
図 1 対象地と観測システムの概要 

図 2 表面流発生時・非発生時雨量（2018 年） 
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1. はじめに 

火山噴火に伴う細粒な火砕物が堆積した流域では，小

規模な雨でも土石流が発生したり，その規模が増大する

ことが知られている。その要因として，火砕物堆積斜面

での浸透能低下と表面流出量の増大が指摘されており，

火山噴火後の土石流の発生・規模を予測するうえで，火

砕物の堆積が斜面の降雨浸透・流出過程に及ぼす影響を

明らかにすることは重要である。土木研究所では，火山

灰の堆積が表面流出および土石流の発生に及ぼす影響

を明らかにするため，火山噴火に伴う降灰の続く桜島・

有村川流域に小斜面観測地を設け，2012 年より表面流

出および表面侵食量の計測を実施してきた 1)ほか。本稿で

は，最新2018年の観測結果を示すとともに，過年度2012

年と 2018 年の降雨浸透・流出特性について，浸透能と

降雨特性との関係から比較・分析したので報告する。 

 

2. 対象地と観測方法 

対象地は，桜島・有村川流域の昭和火口から南東約

2.5 km程に位置する面積約1.8 m2，勾配12 °の斜面で

ある。遮水壁で囲った範囲から流出する水・土砂を，斜

面下方に設置したドラム缶に集め，水・土砂の合計荷重

と水位の関係から水・土砂を分離した量を求めるととも

に，TDR式土壌水分計を用いて地表面下4深度（3・10・

20・30 cm）の水分状態の計測を行っている（図 1）。

計測間隔は，表面流出量の計測（水・土砂）が10分毎，

TDR土壌水分計の計測が5分毎である。雨量・降灰量は，

対象地から約 1 km 下流に位置する，大隅河川国道事務

所による観測データ（有村テレメータ雨量/10分値，お

よびドラム缶式降灰量計/月別値）を用いている。 

 

3. 対象期間の噴火・降灰状況 

桜島では，2009年に昭和火口噴火が活発化して以降，

2016 年 7月～2017 年 4月頃の噴火活動低下期以外は噴

火活動が概ね継続してきたが，2017年11月以降は，噴

火火口が南岳山頂火口に推移している 2)。観測期間中の

ドラム缶式降灰量計による月別降灰量は，2012年～2015

年が平均3.7kg/m2，2017年～2018年が平均1.1kg/m2で，

2017年以降が相対的に小さい（乾燥密度を1.5 g/cm3 と

仮定し 1)降灰厚に換算すると，それぞれ2.5mm/月および

0.7mm/月）。また，当観測斜面近傍で捕捉・回収した降

下火山灰の粒度を2012年と2018年で比較すると，2018

年3～11月に降下した火山灰は，2011年 11月～2012年

6 月に降下した火山灰の粒度 1)と比べてシルト・粘土分

（細粒分）の含有率が高く，およそ25～30％である。 

4. 2018年の表面流及び土石流発生状況 

2018 年の降雨イベント毎の表面流発生時・非発生時

雨量を図 2 に示す。ここでは，24 時間無降雨に挟まれ

た一連の降雨を１イベントと定義し，2 mm/10min 以上

の降雨を含むものを検討対象としている。表面流発生時

雨量は，イベント中最初に表面流出が記録された時刻の

10 分雨量とした。非発生時雨量は，表面流が発生しな

かった降雨イベント中最大の10分雨量とした。併せて，

有村川 1 号堰堤に設置されたワイヤーセンサによる土

石流発生状況（大隅河川国道事務所発表）も示した。 

図2によると，2018年は2 mm/10min以下と極端に小

さい降雨でも表面流が発生している。2012 年の表面流

発生時雨量の下限値は4 mm/10min であり 1)，2018 年は

2012 年と比べて表面流が発生しやすく，その頻度も高

い傾向にある。有村川1号堰堤における年間土石流発生

回数は，2012年の9回に対し，2018年は17回と頻発傾

向で，表面流の発生傾向と調和的である。 

月平均の降灰量は2018年に比べて2012年が多く，降

灰量の多寡と表面流の発生しやすさは一致しない。観測

斜面の近傍で斜面表層の断面を観察すると，2018 年 9

月には，表層 1 cm にクラスト状の茶褐色細粒層が確認

された（図3）。噴火火口の変化と火山灰の細粒化，ク

ラスト形成との関係は，現段階で明らかでないが，それ
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図 5 損失降雨強度と有効飽和度の関係（2012 年・2018 年） 

図 4 損失降雨強度と平均降雨強度の関係（2012 年・2018 年） 

図 3 観測斜面の地表面および土層断面の様子（2018/9/21） 

以前と比べて相対的に細粒な火山灰の供給が，地表面に

おける目詰まりやクラスト形成のきっかけとなり，表面

流出特性に影響を及ぼした可能性が考えられる。 

 

5. 降雨流出特性の分析 

5.1 分析方法 

表面流出状況が異なる 2012 年と 2018 年を対象とし

て，表面流出観測結果に基づき浸透能（損失降雨強度）

と降雨特性（降雨強度および土層の飽和度）との関係を

分析した。「損失降雨強度」は，10 分毎に損失可能な

降雨強度として，それを上回った雨量総量が観測された

流出量総量と等しくなるよう，表面流出イベント毎に算

定した。表面流非発生降雨に対しては，降雨中最大の

10 分雨量を「非流出」時損失降雨強度として示した。

降雨特性は，降雨強度を表す指標として「流出中平均降

雨強度」と，先行降雨等の影響を含めた土壌水分状態を

表す指標として「有効飽和度」を整理した。有効飽和度

Seは，地表面下3cmのTDR式土壌水分計による，流出直

前10分の観測値θ(t)を用い，以下の式で算出した。 

Se = (θ(t)-θr)/(θs-θr)  

ここで，θr：最小水分容量，θs：飽和体積含水率で

ある。今回，対象土層のθsおよびθrが明らかでないの

で，便宜的に，TDR式土壌水分計による各期間中最大・

最小の体積含水率を与えた。 

5.2 結果と考察 

図 4 に 2012 年および 2018 年の表面流出イベント

毎の損失降雨強度と流出中平均降雨強度との関係を

示す。2012 年と 2018 年で，同程度の平均降雨強度に

対する損失降雨強度の値を比べると，2018 年は 2012

年に比べて小さい。2012 年は相対的に浸透しやすく

2018 年は浸透しにくいと言える。この傾向は，特に

降雨強度の小さい降雨に対して顕著である。 

図 5 に 2012 年および 2018 年の表面流出イベント

毎の損失降雨強度と有効飽和度の関係を示す。浸透

能は一般に，土層の飽和度が高いほど小さい値をと

ることが想定される。2012 年の損失降雨強度は，有

効飽和度が大きいほど小さい値をとる傾向を示す。

一方で，2018 年はそのような傾向は見られない。 

以上の通り，相対的に浸透能（ここでは損失降雨強度）

が大きい 2012 年は，浸透能と土層の飽和度に相関が見

られる一方，相対的に浸透能が小さい 2018 年は，浸透

能と土層の飽和度に相関が見られない。前述の通り，

2018 年には土層表層 1cm 程度にクラスト状の茶褐色細

粒層が認められた（図 3）。一方で，2011 年の観測斜面

設置時の観察では，地表面下 2 ～4 cm 程度までは目立

った堆積構造は認められていない。2012年と2018年の

降雨流出・浸透特性の違いは，表層数 cm 程度の土層構

造の違いと関連付けられる可能性が考えられる。 

6. まとめ 

① 2018年は，2012年と比べて，より規模の小さい2 

mm/10min以下の降雨でも表面流が発生していた。 

② 2012 年と 2018 年で同程度の降雨強度に対する損

失降雨強度を比べると，2018 年が小さく，浸透しにく

い。また，2012 年は浸透能が土層の飽和度と相関が見

られる一方，2018年は相関が見られない。 

③ これらの要因として，細粒な火山灰の供給と，ク

ラスト形成等，斜面表層の土層構造の変化が推察される。 

今後，降灰条件を変えた室内/野外実験により，火山

灰の粒径・厚さやそれに基づく斜面の土層構造が降雨浸

透・流出に与える影響をより詳細に検討する予定である。 

本検討にあたり，国土交通省九州地方整備局大隅河川国

道事務所より雨量・降灰量のデータをご提供頂いた。ここ

に記して謝意を表します。 
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