
図-1 土石流荷重計（2019 年 8 月 29 日出水前後） 
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1. はじめに： 山地渓流で発生する土石流は，発生条件等
が未だに明確に解明されておらず，流動後のメカニズムに
ついても，実用的には，ある程度，明らかになってきている
1) 。しかし，実験室での一様砂を用いた水路実験等のデー
タを用いたものが多く 2) ，縦断・鉛直の粒度偏析が卓越し
た，現地での流下過程を把握した知見は乏しい。ロードセ
ル等のセンサーの進展により，スイス国 WSL での試験的な
計測 3) を参考に，改良型の土石流荷重計が，火山活動が
活発で，かつ，土石流の頻発する桜島に設置され，土石流
の比重や土砂濃度と云った幾つかの特徴的な時系列デー
タが取得されるようになり 4), 5) ，土石流対策に資する基礎的
な情報が得られてきた。

一方，1970 年代から，発生が頻発する上高地の上々堀
沢での土石流観測が行われてきたが 6) ，現在は，比較的，
発生頻度が落ち着いてきているものの，豪雨時には土石流
の発生している。上々堀沢は，焼岳の東側の荒廃地であり，
しかも，桜島と同様の火山地帯であって，火山堆積物によ
る土石流の継続計測とそれによる基礎データの取得のため，
次の 2 号機の土石流荷重計が 2014 年 11 月に設置された。
2019 年 8 月 29 日に短期降雨の後に，複数波の土石流が
発生し，荷重計セットを用いた計測がされたため，観測デ
ータを速報的に報告する。
2. 土石流荷重計： 土石流荷重計は，2013 年 11 月 7 日に
納品後，2014 年 11 月 7 日に設置された。設置時には，現
地での静的試験（分銅検査）が行われ，2015 年 7 月 14 日
から観測が開始された。図－1 は，後述する出水の前後に
おける土石流荷重計であり，図－2 は，土石流荷重計の正
面と平面図である。土石流荷重計は，上々堀沢第 6 号床固
に水平に設置され，同床固工の直上流には上々堀沢第 6
号上流床固があり，その床固工の落水の影響と流れの加
速を避けるために，第 6 号上流床固工と荷重計の区間にフ
トン篭による勾配 8°の斜路が施工されている。

荷重計のロードセルや荷重計プレートは，桜島でのものと
ほぼ同様である。ピン型のロードセルが用いられ，通常は，
移動荷重の鉛直成分が計測されるが，上々堀沢では，水
平成分の荷重も計測できるように設計され，100Hz のデー
タサンプリングによって，図－1 に示す圧力とともにデータ
収集されている。その他，CCTV カメラ，超音波水位・流速
計を用いた総合計測 5) が同様に行われ，土石流の流量，
比重や土砂濃度等が計測値を用いて算出されるように観
測体制が整っている。
3. 8 月 29 日に発生した土石流：
(1) 降雨： 西日本を通り東に延びる前線に対して，湿度の
温暖な気流の刺激により 8 月 27 日から九州北部を中心に
局地的な豪雨があり，その余波を上高地周辺も受けた。

上高地周辺では，8 月 27 日から 29 日および 30 日に降雨
があり，上高地北西部では,8 月 29 日の 2:00～3:00 に降雨
強度 25mm/h 以上の雨域が通過し，焼岳周辺では，図－3
に示すように，4:00 頃に同様の雨域が通過している。焼岳
の地上雨量を見ると，5：00～6:00 にかけて，強い雨量が観
測され，図－4 に示すように，上々堀沢では，4:33 頃から
5:00 までの間に，約 7 波の複数波の土石流が観測された。 
(2) 土石流： 図-5 は，8 月 29 日に観測された時系列デー
タである。底面の圧力センサーは，上流側のものは故障し
ており，下流側の計測値を示す。なお，同出水後に，現地

図-3 レーダーによる雨域分布例 (8 月 29 日 4:00） 

図-4 地上雨量計による観測データ（焼岳, 2019 年 8 月 

27 日 0:00 から 8 月 31 日 12:00） 

図-2 土石流荷重計の設置図（上々堀沢第 6 号床固） 
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で水頭試験を行い，計測水頭のズレが見られたため，補正
前後の値を示す（補正後の水頭[m]＝0.557×(計測水頭
[m])+0.051）。先行事例の桜島では，流下時間が上々堀沢
より長く，データ表示を 1 分毎にしたが(サンプリング：100 
Hz)，上々堀沢では，17 分で 6～7 波の土石流サージがあ
るため，前後5秒間の移動平均をし，10秒毎の表示とした。 

地上雨量（焼岳）では，6:00 に最大雨量強度:35mm/h を
示している（図－4）が，図－3 に示すレーダー雨量（4:00）
による上流域の降雨（25mm/h）が参考になる。図-54 より，
4:32 ごろから，土石流が通過し，各サージに番号をつける
と，①4:33:40（h:m:s），②4:35:00，③4:37:00，④4:38:40，
⑤4:39:40，⑥4:41:30 頃に，それぞれ，ピークを記録し，⑦
4:48 頃に小規模のピークが記録されている。これらは，土
石流荷重計の荷重計や圧力計，CCTV の画像（水深）で検
出され，超音波の水位，流速計では，①～④の 4 波が検出
されているようである。

図-6 は，水深（超音波，CCTV 画像読み）と底面圧力，表
面流速（超音波，CCTV 画像読み），表面流速を用いた流
量（超音波，CCTV 画像読み）および既往手法 4) を用いた
土砂濃度と比重の計算値である。表面流速は，マニングの
抵抗則と比較している。超音波，CCTV 画像読みによる水
深を用いて算出すると，粗度係数が 0.05 (超音波水深), 
0.06 (CCTV 画像読み) [m-s 系]でピーク付近の流速を再現
する。しかし，全体の平均的な抵抗則を再現せず，流れの
抵抗が土石流で，通常，見られる抵抗 1) よりも小さい。 
 土砂濃度と比重に関する計算値をみる。図-5 に示す①
～④波までは，ピーク流量・水深とピーク発生時刻がほぼ
同様であるが，それ以降の波形は，流量・荷重とは異なる
波形となり，水深の計測値に依存し，CCTV 画像読みを用
いた算定値では土砂濃度が大きく算定され，超音波の計
測値を用いた算定値では，土砂濃度が大きく算定される。

4:33：00 からの 17 分の平均値を見ると，土砂濃度，比重は，
それぞれ，0.470，1.73（CCTV 画像読み)，0.323，1.53（超
音波）となる。また，この期間（17 分）の流出流砂量は，
CCTV 画像読みの算定値より，17,017m3(実質値)となる。 

一方，荷重計の鉛直，水平成分の計測値を見ると，鉛直
荷重に対する水平成分の計測値が小さく（1/10～1/6.7），
単純な摩擦角の関係ではない。土砂堆積や巨礫の摩擦・
衝突などの影響等，今後，検討すべき課題が多いが，河床
底面の流れ方向成分の荷重が計測されて意義は大きい。
また，既往研究 7) のように上流荒廃地の地形変動と土石流
流下とを併せた解析も必要である。
4. おわりに： 土石流荷重計等の機器設置後に，初めて取
得したデータを速報的に紹介した。今後とも維持管理
を継続して，継続的な計測を実施し，土砂濃度，比重
等の諸量を求め，河床底面に作用する水平成分の荷重
から抵抗等の情報を得ていく予定である。
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図-5 2019 年 8 月 29 日発生の土石流計測値の時系列 

図-6 土石流荷重計による計測値と比重・土砂濃度の算定値 
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