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１．はじめに
　日本は火山国であり、寒冷地域においても環太平
洋造山帯の一環を形成する活火山が数多く存在する。
北海道のような積雪寒冷地域において火山噴火が発
生した場合、火砕流が積雪斜面上に到達すると積雪
の融解により大量の水が発生し、大規模な泥流となっ
て下流で甚大な被害を及ぼすことがある。こうした
融雪火山泥流災害は、融雪と水蒸気の発生、そして
土砂と水の混合物の流動といった物理的に非常に複
雑なプロセスを含むため、その融雪水量や運動特性
についてもあまり明らかにはなっていない。これま
でにもいくつかの実験的検討 1)～3) やモデル化 4)5)

に関する研究がなされているが、発生規模予測のた
めの火砕流による融雪過程や融雪水量に関する知見
は未だ充分ではないのが現状である。そこで本研究
では、泥流の発生規模予測のために高温物質による
融雪量と泥流の発生規模を明らかにすることを目的
とした。そのため高温物質を積雪斜面へ落下させ融
雪を起こして末端で融雪量を測定し、泥流の端緒と
なるまでの過程に着目した実験を実施した。
２．水路実験の概要
　図–1に示すような幅 20 cm、高さ 20 cm、長さ 8
mの水路を用い、長さ 2 mのシュートから砂または
鋼球を落下させ積雪層上で物質を流動させた。積雪
層の長さは調整することができ、最大は約 4.0 mで
ある。水路下流端には流出した落下物の受皿を設置
し、ロードセル（KYOWA co. ltd., Lu-IOKA）で
落下重量を測定できるようにした。流路内には熱電
対を設置しておき温度上昇時刻より落下距離と落下
時間の関係を求められるようにした。実験は斜面条
件を新雪またはざらめ雪、物質重量を 4, 8, 12 kg、
物質温度を室温（約 8度）, 500度, 700度とし実施し
た。新雪は降雪を用い、ざらめ雪は荒目網でかき砕
いたものを使用した。砂は比重 2.66、平均粒径 0.34
mmの硅砂を用い、鋼球は比重 7.7、平均粒径 1.23
mmのものを用いた。水路内に設置した熱電対の温
度上昇時刻より落下距離と落下時間の関係を求め、
これより落下速度を推定した。各実験ケースにおい
て水路各部での熱収支から雪斜面の融雪に寄与した
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図–1: 使用した実験水路の概要

分の熱量を簡易的に推定し、雪面条件から初期積雪
量を融解するのに必要な熱量との比較を実施した。
３．結果及び考察
　図–2に例として示したのは、斜面を新雪、落下物
質を砂、温度を 500度、水路角度を 20度、斜面長 1
m、投入量 12 kgとした場合の流出状況である。こ
こで、積雪層の最上流部に設置した熱電対が温度感
知した時刻を t = 0としている。(b)のようにまず雪
の表面を高速で滑るように落下し (t = 0.4 s)、大部
分の流出が起こり (c)、一旦流出量が低減するが次に
高温砂による融雪が起こり (d)、融雪水と砂の混合物
の流出が開始し (e)、2段階目の融雪泥流としての流
出が生じ (f)、終状態となった (g)。同ケースにおけ
る流出重量を示した図–3からも t = 1～4 s付近で流
出量が明瞭に低減しており、泥流の流出が 2段階と
なったことが確認できた。整理すると、まず高熱物
質のみが雪面上を浮遊するように落下し（以下では
このような落下を一次落下と表記することとする）、
雪面に残された砂が保有する熱量によって融雪を起
こし泥流化、もしくは雪が完全に融けきれず砂と混
合しながら落下していたことが確認された。後者を
最終落下と表記することとする。一次落下状態では
雪面に高温物質が乗り上げ、融雪にほとんど寄与せ
ず一次落下が生じているとみなすこととした。物質
投下後、助走区間に残された物質や斜面に残った物
質の重量は測定可能であるため、雪面に侵入した物
質重量を概算することができる。具体的には、投下
後直ちに受け皿に落下した一次落下分は融雪にほと
んど寄与しないと仮定し、雪面落下重量から一次落
下重量を差し引いた初期雪面堆積重量が融雪に寄与
するとした。次に堆積厚は初期雪面堆積長さに一様

図–2: 泥流の流出状況の時間的変化

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0

[k
g

]

[s]

図–3: 受け皿で計測された流出重量の時間的変化
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図–4: 融雪レベルと融雪可能割合との関係

に堆積すると仮定し、次の式で求めた。

堆積厚 =
初期雪面堆積重量

堆積密度×堆積長さ×水路幅
但し、堆積密度は別途実施した試験結果より砂は
1.5 g/cm3、鋼球は 4.7 g/cm3とした。融雪量は

融雪量 =
初期雪面堆積重量×物質温度×Kw

雪の融解熱量 (333.6J/g/K)

で求めた。但し、砂の比熱は 0.75 J/g/K、鋼球の
比熱は室温で 0.44、500度で 0.70、700度で 0.87と
し、Kw は融雪相当比熱でKw = (Ks + ay) 1であ
る 6)。Ks は固体の比熱、a = 0.7 [g·K/(J· cm)]は
パラメータ、yは堆積厚である。以上の結果を用い、
融雪可能割合 (%)を

融雪可能割合 =
融雪量

雪密度×水路幅×雪堆積厚×斜面長
として定義した。
　この融雪可能割合とビデオ映像から判断した融雪
状態との関係を図–4に示した。ここで、融雪レベル
は図右上のように定義することとした。融雪レベル
の定義は主観に影響される可能性はあるが、融雪レ
ベルと融雪可能割合の最低値の間に相関を見出すこ
とができる。砂では融雪レベル３までが泥流に発達
しやすいと判断され、この時の融雪可能割合は 85%
であった。また、融雪レベル４は泥流に発達しない限
界と考えられ、この時の融雪可能割合は 50%となっ
た。鋼球の場合では一次堆積範囲が短く水路上部か
ら雪を融かして流下しながら泥流化するため、砂よ
りも融雪に多くの熱量が必要となる。泥流が生じる
可能性がある融雪レベル３では 180%、泥流が生じ
ないと判断できるレベル４では 120%と、砂に比し
て大きな値となっている。
　図–5には、融雪可能割合と、一次落下までの時
間と最終的な落下重量が得られた最終落下時間との
関係を示した。データのばらつきが大きいため断言
は難しいが、概ね 6秒未満の落下時間が短い領域に
おいて、概ね平行な直線関係が認められた。最終落
下時間は、落下時間が長くなると融雪可能割合が一
定となる傾向があり、この融雪可能割合が融雪レベ
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図–5: 落下時間と融雪可能割合との関係

ル３に対応していた。
　上記の検討は独自に定義した融雪可能割合という
指標で整理したが、熱交換や物理的素過程に対して
設けた仮定も多い。また本実験を通じて多量の蒸発
が見られたが観測が難しく熱量の評価に際しては無
視することとした。今後実験を実施する際には気化
した水量とその熱量評価が必要と考えられる。
４．まとめ
　本研究では、積雪寒冷地域において発生し得る融
雪型火山泥流において、熱量と泥流発生規模の関係
に焦点をあてた基礎研究を行った。融雪可能割合を
定義し、この指標が高温物質による融雪パターン、
引いては泥流発生規模の推定のために有効であるこ
とを確認した。今後は、本研究で明らかになった融
雪の量的な知見について、現地事象に対する適用範
囲を検証するため、より詳細な要素実験や既往事例
との比較を実施していく予定である。
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