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1. はじめに 

平成 29 年九州北部豪雨時の赤谷川流域では、上流
域で多数の斜面崩壊、土石流が発生し、大量の土砂
が流下・堆積した。これに伴い下流域では氾濫が発
生し、甚大な被害が生じた。河床勾配は土石流発生・
流下区間から掃流砂区間まで変化する地形であった
ことから、このような災害の防止・軽減のためには、
土石流から掃流状集合流動、掃流砂の領域を連続し
て取り扱う数値計算が重要になると考える。 
これまで、土石流から掃流砂までの土砂移動を連

続的に解析する様々な手法が開発されており、例え
ば高橋ら 1)の研究成果を用いたモデルが挙げられる
2)。しかし、各流砂形態間で平衡濃度式や侵食・堆
積のメカニズム、適用条件が異なるため、条件が遷
移する地点において堆積深や流動深に極端な変化が
生じると指摘されている 3)。特に、式形が異なる集
合流動と掃流砂で不連続性が大きい。そこで、本研
究では平成 29 年九州北部豪雨時の赤谷川流域の土
砂移動現象の再現計算を通じ、掃流状集合流動から
掃流砂へ遷移する条件について検討を行った。 
2. 数値計算モデル 
2.1 数値計算プログラム 

本研究では、内田ら 4)が Kanako-LS5)をベースに開
発した土石流から掃流状集合流動、掃流砂・浮遊砂
を連続的に解析可能な一次元河床変動計算プログラ
ムを用いた（図 1）。質量保存則、運動方程式、抵抗
則および侵食・堆積速度式は高橋ら 1)の研究成果に
基本的に準拠している。掃流砂区間の侵食・堆積は、
高橋ら 1)の侵食・堆積速度式を基に作成した粒径別
の侵食・堆積速度式を用いて、粒径ごとに侵食・堆
積を評価する。侵食・堆積速度式を式(1)～(4)に示す。 
＜掃流状集合流動の侵食・堆積速度式＞ 
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ここに、E は侵食・堆積速度、 は堆積速度係数、
は浸食速度係数、 は平衡濃度、 は砂礫層の輸

送濃度、 ∗は堆積層の土砂濃度、q は単位幅流量、
は河床材料の平均粒径である。 

<掃流砂の侵食・堆積速度式> 
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ここに、 は粒径 kの侵食・堆積速度、 は粒径
kの平衡濃度、 は交換層内の粒径 kの存在割合、
は粗粒土砂の粒径 kの輸送濃度、dkは粒径である。 

2.2 掃流状集合流動から掃流の接続手法 
掃流状集合流動から掃流砂へ平衡濃度式、侵食・

堆積速度式を遷移させる際の方法を検討するため、
水面勾配、輸送濃度をパラメータとして３つの遷移
モデルを作成した（表 1） 

(1) モデル① 
モデル①は、高橋ら 1)の手法に基づき、水面勾配

(tanθ)が 0.03 未満の区間で平衡濃度式と侵食・堆積
速度式ともに、掃流状集合流動の式から掃流砂の式
に遷移するモデルとする。 

(2) モデル② 
モデル②は、鈴木ら 3)の手法に基づき、地点ごと

に掃流状集合流動と掃流砂のうち濃度が高い方の平
衡濃度式を採用し、平衡濃度が連続的になるように
掃流状集合流動から掃流砂の平衡濃度式に遷移する
モデルとする。侵食・堆積速度式はモデル①と同じ
とする。 

(3) モデル③ 
モデル③は、輸送濃度が高い場合には緩勾配区間

でも粗粒砂は集合運搬すると仮説を立て、水面勾配
(tanθ)が 0.03 未満であっても、輸送濃度に応じて掃
流状集合流動あるいは掃流砂の侵食・堆積速度式を
用いることとした。ここでは、侵食・堆積速度式を
切り替える条件として輸送濃度が 1％以上か未満か
で判断することとした。平衡濃度式はモデル②と同
じとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 計算プログラムの概要 

表 1 計算モデル        I:水面勾配(tanθ)、C:輸送濃度 
計算 

モデル 
平衡濃度式の適用範囲 侵食・堆積速度式の適用範囲

掃流状集合流動の式 掃流砂の式 掃流状集合流動の式 掃流砂の式
①  I≧0.03 I＜0.03 I≧0.03 I＜0.03 

②  平衡濃度が連続的になるように掃流状集合流
動から掃流砂の平衡濃度式に遷移する 

同上

③  同上 I≧0.03、あるいは、 
C≧0.01 

I＜0.03、かつ、
C＜0.01 
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3. 再現計算 
3.1 計算対象 

平成 29 年九州北部豪雨時の赤谷川流域を計算対象
とした。本稿では、赤谷川本川の計算結果を示す。乙
石川からの流出土砂量は約 85 万 m3であり、赤谷川本
川に流入する土砂の大半を占めている。乙石川の河床
勾配(tanθ)は 0.03 以上であるため、計算モデル①の場
合には乙石川からの流出土砂は赤谷川合流地点で掃
流状集合流動から掃流区間の式に遷移する。 
3.2 計算条件 

赤谷川本川への土砂供給は次のように行った。まず、
流域を計算対象区間の上流域、赤谷川支川流域、残流
域に分割し、上流域と支川流域の下流端に水・土砂の
供給地点を設けた。残流域からは接続する河道の側方
から均等に水・土砂を供給した。供給ハイドログラフ
は、タンクモデルの解析結果とした。供給土砂は、LP
データの差分解析より算出した支川流域からの総流
出土砂量をヒアリング結果に基づくタイミングで供
給した。なお、赤谷川本川への乙石川、小河内川の流
入条件は計算モデル①の計算結果とした。この計算結
果は河床変動・通過土砂量の再現性が得られたことを
確認している。また、摩擦速度と沈降速度の比が 4 以
上の粒径の土砂はフェーズシフトするものとし、浮遊
砂の基準面濃度は芦田・道上式、沈降速度は高濃度下
の沈降速度の低下 6)を考慮し、基準面濃度算出時の水
深は水流層厚とした 3)。なお、フェーズシフト条件で
ある摩擦速度と沈降速度の比の値や沈降速度の低下
を表現する式の係数が赤谷川本川の計算結果に与え
る影響は小さいことを確認している。 
4. 計算結果 

出水前後の LP データの差分解析より算出した各地
点の河床変動（実績値）と計算値を図 2 に示す。モデ
ル①と②に顕著な違いは見られないため、本稿では代
表してモデル②と③の結果を示す。モデル②の計算値
は、乙石川から流出した土砂が掃流状集合流動から掃
流砂の侵食・堆積速度式に遷移する乙石川合流点下流
で実測値よりも過剰に土砂が堆積した。これは、掃流
状集合流動から掃流砂・浮遊砂へ遷移させたときに、
掃流砂として運搬される限界の粒径よりも粗い粒径
の土砂が運搬されずに瞬間的に堆積するような処理
をしていたためと考えられる。 

一方、水面勾配(tanθ)が 0.03 以下で輸送濃度が 1％
未満になる区間で掃流状集合流動から掃流砂の侵
食・堆積速度式に遷移するとしたモデル③の計算値は
乙石川合流点下流側の過剰な堆積が解消され、再現性
が向上した。これは、水面勾配(tanθ)は 0.03 以下であ
っても掃流状集合流動状態がしばらく維持される処
理のため、堆積が一地点で急激に生じず、徐々に下流
へ堆積が発生するようになったからだと考えられる。 
5. おわりに 

本研究では、平衡濃度式と侵食・堆積速度式につい
て、掃流状集合流動に適用される式から掃流砂に適用
される式へ遷移させる方法について 3 つのモデルを
考案し、平成 29 年九州北部豪雨時の赤谷川流域の土
砂移動現象の再現計算を通じて も実用性の高いモ
デルを検討した。その結果、平衡濃度に連続性が確保
されても、水面勾配（tanθ）が 0.03 以下の区間で掃
流状集合流動から掃流砂の侵食・堆積速度式へ遷移す
るとした場合には遷移区間に異常な土砂堆積が生じ
た。一方、水面勾配（tanθ）が 0.03 以下であっても
掃流状集合流動がしばらく継続するものと仮定し、輸
送濃度１％以下の区間で掃流状集合流動から掃流砂
の侵食・堆積速度式へ遷移するとした場合には遷移区
間の過剰な土砂堆積が解消し、再現性が向上した。た
だし、上記のような掃流状集合流動の挙動が物理的に
説明できている訳ではない。今後は、掃流状集合流動
から各個運搬に遷移する条件の妥当性を検証し、実用
的な数値計算手法の開発を進めていきたい。 
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図 2 赤谷川本川における河床変動の実測値と計算結果の比較（右端が筑後川と赤谷川の合流点を示す） 
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