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1. はじめに

集中豪雨が頻発することにより、土砂の流出・氾濫・堆積による土砂災害の危険性が高まっている。効果

的な対策を講じるためには、土砂流出解析により影響範囲や危険度分布を精度よく示すことが重要である。

山間部からの土砂流出については土石流・土砂流・掃流砂までを一体的に解析できる高橋モデル 1)により、

災害事例や観測事例との比較検証が行われる。土砂流出による災害で研究事例の多い土石流は、数十～数百

秒継続する通常より 1~2 オーダー大きなピークの流出を示し、土砂濃度も 30~50%と高い。降雨波形を基に土

石流発生時の流出流量を水文解析で求めることは難しく、土砂流出解析では経験的に三角形や台形の簡易な

入力ハイドログラフを設定する方法が広く適用されている。最近では、流域の上流で崩壊や土石流により発

生した土砂が、下流の緩勾配の河道を長時間かけて流出・堆積することで氾濫が生じ、河道外で大量の土砂

が堆積する土砂洪水氾濫による被害も報告されている。土砂洪水氾濫では土砂の流出が数十時間継続し、下

流では数%の低濃度の土砂流や掃流砂として流動する。土石流と異なり、極端なピーク流量を示さず、降雨に

対応した流量変化を示すと推測されるが、入力ハイドログラフの設定方法や妥当性は十分検討されていない。 
本研究では、土砂洪水氾濫を対象として、適切な入力ハイドログラフの設定方法を検討する。降雨波形を

基に水文解析により求めた入力ハイドログラフだけでなく、土石流における防災対策の検討において実務上

の有用性が示されている台形形状の簡易な入力ハイドログラフの設定方法も併せて検討し、災害状況との比

較により妥当性や有用性の検討を行う。

2. 対象地と手法

平成 30 年の西日本豪雨で土砂洪水氾濫が発生した広

島県呉市天応を対象とした。上流では土石流発生が報告

されており、上流で発生した土砂が大屋大川を長時間か

けて約 3km 流下し、下流で流路外に氾濫堆積した。 
流出流量を算出するため、キネマティックウェーブ法を

採用した SERMOW2),3)を用いて水文解析を行った。図 1
左に設定した計算領域、表 1 に用いたパラメータ、図 2
に入力した雨量データおよび算出した流出流量を示す。

計算された流出土砂量は 5.1m3と過小であったため、以

降の解析では得られた水の流出流量のみを使用した。

土砂流出の解析には高橋モデルを採用した Hyper 
KANAKO4)を使用した。地形データには土砂洪水氾濫

前に取得された解像度 1m の DEM を使用した。図 1 右に計算領域を示す。1 次元領域の計算点間隔を 5m、2
次元領域の計算解像度を 5m に設定した。解析には 3 種類のハイドログラフを設定した。Case1 は水文解析で

算出した流出流量を入力ハイドログラフに用い、報告された災害時の流出土砂量（62,000m3、空隙込）に等し

くなるよう、土砂濃度を一定値 3.7%に設定した。Case2、3 では上流で発生した土石流を考慮した。土石流発

生時刻までに算出された流出流量は、短時間で土石流として流出したと仮定して、土石流解析でよく用いら

れるピーク流量 200m3/s の台形形状のハイドログラフ（図 3 左）を設定した。発生時刻以降は、水のみの後続

流が降雨に対応して流下すると仮定し、Case2 では水文解析で得た発生

時刻以降の流出流量を入力ハイドログラフとした。Case3 では、Case2
と総流量、継続時間が同じになるような台形形状のハイドログラフを

設定した（図 3 右）。Case2、3 では、Case1 と同量の土砂が土石流とし

て発生した後、後続流の水により下流まで流下するシナリオを想定し

て、一定濃度 23.7%で土石流を想定した入力ハイドログラフに設定し

た。下流まで流下したのは粒径 1cm 以下の土砂が多いと報告されてい

ることから、細粒分を多く含んだ流れを想定し、液相密度は 1400 kg/m3

とした。

パラメータ 値

交換層厚 0.3 m 
層厚 0.5 m 
礫の密度 2650 kg/m3 
液相の密度 1000 kg/m3 
河床の容積濃度 0.65 
土砂厚 3.0 m 
堆積速度係数 0.0002 

図 1 計算領域（左：水文解析、右：土砂流出解析） 

↑ 
1 次元領域 

2 次元領域 

1km 500m 

表 2 水文解析に用いたパラメータ 
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表 3 土砂流出解析に用いたパラメータ 

図 2 水文解析に用いた雨量データおよび流出流量 

図 3 Case2、3 で設定した入力ハイドログラフ（左：土石流、右：土石流発生後） 

3. 解析結果と考察

図 4 上段に計算終了時の堆積厚を示す。Case1 と Case2、3 の間で傾向が大きく異なる結果となった。Case1
と比較すると、Case2、3 は上流の土石流による 480cm 以上の顕著な堆積やその再侵食が表現され、中流で堆

積厚 50cm 以下の箇所も多く主に流路内を流下したことも実災害と対応し、土石流による短時間で急増する

ピーク流量を考慮することの重要性が示された。Case2、3 ではほとんど差がないことから、台形形状の簡易

なハイドログラフを使用しても降雨波形に対応したハイドログラフとほとんど変わらないことがわかった。

図 4 下段に土砂の氾濫・堆積が発生した下流域における計算結果の拡大図を示す。図中の赤丸および赤枠は

それぞれ実災害時の氾濫開始地点および土砂の主な堆積範囲である。どの Case でも土砂の到達範囲は実災害

での土砂堆積範囲とよく対応した。一方で、Case2、3 では、実災害における氾濫開始地点より下流側で 100cm
以上の堆積が流路外でも見られるなど堆積が顕著に増加しており、土石流を考慮することで堆積範囲に加え

て氾濫開始地点も予測可能となることが示唆された。

以上から、土砂の到達範囲は水文解析結果を基にした入力ハイドログラフを設定した Case でも再現可能で

あるが、土石流を考慮することで上流域での土石流による堆積および再侵食、中流域での流路内での流下、

下流域での氾濫開始地点も予測できることがわかった。また、簡略化されたハイドログラフも有用なことが

示唆されたが、詳細な設定方法は今後も引き続き検討することが必要である。

図 4 土砂流出解析結果の堆積厚（上段：領域全体、下段：下流域拡大） 
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パラメータ 値

計算ステップ 0.01 s 
礫の密度 2650 kg/m3 
液相の密度 1400 kg/m3 
河床の容積濃度 0.65 
代表粒径 1 cm 
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