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１．はじめに 

 近年，集中的な降雨の発生により，北海道でも

土石流被害が頻発している．筆者らは，2014 年 9
月の恵庭岳山麓の土石流に関して周辺構造物の被

災調査等や氾濫範囲の再現検討を行った 1),2),3)．一

般に土石流被害の多くは扇状地上の家屋等に見ら

れる．特に扇頂部ではいわゆる首ふり現象と呼ば

れる土石流の流向変化が発生し，氾濫範囲にも影

響する．しかし，土石流による砂防施設の損傷に

関連した既往研究 4)は多いのに比べ，家屋等の建

築物の損傷に関しては中谷ら 5)の事例を除き研究

事例は多くない.  
そのため，本研究は土石流が建築物に及ぼす流

体力の時系列変化を明らかにすることを目的とす

る． 
 
２．実験方法 

 実験は，縮尺1/100相当の全長200cm，幅10cm，

傾斜角 10°から 25°の可傾型水路と，それに接

続する長さ 200cm，幅 100cm 傾斜角 5 度の扇状

地を模した平地を作成し，フルード相似則を踏ま

えて実験を行った（図-1）．可傾型水路には河床材

料を全長全幅に厚さ 7cm の敷設し移動河床とし

実験開始前に湿潤させた．また，水路への給水は

毎分 10L，15L，20L の一定水量とした．5cm 格

子の区画線を施した扇状地には，大きさ 10cm 立

方の木製家屋模型を谷出口下流 25cm の位置に上

流面を垂直に設置した．その家屋模型に日章電機

(株)製LMC-3502-10NWPの3分力計に接続した．

そして，家屋模型の下端と扇状地面とは 5mm 程

度のクリアランスを設けた．さらに，家屋上流面

の 10cm 上流に KEYENCE 社製 UD-100 の超音

波式水位計を設置し，土石流の流動深または堆積

厚を計測した．河床材料には粗粒材料として平均

粒径 3～4mm の購入砂利（大磯１分）と，細粒材

料として平均粒径 1～1.5mmのブラスト用研削材

（ブラストン 2 号）をそれぞれ単体で使用した． 
流下する土石流フロントの速度は，超音波水位

計と家屋模型上流面との距離を，流動検知時と土

石流が衝突した時間との差から求めた． 
3 分力および流動深の測定はともに 1/1,000 秒

間隔で実施し，当該時点と前後 1/10 秒間の計 201
データの平均により平滑処理を行った．また，扇

状地全体を撮影範囲として，動画 640×480 画素，

毎秒 30 フレームで記録した． 

 

３．結果と考察 
土石流が家屋に衝突してから家屋に与える流体

力の最大値発生時点までを本研究では作用時間と

いう．また，3 分力計のうち，以降は扇状地の下

流方向の分力について考察を行う． 
図-2 に見られるとおり土石流フロント速度と

作用時間とにばらつきが見られ，作用時間が 100
秒間を超過する事例もあり，土石流衝突時に最大

流体力が発生するとは限らなかった．次に，家屋

にかかる最大流体力発生時点での土石流流動深と

最大流体力との関係を調べた．図-3から給水量に

関わらず，流動深が大きいと流体力も大きくなる

傾向が見られた． 
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このことは，ダム地点と家屋上部の扇状地との

違いはあるが，水山ら（1985）6)のいう「荷重の

時間的変化がダム地点の堆積高の変化に一致して

いる」ことと合致している． 
図-4 は，給水量毎分 20L と水路傾斜 15°を共

通として，河床材料が流体力と流動深にどう影響

するか経時的変化を見たものである．図-3,4とも

土石流の流動深が大きいと流体力も大きくなる関

係が見られた．また，河床材料が細粒の方が粗粒

よりも流体力が大きい傾向が見られた．  

なお，図-4の粗粒の流体力の時系列変化につい

ては，約 60 秒経過後，家屋模型直上流の堆積土

砂が上流側に凸の三角形状で固定化し，そこで左

右に分かれる流れの継続が撮影画像から確認でき

た．そのため，流動深が減少しても流体力が微増

したものと考えられる．また，図-4の細粒の流体

力の急減（図中の丸印部）は，家屋の左岸側に首

ふり現象が発生したことが原因と考えられる，当

該時点の平面状況を写真-1 に示す． 

図-5は河床材料（細粒）と水路傾斜角を共通と

して，給水量が流体力と流動深にどう影響するか

時系列変化を見たものである．給水量毎分 25L は

最大流体力を約 20 秒経過後に発生するが，その

後流体力と流動深は同様に低下した．一方，流動

深は給水量に関わらず約 10 秒後までほぼ同様の

高さであったが，約 40 秒後に給水量毎分 15L が

毎分 25L を逆転した．毎分 15L の流体力は衝突

後約 50 秒後まで首ふり現象を繰り返し，流体力

を変動させながら，約 80 秒後に毎分 25L の流体

力を上回った． 
これらの実験結果から，土石流が直撃しない位

置の家屋においても，土石流の流動深または堆積

厚による荷重に影響される可能性があることが示

された．これまで扇状地の山側周縁部や家屋を破

壊しながら流下する土石流の影響範囲に関心が持

たれてきた．しかし，より一層の減災のためには，

宅地開発された扇状地上の土石流の流動深または

土砂堆積厚を増加させない等の方策も重要と考え

られる． 
 
４．まとめ 

 扇状地上を流下する土石流の流体力と家屋上流

の流動深とを時系列に観測した．今回の実験ケー

スでは家屋上流の流動深と家屋への最大流体力に

強い正の相関関係があり，また，土石流の首ふり

時に流体力の減少が見られた．流動深の増大に伴

う流体力の増大は，土石流の衝撃に比べ緩速に作

用するため，土石流衝突後の減災対策にも注意が

必要である． 
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図-4 土石流の流体力と流動深    写真-1 流向の変化の状況  図-5 土石流の流体力と流動深 

との関係               （首ふり現象）      との関係 

○印は流体力の急減時を示す                   （細粒・傾斜 15°が共通） 

  （水量毎分 20L・傾斜 15°が共通）   
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