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1．はじめに 

渓床堆積物再移動型土石流(以下，土石流)の発達について，高橋(1977,1986)では堆積層に作用するせん断力とせ

ん断抵抗力の関係から平衡土砂濃度を求め，土石流は平衡土砂濃度に至るまで流下に伴う渓床侵食を発生・継続す

るとした¹⁾²⁾．しかし，未だに土石流が平衡土砂濃度に達するまでの渓床侵食や土砂濃度・流量増加などについて

は不明な点が多い．筆者らは水路実験によって平衡土砂濃度に達していない土石流先頭部がその底面付近では平

衡土砂濃度に達しており，流下に伴う渓床浸食が発生しないこと．土石流先頭部の土砂濃度増加は給水箇所付近の

侵食土砂の供給によって発生することを報告した³⁾．本稿では流路実験を行い，土石流先頭部が平衡土砂濃度に至

るまでの渓床侵食過程と土砂濃度・流量増加過程の考察を行った． 

2．研究方法 

アクリル製実験流路(流路全長 200cm，流路高 9.8cm，流路幅 2.5cm)に

中央粒径 0.5mm の土砂を流路末端から均一に 7cm 厚で敷き詰めた移動床

を作成した．堰を移動床の直上流に設置して流路上流端から流量 50cm3 s⁄

で給水し，土石流を発生させた(図-1)．また予備実験により堰の形状によるその

直下での渓床侵食形態に大きな違いはないことが確認された．勾配は 17 度，20

度，23 度に設定した．本実験では土石流先頭部とは流路末端からの流出後最初

の約 1 秒間の直接採取の部分とし，土石流先頭部が平衡土砂濃度に至るまでの過

程(以下，土石流発達過程)に着目する．土石流発達過程の土砂濃度変化を明らか

にするため，流路末端から堰までの移動床の距離(以下，流下距離)を 20cm もし

くは 30cmごとに増加させ実験を行った．実験ケースを表-1 に示した．各ケース

の流路末端から流出する土石流を約 1 秒ごとに直接採取し土砂濃度と流量を測

定した．次に，土石流発達過程の渓床侵食変化を明らかにするため，土石流先頭

部が平衡土砂濃度に至る流下距離(実験ケース A-7~A-10,A-13,A-14,A-21,A-22)

において，その時の渓床侵食深の時間的変化を流路側方からのビデオ撮影により

計測した．土石流が給水箇所から距離 20cm，50cm，80cm，110cm，140cmに

到達した時の侵食深を画像判読した．一つのカメラにつき撮影範囲を距離 20cm

あるいは 30cm に区切り撮影し，流路側面のアクリル壁に予め 1cm メッシュに印をつけ，深さ方向に 0.25cm を

最小単位で判読を行った．本実験の実験値の発達規模と侵食深について高橋式¹⁾²⁾と比較を行った．

3．結果・考察

直接採取による土石流先頭部の土砂濃度変化を図-2，発達規模を図-3 に示す．図-3 の横軸は流量を供給水量で

除した値で給水量と比較し流量が何倍か(以降，発達規模)を示している．図-2 から土石流先頭部の土砂濃度はどの

勾配においても流下距離の増加に伴い増加する傾向があった．その増加傾向は対数近似でき相関が高い．土砂濃度

は勾配 17 度の時約 0.38，勾配 20 度の時約 0.43，勾配 23 度の時約 0.44 で近似し，これらの値が平衡土砂濃度と

考えられる．勾配が急なほど平衡土砂濃度は高い値を取り，流下距離が短くても土砂濃度は高い値であった．本実

験条件では流下距離が勾配 17 度の時 140cm，勾配 20 度の時 140cm，勾配 23 度の時 110cm程度で平衡土砂濃度

に達したと考えられる．図-3 からどの勾配においても発達規模は流下距離の増加に伴い増加し，平衡土砂濃度に

図-1 土石流の発生方法

表-1 実験ケース
流路実験 勾配 流下距離 測定項目

A-1 17度 20cm 土砂濃度・流量

A-2 〃 〃 〃

A-3 〃 50cm 〃

A-4 〃 〃 〃

A-5 〃 80cm 〃

A-6 〃 〃 〃

A-7 〃 110cm 土砂濃度・流量・侵食量

A-8 〃 〃 〃

A-9 〃 140cm 〃

A-10 〃 〃 〃

A-11 〃 170cm 土砂濃度・流量

A-12 20度 20cm 土砂濃度・流量

A-13 〃 50cm 〃

A-14 〃 80cm 〃

A-15 〃 110cm 土砂濃度・流量・侵食量

A-16 〃 140cm 〃

A-17 〃 170cm 土砂濃度・流量

A-18 23度 20cm 土砂濃度・流量

A-19 〃 50cm 〃

A-20 〃 80cm 〃

A-21 〃 110cm 土砂濃度・流量・侵食量

A-22 〃 140cm 〃

A-23 〃 170cm 土砂濃度・流量
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至るまでの増加傾向は線形的であった．各勾配における平衡土砂濃度に至る距離において，発達規模は勾配 17 度

で約 1.8 倍，20 度で約 3 倍，23 度で約 4.3 倍となり，勾配が急なほど発達規模は大きくなった．高橋式では発達

規模はそれぞれ勾配 17 度の時 3.75 倍，勾配 20 度と 23 度の時 10 倍である．よって，本実験値は高橋式と比較し

て，半分からそれ以上に小さい値を取った．渓床侵食深変化の一例を図-4 に，各勾配の侵食長は図-5 に示した(用

語は図-6 を参照)．図-4 から土石流先頭部が距離 20cm に到達時，給水箇所直下での渓床侵食(以下，深ぼれ部)が

発生した．その後，土石流先頭部が距離 50cm に到達時，給水箇所直下の下流部でなだらかな渓床侵食(以下，な

だらかな侵食部)が発生した．図-4 と図-5 から発達過程における渓床侵食は流下に伴う渓床侵食ではなく，深ぼれ

部・なだらかな侵食部のような給水箇所付近での侵食土砂の土石流先頭部への供給であることが考えられる．これ

らの侵食形態は勾配 17 度，20 度，23 度で大差なかった．また，実験値は高橋式で求められる値より侵食深は小

さい．発達規模が高橋式と比べ小さい理由は渓床侵食深の実験値が高橋式による計算値よりも小さいからである

と考えられる．深ぼれ部の侵食量を図-7，なだらかな侵食部の侵食量を図-8 にまとめた．深ぼれ部となだらかな侵

食部は土石流先頭部の流下時間に伴って侵食量が増加した．勾配が急なほど深ぼれ部・なだらかな侵食部とも侵食

量は高い．また侵食量はどの勾配においても時間的に一定に増加しているとがわかった．平衡土砂濃度に達した時

の深ぼれ部となだらかな侵食部の侵食土砂のすべてが直ちに土石流先頭部に供給されるとは考えにくい．よって，

土石流先頭部中の土砂量を平衡土砂濃度に達した流下距離に到達時の侵食土砂量で除して，土石流先頭部に参

加した割合 K を求め，表-2 に示した．勾配 17 度の時 K=0.56，20 度の時 K=0.53，23 度の時 K=0.99 であっ

た．これらより勾配 17 度と勾配 20 度は侵食土砂量の約半分強が土石流先端部に供給されること，勾配 23 度

の場合は侵食土砂量のほとんどが土石流先端部に供給されると考えられる． 
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図-5 侵食長 図-8 なだらかな侵食部 図-7 深ぼれ部 

図-3 発達規模 図-2 土砂濃度 

図-4 渓床侵食 

図-6 用語説明 

表-2 先頭部参加率 

侵食量 先頭部(箱1)

A-9 17 60.00 34.53 0.58

A-10 17 63.19 34.25 0.54

A-16 20 123.19 65.38 0.53

A-21 23 95.81 94.86 0.99

実験

ケース

土砂量(cm³) 先頭部参

加率K
勾配(度)
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