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1. 研究背景と目的 

土石流の被害軽減には規模、すなわち流量を適切

に推定する必要がある。しかし、土石流は一部地域

を除いて発生頻度が低く、礫の衝突や落雷等による

観測機器の破損や故障も多く、流量の観測データが

少ない。 

日本の土石流危険渓流の流域面積は 10-2～10km2

が殆どである。10km2 以下の渓流では経験的に 1 を

超える流出率があることが知られており、流域への

降雨量よりも多い流出が示唆されるが、定量的な検

討は行われていない。降雨流出に着目すると、水工

学分野で 10～103km2規模の河川の洪水流出 1)、森林

水文学分野で 10-4～10-2 km2 規模の観測斜面や小流

域を対象とした検討 2)は行われているが、砂防分野

で求められる規模の山地流域からの流出に着目した

事例は少ない。このような中で、近年は観測技術が

向上し、山地渓流における土石流等の出水イベント

の時系列データが取得されるようになってきた。 

本研究では、観測データと全国各地でデータが整

備されている降雨データを基に推定される流量とを

比較検証して、山地渓流からの流出流量の推定手法

を提案することを目指して検討を行った。 

 

2. 流出率の定義と課題 

 流出率とは流出量と降雨量との比を示すが、算出

する際の降雨量には降雨イベントや検討方法に応じ

て連続雨量や最大時間雨量、有効雨量等を採用する

ことから一律に比較検証するのが難しい。例えば、

権田ら 3)はインドネシアのメラピでの出水について、

日雨量と日流出量の比を流出率と定義して、噴火直

後には流出率が 10を超える事例も見られるが、年々

減少することを示している。また、一般的に流出量

は水をターゲットとするが、土砂を多く含む山地渓

流の流れを対象とする場合、水位からビデオ等の機

器を用いて流量推定を行うと土砂と水の量を分離す

ることが難しい。また、崩壊や渓床侵食により土砂

が流れに取り込まれた場合には、土砂の空隙中に含

まれる水も合わせて取り込まれると考えられるが、

降雨由来以外の水の量までを整理して定義した流出

率は殆どない。このように、山地渓流において特に

土砂を含むことに由来する流出率の課題は、データ

の整理や解析で注意が必要である。 

3. 観測事例や災害事例での流出率 

 観測事例や災害事例について、最大時間雨量のみ

が流出に寄与したと仮定して、流出率を計算した。

また、山地では流出係数 0.7 を採用することが多い

が、土石流が発生する様な大規模な降雨イベントで

はその殆どが流出することが示唆される 2)ため、本

検討では流出係数 1.0 を採用した。 

まず、出水や観測データの多い桜島を対象とした。

流出量には観測で得られた土砂も含まれた状態の総

流量を採用した。対象流域は野尻川、持木川、有村

川、黒神川、第 1 古里川、第 2 古里川、春松川の 7

流域、対象期間は昭和 60 年 6 月 26 日～平成 5 年 9

月 3 日である。図 1 に各イベントの流域面積と流出

率を示す。 

結果から、流域面積が大きくなると流出率が小さ

くなる傾向が見られ、流域面積 3km2付近を境として

それ以下になると流出率が 1 を超えるケースが見ら

れる。また、流出率が 1 を超えるのはピーク流量が

100m3/s 以上のイベントが多く、大規模な土石流の事

例だと推測される。2 章に示したように、土砂量が

増えることに加えて、土砂の空隙由来の水の量が流

出率の増大に寄与したと推測される。 

次に、土石流災害で総流量ならびに流出土砂量の

報告のある雲仙水無川の1992-1993年の3事例 4)を、

同様の手法で流域面積から流出率を算出した（表 1）。

流出量は総流量を用いた CaseA と、総流量から流出

土砂量分を差し引いた CaseB の二種類を用いた。 

結果から、1992.6.7 の事例は CaseA でも 1 以下の

流出率を示したが、他の 2 事例では CaseA で 1 を超

える流出率が得られた。一方で、1993 年の事例では 

 

図 1 桜島の出水イベントでの流域面積と流出率

（凡例はイベント時のピーク流量、単位：m3/s） 

Pb-56

- 714 -



表 1 雲仙水無川の土石流の諸元 4)と流出率 

年月日 総流量

(千 m3) 

流出土砂

量(千 m3) 

流出

率(A) 

流出

率(B) 

1992.6.7 223 34 0.59 0.50 

1992.6.23 1,220 72 3.49 3.28 

1993.6.12-13 681 274 1.07 0.64 

 

CaseB で 0.64 を示し、土砂由来の量を考慮して降雨

流出由来の流出量で整理すると 1 を超えなくなる。

しかし、1992.6.23 の事例では土砂量を差し引いても

流出率 3.28 を示すことから、今回仮定した最大時間

雨量だけではなくより長期間の降雨や先行降雨によ

る貯留量の影響が考えられる。さらに、各土石流の

ピーク流量は発生順に 121, 347, 279m3/s で 1992.6.23

は他の 2 事例と比較しても大きいことから、土石流

の発生・発達プロセスの影響も要因に挙げられる。 

 一方で、総流量や土砂量、出水全体の観測データ

は未だ少ないため、今後も情報収集とデータ整理・

検証を行う。 

 

4. 流域面積に着目した検討 

 土石流危険渓流規模の面積を持つ流域を対象とし

て、斜面からの土砂生産から渓流における土砂移動

までを考慮した流出解析システム SERMOW5),6)を用

いて実降雨イベントでの流出解析を実施した。対象

は岐阜県足洗谷流域（流域面積 6.5km2）、対象期間は

2014 年 10 月 13 日-15 日である。 

 (1)計算条件 

足洗谷流域を 73 の斜面に分割して、142 点の計算

点を配置して（図 2）、計算を行った（表 2）。また、

斜面長や河道長などは実流域と同じで、流域面積の

みが異なる４ケースで計算した（表 3）。 

 

図 2 足洗谷の計算領域の斜面配置と計算点配置 

 

表 2 計算条件 

 

表 3 各ケースの計算条件と流域面積 

Case 実流域との違い 流域面積(km2) 

1 実地形 6.5 

2 0.1 倍 0.65 

3 0.5 倍 3.25 

4 2 倍 13.0 

 

(2)結果・考察 

 図 3 上段に計算点下流端の地点の観測データ（雨

量・流量）と Case1 の流量を示す。Case1 のピーク

流量は観測値の 0.57 倍だが、概ね同様の波形を示

し、流量増加のタイミングも近い。図 3 下段には 4

ケースの流量を各流域面積で除した比流量を示す。 

流域を小さくすると、Case1 と比較して比流量の

最大値は Case2 で 0.03 倍、Case3 は 0.23 倍だった。

流域を大きくした Case4 は、Case1 とほとんど変わ

らない波形を示し、流域面積 10km2付近を境界とし

て流出形態の差が出にくくなることが本検討からも

示唆された。なお、土砂流出は Case2-3 では確認さ

れず、比流出土砂量は Case1 と 4 は同様の波形で、

最大値は Case4 が Case1 の約 1.83 倍だったが、その

量は非常に小さく、下流からの流出の殆どは水の流

出であることを確認した。 

本検討で用いた Kinematic Wave 法は河道部の流出

追跡には有効だが、降雨の斜面流出過程は他の手法

（例えばタンクモデルなど）の利点も示されている

ことから 1), 2)、今後は複数の手法の比較検証を行い、

山地渓流に適した解析方法を検討すると共に、流域

面積や土砂流出を考慮した流出率や流量推定手法の

検討を進めることが必要である。 

 

図 3 2014 年 10 月 13-15 日の観測結果と計算結果 
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