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1.はじめに 

崩壊に起因する大規模な土石流の流下・堆積を、

数値計算で表現する際には、細粒土砂の流下特性

に留意することが重要である。 
大規模な土石流では、土石のうち細粒分のみが

間隙水と一体となって層流状態から乱流状態と

なって移動する、いわゆるフェーズシフトが生じ

る可能性が指摘されている例えば 1)。さらに、細粒

土砂のフェーズシフトが生じる現象については、

間隙流体の乱れ応力や摩擦速度等の水理条件の

影響を受ける可能性がある等の知見が得られて

きている例えば 2)。しかし、今後生じうる現象の予

測計算等において、間隙流体に取り込まれる細粒

土砂の粒径や割合をどの程度にすべきか定量的

に設定する方法は課題として残されている。 
そこで本研究では、フェーズシフトする粒径が

水理条件に応じて変化することを考慮した混合

粒径モデルを用いて、過去に発生した土石流の再

現計算を実施した。 
本研究の再現計算では、地形や粒径等の現地の

詳細な情報が得られ、複数の CCTV により土石流

の流下状況が撮影されていた、平成 27 年に発生

した鹿児島県垂水市二川深港地区の土石流（図

１）を対象とし、河床変動高に加えて、水深や流

速、細粒土砂濃度の時間変化についても再現性の 
検証を行った。 
 

2.計算モデル 

本研究では、土石流から掃流状集合流動、掃流

までの土砂移動に対応した、全領域を混合粒径で

連続的に解析するモデル 3)を用いた。 

本モデルでは、土石流領域では乱流で移動する

細粒土砂と層流で移動する粗粒土砂を対象とし、

掃流状集合流動領域では砂礫移動層中の細粒土

砂および粗粒土砂、水流層中の浮遊砂を対象とし、

掃流区間では掃流砂および浮遊砂を対象として

いる。また既往研究 4),5)から、次式の条件を満た

す粒径 dkはフェーズシフトしうるとした。 

kWu *                        (式 1) 

ここに、u*：摩擦速度、Wk：粒径 dkの沈降速度、

α：係数である。既往研究 3),4)によると αは 3～21
や 2～4 のときに実現象と再現性が高いとされて

いる。 
なお、西口ら（2016）6)では、間隙流体に取り

込まれる細粒土砂の粒径や割合が変化せず時空

間で一定と仮定したモデルを用いて、同じ深港川

の土石流の再現計算を実施している。 

 

3.再現計算の実施 

3.1  土石流の概要 

平成 27 年 7 月 28 日に、鹿児島の深港地区で発

生した土石流を対象とした。現地では同日に無降

雨の状態で 2 回の崩壊および土石流が発生した。

崩壊地からの総流出量は、2 時期の LP の差分より、

2 波の土石流の合計で 91,000m3 であった。土石流

の粒度分布は、現地調査結果より平均粒径は 14cm、

2mm 以下が 46％程度占めていた。崩土の平均間

隙率、平均土粒子密度は、崩壊地斜面の採取土砂

図 1 垂水地区の崩壊地と土石流の流下痕跡 
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の計測によりそれぞれ 0.49、2.46 であった。崩壊

地を撮影した CCTV の画像より、第１波の継続時間

は 25 秒程度、第 2 波の継続時間は 23 秒程度であっ

た。これらの調査結果の詳細は既往研究 6)を参照さ

れたい。 

3.2 計算条件 

 式１の係数 α を 3,10,20 に設定した（それぞれ

C1～C3 とする）。供給ハイドログラフの総量、継

続時間は現地の調査結果をもとに設定し、第１波

と第 2 波の総流量の割合は 1：1 と仮定して設定

した。粒径は実測の粒度分布を 10 区分した。 

3.3 計算結果 

 河床変動高、崩壊地から約 1km下流の国道地点

の時系列の水深・流速の計算結果、崩壊地から

300m 下流地点の間隙流体細粒土砂濃度の時系列

変化を、実績、既往成果 6)と合わせてそれぞれ図

２、図３、図４に示す。実績は LP や CCTV より

推定された結果で、流路工区間の河床変動高は不

明である。図４の実績については CCTV より 1 波、

2 波のピーク後に流れの乱れの程度（細粒土砂濃

度）が低減していることが確認されている。いず

れのケースも崩壊地から 250m 下流区間の侵食、

250m 付近および 350～540m の区間の堆積が顕著

であり、これらの区間について河床変動は実績と

概ね整合した。土石流の到達タイミングは、C1～
C3 でやや異なるものの実績と概ね一致した。水深

や流速のピーク値は実績の 0.5～2 程度であり、特

に C2 は実績と概ね一致した。間隙流体中の細粒

土砂濃度のピークは、C1～C3 でそれぞれ 45%、

30%、約 15%であり、いずれもピーク後に低減し

た。本研究の河床変動高や水深、流速の結果は既

往成果と同程度であり、細粒土砂濃度については

本研究の計算により時間変化が表現された。 

 

4.まとめ 

 本研究では摩擦速度と沈降速度の比に応じて、

細粒土砂のフェーズシフトが生じると考え、既往

研究で提案された比の値を用いて再現計算を実

施した。その結果、細粒土砂の粒径や割合が時空

間的に一定とした計算結果と同等以上の再現性

が確保された。さらに、水深の変化に伴い、間隙

流体密度の増減も計算できていることを確認し

た。このことは、土石流の規模による流動性の違

いや土石流の構成材料の違いによる流動性の違

いなど、様々な現象を逆解析なしで表現できる可

能性を示すものであると考えられる。今後は、実

際の事例に適用するなどし、上記のような規模や

粒度分布の影響の評価の可能性について実証的

に検証していきたい。 
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図２ 河床変動高の計算結果 

0.00

0.15

0.30

0.45

0.60

0 200 400 600間
隙
流
体
中
の
細
粒
⼟
砂
濃
度

時間（s）

C1
C2
C3
⻄⼝ら(2016)

図４ 300 地点の細粒土砂濃度の計算結果 
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図３ 国道地点の水深、流速の計算結果
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