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1. 研究の背景と目的
　流域源頭部では土砂が岩盤の風化や凍結融解、崩壊などによって生産され谷底に堆積する。これらの土砂は、豪雨
時に土石流形態で流下することが一般的に知られており、下流での直接的な被害や河床上昇を引き起こす場合があ
る。そのため、源頭部から流下する土石流の規模や到達距離を推定することが、防災や流域管理の観点から求められ
ている。しかしながら、源頭部の土石流に関して、規模や到達距離を推定する手法は未だに確立されていない。手法が
確立されていない要因の 1 つとして、源頭部では土石流が様々な流下形態をとることが挙げられる。現地観測の結果
から、源頭部では一般的な間隙水に富んだ流動性の高い土石流のみならず、間隙水の乏しい流下と停止を間欠的に
繰り返す土石流が存在することが明らかとなっている  1)。また、源頭部での土石流の発生を想定した水路実験において
も、このような流下形態の違いが生じることが指摘されている 2)。しかし、このような流下形態の違いが生じるメカニズム
や要因は明らかになっていない。
　本研究では、源頭部において土石流の流下形態の変化が生じる要因を明らかにすることを目的として、現地観測・調
査を実施した。

2. 研究対象地
　対象地は静岡県大谷崩一の沢で、流域の最高地点標高は約 1900 m、流路長が約 650 m、流域面積約 0.22 km2 で
ある。ここは、日本有数の大規模崩壊地であり、土砂の生産から流出のサイクルが、明確な 1年周期で進む。土砂は、冬
期の凍結融解によって生産され、春先に谷底に供給される。これらの土砂は、夏秋に土石流となって流出する。
　
3. 方法
3.1 土石流の発生・流下状況のモニタリング 
土石流の発生・流下のタイミングと降雨条件の関係を整理するため、雨量観測と土石流の定点撮影を行った。雨量

観測は 0.5 mm転倒マス型雨量計を用いた。雨量計はデータロガーに接続し 1 分間隔でデータを記録した。定点撮影
 ではインターバルカメラ (Garden Watch Cam、Brinno)  を用いて、上流地点 (河床勾配約 29.8 °、インターバル 10 秒) と

 下流地点 (河床勾配約 18.5 °、インターバル 15 秒) の 2地点で谷部を撮影した。2 地点間の距離は約 150 mである。
 定点撮影の結果から、土石流の段波 (以下、サージ) の流下のタイミングと形態、継続時間を判読した。観測期間は

2014 年 5 月から 11 月である。
3.3 粒度分析・地形測量
　土石流流下前後の河床堆積土砂の粒度分布と堆積層厚の変化を明らかにするため、粒度分析と地形測量を行った。
粒度分析では、堆積域の上流部、中流部、下流部において堆積層表面の土砂の粒径を線格子法によって計測した。計
測は、2014年の 8 月、9 月、11  月に実施した。また、地上レーザースキャナ (GLS-1500、TOPCON)  を用いて地形測量を
行った。測量は 2013 年 11 月、2014 年 5 月、8 月、11  月に実施した。レーザースキャナによって高精細な DEM  (数値標
高モデル、解像度：10 cm) を得ることで、堆積層厚の変化を求めた。

4. 結果と考察
4. 1 土石流の流下形態と河床の変化
　観測期間中の 8 月 10 日、9 月 6 日、10 月 5 日に

 サージが複数流下した (以下、イベント)。2014 年 8
月 10 日のイベントにおいて、定点撮影によってサー
ジの流下状況を捉えた。この撮影記録から、上流地
点では計 17 回のサージが確認された。これらの
サージは間隙水に富み流動性が高く、河床を侵食
しながら流下したものが 11 回、間隙水が乏しく撮影
地点で急激に流速が低下し、サージ全体が停止
(堆積) したものが 6 回であり、流下するタイミングは
10分間雨量のピークの立ち上がりに良く対応して
いた。一方で、下流地点では明確なサージが計 7 回
と少なく、サージの一部が堆積することはあったが、
上流地点で見られたサージ全体の停止は生じてい
なかった。また、上流地点では停止したサージの継
続時間が短く、下流地点のサージは上流地点に比
べて継続時間が長かった。しかし、サージの継続時 図−1 2014 年 8 月 10 日の累積雨量とサージの継続時間の関係
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 間と累積雨量の相関関係は一意的ではなく ( −図 1)、サージの流下形態や継続時間を累積雨量のみで整理することは
できなかった。また、河床の粒度分布と堆積層厚は空間的に不均一で、イベント後に顕著に変化していた。これらの結
果は観測結果と合わせれば、イベント中に流下形態の異なるサージによって河床の侵食・堆積が繰り返されていたた
めだと考えられた。従って、イベント中も複数生じるサージによって、河床の粒度分布や堆積層厚が時々刻々と変化して
いたと推察され、サージが流下する際の河床条件は様々であったと考えられた。
4. ２ 固体摩擦応力が流下形態に及ぼす影響
　現地観測・調査の結果から、土石流の間隙水と河床条件が流下形態に影響を及ぼしていると考えられた。そこで、こ
れらの影響について、土石流が河床で受ける固体摩擦応力の変化に着目して検討した。既往研究にならい土石流中

 の間隙水の割合に関するパラメータ η 3)  と、河床条件の違いによる間隙水圧の変化に関するパラメータ γ 4)を導入すれ
ば、河床面での固体摩擦応力 τ0yは次式で表される。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

　
　ここで、 c は断面平均濃度、c*  は砂礫の静止堆積濃度、 σ は砂礫の密度、ρ  は水の密度、 g  は重力加速度、 h は流

 動深、 θ  は河床勾配、 s は砂礫の内部摩擦角である。η は土石流が間隙水に満たされていれば η=1、満たされていな
ければ 0≦η<1である。γ は河床で間隙水圧が静水圧以上であれば γ=1、静水圧よりも小さい場合は γ<1である。
　流動深が等しく、間隙水の割合と間隙水圧の有無が異なる土石流を想定し、式(1)に c*=0.6、σ=2.65、ρ=1、
g=9.8、h=1、s=38.5 −を代入し図 2を得た。 c は平衡濃度 ce または c* −とした場合について、それぞれ求めた。図 2の点
線と一点鎖線が θ=22°で最大値を取るのは ce=c*  に達するためであり (以下、ce=c*に達するときの河床勾配を θcとする)、
θ>θc −では固体摩擦応力が土石流の抵抗力を支配している。ここで、図 2中の実線よりも固体摩擦応力が小さい土石
流は、 c <c*の状態であり、濃度変化によって定常
状態に向かうため、濃度変化による堆積は生じる
がサージ全体が停止(堆積)することはない。また領
域 A −の土石流は、図 2中の実線よりも大きな固
体摩擦応力を受けるが、 c <c*であるため濃度変化
が生じうる。そのため、この領域の土石流は固体摩
擦応力の変化のみで流下形態が定まらない。一方
で、B・C領域の土石流は、0≦η<1であり、濃度変
化が生じない。ここで、θ<θcでは 0≦η<1の土石流
は流下を継続できない 1)ため、河床条件の変化等
によって B領域に他の領域の土石流が遷移した
場合は、サージ全体が停止すると考えられる。また、
領域 Cの土石流では、河床勾配が θcに近づくほど
固体摩擦応力が増加するが、その増加量は小さい。
しかしながら、実際に土石流が発生・流下する源頭
部では、上記のように河床の粒度分布や堆積層厚
といった条件が時空間的に複雑である。そのため、
流下先の河床条件によっては、γ=0に漸近し固体
摩擦応力が急激に増加する( −図 2中の破線に近
づく)こととなり、サージ全体が停止する場合がある
と推察される。
　これらのことから、上流地点(θ=29.8°)で見られた流動性の高いサージは c <c*の流れを、全体が停止したサージは領
域 C (0≦η<1) の流れをそれぞれ捉えたものであったと考えられる。よって、θ>θcである急勾配な河床では、間隙水の割
合が異なるサージが存在し、間隙水が乏しいサージは間隙水圧を低下させる条件を有する河床を流下する際に、固体

 摩擦応力の増加によって停止 (堆積) する場合があると考えられる。

5. まとめ
 　流域源頭部では、河床を侵食するサージと河床で停止 (堆積) するサージが存在することが明らかとなった。これら

のサージが土石流イベント中にそれぞれ複数生じるため、河床の粒度分布や堆積層厚は時空間的に複雑に変化して
いた。また、そのような河床条件の時空間的な不均一性によって、勾配が θc以上の河床ではサージの受ける固体摩擦
応力が増加し、流下形態が変化する可能性があることが分かった。これらの結果は、流域源頭部において、イベント中
に複数生じるサージが、河床条件の変化を介して相互に影響を及ぼしていることを示唆しており、これによってイベント
における土砂流出の量やタイミングが変化する可能性がある。
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図−2 固体摩擦応力の河床勾配による変化
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