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１．はじめに
　 2013年から 2014年にかけては全国的に土砂災害が頻
発した年となった．2013年 10月に発生した東京都大島
町の大規模な土石流災害や 2014年 8月の広島市における
土石流災害では多数の死者がもたらされた．一方近年で
は，突発的豪雨が発生しづらいと考えられていた北海道
でも土砂災害が発生し，礼文島での土砂崩れ，恵庭岳で
の土石流発生による被害がもたらされた．
　こうした土石流災害の被害予測には数値シミュレーショ
ン手法が有効で，従来よりその数値解析技術の開発が進
められ，実務の現場においても多数適用されている実績
がある．しかし，これらのモデルの多くは浅水流の仮定に
基づく平面 2次元解析手法によるものであり，多数の巨
礫や流木等混合物を含む土石流解析への適用限界は，必
ずしも厳密に議論されているとは言い難い．
　近年，解析領域設定の柔軟性や，時間的に大きく境界
条件が変動する場への適用性から，粒子法に基づく水災
害予測手法に関する検討が活発に行われてきている．昨
今では地形データの高精度化に伴い，粒子法に基づく広
範囲な災害予測も可能となりつつある．しかしながら，土
石流や泥流をはじめとした災害にはあまり適用されてお
らず，著者らの知る限り依然として実験のシミュレーショ
ン等に用いられる例が一部存在するのみである1)2)．この
原因の一つには土石流内部で卓越する石礫粒子間応力の
取り扱いや，堆積物の侵食・堆積など，土石流が内包す
る様々な複雑現象の取り扱いについて，モデルが充分に
確立されていないことが挙げられる．そこで本研究では，
既往の土石流構成則の理論を踏襲しつつ，これを粒子法
の一つMPS法の枠組みでモデル化することを試みる．

２．数値モデル
　標準型な固液混相流型MPS法の基礎式3)は，
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但し，ρmは密度，pmは圧力，umは流速ベクトル，μm

は粘性係数，F ls,mは固液相間相互作用力ベクトル，gは
重力加速度，添字mは液相 (l)，固相 (s)を表す．これら
をベースとして，離散化にあたっては Khayyerら4)によ
る安定化MPS法の一つCMPS-HS-HL法を適用した．本
研究では，密度分布が一様でない混相流場を対象として
いるため，安定化スキームのうち高次 Laplacianモデル
において密度変化を考慮することとした．これを始めに
行ったのは鶴田ら5)であるが対象は 3次元場であり，本稿
では 2次元場を対象として次式を用いた．
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〈·〉iは計算粒子 iにおける離散化を意味し，右辺括弧内の
第 1項は 3次元では 3/ρj，2次元では 4/ρj である．
　次に土石流特有の抵抗則の考慮方法について述べる．土
石流内部では相互に衝突する石礫粒子が流れの形態に大
きな影響を及ぼす．これまで流動層内部で卓越する構成
則について多くの提案がなされてきている．Dingら6)に
よって導出され，高橋ら7)により固体粒子流の検討に導入
された，固体粒子を高濃度に含む流れの抵抗則は，非圧
縮条件下で結果のみを記せば

Pc = 2σC2g0(1 + e)T I− 1.6σC2dmg0(1 + e)
√
T/πS.

σ は砂礫粒子の密度，dm は砂礫粒子の平均粒径，C は
砂礫粒子の容積濃度，I は単位テンソル，S は歪みテン
ソルである．式中右辺の第 1項は圧力，第 2項は剪断応
力を表している．g0 は radial distribution function6)で
g0 = (1− (C/C∗)1/3)−1 ，C∗は最密充填濃度で以下では
標準値として 0.55を用いた．g0はその式形から，Cが小
さい時，即ち砂礫濃度が希薄な場合は 1に近い値を取る
が，C が C∗ に近づくにつれ急激に増大する．
　本研究では，液相粒子と固相粒子の 2種類のみを用い
ることとしたが，粒子間応力の算定には濃度場 C の離散
化が必要となる．本研究で用いているような 2相流モデ
ルで連続的な濃度場を算定するのは困難が伴う．そのた
め，粒子間応力の算定時のみ，周辺の固相粒子の配置か
ら粒子 iの地点における濃度を算定して上式で用いるこ
ととした．その濃度 Ciは後藤ら3)の方法に基づき算定し
た．また，垂直応力の寄与に関しては、MPS 法の非圧縮
性の条件から陰的に求めることとした．本研究では，上
記のモデルに基づく 2次元シミュレーションモデルを構
築し，数値テストと水路実験の数値シミュレーションに
適用した上でモデルの再現性について検討を行った．

３．結果と考察
　まず，上記モデルの基本的特性を把握するための数値
テストを行った．断面形 0.25 m×0.25 mの水槽内で左 0.1

m部分を砂礫層，右側を水粒子で充填し，t = 0 sにおい
て拘束を解き砂礫の沈降・堆積過程を追跡するものであ
る．図–1に示したのは，その計算結果であり，上段に標
準的な固液混相流型モデル3)，下段に標準モデルに本稿
で示す構成則モデルを付加したモデルの結果を示してい
る．砂礫層の挙動を示す矢印を図中に示した．構成則モ
デル無しの (a)のケースでは重力の作用で比重の大きい
固相粒子群が沈降した後，水流に追従しながら反対側の
壁に衝突し (t = 0.75 s)，戻り流れとなって左側壁のせり
上がり (t = 2.00 s)，定常状態に落ち着くまで水の流れに
追従しながら左右方向の輸送が繰り返された．一方構成
則モデルあり (b)のケースでは初期の沈降過程も上段に
比較すると緩やかに進行し (t = 0.75 s)，t = 1.50 s以降
ではほぼ上下 2層に分離した．砂礫粒子濃度が大きいた
めに剪断抵抗が大きく働き，上層の水流の影響をほとん
ど受けず水槽下部へ沈降した．2相流において濃度増加
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図–1 砂礫粒子群流動過程の計算結果

図–2 実験水路及び解析領域の概念図

に伴い剪断抵抗が増す様子が良く記述できていることを
表していると考えられる．
　次に水路実験について，図–2には上から順に実験水路
の概念図，水路側面から見た土砂設置状況，シミュレー
ションの初期粒子配置を示した．水路は長さ 1 m，幅 7

cm，砂礫層 (dm = 3 mm)の堆積厚は 3 cmであり，勾配
θ◦ = 15◦とし，上流から qin = 10 L/sで給水し土石流を
発生させた．水面形を読み取り可能なように水路側面に 1

cm間隔の格子を描いた．図–3には水路内で給水が堆積
土砂を侵食しながら土石流として発達していく様子を示
した．各時刻の上段が水路側方撮影画像，下段がフロン
ト位置が対応する時刻におけるシミュレーション結果で
ある．シミュレーション結果には画像から読み取った水面
形を重ねて描いている．上流から給水があることで流れ
に捕捉されて堆積土砂が侵食を受け土石流として流下し
ている様子がわかる．いずれの時刻（t = 1.03, 2.03, 3.50

s）においても，計算結果における土石流のフロント位置
と実験結果から得られたフロント位置は概ね一致してい
る．また，上流端 (x = 0 m)から描かれる水面形から縦
断的な流動深についても計算結果と実験結果の比較にお
いて大きな矛盾はない．但し計算結果では表面付近で粒
子配置が粗になり，飛散する粒子が見られるなど一部に
非物理的な挙動が見られる．これは構成則により大きな
剪断抵抗が働き計算が不安定化したためと考えられ，本
モデルの更なる改良やパラメータの設定方法について検
討を加える必要がある．
　移動床上で石礫を取り込みながら流動する土石流は，現
象が複雑であり数値解析的なモデル化の取り組みもあま
り見られない．MPS法などの粒子ベース解析手法はこう

図–3 土石流の発生・発達過程に関する実験結果 (上段)

とシミュレーション結果 (下段)との比較

した本来粒子的な現象の追跡の取り扱いが容易であり，今
後こうした現象への適用がますます期待される．

４．まとめ
　本研究では，固液混相流型 MPS法の枠組み内におい
て，高橋ら7)による高濃度粒子流に対する構成則のモデ
ル化を行った．提案手法の応用事例として，簡単な数値
テストと，土石流の発生過程に関する水路実験と粒子法
による計算結果の比較を行い適用性の検討を行った．但
し，構成則のモデルに含まれるパラメータは未だ検討の
余地が多く，より詳細に検討することが必要である．
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