
                                  

 

桜島有村川における土石流の観測結果と数値解析結果との比較 
 

国立研究開発法人土木研究所 〇山崎祐介 藤村直樹 手塚咲子 石井靖雄 
 

 

1. はじめに 

 

 火山地域では，噴火に伴う降灰により土石流が発

生しやすくなる．土砂災害への警戒・避難のために

は，土石流による土砂流出のタイミングや土砂の到

達範囲を予測することが重要である．土石流の流動

機構はある程度明らかにされてきており，その支配

方程式も提案されている（例えば，芦田ら，2008）．

実際の土石流の流れについては，映像や非接触流速

計などにより水深と流速の観測は比較的容易であり，

観測された水深と流速の関係に基づいた抵抗則の議

論も行われている（例えば，水山・上原，1984）．

桜島の有村川や野尻川に荷重計が導入され（大坂ら，

2013），土石流の土砂濃度や間隙流体の質量密度の

推定が可能になったことにより，土砂濃度や間隙流

体密度を既知とした抵抗則の検証が可能になってき

ている．また，火山灰は，微細粒子を含んでいるこ

とから，微細粒子の液相化を考慮する必要もある

（西口ら，2011，江頭ら，2016）．本研究では，観

測データに基づき，土石流の土砂濃度や間隙流体の

質量密度を推定し，数値解析モデルに反映して，そ

の結果と観測結果を比較することにより，解析モデ

ルの妥当性を検討するものである． 

 

2. 桜島における土石流観測と解析モデル 

 

2.1 土石流観測 

図-1に桜島有村川3号堰堤の位置と，堰堤近辺の

縦断地形を示す．有村川3号堰堤には，荷重計，超

音波流速計および測域センサーを設置しており，土

石流の表面の標高，表面流速および荷重の計測に

よって，土石流の土砂濃度や間隙流体密度が算出で

きるようになっている（大坂ら，2013）．堰堤の直

上流150 m区間の勾配は3度である． 

 

2.2 土石流の支配方程式 

2.2.1 微細土砂の役割 

微細粒子が土石流へ及ぼす影響を次のように考慮し

ている．静止状態にある火山堆積物の粒度分布は，

ある閾値によって粗粒粒子と微細粒子に分離される．

粗粒粒子及び微細粒子は，固相として存在し，固相

から構成される火山堆積物の間隙は水で飽和されて

いるものとする．このとき，火山堆積物のうち，粗

粒粒子および微細粒子は，それぞれ𝑝c𝑐∗および𝑝f𝑐∗

である．ここに，𝑐∗は静止している火山堆積物の体

積濃度，𝑝cは堆積物における粗粒粒子の含有率，𝑝f

は微細粒子の含有率で，𝑝c + 𝑝f = 1である．降雨に

よる水の供給で堆積物層内の浸透流水深の上昇によ

る不安定化により，堆積物が土石流化すると，粗粒

粒子は固相として，微細粒子は水とともに液相とし 

 
図-1 有村川3号堰堤の位置と縦断勾配 

 

て振る舞う．よって，土石流全体の土砂濃度は，

𝑐c = 𝑝c𝑐∗である．一方，微細粒子の濃度は，𝑐f =

𝑝f𝑐∗/(1 − 𝑐c)となり，間隙流体の密度は，𝜌 = (𝜎 −

𝜌w)𝑐f + 𝜌wとなる．ここに，𝜎は砂礫の質量密度，

𝜌wは水の質量密度である． 

堆積過程においては，粗粒粒子が体積濃度𝑐∗Dで

堆積し，その構成する間隙に，水と微細粒子の混合

物が取り込まれる．微細粒子の含有率𝑝fが増加する

ほど土石流の土砂濃度𝑐cは小さくなり，間隙流体の

密度𝜌は大きくなる．これより，後述の式(8)より，

土石流の平衡勾配が小さくなり，流動性が増加する

ことがわかる． 

 

2.2.2 土石流の質量保存則 

 土石流全体，粗粒土砂および微細土砂の侵食過程

及び堆積過程における質量保存則（山崎・江頭，

2018）を1次元モデルで表現すると，次式のように

あらわされる． 

侵食過程： 

(1) 

(2) 

(3) 

堆積過程： 

(4) 

(5) 

(6) 

ここに， 𝑡は時間，𝑥は斜面に沿う軸， ℎは水深，𝑢

は水深平均の流速，𝑐cは粗粒土砂の水深平均の体積

濃度，𝛾は土砂輸送補正係数，𝑐fは流相における微

細土砂の体積濃度，𝐸は侵食・堆積速度で，次式で

表される(江頭，1993)． 

(7) 

ここに，𝜃eは土石流の平衡勾配で，次式で表される． 

(8) 
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ここに，𝜎は砂礫の質量密度，𝜌は水と微細土砂から

なる間隙流体の質量密度，𝜙は砂礫の内部摩擦角で

ある． 

 

2.2.3 土石流の運動量保存則 

 土石流の運動量保存則は，次のように表される． 

(9) 

ここに，𝛽は運動量補正係数，𝐻は土石流の流れの

表面の位置，𝜏bは河床せん断力，𝜌mは土石流の質量

密度であり，次式で表される． 

(10) 

(11) 

ここに，𝜌wは水の質量密度である．河床せん断力𝜏b

は，次式で表される． 

(12) 

ここに，𝜏yはクーロン型の降伏応力，𝑓bは流動抵抗

係数である．勾配が小さい条件下等では粒子が流れ

の全層に分散できなくなり，下層の集合流動層の上

層に清水の層が形成される2層流となることがある．

土石流および2層流における抵抗係数の評価は，宮

本・伊藤（2002）の方法を採用している． 

 

3. 土石流の水深・流速 

 
3.1 計算に用いたデータと計算条件 

対象区間は，図-1に赤矢印で示す範囲で，対象イ

ベントは，2014年8月29日に発生した土石流である． 

観測結果によると，流出している土石流の質量密

度𝜌mの平均値は，1500 kg/m3程度であった．堰堤付

近の渓床勾配は𝜃 = 3であるので，これらを式(8)と

式 (10)に代入すると， 𝑐c = 0.08および 𝜌 = 1400 

kg/m3が得られる．これらを満たす微細土砂含有率𝑝f

は，𝑝f = 0.2となる． 

標高データには，国土地理院の基盤地図情報数値

標高モデルを用いている．計算に設定した物性値な

どは次のとおりである．空間解像度は10 m，重力加

速度𝑔 = 9.8 m/s2，砂礫の質量密度𝜎 = 2650 kg/

m3，水の質量密度𝜌w = 1000 kg/m3，砂礫の内部

摩擦角𝜙 = 37°，砂礫の代表粒径𝑑 = 0.05 m，反発

係数𝑒 = 0.85，渓床における土砂の体積濃度𝑐∗ = 0.6

である．土石流発生地点は、計算領域上流端とし，

計算開始と同時に流動化するものとしており，ℎ =

𝐷，𝑢 = 0，𝑐c = 𝑝c𝑐∗，𝑐f = 𝑝f𝑐∗/(1 − 𝑐c)を与えてい

る．また，初期条件として，堆積物は水で飽和させ

ているが，上流端および側方からの水の供給は行っ

ていない．対象区間における川幅および堆積物の厚

さは，それぞれ一様に4 m，1 mとしている．土石流

発生地点、代表粒径，川幅および堆積物厚は，計算

結果が観測結果に近づくように試行錯誤を行い定め

ている． 

 

3.2 計算結果 

図-2に堰堤地点の観測および計算による流動深と

流速の時間変化を示す．観測による流速と水深は， 

 
図-2 水深と流速の時間変化 

 

計算結果の水深が0から立ち上がる時間に一致させ

て表示している．計算結果においては，観測では見

られない後続流が見られているものの，流速のピー

ク値は，ぼぼ一致しており，水深のピーク値は観測

値の1.2倍程度となっている．流速および水深の立

ち上がりからピークまでの変化やピーク後の減衰と

いった傾向についても計算できている． 

 

4. おわりに 

 
本検討では，桜島において発生する土石流につい

て，微細土砂の液相化を考慮したモデルを提案した．

計算された水深と流速の時間変化について，観測値

と比較すると，おおむね同様の変化を示した．土石

流による土砂流出予測には，降雨流出過程および安

定条件による土石流発生地点の推定や，斜面から河

道への土砂移動過程を踏まえた河道における堆積物

の分布の推定が課題である． 
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