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１. はじめに 

 昭和 60(1985)年 7 月 21 日、北アルプス焼岳の東斜面に

刻まれた上々堀沢において土石流が発生した。発生した土

石流は、試験施工されたばかりの底面水抜きスクリーン上

に、フロント部の巨礫が捕捉され減速・停止した。その様

子は観測カメラの映像により確認された。 

 底面水抜きスクリーンは、スノコ状のスクリーンを河床

に設置し、流下してくる土石流をスクリーン上で石礫と泥

水とに分離することで、土石流の掃流力を減勢し停止・堆

積させる土石流対策施設である。 

 本稿では、底面水抜きスクリーンの最適諸元の設定を目

指し、底面水抜きスクリーン上を流下する土石流を対象と

して、流下過程における石礫と泥水の相互作用、石礫と泥

水の分離、石礫の捕捉といった一連の過程の再現を試みる。 

２. 解析手法 

 土石流は石礫と泥水といった相の異なる混合物からなる

固液混相流であり、底面水抜きスクリーン上の土石流の解

析には、石礫による体積控除を含む石礫と泥水の相互作用、

石礫間の衝突、スクリーン流入直後の水面の激しい変化、

スクリーン上の石礫捕捉などについて、精度よく再現でき

る解析手法が必要となる。しかし、従来の解析手法である

格子法ではこうした解析への対応は容易ではなく、特に複

雑な水面の予測は困難である。このような問題に対応する

ため提案された解析手法に粒子法がある。 

 本稿では、非圧縮性流体の解析において定性的に精度の

良い結果を示し、激しい水面の変化も安定に解くことがで

きる越塚 1)によって提案された粒子法(MPS 法)に、剛性群

の運動追跡を追加した後藤ら 2)の手法により、底面水抜き

スクリーン上の土石流を解析する。 

２.１ 液相の概要 

 MPS 法は、計算領域に多数の粒子を配置して、個々の粒

子の周囲に設定した影響域内での粒子間相互作用として、

基礎式の各項が離散化される非圧縮性流れの解析手法であ

り、基本的な支配方程式としては、連続の式(質量保存則)

およびNavier-Stokes式(運動量保存則)を用いる。 

 本稿では、土石流の泥水を粘度がせん断速度に依存する

非ニュートン流体(ビンガム流体)として仮定する。この場

合のNavier-Stokes式は以下のように表される。 

 u D g      (1) 

ここで、η は塑性粘度、  はひずみ速度である。また、

Λ √Π とし  は降伏値、Π はひずみ速度  の

関数である。 

 ビンガム流体は、せん断応力が降伏値に達した時に流動

を始める流体であるため、不動時においてはひずみ速度が

ゼロであり、応力が不定となるため解析が不可能となる。

このため、構成モデルとして bi-viscosity モデルを用い

る。これにより、流動時には粘塑性流体、不動時には高粘

性の粘性流体として扱うことで、不動状態を表現する。 

流動時の構成則； 

 τ Pδ 2 η
√

D    Π Π     (2) 

不動時の構成則； 

 τ Pδ 2 η D    Π Π     (3) 

ここで、 は流動状態と不動状態の降伏基準値であり、

2  で与える。 

２.２ 固相の概要 

 石礫は厳密には剛体ではないが、水流の変形抵抗と比較

すると近似的に剛体と見なせる。本稿では石礫を剛体と仮

定し、流体と同様に図-1 に示すように質量を持った粒子

の集合として表現し解析する。粒子の衝突・摩擦について

は、粒子の衝突応答に粒子のめり込みを許容し、そのめり

込み量に応じた反発力を加えることで表現する。 

 

図-1 固相の粒子モデル 

３. 解析条件 

 解析条件の一覧を表-1 に水路の形状を図-2 に示す。長

さ 350cm、幅 20cm、勾配 17.6°の直線水路に、長さ 60cm

のスクリーンを水平に設置し、スクリーン間隔を 0mm、

8mm、16mmに変化させる。 

 

図-2 水路の形状 

 土石流は、水路床との間にスリップ条件を与えた河床材

料を敷き、その上に泥水と石礫を混合した状態で初期配置

し、上流より泥水を流入して発生させる。流入量は 2.0ℓ

/s、5.0ℓ/sの2ケースとする。 

 解析は総粒子数3E+5粒子を目安に、粒子間距離5mm、解

析時間10s、解析時間増分2E-4sとした。 
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表-1 解析条件一覧 

 

４. 結果と考察 

 流入量 2.0ℓ/s、5.0ℓ/s の 2 ケースでスクリーン間隔を

0mm、8mm、16mm に変化させ、スクリーン上を流下する土石

流を解析した。図-3 に流入流量 5.0ℓ/s、スクリーン間隔

8mm、16mm の場合のスクリーン上を流下する土石流の等速

線分布を示す。土石流がスクリーンへ流入すると石礫と泥

水が分離すると共に、急激に減速しフロント部はスクリー

ン上に停止した。その後、スクリーン上に停止した石礫が

障害となって泥水の堆積遡上が見られた。 

 

 

図-3 スクリーン上を流下する土石流の等速線分布 

 図-4 に石礫と泥水の分離によりスクリーン下へ流出す

る流量(棒グラフ)と、土石流先端の移動距離の時間的変化

(折線グラフ)を示す。ここで、土石流先端の移動距離の原

点はスクリーンの上流端とする。スクリーン長さは 60cm

であることから、これを超えた場合は土石流がスクリーン

下流端を乗り越えたことを意味する。 

 

図-4 スクリーン下への流出流量と土石流の移動距離 

 土石流がスクリーン上で停止するケースでは、スクリー

ン間隔を変化させても、土石流先端の移動距離に大きな変

化は見られなかった。これは矢澤ら 3)、長谷川ら 4)による

室内実験でも同様の結果が得られている。 

 矢澤ら 3)は、室内実験の結果から必要スクリーン長を得

る実験式を提案している。解析の結果、スクリーン流入直

前の土石流の流速は 0.7m/s～1.1m/s 程度であり、実験式

から求まる必要スクリーン長は 40cm～90cm となる。解析

の結果は概ねこの実験式の範囲に入る結果となった。 

 本稿では、底面水抜きスクリーンに流入する土石流を対

象として、粒子法(MPS 法)に剛性群の運動追跡を追加した

手法で解析を行い、スクリーン流入直後の水面波の激しい

変化や、スクリーンでの石礫と泥水の分離、石礫間の衝突

と石礫の捕捉といった一連の過程を再現した。土石流先端

の移動距離は、概ね室内実験結果に近い結果を得ることが

でき、土石流の再現に対して適用性を有することを示した。 

 今後は、底面水抜きスクリーンの最適諸元の設定を目指

し、現地観測データ等を参考にした使用材料のパラメータ

設定や、混合粒径による解析などの検討を継続し、更に精

度を高めて行きたいと考えている。 
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