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山口県周南市島田川沿いの土石流・洪水氾濫の状況を明らかにするために，ジオスライ

サーによる試料採取を行い，堆積物の組成，年代測 等を調 ，洪水氾濫等の発生履歴を

検討した．また，同箇所を 流域に対して地形解析を行い，土砂 水の発生 となる

の地形指標特性を検討した．その結果，島田川では過去にも り し洪水が発生してい

たことが分かった．また，平成 30 年 7 月豪雨で堤防 壊が発生した箇所は， 部に

する谷 平野で洪水流に う堆積が され すいこと，後 地に谷密度の高い を え

たことにより，砂分の い洪水堆積物がもたらされていた 性が高いことが 察された．

ー ー ：土石流，洪水，氾濫，年代測 ，地形   （IGC：A-02，B-11，C-06

1  

平成 30 年 7 月豪雨（2018 年西日本豪雨）において山

口県東部に位置する島田川とその周辺地域では，本川お

よび 川から大量の水が一 に流下したため， 水被害

河川堤防の 壊が発生した 1)-3)．これより，島田川流域

においても土砂・洪水氾濫の危険性が すると えら

れる．そこで， らは，島田川流域を対 として，土

砂・洪水氾濫のリスクのある箇所の地質，地形な の

を明らかにし，それに基づいて土砂洪水氾濫リスク

がある箇所を抽出する セスを確 することを 的と

した研究を進めている．

本研究では， 水域内のある箇所でジオスライサーに

よる地盤履歴調査等を実施し，過去の洪水，土石流の発

生状況を現地確認するとともに， 堆積物の土質分析お

よび年代測 を実施した．また，同箇所を 流域の地

形解析を実施した．本文では，これらの結果をもとに，

過去の洪水，土石流の発生状況と堆積物の特徴を検討し，

土砂・洪水氾濫の発生 性を検討した．

2  

土砂・洪水氾濫は，国土交通省において，豪雨により

流域から流出した 量の土砂が谷出口より下流の河

で堆積することにより，河 ・河 が き こ

され，土砂と 水の氾濫が発生する現 と 明されてい

る 4), 5)．しかしながら，学術分野での土砂・洪水氾濫の

義は しも確 されていない．

過去の土砂・洪水氾濫の事例としては，令和元年東日

本台風での宮 県 森 谷川 6)，平成 30 年 7 月豪雨

での広島県 市 応西 地区大 大川 7)，平成 29 年 7 月

九州北部豪雨での 岡県 市 谷川 8)等において こ

っている．い れの事例においても，河 が した区

流木 土石で河 が した箇所において，土石流

の後 流によって，細粒な土砂を んだ洪水が氾濫して

いる．これは，河 が した箇所では水かさが し，

箇所を 点として周 に洪水氾濫が発生したことを

意 する．現時点での理解では，土石流は を と

して一 に流下する 発的な現 であるのに対して，土

砂・洪水氾濫は細粒分を とした 的な現 である

といえ，細粒分が い山地に長期 した大量の 水

があれば こりうる．土砂・洪水氾濫は，本 ，河川が

もっている水・土砂の流下 を した場所（流過

面が小さい箇所）で こりうるものであり，河 が

された場所 ，その危険性が高くなる．したがって，

山地が っている土砂供給 に えて，谷の出口から下

流の の い区 での地形および構 物に関する要

を え ばならない．なお， の 場所は時代ととも

に している．近年の土砂・水災害を えるにあたり，

が土石流 洪水が こりうる場所に，知らないまま近

づいていたといった 面があったことは めない．
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面積 263.1km2 の二 河川である．今回の調査箇所を

地域は周南市東部から光市北東部に位置する． 流 の

周東 と周南市の境 部 近は川の 部になっており，

山 自 との交 部 近から 第に両 に平 部が

広がり， 場 の約 200m 下流には取水 が設置されて

おり，河 は局所的に かになっている．

平成 30 年 6 月 28 日から 7 月 8 日 まで した

雨前 の影響により，西日本 地は記録的な豪雨に

われ， 地で洪水 土砂災害が 発した．島田川流域で

も 7 月 5 日の から雨が り め，流域では しい

雨が し，山口県 測所では 7 日の 前 2 時と 3

時にそれ れ時 雨量 50mm を える 雨となった．ま

た，流域の 流に位置する 測所での 雨量は

451.5mm/48 時 を 測し， 測 最大の記録となった．

周南市土手水位局と 雨量 測所の水位・雨量 グ

ラ （山口県土木防災 報システム）によると，7 月 6 日

の 17 時に時 雨量は 48mm 程度を 測し，その から

河川の水位は 4m を え めたことが確認されている．

これらの豪雨の影響により，周南市から光市にかけての

島田川流域で 水が発生し， 場 と広末 の の

で堤防の一部が 壊した．

2  

2 1  

(1) 調査箇所・状況

本研究では，これらの土砂・洪水氾濫の発生した地区

を中 に，過去の洪水氾濫の履歴と洪水氾濫堆積物の状

況を するための現地調査を行った． 1， 2 に調

査位置 を示す．調査地域は周南市東部に位置し，河口

から 15.6km 近の 場 の 流部の 部と，約 15km
近の周南市大 小松原地区の 部の，い れも高水

1 流 調査箇所の位置 （ 場地区）

国土地理 地形 に

2 下流 調査箇所の位置 （小松原地区）

国土地理 地形 に

1 ングジオスライサーの 状況

2 ングジオスライサーのサン ルの状況

（ 内は 岩が風 したまさ土）

100  

11



近で実施した．

(2) ジオスライサー調査

場地区の ID-1，ID-2，ID-3 では ンデ ータイ の

ジオスライサー（サン ラー長 1 2m）を用いて堆積物

の試料を採取した．下流 の小松原地区では，より 部

の試料を採取するため，GS-1 では ングタイ のジオス

ライサー（サン ラー長 4.3m）を用いて試料を採取し，

GS-2 と GS-3 地点では ンデ ータイ のジオスライサ

        

ID-1 で採取した堆積物の構成            4 ID-2 の試料 と 状

（2019 年 10 月 19 日採取）                （2020 年 12 月 5 日採取）

  

ID-3 の試料   6 GS-1 の試料 と 状      GS-2，GS-3 の試料 と 状

と 状 （2020       （2021 年 1 月 23 日採取）      （GS-2：L=0.7m，GS-3：L=0.7m）

年 12 月 5 日採取）

ID-1 L=0.9m

地層区分 備考

0.1

0.2

0.3 細粒砂

GL-0.36

～0.38m

0.4 試料No. ID-C-01

2007-2009 cal.
AD

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

GL-m
0.0

細粒砂
～微細粒砂

無層理で上方
粗粒化を示す

砂質シルト

斜交層理
（クロスラミナ）

が発達

草根が混り、洪水
前の旧表土と推

定

ID-2 GH=19.52m  L=0.6m

地層区分 備考

0.1

0.2

0.3 0.24m付近紙片

含む

0.4

0.5

0.6 砂質礫

GL-m
0.0

砂質粘性土

粘性土質
礫質砂

ID-3地点 GH=21.30m    L=1.72m

地層区分 年代結果

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.93m

1.0 試料No. ID-C4

1450-1509　cal. AD

1.1

1.2

1.23ｍ

1.3 試料No. ID-C3

1725-1784　cal. AD

1.4

1.5

1.6

1.7

粘性土質
砂

礫混り粘
性土質砂

粘性土質
砂

GL-m
0.0

粘性土質
砂

粘性土質
砂

GS-1　        L=2.25m

地層区分 年代結果

0.1

0.2

0.3

0.4 シルト  試料No. GS-1-1

 1764-1799　cal. AD

0.5

0.6

0.7

0.8
シルト

0.9

1.0
砂質粘性土

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 礫混り砂

1.76m
1.8  試料No. GS-1-5

 397-356　cal. BC

1.9  年代逆転のため

 リワークの可能性

2.0

2.1 2.10m
粘性土質砂  試料No. GS-1-6

2.2  975-1025　cal. AD

2.25

GL-m
0.00

試料写真

0.38ｍ

分級され
た砂

細粒砂
（平行葉
理あり）

礫質砂

粘性土
質砂

粘性土
礫混り砂

分級され
た砂

シルトと砂
の互層

細砂～
中粒砂

GS-2    L=0.7m

地層区分 備考

0.1

細粒砂～

0.2 中粒砂 上方細粒化

0.3

境界はシャープ

0.4 礫混り 植物の根含む

砂質粘土 旧表土

0.5

境界はシャープ

0.6 中粒砂

0.7

直径2cmの円
礫含む

下部は粗粒
砂

GL-m
0.0

GS-3　L=0.7m

地層区分 備考

0.1 暗褐色の

砂質粘土で

0.2 滞水域での

礫混り 堆積環境

0.3 砂質粘土

0.4

0.5

下位の砂質土

0.6 との境界は

中粒砂 漸移的

0.7

GL-m
0.0
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ー（サン ラー長 1 2m）を用いて試料を採取した（

1， 2）．

なお，小松原地区の GS-1 地点において山口県による

河川 を得た後，地層採取を行った．また，同地

点の地盤状況が いことと を く ため，2.9t ク

ーン き ラ クで イ ンマーを用いてジオスラ

イサーを した（ 1）．GS-2 と GS-3 の両地点では

ンマーの き みによってジオスライサーを した．

(3) 年代測 方法

過去に発生した洪水氾濫の履歴を するために，採

取した堆積物に まれる 物等の 物をサン リング

し，その 性 素年代を測 した 9),10)．

性 素年代測 法は， 素の 性同位 （14C）

を用いた 学試料な の年代測 法の一つであり，大

中に一 の 度で まれる 14C が生物 に 同

度で取り まれ，生物 が と，その時点から 14C の

期に って 14C 度が り ける性質を 用し，そ

の生物の生 年代を算 するものである．試料の調 （

， ・アルカリ・ ）後， 速度質量分析

計（コン ク AMS，NEC ，1.5SDH）を用いて試料

の 14C 度を測 し，得られた 14C 度に対して同位

分 効果（ 素同位 比13C）を 正した後，14C 年代お

よび 年代を算出した． 年 正には ID-1 地点の測

号 PLD-39672 に対しては OxCa14.3（ 正 データ：

    

    

 地点で採取した試料の粒 積 （ ：GS-1， ：GS-2， 下：S-1， 下：S-2）

0.001 0.01 0.1 1 10 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

質
分

 

粒径 mm

GS-1
 0.30m-0.40m
 0.44m-0.50m
 0.70m-0.75m
 1.04m-1.05m
 1.30m-1.40m
 2.10m-2.13m
 2.16m-2.25m

0.001 0.01 0.1 1 10 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

質
分

 

粒径 mm

GS-2
 0.00m-0.25m
 0.30m-0.45m
 0.50m-0.65m

0.001 0.01 0.1 1 10 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

質
分

 

粒径 mm

S-1
 0.10m-0.20m
 0.30m-0.40m
 0.55m-0.65m
 0.70m-0.80m

0.001 0.01 0.1 1 10 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

質
分

 

粒径 mm

S-2
 0.30m-0.40m
 0.60m-0.70m

1 内土質試 結果一

  

S-1（ ），S-2（ ）地点の堆積物の状況（小

松原地区）

0.30
～0.70

0.40
～0.50

0.70
～0.75

1.04
～1.05

1.30
～1.40

2.10
～2.13

2.16～
2.25

0.0
～0.25

0.30
～0.45

0.50
～0.65

2.625 2.636 2.628 2.604 2.622 2.629 2.629 2.63 2.616 2.613

22.9 23 19.8 30.9 8.8 22.1 5.5 7 15.7 10

礫分 (%) 4 11 3 3 1 0 16 9 28 6

砂分 (%) 54 78 93 43 98 80 81 89 54 91

シルト分 (%) 31 42 12 12

粘土分 (%) 11 12 8 6

最大粒径 (mm) 4.75 9.5 9.5 9.5 4.75 2 9.5 9.5 26.5 9.5

均等係数 Uc 35.2 - 2.2 30.3 2.4 16.2 4.7 2.4 29.6 3.6

強熱減量　L i - - - - 1.3 - 1.3 - - -

(SCs) (S-CsG) （SP) （CsS) （SP) (SCs) （SPG)（SP-G)（SMG)（SP-G)分 類 記 号

分級され
た礫混り

砂

シルト質
礫質砂

分級され
た礫混り

砂
分　類　名

粘性土質
砂

粘性土礫
混り砂

分級され
た砂

砂質粘性
土

分級され
た砂

粘性土質
砂

分級され
た礫質砂

1 3 2 3

試料深度（GL-ｍ）

土粒子の密度

ρs (g/cm
3
)

自然含水比 Wn (%)

粒

度

11 4

採取地点 GS-1 GS-2
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IntCa113）を，それ以 に対しては OxCa14.4（ 正

データ：IntCa120）を 用し，紀元前は cal. BC ，紀元後

は cal. AD と表記した． 正 からの 年代結果は年

代 をもつため確 法で表示される．その 2σ は

OxCal の確 法による 14C 年代 相 の 95.4%信

の 年代 であり，通 2σ の値で 年代を評価す

る．また，1950 年代以後の試料は 実 の影響を 正し

た．なお，これの採取試料に対する年代測 は( )
オ・ラボに した．

2 2  

(1) 採取した試料の 状

現地にて地層の 察を行ったうえで，採取した試料中

から 物試料を年代測 用として採取した．また，地

層区分と堆積環境の解析および 内土質試 のため，代

表箇所の試料のサン リングを実施した．調査 は 質

土で し，現況 を行った．ID-1 については，2019
年 10 月 19 日に調査を実施し，その試料 と堆積物の

構成を に示している．ID-2 地点，ID-3 地点，GS-1 地

点および GS-2 地点，GS-3 地点については，2020 年 12 月

5 日に調査を実施し， 地点の採取試料の と 察結

果による 状 をそれ れ 4 に示している．ID-
1 地点の GL-0.2 0.45m では に示すように，洪水堆

積物に特徴的な斜交層理が 察された．また， 6 に示

すように GS-1 の試料の最下部には河川堆積物の下位に

マサ土層が 15cm 確認された．これは土石流によっても

たらされたものと推 され，この場所は洪水と土石流の

両方の影響を受けていたと推察される．

(2) 内土質試 結果

採取試料の物理特性とともに調査箇所の地層構成およ

び堆積環境を するために，土の物理試 を実施した．

小松原地区の GS-1, GS-2 地点を代表として， 1 にその

結果を示す．また， に 地点における 度 試料の

粒 積 を示している．なお，S-1，S-2 はそれ れ

GS-2，GS-3 近くの川 の を って採取したものである

（ ）．

（ ）に示す S-1 地点の GL-0.0 0.3m は 性

土 り砂層からなり，GL-0.15m 近に ニル片を ．

GL-0.3 0.45m は 性土 り砂層，GL-0.45 0.7m は

砂層，GL-0.70 0.90 は砂質シル 層が分布する．

（ ）に示す S-2 地点の GL-0.0 0.5m は砂質 性

土，GL-0.5 0.95m は り砂層からなる．

このう S-1 地点では，地表から GL-0.45 近まで

は を示す地層であり， ニル片を ことから，数

年以内に発生した洪水性の堆積物と推 される．S-2
地点の粒度分析結果では，GL-0.6 0.7 の地層はその

位層に比 ，より 粒であることから，流速の速い状況

での堆積物であると推測される．

(3) 年代測 結果

2 に 場地区と小松原地区においてジオスライサ

ーで採取した堆積物に まれる 物の 性 素年

代測 結果を示す． の ID-3 においては，GL-0.93m
で採取した 物の年代値は 1450-1509 cal.AD，GL-
1.23m で採取した 物の年代値は 1725-1784 cal.AD で

あり， 度に対して年代の が こっていた．これは，

位の り 性土質砂は 流より ・ 堆積したこ

とによるものと えられる．

6 の GS-1 地点では，GL-0.38m の試料年代は 1764-
1799 cal. AD，GL-1.76m の試料年代は 397-356 cal. BC，
GL-2.10m の試料年代は 975-1025 cal. AD であり，測 結

果には紀元前の年代が まれていた．これも， いもの

が流出して 堆積した 性が えられる．地層と年代

値の は時々あるので，試料の 下関 まれてい

る地層の 結度な から，このケースでは 堆積したも

のと解 するのが である．GS-1 地点の 堆積した試

料を いて堆積速度を概算すると，2mm/年である．この

値は，木曽川デルタの 粒分を 地層の堆積速度 1.9
4.6mm/年と する値であり 11)，島田川の土砂堆積速度

土砂の供給メカニズムを推 するうえで 要である．

4  

4 1 

土砂・洪水氾濫のリスクが高いと される箇所を地

形的 から 測することを 的に，高精細標高データ

の と地形量の算出を行った． に標高データを

した を示す．この は島田川の中流域にあたり，

地との の 部 2018 年西日本豪雨の に島

田川で 流が発生した箇所，高密度な表層崩壊が発生し

た 形山を ．標高データについては，高精細かつ発

生前後の比 が な を基にしたデジタル標高

モデル DEM（Digital Elevation Model）とし，リモー ・

センシング技術センターと NTT データ が共同 発し

た AW3D（ALOS を用いて作成された 2m 解 度の

数値地形モデル DTM（Digital Terrain Model））とした．そ

の 元は に示す通りである．

4 2  

 土砂・洪水氾濫のリスクを評価する で，流域を通

2 性 素年代測 および 年 正の結果

1 年代 2 年代

LD-39672
試料No. ID-C-01
GL-0.36m-0.38m

ID-1地点

-30.43 0.24

-402 18
14

C
1.0514 0.0024

-400 20

o - om  NH2 2013
1956-1957 cal. AD 14.0
2007-2008 cal. AD 22.5
2008-2009 cal. AD 31.7

o - om  NH2 2013
1956-1957 cal. AD 23.0
2007-2009 cal. AD 72.4

LD-42860
試料No. ID-C2
GH=19.7m付近

ID-2地点

-27.28 0.21 13004 34 13005 35 13713-13557 cal. BC 68.27 13774-13430 cal. BC 95.45

LD-42861
試料No. ID-C3

GL-1.23ｍ
ID-3地点

-29.21 0.21 169 17 170 15

o - om  NH2 2013
1671-1685 cal. AD 11.85
1732-1767 cal. AD 30.04
1772-1779 cal. AD  5.99
1798-1805 cal. AD  6.07
1927-1943 cal. AD 13.67
1951-1952 cal. AD  0.66

o - om  NH2 2013
1665-1694 cal. AD 17.72
1725-1784 cal. AD 43.56
1795-1811 cal. AD  9.77
1839-1842 cal. AD  0.40
1864-1865 cal. AD  0.11
1873-1877 cal. AD  0.52
1917-1954 cal. AD 23.37

LD-42862
試料No. ID-C4

GL-0.93ｍ
ID-3地点

-23.60 0.20 388 17 390 15
1456-1491 cal. AD 64.19
1604-1607 cal. AD  4.08

1450-1509 cal. AD 78.02
1593-1619 cal. AD 17.43

14
C年代を 年代 た年代年 年代

B 1

定
試料

地点

13
C

14
C 年代

B 1
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て， の程度の土砂供給が であるかを 量的に 積

もることは 要であると える．この は流域におけ

る侵食速度，地形的な としては地形の と相関が

あることが知られ，そのばらつき である高度分 量

（標高の標 ）から侵食速度を推 する方法も 案

されている 12)．一方，過去の斜面崩壊の事例をみると，

傾斜 に沿って表層崩壊が 発する傾 にあり，傾

斜 地形の 度を示す 指数 CI（Convergence 

Index13)）が土砂災害において 要な地形量であることが

分かる．今回は， に示した標高データと リー

ウ アである QGIS3.10 および SAGA を用いて，基本

的な地形量として標高，傾斜，傾斜方位， 指数を算

出し（ 10 1 ），それ れの地形量の （ばらつ

きの程度）等については，解析 位が小さす ると傾

が えにくいため，100m グリ とに計算し， に

は 影 を 置した（ 14 16）．以下に，それ れ

 高精細標高データ（AW3D）の 元 

10 標高 （ の 影は同 DTM を用いて作成）        11 傾斜量           

12 傾斜方位            1   指数 （地形の 度が表現されており， 

は 部（ ）， は 部（谷）である）

 島田川流域とデータ解析  

地

形山

部

小松原地区

場地区

部

小松原地区

場地区

部

小松原地区

場地区

部

小松原地区

場地区

部

11



の分布傾 について る．

4 2 1 

10 の標高 に示すように，対 地域の標高は

概 10 360m であり，島田川に沿って広がる谷 平野

は概 10 25m，山 の 山地内の 小な 地は概

100m 以下であり，これより高位に山地が広がる．

14 に示す高度分 量も，標高が高い山地 高い傾 に

ある．

4 2 2  

11 に傾斜量 を示す． 記の地形から明らかなよ

うに，島田川の谷 平野を いては，山地・ な 傾

斜のある斜面からなる．谷 平野の傾斜は DTM の特性

によって小さな を した状 となっているが，概

3°以下をとる．それより 流 （山地より）にみられ

る 積 状地の傾斜は概 3 10°であり，山地内に

はそれ以 であるが，傾斜 40°以 となる地域は高度分

量の高かった地域に 的である．また， 1 の傾

斜の標 をみると，山 近 島田川の 部にお

いて高い傾 があり， 性的に理解される土砂・洪水氾

濫箇所として土砂の堆積が される場所を表現している

ようにも 受けられる．

4 2   

傾斜方位（°）は北を 点として時計回りの 度で表現

している． 12 の 0°は北，90°は東，180°は南，270°は
西となる． 12 傾斜方位 に示すように，この地域の

斜面は北西と南東を中 とした方位に いている傾 が

あり，このことは，山地と河川・谷 の 置が北東 南西

方 に びるかた をとっていることを していると

える．なお，大雨の には，それらをもたらす った

が の方 から山地にあたるかによって，土砂流出

の地域的 をもたらすと される．  
4 2 4  

1 の 指数 に示すように， 指数からは，

傾斜と同 に，谷 平野ではわ かな が影響して CI
値が になっている． 1 からは，谷が細かく樹

状に発 している地域と直 谷が つ地域があること

が分かる．その 子を谷密度 として表現したものが

16 である．谷密度は木下 か 14)の算出方法を参 に，

グリ 内の クセルに める CI 値-6 以下の クセ

ル数の から めた． 16 では，その値に基づく谷

密度の高 を 5 の等量区分で示した（CI 値-6 以下が

める が高い ，谷密度は高くなる）．その ，CI
値-6 以下を 谷 として したが，この値は 1/2.5 地

形 で な谷 の 現性が最も高くなるよう

的に したものである．そして，谷が樹 状に発 し

ている地域は谷密度が高く，直 谷が な地域は谷密

度が い地域として表現される．傾斜の標 とも

た分布傾 を示すが， なる箇所も する．

 今回，ジオスライサー調査を行った地点は，い れも

島田川の谷 平野の中でも， 部から く相対的に傾

斜のばらつきの大きい 域にあたる．また，調査地点の

後 地には高度分 量は いものの，谷密度と傾斜のば

らつきが高い が広がっている傾 があり，この地形

的特徴が砂分の い洪水堆積物をもたらした 性も

えられる．なお，地形特性を示す指標は，数 く 発さ

れているため 15)，島田川流域における土砂供給 セ

スを えながら， な指標を し， 検討したい．

 

本研究では土砂・洪水氾濫の 義・ を明確にした

小松原地区

場地区

部

14 高度分 量

1  傾斜のばらつき

16 指数を基にした谷密度

小松原地区

場地区

部

小松原地区

場地区

部

部

小松原地区

場地区
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うえで，河川から供給された堆積物の調査結果に基づい

て，洪水氾濫の状況と堆積環境について検討した．本研

究の結果を以下に要約する．

(1) 島田川沿いの 2箇所でジオスライサーによる地盤履

歴調査を実施し，洪水等により形成された堆積物の

層相を分析し，発生時期，層厚，粒度等を明らかに

した．その結果，同箇所では過去の洪水の発生を示

す堆積層が認められ，GS-1 地点の堆積速度を概算す

ると，約 1000 年で 2.1m 堆積していることから 2mm/
年であった．

(2) 採取試料の最下層に土石流の発生をうかがわせる

マサ土層が確認され，洪水堆積物の下位に位置する．

これは，土石流がもたらしたものと推察されるので，

この箇所では洪水と土石流の両方の影響を受けて

いたと推察される．

(3) 細密 DTM（AW3D 高精細版 3D 地形データ）を作成

し，地形解析を実施し，基本的な地形量を算出した．

土砂・洪水氾濫のポテンシャルを示す土砂の堆積場

を抽出する地形指標として，今回の検討の中では，

谷密度および傾斜のばらつきが有効的であること

が示唆された．

島田川では，2018 年の災害以前には，1945 年 9 月の枕

崎台風による大洪水が発生し，以前にもたびたび洪水が

発生していたが，その後堤防の設置が進んだ 2)．現時点

では年代データが少なく，洪水履歴の詳細は解明できて

いないが，今後さらなるデータの取得と過去の災害記録

との対比を進め，洪水氾濫の履歴を明らかにするととも

に，この地域の土砂・洪水氾濫の発生メカニズムを検討

していきたい．
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