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■口頭発表 研究発表会場 メイン会場
会場STAFF：八千代エンジニヤリング株式会社

企画セッション「コロナ禍における土砂災害に備えた地区防災計画のあり方と実効化」
5月19日（水） 14:30-16:00 コーディネーター： 田中隆文 （名古屋大学）
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

<企画セッション趣旨説明＞
【対談】三郷地区防災計画の策定の秘訣
土砂災害警戒区域等の現地標識整備計画
作成にあたっての取り組み
地域および住民個人のための土砂災害タ
イムライン作成支援に向けて‐地区防災計
画およびタイムライン取り組み状況調査‐
微地形判読の避難計画への応用－Stay
Homeと避難行動－
新型コロナに負けないニューレジリエンス

警戒・避難(1)
5月19日（水） 16:15-17:30
R1-1

R1-2
R1-3
R1-4
R1-5

ページ

○田中隆文

1

○千葉幹
樋口佳意、内山均志、清水彩香

3

○大村さつき

5

○下河敏彦

7

○酒井千富
酒井義明

9

座長： 田中隆文 （名古屋大学）

○西内卓也
土砂移動現象に関係性の高い支配的な素 宮瀬将之、國田佳穂、濵地亮、林真一郎、
因・誘因の特性分析
松本洋和、鬼頭舞、坂井佑介、小竹利明、
山田拓、柴田俊
観測雨量による簡易湧水量推定モデルの
○嶋﨑諒子
構築とそれを用いた土砂災害発生危険度
宮田秀介、竹之内健介、堤大三、藤田正治
の検討
スネーク曲線の既往最大値超過に基づく土 ○小杉賢一朗
砂災害発生予測
福田幹、郷間未森、正岡直也
降雨の評価と土砂災害の関係について
○執印康裕
何が住民の避難行動を促すか～大雨特別 ○伊藤誠記
警報・土砂災害警戒情報発表時の住民の 大森秀人、澤田宗也、阿部真大、西山幸
避難行動調査～
治、千葉幹、磯谷和也
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■口頭発表 第１会場
会場STAFF：日本工営株式会社

テーマ別セッション(1)「土砂・洪水氾濫による被害と対策について」
5月20日（木） 11:00-12:30 コーディネーター： 竹林洋史 （京都大学防災研究所）
T1-1
T1-2
T1-3
T1-4
T1-5
T1-6

砂防事業における土砂・洪水氾濫対策の最 ○林真一郎
近の取組
蒲原潤一、山越隆雄、坂井佑介
○山越隆雄
令和2年7月豪雨により発生した土砂・洪水
坂井佑介、西脇彩人、永谷直昌、地頭薗
氾濫（球磨川水系川内川）
隆、垣本毅、伊倉万理
○北原和樹
令和元年東日本台風による長野県佐久地
藤本済、藤井隆男、大瀬木弘、徳永信也、
域における土砂・洪水氾濫について
高橋守、佐藤匠
多量の土砂を含む洪水氾濫流の特徴 ○原田大輔
2019年五福谷川洪水を例に江頭進治
○小林雄介
施設配置計画に向けた土砂・洪水氾濫解
森克味、加藤陽平、越智尊晴、杉山知、森
析の事例
充弘、中田裕章
土石流による地形変化と降雨流出・氾濫の ○山野井一輝
予測型シミュレーション
大石哲、川池健司、中川一

流砂および土石流 (1)
5月20日（木） 14:30-15:45
R1-6
R1-7
R1-8
R1-9
R1-10

座長： 中谷加奈 （京都大学大学院農学研究科）

降雨浸透・流出過程および土石流発生・流 ○山崎祐介
下・氾濫過程を一体化した数値解析法
石井靖雄
○片山直哉
掃流区間にある砂防施設の浮遊砂捕捉に
吉武央気、山本真睦、飛岡啓之、蔭山星、
関する水理模型実験
山越隆雄、泉山寛明、永谷直昌
○中谷加奈
流木の形状や比重が山地河川における橋
東谷卓哉、小杉賢一朗、長谷川祐治、里深
の閉塞に及ぼす影響
好文
スラッシュ雪崩等の発生に備えた関係機関 ○増澤徳親
の連携について
佐光洋一、大森徹治、田中僚
○石澤淳
雪崩による森林被害予測の試み
福山泰治郎
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■口頭発表 第１会場
会場STAFF：日本工営株式会社

流砂および土石流 (2)
5月20日（木） 16:00-17:00
R1-11
R1-12
R1-13
R1-14

○長山孝彦
常願寺川における水・流砂の連続的な把握
野呂智之、吉村明、宮下優、古谷智彦、伊
とシャッター砂防堰堤の効果的な操作検証
藤隆郭、中西隆之介、藤田正治、水山高久
○渡部春樹
横桟型シャッターと大暗渠堰堤の組み合わ
川合康之、梅本武史、北本楽、田方智、湯
せによる遊砂地の土砂調節と流木捕捉
澤樹、伊藤隆郭
土石流規模を考慮した砂防堰堤の機能評 ○長谷川祐治
価に関する研究
中谷加奈、里深好文、海堀正博
土石流先頭部の大粒子集積に関する評価 ○和田孝志
指標
前田純平、大石直希、三輪浩

流砂および土石流 (3)
5月21日（金） 9:30-10:45
R1-15
R1-16
R1-17
R1-18
R1-19

座長： 長谷川祐治 （広島大学）

座長： 伊藤隆郭（日本工営株式会社）

桜島における荷重計を用いた継続的な土 ○伊藤隆郭
石流の特性の把握とLVPセンサーを用いた 岩男忠明、上小牧和貴、靏本孝也、田方
土石流検知の試み(2)
智、山田勇智、鬼頭和記、水山高久
○清野真義
天竜川上流域における流砂量モニタリング
伊藤誠記、澤田宗也、稲葉智彦、家田泰
について
弘、内柴良和、戸舘光、中西宏彰
ハイドロフォンの流砂量換算手法に関する ○吉村暢也
検討
山越隆雄、泉山寛明、西脇彩人、鶴田謙次
画像解析技術を利用した「土石流検知シス ○望月優生
テム」の検討
田邊顕彦
○五十嵐和秀
画像解析による浮遊砂量把握のための基
鈴木啓介、戸田満、松岡暁、麻生あすみ、
礎的検討
伊藤隆郭
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■口頭発表 第１会場
会場STAFF：日本工営株式会社

火山砂防(1)
5月21日（金） 11:00-12:00
R1-20
R1-21

R1-22

R1-23

ニューラルネットワークによる桜島の侵食発 ○伊藤真一
生地域予測モデルの構築
酒匂一成、荒木義則、岩田直樹、小泉圭吾
○家田泰弘
火山噴火時の立入困難地域における緊急 吉村真、清野正義、河野元、中西宏彰、三
調査へのＵＡＶ活用範囲拡張手法について 浦龍、松田隆志、熊井教寿、黒木隆、瀧川
健一、姫野徳人
○皆川淳
火山噴火時を想定した規制区域内の降灰 羽田靖史、脇本健太、永谷圭司、銭谷彰、
厚分布調査デバイスの開発
島田徹、永田直己、横山龍一、金崎裕之、
坂本あいの、北原遼太
○北原遼太
緊急時における観測機器設置地点の選定 羽田靖史、横山龍一、永谷圭司、錢谷彰、
を目的としたUAV飛行計画効率化検証
島田徹、永田直己、皆川淳、高野敦、金井
啓通、金崎裕之

火山砂防(2)
5月21日（金） 14:30-15:15
R1-24
R1-25
R1-26

座長： 伊藤真一 （鹿児島大学）

座長： 池田暁彦 （一般財団法人 砂防・地すべり技術センター）

直方体構造物を迂回・越流する溶岩流の堆 ○池本敦哉
積形状に関する研究
永野博之、柳原駿太、西尾陽介、佐藤敏明
○安海高明
火山砂防対策におけるリスク低減事例集に
松井宗廣、齋藤はるか、江藤稚佳子、熊井
ついて
教寿、黒木隆、姫野徳人
○齋藤はるか
火山対策における噴石の留意事項について 松井宗廣、安海高明、江藤稚佳子、熊井教
寿、黒木隆、姫野徳人
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■口頭発表 第２会場
会場STAFF：株式会社建設技術研究所

テーマ別セッション(2)「２０２０年の土砂災害調査から見えてきた問題点と解決策」
5月20日（木） 11:00-12:30 コーディネーター： 地頭薗隆（鹿児島大学農学部）
T2-1
T2-2
T2-3
T2-4

令和２年7月球磨川豪雨による斜面崩壊の
要因分析-豪雨度と地質要因からみた検討
令和2年7月豪雨における熊本県人吉市・山
江村の山地災害発生状況
球磨川災害 ヘリコプター撮影映像とウェア
ラブルカメラ映像を利用した災害発生箇所
の把握について
土砂災害を対象とした被害状況把握に衛
星画像を活用した事例に関する一考察（令
和2年7月豪雨を例にして）

砂防計画・事業(1)
5月20日（木） 14:30-15:45
R2-1
R2-2

R2-3
R2-4
R2-5

ページ

○林拙郎
山田孝

75

○黒川潮

77

○曽我智彦
江川佳苗、平川澄美、小野山裕治、萩野晃
平

79

○鈴木崇
杉井大輔、本多泰章、花田大輝

81

座長：速見智 （株式会社建設技術研究所）

埼玉県ときがわ町七重川の歴史的砂防施 ○深澤浩
設群における技術的特徴
高橋透、佐藤勇、櫻井一也
○速見智
六甲山系における遊砂地の施設配置及び 光永健男、辻田英幸、紅粉昭一、橋本広
設計検討事例
稔、長尾壮治、山下牧子、川崎巧、川瀬樹
一、福島和彦、西島健二
○川崎巧
掃流区間に計画された透過型砂防堰堤に
岡嶋康子、南憲長、横山悠、古山剛、斎藤
流木捕捉機能を付加する試み
武、奥野敏也、小林優太
メッシュ別将来人口推計に基づく将来人口 ○平田遼
及び高齢化率から見た近年土石流災害が 石井靖雄、松田尚郎、花田良太、丹羽文美
発生した地域の特徴
子、飛岡啓之
○佐藤厚慈
砂防計画・設計の品質向上に向けた照査
坂口哲夫、池田誠、阿部征輝、尾関信幸、
要領作成の取り組み
小段應司、松岡暁

ページ
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■口頭発表 第２会場
会場STAFF：株式会社建設技術研究所

砂防計画・事業(2)
5月20日（木） 16:00-17:00
R2-6
R2-7
R2-8
R2-9

○井上公夫
紀伊半島で60年毎（1889，1953，2011年）に
小竹利明、山田拓、木下篤彦、柴田俊、中
発生した大規模土砂災害
根和彦、町田尚久、今村隆正
広島県福山市における歴史的砂防施設“大
谷砂留”の悉皆調査（その1）－大谷東谷を ○樋口輝久
中心に－
○渡邊尚
重要文化財砂防施設の保存活用（維持管
村上治、野呂智之、吉村明、宮下優、村中
理と利活用）に向けた取り組み
俊久
○山下祐一
砂防技術者育成講座の計画と評価
海原荘一、藤村尚

土砂流出 (1)
5月21日（金） 9:30-10:45
R2-10
R2-11
R2-12
R2-13
R2-14

座長： 樋口輝久 （岡山大学）

座長： 丹羽諭 （国土防災技術株式会社）

○小柳賢太
平成30年7月豪雨による広島県内7山地小
平田遼、石井靖雄、本田健、石井一徳、松
渓流における土砂流出の実態
本史子
令和元年台風19号により宮城県丸森町で ○坂井佑介
発生した土砂災害における家屋被害の分 山越隆雄、久保毅、宮田直樹、澤村朱美、
析
島田徹
稲又谷川で発生した土砂移動現象に起因 ○菊池瞳
する土石流諸元の推定
井川忠、萬德昌昭、平川泰之、秋山怜子
2019年台風19号を事例とした森林山腹斜 ○朝原康貴
面における土砂生産と降雨流出の関係
白木克繁、五味高志、内山佳美
生産土砂の粒径が大規模な土砂生産時の ○丹羽諭
流出土砂量に及ぼす影響に関する数値計 内田先生、里深好文、権田豊、西口幸希、
算
久保毅、萬徳昌昭
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■口頭発表 第２会場
会場STAFF：株式会社建設技術研究所

土砂流出 (2)
5月21日（金） 11:00-12:00
R2-15
R2-16
R2-17
R2-18

座長： 水垣滋 （国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所）

凍上融解の繰り返しにより裸地斜面から生
産される土砂量予測の試み
地球温暖化による強度低下を起因とした氷
河湖決壊洪水の発生危険度評価

○小栃洞彩音
平松晋也
○鈴木心
堤大三、高山翔揮、里深好文
○花岡正明
天竜川上流におけるシカ食害･獣害による 福山泰治郎、伊藤誠記、大森秀人、澤田宗
土砂流出への影響調査
也、林泰也、平松晋也、石川芳治、五味高
志
２時期の航空レーザデータの差分解析によ ○水垣滋
る山地河道の土砂動態の解明
村上泰啓、石井将史、巖倉啓子

土砂流出 (3)
5月21日（金） 14:30-15:15 座長： 長山孝彦（日本工営株式会社）
R2-19
R2-20
R2-21

○古谷智彦
流域の土砂管理方策を睨んだ水・土砂モデ 長山孝彦、伊藤隆郭、中西隆之介、藤田正
ルにおける施設効果に関する数値モデル 治、水山高久、里深好文、宮田秀介、池田
暁彦
融雪型火山泥流の発生に及ぼす火山噴出 ○中里友輔
物と雪の混合及び火砕流サージの影響
市田児太郎、堤大三、宮田秀介
○目晋一
大武川流域を対象とした砂防堰堤における 萬徳昌昭、菊池瞳、松尾剛人、星野和彦、
土砂移動特性の考察
村上治、萩原弘、武藏由育、山本茂友、西
尾陽介
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■口頭発表 第３会場
会場STAFF：アジア航測株式会社

テーマ別セッション(3)「砂防分野における人工衛星やUAV 等のリモートセ ンシング技術を用いた調査の活用」
5月20日（木） 11:00-12:30 コーディネーター： 水野正樹（国土技術政策総合研究所）
T3-1

UAVを用いた礫径調査方法と現況の礫径
調査方法に対する考察

T3-2

2011年台風12号により深層崩壊が発生した
熊野地区でのドローン空中電磁探査による
深層崩壊メカニズムの解明

T3-3

UAVを用いた２機体同時飛行によるレベル
３（目視外補助者無し）自律飛行の実証実
験について

T3-4

災害時のUAVおよびAI技術活用に関する
一考察

T3-5

UAV及び衛星リモートセンシングによる令
和2年7月豪雨による長野県天龍村足瀬に
おける斜面崩壊の把握

T3-6

SAR強度画像を用いた土砂移動箇所検出
特性と課題 -令和2年7月豪雨の事例-

管理・計測(1)
5月20日（木） 14:30-15:30
R3-1
R3-2
R3-3
R3-4

〇佐々木流
嶋丈示、佐々木司
〇木下篤彦
柴田俊、山越隆雄、中谷洋明、河戸克志、
金山健太郎、奥村稔、城森明、城森敦善、
藤原康正、中野英樹
〇荒木義則
久家政治、能島佑佳、河井恵美、大盛泰
我、小竹利明、山田拓、柴田俊、木下篤彦
〇渡邊拓也
佐藤保之、小島隆、廣井幸治、中澤理恵
子 、佐 藤 厚慈 、井 川忠 、高 橋諒 、高 藤亨
仁、西澤忍、前田龍
〇柴山卓史
中谷洋明、鈴木大和、伊藤誠記、澤田宗
也、阿部真大、守谷陽一、村井渉、小山忠
孝、百本法光
〇山下久美子
佐藤匠、引地慶多、川島祐人、鈴木大和、
松田昌之、中谷洋明

座長： 小田和広 （大阪産業大学）

〇平川泰之
計画河床面を基準とした面的な河床変動状
佐藤保之、小島隆、田中理恵、飯島啓明、
況把握－大谷川床固群の事例－
秋山怜子、有間航、光永海斗、井口慧
〇保谷智之
砂礫地盤上の既設砂防堰堤の補強対策に
野呂智之、吉村明、宮下優、村中俊久、村
伴う揚圧力の変化に関する一考察
松広久、伊藤隆郭
平成30年7月豪雨時における道路盛土の土 〇小田和広
中水分状況と通行規制基準との関係
小泉圭吾、伊藤真一
のり面構造物における画像認識技術を活 〇蔵谷樹
用したひび割れ検出の基礎検討
藤田哲
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■口頭発表 第３会場
会場STAFF：アジア航測株式会社

管理・計測(2)
5月20日（木） 16:00-16:45
R3-5
R3-6
R3-7

鋼製砂防構造物の腐食に関する健全度評 〇佐々木司
価手法について
嶋丈示
〇山野亨
SMART SABOを用いた砂防施設点検への
荒木義則、河井恵美、大盛泰我、前田翔
機能拡張について
平、岡崎尚也、板持祐次、岩﨑浩茂
〇秋山演亮
山間地におけるLoRaWANを用いた観測機
山口耕司、山田拓、柴田俊、小竹利明、海
器のデータ通信
原荘一、小竹利明

警戒・避難(2)
5月21日（金） 9:30-10:45
R3-8
R3-9
R3-10

座長： 佐々木司 （一般財団法人 砂防・地すべり技術センター）

座長：瀧口茂隆 （国土技術政策総合研究所）

2016年熊本地震後の降雨による土砂移動
の多発に影響した地震及び地形の特徴に
関する分析事例
土砂災害警戒情報の地震後暫定基準の適
用範囲に関する検討
深層崩壊発生予測手法の確立に向けた岩
盤内地下水流動予測モデルの構築

R3-11

高感度地震観測網の微小振動データを用
いた大規模出水時の河川水位の推定

R3-12

線状降水帯検知を用いた土砂災害ポテン
シャル予測の検証

〇後根裕樹
海原荘一、中谷洋明、松田昌之、木下篤
彦、山田拓、柴田俊、小竹利明
〇瀧口茂隆
中谷洋明、海原荘一、只熊典子
〇長澤くるみ
平松晋也、伊藤誠記
〇筒井和男
坂口隆紀、柴田俊、海原荘一、谷田佑太、
浅原裕、木下篤彦、中谷洋明
〇後藤祐輔
増田有俊、片山勝之、瀧口茂隆、中谷洋明
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■口頭発表

第３会場
会場STAFF：アジア航測株式会社

警戒・避難(3)
5月21日（金） 11:00-12:00
R3-13
R3-14
R3-15
R3-16

〇清水彩香
萬德昌昭、菊池瞳、田中海晴、内山均志、
千葉幹
〇磯谷和也
R2.7月豪雨災害における避難行動の実態 西山幸治、千葉幹、伊藤誠記、澤田宗也、
稲葉智彦
〇藤澤誠二
令和２年7月豪雨の避難実態等を踏まえた
植野利康、樫野誠、田島健、大森秀人、西
地区防災計画（簡易版）の作成検討
山幸治、河合水城
歴史災害に見る人々の避難行動
〇今村隆正
土砂災害を対象とした地区防災計画作成
の技術的支援方策

警戒・避難(4)
5月21日（金） 14:30-16:00
R3-17
R3-18
R3-19
R3-20
R3-21
R3-22

座長：今村隆正 （株式会社 防災地理調査）

座長： 千葉幹 （一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構）

土砂災害防災ロールプレイングゲーム「土 〇岸畑明宏
砂災害が発生したとき」の開発とゲームを 西萩一喜、辻原治、坂口隆紀、筒井和男、
用いた防災教育の効果検証
宮崎徳生、木下篤彦
〇河合水城
地区防災計画における高齢者の避難行動
西山幸治、藤澤誠二、植野利康、樫野誠、
に関する検討事例について（その２）
大森秀人、田島健
要配慮者利用施設における避難確保計画 〇日野原達哉
の策定支援
西真佐人、千葉幹、鈴木啓介、戸田満
資源供給の災害対策から浮かび上がる専
〇南優希
門家間の認識の多様性
六甲山系における同時多発的土砂災害に 〇熊倉歩
対する関係機関の危機管理能力向上対策 光永健男、西村信彦、辻田英幸、橋本広
の取組みについて
稔、西山幸治、秋山一弥、河合水城
〇坂口隆紀
紀伊半島大水害の被災体験(紙芝居)を伝
筒井和男、宮﨑徳生、岸畑明宏、久保榮
承する活動と年齢別の研修効果
子、木下篤彦
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■口頭発表 第４会場
会場STAFF：八千代エンジニヤリング株式会社

水文
5月20日（木） 11:00-12:30
R4-1
R4-2
R4-3
R4-4
R4-5
R4-6

連続流出蒸発法（COFEM）を用いた森林土
壌の水分特性・透水性の計測
付加体堆積岩からなる急峻な秩父山地で
は、流域面積が小さい流域で洪水比流量
が小さい

R4-8
R4-9
R4-10
R4-11

ページ

〇正岡直也
小杉賢一朗

181

〇浅野友子
鈴木智之、川崎雅俊

183

〇堀田裕貴
田中隆文
Developing methods for forest structure
〇Chiara Bottaro
analysis by using photogrammetric
Takashi Gomi 、 Giorgio Vacchiano 、 Rasis
approach
Putra Ritonga、Shodai Inokoshi
〇牧野裕至
天竜川上流域の降雨特性について
伊藤誠記、澤田宗也、藤田暁、高田望、内
田太郎
〇藤田暁
気候変動が魚沼地方の降雨特性に及ぼす
鈴木啓介、戸田満、樫田司紀、小川俊、野
影響の分析
口和義、松永雄紀、牧野裕至
流出特性と地形・地質との関係の再考

構造物(1)
5月20日（木） 14:30-15:45
R4-7

座長：浅野友子 （東京大学）

座長： 嶋丈示 （一般財団法人 砂防・地すべり技術センター）

〇青山哲司
3次元地盤モデルの作成と活用に関する一
杉澤文仁、加藤隼平、伊藤寛太、片山輝
考察
彦、鎌田佳苗
多様な現場条件箇所に設置されたCFT柱
〇安田充範
式(VCCO型)応急対策工
鋼製透過型砂防堰堤のリダンダンシー，ロ
〇嶋丈示
バストネス，レジリエンスの定量的評価に関
国領ひろし、園田佳臣、石川信隆
する一考察
〇依田隆春
CFT柱式（VCCW型）防護擁壁の実施例
細川容宏、水山高久
中期土砂流出対策として効果的な新型砂 〇宇野澤剛
防施設の開発（その１）
鴨志田毅、池上浩二、吉田圭佐、中西宏彰
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■口頭発表 第４会場
会場STAFF：八千代エンジニヤリング株式会社

構造物(2)
5月20日（木） 16:00-17:00
R4-12
R4-13

座長： 安田陽一 （日本大学理工学部）

河道閉塞地における暗渠排水施設の計画
概要
水平梁構造を持つ流木捕捉工開発のため
の基礎的研究 －梁構造が捕捉機能に及
ぼす影響の定量的評価－

R4-14

流木捕捉工設計事例集について

R4-15

橋脚形状による流木堆積防止の提案

〇西岡孝尚
南部啓太、安田真吾、榊善和、曽山誠

203

〇古川真由子
堤大三、内田太郎、鈴木拓郎、堀口俊行

205

〇池田誠
坂口哲夫、松原智生、阿部征輝、原田紹
臣、細川清隆
〇安田陽一

生態系の保全及び創出
5月21日（金） 9:30-10:30 座長： 村上泰啓 （国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所）
R4-16
R4-17

R4-18
R4-19

ページ

流木等の生分解促進に向けた白色腐朽菌 〇村上泰啓
の培養と接種用種駒の作成について
布川雅典、宮本敏澄、白鳥充樹、岡本博
〇藤井禎浩
六甲山系グリーンベルト整備事業における 光永健男、辻田英幸、長尾壮治、田村仁
効果的な樹林整備手法の検討
志、山内昌之、梅迫泰年、吉岡憲成、服部
保
〇五十嵐勇気
透過型砂防堰堤が有する渓流環境への負
木原早紀、鄒青穎、工藤誠也、高橋拓実、
荷軽減効果
東信行
〇大須賀麻希
「環境ポテンシャル」等に基づく合理的な魚
鈴木啓介、戸田満、澤樹征司、堀裕和、柴
道機能改善の優先順位検討
田閑、斎藤武
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■口頭発表 第４会場
会場STAFF：八千代エンジニヤリング株式会社

構造物(3)
5月21日（金） 11:00-12:00
R4-20
R4-21
R4-22
R4-23

礫衝突を受ける鋼管はり部材の変形メカニ
ズムに関する一考察
構造透過性が土石流衝突荷重に及ぼす影
響に関する研究
コンクリートポンプを用いた砂防堰堤の打設
のための温度応力解析
鋼製透過型砂防堰堤の保有耐力照査に関
する一提案

構造物(4)
5月21日（金） 14:30-16:00
R4-24
R4-25
R4-26
R4-27
R4-28
R4-29

座長： 別府万寿博 （防衛大学校）
〇別府万寿博
濵田匠李
〇小松喜治
堀口俊行、香月智
〇安田真悟
辻田英幸、長尾壮治、西岡孝尚、南部啓太
〇國領ひろし
嶋丈示、園田佳巨、石川信隆

座長： 堀口俊行 （防衛大学校）

砂防堰堤における3次元土工モデルの活用
について
大型ブロック下流壁面のINSEM-ダブル
ウォール 砂防堰堤

〇井上晶帆
上葛健太、鳥居義仁、川原由香、森克味
〇内藤裕之
藤本雅樹、水山高久
〇中村ゆかり
砂防堰堤のグラウンドアンカーや鋼材によ
伊藤隆郭、長山孝彦、三池力、中野雅章、
る補強効果に関する3次元FEM解析
水山高久、藤田正治、池田暁彦
継手モデルを用いた鋼製透過型砂防堰堤 〇堀口俊行
の解析的検討
小松喜治、香月智
砂防堰堤基礎処理工における諸課題と施
工事例－地中障害物・硬質地盤について 〇小布施栄
―
ポーランドの砂防堰堤の一事例
〇西本晴男
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■口頭発表 第５会場
会場STAFF：株式会社パスコ

地震
5月20日（木） 14:30-15:45
R5-1
R5-2
R5-3
R5-4
R5-5

座長： 早川智也 （日本工営株式会社）

平成30年北海道胆振東部地震に伴い発生
〇早川智也
した表層崩壊と岩盤崩壊との分布の違いに
梅谷涼太、吉川契太郎
ついて
〇横尾公博
北海道胆振東部地震における斜面崩壊リ
吉川契太郎、真野拓司、中村香也、坂井佑
スクマップの作成事例
介、大塚智久、小西拓海、長塚結花
Linkage between landslide and sediment
〇Yohei Arata
accumulation caused by 2018 Hokkaido
Takashi Gomi 、 Roy C. Sidle 、 Rasis Putra
Eastern Iburi earthquake
Ritonga
〇小西拓海
北海道胆振東部地震における斜面崩壊と
大塚智久、横尾公博、長塚結花、加茂由紀
地下水との関連性検討事例
彦、吉川契太郎、真野拓司、中村香也
大規模地震発生後の時間経過が斜面安定 〇稲垣翔
性に及ぼす影響
平松晋也

斜面崩壊(1)
5月21日（金） 9:30-10:30 座長： 堤大三 （三重大学）
R5-6
R5-7
R5-8
R5-9

豪雨及び地震による斜面崩壊発生の予測
手法－平成30年北海道胆振東部地震時の
斜面崩壊への適応－
Topographic-water effect on shallow
landslides characteristics in a volcanicdeposited area
湯沢砂防管内の表層崩壊に起因する土石
流の発生危険度評価の取り組み（Ⅰ）～地
形・地質特性を考慮したパラメータの設定
Evaluation of the influence of the soilbedrock interface and physical properties
of soil in the landslide prediction model

〇秋元悠太郎
堤大三、山野井一輝
〇Rasis Putra Ritonga
Takashi Gomi 、 Rozaqqa Noviandi 、 Yohei
Arata
〇伊藤達哉
松澤真、蔭山星、飛岡啓之、鈴木啓介、戸
田満
〇Ingrid Ferreira LIMA
Takashi GOMI、Taro UCHIDA、Roy SIDLE、
Takao YAMAKOSHI、Yohei ARATA
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■口頭発表 第５会場
会場STAFF：株式会社パスコ

斜面崩壊(2)
5月21日（金） 11:00-12:00
R5-10
R5-11
R5-12

R5-13

気候変動が斜面崩壊に及ぼす影響につい
ての検討
樹種の相違が林地斜面の安定性に及ぼす
影響度評価
A flume experiment for evaluating the
effect of root strength on landslide
initiation
崩壊性地すべりの実態把握と発生条件に
関する検討

斜面崩壊(3)
5月21日（金） 14:30-16:00
R5-14
R5-15
R5-16
R5-17
R5-18
R5-19

座長： 杉本宏之 （国立研究開発法人土木研究所）
〇佐藤忠道
執印康裕
〇Xie Chenghao
平松晋也
〇Rozaqqa NOVIANDI
Takashi GOMI 、 Roy C. SIDLE 、 Naoto
IWASA
〇杉本宏之
神山嬢子、藤原一啓、林真一郎、松本洋
和、鬼頭舞、菅原寛明、金井聖、藤元亮、
岡崎丈、檜垣大助

座長： 小川内良人（国土防災技術株式会社）

〇林幸一郎
紀伊山地における深層崩壊箇所周辺の地
小松慎二、窪田安打、橋本裕司、小竹利
下水特性と比抵抗分布の関係
明、山田拓、柴田俊、木下篤彦、田中健貴
降雨時の斜面崩壊における地下水及び変 〇覃馨
形挙動に関する実験的検討
藤本将光、里深好文
氷河地域の岩盤崩壊に起因するフラッシュ 〇檜垣大助
フラッドーヒマラヤの事例
八木浩司、鄒青穎
〇江川千洋
豪雨時に崩壊する危険性の高い山腹緩斜
松澤真、中谷洋明、瀧口茂隆、松田昌之、
面の抽出手法の考察
後藤順一、髙橋忍
〇小川内良人
放射性炭素年代から推定される紀伊山地
横山修、小竹利明、山田拓、木下篤彦、柴
の深層崩壊発生頻度
田俊、田中健貴、西山賢一
〇松澤真
那智川流域の地形・地質特性を反映した表
伊藤達哉、南智好、小竹利明、山田拓、柴
層崩壊危険度マップの作成
田俊、木下篤彦、田中健貴

ページ
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★

263

ページ
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■ポスター会場 コアタイム 5月20日（木）
コアタイム 13:00-14:00 奇数番号：前半 偶数番号：後半
P1-1

P1-2
P1-3
P1-4
P1-5
P1-6
P1-7

P1-8

P1-9
P1-10
P1-11
P1-12
P1-13
P1-14
P1-15
P1-16
P1-17
P1-18

湯沢砂防管内の表層崩壊に起因する土石
流の発生危険度評価の取組（Ⅱ）～管内全
域の表層崩壊の危険度把握と土砂量推定
の試み～
土砂・洪水氾濫対策における遊砂地の土砂
処理機能に対する数値解析モデル構築に
関する一考察
長野県千曲市本誓寺遺跡から見つかった
平安時代の埋没木の年代測定について
令和2年7月豪雨により球磨川流域で発生し
た大規模崩壊
高原川流域における広域砂防調査での作
業効率化に向けたマルチスペクトルカメラ
搭載ドローンと深層学習の適用
山形県の2巡目基礎調査における光学衛星
画像と高精度地形モデルを用いた経年変
化箇所と新規箇所の抽出手法の検討
2時期の光学衛星画像および高精度DEMを
用いた土砂災害警戒区域に係る経年変化
の抽出
熊野川流域における人工衛星データを用い
た山地水文状態の推定方法の試行

ページ

○飛岡啓之、松澤真、蔭山星、伊藤達哉、
鈴木啓介、戸田満

277

○原田紹臣、中谷加奈、里深好文、水山高
久

279

○山田隆二、佐藤昌人、井上公夫、川崎保

281

○地頭薗隆、天野祐一朗、白藤雄也、由永
尚暉
○古木宏和、岡田武、四十谷朋子、倉上
健、三池力、古谷智彦、渡部春樹、長山孝
彦
○榊仁一、渡辺満、新田真二、角田繁広、
丹野領太、徳武祐斗、柴山卓史、吉川和
男、井關登喜夫、向平拓司
○濱口祥輝、樋口佳意、峯岸祐希、吉川和
男、榊仁一、柴山卓史、本多泰章
○小林航、小竹利明、山田拓、木下篤彦、
柴田俊、中谷洋明、鈴木大和、鈴木清敬、
柴山卓史、徳武祐斗小竹利明、山田拓、木
下篤彦、柴田俊、中谷洋明、鈴木大和、鈴
木清敬、柴山卓史、徳武祐斗
○岩田彰隆、久保田七海、中田慎、佐藤保
之、小島隆、田中理恵、穐田雄高
○鄒青穎、谷内紳作、阿部周平、及川典
生、石田祐宣
○内柴良和、三浦英晃、土田海斗、笹山
隆、家田泰弘、河野元

UAV及び航空レーザ計測データを活用した
山腹工の調査・解析
林間地におけるGNSSよる地すべりの動態
観測
PPKを利用したUAV-SfMによる火口周辺の
積雪深計測
UAVと高精度なARマーカーを用いた砂防施
○太田敬一
設管理等への適用性に関する検討
○中西宏彰、小竹利明、山田拓、柴田俊、
木津川水系におけるUAVを活用した砂防施
家田泰弘、片嶋啓介、内柴良和、中西宏
設点検事例
彰、河野元、戸舘光
桜島・有村川流域におけるKinematic wave
法を用いた土石流流出解析モデルのパラ ○今野光康、権田豊
メータの経年変化の研究
火山噴火初動時におけるUAV調査の課題 ○田中利昌、枦木敏仁、永田雅一、後藤順
とその方策について
一、風間宏、高橋忍
火山砂防計画における噴火規模の設定事 ○藤沢康弘、小林拓也、池田暁彦、枦木敏
例
仁
溶岩流に対する実効性のあるハード対策の ○小尾亮、池田暁彦、吉田真也、田中利
検証
昌、藤平大
三宅島2000年噴火及び御嶽山2014年噴火
を事例とした既往噴火直後の降下火砕物 ○山本望、清水武志、石井靖雄
堆積量の推定手法の適用性
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★
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★

293
295
297
299
301

★
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★
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★

P1-19
P1-20
P1-21
P1-22
P1-23
P1-24
P1-25
P1-26
P1-27
P1-28
P1-29
P1-30
P1-31
P1-32
P1-33
P1-34
P1-35
P1-36
P1-37
P1-38
P1-39
P1-40
P1-41

○小室知栄、西尾陽介、佐藤敏明、目晋
CIMを活用した火山噴火緊急減災対策施設
一、竹島秀大、Hefryan Sukma
の検討事例
Kharismalatri
○河野元、家田泰弘、吉村真、清野正義、
火山噴火時の立入困難地域におけるUAV
中西宏彰、熊井教寿、黒木隆、瀧川健一、
による土砂流出状況把握手法について
姫野徳人
火山噴火後の降灰調査結果を迅速にとりま
とめる手法に関する考察 ー平成29年度霧 ○前寺雅紀、小尾亮、徳永浩之、荒武宗人
島山新燃岳噴火を教訓としてー
融雪型火山泥流の発生要因と移動特性に
○小林実和、藤沢康弘、小尾亮、池田暁彦
ついて
岩手山噴火時のUAVを活用した緊急調査 ○今城貴弘、石村靖、大森喜満、舩山淳、
手法の冬期現地検証
澤田悦史、黒川祐梨、遠田茂幸
新型コロナ禍における富士山火山噴火対 ○浅見晃菜、大森徹治、中田篤史、笠原亮
応訓練
一、小林豊、萩原陽一郎、大島健司
○小林豊、大森徹治、中田篤史、笠原亮
火山灰に覆われた坂路での車両走行体験
一、笠原亮一
2015年～2016年の航空レーザ測量データ
による桜島有村川上流域における土砂生 ○佐野泰志、石井靖雄、清水武志
産域の地形及び侵食過程の特徴
降灰ナウキャストの開発
○寺谷拓治、坂井紀之、内田良始
UAVを用いた桜島野尻川流域の詳細地形 ○田中達也、荒木義則、河井恵美、大盛泰
情報の取得とその特徴分析について
我、岩男忠明、上小牧和貴、靏本孝也
樽前山流域における基本流木量の設定事 ○飯田弘和、吉川契太郎、真野拓司、中村
例
香也、川崎巧、潮見礼也、清野真義
Recent decrease in debris-flow activity in ○Ji-Hyeok Park、篠原慶規、堀田紀文、
the Tansan-dani at Mt.Unzen
Christopher Gomez
○板野友和、山崎憲人、淺野広樹、金子雄
UAVを活用した砂防施設点検手法の工夫 司、川上誠博、美土路哲也、鈴木崇、笹栗
裕己
○新藤建司、中谷洋明、金澤瑛、丸山和
土砂災害データベースのクラウド化
訓、中村祐輔、照沼利浩、柳田雄大、森弘
慎治
鋼製砂防構造物の機能・性能の喪失現象 ○長塚結花、横尾公博、関基、吉川契太
に着目したフォルトツリーの検討
郎、真野拓司、中村香也
○美土路哲也、丹羽俊一、早田勉、土屋郁
砂防施設点検高度化の検証
夫、浅野里奈、桜井康太、橋詰二三雄、坂
田剛
UAVを用いたゼロオペレーション（無人自律 ○河井恵美、荒木義則、大盛泰我、久家政
飛行）による砂防施設点検の実証実験につ 治、能島佑佳、小竹利明、山田拓、柴田
いて
俊、木下篤彦
○金澤瑛、木下篤彦、中谷洋明、山田拓、
差分画像を用いた画像からの降雨の抽出
柴田俊、海原荘一、井深真治
砂防関係施設点検要領に基づいた施設点 ○町田尚久、渡邊尚、萩原弘、廣瀬隆浩、
検・維持管理へのUAVの活用
田村圭司
砂防関係施設のライフサイクルコスト縮減 ○中山貴士、原田紹臣、柴田翔平、里深好
に関する一考察
文、水山高久
○井元成治、小竹利明、山田拓、木下篤
熊野川流域における流砂水文観測データ
彦、柴田俊、岡野和行、上田征香、井之本
に基づく土砂移動状況の把握（その３）
信
○流川遥平、丹羽俊一、早田勉、土屋郁
大規模変位を続ける斜面監視の試み
夫、浅野里奈、中野崚登、宮崎綾、西陽太
郎、河又健時、加藤暁之
那智川流域における土砂動態観測技術の ○柴田俊、小竹利明、山田拓、木下篤彦、
高度化
松澤真、豊福恒平
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山地渓流の表面侵食・土砂移動調査にお
けるハンディ・レーザスキャナの活用 ～奈
良県池郷川流域を事例として～
輝度の差分映像による土砂移動検知装置
の開発
UAVの自律飛行を活用した砂防施設点検
の検証について
既存のひび割れ自動把握技術を活用した
UAVによる砂防施設点検の試行
火山地域における土砂移動バラマキセン
サーの開発について
航空レーザ計測で取得した佐渡島の地形と
森林の情報について
UAVを活用した砂防施設維持管理CIMモデ
ルの一提案について
流砂観測データを用いた土砂流から浮遊砂
の1次元河床変動解析モデルの検証
砂防事業におけるUAVレーザを用いた三次
元計測～砂防分野におけるCIMの取り組み
～
災害履歴データベースを用いた災害発生の
素因・誘因の検討
解析雨量・降水短時間予報によるスネーク
曲線の既往最大値を利用した土砂災害発
生予測
和歌山県田辺市における明治22年水害の
災害教訓伝承に関する調査
AIによる土砂災害危険度判定ツールの複
数災害への適用性検討
令和2年7月豪雨を踏まえた熊本県の土砂
災害警戒情報について
2019年台風19号における住民の避難の実
態～宮古市白浜地区および釜石市佐須地
区を対象として～
六甲山系降雨状況通知システムについて
災害発生に影響する地質の複雑性評価に
向けて－シームレス地質図を活用した試み
－
急傾斜地新規箇所抽出方法の分析
雨量計を用いた防災気象情報基準の設定
に関する一考察
土砂量に基づいたリアルタイム早期警報シ
ステムの開発
地下水位と河川流量による土砂災害危険
度評価のための地盤飽和度検討
融雪を考慮した広域水文指標に基づく地す
べり要警戒地域・期間の設定
令和元年東日本台風土砂災害時の警戒避
難に関する住民アンケート結果に見る住民
避難の実態と課題
釜石市内小中学校における土砂災害防災
教育の実践とその評価
打設間隔を短縮して試験施工した砂防堰堤
の温度応力解析とモニタリング

○河合貴之、清水幹輝、笠原拓造、桝本み
な、檀上拓也
○海原荘一、井深真治、木下篤彦、小竹利
明、山田拓、柴田俊、中谷洋明
○菊池将人、菊地純、渡邊繁行、澤田悦
史、佐々木央
○上森弘樹、五十嵐勇気、木原早紀、田村
毅、宮脇正彦、田中聡
○岩田直樹、荒木義則、小泉圭吾、藤田行
茂、福田芳雄、酒匂一成、伊藤真一
○太井正史、後藤健、宮島邦康、土居崇
史、船越和也、實村昂士
○大盛泰我、荒木義則、河井恵美、久家政
治、能島佑佳、小竹利明、山田拓、柴田
俊、木下篤彦
○濱原能成、岡嶋康子、南憲長、横山悠、
伊藤隆郭、渡部春樹、三池力
○菊地慎太郎、小竹利明、山田拓、山下大
雅、畑忠実、澤陽之、湯川典子、菊地慎太
郎、冨田康裕、恩藤真、梅村裕也

359
361
363
365
367
369
371

375
377

○福田幹、小杉賢一朗、正岡直也

379

★

★

381
383
385

○石戸みさと、青木佳音、井良沢道也、熊
谷誠、厚井高志、金俊之

387

○坂井紀之、光永建男、辻田英幸、内田良
始、宗近夏美

389

○谷田佑太、海原荘一、中谷洋明、松田昌
之、鈴木大和

391

○佐藤梓、鈴木清敬、鵜殿俊昭

393

○澤夏起、植野惣、佐藤丈晴

395

○鶴田謙次、遠藤哲雄、吉村暢也

397

○竹本大昭、川原健士朗、海原荘一、木下
篤彦、柴田新俊、小竹利明、山田拓、中谷
洋明

399

○松永隆正、桂真也

401

○河野義隆、藤本済、青柳孝博、千葉幹

403

○青木佳音、井良沢道也、石戸みさと、福
留邦洋、和田智恵
○深見秀隆、伊藤誠記、鬼頭政徳、中谷真
一、佐村駿太、町勉、小原正慎、伊藤健介

★

373

○村井克成、井良沢道也

○森川智、宮崎徳生、筒井和男、岸畑明
宏、坂口隆紀、木下篤彦
○黒川祐梨、飛岡啓之、五十嵐孝浩、花田
良太
○能登準弥、中谷洋明、堤雅也、大守貴
之、堤康博、今村大輔、森田淳史、南拓弥
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土砂・洪水氾濫対策における遊砂地の流木 ○吉野弘祐、原田紹臣、中谷加奈、里深好
処理機能に関する高度化の提案
文、水山高久、梶原あずさ、坂口宏
2017年大分県津久見市における土砂流出
○原教介、江藤稚佳子、水野秀明
とそれに伴う暗渠の閉塞機構の考察
○花田良太、鈴木啓介、戸田満、花田良
3次元パラメトリック設計（自動設計）による
太、堂ノ脇将光、飛岡啓之、黒川祐梨、菊
砂防施設配置の最適化の取組み
池将人
日本とオーストリアの砂防堰堤設計基準に
○小林拓也、平田遼、石井靖雄
おける設計外力の比較
○宮本祐成、福沢翔、早坂裕也、佐藤駿乃
砂防事業におけるMRデバイスを用いたCIM
介、太田敬一、藤元亮、佐藤隆洋、田淵陽
活用事例
介
小規模渓流対策の施設配置計画時におけ ○本山普士、原田紹臣、堀口俊行、里深好
る留意点に関する一考察
文、水山高久
流木対策施設における捕捉状況に関する ○高橋諒、原田紹臣、佐藤厚慈、里深好
一考察
文、水山高久
奈良ヶ谷川流域での崩壊に起因した流木
○森晴香、江藤稚佳子、水野秀明
堆積地の特徴
浅水流方程式による暗渠内の流砂の停止
○江藤稚佳子、原教介、水野秀明
過程の再現
落差を有する合流点の三次元流況解析
○小林泰士、池田誠、矢野孝樹、保坂幸一
天神川流域における伊勢湾台風災害の再 ○山田真悟、丸下淳一、佐野孝行、濱崎克
現計算の課題と工夫
彦、池島剛
HyperKANAKOによる土石流の再現計算と ○柏原佳明、臼杵伸浩、吉野弘祐、高橋秀
再現計算上の課題について
明、太井正史、水山高久
○山田創太、光永健男、辻田英幸、長尾壮
昭和13年阪神大水害の災害記録を活用し
治、山下牧子、西尾陽介、佐藤敏明、目晋
た実績氾濫状況の検証事例
一、武蔵由育、小林真之、後藤宏二
大規模土砂生産後の中長期的な土砂移動 ○井之本信、小竹利明、山田拓、木下篤
を考慮した対策検討 －紀伊山系滝川流域 彦、柴田俊、臼杵伸浩、岡野和行、江口友
栗平地区の事例－
章、水山高久
○澤陽之、井良沢道也、熊谷和馬、飯塚珠
歴史的砂防施設の利活用に関する研究
恵、森隆彰
DX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）技術を活用し ○星本真秀、原田紹臣、岩崎貴志、川島康
た砂防関係施設の合理化に関する提案
史、越康、坂下江、里深好文、水山高久
釜無川流域における堰堤の捕捉効果およ ○久冨祥子、弓真由子、藤本拓史、加藤和
び土砂移動傾向に関する考察
輝、萬德昌昭、菊池瞳、裏川雅之
○新子晃生、辻田英幸、長尾壮治、田村仁
砂防工事の生産性に関する現状と今後の
志、松田尚郎、堂ノ脇将光、今城貴弘、飛
取り組みについて
岡啓之
流域特性を考慮した砂防事業計画検討手 ○井上隆太、岩井潤一、安田勇次、福池孝
法の一事例
記、片岡宏介
○能島佑佳、荒木義則、河井恵美、久家政
栗平地区における公共BB搭載UAVによる
治、大盛泰我、小竹利明、山田拓、柴田
映像伝送の実証実験について
俊、木下篤彦
和歌山県 会津川流域・富田川流域の歴史 ○中根和彦、小竹利明、山田拓、木下篤
的砂防施設
彦、柴田俊、井上公夫、今村隆正
崩壊斜面の植生回復に伴う風速変化と降
○若原妙子、石川芳治、武藤静、竹下実生
雨捕捉量
不飽和浸透理論による流出解析モデルの ○平岡真合乃、手塚咲子、山崎祐介、清水
桜島有村川の降灰裸地斜面への適用
武志、石井靖雄
CCTV等映像データ及び流出解析による山 ○坂井大作、友村光秀、高田望、櫻井佳
地流域での流量推定精度の検討
世、山越隆雄、泉山寛明
改良型HYCYモデルを用いた山地源流域の ○稲岡諄、小杉賢一朗、正岡直也、糸数
降雨流出特性に関する考察
哲、中村公人、藤本将光
亀裂のある山体基岩の模型実験による不
○寺山祐司、正岡直也、小杉賢一朗
飽和水文特性の測定
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P1-93

天然ダム堤体の浸透特性と水収支

断層地形を呈する山地斜面の基岩地下水
に関する検討
花崗岩山地小流域での基岩湧水の流出特
P1-95
性
山地斜面における不均質な土壌透水性分
P1-96
布が排水能力に及ぼす影響
2020年7月豪雨による長野県下伊那郡天龍
P1-97 村の大規模崩壊における地中の比抵抗分
布に関する一考察
多雪地域の凝灰角礫岩山地源流域におけ
P1-98
る基岩内地下水位の変化
紀伊山地における空中電磁探査結果と基
P1-99
岩内地下水位の関係性
Estimating catchment scale
P1-100 evapotranspiration based on forest
measurement using airborne LiDAR
Soil erodibility estimation for modeling soil
P1-101
erosion in hillslope and watershed scales
ROLE OF BEDROCK GROUNDWATER ON
P1-102 STREAMFLOW GENERATION IN
FORESTED HEADWATER CATCHMENT
P1-94

○只熊典子、海原荘一、木下篤彦、古江智
博、山越隆雄、束原純、加藤智久

461

○谷知幸、小杉賢一朗

463

○松永一慶、桂真也

465

○柳井鴻太郎、正岡直也、小杉賢一朗、藤
本将光
○曽野明洋、藤本済、藤井隆男、細川容
宏、中谷洋明、鈴木大和、西陽太郎、河戸
克志

467

★

469

○吉野孝彦、桂真也

471

○木村佑、小杉賢一朗、正岡直也、小竹利
明、山田拓、柴田俊

473

○Shodai Inokoshi、Chen-wei Chiu、Takashi
Gomi、Yuichi Onda

475

○Binyam Alemu YOSEF

477

○Nguyen Thi My Linh、Takashi Gomi、
Katsushige Shiraki

479

★

■ポスター会場 コアタイム 5月21日（金）
コアタイム 13:00-14:00 奇数番号：前半 偶数番号：後半
P2-1
P2-2
P2-3
P2-4
P2-5
P2-6

崩壊形状を考慮したFEM動的変形解析によ
る擁壁安定性の評価
冠水時に不安定化する急傾斜地斜面およ
び崩壊対策施設の諸条件について
網状鉄筋挿入工における杭設置条件が補
強効果に及ぼす影響
スギ根系が発揮する引抜抵抗力の現地調
査
分布型表層崩壊概念モデルによる地震が
土質強度に与える影響の推定
地震時斜面崩壊における各種条件が崩壊
規模に及ぼす影響の分析

P2-7

衛星SAR画像による機械学習を用いた土
砂移動域の判別可能性検討

P2-8

豪雨時における土砂移動の実態把握のた
めの高精度な土砂収支図作成の試み

P2-9

崩壊発生間隔の長い斜面の抽出手法につ
いての一考察

P2-10
P2-11
P2-12
P2-13
P2-14
P2-15
P2-16
P2-17
P2-18
P2-19
P2-20
P2-21

2020年7月豪雨による長野県下伊那郡天龍
村の大規模崩壊における地形・地質的特徴
と水質変化の一考察
散水試験による浸透過程の電気探査を用
いた推定と室内試験による比抵抗の検証
火山性地質の地域における地下水型崩壊
発生の警戒対応
樹木根系を考慮した斜面安定度評価の事
例－神戸市北区有野町を対象にして－
トルコ共和国黒海沿岸地域における崩壊の
研究 ～茶畑では崩壊が発生しやすいのか
～
分布型崩壊概念モデルの実用化に向けた
検討
階層分析法を用いた地震時の斜面崩壊ハ
ザード評価手法の開発
解析雨量を用いた確率雨量と平成30年7月
豪雨の広島県における崩壊地の分布

○遊佐直樹、金澤瑛、瀧口茂隆、中谷洋
明、長谷川陽一、大野亮一、寺田秀樹
○長谷川陽一、遊佐直樹、大野亮一、寺田
秀樹、金澤瑛、瀧口茂隆、中谷洋明
○藤本将光、原田紀臣、高瀬蔵、吉岡凌、
小西成治、疋田信晴、吉永憲次
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481
483
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○岡田康彦、黒川潮

487

○権田豊、金指和将

489

○種平一成、坂井佑介、山越隆雄、平田育
士、藤原康正、末冨岩雄
○松田昌之、鈴木大和、中谷洋明、本田謙
一、浅田典親、引地慶多、川島 祐人、佐藤
匠
○西脇彩人、坂井佑介、山越隆雄、對馬美
紗、宮田直樹、山下久美子、澤村朱美、佐
藤匠
○佐々木央、松澤真、飛岡啓之、澤田悦
史、中谷洋明、瀧口茂隆、松田昌之、後藤
順一、高橋忍
○西陽太郎、藤本済、藤井隆男、細川容
宏、中谷洋明、鈴木大和、曽野明洋、安里
長浩
○田中健貴、小竹利明、山田拓、柴田俊、
木下篤彦、松澤真、伊藤達哉
○天野祐一朗、地頭薗隆、由永尚暉、白藤
雄也、清崎淳子
○岡崎敬祐、藤堂千景、鏡原聖史、根本信
行、高橋良輔
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497
499
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505

○笠原菜月、権田豊、Nejan Huvaj Sarihan

507

★

○佐藤和歌子、権田豊

509

★

○河野勝宣

511

○森義将、松本舞恵、佐藤翔太、高須是樹

513

○本屋敷涼、横尾公博、大塚智久、中西結
汗見川・立川川周辺流域における蓋然性の
花、児玉龍朋、小西拓海、高原晃宙、青木
高い深層崩壊の検討
謙治、星野久史、平田育士、山越隆雄
○江口友章、村松弘一、田中僚、上野諒
航空計測技術を活用した富士山大沢崩れ
平、臼杵伸浩、西村直記、滝川正則、大鋸
における開口亀裂の自動抽出
朋生、木場啓太、中川雅史
○宮崎徳生、筒井和男、坂口隆紀、柴田
大規模斜面崩壊時の地盤振動特性に関す
俊、海原荘一、谷田佑太、木下篤彦、金澤
る室内実験による検討
瑛、中谷洋明
平成30年北海道胆振東部地震で発生した
緩勾配斜面崩壊メカニズムに関する実験的 ○竹中源弥、山田孝
研究
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平成30年7月豪雨に伴う崩壊地を対象とし
た深層崩壊抽出手法の検討
降雨による土砂災害発生件数－都道府県
別のばらつきを生み出す要因－
阿蘇カルデラにおける地下水型崩壊発生
の危険個所抽出
兵庫県箇所別土砂災害危険度予測システ
ムの活用に向けた取り組み －兵庫県丹波
市域における０次谷からの崩壊土石流場の
抽出方法－
統計的手法を用いた熊本地震による斜面
崩壊の特性解析
広葉樹林を対象とした樹高，密度情報から
求めた樹木根系の崩壊防止力と斜面安定
度の評価検討事例 －六甲山頂を対象にし
て－
姶良カルデラ壁における地下水型崩壊発
生の予測
神戸市北区有野町を対象にした土壌水分
計測と飽和・不飽和浸透流解析による評価
の事例
京都府南丹地域における斜面崩壊地の特
徴と崩壊・非崩壊の判別
平成30年7月豪雨災害を事例とした強度差
分SAR画像による崩壊地判読精度の検証

○大塚智久、横尾公博、小西拓海、児玉龍
朋、本屋敷涼、高原晃宙、青木謙治、星野
久史、平田育士、山越隆雄

523

○渡邊優太、篠原慶規

525

○清﨑淳子、地頭薗隆、宮本祐成、天野祐
一郎

527

○根本信行、沖村孝、鳥居宣之、中川渉、
原口勝則、鏡原聖史

529

○辺春あすか、権田豊

531

○宮林周平、村上晴茂、前嶋昭、林一郎、
根本信行、岡崎敬佑、高橋良輔、鏡原聖史

533

○由永尚暉、地頭薗隆、天野祐一朗、白藤
雄也、清崎淳子

535

○高橋良輔、藤堂千景、坂東聡、岡崎敬
佑、安田涼、鏡原聖史

537

○松田紋佳、三好岩生、守山忠利

539

○鹿瀬一希、岩田直樹、荒木義則、清水則
一
○池田欣子、光永健男、辻田英幸、田村仁
六甲山系グリーンベルトにおけるナラ枯れ
志、船越和也、池田欣子、山賀由貴、横田
被害対策効果と被害の拡大予測
潤一郎
渓流における魚類調査への環境DNA分析 ○國田佳穂、五十嵐勇気、東信行、工藤誠
の適用性
也、藤山若葉、高橋拓実
大谷川における魚道機能モニタリングと土 ○藤本真宗、岩田彰隆、丹野幸太、佐藤保
砂移動に関する考察
之、小島隆、田中理恵、穐田雄高
山地河川源流部における砂防構造物の影
○田村恭平、三好岩生
響から見た魚類の継続的生存の条件
奈良県金剛山東麓の深層崩壊誘因
○飯田智之、山田隆二、若月強
地すべり巡視員制度の現状と課題
○羽田京香、井良沢道也
新潟県妙高市における2020/21年冬期の積
○奥山悠木、渡辺伸一
雪・融雪の特徴
観測地震波のスペクトル解析による崩壊が ○小原大輔、中島祐一、坂井佑介、山越隆
多発する地震動に関する考察
雄
○高原晃宙、青木謙治、星野久史、秦雅
地震時における斜面崩壊危険度評価手法
之、倉本和正、村上智哉、坂井佑介、山越
の活用に関する検討
隆雄
火山灰堆積斜面での地震動に起因した滑
動型崩壊による木造家屋の被災形態推定
○遠藤優人、山田孝
手法の提案－平成３０年北海道胆振東部
地震による事例－
地震による斜面表層崩壊対策工の効果を ○鏡原聖史、西原玲二、寺岡克己、川上博
視覚的に理解する簡易な模型実験教材の 行、佐柳武、杉井良平、田中秀幸、小林勇
活用事例
希、植田誠司、沖村孝
○西村直記、村松弘一、田中僚、上野諒
富士山大沢川における土砂動態観測状況
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2021年度砂防学会研究発表会概要集

企画セッション趣旨説明
「コロナ禍における土砂災害に備えた地区防災計画のあり方と実効化」
〇コーディネーター：名古屋大学 田中隆文

1．はじめに
コロナ禍の防災対策として避難所での検温・消毒や，
密にならないよう定員の見直しなどが取り組まれてい
るが，土砂災害に備えた避難では，発災後ではなく発災
前の早めの行動開始が重要である。だれが，いつ，どこ
へ，どのように，避難するのかを事前に十分に議論し，
避難計画を実効化することにより，密を避けるととも
に，検温・消毒などのコロナ対策に要する時間を確保す
ることができる。
特に豪雨時の土砂災害は，危険が累積的に進行し限
界に達すると災害が発生するという「進行災害」に分類
され，災害モードへの切り替えのタイミングをつかみ
にくい点が，地震や火山噴火などの「突発災害」とは異
なる。土砂災害リスクの高まりの切迫感を土砂災害警
戒区域の内外（「だれが」）で共有し，避難開始のタイミ
ング（「いつ」）を見極め，安全な場所へ（「どこへ」），
適切な方法で（「どのように」
）避難する方策を，事前に
具体的に計画し準備しておく必要がある。
このセッションでは，高齢者・要支援者のコロナ重症
化リスクに配慮した早めの避難を実現するための課題
と方策を議論していく。

2．土砂災害に備える避難
土砂災害に備える警戒避難では，土砂災害警戒情報
と土砂災害（特別）警戒区域という，法制的な裏付けの
ある画期的な２つの制度が運用されている。この２つ
の制度を活かすためには，マイタイムラインやマイ避
難スイッチと土砂災害警戒情報との活用性，区域界を
越えた共助のあり方と個人情報の兼ね合い，土砂災害
警戒区域外の安全性，イエローはどの程度の破壊力が
及ぶのかなど，これらの認識の共有が重要である。
こういう問題にどう対処するかは，その現場毎の事
情を踏まえて判断していくことが必用である。土砂災
害警戒情報と土砂災害（特別）警戒区域という２つの制
度は全国一律の制度であるが，土砂災害防止法第 8 条
が市町村に求めている警戒避難体制の確保は，個々の
現場ごとの事情に基づいて進められる必要があり，地
区防災計画制度が威力を発揮する。

3．地区防災計画制度の特徴
平成 25 年の災害対策基本法の改正により登場した地
区防災計画制度は，１）市町村の地域防災計画とは異な
る空間スケールである地区の特性に応じた計画である
こと，２）ボトムアップ型の計画であること，３）継続
的に地域防災力を向上させる計画であること，以上の
３つに特徴がある。
平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ国土交通省「実効性のあ
る避難を確保するための土砂災害対策検討委員会」が
設置され，講ずべき施策として「地区防災計画に基づく
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警戒避難体制の構築」や「地区防災計画と連携した砂防
施設の整備」などが挙げられている。住民主体で策定し
た地区防災計画は市町村に提案され地域防災計画に掲
載されることによって法制的な効力を有する。

4．地区防災計画の記載のグッドプラクティス事例
土砂災害に備える地区防災計画制度も策定事例が増
えてきている。公益財団法人砂防学会の平成 30～令和
2 年度公募研究会「土砂災害に備える地区防災計画研究
会」では，土砂災害に備える地区防災計画を構築しよう
とする際に悩みどころとなる観点から地区防災計画を
調査し，多くのグッドプラクティスを挙げている。その
一部をここに紹介する。
①【地区の特性の反映の記載事例１】
松山市高浜地区では、「1)海に面している町内会」、
「2)標高 3.8m 以下を有する町内会」
「3)土砂災害警戒区
域を有する町内会」「4)昭和 56 年以前築の木造家屋の
密集地・危険な空き家が放置された町内会」というよう
に地区内の各町の特性を考慮して、想定被害、過去の被
害事例、防災・減災対策をまとめている。なお高浜町２
丁目は 1)～4)の全てに該当している。
②【地区の特性の反映の記載事例２】
岡崎市藤川西部地区では、藤川小学校区防災カルテ
より藤川西部部分を抜粋して掲載するとともに、
「住民
意見・認識」として挙がった多くのコメントを並べて掲
載している。
③【災害履歴の探索の記載事例】
恵那市串原地区では災害時には孤立集落ができるこ
とが予想」される地区特性を踏まえ、
「「平成元年豪雨災
害」や「平成 12 年恵南豪雨災害」でも、多くの土砂災
害が起こり、他地域から串原までの道路や、地区間の道
路が寸断され、孤立集落ができ、また平成 26 年 2 月に
は豪雪による倒木でも孤立集落ができました。」と孤立
の履歴を伝えている。
④【レッド・イエローへの住民の対応の記載事例１】
伊豆市修善寺ニュータウン地区では「ニュータウン
内には土砂災害警戒区域、特別警戒区域に指定されて
いる場所があります。事前にこうした場所がどこであ
るかを確認しましょう。しかし、指定されていない場所
でも大雨のときには崩壊する可能性があります。現在
の科学技術では、土砂災害がいつ・どこで・どの程度の
規模で発生するのかを予測することは困難です。
」と記
載し、指定外での危険性もゼロではないことと、土砂災
害予測の難しさを示唆した表現を用いている。
⑤【レッド・イエローへの住民の対応の記載事例２】
恵那市三郷地区では，
「指定緊急避難場所及び指定避
難所の安全性」の項で次の３点が箇条書きで示される。
ア 野井公民館は、耐震性の問題から地震の場合は指

定避難所として利用できない。
5．岐阜県恵那市三郷地区防災計画の策定の秘訣
イ 恵那南部農業者トレーニングセンター体育館及び
本企画セッションでは，多くの点でグッドプラクテ
グラウンドは、土砂災害警戒区域（地すべり）に指
ィスを指摘できる岐阜県恵那市三郷地区防災計画の策
定のため、崖崩れ、土石流、地すべり現象の場合は
定時の自治会の区長をされていた森井俊介氏とアドバ
指定緊急避難場所及び指定避難所として利用でき
イザーを務められた日本防災士会岐阜支部長岩井慶次
ない。
氏,恵那市危機管理課長の高垣 浩氏をお招きした。策
ウ 三郷小学校グラウンドは、土砂災害警戒区域（土
定の際の秘訣をお伺いするとともに，他地区のグッド
石流）に指定のため、崖崩れ、土石流、地すべり現
プラクティスも概観しながら，コロナ禍の時代の個々
象の場合は指定緊急避難場所として利用できない。 の地区の特徴に対応した防災計画のあり方について課
⑥【避難の経路と行先と交通手段の記載事例】
題を整理したい。
恵那市三郷地区では、
「避難経路：指定緊急避難場所
文献 『土 砂 災 害 に備 える観 点 からの地 区 防 災 計 画 事 例 の
比 較 研 究 』地 区 防 災 計 画 学 会 誌 第 19 号 p.35-57
及び指定避難所への避難距離から見ると車を利用した
避難行動となります。主要な道路の大部分は土砂災害
特別警戒区域、土砂災害警戒区域となっており、道路を
迂回しないと行けない地域も見受けられます。このた
め、早い時期の避難行動が必要です。場合によっては、
他地域（武並町や長島町といった近隣の避難所）の避難
所への避難を考慮することも必要です。」と記している。
同地区の自治会ごとの「逃げどきマップ」では、フロー
チャート（図-1）の対象者が「ハザードマップでレッド・
イエロー内にお住まいの皆さん」となっており、地図上
に緑の矢印で避難路（図-2）を明記しているが、特別計
画区域（レッド）を横断している個所もある。
⑦【早めの避難のタイミングとトリガーの記載事例１】
菰野町神明区では、
「２ 風水害時の避難について」の
項で次のように記している。
1) 町が神明区に避難情報を発令又は危険を感じた場
合は、区長（又は副区長）へ連絡。
2) 近所の人に声をかけ、ライト、飲食物、着替え、貴
図-1 恵那市三郷地区の「逃げどきマップ」のフローチャート
重品などを持って、グリーンホテルへ避難
3) ロビーで、避難者名簿に記入する。
4) 避難場所は、ロビー突き当りの座敷「うぐいすの間」。
5) ホテルは営業しているため、避難者としてマナーを
守る。」
（以下、略）。
この記述にあるように、避難情報発令前であっても
営業中のホテル（鉄筋コンクリートのビル）への避難が
可能である。
⑧【早めの避難のタイミングとトリガーの記載事例２】
恵那市三郷地区では、風水害タイムラインは、
【台風
版（台風の接近に伴う場合）
】と【豪雨版（前線による
大雨の場合）
】がある。後者では、
「夜間から早朝に大雨
になることが予想される」場合は「前日の明るい時間帯」
にレッド・イエローの「住民は自主的に危険な場所から
退避避難を開始する」と記されている。明るい時間帯の
避難のトリガーは、タイムラインの表では「夜間から早
朝に大雨になることが予想される」と記されている。
⑨【垂直避難の捉え方の記載事例】
菰野町神明区では、洪水時には垂直避難を選択肢の
ひとつとしているが、
「神明の土砂崩れによる災害」の
項では垂直避難を挙げていない。しかし、
「土砂崩れは、
大雨だけで発生するものではなく、地震、自然風化、湧
き水などによるものもあり、いつ発生するか予測が困
難な面もありますので、崖下にお住いの方は、普段から
崖から離れた部屋で過ごす、寝室は２階にするなど土
砂崩れ対策を行っておきましょう。
」と、平時の「普段
から」の垂直避難を推奨していることに注目したい。
図-2 恵那市三郷地区の「逃げどきマップ」の避難路 （部分）
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土砂災害警戒区域等の現地標識整備計画作成にあたっての取り組み
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 ○千葉幹・清水彩香・内山均志
埼玉県県土整備部河川砂防課（現 都市整備部都市計画課） 樋口佳意
1. はじめに
土砂災害のおそれがある箇所を住民に周知する取り組みは、
これまでも進められており 1）、土石流危険渓流では「表示の実施
に関する方針」2)も示されている。また指定地管理の観点からは、
「砂防指定地標識設置要領」3)、地すべり等防止法第八条、急傾
斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第六条に基づく現
地標識の設置が進められている。土砂災害防止法の施行に伴
い、『土砂災害警戒区域等』の周知は、主にハザードマップの配
布を通じて進められてきたが、近年の土砂災害における警戒避
難の課題として、住民の土砂災害警戒区域等の理解が十分で
ないこと等が挙げられ、現地標識を通じた周知の取り組みが強
化 4)された。これにより小学校や電柱などに標識を設置する県も
増えている。また居住者のみならず、通行者に対する危険性の
周知も課題となっている。
現地標識による土砂災害警戒区域の周知は、土砂災害警戒
区域が全国で指定されていること、また恒常的に人目に付くとい
う特徴から、様々な課題とともに、効果的な周知・啓発の可能性
を有する。本研究では、県の現地標識整備計画を検討するにあ
たり、今後計画を作成する他都道府県にとっても重要と考えた
点を紹介する。なおここで紹介する埼玉県の現地標識整備計画
や考え方は、R3.3 時点で検討中であり、確定事項ではない。
2. 検討内容及びモデル地区の概要
現地標識整備計画の検討は、土砂災害警戒区域等の周知・啓
発に関する既往災害時の課題や県における現行の周知方法等
を把握した上、有識者の意見を伺って行った。また埼玉県は、
土砂災害に対する住民意識等を確認するため、朝霞市にモデ
ル地区を設定した。朝霞市は、土砂災害警戒区域 33 箇所を有
し、そのいずれもが段丘沿いの急傾斜地の崩壊を想定現象とし、
土砂災害警戒区域内の保全人家戸数密度は県内で最多である。
土砂災害警戒区域内の各世帯へは、個別に区域設定のお知ら
せを配布していた。また令和元年東日本台風時には、土砂災害
警戒情報が発表された。今回対象としたモデル地区は、市内の、
土砂災害警戒区域を有する全 11 地区であり、うち一部でこの台
風時、避難勧告等が発令された。このとき市は、土砂災害警戒
区域内の住民に個別に避難を呼びかけた。

朝霞市

図 1 モデル地区を含む朝霞市の位置図
（暖色系の市町村の方が区域内の人家戸数密度が高い。
）
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3. 現地標識整備の概略のながれ
現地標識設置までのながれは、図 2 のように想定した。県は、
警戒避難体制の構築を担う市
概略検討
町村と調整しながら進める。調 • 設置パターンや設置基数等の
検討
整は、標識設置場所等を示す
概略図、各標識の設置位置や
詳細検討
向きなど示す詳細図等を用い、 • 各区域の設置位置や向き、⼟
地所有者等の確認
段階に応じて行うこととしてお
り、必要な情報や現地状況の把
標識設置
握など市町村の協力を得なが
• 必要な事務⼿続き等を実施
ら実施することで効率的な設置
を進めることができる。また防災
住⺠への周知
学習での利用を想定した住民
周知や、設置後の継続的な管
台帳作成
理も含めたながれとした。
図 2 標識設置のながれ
4. 主要な検討課題
前項に示した作業を進めるにあたり、主要な課題を示す。
4.1. 土砂災害に対する住民意識の把握
朝霞市のように近年土砂災害が発生しておらず、斜面よりもマ
ンションが目立つような地域では、普段、土砂災害を意識するこ
とは少ないと考えられる。また一般に、土砂災害のおそれがある
区域を現地で表示することに対し、地価の低下など懸念する住
民もいる。地域に応じた効果的な標識設置を検討するためには、
こうした住民の土砂災害に対する認識や、土砂災害警戒区域を
現地に表示することに対する意識を把握する必要がある。この
ため、市内の土砂災害警戒区域内全世帯を対象に、アンケート
調査を実施した。このとき、前述した土砂災害に対する認識等の
ほか、実際に避難勧告が発令された令和元年東日本台風時の
警戒避難行動についても併せて把握し、避難に資する標識とす
るための検討材料とした。調査票の配布は、令和 3 年 3 月 8 日
にポスティングにより実施し、同封した返信用封筒による投函〆
切日を 3 月 19 日とした。この結果、配布数 742 通に対し、回収
率 31％（232 通；R3.3.22 までの到着分）となった。
＜土砂災害に対する認識＞
表 1 に示した通り、土砂災害警戒区域や土砂災害警戒情報
を聞いたことがある人の割合は 8～9 割と、指定避難場所を知っ
ている人 68％と比較して高い。また自宅が土砂災害警戒区域
に含まれていることを知っている人も 8 割である。知ったきっか
けは、ハザードマップ（64％）、市からの通知（23％）、区域指定
に係る県の住民説明会（22％）の順で、重要事項説明も 4%を占
めた。
表 1 アンケート調査結果（土砂災害に対する認識）
・
・
・

「⼟砂災害警戒区域」を聞いたことがある （94％）
「⼟砂災害警戒情報」を聞いたことがある （83％）
⾃宅が⼟砂災害警戒区域に含まれていることを知っている
（80％）

＜令和元年東日本台風時の行動＞
台風時避難したという回答は、3％に留まった。避難先は、自
宅内の安全な場所が多い。避難したきっかけは、テレビやイン
ターネットで得た気象情報等や、避難勧告等がほとんどである。
避難しなかった理由として、半数以上が自宅は安全だと思った
と回答した。避難な困難な家族やペットの存在、避難所滞在へ
の不安を挙げたのは各々1 割程度であった。
＜現地標識による土砂災害警戒区域の周知について＞
土砂災害警戒区域を住民や歩行者等に周知するべきと考える
人は回答者の 9 割に至り、このうち 8 割は現地標識を設置する
必要があると回答した（図 3）。また平時から確認できるとよい情
報として、土砂災害警戒区域の範囲のほか、避難場所やその方
向、前兆現象に関する情報については、回答者の半数以上を
占めた。現地標識を設置するとよい場所（現地標識を設置する
必要がある回答した人を対象とした設問）は、土砂災害警戒区
域内もしくはその周辺の歩道や道路とする人が多い（図 4）。
⼟砂災害警戒区域を住⺠や歩⾏者

現地標識を設置する必要があると

等に周知するべきだと思うか。

思うか。

（ｎ＝219）

16%

10%

階に応じた検討を要する。
埼玉県では、多くの人の目につきやすい、避難に時間を有す
る要配慮者という観点から、避難場所や要配慮者利用施設があ
る土砂災害警戒区域の優先も視野にいれる方針である。
表 2 優先順位等検討にあたっての観点例
〈必要基数〉
・ 各地域の避難単位
・ 徒歩による⽇常的な⾏動範囲
〈優先順位〉
・ 保全対象数…⼟砂災害警戒区域内の保全⼈家⼾数や保全⼈
家密度など
・ ⼟砂災害に対する認識が⾼まっている地域…近年⼟砂災害
が発⽣した地区や市町村など
・ 被災規模が⼤きいと予想される区域…⼟砂災害特別警戒区
域を含む区域
・ ハード対策との整合…事業の実施箇所など

4.4. 設置後の維持管理
現地標識設置後は、視認性の確保や地形条件の変更に伴う
区域範囲の変更の反映など、適切な管理が必要である。このた
め、整備計画には管理方法（表 3）の規定も求められる。
管理にあたっては、埼玉県で予定されているように、既存の
管理システムや砂防巡視員制度など活用することが望ましい。
表 3 管理方法
・

90%

84%
・

はい

いいえ

はい

いいえ

図 3 土砂災害警戒区域の住民や歩行者等への周知について
の認識
⼟砂災害警戒区域内もしくはその周辺の

85%

歩道や道路
⼟砂災害警戒区域内もしくはその周辺の

61%

電柱
⼩学校や集会場などの指定避難場所

41%

市役所や地区の集会所等地域の居住者が

37%

よく利⽤する場所
その他

4%

（ｎ＝161）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

図 4 現地標識を設置するとよい場所
4.2. 地域に応じた設置パターンの選択
土砂災害警戒区域等の設置パターンは、既設標識柱や電柱
の活用、小学校等に掲示する大型標識の場合など様々で、設
置場所に応じた主目的によってもデザインが変わる。
朝霞市においては、新規の設置場所が確保できないことも想
定される。一方で、避難場所などに大型標識を設置すると、避難
場所や避難経路など周辺状況も含めて確認できる半面、そうし
た場所にあまり行かない居住者や通行者もいる。このため、状
況に応じて複数のパターンを併用し、設置が困難な場合は、ダ
イレクトメールなどによる通知も可とした。ただしこの場合は、現
地標識と異なり、継続的な実施に留意する必要がある。
4.3. 設置の優先順位等
土砂災害警戒区域は箇所数も多く、また区域によって保全人
家戸数や面積は様々である。各区域の必要基数や優先順位に
は複数の観点（表 2）がありうることから、基礎調査結果など現状
有するデータ等や、必要に応じて現地調査を併用するなど、段
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台帳等による管理…設置位置や設置時期など、⼟砂災害警
戒区域と紐づけして管理・更新する。
定期的な巡視による管理…砂防ボランティア等の協⼒を得
ながら、現地の変状など含め点検する。

4.5. 現地標識の有効活用
現地標識は、現地に、恒常的に存在することとなり、特に小学
校などに設置される場合、防災学習のツールともなりうる。標識
に記載できる情報量は限られることを前提に、より詳しい情報に
アクセスするための入り口としての機能を持たせる必要があり、
行政機関の連絡先を表示するとともに、連絡を受けた対応方法
について、関係機関内で共有することが望ましい。
埼玉県においては、こうした設置後の望ましい活用方針につ
いても計画に記載する方針である。
5. まとめ
土砂災害警戒区域の周知だけではなく、防災意識向上も目
的とする場合、県全域や地域の実情と整合した効率的な標識整
備のためには様々な検討要素があり、それらを計画としてとりま
とめることは有効である。今回一部の土砂災害警戒区域内の住
民についてであるが、そのほとんどが現地標識を必要とする一
方で、豪雨時に避難する人は少ないことが分かった。最近、マ
ンション近くの斜面が崩壊し犠牲がでるといった災害事例も発生
しており、土砂災害警戒区域の周知の必要性が広く認識されて
いる可能性もある。こうした認識が避難行動へつながるような現
地標識の活用方策が今後の課題である。また土砂災害警戒区
域内であっても土砂災害特別警戒区域内外などで危険度や規
制内容に差があることなど、個々人が避難のほか建築構造や移
転等対策を検討するため、標識に示しきれずとも、標識設置の
機会を通じて周知する等も考えたい。
参考文献：
1）山津波等に対する警戒体制の確立について（建河発第414号）、1966
2）総合的な土石流対策の推進について（建設省河砂発第50号）、1982
3）砂防指定地標識の設置について（建設省河砂発第39号）、1977
4）土砂災害防止対策基本指針（変更）、国土交通省告示第785号、2020
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住民個人のための土砂災害タイムライン作成支援に向けて
‐地区防災計画およびタイムライン取組状況調査‐
応用地質（株）大村さつき
1．はじめに
令和 2 年度砂防学会研究発表会において，住民個
人のための土砂災害タイムライン作成支援に向けて，
タイムライン，マイ・タイムラインの都道府県の取
組状況の調査及び実施内容を報告した．報告では今
後の課題点として，継続的に動向調査を行い，より
使いやすいツールに更新していくことを挙げていた．
本検討では，令和 2 年に報告した住民個人のための
土砂災害タイムライン作成補助ツールの支援に向け
た継続検討結果ついて報告する．
2．住民個人のためのタイムライン作成支援の課題
ワークショップによる，作成支援手法・使用資料
の更新検討を行いたいものの，感染症対策を実施す
る必要がある状況であり，ワークショップ開催が難
しい状況であった．
一方，全国各地でマイ・タイムラインの検討が進
んでいる状況である．それらを整理して取りまとめ
ることにより，住民個人のための土砂災害タイムラ
イン作成補助ツールの支援につなげることができる
と考えた．
また，近年の土砂災害への効果的な対応として，
地区防災計画が挙げられている．地区防災計画への
支援内容は，コミュニティタイムラインおよび個人
向けタイムラインにも活用できると考えられるため，
地区防災計画への取組についても資料の収集整理を
行い，とりまとめを実施した．
3．全国の取組状況の調査及び結果
3.1 調査方法
47 都道府県の Web ページにおいて，タイムライン，
マイ・タイムライン，地区防災計画の扱われている
状況について調査した．
調査期間は 2021 年 3 月 1 日～2021 年 4 月 9 日であ
る．調査方法は，各都道府県の Web ページの検索ツ
ールを用い，
「タイムライン」
「マイ・タイムライン」
「地区防災計画」を検索し，
①解説ページを作成している
②ページは作成していないが，Web ページに掲載さ
れている資料等に掲載されている
③掲載なし
の 3 段階に分けて，区分を行うものとした．この検
索方法の場合，
「最新の掲載情報は検索システムの関
係ですぐに反映されない場合もある」となっている
場合もあるため注意が必要であるが，住民が情報を
得るために検索を行う場面を想定し，追加での検索
は行わないものとした．

3.2 調査結果
3.2.1 タイムライン
タイムラインについては，全 47 都道府県中，全て
の都道府県の Web ページで掲載がされていた．この
うち，11 都道府県では個別のページが作成されてい
た．地域防災計画等に組み込まれることにより，個
別ページで扱っている都道府県の割合は昨年より減
少している．
扱われている内容は，タイムライン自体（水害対
応タイムライン，避難勧告着目型タイムライン等），
タイムライン作成の手引き，コミュニティタイムラ
インの紹介等である．タイムライン作成の講習会を
実施した報告内容も多く見られた．
災害の種類については風水害でまとめたものが多
いが，水害・土砂災害を分けている事例も見られる．
検討を実施している部署は，多くが危機管理・河
川に関する部署であったが，愛媛県については，砂
防に関する部署が作成をしていた．

図 1 都道府県の Web ページにおける掲載状況比較
（左：2020 年 5 月時点，右：2021 年 4 月時点）

図 2 土砂災害に備えるタイムライン（愛媛県）
3.2.2 マイ・タイムライン
マイ・タイムラインについては，全 47 都道府県中，
40 の都道府県の Web ページで掲載がされていた．こ
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のうち 14 都道府県では個別のページが作成されてい
た．昨年と比較すると，取組を行っている都道府県
割合が増加しており，取り組みが広がっていること
が確認できる．

3.2.3 地区防災計画
地区防災計画については，全 47 都道府県中，37
の都道府県の Web ページで掲載がされていた．この
うち 7 都道府県では個別のページが作成されていた．

図 3 都道府県の Web ページにおける掲載状況比較
（左：2020 年 5 月時点，右：2021 年 4 月時点）

図 6 都道府県の Web ページにおける掲載状況
（2021 年 4 月時点）
地区防災計画については，県の地域防災計画に記
載されていることが確認できるのみの都道府県がほ
とんどの状況であった．
個別ページがある都道府県でも，内閣府のモデル
地区として実施された地区防災計画の活動報告や，
地区防災計画等作成推進協議会といった取組が多い．
地域の取組への協力が示されている都道府県では，
防災士の派遣（群馬県），手引き・策定例の記載（香
川県），作成のためのガイドブックの掲載（熊本県）
といった内容が示されている．
検討を実施している部署は，危機管理に関する部
署が多く，砂防に関する部署が管轄をしている都道
府県は確認できなかった．

扱われている内容は，マイ・タイムラインのひな
型，マイ・タイムラインの事例，マイ・タイムライ
ン作成の手引き，参考となる資料等で構成されてお
り，参考となる資料を見ながら，住民が個別で検討
が可能な内容となっている．また，マイマップ・災
害避難カードといった別の個人向けツールと合わせ
て紹介されている事例も見られた（岐阜県）
．セミナ
ーや講習会も数多く実施されている．
災害の種類については風水害でまとめたものが多
いが，水害・土砂災害を分けている事例も見られる．
検討を実施している部署は，多くが危機管理に関
する部署であったが，茨城県・新潟県・愛媛県で，
砂防に関する部署が作成をしていた．

図 7 地区防災計画ガイドブック（熊本県）

図 4 土砂災害に備えるマイ・タイムライン（茨城県）

4．まとめ
全国のタイムライン・地区防災計画の事例を収集
することにより，土砂災害タイムライン作成補助ツ
ールの検討に有用な情報収集が行えた．
また，全国の取組状況の経年変化を確認すること
で，取組の広がりを確認することができた．
5．今後の課題
タイムライン・地区防災計画の取組については，
今後も全国で進むことが予想されるため，継続的に
情報の収集を行い，土砂災害タイムライン作成補助
ツールの検討につなげることが必要である．今回は
都道府県について調査を実施したが，国の事務所・
自治体についても調査を広げることを検討する．

図 5 マイ・タイムライン教室の内容（新潟県）

参考文献
大村（2020）：住民個人のための土砂災害タイムライン作成補助ツー
ルの検討，令和 2 年度砂防学会研究発表会概要集

- 006 -

S-004

2021年度砂防学会研究発表会概要集

微地形判読の避難計画への応用-Stay Home と避難行動○下河敏彦(株式会社環境地質)
1．はじめに
2020 年に入ってから新型コロナウイルスの感
染拡大を防ぐ目的で、いわゆる 3 密を避けるなど、
「場の条件」に対する意識が近年になく高まって
いる。感染症の予防策のひとつとして、施設内に
おける清潔度別区域分け(ゾーニング)が重要視さ
れている（例えば、小野寺他:2008，㈱日建設計 HP）。
小野寺他（2008）によれば、この感染症予防策は、
十分な科学的エビデンスに基づいており、予防策
の有効性を検証する段階を超え、臨床の場でいか
に実施 できる かが 実効性 を保証 する 条 件と なっ
ており、感染リスクの高い区域から清潔(安全)な
区域まで設定されている。
一方、"有害土砂の経路に関するゾーニング"と
も言う べき土 砂災 害防止 法によ る土砂 災害 警 戒
(特別)区域は、感染症のゾーニングにある安全圏
の設定がない。特に広範囲に及ぶイエローゾーン
において顕著であるが、同じゾーンのなかで場所
によるリスクが大きく異なる（田中他：2020）。
また、避難所が土砂災害や洪水の危険箇所に立
地していたことや（朝日新聞デジタル;2019/11/6）、
勾配'30°に満たない集水型斜面内部の土砂が崩
壊し人的被害が出るなど、土砂災害防止法に基づ
く基礎 調査の 盲点 とも言 うべき 災害が 発生 して
いる（稲垣：2018）。
これらの点を解決するためには、災害履歴と地
形の成り立ち（地質科学的エビデンス）を微地形
判読によって分析し、現在地の災害安全（危険）
性に基づいて避難計画を最適化することで、結果
として 密を避 け感 染症対 策も踏 まえた 避難 行動
が有効である。
2．地形発達史に基づく災害危険区域の考え方
2.1 微地形判読
出水 時の土 砂移 動実態 と土砂 災害警 戒区 域の
整合性が低い場合がある。例えば、土石流のイエ
ローゾーンは、土石流の停止条件が勾配 2°及び
逆勾配に比高 5m の地形・地物であるため、すで
に離水し安定した段丘面(安全圏)であっても河床
からの比高が 5m 未満であれば「警戒区域」とし
て指定される。急傾斜地の崩壊のイエローゾーン
は、急傾斜地の高さの 2 倍または下端から 50m 以
内であり、斜面の崩壊しやすさ、崩積土の流動性
など質的な情報は加味されない。
一方、微地形判読は、1)災害となるような地形
変化が累積した結果としての現況と、現地形の制
約下で 次の地 形変 化が生 じると いった 発達 史を
分析する、2）地形変化をハザードとしてとらえ、
発生する規模と形成される時間との階層性（小規
模突発的～大規模連続的)を分析、3）地形の新旧、
沖積錐 のよう に土 石流の 繰り返 しで形 成さ れ る

危険な場、段丘面のように数万年以上も変化せず
上土石 流や崩 壊に 伴う土 砂堆積 の履歴 がな い 安
定した場の条件を解析する。
2.2 災害危険(安全)区域と避難行動
表-1 に豪雨時の災害発生要因と頻度に基づく
避難行動を整理した。崖錐及び沖積錐に立地する
場合、何らかの避難行動を計画した方が望ましい。
避難行動は、以下の 4 段階を設定した。
Ⅰ：全員できるだけ早い避難。少なくとも大雨・
洪水注意報レベル。対象範囲は相対的に狭い
ため少人数となる。
II：大雨・洪水警報レベルでんの避難。斜面や谷
出口からやや距離があるため、避難に対する
時間的猶予はレベルⅠよりはある。
Ⅲ：土砂災害及び洪水災害の発生頻度は概ね数十
年に 1 回程度である。土砂災害警戒情報や氾
濫危険情報に応じ、避難を検討する。発生源
との距離、河川の堤防や砂防設備の整備状況
によっては STAYHOME も可能。
Ⅳ：既に離水し安定した地形面である。段丘平坦
面に避難施設を誘致してもよい。イエローゾ
ーンであっても安全である。
3.災害と避難行動の事例
3.1 平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨
山口 県防 府市 で被 災 した 特別 養護 老人 ホー ム
は、土石流帯と土砂流の扇状地との境界付近であ
り、堆積厚は 05～2.Om であった（阪口:2010）。
背後の山で発生した土石流の大量土砂が流入し、
1 階食堂で食事中の 45 名の入所者中 7 名が土砂
に巻き込まれ死亡した。稲垣（2018）によれば、
山口県等は当日早朝から数度にわたって「土砂災
害警戒情報」を発していたが,防府市が真尾地区
に避難 勧告 を出 した の は 土砂に 襲わ れて から 5
時間後だった。被災時刻が日中であることを考え
ると、早期の避難や最悪建物内の垂直避難を行え
なかったか悔やまれる。表- 1 の区分では、避難行
動段階Ⅱに相当する。
3.2 平成 29 年 7 月九州北部豪雨
下河・小林(2019)は、平成 29 年 7 月九州北部豪
雨の土砂・洪水氾濫域の地形解析により、河床か
らの比高 5m 未満であっても殆ど土砂堆積の見ら
れない地形面を明らかにした。また、野々村(2018)
は、谷底低地に住む A さんが、公民館が段丘の上
にあることを知った上で避難をした事例、上位の
段丘に 位置し 家は 谷から 離れて いると ころ に住
む B さんがが、避難するより家にいる方が安全と
判断し て避難 せず 自宅に いた事 例を紹 介し てい
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る。これらの事例は、自宅の安全度に応じた避難
行動の最適化に資すると判断できる。
3.3 呉市天応地区(平成 30 年 7 月西日本豪雨)
当該地域は段丘化した地形面が狭く、全体とし
て沖積 錐ある いは 砂質谷 底堆積 低地と なっ てい
る。今後も土砂氾濫が繰り返される地形条件であ
り、支流の沖積錐も形成されるなど土砂災害に関
しては過酷な環境にあると言わざるを得ない。避
難できるとすれば、わずかな最低位段丘であるが
これを 除けば 全域 が避難 行動の Ⅰ～Ⅱ 段階 であ
り、人口も密集している。このため、盛土のうえ
新たな避難施設を新設することも考えられるが、
水系感 染症と 病原 体感染 症の両 方の対 策が 必要
である。
3.4 栃木県の事例
東流する河川の北側から沖積錐が発達する。沖
積錐末端及び河川の侵食段丘の間は、土石流及び
河川の洪水を受けにくい安定した地形面である。
しかし、実際には避難所が土石流の谷出口直下に
位置するなど、最も危険な場所に避難所が位置し
ている。
4.おわりに
新型コロナウイルスの感染拡大により、避難行
動にも多様性が求められる。しかし、現行の避難
体制では安全圏（グリーンゾーン）と避難しない
という選択肢がない。今後、過去の災害事例を検
証し、最適化された防災計画の策定が望まれる。
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豪雨時の災害発生要因と頻度に基づく避難行動
災害特性
現象
暴風による落石
風倒木

頻度

毎年

表層崩壊
劣化した法面の崩落

落石の最大到達範囲
崖錐の二次移動

1m未満

R/Y

最大4m
平均2m

SR/R

最大12.0m
平均0.5m

R/Y

1階部分の破壊・埋没
φ1ｍの巨礫を含む

最大1.0m
平均0.3m

Y
（稀にR）

建物の破壊は少ない
が土砂の堆積あり

避難行動
特記事項

段階

比高10m以上の自然斜面
では、SRが設定されてい
ることが多い。

Ⅰ

レッドゾーンが到達してい
る箇所が多い。
数年
・レッドゾーンの指定は
～
比較的少ない。
十数年
・イエローゾーンと麓屑面
の範囲を要確認

先頭巨礫の直進
木造家屋の破壊
数年
～
十数年

Ⅱ～Ⅲ

・沖積錐が形成されている
・落水線や水路付近では
土砂が通りりやすい

沖積錐末端や谷底低地
（勾配3°未満）

－

洪水流の増大
激流・水難事故

－

内水で最も冠水
しやすい

－

内水による冠水
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－
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～
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－

外水氾濫による浸水

数十年

－

毎年

Ⅰ

垂直避難
の可否

豪雨・暴風接近前

否
（危険）

大雨・洪水注意報

堅牢な
建物で可

斜面近傍では大雨警報
末端付近では土砂災害警戒情報
までは猶予あり

可

否
（危険）

特記事項

全員はやめの避難

要支援者は立ち退き避難

要支援者との分散避難
末端付近は対策工整備や降雨の状況に応じ
STAY HOME

Ⅰ

豪雨・暴風接近前

Ⅱ

渓流近くは大雨警報、遠くは土砂
災害警戒情報までは、猶予あり

堅牢な
建物で可

要支援者は立ち退き避難
堅牢な建物では垂直避難

大雨・洪水警報

堅牢な
建物で可

要支援者との分散避難。末端付近は対策工
整備や降雨の状況に応じSTAY HOME

Ⅱ～Ⅲ

－

避難開始時期

Ⅰ

大雨・洪水注意報

否
（危険）

Ⅰ

大雨・洪水注意報

否
（危険）

全員はやめの避難

・全員はやめの避難
・避難経路や施設の設定を極力避ける

Ⅱ～Ⅲ

氾濫警戒情報
STAY HOME

可

河川との距離、比高に応じて分散避難

Ⅲ

氾濫警戒情報
STAY HOME

可

堅牢な建物 の2F以上ではSTAY HOME

内水による冠水

十数年
～
ゲリラ豪雨で局所的冠水
数十年

Ⅲ

氾濫警戒情報
STAY HOME

可

堅牢な建物 の2F以上ではSTAY HOME

－

後背低地に近い範囲
が一部冠水

数十年 一般に浸水しても床下に
～稀 留まることが多い。

Ⅲ～Ⅳ

STAY HOME

可

－

基本的に安定

極めて
稀

Ⅳ

STAY HOME

可

一部Y

－

－

避難施設、高度医療施設の誘致

※1：急傾斜地の崩壊は特別警戒区域内の堆積高さ、土石流は、武居有恒監修（1980）：「地すべり・崩壊・土石流 - 予測と対策」鹿島出版会を参考とした。
※2：SR…急傾斜地の崩壊：土石等の移動の高さが 1m 以下で、土石等の移動による力が 100kN/m2を超える区域あるいは土石の堆積高さが3ｍを超える区域
土石流：土石等の移動の高さが 1m を超える区域
R…土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
Y…土砂災害警戒区域（イエローゾーン）
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新型コロナに負けないニューレジリエンス
（株）測設 〇酒井千富
酒井義明
1.

背景
昨年は様々なイベントが新型コロナの影響で中止となった。同様に各地の防災訓練、自主防災組
織の訓練も、中止や規模を縮小しての開催となった。一方で、2020年7月豪雨など大規な模災害が発
生し、感染防止対策のため避難所収容人数を制限するなど災害対策における新型コロナの影響が社
会問題となった。
一般社団法人協働型災害訓練（以下、一社CDTとする）は、2011年東日本大震災時に全国の災害
ボランティア団体が東北に集結し支援活動を行ったことを契機として、「つながる」ことは「備える」ことを
テーマとし、毎年2月に全国規模の災害訓練（協働型災害訓練）を行っている。今年は、パンデミックと
いう大災害であるとう認識のもと、オンライン＋オフライン訓練を行った。

2.

広域災害への対応とコミュニケーションツールの活用
2.1.
インシデント・コマンド・システム（ICS）
1970 年代に米国の大規模な山火事に対応するために考えられたＩＣＳ（アイシーエス（イン
シデント・コマンド・システムの略））は、指揮命令系統を一元化し、対処すべき役割と部隊を明
確にして、刻一刻と変化する災害に対応する、災害版ＩＳＯとも呼ぶべきシステムである。
米国の消防士は必ずこのＩＣＳを学ばなければならない。このシステムにより、多くの人が集
まってもどんな災害にでも対応できる体制が整えられている。
2.2.

3.

コミュニケーションツール
オンラインセミナー／オンライングループディスカッションを行うため、メインツールにZoomを
利用した。Zoomはコロナ禍の巣ごもり需要で急激に利用者が増加したウェブ会議システムであ
る。LINEが高齢者も含めて広く使われている背景には、周りに利用者が多いことで操作を相談
出来ることが要因と言われている。
訓練はシナリオに沿って行われ、各班ワークではオンライン参加者と会場参加者がブレイク
アウトルーム内で協議し、共有ホワイトボード（miro）を使って情報共有を行った。本部と各班の
情報伝達にもこのボードを使用した。

ニューレジリエンス訓練（オンライン＋オフライン）
3.1.
協働型災害訓練
平成25（2013）年度国土交通省広域的共助推進モデル事業としてスタートした「協働型災害
訓練in杉戸」は、すぎとSOHOクラブ・NPO埼玉ネット・埼玉県杉戸
町・福島県富岡町・福島県川内村の5者で開催されている。今年で8
回目の開催となりオンラインとオフラインを融合した形となった。
東日本大震災で多くの経験と教訓を得た私たちが次にすべきは
来るべき首都圏災害に備えること、この大規模災害に対応するため
東日本大震災で活躍したＮＰＯを中心に、ＩＣＳのリーダー研修をは
じめた。彼らがＩＣＳを学び、地域に持ち帰ることで、その知識や考え
方が広く浸透する。来るべき大規模災害時、集った皆がＩＣＳを知っ

- 009 -

ていれば、より効率的な組織運営で災害に対処でき、たくさんの命を救うことにつながる。
3.2.

CDT2021配信スキーム

ZoomをメインにしてYouTubeでもLIVE配信を行った。
● 会場配信用として、司会スマホ・固定カメラ・移動カメラ・会場スクリーン・調整室から、そ
れぞれZoomに参加した。
● 各班にはPCを配置し、Zoomに参加した。
● 各班の情報共有にはオンラインホワイトボードmiroを使用した。
● Zoom画面およびブレイクアウトルーム操作は群馬から行った。
● 講演者は各自がZoomに参加、パワポを画面共有し会場スクリーンに投影した。
● 会場マイクは調整室からZoomに配信した。
● スタッフ同士の連絡にはトランシーバーアプリZelloを利用した。
4.

まとめ
今年はコロナ禍での訓練となり、初めて、オンラインとオフラインの融合する形で行った。参加者のIT
スキル格差は立正大学の学生を各テーブルに配し、PCを担当して頂くことで解決した。オンライン参加
を可能としたことで九州や東京、群馬からの参加が可能となり新しいスタイルの訓練となった。
また、司会が会場の雰囲気を配信することでオンライン参加者との一体感を演出することが出来た。
PCを通して議論することで、もどかしく感じる部分もあったが情報共有ホワイトボードmiroを利用したこと
で、他の班の議論を把握することが可能となり、自分立ちの行動に反映出来たのは大きな収穫であっ
た。実際の災害においても広域連携のツールとして利用出来るよう訓練を続けて行きたい。

5.

参考
Zoomミーティング
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html（2021年4月7日）
YouTube
https://www.youtube.com/（2021年4月7日）
Zello PTT Walkie Talkie
https://zello.com/（2021年4月7日）
miro
https://miro.com/（2021年4月7日）
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土砂移動現象に関係性の高い支配的な素因・誘因の特性分析
（一財）砂防・地すべり技術センター ○西内卓也 宮瀬将之
国土交通省 砂防部

※1

現

林真一郎

國田佳穂
松本洋和

濵地亮

※1

鬼頭舞

国土交通省 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 砂防研究室

坂井佑介

国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

山田拓※2

国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター

柴田俊※3

中部地方整備局 多治見砂防国道事務所、※2 現 （国研）土木研究所 土砂管理研究グループ、※3 現 長野県 姫川砂防事務所

1. はじめに

3. 土砂移動発生と素因（地質・地形特性）の関係分析

近年は、気候変動に伴う豪雨の激甚化が指摘されてい

3.1 地質特性との関係分析

る。例えば令和元年東日本台風では関東・東北方面にお

抽出した土砂移動事例について、地質特性（地質区

いて土砂災害が広域に多発したが、当該地域は主要な土

分）との関係を整理・分析した。地質区分については、

砂災害の事例が比較的少ない（図２の東北日本とフォッ

細かな区分を用いると分類が複雑になり、土砂移動発

サ・マグナが該当）。このことは、これまで発生の少な

生との関係性が不明確になる可能性があるため、日本

かった地域における土砂災害の増大、さらには、これま

列島を大まかに区分する地体構造区分（4 区分、図１参

で頻度が少なかった土砂移動現象による土砂災害が顕

照）から始めるものとした。

在化してきていることを示唆するものと考えられる。

地体構造区分ごとの土砂移動発生状況を図２に

上記を踏まえ、本検討では、気候変動に伴う降雨変

示 す 。 土砂移動事例は西南日本の内帯及び外帯に集中

化による地域ごとの顕在化・頻発化の懸念される土砂

して発生しており、東日本での事例は少ない状況であ

移動現象の推定に資する基礎資料を得ることを目的に、

る。また、西南日本内帯では土石流の発生が多く、西

既往災害における土砂移動現象と素因（地質・地形）

南日本外帯では深層崩壊の発生が多い傾向にある。

2. 主要な土砂移動現象の抽出
全国における主要な土砂災害事例を網羅的に選定し、
さらに各災害から代表的な土砂移動現象を抽出した。
選定の目安として１つの市町村で死者・行方不明者が 5
名以上発生した事例や移動土砂量が大規模な事例など
とし、合計 48 件を抽出した（土石流 22 件、がけ崩れ
9 件、深層崩壊 9 件、土砂・洪水氾濫 8 件、図１参照）。
なお、抽出の対象期間は、降雨データとして用いる
気象庁の解析雨量のデータ期間に合わせて 1988 年 4 月
～2020 年 9 月とした。
凡

土砂移動 事例の 件数

及び誘因（降雨）との関係を分析したものである。

35
30
25
20
15
10
5
0

①：実際の件数
②：10万km2あたり件数

土砂・
洪水氾濫
深層崩壊
がけ崩れ
土石流

①②

①②

①②

①②

東北日本 フォッ 西南日本 西南日本
サ・マグ 内帯
外帯
ナ

図２ 土砂移動発生と地質特性との関係整理例
（地質区分として地体構造区分を適用）
3.2 地形特性との関係分析

例

土砂移動発生と地形特性との関係を整理・分析した。

【土砂移動発生地点】
● 土石流
▲ がけ崩れ
● 深層崩壊
★ 土砂・洪水氾濫
【地体構造区分】
フォッサ・マグナ
西南日本内帯
西南日本外帯
東北日本

ここでは、地質特性と合わせた関係分析として地体構
造区分ごとの地形指標との関係を整理した例を示す。
地形指標については、崩壊等の発生に関係し、かつ広
範囲におけるデータ取得が可能なものとして、起伏量
（武澤らの手法(1 により算出）と谷密度（国土数値情報
の谷密度メッシュデータを使用）を扱うものとした。
分析においては、起伏量、谷密度の 2 軸のグラフ上
に土砂移動発生箇所における指標値をプロットした。
図３に地質ごとの地形指標との関係図（西南日本内
帯・外帯の例）を示す。地質ごとに分けることにより、
西南日本内帯と外帯での地形指標との関係の違いが表

図１ 土砂移動事例の分布と地体構造区分

れており、西南日本外帯における閾値（発生プロット
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の下限）が西南日本内帯より大きい結果となっている。

4.2 素因の影響を考慮した関係分析

一方、東北日本とフォッサ・マグナでは、土砂移動事
例数が少なく特徴が見出し難い状況であった。

素因の影響を把握するために、地質（地体構造区分）
ごとに土砂移動発生降雨とスネークラインの関係を整
理した（図５）。東北日本、フォッサ・マグナ及び西

350

発生下限

250

y=-1.69X+85.0(y≧41)

200
150

200

50

50

0

0
20

ｘ:谷密度

30

40

ている。特に、西南日本内帯では発生降雨の 60 分雨量
が卓越する傾向がある土石流事例が多く分布する影響
と考えられる。一方、西南日本外帯のスネークライン

150
100

10

y=-1.71X+125.9(y≧71)

250

100

0

発生下限

300

は土壌雨量指数が卓越する降雨と 60 分雨量が卓越する
0

20

40

60

ｘ:谷密度

図３ 土砂移動発生と地形特性との関係整理例
（地形指標（起伏量・谷密度）を地質別に整理）

4. 土砂移動発生と誘因（降雨特性）の関係分析
4.1 降雨特性との関係分析

降雨が混在している。
160
140
120
100
80
60
40
20
0

土砂移動発生と降雨特性との関係を把握するために、
タンクモデル貯留量（気象庁の土壌雨量指数を使用）、
RBFN 出力値、履歴順位等）を整理した。雨量はデータ
の統一性の観点から気象庁の解析雨量を用いた。
降雨特性との関係整理結果の一例として、土砂移動

160
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100
80
60
40
20
0

発生降雨における雨量の経時変化（スネークライン）

がけ崩れ
深層崩壊
土砂・洪水氾濫
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がけ崩れ
深層崩壊
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西南日本外帯
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図５ 土砂移動発生と降雨特性との関係整理例(2)
（発生降雨スネークラインを地質別に整理）

を図４に示す。
図４によると、土石流とがけ崩れのスネークライン
形状はともに 60 分雨量が卓越しており類似している。

土石流

60分雨量(mm)

土砂移動発生降雨における降雨指標（60 分間積算雨量、

東北日本

60分雨量(mm)

300

南日本内帯のスネークライン形状は 60 分雨量が卓越し

60分雨量(mm)

ｙ:起伏量(m)

ｙ:起伏量(m)

350

地形指標との関係
（西南日本外帯）

400

60分雨量(mm)

地形指標との関係
（西南日本内帯）

400

5. まとめ・課題等

また、土砂・洪水氾濫において 60 分雨量が大きい点は

本検討では、全国の主要な土砂移動事例における素

土石流・がけ崩れと類似している。このことから、土

因・誘因との関係分析を行った。素因（地質・地形）

石流やがけ崩れが同時多発的に発生して土砂・洪水氾

においては条件により土砂移動発生状況に差異がある

濫につながるという特徴が、上記のスネークライン形

ことを確認した。誘因（降雨）においては現象種別ご

状の類似傾向から見て取れる。一方、深層崩壊のスネ

との降雨特性に違いがあることを確認した。地質別の

ークラインは他現象と異なり土壌雨量指数が卓越して

整理における発生降雨スネークラインの違いは、地域

いる。これは、深層崩壊の発生要因が他現象と異なる

ごとの降雨特性の違いも一因と考えられる。

（発生要因の１つとして地下水位の上昇が関与する）
ためと考えられる。
160
120

60分雨量(mm)

として以下の事項があげられる。


土石流
がけ崩れ
深層崩壊
土砂・洪水氾濫

140
100

今回の分析結果を踏まえ、今後の検討に向けた課題
気候変動に伴う将来の土砂移動リスクを予測する
ために、現状の降雨特性によりどの地域でどんな
現象が起きているかを把握する。


80

地域ごとの土砂移動特性を明らかにするために、
地域差の把握に重きを置いた整理を行う。

60



地域差を把握するためのアプローチとして、土砂

40

移動発生事例をグルーピングして、発生時雨量等
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の分類を行うことなどが考えられる。
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土砂移動発生と降雨特性との関係整理例(1)
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観測雨量による簡易湧水量推定モデルの構築とそれを用いた土砂災害発生危険度の検討
京都大学大学院工学研究科

〇嶋﨑諒子， 京都大学 宮田秀介， 香川大学 竹之内健介
三重大学 堤大三， 京都大学 藤田正治

１．はじめに
飛騨地域は急峻な山地が多くを占め，居住地や公

𝜶

𝑿(𝒕) = 𝑿(𝒕 − 𝟏)𝒆𝜶 + 𝑹(𝒕)𝒆𝟐

（２）

(𝜶 = 𝒍𝒏(𝟎．𝟓)⁄𝑴)

共施設は急峻な斜面に隣接した立地とならざるを得
ず土砂災害の危険性が高い地域である．奥飛騨温泉

X は実効雨量(mm/h)，R は時間雨量(mm/h)，M は半

郷に位置する高山市立栃尾小学校は，急傾斜の斜面

減期(時間)を指す．

（以下，
「裏山斜面」とする）に隣接した立地にあり，
斜面崩壊と土石流双方の警戒区域（イエローゾーン）
に含まれ，一部は特別警戒区域（レッドゾーン）に指

2.3 パラメータの同定方法
式（１）で表されるモデルは 6 つの未知のパラメ

定されている．児童や教職員が安全に避難するため
に，裏山の斜面崩壊の発生危険度を知ることが重要

ータ（𝑏0 ，𝑏1 ，𝑏2 ，𝑝1 ，𝑝2 ，𝑀1 ，𝑀2）を有する．こ
こで M1，M2 はそれぞれ実効雨量 X1，X2 を求めるた
めの半減期を表し，M1，M2 をそれぞれ長期半減期，

である．
現在，1 km メッシュでの土砂災害の危険度が気象
庁や自治体の HP で公表されている．これらは非常
に有用な情報ではあるものの，特定の地域や斜面の

短期半減期と呼ぶこととする．未知数が多いため，全
てのパラメータの値を同時に決めることは困難であ
る．まず長期半減期に関するパラメータ（M1，b1，p1）
の値を決定し，次に短期半減期 M2 とパラメータ b2，

危険度を表すものではない．そのため，特に学校では
生徒の安全確保のために土砂災害の切迫性に関する
きめ細かな情報の需要が非常に高い．そこで本研究

p2 の値を決定するという手法をとった．
長期半減期のパラメータは 2016～2020 年に観測さ
れた湧水量 Hobs の変動を最もよく再現できるように

では山体地下水位の指標となる斜面での湧水量を予
測する簡易モデルを構築し，特定斜面の土砂災害危
険度を示す方法の提案を目的とした．

値を決定した．モデルの妥当性は NSEF 値で判断し
た．NSEF 値は次式で表され，この値が 1 に近いほ
ど，推定値と観測値の差が小さいことを示す．
𝟐

２．方法

𝑵𝑺𝑬𝑭 = 𝟏 −

2.1 観測方法
雨量は栃尾小学校の屋上に設置したヒーター付き
雨量計で観測し，湧水量は裏山斜面で行った．
湧水地点のすぐ下に作成した堰で湧水を集めて三
角堰に導水した．三角堰内の水深を圧力計によって
計測し，あらかじめ求めた水深と流量の関係式を用
いて湧水量を算出した．
2.2 関数モデルの概要
本研究では，小杉ら（2013）が提案した降雨量から
基岩地下水を推定する手法を斜面の湧水量推定に援
用した．

∑𝒊(𝑯𝒐𝒃𝒔,𝒊 − 𝑯𝒄𝒂𝒍,𝒊 )

𝟐

̅ 𝒐𝒃𝒔 )
∑𝒊(𝑯𝒐𝒃𝒔,𝒊 − 𝑯

（３）

̅𝑜𝑏𝑠 は観測
ここで𝐻𝑜𝑏𝑠,𝑖 は観測値，𝐻𝑐𝑎𝑙,𝑖 は推定値，𝐻
値の平均値である．NSEF 値が最大になるように長期
半減期とパラメータ b1，p1 を設定した．
先に決定した長期半減期に関するパラメータの値
を用い，短期半減期に関するパラメータ M2，b2，p2
の値を決定した．2016～2020 年では災害が発生する
ような降雨中の湧水量を正確に観測することができ
なかった．つまり災害が起きるような降雨について
斜面の危険度を良好に表せているかの妥当性が判断

できない．そこで，栃尾小学校の直近のアメダス栃尾
𝑯 = 𝑨 × (𝒃𝟎 +
+
（１） の過去の雨量観測結果（1979～2020 年）を用い，さ
らに近隣での土砂災害履歴を参照することで，災害
𝐻は湧水量推定値である．𝑏0 ，𝑏1 ，𝑏2 ，𝑝1 ，𝑝2 はそ
が発生したような降雨について湧水量推定値 Hcal が
れぞれ任意の正の値をとり，𝑋1 ，𝑋2 は実効雨量を指
す．A は補正係数である
特異に大きな値をとるよう，短期半減期に関するパ
また，ここで用いられる実効雨量は，鈴木・小橋
ラメータ A，b2，p2 の値を決定した．ここでは，過去
(1981)より
の土砂災害発生時に湧水量推定値が上位何％に入る
かという基準でモデルを評価した．
𝒑
𝒃𝟏 𝑿𝟏𝟏

𝒑
𝒃𝟐 𝑿𝟐𝟐 )
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３．関数モデルのパラメータ同定結果
3.1 長期降雨指標
半減期 M1 を増加させると NSEF 値は徐々に上昇

推定値が 60，100，200 mm/h を超えたときにそれぞ
れ「注意（今後，災害が起きるかもしれない）」，
「警
報（災害が発生するかもしれない）」
，
「特別警報（既

し，半減期 598 時間のときに最大値をとった（NSEF
＝0.894）
．半減期 598 時間を用いた湧水量推定値は，
全体的な挙動は再現できた一方，豪雨中の湧水量に

に災害が発生していてもおかしくない状態）」と評価
することができる．
５．結論

ついての再現性はあまり良くなかった．
3.2 短期降雨指標
雨量，湧水量はともに 1 時間単位で計測している

本研究では，岐阜県高山市立栃尾小学校の観測雨量
のみから裏山斜面における湧水量を算出する簡易的
なモデルを構築し，過去のデータと比較検討するこ

ことから，ここでは短期半減期 M2＝1 とした．NSEF
値は短期降雨指標に関するパラメータ群を導入する
と低下したが，一方で災害発生時の湧水量上位百分

とで小学校に危険を及ぼすおそれのある裏山斜面の
土砂災害発生危険度を求めた．その結果，長期半減期
を 598 時間，短期半減期を 1 時間としたパラメータ

率が小さくなり災害を予測するモデルとしては有効
と考えられた（表-1）
．そこで，ここでは過去の災害

群を用いることで湧水量を表現し，土砂災害が発生
するときに特異的に高い推定値をとるモデルを構築

発生時の湧水量推定値が上位 0.1%にふくまれるモデ
ルを採用した．このとき，NSEF=0.820 であり，平常
時の湧水量推定においても十分に良好な精度を有す

することができた．本モデルをリアルタイムで運用
し，危険度評価と組み合わせることで，教職員および
児童が学校の災害危険度を判断する助けになると考

ると判断できる（図-1）
．
４．関数モデルを用いた土砂災害危険度の評価
過去の災害事例を分析した結果，1997 年 7 月の災
害発生事例を除いて湧水量推定値は災害発生の少な

えられる．
引用文献
小杉ら（2013）
，砂防学会誌 66(4)，21-32
鈴木・小橋（1981）
，砂防学会誌 34(2)，16-26

くとも 2 時間前には 60.0 mm/h 以上に急激に上昇し
た．したがって，湧水量推定値が 60 mm/h を上回っ
た時には数時間以内に土砂災害が発生しうる状態で
あるとの注意喚起を行うことができる．リアルタイ
ムで本モデルを運用すれば，最低でも 2 時間のリー
ドタイムをとって避難への準備を行うことができる．
また，ほとんどの事例で災害発生時刻に湧水量推定
値が 100 mm/h を超えた．1979 年に発生した洞谷災
害時には 200 mm/h を超える非常に大きな値を示し
ていた．これらの結果をもとに裏山斜面の土砂災害
発生危険度として 3 段階の基準を設定した．湧水量

図-1 2016 年 6 月～2020 年 8 月の雨量・湧水量観測
結果および湧水量推定結果

表-1 各パラメータを変化させたときの NSEF および過去の災害発生時の湧水量推定値の順位
b2

p2

NSEF

上位％に災害時の推定値が含まれるか

0.00336(=b1)

1.41(=p1)
2
3

0.894
0.894
0.890
0.894
0.892
0.875
0.847
0.839
0.830
0.820
0.811

1%に 2020 年のみ
1%に 2020 年のみ
1%に 1997 年以外
1%に 1979 年，1997 年以外
1%に 1997 年以外
0.28%にすべて
0.11%にすべて
0.11%にすべて
0.10%にすべて
0.099%にすべて
0.097%にすべて

0.00336(=b1)
0.01
0.1
0.5
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3

1.41(=p1)

- 014 -

R1-003

2021年度砂防学会研究発表会概要集

スネーク曲線の既往最大値超過に基づく土砂災害発生予測
ー 警戒・避難のための未経験降雨指数の提案 ー
京都大学大学院農学研究科
○
小杉賢一朗・福田幹・郷間未森・正岡直也
はじめに
現行の土砂災害警戒技術では，全国一律の雨量指標が用いられ，地質・地形・土質等の違いが考慮されてい
ない。とはいえ，膨大な数にのぼる危険箇所の一つ一つに最適雨量指標を定めることは困難である。そこで小
杉（砂防学会誌，67(5)，p.12～，2015）は，様々な指標の組合せで何百種類ものスネーク曲線図を描くことに
よって，土砂災害の危険性を種々の見方から評価する手法を提案した。さらに，各々のスネーク曲線図におい
て既往最大値を結んだ線を CL に設定することを提案した。この手法における避難の根拠は「未曽有の豪雨に
なっているから」という明確なものであり，住民の自発的な避難行動を促進すると期待される。
ただしここで問題となるのは，スネーク曲線既往最大値を算定する雨量データの期間である。より過去にま
で遡って長期間のデータを使用すれば正確な既往最大値を検出でき，空振りを減らすことができる。一方，斜
面や流域の特性に時間的変化が生ずる可能性を考えると，むやみに過去に遡ることが適切とは限らない。
遡り期間を柔軟に変化させることにより，きめ細かな警戒情報を提供できると考えられるが，これによって
危険度判定結果が複雑化し，返って混乱を生じさせるおそれもある。そこで本研究では，よりシンプルに「過
去のどの時点まで遡れば『現在降っている雨が既往最大値超過ではない』という状況が出現するか」を検討し
た。そして土砂災害発生危険度を評価する「未経験降雨指数」を提案し，その有用性について考察を加えた。
2. 方法
スネーク曲線図において「現在時刻から過去に遡っ
たときに，『既往最大値超過ではない』という状況が
1974/6/18 19:00
現在時刻
初めて出現する時刻」を未経験降雨指数 TP とする。
2018/7/10 8:00
2004/7/4 3:00
TP は各時刻において算定され，雨量の時系列に応じて
1960/8/7 5:00
その時系列が決まる。現在時刻における TP の具体的
2000/10/2 1:00
1995/7/20 22:00
な算定手順は次のとおりである。
① 観測開始から現在時刻までの全期間の雨量デー
タを用いて，半減期がそれぞれ M1，M2（ただし
M1  M2 とする）の 2 種類の実効雨量 X(M1,t)，
X(M2,t)を算定し（t は時刻を表す），X(M1,t)を横
横軸実効雨量
軸に X(M2,t)を縦軸にとって，図-1 のようなスネ
現在の降雨イベントよりも昔のプロット
ーク曲線図を描く。図上に落とされた個々の点を，
現在の降雨イベント中のプロット
以下ではプロットと呼ぶ。
現在の降雨イベント中のプロットの内，現在時刻のプロット
② スネーク曲線図上の「現在の降雨イベントよりも
図-1 未経験降雨指数 TP の候補の算定方法
昔のプロット」のうち降雨イベント中のもの全て
を対象として，現在時刻のプロットからみて右上の領域（図-1 中の赤色四角で示した領域。但し，境界
線を含む。
）にあるものを全て抽出する。なおここでは，過去 24 時間の雨量がゼロより大きい場合を降
雨イベント中と判断し，24 時間以上の無降雨期間によって降雨イベントが区切られると考えた。
③ ②で抽出したプロットのうち，
「時刻が最も新しいプロット」の時刻を未経験降雨指数 TP の候補とする。
図-1 に示した例の場合，TP の候補は「2004/7/4 3:00」となる。
④ M1 と M2 の組合せを①とは異なる組合せに設定した上で，全期間の雨量データを用いて新たなスネーク
曲線図を描き，上記②～③を行って新たな TP の候補を定める。この作業を，種々の M1 と M2 の組合せに
ついて繰り返し，種々のスネーク曲線図の各々について TP の候補を定める。
⑤ 以上により得られた TP の候補のうち，最も過去に遡った時刻を未経験降雨指数 TP とする。
上記の TP 算定プロセスにおいて種々のスネーク曲線図を用いることは，
「土砂災害の発生予測に有効と考え
られる種々の見方」で降雨の特徴を分析すること（小杉，2015）に対応している。そして，種々の候補のうち
最も過去に遡った時刻を採用する（上記⑤）ことによって，TP は「この時刻まで遡らなければ，少なくとも
縦軸実効雨量

1.
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一つの見方において，現在時刻の雨が，過去に経験したことのない規模になっている（既往最大値超過の状況
にある）」ことを表している。換言すれば，「TP まで遡れば，検討対象としたいずれの見方をした場合でも，
現在時刻の雨が，過去に経験したことのある規模になっている（既往範囲内の状況にある）
」ことを表してい
る。以上の意味合いにおいて，
「現在時刻の雨は，時刻 TP 以来の規模になっている」と考えることができる。
本研究では，半減期 M1，M2（ただし M1  M2）を 0.1～3000 h の範囲で，その対数値の変化量が一定になる
ようにして計 51 通りに設定し，合計 1,326 通りの組合せを検討した。この半減期の設定範囲は小杉（2015）
の設定範囲（0.1～2784 h）に倣ったものであり，降雨の強度に重きを置いた指標から積算値に重きを置いた指
標まで，幅広く検討できるように定めている。
令和 2 年（2020 年）7 月豪雨による熊本県葦北郡芦北町の土砂災害を対象として TP の算定を行った。用い
たデータは，気象庁アメダス田浦で観測された 1976～2020 年の時間雨量である。
3. 結果
算定された未経験降雨指数 TP
の時系列を図-2 に示す。図の縦
軸には，芦北町の過去の主な豪雨
災害の時刻も示している。
降 雨 開 始 直 後 の 7/3 7:00 ～
14:00 の TP は，前年の 2019/6/26
もしくは 2019/7/20 に発生した降
雨イベント時まで遡っている。つ
まりこの時間帯においては，過去
およそ 1 年間の間に経験した規
模の降雨になっていたことが示
されている。更に降雨が継続した
7/3 15:00～7/4 2:00 になると，TP
は，2018/7/2 に発生した 2018 年
7 月豪雨まで遡った。すなわちこ
の時点では，2018 年 7 月豪雨以
来の大雨になっていたことが示
されている。
図-2 令和 2 年 7 月豪雨（芦北町）における未経験降雨指数 TP の時系列
7/4 3:00 には時間雨量（2:00～
3:00 の雨量）が 69 mm に急増し，TP は雨量観測開始時刻（提供されているアメダスデータの先頭時刻）であ
る 1976/1/1 0:00 まで遡った。すなわちこの時点では，図中に示した「過去に豪雨災害を引き起こした降雨イベ
ント」の規模を超過し，雨量が観測され始めて以来経験したことのない規模の雨になっていたことがわかる。
その後 6:00 までおよそ 60～70 mm の時間雨量が継続し，10:00 に降雨が終了するまでの積算雨量は 465.5 mm
に達した。TP は，7/4 16:00 まで継続して雨量観測開始時刻まで遡っており，
「過去に経験したことのない降雨」
の状態が計 14 時間維持された。ここで，アメダス田浦観測所周辺で起きた土砂災害の発生時刻は 7/4 4:00 過
ぎ～7:00 前とされている（地頭薗ら，砂防学会誌，73(4)，p.41～，2020）。すなわちこれらの土砂災害は，い
ずれも TP が雨量観測開始時刻まで遡った時間帯に発生しており，未経験降雨指数の示す「過去に経験したこ
とのない降雨の状態」が土砂災害の発生と対応していることがわかる。
図-2 中に示した 1982 年 7 月豪雨による災害は，芦北町の歴史において特筆される甚大な被害を引き起こし
ており（芦北町『広報あしきた No.114』）
，地元住民の記憶に残る災害となっている。TP の時系列を用い，こ
のような「ベンチマーク的豪雨」を上回る規模になることを示すことで，正常化バイアスが抑制され適切な避
難行動に結びつく可能性が考えられる。TP の時系列グラフでは，このような豪雨の直後や，土砂移動を引き
起こした他の豪雨の直後の時刻を縦軸に設定し，CL とすることが有効になる可能性が考えられる。また個々
の斜面や渓流で，豪雨・地震・強風・土地改変等を原因として土砂移動に対する抵抗力が低下する事象が生じ
た場合は，その時刻を各々の斜面や渓流の CL に設定し，危険性を個別に判断する方法もあり得よう。
本研究は国交省河川砂防技術研究開発公募制度の補助を受けた。なお当日の発表では，実効雨量を用いた解
析の妥当性や既往最大値超過状況の定量化についても議論する予定である。kosugi.kenichirou.7s@kyoto-u.ac.jp
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降雨の評価と土砂災害の関係について
－森林植生の変化はこの関係にどう影響するのか？－
執印康裕（九州大学）
１．はじめに
社会経済活動に伴う気候変動による降雨特性
の変化が土砂災害に与える影響について，各方面
から検討がなされてきている。例えば気候モデル
の予測結果から，東京付近においては20世紀末
と比較して21世末には年最大日降水量が約10%
増加し，土砂災害の誘因となる豪雨の発生頻度が
3倍程度になることや（Oki T. 2016)，近年発生
した土砂災害（2017年九州北部豪雨災害）におい
て，気候変動の影響により被害が拡大した蓋然性
が高いこと等が指摘されている（内閣府，2019）。
一方で土砂災害の発生頻度及び規模は，誘因とな
る降雨特性だけでなく，その場の素因の変化に応
じて変化することは述べるまでもない。この点に
関して，これまで様々な方面から検討されてはい
るが，土砂災害警戒情報等の実用上の観点から検
討されたものは殆ど存在しないのが現状である
と考える。本研究ではこの点に着目し，素因の変
化の中でも社会経済活動の影響を強く受ける森
林植生を中心に，実用上の観点から土砂災害警戒
情報等に与える影響について，極めて単純な検討
を行ったので報告する。
２．検討対象地および検討方針とその手法について
２．１ 検討対象地について
検討にあたり，以下の5つの条件を満たす対象
地を選定した。
【条件１】長期降雨時系列データが利用可能な事。
【条件２】同一地域内において異なった時期に土
砂災害が発生している事。
【条件３】災害発生時期における森林植生の変化
がある程度まで推定可能である事。
【条件４】最初の発災日時が把握されている事。
【条件５】災害規模が把握されている事。

この5条件を満たす対象地として図-1に示す伊豆
大島の西側斜面を選定した。本図に示すように，
対象地域において，1958年狩野川台風および
2013年台風26号によって斜面崩壊（表層崩壊）
とそれに伴う土石流により土砂災害が発生し，そ
の規模についても把握されており（条件２，５）
，
かつ最初の発災日時についても，1958年が9月26
日16時過ぎ，2013年が10月16日の2時過ぎと把
握 さ れ て い る （ 条 件 ４ ）。 条 件 １ に つ い て は
AMeDAS大島の長期時系列データが使用可能で
ある。なお使用したデータは両災害発生期間を含
む1951年から2020年までの70年間の時間雨量デ
ータを検討に用いた。条件３については，森林総
合研究所の現地調査結果（伊藤ら2016）を参考に
1958年および2013年の森林植生量（幹・枝葉・
地下部のhaあたり生重量）を推定した。伊藤ら
（2016）は対象地における2013年および1976年
の森林植生高を各々航空機Lidarと航空写真によ
り求め，その結果と現地調査の結果を照らし合わ
せることによって1976年と2013年の2時期の森
林植生量の値を求めている。この調査は同地域内
に設定された複数のプロットで実施されている
が，本検討においては全プロットの平均値を採用
し，2013年が413 ton/ha，1976年が330 ton/ha，
1958年については，2013年と1976年における値
を外挿することにより290 ton/haと算出した。こ
の手順によって，あくまで概算ではあるが1958
年と2013年の両時期における森林植生量につい
て推定した。
２．２ 検討方針とその手法について
本研究の目的は，実用上の観点から1958年と
2013年の森林植生量の違いが土砂災害警戒情報

図-1：伊豆大島西側斜面（狩野川台風および 2013 年台風 26 号による土砂移動範囲）
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1958年狩野川台風：発災日時，9月26日16時過ぎ

2013年台風26号：発災日時，10月16日02時過ぎ
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等に与える影響を検討する点にある。従って既に
広く社会に実装されている土砂災害警戒情報に
準拠した手法を用いることにより，その影響を検
討する方針とした。以下に使用した２種類の降雨
特性の評価手法（手法Aおよび手法B）を示す。
【手法A】現行の土砂災害情報は，災害非発生降
雨を含めた数多くの降雨イベント特性を土壌雨
量指数と60分積算雨量を2軸とする2次元平面上
に描かれるスネークラインで表し，この降雨イベ
ント出現確率を０から１までのRBFN値に置き
かえることによって定められる基準線を基に運
用されている。このRBFN値を執印ら(2020)が
提案している確率年（再現期間）に置き換える
ことによって降雨特性を評価する手法および，
【手法B】現行の土砂災害警戒情報に使用され
ている土壌雨量指数の算出に用いられている3
段直列タンクモデルにおける1段目タンク貯留
量を確率年に置き換えることによって降雨特性
を評価する手法の２つの手法によって降雨特性
を評価した。いずれの手法も確率年によって評
価しているが，確率年の算出にあたっては，
1981年から2010年までの固定された期間に対
して極値解析を適用し，そこから算出される確
率分布パラメータによって1951年から2020年
までの全期間の確率年を求めている。
このようにして算出された確率年に対して，
森林植生の影響が検出されるとすれば2.1で前
述した条件４の最初の発災日時に対して現れる
との仮説のもとに検討した。すなわち従来から
指摘されているように森林植生量の増加が土砂
災害防止機能の増加につながる事を前提とすれ
ば，森林植生量が大きいほど条件４の最初の発災
日時の確率年は大きな値をとるとの仮定を用い
て検討している。また図-2示した規模の違いは災
害発生期間における降雨の最大確率年と最初の
発生日時における確率年の差として表現される
との仮説に立ち検討した。以上の仮説の検証を，
2013 年 と 1958 年 の 災 害 発 生 の 両 期 間 お よ び
1951年から2020年の70年間を通した比較によっ
て行なった。
３．結果及びまとめ
結果を図-2および図-3に示す。図-2の（A1，A2），
(B1，B2）は各々手法Aおよび手法Bによって求め
た両災害発生期間の比較結果を，図-3のAおよび
Bは図-2と同じく手法Aおよび手法Bによる1951年
から2020年の70年間での比較結果を示している。
図-2より何れの手法においても最初の発災日
時の確率年は2013年が1958年を上回っているこ
とが確認される。また1958年の最大確率年は
2013年の最初の発災日時の確率年を下回ってい
ることから，2013年において仮に狩野川台風と
同規模の豪雨があったとしても，発災に至らなか
った可能性が高いことが推察される。また図-3よ
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図-2：両手法による災害発生期間の検討結果

図-3：両手法による 70 年間の検討結果
り1951年から2020年の70年間を通しても大規模
な災害を引き起こした豪雨の確率年は上位2位を
示し，矛盾なく説明が可能である。この結果と推
定 さ れ た 1958 年 時 点 で の 森 林 植 生 量 が 290
ton/ha，2013年時点での森林植生量が413 ton/ha
であることを併せて考えると，以上の結果は森林
植生の増大による影響が降雨と土砂災害の関係
において検出されたことを示唆している。また両
時期における最大確率年と最初の発災日時の確
率年の差をとると，いずれの手法においても，
2013年が1958年を大きく上回っており，この結
果は図-1に示した両時期の災害規模の違いに反
映されている可能性が高いことを示唆している。
以上をまとめると極めて簡単な検討ではある
が，森林植生の長期時系列変化が降雨の評価と土
砂災害発生の関係に影響を与えていること，更に
は森林植生の土砂災害防止効果の限界について
も，ある程度まで定量的に示されたと言えるのか
もしれない。
引用文献
伊藤ら(2016)：森林総研研報, 15, p.21-30
内閣府（2019）
：平成30年版防災白書
Oki T. (2016)：DOI: 10.1007/978-981-287-976-9_3
執印ら(2020)：砂防学会誌 Vol. 73, No. 1, p.40-44
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～大雨特別警報・土砂災害警戒情報発表時の住民の避難行動調査～

国土交通省天竜川上流河川事務所 〇伊藤 誠記※・大森

宗也・阿部

真大

一般社団法人 砂防フロンティア整備推進機構 西山 幸治・千葉 幹・磯谷

和也

2．調査計画
本研究では、土砂災害警戒情報等の気象情報および土砂災害
警戒区域が、どの程度の効果を発揮しているかを検証する。
具体的には、長野県飯田市・阿南町の一部地区住民に対しア
ンケート調査を行い、令和 2 年 7 月豪雨時、土砂災害警戒情報・
大雨特別警報発表時に避難したかどうか、自身が土砂災害警戒
区域内に在住しているかどうか、並びに自身の属性について調
査した。
調査対象：飯田市 2 地区・阿南町 13 地区の住民 516 世帯に
対しアンケート用紙を配布し、計 257 名から有効
回答を得た。
なお、令和 2 年 7 月豪雨では、当該市町において計 16 件の
土砂災害が発生し、1 名の死者（人工的な盛土の崩壊）および
道路・擁壁等の公共土木施設に被害が発生した（上記以外の人
的被害・家屋被害なし）
。概ね、全国で頻繁にみられる規模の災
害であったと考えられる。
3．調査結果
3.1．避難所以外に避難した者の割合
従来の調査では、避難所以外も含めどの程度の者が避難した
かを把握するのは困難だったため、今回調査では、避難した者
に対しどこに避難したかを確認し、上記を把握した。
この結果、土砂災害
N=25名 無回答を除く
警戒区域内外にお
（13）
（12）
いて、避難所、避難
52%
48%
所以外に避難した
者の割合は、
図-1 の
とおりとなった。
※ただし、アンケート
の体裁が「避難した
か」を質問した際に
「垂直避難等、自宅内

市町村が開設した避難場所

その他

図-1 大雨特別警報・土砂災害警戒情報発表時の
避難先の割合

での避難も避難に含

※）現 奈良県県土マネジメント部次長兼砂防・災害対策課長
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めるかどうか」を明示していなかったため、実際に避難行動をとった者
はもっと多かった可能性がある。

3.2．大雨特別警報・土砂災害警戒情報発表時に土砂災害警戒区
域から避難した者の割合（概ね住民の一割）
土砂災害警戒情報発表時に土砂災害警戒区域から避難する
者が 100%にならなければ、土砂災害による人的被害は発生し
続ける。しかし従来、土砂災害警戒区域内に限りどのような避
難行動が行われている
（130）
かはよくわかっていな
90%
かった。今回、区域内在
住者と避難した者をク
ロス集計し、これを把握
したところ、図-2 のとお
（14）
10%
り、土砂災害警戒区域内
在住者で避難した者は、
避難した
避難しなかった
在住者全体の 10%とな
図-2 土砂災害警戒区域在住者のうち、大雨特別警報・
土砂災害警戒情報発表時に避難した者の割合
った。
3.3．防災訓練に効果があるかははっきりしない
防災訓練や防災講習
N=240名 不明・無回答を除く
（14/147）
会、住民同士の話し合い
10%
（7/93）
への参加経験が、避難に
8%
どう影響するかを調べ
た結果、参加経験の有無
による避難者の割合の
差は、統計的に有意な差
とならなかった（図-3、
z 検定・有意水準 5%）
土砂災害に関する
防災訓練・講習会・
住民同士の話し合い等
に参加したことがある

1．はじめに
わが国では、平成 13 年の土砂災害防止法制定により土砂災
害警戒区域が、平成 17 年からは都道府県・気象庁による土砂
災害警戒情報が整備され、土砂災害の危険性が高い「とき」と
「場所」を明示することによって住民の避難を促す施策がとら
れている。現在は、全国的に土砂災害警戒区域の指定が完了し、
上記施策は一応の完成を見ているが、一方で平成 30 年の西日
本豪雨に見られるように、土砂災害警戒情報が発表されている
にもかかわらず避難が遅れたことにより、住民が被災している
事例も発生している。
このため本研究は、土砂災害警戒情報等の気象警報および土
砂災害警戒区域が、住民の避難にどの程度の効果を発揮してい
るかを検証し、結果をもとに災害時の避難者の増加手法につい
て考察する。

秀人・澤田

参加したことはない

何が住民の避難行動を促すか

図-3 防災訓練等への参加と避難の関係

3.4. 過去に避難経験のある者は、次も避難する可能性が高い
過去の避難経験の有
N=249名 不明・無回答を除く
無と今回の避難をクロ
（12/36）
ス集計し、過去の避難
33%
経験の有無が、避難に
どう影響するかを調べ
た結果、過去の避難経
験がある集団は、ない
集団に比べ、約 6 倍避
（11/213）
難していることがわか
5%
り、統計的にも有意な
差となった。
（図-4、z 検
過去に避難経験あり
過去に避難経験なし
定・有意水準 5%）
図-4 過去の避難経験と今回の避難の関係
この結果は、
「崖の近
くに居住するなど、土
砂災害に感度の高い一部の人」が繰り返し避難している結果と
も、
「避難を経験することにより、避難の有用性を理解したり心

理的なハードルが下がった」結果とも読み取れるが、仮に後者
が含まれるとすると、どのようなやり方であっても一度避難を
させてしまえば次も避難する者が増えるのであるから、「避難
者に交通費を支給する」等、何らかのインセンティブを付与す
る方法、
「いざというときのために一度は避難を経験しよう」等、
避難経験者を増やす施策の推進が考えられる。
3.5．避難者は心理的なハードルが低い場所へ避難している
避難した者に対し、なぜその場所を避難先に選んだのかを聞
いたところ、
「自宅から近く行きやすかった」
「その場所をよく
知っていた」
「その避難先には、知人や頼りになる人がいた」等、
心理的なハードルが低い場所を選んでいることが明らかとな
った（図-5）。

0.033
0.019

S57～H1

12%

・長崎大水害（S57）
・総合的な土砂災害
対策の推進

図-5

出典：国土交通省公表データを筆者加工
土砂災害あたりの死者・行方不明者数（人/箇所）

無回答

難者等に迷惑がかかる…

他の避難先では、他の避

（8）
35%

0%
避難してよかった

避難しなくてもよかった

避難しない方がよかった

図-8 令和2年7月豪雨での避難した者の感想

避難した理由

N=169名 不明・無回答を除く
（8/43）
19%

（8/79）
10%

（2/45）
4%

過去身近な人が被災

65%

（0）

3.6．被災体験者は避難する
過去の被災経験の有無と今回の避難をクロス集計した結果、
過去の被災経験がある集団は、ない集団に比べ、約 4 倍避難し
ていることがわかり、統計的にも有意な差となった（図-6、z 検
定・有意水準 5%）
近年、土砂災害当たりの死者・行方不明者は増加傾向（図-7）
であるが、従来この原因はわかっていなかった。今回の結果よ
り、
「世代交代により被災経験者が減っている」ことが、その原
因として考えられる。

過去自分が被災

H22～R1

（15）

2%

0%

に災害に巻き込まれる…

れると思った

0%
他の避難先では、避難中

災害に関する情報が得ら

がよいと思った

と思った

他の避難先よりも居心地

頼りになる人がいた

他の避難先よりも安全だ

た

その避難先には、知人や

かった

2%

H12～H21

・土砂法制定 ・土砂災害警戒区域
指定の本格化
（H13）
・土砂災害警戒情報
の運用

N=23名 無回答を除く

10%

7%

その場所をよく知ってい

H2～H11

17%

その他

20%

これまで減り続けていた土砂災害
あたりの被災者が、近年増加傾向
0.043

図-7

29%

自宅から近く、行きやす

0.093

経験なし

図-6 過去の被災経験と今回の避難の関係

3.7．空振りの悪影響
避難した者に対し、避難した感想を聞いたところ、35%が
「避難しなくてもよかった」と回答した（図-8）。35%のうち
一定の割合が次回避難しなくなると仮定すると、土砂災害警
戒情報や避難指示の回数を重ねるごとに、避難しなくなる者
が増加する可能性がある。

- 020 -

4．考察
平成 10 年代以降、土砂災害警戒情報と土砂災害警戒区域を
整備することにより土砂災害被害を減少させるという基本的
な方針のもと、警戒避難対策行政を進めてきたにもかかわらず、
土砂災害警戒情報等の発表時、土砂災害警戒区域から避難した
者が住民全体の 10%に過ぎないことが判明した。これを踏まえ、
今後のソフト対策行政を立案する必要がある。
警戒避難をより高度化する方向では、3．
（4）で示したとおり、
「インセンティブを付与するなどの手法で、避難経験者を増や
す」などの手法が考えられる。
また今回、土砂災害警戒情報や避難指示の空振りを繰り返す
ことによる悪影響が明らかとなった。従来、見逃し率と空振り
率の関係に論理的な最適値は存在しなかったが、今回調査に加
え、過去に避難した回数、今後同じ状況が起こったときに避難
するかどうかなどの意向を調査することで、より人命を守る方
向に土砂災害警戒情報の制度設計を見直すことができると思
われる。
さらに、避難者が全体の 1 割という本調査結果は、現在の土
砂災害警戒情報・土砂災害警戒区域に基づいた警戒避難による
ソフト対策の限界を示したように思われる。上記手法により、
警戒避難をより精緻化していく努力が必要であるとともに、人
命保護のためにはより強力な、長期間をかけた立地規制など、
警戒避難以外のソフト対策についても実現していく必要があ
るように思われる。
５．謝辞
本調査に当たっては、長野県飯田市・阿南町、特に勝野一成
阿南町長に多大なるご協力をいただいた。ここに感謝の意を表
す。
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砂防事業における土砂・洪水氾濫対策の最近の取組
○国土交通省 林真一郎、蒲原潤一 国土技術政策総合研究所 山越隆雄、坂井佑介
１．はじめに
土砂・洪水氾濫は、近年、気候変動等の影響により頻発化・顕在化の傾向にあるとされている。また、その
発生により、市街地や道路等の広い範囲に土砂・流木が氾濫し、被災地域の復旧・復興が長期間に及ぶ場合が
多い 1)。社会資本整備審議会気候変動を踏まえた水災害対策小委員会の答申「気候変動を踏まえた水災害対策
のあり方について」2)においても、土砂・洪水氾濫の蓋然性の高い流域の抽出、防止するための砂防関係施設
の集中的整備を推進すべきと重要な取組として記載されている。本稿では、国土交通省等の砂防事業における
土砂・洪水氾濫対策の最近の主な取組を紹介する。

２．令和 2 年 7 月豪雨球磨川水系川内川における土砂・洪水氾濫災害と再度災害防止のための取組
令和 2 年 7 月豪雨により、球磨川水系川内川（熊本県球磨村）において、土砂・洪水氾濫が発生した。災害
の詳細については砂防学会の調査結果 3),4)等を参考にされたい。川内川では、国土交通省による河川事業の権
限代行による緊急的な河道掘削、および、再度災害防止のため、熊本県が災害関連緊急事業により砂防堰堤 2
基等の整備を実施している。
３．直轄砂防事業における土砂・洪水氾濫対策計画の見直し、検討体制
国土交通省では、平成 30 年度の河川砂防技術基準計画編基本計画編の
改定を踏まえ、土砂・洪水氾濫対策を実施する直轄砂防事業において土砂・
洪水氾濫対策計画の被害想定および施設配置計画の見直しを進めている。
計画の見直し手順（図－1）のうち、①～④については、学識経験者からな
る土砂・洪水氾濫対策計画技術検討会等において、技術的な妥当性の確認
を受けながら、計画の見直しを進めている。木津川水系直轄砂防事業では、
令和 3 年 1 月の事業評価監視委員会において、見直し後の計画に基づく土
石流対策および土砂・洪水氾濫対策について事業継続が認められた 5)。
また、技術検討会で得られた知見・指摘事項等に基づき、国土技術政
策総合研究所が設けた学識経験者からなる土砂・洪水氾濫対策計画技術
懇談会において、被害の推定手法及び対策施設の効果評価手法の高度

検討方針の確認
①再現対象災害の決定
②計算モデルの構築
③再現計算
④土砂・洪水氾濫の被害想定
⑤施設配置計画
⑤-1 施設配置見直し原案の検討
⑤-2 施設配置見直し案の検討
⑤-3 感度分析
⑥事業評価

図－1 計画の見直し手順

化、今後の研究・技術開発の活
性化について意見聴取を行って
いる。また、懇談会での意見等
を技術検討会にフィードバック
することで、計画策定技術の高
度化を図る体制を設けている。
（図－2）

土砂・洪水氾濫対策計画技術検討会

土砂・洪水氾濫対策計画技術懇談会

【技術検討会の役割】
・水系毎の土砂・洪水氾濫対策計画につい
て、「再現計算対象災害」、「計算モデルの
構築」、「再現計算」、「土砂・洪水氾濫の被
害想定」の各プロセスの検討状況に応じて、
検討内容の技術的な妥当性の評価を行う。 フィードバック
知見、
指摘事項等を
集約・整理

【技術懇談会の役割】
・技術検討会を通じて得られた知見等を集
約・整理し、地方整備局等における計画の
策定の円滑化とともに、被害の推定手法及
び対策施設の効果評価手法の高度化、今
後の研究・技術開発の一層の活性化を目
的に有識者から意見等を聴取する。

図－2 計画策定技術の高度化を図る体制

４．土砂・洪水氾濫が発生するおそれのある流域の抽出手法等
過去の土砂・洪水氾濫の記録のない地域において、土砂・洪水氾濫対策を検討する場合、蓋然性の高い流域
の抽出が困難であると考えられる。近年発生した土砂・洪水氾濫の分析事例

6),7)では、いずれも、一定程度以

上の規模の流域（概ね 3km2 以上）において大量の土砂が生産されていた（概ね 10 万 m3 以上）事例であった
ことが報告されている。また、家屋被害については、河床勾配 1//150～200 以上の区間において、家屋流失と
いった深刻な被害が生じていた。これらと流域内において土石流が発生した場合の本川への土砂の流入する可
能性を考慮し、図－3 に示す土砂・洪水氾濫が発生するおそれのある流域の抽出手法について、第 3 回気候変
動を踏まえた砂防技術検討会において提案を行った 8)。本手法は、主に都道府県の過去の土砂・洪水氾濫の記
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土砂・洪水氾濫が発生するおそれのある流域等について
土砂・洪水氾濫が発生するおそれのある流域

土砂災害警戒区域に相当する区域
（計画上、土砂の流出を見込む支川）

（１）以下に示す①と②を満たす流域
①勾配1/150以上の河川の区間の最下流端より、
上流の流域面積が3km2以上

流域面積
（3km2以上）

B

②勾配1/150以上の河川の区間の最下流端より上
流において、流域内の土砂災害警戒区域（土石流、
未指定の場合は相当する区域）が下流の河川に接
触する支川（AとB）および本川（C）の計画流出土砂
量の合計が10万m3以上（A+B+C）となる（ただし、
比計画流出土砂量10,000m3/km2を下回らない。）。
（２）上記によらない、
過去に土砂・洪水氾濫が発生した流域

１次スクリーニング手法

C

A

C
B
土砂災害
警戒区域

A

近年発生した土砂・洪水氾濫の代表的事例

A

流域面積
（㎢）

土砂量
(万㎥)

赤谷川

20.0

276

H29九州北部豪
雨

大屋大川

6.4

14

H30.7月豪雨

五福谷川

26.1

79

R1台風19号

河川名

災害名

C

本川
土砂・洪水氾濫により
特に危険な区域

下流の河川の
勾配が1/150以上の
区間の最下流端

（幅は、最深河床から比高差5m以内となる区域、
ただし河道中央から350m以内。
家屋流出等の深刻な家屋被害が生じるおそれのある区域）

流域界

図－3 土砂洪水氾濫が発生する恐れのある流域等について（第３回気候変動を踏まえた砂防技術検討会資料 8）からの抜粋）

録の少ない地域において、土砂・洪水氾濫対策を検討する際の、流域の１次スクリーニング手法として活用さ
れることを想定している。１次スクリーニングの結果からのさらなるスクリーニング手法については今後の検
討課題である。砂防堰堤等の施設整備については、河床変動計算による被害想定、施設効果評価に基づき、計
画を策定することを想定している。また、家屋被害に着目すると、河床勾配 1/150 以上の本川沿いの区間は、
土砂・洪水氾濫により深刻な被害が生じるおそれのある特に危険な区域となり得る可能性があると考えられ
る。
５．おわりに

国土交通省では、土砂・洪水氾濫に対する防災・減災のため、今後も、直轄事業における対策計画の見
直し、補助事業での対策計画策定への支援、土砂・洪水氾濫対策のための施設整備等の取組を継続して行
っていく。また、第 4 回砂防事業の評価手法に関する研究会では、土砂・洪水氾濫に伴う人的被害、交通
途絶被害の抑止効果の便益計上が今後の課題とされており 9)、今後、既往災害の実態データの整理等に取
組むこととしている。
参考文献
1) 国土交通省 HP：気候変動を踏まえた砂防技術検討会中間とりまとめ、2) 国土交通省 HP：気候変動を踏ま
えた水災害対策のあり方について、3) 地頭薗ら：砂防学会誌、VOL.73、No.4、p.41-50、4) 山越ら：令和 3 年
度砂防学会研究発表会概要集、5) 近畿地方整備局事業評価監視委員会 HP、6) 坂井ら：土木技術資料、Vol.63、
No.3、p.30-35、7) 坂井ら：土木技術資料、Vol.63、No.1、p.30-35、8) 国土交通省 HP：第 3 回気候変動を踏ま
えた砂防技術検討会資料、9) 国土交通省 HP：第 4 回砂防事業の評価手法に関する研究会資料
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令和 2 年 7 月豪雨により発生した土砂・洪水氾濫（球磨川水系川内川）
国土技術政策総合研究所 山越隆雄、坂井佑介、西脇彩人、永谷直昌
鹿児島大学 地頭薗隆
（一財）砂防・地すべり技術センター 垣本毅、伊倉万理
１． はじめに
2020 年 7 月 4 日未明から朝にかけて，熊本県南部と鹿児島県北部は大雨特別警報が発表される記録的な大雨に
見舞われ，球磨川の各水測所において、観測史上最高水位を記録した。人吉市、球磨村などを中心として、大規模
な河川の氾濫が生じた

1)。同時に、球磨川右支川の川内川流域（熊本県球磨郡球磨村）では，上流域から流出した

土砂が河道で堆積，河床上昇を引き起こし，4 日の朝，土砂・洪水氾濫が発生した。事前に住民が避難していたた
め人的被害は生じなかったが，多くの家屋で半壊，もしくは床上まで土砂が堆積するなど，甚大な被害が発生した。
２． 流域の概要
川内川は流域面積約 11km2 を有し，球磨川合流点から

崩壊

上流約 3 ㎞地点まで，ほぼ北東から南西方向にまっすぐ

土砂・洪水氾濫

に流下しており，この区間に集落が点在している（図－
1）。河床勾配は，球磨川との合流点付近で約 1/35，最上

土砂・洪水氾濫

流の集落である大岩地区周辺で約 1/15 である。大岩地区

日當
地区

大岩
地区
土石流

土砂流出

渓床・渓岸侵食

土石流
神瀬
地区

までの区間は、護岸、床固で整備されている区間である。

崩壊

国土地理院

1km

３． 土砂・洪水氾濫の発生状況
３．１

秋払山
927.6m

松野
地区

図-1 川内川流域（国土地理院地図に加筆）

降雨の状況

2020 年 7 月 4 日未明から朝にかけての雨で、球磨川流
域では、各地の雨量観測所で既往最大の雨量を記録した
1)。川内川周辺では、7

月 3～4 日の最大時間雨量 78mm、

累加雨量 564mm（国交省
３．２

神瀬）を記録した（図－2）。

土砂の生産状況

川内川流域は、砂岩優勢砂岩頁岩互層の地質であり，断
層等による破砕帯が分布している。この雨によって流域内
では、いくつか比較的大きな土砂移動現象が発生した。大

図-2

7 月 3～4 日の降雨量（神瀬雨量観測所）

岩地区上流の右岸渓流から比較的規模の大きな崩壊に起
因する土砂流出が認められた。現地での簡易な測量の結果によると，崩壊土砂量の合計は約 2 万 m3 と見積もられ
る。このほか、松野地区の左岸側の支川から 13000m3 と推定される土石流の発生が見られた。これらの他では、川
内川沿いに渓岸崩壊・渓床侵食によって土砂が生産されたと見られるが、これらの定量化には、レーザー計測を待
たなければならない。
３．３

土砂の流下・堆積状況

川内川の流域では、水と土砂の氾濫は，主に神瀬地区から松野地区の間の約 1.0km の下流区間と日當地区から大
岩地区の間の約 0.5km の中流区間で発生していた。
7 月 4 日 15 時頃に国交省九州地方整備局により撮影された出水ピーク後のヘリ動画を見ると，神瀬地区はまだ
浸水しており、宮園橋の上流側には、多くの流木が見られる（図－3）。この周辺の住宅周辺には細かい粒径の土砂
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が数十 cm の厚さで堆積していた（図-4）
。この区間は、災害発
生後の 7 月 13 日に撮影されたヘリ動画では，少なくとも宮園
橋の上流ぐらいまでは、河道内に土砂が堆積していないことが
確認できる（図－3）。一方で，合流点から 0.3km より上流では
河道が埋塞するほど土砂が堆積しており，河道外でも、比較的
粗い礫を含む土砂が 1m を超える厚さで堆積していた（図-4）。
宮園橋の地点での最高水位は T.P.62.7m とされており 1)、ピー
ク時には橋は完全に水没していた。この水位を上流側に延ばし
てみると、合流点から 0.4km 以上上流まで達する。以上より、
神瀬地区から松野地区の約 1.0km 区間にわたる土砂・洪水氾濫

宮園橋

は，球磨川の水位上昇によりその背水の影響が支川である川内
川に及び、川内川からの土砂が本川に流出できず、川内川の流
路内に堆積して河床を上昇させたために生じたことが考えられ
る。ただし，同区間では、合流点から約 0.6 km 地点で比較的大

図-3 球磨川合流点周辺の状況

きな規模の土石流の流入も確認されており、本川水位の上昇に
起因する土砂堆積の遡上以外の原因も複合して作用している可
能性がある。
大岩地区から日當地区にかけての約 0.5km の区間において
も、水や土砂が氾濫し、家屋や道路が被災している（図-5）。こ
の区間での土砂・洪水氾濫の原因としては，すぐ上流の右支川

図-4 神瀬地区～松野地区の土砂堆積状況

で発生した比較的大規模な斜面崩壊から多くの土砂が流出した

(a)球磨川合流点周辺の家屋，(b)球磨川合流点

ことに加え、同地区の直下流で河道の線形が屈曲していたり、

から約 0.3km の家屋

左岸側渓流で発生した小規模な土石流が河道に堆積して流下を
阻害したことも考えられる。日當地区から松野地区に至るまで
の約 1.5 ㎞の区間では、特筆すべき土砂生産源もなく、かつ河
道が護岸、床固工等で整備されており、河道内で顕著な河床変
動が生じていたり、溢水した痕跡はほとんど認められていない。
４． おわりに
近年，土砂・洪水氾濫が発生した流域では，上流域において，
非常に多くの斜面崩壊や土石流に起因する大量の土砂生産が認

図-5 日當地区～大岩地区の土砂堆積状況

められていることが多かった。一方で，川内川流域では，目に
見える顕著な土砂生産源はそれほど多くないが、流域内の中流区間、下流区間の 2 箇所で土砂・洪水氾濫が発生し
た。これらの原因は、それぞれ異なっていると考えられ、中流域では、支川からの土砂の流入と河道内での堆積が
原因と考えられる一方で、下流側では、球磨川本川水位の上昇に伴う背水が主な原因であることが考えられる。

参考資料
1) 九 州 地 方 整 備 局 、 熊 本 県 ：「 第 １ 回 令 和 ２ 年 ７ 月 球 磨 川 豪 雨 検 証 委 員 会 説 明 資 料 」 ,
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/index/index.html,
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1．はじめに
令和元年10月に発生した令和元年東日本台風により関東甲信越地方から東北地方まで甚大な被害が発生した。長野県
内では千曲川の堤防決壊による氾濫や土石流，地すべり，がけ崩れ等の土砂災害による被害が生じた。
本報告では長野県内でも土砂災害及び洪水被害の大きかった佐久地域の 9 渓流（滑津川,田子川,雨川,谷川,余地川,
抜井川,相木川,栗生川,南相木川）での航空レーザー計測結果について報告する。
2．調査方法
航空レーザー計測及び空中写真測量は令和元年12月10日,11日,15日に実施し,差分解析は平成24年度の測量データを
もとに行った。河床内の土砂は支川合流点・砂防堰堤など土砂移動形態が大きく変化する地点において判読によって取
得された河道渓床ポリゴンを区切り,各区間での土砂堆積・侵食量を評価した。
3．結果
雨川,谷川の状況を図-1に示す。雨川上流域では雨川砂防ダムの堆砂上流端および支川合流点において土砂が流入し
たと思われる堆砂傾向が確認できた。流域では小規模な渓岸崩壊・斜面崩壊が多数発生しており,土砂供給は継続する
ものと思われる。中流域では河床高は侵食傾向であり,渓岸崩壊も発生している。
雨川①
雨川②

雨川 被災状況①

雨川 被災状況②

雨川砂防ダム

雨川

入澤砂防ダム

谷川

谷川①
谷川②
谷川 被災状況①

谷川 被災状況②

図-1 雨川及び谷川の状況
谷川上流域では比較的小規模な斜面崩壊・渓岸崩壊が多数発生しており,砂防堰堤では堆積が確認された。下流域で
は集落内一部区間において土砂堆積に伴う50cm程度の河床高上昇がみられ,台風直後には当箇所での氾濫被害も生じて
おり,崩壊や渓岸・河床浸食による土砂により河床上昇が引き起こされたと考えられる。
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余地川及び抜井川の状況を図-2に示す。余地川流域では斜面崩壊・渓岸崩壊に伴う土砂流出が発生しており,余地ダ
ム貯水池への多量の土砂流入が確認された。中流域河床は全体的に侵食傾向だが,一部の緩勾配区間で堆積傾向が確認
された。下流域河床は一部堆積傾向が確認され,氾濫による被害も発生している。

余地川②
余地川①
余地ダム

余地川 被災状況①

余地川

余地川 被災状況②
古谷ダム

500

戸蔦別川
（2016）
抜井川

赤谷川

登川

（2017）

（2011）

抜井川②

生産土砂量（万m3）

寒水川

（2017）

抜井川①

五福谷川

北川

（2019）

（2017）

50

剣川

白木谷川
（2017）

那智川

（2009）

（2011）

総頭川
（2018）

抜井川 被災状況①

図-2 余地川及び抜井川の状況
大屋大川

天地川

抜井川 被災状況②

抜井川

滑津川

（2018）

相木川
抜井川上流は小渓流源頭部の崩壊,土砂流出が多数あり,古谷ダム貯水池には土砂が流入している。渓岸崩壊・斜面崩
（2018）
栗生川
壊の数及び規模もほか流域と比較して大きく,上流域に配置された砂防堰堤はいずれも堆砂敷に標高上昇が発生してい
南相木川
雨川
5
る。古谷ダムで源頭部からの土砂供給は遮断されているが,ダム直下で流入する支流からの土砂供給も多いため河床高
余地川
上昇区間が連続的に分布している。下流域では中流域各支川からの土砂供給に加えて余地川からの土砂流入もあり,千
曲川合流点まで堆積傾向を示す河道区間が連続しており,堆積区間では氾濫被害が生じている。
谷川
：既存調査 （）内は発生年
：今回調査渓流
差分解析により算出した各渓流の崩壊土砂量及び流域内不安定土砂量を表-1に,これまでに土砂・洪水氾濫が発生し
田子川
たとみられる渓流と比較した結果を図-3に示す。
今回調査した渓流での土砂量は約0.9万～21万m3,流域面積当たりでも
0.5
5
50
500
約0.03万～0.13万m3/km2とこれまでの調査結果よりも少ない結果となった。
0.5
流域面積（km2）
表-1 各渓流の崩壊土砂量等整理表
戸蔦別川
500

②崩壊土砂量
（万m3）

滑津川
38.00
2.31
田子川
13.10
0.58
雨川
22.73
1.89
谷川
8.54
1.01
余地川
12.42
1.57
抜井川
69.29
8.24
相木川
56.02
5.97
栗生川
17.30
0.91
南相木川
57.06
1.70
②：崩壊地内の浸食量を崩壊土砂量として集計
③：差分解析による正の値の総和

③生産土砂量
(万m3）
9.13
0.92
5.34
1.86
3.02
20.94
9.82
5.03
6.27

比生産土砂量
（万m3/km2）
③/①
0.24
0.07
0.23
0.22
0.24
0.30
0.18
0.29
0.11

（2016）

赤谷川

登川

（2017）

（2011）

寒水川

（2017）

生産土砂量（万m3）

渓流名

①流域面積
（km2）

五福谷川

北川

（2019）

（2017）

50

剣川

白木谷川

那智川

（2009）

（2017）

（2011）

総頭川

抜井川

（2018）

大屋大川

天地川

滑津川

（2018）

相木川

（2018）

栗生川

南相木川

雨川

5
余地川

：既存調査 （）内は発生年
：今回調査渓流

谷川
田子川
0.5

5
0.5

50

500

流域面積（km2）

図-3 土砂・洪水氾濫が発生した渓流との比較

４．おわりに
今回調査した渓流で発生した土砂量はこれまでの調査結果と比べ少ない結果であったが,氾濫による被害が発生して
いた。また,災害直後に調査を行えたことで崩壊や河床の変動を計測することができた。
【参考文献】坂井祐介ら：近年発生した土砂・洪水氾濫における生産土砂量,土木技術資料 63-3（2021）P30～35
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多量の土砂を含む洪水氾濫流の特徴 -2019 年五福谷川洪水を例に国立研究開発法人土木研究所

水災害・リスクマネジメント国際センター (ICHARM)

〇原田大輔，江頭進治
１．はじめに
2019 年の台風 19 号によって，阿武隈川水系の五

福谷川（流域面積約 24km2）では多量の土砂を含
む洪水氾濫が発生し、甚大な被害をもたらした。
本研究では中小河川の川づくりにとって有益な情
報を得るために、主に数値解析によって多量の土
砂を含む洪水氾濫流の特徴を明らかにする。
２．災害の概要
2019 年 10 月 12 日から 13 日にかけての総降雨
量は、内川の上流に位置する筆甫観測所で
594.5mm に達した。山間部では多数の崩壊・土石

図-1

五福谷川の氾濫状況（2019 年 12 月 5 日撮影）

流が発生し、土木学会調査団速報会の資料 1)によ
ると、内川の支流である五福谷川流域での崩壊面積は 48 万 m2 と推定されている。生産された土砂の
一部は洪水流によって下流に流出し、平野部での洪水流による被害を助長したと考えられる。図-1 は
五福谷川の谷の出口から平野部にかけての氾濫の状況である。谷の出口付近よりもやや下流側の河道
が湾曲しており、ここを含む複数の箇所から多量の土砂を含む洪水流が氾濫したと考えられる。平野
部には粒径 10μm～10mm 程度の微細土砂が、0.5～1m 程度の厚さで広範囲にわたり堆積していた 2)。
３．解析手法
五福谷川の図-1 に示す範囲から内川との合流点付近までを対象として、平面二次元の洪水氾濫流解析
を行った。解析には iRIC-Nays2DH2)を一部改変したものを用いる。解析区間には家屋等の建物が点在し
ているため、国土地理院「建物の外周線」データ 3)を用い、建物を障害物として考慮する。掃流砂量及
び浮遊砂量について、著者らが提案する式 4)を用いる。初期の河床土砂粒度分布として、解析区間の上
流端付近で計測した土砂の粒度分布を与える。解析区間の上流端では降雨流出解析により得た流量を与
え、内川と五福谷川それぞれからの流入を考慮する。五福谷川では上述したように多量の細粒土砂の供
給が生じたとみられるため、解析区間上流端の微細土砂の境界条件について、文献 5)のように上流域の
一次堆積土砂の侵食に伴って供給されるものとして与える。計算ケースとして、流れのみを計算する場
合（Case1）と土砂の移動と地形の変化を伴う場合（Case2）の計算を行っている。ここで、Case2 では計
算の途中で土砂の移動に伴って堤防が侵食されるが、その場合 Case1,2 の比較は堤防の侵食と河道の土
砂堆積による河積の減少の両方の影響を含む事となる。本研究では後者の影響のみをみるために、
Case1,2 共に計算開始前に図-2 中に白い実線で示す部分の堤防高を周囲の地盤高と合わせている。
４．解析結果
図-2 はピーク流量時の解析結果について、Case1 と 2 を比較したものである。図に示す範囲は内川と
五福谷川に囲まれた領域であり、両河川から氾濫した洪水流が合流して、複雑な流況を呈している。
Case2 では、建物の背後（下流側）に相当する場所や、内川と五福谷川からの氾濫流に挟まれた場所と
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図-2

ピーク流量時の流況について、土砂移動の有無による比較（背景画像は Google map を利用）

いったところで比較的掃流力が小さくなり、そのよう
な場所に多くの土砂が堆積し、水深が浅くなっている
ことが分かる。その結果、洪水氾濫流はより狭い範囲
をより速い流速で流下している（図-2 中の白い丸で囲
まれた部分）
。図-3 は、図-2 とほぼ同じ領域についての
出水後の空中写真であり、図-2 の Case2 と同様に、比
較的狭い範囲を洪水流が流下した痕跡が認められる。
五福谷川の河道に土砂が堆積することによる河積減
少の影響を見るために、図-2 中の A-A’断面に着目す
る。洪水期間全体を通してこの断面を通過した流水に
ついて、河道を通過したものと河道以外の場所（すな
わち堤内地）を通過したものとに分けると、Case2 の方

図-3

被災後の空中写真（国土地理院 6)より）

が約 32%多くの流水が河道以外の場所を通過してい
る。ただし、Case2 において、河積が減少してもなお約 47%の流水は河道を通過しており、河道は洪水
流の流下に一定の役割を果たしていることが分かる。
５．結論
五福谷川の洪水氾濫流の解析を行った結果、多量の土砂が掃流力の小さいところに堆積し、土砂の流
入を考慮しない場合と比較して洪水流がより狭い範囲をより速い流速で流下したことを明らかにした。
参考文献
1) 土木学会水工学委員会：令和元年台風19号豪雨調査団
2) iRICソフトウェア：http://i-ric.org/ja/

3) 国土地理院

速報会資料「宮城県丸森町における流木災害の状況」，2019．

基盤地図情報：https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php

4) 原田大

輔、江頭進治、連行速度を用いた浮遊砂の解析法、水工学論文集，第65巻，pp.1111-1116. 5) 原田大輔ほか：2019年台風
19号による阿武隈川水系五福谷川における多量の土砂を含む洪水流の特徴、河川技術論文集、No.26、pp.609-614．6)国土
地理院、令和元年東日本台風に関する情報：https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R1.taihuu19gou.html
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施設配置計画に向けた土砂・洪水氾濫の解析事例
いであ株式会社 ○小林雄介，森克味，加藤陽平，越智尊晴，杉山知，森充弘，中田裕章

1. はじめに
近年，中山間地での複数の斜面崩壊・土石流と，それに伴う下流域での土砂・洪水氾濫の発生により，甚大かつ広域な被害
が頻発している．このような背景から，土砂・洪水氾濫対策について各種の調査・検討１）が進められる中，土砂・洪水氾濫の
推定手法の高度化及びこれに基づく適正な施設配置計画が求められている．
本稿では，兵庫県に位置する千種川水系河内川を対象に，土砂・洪水氾濫の解析モデル構築における着眼点と構築した解析
モデルに基づく施設配置計画の立案事例を紹介する．本事例では，土砂動態に大きな影響を及ぼす降雨流出について，限られ
た基礎情報下における極力精度の高い解析モデルの構築，及び家屋分布状況や観光地等の地域特性に配慮した実現性の高い施
設配置計画に注力した．
兵庫県

2. 流域概要
河内川は，兵庫県宍粟市に位置する千種川水系の支川である．
河内川の流域面積は約 13km2 であり，千種川流域 754km2 に対
して限定的ではあるが，
複数の渓流を抱えており土砂供給源が多
く，地質は花崗岩であることから生産土砂量が多い．また，保全
対象となる家屋は，2.0k 付近より下流に集中している．

河内川

千種川流域
播磨灘

3. 解析モデルの構築
3.1 着目点
山地河川の土砂動態は，水理状況，土砂生産の有無により劇的
に変化するため，
これらを精度良く表現できるモデルの構築が重
要である．土砂生産の有無については，①地質，②流域の荒廃状
況，③降雨の寄与が大きい．①地質，②流域の荒廃状況について
は，既存資料や現地調査により確認や推定が可能である（または
図-1 流域概要
推定せざるを得ない）
．
次に，③降雨については，降雨を入力条件とした流出解析手法は，分布型流出モデル，貯留関数法，合理式法等があり，流
域規模や検討目的に応じ解析手法が選択される．既定計画（河川整備基本方針等）が存在する場合は，当該計画における手法
を用いる場合が多いが，最も重視すべきは施設配置計画を立案する流域の実績を再現できる手法の選択・構築である．
河内川は，流域面積が小規模であり，かつ複数の渓流を抱えているため，各渓流からの降雨流出とこれに伴う土砂流出の時
系列を精度良く表現できる流出解析モデルの構築が，施設配置計画に不可欠と考えた．一方，千種川水系河川整備基本方針の
流出解析モデルは貯留関数法であり，当該モデルの流出単位は河内川全流域を包絡する規模である．
このため，河内川流域の流出解析に千種川流域を対象に構築された貯留関数法を用
いることは，各渓流からの流出波形や流入時刻に調整を要する可能性があり，精度上
の課題が生じると想定された．
以上より，河内川の施設配置計画の立案にあたっては降雨流出解析モデルの適切な
選択，及び構築に着目した．

3.2 着目点を踏まえた流出解析モデルの構築

河内川
西河内川

河内川では，前述の課題に対応すべく，各渓流の
流出特性（流域面積や山腹の勾配等）に応じた流出
波形の算定が可能であり，かつ各渓流からの流出時
刻の調整を要しない分布型降雨流出モデルを構築し
た．メッシュは約 50m の細分メッシュを設定し，
メッシュ毎に流出解析を実施した．河内川流域内に
千種流量観測所
岩野辺川
水位・流量観測所が存在しないため，流出モデルの
再現性を確保するため、下流の千種流量観測所まで
を解析対象範囲とした．
図-2 流出解析モデル構築範囲 図-3 河内川の落水線網(50m メッシュ)

- 029 -

流域の地形
（砂防基盤図）

堤内における浸水・土砂堆積実績
①分布型降雨流出モデル
は確認できなかったため，河道内の
渓流の流量
河道の流量
土砂・水理現象を対象に，一次元河
床変動解析による再現検証を行った．
②一次元河床変動モデル
検証材料は，定量的な情報の揃う
氾濫原
平野部への土砂流出量
の地形
2018 年 7 月洪水（H30.7 西日本豪
③平面二次元氾濫モデル
雨）による実績流量波形と土砂堆積
量とした．
図-4 検証対象とする解析モデル
この結果，降雨流出ついてはピー
ク流量と波形，
土砂堆積については，
検証範囲が限定的ではあるが出合橋
付近の土砂堆積量（≒実績土砂撤去
量と推定）の実績と解析値の比較に
より，良好な再現性を得た．

4. 施設配置計画の立案

図-5 土砂堆積の検証結果
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3.3 再現計算

図-7 降雨流出の検証結果(千種地点)

施設配置計画の立案にあたり設定した目標は，雨量確率 w=1/100（2018.7 実績型降雨波形）に対する床上浸水被害の解
消とした．本目標は，西河内川合流点付近の家屋は，土砂流入がなくとも浸水が発生する可能性があるため，家屋の床上浸
水被害解消を実現可能性の高い目標として位置付けたものである．
対策施設は，支渓には，保全対象の直上流に位置し，また河内川流域内で最も生産土砂量の大きい渓流である大外地に堰
堤工 1 基（図-9 の堰堤工 A）を配置し，本川には土砂供給量と現地形により規定される施設容量のバランスを考慮し，堰堤
工 2 基を配置した．特に，本川 2 基の内，下流側堰堤工（図-9 の堰堤工 B）については，観光名所となっている三室の滝に
影響を及ぼさず，なおかつ目標を達成し得る施設配置をトライアル計算に基づき設定した．
凡例
水・土砂を供給
する流域
水のみを供給
する流域

図-8 土砂・洪水氾濫解析結果(左：対策前，右：対策後)

図-9 施設配置計画

5. まとめと今後の展開
河内川のような小流域における施設配置計画の立案に際し，分布型降雨流出モデルの有用性が示された．また，土砂流出特
性（生産土砂量や流出地点）と地域特性（家屋分布や観光地）に配慮した施設配置計画を立案することが出来た．
河内川では大規模な新規崩壊や流木による閉塞実績が確認されなかったことから，今回の解析では斜面崩壊による生産土砂
量，流木の発生等は考慮していない．今後は，これらの実績河川を対象に最新の知見を反映した土砂生産・流木生産・流木捕
捉等のモデル化について検討し，解析モデルの精度向上を図り，また，本シミュレーションモデルを土砂・洪水氾濫に対する
住民避難の促進，行政の危機管理対応の的確な判断に資する有効なツールとして活用するための研究を進める予定である．
謝辞
本稿で紹介した事例は，兵庫県龍野土木事務所からの委託業務成果を使用したものである．また，土砂・洪水氾濫解析モ
デルと解析条件の妥当性について筑波大学流域管理研究室の内田太郎准教授にご助言頂いた．ここに謝意を表します．
参考文献
1) 実効性のある避難を確保するための土砂災害対策のあり方について（報告書）,実効性のある避難を確保するため土砂災害対策検討委員会,2019.5
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土石流による地形変化と降雨流出・氾濫の予測型シミュレーション
○山野井一輝 1)2)，大石哲 2)，川池健司 1)，中川一 1)
1) 京都大学防災研究所 2) 理化学研究所計算科学研究センター
1. 研究の背景
土砂災害をもたらしうる雨が与えられた時，どこ
で，どの程度の確かさで被害が生じるか，を予測す
ることは，災害のリスク把握の観点から重要である．
例えば斜面崩壊を対象とする場合，降雨の浸透プロ
セスと，土壌の安定計算を組みあわせることで，そ
れが可能になるが（例えば堤ら，2019）
，自然斜面内
の非一様な浸透・強度定数の測定・予測が困難であ
ることにも起因して，完全な予測の確立には至って
いない．また，土石流についても，発生プロセスの
予測が困難であることから，降雨を入力とした正確
な予測は比較的難しい．対して，雨量が大きく，流
域内で多数の崩壊・土石流が生じ，これが集積して
下流部で生じる土砂・洪水氾濫（例えば，2017 年九
州北部豪雨赤谷川の事例，2018 年 7 月豪雨広島県坂
町・呉市近辺の事例など）を対象とする場合，個々
の斜面崩壊や土石流が必ずしも正確に予測できなく
ても，下流部の現象は予測できる可能性がある．
本研究では，このような立場から統計的な斜面崩
壊予測モデルと高橋らの土石流モデルを組み合わせ
た土砂移動計算によって地形変化を計算し，その後
洪水流出・氾濫計算を実行することで，土石流によ
る地形変化の影響を受けた状態での洪水・氾濫の被
害領域の推定を試みた．
2. 計算手法
本研究では，土石流は最上部で微小な斜面崩壊が
発生し，それが流下しながら発達して流下するもの
とみなす．また，一度土石流が生起して流下した後
の後続出水中における，掃流砂・浮遊砂による土砂
移動は，土石流に起因するものと比べて相対的に小
さいものと仮定する．また，全ての斜面崩壊・土石
流は同時に発生するものと仮定する．
以上のような仮定のもと，本研究では，降雨と地
形を入力とする斜面崩壊予測モデルによって，擬似
的な斜面崩壊データを生成する．次にこれを入力と
した土石流シミュレーションを実行して，土砂移動
による地形の変化量を算出する．最後に，変化後の
地形で降雨流出・洪水氾濫シミュレーションを実行
することで，土砂移動の影響下での洪水氾濫の被害
域の予測型シミュレーションを実行する．
2.1 斜面崩壊の予測モデル
斜面崩壊の予測モデルには，ロジスティック回帰
分析に基づくモデルを利用した．ここでは，平成 30
年 7 月豪雨のデータを対象に，国土地理院が公開し

ている斜面崩壊の判読データを元に 10m 解像度に
変換した崩壊の発生・非発生情報を目的変数とし，
国土基盤地図情報 10m メッシュ DEM から作成した
地形量と，XRAIN による観測値から算定した期間内
最大土壌雨量指数を説明変数とした．このとき，あ
る 10m×10m の領域（セル）で斜面崩壊が生起する
確率𝑝は，下記式で与えられる．
exp 𝛼
𝛼 𝑥
𝛼 𝑥
𝛼 𝑥
𝛼 𝑥
𝛼 𝑥
𝑝
1 exp 𝛼
𝛼 𝑥
𝛼 𝑥
𝛼 𝑥
𝛼 𝑥
𝛼 𝑥
ここに，𝑥 ～𝑥 はそれぞれ最大土壌雨量指数[mm],の
集水面積[m2]の常用対数，勾配[degree]，最急勾配方
向曲率，および等高線接線方向の曲率である．𝑎 ～
𝑎 は回帰分析の結果得られる係数であり，花崗岩の
領域と流紋岩の領域でそれぞれ，表 1 のように得ら
れた．この斜面崩壊予測モデルを用いることで，降
雨と地形および地質分類から，該当地点で斜面崩壊
が生起する確率が得られる．ここで，10m×10m 解
像度で生成した疑似乱数を利用することで，確率デ
ータを擬似的な斜面崩壊データに変換できる．本研
究ではこの疑似崩壊データを，土石流シミュレーシ
ョンの入力に用いる．
2.2 土石流シミュレーションモデル
ここでは，高橋モデルに基づく土石流シミュレー
ションモデルを構築して用いた．基礎式は和田ら
(2008)を参考にした．座標系はデカルト座標で，基礎
式の差分化には拡散型の人工粘性を考慮した
MacCormack 法を用いた．また，正方形の領域分割を
行い，OpenMP-MPI によるハイブリッド並列化を施
した．
2.3 降雨流出．洪水氾濫シミュレーションモデル
降雨流出・洪水氾濫シミュレーションには，山野
井ら(2018)の手法を用いた．計算の基礎式は表面流
が浅水流方程式，地中の浸透流をダルシー式であり，
デカルト座標における有限体積法により計算するも
のである．当モデルでは掃流砂・浮遊砂による土砂
移動も計算可能であるが，本研究では，水の移動の
みを考慮した．
表 1 ロジスティック回帰分析の結果
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係数
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼

花崗岩領域
-18.535
0.0417
-0.7764
0.0467
10.2806
-37.8506

流紋岩領域
-16.7415
0.0415
-1.7775
0.0114
5.3754
-50.9587

3. 計算条件と計算結果
平成 30 年 7 月豪雨で被害が生じた広島県坂町周
辺領域を対象とし，同豪雨で観測された降雨を入力
とした一連のシミュレーションを実行した．まず，
崩壊予測モデルで得られた斜面崩壊の位置と，実際
の崩壊の位置の関係を図-1(a)に示す．予測された斜
面崩壊の位置は，実際のものと一致してはいないが，
対象領域内での大まかな場所と，個数密度は近い結
果が得られた．次に，実崩壊と疑似崩壊それぞれの
データを入力とした土石流シミュレーションにより，
得られた地形変化（侵食・堆積）の計算結果を図
1(b),(c)に示す．特に下部に示した(b)と(c)の結果を比
較しても大きな差異がないことから，実際の崩壊デ
ータの代わりに，2.1 の予測モデルで得られた斜面崩
壊を計算に用いても，近い結果が得られた．すなわ
ち降雨データからの予測によって生成された崩壊デ
ータからでも，ある程度正確に下流部の地形変化が
計算されたことが分かる．
次に，同豪雨の降雨データを用いて降雨流出・洪
水氾濫シミュレーションを実行した．地形データに
は，元地形と，予測崩壊起源の土石流によって変化
した地形を双方用いた．それぞれの場合の最大水深
を (d),(e)に，その差を(f)に示す．(f)は土砂の移動現
象が浸水深に及ぼした寄与とみなせる．特に土石流
の流下によって元河道内に顕著な堆積が生じて河積
が減少し，その結果河道から溢れる流量が増加する

ことで，下流域の最大浸水深が顕著に増加する結果
となった．
4. 結論
斜面崩壊の統計的な予測と疑似崩壊データの生成，
これを用いた土石流シミュレーションおよび，地形
変化後の地形を用いた降雨流出・氾濫過程の計算を
連続的に行うことで，流域下流部における地形の変
化と，これによる浸水深の変化を定量的に示すこと
ができた．ただし，2.節で述べたように，本研究では
適用において多くの仮定を置いている．特に，複数
の土石流の発生タイミングが異なる場合や，後続の
出水による地形変化がどの程度現象に寄与するかに
ついて，今後検証が必要である．
謝辞：本研究では文科省科研費(課題番号 19K15105)
の補助を受けた．また，DIAS によって提供された
XRAIN データ，国土地理院提供のデータを利用した．
また計算の実行には京都大学情報環境機構の計算資
源を利用した．ここに記して感謝申し上げます．
参考文献：
堤ら (2019)，砂防学会誌，Vol.72, No.2, pp. 3-13
Yamanoi, K. et al, Preprints 2020, 2020040118 (doi:
10.20944/preprints202004.0118.v1).
山野井ら(2018)，土木学会論文集 B1(水工学)， Vol.74，
No.5，I_889-I_894，
和田ら (2008)，砂防学会誌，Vol.61, No.2, p.36-40

図-1 (a)予測モデルで得られた斜面崩壊と実際の崩壊の位置関係，(b), (c)それぞれ実崩壊と予測崩壊デー
タを入力とした土石流シミュレーションで得られた地形変化，(d),(e)土石流発生前および予測崩壊によ
る土石流発生後の地形を入力とした降雨流出・洪水氾濫シミュレーションで得られた最大水深，(f)地形
変化の最大水深への寄与（(e)の(d)に対する差分）．下部の図は総頭川下流部の拡大図．
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降雨浸透・流出過程および土石流発生・流下・氾濫過程の一体型の数値解析法
国立研究開発法人土木研究所 ○山崎祐介，清水武志，石井靖雄
１．はじめに
土石流による被害の防止・軽減のためには，土石流の
発生時期や氾濫範囲を推定する必要がある。土石流の氾
濫範囲は，
流出解析などにより土石流の流量を計算し，
それを二次元氾濫計算領域の氾濫開始地点に境界条件
として与えるという方法により推定されている 1), 2)など。
近年，降雨や降灰厚分布等の時間・空間分解能が高く，
かつリアルタイム性の高いデータを得られる環境が整い
つつある 3)ことから，これらの情報を有効活用し，土石
流の氾濫リスク評価のさらなる精度向上を図るため，
土
石流氾濫モデル（以降，解析モデルという）の開発に取
り組んでいる。解析モデルは，地形モデル，降雨流出モ
デル 4)，土石流流下モデル 5)-8)，および土石流氾濫モデ
ル 5)-8)から構成され，降雨流出，土石流の発生，流下，
および氾濫までの過程を結合して扱うことを図っている。
本稿は，解析モデルを提案し，1990 年 7 月に九州北
部で発生した豪雨時において，
阿蘇市一の宮町の古恵川
で発生した土石流氾濫に適用し，
その適応性について検
討するものである。
２．解析モデル
2.1 地形モデル
地形モデルは，流域地形モデルと氾濫原地形モデルか
ら構成されている。流域地形モデルは，降雨流出モデル
および土石流流下モデルの計算領域であり，
斜面系と河
道系によって構成されている。
斜面系は直交座標上に等
分割されたグリッドセルで表現され，河道系は隣接する
周囲 8 方向のグリッドセルの中心を結ぶ線分で表現され
ている。河道の上流端は，ある閾値以上の集水面積を持
つグリッドセルであり，最急勾配方向の下流側のグリッ
ドセルに接続していき，下流端に至る。河道の幅・深さ
は，グリッドセルのサイズから独立して設定することが
可能である。氾濫原地形モデルは，等分割されたグリッ
ドセルで表現されている。
降雨流出モデルおよび土石流氾濫モデルは平面 2 次
元座標を用いて表現され，土石流流下モデルは，1 次元
座標を用いて表現されている。
2.2 降雨流出モデル
降雨流出モデル 4)は，流域斜面において，表土層の湿
潤・乾燥過程，飽和側方浸透流（以降，浸透流という）
および表面流の発生・流下過程の計算を行う。表面流お
よび浸透流には，
それぞれマニング則およびダルシー則
が適用されている。河道が設定されているグリッドセル
においては，越流公式 9)にて河道への流出量を計算し，
土石流流下モデルに境界条件として与えている。
2.3 土石流流下モデル
土石流流下モデルは，斜面からの表面流および浸透流
による流入量を境界条件とし，土石流の侵食・堆積をと
もなう流下過程の計算を行う。土石流の発生は，河床堆
積物に無限長斜面の安定解析 4), 10)を適用し，斜面からの
流入量により不安定となった場合に，
その地点の堆積物
の全層が流動化するものとする。流動化した堆積物には，
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土石流の支配方程式 8)を適用している。土石流の形成と
規模の決定機構に重要な役割を果たす，
微細砂の流体相
11), 12)
への遷移現象
を考慮するため，質量保存則は，固
相として流れを支配する粗粒砂と，水とともに流体相と
して挙動する微細砂に分けて記述されている 7), 8)。
土石流の流下過程において，土石流の表面標高が地盤
標高を上回った地点では，越流公式 9)により土石流の溢
流量を算出し，これを土石流氾濫モデルに境界条件とし
て与えている。本解析モデルにおいて，氾濫発生地点は，
土石流が流路を流下していく過程で，土石流の表面標高
と流路側岸の地盤標高によって定まる。
2.4 土石流氾濫モデル
土石流氾濫モデルは，河道から溢流した土石流の氾濫
過程の計算を行う。土石流の支配方程式 8)は，平面 2 次
元座標における表現であることを除き，土石流流下モデ
ルの支配方程式と同様である。
３．モデルの適用
1990 年 7 月の豪雨により，阿蘇市一の宮町では古恵
川から土石流が氾濫し，土砂災害が発生した。この災害
においては，災害の発生時刻，土石流の痕跡，氾濫範囲
や氾濫した土砂量に関する調査結果 13)がある。これらの
情報を用いて，土石流流出および土石流氾濫の再現性の
検討を行った。
3.1 対象現象
気象庁アメダス阿蘇乙姫地点の雨量データによると，
最大時間雨量は，7 月 2 日 9 時から 10 時の 67 mm，24
時間雨量は 448 mm である。坂梨地区および松原橋には
9 時 20 分に土石流が到達した 13)。また，阿蘇古恵川で
氾濫した土砂の総量は 36 万 m3 と推定されている 13)。
また，後述の図-1 の（★）点におけるピーク流量は，痕
跡から 960 m3/s と推定されている 13)。
3.2 計算に用いたデータ
計算に用いたデータと条件は次の通りである。地形デ
ータには，国土地理院数値標高 10 m を用いており，
JGD2011II の 10 m 解像度に投影変換する際に Bilinear 補
間を行っている。降雨データには，気象庁のアメダス阿
蘇乙姫地点の 1 時間データ用い，計算領域に一様に与え
ている。土石流の発生・非発生を判定する雨量の時間分
解能は，10 分程度が必要である 14) 15)ため，土石流の発
生現象を解析する上では，10 分データを用いることが
望ましいが，本検討では災害当時のデータが存在してい
る 1 時間データを用いている。
計算に与えた物性値は，一般的な値や火山地域での降
雨流出解析事例 16)に基づき設定しているが，
それ以外は
13)
13)
土砂流出量 やピーク流量 に近い値になるように，
次の通り設定している。
・降雨流出モデル：空間刻み 30 m，表土層厚 2 m，飽和
体積含水率 0.4316)，残留体積含水率 0.04516)，表層浸
透能 36 mm/h16)，下層浸透能 200 mm/h，飽和透水係数
0.001 cm/s16)，等価粗度係数 0.116)
・土石流流出モデル：距離刻み 30 m，河道幅 15 m，堆

図-1 計算範囲

図-2 土石流・土砂の流出量変化

積物厚（侵食可能深）2 m，代表粒径 0.2 m16)，微細土
砂含有率 0.4，水の質量密度 1000 kg/m3，砂礫の質量
密度 2650 kg/m3，砂礫の内部摩擦角 35°，堆積土砂
濃度 0.6
・土石流氾濫：空間刻み 10 m，堆積物厚 0 m，その他は
土石流流出モデルと同様である。
図-1 に降雨流出モデルおよび土石流流出モデルと，
土石流氾濫モデルの適用範囲，
土石流の流出量の抽出地
点（★）を示す。
3.3 計算結果
図-2 に土石流（水，粗粒砂，および微細砂の混合体）
(a)，粗粒砂(b)，および微細砂(c)の流出量と累積流出量
の時間変化を示す。粗粒砂と微細砂の累積流出量は，そ
れぞれ 9 千 m3，220 千 m3 である。これらは，空隙を含
んでいない量であるため，空隙率を 0.4 とすると，合計
で 380 千 m3 となり，
調査結果 13)に近い値である。また，
ピーク流量の発生の時刻は，土石流が発生した 9 時 20
分 13)に近い。
図-3 に最大流動深の計算値と調査結果による氾濫範
囲を示す。最大流動深は床下とみなす 0.45 m 未満 9)を
非表示にしている。計算による流動深は，領域の北端に
氾濫水が滞留していること，東岳川に沿って氾濫水が流
下している点などに違いが生じている。これは，地形モ
デルに水路や道路盛土などの地形を表現していけば改善
されるものと推定される。
４．おわりに
本稿では，開発した土石流の発生，流動，および氾濫
過程を結合して扱う解析モデルを説明するとともに，
古
恵川の土石流氾濫の計算結果を示した。本モデルの支配
方程式の適用範囲には限界があり，継続的な実態の把握
とモデルの適用性の検討を行っていく予定である。
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掃流区間にある砂防施設の浮遊砂捕捉に関する水理模型実験
パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○吉武 央気・片山 直哉・山本 真睦・蔭山 星・飛岡 啓之
国土交通省国土技術政策総合研究所 泉山 寛明・山越 隆雄・永谷 直昌

１．はじめに
近年の土砂災害では巨礫の流出とともに大量の細粒土砂の流出が顕著に見られ，例えば平成 30 年 7 月豪雨では大屋大
川で数ミリ程度の粒径の土砂が保全対象エリアに堆積し，被害を助長していた。したがって巨礫だけでなく細粒土砂の捕
捉も砂防施設に求められる重要な役割である。貯水池などについては既往の流砂理論を用いれば細粒土砂の堆積機構を十
分に再現できることが分かっているが（例えば芦田・藤田, 1987）
，砂防施設の捕捉機構については十分知見が蓄積されて
いるとは言い難い。本研究では，砂防施設に浮遊状態の土砂が流下してきたときの捕捉効果を確認することを目的として，
水理模型実験を実施した。実験は，現地データが比較的豊富にある平成 28 年台風 10 号の際に大量の細粒成分を捕捉した
北海道ペケレベツ川 2 号堰堤の諸元を参考にし，掃流区間で実験を行った。

２．実験条件
２．１実験施設・水理・土砂条件
実験縮尺は 1 / 70 として実験施設，水理，土砂条件を設定した。実験水路長は 8.5 m，実験水路幅は 0.4 m，実験水路勾
配は 1 / 35 とした。実験水路床には 2 – 3 mm の粒径をニスで貼り付け，河床粗度を表現した。粗度係数検証実験の結果，
非定常の階段波形とした。ピーク流量は，2.9 L / s である。土砂が掃流状
流量 Q(L/s)

態または浮遊状態で運動していることを容易に確認できるよう，浮遊砂と
なる材料は鹿島珪砂 8 号（d60＝0.11 mm）を，掃流砂となる材料は鹿島珪
砂 4 号以上を混合してほぼ一様な粒径の砂（d60＝1.11 mm，(d84 / d16)0.5＝
1.51）を準備した。供給土砂量は通水流量に応じた平衡土砂量とした。供
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給土砂の掃流砂と浮遊砂の混合割合は，ペケレベツ川 2 号堰堤上流に堆積
した土砂の平均粒度分布を基に掃流砂が 17 %，浮遊砂が 83 %と設定した。
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図 1 上流端からの供給条件

供給土砂量 (L/s)

本実験水路の粗度係数は 0.019（m – s 単位）であった。上流端からの供給条件を図 1 に示す。流量・供給土砂量ともに，

２．２対象砂防施設
対象とする砂防施設は，不透過型砂防堰堤，スリット型砂防堰堤，遊
砂地とし，水路下流端に設置した．各施設模型を図 2 および図 3 に示す。
不透過型砂防堰堤およびスリット型砂防堰堤の堰堤形状は，堰堤高を
142.8 mm，天端幅を 28.6 mm とし，堰堤上流面法勾配を 1 : 0.6，堰堤下
流面法勾配を 1 : 0.2 とした。スリット型砂防堰堤は，中央部分にスリッ
トを設けた。スリット幅は，8 cm（スリット－川幅比 0.2）と 16 cm（ス
リット－川幅比 0.4）の 2 種類とした。

図 2 不透過型砂防堰堤・スリット型砂防堰堤模型

遊砂地実験では遊砂地の河床を複断面とし，上流端には幅 0.1 m，落差
4.5 cm の床固工を設けた。拡幅角度は河砂基準設計編 II にしたがって
30º，拡幅部と低水路の比高差は 1.5 cm とし，遊砂地延長は 1.0 m とし
た。遊砂地下流端を開放にするとあまり堆積効果が見られなかったこと
から，堰上げが生じやすくなるように床固工（高さ 1.5 cm）を設けた。
遊砂地の最大幅は 0.3 m と 0.4 m の 2 種類とした。

２．３実験ケース
実験ケースは不透過型砂防堰堤で 2 ケース，スリット型砂防堰堤で 2

図 3 遊砂地模型

ケース，遊砂地で 4 ケースとし，計 8 ケースとした。実験ケース表を表 1 に示す。不透過型砂防堰堤実験およびスリッ
ト型砂防堰堤実験では、初期状態として水路に掃流砂を 3cm 分敷いた。遊砂地実験では、水路に土砂を敷いてない。
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表 1 実験ケース表
ケース名
CASE1-1
CASE1-2
CASE2-1
CASE2-2
CASE3-1
CASE3-2
CASE3-3
CASE3-4

対象砂防施設
不透過型砂防堰堤
スリット型：比率 0.2
スリット型：比率 0.4
遊砂地：幅 0.4m
遊砂地：幅 0.3m
遊砂地：幅 0.4m

実験概要
対象砂防施設に対し，図 1 に示す流量・土砂量を供給したケース
対象砂防施設に対し，図 1 に示す流量を 2 倍とし，その流量に応じた土砂量を供給したケース
対象砂防施設に対し，図 1 に示す流量・土砂量を供給したケース
対象砂防施設に対し，図 1 に示す流量・土砂量を 1/4 倍して供給したケース
対象砂防施設に対し，図 1 に示す流量・土砂量を 1/4 倍し，全供給土砂を掃流砂としたケース
土石流堆積勾配に水路を変更し，対象砂防施設に対し，土砂流を流下させたケース

３．掃流区間における実験結果
３．１ 堆砂状況

程度の土砂が下流端から流出していた。
３．２ 土砂捕捉率（堆砂土砂量／供給土砂量）
土砂捕捉率の結果を図 4 に示す。
土砂捕捉率は不透過型砂防堰堤で高く，
75 – 85 %
65 %程度，CASE2-2 が 55 %程度であった。遊砂地の土砂捕捉率は，浮遊砂を混合さ
せた実験（Case 3-1 および Case 3-2）では遊砂地幅によらずどちらも 10 %程度であ
り，捕捉効果が小さい結果であった。一方，供給土砂を全て掃流砂とした実験（Case
3-3）の土砂捕捉率は 75 %であった。堆積した土砂に対する浮遊砂の割合を図 5 に示
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４．土石流堆積区間における実験結果
水路及び遊砂地の勾配を 1 / 12 に変更し，遊砂地で土砂流が堆積するか否かを確認
する実験を実施した。水理・土砂条件として，土砂込みのピーク流量は定常で 1.87 L

3

2

1

CASE3‐1

CASE3‐2

100
80
60
40
20
0

浮遊砂割合（%）

であった。

4

堰堤からの距離（m）

傾向であった。これは貯水池でも見られ，既往の流砂理論で現象を表現できる可能
程度であった。遊砂地の浮遊砂割合は低水路部より拡幅部（高水敷）の方が高い傾向

CASE1‐2
CASE2‐2

100

す。不透過型砂防堰堤の浮遊砂割合は堰堤近傍で高く，上流に向かうにつれて減少
性が高い。一方，スリット型砂防堰堤の浮遊砂割合は縦断的な変化が乏しく，45 %

CASE3‐3

図 4 土砂捕捉率

浮遊砂割合（%）

程度であった。次に土砂捕捉率が高いのはスリット型砂防堰堤であり，CASE2-1 が

CASE3‐1

ク時には堰上げ効果が弱まって流れの状態が等流に近い状態となり，供給土砂と同

CASE3‐2

実験（Case 3-1 および Case 3-2）では，ピークまでに満砂に近い状態となり，ピー

CASE2‐1

期にかけて，供給土砂と同程度の土砂が流出していた。一方，遊砂地を対象とした

CASE2‐2

砂と浮遊砂が混合された状態で堆積した。不透過型とは異なりピーク後半から減水

100
80
60
40
20
0

CASE1‐1

防堰堤では堰上げにより堆砂が進行するが，縦断方向いずれの地点においても掃流

⼟砂捕捉率（%）

流砂および浮遊砂が，堆砂肩より下流側では浮遊砂が多く堆積した。スリット型砂

CASE1‐2

不透過型砂防堰堤
スリット型砂防堰堤
遊砂地

不透過型砂防堰堤では，通水初期に堆砂肩が形成され，堆砂肩より上流側では掃

/ s，土石流濃度は 0.3，通水時間は 63 秒とした。通水した結果，土砂捕捉率は 1.5 %
程度であった。仮に遊砂地部を緩勾配にした場合，土砂捕捉率の向上が予想される

図 5 浮遊砂堆積割合

が，遊砂地下流へ流下した水流の侵食があり得ることから，遊砂地の設置に適した
箇所、水理条件等は非常に限られているものと推察される。

５．おわりに
実験の結果，不透過型砂防堰堤は浮遊砂の捕捉効果が高く，貯水池での堆砂機構と類似していることが分かった。スリ
ット型砂防堰堤は不透過型砂防堰堤より浮遊砂の捕捉効果が低いが，堰上げ効果により一定量の浮遊砂が捕捉されること
が示唆された。遊砂地は浮遊砂の捕捉効果が低いことが示唆された。
参考文献
芦田, 藤田(1987)：貯水池堆砂の数値シミュレーション, 京大防災研年報, 第 30 号, B-2, pp.457-474.
建設省河川局監修社団法人日本河川協会編（1997）
：改訂新版建設省河川砂防技術基準（案）同解説設計編[II], p40.
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流木の形状や比重が山地河川における橋の閉塞に及ぼす影響
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東谷卓也 小杉賢一朗

広島大学大学院先進理工系科学研究科
立命館大学理工学部

長谷川祐治
里深

好文

1.はじめに
土砂災害が発生する降雨イベントでは、山地河川

幅 20 cm の直線矩形断面水路を使用した（図 1）。勾

から土砂だけでなく流木が流出して、流木の集積に

流速 0.9 m/s のフルード数 2.51 の射流条件である。

よる橋の閉塞や、水位上昇による氾濫被害の拡大が

上 流 端か ら定 常 的に 水を 供 給し て、 上 流端 より

発生する。流木流出により全ての橋が閉塞するとは

30 cm 下流の位置から流木模型をまとめて約 1 秒間

限らず、橋、流木、水理条件等の違いによる閉塞の

で投入した。投入本数やその他の実験条件を表 1 左

発生条件を明らかにすることが、求められる。山地

に示す。同一条件では 10 回の実施を基本とした。流

河川では橋脚の無いワンスパン橋梁が多く存在する

木模型は直線の幹に根が付いた形状として、ABS 樹

1)

が、橋脚を有する橋の形状もある 。流木に関する

脂により 3D プリンターで作成し、長さ Lw は 5 cm

既往検討は針葉樹を想定した 1 よりも小さな比重や、

と 7 cm とした。比重 SG は 0.8 と 1.2 で、0.8 は幹の

枝や根の無い丸太の幹形状を対象としたものが多い。

中心部を空洞にして調整した。

しかし、実災害では（例えば 2017 年九州北部豪雨の

橋模型は、橋脚 2 本（0.7 cm 幅）、横幅 20 cm 縦幅
8 cm、厚さ 2 cm として、水路下流端から 50 cm 上流
の位置に設置した。水路側面と橋脚、並びに 2 本の
橋脚間は 6.2 cm になるように設置した。水面から橋
桁下面までの余裕高 Hc は 20 mm、40 mm の 2 種類
とした。
実験は 2 台のカメラを用い、上空から橋とその上
流 50 cm の区間を f.p.s.300 で撮影した。橋の側面か
ら閉塞状況を記録した。閉塞は、橋の上流側で水位
が上昇している場合と定義した。投入量が同じでも、

2)

朝倉など）広葉樹などの比較的比重の大きなものや、
根が付いた流木の流出も報告されている 3)。
筆者らはワンスパン橋梁を対象とした実験を実施
して

1), 4)

、流木長は長い方が、直線よりも根付の方

が、橋の余裕高は小さい方が、同じ流木の流量や濃
度でも閉塞しやすいことを示し、ロジスティック回
帰分析を用いて閉塞確率の推定方法を提案してきた。
一方、ワンスパン橋梁では流木の比重の差による明
瞭な差を示すには至らなかった。
本研究では橋脚 2 本の橋を対象として、根付形状
の水面を浮いて流れる 1 より小さい比重と水中を流
れる 1 より大きな比重の流木が、閉塞に及ぼす影響
を水理実験から検討して、防災上有用な知見を得る
ことを目的とした。
2.実験方法
既往研究

1),2)

を参考に、実験は長さ 400 cm、流路

配は 2°、水理条件は流量 2.6 l/s，水深 14 mm、平均

表 1 実験条件（左）と閉塞する最小の濃度 Cw_min（右）
橋
流木
実験
結果
余裕高
長さ
比重
投入本数（10
Cw_min
Hc(mm) Lw(cm)
SG
本毎に変化）
5
45~80 (5 本毎)
0.045
0.8
7
5~60 (5 本毎)
0.045
20
5
70~150
0.032
1.2
7
20~90
0.030
5
50~120
0.053
0.8
7
20~80
0.047
40
5
100~210
0.067
1.2
7
40~110
0.028

図 1 実験概要と橋模型（左）、撮影の様子（中央）、流木模型と閉塞事例（右）
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橋の上流に到達する際の拡散や集積状況は異なる。

るため、水面上を流れる SG0.8 よりも移動速度が遅

そ の ため 、上 空 から 撮影 し た映 像解 析 から 橋の

く、橋付近での滞留時間が長くなる。ワンスパン橋

20 cm 上流の断面を流木が通過する時間を求めて、

梁は橋桁を起点として閉塞する。橋脚のある橋梁で

投入量を除した単位時間流木量を基に、水の流量を

は、橋桁だけでなく、橋脚間や橋脚と橋桁の間を契

考慮した流木濃度 Cw を算出して

1), 2), 4)

、閉塞を評価

機とする閉塞が発生する。SG1.2 は SG0.8 より橋脚

する指標とした。さらに、Cw と実験結果の閉塞・非

を契機とする閉塞が発生しやすく、このような傾向

閉塞を用いてロジスティック回帰分析を行い、閉塞

が出たと考えられる。
Hc20 mm は同じ比重のとき、Cw_min は流木長 Lw に

確率を算出した。

よる差が小さく、SG1.2 では僅かに 7 cm の方が 5 cm
より小さい。余裕高 Hc が相対的に小さいため、橋桁

3.結果と考察
実験結果を図 2 に、回帰分析で得た回帰曲線を図

を契機とする閉塞が主だったことが推測される。

3 に示す。また、実験で閉塞した最小の Cw（以降、

Hc40 mm では同じ比重の流木長で比較すると、7 cm

Cw_min と呼ぶ）を表 1 右に示す。同じ Hc と Lw では、

の方が Cw_min が小さく、SG1.2 で差が著しい。Lw7 cm

Hc40 mm、Lw5 cm を除くと SG1.2 の方が 0.8 より小

は一本で橋脚間をまたがることが出来る長さで、

さい。実験観察より、SG1.2 では流木が水中を流れ

SG1.2 は水中で橋脚を契機とする閉塞が発生しやす
く、橋桁を契機とする閉塞が少ない Hc 40 mm でこ
のような傾向が出たと考えられる。
ワンスパン、並びに橋脚 2 本の比重が 1 より小さ
な流木の既往検討から 1), 2)、余裕高が大きくなると、
閉塞に必要な流木の流量や濃度は大きくなる。Hc に
よる差を比較すると、Lw5 cm と SG0.8、Lw7 cm の
Cw_min は前述の傾向を示すが、SG1.2、Lw7 cm は
Hc40 mm の方が 20 mm より Cw_min が小さい。SG1.2、
Lw7 cm の Hc40 mm は、他の条件と比較して橋脚を
契機とする閉塞が発生しやすく、橋桁を契機とする
閉塞は少なかったと考えられる。
SG1.2、Lw5 cm は、Hc20 mm の方が 40 mm より
Cw_min が小さい。流木長が短く橋脚を契機とした閉
塞が発生し難く、更に Hc40 mm では長さと比重の条
件から橋桁を契機とする閉塞も発生し難い。また、
Hc40 mm の Lw5 cm では SG1.2 の方が 0.8 より Cw_min
が大きく、他と逆の傾向を示す。橋脚ならびに橋桁、
あるいは両者により閉塞が発生するには、大きな流

図 2 実験結果

木塊となることが必要となるため、他の条件と比較
して最大の Cw_min を示したと推測される。
図 3 の解析結果からも、SG1.2、Lw7 cm は閉塞が
発生し始める Cw は Hc による差はないが、40 mm の
方が傾きが急で、一気に閉塞が進む。SG1.2、Lw5 cm
は、Hc40 mm が閉塞の始まる Cw が最大で、傾きも最
も緩く、閉塞が始まっても非閉塞が混在する領域が
長く、閉塞し難い条件であることが明らかである。

図3

解析結果（凡例の H は余裕高、L は流木長）

謝辞 本研究は、公益財団法人河川財団河川基金の助成を
受けたものです。
参考文献 1)中谷ら(2018)，土木学会論文集 B1（水工学）
74(5), I_1081-1086,2)Nakatani et al (2017)，自然災害科学，
36(特別)，15-24, 3)久保田(2019)，水利科学，62(6), 10-22,
2019,4)東谷ら(2020),砂防学会研究発表会概要集, 359-360
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スラッシュ雪崩等の発生に備えた関係機関の連携について
国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所 大森 徹治，田中 僚
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 佐光 洋一，○増澤 徳親

1.はじめに
富士山麓では，天保５年の大規模な雪代災害等，
これまでに多くのスラッシュ雪崩等による災害
が発生しており，近年では，平成２６年に富士山
山梨県側中腹において発生したスラッシュ雪崩
により，道路，休憩施設，展望台が被害を受けた．
令和３年には，富士山大沢川にてスラッシュ雪崩
に起因する土石流が発生した．土砂は大沢川遊砂
地で捕捉されたため，下流域の被害はなかったが，
大沢川遊砂地設置以降，１回の降雨による土砂捕
捉量としては過去最大であった（４７万ｍ３）．
富士砂防事務所では，数年前より富士山の火山
活動を想定した演習等を開催し，火山活動に伴う
土砂災害への対応方針を確認している一方，その
他の大規模土砂移動現象については，スラッシュ
雪崩に起因する土石流を想定し，令和元年度（富
士山静岡県側），令和２年度（富士山山梨県側）の
合同演習にて確認した．
本発表では，２ヵ年の合同演習の概要，明らか
となった課題，解決に向けた今後の取り組みの方
針，コロナ禍を踏まえた合同演習方法の形式検討
結果について報告する．
2.火山活動以外の大規模土砂災害の想定
令和元年度に，スラッシュ雪崩に起因する土石
流（詳細は下記参照），大規模崩壊（大沢川を対象
として，大規模地震により大規模崩壊が発生し，
渓床に堆積した土砂がその後の降雨で流動化し
土石流が発生することを想定），河道閉塞（愛鷹山
須津川流域を対象として，台風に伴う降雨により
深層崩壊が発生したことによる河道閉塞を想定）
の３現象に関する災害シナリオ及び災害対応シ
ナリオについて検討した．令和元年度（１年目）
の合同演習では，富士山静岡県側でのスラッシュ
雪崩に起因する土石流，令和２年度（２年目）の
合同演習では富士山山梨県側のスラッシュ雪崩
に起因する土石流を想定災害として，演習を実施
した（図１参照）．
2.1.令和元年度の合同演習の想定
令和元年度（１年目）の合同演習のスラッシュ
雪崩に起因する土砂災害の想定は，下記の通りで
ある．
① 富士山麓周辺で同時多発的にスラッシュ雪崩
が発生．下流への土砂移動は静岡県及び山梨
県で確認される．
② 富士山スカイライン新５合目の警察臨時派出
所（総合指導センター）が基礎のみを残して
流出し，レストハウスの一部が損壊．
③ 風祭川と県道７２号の合流付近で雪崩・土砂
堆積による道路寸断．
④ 潤井川と風祭川の合流地点で土砂流出堆積を
確認．

二次災害の危険性の高い土砂移動の想定につ
いては，下記の通りである．
① 土石流に伴い風祭沈砂池に大量の土砂が堆積
し，後続流による満砂後，超過土砂の下流へ
の流出による土砂洪水氾濫のおそれあり．
② 富士山スカイライン沿いに小規模なスラッシ
ュ雪崩を多数確認．
2.2.令和２年度の合同演習の想定
令和２年度（２年目）の合同演習のスラッシュ
雪崩に起因する土砂災害の想定は下記の通りで
ある．
① 富士山全域で同時多発的にスラッシュ雪崩が
発生．
② 富士吉田市の宮川と鳴沢村の鳴沢沢の７の上
流域で大規模なスラッシュ雪崩が発生．
③ 発生したスラッシュ雪崩本体部は，標高１４
００ｍ付近で停止したが，土砂と水の一部が
土石流化し流路沿いに流下，宮川，鳴沢とも
に土石流はん濫開始地点付近において流路内
で停止．
二次災害の危険性の高い土砂移動の想定につ
いては，下記の通りである．
① 土石流停止地点上流の河道には土砂が大量に
堆積し，その後の降雨により流出して下流で
土砂洪水氾濫が生じるおそれがある．
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図１ 令和２年度 合同演習における
災害想定範囲

3.コロナ禍を踏まえた合同演習形式の検討
１年目（令和元年度）の合同演習は，コロナ禍
前であったため，対面方式の学習型演習を実施し
た（令和２年１月２９日，富士宮市民文化会館に
て開催）．
（図２参照）また，座学については合同
演習と同日に実施した．
２年目（令和２年度）の合同演習は，コロナ禍
であることを踏まえて，参加機関の会議室と事務
局をｗｅｂ会議システムで接続する，サテライト
方式の学習型演習を実施した（令和３年１月２６
日，サテライト方式で開催）．
（図３，４参照）合
同演習の事前説明会の際に接続試験を行い，参加
機関がトラブルなく接続可能か確認を行った．
合同演習の座学については，事前に収録・編集
を行い，座学動画のＤＶＤを作成し，参加者に配
布した．座学に関する質疑応答については，合同
演習当日に時間を設けた．

図２ 令和元年度 合同演習状況
（対面方式）
サテライト会場A
北陸
地整

事務局

サテライト会場B

北陸
地整

北陸
地整

サテライト会場C
北陸
地整

北陸
地整

北陸
地整

事務局

事務局

web会議システム

事務局

図３ サテライト方式イメージ図

図４ 令和２年度 合同演習状況
（サテライト方式）
3.合同演習から明らかになった課題等
２ヵ年の合同演習後のアンケート結果や合同
演習時の総評等を整理すると，合同演習を通じて
大規模土砂災害対応への理解が深まったとの回
答がみられ，一方でこれまで理解しているつもり
であったが課題があることを認識した等の意見
もみられ，関係機関の防災力向上等に一定の効果
があったものと推察された．
3.1.合同演習形式について
合同演習の形式は，２ヵ年ともに学習型形式で

あり，合同演習を通じて，関係機関はスラッシュ
雪崩が発生時に対応が必要であることは認識さ
れたものと考えられるが，自機関対応について，
対応行動が実行可能であるか検証するため，また，
実効性を高めていくためには個々の機関の災害
対応能力を向上させるための取り組み（例えば，
ロールプレイング形式の演習等）が必要であると
考えられる．
3.2.担当者の異動等について
今回参加していただいた，参加機関については，
新規配属や部署の異動等により防災担当者が入
れ替わるため，今回の演習の効果は経年的に低下
していく可能性があるという課題がある．
3.3.協議会等の設立について
火山噴火以外の大規模土砂災害の対応につい
ては，協議・調整を行う場がないため，大規模土
砂災害対策連絡調整に関する協議会等の設立に
向けた活動が必要であると考えられる．
4.解決に向けた今後の取組み
関係機関間の顔の見える関係の醸成，及び他機
関の防災担当者の災害事象に関する知識・対応に
関する理解の度合いを確認すること等が重要で
あり，そのためには今後も定期的に合同演習を開
催していくことが必要であると考える．次年度以
降も，大規模土砂災害を想定した合同演習の開催
に向けて，スラッシュ雪崩発生，もしくは，河道
閉塞発生を想定した演習のシナリオを作成する
とともに 演習実施に必要な資料を作成し，演習
結果のとりまとめ評価を実施する．演習実施にあ
たっては，災害発生時に中心的に対応に当たる機
関である，県，自衛隊，警察，消防等の関係機関
も招聘し，それらの機関との連携を確認していく
べきであると考えられる．演習の形式についても，
学習型による関係機関連携だけでなく，各機関の
具体的な対応の確認に向いているロールプレイ
ング形式の採用も検討していくことが有効であ
ると考えられる．
合同演習や防災関係協議会の整理を行った検
討から，今後は富士山周辺地域における大規模土
砂災害の発生に適切に対応するためには，関係機
関が連携した対応が必要であり，そのためには各
機関間で顔の見える関係を構築するとともに，体
制構築や情報共有，災害対策支援等に関する基本
的なルールを明確にしていくことが重要である
と考える．そこで，富士砂防事務所管内における
合同演習に関する情報や，降雨や地震に起因する
大規模土砂災害について，関係機関が実施してい
る取り組み等に関する情報の共有，災害対応を適
切かつ速やかに実施するための連携関係の構築
と役割分担等を調整するため，協議会等の設立に
向けた検討（事前説明会開催，準備会開催等）を
行うべきである．形式については，今後の新型コ
ロナウイルスの状況を踏まえつつ，必要であれば，
ｗｅｂ会議形式で行うことが望ましいと考える．
【参考文献】
１）
「富士山の大規模雪代災害‐天保五年（１８３４）
-の流下経路」
（砂防学会誌 平成２１年６２巻２号
ｐ４５-５０）
２）
「第２回富士山の災害～雪代（土石流～）
」
（平成
２４年度やまなし再発見講座＆埋蔵文化財センタ
ーシンポジウム発表資料）
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雪崩による森林被害予測の試み
○ 石澤 淳（信州大学大学院）
福山 泰治郎（信州大学学術研究院）
平松 晋也（信州大学学術研究院）
1. はじめに

幹折れサイズから雪崩速度を算出するために，既往

2017 年 2 月に南アルプス仙丈ヶ岳北東斜面において，

研究 1),2)に準じて，以下の式を用いた。

4.2 ha の森林被害をともなう雪崩が発生した 1)。

𝑣=

𝐷
𝜋𝜎𝑀𝑂𝑅
√
4 𝐶𝑑 𝜌ℎ𝑙 cos 𝜃

(1)

ただし，雪崩速度𝑣(m s−1 )，幹折れ高直径𝐷(m)，曲げ
破壊強度𝜎𝑀𝑂𝑅 (MPa)，抗力係数𝐶𝑑 ，雪崩密度𝜌(kg m−3 )，
雪崩層厚ℎ(m)，雪崩の荷重部から幹折れ高までのアー
ム長𝑙(m)，斜面勾配𝜃(°)である。
雪崩シミュレーションには，スイス雪・雪崩研究所
(SLF)で開発された連続体モデル RAMMS を用いた。
RAMMS では，1 次元流体モデル(Voellmy モデル)を 3 次
元 に 拡張 する こと で雪 崩の 流下 が表 され てい る 。

図 1 雪崩発生地点の位置
この雪崩により発生した倒木の一部(615 m3)は河道に
堆積し，出水による二次災害の危険が考えられたこと
から，中部森林管理局南信森林管理署によって 2018 年
に河道堆積木の処理がおこなわれた。本事例のように
雪崩による森林被害はしばしば発生している（例えば，
竹内ら，2014)。雪崩による森林被害は，

RAMMS によるシミュレーションの計算条件は次の通
りである。計算に利用する地形データは，国土地理院か
ら取得した 5-m DEM を利用した。雪崩の発生域は，森
林被害箇所よりも上流の裸地や疎林帯（4.9 ha）を設定
し，雪崩として流下した積雪の厚さ（上載積雪厚）は，
シミュレーション結果が実際の雪崩の流下範囲や森林
被害箇所を再現できるように試行錯誤した。森林エリ

(1) 木材資源の損失

アは，雪崩発生前に森林であったエリアとした（図 2）
。

(2) 雪崩被害の助長：巻き込まれた倒木による

雪崩の流下範囲と森林被害箇所は，空中写真判読と現

(3) 土砂災害の助長：河道堆積木の二次的な移動による

地調査によって特定した。

などの問題を引き起こすことが想定される。したがっ
て，雪崩による森林被害の予測をおこなうことが必要
と考えられた。
雪崩による森林被害をおこなうためには，過去に発
生した雪崩による森林被害を再現することで，シミュ
レーションの精度を検証・向上させることが必要と考
えられる。そこで本研究では，調査と雪崩シミュレーシ
ョンによって，2017 年 2 月に発生した雪崩を再現する
ことで雪崩のボリュームと森林被害（面積）との関係を
明らかにすること，同一斜面において雪崩による森林
被害の予測をおこなうことを目的とした。

図 2 RAMMS の計算条件．雪崩の発生域と森林エリア
3.結果と考察

2. 方法
雪崩による森林被害の再現・検証と予測は，幹折れ木

幹折れサイズと RAMMS に基づいて算出した 2017 年

の樹種や幹折れ高，幹折れ高直径，剥皮高（以下，幹折

2 月の雪崩による森林被害の再現・検証結果を図 3～5

れサイズとする）から雪崩速度を推定する方法 2)と雪崩

に，予測結果を図 6 に示す。図 3 は，幹折れサイズから

シミュレーションに基づいておこなった。

算出された雪崩速度を空間補間(IDW 法)してえられた
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雪崩の流速分布を表している。下流ほど直径の大きな
幹折れ木が分布していたことから，直径に依存して，下
流ほど推定速度が大きい傾向がみられた。
図 4 は，RAMMS により算出された雪崩の流下範囲
と最大流速分布を表している。試行錯誤の結果，上載積
雪厚を 0.6 m とすると，雪崩の流下範囲と森林被害箇所
がおおむね再現された。このとき，雪崩の発生域の面積
(4.9 ha)と上載積雪厚(0.6 m)から，流下した雪崩のボリ
ュームは 29,400 m3 と見積もられた。幹折れサイズと
RAMMS により算出された推定速度(図 3,4)を比較する
と，RAMMS による推定速度が小さい傾向がみられた。
その一因として，計算に利用した DEM は無雪期の標高

図 5 RAMMS による森林被害箇所の再現結果

データであるため，積雪による地表面の平滑化の影響

図 6 は，同規模の雪崩が再度発生した場合予測され

が計算に反映されていないことが考えられた。
図 5 は，

る森林被害箇所（倒木発生危険箇所）を示している。森

森林エリア(図 2)と RAMMS による計算結果(図 4)を重

林が消失したことで森林による雪崩減勢効果が失われ

ねあわせることによりえられた，森林被害箇所の再現

森林被害が 2.4 ha 程度拡幅・伸長すると予測された。な

結果を示している。計算結果は実際の森林被害箇所を

お，
雪崩のボリュームは 2017 年 2 月の雪崩と同様 29,400

おおむね再現しているものの，一部に過大・過小評価が

m3 とし，森林エリアは図 2 に示す森林エリアから森林

みられた。森林被害箇所の再現結果が過大・過小評価さ

被害箇所を除いたエリアとした。

れたのは，地形データに積雪による地表面平滑化の影
響が加味されていないことで雪崩の流下方向や速度に
誤差が生じたと考えられた。

図 6 RAMMS による森林被害箇所の予測結果
4.おわりに
図 3 幹折れサイズから算出された雪崩の流速分布

本研究では，RAMMS による計算に用いる地形データ
に課題は残されているものの，雪崩による森林被害の
再現・予測はおおむね可能と考えられた。今後は地形デ
ータに積雪による地表面平滑化の影響を加味するとと
もに，検証データを蓄積することで，再現精度の向上に
取り組む予定である。
＜引用文献＞
1) 石澤淳，福山泰治郎，平松晋也，平島寛行：2020 年
度砂防学会研究発表会概要集，p.231-232
2) 竹内由香里ほか：岩手山で 2010-11 年冬季に発生し
た大規模雪崩による亜高山帯林の倒壊状況と雪崩
速度の推定，雪氷 76(3), 221-232, 2014

図 4 RAMMS により算出された雪崩の流速分布
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常願寺川における水・流砂の連続的な把握とシャッター砂防堰堤の効果的な操作検証
北陸地方整備局 立山砂防事務所 野呂 智之,吉村 明 宮下 優
日本工営(株) ○長山 孝彦,古谷 智彦, 中西 隆之介, 伊藤 隆郭
京都大学名誉教授 水山 高久
京都大学大学院防災研究所 藤田 正治
1.緒論:妙寿砂防堰堤に可動式ｼｬｯﾀｰを設置し試験運用を開始，積極
的な土砂流出の制御に取り組んで 5 年が経過した。一方で立山砂防事
務所では，河川に縦断的に流水・流砂計測機器一式（ハイドロフォン・
濁度計・底面流速計・水位計）を設置，流砂観測のﾃﾞｰﾀをﾘｱﾙﾀｲﾑに砂
防事務所に集めて集中管理すると共に，山地河川における流水と流砂
の不連続性，豪雨等に起因した災害発生の予警報ｼｽﾃﾑへの応用，お
よび流域内の妙寿砂防堰堤に設置された可動式ｼｬｯﾀｰの将来的な運
用を見据えた，ﾃﾞｰﾀ管理も行っている 1)。
ｼｬｯﾀｰ砂防堰堤では，この 5 年間で複数回の出水が発生し，試験運
用（開閉操作）を行った。これらの試験運用では，閉操作タイミングを同
一とし，開操作を 1 出水中の時期をずらして操作を行っている。またこの
時，先述の縦断的に設置した流砂観測機器のうち，妙寿堰堤を挟む上
下流の堰堤（空谷砂防堰堤・七郎砂防堰堤），さらにはその下流側（津
之浦下流堰堤・本宮堰堤）にて，土砂調節効果に関するﾃﾞｰﾀを得てい
る。実際に得られたこの操作成果より，シャッター操作に関する知見を
得たため，これを報告する。
2.妙寿砂防堰堤のｼｬｯﾀｰ操作
2.1．期待するｼｬｯﾀｰ堰堤の効果と試験運用ケース:妙寿砂防堰堤に
おけるｼｬｯﾀｰの試験運用（閉操作）は，出水時後半のｽﾘｯﾄからの急
激な土砂流出の抑制，及びｺﾝﾄﾛｰﾙを期待して，出水ﾋﾟｰｸ後の水位低
下中の水位が水通し断面の位置で実施している。この操作に関して
は，水理模型実験によって得られている水深-流量の関係を元に設
図-1 各ｼｬｯﾀｰ操作時の土砂流出ｲﾒｰｼﾞ
定している。他に水位情報を元にした理由は，シャッター操作を行
う際に水位計情報の他に CCTV 映像にて直感
的に確認できる手法である事や，妙寿砂防堰
堤位置での降雨-流出の関係が，降雨観測点
数が少なくまだ十分な予測精度を持たない
ことなどもあげられる。
シャッター堰堤への改築完成以後 5 年間で，
シャッター未操作での検証，出水中の閉操作
→開操作を，3 段階の水位で試行検証した。
シャッター操作は図-1 中の①→④のイメージ
である。一方,ｼｬｯﾀｰを操作しない場合は，固
定横桟とｽﾘｯﾄによる水位のせき上げ効果の
みが現れており，図-1 であれば②→④へ遷移
するイメージである。
次に実施した各試験運用の操作タイミング
を図 2 に示す。それぞれの操作時の出水での
特徴を以下に示す。
図-2 各ｼｬｯﾀｰ操作時のタイミング
2.2 2018.7.5 出水：本出水ではシャッターは
未操作である。出水期間中は常に開状態を維持。
水位低下が開始した直後は堰堤水通し天端と同程
度の高さまで，堆砂敷が形成され,その後水位低下
と共に堆砂敷内の土砂がほぼ全て流出した(図3)。
2.3 2020.7.8 出水：シャッターを水位低下後固定
図-3 2018.7.5 出水（ｼｬｯﾀｰ未操作）
横 2 段目で開操作。水中での土砂堆積が観測され
たが，水位低下と共に全て流出した(図-4)。
2.4 2017.7.4 出水：シャッターを水位低下後固定
横桟最下段で開操作。シャッター閉操作後に土砂
が妙寿砂防堰堤に多く捕捉されたのち，シャッタ
ー開操作以降に堆積した土砂の一部が下流に流出
した。上下流の流砂観測成果，測量成果より，最終
的な土砂収支は，15,688m3 の土砂(空隙込み)が堆砂
敷に残ったと推定された（図-5）
。
図-4 2020.7.8 出水（シャッター閉→水位 5.75ｍ→開操作）
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2.5 2016.7.27 出水：ｼｬｯﾀｰ閉操作後，水位が通常水位
に戻った段階で開操作を行った。この際は，堆砂敷の
一部が澪筋に沿って流出したものの，ほぼ土砂は堆積
したままとなった（図-6）
。
2.6．ｼｬｯﾀｰ砂防堰堤の効果的な操作検証:緒論で述べ
たように，ｼｬｯﾀｰ堰堤ならびに周辺堰堤には，種々の流砂
観測機器が設置されている 1)。出水期間中に観測された
ﾃﾞｰﾀを時系列で整理した事例を示す(図-7)。寿砂防堰
図-5 2017.7.4 出水（シャッター閉→水位 3.0ｍ→開操作）
堤堆砂敷には水位計及び堆積土砂の水中荷重を計測
する LVP ｾﾝｻｰ(荷重,圧力計のみ使用)が設置されてい
る。これにより，ｼｬｯﾀｰを操作しない出水時における
堆砂敷の形成・流失過程が明らかになりつつある。図
-6 は，2020 年出水時における水位と堆砂敷の水中荷
重を示している。水位と LVP 両方の時間変化に注目
すると，水位が約 3.5m を下回った時間帯に堆砂敷の
荷重が減少(流失)している特徴が認められ，この時
図-6 2016.7.27 出水（シャッター閉→水位 1.0ｍ→開操作）
の水位がｽﾘｯﾄ部の固定横桟の設置高さとほぼ一致し
ていることが確認された。このことから，減水期においては，
水位 3.5m 以上の範囲で土砂の堆積が進み，固定横桟による
水位のせき上げ効果が得られなくなる 3.5m 未満まで水位が
下がるにつれ，堆積から浸食へと傾向が徐々に変化していく
と考えられた。
ｼｬｯﾀｰ操作に対する効果についてこの LVP ｾﾝｻｰ，縦断的に配
置された流砂観測機器からの情報より以下の通りに総括で
きる。
（1）ｼｬｯﾀｰ操作を未実施の場合，減水期において，LVP セン
サー上の堆砂面の急激な低下が確認された。その後，出水前
とほぼ変わらない程度まで堆砂面は低下した。また，CCTV カ
メラによる観測では，一旦捕捉されていた土砂が水位低下に
伴い侵食を受けていることが確認された。
下流側に位置する空谷堰堤に設置したハイドロフォンの観
測結果によると，ピーク時と低水位時でのパルスデータの傾
向の変化が小さいことが分かった。これは，妙寿堰堤のスリ
ット効果が機能した結果，空谷堰堤の土砂流出のピークが平
準化されたものと考えられる。
（2）ｼｬｯﾀｰ操作を実施し，水位が 5.75m 程度まで低下したと
きに開操作を実施した場合，増水期における条件はｼｬｯﾀｰ操
作未実施時と変わらないため，掃流砂の挙動も類似したもの
となっている。また，一旦捕捉した土砂が，減水期において
急激に流出している点も，未実施の場合と共通している。
（3）ｼｬｯﾀｰ操作を実施し水位が 3m 及び 1m 程度まで低下した
図-7 2017.7.8 出水（水･流砂の適切な観測事例）
ときに開操作を実施した場合には，減水期における土砂流出
の傾向としては，妙寿堰堤の堆砂敷に土砂がある程度残存していること，及び下流の空谷堰堤における掃流
砂量がｼｬｯﾀｰ操作未実施の時と比較して減少していることが確認された。
2.7．シャッター堰堤の効果的な操作に関する考察:
これまでの試験運用に合わせた研究成果より，ｼｬｯﾀｰの閉操作を固定した場合，開操作を行う水位で土砂流
出特性が異なることが明らかとなった。すなわち，貯留した土砂を貯めたままにしておくことを主体とする
のか，また一連の出水中にﾋﾟｰｸ流出量を遅らせつつ全量を流下させる事を主体にするのか，開操作ﾀｲﾐﾝｸﾞを
替えることで対応可能となる。例えば上流域で大規模崩壊等発生するなどして，急な土砂流出を抑えたい場
合は，閉操作を水位 3m 以下にすることで可能となり，一方で総合土砂管理の観点や平常時の流路・貯砂容量
確保等の観点から，流下土砂の一時貯留をすると共に，時間を遅らせて下流河道へ土砂を流送させる場合に
は，水位 5.7m よりも高い範囲で操作する。
3.結論:常願寺川において，縦断的な流砂観測ｼｽﾃﾑを用いたｼｬｯﾀｰ砂防堰堤の効果検証を進め，妙寿砂防堰堤
のｼｬｯﾀｰ操作や,ｽﾘｯﾄによる土砂流出抑制の効果などがある条件（1 波・閉操作時を固定）の場合には目標に応
じた操作則を示すことができた。一方で,複数波や閉操作時を変化させた場合の影響などについては，下流域
への土砂流出・捕捉・遅延効果などについては検討されておらず，検証の余地が残されている。妙寿堰堤を
縦断的に挟む流砂観測ｼｽﾃﾑを活用し，ｼｬｯﾀｰの試験運用により,土砂移動の監視及び積極的な土砂流出のｺﾝﾄﾛ
ｰﾙを進めていく予定である.
参考文献: 1) 三上幸三ら：砂防学会誌, Vol.66, No.5, p.42-48, 2013. 2) 長山孝彦ら：平成 30 年度砂防学会研究
発表会概要集,p.196-197,2018. 3) 田方智ら：平成 26 年度砂防学会研究発表会概要集(B),p.34-35,2014.
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横桟型シャッターと大暗渠堰堤の組み合わせによる遊砂地の土砂調節と流木捕捉
九州地方整備局 筑後川河川事務所 川合康之※1，梅本武史※2，北本 楽※3
※1
現立山砂防事務所，※2 現九州地方整備局，※3 現紀伊山系砂防事務所
日本工営(株) ○渡部春樹, 田方 智, 湯澤 樹, 伊藤隆郭

通過質量百分率(%)

1. はじめに
赤谷川流域の支川乙石川では，平成29年7月の九州北部豪雨災害により，河床や渓流に大量の土砂や流木が
堆積した。赤谷川への土砂および流木流出抑制策の一つとして，横桟型シャッター付きの大暗渠堰堤を含む
遊砂地工が計画されている。大暗渠堰堤では，出水後半の急激な土砂流出の事例も報告1)されており，その他
にも暗渠部からの流木流出が懸念されるため，横桟型シャッターを暗渠部に設置した。横桟型シャッターは，
最下段クリアランスでは減水期の土砂流出，その他の純間隔では土砂および流木捕捉を期待するものである。
本研究では，遊砂地の効果的な土砂調節および流木捕捉を
表‐1 実験ケース
行うことを目的とし，大暗渠堰堤に設置する横桟型シャッタ
模型
内容
ーの鉛直純間隔および最下段のクリアランスの設定に関し，
直線
横桟型シャッターの配置を検
直線水路を用いた実験的検討を行った。また，地形模型実験
Run1
水路
討（土砂・流木を対象）
を実施し，遊砂地に対して，地形効果および水路実験で検討
Run1 で設定した配置に対し，
地形
した横桟型シャッターの効果を確認した。
Run2
ハイドログラフおよび地形に
模型
2. 実験条件
よる効果を確認（土砂を対象）
実験ケースを表-1，実験条件を表-2に示す。
表‐2 実験条件
(1)実験ケース：Run1は直線水路実験による横桟型シャッターの配置
項目
実験条件
検討，Run2は設定した横桟型シャッターの配置に対する土砂の捕
相似則
フルード相似
捉効果を地形模型実験で確認するケースである。
模型縮尺
1/50
(2)粒径：d95 = 366.5 mm，d60 = 30.1mmを持つ粒径加積曲線(R1，R2
350m
模型範囲
の河床材料調査結果)を基に設定した。(図-1)
500m
ピーク流量：100m3/s
(3)ハイドログラフ：Run1では，横桟部への流木の閉塞状況をみるこ
継続時間：1.6 時間
ハイドロ
とから，清水時に堰堤水通しを越流しない流量をピーク流量に持
グラフ
ピーク流量：140m3/s
つ減水型のハイドログラフを設定した。Run2では対象地域の100
継続時間：10 時間
年確率流量のハイドログラフを設定した。(図-2)
830m3
供給
(4)流木諸元：流木長は折損等により立木長の1/2～1/3倍になるとの報
土砂量
44,700 m3
平衡給砂（輸送濃度 cf ＝
告2)を基に，流木捕捉に対し，危険側となり得る1/3倍として設定し
給砂
0.010：河床勾配 1/30 の丸
た。流木長の頻度分布の内，95％，50％の2種類の流木長を設定し
め）
た。直径は平均胸高直径(50％)とした。(表-3) 樹種は，現地調査結
d95 = 366.5 mm ， d60 =
粒径加積
果より針葉樹を対象とした。針葉樹は比重が1.0よりも小さくなる
30.1mm を持つ曲線（R1，
曲線
3)
ため，模型では比重0.98のポリエチレン製の丸棒を用いた。
R2 の河床材料調査結果）
胸高直径：26.1cm
(5)横桟型シャッターの配置：横桟型シャッターの配置は表-4に示す
流木長：L95=8.3m，L50=5.9m
ように，合計4パターンとした。(Run1)
流木
幹材積：ρ95=0.244m3/本，
3. 実験結果
ρ50=0.192m3/本
3.1 横桟型シャッターの配置検討（直線水路実験）
樹種：針葉樹
いずれのシャッター配置において，次に示す傾向が確認できた。
1,000 本
給木量
（給木速度 300 本/h）
給木初期の段階で暗渠部は流木により閉塞するため，せきあげ効果
河床勾配
1/30（=1.91°）
により土砂も捕捉するが，その後，透過部通水断面積の減少に伴う
36m（水通しと袖部を取り
水路幅
越流が生じ，流木は水通しから流出する。通水後には給木初期に捕
込める幅）
捉した流木が暗渠部で閉塞した状態となる。また，暗渠部は流木で
※網かけ部は直線水路実験の条件，
閉塞するが，横桟最下段は，大小はあるもののクリアランスになっ
※原型値での記載
ており，減水期に土砂流出が行われる。(図-4)
100
図-5に透過部面積比と土砂・流木流出率の関係を示す。透過部面積
90
95％粒径
河床材料調査結果（R1，R2）
80
：366.5mm
比は，暗渠部の面積に対する透過部の総面積の比として定義した。(図-3)
70
60％粒径：30.1mm
土砂流出率は透過部面積比0.604，流木流出率は透過部面積比0.663で最も
60
50
小さくなり，最下段純間隔はいずれも1.0mの時に，土砂または流木に対
40
30
して効果がある。透過部面積比が小さい場合，通水初期の段階で，流木
20
が暗渠部で閉塞するが，通水断面積の減少に伴う越流のタイミングも早
10
0
くなるため，後続の流木が流出しやすくなる。透過部面積比が大きい場
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
粒径(mm)
合は，単純に暗渠部からの土砂や流木が流出しやすくなる。
横桟型シャッターの配置は，土砂または流木流出量の小さくなる配置
図‐1 河床材料調査結果
②および③での設定が望ましい。本検討では，通水初期から通水後まで
の，土砂・流木捕捉および土砂流出に対しての一連の効果を期待できる
透過部断面積比0.663(純間隔：500mm，最下段：1,000mm)を横桟型シャッターの配置(配置②)とした。
3.2 遊砂地の土砂捕捉効果（地形模型実験）
横桟型シャッターの配置(配置②)を反映した地形模型実験を行った。
図-6に流況写真を示す。4時間後(ピーク流量時)は，流入角度により流れが遊砂地左岸側へ向くため，堰堤
正面左岸側に流れが衝突する。そのため，遊砂地内で時計周り(右回り)の流れが形成され，主として流路沿い
の左岸側に土砂が堆積する。減水期の5時間後には，左岸側の堆積土砂を避け，河床位の低い右岸側に流路が
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表‐3 樹木諸元（立木，流木）
遷移し始める。流路の変遷とともに，遊砂地左岸側から右
立木諸元
流木諸元
岸側に徐々に土砂が堆積し，最終的には遊砂地全体に堆積
累積相対
度数
材積
材積
立木長さ 胸高直径
流木長
胸高直径
する。
（％）
(m)
(cm)
(m)
(cm)
(m /本）
(m /本）
図-7に流出土砂量の時系列を示す。流出流砂量のピーク
50
17.6
26.1
0.444
5.9
26.1
0.192
95
25
26.1
0.605
8.3
26.1
0.244
カット( 給砂量5.73m3/sに対して
流出流砂量は0.34m3/sであり94％
120
500
表‐4 横桟型シャッターの配置
ハイドログラフ
450
程度の低減)が行われた。減水期
100
400
鉛直
最下段
給木量
透過部
350
80
での流出流砂量のピーク値は，5
配置
純間隔
純間隔
300
面積比
3
60
250
時間後の0.66m /sであり，流出流
（m）
（m）
200
40
150
砂量のピークのタイミングを遅
①
0.5
0.5
0.567
100
20
②
0.5
1.0
0.663
らせる。また，横桟型シャッター
50
0
0
③
0.5
1.5
0.790
がない場合の流出流砂量のピー
0
0.5
1
1.5
2
時間(hr)
④
0.25
1.0
0.604
3
4)
ク値は1.6m /s程度で ，暗渠部に
160
10
※透過部面積比：透過部総面積
/
暗渠部面積
横桟を設置することにより，流出
ハイドログラフ 9
140
給砂量
8
流砂量が低減される。
120
7
暗渠部
100
6
4. おわりに
横桟
（堰堤上流より）
80
5
得られた知見を以下に示す。
4
60
3
40
直線水路実験
A3
2
20
1
純間隔
①土砂・流木捕捉に対し，効果の
A2
0
0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
ある透過部面積比は異なる。
最下段
時間(hr)
A1
純間隔
(土砂：面積比0.604，流木：面
図‐2 ハイドログラフ
ⓐ暗渠部の面積：A
積比0.663) 通水初期から通水
透過部面積比
（上：Run1，下：Run2）
ⓑ透過部の総面積：A1+A2+A3 ：ⓑ÷ⓐ
後までの土砂・流木捕捉およ
び土砂流出効果を踏まえ，透
流木
流れ
図‐3 横桟型シャッター配置の模式図
過部断面積比0.663を横桟型
シャッターの配置とした。
10.0
100.0
最下段
9.0
98.0
②暗渠部では，給木初期に暗渠
土砂
：クリアランス
8.0
96.0
→減水期に土砂
流出
が流木で閉塞，せきあげによ
流出
7.0
94.0
横桟
率(％)
り後続の土砂を捕捉する。流
6.0
92.0
減水期
5.0
90.0
木による暗渠閉塞後も横桟最
→最下段より
4.0
88.0
土砂流出
流木
下段ではクリアランスが確保
3.0
86.0
流出
2.0
84.0
され，減水期には土砂が流出
率(％)
1.0
82.0
する。最下段のクリアランス
0.0
80.0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
は減水期の土砂流出，その他
透過部面積比（透過部面積/暗渠面積）
の純間隔は土砂・流木の捕捉
I ：最下段純間隔
➢ 土砂流出率：給砂量に対する流出土砂量の割合
に対する機能を持つ。
➢ 流木流出率：給木量に対する流出流木量の割合
図‐4 流況写真
地形模型実験
（Run1，配置②，暗渠閉塞時，
①ピーク流量時には遊砂地内
上：横から，下：下流から） 図‐5 透過部面積比と土砂・流木流出率の関係（Run1）
への流入角度により，堆砂域
堰堤全面で平面
で時計周りの流れを形成し
渦が形成される
（時計回り）
6.0
給砂量
ながら主として左岸側で土
(m3/s）実験
5.0
砂が堆積する。減水期は左岸
で使用
流出流砂量
4.0
側の土砂堆積を避けるよう
(m3/s)
3.0
に，右岸側に流路を形成，土
主として遊砂地
砂を堆積しつつ，堰堤下流に
2.0
左岸側に土砂が堆積
4時間後
遊砂地上流より
一部の土砂が流出する。
1.0
土砂流出に
流路が左岸側から
共通事項
より水褥池
0.0
右岸側に遷移
に土砂堆積
→右岸側に土砂が
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
①横桟型シャッターは，流出土
堆積し始める
時間(h)
砂量のピークカット，減水期
図‐7 流出流砂量の時系列（Run2）
の急激な土砂流出，土砂・流
木捕捉に対して効果がある。
②調節型の堰堤に対し，横桟型シャッターを計画する場合は，最下段の
5時間後
減水期に流路が形成される
遊砂地上流より
→中央部～右岸側はアーマー化
クリアランスは最大粒径～移動層厚程度に設定することで減水期の
土砂流出を行い，その他の純間隔は胸高直径や最大粒径で設定するこ
土砂流出に
右岸側暗渠
より水褥池
が閉塞
とで出水時の土砂・流木の捕捉を行うことが可能であると考えられる。 に土砂堆積
今後は，流木を含む流れを対象とした地形模型実験を行い，遊砂地で
の効果的な流木対策を検討するために，流木量(時系列含む)や流木の挙
動と堆積傾向に関するデータ取得を行う予定である。
参考文献: 1)水山高久ら:砂防学会誌,43巻2号,pp.29-34,1990, 2)水山高久
通水後
ら:土木研究所報告,第183号-3,pp.71-156,1991, 3)矢澤亀吉: 日本林學會
遊砂地上流より
誌 ,23(8),457-459,1941, 4) 梅 本 武 史 ら ： 九 州 国 土 交 通 研 究 会 論 文 ,I 部
門,No.3,2020
図‐6 流況写真（Run2）
ピーク流量
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土石流規模を考慮した砂防堰堤の機能評価に関する研究
広島大学大学院先進理工系科学研究科

○長谷川祐治

京都大学大学院農学研究科

中谷加奈

立命館大学理工学部

里深好文

広島大学防災・減災研究センター

海堀正博

１．はじめに
土石流が発生すると被害の甚大度が大きく、適切な防災対策が必要である。土石流の被害の防止軽減
には、砂防堰堤の設置が大きな効果を発揮している。これまで土石流発生事例を対象に、現象の把握や
対策の検討に有効な土石流シミュレーションが広く実施されてきた。一方で、適切な計算結果を得るた
めには、土砂量や流量などの規模や代表粒径などの条件を同定することが必要となる。災害事例の再現
では、災害後の調査結果からピーク流量や土砂量を設定出来るが、災害発生前にこれらの情報を正確に
予測することは難しい。一般に土砂災害警戒区域では、砂防計画で 100 年確率規模の降雨を基にして、
上流の渓流調査や地形条件から土砂量やピーク流量が一つの規模で設定される。しかし、近年の極端な
気象条件により想定を上回る規模の土石流が発生する場合がある。想定規模を超える土石流が発生する
と、土砂災害警戒区域を超えた範囲まで被害が及ぶことも考えられる。また、シミュレーションによる
砂防堰堤の検討では、複数の土石流シナリオを考慮して下流の住
宅地への効果を定量的に検討したものは殆どない。そこで、筆者
ら 1)が提案した以下の方法を用いて、堰堤の下流での被害軽減に
着目した機能評価を行った。単一の土石流シナリオだけではな
く、複数のシナリオを繰り返し計算して、ある地点において閾値
を超えた回数をカウントして、その結果を重ね合わせて危険度分
布を作成し、砂防堰堤が有る場合と無い場合で比較検討した。
２．対象地域

図-1

広島市西区井口台を対象とした。流域面積は 0.031 km2、河床勾

井口台第 4 号砂防堰堤によ
る土砂捕捉状況

配は 15-20°である。井口台の雨量観測所によると、2020 年 7 月
5 日から 8 日にかけて、最大 24 時間雨量 198 mm、最大時間雨量
27 mm/h（16-17 時）の降雨が発生し、土石流は 17-18 時に発生し
たことが報告されている。この地域では、複数渓流で砂防堰堤の
整備が進んでおり、対象渓流においても谷出口の砂防堰堤で土砂
を捕捉して、下流への被害はなかった。その後の調査において砂
防堰堤では約 1,200 m3 の土砂を捕捉したことを確認した（図-1）
。
３．土石流シミュレーション
シミュレーションには、GIS を実装した土石流シミュレーショ
ンシステムである HyperKANAKO2)を用いて数値シミュレーショ
ンを実施した。本システムは、土石流の抵抗則や侵食堆積速度に
高橋モデル 3)を採用し、山間部で流れ方向のみに拘束される一次
元領域の谷部から，流れ方向だけでなく横断方向にも流れが広が
る扇状地の二次元領域までを連続的に扱える結合モデルである。
図-2 に計算領域を示す。地形には解像度は 1m の標高データを使
用し、扇状地の建物標高が反映されることで相対的に標高の低い
道路が表現される DSM に補正した。計算に必要な土砂量やピー
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図-2

計算対象領域

ク流量は、今回発生した土石流の規模に合わせた。土砂量は 1,200 m3、ピーク流量は砂防堰堤水通し断
面の 40 m3/s である。一次元領域の下流端から 5 m 上流の位置に高さ 9 m の砂防堰堤を設置し、上流端
から水と土砂を供給した。土石流のシナリオを設定するにあたり、最小流量 10 m3/s に設定し、最大流
量を今回発生した土石流規模の約 2 倍の 80 m3/s として、10 m3/s 刻みで設定した。本解析では流量を大
きくすると土砂量も大きくなる。なお、2018 年に広島県で発生した土砂災害では想定の最大約 2.5 倍の
土砂量が報告されている。上流端から供給するハイドログラフは三角形状として、継続時間を約 300 秒
に設定した。現場で見られた土砂のサイズや堆積状況から，代表粒径 0.05 m とした。その他のパラメー
タは、砂礫密度 2,650 kg/m3、液相密度 1,180 kg/m3、マニングの粗度係数 0.03 s/m1/3、河床の容積濃度
0.65 である。
４．結果と考察
2020 年に土石流が発生した
規模での再現計算を行った結
果、設定した堰堤では約 1,200
m3 の土砂を捕捉することを確
認した。図-3 に堰堤有、無の場
合の最大水位の閾値を 0.5 m、
1.0 m とした危険度分布を示す。
頻度が 0.5 を上回る時は、2020
年に発生した土石流規模を超
える結果である。これらの結果
から土砂災害警戒区域を大き
く超えることはなかった。ま
た、閾値が 0.5 m と 1.0 m を比
較すると、堰堤無では氾濫範囲
が 0.63 倍に小さくなる。同様に
比較すると、堰堤有では 0.51 倍
に小さくなる。頻度が 0.5 以上
となる地点を見ると、氾濫範囲
が堰堤無では 0.61 倍、堰堤有で
は 0.57 倍に小さくなる。一方

図-3

最大水位の危険度分布

で、堰堤有、無による氾濫範囲を比較すると、閾値 0.5m では堰堤無と比べて有では 0.46 倍、閾値が 1.0m
では 0.37 倍小さくなり、堰堤が機能し危険度が高い範囲が谷出口周辺の一部に縮小したことがわかる。
頻度が 0.5 以上の地点を見ると、閾値 0.5m では 0.71 倍、閾値 1.0m では 0.75 倍となり、上記と比べると
堰堤の効果が小さい。これは、想定を超える規模の条件を検討していることが理由である。
５．おわりに
砂防堰堤の機能評価を土石流数値シミュレーションにより検討した。単一の土石流シナリオではなく
複数シナリオを用いて、堰堤の下流危険度分布を示すことで、想定を超える規模の条件であっても、堰
堤の機能を評価することができる。
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1. はじめに
土石流は大小様々な砂礫で構成された流れであり，これらの砂礫の相互作用によって土石流内部で粒度偏
析が生じる．その結果，土石流先頭部に比較的粒径の大きい礫が集積する場合がある．土石流先頭部に集積
した大礫は，構造物への衝突や狭窄部での閉塞等により土石流被害の拡大要因となり得る一方で，透過型砂
防堰堤のように防災上利用可能な現象ともいえる．どちらの場合も，土石流先頭部で大礫がどの程度集積す
るかを予め推定することが重要である．しかし，土石流先頭部の大粒子集積機構については未だ統一的な見
解が得られておらず，土石流が流下する山地渓流の諸条件（渓流勾配，渓流長等），土石流の規模，粒度構成
が当該現象に及ぼす影響も十分に把握できていないため，当該現象の程度を予測することが困難である．
本研究では，これまで筆者らが行ってきた 2 粒径混合砂礫土石流の先頭部大粒子集積に関する水路実験 1)2)
の新たな粒度構成条件として，実際の土石流に含まれるような大粒径礫（水深粒径比 h/d =1～3）を含んだ条
件で実験を行った．また，これらの実験結果に加えて，筆者らの既往実験結果 1)2)，同じく 2 粒径混合砂礫土
石流の先頭部大粒子集積を対象とした宮本の実験結果 3)，5 粒径を均等混合した土石流を対象とした和田 4)
の実験結果から，それぞれの粒度構成・水路条件を表す指標（パラメータ）と先頭部大粒子集積との関係を
整理し，多様な条件下において当該現象を評価し得る統合パラメータを検討した．
表－1

2. 実験方法

指標検討に用いた実験の粒度構成・水路条件
粒度構成

供給 移動床 水路

初期

水路勾配

先頭部

3. 土石流先頭部の大粒子集積に関する評価指標
図-1～図-3 に，実験の粒度構成・水路条件から抽出
した物理量（無次元掃流力，粒径比 dL/dS，流下時間
T (= L/Um)）と土石流先頭部の大粒子存在割合 PL との
関係を示す．また，表-2 に上記を含めた物理量と PL
との関係を整理する．初期体積平均径 dm0 は PL と比例
の関係，水路勾配 I は PL と反比例の関係であった．dm0
の増大は土石流内部のエネルギー散逸の増大，I の減少

先頭部大粒子存在割合 PL

Case
取得
幅 堆積厚  (°)
大小粒径 大小粒径 dm0 流量 Q 長 L
実験では，筆者らの既往実験 2)で用いた移動床
(mm) 配合割合 (mm) (cm3/s) (cm) B(cm) (cm)
時間t
長 L =300 cm，水路幅 B =10 cm の直線水路を用い，
Case 1 19.0, 10.7
13.81
2.2～
Case 2
19.0, 7.1 大 20% 12.56 1000
水路勾配は 15°とした．使用砂礫は，前年の実 本
300
10
5
15
7.4
研 Case 3
19.0, 3.0 小 80% 12.02 2000
究
秒
験で用いた平均粒径 10.7 mm，7.1 mm，3.0 mm，
Case 4
19.0, 1.4
11.97
A1)
470
90
7
15, 20, 25
Case
5
10.7,
7.1
8.10
1.4 mm の一様砂礫と，平均粒径 19.0 mm の大粒
B2)
670
300
10
15
A1)
470
90
7
15, 20, 25
径礫（全砂礫の平均質量密度= 2.642 g/cm3，堆
Case 6 2) 10.7, 3.0
6.44
B
670
300
10
15
積時の平均容積濃度 C*= 0.561，平均内部摩擦角
A1)
470
90
7
15, 20, 25
Case 7 2) 10.7, 1.4
3.2～
6.28
B
670
300
10
15
大 20%
5
11.8
tan = 0.703）であり，大粒径礫 20%に対して残り
A1)
470
90
7
15,
20,
25
Case 8 2) 7.1, 3.0 小 80% 4.53
秒
B
670
300
10
15
4 種の粒径をそれぞれ 80%となるよう混合して
A1)
470
90
7
15, 20, 25
既
Case
9
7.1,
1.4
4.19
Case 1～4 の混合砂（初期体積平均径 dm0 =11.97～ 往
B2)
670
300
10
15
1)
研
470
90
7
15, 20, 25
13.81 mm）を作成した（表-1 参照）
．上流端給水 究 Case 10 AB2) 3.0, 1.4
1.97
670
300
10
15
量は単位幅流量 100 cm2/s または 200 cm2/s とした．
2.0～15.0 大 20%
6～8 秒
15, 17, 20,
宮本の
小 80% 2.68～ 1000～ 1200
10
15
(筆者ら
本実験および既往実験 1)-4)の流れは次のようで
3) から 2 粒
22
11.38
3000
既往実験
(50%配合
の推定)
径抽出 は除外)
ある．混合した実験砂を所定の厚さで水路床に敷
2.83～10.32 もしく
5.1～
9.23
3, 6, 9, 12,
和田の
き詰めた後，上流端より給水し，敷き詰めた実験
100
175
7
5.7
8.0
は 4.73～12.07 の 7.59
15, 18
既往実験 4)
秒
5 粒径を均等配合
砂を侵食させることで土石流を発生させる．水路
下端に到達した土石流を先頭部から採取し，採取した土石流に含まれる各粒径砂礫の存在割合を計測する．
採取時間t は，本実験，筆者ら 1)2)および和田 4)の既往実験では採取状況の撮影動画より計測したが，宮本の
実験 3)では，連続式，高橋による土石流平均流速公式および平衡土砂濃度式 5)を用いて断面平均流速 Um およ
び平均流動深 hm を算出し，実験での土石流採取量 20000 cm3 の取得に要する時間を逆算して求めた．また，
0.65
和田 4)の既往実験では，最大粒径階を大粒子，残りの 4
初期存在割合
Case1-4_15度(水路長300cm, 100cm2/s)
Case1-4_15度(水路長300cm, 200cm2/s)
0.6
粒径階を平均化したものを小粒子と見なして実験結果
Case5-10[A]_15度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
Case5-10[A]_20度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
Case5-10[A]_25度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
0.55
を整理し，水路勾配 3°の条件は他の勾配条件とは異な
Case5-10[B]_15度(水路長300cm, 67cm2/s)前田2020
宮本1985_15度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
宮本1985_17度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
る流送形態（掃流砂）となるため本検討から除外した．
0.5
宮本1985_20度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
宮本1985_22度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
和田2016_6度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_9度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_12度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_15度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_18度(水路長175cm, 100cm2/s)

0.45
0.4

※宮本1985以外は3回の
試行結果の平均値を使用

0.35
0.3

0.25
0.2
0.15
0

図－1
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0.5
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1.5

2

2.5
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3.5

無次元限界掃流力 *

4

4.5

5

5.5

無次元掃流力*と先頭部大粒子存在割合との関係

初期存在割合

0.65

先頭部大粒子存在割合 PL

先頭部大粒子存在割合 PL

Case1-4_15度(水路長300cm, 100cm2/s)
※宮本1985以外は3回の
は土石流の重力の流れ方向成分の減少に繋がることか
Case1-4_15度(水路長300cm, 200cm2/s)
Case5-10[A]_15度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
試行結果の平均値を使用
0.6
Case5-10[A]_20度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
ら，どちらも土石流流速を低下させる要因となる．し
Case5-10[A]_25度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
Case5-10[B]_15度(水路長300cm, 67cm2/s)前田2020
0.55
宮本1985_15度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
たがって，土石流流速の低下が先頭部大粒子集積を進
宮本1985_17度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
宮本1985_20度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
宮本1985_22度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
0.5
行させる要因の一つであると推察できる．このことは，
和田2016_6度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_9度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_12度(水路長175cm, 100cm2/s)
0.45
Um およびが PL と反比例の関係であることからも示
和田2016_15度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_18度(水路長175cm, 100cm2/s)
0.4
唆される（と PL との関係については図-1 参照）
．土
石流流速の低下は相対的に河床鉛直方向の粒子の運動
0.35
を顕在化させることから，当該現象の主要機構は，宮
0.3
本 3)が考察したように，
「パーコレーション（流れ内部
0.25
の大粒子間隙への小粒子の落下）」による土石流流動層
0.2
内の逆グレーディングの形成であると考えられる．
0.15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
一方で，宮本 3)は小粒子が大粒子より多い条件では
粒径比 dL / dS
「活動的な小粒子の衝突による大粒子の流動層上方へ
図－2 粒径比 dL/dS と先頭部大粒子存在割合との関係
の移動」によって逆グレーディングの形成が起こると
初期存在割合
Case1-4_15度(水路長300cm, 100cm2/s)
0.65
Case1-4_15度(水路長300cm, 200cm2/s)
Case5-10[A]_15度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
している．図-2 に示す dL/dS と PL との反比例関係は，
Case5-10[A]_20度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
Case5-10[A]_25度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
0.6
Case5-10[B]_15度(水路長300cm, 67cm2/s)前田2020
大小粒子の粒径差が大きく小粒子衝突による大粒子へ
宮本1985_15度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
宮本1985_17度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
0.55
宮本1985_20度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
のエネルギー伝達が発生し難い条件では逆グレーディ
宮本1985_22度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
和田2016_6度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_9度(水路長175cm, 100cm2/s)
0.5
和田2016_12度(水路長175cm, 100cm2/s)
ングが形成され難いことを示していると考えられ，上
和田2016_15度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_18度(水路長175cm, 100cm2/s)
0.45
記の宮本の考察を支持している．
※宮本1985以外は3回の
試行結果の平均値を使用
0.4
以上の考察から，土石流先頭部の大粒子集積（逆グ
0.35
レーディング）は「パーコレーション」と「活動的な
0.3
小粒子の大粒子への衝突」の 2 つの作用によって進行
していると考え，これらを評価するパラメータとして
0.25
「無次元掃流力」と「粒径比 dL/dS」の 2 つの無次元
0.2
量を統合パラメータの要素として抽出する．また，PL
0.15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
と比例関係を示す流下時間 T（図-3 参照）は当該現象
流下時間 T (=L / Um) (s)
の進行継続時間を示す重要なパラメータであり，統合
図－3 流下時間 T と先頭部大粒子存在割合との関係
パラメータの要素として抽出する．
表－2 様々な物理量と
抽出パラメータを組み合わせ，表-1 に示す全ての実験条件での PL を評価
先頭部大粒子存在割合との関係
し得る統合パラメータを検討した．この結果，図-4 に示すように，(1)式右
物理量
比例
反比例
辺第一項に示すような統合パラメータ（無次元掃流力の乗，粒径比 dL/dS
流下距離 L
○
○
の乗に反比例し，初期体積平均径の乗，流下時間 T の乗に比例）と
平均流速 U m
※勾配別で
整理した場合
することで，全実験条件の PL との相関が比較的良好となることがわかった．

PL  k

g

 1.5 dm0 d L / d S

T 2  PL 0 ･････････････ (1)

ここに，k：係数（近似式の傾きに相当，= 9.5×10-7）
，PL0：大粒子の初期存
在割合（近似式の y 軸切片に相当，= 0.2）
，g：重力加速度である．ただし，
上記の統合パラメータは，土石流の先端から 8 秒程度通過分までに含まれる
PL を対象としており，先頭部に限定したパラメータとなっている．したが
って，土石流先頭部から後続部までの PL を評価し得るパラメータについて
は今後更なる検討が必要である．

流下時間 T (=L/U m )
初期体積平均径d m 0

参考文献 1）前田ら：令和元年度砂防学会研究発表会概要集,
pp.493-494, 2019，2）前田ら：令和 2 年度砂防学会研究発表会
概要集, pp.151-152, 2020，3）宮本：立命館大学博士学位論文,
pp.73-99, 1985，4）和田：京都大学博士学位論文, pp.111-134, 2016，
5）高橋：京都大学防災研究所年報, Vol.20, B-2, pp.405-435, 1977

先頭部大粒子存在割合 PL

水路勾配 I

○

相対水深 h/d m 0

○

採取時間 t

○
―

―

※黄色ハッチングは統合パラメータの要素．
採取時間t については先頭部大粒子存在割合との
明確な関係性は確認できなかった．

PL = 9.5×10-7×x + 0.20
R2 = 0.684

0.6

本研究では，混合砂礫土石流の先頭部大粒子集
積について多様な条件下で評価し得る統合パラメ
ータを検討した．今後は，比較的良好な結果を得
た統合パラメータの物理的な意味を検討するとと
もに，流下距離や供給流量等の更なる多様な実験
条件下での結果を用いて，より妥当性の高い統合
パラメータの検討を行う必要がある．

○
○

無次元掃流力 τ *

0.65

4. おわりに

○

粒径比 d L /d S

0.55
0.5
0.45

※宮本1985以外は3回の
試行結果の平均値を使用

0.4

初期存在割合
Case1-4_15度(水路長300cm, 100cm2/s)
Case1-4_15度(水路長300cm, 200cm2/s)
Case5-10[A]_15度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
Case5-10[A]_20度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
Case5-10[A]_25度(水路長90cm, 67cm2/s)前田2019
Case5-10[B]_15度(水路長300cm, 67cm2/s)前田2020
宮本1985_15度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
宮本1985_17度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
宮本1985_20度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
宮本1985_22度(水路長1200cm, 100-300cm2/s)
和田2016_6度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_9度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_12度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_15度(水路長175cm, 100cm2/s)
和田2016_18度(水路長175cm, 100cm2/s)

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0

図－4
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野尻川7号堰堤 LVPセンサーによる検知（2020年6月11日）
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１. はじめに： 桜島では，2000 年頃まで火山活動が活発
で，野尻川・有村川等の河川において土石流が頻発し
た 1)。その後，2010 年頃より火山活動が活発化し，土
石流の発生が増加している。土石流による流送土砂量
の時系列特性の把握のために，有村川と野尻川におい
て，ｽｲｽでの技術 2)を応用した土石流荷重計ｾｯﾄ 3)-5) を用
いた土石流計測が行われてきた。一方，土石流検知の
次世代技術として，荷重計，加速度計と圧力式水位計
を用いた土石流検知ｾﾝｻｰ(LVP (= Loadcell, Vibration and
Pressure meters))の開発に至った 6)。同ｾﾝｻｰはﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ
との組み合わせを基本として，土石流検知の閾値設定
のためのﾃﾞｰﾀ収集とｵﾝﾗｲﾝ化を行っている。図－1 は，
最近の一例として，2020 年 6 月 11 日出水での LVP ｾﾝｻ
ｰによる土石流流下の検知である。ここでは，前報 7) に
続き，土石流荷重計ｾｯﾄと LVP ｾﾝｻｰのﾃﾞｰﾀを示す。
2. 土石流荷重計による土砂濃度の算出： 土石流荷重計ｾ
ｯﾄは，2012 年に有村川 3 号堰堤（2m×4m ﾌﾟﾚｰﾄ型・1
基）に，2014 年に野尻 1 号（1m×1m ﾌﾟﾚｰﾄ型・3 基）
にそれぞれ設置された 8) 。
(1) 観測ｻｲﾄ周辺の河床勾配： 土石流荷重計の設置され
ている有村 3 号堰堤,野尻川 1 号堰堤における流域情報
は，それぞれ，次のようである。有村川 3 号：流域面
積 約 1.35 km2, 堆砂域の平均河床勾配 1/15.5 (=3.7°)
で上流域は 1/7.6 (= 7.5°)であり，野尻川 1 号：流域面
積 約 3 km2, 堆砂域の平均河床勾配 1/22 (=2.6°)。
いずれも上流から流下する土石流の平衡勾配よりも
勾配が小さく，土砂の比重を 2.65 と仮定して，高橋式
を用いると，平均土砂濃度は，0.0643（3.7°），0.0437
（2.6°）である。
(2) 解析による土砂濃度： 土石流荷重計ｾｯﾄでは，底面の
圧力計で細粒成分の土砂濃度を求め，荷重計，圧力計
と水位計測等で，粗粒成分の土砂濃度を算出する 9)。細
粒成分と粗粒成分の定義は今後の検討課題であるが，
ここでは，それぞれ，圧力計，荷重計で主体的に計測
されるものとする。表-1 および表 2 は，有村 3 号堰堤
および野尻 1 号堰堤で計測・解析が可能であった土石
流のﾃﾞｰﾀを示している。比較のために，ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰの切
断段数（後述），土石流発生時までの積算降雨量 (mm),
発生直前の 10 分間最大雨量 (mm)，画像解析等で得ら
れたﾋﾟｰｸ流量 (m3/s)の値も示している。さらに，土砂濃
度は，細粒成分（C），粗粒成分（F）に分けて示して
いる。いずれも，高橋式の土砂濃度式の値よりも，粗
粒成分の土砂濃度は大きい。また，既報よりも両ｻｲﾄの
土砂濃度の平均値は，若干，小さくなっている。有村 3
号堰堤では，急な勾配から緩い勾配（3.7°）に流入す
る土砂堆積域であることや，両ｻｲﾄともに，泥水の混入
による石礫成分（粗粒成分）の土砂濃度の違いなど，
今後，考慮すべき影響があると考えられる。
3. 土石流発生の検知と LVP ｾﾝｻｰ： 桜島では，ﾜｲﾔｰｾﾝｻ
ｰが河床から 60 cm ごとに 3 本設置され，1 段(河床から
60 cm)，2 段(120 cm)，3 段(180 cm)によって，土石流の
発生を検知し，併せて，流れの規模の参考にしている。
(1) 土石流の計測： LVP ｾﾝｻｰは河床に設置し，ﾜｲﾔｰｾﾝｻ
ｰとの組み合わせによって連続的な土石流の検知を行
うものである 6)。ﾜｲﾔｰの誤検知防止やﾜｲﾔｰの切断後の現
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図-1 野尻 7 号堰堤での LVP センサーによる土石流検知例
表-1 土石流荷重計による計測ﾃﾞｰﾀ（有村 3 号堰堤）
No.

Y/M/D

Wire

c

－

2018 年ま
で 7)
2018/5/2

－

0.444 (C: 0.299,
F: 0.192)

15

R

( r10m )
－

Qp
－

2

0.306 (C: 0.164,
18.0
136.9
F: 0.143)
(4.0)
16
2018/12/3
2
0.247 (C: 0.155,
5.0
124.1
F: 0.0915)
(2.0)
17
2019/3/3
1
0.386 (C: 0.00, F:
11.0
42.4
0.386)
(5.0)
18
2019/3/10
1
0.356 (C: 0.208,
18.0
78.0
F: 0.148)
(4.0)
19
2019/9/6
1
0.346 (C: 0.00, F:
36.0
98.5
0.346)
(12.0)
20
2020/3/27
1
0.510 (C: 0.246,
11.0
51.6
F: 0.264)
(2.0)
21
2020/6/11
2
0.478 (C: 0.478,
8.0
180.0
F: 0.00)
(4.0)
22
2020/7/24
1
0.254 (C: 0.254,
42.0
99.0
F: 0.00)
(12.0)
Average
0.360 (C: 0.226,
F: 0.134)
表中において，Wire: ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰの切断段数, c: 平均濃度(ﾋﾟｰｸ付近), C:
粗粒成分の土砂濃度, F: 細粒成分の土砂濃度, R: 土石流発生までの
積算雨量 (mm), r10m : 土石流発生前の最大 10 分間雨量 (mm), Qp: ﾋﾟ
ｰｸ流量(m3/s)である。

地立ち入りの制限時のために土石流の検知が LVP ｾﾝｻｰ
によって行われる。計測値は，水深，荷重，振動(生値)
は，それぞれ，cm，kgf，m Volt の単位系で示される。
野尻 7 号堰堤に設置されている LVP ｾﾝｻｰは，2015 年
2 月 6 日に LVP ｾﾝｻｰの設置後 6)，巨石の直撃等の故障を
幾つか経験しながら，現在も土石流の検知を行ってい
る 7)。設置場所の河床勾配は 1/7.6 (= 7.5°)である。直
近の観測では，2020 年 1 月～2020 年 9 月末までに，ﾜｲ
ﾔｰ切断による 11 回の土石流流下の検知があった。LVP

表-2 土石流荷重計による計測ﾃﾞｰﾀ（野尻川 1 号堰堤）
No.
－

2018 年ま
で 7)
2017/6/20
2017/6/24
2018/5/2

R

Left

Center

Right

( r10m )

Qp

Ave.

c
0.284

0.257 (C: 0.211, F:
0.0346)

0.285 (C: 0.217, F:
0.0680)

0.323 (C: 0.306, F:
0.0168)

－

－

Wire
－

40.0(6.0)
28.4
－
－
－
46.0(8.0)
111.8
－
－
－
0.369 (C: 0.230, F:
0.766 (C: 0.753, F:
0.482 (C: 0.482, F: 0.00)
19.0
127.8
0.539
0.139)
0.0122)
(7.0)
12
2018/8/24
3
0.159 (C: 0.159, F:
0.518 (C: 0.514, F:
0.364 (C: 0.364, F: 0.00)
5.0
62.3
0.347
0.00)
0.00453)
(4.0)
13
2018/12/3
3
0.223 (C: 0.222, F:
0.622 (C: 0.609, F:
0.475 (C: 0.475, F:
12.0
93.5
0.440
0.00118)
0.0132)
0.000106)
(9.0)
14
2019/3/3
2
0.0157 (C: 0.0157, F:
0.149 (C: 0.0307, F:
0.221 (C: 0.104, F: 0.118)
5.0
212.9
0.129
0.00)
0.118)
(2.0)
15
2019/3/6
2
0.122 (C: 0.122, F:
0.379 (C: 0.00, F: 0.379)
0.426 (C: 0.203, F:
23.0
152.1
0.309
0.00)
0.223)
(7.0)
16
2019/10/2
2
0.0757 (C: 0.0757, F:
0.688 (C: 0.00, F: 0.688)
0.383 (C: 0.0670, F:
6.0
265.1
0.382
0.00)
0.316)
(6.0)
17
2019/10/23
2
0.295 (C: 0.0410, F:
0.221 (C: 0.00, F: 0.221)
0.0378 (C: 0.0179, F:
7.0
46.7
0.173
0.218)
0.0199)
(2.0)
18
2019/11/24
2
0.310 (C: 0.310, F:
0.142 (C: 0.00, F: 0.142)
0.266 (C: 0.224, F:
3.0
60.9
0.239
0.00)
0.0422)
(1.0)
19
2020/6/11
3
0.220 (C: 0.0000595,
0.289 (C: 0.0512, F:
0.132 (C: 0.132, F: 0.00)
4.0
106.5
0.214
F: 0.220)
0.237)
(1.0)
20
2020/6/25
2
0.473 (C: 0.150, F:
0.367 (C: 0.153, F:
0.100 (C: 0.0409, F:
6.0
56.1
0.313
0.323)
0.214)
0.0592)
(6.0)
Average
0.223 (C: 0.130, F:
0.414 (C: 0.211, F:
0.289 (C: 0.211, F:
0.284
0.0930)
0.203)
0.0780)
表中において，Wire: ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰの切断段数, c: 平均濃度(ﾋﾟｰｸ付近), C: 粗粒成分の土砂濃度, F: 細粒成分の土砂濃度, R: 土石流発生までの積算
雨量 (mm), r10m : 土石流発生前の最大 10 分間雨量 (mm), Qp: ﾋﾟｰｸ流量(m3/s), 流量は，野尻川 1 号ダムでの計測値である。
－
－

ｾﾝｻｰは全ての出水を検知した。一方，有村 3 号堰堤の
LVP ｾﾝｻｰは，土石流荷重計の直上に設置後に幾つかの
故障を経て 2019 年から継続的にﾃﾞｰﾀ取得を行っている。
2020 年 1 月～2020 年 6 月末までに，ﾜｲﾔｰ切断による 7
回の土石流流下を全て検知している。2020 年 7 月 5 日
22:19 に落雷の影響でｾﾝｻｰの不具合があったが，10 月 2
日（点検）以降，計測中である。
(2) 土石流流下の検知指標： 図－2 は，ﾜｲﾔｰが切断した
時刻における水深，荷重，振動の値である。土砂堆積
の影響が大きいため，土石流流下前の荷重は差し引い
た整理をしている。土砂濃度の大小と水深の関係が一
意的ではないが，土石流流下を検知する閾値がおよそ
見える。荷重は，100～150 kgf/m2 以上，振動は 200～1200
mVolt 以上で土石流の流下を検知し，ﾜｲﾔｰ 1 段（高さ
60 cm）の高さ以上では，荷重は，600～1,250 kgf/m2，
振動は 2,800～3,000 mVolt 以上となる傾向は，数年の観
測で変わらないようである。
4. おわりに： 荷重計を用いた 2 つのｾﾝｻｰについて，それ
ぞれの計測ﾃﾞｰﾀを既報に続いて紹介した。土石流荷重
計ｾｯﾄは，土石流の粗粒分および細粒分の土砂濃度を時
系列的に把握する。一方，LVP ｾﾝｻｰは，ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰとの
併用を想定した土石流検知に用いられる。土石流の発
生のﾘｱﾙﾀｲﾑ検知のためにﾃﾞｰﾀのｵﾝﾗｲﾝ化が行われ，今後，
ｼｽﾃﾑ化を想定している。土石流荷重計ｾｯﾄによる土砂濃
度の値は継続的に蓄積されているが，今後，上流域の
荒廃状態や降雨との関係を検討していく必要がある。
参考文献： 1) 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事
務所：桜島火山砂防調査研究成果集, 110p., 2007, 2) McArdell,
B et al.: Geophysical Research Letters, Vol. 34, L07406, 2007, 3)
髙橋英一：砂防学会誌, Vol. 65, No. 6, pp.60-63, 4) 田方 智ら：
平成 27 年度砂防学会研究発表会概要集 B, pp. B-30-31, 2015,
5) 加藤仁志ら：平成 28 年度砂防学会研究発表会概要集 B,
pp.B-92-93, 2016, 6) 加藤仁志ら：平成 28 年度砂防学会研究発
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表会概要集 B, pp.B-86-87, 2016, 7) 伊藤隆郭ら：平成 30 年度砂
防学会研究発表会概要集，pp.309-310，2018, 8) 田方 智ら: 平
成 28 年度砂防学会研究発表会概要集 B, pp.B-92-93, 2016, 9)
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天竜川上流域における流砂量モニタリングについて
国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 伊藤誠記、澤田宗也、稲葉智彦
株式会社建設技術研究所 家田泰弘、内柴良和、笹山隆、〇清野真義、戸舘光、中西宏彰
はじめに
天竜川上流域支川の与田切川および小渋川では、流
域内の土砂動態の解明を目的として、流砂観測を実施
している。小渋川・与田切川・天竜川では、図 1 に示
す位置にて下記の観測を実施している。
・小渋川（大河原,鹿塩,生田観測所）ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ,濁度計
・与田切川（与田切観測所）：ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ、濁度計,ﾄﾛﾝﾒﾙ
（掃流砂および浮遊砂を水深の高さごと（上中下
段）に採取し、通過土砂の質と量を計測可能）
・天竜川（宮ケ瀬観測所）
：濁度計,浮遊砂ｻﾝﾌﾟﾗｰ
本格的な観測が開始してから小渋川：5 年、与田切川：
15 年が経過し、観測データは蓄積されてきている。
一方で、流砂観測施設は限られた箇所にのみ設置さ
れているため、管内全域の土砂動態を詳細に把握する
ことは未だ困難であるといえる。
また、表 1 の期間等において、観測機器は損傷し、
観測データに欠測が生じている。
このように流砂観測においては、流砂観測機器によ
る直接観測が困難な状況が発生することから、より広
域的かつ簡便に土砂動態を把握する新技術による手法
として、UAV や IoT センサー、AI 等の新技術を活用
した土砂動態に関する計測・解析が用いられている。
本検討では、過去 5 年間の流砂量モニタリング結果
を報告するとともに、新技術による広範囲な流砂量モ
ニタリング方法の検証を行った。

図 1 流砂観測所位置図
表 1 欠測が生じた主な出水（2016～2020 期間中）
年
2018年
2020年

出⽔

損傷観測施設

7⽉4⽇〜10⽇出⽔

⼤河原、⿅塩、⽣⽥、宮ケ瀬

令和2年7⽉豪⾬

⼤河原、⽣⽥、宮ケ瀬

（6⽉30⽇〜7⽉23⽇）

流砂量モニタリング
2.1 過去 5 年間の流砂量の変化
過去 5 年間（2016 年～2020 年）の流砂量モニタリ
ング結果として、この期間に観測されたデータを整理
し、流域ごとの土砂動態の傾向について検討を行った。
小渋川（大河原、生田）
・与田切川では、過去 5 年間
の中で台風 21 号、24 号が発生した 2018 年が最も流砂
量の多い年となった（図 2）。一方、小渋川（鹿塩）に
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おいては、2020 年が最も多く、2016～2019 の観測値の
3 倍～10 倍の流砂量（25 万 m3）となった。この流砂量
のうち 18 万 m3 は 7 月（令和 2 年 7 月豪雨）に集中して
観測されている。この時期の小渋川流域の観測所（大河
原、生田）は機器の損傷により観測できていないことか
ら、小渋川流域では実際には 2020 年の流砂量が過去 5
年間で最も多かったことが考えられる。
与田切川流域においては、2018 年 9 月に発生した台
風 21 号、24 号によって飯島第 6 砂防堰堤が満砂した
後、全流砂量中の掃流砂量の割合が高くなってきてい
る（2016～2018：2%～9% 2019～2020：11%～12%）。2020
年では、6 月 14 日豪雨および令和 2 年 7 月豪雨におい
て、2018 年に次ぐ量の土砂流出が確認された。

図 2 流砂観測結果（2016-2020）
2.2. 宮ヶ瀬観測所における粒径の変化
宮ヶ瀬観測所の浮遊砂ｻﾝﾌﾟﾗｰにおける過年度の粒度
試験結果（2019 年 10 月採取）および、6 月 14 日豪雨
および令和 2 年 7 月豪雨前後において採取した 2020 年
度の粒度試験結果（2020 年 5 月採取、2020 年 8 月採
取）から、宮ヶ瀬観測所における粒径の変化について検
討を行った。
・非出水期の変化（19.10.30→ 20.5.29 ）
d50:0.13mm d90:0.67mm→d50:0.05mm d90:0.21mm
・出水前後の変化（20.5.29 → 20.8.28 ）
d50:0.05mm d90:0.21mm→d50:0.12mm d90:0.50mm
これより、流出土砂が多く発生するような出水によ
って、天竜川本川の浮遊砂の粒径は大きくなることが
考えられる。

飯島第 5 砂防堰堤
凡例
LoRa親機
LoRa子機
振動センサ

Sigfox

濁度センサ
距離センサ
（水位・砂面）

携帯電話回線

LoRa

図 6

IoT センサー観測計画の例

3.3 AI による流砂・水文データ予測
CCTV カメラ画像について AI による画像解析を行
い、水面の形状で水位を、流水の色合いから流砂量を推
定することを試みた。過年度は水位をある程度推定で
きることを確認したが、流砂量の推定精度に課題があ
った。これまでの実画像による試行では、学習データの
量を確保することで精度向上を図っていたが、今回は
大小の水位、流砂量が均等になるように対象画像を選
定した。また、水位と流砂量の関係が比較的明瞭（水位
が大きいほど流砂量も大きい）な、典型的な出水に絞り
込んで実施した。その結果、図 6 に示す通り、640×480
ピクセルによる学習で改善した結果を得た。
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図 5

与田切川観測所における土石流の観測状況

3.2 UAV 空撮による簡易差分
UAV による空撮は従来のレーザー測量より簡易に実
施できる。そのため、流域内の堆砂変動を定量的かつ高
頻度で計測し、より時間分解能の高い情報を取得する
ことができる。
本検討では 6 月 14 日豪雨の前後で与田切川-天竜川
合流点にて高度 50m、GCP なしによる簡易な空撮を行
った。
現地での作業時間は 1 回あたり 15 分程度とした。
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図 3 地形差分図
3.2 IoT センサーを活用した計測
過年度、一定の有効性を確認した IoT センサーと
LPWA 通信による簡易な観測システムの適用性を確認
するために、与田切川を対象に LoRa と Sigfox による
通信可能範囲を確認した。その結果、飯島第 5 砂防堰
堤までは Sigfox の適用が可能であり、上流のオンボロ
沢については LoRa で渓床から尾根上にデータを中継
伝送して携帯電話回線でｸﾗｳﾄﾞにｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞすることで、
水位、濁度、堆砂変動の遠隔観測できることを確認した。

1100.jpg

3.1 流砂観測結果と LP 差分結果の比較
2019.10～2020.9 の LP 差分解析に基づく土砂収支
では、与田切川の流出土砂は約 25 万 m3（空隙込）→
約 15 万 m3（実容積）であり、これに対して流砂観測
結果では同期間に約 3 万 m3（実容積）が確認された。
この 2 つの流出土砂量の差について考察を行った。
LP 差分解析に基づく流出土砂には除石及び砂利採
取分が含まれ、約 4 万 m3（実容積）程度と想定されて
いる。これより、LP 差分解析からは与田切川からの流
出土砂は約 11 万 m3（実容積）が流出したと言える。
現地の状況（図 4）より、6/14 の出水時には観測可
能な浮遊砂及び掃流砂だけではなく、土石流形態での
流下土砂が流下した可能性が高いことが考えられた。
6/14 の水位変化で極端な水位上昇がみられる期間を
土石流の段波であると考え、その間の土石流による流
出土砂量を土砂濃度式から求めると、9 万 m3 となった
（図 5）
。これは LP 差分 11 万 m3 と流砂観測土砂量 3
万 m3 の差と同オーダーの値であることから、このよ
うな土石流形態で流出土砂に対する観測誤差が、前述
の LP 差分との差の一因である可能性が考えられる。
設置している観測機器(ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ,濁度計)は掃流砂お
よび浮遊砂を想定しているため、土石流形態での流下
土砂を把握するという課題が明らかになった。
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概要
航空レーザー測量成果の差分から土砂収支を推定す
る。
UAV空撮およびSfM解析による地形データの差分から
UAV空撮による簡易差分
土砂収支を推定する。
IoTセンサー
簡易センサーを設置し、河床変動等を把握する。
簡易な観測手法
カメラ画像解析 カメラ画像の解析により、流量や土砂濃度を推定する。
検証手法

LPデータの差分

空撮画像から SfM 解析で
作成した地形モデルの差
分解析を行い、簡易な UAV
空撮でも±2.0m 程度の河
床変動が計測可能である
ことを確認した。（図 5）
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3. 新技術による流砂量モニタリング方法の検証
これまでの観測により、観測データが蓄積されてい
る。しかし、流砂観測機器の欠測、また流域・水系単位
での土砂動態把握に対しては、より広域的かつ簡便な
土砂動態把握の手法が必要となる。
本検討では、表 2 に示す手法を用いて、新技術によ
る広範囲な流砂量モニタリング方法の検証を行った。
表 2 土砂動態検証手法

AI による水位予測値と実測値の比較

まとめ
流砂量モニタリング結果として、流砂観測データを
収集・整理し、小渋川、与田切川、両河川合流後の天竜
川における土砂動態の変化について分析を行った。
また、新技術による流砂量モニタリング方法の検証
として、LP データの差分解析といった従来手法に加え、
UAV 計測や IoT センサー、AI といった新たな技術を用
いた手法について一定の適用性が確認できた。
流域内の土砂動態の解明するために、今後はこれら
の新手法のデータ精度向上を図り、既設観測所におけ
る流砂観測とあわせて広域的かつ継続的なモニタリン
グ手法として活用していくことが望まれる。
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ハイドロフォンの流砂量換算手法に関する検討
国土技術政策総合研究所
株式会社 コルバック

山越隆雄，泉山寛明，西脇彩人
○吉村暢也，鶴田謙次

1.はじめに
流砂量観測の実施は、平成 22 年度ごろから全国の直轄砂防事務所を中心に進められて 1)、10 年程度のデー
タが蓄積された。蓄積されたデータは、砂防事業の実施や総合土砂管理の推進などの基礎的な情報となるも
のと考えている。しかしながら、観測データの有する信頼性（データのばらつき）が定量的に評価されてお
らず、またセンサー感度の経年劣化やパイプの変形による特性変化 2)など結果に与える影響が不明である。
本研究は、掃流砂観測で使用している計測装置であるハイドロフォンを対象として、センサー特性の変化
の実態を調べ、掃流砂量観測手法の特性について検討したものである。

2.ハイドロフォンの形式について
ハイドロフォンは、センサー部に衝突する砂礫の音響波形を計測して、音響波形から流砂量に換算する計
測装置である。センサー部の形状からパイプ型（写真－1）とプレート型（写真－2）の 2 種類が用意されて
おり、これまで多く設置されてきているのがパイプ型で、強度を高めたものがプレート型である。
プレート型

パイプ型

写真－1 パイプ型ハイドロフォン

写真－2 プレート型ハイドロフォン

3.試験球による衝突実験

表－１ 実験箇所（既往実験箇所も含む）
今回、現地実験 2 箇所、室内実験 1 箇所行い、
実験年度 パイプ型 プレート型
河川名他
観測所名
さらに既往の水路実験結果 3)を再分析して検討に 釜無川支川大武川 大武川第50床固 右岸
H30,R1
○
〃
大武川第50床固 左岸
R1
○
利用した（表－1）。実験は、ハイドロフォンのセ
釜無川支川神宮川
濁川下流第9床固
R1
○
ンサー感度を調べる簡易打撃装置による実験と、 釜無川支川流川
流川第36床固
R1
○
R1,R2
○
土砂等の粒子がハイドロフォンに衝突したときの 天竜川支川与田切川 坊主平砂防堰堤右岸
〃
坊主平砂防堰堤中央
R1
○
計測値のバラツキを水路実験により調べた。
〃
坊主平砂防堰堤左岸
R1
○
天竜川支川小渋川
鹿塩川
H30
○
(1)簡易打撃装置
住吉川支川西谷川
安場砂防堰堤
R1
○
簡易打撃装置は、衝突位置と衝突の運動量をコ 住吉川
大谷砂防堰堤
R1
○
H30
○
ントロールできる簡易な装置で、パイプ型ハイド 熊野川支川神納川 神納川
蒲田川支川足洗谷
京大穂高 足洗谷観測水路
R2
○
ロフォンの場合はビー玉を 30 度の角度で中央位置 室内実験
富山県立大室内水路実験室
R2
○
に衝突させ（図－1）、またプレート型ハイドロフ
ォンの場合は垂直にプレートの中央に衝突させた。ともに、試験球
が衝突したときの計測値が最大となる条件を想定した。計測値の整
理は、1 回の衝突の音圧積算値を運動量で割った値で整理し、10 回
実施して平均値を使用した。また、ビー玉がリバウンドして複数回
衝突する場合は、最初の衝突波形のみを使用した。
(2)水路実験
現地実験では、水路幅 30 cm、長さ 150 cm の簡易水路をハイド
ロフォン直上に設置し、その水路に試験球を 1 粒子ずつ投入して音
響波形を計測した。また、ハイドロフォンと簡易水路との間には
10 cm 程度間隔を空けて試験球が横断方向にランダムに衝突するよ
うに工夫した。試験球は、ビー玉、鉄球、アルミ球、土砂の 4 種類、
大きさを 5 種類用意して実施し、試験球の材質の違いが結果に与え
る影響を検討した。試験球以外の条件は、既往文献 4)に合わせた。
室内実験では水路幅 65 cm、長さ 800 cm の実験水路にパイプ型ハイドロフォンを水路下端から 2.5 m 位置
に設置したものを使用した。試験球については現地実験と同じとした。試験球以外の条件は、既往文献 5)に
合わせた。また、試験球のハイドロフォンへの衝突速度はビデオ判読により 1 粒子ごと計測した。

- 055 -

4.掃流砂観測手法の改良についての検討
(1)試験球径と音圧積算値との関係
衝突させた試験球の径と音圧積算値との関係を大武川第 50 床固右岸の水路実験結果を使用して図－2 に整
理した。この図の青丸(R1)と赤四角(H30)は水路実験結果、黒実線は簡易打撃試験結果の回帰曲線を示してい
る。赤実線は現在使用している校正式のライン、破線は流水ノイズの最大値のラインである 5)。
音圧積算値は同じ粒径でも衝突の仕方で大きくばらつく。簡易打撃試験の回帰曲線は発生する音圧積算値
のほぼ上限に位置し、流水ノイズがあることから下限が設定できる。ばらつきの範囲はこれらの範囲内に収
まり、同じ音圧積算値でも粒径は校正式での推定値の 1 / 10～10 倍程度あるもの（2 オーダー程度の開き）と
読める。また、図には示せていないがマイクの限界、流域により異なるが流下する粒径の上限が定まるとす
れば、音圧積算値が大きいほど誤差範囲は小さくなり得る。なお、スイスのジオフォンでは同じ掃流砂量で
も記録されたインパルス数には最大 2 オーダーほどのばらつきがあり 6)、ほぼ同様である。
(2)計測値の分布
次に箇所ごとの計測値のバラツキの分布を分析した。バラツキは、式(1)で評価し、水路実験での単位運動
量あたりの音圧積算値と、簡易打撃装置でのそれとの比で整理した。この計算式で 1.0 となる場合は簡易打
撃装置での音圧積算値と同一であり図-2 でいうと黒の実線上に位置することになる。1.0 より小さい値は黒
の実線より下に、1.0 以上は黒の実線より上に音圧積算値が位置することになる。ここに、Spf：水路実験での
１粒子衝突時の音圧積算値[V・sec]、Pf：１粒子衝突の運動量[V・m / s]、Spt：簡易打撃装置での１粒子衝突
時の音圧積算値[V・sec]、Pt：１回の運動量[V・m / s]。音圧は 4.4 kHzBPF を適用している。
-----------式(1)
箇所ごとのバラツキ係数βを整理した結果を図－3 に整理した。整理した図は箱ひげ図（25 % - 75 %）と
バイオリン図で示した。材質の違いはあまり見られなかった。与田切川左岸と大武川右岸を除いてバラツキ
係数がおよそ 0.32～0.91 の範囲となった。ただし、与田切川左岸と大武川第 50 床固右岸についてはばらつき
が大きい。両者では全帯域の音圧積算値は他とそれほど違いはないものの、4.4 kHz 帯に音のエネルギーが集
中する例が見られ試験球の衝突の仕方に原因があると考えている。大武川では 2 オーダーほどのばらつきが
あるが、図-3 のバラツキ具合をみると他の観測所ではこれより誤差範囲は小さい可能性がある。

参考文献：1)吉村ら, H26 砂防学会研究
発表会概要集, R2-07, 2)泉山ら, R2 砂防
学会研究発表会概要集, R2-016, 3)井内ら,
R1 砂防学会研究発表会概要集, P-120, 4)
吉村ら, H30 砂防学会研究発表会概要
集,V-084, 5)井内ら, 砂防学会誌, Vol.69
(3), 2016 6) Wyss et al.: Laboratory flume
experiments with the Swiss plate geophone
bed load monitoring system 2, Water
Resources Research, 52, 2016

Sp [V・sec]

5. おわりに
本検討から、ハイドロフォンは衝突位置の違いなどにより計測値にバラツキが生じており、箇所によって
1
は 2 オーダー程度の誤差が生じることが
H30大武川水路実験
R1大武川水路実験
分かった。また、衝突する礫により生じ
流水ノイズ
簡易打撃試験結果の回帰曲線
る最大の音圧積算値は簡易打撃装置で確
0.1
校正式
認できるので、劣化状況のみならず簡易
に誤差範囲を調べられることが分かった。
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図-2 粒径と音圧積算値（大武川第50床固）

パイプ型

図－３

計測値のバラツキの分布、4.4kHzBPF
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画像解析技術を活用した「土石流検知システム」の検討
いであ株式会社
日野川河川事務所

〇望月優生，小薮剛史，鄧 朝暉，久保山敬介，樋田祥久，越智尊晴
田邊顕彦

1． はじめに
日野川河川事務所においては，既に画像処理により土
石流を検知する非接触型の画像差分法による「画像検知
システム」が約10年前から導入されているが，システム
の誤検知が多発していた．
既存の「画像検知システム」では，カメラ画角内に自
動車が通過することによる事象，降雨による雨粒がレン
ズに付着し映像が歪む事象，光の陰影による画面内の色
変化による事象等さまざまな要因で誤検知が発生してい
た．このような背景から，誤検知を極力抑えて適切に土
石流を検知する仕組みが求められていた．本検討では日
野川河川事務所が管理する渓流内の砂防施設（大山砂防）
において新たな画像解析手法による土石流検知システム
の検討・開発状況について述べる．

の移動ピクセル数が 2 ピクセル以上であり，②計測グリ
ッド 36 点の内で 15 点以上が下方向に連続してベクトル
がカウントされたときの 2 つの条件を同時に満たす場合
とした．これにより土石流発生時とそれ以外の傾向（平
常時や雨等）を分類することが可能となった．（図-3）
「PIV手法」により砂防堰堤を流下する土石流の
「流れ」のみを検知し、土石流発生状況を監視する

検知枠
流れのベクトル

小領域1

Δｔ秒

T＝ｔ0

2．

新たな土石流検知手法の検討

図-1

2．1 画像解析による検知手法の検討
大山砂防に設置されている砂防用CCTVカメラは3台
あり，常時流水がない砂防堰堤を正面から撮影している．
このため，本検討では，砂防堰堤に突発的に流下する土
砂を瞬時に捉えることが可能な画像解析技術が適してい
ると判断し，PIV*手法の適用を検討した．
※粒子画像流速測定法 (Particle Image Velocimetry)

T＝ｔ0+Δｔ

PIV手法による堰堤越流部の土石流検知イメージ

図-2 検知枠内のピクセルと計測点（グリッド）の設定

PIV手法は流下する土砂移動を瞬時に捉えることを得
意とする画像解析手法の一つである．
旧手法（画像差分法）では誤検知となった画像の事例
をもとに，新たな手法である「PIV 手法」によりリアル
タイムに土石流検知が可能であるか検証を行った．

平常時の傾向
流向がバラバラ

2．2 PIV 手法による土石流検知の概要
2．2．1 PIV 手法の原理
PIV手法は，時間経過に従って変化する画像の小領域
から，一定時間後の移動量をパターンマッチングし流況
を求める技術で，画像から流向・流速を求める流速解析
手法の一つである．（図-1）
2．2．2 土石流検知の検知枠・計測グリッドの設定
本手法による検証では，画面内に検知枠（高さ12ピク
セル×横12ピクセル）を複数個設定した．その検知枠内
には，ピクセルをグループ化した縦6×横6の合計36個の
計測点を設定した．（図-2）
2．2．3 土石流発生検知の判定条件の設定
土石流発生を検知する条件は，①計測点（グリッド）

小領域2

検知しない

雨の傾向

土石流の傾向

流向が下側に向いているが
土石流の流速よりも大きくない

流向が一定方向に向いている
流速が大きい

検知しない

検知する

図-3 土石流発生による検知の有無の分類例

3．

新手法における土石流検証結果

3．1 土石流検知の検証結果
「PIV 手法」による検知状況について一の沢，二の沢，
三の沢の過去の記録映像をもとに検証を行った結果，突
発的に発生する土石流発生の瞬間を適切に検知できるこ
とを確認した．（図-4）
3．2 誤検知回避の検証結果
現行システムの「画像差分法」において誤検知の症状
として発生していた現象は，映像内に人や自動車等の往
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来が映る現象や，雨滴がレンズに付着し流れ落ちる際の
現象，また日影の変化による映像内の色調の変化であっ
た．新手法である「PIV 手法」において同様の映像を利
用して検知確認を実施した結果，誤検知が回避できるこ
とを確認した．（図-5）

一の沢における土石流発生検知

二の沢における土石流発生検知

図-4 土石流発生の瞬間を PIV手法で検知した事例

3．4 今後の画像解析における改善策
夜間における映像では，霧が発生した状況や夜間照明
によるハレーション発生等，様々な外的要因により誤検
知も見られている．
この対策には，「画像鮮明化処理」等による画像品質
の向上策や，誤検知回避処理を行う等の対策を組合せる
ことで，誤検知率をさらに抑えることができると考えて
いる．
また取得画像の特徴を数値化して検知枠内の画像の色
調の傾向から閾値を設定することで，土石流が発生して
いるのか，または霧や雨滴，照明のハレーションの影響
かどうかを判断する仕組みを取り入れている．（図-7）
このように PIV 手法に加えて誤検知対策を進めており
今後，夜間や荒天時においても適切な判別ができるもの
としている．

三の沢カメラにおける誤検知を回避した映像事例

図-5 誤検知を回避した事例

3．3 画像差分法と PIV 手法による精度比較結果
既存手法の「画像差分法」と新手法の「PIV 手法」に
よる精度比較を行った結果，図-6 に示すように PIV 手法
を利用した場合では誤検知回数が大幅に減少した．
これまでの画像差分法では，カメラレンズに雨滴が付
着し，雨滴が流れ落ちる状況で誤検知が多く発生してい
た．特に降雨時には輝度変化も大きくなるため，数分に
一度誤検知が発生していた．
しかし，PIV 手法ではレンズに雨滴が付着した状況の
映像でも 1時間 40分の間では 2回のみの誤検知精度へ改
善することができた．なおこの単発の誤検知はシステム
側で連続した検知のみを土石流として判断するものとし
て棄却処理を行うことで誤検知を回避する対策とした．
画像差分法およびPIV法による検知状況比較
画像による検知状況の比較（2019/9/30
15:00～17:00）
（2018/9/30 15:00～17:00）

土石流発生時刻
2018/9/30 16：40

画像差分法

土石流発生までに1時間40分で73回誤検知

図-7

検知枠内の画像の色調傾向の数値化のイメージ例

4． まとめと今後の展開
本検討では，日野川河川事務所管内の大山砂防施設
（一の沢，二の沢，三の沢）における土石流発生検知を
画像解析手法の一つである「PIV 手法」を利用すること
で，誤検知率を抑え確実に土石流発生を検知できること
が検証結果より明らかになった．
また画像の特徴を数値化して，土石流が発生している
か，または霧・雨滴・ハレーション等の影響であるかを
判別する仕組みを導入した．
これまでの検討結果をもとに「土石流検知システム」
の整備を進めており，今後は土石流発生時の瞬間映像や
土石流流下時の映像がさらに蓄積されることで，検知精
度の向上・検証が進めらていくものと期待している．

PIV法

土石流発生までに1時間40分で2回誤検知

2018/9/30 15:00

2018/9/30 15:30

2018/9/30 16:00

：画像差分法により検知した時間

図-6

2018/9/30 16:30

2018/9/30 17:00

：PIV法により検知した時間

画像差分法と PIV手法の検知状況の比較結果
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画像解析による浮遊砂量把握のための基礎的検討
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1．はじめに
近年，様々な分野で画像解析技術が著しく進展して
きており，LSPIV・STIVを用いた河川表面流の流速計
測1)，流下ｴﾘｱ推定や水位推定2)などが行われ，中流・
下流域の都市河川においては，洪水の監視・観測を対
象とした画像解析技術の開発が進んでいる。一方で，
山地河川においては，急激な水位・濁度の変化，巨礫・
流木の移動といった山地河川特有の複雑な水理的現
象を画像情報から定量的に評価する手法が困難であ
ることや，雲霧や夜間豪雨時に渓流の状況が把握可能
な画像取得自体が困難であるため，山地河川の監視・
観測を対象とした画像解析技術は十分に確立されて
はいない。
山地河川における画像解析を用いた流況把握手法
として，濁水の評価に色情報（RGB値）を用いる手法
があり，色情報から濁水検知が可能であることがわか
っている3)。また，RGB値を単位ﾍﾞｸﾄﾙ化し，RGB輝度
の合成ﾍﾞｸﾄﾙの位置及び方向を導くことで，渓流の濁
り検知だけでなく，日射量（光の強度）の影響軽減や，
夜間映像への有効性が報告されている3)。
国交省湯沢砂防事務所では，現在，魚野川流域4観
測所（図-1）において流砂量観測が行われ，継続的な
流砂観測ﾃﾞｰﾀが得られている4)。観測期間中に発生し
た地震や降雨起因の土砂移動現象に対して，経年的な
流砂の変化が整理されてきており，将来的にこれら流
砂観測ﾃﾞｰﾀを活用した流域監視が期待されている5)。
一方で，ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ・濁度計による流砂量観測は，接
触型の観測機器により計測していることもあり，大規
模出水時や経年的な外力作用等により，機器の故障等
が全国的に報告され課題となっている。特に濁度計で
は機器の故障の他，ｺﾞﾐ付着による高濁度値の誤検知，
太陽光の入射により観測値がｽﾊﾟｲｸ状に突出するﾉｲｽﾞ
が発生する場合がある。CCTV等を活用した画像解析
により濁度ﾃﾞｰﾀの重畳化が図れると，濁度ﾃﾞｰﾀの品質
確保となる他，今後の監視体制においても非接触型の
有効な手法の一つと期待される。
そこで今回，管内CCTVの監視・観測への高度利用
を目的に，画像のRGB値及びその単位ﾍﾞｸﾄﾙを用いて，
浮流砂量（濁度）の把握手法を検討した。本稿では，
出水時におけるCCTV映像と濁度計ﾃﾞｰﾀを用いて，濁
水発生ﾀｲﾐﾝｸﾞ，濁度計の異常値，濁度変化の評価を行
ったので，その結果を報告する。

時頃に値が検出され始めた。今回は，日中の映像（06：
00～17：00）のみを解析対象とした。夜間時の映像は，
長時間露光やﾊﾛｹﾞﾝ照明の影響を別途考慮する必要が
あり，今回は解析対象外とした。

3．画像解析手法
図-3に色情報（RGB値）抽出方法，図-4に単位ﾍﾞｸﾄﾙの
ｲﾒｰｼﾞ図を示す。映像の（xj－xi）×（yl－yk）の画素数か
らなる解析領域において，各画素のRGB値及び輝度値
（L）をｵｰﾌﾟﾝｿｰｽ画像解析ﾗｲﾌﾞﾗﾘ（OpenCV）で抽出し，
全画素で平均した。続いてRGBをそれぞれ直交する3次元
ﾍﾞｸﾄﾙ空間で表現し，RGB値をそれぞれ単位ﾍﾞｸﾄﾙ化した。

4．画像解析による浮遊砂（濁度）の評価結果
図-5に10月12日の流砂観測ﾃﾞｰﾀ（水位・濁度）
，図-6に
同時刻の画像解析結果を示す。他河川における既往報告
事例3)と同様に，芋川においても濁水が発生するとr（RGB
単位ﾍﾞｸﾄﾙのR成分）が相対的に大きくなる結果が得られ
た。また，10月12日の出水は，15時ごろに濁度計により
浮遊砂が計測され始め，体積土砂濃度が上昇している（図
-5）。これは図-6のrが相対的に大きくなる傾向と一致する。
また図-5では，10月12日14:15に0.006cm3/cm3（1ﾃﾞｰﾀのみ）
，
3
3
同15:45に0.001cm /cm （1ﾃﾞｰﾀのみ）でｽﾊﾟｲｸ状に突出し
た値が出ているが，画像および解析結果からは異常な土
砂流出は認められず異常値と判断される。
図-7に10月12日～18日のRGB値の単位ﾍﾞｸﾄﾙを3次元立
体表示させた図を示す。濁水発生前～濁水発生後の過程
が，半径1の球面上に概ね連続する傾向で分布する結果が
得られ，既往報告3)と同様の傾向を示した。10月13日6時
～17時の平均して最も濁度が高い時間帯において，画像
の色情報からもrが大き
い傾向が認められる。濁
竜光遊砂池
度が低い12日濁水発生
前と14日以降は，画像の
登川水位観測所
色情報からもrが小さく
bが大きい傾向が連続的
清水下流
に認められる。また10月
砂防堰堤
17日6時～7時30分にお
大野原橋
いては，濁水と朝日反射
の判断は目視で難しい
映像であったが，画素情
報からも濁りと朝日の
反射の特徴が類似した。
図-1 流砂量観測位置

2．使用映像と特徴

0

表-1

出水の度に浮遊砂が観測されやすい芋川の，竜光遊
砂地下流のCCTV（ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ：1/2ｲﾝﾁ 3板CCD，解像
度：約38万px，最低被写体照度：0.009lux以下，ｵｰﾄﾎ
ﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ，ｵｰﾄｱｲﾘｽ，ﾊﾛｹﾞﾝ照明500W×2灯）を使用し
て解析・検討した。使用したCCTV映像の期間は，2019
年10月12日～10月18日の台風19号出水前後の1週間で
ある（表-1，図-2）。この出水で濁度計は10月12日15

- 059 -

No.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

30km

□：検討対象とした観測所
対象としたCCTV映像の期間（台風19号出水前後）
年月日
2019/10/12
2019/10/13
2019/10/14
2019/10/15
2019/10/16
2019/10/17
2019/10/18

時間
06:00-15:00
15:00-17:00
06:00-17:00
06:00-17:00
06:00-17:00
6:00-09:00
9:00-17:00
6:00-07:30
07:30-17:00
6:00-09:00
9:00-17:00

映像から見られる河川の特徴
平水時，濁りなし。
濁りが発生。
水位が増加し，終日濃く濁っている。
水位が低下し，比較的濁りが収まる。
前日14日よりさらに濁りが収まる。
天候が回復する。水面が日影になる。
濁りは収まり，終日晴天が続く。
水面に朝日が照らされる。
濁りは収まり，終日晴天が続く。
水面が日影になる。
濁りは収まり，終日晴天が続く。

①

②

b

③

④

r
g
図-2

竜光遊砂池のCCTV画像（2019/10/12-10/13）

濁度（cm3/cm3 ）
No.

①2019/10/12 09:00平水時，②2019/10/12 15:00濁水発生時
③2019/10/13 09:00高濁度時，④2019/10/14 09:00濁度低下時

①

領域

yk

濁⽔発⽣前の
単位ベクトル (r ,g ,b)

x

yl

⑧
⑨
⑪

図-7

G

図-4

3次元ﾍﾞｸﾄﾙ空間のｲﾒｰｼﾞ

濁度計がスパイク状に突出した値を
検出した時刻

14:12

14:02

14:22

濁度計がスパイク状に突出した値を
検出した時刻

16:02

15:42

水位（m）

水位

濁度

0.4

0.008

0.3

0.006

0.2

0.004

0.1

0.002

0.0

0

図-5 CCTV画像と水位計・濁度計計測ﾃﾞｰﾀ（2019/10/12）
■夜間

0.7

r

g

最⼤

平均

06:00-15:00

平⽔時

0.000008

0.000023

0.000016 skyblue

15:00-17:00

濁⽔

0.000017

0.000051

0.000033 goldenrod

20191013 06:00-17:00

濁⽔

0.000069

0.000205

0.000094 brown

20191014 06:00-17:00

濁⽔

0.000043

0.000058

0.000049 dark-goldenrod

20191015 06:00-17:00

濁⽔

0.000031

0.000054

0.000038 grey30

平⽔時、⽇影

0.000032

0.000038

20191012

20191016
20191017
20191018

6:00-09:00

0.000034 navy

9:00-17:00

平⽔時

0.000033

0.000040

0.000038 dark-cyan

6:00-07:30

平⽔時、朝⽇

0.000019

0.000024

0.000022 salmon

07:30-17:00

平⽔時

0.000018

0.000030

0.000023 cyan

6:00-09:00

平⽔時、⽇影

0.000018

0.000030

0.000021 dark-blue

9:00-17:00

平⽔時

0.000017

0.000029

0.000020 turquoise

単位ﾍﾞｸﾄﾙのRGB成分の3次元分布（2019/10/12-10/18）

今回，画像の色を数値化した情報（RGB値）を用いて
濁水の発生過程を評価した。画像の色情報は，被写体が
同じ物質であっても，ｶﾒﾗによる違いの他，曇天・晴天・
夜間等の日照条件や光源条件により，抽出される値に差
異が生じる。また，RGB値を用いた加法混法（8bitﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙﾅﾝﾊﾞｰ表示方法）では全ての色を表現することができな
いため，流れに含まれる土砂量の推定といった，濁水の
色を広く評価しなければならない場合には，規格に準じ
た手法による補正等を考慮しなければならないと考えら
れる。

6．おわりに
本業務では，画像取得ﾃﾞｰﾀに対して色情報の補正を行
わずに解析・検討を行った。今後，濁水発生検知の詳細
な検討や，夜間照明時の検討，流れに含まれる土砂量の
推定等を行う場合には，光源条件を考慮した解析が必要
である。今回，竜光遊砂地下流において濁度計計測ﾃﾞｰﾀ
との比較を行った。2019 年 10 月の台風 19 号時の出水に
おいて，浮遊砂発生のﾀｲﾐﾝｸﾞを画像解析からも捉えられ，
また，濁度の変化も定性的に捉えることができた。今後，
上述の課題を踏まえ，観測精度が向上すれば，CCTV の
監視利用等にさらなる有効活用が期待される。
参考文献（題目省略）

b

濁水発生
①

土砂容積濃度（cm3/cm3）※濁度計計測値

14:32

朝日

凡例指定⾊

※濁度計計測値

5. まとめ

濁⽔発⽣後の
R 単位ベクトル (r ,g ,b)

165

画像情報の抽出ｲﾒｰｼﾞ

河川の状況

1

y

単位ベクトルのRGB成分値

⑤
⑦

1

196
190

②

0.6

0.5

日時

図-6

④

⑩

画素情報（8bit×3色）
を抽出すると,

図-3

③

⑥

xj

xi

0

時間

最⼩
②

B

年⽉⽇

単位ﾍﾞｸﾄﾙのRGB成分値の時間変化（2019/10/12）
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ニューラルネットワークによる桜島の侵食発生地域予測モデルの構築
鹿児島大学 ○伊藤 真一，酒匂 一成
中電技術コンサルタント株式会社
大阪大学

荒木 義則，岩田 直樹
小泉 圭吾

1．はじめに
火山噴火時には，降灰後の降雨によって土石流が発生する危険性が高まるため，土砂災害防止法に基づいた緊
急調査を実施する必要がある。しかし，火山活動が活発な状況下では，土石流発生域への立ち入り自体が不可能
になるため，航空レーザー測量などによって得られた地形情報から土石流の発生源である侵食が発生した地域を
予測できることが望ましい。この考えに基づいて，筆者ら 1)はこれまでに，航空レーザー測量が毎年行われてい
る桜島を対象として，ニューラルネットワーク(Neural Network，以下 NN)を用いた地形情報に基づく侵食発生
地点予測モデルの構築を試みてきた。しかし，既往の研究 1)の問題点として，構築されたモデルの精度に関する
定量的な評価が不十分であったこと，侵食が発生した地点を予測できるモデルよりも，どのエリア(渓流)が侵食
傾向にあるのかを把握できる侵食発生地域予測モデルの方が望ましいことが挙げられる。本研究では，NN を用
いて侵食発生地域を予測できるモデルを構築し，その構築された予測モデルの精度を定量的に議論する。
2．適用データの作成
桜島において平成 24 年と平成 25 年に計測された DEM データを用いて解析を行った。DEM データの間隔は
5m であり，対象範囲は桜島の火口付近の南北に 4,250m，東西に 3,750m の範囲とした。平成 24 年と平成 25 年
の DEM データの同一地点における差分値を地形変化量と定義して，ある地点を対象とした場合における周辺の
20×20=400 点の地形変化量の平均値が 30cm 以上侵食されていた場合に対象地点のラベルを 1 として，それ以外
のラベルは 0 とした。図-1 は桜島の地形図上にラベルが 1 となった地点をプロットした図を示している。これ
により，平成 24 年から平成 25 年にかけて侵食傾向にあったエリアを把握することができる。なお，火口付近は
火山噴火の影響を受けるため，ラベルは 0 としている。入力ベクトルに関しては，既往の研究 1)と同様に，ラベ
ル作成時に用いた 400 点における傾斜とラプラシアンを計算し，それらの 800 個のデータを用いた。
3．解析手法
解析には，Python 用の NN フレームワークである Keras2)を用いた。構築する予測モデルは，平成 24 年におけ
る 800 個のベクトル(傾斜とラプラシアン)を入力して，6 つの中間層(活性化関数：ReLU)を介して出力層(活性
化関数：Sigmoid)から予測値のスコア(0 から 1 の値)が出力される。つまり，本研究は，対象とする地点の周辺
の地形的特徴から，対象とする地点周辺が平均的に侵食されているか
どうかを分類するためのモデルを構築している。なお，モデル構築にお
い て 最 適 化 ア ル ゴ リ ズ ム と し て RMSprop ， 損 失 関 数 と し て は
binary_crossentropy を用いた。
4．解析結果と考察
図-2 は NN によって構築されたモデルの再現解析結果を示している。
図-1 と比較すると再現解析結果はラベルの傾向を概ね再現できている
ようにみえる。より定量的な誤差評価を行うために，混同行列 3)を用い
た。表-1 は学習データと NN による再現解析結果の混同行列を示して
いる。この結果から，精度は 94.8%，適合率は 56.1%，再現率は 84.2%
となった。陽性と予測されたもののうちで実際に陽性であったものの
割合を示す適合率が低いことから，侵食されると予測された点が多い

- 061 -

図-1 地形とラベルの関係

ことがわかる。図-2 の結果から，ノイズ(周辺の点は侵食されないと予測されているにも関わらず，対象地点で
は侵食されると予測されている点)が多いため，本研究では，メディアンフィルタを用いて平滑化を行った。メ
ディアンフィルタは画像処理技術の一つであり，対象とする点の周辺の画素の中央値をその点の画素に変換する
ことでノイズを除去して平滑化する技術である。図-3 はメディアンフ
ィルタで処理した後の再現解析結果を示しており，表-2 は同じくフィ
ルタ処理後の混同行列を示している。図-3 の結果は図-1 のラベルと概
ね一致しており，表-2 から精度は 98.5%，適合率は 95.3%，再現率は
79.5%という結果が得られた。実績が陽性のもののうちの陽性と予測さ
れたものの割合を示す再現率がフィルタ処理前よりも低下しているが，
これはラベルにおける侵食範囲と比較してフィルタ処理によって予測
された侵食範囲がやや狭くなったことが影響していると考えられる。た
だし，本研究の目的は侵食が発生するエリアを予測できるモデルの構築
であるため，これらの結果は研究目的を十分に達成しているといえる。
最後に，今後の検討課題について示す。図-4 は平成 25 年から平成 26
年の DEM データから算出した地形図とラベルの関係を示している。こ

図-2 再現解析結果

の期間は降灰量が多いのに対して降雨が少なかったことから，侵食され
たエリアが少ない。しかし，本研究では傾斜やラプラシアンといった地
形情報のみに基づいてモデルを構築しているため，図-4 に示すラベル
は NN によって再現できないと考えられる。今後は，降雨情報や降灰情
報も学習させることで，より汎化性能の高いモデルの構築を目指す。
5．まとめ
本研究では，NN を用いて侵食発生地域を予測できるモデルの構築を
試みた。その結果，NN による再現解析結果に対してメディアンフィル
タによる平滑化を行うことで，学習データを良好に再現することがで
き，精度や適合率も高い結果が得られることがわかった。今後は，降雨
や降灰情報も学習させたモデルの構築が必要である。
謝辞：本研究に対して，国土交通省九州地方整備局大隈河川国道事務所
から LP データ等の基礎データをご提供いただきました。ここに記して 図-3 フィルタ処理後の再現解析結果
謝意を表します。
参考文献：1) 伊藤真一ほか：ニューラルネットワークを用いた桜島に
おける侵食発生場所予測モデルの構築，第 10 回土砂災害に関するシン
ポジウム論文集，pp.61-66，2020．2) Francois Chollet：Python と Keras に
よるディープラーニング，マイナビ出版，2019．3) Andreas C. Muller, Sarah
Guido：Python ではじめる機械学習，オライリージャパン，2017．

表-1 混同行列(フィルタ処理前)

表-2 混同行列(フィルタ処理後)
予測

予測

0

0

1

542296

25247

0

1

0

566031

1512

1

7872

30485

実績

実績
1

6069

32288
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図-4 地形とラベルの関係(H25-26)
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火山噴火時の立入困難地域における緊急調査へのＵＡＶ活用範囲拡張手法について
株式会社建設技術研究所 〇家田泰弘、吉村真、清野正義、河野元、中西宏彰
国立研究開発法人情報通信研究機構 三浦龍、松田隆志
国土交通省九州地方整備局九州技術事務所 熊井教寿、瀧川健一、黒木隆、姫野徳人

1. はじめに
火山噴火時には砂防部局は土石流発生域の降灰状
況や浸透能変化等の把握が必要となるが、活発化した
火山の源頭域に直接立ち入ることができなくなる。この
ため遠隔地からそれらの情報を継続的に取得する方法
が課題となる。これに対し 2017 年度から UAV で運搬す
る調査ユニットを開発し 1)、地表面の凹凸や高低差のあ
る箇所への適用に必要な改良を行うとともに、それらの
運用手順等を記載したマニュアルを作成した 2) 3)。なお、
調査ユニットは降灰厚および浸透能低下による表面流
の有無を簡易なセンサーと LPWA(低消費電力広域通
信)の LoRa により遠隔監視でき、UAV と調査ユニットは
開発した把持装置により接続し、運搬するものである 4)。
過年度までの実地検証により、当手法は飛行距離
2km 程度の目視外飛行でも適用可能であることを確認
したが、確実な設置・観測には、発着点から設置地点ま
での通信電波の確保が必要であった。しかし、急峻な
火山地形では見通しが確保できず電波通信が困難な
場合も多い。そこで、2020 年度は山間地等通信条件の
悪い領域での UAV 運用手法を検討し、過年度開発し
た UAV で運搬する簡易調査ユニットによる降灰調査手
法の適用範囲を広げる手法について検討した。

2. 山間地における UAV 通信電波確保手法
見通しの悪い山間地でも通信電波が途切れないよう
にする技術及び課題を整理し、その解決策について検
討を行った。検討にあたり、UAV の測量・空撮系、メー
カー系の事業者、研究機関に対し、通信を確保する際
の課題と解決方法についてアンケート・ヒアリングを行っ
た。その結果、UAV の通信確保には「急峻な地形がも
たらす見通しの効かない遮蔽された環境」や「立ち入り
規制による長距離飛行」等が阻害要因となり、これらに
関する課題解決が必要となることがわかった。解決のア
プローチは、距離による電波出力の損失や地形による
フレネルゾーン遮蔽への対応として、発着点位置選定
やアンテナ高、使用する電波に関する対応があり、機材
面、運用面、計画面での対策手法について情報を収集
し、適用にあたっての留意事項を整理した。（表１）

3. 見通し外領域での調査ユニットを活用
した緊急調査手法の実証実験の実施
3.1

実験対象項目

過年度の UAV による調査ユニット設置実地検証によ
り、「遠隔設置時の通信電波の確保」および「UAV 降下
位置精度の向上」が課題となっている。これらの課題対
応方法のうち、通信電波の確保については、できるだけ
条件の厳しい箇所においても対応可能なものとして
「UAV 等による電波の中継」を対象とし、あわせて画像
情報も中継装置により伝送することで「降下箇所を画像
で確認しながら操作」することを検証対象とした。

3.2

実験概要

霧島新燃岳で噴火警戒レベル３になり 4km 圏に立ち
入れない状況を想定すると、新燃岳北麓の土石流危険
渓流源頭域における降灰状況等を把握するための調
査ユニットを UAV で遠隔設置する必要がある。しかし、
北麓からの唯一のアクセスルートである林道から新燃岳
北麓は地形的に全く見通しが効かない。このため、発着
点から設置地点まで UAV の状況把握、操縦や、調査ユ
ニットの観測電波を受信し続けることができない。そこで、
通信電波を中継する各種機材を活用することで見通し
外の電波条件の悪い箇所でも調査ユニットの遠隔設置
が可能であるかを実地検証した。UAV の通信電波中継
は国立研究開発法人情報通信研究機構が開発したコ
マンドホッパーを使用した。（表２，図１、２）
表２ 実験項目と使用機材
■UAV発着点からユニット設置地点まで見通しが効かない条件での運搬・設置
実

・中継装置を使用した遠隔設置の実施

験

・中継装置による現地状況情報に基づく設置中止→帰還動作の実施

項 ■調査ユニット子機から親機まで見通しが効かない条件での観測データ伝送
目

・中継装置を使用しない場合でのデータ伝送の試行
・中継装置を使用してのデータ伝送の実施

使 ■運搬用UAV LAB6106（イームズロボティクス）
用 ■通信装置 コマンドホッパー、無人移動体画像伝送システムU57
機

(国立研究開発法人情報通信研究機構）

材 ■調査ユニット LoRa調査ユニット子機・親機・中継器（九州技術事務所）

表１ UAV 通信電波の確保手法の整理
阻害
要因
遠距
離
地形
遮断

遠距
離
・
地形
遮断

対策種別
①使用電波
の変更
②アンテナ
高の変更
③電波発信
点の変更
③電波発信
点の変更
①使用電波
の変更
③電波発信
点の変更
②アンテナ
高の変更
③電波発信
点の変更

対策手法
169MHz 等での情報
伝送・簡易操作
ポール上にアンテナ
設置(2-5m 程度)
スイッチャーによる
操縦者の引継ぎ
UAV 等による電波の中
継
携帯電話回線による
UAV 操作

区分

機材

遠隔地から自動運用
高所作業車上での
操作(10-30m 程度)
見通しや地形干渉を考
慮した飛行計画

運用
計画

留意事項
伝送速度
が遅い
延伸効果
は限定的
効果的な箇所が
限定的
一般性が
低い
一般性が
低い
発着点が
限定される
発着点が
限定される

図１

-
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実地検証に使用した機材

新燃岳

①

②

3km 圏
（レベル 3a）
土石流危険渓流

発着点での中継
情報受信状況

設置地点 N2（予備）

設置地点上空からの映像。位置ずれ
等により設置継続不可と判断

③

④

設置地点 N3b´

4km 圏
（レベル 3b）

4km 圏
（レベル 3b）

コマンドホッパーを経由した帰還コマンド
の送信

コマンドホッパー

発着点 N4´

図２実地検証で対象とした新燃岳北麓ルート

3.2

実験結果

①中継装置を使用して現地状況から設置可能と判断
した上での遠隔設置の実施
通信電波を維持するための中継装置を搭載した中継
機を見通し内にホバリングさせ、調査ユニットを運搬す
る往復機から発着点まで、操縦電波、テレメトリ情報伝
送電波、降下位置確認用画像伝送電波を伝送しながら
調査ユニットの設置試験を行った。その結果、コマンド
ホッパーからのテレメトリ情報と U57 無線機画像から概
ね設置予定地点上空に到達していることを確認し、画
像から地表が平坦であることを確認した上で、自動降下
して予定設置地点に調査ユニットを設置し、再離陸する
ことに成功した。（図３）
①

コマンドホッパー経由のテレメトリ情
報から上昇を確認

図４ｺﾏﾝﾄﾞﾎｯﾊﾟｰによる UAV 状況把握及び操作
③見通し外での調査ユニットからの中継観測
見通し外の調査ユニット設置地点から、中継子機経
由で UAV 発着点にある親機へデータ伝送し降灰観測
する試験を実施した。具体的には、設置地点の調査ユ
ニットセンサー範囲内に火山灰を模擬的に降らせ、観
測値を得る試験を実施した。その結果、4km 圏外の尾
根上の作業道沿いに高さ 5m のポール上にアンテナを
立てた調査ユニット中継機を設置することで、見通し外
で観測データが受信できることを確認した。(図５)
親機

アンテナ 5m

OK

NG

②
中継機

設置地点上空に
到着

上空から降下
子機

③

図５中継子機を用いた調査ユニットデータの受信

④

4. 総括
自動着陸

調査ユニットを
リリースし再離陸

図３調査ユニットの遠隔設置状況
②中継装置を使用して現地状況から設置不可と判断
した場合の設置中止試験
調査ユニットを設置するための飛行中に UAV から伝
送されてくる情報に基づき、設置を中止して引き返すコ
マンドを送信、設置中止・帰還する試験を実施した。そ
の結果、設置地点上空 30m における 60 秒間のホバリン
グ時に、伝送画像を確認し、模擬的に設置動作を中止
する判断をしたと想定し、コマンドホッパーによる帰還コ
マンドを送信、調査ユニットを把持した状態で帰還する
ことに成功した。これにより、見通し外の電波条件の悪
い箇所でも、UAV の飛行や現地状況を把握しての調査
ユニットの設置が可能であることを確認した。（図４）

本実験により、コマンドホッパー等の中継装置を活用
することで見通し外領域での UAV 運用が可能であり、
調査ユニットの UAV 遠隔設置及び降灰状況等の観測
が可能であることを確認した。今後は、これらの手法を
含めて、対象地域の条件に応じた様々な通信確保手法
の運用方法を確立することが望ましい。
（参考文献)
1)家田ら(2018)：火山噴火時立入困難地域の状況把握のための遠隔調
査ユニットならびに UAV を用いた運搬手法の開発への取り組み, 平
成 30 年度砂防学会概要集
2)家田ら(2019)：火山噴火時立入困難地域の状況把握のための遠隔調
査ユニットならびに UAV を用いた運搬手法の開発への取り組み（そ
の２）, 令和元年度砂防学会概要集
3)中村ら(2020)：火山噴火時立入困難地域の状況把握のための遠隔調
査ユニットならびに UAV を用いた運搬手法の開発への取り組み（そ
の３）, 令和 2 年度砂防学会概要集
4)熊井ら(2019)：火山噴火後の UAV による流域状況調査手法の開発,
土木技術資料, Vol.61, No.12, p32-35
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火山噴火時を想定した規制区域内の降灰厚計測デバイスの開発
工学院大学 脇本健太，横山龍一，羽田靖史
東京大学 永谷圭司
イームズロボティクス株式会社 銭谷彰
国際航業株式会社 ○皆川淳，島田徹，永田直己，金崎裕之，坂本あいの，北原遼太
1. はじめに
火山噴火時は，火山灰等の堆積によって土石流が発生しやすくなるため，渓流の降灰状況や雨量を観測す
る必要がある．しかし，火口周辺は立ち入り制限区域内となるため，火口近傍に源頭部をもつ渓流は，遠隔
からの迅速な降灰状況把握が求められる．近年は無人調査技術の開発が進められており，①事前にスケール
を設置し UAV で確認する手法 1），②UAV で計測機器やスケールを設置して計測する方法 2)3)などがある．し
かし，これらの手法は，噴火前に降灰範囲を想定してスケール等を設置することが前提であり，設置するタ
イミングや場所を決定することが難しいことや，設置と計測という 2 段階の作業を要するという課題がある．
本研究は，噴火に伴う立入規制区域内において，降灰堆積後に調査地点の降灰厚を直接計測する機材（降灰
厚計測デバイス．以下，デバイス）およびデバイスを UAV により運搬・設置する技術を開発した．さらに，
デバイスの運用に向けて，浅間山山麓にて実証実験や計測適地選定方法の検証を目的とした現地試験を実施
した．以上の開発成果と現地試験結果について報告を行う．

2. デバイスの概要
本研究で開発したデバイスは，UAV に吊り下げて運搬・設置するため，軽量であること（数㎏程度）
，傾
斜地（勾配 30 度まで）でも安定して設置できることなどの性能が求められる．また，降灰厚の計測は，土砂
災害防止法による緊急調査の必要性の判断根拠となる降灰厚 1 ㎝を判定できることが求められるため，表層
の 2 ㎝程度の火山灰を除去し，除去した部分の画像から降灰厚を計測することを目標とした．
以上の開発目標を踏まえて，デバイスは設置地点の降灰を除去するブラシを降下・回転させる部分を四脚
にて支持する機構とし，降灰除去前後の地表形状の差分を三次元距離センサーで計測する方法とした（図-1）
．
このデバイスは重さ 3.8 ㎏で UAV に吊下げ，目標とする計測地点に運搬後，UAV 用のウィンチにより地表
面に設置し，降灰状況を計測後に UAV から切り離さず回収する(図-2)．なお，三次元距離センサーはインテ
ル社製 Realsense Depth Camera D415 を使用したほか，周辺の降灰状況を確認するための全方位カメラ
（Ricoh Theta V），計測地点の位置情報を計測するための GPS 等を搭載した．また，降灰を除去するため
のブラシは，複数の材質で試験をした上で，湿った灰にも対応できたポリプロピレン製を採用した．

図-1 降灰厚計測デバイスの概要

図-2 計測イメージ

3. 計測適地の選定方法
デバイス設置の適地は，障害要素の無い場所を地形モデ
ルから抽出する．そのために，調査対象範囲について UAV
による空撮画像を取得し，Structure from Motion （以
下，SfM）を用いて地形モデルを作成する．障害要素は，
既往の実証実験 4)で，樹木や低木などの植生の有無，斜面
勾配，地表の凹凸などが重要であることが報告されている．
そのため，調査用デバイスの設置適地の抽出は，図-3 に
示す作業フローの手順で実施した．また，地形モデルから
適地を抽出するために，同報告で作成したプログラムを使
用した．なお，迅速な適地選定を実施するために必要な
UAV 飛行計画についての検討は，本研究発表会の「緊急
時における観測機器設置地点の選定を目的とした UAV 飛
行計画効率化検証」（北原ら）や既往報告５)にて，別途報
告しているため参照されたい．
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図-3 適地選定の流れ

4. 現地試験結果
デバイスの実証実験や適地選定方法の検証を目的とし
た現地試験を，浅間山山麓の片蓋川流域にて実施した．最
初に，UAV 空撮画像から作成した地形モデルを用いてデ
バイスによる計測に適する地点選定を行った．障害要素を
考慮した適地の条件として，SfM により作成した点群デ
ータを基に①勾配条件：0.25ｍメッシュの傾斜量データが
15°未満，②凹凸条件：同メッシュサイズ内の点群デー
タによる標高値の標準偏差が 0.06ｍ以下，③植生条件：
点群データの色情報が無彩色の部分を適地として選定し
た．これらの条件により抽出したエリアの事例を図-4 に
示す．適地として抽出された地点を現地で確認した結果，
適地の条件を概ね表現しており，適地選定手法としては，
妥当と判断した．
また，降灰厚計測デバイスを UAV から吊り下げて運
搬・設置・降灰層厚の計測を模擬的に実施する現地実験を
19 回行い，18 回の正常動作を確認した．さらに，三次元
距離センサーで 2cm 厚の灰を除去した範囲を計測したと
ころ平均 2.20cm 標準偏差 0.09cm で計測できた（図-5）．
これにより，1 割程度の誤差で降灰厚を計測ができること
図-4
が確認できた．

図-5 デバイスによる計測事例（左：降灰除去状況

適地選定事例（片蓋川 1 号・2 号堰堤付近）

中央：三次元距離センサー画像 右：三次元データ）

5. まとめ
ブラシの回転制御と上下動制御の機構により安定した火山灰除去が可能で，UAV により運搬できるデバイ
スを開発した．また，デバイスにより計測可能な適地を選定するための手法を検討し，現地検証により妥当
性を確認した．さらに，3 次元距離計測センサーを搭載し，ブラシ回転による火山灰除去前後の形状を比較
することで降灰厚を定量的に把握できることを実証実験で確認した．

6.今後の課題
実際の災害時を想定して迅速な適地選定～計測作業をとなるように，多様な現地条件でのデバイスの動作
検証を重ねることが重要と考えられる．さらに、実用化を目指して，緊急時に具体的な作業手順を参照できるよ
うに，実際に必要となる調査時間や作業体制について整理した上で，作業手順書としてまとめることを検討
したい．また，デバイス自体については，実用に向けたわかりやすい操作インタフェースや，降灰厚計測の精
度向上等について，引き続き検討を進める予定である．
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（その３）”
，令和元年度砂防学会研究発表会概要集，R12-006，4）永谷ら（2019），
“飛行ロボットで運搬す
る観測カメラの設置点計画と設置試験”，第 19 回建設ロボットシンポジウム，5）北原ら（2020），“緊急時
の観測機器の設置地点選定を目的とした UAV 飛行計画の効率化”，令和元年度砂防学会研究発表会概要集
R12-021
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緊急時における観測機器設置地点の選定を目的とした UAV 飛行計画効率化検証
イームズロボティクス株式会社 錢谷彰
工学院大学 羽田靖史，横山龍一
国際航業株式会社 ○北原遼太，島田徹，永田直己，皆川淳，金井啓通，金崎裕之，高野敦
1. はじめに
本稿では，観測機器の設置可能領域算出の基となる三次元データの効率的な取得を目的に，事前に地上基
準点
（以下 GCP）
を設置できない立ち入り制限区域内の地形情報取得を想定して，GCP 補正無しの RTK
（Real
Time Kinematic）による SfM（Structure from Motion）解析結果と，GCP 補正有りの SfM 解析結果，ス
タティック測量 GCP 座標を比較することで、GCP 補正無しの地形データの有効性を検証した．
また，異なるサイドラップ率（以下 SL）SfM 解析結果を，上記同様の比較を行うことで，低 SL 地形デー
タの有効性も併せて検証した（オーバーラップ率は 96%一律での比較）．
火山噴火時には，噴出物の堆積により，地形及び流出特性が変化し，少ない雨量でも土石流が発生しやす
くなる．噴火時には火口周辺は立ち入り制限区域内となるため，火口近傍を源頭部にもつ渓流は，遠隔から
の迅速な降灰状況把握が求められる．遠隔地からの確認手法として，無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle，
以下 UAV）により観測機器を設置することが期待される（皆川ほか，2021）．
永谷ほか（2019）では，UAV 空中写真の SfM より作成した 3 次元データの地形情報や，地表植生の有無
を示す色情報に基に，観測カメラの設置可能領域の算出手法を報告している．同報告では，立入制限区域外
から迅速に降灰・土砂移動状況を確認する手法として，制限区域内にカメラ等の観測機器を運搬する方法も
検討されている．
この手法を用いるためには①地形再現性の良い 3 次元データと，②3 次元データ作成に必要な空中写真
（UAV 飛行）の効率的な取得が課題と言える．①②に対して，UAV 測量の特性を以下に記す．
①UAV 測量による SfM 解析は通常，地形データの各点座標，面全体の傾きを GCP による位置補正を行い
制御することによって，地形形状を再現する．GCP を設置しない場合，点座標は UAV 位置情報取得精度に
依存し，作成した地形データの面全体の傾き，地形形状の再現性を損なう場合がある．ここ数年では PPK
（Post Processing Kinematic）や RTK 機能を搭載した UAV によって，近くの電子基準点との相対測位を行
い，より精度の良い位置情報の取得が可能となっている．
②UAV 飛行時間は，UAV 飛行経路数にあたる SL と，写真撮影間隔
にあたるオーバーラップ率の内，SL に大きく依存する．
筆者らは GCP による位置補正を行わない低 SL 地形データの検証を
行い，観測機器の設置可能領域算出用の三次元データに活用可能であ
ると結論付けた．

2. 実施した場所と飛行計画
本研究は，群馬県と長野県の県境に位置する浅間山の東側に位置す
る小浅間山と，浅間山から東北東に位置する片蓋川砂防堰堤施工現場
で RTK 機能を搭載した UAV による空中写真撮影を行った．撮影範囲
は小浅間山で 0.21km2，片蓋川の施工現場では 0.26km2 程度である．
UAV は，イームズロボティクス社製 UAV LAB6106FL を使用した．
UAV 飛行経路は空中写真の SL が 30，60%で実施した．飛行時間等
は以下の表 1，表 2 に示す．

横山ほか報告する
観測機器の設置可能領域

図 1：SL60GCP補正無し
によるオルソ画像

表 1：サイドラップ率ごとの飛行時間
小浅間山
片蓋川
飛行時間 飛行回数 解析時間 飛行時間 飛行回数 解析時間
SL30%
8min
1回
2h20m
13min
1回
4h31m
SL60%
17min
2回
5h50m
16min
1回
7h32m
※解析時間は GCP 補正無しの時間を示し，補正有りは各 20～40min 程度短い．

3. 検証手法

表 2：空撮諸元
対地高度
地上解像度
撮影間隔
速度

100m
2.4cm
1 枚/s
5m/s

SfM 解析には，Pix4D 社製ソフトウェア Pix4Dmapper を使用し，オルソ画像と DSM（Digital Surface
Model）を作成した．SfM 解析は，以下の通り，ソフトウェア内処理において，SL30，60%で GCP による
位置補正有無を区別した 4 つの条件でオルソ画像と DSM を作成した．なお GCP の位置座標は，スタティッ
ク測量を行い算出した．作成したオルソ画像や DSM，スタティック測量による GCP の取扱いについては，
ESRI 社製ソフトウェア ArcGIS を使用した．
SfM 解析結果の検証は以下の手法Ⅰ～Ⅲにより行った．
Ⅰ.それぞれ得られたオルソ画像内の GCP 位置をプロットし，その点に対応する DSM 座標（緯度・経度・
標高値）と，スタティック測量によって得られた GCP 座標を比較（地形データの地点情報精度確認）
Ⅱ.Ⅰの結果から，各 GCP 間の基線，勾配を作成し，基準点間を比較（地形データの面情報精度確認）
Ⅲ.Ⅱの結果と各 DSM から基線間の標高断面を作成し地形再現性を比較（地形再現性確認）
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4. 結果 上記の手法により作成した片蓋川での結果を以下に示す．
Ⅰ.地形データの地点情報精度比較
表 3：GCP 1003での差分
表 3 はスタティック測量によって得られた GCP 座標とオルソ画像上の GCP
1003
1003 の座標の差分値をまとめたものである．表 3 の X 正値は，スタティック スタティック差分 X［m］ Y［m］ Z［m］
測量よりも西側に作成したオルソ画像上の GCP がきており，Y 正値は南に，Z SL30 GCP補正無
0.01
-2.31
-8.41
正値は，スタティック測量の標高値よりも低い値を示している．なお GCP 1003 SL60 GCP補正無
-1.21
-1.34 -10.32
0.03
-0.01
-0.05
はスタティック測量と，各 SfM 解析条件の GCP 位置座標の差分が一番大きか SL30 GCP補正有
0.01
-0.02
-0.06
った箇所である．点としての位置座標の誤差は，GCP 補正無し SL30%で水平 SL60 GCP補正有
2m，鉛直 8m 程度であり，GCP 補正を行った SL30，60%ではともに水平，鉛直方向で数 cm 以内に収まる．
Ⅱ.地形データの面情報精度比較
表 4：GCP基線長等スタティック測量差分
表 4 は GCP 補正無し SL30%と GCP
スタティック
基線［m］ 標高差［m］ 勾配（度） 基線差分（m） 標高差分（m） 勾配差分（度）
補正有り SL60%の GCP1001－1002，
1001-1002
236.20
0.00
0.00
－
－
－
1001-1003
295.30
25.64
4.96
－
－
－
1001－1003，1002－1004，1003－1004
1002-1004
258.38
27.10
5.99
－
－
－
間の基線（m）
，標高差（m）
，勾配（度）
1003-1004
261.27
11.70
2.56
－
－
－
を整理し，スタティックとの差分を表
SL30GCP補正無 基線［m］ 標高差［m］ 勾配（度） 基線差分（m） 標高差分（m） 勾配差分（度）
す．GCP 補正無し SL30%の基線差分
1001-1002
236.86
0.61
0.15
0.66
0.61
0.15
は 1m，標高差分 3m 程度，勾配差分 1
1001-1003
296.47
22.77
4.39
1.17
2.87
0.57
度未満であり，GCP 補正有りの結果は
1002-1004
259.52
24.12
5.31
1.13
2.98
0.68
1003-1004
262.26
8.55
1.87
0.99
3.15
0.70
基線差分，標高差分数 cm 以内，勾配差
SL30GCP補正有
基線［m］ 標高差［m］ 勾配（度） 基線差分（m） 標高差分（m） 勾配差分（度）
6
分 0.01 度程度であった．GCP 補正無し
1001-1002
236.22
0.05
0.01
0.01
0.05
0.01
SL30%基線勾配の誤差は，最大で 0.70
1001-1003
295.32
25.62
4.96
0.02
0.02
0.00
度（水平距離 1m あたりの垂直距離は
1002-1004
258.37
27.06
5.98
0.01
0.04
0.01
0.01m）であり，作成した DSM 面全体
1003-1004
261.31
11.67
2.56
0.04
0.03
0.01
の傾斜傾向は概ね一致する．
Ⅲ.地形再現性比較
横山ほか（2021）により，片蓋川の
観測機器の設置可能領域算出が行われ
，この領域は GCP1001
（図 1，図 2）
－1002 間基線上に位置する．SfM 解析
4 条件のこの基線間標高断面結果を図
2 に示す（水平距離 0.25cm ピッチ作成）．
上段には 4 条件の標高断面を示し，下
段には GCP 補正有り SL60%と補正無
し SL30%の標高断面差分と GCP 補正
有り SL30，60%の標高断面差分を示す．
GCP 補正有り SL60%と補正無し SL30
%の標高断面差分は，基線間のある X
値の標高差分値と，その X 値前後の標
高差分値の関係をみてみると，GCP10
水平距離（m）
01 から 1002 にかけて差分値 5.5～
4.7m を連続的に遷移していく
（区間 ）．
図 2：GCP1001-1002基線間標高断面差分
これは補正無し SL30%の断面標高が
GCP 補正有り SL60%のより相対的に 5.5～4.7m 高いことを意味する．差分値が一部不連続な部分（破線部）
は，DSM の地形形状変化点と一致する．GCP 補正有り SL30，60%の標高断面差分はほぼ認められない．

５.考察

Ⅰより，GCP 補正を行わずに作成した DSM の任意の点（X，Y，Z）は m 単位での地点情報の誤差が発生
するが，Ⅱより DSM 全体での傾斜傾向は再現していると考えられる．またⅢで，標高断面差分値は均一的
で，不連続点は地形形状変化点と一致していることから，不連続部分で，地形再現が行えていないというも
のではなく，Ⅰの地形形状変化点の X，Y 値の誤差が現れていると考えられ，DSM 全体傾向と地形再現の観
点から，観測機器の設置可能領域算出を行うための三次元データは，GCP による位置合わせ無しの RTK で
の取得でも可能であり，SL30%での作成でも行えると考えられる．
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直方体構造物を迂回・越流する溶岩流の堆積形状に関する研究
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1．はじめに

佐藤 敏明
横断構造物
3cm

溶岩供給

策施設の活用が期待されているが，溶岩流災害に対し

5cm
路床

て効果的な構造形状は明らかでない．著者らは，これま
で小型流路を用いた溶岩の流動実験により，溶岩流の

15°
20cm,30cm
20cm,20.5cm 100cm,160cm
図-1 実験流路の模式図（側面図）
表-1 実験ケース

例えば 1)

が，構造物に

よる捕捉がないケースに限られていた．
本研究は，構造物に捕捉され下流へ流出する溶岩流

CASE

流路

に関する知見を集積するために，直方体構造物を設置
した流路を用いて溶岩の流動実験を実施し，迂回・越流
する溶岩流の堆積形状について検討したものである．

CASE1-1

平板

CASE1-2

CASE2-1
CASE2-2

2．実験概要

駿太

3cm

溶岩流災害におけるハード対策として，土砂災害対

流動特性に関する検討を行ってきた

敦哉

矩形
断面

直方体
構造物

初期温度
［ ℃］

供給量
［ mL］

有

980.0

350

無

947.2

350

有

843.2

280

無

896.8

290

表-2 堆積結果

溶岩は，融点降下剤を加えた川砂を加熱して生成し
CAS E

た．加熱前の各重量は，川砂 540g，重曹 270g，ホウ砂
540g である．実験流路の模式図を図-1 に示す．本研究

到達距離
［cm］

であり，木製合板に粒径 2mm 未満の川砂を厚さ 5cm で

左岸：40.3
右岸：42.4

最大 D：1.2
平均 d̅：0.6

最大 W：17.8
平均 w
̅ ：13.0

CASE1-2

36.8

最大 D：1.0
平均 d̅：0.6

最大 W：18.6
平均 w
̅ ：15.5

CASE2-1

63.8

最大 D：3.7
平均 d̅：1.1

最大 W：5.0
平均 w
̅ ：4.3

CASE2-2

70.4

最大 D：1.1
平均 d̅：0.8

最大 W：5.0
平均 w
̅ ：4.6

敷設して製作した．矩形断面流路は，打設したコンクリ
ートブロックを用いて形成し，流路高 5cm，流路幅 5cm，

堆積幅
［cm］

CASE1-1

では，平板流路と矩形断面流路を用い，流路勾配はとも
に 15°とした．
平板流路は流路延長 100cm，流路幅 60cm

堆積厚
［cm］

流路延長 160cm である．溶岩流は，平板流路の上流端

実験ケースを表-1 に示す．比較のため構造物を設置し

から 20cm 地点，矩形断面流路の上流端から 30cm 地点

ない条件での実験（CASE1-2，CASE2-2）も行った．

に，加熱容器を手作業で斜動させて溶岩を供給するこ
とで発生させた．直方体構造物は高さ 3cm，幅 5cm，奥

3．実験結果および考察

行き 3cm で打設したコンクリートブロックを流路に設

3.1

溶岩流の堆積状況

置した．直方体構造物の捕捉面の位置は，供給地点から

表-2 に，各 CASE の到達距離L，最大堆積厚D と最大

20cm(平板流路)，20.5cm 地点(矩形断面流路)である．溶

堆積幅Wを示す．計測値から算出した平均堆積厚d̅ と平

岩流の初期温度は，流路上方から赤外線サーモグラフ

均堆積幅w
̅ も併せて示す．CASE1-1 の溶岩流は，構造物

ィ(FLIR 製 CPA T-440，放射率 0.9)を用いて計測した．

に捕捉された後，左岸・右岸に分岐し迂回するように堆

溶岩の流下状況は，流路上方，流路右岸側方に設置した

積した．分岐後の左岸・右岸の最大堆積厚Dはそれぞれ

ビデオカメラにより撮影した．実験終了後，固結した溶

0.8cm，0.9cm，最大堆積幅Wは 7.4cm，6.8cm であった．

岩の体積，到達距離，堆積厚と堆積幅を計測した．堆積

CASE1-2 の到達距離Lは，CASE1-1 よりも短い結果とな

厚・堆積幅は，供給地点から 1cm ピッチで計測した．

った．CASE1-2 では，溶岩供給直後の横断方向への広
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100

が CASE1-1 よりも小さくなったためと考えられる．

80

CASE2-1 の溶岩流は，構造物を越流して下流へ流下し，
到達距離Lは，CASE2-2 よりも短い結果となった．
3.2

区間体積と堆積厚比・堆積幅比との関係

本研究では，平均断面法を用いて区間体積を算出し

累加百分率［%］

がりが CASE1-1 よりも大きく，溶岩供給直後の流動深

60
40

20

た．図-2 に，区間体積の累加百分率と，到達距離比(供

0.0

た，図-3 および図-4 に，到達距離比に対する，各地点に
おける堆積厚dと平均堆積厚d̅ の比(堆積厚比)および堆

CASE1-1 では，到達距離比 0.46 以前の堆積厚比は，

堆積厚比

積幅wと平均堆積幅w
̅ の比(堆積幅比)をそれぞれ示す．

れ，到達距離比が 0.46，0.32 の地点に位置する．

0.46

0.2

0.4
0.6
0.8
1.0
到達距離比
図-2 区間体積の累加百分率と到達距離比の関係
CASE1-1
3.0
CASE1-1_左岸
CASE1-1_右岸
2.5
CASE1-2
CASE2-1
2.0
CASE2-2

給地点からの距離lと到達距離Lの比)の関係を示す．ま

CASE1-1 と CASE2-1 の直方体構造物の捕捉面はそれぞ
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ており，堆積幅比は緩やかなカーブを描くように大き

0.0

0.32
0.0

くなっている．また，CASE1-2 の堆積厚比は，到達距離
比 0.10～0.40 付近にかけて減少し，0.40～0.80 付近にか
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0.4
0.6
0.8
到達距離比
図-3 堆積厚比と到達距離比の関係

1.0

1.5

けて増加している．堆積幅比は，上に凸の緩やかなカー

と同様の傾向をとる．このように CASE1-1 と CASE1-2
の到達距離比 0.46 以前における堆積幅比の傾向は類似
している一方で，堆積厚比の傾向はそれぞれ大きく異

堆積幅比

ブを示し，到達距離比 0.46 以前の堆積幅比は CASE1-1
1.0
CASE1-1
CASE1-1_左岸
CASE1-1_右岸
CASE1-2
CASE2-1
CASE2-2
0.32

0.5

なるにも関わらず，区間体積の累加百分率はともに一
定の割合で増加し続ける．CASE2-2 では，堆積幅比が
一定の区間で堆積厚比が変動しても，累加百分率は一

0.0
0.0

定の割合で増加する．これらの CASE では，堆積幅が体

0.46

0.2

0.4
0.6
0.8
到達距離比
図-4 堆積幅比と到達距離比の関係

1.0

積に対して支配的であると考えられる．一方，CASE2-

物を迂回・越流した溶岩流の堆積厚比・堆積幅比は，一

1 における到達距離比 0.32 以前の累加百分率の変化率

定の値をとる区間が出現する傾向にある．

は，徐々に大きくなっている．これは，堆積厚が徐々に
大きくなり，堆積幅が変動しないためである．CASE21 では，堆積厚が体積に影響を及ぼすことになる．

4．おわりに
流動実験により，直方体構造物を迂回・越流する溶岩

CASE1-1 の左岸・右岸における到達距離比 0.46 以降

流の堆積形状について検討した．その結果，迂回・越流

と，CASE2-1 の到達距離比 0.32～0.70 付近の累加百分

後の堆積厚・堆積幅は，一定の値をとる区間が出現する

率は，ともに一定の割合で増加する．CASE1-1 では，堆

傾向がみられた．今後は，実験ケースを追加し，本研究

積厚比・堆積幅比ともに到達距離比 0.46～0.80 付近ま

で示した傾向と比較して，溶岩流の堆積形状に関する

でほぼ一定の値を示し，到達距離比 0.80 以降は堆積厚

特徴を整理する必要がある．

比が大きくなるにつれ，堆積幅比が小さくなるためで
あり，CASE2-1 では，堆積厚比・堆積幅比ともに 0.32～

参考文献

0.70 付近まで一定の値を示すためである．直方体構造

1）永野ら(2019)：平成 31 年度砂防学会研究発表会概要集，
pp.67-68．
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火山砂防対策におけるリスク低減事例集について
朝日航洋株式会社 ○安海高明，松井宗廣※1，齋藤はるか，江藤稚佳子
国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 熊井教寿※2，黒木隆，姫野徳人※3
（※1 現

株式会社オリエンタルコンサルタンツ，※2 現
※3 現

1. はじめに

国土交通省

国土交通省

九州地方整備局

九州地方整備局

河川部，

長崎河川国道事務所）

の事例を取り上げた。危険事例では，除石工事中に発

我が国は過去より火山噴火に伴う災害と対峙して

生した作業員の火傷の事例を，当時現場で火砕流に

きた。火山噴火に伴う災害に対して，極力防止や軽減

遭遇した施工会社員からの聞き取りをもとに当時の

することが求められるが，そこでは「如何に安全に対

状況を記した。

策を実施できるか」が課題となる。筆者らは，火山噴

3.2. 噴石

火災害時の砂防対策の実効性向上に資するために，

桜島（現在活動中）で発生している噴石に対するリ

過去の減災対策で実施されてきた安全対策の実例や，

スク低減事例として，施工時の噴石見張り所や爆発

火山砂防対策の現場で発生した危険な事例，ヒヤリ

監視員による監視体制や，仮設避難壕や作業員のプ

ハットの情報を整理してリスク低減事例集を作成し

ロテクター装着の事例を取り上げた。危険事例では，

た。本稿では，こうして作成した「火山砂防対策にお

有珠山噴火時に噴石が調査員のそばに落下した事例

けるリスク低減事例集」について報告をおこなう。

や，桜島で立入禁止区域が設定されている火口から

2. 取り扱う火山噴火とリスク事例の抽出

2km 圏をはるかに超えて大きな噴石が落下した事例

「リスク低減事例集」で取扱う火山現象は「火砕流」
「噴石」
「火山ガス」
「火山灰」とした。これは，火山
砂防対策における危険性の観点から各現象の速度，

を取り上げた。

3.3. 火山ガス
三宅島（2000 年噴火）で大量に発生した火山ガス

温度，発生頻度を指標として選定している（表-1）。

に対するリスク低減対策として，ガス検知器，防毒マ

表-1 事例集で取り扱う火山現象

スク携行による現地調査，や無人化施工，脱硫装置を
設置した宿舎を取り上げた。危険事例では，施工現場
での突然のガス濃度の上昇の事例を取り上げた。

3.4. 火山灰
火山上空を飛行する航空機のリスク低減対策とし
て，火山灰付着を防ぐフィルター設置や活火山上空
を飛行する際のガイドラインの一例を取り上げた。
危険事例では，雲仙岳噴火時に発生した自衛隊ヘリ
「リスク低減事例集」では，実際の火山噴火時にお

のエンジン出力低下による緊急着陸の事例を取り上

ける工事・調査の実例に関する資料収集や，実際の火

げた。

山砂防対策を実施した実務担当者からの実体験のヒ

4. リスク低減事例集のとりまとめ
「リスク低減事例集」では，経験の少ない技術職員

アリングをもとに作成した。

3. リスク低減事例と危険事例

の参考となるように，噴火に伴う災害現象や災害事

3.1. 火砕流

例に関する解説（図-1）
，危険事例の発生時の状況（図

雲仙普賢岳（1990 年噴火）で頻発した火砕流に対
する現場のリスク低減事例として，山体の常時監視
による避難体制の整備や，避難用シェルターの設置
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-2）や，実際の安全対策の実例や留意点や教訓につい
てとりまとめた（図-3）。

図-1 噴火に伴う現象とリスク

図-3 リスク低減対策の実例

5. まとめにかえて
リスク低減事例集の作成において，火山砂防対策
のリスク低減で重要と考えられるポイントを示す。
・雲仙普賢岳の工事作業員の火傷は火砕流という現
象が認知できていなかったため発生したことから，
現象のリスクの認知は最低限の必須事項である。
・現場担当者は，危険性に気付きながらも対策の実
施を優先させようという心理が働きがちであること
から，担当者がハイリスク環境下に身をおくことが
ないよう危機管理が必要である。
・本事例集で扱うリスク低減策はリスクをゼロにす
るものではない。無人化施工，無人航空機などの技術
を運用することでリスクゼロに近づけるべきである。
【謝辞】火山噴火時の工事・調査の事例や，留意事項
について多くの関係者から聞き取り調査をさせてい
ただくとともに関係資料の収集に快くご協力いただ
いた。ここに深く感謝申し上げます。
【参考文献】
1) 建設省河川局砂防部, 「雲仙・普賢岳噴火と火山噴火対
策砂防事業」,1994
2) 財団法人消防科学総合センター, 「地域防災データ総覧
地震災害・火山災害編」,1998

図-2 危険事例の発生状況
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火山砂防対策における噴石のリスク低減対策及び留意事項について
朝日航洋株式会社 ○齋藤はるか、松井宗廣※1、安海高明、江藤稚佳子
国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 熊井教寿※2、黒木隆、姫野徳人※3
（※1 現 株式会社オリエンタルコンサルタンツ、※2 現 国土交通省 九州地方整備局 河川部、
※3 現 国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所）

1. はじめに
火山噴火に伴う現象は、大きな被害をもたらす可
能性がある。被害の防止・軽減のため、火山噴火時に
おいても迅速な対策工事や早急な現地状況の把握の
ための調査の実施が求められる場合がある。
火山砂防対策の工事、調査における危険な火山噴
火に伴う現象には、
「火砕流」
、
「噴石」
、
「火山ガス」
、
「火山灰」
、
「融雪型火山泥流」
、
「溶岩流」
、
「土石流・
泥流」
、
「山体崩壊」がある。本稿では、上記のうち、
図 1

「噴石」について「人体に致命的な影響を与える可能
性があった」火山砂防対策実施における「危険事例」

噴石落下地点

2.2. 桜島の事例

を紹介する。近年の火山砂防対策において噴石の危

2020（令和 2）年 6 月 8 日夜、鹿児島地方気象台

険事例があった有珠山と桜島の事例を対象に課題を

は桜島の南岳で 6 月 4 日午前 3 時頃に起こった噴火

明らかにし、対策実施時における噴石に対するリス

により発生したとみられる大きな噴石が火口から約

ク低減対策及び留意事項を報告する。

3km 離れた地点で確認されたと発表した（図 2）
。噴

なお、本稿は火山噴火時における工事・調査の留意

石の落下地点では直径約 6m、深さ 1.5～2m 程度の

点や各種課題の抽出を目的として実施した火山砂防

クレーターができ、周辺では最大約 30cm の噴石の

対策における危険事例についての資料収集と聞き取

破片が見つかった（図 3）
。

り調査の結果を参考としている。

2. 危険事例について

東桜島合同庁舎

2.1. 有珠山の事例

噴石落下地点

2000（平成 12）年 3 月 31 日に発生した有珠山の
噴火（以下、
「有珠 2000 年噴火」と呼ぶ）では、立
入禁止区域が設定された。同区域内の泥流の流出に
より流路が閉塞した西山川では無人化施工の実施に

東桜島合同庁舎

向けて泥流堆積土砂の性状の把握や施工機械の進入
が可能かどうかを評価することを目的にした特別現

※背景は地理院地図を使用

図 2

2020（令和 2）年 6 月 4 日噴石落下地点 3)

地調査が同年 5 月 31 日に実施された１）。西山川左
岸まで装甲車に乗り 2）、その後砂防関係の調査員は
徒歩で西山川に沿って調査地点に行き調査中に、長
径約 15cm の噴石が調査者の直近に落下したことが
他の調査員により目撃された（図 1）
。幸い調査者
に直撃しなかったが危険事例の 1 つと考えられる。
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図 3

左：噴石落下地点、右：落下した噴石の破片 4)

6 月 4 日時点で、大隅河川国道事務所が火口から
約 3km 以内で進めている砂防工事は 5 件あった。噴
石が飛来した時間は午前 3 時頃と推定されており同
時刻に作業中の現場はなかったが、昼間の飛来であ
れば施工中の作業員に重大な影響を及ぼした可能性
が考えられる。したがって、噴石による危険事例の 1
つと考えられる。

3. リスク低減対策について
現在、桜島で実施されている噴石に対するリスク
低減対策事例を表 1 に示す。
表 1

図 4

桜島で実施されているリスク低減対策

リスク低減対策
詳細
24時間体制で2名で監視し、目視・体感観測、振動の
鹿児島地方気象台によ
①
把握、地殻変動の把握、監視カメラの確認、必要に応
る24時間監視
じて電話での聞き取りを行う。
各工事現場に噴石見張り所を設置し、監視員が常時監
噴石見張り所の設置と
②
視を行う。発見した場合は、作業員に伝達し仮設避難
監視員による常時監視
壕に退避する。
③ 仮設避難壕の設置
②により噴石発生の通報があった場合退避する。
予期せぬ噴石の飛来や仮設避難壕に退避する間のリス
④ プロテクターの装着
ク低減対策として装着する。
観測坑道内の傾斜計、 マグマの上昇による桜島の山体膨張を坑道内の伸縮計
⑤
伸縮計による観測
と傾斜計により観測する。
火山監視カメラによる 大隅河川国道事務所では常時火山監視カメラにより監
⑥
爆発の監視
視し必要に応じて各工事現場に通報する。
噴石を含めたデータ及び画像情報は桜島国際火山砂防
⑦ 情報の集中管理
センターの集中監視室で集中管理され工事従事者の安
全確保に必要な情報を各工事現場と共有する。

観測坑道による計測概念図 5）

4. まとめ
有珠山と桜島の近年の噴石における危険事例及び
リスク低減対策についてとりまとめた。資料収集と
聞き取り調査結果より下記の留意事項があげられる。


有珠 2000 年噴火の危険事例から、火口から数百
m しか離れていない地点での有人調査は噴石の
危険性が高いので今後は極力実施しない方針と
することが求められる。



桜島では本稿で紹介した以外にも過去に巨大な

同表のうち①の鹿児島地方気象台による常時監視

噴石落下の事例があり、砂防工事従事者及び住

は、24 時間 2 名体制で監視を実施している。この常

民は常に噴石によるリスクが存在していること

時監視は、気象台としての火山現象の観測事項の 1

を認識する必要がある。

つであるが、その目的は噴石監視を含む全観測情報



今後も仮設避難壕や監視員の他、火山活動活発

を総合的に判断して気象業務法に基づく火山情報

時の情報共有と現地作業中止等の措置などリス

（噴火速報等）を発出することであるため、砂防工事

ク低減対策を継続することが求められる。

の安全管理に特化しているものではない。また、鹿児

一般に噴石のリスクを完全にゼロにすることは困

島地方気象台の噴石監視によりリアルタイムな情報

難であるが、極力リスクを低減するための努力は引

を得ることができても噴石落下までの時間は短く、

き続き必要であり、今後とも無人による調査や施工

現場作業員は噴石の情報伝達から避難を完了するこ

方法の高度化等についてさらに継続的な技術開発を

とが困難であるという点に留意が必要である。

行っていくことが重要である。

①以外の工事実施時の噴石に対するリスク低減対

【謝辞】本稿をとりまとめるにあたり火山噴火時の

策として、②噴石見張り所の設置と監視員による常

工事・調査の事例や、留意事項について多くの関係者

時監視、③仮設避難壕の設置、④プロテクターの装

から聞き取り調査をさせていただくとともに関係資

着、⑤観測坑道内での傾斜計、伸縮計による観測（図

料の収集に快くご協力いただいた。ここに深く感謝

4）、⑥火山監視カメラによる爆発の監視、⑦情報の

申し上げます。

集中管理が挙げられる（表 1）
。⑤はマグマの上昇に

【参考文献】

よる桜島の山体膨張を坑道内の伸縮計と傾斜計によ

1)有珠山の砂防－2000年噴火災害と砂防事業の記録－(2009
年3月，北海道室蘭土木現業所）P‐Ⅰ‐1，4 ,12
2）火山砂防対策における噴石に関する留意事項について，松
井他，R12-024,No625
3）鹿児島市東桜島支所総務市民課職員よりヒアリング
4）鹿児島市提供
5）京都大学防災研究所付属火山活動研究センター，桜島火山
観測所

り観測することにより噴火の傾向を把握しようとす
る先進的な取り組みである。
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令和２年 7 月球磨川豪雨による斜面崩壊の要因分析
-豪雨度と地質要因からみた検討-

○林

拙郎(静岡大(客員))・山田 孝(北大農学研究院)

１．はじめに
土砂災害を発生させた豪雨の活動特性や空間特性については，発現した現象から調べることが可能であ
る。筆者らは，数年前より土砂災害の発生豪雨に対する時間特性の分類を行い，各豪雨は，時間的特性に基
づき，激性豪雨・活性豪雨・長大豪雨に分けられることを示した（林ら，2019）。2020 年 7 月 4 日未明から
朝にかけて熊本県南部を中心に集中した線状降水帯による活性豪雨が発生した。球磨川では洪水となり，芦
北町付近他に土砂災害が発生した。本稿では，芦北町付近の土砂災害に対し，関係する雨量観測点における
発生豪雨と崩壊地の位置関係を示し，発生豪雨の
時間的特性と豪雨度を求め，豪雨度と斜面崩壊，
地質の要因について検討する。その上で，以前
(1982 年)に発生した斜面崩壊との比較を行う。

A田浦
A五木

県田浦
国神瀬

２．2020 年球磨川豪雨の活動特性

県芦北

2020 年 7 月球磨川豪雨の活動特性は，図-１の
ようにまとめられる（下図の崩壊地位置図は中
央開発(2020)による）。図中の豪雨の活動特性を
以下，順次説明する。それぞれの詳しい用語は
徐々に述べることとし，概要をまず述べる。
2.1 豪雨の継続時間 td と豪雨 3 種

A水俣

≧35 35＞ ≧30
i
30＞ ≧25 25＞ ≧20

図-１ 2020 年 7 月球磨川豪雨の崩壊地と豪雨強度 i

(mm/h)

豪雨強度 i

豪雨の活動特性については継続時間 td と豪雨
図中 A：アメダス，県：熊本県(中央開発，2020 に記入)
強度 i の図(図-2)より，次の分類がある。
豪雨形態の分類；３種
激性豪雨・活性豪雨・長大豪雨(林ら,2019)
激性豪
雨 70
これらの値は，豪雨の時間雨量の基準値を決めると継
続時間 td が決まり，td 時間内の総雨量 RH も求まる。
上の豪雨３種は，豪雨の継続時間から決定される。
豪雨強度 i は，豪雨の継続時間 td 内の総雨量 RH を td
で除したものである（図-1 参照）。球磨川豪雨ほかの

(局地
豪雨)

(集中豪雨)

長大豪雨
20mm/h
(広域豪雨)

活動特性
空間 特性

36h 継続時間 td 63h
(気象scale) 時間
図-2 土砂災害を発生させた豪雨状況の分類
12h

豪雨強度 i (mm/h)

継続時間 td と豪雨強度を図-3 に示す。
2.2 球磨川豪雨ほかの豪雨強度 i
先の図-1 より，球磨川豪雨の豪雨強度 i は，雨量
観測点でみれば，県田浦が極端に大きく，次に A 五
木・A 水俣・国神瀬が続き，最後に A 田浦・県芦北
の順小さい値となる。この内 A 五木が激性豪雨でそ
の他のすべてが活性豪雨に該当し，2019 年の台風 19
号と同様，中間的な豪雨に相当する（図-3）
。
図-3 からは，球磨川豪雨は活性豪雨のほぼ中央に
あり，ある意味典型的な豪雨の発生形態とみられる。
過去の顕著な活性豪雨は，伊那谷集中豪雨の他，長
崎・東海・宮川・伊豆大島の各豪雨が該当する。
ここでは省略するが，豪雨強度 i に対し，次章で
説明する地域雨量を時間雨量に直した因子を用いて

mm/h
活性豪雨
36mm/h
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図-3 球磨川豪雨ほかの豪雨活動特性

70

３．球磨川豪雨の豪雨度と斜面崩壊
3.1 地域雨量 R1/2 と豪雨度 H
大雨の降りやすさを示す地域雨量 R1/2 をみる
と，球磨川周辺では東に行くほど大きく，海側の
A 水俣や A 田浦は 153，148mm と同程度であるのに
対し，A 五木が 182mm，県境の A 湯前横谷が 223mm
である。結果，豪雨度は3.1 と最小値になっている。
豪雨度 H は，先行雨量 R2-15 とトリガー雨量 R0-1

(R
/R)1/2)
トリガー度
/R1/2
トリガー度 (R
0-10-1

基準化(豪雨)強度 I を用いることもできる。

5
4
3
2

を地域雨量 R1/2（2 年に 1 度の確率雨量）によっ
て「豪雨量」を基準化したもので，地震の震度に

1

相当する指標と考え設定した（林・山田，2017）
。

0

［豪雨度 H］ 上で述べた R2-15 と R0-1 は，豪雨の偏
在性を考慮し，地域雨量 R1/2 を用いて基準化する
と，次の２因子（先行水分度 xR，トリガー度 yR）
が設定される。つまり式となる。
｛xR(R2-15/R1/2)，yR(R0-1/R1/2)｝

19秩父
19笠松 17九北野ダ 18広島
安浦
徳
19箱根
伊
38六
19相模
67六
鰐
狩
東 大島
紀那
島
尾
球磨川主要
美
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18岩
67呉
国
八
大 宮ﾀﾞ
佐 防
4広
H3
阿
9広 51呉
70呉 9広N
99呉

呉

H2
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52呉

0
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2
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長
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H4
庄

72呉

69呉

57呉

3

4
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先行水分度
2-15
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5

図-4 球磨川豪雨ほか土砂災害発生豪雨の
豪雨度・豪雨階
秩父帯のⅠ～Ⅲは便宜上の分帯

豪雨度 H は次式で表される。
H={xR2＋yR2}1/2
今回発生した豪雨度 H の最大値
6.0 のデータ（図上豪雨階 H6）は，
県田浦である(図-4)。豪雨階６は，
九州長崎豪雨に匹敵し，崩壊発生と
地質の関連が重要となる。
崩壊発生の中心は，図-5 にあるよ
うに，芦北町とみられるが，県芦北
の豪雨度は 4.6，国神瀬も 4.3 であ
り，崩壊地への影響は県田浦の雨量
というより，県芦北や国神瀬の影響
が大きいようである。
3.2 崩壊への豪雨度と地質の影響

H

図-5 球磨川豪雨の調査地の地質と崩壊地(●)，豪雨度 H
（中央開発(2020 年) より作成）

2020 年 7 月球磨川豪雨による崩壊地の地質（図-5）は，中生代秩父帯の分帯Ⅱに多く発生している。ま
た，分帯Ⅰのメランジと北側の地層（付加体以外）との境界部にもみられる。しかし，H6 の発生した県田
浦の直近部には崩壊発生がみられない。これは，秩父帯の中でも分帯Ⅱより分帯Ⅰの方が崩れにくいように
みえる。しかし，1982 年の九州を襲った長崎豪雨のときの崩壊分布をみると，一部分布域は重なるが，も
う少し山側に崩壊分布があり，必ずしも分帯Ⅰのメランジ帯が崩壊しにくいということではない。また，当
時の A 田浦の豪雨度 H は 6.2 であり，この地域でも長崎豪雨と同様の豪雨度であったことが伺える。今回
の県田浦雨量計の雨量のみが極端な値のようである。この他，今回四万十帯の崩壊は，五木地区にわずかみ
られるが，
A五木の豪雨度は 3.3 である。
豪雨度は大きくなく地質は強く崩壊が少なかったものとみられる。
謝辞 降雨データ入手にあたり，熊本県の職員の方から便宜をお図らい頂いた。ここにお礼を申し上げる。
引用・参考文献 熊本気象台(2020)：災害時気象資料―令和２年７月３日から４日にかけての熊本県の大雨について，
1-21. 地頭薗隆・伊倉万理・植弘隆ら(2020)：砂防学会誌，73(4)，41-50. 中央開発(2020)：令和２年 7 月豪雨災害調査
報告書，1-179. 梶原光久・鈴木敦巳ら・北園芳人ら(1984)：熊本大学工学部研究報告，11-20. 林拙郎・山田孝：(2017)
自然災害科学36(3)． 林拙郎(2021)：土砂災害の発生構造，技報堂． 林拙郎・山田孝・川邉洋(2019)：自然災害科学38(3)．
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令和 2 年 7 月豪雨における熊本県人吉市・山江村の山地災害発生状況
（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所九州支所 黒川潮
１．はじめに
令和 2 年 7 月豪雨では記録的な大雨により九州においても多数の山地災害が発生した。山地災害を含む林
野関係被害の発生状況は令和 2 年 12 月 31 日時点で 43 道府県において被害額約 970 億円となっている。内訳
は林地荒廃 1,583 箇所 628.4 億円，治山施設 166 箇所 46.8 億円，林道施設等 8,708 箇所 280.9 億円，木材加
工・流通施設 35 件 11.0 億円，特用林産物施設等 70 件 3.2 億円である（林野庁 2020）
。このうち最も被害の
大きかった熊本県における林野関係被害額の合計は令和 2 年 8 月 31 日時点で約 465 億円となっている。内訳
は林道施設 3,302 箇所 101.7 億円，林地崩壊 761 箇所 318.3 億円，林地荒廃防止施設 85 箇所 18.0 億円，作業
道 64 箇所 0.8 億円，林産物 2 箇所 0.03 億円，林産施設 35 箇所 11.5 億円，その他 35 箇所 14.6 億円である
（熊本県 2020）
。今回の豪雨を受け、森林作業道における被害状況の把握を目的として、球磨川流域に位置す
る熊本県人吉市、山江村において現地調査する機会があり、その結果について報告する。
２．調査の概要
調査は熊本県が実施し、令和 2 年 7 月豪雨におけ
る森林作業道の被災原因の把握を目的としている。
被災状況の報告があったのは球磨地域振興局管内の
１市（人吉）
、4 町（錦・あさぎり・多良木・湯前）
、
5 村（水上・相良・五木・山江・球磨）で、このうち
人吉市および山江村の９路線（図－１）の現地調査に
同行した。調査日は豪雨から約半年後の令和 3 年 1
月 21～22 日である。
３．調査結果
調査を実施したところ、大規模な山腹崩壊はなく、
数十 m×数十 m の範囲内での崩壊となっていた。ま
た、谷地形の雨水が集まりやすい箇所の崩壊が目立
っていたが、崩壊面積率は高くなく、平成 29 年 7 月
九州北部豪雨に見られたような谷という谷が削られ
ているといった状況は見られなかった。崩壊の深さ
は樹木根系の効果が及ばない 3m 程度のものが多く、

図－１ 調査路線の位置

地質境界より上の風化した土壌層が崩壊していた。た
だし若齢林地においては深さ 1m 程度の山腹崩壊が確認できた。崩壊地の植生は針葉樹、広葉樹ともに存在し
（写真－1、2）
、特定の樹種が立地している箇所が崩壊しているといった現象は見られなかった。
令和 2 年 7 月豪雨においては球磨川流域で発生した流木が対岸の宇土半島まで到達したが、林内の状況を
確認すると、放置された切り捨て間伐林が移動した形跡は認められなかった（写真－3）。そのため、豪雨に伴
い発生した流木は、渓流付近に立地していた樹木が崩壊とともに流出したものと考えられる。
森林作業道に関しては被害が発生した箇所を除けば通常走行可能な状態となっており、雨水が道を流れたこ
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とによるリル・ガリ等の進行もほぼ見られなかった。
しかし雨水が集中したと見られる谷部においては作
業道の下に設置されたヒューム管が露出する箇所が
複数確認できた。ヒューム管内部のつまりは確認で
きなかったことから、大量の雨水が作業道の上部を
通過したと推定され、上部が侵食されたことによっ
て発生した現象と考えられる。
４．まとめ
本報告で紹介した内容も含め、熊本県人吉市・山江
村における山地災害の発生状況については、以下に

写真－１ 針葉樹林地の崩壊

示す特徴が確認できた。
・大規模な山腹崩壊はなく、数十 m×数十 m の範囲
内で発生していた
・山腹崩壊は針葉樹林地・広葉樹林地のいずれでも発
生していた。
・林地においては根系の効果が及ばない崩壊深 3m 程
度の山腹崩壊が見られた。
・若齢林地において崩壊深 1m 程度の山腹崩壊が発
生していた。
・土壌が相対的に厚い谷地形の箇所で山腹崩壊が多
発していた。

写真－２ 広葉樹林地の崩壊

・地質の境界付近における山腹崩壊が多発していた。
・被害箇所以外の作業道は比較的良好な状態に保た
れていた。
・林内の切り捨て間伐木が移動した痕跡は確認でき
なかった。
・ヒューム管の土砂による閉塞は認められなかった
一方、作業道の侵食に伴う露出が確認できた。
謝辞
現地調査の実施に当たり、熊本県県南広域本部球
磨地域振興局およびくま中央森林組合のご協力をい
ただいた。ここに記して謝意を表します。

写真－３ 林内の状況

参考資料
熊本県（2020）令和 2 年 7 月豪雨に係る災害対策本部会議資料（第 29 回）
、
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/109995.pdf（2021 年 3 月 22 日利用）
林野庁（2020）令和 2 年 7 月豪雨に関する情報、
https://www.rinya.maff.go.jp/j/saigai/joho/20200703.html（2021 年 3 月 22 日利用）
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球磨川災害 ヘリコプター撮影映像とウェアラブルカメラ映像を利用した災害発生箇所の把握について
国際航業株式会社 〇曽我智彦、江川佳苗、平川澄美、小野山裕治、萩野晃平

1 経緯および作業概要
令和 2 年 7 月 4 日未明に球磨川流域で災害が発生した。その日の夕方、国土交通省八代河川国道事務所より、
被災状況を把握するために空中写真撮影と被災箇所の判読作業を依頼された。
被災箇所の判読作業に関して、7 月 4 日及び 5 日に、九州地方整備局の防災ヘリコプター『はるかぜ』が撮影
した伝送動画を用いて、1 次判読を行い速報版（7 月 6 日提出）としてとりまとめた。また、オリジナル動画や空
中写真を用いて 2 次判読（7 月 16 日提出）を行い精査版としてとりまとめた。
空中写真撮影については、7 月 5 日に、被災状況を確認するため斜め写真撮影を実施したが、天候が悪く球磨
川下流域から中流域手前までの撮影のみであった。また、7 月 8 日に、同じ地域の垂直写真撮影を実施したが、7
月 5 日と同様に天候が悪く、雲で地表が見えない写真が複数あった。なお、両撮影成果ともに、前述の 2 次判読
に利用した。
ウェアラブルカメラ映像については、7 月 9 日に、UAV 撮影を行う際に作業者を 1 名増員し、その作業員にウェ
アラブルカメラを装着して現地の状況を撮影・伝送した。この映像も、2 次判読のための資料とした。
2 作業の流れ
作業の流れを以下に示した。
1)撮影動画ﾃﾞｰﾀは機内 HDD で記録・保存された高品質ﾃﾞｰﾀをｺｰｽ
1．防災ヘリによる現地撮影動画の入手
1)機内保存撮影動画データ(ｵﾘｼﾞﾅﾙ)
2)撮影ｺｰｽ航跡ﾃﾞｰﾀ(GPS 航跡データ)
3)ｺｰｽ毎の撮影開始時刻の確認

2．防災ヘリの航跡および撮影動画の整理
1)撮影航跡図の作成(ＧＩＳ：ｺｰｽ毎)
2)撮影ｺｰｽ毎の動画内容確認
3)撮影動画ﾌｧｲﾙへの作業番号付与

3．動画キャプチャ画像の抽出(切出し)
1)ｺｰｽ毎に撮影開始日時の設定
2)動画から 5 秒毎にｷｬﾌﾟﾁｬ画像抽出
3)作業番号に枝番で画像番号を付与

4．キャプチャ画像による被災箇所抽出
1)撮影コースと画像内容の予察対比
2)被災有無の確認とその対象事業区分
3)被災状況の把握・区分(概略区分)

毎にﾌｧｲﾙ化し入手
2)航跡図はＧＩＳに取り込めるように GPS 航跡ﾃﾞｰﾀとして入手【重要】
3)動画ﾃﾞｰﾀのﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟはﾌｧｲﾙ保存時のものが多く、ｺｰｽ毎の撮
影の開始(終了)時刻が分かるフライト記録を入手する。

1)2)ＧＩＳ地図上に航跡図ﾃﾞｰﾀを展開し、撮影ｺｰｽと動画内容の突き
合わせによる整合性確認を実施【重要】⇒重たい作業
⇒航跡図は地理院地図にも展開する。
3)作業番号は月日と撮影時刻順に番号を付与(0704-01 等)
1)撮影起点の日時から画像番号に 5 秒を乗じることで撮影時刻が把
握可能【重要】
2)動画編集ｿﾌﾄ(Pix4D 等)を用いて動画から 5 秒毎のｷｬﾌﾟﾁｬ画像を
ﾌｧｲﾙ保存
3)画像番号は「0704-01-001」で付与
1)撮影ｺｰｽとｷｬﾌﾟﾁｬ画像内容を対比確認し予察的にコース沿いの
被災状況を把握。
2)被災対象の事業区分に応じて「河川・砂防・道路・鉄道・橋梁・その
他」等に分類
3)被災状況・規模、災害種を簡潔に区分
（道路・護岸・道路橋の損壊、斜面の崩壊、土石流、家屋浸水・
土砂流出など）
※2)の報告を優先し、段階的に 3)を報告。
※被災規模の概略想定・記載は迅速報告での判読者負担が大き
いため、対象を斜面崩壊等に絞って実施することが望ましい。

5．被災確認箇所のマッピング（1 次判読）
1)抽出被災箇所を GIS 上でﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ
2)ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞｰﾀに被災箇所番号を付与
3)被災確認・被災状況等の属性追記
4)被災箇所ﾏｯﾌﾟ作成、PDF・印刷出力

6．被災確認箇所のマッピング（2 次判読）
1)動画映像（ウェアラブルカメラ映像む含む）
から抽出被災箇所を判読
2)抽出被災箇所の確認及び修正
3)ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞｰﾀに被災箇所番号を付与
4)被災確認・被災状況等の属性追記
5)被災箇所ﾏｯﾌﾟ作成、PDF・印刷出力

1)被災箇所はﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀ(ﾗｲﾝﾃﾞｰﾀ)で記載
※ﾗｲﾝﾃﾞｰﾀは河川護岸など被災箇所が連続する区間に用い、原則
ﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀで記載。
2)被災箇所番号はＧＩＳの FID を仮番号としてひとまず管理し、とりま
とめ段階でエリア毎に連番となるように付与する。
3)4 項で把握した事業区分毎の被災確認を優先記載し、被災状況等
は情報集約ﾚﾍﾞﾙに応じﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀの属性ﾃﾞｰﾀに追記する。
1)1 次判読と同様、被災箇所はﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀ(ﾗｲﾝﾃﾞｰﾀ)で記載
2)1 次判読結果と見比べ、相違がないか確認する。
3)被災箇所番号はＧＩＳの FID を仮番号としてひとまず管理し、とりまと
め段階でエリア毎に連番となるように付与する。
4)4 項で把握した事業区分毎の被災確認を優先記載し、被災状況等
は情報集約ﾚﾍﾞﾙに応じﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀの属性ﾃﾞｰﾀに追記する。

7．被災箇所の位置図とりまとめ
図-1 被災箇所判読作業の流れ
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3 ヘリコプター撮影画像について
航跡図に基づき、５秒間隔でキャプチャ画像を切り出し、画像集として取りまとめた。切り出す間隔は航跡図
と映像を見ながら画面の向きが変わる間隔割り出し、決定した。航跡図とキャプチャ画像例を以下に示す。

図-2 はるかぜ航跡図

図-3 キャプチャ画像集

4 ウェアラブルカメラ映像について
ウェアラブルカメラの使用状況と撮影写真を以下に示す。

図-4 ウェアラブルカメラ使用状況

図-5 現地状況写真その 1

図-6 現地状況写真その 2

ウェアラブルカメラを利用することで、事務所でリアルタイムに映像を見ることが可能で、カメラを装着して
いる作業員に静止画が撮影の指示が出せて、しかも撮影した静止画が事務所のパソコンに保存されるという利点
がある。また、ヘリコプター映像や空中写真では災害種別の区別が難しかった箇所が区別しやすくなった。
一方、作業員にカメラを付けており、調査が可能な地域が限定されるため、広域の調査をするにはカメラと作
業員を増やす必要がある。また、通信回線の状況により、事務所に中継している映像が途切れる場合がある。
5 被災箇所判読図について
１次判読結果と２次判読結果を以下に示す。

図-7 1 次判読結果

図-8 2 次判読結果

１次判読はヘリコプター画像のみからの判読であるが、キャプチャ画像の解像度が高く、球磨川本川沿いの災
害位置はかなり特定できており、速報性を重視する観点は満たせることが判明した。しかし、2 次判読結果と比
較すると、球磨川本川から離れた山間部の崩壊の位置特定が十分ではなく、垂直写真判読で補った。今後、ヘリ
コプターから撮影する際の撮影方向や、キャプチャ切り出し時間間隔を変更するなどの対応が考えられる。
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土砂災害を対象とした被害状況把握に衛星画像を活用した事例に関する一考察
（令和 2 年 7 月豪雨を例にして）
株式会社パスコ

○鈴木崇・杉井大輔・本多泰章・花田大輝

1. はじめに
令和 2 年 7 月豪雨では、日本付近に停滞した前線の影響により各地
で大雨となり、7 日から 8 日に掛けて長野県と岐阜県で大雨特別警報
が発表され、天竜川流域内の至る所で土砂災害が発生した。
被災範囲が広範囲に及ぶ場合の土砂災害に対応するためには初期の
状況把握が非常に重要であり、広範囲の画像を一度に取得できる人工
衛星は有効なツールである。
土砂災害の状況把握に活用されている人工衛星には大きく光学衛星
と SAR（Synthetic Aperture Radar）衛星がある。光学画像は写真のよ
うに地表の状況が確認できる反面、天候が不順な場合には雲により状
況がわからないこと、SAR 画像は光学画像と比べると悪天候でも地表
の状況を把握できるメリットがあるが地被状況を光学画像のように確
認することができないといったデメリットがある。
本発表では、令和 2 年 7 月豪雨における天竜川上流河川事務所管内
（図 1）を対象として、発災前後に撮影された
（流域面積約 1,270km2）
衛星画像を使用し、崩壊地や河道閉塞箇所の判読を実施した結果を踏
まえ、崩壊地等の判読に衛星画像を活用する際の留意点について報告
する。
2. SPOT6/7 および ALOS-2 の仕様
図 1 検討対象範囲（天竜川上流河川事
判読に使用した画像は表 1 に示す SPOT6/7 の光学画
務所管内） 背景図は地理院地図を使用
像と ALOS-2 の SAR 画像を 2 時期重ね合わせてその差
表 1 SPOT6/7 および ALOS-2 の諸元
分をとった反射強度差分画像を使用し
SPOT6/7
ALOS-2
た。画像の撮影時期を以下に示す。
赤、緑、青、近赤外（光学センサー）
L
バンド（レーダーセンサ－）
バンド
■SPOT6/7
撮影幅
60km（直下）
50km
災害前：令和 2 年 4 月 8 日
分解能
1.5m（パンシャープン）
3.0m
災害後：令和 2 年 7 月 19 日
運用機関
AIRBUS Defence & Space
JAXA
■ALOS-2
回帰日数
26 日
14 日
（南行軌道）
災害前：令和 2 年 6 月 16 日
災害後：令和 2 年 8 月 25 日
（北行軌道）
災害前：令和 2 年 6 月 5 日
災害後：令和 3 年 2 月 26 日
3. 画像活用事例
大雨特別警報発令後、降雨が続く中、一時的に天候
が回復した際に撮影された SPOT6/7 の光学画像を活用
し、新規崩壊地を判読した（図 2）
。光学画像を用いて
判読した新規崩壊地を対象として、SAR の反射強度差
分画像における崩壊地の見え方を検証した。
3.1 崩壊地分布の把握(光学画像の活用)
SPOT6/7 の撮影は 7 月 19 日の 14 時頃に実施された。
衛星から画像のダウンロードや画像処理が実施される
間の 7 月 19 日～20 日午前中に掛けて、災害前直近の
画像を検索した。7 月 20 日に昼頃に画像を入手し、画
像を GIS に取り込んで災害前後の画像を比較する作業
環境を作り（図 3）
、新規崩壊地の判読を開始した。当
日の 15 時ごろまで判読作業を実施し、位置図（図 4）
を作成した。崩壊地の位置はポイントで把握した。
太田切川等の竜西地区は雲に覆われた範囲が広く、
崩壊地の判読は雲のない範囲のみ実施した。新規崩壊
地の候補箇所として約 450 箇所を抽出した。
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図 2 令和 2 年 7 月の気象庁飯田観測所
の日雨量と撮影日との関係

図 3 新規崩壊地の判読例左図：災害後、右
図：災害前

崩壊地と伐採地の区別が困難な場合や，新規崩壊地の候補箇所が災害
前の画像で雲に覆われており新規の崩壊か否かの判断に迷う場合があ
ったものの、このうち確実性の高い 129 箇所を新規崩壊地と判断した。
流域ごとの崩壊箇所数を集計すると、三峰川流域で最も崩壊箇所数が
多かった。
3.2 SAR 画像の活用
光学画像で判読された崩壊地を対象として、SAR の反射強度差分画
像での崩壊地の見え方を検証した。SAR 画像は斜め方向からマイクロ
波を照射していることから影もしくは倒れ込みによって地表の状況が
得られない領域が存在するため、南行軌道と北行軌道からそれぞれ撮
影された画像を活用した。反射強度が低くなった範囲は赤色、反射強
度が強くなった範囲を青色で表示している。図 6 の崩壊地は、今回判
読した中で最も面積が広い（約 46,000m2）崩壊地である。光学写真と
比較してみると、崩壊主部は赤色の範囲となっており、崩土が堆積し
ている範囲は青色となっていることがわかる。図 6 の崩壊地は東向き
の斜面に位置している。図 6 の南行軌道の画像(図 6 右図)をみると東
側からマイクロ波が照射されて画像が倒れ込んでいるため、崩壊地判
読は困難であった。SAR の反射強度新規崩壊地を判読する時には崩壊
地形を呈しており、かつ赤と青の範囲がペアになっている箇所に着目
して抽出を行ったが、面積が概ね 10,000m2 以下の崩壊地は判読が困難
であった。
4. 画像を活用する際の留意点
光学画像では雲に覆われた範囲の判読ができないため、雲に覆われた範
囲等にも新規崩壊地がある可能性がある点に留意が必要である。また、伐
採地との区別や災害前の画像が雲の範囲で新規かどうか崩壊地として判断
に迷うことが多く、対象範囲の全ての崩壊地を抽出しているわけではない
ことに留意が必要である。
SAR の反射強度新規崩壊地を判読する時には崩壊地形を呈しており、か
つ赤と青の範囲がペアになっている箇所に着目して抽出を行ったが、小規
模な崩壊地は判読が困難な点や、画像の倒れ込みなどの影響により判読で
きない範囲があることに留意が必要である。
また、SAR 衛星の 2 つの軌道のうち、一方の軌道
の画像のみで判読を実施する場合にも、対象範囲
の全ての崩壊地が写っているわけではないこと
に留意が必要である。
広範囲の崩壊状況を早期に把握する手法とし
て人工衛星画像の活用を有効であることが確認
できた。判読結果は、詳細調査を行うための基礎
資料としての活用が期待できる。一方、すべての
崩壊地が１つの衛星画像で必ずしも抽出できる
わけではないため、天候状況等を踏まえた衛星画
像の取捨選択や、衛星画像で確認できない範囲を
航空機や地上からの確認とするなどの組み合わ
せを考慮した災害状況の把握手法を立案してい
く必要があると考えられる。
5.

竜西地区

図 4 光学画像による崩壊地判読結果

図 5 崩壊箇所の集計結果

図 6 判読した崩壊地の事例（SPOT6/7 と ALOS-2 画像の比較）
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埼玉県ときがわ町七重川の歴史的砂防施設群における技術的特徴
○深澤浩，高橋透，佐藤勇，櫻井一也

砂防エンジニアリング株式会社

1

はじめに
令和 2 年 9 月撮影
埼玉県の砂防事業は，明治 43 年の台風に伴う
大規模土砂災害(県内全域で山地崩壊 2,870 箇所，
死者・行方不明者 347 名)を契機として始まった
（表 1）1)。七重川は，大正 4 年に秩父の栗尾沢
とともに県内で初の砂防指定地に指定され (表
1)，翌大正 5 年，被害の集中した小鹿野町(旧倉
尾村)と都幾川村(旧大椚村)に県は秩父・大椚砂
防工営所を開設し，赤平川(栗尾沢)・吉田川(藤
倉川)・都幾川(七重川)水系の３渓流で砂防工事
を開始した 1),2)。
大正 5 年から特に昭和 40 年代にかけて営々と
築き上げられてきた七重川の砂防施設群は，急
勾配な渓流に石積堰堤が階段状に連続して造ら
撮影年不明,大正から昭和初期頃の写真と推定される
れていることから，「百段の滝」とも呼ばれる
写真 1 七重川砂防堰堤群 1)
ほど美しい土木構造物の景観を呈している(写真 1)。
その七重川の石積砂防施設群が，令和元年 10 月に発生した台風 19 号により比較的広範囲に損壊を受け，一部に
は砂防施設としての機能を著しく低下している施設があることなどが把握できた。
本報告では，石積砂防施設の被害状況調査と同時
表 1 七重川砂防施設群の竣工に関わる年表 1),2)
に，大正時代からの古い石積砂防施設に関わる
年月日
出来事
技術的特徴について整理した結果を報告する。
明治43年8月1日

2

七重川流域の砂防施設
七重川流域は，流域面積 1.85km2 を有する 3
次谷の直線状谷である。また、流域内の渓流長
合計は，5.7km と都幾川水系の中では突出して
高いことが特徴である。また，床固工群が連続
する区間の勾配は，約 12°と主流路の中では最
も急勾配となっている（図 1）。

台風により大規模な土砂災害発生，埼玉県砂防事業の契機となる

大正4年12月24日 埼玉県で初めて砂防指定地が告示される（七重川，栗尾沢）
大正5年

七重川で砂防工事が開始される，連続床固工区間で空石積施設

大正6,8,12,14年

連続床固工区間および下流で空石積施設（堰堤工，護岸工）建設

昭和22年9月14日 カスリーン台風（ときがわ町で死傷者3名，家屋破壊12棟，浸水34棟）
昭和30年以降
令和元年

本川より2.1kmから2.7knの最上流区間で石積砂防施設13基が建設
台風19号により砂防施設の一部が損壊
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図 1 流域位置図，施設分布図，河床縦断図，災害推定図
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流域内の地質は，秩父帯変成岩の一部であるチャートが大部分を占め， 表 2 七重川の砂防施設建設数 2)
それらは石積堰堤群のほとんどの積石に使用されている。
大正
昭和20年
昭和21年
昭和50年
工種
時代
以前
～昭和49年
以降
七重川流域には，62 基の砂防施設が設置されている（表 2）（注：原
堰堤工
7
10
12
1
典は昭和 49 年の当時の直営工事事務所記録に拠っており，現在の工種
床固工
2
5
3
分類の定義と異なっていることが想像される）。また，赤木や村史から
護岸工
2
4
16
の文献によれば 3)，大正 5,6,8 年の最初の建造物は，写真 1 に見られる
小計
9
16
33
4
上川橋の連続施設群と下流の浄水場付近，七重橋付近の 3 箇所に設置さ 合
石積
構造
石積
石積
ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
れている。赤木の文献 2),3)や現地調査から，明治 43 年災害時の土砂発 計
62
合計
生源は連続する砂防施設群の直上河岸斜面にあり，崩壊土砂が河床に異
『都幾川村史 地理編』に掲載されている，大椚砂防事務所「既設作物調」昭
常堆積し，出水の都度に下流の本川合流付近で氾濫堆積したことが読み 和49年に追加加筆した
取れる。そのため一連の砂防施設は，崩壊による
河床堆積土砂を固定することを目的に土砂流下・
堆積区間に設置されてきたものと推定される。ま
た、昭和 22 年のカスリーン台風時にも同様の要因
から最上流区間へ連続して砂防施設を配置したも
のと考えられる。

3

七重川砂防施設の技術的特徴

(1) 石積形態等
七重川のすべての石積砂防施設は，大き
さの異なる野面石と割石を積み上げた乱積
み形態が主である。積石は流域内で産出さ
れるチャートが用いられ，積石粒径につい
て建設前期の方が後期と比較して大きく不
均等であり，後期は均等に近い。ちなみに
石積作業員の多くは地元民でなされたが，
岐阜県安八町や墨俣町の石積職人を招いて
技術指導を受けている。
図 2 令和元年台風 19 号による施設の損壊事例
(2) 土砂流動時における石積砂防施設の損
(左上写真)天端が深さ 1.5mＶ字状決壊，(右上図)堆砂土砂が袋状に吸出し受けた
傷形態（図 2）
(左下写真)落下土砂により水叩工破壊，(右下図)土石流による堤体流出事例 6)広島
令和元年 10 月台風 19 号により連続石積
施設群区間の特に上流側で施設の損壊を受けた。典型事例は
図 2 に示したように，①水通し天端処理部（特に本積の隅角
部）の破損・流出 ⇒ ②堆砂敷の堆積土砂の吸出し(流下土
砂量 500m3) ⇒ ③水叩部で落下土砂による破壊と洗堀，とい
う一連の現象を伴うことがわかった。この 過程は平成 30 年
7 月豪雨災害で石積堰堤が被災した広島県の破壊事例と同様
である 6)。
写真 2 練石積堰堤（粗石コンクリート比較）
(左写真)低品質コンクート⇔(右写真)高品質コンクリート
(3) 石積砂防施設の内部構造
七重川の石積砂防施設は，建設当初全て空石積施設であっ
たが、その後の補修・改築によって練石積に変えられきたことが、現地調査や建設当時との写真比較や資料調査な
どによりわかっている（現存する堰堤本体部の空石積施設は 6 基）。破損による露出部観察から練石積構造は，内
部玉石の粒径や密度，コンクリートの配合状況や空隙により，相対的に高低品質の 2 分類にされる。それらの位置
分布にも特徴が見られ，また積石や袖部，水通しなど外観形状との相関もあり，建設年代による変遷が伺える。
4 まとめ
七重川砂防施設群の特徴を一言でいえば，大正期の古い施設が現存していることの価値よりも，古い施設を補
修・改築などの管理をしながら維持してきたことに歴史的特徴があるといえる。なお埼玉県立文書館には大正時代
の大椚砂防工営所設計図書（県重要文化財指定）が保管されており，その中に七重川の設計等資料も多数現存する
ことがわかっている。設計時の資料を紐解くことで，さらに事業の実態，変遷等が明らかになると考えられる。
〈参考文献〉
1) 埼玉県土木部砂防課，埼玉県治水砂防協会監修（1962,1891,1985,1990,1995,2006）：『埼玉の砂防(さいたまの砂防)』
2) 都幾川村史編纂委員会(2001)：『都幾川村史 通史編』，『都幾川村史 地理編』
3) 赤木正雄(1937)：『明治大正日本砂防工事々績に微する工法論』，京都大学博士参考論文，昭和 10 年
4) 樋口佳意，佐藤豊，深澤浩(2020)：埼玉県小鹿野町栗尾沢の石積砂防堰堤群における歴史的背景とその特徴，令和 2 年度
砂防学会研究発表会学術講演集
5) 埼玉県東松山県土整備事務所(2020)：令和 2 年度砂防維持修繕工事（七重川砂防施設補強・改築等方針検討業務委託）報
告書
6) 広島県砂防課(2019)：「平成 30 年 7 月豪雨災害を踏まえた今後の水害・土砂災害対策のあり方検討会」資料
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六甲山系における遊砂地の施設配置及び設計検討事例
国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所
光永健男，辻田英幸，紅粉昭一，橋本広稔，長尾壮治，山下牧子
株式会社建設技術研究所
○速見智，川崎巧，川瀬樹一，福島和彦，西島健二
1. はじめに
六甲山系では遊砂地を配置できる箇所が限られてい
るため、限られたスペースの中で効率的な堆砂スペー
スの活用が必要となる。遊砂地は施工事例や施設効果
を発揮した実績が少ないため、土砂・流木捕捉機能を
発揮する最適な河道拡大幅や延長、河床勾配等、遊砂
地形状の定量的な基準が定められていない。
六甲山系有野川水系に属する土石流危険渓流 2 渓流
（ショウブケ谷遊砂地、山原遊砂地）の遊砂地予備設
計では最適案の土砂・流木捕捉効果を数値シミュレー
ションや水理模型実験を用いて確認した。また施設形
状に課題がある場合は改良案を検討し、最適な施設形
状を決定した。
2. 既往事例の収集
遊砂地に関する文献 1）2）などの収集整理より、遊砂
地配置に際し、土砂・流木捕捉に適した施設形状の目
安として以下の値を設定した。
施設幅 B ：3≦B/B0≦5 程度
施設延長 L：L/B0 ≧4
※B0：施設上流水路幅
3. 数値シミュレーションによる遊砂地最適案の選定
予備設計で立案した 3 案の遊砂地形状について、土
砂捕捉効果の比較のために 2 次元氾濫シミュレーショ
ンを実施した。2 次元氾濫シミュレーションは汎用土
石流シミュレーターである Hyper kanako を用いた。
流入流量は対象清水流量に土砂混入率 50%とした量を
ピーク流量として、三角形のハイドログラフを設定し
た。土砂流入条件は供給土砂量を各施設の計画堆砂量
と同量として平衡土砂濃度による給砂とした。
(1) ショウブケ谷遊砂地
ショウブケ谷遊砂地では現況河床勾配(I=1/26)の
流路勾配緩和と流路幅の拡幅（5 倍程度）により、以
下の配置設計 3 案を比較した。計画流出土砂・流木量
は 1127m3 として、100％を捕捉できる施設容量とした。
第 1 案：現況渓床勾配 I=1/26 を遊砂地の底面河床
勾配として流路幅を拡幅した場合
⇒計画堆砂量 1,490m3
第 2 案：現況渓床勾配の 1/2 勾配(I=1/52)を遊砂地
の底面河床勾配として流路勾配の緩和し、流路幅の
拡幅した場合 ⇒計画堆砂量 1,668m3
第 3 案：計画河床勾配を 1/52 として中間部に落差
工を設置し、流路幅の拡幅および流路勾配の緩和し
た場合 ⇒計画堆砂量 1,441m3
2 次元氾濫計算の結果、すべての案で流入土砂量の
80%以上を捕捉可能であることが判った。第 1 案にお
いては、横断的な堆砂の偏りが他案と比較して抑えら
れ、上下流を通して平均的に堆砂することが確認でき
た。遊砂地スペースを効率的に用いることができ、堆
砂の偏りによる溢水の発生や土砂の氾濫等の安全面
からも有利であることから最適案とした。
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配置平面図
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帯工
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50m

0

図-1 ショウブケ谷遊砂地氾濫計算結果（第 1 案）
(2) 山原遊砂地
山原遊砂地では遊砂地底面河床勾配を現況河床勾
配として、堆砂幅を現況河床幅から拡幅し土砂を捕捉
する形状として、以下の 3 案の比較をした。計画流出
土砂・流木量は施設の効果量に応じて設定した。
第 1 案：堆砂幅を現況渓床幅の 3.0 倍とした場合
⇒計画堆砂量 3,146m3
第 2 案：堆砂幅を現況渓床幅の 4.5 倍とした場合
⇒計画堆砂量 4,840m3
第 3 案：堆砂幅を現況渓床幅の 6.0 倍とした場合
⇒計画堆砂量 6,162m3
2 次元氾濫計算の結果、すべての案で流出土砂量に
対して 85％以上を捕捉可能であることが判った。第 3
案の堆砂幅を流入幅の 6 倍に拡幅した場合においても、
堆砂の縦横断的な偏りは発生せずに満遍なく堆砂す
ることが判った。既往事例の収集では流入幅に対して
5 倍程度を遊砂地の堆砂幅の目安としていたが、数値
シミュレーションにより流入幅の 5 倍を超える施設幅
を設定することができた。計画流出土砂量に対してよ
り多くの捕捉量の向上を見込むため第 3 案を最適案と
した。

配置平面図
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H=5.0m
6B

下流帯工
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B

上流帯工
H=1.5m
0

図-2 山原遊砂地氾濫計算結果(第 3 案)

50m

4. 水理模型実験よる施設改良案の検討
予備設計最適案の土砂・流木捕捉効果や施設内の
水位、流れを確認するため、実験用直線水路（二次
元水路）を用いて水理模型実験を実施した。
(1) ショウブケ谷遊砂地
遊砂地予備設計最適案（第 1 案）の施設形状のう
ち、下流床固工から上流床固工までを模型の取入れ
範囲とした。実験条件は以下の通りある。
【実験条件】
・縮尺：1/30
・供給土砂、流木量：施設効果量の 1.2 倍
・土砂、流木の割合：計画流出土砂量、流木量の
割合と同様
・対象流量：定流 12.7m3/s（土砂含有を考慮した
流量）
・実験砂粒度分布：河床材料調査結果を基に設定
水理模型実験の結果より、供給土砂量 1,734m3 の
うち、81.7%が遊砂地内に堆積し、十分な捕捉効果
があることが確認できた。一方で以下の 3 点の施設
形状の課題が判った。
・下流床固工による堰上げ湛水効果の影響が大き
いため、遊砂地の下流部に土砂が堆積せずに、縦
断的に堆積の偏りが生じる
・上流床固工及び帯工上流の護岸高が水位に対し
て不足する
・供給流木量の 20%程度が下流に流出する
施設形状の課題を受けて形状の改良を行った。改
良点は以下の 2 点である。
・堰上げ湛水効果を小さくするために、下流床固工
の水通し部を 1.5m 切り下げ、流木捕捉のため高
さ 2.0m の鋼製スリットを設置する
・上流床固工の 0.5m 嵩上げし、上流床固工垂直壁
や護岸高を嵩上げする
改良案について水理模型実験を実施し、流入した
土砂が遊砂地内に広く堆積し、縦断的な堆砂の偏り
が解消されることを確認した。また、部分透過型に
することにより、流木捕捉効果が向上し、最適な施
設形状であることを確認した。
流木は帯工下流の
湛水範囲に集中

右岸側の土砂堆積は帯工まで到達していない

【実験条件】
・縮尺：1/60
・供給土砂、流木量：施設効果量の 1.2 倍
・土砂、流木量の割合：予備実験により決定（流
木塊による流況への影響を考慮）
・対象流量：定流 41.0m3/s（土砂含有を考慮した
流量）
・実験砂粒度分布：河床材料調査結果を基に設定
水理模型実験の結果より、供給土砂量 7,867m3 の
うち 99.7%が遊砂地内に堆積し、十分な捕捉効果が
あることを確認できた。計画案では堆砂幅の目安を
超える流入幅の 6 倍としても縦横断に偏りなく堆
積した。一方で流木に対しては、供給流木量の 72%
程度が下流に流出し、課題であることが判った。
改良案では流木捕捉のため基幹床固工の水通し
部を 2.0m 切り下げ、鋼製スリット（H=2.0m）を設
置した。改良案について水理模型実験を実施し、流
木捕捉が十分に可能であり、最適な施設形状である
ことを確認した。
基幹床固工直上は湛水しており、
土砂堆積がほとんど生じていない

供給流木量の72％程度が流出
区間1
基幹床固工上流拡幅部
基幹床固工

計画案

護岸の溢水は生じなかった
区間3
下流帯工～上流帯工

区間2
下流帯工下流

改良案

遊砂地内に広く土砂が堆積

上流帯工

計画案

下流帯工

部分透過型への改良により流木捕捉効果が向上

左岸側の土砂堆積は下流床固工と帯工の中間程度まで到達

帯工～上流床固の土砂堆積が多い

改良案

写真-1 計画案と改良案の実験結果の比較
(2) 山原遊砂地
遊砂地予備設計最適案（第 3 案）の施設形状のう
ち、下流基幹床固工から上流の帯工までを模型の取
入れ範囲とした。実験条件は以下の通りある。

写真-2 計画案と改良案の実験結果の比較
5. おわりに
定量的な設計基準が確立していない遊砂地設計
において、数値シミュレーションにより形状の異な
る比較案の土砂捕捉効果を確認した。山原遊砂地に
おいては施設形状の目安とした堆砂幅が流入幅の
5 倍よりも大きい形状の遊砂地を検討することが
できた。
また、水理模型実験により流木を含む流れや、堰
上げ湛水効果により堆砂させる構造で、遊砂地の土
砂・流木捕捉効果や水位、流れを確認した。実験結
果から施設形状の課題を確認し、改良案を立案する
ことにより最適な遊砂地の形状を検討することが
できた。
参考文献
1）松村恭一ら(2001)：遊砂地における土砂の堆積過程に関
する実験的研究,砂防学会誌
2）国土技術政策総合研究所(2016)：土石流・流木対策設計
技術指針 解説
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掃流区間に計画された透過型砂防堰堤に流木捕捉機能を付加する試み
国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所 岡嶋 康子, 南 憲長, 横山 悠
株式会社建設技術研究所 ○川崎 巧, 古山 剛, 斎藤 武, 奥野 敏也, 小林 優太
１．はじめに
平成 29 年 7 月の九州北部豪雨等により、近年では
流出土砂対策とともに流木対策が求められている。
尾添川流域は中ノ川など全国的にも崩壊面積率が高
い荒廃地を抱えており、これまでに流木調査や流木対
策施設計画が検討されている。当該流域では新規施設
計画位置が限られており、流木対策計画として、既設
不透過型砂防堰堤の改築(流木捕捉機能付加)が検討さ
れている。しかし、改築対象施設は急峻な地形に配置
されているものもあり、維持管理や整備効率に課題が
ある。
このような状況の中、当該流域において新規透過型
砂防堰堤 1 基が計画されている。計画地点は比較的ア
クセス性の良い 3 川合流後の掃流区間であり、この施
設に流木捕捉機能を付加出来れば、整備効率や維持管
理面で有利な流木対策計画の立案が可能となる。
ここでは、掃流区間に計画された透過型砂防堰堤に
流木捕捉機能を付加する方法について、水理模型実験
による検討を実施したため、検討結果を報告する。
２．流木捕捉機能を付加する施設形状の立案
検討対象の計画施設は幅 8m のスリット 3 門を有す
る堰堤高 14.5m のコンクリートスリット堰堤である。
本検討では上記計画施設に対し、以下の考え方に基づ
き流木捕捉機能を付加する施設形状を立案した。
２．１．流木捕捉機能の付加
掃流区間の砂防堰堤に流木捕捉機能を付加する場
合、本堤または副堤への流木捕捉工設置が一般的であ
る。当該施設では整備流木量確保の観点から本堤に流
木捕捉工を設置する方針とした。流木捕捉工の形状は
張出しタイプ流木捕捉工 1)を参考とし、水通し上流側
に流木捕捉工を設置した(図 1)。
２．２．透過部形状
上記流木捕捉工の縦部材間隔は 2.5m(流木長の 1/2
以下)程度となり、スリット幅 8m の施設構造では縦部
材を堤体に固定することができない。本検討では流木
捕捉工を水通しに設置するため、透過部形状を大暗渠
形式とした。
大暗渠の透過部断面は、大暗渠形式の堆砂肩の高さ
がコンクリートスリット堰堤時の堆砂肩の高さ以上と
なるように設定した。当該施設は透過部のみで対象流
量を流下できないいわゆる越流タイプであるため、文
献 2)による計算式を基に堆砂肩の高さを検討した。

右岸

左岸

流木捕捉工
大暗渠

Flow

図 1 立案した施設形状 (Case2)
３．実験条件
対象区間は本川延長 L=2.3km、支川延長 0.3km、平
均川幅 38m、平均河床勾配 I=1/65 の区間とし、模型縮
尺は 1/100 とした(写真 1)。実験波形は計画ハイドロ
グラフを基に土砂混入率 10%を考慮した階段波形(ピー
ク流量：1,761.4m3/s：図 2)とし、施設形状を検討す
る実験ではピーク流量前後を抽出した波形を用いた。
給砂量設定にあたっては、流砂量計算による能力量を
供給条件とした一次元河床変動計算を実施し、模型取
り入れ範囲への流出土砂量を給砂量とした。流木模型
は平均流木長(L=5m、φ0.3m)を再現し枝葉のない柱状
とした。実験ケースは表 1 に示す 14 ケースとした。
表 1 実験ケース
実験ケース
Case1
Case2〜6
Case7〜11
Case12〜14

実施内容
コンクリートスリット堰堤の施設効果の確認
⼤暗渠形式＋流⽊捕捉⼯の施設効果の確認
(暗渠形状や給⽊条件変更したケースを実施)
洪⽔後半の流⽊流出防⽌策の検討
(暗渠上流側に横桟を設置したケース等を実施)
最適案の施設効果の確認
(供給条件を変えたケースを実施予定)
※Case12〜14は執筆時点での想定

４．実験結果
４．１．土砂調節効果
実験の結果、土砂調節効果(最大堆積土砂量と通水
後土砂量の差分、ピーク流量時の堰堤下流への流出土
砂量の低減)はコンクリートスリットよりも大暗渠＋
流木捕捉工の方が高い結果であった(表 2)。これは大
Flow

湾曲部・狭窄部が多い地形特性
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図 2 実験波形

- 087 -

50

60

70

75,100

95,300

118,500

40,500

3

標⾼(m)

通⽔後堆積⼟砂量(m )
ピーク流量時の堰堤下流
への流出⼟砂量(m3 )
430

50

420

0

410

‐50

400

‐100

390

‐150

380

‐200

370

1761.4m3/s⽔位(Case1)
1761.4m3/s河床⾼(Case1)
通⽔後河床⾼(Case1)
通⽔前河床⾼

360
350
0

200

400

600

800

1000 1200 1400
縦断距離(m)

1600

1761.4m3/s⽔位(Case2)
1761.4m3/s河床⾼(Case2)
通⽔後河床⾼(Case2)
河床幅

1800

2000

2200

‐250
‐300

‐350
2400

図 3 水位河床高縦断図(Case1・2)
４．２．透過部の最適形状
大暗渠形式＋流木捕捉工とした実験では、本堤上流
の水位上昇に伴い流木捕捉工で流木を捕捉、または本
堤上流の死水域において流木が滞留しても、洪水後半
にそれらの一部が大暗渠から下流に流出する現象を確
認した(写真 2)。そのため、対象施設の機能として、
「ピーク流量時までに堰堤上流に流木を捕捉する(滞
留させる)機能」と「洪水後半の流木流出を防止する
機能」が必要であった。一方、水通しへの流木捕捉工
設置にあたっては構造上安定となる越流水深の上限
(6.3m)があったため、一般的な流量係数を用いた計算
による越流水深が 5m 以下となる大暗渠形状 4 ケース
により透過部の最適形状を検討した。
実験の結果、1 門あたりの透過部断面積が 40m2 程度
以下の場合、ピーク流量時の供給流木に対する模型内
滞留流木の割合が 50%以上となった(図 4)。これらの
越流水深は計算値よりも実験値の方が 1m 以上大き
く、その差は流木捕捉による影響と考えられる。半円
形暗渠では矩形暗渠と同等の流木を捕捉(滞留)してい
るが、計算値と実験値の差が小さい。このことから、
流量係数は矩形暗渠よりも半円形暗渠の方が大きいと
推察される。
越流水深が大きいほど流木捕捉(滞留)効果が高いと
考えられるが、半円形暗渠では矩形暗渠より小さい水
深で同等の流木捕捉(滞留)効果を得た。これは暗渠か
らの流木流出が水通し高付近の水面から引き込まれる
ように生じており、暗渠上部の開口幅が狭い方が、水
面から流木が引き込まれ難いためと推察される。
本検討ではピーク流量時に本堤上流に流木を多く捕
捉(滞留)し、かつ本堤上流の越流水深が極力低くなる
半円形暗渠を透過部最適形状とした。

通水後
ピーク流量時
※Case5 ではピーク流量前後を抽出した実験ハイドロを採用

写真 2 対象施設における流木捕捉状況(Case5)
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暗渠の流下流量式等による越流⽔深（流量係数：暗渠0.55⽔通し0.60）
ピーク時の供給流⽊に対する模型内滞留流⽊の割合

図 4 通水断面と水深、滞留流木の関係(Case2～5)
４．３．暗渠からの流木流出軽減対策
大暗渠上流側に横桟を
設置したケースでは、ピ
ーク流量時の模型内滞留
流木の割合が横桟設置前
に比べ 10%程度向上し
た。また洪水後半の流木
横桟
流出防止効果を発揮し、
供給流木の 84%を捕捉し
大暗渠
た(写真 3)。
ただし、本堤上流の越 写真 3 通水後の状況(Case8)
流水深が流木捕捉工の設置上限以上となり、施設形状
の見直しが必要であった。実験結果から、ピーク流量
時の模型内滞留流木量と越流水深には比例の相関があ
り、最適形状のピーク流量時に捕捉(滞留)できる流木
量は供給流木量に対して 50～60%程度であることが予
想された(図 5)。流木捕捉工の形状(横材位置、側方縦
部材本数)や、大暗渠形状、横桟配置を再検討し、越
流水深の条件を満たす施設形状を検討中である。
最⼤越流⽔深／設計上の越流⽔深

最⼤堆積⼟砂量(m3 )
通⽔後堆積⼟砂量(m3 )
最⼤堆積⼟砂量−

Case1：スリット
(幅8m×⾼さ10.5m×3⾨)
268,700
193,600

河床幅(m)

項⽬

Case2

滞留流⽊／供給流⽊

暗渠＋流木捕捉工の透過部断面が小さいことに加え、
流木捕捉に伴い水位上昇し、堰上げ効果が高まったた
めと考えられる。
表 2 土砂調節効果の比較(Case1・2)

1.40
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流⽊捕捉⼯設置上限
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y = 0.7634x + 0.4389
R² = 0.7601
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ピーク流量時の模型内滞留流⽊／ピーク流量終了までの供給流⽊
※設計上の越流⽔深は暗渠部を流下断⾯として考慮していない

図 5 滞留流木と越流水深の関係(Case3～5、7～10)
５．まとめ
本検討で得られた知見は以下のとおりである。
①大暗渠形式＋流木捕捉工により土砂調節効果を損な
わずに流木捕捉機能を付加することできる。
②大暗渠の上流側に横桟を設置することで大暗渠から
の流木流出を軽減できる。
③半円形暗渠は矩形暗渠に比べて流木捕捉(滞留)効果
が高い。
④大暗渠形式＋流木捕捉工の流木捕捉効果は地形の影
響を受ける可能性が高いこと、流木捕捉に伴う水位
上昇を机上で検討することが困難であることから、
施設形状の採用にあたっては現地地形を再現した水
理模型実験による施設効果の検証が重要である。
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ついて、国立研究開発法人 土木研究所、国土交通省
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メッシュ別将来人口推計に基づく将来人口及び高齢化率から見た
近年土石流災害が発生した地域の特徴
国立研究開発法人土木研究所 ○平田 遼※，石井 靖雄
パシフィックコンサルタンツ（株） 松田 尚郎，花田 良太，丹羽 文美子，飛岡 啓之
※現所属 国土交通省砂防部

２．調査方法
本研究では，近年土石流災害が発生した箇所の土
砂災害警戒区域内における，2015 年から 2045 年ま
での人口及び高齢化率の推移を整理した。
その上で，2015 年比の人口割合，高齢化率の推
移，及び全国平均との比較から，土砂災害発生箇所
の社会条件の変化の特徴を分析した。
2.1 調査の対象とする土砂災害発生箇所
調査対象の土砂災害発生箇所を決定する為，まず
2015 年から 2019 年までの 5 年間に国土交通省に
報告された土石流災害発生箇所から，人的被害もし
くは住家被害が発生した箇所を抽出した。その上で，
報告された緯度経度の情報や箇所名からその位置
を特定することができた箇所を，調査の対象とした。
調査対象の土砂災害発生箇所は，32 都道府県 100
市町村（4 政令市を含む）に所在する 434 箇所であ
る。
2.2 人口推移と高齢化率の推定
土砂災害発生箇所の人口は，434 箇所の土砂災
害警戒区域（以下「警戒区域」
）の情報を国土数値
情報から入手した上で，国土交通省国土政策局作
成の 500m メッシュ別将来人口推計 3)で示されて
いるメッシュと土砂災害発生箇所の警戒区域が重
複するメッシュを抽出し（図-1）
，メッシュ内の人
口を集計した。人口推移の推定は，メッシュ別将
来人口推計の基となっている地域別将来推計人口
（平成 30 年推計）4)が推計期間としている 2045
年まで，2015 年から 5 年おきに行った。高齢化率
は，集計したメッシュ内の年齢階級別人口を用い
て，総人口に占める 65 歳以上人口の割合として求
めた。高齢化率の推定は，2020 年から 5 年おきに
2045 年まで行った。
土砂災害発生箇所と比較する全国の将来人口と

高齢化率の推計値の算出は，日本の将来推計人口
（平成 29 年推計）2)の出生中位（死亡中位）推計
における総人口と 65 歳以上人口を用いて行った。
なおメッシュ別将来人口推計において，試算の
結果総人口が極めて少ないメッシュは総人口及び
男女別人口のみ公表され，年齢別人口は近接のメ
ッシュに合算し，秘匿する処理（以下「秘匿処
理」という）が行われている。この為，2045 年ま
での間で警戒区域に係る人口データメッシュの全
てで秘匿処理が行われた計 50 箇所では，秘匿処理
が行われた年以降は高齢化率の計算が行えない。

図‐1 人口データメッシュの抽出方法
３．調査結果
3.1 2015 年比人口の平均値，高齢化率の推移
土砂災害発生箇所全体の 2015 年比人口の平均値
の推移と全国の 2015 年比人口の推移，
及び 2020 年
以降の土砂災害発生箇所全体の高齢化率の平均値
の推移と全国の高齢化率の推移を図-2 に示す。
100%

2015年比人口割合／高齢化率

１．はじめに
我が国は既に人口減少下にある 1)が，今後更なる
人口の減少及び少子高齢化の進展が予測されてい
る 2)。今後の土砂災害対策に係る様々な施策や技術
開発は，こうした社会条件の変化を見据えて実施す
る必要がある。しかし，土砂災害の発生箇所の人口
減少，少子高齢化の進展等を分析した研究はこれま
で見られない。
そこで本研究では，今後の土砂災害対策の施策や
技術開発を検討するための前提条件となる，土砂災
害発生箇所の社会条件の将来の変化を把握するこ
とを目的として，土砂災害発生箇所の人口と高齢化
率の推移について分析した。
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災害箇所平均人口比率（2015年比）
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土石流災害発生箇所平均高齢化率
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図‐2 2015 年比人口と高齢化率の推移
土砂災害発生箇所全体では，今後 2045 年まで概
ね一定の割合（約 10%／5 年）で人口が減少し続け
る結果となった。また，高齢化率は 2035 年まで上
昇し続けるものの，その後は横ばいとなった。2045
年の 2015 年比人口割合は，全国では 83.7％になる
と推計されている一方で，今回調査の対象とした土
砂災害発生箇所全体では 48.6％となり，全国平均よ
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りも格段に速いペースで人口減少が進む可能性が
推定された。また高齢化率は，2045 年には全国平均
では 36.8％程度であるが，土砂災害発生箇所の平均
では 52.5％となった。2020 年時点と同様に，土砂
災害発生箇所は全国よりも高齢化が進行している
状態が継続し，かつ土砂災害発生箇所の警戒区域内
人口の半数以上が高齢者になると推定された。
3.2 2015 年比人口割合別の土砂災害発生箇所数の
推移
土砂災害発生箇所を，各年における 2015 年比の
人口割合別に集計し，その数の推移を図-3 に示す。
2015 年比人口割合
■0 ■0~50% ■50~70% ■70~90% ■90%~

500

箇所数

400
300

85

134
274

200
100
0

24

45

206

297

2020

11
59
140

233
206

191

126

152

15
78

107

39

21

2025

2030

58
12

28

33

2035

2040

2045

年

図-3 2015 年比人口割合別箇所数の推移
2030 年以降，2015 年比人口が 50%を下回る箇所
が増加し始め，2045 年には半数以上の箇所で 2015
年比人口が 50%を下回る結果となった。特に，全体
の約 7.6%にあたる 33 箇所では，2045 年には人口
がゼロになると推定された。一方で，2045 年でも比
較的人口減少が進まず，2015 年人口比が 70%以上
と推定された箇所も 70 箇所（16.1%）あった。2045
年に推定される人口の状況は，土砂災害発生箇所に
よって大きく異なった。
3.3 土砂災害発生箇所毎の人口推移の違い
図-3 より，2045 年の 2015 年比人口が箇所によ
り大きく異なったため，土砂災害発生箇所の中か
ら関東地方の１県 3 市に所在する 9 か所を抽出
し，2015 年比人口の推移の違いを調査した。その
結果を図-4 に示す。

2015年比人口割合

100%
80%

2040 年には人口がゼロになると推定される箇所
がある一方で，2045 年の人口が 2015 年比で 90%
以上であると推定された箇所（箇所 a）もあった。
2045 年までに人口がゼロになると推定された箇所
h と i は，2015 年時点で既に人口が一桁と少なく，
県庁から 50km 以上の場所に位置する箇所であっ
た。一方，2045 年でも 2015 年比の人口が 90%以
上あると推定された箇所 a は，2015 年時点で数百
人規模の人口があり，県庁から約 20km に位置する
箇所であった。
また，2020 年以降ほぼ一定の割合で人口が減少
する箇所がある一方で，ある年を境に急激に人口が
減少する箇所があるなど，その減少の仕方には違い
がある。これらの違いは，当該地区内に 2015 年時
点で居住する住民の年齢構成や転入人口の違い等
に起因するものと考えられる。
４．考察
土砂災害発生箇所では，全国の平均よりも人口減
少、高齢化とも早い速度で進む可能性がある。また，
土砂災害発生箇所の将来の人口推移は，箇所の地理
的特徴や現在の人口，年齢構成に応じて，異なる可
能性があると推定される。
現在全国の市町村では，都市再生特別措置法に基
づく立地適正化計画の策定が進められている。今後，
立地適正化計画に定められる居住誘導区域等に
人々の居住域が移行していくこと等により，土砂災
害発生箇所の社会条件の地域差は，拡大することが
考えられる。また，高齢化率が極端に高くなる地域
では警戒避難や土砂災害発生後の自助，共助体制に
も自ずと限界があるものと考えられる。
気候変動に伴い増大する土砂災害から国民の生
命等を保全するため，今後も土砂災害対策に係る
様々な施策や技術開発等を進めることが必要であ
るが，その際には，上述の様な社会条件の変化が生
じるとの認識の下，対象とする土砂移動現象の発生
確率やその規模，ハード対策とソフト対策の組み合
わせ方等を考えていく必要があると考えられる。
５．おわりに
本研究では，人口及び高齢化率に着目して土砂災
害発生箇所の社会的条件の将来変化を推定したが，
今後の土砂災害対策に係る施策等を検討する際に
は，この他にも公共施設や交通インフラの状況，産
業の立地等，様々な社会的条件の変化も踏まえるこ
とが望ましいと考えられる。

60%
40%
20%
0%
2015

参考文献
箇所a
箇所c
箇所e
箇所g
箇所i

2025

箇所b
箇所d
箇所f
箇所h

年 2035

図‐4 ある自治体（県）内の箇所別
2015 年比人口割合の推移

2045

1）国土交通省：国土のグランドデザイン 2050－対流促進
型国土の形成－，2014
2） 国立社会保障・人口問題研究所：日本の将来推計人口
（平成 29 年推計）
，2017
3）国土交通省国土政策局：平成 27 年国勢調査を基準とし
た 500m 及び１km メッシュ別将来人口，2019
4）国立社会保障・人口問題研究所：日本の地域別将来推
計人口－平成 27（2015）～57（2045）年－（平成 30
年推計）
，2018
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砂防計画・設計の品質向上に向けた照査要領作成の取り組み
（一社）建設コンサルタンツ協会 技術部会 国土基盤技術委員会 砂防・急傾斜専門委員会
○佐藤厚慈※1，坂口哲夫※2，池田誠※3，阿部征輝※4，尾関信幸※5，小段應司※6，松岡暁※2
１．はじめに
（一社）建設コンサルタンツ協会では，技術部会と
して「砂防・急傾斜専門委員会（以下，委員会と称す）」
を設け，砂防に関する現状の問題点や課題を抽出し，
解決策を提言するなどの活動を行うとともに，建設
コンサルタンツ協会の会員サービスとして，砂防技
術力の向上，設計・成果品の品質確保のための活動を
行っている。
活動の一つとして，砂防業務で発生したエラー事
例の収集整理・傾向分析を行い，毎年，全国９都市で
行っているセミナー等で紹介することでエラー防止
に役立てている 1)。また，ミス等を防止し成果品の品
質を確保することを目的として照査要領（案）を作成
している。本稿は，委員会で作成した照査要領（案）
の更なる普及，エラー防止に向けた活動として報告
する。

照査要領の目的
① 成果品の品質確保
② 技術レベルの確保
③ 円滑な業務遂行
④ 行政情報，個人情報流出防止対策
３．照査要領の作成経緯
照査要領の作成は，過去のエラー事例を参考に，エ
ラーの発生が多く，施工段階にも影響する砂防堰堤
詳細設計を対象として平成 19 年に初版を作成した。
その後，技術指針等の見直しに伴う改訂を定期的に
行い，令和 2 年 1 月に最新版を作成・公開した。作
成にあたっては，透過型砂防堰堤の整備推進を踏ま
え，透過構造の砂防堰堤に関する照査項目も追加し
た。
エラー事例収集整理の結果，計画段階のエラーも
散見された。そこで，砂防計画のうち土石流対策計画
および流木対策計画を対象とした照査要領を新たに
作成した。さらに，委員会でのニーズ調査の結果よ
り，作成要望の多かった砂防堰堤予備設計に関する
照査要領を令和 2 年 12 月に追加作成した。照査要領
（案）の構成を表 1 に示す。

２．照査要領作成の目的
照査要領は，砂防計画や砂防施設設計においてミ
スを防止し成果品の品質を確保するとともに，担当
技術者の資質向上や業務の効率化なども目的として
いる。
表１ 照査要領（案）の構成一覧
砂防関係詳細設計照査要領（案）

⼟⽯流・流⽊対策計画照査要領（案）

砂防堰堤予備設計照査要領（案）

令和２年１⽉版

令和２年１⽉版

令和２年１２⽉版

【対象⼯種】

【対象⼯種】

【対象⼯種】

①不透過型砂防堰堤（⼟⽯流）の詳細設計

①⼟⽯流対策計画

②不透過型砂防堰堤（⼟⽯流以外）の詳細設計

②流⽊対策計画

①砂防堰堤予備設計

③部分透過型砂防堰堤の詳細設計
④鋼製透過型砂防堰堤の詳細設計
⑤渓流保全⼯の詳細設計

【照査要領（案）構成】

【照査要領（案）構成】

【照査要領（案）構成】

（照査①）業務開始時の照査項目⼀覧表

（照査①）業務開始時の照査項目⼀覧表

（照査①）業務開始時の照査項目⼀覧表

（照査②）基本条件の照査項目⼀覧表

（照査②）計画流出量設定等の照査項目

（照査②）基本事項の照査項目⼀覧表

（照査③）細部条件の照査項目⼀覧表
細部条件の照査(不透過型砂防堰堤(⼟⽯流))
細部条件の照査(不透過型砂防堰堤(⼟⽯流以外))
細部条件の照査(部分透過型砂防堰堤)
細部条件の照査(鋼製透過型砂防堰堤)

⼀覧表
（照査③）⼟⽯流・流⽊対策施設配置計画
等の照査項目⼀覧表
（照査④）成果品の照査項目⼀覧表

（照査③）配置設計及び施設設計検討の
照査項目⼀覧表
（照査④）最適案選定の照査項目⼀覧表
（照査⑤）施⼯計画検討の照査項目⼀覧表
（照査⑥）成果品の照査項目⼀覧表

細部条件の照査(渓流保全⼯)

（照査④）成果品の照査項目⼀覧表

――――――――――――――――――――――――
※1
（株）オリエンタルコンサルタンツ，※2 日本工営(株），※3 八千代エンジニヤリング（株），
※4
大日本コンサルタント（株），※5（株）ニュージェック，※6 国際航業（株）
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４．照査要領の概要
照査要領は，実業務での活用を想定し，照査フロー
チャート（図 1）に従って業務の主要な区切り毎に受
注者が実施すべき基本的照査項目を一覧表に整理し
た。照査項目は，業務の遂行上，チェックポイントと
想定される項目を業務手順に合わせて記載するとと
もに，過去に収集整理した砂防分野のエラー事例内
容を反映させた。
発注者

主任調査員
調査員

受注者

契約

業務内容、条件等確認
設計計画

条件等指示

５．照査要領の改良検討
照査要領は，国土交通省が作成・公表している河川
や道路分野の照査要領も参考に，MicrosoftWord ファ
イルで作成した。しかしながら，業務特性によって照
査内容は変化するとともに，類似業務での活用も想
定される。そこで，照査の効率化を目的として，以下
の点に着目した MicrosoftExcel 版の照査要領を別途
作成した（図 2）。

照査計画の策定
①業務開始時の照査

照査技術者

②基本事項の照査

照査技術者

Excel 版照査要領の着目点
① 照査要領の進捗状況を一目で確認可能
② 照査項目を容易に変更・追加可能
③ 照査内容を容易に変更・追加可能
④ 照査内容の順序を変更可能
⑤ 照査対象資料等プルダウンで選択可能

現地踏査

基本事項検討
総括調査員
主任調査員
調査員

報告結果を照査
基本事項の報告及び協議
疑義があれば再協議
基本事項の照査結果提示

確認及び指示
協議

疑義

配置設計
施設設計検討

主任調査員
調査員

疑義

概算⼯事費
最適案の選定

主任調査員
調査員

④最適案選定の照査

疑義

施⼯計画検討

主任調査員
調査員

⑤施⼯計画検討の照査

照査技術者

報告結果を照査
施⼯計画の報告及び協議
疑義があれば再協議
施⼯計画の照査結果提示

確認及び指示
協議

照査技術者

報告結果を照査
疑義があれば再協議
最適案の報告及び協議
最適案選定の照査結果提示

確認及び指示
協議

照査技術者

報告結果を照査
施設設計の報告及び協議
疑義があれば再協議
施設設計の照査結果提示

確認及び指示
協議

③配置設計及び施設
設計検討の照査

おわりに
社会資本整備を推進するうえで，建設コンサルタ
ント業務の成果は重要な要素であり，成果品の品質
向上を確保するためには，照査による確認が必要不
可欠である。
照査要領（案）は協会 HP（https://www.jcca.or.jp/）
で公表しており，エラー防止の観点から活用される
ことを期待している。また，利用する中で意見や要望
等がある場合は，当委員会までお知らせ頂きたい。
今後，BIM/CIM の活用推進により照査方法も見直さ
れると考えられるが，当委員会では，品質向上の一環
として，エラー事例の発信や照査要領（案）の作成，
改訂を継続していく。

疑義

総合検討
報告書作成

⑥成果品の照査

照査技術者

成果品の照査結果提示
主任調査員
調査員

確認及び指示

成果の報告

照査報告書の作成
照査報告書提示

参考資料
1) 宇野沢ら：「近年の設計エラー事例の傾向と改
善に向けた取り組みについて」平成 30 年度砂防
学会研究発表会概要集,p.99-100,2018

照査技術者

成果品提出・検査

図１

照査フローチャート（砂防堰堤予備設計）

３︓「⼊⼒シート」
印刷シートに直接⼊⼒はせず，⼊⼒フォームを使⽤することで
担当者や備考欄，確認⽇等のオリジナルを追加し，項目ごとの管理が可能

1︓「シート検索」シート
ハイパーリンク

シート名
表紙

作業状況

確認者

確認日

備考

表紙

照査① 業務開始時①

印刷シート

⼊⼒シート

完了

東京

都子

2021/2/1

照査② 基本事項②

印刷シート

⼊⼒シート

確認中

東京

都子

2021/3/1 ⼊⼒シートの2-3 備考欄に詳細を記録

照査③ 配置設計及び施設設計検討③

印刷シート

⼊⼒シート

未完

建設

⼀郎

2021/4/1 3-17未完

照査④ 最適案選定④

印刷シート

⼊⼒シート

照査⑤ 施工計画検討⑤

印刷シート

⼊⼒シート

照査⑥ 成果品⑥

印刷シート

⼊⼒シート

リスト

リスト

リスト＿備考

リスト＿備考

①

オリジナルの項目を追加することも可能
全体管理にも役⽴つ

②

２︓「表紙」シート
業務名，発注者名を⼊⼒する
照査毎の全表紙に反映されるため，シートごとの⼊⼒が不要

③

「リスト」シート，「リスト備考」シート
・プルダウンを活⽤することで，誤⼊⼒
を防ぎ，コメントの統⼀を図る
・「リスト」「リスト備考」にプルダウンの
追加，変更，削除が可能

提示資料
業務計画書
技術提案書
技術提案書・工程表
特記仕様書
共通仕様書
数量調書
打合せ資料
現地写真
打合せ記録簿
中間成果
成果品
設計図面
数量計算書
巻末資料
概要版
報告書
電子成果
借用書
証明書
業務スケジュール管理表

図２

当該対象
○
―

確認者
東京 都子
建設 一郎

４︓「印刷シート」
①︓段階ごとの照査表紙に反映される
②︓番号をプルダウンで設定⇒印刷フォームへ反映される
番号を削除すれば印刷シートから消去。番号で順序の変更が可能
③︓照査時の資料はリストシートに⼊⼒し，プルダウンで選択が可能

改良した照査要領（案）の概要（Excel 版）
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紀伊半島で 60 年毎（1889，1953，2011 年）に発生した大規模土砂災害
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 小竹 利明・山田 拓
国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 木下 篤彦・柴田 俊
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 ○井上 公夫・中根 和彦
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１．はじめに
紀伊半島では、明治 22 年（1889），昭和 28
年（1953），平成 23 年（2011）とほぼ 60 年
毎に激甚な土砂災害が発生した。筆者らは 5 年
前から紀伊半島の土砂災害の事例を調査・分析
してきた（2015 年，2016 年，2017 年，2018
年砂防学会研究発表会で報告）。明治 22 年
（1889）と昭和 28 年（1953）災害を中心に、
旧版地形図や各種文献をもとに、大規模災害事
例を調査し、各災害の土砂災害の分布、土砂移
動特性などを分析した。主な土砂災害について
カルテ票を作成するとともに、「一般用冊子」
と「児童用冊子」（図１に表紙を示す）の編集
を行った。また、これらの調査を通じて得られ
た自然災害伝承碑を写真撮影して整理し、一覧
表と個票を作成した。

図1

一般用冊子と児童用冊子の表紙

２．明治 22 年紀伊半島災害

図 3 は、宇智吉野郡役所（1891）『明治二十二
年吉野郡水災誌』と明治大水害誌編集委員会
（1989）をもとに作成した明治 22 年（1889）紀
伊半島災害による和歌山県と奈良県の市町村別
死者数を示している。現十津川村内（当時 6 箇村）
では、大規模な崩壊・地すべりが 1080 箇所（縦
横 50 間（約 91m）以上のもの）、天然ダムが 37
箇所も発生し、死者 168 人にも達した。十津川村
の北側を含めた 12 箇村では、崩壊・地すべりが
1147 箇所、天然ダム 53 箇所、死者 249 人にも達
した。このため、奈良県知事の税所篤と北海道長
官の永山武四郎などの計らいによって、現十津川
村（6 箇村）の被災民 641 家族、2667 人が北海道
石狩川流域に移住し、新十津川村を建設した。
明治大水害誌編集委員会（1989）によれば、和
歌山県内の西牟婁郡で山崩れ 1 万 9738 箇所、死
者 906 人、日高郡で山崩れ 7647 箇所、死者 219
人にも達した。このため、十津川水害と呼ぶより
明治 22 年紀伊半島災害と呼ぶことが適切である。
2.1 高尾山と槇山の大崩壊と天然ダム
田辺市の会津川流域では、高尾山（右会津川）
と槇山（左会津川）が大きく崩れ、天然ダムが形
成され、数時間後に決壊して、決壊洪水が下流域
を襲い、320 人を超える犠牲者をだした。

図2

一般用冊子で紹介した災害事例

2.2 田辺市旧龍神村の土砂災害
田辺市旧龍神村の杉谷静一郎は、明治 22 年災
害当時「水害日誌」を執筆しており、数箇所の災
害事例が判明した。特に日高川流域の下柳瀬では、
六地蔵の背戸山が縦横 180m の大規模崩壊を起し、
日高川を堰き止め（湛水高 40m）、70 戸が流失
し、死者 83 人もの大被害となった。
また、杉谷静一郎の生家のある東村地区の日高
川に面した斜面の崩壊と河道閉塞、天然ダムの形
成・決壊の状況が明らかになった。
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2.3 富田川支流生馬川上流の大規模崩壊
富田川流域では極めて降雨量が多かったため、
多くの箇所で崩壊が発生し、広い範囲で氾濫した。
富田川支流生馬川上流の篠原谷では大規模崩壊
が発生して、天然ダムが形成された。この天然ダ
ムは 4 年後の 1893 年 8 月 18 日に決壊し、下流の
生馬小学校や人家・田畑に大きな被害を与えた。
３．昭和 28 年紀伊半島災害
昭和 28 年（1953）の災害は、有田川中・上流
域で大規模な土砂災害が発生したため、有田川水
害と呼ばれることが多い（藤田・諏訪，2006）。
しかし、近畿大学連合水害調査団（1963）の「1953
年災害激甚地の被害状況（図 4）」によれば、紀
伊半島全域に被害が及んでおり、「昭和 28 年紀
伊半島災害」と呼ぶことが適切である。
有田川の中・上流域の土砂災害の事例は、2017
年と 2018 年の砂防学会研究発表会で説明したの
で、他の流域の事例について説明する。
3.1 日高川流域の彌谷（いやだに）災害
日高川町の彌谷災害は、大規模な山崩れにより、
85 人もの死者を出し、「死の谷」と語り継がれて
いる激甚災害で、供養地蔵尊と慰霊塔が建立され
ている。彌谷集落は山の中腹に存在する全部で 23
戸、住民 100 人ほどの集落であった。7 月 18 日
午前 11 時頃に山津波が発生し、下段の人家 9 戸
26 人が犠牲となった。続いて、2 回目、3 回目の
山津波が発生し、上段の人家ものみ込まれた。
3.2 朔日（ついたち）の天然ダム災害
有田川町寒川の朔日川で発生した山崩れは河
道閉塞を起こし、天然ダムを形成した。天然ダム
は間もなく決壊し、下流の朔日、土居などを決壊
洪水が襲い、寒川公民館、郵便局など 22 戸を流
失させた。
3.3 幸合池（こうごういけ）の決壊災害
日高川町上田原の幸合谷付近では各地で山津
波が起こり、幸合池も山津波の土砂で一旦は埋没
した。さらに上流から押し出してくる土砂に耐え
ることができず、決壊した。谷沿いにあった水田
や関西電力㈱の発電所からの木柱送電線 15～16
本が流失した。

平成 23 年（2011）の自然災害伝承碑について、
写真や碑文などを整理し、一覧表と一覧図、個票
を作成した。国土地理院では市町村教育委員会か
らの申請をもとに、「地理院地図」に掲載する作
業を行っている。十津川流域の自然災害伝承碑は
昨年地理院地図に掲載された。

４．自然災害伝承碑
紀伊半島は繰り返し土砂災害を受けており、各
地に「自然災害伝承碑」や古文書・絵図が残され
ている。災害事例の調査とともに、各地に残され
ている自然災害伝承碑を収集・整理した。
その結果、元禄六年（1693）、明和四年（1767）、
天明八年（1778）、弘化三年（1847）、明治 22
年（1889）、昭和 28 年（1953）、昭和 33 年（1958）

５．むすび
本発表に基づき、図１に示した一般用冊子と児
童用冊子が印刷された。これらの冊子を読んで頂
き、土砂災害の痕跡や「自然災害伝承碑」などを
現地で確認して頂きたい。また、先人たちが構築
した石積堰堤などが各地に残されている。自分た
ちが住んでいる地域の災害事例を知ることによ
り、今後の防災対策の一助となれば幸いである。

図 3 明治 22 年災害激甚地の町村別犠牲者数
明治大水害誌編集委員会(1989)をもとに作成

図 4 1953 年災害激甚地の被害状況
近畿大学連合水害調査団（1963）
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広島県福山市における歴史的砂防施設“大谷砂留”の悉皆調査（その 1）
－大谷東谷を中心に－
岡山大学大学院環境生命科学研究科
１．はじめに
広島県福山市の大谷砂留は、一級河川芦田川水系
有地川の支流堀町川流域に築造された石積みによる
砂防施設群である（図-1）。福山藩の命により帯刀を
許され、享保 15（1730）年から山番として大谷山
を管理していた神原家に所蔵されている『塲所帳』
から、少なくとも安永 2（1773）年には砂留が存在
したことが明らかになっている。これまでの調査に
より堀町川流域のうち東谷に比較的大型の砂留 7 基
（うち 1 基はかつて溜池として使用されていた）
と、
その東谷に流れ込む沢や山腹に小規模な砂留が多数
確認されていた 1)。そこで今回は、大谷砂留の全貌
を明らかにするため、多数ある小規模な砂留を対象
に 2020 年 12 月から 2021 年 3 月にかけて悉皆調査
を実施した。東谷から東側の尾根を越えた場所には、
江戸時代最大規模の別所十番砂留を有し、これまで
1 渓流に確認された砂留群としては最多の 36 基の
砂留が現存している別所砂留がある 2)。しかし、今
回の調査では、まだ途中段階ではあるものの、それ
を大幅に上回る 195 基の砂留が新たに発見された。
本稿では第一報として、悉皆調査の概要と新たに発
見された砂留の実態について紹介する。
２．調査方法
調査は、まず草木の伐採、倒木の除去を行いなが
ら、東谷に流れ込むそれぞれの沢を遡り、砂留の有
無を確認した。特に背丈ほどのシダが繁茂した場所
では難儀した。現地で地形が確認できない場合もあ
る た め 、 福 山 市建 設 局 都市 部 都 市 計 画 課発 行 の
「1/2500 福山市都市計画図」も参照しながら、目星
を付け踏査を行った。砂留が発見されれば、全貌が
見えるよう周辺を伐採するとともに、両袖の端部や
前面底部の石積みが確認できるまで堆積した土砂等
を取り除き、高さおよび長さの実測、写真撮影、GPS
による位置の計測を行った。なお、崩壊した砂留で
も痕跡が確認できるものについては同様に扱った。
今回の調査は、四番砂留より上流を対象に実施した
が、まだ未調査の谷がいくつか存在する。

写真-1

谷止工

写真-2

○樋口輝久

図-1 大谷砂留の位置図（地理院地図に加筆）
３.新たに発見された砂留の実態
発見された 195 基の砂留の分布を図-2 に示し、築
造場所、構造により谷止工 113 基、土留工 77 基、
護岸 5 基に分類した。規模が小さく、谷止工と土留
工の区別が曖昧なものもあるが、基本的には谷地形
に築造され、Ｖ字型、逆台形になっているものを谷
止工（写真-1）
、高さに対して長さがはるかに大きく、
等高線に沿って築造されているものを土留工（写真
-2）とした。また、護岸は渓流に沿って築造されて
たもので（写真-3）、大半はその上手に谷止工や土留
工が築造されており、それ自体が渓流に流れ込む沢
の谷止工もしくは土留工の役割を果たしている。
最大の谷止工は高さ 2.9m、長さ 8.9m で 2 段構造
になっていた（写真-4）。
最長の土留工は長さ 26.25m
で高さは 0.55m であった。確認できた中では、その
土留工を含め 8 基連続が最大で、ほぼ等間隔に設置
されていた。なお、ほとんどの土留工が石を 1 段か
2 段積んだだけで、
高さは 40～60cm 程度であった。
最も高い護岸は高さ 3.0m の 3 段構造で長さは 9.4m、
最も長い護岸は長さ 16.2m で高さ 2.2m であった。
谷止工のうち半分以上が崩壊し、かろうじてその
痕跡が残っているものが 7 基あった（写真-5）
。

土留工
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写真-3

護岸

４．おわりに
今回の調査で 195 基の砂留が新
たに発見されたことにより、既知
のものと合わせ、大谷東谷には少
なくとも 200 基以上の砂留が現存
していることが判明した。また、
現地では至る所で斜面崩壊や土石
流の痕跡が確認された。すなわち、
大谷砂留の流域が、いかに土砂災
害が多い地域であったのか、また
写真-4 最大規模の谷止工
写真-5 崩壊した谷止工
大谷山が福山藩にとってどれだけ
参考文献
重要な藩有林であったのかを物語っている。
1) 広島県福山市における歴史的砂防施設“大谷砂
今回、調査対象としたのは東谷 0.562km²のうち
留”の実態と地域住民による整備活動，樋口輝
の半分程度で、未調査の谷も多数ある。大谷全体
久・秋田哲志・篠原智，砂防学会，平成 30 年度
2.134km²からすれば 1/10 が終了したに過ぎない。
砂防学会研究発表会概要集，No.83，2018.5，
引き続き調査を実施し、全貌を明らかにしたい。
pp.281-282
2)
近世最大の砂防施設群“別所砂留”―その実態と
謝辞
地域住民による保存整備活動（第一報）―，樋口
現地調査には「芦田大谷砂留守り隊」の有志の皆
輝久・戸谷宥貴・山科直生，土木学会，土木史研
様にご協力頂いた。また、本研究は（一財）砂防・
究（講演集），Vol.36，2016.5，pp.243-246
地すべり技術センターの助成を受けて実施した。

図-2 砂留の分布図（地理院地図に加筆）
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重要文化財砂防施設の保存活用（維持管理と利活用）に向けた取り組み
国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 野呂 智之、吉村 明※1、宮下 優※1、村中 俊久※1
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 ○渡邊 尚、村上 治
※１

令和 2 年度時点の所属

１．はじめに
立山砂防事務所管内には大正 14 年の国による
直轄砂防事業化以降、多くの砂防関係施設が整備
されている。これら施設の中には防災施設として
の本来の機能に加え、歴史的・文化的価値が評価
され、重要文化財に指定された施設が存在する。
本報告では、これら重要文化財砂防施設の維持
管理ならびに利活用に向けた近年の取り組みに
ついて紹介する。
２．立山砂防事務所管内の重要文化財砂防施設）
の概要
立山砂防事務所管内では、まず平成 21 年 6 月
に白岩砂防堰堤が砂防分野として日本で初めて
の重要文化財に指定され、平成 29 年 11 月、この
白岩砂防堰堤に追加の形で本宮砂防堰堤と泥谷
砂防堰堤群が重要文化財に指定された。また重要
文化財としての名称についても 3 つの施設を総称
する「常願寺川砂防施設」に改められた※１。
※１：重要文化財としての名称「常願寺川砂防施設（白岩堰堤）
」
「常願寺川砂防施設（本宮堰堤）
」
「常願寺川砂防施設（泥谷堰堤）
」
名称
諸元
提高
越流部 20.0m
（本堤） 非越流部 63.0m(日本一)
堤長
76.0m
（本堤）
設置 常願寺川上流部、立山
個所 カルデラ出口の狭窄部
護岸、方挌枠、第 1～7
副堤付属
第 1～7 副堤までの総比
備考
高差は 108m(日本一)
平成 21 年 6 月日本初の
砂防の重要文化財指定

白岩砂防堰堤(「常願寺川砂防施設（白岩堰堤）」)
名称
提高
（本堤）
堤長
（本堤）
設置
個所
備考

諸元
22.0m
107.4m
常願寺川中流部
第 1～5 堤付属
堆砂量 500 万ｍ3(日本一)
平成 29 年 11 月に白岩
砂防堰堤に追加指定定

重要文化財の指定基準は「国宝及び重要文化財
（建造物）指定基準：昭和 26 年 5 月 10 日文化財
保護委員会告示第 2 号」
（表 1）により定められて
おり、3 つの重要文化財砂防施設も、この指定基
準に基づいて評価・指定されている。
表 1 重要文化財の指定基準
建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、次の各号の
一に該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるもの
(1) 意匠的に優秀なもの
(2) 技術的に優秀なもの
(3) 歴史的価値の高いもの
(4) 学術的価値の高いもの
(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの
文化財保護委員会告示第 2 号(昭和 26 年 5 月 10 日)より抜粋・引用

表 2 常願寺川砂防施設の文化的価値
常願寺川砂防施設は、上流と中流でそれぞれ土砂扞止を担う
大規模な基幹砂防堰堤と、水源崩壊地での土砂生産を抑制する
支渓の階段式堰堤により、わが国屈指の急流荒廃河川である常
願寺川の水系を一体的に治め、その後本格化する水系全体に及
ぶ治水対策の礎となった施設であり、わが国治水史上、価値が
高い。また、荒廃河川特有の不利な地盤条件を克服して、短期
間で完成した大規模な貯砂堰堤と狭隘な谷筋に堰堤が連なる階
段式堰堤は、昭和前期における砂防施設の技術的達成度を示す
ものとして重要である。近代砂防工事の機械施工に係る遺構と
ともに、崩壊地に面的に整備された山腹工事に係る構造物が現
存することも貴重であり、指定名称を白岩堰堤砂防施設から常
願寺川砂防施設に改め、既指定の白岩堰堤と併せて保存を図る。
出典:文化庁資料

３．立山砂防事務所の取り組み状況
3.1 重要文化財砂防施設の維持管理状況
立山砂防事務所管内の重要文化財砂防施設は
日本一の急流河川で「暴れ川」の呼称を持つ常願
寺川に設置された治水上砂防の機能を担う重要
な現役の防災施設であり、豪雪・土石流頻発地と
いう厳しい自然環境の下で竣工後も土石流等に
より繰り返し被災し、その度に補修や補強対策を
実施し、現在まで防災施設の機能を維持している。
3.2 重要文化財砂防施設の利活用状況
立山砂防事務所では単独で、あるいは富山県の
立山カルデラ砂防博物館等と連携して、砂防施設
を活用した現地見学会や出前講座等を開催して、
地域の防災教育を行っている。

本宮砂防堰堤(「常願寺川砂防施設（本宮堰堤）」)
項目
諸元
提高
4.5～16.0m
（本堤）
堤長
24.0～54.5m
（本堤）
設置 常願寺川上流部、鳶崩
個所 れ崩壊地直下の渓流
堰堤 20 基、床固工 3 基
により構成
備考
平成 29 年 11 月に白岩
砂防堰堤に追加指定定

本宮砂防堰堤における砂防体験学習会

泥谷砂防堰堤群(「常願寺川砂防施設（泥谷堰堤）」)
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表 4 文化財保護法の一部改正の概要

４．文化財保護法の改訂に伴う文化庁行政の動向
4.1 重要文化財の『保存活用計画』
一般に、重要文化財施設については、「所有者
等が重要文化財（建造物）の現状と課題を把握し、
保存・活用を図るために必要な事項や所有者等が
自主的に実施可能な範囲等を明らかにし、また、
これらに関し所有者等・関係地方公共団体・文化
庁等の間の合意を形成し、所有者等による自主的
な保存と活用が円滑に促進されること」を目的に
『保存活用計画』が策定される。この『保存活用
計画』の標準構成は「①保存管理計画」
、
「②環境
保全計画」
、
「③防災計画」
、
「④活用計画」
、
「⑤保
護に係る諸手続き」から成っている（図１）
。

①
②

(1)
(2)
(3)
(4)

地域における文化財の総合的な保存・活用
個々の文化財の確実な継承に向けた保存活用制度の見直し
地方における文化財保護行政に係る制度の見直し
罰則の見直し

前述の様に平成 25 年度に白岩砂防堰堤を対象
に策定した「白岩砂防堰堤保存管理計画」におい
ても被災時の補修に伴う文化庁行政とのやり取
りについて「簡素化・迅速化」が図られているが、
改正された文化財保護法では『保存活用計画』に
（予め認定され）記載された補修方法を用いる場
合には、補修に際して文化庁行政との事前協議や
連絡等による「許可」を対策実施後の「届出」に
変えることができる等、さらに「簡素化・迅速化」
を行うことが可能となった。
５．立山砂防事務所における重要文化財砂防施設
の保存活用検討
改訂された文化財保護法に準拠した『保存活用
計画』とするためには、今後、白岩砂防堰堤につ
いては「②環境保全計画」
、
「③防災計画」、
「④活
用計画」の策定が必要である。
また、本宮砂防堰堤と泥谷砂防堰堤群について
は「①保存管理計画」、
「②環境保全計画」、
「③防
災計画」、
「④活用計画」
、
「⑤保護に係る諸手続き」
の策定が必須となる。
このため立山砂防事務所では平成 31 年度より
「常願寺川砂防施設保存活用計画検討委員会」を
発足し、改正された文化財保護法に準拠した『保
存活用計画』の検討を開始した（表 5）
。

③

④

表 5 今後の保存活用計画の策定スケジュール
⑤

No.

砂防施設名

１

白岩砂防堰堤

２

本宮砂防堰堤

図 1 重要文化財(建造物)保存活用計画の標準構成
立山砂防事務所では平成 21 年 6 月の白岩砂防
堰堤の重要文化財指定に伴い、平成 22～25 年度
にかけ、砂防施設の管理者、学識者、文化財行政
側の担当者等をメンバーとする委員会を開催し、
『保存活用計画』の検討を行った。
当時、計画策定の趣旨は、白岩砂防堰堤が現役
の防災施設であり、被災時の補修は「防災施設本
来の機能の維持を最優先」としつつ、「文化財と
しての価値の保全」を図り、かつ文化庁行政等と
の協議・連絡等を可能な限り「簡素化・迅速化」
することであるため、文化財砂防施設として必要
な項目として「①保存管理計画」と「⑤保護に係
る諸手続き」を策定し、それらを合わせて「白岩
砂防堰堤保存管理計画」とし、運用を行っていた。

３

４

H22

H23

「計画の概要」
「①保存管理画」
「⑤保護に係る諸手続き」

R2

R3 以降
「②環境保全計画」
「③防災計画」
「④活用計画」

「計画の概要」
「①保存管理計画」
「②環境保全計画」
「③防災計画」
「④活用計画」
「⑤保護に係る諸手続き」
「計画の概要」
「①保存管理計画」
「②環境保全計画」
「③防災計画」
「④活用計画」
「⑤保護に係る諸手続
き」

泥谷砂防堰堤群

全

体

方針確認

とり
まとめ

６．おわりに
現在、日本には砂防分野の重要文化財としては
本稿で取り上げた立山砂防事務所管内の 3 つの砂
防施設（白岩砂防堰堤、本宮砂防堰堤、泥谷砂防
堰堤群）、長野県の牛伏川フランス式階段工、に
加え、先日新規指定された広島県の紅葉谷がある。
これらの重要文化財砂防施設については「砂防
施設本来の防災機能の維持」ならびに「文化財と
4.2 文化財保護法の改訂
しての価値の保全」の両立を目指し、さらに文化
平成 30 年 3 月、文化庁は「過疎化・少子高齢
財保護法の改訂を踏まえた適切な保存活用（維持
化等を背景とする文化財の滅失や散逸等の防止
管理と利活用）に向けた検討を行い、その結果を
には文化財をまちづくりに活かしつつ地域社会
『保存活用計画』として取りまとめてゆくことが
総がかりで継承に取組むことが重要」であるとし、 必要である。
「地域における文化財の計画的な保存・活用の促
当機構では、今後も砂防関係施設の維持管理に
進や地方文化財保護行政の推進力の強化を図る」
向けた取り組みの一環として、引き続き重要文化
ことを趣旨として文化財保護法を一部改正した
財砂防施設の『保存活用計画』の策定を継続して
（施行は平成 31 年 4 月）
。
ゆく所存である。
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砂防技術者育成の計画と評価
(株)テクニコ

〇山下祐一、(株)エイト日本技術開発

海原荘一

岡山理科大学 佐藤丈晴、鳥取大学名誉教授 藤村

尚

１．はじめに
2018 年砂防学会研究発表会(鳥取大会)において、中国地方の砂防技術者の人材確保に関する現状と課
題を取りまとめて発表し、その後砂防技術者の育成に関する検討を重ねてきた。これまでの砂防技術者
育成の計画と 2020 年に実施した砂防技術に関する講習会の結果を取りまとめ、報告する。
２．砂防技術者育成計画の経緯
2018 年砂防学会研究発表会において、中国地方の学生(69 名)、公務員(103 名)、建設コンサルタント
若手(142 名)、専門技術者(140 名)に対して砂防・地すべり分野に関するアンケート調査を実施した¹)。
その結果、砂防・地すべり分野に興味を持っている人も多く、学生に関しては知りたい情報の PR、教育
訓練、処遇の改善等有効な対策の方向性の手掛かりは得られた。また、建設技術者のアンケートで若手
は「砂防・地すべりは取り組みにくい」と捉えているものの、実際の従事者は「取り組みやすい」と捉
えており、砂防・地すべり分野の人材確保のためには若年層や専門外技術者への PR や情報提供を継続
的に行うことが重要と考えられた。
2019 年砂防学会研究発表会（岩手大会）では、砂防学会から「大学の砂防関係者教育・研究者の人材
に係る緊急アピール」が提言され、今後の砂防関係の教育・研究者の研究者の育成が欠かせないこと、
さらに地域防災リーダーを育成できる砂防関係の専門家が定常的に育つ環境も大切ととりまとめられ
た。
2019 年 11 月 13 日には砂防学会中四国支部主催の「砂防を考える」講演会を実施し、44 名が参加し
た。災害発生の原因、分析、解析、対策に関する技術者の確保が十分できていない状況が続いているこ
と、及び砂防の基礎知識・技術を習得できる場が限られていることから、今後の砂防技術者の人材育成
に向けての講演会と位置づけ開催した（図―1、図―2、図―3）。
講師として、京都大学名誉教授の水山高久先生、中国地方整備局
の吉村元吾河川調査官、岡山県防災砂防課の仁摩慎一課長及び
砂防学会のメンバーで講演、話題提供を行い、人材育成の総合討
論を行い実施に向けての準備とした。

図―1

「砂防を考える」講演会のプログラム

- 099 -

図―2

講演会の会場の様子

図―3

水山先生の講演状況

３．砂防技術者育成講習会の実践と成果
砂防技術者育成の項目を計画するにあたり、全体の計画を検討するとともに、自分たちでできるもの
から実施することとした。2020 年 10 月 30 日、鳥取県県民ふれあい会館で、砂防技術に関する講習会を
開催した。講習会は新型コロナウィルス感染症対策を行い、会場の関係から 30 名の参加者とした。
講習会の題目、講師及び内容の概要は、次のとおりである。
① 「土砂移動現象と対策工計画」講義 70 分 (株)エイト日本技術開発 海原荘一
土砂移動現象：分類、土石流の流れ、土砂濃度と河床勾配の関係、掃流砂、掃流による被害など
対策工設計：砂防堰堤の計画・流れ、安定計算、施設設計の留意点、災害の応急対策事例など
② 「斜面の調査、設計、維持管理」講義・演習 150 分 (株)テクニコ 山下祐一
のり面・斜面の崩壊の形態と実態、斜面の調査、設計・対策の基本的考え方、構造物によるのり
面保護工、落石対策・地すべり対策、斜面の維持管理、事例演習（原因、分析、応急・恒久対策）
講習会の参加者にアンケート調査を実施し、25 名の方

所属

から回答を頂いた。その結果を整理したものを図-4 に示

官公庁40%

す。参加者は、官公庁が 10 名(40％)、調査・設計関係 15
名(60％)であり、官民一緒の講習会は有意義なものであ
る。アンケートは、講義や演習の内容毎に、1)理解できた、
2)時間配分が適切であった、3)資料が見やすかった、4)新
たな知見が得られた、5)今後の業務に役立つの 5 項目に
ついて、5 段階(強く思う、思う、普通、少し思う、思わ

調査・設計60%

ない)で評価していただいた。その結果、その一部である
が、
「新たな知見が得られた」の項目では強く思う・思う

新たな知見が得られた
思わない…

が 68％、「今後の業務に役立つ」では強く思う・思うが
80％となり、今回の講習会はある程度評価されたものと
考えられる。また、講義や演習の内容について具体的な

強く思う28%

普通
28%

意見や今後の希望する内容や項目についても意見を頂
き、今後の参考にしたいと考えている。
４．おわりに
思う
40%

今回、砂防技術者育成に関するこれまでの経緯や計画・
実施に向けた準備及び初めての講習会の内容及びアンケ
ート結果を報告した。この結果、今後も講習会を継続的

今後の業務に役立つ
少し思う4%

に計画するとともに、多くの専門の方にご参加いただき、
地域の技術者育成に協力頂きたい。また、技術者養成の

強く思う32%

普通16%

ためには専門講師によるビデオ教材の作成等によりさら
に発展・拡大させることも検討したい。
1） 海原荘一・佐藤丈晴・藤村尚・海堀正博・木原均・大
坪亮太・荒木義則：中国地方における砂防技術者の人
材確保に関する現状と課題，砂防学会誌，Vol.72，
思う48%

No.3,ｐ.46-52，2019

図―4
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講習会のアンケート結果例
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平成 30 年 7 ⽉豪⾬による広島県内 7 ⼭地⼩渓流における⼟砂流出の実態
国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所
株式会社パスコ
1

はじめに
斜面の宅地利用が進んだ地域では，流域面積が 0.05 km2
を下回るような小規模な山地渓流（以下，「山地小渓流」とい
う。）からの土砂流出による被害が多発している。例えば，昭
和 57 年 7 月長崎豪雨で土砂流出の生じた 437 渓流のうち
291 渓流（67%）は山地小渓流であり 1)，平成 30 年 7 月豪雨で
は人的被害を伴う土砂流出の約 7 割が山地小渓流に由来し
ていた 2)。
山地小渓流の土砂流出対策を行う上では，流出土砂量の
推定が課題となる。これまでに，山地小渓流では現地形に基
づいた侵食断面の推定が難しく，特に崩壊を伴う場合は，移
動可能土砂量を上回る土砂流出が生じる傾向が指摘されて
いる 3)。移動可能土砂量の過小評価が生じる地形条件や，山
地小渓流で見込まれる運搬可能土砂量と実際の流出土砂量
の大小関係について評価した事例はほとんどないが，流出土
砂量を適切に推定することができれば，一部の渓流では大規
模な施設の整備が困難な山地小渓流における土砂流出対策
施設の合理化や省力化に繋げられる可能性がある 4)。
以上のことから，本研究では山地小渓流における流出土
砂量の適切な推定を目的に，平成 30 年 7 月豪雨により広島
県内の山地小渓流で生じた土砂流出の調査を行い，調査結
果を移動可能土砂量や運搬可能土砂量と比較するとともに，
調査で得られた流出土砂量が移動可能土砂量を上回る地形
条件について考察した。

◯⼩柳賢太，平⽥遼，⽯井靖雄
本⽥健，⽯井⼀徳，松本史⼦

2

調査地・調査方法
本研究は平成 30 年 7 月豪雨により土砂流出の生じた広島
県内の 7 山地小渓流を対象に行なった（図-1）。対象渓流のう
ち 3 渓流は常時の表流水がない 0 次谷であり，4 渓流は常時
の表流水がある 0〜1 次谷である（表-1）。対象渓流では平成
30 年 7 月 6〜7 日にかけて最大 24 時間降雨 238〜329 mm
（計画 24 時間降雨の 0.96〜1.46 倍）を記録し，土砂が流出し
被害が生じている。
本研究では，災害後の現地調査と災害前後の LP データか
ら計測した対象渓流の土砂流出（以下，「計測値」という。）に
ついて，災害前の LP データと現行指針 5),6)に基づいて予測し
た土砂流出（以下，「予測値」という。）との比較を行なうことで
土砂流出の実態を評価した。流出土砂量の計測値（Vobs）につ
いては，災害後の空中写真判読により崩壊・侵食箇所を判読
した上で，災害前後の LP データから作成した数値地形モデ
ル（0.5 m×0.5 m）の差分解析に基づいて算出した。流出土砂
量の予測値は移動可能土砂量（Vdy1）と運搬可能土砂量（Vdy2）
の 2 通りの手法で算出し，移動可能土砂量 Vdy1 は災害前 LP
データから推定した各渓流の侵食断面と流路長から算出した。
また，運搬可能土砂量 Vdy2 については，各渓流で設定された
計画規模（再現期間 100 年）の 24 時間降雨による運搬可能
土砂量（Vdy2_pred），平成 30 年 7 月豪雨による最大 24 時間降
雨による運搬可能土砂量（Vdy2_obs）の 2 通りで計算した。
加えて，既往研究 3)によって過小評価が生じる可能性の指
摘されている移動可能土砂量Vdy1 については，各渓流で計測
された流出土砂量 Vobs を移動可能土砂量 Vdy1 で除した Vobs/
Vdy1 を指標として，Vobs/ Vdy1 が大きくなる地形条件についても検
討した。地形条件は，谷地形の発達程度を表す指標として，
本研究では QGIS（ver. 3.16）上で計測した各渓流の流路長，
流域面積から算出した谷密度を用いた。
3
結果と考察
3.1
流出土砂量の計測・予測結果
7 山地小渓流における流出土砂量（計測値・予測値）を表-2
に示す。各渓流で計測された流出土砂量 Vobs は 249〜7,224
m3（平均：4,242 m3），流域面積当たりの流出土砂量（比流出

図–1 調査を⾏なった７⼭地⼩渓流の位置図
表–1 調査を⾏なった７⼭地⼩渓流の諸元

表–2 流出⼟砂量（計測値・予測値）の算出結果
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図–2 流出⼟砂量の予測値と計測値の⽐較

図–3 崩壊幅の予測精度と⾕密度の関係

土砂量）は 42,173〜362,245 m3/km2（平均：219,965 m3/km2）で
あった。一方，予測値として算出された移動可能土砂量 Vdy1，
計画 24 時間降雨の運搬可能土砂量 Vdy2_pred，最大 24 時間降
雨の運搬可能土砂量 Vdy2_obs はそれぞれ 230〜2,575 m3（平
均：1,485 m3 ），944〜10,167 m3 （平均：4,620 m3 ），1,377〜
10,993 m3（平均：5,203 m3）と算出された。
7 山地小渓流ではいずれも移動可能土砂量 Vdy1 が計画 24
時間降雨による運搬可能土砂量 Vdy2_pred より小さく，14～62%
低い値を示した。また，移動可能土砂量 Vdy1 は全渓流で流出
土砂量 Vobs を下回っているが，渓流 A と B では 6〜8%の差で
あった。一方，渓流 C～G は 42～83%と大きな差となった。こ
のことから，渓流 C～G では特に移動可能土砂量 Vdy1 の評価
に課題があると考えられる。
流出土砂量の計測値 Vobs との相関は最大 24 時間降雨に
基づいて算出した運搬可能土砂量 Vdy2_obs で最も高く，計画規
模の 24 時間降雨に基づく運搬可能土砂量 Vdy2_pred，移動可
能土砂量 Vdy1 の順に低かった（図-2）。図-2 によると，流出土
砂量の計測値は，概ね 2,000 m3 以下の範囲では移動可能土
砂量 Vdy1 とほぼ同じ値を示すが，4,000 m3 以上の範囲では運
搬可能土砂量 Vdy2 と類似した値を示している。調査対象とした
渓流のうち流出土砂量の小さな渓流 A，B では，移動可能土
砂量と運搬可能土砂量のうち小さい値が流出土砂量の計測
値と整合した。一方，流出土砂量の大きかった渓流 C～G で
は運搬可能土砂量Vdy2 に基づいた流出土砂量が流出土砂量
の計測値と整合した。
3.2
移動可能土砂量を上回る土砂流出が生じる地形条件
流出土砂量 Vobs が移動可能土砂量 Vdy1 を上回る渓流の地
形条件を検討した結果，Vobs/Vdy1 は各渓流で計測された平均
崩壊幅を災害前 LP データから予測された崩壊幅で除した崩
壊幅の計測値/予測値と正の相関にあった。また，谷密度が低
い山地小渓流では特に崩壊幅の計測値が予測値を上回る傾
向にあり（図-3），各渓流の平均崩壊幅，崩壊面積，崩壊土砂
量はいずれも谷密度と負の相関にあった。例えば，調査を行
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った 7 山地小渓流のうち最も谷密度の低かった渓流 G では，
災害前の LP データから予測された平均崩壊幅 8 m，移動可
能土砂量 2,575 m3 に対し，計測された平均崩壊幅，流出土砂
量はそれぞれ 24 m，7,224 m3 であった。一方，谷密度の最も
高い渓流 A では平均崩壊幅の計測値/予測値が 1.7 であり，
移動可能土砂量 Vdy1 と流出土砂量 Vobs も比較的整合する値
を示していた。谷密度の低い山地小渓流では土砂の移動頻
度が低く，崩積土や風化生成物の蓄積により崩壊発生時の
規模が大きくなる可能性もある 7),8)。このようなことから，前節で
述べた流出土砂量の計測値が 4,000 m3 以上となった渓流 C
～G については，崩壊幅が過小評価となったと考えられる。渓
流 A，B と渓流 C～G では谷密度の他に流域面積や平均斜
面勾配なども異なる傾向がみられたため，両者の地形的特徴
の違いについては，今後さらに検討していく必要がある。
4

まとめ
本研究では，平成 30 年 7 月豪雨により土砂流出の生じた広
島県内の 7 山地小渓流を対象に，土砂流出の実態調査を行
った。谷密度が低い山地小渓流では，侵食断面の事前の設
定が難しく，地表面地形から想定される移動可能土砂量を上
回る土砂流出が生じる傾向が示された。今後は調査を行う地
点や豪雨イベントを追加し，更なる検討を行う予定である。
5
謝辞
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令和元年台風 19 号により宮城県丸森町で発生した土砂災害における家屋被害の分析
国土技術政策総合研究所 ○坂井佑介 山越隆雄
国際航業株式会社 久保毅 宮田直樹 澤村朱美 島田徹
１．はじめに
近年，気候変動の影響の顕在化により豪雨が激化・頻発化し，
甚大な土砂災害が多発している。特に、上流域で大量に生産され
た土砂が河道に供給され，下流域に流下して土砂や泥水が氾濫
する土砂・洪水氾濫は，広域に亘って甚大な被害を及ぼす。また，
河道が埋塞された場合は，大量の土砂を含む泥水が河道外を流
下することから，多数の家屋被害が生じるとともに，多くの人命
が失われている。
これまで国土技術政策総合研究所では，平成 29 年 7 月九州北

水・土砂供給地点

部豪雨，平成 30 年 7 月豪雨，令和元年台風 19 号で発生した土

図－１ 計算範囲と水・土砂供給地点の位置

砂・洪水氾濫による土砂災害について調査し、家屋被害の程度と
地形指標の関係をとりまとめている 1)。

以上で設定されるようメッシュサイズは 5m とした。

本研究では、土砂・洪水氾濫による土砂災害の発生要因をより

２．４ 水・土砂供給条件

詳細に把握することを目的として、土砂・洪水氾濫発生事例の再

水および土砂を供給する地点は図－１に示す計算範囲の河道

現計算を実施した上で、既往研究で提案された家屋の被災度を

の上流端とした。ハイドログラフは、国土交通省東北地方整備局

推定する指標と土砂・洪水氾濫による家屋被害程度との関係に

より貸与された五福谷川のハイドログラフを、水・土砂供給地点

ついて分析するものである。

より上流の面積で按分したものを用いた。供給土砂量は、水・土

２．調査概要

砂供給地点の上流域における災害前後の LP データの差分解析

２．１ 調査対象地と被害概要

から算出された土砂量とした。そして、土砂供給の開始時間を五

調査対象地は、令和元年台風 19 号で土砂・洪水氾濫による土

福谷川の上流域の筆甫地区で土石流が発生した時刻として、こ

砂災害が発生し、多くの家屋被害が生じた宮城県伊具郡丸森町

の時刻以降の流量と供給地点の地形条件から算出される平衡流

に位置する阿武隈川水系内川支川五福谷川流域とした。五福谷

砂量を算出し、計算終了時に供給土砂量と一致するよう平衡流

川は流域面積 23.8

km2

を有し、内川合流点まで全川に渡ってほ

砂量を一定の倍率で低減して供給した。供給土砂の粒径分布は、

ぼ南西から北東方向に流下している。 土砂災害を引き起こした

国土交通省東北地方整備局が災害後に五福谷川の崩壊地で採取

降雨として、
2019 年 10 月 10～13 日で最大 1 時間雨量 74.5 mm，

したデータを用いている。

累積雨量 594.5 mm（AMeDAS 筆甫）を記録した。

２．５ 分析方法

土砂災害の発生状況について，五福谷川と県道 45 号が交差す

家屋の被災度を推定する指標として、水山・石川 6)は流下時の

る周辺（内川合流点から約 0.7 km）から谷出口（内川合流点から

土石流がもつ単位幅・毎秒当りのエネルギーの考え方からエネ

約 2.3 km）までの谷底平野や平野部で土砂が河道を埋塞し，広範

ルギー指標 𝑑 𝐼 . （𝑑：土砂堆積厚（m）
、𝐼：河床勾配）を提案

囲に土砂や泥水が氾濫した。

している。本研究では、この考え方を参考に、土石流とより勾配

２．２ 河床変動計算モデル

の緩い区間での土砂・洪水氾濫との流れの違いを考慮してℎ 𝐼

.

、

本研究では家屋被害の発生地点における水・土砂流出状況を

ℎ𝑣 を指標として用いることとした。ここでℎ：水深+土砂堆積厚

把握するため、2 次元河床変動計算による再現計算を実施した。

（m）
、𝑣：流速（m/s）である。水深+土砂堆積厚および流速は計

計算モデルについて、保存式，運動方程式，河床変動の式，侵食・

算時間内における最大水深+土砂堆積厚と最大流速を用いてい

3)

る。河床勾配と土砂・洪水氾濫による家屋被害程度については坂

を参考とした。河床面せん断力及び平衡濃度は鈴木ら 4)を参考に

井ら 1)の結果を用いた。その上で、家屋の被災度を推定する指標

連続的に取り扱った。浮遊砂は、掃流状集合流動及び掃流砂の場

と家屋被害程度との関係を分析した。

合において、浮上量，沈降量，鉛直濃度分布を評価するものとし，

３．計算結果と考察

浮上量は芦田・道上式 5)，沈降量は基準点濃度×Rubey の沈降速

３．１ 再現計算の妥当性の確認

堆積速度は高橋

2)

に基づくモデルを 2 次元に拡張した和田ら

再現計算の計算結果を図－2 に示す。図－2 に示す赤点線枠の

度 により評価した。

範囲内における堆積土砂量は 15.7 万 m3 となっており、災害前後

２．３ 地形データ
地形データには、災害発生前に国土交通省東北地方整備局・林

の LP データの差分解析では、赤点線枠の範囲内は 16.3 万 m3 で

野庁・宮城県により取得された LP データを用いた。計算範囲は

あったことから、土砂流出・堆積状況は概ね整合していると考え

図－１に示す五福谷川の谷出口から県道 45 号と交差する周辺を

られる。また、図－2 に示す黒線の断面における再現計算結果と

包含する範囲とし、計算範囲に存在する河道が 2 メッシュ程度

災害後の LP データとを比較すると、災害直後の土砂撤去による
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図－3

図－2 再現計算結果（最終土砂堆積深）

人工改変箇所

図－4 家屋被害程度と家屋の被災度を推定する指標
図－3 再現計算結果と災害後の LP データの比較

大きくなる要因の分析、洪水氾濫と家屋流失の既往研究 2)との比

人工改変箇所を除いて、堆積地形が概ね再現できていることが

較、計算結果に影響を与える詳細な計算条件（家屋が位置する微

確認できる（図－3）
。このことから、この再現計算結果は当時の

地形、移動床の考慮、堤防決壊の箇所等）
、家屋の構造などにも

水・土砂流出状況を一定の精度で再現できているものと考えた。

着目して分析を進めて行く予定である。

３．２ 水・土砂流出状況と家屋被害程度の比較・分析
再現計算について、家屋被害程度とℎ 𝐼

.

、ℎ𝑣 の関係につ

いて整理したものを図－4 に示す。この結果から、ℎ 𝐼

.

謝辞
本検討に際し、災害前後の LP データについては、国土交通省

、ℎ𝑣

が大きくなるほど、被害程度大や家屋流失の割合が高くなるこ

東北地方整備局、林野庁、宮城県にデータを提供頂きました。ま

とがわかる。以上の結果から、家屋の被災度を推定する指標を

た、ハイドログラフ、粒径分布データについては国土交通省東北

用いることで、一定の精度で甚大な家屋被害が生じる範囲を把

地方整備局にデータを提供頂きました。ここに記して、感謝申し

握することが可能になるものと考えられる。

上げます。

一方で本検討において、水山・石川 6)が調査した𝑑
するℎ 𝐼

.

𝐼

.

に対応

は全体的に 2 オーダー程度小さい指標値となってい

るが、それでも甚大な家屋被害が多く発生している。これは水
山・石川 6)では土石流による被災を評価しているのに対し、本検
討ではより勾配が緩い区間の土砂・洪水氾濫を対象としている
ため、例えば、外力が家屋に影響する継続時間等の違いにより、
指標値が小さくとも家屋被害が生じていた可能性が考えられる。
４．まとめと課題
本研究では、２次元河床変動計算により、令和元年台風 19 号
により宮城県丸森町で発生した土砂災害の発生状況を一定の精
度で再現することができた。また、家屋被害が発生した要因につ
いて、既往の家屋の被災度を推定する指標から実際の家屋被害
程度の概ねの傾向を把握することができた。
一方で、既往研究よりも指標値が小さくても家屋被害程度が
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稲又谷川で発生した土砂移動現象に起因する土石流諸元の推定
国土交通省関東地方整備局 富士川砂防事務所 萬德 昌昭(R3.3 時点)
〇菊池 瞳(現 関東地方整備局河川計画課)
（株）オリエンタルコンサルタンツ 井川忠・平川泰之・秋山怜子
１．背景と目的
令和２年７月の長雨により早川流域雨畑川支川稲又谷
川の源頭部に位置する大規模崩壊地「八潮崩れ」が拡大
崩壊し、多量の土砂移動に伴い砂防堰堤の袖部が一部被
災した。今回の土砂移動現象により被災した稲又第三砂
防堰堤（以下、「砂防堰堤」）の復旧のため、現地痕跡
等から土石流ピーク流量（以下、「ピーク流量」）の推
定を行い、稲又谷川における土石流の特徴を考察する。
２．令和2年度7月大規模土砂流出の概要
(1)土砂移動発生箇所
土砂移動の発生場所は、稲又谷川上流の八潮崩れに起
因する。この場所は標高差 700m、幅 400m 前後、深さ 50m
以上で、これまでの崩壊流出土砂量は少なくとも 1000 万
m3 以上と見込まれる大規模崩壊である。稲又谷川を含む
雨畑川は糸魚川－静岡構造線付近に位置し、動力変成に
よって破砕されているため、土砂移動が活発な渓流であ
る。八潮崩れから被災した砂防堰堤までの流下距離は約
5km であり下刻に伴い渓岸部を侵食し、砂防堰堤の袖部被
災箇所で約 8m の流出痕跡を残した。
稲又第三砂防堰堤
甲府盆地

早
川

八潮崩れ

稲又谷川流域模式

雨畑川

図１ 位置図

富
士
川

稲又谷川

富士山

(2)降雨状況
大規模な土砂移動が発生した日時は稲又谷川流域内の
住民ヒアリングの結果、
7 月7 日の11 時頃と推定される。
崩壊に至るまでの降雨量は、八潮崩れ近傍の国土交通省
雨畑観測所によれば 6 月 30 日 12 時から 7 月 7 日 11 時ま
での総雨量は 421 ㎜、最大時間雨量 15 ㎜であり、短時間
降雨強度が大きくないことを踏まえると、長雨が誘因と
なり崩壊が発生したものと推定される。
選択期間―累計雨量

800

崩壊発生
660mm

時間雨量
累計雨量(6/1～7/7)
累計雨量(6/30～7/7)

700
600

14

八潮崩れ

稲又第三堰堤

図 3 砂防堰堤上流の侵食・堆積分布
八潮崩れからの崩壊土砂量は 596.5 万 m3 に上り、被災
した砂防堰堤より下流に 244.4 万 m3 が流出したものと推
定される。砂防堰堤は今回の出水以前も満砂であったが、
発生前の勾配は 1/23.6、発生後は約 1/16.7 と変化してお
り、堆砂敷から上流域の八潮崩れにかけて急峻な勾配で
崩壊残土が堆積した。出水後の最大礫径(D95)の分布は、
1.4m～2.7m であり、規模の大きな石礫が分布している。
砂防堰堤は八潮崩れからの流出土砂の影響により両岸の
袖小口が流出、水通し部に設けていた落水対策の庇部が
破壊され、
下流河道沿いの約1.5㎞地点にまで流下した。
３．ピーク流量の推定方法
砂防堰堤の復旧にあたり、現地痕跡や袖部の損傷状況
から土砂移動実態を解明し、ピーク流量を推定した。ピ
ーク流量の推定は、八潮崩れから砂防堰堤上流堆砂敷ま
での区間においては流下痕跡から求める方法、砂防堰堤
地点においては砂防堰堤の袖部が破壊に至ったコンクリ
ートの曲げ応力から推定する方法とマニング式から推定
する方法によりピーク流量の範囲の絞り込みを行った。
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(3)崩壊・流出土砂の状況
崩壊拡大以前の令和元年と崩壊発生後の令和 2 年 7 月
以降に計測した航空レーザ計測データを使用して、標高
差分解析を行った結果、八潮崩れの最上流部付近で最大
50m 以上の標高低下、河床内では最大 20m 以上の河床上昇
が確認できる（図 3）。

図 2 崩壊発生までの降雨状況（国交省雨畑観測所）

図４ 右岸・左岸の袖部の破壊された部位と形状
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(1)堰堤上流約 3.5km 地点(八潮崩れ直下)：偏流公式からの
推定
八潮崩れ直下の河道屈曲における両岸の流下痕跡高さ
を基に、土石流導流工の湾曲部の設計に用いられる偏流
公式 1）により流速を求めた。

(4)堰堤地点：マニング式による推定
砂防堰堤の直上流付近の流下痕跡は概ね8m程度であっ
たため、マニング式により流速を求めた。
表 1 ピーク流量推定結果

1160

発生前

発生後

算定地点

流下痕跡

標高(T.Pm)

1140

(1)⼋潮崩れ直下
（堰堤上流約3.5km)

1120

(2)堰堤上流約3.0km

1100

(3)堰堤位置

1080
1060
1040
0
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100

120

140

160

180

200

横断距離(m)

図 5 偏流部の流下痕跡から推定した水位の算定の一例
(2)堰堤上流約3km 地点：尾根への乗上(エネルギー保存)に
よる推定
河道の著しい屈曲により、流れが尾根に向かってほぼ
直角に衝突したと考えられる地点がある。そのような地
点ではエネルギー保存則により 2）、乗り上げ痕跡の最高
到達地点の標高差との関係性から流速を求めた。
(3)堰堤地点：袖部のコンクリート曲げ応力からの推定
砂防堰堤の袖部は破壊した袖小口のブロックと残存し
た袖端部の嵌入部を含むブロックに区分できる。破壊し
た袖ブロックは施工目地を境界として右岸 12m、左岸
13.5m のコンクリート構造である。袖部には補強鉄筋が配
置されておらず無筋構造であった。破壊したブロックに
対して、土石流衝撃力・土石流流体力を作用させ安定性
の評価を行った。なお、通常の安定計算ではコンクリー
トの許容応力度を用いて評価を行うが本検討では破壊に
至った外力の算定が目的であるため極限応力度により評
価した。曲げ破壊強度はコンクリート標準示方書に示さ
れる一般的な破壊強度(圧縮強度の 1/7）を使用した。計
算の結果、右岸のピーク流量は 2,850m3/s・土石流流速
8.6m/s、左岸は 2,950m3/s・土石流流速 8.7m/s となった。
続いて、破壊せずに残存した袖端部の安定性評価は、袖
嵌入範囲と間詰コンクリートの重量を考慮したブロック
自重を用いて計算した。その結果、右岸 5,400m3/s・左岸
5,000m3/s となり、今回発生した砂防堰堤が破壊したピー
ク流量は、コンクリートに作用した外力から推定すると、
概ね 2,850 以上、5,400m3/s 未満であった可能性がある。

流速

流量

⼟砂量

(m/s)

(m3/s)

(万m3)

算出⽅法

19.6

117,999

619

偏流公式

8.9〜27.0

49,756〜87,787

537〜619

尾根への乗上げ

8.6

3,651

244

マニング式(粗度0.10)

8.6〜8.7

2,850〜5,400

-

袖の破壊・⾮破壊

４．ピーク流量推定結果に対する考察及び今後の課題
(1)砂防堰堤付近のピーク流量の推定
ピーク流量は砂防堰堤付近の痕跡やコンクリートの
損傷状況から推定すると、
約 3,000m3/s と推定される。
(2)他事例と稲又谷のピーク流量の比較
土石流ピーク流量 Qp は総流出量 QT と正の相関関係に
あることが知られる。図 7 には本事例の Qp と QT の関係
を既往研究 3)の図に追加して示した。ここで総流出量
は、航空レーザ計測の差分による流出土砂量より土砂
濃度 0.2～0.5 として換算した。本事例における Qp/QT
の値は 1/66～1/465 であり、既往事例の相関関係から
逸脱していない。八潮崩れ直下や中流域における Qp は、
集川及び別府田野川の 2 つの深層崩壊事例と比較して
１～2 オーダー大きいものの、QT の大きさを考慮すれば
不自然なものではないと言えよう。また稲又第三砂防
堰堤における Qp は過去の 2 つの土石流タイプの深層崩
壊事例と同程度のオーダーである。これらから、本事
例における土石流の流下機構は従来と異なる新しいも
のを想定する必要はなく、相似的にスケールが大きく
なったものを想定すればよいと考えられる。

ピーク流量とコンクリート曲引張応⼒度

コンクリート許容引張応⼒度(KN/m2)

‐7,000

左岸⾮破壊ブロック
右岸⾮破壊ブロック
左岸破壊ブロック
右岸破壊ブロック

‐6,000

‐5,000

‐4,000

‐3,000

‐2,000

‐1,000
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0

⼟⽯流ピーク流量(m3/s)

図 6 コンクリートの曲げ引張応力より推定したピーク流量

図 7 土石流ピーク流量と総流出量との関係（武澤ら 3)に加筆）
【引用文献】
1）土石流・流木対策設計技術指針解説(H28)、2.3.4.2
2) 火山地域で発生する土石流が尾根を乗り越える危
険に関する調査要領（試行案）(H29)参考資料 2
3)武澤ら(2009)：鹿児島県船石川で発生した深層崩壊
に起因する土石流の推定,砂防学会誌 62-2
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2019年台風19号を事例とした森林山腹斜面における土砂生産と降雨流出の関係
東京農工大学院(現

日本工営株式会社) 〇朝原康貴

東京農工大学院 白木克繁,

五味高志

神奈川県自然環境保全センター 内山佳美
1.

はじめに

た(図 1)。表層崩壊

528

近年、豪雨災害に伴う土砂災害の規模及び発生確

の発生分布では、

率は高くなっており、この傾向は、今後も続くこと

源頭部および渓流

が予想されている。山地流域の特性は多様且つ複雑

沿いに集中して発

であり、水流出特性は、地質やスケールのみで判断

生している一方、

することはできない(加藤ら,2000；浅野,2018)。実

斜面中腹部の集水

際、豪雨時は均一に土砂が生産されるのではなく、

地形が確認できな

流域や斜面によって生産される土砂量に違いがあ

い場でも表層崩壊

る。この土砂量の違いは、水の流出特性の違いと関

が見られた。また

係していると思われるが、土砂生産と水文学的諸量

表層崩壊跡地から

の関係の全容は明らかになっているとは言い難い。

水が湧出しているケースは少なく(2 ヵ所)、ほとん

本研究は、2019年台風19号による流域源頭域での土

どは、水流出跡のみが見られただけであった。

砂災害を事例に土砂生産と水文学的諸量となる流

520

510

図 2 .集中調査プロット

流域 3 の北東に位置する斜面中腹崩壊を対象に、

量、表層土層厚との関係把握を行った。

およそ 100m 四方の集中調査プロットを設けた。こ

2.

のプロット内には、表層崩壊以外に湧水が存在して

調査対象地と2 01 9年台風1 9号による被害
本研究は、貝沢水文試験地(北緯 35°37′,東経

いる(図 2)。台風直後に行った現地踏査(2019年10月

139°10′)の上流、3 つの隣接した流域(西から流域

18日)では、当表層崩壊による崩落土砂は、多量に

3、流域 1、流域 2)を対象とした。地質は後期白亜

水を含み流動化している様子を確認した。

紀の付加体である小仏層に分類され、岩相は海層泥

3.

岩である。現地踏査の結果、日降水量約 600㎜(2019

調査方法
当試験地は神奈川県より水源の森林エリアに登録

年10月12日)を記録した2019年台風19号による崩壊

されており、各流域の末端において、2011年 5 月よ

は、すべて表層崩壊(66個)であり、流域 2 と流域 3

り90°V ノッチの量水堰が設置されている。観測期

の支流は、渓岸浸食が発生していたことが確認でき

間中における 100㎜以上の降雨イベントを対象に降
雨イベントに対する流量の抽出を行った。
集中調査プロット内で斜面全体をカバーするよう
に簡易貫入試験をおこなった。本研究では、
Nc 値 0~5
を表層土、6~49を風化土或いは崩積土、50以上を基岩
とした。さらに、調査プロット内の湧水地点にて自作
転倒升(白木ら,2019)を用いた流量観測を行った。
簡易貫入試験データを基に土層厚分布図、基岩図
を作成した。土層厚分布図は、三角形分割補間より
推定し、基岩図は地表面 DEM データから表層土層
厚分布図を差し引くことで作成した。

図 1 .2019年台風19号による土砂生産状況
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4.

調査結果

続けるわけではなく、7 月では基底流が増加してい

対象期間内で抽出した降雨イベントは28イベント

る様子が見られた。しかし 8 月末の流量を比べると

あり、流域 1~3 において正常に流量が観測できたイ

量水堰の基底流量が、減少していく様子がみられた

ベントは、それぞれ27、24、26であった。期間内で

一方で、湧水は安定して基底流の流出がみられた。

最大の降水量を記録した2017年台風14号時には、流

このことから当湧水は、涵養されるまで時間がかか

域 2 の突発的な増加を確認した。

るが、一度涵養されればすぐに枯れることなく時間

表層土層厚・基岩図をみると(図 3)、稜線近くの

をかけて流出する、バッファーとしての機能が優れ

土層厚は、10m 以上の厚い土層厚が見られ、傾斜が

ていることが分かった。このバッファーとしての機

急になるにつれて薄くなり、谷部では厚く土層が堆

能は、湧水背面の表層土層厚が厚いことが関係して

積している様子を確認した。湧水ポイントや表層崩

いると思われる。

壊ポイントがみられた急傾斜部では、どちらも薄い

まとめ

土層厚であるが、湧水ポイントのほうが 1m 未満の

集中調査プロットの結果から2019年台風19号時、

極めて薄い土層厚が分布している。また、崩壊跡地

集中調査プロット斜面は涵養された状態であり、そ

内で貫入試験を行った結果、すべり面が基岩ではな

こに多くの水が供給されたことで地下水位が上昇、

いことから軟弱な層が滑り落ちたと推測される。

側方流が生じたと考えられる。側方流が、比較的土層
が薄い場(狭窄部)に到達すると、飽和状態 を形成し
軟弱であった土層を流下させたと思われる。一方で
湧水付近では、極めて土層が薄いため、側方流が表面
排水として流出されたと考えられ、実際に台風後の
現地踏査(2019年10月18日)にて湧水観測ポ イント付
近からの水の湧出を確認した。表層土層厚は、(1)降
雨流出のバッファーとしての機能、(2)豪雨時におけ
る表面排水機能を有しているが、厚薄によって機能
の程度に差異があると推測される。この表層土層厚

図 3 .表層土層厚分布と基岩図

分布及び機能が、中腹部での飽和状態を形成し、表層

2019年度の集中観測プロットの湧水と量水堰の

崩壊をもたらしたと考えられる。また、流域 2 にお

流量の推移を比較した(図 4)。1 月から 5 月まで、

いては降雨イベントによって突出して流出流量が多

降雨ともに洪水ハイドログラフが形成されているも

くなる傾向があり、この特徴が流域 2 での広範囲な

のの基底流は減少傾向であり、湧水のほうが量水堰

渓岸浸食とつながったと推測される。

と比べて低減度合が大きい。基底流は、常に減少し

参考・引用文献
・加藤祐子ら(2000)：揖斐川上流の地質の異なる 流域に
おける流出の遅れ時 間 の違 い, 砂 防 学会 誌 , 53 巻 , 4
号,p.38-43
・浅野友子ら(2018)：山地流域の水・土砂流出にお ける
空間スケールの影響（1）(総説)：流域面積 に対す る
水・土砂流出量の応答に関する観測例,水文 ・水資 源
学会誌,31巻,4 号,p.219-231
・白木克繁ら(2019)：改良型自作転倒升流量計の 精度検
証と検定システムの構築, フィールドサイエンス,17
号,p.23-32

図 4 .湧水と量水堰の流量の推移
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生産土砂の粒径が大規模な土砂生産時の流出土砂量に及ぼす影響に関する数値計算
国土防災技術株式会社 〇 丹羽諭

筑波大学 内田太郎
立命館大学 里深好文
新潟大学 権田豊
株式会社建設技術研究所 西口幸希
国際航業株式会社 久保毅

1. はじめに
近年、豪雨による大規模な土砂生産時に大量の土砂が山地河道を流下する現象に対して研究が進められ、流砂の一部が固相
から液相に振る舞いが変化する、いわゆるフェーズシフト・液相化に関する研究が数多く行われている。水路実験を用いた検
討では、堆砂勾配と供給条件の関係から、土石流や掃流状集合流動区間におけるフェーズシフトした流砂の割合や割合を規定
する水理条件を確認する事例１），２）や、内部応力との比較からフェーズシフトする割合が考察される事例３）がある。一方、実現
象の再現計算を行った事例例えば４）では、幅広い粒度分布を対象に再現性が高いフェーズシフトの条件が流域ごとに逆算されて
いる。これらの事例から、豪雨時の山地河川では、細粒土砂が掃流力と沈降速度の比 u*/w0 に影響され、フェーズシフトしてい
る可能性が考えられる。しかしながら、水理条件や供給土砂の粒度分布条件のあらゆる組み合わせに応じて、フェーズシフト
の有無やその割合を再現計算なしに決定する技術は確立されているとは言い難い。
本検討では、山地流域の典型的な土砂生産現象の 1 つである大規模崩壊地からの土砂生産現象を対象に、供給土砂の粒度分
布とフェーズシフトする条件が結果に及ぼす影響を把握し、山地河川の土砂動態解
析におけるフェーズシフトの評価の要否および評価方法の課題整理を目的とした。

2. 計算プログラム
本検討には、高橋の石礫型の土石流を対象としたモデルを基本として、河床せん断
力と平衡濃度を連続的に取り扱った鈴木らのモデル５）を用いた。レジーム則による
流れ幅の取り扱い、混合粒径条件における土石流から掃流砂による流砂の取り扱い、
浮遊砂理論による流砂の取り扱い、河床の移動限界に対する取り扱い、河床のモデル
化については、既往検討６），７）に示した方法で評価し、フェーズシフトについては、
今までの検討事例例えば４）を参考に次式で評価した。
（フェーズシフトする条件） u*   w0
u*は摩擦速度、w0 は沈降速度、αは係数である。日名ら２）が実施した水路実験による
と、0.3mm 以上の粒径で 2～4 の値が取られ、大規模崩壊を含め数値計算で設定され
た値は 1～21 と幅広い。また、入力条件としてフェーズシフトを考慮する対象粒径最
大値を設定できる仕様とした。

3. 一次元河床変動計算による再現計算

通過百分率（%）

3. 1 対象とする土砂流出現象
検討対象流域は、富士川水系の春木川流域（図－1）である。春木川は集水面積が
図－1 対象流域
20.9 km2、河床勾配が流末で約 2 ﾟ、大春木沢末端で約 10 ﾟであり、本川の多くの区間
100
調査結果（大春木沢
90
の堆積土砂）
が掃流状集合流動で流下する勾配である。本研究では、2011 年の台風 6 号、台風 12
80
1オーダー小さい値
3
70
号、台風 15 号、2012 年の台風 4 号によって発生した流出土砂量 66 万 m の大規模土
（粒度分布小）
60
調査結果（春木川本
砂流出を対象とした。山地河道への供給土砂の 8 割は大春木沢の七面山崩れからの
50
川の堆積土砂）
40
生産土砂で、大春木沢の堆積土砂の粒度分布（図－2 の黒線）を供給した。春木川は
30
20
七面山崩れから断続的に土砂流出があり、大春木沢の堆積土砂（生産土砂）の平均粒
10
0
径が 41.7 mm、春木川本川の堆積土砂の粒度分布の平均粒径 72.8 mm で、生産土砂と
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
河床材料の粒度の差は小さいことが流域の特徴として挙げられる。
粒径（mm）
3. 2 計算条件
図－2 供給土砂の粒度分布
計算条件は丹羽ら（2020）を基本として、供給土砂の粒度分布とフェーズシフトす
る条件を変化させた。供給土砂の粒度分布には、調査結果の粒度分布（粒度分布大）
、に加えて、一般に山地斜面の土壌化した
土層の粒径は細かい８）ことから、新規崩壊による生産土砂をイメージした調査結果の 1 オーダー小さい値（粒度分布小）の 2
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図－3 大春木沢崩壊地からの供給条件
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パターンを設定した。なお、河床の粒度分布には全ケース共通で調査結果を設定した。また、フェーズシフトする条件として、
フェーズシフトの対象粒径最大値と u*/w0 を変化させた。供給濃度にはρ=1.0g/cm3 の条件で上流端の河床勾配による平衡濃度
0.387 を設定した（図－3）
。フェーズシフトを考慮した場合、フェーズシフトした土砂が間隙流体の上昇に寄与し平衡濃度が上
昇するが、ここではフェーズシフトする条件の影響を直接的に確認することを目的に、供給条件は全ケースで共通とした。
3. 3 計算結果
図－4 に通過土砂量の計算結果を示す。粒度分布大を設定したケース 1 からケース 4 は、x = 4000 m より下流側で一定の再
現性を示した。これは、比較的粒径が粗い（約 80％が 2 mm 以上）土砂が大規模崩壊地から流出する現象は、生産土砂量が大
きい場合であっても、フェーズシフトを考慮しなくても再現可能であることを示している。x ≧ 4000 m の再現性については、
供給濃度とした平衡濃度の設定と合せて考察する必要がある。また、ケース 1 に対して、フェーズシフトを考慮したケース 2、
3、4 は x = 4000 m より下流側で通過土砂量が減少した。これは、フェーズシフトにより、細粒分がより運ばれやすくなり河床
が粗粒化するとともに、本モデルは侵食速度式の分母を各粒径階の粒径で評価しているため大粒径ほど侵食速度が減少するた
め、フェーズシフトの考慮によりいったん堆積した土砂の粗粒化する速度が増加し、河床が移動限界となるタイミングが早ま
ったことによる。
粒度分布大のケース 1 と比較して粒度分布小のケース 5 は早川への流出土砂量が 130 万 m3 に増加し、フェーズシフトの設
定による影響（ケース 1 に対するケース 2～4）と比較して、供給土砂の粒度分布の影響が非常に大きいことを示した。これは、
生産土砂の粒度分布を設定することの重要性が高いことを示している。さらに、フェーズシフトする条件を変更したケース（ケ
ース 6～8）では、トータルの通過土砂量の変化は、乱流状に流下する土砂と層流状に移動する土砂の間でトレードオフが生じ
る結果となり、比較的小さかった。ケース 6 とケース 8 の結果から、フェーズシフトする対象粒径の最大値は、全計算区間に
対して、乱流状で流下する土砂の割合を増加させ、層流状で流下する土砂の割合を低下させた。それに対して、ケース 7 とケ
ース 8 の結果から、フェーズシフトする u*/w0 が小さい場合、急勾配な範囲に対して乱流状で流下する土砂の割合が増加した。
ケース 5～8 は共通して、供給した土砂のほとんどを流下させていることから、本検討結果では、移動可能な土砂量で通過土砂
の総量が決まっており、その中でパラメータに応じた層流状の流砂と乱流状の流砂の割合となっている。

4. おわりに
本研究では、既往の崩壊地からの大規模土砂流出が生じた春木川流域を対象として、供給土砂の粒度分布とフェーズシフト
する条件による影響を確認した。その結果、フェーズシフトを考慮したモデルは供給土砂が粗い条件の場にも適用性があるこ
と、供給土砂の粒度分布の影響が大きいことを示した。また、粒径が細かい場合、フェーズシフトする粒径最大値とフェーズ
シフトする u*/w0 で効果が異なることを示した。間隙流体密度やフェーズシフトで対象とする粒径の最大値を設定については、
層流状の流砂による間隙スケールとフェーズシフトする粒径の関係が液相化に寄与する可能性１）について考慮する等、土砂水
理学のアプローチも合せて検討することで、モデルの汎用性向上が期待される。
参考文献 1）中谷ら（2018）
：砂防学会誌，Vol.70，No.6，p.3-11，2）日名ら（2018）
：第 9 回土砂災害に関するシンポジウム論文集，Vol.70，
No.6，p.3-11，3）Sakai.et al.（2019）
：Journal of Hydraulic Engineering，Vol.45，No.5，06019004，4）内田ら（2018）
：平成 30 年度砂防学会研究
発表会概要集，p.445-446，5）鈴木ら（2013）
：砂防学会誌，Vol.66，No.2，p.21-30，6）丹羽ら（2018）
：砂防学会誌，Vol.70，No.6，p.34-45，
7）丹羽ら（2020）
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1. はじめに
凍結と融解が繰り返し発生することにより裸地斜面で生じる土砂生産現象は, 地震や降雨を誘因と
する土砂生産現象と比較すると小規模であるものの, 冬期には恒常的に不安定土砂を河道内へと供給
し, 梅雨や台風期に発生する土石流の規模を増大させる危険性がある。本研究では, モデル断面から
生産される土砂重量と複数の環境因子を観測し, 既往研究において構築された土砂生産予測モデルに
改良を加えることにより土砂量予測精度の向上を試みた。
2. 研究対象地と観測項目
気温計
←屋根
信州大学農学部附属手良沢山ステーション
地温計
内の南東向き斜面に幅 90cm×深さ 120cm の
30cm
土壌水分センサー
モデル断面を作製し, 同地点で凍上融解によ
60cm
日射量計
ワイヤー索
る生産土砂量（湿潤重量）と気温, 地温, 体積
含水率, 風速, 日射量を観測した。モデル断面
90cm
ロードセル
への観測機器の設置状況を図-1 に示す。
120cm
モデル断面
風
3. 凍上融解による土砂生産状況
土砂導流板
速
観測を実施した 2019 年 11 月 26 日～2020 年
計
生産土砂捕捉バケット
4 月 20 日までの 148 日間における各観測データ
の経時変化を図-2 に示す。観測対象期間の大部
図-1 モデル断面への観測機器の設置状況（正面図）
分を占める 12 月上旬から 4 月上旬にか
けて, 気温と地温は 0℃を境とした下降
と上昇を一日サイクルで繰り返し, 凍上
融解現象に起因した土砂生産が頻繁に発
*
*
*
生した。 11 月下旬と 4 月中旬以降は,
地表面地温は常に 0℃を上回り, モデル
断面が凍結することがなかったため, 土
砂生産は沈静化した。
4. 土砂生産現象に対する影響因子と
解析対象イベントの抽出
観測項目である日射量, 気温, 地表面
地温, 平均風速を用いて正味放射量：𝑅𝑛
と顕熱輸送量：𝐻を算出し, （1）式に示
す熱収支式に代入することで大気から地
* *
* *
*
*
*
*
*
*
* *
表面への伝導熱量：𝐺を導出した。なお,
＊：欠測
および一部欠測
潜熱輸送量：𝐼𝐸については, 測定が困難
であることに加え, 低温環境下ではその
値が極めて小さいため, 考慮しないもの
図-2 観測期間内における各観測データの経時変化
とした。
𝑅𝑛 = 𝐻 + 𝐼𝐸 + 𝐺・・・・・・・（1）
地表面地温と大気から地表面への伝導熱量：𝐺を用いて, 「凍結熱量：地表面地温が 0℃を下回り,
かつ大気から地表面への伝導熱量が負である期間の伝導熱量の積算値の絶対値」と「融解熱量：地表
面地温が 0℃を上回り, かつ大気から地表面への伝導熱量が正である期間の伝導熱量の積算値」を求
めた。本研究では, 凍結熱量と融解熱量が連続して発生した期間を一つの土砂生産イベントと定義し,
計 42 イベントを解析対象として抽出した。
本研究での観測により, 地温が氷点下となるのは地表面からの深度 15cm 程度までであるという事
実が確認されたため, 断面奥行き方向 15cm までに存在する土壌水分量を全て凍結させるのに必要な
熱量を（2）～（3）式を用いて算出し, 凍結熱量の上限値（𝐸𝑐𝑙𝑖𝑚 ）として設定した。
降水量
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12/10

0

11/26

生産土砂量(g/day)

-15

4,000

生産土砂量の再現値（g/期間）

𝐸𝐶1𝑐𝑚 = 10,000・Q・θ・𝜌ｗ / 1,000 = 10・Q・θ・𝜌ｗ ･･････（2）
，𝐸𝐶𝑙𝑖𝑚 = 15・𝐸𝐶1𝑐𝑚 ･･････（3）
ここに， Ec1cm：土層断面を奥行方向に 1cm 凍結させるのに必要となる単位面積当たりの凍結熱量
（KJ/m2 ）
， Q：水の凝固熱＝333.6（J/g），θ：凍結熱量発生直前の体積含水率（cm³/cm³）
，ρw：水の密
3
度=1.0（g/cm ）である。さらに, 凍結熱量により形成された霜柱が全て融解した後は, 融解熱量が過
剰供給になることを勘案し, 各イベントの凍結熱量の値を同イベントの融解熱量の上限値として設定
した。
5. 土砂生産予測モデルの精度向上に向けた試み
既往研究（河口, 2020）により示された土砂生産予測式を, 本研究のモデル断面面積に合わせて補正
することで（4）式を導出し, 解析対象の 42 イベントに対して適用することにより, （4）式の本研究
でのモデル断面への適用の可能性について考察した。
𝑆 = 4.32 ∙ 102 ∙ 𝐸𝑐 0.48 ∙ 𝐸𝑤 0.28 ∙ 𝜃 2.71 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4）
ここに, 𝑆：凍結終了時から土砂生産イベント終了
4,000
時までの生産土砂量, 𝐸𝑐 ：上限値適用後の凍結熱量,
（4）式による再現値
𝐸𝑤 ：上限値適用後の融解熱量, 𝜃：凍結熱量発生直
（5）式による再現値
前の体積含水率である。これらの説明変数について
3,000
は, モデル断面の広範囲から土砂生産が確認されて
いる事実を考慮し, 地表面からの深度 30cm, 60cm, 90
2,000
cm の 3 地点におけるデータの加重平均を使用した。
各土砂生産イベントの生産土砂量の実測値と（4）式
による再現値との関係を示す図-3 より, （4）式は本
1,000
研究のモデル断面において観測された生産土砂量を
過大評価する事実が確認された。このため, 再現精度
0
の向上を目的として, 本研究の観測結果を用いた重回
0
1,000
2,000
3,000
4,000
生産土砂量の実測値（g/期間）
帰分析により（5）式を新たに構築し, 生産土砂量の
実測値と（5）式による再現値との関係を図-3 中に併
図-3 生産土砂量の実測値と再現値の関係
記した。
𝑆 = 5.32 ∙ 107 ∙ 𝐸𝑐 0.79 ∙ 𝐸𝑤 0.14 ∙ 𝜃10.61 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5）
（5）式による再現精度は，（4）式
礫の落下に
による再現結果と比較すると，大きく
不安定土砂の落下
巻き込まれる土砂
モデル断面
向上している事実が確認された。（4）
土砂
式による生産土砂量の過大評価の原因
としては, 既往研究のモデル断面には
凍結
礫
融解 凍結
礫が多量に存在していたのに対し, 本
研究のモデル断面は均一な原位置風化
霜柱
土で構成されているといった, 斜面構
成材料の相違が挙げられる。既往研究
での（4）式の構築にあたっては, 直径
図-4 礫の影響を受けて発生する土砂
19mm 以上の大径礫の重量を除外する
ことで, 凍上融解に起因する生産土砂量のみを抽出し, 解析に使用していた。しかしながら, （4）式
には, 図-4 に示すような「礫の落下に巻き込まれて同時に落下する土砂」や「断面のかく乱に起因し
て増加する不安定土砂」といった, 礫の影響を受けて生産される土砂量も混入しているため, 生産土
砂量の過大評価につながったものと考えられる。一方, 本研究のモデル断面にはほとんど礫が存在し
ていなかったことから, 改良モデルは凍上融解に起因する土砂生産のみを反映しているといえよう。
6. おわりに
本研究で提示した土砂生産予測モデルにより, 均一な花崗岩裸地斜面での凍上融解に起因する土砂
生産を概ね再現することが可能となった。しかしながら, 本研究は凍上現象に起因する土砂生産現象
のみを対象としているため, 礫が多数含まれる斜面での土砂生産現象の再現については, 依然として
課題が残されている。今後は本研究で得られたモデルをもとに, 斜面の構成材料の相違を加味し得る
新たなモデルの開発へと研究を展開していく必要がある。
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地球温暖化による強度低下を起因とした氷河湖決壊洪水の発生危険度評価
三重大学

○鈴木

心（現アジア航測株式会社），堤
立命館大学

大三

高山翔揮，里深好文

1. はじめに
近年，地球温暖化の影響で，ヒマラヤ山脈などの
高山地帯において氷河湖の拡大が進行し，氷河湖決
壊洪水(GLOF：Glacial Lake Outburst Flood)のリス
クが高まっており，発生頻度が上がっている。
GLOF は，主に氷河湖をせき止めているモレーン の
決壊により発生し，下流に大きな被害をもたらす。
一般的にモレーンは，その構成材料・形状の点から

図-1. Tsho Rolpa のモレーン 2)

は非常に不安定であるが，凍結し永久凍土となるこ
とでその強度が高まり，湖水を堰き止めていると考
えられている 1)。地球温暖化によりモレーンの融解
が進んだ場合，GLOF 発生のリスクが高まることが

(2)は独立に解くことができないため，不凍水の含水率
𝜃と温度𝑇の関係を表す式(3)を加え，式(1)～(3)を連立
させて解き，温度𝑇と𝜃，𝜙を求めた。

予想されるが，モレーンの融解に焦点を当てた研究

𝜆(

はほとんどされていない。そこで本研究では，モレ
ーン表面温度変化の現地観測と熱伝導解析，および
斜面安定解析とを組み合わせることで，過去から将

𝜕2𝑇 𝜕2𝑇
𝜕𝜙
𝜕𝑇
+ 2 ) + 𝐿𝑊
=𝐶
2
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(1)

𝜕
(𝜌 𝜃 + 𝜌𝑖 𝜙) = 0
𝜕𝑡 𝑤

(2)

𝑇 = 𝜃 − 0.28

(3)

来にかけての GLOF 発生の危険度評価を行った。

2. 研究手法

ここで，𝑇は温度(°C)，Lw は水の融解潜熱(J/m3)，𝜆は

2.1

土層の熱伝導度(W/m/°C)，C は土層の熱容量(J/m3/°C)，

現地観測

研究対象地は，ヒマラヤ山脈に位置するネパール最
大の氷河湖，Tsho Rolpa（27°52’ N 86°28’ E，4546

𝜙は含氷率，𝜃は含水率，𝜌𝑤 は水の密度(kg/m3)，𝜌𝑖 は氷
の密度(kg/m3)である。

m.a.s.l.）である（図-1）。現地観測では，モレーン表面

本研究では，過去から将来にかけてのモレーン内部

温度を 2018 年 11 月 18 日から 2019 年 11 月 10 日ま

温度のシミュレーションを目的としている。そこで，

での約 1 年間，１時間間隔で観測した。観測地点は，

過去 100 年の温暖化シナリオ（温度上昇ペース）を

モレーン下流側斜面の上端から下端までの直線上に

0.07℃/y，将来 50 年を 0.05，0.10，0.20℃/y と仮定

並ぶように 7 地点設定し，上端から No.1, 2,…,7 とし

し

た。温度計は，地面に設置したあと，石礫を覆いかぶ

年と将来 50 年の熱伝導解析を行った。

せて固定した。

2.3

2.2

3) 4)

，それぞれを Scenario1，２，３とし，過去 100

安定解析

融解した土層で崩壊発生の危険性があると想定し，

熱伝導解析

温度計測地点に沿ってモレーンを鉛直に切った 2 次

熱伝導解析にて 0℃以上と算出された土層を対象に，

元断面を 1×1 m の正方メッシュに分割し，時間ステ

臨界すべり面解析法

ップ𝛥𝑡 = 1 hour で，土層中の浸透水の凍結融解を考

った。本研究では，熱伝導解析により求められた，各

慮した熱伝導解析を行った。土層中に浸透水が存在す

年の平均融解深が最も深くなった日に限定して，安定

る場合の熱伝導解析を行う際は，水の潜熱を考慮した

解析を行った。地下水条件は，全５ケースの地下水分

熱伝導方程式（式（1））と Richards 式を同時に解く必

布を仮想的に設定した。CASE1 から 4 は上端から下

要がある。本研究では，簡単のため土層中の水移動が

端に向けて，距離に比例して水位が増加する条件

無視できると仮定し，(2)式の通り，ある位置での不凍

（CASE1 から 4 にかけて比例定数を大きく設定），

水と氷の総和が変化しないとした。𝑇 ≤ 0 °C では式(1)，

CASE5 は融解深の 50 %が地下水位となる条件を与え
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5)

を用い決壊危険度の評価を行

た。また，土層強度も様々な値を仮定し，それらを組
み合わせて行った。

3. 結果と考察
3.1

現地観測

観測値の代表例として，観測地点 No.2 で観測した
モレーン表面温度の観測結果を図-2 に示す。日単位あ
るいは数日単位の変動を繰り返しながら，サインカー
ブ状の年変動を示した。また，いずれの地点も平均温
図-2. No.2 における表面温度観測結果

度が 0℃を上回っており，モレーンの融解が進行して
いる可能性が示唆された。
3.2

熱伝導解析

過去 100 年の温度変動をシミュレートした結果，
100 年前から 64 年前までは全層完全凍結した状態で
あり，モレーンは融解しなかった。融解が開始したの
は 63 年前であり，それ以降，温度上昇に伴い徐々に
融解が進行した。将来 50 年の平均融解深を比較する
と，温暖化が激しいほど平均融解深が大きいことが分
かった。また，含水率が低い不飽和土層においては融
解の進行が速く，飽和帯に近づくにつれ融解の進行が

図-3. Scenario3，𝜙=25°𝑐=50 kN/m2 におけ
る，地下水条件別の Fs の変位の比較

遅かった。これは，凍結融解により消費される潜熱量
が大きくなったからである。
3.3

安定解析

安定解析に用いたパラメータや条件を様々に変化
させシミュレーションを行ったが，ここでは，ある土
層強度における Fs の変化を，地下水位条件を変化させ
て比較した結果を図-3 に，融解の進行に伴う Fs とす
べり面の変化の一例を図-4 に示す。地下水位の違いに
よって，Fs が幅を持って変化することがわかる。地下
水位は，降雨や氷河湖水位の変動，モレーン内部の水
みちの変化などにより，必ずしも毎年同じ地下水条件
とはならない。そのため危険度としては，全体として
幅を持った傾向として評価する必要がある。そのよう
な全体的な傾向としては，徐々に融解が進行する過去
20 年から将来 20 年の間は Fs の低下が著しく，それ以
降は Fs が低い値を維持しながら推移することが分か
った。土層の条件を様々な仮定の下で行っている本研

図-4. Scenario3，CASE3，𝜙=25°, 𝑐=50 kN/m2
における崩壊形状の比較（緑線がすべり面，青線

が地下水面，実線が 0℃の境界）
参考文献
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天竜川上流におけるシカ食害･獣害による土砂流出への影響調査について
国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 大森秀人 澤田宗也 前同 伊藤誠記
信州大学農学部 福山泰治郎 平松 晋也
明治コンサルタント(株) ○花岡正明 (株) ワイド 林 泰也

1．はじめに 天竜川上流域では近年ニホンジカ(｢シカ｣)が急増し、植生の減少･地表攪乱が確認されている。石川農工
大名誉教授による丹沢地区におけるシカ食害に伴う土砂流出に関する研究を参考に､シカによる環境変化と土砂流出の実
態把握のため流出量現地計測に 2016 年に着手し、影響因子の関連調査を実施している。土砂流出は丹沢と比べ量的･降雨
表－１

との相関性が非常に小さく、
表土層の性状の大きな相違によると
考えられる。
また下層植生としてササ類がシカ生息と土砂流出抑
制に特に重要な要因とされ、
シカの採食圧及び生息密度が推定で

項目

調査目的

1 ) シカ道調査 シ カの生息状況把握
2 ) 流出土砂
捕捉量調査

稿は 5 年間に蓄積した調査成果と課題を報告する。

気象状況把握

雨量･地温観測

3 )関連因子
現地調査

2. 流出土砂計測結果と影響因子の検討 (1) 調査概要と
捕捉量の推移 影響因子の解明のため表-1 に示したシカ道分

食害･獣害把握

2016

シカ道痕跡分布調査
土砂捕捉計測調査

植生状況把握

調

小項目

土砂流出実態計測
表土層の性状把握

きる｢ササ類健全度｣指標による影響評価手法を導入している。
本

調査概要

冬

査

時

2018

6 ～7 月,冬 7 月,冬

期
2019

2020

1月

-

9 ～1 1 月 4 ～1 2 月 5 ～1 2 月 5 ～1 2 月 6 ～1 2 月
8 ～3 月

4 ～3 月

4 ～3 月

4 ～3 月

4 ～3 月

表土土壌調査

－

9月

7月

7月

－

コドラート調査

10月

7 ,1 0 月

7 ～8 , 1 1 月

11月

－

ｻｻ･地上ﾊﾞｲｵﾏｽ調査

－

10月

7 ～8 , 1 1 月

11月

－

地下茎ﾊﾞｲｵﾏｽ調査

－

－

-

11月

－

10月

7 ,1 0 月

-

-

8 ～3 月

4 ～3 月

食痕･獣害調査
ササ健全度評価調査

シカ侵入・ 行動把握 センサカメラ調査
4 ） 食･獣害地 高採食圧地実態把握
域実態調査
越冬地現地実態

2017

高採食圧地域実態調査

－

－

植生, ﾊﾞｲｵﾏｽ, 痕跡, ｾﾝｻ ｶﾒ ﾗ調査

－

－

1 ～1 2 月 1 ～1 1 月

－

11月

－

4 ～3 月

4 ～3 月

4 ～3 月

6 月～

9 月～

1 0 ～1 1 月 4 ～3 月

－

4 ～3 月

布･痕跡調査,センサーカメラ映像解析等を実施し,降雨量と
の相関、植生被覆率,シカ侵入数との関連性を分析している。

山室第 2③

山室第 2⓪

当初 5 地区 11 プロットで観測を開始したが、当流域の土砂
流出特性とシカ侵入に伴う影響因子を踏まえ、シカ生息密
度が高く食害で特徴的な植生状況にある山室･座頭地区に
おいて集中的に現地観測を実施している。山室第 2 地区は
図－１

調査プロット概要

下層植生が疎生状態になっていたが、シカが忌避し立ち入るのさえ嫌がると言われる「クジャ
クシダ」が多数生育したため食害を免れ植生が繁茂するプロット (山室③) を設置し、裸地に
近いプロット(山室⓪)と対比させている（図-1）
。捕捉量計測は合計 22 回計測し、年間計測

結果と計測期間毎の捕捉量を図-2,-3 にまとめた。捕捉水量については累加雨量当りの値が
ほぼ一定で降
雨と捕捉水量
は良い相関に
あり、土砂流
出量は植生被

図－２

捕捉量推移(年別)

覆が軽減していると評価できる(図-2)。
山室⓪が経年的に減少傾向であるのに
対し、ほとんど土砂流出が無かった山室
図－３

③は豪雨が多発した 2018 年に 16 倍に急

山室地区における捕捉土砂量の推移 (回収別)･粒径別）

増し植生被覆との相関性が逆転し、以降増加傾向にある。捕捉土砂は細粒土砂が多く、
19mm 未満は山室⓪と遜色がなく、季節的には春先に山室③、秋近くに山室⓪の捕捉土砂
が多い。細粒分に注目した結果、植生被覆による侵食に対し安定性が確保され細粒分

の豪雨による急増と考えた。（２）流出土砂の粒径を考慮した分析 降雨との相関性
において降雨単位は長期降雨(累加雨量)に相関性がみられるが、有意なものとは評価出
来ず、既往調査で報告されている降雨などの誘因となる外力と流出土砂の関連性は明ら
かになっていない。丹沢地区との土砂流出現象の相違の要因は丹沢地区の表土層の最大
粒径 2mm 程度で腐植層がみられず、雨滴や表面流により侵食されやすく、斜面から流出

図－４

捕捉土砂量･降雨相関

した土砂が連続的に渓流に到達したとみられる。当該地域で捕捉された土砂に多量に含まれる石礫について、表面流によ
る移動が難しい大粒径を順次除いた流出土砂データで、山室地区における回収期間毎の降雨と粒径階別土砂量の相関性を
再整理･分析したところ、相関性が向上した事例があったが、2020 年のデータを加えも相関性は向上しなかった(図-４)。
凍結融解などの「侵食の季節性」があり、降雨強度との相関に対しても「バラツキ」が生じるといわれている。
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12月上旬

６月中旬

流出土砂計測期間

侵食土砂量（g）

100
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(3) 土砂流出に及ぼす影響因子の総合的な分析

捕捉土砂量と影響因子の時系列的分析（山室地区）

気象条件に加え、植生被覆度,シカ侵入頭数等の影響因子との関連を時系列的に示し、総合的に分析した(図-5)。植生
被覆度は捕捉箱直上の定点写真の 2 極化で算出しているが、落葉も関与すると考えられる。シカ侵入の影響は「踏み荒ら
し」と採食による植生の衰退が大きな要因と考えられるが、関連調査の信州大人工降雨実験を用いた｢踏み荒らし｣に伴う
土砂流出計測結果では、10%程度の増加と大きな影響はないとされる。植
生への食害･獣害の影響は侵入数では採食行動を直接的に評価出来ない上、
植生自体の生育･枯損に伴う植被状況の変化もある。多様な要因が複雑に
関連し、森林斜面における土砂移動は一気に進行せず多数のプロセスを経
る現象で、短絡的な相関づけに注意しなければならない。
３．シカ侵入による環境変化と植生被覆の評価

(1) 山室③におけるシカ

行動と環境変化 センサーカメラ撮影映像の判読によると 2016 年冬期～
春先にシカ侵入が急増し始め月 250 頭回を越えた。周囲の下層植生が採食

図－６

シカ撮影映像の月別推移 山室③)

で減少したためか、シダが枯れてから侵入し積雪期に残されたササ類･キイチゴ類を採食している。シカの行動を通り過
ぎるだけの侵入と採食に区分するため、撮影映像をすべての撮影個体数(｢撮影頭回数｣)に加え、一定時間以内の連続撮影
を除いた「出現頭回数」を集計した。植生が乏しい山室⓪では素通りの個体が大半に対し冬期と春先に多数侵入し採食す
る傾向が明らかになった(図-6)。調査を開始した 2016 年には胸髙までのササ類が密生した群落も残存していたが、4 年間
でササ棹丈が小型化し立枯したササも今ではほとんど見られない。(2) 下層植生実態調査と評価手法 植生被覆評価に
おいて、地表面の緑色の植生の被覆面積の割合を算出する｢二極化｣は簡易で同一地点で継続して計測できるが平面的な評
価手法である。植物の体積を数値化する｢V-Value｣の導入も試行したが良好な結果は得られなかった。葉･桿等を刈取り重
量計測するバイオマス計測を導入し、地下茎も含めも現存量計測している。2019 年以降冬期の撮影頭回数が減少し始め、
採食により植生が衰退したと考えられる。ササ類被覆状況を数量的に把握するため、2018-19 年の葉棹及び地下茎バイオ
マス調査と比較して変化を確認できる。(3) シカ食害･獣害区域におけるササ健全度
評価調査 シカにとって冬期食物資源は生育地域の選定及び個体数を強く規定し、

土壌侵食において下層植生及び根系は重要な要因で、ササ類の形状･強度･進展状
況の特性：葉（冬期残存,大型）桿（密生,堅固）地下茎（茎太,堅固,ネットワーク状伸展）
は流出抑制効果も含め、他の植生と比較し格段に大きな影響を及ぼす。小山らはシ
カ生息状況の結果としてのササ現存量と食害影響の評価(平均稈高,植被率,食害強
度)を指数化し｢ササ健全度｣を考案した １）。2019 年に山室地区等において導入し、生息
数も推定できた(図-７)。

図－７ ササ健全度によるシカ生息密度推定

4．おわりに 当該流域におけるシカ食害に伴う環境変化と土砂流出の影響因子が次第に

明らかになっている。森林土壌侵食･流出に影響する要因は、他にも土壌粒径,腐食層,根系等多様な要因が複雑に関連
し流出土砂量との関連性は容易に見いだせない。急速な矮化が進む当該地区のササ類が消滅に至り土砂流出が大きく
変化すると危惧され、今後の変化の継続的な把握が強く望まれる。その際にシカ映像を含めた多様な蓄積データと「ササ
類健全度」評価手法を用いた、シカ生息及び植生への影響の解析は非常に有効と考えられる。
参考文献 １）小山ら「ニホンジカによる林業被害の発生をササの食害程度から推定する」（2008 日本森林学会大会 長野県林業総合センター）
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２時期の航空レーザデータの差分解析による山地河道の土砂動態の解明
～沙流川水系パンケヌーシ川における H28 年 8 月豪雨に伴う変化～
○水垣 滋・村上泰啓・巖倉啓子

（国研）土木研究所寒地土木研究所

1. はじめに
流砂系の総合的な土砂管理では、山地から下流河川・海岸・沿岸への土砂動態において、山地における土砂
生産量の評価は重要な課題の一つである。平成 28 年（2016 年）8 月の北海道豪雨では、来襲した台風 7, 11, 9
号と引き続く台風 10 号に伴う地形性豪雨により、沙流川上流域で斜面崩壊や河岸・渓岸侵食、土砂・洪水は
ん濫が発生し、宅地・農地・道路・橋が被災する大災害となった。沙流川から海域に流出する浮遊土砂につい
て、濁度計観測や放射性同位体トレーサ解析により、台風 10 号に伴う出水時の浮遊土砂の主要な生産源が沙
流川上流域に分布する深成岩や付加コンプレックス地域であることを明らかにした（水垣ら, 2019）
。しかし、
上流域の土砂生産・流出実態について斜面崩壊に関するい
くつかの調査・解析事例があるものの（早川ら, 2018; 秋田

パンケヌーシ川

ら, 2020a, b）
、河道も含めた侵食・堆積実態については未解

22

明であり、下流への浮遊土砂流出との関連は十分な知見が

183

1430
467
1282

ない。そこで、本研究では流砂系の土砂動態解明に向けて

480
183

1460
557

555

552

沙流川上流域の土砂動態を明らかにすることを目的に、2

1540

時期の航空レーザ測量成果を用いた標高差分解析により土

555

砂収支をもとめ、地質・河川地形との関係を調べた。
H28年8月豪雨による新規崩壊値
2019年LP計測・解析対象範囲

地理院地図・産総研20万分の1シームレス地質図（詳細版）を使用

2. 方法
2.1 調査地 調査流域は、沙流川（流域面積

図-1 パンケヌーシ川流域の地質と解析対象範囲

1350 km2）の上流

支川パンケヌーシ川（95.8 km2）とした（図-1）
。主な表層地質は、
上～中流域に深成岩（主にはんれい岩、かんらん岩）、中～下流
域に付加コンプレックス（主に堆積岩、玄武岩ブロック）、下流
の沙流川合流点付近に白亜紀の堆積岩（主に頁岩・シルト岩）が
分布している。本川沿いには、下流から砂防堰堤が 1 基、治山堰
堤が 2 基、水力発電用取水設備が１基設置されている。H28 年 8
月 30～31 日の台風 10 号に伴う地形性豪雨では、降水量 300 mm
以上の範囲に対応した上流域の深成岩地域に表層崩壊が多数発
図-2 位置補正法による標高値誤差の比較例

生した（図-1；秋田ら, 2020a）
。
2.2

材料及び解析方法 地形変化量を評価するために、

H28 年 8 月豪雨前後に実施された航空レーザ測量（2012
年・北海道開発局、2019 年・寒地土研）の成果を用いて 1
m メッシュの DEM を構築した。解析対象範囲は 2019 年
DEM の取得範囲（図-1; 23.5 km2）とした。2 時期の DEM
の差分解析に際し、2019 年 DEM の位置補正として水平補
正（位相限定相関法；POC 法）及び 3 次元補正（ICP 法）
を行い、標高値の誤差検証により最適な補正方法を選択す
ることとした。また微地形解析により斜面と河道に区分
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図-3 差分解析による地形変化量の評価事例

付加コンプレックス

し、地形区分ごとに地形変化量を整理した。
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3. 結果と考察
3.1

玄武岩

位置補正なしの場合に比べて水平補正
（POC 法）は誤差平均が改善されたがばら
つきが大きく、3 次元補正（ICP 法）では誤
差の平均、ばらつきともに大幅に改善され
ていることがわかる。本研究では小流域単

災害復旧
自然改変

河床高変化量 [m]

の比較を行った。
図-2 はその一例であるが、

地形変化量 [m3]

度の測線を 25 箇所設定し、標高差（誤差）

位で ICP 法を適用し、地形変化のない領域

下流端からの距離 [m]

の標高誤差を最小化するよう位置補正し
3.2 土砂収支 斜面・河道の土砂収支を把

握するために、2 時期 DEM の差分解析から得られた正負の標
高差をそれぞれ堆積量・侵食量とし、斜面・河道の地形区分ご
とに整理した。河道部分は 50 m 間隔で区切って侵食量と堆積

堆積量

地質区分は産総研 20 万分の 1 シームレス地質図（詳細版）を使用
[m3]

侵食量

2019 年 DEM として再構築した。

図-4 パンケヌーシ川の河川地形と地形変化量の縦断変化

の区間で約 2 倍に広くなり、さらに下流の付加コンプレック

深成岩類

堆積岩類
（砂岩）

玄武岩

すべて

苦鉄質
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ミグマ
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り上流の深成岩区間は狭く、中流（3700～8700 m）のミグマタ

苦鉄質
深成岩

図-4 に示した。河道幅は地質の影響を大きく受け、8700 m よ

すべて

250 m 区間）
、平均河道幅、地形変化量、平均河床高変化量を

すべて

形・地質との関係を調べるため、河川縦断形・河床勾配（上流

正味の地形変化

量を集計した（図-3）
。河道における侵食量・堆積量と河川地

付加コンプレックス

図-5 地質別の土砂収支

ス・玄武岩区間で急激に狭くなる。地形変化量は河道幅の広い区間で侵食・堆積量の振れ幅が大きく、崩壊地
が多く発生した上流の深成岩区間では比較的小さかった。河床高の変化量は、下流の付加コンプレックス・玄
武岩の区間でもっとも小さく（平均-0.687 m）
、流路の蛇行に伴う河岸侵食が顕著であったと考えられる。
解析対象範囲の河道部分全体における侵食量、堆積量及び正味の地形変化量はそれぞれ 91.6 万 m3、66.0 万
m3 及び -25.6 万 m3 であった（図-5）
。地質別では付加コンプレックスの侵食量・堆積量が深成岩の約 2 倍であ
った。パンケヌーシ川流域の斜面崩壊土砂量は約 45 万 m3 と推定されており（秋田ら, 2020b）
、本研究の付加
コンプレックス地域の河岸侵食量はそれよりも多いことから、相当量の細粒土砂が流出したと考えられる。こ
のことは、沙流川下流での浮遊土砂生産源推定の結果（水垣ら, 2019）と概ね整合する。今後、斜面・河道区
間の粒径分布を把握することで、細粒土砂の地質別流出量をより詳細に検討する必要がある。
【謝辞】北海道開発局室蘭開発建設部には LP 成果の使用を許可いただきました。株式会社北海道朝日航洋には位置
補正法及び微地形解析においてご協力いただきました。ここに記して謝意を表します。
【引用文献】秋田ら（2020a）第 63 回北海道開発技術研究発表会論文集: 防 27（治）. 秋田ら（2020b）2020 年度砂
防学会研究発表会概要集: 71-72. 早川ら（2018）第 9 回土砂災害に関するシンポジウム論文集 9: 185-190. 水垣ら
（2019）2019 年度砂防学会研究発表会概要集: 55-56.
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流域の土砂管理方策を睨んだ水・土砂モデルにおける施設効果に関する数値モデル
日本工営(株) 長山 孝彦,○古谷 智彦, 中西 隆之介, 伊藤 隆郭
京都大学名誉教授 水山 高久
京都大学大学院防災研究所 藤田 正治, 宮田秀介
立命館大学 里深好文
(一財)砂防・地すべり技術センター 池田暁彦
1.緒論:山地河川における流水・流砂の観測が全国的に実施されており 1),砂防領域からの土砂流出量の把握が進んできて
いる.常願寺川流域においても縦断的かつ継続的な観測が実施されるとともに,流域の数値モデルを用いて,土砂流出の質
と量の再現が試みられている 2).一方,総合土砂管理における数値解析の利活用の検証は,未だ多くの検討課題があると考
えられる.今回,土砂流出パターンの中で重要な役割を持つ砂防堰堤に着目し,単位河道モデル 3)に砂防施設の効果を反映
させるために,堰堤の種類による土砂調整現象を数値モデル化する試行を行った.
2.解析モデルの設定:水・土砂流出解析に用いたのは,江頭・松木の単位河道・単位斜面モデル 4)を基礎とする数値計算モ
デル 3)である.本検討では,従来のモデルに砂防堰堤の要素を組み込むため,下記の考え方に沿って改良を行った.
①河道上の砂防堰堤は,施設が含まれる単位河道の下流端に存在するものとして扱う(図-1).
②砂防堰堤の水通しの形状に合わせて,単位河道ごとの流
量に対応した水位を与える.
③砂防堰堤ごとに土砂貯留プロセスをモデル化する(貯砂
量,形状は図形的に概算する).
④-1 不透過型の場合,満砂状態となるまで下流への土砂
(掃流砂・浮遊砂)の流出を停止する.満砂後は,通常の河
床変動計算のループに移るが,堆積傾向の場合は,堰堤を
起点として上流側の堆砂敷の勾配を変化させる(図-2).
④-2 透過型(スリット)の場合,上流からの土砂流入と,ス
リットからの下流への土砂流出をそれぞれ算定し,土砂
収支から堆砂敷への土砂の堆積量を求めた(図-3).
以下に計算実施時の諸条件を示す.
【対象流域】本宮砂防堰堤地点における集水域(201km2)(図4)
【降雨】2016 年 1 月 1 日～2016 年 12 月 31 日（千寿ケ原）
図-1 単位河道モデル上の堰堤の配置
(※当該年の 7 月 7 日に大規模出水が発生)

図-2

図-3

不透過型堰堤がある場合の堆積変化の概要
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【粒度分布】流域内土砂生産源における土砂粒度分布とし
た(図-5).
【供給土砂量】比堆砂量 1,500m3/km2/year として,図-4 中
の上流域(ドットのハッチング領域)を対象として土砂を
供給した.
【砂防堰堤の緒元】図-4 のマップ中で,不透過型,透過型砂
防堰堤が混在する単位河道(No.42)を抽出し,2 ケース(不
透過型のみ,透過型のみ)の堰堤を単位河道の下流端に配
置した.堰堤の緒元については空谷砂防堰堤(不透過型),
津之浦下流砂防堰堤(透過型)のものを踏襲した(表-1).
3.結果:図-6 に堰堤から流下した水・土砂流量の時系列グ
ラフ(出水発生期間を抜粋)を示す.なお,本モデルにおい
ては,出水時の細粒土砂の取り込み(ウォッシュロードの
流出)も考慮しているが,砂防堰堤の有無はウォッシュロ
ードの流下に影響を与えないと考えられる.モデル上でも
堰堤の条件とウォッシュロードの流出は無関係として扱
っているため,ここでの比較対象からは除外した.
不透過型堰堤を配置したとき,ある程度の期間は流砂量
がゼロとなり,堰堤の貯留効果が確認できた.また,出水期
間中に堰堤の堆砂敷が満砂状態となっており,その後掃流
砂・浮遊砂が流出している結果が得られた.
一方,透過型堰堤を配置したケースでは,出水ピーク前
後から土砂の流出が見られ,不透過型堰堤の挙動とは異な
る結果が得られた.また,流砂量は出水前半より出水後半
に若干偏っており,スリット上流に一時的に貯留した土砂
が後半にかけて流出した可能性がある.
4.考察:今回の検討において,不透過型堰堤については,土
砂の貯留及び満砂後の流出という過程が確認され,施設効
果がある程度再現できるようになった.
しかし,透過型堰堤ではスリット効果の再現精度に課題
がみられる.スリットの代表的な特徴の一つとして,出水後半の水
位低下中の顕著な土砂の吐き出しが発生することが挙げられる
が,今回の結果では,その傾向は軽微に認められる程度にとどまっ
ている.これは,出水後半での堆砂敷の状況(局所的な河床勾配や
堆積土砂の浸食)が,モデル上での取り扱いと一致していないこと
を示唆する.
5.結論:今後,計算モデルを用いた解析の実践的な課題としては,
砂防堰堤が縦断的に存在しているときの影響評価が挙げられる.
さらに,近接した範囲に不透過型及び透過型堰堤が
混在するときの複合的な効果を可能な限り再現で
きるようになることが望ましい.
将来的には,一回の出水だけでなく,中長期で見
たときの砂防領域からの土砂流出に対して,堰堤の
有無,構造形式の違いが与える影響を検討するた
め,数年単位での解析を計画している.

図-4

図-5

常願寺川流域と堰堤位置

土砂(供給・河床材料)の粒度分布
表-1

不透過型
堰堤
スリット型
堰堤

設定した堰堤の緒元

堰堤高さ
水通し幅
初期条件
堰堤高さ
水通し幅
スリット幅
初期条件

14.5m
78.5m
未満砂
13.5m
112m
32m
未満砂

謝辞:本検討は国土交通省立山砂防事務所の受託

研究テーマ「常願寺川流域における砂防堰堤群等
の機能的な活用による土砂管理手法」の助成を受け
実施しました.ここに記して感謝いたします.
参考文献:1) 国土交通省国土技術政策総合研究
図-6 出水時の土砂流出結果
所,国総研資料第 887 号,2016, 2) 中西ら:平成 31 年
度砂防学会研究発表概要集,119-120,2020, 3) 山
野井ら:土木学会論文集 B1(水工学),vol.70,No.4,I_925-I_-30,2014, 4) 江頭ら:水工学論文集,44,735-740,2000
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融雪型火山泥流の発生機構に関する研究
―粒径の異なる火山噴出物と雪との混合による融雪及び火砕流サージの影響―
三重大学大学院 生物資源学研究科

〇中里友輔，堤大三

【はじめに】
火山噴火による噴出物は，噴石や火砕流の様に，一般的に流下速度が速く規模が大きいため甚大な被
害を及ぼす。さらに積雪地域では，高温の噴出物が積雪を溶かし，土砂を巻き込みながら流下する場合が
あり融雪型火山泥流と呼ばれる現象が起こる。融雪型火山泥流の発生機構を解明するため，これまで種々
の研究が行われてきたが，従来の研究では，主に高温の噴出物を雪の上にのせて融雪の挙動を観察する
実験が行われてきた。しかし実際に火山噴火が起こる場合は，噴出物が積雪層を貫通したり，火砕流と積
雪が混ざり合って流下することから，雪の上に高温土砂を設置する条件は現実的ではないとの指摘があ
った。当研究室では雪と高温土砂との接触条件を変えた実験を行い，
火砕物が雪の上に静置された条件と比較して，火砕物と雪が混合し
た状態では融雪速度が大きくなることが示され，噴出物の粒径が小
さくなるにつれて一定量の噴出物からの熱供給速度が大きくなるこ
とが数値モデルの結果から示された。本研究では，先行研究で示さ
れた数値モデルの妥当性を検証するため，土砂の粒径を変えて融雪
実験を行い，数値モデルによる再現計算を実施した。また土砂や熱
ており，熱風による融雪実験を実施し，火砕サージによる融雪泥流
発生の危険度についても検討した。
【噴出物による融雪】
箱形の実験容器に雪を充填し，加熱土砂（500℃）を供給すること
で融雪の挙動を観察する実験を行った。土砂の条件として等しい重
量で 2 種類の粒径を使用した。先行研究（本居ら 2019）で行われた

図-1

火砕物と雪が混合すること

で激しく融雪が進んでいる様子

Volume of snowmelt (L)

水だけでなく，火砕流サージが発生し融雪に寄与するとの指摘され

2.0

sim

1.5

exp

1.0
0.5
0.0

する噴出物を再現した。実験はインターバルカメラで撮影し，雪の断

25
50
75
Time (s)
図-2 大粒径の加熱土砂による

面積の変化量を画像解析ソフトによって計測し，実験装置の厚みを

融雪量の変化（実験と計算結果）

加熱土砂の上から雪を供給する接触条件を採用し，積雪内部に貫通

0

図-2，3 に，大粒径と小粒径の土砂を供給した場合の融雪水量変化
の実験結果を，数値モデルによる計算結果と合わせて示す。数値モデ
ルで予測された通り，実験結果からも，粒径が小さくなる場合熱伝導
速度が大きくなることが確認された。計算結果と比べ実験結果が過
小評価になっているのは，加熱土砂の上に供給された雪が溶け切っ
たことで，土砂間隙の融雪水がなくなったためだと考えられる。

Volume of snowmelt (L)

掛け合わせることで減少した体積分を融雪量として推定した。
2

sim

1.5

exp

1
0.5

0

の融雪挙動と本研究で得られた加熱土砂と雪が混合した場合の融雪

25
50
75
Time (s)
図-3 小径の加熱土砂による

挙動との比較を示す。供給した土砂量が違うため，縦軸は高温土砂の

融雪量の変化（実験と計算結果）

図-4 に，雪の上に既往の実験で得られた加熱土砂を静置した場合
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0

1

融雪した量の比とした。土砂の持つ熱量で雪の上に静置される条件の

0.8

融雪速度より土砂と雪が混合する条件の融雪速度が大きく，土砂と雪
の混合によって融雪型火山泥流の危険度が高まることが示された。

Ratio

持つ熱量が全て融雪に寄与するとして算出した融雪可能量と，実際に

Case1
Case2
Case3

0.6
0.4
0.2

【火砕流サージによる融雪】

0
0

25
50
75
Time (s)
図-4 雪と砂礫の接触条件を

火砕流は，火山からの高温の噴出物と空気とが混合した状態で流下
する現象であるが，固体の噴出物が流下途中で停止し熱のみがさらに
流下する現象がみられ，これを火砕流サージという。本研究では火砕

変えた場合での融雪速度

流サージで発生する熱風を，木炭を燃焼させて発生する高温の燃焼ガ
った。箱形の実験装置を使用し融雪の挙動を観察し，撮影した画像から
3

体積の減少量を計測した。熱風の流量は 1.0 m /min である。実験装置
の天板を上下に動かすことで熱風が通る断面積を変化させ，風速を
0.9，3.5，6.9 m/s の 3 通りに変化させた。風速と融雪速度の関係を図
-5 に示す。実験の結果，風速が速くなるにつれて融雪速度が大きくな
る傾向が見られた。これは風速増加とともに熱風と雪との間の境界層

Snowmelt rate (cm3/s)

スで再現し，風速を変えることで融雪速度への影響を調べる実験を行

が薄くなることで，温度勾配が大きくなり，より熱が伝わりやすくなっ

5
4
3
2
1
0
0

2
4
6
8
wind speed (m/s)
図-5風速と融雪速度の関係

たためである。
【加熱土砂による融雪と火砕流サージによる融雪の比較】
風により供給される熱量が等しくなる時間𝑡0 を求め，それによって経過
時間を標準化した際の融雪量を求めた。与える熱量が等しくなる時間
は以下の式で求めた。

0.15

m3/m2

土砂と熱風による融雪速度の比較を行うため，土砂の持つ熱量と熱

0.1

0.05

𝑊𝑠 𝑐𝑠 𝑇𝑠
⋯ (1)
𝑄𝑤 𝜌𝐴 𝑐𝐴 𝑇𝐴
ここで𝑊𝑠 : 土砂重量 [kg]， 𝑐𝑠 : 土砂の比熱[J/kg/K]， 𝑇𝑠 : 土砂温
𝑡0 =

度[K] 𝑄𝑤 : 風量 [m3/s]， 𝜌𝐴 : 空気密度 [kg/ m3]， 𝑐𝐴 : 空気比熱
[J/kg/K]， TA : 空気温度 [K] である。結果，𝑡0 = 154 s となった。
𝑡0 で経過時間を標準化し，融雪水の体積を実験装置の断面積で除した

0
0

0.5
1
exp (gravel)
t/t 0
exp (surge, 6.9 m/s)
exp (surge, 3.5 m/s)
exp (surge, 0.9 m/s)
pred(surge,28 m/s)

図-6 融雪速度の比較

ものを，融雪水量変化として比較したものを図-6 に示す。加熱土砂が
熱風に対して融雪速度が格段に大きいことが分かった。これは熱伝導率が土砂の方が高いことが理由と
考えられる。熱風実験の結果は，0.9~6.9 m/s のものを示しているが，実際のサージは風速 28 m/s とな
る場合もあるため，実験結果から予測される風速 28 m/s の場合の融雪水量変化も図-6 に合わせて示し
た。その場合でも，加熱土砂による融雪速度の方が圧倒的に大きいことが分かった。このことから火砕流
サージによる融雪の影響は小さいものであると考える。
引用文献：本居絵子：融雪型火山泥流の発生機構に関する研究―粒子径の異なる火山噴出物と雪との混
合による融雪―，卒業論文，三重大学生物資源学部(2019)
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大武川流域を対象とした砂防堰堤における土砂移動特性の考察
国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所 萬徳 昌昭※1 菊池 瞳※1 松尾 剛人
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 星野 和彦 萩原 弘 村上 治
八千代エンジニヤリング株式会社 ○目 晋一 武藏 由育 西尾 陽介 山本 茂友
※1 所属は 2021 年 3 月当時

１.はじめに
出水時に不透過型砂防堰堤の上流において発生する土砂移動は、流入流量と流入土砂量および出水が発生し
た時点における土砂堆積状況に影響を受けると考えられ、砂防堰堤に期待される「一時的な土砂の貯留による下
流への過度な土砂流出の抑制」機能については、これを一概に設定することは難しい。このため、近年では河床
変動計算を用いた施設効果の評価が進められているが、それと同時に実際の出水時に砂防堰堤上流において生じ
た土砂移動のデータを取得、分析することも重要であると考えられる。以上を踏まえ、本稿においては釜無川の
支川大武川において過去に実施された 3 時期の航空レーザー測量（以下、LP と記す）から、測量期間中の土砂
移動を定量的に把握し、主に不透過型堰堤を対象として土砂移動特性を分析した結果を報告する。
大武川流域における LP は a.平成 21 年、b.平成 30 年、c.
令和 2 年の計 3 回実施されている。b～c の期間（期間②とす
る）は令和元年 10 月に台風 19 号豪雨が発生しており、大規

500
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100
0

日雨量(mm)

２.測量期間における降雨特性

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

日雨量は 393.5mm と釜無川河川整備計画における 100 年超過
確率 2 日雨量（288.2mm）を凌ぐ規模であった。a～b の期間
（期間①とする）は中小規模出水による土砂移動が主体であっ
たと考えられる期間である。多くの年で最大 2 日雨量は 20 年
超過確率規模程度（200mm 前後）であり、最も大きい H29
年で 1/50 程度（250mm）である。

2日雨量(mm)

模出水による土砂移動が主体であったと考えられる。流域平均
500
400
300
200
100
0

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

図－1

平成 21 年以降の年最大日、2 日雨量

３.砂防堰堤設置状況
大武川には 16 基の砂防堰堤が配置され、9 基が不透過型
（うち 8 基が満砂）
、6 基が透過型、1 基が部分透過型とな
っている。堰堤の配置を図－2 に示す。以降では、期間①、
②における「期間当初から終了時点までの河床勾配や堰堤
上流からの流入土砂量、堰堤における堆積土砂量」より、
堰堤地点における土砂移動特性について考察する。
４.流入土砂と堰堤地点堆砂量の関係性
図－2

満砂状態にある不透過型堰堤への流入土砂量（横軸）に対し、
堆砂量（縦軸）がどの程度生じたかを図－3（期間①）
、図－4（期

期間①（H21－H30）
30.0

間②）に示す。以下、流域毎に流入土砂量と堰堤地点の堆砂量
について、河床勾配の変化も勘案しながら考察する。

大武川

期間①は期間が長いことから総和としては期間②よりも流
出土砂が多く、大武川下流砂防堰堤～人面砂防堰堤、大武川第
三砂防堰堤では数十万の土砂流入があったと考えられるが、堆
砂量は減少か微増の状況となっている。出水規模が小さいため、

篠沢第三砂防
堰堤

大武川下流砂
防堰堤

石空川第五砂
防堰堤

10.0
0.0

篠沢砂防堰堤

人面砂防堰堤

-10.0

1 出水当たりの土砂濃度が低く、流入土砂に細粒が多かったこと

-20.0

が原因として挙げられる。期間②においても大武川砂防堰堤や

-30.0

人面砂防堰堤は侵食傾向となっているが、この原因としては大
武川第二、第四砂防堰堤（透過型）での多量の土砂捕捉によっ
て流入土砂が減少するとともに、流入土砂の粒径が小さくなっ 図－3
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篠沢第二砂防
堰堤
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堰堤堆砂量（千m3）
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砂防堰堤配置状況
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堤
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防堰堤
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流入土砂量と堆砂量の関係（期間①）

たことが挙げられる。一方で、期間①では侵食傾向であった大

期間②（H30－R2）
30.0

ている。ここで、表－1 に示す堰堤上流の堆砂状況の変化を見る

20.0

堰堤堆砂量（千m3）

武川第三砂防堰堤において、期間②では 26 千 m3 の堆砂が生じ
と、大武川第三砂防堰堤は期間①の当初（平成 21 年）時点で堆
砂勾配が計画堆砂勾配に近いが、期間①において侵食傾向とな
り河床勾配が緩くなっている。期間②では緩勾配化した堰堤上
流河道に土砂が再堆積したと考えられ、出水規模に応じた流入
土砂の粒径大型化も、堆積の一因になったと考えられる。
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細かい場合でも堆砂が生じやすい状況にあり、表－1 に示すよう
に、期間①において堰堤上流 100m 以降が緩勾配化していたこ 図－4
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５.大武川における不透過型砂防堰堤地点における土砂移動特性のまとめ
土砂移動特性として、1）中小規模出水を中心とする期間では、多量の土砂流入があっても大きな土砂堆
積は生じない。2）中小規模出水を中心とする期間で土砂が減少することで生じた空間に、大規模出水発生時
に土砂が堆積する。3）大規模出水時の堆砂勾配は、流入土砂の粒径に大きく影響を受けている。などが想定
される。今後、流入土砂、堆積土砂の性状を把握した上で、上記の状況を河床変動計算によって再現するこ
とで、計算による施設効果評価の精度向上に寄与することができると考えられる。
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UAV を活用した鋼製透過型砂防堰堤の設計に用いる礫選定についての一考察
（一財）砂防・地すべり技術センター
１．はじめに
閉塞型の鋼製透過型砂防堰堤(以下，鋼製堰堤)の部
材間隔は，最大礫径である D95 によって決定される．D95
とは，砂防堰堤設置計画地点より上下流 200m に存在す
る 200 個以上の巨礫により作成された頻度分布の 95％
に相当する礫径である. この選定方法は，河床に目立
つ礫をランダムに選定することからランダム法と呼ば
れており 1)，測定者が渓流にある礫のうち，土石流の痕
跡と考えられる礫を選んで測定している．本来であれ
ば河床に存在する礫全てを計測し,その結果より部材
間隔を決定する礫の選定を行うことが望ましいが，実
際に河床に存在する礫全てを手作業にて測定すること
は困難である．一方で，UAV は上空から河川の全景を撮
影することで，河床に存在する礫のほぼ全数近くを測
定することが出来る.
本研究は，ランダム法から作成された礫径分布と，
UAV のデータによって作成された礫径分布を比較する
ことで，ランダム法による最大礫径選定の妥当性を検
証するものである.
２．調査地点と解析方法
２．１ 調査地点
調査箇所は，北海道函館市の白浜川にある白浜川堰
堤の土石流危険渓流(流域面積 2.1km2，渓床勾配 1/10
写真１)と，栃木県日光市の稲荷川にある日向堰堤の堆
砂敷(流域面積 5.8km2，渓床勾配 1/12 写真２)の 2 箇
所である．渓流環境によって礫径の分布傾向に違いが
生じることが考えられたため，調査対象として鋼製堰
堤が設置される一般的な地形条件で，ある程度礫個数
が限られている白浜川と，礫個数がほぼ無尽蔵で偏り
が無いと考えられる稲荷川の 2 渓流とした．

写真１

函館・白浜川

写真２

○佐々木流

佐々木司

日光・稲荷川

２．２ 解析方法
UAV にて，長さの基準となるスケールバーを河床に存
在する礫と一緒に撮影し，取得した画像データから１
つ１つの礫の大きさを測定した．測定した礫の大きさ
は，上空から視認できる礫の２辺の平均としている．
３．解析結果
白浜川は流域面積が狭く礫の個数も多くなかったた
め，河床に存在する礫のほぼ全数近くを UAV にて測定
出来た．一方稲荷川は流域面積が広く，礫も無数に存
在するため UAV を用いても河床に存在する礫全てを測
定することは難しかった．そこでランダム法にて測定
した地点を中心に半径 1km 程度の範囲の礫を UAV にて
測定した. 白浜川での UAV の測定礫個数は 673 個．稲
荷川での UAV の測定礫個数は 1400 個である．
ランダム法から作成された礫数と，UAV のデータから
作成された礫数を比較した結果を図１及び図２に示す．
図１は函館・白浜川，図２は日光・稲荷川のデータで
ある．

図１
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嶋丈示

函館

白浜川の礫径調査結果

図２

日光 稲荷川の礫径調査結果

図を見ると，UAV にて測定された礫は，礫径が大きく
なるにつれ礫数が少なくなるという右肩下がりの傾向
がある．一方で，ランダム法にて測定された礫は，小
礫から中礫に近づくにつれ礫数が多くなり，中礫から
大礫に近づくにつれまた少なくなっていく，ピラミッ
ド形のような傾向となった.
次にこの図をもとに作成した累積百分率曲線および，
D100・D95 を図３，図４に示す. 図３は函館・白浜川，図
４は日光・稲荷川のデータである．

図３ 函館 白浜川の累積百分率

図４ 日光 稲荷川の累積百分率
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４．考察
本来河床に存在する礫は，礫径が小さければ小さく
なる程沢山存在すると考えられる．つまり，UAV の礫数
データのように右肩下がりになると考えられるが，ラ
ンダム法は目に付く大きな礫から順に，200 個になるま
で人の手によって測っていくため，数える礫が小さく
多くなるほど測定者に左右されムラが生じやすい．ま
た，測定した礫が 200 個になった時点で測定をやめる
ので，河床に存在する小礫を測定している途中に測定
が終わる．このことから，ランダム法は河床に存在す
る礫のうち，小～中礫帯に属する礫の測定にばらつき
が生じる.
一方で，礫が大きくなるにつれ UAV とランダム法の
累積百分率曲線の差が小さくなっているが，D95～D100 と
なるような巨礫はそもそもの絶対数が少なく，測定も
しやすいため測定個数に大きな差は無く，UAV とランダ
ム法で同じ傾向を持つ. 図３および図４の D95 の値を見
ると，UAV とランダム法で近い大きさとなっており，UAV
とランダム法の曲線の開きが D95 程度収束し始めている．
また，土石流は一般的に巨礫を先頭にして流れてくる
ものであり，小～中礫帯が鋼製堰堤の閉塞に直接影響
を与えることは無い．
以上よりランダム法は，本来であれば河床に存在す
る礫全てを測定することでわかるはずの D95 を，測定個
数を 200 個に抑えながら効率良く測定出来ているため，
鋼製堰堤の部材間隔を決定するための方法としては有
効な手段であるといえる.
５．おわりに
ランダム法による礫径調査は，現行の鋼製堰堤の設
計に関して効果的な手法である．これからは河川のよ
り正確な情報を得るために UAV による調査も増えてく
るものと考えられるが，礫径調査においては UAV が使
用できない現地も存在する．以下のような特徴のある
現場については UAV の使用について留意されたい.
・樹木により上空からの河川の全景が隠れている
・礫の重なりが多い
・渓床勾配が急である
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2011 年台風 12 号により深層崩壊が発生した熊野地区での
ドローン空中電磁探査による深層崩壊メカニズムの解明
国土交通省国土技術政策総合研究所(近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター) ○木下篤彦
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター

柴田俊

国土交通省国土技術政策総合研究所

山越隆雄・中谷洋明

大日本コンサルタント株式会社

河戸克志・金山健太郎・奥村稔

有限会社ネオサイエンス

城森明・城森敦善

株式会社エイト日本技術開発

藤原康正・中野英樹

1.はじめに
2011 年 8 月 25 日に発生した台風 12 号では，総降水量は広い範囲で 1,000 mm を超え，記録的な大雨となった．
これにより，紀伊半島では，深層崩壊が，72 箇所で発生した．深層崩壊のメカニズムについては，地形・地質・水
文等様々な角度から研究が行われている．既往研究

1)

から，斜面内を横断する断層破砕帯が周辺の地下水を崩壊斜

面に誘導，あるいは地下水を堰き止めた可能性がある．本稿では，和歌山県田辺市熊野地区の深層崩壊(写真－1)を
調査対象として、ドローン空中電磁探査 2)(写真－2)を活用した崩壊メカニズム解明に向けた取り組みを紹介する．
崩壊斜面

2．熊野地区の概要と調査内容について

A
断層 1

本研究が対象としている熊野地区は，日置川水系の熊野

断層 2
断層 3

川上流域にあり，堆積岩類が広く分布している．深層崩壊
の規模は，幅 440m，高さ 250m，長さ 480m で崩壊土砂量は

熊野川

3

約 526 万 m である．豪雨時の断層破砕帯による地下水の挙

断層 4

A’

動への影響を確認するため，2020 年 10 月中旬の台風 14 号

断層 5

の 3 日後と同 12 月上旬の乾燥期に，ドローン空中電磁探査
により，地下約 0～200m 程度の比抵抗分布を測定した．

写真-1

災害 1 日後の熊野地区の様子(2011 年 9 月 5

日，国土交通省による撮影)．黄色の実線は図-2 中の
3．空中電磁探査による断層破砕帯周辺の比抵抗分布の特徴

ドローン探査の測線を，白色の点線は地表踏査と図-

大まかな地質や地下水・湧水の分布を把握する目的で

2 の電気探査の結果及びボーリング調査の結果を基に

2012 年 11 月 28 日にヘリコプターによる空中電磁探査を実

した断層破砕帯を示す．矢印は流向を示す．

施した．
実施日は前線通過による総雨量 98.5mm の降雨 2 日
後である．図－1 に地下約 0～10m での比抵抗分布を示す．
崩壊斜面中腹～下部にかけて低比抵抗となっており，この

深層崩壊発生斜面

付近の乾燥期の地下水位の観測結果と比較すると地下水位
は地下約 10m よりも浅い位置にあると考えられ，地下水及

磁場センサー

び湧水により低比抵抗域が形成されていると考えられる．
図-2 に 2020 年 11 月 25～27 日に実施した電気探査(写真
-1・図-1 の A-A’測線)の結果を示す．探査は 2 極法とし，
電極間隔 10m，深度 200m とした．測定開始時点で 4 日間
ほぼ無降雨であり，乾燥期の比抵抗である．比抵抗が大き
く変わる箇所が断層と考えられ，4 つあることが分かった．
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写真-2

ドローン空中電磁探査の様子．地表に敷

設したケーブルに電流を流して磁場を発生させ，
ドローンに吊した磁場センサーで地下の鉛直成分
の磁場を測定する．
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図-1 空中電磁探査の結果(地下約 0～10m)．2012 年 11 図-2 写真-1・図-1 中 A-A’測線での電気探査の結果．
月 28 日実施．黄色の実線は電気探査及びドローン探査 測定時点で 4 日間ほぼ無降雨であり乾燥期である．断層
の測線を，白色の点線は地表踏査と図-2 の電気探査の は比抵抗が大きく変わる箇所に位置する．
結果及びボーリング調査の結果による断層破砕帯を示
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(a)

す．矢印は流向を示す．
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図-3(a)，(b)にドローン空中電磁探査による比抵抗
分布の解析結果(写真-1・図-1 の A-A’ 測線)を示す．
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A’側に高比抵抗ゾーンが分布する．破砕されて空隙が
多いゾーンと考えられる．(b)から，断層 1 より A 側
の水色のゾーンは(a)の結果から破砕ゾーン内に地下
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推定される．(a)から，断層 1 より A 側と断層 2 より
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図で，(b)は 2020 年 10 月の台風 14 号による降雨終了

時に比抵抗値が低下したことを表し，地下水の集中が

320

500

(a)は乾燥期にあたる 2020 年 12 月 2 日の比抵抗分布

で除した値の縦断分布図である．水色のゾーンは降雨

比抵抗
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縦断距離 ［m］
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写真-1・図-2 の A-A’測線での(a)ドローン探査に

近で止まっている．断層 1 は地下水を堰き止めるタイ

図－3

プの断層破砕帯と推定される．断層 1 と 3 の間は，地

よる乾燥期(2020 年 12 月 2 日)の比抵抗縦断分布図，(b)令

下水が尾根付近から A’側に向かって地下約 80m 付近

和 2 年台風 14 号による降雨(総雨量 217mm)終了 3 日後の

を流下していると考えられる．ボーリング調査で確認

比抵抗値を(a)の比抵抗値で除した値の縦断分布図．

された断層 2 は亀裂に富み，その付近は水色のゾーンの幅が大きくなっていることから，地下水を周囲から誘導す
るタイプの断層と考えられる．断層 3 付近は，水色のゾーンの幅が断層 4 に向かって小さくなり，断層 4 付近は水
色のゾーンが消失している．断層 3・4 は，断層 1 と同様に地下水を堰き止めるタイプの断層と考えられる．

4．おわりに
本研究では，熊野地区の深層崩壊地に近接する斜面で，降雨後と乾燥期に実施したドローン空中電磁探査による
比抵抗の違いに着目して地下水の分布と地質構造の関係を調査し，断層が斜面の地下水分布に大きな影響を与える
可能性を示した．今後は，今回の成果を踏まえて，深層崩壊のリスク評価手法を確立する予定である．
参考文献

1)Arai ら(2018)Rain-induced deep-seated catastrophic rockslides controlled by a thrust fault and river incision in

an accretionary complex in the Shimanto Belt, Japan, Island Arc.2018;e12245.

2)城森ら(2020)：ドローンを用いた過渡応

答空中電磁探査装置の開発―D-GREATEM, D-TEM[GLS], D-TEM[ALS]，物理探査，第 73 巻，p.83-95
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UAV を用いた２機体同時飛行によるレベル３(目視外補助者無し)自律飛行の実証実験について
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 小竹利明※1，山田拓※2，柴田俊※3
国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦
中電技術コンサルタント株式会社 〇荒木義則，久家政治，能島佑佳，河井恵美，大盛泰我
1. はじめに
平成 23 年の紀伊半島大水害による大規模崩壊を伴う河道閉塞箇所は、天然ダムの決壊等の危険性が高く、出水直
後は危険で人が立ち入ることが出来ない場合が多い。また、その後の対策工事中においても、大規模崩壊地の再崩
壊や天然ダムの越流崩壊等、出水に伴う大規模な土砂移動現象が発生しており、このような場所での調査や点検は、
UAV が有効な手段 1)になると考えられる。しかしながら、栗平地区は、当災害において最も崩壊規模（崩壊幅：600
ｍ,長さ：960ｍ,高さ：450ｍ）の大きい河道閉塞箇所であり、現地は山奥の急峻な地形なため、安全な場所から UAV
を目視で操縦できず、機体の制御電波も届かないため、UAV を安全に飛ばすことが出来なかった。
本稿では、この課題を解決すべく、UAV を２機（撮影用・中継用）併用することで、山奥の急峻な地形でも長距
離に渡って UAV を自律飛行させる調査・点検に関する実証実験を行った結果について報告する。なお、本実証実験
は、航空局に対して「目視外補助者無しによる自律飛行（レベル３飛行）
」の承認申請を行い、承認を得た上で実施
している。レベル３飛行 2)は、技術的・法令的な高いハードルをクリアする必要があり、国内における過去の事例
は物流分野等での試行がいくつかあるのみで防災事業では初の試みであった。
2. 実証実験の概要
実証実験は、栗平地区（奈良県十津川村）にお
いて 2021 年 3 月 22 日～23 日に行った。離着陸地
点は、過去の実績より河道閉塞部から土砂流出し
た場合でも車でのアクセスが可能な地点（河道閉
塞部から下流約 2km）とし、2 機体（撮影用,中継
用）の操縦者と補助者（地上局システム：機体制
御情報・画像情報等の監視者）を配置した。
2 機体同時飛行による UAV の飛行ルートを図1、使用機体の諸元と電波中継の概念図を図-2 に
示す。使用機体は、2 機体とも国産 UAV（ACSLPF2）を用いており、機体の制御情報は 920MHz、
映像情報は 5.7GHz の電波通信規格を用いた。
撮影用 UAV は、砂防関係施設（1 号砂防堰堤
等）、危険箇所（河道閉塞部,崩壊斜面部等）の撮影
を行うため、対地高度 149ｍ（1 号砂防堰堤周辺：
100ｍ）、カメラ角度（河床部_往路：斜め
75°・45°,復路：垂直,崩壊斜面部_対岸斜
面：水平・45°）とし、動画撮影と静止画撮
影（オーバーラップ率：85％_インターバル
撮影：2 秒／枚）について、それぞれ往復約
6 km の区間を自律飛行させる。
中継用 UAV は、離着陸地点が携帯圏外で
あり、電波を遮断させる地形形状（崩壊斜
面が直接見えない地点）のため、撮影用
UAV との見通しが取れる高高度（離着陸地
点からの高度 300m）まで機体を上昇させ、
電波中継により、撮影機の制御情報（位置,
姿勢等）、撮影映像を離着陸地点まで伝送さ
せる。なお、離着陸地点は、栗平川の河床
内であり、左右岸が急峻で狭窄地形となっ
ている。このため、地上部では UAV で受信
可能な GNSS が十分捕捉（自律飛行に必要
な GNSS 数：8 基以上）できないことから、
UAV の離着陸は、手動操作とし、上空地点
に移動させた後、自律飛行に切り替える飛
行計画とした。

河道閉塞部

離着陸地点
中継用(無線)
UAV

崩壊斜面部

往復：約 6km
撮影用ＵＡＶ飛行ルート
中継用ＵＡＶ飛行ルート

図-１

撮影用ＵＡＶ

1 号砂防堰堤

自律飛行区間

自律飛行により離陸地点から見通し
のきかない 1 号砂防堰堤等、河道閉塞
部、崩壊斜面部の鮮明な画像を取得

栗平地区（奈良県十津川村）のＵＡＶ飛行ルート

※1 現所属：国土交通省水管理・国土保全局砂防部，※2 現所属：国立研究開発法人土木研究所土砂管理研究グループ火
山・土石流チーム，※3 現所属：長野県姫川砂防事務所

- 129 -

3.実証実験の結果
②2 号砂防堰堤（工事中）
3.1 現場状況の把握
①1 号砂防堰堤
③崩壊斜面部
UAV を用いた 2 機体
同時飛行による自律飛
行では、1 回のフライト
による飛行時間：約 15
【拡大】
分、飛行距離：約 6km と
なり、飛行中の 2 機体
の制御情報（位置,姿勢,
通信強度等）や撮影用
栗平地区全体（オルソ画像）
UAV の映像（静止画,動
画）情報が電波中継さ
④
調査用ＵＡＶ
①
れ、地上局システムの
②
モニター画面でリアル
中継用ＵＡＶ
タイムに確認すること
③
ができた。このことか
④河道閉塞部
ら、今回の実証実験は、
レベル３飛行（目視外
補助者無し）に成功し
①～④：撮影順
たと言える。
図-3 に UAV 自律飛
離発着地点：ﾘｱﾙﾀｲﾑ電波確認
行による現場状況の把
図-３ ＵＡＶ自律飛行（レベル３）による現場状況の把握結果等
握結果を示す。
実証実験を行った UAV の飛行ルートは、
「河道沿い（往復同一ルート）
」と「崩壊斜面部の対岸斜面沿い」とする
ことで、1 回のフライトで栗平地区全体の状況を迅速に把握する計画とした。その結果、1 号砂防堰堤に堆積した土
砂や流下した土砂の状態や 1 号砂防堰堤の被災状況（異常なし）
、2 号砂防堰堤の工事中の状況、河道閉塞部や崩壊
斜面部の異常の有無等、動画データから迅速な状況把握が可能であった。また、静止画データは、高精細画像（2,000
万画素）であり、拡大表示することで砂防堰堤の水通し天端の状況等を詳細に確認することができた。
以上より、危険で人が立ち入ることが出来ない大規模河道閉塞箇所（栗平地区）において、安全な場所から UAV
を 2 機体同時に自律飛行させることで、砂防堰堤等の被災状況、河道閉塞部や崩壊斜面部の土砂移動状況等を迅速
確認できることから、本手法は大規模土砂災害発生時や出水後の調査・点検に有効である。また、今回設定した飛
行ルートや飛行方法・撮影方法等を用いれば、UAV による同一アングルでの繰り返し撮影が可能となるため、2 時
期の土砂移動等の状況変化を検知することができると考えられる。
3.2 撮影データの解析
撮影データ解析では、連続した静止画撮影(208 枚)を使って、sfm 解析（使
用ソフト：Metashape,解析時間：約 2 時間）により、栗平地区全体のオルソ
画像（図-3）と３次元モデルを作成した。
ここでは、1 号砂防堰堤および周辺状況について 3 次元モデルを使って詳
細に確認した事例を図-4 に示す。図-4 より、3 次元モデルは、UAV で撮影
した単写真を使って砂防堰堤の施設の状態を個別に確認するよりも、視覚的
に分かり易く、視点場を自由に設定（例えば、砂防堰堤下流面の状況等）す
ることができるため、砂防施設の定期点検等に利用可能であることが確認で
きた。
図-４ 1 号砂防堰堤の 3 次元モデル

4.おわりに
今回の実証実験（2 機体同時飛行）では、機体同士の直線見通しを確保
するために撮影用 UAV の飛行は、対地高度 149ｍ（1 号堰堤付近は 100ｍ）で実施した。今後、より詳細な画像・
映像を撮影するためには、撮影用 UAV の対地高度をより低く設定する必要がある。そのためには、電波通信状態
を常時安定的に確保するための対策（例えば、中継用 UAV の自動追尾,複数の UAV の組合せ等）に関する技術開
発が望まれる。また、この技術を、砂防施設の維持管理を目的とした巡視点検へ応用すると共に、将来的には AI
等を用いた変状箇所の自動検知や点検作業の完全自動化を目指す必要がある。特に砂防堰堤は、山奥の急峻な場所
にある場合が多く、これまで人が山に登って直接目視で点検していた作業の飛躍的な効率化が可能になると考えら
れる。
＜参考文献等＞
1) UAV の自律飛行による天然ダムの緊急調査及び被災状況把握に関する手引き,令和２年３月,国土交通省近畿地方
整備局大規模土砂災害対策技術センター．
2) 無人航空機の飛行に関する許可･承認の審査要領,令和 3 年 3 月 30 日最終改正(国空航第 3659 号,国空機第 1281 号)．
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災害時の UAV および AI 技術活用に関する一考察
国土交通省関東地方整備局 日光砂防事務所 佐藤保之※1・小島隆※2・廣井幸治※3・中澤理恵子
株式会社オリエンタルコンサルタンツ ○渡邊拓也・井川忠・佐藤厚慈・高橋諒
株式会社みすず綜合コンサルタント 高藤亨仁・西澤忍・前田龍
※1 現所属:国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所 ※2 旧所属 ※3 現所属:国土交通省関東地方整備局企画部
1. はじめに
令和元年台風第 19 号に伴う豪雨など,近年,激甚な土砂

4. UAV 計測
UAV の計測方針及び計測方法を設定し,精度検証のため,

災害を伴う豪雨が頻発している。土砂災害発生後には,緊

別途,UAV レーザを用いた地形の取得を実施した。
4.1 UAV の計測方針・計測方法
計測は,計測範囲,ラップ率,対地高度（100ｍ程度）を設

急的に現地調査を行い,再度災害防止のために対策を実施
している。
現地調査では,発生した災害規模(土石流であれば流出

定し,自動航行により実施した。また,撮影画像の位置精度

土砂量等)を把握し,被災メカニズムを考察する必要があ

を向上させるために,既存の基準点より対空標識を 6 箇所

る。また,土石流を対象とした場合,砂防堰堤計画地の上下

設置した。

N

流 200m 区間内にある礫径を計測し,施設設計に反映させ
る必要がある。施設設計では,災害発生後の地形を取得し
た測量成果を基図として使用することが望ましい。
しかし,災害直後の現場は二次災害発生の可能性が高く,
砂防堰堤建設中

対策工設置までは猶予が無い状況である。
このような状況
においては,現場作業員の安全確保及び調査期間の短縮が
課題となる。
本研究では簡単に持ち運び可能な UAV による地形取得
と AI による流出した礫の礫径判読が災害時に活用できる
か検討を行ったものであり,災害発生時の活用に有効であ
ると考えられるため,ここに報告する。
2. 現地状況
本研究で対象としたのは,日光砂防事務所管内に位置す
る大事沢第 5 砂防堰堤付近(栃木県日光市内)である。
UAV 計測は合計 2 回実施した(第 1 回計測：8 月 26 日,
第 2 回計測：12 月 1 日)。
砂防堰堤施工中
砂防堰堤施工中

写真 1 現地状況(左：第 1 回計測,右：第 2 回計測)
3. 使用機材
計測に使用する機材は,災害時の利用を考え,一般的に

図 1 計測諸元
4.2 UAV 計測の精度検証
UAV で撮影した写真から地形データを取得した際の精

市販（流通）している UAV を選定した。主要な仕様は以下

度を検証した。
表 2 検証に用いた UAV レーザ仕様

のとおりである。

機器名
レーザ名
飛行時間
サイズ（翼間距離）
最大測定距離
測定精度
最高測定レート
カメラ

表 1 UAV 仕様
機器名
飛行時間
機体重量
サイズ（飛行時）
写真解像度
総画素数
画面距離
（35mm 換算）

DJI Mavic 2 Pro
約 30 分
約 900g
322×242×84 mm (L×W×H)
5472×3648pix
約 2000 万画素
28mm
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PRODRONE PD-6BL
RIEGL VUX-1UAV
約 10 分
1.7m
スキャナーより 920m
10mm
500,000 点/秒
Sony α6000

5. 結果 1:UAV 計測の精度
UAV レーザ計測とUAV 撮影写真より作成した地形データ

7. 結果 3:礫径判読
2 時期の UAV 撮影画像を用いて AI 技術(AI 礫判読シス

の比較検証を行った結果,その誤差は数 cm 程度であり,地

テム グラッチェ)による礫径判読を行い,渓流内に堆積し

形状況を把握する精度は問題ないと判断される。

ている石礫の礫径分布、移動状況を把握した。
N

NO 5 横断

NO 1 横断

図 5 礫径判読
8. おわりに ～まとめと今後の展望～
本研究では,簡単に持ち運び可能な UAV を用いて計測を

砂防堰堤施工中

図 2 精度検証位置

行った。UAV レーザにより精度検証を行った結果,数㎝の
誤差であることを確認できた。
本研究における計測では,周辺の測量既知点を用いて対
空標識を設置し,UAV 空撮時に取得した垂直写真を用いて
SfM(Structure from Motion)処理を行っている。その際,
標定点の座標を用いて地形の補正を行い,その後,写真点
構造物(袖部)

構造物(袖部)

群を生成,三次元モデル生成を行っている。

図 3 精度検証横断
6. 結果 2:堆積状況の把握
本研究期間中に大きな出水は確認されなかったが,施工
中の砂防堰堤付近では地形改変等が行われたため,土砂移
動の差分解析を行った。
N
砂防堰堤施工中

図 6 撮影及び後処理のフロー
災害が発生した現地状況によっては,基準点が設置でき
ない場合もあるため,既存の航空レーザ計測データを活用
土砂移動あり

して,既存道路や巨礫の座標を利用するなどの対応も考え
られる。また,UAV に搭載されている測位システムのみを
用いた場合の精度についても検証を行い,今後の活用にお
ける課題点や対策方法について検討する予定である。
近年,小型 UAV（200ｇ以下）の性能も向上している。運
搬が容易であるため,災害現場や山間地での活用が期待さ
れる。ただし,小型 UAV は,自動航行ができない場合が多
く,手動でフライト,撮影を行う必要がある。そのため,小

土砂移動がほとんど無い

図 4 土砂移動の差分解析

型 UAV による地形データの取得や精度について検証を行
い,今後の活用に向けた検討を行う予定である。
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UAV 及び衛星リモートセンシングによる
令和 2 年 7 月豪雨による長野県天龍村足瀬における斜面崩壊の把握
株式会社パスコ

○柴山 卓史，守谷 陽一，村井 渉

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

伊藤 誠記，澤田 宗也，阿部 真大

国土技術政策総合研究所

中谷 洋明, 鈴木 大和

株式会社嶺水

小山 忠孝，百本 法光

１．はじめに
令和 2 年 7 月は，梅雨前線の停滞等によりもたら
された降雨により，九州地方をはじめとして，中部
地方，関東地方および東北地方に及ぶ広域で土砂災
害が多発した。国土交通省中部地方整備局天竜川上
流河川事務所管内においても複数の土砂移動現象
の発生が確認された。本報告では，中央構造線の周
辺に位置する長野県天龍村足瀬地区における斜面
崩壊に着目し，衛星 SAR データを用いた差分干渉
SAR 解析（以下，“干渉 SAR 解析”という）によ
る当該斜面の変動履歴に関する調査結果，並びに同
地区を対象として実施されたドローン搭載型レー
ザプロファイラ（以下，
“UAV-LP”または単に“L
P”という）計測に基づく崩壊土砂量の推定につい
て報告する。また，当該斜面崩壊のような局地的な
土砂移動現象の把握における UAV や衛星リモート
センシング技術の適用性とその留意事項について
考察する。

２．対象地（長野県天龍村足瀬地区）
長野県天龍村足瀬地区において，令和 2 年（202
0 年）7 月 12 日に斜面崩壊が確認された。
2.1 長野県天龍村足瀬地区
早木戸川流域，同右支川芝沢流域の位置図を図1 に示す。当該流域は中央構造線近傍に位置し，流
域内でも複数の断層が確認されている。早木戸川流
域の流域面積は約 36.7 km2，うち芝沢流域の面積
は約 3.2 km2 である。芝沢流域の平均河床勾配は約
10 度（1/6）である。本報告で対象とする斜面崩壊
（以下，「足瀬地区崩壊」という）は早木戸川合流
点上流の右岸側斜面で発生した。

2.2 足瀬地区崩壊斜面の諸元
崩壊斜面の平面図を図-2 に示す。崩壊面積は約
160,000m2，平成 24 年に実施された航空機 LP 計測
成果から算出した崩壊前の斜面勾配は約 33 度
（1/1.5）であった。

図－2 足瀬地区崩壊斜面
（左：微地形表現図（発災前）
、右：空中写真（発災後）
）

３．干渉 SAR 解析による当該斜面の変動履歴
衛星 SAR（ALOS-2）データを用いて，2014 年以
降の当該斜面における地盤の変動状況を確認した。
3.1 干渉 SAR 解析の概要
(1)「だいち 2 号」（ALOS-2/PALSAR-2）の特徴
干渉 SAR 解析には，JAXA（宇宙航空研究開発機
構）が運用する「だいち 2 号」
（ALOS-2）の観測デ
ータを用いることとした。同衛星は 2014 年 5 月に
打上げられ，同年から現在に至るまで JAXA が計
画する基本観測シナリオに基づく定期的な観測と
災害時等における緊急観測が行われている。また，
ALOS-2 に搭載されている合成開口レーダ（PALSA
R-2）は L バンドと呼ばれる比較的長い波長（約 2
3 cm）のマイクロ波を用いて観測を行うため，植
生に覆われた土地であっても，その地表面の変動状
況を捉えることに適している。
(2) 使用した SAR データの諸元
干渉 SAR 解析に使用した SAR データの諸元を表
-1 に示す。解析時点での最新の観測データ（2020
年 5 月，6 月）を基準として，おおむね 1 年間隔で
軌道ごとに 6 時期分の SAR データを収集した。
表－1
軌道方向
北行軌道
（Des）
南行軌道
（Asc）

図－1 早木戸川流域
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SAR データの諸元

観測日
2014/10/3, 2015/6/
12, 2016/6/10, 201
8/3/16, 2019/5/24,
2020/5/22
2015/9/29, 2016/6/
21, 2017/6/20, 201
8/8/28, 2019/3/12,
2020/6/16

ビーム No.
／オフナデ
ィア角(°)

対象斜面に
対する局所
入射角(°)

U2-7／32.4

30±20

U2-8／35.4

65±20

[a]

[b]

[c]

図－3 干渉 SAR 解析結果（[a]:災害後の光学衛星画像，[b]:北行軌道の解析結果，[c]：南行軌道の解析結果）

3.2 干渉 SAR 解析結果に基づく斜面変動履歴
収集した各軌道 6 時期の SAR データを用いて，
軌道ごとに 15 ペアの差分干渉 SAR 解析を実施した。
解析結果の一例を図-3 に示す。この解析結果（図3 [b]）は，北行軌道で観測されたデータを用いて，
崩壊発生前の約 1 年間（2019/08/27-2020/06/16）に
おける地表面の変動状況を示したものである。崩壊
斜辺周辺では，変位量がゼロに近いと考えられるス
テップ 8～9 の着色となっており，当該期間におい
ては顕著な変動がなかったことを示している。
これに対し，南行軌道で観測されたデータを用い
て，2018 年から 2019 年の約 1 年間（2018/08/28-20
19/08/27）の変動状況を示したものが図-3[c]である。
この解析結果では，崩壊発生箇所において衛星から
遠ざかる方向の着色（ステップ 14→1→3）が確認
された。このような着色が確認されたのは，南行軌
道の 2018 年 8 月 28 日の観測データを用いた解析ペ
アであった。
対象斜面に対する局所入射角は北行軌道で 30°
前後，南行軌道では 65°前後であった（表-1）。わ
ずかではあるが変動を検出した南行軌道のほうが
想定される斜面の変動方向（西向き下方）に対する
感度が高かったことから、当該斜面が今回以前から
滑動していた可能性は否定できない。

図－4 LP 計測差分結果（H24：航空機 LP，R02：UAV-LP）

４．UAV-LP 計測に基づく崩壊土砂量の推定
足瀬地区崩壊斜面周辺を対象として，UAV-LP に
よる計測を実施した。

図－5 LP 計測差分結果（H24：航空機 LP，R02：UAV-LP）

５．まとめと今後の課題

衛星 SAR：全天候で観測が可能であり、過去の観
測データの蓄積を活用し発災から過去に遡ってそ
の変動履歴を干渉解析により検出することができ
た。国土地理院による GNSS 観測 1)によると，対象
地域周辺の地殻変動は直近 10 年間に約 6 cm の隆
起傾向と確認されていたことから，地域全体と逆方
向の滑動であった可能性がある。広域判読のための
強度特性の分析 2)と合わせ，今後複合的な検討を行
う必要がある。

UAV-LP：局所的な土砂移動の把握に関しては，迅
速性および簡便性の観点から有用である。ただし，
土砂量の算出においては，災害前の航空機 LP 等で
の計測結果が存在することが前提となる。

【参考文献】
1) 国土地理院：日本列島の地殻変動，https://www.gsi.go.jp/kan
shi/index.html，参照 2021-04-02
2) 国土技術政策総合研究所（2020）：国総研資料第 1110 号
合成開口レーダ（SAR）画像による土砂災害判読の手引き

4.1 LP 差分解析による土砂量の推定
UAV-LP 計測成果と平成 24 年（2012 年）に実施
された航空機 LP 計測結果との差分解析結果を図-4
に示す。また，代表断面での比較（図-5）より，崩
壊地上部では鉛直方向に約 30 m の侵食，斜面下部
では約 45 m の堆積傾向が確認できる。
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SAR 強度画像を用いた土砂移動箇所検出特性と課題

-令和 2 年 7 月豪雨の事例-

国際航業株式会社 ○山下 久美子、佐藤 匠、引地 慶多、川島 祐人
、中谷 洋明
国土技術政策総合研究所 鈴木 大和、松田 昌之（現 アジア航測）
1

表-1 判読調査に用いた SAR 画像の諸元

はじめに
近年、夜間・悪天候時にも取得可能である SAR 画像の利点

ペア名

を活かし、大規模土砂災害発生時における概況把握・調査計

ペアA

画策定などに SAR 画像判読結果を活用する取り組みが始ま
っている

。災害前後に取得された SAR 強度画像（SAR か

1)など

ペアB

観測日時
災害後 2020/10/13
災害前 2017/10/31
災害後 2020/07/06
災害前 2020/06/08

分解能
[m]

オフナディア角
[°]

衛星進行
方向

マイクロ波
照射方向

3

42.7

北行

左向き

3

32.4

南行

右向き

ら照射されたマイクロ波の後方散乱強度を画像化したデータ）

像の変状が何を示してい

の変状を判読することで、斜面崩壊や土砂堆積の発生箇所を

るかを確認した。そして、

特定できる場合がある 2)など。

全変状箇所のうち、土砂移

SAR 強度画像による土砂移動箇所判読で従来から指摘され

動箇所を検 出した数を把

表-2

Sentinel-2 画像諸元
観測日

災害後
災害前

分解能 [m]

2020/8/14
2020/8/19
2020/5/11

10

2020/6/10

ている検出特性として、伐採地等の人工改変地と見誤りやす

握した上で、それぞれのペア画像における土砂移動箇

いこと、斜め観測に起因する不可視領域（レイオーバやレー

所の検出特性を整理し、結果の考察を行った。

ダーシャドウ）に含まれると判読できないことが挙げられる。

3

結果

本発表では令和 2 年 7 月豪雨で多数の土砂災害が発生した球

ペア A・B の SAR 強度画像判読結果を図-2 に整理した。

磨川流域を対象に SAR 強度画像を用いて判読調査を行い、土

土砂移動箇所、伐採地等の人工改変箇所、変状要因が不明で

砂移動箇所の検出特性を整理し、SAR 強度画像を用いた土砂

あった箇所のほか、伐採地付近の土地被覆変化で、光学画像

災害判読調査の課題への対応を示す。

から土砂移動か伐採地拡大か判断しかねる箇所については、

2

土地被覆変化箇所として整理した。

方法
判読範囲は球磨川水系周辺の約 640 平方キロメート

ペア A の判読では 331 箇所の変状箇所が確認されたが、土

ルの範囲を対象とした（図-1）
。SAR 強度画像は ALOS-

砂移動箇所と判断された箇所は約 10 %（36 箇所）で、約 75 %

2/PALSAR-2 が災害前後に観測した単偏波 SAR 画像、

が人工改変箇所であった。一方、ペア B では、判読された 42

およびそれらをカラー合成した強度差分 SAR 画像

箇所のうち、ほとんどの変状が土砂移動や何かしらの土地被

（L1.5 相当、3×3 メディアンフィルタ適用）を使用し

覆変化を捉えていた。災害前後の観測間隔が短いほど人工改

た。判読結果を比較するため、観測間隔およびオフナデ

変による SAR 強度画像の変状が少なくなり、効率よく判読

ィア角が異なる組合せの SAR 強度画像（以下、ペア A・

調査が実施できることが確認された。

ペア B）を準備した（表-1）
。SAR 強度画像の変状根拠
を確認するため、Sentinel-

2 つのペアのSAR 強度画像判読で確認された土砂移動箇所
を比較すると、20 箇所はペア A・B 両方で判読可能、2 箇所

判読範囲

はペア B のみ、16 箇所はペア A のみで判読可能であった。

2 が災害前後に観測した光

判読調査時における不可視領域の影響を確認するために、

学画像も準備した（表2）。

球磨川流域で発生する不可視領域の割合を複数パターンの観

まず、ペア A・B でそ

測条件で試算した（図-3）
。その結果、最も不可視領域を抑え

れぞれ判読を行い、災害

られる観測条件は、オフナディア角 40°前後であることが分

前後で SAR 強度画像に

かり、ペア A のみで判読できた土砂移動箇所が多かったこと

変状が認められる箇所

と整合する結果となった。ただし、不可視領域は 1 回の観測

を抽出した。次に光学画

のみで全て解消されるものではないこと、ある程度の規模で
はあるものの、ペア A・B どちらの画像でも不可視領域に含

像を参照し、SAR 強度画
図-1 判読対象範囲

地理院地図
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広く面的な変状が見られるため、変状の要因が土砂移動であ
る可能性が低いことを、判読時にある程度予測できる。一方
で観測間隔が 1 ヶ月程度と短いペア B の強度差分 SAR 画像
の場合、変状の範囲が狭くなるため、SAR 強度画像のみで変
状の要因を判断した場合に、土砂移動と誤判読してしまう可
能性がある。判読エリアの土地開発状況によっては、観測間
隔が長い SAR 強度画像も併用することで、人工改変箇所を効
率よく除外でき、土砂移動箇所に焦点を当てた判読調査につ
図-2 SAR 強度画像判読結果（カッコ内は箇所数）

なげられる利点があることが分かった。

4

まとめ
令和 2 年 7 月豪雨を事例とした SAR 強度画像判読調査に

おける土砂移動箇所の検出特性より、SAR 強度画像を用いた
土砂災害判読調査の課題への対応を以下に示す。
課題①伐採地等の人工改変地と見誤りやすい
人工改変箇所の判読を少なくするために、
観測間隔が短い
SAR 強度画像のペアを使用する。ただし、判読エリアに
伐採地が多い場合は、観測間隔が長い SAR 強度画像のペ
図-3 球磨川流域におけるオフナディア角と不可視領域の関係

アを併用することも有効である。
課題②不可視領域に含まれると判読できない

災害前光学画像（Sentinel-2

強度差分 SAR 画像 ペア A（2017/10/31→2020/10/13）

2020/05/11 撮影）

不可視領域の面積が小さくなるように、
山地領域において
はオフナディア角 40°程度の SAR 強度画像を使用する。
上記に加え、マイクロ波照射方向やオフナディア角の異な
災害前光学画像（Sentinel-2

2020/06/10 撮影）

る SAR 強度画像を組み合わせて判読を行うことで、不可視
領域を更に削減し、土砂移動箇所の検出精度をより高められ

©JAXA

る可能性がある。土砂災害判読調査に利用する SAR 強度画

強度差分 SAR 画像 ペア B（2020/06/08→2020/07/06）

像は上記の条件を満たすことが理想的であるが、災害直後の
災害後光学画像（Sentinel-2

2020/08/19 撮影）

衛星オペレーションには限界があるため、
平常時から SAR デ
ータを継続的に蓄積していくことが重要である。また、人工
改変範囲の推移状況を直感的に把握する材料として、無償・

©JAXA

図-4 伐採地の拡大箇所における強度差分 SAR 画像の変状比較

高頻度観測の光学衛星画像データを有効活用する方法を並行
して検討していく必要がある。

まれ、判読できない土砂移動箇所も確認されたことから、限

※本研究に用いた ALOS-2/PALSAR-2 データは、
「陸域観測技術衛

られた SAR 強度画像の組合せからでは判読が困難な土砂移

星 2 号「だいち 2 号」による土砂災害監視手法の開発に関する共同

動箇所も存在することに留意が必要である。

研究」により（国研）宇宙航空研究開発機構から提供を受けた。

また、観測間隔の違いによる判読特性を明らかにするため
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計画河床面を基準とした面的な河床変動状況把握－大谷川床固群の事例－
国土交通省関東地方整備局 日光砂防事務所 佐藤保之※１・小島隆※２・田中理恵・飯島啓明
株式会社オリエンタルコンサルタンツ ○平川泰之・秋山怜子・有間航・光永海斗・井口慧
※１現所属：国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所 ※２旧所属

1.はじめに
砂防計画においては計画河床高が設定されているが、
そ
れと実際の河床状況との平面的な比較は、
あまりなされて
いない。従来、計画河床と実河床高の比較においては一般
的に縦横断図が用いられることが多いが、
面的かつ広域の

を示す。このような堆積・侵食分布は他の年でもほぼ同様
であり、地形変化として現れないため、従来多用される時
期間の標高差分では把握できない。これを明瞭に直感的に
把握できることが、本手法のメリットの 1 つである。

侵食・堆積分布の把握は困難である。また面的な河床変動
把握には航空レーザ計測を用いた時期間の標高差分解析
が多用されているが、一定の基準面との比較ではないため、
恒常的な堆積・侵食傾向は把握できない。
本研究では計画河床を、傾斜した曲面の地形モデル
(DEM)として表現し、航空レーザ計測データとの差分解
析を行うことによって、計画河床を基準とした堆積・侵食
状況を空間的かつ時系列的に把握した。計画河床よりも堆
積していれば河積断面の阻害になり、
侵食していれば施設
損傷の危険を孕むが、実態を把握することによって対策を
検討することができる。
このような手法は砂防施設の管理
上有効と考えられるため、ここに紹介する。
２. 解析手法
解析対象は栃木県日光市の大谷川床固群のうち稲荷川
合流点～鬼怒川合流点の約 16km で、床固数は 89 であ
る。水通し天端標高と計画河床勾配を元に、GIS によって
図 1 の手法で計画河床面の DEM を作成した。次に H19
年～R02 年の 8 時期の航空レーザ計測データを使用し、
標高差分解析によって、
計画河床面上の土砂堆積深を算出
した。
この結果を各床固の基準面ポリゴン内で集計するこ
とにより、計画河床面上の堆積土砂量や、平均・最大・最
小の堆積深を算出した。

図 2 R02 年の河床と計画河床の標高差分結果
４.結果 2：河床変動の空間分布と時系列変化
図 2 で示した差分結果を基準面ポリゴン内で集計し、
計画河床面上の堆積土砂量・河床高の縦断変化として図
3(c)～(e)に整理した。併せて図 3 の(a)(b)には計画河床高・
河床勾配と平均堆砂幅も示した。以下、横軸の縦断距離を
L で表記し、図から読み取れる事を記す。
(1) 堆積状況 ～特に計画河床勾配・堆砂幅との関係～
(c)堆砂量は L= 6000m より下流で急激に増加し、(d)平
均堆砂高も同様である。これらは(a)計画河床勾配の低下
と(b)平均堆砂幅の拡大に伴っているように見える。特に
今市下流床固の下流
（鉄道橋梁の横過部に当たり河床勾配
が局所的に緩い）や、町谷床固と関の沢第 1 床固（計画河
床勾配の遷緩地点）の直下で土砂堆積が顕著である。その
他、L=9000m～12000m では河床勾配が大きく変化しな
い中で、堆砂幅の拡大によって堆砂量・平均堆砂高が増大
しているように見える。
なお、L=0～2000m では急勾配で堆砂幅も狭いが、 (d)
平均河床高は下流部と同程度に高い。
これは大きな土砂供
給源と急勾配を持つ稲荷川の合流点直下であるためであ
ろう。
(2) 侵食状況

図 1 計画河床面の DEM の作成方法
３. 結果 1：基準面内の堆積・侵食分布
R02 年の河床と計画河床の標高差分結果の一部を図 2
に示す。図の左上の緑色は、澪筋の洗掘によって床固直下
が計画河床よりも 1～2m 低下していることを示す。一方
で図中央部の河道両岸寄り、
および図の右下の河道中央部
の顕著な橙色は、計画河床より 2m 以上堆積していること

(c)～(e)の図が L=3000m～6000m 付近で波打っている
が、これは図 2 左上の緑色のように、1 段おきに設置され
た斜路（全段面型魚道）の直下で澪筋が洗掘されているこ
とを示す。
ただし斜路の設置された床固は同時に落差も比
較的大きいので、
洗掘の主要因が斜路と落差のいずれであ
るかは特定できない。また(e)最低河床は、ほぼ全域にわた
って計画河床高より低い。つまり(d)平均河床高は概ね堆
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積傾向であっても、
局所的な洗掘はいずれの床固基準面に
も存在することがわかる。

の標高差分解析を行うことにより、
計画河床面を基準とし
た河床変動の空間分布および時系列変化を把握すること

(3) 時系列変化
(e)より局所的な洗掘は時期によって変化するものの、
(c)(d)より全体的な堆積傾向は時系列的に変化が少なく安
定していることがわかる。すなわち、計画河床勾配や堆砂

ができた。縦横断図測線上だけでの河床高比較や、単純な
時期ごとの標高差分解析では、
このような把握は行えない。
ここで把握した堆積・侵食状況とその推定要因（計画河
床勾配、
堆砂幅、
斜路あるいは落差の大きさ）
を基にして、

幅によって堆積しやすい区間では、局所的な地形変化はあ
ったとしても全体的には、恒常的に計画河床高より堆積傾
向にあると見ることができる。
５.おわりに ～まとめと今後の展望～
計画河床面の DEM を作成し、各時期の地形データと

今後、対策の必要性や方向性を検討していく予定である。
さらに本手法を砂防堰堤に適用すれば、計画上の捕捉量
（調節量）
を発揮するための空き容量が十分に確保されて
いるかといった評価も可能になると考えており、
現在試行
中である。その結果については改めて報告したい。

図 3 計画河床面上の堆積土砂量・河床高の縦断変化
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既設ハイダムの圧力分布と揚圧力に関する評価と対策工の検討案
北陸地方整備局立山砂防事務所 野呂 智之，吉村 明，宮下 優※1，村中 俊久※1
日本工営株式会社 村松 広久，伊藤 隆郭，○保谷 智之
※1 現 北陸地方整備局富山河川国道事務所

１．はじめに
立山砂防事務所では，施工後，数十年経過した既設
砂防堰堤の補強対策検討にあたり，現行の設計基準を
踏まえつつ，現地計測・調査データ,数値解析および過
去の出水の実績等を総合的に取り入れた補強設計や条
件検討を行ってきている１）２)。一例として，サブ谷砂
防堰堤では, 堰堤に作用する水圧等の評価を行い，腹
付け補強厚の減少を検討している１）２)。
本稿では，サブ谷砂防堰堤を対象に，堰堤の補強対
策の一環である前庭保護工整備に伴い，堰堤に作用す
る水圧(揚圧力)の評価をした。まず，既往成果１)より
現地で圧力計により計測されている堰堤底面に作用す
る水圧と解析結果を比較して，揚圧力に関する考察を
行った。また，堰堤に作用する水圧減少の方策をエネ
ルギー保存則により評価した。それを受けて，排水ド
レーンの形状等に関する検討を行い，結果として，水
圧を減少させるための排水ドレーン案を検討した。こ
れらの検討にあたり得られた成果をそれぞれ報告する。

全水頭 , 圧力水頭 (m)

２．現地計測等に基づく揚圧力分布の検討

に作用する圧力水頭(揚圧力)分布図を図 3 に示す。
その結果，副提および前庭保護工の設置によって，
堰堤底面に作用する揚圧力の全体的な増加傾向が確認
された(図 2，図 3 参照)。この傾向は，補強前では堰
堤直下流の河床に通じていた浸透経路が，前提保護工
等によって断たれ，副提下流までの経路が主となり，
浸透長が伸びて，動水勾配が減少したことが原因と考
えられる。

H20BV-2(斜堀)
H25BV-2

C 測線
A 測線
H25BV-1

50 m

水平距離 (m)
‐10.0
0

0.0

10.0

20.0

30.0

A 測線

5

(越流水位

+0.3

m)
(+4.0m)

(+4.0m)

現行設計基準を踏まえた上で，現地計測等に基づき， 10
15
堤体に作用する外力条件の検討の一環として，堰堤底 20
25
面に作用する水圧(揚圧力)の検討を行った。
堤体底部に沿っ
て揚圧力を抽出
本堰堤底面に作用する揚圧力を把握するため，既往
圧力水頭分布
水平距離 (m)
‐10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
1)
報告 では,堤底の圧力水頭を上下流に配置したボー 0
C 測線
5
リング 2 孔の水位計で通年観測し(図１参照)，2 次元 10
ＦＥＭによる浸透流解析で再現・内挿することで,計画 1520
洪水時の揚圧力分布を推定し揚圧力係数を算定した。 25
堤体底部に沿っ
て揚圧力を抽出
検討により，以下の結果を得た(図１参照)。
圧力水頭分布
1)
図
1
浸透流解析による堤体底部に作用する揚圧力分布
・観測値の再現解析にて揚圧力係数が A 測線より大き
6.80m
補強前構造物(白)
い C 測線を代表断面とした。
E.L.799.0 m
補強後構造物(灰)
計画流量時下流側水深 H＝10.1m
・C 測線の計画洪水時の揚圧力係数は，砂礫層の一般
23.0m
1)
E.L.782.3 m
本堤
的な揚圧力係数 1.0 に対し 1/3 程度となった 。
前提保護工(水叩き)
E.L.776.0 m
・C 測線の計画洪水時の圧力水頭分布は設計等で示さ
副堤
1)
れる台形分布ではなく曲線的な分布となった 。
E.L.760.2 m
なお、既往実験成果３)によると，小縮尺の直線水路実 (位置水頭基準)
験で堰堤底面に作用する圧力分布は四角形に近い分布
形状で，揚圧係数が 1/6 となるケースもあった。
(+8.0m)

②砂主体（F2 層）

(+8.0m)

(+12.0m)

(+12.0m)

堤体底部に作用する圧力水頭

(+16.0m)

μ= 1.00
H20BV‐2観測値

(+20.0m)

H25BV‐1観測値

(+24.0m)

H20BV‐2解析値
H25BV‐1解析値

(+28.0m)

全水頭 , 圧力水頭 (m)

(越流水位

+0.3

m)

(+4.0m)

(+8.0m)

(+4.0m)

②砂主体（F2 層）

(+8.0m)

(+12.0m)

(+12.0m)
(+16.0m)

堤体底部に作用する圧力水頭

(+20.0m)

μ= 1.00

(+24.0m)

H25BV‐2観測値

(+28.0m)

H25BV‐2解析値

３．前庭保護工による水圧分布の変化の試算
本堰堤の補強対策の一環である前庭保護工整備に伴
い，堰堤底面に作用する水圧の変化を評価した。ここ
では，揚圧力係数の検討で構築した浸透流解析モデル
を用いて，副提および前庭保護工をコンクリート相当
の低い透水性を持つ要素としてモデル化し，底面に作
用する水圧分布を試算した(図 2 上段参照)。堰堤底面

補強前設計上の下流端
水頭 10.1ｍ

①補強前：動水勾配

②補強後：動水勾配

図２ 補強対策前後の地盤中の水圧分布の違い
(上段:圧力水頭分布図(補強後のコンターに加筆))
(下段:堤体底面及び前提保護工下面のピエゾ水頭)
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５．おわりに

0
※カットオフの影響は除去

設計上の下流端
水頭 10.1ｍ

以上より分かったことを以下に整理する。
・計画洪水時の揚圧力係数を推定すると砂礫層の一般
的な揚圧力係数 1.0 に対し 1/3 程度となった 1)。
・堰堤の補強対策の一環として、副提および前庭保護
工を設置すると，堰堤底面に作用する揚圧力が全体
的に増加する可能性が示唆された。
・排水ドレーン設置による揚圧力低減対策を検討した
ところ、鉛直案よりも水平案の方で効果があった。
表１ 排水ドレーン構造比較検討結果

本堤底面の上流端
凡例

補助線(下流端水深相当圧力水頭)

10

揚圧力係数μ=1.0 相当
揚圧力係数μ=1/3 相当
解析結果：補強前(μ=0.36※)
解析結果：補強後(μ=0.79※)

20

補強後(排水ドレーンなし)：
本堤底面下流端
圧力水頭＝16.2ｍ
30
30

25

20

15

10

5

0

※設計上の下流端水深を示す補助線
と揚圧力係数μ=1.0 相当の直線で囲
まれる面積 a と、同じく補助線と解析
結果で囲まれる面積 b の比で揚圧力
係数を換算した場合の値 b/a

図３ 堰堤底面に作用する圧力水頭分布図

４．排水ドレーン新設による揚圧力の低減対策

ケース名

水平案(図４)

鉛直案(図５)

揚圧力の増加によって，本堤の滑動に対する抵抗力
揚圧力係数※
0.299
0.343
の減少，転倒モーメントの増大のため，堤体の安定性
着目点での揚圧力
4.89m(水頭)
12.3m(水頭)
が損なわれる可能性も考えられる。
参考 水叩き上の水深との比較
＜ 10.1m
＞ 10.1m
そこで，排水ドレーンの新設による揚圧力低減対策 ※本堤底面上流端での水面までの水深に対する算出圧力水頭の比
を検討した。その際，排水ドレーンの構造や機能低下
10m
6.80m
E.L.799.0 m
排水ドレーンから排 副堤(新設)
など細部の条件変化に応じた解析を行うには、浸透流
計画流量時 下流側水深 H＝10.1m
出：流量 Q = 1.47
m /s 、流速
解析では精度上の限界がある。そこで，過年度(H29 年 ×10
23.0m
E.L.782.3 m
V=3.73 m/s
本堤
度)の揚圧力分布・係数に関する水路実験結果 3)を参考
計算経路(赤線)
E.L.776.0 m
とし，堰堤底面に作用する揚圧力分布を考察し，揚圧
※地盤含み管路流
(既設第一副堤)
として近似
力係数の範囲等を検討することとした。現象を単純化
前庭保護工(水叩き厚さ 3.00ｍ)
(既設第二副堤)
排水ドレーン
すると，堤体底部を通る浸透流は管路流での近似が可
能である(ベルヌーイの定理を用いた満管計算による
近似：以下、水理計算と称す)。以下に設定項目，検討
着目点：水叩き中央付近
内容を示す。
①堰堤堆砂域内の浸透
補強後(排水ドレーン)：本堤底面下流端
圧力水頭＝6.76ｍ
・現地観測データの適用→解析用の Head 値の設定
・有効間隙率等をパラメータにした浸透流量の予測
図４ 排水ドレーン設置時の水理計算結果(水平案)
②ドレーンによる排水能力の評価、予測
10m
6.80m
E.L.799.0 m
排水ドレーンから排 副堤(新設)
・有効間隙率、管径、摩擦損失・形状損失をパラメ
出(逆流)：流量 Q =
計画流量時 下流側水深 H ＝10.1m
-9.04×10 m /s 、
ータにした解析、排水能力の評価
23.0m
E.L.782.3 m
流速 V=2.03 m/s
本堤
③揚圧力や圧力差に着目した排水孔案への評価
計算経路(赤線)
E.L.776.0 m
・単純なモデル化により鉛直排水孔(案)等の機能
※地盤含み管路流
(既設第一副堤)
として近似
以上の水理計算による検討結果の一例を図４に示す。
前庭保護工(水叩き厚さ 3.00ｍ)
(既設第二副堤)
排水ドレーン
図４は，既設堰堤への補強対策後に副提等への新たな
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
‐10
‐5
排水ドレーンを設置した場合(水平案)の堰堤底面から
0
暗渠出口までに作用する圧力水頭分布図である。排水
鉛直案では、計画流量時に、
5
ドレーンのない場合の補強後ケースでの本堤底面下流
本副間の水叩きから本堤底
部へ向かって逆流する可能
端での水頭(図３の赤丸)と比べると，排水ドレーンを
10
性が示唆された
9.85
10.24
11.4411.14 10.80
11.68
12.31
設置した場合(図 4 の赤丸)は揚圧力が低減されている
12.98
15
着目点：水叩き中央付近
ことが確認できた。
20
また，構造検討のため，前庭保護工に鉛直に排水ド
図５ 排水ドレーン設置時の水理計算結果(鉛直案)
レーンを設けた場合(鉛直案)の試算を図５に示した。 【参考文献】
水平案と鉛直案の比較結果を表１に示す。表１より， 1)大坂剛ら: 既設砂防堰堤を対象とした現地計測データを
活用した補強設計条件の検討，平成 29 年度砂防学会研究
着目点：水叩き中央付近での揚圧力(図 4，図 5 の赤い
発表会概要集, p.154-155,2017.5
四角枠)は鉛直案＞水叩き上の水深＞水平案の順であ
2)大坂剛ら: 既設砂防堰堤を対象とした補強対策設計条件
の 検 討 ， 平 成 30 年 度 砂 防 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集 ,
り，鉛直案では浮き上がりの懸念がある。したがって
p.641-642,2018.5
鉛直案よりも水平案が望ましいと考えられる。
3)齋藤ら: 砂防堰堤の底面における圧力状況の把握のため
一方で排水ドレーンの適用においては，施設完成後， の模型実験, 平成 30 年度砂防学会研究発表会概要集,
p.249-250,2018.5
機能低下がないかモニタリングが必要と考えられる。
－1

3

110
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0
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排⽔ドレーン
0.00

本堤

排⽔ドレーン

0.99

0

2.57 3.15

4.89

5

7.56

8.45

9.15

10

揚圧⼒係数= 8.90 / 29.80 = 0.299

－2

圧⼒⽔頭 (m)

6.576.76

15

3

本堤

排⽔ドレーン

圧⼒⽔頭 (m)

（鉛直排⽔管案）

揚圧力係数= 10.24 / 29.80 = 0.343

- 140 -

R3-003

2021年度砂防学会研究発表会概要集

平成 30 年 7 月豪雨時における道路盛土のり面の土中水分状況と通行規制基準との関係
大阪産業大学 ○小田 和広
大阪大学
鹿児島大学

小泉

圭吾

伊藤 真一

1． はじめに

が，これは深度が深い程早い．その後，いずれの深度

国道や高速道路などの重要な道路では，豪雨時に通

においても約 0.4~0.45 で体積含水率が一定になる．

行規制が行われる．但し，通行規制を行っても道路に

降雨が弱まると深度が浅い方から体積含水率の減少

接するのり面に異常が発生することはほとんどない． が始まる．ここで，擬似飽和状態からの体積含水率の
その一方で，稀に通行規制を行う前にのり面に異常

増加，それが一定値を保った後，減少することは地下

が生じる場合もある．これは，道路の事前通行規制・

水位の発生，上昇および下降と対応している 2)．つま

解除基準が降雨に基づいており，のり面の変状に大

り，この盛土では地下水位が地表面付近まで達して

きな影響を及ぼす土中の水分状態を必ずしも反映し

いたことが推察される．

ていないことが挙げられる．

3．道路の通行規制基準との関係

本研究では，平成 30 年 7 月豪雨時に道路盛土のり

道路の通行規制基準として，①国道で用いられてい

面で計測された体積含水率の経時変化と紹介すると

る連続雨量，②高速道路で用いられている組合せ雨

ともに，それと仮想的な通行規制基準との関係につ

量，③筆者が提案した土壌雨量指数と時間雨量を組

いて明らかにする．

み合わせた基準 3)を適用することとした．

2．平成 30 年 7 月豪雨時における道路盛土の体積含

図-2 は体積含水率の経時変化と連続雨量に基づく

水率の経時変化

規制基準の関係を示している．連続雨量は

図-1 は平成 30 年 7 月豪雨時の体積含水率と 10 分間

141.5mm~200mm とした．規制基準に達したとき，深

雨量の経時変化を示している．計測は大阪府下の道

度 40cm ではいずれも擬似飽和状態下にある．しか

路盛土のり面において行われた．土壌水分計を地表

し，深度 100cm では，連続雨量が 200mm では地下水

面から 40cm，80cm および 100cm を設置し，10 分間

位が発生している．

隔で計測を行った．雨量計も設置しており，土壌水分

図-3 は体積含水率の経時変化と組合せ雨量に基づ

計の計測と同期して 10 分間雨量を計測した．降雨に

く規制基準の関係を示している．組合せ雨量の設定

伴い，設置深度の浅い体積含水率から増加が始まっ

に関しては，時間雨量の基準を 25mm/h として，連続

ている．いずれの深度の体積含水率も約 0.25~0.3 で

雨量を 60mm~120mm とした．規制基準に達したとき，

一度平衡状態になる．これは，擬似飽和と呼ばれる現

深度 40cm ではいずれも擬似飽和状態下にある．しか

1)

象である ．その後，再び体積含水率の上昇が始まる

し，深度 100cm では，連続雨量が 200mm では地下水
位が発生している．
図-4 は体積含水率の経時変化と土壌雨量指数に基
づく規制基準の関係を示している．通行規制基準に
達したときは，いずれも擬似飽和状態であることが
分かる．
5．まとめ
本研究では，道路盛土のり面の体積含水率の計測

図-1 平成 30 年 7 月豪雨時の体積含水率と 10 分
間雨量の経時変化

値と既存の通行規制基準と比較した．その結果，種類
に関わりなく，ほとんどの場合において，通行規制基
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準に達するときは擬似飽和状態であることが分かっ

面の健全性を評価するための一考察，土木学会

た．模型実験結果に基づけば，擬似飽和後，地下水位

論文集，（掲載決定）,2021．

が発生し，地表面付近に達することによって斜面崩

2)

伊藤真一他：融合粒子フィルタを用いた境界条

壊が起こる 1)．この実験事実から判断すれば擬似飽和

件を含む浸透解析モデルの推定手法の提案，土

状態では斜面の崩壊は起こらないので，通行規制が

木学会論文集，Vol.76, No.1, 52-66, 2020．

行われたとしても必ずしも道路のり面の崩壊に至ら

3)

小田和広他：連続雨量に基づく通行規制・解除

ないことが示唆される．

基準と土壌雨量指数によるそれの比較，Kansai

参考文献

Geo-Symposium 2019 発表論文集， 121-126, 2019．

1)

小泉圭吾他：体積含水率に着目した降雨時の斜
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モルタル吹付法面における画像認識技術を用いたひび割れ検出の基礎検討
日特建設株式会社 ○蔵谷樹、藤田哲、山梨太郎
1. はじめに
近年、法面構造物の経年劣化に伴い、変状が顕在化していることから、適切な点検及び結果の評価が課題となってい
る。点検項目の中でひび割れに関しての手法は近接目視点検が主であり、点検者の経験・技術レベルの差や点検手法の
違いにより、評価が左右されることが問題点として挙げられることから、従来の手法より省力化が図れ、定量的な結果
が得られる点検手法が求められている。
点検業務において省力化を図る手段として、深層学習を用いた画像認識技術の利用が注目されている。深層学習（デ
ィープラーニング）を用いて状況を評価することによって、省力化が図れ、定量的な性状評価が実現できると考えられ
る。そこで、法面構造物の点検への AI 導入を目的として、これまで筆者らは、UAV を用いて法面工の撮影を行い、
UAV の撮影条件の違いによる、取得画像上でのひび割れの検出数の検討を進めてきた 1)。
本報告ではモルタル吹付法面を対象として、法面上の変状を図-1 に示すひび割れ、遊離石灰、ひび割れ上の植生の 3
種に分類した教師データの作成と、AI 学習を行った。出力結果ではそれぞれの検出の確かさについて、下記に示す IoU
を用いた評価指標によって算出・検証を試みた。
２．検証の概要および実施方法
検証の対象はモルタル吹付法面で、画像撮
影は UAV（Mavic 2 Pro）を用い、撮影距離は
画像上でひび割れが視認できる 5～8m で取得
した。
画像は計 292 枚を対象とした。
その内、
モルタル吹付以外の背景の割合が多いもの
や、空が見える等の対象物以外が明瞭に映り
込んでいる写真 92 枚は対象から除外し、教
師データとして 150 枚、AI の学習には用いな

図- 1 変状のカテゴリ分け

い学習結果の検証用データとして 50 枚を採

表- 1 学習モデルのパラメータ

用した。
次に教師データ、検証データそれぞれで、
検出対象とするひび割れ、遊離石灰、ひび割
れ上の植生をバウンディングボックス
（Bbox）で囲んだ。
AI モデルは、物体検知の分野において基本
となる Faster RCNN を使用した。また、ひび
割れは相似性が強く、予測結果の枠が重複
しやすいという特徴があるため、その点を
考慮して学習モデルのパラメータを決定
した（表-1）
。
このパラメータを用いて、ひび割れの検
出位置の正確性を、実際のひび割れの位置
である教師データの正解領域（青枠）と、
予測された出力データでの予測位置（赤
枠）が重なった面積の比において、IoU を
用いた検出基準（図-2）の閾値についてひ
び割れ、遊離石灰、ひび割れ上の植生のそ

図- 2 IoU を用いた検出基準と IoU 閾値
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れぞれで検証した。
評価には教師データ、AI 共にひび割
れを検出したデータを真陽性（TP）
、
AI がひび割れを検出しなかったデー
タを偽陰性（FN）
、AI がひび割れを誤
検出したデータを偽陽性（FP）と定義
した。これらのデータを用いて、真陽
性と偽陰性の比より、AI がひび割れを
見逃さなかった割合を Recall と定義し
た。真陽性と偽陽性の比を、ひび割れ
が無い場所をひび割れと検出、または
遊離石灰などをひび割れと誤認識す
るなどのカテゴリ違いの検出および、

図- 3 評価指標の定義

1 つのひび割れから複数個のひび割れが検出さ

れたケースなど、ひび割れの過剰検出しなかった割合を Precision と定義した。この両者を平均した値を F 値と定義し
た。これら図-3 に示す評価指標を用い、ひび割れ、遊離石灰、ひび割れ上の植生の 3 種それぞれについて評価を行った。
３．結果及び考察
ひび割れ、遊離石灰、ひび割れ上の
植生のそれぞれの評価比較結果を図-4
に示す。各カテゴリの見た目の違いに
よる検出しやすさ、教師データそのも
のの母数の違いなどが、評価指標に大
きな影響を与えたと考えられる。
大きなひび割れは撮影距離に関わら
ず概ね検出可能であったが、ひび割れ
上に植生がある状態の場合は、様々な
カテゴリを誤検出する要因となった。
遊離石灰は特徴が検出されやすい
ため、ひび割れに比べて検出精度が高
く、AI による予測データ内の枠は大き

図- 4 評価指標の比較結果と教師データの枠数

くなる傾向があった。
誤検出の例としては、木の枝や枯草および写真内に写り込んだ段差を、ひび割れ、遊離石灰、ひび割れ上の植生と検
出する例、大きな遊離石灰の一部をひび割れと誤認識する例があった。小さいひび割れは全体を通して未検出の傾向が
強い。
４．まとめ
今回採用した学習モデルのパラメータにおいて、5～8m の撮影距離で得られた画像を教師データとすることで、AI
により、吹付法面の安定上問題となるような連続性のよい大きなひび割れが検知可能であることを確認した。
一方、学習データについて考えると、ひび割れ診断においては優先度の低い遊離石灰の教師データが多い等、カテゴ
リ毎の内容に偏りが見られた。今後の精度向上の選択肢としては、全体的な変状データの取得数の増加、特に法面の安
定性に大きな影響を及ぼすような注意が必要なひび割れの教師データを追加する等の手段が考えられる。
本研究にあたり、株式会社ジャストの皆様には多大なるご協力を賜りました。ここに感謝の意を表します。
参考文献： 1) 蔵谷・藤田、 法枠構造物における画像認識技術の活用へ向けた基礎検討、 土木学会全国大会講演集、2020
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鋼製砂防構造物の腐食に関する健全度評価手法について
（一財）砂防・地すべり技術センター ○佐々木 司 嶋 丈示
1. はじめに
（一財）砂防・地すべり技術センターでは、腐食環境が厳
しい火山地帯および酸性河川において、鋼材の腐食進行状
況を調査している。本稿では、これまでの調査結果をとりま
とめ、鋼製砂防構造物の腐食に関する健全度評価手法につ
いて提案する。
2. 腐食進行状況の調査
2.1 腐食量の計測方法
JIS Z 2355：2005（超音波パルス反射法による厚さ計測方
法）に則って鋼材の腐食量を計測した。なお、腐食量の定義
は次の通りとする。
腐食量(mm)＝健全部の板厚(mm)－腐食部の残存板厚(mm)
2.2 腐食速度の算出
腐食速度と時間の関係を示すためには経時的なデータが
必要となるため、一定期間における腐食量をその期間で除
すことで算出できる平均腐食速度（mm/year）から腐食状況
を評価することが一般的である 1)。そこで、計測結果から年
平均腐食速度および直近 5 年の平均腐食速度を算出した。
3. 腐食進行状況の検証
図 1 に対象施設の設置後経過期間と腐食量の関係を、表
1 に腐食量と腐食速度の算出値を示す。

生じており、腐食の進行が顕著であった。腐食速度は直近 5
年間でやや鈍化しているものの、現在も腐食が進行してい
る。これは、火山性ガスによる化学反応の促進や、火山灰に
よる保水効果によって腐食しやすい環境にあるためと考え
られる。2019 年 4 月に鋼管全面にみられた層状剥離錆は
2018 年 4 月には確認されておらず、この間に発現したもの
である。当該期間は桜島における火山性ガスの放出量が多
く、火山活動も活発であった 2)。このことから、火山性ガス
が鋼材の腐食に影響を与えている可能性が示唆される。

写真 1 火山地帯の腐食状況（左：塗装、右：無塗装）
3.2 酸性河川（恵山）
対象施設は 2000 年に竣工し、2014 年以降腐食調査を実施
している。図 2 に施設現況と計測箇所を示す。計測位置が
最も高い鋼管部（①）では腐食速度が半減していたものの、
鋼板上部（②）および水衝部（③）は現在も腐食が進行して
いる。当該河川は ph3～4 程度の酸性河川であり、腐食しや
すい環境になっていると考えられる。なお、高さが約 3m 以
上の鋼管部材については目視でも塗装が残存していること
が確認でき、土砂流出の痕跡も見られなかった。

図 1 経過期間と腐食量の関係
表 1 腐食量と腐食速度
腐食量(mm)

火山
地帯

年平均腐食速度

直近 5 年平均腐食

(mm/year)

速度(mm/year)

腐食せず健全な状態

塗装鋼管

酸性河川

無塗装鋼管

0.86

0.064

0.055

①鋼管部

0.28

0.014

0.007

②鋼板上部

0.65

0.034

0.033

③水衡部

1.49

0.078

0.064

3.1 火山地帯（桜島）
対象施設（暴露供試体）は 2005 年に設置し、2009 年以降
腐食調査を実施している。写真 1 に腐食状況を示す。2019
年においても活発な火山活動が続いているが、塗装鋼管は
健全な状態であった。一方で、無塗装鋼管には層状剥離錆が
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図 2 施設現況と計測箇所
4. 塗装の有効性
4.1 耐荷性能の維持
前述のとおり、暴露供試体の無塗装鋼管は腐食が進行し
ており、設置当初と比べて耐荷性能が低下していることが
予想される。図 3 に暴露供試体を例として鋼材の供用期間
と耐荷性能の関係を示す 3)。塗装された鋼材は、上塗りおよ
び下塗り塗装が完全に消失した後に無塗装の鋼材と同じ速
度で劣化が進行する。暴露供試体の塗装鋼管は上塗り塗装

も残存していた。これまで塗装による耐荷性能の維持効果
について明確に示された報告例はないものの、本調査では
腐食進行度合いに明確な違いがみられたことから、厳しい
環境下においても塗装による防錆効果は十分に働いており、
耐荷性能の維持が期待できることが確認できた。

図 3 供用期間と耐荷性能の関係
4.2 維持管理の簡略化
図 4 に防食工（防錆処理）の有無による維持管理フロー
の違いを示す 4)。
無塗装では
「防食工が施されていない場合」
となり、定期点検により腐食調査の必要性を判断すること
となる。砂防施設の場合、腐食状況は目視で判断することが
一般的だが、錆には種類も多く、腐食調査の必要性を判断す
るには一定の専門性を要する。一方で、塗装されている場合
は、まず防食工としての機能の良否を判断することとなる。
塗装が残っていれば目視でも減厚していないことを確認で
きるため、維持管理作業の大幅な簡略化が期待できる。

図 4 防食工の有無による維持管理フローの違い
4.3 計測精度の向上
現行の維持管理マニュアル 5)では、
鋼製砂防構造物の腐食
調査方法として「塗装が残存しているなど健全と考えられ
る部位を計測することで初期値を取得する」とされている。
無塗装では設置直後から腐食が進行するため、設置時に初
期値を計測しない限り正確な減厚量を判断することができ
ない。塗装されていればより正確な初期値を計測できるた
め、計測精度の向上が期待できる。
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5. 腐食に関する健全度評価手法の提案
以上から、腐食に関する健全度評価手法として、以下の 2
点を提案する。
①鋼製砂防構造物は鋼材に塗装を施すことを原則とする
厳しい環境下においても、塗装することにより最低でも
15 年以上の耐荷性能の維持が期待できることが確認できた。
これまで、鋼製砂防構造物の塗装は美観と点検のために行
うことが一般的であったが、長寿命化の観点からも、塗装を
によって得られるメリットは大きい。なお、施工条件により
塗装を施すことが困難な場合は、耐候性鋼材を用いること
によって維持管理の簡略化や施設の長寿命化が図れるため、
有効な方法となると言えよう。
②減厚量ではなく、残存板厚により健全度を評価する
表 2 に本稿で提案する腐食に関する健全度評価手法を示
す。現場では残存板厚のみを計測し、事前に定めた板厚の管
理基準値（本稿では管理板厚とする）と比較して健全度を評
価する。これにより現場で初期値を計測する必要がなくな
り、調査に関わる時間や手間を省くことができる。また、管
理板厚 X とは維持管理上の限界値であり、管理板厚 Y とは
要求性能上の限界値である。管理板厚を 2 種類設定するこ
とにより、健全度の判定区分が整理され、維持管理計画（事
前対策・予防保全・事後保全）がさらに立案し易くなると考
える。
表 2 腐食に関する健全度の評価手法
判定区分

現行マニュアル

本稿の提案

健全度 A(対策不要)

減厚量＜1.5mm

管理板厚 X＜残存板厚

健全度 B(経過観察)

－

管理板厚 Y＜残存板厚≦管理板厚 X

健全度 C(要対策）

減厚量≧1.5mm

残存板厚≦管理板厚 Y

6. おわりに
鋼製透過型砂防堰堤の場合、荷重条件や部材位置によっ
て使用する鋼材の板厚が異なるため、管理板厚の設定が煩
雑になる恐れがある。管理板厚の設定方法については、今後
技術的な検討が必要である。また、今回は鋼材の腐食に着目
したが、板厚減少の要因として摩耗も考えなければならな
い。設置環境に関わらず、日常的に流下物の影響を受ける箇
所では塗装による防錆効果は僅かである。これまで摩耗に
対しては、流下物の影響が少なくなるように底版コンクリ
ートに澪筋を設けたり、流水に当たらないように脚部のな
いバットレス構造とするといった施設形状の工夫のほか、
増厚・鋼板の根巻き・緩衝材の設置といった物理的な対策例
が見受けられる。物理的な対策として鋼材以外を使用する
場合は、全ての材料に劣化リスクがあることに加え、材料が
違えば調査方法や道具も異なることに留意する必要がある。
参考文献
1)（公社）土木学会：腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル，2009.3
2) 福岡管区気象台 火山監視・情報センター：桜島の火山活動解説資料，2009~2019
3)（一社）日本鋼構造協会：土木鋼構造物の点検・診断・対策技術，2017.5
4)（一財）沿岸技術研究センター：港湾鋼構造物防食・補修マニュアル，2009.11
5)（一財）砂防フロンティア整備推進機構：主に鋼材を用いた砂防施設の維持管理マニ
ュアル，2018.12
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SMART SABO を用いた砂防施設点検への機能拡張について
国土交通省中国地方整備局 岡﨑尚也※1，板持祐次，岩﨑浩茂※2
中電技術コンサルタント株式会社 荒木義則，〇山野亨，河井恵美，大盛泰我，前田翔平
1. はじめに
中国地方は、平成 26 年 8 月の広島豪雨災害や平成 30 年 7 月西日本豪雨災害など、相次ぐ土砂災害に見舞
われ多くの生命と財産が奪われた。また、近年、全国的に土砂災害が頻発しており、緊急災害対策派遣隊（以
下、「TEC-FORCE」と呼ぶ）による土砂災害発生後の緊急点検が毎年のように行われている。
砂防調査・管理効率化ツール（以下、
「SMART SABO」と呼ぶ）は、土砂災害発生後の TEC-FORCE 活動を
迅速かつ安全に遂行するための効率化ツール（現地調査用アプリ）として開発された 1)。SMART SABO は、
災害時の調査だけでなく、平常時から利活用することで「操作の習熟」と「情報の蓄積」に繋がることが期
待されている。
本稿では、平常時の現地調査や施設点検に SMART SABO を活用するにあたり、システム機能を拡張する
ことで、現地調査および施設点検の調査記録等保存機能を構築した結果について報告する。
2. SMART SABO の課題・解決策
SMART SABO は、手順等を順序立てて紹介する SMART SABO ポータルサイト（以下、
「ポータルサイト」
と呼ぶ）を構築する等して、初めて利用する人にも分かりやすい構成となっているが、SMART SABO の機能
を十分活用するためには操作の習熟等が必要である。また、SMART SABO は主に災害発生時の対応を目的に
開発されたが、日常業務等でも活用できる機能が搭載されているため、平常時でも有効な活用が期待できる。
そこで、平常時の SMART SABO 活用として調査記録等保存機能を構築した。
3. 調査記録等保存機能構築
3.1 構築対象
SMART SABO の平常時活用として、現地調査と砂
防施設点検を構築対象とした。
3.2 施設点検機能概要
施設点検機能に関する主な機能を次のとおり示
す。
1)点検ルート確認等を目的としたトラックログ機能
点検ルートを自動記録することで、点検ルート等
の安全性や危険箇所（要注意箇所）等の再確認を行え
るようにした。なお、トラックログは事務所の PC・
現場端末のどちらでも確認可能であるため、出発前
に PC の大画面で点検ルートを確認し、現場ではスマ
ートフォン等を用いることで、自分の現在地と点検
ルートとの位置関係を把握できるようにした。
2)プルダウンメニューによる項目選択機能（図-2）
施設点検は、
「砂防関係施設点検要領（案）令和２
2)
年３月」 で示された様式（図-1）に準拠したフォー
マットとした。
入力項目は可能な限り項目選択方式とし、項目選
択をした後で編集可能とした。そのため、プルダウン
メニューから点検者が入力したい内容に最も近い項
目を選択した後で編集することで、点検結果入力の
手間を減らすことができた。
3)前回データ記録機能（図-2）
施設点検機能では、前回点検の結果をあらかじめ
登録しておくことで、前回点検結果と異なる項目だ
け編集することが可能となり、現場での点検結果記
録に関する負荷を軽減し効率化に繋がった。
また、効率化だけではなく、
「前回点検結果の編集」
および「項目選択方式による入力」により、データが
均質化され、今後の維持管理のベースデータとして、
データ品質の向上に繋がった。
※1 現所属：国土交通省 中国地方整備局 日野川河川事務所

図-1

砂防設備点検票（様式）

図-2

点検フォーム

※2 現所属：国土交通省 水管理・国土保全局 治水課
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3.4 登録出力機能構築
従来の SMART SABO では、点検結果は
クラウドに記録されており、帳票出力時
にはその都度データをクラウドからダウ
ンロードし、帳票（Excel ファイル）を作
成していたが、次のとおり課題があった。
①帳票出力プログラムインストール PC
でないと帳票出力できないこと。
②帳票出力開始時にデータをダウンロ
ードするため、すぐに印刷できないこ
と。
③データはクラウドにのみ保管されて
おり、クラウドサービスが停止したら
データにアクセスできないこと。
上記の問題点を解決するため、図-3 に
示すとおりポータルサイト用サーバ上に
データベースを構築し、クラウドに記録
された点検データを定期的にダウンロー
図-3 システム構成
ドする仕組みを構築した。これにより、ク
ラウドサービスが停止した場合でも、ダ
ウンロード済みの点検データを用いて帳
票出力可能とした。また、あらかじめダウ
ンロード済みのデータから帳票出力する
ことで即時性を向上した。
さらに、帳票出力プログラムはポータ
ルサイト上で稼働する Web システムとす
ることで、帳票出力プログラムがインス
トールされていない PC でも、インターネ
ットに接続していれば帳票出力すること
が可能となった。
3.5 WebAPI 機能構築
SMART SABO で入力された砂防施設
点検結果は、砂防施設を管理するための
システムに取り込むことで、砂防施設の
維持管理に資するデータとなる。施設の
図-4 WebAPI の構成
維持管理や点検等、様々な用途のシステ
ムが構築されているが、システム間の連携はネットワークやセキュリティ上の課題となっている。
近年、インターネットを介して異なるシステム間を接続するための WebAPI という仕組み 3)が考案され活
用されている。今回は SMART SABO で登録された砂防施設点検結果を別システムが取得するための WebAPI
を構築した。
（図-4）
4. おわりに
SMART SABO は、砂防現場における様々な調査・管理を効率化するために、災害時だけでなく平常時から
の利活用が期待されている。本稿では、SMART SABO の平常時活用における具体策として、平常時の調査記
録等保存機能構築の成果を示した。
今後、蓄積された点検情報をもとに次回点検時の効率化に繋がる機能の検討や、点検結果等 DB と連携す
るための仕組みの構築を進めていきたい。
また、UAV（ドローン）
・LiDAR・画像処理等の様々な ICT 技術を活用することで、安全確保を含めたさら
なる効率化の検討にも取り組んでいきたい。
＜参考文献等＞
1)河口幸広他 (2020)砂防調査・管理効率化ツール(SMART SABO)の開発について,2020 年度砂防学会論文集,
p.41-42．
2)砂防関係施設点検要領（案）,国土交通省砂防部保全課,令和 2 年 3 月．
3)API 導入実践ガイドブック,内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室,平成 31 年 3 月 28 日.
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山間地における LoRaWAN を用いた観測機器のデータ通信
和歌山大学
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○秋山演亮、山口耕司

山田拓、柴田俊、小竹利明、

(株)エイト日本技術開発

１．LoRaWAN の概要と優位性

海原荘一、谷田佑太

ると（表１）
、LoRaWAN の優位性が明らかとなる。3G/LTE

LPWA(Low Power Wide Area)とは小電力で広範囲（長

や NB-IoT は国内３大キャリアが事業主体であり、運用

距離）通信を可能とする通信方法の総称で、SIGFOX・

収益は全て地方から中央に吸い上げられる構造になら

LoRaWAN・NB-IoT などの種類がある。一度に送ることが

ざるを得ない。また Sigfox も国内では 1 社にしか運用

できるデータ量が少ない（数十バイト）ため、画像や

が認められておらず、同様の経済構造を取っている。

動画などの転送には不向きであるが、水位や温度湿度

これら「キャリア」が運用する場合、
「通信費」により

などの数値情報のデータ転送に適している。

稼ぐビジネスモデルをとるため、ランニングコストの

いわゆるこれらの IoT 器機からの情報収集には、従

低減には不向きである。また 3G/LTE や NB-IoT、Sigfox

来は Wifi や 3G/LTE などの回線が使われていた。しか

の受信局は事業者が設置するため、山間部等への通信

し WiFi は自由に受信局（ルータ）を設置することが可

範囲を自由に拡大できまない。サーバも事業者提供の

能で通信料も無料であるが、飛距離がせいぜい数十 m

ため、システム更新等を利用者が自由に行えない。WiFi

しかなくインターネットの接続口から遠く離れた器機

は通信可能距離が他と比べて圧倒的に短く、LPWA の定

のデータを受信するには不向である。一方、3G/LTE 等

義も充たさない。LoRAWAN は他の LPWA 手法と比べてラ

の携帯電話回線を使うと受信可能範囲では携帯端末そ

ンニングコストが安く（通信費が無料）
、また受信局を

のものがインターネット網に接続することが可能とな

自由に設置できることから通信可能範囲を簡単に広げ

るが、携帯電話の受信局は事業者が管理しており、国

ることが出来るため、有意な通信手法であると言える。

土の大部分を占める山間部等の事業収益が見込めない

また衛星上に受信局を設置することにより、地球表面

地域では自由に使用することが出来ない。また通信可

全体を受信可能領域と出来る（ただし衛星を使う場合

能範囲でも高額（月数千円）の利用料が必要となる。

は通信料が必要）
。現在欧州では既に複数機の衛星を打

また WiFi も 3G/LTE も大容量の送受信を想定したシス

ち上げており、来年度からは日本国内での運用も予定

テムであるため消費電力が大きく、山間部のような電

されており、今後は LoRaWAN を使った IoT 器機の運用

気送電網の外で利用することが困難である。一方、LPWA

が進むと考えられている。そこで本研究では LoRaWAN

は小さなデータの送受信を想定したシステムであるた

の実利用を見越し、その電波伝達に関する調査・研究

め、少ない消費電力での運用が可能となる。また WiFi

を行った。

に比べて圧倒的な長距離通信（数 km）が可能であるた
め、インターネット網から離れた場所に位置する器機
のデータを受信することも可能であり、今後の需要増
が見込まれている。

２．LoRaWAN による受信状況の調査
LoRaWAN 送信機に接続された GPS を搭載した車両によ
り GW 周辺を走破することで、それぞれの位置からの GW

主要な LPWA 手法に於ける通信範囲とコストを比較す

受信強度を計測することが出来る。受信されたデータ
を GW 事にまとめ、GW からの受信可能範囲の計測を年間

表 1 主要 LPWA 方式の比較

を通じて実施した（図 1～図 3）
。ただし GW 周辺を一様
に走破しているわけではないため、青（信号強度-60dB
以上）
・緑（信号強度-100dB 以上）
・橙（信号強度-120dB
以上）
・赤（信号強度-140dB 以上）で示された信号マー
カーは期間中（2020 年 3 月～2021 年 3 月）に GPS 搭載
車が走行した範囲内に限られる。
市街地である和歌山市西山東地区において、信愛短
期大学屋上に設置された GW からの通信状況は図 1 に示
すとおりである。小高い山上に位置する信愛短期大学
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図 1

信愛短期大学屋上ＧＷの受信範囲

図 2

コスモパーク加太 GW の受信範囲

図 3

屋上からは周辺の低地平野約 4～5km に加え、和歌山大

図 1

栗平地区のＧＷの受信範囲

栗平地区電波伝搬シミュレーション

学周辺の山岳地域（GW からの距離は約 10km）まで受信
回、2 週間にわたり GW および中継機を設置して、受信

可能範囲が広がっていることがわかる。
一方、山岳部に位置する和歌山市コスモパーク加太

状況の調査を行った（図 3）。GW と中継器の直線距離は

に設置された GW の場合、加太集落内では電波受信が出

約 1km であるが、線上には山の尾根なども存在してい

来ない領域があるが、防波堤や加太沖海上（加太漁協

ること、また中継器はこれら山のすぐ麓に位置するこ

に協力を得て、漁船に LoRaWAN 送信機付き GPS を搭載

とから、尾根を回折した電波が受信できている可能性

して計測を実施）では電波受信に成功しており、通信

は低いと考えられる。一方で谷筋に位置するため、複

可能距離は約 10km に及んでいる。これは山岳麓では回

数回反射が必要ではあるが、山岳壁面での反射による

折率の関係で受信が出来なかったが、山岳から離れた

通信の可能性も考えられる。

地域では受信が可能となったことが原因と考えられる。

これら通信状況を調査するために、Radio Mobile な

一方、平野部を主体とする信愛短期大学 GW の例では

どの電波強度シミュレーションソフトも利用して、実

黄色で示す-120dBi 以上の電波強度での受信が出来て

際の状況との整合性を調査した（図 4）シミュレーショ

いるが、主に山間部・海上部を主体とするコスモパー

ン図では、緑領域が信号強度-120dB 異常を示しており、

ク加太の例では、赤色で示す-140dBi 以上での電波強度

黄色領域は-120～-140dB 信号強度と予測される地域で

による受信が確認できる。これは都市部を横切る西山

ある。シミュレーションの解像度を上げるとまだ実測

東地区では他の電波発生源も多く、ホワイトノイズレ

結果と一致していない領域も多いため、今後栗平地区

ベルが高いために埋もれてしまい、データ取得に至ら

以外でもさらに詳細に実証試験を行い、本シミュレー

なかったことが原因と考えられる。このように LPWA を

タにおける最適なパラメータ値を推定する必要がある。

使った IoT データの受信環境を考える場合は、ホワイ
３．今後の課題

トノイズレベルの調査も重要である事がわかる。
2011 年の紀伊半島大水害で大規模土砂災害が発生し

LoRaWAN を用いた観測器機のデータ通信は有効であ

た栗平地区では現在も復旧作業が進められているが、

るが、効率の良い中継機の配置や衛星の利用などが、

土地所有権の問題等により、GW や中継機などが設置で

今後利用拡大のためには必要である。引き続き調査研

きる箇所が谷筋の管理道路周辺に限定されている。今

究を実施する予定である。
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平成 28 年（2016 年）熊本地震後の降雨による土砂移動の多発に影響した地震及び地形の特徴に関する分析事例
株式会社エイト日本技術開発

〇後根裕樹

海原荘一

国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷洋明 松田昌之
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦
紀伊山系砂防事務所 山田拓

１．はじめに
一般に、大規模地震後は崩壊や土石流が発生しやす
くなるため、土砂災害警戒情報の雨量基準（CL）を一
時的に引き下げて運用される例えば 1）。（以下、通常時の
CL を通常 CL、通常時より引き下げた CL を暫定 CL
という）。平成 28 年（2016 年）熊本地震では、国内で
発生した他の大規模地震の中でも特に強い揺れ（震度
７）が観測され、阿蘇外輪周辺では、多数の亀裂の形成
とともに多くの崩壊・土石流が多発した。また、さらに
その 2 箇月後の 2016 年 6 月豪雨時にも、新規の拡大崩
壊や土石流等が発生している 2）。
2016 年 6 月豪雨時の土砂移動に関して、熊本地震前
に比べて少ない降雨で発生したことが報告されている
が 3）、暫定 CL による捕捉率の調査事例や、2016 年 6
月豪雨時の土砂移動発生に影響した熊本地震の地震動
の諸元や地形的特徴などを分析した事例は少ない。
そこで、本稿では、阿蘇外輪エリアで 2012 年 7 月と
2016 年 6 月の豪雨時にそれぞれ発生した土砂移動を対
象として、通常 CL および暫定 CL での捕捉率 4）を調査
し、熊本地震前後の各 CL における捕捉率の比較検討を
行った。また、熊本地震時と 2016 年 6 月豪雨時に発生
した土砂移動について、それぞれ勾配、平均曲率、最大
加速度からなる内田ら（2004）5）地震時の崩壊危険度 F
（以下、「F 値」という）との関係性を調査し、両者の
特徴の比較を行った。
２．調査手法
2.1 土砂移動データ
今回の検討では、図-1 の阿蘇外輪周辺の 3 次メッシ
ュ内において、熊本地震前後、熊本地震時の 3 つの期
間にそれぞれ発生した土砂移動を対象とした。
土砂移動データは、災害報告ベースの土石流・がけ崩
れの災害データに加え、熊本地震時と 2016 年 6 月豪雨
時は、LP データに基づき判読された土砂移動箇所を使
用した。具体的には、熊本地震時の土砂移動データは、
図-2 に示される①の時期の LP の判読結果に基づき土
砂移動箇所を特定した。また、①の時期と②の時期の
LP による判読結果の差分から得られた熊本地震以降
の新規・拡大崩壊箇所・新規の土石流箇所を 6 月豪雨
時に発生した土砂移動データとした。なお、検討は 3 次
メッシュ（1 ㎞メッシュ）単位で行った。
2.2 調査方法
2.2.1 熊本地震前後の捕捉率の調査

柴田俊 小竹利明

2012 年 7 月豪雨と 2016 年 6 月豪雨時に発生した土
砂移動を対象として、各メッシュでの実況雨量からス
ネークラインを作成し、それぞれ通常 CL および暫定
CL における捕捉率を求めた。
暫定 CL は、熊本地震後に運用された通常 CL に対す
る 7 割、8 割の基準を使用した。また、2016 年 6 月豪
雨時は、熊本地震時の各メッシュにおける推計震度毎
の捕捉率を確認した。LP の判読結果に基づき追加した
土砂移動データなど、詳細な発生時刻が不明な土砂移
動については、一連の豪雨の中で RBFN 値(Radial
Basis Function Network）が最低となった日時を土砂
移動発生のタイミングと推定し、捕捉率を算定した。

図-1 調査エリアと土砂移動箇所
※陰影図は基盤地図情報の 10mDEM データを基に作成

熊本地震

6月豪雨

2016年

4月

5月

6月

7月

8月

2017年

9月 10月 11月 12月 1月

計測
時期
計測時期①：熊本地震後
※大部分は6月豪雨前に計測

計測時期②:2016年6月豪雨後

図-2 LP の計測時期
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2.2.2 F 値と土砂移動の発生率との関係の調査
熊本地震時と 2016 年 6 月豪雨時を対象として、土砂
移動の発生率％（土砂移動発生メッシュ数/メッシュ全
数）を F 値のカテゴリ別に算出し、比較検討を行った。
なお、F 値は下式で表される。
F＝0.075I－8.9c＋0.0056a－3.25）
I：勾配（°） c：平均曲率 a:最大加速度(cm/s2)
地形条件は、基盤地図情報の 10mDEM データ、最大
加 速 度 は QuakeMap6) の 250m メ ッ シ ュ の 値
（2016.4.16 熊本地震の本震のもの）から 3 次メッシ
ュ内の最大値を採用した。F 値は 10m 四方で算出した
ものを 3 次メッシュ単位で平均化して代表値とした。
３．結果
3.1 熊本地震前後の捕捉率
図-3 に示すように 2012 年 7 月豪雨時は、通常 CL で
の捕捉率 90％以上である。2016 年豪雨時は、主に土砂
移動の発生時刻を RBFN 値の最低値とした推定である
点に留意する必要があるが、通常 CL での捕捉率は 66％
程度と 2012 年 7 月豪雨時より低く、震度エリア別にみ
ると震度が大きかったエリアほど捕捉率が低くなって
いる。また、2016 年豪雨時は、通常 CL と比べて暫定
CL の捕捉率は大幅に向上しており、震度 6 弱エリアは、
暫定 CL（8 割）の捕捉率が通常 CL より 40％も向上し
ている。また、すべての震度エリアにおいて、暫定 CL
（7 割）での捕捉率が 100％となっている。
3.2 F 値と土砂移動の発生率との関係
図-4 に示すように、熊本地震時には F 値が大きいメ
ッシュほど土砂移動の発生率が高い傾向が認められる。
2016 年 6 月豪雨時は、熊本地震時に比べると全般に
発生率％は低いものの、熊本地震時と同様に、F 値が大
きいメッシュのほうが発生率は高い傾向となっている。
４．まとめ
熊本地震より 2 箇月後の 2016 年 6 月豪雨では、熊本
地震時に震度が大きかったエリアほど、地震による影
響が大きく、地震前よりも少ない降雨規模で発生した
可能性があり、震度が大きいエリアほど暫定 CL を用い
ることの有効性が示唆される結果となった。また、2016
年 6 月豪雨で新規・拡大崩壊した箇所は、内田ら
(2004)5)による地震時崩壊危険度 F の高い箇所が多く
含まれており、熊本地震による地震動の影響が大きい
箇所で発生した可能性が高いと考えられる。このため、
地震後の降雨による土砂災害への影響も地震時の影響
評価の適用や応用が可能である可能性も考えられる。
熊本地震後の阿蘇外輪周辺にて確認された多数の亀
裂の存在は、地表からは不可視の地盤内部に亀裂が存
在する可能性も示唆しており、本稿の結果はこのよう
な地表面の変状等から推察できる地盤影響の大きさを
反映したものと考えられる。そのため、大規模地震後に
警戒すべき地域の抽出は、震度のみならず UAV 等によ
る地表面調査の結果が参考となる可能性が考えられる。
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図-3 各 CL での土砂移動の捕捉率
※捕捉率は降雨数に基づいた算出法に基づく 4)

図-4 土砂移動の発生率と F 値との関係
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土砂災害警戒情報の地震後暫定基準の適用範囲に関する検討
国土技術政策総合研究所
株式会社エイト日本技術開発
はじめに
強い地震が発生すると，亀裂や地盤強度の低下等により，
地震前よりも小さな降雨で崩壊が発生するといわれている。
このため各都道府県は，震度に応じて土砂災害警戒情報
の発表基準を一時的に下げて，災害の捕捉率を下げないよ
うな運用を行っている。具体的には，地震後の降雨に速やか
に備えるため，一般的に震度 5 強以上を記録した土砂災害
警戒情報の発表単位（以下単に市町村という）で通常基準の
8 割（一段階）
，震度 6 弱以上を記録した市町村では 7 割ま
で（二段階）一律に引き下げている。
反対に，引き下げた暫定基準を通常に戻す手順は，暫定基
準を超える雨を複数回経験しても新たな崩壊がない場合に
は随時一段階引き上げる。一方基準を超える雨を経験しな
くても，1 出水期を経て新たな崩壊が無い場合は，一段階
引き上げている。したがって，地震後に新たに降雨による崩
壊が発生しない場合でも，最長で 2 出水期は市町村内全体
で暫定基準が続くことになる。
この暫定基準により捕捉率が向上する効果は，林ら（2019）
による熊本地震前後の災害発生時の雨量指標値を比較した
研究で報告されている。また野村ら（2013）は，東北地方太
平洋沖地震後約半年間の土砂災害の発生事例をもとに，捕
捉率を満足する暫定基準を提案した。
一方で，例えば熊本地震後に暫定基準を適用した市町村
の中には，1 年で 15 回土砂災害警戒情報が発表された事例
があり，捕捉率以外にも効果を検証する必要がある。しかし
ながら，地震とその後の降雨による土砂災害発生について，
網羅的に調査し暫定基準の効果を検証した事例は無く，中
谷ら（2020）が，野村ら（2013）の後に経験した地震事例を
追加して，地震後に発生した土砂災害を地質や降雨指標等
別に分類した事例はあった。
そこで，暫定基準の効果を，適用の迅速性も考慮しつつ上
げる可能性を検討するため，まず過去 20 年程度の地震と土
砂災害のデータから，暫定基準の 3 要素（地域，引き下げ期
間，幅）について検証を行った。さらに，地震後 1 週間程度
で様々なデータが 250m メッシュで公開されている
QuakeMap を活用して，新たに加えると効果が期待できる指
標についても検討したので以下に報告する。
2.

検討に使用したデータと分析の方法
対象地震は，QuakeMap で公開中の 1996 年 6 月以降の地震
のうち，震度 6 強以上を観測した表－1 に示す 12 地震であ
る。3 要素に関する分析の方法と結果は以下のとおりである。
なお，QuakeMap の計測震度は 250 m メッシュ，解析雨量
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中谷洋明

海原荘一

只熊典子

は 1 km メッシュであるため，分析には 1 km メッシュ内の
QuakeMap のデータの最大値を代表させた。
2.1.
対象地域
現在，震度計の情報をもとに，市町村内は一律に基準を
引き下げているが，例えば市町村内の一地域が強く揺れた
場合，揺れが弱かった地域においても暫定基準が適用され
るため空振りが増える可能性がある。そこで，対象地震の
うち，計測震度 5 強以上のメッシュと，そのメッシュを包
含する市町村全体のメッシュ数の比較を地震毎に行った結
果，図－１のとおり最大 77％（能登半島沖地震）
，最小
10％（山形県沖地震）で平均すると 50％になった。
表－1 分析対象地震一覧

震度5強以上の割合

1.

○瀧口茂隆

100%
80%
60%
40%
20%
0%
1,000

10,000

100,000

市町村全体（メッシュ数）
図－1 震度 5 強以上を記録した市町村の面積とその内計測震度 5 強以
上を記録したメッシュ数の関係

2.2.
引き下げ期間と幅
暫定基準のより効果的な引き下げ期間と幅の可能性を検
討するため，計測震度 5 強以上のメッシュで発生した土砂
災害発生時刻における RBFN（Radial Basis Function
Network）出力値を地震前後で比較した。雨量については解

析雨量を使用した。RBFN 出力値を算出するための等 RBFN 線
は，1990 年～2004 年の解析雨量を用いて独自に 5 km2 毎に
作成したものを使用した。土砂災害発生時刻は都道府県か
らの災害報告を使用し，発生時刻が不明なものは，一連の降
雨の中で RBFN 出力値が最低になった時刻とした。
2.2.1.
引き下げ期間
地震前と地震後 5 年間における，計測震度別の土砂災害発
生時の RBFN 出力値の平均値の推移を図－2 に示す。地震後
5 年間における経年的な傾向は得られなかった。

RBFN

倍 率

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

害発生リスクの変化の有無を評価するため，いくつかの指
標を用いて，指標値と土砂災害発生時の RBFN 出力値との関
係を調べた。指標は，内田ら（2004）により崩壊発生との関
連が高いとされた斜面角度，速度，加速度の他，QuakeMap か
ら，最大動的ひずみ（最大速度/表層 30 m の平均 S 波速度）
や入射角等も加えた。また，対象地域も震度 4 以上を記録
したメッシュに拡大した。地震前に対する地震後 2 年間の
土砂災害の発生確率の倍率の変化を，最大動的歪みを指標
として指標値のカテゴリ別に図－4 に示す。地震後 1 年目に
指標値の高い箇所で発生倍率が高かったものが，2 年目に下
がる結果となった。

震度５強
震度６弱以上
地震前
YEAR‐1

YEAR‐2

YEAR‐3

YEAR‐4

YEAR‐5

地震後の年数
図－2 強震域での土砂災害発生時の RBFN 出力値の推移
最大動的ひずみ

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

地震前
地震後3年間
地震前
地震後3年間
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0.9‐1

0.8‐0.9

0.7‐0.8

0.6‐0.7

0.5‐0.6

0.4‐0.5

0.3‐0.4

0.2‐0.3

0.1‐0.2

0

累積相対度数

70

0‐0.1

土砂災害が発生した降雨数

2.2.2.
引き下げ幅
計測震度 5 強以上を観測したメッシュにおける，地震前
と地震後 3 年間の土砂災害発生時の RBFN 出力値の分布を図
－3 に示す。土砂災害警戒情報の発表基準として採用される
ことが多い RBFN 出力値 0.3～0.6 よりも大きな値で地震前
の土砂災害が多数発生していることもあり，引き下げが有
効だと示す傾向を本分析からは認められなかった。この要
因としては，土砂災害発生時刻が不明な場合に RBFN 値が最
小となった時刻としているため，地震前後の降雨規模の分
布の偏りの影響を受けている可能性がある。

4. おわりに
本検討をまとめると以下のとおりになる。
‧ 対象地域については，暫定基準をメッシュ毎に速やかに設
定することができれば，基準の適用地域を現在の半分程度
まで減らし，空振りを低減できる可能性がある。
‧ 引き下げの期間，幅については，本分析からは暫定基準へ
の引き下げの効果を見いだせなかった。今回は調査の網羅
性を高めるため災害発生データを幅広く活用したが，時刻
の明確な災害発生データのみを使うなどにより，基準の効
果を更に検証する必要がある。
‧ 公開まで一定の時間を要するが，震度情報だけで無く，
QuakeMap を活用して他の指標を使うことで，地震後の土
砂災害発生リスクを適切に表現できる可能性がある。
今後は，分析対象データの再選定と併せて，対象地震も拡
大して検討を進める予定である。
【引用文献】
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図－3 土砂災害発生時の RBFN 出力値の分布
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図－4 最大動的歪みを指標とした土砂災害発生倍率の変化

他の指標の適用の可能性の検討
震度以外の地震情報を活用することで，地震後の土砂災
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深層崩壊発生予測手法の確立に向けた岩盤内地下水流動予測モデルの構築
信州大学農学部(現 群馬県県土整備部)
信州大学学術研究院農学系
1. はじめに
本研究では，深層崩壊発生予測手法を構築するための一助として，

○長澤 くるみ
平松 晋也

●：地下水位計，
電気伝導度計
■：三角堰
▲：雨量計

Y-1Sw1

与田切川流域内で岩盤内地下水位と湧水量の観測に加え，原位置トレ

Y-1R
Y-1Gw3

ーサー試験を実施し，岩盤内地下水の流動経路を把握した。得られた
知見をもとに，流域内の岩盤内地下水位と湧水量が同時に再現可能と

Y-1Sw2

なる岩盤内地下水流動予測モデルを構築し，岩盤内地下水位と湧水量

Y-1Gw4
Y-1Gw1

Y-1Gw2

部 2 地点(Sw1,Sw2)で湧水量と電気伝導度をそれ
ぞれ観測した。

3. 岩盤内地下水位と湧水量の降雨応答特性
岩盤内地下水位と湧水量の経時変化を図-2 に示

られない。Gw2 地点の地下水位は降雨に対して鋭
敏な反応を示すのに対し，Gw1 と Gw4 地点では，
降雨に対する地下水位の反応が緩慢である。先行
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降雨量
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す。流域最上流部に位置する Gw3 地点では，降雨
の有無にかかわらず地下水位の変化はほとんどみ
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ング孔内で岩盤内地下水位と電気伝導度を，下流
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域内の上流部 4 地点(Gw3,Gw2,Gw1,Gw4)のボーリ

0
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田切川流域内の小流域(Y-1 流域：図-1)であり，流

研究対象地(Y-1 流域)

2020/6/8

図-1

2. 研究対象流域と観測概要
対象流域は長野県上伊那郡飯島町に位置する与

2020/10/6

の挙動の再現を試みた。

Gw4

4/9

5/9

6/8

7/8

8/7

9/6

10/6

11/5

1,200
800

400

欠測
↓

0

2020/ 4/9

降雨による岩盤内の水分状態の相違が，岩盤内地
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図-2
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降雨量
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された。また，湧水量は Sw1 と Sw2 地点ともに，上流

降雨量
(mm/h)

に位置する Gw1 と Gw4 地点の岩盤内地下水位と降雨

HA

h6

4. Y-1 流域における岩盤内地下水流動経路の把握
と予測モデルの構築
解析対象期間内(2017~2020 年)に実施した原位置ト
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h3
Q4

Q7
qⅱ

h7

h8
qⅳ
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基に構築した岩盤内地下水流動予測モデルの概要を図
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Q5

HGw1

qⅴ
Q9

地観測結果とトレーサー試験結果から得られた知見を

タンクの貯留水深(Gw2 地点：HGw2，Gw1 地点：HGw1，

Q6

h9

レーサー試験の結果より，Gw2 地点→Gw1 地点と Gw1

-3 に示す。岩盤内地下水位の再現には同図中に示す各

HB
qⅲ

HC

Q1

h2

降雨量
(mm/h)

に対する反応が類似している事実が明らかになった。

地点→Gw4 地点へと向かう流動経路が確認された。現

12/5

岩盤内地下水位と湧水量の経時変化

下水位の挙動に大きな影響を及ぼしていると推察

Gw4 地点：HGw4)を，Sw1 地点の湧水量の再現には側方

12/5

Sw1
Sw2

Q11
Q12

h11

HSw1
qⅶ

再現対象
Gw2地下水位(m)

再現計算式
Gw2min + HGw2×比例定数a1

Gw1地下水位(m)

Gw1min + HGw1×比例定数a2

Gw4地下水位(m)

Gw4min + HGw4×比例定数a2

Sw1湧水量(cc/sec)

(Q11+Q12)×集水面積A

Gwmin：解析対象期間内最低地下水位

図-3 岩盤内地下水流動予測モデルと
その出力値を用いた再現計算式

トレーサーを投入すると Gw1 地点で到達が確認され
たため，貯留水深：HGw2 が該当高さまで上昇すると
Gw2 地点から Gw1 地点へと流出するように側方流出
孔の高さ(h5)を設定した。また，Gw1 地点の岩盤内地
下水位が 1,125.27m の時にトレーサーを投入すると

降雨量
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岩盤内地下水位
岩盤内地下水位
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には，Gw2 地点の岩盤内地下水位が 1,140.39m の時に

岩盤内地下水位
岩盤内地下水位

果から得られた知見を基にそれぞれ決定した。具体的

Gw4 地点で到達が確認されたため，貯留水深：HGw1 が
流出するように側方流出孔の高さ(h8)を設定した。岩
盤内地下水流動予測モデルによる再現結果を示す図4 より，Gw1 と Gw4，Sw1 地点の再現性は若干劣るも
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岩盤内地下水流動予測モデルによる再現結果

のの，Gw2 地点の岩盤内地下水位は良好に再現されていることがわかる。

岩盤内地下水流動予測モデルの妥当性の検討と深層崩壊発生予測手法の提案
モデルの構築にあたり対象外とした期間(2009 年～2016 年)も含め

て「岩盤内地下水流動予測モデル」による再現計算を行い，良好な再
現精度が確認された Gw2 地点の岩盤内地下水位が 1,140m を上回る
イベントに着目し，その妥当性を検討した。イベントごとに岩盤内地
下水位のピーク値とその同時刻のモデルによる再現値との関係を示
す図-5 より，同図中の点線で囲った 2 イベントを除くと，深層崩壊の
発生危険度が高くなる高水位期ほどモデルの再現精度は高くなるこ
とがわかる。この事実より，Gw2 地点の岩盤内地下水位の実測値

実測値がピーク岩盤内地下水位に達した
時の再現値の岩盤内地下水位(m)

5.
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(Gw2obs)とモデルによる再現値(Gw2cal)との差異(Gw2obs(t)－Gw2ca.(t)：
った。図-6 に Gw2 地点の岩盤内地下水位がピークに達した時の実測
値と⊿Gw2(t)との関係を示す。同図中の点線で囲った 2 イベントを除
くと，1,146m を上回る高水位の場合の⊿Gw2 は概ね±3m 未満と精度
よく，⊿Gw2MAX は 2.59m，⊿Gw2MIN は-0.77m が得られた。以上の結
果より，⊿Gw2(t)＞⊿Gw2MAX となった場合，これまで以外の経路か
らの地下水の流入や下流域での岩盤内の水みちの閉塞による安定性
の低下が懸念され，逆に⊿Gw2(t)＜⊿Gw2MIN となった場合は Gw2 地
点の上流域において，岩盤内の水みちの閉塞による地下水位の急上昇
が懸念されることから，深層崩壊の発生危険度が高まったと判断する
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ピーク岩盤内地下水位(m)

図-5 Gw2 地点のピーク岩盤内
地下水位と同時刻における
モデルによる再現値との関係
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以下⊿Gw2(t)と呼ぶ)を指標とした深層崩壊発生予測手法の検討を行
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ことになる。なお，⊿Gw2(t)が⊿Gw2MAX や⊿Gw2MIN を上回ったもの

-12

の，斜面に変状が確認されなかった場合は，以後この値を閾値として
更新しながら運用することで本予測手法の精度向上が図られること
になる。
今後は，モデルに改良を加えて，再現ができなかった 2 イベント(図

-8

-4

0

4

8

12

実測値がピークに到達した時の
実測値と再現値の差；⊿Gw2(m)

図-6 Gw2 地点のピーク岩盤内
地下水位とピーク発生時刻
における⊿Gw2 との関係

-5，図-6 の点線内)の再現精度を向上させるとともに，Gw2 地点以外の観測地点も本予測手法に組み込む方
法を検討し，深層崩壊の発生予測の精度と信頼性を向上させていく予定である。

- 156 -

R3-011

2021年度砂防学会研究発表会概要集

高感度地震観測網の微小振動データを用いた大規模出水時の河川水位の推定
和歌山県土砂災害啓発センター
○筒井和男・坂口隆紀
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター（現所属：長野県姫川砂防事務所）
柴田俊
株式会社エイト日本技術開発
海原荘一・谷田佑太
株式会社かなめ技術開発
浅原裕
国土交通省国土技術政策総合研究所
木下篤彦・中谷洋明
1.はじめに
河川の水位は河川計画の流量算定，河川構造物の位置や標高設定のための基本的データであり，一般的には河道
に隣接した圧力式水位計等を用いて計測されている。しかし，大規模洪水時には水位計自体の破損等により欠測と
なる事態が生じている。
一方，わが国には全国的に約 20km 間隔で防災科研の Hi-net1)等，高感度地震観測網が整備されている。河川流量
増大による振動はノイズの一つとして捉えられてきたが，河川流量増加に伴い振動エネルギーが増加すること 2)や
河川のピーク流量と地盤の速度振幅とに相関があること 3)等が報告されており，流量増大時の微小な振動データか
ら水理量を推定することができれば計画規模の設定や的確な警戒避難の判断のために有効な情報となる。また，Hinet 地震計は，センサーとして見た場合，設置場所も耐水性があり，洪水・浸水等に対して比較的堅牢性が高く，
危機管理の面で有利である。
そこで本稿では，2020 年 7 月の豪雨における球磨川を対象に周辺の Hi-net 観測データを用いて洪水時の観測期
間内の水位と地盤振動特性との関係性を分析し，その関係を外挿することで欠測となった期間の河川水位の推定を
試みた。
2.対象地と方法
図-1 に球磨川中流域の水位観測局・Hi-net 観測局・雨量観測局の位置を示す。また大野観測局と人吉観測局での
2020 年 7 月 3 日から 12 日の水位，および降水量を図-2 に示す。水位が途切れている期間は欠測となっている。最
高水位に達したと推測される時間帯に欠測が発生している。
まず，洪水時の地盤振動データのスペクトル解析を行った。次いで水位と相関の高い周波数を検討するため，球
磨川流域の人吉市周辺の 6 水位観測局と Hi-net の 3 観測局の上下成分のデータを用い，1～10Hz の周波数帯で 1Hz
毎のバンドパスフィルターで処理し，RMS 値(二乗平均平方根)を算出した。得られた RMS 値の時系列に対して，異
常値の除去および 1 時間ごとの平均値を計算し，帯域毎に各水位局データとの相関を求めた。これらを元に地盤振
動の RMS 値と相関の高い水位観測局と Hi-net 観測局とを組み合わせ，水位観測が欠測となった期間における水位
を１次式で推定した。
3.結果と考察
大野および人吉 Hi-net 観測局のスペクトログラムを図-3 に，RMS 値の時間変化を図-4 に示す。出水時に数 Hz～

B-9
B-9
）

図-1 球磨川の各観測局の位置図

図-2 球磨川流域の大野，人吉水位観測局の水位
と降水量の時間変化。水位データが途切れ
ている時間帯は欠測している
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(a)

(b)

図-3

図-4 芦北と人吉観測局の振動の RMS 値の時間変化。

2020 年 7 月 4 日のスペクトログラム

フィルターなし

(a) N.ASKH（芦北） (b) N.HYOH（人吉）

表-1 球磨川の水位観測局と直近 Hi-net 観測局での水位と周波数帯別の指標値との相関係数。
灰色で示した値が各観測局で相関係数が最も大きい値である
水位観測局

Hi-net観測局

no-filter

1-2Hz

2-3Hz

3-4Hz

4-5Hz

5-6Hz

6-7Hz

7-8Hz

8-9Hz

9-10Hz

大野

N.ASKH（芦北）

0.72

0.67

0.61

0.60

0.61

0.64

0.69

0.67

0.61

0.59

人吉

N.HYOH（人吉）

0.83

0.90

0.71

0.49

0.72

0.82

0.85

0.81

0.81

0.78

一武

N.HYOH（人吉）

0.83

0.93

0.72

0.47

0.72

0.83

0.85

0.83

0.82

0.79

渡

N.HYOH（人吉）

0.84

0.94

0.72

0.43

0.75

0.83

0.84

0.83

0.81

0.75

深田

N.UWEH（上）

0.78

0.92

0.87

0.79

0.84

0.84

0.77

0.80

0.78

0.49

多良木

N.UWEH（上）

0.77

0.92

0.75

0.63

0.71

0.70

0.59

0.66

0.64

0.30

20Hz の周波数帯の振幅スペクトルが増大することが確
認できた。RMS 値および水位と地盤振動データの RMS 値
との相関係数（表-1）のいずれも人吉が大きい値であっ
た。人吉では RMS 値において 7 月 8 日以降，人工的影響
と考えられる日変化がみられる。人吉 Hi-net 観測局は球
磨川に近く，地震計は深度が浅く，剪断波速度が低い層
に設置されている。これらの違いが RMS 値や水位との相
関係数の大きさに関係すると考えられる。
次に，欠測していない水位と RMS 値から１次式を求め，
水位を推定した結果を図-5 に示す。人吉では水位変化を
概ね再現できている。また，人吉水位観測局での推定最
高水位は 8.04m で，国土交通省九州地方整備局による痕
跡水位 7.27m と符合する結果であった。

大野(実測)

大野(推定)

人吉(推定)
人吉(実測)

図-5 大野と人吉水位観測局の実測水位と振動
波形による水位の推定値

4.おわりに
1～2Hz の周波数帯の微小振動に着目することで，既存の高感度地震観測網を従来の水位計を補う河川水位計とし
て有効活用できる可能性を示すことができた。本稿で示した手法がどのような観測条件の場合に適合できるのか，
他の流域においても検討していきたい。
謝辞：本研究にあたっては国立研究開発法人防災科学技術研究所の高感度地震観測網（Hi-net）の地震観測データを利用させて
いただきました。ここに感謝の意を表します。

参考文献
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Disaster Resilience, doi:10.17598/NIED.0003, 2019 2)Díazほか: Hierarchical classification of snowmelt episodes in the Pyrenees using
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線状降水帯検知を用いた土砂災害ポテンシャル予測の検証
国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷洋明 瀧口茂隆
一般財団法人日本気象協会 ○後藤祐輔 増田有俊 片山勝之
1. はじめに
平成 29 年九州北部豪雨、平成 30 年豪雨、令和 2
年 7 月豪雨など、近年、甚大な土砂災害の被害が相
次いでいる。これらの災害発生箇所の周辺では、線
状降水帯と呼ばれる極細タイプの降水帯が見られる。
線状降水帯は、風上側で発生した積乱雲が次々と流
れ込むバックビルディング型など局地的に数時間か
ら十数時間にわたり、強雨が続くことが多い。
これらの停滞する線状降水帯を早期に探知するこ
とで早期避難や被害軽減につなげることを目的とし
て、國友ら(2016)は気象庁が配信するリアルタイム
での解析雨量等を用いて重大な土砂災害を引き起こ
すバックビルディング型の線状降水帯等に伴う集中
豪雨の自動抽出手法の研究を行った。また、野村ら

図 1 検証対象地域と検証対象災害

(2018)は、上記研究結果を踏まえ、停滞性を加味し

(円は X-MP レーダの 60km 定量範囲を示す)

た線状降水帯の自動抽出システムを開発した。

リアルタイム自動抽出機能による線状降水帯判定と

先行研究で開発されたリアルタイム自動抽出シス

土砂災害発生には時間差があり、時間差も事例によ

テムに実装された複数の線状降水帯抽出手法につい

ってまちまちである。適中の時間範囲を設定するの

て、過去 3 ヶ年の降雨による土砂災害発生事例によ

は難しく、また、災害発生時刻ありの事例は極めて

る検証及び精度比較した結果を報告する。

少ないため、災害発生とリアルタイム判定を 1 日単

2. 検討手法

位にまとめ、同一日での適中、捕捉、空振り、見逃

検証対象とする線状降水帯抽出手法とその特徴を

しを検証した。精度検証は、捕捉／見逃しの観点（母

表 1 に示す。検証対象期間は、2017 年~2019 年の

数は域内で災害が発生した事例数）
、
適中／空振りの

5 月~10 月のうち、國友ら(2016)が 2 時間雨量で解

観点（母数は域内の判定楕円数）でサンプルが異な

析した線状降水帯事例を含む 18 日間(15 降雨事例)

るため、それぞれ別々に評価することにした。

を対象とした。検証対象地域は、３手法のレーダデ

災害発生地点と判定楕円の対応イメージを図 2 に

ータがカバー可能な九州北部地域とした(図 1)。

示す。

表 1 検証対象とする線状降水帯の抽出手法
手法略称
気象庁
レーダ版

利用データと抽出基準
気象庁 C バンドレーダの実況~15 分前の平均降水強
度を使用し、降水域の形状・強度・面積で判定。

ナウキャス 高解像度降水ナウキャストの 15 分前からの実況~60
ト版
分先予測値を使用し、降水域の形状・強度・面積と実
況楕円内に含まれる予測楕円の重心数で判定。
XMP 版

X バンド MP レーダの 3 次元データを使用し、降水
域の形状・強度・面積と風上側の降水セル発達率や移
動ベクトルの速度で判定。

検証対象とする災害は、検証期間に検証地域で発

1

生し、発生日が特定されている全 367 件とした。な
お、発生時刻が特定されているのは、そのうち 33 件
である(図 1)。
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図 2 災害発生地点と楕円判定の対応イメージ

集計しなかった。

3. 結果および考察
（1）適中率・捕捉率の検証結果と考察
土砂災害発生事例と楕円判定を対応させた場合に
ついて表 2 と表 3 に示す。
表 2 土砂災害発生と楕円判定を対比したスコア表
楕円あり
災害あり
災害 災害 楕円 楕円
あり なし あり なし
気象庁レーダ版
365
447
360
7
ナウキャスト版

92

98

274

93

XMP 版

86

142

270

97

図 3 土砂災害発生時刻に対する判定楕円ごとのリ
ードタイムの頻度分布

表 3 土砂災害発生事例の精度検証結果

気象庁レーダ版と高解像度ナウキャスト版は 1～

適中率 %

捕捉率 %

60 分に最も多く分布しているのに対し、XMP3 次元

気象庁レーダ版

45.0

98.1

版は 61～120 分に最も多く分布している。XMP3 次元

ナウキャスト版

48.4

74.7

版は風上側のセル発達率を判定基準に用いているた

XMP 版

37.7

73.6

め、成長段階の線状降水帯に楕円判定が出やすい。

検証の結果、捕捉率については、気象庁レーダ版
が 98.1%を示し、最も高い。適中率については、高
解像度降水ナウキャスト版が 48.4%と最も高く、気

このことから、より早い段階で楕円判定されリード
タイムが長くなったと考えらえる。
4. おわりに
レーダデータを使用し、速報性を有するリアルタ

象庁レーダ版も 45.0%とほぼ同等の値を示している。
XMP3 次元版は適中率でも気象庁レーダ版より低く
なった。表 2 に示す通り、気象庁レーダ版は、災害
発生に関係なく楕円抽出数が最も多いことが分かる。
各手法の中で最も判定基準の条件が少ないため頻繁
に楕円が出現すると考えられることから、土砂災害
発生事例の捕捉率が最も高くなったと考えらえる。
一方、適中率については、1 日単位で土砂災害事例
をまとめたため、頻繁に楕円が出る気象庁レーダ版

イム自動検出手法によって、線状降水帯抽出域での
土砂災害発生可能性を一定程度予測できることが分
かった。今後も、より被害軽減につながる情報につ
いて研究を進めて参りたい。
【参考文献】
1)永澤義嗣：気象予報と防災、中公新書、p.143、2018
年 12 月
2) 國友 優、渡 正昭、神山嬢子、池田 寛、増田有
俊、片山勝之：土砂災害発生予測の精度向上に向

でも適中しやすかった（空振りになりにくかった）

けた集中豪雨生起ポテンシャル評価の試み、平

と考えらえる。

成 28 年度砂防学会研究発表会概要集、B184～

本検証では、データベースで線状降水帯が発生し

185、2016

た日を対象としているため、降水量が比較的少ない
降雨日が含まれていない。このことから、気象庁レ

3) 増田有俊：Ｘバンド偏波レーダによる積乱雲の
構造解析を基礎にした降水セルのライフステー

ーダ版の空振りが目立たない条件での検証であった

ジ判別と局地的豪雨予測手法の開発に関する研

と考えらえる。

究、2016、京都大学学位論文

（2）リードタイムの検証結果と考察
災害発生時刻が整理されている 33 事例を対象に、

4) 野村康裕、神山嬢子、野呂智之：土砂災害警戒避
難のための線状降水帯等の自動抽出システムの

線状降水帯が抽出された時刻と土砂災害が発生した

開発、土木技術資料、第 60 巻、第 12 号、2018

時刻までの時間差（＝リードタイム）について検証
を行った。具体的には、災害発生時刻に対して、何

5) 野村康裕、中谷洋明、片山勝之、増田有俊、渡邊

分前にいくつの判定楕円が出現したかについて、リ
ードタイムごとに頻度を整理した(図 3)。なお、土
砂災害発生時刻と楕円出現時刻が 4 時間以上離れて
いる事例は、それぞれ別の事例の可能性があるため
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良美、後藤祐輔：線状降水帯検知を用いた土砂災
害ポテンシャル予測の改善、令和 2 年度砂防学
会研究発表会概要集、pp.493～494、2020
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土砂災害を対象とした地区防災計画作成の技術的支援方策
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構：○清水 彩香・千葉 幹・内山 均志
国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所：萬德 昌昭*・菊池 瞳*・田中 海晴
（*所属は 2021 年 3 月当時）

1．はじめに
土砂災害には発生箇所が局所的である場合が多いという特徴があるため、市町村が全ての区域に対して変化する
天候や避難経路の状況を踏まえた避難行動の指示を出すことは難しく、個々の区域の実情や状況変化に応じた、よ
りきめ細やかな避難行動が求められる。地区防災計画制度では、市町村よりも細かい単位で、住民自ら、その地区
の実情に合った計画を作成できることから、いざという時の自主的な避難行動の実行につながることが期待できる。
しかし一方で、自然災害の被災経験や避難の経験がない住民のみで地区に想定される現象に応じた計画を立てるこ
との難しさも容易に想像される。このため国土交通省では、砂防関係行政担当者が地区防災計画に関する取組みを
支援する際の留意点をまとめ令和 2 年 3 月「土砂災害に関する地区防災計画作成のための技術支援ガイドライン」
（以下、支援ガイドライン）として発表した。本研究では富士川砂防事務所管内で取組まれた、砂防行政担当者に
よる地区防災計画作成支援の事例を紹介する。
2．モデル地区での支援の実施
【地区長へのヒアリングより地区住民の意識】
富士川砂防事務所では、土石流と急傾斜地の崩壊が想定さ
 裏山からの落石がみられることから土砂災害が
れる韮崎市御杉地区を対象に、地区防災計画の作成支援を行
起こり得ることはなんとなく意識されている
った。支援を実施するにあたり、韮崎市へ市の防災の取組み、
 避難行動について地区で考えたことはなく、市が
地区長へ地区住民の土砂災害に対する意識に関してヒアリ
配布した避難カードの作成を現在進めている
ングを行い、その結果を踏まえて支援内容を検討した。支援
内容は表１のとおり勉強会と話合いとした。
表 1 砂防行政担当者による支援内容
COVID-19 の感染拡大が危惧されたが、個人の防災対策で
富士川砂防事務所・山梨県砂防課が実施した
はなく地区の防災対策を検討することから、地区住民が話合
支援内容
う時間は必要と考え、会場の換気、消毒、マスクの着用を徹
 県内外の土砂災害の事例紹介
底したうえでワークショップを実施した。
 土砂災害の特徴や避難時の注意点を解説
勉
 県の土砂災害警戒システムの紹介
強
 県内の土砂災害警戒区域の指定状況報告
会
 土砂災害の様子を動画で解説
 地区内の沢の上部の地形について解説
話
合
い

3．支援結果
御杉地区では１回のワークショップで避難場所
と避難のタイミングを検討し地区防災計画（案）(図
１)を作成した。図１から、御杉地区は山際に沿っ
て広がり、山際に並行して走る道は全て土砂災避警
戒区域に含まれていることがわかる。安全な避難経
路で避難するには橋を渡る必要があることが確認
され、避難のタイミングは地区の中心を流れる堅沢
川の水位で判断することとなった。避難方法はほと
んどの住民が車を想定しているが、地区の指定避難
場所である御杉公民館広場は、車 3 台ほどのスペー
スしかないため、他に避難場所となる候補を複数検
討した。車に乗れない住民の避難や、自力で移動で
きない住民の避難については、時間内で対策を検討
することはできず、今後話し合うテーマとして地区
防災計画（案）に記載した。
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図 1

 タイミングをみながら適宜アドバイス
Ex.地区内を流れる河川の水位情報の提供
元と情報の閲覧方法の紹介

御杉地区

地区防災計画（素案）

支援の効果を目に見える形で示すことは難しい
が、勉強会やアドバイスの効果か、ワークショ
ップに参加した感想に、地形と土砂災害の関係
や避難等について意識されたことが確認できる
コメントがみられた。

問：土砂災害の警戒避難に関して気になっていること、本日の
感想（自由記述）より一部抜粋
 日頃から地形の様子を見て判断することが必要と感じました
 山から離れた地区は自宅避難でよいが、山際の地区は避難の
方向性を決めたいと感じた

4．支援の実施から課題の整理
土砂災害に関する地区防災計画作成支援をとおして気づいた点を以下に示す。
①考える機会の提供
支援ガイドラインではあまり触れられてい
ないが「考える機会の提供」は一つの重要な支
援と感じた。支援前の御杉地区において、個人
単位で土砂災害のリスクはなんとなく感じら
れているが、話合う程の課題という認識はな
かった。しかし、地図を見ながら危険箇所を考
えると、図２のとおり様々な課題があがった。
ワークショップ後のアンケートには地区の課
題を意識したためか「もっと話合いの時間が
必要だった」という感想がみられた。このよう
な住民の意識の変化が、地区によっては既存
の定期的な集会等で土砂災害について話合う
という展開につながるのではないだろうか。
図 2 地区の危険な箇所・資源、避難経路・場所に関する意見
②避難、計画の継続と更新の難しさ
土砂災害警戒区域のある山間部や山際の地区の特長として人口の少なさと高齢な住民の割合が高いことが挙げら
れる。御杉地区では、自力で動けない住民の避難について、災害発生のリスクが高まると若年層の住民は消防団の
活動にあたるため、居住地区に限った避難支援はできず、地区に残った高齢の住民のみでの支援は難しいことから、
課題として残った。多少の違いはあるものの前述した特徴をもつ地区では同様の状況が予想される。また、このよ
うな課題への対策を考え計画が作成されても、計画に示した内容を誰に引き継ぎ、継続・更新するかということが
次の課題になることが予想された。このような場合には、同じ計画を維持するのではなく、地区の範囲の見直しや
シンプルな内容への変更、場合によっては他の仕組みを併用するなどの対応が必要になるのではないかと思う。
③事務所・県・市・住民が直接関わりあうことの重要性
ワークショップ後に支援者である行政職員より「貴重な機会に参加できた。
」との意見があったが、住民が話合う
場に行政職員が参加し一緒に考えることは重要と感じる。直に住民と接することで、砂防行政として実施すべき対
策のヒントを得たり、事務所・県・市が共通の課題を意識できるため、三
者の連携による支援の実施がよりスムーズになると思うからである。
富士川砂防事務所では、今年度および過年度の地
区防災計画作成支援の事例から、国・県の砂防部局・
市町村と土砂災害の専門家が連携して実施する支
援メニューを「土砂災害に関する地区防災計画作成
支援方策」(図３)として取りまとめた。地区防災計
画の重要性を踏まえ、今後より多くの地区で地区防
災計画作成の事例が蓄積されることが重要である。
図 3 土砂災害に関する地区防災計画作成支援方策
5．まとめ
土砂災害に関する地区防災計画作成の支援として、地区内の沢の上流や裏山の更に奥の地形に目を向けられるよ
うな情報提供は、地区のどの箇所の住民がいつ避難するのかを計画するために欠かせない。また、山間部の地域の
特徴から地区防災計画作成を進めるうえで考え続けなければならない課題はあるが、計画作成支援の機会をとおし
て、住民と行政成職員が直接関わりあうなかで、徐々に住民の土砂災害に関する問題意識を活かした支援内容の検
討や困難な課題解決の糸口を模索していくことが大切ではないかと思う。
6．参考図書
土砂災害に関する地区防災計画作成のための技術支援ガイドライン（令和 2 年 3 月 国土交通省砂防部）
R１土砂災害に関する地区防災検討業務報告書（令和 2 年 3 月 富士川砂防事務所）
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R2.7 月豪雨災害における避難行動の実態
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 〇磯谷 和也、西山 幸治、千葉 幹
国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 伊藤 誠記※、澤田 宗也、稲葉 智彦
※現所属：奈良県県土マネジメント部次長兼砂防・災害対策課長

1. はじめに
令和 2 年 7 月 3 日から 7 月 31 日にかけて日本付近
に停滞した前線の影響で、各地で大雨となり、人的被
害や物的被害が発生した。気象庁は顕著な災害をも
たらしたこの一連の大雨について「令和 2 年 7 月豪
雨」と名称を定めている。令和 2 年 7 月豪雨では、
中部地方整備局が管轄する長野県内においても大雨
特別警報が発表され、土砂災害により、人的被害や家
屋被害を伴う甚大な被害が発生した 1）。こうした豪
雨時の警戒避難行動については、これまでにも多く
の調査事例があるが、地域特性に応じて異なる点も
あり、事例の蓄積は重要である。
天竜川上流河川事務所は、今後の防災対策へ資す
ることを目的として、令和 2 年 7 月豪雨において土
砂災害警戒情報が発表され、土砂災害が発生した地
区を対象にアンケート調査を行ったので、その結果
に基づき、令和 2 年 7 月豪雨時の警戒避難行動の実
態を報告する。
2. 調査対象地区
調査対象地区は、令和 2 年 7 月豪雨により土砂災
害が発生した管内の市町村のうち、土砂災害の発生
件数が比較的多かった飯田市および阿南町とした。
また、これらの市町のうち、土砂災害警戒区域を有す
るとともに、令和 2 年 7 月豪雨時に避難勧告等の発
令対象となった地区で、市町を通じた調整の結果、住
民の協力が得られた地区を対象とした（図 1）
。対象
地区及び世帯数は以下のとおりとした。
・飯田市（龍江 4 区 137 世帯、千代法全寺 60 世帯）
・阿南町（大下条 169 世帯、富草 150 世帯）
・合計 516 世帯

凡例
：R2.7月発災箇所
：土砂災害警戒区域

図 1 調査対象地区 飯田市（左）と阿南町（右）
3. 調査方法
調査に使用したアンケートは、回答者の属性、災害
前と災害時、避難しなかった人と避難した人の意識
など調査が行えるよう作成した。作成したアンケー
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トとともに、アンケ
ート調査依頼文、地
区のハザードマッ
プ、返信用封筒を 1 式
として、自治体を通
じて各地区に配布し
。アンケー
た（図 2）
図 2 アンケート送付資料
ト調査票の配布時
期、配布方法、回収方法、回収期限は表１のとおり。
表 1 アンケートの配布時期・配布回収方法・回収期限
地区
飯田市
龍江4区
飯田市
千代法全寺
阿南町

配布時期
R2.12.8～
R2.12.21～
R2.12.10～

配布方法
龍江自治振興センター
から各世帯へ配布
千代自治振興センター
から各世帯へ配布

回収方法
・郵送による
・飯田市による
・郵送による
・飯田市による

阿南町から各世帯へ配布

・郵送による

回収期限
R3.1.30
R3.1.30
R3.1.8

4. 調査結果
回収したアンケートを確認したところ、配布数 516
通に対してアンケートの回収数は 259 通。回答率は
全体で 50％であった（表 2）。
表 2 アンケート回収率結果表
市町村
飯田市
阿南町
全体

地区名
龍江 4 区
千代法全寺
大下条
富草

配布数
137
60
169
150

回答数
99
36
60
64

回答率
72％
60％
36％
43％

－

516

259

50％

4.1 回答者属性
回答者の年代は、対象
地区全体で 60 代以上の回
答者が 8 割近い結果とな
った（図 3）
。
図 3 回答者の年代
避難行動要支援者につ
いても調査を行い、
世帯の中で支援を要
する人が 4 割程度い
ることが確認され
た。支援は同じ世帯
図 4 世帯で一人で避難で
の人が行う割合が高
きない人がいるか
かった（図 4）
。
また、自宅が土砂災害警戒区域または土砂災害特
別警戒区域に含まれて
いると回答した人の割
合が多かった。多くの人
が土砂災害について認
識している事が確認さ
図 5 自宅が土砂災害警
れた。1 割程度はわから 戒区域または土砂災害特別
ないとしている（図 5）
。 警戒区域に含まれているか

4.2 災害前の考え
災害前の考えの問いでは、土砂災害や避難に対し
てどのように考えていたかを調査した。土砂災害警
戒情報が土砂災害の発生
に備え、避難するタイミ
ングの目安であることを
知っていた人は、8 割
図 6 避難のタイミング
の人が認識をしている
目安を知っていたか
結果となった（図 6）
。
しかし、過去に豪雨等で避難所等（親戚の家など自
宅以外の安全な場所）まで避難したことがある人は 2
割に満たなかった（図 7）
。

図 10 避難しなかった理由の回答結果
大雨を振り返った感
想では「避難した方が
よかった」と回答する
割合が低い結果となっ
た（図 11）
。
図 11 大雨をふりかった感想
4.5 避難した理由
避難した人の回答では、避難した理由として「雨の
降り方で危険を感じた」と回答した人が最も多く、次
いで土砂災害警戒情報や、避難勧告等が発令された
からと回答した人が多い結果となった（図 12）。

図 7 避難したことがあるか
4.3 災害時の行動
災害時の行動の問いでは、避難勧
告等が発表された頃前後の避難行動
等について調査した。避難情報等の
入手手段として多かったのは、テレ
ビ、防災行政無線、緊急速報メール
という結果となった（図 8）
。

図 8 避難情報等の入手手段
結果として、今回の令和 2 年 7 月豪雨の災害時に
避難しなかった人は 9 割以上であった（図 9）
。

図 9 避難したかどうか
4.4 避難しなかった理由
避難しなかった理由の回答では、
「自宅は安全だと
思ったから」
「避難したほうがかえって危険」とする
人が多く、
「これまで災害にあっていない」という過
去の経験や、
「雨の降り方や川の水位から被害に遭う
とは思わなかった」と判断する人の割合が多い結果
となった。被災経験がない事は、避難行動に結び付き
にくい事が伺えた（図 10）
。
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図 12 避難した理由の回答結果
避難先として
は、居住地の自治
体や他自治体が開
設した避難所が多
く、次いで地区外
の親せきや知り合
いの家が多かった
図 13 どこに避難したか
（図 13）
。
避難した感想で
は、
「避難してよか
った」とする回答
が多い結果となっ
た（図 14）
。
図 14 避難した感想
5. まとめと今後の課題
今回の調査結果について、同じく長野県内で実施
された「令和元年東日本台風土砂災害時の警戒避難
に関する調査」結果と比較したところ、避難した理由
は同様の傾向であった。避難しなかった理由も傾向
は類似しているが、南信州特有の地形条件等により、
避難行動に結び付きにくい事も伺えた。天竜川上流
河川事務所では今回の調査結果をもとに分析を進め、
今後の土砂災害の警戒避難を通じた人的被害低減を
目的とする対応方針案を検討していく予定である。
参考文献
1）長野県（2020）
：令和2年7月豪雨等による土砂災害の発生状況，長野県HP
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令和２年 7 月豪雨の避難実態等を踏まえた地区防災計画（簡易版）の作成検討
国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所
植野 利康＊１，樫野 誠，田島 健
国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
大森 秀人
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構
西山 幸治，河合 水城，○藤澤 誠二
＊１現国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所
1.はじめに
平成 30 年 7 月豪雨では土砂災害の危険性の周
知や，避難勧告等の発令が発災前に概ねなされて
いたにもかかわらず多数の犠牲者が出た．これを
受け，国土交通省では「実効性のある避難を確保
するための土砂災害対策委員会」が設置され，令
和元年 5 月に実効性のある避難を確保するために
国が取り組むべき施策が示された 1）．
これらの背景を受け，多治見砂防国道事務所で
は管内市町村の防災力向上を目的に，令和元年度
より，モデル地区における土砂災害等に係る地区
防災計画策定に向けた取組みを支援した 2）．
一方で，令和２年７月豪雨では当該モデル地区
においても大雨に見舞われ，特別警報が発表され
た．
本発表では，モデル地区を対象に行った令和２
年７月豪雨の避難実態調査結果を報告するとと
もに，調査により明らかとなった課題を踏まえ作
成検討した地区防災計画（簡易版）について報告
する．
2.令和２年７月豪雨における避難実態調査
2.1.調査概要
令和２年７月豪雨において，当該モデル地区の
ある地域では，7/6～7/12 にかけて大雨となり，降
り始めからの降水量が 676mm（平年値 270mm）
となった（図１参照）．モデル地区で被害は発生し
なかったものの，市内で床下浸水 14 件，非住家
浸水 8 件，道路・河川の破損 139 件，農業施設の
破損 107 件の被害となった．この間に特別警報が
発表，２度の避難勧告,１度の避難指示が出された．
これを受け，モデル地区において住民らが大雨
の際にどう行動したのかを把握するための避難
実態調査を実施した．
アンケートでは、住民らが平時から取り組んで
いる防災に関する活動に関する項目と大雨の際
に実際にとった避難行動に関する項目を設け，平
時からの取組みと避難の実態の関係を分析でき
るよう設定した．

2.2.調査結果
アンケートは，モデル地区の全世帯を対象に実
施し，回収率は 77％であった．
アンケート結果を集計し，整理したモデル地区
の特徴を図２に示す．
アンケートを集計した結果をみると，モデル地
区のほとんどの世帯ではハザードマップが認識
されているなど，災害リスクの認知度は高い結果
となった．また，令和２年 7 月豪雨における避難
率は約４割（2 階への避難などの屋内避難含む）
であった．
一方で，本来は土砂災害に関して避難のトリガ
ーになるべき土砂災害警戒情報が避難判断の情
報として認識されていないことや，班ごと（地区
をさらに小さい単位）で比較すると避難率にばら
つきがあること等の課題も明らかとなった．
さらに，事前の避難準備（平時からの防災意識
向上）と避難実施状況の関係を見るため，複数の
設問回答を用いたクロス集計を実施した．結果を
図３に示す．
今回の雨で避難したと回答した世帯すべてに
おいて，事前に避難方法を考えたことがあると回
答している．一方で，事前に避難方法を考えたこ
とがない世帯では今回の雨で避難した世帯は 0 件
であった．
このことから，避難方法や避難先を平時から検
討しておくことは，実際の避難行動に直結しやす
いと考えられる．

図２ アンケート回答から得られた主な特徴
事前の避難準備と避難実施状況の関係

Q4 防災の取り組みで参加したもの

0%

図１ 令和２年 7 月豪雨時の降雨状況

避難方法を考えたことがある

避難方法を考えたことがない0%

Q12
20%

今回の雨で避難したか
40%
60%
80%

29%

100%

71%

100%

図３ 事前の避難準備と避難実施状況の関係
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3.地区防災計画簡易版の作成検討
3.1.モデル地区における現状の課題
令和２年７月豪雨における避難実態調査を踏
まえ，モデル地区における現状の課題を以下の通
り整理した．
＜モデル地区における現状の課題＞
・土砂災害発生の危険度を伝える土砂災害警戒情
報など，土砂災害に関する認識が十分でない．
・地区内の住民によって防災意識のばらつきがあ
ることから，特に防災意識の低い世帯に対する
防災啓発が必要．
・世帯ごとに土砂災害から避難方法等を検討して
おくための機会や仕組みが必要．
これらの課題を解決するため，各世帯が自ら避
難を判断し，早期に避難行動をとれるよう各世帯
向けの「地区防災計画（簡易版）」の作成検討を行
った．
3.2.地区防災計画（簡易版）の作成
作成した「地区防災計画（簡易版）」を図４，５
に示す．
「地区防災計画（簡易版）」は A3 版サイズとし，
各戸の冷蔵庫や玄関などに掲示して使えるもの
とした．表面には地区での話し合いによって作成
した防災マップを掲載し，裏面には地区の話し合
いで決めた地区全体としての避難ルールを掲載
し，右側に世帯ごとに判断して記入できるよう
「いつ？（逃げ時）」
，
「どのように？（避難方法）」
，
「どこに？（避難先）」等の記入欄を設けた．
3.3.モデル地区住民への配布・周知
作成した地区防災計画（簡易版）を住民へ配布・
周知するにあたり，住民を対象とした説明会を実
施した．説明会では作成した地区防災計画（簡易
版）の作り方，使い方を説明するとともに，土砂
災害のリスクを正しく認識してもらえるよう土
砂災害や防災に関する講習を行った．講習では住
民が理解しやすいよう図や写真を多用し，また，
土石流のイメージがわかるよう，実際の土石流現
象の動画を視聴していただいた．

図４ 作成した地区防災計画（簡易版）表面

図５ 作成した地区防災計画（簡易版）裏面

図６ 住民説明会の様子
4.まとめ
4.1.取組成果
今回実施した取組みにおける成果は以下の通り．
①モデル地区を対象に令和２年７月豪雨におけ
る避難実態調査を実施した．
②避難実態調査の結果，土砂災害のリスクに関す
る認識が十分でないこと，地区内の世帯ごとに
防災意識のばらつきがあること，防災意識の低
い世帯への防災啓発が必要等の課題が明らか
となった．
④課題解決のため，地区内の各世帯向けの「地区
防災計画（簡易版）
」を作成し，住民への配布及
び説明をおこなった．
⑤住民の土砂災害のリスクに関する認識向上の
ため，土砂災害の映像等を用いた講習を実施し
た．
⑥取組を通じて検討した地区防災計画素案が，地
元防災会議に承認され，地域防災計画に位置付
けられた．
4.2.今後の課題
今後は策定した地区防災計画について，計画の実
効性を高めるための実地検証を行うとともに，地区
住民に対し，検証結果に基づくフォローアップを行
うなど地区住民の防災意識が維持・向上できる支援
が望まれる．
また，同様の取組みを他地区へ展開するため，地
元行政と協働した支援を行うことが必要不可欠であ
る．今後は同取組みを住民らが主体的に行えるよう，
防災リーダーの育成や専門家によるサポート体制の
構築等の地元行政と協働した支援が望まれる．
【参考文献】
1）
「実効性のある避難を確保するための土砂災害対
策検討委員会」報告書
2）植野 利康ら：地区防災計画策定を通じた土砂災
害における住民の避難行動の検討（令和２年度 土
木学会全国大会）
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歴史災害に見る人々の避難行動
株式会社 防災地理調査 今村隆正
１．はじめに
筆者は，日本全国の歴史時代における土砂災害の調査研究を続けている．そして，その年の砂防学会研究発表会
の会場となる都道府県毎の事例について，あまり知られていない事例を中心に調査成果を発表して来た．しかし，
今回はオンライン大会であるため，都道府県毎の事例ではなく，筆者が今までに調査を行なってきた事例を基に，
人々の避難行動に着目し発表する．

２．事例解説
歴史災害（古文書に記録されている事例や，代々語り継がれている事例）を調べていると，自然現象（山崩れ，
天然ダム等）としての規模は大きくても人的被害の少なかった事例や，逆に規模の小さな自然現象であっても多く
の死者が発生した事例もある．その違いの要因の一つとして，適切な避難行動の有無が考えられる．今回は，筆者
が今までに調査した全国の事例の中から，避難に成功した事例を抽出し整理した．
表 1 に年代順に示し，以下に各論する．
表1
発生年月日
（西暦）
宝暦七年五月十日
（1757.6.26）
安政五年三月十日
（1858.4.23）
明治25年7月26日
（1892）
明治25年7月27日
（1892）
明治35年5月19日
（1902）
昭和59年9月14日
（1984）

誘因
降雨
地震
降雨
降雨
融雪

地震

避難に成功した土砂災害事例

発生地点

災害概要

長野県

宝暦七年五月十日（1757.6.26），長雨により梓川上流の鳥羽田山が大崩壊

梓川流域
富山県
常願寺川流域
徳島県
海部川流域
徳島県
那賀川流域
新潟県
万内川流域

長野県
王滝川流域

し，天然ダムが形成され，2日後に決壊．
安政五年三月十日（1858.4.23）に発生した飛越地震（M7.0-7.1）により，
立山カルデラの鳶山が崩壊し、天然ダムが形成され，2週間後に決壊．
明治25年（1892）7月25日の豪雨により，海部川上流の保勢で発生した大規
模崩壊により形成された天然ダムが翌日26日に決壊．
明治25年（1892）7月25日の豪雨により，那賀川上流の高磯山の大規模崩壊
により形成された天然ダムが2日後の27日に決壊．
万内川支流粟立沢最上流部の粟立山の東斜面で発生した大規模な地すべり
により，土砂と雪が入り混じり流下．

長野県西部地震（M6.8）により，御嶽山の南東斜面が大規模崩壊
（伝上崩れ）し，崩壊土砂は土石流（岩屑流）となり王滝川を流下．

（1）宝暦七年五月十日（1757.6.26）「鳥羽田山崩壊と梓川の天然ダム決壊災害」
長雨を誘引として，宝暦七年五月八日（1757.6.24）
，長野県松本市の梓川上流（現在の奈川渡ダム付近）鳥羽田
山で大規模な崩壊が発生し梓川を堰き止め天然ダムを形成した．この天然ダムは 2 日後に決壊し，松本盆地は大洪
水に襲われた．しかし，事前に情報が伝達されていたため人々は鳥居山（写真 1）へ避難しており，かつ要所に鉄
砲隊を配備し決壊と同時に合図がなされたため人的被害は発生しなかった．
（2）安政五年三月十日（1858.4.23）「立山鳶崩れと常願寺川の土石流災害」
飛越地震（1858.2.28，M 7.0-7.1）により発生した，立山カルデラの鳶崩れによる天然ダムとその決壊により，
富山平野は大規模な土石流に襲われた．人々は 70 年前の大洪水の伝承や地震の恐怖，そして奥山へ派遣された調査
隊の報告により決壊に備えて避難していたため，人的被害の記録はない．しかし，人々が安心してしまった 2 箇月
後にも天然ダムの決壊による土石流が発生し，この時は 140 人以上が犠牲になった．
（3）明治 25 年（1892）7 月 26 日「海部川・保勢切れ」
明治 25 年（1892）7 月 25 日の豪雨により，海部川上流の保勢で，斜面が大規模に崩壊し，海部川を堰止めて天
然ダムを形成した．そして翌日の 9 月 26 日に決壊し，下流域は大洪水となった．しかし，決壊に備え，飛脚によっ
て情報が下流集落へ伝えられ，鉄砲隊による見張りがなされ，決壊とともに鳴らされた空包により人的被害は発生
しなかった．
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（4）明治 25 年（1892）7 月 27 日「高磯山崩壊と那賀川の土石流災害」
明治 25 年（1892）7 月 25 日の豪雨により，那賀川上流の高磯山が大規模に崩壊し，那賀川を堰止めて天然ダム
を形成した．そして 2 日後の 9 月 27 日に決壊した．決壊に備え，情報は飛脚によって下流集落へ伝えられ，鉄砲隊
による見張りもなされ，決壊とともに鳴らされた空包により人的被害は 3 人に留められた．そしてこの 3 人の犠牲
者も，避難に従わなかったためであったと伝えられている．
（5）明治 35 年（1902）5 月 19 日「万内川・やまのげ」
万内川支流粟立沢最上流部の粟立山の東斜面で発生した大規模な地すべりにより，土砂と雪が入り混じった大量
の土砂が流下し，人家 30 戸が埋没または流失したが，住民は事前に避難していたため，人的被害は山菜取りに山へ
入った一人だけであった．
（4）昭和 59 年（1984）9 月 14 日「御嶽山・伝上崩れ」
長野県西部地震（M 6.8）により御嶽山南東斜面が大規模崩壊（伝上崩れ）し，崩壊土砂は土石流（岩屑流）とな
り王滝川を流下．15 人が犠牲になった．しかし，適切な判断と避難行動に基づいて生還した人がいた．ゴォーとい
う子供の頃に聞いた土石流のような音，地下鉄のホームに電車が来る直前に吹いて来るような風，上流からの泥水，
これらの情報を基にとっさの判断で急斜面（写真 2）を駆け登ったことで避難に成功した．

写真 1 鳥居山
（今村隆正，2021 年撮影）

写真 2 生還者がかけ登った斜面
（今村隆正，2018 年撮影）

３．避難成功事例に共通すること
安政五年（1858）の常願寺川の事例においては，山岳調査隊の情報に人々は恐れ，早めの避難を行なった．宝暦
七年（1757）の梓川，明治 25 年（1892）の保勢，高磯山の事例においては，鉄砲隊による合図や飛脚による伝達が
なされたことで下流域の人々は早めの避難を行なった．昭和 59 年（1984）の王滝川の事例において避難に成功した
人は，自然現象に対する恐怖体験や知識を持っていた．
これらの事例から分かることは，避難に成功したと考えられる事例に共通する点は，自然を恐れ，考え得る万全
の避難体制で対応したことである．一言で表現するなら，自然を「恐れ慄いた」ことである．
４．課題
今回の発表では，今までに調査した歴史災害の中から，避難に成功したと考えられる事例を発表した．しかし，
47 都道府県の全ての調査が完了したわけではないので，今後も事例を追加するとともに，避難に失敗した事例（避
難することが可能であったにもかかわらず避難しなかった事例，避難方法が適切でなかった事例等）も整理すると
ともに，これらの統計や避難行動の具体的な内容も分析整理し，今後の機会に発表したいと考えている．
５.文献
今村隆正（2019）
：新潟県の土砂災害の歴史，水利科学，No.370（第 63 巻第 5 号）
，121-145.
今村隆正（2019）
：徳島県の土砂災害の歴史，第 36 回歴史地震研究会（徳島大会）発表資料.
宇佐美龍夫・石井寿・今村隆正・武村雅之・松浦律子(2013)：日本被害地震総覧 599-2012，東京大学出版会，694p.
国土交通省松本砂防事務所（2003）
：松本砂防管内とその周辺の土砂災害，46p.
檜垣大助・緒續木英章・井良沢道也・今村隆正・山田孝・丸谷知己（2016）
：土砂災害と防災教育，朝倉書店，151p.
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土砂災害防災ロールプレイングゲーム「土砂災害が発生したとき」の開発と
ゲームを用いた防災教育の効果検証
和歌山県土砂災害啓発センター
〇岸畑明宏・坂口隆紀・筒井和男・宮﨑徳生
和歌山工業高等専門学校専攻科エコシステム工学専攻
西萩一喜
和歌山工業高等専門学校環境都市工学科
辻原治
国土交通省国土技術政策総合研究所(国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター)
木下篤彦
1. はじめに
最新の学習指導要領では，小学校教育で「自然災害に関する知識を得ること」や「災害から身を守ること」
，
「災害
から人々を守る行動」などについて指導することが強化され，2020 年度から全面実施されることとなっており，土砂
災害についても効果的な防災教育教材の開発が求められている．
防災教育教材では，
書籍やボードゲームなどに加えて，
デジタルコンテンツを利用した教材の開発も行われており，
1)
辻原ら は，防災教育教材として RPG（ロールプレイングゲーム）ソフトウェアを開発し，RPG で学習したグループ
が，テキスト学習のグループに対して，学習直後と 1 か月後の学習内容を問うテストの正答率が上回っていたことを
確認し，理解度や定着度の観点から，RPG を用いた防災教育の効果について言及している．
RPG の特徴は，ゲームの操作者（プレイヤー）自らが RPG のストーリーに主体的に参加できる点であり，土砂災
害に関する防災教育に適用した場合は，RPG のプレイヤーである児童・生徒自身が，ストーリー（土砂災害からの避
難など）を「自分ごと」として学習できることが期待される．一方で，RPG を用いた学校における土砂災害に関する
防災教育の事例はなく，今回，RPG ソフトウェアの開発とこれを用いた防災教育を行った．
2. RPG「土砂災害が発生したとき」の開発
土砂災害に関する防災教育を対象とした RPG ソフトウェアの開発にあたり，RPG ソフトウェアを用いた防災教育
についての研究を行っている和歌山工業高等専門学校環境都市工学科辻原研究室と，土砂災害に関する防災教育を行
っている和歌山県土砂災害啓発センターが，共同でシナリオの立案など，ソフトウェアの開発から防災教育までの一
連のプロジェクトを遂行した．本プロジェクトは，2020 年 5 月より，対象年齢と想定した小学校高学年の学習内容の
調査から始め，同年 12 月に RPG ソフトウェアが完成し，2021 年 1
月から小学校などにおいて防災教育を開始した．
なお，RPG ソフトウェアの開発は，著者の 1 人の西萩が，RPG 開
発用ソフトの「RPG ツクール VX Ace」を用いて行い，RPG の題名
は「土砂災害が発生したとき」とした．
3. RPG のシナリオ
RPG のシナリオやシステムを立案するにあたり，4 点（①ゲーム
としての楽しさ，②ストーリーの没入しやすさ，③ゲーム後の達成
感，④ゲームによる学習効果）に注意し，①については，RPG 内に
複数のクイズを挿入（図-1）して，飽きさせない工夫をした．また，
②については，児童・生徒の日常生活に即した以下のシナリオを考
えた．
「楽しみにしていた遠足当日は大雨で，遠足は中止になってしまう．
更に雨は強まり，大雨警報などの防災情報が発令（図-2）され，主
人公は事前にハザードマップで確認していた避難所へ兄と一緒に避
難することになったが，土石流，がけ崩れ，地すべりといった土砂
災害の危険を避けながら無事に避難できた．
」
次に③については，RPG のストーリー終了後に，出題されたクイ
ズ正答率の合計からスコアとして提示する工夫をした．④について
は，土石流，がけ崩れ，地すべりのそれぞれについて実際の災害の
映像を，博士というキャラクターによって土砂災害の特徴に関する
説明を行った後に挿入した．

図-1 挿入したクイズの一例

図-2 大雨警報の発令
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4. RPG を用いた防災教育の実施
2021 年 1 月から小中学校（小学校 3 年生～中学校 3 年生）を対象として RPG ソフトウェアを用いた土砂災害に関
する防災教育（以下，授業）を行った．2021 年 4 月時点では 6 小中学校を対象に，計 6 回の授業を行っている．また，
授業の時間としては，1 時限（45 分）を標準とし，初めに WEB ミーティングソフトを用いたオンラインでの RPG 操
作方法の説明を行い，次に児童・生徒が RPG をプレイ（図-3）した．また，RPG 終了後の児童・生徒にアンケート調
査を行った．
5. RPG を用いた防災教育の効果検証
授業を行った学校のうち，アンケート調査結果に加えて感想文を頂いた A 小学校（対象児童 7 名）と M 中学校（対
象生徒 6 名）について，防災教育結果の分析を行った．感想文の分析にあたり，まずはテキストデータ化を行い，KHCoder2)を使用して共起ネットワーク分析 3)を行った．なお，同分析は，集計単位は 1 感想文とし，3 文以上に表れる語
句を対象とした．M 中学校の感想文を分析した結果を図-4 に示す．ここで凡例の Subgraph は抽出された関係が密接
なグループを示し，Frequency は各語句を中心とした円であり，その大きさが語句の出現度数の大きさを示す．図-4 で
は，
「体験」
「防災」
「映像」
「学ぶ」
，
「実際」
「知る」
，
「ゲーム」
「楽しい」
，
「いつ」
「分かる」
「思う」の 4 つの語句の
グループが確認された．これは，
「ゲーム」で「楽し」く，
「実際」の土砂災害の「映像」を通して，
「防災」について
体験できたことが想定された．以上から，①ゲームとしての楽しさについては，児童・生徒が概ね楽しく RPG をプレ
イすることができたようであった．また，②ストーリーの没入しやすさについても，アンケート結果から児童・生徒
の多数が RPG を通して「自分の命は，自分で守る」という感想を持ったことから，ストーリーを通して防災を「自分
ごと」として認識できたことが想定された．③ゲーム後の達成感については，
「
（スコアが）100 点満点でよかった」
といった感想があり，スコア表示が RPG の達成感につながっていることが想定された．
一方，④（土砂災害の学習）については，アンケート結果から「土砂災害のことをもっと詳しく勉強したい．
」と感
じなかった児童・生徒が 30％程度いたものの，感想として，
「土砂災害警戒情報などの難しい言葉も分かってよかっ
た」といった内容があり，一定の土砂災害に関する学習効果を確認できた．
6. おわりに
本研究では，土砂災害に関する防災教育を目標とした RPG ソフトウェアの開発と，RPG ソフトウェアを用いた防
災教育について紹介した．感想文やアンケート結果から，児童・生徒が RPG を楽しく，ストーリーに集中して行うこ
とができ，RPG クリア時には達成感を感じられたことが想定された．一方で土砂災害の学習としては，迫力ある実際
の土砂災害映像などを通して，土砂災害や防災情報についての学習効果は見られたが，土砂災害に関する知識の定着
や学習意欲の向上という点については，RPG に加えて，事後学習の導入などを行うなどの，更なる工夫が必要なこと
も想定された．
参考文献

1) 辻原ほか: 防災教育教材としての RPG ソフトウェアと学習効果, 土
木学会論文集 F3（土木情報学）, Vol.74, No.2, pp.I_20-I_28, 2018.
2) 末吉美喜: テキストマイニング入門 Excel と KH Coder で分かるデ
ータ分析, 株式会社オーム社, 2019.
3) 樋口耕一: 社会調査のための計量テキスト分析 －内容分析の継承
と発展を目指して－, ナカニシヤ出版, 2020.

図-3 2 人組で RPG をプレイする児童（A 小学校）

図-4 共起ネットワーク分析結果（M 中学校）
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地区防災計画における高齢者の避難行動に関する検討事例について（その２）
（一財）砂防フロンティア整備推進機構：○河合 水城，西山 幸治，藤澤 誠二
国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 植野 利康※1，樫野 誠，田島 健
国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 大森 秀人
（現所属 ※1：国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所）

1. はじめに

2. 避難行動計画（要介護認定３以上）の更新

令和２年度砂防学会研究発表会概要集（541）では、高

令和元年に尾鳩地区の要介護者８名（自宅療養）を対

齢者等の要配慮者の避難の実効性の確保
（平成 30 年７月 象に、地区長、ケアマネージャー、福祉事業所等で協議
豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方につ した結果から、避難情報の提供、判断、避難所への移動
いて、 H30.12：中央防災会議）による提言を踏まえて、 等に関する支援は家族やケアマネージャー等の限られた
岐阜県中津川市の尾鳩地区の要介護認定者（自宅療養） 者しか対応できないことが分かった。
を対象に、地区長、ケアマネージャー、福祉事業所、中

尾鳩地区ではケアマネージャーとの協議結果から支援

津川市との協議を行い、以下の観点を盛り込んだ避難行 可能な内容を確認していたが、福祉事業所などの承認を
動計画等を検討した事例を報告している。

得ていないことから実効性のあるものではなかった。

①避難関連情報の入手や避難判断は、主に家族が行う

令和２年にケアマネージャーの活用の実効性を確保す

がケアマネージャーによる支援も可能であると

るために各福祉事業所と協議した結果、土砂災害、中津

②避難所への移動支援は、基本的に家族が行うこと

川の氾濫等、尾鳩地区における災害特性と要配慮者の避

③地区外への避難は、施設等へ事前避難を行うことが 難に関する危険性の認識、避難行動にかかる懸案を理解
前提で、その調整を家族等がケアマネージャーに依 してもらい、ケアマネージャーによる支援内容の承認を
頼すること

得ることができたことから、図－１に示した赤枠箇所の

本研究では、上記対応の実効性を確保するため、福祉 避難行動計画内容（下記）を更新した。
事業所及び中津川市とのさらなる協議を行い、要介護認 ○ケアマネージャーが福祉施設等への空き状況を確認、
定者の避難行動計画を更新検討した結果および国、県の
今後の支援策について検討した結果を報告する。

手配すること。
○避難支援者の確保を福祉施設が行うこと。

図－１ 中津川尾鳩地区における要介護者の避難行動計画（案）
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3. ケアマネージャー活用の問題点

ここで、留意すべき事項は、一度に要介護認定の

ケアマネージャーは職業として要介護者のケアプ

方全員を対象にすると時間を要し、解決策がまとま

ランを作成しているが災害時のケアプランは作成し

らなくなる可能性が高いため、まずはよく話が聞け

ていない（それは仕事の内容に入っていない）
。その

そうな１人に絞って具体の支援対応を検討すること

ため、災害時のケアプラン作りの予算の確保、教育

が重要と考える。

等の支援を中津川市や岐阜県（防災部局が所掌して

5.

おわりに
本研究では、昨年度に引き続き、尾鳩地区の要介

いる）が行う必要がある。
また、避難所までの移送に要する費用（事業所の

護者のケアマネージャーによる避難支援対応につい

車両もしくは介護タクシー等の費用）が実費は困る

て検討してきたが、ケアマネージャーの土砂災害リ

と考える要介護認定の方の家族がいる可能性が高い

スクや土砂災害関連情報の収集に関する理解度が低

こと、家族の方も高齢者で認識できるかも課題であ

いことから、平時からの事前準備として、土砂災害

るため、１人１人の具体の避難行動（移送に係る判

の専門家によるケアマネージャー等へ土砂災害に関

断、手段、支援、費用等）
、避難所生活等の対応につ

する情報や避難判断等に関する指導等を実施するこ

いて、中津川市、福祉事業所（ケアマネージャー）
、

とが重要であることが分かった。
今後は、検討した避難行動計画（案）に基づき避

民生委員も含めて話合う必要がある。
このように、ケアマネージャーの活用の問題点は

難訓練等による検証を行い、本行動計画のブラッシ

事業所や市だけではなく、県や国の福祉部局と防災

ュアップを実施するとともに、中津川市や岐阜県等

部局が連携して取り組む必要があるものである。

によるケアマネージャーへの福祉部局と連携した支

4. ケアマネージャーへの支援策

援内容についても検討する必要があると考える。

関係機関を含めた要介護者の避難行動支援に向け

参考文献
1）河合水城，亀江幸二ら：土砂災害に対する地域防

た今後の取組みについて、表－１に示す。
特に、県や国の砂防部局が支援できる内容として

災力向上に関する提案，砂防学会誌，Vol69,No.6

は、土砂災害に関する知識や対応力を有する土砂災

2）河合水城，西山幸治，藤澤誠二ら：地区防災計画

害に関する知識の補足（勉強会等の実施支援）を行

における高齢者の避難行動に関する検討事例につい

い、土砂災害時のケアプランの作成支援を行うこと

て，令和 2 年度砂防学会研究発表会概要集 541，令

が考えられる。

和2 年5 月
表－１ 要介護者の避難行動支援に向けた今後の取組み（案）

対応者

今後の取組み内容

備考

尾鳩地区
（民生委員）

〇要介護認定の方を対象に一度に解決させるのではなく、全員のうち話
をよく話が聞けそうな１人に絞って具体の対応を検討

対応者決定

〇避難所までの移送費用に関する協議、決定
〇岐阜県や中津川市の福祉部局による福祉事業所（ケアマネージャー含
め）への具体的な支援対応の検討

予算必要

〇ケアマネージャーの災害時対応の教育支援等
（尾鳩地区等で過去に発生した土砂災害事例、全国で発生している土砂
災害の避難行動に関する課題等、土砂災害の危険性を知るための勉強
会等の開催支援）
国土交通省
（多治見砂防） 〇土砂災害時のケアプラン作成支援
（防災気象情報の確認、市の避難勧告等の発令状況、内容の確認、要配
慮者の避難要望、状態の確認、要配慮者の避難先の確保、移動手段の
確保等の支援）

予算必要

福祉事業所
中津川市
岐阜県
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要配慮者利用施設における避難確保計画の策定支援
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構：○日野原

達哉・千葉

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所：鈴木

幹・西

真佐人

啓介・戸田

満

１．はじめに
近年の頻発化・激甚化する自然災害に対応するた
め、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療
施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利
用する施設）に関する警戒避難体制の強化は喫緊の
課題である。
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、
「土砂災害防止法」が平成 29 年 6 月 1 日に改正さ
れた。この改正により、土砂災害警戒区域内の要配
慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・
避難訓練の実施が義務付けられた。さらに、令和 3
年 2 月に、土砂災害防止法の改正により要配慮者利
用施設における避難訓練の実施結果について市町村
長へ報告することも義務化されることが閣議決定さ
れた。また、国土交通省は従前より「避難確保計画
作成の手引き（平成 29 年 6 月）」及び「要配慮者利
用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計
画作成の手引き（平成 29 年 6 月）」を公表していた
が、より分かりやすく容易に計画の作成が可能とな
るように、これらを統合し「避難確保計画作成の手
引き（令和 2 年 6 月）」として改訂し公表している。
このような状況のなか、要配慮者利用施設の避難
確保計画をより実効性のあるものとするために、土
砂災害に関する専門家による技術的支援は重要と考
えられ、市町村は都道府県及び国土交通省と連携し
て積極的に支援を行うことが重要である。本発表で
は、湯沢砂防事務所管内のモデル施設において実施
した、COVID-19 への考慮も踏まえた要配慮者利用
施設における避難確保計画の策定支援事例を紹介す
る。本取り組みは湯沢町の関係部局と連携した支援
であり、今後は同様の技術的支援が管内の他市町村
に展開されることが期待される。

２．モデル施設の概要
支援を実施したモデル施設は、新潟県湯沢町内の
土石流の土砂災害警戒区域内に位置しており(図-1)、
土石流危険渓流である大布場川の谷出口より下流側
600m 程度に位置し、谷出口とモデル施設との間に
は新幹線が通る(写真-1)。モデル施設は、5 階建で周
囲に比べて堅牢と考えられる建築物である。

図-1 モデル施設周辺のハザードマップ

写真-1 モデル施設と上流側谷地形
モデル施設の職員向けに土砂災害を対象とした警戒
避難についての勉強会を以下のようなテーマに沿っ
て開催した。勉強会で掲示した話題や資料等は湯沢
町から提供を受けた資料を活用し、近年の全国での
避難事例などを踏まえて作成した。
① 土砂災害について
・土砂災害の解説
・土砂災害防止法に基づく警戒避難の解説
② モデル施設の避難確保計画(図-2)について
・モデル施設の避難確保計画の記載内容確認
モデル施設

３．土砂災害を対象とした警戒避難に関す
る勉強会の開催
モデル施設では、平成 30 年 11 月 10 日に避難確
保計画が策定されている。避難確保計画をより実効
性のあるものとするために、令和 3 年 3 月 24 日に

○○○

図-2 モデル施設の避難確保計画（冒頭部分）
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その後、モデル施設の避難確保計画に関する話し
合いを行った。話し合いでは、アンケート用紙を配
布しその場で記入していただき、回答について発表
していただいた。設問と主な回答を以下に示す。
 問 1：土砂災害の発生や警戒避難について不安
に思っていることはありますか？また、過去の
災害時の対応や課題に感じていること等がも
しあれば教えてください。
 回答 1-1：当施設周辺地区では、表層雪崩が発
生したことがあるが、これまで土石流の心配を
したことはなく、当施設が土砂災害警戒区域に
入っていることは知らなかった。
 回答 1-2：大雨のとき、隣接市町村の被害が大
きくても湯沢町は大丈夫だったが、ハザードマ
ップを見ると、安心している考えを見直したい。
 回答 1-3：当施設との間に新幹線があるので土
砂が止まるのではないかと安易に考えている。
 問 2：当施設の避難確保計画について、気にな
る点があれば教えてください。
 回答 2-1：毎年 6 月と 11 月に防災訓練がありま
す。今日の話を聞いて土砂災害の避難訓練も必
要に思いました。
 回答 2-2：当施設は足の悪い高齢者が沢山いる
ので、その様な方々に対する迅速な避難を考え
なくてはいけないと感じた。

４．モデル施設における避難確保計画の見
直し
上記の勉強会の際に避難確保計画について施設職
員から収集した意見を整理し、COVID-19 への考慮
も踏まえた避難確保計画の見直しを提案した。現在
の避難確保計画には以下のように記載されている。
・湯沢町指定緊急避難場所までの立ち退き避難は、高低
差があり橋もあり、車でも避難は困難である。老朽化
もしており当施設の方が比較的新しく、高台であり
周りの建物よりも安全性が高い。施設から移動する
方が危険だと思われる。
・入居者居室は 2 階より上に有る為、居室内待機が
一番安全である。
モデル施設は、土石流の土砂災害警戒区域内に位
置しているが、谷出口とモデル施設との間には新幹
線が通り、土砂の到達する可能性は低いと考えられ
る。また、周囲よりも堅牢な建築物であることから
も、概ね施設内避難が安全であると考えられる。モ
デル施設では 1 階に入居者を集められる食堂がある
が、被災の可能性が高まる 1 階に無理に集合せずに、
入居者は 2 階以上の居室で待機する方が安全と考え
られる。ただし、1 階に土砂が流れ込み使用不可と
なることを想定し、生活に必要な日常品や COVID19 感染拡大防止対策に必要な備品を準備しておく
ことが必要である。

５．まとめ
話し合いを通して感じた点を以下に述べる。
・モデル施設が土砂災害警戒区域内に入っているこ
とを知らない職員が複数人いた。勉強会を通して土
砂災害に関して考える機会を提供できたことは支援
として有意義であった。
・モデル施設では防災訓練を年に 2 回実施している
ため、その際に土砂災害を想定した避難訓練を取り
入れることは良い取り組みとなると思われる。
・職員が少なく、実際に避難する際には周辺住民等
の協力が必要となる場合がある。
勉強会の開催にあたっては、COVID-19 感染拡大
防止対策として、WEB 会議システムを利用して東
京と現地で開催した(写真-2)。

写真-2 Web 会議システムによる勉強会の様子(モ
デル施設食堂)

実効性のある避難確保計画とするためには、事前
の備えが重要となる。モデル施設においては、外に
避難するよりも施設内避難が安全であると考えられ
るため、入居者及び職員全員が速やかに 2 階以上へ
避難できるよう、定期的な避難訓練の実施が求めら
れる。
また、令和元年台風第 19 号等を踏まえた高齢者等
の避難に関するサブワーキンググループの最終とり
まとめでは、
「地区防災計画は、地域のコミュニティ
レベルでの避難行動に大きく貢献するとともに、避
難行動要支援者の把握や避難の呼びかけなどを通じ
て、個別計画を実践する上でも大変重要な役割を果
たすことが期待される」とされており、要配慮者利
用施設の避難確保計画の実効性をより高めるために
は、地区防災計画との関連付けを鑑み、地域の事情
に精通した地域の自治会や自主防災組織等と日頃か
ら協力体制をつくっておくことが重要である。
参考文献
・避難確保計画作成の手引き（令和 2 年 6 月、国土
交通省）
・湯沢町土砂災害ハザードマップ
・令和元年台風第 19 号等を踏まえた高齢者等の避
難のあり方について(最終とりまとめ)（令和 2 年 12
月、令和元年台風第 19 号等を踏まえた高齢者等の避
難に関するサブワーキンググループ）
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資源供給の災害対策から浮かび上がる専門家間の認識の多様性
アジア航測株式会社 南優希
て住民参加型の街づくり支援のために提唱され

1. 研究の背景と目的
日本は古来より災害大国といわれてきたが、

た概念である 1)。アレグザンダーは街づくりに際

近年では毎年のように全国各地で自然災害が多

してよく登場する法則性をパターンと呼び、そ

発し、甚大な被害が発生している。大規模災害

れらをランゲージとして繋がりを持たせて記述

が発生した際、燃料、物資、人材等の資源の供

することで、空間デザインの共通言語を作り出

給が非常に重要となる。中でも燃料は国民の生

した。パターンとはコツやノウハウのようなも

活、企業の経済活動に欠かせない存在であり、

のである。各パターンには、デザインにおける

災害時においても救援活動や復旧活動を行うに

「状況」と「問題」
、そしてその「解決」の発想

あたって必要不可欠である。そこで、災害発生

がセットになって記述され、それぞれに象徴的

時の燃料をはじめとする資源供給に着目して、

な名前がつけられている 2)。パターンランゲージ

燃料を運び給油する側とそれを通す道路の管理

は、現在ではソフトウェアをはじめとする様々

側とで防災に対する考え方「防災哲学」の差異

な分野に応用されているが、防災分野への導入

があるかどうかを検討した。また、防災専門家

例は未だ少ない。本稿では、防災専門家間の暗

間の防災哲学を可視化・共有するためのアプロ

黙知や経験知の共有・継承のツールとして、パ

ーチとしてパターンランゲージの導入を提案し

ターンランゲージの導入を検討する。

た。
4. 結果と考察
紀伊山地周辺では深層崩壊の危険度が高く、

2. 研究方法
まず、QGIS を用いた和歌山県の給油所分布の

災害発生時に道路寸断が起こりやすいことが示

可視化および過去の災害における石油会社の対

唆された。道路の不通により資源の供給ルート

応の分析を行い、給油側の防災哲学を明らかに

が断たれた際、給油側と道路管理側で対応の傾

した。次に、防災ゲームを通して道路啓開にお

向が異なることが指摘された。給油側は資源を

ける課題を考察し、道路管理側の防災哲学を明

目的地に届けることを最優先するため、道路が

らかにした。その後、給油側・道路管理側の災

被災して通行できなくなった場合、他ルートに

害対策および防災哲学を比較した。最後に防災

切り替えたり中継点に資源を備蓄するなどして

専門家への認識インタビュー調査（表-１参照）

供給を行う傾向が見られた。一方、道路管理側

を実施し、調査結果をもとにパターンランゲー

は道路を担当しているため、被災して塞がれた

ジを試作した。

道路を一台でも車両が通れるように復旧し、道
路を通すことを重要視する傾向が見られた。以
上の結果から、防災関係者の担当や専門によっ

3. パターンランゲージ
パターンランゲージとは、1970 年代、建築の
分野でクリストファー・アレグザンダーによっ

て各々が持つ防災哲学が異なることが考えられ
る。また、担当分野の違いに限らず、国、都道
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府県、市町村などの担当地域の大小によっても
防災への考え方は変わってくると推測される。

参考文献

防災専門家へのインタビュー結果をもとに

1)

Alexander, C. (1977). A pattern language:

各々が持つ防災哲学を分析したところ、防災に

towns, buildings, construction. Oxford

おける諸問題を「意識」
「住み方」
「体制」の３

university press.

つに分類することができた。インタビューの中

2)

野澤祥子, 井庭崇, 天野美和子, 若林陽子, 宮

で防災知識や経験の共有が重要であることが明

田まり子, & 秋田喜代美. (2018). 保育者の実

らかになり、防災におけるパターンランゲージ

践知を可視化・共有化する方法としての 「パ

の意義が示唆された。さらに、そうした需要に

ターン・ランゲージ」 の可能性. 東京大学大

こたえうる「防災パターンランゲージ」を作成

学院教育学研究科紀要, 57, 419-449.

した。
表-１

インタビュー協力者一覧

《意識》

《意識》

No.1 災害は他人事じゃない

No.2 語る側のスタンス

・災害がいつかやってくることは分かっているけ

状況

問題

・防災専門家の専攻や担当によって認識に

れど、怖いから考えたくない。（→No.3）

差が生まれる。

・そもそも防災についてよく知らないし、

・メディアは悪いニュースを報道しがち。

状況

興味もない。

・災害を他人事だと思っていると、

問題

いざという時動けない。
・経験（成功例や被害の様相）を共有する。

・報道機関への意識啓発。（→No.2）

解決

・自然が災害とともにもたらす恵みを知る。
（→No.3）

図-１

・防災を語る側の防災哲学によって
伝わる印象が大きく変わる。
・防災パターンランゲージの利用。

（→No.3,4,5）
解決

（→No.3）

防災パターンランゲージ
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・報道機関への意識啓発。（→No.1）
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六甲山系における同時多発的土砂災害に対する関係機関の危機管理能力向上対策の取組みについて
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 ○熊倉 歩，河合 水城，西山 幸治，秋山 一弥
国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 光永 健男，西村 信彦，辻田 英幸，橋本広稔
1. はじめに
六甲砂防事務所は，平成27年度より関係機関の同時多発
的な土砂災害に対する危機管理能力の向上を目的に，関係
機関（近畿地方整備局，神戸地方気象台，兵庫県，神戸市，
西宮市，芦屋市，宝塚市）等と土砂災害発生時における情
報共有を行い，技術的支援などの連携対応について「同時
多発的な土砂災害時の防災行動計画」
（以下，防災行動計
画と称す）作成検討や合同演習などの取組みを行ってきた．
本発表では，危機管理能力の向上に資するこれらの取組
みの効果検証について報告する．
2. 対象地域の特徴
六甲山地は主に風化した花崗岩地帯等から成る．六甲
山から流れ出す河川は，海までの距離が非常に短く，勾
配が大きい．山際から人家が密集しており，下流域の平
地には 200 万人の住む大都市が広がっている．また梅雨
期には集中豪雨が起きやすい気候である．これらの条件
のため，土砂災害のリスクが高い地域である．
過去には，昭和 13 年 7 月の阪神大水害や昭和 42 年７
月豪雨，平成７年の阪神淡路大震災等に伴い発生した土
砂災害により，大きな被害を受けた歴史がある．
こうした背景から，兵庫県は災害情報や気象観測情報
の収集・提供，被害予測などの機能を持つフェニックス
防災システムを活用して，関係機関への迅速で的確な情
報共有，
初動・応急対応支援を行う体制を構築している．
3. 近年の大規模土砂災害の特徴
近年の大規模土砂災害（平成 26 年８月豪雨災害/平成
29年７月九州北部豪雨/平成30年７月豪雨等）
をみると，
局地的で猛烈な雨や広い範囲に長時間の激しい雨に伴い
発生しており，土石流・斜面崩壊等の同時多発，下流域

での土砂・洪水氾濫等の発生により多くの被害が発生し
ている．また，地球温暖化に伴う気候変動等による豪雨
の増加傾向が顕在化している．今後，ますます影響が増
大することが予測されており，豪雨の頻発化・激甚化が
懸念される 1）．
このような大規模な災害発生時には，自治体のみで土
砂災害に対応することは困難であるので，県や国による
支援，関係機関の円滑な連携が必要である．そのため，
六甲砂防事務所と関係自治体は，想定豪雨（平成 26 年８
月台風 11 号相当以上）に伴い同時多発的土砂災害（土石
流・がけ崩れ）が発生した場合を想定して，機関間の連
携，情報提供内容，技術的支援などの情報内容，情報発
信時期について関係機関で共有すること等を整理し，防
災行動計画を策定している．
防災行動計画は，
機関毎に，
土砂災害発生前後の各段階で実施すべき対応事項を，①
土砂災害発生情報，②情報確認・情報共有，③体制構築，
④現地確認・対応，⑤警戒避難対応の判断・実施の５つ
の要素を時系列で配置したフロー図となっている
（図１）
．
その他，各機関の行動を抜粋した「チェックリスト」
，リ
エゾン派遣・受入れ対応や連絡調整会議，既往災害対応
事例などの具体的な条件や事例を整理した「参考資料」
が付属している．
4. 合同演習の実施
4．1． 合同演習の企画
防災行動計画の内容について関係機関の防災担当者の理
解度向上を図るとともに，関係機関の防災担当職員との
顔の見える関係の構築や危機管理対応について検証する
目的で，
「同時多発的土砂災害を想定した合同演習」が，
平成 27 年度～令和２年度に管内４市域を対象に実施さ
れてきた．平成 30 年度は警察・自衛隊も参画した．

図１ 防災行動計画の一部
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令和元年度の合同演習では，
「リエゾンの具体的な支
援メニューや要請のタイミングについて理解を深める必
要がある．
」
「応急対策における関係機関の役割や応急対
策の内容（TEC-FORCE 等）について理解を深めたい.」等
の課題が挙がった．
そのため，
令和２年度の合同演習は，
①リエゾンの派遣方法や活動内容の確認，②応急対策に
関する役割分担等の協議等を重点テーマに設定した．
演習は，情報共有の流れなど関係機関と連携して確認
したい基礎的な事項には学習型方式で，リエゾン派遣対
応や連絡調整会議等実践を通して流れを確認したい事項
には実践形式で実施した．演習の様子を写真 1 に，土石
流想定箇所の応急対策工検討結果を図２に示す．

図３ 連携対応に関する理解度の変化
その他，合同演習後のアンケートに他機関の対応や取
り組み事例が参考になったという意見があったこと，他
機関との情報共有が積極的に行われていたことから，学
習型の合同演習が情報共有の場として機能していたこと
が確認された．また，参集して実施する学習型+実践形
式の演習希望（約７割）が多かった．以上の結果から，
次年度以降も他機関との情報共有の場として，引き続き
合同演習を開催することが望まれていることも分かった．
一方で，過年度実施したどの合同防災訓練においても，
理解度が演習後に向上しても，翌年には低下している傾
向が見られる。この傾向は，演習参加経験がある人にも
同様に見られた。このことから，1 年に 1 度の合同演習
のみでは連携対応に関する理解度の維持が難しいことが
明らかになった．

写真 1 合同演習の様子

5.

図２ 応急対策工検討図面
4．2． 合同演習の効果検証
演習状況から理想対応行動との差異を把握するとと
もに，合同演習前後に演習参加者に対して実施したアン
ケ－ト結果や，演習後の意見交換の意見等をもとに，演
習による効果を分析した結果，いずれの演習テーマにつ
いても，全体の理解度が演習前 40%の程度から演習後は
90%程度まで向上した．
特に平成 29 年から令和２年度まで実施した合同演習
参加者へのアンケートにより，同時多発的な土砂災害に
対する連携対応の理解度の経年変化を確認したところ，
いずれの連携対応項目についても令和２年度の演習後の
理解度が最も高くなっていたことから，合同演習を継続
的に実施した効果が表れたと考えられる．
（図３）
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結論
合同演習の前後で理解度が向上していることから，今
後も，各機関，組織の危機管理対応能力の維持・強化及
び関係機関間の連携強化を図るために，継続的に学習型
+実践形式の合同演習を実施することが効果的であると
考える．
一方で，1 年に 1 度の合同演習では連携対応に関する
理解が定着していない状況を踏まえると，平時からの危
機管理能力向上のために，合同演習以外の取組みが必要
と考えられる．そのため，合同演習以外の取組みについ
ても関係機関にアンケートをとった結果，事前学習（eラーニング）
・土砂災害発生箇所の現地見学会・災害対応
経験者（行政職員）等を講師とする防災講演会を希望す
る意見が多かった．
【参考文献】
1）平成 30 年７月豪雨による水害・土砂災害からの避
難に関するワーキンググループ.「平成 30 年 7 月豪
雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方に
ついて（報告）
」.平成 30 年 12 月
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紀伊半島大水害の被災体験(紙芝居)を伝承する活動と年齢別の研修効果
和歌山県土砂災害啓発センター
○坂口隆紀・筒井和男・宮﨑徳生・岸畑明宏
防災士（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町在住）
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1. はじめに
和歌山県土砂災害啓発センター(以下，「センター」とい
う．) では、土砂災害の被害軽減に向けた研修と地域の小中
学校と連携した防災学習を実施している．また，紀伊半島大
水害(写真－１)の被災者のご遺族の中には，自らが体験した
悲しみを後世の人に味あわせたくないと考え、悲惨な被災体
験を後世に伝承しようと体験紙芝居等を作成し懸命に活動
をされている方がおり，センターが実施している啓発研修と
体験紙芝居を合わせた防災学習を行っている．
防災学習については、学習を行った後，その効果を把握し，
今後の副教材，時間，指導内容などに反映させることは重要
である(檜垣ら2016 1)) ．そのため，本報告では，その効果に
ついて学習会実施後に行った中学校・高等学校・専門学校の
感想文を基にテキストマイニング手法での年齢別の効果分
析を試みた．
2. 啓発センターが実施している小中高等学校等への防災学習
センターでは，小中学校への防災学習は，子どもは将来の防災
の担い手であり、子どもから保護者や地域全体にその知識が広
まる事が期待される事から積極的に取り組んでいる。平成 28 年
度から国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術セン
ターの支援のもと近隣の那智勝浦町内にある小中学校を中心に
防災学習を開始し、令和 2 年度は小中高数 30 校(研修回数 55 回)
となっている(表－１) ．その中で今回の啓発研修と体験紙芝居
を合わせた学習プログラム(以下，
「学習プログラム」という．)の
実施は、中学生以上で多く実施され令和 2 年度で専門学校(1
校) ，高等学校(2 校) ，中学校(3 校) である．

写真－１紀伊半島大水害と紙芝居で見る当時の状況
表－１ 防災学習の実施状況

)
小学校

令和3年2月28日現在

中学校 高等学校

計

研修回数

平成28年度

3

2

0

5

5

平成29年度

6

2

0

8

8

平成30年度

3

2

0

5

5

令和元年度

5

3

0

8

10

令和2年度

16

11

3

30

55

3. 紀伊半島大水害体験紙芝居と土砂災害研修を合わせたプログラム
防災学習で大切なことは，東日本対震災の際に「釜石の
奇跡」と言われた「津波てんでんこ」のように，
「学んだこ
とを行動に移せる」ことである．
そのような事から今回の学習プログラム(写真－２)で
は，啓発研修については，受講者が土砂災害の現象・特徴
と危険な場所を知り，土砂災害について「考える力」を養
うことが出来る研修内容とし，また，紀伊半島大水害体験
紙芝居では，被災者の久保氏による，降りしきる大雨の時
に避難勧告が発令されても避難しなかった事に対する後
悔の念の描写や，久保氏自身がその後，近隣の住民へヒア
リングを行って判明した避難行動の描写から「どうして早
めの避難をしなかったのか」，
「事前の準備や早めの避難を
していれば全ての命は助かっていた．
」という訴えから，受
講者が土砂災害に対して実際に避難する「行動力」の重要
写真－２ 学習プログラム
性について学習することを意図している．
)
なお，学習プログラムに要する時間は，土砂災害「考える力」に関する研修として約 30 分間の啓発研修を行い，
その後に約 60 分間の紀伊半島大水害体験紙芝居「行動力」の計 90 分と設定した．
紀伊半島大水害体験紙芝居の前に行う約 30 分間の土砂災害研修では，
「土砂災害の種類ついて」，
「受講者の近隣
で発生した過去の土砂災害事例」，
「平成 23 年紀伊半島大水害について」，
「土砂災害警戒区域について」，
「ハザード
マップについて」，
「早期避難と避難のタイミング（土砂災害警戒情報）について」をスライドや動画によって説明
し，加えて，紀伊半島大水害体験紙芝居の理解度向上を目的として，啓発研修の後に行う紀伊半島大水害体験紙芝
居における久保氏が被災した場所や遭遇した土砂・洪水氾濫状況について説明している．特に，
「早期避難・日頃の
準備の重要性について」は紀伊半島大水害体験紙芝居における久保氏の訴えで扱われる内容であり，避難行動の実
施に直結する内容であることから重要と考え，受講者の市町村のハザードマップなどを研修資料とするなど自分ご
となるような研修内容とした．
4. プログラムの効果検証
(1) 特別学習プログラムの対象
研修プログラムは，令和 2 年 9 月 4 日に和歌山県田辺市立龍神中学校(1 年生 28 名),同年 10 月 19 日に和歌山県み
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なべ町立高城中学校(全校生 28 名)，同年 10 月 23 日に和歌山県印
南町立稲原中学校(全校生 28 名) ，同年 10 月 23 日に和歌山県立
新翔高等学校(1 年生 97 名) ，同年 11 月 4 日に和歌山県立なぎ看
護学校(39 名)を対象に実施した．また，研修による効果の検証に
用いた資料には，研修後に受講者が書いた感想文を用いた．
(2) テキストマイニング手法による解析
受講者が書いた感想文を計量化し，分析・可視化するにあたり，
テキストデータを計量的に分析することが可能であるKH Coder2)
を用いた．KH Coderでは，テキストデータにおいて出現している
単語の検索や出現頻度の分析や，テキストデータにおいて，併せ
て出現することが多い共起関係にある単語を，多変量解析により
共起ネットワークとして，単語と単語が共起する関係を直感的に
捉えることができる形で示すこと等が可能である3)．このような
事から，研修を受けた感想文とこれらの研修内容が年齢別でどの
ように関連付けられ，意味づけられているかの検討を行った．
(3)共起ネットワーク解析と研修結果の検証
共起ネットワーク解析結果を示す．中学校(図－１)は大きく6
つのクラスターに高等学校(図－２)・専門学校(図－３)は大きく
５つのクラスターに単語の共起関係が分類されているのが分か
る．この円が大きいものほど，出現回数が多い事を示し，また，
単語と単語が線で結ばれているものは共起性や関連性があるこ
とを示し，線の太さが関連性の強さとして表現している．
なお，今回の解析においては，受講者が学習プログラムに対し
て感じた主要テーマを明確にするため，出現頻度が上位20位以内
にある単語について共起ネットワーク解析を行った．
中学校・高等学校・専門学校別の一番大きなクラスターを見る
と，共起関係にあるワードで中学生は「災害」
・
「思う」
・
「土砂」
・
「避難」
，高校生・専門学生は「思う」
・
「災害」
・
「避難」といっ
た関連の強いグループを基本に大きなクラスターを形成してい
る．特にこの学習の最大の目的は災害から得た教訓の伝承であ
り，研修内容で一番伝えたかった「早期避難が大切」というであ
ることを年齢に関わらず考え，「(土砂)災害を思った・避難を思
った」という事から及第点と思われる．また，中学生・高校生は
「土石流」
・
「台風」などの自然現象の記述はあるが，専門学生に
は見られない．専門学生には「避難」
・
「場所」
・「大切」・
「学ぶ」
のクラスターがあり避難についてもう少し踏み込んだ内容とな
っている．しかし，土砂災害警戒区域という言葉は啓発研修で説
明しているにも関わらずどの年齢(学校別)で記述は見られない．
5. 抽出された課題への対応事例
土砂災害警戒区域への対応ついては、土砂災害のおそれのあ
るところで、自宅等がどのようになっているか知る事は警戒避
難を行う上でも最も重要な事の一つである．
また，土砂災害警戒区域は多くの各都道府県のホームペー
ジでも閲覧可能で、空中写真と重ね合わせて自宅が確認でき
るようになっている事から，実際の学習時に受講者の自宅を
聞いてその部分を画面に映しての説明や，学習時間を確保で
きる場合には，事前に受講者の住宅の位置情報を聞き、土砂
災害警戒区域と空中写真と合成したセンター作成の防災マッ
プ(図－４)を学習する方法は、教員からも「受講者も自分ご
とにしやすい」との意見もある事から最近では研修内容に多
く用いている．

図－１ 共起ネットワーク(中学校)

)

図－２ 共起ネットワーク(高等学校)

)

図－３ 共起ネットワーク(専門学校)

)
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図－４ 防災マップや学習状況

)
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連続流出蒸発法（COFEM）を用いた森林土壌の水分特性・透水性の計測
京都大学大学院農学研究科
1. 研究背景

○正岡直也・小杉賢一朗

終了する。排水量・蒸発量からフラックス𝑞を算

不飽和土壌の水分移動特性は「水分特性曲線

出しℎ, 𝑖の時系列データから非定常の直接的算出

(𝜃-ℎ)」と「不飽和透水曲線(𝐾-ℎ)」とで与えられ、

法により𝜃-ℎ, 𝐾-ℎを算出する。本稿では計算式は

これらは降雨浸透に伴う洪水流出や斜面崩壊を

省略する（既往研究

予測するうえで必要不可欠な情報である。𝜃-ℎは

土壌に対して COFEM を用いた場合、IEM で測定

加圧板法などによる直接測定が比較的容易であ

に６日かかったところを２日に短縮できた事例

る一方、𝐾-ℎの測定には多くの時間や専門的な装

が報告されている 3)。

置と技術が必要となる。直近の研究 1,2)において簡

を参考にされたい）。森林

1,2)

(b) EM

(a) OFM

易かつ高精度な測定法である「改良蒸発法
(Improved evaporation method, IEM)」が開発された。

Vacuum

Vacuum

Differential

Differential

本稿では IEM を元に、さらに迅速で正確な測定を
可能にした「連続流出蒸発法(Continuous outflow

Lid

Lid
Tensiometer

evaporation method, COFEM)」3)を用いて、実際の

Soil Sample
(100 ml)

Paper
Filter

森林土壌を測定した事例を紹介する。

Reservoir

Paper
Filter

Porous plate

Mesh

Evaporation

2. 研究手法

Three–way
valve

Flow
tube

ΔH

2.1 実験装置と手法

Electric Balance

COFEM の実験装置を図 1 に示す。土壌サンプ

Valve

Positive

ラー(100 ml)の側面から 2 本の小型テンシオメー
タを挿入し、負圧計と差圧計に接続して圧力水頭

図１ 装置の概略(a)流出法(b)蒸発法

ℎと動水勾配𝑖を測定する。装置全体は自記式の電
子天びんに載せてある。実験中にアタッチメント

2.2 供試体

を付け替えることで、後述する２手法を連続して
行うことが最大の特徴である。

本研究で用いた供試体は、滋賀県不動寺水文試
験地（花崗岩地質）の尾根部において土壌層から

第一に、流出法(Outflow method, OFM)実験を行

5 深度、計 12 個を非攪乱で採取した。各深度と土

う。図 1a のように装置に OFM アタッチメント
（ポ

壌の種類を表 1 に示す。すべての供試体に対し、

ーラス板）を取り付け、排水管内の水面との水頭

加圧板法による pF 試験の後に COFEM 試験を行

差ΔH（初期値 80 cm）により供試体から排水させ

い、結果を比較した。COFEM に要した時間は１

る。排水量は排水管の水位から算出する。排水速

供試体あたり約２～４日であった。

度がゼロに近づいたら OFM を終了する。

表１ 採取した供試体のリスト

第二に蒸発法(Evaporation method, EM)実験を行

Depth

サンプル数 土壌の種類

う。供試体を軽く持ち上げながら EM アタッチメ

1～6 cm

2 リター・ルートマット層

ント（金属メッシュ）に付け替え、供試体下面を

13～18 cm

3 森林土壌（黒色）

大気に開放して自然蒸発させる。以降は電子天秤

21～26 cm

3 遷移層（グレー）

の重量変化から蒸発速度を算出し、供試体内の平

31～36 cm

2 サプロライト層（粒径大）

51～56 cm

2 サプロライト層（粘土質）

均圧力水頭が-500 cm を下回るのを目安に実験を
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3. 結果と考察

unsaturated soil hydraulic properties, Water Resour. Res. 32,

3.1 測定値の時系列変動

2697-2703.

図２左に５深度における代表的な供試体の𝜃-ℎ

(連絡先：masaoka.naoya.7e@kyoto-u.ac.jp)

曲線を、
COFEM と pF 試験の結果を併せて示した。
深度によって曲線の傾きは微妙に変化するが、
COFEM と pF 試験の測定値は良好に一致していた。
図２右に同じ供試体の𝐾-ℎ曲線の測定結果を示
した。なお飽和透水係数 Ks は事前に変水位透水試
験で計測した値である。COFEM を構成する２手
法（OFM と EM）で求められた𝐾-ℎ曲線は連続的
で、飽和から乾燥領域に向かって対数関数的に減
少する様子が良好に測定できた。特に注目すべき
点として、従来の IEM 法では測定に手間を要した
飽和付近（h > 約-40 cm）の𝐾-ℎ曲線が良好に測定
できていた。
3.2 水分特性曲線の測定精度の検証
全供試体について COFEM と pF 試験から得ら
れた𝜃-ℎ曲線に対し、それぞれ対数正規分布モデ
ル

4)をフィッティングした。飽和体積含水率𝜃

𝑠は

測定値を用いた。残留体積含水率𝜃𝑟 、圧力水頭中
央値ℎ𝑚 、間隙系分布の標準偏差𝜎の３パラメータ
を最適化により求め、COFEM と pF 試験の結果を
比較したのが図３である。いずれもほぼ 1:1 の関
係にあり、両手法でモデルパラメータにも違いが
ないことを示している。
以上から COFEM は、非攪乱森林土壌に対して
従来法である pF 試験と変わらない精度を有した
実用性の高い手法であるといえる。
引用文献
1). Masaoka, N., and K. Kosugi. (2018): Improved evaporation
method for the measurement of the hydraulic conductivity of

図２ 各深度のθ-h と K-h 測定値

unsaturated soil in the wet range, J. Hydrol., 563, 242-250.
2). 正岡直也, 小杉賢一朗. (2020): シリーズ『はかる』
《実

3). 正岡直也, 小杉賢一朗. (2020): 蒸発法と流出法の組み
合わせによる土壌不飽和水分特性の迅速な計測手法, 2020
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付加体堆積岩からなる急峻な秩父山地では，流域面積が小さい流域で洪水比流量が小さい
東京大学大学院農学生命科学研究科 ○浅野友子，鈴木智之
サントリーグローバルイノベーションセンター(株)水科学研究所 川崎雅俊
1，はじめに
気候変動下で水・土砂動態の予測精度を向上するには，山地流域の降雨―流出機構の実態理解が重要である．
これまで～103km2 の流域での観測から，洪水ピーク時の比流量は，流域面積が小さいほど大きく，面積が増
加するのにしたがって小さくなる例が数多く報告され，予測モデルにも反映されてきた．しかし少数ではある
がこれとは逆に，流域面積が大きくなるほどピーク比流量が大きくなる流域があることも報告されている．例
えば 0～1 次流域での詳細な観測研究で明らかにされた，基岩中の水移動が洪水流出にも大きく寄与するよう
な流域（例えば Onda et al., 2006）では，いったん基岩に入った水がどの地点で流出するかによって，流域面
積増加に伴いピーク比流量が大きくなる可能性があり，ピーク比流量の空間分布は基岩の透水特性と関連する
と考えられるが，観測データが限られており不明な点が多い．大起伏で付加体堆積岩からなる秩父山地の川又
流域（94km2）では，平水時の河川 13 地点での比流量観測から，流域面積が大きくなるほど比流量が増加し，
平水時の河川流量に基岩中の貯留・流出が及ぼす影響が大きいことがわかってきた（Asano et al.,2019）
．本研
究では，この流域では洪水比流量も流域面積が大きくなるほど増加する実態を報告し，流域のスケールと流出
機構の関係について考察する．本研究は科研費，サントリー天然水の森 東京大学秩父演習林プロジェクト研
究助成を得て行った．
2，流域の概要

表1

流量観測流域の概要

流域 ID

流域面積
(km2)

は荒川の本・支川が深く浸食して V 次谷を形

小（バケモノ沢）

0.58

1038

1397

56

成している．地質は主に中生代のジュラ系付

中（矢竹沢）

2.2

941

1341

66

大（川又）

94

627

1481

67

秩父山地の川又流域（標高 628～2475m）

加体である秩父帯と，同じく白亜系付加体で

流量観測地
点標高 (m)

流域平均
標高(m)

流域平均
勾配(%)

ある四万十帯で，断層が複数報告されている．斜面中・上部には緩斜面もあるが，斜面下部は急峻で，支川が
本川に合流する付近や，本川の河床は岩盤が露出している部分が多い．栃本観測所（標高 740ｍ）における年
平均気温は 11.2 度，平均年降水量は 1,480mm である．一部の斜面崩壊地と林道を除いてほぼ全域が林冠の閉
鎖した森林で，面積の 92%が天然林（山地帯～亜高山帯林）
，8%程度が人工林である．
3，方法
小・中・大 3 つの入れ子状の流域で量水観測を行った（表 1）
．小流域では四角堰（例えば東京大学大学院
農学生命科学研究科附属演習林基盤データ整備委員会水文水質部門，2020）
，中流域では治山堰堤を用いて（浅
野ほか，2017）流量観測を行い，大流域は国土交通省の観測地点川又（観測所記号 303041283320010）等の
観測値である．10m メッシュの DEM を用いた地形解析で得た流域面積で除して比流量を計算し，まとまっ
た降雨についてピーク比流量，直接流出量を比較した．3 カ所で転倒マス雨量計で行われている地上雨量（例
えば東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林基盤データ整備委員会気象部門，2020）と 1km メッシュ
解析雨量を用いた．小中流域の流域平均降雨量には，それぞれの流域から 1km 以内にある地上雨量計の値を
用い，大流域の流域平均降雨量は，解析雨量を用いて求めた．まず 3 つの地上雨量計の観測値を用いてそれぞ
れの雨量計があるメッシュの解析雨量の精度検証を行い，必要な補正を検討した上で，大流域に該当するメッ
シュの降雨量から流域平均降雨量を求めた．2013～2019 年の雨期のデータについて解析した．
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4，結果と考察
4.1, 観測した降雨イベントの特徴
総降雨量 26.5～231.5mm，リターンピリオド 10-3～3.2
年の 69 降雨中に 1 つ以上の流域で流量データを得た．大
雨時には土砂流出等で流量が得られないことがあった．
4.2, 解析雨量の精度検証と補正
1 時間雨量と 24 時間雨量について，地上降雨量と解析
雨量を比較したところ，バラツキはあるが直線的な関係が
あった（図 1）
．時間雨量については 10 ミリ以上，24 時間

図 1 地上雨量と解析雨量の比較．左は 1 時間雨量，
右は 24 時間雨量，点線は 10，25mm を指す．

雨量については 25 ミリ以上の降雨について回帰分析を行
った．直線の傾きは 1 時間雨量では 0.77～0.90，24 時間雨量では

0.86～0.91（相関係数 0.83～0.91，p＜0.05）で，解析雨量は地上雨

量に比べて 9～23％少ない傾向があった．この関係が流域全体にも
あてはまると仮定し，大流域の流域平均降雨量は解析雨量の該当す
るメッシュの平均値の 1.10～1.31 倍であるとして，以降の解析を
行った．降雨イベント毎の流域平均降雨量を 3 つの流域で比較した
ところ大きな違いは無く，
小中流域はほとんど同じで（最大 4％差），
大流域は小中流域に比べて最大 1.26 倍大きかった．
4.3, ピーク比流量は，大流域で小流域より大きい
ピーク比流量は小流域で最も小さく，大流域で最も大きかった
（図 2）
．この傾向は観測したほとんどの降雨で見られ，特にピー
ク流量が大きい降雨で差が大きかった．例えばリターンピリオド

図 2 大雨時の小中大流域のハイドログ
ラフ比較．点線は直接流出量を分離した
結果．下の図の縦軸はログスケール．

0.5 年以上の降雨時のピーク比流量は中流域では小流域の 2～9 倍，大流域は中流域の 2～3 倍で，降雨の分布
による流域平均降雨量の差（最大 1.26 倍）に比べて大きい．
4.4, 直接流出量は，大流域で小流域より大きい
例えばリターンピリオド 0.5 年以上の降雨では，直接流出量は中流域では小流域の 4～41 倍，大流域では中
流域の 1～3 倍であった．この差は，降雨の分布による流域平均降雨量の違いに比べても大きかった．イベン
ト総降雨量と直接流出量の関係から，中，大流域では総降雨量が 50～100mm を超えると顕著な流出があるが，
小流域では総降雨量が 150～200mm 以上になって初めてまとまった流出が生じた．小流域では中・大流域に
比べ初期損失雨量が 100～150mm 多く，この差は主に基岩中にしみこんだ雨水の一部は，小流域では流出せ
ず，下流のより大きな流域で流出することによると考えられる．
5，結論
付加体堆積岩からなる大起伏な秩父山地では，大雨時に流域面積が小さい流域で大きい流域と比してピーク
比流量，直接流出量ともに小さく，この差は降雨の空間分布では説明できなかった．洪水時比流量の空間分布
も基岩中の水移動の影響を受けることが示された．このような流域では小流域（＜数 km2）での観測からより
大きな流域の流量を予測するのは難しい．基岩中の水移動は斜面崩壊や土石流の発生場所・タイミングに影響
すると考えられ，流域の特徴と基岩の透水特性，流域のスケールと流出応答の関係の整理が今後の課題である．
参考文献
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流出特性と地形・地質との関係の再考
名古屋大学大学院生命農学研究科 〇堀田裕貴・田中隆文
1

はじめに
菅原のタンクモデル（図１）はモデル構造が
比較的単純であり，過去の降水―流出関係を用
いてパラメータを適切に調整すれば河川流量を
精度よく推定できるため適用事例が多い。そう
して求められたパラメータは物理的根拠に乏し
いとされていたが，近年，平均流出経路長（内
田ら，2016）や土壌・表層地質（横尾ら，
1999）と関係性があることが報告されている。
本報告ではこれらの報告を踏まえ，変動流出寄
与域説を表現した半分布型モデルとして知られ
る（浅野ら，2005）TOPMODEL (Beven et
al，1979)比較しながら，地形指数や土壌・地
質とタンクモデルパラメータの相関関係を検
図２ 対象流域
図１ 菅原の
討する。
タンクモデル
表 1 パラメータ同定に使ったデータセット
2 タンクモデルパラメータの同定
* : Google Earth
デ ー タ Engine
セ ッ ト 収録
期間
降雪の影響が少ないと考えられ，流域内の大半の土地利
*
2
2
流域降水量
CHIRPS
Daily
をアメダスで補正
用が森林である流域面積 100 km ~400 km の国内 12 流域
流域蒸発散量
（図２）において，カイ 2 乗誤差を目的関数として SCEMOD16A2.006*
2009～2016 **
UA 法により表 1 に示すデータセットを用いて日単位のダム
ダム流入量
ダム諸量データベース
*
流入量を予測するタンクモデルパラメータを同定した。
： Google Earth Engine収録
**
：湯原ダムのみ2009 ～ 2014
3 検討する流域内条件
本研究ではタンクモデルの各パラメータとの関係性がすでに指摘されている平均流出経路長や土壌・表層地質の
透水性に加え土壌の飽和しやすさを表す地形指数である Topographic Wetness Index (Beven et al，1979，以下
TWI)とタンクモデルの各パラメータとの関係性を検討した。TWI は下式で表される。

𝑇𝑊𝐼 = ln

𝑎
tan 𝛽

𝑎：等高線長さ当たり集水面積(m)
β：斜面勾配

なお TWI および平均流出経路長は基盤地図情報の 10 m メッシュ DEM を用いて算出した。一方，土壌・表層
地質の透水性は国土数値情報の「土壌」，
「表層地質」データを横尾ら（1999）の基準で分類し，透水性が大と判
定された土壌・表層地質が流域内に占める面積率で代表させた。
4 流域内条件とタンクモデルパラメータの相関
4.1 流出経路長・土壌・表層地質とタンクモデルパラメータの関係
平均流出経路長は z11，a2 と正の相関が，土壌の透水性は z2 と正の相関がみられた。（図３）また，表層地質
の透水性と b1，b2 は正の相関が見られたが，a12，z12 は表層地質の透水性が大きくなると値が小さくなる傾向
を示した。
（図３）b1 や b2 は下部タンクへの移行しやすさを表しており，地下浸透のしやすさを反映していると
考えられる。また a12 は b1 の増加つまり下層タンクへの浸透率の増加に伴い値が小さくなったと考えられる。な
おｚ12 の表層地質の透水性は後述の TWI 7 以上の面積率と強い正の相関を示しており，その結果 z12 は透水性大
の表層地質の面積率と負の相関を示したと考えられる。
4.2 TWI とタンクモデルパラメータの関係
1 段目のタンクの流出口高さである z11 および z12 はそれぞれ TWI 7 以上および TWI 5.5 以上の面積率と最も
強い負の相関を示した。
（図４）
p<0.01：** p<0.05：*

p<0.01：** p<0.05：*

図３

平均流出経路長，土壌，表層地質とタン
クモデルパラメータの相関

a
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図４ TWI 基準値以上の面積率と 1 段目パラ
メータの相関係数
a

5

TOPMODEL との比較
本研究で用いた 12 流域に対し，TOPMODEL を用いて地下水面上昇による飽和地表流の発生をシミュレーショ
ンした。年平均値を比較すると，全 12 流域において Q11＜飽和地表流量（TOPMODEL）＜Q11＋Q12 の関係に
あった。
（図６）また，総降水量に対し飽和地表流量が占める割合は流域間で 9～18％程度，Q11 の占める割合は
2~14%程度とそれぞれ大きな開きがあり，大出水時の流域間の流出特性の違いが表現された。両者は強い正の相
関が見られ，特にタンクモデルの相対誤差が 40％未満の流域に限ればその決定係数はさらに上昇した。
（図７）こ
のことから飽和地表流量とタンクモデルにおける Q11 は関連性があることが示唆される。TOPMODEL において
各グリッドが飽和するかどうかは TWI が各時点の閾値以上であるかにより決定される。その閾値の推移する範囲
は概ね 5~11 の範囲をとり，高水時には 7 以下となる（図８）これはタンクモデルのパラメータ z11 と最も強い負
の相関を持つ TWI の範囲と一致する。飽和地表流量は降水強度と飽和面積率の積で計算されることから飽和閾値
以上の TWI をとる面積が多いほど，飽和地表流量が増加すると考えられる。飽和地表流量が多くなると Q11 も大
きくなるという関係を前提にすると，タンクモデルでは z11 を小さくすることで両流出口までの水深を確保し
Q11 の増加を表現したと考えれば TWI７以上の面積率と z11 の負の相関を説明することができる。

図６

飽和地表流量と Q11,Q12 の関係

図８

図７

Q11 と飽和地表流が期間内総
降水量に占める割合

飽和の閾値となる TWI の推移

6 まとめ
① 森林流域において表層地質の透水性は菅原のタンクモデルの下層タンクへの浸透性に寄与することが再確認さ
れた。
② 森林流域において菅原のタンクモデルにおける流出量 Q11 を比較することで，地形，地質データを使わずに
飽和地表流の生じやすさを推定することができることが示唆された。
③ 森林流域において菅原のタンクモデルのパラメータ z11 は流域内の TWI 分布により規定される飽和面積の拡
大縮小のしやすさに影響を受けていることが示唆された。
<参考文献>
浅野ら(2005)：Variable Source Area Concept の次なる斜面水文過程の概念構築に向けた近年の試み：斜面に降っ
た雨はどこへ行くか？，水文・水資源学会誌，vol.18，No.4，pp.459-468
横尾ら(1999)：国土数値情報に基づくタンクモデル定数の推定，水文・水資源学会誌，vol.12，No.6，pp.481-491
内田ら(2016)：比較水文学的アプローチによる山地流域の降雨流出応答の影響因子に関する一考察，地形，
vol.37，No.4，pp.579-595
Beven.K.J.et al. (1979)：A physically based variable contributing area model of basin hydrology, Hydrol. Sci.
Bull., vol.24, No.1, pp. 43

- 186 -

R4-004

2021年度砂防学会研究発表会概要集

Developing a method for forest structure analysis by using a photogrammetric approach
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Introduction
Investigating the characteristics and the distribution
density of both canopy trees and understory vegetation is key for
understanding hydrological processes and forest development
management. Changes in stand density affect major hydrological
processes (Fig. 1) such as Interception Loss (Ei), Throughfall (Tf),
Stemflow (Sf) and Transpiration (Et). For instance, Nanko et al.,
(2016) revealed that the decrease in stem density from 2400 to
1300 trees ha-1 and basal area from 107.6 to 60.4 m2 ha-1 in a
Japanese cypress plantation, increased the Tf fraction from 58%
to 79%, and decreased the Sf fraction from 14% to 8.6% and the
Ei fraction from 27% to 12%. Also LAI is among the most
important variables in forest hydrology analysis. Throughfall tend
to decrease with increasing LAI, as an evidence that the number
of leaves plays an important role in Tf ratio (Deguchi et al., 2006).
Increase in LAI from 2.7 to 4.42 increased interception loss of
23% (Park et al., 2000). Decrease in stand density by 43-50% due
to thinning caused an increase in mean Tf rate from 63.2 ± 7.0%
to 75.4 ± 6.0% (Sun et al., 2017).

(Goodbody et al., 2019). However, LiDAR application is still
very expensive and high temporal resolution surveys are costrestrictive.
Lately, Unmanned Aerial System (UAS) Structure
from Motion (SfM) Photogrammetry, has been increasingly
adopted for forest research, as it provides similar accuracy to ALS
but with significant operational and costs advantages (Osborn et
al. 2017). SfM photogrammetry enables the generation of 3D
point cloud from a set of overlapped digital images, without the
need to specify camera positions or orientation (Westoby et al.,
2012). For example, Iizuka et al., (2018) used drone SfM method
to estimate tree height and DBH in Japanese cypress forest. By
comparing the estimations with field measurements they found
they could estimate tree height with RMSE = 1.712 m. They also
found that DBH was highly correlated with canopy width (R2 =
0.7786) and canopy area (R2 = 0.7923). Also Panagiotidis et al.,
(2016) find good agreement between field and remote-sensed tree
heights (RMSE% 11.42-12.62) and crown diameters (RMSE%
14.29-18.56). Puliti et al. (2015) estimated Lorey’s mean height,
dominant height, stem number, basal area and stem volume with
RMSE values of 13.3%, 3.5%, 39.2%, 15.4%, and 14.5%
respectively. Although, being photogrammetry a passive RS
technique, the possibility of exploring forest vertical structure
(i.e. below the canopy) by using aerial imagery only, remains
limited (Rahlf et al., 2016; Osborn et al. 2017; Goodboy et al.,
2019; Mielcarek et al., 2020).
In this study we use aerial digital images collected with
UAS platform and processed with SfM technique, for estimating
the hydrology-significant forest structure parameters. Thereby,
the objectives are i) to derive stand density, LAI, canopy
structure, DBH and tree height information from the SfM
generated 3D model; ii) to compare the estimated values with
actual field measurements, thus assessing the accuracy of SfM
method; iii) to compare forest conditions using data from
previous years (i.e. 2012 and 2020).

Methodology
Figure 1: Changes in stand density affect major hydrological
processes. Hydrological processes are represented in oval boxes, while
in rectangular ones are represented main forest structure variables.

Although the investigation of forest stand conditions is
important, traditional inventories consisting in direct field
measurement of tree heights and diameters (DBH) are considered
laborious and time-consuming (Mielcarek et al., 2020).
Therefore, large-scale forest measurements, which are required
for watershed management, are particularly challenging. In order
to overcome these problems, Remote Sensing (RS) techniques are
effective. Satellite RS has enhanced forest assessments on very
large scales but the spatial resolution often limits its use for forest
monitoring purposes. Recently, airborne LiDAR technology, also
referred to as Airborne Laser Scanning (ALS), has dramatically
increased the level of detail and accuracy of forest information by
providing three-dimensional (3D) data of forest structures

Study Site
The study site consists in a forest plantation of uneven
Japanese cypress (Chamaecyparis obtusa) and Japanese cedar
(Cryptomeria japonica) (Fig 2a). The plantation is located in Mt.
Karasawa experimental forest, in Sano, Tochigi prefecture
(36°22'N, 139°36'E). The mean annual precipitation is 1232 mm
with a standard deviation (SD) of 196 mm; mean annual
temperature is 14°C, SD 1°C. The soil parent material consists of
sedimentary rock (Nam et al., 2014). The surveyed area is located
in K2 watershed and is 0.9 ha wide. The microtopography is
generally complex and it is south/south-west exposed. The
altimetry interval is comprised between 120-190 m AGL and the
average slope pendency is 33° (Fig. 2b). From July to October
2011, 50% strip-thinning operation was carried out.
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operational framework and concomitant parametrization for data
processing, is also envisaged. Drone-SfM photogrammetry is by
now widely implemented in forest analysis, and has proven to be
consistently useful in forest inventories (Iglhaut et al., 2019).
Indeed, the increase in surveys’ temporal resolution is of great
interest for deepening the understanding of forest ecosystem
complex dynamics. It could also enhance forest stewardship and
data-driven environmental policy-making (Goodbody et al.,
2019). Accordingly, this method could be very promising for
watershed-scale monitoring and management. Besides, numerous
other environmental fields of applications are being tried-andtested, e.g. geomorphic slope stability and landslides analysis.

a

References

b

Figure 2: The surveyed area in Karasawa Forest a) Chamaecyparis
obtusa and Cryptomeria japonica plantation; b) study area location in
K2 watershed.

Methods
The images collected with UAS platform are processed
with Agisoft PhotoScan© software, to derive both Digital Surface
Model (DSM) and Ortophoto. The terrain information is provided
by an already existing (2012) ALS Digital Terrain Model (DTM).
By subtracting the DTM to the DSM in ArcMap (ESRI, v. 10.6.1)
raster calculator, a Canopy Height Model (CHM) can be obtained
(i.e. CHM = DSM – DTM). Single tree height and single crown
area are extracted with FUSION/LDV (USDA) software. Then,
stand density, LAI and DBH values can be derived. The
estimations extracted from the CHM are compared with field
measurements for evaluating the accuracy of SfM method. Three
10x10 m plots are used for sampling tree height, DBH, and LAI.
The sampled trees are identifiable from the aerial images.
Statistical analysis is performed to evaluate the difference
between estimated and measured values. Furthermore, the same
extracting method can be applied on 2012 and 2020 CHMs.
Eventually, we can take a look on how stand density varied across
the years and calculate the tree incremental growth in terms of
height and diameter from 2012 to present day. Validation of the
growth trend is performed with tree-ring analysis.
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Results and Discussion
On one side, the expected results concern the estimation
of the forest structure variables that are of interest for hydrologic
analysis. On the other, the evaluation of the drone-SfM
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天⻯川上流域の降⾬特性について
1961(昭和 36)年三六災害豪⾬，2006(平成 18)年 7 ⽉岡⾕⼟⽯流災害豪⾬を中⼼として
国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
澤田宗也 ※ 現奈良県県土マネージメント部
伊藤誠記※
(株)気象工学研究所
(株)ニュージェック
〇牧野裕至 藤田 暁 永島弘士 高田 望
筑波大学
内田太郎
キーワード：土砂災害，三六災害，2006)年 7 月岡谷土石流災害、地形性降雨、暖湿流
化により強降雨域は変化したが，飯田市域，大鹿村域共に，
二つの風の方向で強い降雨を示した。このことが大鹿村で
天竜川上流域(天竜川流域の長野県域)は，日本の多雨地域
の深層崩壊や中川村での広域的な土石流災害を引き起こ
に属さないものの，1961(昭和 36)年，飯伊・大鹿地方を中
心に死者行方不明者 130 名の大災害となった三六災害豪雨， す原動力であったと推察される(図-2)。
2006(平成 18)年，死者 10 名の諏訪地方を中心と
した土石流災害を発生させた豪雨(以下；H18 年豪
雨)等が発生している。
天竜川上流域は伊那谷とも呼ばれ，南アルプス
と中央アルプスに囲まれた区域で，牧野らの研究
から，この山岳地形が降雨特性を規定している可
能性が高い。
本研究は，過去の天気図や気象データから三六
災害豪雨と H18 年豪雨の発生要因を明らかにし，
天竜川上流域での砂防や防災の基礎資料とするこ
とを目的とした。

１．はじめに・研究目的

２．研究方法
天気図，JRA-55 から，風向，風速，相当温位等
を確認する。併せて気象モデル WRF を使用し，気象場の
湿度を一定とし風向を変化させる単純化実験による風向と
降雨分布との関係を整理し，三六災害では JRA-55 をデー
タとした豪雨の再現を試みた。これらから，三六災害， H18
年災害豪雨の要因を特定する。

図-2 三六災害の要因図

3.2 H18 年豪雨災
害の特性に関する
解析結果
平成 18 年 7 月岡
谷土石流災害を引き起こした豪雨は，前線性の降雨である。
その地上天気図を示す(図-3)。三六災害と同様，天竜川上
流流域に梅雨前線が停滞し，前線上に低気圧が存在してい
るが，南方海上に台風もしくは台風崩れの低気圧は存在し
ていない。H18 年災害豪雨も前線上の低気圧の通過と共に，
風向が「南西」から「西微南」に変化した。この際，豪雨
の前半は神坂峠を，後半は御嶽山による収束を経て権兵衛
峠を，それぞれ暖湿流が通過し上伊那・諏訪地方に流入し
た。この二つの風向共に，霧ヶ峰～八ヶ岳に行く手を阻ま
れ上昇・冷却されて諏訪地
方を中心とした豪雨とな
った(図-4)。

３．結果
3.1 三六災害豪雨の特性に関する解析結果
三六災害豪雨時の 850hPa 気圧面の天気図を示す（図-１
）
。太平洋高気圧からの吹き出しは，太平洋の黒潮により暖
められ水蒸気を吸収し，靄・霧・雲等のかたちで空気中に
漂う水を含んだ流れ「暖湿流」に変化する。この暖湿流に
九州沖の二つの熱帯低気圧による暖湿流が加わり，天竜川
上流域に流入した。この暖湿流は，梅雨前線上に発達した
キンク(低気圧)により降雨前半は「南南西」の風向により
青崩峠，天竜川狭
窄部，新野峠を，後
半は「西南西」の風
向により神坂峠を
越えて天竜川上流
域に侵入した。気
象モデルによる解
析では，風向の変

４考察・結論「峠を越え
て豪雨がやってくる」

図-１ 三六災害の天気図

図-3 H18 年災害の天気図
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三六災害以
降 60 年間の大
鹿・飯田，およ
び昭和 51 年以
降諏訪降雨観
測所での連続
雨量でベスト5
の豪雨はいず
れも前線性，も
しくは周辺に
台風が存在す
る前線性の豪
雨である。
天竜川上流
域への暖湿流
の侵入経路と
しての「峠」は，
飯伊・上伊那地
方では「南」方
向のものとし
て，青崩峠，天
竜川本川が形
成する狭窄部，
新野峠，治部坂
図-4 平成 18 年災害の要因図
峠，
「南西」方向
のものとして
神坂峠を通過
し，上伊那・諏
訪地方では「西
南」方向のもの
として神坂峠、
「南微南」のも
のとして権兵
衛峠がある。
WRF を使用し
た解析の結果，
暖湿流が峠を
通過する際，周
辺の山々に進
路を阻害され
て上昇・冷却さ
れ，降雨が発
生・強化され，
図-5 天竜川上流域の豪雨の通り道「峠」
この状態が一
定時間継続することにより豪雨となることが判明した。
これらの峠は古くから天竜川上流域の住民が周辺地域
と往来を行う上で重要な箇所であるが，降雨の要因として
も重要な役割をなしていることが判明した。
これにより，天竜川上流域の各地域にあっては，前線や
台風の風の方向と峠への方向が重なる場合，南方由来の暖
湿流が峠を越えてこの地にやってくることから，充分留意
する必要が防災上有効であることも判明した。
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５ ．終わりに
５.1 降雨現象の要素と要素に着目した区分
降雨は，大気中の空気(気体)と水蒸気(気体)と、大気に浮
かぶ水(液体)の織りなす現象である。
5.1.1 時間の流れから独立した降雨の要素
水は標準気圧のもとで，0℃以下で固体，100℃以上で気
体，その間の温度で液体と相転移をする。この相転移は物
理的な時間反転対称性を持ち，氷→水→水蒸気，水蒸気→
水→氷の相転移は，物体の温度のみで決定され相転移はい
ずれの方向にも可能で，相転移に時間の流れの方向はない。
5.1.2 時間の流れが関連する降雨の要素
一方，大気中の雨滴は一定の大きさ以上では空中に留ま
ることは出来ず落下する。落下した雨滴は海に流出しその
逆はないことから，降雨現象には時間の流れの方向がある。
(１）南方からの暖湿流に起因しない小さな気象場の降雨
大気中では気温 100℃以下でも水蒸気が存在し，この大
気に，靄，霧，雲等の状態で大気中に漂っていた水が加わ
り，一連の気象空間「気象場」を形成している。大気が太
陽に熱せられると上昇する。この大気が上昇により露点温
度以下に冷却されると大気中の水蒸気は水となり，既に大
気に浮かんでいた水も加わり，一定以上の大きさの集合体
となると雨粒となり地上に落下する。このメソβ・γスケ
ールの気象場の降雨は時間の方向を持つと共に当該気象
場内で完結し、暖湿流には直接的に起因せず，降雨規模が
小さいことから土砂災害を発生する豪雨とはなりにくい。
(２）南方からの暖湿流に起因する大きな気象場の降雨
一方，天竜川上流域と南方の太平洋高気圧を含むメソα
スケールの気象場が形成される場合，南方からの暖湿流が
天竜川上流域を形成する山脈等により上昇すると，水蒸気
は冷却されて水となり降雨(「地形性の降雨」)となる。山脈
等を越えた空気は湿度が減少し，乾いた空気となり後方の
気象場等の流れ等を受け流れ行く。この時，暖湿流の流れ
は一定時間継続することから土砂災害を発させる豪雨と
なることが多い。
この一連の降雨現象の要因である暖湿流は太陽エネル
ギーによって引き起こされ，地球規模での輪廻を形成し，
過去から現在との時間の流れの方向がある。
5.2 降雨現象の理解を妨げる要素を踏まえた対応
この様に，降雨現象は水分子 H20 が持つ，水蒸気 ⇄ 水
⇄ 氷との時間の方向を持たない時間反転対称性のある現
象と，水蒸気→雨→海への流出→海からの気化→水蒸気と
の時間の流れの方向を持つ輪廻的現象が混在している。さ
らに空間的にも，天竜川上流域の局所的メソβ・γスケー
ルの気象場の現象の降雨と，天竜川上流域と南方の太平洋
高気圧を含むメソαスケールの気象場の現象である降雨
とが混在している。
こうした降雨の特性を踏まえ、砂防技術者は土砂災害の
最大要因となる降雨の解析に取り組むことが肝要と考え
る。
引用文献
牧野裕至・田村圭司・森下淳・赤沼隼一・伊藤誠記・後藤 健・奧山悠木・
藤田 暁・高田望・因幡直希・池淵周一（2019）
：詳細地形の影響を考慮し
たメソα スケールの気象現象時間の降雨量予測に基づく土砂災害（土石
流）警戒判定について，砂防学会誌，Vol．72，No．4，p.3-14
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気候変動が魚沼地方の降雨特性に及ぼす影響の分析
国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所
鈴木啓介，戸田満，樫田司紀
（株）ニュージェック ○藤田暁，牧野裕至，松永雄紀，野口和義，小川俊

大雨事例発生回数

大雨事例発生回数

１．はじめに
気候変動の影響を評価し適応策を策定するための基礎データとして、気候変動予測モデ
ルによるさまざまな計算結果データが公表されている。d4PDF は、平均気温が 4℃上昇し
た場合の日本域周辺の計算データであり、2℃上昇を想定した d2PDF とともに、国土交通
省の気候変動を踏まえた砂防技術検討会等、多くの取り組みにおいて参照されている1),2)。
本稿では、d4PDF・d2PDF を解像度 5km にダウンスケーリングした SI-CAT DDS5TK3)
のデータに基づき、湯沢砂防事務所管内（図-1）を対象に、2℃および 4℃の気温上昇によ
る降雨分布特性の変化について分析した。特に当該地域では、台風に比べ前線性の雨による
大雨災害が多く（例えば、平成 16 年 7 月新潟・福島豪雨、平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨、
等）
、そのような特性が気候変動により変化するかという観点からの分析を行った。
２．大雨の発生頻度、雨量
（国土地理院の色別標高図を使用）
当該地域に土砂災害を発生させうる大雨の基準として
「一雨総雨量 100mm 以上かつ最大
図-1 対象地域
1 時間雨量 20mm/hr 以上」および「最大 1 時間雨量 30mm/hr」という基準を設け、図-1 の
8 地点を対象に、基準を満たす大雨の発生回数を気候変動
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図-2 大雨事例抽出結果
のデータから抽出した、実際の大雨事例によるグラフも合
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地上観測結果（過去の実現象）

現在気候（気候変動モデル）

2℃上昇（気候変動モデル）

4℃上昇（気候変動モデル）

●：守門 ●：小出 ●：五十沢 ●：塩沢 ●：湯沢 ●：土樽 ●：二居 ●：小赤沢

図-3 24 時間雨量と最大 1 時間雨量の関係

わせて示している。図より、気温上昇量が大きいほど大雨
の発生回数が増えるだけでなく、24 時間雨量、1 時間雨
量とも、より強い雨が発生しやすくなっている。
３．降雨要因毎の評価
２.で抽出した大雨事例のうち、現在気候、2℃上昇、4℃
上昇それぞれ 24 時間雨量上位 100 事例について、降雨要
因を雨量分布図から目視により判定した（図-4）
。降雨要
因は前線・台風の 2 種類とし、同心円状の強雨域により判
別される台風以外の事例は、ここではすべて前線とした。
図-5 に、前線と台風による大雨の発生回数を比較した
図を示す。図より、地上雨量計による傾向と気象モデルに

- 191 -

台風事例の雨量分布図の例

前線事例の雨量分布図の例

(1時間雨量，HFB_2K_MI_m101，
2072年8月20日12時)

(1時間雨量，HPB_m002，
1996年7月16日20時)

台風による
同心円状の強雨域

図-4 降雨要因分類の例
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図-6 前線事例の 24 時間雨量分布図（魚沼地域に大雨をもたらした事例の平均）
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図-5 前線および台風による
図-7 台風事例の24時間雨量分布図（魚沼地域に大雨をもたらした事例の平均）（上段：狭域、下段：広域）
大雨事例の発生頻度

よる傾向は概ね一致していることが分かる。すなわち、北側の地点では前線事例が卓越するが、南側の地点では台風事例の
割合も大きい。また、気温上昇に伴う影響については、前線と台風の割合に関して変化があまり見られない。
図-6、図-7 に、前線・台風の判別を行った大雨事例（現在気候、2℃上昇、4℃上昇それぞれ上位 100 事例ずつ）につい
て、1 事例あたりの 24 時間雨量の平均値を分布図にしたものを示す。左端の実績の図は、気象庁の解析雨量データによる。
図-6 より、前線事例の特徴として、北側で雨量が多い傾向が実績と気候変動モデル（現在気候）で一致していることが分
かる。ただし、気候変動モデルは、五十沢付近において雨量が大きくなりやすい傾向（バイアス）が見られる。また、現在
気候、2℃上昇、4℃上昇を比較すると、気温上昇量が大きいほど雨量が大きくなることが分かる。
図-7 の台風事例については、実績と気候変動モデル（現在気候）で南側で雨量が多い特徴が一致している。また、2℃上
昇および 4℃上昇の図は、現在気候の図と比較して、雨量の大きい領域が北側へ伸びていることが分かる。これは、現在気
候では南東からの風による雨が上位に来ているのに対し、2℃上昇および 4℃上昇では、台風通過後の吹き返しの風（西～北
西）による雨が上位にランキングされるケースが増加することによると考えられる。
４．おわりに
本研究では、文部科学省の気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）により地球シミュレータを用いて d4PDF を
力学的ダウンスケールしたデータ3)を使用した。湯沢砂防事務所管内における 2℃および 4℃の気温上昇による降雨分布特性
の変化について分析した結果、大雨の雨量・頻度の増加や、台風による強雨域の広がりについての傾向が明らかとなり、今
後、こうした特性を土砂災害対策へどのように反映させていくべきかについて、検討を進めていく必要がある。
参考文献
1) 国土交通省 気候変動を踏まえた砂防技術検討会：中間とりまとめ，https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_
kikohendo.html，2020.
2) 国土交通省 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会：気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言，
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html，2019.
3) Sasai et al.：Future Projection of Extreme Heavy Snowfall Events With a 5‐km Large Ensemble Regional Climate
Simulation，https://doi.org/10.1029/2019JD030781，2019.
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3 次元地盤モデルの作成と活用に関する一考察
国土交通省富士砂防事務所 杉澤
国土交通省中部整備局 加藤
国土交通省豊橋河川事務所 伊藤
株式会社オリエンタルコンサルタンツ ○青山
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 片山 輝彦、鎌田

1．はじめに
近年、建設現場における生産性の向上に向けて、測量・
設計から、施工、さらに管理にいたる全プロセスにおい
て 、情報化を前提とした新基準「i-Construction」が進め
られている。砂防事業においてもその流れは加速してお
り、富士砂防管内では、砂防土工等の工事において積極的
に活用されている。
富士山南麓野渓における遊砂地工事では、施工箇所の
地層は溶岩層が互層に堆積していることから、当初設計
に対して岩盤掘削が増加することによりコストが増大し、
事業計画の進捗に障害をきたすことが問題となっている。
また、施工計画時に、詳細な地質構造が把握できていれ
ば、事前対応（発破作業の段取り等）を検討することが可
能であり、施工時の手戻り防止できると考えられた。
したがって、施工時における岩盤掘削の手戻りと、岩盤
掘削工事の遅れに伴う事業計画の遅延を防止することが
課題となった。
本報告では、2 箇所の遊砂地設計において、複雑な地層
構成を立体的に把握することで、設計時、施工時、維持管
理時における関係者間の情報共有や効率化を図るため、
地質調査結果を使用した 3 次元地盤モデルを作成とその
活用方法について紹介する。
2．3次元地盤モデル作成のための調査
一般的には、設計業務に合わせて測量作業と地質調査が
実施される。しかし、当該地においては、地盤の 3 次元
モデル図の作成を前提とした、測量作業と地質調査を実
施した（図-1）。

文仁
隼平
寛太
哲司
佳苗

(1)測量作業
測量作業は、地形の 3 次元化を効率よく行うため、TS
を使用した現地測量から UAV を使用したレーザ計測を実
施することに変更した。
(2)地質調査
地質調査については、当初計画では基幹堰堤と上流床
固工を中心に実施する計画を、地層状況を面的に把握す
るため、ボーリング調査を格子状に実施することに変更
した（地質調査は、他業務で実施）。
ボーリング調査位置は、地形踏査結果より格子状に実
施する箇所と、ボーリング調査結果を見ながら必要に応
じて実施する箇所を設定し、複雑な地質状況に対応でき
る計画とした（図-2）。

図 2 遊砂地 A における地質調査位置
3．3 次元地盤モデル図の作成
(1)3 次元地盤モデルの作成
3 次元地盤モデル図の作成は、図-3 に示す通りボーリン
グ調査結果より地質縦断図、横断図を二次元で作成し、そ
の成果に基づき 3 次元地盤モデル図を作成した。

図-1 3 次元地盤モデル図の作成の位置付け

図 3 遊砂地 A における地質調査位置
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(2)3 次元化作業における問題点
前述の通り、3 次元地盤モデル図は、2 次元データを基に
作成したため、3 次元化により縦断図と横断図が不整合と
なる箇所が発生した。特に、礫層と溶岩層（軟岩Ⅰと軟岩
Ⅱ）が互層に堆積していることから、縦断図と横断図にお
ける地層の表示や標高の不整合が明らかとなった。
そのため、3 次元地盤モデルの作成は、2 次元データの修
正と並行して進め、2 次元データの成果の品質を確保した。
図-4・5 に作成した 3 次元地盤モデル図を示す。
図-7 遊砂地 A における統合モデル図
また、
統合モデルを使用し、
地質別の掘削量を算出した。
さらに、従来の平均断面法による算出結果と比較し、精度
の確認を行った。表-1 に示す通り、合計値では 1 割弱の誤
差が生じているものの、岩盤掘削量については、A 遊砂地
で誤差が生じている。これは、平均断面法では表現できな
い区間の掘削範囲を計上している結果であると推察される。
表-1 統合モデルを使用した土量算出結果一覧表
渓流

地盤種別
土砂

A遊砂地

図-4 遊砂地 A における 3 次元地盤モデル図
B遊砂地

軟岩Ⅰ
軟岩Ⅱ

統合モデルによる土砂量
掘削量
144,480

盛土量
52,300

36,780

平均断面法による土砂量
掘削量
136,350

盛土量

割合
掘削量

55,480

58,370

19,070

盛土量

106%

94%

63%

21,720

88%

合計

200,330

52,300

216,440

55,480

93%

94%

土砂

42,460

4,280

40,080

7,800

106%

55%

軟岩Ⅰ

32,420

30,090

軟岩Ⅱ

32,330

29,220

合計

107,210

4,280

99,390

108%
111%
7,800

108%

55%

※割合は、統合モデルによる掘削量／平均断面法による掘削量を示す

(2)施工時における対応
設計業務で作成した 3 次元地盤モデル及び統合モデルを、
施工時に活用するため、作成したデータを電子納品要領に
定められた ICON フォルダ内に格納した。
また、施工段階では、樹木の伐採後に起工測量にて地表
面データを再取得していることを踏まえ、新たに地表面デ
ータを入れ替えた場合に対応できるように、地表面との交
差箇所を切断する前のデータ（DWG ファイル）を合わせて
作成した。
図-5 遊砂地 B における 3 次元地盤モデル図
4．3 次元地盤モデル図の活用
(1)詳細設計における活用
詳細設計では、作成した 3 次元地盤モデルに、遊砂地の
施設を 3 次元化した統合モデルを作成した。
この統合モデルを使用し、袖部、基礎部における地盤の
確認、及び地盤改良範囲や根入れの検討を実施した。

図-6 遊砂地 A における基幹堰堤側面図

図-8 データ修正のイメージ図
5．今後の展望
今回作成した 3 次元地盤モデルは、複雑な地層構造を把
握することを目的として作成しており、富士砂防管内にお
いても、遊砂地工を対象として作成した事例は無く、初め
ての試みとなっている。
今後は、施工段階において本データが有効に活用される
ことが望まれるとともに、活用結果を検証する必要がると
考える。
以上
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多様な現場条件箇所に設置された CFT 柱式(VCCO 型)応急対策工
株式会社共生 ○安田充範 時任基弘
京都大学名誉教授 水山高久
１．はじめに
近年、気候変動で頻発化する全国的な集中豪雨によ
って土砂災害が発生しており、
特に平成 30 年 7 月など
の豪雨災害に対しては早急な復旧対策工事が実施され
てきた。その際、渓流や斜面に残存した土砂の流出に
よる二次被害等が懸念される箇所については、応急対
策工を施したのち砂防堰堤などの本工事が実施されて
いる。
応急対策工には、大型土のう、コンクリートブロッ
ク、強靭ワイヤーネット工等があげられるが、現場で
求められる機能・コスト・工期面のそれぞれについて
は一長一短がある。
応急対策工としては、下流保全地域への二次災害を
防ぐと共に本工事中の安全対策も求められることから
資材調達から完成まで短期間かつ安全に行わなければ
ならない。また、近年の災害傾向としては多地域で発
生しており特殊資材など用いずに入手が容易な資材を
用いた構造による早急な対応が求められる。
ここでは、種々の問題点が解消され設計・施工面で
の合理化が図れる、強靭な VCCO 型応急対策工につい
て完成した 8 基と主にその施工性の整理結果を紹介す
る。
２．VCCO 型応急対策工の構造と特長
2.1 基本構造
VCCO 型応急対策工の基本構造は、図-1 に示すよ
うに並列に配置された角形 CFT(Concrete Filled steel
Tube：コンクリート充填鋼管)柱と、それを支える底
版コンクリートからなる逆 T 型擁壁構造である。その
基礎構造は、底版コンクリート内に角形 CFT 柱よりも
ひとまわり大きくアンカー鉄筋で補強された角形鞘鋼
管を配したものである。角形 CFT 柱は、その鞘鋼管に
挿入して形成されるので着脱式の機能を備えた構造と
なる。
角形 CFT 柱の純間隔は、土石流の捕捉および出水時
の砂礫等の流下も阻止できることを念頭に 0.2～0.3m
程度としている。

2.2 特長
VCCO 型応急対策工の特長は、以下のとおりである。
① CFT 柱は、鋼管とコンクリートの相互拘束作用で
曲げ剛性が増加し局部座屈が抑えられることによっ
て土石流外力に対し粘り強く抵抗できる。
② 使用鋼材料については、流通性の高い角形鋼管や
山形鋼等をほぼ無加工で使用するので、ネット系の
従来型と比べ 70%程度のコスト縮減ができる。
③ 構造をシンプルにしたことで、特殊な作業を必要
とせずに鋼管の建て込みや組み立てが容易となり大
幅な工期短縮を可能にしている。
④ 捕捉面である柱材は、その基礎を着脱式の鞘構造
としているので土石流外力を受けた場合でも強度低
下がみられない状態であれば、他現場への再利用が
可能である。また、コスト縮減が図れたことにより
当初撤去の予定を変更し、下流砂防施設への想定外
荷重の低減とし常駐させておくことも考えられる。
⑤ また、柱材が着脱式であるから取り外して捕捉し
た土石流石礫や流木を容易に除石および除木できる。
⑥ 柱材には角形鋼管を使用しているので、重ね置き
ができるため資材保管ヤードを縮小できる(写真-1)。
2.3 施工順序
主な施工段階は、写真-2 に示すとおりである。
角形鋼管：L=5.6m､N=60 本

写真－1 角形鋼管の仮置き状況
① 基礎鋼材の設置

② 底版コンクリートの打設

写真－2 基礎鋼材・コンクリート打設
③ 鋼管柱の建て込み

図－1 VCCO 型応急対策工の構造概念

④ コンクリートの充填

写真－2 主な施工段階状況
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CFT 柱：□－200×200、捕捉高
H=2.0m
鋼管：□－350×350,L=5.6m
延 長 L=8.8m

長野⑤
□－250×250、H=2.0m
L=9.0m

図－2 実施工日数

岩手
□－350×350、H=4.5m
L=10.6m

崩壊土砂捕捉

写真－4 CFT 柱の強さを示す崩壊土砂の捕捉事例

愛媛

写真－3 主な VCCO 型応急対策工の実施例
３．多様な現場への実施例
これまで令和 2 年度中に、長野県、岩手県、愛媛県
で 8 基の VCCO 型応急対策工が施工されてきた。それ
ぞれ多様な現場条件をもつが、そのうちの代表的な実
施例を写真-3 に示す。
その中段に示す地点は、下流域に民家があり進入道
路の幅が狭く、大型重機の運搬ができないため小型重
機を使用し施工することとなったが、とくに問題なく
施工することができた。
なお、下段に示す地点では、柱材が長く断面寸法の
大きい角形鋼管を使用しているため後の撤去を考慮し
砂充填としているが、下流域にて砂防堰堤の施工があ
り大型重機の進入ができたので柱材等の組み立て性に
ついて他地点との差はなかった。
その他の地点については、重機等の進入が可能であ
り比較的施工しやすい現場であった。
４．実施例にもとづく施工性
4.1 施工実日数
図-2 は、8 基の VCCO 型の正面積(底版コンクリー
ト含む)と施工実日数の関係を示したものである。
その正面積は、7～64 ㎡(捕捉高は 1 基だけ 4.5m で
他は 2.0m、柱材本数は 4 本～25 本)とかなり広い範囲
にあるが、施工実日数は 6～8 日と狭い範囲に収まる。
柱材本数がかなりの範囲で変わっていても、コンク
リート充填を含む CFT 柱の設置には 2 日の施工実日数
ですむ。それを除いた 4～6 日の施工実日数については、
底版コンクリートの数量に応じて変わってくる。

4.2 施工性
上記の実施例からすると、正面積が 60 ㎡程度の
VCCO 型応急対策工の施工実日数は 8 日程度、施工(設
置)日数でも 13 日程度であると言える。
同規模で施工(設置)日数が 30 日程度といわれている
ネット系の他工法 1)と比べ VCCO 型応急対策工は大幅
な工期短縮を図ることができることになる。
4.3 施工者の意見
VCCO 型応急対策工の施工者の意見は以下のとおり。
―― 構造が単純で特殊な作業もなく、自社の作業員で
対応できるため自社都合で工程が組みやすい。ま
た、作業員とも構造内容の共有がしやすかった。
―― ネット系では、線材を扱うので直下流での作業に
不安があるが、柱材が密に設置されている VCCO
型応急対策工については安心感をもてる。
５．おわりに
VCCO 型応急対策工は、
写真-4 に示すように同じ CFT
柱をもつ防護擁壁が長大な斜面からの崩壊土砂を確実に
捕捉できたように、強靭な構造であることが証明された。
また、実施例から応急対策工として求められる短期間に
施工できることも実証された。既存の他工法に比べ大幅
なコスト縮減もできることは明らかである。
今後、頻発・激甚化する大規模土砂災害において
VCCO 型応急対策工の活用機会は確実に増えていくこ
とが期待される。
参考文献
1)蒲原潤一他(2020)：近年の土砂災害に対する応急対策
工の導入実績と今後の技術開発の方向性,sabo,Vol.127
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鋼製透過型砂防堰堤のリダンダンシー，ロバストネス，レジリエンスの定量的評価に関する一考察
（一財）砂防・地すべり技術センター ○嶋 丈示
日鉄建材株式会社 國領ひろし
九州大学大学院 園田佳巨
防衛大学校名誉教授 石川信隆

ただし，RS：リダンダンシーを評価する指標（Reserved
Strength）で RS 値が大きければリダンダンシーが大きいと
，Fu：終局耐力，F0：
評価する，αu：終局耐力係数（= Fu/F0）
初期耐力（構造物の最大弾性耐力）
，αy：降伏耐力係数（=
，Fy：降伏耐力．ここでは，Connor ら 2)の研究を参考
Fy/F0）
に，余剰耐力の余裕度の目安を RS ≥ 1.3 に設定した．
図－1 に示す 3 つの鋼製堰堤モデル（いずれも鋼製高 H =
8.0 m）に対し，堰堤上部に土石流流体力（波高 hd = 1.5 m）
を作用させて弾塑性解析（Push-over analysis）を行うと，図
－2 のような耐力係数－頂部変位関係が得られる．ここで，
式(1)により RS 値を算出し，リダンダンシーを評価すると表
－1 のようになる．これより，RS 値は Type 1 を除き，RS ≥
1.3 を満足していることがわかる．
3. ロバストネスの定量的評価
ロバストネスは，
「頑強性」
，
「強靭性」等と呼称され，あ
る系が外乱の変化に対しても設計条件を満足する性質とさ
れている 1)．すなわち，作用する外力や材料の不確定性や変
動（ばらつき）があっても，構造物としての機能および耐荷
性能を保持し続けることができる能力をいう．ここでは，外
力の変動（ばらつき）をパラメータとして，土石流の載荷方
向（偏心角度 θ）に着目し，
「正面載荷と偏心載荷の終局耐
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(a) Type 1
（トラスタイプ）

正面載荷

偏心載荷

H = 8,000 mm

H = 8,000 mm

正面載荷

偏心載荷

正面載荷

(b) Type 2
（ラーメンタイプ）

H = 8,000 mm

偏心載荷

(c) Type 3
（混合タイプ）

図－1 鋼製堰堤の解析モデルと作用荷重（正面載荷と偏心載荷）
3.0

Type 2

2.5

耐力係数 α

1. はじめに
近年，計画規模を大きく上回る大規模土石流（以下，レベ
ルⅡ荷重という）や，支川からの流入による予期しない偏心
した土石流（以下，偏心載荷）などにより，鋼製透過型砂防
堰堤（以下，鋼製堰堤という）が損傷を受ける事例が発生し
ている．一方，土石流・流木対策設計技術指針では，鋼製堰
堤はできるだけリダンダンシー（冗長性）の高い構造とする
ことが推奨されているものの，その評価法については明確
に示されていない．
そこで，本研究では構造物の安全性照査の観点から，鋼製
堰堤としてのリダンダンシー，ロバストネス，レジリエンス
を定義し，その定量的評価法を提案するものである．
2. リダンダンシーの定量的評価
，
「余剰」を意味し，
リダンダンシーは，一般に「冗長性」
構造力学の観点からは不静定構造物の概念や降伏耐力から
終局耐力までの余裕度 1)をリダンダンシーの尺度の 1 つと
みなしている．そこで，ここでは「降伏耐力から終局耐力ま
での距離」
，つまり余剰耐力を鋼製堰堤のリダンダンシーと
定義し，次式により算定するものとする．
𝛼𝛼𝑢𝑢
(1)
𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝛼𝛼𝑦𝑦

RS = 1.24
Type 1

2.0

Type 3

RS = 1.37

RS = 1.64

1.5
1.0
0.5

：降伏限界
：終局限界

0.0

0

200

400

600
800
変位（mm）

1,000

1,200

図－2 正面載荷における耐力係数－頂部水平変位関係
（リダンダンシー評価）
表－1 リダンダンシーの定量的評価
項 目
降伏耐力係数 αy
終局耐力係数 αu
リダンダンシー評価 RS = αu/αy

Type 1
2.19
2.71
1.24

Type 2
1.48
2.43
1.65

Type 3
1.54
2.11
1.37

力係数の距離」
，つまり耐力低下率を鋼製堰堤のロバストネ
スと定義し，次式により算定するものとする．
𝛼𝛼𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑅𝑅𝑅𝑅 =
(2)
𝛼𝛼𝑢𝑢0

ただし，RB：ロバストネスを評価する指標（Robustness）で，
RB 値が大きければロバストネスが大きいと評価する，αuθ：
偏心載荷による終局耐力係数，αu0：正面載荷による終局耐
力係数．なお，RB 値の閾値は Connor ら 2)の研究を参考に，
RB ≥ 0.5 に設定した．
図－3 は，3 つの鋼製堰堤モデルに対し，正面および偏心
載荷（偏心角度 15 °, 30 °, 45°）について弾塑性解析を行った
結果を耐力係数－頂部変位関係で示したもので，偏心角度
が大きくなると終局耐力が低下することがわかる．ここで，
式(2)による RB 値を算出すると表－2 のようになる．これよ
り，Type 1 の偏心角度 30 °および 45 °の RB 値は，ロバスト
ネスの閾値（RB ≥ 0.5）を満足していないことがわかる．

3.0
2.5
2.0

偏心角度θ = 15 °

1.5
偏心角度θ = 30 °

0.5

2.0

偏心角度 θ = 15 °

1.5
偏心角度 θ = 30 °

0

50

100

150

200

偏心角度 θ = 45 °

0.5

：終局限界

偏心角度θ = 45 °

偏心角度 θ = 15 °

1.5

偏心角度 θ = 30 °

1.0

偏心角度 θ = 45 °

0.5
：終局限界

0.0

250

正面載荷 θ = 0 °

2.0

1.0

1.0

0.0

2.5
正面載荷 θ = 0 °

2.5

耐力係数 α

耐力係数 α

3.0

正面載荷 θ = 0 °

耐力係数 α

3.5

0

200

変位（mm）

(a) Type 1

400

600 800
変位（mm）

：終局限界

0.0

1,000 1,200

0

200

(b) Type 2

400
600
変位（mm）

800

1,000

(c) Type 3

図－3 正面載荷と偏心載荷の耐力係数－変位関係（ロバストネス評価）
表－2 ロバストネスの定量的評価
偏心角度 θ（°）
終局耐力係数 αu
ロバストネス評価 RB = αuθ/αu

0
2.71
1.00

Type 1

15
2.15
0.79

30
1.27
0.47

45
0.92
0.34

0
2.43
1.00

15
2.31
0.95

Type 2

30
1.66
0.68

45
1.27
0.52

0
2.11
1.00

Type 3
15
30
2.02
1.52
0.96
0.72

45
1.16
0.55

45
0.04
0.89
9.10
6.15
0.68

0
0.01
1.54
3.82
18.9
4.96

Type 3
15
30
0.01
0.03
1.39
1.04
4.52
7.30
19.6
10.1
4.35
1.39

45
0.04
0.76
11.8
7.51
0.63

表－3 レジリエンスの定量的評価
0
0.02
2.19
2.15
5.46
2.54

15
0.02
1.51
3.91
9.09
2.32

30
0.03
0.91
9.03
5.31
0.59

45
0.04
0.69
13.8
4.21
0.30

0
0.02
1.48
4.05
21.3
5.28

4. レジリエンスの定量的評価
レジリエンスは，
「回復力」
，
「復元力」等を意味し，靭性
（壊れにくさ）と延性（しなやかさ）の性質の双方を内包し
ている状態をいう 3) ．ここでは，構造物の安全性の観点か
らレベルⅡ荷重が作用しても脆性的に破壊しない変形の粘
り強さを鋼製堰堤のレジリエンスと定義する．すなわち，レ
ベルⅡ荷重が作用した場合の鋼製堰堤の応答変位から終局
変位までの変形性能の余裕度，つまり図－4 に示すような
「応答塑性率から終局塑性率までの距離」を鋼製堰堤のレ
ジリエンスと定義し，次式により求めるものとする．
𝛿𝛿𝑢𝑢 𝜇𝜇𝑢𝑢
(3)
=
𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝛿𝛿𝑦𝑦 𝜇𝜇𝑦𝑦

ただし，DM：レジリエンスを評価する指標（Ductility Margin）
，
δu：終局変位，δr：応答変位，δy：降伏変位，μu：終局塑性率
，μr：応答塑性率（= δu/δr）
．ここでは，レジリエン
（= δu/δy）
スの目安をリダンダンシーと同様に DM ≥ 1.3 に設定した．
なお，応答塑性率 μr は，図－4 のエネルギー一定則 4)から
次式により求められる．
2

1
𝛼𝛼𝑒𝑒
𝜇𝜇𝑟𝑟 = �𝑟𝑟 − 1 + �1 − 𝑟𝑟 + 𝑟𝑟 � � �
𝛼𝛼𝑦𝑦
𝑟𝑟

(4)

ただし，r：硬化係数，αe：レベルⅡ荷重が作用した場合の弾
性耐力係数（ここでは 4.0 と仮定）
．
表－3 に，各タイプの正面および偏心載荷（偏心角度 15 °,
30 °, 45°）について，式(3)により DM 値を算定した結果を示
す．これより，Type 1 の偏心角度 30 °および 45 °，Type 2 と
Type 3 の偏心角度 45 °以外は，レジリエンスの目安（DM ≥
1.3）を満足することが認められた．
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15
0.02
1.43
4.29
20.1
4.72

Type 2

30
0.03
1.15
6.08
9.49
1.56

B

Fe

耐力

偏心角度 θ（°）
硬化係数 r = K2/K1
降伏耐力係数 αy
応答塑性率 μr = δr/δy 式(4)
終局塑性率 μu = δu/δy
ロバストネス評価 DM = μu/μr

Type 1

E

K2 = rK2
Fn

A

C
O

D

δy

δe

F
δr

δu

変位

図－4 エネルギー一定則 4)

3. おわりに
本研究では，鋼製堰堤としてのリダンダンシー，ロバスト
ネス，レジリエンスの定義および評価法について提案し，提
案手法を用いることにより，それぞれの定量的評価が可能
であることを示した．本評価法により，今後，強靭な鋼製堰
堤の構築に役立てば幸いである．ただし，レベルⅡ荷重の設
計外力としての定量的評価については，今後，検討する必要
があると考える．
参考文献
1) 日本建築学会：建築構造設計における冗長性とロバスト性，応
用力学シリーズ 12，2013.
2) Connor, R. J. et al.: Inspection and Management of Bridges with
Fracture-Critical Details, National Cooperative Highway Research
Program, NCHRP SYNTHESIS 354, 2005.
3) 日本建築学会：建物のレジリエンスと BCP レベル指標検討特
別調査委員会報告，2020.
4) 大成建設株式会社土木本部土木設計部：耐震設計の基本，イン
デックス社，2009.
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CFT 柱式（VCCW 型）防護擁壁の実施例
株式会社 共生 〇依田隆春
長野県 飯田建設事務所
細川容宏
京都大学名誉教授
水山高久
１. はじめに
令和2 年7 月12 日の夕刻に長野県天龍村足瀬地区にお
いて、それまでの断続的な長雨により、幅約 100m、高
さ約 290m の範囲にわたる大規模な斜面崩落が発生した
1)。崩落土砂は、斜面下の国道 418 号を超えそれと並行す
る一級河川早木戸川まで達した。およそ 20,000m3 もの土
砂が近辺の車庫、建設車両などをまき込みながら国道上
を延長約 100m にわたり覆った。
崩落後も、山体内に浸透した多量の滞留水の影響で継
続して崩落の残存土砂や拡大土砂が流出している状況で
ある。そのため、国道 418 号は安全性の確保の面から全
面通行止めになっており、地域の交通に大きな支障を及
ぼしている。
斜面対策による原形復旧には多大な時間と費用を要す
るために、早木戸川対岸にバイパス道路が建設されるこ
とになる一方で、現道区間はバイパス工事期間の代替道
路として地域の交通を確保することとなった。
代替道路の運用においては、通行時の安全確保が必須
であるため、CFT 柱を用いた強靭で、かつ工期短縮やコ
スト縮減などの合理性もある VCCW 型防護擁壁が採用
され、この度施工も完了した。そこで本稿は主に完成ま
での経緯と直後の土砂捕捉について紹介するものである。
２. 基本構造と特長
2.1．基本構造
本工法の基本構造は、図-1 に示すように 0.76m 間隔に
配置された CFT（Concrete Filled steel Tube：コンクリ
ート充填)柱と底版コンクリートからなる逆 T 型構造で
ある 2）。支柱間の崩落土砂の阻止面には従来のひし形金
網よりも剛性があり、部分的に破断しても伝線する恐れ
のないエキスパンドメタルを使用している。

2.2. 特長
VCCW 型は、以下のような特長を有する（図-2 参照）
。
① 逆 T 型構造であるから、崩壊土砂堆積用のポケット部
を確保しやすく壁高を低く抑えることができる。
② CFT 柱は、H 形鋼よりも断面性能に優れ、エネルギ
ー吸収能力が高い。
③ 底版コンクリートはもたれ式であるから、コンクリー
ト量を削減できるうえ斜面先の掘削土量も削減できる。
④ CFT 柱は、鞘管基礎をもつ着脱式であるから、土砂
撤去時には小型重機による作業が容易である。
３．VCCW 型の選定理由
3.1. 工法選定の条件
当現場においての工法選定の条件として、
「衝
― 事務連絡（国土交通省河川局砂防部保全課）による、
撃力と崩壊土砂を考慮した擁壁の設計手法について」3)か
ら定められた、崩壊土砂の衝撃力、崩壊土砂量による堆積
土圧に耐えうる構造。
― 現道幅（W=5.0m）内に収まる構造とし、壁体の滑動、
転倒、支持に対し安定性が保たれ、かつ崩壊土量 V を満
足するポケットを確保する。なお、崩壊土量 V は全国の
がけ崩れ災害データ4671 件から求めた斜面高さ毎に区分
した崩壊土量で、
50m≦H であるからV=500 ㎥とした 4)。
3.2. 従来工法との比較
上記条件を満たす形状で、従来工法である待受け式コン
クリート擁壁との比較結果については、表-1 のとおりであ
り、これにもとづいて VCCW 型が選定された。

0.76m

CFT 柱

エキスパンドメタル
支持材
底版コンクリート
鞘管
底面通し材

アンカー鉄筋

図-2 従来工法との断面形状の比較

図-1 VCCW 型防護擁壁の基本構造
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表-1 待受け式コンクリート擁壁との比較

角形 CFT 柱 □-200×200×6
柵高 2.5m

写真-2 完成状況
基礎鞘管
□-250×250×6 L=0.8m

基礎鞘管設置

崩落土砂捕捉

底面通し材
支持材

L-75×75×6

L-100×100×7

CFT 柱の設置

角形 CFT 柱
□-200×200×6
柵高 2.5m

写真-3 崩落土砂の捕捉状況

５．崩落土砂の捕捉状況
完成（写真-2）4 日後と、21 日後の 2 回にわたって強雨に
より崩落斜面からの残存土砂の流出があった。（写真-3）
VCCW 型は数 10cm（最大 60cm）径の礫を主体とした
崩落土砂全体を確実に捕捉し、設置効果を十分に発揮した。
土砂撤去前の目視による調査では、大きな変状、損傷は確
認されていない。土砂撤去後に詳細な変状確認を行い、設
計結果との検証を行う予定である。

エキスパンドメタル付設

エキスパンドメタル
EX-50×152.4×4.5×7

写真-1 施工手順
４．施工手順と施工性
4.1. 施工手順
VCCW 型防護擁壁の施工手順は、①床掘 ⇒ ②一次コ
ンクリート打設 ⇒ ③基礎部材(鞘管・アンカー鉄筋)設置
⇒ ④二次コンクリート打設 ⇒ ⑤鋼管柱設置 ⇒ ⑥砂
詰め・充填コンクリート打設 ⇒ ⑦エキスパンドメタル
設置、のように 7 工程になる。（写真-1 参照）
4.2. 施工実日数
延長 50m、擁壁高 3.7m、柵高 2.5m の VCCW 型の施
工実日数は 21 日間であり、待受け式コンクリート擁壁工
法と比べ約 4 割の工期削減ができた。(表-1 参照)
4.3. 施工性の検証
施工性については、工場で製作された部材を現場にお
いて所定位置に配置し、固定あるいは挿入するという簡
単な作業であるため、初めての施工者であっても順調に
施工することができた。ただし、鞘管、鋼管柱の間隔お
よび鉛直度については、施工上重要なため難しい作業で
はないものの確認を必ず行うことが必要であった。

６．おわりに
上述のように、施工直後に土砂崩落流出が起きたが、
VCCW 型が予想どおりの強靭さを発揮して土砂を捕捉し、
保全対象施設を無事守れて安堵している。施工性について
もシンプルな構造ゆえに特殊な技術が無くても誰もが容易
に迅速に施工できることが確認できた。この土砂捕捉事例
をふまえると、VCCW 型は緊急仮設工事のみでなく、斜面
崩壊対策工事等においても十分な効果を発揮するものと思
われる。この強靭で施工性やコスト面でも合理的な VCCW
型は、現場に応じた設計・施工のニーズに的確にこたえら
れる防護擁壁であるものと考えています。
参考文献
1) 長野県：令和 2 年 7 月豪雨に係る長野県内の土砂災害ほ
か、令和 2 年 7 月。
2) 長野他：汎用角形鋼管を活かした逆T 型CFT 防護擁壁、
令和 2 年度砂防学会研究発表会概要集、R6-039。
3) 事務連絡：衝撃力と崩壊土砂量を考慮した擁壁の設計手
法について、国土交通省河川局砂防部保全課、平成 15 年
10 月 21 日。
4) 全国地すべりがけ崩れ対策協議会:崩壊土砂による衝撃
力と崩壊土砂量を考慮した待受け擁壁の設計計算事例、平
成 16 年 6 月。
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中期土砂流出対策として効果的な新型砂防施設の開発（その１）
株式会社建設技術研究所

〇宇野澤剛，鴨志田毅，池上浩二，吉田圭佐，中西宏彰

1 はじめに
「河川砂防技術基準」
（平成 31 年 3 月）では，従来の短
期土砂流出対策と合わせて，中小降雨による中期・長期土
砂流出対策計画を作成し必要なハード対策を実施すること
が求められている．
短期対策に関しては，従来の鋼製透過型砂防堰堤の配置
が効果的だが，中・長期土砂移動現象に対する捕捉効果は
期待できない．このため，大規模な土砂災害現場で，多量
の不安定土砂が残存する流域の再度災害防止対策では，砂
防堰堤の型式(不透過・透過)の選定に悩むことがある．
本稿では，このような課題に対応するため，短期土砂流
出（主に土石流）と中長期土砂流出（主に掃流）の両方を
捕捉可能な新型砂防施設の研究開発を行い，その効果を水
路実験で確認した現時点の成果について発表する．

よう，施設に期待する機能とメカニズムが分り易い型式
とする．
(2) 実現性：従来技術の応用により，実用化の見通しが付き
やすい構造とする．
(3) 汎用性：流通する資材を使って，容易に設計・施工でき
る工法とする．
これらの条件を満たすものとして，鋼製透過型砂防堰堤
の前庭部に，掃流砂捕捉用スクリーンを設置する方式の砂
防施設を開発することとした．

下流

スクリーン
（網目 10cm）

上流

10m

鋼製スリット
20m

2 捕捉の対象とする土砂流出現象
今年度の研究開発は，中期(大規模土砂生産イベント後，
土砂流出が特に活発な時期)の土砂流出対策を対象とした．

図-1 新型砂防施設の平面図
有効高 6.5m

2.1 土砂の流出形態

有効高 2.0m

閉塞タイプの透過型砂防堰堤による捕捉が困難な「掃流
砂」を捕捉の対象とした．

2.2 土砂流出の規模
以下の理由より，降雨確率 30 年規模の洪水時に想定され
る流出土砂を対象とした．
・一般に，山地河川より下流区間の河川では，30 年確率程
度の規模で河道改修が行われることが多いが，河川計画
では，土砂混入を考慮した流量に対する治水安全性は担
保していない．
・山地河川に設置した透過型砂防堰堤を通過する掃流砂が
下流河川に流出すると，縦断勾配等にもよるが河床上昇
および土砂洪水氾濫を引き起こす可能性がある．

2.3 土砂の粒径（質）
以下の理由より，新型砂防施設で捕捉すべき土砂の粒径
は 10cm 以上とした．
・本研究開発では，山地河川下流域において，30 年確率規
模の土砂洪水氾濫を懸念する．
・本研究の対象フィールドにおいて，中期土砂流出による
氾濫が懸念される扇状地区間の河床材料は，平均粒径 d50
≒7cm，代表粒径 d60≒15cm である．これより，洪水中の
粒径7cm～15cm 程度未満の砂礫は容易に河床に堆積せず，
下流へと流送されるものが多いと考えられる．
・よって，当該区間に堆積し易く，河床上昇の要因となり，
土砂洪水氾濫を引き起こす可能性がある土砂の粒径は
10cm 以上と考えた．

写真-1 新型砂防施設の実験模型（縮尺 S=1/50）

4 新型砂防施設に期待する機能および効果
パターン１～パターン３
①短期土砂流出現象の「土石流」を，閉塞タイプの透過型
砂防堰堤で捕捉する（図-2）
．
②捕捉した土石流の除石を行う．
・パターン１：元河床高までの除石が終了
・パターン２：堆砂高の 1/2 までの除石が終了
・パターン３：除石は未着手
③短期土砂流出後の中期（土砂移動が特に活発な時期）に
発生する有害な「掃流砂」をスクリーンで捕捉する（図
-3）
．

図-2 透過型砂防堰堤による「土石流」の捕捉

3 新型砂防施設の開発コンセプト
(1) 単純化：多様な中期土砂流出現象への応答を捉えやすい
図-3 スクリーンによる「掃流砂」の捕捉（パターン１）
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パターン２と３は，高段から落下流状態で流入する掃流
砂をスクリーンで捕捉する．跳水の発生が想定され，流れ
が乱れた状態でもスクリーンが十分に機能するかを確かめ
ることが目的になる．

高さ（ｍ）

①堰堤上流側に捕捉量の空き容量があるパターン１及び２
の場合，中規模出水の流出土砂はスクリーンを設置した前
庭部の空間で二次移動した土砂を概ね捕捉できた．一方，
堰堤上流の捕捉量が満砂の場合であるパターン３および４
については，堆砂敷や上流から流出した土砂でスクリーン
パターン４
を設置した前庭部の空間が満砂となり，パターン３で 6 割
①短期土砂流出現象の「土石流」を，閉塞タイプの透過型
弱，パターン４で 2 割弱の土砂がスクリーンの下流へ流出
砂防堰堤で捕捉する．ここでは，施設設計上の計画堆砂
している．
勾配で満砂した状態を想定する．
②満砂した条件で実施したパターン３およびパターン４で
②除石に着手できる前に，中小出水（清水で 2 年確率相当）
は，給砂・無給砂に関わらず堆砂敷からの土砂の二次移動
が発生して，堆砂が二次流出する．土砂は平常時堆砂勾
がそれぞれ 1,200m3 程度，1,000m3 程度生じている．堰堤効
配に落ち着くまで流出を続ける．
果量約 6,000 m3 なので 20%，16%程度の土砂が二次移動した
③鋼製砂防堰堤の天端から落下する「掃流砂」をスクリー
ことになる．
ンで捕捉する（図-4）
．
③スクリーンから流出した土砂について，スクリーンが未
満砂の状態になったパターン１及びパターン２は 2mm（現地
で 10cm）以下のもののみが流出している．一方，スクリー
ンが満砂し，スクリーンを越流して土砂が流出してしまっ
たパターン３及び４については，
想定した 2mm(現地で 10cm)
以上の土砂が下流へ流出している．
④堰堤に空き容量のあるパターン１とパターン２では給砂
図-4 スクリーンによる「二次流出土砂」の捕捉（パターン４）
した土砂の 10mm 以上(現地で 50cm 以上)のものについては
パターン５
鋼製スリットで捕捉できており，スクリーン部分に堆積し
①これまでのパターンと異なり，中期土砂流出対策のスク
た土砂の粒度分布が同様の傾向にある．
リーンが障害となって，短期土砂流出現象「土石流」を
⑤中規模出水を想定して給水・給砂したパターン２と３を
捕捉出来なくなることが無いかを照査する．
比較すると，堰堤に空き容量があったパターン２の方が給
②具体的には，透過型砂防堰堤下流面に設置したスクリ ー
砂した土砂の礫径の大きいものを鋼製スリットで捕捉でき
ンが堰上げを促進して，土石流フロント部がほぐれてし
たと考えられるため，スクリーンに堆積した土砂の粒径分
まい，透過部を閉塞させずに土石流が通過してしまわな
布がパターン３に比べて小さくなっている．パターン３は
いかをチェックする．
堰堤が満砂した状態であるため，給砂した土砂の粒径で
10mm 以上(現地で 50cm 以上)のものも鋼製スリットで捕捉
5 水路実験
できずに，スクリーン部分へ流出したものと考えられる．
5.1 実験結果
実験結果の一例として，パターン４の堆砂縦断図，土砂
以上より，スクリーンについては，満砂して越流しない
収支図を以下に示す．
限り，
想定した分級効果が期待できるようである．つまり，
パターン4
9
無害な粒径のみを流下させるにはスクリーン部分の容量の
左岸
8
設定が重要な要素となるものと考えられる．
7
センター
6

6 今後の課題

右岸

5
4
3
2
1
0
-24

-22

-20

5.2 考察

-18

-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
図-5
堆砂縦断図（パターン４）
縦断距離（ｍ）

2

4

6

図-6 土砂収支図（パターン４）

実験に着手するにあたり予備実験において土石流を発生
させて堰堤を満砂させる過程で，前庭部にスクリーンを設
置した状態にしておくとスクリーンの空間に土砂が堆積し
てしまい，後続流のための空き容量が不足する可能性があ
ることを確認した．
このため，本実験のパターン２～パターン４について土
石流で堰堤を満砂させる段階ではスクリーンを設置せず，
後続流を流下させる段階でスクリーンを設置するものとし
た．下流側のスクリーンについては，常設とはせずに出水
後設置できるような構造が望ましいと言える．

7 おわりに

各パターンでの実験を通して，本研究開発で目指す新型
砂防施設の機能・効果，あるいは問題点を以下のように整
理した．
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本研究で得られた成果を踏まえ，効果的な中・長期土砂
流出ハード対策の実用化に向けて当研究開発を継続し，国
土保全分野で社会的な貢献をしたい．
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河道閉塞地における暗渠排水施設の計画概要
協和設計株式会社 防災グループ ○西岡 孝尚 南部 啓太 安田 真悟
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所
榊 善和 曽山 誠

1. 長殿地区の概要
平成23年9月の台風12号の豪雨により発生した河道閉塞地である長殿地区では，緊急対策として湛水池から
の越流に対応する仮排水路工（天端部114.2m＋シュート部268.6m＋減勢部28.2m）や河道閉塞部脚部の基幹と
なる砂防堰堤工（堤高14.5m，堤長74.5m）が整備されたが，災害発生後10年を経てなお，降雨に伴い上下する
湛水位面と下流側に急勾配斜面を有する高さ100mに及ぶ河道閉塞部は災害当初の形態を保ったままである。
一方，赤谷や栗平地区などの河道閉塞地では，被災後の降雨による閉塞部からの越流と下流面の侵食により，
閉塞地の形状が随時，変化してきた。対して，長殿地区では依然，大きな形状変化はなく，これは幸いこれま
でに湛水池から洪水が越流しなかったことに起因している。このことから河道閉塞地の安定対策では湛水池か
らの越流侵食を生じさせないことが極めて重要であると言える。
長殿地区では河道閉塞部の本格的な対策として閉塞部の越流標高を切り下げ（EL500m→475m），その土砂
により湛水池を埋積し，排水路工（全延長634.6m）を整備する計画である。しかし，これら複数年次に渡る河
道閉塞部の切り下げと対策施設の施工段階における越流リスクに対する備えに課題があった。
そこで，これらの対策施設の施工に先立って，河道閉塞部からの越流を回避する施設として，湛水池から河
道閉塞部下流の長殿谷へ通じる暗渠排水施設を計画し，現在，工事が進行している。本稿は，この暗渠排水施
設とこれに接続する流末の減勢工の計画概要を報告するものである。
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2. 暗渠排水施設の計画概要
表1 暗渠排水工の計画諸元
暗渠排水工は，2011年台風12号による河道閉塞地（天端標高
項目
計画諸元
施工段階
・河道閉塞部の切り下げ～最終埋め立て
EL500m）の上流に生じた湛水池の貯留水を排水して，河道閉
対象時期
・通年
塞部の越流リスクを回避するとともに，今後，長殿地区で実施
設計降雨
・2011～2017年の実績降雨より
される閉塞部の切り下げや湛水池の埋め戻し，さらに排水路工
・2013年台風18号（2013.9.15～9.16）
・気象観測所「天川」
とその減勢施設（横工・側壁護岸工・底部工）施工時の安全確
・総降雨量535.0㎜
保を目的とする。すなわち，暗渠排水工は湛水池水位を低下さ
・平均降雨量14.1㎜/h
最大放流量
・36.587㎥/s
せ，河道閉塞部に設置する排水路工など対策施設の施工時仮排
最大流速
・16.6m/s
水工に位置づけられる。計画諸元は，表1の通りである。計画
湛水池 浸透量 ・2.071㎥/s
平面図および縦断図を図1および図2に示す。
湛水池 貯留量 ・113,760㎥
管渠
・HPφ1800
暗渠排水工は安全性の観点から推進工を採用した。管 径
勾配
・10.433％
（φ1800㎜×1条）は計画降雨に対し，最終埋め立て時における
延長
・877.50m（斜率考慮：877.71m）
管底高
・下流側：+368.500m
最小の湛水池ボリュームでの貯留計算により，溢水・越流が生
・上流側：+460.000m
じない条件である。管種は吞口部の動水圧（内圧）にも対応可
工法
・土圧面板加圧式中押推進工法（CMT工法）
能なものである。
配置は施設の安定性や施工の安全性の面から岩盤への設置とし，直進ルートを採用した。呑口は湛水池の
排水施設として池底部に合わせ，湛水池の最終の埋め戻し形状を考慮した。吐け口は，長殿谷左支流を利用
することとし，地形条件から位置を定めた。
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3. 暗渠排水施設の減勢工の計画概要
暗渠排水管より排水される放流水は最大流量Ｑ=36.6m3/sで流速Ｖ=16.6m/sの高速流である。放流部は長殿谷
左岸支流で，長殿谷本川までの流路長約60mの区間で流況をコントロールし，定常流とする必要がある。その
施設として減勢工を計画した。
減勢工の全体構造は，暗渠排水管の円管からの流水を「導水路」へ放流し，ここで円管から矩形へと移行す
る水理条件を整え，「副ダム」を有する「減勢工」で流水を減勢させ，その後，「前庭保護工」にて支流と合
流させた後，長殿谷本川に流下させるものである。すなわち，本来の左岸支流の流水（Ｑ=39.8㎥/s：1/100年）
を確保した上で，湛水池からの排水を流下させる施設である。また，国道168号（長殿道路）のトンネル坑口
へ接続する連絡路が支流と交差するため，減勢工施設を橋梁が渡河する複雑な配置である。
減勢工の構造は一般に各種あるが，本計画では最も経済的でかつ合理的な施設として，副ダムにより高速流
をせきあげ跳水させてエネルギーを減じる（水平水路式）副ダム方式を採用した。また，暗渠排水管より開水
路となる流下形態（円形管路から矩形水路へ移行）を調節する施設として導水路を設置した。導水路にはフル
ード数を低減させて流速の増加を防止するため，粗度係数（ｎ＝0.030）を高める工夫をした。減勢工流路はU
型水路で，右岸側は渓流斜面に接することから，斜面部とその脚部の安定を考慮し，右岸側縦壁は底板と一体
となる疑似的なもたれ式形状を採用している。副ダムは床固工に準じる構造とした。これは設置場所が長殿谷
の左支渓流にあたることから，暗渠排水管からの排水と支流からの流水を統合して，長殿谷へと流下させる必
要性を考慮している。排水と支流の流水は副ダム前庭部の水叩きで統合され，垂直壁の堰断面で一体となって
流下する。図3に計画平面図を、図4に計画側面図をそれぞれ示す。
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流速ベクトル・コンター

4. おわりに（減勢工の計画検証）
減勢工施設の計画内容を検証するために，河川の流れ・河
床変動解析ソフトウェアiRICの非定常平面2次元解析モデル
である「Nays2DHソルバー」を用いて流況を確認した。計算
格子はU型水路や副ダムの形状を表現できる形状で，かつ，
支流の合流影響を把握できるよう設定した。
計画流量ハイドログラフを与えた解析の結果，十分な減勢
効果が確認でき，跳水位の発生も水理計算に概ね整合した。

摺付部

前庭保護工

フルード数・コンター

図5
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減勢工部

解析結果図
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水平梁構造を持つ流木捕捉工開発のための基礎的研究
－梁構造が捕捉機能に及ぼす影響の定量的評価－
三重大学
〇古川 真由子
三重大学
堤 大三
筑波大学
内田 太郎
森林総合研究所 鈴木 拓郎
防衛大学校
堀口 俊行
1. 緒論
近年，地球温暖化の影響を受けた豪雨による斜面崩
壊や土石流に伴って，流木が下流域に流出する被害が
増えている。特に，流木が橋梁等の河道狭窄部を閉塞し，
後続の土砂や水が越流・氾濫することにより，被害が多
発している。こうした状況の中，現在の流木対策として，
既設の不透過型砂防堰堤の上流あるいは下流側に補完
目的で流木捕捉工を設置する手法や，透過型砂防堰堤
による捕捉の手法がとられている。しかし，最近の流木
による被害の状況は，砂防施設が未整備の小河川にお
いて発生する例や，既設の不透過型砂防堰堤で土石流
とともに流下した流木が堰堤で捕捉しきれずに流出し
た例など，さらなる対策が望まれる。そこで本研究で提
案する新しいタイプの流木捕捉工は，鋼管製の梁を河
川縦断方向に水平に設置するもので，土砂と共に流下
した流木は，この梁水平部に乗り上げて，土砂と水が鉛
直方向に分離されることで流木のみが捕捉される。渓
流の勾配 2 度以上である土石流区間に設置する場合は
既存の砂防堰堤の補完目的として，一方で勾配 2 度以
下である掃流区間に設置する場合は橋梁閉塞の防止を
目的として設置することを想定している。本研究では，
土石流区間を対象とした水路模型実験において，梁構
造が捕捉機能に及ぼす影響に着目して，定量的な評価
を行った。
2. 実験概要
実験概要を図-1 に示す。水路は長さ 3.0 m，深さ 0.1
m，幅 0.1 m の直線・矩形断面形状のもので，側壁はア
クリル製，底面にはサンドペーパーを設置している。水
路傾斜角は可変であるが，本研究においては土石流区
間を想定して 5.0 °に固定した。捕捉工模型本体はアル
ミ製ロッドで，下流側末端を木材に挿入し，水路下流端
から 0.3 m，高さが河床面から 5 cm の位置になるよう
に水路に固定し，捕捉工模型全体が水平となるように
設置した。ロッド部は長さ 0.45 m, 直径 4 mm で，木材
部を含めた捕捉工模型の全長は 0.55 m である。 流木モ
デルは直線型で均一形状であり，竹製で直径 3 mm，長
さ Ldw = 4, 6, 8, 10 cm の 4 種類を用いた。水路下流端
に貯水タンクを設け，実験時には電動ポンプ（株式会社
工進製 PX－650，最大流量：4.3 l/s）を使用して貯水タ
ンクから水路に 1.76 l/s の流量で連続的に給水した。流
木モデルは，ベルトコンベアー（三ツ星ベルト株式 会
社製 NS41UGO/2G）を一定速度（0.36 m/s）で作動させ
て，水路上端に投入した。流木捕捉率 Rt は，Rt = nt/n
（n：投入した流木モデル本数，nt：捕捉工模型によって
捕捉された流木モデル本数）によって求めた。捕
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捉工模型による流木の捕捉率は常に一定とはならず,
ばらつきが生じる。そのことを考慮して，同じ条件の実
験を 10 回繰り返し，捕捉率の平均値を求めた。

1.76

driftwood
0.55
5°

driftwood trap
図-1 流木捕捉工の実験装置概略側面図
3. 実験条件
①捕捉工条件（梁本数：3 本，4 本，5 本）②流木モデ
ル条件（直線型 4 cm，6 cm，8 cm，10 cm）③供給密度
条件（2 つの投入方法による異なる 9 つの供給密度 [本
/s]） を変化させ，すべての組み合わせで行った。すべ
ての条件を総括し，表-1 に示す。

表-1 実験条件
DW's supply methods
Variable number of DWs
(constant setting area)

Constant number of DWs
(variable setting area)

Number of DWs
10

20

30

40

50

50

50

50

50

40

50

45

36

DW's setting area of belt conveyer [cm]
10

10

10

10

10

20

30

Supplying rate (density) of DWs, r dw [s -1 ]
36

72

108

144

180

90

60

Number of rods
3

4

5

Length of DWs
10 cm

*DWs = driftwoods

8 cm

6 cm

4 cm

4.

Trap ratio Rt [-]

1) 1

設置区間10 cm
設置区間50 cm

2)

投入本数50 本
投入本数10 本

0.5

50 本
10 cm
50 本
20 cm

1
a) constant number

50 本
30 cm
50 本
40 cm
50 本
50 cm

0.5
Trap ratio Rt [-]

実験結果
流木モデル長とロッド間隔が捕捉率へ与える影響を
見るために，1）投入本数一定法および 2）投入区間一
定法の 2 つの条件に分けて，ロッド間隔 Sr に対する流
木モデル長 Ldw の相対値 Ldw/Sr と流木捕捉率の関係につ
いて，代表として供給密度の最大と最小を図-2 に示す。
まず，全体的な傾向として，相対値 Ldw/Sr が大きいほど，
流木捕捉率 Rt が高まることが分かった。また，どの実
験条件でも Ldw/Sr = 1.6 以下では, 捕捉率 Rt = 0 となり，
流木が捕捉されなくなった。2 つの投入方法における全
ケースの近似直線を総括し，図-3 に示す。2 つの投入方
法で比較すると，b) 投入区間一定法の方が傾きの振れ
幅が大きいことがわかる。特に, 投入本数一定法のうち
設置区間 50 cm・投入本数 50 本の場合と, 投入区間一
定法のうち設置区間 10 cm・投入本数 10 本の場合は，
供給密度が両者で 36 本/s と同じであるが，後者の傾向
は著しく小さくなっている。つまり，流木モデルの供給
密度（本/s）が同じ場合でも，投入本数が相対的に多い
ほうが，捕捉率が高くなることが分かった。これは，投
入本数が多いほうが，先に捕捉される流木が一定数あ
るので, 後続の流木がそれに絡まることで捕捉されや
すくなったためだと考えられる。この仮説を証明する
ために，ロッドに到達する流木の一本一本の捕捉・通過
をビデオで判別し，捕捉・通過の挙動の推移の解析を行
った。ロッドに到達する流木の順が後半になるにつれ
て，捕捉される流木の数も増加していった。実際に，後
続の流木が先に捕捉された流木に次々と絡まり，捕捉
されていく様子が確認された。
流木の長さは発生源の立木の長さの約 1/3～1/2 であ
り，流木の平均長は土石流流下幅の最小値（狭窄部の幅）
と同程度である 1)。図-3 より，流木捕捉率が 70 %の場
合，流木の供給密度が最大であるときは，Ldw/Sr = 4.7 と
なる。そのため，水路幅と同程度の長さの流木を仮定す
ると，Sr = 10/4.7 ≒ 2.1 となり，必要なロッド数は 5 本
である。

0

50 本
10 cm
40 本
10 cm
30 本
10 cm

1

b) variable number

0.5

0
0.0

2.0

4.0

Ldw/Sr

6.0

20 本
10 cm
10 本
10 cm

図-3
Ldw/Sr と捕捉率の関係：流木投入方法による近
似直線の傾きの変化の比較
5.

結論
相対値 Ldw/Sr と捕捉率の傾向を定量的に示せたこ
とから，本実験で提案する新たな流木捕捉工の設計を
考える場合，相対値 Ldw/Sr は重要な指標となる。相対値
Ldw/Sr が 1.6 以下の場合，捕捉率 Rt = 0 となったこと
は重要な知見である。また，相対値 Ldw/Sr と捕捉率の
解析結果から，Ldw の最大値を川幅と同じと考えれば，
ある捕捉率を目標にした場合，Sr またはロッド本数を設
定できる。一方で，ある川幅にロッドを何本設置すれば，
もしくはロッド間隔 Sr をどの程度に設定すれば，期待
される流木捕捉率がどの程度である，という計算も可
能となった。本実験では基礎的な捕捉効果の検証を行
った。今後は，水理条件や流木モデルの特性を変化させ
ることや，土砂との分離挙動についての検証を行う必
要がある。
6.
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流木捕捉工設計事例集について
（一社）建設コンサルタンツ協会 技術部会 国土基盤技術委員会 砂防・急傾斜専門委員会
○池田誠※1，坂口哲夫※2，松原智生※3，阿部征輝※4，原田紹臣※5，細川清隆※6
の実態を確認した．ここで，流木捕捉工設計事例集作
１．はじめに
成ワーキングを立ち上げ，流木捕捉工だけを取り上
（一社）建設コンサルタンツ協会では，
「砂防・急
げた設計事例集を作成することとなり約 2 年間をか
傾斜専門委員会」を設け，砂防に関する現状の問題点
けて令和 2 年 9 月に「流木捕捉工設計事例集」とし
や課題を抽出し，解決策を提言するなどの活動を行
て取りまとめたので抜粋して報告する．
うとともに，建設コンサルタンツ協会の会員サービ
スとして，砂防技術力の向上，設計・成果品の品質確
２．流木捕捉工の種類と掲載した工種
保のための活動を行っている．
本事例集では全 23 工種について設計事例等を整
活動の一つとして，透過型砂防堰堤のニーズの高
理した．
まりから，平成 23 年 11 月に「鋼製砂防構造物設計
流木捕捉工の種類は，土砂の流下形態と，流木捕捉
事例集」1)を発刊し，平成 30 年 3 月に情報を更新し
工の設置場所に着目して整理を行った．設置個所と
た「鋼製砂防構造物設計事例集（Ⅱ）
」2)を発刊した．
して，土石流区間本堰堤・土石流区間副堰堤・掃流区
その後，九州北部豪雨災害等による甚大な流木災
間・本堰堤張出しタイプの 4 種類に分けた．
害など，近年の土砂災害・洪水災害は，流木の影響に
各工種は，砂防堰堤の分類 3)に準拠し，主たる材料
より被害が拡大する傾向にあり，流木対策が必須と
と種類ごとに整理し，表 1 に示すように分類した．
なってきた．このため，流木捕捉工の実態を調査し，
なお，同一工種で複数の土砂流下形態・設置場所に適
砂防鋼構造物研究会のメンバーを含め複数社で開発
用可能な施設は重複して記載している．
表１ 流木捕捉工設計事例集に掲載した工種
流下
形態

設置
個所

主たる
材料

種類

名称
① 格子形－2000C，格子形鋼製砂防堰堤
② 鋼製スリット堰堤 B 型
③ J－スリット堰堤
④ 鋼製スリット堰堤 T 型

鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤

⑤ 格子形－2000C グリッドネット
⑥ N 型流木捕捉工（既設堰堤改良専用）

鋼材

⑦ JD フェンス※8

本堰堤

⑧ スリットバリア※8
⑨ ワイヤネット工※7
強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ工（柔構造物）

⑩ TAMPO バリア※7
土石流・流木流下防止緊急対策工（通称：強靭ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ工）※7

ﾊﾞｯﾄﾚｽ型砂防堰堤

⑪ CBBO 型砂防堰堤，HBBO＋型砂防堰堤

CFT 単柱型

⑫ VCCO 型砂防堰堤，VCCO 型応急対策工

土石流
鋼材とｺﾝｸﾘｰﾄ
鋼材とﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ

杭式土石流・流木対策工

⑬ アーバンガード※8
⑭ 鋼製スリット堰堤 A 型

鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工
副堰堤

⑰ SSS 型流木捕捉工

鋼管単柱型
強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ工（柔構造物）

掃流

土石流
掃流

本堰堤
副堰堤
本堰堤
張出し
タイプ

⑮ h 型流木捕捉工
⑯ 流木捕捉工 D－スリット

鋼材

土石流・流木流下防止緊急対策工（通称：強靭ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ工）※7

鋼材とｺﾝｸﾘｰﾄ

CFT フレーム型

⑱ 鋼製Δ型スリット

鋼材とゴム

弾性チェーン式流木捕捉工

⑲ 流木ストッパー

鋼材

鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤

鋼材とゴム

ｽｸﾘｰﾝ型流木捕捉工

N 型流木捕捉工（既設堰堤改良専用）
⑳ 流木スクリーン

その他は，土石流区間の副堰堤と同様
㉑ 鋼製スリット堰堤 A 型（張出しタイプ｜満砂）
鋼材

㉒ h 型流木捕捉工（張出しタイプ｜満砂）

鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤

㉓ J-HD スリット（既設堰堤張出タイプ）
SSS 型流木捕捉工

鋼管 単柱型

――――――――――――――――――――――――
※1
八千代エンジニヤリング（株）
，※2 日本工営(株），※3 （株）建設技術研究所，
※4
大日本コンサルタント（株）
，※5 三井共同建設コンサルタント（株），※6 砂防エンジニアリング（株）
※7
一般に仮設構造物として使用されているが，海外においては砂防堰堤として設置している例があるため，
本分類に掲載している．
※8
小規模渓流専用の工種である．
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4,000
施工実績（左軸）
捕捉実績（右軸）

3,000

300

2,000

200

1,000

100

0

捕捉実績（基）

施工基数（基）

0
H23.3

H29.9

R02.03

図１ 土石流区間本堰堤の捕捉実績 4)
７．施工実績
本事例集では，鋼製砂防構造物の高さごとの施工
実績を収集整理した．令和 2 年 3 月時点の施工実績
は合計 4,500 基を超える基数となった．
ここで，鋼製砂防構造物設計事例集［平成 23 年 3
月現在］と，鋼製砂防構造物（Ⅱ）
［平成 29 年 9 月
現在］
，本事例集［令和 2 年 3 月現在］のそれぞれ 6
年間半・2 年間半の施工実績を対比した（図 2）．こ
こでは，土石流区間本堰堤の流木捕捉工，その他の流
木捕捉工に分類して整理した．
土石流区間本堰堤の流木捕捉工は，その他の流木

- 208 -

捕捉工に比べて 2 倍以上の施工実績がある．これは，
土石流区間本堰堤の流木捕捉工は，土砂の捕捉も目
的として採用されるため，相対的に施工基数が多い
と推測された．
また，両者ともに，施工実績は徐々に増加の傾向に
ある．ここで，集計期間毎の施工実績の増分を年間平
均で算出すると，土石流区間本堰堤の流木捕捉工は，
160 基/年から 320 基/年に約 2 倍に増加している．一
方，その他の流木捕捉工は，40 基/年から 100 基/年
に約 2.5 倍に増加している．
これは，透過型砂防堰堤の採用が増えてきている
とともに，近年，不透過型砂防堰堤だけでは流木整備
が困難だった箇所に対して，流木対策のみを目的と
した流木捕捉工の整備が進んできているのではない
かと推測された．
4,000
3,500

土石流区域 本堰堤の流木捕捉工

320 基/年
2,427

2,500

160 基/年

2,000
1,500
1,000

3,234

その他の流木捕捉工

3,000

施工実績（基）

３．流木捕捉工の適用範囲
土石流区間本堰堤対応の流木捕捉工は，主に土石
流を捕捉するのと同時に流木を捕捉する機能を有す
る施設であり，透過部の高さは 2m～15m 以上のハ
イダムに対応した施設まで様々であった．
一方，その他流木捕捉工の透過部の高さは 2m～
5m に対応する工種が殆どであり，施工実績は 2～
3.9m が 1,286 基，4～5.9m が 103 基，6m 以上が 6
基と大多数が 4m 未満の施設であった．
４．各流木捕捉工の概要と特徴
本事例集では全 23 工種について，その工種の概要
と特徴を横並びで把握可能にするため，「冗長性」，
「経済性・維持管理」
，
「土石流・流木捕捉実績」
，
「施
工性」
，
「捕捉効果」の共通した 5 項目について概要
を整理した．
５．標準工程
本事例集では，流木捕捉工の標準的な工程を「工場
製作期間」と「現地施工期間」に分けて整理した．
「工場製作期間」は，材料が揃った状態で製作に掛
かるおおよその期間で，
「現地施工期間」は製品や材
料が現地に到着した状態で施工に掛かるおおよその
期間とした．
工場製作期間は概ね 1.5～2.0 ヶ月であり，0.5～
2.0 ヶ月の工種もあった．現地施工期間は，規模や気
象条件・現場条件によって大きく左右されるがいず
れの工種も約 1 ヶ月以内の期間であった．
本事例集では，全ての工種について具体的な「施工
手順および検査・確認項目」を整理した．
６．流木捕捉工の効果事例
本事例集では，流木捕捉工の効果事例の写真を多
数掲載し，流木捕捉工の効果を整理した．
土石流区間本堰堤での捕捉実績は，年々増加して
おり，令和 2 年 3 月時点で 200 件を超えている（図
1）
．今後も捕捉実績は増加すると推測された．

1,395

1,384

1,142

882

100 基/年

40 基/年

500
0
H23.3

H29.9

R02.3

集計時期

図２ 鋼製砂防構造物施工実績

4)

おわりに
平成 29 年の九州北部豪雨災害等では，甚大な流木
災害が発生し，今後，更なる流木対策の必要性が高ま
っている状況にあり，今後も技術の進歩に伴って再
編集することも必要と考え，時期をみながら第二版，
第三版の発行も視野に入れている．
この事例集が今後もニーズが高くなるであろう流
木捕捉工を設計する方々の参考書として活用される
ことを期待している．
本事例集の作成にあたっては，東亜グラウト工業
（株）梅沢氏，シバタ工業（株）北口氏，
（株）プロ
テックエンジニアリング 多良氏，
（株）共生 時任氏，
（株）神戸製鋼所 戸田氏，日鉄建材（株）水原氏，
JFE 建材（株）吉田氏には大変お世話になり，心よ
り感謝申しあげます．
参考資料
1) 「鋼製砂防構造物設計事例集」建設コンサルタ
ンツ協会，平成 23 年 11 月
2)「平成 30 年版 鋼製砂防構造物設計事例集（Ⅱ）」
建設コンサルタンツ協会，平成 30 年 3 月
3) 「砂防堰堤の分類」国土交通省砂防部，
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/entei_b
unrui.pdf
4) 流木捕捉工設計事例集作成ワーキング 提供
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橋脚形状による流木堆積防止の提案
Proposal of Pier Shape for Capture Prevention of Drift Woods
日本大学理工学部土木工学科○安田陽一

1．はじめに
洪水時に，土砂流出と同時に流木が発生し，橋脚に流
木が衝突・堆積することがある 1)．この場合，橋梁の上
流側の水位上昇が発生し，河川が氾濫し，人家や橋など
の流出・崩壊など甚大な被害が発生している．平成 29
年 7 月に九州北部豪雨災害では，大量の流木の発生が
被害を拡大させた．また，長野県内においても平成 18
年 7 月の豪雨で岡谷市を中心に流木による被害を受け
ている．従来の橋脚形状として，円柱型，長楕円柱型が
ある．橋脚形状の選定には，流量変化を考慮した河道内
の流れに基づくことが多い．両者の橋脚形状において，
洪水時には，橋脚に衝突した流木が堆積しやすく，橋脚
の上流側の水位上昇が発生し，河川が氾濫し，人家や橋
などの流出・崩壊など甚大な被害が発生している 1)．さ
らには，橋脚周辺の洗堀が大きく，洗堀の程度が進行す
ると，橋脚の安定性が失われ，倒壊につながる事例があ
る．流木による橋梁閉塞過程および閉塞回避のための
対策について実験的な検討がなされている 2),3)．その中
でも橋梁の上流側に対策工として設置することが提案
されている 2)．橋脚周辺の洗堀に関する研究は長期にわ
たって続いている 4)ものの，上記の課題に対して未解決
の状態が続いている．
ここでは，台形円柱型の橋脚を提案し，橋脚上流部を
三角円柱としたことによって，流木による閉塞回避の
可能性を考察した．また，橋脚設置区間にホロースケア
タイプのブロックを設置し，上・下流側には 1 cm 内外
の礫を設置して，同一の流量のもとで，長楕円柱と台形
円柱の橋脚周辺の水面形，流速分布，洗堀状態の比較検
討を行った．
2．実験概要
実験では水路幅 B=0.8 m，高さ 0.6 m，長さ 15m を有
する長方形断面水路を用いた．また，水路横断方向の中
心となる位置に，高さ 47.5 ㎝，d=10 ㎝径，流下方向の
長さ 45 ㎝の長楕円柱または高さ 47.5 ㎝，d=10 ㎝径の
円柱に厚さ 1mm 塩ビ板で傾斜角度 45°の三角形部材
（空間には木材で補強）と一体化した台形円柱の橋脚
模型を設置した（写真 1）．また，橋脚両側の局所洗堀
防止として，曾澤高圧コンクリート株式会社製のホロ
ースケアタイプのブロック模型を橋脚の両側に流下方
向には 5 個，横断方向には片側 3 個設置した．その一
方，ブロック前後の局所洗堀の影響を検討するため，橋
脚上下流側には 1 cm 内外の礫を深さ 4 cm 程度まで設
置した．実験は 15 分の１縮尺を想定し，フルードの相
似則にしたがい，表１に示す実験条件の下で行った．橋
脚周辺の水面形および流速場を検討するため，流速測
定には，KENEK 社製のプロペラ流速計（計測時間 30
秒）を用いた．また，水深測定には，ポイントゲージ（0.1
mm 判読可能）を用いた．さらに，デジタルカメラで流
況記録を行った．なお，流量は水路下流に設置された全
幅刃形せき（JIS 規格）で測定した越流水深から流量公
式を用いて測定した．
3．流況説明
Case 4 を対象とした台形円柱と長楕円柱周辺の流況
を写真 2 に示す．写真に示されるように，橋脚形状によ

表１

実験条件
長楕円柱

模型流量

原型単位幅
流量

Case
1
2
3
4

Q(m^3/s)
0.0469
0.0947
0.1239
0.1527

qp(m^2/s)
3.41
6.88
8.99
11.09

台形円柱

模型流量

原型単位幅
流量

Case
1
2
3
4

Q(m^3/s)
0.0469
0.0947
0.1239
0.1527

qp(m^2/s)
3.41
6.88
8.99
11.09

下流水深
原型換算
at x=300-330 下流水深
hd(cm)
10.20
19.94
22.20
24.10

原型換算
下流水深
at x=300-330 下流水深
hd(cm)
10.40
20.25
22.45
24.70

a)長楕円柱型橋脚模型

b) 台形円柱型模型
写真 1 橋脚模型の設置状態

a)長楕円柱周辺の流況

b)台形円柱周辺の流況
写真 2 Case 4 を対象とした流況の比較
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hdp(m)
1.53
2.99
3.33
3.62

hdp(m)
1.56
3.04
3.37
3.71

って橋脚に衝突したことによって形成される衝撃波の
影響が異なる．長楕円柱の場合，衝撃波の影響が大きく
側壁側で波立つ水面となっている．台形円柱の場合，衝
撃波の影響が小さくなる．これは衝突面を 45°に傾か
せることによって，橋脚への衝突位置が水深方向に異
なり，衝撃波の影響が小さくなったものと考えられる．

4．橋脚周辺の水面形
Case 1 を対象とした台形円柱および長楕円柱周辺の
水面形を図 1 に示し，Case 4 を対象とした場合を図 2
に示す．図中の座標の単位は cm である．また，Fr はフ
ルード数，y は水路中央からの横断方向の座標である．
図 1 に示されるように，y/(B/2) = 0.150 では下に凸の曲
面が橋脚上部で見られる．また，長楕円柱の方が橋脚下
流の水面が波立つ．なお，流量規模が大きくなると，下
に凸の極値となる位置が下流側に移動する．図 2 に示
されるように，Case 4 の場合，流量規模が大きくなるた
め，衝撃波の影響が大きく，y/(B/2) = 0.963 では，長楕
円柱の方が橋脚下流の波状水面の凹凸が大きく，下流
側遠方まで続く．なお，橋脚の際 y/(B/2) = 0.15 付近で
は，台形円柱と長楕円柱を比較すると，橋脚下流の水面
形に違いは認められない．
5．橋脚周辺の流速分布

図1

Case 1 の水面形 (y/(B/2)=0.150, Fr=0.483 at 150cm)

Case 2 を対象とした橋脚区間およびその直下流側の
流下方向成分の時間平均流速の鉛直分布について，長
楕円柱と台形円柱との比較を図 3 に示す．図に示され
るように，衝撃波の形成が側壁に衝突し，3 次元的な流
れが形成さるため，橋脚の際よりも側壁側の流速が大
きくなる．また，長楕円柱の方がその傾向が大きく，底
面近くの流速が速い．すなわち，橋脚下流側で，衝撃波
の衝突から生じる 3 次元な流れによって洗堀されやす
くなる．なお，通水後の移動床の形状から局所洗堀の痕
跡が確認された．

6．まとめ

図2

Case 4 の水面形(y/(B/2)=0.963, Fr=0.403 at 150 cm)

a)長楕円柱(X/d=－0.5)

b)長楕円柱(X/d=1.5)

d)台形円柱(X/d=1.0)
c)台形円柱(X/d=－0.5)
図 3 Case 2 の橋脚周辺の時間平均流速の鉛直分布

(d:橋脚径, X:橋脚下流端からの距離,z:水路底面からの高さ)

橋脚形状による橋脚周辺の水面形および流速分布を
検討した結果，台形円柱型の橋脚形状にすることによ
って，橋脚に衝突する影響を軽減し，流木堆積防止に寄
与することを確認した．特に，水深に対して相対的に幅
が小さい場合に生じる 3 次元的な流れによる局所洗堀
の軽減につながることが水面形および時間平均流速の
鉛直分布から推定することができた．

参考文献
1) 佐藤，唐澤，村瀬，河道形成機構の解明と流木によ
る橋梁閉塞対策等への応用に関する研究，15-5,寒地
土木研究所研究発表会, 2008, 5 pages
2) 原田，内藤，里深，水山，小杉，橋梁における木徐杭
及び芥留杭の機能に関する基礎的な実験，土木学会論
文集 B1, Vol.72, No.4, 2016, pp.301-306.
3) 岡本，集中豪雨時の橋梁閉塞と河岸浸食対策に関す
る実験的研究，平成 29 年度研究報告書，前田記念工
学振興財団，土木分野 No.5，2017, 6 pages.
4) 橋脚基礎の洗掘への対応事例 国土交通省国土技術
政策総合研究所（以下 URL2021 年 2 月 1 日閲覧）
https://www.pwri.go.jp/caesar/profile/pdf/6.pdf
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流木等の生分解促進に向けた白色腐朽菌の培養と接種用種駒の作成について
国研）土木研究所寒地土木研究所 ○村上泰啓、布川雅典
北海道大学農学研究院 宮本敏澄、白鳥允樹
帯広工業高校 岡本博
１、 はじめに
地震や土砂災害により発生した木質系廃棄物のうち、土砂
が混入した根茎部などは多くの場合、土砂を噛んでいるため
利活用が困難なほか、焼却炉に悪影響を及ぼすため、最終処
分場に運搬処理されるケースが多い。近年の災害頻発に伴
い、こうした廃棄物は最終処分場の容量を圧迫するため、懸
案となっている自治体もある。白色腐朽菌は木材のリグニ
ン、セルロース、ヘミセルロースのすべてを分解する能力を
持っているとされ、しかも身近に生息している場合が多い。
ここでは河川周辺に生息するする木材腐朽菌を採取し、分離
培養ののち、流木根茎部など利活用が困難な木質ゴミの生分
解の促進に向けた白色腐朽菌接種用の種駒の製作を試みたほ
か、帯広工業高校との協同で、流木に見立てた丸太への木材
腐朽菌接種試験を行ったので、概要を報告する。
２、 検討手法と結果
白色腐朽菌は地球上で唯一、樹木の構成要素であるリグニ
ン、セルロース、ヘミセルロースを分解できる生物であり、
しかも、いくつかの種は食用として流通し、砂防区間、河川
図-1 位置図（黒丸が腐朽菌採取位置）
区間でも条件によっては容易に見出すことができ
る。筆者らは、北海道内の一級河川流域（図-1）の
表-１ 子実体からの菌糸分離・培養資機材例
河畔林を踏査し、白色腐朽菌の子実体を採取し、ク
資機材名
役割
ーラーボックスで持ち帰った。次に、表-１に示す機
クリーンブース
無菌環境
材を用い、図-2 の手順で無菌的に菌糸を分離し、シ
培地入りシャーレ
菌糸の培養用
ャーレ上の培地に移植した。シャーレは、23 度に設
メス
子実体等からの菌糸分離用
定したインキュベータ内に保管し、菌糸が十分成長
パラフィルム
培地入りシャーレの密封用
するまで培養した。図-4 は 3 種の白色腐朽菌の培養
滅菌用エタノール
使用する資機材、手の殺菌
状況の例である。子実体から分離した菌糸は、コン
クーラーボックス
培地や子実体の冷蔵用
タミ（雑菌による汚染）が無ければ、概ね 3 週間程
オートクレーブ
培地の滅菌用
度でシャーレ全体に成長することが把握された。現
在、子実体から分離培養された菌糸（表-2）は継代培養しな
がら現場への接種用に保管している。切り株接種用の種駒の
製造は次の通り。長万部の竹林木材より購入したブナ製の原
駒、米ぬか、おが粉、水を混合し、ポリビンもしくは栽培袋
に投入後、オートクレーブで滅菌、放冷する。その後、培養
菌糸を接種し、30 日から 40 日程度インキュベータで培養す
ることで、接種用の種駒が完成する。なお、完成した種駒は
冷蔵庫で保管することで、数か月は保存できると思われる。
現在までに、エノキタケ、ヌメリスギタケモドキ、ウスヒラ
タケの 3 種の種駒を作成し、令和 3 年度、名寄河川事務所の
河畔林伐採切り株への適用を調整中であるほか、十勝川で採
取されたエノキタケ菌株についても、種駒を作成中である。
図-2 白色腐朽菌子実体からの菌糸分離手順概要
３，白色腐朽菌について
白色腐朽菌が含まれる菌界は、図-3 の生命系統樹上では真
核生物ドメインに含まれる動物界、植物界と同列に位置付け
られている。2018 年に KewGarden が公開した State of the
World Fungi1)によれば、2017 年だけでも 2189 種の新種が発
見されているほか、植物の 9 割が菌根菌と何らかの共生関係
を持っているとされる。白色腐朽菌は生活史のサイクルで、
子実体（いわゆるキノコ）を発生させ、胞子を放出する。た
だし、単一の胞子から成長した菌糸は生殖能力がないため、
同種の異なる交配因子を持つ菌糸と融合し、2 核菌糸として
成長して初めて子実体を形成できるとされる。このため、採
取した子実体から分離した菌糸が 2 核菌糸であれば、少なく
とも担子菌であることが把握できる。2 核菌糸では、菌糸の
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図-3 系統樹上の菌界の位置

成長に伴い、クランプ結合と呼ばれる構
造が菌糸中にみられることが分かってい
る。ここでは、分離培養したヒラタケ、
ブナシメジ、ツリガネタケの 3 種の培養
菌糸の顕微鏡観察（1000 倍）結果を図-4
に示す。いずれの菌糸もクランプ結合が
みられ、2 核菌糸であることが分かる。
なお、エノキタケ菌糸をおが粉培地で培
養し、子実体を発生（写真-1）させるこ
とで、種同定が可能であることも確認で
きた。

表-2 分離培養した白色腐朽菌
種名
エノキタケ
ヌメリスギタケモドキ
ウスヒラタケ
ムキタケ
ブナシメジ
ヒラタケ
ツリガネタケ

４，帯広工業高校との協働
帯広工業高校では、平成 28 年 8 月の台風に起
因する洪水災害で、十勝川流域で大量に発生し
た流木に着目し、独自に木材腐朽菌による流木
の分解試験を開始した。流木を河川敷上にどの
ように配置すれば腐朽が進むかについて、帯広
河川事務所の協力を得て、河川敷地内において
流木の設置試験を行っている。寒地土木研究所
では、新聞報道により帯広工業高校の取り組み
を知り、平成 30 年度末より協働を開始した。当
初、十勝川在来の白色腐朽菌株を保有していな
かったこともあり、市販の白色腐朽菌種駒を利
用し、流木に見立てた柳丸太に接種を行った。
接種の際は、寒地土木研究所が保有していた資
機材を利用したほか、同行した北海道大学農学
部の協力を得ながら、生徒に接種間隔などの指
導を行った。腐朽菌接種後の丸太については、
帯広建設管理部（北海道庁）の協力で、機関庫
の沢の河川敷に設置(写真-2)し、帯広工業高校
環境土木科の生徒らが腐朽の程度をピロディン
など物理的な計測器で継続的に調査中である。
なお、当日の様子は地元の十勝毎日新聞社、北
海道新聞社、NHK が取材し、新聞報道や NHK 北海
道のローカルニュースで放映された。現在、十
勝川在来のエノキタケ菌株の培養も行ってお
り、今後、帯広工業高校で実施する流木腐朽試
験への活用も検討している。

採取場所、時期
名寄市、10 月
名寄市、10 月
士別市、8 月
札幌市、10 月
札幌市、10 月
札幌市、7 月
札幌市、12 月
写真-1 培養した在来種
のエノキタケの子実体

ヒラタケ

クランプ結合

ヒラタケ培養菌糸
10㎛

ブナシメジ
ブナシメジ培養菌糸

クランプ結合

10㎛

ツリガネタケ

クランプ結合
ツリガネタケ
培養菌糸

10㎛

図-4 3 種の白色腐朽菌の菌糸培養状況、顕微鏡写真

５、おわりに
豪雨の頻発により、国内外で木質系の災害ゴミが大量に発生
している。特に土砂混じりの木質系ゴミはチップ化自体が困難
であり、水分量が多い場合は焼却処理しにくいため、最終処分
場で処分される場合が少なくない。ここでは、白色腐朽菌を木
質系災害ゴミ、特に流木に適用することを目的とし、在来の白
色腐朽菌を採取して菌糸を分離培養し、接種用の種駒を生産可
能であることを示した。運搬・排出が困難な流木や、例えば河
畔林伐採後に枯死した切り株などにこうした白色腐朽菌を接種
写真-2 帯広工業高校との協働風景（R1.11.18）
することで、生分解が進むことが期待される。また、白色腐朽
菌が繁殖した枯死木には、菌食性の昆虫が繁殖しやすくなるため、生態系保全上も有益となることが考えられる。
ただし、白色腐朽菌によっては、林業や果樹などの病害の原因となる種もあるため、白色腐朽菌であればどの種類
でも良いわけではない。このため、白色腐朽菌を活用する場合は専門家の助言を得ることが重要である。種駒方式
は接種の確実性が高いと考えられるが、ドリルで接種用の穿孔をしなければならないため、手間がかかる。このた
め、もっと簡易な接種方法も検討していく必要があると考えられる。今後は、実際に作成した種駒を河川敷の流木
に接種し、帯広工業高校の生徒の協力も得ながら、流木の腐朽過程を物理的な計測項目で継続的に調査するほか、
採取した以外の白色腐朽菌株も収集し、どういった菌株が流木をより腐朽させやすいかなどについても調査してい
きたい。
参考文献
1) Willis, K. J. State of the World’s Fungi 2018. Report Royal Botanic Gardens, Kew, 2018.
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六甲山系グリーンベルト整備事業における効果的な樹林整備手法の検討
国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所 光永健男、辻田英幸、長尾壮治、田村仁志
兵庫県立大学 服部 保
株式会社ＫＡＮＳＯテクノス ○藤井禎浩、山内昌之、梅迫泰年、吉岡憲成
１

はじめに
六甲山系グリーンベルト整備事業（以下、GB 整
備事業）は、兵庫県神戸市須磨区鉢伏山から宝塚市
岩倉山までの六甲山系の南側斜面（図１）を対象と
して、市街地に対し直接的に土砂災害の被害をおよ
ぼす可能性のある斜面で積極的な整備を実施して
いる。
整備は 1998 年(平成 10 年)から本格的に開始し、
2001 年から整備後のモニタリング調査を実施して
おり、ネザサ刈り取り時の誤伐やネザサによる被圧
に起因する植栽木（苗木、H:1m 内外）の生育阻害
が確認されている 1）。このような状況を解決するた
め、2011 年度以降試験施工を実施し、苗木の効率
的な植栽方法として寄せ植え工法の検討やコナラ
の苗木サイズによる生長量の違いをモニタリング
調査してきた。
本研究は、2019 年度に引き続きコウモリガによ
る樹木被害のモニタリング調査と 2017 年度から継
続しているササ類繁茂抑制試験のモニタリング調
査結果の 2 件について報告する。

た。さらに、植栽木は植栽後 5 年で樹高は 3～5m
程度に生育しており、低木林を形成していた。
2.1.3 試験結果
① コウモリガによる食害の発生状況
コウモリガによる食害の発生状況を図 2 に、食
害の発生割合を図 3 に示す。
コウモリガによる食害の発生割合はクヌギが最
も多く、コナラがほぼ同じ値だった。アベマキは、
2 種と比較して少ない値だった。
これまでに実施してきたモニタリング調査にお
いても、コウモリガによる食害は、アベマキと比
較してコナラが多い傾向が確認されている。この
原因としては、アベマキの樹皮はコナラと比較し
てコルク層が発達しているためコウモリガの幼虫
が侵入しにくい可能性が考えられる。
個体数(本)
80

食害あり

食害なし

60
40

45

58

23

17

コナラ

アベマキ

20

渦ヶ森

0

5
3
クヌギ

樹種

図 2 コウモリガによる食害の発生本数(本)
北畑

食害あり

5km

図1

食害なし

100%
80%

調査地（グリーンベルト対象区域）

２

試験結果
2.1 コウモリガによる樹木被害の発生状況
2.1.1 試験地の概要
コウモリガによる樹木被害の試験地は、北畑地
区において地元の小学生による「どんぐり育成プ
ログラム」の一環として植栽されたエリアを選定
した。植栽木はコナラ 68 本、アベマキ 75 本、ク
ヌギ 8 本の計 151 本であり、2015 年に植栽されて
いる。
試験地は、ニセアカシア群落を皆伐した後に植
栽したため、ニセアカシアの萌芽枝やネザサが旺
盛に繁茂していた。このため、維持管理作業とし
て下刈りを継続しており、植栽木には誤伐防止対
策としてツリーシェルターが設置されていた。
2.1.2 植栽木の生育状況
植栽木はツリーシェルターが設置されていたた
め、誤伐によって枯死した個体はほとんど無かっ
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60%

66.2%

77.3%

62.5%

40%
20%

33.8%

22.7%

37.5%

0%
コナラ

アベマキ

クヌギ

樹種

図 3 コウモリガによる食害の発生割合(%)
➁ 食害と植栽木の生育状況の関係
コウモリガによる食害の有無と植栽木の生育状
況の関係を把握した。コナラ及びアベマキの樹高
と胸高直径の関係を図 4～図 5 に示す。
コナラとアベマキはコウモリガによる食害を受
けていない個体の方が樹高及び胸高直径が高い値
を示す傾向が示された。
以上の結果から、コウモリガによる食害によっ
て植栽木の成長に影響を与えている可能性が高い。

被害あり

被害あり

被害なし
10

10

被害なしが大きく成長している

9

被害なしが大きく成長している

8

8

7

7

胸高直径(cm)

胸高直径(cm)

9

6
5
4
3

被害なし

6
5
4
3

2

2

1

1
0

0
0

1

2

3

4

5

6

0

7

1

2

3

4

5

7

6

樹高(m)

樹高(m)

図 4 食害と樹高、胸高直径の関係(コナラ)

図 5 食害と樹高、胸高直径の関係(アベマキ)

積算被度(%)

低木1層～草本層・ササ類以外

低木1層～草本層・ササ類

180
160
140
120
65

100
132

80

40

135

80

90
60

75

2

80

75

75

70

65

80

40

55

試験後
3年目

15

14

17

17

18

4
23

33

30

36

試験後
3年目

試験後
2年目

40

8

25

試験後
2年目

試験後
1年目

21

59

試験後
3年目

試験直後

35
18

75

62

試験後
2年目

14

27

試験後
1年目

16

19

試験直後

17

59

試験後
1年目

72

8

試験後
1年目

38
41

試験直後

40
20

85

25

15

試験前

80

117

15-1

15-2

15-4

15-3

試験直後

試験前

試験後
3年目

試験後
2年目

試験後
1年目

試験直後

試験前

試験後
3年目

試験後
2年目

試験前

試験前

0

15-5

図 6 ネザサの積算被度の経年変化
2.1.4 課題
本研究においてコウモリガによる被害の発生状
況や植栽木の生育状況に対する影響が明らかとな
ったが、コウモリガの幼虫が植栽木に侵入する経
路が明らかになっていない。幼虫が植栽木に侵入
する経路を明らかにすることで、食害対策を検討
立案することが可能になると考えられる。
このため、令和 3 年度は幼虫が樹木に侵入する
6 月頃を目安に幼虫の侵入経路を確認するために
調査を実施することとする。
2.2 ササ類繁茂抑制試験
2.2.1 試験の概要
現在実施している樹林整備では、樹林整備実施
後 5 年間維持管理としてササ刈りを実施し、整備
後 6 年目以降はササ刈りを実施しない。このため、
次第に林床にササ類が繁茂し、樹林整備後 10 年以
上経過したエリアは、林床にササ類が繁茂してい
ることが多い。
この様な状況を受け、樹林整備後 10 年以上経過
し植栽木によって樹林化が進んでいるエリア(渦
ヶ森地区)において、ササ類刈り取り試験を実施し
た。2017 年 6 月に試験区として 10m×10m の方形
区内を 5 箇所設置し、ササ刈りを行った後、ササ
類の回復状況を 2017 年 10 月から毎年 1 回モニタ
リング調査を実施した。今回は試験後 3 年目の調
査である。
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2.2.2 試験結果
ササ類の回復状況を把握するため、植生調査を
実施した。低木層から草本層におけるササ類とそ
れ以外の種の積算被度の経年変化を図 6 に示す。
5 箇所のコドラートすべてにおいて、ササ類の
積算被度はササ刈り後 1 度大幅に減少し、その後
回復する状況が確認できる。
ササ類の回復の速度はコドラートごとに異なっ
ており、15-2 のように試験後 1 年でササ刈り前の
状況に回復している地点がある一方で、15-3 のよ
うに回復速度が遅い地点も確認された。
2.2.3 ササ刈り効果の継続期間
ササ刈り効果は、試験区によって継続期間が異
なるものの、概ねササ刈り後 3 年間は効果が確認
できた。
日当たりの良い地点はササ刈り効果が 1～2 年
程度しか継続しないと考えられるが、概ね 3 年程
度は効果が継続すると考えられる。
2.2.4 維持管理手法への展開
現在、ササ刈りは 5 年間継続しているが、6 年
目以降も 5 年間隔でササ刈りを実施することで、
ササ類の繁茂を抑制することが可能となると考え
られる。ササ刈りはコウモリガ対策においても有
効であり、最適な整備時期を今後も検討する。
1）木下篤彦,岡本敦,藤井禎浩,梅迫泰年,山内昌之:六甲山系グリー
ンベルト整備事業における植生調査－効果的な樹林整備を目指
して－,砂防学会誌,Vol.64 No.3,p.68－74,2011.9
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透過型砂防堰堤の渓流環境負荷軽減効果
（一財）砂防・地すべり技術センター ○五十嵐 勇気，木原 早紀，國田 佳穂
岩手大学大学院連合農学研究科 高橋 拓実
弘前大学農学生命科学部 鄒 青穎，藤山 若葉，工藤 誠也，東 信行
１．はじめに
透過型砂防堰堤は，土石流や土砂，流木の捕捉・調節効果
に加え，通常時に渓流の連続性を保つ観点から，渓流環境へ
の負荷軽減効果もあると考えられている。そこで本研究で
は，透過型砂防堰堤の渓流環境への負荷軽減効果を確認す
ることを目的に砂防堰堤の上下流において生物調査と物理
環境調査を実施したためその結果を報告する。

広戸川 1 号砂防堰堤 H＝8.0ｍ
不透過型砂防堰堤（魚道未整備）

H-st1

H-st2
H-st3

２．調査概要
H-st5
H-st4
２．１ 調査箇所
広戸川 2 号砂防堰堤 H＝10.0ｍ
H-st6
調査は，青森県西津軽郡深浦町に位置する広戸川および
鋼製透過型砂防堰堤
広戸川
津梅川，同県五所川原市に位置する桂川で実施した。広戸川
には左支川と右支川にそれぞれ不透過型砂防堰堤（H=8.0m）
と鋼製透過型砂防堰堤（H=10.0m）が設置されている。津梅
T-st1
川と桂川には，コンクリートスリット砂防堰堤（津梅川
H=10.5m，桂川 H=7.6m）が設置されている。堰堤の堆砂状
T-st2
況は，不透過型砂防堰堤は満砂，透過型堰堤はすべて未満砂
である。堰堤位置及び調査地点を図 1 に示す。
津梅川 4 号砂防堰堤 H＝10.5ｍ
津梅川
２．２ 調査方法
Co スリット型砂防堰堤
調査は生物調査と物理環境調査を実施した。生物調査は，
電気ショッカーによる直接採捕と環境 DNA 分析により魚
K-st2
類生息の有無および魚種を確認した。物理環境調査は，対象
箇所をメッシュ状に分割して，水深，流速，浮き石率，底質
K-st1
を調査した。水深は直尺，流速はプロペラ式流速計により計
小股沢 1 号砂防堰堤 H＝7.6ｍ
測した。浮き石率は目視により確認した。底質はメッシュ中
桂川
Co スリット型砂防堰堤
央において目視により測定し，谷田・竹門の簡便階級を参考
にして，1：岩盤，2：泥（粒径<0.125mm）
，3：砂（粒径 0.125図 1 調査位置図
4m）
，4：砂利（粒径 4-50mm）
，5：石（粒径 50-250mm）
，6：巨礫（粒径 250-500mm）
，7：岩（粒径>500m）の 7 クラ
スに分類して記録した。調査は広戸川，津梅川は 2020 年 10 月，桂川は 2020 年 11 月に実施した。
３．調査結果と考察
表 1 に生物調査結果を示す。堰堤の上下流に着目すると，不透過型砂防堰堤では，堰堤下流側で確認されていたヨ
シノボリ類（直接採捕結果はルリヨシノボリ）は堰堤上流では確認されなかった。ルリヨシノボリは両側回遊魚であ
り，生息域は河川の中流域から上流域であることを鑑みると，広戸川の不透過型砂防堰堤は，現状で生息域分断の一
因となっていることが考えられる。一方，透過型砂防堰堤は，概ね堰堤上下流で同じ種が確認されており，魚類の往
来の経路としてある程度機能していることが考えられる。なお，津梅川では，ドジョウやトミヨも透過型砂防堰堤の
下流のみで確認されているが，これらについては，津梅川に流入する周辺の流域に生息している個体のものである可
能性が高く，堰堤が移動の障害となっているとは考えにくい。
物理環境については，水深や流速といった物理量と場の環境には相関性があると考えられるため，水深等の物理量
のパラメータを複合的指標として扱うため，主成分分析を行った。また，主成分分析によって得られた各主成分得点
と用いてクラスター分析を行い，瀬，瀬に近い環境，淵に近い環境，淵，水際の 5 つのグループに分類して，各調査
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表 1 生物調査結果
広戸川
種

下流
H-st1

H-st2

H-st3

津梅川

上流
H-st4

上流 下流
H-st6
T-st1
2

H-st5

アユ
イワナ

●

3

●

8

サケ

●

9

●

17

●

ドジョウ

●

4
1

●

1

●

6

● 多数
鋼
製
透
過
型
砂
防
堰
堤

合
流
点
●

トミヨ属淡水型

●

6
1

●

1

13

●
●

1

●

3

●
コ
ン
27 ク ●
リ

●

ト
ス
リ

1

ト ●
堰
堤

●
●

●
コ
ン
ク ●
リ

●

1

●

1

●

6

ト
ス ●
リ
●
ッ

●

ウグイ

10

上流
K-st2
1
8

ー

ヨシノボリ類

ト
不
透
過
型
砂
防
堰
堤

●

●

ッ

合
流
点

●

シマ/スミウキゴリ

カジカ大卵型

3

ー

カンキョウカジカ
ジュズカケハゼ

●

ー

ヤマメ

コ
ン
ク
リ

桂川
上流 下流
T-st2
K-st1

ト ●
堰
堤
●

1
2
2

●

ヤツメウナギ類

●

●

●は環境DNA分析によって存在すると判定されたもの、数字は直接採捕によって捕獲された個体数

地点の物理環境の分布状況を確認した。H-st1 では，主成
分分析による第 3 主成分までの寄与率は 80.1%で，第 1 主
成分は浮き石率と底質，第 2 主成分は流速，第 3 主成分
は水深が寄与した。調査地点の各グループの分布状況を
図 2 に示す。メッシュの分類結果は，瀬は水深が浅く，流
速が早い，淵は水深が深く，流速が遅いといった各環境を
代表した分類結果となっていた。各グループの物理量の
平均値を表 2 に示す。透過型砂防堰堤上下流の各グルー
プの存在割合を比べた結果を図 3 に示す。広戸川および
津梅川では，透過型堰堤上流で淵に分類されたメッシュ
が増加しており，堰堤上下流で物理環境の違いが生じて
いることが考えられた。しかし，桂川では，透過型堰堤上
下流で傾向は変わらず，物理環境の連続性が確保されて
いると考えられた。この違いは，広戸川と津梅川の透過型
砂防堰堤は，捕捉した流木により上流側で土砂の堆積が
発生していたが，桂川の透過型砂防堰堤は，捕捉した流木
による堆積が発生しておらず，堰堤地点で落差が生じて
いなかったことによるのではないかと考えられる。

：group1（瀬）
：group2（瀬に近い環境）
：group3（淵に近い環境）
：group4（淵）

図 2 メッシュのグループ分け結果
表 2 各グループの物理量

４．おわりに
今回の調査より，透過型砂防堰堤は，魚類の往来の側面
から不透過型砂防堰堤に比べて渓流環境への負荷軽減効
果をある程度有することが確認された。また，物理環境に
ついては，土砂や流木の捕捉が生じると堰堤上下流で不
連続となることが確認された。 透過型砂防堰堤は，ある
程度の規模の土砂の流出が生じた場合土砂を捕捉し，そ
の後の常時の流水により土砂が流下していくため，堰堤
上流側は攪乱が生じやすい環境であり，その時々により
堰堤下流と物理環境が不連続となるのは必然である。こ
のため，今後透過型砂防堰堤の渓流環境への負荷軽減効
果をさらに向上させるためには，通常時に加えて土砂や
流木を捕捉した後も魚類の往来の経路としての機能を確
保する方策を検討することも必要であると考えられる。
＜参考文献＞
竹門ほか（1995）
：棲み場所の生態学，平凡社
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group

平均流速

平均水深

浮き石率 底質スコア

1.瀬

38.6 ±

12.8

16.3 ±

3.4

0.34

3.8

2.瀬に近い環境

10.6 ±

10.8

8.9 ±

2.4

0.39

4.3

3:淵に近い環境
4:淵
5:⽔際

3.7 ±

1.2

14.5 ±

4.7

0.38

4.0

12.9 ±

8.0

29.5 ±

2.5

0.24

4.0

-

-

-

-

図 3 透過型砂防堰堤上下流の各グループの存在割合
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「環境ポテンシャル」等に基づく合理的な魚道機能改善の優先順位検討
国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
株式会社建設技術研究所

鈴木啓介、戸田満

澤樹征司、堀裕和、斉藤武、柴田閑、○大須賀麻希

1.はじめに
湯沢砂防事務所管内では、管内全域に設置された魚道の機能維持・改善に取り組んでいる。これまでは、魚道機
能を喪失している施設の改修にあたり、生息する魚類の種数や延長距離等を考慮しながら、定性的に改修対象施設
を検討してきた。本稿では、魚道改修効果を HEP（Habitat Evaluation

対象種の選定

Procedure：ハビタット評価手続き, 2.2 で詳述）の考え方に基づいて設定
した「環境ポテンシャル」と、改修時の「概算工事費用」から、相対的な
費用対効果を算出し定量的に魚道機能改善の優先順位検討を行った事例を
紹介する。

対象種に関する既存知見の整理（評価項目の設定）

HSI（ハビタット適正指数）の算出
生息場の「質」を定量的に評価する HSI（ハビタ
ット指数）のモデルを作成し、HSI を算出する。

2.取り組みの概要
2.1.改修優先順位検討対象施設の抽出
管内の砂防施設 181 施設（1 施設に複数の魚道が設置されているものを
含む）に設置されている 211 基の魚道を対象に現地確認による機能点検調
査を実施し、111 基の魚道が魚類の遡上不可能な状態であることを確認し
た。この結果を基に、砂防施設単位で遡上が不可能な砂防施設 88 施設を検

HU（ハビタットユニット：「環境ポテンシャル」
）
の算出
HSI と量的指標（本調査では 50m 間隔で配置した
ポイントの数）から、生息場の「質」と「量」の
総合指標である HU：
「環境ポテンシャル」を算出
する。
（HU＝「質」×「量」
）

図 1「環境ポテンシャル」検討フロー

討対象施設として抽出した。

表 1 環境要因 SI の設定

2.2.「環境ポテンシャル」の検討
「環境ポテンシャル」の検討は、生物の生息環境を定量的に
把握する手法である HEP の考え方を参考として実施した。
HEP とは、特定の生物に対する環境の価値を「質」×「量」
×「時間」によって定量的に評価する手法であり、生態系評価
などで用いられている。これに対し、本検討では現状の魚類の
生息環境を評価するため、
「質」×「量」（＝HU）から環境ポテ
ンシャルを評価することとし、図 1 に示す流れで検討した。
2.2.1 対象種の選定
湯沢砂防事務所管内における近 10 年間の魚類調査実施状況
および確認魚類を整理し、計 31 種の魚類の生息情報を確認し
た。
このうち、検討対象施設を含む流域すべてで確認があり、主
な魚道利用種となっていることが想定されたアユ、およびニッ
コウイワナ（以下、イワナ）を対象種とした。
2.2.2 HSI モデルの設定
HSI モデルは、ハビタットの適否を決定づける環境要因に対
して 0～1 点の評価値（SI：Suitability Index）を与え、SI
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■アユ
環境
評価項目
要因
生息環
早瀬・平瀬・淵が連続して分布している
良好な生息
境
環境の有無 全体的に平瀬もしくは湛水域となっている
SI1
広く適地がある
餌環境 アユの餌生
適地は局地的にある
SI2 産性の有無
適地はない
下流側に遡上を阻害するような河川横断工
作物や魚止めの滝等がない
下流側に遡上を阻害するような河川横断工
遡上阻 検討対象施 作物や魚止めの滝等があるが、放流実施地点
害要因 設まで遡上 からの連続性は確保されている
SI3 が可能か 下流側に遡上を阻害するような河川横断工
作物や魚止めの滝等があり、かつ放流実施地
点からも河川横断工作物や魚止めの滝等で
分断されている。

評価
値
1
0
1
0.5
0
1
0.5

0

■イワナ
環境
評価項目
評価
要因
値
Aa 型、Aa-Bb 型
1.0
生息環 河川形態
境
Bb 型
0.5
SI1
Bc 型
0.0
河畔林の有無
河畔林が密に存在する
1.0
餌環境 （ 河 畔 樹 林 か ら 河畔林が一部疎に存在する
0.5
SI2
の 落 下 昆 虫 が 餌 河畔林が存在しない
0.0
となるため）
産卵適地の有無 区間内に広く産卵場が存在する。
・砂礫底
または、産卵環境の場がある支川への 1.0
・水深 30cm 以下 連続性がある。
産卵適 ・淵尻
区間内の一部に局所的に産卵場が存
地
0.5
在する。
SI3
産卵環境がほとんど存在しない。
または、産卵環境の場がある支川への 0.0
連続性がない。

を結合することで構築される。環境要因は、生息に必要な「生息環境」
「餌環境」に加
え、アユは下流からの遡上に影響を及ぼす「遡上阻害要因」を設定し、イワナは「産卵適
地の有無」を設定した。
各環境要因の評価値は、現地にて検討対象施設の上流側 50m 間隔で目視確認し記録し
た。HSI モデルは、アユは生息環境の連続性に、イワナは産卵適地への連続性を重視し、
算術法および幾何平均法を組み合わせて設定した（数式 1）。

アユの HSI モデル
1

2
𝑆𝐼1 + 𝑆𝐼2
𝐻𝑆𝐼 = (
× 𝑆𝐼3 )
2

イワナの HSI モデル
1

𝐻𝑆𝐼 = (𝑆𝐼1 ×

𝑆𝐼2 + 𝑆𝐼3 2
)
2

数式 1 HSI モデル

なお、両モデルの適用区間は、過年度に検討さ
れた魚類の生息適地推定結果および管内漁協への
（砂防施設 1 改善時の「環境
ポテンシャル」改善効果）

聞き取り結果をもとに設定した。
2.2.2 砂防施設改善時の HU（
「環境ポテンシャル」）
の算出

砂防施設改善時の HU は、図 2 に示すとおり検
討対象施設から施設上流の横断工作物までの HSI
値を合計することで算出した。
図 2 「環境ポテンシャル」の算出方法

2.3 概算工事費用の算出
既往の改修事例について、工種ごとの費用を整理し、魚道工と付帯施
設工の費用を「大規模改修」
、魚道工のみの費用を「小規模改修」のた
めの費用とし、それぞれ堤高あたりの平均工事費（単価）を算出した。
費用区分を踏まえ、検討対象施設の概算工事費は、魚道全体の改修が必
要と考えられる施設を「大規模改修」、魚道の一部改修で機能改善が可
能と考えられる施設を「小規模改修」とし、各区分の単価に検討対象施
設の堤高を乗じることで算出した。
2.4 優先順位の検討
魚道機能改善施設の優先順位は、現地調査により把握した遡上困難な
各砂防施設について、
「機能改善対策による費用対効果の算出⇒最も費
用対効果の高い施設の対策完了（遡上可能施設への変更）
」を繰り返す
ことで検討した。なお、土砂撤去等の魚道の維持管理のみで改善が可能
と考えられた施設のうち、施設上流側へのアクセスが可能な施設は、維
持管理の対象とし、改修による魚道機能改善の検討対象外とした。

図 3 「環境ポテンシャル」の算出結果

3.検討結果

施設の「環境ポテンシャル」の算出結果は図 3 に示す通りであり、「環境ポテンシャル」の高い施設は、上流域
に多く分布することが把握された。
また、施設改修時の費用対効果を加味した優先順位検討の結果、当該地域では魚道機能を喪失している施設が連
続する区間を上流側から改善していくことで、魚道機能の改善について高い効果が得られることが把握された。
4.おわりに
本検討を通じて、湯沢砂防事務所管内に設置された多数の魚道施設の改修を検討するにあたり、費用対効果を加
味した合理的な優先順位検討を実施することができた。
今回実施した施設改修の優先順位検討後は、優先順位の高い施設の改修に向けた詳細な現地確認を行ったうえ
で、魚道改修を含めた砂防施設の補強・補修のための設計を実施している。今後は今回の検討も参考にしたうえ
で、砂防施設の改修を進めていく予定である。
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礫衝突を受ける鋼管はり部材の変形メカニズムに関する一考察
防衛大学校 ○別府万寿博 濵田匠李
１．緒 言
鋼製堰堤の部材間隔は，最大礫径 D95 の 1.0 倍程度と
して設定するため，スパンが短い（以下，短スパン）構
造部材に巨礫が衝突することが想定される 1)．著者ら

2)

は，これまでに短スパン鋼管に対する衝突解析を行った
2m

ところ，短スパン鋼管はりには，はり変形が生じないこ
とがわかった．そこで本研究は，スパン 1.0 m～6.0 m の

(a) スパン 1 m

(b) スパン 2 m

鋼管部材を対象とし，数値解析および理論により鋼管は
りの変形メカニズムについて検討するものである．
２．礫の押込みおよび衝突による鋼管部材の変形解析
2.1

4m

解析モデル

図-1 に示すように，直径 1.0 m の礫および直径φ508

(c) スパン 4 m

mm×板厚 t19 mm の鋼管部材モデルを作成して，礫を鋼

図-1

管部材に押込む解析を行った．なお，計算時間を短縮す

(d) スパン 6 m
鋼管部材モデル

るため 1/2 モデルを作成した．鋼管の両端は完全固定と
し，スパンの相違がへこみ変形やはり変形に及ぼす影響
を調べるため，スパンは 1 m，2 m，4 m および 6 m とし

(b) スパン 2 m

(a) スパン 1 m

た．礫の直径は 1m，また変位速度は 0.1 m/s および 10m/s
とした．図-1 に示す鋼管中央部の衝突点とその真裏の変
位（はり変形）を出力した．鋼材の塑性判定は，Von-Mises

(c) スパン 4 m

の降伏条件に従うものとした．
2.2

図-2

変形特性

(d) スパン 6 m

塑性化状況（押込み解析，10cm）

図-2 に，各鋼管における押込み量（へこみ量）10cm に
おける鋼管部材の塑性化状況を示す．図中の緑は弾性，
赤が塑性化した範囲を示す．図から，スパン 1 m および
2 m の場合は，礫と鋼管の接触部から塑性化が始まり，

(a) スパン 1 m

(b) スパン 2 m

(c) スパン 4 m

(d) スパン 6 m

載荷部裏側へ向かって塑性化が進行した．なお，載荷部
にははり変位が発生していなかった．スパン 1 m も同様
の結果であった．すなわち，スパン 2 m 以下においては，

図-3

へこみ変形とはり上部の塑性変形で終局状態となるこ

1400

とを示している．スパン 4 m および 6 m の場合は，スパ

塑性ヒンジが形成された 2)．つまり，スパン 4 m 以上に

1000
800
600

200
0

性化した．スパン 4m および 6m では，衝突部と固定端
部に塑性ヒンジが形成され，押込み解析の結果と類似し
ている．
図-4 に，衝突解析および押込み解析で得られた荷重～
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(b) スパン 2 m
1400

衝突解析
押込み解析

1200

す．図から，スパン 1m および 2 m の場合は，衝突部に

最終的には，固定端においてもはり上部の要素のみが塑

600
400

0

図-3 に，衝突解析で得られた鋼管の塑性化状況を示

することはなく，はり上部の要素に塑性化が集中した．

800

200

現行設計法で仮定した変形特性を示すことがわかる 2)．

へこみ変形が生じるが，スパン中央部の全断面が塑性化

1000

400

0

なると，載荷部のへこみ変形とともにはり変形が生じ，

衝突解析
押込み解析

1200

荷重(kN)

後，へこみ量が 20 cm を超えると，載荷部と固定端部に

1400

衝突解析
押込み解析

1200
荷重(kN)

ン 2 m の場合と同様に載荷部の塑性化が進行する．その

塑性化状況（衝突解析，30ms）

800
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800
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400

400
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へこみ変形量(mm)

(c) スパン 4 m
図-4

0

20 40 60 80 100 120
へこみ変形量(mm)

(d) スパン 0 m

荷重～へこみ変形関係の比較

へこみ変形関係を比較して示す．図から，衝突解析と押
込み解析結果はほぼ一致することがわかる．また，スパ
ン 2 m および 4 m のへこみエネルギーは，それぞれ約
70 J および 71 kJ であった．今回の解析条件では，スパ
ン 2 m でははり変形が発生しなかったこと，またスパ
ン 4 m でははり変形が小さかったため，いずれもへこ

(a) スパン 1 m

(b) スパン 2 m

(c) スパン 4 m

(d) スパン 6 m

み変形により同程度のエネルギーを吸収したものと考
えられる．
図-5 に，押込み解析で得られた変形前後の鋼管中央
断面の変形状況を示す．図から，スパン 1m および 2m
では鋼管はり中央部が顕著にへこんでも，鋼管はりは全
く変形していない．一方，スパン 4m および 6m では，
鋼管はりの中央断面がある程度へこむとはり変形へ移
行していることを示している．

図-5

鋼管の変形状況（押込み解析）

q

３．鋼管はりの変形メカニズム
以上の解析結果から，鋼管がある程度短い場合には，
衝突部はへこむものの，はり変形に移行しないことがわ

a
ℓ

かる．この理由は，礫と鋼管の衝突によって鋼管はりに
作用する力によって，端部へ塑性ヒンジを発生させるほ
どの大きな曲げモーメントが生じないことが考えられ

図-6

分布荷重を受ける両端固定ばり

900

に作用した場合に，固定端および中央点に発生するモー

800

メントを算定した．礫衝突力 P は図-4 を参考に 1000kN
とし，鋼管に作用する載荷幅 a は 0.5m と仮定した．よ
って，各鋼管に作用する等分布荷重 q は P/a で求められ
る．図-7 に計算結果を示す．鋼管の弾性限界モーメント
は約 815kN・m であるが，スパン 1m～6m の鋼管はりの
固定部には約 115 kN・m～748kN・m の曲げモーメント

曲げモーメント(kN・m)

る．そこで，図-6 に示すように，等分布荷重が載荷幅 a

700
600
500
400
300
200

固定端モーメント

100

中央点モーメント

0

が発生する．図-8 は，弾性限界モーメントに対するこれ

0

らの曲げモーメントの比率を示しているが，スパン 1m
～92％の曲げモーメントが生じている．すなわち，スパ
ン 6m では塑性化直前であるが，スパン 1m および 2m
では曲げモーメントが非常に小さく，現行設計法で仮定
しているメカニズムが形成されないことを示している．
４．結 言
本研究では，短スパンでははり変形は発生せず，はり
の上部のみが塑性化してエネルギーを吸収し，4.0 m 以
上のスパンでははりの曲げ変形が発生し，塑性ヒンジに
よってエネルギーを吸収することを示した．

図-7

8

固定端と中央点の曲げモーメント
90
80
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50
40
30
20

固定端モーメント
中央点モーメント
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スパン (m)

図-8

1) 鋼製砂防鋼構造物委員会：鋼製砂防構造物設計便覧，砂防・

6

0

会から助成を受けて行われたものである．ここに記して
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100
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弾性限界モーメントに対する
割合（％）
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構造透過性が土石流衝突荷重に及ぼす影響に関する研究
防衛大学校

香月

智

重錘

荷重計測部

本堤部

(a)

透過型モデル

ダイヤルゲージ

260 mm
35 mm

蝶番

245 mm
335 mm

写真－1

(a)

(b)

堰堤モデル

不透過型モデル

写真－2

衝突時

(b)
図－1

受圧梁設置要領

転倒時

転倒過程

7
最大浮き上がり量 δMAX(mm)

2．実験の概要
実験では，河床勾配を土石流流下区間である 15.0 °に
設定した．水路の底面には，堰堤前面より上流 50 cm に
底面粗度を配置，その上流に礫を並べて移動床を形成
させ，段波を形成しやすくするように工夫した．
写真－1 に示す堰堤モデルは，本堤部と荷重計測部の
2 つの機構に分かれている．本堤部は高さ 540 mm，幅
290 mm，質量は 4.9 kg である．転倒安定性を評価する
ために底板の後端と底面を蝶番で連結することで回転
できるようになっている．また，上部に載せる重錘質量
W を変化させることで，抵抗モーメント Mr を変えるこ
とが可能となっている．次に，荷重計測部は両側にロー
ドセルを設置し，受圧梁を取り付けることで，各段に力
が作用すると，水平方向にスライドするように工夫し
た．
写真－2 に，受圧梁の設置要領を示す．写真－2(a)は
透過型モデルで，土石流を受けると，礫を捕捉するが，
水は抜けるようになっている．写真－2(b)は不透過型
モデルで，受圧板梁のアクリル板の隙間にはフイルム
を貼付けて，アクリル板間の水抜けを防止した．
図－1 に，転倒過程を示す．図－1(a)の土石流の衝突
時には，外力が作用した最下部の段がスライドし，本堤
部下端に外力を伝える．この圧力は受圧梁に伝達され，
ロードセルで荷重を計測される．図－1(b)は，作用モー
メントが抵抗モーメントを上回ると蝶番を支点として
回転し，本堤部は浮き上がるようになっている．この際，

堀口俊行

260 mm

1．緒 言
激甚化した災害は，局地的な豪雨や記録的な台風に
よって発生している．中でも，土石流は大きな破壊力を
伴って住宅地に流下してくると，被害が甚大となる．そ
のための対策構造物として砂防構造物の設置が求めら
れている．
近年，砂防構造物の損傷事例が発生しており，現行設
計荷重より大きな荷重を前提とするレベルⅡ荷重の必
要性が高まってきた 1)．そのため，現行設計レベルを超
えた土石流荷重を作用外力とするレベルⅡ設計法につ
いて検討されている 1)．しかし，未だ充分な研究がなさ
れているとは言い難い．透過型砂防堰堤（以下，透過型
と呼ぶ．）の設計荷重は不透過型砂防堰堤（以下，不透
過型と呼ぶ．）の設計荷重を準用しており 2)，上部には
静的な土石流流体力を与え，それより下部には堆砂圧
荷重を与えて，静的安定評価および部材の強度評価を
行っている．この際，構造の透水性については，全体に
与える静水圧を省くことで考慮されている．しかし，本
来異なるメカニズムの砂防構造物であるにもかかわら
ず，同じ前提で行うのは不合理である．
そこで本研究は，透過型および不透過型に作用する
土石流荷重を比較して，その差異を明らかにするもの
である．その際，河床底面からの高さ方向での荷重分布
を時刻歴応答として計測し，水流の透過性が土石流衝
突荷重に及ぼす影響を検討する．

〇小松喜治

6

5
透過型の
転倒限界

4

不透過型の
転倒限界

3
2
透過型

1

不透過型

0
0

図－2

2

4

6
8
10
重錘質量 W(kg)

12

14

最大浮き上がり量～重錘質量関係

本堤部は荷重計測部との間のローラーを取り付けてお
り，転がることで本堤部のみが回転運動する．
礫モデルは，呼称粒径 10 mm，20 mm，30 mm を体積
比 1 : 1 : 1 となるように混合し，総質量は 60 kg である．
土石流は，堰堤モデルは 0.3 ⅿの高さまで貯めた水を
前方の礫塊に流し込むことで生起させた．
衝突実験では，土石流を衝突させ，堰堤モデルの変位
（浮き上がり量 δ）および衝突荷重 P を計測した．
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(e) 5 段目

総作用モーメント～時間関係

図－5

3. 実験結果
図－2 に，衝突実験における最大浮き上がり量 δMAX～
重錘質量 W 関係を示す．重錘質量が大きくなるにつれ
て最大浮き上がり量 δMAX は小さくなっている．透過型
では重錘質量 W = 8 kg，不透過型では重錘質量 W = 12
kg で転倒しなくなる．つまり，透過型は 30.6 N･m，不
透過型では 42.0 N･m の作用モーメントが生じている．
この 2 つの転倒限界の作用モーメントを比較すると，
透過型の方が 40 %ほど小さくなっている．
図－3 に，総荷重～時間関係を示す．総荷重とは，計
測された各段の荷重の積算値である．透過型（W = 8 kg）
の最大総荷重は 227 N，不透過型（W = 12kg）の最大総
荷重は 306 N であり，
透過型の方が最大総荷重では 26 %
小さい．
図－4 に，総作用モーメント～時間関係を示す．総作
用モーメントとは，各段で計測された荷重に底面から
の距離を乗じて求めた各段のモーメントの積算値であ
る．透過型（W = 8 kg）の最大総作用モーメントは 30.9
N･m，不透過型（W = 12 kg）の最大総作用モーメントは
40.7 N･m であり，透過型の方が 32 %小さく，堆砂礫荷
重による作用モーメントは 24 %ほど小さくなっている．
つまり，構造の透過性によって水が抜けることによ
る荷重低減効果が衝撃荷重と堆砂礫荷重の双方に現れ
るものの衝撃荷重の方が低減効果は大きい．
図－5 に，透過型および不透過型における各段の荷重
～時間関係の比較を示す．図－5(a)は，1 段目の比較を
示したものであり．双方とも衝突と同時に荷重は増加
し最大荷重に達し，急激に減少した後に徐々に一定の
荷重となる．しかし，不透過型では再度の荷重増加の現
象について，実験映像を確認すると，跳ね上がった水が
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(f) 6 段目
各段の荷重～時間関係の比較

土石流の後続流に落水して，入り込むことで荷重が大
きくなったと考えられる．なお，最大荷重はあまり変わ
らないが，堆砂礫荷重は，透過型の方が 30 %ほど小さ
くなる．これは構造の透過性を有することにより，水が
抜け荷重が低減されたものと考えられる．
全ての高さごとの荷重を比較すると，全般的に不透
過型より透過型の方が荷重の立ち上がりが急激である
点を除き，ほぼ一致している．また，最大総荷重の時の
各段の最大荷重をみると，透過型は 4 段目，不透過型は
5 段目である．このことから，同じ土石流を流しても衝
撃荷重に時間差が生じることがわかる．
4．結 言
本研究の成果を以下のように示す．
1) 衝突時の水平方向への総荷重および総作用モーメ

ントは，いずれも透過型の方が 30 %小さくなる．
また，堆砂礫荷重も同様に透過型の方が 30 %小さ
くなる．
2)

不透過型は，水流が滞水して水深が上昇し，堤体上
部に荷重が集中する．さらに，この影響は総作用モー
メントが透過型よりも大きくなる要因でもある．

参考文献
1) 石川芳治ら：大規模外力に対してレジエントな砂防
施設の設計手法の開発，国土交通省，2019.5.
2) 財団法人 砂防･地すべり技術センター 鋼製砂防
構造物委員会編集：平成 21 年版 鋼製砂防構造物設
計便覧，エッセイエブロ，2010.8.

- 222 -

R4-022

2021年度砂防学会研究発表会概要集

コンクリートポンプを用いた砂防堰堤の打設のための温度応力解析
国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 辻田英幸，長尾壮治
協和設計株式会社

西岡孝尚，南部啓太，○安田真悟

1. はじめに
砂防堰堤はマスコンクリートであり，一般的にはコンクリートバケットを用いて打設される。砂防堰堤は使用す
るコンクリート量が膨大で，打設ブロック数が多くなるため，養生日数が長期に亘り，工事の全体工程に大きな影
響を及ぼす。また，マスコンクリートに生じるひび割れを抑制するため，単位セメント量が小さいスランプ 5cm の
コンクリートをバケットにより打設する必要があるが，この方法は手間と時間を要し，効率的ではない。砂防堰堤
は山地部や急峻な地形を呈する箇所に設置されることが多く，打設方法や打設量に制約が発生するなど，施工上及
び生産性向上のための大きな課題である。
一方で，ポンプ打設により砂防堰堤を築造することができる場合，現場の省力化に伴う施工性が飛躍的に高まり，
生産性の大きな向上が期待できる。ポンプ打設にはポンプ圧送時の閉塞や打設時の材料分離等を防止するために，
スランプ 8cm 以上が必要となるが，単位セメント量が大きくなればひび割れ発生のリスクは増大するため，ポンプ
打設による砂防堰堤の築造には課題があると考えられる。
そこで，本稿ではコンクリートの温度応力解析により温度ひび割れ指数をもとめ，ひび割れと指数の関係を評価
してポンプ打設の実現性を検討し，生産性向上について検討した結果を報告する。
2. 温度応力解析
2.1 概要
砂防堰堤のコンクリート打設時には，躯体の内部と外部の温度差に起因する引張応力が発生し，内部拘束による
ひび割れが生じる可能性がある。これら初期のひび割れが施工段階で発生する可能性について，コンクリート打設
計画に従い，3 次元有限要素法解析を用いて，コンクリートの温度解析及び温度応力解析を行ってひび割れ指数を
算出し，施工時に発生するひび割れを発生確率で評価した。
2.2 解析条件
解析に用いるコンクリートの規格は計画地周辺のコンクリート工場で製作されている実績値を用いた。解析に用
いたコンクリートの規格を表 1 に示す。解析は全 6 ケースを実施したが，ここではスランプ値の違いについて考察
し，ポンプ打設の実現性について報告するものである。
ケース①：業務地周辺の砂防工事で用いられている 24-5-40BB を最も外気温が高い夏季に打設
ケース②：最も外気温が高い夏季に，ポンプ打設を想定し，24-8-40BB を打設
ケース③：最も外気温が低い冬季に 24-5-40BB を打設
ケース④：通常，砂防工事に用いられる 18-5-40BB を最も外
気温が低い冬季に打設

表 1 業務地周辺のコンクリート規格
【24-5-40BB】
呼び強度
N/mm2

種別

ケース⑤：18-5-40BB を冬季に打設し，下流側型枠を景観に
配慮した化粧型枠(発泡スチロール)から，普通型
枠に変更

無筋コンクリート
セメント
278

水
153

24

粗骨材の
最大寸法
mm
40

単位量(kg/m3)
細骨材
789

粗骨材
1085

スランプ
cm

セメントの種類

5

高炉セメントB種

混和剤
2.78

W/C
(%)
55

S/a
(%)
42.5

【24-8-40BB】

ケース⑥：18-5-40BB を冬季に打設し，下流側型枠を景観に
配慮した化粧型枠(発泡スチロール)から，普通型
枠に変更し，コンクリートに膨張剤を添加

呼び強度
N/mm2

種別
無筋コンクリート
セメント
287

水
158

24

粗骨材の
最大寸法
mm
40

単位量(kg/m3)
細骨材
783

粗骨材
1070

スランプ
cm

セメントの種類

8

高炉セメントB種

混和剤
2.87

W/C
(%)
55

S/a
(%)
42.7

【18-5-40BB】

2.3 解析結果
温度解析により温度分布を求め，応力解析によりひび割れ指
数を算定した。ひび割れ指数の分布図を図 1 に示す。ここで，
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種別

呼び強度
N/mm2

無筋コンクリート

18

セメント
235

水
155

粗骨材の
最大寸法
mm
40

単位量(kg/m3)
細骨材
838

粗骨材
1067

スランプ
cm

セメントの種類

5

高炉セメントB種

混和剤
2.35

W/C
S/a
(%)
(%)
66
44.4
※工事実績より

ひび割れ指数

図 1 ブロック 4(越流部)におけるひび割れ指数分布図
左図：24-5-40BB[ケース①]，中図：24-8-40BB[ケース②]，右図：18-5-40BB[ケース⑥]
表 2 スランプ値の違いによるひび割れ指数と差分
リフト
⑯
⑮
⑭
⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

位置

BL1
【夏季】24-5-40BB 【夏季】24-8-40BB

表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部
表面
内部

0.69
0.85
0.69
0.77
1.02
0.84
1.07
0.76
1.05
0.79
0.89
0.76
0.55
0.69
0.66
0.71
0.71
0.69
0.76
0.82
1.00
0.78
1.09
0.71
1.03
0.88
1.00
0.45

0.68
0.83
0.69
0.75
1.05
0.82
1.07
0.74
1.02
0.77
0.87
0.75
0.54
0.68
0.64
0.70
0.69
0.68
0.74
0.80
0.96
0.75
1.05
0.70
1.00
0.86
0.98
0.44

BL2
差分
0.01
0.02
0.00
0.02
0.03
0.02
0.00
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.02
0.04
0.03
0.04
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01

【夏季】24-5-40BB 【夏季】24-8-40BB

0.62
0.97
0.70
0.82
0.69
0.83
0.69
0.77
0.65
0.72
0.61
0.69
0.67
0.67
0.58
0.64
0.50
0.68
0.50
0.62
0.47
0.78
0.62
0.71
0.86
0.75
0.90
0.68

0.61
0.94
0.70
0.80
0.68
0.82
0.68
0.75
0.65
0.71
0.60
0.69
0.64
0.66
0.56
0.63
0.49
0.66
0.48
0.61
0.46
0.76
0.61
0.70
0.84
0.74
0.90
0.67

BL3
差分
0.01
0.03
0.00
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01

【夏季】24-5-40BB 【夏季】24-8-40BB

0.78
1.32
0.77
0.99
0.68
1.04
0.72
0.87
0.76
0.83
0.77
0.75
0.80
0.71
0.70
0.65
0.60
0.68
0.62
0.66
0.62
0.72
0.73
0.74
0.89
0.89
1.09
0.85
1.17
0.83
1.92
1.06

0.79
1.27
0.77
0.95
0.68
1.01
0.71
0.84
0.76
0.81
0.77
0.72
0.78
0.69
0.68
0.64
0.59
0.66
0.60
0.65
0.60
0.70
0.71
0.72
0.86
0.87
1.08
0.83
1.16
0.81
1.88
1.03

BL4
差分
0.01
0.05
0.00
0.04
0.00
0.03
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.04
0.03

【夏季】24-5-40BB 【夏季】24-8-40BB

0.57
0.75
0.57
0.76
0.65
0.70
0.64
0.64
0.57
0.62
0.53
0.62
0.54
0.65
0.58
0.64
0.63
0.70
0.77
1.27
0.87
1.34
0.97
1.16
1.47
1.08

0.56
0.74
0.56
0.73
0.65
0.68
0.62
0.63
0.56
0.61
0.51
0.62
0.53
0.64
0.57
0.63
0.61
0.68
0.74
1.27
0.87
1.31
0.96
1.14
1.47
1.06

スランプの違いによるひび割れ指数の変化について，各ブロッ

BL5
差分

【夏季】24-5-40BB 【夏季】24-8-40BB

0.01
0.01
0.01
0.03
0.00
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.00
0.00
0.03
0.01
0.02
0.00
0.02

0.86
1.28
0.76
0.96
0.69
0.99
0.71
0.87
0.76
0.83
0.79
0.75
0.80
0.70
0.70
0.65
0.60
0.68
0.63
0.68
0.66
0.73
0.76
0.73
0.89
0.89
1.06
0.88
1.09
0.87
1.76
1.06

0.85
1.25
0.77
0.94
0.69
0.96
0.70
0.84
0.76
0.81
0.79
0.72
0.78
0.69
0.68
0.64
0.59
0.67
0.61
0.66
0.64
0.72
0.74
0.71
0.85
0.87
1.07
0.85
1.08
0.86
1.77
1.06

BL6
差分
0.01
0.03
0.01
0.02
0.00
0.03
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.03
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.04
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.00

BL7

【夏季】24-5-40BB 【夏季】24-8-40BB

0.62
0.96
0.71
0.85
0.65
0.80
0.63
0.72
0.65
0.72
0.62
0.73
0.66
0.72
0.58
0.68
0.52
0.68
0.52
0.63
0.49
0.76
0.62
0.71
0.65
0.76
0.92
0.68

0.61
0.94
0.70
0.81
0.65
0.78
0.62
0.71
0.64
0.71
0.61
0.71
0.63
0.70
0.56
0.67
0.51
0.67
0.51
0.61
0.48
0.75
0.60
0.70
0.64
0.75
0.92
0.67

差分
0.01
0.02
0.01
0.04
0.00
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01

【夏季】24-5-40BB 【夏季】24-8-40BB

0.70
0.88
0.67
0.73
0.87
0.79
1.05
0.71
0.86
0.74
0.77
0.77
0.65
0.74
0.69
0.73
0.69
0.72
0.75
0.85
1.15
0.82
1.15
0.87
1.04
0.88
1.02
0.46

0.69
0.85
0.66
0.72
0.86
0.78
1.05
0.69
0.83
0.73
0.75
0.75
0.63
0.72
0.68
0.71
0.67
0.70
0.73
0.83
1.10
0.80
1.11
0.87
1.01
0.85
0.99
0.45

差分平均値：0.02
【指数】赤:0～0.7、橙:0.71～0.8、茶:0.81～0.99、黒:1～
【差分】紫:0～0.5、桃:0.51～

表 3 各検討条件のひび割れ指数への影響度
差分平均値

影響度

スランプ値【5cm・8cm】

0.02

小さい

打設時期【夏季・冬季】

0.22

大きい

呼び強度【18N/mm2・24N/mm2】

0.12

大きい

異なることを意味し，その影響度は大きいといえる。スランプ

型枠変更【化粧・普通】

0.18

値の違いによるひび割れ指数とその差分値を表 2 に示す。差分

膨張材添加【あり・なし】

0.52

クでひび割れ指数の差分を算出し，その影響度を確認した。ブ
ロック毎に算出した差分値の傾向はほとんど変わらなかった
ため，ここでは平均値によって評価するものとした。すなわち，

差分
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.05
0.02
0.04
0.00
0.03
0.03
0.03
0.01

差分平均値が大きければ，条件の違いにより解析結果が大きく

(表面)大きい
(内部)小さい
大きい

平均値は 0.02 であった。参考に，膨張材の有無による差分平均値は 0.52 であった。
2.4 考察
各検討条件のひび割れ指数への影響度を表 3 に示す。スランプの違いによるひび割れ指数への影響は各検討条件
と比較すると最も影響が小さく，差分平均値も他のケースに比べて明らかに小さい。
ここで，現状 24-5-40BB のコンクリートを使用して問題なく施工がされている。解析結果では，スランプ 5cm と
8cm でひび割れの発生に大きな差はなく，24-8-40BB でのポンプ打設はひび割れの発生に対しては現状の施工状況と
大きな差はないと考えられる。したがって，24-8-40BB のコンクリートを用いたポンプ打設は可能であると考えら
れ，その有効性を温度応力解析により確認できた。
3. おわりに
コンクリートの温度応力解析を実施し，温度解析・応力解析の結果からひび割れ指数分布を求めた。スランプ値
の違いによるひび割れ指数の差分は他の条件に比べ明らかに小さく，影響度は小さい。
ポンプ圧送が可能なスランプ 8cm と通常のバケット打設により砂防堰堤工事で用いられるスランプ 5cm の解析結
果に大きな差はなく，24-8-40BB でのポンプ打設はひび割れの発生に対しては現状の施工状況と大きな差はないと
考えられることから，ポンプ打設による砂防堰堤の構築は可能であると判断され，生産性向上に寄与すると考える。
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鋼製透過型砂防堰堤の保有耐力照査に関する一提案
日鉄建材株式会社 ○國領ひろし
（一財）砂防・地すべり技術センター 嶋 丈示
九州大学大学院 園田佳巨
防衛大学校名誉教授 石川信隆

𝐹𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝐹𝑛

(1)

ただし，Fmax：最大保有耐力（弾塑性解析から求めた終局耐
力，Fmax = αmaxF0）
，Fn：レベルⅡ荷重に対して鋼製堰堤が保
有すべき必要保有耐力（エネルギー一定則 1)から決定される
値，Fn = αnF0）
，αmax：最大保有耐力係数，αn：必要保有耐力
係数，F0：初期耐力（部材が弾性域内に収まる最大弾性耐力）
．
2.2 必要保有耐力の算定
必要保有耐力 Fn とは，レベルⅡ荷重が作用したときに鋼
製堰堤が保有すべき必要な耐力であり，鋼製堰堤の耐力－
変位関係を図－1 に示すような硬化型弾塑性モデルと仮定
すると，エネルギー一定則 1)，すなわち，図－1 の「三角形
OBD」=「四角形 OAEF」より，次式が求められる．
𝛽=

1
√2𝜇𝑟 − 1 + 𝑟(𝜇𝑟 − 1)2

(2)

ただし，β：塑性変形を考慮することによる耐力低減係数（=
Fn/Fe）
，Fe：レベルⅡ荷重が作用した際に鋼製堰堤が弾性応
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B

Fe

耐力

1. はじめに
近年，想定した設計外力をはるかに上回る大規模な土石
流（以下，レベルⅡ荷重という）が鋼製透過型砂防堰堤（以
下，鋼製堰堤という）に作用する事例が発生しており，これ
らの事象に対応するには，鋼製堰堤がどれだけ耐力（あるい
は安全性）を有しているかを明らかにしておく必要がある．
一方，レベルⅡ荷重に対して従来の許容応力度法で対応する
と，非常に大きな部材断面を要することが想定され，レベル
Ⅱ荷重に対しては鋼製堰堤の保有耐力を把握したうえで，塑
性域までの変形を考慮した設計法が望まれる．しかし，現時
点ではレベルⅡ荷重を設定することは極めて困難であり，レ
ベルⅡ荷重に対する鋼製堰堤の設計法も確立されていない．
そこで，本研究では鋼製堰堤の新たな安全性照査法（2 次
設計法）として，構造全体の塑性域までを考慮した保有耐力
照査法を提案するものである．
2. 鋼製堰堤の保有耐力照査法
2.1 保有耐力照査式
1 次設計では，従来の許容応力度法（弾性域）により安全
性を照査するものとし，2 次設計では塑性域までの変形を考
慮した保有耐力照査法を取り入れることとする．すなわち，
弾性域を超えた終局限界時の耐力を鋼製堰堤の「最大保有
耐力」とし，これに対し，レベルⅡ荷重に対して鋼製堰堤が
保有すべき必要な耐力を「必要保有耐力」と定義して，次式
のように鋼製堰堤の最大保有耐力が必要保有耐力を上回ら
なければならないものとして照査する．

E

K2 = rK1
A

Fn

K1
O

C

D

δy

δe

F
δr

δu

変位

図－1 エネルギー一定則（硬化型弾塑性モデルの場合）

答すると仮定した場合の弾性耐力（以下，レベルⅡ弾性耐力
という）
，μr：応答塑性率（= δr/δy）
，δr：応答変位（図－1 の
F 点）
，δy：降伏変位（図－1 の C 点）
，r：硬化係数で耐力－
変位関係をバイリニア型と仮定したときの 2 次勾配 K2 と 1
次勾配 K1 の比（= K2/K1）
．
よって，耐力低減係数 β が求まると鋼製堰堤の必要保有
耐力 Fn（= βFe）が次式により求められる．
𝐹𝑛 (= 𝛼𝑛 𝐹0 ) = 𝛽𝐹𝑒 =

𝐹𝑒
√2𝜇𝑟 − 1 + 𝑟(𝜇𝑟 − 1)2

(3)

ここで，応答塑性率 μr は，保有耐力照査の際には次式の
ような許容塑性率 μa に置き換えるものとする．
𝜇𝑟 = 𝜇𝑎 =

𝛿𝑎
1
1
1
= [𝛿𝑦 + (𝛿𝑢 − 𝛿𝑦 )] = 1 + (𝜇𝑢 − 1)
𝛿𝑦 𝛿𝑦
𝑓
𝑓
(4)

ただし，δa：許容変位，f：塑性変形に対する安全率，μu：終
局塑性率（= δu/δy）
，δu：終局変位．
ここで，本検討ではレベルⅡ弾性耐力係数 αe を大規模地
震の考え方 2)を参考に αe = 4.0（初期耐力 F0 の 4 倍）と仮定
し，レベルⅡ荷重に対して鋼製堰堤に要求される必要保有耐
力 Fn を次式のように表す．
𝐹𝑛 = 𝛼𝑛 𝐹0 = 𝛽𝛼𝑒 𝐹0 = 4.0𝛽𝐹0

(5)

2.3 保有耐力照査の数値計算例
ここでは，図－2 に示す鋼製堰堤モデル（継手を考慮しな
い鋼管フレームで鋼製高 H = 8.0 m）を対象に増分弾塑性解
析（Push-over analysis）を行い，その弾塑性挙動を調べると
ともに，提案した保有耐力照査法の適用性を検証する．
図－3 に，耐力－変位関係を示す．図中の〇印は，降伏耐

静的
漸増載荷

4,000 mm

（土石流流体力を想定）

※鋼管モデルは，すべて D400 mm × t14 mm とする．

図－2 鋼製堰堤モデルと作用荷重
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図－4 損傷メカニズム
表－1 保有耐力照査の結果
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図－3 耐力－変位関係

0.0
1,000

α

y = 6.83x

500

4.5

項 目

4.0

耐力係数

耐力（kN/m）

600

4.5

4.0

初期耐力 F0（kN/m（α0）
146.7（1.00）
降伏耐力 Fy（kN/m）
（αy）
253.8（1.73）
降伏変位 δy（mm）
43.9
663.1
終局変位 δu（mm）
15.10
終局塑性率 μu = δu/δy
許容塑性率 μa 式(4)より
5.70
耐力低減係数 β※1
0.30
必要保有耐力 Fn（kN/m）
176.0
（1.20）
（αn）
402.9
最大保有耐力 Fmax（kN/m）
（2.75）
（αmax）
判 定 Fmax ≥ Fn
OK
※1 硬化係数 r = 0.026（= 0.18/6.83）
．

力時，△印は最大保有耐力時を示している．これより，初期
耐力は F0 = 146.7 kN/m（α0 = 1.00）
，降伏耐力は Fy = 253.8
kN/m（αy = 1.73）で，最大保有耐力は Fmax = 402.9 kN/m（αmax
= 2.75）となる．一方，鋼製堰堤頂部の水平変位は降伏変位
で δy = 43.9 mm，終局変位は δu = 663.1 mm であり，終局塑
性率は μu =15.10 となる．
図－4 に，ひずみ分布による損傷メカニズムを示す．まず，
図－4(a)の降伏耐力時は上流側柱部材で弾性域を超える引
張ひずみが発生し，下流側柱部材および上下流の柱部材と
下段はり部材の接合部で圧縮ひずみが顕著となる．次に，図
－4(b)の最大保有耐力時では，上流側柱部材と下段はり部
材の接合部が圧縮限界に達して終局限界となった．
表－1 に，保有耐力照査結果を示す．ここでは，塑性変形
の安全率を f = 3.0，レベルⅡ弾性耐力係数 αe = 4.0 と仮定し
て検討した．これより，最大保有耐力が Fmax = 402.2 kN/m
（αmax = 2.75）であるのに対し，必要保有耐力は Fn = 176.0
kN/m（αn = 1.20）となり，保有耐力照査の式(1)を満足してい
ることがわかる．
図－5 に，必要保有耐力係数と許容塑性率の関係を示す．
これより，必要保有耐力係数は 1.00 ≤ μa ≤ 7.67，許容変位で
68.5 mm ≤ δa ≤ 336.7 mm，許容変位率では 0.86 % ≤ δa/H ≤
4.21 %（ただし，H：鋼製高）となり，許容変位率を 4 %と
設定しても差し支えないものと考えられる．
2.4 レベルⅡ弾性耐力係数の最大値
数値計算例では，レベルⅡ弾性耐力係数を αe = 4.0（レベ
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図－5 必要保有耐力係数－許容塑性率関係

ルⅡ荷重に対する鋼製堰堤の耐力を初期耐力の 4 倍と仮定）
して示したが，ここでは，鋼製堰堤モデルがどこまでの大規
模外力に抵抗できるか，つまりレベルⅡ弾性耐力係数 αe の
最大値を逆算で求めてみる．すなわち，式(1)と式(3)より次
式が得られる．
𝛼𝑒 ≤

𝛼𝑚𝑎𝑥
𝛽

(6)

これより，この鋼製堰堤モデルでは初期耐力の約 9.2 倍
（= αmax/β = 2.75/0.30）の弾性耐力まで抵抗可能であること
が認められた．
3. おわりに
本研究では，保有耐力照査法を鋼製堰堤おける 2 次設計
として位置付け，レベルⅡ荷重に対する必要保有耐力をエネ
ルギー一定則から算出し，数値計算例によってその適用性
を示した．これより，提案した保有耐力照査法は，2 次設計
時の構造安全性照査として用いて差し支えないものと考え
られる．しかし，本研究では継手を考慮しない鋼管フレーム
モデルを対象としているため，今後，継手の影響や荷重方向
が偏心する場合などに対する検討も必要であると考える．
参考文献
1) 大成建設株式会社土木本部土木設計部：耐震設計の基本，イン
デックス社，2009
2) 公益社団法人日本道路協会：道路橋示方書・同解説 V 耐震設
計編，2012
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砂防堰堤における３次元土工モデルの活用について
いであ株式会社

○井上 晶帆，鳥居 義仁，上葛 健太，川原 由香，森 克味

1． はじめに
BIM/CIM（Construction Information Modeling/Management）は，調査・計画・設計段階から３次元モデルを
導入し，その後の施工・維持管理の各段階においても「一貫したモデル」を連携・発展・共有することにより，設
計者や施工者等の事業全体にわたる関係者間の業務効率化・高度化を図るものである．
国土交通省では，令和 3 年 3 月に「ICT の全面的活用」を実施する上での監督・検査要領や出来形管理要領等の
技術基準類を大幅に更新し，ICT 活用工事における新たな契約方式・積算方式の設定に着手する等、令和 5 年度に
おける「BIM/CIM 原則適用」に向けて，様々な取組みを積極的に推進している．
このような状況の中，砂防事業では，狭隘な施工スペースや法面の崩壊の危険性が高い等の現場条件から安全性
の向上が求められており，そのための無人化施工に向けて CIM モデルの活用が期待されている．
昨年の上葛ら（2020）1)の検証結果では，従来の２次元図面をベースにした３次元モデル化から脱却し、施工時
の“現場合わせ”を考慮した砂防事業特有の３次元土工形状モデルを作成した．しかし，このモデルでも「設計か
ら施工までの一貫したモデル」としては不十分であり，完全なモデルを作成するためには，施工時の現場条件によ
って生じる変更内容をあらかじめ考慮する必要がある．
そこで本論文では，現場条件の伴う対応について，従来の対応方法を行った場合の３次元土工形状モデルへの課
題を整理し，その課題を踏まえたモデル案を作成した．また、モデル作成における留意点について取りまとめた．

２． 施工時に生じる変更内容と３次元土工形状モデルへの課題
砂防工事で頻繁に発生する変更内容としては，主に下記の 2 点
が挙げられる．
①岩盤・砂礫等の土質区分の変更：砂防堰堤は左右岸が張り出
した尾根地形に配置することが多く，袖部周辺の地層の推定
が困難であるため，実際に掘削してみると設計時点での推定
岩盤線通りにならないことが多い．
②地山の風化による切り直し：岩盤の性質によっては，切土法
面の風化が非常に早く、安定勾配で掘削していても床掘り中
に周辺が崩れて切土法面が自立しないことがある．
このように現場条件によって変更が生じた場合，切土勾配の見
直しや吹付工・鉄筋挿入工等の法面対策工による切土法面の安定
化等を行う必要がある．
ここで，用地に余裕があり，切土勾配を見直す場合は，床掘の
計画線を全面的に修正することになるが，従来の変更協議では，
見直した床掘の計画線を図面に朱書きし，変更前後の重ね図を作
成する程度であるため比較的容易に対応できる．
しかし，詳細な３次元土工形状モデルを使用している場合は，
切土勾配の見直し＝設計時のモデルを一から作り直すこととなる
ため，施工業者の負担が大きく効率的でない．
無人化施工に向けた「設計から施工までの一貫したモデル」を
作成するためには，このような施工現場でその都度対処している
変更内容を事前に考慮・反映したモデルとする必要がある．

３． 冗長性を考慮した３次元土工形状モデル

写-1

写-2

1 ヶ月の露頭期間で崩れ始めた事例

床掘り後に切土面端部から崩れた事例

施工時の現場条件によって生じる変更内容を事前に考慮・反映する方法としては，変更となる可能性のある部分
に冗長性をもたせておくことが重要である．その方法として，
「方法①：切土勾配の緩勾配化」「方法②：余裕幅を
考慮した小段幅」「方法③：切土法面安定化のための法面対策工」の 3 つが考えられる．
方法①：切土勾配の緩勾配化
通常，切土勾配は「岩盤」の場合 1：0.3 としているが，1 ランク落とした「固結した土砂」の切土勾配である
1：0.6 にするなど，あらかじめ緩勾配に設定しておく．それにより，確実に切土法面を自立させる．
方法②：余裕幅を考慮した小段幅
通常，小段幅は 1.0ｍとしているが，あらかじめ余裕幅を考慮して 2.0ｍに設定しておく．それにより，切土勾
配が変更になった際に小段で調整が可能となる．

- 227 -

方法③：切土法面安定化のための法面対策工
通常，床掘の切土勾配は，仮設法面として設定するが，切土法面を確実に安定化させるために，永久法面とし
て法面対策工を考慮しておく．地質によっては法面対策工の工種が変更になる可能性はあるが，切土勾配の変
更自体を防ぐ事ができる．
「方法①」及び「方法②」では，掘削のみで切土法面を安定化させるため，無人化施工が可能である．しかし，
法面対策工は無人化施工が不可能であるため「方法③」は，人力での施工となる．
施工時の安全性を考慮すると，無人化施工が可能な「方法①」または「方法②」では掘削量が過大となり，現実
的ではない．そのため，
「方法②」と「方法③」を組み合わせるなど，施工時の安全性を確保でき，掘削量の軽減を
考慮したモデル作成が必要となる．

図-1

方法①：切土勾配の緩勾配化

図-2

方法②：余裕幅を考慮した小段幅 図-3

方法③：切土法面安定化のための法面対策工

４． モデル作成における留意点
施工時の安全性を確保でき，掘削量の軽減を考慮
したモデル作成における留意点は以下の通りであ
る．
留意点①：最適な法面対策工範囲の設定
切土法面の範囲が広がる可能性が高く，崩れる
可能性の高い上段は法面対策工により安定化
を図り，下段は余裕幅を考慮した小段で対応す
るなど，法面対策工が過大となりすぎない，最
適な範囲を設定する必要がある．
留意点②：最適な小段幅の設定
切土勾配が変更になった場合，切土法面への影
響が少ない上段の小段幅は最小幅に設定し，影
響が大きくなる下段は余裕幅を設定するなど，
切土勾配が変更になった場合でも調整可能で
あり，掘削量も軽減できる最適な小段幅を設定
する必要がある．
留意点③：詳細な地質情報の把握
留意点①及び②をより確実なものにするため
には，詳細な地質情報を把握する必要がある．
特に，地層の推定が難しい上流の左右斜面でボ
ーリング調査を追加することが必要である．

５． 今後の展望

法面対策工による
安定化

余裕幅を考慮した
小段

図-4

法面対策工範囲、小段幅の設定

追加ボーリング位置

◎

◎

ボーリング位置
図-5

ボーリング位置
追加ボーリング位置

本論文では，施工時の現場条件によって生じ得る変更内容とその対応方法について現状を把握した上で，３次元
土工形状モデルへの影響を整理し，課題の抽出とその解決策となる冗長性を考慮したモデル案について取りまとめ
た．特に，無人化施工に向けた「設計から施工まで一貫したモデル」の完成に向けては，実際の施工現場で他にど
のような課題があるかを把握し，解決策をモデルに反映していく必要がある．また，そのモデルを実際の施工現場
に適用して事例及び実績を増やしていくことが重要である．その成果を基にして，契約方式や積算方式を改善して
いくことが必要である．今後も積極的に３次元モデルを利用していくことで，少しでも課題解決を図り，設計・施
工段階における品質向上や生産性向上に向けた取り組みを推進していく．
【参考文献】
2）上葛ら：砂防堰堤における 3 次元土工モデル，2020 年度砂防学会研究発表会概要集，R6-031
3）『CIM 導入ガイドライン（案）第 2 編 土工編』，令和 2 年 3 月 国土交通省
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大型ブロック下流壁面の INSEM-ダブルウォール砂防堰堤
株式会社共生 ○内藤裕之
山梨県富士・東部建設事務所吉田支所 藤本雅樹
京都大学名誉教授 水山高久
１．はじめに
INSEM-ダブルウォール（DW）堰堤は、壁面材と多段
タイ材で中詰めの INSEM を外部拘束補強することによっ
て堤体の一体化を図った複合構造である。これまで、全国
で約 160 基の施工実績があり、その下流壁面材としては軽
量鋼矢板、エキスパンドメタルを主流としてきた。
一方、その他のいわゆる INSEM 堰堤に目を向けると、
その多くは下流壁面材として薄いコンクリートブロック等
が使用されている。
このような背景をふまえ、図-1 に示すとおり、下流壁面
に大型ブロックを用いた INSEM-DW 堰堤を登場させるこ
とにした。この厚い大型ブロックを下流壁面に用いること
によって、施工性は向上し、粘り強く経済的な砂防堰堤の
構築を実現することができる。
ここでは、昨年度 1 期工事が終了した山梨県南都留郡に
位置する倉見下沢砂防堰堤での施工事例をまじえ、大型ブ
ロック下流壁面の INSEM-DW 堰堤について紹介する。
２. INSEM 堰堤の下流壁面材
いわゆる INSEM 堰堤の下流壁面材には一般的に厚さ
15cm 程度のコンクリートブロック等が使用されているた
め、以下に示すような課題があると考えられている。

③ とくに、寒冷地における施工の際には、壁面際が締固め
不足になると水の浸入路となり、INSEM の凍結融解作
用によって壁面材の変状を起こす可能性がある。
３．下流壁面材として使用する大型ブロック
INSEM-DW の下流壁面材には、汎用性が高く、壁面材
としても使いやすい単純直方体タイプの大型ブロックを用
いることにした。これらのタイプにはヘイベック、オリロッ
ク、また地域限定ではあるがアスペクトンなどがある。
すべて建設地に近い地場で製作したものを使用することが
できることから、地域還元性が高いという経済効果上のメ
リットが期待できる。
図-2 に示すとおり、大型ブロックの厚さは 35cm 程度あ
INSEM 堰堤で用いられる厚さ 15cm 程度のコンク
るので、
リートブロック等に比べ、自立安定性が高いという特長が
ある。しかも、汎用性のある大型ブロックであることから、
厚いわりに、その製品コストは図-2 に示すように薄いコン
クリートブロック等に比べて、単位面積あたり 30%程度も
安くなる。
INSEM 堰堤の
コンクリートブロック

大型ブロック

コンクリートブロック等が薄いため、自立性に乏しく設
置、組立には支持枠、場合によってはパイプサポート等
の補助部材が必要となる。
② そのため、INSEM 盛立時における壁面際の締固めにつ
いては、壁面材の変状につながりやすく、人力で慎重に行
う必要がある。
INSEM

連結鉄筋

軽量鋼矢板

標準寸法 b×h(mm)

腹起し材
大型ブロック

タイ材

大型ブロック

1,495×1,020

1,500×666

厚さｔ(mm)

150

350

1 枚の重量 (kg)

542

775

壁面材自立可否

NO

OK

大型重機壁際接近

NO

OK

21,300

14,500

製品単価（円/m2）

図-1 INSEM-ダブルウォール構造概要

INSEM 堰堤の
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

図-2 INSEM 堰堤のｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸと大型ブロックの比較
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軽量鋼矢板

大型ブロック
連結鉄筋
タイ材

キー構造
大型ブロック
連結鉄筋

写真-3 タイ材と壁面材による中詰 INSEM の外部拘束補強

写真-1 大型ブロックの設置状況

キー構造

350ｍｍ

連結鉄筋

タイ材

自在ジョイント

写真-4 連結部詳細

写真-5 大型ブロックの寸法

0.3m

写真-2 振動ローラによる壁面際締固め状況

４．実施例
大型ブロックの下流壁面をもつ INSEM-DW 堰堤の第１
号が山梨県南都留郡の倉見下沢において施工され、令和 3
年 3 月に第 1 期工事が終了した。
（写真 6-参照）
この堰堤の完成時の規模は堤高 14.5m、延長 81.0m、上
流面勾配 1：0.5、下流面勾配 1：0.25 である。
なお、堰堤は中央自動車道に隣接しているため、高速道
路からの景観を考慮して、擬石模様のコンクリート壁面に
したいというニーズが大型ブロックを下流壁面にもつ
INSEM-DW 堰堤を成立させた理由にもなっている。
５．大型ブロック下流壁面をもつ INSEM-DW の特長
その実施例にもとづいて、大型ブロックを下流壁面にも
つ INSEM-DW 堰堤の特長をあげると以下のとおりである。
大型ブロック設置の際、薄いコンクリートブロック等の
ように支持枠等の補助部材を必要とせず、ブロック単体
のみで組立設置が可能となり、据付の作業性を向上でき
。
る。
（写真-1,5 参照）
② そのため、INSEM の締固めについて、壁面際 0.3m 程
度まで大型機械によって締固めを確実に行うことができ
るため、作業性の向上と共に壁面際周辺の INSEM も中
（写真-2 参照）
。
央部と同様な品質を確保できる。1)（
③ 各段の大型ブロックは千鳥に配置され、上下連結鉄筋と
ブロックのキー構造で壁面材全体の一体化が図られてい
る。
（写真-1,4 参照）
④ 堤体については、
写真-3 のように多段に配したタイ材と
上下流の壁面材で中詰めの INSEM が外部から拘束補強
され、構造の一体化が図られている。
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H≒8.4m L=44m

写真-6 下流面全景（１期工事終了時）

そのため、いわゆる INSEM 堰堤と比べ、土石流の衝撃力
などによって堤体に鉛直ひび割れが生じるおそれのない粘
り強い構造である。
６．おわりに
今回の実施例を通じて、大型ブロックを下流壁面にもつ
INSEM-DW 堰堤は、いわゆる INSEM 堰堤と比べて、壁
面材組立の容易さや壁面際の十分な締固めという施工性や
品質の向上と共に、現場から比較的近いコンクリートメー
カーのヘイベックブロックを利用することによって、コス
ト縮減などの合理化が確実に図れる構造であることが確認
された。
また、INSEM-DW 堰堤は、一体化構造であるゆえ粘り
強い構造であると共に、INSEM 強度が低くすむため、発生
土砂を最大限に使用でき、砕石の搬入や残土の搬出も不要
となり、環境保全にも寄与するなど、現地発生土砂を有効
利用する砂防堰堤のあるべき構造のひとつであると考えて
います。
参考文献
1) 坂場・鈴木（2020）
：壁面材に地場産の大型積みブロッ
クを用いた補強土壁工法, 基礎工, Vol.48, No.8
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砂防堰堤のグラウンドアンカーや鋼材による補強効果に関する 3 次元 FEM 解析
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1.

はじめに
砂防堰堤は長期的に土砂災害防止・軽減機能を発揮することが求められており，その長寿命化は近年の重要な課

題である．今後限られた予算の中で多数の堰堤の補強・補修を実施するには，事業の低コスト化とそれを可能にす
る設計法や工法の開発が急務である．古い堰堤の安定性評価においては，現行設計基準を満たすか，実際上の安定
性が保証されることが必要となる．この要件は補強等の要否や工法選定に係わり堰堤の長寿命化対策の高コスト化
につながる要因の 1 つであるため，より合理的な評価が求められている．著者らはこれまでに既設堰堤の安定性評
価において，3 次元 FEM 解析を用いて堤体岩着部の拘束条件の影響について検討を行ってきた 1)．
本稿では，砂防堰堤の長寿命化対策技術の確立を目指すにあたり，腹付け補強の適用上の課題となる堆砂除去（上
流面）や外観保持（下流面）を解決できる可能性のある，天端からのグラウンドアンカー挿入や鋼材補強（堤体へ
の鉄筋挿入）による堰堤の変形や応力状態への影響を検討した．既検討の既設堰堤の安定性評価と同様に基礎地盤
や側方岩盤の拘束条件の影響も考慮するために 3 次元モデルによる FEM 解析を行った 2)．
2.

3 次元でのモデル化および解析条件
解析モデルを図 1 に示す．ハイダム

a (天端)：4 m

を想定して堤高 23.0m の台形断面の堰
堤とした．解析条件および解析物性値を
H：23.0m

表 1 に示す．ひび割れ発生の目安とな

(堰堤⾼)

る引張強度は圧縮強度の 1/10 とした．

堆砂圧分布

揚圧力分布

クーロン土圧（満砂）
土圧係数 Ce=0.41

μ＝0.36

単位体積
重量
(kN/㎥)
ｺﾝｸﾘｰﾄ
24
材料

※1

対象堰堤形状

の高さと型式から洪水時荷重として考慮されている「静水圧（洪

材料
堆砂
※2

水時水深），堆砂圧（満砂），揚圧力」とした．

77

弾性係数
(kN/㎟)

圧縮強度 引張強度※1
(N/㎟)
(N/㎟)

ﾎﾟｱｿﾝ比

21.05

0.2

7.644

0.764

200

0.3

-

-

圧縮強度の1/10（ひび割れ発生の目安）

b (堤底幅)：21.25 m

図 1

解析条件および解析物性値

静水圧分布
越流水深6.8m

鋼材

荷重の組合せは，「河川砂防技術基準
（案）同解説 設計編」に準拠し，堰堤

表 1
水圧分布

単位体積
※2
重量
(kN/㎥)
8

弾性係数
(kN/㎟)

ﾎﾟｱｿﾝ比

粘着力
(N/㎟)

せん断
抵抗角
（度）

1.92

0.35

0

25

水中重量

表 2

各 Case の拘束条件を表 2，解析モデルを図 2 に示す．Case1 は，堤体下流面補

位置

強の影響を検討するために，既設堰堤の結果において下流面上半分で引張応力が卓

①底面

越していた拘束条件で，その引張応力範囲の一部に相当量の鉄筋を挿入した場合を

②側面

想定して鋼板（挿入全面を鋼材物性）としてモデルとした．Case2 では，グラウン

拘束条件

Case1
固定

※1

固定

Case2
ｸｰﾛﾝ摩擦を考慮
（C=0,φ=35°）
地盤ばね
3
2,105MN/m
地盤ばね
3
2,105MN/m
1m

ドアンカー挿入による影響を検討するために，既設堰堤の結果において天端変位が

③根入れ
側方部
根入れ深さ

卓越していた拘束条件（根入れ部は堅固な岩盤（立山砂防管内の堰堤の地層段丘砂

※1 面直方向に引張力発生後は法線・せん断
方向共に自由

―
―

礫層の 10 倍相当の剛性＝地盤ばね 2,150 MN/m3）で拘束）で，グラウンドアンカーを天端から垂直に挿入した場
合（Case2-1）と上流法に並行に挿入した
場合（Case2-2）の 2 パターンとした．ア
ンカー効果は緊張力を頂部からアンカー
軸方向に作用させることにより考慮し
た．なお，解析にはセンチュリテクノ社
の ISCEF を用いた．
3.

(a) Case1
図 2

鋼材補強に対する検討結果

(b) Case2-1
解析モデル

(c) Case2-2

Case1 では，下流面の堤体の一部を鋼材で補強した場合について検討を行った．解析結果の一部を図 3 に示す．
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比較として鋼材補強なしのケースも図 4 に示す．
鋼材補強を行った場合，堤体剛性が高くなるため上
流面中央部に発生していた引張応力は一部解消されて
いることが分かる．しかし，上流面側方の岩着部の応力
は 0.74MPa と引張強度相当となっており大幅な低減は
見られなかった．また，変形については堤体全体ではな
く鋼材の設置標高のみで変形量が小さくなっていた．

図 3 Case1 の解析結果（最大主応力σ1）

下流面の補強部では，下部中央と上部端が引張，上部中
央が圧縮となっている．これは両端固定梁のようにな
っているため補強部自体が下にたわんでいるためと考
えられる．本結果から下流面の鋼材補強は上流面側方
の発生応力や堰堤全体の変形の抑制効果は低い可能性
があると言える．
4.

グラウンドアンカーによる補強に対する検討結果
Case2 では，グラウンドアンカーによる補強を行っ

図 4

鋼材補強なしの解析結果（σ1）

た場合について検討を行った．解析結果の一部を図 5，図 6 に示す．比較とし
てグラウンドアンカーなしのケースも図 7 に示す．
グラウンドアンカーの挿入を行った場合，堤頂部の変位量はほぼ変わらない
が，上流面中標位と下流面側方の引張応力範囲が縮小し，最大値も減少した．
Case2-2 では上流面から内部への引張応力範囲も縮小し，内部の引張応力分布
が若干下に移行した．上流側底面の一部で 0.62MPa の引張応力が発生してい

図 5 Case2-2 の解析結果

るが，これはコンクリートとアンカーを一体モデルとしているた
めであり，実際には発生しないものと考えられる．圧縮応力につ
いてはアンカーの緊張力により堤体が地盤に押さえつけられるた
め上流面下端で若干増加したが，下流面下端では低減した．本結
果から同じ本数のグランドアンカーを挿入するとした場合には，
引張応力の卓越箇所付近で，主応力方向に並行して挿入する方が
(a) Case2-1
(b) Case2-2
図 6 中央断面の解析結果

発生応力の抑制効果があると言える．
5.

まとめ
3 次元モデルを用いて基礎地盤や側方岩盤による拘束条件を考慮しつつ，グラ

ウンドアンカーや鋼材補強による堤体への影響について検討を行った．一部補強
条件のモデルへの反映方法に課題はあるものの，腹付け以外の補強工法について
も 3 次元 FEM 解析による影響評価が行えることを示した．本検討のような手法
を用いて供用条件下での堰堤の弱部を把握し，その状態に応じて補強位置や方法
を選択することは，より合理的な補強を可能とし，砂防堰堤の長寿命化対策にお

図 7

アンカーなしの解析結果

ける低コスト化につながるものと考える．
謝辞：本研究は，河川砂防技術研究開発公募研究・地域課題（代表：藤田正治，
「既設砂防堰堤の長寿命化に関する
検討」
，H29 ～H31 年度）により推進した成果の一部と拡張成果である．記して感謝致します．
参考文献：1) 藤田正治ら：砂防堰堤の拘束条件および堰堤厚の影響に関する 3 次元 FEM 解析,2020 年砂防学会研
究発表会概要集,p.109-110,2019.4 2) 渡邉正一ら：大源太川第 1 号砂防堰堤の安定性照査および補強対策基本設
計，2018 年砂防学会研究発表会概要集,p.101-102,2018.4
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継手モデルを用いた鋼製透過型砂防堰堤の解析的検討
防衛大学校
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図－3

MP = 1.5× 106 N m

1.0×106

0

0.1
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(a) 曲げモーメント M～曲率 ρ 関係
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解析値
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0.1
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0.2

(c) ねじりトルク T～ねじれ率関係

0.1

ひずみε
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1.0×106

0.15

(b) 軸力 N～ひずみ ε 関係

継手部分
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TP = 2.4× 106 N m

3.0×106

Ny = 5.1 × 106 N

0.05

解析値
3段階モデル

4.0×106

NP = 6.3× 106 N

1.0×106

図－4

P

5.0×106

解析値
3段階モデル

0

T 2

中空鋼管
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y

ねじれ率
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0.15

(b) 軸力 N～ひずみ ε 関係

解析値
3段階モデル
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T

y

ひずみε
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(a) 曲げモーメント M～曲率 ρ 関係

3.0×106

2

P

NP = 1.7× 107 N
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ρ（1 / m）

y

ねじれトルク T (N・m)

0

2

N

ΦP = (M1 ) + (M2 ) + (N ) + (T ) - 1.0 ≤ 0

5.0×106

解析値
3段階モデル

2

M

Φy = (M1 ) + (M2 ) + (N ) + (T ) - 1.0 ≤ 0

1.5×107
1.0×107

(b)モデル B

解析モデル

2.2 解析パラメータ
本解析で用いたパラメータは，断面分割法を用いて
おり，断面の主として曲げモーメント M～曲率 ρ 関係
を求めた 3)．さらに，継手部分にはフランジの大きさと
ボルトの位置を均等に 16 個配置したモデルとして計算
をして，曲率 ρ を 0 から徐々に大きくすることにより
求める．図－3 に，中空鋼管における曲げモーメント M
から曲率 ρ 関係，軸力 N からひずみ ε 関係を示す．さ
らに，図－4 には，継手部分を考慮したものを示す．
2.3 解析要領
本解析では，弾塑性解析プログラムを用いており，弾
性限界を表す関数𝛷𝑦（以下，降伏関数と呼ぶ．）および
塑性化を表す関数𝛷𝑃（以下，塑性化関数と呼ぶ．）を次
式として，関連流れ則による塑性変形を求めた．

TT (N・m)
ねじれトルク
(N･m)
Moment
Torsional
(N・m)
ねじれトルク

N (N)
軸力force
N (N)
Axial

1.0×106

曲げモーメント M (N・m)

曲げモーメント
M (N・m)
Moment M（N・m）

My = 1.7 × 106 N m

智

mm とし，継手モデルは，Bolt-M22×16 本としている．

2.0×107

MP = 3.0× 106 N m

香月

3.0 m

(a) モデル A
図－1

2．解析の概要
2.1 解析モデル
図－1 に，解析モデルを示す．解析モデルは通常建設
されている透過型の構造形式を模したものである．解
析モデルは，底面が固定されており，その高さは 11.5 m，
幅 5.1 m，奥行き 3.0 m の構造モデルである．図－1(a)
は，継手を考慮せずにすべて中空鋼管（モデル A）
とし，
図－1(b)は，部材間の継手を考慮したモデル（モデル B）
である．解析モデル前面（上流面）は，縦間隔，横間隔
ともに 1.0 m の間隙となるように柱部材を配置してい
る．鋼管モデルは，直径 D = 609.6 mm，管の厚さ t = 22

2.0×106

小松喜治
5.1 m

1．緒 言
近年，異常気象に誘発された大規模な土石流による
砂防構造物の損傷事例が報告されている．これに伴い，
現行の設計荷重より大きな荷重（以下，レベル II 荷重
と呼ぶ．）での設計体系の検討が進められており，実規
模構造の研究が行われている 1),2)．
鋼製透過型砂防堰堤（以下，透過型と呼ぶ．）の現行
設計は，土石流流体力と堆砂圧荷重を想定した設計荷
重に対して静的外力を作用させ，構造物に作用する断
面力に安全率を確保した設計が行われている．しかし，
レベル II 荷重とする設計法が導入された場合，構造物
は弾塑性応答を許容されることになる．この際，複雑な
形状とフランジを含む継手を要する透過型は，様々な
地形状況下での適用性と粘りのある耐荷性能を評価す
るために解析的な検討は不可欠であり，継手モデルを
考慮した解析的な手法が望まれている．
そこで本研究は，弾塑性解析を目的とした数値解析
プログラムを用いて，構造物に作用する設計荷重を
徐々に大きくした際の構造応答について検討するもの
である．さらに，継手の有無についての耐荷性能につい
て比較する．

3.0×106

〇 堀口俊行

0

Ty = 2.0 × 106 N m

0.1

0.2
0.3
ねじれ率

0.4

(c) ねじりトルク T～ねじれ率関係

(2)

Φy：降伏
ΦP：塑性

We：堆砂量
Wc：基礎の自重
α：荷重係数
F：土石流流体力
Pe：堆砂圧
Wd：土石流の重さ
W：鋼材の自重
v ：流速
d ：土石流流動深

図－5

荷重分布モデル

(a) 弾性限界 (b) 塑性限界

図－6

図－7 モデル B

モデル A

9.0E+06
8.0E+06
7.0E+06
6.0E+06
荷重（N）

ここで，M1，M2，N，T：断面主軸および回りの曲げモ
ーメント，軸力，ねじれ，MY，MP，NY，NP，TY，TP：
それぞれ降伏モーメント，塑性モーメント，降伏軸力，
塑性軸力，降伏ねじれ，塑性ねじれである．
図－5 に，荷重分布モデルを示す．当初，堰堤の下部
に堆砂圧荷重を台形分布として一定に作用させ，上部
は土石流流体力を等分布に徐々に増加させ作用するも
のとして，静的な構造応答を求めた．

(a) 弾性限界 (b) 塑性限界

5.0E+06
4.0E+06
3.0E+06

2.0E+06
モデルA
モデルB

1.0E+06
0.0E+00

3．解析結果
図－6，7 に，解析モデルの変形応答図を示す．図－
6(a)は，継手を考慮していないモデルであり，弾性限界
まで外力を与えた時の結果である．根元部分が赤くな
っており，弾性域の限界点まで到達している．弾性限界
に達しているとは，Φy = 0 以下に達していることである．
図－6(b)は，塑性限界まで外力を与えた時の結果であ
る．構造物の前面の固定部の柱部材から塑性変形し，塑
性限界では鋼面の固定部分が塑性限界に到達している
ことが分かる．このとこから，下流側にあたる部材のほ
うが，大きく部材が変形している．図－7(a)は，継手を
考慮したモデルであり，弾性限界まで外力を与えた時
の結果である．継手を入れることで変化があるのは，前
面と後面を繋ぐ部材間において継手に荷重を受ける余
裕があるように見える．一方で，前面の下端部において
荷重が大きく出ており，弾性限界まで達している．図－
7(b)は，塑性限界までに達したものであり，継手の部分
において赤く表示されていることから，前面部の継手
部分に荷重が集中していることが分かる．これは，継手
部分が母材強度の 75 %に設定していることから，その
部分だけが塑性域に到達しやすいことが示唆される．
図－8 に，荷重～頂部変位関係について示す．黒線

がモデル A で継手を考慮していないモデルであり，
赤線がモデル B で継手を考慮したモデルである．い
ずれの結果においても，同様の結果を得られており，
継手部分が母材の 75 %に相当するとしても構造物全
体としての耐久性能に大きく影響を与えていないこ
とが示唆される．このことから，それぞれのモデルに
おける継手の影響はないことが示唆される．
4．結 言
本研究は，弾塑性解析を用いて，構造物に作用する設
計荷重を徐々に大きくし，継手の有無についての耐荷

0

0.2

0.4

図－8

0.6
0.8
頂部変位（m）

1

1.2

解析結果

性能について比較したものである．以下に，本研究の成
果を以下のように示す．
1) 弾塑性解析によって，継手を考慮しないモデルと継
手を考慮したモデルを比較して，弾性限界と塑性限
界における荷重評価を行い，それぞれの最大荷重は
大きく変わらない．
2) 継手を考慮した解析は，塑性限界まで到達すると継
手部分に大きく荷重が集中していることが分かった．
今後の課題として，透過型における継手部分は，モー
メントにおいて圧縮側と引張側の分布荷重が異なる．
そのため，フランジ間における力の相互作用における
モデルもしくはその時の荷重モデルを検討する必要が
ある．
謝辞：本研究は，令和 2 年度における砂防鋼構造物研究
会から助成を受けて行われたものである．ここに記し
て感謝の意を表します．
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砂防堰堤の基礎処理工における諸課題と施工事例
株式会社 本久

小布施 栄

1. はじめに
砂防堰堤の基礎地盤が所要の品質を満足しない場合には，地盤の
支持力の改善，せん断摩擦抵抗力の改善，透水性に起因する問題の
改善を目的として基礎処理が実施される。砂防堰堤は建築物等と比
べて地盤反力が大きい一方で，基礎地盤は岩盤だけでなく，強度の
小さい風化岩や土砂盤で構成されることも多いことから，基礎処
理の中では，地盤支持力の改善（地盤改良）が最も多い課題となる。
ここで，砂防堰堤において問題となる基礎地盤は必ずしも軟弱地
盤で定義されるような脆弱な地盤ではなく，砂防堰堤の地盤反力
が大きいことにより相対的に弱い地盤であるといえる。このため，
軟弱地盤対策工に適用可能な工法が必ずしも砂防堰堤の基礎処理
工に適合できるわけではないことに留意が必要である（図 1, 2）
。
砂防堰堤が建設される場所は土石流や斜面崩壊により複雑な地盤
を形成していることが多く極めて不均質な地盤の場合が多い (図
3)。さらに軟弱地盤対策工では適用困難な礫や転石を含有する場
合が多い。こうした課題に対して砂防ソイルセメント（転圧タイ
プ）による置換が採用されるケースが増加しているが，転圧タイ
プによる砂防ソイルセメントは狭隘な施工現場や施設形状によっ
ては適用困難なことが多い（図 4）
。このような実状を踏まえ，本
研究ではいくつかの特殊な条件での基礎処理の事例を対象とし
て，砂防堰堤基礎処理工の検討結果を報告する。

図 1 構造物と基礎処理（地盤改良）の領域
［混合攪拌の形式］

原位置混合処理

バックホウ＋
ロータリー式

［ロータリーミキシングバケット］

［垂直式］

横行連続式
［添加材の形態］

垂直式

スラリー混合

ロータリー式

粉体混合

スタビライザ混合

トレンチャ式

［トレンチャ式］

バックホウ混合
搬出混合処理

プラント式

「道路土工 軟弱地盤対策工指針」 表層混合処理工法の分類，施工法を基に
加筆作成した。
部は代表的な軟弱地盤対策工法の形式

2. 基礎処理における課題事例

図 2 軟弱地盤対策工法の種類
（表層混合処理工法）

図 5 には地すべりに伴う崩積土とそれを侵食して堆積した河床堆
［軟弱地盤］
［砂防堰堤基礎地盤］
積物が併存する地盤上への砂防堰堤計画事例を示す。本事例は，基礎
処理の対象地盤の一つであった右岸側の「崩積土」層に強度発現を阻
害する，①腐食の進んだ有機物（木片，写真 1 参照），②ハンドスコッ
プでも容易に細片化できる軟質な泥岩の岩塊（写真 2 参照）を比較
図 3 軟弱地盤と砂防堰堤基礎地盤の概念図
的多く含むことである。また，中央部のＮ値が小さく細粒分を主体
とする「河床砂礫」層でも，③葦や小木等の元々当該地点

図 4 地盤条件，施工条件により影響を与える特性・要因と評価

図 5 地質推定断面図（事例①）

写真 1 腐食した木片

写真 2 軟質な泥岩の岩塊

写真 3 小木の埋没状況
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写真 4 礫，玉石の埋積

に生育していた植生（有機物）の埋没（写真 3 参照），④礫や転石等の透水性の高い層（写真 4 参照）からの浸透
水・湧水等の強度発現阻害要素が認められる。以上に示したように，同一現場でありながら基礎処理対象の地層
は複数でそれぞれ条件が異なること，複数の強度発現阻害要素が存在すること等が大きな課題である。
［B-1 孔］

［B-3 孔］

［B-2 孔］

図 6 には，基礎処理の対象が未固結層ではなく風化岩であっ
た事例である。基礎処理の対象となる強風化～弱風化砂岩層は，
上位は N 値が小さく深度方向に従って N 値が大きくなる D 級
岩盤層（新第三紀 漸新世 海成堆積岩）であり，硬軟区分は C，
形状区分Ⅱ，風化区分γであった。基礎処理工の設計において
地盤の支持力は，代表 N 値や許容支持力の一般値から設定され
図 6 地質推定断面図（事例②）
ることが多いが，その値は必ずしもその地盤の実際の硬さの状
［表土・崖錐堆積物］
態を示すものではない。当該現場では，設計成果において上述したように風化岩層
［地すべり土隗］
が基礎処理の対象となっており，中には N 値が 50 を超える箇所も含まれていた。
これらの基礎処理対象層は総じて固結度の高い硬い地盤に分類される地盤である。
［風化砂岩 1］
施工の観点でみると固結度の高い地盤では，軟弱地盤を対象とする一般的な地盤改
［風化砂岩 2］
良工法では攪拌機構の貫入・改良が困難であり適用（施工）できないと考えられる。
また，風化岩の場合，前述した軟質な泥岩岩塊と同様に，強度発現に支障を及ぼさ
［弱風化砂岩］
ないようにするためには細片化し，セメント・セメント系固化材と十分に混合する
［砂岩］
必要があるが，その品質確保は通常の基礎処理よりも難度が高い。この課題は砂防
ソイルセメント（INSEM）工法による置換工法採用時にも同様である。このように 写真 5 B-3 孔ボーリングコア
軟質な岩盤が基礎処理の対象となる場合，施工性と施工精度（品質確
表 1 基礎処理工の仕様および試験結果
保）の両方の条件を満たす工法が一般工法に少ないため工法選定に苦
慮するものと考えられる。

3. 課題に対する対応方法
2 事例の現場では，
解決策として
法
を採用し，所要の強度を発現させ
ることができた（表 1）
。その概要を次に示す。ブロック状地盤改良
て基礎処理を行
う

の

処理
図 7 ブロック状地盤改良の施工手順

混合攪拌を
こ
とも特徴である
岩塊

細片化
［風化砂岩 2］

基礎処理

［改良ブロック］

基礎処理に関する

［改良地盤］

写真 6 施工状況

写真 7 ブロック掘削状況

写真 8 攪拌装置付バケット 写真 9 混合攪拌状況
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ポーランドの砂防堰堤の一事例
株式会社東京建設コンサルタント
1．はじめに
筆者は、ここ約 10 年間、欧州の土
石流対策を主とした砂防現場を訪れ、
砂防堰堤、堆積工、渓流保全工、山
腹工などの整備の状況を調査するこ
とができた。
これにより得た知見を、
砂防学会誌 1)や研究発表会 2), 3),4)にお
いて発表してきた。訪問した国（地
域）は、フランス（アルプス地方、
ピレネー地方）
、オーストリア（ほぼ
全域）
、イタリア（北中部、北東部、
中部）
、スイス（中部）
、クロアチア
（沿岸部）
、
モンテネグロ
（沿岸部）
、
チェコ（西部）である。これらの国・
地域の多くでは、19 世紀後半から現
在に至るまで営々と砂防工事が実施
図-１ ビストラ渓の砂防堰堤
されてきている。
（上： 諸戸写真、下：現況写真）
東京帝国大学砂防講座の初代教授
である諸戸北郎は、明治 42（1909）年－明治 45（1912）年
のウイーン留学期間中に、これらの国の砂防現場を視察し
多くの写真を残している 5)。筆者は、これらの写真の現地
を訪れて上記の発表を行ったところである。
平成 29 年に訪
欧した際に、諸戸の写真（図-1（上）
、図-2）にある砂防堰
堤の現地を訪れるべく、事前にポーランドの研究者・エド
ヴァード・ピエジュガルスキー（Edward Pierzgalski）氏に
現地位置の特定を依頼していたが、時間的制約から場所が
特定できたのは、筆者の帰国後になった。ピエジュガルス
キー氏からは堰堤の現況写真（図-1（下）
）と、堰堤付近の
図（図-3）が送られてきた。
本論では、この堰堤の現況写真と諸戸の堰堤等の写真に
もとづき、これまで得た筆者の知見をふまえて、ポーラン
ドにおける砂防工事の事例紹介を行うものである。
2．砂防施設の位置
諸戸の写真は、台紙にキャプションがドイツ語で
「Galizien/Wildbachgebieth“Zakopane ”」、諸戸の手書きで
「ビストラ渓底張石工事」と書かれている（図-2）。写真
に写っている「砂防堰堤」と「底張石工」に関する情報は、
この写真（キャプション含む）とピエジュガルスキー氏か
ら送られてきた写真と図が全てであり、他の国（地域・箇
所）の諸戸写真の多くは、諸戸の視察記と留学復命書から
情報が得られるのと大きな違いがある。
「Galirienn」（ガリツェン）は第一次世界大戦終結まで
存在していた、オーストリア帝国の一州名で、ポーランド
南部のスロバキア国境地方からウクライナ、ルーマニアに
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図-2 諸戸の写真にある砂防堰堤下流に
施工された底石張工

図-3 ビストラ渓の砂防堰堤付近の図
（グーグルアースに加筆）

図-4 1867-1918 年におけるオーストリア=ハンガリー二重帝国」
の構成（増谷（2011）に加筆）

かけての地域である（図-4）。Zakopane（ザコパネ）
は、ポーランド南東部の主要都市であるクラコウ
（Kraków）から南へ約 130km のスロバキア国境にあ
る町である。図-3 より、「ビストラ渓」は「Bistra 渓」
で、ザコパネ南部に東西に延びるカルパティア山脈に
あるタトリ（Tatry）国立公園内にある渓流であること
と諸戸の写真に写っている砂防堰堤の詳細な位置とが
分かった（図-5）。
3．砂防堰堤の構造的特徴
ビストラ渓の砂防堰堤は、諸戸の写真からは当初施
工時は空石積みであった。現況の写真からは、下部は
施工後相当の年月を経過しているように見え、嵩上げ
工事がなされた時には下部に間詰めコンクリートが施
工され、堰堤全体として練石積堰堤となっている（図
-6）。また、諸戸写真と現況写真下部の水通し形状は
同様であり、石積形状は布積みで、どちらも 1900 年頃の
欧州における施工方法と同様である。
水通し部中央部分は落下水のため使用石材の形状比
較ができないが、水通し部直近の袖部については写真を
見る限り同一の形状の石材がないように見える。また、
現況写真を見ると水通し部の中央
（水抜き穴の高さ付近）
の石材形状が他の部分と異なることから、この堰堤は嵩
上げ後にも何度かの被災があったことが推測される。
諸戸の写真では、堰堤は左右対称形であるが、現況は
堰堤前面の水通し部左岸側に導流壁が施工されている。
左岸側袖部は長く、袖部下部から用水を流下させる水路
工が設置されている（図-7）
。
なお、図-1 （下）の堰堤の全景から判断すると、この
堰堤が嵩上げされた時期は、
石積の形状から 1960 年代以
降と考えられる。

図-5 ザコパネとビストラ渓の位置
（World Ocean Base（ArcGIS Online ベースマップ）に加筆）

図-6 砂防堰堤の石積形状

4．考察
図-1 の上下の写真には、堰堤の上流に同様の山影が見
えている。砂防堰堤の下部は約 100 年前に施工された欧
州の石積堰堤と形状等が同様であること、ピエジュガル
スキー氏から諸戸の写真の堰堤と思われるとの連絡を受
けたことから、諸戸写真の砂防堰堤は現況写真の砂防堰
堤の嵩上げ前のものと考えられる。
図-7 現況堰堤の左岸袖部と用水路

5．おわりに
ポーランドの砂防事業について、これまで日本に紹介されていない。本報告が、今後ポーランドにおける砂防工事
の実施状況調査等が実施される際の参考になれば幸いである。
<参考文献>
1)西本晴男：
“諸戸北郎の欧州留学の足跡を通した”19 世紀末から 20 世紀初頭における欧州の砂防技術，砂防学会誌，Vol.72，No.5，2020
2)西本晴男：1900 年前後の欧州砂防技術，平成 30 年度砂防学会研究発表会予稿集，p.289-290 ，2018
3)西本晴男・高橋大地・大村さつき:イタリア・トスカーナ州の歴史的砂防施設，令和元年度砂防学会研究発表会予稿集，p.245-246，2019
4)西本晴男・梶昭仁・吉田喜高・高橋大地：砂防史及び現状の日欧比較総論，令和 2 年度砂防学会研究発表会予稿集，p.663-664 ，2020
5)諸戸北郎八区市砂防業績研究会：諸戸北郎博士収集写真集・改訂版，p.1-43，2019
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平成 30 年北海道胆振東部地震に伴い発生した
表層崩壊と岩盤崩壊の分布の違いについて
日本工営株式会社 ○早川智也，梅谷涼太
北海道開発局 吉川契太郎
1.はじめに
平成３０年北海道胆振東部地震に伴い，基盤岩上
に堆積していた火山灰層を主とした「表層崩壊」
が多数発生し，甚大な被害が発生した（小山内ら
2019）。一方，基盤岩の崩壊・変状（以下「岩盤崩
壊」）も広範囲に発生したことが知られている（伊
東ら 2020 など）。日高幌内川で発生した河道閉塞
箇所は岩盤崩壊の中でも最大の規模である。図-1
は日高幌内川の河道閉塞箇所の 1 ㎞程度上流で発
生した岩盤崩壊で比較的近傍で発生している。表
層崩壊，岩盤崩壊とも全体の分布をみると高頻度
に発生した範囲が認められることから，本研究で
は表層崩壊及び岩盤崩壊の分布の特徴を整理し，
高頻度に発生した範囲の特徴について検討する。

厚真ダム

頗美宇川

知決辺川
● 厚幌ダム

鬼岸辺川

日高幌内川
近悦府川
東和川

厚真川
厚真町役場

×震央
図-2

表層崩壊面積率の分布

厚真ダム

日高幌内川
頗美宇川

図-1

日高幌内川上流の岩盤崩壊（尾根の分離）

2.高い崩壊面積率の分布的特徴
表層崩壊及び岩盤崩壊の分布的特徴を把握する
ため，地域メッシュ（第 3 次）毎にそれぞれの崩
壊面積率を算出した。第 3 次メッシュは約 1 ㎞四
方となる。表層崩壊及び岩盤崩壊については，地
震直後のオルソフォト(2018.9.10-11 北海道開発
局撮影)を用い，表層崩壊・岩盤崩壊・堆積に区分
した形で判読を行い，表層崩壊・岩盤崩壊それぞ
れ崩壊面積を求めた。なお，平坦地を除くために
勾配 5°未満の範囲を第 3 次メッシュから除外し
ている。表層崩壊の結果を図-2 に，岩盤崩壊の結
果を図-3 に示した。それをみると，表層崩壊につ
いては東和川沿い，知決辺川上流，近悦府川上流，
頗美宇川上流，厚幌ダム下流右岸，厚真ダム下流
左岸付近に崩壊面積率 30％を超える地域が見られ
る。一方，岩盤崩壊は日高幌内川上流域，震源の右
上，震源と厚真町役場の中間，頗美宇川及び東和
川の一部に崩壊面積率の高い範囲が見られる。サ
ンプル数の違いがあるものの，高頻度に発生する
範囲は必ずしも一致しない。

知決辺川
● 厚幌ダム

日高幌内川

鬼岸辺川

近悦府川
東和川

厚真川
厚真町役場

×震央
図-3

岩盤崩壊面積率の分布

3.地震最大加速度との関係
防災科学研究所の地震選択＆ダウンロードから
K-NET 及び KiK-net の強震データを取得し，崩壊
面積率との関係について評価を試みた。近傍で観
測された 3 成分（E-W 成分，N-S 成分，U-D 成分）
の最大加速度から単純空間補間し，第 3 次メッシ
ュにその位置の値を付与した。その比較結果を図4 に示す。
E-W 成分と N-S 成分については，上段下段とも
似通った最大加速度のレンジに崩壊面積率が高い
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範囲が分布しており，平均値も比較的同水準に見
える。U-D 成分については，広いレンジに分散して
いるものの平均値は水平成分より小さい値となっ
ており，この傾向も上段下段とも似通っている。
そのため，表層崩壊と岩盤崩壊とで高頻度に発生
する範囲がズレていることに対し，地震動の違い
での説明は現時点では難しい。
本震時最大加速度と表層崩壊面積率の関係

表層崩壊面積率（％）
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本震時最大加速度と岩盤崩壊面積率の関係

岩盤崩壊面積率（％）

60

336gal

50

594gal

738gal

E-W成分
N-S成分
U-D成分

ることがわかる（図-6）。つまり，谷地形が密集し
ている範囲ほど表層崩壊面積率が高いという特徴
があるといえる。
5.岩盤崩壊の高頻度発生範囲の特徴
岩盤崩壊は規模の大小，変状の程度（亀裂，岩盤
性変状，岩盤地すべりなど）など，多様性に富んで
いる状況である。共通点としては，基盤岩が振老
層，軽舞層，萌別層と，いずれも新第三紀の堆積岩
で礫岩砂岩と泥岩との互層が卓越している点であ
る。層理面が必ずあることに着目し，図-7 に岩盤
崩壊と地質傾斜との関係を示した。高頻度に発生
する地域を 5 地区囲った。そのいずれも地質傾斜
が 25 °以下が卓越している傾向にある。つまり，
地質傾斜が水平に近い範囲で高頻度に岩盤崩壊が
発生しているといえる。

E-W平均
N-S平均
U-D平均

40
30

厚真川上流
右岸周辺

20
10
0
200
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700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

頗美宇川周辺

最大加速度（gal）

図-4 最大加速度と崩壊面積率の関係
（上段表層崩壊面積率，下段岩盤崩壊面積率）
4.表層崩壊の高頻度発生範囲の特徴
図-5 に表層崩壊地の分布を立体的に示した。判
読した崩壊地は地形的に谷状の斜面に多いことが
わかる。ここで斜面の着色は開度率の区分を示し，
任意の 5m メッシュに半径 50m という条件で処理
した開度率 80％以下のメッシュを「白」で表示し
ている。
東和地区

東和川上流

震央～日高幌
内川周辺

判読した崩壊地

ウクル川周辺

震央

開度率 80％以下

図-7

開度率 80％以上

図-5 崩壊地と開度率 80%以下の分布(立体鳥瞰）
開度率80%以下のメッシュ割合

崩壊面積率（％）
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向が異なる。
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※
※
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図-6
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開度率80％以下のメッシュ割合
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開度率と崩壊面積率の関係

崩壊面積率と開度率 80％以下のメッシュ割合と
の関係をみると崩壊面積率が高くなるほど，開度
率 80％以下のメッシュ割合が増えている傾向であ

岩盤崩壊と地質傾斜との関係

6.地震に伴う崩壊の発生について
胆振東部地震で発生した崩壊は火山灰層の表層
崩壊と新第三紀層の岩盤崩壊である。高頻度に表
層崩壊が発生する地域は谷状斜面が密集しており，
谷状地形が発生条件の１つと推察される。岩盤崩
壊は水平加速度が高いことと水平に近い地質構造
とが関係し，高頻度に発生する結果になった可能
性があると考えられる。ただし各箇所の詳細な調
査を実施することが今後の課題である。
引用文献
小山内信智ら（2019）：平成 30 年北海道胆振東部
地 震 に よ る 土 砂 災 害 ， 砂 防 学 会 誌 , Vol.71 ，
No.5，p.54-65
伊東ら（2020）
：高解像度 LP データ（DEM）を使っ
た斜面変動の分布と特徴，地震による地すべり
災害；北海道大学出版会
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北海道胆振東部地震における斜面崩壊予測式の検討事例
八千代エンジニヤリング株式会社 ○横尾公博、大塚智久、小西拓海、長塚結花
国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 吉川契太郎、真野拓司、中村香也
国土交通省 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 砂防研究室 坂井祐介

１．はじめに
平成 30 年 9 月 6 日北海道胆振東部地震では、北
海道胆振地方東部、むかわ町を震源とする震度 7 の
地震が発生し、厚真町を中心に多数の斜面崩壊を引
き起こした。地震に伴う斜面崩壊に対する事前対策
を効率的かつ効果的に行うには、崩壊が発生する可
能性を有する斜面の予測が重要である。
本報告では、厚真川流域（主に崩壊の発生した厚真
川中上流域）を対象として上記斜面崩壊を対象とし
た斜面崩壊予測式を検討することで、斜面崩壊リス
クマップを作成するための評価値の分布傾向を考察
した結果について報告する。
２．北海道胆振東部地震に伴う斜面崩壊
2.1 地震の概要
北海道胆振東部地震の本震は平成 30 年 9 月 6 日 3
時７分に発生した。本震の震源の深さは 37km、地震
の規模（Mw：マグニチュード）は 6.7 であった。発
震機構は東北東－西南西方向に圧力軸を持つ逆断層
型で、陸のプレート内で発生した地震である。その後
の地震活動は、M6.7 の地震の震源を含む南北約
30km の領域で、減衰しつつも活発な状態が継続し
た。9 月 9 日 6 時 11 分と 10 月 5 日 8 時 58 分に発
生した地震により最大震度５弱を観測したほか、10
月 12 日 10 時までに最大震度 4 を観測した地震が 20
回発生するなどしている。10 月 12 日 10 時までの最
大規模の地震は、9 月 6 日 3 時 20 分に発生した M5.5
の地震である。
2.2 斜面崩壊箇所数
北海道胆振東部地震で
は、極めて高密度に斜面崩
壊が発生していることか
ら、LP データに基づく高
精度の微地形解析図及び
空中写真を用いた判読を
実施し、崩壊箇所数の精査
を実施した。その結果、厚
真川流域で 15,000 箇所の
崩壊地を抽出した。
図 1 対象流域内の崩壊地分布図

３．斜面崩壊リスクマップの作成
3.1 斜面崩壊予測式の概要
地震による斜面崩壊の主な要因として、勾配等の
地形要因（素因）と地震動（誘因）の 2 つがある。
一般に、斜面崩壊発生に及ぼす地形要因としては、
①標高、②斜面勾配、③斜面方位、④地上開度、⑤地
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下開度、⑥平均曲率等があげられる。本報告では、既
往研究成果 1)での判別分析によって抽出された地形
要因である「斜面勾配及び平均曲率」に基づく予測式
を立案することとした。
斜面崩壊リスクマップの予測式を（1a）に示す。
予測式の目的変数は斜面崩壊リスクを示す評価値 F
であるため、どの説明変数がどの程度結果に影響す
るのかを評価して、数値化することとした。具体的に
は、予測式の各説明変数（斜面勾配、平均曲率、加速
度）と 1 メッシュあたりの崩壊面積率 P との相関分
析により、説明変数の影響度として近似式の傾きを
求めた。
F＝αI＋βC＋γa
(1a)
ここに、F：評価値、I：斜面勾配(°）、C：平均曲
率(cm-1）、a：最大加速度(gal)、αβγはそれぞれの
項に対する係数である。
斜面崩壊リスクマップの解析サイズは 10m×10m
メッシュとした。厚真川中上流域の流域面積は約
260km2 であり、全解析メッシュ数は流域を包含す
るよう設定した結果、約 261 万メッシュとなった。
また、全解析メッシュのうち、崩壊地が含まれるメッ
シュ数は約 38 万メッシュとなった。
3.2 斜面崩壊予測式の作成
3.2.1 斜面勾配・平均曲率と崩壊地との関係性分析
予測式の作成に際しては、説明変数（斜面勾配及び
平均曲率）の階級毎の崩壊地（崩壊メッシュ）生起回
数を整理した。この結果から、崩壊地を精度良く表現
しうると考えられる階級（説明変数の区分）を設定し
た。ついで、崩壊メッシュでの階級分析結果に基づ
き、説明変数とメッシュあたりの崩壊面積率との関
係をプロットして、その傾きを各説明変数の係数と
した（設定結果を表 1 に、平均曲率の分析例を図 2
に示す）。表 1 から、斜面勾配の R2 値が 0.51 とや
や低いとなった。これは、斜面勾配 35 度付近を閾値
として崩壊面積率が右肩下がりとなることに起因す
る。なお、平均曲率は負が凹地、正が凸地を示す。正
の値が増大することは尾根形状を呈するといえるた
め、崩壊面積率が低下することとなる。斜面崩壊は 0
次谷や平滑斜面で主に分布することから、負の曲率
のみを対象として、曲率と崩壊面積率の相関式を求
めた。
表 1 説明変数の係数α・βの設定結果

項目

係数

R2

斜面勾配の係数α

0.1019

0.5126

平均曲率の係数β

0.0906

0.8283

り率は閾値を1.0とした場合に下限値(81.4%)を示す。

0

崩壊面積率logP

‐1
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‐3

y = 0.0906x - 0.3618
R² = 0.8283

‐4
‐5
‐10
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曲率（cm‐1）

‐2

‐1

0

図 2 平均曲率に関する係数βの分析例

3.2.2 最大加速度と崩壊地との関係性分析
地震動（誘因）と崩壊地との関係性分析として、最
大加速度の階級に応じた切片（斜面勾配 0 を想定し
た場合の崩壊面積率 logP）を求めることで、最大加
速度と崩壊面積率の関数を得ることとした。これは、
最大加速度を階級別に区分した場合でも、斜面勾配
の増加に伴う崩壊面積率の上昇傾向は変わらないこ
とから、見逃し率の低減、捕捉率の向上に寄与する設
定手法といえる（図 3）。
ex 加速度 700gal

ex 加速度 600gal

崩壊面積率 logP

最 大 加速 度に係 わ らず
斜 面 勾配 と崩壊 面 積率
の傾向は変化しない。

図 5 厚真川流域における評価値の分布図
分類正誤率

ex 加速度 500gal

空振り率：

見逃し率：

100%

各階級に応じた切片を求めることで最

80%

大加速度と崩壊地と関係性を分析する

斜面勾配
60%

図 3 最大加速度と崩壊地との関係性分析イメージ
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最大加速度と崩壊地の関係性分析結
果から、係数γ＝-0.0001 と相関性の
低い結果となった。
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図 4 最大加速度に関する係数γの設定

3.3 予測式を用いた評価値分布図の作成
厚真川流域における地形条件や最大加速度と崩壊
面積率の分析結果から予測式(1b)を立案した。同式を
用いて評価値Fの分布図を作成した(図 5)。
予測式：F＝0.1019I＋0.0906C -0.0001a (1b)
3.4 分類正誤率に基づく妥当性検証
将来的に斜面崩壊リスクマップを作成するために
は、予測式により得られた評価値Fに基づき斜面崩壊
の発生・非発生を区分する値（閾値）を設定する必要
がある。閾値に応じた評価指標（分類正誤率、空振り
率、見逃し率）の算定結果を図 6に示す。分類正誤率
や見逃し率は右肩上がりの傾向を示す一方で、空振
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図 6 閾値に応じた分類正誤率・空振り率・見逃し率
４．おわりに
本報告の予測式は見逃し率を低減させると空振り
率が増加する相反関係にあること、厚真ダムより上
流域での評価値は高い一方で、実際の崩壊地はほぼ
認められないことといった課題がある。この要因と
して、本報告では、テフラの影響により非常に緩い勾
配で崩れた斜面崩壊を対象として立案した予測式を、
急斜面が卓越しテフラ層厚の比較的薄い厚真ダム上
流域にも適用していることなどが考えられる。既往
報告 2)によれば、厚真川流域で発生した斜面崩壊と
関連する指標としてテフラ層厚や地下水分布との関
連性が示唆されていることから、今後はテフラ層厚
や地下水分布等に着目した予測式の高精度化を進め
る必要があると考える。
参考文献；
1)国総研資料 204 号,2004.11,地震による斜面崩壊危険度評価
手法に関する研究,国土技術政策総合研究所 土砂災害研究
部 砂防研究室
2)例えば 柳井清治,北海道中央部山地斜面における火山灰層
の分布と胆振東部地震による斜面災害,H31(公社)日本地す
べり学会北海道支部・北海道地すべり学会総会・特別講演
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2018 年北海道胆振東部地震により発⽣した斜⾯崩壊と⼟砂堆積の関係性
Linkage between landslides and sediment accumulations
caused by 2018 Hokkaido Eastern Iburi earthquake
Tokyo University of Agriculture and Technology: 〇Yohei Arata・Takashi Gomi・Rasis Putra Ritonga
University of Central Asis: Roy C. Sidle
1. INTRODUCTION
Sediment accumulations within channels by earthquakeinduced landslides alter both short- and long-term
sediment dynamics in watersheds (Hovius et al. 2011). By
investigating > 1000 debris flows after the 2015 Gorkha
earthquake in the Nepal Himalaya, Dahlquist and West
(2019) identified that 501 debris from landslides in steep
channels were flushed out to lower basins during the first
monsoon after the earthquake. Koi et al. (2008) found that
sediments associated with landslides by 1923 Kanto
earthquake remained within channels over 80 yr and
affected contemporary sediment discharge.
Sediments produced in headwater catchments are not
only flushed out to downstream, but also deposited within
channels (Kasai et al. 2004) depending on the sediment
dynamics. Sediment budget in headwater catchments
depends on the episodic sediment supply by landslides and
debris flow and in-channel accumulation (Dietrich and
Dunne, 1978). By investigating sediment yields in
watersheds from 10-1 to 101 km2 in Sarugawa watershed,
Shimizu (1998) suggested that sediments in larger
watersheds tended to be retained for a long time to
evacuate compared to smaller watershed, because of
increasing in locations for retentions from up to
downstream.
Despite importance of landslides in sediment storages
(Fan et al., 2019), linkages between landslides occurrences
and associated in-channel sediment accumulations in terms
of locations and amounts are poorly understood. Spatial
variability of landslide occurrence and sediment
accumulation is key information for predicting long term
sediment dynamics after the episodic sediment recruitment
(De Vente et al., 2013). Thus, we examined (1) the spatial
variability of earthquake-induced landslides and inchannel sediment accumulations, and (2) linkage between
landslides and sediment accumulations.
2. METHODOLOGY
This study was conducted in 40.2 km2 Habiugawa
watershed located in south central Hokkaido, Japan. The
area was affected by landslides induced during the
Hokkaido Eastern Iburi earthquake in 2018. The watershed
is located 13 km north of the epicenter with 0.12 km2/km2
of landslide area density. Mean annual precipitation and
temperature are 1028 mm and 7℃, respectively
(AMeDAS Atsuma, 1991-2020). The land is mostly
covered by secondary conifer and deciduous forest, and

- 243 -

partially by golf park. The topography is hilly associated
with long-term landform development by paleo-glacial
erosions and fallout volcanic ash. Altitude ranges from 30
to 440 m; mean hillslope and channel gradients are 30º and
10º, respectively. Several active fault lines are crossed
through the watershed. Landslides mostly occurred at
depths from 1 to 2 m below pumice layers formed by the
Mt. Tarumae eruption 9000 yr ago (Ta-d), with total soil
depths from 2 to 3 m.
Sub-watersheds were defined as upstream area at each
tributary confluence along the Habiugawa river. Based on
field observation and DEM, we defined drainage area <
0.01 km2 as zero-order basin (Tsukamoto, 1998). For each
sub-watershed units, we calculated landslide area density
(LAD: landslide area divided by watershed area) to
examine intensity of landslide using the 0.5 m LiDARbased DEM and the 0.2 m orthophotos of post-earthquake.
To examine in-channel sediment accumulations by
landslides, we used deposit length ratio (DLR: total length
of channel impacted by sediment deposits divided by total
channel length within watersheds). In-channel sediment
accumulations were assessed as distinctive rough surface
topography based visual delineation on 0.5 m DEM.
3. RESULTS
We identified 2941 landslides with 1620 m2 mean (20 to
34710 m2). Sub-watersheds < 0.1 km2 (n = 67) had wide
ranges in landslide area density (LAD: 0.00 to 0.80
km2/km2) with 0.22 km2/km2 of mean and 0.20 of standard
deviation (SD). For sub-watersheds from 0.1 to 0.5 km2 (n

Figure 1. LADs and DLRs in different watersheds
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Figure 2. Relationship between LAD and DLR

= 115), mean and SD of LAD were 0.18 and 0.12 km2/km2,
ranging from 0.00 to 0.46 km2/km2 (Fig. 1a). Once subwatersheds were greater than 0.5 km2 (n = 95), ranges of
LADs were small from 0.01 to 0.28 km2/km2 with 0.12 and
0.08 of mean and SD.
Deposit length ratios (DLRs) in sub-watersheds < 0.1
km2 were varied from 0.0 to 1.0 km/km (mean = 0.59, SD
= 0.41), similar to ranges in sub-watersheds from 0.1 to 0.5
km2 (0.00 to 0.96 km/km: mean = 0.57; SD = 0.30) (Fig.
1b). Ranges of DLRs in sub-watersheds from 0.5 to 2.0
km2 (n = 73) were slightly small, ranging from 0.02 to 0.82
km/km with 0.42 and 0.25 of mean and SD. Relatively
constant DLRs with ≈ 0.6 or 0.1 km/km occurred in subwatersheds > 2.0 km2 (n = 22).
LADs tended to increase with increases in DLRs at
given sub-watersheds with LADs up to 0.3 km2/km2 (Fig.
2). Once LADs were greater than 0.3 km2/km2, DLRs
appeared to be highly varied.
4. DISCUSSION
Although landslide area density (LAD) in the entire
Habiugawa watershed (0.12 km2/km2) was higher than that
in other earthquakes (e.g., Wenchuan earthquake: 0.03, Dai
et al., 2011), LADs differed depending on sub-watersheds
with < 0.1 km2. Such variabilities were possibly associated
with susceptibility for landslides by earthquakes. For
instance, Kasai and Yamada (2019) confirmed that
landslides spread north-northeast directions from the
epicenter, compatible with fault lines. Indeed, a 0.10 km2
sub-watershed with high LAD (0.48 km2/km2) in the study
site were located at near faults (50 m), compared to a 0.12
km2 sub-watershed with low LAD (0.01 km2/km2) located
far from faults (2000 m).
A relationship between LADs and deposit length ratios
(DLRs) indicated contribution of landslide materials to inchannel sediment accumulations. Positive correlation
between LADs and DLRs suggested that increases in
landslide materials from hillslope elevated sediment
accumulations within channels, particularly in small subwatersheds (≤ 0.5 km2). Because earthquake-induced
landslides are generally less mobile compared to rainfall-

- 244 -

induced landslides (Saito et al. 1995), most of recruited
sediment from hillslope could be accumulated within
channels adjacent to the hillslopes due to limited transports.
The findings that LADs > 0.3 km2/km2 did not correspond
to DLRs implied that sediment accumulations were
associated with not only landslides, but also other fluvial
processes. Because of high landslide density and steep
channels, most of the sediments were possibly evacuated
form the channels and mobilized toward further
downstream, resulting in low DLRs despite high LADs.
The other possibility was related to longer total channel
lengths in larger watersheds, increasing channels without
accumulations despite high intensity of landslides. Such
differences in landslide occurrences and their
accumulations within channels depending on subwatersheds may alter sediment propagation from
headwaters to downstream. These findings provided
important insights into development of methods for
predicting subsequent sediment transports and their longterm monitoring in earthquake-affected areas (Wasowski
et al., 2011).
5. REFERENCES
Dahlquist and West (2019): Initiation and runout of post-seismic debris
flows: insights from the 2015 Gorkha earthquake, Geophysical Research
Letters, 46, 9658-9668.
Dai et al. (2011): Spatial distribution of landslides triggered by the 2008 Ms
8.0 Wenchuan earthquake, China. Journal of Asian Earth Sciences, 40(4),
883–895.
De Vente et al. (2013): Predicting soil erosion and sediment yield at regional
scales: where do we stand?, Earth-Science Reviews, 127, 16-29.
Dietrich, W. E., & Dunne, T. (1978). Sediment budget for a small catchment
in mountainous terrain, Zeitschrift fur Geomorphologie Neue Folge, Supplement band, 29, 191-206.
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sediment yield in a mountain watershed: The Tanzawa region, Japan,
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4-13 (in Japanese).
Wasowski et al. (2011): Toward the next generation of research on
earthquake-induced landslides: current issues and future challenges,
Engineering Geology, 122(1-2), 1-8.

R5-004

2021年度砂防学会研究発表会概要集

北海道胆振東部地震における斜面崩壊と地下水特性との関連性検討事例
八千代エンジニヤリング株式会社
国土交通省

北海道開発局

１．はじめに
2018 年 9 月 6 日北海道胆振東部地震では、勇払郡
むかわ町を震源とする震度 7 の地震が発生し、厚真
町を中心に多数の斜面崩壊が発生した。崩壊箇所を
斜面形態で分類すると、0 次谷などの集水地形を呈
する箇所で比較的多くの崩壊が発生している。また、
多くの崩壊が表層に堆積するテフラを主体とする土
層すべりである。発災直後の現地調査では、高含水状
態の崩積土砂や流動化した土砂などが確認されてい
ることから、一部の斜面崩壊に地下水が寄与した可
能性が示唆される。しかし、崩壊時の地下水位の詳細
は不明であり、斜面崩壊と地下水の因果関係につい
ては十分な検討がなされていない。
そ こ で 、 本 検 討 で は 崩 壊 後 に 取 得 さ れ た LP
（ground）データと地形・地質条件をもとに、GIS を
用いて地形解析をすることで、厚真川流域（主に崩壊
の発生した厚真川中上流域）の地下水面を復元し、地
下水と斜面崩壊との関係性を考察した。以下ではそ
の結果と今後の展開方針を報告する。
２．地震発生前の降雨状況
地震発生前の 9/4～9/5 には台風 21 号が日本海沿
岸を通過したため、厚真町では 4 日に 0.5 ㎜、5 日に
11.5 ㎜の降雨が記録されている。また、7 月上旬お
よび 8 月中旬にはまとまった降雨が記録されており、
例年と比較し累積降雨量が多い状況にあった（図 1）。

○小西拓海，大塚智久、加茂由紀彦、横尾公博
長塚結花
室蘭開発建設部 吉川契太郎，真野拓司，中村香也

3.2 地質概要
主に新第三系の堆積
岩を基盤岩とし、丘陵
地の表層には複数枚の
降下テフラが堆積して
いる。それらのうち、
約 9 千年前に堆積した
Ta-d と約 2 万年前に堆
積した En-a は粗粒な
軽石主体でそれぞれ最
大 100cm 以上の層厚
を持ち、本地域の主要な 図 3 崩壊地分布と
Ta-d,En-a 等層厚マップ 1)2)
表層堆積物である。
また、Ta-d 及び En-a の基底部は一部粘土化し難
透水層を形成している(3。
４．地下水面の推定
4.1 地下水面の推定手法
地下水面を推定する上で、以下の仮定を設けた。
①源頭部より下流は常に水が流れている（図 4）。
②地形に関係なく、Ta-d 及び En-a はテフラ等層厚
マップどおりに堆積している（図 3）。
③En-a の基底以深は難透水層が分布し、定常（水の
涵養量と浸出量が釣り合っている状態）時は難透
水層より上位に地下水位が位置する。

例年より 25%増

図1

厚真市の降水量（2018/7～12）

図 4 斜面を構成する地形単位

３．厚真川流域の地形・地質概要
3.1 地形概要
厚真川中上流域は主に丘陵地からなり、開析谷が
密に分布している。丘陵地は最終氷期の凍結融解作
用により、表層部（テフラの一部や表層の岩盤）が削
剥され小起伏侵食地形(周氷河地形)を形成しており、
稜線は緩斜面をなす。その一方、河川・沢沿いの斜面
は、完新世以降の温暖化と多雨化による侵食を受け、
遷急線を境に概ね 30°以上の急傾斜をなしている。
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以下のフローに従い、地下水面を推定した。
(ⅰ) 地形解析から源頭部を抽出。
(ⅱ) 源頭部より下流の水系網を作成。
(ⅲ) 水系網に標高を付与し、内挿(natural neighbor)
することで河川水面を作成（図 5 パターン①）
。
(ⅳ) 透水層（Ta-b,En-a）の基底面を連ねた難透水層
面を作成。
(ⅴ) 河川水面で推定できていない斜面～尾根部を当
該区間の水理地質構造を加味した難透水面で補完
し推定地下水面を作成（図 5 パターン②、図 6 下）。

図5

崩壊斜面とで比較した。
なお、集水面積として、
累積流量値（FA）を用い
た（図 8）。指定する地点
は 崩 壊 斜面の 場 合 は 崩
壊 ポ リ ゴンの 最 上 部 付
近とし、未崩壊斜面は隣
接 す る 崩壊斜 面 で 指 定
し た 地 点と同 標 高 付 近
とした。比較の結果、非
崩 壊 斜 面と崩 壊 斜 面 の
FA 比に有意な差異は認められなかった。

推定地下水面のイメージ

源頭部の抽出・水系網の作成

任意の点を指定

地下水面の推定

図 8 地下水特性の検討イメージ（下）と FA 比較図（上）
図6

上：微地形表現図

下：推定地下水面図

4.2 推定した地下水面の妥当性検討
推定した地下水面の妥当性を検証するため、東和
川で実施されたボーリング調査による地下水面（パ
ターン①、②）とを比較した（図 7）。
低地部では、推定地下水面（パターン①、②ともに）
とボーリング地下水位は概ね合致している。斜面部
の地下水は、パターン②で最大 3m 程度の水位差を
示すものの水位の傾向は合致している。この結果を
みると、当該区間の水理地質構造を加味することで、
より実現象に近い地下水面を復元できたと考えられ
る。

７．今後の展開
勝見(1987)では厚真地域と同様な地質状況（表層
に Ta-d,En-a が分布）の地域において、降雨及び融
雪により地表付近まで地下水位が上昇することを確
認している。また、発災前の 2 カ月間の累積降雨量
は例年と比較し 25％以上多い状況であった（図 1）。
これらの結果を踏まえ、試行的に一部地域で地下水
位が表層付近まで上昇したと仮定した場合（非定常
時）の推定地下水面を作成し、同様の手法で FA の比
較を行った。その結果、崩壊斜面の FA の方が非崩壊
斜面の FA と比較し 1 割程度大きい値を示し、地下
水の関与を示す結果が得られた（図 9）。
今後、融雪期や多雨期の地下水観測結果を反映さ
せ、崩壊斜面と地下水との関係性を考察していく。
0.1629/0.1346≒1.1

図9
図7

非定常地下水のイメージ（上）と FA 比較図（右）

参考文献

観測水位との比較

５．斜面崩壊と地下水特性の関連性検討
崩壊斜面における地下水の影響度を評価するため、
地下水の集水面積(難透水層上面の水の集まりやす
さ)と表流水の集水面積(地形面)の比を崩壊斜面と非
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1．はじめに
近年，熊本地震(2016 年)や北海道胆振東部地震(2018 年)をはじめとして，最大震度 7 を記録する大規模地震
が頻発するようになった。地震を誘因とする斜面崩壊は，地震そのものの発生頻度が少ないため，地震発生時の
土質強度の変化特性の把握や崩壊そのものの観測が困難であるというのが現状である。このため，地震と土砂
生産現象との関係を取り扱った研究の大部分は，崩壊発生メカニズムやその立地条件を議論したものであり，
地震発生後の時間経過にともなう斜面の安定性の変化(回復)を議論した研究事例はほとんどみられない。本研究
は，火山地域で発生する大規模地震時に山腹斜面に作用する加速度が土質強度や斜面の安定性に及ぼす影響と
その影響期間を明らかにすることを目的として実施したものである。
2．研究対象地域と土質強度試験の概要
北海道胆振東部地震時に崩壊が集中した厚真町幌内地区に研究対象地を設定した。土質強度試験用の不撹乱
供試体は，研究対象地の崩壊地源頭部周辺のすべり面と判断された深度 200cm 地点の粘土層内で採取した。
地震時に作用した加速度が土質強度に及ぼす影響を把握するため，加速度試験と一面せん断試験を実施した。
北海道胆振東部地震時には 300gal 以上の加速度が 10.71 秒間継続した事実を勘案し，試薬撹拌用振とう機を使
用して供試体のせん断面に対して水平方向に種々の加速度(0.85,2.2G,3.0G)を 9 秒間与えた。その後，加振前後
の供試体と加振後に所定の期間(1.0 ヶ月,3.0 ヶ月,9.0 ヶ月)屋外に埋設した供試体とに対して，
「一面せん断試験」
を実施することにより土質強度(粘着力：C，内部摩擦角：φ)の変化(回復状況)を把握した。
3．地震時に作用した加速度とその後の時間経過が土質強度に及ぼす影響
の変化を示す図-1 より，加速度が増加しても
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加速度を与えた直後(0M)に大きく低下した粘着力：C は，加振後 1.0 ヶ月(1M)～9.0 ヶ月(9M)経過すると，
0.85G の加速度を与えた場合にはほとんど変化がみらなかったのに対し，2.2G の加速度を与えた場合には
4.98kN/m²(加振前)→0.84kN/m²(0M)→1.26kN/m²(1M)→2.43kN/m²(3M)→3.91N/m²(9M)へと回復傾向を示している
ことがわかる。さらに，3.0G の加速度を与えた場合には 4.98kN/m²(加振前)→0kN/m²(0M)→2.08kN/m²(1M)→
4.00kN/m²(3M)→3.77kN/m²(9M)へと加振後 3.0 ヶ月経過した時点で，粘着力が加振前の 80%程度にまで回復する
ものの，9.0 ヶ月が経過してもその後の回復は認められないといった興味深い結果が得られた。
4．地震発生後の斜面安定性の変化
地震時に作用する加速度が斜面の安定性に及ぼす影響を定量的に把握するため，2016 年 8 月 15~23 日に厚真
町で観測された実績降雨波形を基に作成した図-3 に示す降雨波形(総降雨量：252.5mm，
最大時間雨量：18.5mm/hr)
を入力条件とし，既往研究(平松・尾藤，2001)で提示された｢雨水浸透モデル｣を用いて地下水深を求め，この結
果を用いて無限長斜面を想定した斜面安定解析を実施した。斜面安定解析は，崩壊地源頭部の土層断面調査結
果を勘案して土層厚：D=2.0m とし，斜面勾配：4 パターン(20~35°)と，供試体に与える加速度と加振後の経過
期間を変化させた場合の土質強度：13 パターンを組み合わせた合計 52 ケース実施した(図-2)。
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研究対象地の斜面勾配(β=28°)と同程度の斜面勾配 β=25°とした場合
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復する結果となった。一方，3.0G の加速度が作用した場合の
崩壊発生限界雨量は，加振後 3.0 ヶ月が経過した時点で加振前(0G)の 80%程度(低下率：-20.0%)にまで大幅に回
復する結果となった。この時間経過にともなう回復傾向(度合い)は，斜面勾配の増加とともにより顕著に認めら
れた。
6．おわりに
火山地域の斜面(勾配 β=28°)を構成する土壌に北海道胆振東部地震(最大震度 7，1.83G)と同規模の加速度
(2.2G)が作用した場合，地震直後の崩壊発生限界雨量は地震前と比較して-50%以上も低下するものの，地震発生
後 9.0 ヶ月経過することで低下率が-20%程度にまで回復する。国土交通省は，降雨による土砂災害への警戒を
高めることを目的として警戒避難基準雨量の暫定的な引き下げ基準を示し，
「震度 5 強を観測した地域では 2 割，
震度 6 弱以上を観測した地域では 3 割減ずる(国土交通省 HP)」とする運用方針を示した。この運用方針と本研
究で得られた β=25°の場合の結果を比較すると，概ね妥当と判断されるものの地震発生直後から 3 ヶ月の期間
においては斜面勾配の増加とともに限界雨量の低下率が増加することになるため，今後は震度のみを基準とす
るのではなく地形条件等を加味した判断基準の設定が必要となろう。
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【はじめに】
日本では近年，2017 年に九州北部，2018 年に西日本，2020 年に九州・中部地
方で豪雨が記録され，斜面崩壊も多く生じた。また，2011 年東日本大震災や 2016
年熊本地震，2018 年北海道胆振東部地震といった地震による斜面崩壊も発生し
ており，大きな被害を受けた。被害軽減のためには，どこで斜面崩壊が発生する
かを把握し，その予測を行うことが求められる。そのためには，豪雨及び地震の
両方で発生する斜面崩壊を同じ解析手法を用いて予測する必要がある。そこで，
これまで我々の研究グループでは，Topotube による地形分割を用いて，広範囲
で発生する表層崩壊の予測手法を開発してきている。豪雨による斜面崩壊として
2013 年伊豆大島の斜面崩壊を(堤ら，2018)，地震による斜面崩壊として 2016 年

図-1 勇払郡厚真町幌内地区の

熊本地震による阿蘇大橋近傍の平坦斜面での斜面崩壊を対象に解析を実施して

対象斜面

きた(中ら，2019)。しかし，Topotube を用いた解析は本来尾根や谷を持つ複雑斜
面でこそ有効性が発揮される。ゆえに本研究では，複雑斜面にも適応範囲を広げ，解析手法の有効性を検証する。
【解析対象地】
今回対象地とした北海道勇払郡厚真町幌内地区の斜面を図-1 に示す。対象斜面は尾根や谷を持つ複雑斜面である。
北海道胆振東部地方を震源として，最大震度 7 の地震が 2018 年 9 月 6 日に発生した。厚真町周辺の地質は樽前山，
恵庭岳，支笏カルデラを噴出源とする降下火砕堆積物から主に形成されており，中でも樽前降下火砕堆積物(Taa~Ta-d)の散乱が多く確認されている。また，幌内地区では谷地形における表層崩壊が多発していた(平成 30 年北
海道胆振東部地震による地盤災害調査団最終報告書,2019)。対象斜面も谷地形において表層崩壊が起きた形状がみ
られる。地震の加速度は，対象斜面から最も近い観測点であったことから厚真町鹿沼で観測されたデータを使用し，
水理特性や土質強度のパラメータは現地調査やそれを基に行われた試験の結果を参考とした。
【解析手法】
① Topotube による地形分割
DEM データや崩壊以前の等高線を基に地形分割し Topotube を作成する。Topotube とは，流域内を地形に従っ
て流線で分割した際，隣り合う 2 本の流線で囲まれた帯状の地形区分のことである(Wu and Sidle,1995)。そのため，
斜面上端から下端まで水の流下方向に沿ったひとつながりの形状をしているので，流域を対象とした降雨浸透・流
出解析に適しており，臨界すべり面解析法による斜面安定解析を流域全体に行うことが可能という特徴を持つ。
② 降雨流出解析
対象地の降雨データを基に各 tube に対して Diffusion Wave 法による降雨流出解析を行い，地下水位を算出する。
飽和浸透流と表面流を合わせた流量を求め，水位の変化によって選択し，水収支式と連立して解くことで各エレメ
ントにおける地下水位を求めることができる。
③ 斜面安定解析
降雨流出解析で算出した地下水位と地震の加速度を用いて，臨界すべり面解析法による斜面安定解析を行う。臨
界すべり面解析法とは，想定しうる全てのすべり面を探査し(DP 法)，各すべり面の安全率を求め(簡易ヤンブ法，
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式⑴)，最小安全率となるすべり面を特定する方法である。今回は地震加速度
による斜面安定解析なので，𝐹𝑠 を求める式⑴に水平方向の加速度𝑘𝐻 ，垂直方

a)

向の加速度𝑘𝑉 を組み込んで計算を行った。また，水平方向の加速度𝑘𝐻 には東
西方向，南北方向の加速度を合成したものを代入した。(式⑵)
𝑭𝒔 =

∑⟨［𝒄′𝒊 𝒍𝒊 𝐜𝐨𝐬 𝒂𝒊 + {(𝟏 + 𝒌𝑽 )𝑾𝒊 − 𝒖𝒊 𝒍𝒊 𝐜𝐨𝐬 𝒂𝒊 ｝ 𝐭𝐚𝐧𝝓′𝒊 ］/𝒎𝒂 ⟩
∑ ｛(𝟏 + 𝒌𝑽 )𝑾𝒊 𝐭𝐚𝐧 𝒂𝒊 + 𝒌𝑯 𝑾𝒊 ｝
𝒌𝑯 =

(𝒂𝑬𝑾 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + 𝒂𝑵𝑺 𝐬𝐢𝐧 𝜽)
𝒈

⑴

⑵

b)

ここで，添え字𝑖はスライス番号，𝑊𝑖 は各スライスの重さ，𝑐𝑖′ と𝜙𝑖′ はそれぞ
れ土層の粘着力と内部摩擦角，𝑎𝑖 と𝑙𝑖 は各スライスのすべり面の角度と長さ，
𝑢𝑖 は各すべり面の水圧である。
【解析結果】
図-2 に解析結果を示す。a)はチューブ基準幅 20ⅿで分割した Topotube 結
果である。b)は降雨流出解析の結果であり，地下水位を示している。図中の

c)

色が濃い部分ほど地下水位が高いことを表す。c)は斜面安定解析の結果であ
り，地表面の変化量(崩壊深さ)を示している。図中の色が濃い部分ほど崩壊
深さが大きいことを表す。向かって一番右の谷部が崩れず，実際の崩壊現象
の完全再現とはいかなかったが，近い結果を得ることができた。その一番右
の谷部であるが，崩れはしなかったものの𝐹𝑠 が限りなく 1.0 に近い値まで低
下しており，そういった意味ではかなり再現性は高いといえる。

図-2 解析結果 a)地形分割，b)地下
水位の分布，c)崩壊の分布

【考察】
対象地である厚真町幌内地区と同じ町内の鹿沼で震度 7 が観測されたことから，当初は地震加速度のみが崩壊要
因であると考えていた。しかし，幌内地区で谷地形における表層崩壊が多発していたことや降雨流出解析により谷
部に地下水が集中していること，また，透水係数を大きな値と仮定し地下水位が十分発達しない条件で計算をした
場合には，実際と異なり谷部での崩壊が計算されなかったことなどを考慮すると，この対象斜面での崩壊には地下
水位が大きく影響していることが推察できる。
【おわりに】
本研究によって，一連の解析を尾根部や谷部といった複雑地形を持つ斜面に対しても行うことができた。これに
より，地震による斜面崩壊も豪雨による斜面崩壊と同様に計算できることを示すことができた。ただ，実際の崩壊
現象を正確に再現できたわけではないので，その原因を探ると共に今回示した手法の精度を高めていく必要がある。
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INTRODUCTION

Earthquake-induced landslides (EIL) are controlled by the
geomorphic characteristics of rather steep and convex
topography (Sidle and Ochiai, 2006). For instance, during the
2016 Kumamoto earthquake case in Japan (Mw=7.0), landslides
were mostly found on laterally convex hillslopes (65%) and
upwardly convex landforms (77%) (Koyanagi et al., 2020). For
the 2018 Eastern Iburi earthquake in Japan (Mw=6.7), Ritonga et
al., (2021) found that landsides were more susceptible on slope
gradient ranges >35°.
Hydrological conditions affect the probability of the
occurrence of landslides because those factors can influence the
subsurface hydrology in the soils (Sidle et al., 2019). For EIL,
Sidle and Ochiai (2006) mentioned high soil moisture could
destabilize and liquify the hillslope by also increasing pore water
pressures, especially in moist soft soils and unconsolidated
deposits. Hence, most studies on hydrological condition and
slope stability have focused on rainfall-induced landslides
studies rather than EIL.
Local topography strongly influences the soil-hydrological
conditions and alters characteristics of landslides. In general,
concave hillslopes are more susceptible for landsliding due to
increasing of pore water pressures as the result of convergent
subsurface flow to the hollow (Tsuboyama et al., 2000). For
instance, 70% of landslides were collapsed on the concaveshaped hillslopes due to high rates of infiltration into the center
of hollow topography, leading to excess soil moisture and pore
water pressures (Dahal et al., 2008). Based on these findings, the
role of topographic condition on soil moisture likely affects the
probability and mobility of EIL. Hence, interaction among soil
moisture condition, topography, and probability of EIL have
never been examined, while the importance had been mentioned
qualitatively (Wang et al., 2019).
Understanding hydrologically-based topographic conditions
on hillslopes is crucial for evaluating new perspectives of zoning
hazardous areas in earthquake-induced landslide studies.
Therefore, the objectives of this study are: (i) examining the
hydrologically-based topography of landslides; and (ii)
characterizing the position of landslides and its correlation with
hydrologically-based topographic measurements.
2.

STUDY AREA AND METHODOLOGY

We delineated landslide scars using both LiDAR shaded
relief (0.5 m) and orthophoto images (0.2 m). As the availability
of high-resolution shaded relief, we were able to detect landslides
under dense forest canopies (<20 m2). Topographic parameters,
such as curvature, were also derived using post-earthquake
LiDAR-DEM (0.5 m).
To estimate hydrological conditions, Topographic Wetness
Index (TWI) derived from a post-earthquake LiDAR-DEM was
used. We assumed the topographic profile post-earthquake was
similar to the pre-earthquake condition. We adopted the method
proposed by (Rozycka et al., 2016), eliminating specific range of
TWI cells value because the method can represent possible zones
of high soil moisture as the most susceptible hillslope elements.
We used the mean TWI value (mean = 3) to obtain the raster cells
that only represent “high soil moisture cells” (Fig. 1a, b). After
assessing the TWI >3 values, raster cell counts (𝑅𝐶𝐶 ) were
extracted in each landslide. 𝑅𝐶𝐶 then were used to represent
degree of wetness (𝐷𝑤) by comparing 𝑅𝐶𝐶 of TWI >3 values
with the total of 𝑅𝐶𝐶 in one landslide delineation:
𝑅𝐶𝐶 (𝑇𝑊𝐼>3)

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑜𝑓 𝑤𝑒𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 (𝐷𝑤) = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝐶𝐶 𝑖𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑙𝑖𝑑𝑒

[1]

To characterize possible spatial soil moisture condition in the
landslide-affected area, 𝐷𝑤 is classified as three types: (a) Low
wetness (Lw), represented by TWI >3 raster cells which
contained <30% (𝐷𝑤<0.3) total raster cells in one landslide; (b)
Moderate wetness (Mw), represented Dw 30%-70% ( 0.3 <
𝐷𝑤 <0.7); and (c) High wetness (Hw), represented Dw >70%
(𝐷𝑤>0.7).

Fig 1. (a) Landslides TWI; (b) Landslides TWI with value >3

On 6 September 2018, the Eastern Iburi EIL triggered up to
6117 shallow landslides. These occurred just one day after
Typhoon no. 21 Jebi left torrential rains and the affected area also
experienced intense rainfall (cumulative rainfall: 230-300 mm)
from two weeks before the earthquake. We selected 18.9 km2 in
Tomisato area, Iburi with elevation ranging from 36 to 400 m.
The mean annual precipitation and air temperature are 997 mm
and 6.7°C, respectively. The surface geology of this area consists
of neogene mudstone, sandstone, and conglomerate. Soil depth
in this area ranged from 1 to 4 m. Tarumae volcano is the most
recent event, which produced pyroclastic deposits in the area
including Tarumae b (Ta-b: 1667 A.D.), c (Ta-c: 2.5 ka), and d
(Ta-d: 8.7-9.2 ka).
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The landslide position was calculated based on Meunier et
al., (2008), representing the landslide position on the hillslope
and as an indicator to assess possible impacts to the channel. The
calculation was based on the normalization of the nearest
distance of landslides with respect to ridges and streamlines:

|𝑑𝑠𝑡,𝑡𝑜𝑝 | =

𝑑𝑠𝑡,𝑡𝑜𝑝
𝑑𝑠𝑡 +𝑑𝑡𝑜𝑝

[2]

| dst | has value ranging from 0 for a landslide located in the stream
network to 1 for a ridgeline. |dtop| also has the same value assessed
in the opposite way. |dst + dtop| means the total of hillslope length

(𝑁𝐷𝑟 > 0.2) while earthquake-induced landslides were mostly
found near the ridge (𝑁𝐷𝑟 < 0.2).
Because higher values of Dw in 𝑁𝑇𝑟𝑠 occurred, high soil
moisture condition might destabilize entire hillslopes starting
from ridge initiation (as the seismic amplification was high)
(Meunier et al., 2008), then affecting the rest of the lower
susceptible part causing a collapse on concave topography that
could accumulate and trigger higher levels of pore water pressure.
This result was similar to Marc et al., (2018) who noted the
greater size of worldwide rainfall-induced landslides was
strongly affected by higher soil moisture and pore water
pressures as the result of higher cumulative rainfall.
5.

Fig 2. Normalized distance of ridge line and streamline to
landslides in respect of area

where landslide occurred. The nearest distance to landslide was
analyzed using Near tool from ArcMap 10.5.
3.

Based on our findings, hydrologically-based topographic
assessments are very important to characterize EIL in response
to hydrological conditions. Moreover, the assessment will be
useful for considering topographic soil-water effect in EIL
hazard assessments. For the next step, we will further investigate
hydrological conditions of EIL in the field and correlate the field
observations with GIS analysis to assess the direct evidence of
the degree of wetness results.
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湯沢砂防管内の表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価の取組(Ⅰ)
~地形・地質特性を考慮したパラメータの設定~
パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○伊藤 達哉・松澤 真・飛岡 啓之・蔭山 星
国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 鈴木 啓介・戸田 満

１．はじめに
湯沢砂防事務所管内では、更なる砂防事業の重点化・効率化の観点から、平成 28 年度以降簡易な手法による表層崩壊
危険度評価 1）として、H-Slider 及び C-slider による表層崩壊発生危険度評価が行われてきた。本稿では、これまでに実施
された管内の主要な地質区分ごとの表層崩壊危険度評価（例えば、伊藤ほか 20192）など）を踏まえ、管内全域の表層崩壊
危険度評価を行うためのパラメータの設定及び表層崩壊危険度評価による地質毎
の崩壊特性の検討結果を報告する。

２．パラメータの設定方法
C-Slider による表層崩壊危険度評価
実施のためには、現地調査を行い①表
層土層の土層厚の分布、②土層の粘着

パラメータ

表-1 パラメータの設定手法
設定⽅法

①⼟層厚

SH型簡易貫⼊試験及び浅層電磁探査により設定

②内部摩擦⾓

現地⼟試料の⼟質試験結果により設定

③粘着⼒

設定した⼟層厚及び内部摩擦⾓、単位体積重量をもとに逆計算により設定

④透⽔係数

H-Slider法による崩壊実績地の再現検証結果をもとに設定

⑤単位体積重量

現地⼟試料の⼟質試験結果により設定

力・内部摩擦角、③土層の飽和透水係
数、④飽和時および不飽和時の土層の
単位体積重量を設定する必要がある。
本稿では、管内を主要な地質毎に 4 区
分した地質区分及び 3 区分した地形開
析区分ごとにパラメータを設定した。
なお、地形開析区分とは、山地の開析
（侵食）進行程度に応じて区分したも
のであり、これまでの研究 3）で開析区
分に応じて土層構造や表層崩壊の発生
特性が異なることが示されている。パ
ラメータ設定手法の概要を表-1 に示
す。土層厚は、地質・地形開析区分ごと

図-1 地質区分
（検討対象範囲。未固結堆
積物は検討対象外。）

図-2 地形開析区分
（検討対象範囲）

に代表斜面を選定し測定した結果を、
斜面傾斜との関係で整理し、表層崩壊危険度評価に使用する土層厚の回帰式を作成した（図-3）
。なお、透水係数は H-Slider
法による再現性の検証結果から最も崩壊現象を再現できた透水係数を設定した。パラメータの設定結果を表-2 に示す。

図-3 土層厚の回帰曲線

３．設定したパラメータを用いた表層崩壊危険度評価
国土交通省設置の気候変動を踏まえた砂防技術検討会資料

4）において、降雨量とそれによって生じる生産土砂量の関

係は極めて非線形性が強いことなどが指摘されている。そこで、気候変動に伴う未経験な降雨規模における崩壊の発生特
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性を検討するため、設定したパラメータを基に図-1 に示す検討対象範囲にて C-Slider を実施した。降雨強度を増加させ
た場合の地質毎の崩壊確率の変化の傾向を検討した結果、変化の傾向は表-3 に示す 3 つのタイプに区分された。

３．１ タイプ①(深成岩、古期火山岩)

表-2 パラメータの設定結果

崩壊確率の平均値が高く、降雨量
の増加に伴い、上昇する結果となっ
た。これは、土層厚調査の結果より、
比較的土層厚が厚いこと、表層土層
の透水係数が比較的低いために、降
雨量の増加により地下水位が上昇
しやすく、崩壊確率が上昇しやすい
こと等が考えられる。なお、深成岩の降雨強度の増加に伴う崩壊確率の平均値の上昇は、地表部から徐々に風化が進行し、
漸移的に固結度が低くなるような、母岩の風化の進行過程や土層形成の特徴を示している可能性がある。

３．２ タイプ②(堆積岩)
崩壊確率の平均値が小さく、降雨量の増加とともに、上昇する結果となった。現地調査結果より堆積岩は土層厚が薄い
ことや、比高が小さくなだらかな丘陵地に分布するため、崩壊確率の平均値が小さい結果となったと考えられる。また、
透水係数が比較的低いため、降雨量の増加とともに地下水位が上昇し、崩壊確率が増加する結果を示したと考えられる。

３．３ タイプ③(第四紀火山岩)
透水係数が高く、単位体積重量が小さいことが降雨量が増加した場合においても崩壊確率の平均値が上昇しないことの
要因と考えられる。なお、本地域の第四紀火山岩分布域においては、既存文献 5）からテフラが厚く分布する地域であるこ
とが明らかとなっており、現地調査の結果、新しく固結度の小さな火山砕屑物等からなる土層が、テフラと混合すること
により形成された表層土層であるため、非常に小さな単位体積重量を示すものと考えられた。第四紀火山岩分布域は、溶
岩流及び未固結の火山砕屑物が複雑に分布すると考えられ、未固結な表層の火山砕屑物層や溶岩中の節理に規制され地下
水の集中が起きるような箇所など、少量の降雨で崩壊しやすい箇所が限定的であった可能性が考えられる。

４．まとめ

表-3 降雨強度と崩壊確率の平均値の関係

本稿では、湯沢砂防事務所管内全域で表層崩壊危険度評

該当する地質

特徴

価を実施するための、地形・地質特性に応じたパラメータ

タイプ①:

の設定を行った。また、設定したパラメータによる表層崩

深成岩・古期⽕⼭岩 増加によって崩壊確率の平均値が上昇する。

壊危険度評価の結果、降雨強度を変化させることで、計算
上の崩壊確率の上昇の仕方が地質ごとに異なることが明ら
かとなった。この特徴は、地形条件や表層土層の形成等の

常に崩壊確率の平均値は⾼めであり、降⾬量の

タイプ②:

崩壊確率の平均値は低めだが、降⾬量の増加に

堆積岩

よって崩壊確率の平均値が上昇する。

タイプ③:

崩壊確率の平均値は低めであり、降⾬量が増加

第四紀⽕⼭岩

しても崩壊確率の平均値は⼀定。

条件により、表層崩壊に至る地形地質的特性を反映したも
のである可能性があるとともに、今後の気候変動に伴い降
雨量が上昇した場合における、表層崩壊の発生の特徴を示
している可能性がある。
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図-4 降雨強度と地質毎の崩壊確率の平均値※の関係
※10m メッシュ単位で崩壊確率を算出し、地質毎に平均したもの
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1.

INTRODUCTION
Landslides are natural hazards that have the potential to exert either an extreme impact on humans and/or the natural environment
(Sidle et al., 2021). Prediction models is a tool used to reduce the negative impacts caused by landslides. Landslide susceptibility assessment
methods can be classified into qualitative (inventory-based and knowledge driven methods) and quantitative (data-driven methods and
physically based models), (Coraminas et al., 2014). Physically based models attempt to replicate soil behavior in nature and are useful for
many aspects for understanding processes and characteristics of landslides.
Many prediction models have been proposed since the 1980s, models incorporating a wide variety of parameters have been
developed. Some physically based models, such as SHALSTAB (shallow landsliding stability model - Montgomery and Dietrich, 1994) and
SINMAP (stability index mapping - Pack et al., 1999) have been applied to shallow landslides. SHALSTAB and SINMAP consider a simple
steady-state hydrogeological process under constant rainfall. This means that both models are used to predict a spatially distributed slope
stability (Chae et al., 2017). Despite the advancement of model, models assumed that steady-state description of hydrological fluxes and the
adoption of the hydraulic gradient equals the slope of the terrain.
Soil depth and hydrological gradient varies spatially depending on the topographic characteristics and long-term geomorphic
processes. Liang and Uchida (2014) showed that soil depth was shallower in valleys and deeper on hillslopes in an intensively measured site
in Hiroshima, Japan, where soil depth on some hillslopes are > 3.5 m. In contrast, Ho et al. (2012) found that soil depth ranged from 0.4 to 2
m within the 26.5 km² Tung-An watershed, Taiwan, where thin soils occurred along narrow ridges and thick colluvium accumulated in valley
bottoms. Hence, these models do not consider the spatial variability of soil characteristics such as soil depth and soil hydrological conditions.
Although detailed surface topographic data can usually be readily obtained from DEMs, the soil depth and hydraulic properties for an entire
hillslope or catchment are often lacking (Kim et al., 2015).
Combination of topography and soil thickness need to be included in the physical model because it increases the current capacity
to determine the moment and areas of initiation of landslides. In this research, we showed entry conditions are obtained by a field survey and
laboratory analysis and is restricted to only those that can be obtained, and the water table level is considered stationary. Therefore, objective
of this study is measure the depth of the soil and its properties and establishes the influence of the spatial distribution of these parameters in
the modeling processes. For achieving the objective, we will use H-SLIDER (Hillslope scale shallow landslide-induced debris flow risk
evaluation method) developed by Public Works Research Institute, Japan (Uchida et al., 2009).
2.

METHODOLOGY
We used H-SLIDER because this approach has the advantage of being driven by field survey and have adequacy for analyzing
landslide because they predict critical rainfall data that occurring shallow landslide. H-SLIDER model can be useful for evaluating shallow
landslides caused by rainfall. H-SLIDER is based on the infinite slope form of the Mohr-Coulomb failure law expressed by the ratio of
stabilizing forces (shear strength) to destabilizing forces (shear stress) on a failure plane parallel to the ground surface (Uchida et al., 2009).
H-SLIDER method is a distributed model that restricts entry conditions to those that can be captured by on-site inspection. Even if a
hydrological model assuming a steady state and stability analysis of an infinite slope are used, the location of surface collapse can be predicted
with considerable accuracy by appropriately inputting field conditions such as measuring the spatial variability of soil layer thickness.
Assuming that: (1) steady state (2) groundwater flow follows Darcy's law (3) surface collapse occurs when the safety factor becomes 1.0 in
the infinite slope stability analysis, and (4) erosion due to groundwater will not occur, the minimum rainfall intensity (𝑟𝑐 ) at which surface
collapse may occur is calculated:

𝑟𝑐 =

𝐾𝑠 tan ∅ cos 𝜃 {𝑐 𝛾𝑡 ℎ cos 𝜃 (𝑠𝑖𝑛𝜃− cos 𝜃 tan ∅)}
𝐴 {𝛾𝑤 cos 𝜃 tan∅+(γ𝑠𝑎𝑡 − 𝛾𝑡 )(𝑠𝑖𝑛𝜃− cos 𝜃 tan ∅)}

[1]

Where, 𝑟𝑐 = critical steady-state rainfall intensity required to cause landslide, 𝜃 = Slope angle (°); A = Catchment area (m²/m); h = Soil layer
thickness (cm); c = Soil cohension (kN/m²); ∅= Friction angle (°); 𝐾𝑠 = Saturated hydraulic conductivity of soil layer (cm/s); γ𝑠𝑎𝑡 = Unit
volume weight of soil layer at saturation (kN/m³); 𝛾𝑡 = Unit volume weight of soil layer at unsaturated (kN/m³); 𝛾𝑤 = Unit volume weight of
water (kN/m³). Thus, the critical steady-state rainfall intensity
required to cause landslide 𝑟𝑐 is calculated by Equation-1.
We applied H-SLIDER model to a 6.4 ha subcatchment (131°33’E and 34°05’N) of the Tsurugi basin in the
northern part of Hofu City, Yamaguchi Prefecture, Japan. On
July 21, 2009, many shallow landslides occurred in this region,
which triggered debris flows. Eight of these shallow landslides
occurred in the study catchment. The landslides initiated in a
narrow altitudinal band from 200 to 230 m a.s.l. The landslides
and debris flows were triggered by 24 h rainfall of 275 mm,
with a maximum hourly rainfall of 63.5 mm measured at the
Hofu rainfall observatory 5 km from the study area.
We developed methods for analyzing depth of soilbedrock interface and soil properties using the Knocking Cone
Penetration Test (KCPT). Soil depth data measured using
KCPT were conducted at intervals of about 10–15 m in 2011
(two years after the disaster) and at 151 points, 27 of which
Figure 1: Soil depth distribution map of study area.
were inside the collapsed area. Thus, the point density became
0.0023 point/m2. Moreover, on February 2020, five soil pits were selected in the study site: three outside the collapsed zone and two inside
the collapsed zone and soil samples were collected as undisturbed samples at 10 to 100 cm depth intervals for obtaining specific weight of the
saturated soil, specific weight of the unsaturated soil and soil-saturated conductivity. The friction angle and cohesion were extracted by Public
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Works Research Institute in 2010. Topography was measured using a 5-m digital elevation model (DEM) of the ground surface using the after
disaster LIDAR data. Then, we used an interpolation by cone penetration tests to calculated the soil depth distribution (Figure 1). Also, we
calculated the Slope angle and Catchment area using the D-infinity Flow Direction method, (Tarboton, 1997).
The minimum rainfall intensity occurring at steady-state collapse (𝑟𝑐 ) of each (151) mesh in the study area was calculated from Eq.
(1). The model begins with the loading of the elevation and landslide map. The next step was the analysis of the topographic data. In this step,
the elevation raster was worked to remove the sinks and plans and calculate the upslope area and slope area. The soil depth was reported by
raster files. In fact, hydraulic conductivity and soil resistance are considered to vary spatially on slopes. On the other hand, in this study, the
values were constant within the target area, which depend on the measurement density of the thickness of the soil layer. After all these analyzes,
the result of the H-SLIDER is the critical rainfall intensity (𝑟𝑐 ) required for the collapse, as an index to assess susceptibility to shallow
landslides. According to Uchida et al. (2011), the grid cells with lower 𝑟𝑐 values to be more susceptible to shallow landsliding, and those with
higher 𝑟𝑐 to be more stable, because the higher the 𝑟𝑐 value was, the less frequent would be the occurrence of a rainfall event sufficient to
cause shallow landsliding.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1) Parameters setting
The measured soil thickness based on the Nc < 30 criteria in the five profiles ranged from 0.5 to 1.8 m. Based on KCPT, depth of
soil-bedrock interface ranged from 0.3 to 3.3 m, with thin soils along narrow ridges and thicker soils accumulated at backslope and valley
bottom. 25% of soil depth ranged from 0.6 to 0.9, while 10% of them was more than 2.0 m (Figure 1). Based on field pits and KCPT data in
2020, we confirmed that soil with Nc > 10 was presence of "saprolitic zone". This zone appears to exert a strong influence on vertical
heterogeneity in these soil profiles. Based on soil analysis, we obtained the weight of the volume of the saturated unit γs: 14 kN/m³, the weight
of the volume of the wet unit γt: 16 kN/m³, the saturated hydraulic conductivity 𝐾𝑠 : 5E-02 cm/s and the weight of the volume of the water
unit γw: 9.8 kN/m³. The internal friction angle was ø: 35°, soil cohesion was c: 6 kN/m² and the calculation was performed for each grid at
intervals of 5 m.
3.2) Simulation results of H-SLIDER
Figure 2 shows the calculation result (𝑟𝑐 ) distribution map in the study area. Unstable points were found in the 7 collapsed areas
and in points adjacent in the study area. On the other hand, in the collapsed area without unstable points, the intensity of rain required for the
minimum collapse in each collapsed area is 60 mm/h or more, which coincides with the actual maximum hourly precipitation (63.5 mm/h).
Here, we found that 74% of the possible occurrences of shallow landslides were in the rainfall intensity of less than 30 mm/h and distributed
evenly on the simulated area. Uchida et al. (2011) demonstrated the conditions of unconditionally stable and potentially unstable grid cells are
strongly affected by the soil depth. They applied two soil thicknesses to shallow landslide prediction and the results showed that using bedrock
soil thickness produced higher prediction results than when using weathered soil thickness. These results indicate that if we ignore the spatial
variability of soil depth, the precision of distinguishing between unconditionally stable and potentially unstable grid cells becomes worse. For
instance, Kim et al., 2015 applied the H-SLIDER model to the Republic of Korea, which is similar to our study site. Comparing with our
results, they found that the results of the spatial distribution of simulated critical rainfall intensity (mm/h) based on the ground surface and
bedrock surface using the distribution of weathered soil thickness from the knocking pole tests (Nc < 20) was ≈25% of the possible occurrences
of shallow landslides were in the rainfall intensity of less than 20 mm/h and ≈60% of the possible occurrences of shallow landslides were in
the rainfall intensity of more than 80 mm/h. These results indicate that the H-SLIDER can reproduce the relationship between the location of
the surface collapse and the amount of rainfall intensity required to cause surface collapse.
4. CONCLUSIONS
The study presents the results obtained from
the index for assessing shallow landslide
susceptibility by implementing the H-SLIDER
model. The results obtained showed less
conservative values of critical rainfall
intensity (𝑟𝑐 ) in the small catchment area. The
results showed that the use of KCPT to
measure the spatial variability of the soil depth
and the physical properties are very important
to improve the performance of the model. As
a future step, we will discuss the effects of
topography and the average soil thickness and
colluvium material to define better values in
different geoenvironments.
Figure 2: Spatial variability of calculated critical steady state rainfall intensity (depth
to bedrock).
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気候変動が斜面崩壊に及ぼす影響についての検討
○佐藤忠道（九州大学）
執印康裕（九州大学）
1．はじめに
気候変動が斜面崩壊の素因および誘因に影響を及
ぼすことは多くの既往研究によって指摘されている
（たとえば，Crozier, M. J.，2010）
．ここで，気候変動
が斜面崩壊に及ぼす影響について誘因から検討した研
究について概観すると主に，1）降雨そのものに着目
する経験的モデルを用いた手法，2）先行降雨の影響
を取り込んだ概念モデルを用いた手法，3）降雨浸透
解析と斜面安定解析を組み合わせた物理モデルを用い
た手法に大別され，いずれの手法においても気候モデ
ルの予測結果を入力値とすることが一般的である．こ
れらの中で物理モデルは，素因に関するパラメータを
取り込むことで，降雨から斜面崩壊に至る過程を精緻
に表現することが可能である．しかし，数値計算には
モデルの精度に見合った素因のパラメータの取得が必
須であり，必要となるパラメータの多く，さらに空間
的不均一性に起因する取得の困難さから広域への適用
が困難であるため，小渓流あるいは小流域といった比
較的小さい空間スケールが検討の対象とされている．
他方，わが国においては，土壌雨量指数が一律パラメ
ータによって土砂災害警戒情報等の判断基準として全
国的に運用されており，その実績からも有効性は明ら
かと言える．土砂災害との関連性が高く，広域性を備
えた土壌雨量指数を用いることで，気候変動が斜面崩
壊に及ぼす影響について広域かつ同一基準で検討する
ことができると考えられる．本研究においては上記の
点に着目し，土壌雨量指数を用いて気候変動が斜面崩
壊に及ぼす影響について極めて単純な検討を行ったの
でここに報告する．

年の算出にあたっては，1981 年～2010 年の固定され
た期間に対して一般化極値分布を適用し，L 積率法に
よって全期間の確率年を算出している．
以上の手順によって得られた各要素のトレンドおよ
び確率年によって気候変動が斜面崩壊に及ぼす影響に
ついて検討した．具体的には，トレンドを用いた各要
素の変化傾向の把握，斜面崩壊発生時の確率年と斜面
崩壊発生以前の既往最大の確率年の比較を行う．
2.2 対象地および使用データ
対象地は，長期降雨時系列データが利用可能かつ
斜面崩壊の発生時刻が推定できる三重県宮川村とし
た．同地域では，2004 年の台風 21 号と 2011 年の台
風 12 号によって大規模な斜面崩壊が発生している．
2004 年には，深層崩壊も発生しているものの表層崩
壊が卓越しているのに対し，2011 年は 2004 年と比較
して規模の大きい深層崩壊が発生している．
使用データは，アメダス宮川の 1978 年から 2019
年までの 41 年間の時間雨量データである．ただし，
2004 年の斜面崩壊発生時には，アメダス宮川は欠測
となっているため，アメダス宮川の南東に位置する宮
川ダムのデータで補完している．
3．結果
図-1 に土壌雨量指数トレンドおよび各タンク貯留
量トレンドを示す．図-1 より，土壌雨量指数トレンド

40
30

Soil water index

20

2．手法
2.1 検討手順
本研究の検討手順を以下に示す．
【手順 1】1 時間雨量を 6 等分した 10 分間雨量を入力
値とする土壌雨量指数および土壌雨量指数の算出に用
いる直列 3 段タンクモデルの各タンク貯留量を算出す
る．なお，算出にあたっては，降雨イベント毎に区切
ることなく通年で計算している．
【手順 2】手順 1 で算出した各要素に対して 11 年移
動平均を算出する．各要素間の比較を行うために，算
出した 11 年移動平均を期間内の順位に変換して規準
化したものをトレンドとする．
【手順 3】手順 1 で算出した各要素に対して極値解析
によって確率年（再現期間）を算出する．なお，確率
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図-1 土壌雨量指数トレンドおよび各タンク貯留
量トレンド
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4．考察
土壌雨量指数トレンドならびに各タンク貯留量ト
レンドを降雨から捉え直すと，降雨は土壌雨量指数，
1 段目から 3 段目のタンク貯留量を上昇傾向にさせる
よう変化していると言える．執印ら（2019）ならびに
本研究で示されたように，表層崩壊発生に対しては，
1 段目のタンク貯留量に，深層崩壊発生には，2 段
目，3 段目のタンク貯留量に着目することが有効であ
ることを踏まえると，1 段目のタンク貯留量トレンド
は，表層崩壊発生の潜在的な危険度を，2 段目，3 段
目のタンク貯留量トレンドは深層崩壊発生の潜在的な
危険度を示すと考えられる．これは，深層崩壊の潜在
的な危険度を示すことができない土壌雨量指数トレン
ドと異なる点である．
本研究で対象とした宮川村においては，土壌雨量指
数トレンドおよび 1 段目から 3 段目のタンク貯留量ト
レンドは上昇傾向であり，表層崩壊および深層崩壊の
潜在的な危険度が高まっていたと考えられ，そのよう
な状況で 2004 年の表層崩壊と 2011 年の深層崩壊は発
生した可能性が高いと言える．したがって，気候変動
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図-2 2004 年 9 月 27～30 日における土壌雨量指
数の確率年の径時変化および各タンク貯留量の確
率年の径時変化
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および全てのタンク貯留量トレンドが上昇傾向である
ことが確認される．
図-2 に 2004 年の崩壊発生時の土壌雨量指数の確率
年の径時変化と各タンク貯留量の確率年の径時変化を
示す．また，図中の破線は災害発生以前の既往最大確
率年を，黒矢印は崩壊発生時の確率年を示している．
図-2 より，2004 年の崩壊発生時は，土壌雨量指数の
確率年および各タンク貯留量の確率年は既往最大確率
年を下回っていることが確認される．しかし，1 段目
のタンク貯留量の確率年は，既往最大の確率年とほと
んど差がないこと，2，3 段目のタンクの貯留量の確
率年は既往最大の確率年と大きな差があることから，
2004 年の表層崩壊には 1 段目のタンク貯留量が関与
していると考えられる．
図-3 に 2011 年の崩壊発生時の土壌雨量指数の確率
年の径時変化と各タンク貯留量の確率年の径時変化を
図-2 と同様の方式で示す．図-3 より，最初の斜面崩
壊発生時は，土壌雨量指数，2 段目，3 段目のタンク
の貯留量の確率年が既往最大の確率年を上回っている
こと，後の斜面崩壊発生時は，3 段目のタンク貯留量
の確率年が既往最大の確率年を上回っていることが確
認される．最初に発生した深層崩壊については，2 段
目のタンクと 3 段目のタンクが既往最大値を上回って
いる時に発生しているが，深層崩壊発生時の確率年と
既往最大の確率年の差を比較すると，2 段目のタンク
では 15.1 年，3 段目のタンクでは 229.1 年と 3 段目の
タンクが既往最大値を大きく上回っていることから，
2011 年の深層崩壊の発生には 3 段目のタンクが関与
していると考えられる．
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図-3 2011 年 9 月 2～5 日における土壌雨量指数
の確率年の径時変化および各タンク貯留量の確率
年の径時変化
に伴う降雨の変化は斜面崩壊の形態に影響を及ぼすこ
とが示唆される．無論，本研究で示した結果は，限ら
れた事例に基づいて得られたものであり，他の地域に
おけるさらなる検討が必要であるが，これについては
今後の検討課題としたい．
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Crozier, M. J.（2010）
：Deciphering the effect of climate
change on landslide activity: A review. Geomorphology，
124（3-4）
，p. 260-267
執印康裕・堀田紀文・鈴木雅一（2019）
：斜面崩壊発
生時刻に影響を与える降雨条件の確率年を用いた評
価について，砂防学会誌，Vol. 72，No. 1，p. 3-11
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樹種の相違が林地斜面の安定性に及ぼす影響度評価
信州大学農学部（現 アジア航測株式会社）

○Xie Chenghao

信州大学学術研究院農学系

平松 晋也

1.はじめに
本研究では，樹木の根系に引張力が働いて破断するまでの時間を考慮することにより，樹木根系が有
する崩壊抑制力の適正評価を試みた。さらに，崩壊抑制力の時間変化を斜面安定解析に込みこむことに
より，カラマツとヒノキを例として，樹種の相違が林地斜面の安定性に及ぼす影響度評価を行った。
2.試験地の概要と現地引き抜き試験の方法
信州大学農学部付属手良沢山ステーション内の 55 年生カラマツ林内に斜面方向に位置する 2 立木の中
央にトレンチ断面を作成し，トレンチ断面に出現する断面直径:D13.0mm 以上の根系を対象として引き抜
き試験を実施した。本研究では，上流の立木から下流方向へ伸長している根系(以下，下流方向の根系と
呼ぶ)を対象として引き抜き試験を行った。現地引き抜き試験では，電動ウィンチを用いて根系を一定速
度で引張り，その抵抗力の時間変化をロードセルで計測した。引き抜き試験終了後，根系の破断部の破断
直径:D2 を計測した。
3.根系の現地引き抜き試験結果

6
D =5.9mm

根系の現地引き抜き試験は 6 トレンチ断面で実施し，計 78
引き抜き抵抗力:F(kN)

D =15.1mm

本の根系のデータを取得した。その内，6 割程度を占める 46 本
の根系では，図-1 に示すように根系の引き抜き抵抗力が発揮さ
れ始めてからピーク値「破断強度:Fmax 」を示す時点「破断時
間:Tmax」まで引き抜き抵抗力が直線的に増加している事実が確
認された。さらに，直径の増大とともに破断強度:Fmax も増加

D =22.0mm

4

2

0
0

し，逆に破断時間:Tmax(s)は遅くなる事実が明らかになった。

5

10

15

経過時間:T(s)

図-1 現地引き抜き試験結果の一例

4.根系の崩壊抑制力の時間変化モデル

下流方向の根系ではトレンチ断面で根系の直径が最も細くなるため，破断強度:Fmax は根系断面積が最
小となるトレンチ断面部で最小となる。
カラマツ根系に対する現地引き抜き試験により得られた破断直径:D2 と破断強度:Fmax および破断時
間:Tmax との関係を図-2 に示す。破断強度:Fmax と破断時間:Tmax は破断直径:D2 を説明変数として(1)~(2)式
を用いてそれぞれ近似可能となる。

5

根系の抵抗力は破断時点まで直線的に増加するものと仮
定し，任意時刻 t での単根が発揮する抵抗力：F(t)を(3)式を
用いて近似した。
F(t)=

𝑇𝑚𝑎𝑥

4

12

3

9

2

6

1

3

破断時間：Tmax(s)

Fmax=4.6・10 ・D2 ･････････････････(1)
Tmax=5.6・ln(D2 )-5.49･････････････････(2)

𝐹𝑚𝑎𝑥

15

破断強度
破断時間

2.18

破断強度：Fmax(kN)

-3

・t････････････････････････(3)
0

さらに，(1)~(3)式を用いて個々の根系の抵抗力の時間変化
を求め，(4)式により同時刻の個々の棍系の抵抗力 F(t)を積算
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破断直径：D2(mm)
図-2 破断直径と破断強度，
または破断時間との関係

することにより，当該トレンチ断面での崩壊抑制力の時間変化:TF(t)を算定した。
TF(t)=ΣF(t)･････････････････････(4)

「崩壊抑制力の時間変化モデル」により得られた崩壊抑制力
の再現結果と実測値を図-3 に示す。同モデルは，根系の崩壊
抑制力の時間変化を精度良く再現可能であることがわかる。
再現計算により得られたトレンチ断面ごとの崩壊抑制力の
最大値:TFmax を表-1 に示す。表-1 より，
「崩壊抑制力の時間
変化モデル」による再現値は，実測値の 0.87~1.05 倍の範囲
内にあり，水平根の下流方向の崩壊抑制力(総抵抗力)に対す
る同モデルの再現精度は概ね良好である事実が確認された。
5.樹種の相違が林地斜面の

崩壊抑制力:TF(kN)

トレンチ断面 No.3 を例として，(1)~(4)式より構成される

4

実測値
時間変化モデル

3

2

1

0
0

5

図-3 トレンチ断面 No.3 における
崩壊抑制力(総抵抗力)の時間変化

表-1 崩壊抑制力の最大値:TFmax への再現性

安定性に及ぼす影響度評価
樹種の相違が林地斜面の安定性に及
ぼす影響度を評価するため，図-4 に

10

経過時間:T(s)

崩壊抑制力の最大値
(kN)
実測値に対する比率

実測値
時間変化モデル
時間変化モデル

1
1.41
1.38
98%

トレンチ断面No.
2
3
4
5
0.71 3.43 2.78 2.73
0.75 3.37 2.48 2.67
105% 98% 89% 98%

6
6.07
5.28
87%

示すトレンチ断面 No.6 を対象断面と
して抽出し，(3)式に加え，カラマツ根系に対して得られた(1)~(2)式と先行研究(土田ら，2021)で明らか
にされたヒノキ根系の(5)~(6)式を用いて両樹種の破断
強度の時間変化を求めた。
𝐹𝑚𝑎𝑥 =3.87・10-2・D21.49･････････････(5)
𝑇𝑚𝑎𝑥 =2.19・D2+4.21･･･････････････(6)
さらに，個々の根系に対して得られた抵抗力の時
間 変 化 を (4) 式 に 代 入 し て 崩 壊 抑 制 力 の 時 間 変
化:TF(t)を求め，その最大値:TFmax を用いて斜面安定

図-4 解析対象としたトレンチ断面 No.6 の根系分布

解析を実施した。
斜面安定解析の入力条件としては，本研究において根系の現地引き抜き試験を実施した地点周辺の斜
面形状を勘案し，斜面勾配=33°，土層厚=1.0m とした。解析対象地点の土質強度としては，平田(2013)に
より求められた花崗岩地域の土の粘着力:C=7.49kN/m2，内部摩擦角:φ=33.34°を使用した。ここで，樹木
根系による崩壊抑制力の最大値:TFmax は，せん断抵抗力の補強分として土の粘着力と同様に，せん断抵抗
力に加算することとした。
以上の手順で実施した斜面安定解析の結果より，裸地斜面の安全率 Fs=1.126 を基準とすると，ヒノキ
根系とカラマツ根系の存在が裸地斜面の安全率をそれぞれ 5.2%（Fs=1.184）と 9.6%( Fs=1.234)も上昇さ
せる事実が確認された。さらに，ヒノキ根系による安全率の上昇は，カラマツ根系の約 1.86 倍にもなる
といった興味深い事実が明らかになった。
6.おわりに
本研究で新たに提示した「崩壊抑制力の時間変化モデル」を実際のトレンチ断面での根系分布調査結
果に適用することにより，カラマツ根系の崩壊抑制力を適正に評価することが可能となった。また，地形
形状等が同様の林地斜面では，ヒノキとカラマツ根系の崩壊抑制効果により，林地の安定性は裸地斜面
と比較してそれぞれ 9.6%，5.2%も向上する事実が明らかになった。
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1. INTRODUCTION
Vegetation cover has a strong influence on the vulnerability towards slope instabilities, particularly shallow landslides
(Cohen and Schwarz, 2017). In general, vegetation roots system is capable to modify soil structures, influencing mechanical and
hydrological processes of the slope that alter slope stabilities (Bordoni et al., 2020). Previous studies reported the significance
of root systems on slope stability. For instance, Swanson and Dyrness (1975) found that the frequency of landslide in clear-cut
areas was 2.8 times greater than ones in forested areas of the Western Cascades in Oregon. Similarly, Imaizumi et al. (2007)
found that landslide occurrence around 5-15 years after forest cutting remained 10-fold greater compared to non-cutting areas.
Various experimental methods have been developed for the measurement of root strength (Giadrossich et al., 2017). Most
of these studies have focused on determining the tensile strength of individual roots using a pulling device until it breaks. Other
studies determined the shear-strength of rooted soils and compared them with non-rooted soils in a shear-box and triaxial test.
Yet, an evaluation of root strength is still challenging because the complex features of roots consisted of both lateral and vertical
root networks (Yildiz et al., 2018). The contribution of the roots system to slope stability depends not only on individual root
strength and soil-root interaction but also on the complete root system architecture (Reubens et al., 2007).
Root geometry, particularly the orientation of root mass (i.e., vertical, lateral), plays a significant role in defining the
reinforcement mechanism on soils (e.g., Cohen and Schwarz, 2017). Many studies have mentioned the importance of these
vertical and lateral root mass on slope stabilization (e.g., Schwarz et al., 2015). Vertical root mass may act on the basal shear
surface enhancing shear resistance. While lateral root mass may prevent lateral deformation on the slope. Because of difficulties
in measuring the actual root condition without dissection, evaluating root strength for slope stability by considering the entire
root mass is also difficult to perform. To overcome the problem, a laboratory slope stability experiment with vegetation can be
effective. Yet, methods for laboratory experiments have not been established.
Therefore, the objectives of this study are to: (1) develop an experimental method to quantify the effect of the root network
on slope stability; and (2) evaluate the significance of the vegetation root network in stabilizing the slope. Findings of this study
can be useful for developing parameters for predicting slope stability using root mass on slopes.
2. METHODOLOGY
[1] Experimental slope
We developed a flume apparatus with a 1:70 geometric scale made of 1-cm thick acrylic material, consisting of an initiation
and deposition segment (Fig. 1). The initiation segment was 120 cm long with a 35° inclination representing the slope for
landslide initiation, while the deposition segment was 50 cm long and inclined at 10°, reflecting the deposition zone. Eight
nozzles were installed 2 m above the flume to apply surface water as rainfall. Since the edge of the deposition segment was open,
water from the slope flowed freely on this segment. Hence, we placed a sediment box at the end of the deposition segment to
capture water and collapsed sediment from the slope. Material used for all conditions was low cohesion sand with 1.4 g/cm3 dry
density, D50 = 0.23 mm and porosity = 55.4%. Sand was placed in the initiation segment to a depth of 10 cm.
2] Application of vegetation
For conditions with vegetation (V), we grow pea (Pisum sativum L.) bean
sprouts in the soil to simulate the root reinforcement effect on the slope. Beans
were placed at 3 cm intervals. After 2 weeks, beans reached 25-30 cm in height
with vertical roots extending to 10 cm depth and 3-4 cm of lateral root extension.
This condition of the experiment plot with beans was assumed to be forest stand
with 2200 stem/ha of density and 17.5-21 m height (i.e., Japanese cedar plantation).
[3] Measurement and analysis
We applied rainfall at an intensity of 60 mm/h. When the landslide initiated,
we measured the time (from surface water application to landslide initiation) and
water content. Ten TDR (Time Domain Reflectometer) sensors were placed at 3
and 7 cm depths to monitor soil-water content. Nine displacement markers were
located on the soil surface to measure the velocity and displacement. The time
when the first crack developed was also measured. Three video cameras were
placed in front, side, and above the flume to capture sediment motion (Fig. 1).
Landslide area, velocity, and displacement were estimated from video cameras
Fig. 1 Schematic illustration of flume
using AutoCAD 2014 student version. The saturated zone was estimated based on
apparatus
TDR readings using interpolation on Phyton.
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3.

RESULTS
For the non-vegetated condition (NV; n = 3), the first crack
developed at t = 120 to 300 s (mean = 220 s; SD = 90 s). Landslides
initiated at t = 1750 to 1820 s (mean = 1790 s; SD = 36 s). Regarding
the maximum water content when landslides initiated, NV had a
volumetric water content of 34 to 35% (mean = 34.6%; SD = 0.6%)
with an estimated saturated zone of 6200-8000 cm3 (mean = 7100 cm3;
SD = 900 cm3). Landslide area on NV was 4300-4700 cm2 (mean =
4600 cm2; SD = 260 cm2). The peak velocity of these landslides was
30 to 35 cm/min (mean = 33 cm/min; SD = 2.6 cm/min) with total
displacement of 60 to 67 cm (mean = 63.3 cm; SD = 3.5 cm).
The landslide with vegetation (V; n = 1) was different from than
for NV. The first crack was developed at t = 1500 s. The landslide
initiated at t = 3600 s with a maximum water content of 40%. The
estimated saturated zone was 15000 cm3 and the landslide had an area
of 3200 cm2. The landslide with vegetation had a peak velocity of 22
cm/min. Nevertheless, this landslide had a total displacement of 64
cm, similar to that for non-vegetated conditions.
4.

DISCUSSION
We successfully developed a flume experiment for testing the
effects of vegetation root networks on slope stability. The effect of
Fig. 2 Schematic illustration of the effect of lateral
root networks on slope stability includes basal reinforcement by
force redistribution on hydrologic processes of slope
vertical root mass and lateral reinforcement by lateral root mass. Basal
reinforcement is the most effective mechanism for slope stabilization due to its anchoring effect (Schwarz et al., 2015). In many
cases, however, this mechanism is absent because the position of the slip surface is deeper than the rooting zone (Cohen and
Schwarz, 2017). Similarly, because the vertical root mass did not penetrate the flume bed, and all landslides in our experiment
slipped over the flume bed, the basal reinforcement may be zero. Thus, we assume that lateral reinforcement by lateral root mass
is the main contributor altering landslides on non-vegetated and vegetated conditions in our experiment.
The mechanical contribution of lateral root mass in slope stability is due to lateral force redistribution by root tension
(Cohen and Schwarz, 2017). This reduces the compression force downslope that prevents crack formation. Indeed, as found in
our study, the vegetated condition (V) delayed the first crack formation about 5 times longer compared to non-vegetated
conditions (NV). Landslide with vegetation also had 25-31% smaller area since lateral root tension at the edge of stable and
unstable zones began to take and redistribute some loads to resist the downslope movement (Cohen and Schwarz, 2017). The
reduction in the unstable area then reduces landslide mass and momentum (e.g., Guo et al., 2020). This therefore reduces the
velocity of V by 26-37% compared to NV. Thus, V is more stable than NV.
The lateral force redistribution by root tension may also alter the hydrologic processes on the slope (Fig. 2). As compression
force is reduced by lateral root tension, the slope may have more space to hold water. Indeed, when landslide was initiated, we
found that V had 14-17% higher water content and 88-109% wider saturated zone compared to NV. This may indicate higher
water-holding capacity on V compared to NV. Thus, we highlight that the significant contribution of root network in slope
stabilization is not only by providing mechanical reinforcement, but also by altering hydrologic processes that enhance waterholding capacity of the slope. This then elevates the threshold of rainfall (i.e., intensity and duration) for landslide initiation.
5. CONCLUSION
Flume experiments are effective to evaluate the effects of complex root networks on slope stability. As found in our
experiment, the presence of root networks reduces slope instabilities not only via mechanical reinforcement by root strength, but
also by modifying hydrologic processes through lateral force redistribution. Based on these findings, possible land use
management for mitigation measures against landslide hazards can be implemented. We plan to conduct further experiments for
vegetated conditions, including investigating the effect of different root densities on shallow landslides.
REFERENCES
Bordoni, M., Cislaghi, A., Vercesi, A., Bischetti, G. B., Meisina, C., 2020. Effects of plant roots on soil shear strength and shallow landslide proneness in an area of northern Italian
Apennines. Bull. Eng. Geol. Environ. 79, 3361-3381.
Cohen, D., Schwarz, M., 2017. Tree-root control of shallow landslides. Earth Surf. Dynam. 5, 451-477.
Giadrossich, F., Schwarz, M., Cohen, D., Cislaghi, A., Vergani, C., Hubble, T., Phillips, C., Stokes, A., 2017. Methods to measure the mechanical behavior of tree roots: A review.
Ecol. Eng. 109(B), 256-271.
Guo, J., Yi, S., Yin, Y., Cui, Y., Qin, M., Li, T., Wang, C., 2020. The effect of topography on landslide kinematics: a case study of the Jichang town landslide in Guizhou, China.
Landslides 17, 959-973.
Imaizumi, F., Sidle, R. C., Kamei, R., 2007. Effects of forest harvesting on the occurrence of landslides and debris flow in steep terrain of central Japan. Earth Surf. Process. Landf.
33(6), 827-840.
Reubens, B., Poesen, J., Danjon, F., Geudens, G., Muys, B., 2007. The role of fine and coarse roots in shallow slope stability and soil erosion control with a focus on root system
architecture: a review. Trees 21, 385-402.
Schwarz, M., Rist, A., Cohen, D., Giadrossich, F., Egorov, P., Büttner, D., Stolz, M., Thormann, J.-J, 2015. Root reinforcement of soils under compression, J. Geophys. Res.-Earth
120, 2103-2120.
Swanson, F. J., Dyrness, C. T., 1975. Impact of clear-cutting and road construction on soil erosion by landslides in the western Cascade Range, Oregon. Geology 3(7), 393-396.
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誌や研究機関の報告書、官公庁の災害対応記録等の文

１．はじめに
令和元年東日本台風では、これまで土砂災害の発生

献を収集し、災害文献リストに整理した。これらの文献

が比較的少なかった関東・東北地方において土砂災害

を基に崩壊性地すべりについてのカルテを作成し、災

が広域的に多発し、一つの台風災害としては昭和 57

害に関する項目（発生年月日、都道府県名、土砂災害発

年以降の記録上最多となる 952 件もの土砂災害が発

生地域名、発生地域の地質、災害原因、被害状況、発生

生した。群馬県富岡市内匠地区では、明瞭な地すべり地

要因を踏まえた地形、地質、地質構造、集水条件等の分

形が認められず、土砂災害警戒区域の指定基準を満た

類要素に関する項目等）や文献に関する項目（著者、公
表1

さない箇所における「崩壊性地すべり」により、人的被
害が発生した。このように、土砂災害警戒情報の発表基
準を上回る大雨特別警報が発表されるような豪雨のあ
った市町村において、土砂災害防止法に基づく土砂災

番 発生
降雨 による
年月
号 日 災害（台風など）名
1

し、人的被害が発生している。これらは、気候変動に伴
う豪雨の激甚化により、これまで発生件数の少なかっ
た地域における土砂災害の増大、さらには、これまで頻
度が少なかった土砂移動現象による土砂災害が顕在化

2

1972
7/6

国土交通省では、気候変動に伴い顕在化が懸念され
る土砂災害等に関する技術的な検討を行うため、令和
元年度に「気候変動を踏まえた砂防技術検討会」を設置

昭和47年(1972)
7月豪雨

100年確率

被災
地域

最大
日or24h
降雨量
(mm)

日雨量比 （ =
最大日雨量/ 1 0 0
年確率日雨量）

宮崎

605/日

高知

742/日

熊本

431/日

1.0

崩壊源の
平均傾斜
（°）

主な
地質条件

1.4

26

付加体

1.7

32

付加体

崩壊性地
すべり事
例による
人的被害

事
例
数
1

死者等59
名

18～36 海成堆積岩

1
15

第四紀火山
死者等4名
岩

宮崎

325/日

1.1

22

1976
3
9/13

昭和51年(1976)
台風第17号

兵庫

353/日

1.3

23

深成岩

死者3名

1

1978
4
6/24

昭和53年(1978)
6月豪雨

鹿児
島

19

第四紀火山
岩

1982
5
7/23

昭和57年(1982)
7月豪雨

571～
長崎
584/24h

1.5

23～28

6 1987

昭和62年(1987)
台風第19号

鳥取 301/24h

1.2

23

1993
7
8・9月

平成5年(1993)
鹿児島豪雨

鹿児
島

0.8～1.2

1997
8
7/10

平成9年(1997)
梅雨前線豪雨

鹿児
島

275/日

1998
9
8/27

平成10年(1998)
8月末豪雨

福島

408～
570/日

1999
10
7・8月

平成11年(1999)
7～8月豪雨

北海
道

10/17

してきていることを示唆するものと考えられる。

昭和46年(1971)
台風第23号

1972
7/5

害警戒区域等の指定の対象となっていない、または指
定基準を満たさない箇所において土砂移動現象が発生

1971
8/29

収集事例一覧表

147/日

236～
370/日

0.5

1

死者2名

1

新第三紀火
死者54名
山岩

3

降下火砕堆
積物

死者3名

1

24～29

降下火砕堆 死者38名
積物

3

26

第四紀火山
死者21名
岩

1

2.2～3.1

7～30

降下火砕堆 死者13名
積物

10

0.9

90/日

0.5

15

海成堆積岩

11

2002
11/8

平成14年(2002)
11月長雨

石川

77/日

0.4

12

海成堆積岩

12

2003
7/20

平成15年(2003)
7月集中豪雨

鹿児
島

555/日

1.8

26

第四紀火山
岩

死者2名

1

と並んで、明瞭な地すべり地形を呈さない箇所での崩

2004
13
7/13

平成16年(2004)
7月新潟豪雨

新潟

193/日

1.0

27

海成堆積岩

死者1名

1

壊性地すべりについても検討の必要性が指摘され、実

2004
14
8/1

平成16年(2004)
台風第10・11号

徳島 1317/日

態把握に基づいた危険箇所抽出手法の検討を進めるべ

2005
15
9月

平成17年(2005)
台風第14号

きとの方向性が示された。

2006
16
6/16

平成18年(2006)
6月長雨

17

2006
7/22

平成18年(2006)
7月豪雨

18

2011
9/4

平成23年(2011)
台風第12号

した。令和 2 年 6 月に公表した中間とりまとめの中で
は、土砂・洪水氾濫や谷地形が不明瞭な箇所での土石流

本発表では、崩壊性地すべりの実態を明らかにする
ことを目指し、過去に発生した事例の文献調査によっ
て事例収集・整理と発生条件に関する検討を行った結

3.5

25

付加体

1

宮崎

0.9～1.0

16～30

付加体

4

沖縄

102/日

0.3

27

海成堆積岩

鹿児
島

417/日

1.4

22

火砕流堆積
物

死者1名

1

和歌
山

571/日

2.0

23

付加体

死者等3名

1

奈良

463～
527/日

1.6～1.8

14～26

付加体

果を報告する。

平成24年(2012)
熊本
7月九州北部豪雨

508/日

1.2

25～30

降下火砕堆
積物

２．調査方法

2013
20
7/29

平成25年(2013)
山口・島根豪雨

山口

93/日

0.3

28

海成堆積岩

2013
21
7/30

平成25年(2013)
7月新潟豪雨

新潟

245/日

1.3

27

海成堆積岩

22

2015
9/10

平成27年(2015)
関東・東北豪雨

栃木

326/日

1.5

15

降下火砕堆
積物

23

2016
8・9月

平成28年(2016)
台風第10号

北海
道

184/日

1.4

て突発的に発生し、土塊の大半が地すべり地から抜け
出したものを「崩壊性地すべり」として文献を収集した。
文献収集・整理の流れは、①文献調査に基づく調査対象
災害の抽出、②災害カルテ及び崩壊性地すべりリスト
作成、③崩壊性地すべりの類型化とした。①は、学術雑
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1

398～
464/日

2012
19
7/12

本調査では、概ね 30 度未満の緩斜面で、降雨によっ

1

24～28 陸成堆積物

1

2
死者4名

5
1
1

負傷2名

1

負傷1名

2

死者1名

2017
24
7/5

平成29年(2017)
大分
7月九州北部豪雨

330/日

0.9

24～29

新第三紀
火山岩

2018
25
7月

平成30年(2018)
岐阜
7月岐阜県内豪雨

346/日

1.3

10

陸成堆積物

1

13～18

降下火砕堆 死者等3名
積物
負傷3名

2

16～27

降下火砕堆 死者等3名
積物
負傷3名

2

26 2019

10/12

令和元年(2019)
東日本台風

群馬
神奈
川

353/日
595/日

1.5
2.0

負傷2名

4

表年、タイトル、雑誌名、巻号、頁、崩壊性地すべりに

岡市内匠地区の崩壊性地すべりもこれに含まれる。

関する緒元の有無、分布図の有無）を整理した。また、

また、海成堆積岩の流れ盤で発生した崩壊性地すべ

対象となった災害について、災害の基本情報、崩壊性地

りも、15／71 事例（21％）、9／26 災害（35％）であ

すべり等が発生した誘因、発生状況、図面、写真等を整

り、類型として整理できる可能性が高い。その他に

理し、災害カルテを作成した。

も、火山岩の流れ盤、陸成堆積物の流れ盤、海成堆積

３．調査結果

岩の受け盤、付加体の地質構造不明瞭についても事例

３．１．収集事例

数が比較的多い結果となったが、類型として整理でき

表 1 に収集した事例の一覧表を示す。過去の 26 件の

るかどうかは現時点では明確ではない。今後、より詳
細な検討を行っていく必要があると考えている。

豪雨災害から、71 事例を収集した。

表2

３．２．降雨状況

地質・地質構造別の構成比

降雨の激しさの程度を示す指標として、発災時の最
大日雨量と 100 年確率日降雨量（気象庁 HP: 確率降
水量地点別一覧表の最も近い地点の 100 年確率降水
量）の比（R）から算出した（図 1）
。R≧1 が 80％を
占めており、これまで経験したことのないような豪雨
での発生事例が多い事がわかる。

４．崩壊性地すべりの実態と発生条件
本調査では、概ね 30 度未満の緩斜面で、降雨によっ
図1
100 年確率日雨量比 (R)
３．３．地形的特徴

て突発的に発生し、土塊の大半が地すべり地から抜け
出したものを「崩壊性地すべり」として文献を収集し、

図 2 に発生源の傾斜、図 3 に事例を調査した文献で

71 事例（豪雨災害としては 26 件）を収集した。今回の

の地すべり地形の記載の有無を示す。発生源の傾斜は

調査によって、以下のことが明らかになった。

30 度未満の緩斜面で発生した事例が 82％、地すべり

① 100 年確率日雨量比が１以上の豪雨で発生してい

地形の記載がない事例が 86％であった 。明瞭な地す
べり地形が認められない緩斜面で発生していることを

る事例が多い。
② 30 度未満の緩斜面で発生し、明瞭な地すべり地形
が認められない事例が多い。

窺わせる結果となった。

③ 地質が降下火砕堆積物または海成堆積岩であって、
地質構造が流れ盤の事例が多い。
崩壊性地すべりの多くが、土砂災害の危険箇所とし
ては想定しにくい「明瞭な地すべり地形を呈さない緩
斜面」において、これまで経験したことのないような豪
雨で発生していることが裏付けられた。一方で、地質・
地質構造については、
「降下火砕堆積物・流れ盤」
、
「海
図 2 発生源の傾斜(s)
３．４．地質的特徴

図3

地すべり地形の記載

成堆積岩・流れ盤」といった類型として整理できる可能
性を見出すことができた。今後は、地質・地質構造に加

表 2 に事例を調査した文献での記載に基づいた地

えて地形的特徴についても詳細な検討を進め、危険箇

質・地質構造別の構成比を示す。降下火砕堆積物が流

所を抽出する手法につなげていきたいと考えている。

れ盤をなす斜面で発生した崩壊性地すべりは、15／71

最後になりましたが、検討にあたり御指導を頂いた

事例（21％）
、5／26 災害（19％）であり、一つの類

「気候変動を踏まえた砂防技術検討会」の先生方に感

型として整理できる可能性が高い。はじめに事例とし

謝申し上げます。

てあげた、令和元年度東日本台風で発生した群馬県富
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紀伊山地における深層崩壊箇所周辺の地盤特性と比抵抗分布の関係
応用地質株式会社
○林幸一郎・窪田安打・小松慎二・橋本裕司
国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所
小竹利明・山田拓
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター
柴田俊・木下篤彦
北海道大学広域複合災害研究センター
田中健貴
1.はじめに

ン作成した。その上で，コア比抵抗測定，電気検層，

深層崩壊による被害を軽減するためには，崩壊が発

水質分析，電気探査結果をもとに，地質構造モデルの

生する場所と規模を予測し，事前対策を検討する必要

各単元にそれぞれ与える比抵抗を設定し（表-2）
，比抵

がある。これまでの研究により，崩壊前の斜面には重

抗モデルを作成した。比抵抗モデルからの見掛比抵抗

力変形が生じている場合があること

1)

，豪雨時に周辺

斜面から崩壊地に地下水が流入しやすい水理地質特性
があること

2)

分布の計算は，応用地質㈱製 ElecImager/2D を用い，
地形補正を含めた比抵抗映像法 3) による解析を行った。

などが明らかになっており，崩壊発生前

奈良県

の地盤の特徴を整理し，崩壊が発生する危険度を評価
する手法が検討されている。

北股地区

平成 23 年 9 月に崩壊した 8 地区（図-1）では，対策

長殿地区

赤谷地区

工事に伴う多くの調査・観測が実施されており，崩壊
の要因と考えられる地盤特性が確認されている

冷水地区

清水地区

栗平地区

赤谷西地区
(H23崩壊なし)

2) など

。

一方，これらの地盤特性は崩壊後の状況であり，崩壊

三重県

和歌山県

発生前の斜面のどのような特徴に注目し，どのように

三越地区

危険度を評価すればよいかは明らかになっていない。
そこで本研究では，まず，崩壊箇所 8 地区の既往調
熊野地区

査結果から，崩壊メカニズムに関係があると考えられ

調査対象地区
平成23年崩壊箇所
比抵抗モデル計算箇所

る地盤特性を整理した。次に，地盤特性のうち物理探
査で把握される比抵抗分布と関係性があると考えられ

図-1 調査対象位置図

る項目について，重力変形が確認されている赤谷西地

表-1 崩壊箇所 8 地区の主な既往調査項目

区（図-1）でモデル計算を行い，感度解析を行った。
2.調査方法
2.1 調査対象
深層崩壊箇所の地盤特性の整理は，図-1 に示す 8 地
区を対象とした。比抵抗モデル計算は，平成 28 年より
ボーリング調査等を実施している赤谷西地区の重力変
形斜面とした（図-1）
。当該斜面では，斜面上方の尾根
に重力変形により生じたと考えられる幅約 10 m の線
状凹地が存在し，これまで 1.3 mm / 年程度の地中変位
が観測されている。

地区名
主な既往調査
赤谷地区 ボーリング調査：21地点，電気探査，空中電磁探査，
地下水位観測期間：2012/8/9～2020/3/31
長殿地区 ボーリング調査：19地点，電気探査，空中電磁探査，
地下水位観測期間：2013/4/29～2020/3/31
栗平地区 ボーリング調査：16地点，電気探査，空中電磁探査，
地下水位観測期間：2013/8/11～2020/3/31
北股地区 ボーリング調査：22地点，弾性波探査，空中電磁探査，
地下水位観測期間：2012/9/1～2020/3/31
熊野地区 ボーリング調査：22地点，電気探査，空中電磁探査，
地下水位観測期間：2012/8/10～2020/3/31
清水地区 ボーリング調査：16地点，空中電磁探査，比流量調査，
地下水位観測期間：2012/5/9～2020/3/3
冷水地区 ボーリング調査：33地点，電気探査，空中電磁探査，
地下水位観測期間：2012/3/2～2020/3/31
三越地区 ボーリング調査：17地点，電気探査，空中電磁探査，
地下水位観測期間：2012/7/22～2020/3/31

表-2 モデルに与える比抵抗（平均値を丸め採用）

2.2 地盤特性の整理
平成 23 年度から令和元年度まで実施された，表-1
に示す調査，観測結果を整理した。その上で，それぞ
れの調査成果に記載されている崩壊メカニズムに関す
る記述を抽出した。
2.3 二次元比抵抗モデル計算
地質調査，動態観測，地下水位観測，弾性波探査結
果をもとに，単純化した地質構造モデルを複数パター

地質構造モデル
モデル
単元
ゆるみ
ゆるみ域
非ゆるみ
ゆるみ＋不飽和
ゆるみ域
ゆるみ＋飽和
＋
非ゆるみ＋不飽和
地下水位
非ゆるみ＋飽和
砂岩
砂岩頁岩互層
地質
頁岩
破砕帯
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測定点数

340
699
85
255
96
603
155
398
416
66

比抵抗（Ω・m）
平均値 最大値 最小値
821 4,297
308
742 3,180
775
1,357 4,297
187
642 2,960
0
966 3,129
165
706 3,180
0
1,265 4,297
0
835 3,180
0
594 4,268
0
323
817
95

その結果，
「ゆるみ域」
「地質区分」
「高角度破砕帯」
3.調査結果

は，見掛比抵抗として特徴的なパターンを示した。
「地

3.1 崩壊メカニズムに関する地盤特性

下水位」は全体的な傾向として「ゆるみ域」と違いが

8 地区の地盤特性を整理した結果，主に 7 項目の崩

出るものの，最も比抵抗が低い「ゆるみ＋飽和」の層

壊メカニズムに関する記述や分析結果が，複数の地区

は明瞭に分離されなかった。
「低角度破砕帯」は，ほと

で共通して確認された（表-3）
。これらのうち，栗平地

んど影響が認められなかった。また実測結果に調和的

2)

区で検討

されているように，断層破砕帯や水ミチ，

なモデルとその影響度合は，
「ゆるみ域」
「地質区分」

透水性の差異による飽和度の異なる岩盤の分布は，物

「地下水位」の順であった（図-2）
。

理探査で捉えられる可能性がある。
4.考察とまとめ

3.2 地質構造モデルの比抵抗分布への感度解析
「ゆるみ域」
「ゆるみ域＋地下水位」
「地質区分」
「ゆ

8 地区で崩壊メカニズムに関係があると考えられる

るみ域＋低角度破砕帯」
「ゆるみ域＋高角度破砕帯」の

地盤特性のうち，赤谷西地区では「ゆるみ域」
「高角度

5 つの地質構造モデルから作成した比抵抗モデル（最

破砕帯」が重力変形斜面の比抵抗分布に特徴として出

小セルは 5m に設定）ならびに実測結果を対比し，見

現している可能性がある。一方で「地質区分」の影響

掛比抵抗への現れ方を比較した。ここでの「ゆるみ域」

も大きいことから，比抵抗分布からの評価には地質分

は，地中変位が確認される領域に相当する単位体積重

布による影響を十分に考慮する必要がある。また「地

量，亀裂の開口率，弾性波速度の領域と定義した。

下水位」の評価には，既往検討

2)

のように二時期の差

分解析などと合わせた評価が望まれる。

表-3 崩壊箇所 8 地区で想定される崩壊メカニズム

今後は，平成 23 年 9 月のような豪雨によって崩壊に

想定される崩壊メカニズム
1) 脚部が河川の浸食を受け，豪雨時に不安定化する

至った斜面と崩壊しなかった斜面でどのような地盤特
性の違いがあったかなど分析し，崩壊が発生する危険

2) 数10mを超える高透水性の岩盤が分布し，最下部に
透水性の差による地下水層が分布する
3) 難透水性の断層破砕帯によって地下水流動が阻害
され，豪雨時に水圧が急上昇する
4) 最上部の透水性の低い地質により，異常な水位上
昇時にキャップロック状となり被圧が生じる
5) 連続雨量に対する地下水の上昇傾向が地点ごとに
異なり，豪雨時の水頭差の拡大で崩壊斜面に地下
水が流れやすくなる
6) 岩盤亀裂や高透水性の断層破砕帯を透過し，周辺
斜面から崩壊地に向かう水ミチが存在する
7) 崩壊前から斜面変状が生じており，周辺に比べ風
化の進行が早い

地質構造モデル

ゆるみ域
地下水位

ゆるみ域

地質区分

度を評価する指標を検討する必要がある。
参考文献
1) 千木良雅弘：深層崩壊の場所の予測と今後の研究展開につ
いて，応用地質，Vol.56，No.5，p.200-209，2015
2) 木下篤彦・柴田俊・山越隆雄・中谷洋明・加藤智久・河戸
克志・奥村稔・三田村宗樹・松井保：2011 年に深層崩壊が
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※ 最小セル（厚さ5m）でモデル化

※ ゆるみ域≒変形領域に特徴的な
岩盤物性の指標（赤谷西地区）
累積開口量
8 mm/m 以上
単位体積重量
2.5 t/m3 以下
弾性波速度
1.9 km/s 以下
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降雨時の斜面崩壊における変形挙動に関する実験的検討
立命館大学院理工学研究科 〇Qin xin
立命館大学理工学部 藤本将光
立命館大学理工学部 里深好文

背景と目的
日本は急峻な地形かつ雨が多いため、斜面崩壊などの土砂災害が多発している。避難体
制の強化や人命を守る効果的な施設整備を検討するため、斜面崩壊の発生箇所や発生時
刻を高精度に予測する技術の確立が急務となっている。本研究では斜面内部変位の経時
変化、斜面崩壊時の地下水位に対する検討、斜面崩壊発生時期の予知の
可能性について検討した。
1.

室内実験
実験装置は降雨装置、斜面モデル、および斜面モデル内部に設置され
る計測機器装置から構成される。モデル斜面に対して上方面から人工降
雨装置を用いて降雨させ、降雨イベント中に発生する斜面崩壊を再現し
た。 AとBの方向から(図-1)からビデオカメラにより崩壊形態を記録し、
図-1内❶～❻各点で設置した加速度センサーより1/24秒単
降雨強度
位で、表面から地下3cmと10cmどころで加速度変化の記録を
行った。従来多くの研究が行われてきているが本研究用いた
50mm/h
加速度計は三軸で加速度計測しており、斜面内部の変動を計
測する目的及び雨により振動ノイズの影響を抑えるため地
岩盤層
中で設置した。実験は、モデル斜面の内部に透水性が低い岩
盤層の有無と密度の異なる6ケースで実験を行った。また、
無し
CASE4～CASE6は、表面層の下で平行に同土試料で比較的密度
が高い土台層と緩い土台層の二段構造にした。なお、土台層
有り
の密度は1.8 g/m³とした(表-1)。モデル斜面の土は乾燥密度
1.68 g/m³の真砂土を使用した。

x
y

z

図-1 加速度計の三軸方向

2.

3.

(cm)

40

80

50
20
0
図- 2 斜面モデルと計測装置
20

表- 1実験条件

材料

勾配

排水高さ

真砂土

30°

10cm

表- 2実験ケース

密度(kg/m³)
CASE1

CASE2

CASE3

1.2

1.4

1.6

CASE4

CASE5

CASE6

1.2

1.4

1.6

実験結果

実験から同じ傾向な結果が得られたため、代表としてCASE2(ρ=1.4g/㎥)とCASE5 (ρ=1.4g/m³、土台層有
り)の実験結果を載せる。図3～4はCASE2とCASE5の実験結果を示す。上は斜面表面から3cm、下は5cm所で設置し
た加速度センサーより記録された変位の変化結果。
CASE2において、初期崩壊は降雨開始後76分時点前後で、➋の付近で発生し、ひび割れ所から周辺に伝達する
進行性崩壊であり、小崩壊所の崩れることより崩壊範囲は斜面上部へ移行した。CASE2において(図-3)、降雨開
始15分から各加速度センサーが変位の変化は降雨直後から計測され、時間経過と伴う大きくなる傾向が見られ
ている。その一方、斜面内部の変位変化は表面より顕著ではない。
CASE5において、初期崩壊は降雨開始後76分時点前後で、❺でひび割れが発生し、土ブロックが滑り落ち
た。表面層が同じ密度のCASE2とCASE5の崩壊時間はほぼ一致と観測されたが、CASE5の方は崩壊が全体に
及ぼす時間が短いのでより危険であることがわかる。図-4により、CASE5において地中微小変位は降雨直
後から観測され、変化の勾配は一時的に緩くなるが崩壊の数分前から再び比較的顕著な変動を示した。

- 267 -

4. 結論
本研究における計6ケースのうち、各加速度計は位置している場所が崩壊していた三軸加速度の変化の
計測結果は映像結果と一致した。降雨が発生に伴って変位の生成が観測され、表面層のみならず、モデル
斜面の内部での変位も崩壊の初兆を評価された。また、真砂土の性質として浸透と降雨強度に対して敏感
であり、土台層ありかつ密度が低い土層で変位が比較的顕著な変動をデータで示すことができた。崩壊現
象について、小崩壊に続いて逐次に全体まで及ぼす現象が多く観測された。このような崩壊は初期ひび割
れが進行し、斜面全体まで伝達するのは一気ではないため、斜面各所において崩壊が伝わるまでは時間差
がそれぞれであった。地中のひずみや変動の伝達範囲も同様と考えられる。すなわち、計測センサーの設
置場所の選定はデータの有効性と直接している。計測された三軸加速度は水平でありX軸とY軸の変化
がZ軸より顕著であり、斜面内部の変動は平行で移動より回転されている可能性があると考えられる。
今後の研究において角加速度の計測が必要と考えられている。以上の結論より、また多くの課題に対し
て取り上げることが必要であるが、内部変位の測定することにより崩壊現象の予知の可能性は高いことが
明らかである。
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図- 3 CASE2における加速度センサーの計測結果

図- 4 CASE5における加速度センサーの計測結果
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氷河地域の岩盤崩壊に起因する土石流： フラッシュフラッドーインドヒマラヤの事例
○檜垣大助 1)・八木浩司 2)・鄒青穎 3)・ネトラナンダ サフ 4)
1）日本工営㈱国土基盤整備事業本部, 2)山形大学地域教育文化学部, 3)弘前大学農学生命科学部, 4)デリー大学経済学部地理学科

Keywords：岩盤崩壊, 氷河地域, 土石流, フラッシュフラッド, インドヒマラヤ
１． はじめに

インド北部のヒマラヤ山脈に位置するウッタラーカンド州チャモリ地区では, 2021 年 2 月 7 日に土石流―
フラッシュフラッドが発生し, 70 人が死亡, 134 名が行方不明となり, 建設中を含む 2 か所の水力発電施設が
著しく損傷する災害となった。この現象の源になったのは懸垂氷河を載せていた岩盤の崩壊で, その流下過程
で岩屑なだれから土石流に移化したと見られる。類似現象は 2012 年 5 月ネパールヒマラヤでも発生し,多数
の犠牲者を出した。氷河侵食起源の急な岩盤斜面の変位と細粒土砂の供給が現象発生に関係した可能性があ
る。ここでは, マスコミ・インターネット公開情報

1)，2)を参照しつつ,

災害発生前後の公開衛星画像から, 発

生現象について考察した。
２．岩盤崩壊と崩落物質の流下

岩盤崩壊発生地点は, ガンジス川水系ダウリガンガ川の左支川リシガンガ川の流域にあり, Nanda Ghunti
峰（6309 m）北側稜線の北向き斜面の上部で傾斜約 40°である（図 1 の地点 I, 図 2）
。2021 年 2 月 9 日の
Pleiades 画像で長さ約 550m の直線状冠頭部を持つ逆台形状に雪氷の無い斜面が認められ, 周囲の氷河底面
よりも深い所に露岩していることと, 2 月 6 日の画像ではこの斜面が懸垂氷河に覆われていたことから, この
場所で岩盤崩壊が生じその上の氷河も崩壊したとされる 1)，2)。崩壊冠頭部位置（標高約 5600m）には 6 日時
点で横方向に氷河上に直線状クラックが見えており, 崩壊前に岩盤の変位が生じていたことが分かる 1)。

図１Chamoli 洪水災害と発生源の岩盤崩壊箇所
（I）及び周辺の地形（Aster GDEM から作成）

図 2 岩盤崩壊発生個所と周辺の状況（Google Earth
（2017 年 10 月 7 日）に加筆）
（

：岩盤崩壊発生個所,

：2016 年氷河崩壊箇所）

2021 年 2 月 7 日の Planet Lab.公
開の衛星画像では, 標高 3,000m 以
上を覆う積雪の上に, リシガンガ
川の河道中央から幅最大約 1000m,
比高 200～500m の範囲が，河道に
平行に茶色くダストに被われてい
る 2)（図 4 上に示す範囲）
。前日に
見られないこのダストは, ロンテ

図 3 岩盤崩壊発生地点から下流の岩盤崩壊と河床の縦断面（Aster GDEM から作成）
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ィガ-ド川河床まで標高差 1800m を崩落し高速となった氷
を含む岩屑なだれに伴う爆風と, 岩屑なだれ流下経路で
氷河侵食起源堆積物が侵食され, 含まれるロックフラワ
ー（岩粉）が多量に巻き上がったことで生じたとみられる。
このような現象は，2012 年ネパールアンナプルナⅣ峰の
岩盤・氷河崩壊に起因する岩屑なだれでも見られた 3)。
岩屑なだれは，図 1, 3 の地点 A（標高 3800ｍ）でリシ
ガンガ川に入ったとみられる。河川流向に平行ないし斜交
する流動痕が残る土砂の堆積は，Ｕ字谷谷底の幅 30～
130m の河道（地点 A, B 間の平均河床勾配 8.8°）中央か
ら左右岸それぞれ最大幅 300～700m まで広がっている
（図 3, 4）
。この区間の河道に沿って, 2016 年秋に発生し
た氷河崩壊（7.2 百万 m3）起源の氷体が砂礫に覆われ残っ
ていたとされ 1), 2017 年 10 月衛星画像で延長 2km にそれ
が見られる。このことと, 土砂堆積幅が V 字谷上流端に近
づくにつれ狭くなっていること（図 4）から, 岩屑なだれ
が氷体を粉砕して多量の水が供給され, ロックフラワー
起源の細粒物と混じって土石流に移化した可能性がある。
地点 B からダウリガンガ川合流点（地点 C）間は, 河床
勾配 7.5°の V 字谷をなし河道幅 15～40m で両岸の多く
は森林であったが, 災害後の Google Earth 画像（2021 年

図 4 ダスト降下, 土砂流下の範囲（上）と地形横断
面上のそれらの範囲（等高線：Aster GDEM から作成）

2 月 10 日）では, 河道に沿って
侵食・堆積でほぼ無植生となっ
た範囲の幅は 40～240m（最大
290m）に及ぶ（図 5）
。ダストは
不明瞭で, この区間は土石流が
流下したとみられる。とくに, リ
シガンガ川合流点では元河床か
ら比高 100m の位置まで同川上
流に向け土砂が逆流・堆積した
とみられる（図 5 の測線 14）
。
地点 C から約 7.5km 下流の水力
発電所建設地点 E までの河床勾

図 5 ロンティガード川-リシガンガ川沿いの土砂流下範囲（左）と地形横断面上の
それらと元河道の範囲（右）
（等高線：Aster GDEM から作成）
（凡例は図 4 参照）

配は 1°程度であるが, 土砂と
流木を多量に含む洪水サージで洪水被害が大きくなったといえる。
2012 年ネパールセテイ川上流でも海抜 7400m 付近から氷河を載せた岩盤が崩落し, 岩屑なだれが湖成細粒
堆積物を侵食し,土石流に移化して発生源から約 30kｍ下流まで約 30 分で到達し大きな災害となった 3)。
３．まとめと今後の課題

ヒマラヤ山脈のような堆積岩や変成岩など異方性のある岩盤が急斜面をなし氷河も存在する山地では, 氷
河を伴う岩盤の崩壊が懸念され,下流にも大きな災害をもたらす可能性がある。今後, 気象条件も含めた災害
発生機構の検討とともに, 衛星データを用いたモニタリングなど流域での斜面監視も必要となろう。
文献： 1) Shrestha, A. B., https://www.icimod.org/article/understanding-the-chamoli-flood-cause-process-impacts-andcontext-of-rapid-infrastructure-development/ ,ICIMOD, Mar. 3, 2021.
2) Petley, D. : The catastrophic landslide and flood in Chamoli in Uttarakhand: the sequence of events, The Landslide Blog,
AGU Blogosphere, https://blogs.agu.org/landslideblog/2021/02/08/chamoli-2/ , 2021. ほか
3) 大井英臣ほか: 2012 年 5 月 5 日に発生したネパール国セティ川における洪水災害の調査報告，砂防学会誌 65(3), 2012.
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豪雨時に崩壊する危険性の高い山腹緩斜面の抽出手法の考察
パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○江川千洋 松澤真
国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷洋明 瀧口茂隆 松田昌之
国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所 後藤順一 高橋忍
1

はじめに

国土交通省社会資本整備審議会資料に記されているよう 表-1 近年の土砂災害における警戒区域の指定状況
に，近年の豪雨に伴う土砂災害のうち，土砂災害警戒区域に
(国土交通省社会資本整備審議会資料を基に作成)
指定されていない箇所で発生したものが，全体の約 4 割を占
警戒区域
状 況
割合
めている(表-1)．これらの大半は，現在，基礎調査実施中の 指定あり
57%
箇所か，詳細な地形データが存在しなかったために指定から
基礎調査実施中のもの
11%
もれた箇所であり，今後，基礎調査を継続していくことで，
詳細な地形データがあれば抽出可能なもの
20%
このような事例は減少していくものと考えられる．一方，現 指定なし
在の基礎調査の手法では，抽出できない箇所が約 1 割存在し
現在の手法では抽出できないもの
9%
ている．この中には，傾斜 30°未満の緩斜面が崩壊した事例
(2019 年の台風 19 号で被災した群馬県富岡地区等)が多く含まれていることから，緩斜面が崩壊するメカニズムを
解明し，危険度の高い緩斜面を抽出する手法を早急に開発する必要があると考えている．
本稿では，豪雨時に緩斜面(傾斜 30°未満)が崩壊するメカニズムについて一つの仮説を提示したうえで，このメ
カニズムを特徴づける現象(6 要素)と，これらを組み合わせた危険斜面の抽出手法について説明する．そして，緩
斜面が崩壊した 8 地区 12 斜面に本手法を適用し，危険斜面を適切に抽出することが可能かどうかについての考察
を行う．
2 豪雨時に緩斜面が崩壊するメカニズム
豪雨時に斜面が崩壊する事例が多いことからも分かるように，崩壊メカニズムに地下水が深く関与していること
は明白である．ここでは，富岡地区の事例を参考に緩斜面が崩壊するメカニズムを図-1 のように考えた．ここで着
目すべきことは，地山の排水システムが機能している箇所(湧水箇所)が危険なのではなく，
「豪雨時にのみ排水シス
テムが機能する箇所」が危険であるという観点である．
【仮説】地山に涵養された雨水は，地中に
形成されたある特定の排水システム(パ
イピング孔)にしたがい流動し，斜面のあ
る地点で湧出する。地表へ流出した地下
水は表流水となって地山を侵食し谷を形
成していく(図－1 の左斜面)。このような
排水システムと谷の形成は，地山を安定
化させる役割を果たしている。
一方，既往最大もしくはそれ以上の豪
雨にみまわれると，システムの容量がオ
ーバーし，これまで流下することのなか
った方向に多量の地下水の流れが生じ，
急速な土粒子の吸出しや急激な間隙水圧
の上昇を引き起こす。このような現象が
生じた斜面では，地盤の強度が急激に低
下するため，たとえ緩斜面であっても崩
壊が発生する(図-1 の右斜面)。
図-1 豪雨時に緩斜面が崩壊するメカニズム
3

メカニズムを特徴づける現象

表-2 地下水涵養量を評価するための 3 要素
要 素

本メカニズムに基づけば，地下水涵養量の大きい
地山ほど，排水システムが容量オーバーし易くなり， 平坦面の面積
結果として斜面の崩壊に繋がると考えられる．地下
水涵養量は，斜面上方の平坦面(目安として傾斜 平坦面の被覆形態
15°以下)の面積・被覆形態・地質によって規定さ
平坦面の地質
れると考え，表-2 に示す基準を設定した．
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涵養量小

涵養量大

小さい

-

大きい

舗装

森林
(粘性土系)

畑
(砂質土系)

溶岩・段丘礫

マサ・砂岩

泥岩・凝灰岩

(風化状態が礫質土系)

(風化状態が砂質土系)

(風化状態が粘性土系)

表-3 地山の排水システムを評価するための 3 要素
次に，本メカニズムのポイントである「豪雨時に
豪雨時にのみ
排水システムが
排水システムが
のみ排水システムが機能する斜面」について考える． 要
素
排水システムが
機能している斜面
存在しない斜面
機能する斜面
このような斜面についての既往研究は存在しない
谷と尾根の
ため，排水システムが常に機能している斜面を谷， 斜 面 の 形 状
谷
尾根
中間的地形
排水システムが存在しない斜面を尾根と捉え，地
大きい
小さい
中程度
形・侵食・植生の 3 要素を用いて，地山の排水シス 斜 面 の 侵 食 度
テムと斜面の特徴について検討した(表-3)．結論と
流水箇所は植生なし
中程度
斜 面 の 植 生 状況
密に繁茂
その他は密に繁茂
(植生密度が疎)
して，谷と尾根の中間的な性質を有すると考えた．
4 6 要素の設定方法と危険度評価手法
表-4 各要素の設定方法
6 要素の設定には，汎用性があり専門性に左右されないよう GIS を用いた． 要
素
設定方法
また，5mDEM のほか，空中写真やシームレス地質図などの入手し易いデータを
平坦面の
GISで計測
積
使用した．各要素に基準を設け，点数化し加点することで危険度評価を行った． 面
平坦面の
空中写真から判読
斜面上方の平坦面については傾斜 15°以下を目安に，遷急線を斜面との境
被覆形態
平坦面の
界位置とした．斜面については尾根部を隣接斜面との境界位置とし，斜面下方
シームレス地質図から設定
地
質
は傾斜 15°以上を目安に遷緩線を境界位置とした．要素の設定に特別な難し
斜 面 の
斜面の曲率をGISで計測
さはないが，斜面の形状と植生状況の設定方法についてのみ以下に説明する． 形
状
斜 面 の
接峰面図と現地形との差分
1) 斜面の形状：斜面の平面型と断面型の組合せで算出される 9 つの曲率のう
侵 食 度
をGISで計測
ち，豪雨時にのみ排水システムが機能する斜面の形状は，谷と尾根以外に
斜 面 の
該当する「等斉直線斜面」，「凸型直線斜面」，「等斉尾根型斜面」とした． 植 生 状 況 空中写真から判読
2) 斜面の植生状況：これは仮説となるが，豪雨時にのみ排水シ
植生が密
植生が疎
ステムが機能する斜面では，時期によって僅かに水がしみ出
してくるため，大きな侵食は受けないが，表層地盤の土粒子
は吸い出され斜面下方へと移動する(表層クリープ)．このよ
植生が密
うな斜面は高木の生育には不適で，低木や草などの植生が繁
流水箇所
茂するようになると考え，植生の疎密に着目することとした．
[空中写真は富岡地区：国土地理院発行の 2017.5 撮影]
空中写真による植生の疎密の違いについて図-2 に示す．
図-2 植生の疎密状況
5 豪雨時に緩斜面が崩壊した 8 地区への適用と危険度評価結果
表-5 検討した 8 地区
豪雨時に緩斜面が崩壊した 8 地区を選定し，その近隣の平坦面全 36 箇所，斜面全
全検討数
地区
平坦面数
斜面数
243 箇所を検討対象とした(表-5)．災害報告等では崩壊斜面の傾斜について詳細に報
富岡
4
40
告されていないものがあったため，GIS で計測し 30°以下であることを確認したうえ
相模原
5
18
千葉
5
31
で採用した(表-6)．結果として，千葉地区を除く 7 地区 9 斜面が，危険度評価で 1～3
羅臼
5
12
位にランクされた．また，8～9 位と評価された 2 斜面でも，地区全体の上位 30％以内
日田
2
30
紀の川
5
46
にランクされることが確認できた．千葉地区の適用性が低かった原因については，現
丸森
5
34
在検討中ではあるが，主な原因として斜面上方の平坦面の種類(段丘，地すべり，小起
八女
5
32
合計
36
243
伏面等)を適切にグルーピングすることで解決できる可能性があると考えている．
表-6 被災した斜面の危険度評価結果
GISで分割した斜面
地区
富岡
相模原
千葉
羅臼
日田
紀の川
丸森
八女

斜面
番号
A-03
A-04
A-02
A-03
A-04
C-09
A-09
A-03
A-09
B-11
B-18
A-02

斜面の
平均傾斜
21.7
17.8
27.8
17.7
29.5
26.4
28.6
24.3
27.2
29.8
26.2
28.2

傾斜
(実績)
20°
20°
30°未満
30°未満
不明
不明
不明
30°未満
不明
不明
不明
不明

急傾斜地
警戒区域
外
外
外
外
外
外
外
外
外
外
外
外

評価結果
1位
1位
1位
1位
10位
1位
1位
2位
8位
3位
9位
2位

平坦面番号

斜面番号

上位10％内 上位３０％内

6

まとめと今後の課題

2019 年台風 19 号
崩壊発生箇所

崩壊箇所

図-3 危険斜面抽出図[富岡地区]
2019 年に崩壊の発生した 2 斜面は検討対象 40
斜面の中で最も危険な斜面として抽出された．

30°未満の緩斜面が崩壊するメカニズムについて仮説を立て，それにかかわる 6 要素を用いた危険度評価手法を
構築した．本手法を被災箇所に適用した結果，高い確率で危険斜面を抽出できる可能性があることが確認された．
ただし，本手法の妥当性及び科学的な立証については，まだ不足している部分があると捉えており，今後，さらに
事例数を増やしたうえで本手法の確立を目指したいと考えている．本危険度評価手法の検討にあたっては，筑波大
学の内田太郎准教授に有益なご助言を頂いた．ここに感謝の意を表する．
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放射性炭素年代から推定される紀伊山地の深層崩壊発生頻度
国土防災技術株式会社 ○小川内良人・横山 修
国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 小竹利明※1・山田 拓※2
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦・柴田 俊※3
北海道大学広域複合土砂災害研究センター 田中健貴
徳島大学大学院社会産業理工学部 西山賢一
※1：現国土交通省砂防部砂防計画課，※2：現国立研究開発法人土木研究所，※3：現長野県姫川砂防事務所
はじめに
紀伊山地では，明治以降に大規模な土砂災害が 3
回（1889 年，1953 年，2011 年）発生している。深
層崩壊対策を計画するにあたっては，崩壊発生頻
度や崩壊規模の把握が重要である。しかしながら，
1889 年明治十津川大水害より古い深層崩壊の発生
年代については，古文書が失われている場合が多
く，発生年代を特定することが難しい。紀伊山地に
おいては，放射性炭素年代測定（以下，14C 年代測
定と呼ぶ）で，BC5000～6000 年代の事例 1）がある
が，ここ数千年以内の崩壊発生年代は得られてお
らず，砂防事業で必要な数 100 年オーダーの発生
頻度は推定できていない。
本研究は，紀伊山地で過去に発生した深層崩壊
の発生年代や対象流域内の崩壊発生頻度を把握す
ることを目的としている。1889 年明治十津川大水
害より古い深層崩壊跡地を対象に，崩土に含まれ
る炭化物の 14C 年代測定を実施し，滑落崖輪郭の
明瞭さと得られた 14C 年代値との関係を考察し，
対象流域の崩壊発生頻度について検討した。
対象斜面および試料採取斜面の選定と試料採取
2011 年紀伊半島大水害，1953 年有田川水害，1889
年明治十津川大水害等の崩壊地の発生年代は明ら
かなので，1889 年明治十津川大水害より古い深層
崩壊跡地を対象とした。図-1 に示す範囲の航空レ
ーザ測量と深層崩壊跡地の地形判読データを紀伊
山系砂防事務所から入手し，深層崩壊跡地の滑落
図-1 調査位置図及び流域区分図
崖の開析程度と経過時間との関係を把握するため
に，滑落崖輪郭の明瞭さに着目し，①輪郭が明瞭，②輪郭が不明瞭，③中間（どちらとも判断し難い）の 3 つに分
類して崩壊跡地を再度，判読した。その結果，崩壊面積 1ha 以上の斜面で①輪郭が明瞭：458 斜面，②輪郭が不明
瞭：648 斜面，③中間：98 斜面，合計 1,204 斜面を判読した。
年代測定用の試料を採取する斜面は，深層崩壊跡地の上流側や下流側および対岸のいずれかに，崩壊時の崩土
が残存している可能性のある堆積段丘面が形成されていることに着目して，航空レーザ測量結果を利用した微地
形判読により深層崩壊跡地を選定した。その結果，19 斜面の深層崩壊跡地（図-1）で 年代測定用の試料を 42 試
料採取できた。試料の状態は，木片 14 試料（長さ 3cm～30cm，最大 2m），炭化物 18 試料（大きさが数 cm 程度），
土砂中の微粒の炭化物 10 試料である。
14
C 年代測定結果
14
C 年代測定は，㈱加速器分析研究所に依頼した。微量な試料でも分析可能な Accelerator Mass Spectrometry（AMS 法）
を採用し，得られた 14C 年代値について実年代に近づけた暦年較正年代を算出した。暦年較正年代は，年代範囲が
広いので，どの年代で崩壊が発生したか絞り込んで検証できない。そのため，可能な限り幅広く年代値を採用することとし，
暦年較正年代の 2σ（σ：標準偏差）範囲で表示された全期間を採用年代範囲とした（図-2）。更に，1 つの斜面で複
数の試料の年代値が大きく異なる場合や 1 試料しか年代値が得られなかった場合は，1 イベントの崩壊で取り込ま
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れたか判断が難しい。一方，同一層準の堆積物中の
複数の木片や炭化物，その周辺の土砂部から採取し
た微細な試料の年代値の範囲が重複すれば，同時期
に堆積した可能性が高くなると考えられる。そのた
め，1 つの深層崩壊跡地で複数の採用年代範囲が重
複している場合を採用する重複年代範囲とした。そ
の結果，19 斜面の内，9 斜面で重複する年代範囲が
得られた。それぞれの重複年代範囲を表-1 に示す。
滑落崖輪郭の明瞭さと重複年代範囲との関係で
は，滑落崖輪郭が不明瞭な斜面は約 1 万年より古い
崩壊であり，輪郭が中間の斜面では約 BC2342 年ま
で遡ることができる。輪郭が明瞭な斜面は，AD1282
年より新しい年代値が得られ，5 斜面が AD1700 年
前後，2 斜面が AD1300 年前後である。これらの結果
図-2 採用年代範囲の考え方
から，滑落崖輪郭の明瞭さは崩壊発生時期の新旧
表-1 滑落崖の明瞭差と重複する暦年較正年代の関係
を判断する目安となることが示唆される。
滑落崖
滑落崖輪郭の明瞭さに着目した崩壊発生頻度
流域名
斜面番号
地質区分
重複年代範囲
明瞭さ
2)
内田ら は，深層崩壊による災害シナリオの 1 つ
北山川
K-1
中・古生代
中間
BC2485～2342年
T-1
中・古生代
明瞭
AD1677～1776年
として深層崩壊が発生した場合に「生じる可能性
T-3
中・古生代
明瞭
AD1693～1727年
が考えられる現象・被害」を想定し，年代測定等に
熊野川上流
T-7
中・古生代
不明瞭
BC8207～7821年
より発生時期の推定が可能であった場合，過去概
T-13
中・古生代
明瞭
AD1655～1800年
ね千年程度の崩壊発生頻度の算出方法を提案して
T-14
中・古生代
明瞭
AD1691～1729年
いる。これを参考にして，1889 年十津川大水害よ
有田川
A-2
中・古生代
明瞭
AD1299～1385年
日置川
Hk-3
古第三紀
明瞭
AD1282～1389年
り古い崩壊跡地のうち，滑落崖輪郭が明瞭な箇所
左会津川
TN-3
古第三紀
明瞭
AD1691～1728年
と中間の箇所を対象に，検討対象期間を BC2342～
AD1889 年までの約 4000 年間として，年平均深層
表-2 流域別崩壊発生頻度検討結果
崩壊発生頻度
崩壊数（個）
発生頻度
崩壊発生個数を求めた。中間を含めたのは，滑落崖
流域面積
主要な
（滑落崖明瞭 （年平均発生 （km2当りに換算）
対象流域
2
地質
(km )
輪郭が明瞭と中間を明確に区分するには，微地形
～中間）
個数）
1.0×10-5個/km2
対象範囲全域
3,706
552
0.138
3.7
判読で個人差が生じることを考慮して，滑落崖輪
熊野川上流 中・古生代
1,056
211
0.052
4.9
郭が明瞭と中間の斜面まで含めた BC2342 年より
熊野川下流
古第三紀
469
52
0.013
2.8
日置川
古第三紀
410
50
0.012
2.9
新しい期間を対象とした。更に，流域ごとに崩壊発
日高川
中・古生代
282
32
0.008
2.8
有田川
中・古生代
231
21
0.005
2.2
生頻度を比較するために，流域面積で重みづけし
富田川
古第三紀
254
44
0.011
4.3
2
て，年平均深層崩壊発生個数を 1 km 当たりに換
北山川
中・古生代
464
28
0.007
1.5
吉野川
中・古生代
540
107
0.026
4.8
算して流域単位で比較した。崩壊発生頻度の検討
左会津川
古第三紀
21
7
0.001
4.8
対象期間：1889年～BC2342年 ← 約4000年
結果を表-2 に示す。崩壊発生頻度は，熊野川上流
が最も大きく 4.9×10-5 個／km2 で，この流域では 2011 年紀伊半島大水害で大規模な河道閉塞が形成されている。
おわりに
本研究では，紀伊山地において微地形判読で深層崩壊跡地周辺に堆積段丘面が形成されている斜面を抽出し，
現地で採取した試料の 14C 年代測定を実施した。滑落崖の輪郭が不明瞭な斜面は，約 1 万年以上前よりも古く，滑
落崖輪郭が明瞭と中間の箇所では，BC2342 年より新しい崩壊であることが判った。内田ら 2)で対象としている過
去概ね千年程度の期間に発生した深層崩壊について，約 4000 年間を検討対象期間として年平均深層崩壊発生個数
を求め，流域ごとの崩壊発生頻度を推定した。
今後，深層崩壊跡地での 14C 年代測定の事例を増やして，採用する崩壊発生年代や崩壊発生頻度の検討対象期間
の設定方法，流域ごとの崩壊発生頻度の推定方法について更に検討が必要である。
【引用文献】
1) 植木岳雪・永田秀尚・小嶋 智・沼本晋也・飯島文男（2011）紀伊半島中部，宮川上流域における山体崩壊の
発生時期と発生頻度：せき止め湖堆積物を用いて，日本第四紀学会講演要旨集，No.41，p.44-45
2) 内田太郎・桜井亘・鈴木清敬・萬徳昌昭（2017）
：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定手法，国土技術
政策総合研究所資料，No.983，p.17-18
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那智川流域の地形・地質特性を反映した表層崩壊危険度マップの作成
パシフィックコンサルタンツ株式会社
○松澤 真・伊藤達哉・南 智好
紀伊山系砂防事務所
小竹利明・山田 拓・柴田 俊
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター
木下篤彦
北海道大学 広域複合災害研究センター
田中健貴

1. はじめに
2011 年の紀伊半島大水害により和歌山県那智川流域
では斜面崩壊が多発し，それに伴う土石流により 28 名
の死者・行方不明者と多くの負傷者が発生した．斜面
崩壊の多くは，表層崩壊であった．那智川では支川合
流付近に住宅が集中していることもあり，豪雨時に支
川で発生する斜面崩壊起因の土石流により過去にも犠
牲者が出たことが報告されている．そこで，本検討で
は，地形・地質分類と 2011 年に発生した崩壊の崩壊面
積率の関係から崩壊危険度マップの作成に取り組んだ
結果を報告する．

2. 調査地の地形・地質
那智川流域の地質分布を図-1 に示す．那智川流域の
地質は，下位に中新統熊野層群，上位に熊野酸性火成
岩類が分布する．熊野層群は泥岩優勢砂岩泥岩互層か
ら成り，花崗斑岩によって貫入されている．熊野酸性
岩類は，花崗斑岩から構成されており，球状風化によ
り，コアストーンが残存する風化特性を示している．
現地踏査および既存の調査結果より，熊野層群と熊野
酸性岩類の地層境界の走向傾斜は，N80W11～14N で
あることが明らかとなった．これより地層境界と斜面
の関係を流れ盤，受け盤，水平の 3 つに区分した．

地形としては山地の開析程度 1)に注目し，山頂緩斜面，
開析斜面上部，開析斜面下部の 3 つに分類した．地形開
析区分とは，山地の開析(侵食)進行の度合いを区分した
ものである．これまでの研究より，開析の程度に応じ
て土層構造が異なる特徴があり，それに伴って表層崩
壊の発生特性が異なることが明らかとなっている 1)．
那智川流域における地形開析区分図を図-2 に示す．下
流側の熊野層群分布域では尾根沿いに山頂緩斜面が面
的に分布し，開析斜面下部の分布が限定的である．一
方，熊野酸性岩類が分布する範囲は，全体的に開析が
進行しており，開析斜面下部が広く分布している．ま
た，山頂緩斜面の分布は限定的で，尾根沿いに帯状に
分布する程度となっている．

那智の滝

地層境界の走向・傾斜
N80W11～14N

図-2 那智川流域の山地の開析区分の分布 2)一部改変

受け盤

那智の滝

3. 地形・地質と崩壊危険度の検討

流れ盤

本検討では，地形としては山地の開析程度，地質は地質
分布と地質境界に注目し，それぞれの分布と 2011 年に発
生した崩壊の崩壊面積率を算出した(表-1)．
2011 年の崩壊面積率を算出したところ，花崗斑岩分布
域では 0.50%，泥岩分布域では 0.23％と花崗斑岩分布域
が約 2 倍，崩壊が発生しやすい事が分かった．また，山地
の開析程度も考慮して崩壊面積率を算出した結果，花崗斑
岩分布域では，山頂緩斜面で 0.11%，開析斜面上部で

水平
受け盤

図-1 那智川流域の地質分布
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0.74%，開析斜面下部で 0.38%，泥岩分布域では，山頂緩
斜面で 0.05%，開析斜面上部で 0.21%，開析斜面下部で
0.64%であった．地質と山地の開析程度の組合せでは，花
崗斑岩分布域の開析斜面上部で最も崩壊が多発している
ことが明らかとなった．
表-1 那智川流域の地形・地質と崩壊面積率(2011 年)の関係
A:分布面積 B:崩壊面積 面積率(％)

分類

2

１．那智川全域
熊野酸性岩類（花崗斑岩）
２．地質

0.06

B/A×100

備考

0.38

10.10

0.05

0.50

3.31

0.01

0.23

河床堆積物

1.55

0.00

0.20

人口改変地

1.13

0.00

0.00

山頂緩斜面

1.33

0.00

0.11

開析斜面上部

4.31

0.03

0.74

開析斜面下部

4.47

0.02

0.38

面積率を崩壊危険度

山頂緩斜面

0.48

0.00

0.05

マップに使用

開析斜面上部

2.52

0.01

0.21

開析斜面下部

0.32

0.00

0.64

（花崗斑岩）

区分と地質の組
合せ

(km )

16.10
熊野層群（泥岩）

熊野酸性岩類
３．山地の開析

2

(km )

熊野層群
（泥岩）

地層境界部に着目した検討では，地質境界からの距離と
崩壊面積率の関係を算出した(図-3)．熊野酸性岩類では，
受け盤分布域では地層境界からの距離が 200m までは崩
壊面積率が 2％以上と高くなることが確認された．一方，
流れ盤地域では 0.5％以下と面積率が高くなる傾向は認め
られなかった．なお，水平地域は，200～400m で崩壊面
積率が高かったが，水平地域は分布面積が狭いこと(図-1)，
また，この地域は禿山となっているため，局所的に崩壊が
多発した箇所を含んでいると想定され，地層境界の影響に
より崩壊が多発した可能性は低いと考えられる．
熊野層群では，受け盤分布域では地層境界からの距離が
50m までは，崩壊面積率が 1.5％と高くなることが確認さ
れたが，流れ盤地域では面積率が高くなる傾向は認められ
なかった．なお，水平地域は，200～300m で崩壊面積率
が 1.83%と高かったが，水平地域は分布面積が狭いこと
(図-1)，また，地層境界の影響を受けているならば，200
～300mのみ崩壊面積率が上昇するとは想定されないため，
地層境界の影響により崩壊が多発した可能性は低いと考
えられる．
以上のように，流れ盤の箇所では崩壊面積率の上昇が認
められなかったが，受け盤構造では，花崗斑岩分布域では
地層境界から 200m 以内では崩壊面積率が 2.75%，泥岩分
布域では地層境界から 50m 以内では崩壊面積率が 1.58%
と高くなることが分かった．

崩壊面積率
(％)
崩壊面積率(％)

8
6

熊野酸性岩類（花崗斑岩）
流れ盤
流れ盤

10

水平
水平

受け盤

受け盤

4

8

崩壊面積率
崩壊面積率(％)
(％)

10

6

水平

水平

受け盤

受け盤

4

2

2

0

0

地層境界からの距離
地層境界からの距離(m)
(m)

熊野層群 (泥岩)
流れ盤
流れ盤

地層境界からの距離
地層境界からの距離(m)(m)

図-3 地質境界からの距離、地質境界の傾斜(流れ盤、水
平、受け盤)と崩壊面積率の関係
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4. 崩壊危険度マップの作成
地形・地質特性と崩壊面積率に明瞭な関係が認められた
ことから，小流域ごとに地形・地質の組合せによる面積を
算出し，面積と崩壊面積率(表-1 分類の 3.山地の開析区分
と地質の組合せ)を乗じることにより，小流域の崩壊危険
度とした．地質境界の影響については，熊野酸性岩類では
受け盤から 200m の範囲については 5.5 倍 (2.75％(地層境
界が受け盤構造の地層境界から 200m の範囲の崩壊面積
率)/0.50％(熊野酸性岩類全域の崩壊面積率))，熊野層群で
は受け盤から 50m の範囲については 6.9 倍 (1.58％(地層
境界が受け盤構造の地層境界から 50m の範囲の崩壊面積
率)/0.23％(熊野層群全域の崩壊面積率))危険度を上げるこ
ととした．そして，崩壊危険度を 10 つのランクに規格化
することにより崩壊危険度マップとした(図-4)．

那智の滝

(主要渓流)

渓流の想定的
な崩壊危険度
高

低

図-4 那智川流域の崩壊危険度マップ (案)

5. まとめ
本検討で作成した崩壊危険度マップは，簡易な指標によ
り作成したマップであるが，地形・地質特性と崩壊面積率
を組み合わせることで精度良く危険度が評価できる可能
性があることが分かった．今後，作成したマップを用い，
地元の方への土砂災害の啓発活動，土砂移動の監視に向け
たセンサーの設置や配置の検討などを実施予定である．
【謝辞】
京都大学の松四雄騎准教授，筑波大学の内田太郎准教授，
国土技術政策総合研究所の中谷洋明室長，山越隆雄室長には，
崩壊危険度マップの作成方針についてアドバイスを頂きま
した.ここに記して感謝申し上げます．
【参考文献】
1) 松澤ら：花崗岩地域における土層構造と表層崩壊形状に
与える山地の開析程度の影響，地形，36-1，p23-48，2015.
2) 紀伊山系砂防事務所：那智川流域土砂災害発生機構等調
査業務

報告書，2015.
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湯沢砂防管内の表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価の取組(Ⅱ)
~管内全域の表層崩壊の危険度の把握~
パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○飛岡 啓之・松澤 真・伊藤 達哉・蔭山 星
国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 鈴木 啓介・戸田 満

１．はじめに
砂防基本計画における計画生産土砂量として設定される新規・拡大崩壊土砂量は、過去の実績崩壊と降雨量の関係式に
より推定する手法（例えば、打荻式 1)）を用いることが多い。しかし、対象範囲が広大かつ、多種多様な地形・地質等の
素因が分布する流域において、過去の実績のみで崩壊発生の相対的リスクの妥当性を十分に説明することは難しい。この
ため、過去の実績に基づく手法と数値計算等の物理モデルに基づく手法の組み合わせにより、相対的な発生危険度を考慮
する必要があると考えられる。
本稿では、湯沢砂防事務所管内を対象に、素因として地形・地質別の土層厚分布とその力学的性質や透水性等を考慮し
た物理モデルに基づく手法 2)を適用し、管内の相対的な表層崩壊発生危険度評価の試みについて報告を行う。

２．計算モデル
「表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニュアル(案) 土木研究所資料」に準拠した C-slider 法を利用して、
表層崩壊発生危険度評価を行った。C-slider 法は素因として①数値地形情報(DEM)、②土層厚の分布、③土層の粘着力・内
部摩擦角、④土層の飽和透水係数、⑤飽和時および不飽和時の土層の単位体積重量を設定し、定常降雨を与えて無限長斜
面の安定解析を行うことで、表層崩壊起因の土石流発生危険度を概略評価する手法である。危険度の評価はメッシュ単位
で行うが、小流域単位で危険度の平均値を算出し渓流毎の相対的な危険度評価を行った。

３．計算条件
「表層崩壊に起因する土石流
の発生危険度評価マニュアル
(案) 土木研究所資料」によれ
ば、土層厚は簡易貫入試験など
により、面的に測定することと
されている。計算対象範囲が湯
沢砂防事務所管内（魚野川、清
津川、中津川）であるため、本
稿では地質・山地の開析程度に
応じて土層構造が異なる特徴

3)

を考慮して、地質・山地の開析
区分に応じて、土層厚と地形勾
配の回帰直線モデルを作成し
4)

、メッシュ毎に土層厚を設定

した。湯沢砂防事務所管内にお

図-1 地質分布

図-2 地形勾配分布

ける地質分布を図-1 に、地形勾
配分布を図-2 に示す。地質毎の土層厚分布、パラメータは伊藤ら 4)を参考に設定した。定常降雨強度は地質別崩壊面積率
の傾向が実績と整合するように調整し、30mm/hour を採用した(CASE1)。また、気候変動の影響を考慮して定常降雨強度
を 1.2 倍(36mm/hour)に設定した場合の計算も行った(CASE2)。

4．計算結果
湯沢砂防事務所管内全域に対して、C-slider 法を適用した結果(CASE1)を図-3 に、単元流域ごとに CASE2 の崩壊危険度
を CASE1 の崩壊危険度で除した結果を図-4 に、地質別の崩壊面積率を図-5 に示す。湯沢砂防事務所管内では、昭和 56 年
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8 月の台風 15 号による豪雨、平成 23 年 7 月の新潟・福島豪雨による
表層崩壊が多発しており、両イベント後に崩壊地判読が実施されてい

崩壊危険面積率(-)

るため、教師データとして利用した。昭和 56 年 8 月豪雨に対する崩壊
地判読は中津川・清津川を対象に、平成 23 年 7 月豪雨に対する崩壊地
判読は魚野川流域を対象に実施されている。図-1、図-3 より表層崩壊
発生危険度が相対的に高い小流域の特徴は、古期火山岩・深成岩が分
布しており地形勾配が急なことである。一方、堆積岩では表層崩壊発

S57 判読結果

H23 判読結果

生危険度が相対的に低く、特に緩勾配の小流域ではその傾向が強い。
図-5 より地質別の崩壊面積率は定量的には解析の方が大きい。また、
堆積岩は他の地質と比較して解析による危険度が低い。図-1、図-2、図

堆積岩で緩勾配

-3 より堆積岩は緩勾配斜面が多く分布する北東部に多く、実績では表

→危険度低い

層崩壊が多発しているものの解析では相対的に安全側に評価されてい
る。C-slider 法は場の条件の精度を高く設定し、定常降雨を設定する手
古期⽕⼭岩・深成岩で

法である。そのため、素因的に表層崩壊発生危険度が高い小流域は抽

急勾配→危険度⾼い

出できるものの、小流域毎の降雨特性を考慮した危険度評価はできな
い。平成 23 年 7 月の新潟・福島豪雨では、堆積岩が多く分布する北側

図-3 表層崩壊発生危険度評価(CASE1)

ほど降雨規模が大きい傾向にあった。堆積岩が分布する北東部では素
因的には崩壊発生ポテンシャルは小さいものの、実績では降雨規模が
大きかったため、解析では危険度が相対的に低く評価されたと考えら
れる。図-4 より、危険度が過小評価されていた北東部の堆積岩地域で

危険度増加率(-)

は、降雨を 1.2 倍にしたことで、危険度が 1.3 倍以上に増加している流
域が多く分布している。降雨規模が大きくなった場合、北東部の堆積
岩地域では相対的に危険度が高まる可能性が示唆された。

５．おわりに
本稿では、地質・山地の開析程度・地形勾配に応じて土層厚を面的
に設定し、素因による計算条件の精度を高めた上で表層崩壊発生危険
度を評価した。豪雨により表層崩壊が多発した中津川流域・清津川流
域・登川流域では表層崩壊発生危険度が高く評価され、実績と解析が
整合する結果となった。しかし、堆積岩が分布する北東部では表層崩
降雨増加による危険

壊は多発しているものの、解析では表層崩壊発生危険度は相対的に低

度の増加率が大きい

く、実績と整合しない結果となった。素因による計算条件の精度を高
めることで、一定程度の表層崩壊危険度を予測することができたが更
に予測精度を上げるためには、定常降雨ではなく非定常降雨を設定で

図-4 降雨強度増加による崩壊危険度の増加率

整備局湯沢砂防事務所及び京都大学防災研究所の松四
准教授から多大なご協力をいただいたことに御礼を申

崩壊面積率

謝辞 本稿を執筆するにあたって，国土交通省北陸地方

し上げます。参考文献 1)：打荻，ひと雨による山腹崩壊

1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%

実績

40%
崩壊面積率

きるようにモデルを改良していく必要がある。

30%

解析

20%
10%
0%

について，新砂防，No. 23 Vol. 4， p. 21-33，1971、2)：
内田ら，場の条件の 設定手法が表層崩壊発生箇所の予
測に及ぼす影響，砂防学会誌，Vol. 62 No. 1，p. 23-31，

図-5 地質別の崩壊面積率

2009,3)：松澤真・木下篤彦・高原晃宙・石塚忠範（2015）
：花崗岩地域における土層構造と表層崩壊形状に与える山地の
開析程度の影響，地形，36-1, p23-48,4)：伊藤ら(2021)：湯沢砂防管内の表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価の取
組(Ⅰ)～地形・地質特性を考慮したパラメータの設定～，砂防学会研究発表会，2021
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土砂・洪水氾濫対策における遊砂地の土砂処理機能に対する数値解析モデル構築に関する一考察
○原田 紹臣（三井共同建設コンサルタント株式会社）
中谷 加奈（京 都 大 学 大 学 院）
里深 好文（立

命

館

大

学）

水山 高久（京 都 大 学 名 誉 教 授）

2, 遊砂地の土砂処理機能に関する数値解析

1, はじめに
土砂・洪水氾濫被害に対して，今後，遊砂地や最下流の

数値解析により遊砂地の土砂処理を計画するため、数値

基幹堰堤の整備等による対策の推進が示された．これまで，

解析手法の一つとして提案する．なお，本稿では紙面の関

筆者らは土砂等の輸送を調節させる遊砂地を対象に，水路

係より示さないが，事前の予備検討において，数値解析モ

を用いた基礎的な水理実験により，遊砂地の細部構造等の

デルに関して，一次元

違いが土砂の処理機能に与える影響について考察している1)．

較したところ，一次元解析モデルの方が適用性において有

一方，近年の河川砂防技術基準 計画編の改訂に伴って，

意である可能性が示唆されたため，本検討では，簡単のた

土砂・洪水氾濫対策における土砂処理計画は，流出解析，

2), 3)

と二次元モデル 4)とを概略的に比

め一次元解析モデルにより検討している．
流動層における流れの基礎方程式は，一様砂礫を対象と

河床変動計算，氾濫解析により策定することとされており，

2), 3)

災害等を再現できることを確認した計算条件，数値解析手

した一次元非定常流れ

法を用いて計算することが望ましいとされている．そのた

式，全容積の連続式，流水中の土砂の連続式及び河床の連

め，土砂の輸送調節等を考慮した遊砂地の土砂処理機能に

続式は，それぞれ次のように表される．

関する数値解析モデルの開発が望まれている．
本研究では，今後の下流域において懸念される土砂・洪
水氾濫対策として，土砂等の輸送を調節させる遊砂地を対
象に，筆者らの水路を用いた既往の基礎的な水理実験結果
（例えば，図-1，図-2）1)を用いて解析モデル（一次元）2), 3)
を構築し，その再現性や適用性について考察している．

Sediment
basin

Sediment Vs_in

Water qin

Waterway

のものを用いる．流れの運動方程

∂H τb
∂u ∂u
+u =-g
∂x
∂x ρm h
∂t

(1)

∂h ∂uh
+
=i
∂t ∂x b

(2)

∂ሺChሻ ∂ሺuhCሻ
+
=ib C*
∂x
∂t

(3)

∂z
+i =0
∂t b

(4)

ここに，h は流動深，u は断面平均流速，g は重力加速度，

P

H は流動面標高，z は河床高，C は流動層の土砂濃度，t
は時間，C* は堆積層の土砂濃度，ρm は細粒子を含む液体

θw= 10〜15deg.

相の単位体積重量，τb は河床面せん断応力，ib は侵食速度で

Flood plain

ある．なお，その他の詳細については，既往文献

θp= 2deg.

Sediment Vs_out

Lp= 450

Up

Down

Lp= 450

を参照

されたい．以降に，実験結果 1)について再現計算を行う．
解析条件としては，砂粒子の単位体積重量 σ = 2,650kg/m3，

図-1 実験概要（実験水路の概要）
Down

2), 3)

Up

細粒子（細粒礫）を含む液体相の単位体積重量 ρm = 1,100
Ww= 100

Wout

Corner

θc= 45deg.

図-2 遊砂地平面図（左：隅角部有，右：隅角部無）

Wp= 300

kg/m3，砂礫の内部摩擦角度 φ=37°，堆積層の土砂濃度
C*=0.65，重力加速度 g = 9.8m/s2，侵食速度係数 δe = 0.0007，
堆積速度係数 δd = 0.1，Δ t = 0.001 s，Δx = 0.5m（5mm），マ
ニングの粗度係数 nm = 0.01 m-1/3s として設定し，その他の条
件を変化させて検討した．
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Conditions
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Capture rate fs (%)

析モデル（一次元）を用いて，実験結果 （縮尺：1/100）を

75

対象に再現計算し，それらの比較により提案する解析モデ
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50

ルの適用性について考察する．
直線水路幅 Ww に対する遊砂地幅 Wp（図-1：拡幅有無）
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の変化が土砂捕捉 fs（（Vs_in - Vs_out）/ Vs_in：図-3）に与える
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影響に関する実験結果に対して，再現計算により比較した
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図-3 遊砂地幅（拡幅有無）の違いによる土砂捕捉率の変化

方が拡幅有無の影響を受けやすいことが分かった．この要

における実験結果と数値解析結果との比較

因の一つとして，一次元的な解析モデルのため，拡幅に伴

100

100
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う流速変化の影響を顕著に受けたものと考えられる．
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一方，遊砂地下流出口の開口幅 Wwout（図-2）の変化が土
砂捕捉 fs に与える影響に対する比較を図-4 に示す．図-4 に
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示すとおり，同様に概ねの再現性について確認された（相
捉の影響は，図-3 に示される傾向とは異なり，実験結果に
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○: Experimental results f s_exp (%)
●: Calculation results f s_cal (%)
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結果を図-3 に示す．図-3 に示すとおり，概ね，再現できる
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図-4 遊砂地（下流）開口幅の違いによる土砂捕捉率の変化

水効果）とそれに伴う土砂捕捉機能に与える局所的な影響

における実験結果と数値解析結果との比較

について，同様に，今回構築した一次元的な解析モデルで

100

Capture rate fs (%)

は十分に考慮できなかったことによるものと考えられる．

Conditions

75

最後に，遊砂地の隅角部設置（図-2）有無の違いが土砂
捕捉 fs に与える影響に対する比較を図-5 に示す．図-5 に示
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すとおり，これまでの傾向と異なって再現性が低下した．
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特に，下流隅角部設置（Down）時の結果については再現性
が低下した．この要因の一つとして，同様に，一次元的な

0
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解析モデルを用いているため，隅角部設置等の局所的な遊
砂地内における平面流の変化（例えば，遊砂地内の横断方
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図-5 隅角部設置有無の違いによる土砂捕捉率の変化

向への流れ）が考慮できないことによるものと考えられる．

における実験結果と数値解析結果との比較

以上までの結果より，今回提案する一次元解析モデルに
よる遊砂地の土砂捕捉機能（土砂捕捉）に関する実験結果
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長野県千曲市本誓寺遺跡から見つかった平安時代の埋没木の年代測定について
防災科学技術研究所 〇山田隆二, 佐藤昌人
砂防フロンティア整備推進機構
井上公夫
長野県埋蔵文化財センター
川崎保
１．はじめに
斜面災害の予測や対策には発生履歴を復元し長期的な地形の安定性を評価することが重要である．詳細な
年代決定によって，史書・日記に記述された洪水や土砂流出などの記録との対比が可能となる場合がある．
特に，古代人の生活の場で遺跡の復元記録は，自然災害による生活被害の実態まで明らかになるため，今後
の災害予測・対策のためには一層活用すべきである（たとえば井上，2015）．
本研究では，2019 年 10 月の台風 19 号により決壊した千曲川沿いで発見された洪水遺構から出土した化
石木の年代測定により，洪水の発生時期推定を行った．長野県千曲市教育委員会歴史文化財センターは，千
曲市あんず・雨宮統合保育園建設に伴う発掘調査（本誓寺遺跡；図 1）を 2020 年 3 月 16 日から 5 月末に行
い，条里制遺構の上に載る洪水砂（層厚約 20-40 cm；図 2）が検出された（千曲市教育委員会，2020）．井
上（2015）によると，仁和三年（AD887）の「五畿七道地震」によって北八ヶ岳の大規模山体崩壊および大
月川岩屑なだれが発生し，千曲川上流部に巨大天然ダム（湛水高 130 m，湛水面積 13.5 km2，湛水量 5.8 億
m3）が形成された．これが翌年決壊して発生した洪水が 92 km 下流の本遺跡でも堆積した，と解釈される．
なお，大月川岩屑なだれの発生時期に関しては，山田ほか（2021）により再検証が開始されている．
２．本誓寺遺跡発掘調査で得られた試料の年代測定
2020 年 6 月 3 日に実施した現地調査において，遺跡で発見された 8 本の化石木（サワラ 1 本，ヤナギ属 7
本）を採取し（図 3），年輪年代測定と放射性炭素（14C）年代測定を行った（表 1）．
サワラ材（No. 1）は建造物の柱・梁用途に柱状に整形され，小口面に 268 枚の年輪が確認された（図 4）．
樹皮は残らないものの辺材部組織を含むように見えるため，剥離された年輪は数 10 枚を超えないと推測され
る．樹芯に近い 67 枚の年輪を用いて酸素同位体比年輪年代測定（手法の詳細については，山田ほか 2021 を
参照）を行った結果，AD492-558 年に形成されたと同定された．従って，残存する最外年輪は AD759 年で
あり，伐採年は 8 世紀後半から 9 世紀前半の間であると推定される．
ヤナギ属の各 2 本の流木（No. 2, 5）と樹根（No. 3, 7）の 14C 年代測定を行った．樹皮に近い部分を採取
したので，枯死年は測定結果以降でかつ近いと考えられる．IntCal20 と OxCal4.4 を用いた暦年較正（Reimer
et al. 2020; Bronk Ramsey, 2009）の結果，最も確率が高い年代範囲（2σ）は，流木試料で AD772-888（95.4%）
と AD772-896（86.6%），樹根試料で AD873-989（85.1％）と AD772-884（86.3%）であった．
以上の結果は，仁和四年（AD888）に発生した洪水によ
り（1）千曲川上流域などで破断・倒伏したヤナギ属の流木
が，8 世紀後半以降に伐採加工された建築材とともに本誓寺
遺跡地に堆積した，また（2）ヤナギ属が洪水により立ち枯
れした，として矛盾しない．
謝辞
千曲市教育委員会歴史文化財センター様には試料採取に
ご協力いただきました．記して感謝いたします．
参考文献
Bronk Ramsey, C., 2009, Radiocarbon 51, 337-360.
千曲市教育委員会，2020, 本誓寺遺跡の発掘調査.
井上公夫，2015，コラム 3，p.12-17，歴史的大規模土砂災害地点
を歩く，丸源書店，264p.
Reimer, P.J. et al., 2020, Radiocarbon 62, 725-757.
山田ほか，2021，砂防学会誌，73，3-14．
図 1 本誓寺遺跡の位置.
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令和２年７月豪雨により球磨川流域で発生した大規模崩壊
鹿児島大学農学部 ○地頭薗 隆・天野 祐一朗・由永 尚暉・白藤 雄也
１．はじめに
2020 年 7 月 4 日，熊本県南部と鹿児島県北部は大雨特別警報が発表される記録的な大雨に見舞われ，
甚大な土砂災害と洪水災害が発生した。特に，熊本県では 226 件の土砂災害が発生して 12 名が亡くな
った。人的被害が発生した芦北町や津奈木町の災害調査結果は別途報告した（地頭薗ら，2020）。ここ
では，球磨川支川の川内川，告川，行徳川の流域で発生した大規模崩壊の調査結果を報告する。
２．降雨状況
図１は，国土交通省「川の防災情報」HP 掲
載の 767 観測所の雨量データから 7 月 3 日～
4 日の総雨量と最大 3 時間雨量の等雨量線図を
作成したものである。熊本県南部と鹿児島県北
部は総雨量 400mm 以上の記録的な大雨に見
舞われ，特に，大きな土砂災害が発生した芦北
町周辺は最大 3 時間雨量 200mm 以上の強雨
に見舞われている。
３．大規模崩壊の調査結果
図２は調査した崩壊地の位置図である。
図１ 2020 年 7 月 3 日～4 日の等雨量線図
川内川（流域面積約 11km2）では，崩壊，渓
床・渓岸侵食，土石流など多様な土砂移動現象
が発生して多量の土砂が生産され，下流域では
土砂・洪水氾濫が発生した。流域の地質は，秩
父帯の付加体からなり，砂岩・泥岩・チャート
からなる地層が地質構造を残した形で分布し
ている。大岩地区の渓流では，40 度以上の急
斜面に 5 つの崩壊が集中して発生し，そのうち
の崩壊 B は破砕された風化層から崩壊して規
模が大きい（図３）。2020 年 8 月 18 日調査時，
風化層から湧水がみられ，そこから下流に渓流
水が存在していた。崩壊土砂量の合計は約 2 万
m3 と見積もられ，その土砂は渓岸・渓床を侵
食しながら流下して川内川に流入した。流下土
砂は幅 6m の狭い水路を通過していることか
ら，崩壊は別々のタイミングで発生し，時間差
図２ 調査した崩壊地の位置図 （図１の黒枠箇所）
をもって流下したと推測
される。また，松野地区の
渓流でも尾根付近の破砕
された風化層からの崩壊
とそれに伴う土石流によ
り約 1.3 万 m3 の土砂が川
内川に流出した（図４）
。
告川（流域面積約 8km2）
では，崩壊，渓床・渓岸侵
食，土石流などが多数発生
し，集落が位置する下流域
では河川護岸，農地等に被
害が発生した。中流域の右
岸渓流では尾根近くから
図３ 川内川流域の大岩地区で発生した崩壊
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大規模な崩壊が発生し，その土砂は土石流となっ
て告川まで流下した（図５）。崩壊土砂量は，崩壊
地面積 1 万 m2，平均崩壊鉛直深さ 4m として約
4 万 m3 であった。崩壊地内には多量の土砂が残
留しており，その区域面積 0.5 万 m2，平均堆積
鉛直厚さ 4m とすると残留土砂量は約 2 万 m3 で
ある。崩壊地の頭部から左岸側の滑落崖には破砕
されて風化が進んだ砂岩・頁岩が見られ，風化岩
盤から崩壊していた。崩壊地から流出した約 2 万
m3 の土砂は，土石流となって勾配 20～30 度の渓
流を渓岸・渓床侵食しながら流下し，渓床勾配が
10 度程度と緩くなった下流域に堆積した。その
土砂量は約 1.5 万 m3 であり，残りは告川に流出
した。
行徳川（流域面積約 3km2）では，右
岸渓流の尾根近くから大規模な崩壊
が発生し，崩壊土砂は急渓流を土石流
として流下，さらに下流では土砂流や
洪水流となって球磨川まで達して鉄
道橋を破壊した（図６）
。崩壊斜面の地
質は主に頁岩であり，一部著しく風化
が進んでおり，斜面上・中部から多量
の雨水が浸透して崩壊が引き起こさ
れたと考えられる。簡易測量による
と，崩壊土砂量は約 1.5 万 m3 と見積
もられた。
４．おわりに
気候変動等の影響による記録的な
大雨の増加に伴って大規模な土砂災
害の発生リスクが高まっており，2020
年に九州地方で発生した土砂災害は
これに該当するものである。今回の特
徴として基盤岩の風化部からの崩壊
によって大きな被害が発生したことが
あげられるが，このタイプの崩壊は生
産される土砂量が多いために被害が大
きく，またその影響も広範囲に及ぶ。
記録的な大雨が増加する中で，基盤岩
の風化部からの崩壊のような地質構造
に起因する規模の大きな崩壊の発生場
所を予測する研究・技術開発が求めら
れる。
末筆であるが，現地調査の際は国土
交通省九州地方整備局に大変お世話に
なった。ここに記して謝意を表します。

図４ 川内川流域の松野地区で発生した崩壊

図５ 告川流域で発生した大規模崩壊

（参考文献）地頭薗隆ほか（2020）
：令
和２年７月豪雨による熊本県の土砂災
害，砂防学会誌，73(4)，41-50
図６ 行徳川流域で発生した大規模崩壊
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高原川流域における広域砂防調査での作業効率化に向けた
マルチスペクトルカメラ搭載ドローンと深層学習の適用
国土交通省 神通川水系砂防事務所 岡田 武, 四十谷 朋子
日本工営株式会社 ○古木 宏和, 倉上 健, 三池 力, 古谷 智彦, 渡部 春樹, 長山 孝彦

1．はじめに
流木の流出による災害対策のため，保全
対象や既存施設の状況に応じた流木対策施
設計画が策定されている。流木対策計画策
定の際には，過去の流出実績や現地調査に
より，地形・地質・林相・荒廃状況・既往災
害・流木発生実績等について整理し，流木発
生ポテンシャルの高い流域特性の把握を行
っている。しかしながら，高原川流域におい
て山腹斜面から流木流出を想定すべき対象
面積は広大である。従来の作業方法では，対

図 1 広域砂防調査の効率化に向けた AI やセンサー技術の
活用イメージ

象範囲の空中写真を用いて人による林相判
読を実施し，植生分布を把握している。その
ため，作業量が非常に多く時間を要する。ま
た，技術者による個人差が生じるため，効率
化・画一化のニーズが高い。
そこで本論では， 広域砂防調査（林相判

ドローン本体

カメラ(M.S.C.)
（()M.S.C.）
図 2 マルチスペクトルカメラ搭載のドローン（DJI 社製）

別）における効率化を目的として，AI・深層
学習や新しいセンサー技術（図1）を適用した
事例について報告する。

2．マルチスペクトルカメラと深層学習による林相判別
2.1 マルチスペクトルカメラ（M.S.C.）搭載ドローンによる林相判読
新しいセンサー技術としてマルチスペクトルカメラ（M.S.C.）を搭載したドローンを用いて，林相および流
木の検知を行った。マルチスペクトルカメラは，RGB画像に加えて近赤外領域のスペクトル情報を瞬時に取得可
能で，農業分野で作物の最適収穫期等の把握に用いられている。ドローンと併用する事で渓流単位程度の面積
の情報取得が可能である。本検討では，植物の量や活性度を判定する「正規化植生指標（NDVI）」1)を用いて常
緑針葉樹と，落葉等季節による変化が見られる樹種（常緑針葉樹以外の樹種，と表記）の区分を行った。

2.2 深層学習による林相判読
レーザープロファイラー地形測量やUAV等により撮影されたオルソフォトから，深層学習により林相判定を
表 1 深層学習の教師データに用いた林相判読図
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赤：常緑針葉樹

緑：常緑針葉樹以外の樹種

行った。深層学習のアルゴリズムにはVGGNet2） を使用し
た。表1に深層学習に用いた空中写真および林相判読図，

オルソフォト

教師データの例を示す。教師データは，技術者が画像か
ら林相判読を行ったデータを用いた。画像は，256×256
ピクセルとし，解像度はオルソフォトの解像度が損なわ
れないサイズに設定し（画像の1辺：約60m＝256ピクセ
ル），表1に示す常緑針葉樹と常緑針葉樹以外の樹種の色
常緑針葉樹

調の違いを学習できるよう選別を行った。教師データ数

常緑針葉樹
以外の樹種

は，常緑針葉樹と常緑針葉樹以外の樹種それぞれで，元
画像388枚に対して回転，反転，コントラスト変更等加え

NDVI 画像

データ拡充を行い，合計で15500枚とした。正誤判定は，
既往の技術者による判読図を正解データとして教師デー
タエリア外に検証エリアを設け，検証した。

3．M.S.C.と深層学習による林相判読結果
3.1 M.S.C.による林相判読
オルソフォトとマルチスペクトル解析（NDVI）画像を
図3に示す。撮影時期は12月である。図3のNDVI値の違い

黄色格子部拡大

活性度が高い
(常緑針葉樹)

活性度が低い
(河床部・構造物)

より，常緑針葉樹と常緑針葉樹以外の樹種を明確に区別
することが可能である。また，RGB画像で視認しにくい河

砂礫上の流木の視認性○

床砂礫に混在している倒木（流木）について，NDVIを用
いる事で容易に区別ができた。

3.2 深層学習による林相判読
深層学習によるオルソフォトからの林相判読を行っ

図 3 マルチスペクトル解析図

た結果を表2と図4に示す。常緑針葉樹と常緑針葉樹以外
の樹種で分類を行った結果，正解率は約70％であり，図

表 2 検証エリアにおける林相判別結果
AIによる分類

4のようにおおよその林相分布が推定できた。

深層学習による林相判別
常緑針葉樹

4．広域砂防調査への展開
本検討で試行したM.S.C.と深層学習は，いずれも調査
の効率化に資する技術として活用が期待される。M.S.C.

技術者に
よる分類

常緑針葉樹
常緑針葉樹以
外の樹種
正解率

常緑針葉樹以外
の樹種

正解率

1,050

315

77%

581

931

62%

64%

75%

69%

は正規化植生指標を用いることで，林相や流木を精度良
くかつ効率的に判読できる可能性がある。深層学習によ
る林相判読ではRGB画像で概ねの分布が把握できた。今
後，さらなる判読精度向上に向けて，様々なセンサー技
術により良質な教師データを蓄積し，AI技術との組み合
わせにより，広域砂防調査の効率化に繋がることが期待
される。

5．まとめ

図 4 検証エリアにおける林相判別結果図

流木対策施設計画等で必要となる林相判定の効率化技術として，M.S.C.と深層学習の適用を試みた。その結
果，両者ともに広域砂防調査の効率化が期待できる技術である知見が得られた。ドローンや衛星に搭載されて
いるセンサー技術と深層学習を組み合わせることにより，判読技術を有する技術者による膨大な作業が同等の
精度で省力化でき，より広域・高精度の評価に繋がる可能性がある。今後実用化に向けてデータを蓄積し，土
砂災害防止，流木災害防止に資する技術として検証を行っていきたい。
引用文献
1. 国土地理院: 植生指標データについて．国土地理院ホームページ．https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/ndvi.html.
2. Karen Simonyan and Andrew Zisserman: Very Deep Convolutional Networks for Large-scale Image Recognition. International
Conference on Learning Representations, 2015
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山形県の 2 巡目基礎調査における光学衛星画像と高精度地形モデルを用いた
経年変化箇所と新規箇所の抽出手法の検討
山形県県土整備部 砂防・災害対策課
渡辺 満・新田真二・角田繁広・丹野領太
株式会社パスコ
○榊 仁一・徳武祐斗・柴山卓史・吉川和男・井関登喜夫・向平拓司
表 3.1 衛星画像の手法の比較

１.はじめに
土砂災害防止法で定められる基礎調査について山
形県では、２巡目調査に着手している。
２巡目調査は、概略調査と詳細調査があり、概略
調査は、資料・収集整理、現地確認を行い、区域等
の変更の必要がない場合は区域調書の修正までとす
る一方、変更等に関して検討が必要な際は詳細調査
対象箇所として選別する。
さらに、詳細調査は、概略調査において地形改変
や対策工の新設等が確認された箇所の区域形状や計
算結果の修正などを行い、再指定に必要な資料を準
備する。
今後、３巡目の基礎調査の行う予定であるが、調
査開始から１6 年が経過しており、これまでの課題
整理とともに効率的で実効性のある調査手法の検討
を行う必要があった。
そこで、３巡目の基礎調査の開始前に、効率的な
土砂災害警戒区域等の指定に向けた調査方法を検討
するため、実施した衛星画像を用いた調査方法につ
いて一考察を報告する。
なお、本検討は、土砂災害防止法の基本指針改定
（R2.8）以前のものである。

媒体

作業性 整合性 抽出精度 コスト 調査範囲

現地と資料
の適合性

在来⼿法

〇

△

◎

△

1箇所〜

△/◎

衛星画像

◎

◎

〇

◎

市町村〜

◎

備考
現地調査の実施で現地
と資料の適合性を補⾜できる
常に撮影ができ過去の
アーカイブも⼊⼿できる

3.2 衛星画像の解析
本検討では経年変化の生じた箇所を目視判読と
SPOT-5 と SPOT6/7 との NDVI・GSI 差分解析結果を参
考にした。本発表では仕組みの概念図と抽出例にと
どめる。（引用論文）砂防学会 吉川ら

【古い画像】
【新しい画像】
【差分画像】

図 3.1 NDVI・GSI 差分解析の概要

２.検討項目
検討項目は現地確認調査とし、当該調査の省力化、
または、当該調査の机上調査への置き換え、さらに
確実性への影響など、基礎調査のプロセスも考慮し、
新技術（高精度な地形モデル、光学衛星の高分解能
化による判読精度向上、NDVI・GSI による自動判読）
の採用と併せることで省力化ができないかに着目し
た。
そこで、光学衛星の差分解析による地形改変と保
全人家等の判読と国土地理院の基盤地図情報の数値
標高モデル５ｍメッシュ（以降：DEM）による高精度
な地形モデルを用いて地形要件を確認する手法を取
り入れることにした。次にその特徴を示す。
光学衛星は、広範囲の新しい画像を入手でき、低
コストで地理情報を得られ、地形改変や建物を把握
ができる。また、過去画像と比較により前回調査の
比較が容易である。
衛星画像には高さ情報がなく地形改変箇所の地形
要件を確認できないため DEM を用いることで、土石
等が到達する位置を傾斜区分図により把握できる。

図 3.2 NDVI・GSI 差分解析を参考にした
目視判読の例（画像:SPOT6/7）
3.3 高精度地形モデルによる地形要件の抽出
地形改変等により、新たな地形要件を満たす土地
の存在を確認するため、DEM から３D 地形モデルを作
成し土砂災害防止法においての地形要件を抽出した。

３.調査手法
3.1 調査手法の比較
在来手法と衛星画像を用いる手法についての比較
を表 3.1 に 4 段階（劣×⇒△⇒〇⇒◎優）で整理し
た。次に特徴と課題を述べる
在来手法は、区域調書、住宅地図、HP 公開地図な
どを用い既指定の範囲を中心に調査することが多く、
それ以外の範囲は調査しない場合がある。また、HP
公開地図は情報取得日時が不明な場合があり、現地
整合に課題がある。
衛星画像は、空中写真と比べての分解能は及ばな
いが、近年、高分解能の新しい衛星が増えてきおり
現地再現性の高い情報を取得できる。アーカイブと
の差分で地形変化や建物の確認も実施できることか
ら、衛星は SPOT-5 と SPOT6/7 とした。衛星画像の分
解能は SPOT-5 が 2.5m、SPOT6/7 が 1.5m である。
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図 3.3 地形要件を満たす土地の状況

地形改変と地形要件との相関性を検証した。図
3.2 側は、地形改変は掘削により地形要件は消失し
相関がある。また、図 3.4 側は、DEM の作成から時
間が経過していたため、源頭部の地形改変に地形要
件が残り相関がない。相関が取れていない箇所は、
最新の地形情報の入手や現地調査が必要となる。
DEM と現地地形の差異

６.衛星画像を用いた省力化
衛星画像を用いた 2 巡目以降の基礎調査の省力化
について検討をした。衛星画像を用いた地形改変お
よび建物の増減を抽出による、現地調査の実施箇所
の削減、もしくは現地調査の作業性向上である。検
討の結果、最新の衛星写真と基礎調査開始当初を用
いることで、土地・建物の経年変化を捉えられるこ
とが確認できた。
抽出結果と現地検証を踏まえて、現地調査を省け
る条件を表 6.1 に整理した。併せて、図 6.1 に衛星
画像を利用した業務フローを示す。
表 6.1 現地調査を省ける条件の整理
⼟砂災害警戒区域等の指定範囲
衛星画像と５ｍDEM
により確認した事象

⼟地

DEM解析

DEM

地形要件

等⾼線

の適合

地形差異

あり

不⼀致

あり

なし

合致

なし

の改変

建物

建物

の増加

の減少

衛星画像の調査結果から
現地調査から2巡⽬以降の

あり

あり

（⼭間部）

基礎調査を実施
衛星画像の調査結果から
2巡⽬以降の基礎調査は完了
（区域調書の修正のみ）

あり

概略調査

資料収集・整理

資料収集・整理

代表地区で抽出した経年変化箇所は全体で 363 箇
所であった。土砂法に係る項目について整理した内
容を表 4.1 に示す。抽出状況の例を図 4.1 に示す。
表 4.1 抽出結果の内訳
家屋等の

家屋等の

全体

地形改変

伐採

新・増築

滅失

全体

363

41

27

279

47

12

地形要件・社会要件
に変化がある

衛星画像の解析
地形要件・社会要件
に変化がない

社会要件

施設の増減

の消失

(資料等から）

あり

あり

なし

なし

2巡目基礎調査の流れ

衛星画像解析よる
経年変化の抽出

４.経年変化箇所の抽出結果

あり

（資料） （⼭間部以外）

新技術の採用（衛星画像解析）

図 3.4 地形改変と地形要件の重ね合わせ図

地形要件 要配慮者利⽤者

詳細調査
砂防基盤図の
対処が必要

砂防基盤図の
追加・修正

地形要件・社会要件
に変化がある

現地確認調査

基礎調査の実施

地形要件・社会要件
に変化がない

区域調書の修正

その他
指定関連書類の作成

⼟砂災害警戒区域

39

4

5

20

12

3

⼟砂災害特別警戒区域

5

1

0

2

2

0

地形要件を満たす箇所

39

17

18

14

6

3

285

30

4

245

29

6

2巡目以降の基礎調査結果の公表

いずれの条件にも
該当しない箇所

図 6.1 衛星画像を利用した業務フロー

７.考察
衛星画像は、広範囲を比較的安価に取得でき、現地
整合性の高い位置情報を得ることができた。
3 巡目以降の基礎調査において、現地調査数の絞り
込みが可能となり、省力化が期待できる一方、目視
判読は人的作業となるため、精度向上と作業効率に
課題が残った。また、地形改変の位置と形状、建物
は一定程度把握できるが、建物の利用状況などの詳
細までは判断できない。また、急峻な斜面などの障
害物があると、衛星の入射角により影が生じて見え
づらく現地確認が必要になる。

８.おわりに

図 4.1 衛星画像による抽出例

５.現地検証
衛星画像で建物が判読できないが現地に建物が存
在する事例が確認された。これは、衛星は地球を周
回するコースにより入射角が変わり、山地部やその
付近で入射角が大きくなると障害物の影となり地表
面が写らない、狭い谷底部は影響を受けやすい。
また、砂防堰堤などは、植生繁茂により判読がしづ
らいため、事前に位置情報を確認する必要がある。

土砂災害警戒区域等は概ね 5 年程度で見直しを行
い、地形要件や社会要件に変化があれば、区域を再
検討し区域調書や告示図書の修正を要する。区域の
再設定や保全対象等に変化がなければ、見直す必要
性は低い。衛星画像の高分解能化による識別性の向
上により、机上である程度の情報量を得ることがで
きた。また、DEM などの高精度な地形モデルは、更新
頻度は少いものの、砂防基盤図作成要領第 8 版以前
の砂防基盤図と比較しても地形の再現性は高くそれ
らを用いた基礎調査の省力化は可能と考えられる。
基礎調査の省力化は、近年の計測技術の高度化に
より横断測線や上下端の設置なども改善が可能と考
えられる。今後、AI 等の活用することで事業の効率
化と調査精度の向上を図っていくことが、土砂災害
防止法に関する取組のいっそうの充実につながると
期待している。
参考文献

⼊射⾓

1) 山形県： 令和元年度土砂災害警戒避難情報提供事業（防災安全・基礎）
最上川圏域 数値地図・土砂災害危険箇所基盤図作成 報告書
2) 吉川和男ほか：地球観測衛星 ALOS（だいち）による崩壊地の崩壊地の
抽出方法について、平成 22 年度砂防学会研究発表会概要集、pp.490～491
3) 徳武祐斗ほか：令和元年台風 19 号における土砂災害状況把握―災害
初動対応における光学衛星画像解析の活用事例―、令和 2 年度度砂防学会
研究発表会概要集、pp.37～38

図 5.1 入射角により衛星画像に写らない建物
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１．はじめに

表－1 各衛星の諸元

埼玉県では，
「土砂災害防止法」
（土砂災害警戒区域
等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）
に基づく 2 巡目の基礎調査を実施している。机上で
実施する概略調査として，主に“急傾斜地の崩壊”を
対象に，2 時期（2002 年，2019 年）の光学衛星画像
を用いた地形改変箇所等の抽出を実施した。変化箇
所の抽出には，光学衛星画像を用いた画像解析
（NDVI-GSI 解析）結果を参照し，抽出漏れの低減に
取り組んだ。また，埼玉県下約 3,800 km2 の領域を目
視判読するにあたり，5m メッシュのデジタル標高モ
デル（高精度 DEM）を用いて目視判読の対象とする
範囲を絞り込んだ。
光学衛星画像から得られる解析結果と高精度 DEM
地形解析による絞り込みの結果，効率的に経年変化
箇所を抽出できた。本稿では，これらの検討の結果を
もとに，砂防基礎調査（机上調査）における光学衛星
画像・高精度 DEM の有用性及び課題を報告する。

衛星名

時期

分解能

波長帯

SPOT-5

2002 年

2.5 m

緑，赤，近赤外

SPOT6/7

2019 年

1.5m

青，緑，赤，近赤外

２．対象範囲および使用データ
2.1 対象範囲・時期
本報告の対象範囲は，埼玉県全域とした。光学衛星画像
は，埼玉県の砂防基礎調査開始時点（1 巡目）に相当する
2002 年，本稿における調査開始時点の 2019 年の 2 時期に
撮影されたものを使用した。
2.2 使用データ
光学衛星画像には，2002 年では分解能 2.5 m を有する
SPOT-5，2019 年には分解能 1.5 m を有する SPOT6/7 の画
像を用いた。いずれの衛星も仏 Airbus 社が運用する商用光
学衛星である。各衛星の観測諸元について表－1 に示す。
ここで，SPOT-5 衛星には青色の波長帯を観測するセンサ
が搭載されていないため，緑色と赤色のバンドから疑似的
に青色のバンドを合成し，人の見た感覚（可視波長域）に
近いカラー画像を作成した（図－1）
。
高精度 DEM には，国土地理院が公表している 5m メッ
シュの数値標高モデルを使用した。埼玉県西部の一部領域
では 5m メッシュのデータが整備されていなかったため，
10m メッシュのデータを用いて補完した。

図－1 SPOT-5 衛星画像の疑似カラー合成

３. 変化抽出手法
3.1 高精度 DEM による急傾斜地の抽出
高精度 DEM を基に，標高差と傾斜角から急傾斜地の条
件（傾斜角 30°以上，標高差 5 m 以上）に合致する斜面を
抽出した。
“急傾斜地の崩壊”では斜面下端から最大で 50m
の範囲が土砂災害警戒区域に設定されることから，急傾斜
地の条件に合致する範囲から 50 m の範囲を本報告におけ
る判読対象範囲とした。
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図－2 判読範囲の絞り込み

図－2 に絞り込んだ目視判読対象範囲を示す。主に山間部
が広がる県西部に広く分布していることがわかる。

3.2 光学衛星画像による経年変化の抽出
2 時期の光学衛星画像から目視判読で経年変化を抽出す
るにあたり，図－2 に示した範囲に加えて，2 時期の衛星
画像解析から得られる経年変化情報を参考とした。
2 時期の光学衛星画像について NDVI-GSI 解析手法（吉
川ほか，2010）を用いた。NDVI-GSI 解析手法は，NDVI（正
規化植生指数）と GSI（粒度指数）を用いており，光学衛
星画像から容易に算出することができる。NDVI は植生の
活性度を表す指標であり，森林域において大きな値を示す
ことが知られている。一方，GSI は裸地において大きな値
を示す指標である。これらの指標を組み合わせ，各時期で
求めた NDVI と GSI の画像を図－3 のように演算すること
により，森林から森林外に変化した箇所を抽出することが
できる。同解析により，2002 年の時点では森林であった箇
所が 2019 年では開発や家屋等の新築，ソーラーパネルの
設置等で森林（植生）以外の土地被覆に変化した箇所を抽
出した。図－4 に NDVI-GSI 解析結果の例を示す。2002 年
では森林であった箇所に 2019 年では建築物が新築されて
いることがわかる。
高精度 DEM より抽出した急傾斜地の範囲から目視判読
で特に注力する領域を設定し，光学衛星画像の NDVI-GSI
解析から森林から森林外に変化した箇所を機械的に抽出
することで，判読漏れを抑制することができる。

2 巡目基礎調査の候補箇所とした。その他にも，地形要件
の変化から，新規に急傾斜地の条件を満たす箇所が確認さ
れており，これらを 2 巡目基礎調査の候補箇所として抽出
した。
傾斜区分図

2002 年

2019 年

図－5 2 巡目基礎調査候補箇所の例

５. さいごに
2 時期の光学衛星画像を用いた画像解析結果をもとに経
年変化を抽出する際，光学衛星画像のみでは不明瞭な地形
要件を高精度 DEM から求めることにより，目視判読が必
要な場所・面積を絞り込むことで効率的に経年変化の抽出
を実施することができた。また，光学衛星画像は航空写真
と比較して広域の観測が可能であることから，2002 年や
2019 年など，単一年で県全域を包含することが可能であっ
た。このように豊富なアーカイブ画像を活用することによ
り，時々刻々と変化する社会要件・地形要件において，特
定の時期における変化として把握することができた。
本報告で得られた経年変化箇所（砂防基礎調査候補箇所）
について，今後，机上の詳細調査や現地調査を経て，土砂
災害警戒区域の更新へとつながるものである。

出力が「2」となる領域が変化箇所と判定される

図－3 NDVI-GSI 解析手法の概要

図－4 NDVI-GSI 解析結果の例

４. 経年変化箇所の例
本報告において抽出された経年変化の例を図－5 に示す。
2002 年では地形に合わせて土砂災害警戒区域が設定され
ているが，2019 年では地形が変化し，規模の大きい建築物
が建てられているような，地形要件および社会要件の変化
が確認できる。したがって，既存の土砂災害警戒区域の更
新が必要な変化である。
このような地形要件の変化，社会要件の変化を抽出し，
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１．はじめに
土砂災害防止対策基本指針には，土砂災害警戒情報が
発表されれば直ちに避難情報を発令することを基本とす
る考え方が示されている。一方，避難情報解除の判断に
際して市町村長は国土交通省等に対して助言を求めるこ
とができる。このとき，国土交通省等は市町村長に対し
てリアルタイム情報の提供や専門的知見を助言すること
等が想定される。
リアルタイム情報のひとつに含まれる土壌雨量指数は，
土壌水分状態をモデル化して解析雨量に基づき計算され
た指標である。全国を網羅して提供されるが，山地の水
文状態を直接観測した結果が反映された情報ではない。
本研究では，避難情報解除の判断に資するリアルタイ
ムに取得した情報の活用の可能性を検討するため，山地
の水文状態に関連した指標を広範囲かつ面的に観測する
気候変動観測衛星「しきさい（GCOM-C）
」および「し
ずく（GCOM-W）
」を用いて山地の水文状態の推定の可
能性を検討した。

図－1 川原樋川流域および各観測所の位置図

衛星名
GCOM-C
GCOM-W

表－1 各衛星の諸元
センサ種類
分解能
250m-1km
光学
5km-10km
マイクロ波

観測周期
2, 3 日
2, 3 日

２．対象流域・時期および使用データ
2.1 対象流域
対象流域は，紀伊山系砂防事務所管内の川原樋川流域
とした。
川原樋川流域では平成 23 年紀伊半島大水害時に
赤谷地区等 7 つの深層崩壊が発生した流域である。
2.2 使用データ
本報告では，山地水文状態推定のため水位データおよ
び衛星観測データを用いた。
2.2.1 雨量データ
気象庁，国土交通省（水文水質 DB）
，紀伊山系砂防事
務所にて観測している川原樋川流域周辺の雨量観測所を
確認し，ティーセン分割法によって川原樋川流域に関連
する 6 箇所（清水，長殿谷，川原樋川，北股川，柞原，
護摩壇山）を選定し，降雨状況を確認・整理した。
2.2.2 水位データ
紀伊山系砂防事務所にて観測している 2 箇所（池津川
合流点，赤谷地区）の水位データを整理した。
2.2.3 人工衛星観測データ
山地水文状態の推定に関する指標が提供されている人
工衛星（GCOM-C および GCOM-W）を選定した。諸元
を表－1 に示す。
2.3 検討対象時期
上記の雨量・水位・人工衛星画像の整理結果を踏まえ，
選定の結果，2019 年 5 月 4 日～12 日，5 月 22 日～6 月 6
日，10 月 28 日～11 月 9 日の 3 期間を選定した。
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図－2 土壌水分量算出アルゴリズムのイメージ 3)

３. 山地水文状態の推定方法
選定した 3 件の降雨イベントについて，GCOM-C の観
測データを用いて提供される標準プロダクト 1)のうち
NDVI（Normalized Difference Vegetation Index, 植生指数）
および LST（Land Surface Temperature, 地表面温度）を
選定し，NDVI 値と LST 値の変動状況と水位観測結果の
変動状況を比較した。NDVI は以下の式のとおり近赤外
バンド（NIR）と赤バンド（R）を用いて算出される。
𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅)/(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅) ····························· (1)
また，GCOM-W の観測データを用いて提供される標
準プロダクト 2)のうち，土壌水分量（%）を選定し，土
壌水分量値の変動状況と水位観測結果の変動状況を比較
した。土壌水分量は図－2 に示すとおり観測したマイク
ロ波の輝度温度から算出される土壌水分指数（ISW）と，
観測地点の植生の分布域で決定するルックアップテーブ
ルの関係から対応する値を土壌水分（SM）として出力す
る方式である 3)。

４. 結果
4.1 GCOM-C を用いた推定
4.1.1 NDVI 値
図－3 にGCOM-C を用いたNDVI 値の変動状況を示す。
図－3 右下図に示す NDVI 値は流域平均値を使用してい
る。面的な空間分布をみると，植生のある範囲は 0.8～0.9
であり，植生が存在していない深層崩壊跡地は小さい値
（概ね 0.4）をとり赤谷地区で明瞭であった。NDVI 流域
平均値の時間的な変動は，水位の減衰時にもほとんど変
わらず，水文状態の影響よりも着葉や落葉等の植生の変
化による影響の方が大きかった。
4.1.2 LST 値
図－4 に GCOM-C を用いた LST 値の変動状況を示す。
図－4 右下図に示す LST 値は流域平均値を使用している。
LST は気温に強く依存していた（図－5）
。気温データは
気象庁風屋観測所における GCOM-C の観測時間に近い
10 時の値を用いた。5 月 23 日の結果のように植生が存
在していない赤谷地区等の深層崩壊跡地では，植生のあ
る周辺に比べて大きな値を示した。また，標高の低い範
囲では周辺の山地より大きな値を示した。LST 流域平均
値の時間的な変動は，気温の変動による影響が大きく，
水位の減衰との関連性はほとんど見られなかった。
4.2 GCOM-W を用いた推定
土壌水分量の値は，北行軌道と南行軌道（昼間の観測
と夜間の観測）で値が大きく異なっていた。これは土壌
水分量の算出に，観測された輝度温度を用いることが要
因だと考えられる。昼間の観測結果は，輝度温度の影響
により土壌水分量との関連性は見られなかった。夜間の
観測結果は，水位の変動と関連性が多少認められたが，
明瞭ではなかった（図－6）
。

2) JAXA：第一期水循環変動観測衛星「しずく」
（G
COM-W1）データ利用ハンドブック，2013
3) JAXA: Descriptions of GCOM-W1 AMSR2 Lev
el 1R and Level 2 Algorithms, 2013

図－3 NDVI 値の空間分布および水位との関係

５. まとめと今後の課題
本研究では山地の水文状態に関連した指標として
NDVI 値と LST 値に着目し，GCOM-C 衛星データ等から
各指標を算出した。NDVI 値は非植生域である深層崩壊
跡地では，周囲の森林域と比較して 0.5 程度低い値を取
るほか，着葉・落葉といった植生の変化に影響を受ける
ことが確認された。また，LST 値と現地観測された気温
との間には高い相関があることが確認された。したがっ
て，これらを変数とする蒸発散量等の山地水文状態の推
定に GCOM-C 衛星データを活用できる可能性が示され
た。ただし，両指標と水位・流量との関係性は必ずしも
明瞭ではなかった。
今後，人工衛星データを用いて山地水文状態を進める
にあたっては，解析データを蓄積していくとともに，気
候変動観測衛星データの空間的分解能や時間的分解能の
制約を踏まえ，高頻度光学衛星を用いた山地水文状態推
定手法の構築に取り組む必要がある。
【参考文献】
1) JAXA：気候変動観測衛星「しきさい」
（GCOMC）データ利用ハンドブック，2021
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図－4 LST 値の空間分布および水位との関係

図－5 川原樋川流域内の LST 平均値と気温の関係

図－6 土壌水分量と水位の関係（左：昼間，右：夜間）
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ＵＡＶ及び航空レーザ計測データを活用した山腹工の調査・解析
アジア航測株式会社 ○岩田 彰隆、久保田七海、中田 慎
国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所 佐藤 保之※１、小島 隆※２、田中 理恵、穐田 雄高※３
※１

1

現 国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

※２

令和 2 年度時点の所属

はじめに

現 国土交通省関東地方整備局河川部

大薙山腹工

日光砂防事務所管内では、流域からの土砂生産及び
流出を抑制する取り組みとして 1960 年代より大規模
崩壊地において山腹工の整備を進めている。
山腹工は植生を活用して整備するものであり、防災
上の機能を維持・増進させるためには経年的に植生遷
移の状況、表面侵食等の状況をモニタリングし、整備効
果を評価しながら、その状態によっては植生の保育や
補修等を適切に実施することが重要である。
管内では山腹工を対象としたモニタリングを継続的
に実施しており、本稿では令和 2 年度に実施した成果
として、ＵＡＶ及び航空レーザ計測データを活用した
山腹工調査とその解析事例を報告する。
2

※３

般若沢山腹工

中ノ沢山腹工

対象地の概要

調査対象とした山腹工と面積、施工年を表 1 に示す。
日光砂防事務所管内の大薙山腹工、中ノ沢山腹工、般若
沢山腹工、稲荷川山腹工を対象とした。なお、大薙山腹
工、中ノ沢山腹工については当初の施工を完了している。
表１

調査対象とした山腹工とその面積、施工年

山腹工名称

対象面積

山腹工施工年

大薙山腹工

約 12ha

1962（昭和 37）年～2017（平成 29）年

中ノ沢山腹工

約 22ha

1999（平成 11）年～2009（平成 21）年

般若沢山腹工

約 11ha

2004（平成 16）年～2016（平成 28）年

図１

稲荷川山腹工

左岸側約 9ha
右岸側約 2ha

1981（昭和 56）年～施工中
2009（平成 21）年～2018（平成 30）年

120000

オルソフォト画像（上）と植生図（下）
大薙山腹工
コンクリート構造物

100000

裸地
緑化草地

ＵＡＶによる植生分布状況のモニタリング

80000

山腹工モニタリングの最も重要な調査として平成 21
年より約 5 年おきに植生分布状況を面的に把握してい
る。これまでは航空機による空中写真撮影を実施して
きたが、昨年度は山腹工とその周辺を対象に夏季及び
秋季の 2 時期にＵＡＶによって空中写真を撮影した。
多視点幾何による三次元モデル作成を行うために重複
率を十分確保し、垂直写真及び斜め写真を撮影した。
調査範囲は地形が急峻なため、SfM（Structure from
Motion）により三次元モデルを構築した上で、歪みのな
い正射投影画像（オルソフォト）を作成した。この写真
判読によって植生図を作成した（図 1 参照）。また、現
地では植生調査を実施し、植物群落別に優占種及び種
組成等を確認した。図２に大薙山腹工における平成 21
年以降の植物群落別の面積の推移を示す。調査の結果、
約 12 年間でヤマハンノキ林等の高木林面積が倍増し、
施工地の約 2/3 が樹林化していることを確認した。
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面積(㎡)

3

ササ草地
ススキ草地

60000

高木林面積の増加

自然草地
オオバアサガラ林

40000

フサザクラ林
ヤマハンノキ低木林

20000

ヤマハンノキ林
0

図２

ヤシャブシ林

平成H21
21 年

平成
26 年
H26

令和
R22 年

大薙山腹工における植生分布の経年変化

4
航空レーザ計測データによる樹林地の解析
4.1 樹高解析
樹林の発達や劣化（流木・倒木等）の状況を面的に捉
えるために、複数時期の航空レーザ計測データを活用
して樹高分布図を作成し、樹高データを差分解析する
ことで経年的な樹林分布状況を定量的に解析した（図
３参照）。平成 20 年と令和 2 年の航空レーザ計測デー
タによる樹高分布を差分解析した結果、面的に樹林の

成長がみられ、とくにヤマハンノキ林では約 12 年で 10
ｍ程度の樹高成長を確認した。一方、ヤシャブシ林では
局所的にマイナス値があり、現地確認したところ、一部
で根返りによって倒木が発生していることを確認した。

ヤマハンノキ林、ヤシャブシ林では下層植生の反射パルスがやや少ない

ブナ・ミズナラ林（自然林）では
下層植生の反射パルスが多い

樹高分布（平成 20 年）
樹冠部のデータ
（樹冠表層データ）
1,280

樹高データ

図５

1,270

地盤データ

5

レーザ計測データの樹高解析概念図

下層植生分布状況の解析図

航空レーザ計測データによる地形変化の解析

1,260

樹高分布（令和 2 年）

平成 20 年及び令和 2 年の航空レーザ計測データの地
盤データを活用して差分解析を実施した結果、この 12
年間、大薙山腹工及び中ノ沢山腹工においては局所的
な侵食と堆積は見られるものの、山腹工施工地を面的
に見ると大きな侵食・堆積がほとんどなく、山腹工によ
る土砂の生産抑制機能が発揮されていた。一方、赤色立
体地図による微地形解析の結果、表流水によって局所
的に新たなガリ侵食が発生していることがわかり、今
後の侵食状況について監視の必要があると考えられた。

1,250

10ｍ
1,240

10ｍ
1,230

ヤマハンノキ林のレーザ点群断面
1,220

1,210
55

65

75

85

95
value

105

115

125

大薙山腹工

ground

中ノ沢山腹工

堆積
↑
変化なし
↓
侵食

一部で倒木（根返り）発生

般若沢山腹工
（工事に伴う堆積と侵食）

＋10ｍ

ヤマハンノキ林において樹高成長が顕著

図３

-10ｍ

4.2 下層植生の解析
土砂生産・移動の軽減等の機能を発揮させるために
は、階層構造の発達した樹林を形成する必要がある２）。
航空レーザ計測は、航空機よりレーザ光を照射し、森
林上部や亜高木、下層植生、地盤など森林の様々な階層
でレーザ光が反射する。この特性を利用して下層に照
射されたレーザ光の反射パルス数から表面侵食防止効
果への寄与が大きいと考えられる下層植生の水平分布
を推定した（図４参照）。解析の結果、山腹工施工地に
成立しているヤシャブシ林やヤマハンノキ林は周辺自
然林よりも下層の反射パルスがやや少なかった（図５
参照）
。現地ではシカによる下層植生への影響が広範囲
で確認され、階層構造の発達した樹林形成や先駆樹種
に代わる次世代樹種の育成が今後の課題と考えられた。
照射したレーザ光
反射したレーザ光

下層と定義した領域

植生高 0～2.0ｍ
裸地

図６

樹高分布（H20 及び R2）と樹高差分解析の結果

下層植生：少

下層植生：多

実際の植生状況

0.5
1
下層の反射数：照射数
図４0 レーザ計測データによる下層植生解析概念図
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地形変化（H20 と R2 の差分分析）の結果

平成 20 年

図７
6

令和 2 年

赤色立体地図による微地形変化のモニタリング

おわりに

調査の結果、各山腹工において植生遷移や樹林化の
進行を確認できた。一方でシカによる植生への影響や
表流水による表面侵食が一部でみられ、これらについ
て監視を継続し、必要に応じて対策を講じる予定であ
る。山腹工モニタリングにおいてはＵＡＶや航空レー
ザ計測データの活用が効果的であることから、今後も
山腹工の機能・効果が持続的に発揮されるようモニタ
リングの継続とデータの蓄積に努めていく予定である。
参考文献
1) アジア航測株式会社：Ｒ２大谷川流域砂防施設整備
効果検証業務報告書（令和 3 年 3 月）
2) 国土交通省：これからの山腹保全工の整備に向けて
（平成 21 年 6 月）
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林間地における GNSS よる地すべりの動態観測
〇鄒青穎 1)・谷内紳作 1)・阿部周平 2)・及川典生 2)・石田祐宣 3)
弘前大学農学生命科学部 1)，国際航業株式会社 2)，弘前大学理工学研究科 3)
1.

はじめに
地すべりの動態観測は，地すべりの発生・移動機構を検討するうえで重要な意義を持つ．地すべりの動態観測の

うち，地すべり移動体の地表変位を観測する手法として近年用いられるのは GNSS（Global Navigation Satellite
System ;全球測位システム）である．GNSS 測位の繰り返しによる変位観測は，観測点の 3 次元座標が cm~mm オ
ーダーの精度で得られる利点がある(馬場ら, 2018；shamen-net 研究会編集委員会編，2019)．しかし，林間地にお
ける GNSS よる地すべりの動態観測は，樹木等の上空障害物が多く人工衛星からの電波を受信するための受信機上
空の視界が遮られるため，高精度測位が難しく（馬場ら, 2018）事例も少ない．そこで本研究では，GNSS を用いて
白神山地の青森県側，中津軽郡西目屋村にある大川の右岸に位置する地すべり地において 2019 年 9 月運用を開始
した地すべり変位観測結果を紹介し，観測手法の適用性について報告する．
2.

調査地概要と GNSS 観測システム
調査地は，標高約 290m の河岸段丘崖で発生した地

すべり地で，その規模は奥行き約 80m，幅約 70m で全
体が複数のブロックから構成される（図 1）．地すべり
全体ブロックの下部にある北側と南側のブロックの末
端部には，すべり面が露出し，その末端部が川に面して
いるため，河川侵食により地すべり地形の再滑動しや
すい場所になっている．また，南側のブロックは，2006
年 5 月に融雪によって形成されたものである．調査地
の地質は，中新世の早口川層主部の酸性火砕岩・泥岩か
ら構成される（大沢ら, 1982）．調査地には冷温帯落葉
広葉樹の二次林が広く分布する．

図 1 調査地における地すべり地形と GNSS 受信器

GNSS 観測点は，南側ブロックの末端部に G1 と北
側ブロックの末端部に G2 を配置し，基準点は弘前大

の設置場所（基図：国土地理院による１m メッシュ
LiDAR データより作成）

学白神自然観察園内に K1 と美山湖パークに K2 を配置
した（図 1）．各観測点の基線長は 3.8km の範囲にある．各地点における天空率は約 54％~70％であり，観測点と
基準点との高低差は約 13m である．観測システムは，1 周波型の長田電機（株）製 SB-35-NT 受信器を用い，各受
信器において 1 秒周期で GNSS 衛星の電波を観測し，60 分間以上の連続した観測データを用いるスタティック形
式により 30 秒ごとの 3 次元データが得られた．地すべり変位計測は，K1 と G1 より 2019 年 9 月 3 日からと K2 と
G2 より 2020 年 5 月 29 日から開始した．観測点と基準点設置場所には，測量鋲を打設することで，冬期に GNSS
計測機器を取り外しても融雪後に同じ位置での観測を可能にする．データ解析は，古野電気（株）製の Capwin によ
る 30 秒間隔の基線解析を行った．なお，基準点の不動性の確認や初期座標値設定では，基準点から約 4.5km 離れ
た「津軽ダム基準点」を利用した（図 1）．その K1 と K2 の初期座標値より観測点 G1 と G2 の初期座標値を決定
した．
3.

解析結果・考察
本格運用を開始した 2019 年 9 月 3 日から 2020 年 11 月 11 日までの全期間の 3 次元変位連続計測結果と降雪量

と降水量を図 2 と図 3 に示す．ここに示す結果は，解析成功解（Fix 解）の中で，観測数が 480 以上のデータを採
用し，その中で平均値からの残差が２𝜎以内のデータを使用した．冬期と電池交換日（2019 年 10 月 9 日，2020 年
7 月 2 日，7 月 8 日，8 月 27 日，9 月 8 日～10 日，10 月 9 日，10 月 26 日）を除いて大きな欠測はなく，計測は安
定的に行われている．なお，解析成功率は約 15％と低い値となり，「原因として」観測点の上空視界が樹木等に遮
られていることが考えられる．
G1 観測点では，
①積雪・融雪期を挟んだ 2019 年 9 月 3 日～2020 年 5 月 31 日の期間において，
北方向へ 5.5cm，
西方向へ 11cm，沈下方向へ 1.6cm の変位と②2020 年 6 月 1 日以降の期間において，南方向へ 1.6cm，東方向へ
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3.3cm，隆起方向へ 1.6cm の変位が計測された．G2 観測点では，2020 年 6 月 1 日以降の期間において，南方向へ
3.3cm，西方向へ 0.5cm，隆起方向へ 8.2cm の変位が計測された．G1 の①時期における変位は積雪（年最大深積雪
深約 125cm）・融雪に起因すると考えられ，水平合成で 12.3cm 程度の累積変位量が計測され，変位方向は N63°W
であった．また，G1 と G2 の 2020 年 6 月 1 日以降の計測期間中に 50 ㎜/日を超える降雨時に特に変位の急激な増
加は認められないが，計測期間の約 5 ヶ月を通じてそれぞれ水平合成で 3.7cm と 3.3cm の累積変位量が計測され
た．一方，観測点の変位の標準偏差が大きいものの（緯度方向（X）：4cm から 7cm，経度方向（Y）：10cm から
13cm，高さ方向：11cm から 16cm），観測点の立地条件は上述の上空視界の悪さや基準点との距離に制約されるこ
とを踏まえ，計測された変位量は標準偏差と比較しても有意な大きさであると判断できる．

図 2 運用期間の 3 次元変位連続観測結果(G1)と降水量と日最深積雪
深（気象データは弘前大学白神自然観察園内で観測されたデータを使
用）
．2019 年 9 月 3 日から 2020 年 5 月 31 日の解析は，K1 基準点を
使用し，2020 年 6 月１日後の解析は，K2 基準点を使用した．図の右
下にある数値は平均変位量．
（点（灰色：移動平均なし，緑色：1 日移
動平均，黄色：3 日移動平均，橙色：7 日移動平均，茶色：14 日移動
平均）
・黒線（14 日移動平均の近似直線（線形近似）））
4.

図 3 2020 年 6 月１日後の 3 次
元変位連続観測結果(G2)と降水
量と日最深積雪深（図 2 と同様の
気象データ）
．解析は、K2 基準点
を使用した．凡例は図 2 と同様．

まとめ
本研究では，林間地における大川の右岸に位置する地すべりの 3 次元変位連続計測を GNSS を用いて行った．林

間地における電波受信条件などに制限され，計測の精度を向上させるための計測手法の改善（例えば，アンテナ高
さの増加による上空視界の改善や基線長の短縮など）が必要と考えられる．さらに，地すべりの動態を把握するた
めには，継続的に計測を行う必要がある．
本研究は，JSPS 科研費 19K15257 の助成を受けたものである．岩木川ダム統合管理事務所には津軽ダム GNSS
基準点データや基準点 K2 設置許可を頂き，国土地理院には LiDAR-DEM データを提供頂き，津軽森林管理署に入
林許可や観測点設置許可を頂いた．記して謝意を表する．
参考文献：大沢ら（1982）
：地質調査所；馬場ら（2018）
：日本地すべり学会誌, 55(2), 79-85；shamen-net 研究会編
集委員会編（2019）：知っておきたい GPS/GNSS のはなし
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PPK を利用した UAV-SfM による火口周辺の積雪深計測
株式会社建設技術研究所 ○内柴良和、笹山隆、家田泰弘、河野元
国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所 三浦英晃、土田海斗
1. はじめに
冬季、火口周辺に積雪のある火山が噴火すると、
融雪型火山泥流が発生する可能性がある。融雪型火
山泥流による危険区域を数値シミュレーション等で
予測するためには火口周辺の積雪状況を把握するこ
とが必要であるが、活動が活発化した火山の火口周
辺で積雪観測を行うのは容易ではない。
そこで今回、福島県の安達太良山をフィールドに
噴火時の規制区域外から UAV を使用して火口周辺の
空撮を行い、SfM（Structure from Motion）解析に
より積雪分布を面的に把握する実証試験を行ったの
で報告する。

離発着場所：母成峠駐車場

図 1 離発着点位置（図は安達太良山の噴火警戒レベルより）
2. UAV-SfM による積雪深計測の留意点
2.1 位置精度の確保（PPK 利用）
非積雪期の LP データ等との差分で積雪量を把握す
るためには、高い位置精度（数 cm 程度）を持った地形
データを作成することが求められる。高精度な SfM 解析
を行う手法として、地上基準点（GCP）を配置することが
一般的であるが、活動的な火口周辺で GCP を配置す
ることは困難であり、事前に設置しておいても積雪によ
り見えなくなる可能性がある。この課題に対しては PPK
（Post Processing Kinematic：後処置キネマティック）方
式を利用し、UAV の位置情報を高精度で取得すること
で解決が可能である。
2.2 写真撮影
積雪面の空撮画像は、表面テクスチャ―に乏しい
ため、写真間の特徴点が不足することがネックとな
るが、既往の研究により RAW 画像を利用することで
この問題が解決できることが示されている 1)。
2.3 精度検証（R 元年度検証試験）
先行試験として令和元年度に PPK システムを搭載し
た UAV による積雪深計測の実証試験を実施した 2)。そ
の結果、UAV-SfM により計測した積雪深と実測値の誤
差は 10cm 以下であり、実用上十分な精度で計測できる
ことが確認された。
3. 安達太良山火口周辺積雪深計測実証試験概要
3.1 離発着場所
安達太良山の噴火警戒レベルによると、融雪型火
山泥流が居住地に影響を及ぼす可能性があるレベル
４・５の場合、火口（沼の平）から 4km の区域が影
響範囲として規制される。そこで、火口から 4km の
圏外である「母成峠駐車場（標高 964m）
」を UAV 離
発着場所とした（図 1）
。
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3.2 使用機材選定
離発着場所から火口壁の最標高地点（1,709m）ま
では直線距離で約 5.5km、高低差約 800m あり、長距
離かつ高高度の飛行が必要となる。また、冬季は風
の強い日が多く耐風性能も機体に求められる。長距
離飛行の信頼性と耐風性能の観点では回転翼と比較
して固定翼タイプの UAV が適しているが、母成峠駐
車場に滑走路を確保することはできない。そこで、
本試験では、滑走路を必要としない垂直離着陸型
（VTOL）の固定翼機を使用することとした。
使用した機体を図 2 に示す。
なお、
この機体に PPK
システムを搭載して試験を実施した。
PPK 用アンテナ

項 目
機材
寸法
最大離陸重量
カメラ画素数
レンズ
地上解像度
図 2

仕 様
Wingcopter178 Heavy Lift
178cm×132cm×52cm
16kg
11,644×8750（1 億画素）
35mm
約 3cm/px
使用機材（VTOL 型 UAV）

4. 実証試験結果
令和 3 年 1 月 28 日に実証試験を行った。
離陸から
の総飛行距離は約 22km、
飛行時間は 19 分であった。
また、試験当日の気象庁猪苗代観測所（標高 519m）
の最深積雪深は 28cm であった。

4.3 安達太良山火口周辺の積雪特性
図 4 の A-A’断面における積雪断面図を図 5 に示
した。
火口壁と火口底の境界部では 3.0m 以上の厚い
積雪が確認でき、風による吹き溜まりを形成してい
るものと考えられる。また、火口底は東部から西部
にかけて緩やかに傾斜しており、積雪深も傾斜方向
に減じていく様子が確認できた。
表 1 に解析範囲全体の積雪量と最大及び平均の
積雪深を集計した。解析範囲内の積雪量は約 17.1
万 m3 で最大積雪深は 7m、平均積雪深は 0.75m であっ
た。参考までに安達太良山のハザードマップでは沼
の平火口の平均積雪深を 2m と見積もっている。
A

A’

A断⾯

1480

4.0

地表面
1475

3.0

積雪深

1470
標⾼(m)

3.5

積雪面

2.5
2.0

1465

1.5

1460

1.0
1455

0.5

1450

0.0
0

解析範囲
地熱帯（気象庁資料：令和 2 年（2020 年）
の安達太良山の火山活動による）

100

150

200

250

300

350

400

450

図 5 積雪断面図（A-A’断面）
表 1 積雪量と最大平均積雪深
集計区分

図 3 火口底のオルソフォト
4.2 積雪分布図（差分解析）
作成した DSM と令和 2 年 8 月に LP で計測した地形
データとの差分を取って、沼の平火口の R3.1.28 の
積雪分布図を作成した（図 4）
。火口底の積雪は一様
ではなく谷筋を埋めるように積雪している様子が確
認できる。オルソフォトで地表が露出している部分
の積雪深は概ね 1cm 以下を示していることから、積
雪深の計測精度は確保できていると判断できる。

凡例

A’

積雪深
1cm以下

A

50

1 - 50cm
50 - 100cm
100 - 150cm
150 - 200cm

解析範囲全体

積雪量

最大
積雪深

平均
積雪深

(m3)

(m)

(m)

171,025

7.00

0.75

5. まとめ
今回の試験の結果、垂直離着陸型の固定翼 UAV を
利用することで、噴火現象の影響範囲外にある狭い
離発着陸場所から火口まで長距離飛行して火口の写
真を撮影できることが実証できた。
また、PPK システムを利用することで既存 LP との
差分から火口の積雪状況を面的に精度良く把握でき
ることを確認した。火口付近の積雪は地熱の影響等
もあり一様ではないため、融雪型火山泥流のリアル
タイムハザードマップを作成するために入力する融
雪水量の設定には、面的に積雪状況を把握すること
が重要であると考えられる。
今後は融雪型火山泥流の発生が予測されている他
火山でも離発着陸場所や飛行ルートの検証を行い、
融雪型火山泥流のリアルタイムハザードマップ作成
手法として確立を目指したい。

200 - 250cm
250 - 300cm
300 - 350cm
350 - 400cm
400以上

図 4 火口底の積雪分布図
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積雪深(m)

4.1 SfM 解析
火口上空を旋回しながら対地高度約 260m で撮影
した垂直写真 468 枚を使用して SfM 解析を行い、オ
ルソフォト、DSM（Digital Surface Model）を作成
し た 。 解 析 ソ フ ト に は Agisoft Metashape
Professional を使用した。
図 3 に沼の平火口のオルソフォトを示す。火口底
は概ね積雪に覆われているが、南西部に地表が露出
している箇所が確認できる。ここは、気象庁資料に
よる地熱帯の位置と合致するため、地熱の影響で積
雪していないものと推測できる。
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UAV と高精度な AR マーカーを用いた砂防施設管理等への適用性に関する検討
日本工営株式会社 ○太田敬一 後藤裕子
リーグソリューションズ株式会社 大森 能成 岩井 聡
1．はじめに
無人航空機である UAV、通称ドローンは、空撮や測量業務に利用される場合があり、利用に際しては、国
土地理院より発刊されている「UAV を用いた公共測量マニュアル（案）
」1)及び「公共測量における UAV の使
用に関する安全基準（案）」2)に沿い実施される。また砂防分野に限れば、空撮や測量以外の事例として、人
の立ち入りが困難な火山地域にて資料採取に試みた事例 3)などがある。このように UAV が測量や試料採取に
利用される背景として、既存の方法に対し、迅速で効率良く進めることができるからであり、ドローンを利
用するにあたり、業務の効率化がモチベーションの１つにある。
航空機やヘリコプターには無い UAV が有する利便性を踏まえると、業務の効率化だけでは無く、他の要素
技術を組み合わせることで、新たなサービスを生み出すことができると考えられる。例えば、医薬品が不足
する地域への医薬品の配送などの運送や物流分野での活用や、通信機材を搭載した UAV を災害時に飛行させ、
通信の中継器としての利用など、これまで無かったサービスの提供や利用方法が進められている。今後もニ
ーズに応じ、既存の要素技術と UAV を組み合わせた利用が進むと考えられる。
近年の画像解析の進歩は目覚ましく、カメラ画像を用いた斜面変状の計測などの取り組みが見受けられる
4)
。また安価なカメラと AI 解析技術を組み合わせた物体検知などの事例も散見される。このような画像解析
の技術と UAV と組み合わせた利用方法については、SfM の技術を利用し三次元モデルや点群モデルを作成し
対象物の形状から状況を把握する事例は多々ある。しかしながら、計測や対象物の移動量までを想定した利
用方法の事例は無く、例えば道路分野では今後、UAV と画像解析技術を組み合わせ、災害後の道路の通行可
否を判定する技術開発が進む予定である 5)。
そこで本稿では試行的に、画像技術と AR マーカーを用いた計測技術と UAV を組み合わせ、計測対象物の移
動量を把握する方法について検討したので、その結果を示す。
2.検討に用いた AR マーカーについて
検討に利用した AR マーカーは図 1 に示すもので、特徴
の１つとして、マーカーの四隅に黒丸が配置されているこ
とであり、この黒丸をカメラで検知し画像解析することで、
カメラと AR マーカー間の距離を mm 単位精度で計測するも
のである。またマーカー中央には「ArUco マーカー」と呼
ばれる模様が配置されており、複数のマーカーを扱う場合
の識別情報として利用する。
AR マーカーのサイズは 10cm～50cm であり、カメラとマ
ーカーの設置箇所との距離に応じ選定する。例えば 50cm
図 1 AR マーカー(ﾘｰｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社製)
サイズの AR マーカーを利用した場合、約 30m 先に置いた
AR マーカーまでの距離とカメラを基準点にした３次元の
座標値を測定、評定できる。また図 2 に示すように、2 つ
以上の AR マーカーを配置した場合は、基準となる AR マー
カーとの距離の測定と座標値が評定できる。
AR マーカーの撮影に用いるカメラは、市販のフル HD 程
度のカメラから産業用途のカメラまで多様な種類のもの
が利用できる。AR マーカーのサイズを大きくし、カメラ
の解像度を上げる程、計測可能な距離は大きくなる。画像
解析の際に市販のカメラを利用できる点は、利便性が高い。
図 2 複数の AR マーカーを用いた計測状況
3.動作確認方法
上記に示した AR マーカーと UAV を組み合わせた撮影実
験について以下示す。
今回の撮影に際しては、DJI 社製の Matrice300RTK を用
いた。この機体は昨年 DJI 社からリリースされた産業用途
の機体で、例えば光学 20 倍ズームカメラや赤外線カメラ
を搭載することが可能で、対象物に近接することなくズー
ム機能を用いた点検等に利用することができるなど、測量
や点検業務に利用できる仕様となっている。今回の検討で
もこのズームカメラを用いて、20 倍ズームに設定し AR マ
ーカーを撮影した。
図 3 撮影に用いた UAV と AR マーカーの配置
図 3 は撮影実験に用いた AR マーカーの配置である。地
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表に配置した AR マーカーは、左から 50cm、40cm、30cm、20cm のサイズである。また架台に載せた AR マーカ
ーは 10cm のサイズである。この架台は移動式であり、架台の右側に AR マーカーを固定し、左側の AR マーカ
ーを架台上で所定の移動量だけ移動させた。これにより実際の移動量に対し、画像解析の結果から得られる
AR マーカー間の距離を比較し、精度を検証できる。
4.撮影実験の結果について
図 4 は UAV を飛行高さ 35m でホバリングさせ、
その際に撮影された画像を用いて、架台に固定
した AR マーカーを基準とした AR マーカー間の
距離を示した画像解析の結果である。図中の黄
色の数値は画像解析の結果得られた計測値で、
単位は mm であり、AR マーカー間の斜距離を示
している。画像解析に際しては、UAV の飛行中
のリアルタイムの動画をパソコンに入力し、画
像解析のアプリケーションにその動画を入力し、
アプリケーションでリアルタイムに画像解析を
行い、パソコンの画面に解析結果を表示してい
図 4 AR マーカーを用いた画像解析の結果
る。図中には斜距離のみの表示だが、アプリケ
ーションでは AR マーカー間の 3 成分の距離などが表示されている。また計測のモードを変更することで、AR
マーカー間の距離に代え、カメラからの距離を解析し表示でき、用途に応じ変更して利用できる。
撮影実験では、架台に配置した 10cm サイズの 2 つの AR マーカーに対し、架台に取り付けたメジャーで AR
マーカー間を 1m に設定した。その結果、図 4 に示すように解析の結果、AR マーカー間の距離は 1,040mm と
表示された。なおリアルタイムで計測された計測値は変動し、場合によっては 1,000mm の値を示すこともあ
った。計測値が変動する理由の１つは、UAV がホバリング中に完全に静止することなく動くため、それに影
響され計測値も変動すると考えられる。UAV を完全に静止させることは実際の現場でも難しいため、対策と
して、例えば計測値の平均値を取るなどの後処理で計測値を同定するなどの方法を検討する必要がある。
5.砂防施設管理等への適用について
図 5 は砂防堰堤の袖部等に生じたコンク
リートの変状箇所に AR マーカーを配置した
際のイメージ図である。このような変状の
亀裂を計測する場合、例えば亀裂を跨ぐよ
うに亀裂変位計を配置し、計測の都度、現
地で人が値を読み取り記録する方法がある。
AR マーカーはこの計測方法と同様に、図 5
左図に示すように亀裂を跨ぐように配置し、
カメラで撮影することで、亀裂変位計と同
様の計測ができる。加えて変位量の 3 成分
図 5 AR マーカーの砂防施設管理への適用案
が得られるため、亀裂の機構解析に役立てる
ことができると思われる。また図 5 右図に示すように、亀裂変位計では設置が難しい段差のある場所での計
測は、AR マーカーであれば可能となる。更に撮影に際し、人が AR マーカーを配置した箇所へ行く代わりに、
UAV を用いて AR マーカーを撮影することで、例えば撮影箇所が高所にある場合は、撮影の際しての労力の低
減や安全性の確保に寄与できる。
6.まとめ
画像解析と AR マーカーと UAV を組み合わせた利用の取り組みについて示し、UAV と AR マーカーを用いた
計測結果を示した。その結果、UAV の挙動に対する計測値の評価方法に課題があることが分かった。また砂
防施設管理への適用案として、砂防堰堤に生じた亀裂の計測方法と UAV の利用の利点を示した。今後実際の
現場で計測することを想定し、様々な改良を進める予定である。
参考文献

1)国土地理院「UAV を用いた公共測量マニュアル(案)」，https://www.gsi.go.jp/common/000186712.pdf
(参照日 2020 年 4 月 1 日)
2)国土地理院「公共測量における UAV の使用に関する安全基準（案）
」,https://psgsv2.gsi.go.jp/
koukyou/public/uav/doc/anzen_kijun_160330.pdf(参照日 2020 年 4 月 1 日)
3)堤他,UAV と画像解析による火山灰堆積厚の計測手法開発に向けた試み,平成 31 年度砂防学会研究発表
会概要集、pp.699-700
4)鳥居他,CCD ｶﾒﾗ斜面監視システム開発とその地すべり発生予測への適用性、土木学会論文集 No.714
5)国交省関東地方整備局他,ﾄﾞﾛｰﾝ画像解析による車両通行可否判断ｼｽﾃﾑ, https://www.kanto.meti.go.
jp/annai/hodo/data/20200930construction_press.pdf(参照日 2020 年 4 月 8 日)
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木津川水系における UAV を活用した砂防施設点検事例
国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所

小竹利明、山田拓

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター
株式会社建設技術研究所

柴田俊

○中西宏彰、家田泰弘、片嶋啓介、内柴良和、河野元、戸舘光

1. はじめに
砂防施設の点検作業を実施する際には目視による
点検が一般的である。しかし、施設の周辺は急峻な
地形を呈しており、施設へのアクセスルートが荒廃
している等、作業者の安全確保の面で課題が残って
いる。また、出水後の砂防施設点検では、緊急性が
高く人手の確保が必要である等、点検作業の効率化
は非常に重要である。
一方、i-Construction の推進や ICT 機器の発展、
AI 技術の進化により、砂防施設点検に際し様々な機
材を搭載できる UAV の活用が着目されている。
そこで、本研究では、樹木等に被覆された砂防施
設が多いという特徴を持つ木津川水系（奈良県側）
において、UAV の自律飛行を活用した砂防施設点検
について、新技術を活用した詳細点検手法事例と試
行した結果を報告する。
2. 飛行計画
本研究における点検は 3 種類に分けて実施した。
①出水後を想定した基本点検（自律飛行）
②砂防領域特有の狭隘な地形により接近困難な
箇所での点検（自律飛行）
③新技術を活用した詳細点検
2.1 出水後を想定した基本点検
使用する機体：出水後の応急対応であることを想定
し、使用する機体、カメラは一般性が高く、調達が
容易であることが重要である。一方、施設点検とい
う特質上、複数時期の撮影画像の位置情報が高い精
度で一致していることや、狭隘な地形環境下でも安
全に必要な精度での空撮が可能であることが望まし
い。そこで本研究では、測量・点検業者に広く普及
している機体であり、高精度の位置情報を取得可能
なものとして DJI 社の PHANTOM4RTK を採用した。
点検計画：基本点検では、迅速な対応が必要である
状況を念頭に、航空法上、目視外飛行の包括申請以
外の個別の申請が必要となる空域、方法での飛行は
実施しないこととし、
「UAV による砂防関係施設点検
要領（案）令和 2 年 3 月北陸地方整備局 河川部」1)
を参考に実施した。
2.2 接近困難な箇所での点検
樹木等により被覆され、UAV による接近が困難な
施設が多いという特徴を持つ木津川水系（奈良県側）
の砂防施設の点検を実施するにあたり、現地条件に
応じて一眼レフカメラを搭載可能な国内製の業務機
についても適用する方針とした。そこで本研究では
国内製の業務機としてルーチェサーチ社の SPIDER6
を使用した。
なお、点検計画については前述の基本点検と同様
の方針とした。
2.3 新技術を活用した詳細点検
UAV では可視画像だけではなく、マルチスペクト
ルカメラによる NDVI や熱赤外線カメラによる温度
分布、LiDAR によるレーザースキャンデータ等様々

なデータを取得することが可能である。そこで本研
究では、表-1 に示す技術を活用した詳細点検を実施
した。
表-1 新技術を活用した詳細点検
詳細調査技術
レーザーにより植生に遮蔽さ
れた堤体状況把握
赤外線カメラを利用した堤体
内の変状把握手法
マルチスペクトルカメラを用
いた樹木の NDVI 把握
3D モデル作成
垂直離着陸機 VTOL と長距離対
応マルチコプター機の適用
深層学習による画像解析によ
る変状箇所の抽出

目的
対象施設に対する植生の被覆を除去する
ことによる点検精度の向上
施設正面からの撮影により亀裂等からの
漏水を確認
出水前の植生活性度を把握することによ
る今後の異常堆砂等の顕著な変状を間接
的に把握する
今後の砂防施設点検を見据えた CIM デー
タ管理可能な 3D モデル作成
出水時に既設道路が使用できないことを
想定した長距離飛行
変状の自動抽出技術確立による点検精度
の向上

3. 点検結果
3.1 基本点検
基本点検では施設に接近して撮影
可能な箇所を対象に点検を行い、詳
細な変状の評価が可能であることを
確認した（図-2）
。また、今後第三者
による UAV 自律飛行点検撮影ができ
るように、今回の飛行ルートや撮影
点を UAV 自律飛行のウェイポイント
としてとりまとめ、留意事項等を記
載した撮影ﾏｯﾌﾟを作成した。
図-1 撮影ﾏｯﾌﾟの例
3.2 接近困難な箇所での点検
基本点検同様の施設を対象に、基本点検より高高
度での撮影でも詳細な変状の評価が可能であること
を確認した。（図-2）
基本点検及び接近困難な箇所での点検結果より、
UAV により接近可能な堰堤の点検時には
PHANTOM4RTK を使用することで点検に必要な精度を
確保できるが、木津川水系における砂防堰堤の多く
は周辺樹高 25m と高いことから、周辺に渓畔林が多
い場合は SPIDER6 のような業務機の使用が望ましい。

通常点検

図-2 赤：高度 15m Phantom RTK で撮影
黒：高度 30m SPIDER-6+一眼ﾚﾌｶﾒﾗ(28mm)で撮影
3.3 新技術を活用した詳細点検
3.3.1 植生により遮蔽された堤体状況把握
レーザー計測することにより植生で被覆されてい
る箇所の堤体形状を把握することが可能であること
を確認した。このことより、ヘアークラック等の詳
細な点検結果には不適であるが、水叩き破損や袖部
の流出等、規模の大きな変状であれば、植生により
被覆されている箇所であっても、レーザー計測によ
り変状の把握が可能である。
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3.3.2 赤外線カメラを利用した堤体内の変状把握
赤外線カメラを利用することにより、可視画像で
確認できていた漏水箇所に加え、可視画像のみでは
判断できない漏水疑い箇所も判別できることを確認
した。（図-3）

離飛行を行い、特定の対象物付近で高度を下げて詳
細点検をするような用途が適すると考えられる。

機体
砂防堰堤

写真-2

図-3

赤外線カメラ撮影結果

3.3.3 ﾏﾙﾁｽﾍﾟｸﾄﾙｶﾒﾗを用いた樹木の NDVI 把握
植生が枯れている部分と繁茂している箇所では澪
筋の変化により樹木が弱り、NDVI 値が変化している
ことが確認した。点検時にオルソ画像を取得する他、
NDVI 値を取得しておくことにより、可視画像では樹
木により堆砂面の変化が確認できない場合でも、堆
砂面の変化を捉えることが可能である。
3.3.4 将来の点検を見据えた 3D モデル作成
鋼製部、不透過部ともに精度よくモデル化できて
いることを確認した。また、化粧型枠の劣化状況に
ついても精度よく再現できていることを確認した。
以上より今後の 3 次元での砂防施設点検については
比較的精度良く実施できる可能性があり、今後も検
討を実施することにより運用は可能となることが考
えられる。
3.3.5 長距離飛行対応機材による広域的な施設点検
本研究では長距離飛行対応機材として、垂直離着
陸機 VTOL 機であるエアロセンス社のエアロボウイ
ング（写真-1）
、長距離対応マルチコプターであるル
ーチェサーチ社の SPIDER-NE（写真-2）を使用した。
エアロボウイング（VTOL 機）は、高高度への上昇
時には固定翼機と同様に旋回しながら上昇する必要
があるが、今回対象とした箇所では樹林地からの離
陸や狭隘な谷における旋回上昇を問題なく行うこと
ができた。そのため、上昇に伴う直径 200m 程度の旋
回半径（高度を稼ぐ際の空間）を考慮した飛行ルー
トを計画することにより、砂防領域でも VTOL の使用
が可能であることを確認した。そのため、発災後の
広域的な状況把握に適すると考えられる。

写真-1

エアロボウイングと飛行ログ

SPIDER-NE（長距離対応マルチコプター）は水平と
垂直移動用のプロペラを分けているため、VTOL 機同
様に樹林地からの離陸や狭隘な谷における垂直上

昇を問題なく行うことができ、さらに通常のマル
チコプターと同様に小回りが可能であることを
確認した。ただし、機体の構造上、高高度からの
精細な画像を取得することには向かないため、長距

SPIDER-NE と飛行状況

3.3.6 AI による変状箇所の自動抽出
AI 画像解析技術によ
り、類似した 2 堰堤を
対象に変状箇所の自動
抽出を試み、UAV によ
る近接撮影画像から亀
教師データ
裂箇所を自動的に検出
することができること
が確認できた。
（図-4）
今後は表面状態の異
自動抽出結果
なる堰堤や変状のタイ
図-4
AI
による自動抽出
プに応じた学習を実施
していくことにより、その他の堰堤を対象とした汎
用的な解析技術となると考えられる。
4.まとめと今後の展望
本研究では、施設に接近して撮影可能な箇所につ
いては詳細な変状の評価が可能であり、樹木の被覆
等により接近が困難な箇所でも堆砂変動等の顕著な
変状は検知できることを確認した。さらに新技術を
活用した詳細点検手法として、UAV 搭載レーザーに
よる樹木被覆下の状況把握、マルチスペクトルカメ
ラでの NDVI 計測による堆砂敷植生の活性度把握、熱
赤外画像による漏水箇所の検出、AI による変状箇所
の自動抽出、長距離飛行対応の VTOL 機やマルチコプ
ターの狭隘地形下での適用性の確認を行った。
そのうえで、各種 UAV を点検の有用性の高い場面
と使い方を整理した。
（表-2）
表-2

UAV 機材に応じた有用性の高い段階と使い方

今後はそれらの手法をどのような条件で、どのよ
うな手順で適用するかを実地検証も踏まえて明らか
にすることにより、木津川水系における総合的な
UAV 砂防施設点検計画を策定できると考えられる。
参考文献
1）UAV による砂防関係施設点検要領（案）令和 2 年 3
月北陸地方整備局 河川部
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桜島・有村川流域における Kinematic wave 法を用いた
土石流流出解析モデルパラメータの経年変化の研究
新潟大学農学部
はじめに

◯今野光康，権田 豊

雨量との関係性を調べた。

火山噴火により火山灰等が斜面に堆積すると，斜
面の浸透能が著しく低下し，小規模な降雨でも土石

3. 結果及び考察
3.1 流出解析

流が発生する危険性が高まる（田村ら，2010）。降水

流出解析の波形と実測流量の波形を比較すると，

量や降灰量と土石流の発生危険度の関係を定量的に

両者の概形が一致した降雨イベントが 34 回，一致し

評価し，警戒避難システムに反映することは防災上

ない降雨イベントが 16 回あった。波形の概形が一致

重要であるが，これらの関係については未解明な部

した降雨イベントは一度の流出が 2 時間以上継続し

分も多い。

ていることが多かった（図 2）
。

本研究では，土石流の流出特性と降水量・降灰量の

一方，波形が一致しなかった降雨イベントは実測

関係を解明することを目的に，土石流が頻発する桜

流量の波形が鋭く，波形の立ち上がりも早いという

島・有村川の観測データを解析した。本研究では，土

特徴がみられた(図 3)。本研究では降雨を小流域単位

石流の流出特性を Kinematic Wave 法で用いる等価粗

で平均化して計算に用いているため，局所的な豪雨

度係数や流出係数といったパラメータで表現するこ

により発生する土石流を良好に再現できず，降雨に

ととし，Kinematic Wave 法による流出解析を行い，

対する流出の応答が悪く，波形が平坦になっている

実測流量の流出波形が再現できる最適なパラメータ

可能性がある。このような現象を回避するために，今

を，降雨イベント毎に求めた。流出波形の再現度の高

後は解析斜面や河道をさらに細分化し，降雨の空間

い降雨イベントに関しては，これらのパラメータの

的な分布をより忠実に反映した解析を行う必要があ

経時変化や降灰量の関係を解析した。さらに，土石流

る。

発生降雨と降灰量との関係を解析した。

3.2 降灰量と最適パラメータ値の関係
流出解析と実測流量の波形の概形が一致している

研究対象地及び研究の概要
研究対象地の鹿児島県の桜島・有村川流域では，

降雨イベントの等価粗度係数は，ほとんどの降雨イ

2015 年から 2019 年にかけて毎年 6 回以上土石流が

ベントで，低い値を示しており，降灰量との関係は見

発生している。有村川下流にある第一有村橋を最下
流とする，面積約 2.8 km2 の集水域を解析対象範囲
とし，Kinematic Wave 法を用いて流出解析を行った
（図 1）
。
2015 年から 2019 年の土石流を発生させた 50 回の
降雨イベントを解析対象とした。流出解析では流出
係数と等価粗度係数を変化させて計算を行い，実測
流量と計算流量の平均二乗偏差の値が最小となる組
み合わせを最適パラメータとして，降雨イベント別
に最適パラメータを求めた。
流出解析による波形と実測流量の波形を比較し，
両者の概形が一致している降雨イベントについては，
パラメータの経年変化や，月別の降灰量との関係性
を調べた。さらに，降灰量と土石流発生日の最大実効
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図1

17 分割した小流域

られない（図 4）
。いくつか等価粗度係数が大きく

4.おわりに

なるものがあるが，これらの降雨イベントでは，降雨の

本研究では降水量や降灰量と土石流の発生危険度

ピークから実測流量のピークまでの時間差が大きいと

の関係を明らかにするために有村川流域を対象に解

いう特徴があった。

析を行い，降灰が等価粗度係数と流出係数に与える

流出係数は図５の矢印で表した期間のように，降灰

影響や。降灰量が多い時期に土石流発生雨量の下限

量が多くなると大きくなる傾向がみられた。これは，降

が下がることを明かにした。今後，波形が一致しなか

灰の影響により地表面の透水性が低下し表面流出率が

った降雨イベントについても波形が一致するように

上昇したものと推測される。今後より詳細な降灰デー

解析方法を改良し，最適パラメータを再評価し，火山

タを取得して，降灰量と流出係数の関係性を検討し

活動とのより詳細な関係を求めたい。

たい。

5. 引用文献

3.3 降灰量と土石流発生雨量の関係

田村ら（2010）
：火山噴火後に土石流が発生した事例，

図６は土石流発生日，非発生日の半減期 6 時間の実

土木技術資料 52-3，p.34-39

効雨量の日最大値と，降灰量の経時変化を表した図で
ある。点線で囲んだ降灰量の少ない期間と降灰量の多
0.8

い実線で囲んだ期間を比較すると，降灰量が多い期間
の方が土石流発生日の実効雨量の日最大値の下限値が

のほうが土石流発生日の実効雨量の下限値が高い。
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火山噴火初動時における UAV 調査の課題とその方策について
一般財団法人砂防・地すべり技術センター 〇田中利昌 枦木敏仁
国土交通省 関東地方整備局利根川水系砂防事務所 永田 雅一 後藤 順一 高橋 忍
1. はじめに

概略範囲を基に、地上調査や UAV 調査等の範囲を絞
った調査(本発表では狭域調査と呼ぶ)が実施される。
これらの調査は、噴火後の数日間で実施され、調査結
果について報告されることとなる。
本発表での UAV 調査は、前述した流れで実施する調
査について考察・整理したものである。

・ヘリコプター撮影
・衛星撮影
・降灰予測（気象庁）

狭域調査
・地上調査
・UAV 調査
・観測機器の把握

etc

図 1

etc

撮影の流れ(概略)

3.2 撮影の目的
初動時における撮影は、即時性を重視し、具体的な
降灰厚の取得ではなく、
「火山灰等の堆積範囲」を把
握することを目的とした。

2. 噴火初動時におけるUAV調査の課題
火山噴火初動時においては、火山噴火状況や降灰分
布範囲を迅速に把握することが重要である。そのため
には、実施する調査とその手順についてあらかじめ準
備しておく事が必要である。
利根川水系砂防事務所管内において、実際に噴火後
の初動時に実施された UAV 調査において次のような課
題が生じた。撮影は、天候不順もあり、噴火発生から
2 日後に実施された。
 撮影者へ撮影範囲を指示した後、撮影手法や撮影
範囲について、撮影者と指示者が協議しながらの
撮影となった。
 撮影指示当初、指示者及び撮影者双方において、
短期間で撮影できる方法、撮影範囲が具体的にイ
メージできていなかった。
 撮影者によって異なる撮影手法による成果となっ
た。
 撮影時における制約（観光施設や住宅、交通量の
多い道路の上空での撮影は危険など）が現地撮影
場所の選定時に判明した。
以上のように、撮影手法や範囲などの不明確さや、
撮影者との連携についての課題が浮き彫りになった。
これらを受け、火山噴火初動時における UAV による撮
影方法や範囲設定等を明確にする必要があった。

概略把握

広域調査

降灰範囲の把握

近年は様々な UAV の機種が開発・販売され、砂防調
査においても調査手法としては一般的になった。火山
防災においても、噴火後の緊急調査や状況調査にも活
用されている。
噴火後の初動時は、土砂災害防止法に基づいた緊急
調査を実施するために降灰厚 1cm の範囲をできるだけ
早く把握することが必要である。UAV による降灰厚を
把握するための手法や機種の適用性等については、
様々な学識者や企業により堤案されている。ただし、
噴火後の緊迫した状況下を想定した場合の実働面につ
いてはあまり議論されていない。
そこで、火山噴火初動時における課題を整理し、降
灰範囲の把握を目的とした UAV 調査による撮影方法や
範囲設定等について考察し、その内容を「撮影要領」
としてとりまとめた。
本発表ではその内容について報告する。

3.3 撮影方法の設定
火山噴火初動時における撮影方法は、「面」として
の撮影を行う【ルート撮影】と「点」としての撮影を
行う【ポイント撮影】に区分した(図 2)。
ルート撮影は、立入禁止区域や渓流など地上調査で
アクセス困難な区域において火山灰の堆積状況を把握
したい場合の撮影を想定したものである。
ポイント撮影は、火山灰の堆積範囲を UAV で広域的
に把握したい場合の撮影を想定したものである。この
場合は、UAV を直上に飛行し、その周囲を回転し撮影
する。
【”ルート撮影”における撮影手順】

【”ポイント撮影”における撮影手順】

①調査地点へ移動

①調査地点へ移動

②撮影の対象(山麓や渓流など)を設定する

②UAVを直上へ飛行(高度100m)させる

③対象範囲が可能な限り網羅されるルートを設定し、撮影

③周囲360°を撮影し、飛行終了

④(撮影時間やバッテリー残量に応じ)次の調査地点へ移動

④次の調査地点へ移動

3. 噴火初動時でのUAVの撮影方法・範囲の設定
3.1 噴火初動時におけるUAV調査の位置づけ
火山噴火初動時には、通常の災害調査と同様に砂防
部局によりヘリコプターや衛星による広域調査の実施
と気象庁から火山灰の降灰予報が発表される(図 1)。
これらの情報を基に概略の降灰範囲が抽出される。
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高度：100m程度

高度：100m程度

図 2 撮影方法
撮影は、とりまとめの即時性を考慮して「動画によ
る斜め撮影」を基本とした。垂直撮影は、オルソ画像
の作成などの利点があるが、広域調査(ヘリコプター
等)における斜め撮影との対比や画像から場所の特定
が直感的に難しい事から採用しなかった。

本白根山の噴火(平成 30 年 1 月 23 日発生)の際に実
施した UAV による降灰状況の撮影成果の対比を図 3 に
示す。両写真ほぼ同一地点を撮影しているが、比較す
ると垂直撮影では画像から撮影位置が把握しづらい。
3.4 撮影範囲の設定
撮影範囲は、事前に得られる情報により設定され、
その範囲に応じた撮影方法を選択する必要がある。図
1 の流れをもとに、狭域調査前の状況として、下記の
2 ケースが想定される。
ケース 1：広域調査により、おおよその降灰範囲の把
握ができた場合
ケース 2：広域調査が実施できず(もしくは分からず）
気象庁の降灰予報以外に情報がない場合
ケース 1 の場合は、概略の降灰範囲が把握できてい
ることから、降灰範囲の具体化や現況把握を目的に狭
域調査が実施されることとなる。そのため、アクセス
が容易な区域(市街地等)を地上調査、立入困難区域
(山体、渓流等)を UAV 調査として振り分けて実施する
(図 4 上)。この場合における UAV 調査は、対象区域を
絞り込み(山体、渓流等)、
「ルート撮影」で実施する
事が適切と考えられる。
ケース 2 の場合は、天候不順等により広域調査が実
施できず事前情報が降灰予報のみの場合である。この
場合は、事前情報が少ないため、可能な限り広範囲の
降灰情報を取得する必要がある。その方法として、降
灰予報を重ね合わせて調査範囲を設定し、山体を中心
に放射状の測線を決める(図 4 下)。その測線上に調査
地点を割り振る。この際に、立入規制範囲は、UAV に
よるルート撮影、立入可能区域は UAV によるポイント
撮影と地上調査とする。この場合のポイント撮影箇所

は、アクセス路を考慮して設定することが適切と考え
られる。
なお、ポイント撮影 1 フライトあたりにかかる概略
の作業時間は、40 分程度(移動 20 分、撮影準備 10
分、撮影 5 分、撤収 5 分)とし、半日程度(4 時間)の作
業時間とすると調査可能箇所数は 6 点となる。そのた
め、調査可能箇所数には限界があることから、適切な
調査間隔を設定する必要がある。
4. 撮影要領の作成
前述した考察内容を
基に「無人航空機によ
る動画撮影を実施する
場合の撮影要領（案）
」
を作成した。目次構成
は左記の通りである。
撮影要領には、撮影の
目的、成果様式、撮影
にあたっての留意点を
とりまとめている。

＜撮影要領の目次構成＞
1. 撮影の目的と成果の活用方法
1.1 目的
1.2 成果の活用方法
1.3 成果イメージ
2. 撮影準備
2.1 使用機材について
2.2 撮影時における留意点
2.3 事前準備
3. 撮影方法のイメージ
4. 業務完了成果

5.

おわりに
本報告では、課題であった噴火初動時における UAV
調査で不明確であった実働的な手法について、噴火後
に想定されるシチュエーションをもとに具体的な撮
影・範囲設定方法について考察し、撮影要領としてと
りまとめた。撮影要領は、撮影者へ指示する撮影方法
や撮影における留意点、とりまとめ方法についてわか
り易く整理した。
今後は、本要領に基づいて実際の UAV 調査結果の収
集や撮影者等へのヒアリングを行い、調査内容の精度
向上を図る必要がある。

ケース1の場合

②より具体的な調査が必要な箇所についてUAV ③調査結果から降灰範囲を具体
的に抽出
調査・地上調査と振り分ける

①広域調査から調査範囲を設定

地上調査
広域調査によ

斜め撮影

降灰範囲の具体化

UAV調査

る降灰範囲

ケース2の場合
①気象庁の降灰予報より調査範囲を設定

②気象庁の降灰予測より測線を設定し、

③調査結果から降灰範囲を抽出

調査方法を振り分ける
UAV(ルート撮影)

立入規制範囲

測線1

降灰予報の重ね
UAV(ポイント撮影)

垂直撮影

UAV調査

図 3 UAV による撮影成果比較
(本白根山での撮影例)

図 4
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合わせにより調
地上調査 査範囲を設定

想定される撮影方法

降灰範囲の設定
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火山砂防計画における噴火規模の設定事例
（一財）砂防・地すべり技術センター

○藤沢 康弘、小林 拓也、池田 暁彦、枦木 敏仁

１．はじめに
火山砂防計画で対象とする噴火規模は、多くの火山で当該火山の噴火実績を元に設定されている。しか
し、その設定の考え方は火山により異なり、
「過去 200 年程度で最大規模」や「有史以降の最大規模」、
「特
定の噴火現象の規模」等、様々である。また緊急減災対策砂防計画では、噴火シナリオを踏まえて、対象
とする現象や噴火規模を設定している。この設定された噴火規模から、降灰や火砕流の規模、そして降灰
後の土石流や融雪型火山泥流の規模（土砂量等）が決定されている。
本研究では、噴火規模（噴火規模は火山噴火による火山灰等の噴出量であるため、計画規模ではなく「噴
火規模」とする）の考え方について、火山砂防計画策定にあたっての基準や指針等の記載内容を確認した
うえで、既存の火山砂防計画での噴火規模の設定方法を整理し、その課題や留意点等について検討した。
また、火山学的視点だけではなく対策の実行性や社会状況を踏まえた噴火規模の考え方について考察した。
２．火山砂防計画における噴火規模の考え方
「火山砂防計画策定指針（案）
」1)が平成 4 年に策定され、各火山において火山砂防計画の検討、策定
が進められている。また「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン」 2)が平成 19 年 4 月に作成
され、火山噴火に伴う土砂災害による被害を軽減するため、国及び都道府県の砂防部局において、火山毎
にハード・ソフト対策からなる火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定が進められている。
「河川砂防技術基準 計画編（基本計画編）
」3)が一部改定され、噴火対応火山砂防計画の中に「基
一方、
本対策計画」と「火山噴火緊急減災対策砂防計画（以下、
「緊急減災計画」という）」が位置付けられた（図
「基本対策計画」は、
「必要なハード対策とソフト対策を、当該火山で発生する蓋然性の高い規模の噴
1）。
火を考慮して計画的に整備する」計画で、
「緊急減災計画」は、
「突発的で規模の大きい火山噴火の場合で
も迅速かつ効果的に対処するために、緊急の導流堤、既設堰堤の除石、流路の掘削等によるハード対策、
警戒監視等のソフト対策からなる様々な対策を実施し、被害を軽減する方策として検討する」計画である。
これら火山砂防計画において対象とする噴火規模については、以下のように示されている。「火山砂防
計画策定指針（案）
」では、
「国内の代表的な火山における、被害をもたらした噴火の発生時期と噴出量の
関係を調べてみると、100～数 100 年に 1 回程度、大規模な噴火が生じていることが判る。噴火対応火山
砂防計画ではこのような噴火に起因する土砂移動を取り扱うことになる」と記載さている。「火山噴火緊
急減災対策砂防計画策定ガイドライン」では、過去の噴火活動の履歴、当該火山において発生が想定され
る現象について、時系列で整理した「噴火シナリオ」を作成し、噴火シナリオのケースと場面ごとに、影
響範囲と保全対象に対する概略の被害を把握した上で、噴火シナリオのケースと場面に応じた具体
的な対策を検討するために、被害が生じる噴
火シナリオのケースを抽出することとなっ
ている。また「河川砂防技術基準（基本計画
編）
」では、
「噴火対応火山砂防計画の基本対
策計画の規模は、
（中略）、当該地域で発生す
る蓋然性の高い現象を抽出した上で、既往の
噴火活動時等における土砂移動現象の発生
状況や現在の活動状況、火山周辺の自然・社
会的特性、事業効果などを考慮し定める。」
こととなっている。

図 1 . 火 山 砂 防 計 画 の 構 成 （「 河 川 砂 防 技 術 基 準
（ 基 本 計 画 編 ） 平 成 3 1 年 3 月 」）
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３．噴火規模の設定方法の整理
火山砂防計画が検討、策定されている火山、および緊急減災対策砂防計画が策定されている火山を対象
に噴火規模の設定方法とその規模（噴出量）を整理すると以下のようになる。
【基本対策計画】
 当該火山で発生した特定の噴火や土砂移動現象を対象に設定（例えば、十勝岳 4)）
 当該火山での噴火実績から設定
① 過去のある期間に発生した噴火から最大規模の噴火を抽出し設定（例えば、樽前山 5)）
② 過去のある期間に発生した複数の噴火から設定（例えば、富士山 6)）
 105m3 から 107m3 オーダーが多く、中には 10 億 m3 の場合もある。
【緊急減災計画】
 大規模、中規模、小規模にわけて噴火規模を設定
 マグマ噴火、水蒸気噴火などの噴火様式ごとに噴火規模を設定
 降灰、火砕流、溶岩流など噴火現象ごとに噴火規模を設定
 当該火山で対象とする噴火現象が発生していない場合や規模が適切でない場合は、近隣の火山の
噴火規模を参考に設定
 105m3 から 108m3 オーダーと幅が広い（溶岩流は 108m3 オーダーが多い）
なお、近年策定された緊急減災計画では、緊急ハードで対応可能な噴火規模を抽出している場合が多い。
４．噴火規模の設定にあたっての考察
基本対策計画、緊急減災計画ともに、当該火山での噴火実績から噴火規模を設定している場合が多いが、
その対象とする期間（過去 200 年、有史以降、過去 1 万年、等）の違いにより、噴火規模も異なってく
ると考えられる。また、ある一定の期間を設定した場合でも、各火山における噴火の発生頻度が異なるた
め、噴火規模は様々である。例えば、発生頻度が低い火山の場合は、特定の噴火規模しか発生していない
場合があるため、小規模噴火しか発生していない場合や大規模噴火しか発生していない場合は、噴火規模
が極小または極大となる可能性がある。さらに噴火履歴調査の精度の違いによる影響も考えられ、例えば、
調査精度が低い場合は、小規模噴火による噴出物を確認できず、噴火規模が大きくなる可能性がある。
以上のことから、
「河川砂防技術基準（基本計画編）
」の「当該地域で発生する蓋然性の高い現象」の噴
火規模について、まず噴火履歴調査の精度を踏まえた上で、当該火山での噴火実績から各噴火の噴出量を
整理して、噴火特性を踏まえた対象期間を設定し、どの噴火規模が発生する可能性が高いのか（蓋然性が
あるのか）を検討することが重要である。噴火実績が少なく、蓋然性のある噴火規模を評価できない火山
については、噴火特性が類似した火山の噴火実績を参考にする事や、全国の火山の噴火実績を、VEI 等で
整理して、発生頻度が最も高い噴火規模を参考にする方法も考えられる。さらに、噴火規模を設定するに
あたり、以上の火山学的視点に加えて、ハード対策で対応可能な規模には限界があること、被害が想定さ
れる地域の土地利用状況等を勘案することを考慮する必要がある。
＜参考文献＞
1)「火山砂防計画策定指針（案）
」の試行について（平成 4 年 4 月，建設省河川局砂防部）
2)「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン」
（平成 19 年 4 月，国土交通省砂防部）
3)「河川砂防技術基準 計画編（基本計画編）技術資料」
（平成 31 年 3 月 29 日）
4) 巌倉啓子：十勝岳における火山泥流対策基本計画,砂防学会誌, Vol.52, No.6, 2000.
5) 樽前山火山砂防基本計画（素案）：国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部,
https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/tomakomai_kasen_keikaku/tn6s9g0000000nzp.html
6) 富士山火山噴火緊急減災対策砂防計画（平成 30 年 3 月, 国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所，
山梨県県土整備部砂防課，静岡県交通基盤部河川砂防局砂防課）
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溶岩流に対する実効性のあるハード対策の検証
（一財）砂防・地すべり技術センター ○小尾 亮，池田暁彦，吉田真也，田中利昌，藤平 大
1. はじめに
（建設省河川局砂防部，平成４年４月）では，計画で対象とする現象として土
火山砂防計画策定指針（案）
石流，火山泥流，溶岩流，火砕流等を挙げている．このうち，土石流と火山泥流については，火山砂防事業
や火山噴火緊急減災対策事業として，これまでに各地の火山においてハード対策の検討が進められてきた．
しかし，溶岩流については，影響範囲が人間の生活圏まで届かないことも多く，またその対策の難しさから，
ソフト対策が主で，具体的なハード対策の検討までは行われていないことが多い（権田ら，2020）
．
溶岩流については，近年，2018 年キラウェア火山の噴火（Neal et al.，2019）や 2021 年アイスランド-フ
ァグラダルスフィヤル火山の噴火のような流出事例が相次ぎ，日本においても溶岩流の対策の必要性が注目
されつつある（藤井，2019：厚井・権田，2021 等）．日本ではこれら海外の事例のように，流動性が高く広く
拡がる玄武岩質溶岩流を流出する火山は少ないものの，伊豆大島，三宅島，富士山といった火山では，流動
性の高い溶岩流が知られており（守屋，1981），今後も溶岩流出に備えた対応策を考えておく必要がある．
そこで本研究では，溶岩流に対するハード対策の国内外事例を参考に，溶岩流に対する堰堤，掘削等のハ
ード対策の適性を調査した．そして，溶岩流に対して効果的なハード対策の種類や形状を検証するため，数
値シミュレーションを実施し，対策施設を通過した後の溶岩流の到達時間の比較を行った．
2. 溶岩流ハード対策の種類
溶岩流は流出頻度が少ないために，平常時からのハード対策はほとんど行われず，主に緊急的，応急的な
ハード対策が行われてきた．平常時からの対策はハワイのマウナロア観測所，伊豆大島の大宮沢溶岩導流堤
の例があり（栗原ら 2012）
，緊急対策はアイスランド，アメリカ（ハワイ）
，イタリア（エトナ火山）
，日本（三
宅島，伊豆大島）において実績がある（河村ら，1989：厚井・権田，2021 等）
．特にイタリア（エトナ火山）
では，ブロックの投入や，溶岩堤防の爆破による人工流路への誘導，土堤の施工など，緊急対策として大規
．
模な溶岩流制御作戦が実施されてきた（脇田ら，1992：Barberi et al.，2003）
これら国内外実績を踏まえると，各対策手法の溶岩流への適性は表－1 の通りとなる．日本国内において
は，現実的に，堤防等の構造物や掘削による地形改変の適性が高いと考えられる．また，これらの対策にお
いても，溶岩流を全て捕捉することは困難であり，住民の避難時間確保のために溶岩流の到達時間を遅らせ
ることが主目的となる．
表－1

溶岩流へのハード対策手法と適性

対策手法

溶岩流への適性
多量の水の確保に課題があり，実績として溶岩流の制御効果も低いため，溶岩流対策として不適である．
注水（冷却）
ただし，住宅の延焼防止等の対策に使用することは可能である．
爆破による流路変更 国内では実績が無く，実現困難と考えられるため不適である．
適用可能である．
ただし，溶岩の全量を捕捉することは困難であり，到達時 間を 遅ら せ， 住民 避難 まで の時 間稼 ぎと して 活用
堤防
することが前提となる．導流堤とする場合には，導流先の 被災 する はず のな かっ た地 域に 被害 が発 生す るこ
ととなるため，溶岩流の流路を変更することに対し，土地所有者等との交渉に課題がある．
適用可能である．
掘削
場所によっては，岩盤（過去の溶岩流）掘削による工期の 長期 化が 考え られ るた め， 緊急 対策 の場 合は ，砂
防施設堆砂敷の除石が最適と考えられる．

3. 数値シミュレーションによる対策効果の検証
溶岩流に対するハード対策の施設効果の検証としては，実験室で溶岩流を再現した流路実験等（Lev et al.，
2012 等）が有効であるが，実験ではコストや安全管理の制約が多く，地形や対策の種類を変えた上での繰り
返しの検証に限界がある．よって本研究では，溶岩流の流下実態を再現した数値シミュレーションにより，
対策施設の効果を検証した．シミュレーションでは，施設の種類（堤防がいいか，掘削がいいか）
，形状（広
さが効くか，深さが効くか）を変えた６ケースを再現し，溶岩流の下流への到達時間の変化を比較した．
3.1. シミュレーションモデル
溶岩流の数値シミュレーションは，山下ら（1990）の剪断降伏応力と塑性粘度を持つビンガム流体のモデ
ルを使用した．ここでは，溶岩温度が下がることで剪断抵抗力が増加し，流れが停止する．流動中の溶岩の
温度変化は，石原ら（1988）や Miyamoto and Sasaki（1998）の研究成果を適用し，大気中への熱放射を仮定
した熱収支則より計算している．シミュレーションプログラムは（一財）砂防・地すべり技術センターが開
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発し，上記モデルを採用した J-SAS 溶岩流プログラムを用いた．当プログラムは，近年では富士山ハザード
マップ（改定版）検討委員会報告書（富士山火山防災対策協議会，2021）においても使用されている．
3.2. パラメータ
表－2 パラメータ
パラメータ
数値
単位
設定根拠
本シミュレーションでは溶岩流の到達時間が
JAXAのALOS World 3Dを20mメッシュに変換
地形
重要な指標となるため，到達時間の観測実績があ 噴出量
1,530万
m³
Proietti et al.(2009)
10～31（7/18～7/26観測値） m³/s
Proietti et al.(2009)
る 2001 年エトナ山噴火時の溶岩流（Proietti et 噴出レート
温度
1,100
℃
Proietti et al.(2009)
al.，2009）を対象に，再現計算を行い最適なパラ 粘性係数
log10η=24.61-0.0181T
poise
石原ら（1988）
降伏剪断応力 log10τY=13.67-0.0089T
dyn/cm² 石原ら（1988）
メータを設定した（表－2，図－1 の①）
．
冷却効率
0.15
再現計算により設定
3.3. 対策施設の想定
想定する対策施設は，緊急ハード対策を前提として，横断道路上へ緊急的に設置するコンクリートブロッ
クや土堤，道路沿いの掘削等を想定した．よってシミュレーション上では流下方向に垂直な直線配置とし，
①の当初地形に対し，堤防と掘削，その両者の組合せを考慮して，②５ｍの堤防③５ｍの掘削④長さを倍に
した掘削⑤深さを倍にした掘削⑥堤防と掘削の組合せ，の各ケースを想定した（図－1）
．
3.4. シミュレーション結果
施設位置から約 300ｍ下流の地点Ａへの到達時間を比較した結果，対策を行った②～⑥の全ケースで溶岩
流の遅延効果がみられた（図－1，表－3）
．②５ｍ堤防と③５ｍ掘削では効果に明瞭な差は無いが，堤防の場
合は溶岩流の回り込みにより流下範囲がやや広がる．掘削は容量が同じでも深さがあるケースでより効果が
みられた（④および⑤）
．また，堤防と掘削を合わせた⑥が最も効果があった．④のように貯留空間を広げる
だけでは効果が薄く，⑤や⑥のように越流させる段差を高くした場合の遅延効果が高かったことがわかる.
なお，これらの遅延効果は施設到達から数時間後までしか及ばず，どのケースにおいてもその１日後には
到達地点がほぼ一致し，溶岩流が最終的に停止する末端位置にも変化はなかった．
②

①

表－3 対策ケースと
溶岩流の遅延効果

③

施設位置

施設位置

拡大図

2001 年
噴火実績

地点Aへの
到達時間

①との
時間差

①当初地形

11時間3分

±0

②5m堤防

13時間3分

+2時間

③5m掘削

12時間58分 +1時間55分

④長さ倍の掘削 12時間42分 +1時間39分

地点 A
SIM 結果

ケース

④

地点 A

⑤

施設位置

地点 A

地点 A

⑤深さ倍の掘削

14時間7分

⑥堤防&掘削

14時間24分 +3時間21分

+3時間4分

⑥

施設位置

施設位置

地点 A

図－1 対策ケース別のシミュレーション結果

4.

まとめと今後の課題
 溶岩流に対しては，堤防の設置や掘削により下流への到達時間を遅らせる対策が主となる．
 溶岩流対策では，広さよりも深さ（壁の高さ）を重視した形状が適している可能性がある．
今後の課題として，溶岩流の熱や浮力が対策施設に与える影響について調査を行う必要がある．そのため
には，海外の実物の溶岩流を用いたフィールド試験や，実験室で溶岩流を再現した流路実験が有効である．
その他にも，溶岩流の固化による地形変化，河川や湖水による溶岩流の冷却，溶岩トンネルの形成といっ
た溶岩流の特異な性質を考慮し，想定される様々なケースに対応した検証を行っていくことが重要である．
<引用文献>権田ら(2020)2020 年度砂防学会研究発表会概要集 621-622.Neal et al.(2019)Science,363.藤井（2019）自然災害科学,38-3.守屋(1981)月刊地
理,26-6.栗原ら(2012)平成 24 年度砂防学会研究発表会概要集 380-383.河村ら(1989)平成元年度砂防学会研究発表概要集 39-42.厚井・権田(2021)砂防学会
誌,vol.73,No.6.脇田ら(1992)科学,Vol.62,No.9.Barberi et al.(2003)J.Volcanology Geothermal Res,123.Lev et al.(2012)J.Volcanology Geothermal
Res,247-248,62-73.山下ら(1990)水工学論文集,34.石原ら(1988)火山第 2 集,33.Miyamoto and Sasaki(1998)Jour of Geophysical Res,vol.103,No.11.富
士山火山防災対策協議会(2021)富士山ハザードマップ(改定版)検討委員会報告書.Proietti et al.(2009)Geochemistry Geophysics Geosystems,10.
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三宅島 2000 年噴火及び御嶽山 2014 年噴火を事例とした
既往噴火直後の降下火砕物堆積量の推定手法の適用性
国立研究開発法人土木研究所

○山本望*1・清水武志・石井靖雄
*1

１．はじめに

現 応用地質株式会社

に基づき，噴火前～噴火後かけて様々な機関から公表

噴火後に土石流発生の危険性が高まった渓流を抽出

される情報を，各推定手法で利用可能か整理した。さら

するためには，降下火砕物の堆積厚分布の迅速な把握

に，これらの整理結果に基づき，噴火直後（噴火から数

が重要となる。しかし，噴火直後に取得可能な情報は限

時間以内とする）に利用可能な推定モデルを選択した。

られる。そのような状況下で降下火砕物の堆積厚を把

2.2. 推定モデルの適用性の評価

握するための手法は複数ある。例えば，Windy Tephra2

2.1 で選択された推定モデルについて，それらのモデ

(Mannen et al., 2020)，Tephra2 (Bonadonna et al., 2005)，

ルが既往噴火直後に適用可能か評価した。噴火後に詳

ジェットモデル（宮 本， 1991 ），Gonzalez らモデル

細な降下火砕物堆積厚とその分布に関する調査結果が

(Gonzalez and Cruz, 2010)，楕円近似法 (Tajima et al.,

公表された御嶽山 2014 年噴火と三宅島 2000 年噴火を

2013)，相似法（木佐ら，2011）
，気象庁降灰予報（新堀

対象とした。これらの噴火に対して，各推定モデルによ

ら，2014）である。しかしながら，それぞれの手法は利

る降下火砕物堆積厚分布を計算し，等層厚線図を作成

用可能な条件が異なる。そこで，各モデルの入力情報と

した。その等層厚線の範囲（計算分布範囲）と，実績の

火山噴火時に時系列で得られる情報を整理し，降下火

堆積厚に基づく等層厚線の範囲（実績分布範囲）を比較

砕物堆積厚の推定に活用可能なモデルを整理した。さ

した。ここで，既往火山噴火後の土石流発生実績が堆積

らに，活用可能なモデルを 2 噴火の事例に適用し，降下

厚数 cm であったこと（田村ら，2010）を踏まえ，実績

火砕物堆積厚推定手法の適用性を評価した。

の等層厚線のうち三宅島 2000 年噴火は堆積厚 3.2cm 以
上の範囲，御嶽山 2014 年噴火は堆積厚 1cm 以上の範囲

２．研究手法と対象噴火

を対象として評価した。計算分布範囲と実績分布範囲

2.1. 噴火直後に利用可能な推定モデルの選択
本研究では気象庁降灰予報のようなスーパーコンピ
ュータを利用する手法を除き火山ハザードマップ等の

を適合率・再現率・F 値を用いて定量的に評価したが，
紙面の都合上，その評価結果の掲載は省略する。

作成に利用される手法を中心に①Windy Tephra2，②

３．結果と考察

Tephra2，③ジェットモデル，④Gonzalez らモデル，⑤

3.1

噴火直後に利用可能な推定モデルの選択

楕円近似法，⑥相似法の 6 つの降下火砕物堆積厚推定

検討対象とした推定モデルとその入力パラメータを

モデルを検討対象とした。まず，各モデルの利用可能な

表 1 に示す。表 1 に示したパラメータのうち，観測可

場面および入力パラメータを整理した。次に，この整理

能なパラメータが観測等によって取得される時期につ

表１
推定モデル
①Windy Tephra2

②Tephra2

③ジェットモデル

④Gonzalez らモデル
⑤楕円近似法
⑥相似法

いて整理した結果を表 2 に示す。地形データは，噴火前

推定モデルとパラメータ一覧
入力パラメータ
大気条件（高度別）
，計算点地形（標高
あり）
，噴火条件（噴火規模，噴煙初速，
マグマ物性，噴出物物性），計算条件
（拡散係数，渦拡散係数，噴煙先端距
離）
大気条件（高度別）
，計算点地形（標高
あり）
，噴火条件（噴火規模，マグマ物
性，噴出物物性）
，計算条件（拡散係数，
渦拡散係数，噴煙先端距離）
大気条件（一様）
，計算点地形（標高な
し）
，噴火条件（噴火規模，噴煙初速，
噴出物物性）
，計算条件（連行係数，火
砕物堆積濃度）
大気条件（一様）
，計算点地形（標高な
し）
，噴火条件（噴火規模，噴出物物性）
実測堆積量
実測堆積量
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から国土地理院の基盤地図情報などを取得できる。ま
た，噴火時の大気情報は，毎日 3 時間おきに配信される
GPV データなどから取得できる。噴火開始後は気象庁
発表の噴火に関する火山観測報から，噴煙高度などが
取得できる。噴火後は，カメラ映像や地震計データなど
から噴火継続時間を取得できる。実測堆積量は，自動計
測・データ転送する仕組みがあれば取得可能である。し
表２

噴火前から噴火後にかけて取得可能な情報

噴火前
噴火中
噴火直後
～噴火中
～噴火直後
～数日
地形
○
○
○
大気
○
○
○
噴煙高度
○
○
○
噴火継続時間
×
○
○
実測堆積量
×
△
○
堆積物物性
×
×
○
○：取得可，△：限られた条件下で取得可，×：取得不可

かし，実測堆積量や噴出物物性が取得されるのは通常

一致した。④の分布はおよそ楕円形状を示した。分布軸

であれば噴火から 1 日以上経過後と想定される。

方向の到達距離は実績分布範囲と計算分布範囲でおお

以上の結果から，実測堆積量のデータ取得が必要な

むね一致した。計算分布範囲は実績分布範囲をほとん

⑤，⑥のモデルは，噴火直後の利用が難しいため，以後

ど網羅する結果となった。分布軸から離れた方向では

の検討から除外する。噴火直後までに取得可能な情報

実績分布範囲よりも計算分布範囲が広くなった。

で利用可能なモデルは，①～④であった。

①の計算分布範囲が大きく異なった理由としては，

3.2．各推定モデルの適用性の評価

御嶽山 2014 年噴火の噴出量が，三宅島 2000 年噴火の

（1）計算条件

噴出量より 1 桁程度小さかったことが考えられる。こ

計算点は①と②の手法には標高値を含めた地形デー
タを与えた。③と④の手法には仕様上標高値は与えら
れない。
大気データは，火口に最も近い位置で与える。御嶽山
2014 年噴火では GPV データの初期値を，三宅島 2000
年噴火では高層風観測点の観測値を与えた。①と②に
は高度別の風を与えた。③と④には一様な風を与える
ため，高度別の風向・風速から平均値を求めて与えた。
噴火条件は，噴煙高度および噴火継続時間に観測値
を与えた。また噴出量は，噴煙高度と噴火継続時間から
推定できるため（鈴木，1990）
，推定値を与えた。噴出
物の粒径や密度は，既往噴火事例を参考に，取りうると
考えられる範囲の中央値を与えた。
計算条件は，拡散係数などであり，本検討では既往噴
火事例に適用実績のある値を与えた。
（2）推定結果とその評価
三宅島 2000 年噴火の計算分布範囲の形状を比較する
と（図１左），①と②の手法の分布軸は火口から北西お
よび南東方向に伸びる。これは風速は小さいものの，高
度によって風向が変化しているため 2 つの方向に延び
たと考えられる。一方，③と④の手法は一様な風を与え
るため，南東方向への分布軸が顕著である。特に③の手
法は風下方向の分布しか推定できないため，扇形状の
分布を示した。
この事例から次の 2 点が示唆された。①と②の手法
は，高度別の風を入力できるため，高度によって風向が
変化する噴火や，風速が小さく分布範囲が火口を中心
とした同心円に近い形状となる噴火に適用できる。一

のことから，噴火規模が小さい場合には①が適用でき
ない可能性が示唆された。
４．結論
本稿では，モデルの入力情報を整理した。噴火直後に
利用可能な情報は，噴煙高度，噴火継続時間，大気，地
形であった。このことから，渓流抽出に役立つ降下火砕
物の堆積量分布を推定でき，かつ，噴火直後に利用可能
なモデルは Windy Tephra2，Tephra2，ジェットモデル，
Gonzalez らモデルであった。三宅島 2000 年噴火，御嶽
山 2014 年噴火に適用したところ，噴火規模と風の影響
が大きい場合は Windy Tephra2 と Tephra2 が有効であっ
た。噴火規模が小さい場合は Tephra2 と Gonzalez らモ
デルが有効である一方，Windy Tephra2 が適用できない
可能性が示唆された。
参考文献
Bonadonna et al.(2005): JGR, 110, B03203
A. O. González-Mellado and S. De la Cruz-Reyna (2010):
Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, pp. 2241–2257
木佐ら(2011)：平成 23 年度砂防学会研究発表会概要
集，pp. 172–173
Mannen et al. (2020): JGR Solid Earth, Vol. 125, Issue 6,
e2019JB018902
宮本邦明(1991)： 建設省土木研究所, pp. 1-75
新堀ら(2014): 気象研究所研究報告, Vol. 65, pp. 75-107
鈴木建夫(1990)：職業訓練大学紀要，Vol.19A, pp.1–17
Tajima et al. (2013): Bull. Volcanol. Soc. Japan, Vol. 58,
No. 1, pp. 291–306
田村ら(2010)：土木技術資料，52-3，pp. 34–39

方，③と④の手法はそのような
噴火には適用が難しい。
御嶽山 2014 年噴火の計算分布
範囲の形状を比較すると（図 1
右）
，①の範囲がほかのモデルよ
りも小さくなった。②の範囲は
分布軸のずれのため範囲が全体
的に南寄りになったが，実績分
布範囲と似た形状を示した。③
の範囲形状は扇形であるが，分
布軸方向の到達距離は実績分布
範囲と計算分布範囲でおおむね

図１

三宅島 2000 年噴火（左）／御嶽山 2014 年（右）の
計算分布範囲と実績分布範囲
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CIM を活用した火山噴火緊急減災対策施設の検討事例
八千代エンジニヤリング株式会社 西尾陽介，佐藤敏明，目晋一，竹島秀大，
〇小室知栄，Hefryan Sukma Kharismalatri
４．CIM 活用による効果
１．はじめに
霧島火山は、噴火活動が頻繁に発生する活発な
4.1 地形や構造に適合した設計
CIM を用いることで構造物と地形や地物との
火山であることから、噴火に伴う土砂災害に備え
）
1
て「霧島火山緊急減災対策砂防計画」 が作成さ
干渉状況の確認を容易にし、施工実現性が高い検
れ、緊急ハード対策の検討が進められている。緊
討成果になったと考えられる（図-3）。また、視
点を自由に変えることができるため、特定の地点
急減災対策における緊急ハード対策施設は、火山
から見た場合のハード対策施設の見え方や干渉
活動が活発化し、被害が発生するおそれがあると
状況をチェックすることでより詳細な照査が可
判断された時点からできる限り早期に施工する
能となり、設計成果と現地状況の不整合を防ぐこ
ことが求められる砂防施設である。また、火山噴
とが期待できる。
火という異常な状況下で、施工時間の短縮が求め
られることが特徴である。
堰堤工
導流堤（大型土嚢積み）
一方、国土交通省では BIM/CIM モデルを活用
した 3 次元モデルによる業務効率化、高度化の推
進を図るため、砂防分野においても CIM 導入ガ
導流堤
イドライン（案）砂防編 2）が新たに整備された。
砂防施設の配置計画・施設設計においても CIM 遊砂地工
活用の推進が望まれている。
そこで本検討では、霧島火山緊急減災対策砂防
計画における緊急減災対策施設の検討にあたっ
て、CIM を活用して設計を行うことで、得られた
効果や知見を報告するものである。
図-1 緊急ハード対策工 統合モデル
２．対策施設及び検討の概要
検討対象箇所は、霧島山山麓のうち宮崎県側の
2 渓流の緊急減災対策施設を対象として CIM を
活用した施設配置計画及び施設設計を実施した。 遊砂地工
導流堤
対象施設は、対象流域に計画されている「コンク
リートブロック積の堰堤工・遊砂地工」及び「大
型土嚢積みによる導流堤」とした。堰堤工周辺は
針葉樹林及び農地、導流堤周辺は集落となってい
図-2 現地状況写真
ることから、CIM を活用して、施工性の改善や土 遊砂地工
地利用への影響の最小限化を図るものとした。
コンクリートブロック
の干渉

３．CIM モデルの作成
本検討では、CIM 導入ガイドライン（案）にお
いて定義されているモデルのうち、地形モデルは、
航空レーザ測量成果を用いて 3 次元地形データを
作成し、構造物モデルは、コンクリートブロック
袖折れ角度 45°
袖折れ角度 90°
もしくは大型土嚢を必要個数組み合わせたモデ
ルを作成した。また、工事用道路については線形
導流堤（大型土嚢積み）
モデル及び土工形状モデルを作成した。統合モデ 河道内に影響
ルは、ドローンから撮影した計画位置の映像と比
既設構造物
較し、妥当なモデルになっているか確認した。な
に干渉
お、モデルの詳細度（LOD）は、「附帯工等の細
部構造、接続部構造を除き、対象の外形形状を正
確に表現したモデル」
となる 300 とした（図-1,2）。
図-3 構造物の干渉チェック
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4.2 施設効果の可視化
噴火後に想定される土石流や火口湖決壊型泥
流の解析結果を、CIM の成果に重ね合わせること
で、緊急減災対策施設が有する施設効果を 3 次元
的に可視化することができ、緊急減災対策施設が
有する効果や堆砂の影響範囲をわかりやすく示
すことができる（図-4）
。

参考文献;
1)霧島火山緊急減災対策砂防計画，平成 29 年 3
月，国土交通省・宮崎県・鹿児島県
2)CIM 導入ガイドライン（案）第 10 編砂防編，
令和 2 年 3 月，国土交通省
2 次元氾濫解析結果
（現況施設時）

4.3 条件変更時の迅速な反映
CIM で作成された設計成果は、噴火後の降灰や
土石流の流下等により地形条件が変わった場合
においても、地形モデルを地形変化後の地形デー
タと入れ替えることで、迅速な修正設計が可能と
なる。なお本検討では、3 次元成果だけでなく従
来の 2 次元設計図面としても表示することが可能
となるように留意した（図-5）。また、構造物モ
デルを活用して施工開始後 1 ヶ月といったタイミ
ング毎の施工進捗状況を表示することができる
ことから、施工途中段階で土石流等が流下した場
合を想定した施設効果の検証にも活用可能であ
る（図-6）。

破堤点

遊砂地工

（計画施設配置後）
3 次元モデルとの組合せ

図-4 2 次元氾濫解析と 3 次元モデルの組合せ

4.4 関係機関・地元住民との情報共有に有効
緊急減災対策施設を施工する際は、計画位置の
土地所有者や住民等の関係者との合意形成が非
常に重要である。本検討では、無償で利用可能な
ビューワソフトウェアで CIM 成果を誰でも操
作・閲覧可能とした。これにより、住民向けの説
明での合意形成の迅速化に寄与すると考える。ま
た、緊急減災対策の施工には多くの施工業者が施
工に携わることから、CIM 成果を用いて情報共有
することで、関係者間で施工イメージや完成イメ
ージを共有することが可能となっている。
５．終わりに
本検討では、緊急減災対策施設の配置計画・施
設設計において、CIM を活用することで、
「設計
成果と現地状況の不整合防止」「影響範囲の可視
化」
「条件変更時の迅速な対応」
「関係者との情報
共有」といった効果が得られることが確認された。
砂防事業では、砂防計画や設計において 3 次元デ
ータの活用が増加している状況にある。特に火山
噴火緊急減災対策砂防計画では、噴火活動に伴う
土砂移動現象に対応するため、緊急減災対策施設
は早期に施工可能となるように配慮する必要が
あり、現地状況把握や情報共有性に優れた CIM
の導入効果はより大きいと考えられる。

正面図

側面図

平面図

A-A

B-B

3D モデル
平面
A

B

A

B

正面

図－5 3 次元モデルからの 2 次元図面作成

謝辞：本報告の作成にあたり、資料の提供なら
びに有益な助言を頂いた宮崎県小林土木事務所
の関係各位に深謝の意を表します。

- 314 -

図－6 遊砂地工 施工ステップの可視化
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火山噴火時の立入困難地域におけるＵＡＶによる土砂流出状況把握手法について
株式会社建設技術研究所 家田泰弘、吉村真、清野正義、〇河野元、中西宏彰
国土交通省九州地方整備局九州技術事務所 熊井教寿、瀧川健一、黒木隆、姫野徳人

1. はじめに
火山噴火時には砂防部局として土砂災害防止法に
基づく緊急調査（土石流発生域の降灰状況や降雨浸
透能の変化等）を実施する必要がある。しかし、火山活
動が活発化した状況下では土石流発生域に直接立ち
入ることができなくなる（噴火警戒レベルに応じた立入
規制や降灰等の影響で調査へのリスク増大等）。そのた
め、遠隔地から UAV 等を活用して調査を行うことで、よ
り安全に必要な情報を収集することが可能となる。それ
らの情報を取得する方法が課題となるが、これに対し、
2017 年度から立入困難地域の調査手法を検討しており、
2019 年度からは UAV による簡易空撮した画像を SfM
解析することで土石流の流出状況を把握する方法につ
いて検討を行うと伴に、それらの運用手順や体制を確
立するマニュアルを作成・更新してきた。
本報告は UAV 空撮及び SfM 解析、PPK 等を活用し、
降灰後に繰り返し発生する土石流流出状況（土砂収支、
河床変動状況）を把握手法の検討およびその検証結果
をまとめたものである。

2. 一般性の高い UAV による簡易な空撮及
び SfM 解析による土砂流出状況把握
2019 年度は、火山噴火時の緊急調査において機材
の調達性が重要であることを念頭に、GCP を設置でき
ない危険区域内での一般性の高い UAV による簡易な
空撮・SfM 解析による土砂収支の推定手法を検討した。
具体的には、桜島の有村川流域を対象に、Mavic Pro
（DJI）による対地高度 200～300m の簡易空撮を複数時
期に実施し、SfM 解析による地形モデルを作成した。し
かし、構築した地形モデルをそのまま差分解析しても、
モデルの歪みや傾きによる誤差が大きく、地形変化をと
らえることはできなかった。そこで、解析範囲を分割し、
分割区域毎に複数時期の共通不動点における誤差を
抽出、内挿することで、地形モデルの傾きや歪みによる
誤差の分布を求めた（図１）。この誤差分布図で地形モ
デルを補正することにより、GCP を設置しない簡易な空
撮でも、数十 cm 程度の精度で地形変動を把握すること
が可能であることを確認した。

このように、領域を分割して誤差分布を求めることで、
傾きや歪みを補正することができ、細分化するほど高精
度な差分解析ができるが、広範囲に適用するには手間
と時間がかかるという課題が残った。

3. PPK 搭載 UAV 空撮による土砂流出状況
把握
3.1 課題解決に向けた新技術の活用
簡易空撮による手法の課題に対して、危険区域内で
位置精度の高い空撮を行う手法として、「RTK」と「PPK」
がある。GCP の設置がなくとも高精度な位置情報での
撮影が行えるという点では RTK も PPK も同様である。飛
行中の機体や操縦の安定性に関しては RTK の方が優
れているが通信環境の確保等の課題があり、また、飛
行中のリアルタイムな高精度位置情報は必要ないため、
昨年度の課題である解析作業に手間と時間がかかる事
に対する解決には PPK の導入が有効である。（表１）
表１．UAV による各空撮手法のメリット・デメリット
手法

メリット

簡易空撮 一般性が高い

デメリット
広範囲処理に時間を要す

GCP

一般性が高い

RTK

一般性はある程度ある

地上局電波の伝送が必要

PPK

長距離飛行に対応

一般性が低い

立入りが必要

RTK(Real Time Kinematic)：UAV が GNSS だけではなく地上基準局とリア
ルタイムに通信することで、位置精度の高い空撮を行う手法。
PPK(Post Processing Kinematic)：飛行中は GNSS とのみ通信し、飛行後
に地上基準局とタイムスタンプで照合することで、位置精度の高い空撮
を行う手法。

そこで、2020 年度は、GCP が設置できない条件下に
おいて精度を高める解析手法による解析と、更に課題
である大面積での差分位置精度の向上手法を検証す
るために、PPK 技術について実施・検証しその有効性
について検討することとした。

3.2 空撮実施状況
簡易空撮による検討と同様に、有村川において 2020
年 8 月～2021 年 1 月の期間に複数回 UAV 空撮を実
施し、実施毎に撮影画像を用いて SfM 解析により DSM
及びオルソ画像を作成し、差分解析による土砂収支の
推定を行った。
具体的には、PPK を搭載した PHANTOM4（DJI）と
Mavic Pro（DJI）を用いて、2020 年 8 月に第 1 回、2020
年 10 月に第 2 回、2021 年 1 月に第 3 回の空撮を対地
高度 200～300m で実施した。（図２）

PHANTOM4+PPKユニット
PHANTOM4+PPK ユニット

図１．分割した解析範囲での誤差補正イメージ

MavicPro
MavicPro

図 2．使用した UAV
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②簡易空撮による UAV 空撮結果
PPK 空撮により顕著な変動がみられた昭和火口南麓
部を対象に、同期間で UAV 簡易空撮と前述の誤差分
布補正を行い、差分解析を行った。その結果、図４に示
す通り、解析範囲は限定されるが、PPK に近い差分解
析結果を得ることができている。（図４）

それぞれ、初期状態、出水直後、最終状態の位置付
けで行ったが、本年度は台風よる顕著な出水がほとん
どない状況であり、火山活動も低調であった。（表２）
表２．2020 年度の空撮実施状況
イベント

桜島噴火回数

空撮

７月 梅雨前線、台風５号

９回

第１回空撮

８月 台風10号・前線

０回

（堰堤堆砂敷・上流域）

９月 台風13号、台風17号

32回

第２回空撮

10月 台風19号

62回

（堰堤堆砂敷・上流域）

11月 台風27号

137回

12月 前線

71回

１月 -

104回

第３回空撮

２月 -

129回

（堰堤堆砂敷・上流域）

3.2 実験結果

①PPK による UAV 空撮結果
各段階の PPK 空撮結果の地形データについて差分
解析を行った。第 1 回（2020.8）PPK と第 2 回（2020.10）
PPK 地形データとの差分解析結果としては、昭和火口
南麓のガリー内で、引き続き侵食の進行(5m 未満)が確
認できた。PPK 空撮後、個別の補正作業などは行わず
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4.2 今後の展開
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メリット
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一般性が高い
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広範囲処理に時間
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各手法の使い分け
狭い範囲での解析、コストを抑える場合

堰堤

立入りが必要

撮影範囲が立入可能な場合

一般性はある程度 地上局電波の伝送 発着点と撮影範囲の距離が500m程度以内、飛
ある

が必要

長距離飛行に対応 一般性が低い

行自体に高精度な位置を求められる場合
発着点と撮影範囲の距離が500m程度以内、飛
行自体に高精度な位置を求められない場合

-73,938.16 m3
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火山噴火後の降灰調査結果を迅速にとりまとめる手法に関する考察
－平成２９年度霧島山新燃岳噴火を事例として－

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

徳永 浩之 荒武 宗人

（一財）砂防・地すべり技術センター ○前寺 雅紀 小尾 亮

１．はじめに
平成 22 年の土砂災害防止法の改正により、国土
交通省は、火山噴火時の降灰により土石流が発生す
る危険性が高まった場合には、緊急調査を実施し、
市町村が適切に避難指示の判断を行えるよう、土砂
災害による被害の想定される区域・時期の情報（土
砂災害緊急情報）を提供することが責務となった。
このため、火山噴火が発生した際には、火山灰の堆
積状況を迅速に把握する必要がある。
しかし、火山噴火は発生頻度が低い現象であり、
緊急調査が行われた事例は少ないため、緊急調査の
実効性に関する知見は十分とはいえない。
そこで、降灰調査時や調査結果のとりまとめ時に
おける課題を抽出することを目的に、平成 29 年霧
島山新燃岳噴火時に実施された降灰調査を対象に、
調査従事者へヒアリングを実施した。
本発表では、ヒアリング結果を踏まえ、降灰調査
結果を迅速にとりまとめる手法について検討した結
果を報告する。

て、実施している。
当時の降灰調査作業の一連の流れを図-2 に示す。
原則、噴火があった当日もしくは翌日(前日の夕方に
噴火した場合)に、本局･本省等への上部機関へ調査
結果を報告することが求められた。その結果、連日
タイトなスケジュール(日中:作業①～③、夕方:作業
④～⑤､夜間:⑥～⑨)で作業が行われた。
上記の現状に鑑みて、より効率的な調査方法及び
とりまとめ方法を検討するため、当時の調査従事者
へヒアリングを行い検討へ反映させた。ヒアリング
結果を表-1 に示す。

２．平成 29 年 10 月新燃岳噴火対応の概要
新燃岳は九州南部の霧島山中央部に位置する活火
山である。平成 29 年 10 月 11 日に噴火が発生し、噴
火警戒レベルが 2(火口周辺規制)から 3(入山規制)
に引き上げられた。これを受け、降灰状況を把握す
るため、宮崎河川国道事務所と宮崎県が連携し、ヘ
リ調査に加え、地上降灰調査を実施した（図-1）。
降灰調査は、噴火が発生した 11 日から噴火が休止
した 17 日までの 7 日間の内、6 日間で実施された。
３．降灰調査作業の流れと課題
一般に、噴火直後においては、国土交通省の職員
は、降灰調査以外にも、土砂災害緊急情報のための
氾濫解析作業や緊急減災対策砂防計画の準備など、
対応すべき事項が多岐にわたる。このため、事務所
の職員が直接現地に赴き、すべての降灰調査を行う
ことは現実的ではない。
実際に、平成 29 年 10 月の新燃岳噴火時に宮崎河
川国道事務所の職員は、降灰調査の指揮・とりまと
め、関係機関との調整、地元自治体への支援等に主
として従事することとなり、現地での地上降灰調査
は地元業者(測量業者、工事施工業者等)の協力を得

- 317 -

図-1 平成 29 年 10 月新燃岳噴火に伴う対応
(国土交通省ＨＰより引用)

図-2 H29 噴火当時の降灰調査作業の流れ
（数字は作業の順番を示す）

表-1

降灰調査従事者へのヒアリング結果から得られた課題

項⽬
課題➀
調
査

課題②

時
課題③
と

課題④

り
ま

課題⑤

と
め
時

課題⑥

主な課題
降灰調査
箇所

事前に調査箇所が選定されていた箇所では円滑に調査できた。しかし、噴⽕後、緊急的に机上で選定･指⽰された調査箇所の中にはア
クセスが困難な箇所があった。その結果、現地で適地を探す必要が⽣じ、調査に時間を要した。

降灰時の

・降灰が堆積した道路ではタイヤがスリップすることがあり、事故の危険があった。

⾞両⾛⾏

・降灰厚が1cm程度あると、傾斜のある林道は登れなかった。

調査票の

・降灰調査の⼿順書は存在したが、事前周知されていなかった。

様式

・各調査業者が独⾃に様式を作成する作業から開始したため、調査結果の報告が遅れた。

調査結果の 送付されてくる調査票の様式が調査業者毎に異なっていたため、調査結果のデータ整理⽅法に統⼀性がなく、情報の集約に時間を要し
総括表
降⾬後の

た。また、とりまとめ結果の総括表を試⾏錯誤しながら作成したため、最初と最後で整理⽅法が異なる結果となった。
湿った降灰の乾燥には数⽇かかり、調査結果にタイムラグ(噴⽕数⽇後にデータ送付)が⽣じることがあった。その結果、⼀度とりまと

降灰の扱い めた調査結果を、後⽇修正する事態が⽣じた。
複数回噴⽕
への対応

噴⽕が複数回発⽣すると、噴⽕毎(あるいはその⽇毎)に降灰状況調査が⾏われる。2回⽬以降の噴⽕は累積の降灰厚だけでなく、1度の
噴⽕における降灰厚のデータも併せて求められた。また、噴⽕毎に降灰範囲が⼤きく異なったため調査箇所が⽇に⽇に増えていき、調
査結果表をつぎはぎ的に作成していた。また、平⾯図の図化範囲や縮尺、降灰厚の表現⽅法等に苦労した。

４．降灰調査とりまとめ手法の検討
表-1 に示した課題を踏まえ、「降灰量調査作業手
順書(案)H26.11 九州技術事務所」を基本として、霧
島版の降灰状況調査マニュアル(案)【霧島版】を作
成した(図-3)。
マニュアル(案)の本編には、
「調査内容」や「調査
地点」に加え、既往文献等を参考に、野外調査時や
車両運転時等の「安全対策」を盛り込んだ(課題②に
対応）
。また、別冊資料の「降灰量観測地点調査票(台
帳)」の作成にあたっては、霧島山を中心に東西約 70
㎞×南北約 60 ㎞の範囲において現地調査を行い、約
430 地点の調査票を作成した。調査票には灰の状態
(乾燥・湿潤・固化)を記載する欄を設けた。これは、
湿潤の灰は後日乾燥させて測定し直した結果が別途
報告されてくることを、とりまとめ者にも認識でき
るようにするためである(課題①､⑤に対応)。
次に、調査結果のとりまとめ時には、各調査グル
ープからの降灰調査結果を集約・一元管理し、調査
位置平面図や降灰等層厚線図作成までの作業を迅速
に行うことが求められる。そこで、調査時からとり
まとめ時までの一連の作業を一元管理することが可
能となる定型様式(Excel ﾃﾞｰﾀ)を作成した(課題③､
④に対応)。さらに、この様式から抽出した情報を
GIS に転記することで、平面図を簡易に作成するこ
とが可能となるツールを作成した(図-4)。なお、平
面図の種類は、複数回の噴火にも対応可能とするた
め、
「その日の噴火の降灰厚」と「累積の降灰厚」の
両方を作図できる仕組みとした(課題⑥に対応)。

した行政の関係機関に加え、地元協定業者や降灰状
況調査に関わる可能性のある事業者を含め、合同で
の噴火対応訓練を行っていくことが望まれる。

５．おわりに
本検討では、次期噴火時に、降灰調査や調査結果
のとりまとめが迅速に行えるよう各種マニュアルや、
定型様式の作成を行った。
しかしながら、次期噴火時にこれらのツールを用
いて迅速な対応を行うためには、日頃の訓練や、情
報共有といった各種の準備作業が必要である。
今後の課題として、国土交通省および県を始めと
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★本編（本資料）
・調査内容・・・・・・・・・・・・・・・1
・調査地点・・・・・・・・・・・・・・・2
・噴火警報発表時の規制区域・・・・・・・3
・安全対策・・・・・・・・・・・・・・・7
★別冊資料

『降灰量調査作業手順書』

（降灰厚が 1.5cm 未満の場合に行う計測方法の解説）

★別冊資料 『降灰量観測地点調査票（台帳）』

図-3 降灰状況調査ﾏﾆｭｱﾙ(案)【霧島版】の構成

図-4 Excel 及び GIS を用いた平面図の作成例
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融雪型火山泥流の発生要因と移動特性について
（一財）砂防・地すべり技術センター ○小林 実和、池田 暁彦、藤沢 康弘、小尾 亮

１．はじめに
火山活動によって火山を覆う雪や氷が融けると、融雪水と土砂が混合した泥流が発生したり、下流で甚大な被害を及ぼす
ことがある。一般に火山泥流には「融雪型」
、
「熱水噴出型」
、
「火口湖決壊型」などがあるが、その中でも融雪型火山泥流に
よる災害発生事例は世界的にも多数報告がされている。国内では、1926 年十勝岳の噴火で 144 名もの犠牲者を出している
（大正泥流）
。そのため、活火山をもつ積雪地域の自治体では、
「融雪型火山泥流」を想定した火山ハザードマップや防災マ
ップを公表している。これらのマップは、過去の噴火や災害実績図に基づいて影響範囲を把握していることが多く、火山防
災を考える上では、過去の災害事例を蓄積し、その実態を把握することが重要となる。
本発表では、火山活動に伴う泥流の発生事例を整理するとともに、融雪型火山泥流の誘因となった噴火現象と流下距離の
関係から、その移動特性について検討した結果を報告する。
２．融雪型火山泥流の事例収集
２.１. 火山泥流の定義
火山災害に関わる現象の用語表現は、学問や専門家間で意味合
いが異なる場合があり、その用語の持つ意味は度々議論になって
いる。火山泥流の表現方法では西本（2010）が論説されており、
図 1 火山泥流の定義と発生タイプ（鈴木,1992）
鈴木（1992）では、火山泥流を広義と狭義に分けて整理している
（図 1）
。このように、火山泥流は発生過程によって複数の表現が用いられている。
ここでは、
「火山泥流」を“噴火活動が直接あるいは間接的な引き金となって、火山噴出物または火山体の土砂が、何らか
の形で供給された水と混合して流下する現象”と定義し、下記の４種類に大別した。
表 1 火山泥流の分類
火山泥流の分類

用語の説明

熱水（火口）噴出型火山泥流
火口湖決壊型火山泥流
融雪型火山泥流
降雨型火山泥流、二次泥流、降灰後土石流

火口から直接熱水や泥水等が噴出する現象
噴火により火口壁が崩壊し、湖水が流出する事で引き起こされる現象
噴火により高温の噴出物が積雪・氷河を融解する事で引き起こされる現象
噴火によって堆積した火山灰や火砕流堆積物が降雨により流出する事で引き起こされる現象

２.２. 文献調査
火山防災を考える上では、噴火が発生した後、どのような過程を経て火山泥流に至るのかを知ることが重要となるが、火
山噴火と火山泥流の関係を体系的に整理した文献は少ない。このため、有史以降に史料記録が残る国内外の代表的な火山泥
流の発生事例について、表 1 で示す分類表の降雨起因を除いた噴火イベントを整理した。ここでは、
“融雪”が起因した事
例、かつ“流下距離”が確認できた 17 事例を抽出している（表 2）
。国内事例の中には、非常に小規模な土砂混じりの融雪
水の流下現象や、噴火前の地熱による融雪を起因とした火山泥流も含めている。安達太良山では火口湖決壊型による災害記
録も残っているが、最大規模と記述のあった融雪型に分類したため、発生誘因の分類に火口湖決壊型は含んでいない。
本論では、融雪型火山泥流の誘因を「①噴火に伴う高温の噴出物」としたうえで、噴火現象以外に「②火砕流等の流下に
伴う融雪」
、
「③火口からの熱水噴出に伴う融雪」
、
「④溶岩流の流下に伴う融雪」
、
「⑤氷底噴火等に伴う融雪」の５つに分類
した（表 2、図 3 も同様）
。1800 年代以前の誘因は、古文書の噴火記録から「推察」されているものも含んでいる。融雪型
火山泥流の定義の中に規模や時系列に関する定義はなく、現象のタイプ分けについては、今後も議論が必要である。
表 2 融雪型火山泥流の発生事例
事
例

国
内

海
外

火山名
安達太良山
那須岳
岩手山
日光白根山
十勝岳
浅間山
鳥海山
浅間山
十勝岳
雌阿寒岳
アメリカ-ラッセン山
ロシア-ベズイミアニ山
アメリカ-セントヘレンズ山
チリ-ビジャリカ山
ロシア-クリュチェフスカヤ山
コロンビア-ネバドデルルイス火山
チリ-ビジャリカ山

発生年
～12世紀
1410.3
1686.3
1873.3
1926.5
1973.2
1974.3
1982.4
1988.12
2006.3
1915
1956
1980
1984
1985
1985
2015

泥流種別
融雪型,(火口湖決壊型)
融雪型
融雪型
熱水噴出型，融雪型
融雪型，熱水噴出型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型
融雪型

融雪型の発生誘因
①噴火 ②火砕流 ③熱水噴出 ④溶岩流 ⑤氷河

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●

流下
距離
10km
10km
10km
21km
29km
2.5km
3km
3km
600m
1.4km
20km
85km
100km
5km
35km
80km
20km

文献
山元（1998）鴨志田ら（2013）片岡ら（2015）
山元・伴（1997）長谷川・北原（2018）
伊藤（1998）土井（2000）伊藤・土井（2005）
及川（2016）及川ら（2018）
上澤ら（2011）北海道旭川土木現業所（2002）「大正泥流調査記録誌」
荒牧（1973）
宇井・柴橋（1975）
下鶴ら（1982）
Katsui et al（1990）山岸ら（1991）
廣瀬ら（2007）
Major and Newhall（1989）Finch (1929, 1930)Christiansen and Clynne(1986)
Major and Newhall（1989）Gorshkov (1959)
高橋（1981）Janda et al（1981）Cummans（1981）Schuster（1981）
Major and Newhall（1989）Gonzales-Ferran (1984, 1985)
Major and Newhall（1989）Fedotov and Ivanov (1985)
荒牧・宇井（1985）藤田・池谷（1986）池谷（1987）VOIGHT（1990）
Johnson and Palma (2015)

３．融雪型火山泥流の移動特性
３.１. 発生誘因の評価
今回抽出した 17 事例（表 2）のうち半数以上は「火砕流」の流下に伴って発生していることが分かった。一方で、地表を
流下する「溶岩流」によって融雪型火山泥流が発生した事例は確認されなかった。海外事例の中には、氷河の割れ目から溶
岩が噴出することによって洪水が発生した事例が２例あった。
Major et al.（1989）によれば、全世界の約 40 火山、100 事例以上を調査した結果、積雪・氷河で覆われた火山における
噴火起因の洪水・土石流の発生は「火砕流・サージ・高温岩屑なだれ等の流下に伴う融雪」
（表 2②に該当）が 40％以上を
占めていたことが報告（図 2）されており、同様の傾向となった（本論の誘因分類番号を図 2 の該当現象に一部加筆）
。
３.２. 発生誘因と流下距離の関係
流下距離に関する記録が残されているものについては、誘因となった噴火現象と流下距離の関係を図 3 に整理した。流下
距離は、文献４）に記載のある観測事実（目撃証言：十勝 1926）や堆積物調査の結果（安達太良、岩手山等）を引用した。中
には、古文書に記録された人的被害などの状況証拠から推定されたものも含まれている（那須岳等）
。
発生誘因と流下距離の関係から以下の傾向が示された。
 「噴火」や「火砕流」のみで発生した場合は、流下距離が比較的短い（国内事例では 10km 以下）
。
 火口からの「熱水噴出」は火砕流のみで発生した場合と比べて、流下距離が長くなる。
 「氷河融解」による洪水や泥流は流下距離が長くなる（海外事例では３例が 80km 以上）
。
(km)
ｾﾝﾄﾍﾚﾝｽﾞ1980

◇
＋
◇ ○
＋
○
◇ ﾍﾞｽﾞｲﾐｱﾆ1956
＋
○

100

ﾈﾊﾞﾄﾞﾃﾞﾙﾙｲｽ1985
十勝1926(大正泥流)

おおよその流下距離

ラッセン1915

△
＋

×
○
ｸﾘｭﾁｪﾌｽｶﾔ山1985

△
＋
◇ 日光白根1873
＋

ビジャリカ2015

◇
＋
○

那須1410

◇ ＋
◇
◇
＋ ＋

10

安達太良 岩手山1686

ビジャリカ1984

×
○
浅間1982

＋

鳥海1974

浅間1973

◇
＋

◇
＋

雌阿寒2006

＋
1

誘因となった現象

図 2 土石流・洪水を発生させた誘因

（ Major, J. J. and Newhall C. G.，1989 に一部加筆 ）

噴火のみ
⑤氷 河

○

④ 溶岩流

×
△
◇
＋

③熱水噴出
② 火砕流

十勝1988

◇
＋

火砕流あり

熱水噴出あり

氷河融解あり

①噴 火
４．まとめと今後の課題
図 3 融雪型火山泥流の誘因と流下距離の関係
４.１. 融雪型火山泥流の事例収集
既往文献からは火口湖決壊型や国内での溶岩流に伴う融雪の事例が収集できなかったものの、流下距離が確認できる少な
い事例から、融雪型火山泥流の発生誘因と流下距離の関係について、以下のことを示すことができた。
 「融雪型火山泥流」の発生事例は、火砕流・高温の岩屑なだれ等に起因するものが多い。
 「溶岩流」は急速な融解が発生していないため、大規模な火山泥流や洪水を伴った事例が少ない。
 「氷河融解」による洪水や泥流は流下距離が長くなる傾向があり、大量の土砂を含む泥流が発生することがある。
既往文献では火山泥流の発生種別が不明な事例も多いが、その中でも融雪型の発生事例は、国内外で数多くの記録が残さ
れていた。このように、過去の災害発生頻度からも「融雪型火山泥流」を想定した影響範囲の把握は重要である。
４.２. 融雪型火山泥流の移動特性
水量が多くなるほど流下距離が長くなることから、融雪型火山泥流の流下距離に“融雪水量”が大きく影響していること
が確認できた。このように、泥流の流下・到達距離を評価するにあたっては水量の設定が重要となる。火山泥流が発生しや
すくなる要因や移動特性については、これまで様々な実験的検討や研究が行われているが、融雪水量に関する知見は未だ充
分ではない。今後は個別の噴火事例や災害実績から、噴出量や融雪水量等の規模に関する情報を蓄積していく必要がある。

<引用文献>
1）西本晴男（2010）
：火山地域における火山泥流，泥流，土石流の表現方法に関する考察，砂防学会誌，Vol. 63，pp.26-37，2010.
2）鈴木宏（1992）
：砂防学講座，第6 巻-2，土砂災害対策-扇状地対策・土石流対策等（2）
，砂防学会監修，山海堂，p.69-71

3）Major, J. and Newhall C. G.: Snow and ice perturbation during historical volcanic eruptions and the formation of lahars and floods,Bulletin of Volcanology, Vol. 52, pp. 1-27, 1989.
4）北海道旭川土木現業所（大正泥流調査記録誌：平成14 年 3 月）

- 320 -

P1-023

2021年度砂防学会研究発表会概要集

岩 手 山 噴 火 時 の UAV を 活 用 し た 緊 急 調 査 手 法 の 冬 期 現 地 検 証
国土交通省 東北地方整備局

岩手河川国道事務所

パシフィックコンサルタンツ株式会社 〇今城 貴弘， 舩山 淳， 澤田 悦史， 黒川 祐梨
株式会社 佐藤土木測量設計事務所

1. はじめに：

遠田 茂幸

2.3 試験概要

緊急調査は，火山噴火に関する情報が得られ，土砂
移動が確認または懸念された場合に，国または都道府
県の砂防部局が主体となり実施される。
調査方法の一つである無人飛行機（以下 UAV）調査
は，調査範囲は限定されるが，山麓～山腹部の土砂移
動や砂防施設の被災状況の把握に活用できる可能性が
ある。また，小型，軽量で運搬が容易なため，機動性
に優れ，迅速に調査が開始できること等から緊急調査
への活用が期待されている。

実施日：2020.2.6（木）8:00～12:00
実施箇所：岩手山の地形的特徴，天候，火山活動が
活発となる時期に安全にアクセス可能な箇所，UAV の
飛行能力等を踏まえると，調査可能な範囲はアクセス
可能な離発着地点から 1～2km 程度の岩手山山麓，主
に砂防施設の周辺であり，調査のタイミングや項目も
限定される。本検証では，離発着箇所が調査対象の砂
防施設に近接する，洞ヶ沢東沢の第 1 砂防堰堤及び堆
砂敷を飛行ルート対象とした。

本発表は，岩手山直轄対象渓流のうち 1 流域を対象
に，UAV（回転翼）の自律飛行に関する検証結果を報
告する。検証の内容は緊急時の飛行ルートを選定し，
自律飛行による平常時の画像と座標を取得したもので
ある。

飛行計画，実施体制：①離発着地点：市道脇砂防施
設用地，②飛行範囲：面積 350ｍ×200ｍ，高度 200ｍ，
③操縦方法：自律飛行，④体制：4 名（操縦者，見張り
員市道脇 1 名，見張り員堰堤袖 2 名：わかん装着）

2. 冬期における UAV を用いた実証試験の概要：

使用するバッテリーの保持時間，積雪状態での画像
状況，オルソ画像作成の可否を確認する。

2.1 検討経緯
岩手山では過年度までに，無雪期において回転翼機
による有視界かつ手動操縦の条件で国の直轄 12 渓流
で試験飛行し，離発着地点，飛行ルート，飛行限界，
地権者等連絡先等が確認されており，以下の課題が挙
げられている。
・緊急時を想定した箇所・条件での飛行検証が未実施
である(噴火している状態や，除雪区間が限定され気象
条件の厳しい積雪期)。

実施内容：
（1）通常自律飛行・連続画像計計測

（2）高度 30m 手動操縦による単写真
積雪状態での近接手動撮影画像精度を確認する。
（3）冬期除雪道路上空からの遠望単写真
冬期の簡易な利用方法として，除雪地点上空 200ｍ
からの遠望写真の写り方を確認する。

・緊急時の迅速な調査のため，自律飛行（あらかじめ
設定したルートの自動操縦飛行）の確認が必要である。
2.2 実証試験の実施方針
過年度の課題を踏まえ以下の実施方針とした。
・冬期も安全にアプローチ可能な地点からの飛行検証
・緊急時の迅速な調査のための自律飛行（あらかじめ
設定したルートの自動操縦飛行）の確認検証
・緊急時の調査において機材および操縦者が調達しや
すく，機材が広く普及している市販の UAV（回転翼機）
を使用

表-1 用いた機体の仕様

図-1 実証試験実施箇所状況図
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3. 実証試験結果および考察：
（1）通常自律飛行・連続画像計計測
冬期（外気温-11℃）は 6～10 分の飛行でバッテリー
残量は 50％程度であった。また事前に確認した秋季
（気温 8℃）では 10 分の飛行で 60％強であった。冬
期は残量が少ない傾向であったが秋期と大きな差異は
ない状況であった。
以上から 1 フライトの目安時間は，
冬期以外は 10 分程度が考えられる。
冬期は 5 分程度，
UAV飛行時の飛行時間‐バッテリー残量
100
90
80

バッテリー残量（％）

70
60
50

図-4 高度 30m 手動操縦による単写真（夏期との比較）

40

（3）冬期除雪道路上空からの遠望単写真

回転翼機（自律飛行）【冬期：気温‐11℃】

30

回転翼機（手動飛行）【冬期：気温‐11℃】

20

図-5 に撮影写真を示す。噴火時，冬期などに安全で
除雪のある道路上空から，高度 200ｍの自律飛行 UAV
調査により，砂防施設や周辺渓流の概況把握は可能で
あると思われる。

回転翼機（自律飛行）【秋期：気温8℃】

10
0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

飛行時間（分）

図-2 飛行時間とバッテリー残量
高度 200ｍ，精度 4.5 ㎝/ピクセルの自律飛行で，積
雪の影響で砂防施設の外形など不明瞭な点はあるが，
施設の配・形状や周辺の状況の概況は把握できる状況
であった。また，冬期 UAV 撮影画像は，雪原を含むが
オルソ画像作成可能であった。但し，撮影域全体が雪
原の場合は撮影不可能となる可能性は残る。

図-3 高度 200m 自律飛行による撮影画像

図-5 冬期除雪道路上空からの撮影画像

（2）高度 30m 手動操縦による単写真
高度 30m 手動操縦による単写真確認では，事前に撮
影した夏期と比べて冬期においても堤体コンクリート
打ち継ぎ目など施設の表面状態を把握可能であった
（積雪部以外）
。
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4. おわりに：
UAV で調査が実施可能な箇所は各火山の地形的特
徴や制約条件により限定されることから，緊急時の迅
速な対応のため，事前に調査実施可能範囲・実施箇所
を設定し目安としておく必要がある。
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新型コロナウイルス禍における富士山火山噴火対応訓練
国土交通省中部地方整備局 富士砂防事務所 大森 徹治 中田 篤史
日本工営株式会社 ○浅見 晃菜 笠原 亮一 小林 豊 萩原 陽一郎 大島 健司

1. はじめに
富士砂防事務所は，これまで富士山の火山噴火に備え，
国土交通省職員や建設コンサルタント協会を対象に緊急調
査，降灰量調査・浸透能調査等を企画・実施してきた。
平成 30 年 3 月には「富士山火山噴火緊急減災対策砂防
計画」
（以下，
「緊急減災計画」と称す）が策定され，上記
訓練に加えて緊急減災計画等に整理されている緊急的なハ
ード・ソフト対策の対策工法の訓練を今年度実施した。
令和 2 年度は，新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため，多くの人が一つの会場に集まることのないよう，
WEB 会議システムを活用して DIG 形式の訓練を開催するこ
とにした。
本報告では，WEB 会議システムを活用した訓練事例とし
て紹介する。

表1

課題を踏まえた訓練への反映（案）

課題（まとめ）
・災害発生時に緊急減災計画に基づく緊急ハー
ド対策や緊急ソフト対策を円滑に実施するた
めには、国土交通省、建コン、建設業者が連
携した訓練が必要である。
（①）
・簡易な概略設計であるため、検討どおりに施
工することができない。
（検討箇所に建物が建
っている等の事例もあり）
（②）
・無人化施工では対応できない工法がある。
・有人施工が継続できなくなった状態ではやむ
を得ず無人化施工を行う。しかし、すべての工
程を無人化施工することはできないこと、無人
化施工では有人施工の 1.7 倍程度の期間を要
することから、平常時から無人化施工の事例を
収集し、反映する必要がある。
（②）
・情報伝達・広報の詳細な手順な記載されてい
ない。（②）
・コンクリートブロック等、保有資機材を超過
する場合の調整が不明である。
（②）
・ラインで整理されているため、緊急調査箇所を
把握するには沢山のカルテを確認する必要が
ある。（②）
・火山噴火の状況と対策工施工の進展に応じて
複数のプランを用意しておく必要がある。
（②）
・実際の施工で得られた知見により計画に反映
できる可能性があるため、試験施工等を行い計
画にフィードバックする必要がある。（PDCA）
（②）

表2
型

主な製品

クラウド型（
型）
ASP
ブラウザ型

2. 訓練の事前準備
訓練に関する内容，作成資料
過年度の訓練や研修，緊急減災計画の課題を踏まえ，訓練へ
の反映検討（案）を行った（表1）
。
訓練項目は，表1 で整理した内容について反映可能かを検討
した。今年度の訓練は，WEB 会議システムを活用した訓練とい
うこともあり，緊急減災計画に基づく緊急ソフト対策および緊
急ハード対策の基本的な検討を行うものとした。
訓練の参加機関は，表 1 を踏まえ国土交通省職員，建設
コンサルタントおよび建設業者とした。また，災害時に支
援いただく砂防ボランティアも参加した。
訓練手法は，表 1 では実働訓練を挙げたが，建設業者等
の訓練参加は初めてであること，また緊急減災計画の現況
を踏まえ，最も効果的と考えられる図上訓練（DIG 形式）
で実施した。
訓練の目的は，以下のように設定した。
①国土交通省職員と「災害時の応急対策協定業者」のう
ちの建設コンサルタンツと建設業者との顔の見える関
係の維持
②緊急減災計画におけるソフト・ハード対策の習熟
③監視観測・応急対策における課題・留意事項の抽出・
対策検討
④実際のリモート演習を通じて明らかになった今後の演
習に向けた課題の抽出
訓練で活用する WEB 会議システム
Web 会議システムには，大きく分けて，オンプレミス型
（サーバー型）
，クラウド型（ASP 型）
，ブラウザ型という
3 つの導入タイプがある。本検討では，導入費が高額にな
るオンプレミス型を除いたクラウド型（ASP 型）およびブ
ラウザ型の WEB 会議システムの活用を検討した。主な製品
の特長を表 2 に示す。
訓練は 12 機関が参加し，効果的に訓練を行うため，資料を
同時編集することを想定した。同時編集可能な製品は，
「Microsoft Teams」および「RemoteMeeting」である。ただ
し，
「RemoteMeeting」は有料かつ同時接続数が不明であるた
め，
「Microsoft Teams」を採用した。
なお，訓練当日の進行を円滑化するため，全機関に事前
に通信確認を実施した。各社 30 分から 1 時間程度で，

「Microsoft Teams」の①立ち上げから会議室に入るまで
の動作，②共有ファイルの加工方法等を説明した。通信の
不具合等があった場合，再度別日に通信確認を実施した。
資料の作成
訓練の実施にあたり，①WEB 操作の説明資料，②グループ
ワーク用資料等を作成した。①は会議への参加方法，会議
中の基本ルールなどを整理し，②は同時編集を行うファイ
ルであるため，参加機関毎に色を定めたテキストボックス
や記号等を用意することで進行の円滑化を図った（図 1）
。

費用

訓練への反映（案）
・緊急減災計画に基づく緊急ハー
ド対策や緊急ソフト対策の検討
・参加機関：国土交通省、建コ
ン、建設業者
・具体的なハード対策工の検討
－配置計画
－工法検討
－工程計画

・情報伝達・広報の手順確認
・資機材調整
・複数ラインの被害を想定した緊
急調査箇所選定の検討
・火山噴火の状況と対策工施工の
進展に応じた計画検討
・訓練手法：実働訓練

主な製品の特長
同時接続
可能拠点数

その他特徴

・グループでの Web 会議は 1 回
40 分まで
無料／
Zoom
〜1000
・ホストはアカウント必須だが、
有料
参加者はアカウント作成不要
（アプリは必要）
・参加者それぞれがアカウントを
取得している必要がある
無料／
Skype
〜250
・「Skype for Business」は
有料
「Microsoft Teams」に統合する
ため 2021.7.31 にサービス終了
・Word、PowerPoint、Excel のフ
Microsoft
無料／
〜10000
ァイルにリアルタイムでアクセ
Teams
有料
スして編集することが可
・どんなデバイスから会議に参加
Cisco Webex
しても一貫した使い心地
有料
〜1000
Meetings
・連携中のツールからそのまま
Web 会議を開始することが可
・アプリやソフトウェアのインス
トールは一切不要
有料
Lite
・ホストのみ有料のアカウントが
（参加者は無
〜5
FreshVoice
必要
料）
・誰でも参加可能であるため注意
が必要
〜100（無料 ・Google アカウントを取得して
無料／
版）／〜250
いれば誰でも無料で利用可
Google Meet
有料
（Enterprise ・1 回の Web 会議の接続時間に 60
版）
分まで
有料
・画面共有や録画機能、チャッ
（1 分 29 円の
ト、ドキュメントを共有して双
RemoteMeeting 重量課金制／
不明
方向から書き込みをしたり、議
1ID 月額 990
事録を共同編集したりすること
円の定額制）
も可

【参照】https://www.freshvoice.net/knowledge/basic/7898/を加工
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3. 訓練の開催
運営
企画段階では 4 時間程度の訓練を想定していたが，各会場
での接触リスクを軽減するため，2 時間 30 分に短縮する計画
とした。時間短縮のため，企画段階では監視・観測計画の検
討後に応急対策計画の検討を行うことにしていたが，グルー
プを分けて同時並行で検討を行う進行に変更した。
また，WEB 会議システムを活用した訓練であるため，各
機関は自機関の会議室等より参加した。当初は複数機関が
集合する場所に運営支援として人員を配置予定であった
が，緊急事態宣言が発出されている他県からの移動や人員
との接触を避けるため中止した。代替として問合せ窓口を
設置し，通信等に関する不具合を電話もしくは
「Microsoft Teams」の会議機能を活用してサポートし
た。窓口は，事前通信確認を行った担当を配置し，気軽に
相談できる環境を整備した。
訓練の開催状況を図 2 に示す。
訓練結果
訓練におけるグループワークの検討内容およびアンケー
トから得られた結果をまとめた。
なお，アンケートは理解度の変化を把握するため，訓練
前後に効果測定可能な設問を設定した。
アンケートの回答結果から，訓練後の理解度（よく理解
している，概ね理解している，の合計）が全項目で 6 割以
上に上昇しており，WEB 会議システムを活用した訓練でも
効果があることがわかった（図 3）
。ふりかえりにおいて
も，各機関で顔を合わせられたことや，WEB 会議システム
上で共有ファイルを操作する等貴重な体験ができたとの回
答も得られ概ね好評であった。
一方，ソフト・ハード対策は噴火前後に対応するため今
回対象としなかった噴火後の調査や機器の調達についても
具体的に学習する場が必要であるとともに，緊急減災計画
の詳細化が必要である。WEB 会議システムについても，全
機関が使用可能な製品の導入検討や接続トラブルを考慮し
た時間設定と運営体制が必要である。
なお，アンケートにて WEB 会議システムを活用した訓練を
実施する上で必要だと思う項目についてアンケートを実施し
たところ，①印刷資料の配布（60%）
，②ファイル同時編集
（97%）
，③事前説明会の実施（73%）は意見が分かれた（図
4）
。印刷資料配布は，デジタルトランスフォーメーションの
観点からペーパーレスの促進といったことも重要である。
4. まとめ
今回，新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点で
WEB 会議システムを活用した。多くの参加者は WEB 会議シ
ステムの操作には不慣れであったが，当システム（または
同等のシステム）を利用し続ければ，操作上の課題は解消
されると思われる。
一方，各機関が利用中の WEB 会議システムに互換性はな
くとも，円滑に情報共有が可能であることも，今回の訓練
を通じて検証できた。
また，現行の緊急減災計画は，実際に行動を起こそうと
した場合，設置予定の資機材調達先やの調達担当など関係
機関間で調整すべき事項等が残っており，平常時から WEB
会議システムを活用して協議を進めることで計画の実効性
を高められるだけでなく，WEB 会議システムの操作に慣れ
る良い機会となると思われる。
謝辞
新型コロナウイルス禍においても、火山噴火対応の訓練
を関係機関のご協力により無事に行うことができました。
この場を借りて参加機関の皆様に御礼を申し上げます。
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図 1 グループワーク用資料

図 2 訓練の開催状況

図 3 アンケート結果（監視・観測グループ）
①印刷資料の配布

②ファイル同時編集

③事前説明会の実施

図 4 アンケート結果（WEB 会議システムを活用した訓練
を実施する上で必要だと思う項目）
（抜粋）
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2021年度砂防学会研究発表会概要集

火山灰に覆われた坂路での車両走行体験
国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所

大森徹治 村松弘一 中田篤史

日本工営㈱ ○小林豊 齋藤悠樹 笠原亮一

1. はじめに
富士砂防事務所では，富士山火山噴火緊急減災対策
砂防計画に基づいた緊急ソフト対策の実施に向けて，緊急
調査に係る職員による降灰量調査・浸透能調査等の訓練
を実施してきた。上記の降灰後の緊急調査を速やかに行う
ためには車両での移動が必要である。
一方，中央防災会議の大規模噴火時の広域対策検討ワ
ーキンググループがとりまとめた報告書 1)によると，降灰に
よる道路交通への支障の影響として，乾燥時 10cm 以上，
降雨時 3cm 以上の降灰での 2 輪駆動車の通行不能をは
じめ，視界不良，タイヤ接地面の摩擦低下による速度低下，
通行不能など，様々な支障があると報告されている。降灰
時の車両交通のへの影響は緊急調査においては無視でき
ないものであり，緊急調査の実施主体として状況を把握し
ておく必要があると考える。
そこで，今年度の訓練においては，火山噴出物上の車
両走行体験を実施することとし，車両走行体験は関係自治
体等 6 機関総勢 43 名の参加で行い，当日，現地参加不
可能な 4 機関においては WEB 配信を行った。本報告で
は，その車両走行体験について報告する。
なお，火山灰上の走行試験は，これまでに，九州地方
鹿児島市 3)などが行っており，
整備局九州技術事務所 2)，
これらの結果を参照して実施した。
2. 実施概要
2.1 実施概要
走行体験は，台形状の走行レーンを造成し（図１），両側
の坂路を上って下る走り抜ける走行とし，坂路は片側 30m
程度，全長 70～80m，幅 8m の範囲にアスファルト舗装を
施した。縦断勾配 12％で設定した両側の坂路に火山灰を
敷設することで降灰後の状況を再現した。

写真 1 走行体験状況
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配信映像

写真 2 当日の参加状況

図 1 走行レーン模式図
2.2 走行体験ケース
走行レーンは 8ｍ幅を 4m×2 レーンに分割し,宝永スコリ
ア（以下，スコリア）と，桜島火山灰（同，火山灰）を敷設し，
灰の堆積厚（降灰厚）は 10cm と 5cm にした。
走行体験は各機関の車両を用いた。車種は，コンパクト
カー（FF），SUV（FF，4WD），ワンボックス（FF，FR），セダ
ン（FF），ステーションワゴン（4WD，FF）である。
走行体験は，以下に示す３種類とし，各機関の車両を用
いて任意のレーンで走行した。
①降灰厚 10cm で乾燥状態
②降灰厚 5cm で乾燥状態
③降灰厚 5cm で湿潤状態

3. 走行体験結果
3.1 降灰厚 10cm，乾燥状態
火山灰のケースでは，コンパク
トカー（FF）とステーションワゴン
（FF，チェーン有），ワンボックス
（FR）タイヤが空転して登坂でき
ず ， ワ ン ボ ッ ク ス （ FF ） と SUV
（4WD）は容易に登坂できた。た
だし，SUV での場合でも 2WD に
切り替えた場合ではタイヤが空転
してしまい登坂に時間がかかって
いた。
スコリアのケースでは，コンパク
トカー（FF）はタイヤが空転して登

灰上ではタイヤが空転した車両が見られたものの，
乾湿条件に関わらず走り抜けることができた。降
火山灰
スコリア
灰厚 10cm の場合，コンパクトカーとワンボックス，
5cm
5cm
車種
駆動方式
10cm
10cm
ステーションワゴンはタイヤの空転が認められ，登
乾燥
乾燥
湿潤
乾燥
乾燥
湿潤
坂できない結果となった。
コンパクトカー(1)
FF
×
コンパクトカー(2)
FF
×
△
△
×
降灰厚 10cm で登坂できない車両が多かった
コンパクトカー(3)
FF
〇
〇
〇
のは，設定縦断勾配の違いが要因としてあげられ
ステーションワゴン FF(チェーン有)
×
る。ただし，設定縦断勾配の 12％は，林道規定の
セダン(1)
FF
〇
△
縦断勾配の特例値を除く最急勾配であり，特例値
セダン(2)
FF
〇
〇
SUV
4WD
〇
〇
〇
〇
〇
等（あるいは旧規定）を含めると珍しくない勾配で
ワンボックス(1)
FF
〇
〇
〇
〇
あると考えられる。また，いずれも，降灰厚 10cm
ワンボックス(2)
FR
×
〇
〇
〇
程度で登坂が困難になるという結果は共通してい
〇：登坂できた、△：時間がかかるが登坂できた、×：登坂できなかった、－：体験する車両がいなかった
る。
坂できず，ワンボックス（FF）と SUV（4WD）は容易に登坂
4.2 スコリア
できた。
文献 3）による軽石上での車両走行実験では平坦な試験
3.2 降灰厚 5cm，乾燥状態
地であった。降灰厚 30cm で軽自動車（FR）やワンボックス
火山灰のケースでは，コンパクトカー（FF）とワンボックス
（FR），高所作業車（FR）等の大型車はタイヤの空転が認
（FF）はタイヤが空転して時間がかかったものの登坂できた。 められ走行できなかった。軽自動車（FF）や 4WD 車は走行
また，軽自動車（コンパクトカー(1)）は登坂できず，SUV
できていた。
（4WD）は容易に登坂できた。
今回の走行体験においては，降灰厚 5cm の場合，スコ
スコリアのケースでは，セダン（FF）はタイヤが空転して時
リア上ではタイヤが空転した車両も見られた。しかし，水分
間がかかったものの登坂できた。ワンボックス（FF，FR）や
状態に関わらずすべての車両が走り抜けることができた。
ステーションワゴン（4WD）は容易に登坂できた。
降灰厚 10cm の場合，スコリア上ではコンパクトカーはタイ
ヤの空転が認められ，登坂できなかった。本体験と文献 3)
3.3 降灰厚 5 ㎝，湿潤状態
の事例から，SUV（4WD）は走破性が高いことがわかる一
火山灰のケースでは，コンパクトカー（FF）やワンボックス
（FF）はタイヤが空転して時間がかかったものの登坂できた。 方で，その他の車両は，降灰厚が厚い場合，駆動方式に
関係なく走行が困難となることが考えられる。また，降灰厚
ワンボックス（FR）や SUV（4DW），セダン（FF）は容易に登
10cm で火山灰上の場合，ステーションワゴン（チェーン有）
坂できていた。
ではタイヤの空転が認められ登坂できなかったことから，チ
スコリアのケースでは，セダン（FF）はタイヤが空転して時
ェーンの効果は明瞭ではないことが確認できた。
間がかかったものの登坂できた。コンパクトカー（FF）やステ
表１ 走行体験結果

ーションワゴン（4WD），ワンボックス（FF，FR），SUV（4WD）
は容易に登坂できた
なお，上記の走行状況は，すべて現地から WEB 配信を
行った。WEB 配信は現地からスマートフォンと teams
（Microsoft 社）を用いてリアルタイムで配信した（写真 3）。

4. 考察とまとめ
4.1 火山灰
文献 2）による登坂能力試験では，降灰厚 1cm，5cm の
ケースで一定区間を走り抜けるのに要した時間はほぼ変わ
らなかった。しかし，降灰厚 10cm ではタイヤの空転が認め
られ，要する時間も長くなった。
今回の走行体験においては，降灰厚 5cm の場合，火山

写真 3 ＷＥＢ配信画面
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5. 今後の課題
今回の走行体験では３密回避のため国土交通省，一部
の自治体や一部の警察に呼びかけた。今後は走行体験を
継続しながら，他の関係機関や建設コンサルタント，建設
業者にも参加を促し，降灰時の影響を正しく理解していく
必要がある。
今回の走行体験では勾配 12％，降灰厚 5 ㎝，10 ㎝，散
水有無のケースを考えた。降灰範囲は山麓に限らず市街
地にも及ぶため，条件を変えた走行体験を行うとともに，降
灰時の影響を普及していく必要があると考える。
謝辞
今回の走行体験では富士山火山防災研究センターに助
言をいただいて実施した。ここに厚く御礼申し上げる。
参考文献
1)大規模噴火時の広域降灰対応検討ワーキンググループ，
大規模噴火時の広域降灰対策について―首都圏におけ
る降灰の影響と対策― ～富士山噴火をモデルケースに
～報告書
2)上條 孝徳他（2015）：火山灰上の車両走行性能に関す
る現地実験，平成 27 年度砂防学会研究発表概要集
3)毎日新聞ホームページ，桜島大規模噴火を想定 車の
走行実験で立ち往生相次ぐ，
ttps://mainichi.jp/articles/20180726/k00/00e/040/24400
0c（動画）,2018 年 7 月 26 日
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2015 年～2016 年の航空レーザ測量データによる桜島有村川上流域における
土砂生産域の地形及び侵食過程の特徴
国立研究開発法人土木研究所

1

はじめに

○佐野泰志、石井靖雄、清水武志

た。小流域 2 は流域上流部に火砕物が堆積していると推定

土石流氾濫解析では，計算上の土砂供給条件が計算結果

される傾斜 30～35° の斜面が広がり，放射谷も小流域 1 に

に大きく影響するため 1），計算対象流域の土砂生産状況に

比べ未発達の流域で，主に流域右岸側斜面にガリーが分布

即した土砂供給条件を設定する必要がある。活火山地域の

していた。小流域 6 は小流域 1，2 の下流に位置し，小流

流域では，噴火後の時間経過に伴い，流域内の侵食過程が

域 1 から連続する放射谷が小流域 6 末端部まで縦断してい

2）

変化し，土砂生産域も変化する 。よって，流域内の侵食

る。その平均河床勾配は 9° であった。

範囲の位置のほかに，そこでの侵食過程も把握し，土砂生

3

産の実態を調べる必要がある。しかし，上記の観点に基づ

3.1

研究方法
使用した LP データ

き，時系列の航空レーザ測量データ（以降、LP データ）を

本研究では，
九州地方整備局大隅河川国道事務所で 2015

用いて，流域内の土砂生産を定量的に推定した事例は少な

年 11 月 5 日と 2016 年 10 月 20 日に取得された LP データ

い。

を使用した。計測精度は水平誤差±0.30 m 以内，垂直誤差

そこで，本研究では，流域内の地形を成因と形態的特徴
に基づく地形種 3）により分類し，解析対象とする侵食範囲

±0.15 m 以内，メッシュサイズは 1.0 m×1.0 m である。

3.2

データ解析方法

の地形種と 2015 年 11 月から 2016 年 10 月の約 1 年間の地

まず，2015 年の DEM データから作成した等高線図（縮

形変化に伴う侵食過程を調べた。それにより，流域内の土

尺：1/25,000）
，傾斜量図を用いて，各小流域の遷急線・遷

砂生産が生じやすい地形種と侵食過程を推定した。

緩線を判読した。そして，傾斜変換線である遷急線・遷緩

2

線の配置及びオルソ画像のガリー・谷などの地表面の状態

研究対象
研究対象流域は，桜島有村川 3 号堰堤より上流の有村川

を判読し，各小流域を「頂部斜面」
，
「上部谷壁斜面」
，
「下

上流域を，GIS を用いて 8 つの小流域に区分したうち，図

部谷壁斜面」
，
「急崖」
，
「ガリー」
，
「崖錐」
，
「段丘」
，
「放射

1 に示す 3 つの小流域（以降，それぞれ小流域 1，小流域

谷」の 8 つの地形種に分類した。

2，小流域 6 という）とした。各小流域は南岳南麓斜面に
2

次に，
GIS による 2 時期の LP データの差分処理の結果，

位置し，流域面積は小流域 1 が 0.24 km ，小流域 2 が 0.14

各小流域内で標高が低下した範囲を侵食範囲とした。その

km2，小流域 6 が 0.21 km2 である。2015 年時点の小流域 1

うち，侵食深 1.0 m 以上かつ面積 10 m2 以上の侵食範囲と

は放射谷が発達し，流域全体が侵食傾向にある流域であっ

それに地形的に連続する侵食深 1.0 m 未満の侵食範囲を解
析対象とした。そして，解析対象の侵食範囲に縦横断側線
を設定し，縦横断図より各侵食範囲の地形変化を確認して，
侵食過程（標高の低下を伴う地形過程）を推定した。以上
より，侵食範囲における 2015 年時の地形種とその侵食範
囲における侵食過程を組み合わせて，侵食形態に整理した。
そして，各小流域内の総侵食土砂量に占める侵食形態別の
侵食土砂量の割合を算出し，各小流域で土砂生産に寄与す
る主な侵食形態を調べた。さらに，隣接した小流域 1，2 の
侵食土砂量の割合が多かった侵食形態の違いを 2015 年の
流域斜面の傾斜分布に着目し考察した。

図 1 研究対象流域の位置図
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4

下部谷壁斜面の斜面崩壊
17.1%

結果

4.1

急崖の斜面崩壊
17.3%

⼩流域1

侵食範囲で推定された侵食過程

侵食範囲で縦横断図により推定した侵食過程は，小流域

下部谷壁斜面の谷頭侵食
35.8%

あった。ここで，
「斜面崩壊」は急崖の後退や谷壁斜面の侵

段丘の側方・下方侵食
20.6%

⼩流域6

食を指す。
「谷頭侵食」は 2015 年時点のガリー谷頭部に位

放射谷の側方・下方侵食 10.5%

0%

置する谷壁斜面において，2016 年にかけてガリーの上部

20%

40%

60%

80%

100%

各⼩流域全域の侵⾷⼟砂量に対する割合（%）

への発達により生じた侵食を指す。
「側方・下方侵食」はガ

Cs‐sf
Ls‐vhe
RV‐lde

リーや放射谷の谷幅の拡幅や谷底の低下を指す。侵食範囲
の地形種とそこで推定された侵食過程から，
侵食形態を 11

Us‐sf
C‐sf
RVc‐lde

Us‐vhe
Vsg20‐sf
T‐lde

Ls‐sf
G‐lde
解析対象外

図 2 各小流域全域の総侵食土砂量に対する侵食範
囲の侵食形態別の侵食土砂量の割合

タイプに整理した（表 1）
。

各小流域の侵食範囲の侵食土砂量の割合

ガリーの側方・下方侵食
45.4%

⼩流域2

によらず，
「斜面崩壊」
，
「谷頭侵食」
，
「側方・下方侵食」で

4.2

ガリーの側方・下方侵食
20.7%

頭侵食，側方・下方侵食と推定された。小流域 6 の主な土

解析対象の侵食範囲は，小流域 1 では流域に広く分布し

砂生産域は放射谷，段丘であり，主な土砂生産域での侵食

ていたが，小流域 2 では流域右岸側斜面に，小流域 6 では

過程は側方・下方侵食と推定された。なお，小流域 6 は解

主に放射谷に集中していた。

析対象外となる侵食範囲の侵食土砂量の割合が52.6%を占

LP 差分期間中の各小流域全域の侵食土砂量に占める侵
食範囲の侵食土砂量の割合を図 2 に示す。小流域 1 では，

めており，3 つの小流域の中では，侵食深 1.0 m 以上かつ
面積 10 m2 以上の侵食範囲が最も少ない流域であった。

ガリーの側方・下方侵食（G-lde）
，急崖または下部谷壁斜

隣接する小流域 1，2 の主な侵食形態の違いを，各流域

面の斜面崩壊（C-sf、Ls-sf）による侵食土砂量の割合がそ

の斜面傾斜の分布から考察する。流域 1 は流域斜面の約

れぞれ 20.7% ，17.3% ，17.1%と高かった。小流域 2 では，

85%が傾斜 35° 以上であり，傾斜 35°以上の急斜面が卓

ガリーの側方・下方侵食（G-lde）と下部谷壁斜面の谷頭侵

越していたため，急崖や下部谷壁斜面の斜面崩壊による侵

食（Ls-vhe）による侵食土砂量の割合がそれぞれ 45.4% ，

食土砂量が卓越したと考えられる。小流域 2 は，流域斜面

35.8%と高かった。小流域 6 では，段丘または放射谷の側

の約 60%が傾斜 35° 未満であり，小流域 1 に比べ緩斜面

方・下方侵食（T-lde、RV-lde）による侵食土砂量の割合が

が広がっていたため，火砕物が堆積し，火砕物被覆斜面の

それぞれ 20.6%，10.5%であった。

ガリーの側方・下方侵食や下部谷壁斜面の谷頭侵食による

5

侵食土砂量が卓越したと考えられる。

考察
図 2 より，2015 年 11 月から 2016 年 10 月では，小流域

6

1 の主な土砂生産域は下部谷壁斜面，
急崖，
ガリーであり，

まとめ
本研究では，侵食範囲の地形種とその侵食過程に着目し，

主な土砂生産域での侵食過程は斜面崩壊，側方・下方侵食

侵食範囲の侵食土砂量の割合に基づき，2015 年 11 月から

と推定された。一方，小流域 2 の主な土砂生産域は下部谷

2016 年 10 月の約 1 年間の有村川上流域内の土砂生産が生

壁斜面，ガリーであり，主な土砂生産域での侵食過程は谷

じやすい地形種と侵食過程を推定した。
今後は，本研究対象期間以外の期間における土砂生産域

表 1 本研究で整理した侵食形態
地形種
頂部斜⾯（Crest slope）
上部⾕壁斜⾯（Upper sideslope）
下部⾕壁斜⾯（Lower sideslope）
急崖（Cliff）
(深さ20m以上のガリーに沿う）⾕壁斜⾯
（Valley-side slope along a gully more than 20m deep）

ガリー（ Gully）
段丘（Terrace）
放射⾕（Radial Valley）
放射⾕（⽀ガリーとの合流点）
（Confluence of the Radial Valley and tributary Gully）

地形過程
斜⾯崩壊（Slope failure）
⾕頭侵⾷（Valley head erosion)
斜⾯崩壊（Slope failure）
⾕頭侵⾷（Valley head erosion)
斜⾯崩壊（Slope failure）

記号 凡例
Cs-sf
Us-vhe
Us-sf
Ls-vhe
Ls-sf

斜⾯崩壊（Slope failure）

C-sf

斜⾯崩壊（Slope failure）

Vsg20-sf

側⽅・下⽅侵⾷
（lateral erosion and downward erosion）

側⽅・下⽅侵⾷
（lateral erosion and downward erosion）

G-lde
T-lde
RV-lde

側⽅・下⽅侵⾷
（lateral erosion and downward erosion） RVc-lde
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を推定し，その時系列変化を把握する予定である。

7
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降灰ナウキャストの開発
一般財団法人日本気象協会 坂井紀之，内田良始，○寺谷拓治
1.はじめに

に噴煙の立体観測に基づいた降灰ナウキャストのイメ

近年，気象レーダによる火山噴火の観測が実施され

ージを示す。

ている。特に 2010 年代以降，MP（Multi-Parameter）
レーダでの噴煙観測が本格化し，国土交通省では大隅

【降灰ナウキャストの計算手順】

河川国道事務所管内の垂水国道維持出張所に設置した

①

MP レーダ立体観測の経過により，上空 500m の

X バンド MP レーダ（以下，MP レーダ と呼ぶ）によ

層毎に噴煙の移動ベクトルを算定し 60 分先まで

る３次元の二重偏波観測の結果を，桜島における噴煙

5 分間隔の移動予測を行う。

１）2）

の検知および降灰監視に活用している

（図－１）
。

②

MP レーダによって噴煙の立体形状の観測が可能とな
ったほか，二重偏波観測によって粒子の大きさや形状

子分布を推定する。
③

に関する偏波パラメータが観測可能になったため，雨
灰判別技術の開発も進められた。また，MP レーダによ
るドップラー観測によって，噴煙の移流速度の推定も

①と同時に，立体観測によって噴煙内の火山灰粒
粒子（粒径）毎に異なる落下速度を設定し，粒子
毎に落下位置を求める。

④

地上に落下した粒子の体積の積算量を基に降灰
深を算定する。

可能となった。
本研究では，大規模火山噴火時の被害要因である多
量の降灰量の分布を迅速に求めることを目的とし，MP

風向風速分
10 分後

レーダの３次元観測で得られる上空の降灰分布等を初

20 分後
30 分後

期値とした 1 時間先の降灰分布を推定する降灰ナウキ
ャストを開発した。本稿では，降灰ナウキャストの概
要について報告するものである。

図－2 降灰ナウキャストのイメージ
ここで，計算手順②に示す噴煙内の粒子分布は，直
接測定が困難であることから，桜島島内において過去
に実施した降灰調査結果から得られた地上降灰量およ
び粒径分布を仮に与えている。計算手順の中では，こ
の情報の正確性が大きな課題である。
また，計算手順③の粒径別落下速度は，筆者らが過

図－1 桜島 X バンド MP レーダの観測仰角断面

年度に実施したドローンを用いた火山灰落下実験 3)の
成果を基にしている。

3.降灰ナウキャストの試行結果

2.降灰ナウキャストの計算手順
MP レーダは，12 通りの観測仰角を１分毎に小刻みに

桜島におけるレーダ観測開始以来最大級の爆発的な

変えることにより 5 分 1 サイクルの立体観測を行って

噴火である 2013 年 8 月 18 日の噴火事例を対象に降灰

いる（図－１）
。降灰ナウキャストはこの上空のレーダ

ナキャストの試行を行った。

観測の結果を用いて下記の手順によって１時間先まで
250m 格子ごとの降灰量分布を計算する。また，図－２
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当噴火事例では，同日 16:31 頃に昭和火口で爆発的
噴火が発生し，噴煙が火口上 5,000ｍまで上がり，噴

煙は北西に流れた（図―３）
。鹿児島地方気象台が実施
した現地調査や聞き取り調査では，桜島島内を含む鹿
児島市内から薩摩川内市瓶島にかけての広範囲で降灰
が確認された。また，桜島島内では厚さ５mm の降灰が
確認された場所もあった（図―４）
。

図－６ 降灰ナウキャストの試行結果
図－３ 2013 年８月 18 日桜島の噴火の様子 左：鹿児
島市内に噴煙が流れている状況 右：鹿児島中央駅付

4.おわりに
本研究において開発した技術は，詳細な時間・空間
解像度を持つ気象レーダを入力値とするリアルタイム

近の降灰状況（出典：鹿児島地方気象台 HP）

監視システムに実装し，国や自治体が行う降灰の緊急
調査の効率化を図ることや，インフラ管理者や火山地
域近傍の住民に対して提供することにより，降灰によ
る災害軽減に寄与すると考えられる。また，流域毎に
定量性の高い降灰情報を作成，提供することにより，
土砂災害発生リスク評価の精度向上にも貢献できると
考えている。
本研究は，戦略的イノベーション創造プログラム
図－４ 2013 年８月 18 日桜島の噴火後の降灰箇所確

（SIP）第 2 期「国家レジリエンス（防災・減災）の強

認状況（出典：鹿児島地方気象台 HP）

化」研究開発課題名「衛星データ等即時共有システム

16:50
鹿児島
市街地

17:00

と被災状況解析・予測技術の開発」の一環で実施した。
なお、桜島における地上降灰量の観測値は大隅河川国
道事務所よりご提供いただいた。ここに感謝の意を表

桜島

します。
参考文献
17:10

17:20

1) 坂井紀之，桃谷辰也，寺谷拓治，辻本浩史，國友
優，髙橋英一，下窪和洋，阿蘇修一：X バンド
MP レーダによる桜島の噴煙検知に関する研究，
砂防学会誌，Vol.66，No.3，p.45-50，2013.

図－５ 2013 年８月 18 日桜島噴煙の立体観測状況

2) 国土交通省水管理・国土保全局：X バンド MP レ

図―５は，MP レーダによる噴煙の立体観測状況であ

ーダの降雨観測情報の一般配信の開始について，

る。時間の経過とともに噴煙が鹿児島市の市街地方面

報道発表資料(平成 23 年 7 月 1 日)，2011
3) 坂井紀之，寺谷拓治，内田良始，吉村知祐，田中

に移動してゆく様子が捉えられている。
図―６は，16:40 を初期時刻とした 60 分先までの降

剛：降灰量推定精度向上のためのドローンを用い

灰深の推定結果を示す。55 分後には鹿児島市街地にお

た火山灰落下実験，砂防学会誌，Vol.72，No.6，

いて１㎝程度の降灰を予測している。実際に地上で観

p.35-41，2020

測された結果は鹿児島市街地で数mm程度であったこと
から，降灰深の大きさの推定には課題が存在すると考
えている。
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UAV を用いた桜島野尻川流域の詳細地形情報の取得とその特徴分析について
国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 岩男忠明，上小牧和貴※1，靏本孝也
中電技術コンサルタント株式会社 〇田中達也，荒木義則，河井恵美，大盛泰我
1. はじめに
野尻川は、桜島の直轄砂防事業を実施している 11 河川の中で、最も土石流の発生回数（R3 年 1 月～12 月：12 回）
の多い河川である。また、平成 20 年度には概ね整備が完了し、直轄砂防管理河川として施設の維持管理が行われて
いる。野尻川（流域面積：2.73km2，流域延長：5.9km）は、源頭部の崩壊が進み大崩壊地が形成され、少ない降雨
でも土石流が頻発している。また、様々な土石流の検知・観測（ワイヤーセンサ,監視カメラ,超音波式水位計・流速
計等）による土石流実態把握のための調査・研究 1)が行われている。一方、桜島全体の土砂変動量調査は、航空レ
ーザ測量（レベル 1,000）により行われているが、計測頻度が 1 回／年であるため、年間の土砂変動量や地形変化等
の特徴を把握 2)することはできるものの、土石流発生直後の迅速な土砂管理や土砂移動機構の解明等、土石流イベ
ント毎の繰り返し調査に対して課題があった。
本稿では、上記課題を解決するために、野尻川流域全体を対象とした UAV 計測を試行実施（1 回）し、流域内の
詳細な地形情報を取得する。そして、計測結果を解析し、その特徴を分析すると共に、航空レーザ測量の代替案と
して適用可能かどうか検討した結果について報告する。
2. UAV 計測の概要
UAV 計測は、野尻川流域全体（野尻川河口～山頂火口付近）を計測範囲とし、
図‐1 に示す使用機体（DJI 製：Matrice300 RTK）を用いて静止画撮影を行う。UAV
の操縦オペレーションは、離着陸および撮影開始点までの移動については手動マ
ニュアル操作とし、撮影は自動航行により実施する。
UAV の飛行ルートと離着陸地点の関係は、図-2 に示す通りである。図-2 より、
飛行ルートは、野尻川の地形形状（起伏）と離着陸地点から UAV 飛行を監視（視
【機体諸元】重量:約 6,300g
認性）することを考慮して設定した。また、離着陸地点は、上流側と下流側の 2 箇
寸法:895mm(対角寸法)
飛行時間:約 43 分
所とし、飛行中の UAV を目視監視するために補助者を配置した。
【搭載カメラ】ZENMUSE P1
UAV 計測計画は、位置精度（0.2m 以内）を目標
図-１ 使用機体
値とし、具体的には、公共測量作業規程 3)を参考と
して、対地高度 149ｍ（撮影高度一定：コンターフ
ライト）、飛行速度：10.0ｍ/s、オーバーラップ率： 桜島国際火山砂防センター
80％、サイドラップ率：70％、地上画素寸法：
3cm/pic、現場作業：2 日、撮影予定枚数：約 9,000
枚とした。また、精度検証のために検証点（13 点）
UAV 飛行コース
を現場に設置し、x,y,z 座標を別途測量した。
離着陸地点(上流側)
UAV 写真測量 3)は、通常、計測精度を向上させ
るために、地上に標定点を設置・測量し、画像解
離着陸地点(下流側)
野尻川 7 号堰堤付近
析の精度の向上を図る手法が一般的であるが、野
尻川流域の上流側は、立ち入り禁止区域となって
いるため標定点を設置することが出来ない。そこ
で、本実証実験では、RTK4)搭載の UAV を用いる
ことで、標定点を設置しない計測方法を試行した。
図-２ 桜島（野尻川）の UAV 飛行コース・離着陸地点
UAV 計測は、2021 年 11 月 24 日～25 日の 2 日間
で実施し、全 22 フライトで野尻川流域全体を撮影
検証点No dx(m) dy(m) dz(m)
した。UAV 計測により撮影した写真枚数は、8,623
1
0.008 0.000 0.034
2
0.022 0.010 0.013
枚であった。
3.UAV 計測の結果
3.1 解析精度
解析では、UAV 計測で撮影した全ての写真を用
いて sfm 解析（解析ソフト：MrtaShape）によりオル
ソ画像・3 次元モデルを作成した。解析結果の精度
は、図-3 に示す検証点（全 13 点）において、別途、
測量した位置座標と 3 次元モデルから計測した位
置座標との比較により検証した。その結果、計測誤
差は、約 5cm 程度となり、0.2m 以内（目標精度：
地図情報レベル 500）を十分満足した結果であった。
※1 現所属：国土交通省九州地方整備局河川部
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No.13 検証点
(撮影写真)の例

図-３

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
平均値
最大値

0.007
0.025
0.018
0.005
0.023
0.016
0.042
0.029
0.025
0.036
0.034
0.022
0.042

検証点位置図（代表事例含む）と計測誤差

0.007
0.017
0.001
0.009
0.025
0.010
0.024
0.005
0.001
0.008
0.003
0.009
0.025

0.002
0.005
0.031
0.023
0.029
0.020
0.007
0.035
0.015
0.020
0.051
0.022
0.051

3.2 詳細地形情報の確認と特徴分析
野尻川流域全体のオルソ画像と特徴箇所を拡大したものを図-4 に示す。図—4 より、野尻川上流域（土砂生産域）
の北岳斜面部は岩盤露頭しているのに対して、南岳斜面部は堆積した火山灰がガリー侵食し深掘れしていることや
斜面途中に約 10ｍ程度の巨礫等が確認できた。また、野尻川本川河床部は、土石流の流下に伴い多くの石礫が確認
できた。野尻川本川中流部の右岸尾根部付近の崩壊地には、パイプ（水の噴き出し跡）の存在も確認できた。

３号砂防堰堤
（堆砂域）

７号～８号砂防堰堤

野尻川本川河床部（侵食痕跡等）
図-４

パイプ（水の噴き出し跡）

南岳斜面部（ガリー侵食による深掘）

北岳斜面部（岩盤露頭等）

約 10ｍ巨礫

野尻川全体のオルソ画像と特徴的な拡大画像の事例

3.3 航空レーザ計測結果との比較
裸地部（土砂生産域）
野尻川上流域は、立ち入り禁止区域のため、下流側
のように検証点を設置し、UAV で作成した 3 次元デー
タの地形形状の正確性を確認することが出来ない。そ
植生域
こで、UAV 計測の約 1 ヵ月前（2021 年 10 月）に実施さ
れた航空 LP 測量との比較（2 時期の差分解析）により
確認した結果を図—5 に示す。なお、この期間は、小規
模な土石流が 1 回発生したものの、大規模な土砂移動
立ち入り禁止区域
現象は発生していない。図—5 より、裸地部（土砂生産
標高差
域,河道域）は、標高差が少なく、航空 LP 測量と同様
裸地部（河道域）
に上流域の地形形状が表現できている。しかしながら、
植生域は、標高差が発生している。これは、UAV 写真か
ら作成した 3 次元データは、樹木等を含む植生表面デ
ータであるのに対して、航空 LP は、フィルタリング処
理により植生影響を取り除いた地表面データとなって 図-５ 野尻川流域における３次元データ比較（航空 LP と UAV 写真）
いることが原因だと考えられる。
4.おわりに
RTK 搭載 UAV を用いた写真計測手法は、野尻川流域全体に適用した結果、標定点を設置しなくても目標値とした
計測精度（0.2ｍ以内）以上の精度が得られた。また、航空レーザ測量との比較より、裸地部であれば航空レーザ
測量の代替案として有効な手法になると考えられる。最後に、オルソ画像は、解像度が高く詳細な情報を確認でき
るため、今後、土石流イベント毎に本手法を適用すれば土砂移動機構の解明等に繋がる可能性が示された。
＜参考文献等＞
1) 桜島火山砂防調査研究成果集：国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所,平成 25 年 3 月.
2) 國友ら：桜島火山砂防における経年的な土砂変動に関する一考察,H23 砂防学会研究発表会概要集,p.464-465.
3) 国土交通省公共測量作業規程,作業規程の準則,一部改正令和 2 年 3 月 31 日国土交通省告示（第 461 号）．
4) 木村ら：RTK-GNSS 搭載型 UAV を用いた空中写真測量における標定点数削減に関する検討,国土技術政策総合
研究所. (http://www.nilim.go.jp/lab/pfg/ronbun/pdf/R2/KimuraSympConstrMach20.pdf)
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樽前山流域における基本流木量の設定事例
(株) 建設技術研究所 ○飯田弘和，川崎巧，潮見礼也，清野真義
国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 苫小牧河川事務所 計画課 吉川契太郎，真野拓司，中村香也
1. はじめに
平成 29 年 7 月の九州北部豪雨では、大量の土砂
や流木が発生し、甚大な被害が発生している。今後
の砂防事業においては、土砂災害に合わせ流木災害
への対策も重要となっている。
樽前山では、火山噴火に伴い融雪型火山泥流が発
生し、多量の泥流と共に流木の流下が想定される。
融雪型火山泥流の発生が想定される渓流は覚生川、
苫小牧川、錦多峰川、樽前川の 4 渓流である（図 1）
。
平成 10 年度に基本流木量の検討が行われたが、そ
の後の知見を踏まえ基本流木量の再検討を行った結
果について報告する。

図 1

検討対象位置図

2. 平成 10 年度に検討された基本流木量
2.1 流木発生の考え方
融雪型火山泥流の氾濫範囲の流体力図と植生区分
図（1981 年、環境庁）を重ね合わせ、泥流の流体力
が立木抵抗力を上回るとき流木化すると判定し、流
木発生範囲を算出されている。
なお、立木抵抗力は平成 10 年に天竜川右支中田切
川において実施された渓畔林の引倒し試験結果を参
考に設定されている。流出発生範囲は、立木抵抗力
を 0.5tf/m とした場合と 3.0tf/m とした場合の 2 ケ
ースについて算出されている。
2.2 生産流木量
0.5tf/m 及び 3.0tf/m による発生流木量は錦多峰川
で最も多くなっている。泥流量に対する流木量の比
率は 3.0tf/m では 2%以下であるが、0.5tf/m では苫
小牧川及び樽前川で 2%以上となっている。

表 1
発生条件

抵抗力
0.5tf/m
以上

抵抗力
3.0tf/m
以上

河川名

計画流木量
泥流量

生産流木量

苫小牧川

2,680 千 m3

77.1 千 m3

錦多峰川

13,980 千 m3

214.2 千 m3

覚生川

11,340 千 m3

117.0 千 m3

樽前川

4,140 千 m3

120.0 千 m3

苫小牧川

2,680 千 m3

46.4 千 m3

錦多峰川

13,980 千 m3

160.9 千 m3

覚生川

11,340 千 m3

52.2 千 m3

樽前川

4,140 千 m3

49.9 千 m3

2.3 生産流木量算定方法の課題
現行の流木発生範囲の判定方法は、
「泥流の流体力
（0.5tf/m、3.0tf/m）＞立木抵抗力」のときに流木化
することされており、立木抵抗力は北海道外（天竜
川右支中田切川）における引倒し試験の結果を参考
に決定している。
引倒し試験によって得られる結果は、一本の立木
に作用する外力である。立木抵抗力（流体力）は単
位幅あたりに作用する流体力であることから、試験
結果の値（3.0tf/本）を立木抵抗力（流体力：3.0tf/m）
として取り扱うことには課題があると考えられる。
3. 新たな基本流木量の算定
3.1 流木発生の考え方
「河道内の流木の伐採・植樹のためのガイドライ
ン（案）」（河川における樹木管理の手引き）に準
拠し、外力モーメントが立木の倒伏限界モーメント
を上回るときに立木が倒伏し、流木化することとし
た。
倒伏限界モーメントMc＜外力モーメントM
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M c   D 2.0

図 2 樹木にかかる外力（流水）の作用
D：樹木の胸高直径（地盤から 1.2m の高さの幹
の直径）（cm）
α：定数（全国の河道内の樹木の引倒し試験結
果によるα=2.5 を使用）

表 2

生産流木量算定に用いる流木諸元
植生区分

亜寒帯・亜高山帯自然植生お
よび植林地
覚生川
ミズナラ－
ブナクラス
苫小牧川
域自然植生
錦多峰川
および代償
植生
樽 前 川
表 3
渓流名
共通
覚生川
苫小牧川
錦多峰川
樽前川

平均胸
高直径

幹材積

19cm

5m3/100m2

16cm
24cm
16cm
13cm

2m3/100m2
4m3/100m2
4m3/100m2
2m3/100m2

計画流量および流木発生条件
ピーク
流量

樹種

倒伏
限界ﾓｰﾒﾝﾄ

－

亜寒帯・亜高
山帯自然植生
および植林地

4.7 t・m/m

5,710m3/s ミ ズ ナ ラ －
2,564m3/s ブ ナ ク ラ ス
域自然植生
9,918m3/s お よ び 代 償
2,414m3/s 植生

300,000
250,000

150,000
100,000
50,000
0

覚生川

図 4

6.0 t・m/m

計画生産
流木量
（m3)

2.6 t・m/m

流木発生範囲
発生流木なし
ミズナラ-ブナクラス域自然植生および代償植生
亜寒帯・亜高山帯自然植生および植林地

流木発生範囲（錦多峰川の例）

苫小牧川

錦多峰川

樽前川

計画生産流木量

3.3 流出流木量
流出流木量は生産流木量に流木流出率を乗じて算
定する。流木流出率は、土石流対策指針では 80～90%、
北海道技術指針では実績より 7～28%、平成 30 年度
に実施された覚生川水理模型実験では 10～17%とな
っている。このように流木流出率は大きく異なって
おり、流木流出率の設定により整備対象となる計画
流出流木量が大きく変わることから、流木流出率の
設定が重要である。
表 4

4.0 t・m/m

F≧0.5tf/m
F≧3.0tf/m
倒伏モーメント＜外力モーメント

200,000

4.0 t・m/m

凡例

図 3

流木発生範囲と立木諸元より生産流木量を算定し
た。生産流木量と H10 検討結果と比較すると、全て
の流域で平成 10 年度結果よりも流木量が減少する
結果となった（図 3）。
流木化の設定根拠を明確にすることで流木対策の
基礎となる生産流木量を適正に設定できた。

計画生産流木量（m3)

ρ1：水の密度（102kg・s2/m4）
CD1：樹木の抗力係数（幹の形状を円柱とすると
1.2）
S1：流水中の樹木の投影面積（m2）
u1：流速（m/s）
L1：流水の作用中心の地表面からの高さ（m）
3.2 生産流木量の算定
立木調査を実施し、表 2 の立木諸元を整理した結
果、流木発生条件は表 3 の通りとなった。
この条件を満たす流木発生範囲を設定した錦多峰
川の例を図 3 に示す。

①
78,549
78,549
78,549
78,549

計画流出流木量（錦多峰川の例）
流木
流出率

計画流出
流木量
（m3)

備 考

②
0.90
0.07
0.28
0.10

①×②
70,694
5,498
21,994
7,855

土対針 90%
北海道指針 7%
北海道指針 28%
覚生川実験 10%

4. おわりに
流木発生の条件を見直ししたことにより現実的な
計画生産流木量を設定できた。流出流木量は生産流
木量に流木流出率を乗じて設定したが、流木流出率
は土対針を参考に 0.9 としているため、流木対策施
設を多数整備する必要があり現実的な施設配置とな
らなかった。
平成 29 年 7 月九州北部豪雨の赤谷川では流木流
出率 0.67 程度、北海道では平成 15 年台風 10 号に
おいて掃流区間の流木流出率が 0.07～0.28 であっ
たことが報告されている。
以上のことから、流木対策計画の整備対象となる
計画流出流木量を設定するためには適正な流木流出
率を設定する必要があり、掃流区間となっている河
道において地形影響による流木堆積・流木塊の形成
が生じる可能性があることから、水理模型実験によ
る検証を行い、流木流出率を検討することが望まし
いと考える。
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The recent decrease in debris flow in Tansan-dani gully at Mt. Unzen
Jihyeok Park 1*, Yoshinori Shinohara 1, Hotta Norifumi 2, Christopher Gomez 3
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Introduction
At Mt.Unzen, over 25-years have passed since the
1990-1995 eruption and, debris flows are still being
observed in the Tansan-dani gully, a tributary of the
Mizunashi-gawa river. Although there are many
studies that examine characteristics of debris flow in
this area, they had focused on debris flow before
2000 when debris flow had been frequency occurred.
However, the scale and frequency of debris flow over
time are unclearly understood after 2000.
The objective of this study was to clarify the trend
of debris flow occurrence in the Tansan-dani gully
since 2000. This would be important for
comprehensive understanding of the debris flow and
sediment management in this area.

Meteorological Agency) Unzen-dake station, 4 km to
the West of the Tansan-dani gully. The 10-minute
rainfall data were used to identify and analyze the
debris flow imaged from the TLC, and for the longer
time-span (2000 to 2020) 1-hour rainfall data were
used for the analysis of antecedent precipitation
indices (APIs). The rainfall events were separated
with 24-hour non-rainfall period for TLC and APIs
analysis.
To clarify the trend of debris flow occurrences, we
calculated APIs with various Half-Life Times (HLTs)
for all rainfall events during the period of 2000-2020
using the following equation:
𝑿𝑿(𝑴𝑴, 𝒕𝒕) = 𝑿𝑿(𝑴𝑴, 𝒕𝒕 − 𝟏𝟏)𝒆𝒆𝜶𝜶 + 𝑹𝑹(𝒕𝒕)𝒆𝒆𝜶𝜶/𝟐𝟐 (1)
𝜶𝜶 = 𝒍𝒍𝒍𝒍(𝟎𝟎. 𝟓𝟓) /𝑴𝑴 (2)

Materials and Methods
The present study was conducted in the Tansandani gully, at Mt.Unzen (Fig. 1A). We focused on the
period of 2000-2020. We installed more than four
time-lapse cameras (TLC) and captured images at an
interval of 1-min in the rainy seasons (i.e., generally
from June to October) during the period of 20162020 (Fig 1B). We set two cameras to be able to view
upstream and downstream at each monitoring point.
The captured images were defined as "debris flow"
when the flow surges involving sediment
entrainment and deposition were observed, and
"surface runoff" was defined when runoff exceeding
30-minutes was observed. Also, we extracted 14
debris flow data from previous studies for the period
2000-2015.
A

Lava Dome

where 𝑋𝑋(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) is the APIs, 𝑅𝑅(𝑡𝑡) is the 1-hour
rainfall at time t-hours ago, α is the reduction
coefficient and M is the HLTs.
𝑬𝑬(𝑴𝑴, 𝒕𝒕) = 𝑿𝑿(𝑴𝑴, 𝒕𝒕)/𝑵𝑵𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 (𝑴𝑴) (3)

where 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) is the current ratio of API to nontriggering API maximum for HLTs, and 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑀𝑀)
is the non-triggering APIs maximum values for
various HLTs from 2016 to 2019. In this study, we
calculated 401 HLTs between 0.1-hour and 2784hour [1] for all events from 2000 to 2020. Based on
the 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) value, the difference between
triggering event and maximum of a non-triggering
event can be determined from these values.
W e assume that if 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) exceeds 1, it is
triggering an event, otherwise it is classified as a
non-triggering event. Subsequently, the threat score,
which is known as the critical success index, was
used as the primary variable for verifying APIs
analysis in this study and defined by:

B

Tansan-dani gully

𝑻𝑻𝑻𝑻 =

Figure 1. Mt.Unzen and Tansan-dani gully
The rainfall data come from the JMA (Japan

𝑻𝑻𝑻𝑻
𝑻𝑻𝑻𝑻+𝑭𝑭𝑭𝑭+𝑭𝑭𝑭𝑭

(4)

where 𝑇𝑇𝑇𝑇 is the number of correct predictions, 𝐹𝐹𝐹𝐹
is the number of false alarm, and 𝐹𝐹𝐹𝐹 is the number
of incorrect predictions.
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Figure 2 1-hour maximum rainfall intensity of
rainfall events each sediment discharge from 2016
to 2020.
Figure 4 The threat score of each HLTs

Figure 3 𝑬𝑬(𝑴𝑴, 𝒕𝒕) of HLTs for triggering events
from 2000 to 2019
Result and Discussion

For the period 2016-2020 a total of 3 debris flows
and 64 surface runoff were detected (Figure 2), with
the first debris flow of 2016 being prior to the TLC
installation. The debris flow that occurred in 2016
reached the check dam past the Tansan-dani gully. In
contrast, debris flows in 2017 and 2018 stopped
within the Tansan-dani gully. Although the 1-hour
maximum rainfall of the three events in 2020 was
over 60 mm, debris flows did not occur for the three
events.
All the debris flows that occurred at Mt.Unzen from
2000 to 2019 exceeded the non-triggering maximum
APIs in the HLTs range of less than 1-hour (Figure 3).
Especially, when HLTs range 0.1-0.33 and 0.3-0.66,
the threat score was 0.928 (Figure 4). This means that
debris flow occurrence in Tansan-dani gully is the
result of rainfall with short HLTs.
Figure 5 shows 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) of five rainfall events in
2020 with values exceeding 1 for some HLTs. Three
events exceed the 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) of 1 in HLTs range of less
than 1-hour. This indicates that the threshold of
𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) between triggering and non-triggering
events in 2020 has become higher than threshold
before 2019.

Figure 5 𝑬𝑬(𝑴𝑴, 𝒕𝒕) of 401 HLTs for five events in
2020

The recent changes in the occurrence of debris flow
may be because of 1) changes in material in the gully
suggested by [2], and 2) terrestrial changes like the
development of lateral erosion in the gully. Also, as
we have used rainfall data 4 km away from the
Tansan-dani gully, our results may be affected by
spatial variability of rainfall distribution.
Acknowledgement
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UAV を活用した砂防施設点検手法の工夫
国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 山﨑 憲人，淺野 広樹，金子 雄司
株式会社パスコ 板野 友和，川上 誠博，鈴木 崇，美土路 哲也，笹栗 裕己
１．はじめに
近年，UAV の性能が飛躍的に進歩し，様々な分野での活
用が期待されている．北陸地方整備局では，
「UAV による砂
防関係施設点検要領（案）令和 2 年 3 月」
（以下，UAV 点検
要領という）を整備し，UAV を活用して砂防施設の点検調
査を実施する基本的な考え方を整理している．
本発表は，阿賀野川河川事務所管内の砂防施設（図-1 参
照）を対象に，UAV 点検要領を適用し，人の踏査と目視を
基本とした従来の点検手法（以下，人力調査という）の効
率化を図り，地震，大雨等の災害時においても，被災状況
調査等を安全かつ迅速に実施可能な点検計画を立案した．
また，SfM（Structure From Motion）技術の導入等による
調査の高度化について検討したので報告する．

・自律飛行撮影：離発着位置と各部位の撮影位置を安全に
飛行可能な順・ルートを確認し，自動航行アプリケーシ
ョンに座標入力することにより，手動撮影した全ての撮
影のプログラム撮影を実施した．
・施設変状確認：撮影した画像を持ち帰り，PC 画面で確認
することにより変状等を把握した．
【SfM による三次元モデル作成（Phantom4 RTK を使用）
】
・砂防施設および施設周辺を対象に，SfM 処理用の UAV 写
真撮影を行った．撮影は専用アプリケーションを用いて，
サイド・オーバーラップ 80%以上の撮影を基本とし，地
上画素寸法 2cm 以下となる高度を設定した．
・Pix4D 社の SfM ソフト「Pix4Dmapper」を用いて施設およ
び周辺の 3D モデルを作成した．

山形県

３．調査結果
3.1. 撮影範囲・部位の確認
UAV 調査では人力調査と概ね同等の範囲・部位を点検す
ることが確認できた．両手法の主な差異を以下に示す．
・上空からの撮影は遮蔽物が少なく広範囲を撮影できるた
め，少ない撮影枚数で点検が可能．
・堰堤天端の撮影など，人力では高所作業に該当する点検
を，安全に実施することが可能．
・植生の多い渓流保全工は構造物表面を植生が鬱閉するた
め，一部撮影が困難な部位がある．
・実川第 1 号砂防堰堤では，地形的制約により人力調査が
困難な範囲・部位があるが，UAV 調査では全ての範囲・
部位を撮影することが可能（図-2 参照）
．

新潟県

実川

実川
福島県

馬取川
阿賀野川
拡大範囲

阿賀野川

馬取川

背景図：地理院地図

図-1 対象施設位置図

人力では調査できない
上流側も撮影が可能
２．調査方法
上流側へ移動できない
実川流域，馬取川流域の砂防施設 8 施設を対象に，以下
に示す手順で UAV による施設点検を実施した．
使用する UAV 機体は，現地への可搬性（大きさ，重量）
，
カメラ性能，GNSS による自己位置計測精度等を考慮し，DJI
社の Phantom4Pro，および Phantom4RTK を使用した．
【事前調査】
UAV 調査実施に先立ち，施設状況，周辺の地形・植生
人力調査写真位置
UAV 調査写真位置
等の状況，撮影対象と道路・人家との位置関係，操縦地
（調査時間 2.5h）
（調査時間 1.0h）
点の適地選定，環境面への配慮，GNSS の受信状況など，
図-2 UAV と人力による点検調査箇所比較
UAV 飛行計画検討に必要な条件を確認した．
【UAV による点検調査（Phantom4 Pro を使用）
】
・手動操縦撮影：UAV 点検要領に準じて，施設の各部位の ・UAV は直下撮影など撮影対象と正対した写真撮影が可能
UAV 撮影を行った．撮影は，機体操縦を手動で行い，各
なため，透過部の鋼製部材やブロック積堰堤の歪みなど，
部位の写りを調整しながら撮影した．
形状の変形を把握しやすい．
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・UAV 調査は，調査員の現場での移動を削減できるため，
現地での調査時間を大幅に短縮（8 施設平均_約 6 割軽
減）できるメリットがある．
3.2. 変状の把握精度の確認
既往調査
（人力）
の変状レベル b 以上の変状については，
UAV 調査においてもすべて把握できることを確認した．そ
の他人力調査との差異を以下に整理する．
・UAV 撮影では，スケールを入れた撮影ができないため，
既往調査や施設の寸法を基準に変状の規模を推定する
ことが基本となる．
・本堰堤の明瞭なひび割れについては，人力調査と同等の
精度での把握が可能（図-3 写真 1，2 比較）
．
・UAV は斜め上からの撮影が基本となる．そのため，水通
しの摩耗，護床工の沈下等の垂直方向の変状については，
程度を把握しにくい傾向がある（図-3 写真 3，4 比較）
．
・小規模な変状（変状レベル a）や植生が繁茂する場所は，
確認が困難な場合もあり，丁寧な確認が必要となる（図
-3 写真 5，6 比較）
．
人力撮影写真
写真 1

・高詳細なオルソフォトを安価に作成できるため，施設や
堆砂域のモニタリングなどの活用が可能（図-5）
．
差分（m）

流木閉塞
土砂堆積
背景図：SfM オルソフォト

図-4 SfM による 3D モデル例 図-5 SfM による差分解析例

3.3. 点検計画の作成
今後の点検を効率的に実施するため，施設毎の点検計画
を作成した．計画には，対象区域・施設，点検方法，実施
体制，実施時期，飛行計画を整理した．UAV 調査では同ア
ングル撮影による変状モニタリングが有効であるため，飛
行計画には，撮影位置・高度，自律飛行を行うための撮影
順と撮影位置座標を整理した（図-6 参照）
．

UAV 撮影写真
写真 2

撮影写真の座標リスト

写真 3

写真 4
自律飛行を想定した
撮影部位，対地高度，撮影順等を整理

図-6 飛行計画作成例（実川第 1 号砂防堰堤）

４．考察及びまとめ
本検討より，明瞭な変状は UAV 調査で確認可能であるこ
写真 5
写真 6
とを確認した．軽微な変状は，写真の角度・被写体との距
離，写り具合により確認が困難なケースがある．踏査では
アクセスできない場所や，未満砂堰堤天端などの高所作業
が必要な部位に対しても安全に調査が可能で，3D モデル化
することで，簡易的な計測も可能であることを確認した．
UAV 点検は，現地での移動を最小限にできるため，調査
図-3 人力と UAV との変状撮影写真の比較例
員の安全確保が容易で，移動や安全対策に要する時間を大
幅に削減できることや，災害後調査における二次災害防止
3.3. SfM 技術の活用方法の確認
SfM技術により3Dモデル，
およびオルソフォトを作成し， も期待できる．さらに，撮影データは，SfM 解析により，オ
施設の維持・管理への活用について検討した．主な確認事 ルソフォトや 3D モデルを作成可能であり，自律飛行によ
る毎回同じ画角の撮影による定点観測など変状箇所のモ
項を以下に示す．
・3D モデルは施設の歪み等の変状を把握しやすい．施設諸 ニタリングにも適する．これら点検時のデータ蓄積は，長
寿命化計画の基礎資料やインフラ分野の DX 実現化に向け
元だけでなく，流木・礫等の計測も可能（図-4）
．
・三次元点群から地表モデルを作成することで，堆砂域の た基礎資料として活用が期待できるため，今後は，このよ
うな長期的な維持管理への高度利用についても，検討を進
地形や他のデータとの差分解析も可能（図-5）
．
めることが重要と考える．
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土砂災害データベースのクラウド化
国土交通省 田中秀基、安藤詳平、丸山和訓、国土技術政策総合研究所 中谷洋明、金澤瑛
株式会社パスコ ○新藤建司、照沼利浩、森弘慎治、柳田雄大
1. はじめに
国土交通省では、全国で発生する土砂災害に関す
る基礎資料をもとに、被害軽減のための施策を立案
している。このため、国土技術政策総合研究所（以下、
国総研）では、平成 22 年度から「土砂災害データベ
ース」
（以下、土砂災害 DB）を電子化して全国の土
砂災害発生情報を収集し、その特徴分析を行ってい
る。
土砂災害 DB は、国総研内のサーバ室内の物理マ
シン上で稼働しており、定期的な点検や障害発生対
応を国総研内で実施する必要があるため、稼動コス
トや対応に時間がかかるといった課題が存在した。
また、サーバ等機器の維持管理も合わせて実施する
必要があるため、コスト面と人的リソース面での負
担も大きい。システム機能自体についても、都道府県
からの登録率が低い等の課題がある。
そこで国総研は、土砂災害 DB の利便性の向上を
目的に、土砂災害 DB をクラウド環境に移行し、ク
ラウド版土砂災害 DB の実証試験の実施と実証試験
を踏まえたシステム機能改良、及び本番運用への切
り替えを実施したので、ここで報告する。
2. クラウド化に伴う仕様検討
2.1 クラウド環境の構成検討
システムの移行先となるクラウド環境の提供業者に
ついては、国総研が提示するクラウドサービスに関す
る情報セキュリティ要件を満たすクラウドサービスを
提供出来ることが前提となる。該当するクラウドサー
ビス運用 4 業者から個別にヒアリングを実施し、サー
ビス仕様や費用について比較・整理した上で選定した。
また、物理サーバのシステム構成から単純にクラウド
環境に移行するだけではなく、提供されるクラウドサ
ービスからデータ喪失に対する構成や大規模災害発生
を想定した障害発生時の継続運用可能なシステム構成
（ディザスター・リカバリー(DR)）を検討した。クラウ
ド化にあたり変更したシステム構成の変更点は、以下
の通り。
・ 従来の Web・APP サーバと DB サーバ構成と同じ
システム構成を別リージョンに構築し、障害発生時
にデータの喪失を防止（メインとバックアップの 2
サイト構成）。
・ メインサイト障害発生時に自動的にバックアップ
サイトへ切り替え（DNS フェイルオーバー）。
・ クラウド提供業者とは別のクラウドバックアップ
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サービスを利用した定期的なバックアップ。
・ 国総研内のネットワークから 学術情報サービス
(SINET)経由での接続を確保。

2.2 試行運用の実施とヒアリングによる課題の抽出
土砂災害 DB で災害情報を登録するのは主に都道府
県職員である。都道府県のインターネット接続環境は、
行政端末が接続しているネットワークがインターネッ
ト系に接続しているか、LG-WAN 系に接続しているか
によって使用性が大きく異なる。インターネット系に
接続されている場合は、通常利用している職員端末か
らインターネットサイトへアクセス可能であるが、セ
キュリティ確保のため、細かな利用制限がかけられて
いる。LG-WAN 系に接続されている場合は、職員端末
から直接はインターネットサイトにアクセスすること
はできず、仮想デスクトップや仮想ブラウザを利用す
ることになるため、ファイルをアップロードするため
に別途手続きが必要とされる。
クラウド環境に土砂災害 DB 稼働環境移行後、本番
切り替え前に実際にシステムを利用する 4 道県のユー
ザに 2 か月程度利用してもらい、実際の利用環境やシ
ステムに関するヒアリングを実施した。今回の先行利
用ユーザは、いずれも仮想ブラウザからインターネッ
トに接続する環境であり、災害報告時に必要な現場写
真や位置図等の関連するファイルを複数登録すること
に手間がかかるとの意見が多く寄せられた。また、デー
タはまとめて登録することが多い一方で、既存の一括
登録機能を利用せずに画面から 1 件ずつ登録している
とのことであった。これは既存の一括登録機能では、写
真や図等の関連ファイルを登録できないことから、画
面からの直接入力を余儀なくされるためと考えられた。
表 1 先行利用後のヒアリング結果
ヒアリング内容
(1)システムの 1)ブラウザの種類
利用環境につ （ネットワーク環境）
2)標準ブラウザ
いて

3)サイト利用利申請

(2)システムの 1)システムに入力す
運用について るタイミング
2)システムへの入力
方法
(3)システムの 1)土砂災害情報の入
利用状況と今 力
2)土砂災害情報の活
後の要望
用
3)その他、ご意見・ご
要望

回答
端末のWebブラウザ
仮想デスクトップ、仮想ブラウザ
Internet Explorer
Chrome
Edge
Firefox
事前に申請が必要
一部制限あり
申請は不要で制限等もない
災害発生中（報番号を付与して登録）
災害が落ち着いた後（本省への報告後）
年末、年度末などまとめて登録
画面から1件ずつ登録
Excelで複数件数を一括登録
本省報告と二度手間となる
関連ファイル登録が手間
日常業務では利用していない
GISの利用（＋保安林、メッシュ）
現地で登録できるように機能追加
登録操作の向上

回答数
1
4
3
3
0
1
0
2
2
0
2
3
3
1
2
3
3
2
1
2

3. 土砂災害データベースのクラウド化
3.1 システム機能改修
クラウドサービスを活用した DR 対応のためにメイ
ンサイトとバックアップサイトのデータ同期を図る機
能を新たに設けた。これにより大規模なシステム障害
が発生した場合に、速やかにメインサイトからバック
アップサイトに最新のデータで切り替わり運用を継続
することを可能とした。
また、先行利用ユーザから寄せられた要望を踏まえ、
複数の災害情報を一括して登録する際に関連ファイル
も登録出来るよう機能拡張を行った。これにより利用
者の災害情報登録の手間を大幅に省くことが可能とな
り、土砂災害 DB の利用促進と登録率の向上が期待で
きる。さらに強い要望のあった保安林やメッシュデー
タ追加等の GIS リンクの強化とインターフェイス改良
を実施した。

3.2 データの統合作業と本運用切り替え
機能改良を経て物理サーバ環境からクラウド環境へ
切り替えた。その際、通常ユーザが物理サーバに登録・
蓄積してきた災害情報と、先行利用ユーザがクラウド
環境へ登録した災害情報の整合性を保つよう統合した
上でデータ移行した。
なお、システムの本運用切り替えに際しては、第三者
機関によるセキュリティ診断を実施し、脆弱性への対
応を確保した。

4. システム運用方法変更にかかる検討
これまで土砂災害 DB への登録は各都道府県職員が
対応していたが、今後、国土交通省砂防部（以下、砂防

部）が整理した災害情報を一括して登録出来るようシ
ステム運用方法が変更される。今回改良した一括登録
機能では、砂防部が集計している災害報告 DB ファイ
ル形式（MS-Excel）から土砂災害 DB 一括登録用のデ
ータへの変換ツールは整備した。関連ファイルの登録
については、システム仕様を基準とした関連ファイル
構成の登録機能であるため、砂防部が業務上管理して
いる関連ファイル構成から加工した上で登録出来るよ
うにする必要がある。運用方法変更に伴い関連ファイ
ル一括登録機能についても、砂防部が管理している災
害報告関連ファイル構成に対応し、全国の災害情報を
イベント毎に登録可能とするなどの検討を行う必要が
ある。

5. まとめ
今回実施した砂防分野における初のクラウド移行に
より、システム運用負担を軽減するとともに耐障害性
の高いシステム運用環境を構築することができた。さ
らに、実際のユーザからの要望を収集・フィードバック
した上でシステム機能の利便性向上を図ることができ
た。今後は、クラウド環境を活かした他システムとのデ
ータ及び機能連携等を図ることで、砂防分野における
データ基盤として活用されると期待できる。

6. 謝辞
北海道、山梨県、静岡県、長野県には、クラウド環境
における約二か月に渡る先行利用とヒアリングにご協
力頂いた。ここで感謝の意を表する。

図 1 クラウド版土砂災害 DB システム構成のイメージ
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鋼製砂防構造物の機能・性能の喪失現象に着目したフォルトツリーの検討
八千代エンジニヤリング株式会社 ○長塚結花，横尾公博，関基
国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 吉川契太郎，真野拓司，中村香也

１．はじめに
砂防施設は，出水や地震などの外的要因による損
傷や経年劣化が生じる一方で，求められる機能や性
能を長期にわたって維持・確保していく必要がある．
令和 2 年度に改訂された点検要領 1)や長寿命化ガイ
ドライン 2)では，砂防施設の点検の実施や，適切な
維持管理・長寿命化計画の策定が求められている．
要領 1)ではコンクリート型式の砂防施設が主な対
象として記載されている．一方で，火山砂防地域等
ではセルやダブルウォールといった鋼材と中詰め材
を組合せた鋼製砂防構造物の整備が進められている．
このような型式の砂防施設においても，変状レベル
評価や健全度評価の手法についても検討することが
望ましい．また，砂防施設の健全度は，水通しや袖
部等の部位ごとの変状レベルを評価した上で，流域
や施設周辺の状況も踏まえ，総合的に評価するもの
である 2)．そのため，変状レベル評価結果と健全度
評価結果が直結するものではなく，健全度評価の結
果は，評価者によって異なる可能性がある．
そこで本検討では，鋼製砂防構造物について，健
全度評価が「C」となる現象を的確に把握するために，
砂防施設に求められる機能・性能に着目したフォル
トツリーを立案し，それを活用した健全度評価につ
いて，報告するものである．
２．砂防施設に求められる機能・性能
本検討においては，鋼製砂防構造物を構成する各
部位（天端コンクリートや壁面材等）に求められる
機能や性能を明らかとした．なお，各部位の点検事
項及び変状レベル評価の基準は，過年度に行われて
いる項目・基準 3)に準拠することとした（表１）
．

３．フォルトツリーの立案
健全度評価が「C」となる現象を的確に把握するた
めには，各部位の変状が砂防施設の機能・性能に与
える影響を論理的に整理することが必要である．こ
のため，表１に示した点検事項のレベル評価の基準
を基にして，定期点検で実施する各点検項目の変状
レベル評価の基準・結果が，砂防施設の機能・性能
にどの程度影響を与えるかを整理することとした．
本検討では，整理手法として，フォルトツリー 4)
の考え方を採用した．これは，砂防施設に求められ
る機能・性能を頂上現象とした上で，これらの喪失
に繋がる変状の進行や，健全度 C に至る過程を論理
的かつ視覚的に考察するものである．フォルトツリ
ーを用いて整理することにより，変状レベル評価結
果（a,b,c）と砂防施設の健全度（A,B,C）を関連付
けることが可能となり，砂防施設の健全度に直結す
る変状・直結しない変状が明らかとなると考えられ
る．
本検討におけるフォルトツリーは，次の考え方に
基づき立案した．
① 砂防施設に求められる機能に対して，各部位
の具体的な機能及びそれを確保するために求
められる性能を頂上に整理した．
② 各部位または点検項目について，砂防施設の
機能・性能が喪失すると考えられる変状（健
全度 C 相当の変状：表２紫網掛け）を検討し
た．
③ 健全度 C 相当の変状に至る過程を各点検項目
で検討・整理した上で，変状レベル評価基準
との関係性を評価した．

表１ 点検項目毎の変状レベル評価基準

調査項目
水
通
し
天
端

天端コンク
リート

点検事項
沈下

天端盛土
壁面材
本
体
及
び
袖
部

摩耗なし、もしくは軽微な摩耗

鉛直方向の摩耗深さがコンクリートの高さ程度未満

鉛直方向摩耗深さがコンクリートの高さ 程度以上

ひび割れなし、もしくは軽微なひび割れ

ひび割れはあるが、中詰め材の流出なし

水平方向ひび割れによって、中詰め材の流出が生じている

目地の開き

目地の開きなし、もしくは軽微な開き

目地の開きはあるが、中詰め材の流出なし

目地の開きによって、中詰め材の流出が生じている

沈下

沈下なし、もしくは軽微な沈下

沈下により壁面材の内側が部分的に露出

沈下により壁面材の内側が完全に露出

摩耗なし、もしくは軽微な摩耗

鉛直方向の摩耗深さがコンクリートの高さ程度未満

鉛直方向摩耗深さがコンクリートの高さ 程度以上

ひび割れなし、もしくは軽微なひび割れ

ひび割れはあるが、中詰め材の流出なし

水平方向ひび割れによって、中詰め材の流出が生じている

沈下

沈下なし、もしくは軽微な沈下

沈下により壁面材の内側が部分的に露出

沈下により壁面材の内側が完全に露出

摩耗・腐食

摩耗なし、もしくは軽微な摩耗

鋼材の摩耗の進行が確認される場合

鋼材の余裕しろがない

変形

変形なし、もしくは最大水平変位が堤高の2%未満

最大水平変位が堤高の2%以上6%未満

最大水平変位が堤高の6%以上

破損なし、もしくは軽微な破損

部分的な破損、断面の欠損がみられる

壁面材の一部が破壊・損壊している

継手の開きなし

開口はあるが、中詰め材の流出が認められない

開口があり、かつ中詰め材の流出が認められる

漏水

漏水なし、もしくは軽微な漏水

部分的に漏水している

広範囲にわたる漏水、基礎底面部からの漏水、両岸地山と砂防
設備の境界面からの漏水

吸い出し防止
材

変状なし、もしくは軽微な変状

吸い出し防止材の変状により、中詰材に若干の流出が局所的に
中詰材の多量の流出がいたるところで認められる
認められる

流出

流出なし、もしくは軽微な流出

移動・ずれの変状がみられる

流亡している

基礎の安全性確 沈下
保
摩耗

沈下なし、もしくは軽微な沈下

沈下が護床ブロックの基礎面に達していない

沈下が護床ブロックの基礎面に達している

摩耗なし、もしくは軽微な摩耗

摩耗が水叩きの基礎面に達していない

摩耗が水叩きの基礎面に達している

ひび割れなし、もしくは軽微なひび割れ

ひび割れがブロックの幅もしくは高さの概ね1/2程度未満 ひび割れがブロックの幅もしくは高さの概ね1/2程度以上

構造物の安全性 破損
確保
継手の開き

護床ブ
ロック

変状レベル：c

沈下により壁面材の内側が部分的に露出

地山・構造物の安 摩耗
全性確保
ひび割れ

袖
部

変状レベル評価の基準
変状レベル：b

変状レベル：a
沈下なし、もしくは軽微な沈下

堆砂面の形成・構 摩耗
造物の安全性確
ひび割れ
保

天端コンク
リート

前
庭
部

求められる機
能・性能

ひび割れ
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沈下により壁面材の内側が完全に露出

４．フォルトツリーを用いた砂防施設の健全度評価
本検討では，鋼製砂防構造物の部位毎のフォルト
ツリーを立案し，点検項目別に砂防施設の機能や性
能が劣化する過程の整理及び，砂防施設の健全度がC
となる変状を検討した（表２）
．機能・性能の喪失を
頂上現象としたフォルトツリーを用いて，喪失に至
る過程を論理的に整理することで，変状レベル評価
基準を踏まえた合理的な健全度評価が可能となった．
ここで，検討した健全度C（要対策）は，フォルト
ツリーのうち紫網掛けで示す箇所である．フォルト
ツリーから，変状レベル評価結果と健全度評価結果
は必ずしも一致せず，変状が確認された部位によっ
ては，変状レベル評価が「c」であった場合において
も，砂防施設の健全度が「C」とならないことが明ら
かとなった．つまり，変状レベル評価が「c」の劣化
についても，砂防施設全体の健全度を考慮すると，
補修の必要はないと言える．
例えば，水通し天端コンクリート「ひび割れ」の
変状では，ひび割れにより中詰め土砂が露出すると，

泥流発生時に中詰め土砂の吸出しが起こり，砂防施
設の機能・性能が確保されないと想定される．従っ
て，ひび割れの進行による「中詰め土砂の露出」が
健全度C相当の変状であると評価した．
一方で，袖天端コンクリートについては，泥流が
袖部を越流することは想定されないため，泥流発生
時に中詰め土砂の吸出しが起こらないものと考えら
れる．従って，健全度 C 相当変状は「中詰め土砂の
露出」ではなく，
「中詰め土砂流亡による砂防施設の
必要自重の不足」であると評価した．
５．おわりに
本検討では，鋼製砂防構造物に対して，砂防施設
の機能や性能の劣化現象を考慮した上で，フォルト
ツリーを作成し，変状レベル評価・健全度評価のプ
ロセスを明らかとした．今後は，全国の同様な型式
の砂防施設点検状況や健全度評価の考え方を整理す
ることが望ましいといえる．また，鋼製砂防構造物
の自重を計測可能な技術等，点検手法を検討・確立
していくことも重要であると考える．

表２ フォルトツリー
求められる
機能・性能

機能・性能が
喪失する現象

確実な泥流の捕捉・下流域の安全性確保
砂防施設 構造物の安全性確保

確実な泥流の捕捉・下流域の安全性確保
砂防施設 基礎の安全性確保

平常時においても
機能・性能が確保されない変状

砂防施設の安定性が確保されていない（泥流発生時に倒壊する）

機能・性能が喪失す
る現象に至る過程

基礎洗堀が始まる

摩耗・腐食が進行し、壁面材が破損・
損壊している（安全率1.0未満）

壁面材の一部が破損・損壊 壁面材が破損・損
している（c）
壊している

鋼材の余裕しろがない（c）

部分的な破損、断面の欠損
がみられる（b）

開口部から中
周長が部材の 詰め材の流出
最大周長以上 が認められる

開口があり、かつ中詰め材
の流出が認められる（c）

開口部から中詰め材の流出
が認められる

鋼材の摩耗の進行が確認さ
れる（b）

破損なし、もしくは軽微な
破損(a)

最大水平変位が堤高の6%以上
（c）

開口はあるが、中詰め材の
流出が認められない（b）

最大水平変位が堤高の2%以上
6%未満（b）

継手の開きなし(a)

摩耗なし、もしくは軽微な
摩耗(a)

→

底抜け

沈下が護床ブロックの基礎
面に達している（c）

摩耗高がブロックを貫通す
る

ひび割れが卓越すること
で、ブロックが分断される

中詰め材の多量の流出がいたる
ところで認められる（c）

移動・ずれの変状が見られ
る（b）

沈下が護床ブロックの基礎
面に達していない（b）

鉛直方向の摩耗深さが概ね
1/2ブロック高以上（c）

ひび割れが上下流に繋がる

広範囲にわたる漏水、基礎底面部から
の漏水、両岸地山と砂防設備の境界面
からの漏水（c）

吸出し防止材の変状により、中
詰め材に若干の流出が局所的に
認められる（b）

流出なし、もしくは軽微な
流出(a)

沈下なし、もしくは軽微な
沈下(a)

鉛直方向の摩耗深さが概ね
1/2ブロック高未満（b）

ひび割れがブロックの幅も
しくは高さの概ね1/2以上
（c）

部分的に漏水している（b）

変状なし、もしくは軽微な
変状(a)

摩耗なし、もしくは軽微な
摩耗(a)

ひび割れがブロックの幅も
しくは高さの概ね1/2未満
（b）

漏水なし、もしくは軽微な
漏水(a)

変形

破損

洗堀が根入れに達する

流亡している（c）

中詰め材の流出が進行し、必要な自重を有していない

変形なし、もしくは最大水平
変位が堤高の2%未満(a)

摩耗・腐食

→

継手の開き

漏水

ひび割れなし、もしくは軽
微なひび割れ(a)

吸い出し防止材の変状

流出

沈下

摩耗

ひび割れ

点検項目
壁面材

前庭部（護床ブロック）

確実な泥流の捕捉・下流域の安全性確保
堆砂面の形成・砂防施設の安全性確保

堆砂面が確保されない

確実な泥流の捕捉・ 下流域の安全性確保
地山・砂防施設 の安全性確保

砂防施設の安定性が確保されていない（泥流発生時に倒壊する）

地山が洗堀される

砂防施 設の安定性が確保されていない

中詰め材の 流出が進行し、必要な自重を有していない

泥流発生時に壁面材の折れ
や破損

中詰め材の流出が進行し、
必要な自重を有していない

泥流発生に伴う中詰め材の吸出し

泥流発生時に壁面材の折 れ
や破損

沈下により壁面材の内側が
完全に露出（c）

開口部から中詰め材の流出
が認められる

天端コンクリートの変状の進行に伴う中詰め材の露出

HWLより下位に沈下す る

開口部から中詰め材の流出
が認められる

風化・雨滴による中詰め材の流亡

沈下により壁面材の内側が
部分的に露出（b）

沈下により壁面材の内側が
完全に露出（c）

鉛直方向の摩耗深さがコン
クリートの高さ以上（c）

中詰め材の流出を伴うひび
割れ（c）

中詰め材の流出を伴う目地
の開き（c）

沈下により壁面材の内側 が
完全に露出（c）

沈下により壁面材の内側が
完全に露出（c）

天端コンクリートの変状の進行に伴う中詰め材 の露出

沈下なし、もしくは軽微な
沈下（a）

沈下により壁面材の内側が
部分的に露出（b）

鉛直方向の摩耗深さがコン
クリートの高さ未満（b）

ひび割れはあるが、中詰め
材の流出なし（b）

目地の開きはあるが、中詰
め材の流出なし（b）

沈下により壁面材の内側 が
部分的に露出（b）

沈下により壁面材の内側が
部分的に露出（b）

鉛直方向の摩耗 深さがコン
クリートの 高さ以上（c）

中詰め材の流出を伴うひび
割れ（c）

中詰め 材の流出を伴う目地
の開き（c）

沈下なし、もしくは軽微な
沈下（a）

摩耗なし、もしくは軽微な
摩耗（a）

ひび割れなし（a）

目地の開きなし、もしくは
軽微な開き（a）

沈下なし、もしくは軽微 な
沈下(a)

沈下なし、もしくは軽微な
沈下(a)

鉛直方向の摩耗 深さがコン
クリートの 高さ未満（b）

ひび割れはあるが、中詰め
材の流出なし（b）

目地の 開きはあるが、中詰
め 材の流出なし（b）

摩耗なし、もし くは軽微な
摩 耗(a)

ひび割れなし(a)

目地の 開きなし、もしくは
軽微な開き(a)

摩耗

ひび割れ

目地の開き

袖天端コ ンクリート
摩耗

袖天端コンクリート
ひび割れ

袖天端コンクリート
目地の開き

沈下

袖天端コ ンクリート・盛土
沈下

変状レベルa
参考文献；
変状レベルb
1) 砂防関係施設点検要領（案）R2.3 国土交通省砂防部保全課
変状レベルc
健全度C 境界
2) 砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）R2.3
水管理・国土保全局砂防部保
3) 火山砂防地域における鋼製砂防構造物の点検調査及び変状レベルの評価手法 H30 年度 砂防学会研究発表会
4) JIS C 5750-4-4:2011 日本工業規格
水通し天端コンクリート

袖天端コンクリ ート・盛土
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砂防施設点検高度化の検証
丹羽 俊一 ・早田 勉※ 1・土屋 郁夫
・浅野 里奈・桜井 康太※ 2
※1 現：退職、※2 現：中部地方整備局 河川部
㈱パスコ ：○美土路 哲也・橋詰 二三雄・坂田 剛

国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所

1. はじめに
砂防関係施設の点検はこれまで人力による目視点検を主
に行ってきた。近年、生産人口の減少による点検員の不足、
点検員の安全確保が課題となり UAV の活用による点検の
効率化が必要となっている。
令和 2 年 3 月に砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイド
ライン（案）が改訂され、施設点検に当たって、UAV の活
用により、安全性、効率性の向上を図ることが重要である
ことが記載された。
本研究は今後の砂防関係施設点検の作業の効率化、点検
員の安全確保、UAV の航行能力や搭載する高性能なカメラ
等の技術の高度利活用など施設点検の高度化を目的として、
UAV による施設点検の検証を行ったので報告する。
揖斐川
流域

根尾川
流域

③設定した飛行ルートで異なる機種、異なる時期でプ
ログラム飛行による自動施設点検を行う。
3.2 ＵＡＶ撮影写真による変状確認
施設点検は、施設に発生した変状を確認することが
重要である。ここでは、施設に発生した各変状に対し
て、UAV で確認可能な変状の種類、確認可能な離隔距
離の確認を行った。変状の確認が目的で構造物への近
接が必要なため、マニュアル飛行で行った。
3.3 ＵＡＶによる定期点検の実施
UAV により定期点検を行い、人力による定期点検の
写真との比較、UAV と人力の作業時間の比較をマニュ
アル飛行により実施した。

4. 検証結果
4.1 プログラム飛行による自動施設点検
異なる機種での撮影結果の違いを検証した。1 回目
は Phantom4Pro、2 回目は同日に Mavic Air で撮影を行
った。
図1

2.

対象砂防施設位置

※地理院地
図に加筆

使用機種・アプリケーション

今回、施設点検高度化の検証に使用した機種は DJI
社製の Phantom 4Pro と Mavic Air を使用した。自動施
設点検による施設点検に使用した自動飛行システムは
Apple 社製 iPad 専用アプリケーションである DJI 社製
GS Pro を用いて行った。

図 2

3.

写真 1

1 回目撮影(2020.6.9)

2 回目撮影(2020.8.6)

1 回目と 2 回目は概ね同じ写真撮影ができ、漏水等
の変状も確認できた(写真 1)。異なる機種による画角の
ズレ等は認められなかった。1 回目と 2 回目の撮影間
隔は約 10 分で衛星の位置、個数の違いはほぼないと考
えられる。構造物との離隔は衛星の位置、個数、受信
性能等を考慮して 10m 以上を確保した。

使用機種（左：Phantom4Pro、右：Mavic Air）

検証方法

砂防施設は地形、地質、植生等、異なる条件下で施
工されている。図 1 に示す 11 の砂防施設を対象に以下
に示す方法で UAV による施設点検の検証を行った。
3.1 プログラム飛行による自動施設点検
プログラム飛行による自動施設点検は以下の順序で
飛行ルートを設定し、施設点検を行った。
①現場でマニュアル飛行により UAV の位置、高さ、カ
メラの方向、仰角を撮影位置ごとに登録する。
②撮影順序に沿った UAV の飛行ルートを設定する。
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写真 2
2020.6.9 撮影
2020.8.6 撮影
異なる時期での撮影結果の違いを検証した。撮影時
期は 2020.6.9 と 2020.8.6 である。2 時期の写真を比較
した結果、概ね同じ写真が撮影できたが、写真 2 のよ
うな撮影位置のズレが生じたものもあった。これは衛
星の個数や位置が点検日時によって異なったことが原
因と考えられる。

4.2 ＵＡＶ撮影写真による変状確認
UAV 撮影写真による変状確認について検証した。本
堤前面に発生したエフロレッセンスの状況を写真 3 に
示す。エフロレッセンスは本堤と色が異なるため、袖
天端からの離隔距離 5m 程度で変状が確認可能である。
10m 程度以上の離隔になると写真の拡大が必要とな
るが、確認は可能である。

7)。しかし、変状写真のように近接撮影が必要な場合、
植生が障害になることが多く、UAV では点検が困難な
箇所があった。また、砂防施設は本堤と副堤により構
成されているものが多く、副堤の多くは植生に覆われ
ており、状況確認が困難であった（写真 8）。

写真 3
上左：定期
点検写真
上右：UAV写
真上空約5m
写真 6

本堤正面(左：定期点検、右：UAV点検)

下左：UAV写
真 上 空 約
10m
下右：UAV写
真 上 空 約
15m

本堤天端に発生したクラックの状況を写真 4 に示す。
クラックの写真は定期点検においてクラックの有無が
確認できる程度で近接写真により確認が必要である。
そのため、UAV 撮影では袖天端からの離隔距離約 5m
でも変状確認には写真を拡大することが必要である。
5m 以上離れると確認は困難である。

写真 7 堆砂状況(上：定期
点検、下：UAV点検)
UAVによる点検の写真は上
空から堆砂敷き全体を確認
できるため、堆砂状況確認
には適している。

写真 4
上左：定期
点検写真
上右：UAV写
真上空約5m

下左：UAV写
真 上 空 約
10m
下右：UAV写
真 上 空 約
15m

基礎の洗堀状況を写真 5 に示す。高度は本堤水通し
天端から約 5m である。基礎の状況は確認できたが、
定期点検のように洗堀深度を計測できないため、定量
的な評価はできない。また、点検日は曇っていたため、
基礎の状況を確認ができたが、晴天の場合は水面の反
射や斜面の影の映り込み、また、水の濁りなど、その
日のコンディションに写真品質が影響を受けやすい。

写真 5

定期点検写真

ＵＡＶ点検写真

4.3 ＵＡＶによる定期点検の実施
UAV による定期点検を実施した。本堤の正面からの
写真や、堆砂敷きの状況確認など遠距離からの撮影は
UAV で十分に定期点検の代替えが可能である(写真 6、
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写真8

副堤基礎の状況(左：定期点検、右：UAV点検)

UAV による点検時間は 40 分程度で、副堤が植生に
覆われている場合、人力による点検となるため時間的
な効率性向上には寄与しなかったが、全てを人力で行
うより、点検員の体力的負担や安全管理の面において
十分な効果があると考えられる。

5.考察
施設点検高度化の検証として UAV による施設点検
を行った。施設点検では全景写真や全体状況の把握、
本堤の状況把握については UAV の点検で概ね対応可
能なことが分かった。しかし、副堤など植生に覆われ
UAV では確認できない箇所もあり、人力による点検を
併用することが必要である。また、変状の状況確認に
ついては近接写真が必要なことから UAV 点検はマニ
ュアル飛行が適している。
UAV 点検は高高度で全景写真や全体状況の把握に
適していることから、臨時巡視での適用や定期点検で
は新しく、変状の少ない施設の状態把握に適している
と考えられる。そのため、点検員の負担軽減や安全管
理上であることから、UAV 点検の特性を考慮したうえ
で、UAV による施設点検と従来の人力による点検を使
い分けることが重要であると考えられる。

P1-035

2021年度砂防学会研究発表会概要集

UAV を用いたゼロオペレーション(無人自律飛行)による砂防施設点検の実証実験について
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 小竹利明※1，山田拓※2，柴田俊※3
国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦
中電技術コンサルタント株式会社 〇河井恵美，荒木義則，大盛泰我，能島佑佳，久家政治

1. はじめに
平成 23 年の紀伊半島大水害による大規模崩壊を伴う河道閉塞箇所は、天然ダムの決壊等の危険性が高く、
出水直後は危険で人が立ち入ることが出来ない。また、その後の対策工事中においても、大規模崩壊地の再
崩壊や天然ダムの越流崩壊等、出水に伴う大規模な土砂移動現象が発生しており、このような場所での調査
や点検は、UAV が有効な手段 1)2)になり得る。UAV を用いた自律飛行における限界接近距離（30m 相当）で
は、砂防堰堤の本体、水叩き等の摩耗やひび割れ等を詳細に確認し難いことが課題であった。
本稿では、障害物を回避しながら機体を構造物に近接させることができる Visual SLAM 技術が搭載され
ている機体を用いて、機体が Dock（箱型格納庫）から自動で飛び出し、撮影を行い、自動で収納される操縦
者無しの完全自律飛行における砂防施設点検の実証実験結果を報告する。
2.実証実験の概要（ＵＡＶによる自動巡回・画像取得）
実証実験は、熊野地区（和歌山県田辺市）にお 定点撮影
いて 2020 年 12 月 25 日に行った。離着陸地点は、
過去の実績より河道閉塞部から土砂流出した場
合でも車でのアクセスが可能な地点（1 号堰堤下
凡
例
流側の河道閉塞部から下流約 0.3km）とし、機体
：撮影方向
の操縦者と補助者（地上局システム：機体制御情
：撮影位置
報・画像情報等の監視者）を配置した。
凡
例
完全自律による UAV の飛行ルートを図-1、使
：飛行ルート
用機体の諸元と完全自律飛行の概念図を図-2 に
：離着陸地点
示す。
実証実験では、アメリカ製の Skydio2 を用い
た。この機体は、Visual SLAM 技術を搭載してお
り、自動的に障害物を回避することができるた
1 号砂防堰堤
め、より安全な点検の実施に有効である。
図-1 熊野地区(和歌山県田辺市)の UAV 飛行ルート
完全自律飛行は、1 号砂防堰堤の維持管理のた
めの点検用写真の撮影や、砂防堰
堤に堆積した土砂や流下した土
砂の状態や砂防堰堤の被災状況
を確認するために、1 号砂防堰堤
に対して、下流側、上流側、真上
から対地高度 25m、50m で撮影す
るルートを計画した。
Skydio2 は、GPS による機体
制御を行わず、Dock（箱型格納
庫）位置を x,y,z=0,0,0 とした空
Skydio2 の諸元
間を作成し飛行を行うため、事前
項目
細別
仕様
に、手動操作により撮影対象範囲
機体重量
775g
と Dock（箱型格納庫）の位置情
機体
諸元
報を設定した上で、自律飛行を実
機体寸法
223×273×74mm
DOCK（箱型格納庫）
施した。
気象条件
風速 11m/s 以下
なお、実証実験では、飛行開始
撮影
撮影時間
約 23 分
条件
の操作は操縦機で行う必要があ
撮影範囲
3.5km
Skydio2
ったが、今後、PC 等を通じて、
動画
800
万画素
遠隔での操作が可能になること
機体
操縦者無し
諸元
が期待される。
静止画
1200 万画素
：自動離着陸

図-2

使用機体の諸元と完全自律飛行の概念図

※１現所属：国土交通省水管理・国土保全局砂防部，※２現所属：国立研究開発法人土木研究所土砂管理研究グループ
火山・土石流チーム，※３現所属：長野県姫川砂防事務所

- 345 -

3. 実証実験の結果
3.1 飛行の結果
熊野地区において、完全自律飛行
（操縦者無し飛行）による砂防堰堤の
点検の適用性実証として、5 回（準備
飛行：3 回、完全自律飛行：2 回）の飛
行を実施した。
飛行結果より、機体が Dock（箱型格
納庫）から自動で飛び出し、撮影を行
い、自動で収納されることを確認し
た。
今回の実証実験結果より、
UAV の離
着陸場所（ドローンポート）に Dock
（箱型格納庫）を設置することが出来
れば、将来的には、作業員が現地に行
く必要がなくなり、より安全で効率的
な砂防関係施設の点検実施に活用で
きると考えられる。
なお、Dock（箱型格納庫）、機体、
プロポ間の通信は、2.4GHz 帯を使用
しており、離着陸地点周辺における電
波環境の制約を受けるため、重機が同
一周波数帯の電波を出していないこ
とを確認すると共に、使用していない
時間帯や場所を選定する必要がある。
3.2 砂防施設の点検結果
完全自律飛行により、砂防堰堤に堆
積した土砂や流下した土砂の状態や砂
防堰堤の被災状況を確認した。
自動的に障害物を回避する機能によ
り、構造物に近接（接近距離：1.5m）
した撮影を安全に実施することで、地
上からでは把握が困難な水通し袖小口
部の変状を把握することができた。ま
た、近接撮影した画像より、詳細な 3
次元モデルを作成することができた。
しかしながら、1 回の計測でカバー
できる範囲が狭いため、砂防堰堤全体
を撮影するためには、複数回のフライ
トを行う必要がある。

Dock
（箱型格納庫）
大容量
バッテリー

（a）UAV 格納状況

（b）UAV 出庫状況
UAV が着陸サ
インの画像
を認識して
自動で着陸

（c）離陸時の状況

（d）着陸時の状況

図-3 実証実験の飛行状況

堆砂状況の把握

（a）1 号堰堤 3 次元モデル

（b）1 号堰堤堆砂状況

変状把握

4. おわりに
接近距離(1.5m 撮影)
本稿では、天然ダム対策のための砂
（c）水通しの状況(3 次元モデル)
（d）水通し袖小口部の変状
防事業が行われている熊野地区におい
図-4 砂防施設の点検結果 ※矢印は流下方向を示す。
て、UAV の完全自律飛行の実証実験を
行った結果、機体が Dock（箱型格納庫）から自動で飛び出し、撮影を行い、自動で収納されることを確認し
た。背後地に大規模崩壊地があり、降雨等により土砂移動が頻繁に繰り返されている地区では、砂防関係施
設への土砂流出の危険性が高く、砂防堰堤等の規模も比較的大きいことから、UAV の完全自律飛行を行うこ
とで安全性の向上に寄与できると考えられる。
UAV の自律飛行では、GPS の受信、風や地形の影響により限界接近距離は、約 30m であったが、今回の
実証では、Visual SLAM 技術を用いて自動的に障害物を回避する機能により、施設へ 1.5m まで接近させる
ことができ、詳細な画像の撮影が可能となった。今回実証した完全自律飛行による詳細な画像の撮影は、安
全性や作業の効率性の向上となり、維持管理の点検に有効である。
参考文献
1)砂防関係施設点検要領(案),国土交通省砂防部保全課,令和 2 年 3 月.
2) UAV の自律飛行による天然ダムの緊急調査及び被災状況把握に関する手引き,令和２年３月,国土交通省
近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター
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差分画像を用いた画像からの降雨の抽出
国土技術政策総合研究所 〇金澤瑛､木下篤彦、中谷洋明
国土交通省近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 山田拓、柴田俊
株式会社エイト日本技術開発 海原荘一
株式会社ブレインズ 井深真治
1. はじめに
土砂移動現象の発生可能性を把握するためには、土砂移動現象の発生場である山地流域において、誘因となる
降雨の状況を高い時空間分解能で把握することが重要である。これまで、山地流域に設置された監視カメラの映像
の解析から、流砂水文現象の定量的な把握や流況変化の検知を試みた研究がなされているが、降雨量の把握に適
用した事例はない。他方、画像処理の分野では、連続画像の差分から動体を検知する技術が開発されており、画像
上の降雨の検出にも適用されている

1)

。山地流域の降雨量を把握するためには、このような画像解析の技術を適用

できる可能性があることから、本研究では山地流域に設置したカメラの連続画像の差分から雨滴を抽出する手法を検
討したので、その結果を報告する。
1.36 m

2. 差分画像を用いた雨滴抽出手法

0.23 m

降雨時の画像では、雨滴が背景に重なるように白く写る。画像に
写る雨滴の形状は、雨滴の大きさやカメラから雨滴までの距離、カメ
ラの露光時間等の撮影時の条件によって異なるが、カメラから比較
的近くに位置する雨滴は、白く線状にまとまった領域として画像に

カメラ

0.17 m

写る。そこで、白く線状にまとまった領域を雨滴として画像から抽出

1.01 m
被写界深度

する手法を検討した。
カメラで撮影した画像には、図-1 に灰色で示す四角錐の中に存
在する雨滴が写る。本検討では、使用したカメラの解像度等の性能
を考慮し、被写界深度（ピントのあう領域）をカメラからの距離 0.5 m

0.50 m

2.50 m

3.00 m

図-1 抽出対象とした降雨のイメージ

～3.0 m の間の 2.5 m に設定し、図
-1 に黒で示した四角錐台の中に存
在する雨滴を抽出する対象とした。
撮影した画像から雨滴を抽出す
る手順は以下のとおりである（図-2
参照）。
①10 分ごとに 2 枚の連続画像を取
得する。連続画像の撮影間隔は
50 ミリ秒である。
②2 枚の連続画像をグレースケール
（白黒）画像に変換する。
③2 枚のグレースケール画像におい
て、時系列で前のフレームの輝度
から後のフレームの輝度を差し引
き、差分画像を作成する。
④差分画像にメディアンフィルタを

図-2

差分画像からの雨滴抽出フローと雨滴抽出例
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適用し、細かなノイズを除去する。メディアンフィルタとは、対象の画素について周辺の一定エリアの画素値の中央
値で置き換える処理である。
⑤低輝度部分の誤検知を抑制するため、撮影した画像の輝度の平均値、分散値からブラックレベルを推定し、ブラッ
クレベルを閾値として差分画像を 2 値化する。
⑥2 値化した画像において、白い領域をセグメント化する（領域としてまとめる）。
⑦セグメント化した領域のうち、被写界深度内に存在すると考えられるセグメントを雨滴領域として抽出し、雨滴領域
の数をカウントする。本検討では、雨滴の落下速度を考慮し、鉛直方向の長さが露光時間に応じた長さのセグメント
（例えば、露光時間が 2 ms の場合、鉛直方向の長さは 7.1～42.6 pixel）を被写界深度内に存在する雨滴として判
定した。
3. 差分画像を用いた雨滴抽出手法の適用事例

表-1 検討に用いた降雨イベントにおける

紀伊山系砂防事務所管内赤谷地区に設置したカメラ

降雨量と抽出した雨滴数の相関係数

（FLIR Blackfly®S BFS-PGE-23S3C-C）で撮影した画
像を用いて、差分画像から抽出した雨滴数と観測降雨
量との関係を比較した。解析では、表-1 に示した 2020
年の四つの降雨イベントの画像を用いた。10 分の抽出

最大10分雨量 最大時間雨量

解析期間

[mm]

[mm]

相関係数

相関係数

（10分雨量） （1時間雨量）

降雨イベント1

2020/06/10 0:10～2020/06/11 0:00

2.0

8.5

0.63

0.84

降雨イベント2

2020/09/06 0:10～2020/09/08 0:00

7.0

22.0

0.44

0.75

降雨イベント3

2020/09/25 0:10～2020/09/26 0:00

7.0

20.5

0.63

0.85

降雨イベント4

2020/10/07 0:10～2020/10/11 0:00

2.0

8.0

0.67

0.89

雨滴数は、10 分間のうちの瞬間的な 1 枚の差分画像か

降雨イベント2

降雨イベント3

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

分画像 6 枚から抽出した雨滴数の合計とした。なお、夜間の画
像では、光量が少なく雨滴がまったく検出できなかったことから、
日中の画像のみを解析に用いた。また、明らかに雨滴ではな

抽出雨滴数

ら算出しているのに対して、1 時間の抽出雨滴数は 10 分の差

いセグメントを検出している場合は手動で雨滴数から除いた。
図-3 には、降雨イベント 2 及び 3 における 10 分雨量と抽出

0

0

2

4

6

8

0

雨滴数の関係（上段）と 1 時間雨量と抽出雨滴数の関係（下段）
を示した。降雨イベント 3 では、降雨量が増加するにつれて抽

500

400

400

300

300

200

200

ースが見られた。このケースの元画像では、降雨の状況が確認

100

100

でき、かつ前後の時間帯で降雨が観測されていることから、カメ

0

0

抽出雨滴数

ラと雨量計との距離や観測のタイミングのわずかな時間差が影

5

10

15

20

降雨量 [mm/hour]

4

6

8

降雨イベント3

600

500

出雨滴数が増加する傾向にあり、比較的良い相関関係となっ
大きく、降雨量が少ないにもかかわらず抽出雨滴数が多いケ

2

降雨量 [mm/10min]

降雨イベント2

600

ていた。降雨イベント 2 の 10 分雨量との関係では、ばらつきが

0

降雨量 [mm/10min]

25

0

0

5

10

15

20

降雨量 [mm/hour]

響したものと考えられる。表-1 には、各降雨イベントにおける降

図-3 降雨量と抽出雨滴数の関係

雨量と抽出雨滴数の関係の相関係数を示した。相関係数は、1

（上段：10 分，下段：1 時間）

時間よりも 10 分の方が低くなった。この理由は、10 分の抽出雨滴数が、10 分間のうちの瞬間的な差分画像を用いて
いることから、10 分間の平均的な雨量を反映できていないことによるものと考えられる。
これらの結果から、本手法を用いることで降雨量に応じて雨滴を抽出できることが分かった。ただし、対象とする雨
滴を高い信頼性で抽出するには、複数の差分画像を用いることが重要であり、短時間での雨滴抽出を実現するため
には、高い時間分解能で差分画像を取得する必要があると考えられる。
参考文献
1) Jérémie Bossu, Nicolas Hautière and Jean-Philippe Tarel(2011)： Rain or Snow Detection in Image Sequences
through use of a Histogram of Orientation of Streaks, International Journal of Computer Vision, Vol. 93, Issue 3,
pp.348–367.
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砂防関係施設点検における UAV の実践的活用について
（一財）砂防フロンティア整備推進機構

〇町田 尚久、渡邊 尚、萩原 弘、田村 圭司
国土防災技術株式会社 土佐 信一

るところであるが、AI の信頼度を向上させるために

１．はじめに
近年、革新的なデジタル制御技術の発展により、砂
防関係施設の点検などや災害調査などの維持管理に小

は、この考え方を踏まえたデータ蓄積や分析技術の学
習が必須であることは議論の余地がない。

型無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV）が
導入されはじめている。

３．点検方法の簡素化

砂防関係施設は、狭隘な場所に施設が点在してお

日光砂防管内において実証試験を実施した。その結

り、点検者はアクセス困難な施設の点検を実施するこ

果、UAV は障害物（樹木等）や 一部の天気・気象条

とが多いため、現場での点検作業や安全確保、点検時

件(降水・風等)、電波障害を起こす施設(送電線等)が

の劣化変状等の把握等に時間と労力を費やされてい

なければ、俯瞰画像、水平画像、正鉛直画像、近接画

る。仮に UAV の機能が今後格段に向上し、高度なソ

像、動画が容易に撮影可能であり、特に施設の健全度

フトウエアを駆使したとしても、現行の点検方法をト

評価に必須の「周辺状況の確認」には、流域全体の荒

レースした点検要領では大幅な合理化が図られる可能

廃状況、堆砂地状況、地すべり危険区域全体把握、急

性は極めて低い。

傾斜地崩壊地危険区域の状況などに適応性が高く、点

一方、昨今の航空法改正により、UAV を活用する

検要員の安全確保に非常に効果を発揮する。水平画像

には、無人航空機や操縦者の登録義務化が施行され、

の合成による簡易オルソ画像によって大まかな計測が

「無人航空機飛行許可」の手続きが必須となった。加
えて、都道府県における条例制限や民法上の問題を考
慮した飛行が求められている。さらに「政府機関等に
おける無人航空機の調達等に関する方針について」
（令和２年９月関係省庁申合せ）に基づき、サイバー
セキュリティ上のリスクを考慮しなければならない。
そこで、これらの課題に対して実践的に UAV を飛
行させ、砂防施設維持管理のための点検を合理的に実
施する方策を検討した。本報告では、その研究の一部
図 1 現行点検要領における写真撮影箇所

を紹介する。

国土交通省砂防部（2020）の砂防関係施設点
２．UAV 活用の範囲

検要領(案) より引用

国土交通省にはインフラ分野の DX 推進本部が設置
され、インフラ分野の DX (Digital transformation)施
策が発出されるなど高度化推進が急務となっている。
しかし、現場条件によって多種多様な施設構造系を有
する砂防分野では、点検のすべてをデジタル技術で網
羅することは極めて難しく、UAV を活用したマクロ
的な把握と経験を有する人間の判断による補完は必要
となる。この判断については、AI 技術の進歩に期待す
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写真 1

UAV による簡易オルソ画像の生成(例)

となる。さらに急傾斜地崩壊防止施設の点検において
は、民法での「土地の所有権はその土地の上下に及
ぶ」と規定されている。このため、所有者の許諾を得
ずに私有地上空を UAV で飛行させることは、土地所
有権の侵害に当たる可能性もある。このため、事前に
個別交渉を行って許可を得ることが望まれる。
このように、多岐にわたる手続きと許可等が必要と
写真 2 正立面画像による変状確認(例)

なる為、砂防指定地内等において、航空法の飛行承認
が得られれば、これらの手続きに関して一部省略でき

できるため点検要領の基本である「目視相当」の代替

る省令等の整備が今後課題となる。

方法として十分であり、仮に変状が確認されれば、点

さらに、国のサイバーセキュリティ対応に関わり、

検技術者の「目視点検」により劣化状況などを補完点

無人機航空機飛行許可申請における既登録 UAV の多

検することで、目視のみの点検よりも効率的な点検が

くが海外機種で、国産機種はほとんど存在しない。ま

UAV 点検でも可能となる。

た新機種の登録審査には、複数の必要書類、審査期間

また、点検作業において危険が伴う場合がある堰堤
下流面の撮影においても、UAV では歪の少ない正立

を要するため、点検機材の確保や点検期間の確保など
とともに飛行前の手続きも考慮していく必要がある。

面画像を得ることができ、一般的な UAV 画素数(12～
20MP)でも非常に鮮明な状況撮影が可能となるため、
目視点検よりも安全面の向上につながる。

５.今後の検討
現在は砂防設備(渓流保全工・山腹工)の実証試験が

これらのことから、UAV 点検により、作業時間が

終了した。今後は地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防

大幅に短縮され、かつ多くの情報量が得られ、これを

止施設における実証試験を行い、砂防関係施設維持管

アーカイブとして蓄積することで、変状の推移も明確

理における UAV 活用手引き(仮称)を整備していく予

化することになる。

定である。この手引きにおいては、撮影にあたっての
留意点や懸案となる事項なども踏まえて、点検のさら

４．UAV 点検における法規制等緩和の必要性

なる効率化や適切なデータ収集の方法について検討す

UAV を活用するには、まずは航空法に基づいて建

る予定である。また、国の DX 施策の方針があること

物の 30m 以内に接近することや、目視外飛行を行う場

も踏まえ、砂防分野の AI 技術構築に向けて変状評価

合は航空局の「許可・承認」を得なければならない。

方法の構築を並行して実施する予定である。

さらに、小型無人機等飛行禁止法、電波法、地方自治

本研究では、資料及び現地を関東地方整備局日光砂

体条例、森林法、道路交通法、河川法、民法、文化財

防事務所様に提供していただきました。ここに深く感

保護法、プライバシー・肖像権の配慮などそれぞれの

謝致します。

法規制に関わる手続き等が必要になる。
砂防関係施設点検においては、特に道路交通法にお
いて道路上で UAV を飛行(離発着)させるには、道路
使用許可申請手続きが必要となり、管轄する警察署や
施設管理者等に確認する必要がある。森林法では、国
有林野内に立ち入る場合には、事前に入林届を森林管
理署等に提出する必要があり、UAV を飛行させる者

参考文献等
国土交通省砂防部（2020）：砂防関係施設点検要領
(案) ，令和２年３月．
北陸地方整備局河川部（2020）
：UAV による砂防関係
施設点検要領（案），令和２年３月．
近畿地方整備局・大規模土砂災害対策技術センター

が直接国有林野内に立ち入らない場合であっても、

（2020）
：砂防設備点検における UAV 活用の手引

UAV を国有林野内で飛行させる場合は入林届が必要

き（案）
，令和２年３月．
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砂防関係施設のライフサイクルコスト縮減に関する一考察
原田 紹臣（三井共同建設コンサルタント株式会社）
○中山 貴士、柴田 翔平（玉野総合コンサルタント株式会社）
里深 好文（立

命

館

大

学）

水山 高久（京 都 大 学 名 誉 教 授）

2. 改築を考慮したライフサイクルコスト縮減の検討

1, はじめに
砂防関係施設の長寿命化計画策定に関する考え方が見直

2.1 改築によるライフサイクルコスト縮減の考え方

され，これまでの事後保全型の維持管理から予防保全型の
1)

ライフサイクルコスト縮減の検討に際して，ガイドライ
1）

維持管理の考え方が導入された ．長寿命化計画策定に際

ンに示されている対応方針

しては，施設管理者は点検等により各施設の部位における

ある．そこで，これまでの一般的な予防保全（修繕等）や

変状レベルを把握し，対象施設等の健全度（表-1）や修繕

事後保全（更新等）等との比較によるライフサイクルコス

等の対策優先順位について検討する．その際，定義された

トの縮減に追加して，改築による更なるライフサイクルコ

改築 1)（表-2）による施設の長寿命化（延命化）は，重要

スト縮減が望まれる．
これまでの一般的なライフサイクルコスト縮減の概要図

な課題である．なお，筆者らは，これまで老朽化した施設
の健全度に対する定量的な評価手法 2)やライフサイクルコ
スト縮減に関する検討手法

1)

に対して，新たに提案する改築（ただし，性能向上）を考

慮した検討のイメージを，図-1 に示す 4)． なお，ライフサ

3), 4)

について提案している．

本稿では，筆者らの既往研究成果

3), 4)

を基に，砂防関係

施設の改築等による更なる延命（長寿命）化を考慮した劣

イクルコスト縮減の検討における改築（ただし，性能向
上：緑線）の有効性を評価する条件式 fLCI は，

化予測やライフサイクルコスト等の具体的な検討手法の提

fLCI = C / t – (C+ΔC ) / (t +Δt ) ≧ 0

案や考察を目的としている．
表-1 砂防関係施設において有すべき健全度の定義 1)
用

語

健 全 度
能

性

能

有すべき機能及び性能に対して,当該砂防関係施設

用，t は従来の従来の工法での修繕等による耐用年数（修繕
サイクル），ΔC は改築に要する増額費用，Δt は性能向上

が有している程度

性能向上

砂防関係施設が土砂災害防止のために,有すべき施

当初性能

設の働き
当該砂防関係施設が機能を発揮するために必要とな
る構造上保持すべき強度, 安定性等

表-2 老朽化した砂防関係施設における対策方針 1)
対応方針
維

繕

事後保全段階

容

経年

砂防関係施設の機能や性能を確保するために行う
軽微な作業のこと

予防保全:修繕

既存の砂防関係施設の機能や性能を確保、回復す

事後保全:更新

費用（累計）

修

持

内

るために，損傷または劣化前の状況に補修するこ
と

改

築

砂防関係施設の機能や性能を確保，回復すると共

新

性能向上:改築

に，さらにその向上を図ること
既存の砂防関係施設を用途廃止し，既存施設と同

更

(1)

である 4)．ここに，C は従来の工法での修繕等に要する費

健全度

機

用語の解説

（表-2）に整合させる必要が

経年

等の機能及び性能を有する施設を，既存施設の代
替として新たに整備すること

図-1 ライフサイクルコスト縮減のイメージ 1）に加筆
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表-3 ライフサイクルコストに関する検討結果事例 その 1
Δt

性能向上

ΔC

当初性能

（例えば，変状が独立して

健全度

経過年数

C
Δt

t
経年

図-2 改築による長寿命化の評価に関する概要図

4）

100
変状1
変状2
変状3

80

健全度 HI

単

位

ΣCn_b

ΣCn_b'

点

要対策遷

要 対 策

移

時

前

期

tn

tn'

tn_c'

年

35

52

70

いる砂防関係施設）

t

変状

方針

-

修繕

修繕

更新

1

費用 Cn_b

百万円

10

12

50

変状

方針

-

修繕

修繕

改築

2

費用 Cn_b'

百 万 円

20

25

100

変状

方針

-

修繕

修繕

修繕

3

費用 Cn_c'

百 万 円

2

2

10

計

ΣCn

百 万 円

32

39

160

百万円/ 年

0.9

0.8

2.3

LCI

ΣCn_c'

表-4 ライフサイクルコストに関する検討結果事例 その 2

60
経過観察(修繕)

40

現 時

施設 B

要対策(更新)

20
0

現 時

施設 A

（例えば，砂防設備：腹付

単

位

け工）

00

20

tn（現時点）
40

tn'

tn_c'
60

80

経過年数 t（年)

経過年数
変状

方

1

図-3 ライフサイクルコストにおける対策費用算出例

変状

による耐用年数増分（例えば，改築補強材料により延長さ
れる耐用年数）である（図-2）．なお，Δt については，使
用する材料に関する暴露試験結果や公共事業の財務評価に
おいて使用されている耐用年数（減価償却資産の耐用年数
等に関する省令別表）等を代替させて，設定することも有
効である．

針
費用 Cn_b

方

針

点

要対策遷
移

前

要対策時
期

tn

tn'

tn_c'

年

35

52

70

-

改築

改築

改築

百 万 円

50

55

60

-

(同上)

(同上)

(同上)

2, 3

費用 Cn_b'

百 万 円

（上含）

（上含）

（上含）

計

ΣCn

百 万 円

50

55

60

百万円/ 年

1.4

1.1

0.9

LCI

×年）程度のライフサイクルコストの縮減が可能となる．
一方、複数の変状を一工種の対策工により修繕等可能な
場合（例えば，砂防堰堤における下流側の腹付け対策工に
よるひび割れや基礎洗掘の改善）については，対策費用の
二重計上に留意して検討する必要がある（例えば，表-4）．

2.2 提案するライフサイクルコスト縮減の考え方の検討例
前述までに示した改築による更なるライフサイクルコス

なお，今回提案する手法は，砂防関係施設 1)に対して，幅
広く適用できると考えられる．その他の検討方法について

ト縮減の検討手法を用いた検討例を以降に示す。
ここで，一施設内に複数の変状が存在する場合は，工事

は，既往研究 3), 4)を参照されたい．

の効率化（例えば，工事用道路新設）に留意して，それら

参考文献

の変状の全てを対象に劣化予測し，対策に要す全費用を計

1) 国土交通省:砂防関係施設の長寿命化計画策定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ案，2020.

上する必要がある（図-3）．そこで，図-3 に示すとおり，

2) 原田紹臣・小杉賢一朗・里深好文・水山高久：老朽化した砂防

ライフサイクルコストを検討する時期（経過年数；tn, tn’,

関係施設の健全度及び対策優先度に関する定量的な評価手法の

tn_c’）については，変状内で最も健全度の低下が進行してい

提案, 河川技術論文集, Vol.21, pp.183-188, 2015.

る変状（例えば，変状 1）を対象に決定する．そして，そ

3) 原田紹臣・里深好文・水山高久：ライフサイクルコストを考慮

の時期に全ての変状を修繕等の対策を講じると仮定した際

した砂防関係施設の長寿命化計画策定に関する提案, 砂防学会

に要す総費用を計上し，それぞれの時期における LCI を用

誌, Vol.73, No.2, 2020.

いて検討する（例えば，表-3）．なお，表-3 に示されると

4) 原田紹臣・里深好文・水山高久：砂防設備におる除石や延命化

おり，各変状における対応方針（例えば，修繕，改築）に

を考慮したライフサイクルコスト縮減に関する一考察，土砂災

関して，効率性を考慮して変化させることにより，10 年あ

害に関するシンポジウム論文集，Vol.10，2020.

たりで概ね 1,500 万円（＝（2.3－0.8）×10；百万円／年
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熊野川流域における流砂水文観測データに基づく土砂移動状況の把握（その３）
小竹利明・山田拓
国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦・柴田俊
アジア航測株式会社
○井元成治・岡野和行・吉安征香・井之本信

1. はじめに
平成 23 年（2011 年）9 月の紀伊半島大水害では，
熊野川水系をはじめ多数の深層崩壊が発生し，多量
の土砂が生産された．深層崩壊による多量の土砂生
産が見られた流域において，土砂の流出及びそれに
伴う河床変動の経年変化の傾向を把握することを目
的の一つとして，観測所を設け，ハイドロフォン等
を用いた流砂観測，インターバルカメラによる動画
撮影，UAV 撮影等を実施している．ここでは，観測
結果による各流域におけるヒステリシスを用いた土
砂の生産・流出の解析及び土砂移動の経年変化と流
域比較について紹介する．
2. 対象流域
対象となる流域は，熊野川水系の川原樋川，栗平
川（滝川支流），神納川，三越川，高田川及び日置
い

や

川水系の熊野川である（図 1）
．各流域の横断構造物
にハイドロフォン，水位計，濁度計等の流砂観測機
器を設置している（表 1）
．川原樋川は、上流の池津
川合流付近と下流の赤谷川合流付近の 2 箇所で観測
を実施している．また，流砂観測機器の他，表面流
速を計測するためにインターバルカメラを設置し，
動画を取得している．

3. 熊野川流域における流砂観測
3.1 ヒステリシスを用いた土砂の生産・流出の解析
桜井，内田ら（2019）１）では，ハイドロフォンに
よる掃流砂観測結果と水位観測結果を用いてヒステ
リシスを描かせ，土砂の生産・流出を検出する手法
を提案している（以下、ヒステリシス解析とする）
．
通常出水で生じうる水深‐掃流砂量の範囲を超過す
る場合は，土砂流出の可能性が極めて高いと考えら
れる．
川原樋川下流（赤谷川合流）では，ヒステリシス
より，大きく領域から外れる軌跡を描くイベントは
存在しないことが確認できた（図 2）
．これに対し熊
野地区では，平成 30 年（2018 年）台風 20 号時のヒ
ステリシスが大きく領域から外れ，土砂流出があっ
た可能性を示している（図 3）
．この出水では，当時
設置していたパイプ型ハイドロフォンが損傷したこ
とから，大規模な土砂の流出があったことが確認で
きている．
ヒステリシス解析の結果，平成 28 年（2016 年）
の観測開始以降，明瞭な土砂流出が見られたのは平
成 30 年（2018 年）台風 20 号時の熊野地区のみであ
る．熊野地区以外のヒステリシスは，概ね類似した
範囲を通過する軌跡を描く．よって観測データから
ヒステリシスを描き，上記の関係から大きく逸脱す
る場合は，土砂生産が発生している可能性がある．
1.0E‐01
2018/0619~2018/06/20
2018/09/03~2018/09/04

1.0E‐02

2019/07/30~2019/07/30
2019/08/13~2019/08/16

掃流砂（m3/m/s）

2020/07/03~2020/07/11

1.0E‐03

2020/10/07~2020/10/11
2019/08/23~2019/08/24

1.0E‐04

1.0E‐05

1.0E‐06
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

水位（m）

図 2.掃流砂と水位によるヒステリシス（川原樋川下流）
図 1.各観測所の位置

1.0E‐01

土砂流出

2018/08/23～2018/08/25
2019/08/12～2019/08/17

1.0E‐02

表 1.各観測所の設置機器

2020/07/03～2020/07/11

掃流砂（m3/m/s）

2020/09/25～2020/09/25

1.0E‐03

1.0E‐04

1.0E‐05

1.0E‐06
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

水位（m）

図 3.掃流砂と水位によるヒステリシス（熊野地区）
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3.2 土砂移動の経年変化と流域比較
同一降雨イベント（令和元年（2019年）台風10号
と令和2年（2020年）7月豪雨）における各観測所の
流量と掃流砂量の関係をプロットした（図4）．川原
樋川下流（赤谷川合流）では，流量及び掃流砂量が
大きいことが確認できる．また，令和2年（2020年）
7月豪雨においては，三越川流域でも流量及び掃流砂
量が大きいことが確認できる．それに対し，川原樋
川上流（池津川合流）では，流量は比較的大きいが
掃流砂量が小さく，熊野地区及び高田川流域では，
流量及び掃流砂量ともに小さいことが確認できる．
また，同一降雨イベント（令和元年（2019年）台風
10号と令和2年（2020年）7月豪雨）における各観測
所の流量と濁度計から求めた流砂量の関係をプロッ
トした（図5）．掃流砂と同様に，川原樋川下流（赤
谷川合流）及び三越川流域で流量及び流砂量が大き
いことが確認できる．加えて令和2年（2020年）7月
豪雨における熊野地区では，若干流砂量が大きくな
っていることが確認できる．
継続的な観測の結果，流砂量は大きく減少してい
ない傾向が見られた．複数の観測所と比較し，川原
樋川下流及び三越川流域の掃流砂の流出が大きかっ
たことが確認できた．このことは，深層崩壊による
生産土砂が，流域内にまだ残存していることが影響
していると考えられる．

令和元年
台風 10 号

令和 2 年
7 月豪雨

4. 考察
水位と流砂量の関係によるヒステリシス解析を行
った結果，多くの降雨イベントで類似した領域をヒ
ステリシスの軌跡が通過していることが分かった．
これは流量と流砂量との間に関係が見られるためと
推察される．その中で，ヒステリシスが通常の領域
を大きく逸脱して左回りのループを描くときに，土
砂流出の事例が確認された．このことにより，紀伊
山系においてもヒステリシス解析によって流域内の
土砂流出状況の変化を把握できる可能性がある．ま
た，流量と流砂量の関係を経年的に確認した結果，
紀伊山系の多くの流域では，観測開始時点と同様に
土砂が上流から供給され，観測地点で流砂量が確認
できる状況であった．この関係を継続的に監視する
ことで，流域内の土砂供給状況変化を把握できる可
能性がある．

図 4. 観測所ごとの掃流砂量の比較
（桜井，内田ら（2016）2）に観測結果を追記）
令和元年
台風 10 号

令和 2 年

5. おわりに
流砂観測を開始してから数年が経過し，河床地形
が変化するなど，観測環境に課題が見られる地点も
存在する．長期的な観測の可能性を考慮した観測体
制の再検討が課題である．今後も流砂観測を継続的
に行い，土砂の生産・流出傾向の経年変化を把握す
ることが重要である．

7 月豪雨

参考文献

図 5. 観測所ごとの濁度計から求めた流砂量の比較
（桜井，内田ら（2016）2）に観測結果を追記）

1）桜井，内田ら（2019）:流砂水文観測から得られた異常な土砂
生産時の掃流砂流出特性と観測結果の山地流域監視への適用に
ついて，砂防学会誌，Vol.72,No.2,p.25-31,2019
2）桜井，内田ら（2016）:近年の山地河川における流砂水文観測，
国土技術政策研究所資料，No.887,2016.3
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大規模変位を続ける斜面監視の試み
国土交通省中部地方整備局 越美山系砂防事務所 丹羽 俊一 早田 勉※1 土屋 郁夫 浅野 里奈 中野 崚登※2
日本工営株式会社 ○流川 遥平 宮崎 綾 西 陽太郎 河又 健時 加藤 暁之
※1

1. はじめに
岐阜県本巣市根尾板所に位置する蛇抜谷の源頭部では、
平成 27 年に斜面崩壊が発見された。この崩壊地は地すべ
り的な変動をしており、降雨時に土塊の崩落等の大規模な
変位が繰り返し生じている。崩壊地の下流には国道 157 号
が位置し、国道への土砂流出が懸念されるため、崩壊地お
よび下流の渓流について、連続的に監視を実施し、適切な
タイミングで通行止等を実施することが重要である。
本稿では大規模変位が続く崩壊地斜面における、監視観
測体制の整備結果および、斜面観測結果より考察される斜
面の変動状況について記載する。
また、当該斜面では 1m 以上の変位が生じ、一般的な地
盤伸縮計では計測限界を超えるため変位の計測ができなく
なる事態が発生している。変位量が 1m を超過した場合も
伸縮計以外で斜面監視を継続するための手法として、AR マ
ーカを用いた画像解析による計測手法を検証した。画像解
析の観測精度や夜間監視等の現地検証結果についても報告
を行う。
2. 観測地点の概要
観測地点位置を図１に示す。崩壊地は南東から北西へ延
びる標高 450～570m の尾根端部付近の南西側斜面に位置す
る。地質は美濃帯（泥質混在岩優勢）である。

現 退職

※2

現 中部地方整備局 名古屋国道事務所

図 2 の比較写真では、古い滑落崖下部に残存する地すべ
り土塊の移動、崩壊土砂の流下、背後斜面の崩壊が確認さ
れる。
3. 地すべり観測と観測上の課題
地すべり観測
当該地区は平成 27 年度以前から古い滑落崖が確認され
ており、地すべりブロック末端部の一部が崩壊したことに
より、地すべり滑動が活発化したと推定される。現地は傾
斜 40~45 度の急傾斜を呈しており、末端部を失っている
ことから、残存する地すべり土塊は大規模な変位を繰り返
していると推定される。表 1 に近年の崩壊履歴と対応経緯
を示す。残存する地すべり土塊は、総雨量 100 ㎜以上の降
雨後に変動量の増加が顕著に確認されており、変動後の現
地では、古い滑落崖下部に幅 1 ㎝程度の新鮮な開口亀裂が
確認され、その連続性から、残存する地すべり土塊全体で
の変動と推定される。崩壊・変動を繰り返す過程で、令和
2 年度時点に推定される地すべり土塊は、平成 27 年に確認
された地すべり土塊の 1/3 程度の規模まで縮小している。
表 1 近年の崩壊履歴および対応事項
時期
平成 30
年7月

令和 2 年
6月

イベント
西日本豪雨の影響に
より、
地すべり滑動活
発化。
残存する地すべ
り土塊末端部が崩落。
降雨の影響により、
地
すべり滑動活発化。
残存する地すべり土
塊が下方へ移動。

対応事項
変動量 1m 以上記録。
地盤伸縮計再調整。

変動量 1m 以上記録。
地盤伸縮計再調整。

崩壊により、機器が
埋没。
地盤伸縮計再設置。
令和 2 年度時点では、崩壊地中腹部に残存する地すべり
ブロック頭部および背後斜面に地盤伸縮計を 2 基設置して
いる（図 3）
。また、図 4 に平成 29 年度以降の地盤伸縮計
変動図を示す。
令和 2 年
7月

降雨の影響により、
背
後斜面崩壊。

図 1 観測地点位置図（国土地理院電子国土 Web に加筆）
背後斜面の崩壊

崩壊土砂の流下

図２ 崩壊地の現地状況（左：平成 28 年、右：令和 2 年）
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図３ 崩壊地の状況と観測機器設置位置図（令和２年度）

令和 2 年 6 月 13 日
総雨量 180mm

地すべり観測上の課題
現状の地盤伸縮計はおよそ1m 以上の変動量計測ができな
い。1m 以上変動した場合は現地での再調整（巻戻し）が必
要となる。地盤伸縮計が計測限界を超えた後も継続して斜
面変動を監視する手法が必要となる。
4. AR マーカによる斜面監視手法の検討
観測手法の概要
前章で示した課題を受け、変動量が 1m を超え、伸縮計が
計測限界となった後も継続して斜面監視を行うことを目的
として、AR マーカを用いた斜面監視を実施した。本研究で
使用したマーカ-は、産業技術総合研究所が開発した計測ツ
ール（マーカと座標計測ソフトの組み合わせ）である 1)。マ
ーカは厚さ 3mm の板状で、
大きさは 0.5m×0.5m、
重さは 600g
程度である。カメラ画像の解析により、マーカの 4 隅の黒
い丸から距離・傾きを算出する。中央はマーカの番号を示し
ている。使用例と設置状況を図 5 に示す。従来の斜面監視
手法と比較すると、以下の点で優位性がある。
①1m を超える移動量でも、カメラの画角内にマーカが写っ
ていれば、計測が可能。
②マーカは GPS 計測器や傾斜計と比較すると安価のため、
落石や大規模な変動があった際、機器破損に伴う再設置の
コストが低い。
③カメラとマーカ、杭があれば設置が可能なため、人力によ
る資材の運搬が容易であり少人数での設置が可能。

350
マー-カーの移動量（mm）

図４ 地盤伸縮計変動図（赤丸：変動量 1m 以上記録）

図６ 夜間の監視状況
AR マーカによる解析結果
AR マーカの解析結果を図 7 に示す。図の縦軸はグラフ内
の初回計測時における画像内のマーカ位置を基準とした移
動量である。なお、解析期間中は地盤伸縮計観測による斜面
変動は確認されていない。およそ 5 か月間の解析を行った
が、昼間の画像のみを用いた場合は 5 ㎝以内の変動であっ
た（図 7①）
。1 日の移動量を見ると、反射塗料を塗布したマ
ーカでは、夜明け、日暮れ時に 10 ㎝程度の変動を確認して
いる（図 7②）
。降雨時の解析結果を確認したが、通常時と
あまり変化がないことが確認できた（図 7③）
。以上より、
解析誤差は最大でも 10 ㎝程度と考えられるため、移動量が
1m を超える大規模変位が生じている際でも、マーカにより
継続して斜面監視を行うことが可能であると考えられる。
①5 か月分の解析結果 昼間の画像のみ使用

マーカー番号

507
511
512
514
515

300
250
200

マーカ移設による変位

150
100

カメラ位置調整による変位

50

0
2020/10/31 0:00

2020/11/30 0:00

2020/12/30 0:00

2021/1/29 0:00

2021/2/28 0:00

②夜間を含めた解析結果

350

250

2021/3/30 0:00

マーカー番号

300
マーカーの移動量（mm）

令和元年 7 月 3 日
総雨量 125mm

507
511
512
514
515

507 反射塗料のマーカ（夜間監視可能）

200
150
100
50
0
0:00

350

マーカーの移動量（mm）

平成30 年7 月5 日
総雨量 462mm

300

3:00

6:00

9:00
12:00
2020/11/1

15:00

18:00

③降雨時の解析結果

250
200

21:00

0:00

マーカー番号

降雨期間
最大時間雨量 9.5mm/hr、総雨量 90.5mm

150

507
511
512
514
515

100
50

0
2020/10/21 12:00

2020/10/22 6:00

2020/10/23 0:00

2020/10/23 18:00

2020/10/24 12:00

図７ AR マーカの解析結果

図５ AR マーカの使用例と設置状況
また、マーカに再帰反射テープや反射塗料を塗布し、夜間
も監視が実施できるか検証を行った。反射塗料を塗ったマ
ーカは夜間でも画像解析を実施することができた（図 6）
。
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5. まとめ
岐阜県本巣市の大規模変位を続ける崩壊地について変動
状況に応じた観測体制の整備および斜面変動状況の評価を
実施した。また、斜面の新規観測手法として、AR マーカを
用いた斜面監視を検証した。降雨時や夜間でも観測が可能
であり、計測誤差は 10 ㎝程度であった。1m 以内の変位は地
盤伸縮計で観測を行い、1m 以上の変位が生じた場合でも AR
マーカを用いた画像解析により、概ね変位量を把握するこ
とが可能であることが確認された。今後は夜明けや日没時
等の誤差を小さくすることが課題となる。
【参考文献】
1)リーグソリューションズ株式会社ホームページ（マーカ販売元）
https://leag.jp/marker/
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那智川流域における土砂動態観測技術の高度化
国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

小竹利明※2、山田拓※3

国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター
株式会社パシフィックコンサルタンツ
※1

現

※2

長野県 姫川砂防事務所、

現

※3

国土交通省砂防部砂防計画課、

1. はじめに

現

○柴田俊※1
木下篤彦

松澤真、豊福恒平

（国研）土木研究所 土砂管理研究グループ

2. 水位流量曲線の検討

近年、流砂水文観測データの警戒避難への活用や土

2.1 以前までの観測結果とその課題

砂・洪水氾濫の検討活用への動きが高まっているが、

流速観測は、流量観測の主構成要素であり、那智川流

そのためには観測データの精度の向上が求められる。

域の既存の観測では、高水流量観測手法として浮子測

土砂流出量を正確に把握するためには、同じく正確な

法あるいは PIV を使用している。両手法とも、適切な

河川流量の把握が必要となるが、那智川流域のような

場で適切な方法を取れば精緻な観測が可能であるが、

出水時に流量が増大する現場では、接触型の水位計等

今回取り上げる金山谷川 2 号堰堤における過去の観測

を常設することは難しく、非接触型の水位計や流量計

ではカメラを鉛直下向きに設置し、PIV を実施してい

の活用や浮子による流量観測が行われている。

た。そのため、カメラは河岸のごく近傍を撮影してお

しかし、流量観測（≒流速観測）は計測機器や環境

り、得られる流速は壁面の影響を受けた流速であった。

により一定の誤差が見込まれ、一般には、最大で 20～

そうなると算出される流速は主流部の流速と大きく異

30%程度の観測誤差が想定される。また、H-Q 曲線に

なるという、観測上の課題が存在していた。

よる流量算出を行う際に、H-Q 曲線作成に用いた水

同時に、同観測場所では流量算出手法上での課題も存

位・流量観測データを大きく上回る規模の出水を対象

在していた。具体的には、単発の流量観測で精緻な流

とした場合、約 100%オーダーの誤差が発生し得ると

量データを得て H-Q を作成したとしても、観測データ

いう問題もある。

の無い範囲の H-Q については精度を担保することが困

そのため、本研究では紀伊山系管内の那智川流域を

難だという問題である。金山谷川２号堰堤では、観測

対象とし、警戒避難や砂防計画に資するような高精度

流量の最大値が約 4m3/s であるのに対し、H-Q 流量の

のデータを得ることを目的に出水期の流速観測、およ

最大値は約 14m3/s を算出しており、約 3 倍の外挿を行

び流量算出手法の検討を行った。

っていた。このような極端な H-Q 外挿を行った場合に

図１に那智川流域の位置を示す。那智川流域では複

は、100%オーダーの誤差が混入している恐れがある。

数箇所で流量観測を行ったが、今回は金山谷 2 号堰堤

つまり、流量の大きなタイミングでの観測を行えてい

で行った観測を取り上げて紹介を行う。

ないがために、H-Q 外挿において特に高水位のときの
流量予測の精度が著しく低下しているという課題も存
在していた。

2.2 水位流量観測と H-Q 曲線の改善に
前述した課題を踏まえ、金山谷 2 号堰堤で行う流速
計測手法を検討した。河川流量観測において実用化さ
れている主な流速計測手法を図 2 に示す。これらのう
ち、非接触・自動連続の要件を満足する手法は電波流
速計および画像解析手法となる。電波流速計は簡便で
あるのに対し、画像解析は流速の算定までに解析を要
図１

紀伊山系砂防事務所管内および那智川流域位置図
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することから、今回は流速計測手法として電波流速計

明した。1.流速データの変化は水位変動と類似して

を採用した。金山谷川 2 号堰堤付近は機器を常設可能

おり、概ね安定的な計測ができていた 2.ピーク水位

な用地があったため、機器の固定設置による連続観測

0.72m の出水イベントの計測に成功しており、既往

を実施した。

観測の最高水位 0.26m を大きく上回った 3.流速の最

また、幅広い川幅のうち、ごく一部の流速データの

大値は 6m/s 程度である。こちらで得られた、流速の

みを計測する場合、未計測エリアの流速分布を精度良

結果をもとに DIEX 法によって流速分布・流量の推

く推算することが流量観測精度を担保する上で重要で

算を行った。その結果、金山谷 2 号堰堤において図

ある。DIEX 法（Dynamic Interpolation and Extrapolation

5 で示される H-Q 曲線が得られた。

method、力学的内外挿法）は、現地観測により得られ
た離散的な「点」流速データから、流体の運動方程式
に基づいて「面」流速データおよび流量を算出するた
めの数値解析手法である。図 3 に DIEX 法のイメージ
図を示す。DIEX 法では運動方程式に基づいた流速内外
挿操作を行うことから流速データ数が少ない場合でも
高い精度で流量算出が可能であり、観測コストを縮減
可能であることに加え、流速データの欠測が生じた状
況や未計測エリアが存在する場合でも高精度の流量算
出が可能である。そういった利点を踏まえて、今回は
この手法を採用した。以上の手段を用いて、2020/8/7

図 4 金山谷川２号堰堤における水位・流量観測データ

から 2020/10/6 の間、長期連続観測を実施した。本観測
期間中、9/25～26 にかけて、従前の観測規模を大きく
上回る総降雨量約 320mm の出水イベントにおける計
測に成功したため、高水位のときの流量予測の精度が
低下してしまうという課題も解決することができた。

図5

図2

金山谷川２号堰堤における H-Q 曲線

4. まとめ・課題等

実用化されている主な流速計測手法

今回、既往観測の最高水位を大きく上回る出水イベント
時の計測に成功し、
H-Q 曲線の大幅な改善を行うことができ
た。その結果、改善前の H-Q では同じ水位でも流量を 2 倍
程度過大評価していたことが分かった。今回の取り組みを
行うことで、警戒避難や砂防事業計画に用いるのに十分な

図3

正確性を持った、流量を算出する手法が確定出来たと思わ

DIEX 法イメージ図

れる。今後の課題としては、一か所にかかる労力やお金と

3. 流速観測結果

いったコストは通常よりも大きくなることであり、観測を

現地観測結果として、水位・雨量および流速の時間
変化を図 4 に示す。これより、以下の三つの点が判
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実施する前に実施する箇所の選定が重要であると考えられ、
同時に今後の手法の低コスト化が望まれる。
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山地渓流の表面侵食・土砂移動状況調査におけるハンディ・レーザスキャナの活用
～奈良県池郷川流域を事例として～
国際航業株式会社 ：○河合 貴之、清水 幹輝、笠原 拓造、桝本 みな、檀上 拓也

１．はじめに
土砂移動が活発な山地渓流については、渓流やその付近の地形等が土砂移動の要因・結果の指標となるため、土砂移動
発生箇所の地形の特徴や不安定土砂の分布や量の情報を取得することは、出水時の災害対策を検討する上で重要である。
但し、急峻な山間部や夏季の広葉樹林等において、航空レーザ計測では地表面を正確に計測できない場合や、据付式のト
ータルステーションでは測量作業時の安全性等の制約が生じる。最近、ハンディ・レーザスキャナについて、砂防施設点
検において構造物の変状や地形横断面形状等の迅速な把握に活用した例がある 1)などが、土砂移動・堆積状況の調査におけ
る試行例が殆どない 2,3)など。そこで今回は、地上で低コストかつ簡便に計測できる手段として、ハンディ・レーザスキャナ
を用いた表面侵食や土砂移動状況の情報取得を試行した。対象地域は、奈良県南東部の下北山村内に位置する、熊野川水
系北山川支流の池郷川流域であり、土砂流出が活発で天然の広葉樹やスギ・ヒノキ植林が混在している。今回、同一斜面
における 3 時期の地表面状況をとらえ、差分解析を実施した。この解析は、地上で低コストかつ簡便な計測手段としてハ
ンディ・レーザスキャナの有用性を検証し、渓流の土砂移動状況調査の効率的な精度向上に資すると考える。

２．ハンディ・レーザスキャナの概要
計測には、GeoSLAM 社製 ZEB-HORIZON（Velodyne VLP-16 搭載）を使用した。本機は重量約 1.3kg と小型であり、携帯し
て対象地物の周囲を歩くことで形状を計測でき、計測点数は 300,000 点/秒、最大計測距離 100m である（カタログ値）
。
データ取得は SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)の技術により、3 次元レーザ、IMU(Interial Measeurement
Unit)のデータを統合処理して自己位置推定を行い、計測と同時に撮影した動画を参考に点群の色付け等の処理を行う。
相対精度は±3cm（カタログ値）で、据付式のトータルステーションの精度（±2mm）4)には劣るが、地図情報レベル 500 の
精度を有し、計測時にデータ取得から合成までを現場において実施した上でのデータ確認が可能であり、従来の地上レー
ザの 6 分の 1 の時間で一連の計測を行えることから、作業効率が非常に高い 5)。

３．解析の対象と条件
（1）計測対象の概要
計測対象は、平成 23 年 9 月に発生した紀伊半島大水害を受けて奈良県が種々の調査結果を整理する中で、その出水時
の崩壊が確認された斜面であり 6)、中腹の崩壊地やそこからの土壌流出が認められ、一方で露岩もみられることから、土
砂移動状況の確認に適する斜面である。今回は以下の条件を満たす集水域を解析対象とした。
計測と同時に撮影した動画から土砂堆積等の状況が読み取れる。
樹冠・下草による照射レーザ等の遮蔽によって生じる差分解析のノイズが連続した範囲でみられない。
ここでいう差分解析のノイズとは、露岩や道路擁壁直下で上方に崩壊地等の土砂流出痕跡がない区域で堆積を示す等と
いった事象のことである。以上を踏まえて設定した解析対象範囲を図-1 に示す。
（2）窓領域設定
計測においては高分解能の地形データの取得
が期待され、土砂移動状況の把握に用いるデータ
として、8 月・10 月・12 月の計測結果を基に格子
凡例
□ 解析範囲
サイズ 10cm の 3 次元標高モデルを作成した。そ
勾配
こで、地形表現におけるノイズを緩和するため、
90°
撮影方向
計測範囲内で取得した位置座標値・標高値の情報
0°
熊野川流域
0 510 20m
をもつ各格子点について、図-2 に示すように、周
図-1 計測・解析対象範囲の位置と現況
辺の点の情報を加味して複数時期の比較を行った。
（左図背景は今回計測データ加工した傾斜量図）
加味する点の範囲をここでは窓領域と称する。
今回は、池郷川流域において平成 27 年度・30 年度に奈良県が取得している航空レーザ計測データの格子サイズが 1m で
あることを考慮して、窓領域範囲が 30cm・50cm・90cm の場合で、各格子点を中心とする窓領域内の標高平均値を改めて
その格子点に割り当て、計測範囲におけるノイズ等の状況を比較した。比較にあたっては、面的な傾向を把握するため、
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出水期で土砂移動痕跡が差分解析結果に反映されやすいと考えられる 8-10 月間につい
て、窓領域範囲が同じもの同士で標高差分をとった。その考え方に基づいて比較したとこ
ろ、窓領域範囲が 30cm の場合で範囲や差分値に表れるノイズが最も小さいと判断された
ので、今回は窓領域範囲 30cm の場合の標高差分値を表面侵食量の算定に使用した。

４．差分解析による表面侵食・土砂移動状況の把握
3 時期の計測データについて、計測時の撮影動画と標高差分の対応から、前述の解析
区域内の土砂移動状況を把握することができた。これらの対応付けは、撮影動画を時期
ごとに比較しての表土侵食
図-2 窓領域設定イメージ
表-1 計測時の現地状況と差分解析結果の対応
や露岩の埋没状況を指標と
して、標高差分の分布と照
合することによった。計測
時の現地状況と差分解析結
果の対応を表-1 に示す。
また、3 時期の計測データ
を用いた標高差分から、解
析対象区域における土砂移
動量として表-2 の算出結果
が得られた。本表から、810 月は斜面上部からの流出
土砂が中腹に一時的に滞留
し、それと上方から流入し
た土砂が 10-12 月に下流に
流出したと考えられる。

５．まとめと今後の課題
今回、山地渓流において
ハンディ・レーザスキャナによる計測及び同一斜面における複数時
期の計測結果の差分解析を試行した。それにより、ハンディ・レー
ザスキャナの有用性と今後の課題について、以下が挙げられる。

表-2 計測結果データの標高差分に基づく
侵食・堆積量（単位：m3）
時期
侵食量

8-10月

10-12月

8-12月

総量

24.81

71.41

1m 2あたり

0.04

0.10

54.18
0.08

総量

54.35

27.22

38.61

堆積量
航空レーザ計測に比べて高い分解能で地形データを簡便に取得
0.08
0.04
0.05
1m 2あたり
し、さらに標高差分の解析によって侵食・堆積の状況を客観的かつ
下流への
総量
-29.54
44.19
15.57
-0.04
0.06
0.02
流出量 1m 2あたり
面的に把握することが可能である。
但し、ノイズ逓減のためには、計測対象に対して照射レーザが遮蔽
されないように計測時の機器移動経路を確保する必要がある。
航空レーザ計測データ等との客観的な比較にあたり、ハンディ・レーザスキャナによる計測データを標定するために、
明確な標定点を確保する必要がある。

ハンディ・レーザスキャナによる計測については、今後、上記を踏まえた上で事例を増やして有用性を高め、地表面・
樹冠構造の計測データを用いて、植生が斜面の表面侵食を抑制する機能をもつとの知見 7,8,9)などを踏まえ、森林の治山砂防
の効果向上に資する調査での活用等が期待される。
謝辞：奈良県砂防・災害対策課には今回の検証にあたり、航空レーザ計測データを提供頂き、現地調査にあたって様々に
便宜を図って頂きました。ここに感謝の意を表します。
文献:1)畠山ら(2018)砂防学会発表要旨集,p.241-242. 2)新子ら(2019)砂防学会発表要旨集,p.635-636. 3)河合ら(2020)
砂防学会発表要旨集,p.733-734. 4)国土地理院(2016)「測量機器性能基準」国地達第 7 号. 5)桝本ら(2020)写真測量とリ
モートセンシング 59(6),p.289-292. 6)奈良県(2015)奈良県大規模土砂災害アーカイブ. 7)北原(1998)森林科学 22,p.1622. 8)阿部(1998)森林科学 22,p.23-29. 9)山場・佐野(2008)日緑工誌 34(1),p.3-8.
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監視カメラ映像の輝度差分値に基づく土砂移動検知装置の開発
株式会社エイト日本技術開発

○海原荘一

株式会社ブレインズ

井深真治

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター

木下篤彦

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 小竹利明・山田拓・柴田俊
国土交通省国土技術政策総合研究所

1.はじめに
国土交通省では，台風時等の警戒体制時に現地状況
を確認できるように山地洪水災害や土砂移動の発生し
うる箇所に対して監視のため監視カメラ(CCTV)の整
備が進められている。また，災害初動時にも監視カメ
ラが活用されている。
監視カメラの監視映像は，単に現地状況を確認する
だけでなく，河川水位や道路分野における逆走車両等
を対象として既に自動検知が利用されており，映像デ
ータに基づく自動監視は人手不足や省力化，重大事象
の見逃しなどのヒューマンエラーの防止等を解消する
有効な手段の１つとして考えられる。
山地河川における顕著な土砂移動の検知については，
MPEG 画像の動ベクトルに着目した土石流の検知 1)や
PIV2)，映像のマッチングによる崩壊検知手法 3)が検討
されているが，計算負荷量が大きいなどの課題があり，
柴田ら 4)は，簡易な演算かつ計算対象のフレーム間隔
を長くし，大まかな映像の変化を把握することで，計
算資源が少ない環境でも災害発生を検知できる方法と
して，時間軸の差分画像における輝度の経時変化に着
目した方法を検討している。
2.土砂移動検知の原理と装置の概要
柴田らの輝度差分映像による災害検知手法 4)は，山
地河川における崩壊・土石流の顕著な土砂災害の発生
を早期に検知することを目的としており，その発生時
の映像においては，土砂移動の範囲の色調が大きく変
化するため，細かい映像の変化を追跡するのではなく，
大まかな映像の変化を時間軸の輝度の変化に着目する
方法である。
具体的な映像の処理方法としては，図-1 に示す要領
とし，0.5 秒間隔の 720×480pixel の 2 枚の映像から輝
度差分画像(フレーム間差分)を連続的に生成し，その
輝度差分値を求め，それに対する閾値を設定して崩
壊・土石流の発生を判定するものである。
筆者らは前述した土砂移動検知方法を組み込んだ映
像処理装置を製作した。土砂移動検知装置の映像デー
タは監視カメラのデコーダから NTSC のアナログデー
タを映像分岐装置により取得し，その監視映像は土砂
移動検知装置内で処理し，計算した輝度差分値及び検
知映像は携帯電話回線により，サーバに送信している。
土砂移動検知装置の主な機能としては表-1 に示すよう
なものであり，閾値以上の輝度差分値となった場合に
指定先にメールが送信されるようになっている。なお，
映像の計算負荷が小さいため，81×110×40mm の小型
の映像処理装置(図-2)にソフトウェアを組み込んで，
土砂移動検知装置を作成した。

中谷洋明

3.閾値の設定と検知状況およびその原因
3.1 閾値の設定と検知状況
本事例では図-3 に示す奈良県五條市赤谷地区の監視
カメラの映像に基づき，約 800m 先の深層崩壊斜面を
監視対象としたが，土石流や大規模な崩壊の発生は非
常に稀な現象であるため，検知の判定に用いる閾値は
既存の監視映像を基に，0.5 秒間隔での輝度差分値の変
動を踏まえ，誤検知防止を重視して高めの 100 に設定
した。
データ取得期間内に崩壊は発生しておらず，閾値以
上となった検知情報は全て誤検知である。土砂移動検
知装置設置後にデータを取得した結果，図-4 に示すよ
うな輝度差分値の変動を示し，閾値を超過する頻度は
1 日当たり平均で約 20 回，最大で 70 回程度であった。
検知数は昼間よりも夜間の方が多く，夜間／昼間の比
率は 10 倍以上となっている日も多く，また，輝度差分
値は 500 を超過する(最大は約 2700)事例も多く見受け
られた。

時間軸方向の差分画像の生成
差分画像のフレーム全体の輝度値を算定
閾値を設定し一定以上となる場合に
崩壊・土石流が発生したと判断
図-1 輝度差分画像による土砂移動検知の判定手順
表-1 土砂移動検知装置の主な機能
機能

内容
定時録画・検知時の映像を
録画・画像閲覧
検索・閲覧できる機能
土砂移動を検知する画面の範囲
マスク設定
を設定
メイン画面のグラフ表示，アラー
各種設定
ムの閾値，グラフ表示の秒数，
横軸の目盛りを設定する機能
WIFI ルーター
（携帯電話回線）

土砂移動検知装置
電源装置

映像分岐装置

USB メモリ

図-2 土砂移動検知装置の設置状況
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閾値

図-4 輝度差分値の変動

図-5

昼間における誤検知の原因（雲の影の移動）

輝度値の表示

図-3 土砂移動検知装置の画面と輝度値の表示例

3.2 検知の原因となっている事象
検知時の監視映像を確認したところ，検知の原因と
なっている事象は，昼間の場合はワイパーの動作，雲
の影の移動(図-5)や尾根からの日光の照射であった。
また，夜間の場合は，そのほとんどが照明光による降
雨または霧の反射(図-6)であり，それらの映像にはカ
メラ近傍の降雨や霧しか映っておらず，監視対象とな
る崩壊斜面が見えない状況であった。
4.まとめ
本検討では，土石流や大規模な崩壊といった顕著な
土砂移動を検知対象として，720×480pixel の 2fps 間隔
で，監視カメラから約 800m 離れた位置の深層崩壊斜
面の監視映像の輝度差分値を取得し，既存の土石流・
崩壊映像を参考に設定した輝度差分値に基づいて検知
を行った。その結果，検知頻度は約 20 回/日程度であ
り，その検知の原因となっている事象のほとんどは照
明による夜間の降雨や霧での反射によるものであった。
今後は監視対象が目視できる時間帯でのみ判定する，
ワイパー等の動作時間を加味して検知の判定を行う，
マスキングで検知に使用する映像範囲の適切な設定等
による誤検知の削減や輝度値のヒストグラムの延伸や
映像の重ね合わせなどの監視映像の鮮明化技術との組
み合わせを検討したいと考えている。
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図-6 夜間の誤検知の原因の例（照明の降雨での反射）
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UAV の自律飛行を活用した砂防施設点検の検証について
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菊地純、渡邊繁行（現：能代河川国道事務所）
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１．はじめに
砂防施設の点検は、施設機能の状況把握や構造上の
損傷の程度やその原因の特定を行うため実施されるも
ので、これまで作業員の目視により実施されてきた。
砂防施設の多くは山間部に位置しておりアクセスが困
難な施設も少なくない。このため、作業員の目視によ
る砂防施設点検は多大な労力を費やすことも多く、ま
た施設全体を点検するために袖天端を乗り越える必要
があり安全面でのリスクがある。
一方で近年、UAV の開発が進んでおり砂防施設の点検
に UAV を活用することで点検時作業の安全性や効率性
を向上できることが想定される。しかし、現時点では
UAV を用いた砂防施設の点検に関する確立した手法が
ない。ここでは東北地方整備局 湯沢河川国道事務所管
内に整備されている砂防堰堤 17 基を対象に、UAV を活
用した砂防施設の点検に関する検証結果を報告する。

２．検証概要
(1) 施設点検の内容
砂防施設点検要領(案)
（令和 2 年 3 月、国土交通省 砂
防部 保全課）によると砂防施設の点検は「定期点検」、
「臨時点検」、
「詳細点検」の 3 種類に区分されている。
本検証では、「定期点検」を対象とした。
(2) 施設点検及び検証方法
UAV を活用した点検方法は写真撮影とレーザー計測
が考えられる。双方とも施設変状を確認することがで
きるが、本報告ではレーザー計測機器を UAV に搭載す
ることなく容易に施設点検できる写真撮影とした。
検証方法は、UAV で砂防施設を撮影し画像に写ってい
る施設の変状が砂防施設点検要領(案)で求められる精
度を満足しているかを目視点検の結果も合わせて確認
した。
３．検証の前提条件
(1) 使用した UAV の機体
今回、砂防施設の点検に用いた UAV はホバリングを
することができ、施設まで接近することが可能で施設
の変状等を計測することができる回転翼とした。使用
し た 機 体 は DJI 社 製 の PHANTOM 4 PRO （ Real Time
Kinematic 機能を装備：以下、RTK）を採用した。
重量(g)
最大飛行時間
(min)
有効画素数
最大伝送距離
(m)

1,388
30
20M
4,000

出典：https://www.dji.com/jp/phantom-4-pro

図 1. PHANTOM 4 PRO のスペック
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○菊池将人

澤田悦史

佐々木央

(2) 飛行方法
UAV の飛行方法は、操縦者がプロポから手動操縦する
方法（以下、手動飛行）と、事前に作成した飛行ルー
トを自動飛行させる方法（以下、自律飛行）がある。
表 1 に示すように、自律飛行は一度飛行ルートを設定
したら操縦者によりルートを設定することなく同じル
ートを飛行することが可能であり、手動飛行と比較し
一定品質の点検結果が得られると考えられる。本検証
では、基本的に自律飛行で定期点検を検証するものと
した。
表 1.手動飛行と自律飛行の比較
飛行方法

特徴
・GPS精度に依存せず飛行することが可能

手動飛行 ・操縦者の技術によるが、比較的狭い場所や障害物に近
い場所でも飛行することが可能
自律飛行

・操縦者の技術に依存せず定点観測が可能
・施設点検の見落としが生じにくい

(3) 自律飛行のルート設定
自律飛行を行うためには事前にルート設定をする必
要があり、①机上設定方法、②現地設定方法の 2 種類
ある。双方とも作成したルートは後日同じルートで飛
行させることができる。下表に示すように、①の方法
は位置情報の精度がルート設定するためのソフトに依
存し、詳細なルート設定が困難なため②の方法を採用
した。
表 2.机上設定方法と現地設定方法の比較
設定方法

ルート作成方法

特徴

事前に机上で作成した ・位置情報の精度がルート設定するためのソフト
①机上設定
方法

ルートを現地で飛行さ に依存する
せる方法（PCやタブ

・比較的短時間でルート設定をすることが可能

レット等で設定）

・ソフトにある地図情報が古い場合、ルート設定
することが困難

現地にて手動飛行した ・位置情報の精度が高いルート設定が可能
②現地設定
方法

軌跡をルートとして記 ・本堤の上流法面や側壁護岸など角度が異なる面
録し、このルートを飛 についても撮影することが可能
行させる方法

・現地でUAVを手動飛行しルート設定するため時
間がかかる

自律飛行のルートは、地表や施設等との離隔距離が
5m 程度となるよう設定した。これは、写真の精度や施
設との接触に対する安全性、UAV 本体の GPS 位置情報の
精度面から設定したものである。
なお、新規の変状を確認することができるよう飛行
ルートは施設全体を撮影するルートを設定した。また、
本検証は RTK を活用した施設点検を実施した。これは
今回が定期点検において最初の飛行ルートの設定にな
るため、飛行ルートの位置情報の精度をより高めるこ
とや位置情報の誤差を小さくするためである。

(4) 自律飛行の条件
UAV のスペックや通信の特性を考慮し、表 3 に示すよ
うな条件がクリアできる環境下で、自律飛行による定
期点検の検証を行った。なお、航空法（目視内飛行、
対地高度 150m 以内等）や「無人航空機（ドローン、ラ
ジコン等）の安全な飛行のためのガイドライン」を遵
守し飛行を行っている。
表 3. 自律飛行の条件一覧
条件

➢

最大幅が数 mm 程度の変状

➢

樹木や障害物は近くにあり、施設に接近すること
ができない箇所での変状

理由
プロポと回転翼UAVの通信は直接通信で

プロポと回転翼UAVの間に障害物がない

表 4 に示すように、ほとんどの変状を UAV で確認す
ることができ、定期点検で求められる点検精度を満足
することが確認できた。しかし、空洞化・洗堀など水
中で生じる変状は確認できなかった。また、下記のよ
うな変状は UAV で確認することができなかった。

あり、間に障害物があると操作不能にな

➢

タラップや鉄筋など小さい構造物での変状

４．まとめ

るため
GPSの通信状況が良好な環境
対象施設周辺に樹木等の障害物がない

通信状況が悪い場合、位置情報の誤差が
大きくなるため
障害物にあたり墜落の危険性があるため

４．検証結果
(1) 自律飛行が困難な環境
自律飛行を検証した結果、下記の条件では自律飛行
が困難となった。これら施設については手動飛行によ
る点検を実施する必要がある。
➢

対象施設が樹木に覆われている

➢

対象施設の周辺に新幹線や高圧線が位置している

➢

GPS 環境が悪く位置情報の取得が困難、または誤
差が大きい

図 2. 自律飛行ルート図

(2) UAV を活用した定期点検検証

本検証では、UAV を活用した施設点検においてほと
んどの変状を確認することができた。しかし、UAV の
自律飛行では確認できなかった一部の変状（空洞化・
洗堀等）もあるため、目視による確認と併用して砂防
施設全体の変状を把握することが望ましい。
また、UAV の性能や搭載するカメラによって撮影で
きる画像の精度が変わるため、今後の技術開発の動向
を確認しながら砂防施設の点検に最適な手法を検討す
ることが重要である。しかし、UAV の自律飛行では確
認できなかった一部の変状（空洞化・洗堀等）もある
ため、目視による確認と併用して砂防施設全体の変状
を把握することが望ましい。

表 4. 目視点検と UAV 撮影写真の比較

参考文献
1) 砂防関係施設点検要領（案）、令和 2 年 3 月、国土
交通省 砂防部 保全課
2) 砂防設備点検における UAV 活用の手引き（案）、令
和 2 年 3 月、国土交通省 北陸地方整備局 北陸技術
事務所
3) UAV の自律飛行による天然ダムの緊急調査及び被
災状況把握に関する手引き、令和 2 年 3 月、国土交
通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術セン
ター
4) 砂防施設点検を想定した UAV 活用の留意点につい
て、2020 年度砂防学会研究発表会概要集、P697,698
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既存のひび割れ自動把握技術を活用した UAV による砂防施設点検の試行
(一財)砂防・地すべり技術センター ○上森弘樹＊1 五十嵐勇気 木原早紀
国土交通省雲仙復興事務所＊2 田村 毅＊3 宮脇正彦＊4 田中 聡＊5
*1

現
現
*5
現
*3

*2

国立研究開発法人 土木研究所
国土交通省 富山河川国道事務所
国土交通省 筑後川河川事務所

*4

現 国土交通省 雲仙砂防管理センター
現 国土交通省 立野ダム工事事務所

び割れを抽出するソフトである。

1. はじめに
全国の砂防堰堤は、狭隘な場所へ設置されている
ことが多く、現場で砂防施設点検を行う際、砂防堰

3. 自動変状把握技術の適用箇所
(1) 砂防施設点検の実施場所

堤へ到達できない場合や、到達しても転落の危険性
の高い環境下での作業が必要な場合がある。

UAV を用いた砂防施設点検は、長崎県島原市中尾
川流域に設置されている 2 基の不透過型コンクリー

令和 2 年 3 月に砂防関係施設点検要領（案）１）が
改訂され、目視点検に加えて UAV を用いた点検手

ト砂防堰堤で実施した。点検に使用した機体や撮影
機器、撮影条件は、表１に示す通りである。

法が追加された。また、北陸地方整備局より UAV

表１ 画像取得に使用した UAV と撮影条件

による砂防関係施設点検要領（案）２）が公表される

DJI社

Phantom4 Pro

使用機体

など、現場における点検作業の省力化と安全性の向

撮影条件

上が実現されつつある。
一方で、UAV の撮影画像から砂防堰堤の変状確認
を行う場合、技術者がモニター画面に表示された撮

撮影機器
（画素数）

の省力化を達成するためには、効率的に変状の検
出・健全度評価を行う技術の活用も必要である。
近年、効率的に変状を検出可能な技術として、道
路や橋梁分野の点検において、AI を活用し撮影画像

そこで、UAV による砂防施設点検において、効率
的に変状の検出・変状レベル評価を行うことを目的

撮影倍率

1.0倍

焦点距離

9mm

絞り値

F/5.6

光学撮影カメラ

シャッター速度

1/100s

（約2,000万画素）

ISO感度

100

DJI社

FC6310R

UAV 撮影画像をモニターにて確認した結果、砂防
関係施設点検要領（案）における変状レベル b（経
過観察が必要）
以上のひび割れは存在しなかったが、
表２の通り変状レベル a（性能低下が認められない
状態）に相当する軽微なひび割れが 3 ヶ所確認され
た。

からコンクリートのひび割れを自動的に検出する技
術が開発されている。

手動
マニュアルモード

(2) 自動変状把握技術の適用箇所

影画像を確認しながら実施することから、目視点検
より時間を要する場合がある。そのため、点検作業

撮影方法
撮影モード

そのため、今回は 3 箇所の軽微なひび割れについ
て自動変状把握技術を適用することとした。

4. 試行結果

に、今回は、砂防堰堤のひび割れを対象とし、既存

自動変状把握技術による解析結果を表３に示す。

のひび割れ自動把握技術を活用した砂防施設点検を

本堤天端のひび割れと副堤下流左岸側のひび割れは

試行した。

自動変状把握技術により検出された。一方で、砂防
堰堤副堤下流右岸側のひび割れは検出されなかった。

2. 使用した自動変状把握技術

また、図１に示す通り、蔓をひび割れと誤検出して

今回、自動変状把握技術として、道路や橋梁等で

いる状況も確認された。

の利用実績がある点、専門業者に委託することなく
ユーザーが容易に使用可能な技術である点、及び比
較的廉価に使用できる点を考慮して、富士フィルム
株式会社の社会インフラ画像診断サービス「ひびみ

検出したひび割れの幅や長さに関する解析結果と
して、本堤天端のひび割れ（幅 2.0mm・長さ 30cm）
は、現場で確認した結果（幅 3.0mm・長さ 30cm）
よりやや細いものの、ほぼ同程度で検出された。

っけ」を使用した。
「ひびみっけ」は、撮影画像を専用のサーバへア
ップロードし、画像サイズ等の入力を行った上で解
析開始することで、約 15 分程度で AI が自動的にひ

一方で、副堤下流左岸側のひび割れは幅 10mm 以
上と、現場で確認した幅 0.3mm より太く検出された
ほか、長さも半分程度までしか検出されておらず、
正確なひび割れの検出には至らなかった。
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表２ UAV による砂防施設点検で確認されたひび割れ
確認された場所

砂防堰堤本堤の天端

確認された変状

軽微なひび割れ

表３ 自動変状把握技術による解析結果

拡大写真

確認された場所

砂防堰堤本堤の天端

確認された変状

軽微なひび割れ

撮影位置
（対象物からの距離）

5m離れて真上から撮影

撮影画像

軽微なひび割れ（幅3.0mm・長さ30㎝）
解析結果

撮影位置

（ひび割れの幅、長さ）

5m離れて真上から撮影

（対象物からの距離）
ひび割れの程度

幅3.0mm・長さ30cm

（※現場で確認）

幅2.0mm、長さ31cm

変状レベル評価

a

確認された場所

砂防堰堤副堤の下流左岸側

確認された変状

軽微なひび割れ

確認された場所
確認された変状
撮影位置

拡大写真（左岸側ひび割れ）

（対象物からの距離）

砂防堰堤副堤の下流左岸側
軽微なひび割れ
20m離れて斜めから撮影

撮影画像
軽微なひび割れ
（幅0.3mm・長さ3ｍ）

解析結果

途中までしか検出しなかった

（ひび割れの幅、長さ）

撮影位置

20m離れて斜めから撮影

（対象物からの距離）
ひび割れの程度

幅10ｍｍ以上、長さ2ｍ

幅0.3ｍｍ・長さ3ｍ

（※現場で確認）
変状レベル評価

a

確認された場所

砂防堰堤副堤の下流右岸側

確認された変状

軽微なひび割れ

確認された場所

砂防堰堤副堤の下流右岸側

撮影位置

確認された変状

軽微なひび割れ

（対象物からの距離）

20m離れて斜めから撮影

拡大写真（右岸側ひび割れ）

解析結果

撮影画像

（ひび割れの幅、長さ）
軽微なひび割れ
（幅0.3mm・長さ2.5ｍ）

撮影位置
（対象物からの距離）
ひび割れの程度
（※現場で確認）
変状レベル評価

ひび割れを検出せず
ひび割れを検出せず

20m離れて斜めから撮影
幅0.3ｍｍ・長さ2.5ｍ
a

5. まとめ

蔓をひび割れと誤検出した

今回の適用結果から、UAV を用いた砂防施設点検
図１ ひび割れの誤検出事例（蔓をひび割れと誤検出）

において、自動変状把握技術を活用してひび割れを
ある程度検出可能なことが示唆された。
一方で、撮影距離が離れていた場合にひび割れが

＜謝辞＞
本検討に際して、長崎県島原振興局河港課にご協力

検出されない場合や、蔓等をひび割れと誤検出した

頂いた。ここに記して謝意を表する。

事例も確認されるなどの課題もみられた。
今後も自動変状把握技術の活用に向け、変状レベ
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ル b（経過観察が必要）以上のひび割れにおける検
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火山地域における土砂移動バラマキセンサの開発について
中電技術コンサルタント㈱ ○岩田直樹，荒木義則
地球観測㈱ 藤田行茂，福田芳雄
鹿児島大学 酒匂一成，伊藤真一
大阪大学
小泉圭吾
１．はじめに
火山活動が活発な桜島では多量の火山灰が山腹に堆積しているため，特に噴火後においては，極少規模の雨でも土石
流が発生しやすい特徴がある。このような土石流の危険監視あるいは実態把握のために，監視カメラ，ワイヤーセンサ，
超音波水位計等による観測が行われているが，これら定点観測のみでは広範囲に広がる土石流の実態を把握するには十
分ではない。一方，近年 UAV（無人航空機）や IoT（Internet of things）といった情報通信技術が発展し，これらを組合
せることで従来困難であった土石流の実態をより詳細に把握できる可能性が広がりつつある。本研究グループでは土石
流の土砂移動状況の実態把握を目的に UAV 運搬型土砂移動検知センサの開発を進めており，本報告ではそのうち土砂
移動バラマキセンサのプロトタイプの開発と動作確認を行ったので，その内容について報告する。
２．土砂移動バラマキセンサのプロトタイプ開発
桜島において火山灰による土石流の土砂移動そのものを把握した事例はみられない。そこで本研究では初の試みとし
て，土石流の土砂移動を計測するための土砂移動バラマキセンサのプロトタイプを開発することとした。開発のコンセ
プトはセンサをばらまくだけで，土石流がいつどこで発生し，発生した土石流がどのように流下していくのかをリアル
タイムに把握できるというものである。
図-1 に土砂移動バラマキセンサの概要を示す。ドローンでの運搬を想定しているため，ケースは突起物が無く，極力
小型化することが好ましいが，電池の容量等も考慮してサイズを決定した。土砂と共に移動することから材質は金属製
のハウジングも検討したが，免許不要な特定小電力無線を使用するため電界強度の減衰を考慮して強化樹脂製とし，耐
環境性能として粉塵および噴流水の保護等級である IP65 を選択した。特定小電力無線は，IoT の 1 つである低消費で広
域の通信が可能な LPWA（Low Power Wide Area）を採用した。センサとして三軸加速度計および GPS を実装し，三軸加
速度計で土石流の発生を検知し，GPS で土砂移動中の位置情報である緯度，経度を計測する。加速度計の閾値は試行錯
誤的に 0.38G とし，これを超えると 30 秒間隔で計 10 回の位置情報を送信する。なお，閾値を超えない場合も死活監視
の目的で 1 日 1 回 GPS からの位置情報を送信する。GPS センサはその特性上，常に電源を供給する必要があるため，そ
れらを加味して 1 カ月程度使用できるリチウム型一次電池を内蔵した。計測されたデータは図-2 に示す LPWA 基地局を
介してクラウドサーバに送信され，WEB 観測ツール（C-Watch，地球観測）で常時監視できるシステムを構築した。

図-1 土砂移動バラマキセンサの
プロトタイプ

図-2 土砂移動バラマキセンサによる土石流観測システム

３．桜島での動作検証実験
開発した土砂移動バラマキセンサの動作検証実験地は，桜島の中でも土石流の発生頻度が多い野尻川上流とし，5 台
のセンサ（ID1～5）を図-3 の左上に示すように，センサを河床に置き周囲を小石で囲うようにして固定・設置した。図
-3 は 5 台の実験開始から終了までの各 GPS のカウント数を白～黒の丸印で示したものである。ID1，ID2 は砂防堰堤の
上流側，ID3～ID5 の下流側に設置した。ID2，ID3，ID5 は僅かな土石流でも動くように河床横断で最も低い位置に設置
し，ID1，ID4 はやや流量の大きな土石流で動くようにやや河床高の高い場所に設置した。対象期間は 2020 年 9 月 25 日
～2020 年 10 月 29 日であり，この期間中，何度か加速度計が閾値を超える結果が得られた。ID1～5 のカウント数は，そ
れぞれ 35，327，45，17，90 であり，河床の低い位置設置したものほど回数が多くなっている。しかし，図に見られる
ように，ID3 が約 20m 移動したほかは，5m 程度の移動しか確認されなかった。また ID4 は，■で示した設置位置から
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河床外に位置していることから，GPS の位置測位に何らかの問題があったものと推察される。
カウント数と土石流の関連性を見るために，期間中の降雨と各センサが閾値を超えた時期との関係を図-4 に示す。降
雨記録は，砂防堰堤近傍で観測された時間雨量を使用した。この結果，降雨が発生した 9/25，10/8，10/22 に閾値を超え
ていることが確認された。しかし，10/8 の降雨では，降雨量が少ないにも関わらず ID2，ID3，ID5 とも連続的にカウン
トしている点や，ID2 は降雨前からカウントが始まっていることから，計測地点よりも上流域で降雨があった可能性が
考えられる。なお，この時期に野尻川で土石流検知のためのワイヤーセンサ（河床から 50cm）が切れたのは 9/18，11/20
であり，実験期間中に大規模な土石流は発生していない。また，9/27～28，10/17 のように降雨はないが加速度計に反応
があったものも確認されており，これらの評価に当たっては，河床を撮影しているカメラ映像等から土石流の有無を確
認するなどによって，センサが適正に動作しているかを確認する必要がある。一方，10/17 の降雨のように加速度計に反
応がない場合もあり，これについても同様の確認が必要である。今回の実験では，加速度計が閾値を超えた原因の 1 つ
が降雨に関連するものであったと思われるが，図-3 に示すように設置したことから，その他の衝撃によって作動した可
能性も否定できない。このように，設置方法や加速度計の閾値の設定も含めて今後検討する必要がある。
図-5 は実験期間中の電池電圧の変化を示す。この図より，10/22～10/29 頃に電圧が低下しており，センサ毎に若干の
違いは見られるが，ほぼ設計通りの電池寿命を示したことが確認された。

ID2 設置状況

ID1
ID2
ID3
ID4
ID5
降雨

ID番号

4
3
2
1
0
9/25

9/30

25
20
15
10

3.6

電池電圧（V）

5

時間雨量（mm）

図-3 土砂移動バラマキセンサの動作実験の概要と期間中のセンサの移動

3.4
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図-4 実験期間中の降雨と各センサが閾値を超えた時期

電池電圧(ID1)

電池電圧(ID2)

電池電圧(ID3)

電池電圧(ID4)

電池電圧(ID5)

9/25

9/30

10/5 10/10 10/15 10/20 10/25 10/30

図-5 実験期間中の電池電圧の変化

４．まとめ
本報告では土石流の土砂移動状況の実態把握を目的に IoT の 1 つである LPWA による土砂移動バラマキセンサのプロ
トタイプを開発し，桜島でその動作検証を行った。その結果，加速度計が閾値を超えた際の GPS による位置情報を，
WEB 観測ツールを用いて遠隔から観測できることを確認した。一方，本実験期間中に明確な土石流と思われる事象は発
生しなかったことから，引き続き土砂移動を検知できるかどうかの実証試験を継続していく予定である。
謝辞：本研究に対して，国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所から実験場所と，雨量データをご提供いただき
ました。ここに記して関係者各位に謝意を表します。
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航空レーザ計測で取得した佐渡島の地形と森林の情報について
国土交通省 北陸地方整備局 後藤健、宮島邦康、土居崇史
アジア航測株式会社 船越和也、○太井正史、實村昂士

1. はじめに

近年、平成 29 年 7 月九州北部豪雨や平成 30 年北海道胆振東部地震に代表され
るように全国各地で豪雨や地震に伴う山腹崩壊が発生し、流木や土砂の流出によっ
て甚大な被害が生じている。災害発生後に、地形的条件、斜面崩壊の規模、土砂量
及び流木量を正確に把握することは災害の実態解明に不可欠であり、精度の高い情
報を取得出来るツールが求められている。航空レーザ計測（以下、航空 LP）は、崩
壊規模や量等の把握に有効で、山間部の地形形状を取得でき、過去の災害履歴把握
やその土地の形成過程に大きく寄与した情報が得られることから、近年広く活用さ
れている。航空 LP の最新の計測機器は、発射頻度が高く、高密度にデータを取得
できるため、より詳細に表面形状や微地形を把握できる他に、反射したレーザ光を
再びセンサに検知される際の強度を数値化した反射強度も同時に取得する。この反
射強度は光の性質を含んでいることから、対象物の明度に応じて吸収率が異なる特
徴があり、それを利用することで、森林に関する情報を取得することが出来る。
ここでは新潟県の佐渡島北部を対象に航空 LP で高密度に計測した 3 次元地形デ
ータで把握された土砂移動痕跡や重力変形に伴う微地形の把握事例を示すととも
に、計測時に同時取得した反射強度等を活用した林相把握事例を報告する。

ドンデン高原

戸地川上流

図 1 航空 LP 計測範囲

2. 航空 LP による土砂移動痕跡や微地形の把握

航空 LP 結果から地形・微地形判読に優れた赤色立体地図を作成し、流域や斜面における土砂移動痕跡や重力影
響を受けた微地形を確認した。佐渡島北部に位置する大佐渡山地は、佐渡島南部と比較して起伏量が大きく、斜面
には崩壊跡地が確認され、その周辺には山頂凹地や段差地形等の微地形が確認された（図 2 左）。また、戸地川上流
の比較的規模の大きな崩壊跡地は下方の渓流を崩土が閉塞した痕跡を示す微地形も確認された（図 2 右）
。
2
ここで、本事例では高密度計測が可能な機材を用いて照射密度 8~12 点/m の計測を実施したが、これにより図 2
左に示す通り、斜面に発達する微細なガリーや小崖などの微地形を詳細に判読することが可能であった。

小崖

小崖

崩壊跡地

崩壊跡地

崩土移動痕跡
（堆積部）

ガリー発達
山頂凹地（ドンデン池）

崩土が河道を閉塞し
た可能性がある痕跡

ガリー発達

図 2 確認できた地形的特徴（左：ドンデン高原、右：戸地川上流）

3. 航空 LP を活用した樹林情報の把握

航空 LP では、①地表面の標高データ、②植生表面の標高データと③レーザ光の反射強度データが取得できるた
め、これらの組み合わせを数値処理することで森林情報の把握を試みた。地表面の標高データ（DEM）および植生
表面の標高データ（DSM）は一般的に航空 LP データの解析によく利用されるデータである。例えば、地表面の標
高データを数値処理することで、先の図２に示したように地形を立体的に可視化可能となる。反射強度データは、
現時点では一般的に広く使われているデータではないが、光が黒色に近いもの（明度が低い）に吸収され、白色に
近いもの（明度が高い）には吸収されない性質を数値化したものであり、地表面状況や生育樹種の違いにより反射
が異なる特性を有する。山間部に適用すると、緑色が強い針葉樹は光を吸収しやすく反射強度として濃色（黒色）
で表現され、広葉樹は針葉樹と比較して葉の緑色が薄いため薄色（白色）で表現される。また、崩壊地や裸地等の
非植生域や、構造物や道路等の人工物は白色に近い表現となりやすい。

- 369 -

反射強度

図 3 に、本計測範囲で確認された地被状
最大値
6,000
況（植生状況）による反射強度の相対的な関
75％値
係性を確認した事例を示す。図 3 を見ると、
中央値
4,000
同地被状況の範囲であっても反射強度の数
25％値
値にばらつき（最大値と最小値の差が大きい）
最小値
が認められるものの、25％値～75％値は比
2,000
較的集中していることがわかる。本事例では、
植生被覆が少ない裸地や草地の反射強度が
0
相対的に高く、広葉樹、スギの順で反射強度
が低下する傾向が確認された（ただし当該事
例の裸地は、草類による植生点在による影響
と露出土壌が反射強度に影響している可能
図 3 地被状況による反射強度値の相対的分布傾向
性がある）
。
このような反射強度画像の特性を活用し、その他の航空 LP データとともに数値処理・画像合成することでレー
ザ林相図を作成した。具体的には、植生表面から地表面データを差し引いた樹冠高データ、樹冠の形状や凹凸等を
表現した樹冠形状モデルおよび反射強度データの 3 要素を活用した。試作したレーザ林相図は、前述した 3 要素を
Lab カラーの色彩空間に適用して着色して作成し、樹種の違いを色彩傾向で区分した（図 4 左）。これによると、ス
ギは比較的規則的な樹冠を呈しかつ樹頂部が黄色として表現されている一方で、広葉樹林は樹冠構造が不規則かつ
着色が黄色～緑と様々になっていることがわかる。マツは樹冠形状がスギと広葉樹の中間的な形状を呈し、着色は
緑系となっていることがわかる。このように、レーザ林相図では、数値データ処理のみで樹冠の区分を容易かつ高
精度に行うことができるため、これを活用することで、従来の空中写真判読による林相区分の精度をより一層向上
していくことが可能である。
また、地表面の標高データ（DEM）と植生表面の標高データ（DSM）の差から樹冠高を算出するとともに、斜面
や流域における分布状況を把握するための樹冠高区分図を作成した（図 4 右）。このような樹冠高分布データとレ
ーザ林相図を組み合わせて活用することで、斜面や流域における林相毎の樹冠高を把握することが可能となり、斜
面崩壊や土石流などの特定の土砂移動域から生産される流木流出量の推定に活用していくことも可能である。

草地

スギ

広葉樹

裸地

スギ

スギ

広葉樹

広葉樹
スギ

スギ

マツ

スギ

広葉樹

マツ

広葉樹

スギ
スギ

スギ

図 4 航空 LP より作成した森林情報図の作成例（左：レーザ林相図、右：樹冠高区分図）

4. おわりに

これまで実施されてきた砂防事業における航空 LP は、地形状況を詳細に把握するとともに、土砂移動状況を把
握することにも活用されてきたが、近年は計測機材の高性能化が進み、より高密度な航空 LP 計測が可能となりつ
つある。高密度の航空 LP 計測で取得された 3 次元地形データは、過去に発生した斜面崩壊履歴や土砂移動痕跡を
高精度で判読できるとともに、斜面に発達する重力性変形による微地形の発達状況等を詳細に確認することも可能
であることから、より高密度の航空 LP を実施していくことが砂防事業においても有効であると考える。
また、航空 LP で同時取得される樹冠で反射したデータを活用することで、地盤を被覆する樹林の樹冠高把握が
可能であるほか、反射強度を活用することで林相分布を可視化することも可能である。このような高精度な地形に
関するデータと森林に関するデータは、崩壊履歴や崩壊発生時の地形条件把握、流域の森林状況、崩壊域や土砂移
動域からの流木生産量の推定などに活用していくことが期待されるため、砂防事業での利活用をさらに進めていく
ことが望まれる。
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ＵＡＶを活用した砂防施設維持管理 CIM モデルの一提案について
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 小竹利明※1，山田拓※2，柴田俊※3
国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦
中電技術コンサルタント株式会社 〇大盛泰我，荒木義則，河井恵美，久家政治，能島佑佳
1. はじめに
現在、国土交通省が実践している BIM/CIM は、計画・調査・設計段階から３次元モデルを導⼊し、その後
の施⼯、維持管理の各段階においても、情報を充実させながらこれを活⽤し、効率化・⾼度化を図るもので
ある。その中でも、維持管理段階における CIM モデルの活用については、今後、積極的に取り組む必要があ
る。本稿では、河道閉塞対策が進められている４地区（赤谷・栗平・長殿・熊野地区）において、UAV の自律
飛行による自動巡視・点検の実証実験を行い、UAV 自律点検の結果から 3 次元地形データを作成したものを、
今後の CIM 活用の基礎データとして位置付けた。そして、砂防 CIM モデル（基本構造）、地形モデル（背景
図）、属性情報（各種点検結果等）を使った「砂防維持管理 CIM モデル（統合モデル）」を構築し、データの
蓄積と一元管理を行うことを提案する。なお、ここでは代表事例として、赤谷地区について報告する。
2. 砂防施設維持管理における UAV の活用
河道閉塞箇所で整備される砂防関係施設は、通常の「劣化現象」に加えて「外的要因（大規模崩壊地等か
らの土砂流出等）
」による影響が懸念される。このため、これらの外的要因を如何に早く・安全に把握し、早
めの対策を行うかが重要となる。UAV の自律飛行による点検では、砂防関係施設だけでなくその周辺も含め
て、現在の状況を詳細に把握し、画像解析すれば 3 次元データとして定量的に計測することも出来ることか
ら、砂防施設の維持管理は、「砂防堰堤等（構造物）
」と「周辺地形」をセットで 3 次元データ化し、点検デ
ータ（点検結果、オルソ写真、飛行計画等）を CIM モデルに組み込む（外部参照で属性情報として付与する）
ことで、データを一元管理し、必要な情報を蓄積していくことが可能となる。
点検データは、長寿命化計画の立案や施設の維持
管理を行うための重要な基礎資料であり、経年的な
点検データを使い易いように整理する必要がある。
UAV 点検のデータには、撮影写真、点検個票のほか
に、画像解析により作成したオルソ画像、3 次元モ
デルがある。これらのデータを点検結果と併せて保
管していくことで、データの高度利用にもつながる。
BIM/CIM ガイドライン（案）1)では、UAV の点検
図-1 ＵＡＶ点検データ格納フォルダ（案）
データ等の納品形式が定められていないため、UAV
データの維持管理への活用を目的とした格納フォル
ダ（案）を作成した。
3.CIM モデルの概要
3.1 構造物モデル（砂防堰堤）
構造物モデルは、竣工図を基に作成することが望
ましいが、今回は、2 次元設計図面を 3 次元化した
モデルとした。附帯構造物まではモデル化せずに本
体構造において、砂防関係施設点検 2)における変状
レベルの評価を行う部位毎で分割して作成した。

【砂防堰堤】
・本体（本堤）
・袖部
・側壁護岸
・垂直壁
・水叩き

構造物モデル（例）赤谷地区
※Autodesk Civil3D で作成
3.2 地形モデル
地形モデルは、UAV 計測によって取得した点群データを 3 次元モデル化（TIN サーフェス）したものとし
た。作成した地形モデルに画像解析により作成したオルソ画像を張り付けることで、より現地状況を把握
しやすいモデルとなる。

3 次元点群データ

UAV 飛行ルート
図-3

図-2

地形モデル

地形モデル（例）赤谷地区

※１現所属：国土交通省水管理・国土保全局砂防部，※２現所属：国立研究開発法人土木研究所土砂管理研究グループ
火山・土石流チーム，※３現所属：長野県姫川砂防事務所
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3.3 統合モデル
構造物モデル、地形モデルを統合し、統合モデル（※Autodesk Navisworks で作成）を作成する。統合
モデルでは、点検で得られたデータ（撮影写真、点検個票等）を外部参照でモデルに組み込み、モデル上で
ラベルをクリックすると、点検情報の確認や UAV 撮影データ一式を管理しているフォルダにアクセスでき
るように属性情報を付与した。今後、劣化・損傷個所への対策工法の検討を効率的に行うためには、設計
段階や施工段階での設計図面や使用材料等を属性情報として付与することが望ましいと考えられる。
4. 砂防施設維持管理 CIM モデルの活用
砂防施設維持管理 CIM モデルの活用事例については、
「BIM/CIM 活用ガイドライン（案） 第 3 編 砂防及
3)
び地すべり対策編 令和 3 年 3 月 国土交通省」 において日常時・災害時それぞれの活用場面に分けて整理
されている。UAV の自律飛行による自動巡視・点検の実証実験で得られた結果を踏まえ、砂防施設維持管理
CIM モデルの具体的な活用方法について図-4 に示す。日常時の活用では、UAV 計測データ一式をまとめてリ
ンク付けすることや、点検個票をリンクさせることで、資料検索の効率化が期待できる。また、点検により
変状レベル b（要経過観察箇所）と判断した箇所は、着色して表示し、損傷個所の写真をリンクさせることで
点検結果が視覚的にわかりやすくなる。さらに、UAV 撮影データから得られる 3 次元点群データ、SfM 解析に
よる 3 次元モデル、オルソ画像を管理していくことで、維持管理の高度化や災害時の情報確認に活用できる。
点検個票

点検個票等を CIM モデ
ルにリンクさせておく
ことで必要な情報をす
ぐに検索できる。

部位変状レベル b（要経過観察箇所）等は部位
ごとに変状の状況写真をリンクさせ、変状の進
行を確認する。

変状レベル b の箇所は着色して
要経過観察箇所を視覚化
ひび割れ箇所
（変状レベル b）
UAV 計測データ一式
オルソ画像

SfM 解析による
3 次元モデル

3 次元点群データ
UAV 撮影データから作成した 3 次元点群データを蓄積
することにより、維持管理の高度化を図る。

UAV により撮影した写真から SfM 解析に
よって作成した 3 次元モデルやオルソ
画像をリンクさせることで周辺状況の
変化を確認することができる。

図-4 砂防施設維持管理 CIM モデルの活用
5. おわりに
本稿では、UAV の自律飛行による自動巡視・点検の実証実験と CIM モデルを連携した維持管理 CIM モデル
の活用について提案を行った。今後 UAV 技術の向上により、砂防施設点検の自動化や、CIM モデルを利用した
維持管理の効率化により、省人力化や安全性の向上、点検の高度化が期待できる。維持管理 CIM を進めてい
くにあたり、測量、設計、施工、維持管理のどの事業段階で何のデータを作成し、どのような形式で引き継
いでいくのが良いかについては、今後それぞれの役割分担を明確にすることが重要であると考える。
＜参考文献＞
1)BIM/CIM 活用ガイドライン（案） 第 1 編 共通編 令和 3 年 3 月 国土交通省
2)砂防関係施設点検要領(案),国土交通省砂防部保全課,令和 2 年 3 月
3)BIM/CIM 活用ガイドライン（案） 第 3 編 砂防及び地すべり対策編 令和 3 年 3 月 国土交通省
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流砂観測データを用いた土砂流から浮遊砂の 1 次元河床変動解析モデルの検証
日本工営株式会社 ○濱原能成・伊藤隆郭・渡部春樹・三池力
国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所 岡嶋康子・南憲長・横山悠
１．はじめに
山地河川において，流砂の状態把握，降雨に対す
る応答を把握することは，砂防計画立案や土砂管理
方針を検討する上で極めて重要である。豪雨時の山
地河川は土石流・掃流状集合流動・掃流砂・浮遊砂
という多様な土砂動態が混在し，これらを推定・評
価するためには河床変動等の数値計算が有効と考え
られる。しかしながら，使用する計算モデルの妥当
性については，出水前後の河床変動量に基づき評価
されることが多く，出水中の掃流砂観測データを用
いた検証が試みられているが 1)2)，浮遊砂まで含めた
出水中の土砂移動については検証されていない。
そこで本研究では，流砂観測の実施されている山
地河川について，出水時の土砂移動再現を目的とし
た既に複数の土砂移動形態に対して連続的に取り扱
うことが可能な一次元河床変動モデル 3)を改良し，
同河川における出水時の実測流砂量観測データ（観
測枡・ハイドロフォン・濁度）を用い，同モデルの
検証を行った。

図-1 観測地点と対象流域Ａ

２．対象河川の流域特性
検証対象とした流域は，延長 26.6km，流域面積
189.7 ㎞ 2，平均谷幅 40m，平均河床勾配 1/46.5，一
級河川の支川流域にあたる。流域内のほぼ全域を山
岳森林域で占め，砂防堰堤及び取水ダム等が複数設
置されているものの，ダム貯水池のような土砂移動
を完全に堰き止める構造物はない。
３．流砂水文観測データ
同流域では，2004 年に本川合流部付近の不透過型
堰堤においてパルス式ハイドロフォン・流砂観測枡
が設置され、（図-2）2008 年までの 4 か年間に継続
的な観測がされている。本研究では同流砂観測地点
における観測データの中から，一出水において観測
枡・ハイドロフォン・濁度のデータが同時に取得さ
れいてる出水事例より流量規模の大きな事例を抽出
し検証対象とした。図-3 に，検証対象出水事例のハ
イドログラフ及びハイドロフォン観測データ・観測
枡の捕捉土砂量（ロードセル）の時系列データを示
す。出水時の観測流砂量の時系列的な変化に着目す
ると，観測枡による捕捉土砂量は出水後 1.5ｈｒ程
度でほぼ頭打ちに，ハイドロフォンによる観測流砂
量データについても出水後 2.5ｈｒ程度で頭打ちと
なっている。観測枡については，頭打ちとなった時
点の捕捉土砂量が観測枡満砂状態での重量を示して
おり，短時間で満砂になったと考えれられる。ハイ

図-2 流砂観測の状況
ドロフォンについても，流量が比較的多い状況で流
砂量が急激に低下していることより，センサー部の
埋没などにより，正確な流砂量の計測ができていな
いと判断した。
４．一次元河床変動計算モデル
再現計算には，冒頭で述べたの一次元河床変動計
算モデル 3)を用いた。同モデルは掃流砂量式として
EMI 式 4)を採用し，同式を改良することで幅広い土

砂移動現象を対象とした河床変動を実用的に解析
する。また，浮遊砂量式として芦田・道上の基準
面濃度式に係数を乗じた式形を採用しているが，
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図-3 対象出水の水文・流砂観測データ

沈降速度・摩擦速度比（w0/u＊）の比較的小さい渓
流を対象としており，この式形は浮遊限界付近
（w0/u＊≒1）の基準面濃度の急激な変化 5）に対し
十分な追従ができない可能性がある。そこで本研
究では，実験・現地データを全体的に包括しかつ
浮遊限界付近での基準面濃度の変化に追従する G
arcia-Parker6)の基準面濃度式を適用，濁度データ
により検証した。計算範囲は，本川合流地点を下流
端とした 15.6 ㎞の区間とし，断面形状は LP データ
に基づき 200ｍピッチで与えている。河床材料につ
いては，出水後の観測枡捕捉土砂の粒度組成を使用
したが，観測枡では細粒分を捕捉できないことか
ら，出水時のＳＳ成分の粒度組成をもとに，細粒成
分について補完した。
５．再現計算結果との比較検証
５.1
掃流砂量計算の比較検証
図-4 に再現計算による通過土砂量と観測データに
基づく通過土砂量の比較結果を示す。
累加土砂量変化の傾きより流砂量を算出すると，
計算流砂量が 0.38m3/s，ハイドロフォンによる観測
流砂量が 0.30m3/s,観測枡による観測流砂量が 0.22m
3
/s となった。仮にハイドロフォンによる観測流砂量
を正しいとした場合，計算流砂量のずれは 1.3 程度
となり，同じ実測データ間でも観測枡とハイドロフ
ォンによる流砂量には，1.4 倍程度の相違があるこ
とを考慮すれば，本モデルによる流砂量算定結果は
概ね妥当な値であると考えられる。
５.２ 浮遊砂量計算結果の比較検証
図-5 に浮遊砂計算結果（粒径区分 0.001～0.425ｍ
ｍ）と観測濁度より換算したＳＳ濃度の比較を示
す。芦田・道上式と Garcia-Parker 式の基準面濃

度式を用いた計算結果を比較すると，出水初期に
ついては，両モデルとも大きな違いはなく，出水
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図-4 掃流砂量観測データと計算データの比較
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図-5 浮遊砂（細粒成分）計算結果と観測データ
（濁度）の比較
後半では Garcia-Parker 式が観測結果の再現性が
良好であった。計算結果と観測データの比較で
は，洪水初期からピークまでは観測値と計算結果
に約 2 倍程度の差がみられたが，出水全体を通じ
ての Garcia-Parker 式の再現性は良好であった。
６．まとめ
本研究では，山地河川を対象に出水中の流砂観測
データを用いて一次元河床変動計算を検証した。そ
の結果，掃流砂量については，観測データをもとに
モデルの妥当性を検証することができ，また浮遊砂
量（0.425mm 以下の細粒成分）については，出水初
期では観測値との乖離がみられたが，出水全体での
再現性は良好であった。直轄管内を中心に流砂観測
データの蓄積が進んでおり，これらデータの活用法
として河床変動計算モデルの検証への利用が有効な
一例である。
参考文献:1)加藤ら:天神川における流砂観測および
土砂動態分析,平成 30 年度砂防学会研究発表会概要
集,p.39-40,2020, 2)中谷加奈：山地河川を対象と
した流砂観測データを用いた河床変動計算の検証,20
15, 3)渡部ら:流砂量式等の取り扱いに着目した 1
次元河床変動解析の取り組みとその適用性,2020 年
度砂防学会研究発表会概要集,p.207-208,2020, 4)水
理公式集[平成 11 年度版],147,1999, 5)芦田ら:平衡
および非平衡浮遊砂量算定の確率モデル，土木学会
論文集, 第 375 号,p.107-116,1986, 6)Garcia,

M.,：Depositing and eroding sediment dri ven
flows: Univ. of Minnesota, Project Report, 30
6, p.179 1990
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砂防事業における UAV レーザを用いた三次元計測～砂防分野における CIM の取り組み～
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 小竹利明＊1，山田拓 ＊2，山下大雅＊3，畑忠実
アジア航測株式会社 澤陽之，湯川典子，○菊地慎太郎，冨田康裕，恩藤真，梅村裕也

1，

はじめに

2.3，

測量・調査から，設計，施工・維持管理・更新に
至る建設生産・管理システムで一貫した三次元デー
タの利活用を図るためには，事業の初期段階から
CIM 活用目的を立案し，目的に応じた三次元データ
の利活用を図ることが推進されている。
本稿では，木津川水系（奈良県域）において，砂
防施設（遊砂地・砂防堰堤）の予備設計及び詳細設
計に必要な CIM 導入ガイドラインにおける詳細度
300 を満たすため，測量精度を「地図情報レベル 500
以上」として三次元点群測量（UAV レーザ測量）を
実施し，CIM モデルの作成を行った結果を報告する。

2.2，

カメラ

図3

UAV レーザ測量の成果品は，用途や目的によって
要求精度や要求点密度等の仕様が大きく異なるため，
作業機関が適切な作業手法を選択する必要がある。
今回は「地図情報レベル 500 以上の精度」を満た
すこととし，オリジナルデータの要求精度・要求点
密度を表 1 の通りとした。
三次元点群データおよびグリッドデータ（0.5m，
0.1m）の他に CIM モデルとして，現況地形モデル（サ
ーフェス）や本体構造物の形状決定の条件となる周
辺構造物等モデル（橋梁）を作成した。
表 1 オリジナルデータの要求精度・要求点密度
要求精度
0.15m 以内（水平位置）

400 点/m2

1）UAV レーザ測量
レーザ計測器は，最大発射レートが 1 秒間あたり
55 万点計測可能な VUX-1（RIEGL 社）を使用した
（図 3）。要求点密度 400 点/m2 を満たすよう，計測
諸元は表 2 に示す通りとした。

レーザスキャナー

2， 業務概要
2.1， CIM 活用を見据えた成果品の仕様

要求点密度

0.2m 以内（標高）

対象箇所

計測対象箇所は，遊砂地計画箇所（図 1）および
谷出口の堰堤計画箇所（図 2）の各 5 箇所（平均面
積 0.043km2）である。河床勾配は 1/33～1/180 程度
と比較的緩やかであり，河道付近は植生（人工林・
草本）が繁茂している状況であった。

図1

0m

遊砂地計画箇所例

図2

UAV レーザ測量システム（RIEGL VUX-1）
表 2 UAV レーザ計測諸元
使用機体

XF-1 pro

レーザ計測器

RIEGL VUX-1

飛行高度

等対地高度

対地高度

80m

飛行速度

3.5m/s

レーザ発射頻度

550kHz

レーザスキャン角

90°

コース間重複率

60%

計測結果

点検測量による検証の結果，本計測データの標高
値較差の標準偏差は 0.012m，水平較差の標準偏差は，
（X）0.007m，
（Y）0.018m であり，要求精度を満た
していることを確認した。

面積
0.050km2
200m

GNSS/IMU

2）地形補備測量
UAV レーザで計測ができていない箇所および砂
防施設設計上の重要な箇所についてデータの検証を
兼ねて，地上レーザ及びトータルステーションを用
い補備測量を実施した。
①地上レーザ測量
遊砂地計画箇所内及び付近に位置する橋梁に関し
て，UAV レーザの未測域を面的に取得するために地
上レーザ計測を実施した。
②トータルステーションによる横断測量
トータルステーションを用い，横断構造物（床固
工，取水堰，堰堤等）や支川等の合流地点，砂防施
設設計上の重要な箇所における検証横断測線での横
断測量を実施した。

3，
面積
0.065km2
0m

計測方法

200m

堰堤計画箇所例

＊1：現 国土交通省水管理・国土保全局, ＊2：現 国立研究開発法人土木研究所, ＊3：現 国土交通省近畿地方整備局
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3.1，

4，

UAV レーザ測量

植生繁茂箇所における点群データの取得状況を把
握するために，オリジナルデータとグラウンドデー
タを使用した断面図を作成し，地形状況や構造物の
再現状況を確認した。針葉樹人工林下においてもデ
ータが取得できており（図 4），草本が繁茂した箇所
においても，地形状況，護岸の天端肩が概ね再現で
きていることを確認した（図 5）。

：断面切出し位置

図4

樹木繁茂箇所における点群データ取得状況

：断面切出し位置
：護岸の天端肩

図5

3.2，

草本繁茂箇所における点群データ取得状況

5，

地形補備測量

今後，測量方法が多様化するなかで，精度を満た
しつつ効率的にデータを取得できる適切な測量方法
を選ぶことが課題となる。適切な測量手法を選ぶた
めには，測量成果の使用目的を達成するための計測
精度を設定し，特に計測面積，地形（標高差や勾配），
土地利用・植生の状況，既存の測量データ（航空レ
ーザ計測や地上レーザ計測，実測データ等）などに
着目し，計測の実現性が高くかつ効率的な方法を検
討する必要がある。
また，本業務では，CIM の地形モデル（図 8）を
作成するとともに，地形・構造物の外形の再現性を
確認したが，詳細設計において護岸等の既設構造物
が存在する場合には路線測量等により，構造物の端
点位置や形状を確認することが望ましい。

UAV レーザ測量成果と地上レーザ測量成果を重
ね合わせ，UAV レーザでは取得できていなかった橋
梁下の河道の地形が取得できた（図 6）。
また，UAV レーザデータとトータルステーション
による実測線を重ね合わせた結果，構造物の外形も
含め概ね一致していることを確認した（図 7）。

欠測部
は水部

図6

今後の課題

UAV レーザと地上レーザの重ね合わせ結果

：実測線

図7

まとめ

本計測は，遊砂地・砂防堰堤の施設配置後，予備
設計及び詳細設計に先立ち実施した。砂防施設の計
画位置は，山深く急峻な地形に設定されることも多
いが，本計測箇所は，勾配が緩やかで，集落周辺も
しくは谷出口付近が対象であった。UAV レーザ計測
では特に連続的な飛行時間に制約があるが，計測箇
所の近隣に離発着場所を設定することができ，UAV
レーザ計測に適した箇所での計測であったと言える。
本計測では，地図情報レベル 500 以上の精度を満
たすために，UAV レーザ測量の補測および検証とし
て補備測量を実施したが，UAV レーザ計測のみで概
ね予備設計及び詳細設計に資するデータを取得する
ことができた。
この要因として，対地高度が 80m と低高度での計
測が可能な地形であり（起伏がなく，勾配が緩い），
高精度・高密度で計測可能なレーザ計測器を低速で
運航し，点密度を確保したことなどが考えられる。
特に遊砂地の場合，今後，構造物の詳細な配置を
複数案試行する可能性が高く，任意の横断面の切り
出し（CAD データ）や施設効果量の算定などに有益
なデータである。

UAV レーザデータと実測線の重ね合わせ結果
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図 8 作成した現況地形モデル（サーフェス）
参考文献 ）
・UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニ
ュアル（案） 令和 2 年 3 月改正 国土交通省国土
地理院
・CIM 導入ガイドライン（案）第 10 編砂防編 令和
2 年 3 月 国土交通省
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災害履歴データベースを用いた災害発生の素因･誘因の検討
岩手大学農学部

○村井克成、羽田京香、松嶋秀士、井良沢道也

奥山ボーリング（株）

林一成

１．背景と目的
近年、全国的に豪雨や地震等による土砂災害が多発している。東北地方においても、2008 年岩手宮
城内陸地震や 2019 年台風 19 号災害など各地で被害が発生している。減災を目指して様々な取り組み
がなされているが、1 つの県を対象にした広域的な災害履歴データベースを作成している事例はきわめ
て少ない。秋田県では 2016 年の県管理の道路で発生した落石災害を契機に、全県にわたる災害履歴デ
ータベースを作成している１）。データベースの収集期間は 2011 年～2020 年、災害発生件数は総計 1390
件であり、データは年々蓄積している。本研究では災害発生件数の多かった落石、崩壊、土砂流出の 3
つに着目して、データベースから災害の素因･誘因を解析し、どのような条件下で災害が発生している
かを考察した。
２．解析方法
解析は(a) データベースにある災害状況の把握、 (b)気象（誘因）、(c)地質（素因）、（d)地形（素
因）の 4 つを行った。(a)は災害履歴データベースを Excel のフィルタ機能を使って災害の特徴を解析
した。また、災害発生箇所の位置情報を GIS 上にプロットした。(b)は気象庁の過去の気象データから
災害発生地点から最も近いアメダス観測所の気象データを収集し、Excel のフィルタ機能を使ってデー
タを並び替換え、誘因を解析した。(c)は全国 20 万分の 1 シームレス地質図とデータベースの災害発
生箇所から地質を判定した。(d)は GIS を使って斜面勾配、斜面長、斜面型の分類、遷急線･遷緩線の有
無を解析した。また、落石災害発生箇所の現地調査を行い、その発生原因や地形的特徴を確認した。
３．結果と考察
(a)から落石･崩壊･土砂流出の 3 つの災害発生件数は 1342 であり、そのうち落石は 836 で約 60%を
占める（図 1）
。図 1 には落石の直径も示す。落石径 20cm 以下が半数を占めるが、数は少ないが落石径
60cm 以上の落石もある。発生災害発生件数を年別で見ると全体的に右肩下がりで減少している。災害
発生件数を月別で見ると崩壊･土砂流出は降雨が多い 7 月･8 月に多いが、落石は融雪や凍結融解など
の影響から 4 月に多い（図 2）。
(b)から降雨による条件を仮定すると、降雨である割合は落石 11％、崩壊 32％、土砂流出 55％であ
る。また、同様にある条件で仮定すると、連続降雨との関連を調べると、落石は 25mm より少ない降雨
で約 80％発、崩壊は 25mm 以上の降雨でも多く発生、土砂流出は 25mm 以上の降雨で多く発生している
（図 3）。このことから土砂流出と崩壊は比較的降雨による影響を受けやすいと考えられる。また風に
よる誘因を解析すると 3 つの災害の中で落石は誘因が風である割合が最も高かった。積雪深が 1cm 以
上の時、誘因が融雪と仮定するとその件数 38、うち 31 が落石である。
(C)から落石の地質別発生数は中生代～新生代火山岩類(H1)が約半数を占めており、第三系堆積岩類
も比較的多い（図 4）。また落石の地質別発生密度は第四紀火砕流堆積物(S2)で多い。崩壊の発生密度
は第四紀火砕流堆積物(S2)で多い。土砂流出は落石と同様の傾向であった。
(d)から斜面型はどの災害も等斉直線型が多くの割合を占めた。土砂流出は他の災害よりも谷地形で
起きていた（図 5）
。また落石災害は発生密度の高いゾーンがあることがわかった。落石多発ゾーンと
し解析を行った結果、斜面勾配が 40°以上の割合が比較的高い。
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写真 1 国道 341 号で発生した落石災害

図 1 秋田県管理道路沿いの災害状況

図 2 災害の月別発生状況

図 3 3 つの災害種別と連続降雨との関係

図 4 落石発生箇所と地質

図 5 3 つの災害種別と地形

４．まとめ
落石は他の災害に比べ連続降雨が影響しづらく、他の項目も目立った特徴がないため、気象データ
単体で誘因を解析するのは困難。3 つ災害すべて 3 紀以前の硬質な火山岩で多く発生。発生密度は、落
石が鮮新世以降の軟質な火山岩で多く、崩壊と土砂流出は鮮新世以降の軟質な堆積岩で多い傾向。落
石多発地は勾配が 40 度以上で遷急線があるときに多く発生する傾向にあった。今後は誘因・素因の絞
り込みによる災害危険箇所抽出や、現地調査の実施による発生メカニズムの詳細な検討が望まれる。
【謝辞】本研究を進めるにあたって，秋田県道路課にはデータ提供や助言など多大な協力をいただき
ました。深く感謝申し上げます。参考文献 1)秋田県：落石等道路防災計画，2018
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解析雨量によるスネーク曲線の既往最大値を利用した土砂災害発生予測
京都大学大学院 農学研究科
1. はじめに
近年、平成 30 年７月豪雨や令和元年東日本台風
等の豪雨による土砂災害が頻発している。このよ
うな降水による土砂災害について市町村や住民に
よる避難の判断を支援するために大雨警報(土砂災
害)や土砂災害警戒情報が運用されているが、
「空
振り」の多さやリードタイムの確保の観点から正
確度の向上が必要とされている(1)。降雨の浸透特
性は傾斜や地質等の影響により地点ごとに異なる
が、現行の指標で用いられている土壌雨量指数は
どの地点でも同一のパラメータで計算されている
ためこの違いを十分に反映できていない可能性が
ある。
降水量と地中の水分量の関係について、小杉ら
(2013)は適切な半減期による２つの実効雨量を用
いることで地下水位を表現できることを示した。
また、小杉、水山(2014)は既往最大値を基準(CL)
とした２種類の実効雨量によるスネーク曲線にか
ら土砂災害発生を予見する方法を提案している。
そこで平成 30 年７月豪雨の降雨について、1km
メッシュの解析雨量からこの方法をもとに危険度
の分布を計算し、実際の災害発生の様子と比較す
ることで有効性を検証した。

○福田 幹、小杉 賢一朗、正岡 直也

危険性を評価することができない。
ここで、一時間雨量による時刻 t の実効雨量 At
は半減期から求められる減衰率 d と直前の一時間
雨量 pt を用いて At = d･At-1+pt と表されるから、二
つの減衰率 d1,d2 による実効雨量をそれぞれ A, B
とすればその時刻 t におけるスネーク曲線上のプ
ロット S(At, Bt)は(d1･At-1+pt, d2･Bt-1+pt)と表せ
る。さらに、時刻 t の降水量が実際より x[mm]多
く p’t = pt+x であったと仮定すると、そのプロット
S’は(d1･At-1+(pt+x),d2･Bt-1+(pt+x))=(At+x, Bt+x)と
なることから、S が CL を超過していないとき、S’
が CL を超過するようになる最小の x を用いて不足
雨量を-x[mm]と定義できる（図１）
。同様に S が
CL を超過している時は x に負の値を代入し、S’が
CL を超過しない最大(絶対値が最小)の x を用いてx[mm]を超過雨量と定義する。これらから CL 直上
の点を 0mm として、不足雨量は負、超過雨量は正
の連続した値として表現できる。この不足雨量、
超過雨量を 2.1 で示した災害発生期間の各時刻に
おいて実効雨量の全組み合わせについて計算し、
そのうち最大のものをその時刻、地点における危
険度の指標として用いた。

2. 計算手法
2.1 スネーク曲線の作成
以下の条件によって実効雨量を作成した。
半減期: 0.158[h]から 2512[h]の 22 種類
(10i/5[h],i は-4 から 17 の整数)
期間 : 2006/1/1 1:00 から 2018/7/10 0:00
ただし、2002/1/1 1:00 から 2006/1/1 0:00 に
ついて同じ半減期、初項 0mm で実効雨量を作成
し、その最後の値をもとにこの実効雨量の初項を
設定することで期間初期の誤差を抑えている。こ
のうち 2018/6/28 0:00 以降を災害発生期間とし、
それ以前を災害までの既往値とする。
これら 22 種類の実効雨量による全組み合わせ
(231 通り)についてスネーク曲線を作成し、既往
値のプロットのうち「両軸が正の方向に他の点が
存在しない点の集合」をそれぞれの CL とした。
2.1 不足量、超過量の算出
上で設定した CL と災害発生期間のプロットを比
較する際、単純な超過/未超過のみでは超過直前の

図１ 超過までに必要な雨量のイメージ
2.2 計算対象
北緯 30.66 度から 37.33 度、東経 128 度から
138 度（おおよそ九州から長野県にかけての範
囲）の陸地が存在する各メッシュに対し、2.1 で
示した期間について計算を行った。

3. 結果および考察
3.1 期間中の危険度の最大値と災害発生
国土交通省・広島県から提供を受けた土砂災害
データベースをもとに、災害発生中の危険度の最
大値および災害発生地点の分布を図２に示す。た
だし、土石流・土砂流はまとめて土石流として扱
う。九州から中部地方にかけて既往最大値の超過
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が発生しており、特に CL 超過量が 150mm を超える
ような大規模な超過も広い範囲に存在している。
災害発生地点との対応では図３にも示す通りどの
災害でも９割以上が CL を超過した地点で発生して
おり、特に土石流は的中率が高い。また、未超過
のものも多くが CL に接近した状況であることか
ら、過去に実際に発生した大規模降雨を考慮する
ことができれば精度が向上する可能性がある。
3.2 災害発生時刻における危険度
全ての土砂災害の発生時刻を正確に得ることは
難しかったため、別途国土交通省から提供を受け
た正確性の高い 52 件について発生時刻における危
険度を検証した。その結果としてすべてが CL 超過
時に発生しており(表１)、検証した対象に関して
は災害発生のタイミングの予測においても正確で
あった。ただし発生した災害に対して対象件数が
少ないため、土砂災害発生時刻の確認を含めさら
なる検討が必要である。

4. 謝辞
災害発生についてのデータは国土交通省、広島
県から提供を頂き、またそのデータ処理において
は東京大学空間情報科学研究センター(東大 CSIS)
の CSV アドレスマッチングサービスを利用させて
頂きました。

5. 参考文献
1)社会資本整備審議会河川分科会 土砂災害防止対策小委員会 土砂災害の
防止のための対策に関する基本的な方針のあり方について 答申 2020
3/31
2)小杉賢一朗 藤本将光 山川陽祐 正岡直也 糸数哲 水山高久 木下篤彦
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関数モデル」 砂防学会誌，Vol.66，No.4，p.21-32
3) 小杉賢一朗 水山高久(2014) 「2014 年 7 月 9 日に発生した長野県南木
曽 町の土石流災害の誘因となった降雨イベントの解析」 砂防学会誌，
Vol.67， No.4，p.18-22
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表１ 各災害の発生時刻における危険度
危険度[mm]

~0

件数

1~20
0

129°

21~50
3

4

51~100 101~150
21

21

151~
3

132°

34°

32°

図２

災害発生期間中の最大危険度の分布

図３
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災害発生地点における最大危険度の割合
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和歌山県田辺市における明治 22 年水害の災害教訓伝承に関する調査
和歌山県県土整備部砂防課
○森川 智
和歌山県土砂災害啓発センター
宮崎徳生・筒井和男・岸畑明宏・坂口隆紀
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター
木下篤彦
1. はじめに
和歌山県では，平成 23 年の紀伊半島大水害を契機と
して和歌山県土砂災害啓発センターを設置し，土砂災害
の発生メカニズムに関する調査研究及び紀伊半島大水
害をはじめとする過去の災害記録や教訓を風化させず
後世に継承するため，土砂災害に関する啓発活動に取り
組んでいる．
大規模土砂災害に備えるためには，
「過去の災害に学
び・生かす」取り組みが大切であり，県内各地域の過去
の災害記録や教訓を調査し土砂災害に関する啓発活動
の資料として活用している．
本県における過去の大規模土砂災害としては，
明治 22
年，昭和 28 年，平成 23 年と約 60 年周期で発生してい
る．特に，明治 22 年水害は県内で死者 1,247 人，流出
家屋 3,675 軒の激甚な被害をもたらした．中でも，県南
部に位置する会津川，富田川流域に被害が集中し，田辺
市では会津川流域上流部に位置する高尾山と槇山で大
規模な崩壊の発生により天然ダムが形成された．その後
決壊し，下流部にあたる田辺市街地を中心とする地域で
甚大な被害が発生した．
本研究では，田辺市における明治 22 年に発生した大
規模災害に関する写真，住民ヒアリング，自然災害伝承
碑における土砂災害教訓伝承に関する調査結果を紹介
する．
2. 明治 22 年水害における教訓伝承に関する調査方法
参考文献 1)～3)を基に明治 22 年水害の教訓伝承に関す
る調査を田辺市紺屋町から長野周辺エリアと龍神村下
柳瀬地区（図-1）で以下のとおり実施した．

龍神村下柳瀬
地区

日高川
紺屋町～長野
エリア

田辺市

会津川
富田川

図-1 調査箇所位置図.
当時の崩壊範囲

写真-1 明治 22 年水害当時の写真と現在の比較.田辺市上秋津
地内.（左）M22 年水害時．
（右）2021.3.1 撮影.
当時の崩壊範囲

写真-2 明治 22 年水害当時の写真と現在の比較.田辺市長野
地内.（左）M22 年水害時．
（右）2021.3.10 撮影.

2.1. 明治 22 年水害当時の写真と現在を比較
明治 22 年水害当時の写真を基に，紺屋町から長野周
辺エリアで写真撮影を実施し，明治 22 年水害当時の写
真と比較した．代表的な比較写真を写真-1～3 に示す．
当時被災した場所の多くでは家や道路が再建されてい
る．また，写真-1，2 の大規模崩壊斜面は，現在は緑に
覆われているが，水害後 130 年以上が経過しても大規模
崩壊が発生した地形であることが確認できる．なお，山
全体の形は明治 22 年水害当時の原形をとどめていた．
2.2. 当時の記録を知る住民へのヒアリング調査
明治 22 年水害の記録を知る住民 2 人のヒアリング調
査を実施した．
2.2.1. 龍神村下柳瀬地区の天然ダムに関する証言

写真-3 明治 22 年水害当時の写真と現在の比較.田辺市紺屋
町地内.（上）M22 年水害時．
（下）2021.2.10 撮影.
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龍神村誌 3)によると，明治 22 年 8 月 19 日未明に下柳
瀬六地蔵山が突如崩壊し，日高川を堰き止めたため上流
一帯は瞬時に水没した．民家は川上へと押し流され住人
らは屋根に上り助けを求めたが，それも束の間ことで大
規模な崩壊により形成された天然ダムは一挙に決壊し，
水魔は民家や人命を一瞬のうちに呑み，70 戸が流失し
83 名の犠牲者が出た．
今回，当時の記録を知る区長 Y 氏と崩壊斜面の地権者
O 氏の 2 人にお話しを聞いた（写真-4）
．
Y 氏・O 氏の主な証言は次のとおりである．
・慰霊碑があるところがおそらく山崩れの中心である．
・過去にこの周辺の田んぼを掘り返したときに水害当時
のものと思われる大木や崩れた岩盤が発見された．
・明治 22 年 4 月の町村合併でこの周辺が村の中心地と
なり役所もあったが，わずかその 4 ｹ月後に水害に見舞
われ役所をはじめ村のすべてが流された．
・川の近くにあった家は，水害後，山裾などの高い位置
に建てられた．
・地元では，山崩れで日高川が堰き止められ天然ダムが
でき民家が上流に流されこと，その後，天然ダムの決壊
で民家が下流に一気に流されたこと，大正時代に地区
に設置された灌水用の水路まで天然ダムの水位が上昇
したことが言い伝えられている．
・令和元年 8 月に水害後 130 年目の慰霊祭として水害
当時に避難を呼びかけた村民を主役とした講演会を開
催し，明治 22 年水害の記録を振り返った．
2.3. 自然災害伝承碑に関する調査
参考文献 3) ～5)，地域関係者への聞き取り調査を参考に
現地調査を実施し，明治 22 年水害，明治 26 年水害，平
成 23 年紀伊半島大水害に関する自然災害伝承碑が確認
できた．明治 22 年水害に関する代表的なものを写真-5
～9 に示す．
水難記念碑がある長野八幡神社の旧社殿は，現社殿の
下方に建立されていたが明治 22 年水害で流失し現在の
場所に再建された．その後，水害から 100 年以上が経過
した平成2年に下流の上三栖縄手の河原で旧社殿地にあ
った 2 つの灯籠が発見され，現社殿の水難記念碑のそば
で大切に安置されている．
また，田辺市上芳養石神地区では，明治 22 年水害の
災害記録と石神地区の復興が記された看板が田辺梅林
から大蛇峰まで整備された遊歩道の入り口に設置され，
大蛇伝説として地域に語り継がれている事例も見受け
られた．
3. おわりに
明治 22 年水害から 130 年が経過し，当時の記録や教
訓を知る人は限られていたが貴重な災害記録や教訓伝
承に関する情報を収集することができた．全国的な過去
の大規模土砂災害に関する事例については井上 5)により
調査が行なわれているように土砂災害の歴史や教訓を
研究することも重要であり，引き続き研究を継続し，減
災のため土砂災害に関する啓発活動に活用していきた

写真-4 明治 22 年水害に関 写真-5 下柳瀬橋にある明治
22 年水難者霊位.
する住民ヒアリング状況.

写真-6 会津公園内にある明治
大水害記念碑.

写真-7 蟻通神社前に
ある大水害百周年記念
碑(水位標).

写真-8 長野八幡神社にある水難記念碑と平成 2 年に現社
殿に安置された灯籠の一部及びその説明文.

写真-9 田辺市上芳養石神地区(田辺梅林)にある明治 22 年水
害と復興の記録が記された看板.

いと考える．
参考文献
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5) 井上公夫：歴史的大規模土砂災害地点を歩く(そのⅢ)，
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AI による土砂災害危険度判定ツールの複数災害への適用性検討
パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○黒川 祐梨・飛岡 啓之・五十嵐 孝浩・花田 良太

１．はじめに
既往の土砂災害警戒情報発表の判定基準は経験的手法が取られており，降雨量（1.0km メッシュ単位で 30 分間隔）
，
過去の災害発生有無を基本に設定されているが，過去の土砂災害における警戒情報の空振り率は決して低くない（令和元
年東日本台風では空振り率は約 7 割 1））．しかし，近年観測技術が向上している高密度・高頻度な降雨データ（例：
XRAIN(250m メッシュ単位，1 分間隔)）及び地形条件等の素因を考慮することで土砂災害警戒情報判定の向上が期待さ
れる．黒川ら 2）では，高密度・高頻度な降雨データ及び地形条件を用いて，AI を活用した危険度判定の精度向上を試み
ており，空振り率※1 が約 3 割，捕捉率※2 が約 9 割という予測精度の高い判定結果を得ている．しかし，モデル精度の検
証に使用した対象降雨が平成 30 年 7 月西日本豪雨の 1 降雨のみであり，他の降雨への適用性や汎用的なモデルの形成に
は至っていない．
そこで，本検討では，平成 30 年 7 月西日本豪雨災害に加え，同エリアでの災害であり短時間で高強度の降雨であった
平成 26 年 8 月広島豪雨及び，地質条件などが異なる他エリアとして平成 29 年 7 月九州北部豪雨の 2 つの土砂災害を追
加し，AI を活用した危険度判定の精度検証・向上の可能性について検討を行った．
※1 空振り率：崩壊ありと予測したメッシュの中で崩壊非発生メッシュの割合
※2 捕捉率：崩壊実績ありメッシュの中で正しく崩壊を予測したメッシュの割合

２．検討手法
2.1 使用データ
使用したデータを表-1 に示す．

降雨データ

使用データ
2014/8/19～2014/8/20
2017/7/5～2017/7/6
2018/6/28～2018/7/8
広島県西部
福岡県，佐賀県
XRAIN

素因データ

最大傾斜角

対象降雨
対象エリア

崩壊箇所

H26.8 豪雨と H29.7 豪雨，
H30.7 豪雨の崩壊地判読結果

表-1 使用データ
備考
平成 26 年 8 月広島豪雨（以下,H26.8 豪雨と称す）
平成 29 年 7 月九州北部豪雨（以下,H29.7 豪雨と称す）
平成 30 年 7 月西日本豪雨（以下,H30.7 豪雨と称す）
H26.8 豪雨と,H30.7 豪雨の対象エリア．250m メッシュ単位
H29.7 豪雨の対象エリア．250m メッシュ単位
最大 1 時間雨量，土壌雨量指数
（H26.8 豪雨時は C バンドレーダが組み込まれる以前のデータである）
250m メッシュ単位
国土数値情報ダウンロードサービス(国土交通省)より入手
崩壊が１か所でもあれば崩壊実績ありのメッシュとした．
崩壊地の頂点を崩壊開始点と想定（国土地理院の公表結果を使用）

2.2 モデル構造
順伝播型のニューラルネットワークモデルの多層化を用いた．
モデル構築において検討する項目を表-2 に示す．
表-2 モデルの構造
入力
隠れ
各隠れ層
出力項目数
ドロップアウト
項目数 層数
ユニット数
3～7
2
100
2(崩壊有，無) ドロップアウト率 0.5
図-1 モデル 概念図
1

例）メッシュNo「5132558841」

0.9

60分積算⾬量/全メッシュ60分積算⾬量の最⼤値

2.3 入力データ形式
極端に数値が大きい項目の影響を受けやすくなるため，各入力データの最小
値が 0，最大値が 1 となるよう正規化を行い，入力データのスケールを合わせ
た．各データの処理方法を以下に示す．
 最大傾斜角：各メッシュの最大傾斜角を 90 度で除する
 最大 1 時間雨量,土壌雨量指数：全メッシュ内の最大値で除する
誘因条件として，降雨の時間変化を考慮するために図-2 に示すスネークライ
ンを用いた 3 指標を用いることとした．また，本検討では閾値を「半径 0.5 の
半円」と想定した（図-2 赤線）
．

指標①：スネークライン最大値
指標②：閾値以上の面積値（橙色部分）
指標③：閾値を超過する時間（有効率）

0.8
0.7
0.6

閾値

指標③：0.03

0.5
0.4
0.3
0.2

指標②：0.4
2.4 評価の流れ
全メッシュの中から無作為に崩壊有,無のメッシュ数が 1：1 となるよう学習
データ及び評価データを抽出（配分 7：3）後，学習データを用いて正解値(崩
壊実績)と一致しやすくなるようにモデルを更新し，学習に使用しない評価デ 図-2 スネークラインを用いた評価指標
ータを用いて正答率を評価する．最終的に，全降雨データから崩壊有,無のメッシュ数が凡そ同数となるよう無作為に抽
出したデータでテストを行い，学習モデルの予測精度（崩壊実績の再現性）を検証した．
0.1
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

⼟壌⾬量指数/全メッシュ⼟壌⾬量指数の最⼤値
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0.9

1

３．ニューラルネットワークによる予測結果
3.1 1 降雨（H30.7 豪雨）に対する学習モデルを他降雨へ適用した結果
黒川ら 2）で構築された H30.7 豪雨データを学習したモデル(No.1 モデル)を用いた H30.7 豪雨の崩壊判定は一定程度の
予測精度が得られたため（表-3）
，他降雨（H26.8 豪雨，H29.7 豪雨）への適用性を確認した．ここでは H26.8 豪雨の検
証結果を示す（図-3）
．結果，捕捉率 1.6%，見逃し率 98.4%，空振り率 25％となり，崩壊箇所をほとんど検出できておら
ず No.1 モデルは他降雨へ適用できないモデルであることがわかった．これは，H30.7 豪雨と H26.8 豪雨の降雨パターン
が異なり，H26.8 豪雨のスネークラインの最大値などが H30.7 豪雨に比べ小さい値となっていることが要因と考えられ
る．
表-3 使用した学習モデル（No.1 モデル）
No

項⽬数

No.1

7項⽬

項⽬詳細

データ数

2257

備考

最⼤傾斜⾓、⼟地利⽤、表層⼟壌（詳細）、地質（詳細）、

・H30.7豪⾬データを⽤いて学習モデルを構築（正答率※3：78.5%）

⾬量⼟壌スネークライン最⼤値、⾯積値、有効率

・空振り率※1：27.4%、捕捉率※2：89.8%、⾒逃し率※4：8.5% (H30.7豪⾬で検証)

※3 正答率：崩壊実績ありメッシュを崩壊，一方，崩壊非発生メッシュを非発生と正しく判定した割合
※4 見逃し率：崩壊実績ありメッシュの中で崩壊なしと予測したメッシュの割合
崩壊実績有のメッシュに対する崩壊予想率分布

崩壊実績無のメッシュに対する崩壊予想率分布

崩壊予想率

0

0

0.8‐0.9

0

0.7‐0.8

0

0.7‐0.8

0

0.6‐0.7

0

0.6‐0.7

1

0.5‐0.6

0

0.4‐0.5

4

0.3‐0.4

8

0.2‐0.3

20

0.1‐0.2

36

0

0.8‐0.9

0.5‐0.6

崩壊実績有

捕捉率：1.6％

3

崩壊なしと評価

0.4‐0.5

2

見逃し率：98.4％

0.3‐0.4

7

0.2‐0.3

13

0.1‐0.2

41

0‐0.1

4869

0

0
0

20

40

60

80

100

空振り率：25.0％

0‐0.1

116

0

崩壊実績無

0
0

120

崩壊なしと評価

0.9‐1.0

0.9‐1.0

崩壊ありと評価

崩壊ありと評価

崩壊予想率

1000

2000

3000

4000

5000

メッシュ数

メッシュ数

図-3 崩壊実績有無別の崩壊予想率ランク集計結果（H26.8 豪雨）

3.2 複数降雨に対する学習モデルを適用した結果
3.1 の結果を踏まえ，学習モデルの精度を向上させるため，H30.7 豪雨に加え，H26.8 豪雨，H29.7 豪雨を追加した 3
降雨を学習したモデル(No.2 モデル)を構築した．結果，約 76%の正答率が得られた（表-4）
．また，捕捉率 87.9%，空振
り率 29％となり，異なる降雨パターンに対しても一定の精度が得られた（図-4）
．
表-4 使用した学習モデル（No.2 モデル）
No
No.2

項⽬数
4項⽬

項⽬詳細

データ数

4623

備考

最⼤傾斜⾓、⾬量⼟壌スネークライン最⼤値、⾯積値、有効率

・3降⾬（H30.7豪⾬、H29.7豪⾬、H26.8豪⾬）を⽤いて学習モデルを構築（正答率※3：76.4%）

※他降⾬に適⽤可能かを評価し易くするために⼊⼒データを簡素化した

・空振り率※1：29.0%、捕捉率※2：87.9%、⾒逃し率※4：12.1% (3降⾬で検証)

崩壊実績有のメッシュに対する崩壊予測率分布
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図-4 崩壊実績有無別の各崩壊予想率ランク集計結果(3 降雨)
４．おわりに
本検討では，AI を活用した危険度判定の精度検証・向上を試み，1 降雨のみ学習したモデルでは異なる降雨パターンに
対し適用できないものの，複数の降雨パターンを学習させることで複数降雨への適用性が向上できることが確認できた．
今後，さらに別の降雨パターンのデータを学習し，学習に使用した降雨とは別の降雨を用いて検証を進めていく必要があ
る．
参考文献
1) 土砂災害の防止のための対策に関する基本的な方針のあり方について 答申(案) 令和 2 年 3 月 社会資本整備審議会河川分科会
土砂災害防止対策小委員会 (https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001331531.pdf）
2) 黒川ら：ニューラルネットワークによる土砂災害危険度判定ツールの検討にむけて，令和 2 年度砂防学会研究発表会概要集，
p545-546，2020
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令和 2 年 7 月豪雨を踏まえた熊本県の土砂災害警戒情報について
国土交通省

国土技術政策総合研究所 中谷洋明
気象庁 熊本地方気象台 大守貴之
熊本県土木部河川港湾局砂防課 堤康博、今村大輔
日本工営株式会社 ○能登準弥、森田淳史、南拓弥
1

表 1

はじめに
平成 17（2005）年度に鹿児島県において土砂災
害警戒情報の運用が始まり、熊本県では、平成 19
（2007）年 8 月 31 日から AND/OR 方式、平成 29
（2017）年 12 月 20 日から連携案方式により運用
している。
本稿では、現在運用中の土砂災害警戒情報につ
いて、令和 2 年 7 月豪雨における災害の捕捉率、
空振り率等の分析、評価を実施した。
2 現行 CL 設定手法
2.1 現行 CL 設定手法の概要
現在運用中の CL（以下「現行 CL」という。
）
は、以下に示す手法で基準を設定している。
① 2003～2013 年の 11 年間の降雨データ及び
災害データを基に設定
② 素因・誘因特性を基に気象庁予報警報発表単
位及び市町村界から分類した区分（以下「CL
区分」という。
）毎に代表 CL を設定
③ 人的被害及び家屋被害（全壊・半壊以上）が
発生した災害をすべて捕捉可能な代表 CL を
設定
④ 災害非発生区分は RBFN 出力値 0.1 を設定
⑤ 同一区分内のすべての 5km メッシュについ
て②で選定した代表 CL を設定
⑥ 各 5km メッシュについて土壌雨量指数の下
限値比率を設定
⑦ 除外メッシュとして、広域な平野部に該当す
る 1km メッシュを設定
2.2 素因・誘因特性の反映
CL 区分は、熊本県独自に地形区分、地質区分、
土地利用区分等の素因及び 10 年超過確率 1 時間
雨量、10 年超過確率 3 日雨量等の誘因特性を用い
たクラスター分析により設定している。具体的に
は、素因及び誘因の各カテゴリについて、これま
での災害発生件数や降雨量を基に数値（ランク）
化し、クラスター分析を行った（表 1）。また、土
砂災害警戒情報の運用を考慮し、クラスター分析
結果と併せて気象庁予報警報発表単位及び市町村
界を考慮することで CL 区分（19 区分）を設定し
ている（図 1）。
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図 1

分類表

CL 区分

3 令和 2 年 7 月豪雨における検証
3.1 令和 2 年 7 月豪雨における土砂災害
令和 2 年 7 月豪雨では、避難勧告等の災害応急
対応が必要な土砂災害が 136 件（熊本県把握分）
発生し、死者 11 名、家屋の全壊、半壊、一部損壊
合わせて 96 件の甚大な被害を受けた（表 2）。
表 2 令和 2 年 7 月豪雨における土砂災害
災害種別

災害件数

人的被害

物的被害（全壊・半壊・

(死者)数

一部損壊）数

土石流

42

3

56

がけ崩れ

93

8

40

地すべり

1

0

0

136

11

96

合計

3.2 検証対象災害
令和 2 年 7 月豪雨で発生した土砂災害のうち、
検証対象災害として以下の条件を満たす災害を抽
出（土石流：36 件、がけ崩れ：35 件）し、これら
の災害を用いて災害の捕捉率、空振り率等を検証
した。
① 災害発生時刻、発生位置が判明している
② 災害種別が、
「土石流」または「時空間的に
複数発生したがけ崩れ」である
③ 災害発生時の土壌雨量指数が大雨警報基準
より大きい
3.3 検証
土砂災害警戒情報の有効性及び現行 CL の有効
性の評価を目的に、土砂災害警戒情報検証手法
（2008）による以下の検証を行った。
検証①：土砂災害警戒情報の発表・解除の状況と
検証対象災害の発生状況による検証（土
砂災害警戒情報の有効性検証）
検証②：実況雨量と検証対象災害の発生状況によ
る検証（現行 CL の有効性検証）
ここで、災害捕捉率は、検証対象災害が発生し
た一連降雨数に対する土砂災害警戒情報発表中に
検証対象災害が発生した一連降雨数の割合（検証
①）、CL 超過後に検証対象災害が発生した一連降
雨数の割合（検証②）を示す。また、土砂災害警戒
情報発表回数は、令和 2 年 7 月豪雨の期間に発表
された土砂災害警戒情報の回数を示し、CL 超過回
数は、令和 2 年 7 月豪雨の期間に実況雨量が現行
CL を超過した回数（一連降雨数）を示している。
災害空振り率は、CL 超過した一連降雨数に対する
災害非発生の一連降雨数の割合を示す。
3.4 検証結果
熊本県全体における検証結果を表 3 に示す。災
害捕捉率（降雨数）
は実運用、
実況雨量ともに 100%、
災害空振り率は 64.3%となっている。
表 3 検証結果
検証
検証①
検証②

災害捕捉率
100%
(15/15)
100%
（15/15）

土砂災害警戒情報

CL超過回数

災害空振り率

55回

―

―

―

42回

発表回数

64.3%
(27/42)

3.5 検証結果の分析・評価
検証結果から、災害発生前に土砂災害警戒情報
が発表できており、空振り率も 64.3％に抑えるこ
とができていることから、現行 CL は適切に設定
されていると言える。この要因として、地形・地質
（素因）を考慮していることが考えられる。
松田ら（2020）は、地形・地質の素因情報の活
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用に着目し、災害発生の多寡及び有無と強い相関
を有する地形・地質素因の組み合わせを整理する
とともに素因と災害履歴の関係から全国の土砂災
害発生確率マップ（案）を作成している。
土砂災害発生確率マップ（案）上に検証対象災
害をプロットしたところ、すべての災害が土砂災
害発生確率（約 30%）に該当しており、素因と災
害発生が密接に関係していることが分かる（図 2）。
以上より、素因特性及び災害履歴から分類した
CL 区分を用いることで、降雨分布等の誘因と併せ
て各地域における土砂災害の発生しやすさを考慮
することが可能となり、結果として適切な CL 設
定が可能になったと考えられる。

凡例
検証対象災害
1:土砂災害発生確率（約15％）
2:土砂災害発生確率（約30％）
3:深層崩壊発生確率（約0.24％）

図 2

土砂災害発生確率マップ(案)と検証対象災害

4 おわりに
本稿では、現行 CL について令和 2 年 7 月豪雨
で発生した土砂災害を用いた検証を行い、適切に
CL 設定されていることを確認した。
適切に CL 設定できている要因として、地形・
地質の素因を考慮したことが寄与していたと考え
られる。
今後、土壌雨量指数の高精度化等に伴う CL 見
直しにおいても、素因と災害発生の関係（CL 区分
の考え方）を用いることで情報の信頼性を確保し
ていきたい。
【参考文献】
1) 土砂災害警戒情報検証手法：国土交通省砂防部・気
象庁予報部・国土技術政策総合研究所砂防研究室、
pp.1-19、2008
2) 松田ら：地形・地質に関する主題図を用いた全国に
おける土砂災害発生リスク推定法に関する考察、
国土技術政策総合研究所資料 第 1120 号、pp.197、2020
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2019 年台風 19 号における住民の避難の実態
～宮古市白浜地区および釜石市佐須地区を対象として
岩手大学農学部

〇石戸みさと

青木佳音

熊谷誠

井良沢道也

北海道大学

厚井高志

青森県庁

１．背景と目的
令和元年 10 月に発生した台風 19 号は東日本を中心に広い範囲で記録的な大雨をもたらした。岩手県
内では沿岸部を中心に土砂災害が多数発生し，孤立する地域がみられた。行政は早期段階から避難を呼び
かけていたが，岩手県内での避難率は 2％以下であった。この結果を踏まえ、本県では今後の防災対応力
向上に向けて地域の防災力の向上を取り上げている１）。
本県では避難しなかったために犠牲になった住民はいない。また、本台風は事前に予測がされていたにも
かかわらず、避難率が高くなかった理由などについては明らかでない。そこで、本災害時の住民の避難行
動について、被害の大きかった地区を選定して明らかにすることとした。
２．調査方法
災害時の状況について把握するため、行政機関（岩手県、宮古市・釜石市等 4 市町村）への聞き取りを
行った。聞き取りの結果から、人的被害はなかったものの県内でも土砂災害被害の大きかった宮古市白浜
地区および釜石市佐須地区において住民聞き取り調査をすることとした（図 1）
。同地区の区長・地区防災
役員らへの聞き取りも事前に実施した。住民聞き取り調査は 2020 年 9 月 12 日から 14 日に宮古市白浜地
区（62 世帯）および釜石市佐須地区（24 世帯）で実施した。両地区とも三陸沿岸半島部の漁港であり、
指定避難所までの距離はそれぞれ、11km

9km である。

３．結果と考察
調査の結果、2 地区の土砂災害の実態と住民の避難行動が明らかとなった。白浜地区では 10 月 13 日午
前 1 時半ごろに土石流が発生し、8 軒が全壊した（図 2）。さらに、地区内を流れる白浜川が氾濫したこと
で土砂が下流集落に流れ込んだ。計 50 軒の住居が被害に遭った（図 3）
。道路が土砂で閉塞され集落が孤
立した。当時の避難先は赤前の指定避難所、宮古市内の親戚の家、自宅待機の３つのパターンに分かれた。
また、地区内に残った人でも、近所に避難または二階へ避難（垂直避難）を行った住民がいた。地区の消
防団と自治会で約 60 世帯を回って避難の呼びかけに加え、13 日 15 時には希望者 9 名を指定避難所まで
車で連れて行った。その後避難所で一晩を過ごした。一方、白浜地区はほぼ地区全体が土砂災害の危険区
域であるのに対し、避難しない人が 64%と多くいた。幸い全壊した家の住民は全員避難していたが、土石
流に巻き込まれた住居の向かいなど、十分にリスクがあったにも拘らず避難していなかった住民がいた
（図 3）。佐須地区での主な被害は全壊 1 軒、半壊 3 軒などである。犠牲者及び負傷者はなかった。白浜
地区では 13 日夕方頃には集落内の道理が通れなくなっており、13 日午前 0 時ごろに一斉に土砂が氾濫し
集落の孤立が発生した。本地区も 42％の住民は避難していない（図 4，5））
。両地区とも避難形態として
「事前避難」
「切迫避難」の 2 つに分けられる（図 6）
。避難のきっかけとしては、白浜地区では「地区長・
消防団からの呼びかけ」が最も多く、佐須地区では「周囲の状況により判断」が多い。両地区とも「行政
からの呼びかけ」、
「雨の降り方」などにより判断した住民も多い。避難しなかった理由では、白浜地区で
は「災害が発生するとは思わなかった」が多く、両地区とも「避難所に行くのが大変である」、
「消防団の
活動がある」との回答が多かった。一方、自宅が危険な場所にあることを認知しても避難行動に結びつか
なかったことが明らかになった（図 7）。
４．まとめ

- 387 -

金俊之

調査した 2 地区とも全壊した家の住民は全員避難していた。白浜地区では地区の消防団と自治会で、希望者 9 名
（全壊 8 戸に居住）を指定避難所まで車で連れて行ったことが犠牲を出さなかったことにつながった。

白浜

佐須
藤
図 1

調査対象地（Google Map より） 図 2

図 4

図 6

白浜地区における全壊家屋

図 5

白浜地区の避難の推移

白浜地区斜め写真

佐須地区の避難の推移

図 7

避難を開始した時間

図 3

被害の予測と避難行動

【謝辞】本研究を進めるにあたって，宮古市白浜地区、佐須地区の皆様ならびに関係各位にご協力いただきました。深く感謝申
し上げます。
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六甲山系降雨状況通知システムについて
国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所 光永建男，辻田英幸
一般財団法人日本気象協会関西支社 ○坂井紀之，内田良始，宗近夏美
1.はじめに

め登録された利用者の携帯端末等へメール通知するシ

近年，都賀川豪雨に代表されるような短時間の局地

ステムである。また，利用者が渓流域および周辺地域

的大雨や，平成 29 年九州北部豪雨，平成 30 年７月豪

の降雨状況を正確に把握するめに，携帯端末等で閲覧

雨，令和元年 10 月の台風 19 号，令和２年７月豪雨等

出来る WEB サイトを構築・運用している。2021 年 4

による大規模な土砂災害等が頻出している。六甲山系

月からは，スマートフォンで閲覧可能な WEB サイト

降雨状況通知システム（以下，本システム）は，短時

の運用を開始している。本システムのスマートフォン

間強雨による渓流域の急激な出水や，豪雨による土砂

版では，地図の拡幅が自由に可能になる等，画面の視

災害から人命を守るために，六甲砂防事務所管内（以

認性や操作性の向上を図っている（図 1）
。

下，管内）における大雨の状況を早期に探知・情報提

WEB サイトでは，雨雲の強度や移動方向が容易に

供し，渓流域の利用者や付近の住民に対し避難行動を

推測できるよう，デフォルトで 15 分前から現在時刻ま

促すことによって，未然に災害を防ぐことを目的とし

で１分毎の雨量強度分布を動画で連続表示する。また，

て開発し，約 10 年間にわたり継続的に運用を行ってい

最新時刻と１時刻前の雨量強度の差分から急激に発達

る

1)2)

。

している危険な雨雲を検知し，雨雲発達指数（１～３

2020 年度に更なる利便性向上のためスマートフォ

段階）として表示する機能を搭載している。

ンに対応したシステムを構築した。これを機に，更な

メール通知する降雨の監視対象領域は，管内を 12 に

る利用者の拡幅，他地域への水平展開を見据え本シス

分割した渓流域・地域である。通知する降雨レベルは

テムについて紹介するものである。

3段階の１分降雨強度
（10mm/h，
40mm/h，
80mm/h）
，

六甲山系降雨情報通知システム

さらに土砂災害発生の判断に重要な累積雨量を 2 段階

http://rokkosabo.jwa.or.jp/sp/

（30mm，100mm）で設定している。通知する領域や

2.六甲山系降雨状況通知システムの概要

降雨レベルは利用者が自由に選択することができ，設

本システムは，可能な限り早期の避難を実現するた
めに国土交通省が所管する XRAIN のデータを 1 分毎

定後も任意に設定変更が可能となっている。

3.雨雲発達指数について

に取得し，管内の大雨の状況を常時監視するとともに，

突発的な豪雨をもたらす雨雲は，ごくわずかな時間

閾値以上の降雨が観測されている場合には，あらかじ

で急激に発達し，巨大な積乱雲となるため，実況観

トップ画面

拡大画面

地上雨量観測表示（リンク）

図－1 六甲山系降雨情報通知システム画面表示例
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測情報を基にして，如何に早く現象を捉えられるかが

の周辺（探索範囲）の最大雨量値との差分をとること

重要である。

で発達度を抽出した。探索範囲は降雨イベントごとに

国土交通省 XRAIN（250m メッシュ，1 分更新）の雨

異なるため，探索範囲の距離や方向を，数時刻前の雨

量情報を基に，各メッシュの現在時刻と１時刻前（１

雲の移動方向と速度を基にその都度変えることにより，

分前）の雨量の差分値を基にランク値（１～３）を設

雨雲の発達過程をより正確に抽出する手法を採用した。

定し，雨雲発達指数として定義した。１時刻前に小量

4.管理者向けの WEB サイト

な降雨で，現時刻では雨量値が大きくなった場合には

一般に公開している携帯 WEB とは別に，砂防事務所

雨雲発達指数が大きい値となり，１時刻前に豪雨であ

職員向けの管理者用画面として，管内の任意のメッシ

った地域で現時刻では雨量が減少する場合には雨雲発

ュの積算雨量，予測雨量，土壌雨量指数，スネークラ

達指数は 0 になる。 この情報によって急激に発達する

インを表示可能な PC-WEB 版の仕組みも構築している。

雨雲の位置を早期に探知することを検討した。

5.運用状況

雨雲発達指数値の算出にあたり，当該メッシュ同士

2021 年 3 月 30 日時点のメール通知の登録人数は

の単純な差分では，図－2 に示すように，移動しなが

724 人である。2020 年度のメール発出回数は 132 回で

ら急激に発達する雨雲を検出できない。また，既に発

あり，いずれも渓流域内に強雨が観測された時刻に対

達した雨雲が移動する場合には，移動に沿って雨域の

して遅れ時間なく，降雨の通知メールが送信されてい

前面で差分値が大きくなり，急激に発達する雨雲との

た。また，例年，前線・台風等により大雨のある 7 月

分離ができない。

～8 月に特に WEB アクセスが多く，2020 年は 7 月 8
日の 5 時前後に神戸で時間雨量 47.5mm の豪雨を記録
した時に 70 ページビューを記録するなど，本システム
は主として，短時間強雨の発生時に利用されている。

6.おわりに
本システムのスマートフォン版の整備を機に更に利
用者の増加を働きかけ，管内および周辺地域の住民や
訪問者の安全・安心に貢献したいと考える。
今後，国土交通省の C バンドレーダの MP 化が進め
ば，XRAIN の利用エリアが拡大される。六甲山系以外
の砂防事務所や自治体の管理する地域においても同様
なシステムの整備も可能となることから，必要に応じ

図－2 移動しながら発達する積乱雲の模式図

てシステムの水平展開を通し，地域の被災者 0 の防災
活動に役立てたい。

探索範囲は雨雲の風上方向
(雨雲が移動してくる方向
±45°の範囲)のみを対象

参考文献
1) 木下篤彦，神野忠広，竹下航，坂井紀之：高頻度・

周囲の降雨強
度

高密度雨量データを利用した六甲山系における降雨
特性の検討，河川技術論文集，第 18 巻，p.429-434，

－

2012

移流モデルで移動
方向，移動速度を算
対象時刻(最新時刻

2) 木下篤彦，岡本敦, 竹下航, 藤田浩史, 坂井紀之,

前の時刻 t - 1
の範囲から最大値を探す

図-3 雨雲移動を考慮した雨雲発達指数算定の模式図
そこで，雨雲の移動を考慮した差分方法として，図
－3 に示すように，対象時刻のメッシュ毎に前の時刻
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辻本浩史：X バンド MP レーダを利用した突発的な豪
雨の検知手法に関する研究，砂防学会誌，Vol.65，
No.2，p.23-27，2012

P1-058

2021年度砂防学会研究発表会概要集

災害発生に影響する地質の複雑性評価に向けて－シームレス地質図を活用した試み－
○谷田佑太・海原荘一

(株) エイト日本技術開発
国土交通省国土技術政策総合研究所

- 391 -

同じ地質区分が複数ブロックに分かれている
場合はそれぞれ別々にカウント
1
2

3
4
5

赤枠内に示すメッシュの地質ポリゴン数は5つ

図 1 地質ポリゴン数のカウントの例
8

1kmメッシュあたりの平均地質
ポリゴン数 (699区分)

2.使用するデータの整理方法
2.1 地質データの整理方法
地質区分は以下に示す 699 区分と 10 区分の 2 種類を
使用した。20 万分の 1 日本シームレス地質図 V2 の地
質区分は，地質年代と岩種により 699 種類に区分され
ている。さらに，内田ら 3) を参考として，成因による
岩種(堆積岩，火山岩，深成岩または変成岩)と地質年
代(第四系，第三系，中古生界)の観点からそれぞれ 3
区分とし，それら地質 9 区分と人工改変地を含めた全
10 区分に集約した地質データを作成した。
上記の 2 種類のデータを基に，1km メッシュ(全国約
38 万メッシュ)毎に地質ポリゴン数を集計した。1 メッ
シュ内において，同じ地質区分が複数のブロックに分
かれている場合は，それぞれ別々にカウントした(図 1)。
2.2 土砂災害データの整理方法
土砂災害データは，国土交通省砂防部が保有する土
砂災害データベースのうち，災害位置が特定され，降
雨による土砂災害として整理されている 1996 年 4 月 1
日～2020 年 9 月 30 日の約 25 年間のデータを使用した。
土砂災害データベースは土石流，がけ崩れ，地すべり
の 3 つの災害種別に分かれているが，本研究では地す
べりを除く，土石流(4,553 件)とがけ崩れ(14,849 件)を
対象とした。また，土砂災害データには現在(2020 年時
点)の土砂災害警戒情報の運用で用いられている土砂
災害発生危険基準線(CL)の超過・非超過の判定を追加
した。さらに，CL 超過している土砂災害非発生データ
も整理した。
2.3 地質の複雑性評価方法
地質データと土砂災害データを結合し，1km メッシ
ュあたりの地質ポリゴン数と災害発生数の関係，1km

メッシュあたりの地質ポリゴン数と災害発生・非発生
の関係を求めた。さらに，地質 10 区分における総面積
率を求めた。

CL非超過

7

CL超過

6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 ≧10

1kmメッシュあたりの災害発生数

図 2 1km メッシュあたりの平均地質ポリゴン数
(699 区分)と災害発生数の関係
8

1kmメッシュあたりの平均地質
ポリゴン数 (10区分)

1.はじめに
土砂災害のリスクを回避するためには，地形や地質
等の素因に基づく発生場の把握が重要であり，これま
でさまざまな研究が進められてきたが，その多くは限
定された地域を対象としている。
全国を対象とした研究としては，土砂災害警戒情報
の補足情報として活用可能な地形・地質情報と過去の
災害資料に基づき，災害発生の多寡及び有無と相関の
高い地形・地質素因の組合せを検討し，全国の土砂災
害発生確率マップ(案) 1)としてまとめたものがある。
その検討に用いた地形・地質情報は，土砂災害警戒
区域等，深層崩壊推定頻度マップ，地すべり地形分布
図であり，標準地域メッシュの 3 次メッシュ(1km メッ
シュ)毎に，各地形・地質の被覆面積率を算出し，素因
情報として整理されている。
本研究では上記の土砂災害発生確率マップ(案)に含
まれていない災害発生に影響があると考えられる地質
の複雑性と災害発生の関係を把握することとした。
全国を共通の地質区分で整理した標準的なデータで
ある産総研の 20 万分の 1 日本シームレス地質図 V22)
を用いた。1km メッシュ毎に地質ポリゴン数を集計し，
災害発生との関係を把握した。

中谷洋明・松田昌之・鈴木大和

CL非超過

7

CL超過

6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 ≧10

1kmメッシュあたりの災害発生数

図 3 1km メッシュあたりの平均地質ポリゴン数
(10 区分)と災害発生数の関係

3.結果
3.1 1km メッシュあたりの地質ポリゴン数と災害発生
数の関係
明瞭ではないものの，CL 非超過の災害において，災
害発生数の増加に伴い，平均地質ポリゴン数は増加す
る傾向が見られた(図 2,3)。また，699 区分と 10 区分
の平均地質ポリゴン数は大きくは変わらないことが分
かった。
3.2 1km メッシュあたりの地質ポリゴン数と災害発
生・非発生の関係
1km メッシュあたりの平均地質ポリゴン数と災害発
生・非発生の関係(表 1)を見ると，699 区分と 10 区分
ともに非発生よりも発生しているメッシュの方がやや
表 1 1km メッシュあたりの平均地質
ポリゴン数と災害発生・非発生の関係
1km メッシュあたりの
平均地質ポリゴン数(CL
超過)
区分
699 区分

10 区分

非発生

3.45

2.20

発生

4.30

2.84

7 8 9 ≧10
6
1% 0% 0% 0%
5
2%
4%

7 8 9 ≧10
6
2% 1% 1% 0%
4%
5
8%

4
9%

1
46%

3
16%

1
27%

4
14%

2
22%

3
21%

2
22%

図 4 1km メッシュあたりの地質ポリゴン数(10 区分)の割合
左:災害非発生(CL 超過) 右:災害発生(CL 超過)
35
災害発生メッシュ
30

災害非発生メッシュ

総面積率 (%)

25
20
15
10
5
⑩ 人工改変地

⑨ 中古生界深成岩・
変成岩

⑧ 第三系深成岩・
変成岩

⑦ 第四系深成岩・
変成岩

⑥ 中古生界火山岩

⑤ 第三系火山岩

④ 第四系火山岩

③ 中古生界堆積岩

② 第三系堆積岩

① 第四系堆積岩

0

図 5 地質 10 区分における総面積率
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地質ポリゴン数が多い傾向は見られた。
表 1 に示す 699 区分と 10 区分における発生・非発生
それぞれの母集団に対する有意差を確認するため，マ
ン・ホイットニーの U 検定を実施した。P 値がどちら
も 0.05 より小さく，限りなく 0 に近い値となり，発生・
非発生の分布に有意差はあるという結果となった(699
区分の P 値：5.6×10-179＜0.05，10 区分の P 値：1.2×
10-208＜0.05) 。
1km メッシュあたりの地質ポリゴン数(10 区分)の割
合(図 4)を見ても，同様に災害発生の地質ポリゴン数が
多い傾向は見られた。
3.3 地質 10 区分における総面積率
地質 10 区分データを用いて，全国約 38 万メッシュ
を災害発生メッシュと災害非発生メッシュの 2 つに分
け，それぞれのメッシュにおいて各地質区分ごとに面
積を集計し，それを発生メッシュまたは非発生メッシ
ュの全体の面積で割った総面積率を求めた (図 5)。
結果として，発生メッシュの割合が大きい地質区分
は①第四系堆積岩，⑨中古生界深成岩・変成岩であっ
た。多くの災害発生データのプロットが崩壊発生箇所
ではなく，人家などがある被災箇所，つまり平野部に
プロットされている可能性があるため，①第四系堆積
岩の割合が大きくなったと考えられる。⑨中古生界深
成岩・変成岩の割合が大きくなったのは，一般的に風
化・崩壊しやすいといわれている花崗岩が含まれてい
ることと整合している。なお，非発生メッシュの割合
が大きい地質区分は③中古生界堆積岩，⑤第三系火山
岩，⑥中古生界火山岩であった。ほとんど同じ割合の
地質区分は②第三系堆積岩，④第四系火山岩，⑧第三
系深成岩・変成岩であった。
総面積率の発生・非発生それぞれの母集団に対して，
マン・ホイットニーの U 検定を実施したところ，P 値
が 0.88 となり，0.05 より大きいため，統計的には発生・
非発生の分布に有意差は見出されなかった。しかし，
地質区分ごとに見ると，違いが見られるものもある。
4.結論
災害非発生メッシュと比較して，災害発生メッシュ
では全体的にやや地質ポリゴン数が多い傾向は見られ
た。
今後は地質区分方法の妥当性，地質区分の組み合わ
せ(例えば，堆積岩と深成岩等)及び地質境界線の長さ
と土砂災害発生の関係などについて検討していきたい。
参考文献
1) 松田昌之，中谷洋明：地形・地質に関する主題図
を用いた全国における土砂災害発生リスク推定法
に関する考察，国土技術政策総合研究所資料，第
1120 号，2020
2) 20 万分の 1 日本シームレス地質図 V2 (産総研地質
調査総合センター，データ更新日：2020 年 4 月 6
日，https://gbank.gsj.jp/seamless/)
3) 内田太郎，友村光秀，佐藤悠，浅野友子，蒲原潤
一：比較水文学的アプローチによる山地流域の降
雨流出応答の影響因子に関する一考察，地形，第
37 巻，第 4 号，p.579-595，2016
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急傾斜地新規箇所抽出方法の分析
株式会社 パスコ ○佐藤 梓，鈴木 清敬，鵜殿 俊昭
1.

はじめに

ン内の最大標高値から最低標高値を引き，ポリゴ

土砂災害防止法に基づく区域指定が進み，1 巡目基礎

ン内の比高を算出した。

調査が概ね完了してきている。その一方で，令和元年 10

④ 上記で算出した比高を用いて，斜面高さ 5m 以上

月 25 日の大雨による千葉市緑区誉田町で発生した土砂

となるポリゴンのみを抽出し，これを傾斜度 30 度

災害のように，土砂災害危険箇所として認識されてい

以上かつ比高 5m 以上を満たす新規抽出候補箇所と

ない箇所で土砂災害が発生した事例もある。土砂災害

した。

危険箇所は，抽出に用いた地形図の縮尺等の制限によ
り，急傾斜地の要件（傾斜度 30 度以上かつ高さ 5m 以上

(2)

土砂災害警戒区域の GIS データ

土砂災害警戒区域の GIS データは千葉県河川環境課

の斜面）を満たすすべての斜面を抽出できているわけ

より提供を受けた 1 巡目基礎調査の成果を用いた。

ではない。

上記(1)及び(2)のデータを GIS 上で重ね合わせ，(1)と

そのため，土砂災害のおそれのある斜面の周知や警
戒避難体制を適切に構築するためには，土砂災害危険

(2)が重なる場合を「抽出成功」とし，重ならない場合
を「抽出困難」とした。

箇所と同等の条件を持つ斜面を適切に抽出する必要が

3.

ある。
このような課題を解決するために，精度の高い数値
標高モデルを用いた危険箇所の抽出を行う方針

1)

抽出精度の検討結果

土砂災害警戒区域 1,132 箇所のうち，
「抽出成功」箇

が示

所は 1,014 箇所であり，一致率は 89.6％であった（図

されているが、実際に急傾斜地の要件を満たす斜面を

1）。この結果より，本検討で用いた抽出方法によって急

適切に抽出できるか評価する必要がある。そこで，5m メ

傾斜地の要件を満たす箇所の約 9 割の抽出が可能であ

ッシュ標高データを用いて既指定箇所が抽出できるか

ることがわかった。その一方で，約 1 割の箇所は本方法

分析した。

では抽出が困難であることがわかった。

本研究では，比較的入手が容易であり，かつ精度が高
いと考えられる国土地理院の 5m メッシュ標高データを
用いて，急傾斜地の要件を満たす斜面を抽出し，①抽出
精度の分析，②抽出時の課題の整理を目的とした。

2.

方法

国土地理院 5m メッシュ標高データより急傾斜地の要
件を満たす範囲（以下，新規抽出候補箇所と呼ぶ）を抽
出し，新規抽出候補箇所と 1 巡目基礎調査にて調査済
の土砂災害警戒区域を重ね合わせ抽出精度を検討した。
検討は，千葉県北西部に位置する千葉県葛南・東葛

図1

抽出結果

4. 考察
4.1 抽出困難箇所の分析

飾・柏・印旛土木事務所管内の 14 市 2 町の土砂災害警

抽出困難であった箇所について，その箇所の特徴を

戒区域 1,132 箇所について行った。なお，検討は机上検

明らかにするため，1 巡目基礎調査の区域調書に記載し

討であり，現地確認は実施していない。

ている斜面の情報（表 1）を整理・分析した。

(1)

新規抽出候補箇所の抽出方法

表1

新規抽出候補箇所は，GIS ソフト（ArcGIS）を用いて
抽出した。
①

国土地理院の 5m メッシュ標高データを共一次内
挿法により 1m メッシュにリサンプルした。

②

抽出困難箇所の斜面条件等の整理事項

・下端延長(m)

・最大斜面勾配(°)

・最大高さ(m)

・平均斜面勾配(°)

・平均高さ(m)

・警戒区域面積(m2)

整理の結果，以下のことがわかった。

上記で作成した 1m メッシュ標高データを用いて，

・斜面高さに関しては，最大斜面高さ 10m 未満の箇
所，平均斜面高さの値が 8m 未満の箇所が抽出困難

囲のポリゴンを作成した。

である。

③

傾斜区分図を作成し，傾斜度 30 度以上を満たす範
上記で作成した傾斜度 30 度以上を満たすポリゴ
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・斜面勾配に関しては，最大斜面勾配及び平均斜面勾

配ともにあまり関連性が見られない。

の負担が増すことが考えられる。そのため，
「抽出困難」

・下端延長が 60m 未満の箇所，警戒区域面積 2,000m

2

未満の平面的に小規模な箇所が抽出困難である。

箇所をどの程度許容するかについては今後も議論が必
要である。

図3

図2

5m メッシュ標高データのみかけの傾斜度

抽出困難箇所の斜面状況の整理結果

4.2 抽出精度向上のための試行
図4

国土地理院 5m メッシュ標高データは，メッシュの中

傾斜度 26 度の場合の抽出結果

心点の標高値のデータである。そのため，作成した傾斜
区分図でのメッシュ間にある斜面は，図 3 の赤破線で

5.

まとめ

国土地理院 5m メッシュ標高データを用いて，本研究

示すような斜面を抽出している可能性がある。
また，傾斜 30 度以上かつ比高 5m の斜面の水平距離

の手法により急傾斜地の要件を満たす斜面を抽出する

は 8.66m であることから，急傾斜地の要件を満たす斜

場合，約 9 割の斜面が抽出可能であることがわかった。

面を抽出するためには 1 メッシュでは不足であり，2 メ

一方で，抽出困難な箇所が約 1 割存在し，これらの箇

ッシュが必要となる。2 メッシュの場合，メッシュ間の

所は，斜面高さの低いもしくは下端延長や警戒区域面

水平距離は 5m×2=10m となり，この場合のみかけの傾

積が小さい小規模な斜面であることがわかった。

斜度は約 26.6 度となる。
すなわち，
みかけの傾斜度 26.6

傾斜度の抽出条件を 30 度から 26 度に変更した場合

度の場合でも，実際の斜面は傾斜 30 度以上かつ高さ 5m

であっても，100％の抽出ができるわけではなく，標高

以上の条件を満たす可能性がある。そこで，斜面の抽出

データの精度の限界が存在することがわかった。

条件を変更し，傾斜度 26 度以上かつ比高 5m 以上を満

以上のことから，本研究での手法を用いた場合には，

たす斜面を抽出し，
「抽出成功」となる割合を算出した。

斜面高さの低い箇所について，市町村の斜面パトロー

その結果，
「抽出成功」となった箇所は，土砂災害警

ル等の資料をもとに補完するなど工夫が必要である。

戒区域 1,132 箇所のうち 1,083 箇所となり，一致率は

また，近年では航空レーザ計測による 1m メッシュ標

95.7%，
「抽出困難」は全体の 4.3%となり，
「抽出成功」

高データが整備されつつあるため，このデータを用い

率の改善が見られた（図 4）
。

ることで「抽出困難」な対象斜面がさらに減少すること

ただし，傾斜度 26 度での抽出においても，すべての

が考えられる。

斜面が抽出できるわけではないことがわかった。また，
抽出条件を傾斜度 26 度という安全側に設定することに

参考文献

よって，現地では傾斜度 30 度かつ比高 5m の条件を満

1)令和元（2019）年 12 月 24 日_第１回土砂災害防止

たしていない斜面も多く抽出されてしまう可能性も考

対策小委員会資料 5,https://www.mlit.go.jp/policy/

えられる。安全側で抽出した場合，抽出斜面が急傾斜地

shingikai/content/001324550.pdf

の要件を満たすか否かについて，多くの箇所の現地確

2)国土地理院基盤地図情報サイト，

認が必要になると考えられ，確認のための時間・労力等

https://www.gsi.go.jp/kiban/
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雨量計を用いた防災気象情報基準の設定に関する一考察
株式会社オリエンタルコンサルタンツ ○澤 夏起
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 植野 惣
岡山理科大学 佐藤 丈晴
１．はじめに
現在、気象庁が発表する防災気象情報は、大雨注意報、
大雨警報（土砂災害）、土砂災害警戒情報の 3 段階となっ
ており、後者ほど危険度が高くなっている。この情報は、
1km メッシュで細分された範囲で降雨を解析（レーダーア
メダス解析雨量）し、解析雨量が基準値に到達した際にそ
れぞれを発令している。しかし、防災気象情報は、市町村
単位もしくは地域単位で発表されることから、近年多発し
ている局所的な集中豪雨への対応が困難である。そこで、
平成 26 年広島災害被災地では、
早期の自主避難が重要であ
ると考え、自ら雨量計を設置し、雨量データの把握、収集
を行っているが、実際の避難には結びついていない。
広島災害と同様の局所的な集中豪雨は近年多発している。
避難開始の基準値を、地上雨量計で観測した正確な降雨を
用いて設定することで、より正確な避難情報を発令するこ
とができると考えられる。そこで佐藤 1)は、既往設置もし
くは新設した地上雨量計に対して、地上雨量計観測値に基
づいて気象庁の発表基準と同等のタイミングで基準を超過
する雨量基準値を設定する方法を提案した。
過年度の論文では、その方法を用い、地上雨量計観測値
から住民の警戒避難の目安となる大雨注意報と大雨警報
（土砂災害）を設定した事例を示した。本論文では、別地
区のデータを用いて雨量基準値を設定した事例を示す。ま
た、現行の雨量基準値と設定した雨量基準値に対して、そ
れぞれの超過回数を計測し評価する。

まざまな地域に対応した流出量を算出することが可能であ
る。現在、気象庁で運用されているパラメータは、木津川
流域の流出量推定に用いられた値を全国で使用している。
そこで、本論文においても気象庁の用いているパラメータ
と同じ数値を用いて流出量を算定した。

図-1 タンクモデルイメージ図 2)
(2)防災気象情報（土壌雨量指数値）の設定
今回対象とする防災気象情報のうち、大雨注意報及び大
雨警報（土砂災害）は、土壌雨量指数値のみで設定が可能
である。そこで、算出した土壌雨量指数値に対して回帰分
析を実施し、得られた回帰直線から地上雨量計観測値の基
準値を設定する。

４．解析結果
(1)土壌雨量指数値算出結果
地上雨量計観測値、地域メッシュのレーダーアメダス解
析雨量から土壌雨量指数値を設定した結果の一例を表-1、2
２．使用データ
大雨注意報、大雨警報（土砂災害）は、土壌雨量指数値 にそれぞれ示す。解析結果は同時期を対象としている。こ
によって定められている。そこで、両情報の発令基準値（土 の結果より、同時期の同メッシュの範囲内においても雨の
壌雨量指数値）を設定するために、A 観測所の雨量データ 降り方が異なっていることがわかる。
（2018 年 11 月 2 日～2020 年 11 月 1 日）を使用した。
算出した地上雨量計観測値、レーダーアメダス解析雨量
また、
地上雨量計観測値から設定した土壌雨量指数値と、 の土壌雨量指数値について、回帰分析を実施した結果を図
地上雨量観測所が含まれる地域メッシュのレーダーアメダ -2 に示す。回帰分析の結果、回帰直線の傾きは 1.1 程度と
ス解析雨量から設定した土壌雨量指数値の相関を確認する 若干、レーダーアメダス解析雨量から算出した土壌雨量指
ため、同時期のレーダーアメダス解析雨量を使用した。
数値が多い傾向となり、決定係数は 0.75 程度となった。相
関が高いものの、お互いのデータには一定（直線の傾き）
３．解析方法
の差異がある。この結果、地上雨量計観測値から算出され
(1)土壌雨量指数値の算出
る土壌雨量指数値は、レーダーアメダス解析雨量から算出
防災気象情報は、土壌雨量指数値によって基準値が設定 される土壌雨量指数値をそのまま使用できないことを示し
されている。本論文で使用した土壌雨量指数値の算定方法 ている。この結果より、実際に地上雨量計のある地域は、
について示す。
観測データよりも大きい値から防災気象情報の発令基準が
土壌雨量指数値は、直列三段タンクモデルを用いて、地 設定されていることがわかる。高い精度で情報を発令する
表に降った雨から流出量を算出したものである。タンクモ ためには、地上雨量計の観測データを用いて情報の発令基
デルは、タンクのパラメータを任意に設定することで、さ 準を設定することが有効であると考えられる。

- 395 -

表-1 地上雨量計観測値と土壌雨量指数値の関係
年

月

日

時間

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

雨量
（mm）
0
0
0
0
0
0
0
5
4
2
9
5
1
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0

表-2 レーダーアメダス解析雨量と土壌雨量指数値の関係

土壌雨量指数値
（mm）
10.75
10.64
10.54
10.44
10.35
10.25
10.15
15.30
18.21
20.36
31.43
36.81
37.19
37.03
36.83
36.72
36.61
36.48
40.86
40.71
40.54
40.33
40.10
39.86

(2)防災気象情報発令基準の設定
前項までの解析結果より、地域に適合した防災気象情報
の発令基準を設定するためには、地上雨量計観測値から算
出した土壌雨量指数値を用いることが効果的である。そこ
で、地上雨量計観測値から算出される土壌雨量指数値を発
令基準として設定するため、レーダーアメダス解析雨量か
ら算出される土壌雨量指数値（現行基準）の補正を行う。
補正は、以下の回帰式より行う。

５．まとめ
本論文は、既往に設置された地上雨量計及び新設された
地上雨量計に対して、
「気象庁の防災気象情報の発表基準」
に相当する雨量基準を設定する方法を用い、解析した事例
を示した。その結果、設定した基準値は既往の基準値より
小さい値となった。各基準値に対する超過回数（期間）を
算定した結果、レーダーアメダス解析雨量から算出した土
壌雨量指数値を対象とした場合より、地上雨量計観測値か
ら算出した土壌雨量指数値を対象とした場合の方が回数が
少なくなった。これより、実際の運用を想定した場合、防
災気象情報の発令の回数に違いが出ることとなる。今後は
雨量データを蓄積し、災害実績を踏まえたフィードバック

月

日

時間

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

雨量
（mm）
0
0
0
0
0
0
0
12
8
6
17
23
5
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

土壌雨量指数値
（mm）
15.44
15.30
15.15
15.01
14.87
14.73
14.59
26.45
34.23
39.62
55.12
75.18
76.78
73.79
71.32
69.26
67.56
66.14
66.85
65.71
64.73
63.79
62.84
61.91

180
y = 1.0971x + 7.2
R² = 0.7509

解析雨量の土壌雨量指数値（mm）

160

y = 1.0971x+7.2
y :レーダーアメダス解析雨量の土壌雨量指数値
x :地上雨量計の土壌雨量指数値
回帰式により補正した結果を表-3 に示す。補正の結果、
地上雨量計観測値から算出される土壌雨量指数値は、レー
ダーアメダス解析雨量から算出される土壌雨量指数値より
小さい値となる。また、各基準値に対する超過回数（期間）
にも違いが生じる。超過回数（期間）を計測する際には、
一連降雨を対象として計測を実施した。

年

y=x

140
120
100
80
60
40
20
0
0

20

40

60
80
100
120
140
地上雨量計の土壌雨量指数値（mm）

160

180

図-2 地上雨量計観測値とレーダーアメダス解析雨量の
相関図（土壌雨量指数値）
表-3 回帰式による補正結果、超過回数
土壌雨量指数値

大雨注意報

大雨警報
（土砂災害）

レーダーアメダス解析雨量から
算出される土壌雨量指数値

115mm
(11回(期間) 超過)

144mm
(4回(期間) 超過)

地上雨量計観測値から
算出される土壌雨量指数値

98mm
(4回(期間) 超過)

125mm
(超過無)

を行うことで、より効率的な警戒避難体制の構築に努めて
いきたい。
参考文献
1）佐藤丈晴：地上雨量計観測値に基づいた防災気象情報基
準の設定方法；土木学会論文集 B1（水工学）Vol.74、No.2、
23-31、2018
2）
気象庁、
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bousa
i/dojoshisu.html
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土砂量に基づいたリアルタイム早期警報システムの開発

株式会社コルバック ○鶴田謙次、遠藤哲雄、吉村暢也

1.はじめに
近年、長雨や集中豪雨が増加し土砂・洪水災害が多発している。気象庁では、降雨量を指標として危険地域に土砂災
害警報を配信しているが、本来、土砂災害は生産源の地盤や土砂流出特性等によって異なり、降雨量や土壌雨量指数に
よる警戒避難情報では十分とはいえない。また、土砂流出の警報に多く用いられるワイヤーセンサーでは、センサー切
断の原因や変化する土砂流出現象が捉えられていない。
本システム（仮称：ジオフォン警報システムと呼ぶ）は、既存のハイドロフォンを改良して、現地で連続的に土砂量
を計測して土砂流出状況を監視し、土砂量を基本指標として、水位（流量）
、土砂濃度と組み合わせた警戒レベル情報を
配信できる対策ツールの 1 つとして開発され

ソーラーパネル
インターネット

たものである。

３Ｇ /ＬＴＥ

ＬＴＥ

コントローラー

2. ジオフォン製品・技術の特長
2.1 機能

スマートフォンによる
データ閲覧
スマートフォンによる
警報受信

バッテリー
パソコンによる
データ閲覧

本システムは、ソーラ電源を使用して斜面
崩壊や土石流現象等に伴う水位(流量)と土

ＬＴＥモジュール
ＣＡＮＤＹ Ｐｉ Ｌｉｔｅ ＬＴＥ

電源供給
（避雷、ヒューズ対策）

ＣＰＵスタック基板
Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ

ＵＳＢカメラ

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ

パトライト

砂移動量を時系列的に把握し、また、これら
の前兆現象の検知による段階的な警戒レベ
ル情報を発信する機能を有するものである。

クラウドサーバー

水位計
ATM/N

プレート型 ジオフォンセンサー
ジオフォン全景

センサー部拡大

左のプレートを裏返した状況

情報発信
（観測状況）

データ蓄積

2.2 基本原理とセンサー形状による特長
土砂が鉄製のセンサー（パイプ型やプレー

積分基盤

マイクロフォン

ト型ジオフォン）に衝突する際の音を、セン

図-1 ジオフォン計測
システム全体構成図

サーに内蔵されたマイクロフォンで検知し、その音圧エネルギー
（電圧）を積分して、移動土砂量に変換するものである。パイプ型
は土砂が衝突しやすく衝突音が大きいが、流砂外力が大きいとパイ
プが変形する。細粒土砂が対象となる。プレート型は、土砂がセン
サー面にこすって発生する衝突音を面的にとらえ、流砂外力が大き
くても変形しにくい。中大粒径土砂が対象となる。

2.3 全体構成
積分基板（プリアンプ、積分回路）
、CPU スタック基盤（データロ
ガー、データ配信）と水位計と警報ブザーおよび警報メール通信か
らなる。プリアンプで音圧波形を増幅し、その波形を積分する。音
圧積分値と土砂量の関係から土砂移動量を検知し、閾値を超えると
警戒予報をメール配信する（図－1 参照）
。

3.プレート型ジオフォンによる現地実証試験
3.1 設置箇所

図-2 ジオフォン設置位置

現地実証試験は広島県呉市天応地区に位置する大屋大川にプレート型ジオフォンを設置して行った(図－2 参照）
。大屋
大川は平成 30 年 7 月の西日本豪雨によって土石流等が発生し、多くの住民や家屋が被害を受け、災害復旧の工事が現在
も行われている。
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2020 年 7 月 14 日出水（総雨量 92mm、最高水位 0.33ｍ、

10
水位（1分データ）
水位（10分移動平均データ）
流量（1分データ）
流量（10分移動平均データ）

0.4

最大流量 6.8 m3/ｓ、掃流砂量 450 m3、平均土砂濃度

0.3

水位（ｍ）

0.5％）
、前線を伴った低気圧に起因する出水である（図
－3 参照）
。

3.3 音圧積分値から流砂量への換算式
換算式は、
現地河床材料を対象とした室内水路実験を

0.1

2

7/13 21:00

7/14 0:00

7/14 3:00

7/14 6:00

7/14 9:00

が、低減時ではそれを若干上回っている（現地試料の

7/14 14:55

0
7/14 17:55
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流下土砂量(m3/sec)＝3.176×10-3×積分値増分(ｍV)1.306
算定土砂量（1分データ）

流出土砂量（m3/sec）

関係では、
観測流砂量は増加時には流砂量式より少ない

7/14 11:55

0.20

算定土砂量（10分移動平均データ）

0.15

450m3 となった。流砂量式（芦田・高橋・水山式）との

6
4

行って、投入土砂と音圧積分値との関係から作成した。

流出土砂量は最大で 0.128m3/ｓであり、総流砂量は

8

0.2

0
7/13 18:00

3.4 掃流力と流砂量の関係

7/14 12:00 7/14 15:00 7/14 18:00
0

焼山累加雨量（㎜）

7/14 0:00

流量 (m3/s)）

かけて 6 回の出水を観測した。
最も水位が上昇したのは

7/13 18:00 7/13 21:00
0

800

累加土砂量
600

0.10

警報閾値3
400

0.05

警報閾値2
200

警報閾値1
0.00
7/13 18:00

累加流出土砂量（m3)

ジオフォンは 2019 年 8 月に設置し、
その後 2020 年に

焼山 10分雨量
（㎜ /10分）

3.2 観測結果概要

7/13 21:00

7/14 0:00

7/14 3:00

7/14 6:00

7/14 9:00

7/14 11:55

7/14 14:55

0
7/14 17:55

50％粒径は約6㎜でありD=5mm黄色線に近いと考えられ

図-3 大屋大川観測結果（2020 年 7 月 14 日）

る）
。

流出土砂のループが反時計回りとなり、出水ピーク後に土砂流出が発生している。通常の出水とは異なる流出土砂特
性が把握できた。また、流出土砂量が流砂量公式に接近していることから、上流域で土砂生産現象もしくは不安定土砂
の移動が発生した可能性があることが推定される。観測水位データと流砂量のヒステリシスも同様の傾向が読み取れ、
現地では観測水位と流砂量の関係からも土砂流出の状況把握が可能である。

0.05

3.5 閾値による警報タイミングの検証
警報タイミングは、暫定的に３段階の閾値を設定し

0.04

た。閾値は 1 分当たりの流砂量を対象とした（図－3 参

実績流砂量(低減時)
実績流砂量(増加時)
D=1㎜(ATM公式)
D=5㎜(ATM公式)
D=10㎜(ATM公式)

かったが、閾値ごとの警報メール配信は確認できた。し
かし、１分当たりの流砂量では変動が大きく、警報頻度
が多くなり、本流域では 10 分程度が妥当であった。

4.流砂観測による早期警報システムの課題

流砂量（m3/s/m)

照）
。今回は中小出水であり被害が発生する規模ではな

0.03
0.02
0.01

大屋大川での観測項目は、雨量、水位(流量)、流砂
量、監視カメラである。流砂は流量見合いで、土砂生産
位置、
移動土砂量と粒径の影響を受けて時間的に変動し

0.00

て到達する。したがって、流砂は観測する以外にない。
本流域の場合、長雨により土砂・洪水氾濫が生起したこ

0

5

10
掃流力(kg/m2)

15

20

図-4 流砂量の観測地と理論値の比較

とから、降雨による気象情報をベースに、水位、流砂量および土砂濃度を指標とした警報基準の検討を行っていく。流
砂観測による早期警報システムの課題としては、効果的な下流安全対策のための情報提供を行うために、①斜面崩壊、
土石流発生の前兆現象の検知 ②土砂・洪水氾濫を起こす洪水量および土砂流出量の関係把握 であり、これらの解明
が期待されている。
謝辞：本システムの構築、観測を行うにあたって、富山県立大学環境工学科（現、中央大学土木工学科）
、手計太一准
教授より多大なご支援と貴重な助言を頂いた。ここに改めて感謝の意を表します。
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地下水位と河川流量による土砂災害危険度評価のための地盤飽和度検討
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木下篤彦

国土交通省国土技術政策総合研究所

中谷洋明

1. はじめに

② A=78.4km2

①

近年,大規模な土砂災害が頻発し,警戒避難の精度向
上は喫緊の課題となっている。土砂災害警戒情報の発
表基準は,60 分積算雨量と土壌雨量指標値（以下,SWI）
の 2 軸で構成されている。SWI は花崗岩占有率の高い地
域（花崗岩 56%,火山岩 25%,第三紀層 13%）で検証した
3 段タンクモデルの貯留高合計 1)であるが,タンクモデ
ルのパラメータは全国一律の値を使用しており,地域
によっては水文特性が異なる可能性がある。
紀伊山系砂防事務所管内の熊野川流域では,各ダム
地点において継続的に流量を観測しており,紀伊半島
大水害で発生した深層崩壊斜面周辺では,地下水位も
観測されている等,検証データが豊富に存在する。
本検討では,紀伊山系砂防事務所管内で観測された
流量及び地下水位データから斜面内の土壌水分量を表
わす 2 つの指標（河川流量ベース：地盤飽和度 1,地下
水位ベース：地盤飽和度 2）を検討し,深層崩壊等の発
生タイミング等を SWI と比較検証することで,深層崩壊
に対する SWI の適用性や本指標の有効性を検証した。

③
川迫

九尾
猿谷
④
⑤

A=93.6km

⑥赤谷
⑦

A=30.7km2

2

⑧
⑨
⑩

A=459.5km2

風屋

⑪
A=355.3km2

二津野

図-1 検討対象地域(深層崩壊番号：図-5～7 と対応）
【地盤飽和度 1】
降雨と河川流量
データから 3 段タ
ンクモデルで同定

2. 検討対象地域及び地盤飽和度の設定,検証方法
2.1 検討対象地域
河川流量ベースの地盤飽和度 1 については,図-1 に
示す熊野川流域内の 5 つのダム区間（例：九尾区間＝川
迫ダム～九尾ダム区間）とし,地下水位ベースの地盤飽
和度 2 は,赤谷地区の深層崩壊斜面で検討した。
2.2 使用データについて

【地盤飽和度 2】
斜面上部の代表
4 孔の選定

(1) 「地盤飽和度 1」の検討に使用したデータ
降雨データは,図-1 に示す地上雨量計を元にティー
セン法による各ダム区間の平均雨量とし,2007 年～
2020 年 9 月までを検討期間とした。各ダム区間の流量
データは,下流ダム地点の流入量から上流ダム地点の
放流量の差分（洪水到達時間の遅れを考慮）により河川
流量に換算した。河川流量データは土壌雨量指数等と
同単位となるように流出高（mm/h）とした。
(2) 「地盤飽和度 2」の検討に使用したデータ
地下水位データについては,観測期間（2014 年 6 月～
2020 年 8 月）が長く,降雨と水位変動の関係が明瞭であ
る深層崩壊斜面上部で観測した 4 孔(有孔区間長約 15
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貯留高合計を
地盤飽和度 1
に設定
最低水位と各時
間水位差を地盤
飽和度 2 に設定

・地盤飽和度と適
合する実効雨量
の半減期の検証
・地盤飽和度の深
層崩壊に対する
有効性の検証

図-2 地盤飽和度の設定,検証フロー
～75m)のデータを使用した。降雨データは深層崩壊斜
面下部に設置されている同期間の雨量計データとした。
2.3 地盤飽和度の設定,検証方法
地盤飽和度 1 については,各ダム区間での河川流量デ
ータを 3 段タンクモデルにて同定し,タンク内の貯留高
合計値を指標値とした。地盤飽和度 2 については,各孔
での最低水位と各時間の水位差が土壌水分量を表わす
と仮定し,水位差の 4 孔平均値を指標値とした。
設定した地盤飽和度の特性を把握するため,半減期
14 ケースの実効雨量との相関係数及びピーク時間差を
検証した（図-4）。なお,本検討は豪雨に対応した指標抽
出を目的とするため,検証降雨は連続雨量 200mm 以上の
一連降雨とした。SWI については,各ダム区間内におけ
る 5km メッシュ指数値の平均値とした。

30
25
20
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10
5
0

3072hr

2880hr

768hr

1536hr

384hr

240hr

96hr

半減期
SWI(風屋)・ﾋﾟｰｸ時間差
地盤飽和度2・ﾋﾟｰｸ時間差
地盤飽和度1・相関係数
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72hr
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24hr
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6hr

0.91

ピーク時間差(hr)

地盤飽和度2 適合範囲

0.92

3hr

相関係数

地盤飽和度1 適合範囲

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
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0.4
0.3
0.2

地盤飽和度1・ﾋﾟｰｸ時間差
SWI(風屋)・相関係数
地盤飽和度2・相関係数

図-4 地盤飽和度と実効雨量の半減期との関係
⑥9/4/17 赤谷地区・深層崩壊
⑦9/4/11 長殿地区・深層崩壊

SWI、地盤飽和度(mm)

500
400

④9/4/7 清水地区・深層崩壊

⑨9/4/3 長殿地区(大崩れ)・深層崩壊
⑧9/4/2 長殿地区(濁谷川)・深層崩壊

0
25

１％

50

⑤9/3/19 赤谷B地区(川原樋川)・深層崩壊

300

75

５％
１１％

６％

200

100

時間雨量(mm/hr)

＜風屋区間 ２０１１年９月 紀伊半島大水害 各指標値の変動＞

600

～24hr（図-4 黄色ハッチ）,地盤飽和度 2 では概ね 48hr
～96hr（図-4 橙色ハッチ）となった。地盤飽和度 1 に
使用した河川流量には,表面流も含まれることから,減
衰が早いため,地盤飽和度 2 に比べて,短い半減期が適
合したものと考えられる。一方,地下水位は飽和浸透ま
での時間の遅れが生じることから,地盤飽和度 2 に適合
した半減期は他指標に比べて長くなったものと考えら
れる。各指標ピーク（図-5 の◇印）のタイミングは,図
-5 より「地盤飽和度 1→SWI→地盤飽和度 2」の順とな
り,地盤飽和度 1 や SWI に比べて地盤飽和度 2 では,ピ
ーク時刻もピーク後の減衰も遅い結果となった。地盤
飽和度 1 と SWI での傾向には,大差のない結果となった。

4. 雨量指標の有効性検証

図-5 には,2011 年紀伊半島大水害における風屋区間
での深層崩壊に対する低減割合,図-6 には全ダム区間
１４％
２７％
0
150
での深層崩壊に対する低減割合を示した。
図-6 より地盤飽和度 2 の低減割合は,SWI の半分以下
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時間雨量
地盤飽和度１
地盤飽和度２
であり,ピーク後においても高い指標値で深層崩壊が
図-5 地盤飽和度と深層崩壊発生タイミング
発生しているため,より適切な指標と評価できる。この
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効果を図-7 に示す CL で確認した。地盤飽和度 2 を用い
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と発生の指標値の差が SWI と比べて大きいため,空振り
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の低減にもつながる可能性がある。
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図-6 には,深層崩壊の単発と複数イベントを分離で
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きるとされる 48 時間雨量 2)の低減割合も参考に示した。
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上記低減割合は地盤飽和度 2 に劣るが,SWI に対して約
図-6 指標ピーク値と深層崩壊発生時の指標値の低減割合
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5. 今後の課題
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本検討では,実測データに基づいて斜面内の地盤飽
和度を検討し,特に地下水位に基づく地盤飽和度 2 は,
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200
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
地盤飽和度2(mm) ⑦9/4/11長殿地区
SWI(mm) ⑦9/4/11長殿地区
図-7 CL(左 SWI,右地盤飽和度 2 同 X 切片割合の RBFN 値) 実施し,本手法の汎用性を高めることが課題と考えて
いる。また,48 時間雨量のように容易に設定できる指標
次に深層崩壊に対する地盤飽和度の有効性を把握す
と本指標を併せて検証することで,本指標が既往指標
るため,指標ピーク後に発生した深層崩壊に着目し,各
の有効性の裏付けになるものと考えている。
指標ピーク値と深層崩壊発生時の指標値の割合（以下,
低減割合）を地盤飽和度と SWI で比較検証(図-6）した。
参考文献
50

⑥9/4/17赤谷地区

⑨9/4/3長殿地区
(大崩れ)

50

⑥9/4/17赤谷地区

⑨9/4/3長殿地区
(大崩れ)

3. 地盤飽和度設定結果及び指標値の特性
図-4 に各地盤飽和度（例：風屋区間）に適合した実
効雨量（半減期）の検証結果を示す。図-4 より,各指標
に対して,相関係数が高く,ピーク時間差が小さい半減
期は SWI で概ね 24hr～72hr,地盤飽和度 1 で概ね 12hr
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1)ISHIHARA Yasuo，KOBATAKE Shigeki：Runoff Model
for Flood Forecast,Bulletin of the Disaster
Prevention Research Institute(1979), 29(1): 2743(1979)
2)内田太郎,岡本敦：「深層崩壊を引き起こした降雨の
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融雪を考慮した広域水文指標に基づく地すべり要警戒地域・期間の設定
〇松永隆正（北海道大学農学院），桂真也（北海道大学農学研究院）

1. はじめに

（a）

アメダス安塚

地すべりは一般的に滑動が緩慢であるという理由
から，亀裂・段差といった兆候を発見後に警戒避難

（c）

C
上越地方

B

が行われる。しかし，積雪等により兆候の発見が遅

高田気象官署

れ，滑動が加速した地すべりに突然襲われる事例も

アメダス筒方

あることから，融雪地すべりに特化した警戒避難に

対象メッシュ
長野気象官署

A

資する情報が必要である。現在，融雪を起因とした
土砂災害に注意喚起を促す情報として融雪注意報が
あるが，発表基準を満たさない場合でも土砂災害発

軽井沢気象官署
アメダス関山

生の危険性が高い日が存在することが報告されてい
る（井良沢ら，2011）。そこで，ダム流入量や河川水
位などの水文指標を用い，融雪地すべりに特化した
要警戒期間を設けることで地すべり災害の 7 割を捕
捉できる手法が提案されている（中谷ら，2008；
Touhei et al，2016）
。しかし，これらの指標は灌漑や
発電の取排水などの人為的な影響を受ける地域への
適用が難しく，広域的な運用には不十分である。こ
れまでの研究により降雨量から算定される斜面内部
の水分状態を表すような各種水文指標（たとえば神
谷，2019）と地すべり移動量との間に良好な関係が
あることが明らかになっている。そこで本研究では，
前述の広域的な適用性があると考えられる各種水文
指標に基づき，融雪地すべりに特化した広域的な地
すべり要警戒期間の設定を行うことを目的とした。
2. 対象地の概要
本研究では，日本有数の豪雪地帯であり，第三紀
地すべりの多発地帯として知られている新潟県上越
地方（図-1a）を対象地域とした。警戒避難への応用
を見据えて土砂災害警戒情報と同様に 5km メッシュ
に対象地域を分割し，メッシュ毎に要警戒期間の設
定を行う。また，対象とする地すべりは新潟県地す
べり災害記録(2020)に報告され，発生日・発生場が
特定可能なものとする。なお，本研究における「発
生日」とは地すべりを起因とした地表面の変状が発
見され，調査や監視体制，避難等の対応が必要と判
断された日である。また対象メッシュは地すべり発
生報告数の上位 3 つの A～C のメッシュ（図-1b）と
し，対象期間は 1979 年～2020 年の 12 月～5 月とし

地すべり発生箇所

5km

（b）

前橋気象官署

20km

図-1 研究対象地（地理院地図に加筆）
た。対象メッシュ毎の地すべり発生件数は A,B,C に
おいてそれぞれ 112,103,70 件であった。
3. 方法
3.1 地表面到達水量
本研究では融雪の影響を考慮するために，最終的
に地表面に到達した全ての水の量（降雨量と融雪水
量の和）である地表面到達水量 MR（松浦，2003）を
用いる。
A～C の各メッシュの中心座標を代表地点，
その地点の標高をメッシュ内の平均標高と設定し，
その地点の MR を各メッシュで 1 時間ごとに算出す
る。融雪水量は松永・桂（2019）の手法から熱収支
法に基づき算出した。熱収支法とは積雪層に出入り
する熱収支成分を算定し，その残差から融雪水量を
求める手法である。各熱収支成分は気温・降水量・
風速・日照時間・気圧・水蒸気圧から算出した。気
温等のデータは近隣のアメダス・気象官署（図-1b,c）
の観測データより補正・補間して求めた。
3.2 水文指標の算出と地すべり要警戒期間の設定
本研究では，地すべりの移動と良好な相関が報告
されている積算雨量，実効雨量，タンクモデルにお
けるタンク貯留高を用いる。融雪の影響を考慮する
ために降水量の代わりに地表面到達水量を用い，そ
れぞれ積算 MR，実効 MR，土壌 MR 指数として 1 時
間ごとに算出した。積算 MR における積算時間（h）
および実効 MR における半減期（h）は様々に変化さ
せながら計算を行う。また土壌 MR 指数におけるタ
ンクモデルは Ishihara and Kobatake（1979）における
第三紀層に適用されたものを用いる。続いて各水文
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指標の標準化を行い，標準得点を 1 時間ごとに求め

土壌 MR 指数とは異なりメッシュ毎に半減期を定め

る。対象とする地すべりの 7 割を捕捉する標準得点

ることで地域性を考慮できることが考えられる。

を発表基準得点（CS）として水文指標毎に求めた。
そして標準得点が CS を超過した期間を地すべり要

いては依然として課題が残る。そこで最適半減期の

警戒期間とした。なお，本研究では地すべり要警戒

設定手法についてさらなる検討を加えた。福本（2004）

期間が最も短い水文指標を最適な指標とする。

は，新潟県の地すべり移動斜面において運動実態の

4. 結果と考察

解析を行った結果，地すべり移動斜面が長くなるほ

融雪地すべりが多発した 1989 年 12 月から 1990 年

ど地すべりのすべり面深度が深くなる傾向がみられ

5 月のメッシュ B における実効 MR での適用結果を

るとしている。そこで本研究では，地すべり移動斜

図-2 に示す。図-2 から標準得点が大きくなる時期に

面長とすべり面深度に関係があると考えられる地す

融雪地すべりが生じていることが分かる。表-1 に各

べり移動土塊量と最適半減期との比較を行った。そ

メッシュにおける水文指標の適用結果および水文指

の結果，地すべり移動土塊量が多いほど最適半減期

標毎の適用結果を示す。表-1 から地すべり要警戒期

が長いという傾向があることが分かった（図-3）
。こ

間が最も短い水文指標はメッシュ A において積算

のような結果となった要因として，移動土塊量によ

MR，メッシュ B，C においては実効 MR となった。

って表される地すべり規模が大きくなるほど，すべ

さらに水文指標毎に結果を整理すると，実効 MR の

り面深度が深くなり，より過去の先行 MR の影響を

年平均要警戒期間が 42.1 日と最も短く，広域的な水

考慮する必要があるためと考えられる。以上から既

文指標として適していることが分かった。上越市，

往の地すべり移動土塊量から最適半減期を設定でき

妙高市に対する 2013～2020 年の融雪注意報の発表

る可能性が示唆されたといえよう。今後は本研究に

期間（年平均 30 日程度）におけるメッシュ A～C で

より示唆された地すべりの規模（移動土塊量）と半

の地すべり災害の捕捉率は 36%であり，本手法によ

減期との関係を精査し，異なる地域に対する本手法

り 3 割以上多くの地すべり災害を捕捉可能であると

の適用性を検討していく予定である。

言える。実効 MR が最適水文指標となった要因とし

謝辞

て，積算 MR では考慮できない斜面からの水の流出

本研究は，
砂防学会および JSPS 科研費 JP18H03819

が考慮できること，パラメータが一律に設定された

の助成を受けて実施したものです。ここに記して謝
意を表します。
参考文献

表-1 本研究結果のまとめ
メッシュ

A

積算時間,半減期(h)

CS

平均要警戒期間
(日)

積算

331

0.33

36.7

実効

36.0

0.22

40.5

0.40

39.2

水文指標

土壌

B

C

839

0.47

39.3

実効

318

0.50

36.0

−0.10

72.7

標準得点

1

指数

積算

61.0

0.11

54.4

実効

41.6

0.20

49.7

0.18

56.4

土壌

2

指数

積算
土壌

1.5

しかし，メッシュ毎に半減期を設定する手法につ

指数

福本(2004):日本地すべり学会誌,Vol.41, No.1, pp.65-69.,井良
沢 ら (2011): 岩 手 大 学 農 学 部 演 習 林 報 告 ,No.42,pp.97-109. ，
Ishihara and Kobatake (1979):Kyoto Univ. , No.29, pp. 27-43.，神谷
(2019):地すべり,Vol.54, No.3, pp.25-31.，松浦(2003):日本雪工学
会誌,Vol.19, No.3, pp.59-64.，松永・桂(2019):砂防学会研究発表会
概要集，中谷ら(2008):地すべり,Vol.44, No.5, pp.302-312.，Touhei
et al(2016):The 12th International symposium on landslides, Naples,
Italy, pp.1921-1924.

実効
(半減期＝318h)
発表基準得点(CS)
融雪地すべり発生日

0.5
0
-0.5
-1
12/1

12/16

12/31

1/15

1/30

2/14

3/1

3/16

3/31

4/15

4/30

図-2 メッシュ B における融雪地すべりと実効 MR の関係
（1989 年 12 月～1990 年 5 月）
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図-3 最適半減期と移動土塊量の関係
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令和元年東日本台風防災意識調査結果から見た実態と課題
長野県建設部砂防課 藤本 済 1)・青柳 孝博 1)・○河野 義隆
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 千葉 幹
1)

現：長野県松本建設事務所

はじめに
令和元年東日本台風（台風第 19 号）は, 10 月 12
日に東日本に上陸。 関東甲信越地方や東北地方を
中心に広範囲で記録的な大雨となり各地で水害や
土砂災害が発生。 人的・家屋被害等は, 甚大なも
のとなった。長野県内においても, 水害・土砂災害
等により甚大な被害をもたらし, 県内の土砂災害
は 61 件を確認。 家屋被害は全壊 6 戸含む 63 戸を
確認したが, 土砂災害による人的被害は発生しな
かった（長野県砂防課調べ）。
本調査は, 地域住民の「防災意識向上の取組」推
進に生かすため, 土砂災害で被災した世帯を対象
に被災時の行動や防災意識のアンケート調査及び
市町村等防災担当者等へのヒアリングを実施した。
その調査・検証結果を報告する。

県内概況

配
布 数
（回収数）
表2

主 な 内 容

性別,
年代
回答者属性
 自宅の被害状況
災害発生時  土砂災害を想定したハザードマ
ップ等を見たことがあるか
以前の土砂  土砂災害を想定した防災訓練や
講習会に参加したことはあるか
災害に関す

土砂災害に関して知る機会はあ
る平時の取
ったか
り組み
 土砂災害警戒情報が避難の目安
であることを知っていたか
災害発生時  避難しましたか
 災害発生時にどこにいたか
の警戒避難  避難等の声かけはあったか
 避難した理由・しなかった理由
行動
避難する際、声かけをしたか
設問数は 32 問とした。

家屋被害を伴う土砂災害が発生した県内 5 市町
村（上田市、佐久市、佐久穂町、長和町、筑北村）
の被災地域を調査対象とした。

3.2 調査方法等
3.2.1 アンケート調査

アンケート対象市町村の防災担当部局, 建設部
局職員や 2 町村は, 住民（消防団員や自治会役員
など, 災害時に地区の中心的な役割を担った者）
にヒアリング調査を行った。 職員に対しては, 土
砂災害に関する平時の取組や災害時の対応, 課題
について伺った。住民の皆さんには, 災害時の行動
や意識並びに, 災害に対する平時の取組を伺った｡

調査結果

4.1

象

者

調 査 期 間
配 布 方 法

回答者の防災意識

回答者の属性

回答者の年齢構成は,70
代が 35%, 次いで 60 代が
24% と 半 数 以 上 を 占 め た
（図 1）。

調査概要を表 1 に、主な設問内容を表 2 に示す。
対

ヒアリング調査

アンケート調査結果により,
や災害時の警戒避難行動
について考察した。

調査対象地域及び調査方法
3.1 調査対象地域

表1

アンケート設問項目と主な内容

設問項目

3.2.2

県内では, 台風の接近・通過と共に 10 月 11 日
午後から降雨となり, 県東側（信濃川水系千曲川
源流域）の地域では年間平均降水量の 50％以上と
なる 500mm を超える大雨となった。
気象庁は, 12 日 12 時半から土砂災害警戒情報を
県内 42 地域に順次発表, 同日 15 時半に大雨特別
警報を 43 市町村に発表した。
この大雨により土石流 40 件, 地すべり 6 件,
がけ崩れ 15 件, 計 61 件の土砂災害が発生した。

1,248 通（500 通、回収率 40％）

図 1 回答者の属性

アンケート調査の概要

台風に土砂災害発生地域全世帯
（ただし一部の地域では、土砂
災害警戒区域内に居住する世帯
のみを対象）
2020 年 3 月～4 月
各地区の区長又は県職員が各世
帯に配布, 郵送による回収
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4.2

事前の準備・土砂災害への認識

事前の防災への準備として, ハザードマップ等
による危険な場所の情報は 7 割程度理解している
回答であったが, 土砂災害警戒情報の理解度は
56%, 土砂災害を想定した防災訓練への参加 32%,
講習会への参加 22%との結果であった（図 2）。

た住民のアンケート回答を基に関連性を分析した。
声掛けを受けた住民の 52.8%は避難した。声掛け
した人は, 「講習会に参加した」の方が, 「参加し
ていない」より約 20%高い。 また, 「防災訓練に
参加した住民」は, 「参加していない住民」よりも
避難する割合が高いことが分かった。 これらの関
連性を図にまとめた（図 7）。

図2

土砂災害に関する平時の取組

4.3 災害発生時の警戒避難行動
実際に「避難した」との回答は, 25.8%と 4 人に
1 人の割合であった（図 3）。 避難の際に家族や消
防団から直接避難等の声掛けがあったとの回答は
約 4 割であった（図 4）。

図7

5.3

防災訓練・講習会参加と避難の関連

ヒアリング結果

調査対象 5 市町村の防災担当者や自治会役員等
の主なヒアリング結果を以下に示す（表 3）。
表 3 ヒアリング時の主な項目
●ヒアリング結果（特徴的なコメント）
・行政は,通報対応や避難所運営で人手不足となる。住民組織による警戒避難行動は不可欠である。
・区長などが、住民に対して警戒避難行動を促している地区は避難率が高い
・ハザードマップは確認していたが,土砂災害が発生する意識は低かった。・行政と住民では意識の差がある。

・支援が必要な人には、近所の人が声掛けして車で避難するようその場で取り決めた。

n=500

n=500

・地区役員が地区内を回って声掛けを実施した。 ・自治会長中心の防災体制にも限界がある。
・特別警報発表と首長自らの避難指示発表により、住民の意識喚起に大きな役割を果たした。

図 3 避難した割合

図 4 避難時の声掛け有無

避難しなかっ
た理由について
は, ｢被害にあ
うと思わなかっ
た｣「今まで災害
にあったことが
なかった」
「雨の
降り方や川の水
図 5 避難しなかった理由 上位５項目
位から安全と判断した」との正常性バイアスの傾向
が伺える回答が上位となった（図 5）。

調査結果検証
回答結果をクロスチェックし, 関連性を分析した。

5.1

声掛けと避難行動の関係

土砂災害警戒区域内に居住とした回答者（227 名）に
ついて, 避難等の声掛けと避難行動の関係を見ると声
掛けが「あっ
た」が「なか
った」より避
難した割合
図 6 声掛けと避難行動の関連
が高い（図 6）｡

5.2

防災訓練・講習会と避難行動の関係

避難した住民の割合は,

25.8%であった。避難し
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◎ヒアリング結果（今後の取組について）
・地区防災マップを作成する ・要配慮者と支援者の情報マップを更新した。
・地区防災計画を策定する。

5.4

・策定するには、地区の負担が大きいため、防災マップ作成に着手する

今回の調査でわかったこと

避難率が高い地域は, 区長等の地域リーダーが
自主防災組織を形成し, 地域の自主的な避難行動
計画がある事がわかった。これらの取組の実践が
地区防災計画の素となるものと考える。

おわりに
アンケート調査結果の関連性を分析することに
より, 防災訓練や講習会の重要性,「声掛け」の効
果を改めて認識した。また, ヒアリングにより市
町村や地区での課題, 被災後の取組を把握できた。
災害後, 被災地域では住民による各種防災マッ
プ作成や情報更新への着手や, 住民による災害記
録誌の編纂など, 様々な取組が行われている。
国や県が, 市町村や地域の独自な取組を更にバ
ックアップすることで, 地域の特性を活かした警
戒避難体制の構築や住民の防災意識向上が進み,
避難の実効性が高い「地区防災計画」策定に繋がる
と考察する。
謝辞
アンケート調査・ヒアリング実施にあたり, ご
協力いただきました関係者各位に謝意を表します。
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釜石市内小中学校における土砂災害防災教育の実践とその評価
岩手大学農学部

○青木佳音

石戸みさと

井良沢道也

同地域防災研究センター

福留邦洋

釜石市教育委員会事務局

和田智恵

１．背景と目的
近年，土砂災害発生件数が増加かつ激甚化している。2019 年（令和元年）10 月の台風 19 号は釜石市にも土砂災
害による甚大な被害をもたらした。同市では 2015 年（平成 27 年度）より「津波防災教育の手引き」を作成し，防
災学習を精力的に行なっている。しかし，土砂災害については未だ指導法が確立されていない。2019 年の台風によ
る災害により，釜石市教育委員会から要請を受け，釜石市で行われている「いのちの教育」の一環として，岩手大
学との共同で「土砂災害防災教育の手引き」を作ることとなった。その過程で，児童・生徒の自発的な学びの姿勢
が防災教育の実施には重要だと考え，本研究では自発的な学びの姿勢と知識・素養・行動についての関係に着目し
て調査を行うこととした。
２．いのちの教育とは
いのちの教育は「釜石市が文部科学省の防災教育支援事業を活用し，子どもの安全をキーワードとした津波防災
教育をテーマに，群馬大学，市の防災課，教育委員会及び各小中学校の連携プロジェクト」を発展させた釜石市独
自の防災教育であり，東日本大震災後に岩手県全体で行われている「いわての復興教育」ともつながっている。
本教育の目標は『「自他の命を守るために，主体的に行動することができる子ども」を育てるために，教育活動
全般で防災教育を核とし，自他の命を尊重する心を培うとともに，地域の人や自然，自然災害に対する理解を深め
ながら，主体的に自分で判断し行動できる資質や能力を育てる。』と定められており，防災教育のみならず「郷土
愛・ 命・安全・社会貢献」の４つの領域を防災の視点として位置付けられている。また，平成 27 年度からは毎
年各校の取り組みを掲載する実践事例集を発行するなど熱心に防災教育に取り組んでいる。
３．調査方法
同市で開催されたいのちの教育研修会（2020 年 5 月）において，市内全 14 校の小中学校のいのちの教育担当者
へのアンケートを行った。研修会でのアンケート結果（図-1）をふまえ，同市内での土砂災害防災学習会の実施校
を 3 校とした（栗林小（n=16），平田小（n=22），唐丹中（n=23））
（図-2）。なお，比較のため大船渡中学校（n=61）
でも防災学習会を実施した。
防災学習会のために 2 時限分からなる学習指導案を作成した。1 限目は土石流実験を含む同市の地域特性を絡め
た土砂災害についての座学，2 限目は避難行動訓練を実践する「避難行動訓練 EVAG」とした。防災学習会の児童・
生徒の学習効果を把握するため，事前アンケート，事後に行った防災クイズ，事後アンケート，事後感想文，授業
中に児童・生徒がとったノートの 5 種類を対象とした。
４．結果と考察
前述の 3 校で実施した防災学習会の授業の結果，全体として児童・生徒の土砂災害への理解及び、その避難の困
難さを通じて，土砂災害をより身近に感じるようになった（図-3）。一方，授業の前後で家族との災害時の集合場所
を決めているかどうかは変化しなかったため，単発の授業だけでは効果が望めないことが分かった。児童・生徒の
ノートの分析（図-4）からは記憶の定着に対して「意欲を持ってノートを取っているかどうか」が起因していると
考えた（図-5）。実験や体験型の学習は印象に残りやすい（図-6）。土砂災害に対して新たな気づきが見られた児童・
生徒もみられた。以下に１例を示す。
（生徒） 「地震の二次災害によって土砂災害が発生して，高台が潰れるかもしれない。津波は高い安全な場所へ
行けば少しホッとするが，土砂災害はどこにいても，
「隣の山が」とか「川が」とか不安になり，避難の判断が難し
い」
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図-1 どんな災害の教員向け研修が必要か（n＝14）

図-3 授業全体を通しての感想（n＝62）

図-2 学習会を行った釜石市市内の対象校

図-4 授業時にとったノートの評価方法

図-5 災害について自発的に調べた経験×ノートの評価点（n＝61）図-6 最も印象に残った内容（n＝61）
５．まとめ
防災学習会の実施により，児童・生徒の学習効果についてはアンケート，感想文，ノートの分析から全体として
児童・生徒の土砂災害への理解や災害への危機感や当事者意識が高まったと言える。今後は防災に関する知識・素
養を地域とともに継続的に積み上げていく手法の検討などが必要である。土砂災害を対象とした防災教育の研究は
少なく（谷口ら，2013），より効果的な防災教育のあり方が求められている。釜石市で始まった「土砂災害防災教育
の手引き」の取り組みは全国的に先駆となるものと考える。今回得られた知見を活かして取り組んでいきたい。
謝辞

本調査を行うに当たり，平田小学校の皆様，栗林小学校の皆様，唐丹中学校の皆様，いのちの教育研修会参加者の皆様にご協力をいただ

いた。ここに記して感謝の意を表す。2020 年度岩手大学地域課題解決プログラム」によって実施した。参考文献：谷口綾子ら：小学校における
土砂災害避難行動誘発のための授業プログラム構築とその効果分析, 日本災害情報学会誌 (11), 43-54, 2013
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打設間隔を短縮して試験施工した砂防堰堤の温度応力解析とモニタリング
国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所 伊藤 誠記・鬼頭 政徳・中谷 真一・佐村 駿太
大日コンサルタント（株） 〇深見 秀隆・町 勉・小原 正慎・伊藤 健介
1.はじめに
砂防堰堤では，生コンクリートの打設間隔を規定する基準として，土
木工事共通仕様書第 8 編（砂防編）1)（以下，共通仕様書）の規定に，
検討対象 H ブロック
「旧コンクリートの材齢が，1.0m 以上～1.5m 未満のリフトの場合は中
3 日に達した後に新コンクリートを打ち継がなければならない．
」との
記載があり，コンクリートのひび割れに対する安全性の確保が図られ
ている．しかし一方では，一定期間施工ができないため，砂防工事の
生産性向上のボトルネックにもなっている．
これに対して，試験施工を実施した既存の研究 2)により，夏期施工
等の条件下において，打設間隔を短縮して砂防工事の生産性を向上さ
図-1 砂防堰堤のリフト割図
表-1 コンクリート配合
せながら，従来基準と同等の品質が確保できる養生等の施工条件が，
単位量（ｋｇ/ｍ ）
最大
ｆ’ｃｋ
スランプ
温度応力解析，試験施工による検討により明らかにされている．
W/C（％）
骨材径
（ｃｍ）
（N/mm ）
W
C
S
G
（ｍｍ）
本研究では，砂防堰堤工事の生産性向上を目的に，研究 2)のさらな
砂防堰堤
5
57.5
108
188
614
1526
21
80
高炉セメント
る調査の実績を積み上げるため，冬季施工や配合等，施工条件が異な
る長野県伊那市小田井入沢砂防堰堤の本堤において，打設間隔を短縮した場合の試験施工を行い，温度応力解析とモニタリ
ングにより，温度ひび割れへの影響について考察した．
３

2

2.事前の検討
検討は，
小田井入沢砂防堰堤の H ブロックを対象と
した．リフト割を図-1 に示す．試験施工の予定時期か
ら，冬季施工を想定した事前の解析を行った．事前の
検討結果として，ひび割れ指数の最小値のコンター図
を図-2(a)に示す．検討の結果，短縮施工時のリフト表
（a）中 2 日，保温養生 8 日間
（b）中 2 日，保温養生 5 日間
面部のひび割れ指数が 1.0 を下回る結果となった．
図-2
ひび割れ指数最小値のコンター図
短縮施工では通常施工に比べて打設間隔が短く脱型が早いことから，
リフト表面の温度が下がる時期が早くなるため，リフトの表面部と中心 (N/mm2)
保温養生5日 最大引張応力
3
部の温度差が急激に大きくなり，内部拘束によるひび割れが発生しやす
保温養生8日 最大引張応力
い結果となったと考えられる．
保温養生14日 最大引張応力
保温養生5日 引張強度
2
対策として，表面部と中心部の温度差を小さくするため，保温養生の
保温養生8日 引張強度
期間を 6 日延長し，計 14 日間とするパターンと，3 日短縮し，計 5 日
保温養生14日 引張強度
間とするパターンの検討を行った．その結果，図-2(b)に示すとおり計 5
1
保温養生5日 ひび割れ指数最小時
日間で 1.0 を上回る結果となった．これは，図-3 に示すとおり，保温養
保温養生8日 ひび割れ指数最小時
保温養生14日 ひび割れ指数最小時
生期間が長いほど引張強度の発現は早まるが，最大引張応力度も大きく
0
10
20
30
40
50
なることが理由である．この現場においては，計 5 日間の場合が最も
日数
ひび割れ指数が大きく 1.0 を超えたため，最適な保温養生期間と考え
図-3 保温養生期間の違いによる
表面の引張強度発現と発生応力の関係
られ，この期間保温養生を行うこととした．
3.モニタリング計画
モニタリング計画図を図-4 に示す．堤体温度は，広く温度分布を計測する
ため，4～8 リフトの表面部と内部の 2 箇所とした．強度特性とひずみの計測
は，ひびわれ指数が最小値を示した 6 リフトを対象とした．強度試験は，温
度追随養生装置を使用し，実構造物と同じ温度条件で水中養生した供試体を
用いて，圧縮強度，割裂引張強度，静弾性係数試験を行った．ひずみは，6
リフトの表面部と中央部に対して埋込み型ひずみ計をｘ,ｙ,ｚの３方向に
設置し，埋込み型ひずみ計にて計測したひずみ（全ひずみから温度ひずみを
図-4 モニタリング計画
控除したひずみ）から，無応力計にて計測した自己収縮ひずみを差し引くこ
とで有効ひずみを算出した．モニタリング期間は，事前解析結果にて中央部のひび割れ指数が最小値となる 4 ケ月とした．
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5.堤体温度のフィッティング解析と応力解析の妥当性の確認
基本ケースの温度解析結果では，表面部の堤体温度において，解
析と計測が比較的一致するが，中央部において，解析の堤体温度が
計測の堤体温度を 5～10℃程度上回る結果となった．そこで，断熱温
度上昇式の Q∞：終局断熱温度上昇量，γAT：断熱温度上昇速度に関
する係数を変更することにより，図-6 に示す通り中央部の堤体温度
を計測値とフィッティングさせた．
有効ひずみの解析値と計測値の対比を図-7 に示す．
堰堤軸
（ｘ軸）
方向の有効ひずみは，解析と計測の傾向が一致することから解析は
妥当と判断した．また，上下流（ｙ軸）方向，鉛直（ｚ軸）方向は，
計測が圧縮側で推移するのに対して，解析では引張ひずみが生じるこ
とから解析は安全側の評価を与え，解析は妥当と判断した．

強度(N/mm2)
45
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5
0
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引張強度(N/mm2)【試験値】
引張強度(N/mm2)【解析値】
静弾性係数(kN/mm2)【試験値】
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100
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140
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圧縮強度(N/mm2)【試験値】
圧縮強度(N/mm2)【解析値】
静弾性係数(N/mm2)【解析値】

図-5 圧縮引張強度・静弾性係数
40

6リフト-中央（計測）
6リフト中央-（解析）

35

コンクリート温度（℃）

4.強度特性試験結果
6 リフト中央におけるコンクリートの打設日，外気温，コンクリー
トの打込温度を反映した解析結果の対比を図-5 に示す．圧縮強度は，
材齢初期段階において，計測より解析の値が低めを示すが，材齢 28
日にてほぼ一致し，引張強度は，割裂引張強度試験結果の 2 割低減
した値と解析値がほぼ一致したため強度の評価式が妥当であると判
断した．また，弾性係数は，計測と解析で概ね一致するため，評価
式は妥当であると判断した．

6リフト-表面（計測）
6リフト-表面（解析）
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図-6 堤体温度フィティング後の温度履歴
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6.短縮施工におけるひび割れに対する安全性の評価
解析の妥当性を確認できたことから，実構造物のひび割れに対する
安全性を評価した．再現解析におけるひび割れ指数を図-8 に示す．検
討の結果，事前の対策検討では，いずれもひび割れ指数が 1.0 以上と
なっていたが，再現解析では，6 リフト表面部において，ひび割れ指
数が 1.0 を下回る結果となった．このため，実構造物におけるひび割
れ発生の可能性について考察した．
有効ひずみによる評価として，
「2013 年制定コンクリート標準示方
書[ダムコンクリート編]に示される，ダムコンクリートの許容拘束ひ
ずみ 100μから判断すると図-7 に示すとおり，許容拘束ひずみが 100
μを超えないことが確認でき，実構造物におけるひび割れ発生の可能
性は低いと言える．また，図-9 に示すとおり 6 リフトの表面における解
析の最大引張応力は，試験値の引張強度を超えていないため，実構造物
でのひび割れ発生の可能性は低いと考えられる．打設後の表面の目視及
び打音検査においても，6 リフト表面のひび割れは確認されなかった．
7.おわりに
本研究では，生コンクリートの打設間隔を短縮する方法において，適
切な養生期間を設定することで，ひび割れの可能性が低いことが確認で
きた．今後はさらにさまざまな気候条件，単位セメント量，堤体規模等
でのモニタリングや解析を蓄積し，打設間隔の短縮（中 2 日）の適用性
と精度の向上を図ることで砂防堰堤のコンクリート打設においては，生
産性向上が期待される．
［参考文献］
1) 土木工事共通仕様書第 8 編
（砂防編）
第1 章第 8 節 8-1-8-1
2) 町勉ほか：打設間隔を短縮して試験施工した砂防堰堤垂直壁の温度
応力解析とモニタリング，
土木学会第74 回年次学術講演会, 第6 部門，
pp.701-702, 2019.9 3) 土木学会「2017 年制定 コンクリート標準示
方書」 4) 日本コンクリート工学会「マスコンクリートのひび割れ制御
指針 2016」
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図-8 中 2 日保温養生 5 日の再現解析におけるひび割
れ指数
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土砂・洪水氾濫対策における遊砂地の流木処理機能に関する高度化の提案
原田 紹臣（三井共同建設コンサルタント株式会社 ）
○吉野 弘祐，梶原 あずさ，坂口

宏（アジア航測株式会社）

中谷 加奈（京 都 大 学 大 学 院）
里深 好文（立

命

館

大

学）

水山 高久（京 都 大 学 名 誉 教 授）

に関する実験に関して，今後の流木捕捉工例えば，3)の更なる

1, はじめに
近年，自然災害の一つとして新たに定義された，細粒土

高度化を目的に，土砂との比重の違いより，浮遊して流木

砂や流木等の流出に伴って下流域で発生する土砂・洪水氾

が下流に流出する現象について対応が望まれる．そこで，

濫による被害が報告されている．これらを受け，新たに遊

遊砂地（下流）開口幅 Wp_out を顕著に漸縮させた際に発生

砂地の整備等による対策の推進が示された．しかしながら，

する堰上げ（越流）による下流への流木の流出対策として，

現場の設計実務者が必携する設計マニュアルや指針 1)にお

図-2 に示す流木捕捉工を併設させた多段構造を提案し，そ

いては，遊砂地の設計に関する詳細な記述や処理機能につ

の対策効果についても検証している（例えば，写真-1）．

いて不十分であり，更なる知見の整理が望まれている．そ

各条件の違いが遊砂地における流木捕捉機能や遊砂地内

こで，本研究では，今後の土砂・洪水氾濫対策の推進を目

の湛水部における流木の挙動に与える影響を把握するため，

的に，土砂や流木の輸送を調節させる遊砂地を対象に，水

同様に，上部からの供給水量 qinや遊砂地幅 Wp，隅角部の

路を用いた基礎的な水理実験により，遊砂地の細部構造等

設置有無（写真-1）, 遊砂地（下流）開口幅 Wp_outならびに

の違いが流木の処理機能に与える影響について考察する．

供給流木本数 Nw_in等を変化させて，それぞれの条件での流
木処理効果を比較している（図-1）．また，実験結果にお

2, 遊砂地の流木捕捉機能に関する実験

けるバラツキを考慮するため，同様に，同じ条件にて3回実

2.1, 実験概要

施し，平均化している．

実験に使用した遊砂地を設けた水路を図-1 に示す．図-1
に示すとおり，直線水路の上流から水（qin），流木（本
数：Nw_in）を供給し，遊砂地を通過して，下流へ流出した
流木の本数（Nw_out）を計測している．なお，流木（ただし，

2.2, 実験結果と考察
遊砂地における流木処理効果に関する実験結果について，
遊砂地内における流木の捕捉率 fw は，

円形支柱，直径φ=3mm，流木長 lw=5～10cm，乾燥状態で

Wp /3

Stakes

Overtopping

の比重が約 0.75）を，手動により投入（ただし，時間あた
hout=5cm

りの投入本数が概ね 1 本/0.5 秒 ）している．なお，流木
2）

hp=10cm

Sediment
basin

Water qin
Debris wood Nw in

Wout

Wp

図-2 遊砂地の下流開口部における詳細形状

Waterway
P

θw= 10～15deg.

Debri wood Nw_out

Flood plain

θp= 2deg.

図-1 実験概要（実験水路の概要）

写真-1 流木の処理状況（流木捕捉状況）
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に関して，顕著に処理機能について低下（約 30%程度）す
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0.8 ℓ/s
15 deg.
2 deg.
8 cm
80
Nothing
－ cm
30 cm

る傾向が新たに示された．ここで，実験中の観察結果にお
ける遊砂地形状の違いによる流況及び流木捕捉機能に関す
る変化の概要を図-5 に示す．図-5（左）に示すとおり，遊
砂地開口幅 Wp_out が広く，更に隅角部が下流側に設置され
た場合，遊砂地内において，上流から下流に向けた円滑な
流れが発生し，結果として，多くの流木が遊砂地より下流
に流出したものと考えられる．一方，下流の遊砂地開口幅
Wp_out が狭く，更に隅角部が設置されない場合（図-5：右），

図-3 遊砂地（下流）開口幅の違いによる流木捕捉率の変化
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下流開口幅の漸縮流の影響を受けて，遊砂地開口部上流に
おいて発生する，両側（横断）方向への平面的な渦流に伴

0.8 ℓ/s
15 deg.
2 deg.
8 cm
80

って流木が運搬されて，遊砂地空間内で貯留されるのが確
認された．特に，遊砂地開口部付近における背水による水
位差が大きくなるため，発生する平面的な渦流が顕著とな

－
10 cm
30 cm

り，結果として，多くの流木が捕捉（貯留）されたものと
考えられる．また，顕著な漸縮流による堰上げにより，開
口部（壁体）上部を越流する対策として設置された流木捕
捉工（図-2）に関して，ほぼ下流へ流木（ただし，比重が

図-4 隅角部設置有無の違いによる流木捕捉率の変化

小さく水の流動に影響を受けている流木）が流出すること
Down

Up

Down

Up

なく，多くの流木が設置した流木捕捉工との接触による影
響を受けて，遊砂地内で捕捉される結果を得られた．なお，
これらの捕捉メカニズムの一部については，流木の比重や
形状の影響を受けることが懸念されるが，これまでの捕捉
事例例えば，4)より，概ね妥当であると考えられる．
これらの実験結果より，遊砂地の形状に関する工夫等に

図-5 遊砂地形状の違いによる流況及び流木捕捉機能の変化

より，土砂及び流木の処理機能が期待できることが示され
f w = （Nw_in - Nw_out）/ Nw_in

(1)

た．なお，本実験結果によると，用地買収の合理化の観点
等より，これまで経験的に設けてこられた隅角部（特に，

と表される（図-1）．以降に，得られた実験結果の中から，

下流側の隅角部）の必要性については，慎重な検討（例え

特徴的な結果に対して考察する．

ば，下流隅角部や角度の変化）が必要であると考えられる.

遊砂地（下流）開口幅 Wp_out の違いによる流木捕捉率 fw
の変化を図-3 に示す．図-3 に示されるとおり，遊砂地への

参考文献

流入幅に対して，遊砂地開口幅 Wp_out を漸縮させた場合，

1) 国土交通省：砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解

顕著に流木捕捉率 fw が向上（例えば，Wp_out=1cm の場合，fs

説，2016．

≒90％）した．さらに，遊砂地内の上下流において設置さ

2) 原田紹臣・高山翔揮・里深好文・水山高久・中谷加奈：不透過

れる隅角部（写真-1）の設置有無の違いによる流木捕捉率

型砂防堰堤における鋼製部材を用いた流木対策工の捕捉機能に

fw の変化を図-4 に示す．図-4 に示されるとおり，隅角部が

関する基礎的な実験，土木学会論文集B1(水工学) ，Vol.73，

設置されていない遊砂地（Corner : NO）と，隅角部（ただ

No.4， pp. 1351-1356，2017.

し，上流部）が設置された遊砂地（Up）における流木捕捉

3) 国土交通省 砂防部：事務連絡，流木対策の実施（当面の対応），

率 fw との間では，土砂処理機能と同様に顕著な差が確認さ
れなかった．しかしながら，下流側に設置（Down）された

2015．
4) 国土交通省 砂防部 web site (http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/

場合，隅角部を設置しない場合と比較して，流木捕捉率 fw
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2017 年大分県津久見市における土砂流出とそれに伴う暗渠の閉塞機構の考察

九州大学大学院生物資源環境科学府 ○原教介・江藤稚佳子
九州大学大学院農学研究院
1．はじめに

水野秀明

2．解析手法

道路は、住民の生活や物流等において重要である

3 次元数値解析には数値流体力学(CFD)ソフトウェ

のに加え、災害時の避難経路としての役割も担って

アである OpenFOAM を利用した。これは有限体積法

いる。しかし、山間部に作られる道路や林道などで

を中心とした流体解析ソルバ及びツール群である。

は、渓流を横断したり雨水を排水したりする際に暗

今回はその中でも多相流体解析用ソルバの interFoam

渠を用いる必要のあるケースが多く、また敷地の狭

を使用した。また、OpenFOAM で得られた計算結果

い住宅地などでは道幅を確保するために暗渠が用い

の可視化と解析には ParaView を用いた。

られることがある。このような背景もあり、日本では
豪雨に伴う土砂や流木の流出によって暗渠が閉塞し

3．解析対象と条件

てしまう事例が起きている。暗渠の閉塞は適切な排

今回の解析対象は大分県津久見市上宮本町から設

水を妨げるため、溢れてしまった水や土砂により道

置されている排水路とした。解析した排水路を図 1

路が破壊され、その役割を果たすことができなくな

に示す。対象の排水路に流れ込む雨水の流域は

る。このような被害を軽減するためにも暗渠が閉塞

0.161km2 である。流路形状については津久見市役所

するメカニズムを明らかにすることは重要である。

に提供して頂いた暗渠設計時の平面図と縦断図を基

2017 年 9 月 17 日に台風 18 号が大分県津久見市を

に再現したものを図 2 と図 3 に示す。

通過し、道路上に濁流が押し寄せ、家屋が冠水する、
路上に土砂が堆積するといった被害が発生した。津
久見市では、降雨を排水しながら道路の幅を確保す
る目的で暗渠が設置されていたが、暗渠の一部は土
砂によって閉塞し、また破壊されているものも見ら
れた。この暗渠の閉塞が家屋の冠水などの被害を助
長した可能性がある。
暗渠の閉塞機構について、江藤ら(2021)によると、
暗渠内の屈曲部において水深が増加することに伴い、
流速の急激な減少、圧力の急激な増大が起こり、流れ
の中の粒子が進行方向と逆向きに抗力と圧力を受け

図 1 対象流域と対象排水路

減速し堆積することが考えられている。津久見市に

また、今回解析対象とした区

おいても住宅地内を通る道路の下に設置されていた

間の排水路は、流入口から流出

暗渠は屈曲している部分が見られた。そこで、本研究

口までの底面の高低差が 1.12m

では江藤ら(2021)で用いられていた 3 次元数値解析

である。水の流入速度について

を津久見市の事例に適用し、暗渠が土砂によって閉

は水深を 0.85m と仮定して、マ

塞する機構を解明するために、その前段階として暗

ニングの式を用いて 2.3m/s と

渠内の水の流れを解析することを目的とした。

し、計算区域上端を拡張して底面から流入させた。計
算時間は 120 秒とした。
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図 2 流路断面図

本研究では、OpenFOAM を用いて大分県津久見市
に設置されている排水路内を流れる水のシミュレー
ションを行い、暗渠における土砂の堆積に関与する
と考えられる水流の構造について解析を行った。今
回対象とした排水路の湾曲部 2 か所において水位の
上昇と流速の低下が見られた。このことから、これら
の湾曲部や屈曲部に流れ込んだ土砂が流れの向きと
反対の方向に抗力と圧力を受けることが予想され、
土砂の減速もしくは堆積に影響することが考えられ
る。今回は水面形と流れの中の流速や圧力の解析に
図 3 流路平面図

とどまったが、今後は土砂の挙動についても解析を

4．結果と考察

行いたいと考えている。

水面の高さを図 4 に示す。水は流入した後 1 つ目
の湾曲部に到達した際、湾曲部の外湾側で水位が上

本研究は JSPS 科研費 20K05029 の助成を受けたも
のです。

昇していることが分かる。同様に 2 つ目の湾曲部で
も特に外湾側で水位が上昇しており、どちらとも流
路の天井に到達または接近している部分が見られた。
図 5、図 6 に示した底面付近の流速について、1 つ目
の湾曲部の手前付近の流速は斜面で加速したことに
よりおよそ 6m/s であったが、湾曲部の内湾で特に速
度が遅くなり、最低速度が約 1.6m/s であった。流心

a)横断 A-B

b)横断 C-D
図 4 横断面における水の体積率の分布

付近は内湾ほどの速度低下は見られなかったが、最
低速度が約 3.1m/s になっていた。2 つ目の湾曲部で
も同様に速度の低下が見られた。湾曲部の手前の速
度はおよそ 5m/s であったが、最も速度が遅い湾曲部
上端では約 0.7m/s と速度の減少幅が大きかった。こ
れは、2 つ目の湾曲部の下流側に設置されている落水
部がやや狭窄しており、満管に近い状態になったた
図 5 湾曲部 1 の底面付近の流速分布

め流れが阻害されたことが原因と考えられる。
これらの結果から、今回対象にした流路の湾曲部
において流速の低下と水位の上昇が発生したことが
分かった。したがって、津久見市の事例において暗渠
の湾曲部で土砂が流れ方向と反対に力を受けて減速
または堆積した可能性が考えられる。また、江藤ら
(2021)では屈曲部の角度が 90°の場合について実験を
行っていたが、屈曲部の形状が円弧状である場合で
も、条件によっては土砂が減速することが考えられ
る。

図 6 湾曲部 2 の底面付近の流速分布
引用文献
江藤稚佳子ら(2021) 「暗渠内における流れと流砂の

5．まとめ

停止過程」, 砂防学会誌, Vol.73, No.5, p.38-43, 2021
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3 次元パラメトリック設計（自動設計）による砂防施設配置の最適化の取組み
パシフィックコンサルタンツ株式会社（株）
：◯花田 良太、堂ノ脇将光、飛岡 啓之、菊池 将人、黒川 祐梨
国土交通省 湯沢砂防事務所：鈴木 啓介、戸田 満

１．はじめに
国内では建設現場の生産性向上を図る i-Construction の取組みにおいて、CIM の導入による受発注者双方の業務効
率化・高度化が推進されており、令和 2 年 2 月「CIM 導入ガイドライン 第 10 編 砂防編」が公開された。近年砂
防分野でも多くの BIM/CIM 活用業務が実施されているが、従来の手法で 2 次元図面を作成した後に 3 次元モデル
を作成するため、設計作業時間の短縮による生産性向上は図られているとは言い難い。
一方で、近年土砂災害が頻発しており災害後には早期の災害復旧が求められる。災害復旧の迅速化に向け、災害
査定の簡略化などによる効率化などが進められているものの、施設計画/設計についてはトライアルによる施設規模
の設定や、地形地質などに合わせて各箇所に合った施設設計などが必要とされるため、設計計算・作図作業に時間
を要しており生産性の向上が必要である。
以上を踏まえ、「BIM/CIM 活用による業務効率化・高度化の達成」を目標として、2 次元設計を介さずに直接 3
次元堰堤モデルを作成し、生産性向上を図りながら砂防施設配置計画の最適化を試みた。
２．対象流域、施設

表-1 流域諸元・設計条件

検討対象流域は、湯沢砂防事務所管内の信濃川水系魚野川支流水無川
の左岸支川の高倉沢である。流域諸元及び設計条件を表-1 に示す。本
施設は高倉沢の水無川本川との合流手前の谷出口で検討している堰堤
で、河床に大量の巨礫が不安定に堆積していること、渓岸部に残る旧土
石流堆積物の山脚固定を図るため不透過型を採用した。また、旧土石流
堆積物が残るなどの地盤条件からローダムとし、流域全体での効率的な

流域面積
（堰堤計画地点）
現河床勾配
堰堤高
土石流ピーク流量
土石流流体力
最大礫径

3.21km2
1/6.8
14.5ｍ
499.5m3/s
353.9kN/m
3.7m

施設整備の観点から堤高は 14.5m とした。
３．3 次元パラメトリック設計の概要
本検討には、3 次元ソフトウェアである CATIA を用いた。3D モデルの要所にパラメータ（変数）を紐付け、数値
と図面形状を連動させることが可能（パラメトリック設計）であるため、砂防堰堤の構造諸元にパラメータを紐づ
け、2 次元モデルを介さずに直接 3 次元堰堤モデルの設計を行った。主な変数は、以下のとおりである。
表-2 主な設定変数
変数
ダム軸位置
水通し形状
（幅/高さ等）
堤高
袖勾配、袖高
天端幅、上下流法勾配

内容
縦断位置起点からの距離によりダム軸を変更する
数値入力することで図面と連動し、側壁位置などが変更
される
数値入力することで地形（根入れ）を踏まえて水通し天
端 EL（堤高）を設定
数値入力することで図面と連動
数値入力することで図面と連動

備考
線形は別途設定が必要
水深などの計算は別途
実施

安定計算は別途実施

これらを数値入力することで、3 次元図面が作成され、下記が自動算出される。
・施設効果量：提高、ダム軸を踏まえ、その地点における現河床勾配を自動計算し、これを踏まえ施設効果量（計
画捕捉土砂量＋計画土石流発生抑制量）が自動算出される
・堰堤コンクリートボリューム：水通し形状、堤高などを踏まえて三次元でのボリュームが算出される
なお、地形データは LP 点群データから作成した TIN サーフェスを用いた。
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４．3 次元パラメトリック設計による施設配置最適化
通常予備設計での配置設計は 3 案による比較検討を行うが、直接 3 次元設計を行うことで効果量などが自動算出
されるため、比較的容易に結果を算出することが可能であることから、ダム軸を合計 10 地点設定し、効率的となる
施設配置をトライアルで検討した。結果を以下に示す。渓流の地形特性として、ダム軸が上流にいくほど費用対効
果が低下し、最下流で費用対効果が最も大きくなる結果が得られた。ただし、経済性は前庭保護工などを含めて検
討すべきではあるが、ソフトの有用性確認のため便宜的に本堰堤のコンクリート量のみを用いている。
表-3 代表地点の比較検討結果

５．生産性の向上効果

どの下準備で半日程度、パラメータ入力（ダ
ム軸の変更等）による施設配置のトライアル
が半日程度で作業が可能で、概ね 1.0 人日で
作業が可能であった。（ただし、安定計算な
どの設計計算は別途実施）

費⽤対効果（m3/万円）

本設計では、地形及びモデルの組み込みな

2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
0

20

40

60

80

100

予備設計堰堤軸からの距離（m）

これにより通常 3 案で配置比較検討を実

図-1 費用対効果算定結果
施するところを 10 案分確認することで、より高頻度に施設配置を確認することができたため、施設配置の最適化を
図ることが可能となった。加えて、積雪を前に測量作業に入ることが可能となったこと、また、その後の詳細設計
に向けての時間を確保することができるなど、関連業務も含めた全体の効率化を図ることができた。

５．おわりに
本検討では、
「BIM/CIM 活用による業務効率化・高度化の達成」を目標に、2 次元設計を介さずに直接 3 次元モ
デルを作成することで生産性向上を図り、砂防施設配置計画の最適化を試みた。結果、施設配置計画を検討する際
の施設効果量の算定や、堰堤形状の作図やコンクリートボリュームの算出などの時間を通常の 2 次元設計よりも大
幅に短縮でき、通常よりもより多くの地点での費用対効果を確認できることから高精度に施設配置の最適化を図る
ことが可能であった。加えて、計画/設計等の検討時間を短縮化することで測量などの調査工程も確保することがで
きるため、災害復旧などの迅速性を求められる場面などでも活用が可能と考えられる。
一方、近年砂防工として ICT 土工などが実施されているが、施工の掘削時に地質状況などが異なるなどの状況が
判明し図面の修正などが必要になった場合にも、当初より直接 3 次元図面の作成を行うことで現場状況に応じて修
正しやすい設計が可能になると考えられる。

- 414 -

P1-070

2021年度砂防学会研究発表会概要集

日本とオーストリアの砂防堰堤設計基準における設計外力の比較
（一財）砂防・地すべり技術センター ○小林 拓也
土木研究所 平田 遼※ 石井 靖雄
1.はじめに
オーストリアでは、2008 年～2013 年にかけて、国
内初となる砂防施設の公的設計基準「ONR24800」シ
リーズ（以下「ONR」
）を作成した。ONR は、土木構
造物の構造設計法の国際標準である Eurocode に準拠
した設計基準である。本研究では、砂防施設設計にお
ける設計外力に着目し、ONR と日本の設計基準等を
比較することにより、オーストリアの設計基準 ONR
の特徴を把握した。
2.研究方法
本研究では、オーストリアにおける砂防施設設計基
準である「ONR」と、日本の「河川砂防技術基準（設
計編）」
（以下、
「基準」
）及び「土石流・流木対策設計
指針」
（以下、
「指針」
）による設計外力の種類と作用モ
デル及びその算定手法を比較した。また、実際の砂防
堰堤を想定し、日本の堰堤の断面（台形）に対して
ONR と指針に基づき事例計算を行い、算定手法によ
る差異を把握した。
3.結果
3.1.作用と作用モデル
ONR で考慮されている作用と作用モデルを図 1、
図 2 に示す。まず作用の種類に着目すると、ONR で
は動水圧及び下流側の静水圧も想定している点、及び
地震時の影響について堤高等で区分はせず、地震時の
状況を想定して堆積物の挙動とその土圧、静水圧を考
慮するものとされている点に差異がみられた(表 1)。
次に作用モデルに着目すると、土石流の作用モデル
において、日本では堆砂圧と水圧を分類して考慮して
いるのに対し、ONR では土石流の静的圧力として一
体として捉えている点、及び土石流の動的圧力（日本
の流体力に相当）の及ぶ範囲においても土石流の静的
圧力を見こんでいる点に差異がみられた。その他の作
用のモデルについてはオーストリアと日本で同じで
ある。なお、オーストリアにおいては鉄筋コンクリー
ト堰堤が主流であることから、L 字あるいは逆 T 字の
形状の堰堤を想定した作用モデルが想定されている。
また、ONR では表 1 に示す作用の同時発生を想定
するのではなく、想定する土砂移動形態、構造物に要
求する機能、機能に応じて想定される堆砂状況等に応
じて、想定する作用の組合せを規定している。例えば、
河床の安定化（固定）機能を期待する構造物では満砂
状態を想定し、満砂時の土圧、静水圧及び土石流重の
組合せを考慮するとともに、一時的な状況として未満
砂時を想定し、未満砂状態での土圧、静水圧及び土石
流の動的及び静的圧力の組合せを考慮することなど
が規定されている。日本においては、平常時、洪水時、
土石流時と区分されているが、ONR では堆砂状況等
も考慮し、設計外力を想定する状況を細分化している
ことが特徴的である。
3.2.土石流の動的圧力の作用範囲
ONR における土石流の動的圧力（日本の土石流流
※現：国土交通省 砂防部保全課 土砂災害対策室
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体力に相当）は、砂防堰堤の直上流の河道における流
下断面と等面積で、水通しの下部の長方形の範囲（高
。
さ hdyn、幅 bdyn）に作用するとされている（図 3）
表 1 作用の種類
日本

作用の種類

オーストリア

自重

○

○

○

水重

○

○

○

土砂重

○

○

○

土石流重

○

○

○

底面水圧

○※1

×

×※1

堤高15ｍ未満 堤高15ｍ以上

揚圧力

×※1

×

○

上流側静水圧

○

○

○

下流側静水圧

○

×

×

動水圧

○

×

×

堆砂圧（土圧）

○

○

○

土石流流体力

○

○

○

礫・流木の衝撃力

○

○

○

地震時慣性力

※2

×

○

地震時動水圧

※2

×

○

※1：底面水圧の詳細についてはONRに記載がないため、揚圧力と同じものかは不明
（オーストリア国内規準を参照とされている）
※2：地震時の堆積物の挙動及びその土圧、静水圧を考慮するとされている

①構造物、②上流側水位、③下流側水位、④上流側静水圧、
⑤下流側静水圧、⑥底面水圧、⑦水荷重、⑧動水圧、
⑨礫・流木の衝撃力

図 1 ONR における静的および動的水圧の作用モデル
（出典：ONR24801, 2013, Komitee 256）

①構造物、②土石流の流下（堰上げ）、③礫・流木の衝突、
④土石流の動的圧力、⑤土石流の静的圧力、⑥土石流の荷重、
⑦礫・流木の衝撃力

図 2 ONR における土石流の作用モデル
（出典：ONR24801,2013, Komitee 256）

また、満砂状態を基本とする構造物を除き、土石流の
動的圧力の作用高さ hdyn は 2～4m として上下限値が
設定されている。上流の流下断面を基とする考え方は
日本とオーストリアで変わらないが、土石流水深を土
石流総量及び現河床勾配に応じた流速を考慮して導
く日本の手法に対し、ONR では面積のみを考慮して
いる点が特徴的である。

4.考察
事例計算において生じた水平方向の外力の差異は、
土石流流体力の違いによる部分が大きい。これは土石
流流体力の作用範囲の想定の違いに起因しており、本
事例では ONR に基づく計算に際し、流下断面の仮定
が困難なため作用高さ hdyn の最大値（4m）と仮定し
たことが要因である。ONR では、hdyn は専門家が設
定するものと記載されており、ONR は設計手法の共
通化よりも、伝統あるいは経験知を重視したうえで最
小限の一般化を図った設計標準と考えられた。
また ONR は、
流体密度などの算定方法等は示さず、
土砂移動形態に応じて取り得る値の範囲のみを規定
しており、日本の基準・指針に比べ設計技術者による
判断に重きを置いた設計基準と考えられた。その一方
で、ONR は作用の種類と作用モデルについては日本
とほとんど変わらないが、構造物の機能や堆砂状況等
に応じた作用の組合せを個別に設定している。構造物
ごとに想定される状況を細分し、それらに対する安全
性等を確保する設計とすることで、設計の合理化が図
られているものと考えられた。

①河道断面、②構造物

図 3 ONR における土石流流体力の作用範囲

（出典：ONR24801,2013, Komitee 256）

5.おわりに
ONR と日本の基準・指針の設計外力を比較した結
果、外力として想定する作用の種類及び作用モデルは
概ね同じであった。しかし、作用の及ぶ範囲の考え方
やその算定方法には違いがみられ、事例計算をすると
水平方向の外力として 15％程度の差異として表れた。

3.3.事例計算
日本の堰堤（台形断面）を想定し、ONR と指針に
基づき事例計算を行った。堰堤の諸元は、堤高 10m、
有効高 7m（根入れ 3m）と仮定し、計画降雨による清
水流量は 2.71m³/s とした。また、ONR に算定式等の
記載がない項目については、指針の算定式あるいは数
値を準用した。なお、ONR においては、流体密度や
流速等は対象とする土砂移動形態ごとに値の取り得
る範囲のみが規定されており、計算式等は記載されて
いない。そのため、本事例では ONR で土石流（石礫
型）として示された値の中央値を採用した。
試算の結果を表 2 に示す。鉛直方向の外力は ONR
が 1,758 kN、指針が 1,692 kN と 3％程度の違いであ
ったが、水平方向の外力は ONR が 758 KN、指針が
693 kN と 15％程度の違いが見られた。また、ONR
による土石流の動的圧力は 150 kN となり、指針によ
る土石流流体力の 57 kN の約 3 倍の値と算定された。

＜参考文献＞
1) ONR 24800, Komitee 256, 2009
2) ONR 24801, Komitee 256, 2013
3) ONR 24802, Komitee 256, 2011
4) J.Suda, J.Hübl, K.Bergmeister: Design and
construction of high stressed concrete structures as
protection works for torrent control in the Austrian
Alps, 3rd fib international Congress, 2010
5) F.Rudolf-Miklau, J.Suda: Technical standards for
debris flow barriers and breakers, IJEGE 2011-03,B-1,
2011

表 2 事例計算結果
設計条件

物性値

土石流・流木対策施設設計指針

ONR

項目

算定式（等価力）

値

水の密度（ρw）

kg/m³

泥水中堆砂密度（γs）

kN/m³

記載なし（日本の数値を準用）

土石流の流体密度（ρM）

kg/m³

石礫型土石流の中央値

流量

外力

値

1,000

1,200
C*（σ-ρw）g

840

1850 ｛σ×Cd+ρw（1-Cd）｝g

コンクリートの単位体積重量（Wc） kN/m³

設計

算定式（等価力）

1746

24

-

清水流量（Q)

m³/s

ピーク流量

m³/s

強度係数（IF)

-

土石流の下限値

土石流濃度(Cd)

-

-

土石流水深

m

規定値の最大値

4.00

1.20

平均流速

m/s

石礫型土石流の中央値

4.5

5.20

自重

kN

水荷重

kN

土砂重

kN

土石流重

kN

上流側静水圧

kN

堆砂圧（土圧）

kN

静的土石流圧力

kN

記載なし（日本の数値を準用）

22.56

土圧係数（Ce）

（1-sinφ/1+sinφ）≒0.3

0.3

2.71

2.71
【土砂の含有を考慮した流量】4.07

Q×IF（m³/s）

9.49
3.5
-

記載なし（日本の算定式を準用）
ρw×g×hu×10³（kN/m²）
記載なし（日本の算定式を準用）
記載なし（日本の算定式を準用）
ρw×g×hst×10³（kN/m²）
記載なし（日本の算定式を準用）

水平成分（静的）の小計

kN
kN

水平成分の合計

kN

-

鉛直成分の合計

kN

-

衝撃力

kN

-

平衡濃度式より算定

0.39

1440.0 Wc×Vb（kN/m²）

1353.6

15.5 γw×h（kN/m²）

159.5

13.0

111.7

289.0

67.6

250.2 γw×h（kN/m²）

ρM×g×hst×10-3（kN/m²）

動的土石流圧力（土石流流体力）

【土石流のピーク流量】53.8
-

63.0 Ce×γs×ｈ（kN/m²）
444.6

-

757.8

ρM×AQdyn×v²×10-3（kN）

-

149.9 Kh×（γd/g）×Dd×v²（kN/m²）

907.7

-

1757.5

-

1000（0.7×0.7m）
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580.0
112.7
-

692.7
56.7

749.4
1692.4
210.4（0.25×0.25m）
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砂防事業における MR デバイスを用いた CIM 活用事例
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 調査課 福沢 翔、早坂 裕也※1、佐藤 駿之介※2
日本工営株式会社 〇宮本 祐成、太田 敬一、藤元 亮、佐藤 隆洋、田淵 陽介
※1

現 東北地方整備局 能代河川国道事務所

はじめに
国土交通省は、建設業の生産性向上や高度化を目
的として、ICT 技術を駆使した i-Construction を推
進している。特に i-Construction の一環である
BIM/CIM 活用は、令和 5 年度にすべての公共工事を対
象として BIM/CIM 原則適用という方針が示されてい
る。砂防事業においても、R3 年 3 月改定の「BIM/CIM
活用ガイドライン：砂防及び地すべり対策編」におい
て、砂防構造物を対象に、測量・調査、設計、施工、
維持管理に BIM/CIM を活用することが記載されてお
り、BIM/CIM 活用環境の整備が急がれている。
本稿では、砂防事業における BIM/CIM 活用の取組
みとして、砂防堰堤予備設計の配置検討などに「MR
デバイスを用いた CIM モデル投影」を行った事例を
報告する。さらに、MR デバイスを用いた CIM 活用の
効果と課題について述べる。

※2

現 湯沢河川国道事務所

ージを確認することができる。また、投影された CIM
モデルはスケールを変更させることができ、室内で
も完成イメージを確認できる（図 3）。

使用機器（MR デバイス）
MR(Mixed Reality)とは、現実世界と仮想世界を融
合させる映像技術である。MR デバイスを使用するこ
とで、仮想のモノを現実空間に配置させることがで
き、現実空間と仮想空間の融合を体験することがで
きる。
今回は、MR デバイスの中でも CIM モデルの投影が
可能な HoloLens2 を採用した（図 1）。

図1

図2

MR デバイス（HoloLens2）装着のイメージ

MR デバイスを用いた CIM モデルの投影

図3

CIM モデル投影（実物大）

CIM モデル投影（縮小）

CIM を活用した砂防構造物設計の概要と試行

砂防堰堤と流木対策工の CIM モデルを投影した様
子を示す（図 2）。砂防堰堤と流木対策工を CIM モデ
ル化し、MR デバイスを用いて現場に投影させること
で、既設の砂防堰堤に流木対策工が設置されたイメ
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結果
砂防堰堤の予備設計（大鳥中ノ沢）
砂防堰堤の予備設計は、鶴岡市を流れる赤川流域
東大鳥川の右支川に位置し、土石流危険渓流に指定

されている大鳥中ノ沢(A=0.06 km2)で実施した。
大鳥中ノ沢は、図 4 に示すように、谷出口が急崖
地形を呈しており、谷出口の下流側は、平坦で開けた
地形となっている。そのため、上流側の堰堤配置は困
難と判断し、谷出口で待ち受けする形で堰堤を配置
した。堰堤の配置検討では、堤高を低くすることで堤
長を長くした A 案（堤高 4m）と、堤高を高くするこ
とで、堤長を短くした B 案（堤高 10m）の 2 案を比較
した。大鳥中ノ沢は堰堤計画地点と保全対象（住宅）
が近接しているため、景観は大きな比較要素となる。
そこで、堰堤の配置検討に「MR デバイスを用いた CIM
モデル投影」を用い、砂防堰堤 A 案・B 案の完成イメ
ージの確認を行った。また、大鳥中ノ沢では土石流シ
ミュレーションを実施しており、土石流の氾濫範囲
を確認するために現場に投影させた。投影させたモ
デルは、砂防堰堤 A 案・B 案と、土石流シミュレーシ
ョン結果である。
CIM モデルを現場に投影することで、構造物の規模
感や圧迫感、位置関係を正確に把握でき、堰堤配置の
イメージが明確になった(図 5)。さらに、土石流シミ
ュレーション結果を堰堤と合わせて投影させること
で、堰堤（A 案・B 案）が氾濫範囲を包括した配置と
なっていることが現場で確認できた。

図4

MR デバイスを用いた CIM モデル投影の効果と
課題
CIM モデル投影の効果
CIM モデルを現場・事務所内で投影させることによ
る効果として下記に示す①～③が挙げられる。
【①構造物の立体的な把握】これまで図面・画面上
（2 次元）で確認していた設計データを 3 次元で確
認することによって、構造物の立体的な把握が可能
となった。
【②合意形成の迅速化】協議を行う際、完成物のイ
メージが協議者間で容易に共有され、景観イメージ・
圧迫感などを体感できるため、合意形成がとりやす
くなり、業務推進を円滑化させることができた。
【③手戻り防止等による業務・管理の生産性向上】
完成物を多面的に確認できることから、保全対象（人
家・耕作地）や支障物（地下埋設管・貴重種・法規制）
への影響把握（干渉チェック）が容易に行えた。
CIM モデル投影の課題
CIM モデル投影の課題として、以下の①～③が挙げ
られる。
【①天候による影響】日差しが強いと、投影したモ
デルが見え難くなる。
【②投影した CIM モデルの位置ズレ】CIM モデルの
投影は、1 点で位置合わせを行うため、精度が低い。
また、HoloLens2 装着者が視点を変えるために移動す
ると、投影させた CIM モデルの位置がずれることが
ある（図 6）
。施工管理等の精度が必要な作業に用い
るには課題がある。
【③CIM モデル投影時に支障物がある場合】CIM モ
デルを投影する際、支障物（住宅や立木）があると構
造物が手前に表示されることがある（図 6）
。

大鳥中ノ沢 UAV 写真と堰堤配置イメージ

図6

図5

CIM モデル投影

左岸保全対象から望む
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CIM モデル投影

位置ずれ・支障物がある場合

謝辞：本報告にあたり、MR デバイスを用いた CIM モ
デル投影は新庄河川事務所発注の業務により実施す
ることができました。ここに記して謝意を表します。
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小規模渓流対策の施設配置計画時における留意点に関する一考察
原田 紹臣（三井共同建設コンサルタント株式会社 ）
○本山 普士（中央復建コンサルタンツ株式会社）
堀口 俊行（防

衛

大

学

校）

里深 好文（立

命

館

大

学）

水山 高久（京 都 大 学 名 誉 教 授）
1, はじめに

管）との隙間（端部；三角型ネット）において，礫等の回

近年，小規模渓流における土石流対策の考え方について，
新たな指針が示された
3)

り込み流出防止等を目的とした付属施設が設置されている．

1), 2)

そこで，これらの本体工の端部（急崖河岸との隙間）に

．一方，砂防事業（事業間連携砂
4)

防等事業） や高速道路事業 においても，山間部等の道路

おける付属施設の必要性について，実験により考察する．

を横過する小規模な渓流における対策の推進等が望まれて
いる．なお，これまでに渓流と横過する山岳道路における
土石流被害

2, 小規模渓流対策工の設置に関する実験

5), 6),

等について指摘されているが，一般的に，

対策工については，更なる議論が必要であると考えられる．
近年，これらの小規模渓流対策として，二次製品の対策

これまでの一般的な道路を横過する小規模渓流における
対策の概要図を図-2に示す．一般的には、渓流の横断方向
に対して直線状の壁構造や小規模な堰堤構造の事例が多く，

工が提案されている．なお，これらの対策工の一部は，従

上流から段波状の直進性を有して流下する石礫型土石流等8)

来の落石対策工を応用的に活用し，鋼管やネットを複合的

に対して，これらの対策工で土砂や礫を停止及び捕捉させ

に組み合わせたハイブリッド構造体等が提案されている

て，下流への流出を防ぐ効果が期待されている4)．ただし，

（例えば，図-1）．なお，図-1 に示されるとおり，小規模

これらの対策工は道路直上流に設置されることが多く，急

な渓流において一般的に見られる急崖な河岸と本体工（鋼

崖な河岸と本構造物との隙間からの礫等の回り込みに伴う
下流への流出等が懸念される（図-3）．
そこで，図-2に示すような小規模渓流対策工の施設配置
に関して，全流下幅に対する構造物の設置幅の違いが，礫
等の捕捉機能（効果）に与える影響について，水路実験に
よりその傾向を把握し，留意点について考察する．
(1) 実験概要
今回使用した実験水路の概要を図-4に示す．図-4に示す

図-1 提案されている二次製品による小規模渓流対策事例 7)

W0

W1

Deposit
DebrisFlow

図-2 これまでの一般的な小規模渓流における対策の概要図

d
DebrisFlow

図-3 懸念される対策工端部からの回り込み土砂流出の概要図
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図-5 河道幅に対する対策幅の割合の違いが捕捉率に与える影響

図-4 実験水路の概要

とおり，底部に一様砂礫（硅砂9），直径dmax約7mm，内部摩
擦角φ=38度）を敷き詰めて，傾斜（15度）させた水路（長
さ1m，幅10cm，縮尺1/30）に，上流から水を供給（1.1 ℓ
/s）して土石流を発生させ，水路下流部に設置された構造物
（小規模渓流対策工）で捕捉されずに，構造物端部の隙間
を回り込んで下流へ流出した礫の重量を計測する．また，
閉塞軽減工を河床に対して垂直に設置し，角部材（2×
2mm）を等間隔（純間隔 3.5mm，礫径dmaxに対して50％:
0.5dmax）で水平に配置している．実験ケースは4ケース（全
流下幅設置，70％，50％及び30％設置）とし，各条件に対
して，それぞれ3回実施している．

から礫が回り込んで下流へ流出する場合（例えば，W1 / W0
= 0.7）の堆積角 θ1は5度未満であり，捕捉機能が顕著に低下
する傾向が得られた．
これらの結果より，対策工の端部に隙間が存在した場合
には，回り込み流出に伴って，顕著に捕捉効果が低減する
ため，図-2に示す小規模な渓流に対策工を設置する場合は，
構造物の河岸との間の隙間について留意する必要があると
考えられる．今後，粒径や河道勾配等の条件の違い捕捉に
与える影響10)や，側部の構造物強度において求められる耐荷
性に関して，更なる実験が望まれる．
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流木対策施設における捕捉状況に関する一考察
原田 紹臣（三井共同建設コンサルタント株式会社）
○高橋 諒，佐藤 厚慈（株式会社オリエンタルコンサルタンツ）
里深 好文（立 命 館 大 学 理 工 学 部）
水山 高久（京 都 大 学 名 誉 教 授）
1, はじめに

内で，流木が捕捉できるものとして設定する．ただし，近

近年，全国各地の土砂災害において，流木が災害を拡大
させる事例が多く見受けられ，更なる流木対策の推進や新

年において示された張り出しタイプの流木捕捉工

3）

による

新たな考え方（設計の手引き）においては，図-1（下）に

1）,2）,3）

示されるとおり，条件（例えば，土砂整備率や湛水状況の

従来の透過型砂防堰堤により流木を捕捉させる計画の場

違い）によって新たな流木捕捉勾配 θ2 等が示されている．

たな考え方が示されている

．

合，図-1（上）に示されるとおり，堆積空間の全層（縦断

これらの流木捕捉に対する考え方に関して，今後の更な

方向）において，土砂と流木を同時に捕捉出来るものと期

る整理や議論等に向けて，これまでに報告された流木捕捉

待して計画する

1）

．その際，現渓床高と計画堆砂勾配 θ1

（現渓床勾配 θ0 より設定される勾配）で想定される堆積線

事例

4）,5）

や筆者らの実験結果

6）

を参考に，流木捕捉工にお

ける流木捕捉機構の一つについて，考察するものとする．

（面）との縦断空間内で，土砂と流木が捕捉できるものと
して設定する 1）．

2, これまでにおける流木捕捉事例の整理

一方，九州北部豪雨災害

4）

による流木被害を受けて，国

九州北部豪雨

4）

において，既設不透過型砂防堰堤により捕

土交通省より事務連絡として提案された付属施設によって

捉された流木捕捉状況（ただし，災害直後の調査結果）を

既設不透過型砂防堰堤の流木捕捉機能を強化させる場合，

写真-1 に示す．写真-1 に示されるとおり，流木出水時に不

図-1（中）に示されるとおり，満砂した既設不透過型砂防

透過型砂防堰堤の直上流（約 110ｍ区間：勾配 1/65 程度）

堰堤の堆砂上全面において，設置された付属施設の天端高

で捕捉されたと想定される．ただし，出水後の不透過型砂

2）

．その際，前

防堰堤においては，土砂が堰堤付近まで十分に到達せず未

述の流木の下部に堆積する土砂の計画堆砂勾配 θ1 と，付属

満砂の状況であり，結果として，捕捉された流木の下は，

施設の天端より上流域に水平で延伸させた面との縦断空間

湛水状況（貯水池の状況）であった．

までで捕捉されるものと期待して計画する

一方，掃流区間や前庭保護部等で流木が捕捉された状況
Permeable
type
SABO
dam

（ただし，出水捕捉後の状況調査結果）を写真-2 に示す 5）．
写真-2 に示されるとおり，設置されている流木捕捉工の直

Impermeable
type SABO
dam with
Stakes

上流のみで流木が捕捉されており，後続から流下してきた

θ1 = θ0 ×1/2

θ0

流木等は捕捉された流木の上部を越流して，下流へ流下し
Level

たものと推測される．なお，捕捉された流木等の上部を越
流する要因としては，捕捉された流木内部における土砂等

θ0

θ1 = θ0 ×1/2

の通過による透水性の低下に伴って，越流したものと推測
される．

θ2 = θ1 ×1/2

Impermeable
type SABO
dam with
Stakes

3, 流木捕捉工による流木捕捉機構に関する一考察
θ0

これまでの捕捉事例（写真-1 や写真-2）や，筆者らのこ

θ1 = θ0 ×1/2

れまでの実験結果

上:透過型 ,中:不透過型＋付属施設 ,下:張出しタイプ
2）

らを参考に，既設不透過型砂防堰堤に

流木捕捉工を追加設置した場合における流木捕捉機構の一

図-1 流木対策計画における設定する流木捕捉の概要
1）

6）

3）

つについて考察する．図-2（上）に示すとおり，不透過型
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砂防堰堤が未満砂の場合，不透過型砂防堰堤の水通しの直
上流部において一般的に見られる背水効果等の影響を受け
て，堆砂敷の平面において見られる横断方向への流れ（渦
流）により，流木が捕捉されるものと考えられる（図-3）．
一方，満砂の場合は，図-2（下）に示すとおり，捕捉工直
上流部のみにおいて越流するまでの一定の捕捉量（例えば，
写真-2）が期待できるものと推測される．
ただし，写真-2 については，十分な流木量が捕捉工まで
到達していなかった可能性も考えられる．これらの考察は
捕捉後の調査等において把握された事例の一部を用いて考
察したものであるため，今後，更なる事例収集や実験・解
析等による検証が望まれる．

Floating
Impermeable
type SABO
dam with
Stakes

Level

Delta of sand

Non-deposited
sand

Deposited sand
写真-1 不透過型砂防堰堤の流木捕捉状況 4）
図-2 不透過型砂防堰堤における流木捕捉のイメージ
（上：未満砂時, 下：満砂時）
Move around the pool area
Wall
Inflow with
water
Outflow

Slit of impermeable Sabo dam

図-3 湛水部における流入時の流向及び流木の挙動 6）に加筆
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奈良ヶ谷川流域での崩壊に起因した流木堆積地の特徴
九州大学大学院生物資源環境科学府 ○森晴香、江藤稚佳子
九州大学大学院農学研究院

1. はじめに
近年、豪雨に伴う土砂災害、流木災害が頻発に起
こっている。中でも、流木は流水、土砂と一体とな
り災害を拡大させる主な要因の一つである。流木災
害を効率的に防止・軽減するためには、流木の生産、
堆積、流出の機構を明らかにしなければならない。
ところが、その機構は非常に複雑な物理的プロセス
で構成されるため、未だ十分に解明されていない。
そのため、過去の流木災害を分析して、流木の生産、
堆積、流出の実態を収集し、傾向を明らかにしてい
く必要がある。
過去の流木災害を見ると、平成 25 年 10 月台風 26
号による伊豆大島豪雨災害では、約 3700ｔの流木が
発生し、そのほとんどが橋桁で堆積したことが報告
された。また、平成 23 年 9 月台風 12 号による和歌
山県那智川災害では、599~5177 ㎥/㎢の流木が発生
し、
流木流出率は 50.4~90.5%であると報告された。
平成 29 年 7 月九州北部豪雨は甚大な被害をもた
らした。その中でも福岡県朝倉市奈良ヶ谷川流域で
は、土砂と流木を多く含んだ洪水が発生し、流木に
よる被害が顕著であった。森ら(2020)は流木収支を
推定し、流木流出率が 0.94 と他の事例に比べて非常
に大きいことを明らかにした。また、染谷ら(2019)
は平成 29 年 7 月九州北部豪雨において、奈良ヶ谷
川で堆積した流木を調査し、流木が堆積した場所の
地形を定性的に評価した。しかし、流木流出率が高
かった理由は未だ定量的に明らかにされていない。
そこで、本研究では、流木が堆積した地点の周辺の
地形を分析して、その特徴を定量的に明らかにする
ことを目的とする。
2. 奈良ヶ谷川流域の概要

図 1 奈良ヶ谷川流域 上流域
奈良ヶ谷川は朝倉市内を流れる、筑後川支流であ
る。奈良ヶ谷川流域において、砂防堰堤より上流の
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流域を研究対象とした(図 1)。植生の構成は、スギ・
ヒノキで 63.3%、
アカマツで 27.4%、コナラで 6.7%、
果樹園で 2.5%、シイ・カシで 0.1%であった。なお、
果樹園での崩壊面積は他の植生より著しく少ないた
め、本研究では果樹園を対象から外した。
3. 解析方法と結果
3.1.
流木が堆積した地点の最急勾配
まず、平成 28(2016)年 10 月 1 日に作成された、
10m メッシュの国土地理院基盤地図情報数値標高
モデルより、奈良ヶ谷川流域内に位置するメッシュ
において最急勾配を計算した。次いで、堆積した流
木の重心点を含むメッシュを抽出し、そのメッシュ
における最急勾配を「流木が堆積した地点の最急勾
配」とした。傾斜の計算には QGIS を用いた。なお、
本川の幅は平成 29(2017)年 7 月 13 日に作成された
オルソ画像上で土砂の流出痕跡がみられた幅とした。
図２は奈良ヶ谷川の上流域の本川を対象とした、
流木が堆積した地点の最急勾配のヒストグラムであ
る。ヒストグラムの区間の幅は 5°とした。度数が
最も大きかった区間は 5～10°で、度数は 256 であ
った。対象となった流木の 90%程度が 5°以上の地
点に堆積した。
図３は奈良ヶ谷川の上流域の本川以外を対象とし
た、流木が堆積した地点の最急勾配のヒストグラム
である。ヒストグラムの区間の幅は 5°とした。度
数が最も大きかった区間は 25～30°で、度数は 427
であった。土石流発生区間である勾配 20°以上では
66%、土石流流下区間である勾配 10~20°では 27%
の流木が堆積した。
3.2.
流木の堆積した地点の堆砂深
土砂の堆砂深は、災害後の標高から災害前の標高
を差し引いた値とした。災害後の標高は平成
29(2017)年 7 月 13 日に計測した点群（朝日航洋株
式会社提供）から、流木の重心点に最も近い点(以後、
「堆砂深計測点」と呼ぶ)を抽出し、その点の Z 座標
値とした。災害前の標高は、平成 28(2016)年 10 月
1 日計測の国土地理院基盤地図情報数値標高モデル
の 10m メッシュより作成した TIN から、堆砂深計
測点における標高を計算し、その値とした。なお、
堆砂深が 15m 以上の地点が 119 点存在した。これ
らの点はオルソ画像上で樹木と重なっていたり樹木
の陰になっていたりしたため、災害後の標高が樹冠
上を計測した値であると判断した。そこで、それら
の点は分析から除外した。
図 4 は、本川および本川以外を対象とした、堆砂
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図 2 流木が堆積した地点の最急勾配 (上流域 本川)

5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50
勾配(°)

図 3 流木が堆積した地点の最急勾配 (上流域 本川以外)
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図４ 流木が堆積した地点の堆砂深

深計測点の堆砂深のヒストグラムである。区間の幅
は 1m とした。本川と本川以外の両者を足し合わせ
た場合、度数が最も大きかった区間は 1~2m で、度
数は 316 であった。内訳をみると、度数が最も大き
かった区間は本川の場合、1~2m、本川以外の場合、
0~1m だった。また、全体で堆砂深が 0m 未満の地
点は 1364 点で、0m 以上の地点は 1713 点だった。
本川の場合、流木の 26%が侵食した箇所、74%が堆
砂した箇所に堆積し、本川以外の場合、流木の 51%
が侵食した箇所、49%が堆砂した箇所に堆積した。
4. 考察
本川に着目すると、5°以上の地点で流木が堆積し
た。これは、災害前では山腹斜面であったものの、
災害後に堆砂面となった地点で、流木が堆積したた
めと考えられる。傾斜が 0～5°の場所に流木が比較
的少なかったのは、勾配が緩い地点では流水の浮力
によって流木が下流まで流されたことが原因の一つ
として考えられる。
本川以外の場合に着目すると、土石流発生区間で
ある勾配 20°以上で 66%、土石流流下区間である
勾配 10～20°で 27%の流木が堆積した。さらに、
土石流発生区間に堆積した流木のうち 58%が侵食
した箇所、42%が堆砂した箇所であった。このよう
に、流木の多くは崩壊すべり面上に堆積し、残りは
崩壊残土に混ざって堆積した。一方、土石流流下区
間に堆積した流木のうち 43%が侵食した箇所、57%
が堆砂した箇所であった。このように、流木の多く
は崩壊もしくは土石流の堆砂に混ざって堆積し、残
りは土石流で侵食された渓床に堆積した。後者につ
いては、流木が渓岸や渓床に引っかかった可能性や
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他の流木との摩擦によって停止した可能性などが考
えられる。
5. まとめ
以上をまとめると、流木が最も堆積した地点の勾
配は本川で 5～10°区間、本川以外で 25～30°区間
であることが分かった。堆砂深は本川で 1~2m、本
川以外で 0~1m であることが分かった。また、本川
以外では、流木は土石流発生区間で侵食した箇所に、
土石流流下区間で堆砂した箇所に多く堆積したこと
が分かった。本研究を進めるにあたり、航空写真と
softplotter の使用をご快諾いただいた朝日航洋株式
会社横溝和則氏、安海高明氏をはじめ関係諸氏に対
し感謝致します。本研究は JSPS 科研費 JP18H04152,
JP19H00812 の助成を受けたものです。
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浅水流方程式による暗渠内の流砂の停止過程の再現
九州大学大学院生物資源環境科学府

〇江藤稚佳子・原

九州大学大学院農学研究院
1．はじめに
山間地域において，洪水が渓流を横切る林道や道路の
下に設けられた暗渠に流れ込むと，それらの中で流砂が
堆積して閉塞する。すると，洪水は林道や道路上を流れ
始め，舗装や路盤を侵食したり，住宅地に流れ込んだり
することで，災害を引き起こす。その災害を防止・軽減
するためには，暗渠内での土砂の挙動を予測する必要が
ある。
しかしながら，暗渠内での流砂の挙動はあまり明らか
になっていない。暗渠内で流れの速度や水深が急変する
と，抗力や浮力を含めた圧力といった流砂に作用する力
が急に変化するため，それを考慮した流砂の挙動を予測
する手法がほとんどないためである。また，これまでの
暗渠内の水の流れを対象とした数理モデルは，暗渠内の
流れを定常（例えば，中村ら，2004）とすることが多い。
一方で，山地流域の渓流では，降雨中に流量ハイドログ
ラフが大きく変化するため，暗渠内の流れは非定常とし
て扱う必要がある。そのため，2 次元浅水流方程式とい
った非定常な流れを追跡できる数理モデルの適用が求
められる。しかし，今のところ暗渠の中に 2 次元浅水流
方程式を適用した事例はほとんどない。
本研究は，暗渠内の流れと流砂の堆積過程に適用でき
る 2 次元浅水流方程式を開発するとともに，水路実験に
よる暗渠内の水の流れと流砂の停止過程の再現計算を
行い，その再現性を明らかにすることを目的とする。
2．水路実験
本研究では，江藤ら（2021）の水路実験の結果を対象
に暗渠内の流砂の堆積過程の再現計算を行った。図－1
は実験に用いた水路である。水路実験では幅 0.03m，高
さ 0.027m のアクリル製の流路を水平に設置し，暗渠内
で流れを急激に変化させるために，
流路の下流側を 90 度
に屈曲させた。実験に際して，水を水路の上流端から
201.74×10-6m3/s で供給し，流れが定常化した後，4mm
のガラスビーズを 28.41×10-6m3/s で供給した。
図－2 は水路実験のガラスビーズの堆積状況である。
水路模型実験の結果，暗渠の入口から 0.12m 程度の位置
で跳水のように水深が急激に深くなり，流れの表面は暗
渠の上面に達した。ガラスビーズは水深の変化地点を通
過すると減速し，屈曲部の手前で停止した。後続のガラ

(a)

教介

水野秀明

カメラ A（2.0s）

(b) カメラ B（2.0s）
図－2 ガラスビーズの堆積状況（江藤ら，2021）
スビーズは，停止したガラスビーズに衝突して停止した
り，停止したガラスビーズに乗り上げて堆積したりした。
堆積により水深の変化点は上流側へ移動した。
3．浅水流方程式による暗渠内の流れの再現計算
3-1．2 次元浅水流方程式を用いた数理モデル
本研究では暗渠が満管状態の場合にも適用できるよ
うに，水は流れの表面に作用する圧力に応じて僅かに圧
縮すると仮定する。これにより，自由水面を持つ開水路
と自由水面を持つ管水路，満管状態の管水路を統一して
計算できるようになる。すると，2 次元浅水流方程式は，
𝜕𝑞⃗ 𝜕𝐹⃗ 𝜕𝐺⃗
+
+
= 𝑠⃗ ･････････(1)
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図－1 実験に用いた水路の概要（江藤ら，2021）
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𝜕{(𝜎 − 𝜌)𝑧𝑏 }
−𝐶∗
[
]
𝜕𝑡
となる。ここで，ℎ：水深[m]，𝑈：流れの速度の x 成分

[m⁄s]，𝑉：流れの速度の y 成分[m⁄s]，𝑔：重力加速度
[m⁄s 2 ]，𝜌：流れの密度[kg⁄m3 ]，𝑝𝑠 ：流れの表面の圧力
[N⁄m2 ]，𝑏：河床の標高[m]，𝑠：水面の標高[m]，𝐶∗：河
床の堆積層における土砂容積濃度である。堆積深の時間
変化は，高橋（2004）を参考に，
𝜕(𝜌𝑧𝑏 )
𝑈 𝐶𝐿∞ − 𝐶𝐿
−
≡ 𝜌𝑖 ≈ 𝜌𝛿𝑑 (1 −
)
𝑈
⋯ (6)
𝜕𝑡
𝑝𝑖 𝑈𝐶
𝐶∗𝐷𝐿
𝜕{(𝜎 − 𝜌)𝑧𝑏 }
−𝐶∗
≈ (𝜎 − 𝜌)𝐶∗ 𝑖
⋯ (7)
𝜕𝑡
と近似した。ここで，𝛿𝑑 ：堆積速度係数（＝0.05），𝑝𝑖 ：
実験係数（＝1/3）である。
満管状態の管水路の場合 ，2 次元浅水流方程式に
Water Hammer の数理モデルを組み込んだものを開発
した。このとき，密度と圧力の関係は，
𝜌
𝑝𝑠 = 𝐸 ∙ log 𝑒 + 𝑝0
⋯ (8)
𝜌0
となる。ここで，𝐸：流れの体積弾性率[Pa]，𝜌0：水の密
度[kg⁄m3 ]，𝑝0 ：大気圧[N⁄m2 ]である。
計算に際して，水路を約 0.005m メッシュの論理構造
格子に分割し，暗渠の高さは 0.027m とした。暗渠の流
入口から水深 0.0085m，速度 0.79m/s で 20 秒間供給し，
その後，ガラスビーズを水路の上流端から供給した。ま
た，水は下流端から計算領域外へ流出するものとした。
本研究の計算にあたっては，満管状態における水の密度
の変化は無視できるほど小さいとした。
3-2．再現計算の結果と考察
図－3，4，5 は暗渠の内の水深とガラスビーズの堆積
状況の実験結果と計算結果を，それぞれ 0.1s, 0.9s, 1.7s
の時点で比較したものである。
図－3 に示した通り，水深の計算結果は暗渠の流入口
から 0.12m 付近で水深が急激に上昇し，実験結果の値と
概ね一致した。一方，堆積深の計算結果はゼロとなり，
実験結果の値より浅かった。
図－4 に示した通り，水深の計算結果は屈曲部より上
流において実験結果の値よりも浅くなった。一方で，堆
積深の計算結果は屈曲部より下流まで薄く堆積してお
り，実験結果の値よりも下流まで到達した。
図－5 に示した通り，水深の計算結果は暗渠の入り口
付近で上面に達するものの屈曲部付近では 0.04m 程度
と浅く，実験結果の値と異なった。堆積深の計算結果は
0.9s 時点よりも下流側まで到達し，実験結果の値よりも
下流まで到達した。
4．考察
本研究で提案した数理モデルは，水だけを流した期間
で実験結果を概ね再現できたものの，土砂を模したガラ
スビーズを投入した以降で実験結果と大きく乖離した
結果を出すようになった。これは，暗渠が満管状態とな
った時刻以降で，土砂に関する質量保存則及びその離散
化の適用性が低かったためと考えられる。今後は，満管
状態における，土砂に関する質量保存則及びその離散化
を改良していきたいと考えている。
5．おわりに
本研究では，開水路と満管状態を含む暗渠に適用でき
る 2 次元浅水流方程式の数理モデルを開発し，水路実験
の再現計算を行い，その水の流れと流砂の停止過程の再
現性を検証した。その結果，本研究で提示した 2 次元浅
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図－3 暗渠内における水深と堆積深の変化(0.1s)

図－4 暗渠内における水深と堆積深の変化(0.9s)

図－5 暗渠内における水深と堆積深の変化(1.7s)
水流方程式を用いた数理モデルは，水のみを流した期間
で水深の変化を概ね再現できるものの，土砂を模したガ
ラスビーズを投入した以降の水深と堆積深をあまり再
現できなかった。これは，土砂に関する質量保存則及び
その離散化の適用性が低かったためと考えられる。
今後は，暗渠における閉塞過程を明らかにするために，
満管状態の土砂の挙動に関する数理モデルの改良を行
い，自由水面を持つ開水路と自由水面を持つ管水路，満
管状態の管水路を統一して計算できる手法を開発して
いきたいと考えている。
本研究は JSPS 科研費 20K05029 の助成を受けたもの
です。
引用文献
江藤稚佳子，原 教介，水野秀明（2021）
：暗渠内におけ
る流れと流砂の停止過程，砂防学会誌，Vol.73，No.5，
p.38-43
高橋保(2004)：土石流の機構と対策，近未来社 432pp
中村徹立，佐々木淑充，水草浩一（2004）
：都市域氾濫解
析モデル活用ガイドライン（案）－都市浸水－，国土
技術政策総合研究所資料第 202 号，33pp
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落差を有する合流点の三次元流況解析
八千代エンジニヤリング株式会社 〇小林泰士，池田誠，矢野孝樹，保坂幸一
１．はじめに
B川との合流点に落差を有する土砂流出の多い河
川において，合流点周辺の損傷・河床低下が生じて
いる．この原因を水理的に推定することを目的に三
次元流体解析を行った結果を報告する．
２．合流点の概況
支川（B川）は，本川（A川）にほぼ直角に合流し
ており，合流地点に高さ約5mの落差工を有している．
B川は河道幅約35mで，合流点の上流で大きく左岸
側に湾曲しており，内湾の左岸側には土砂が堆積し
ている．落差工の水通し断面は幅約30mの低水路か
ら6段の階段状の複断面形状となっている（複断面を
含めた水通し幅は約60m）
．落差工の下流（A川の河
道内）には水叩き工が設置されている．これらのコ
ンクリート構造物は摩耗により大きく損傷を受けて
いる．
A川は河道幅40mの直線の河道であり，B川合流点
付近から下流域では右岸側の河床低下が生じており，
等間隔で設置されている帯工も右岸側のみ摩耗・流
出の損傷を受けている．
このA川右岸側の河床低下原因について三次元流
体解析を用いて流況評価を行った．

3.2 解析モデル
計算格子サイズは，水が存在する範囲は細かくし
（最小メッシュサイズ0.25m）
，上部は粗く設定して
いる．境界条件は，落差工及び地形はNoslip，領域
側部はslip，上部は開放，上流端は水を一定流入，下
流端は自由流出させた．計算時間は各ケースで流況
が定常状態となる秒数，計算時間間隔は自動制御（最
大クーラン数0.5）とした．乱流モデルは，LES(Large
Eddy Simulation)の標準Smagorinskyモデルを採用
した．
3.3 地形条件・流量条件
現地で発生しているA川右岸側の河床低下が発生
した原因を把握するため，A川の河床低下前後の現地
地形を再現し三次元流体解析に用いる三次元モデル
を作成した．
流量は年最大流量の平均値程度とし，B川からは
150m3/s，A川からは620m3/sとした．合流後の流量
は770m3/sである．

B川

A川

図 ２ A 川の河床低下前の三次元モデル

B川
A川

図 １ 合流点の概況図
３．水理解析条件

図 ３ A 川の河床低下後の三次元モデル

3.1 三次元流体解析手法
本検討で用いた三次元流体解析には等温・非圧
縮・不混和流体の2相流（水・空気）モデルを用いた．
このモデルの基礎方程式は，連続式とNavier-Stokes
方程式であり，離散化手法には有限体積法，自由水
面の解析にはVOF法を用いている．
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４．三次元流体解析結果
流況の解析は様々な要因を明らかとするため，次
の3段階のステップで検討を行った．
STEP-1：河床低下前のA川のみの流況
（B川からの流入無し）
STEP-2：河床低下前のA川・B川の流況
STEP-3：河床低下後のA川・B川の流況

4.1 STEP-1：河床低下前のA川のみの流況
B川からの影響を確認するため，A川の河床低下前
のモデルを用いてA川のみ流下した場合の解析を行
った．解析結果より，断面全体で同等程度の流速で
流下していることが明らかになった．

５．河床低下原因の推定
A川の河床低下の原因としては，下記の2つの地形
条件により，A川の流れが右岸に押し寄せられ右岸側
に高速流が集中したと推測した．
①落差工が複断面であるため，B川の流水は低水路
に集中していること．
②B川の左岸側に土砂が堆積していること．
６．河床低下原因がなかった場合の流況解析
6.1 地形条件
5章で推定した河床低下原因がなかった場合の三
次元流体解析を行った．地形条件を次の通りとした．
①B川の落差工の複断面を除去
②B川の河道内の土砂堆積を除去
B川

図 ４ STEP-1 の流況（河床低下前：A 川のみ）
4.2 STEP-2：河床低下前のA川・B川の流況
STEP-1に対してB川から流入によるA川への影響
の特徴としては下記の流況が確認された．
①：B川の流向が右岸側に偏流している．
②：落差工越流部で流水が集中している．
③：A川左岸に死水域が生じている．
④：A川右岸に主流が集中している．
③

河道掘削

A川

落差工は単断面

図 ７ 河床低下原因がなかった場合の三次元モデル

①

6.2 解析結果
B川からの流入による影響の特徴としては下記の
流況が確認された．4.2章の流況と比べて流況は大き
く改善されており，河床低下原因の推定は妥当であ
ると評価できた．
①：B川の偏流はほとんど見られない．
②：越流部の流速は横断方向に概ね同等である．
③：A川左岸に死水域がほとんど見られない．
④：A川は横断方向で流速の変化は小さい．

②

④

図 ５ STEP-2 の流況（河床低下前）
4.3 STEP-3：河床低下後のA川・B川の流況
A川の河床低下による流況への影響を確認するた
め，A川の河床低下後のモデルを用いて解析を行った．
STEP-2と比較してA川の主流の集中が顕著化して
いる．
②：河床低下により水面差が大きくなり，落差工
越流部における流水の集中が顕著になった．
④：A川右岸への主流の集中が顕著化している．

③ ①

②

④

図 ８ 河床低下原因がなかった場合の流況
７．おわりに
三次元流体解析を用いて合流点の流況の課題点と
河床低下原因を推定した．推定した河床低下原因が
なかった場合の解析を行うことで，推定の妥当性を
確認することができた．
水理模型実験の実施にはコストがかかるため，小
規模な施設の解析や，水理模型実験のプレ解析とし
て三次元流体解析を用いることで，実験計画の精度
向上が可能になると考えられる．

②

④

図 ６ STEP-3 の流況（河床低下後）
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天神川流域における伊勢湾台風災害の再現計算に関する課題と工夫
倉吉河川国道事務所：副所長
丸下 淳一
工務第一課
佐野 孝行※1，濱崎 克彦※2
日本工営株式会社 ：〇山田真悟，池島 剛
（現所属 ※1：中国技術事務所
※２：広島西部山系砂防事務所）
１．はじめに
近年の激甚化する土砂災害では，同時多発的な崩
壊や土石流の発生により，谷出口の保全対象のみな
らず下流域においても多量の土砂が河道に堆積し洪
水被害を助長する土砂・洪水氾濫の発生が危惧され
る．そうした中，天神川流域(図１)では，土砂・洪
水氾濫被害から倉吉市をはじめとする下流の市街地
を保全することを目的とし，一次元河床変動計算モ
デルに基づく被害想定およびその対策計画の策定に
向け検討を進めている．
本報告では，土砂・洪水氾濫計画策定に用いる一
次元河床変動計算モデルの妥当性を評価するための
既往災害の再現計算を実施する上での課題や工夫点
について整理した．

取得した河道断面
堤防
堤防

図 2 米軍写真から作成した地形モデル
３.２ 災害写真を用いた災害後河床状況の整理
伊勢湾台風災害は災害直後に撮影された写真が多
数存在している．災害写真と，米軍写真より作成し
た地形モデルを用いて災害直後の河床高を推定し
た．また，写真に写りこむ礫径を読み取り現況河道
との比較を行い近年の河床材料調査結果を採用する
妥当性を確認した(図 3)．
読み取り項目
・災害前河床高
・災害後河床高
・最大礫径
・痕跡水位
・破堤・溢水箇所
・氾濫土砂堆積状況

下流域の保全対象

縦断図に災害後
河床高を整理

流域面積 A=490km2

図 1 天神川流域
２．再現計算の課題
再現計算の対象災害は土砂洪水氾濫計算の実績が
ある S34 年伊勢湾台風災害であり，以下の２点の課
題が生じた．
【課題】
①災害前の地形データの作成：災害前地形デー
タ(測量データ)が存在しない
②河床計算条件の設定と検証：災害前の河床条
件および災害後の河床変動の記録がない
３．検証データの作成
課題に対して災害前に撮影された米軍写真や災害
直後に撮影された災害写真を用いて，地形条件およ
び災害後の河床状況について整理した．
３.１ 米軍写真を用いた地形モデルの作成
災害前の地形データを作成するため，災害前(S23
年)に撮影された米軍写真を用いた空中写真の図化
によって地形モデル(図 2)を作成した．

図 3 災害写真から設定した検証用資料
４．再現計算モデルの作成
計算モデルは，国総研資料第 1048 号 1)に基づき
掃流砂・浮遊砂の非平衡性を考慮した一次元河床変
動計算モデル(不等流・混合粒径)を採用 2)した．
計算断面は米軍写真より作成した地形データを用
いて不定形断面でモデル化した．一次元河床変動計
算区間の勾配は，1/390～1/50 の掃流区間である．
５．再現計算条件および計算結果
水供給条件として，貯留関数法による流出解析に
より算出されたピーク流量(2,209m3/s：図 4)を，
各単元流域の流域面積で按分したハイドログラフを
設定した．集水面積が 1km2 以上かつ土石流危険渓
流の支川からは水および土砂を流入させ，残流域か
らは水のみを流入させた．計算区間の上流端および
支川からの土砂供給は平衡土砂濃度を基本とし，実
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績の生産土砂量を上限値としてハイドログラフに与
えた．
河床変動高は，図 5 に示す交換層と堆積層を設
け，最大粒径程度で複数層設定したケースと交換層
一層の単層に設定したケースを検討した．
粒度分布は，8 粒径階で設定した．河床の粒度分
布は，1km ごとにある河床材料調査結果を細かく設
定したケースと河床勾配が同程度の区間で平均化し
設定したケース(図 6 実線)を検討した．供給土砂の
粒度分布には山腹斜面で調査された材料調査の結果
を地質ごとに設定した(図 6 破線)．ウォッシュロー
ドについてはハイドロフォンの観測値より，0.2mm
以下をウォッシュロードとした．
小鴨川流域の下流部は河道幅が 200m 程度と広い
ためレジーム則の適用についても検討した．レジー
ム則のαは 3.5～5.03)4)で検討した．
感度分析結果の評価は，図 7 に示す氾濫発生区間
(9.5k および 13k 付近)の河床上昇の再現性・全体
の河床変動傾向に着目し評価した．

評価は，複層で設定したケース①よりも単層で設
定したケース②の方が再現性が高く，河床材料の粒
度分布は，1km ごとに細かく設定したケース②より
も区間勾配で平均した分布を与えたケース③の方が
高い再現性を得られた．支川内の河道区間について
も同様に河床変動計算を実施し，その計算結果を本
川に与えて計算するケース④実施したが影響はほと
んどなく，河床材料の粒度分布を一定の勾配区間で
平均したものを与え，レジーム則(α=3.5)を適応し
たケース⑤が最も再現性が高い結果となった．
６．おわりに
本検討では，対象とする災害事例が古く災害前の
地形データや検証データが不足している中，米軍写
真(空中写真)や災害写真を活用し，災害前および災
害直後の河道状況を詳細に整理することで，計算モ
デルの作成から計算結果の定量的な妥当性評価まで
を実施できた．今後は本検討で作成したモデル及び
計算条件を用いて，被害想定および施設配置計画の
検討を進めていく予定である．

←2,209m3/s

７．参考文献

図 4 ハイドログラフ

図 6 河床・供給土砂の粒度分布
災害写真より推定
した災害後河床高
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河床材料
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粒度分布

構成

計算
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全層厚は実績より 1～2ｍとした

ケース④ 区間勾配ごとに平均化

単層

あり

なし

図 5 河床の概念図

ケース⑤ 区間勾配ごとに平均化

単層

あり

あり(α=3.5)

土砂洪水氾濫発生区間
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河川区間

砂防区間

橋梁の影響と考
えられる堆積

土砂洪水氾濫発生区間

図 7 再現計算結果（小鴨川本川区間）
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HyperKANAKO による土石流の再現計算と再現計算上の課題について
アジア航測株式会社

〇柏原佳明、臼杵伸浩、吉野弘祐、高橋秀明、太井正史

京都大学名誉教授
水山高久
は難しい状況であった。全壊家屋は全
90 戸のうち 4 戸
１． はじめに
（4.4％）
、半壊家屋は全 128 戸のうち 18 戸（14％）が流体
わが国では、毎年豪雨等に起因した土石流により甚大な被
力 0kN/m となっており、再現計算上土石流が到達していな
害が発生している。土石流による被害を軽減するためには、発
い結果となった。流体力の大きさごとに全壊・半壊の被害率
生しうる土石流の実態を予測することが重要になる。このた
を確認すると、半壊の家屋のほうがやや流体力の小さい範囲
め従来から土石流の数値シミュレーションが多く行われてき
（0-14kN/ｍ程度）での被災率が高かった。
ているが、近年では堀内ら（2012）による HyperKANAKO
の開発もあり、土石流による氾濫範囲や流体力を数値シミュ
レーションにより比較的簡易に算出することが可能となって
きている。本報告では、昨年度報告した H30 広島災害の再現
計算事例（柏原他、2020）について、災害前後の空中写真の比
較等による保全対象の被災状況の精査等を行った上で、再現
された土石流と被災家屋の比較を行い、土石流の再現に影響
を与えた点を整理した。
２． 土石流流体力と被災家屋の比較
土石流の再現計算は、広島県委員会等で家屋被災の状況が
調査されている 11 渓流で実施している。これらの渓流につい
て、災害前後の空中写真を確認し、家屋の全壊および半壊の区
別を行った。また、Google のストリートビュー等を参考に家
屋構造を木造と非木造に分類した。その上で再現計算により
土石流が到達した家屋と土砂災害警戒区域内の家屋 1,246 戸
について、再現計算による土石流の流体力と被災有無を対比
した。整理は 2kN/m ごとのカテゴリで区分した。カテゴリご
との被災家屋数と被災率を表１に、被災率を表２に示す。
非木造家屋は全壊した家屋が 2 戸存在するが、いずれも
20kN/m 以上であった。非木造家屋は全体で 27 戸確認できた
が、実際に被災した家屋は 2 戸のみであり、今回の渓流では
家屋構造の違いによる被災状況の違いを詳細に考察すること
表１ 家屋位置の流体力
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木造
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非木造
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1
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5

5

0

1

1

0

0

0

0
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7
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1

1

1
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3

0
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4
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2
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19

0

計

1246

1219

27

90

88

2

128

128

0

３． 計算レッドゾーンと被災家屋の比較
再現計算結果を用いて、計算メッシュごとに流体力および
建築物の耐力を計算し、流体力が上回る範囲を計算レッドゾ
ーンとして、家屋位置が計算レッドゾーンに該当するか確認
した。ここでは、土砂災害防止法に基づき、流体力は（１）式
で計算し、建築物の耐力は（２）式で計算した。

Fd   d U 2
P2 

全壊
木造
1%

1%

非木造
0%

４． 土石流の再現に影響を与えたポイント
再現計算により、家屋位置のレッドゾーン有無を把握した
が、レッドゾーンと判断されたが実際には被災していない家
屋、レッドゾーンと判断されていないが被災した家屋、すなわ
ち土石流の再現が十分ではなかった可能性がある家屋が存在
する。ここでは、再現計算が被災実態と乖離した箇所およびそ
の要因など、再現計算上、重要と考えられるポイントについて
代表例を例示した。
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表３ 再現計算による家屋位置のレッドゾーン有無
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0%

ALL

（２）

35.3
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ここに、Fd：土石流による建築物に作用すると想定される力の
大きさ（kN/m2）
、ρd：土石流の密度（t/m3）
、U：土石流の流
速（m/sec）
、P2：通常の建築物が土石流に対して住民等の生命
又は身体に著しい危害が生じるおそれのある損壊を生ずるこ
となく耐えることができる力の大きさ（kN/m2）
、H3：土石流
により力が通常の建築物に作用する場合の土石流の高さ（m）
である。
表３には、再現計算による家屋位置がレッドゾーンに相当
するか否か整理し示す。また、表４には、計算によるレッドゾ
ーンごとの被災率を示す。レッドゾーン相当と判定された家
屋は 117 戸で、
そのうち全壊は 35 戸、
半壊は 37 戸であった。
被災率は各々30％、32％であり、レッドゾーン相当と判断さ
れた家屋の 62％（72 戸/117 戸）が全壊あるいは半壊の被害と
なっていた。一方で、計算上レッドゾーン外となった家屋につ
いても５％が全壊、８％が半壊の被害を受けていた。

表２ 流体力階ごとの被災率
流体力
(kN/m)
0

（１）

非RED
RED
計
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全家屋
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6
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0
2
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37
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表４ 計算によるレッドゾーンごとの被災率
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ALL
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木造
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非木造
-
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37
128

非木造
0
0
0

4.1 橋梁閉塞の影響
橋梁の閉塞が再現計算に影響したと考えられる事例を図１
に示す。ここでは、上流から少なくとも 3 か所の橋梁が閉塞
している。当該橋梁地点の勾配は、上流から概ね 3.5 度、2.3
度、1.0 度程度と緩勾配であり、橋梁下流の家屋付近の堆積土
砂は細粒成分を主体とした土砂が層状に堆積していた。家屋
の被災状況を確認すると、上流と下流橋梁の直下流域に被災
が集中しているが、再現計算では、橋梁閉塞による偏流の再現
は難しく、流路方向に地形なりに計算されている。

の発生なども再現性に影響を与えていると考えられる。土石
流の流れに影響を与えるポイントについては、災害直後の現
地調査で把握しておくことが重要である。
参考文献
堀内ら（2012）
：GIS と連携した土石流シミュレーションシステム
の開発，平成 24 年度砂防学会研究発表会概要集, pp.178-179
柏原ら（2020）
：HyperKANAKO による平成 30 年 7 月豪雨による
土石流の再現と被災家屋の分布状況について、2020 年度砂防学会研
究発表会概要集, pp.575-576

4.2 家屋および家屋構造による影響
図２には、家屋が土石流の流下に影響したと思われる事例
を示す。図２左図の渓流では、主な土石は渓流中腹の家屋によ
り停止しているが、計算ではこれらを再現できていない。この
ため、計算では下流にレッドゾーンが発生し、実際には被災の
ない家屋がレッドゾーン内に含まれる結果となっている。ま
た、図２右図は、計算レッドゾーンに下流に RC 構造の家屋が
存在するが、実際には被災していない事例を示す。本家屋の下
流家屋も被災していないが、RC 構造の家屋の影響で被災しな
かった可能性もある。このような家屋による土石の停止など
土石流の流れに影響を与える状況については今回の計算では
再現ができていない。
4.3 土石流ハイドログラフの影響
土石流ハイドログラフは再現計算時に最も影響を与えるパ
ラメータの一つである。今回は、災害時のピーク流量が現地調
査により得られている渓流はその実績値、それ以外の渓流は
地形データの変化等から推定した。図３には感度分析的な計
算として、ピーク流量を 80m3/s、100m3/s の 2 ケースで計算
した事例を示す。計算では、ピーク流量が 2 割程度異なった
場合でも、土石流の到達範囲は大きく変わらないものの、レッ
ドゾーンが変わる可能性があることがわかる。
4.４ 複数回の土石流の影響
H30 広島災害時には、同一渓流の複数支渓で、土砂の移動
痕跡が確認されている渓流も多い。これら支渓からの土石流
発生タイミングは、空中写真から判断することは極めて難し
い場合が多い。今回は、現地確認ができていない渓流について
は、主流路のみの再現計算を行っている。図４には左右の支渓
より土石流が流下した渓流の事例を示す。当該渓流では、渓流
出口の家屋がすべて被災しているが、再現計算上では右岸よ
りの家屋のみレッドゾーンとなっている。谷出口が左方向に
屈曲していることや、左岸寄りの家屋は宅盤が若干高いこと
も影響している可能性があるが、左支渓の土石流を考慮する
ことで結果が異なる可能性もある。
５．おわりに
HyperKANAKO を用いて、H30 広島災害での土石流を再
現し、家屋の被災状況と再現計算でのレッドゾーンとの対比
を行った。再現計算において、レッドゾーンと判断された家
屋の概ね 60％程度が実際に被災している結果であり、レッド
ゾーンと判断されない家屋でも 13％が被災している結果で
あった。再現計算では、基本的に災害前の DEM データ用い
て計算を行う。
このため、
再現性に差異がでた原因としては、
DEM で考慮できない橋梁閉塞有無や家屋（構造）等の影響
が推察される。さらに、土石流のピーク流量や複数支渓から
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橋梁閉塞

図１ 橋梁閉塞の影響例

家屋の影響で
土石停止
RC 構造（被災無）

図２ 家屋の影響例

ピーク流量：80m3/s

ピーク流量：100m3/s

図３ ピーク流量の違いによるレッドゾーンの差異

左右支渓に土石流の流下痕跡があ
るが、今回は右支渓のみ計算

図４ 複数回の土石流が影響した可能性がある渓流
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昭和13年阪神大水害の災害記録を活用した実績氾濫状況の検証事例
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西尾陽介 佐藤敏明 目晋一 武蔵由育 小林真之 後藤宏二 〇山田創太
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国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 長尾壮治

１． はじめに
阪神大水害では1938(昭和13)年7月3日～5日にかけて発生した豪雨により、兵庫県神戸市を含む阪神地方で
土石流や斜面崩壊、土砂洪水氾濫が生じ、六甲山山麓において未曾有の被害が発生した。
当時の神戸市は港町として栄え、山麓から海岸にかけての平地には鉄道や道路、住宅が密集していた。中
谷ら1)によれば、神戸市と同様に山麓が市街化している広島市で発生した土砂災害では、道路や家屋の位置
関係によって氾濫範囲が変化し、被害状況が変わるとされている。土砂洪水氾濫災害は土石流災害と比較し
て、氾濫範囲内の建物の倒壊が少ないことから、建物の位置関係が氾濫範囲の変化につながると考えられ
る。
そこで、本検討では、阪神大水害時に発生した土砂洪水氾濫の実績を用いて、当時の建物の立地状況を評
価した場合と評価しない場合の二次元氾濫計算を行うことで、建物の立地による土砂洪水氾濫の氾濫範囲の
変化について検証した結果を報告する。
２． 新生田川流域の概要
本検討では六甲山系の新生田川流域を対象とした。新
生田川は六甲山を源流とし、神戸市中央区を流下する河
川である。新神戸駅付近で支川の苧川と合流し、合流点
下流に砂防基準点が設定されている。また、砂防基準点
下流域では阪急電鉄、JR及び国道２号線が河川を横断
し、神戸市の中心市街地が形成されている。このような
土地利用の状況は阪神大水害当時から同様であり、主要
道路の周辺には多くの住宅等の建造物が密集していた。
新生田川の流域面積は約11.72㎢、平均河床勾配は流
域内で1/12.5と比較的急勾配である一方で、基準点下流
では1/47.1と勾配が緩く、流域内と基準点下流で平均河
床勾配が大きく異なっている。また、流域内の地質分布
は主に花崗岩で構成される。花崗岩は風化作用によるマ
図１ 新生田川流域概要図
サ土化が著しく、豪雨時には斜面崩壊を起こしやすい要
因となっている。阪神大水害時に新生田川流域から流出した土砂量2）は286,000㎥とされている。
新生田川は1871(明治４)年に現在の位置に付け替えられ、付け替え前の河道（旧生田川）は現在のフラワ
ーロード(県道30号)となっている。付け替え以前は、三宮駅南西に位置する外国人居留地周辺で出水時にた
びたび氾濫が生じ土砂が流出していた3)。
３． 阪神大水害での氾濫状況
阪神大水害時の日雨量は布引観測所4)で、７月3日
123.4ｍｍ、４日272.0ｍｍ、５日8.0ｍｍとなり、３日間
の合計では403.4ｍｍであった。
新生田川及び苧川のそれぞれの谷出口付近から土砂洪
水氾濫が発生し、現在のフラワーロード沿いの市街地に
おいて土砂堆積及び浸水被害が生じていた。
当時の実績氾濫範囲4)と加納町付近の氾濫状況5)を図２
に示す。氾濫は主に旧生田川方面に広がり、特に旧生田
川筋の道路上周辺での被害が甚大であった。また、加納
町付近の写真では、道路沿いの建物の一階部分が土砂に
より完全に埋没していることが確認できる。また、埋没
した建物は多少の損傷はみられるが、倒壊せず水及び土
図２ 加納町付近の氾濫状況
砂が道路上を流下堆積している状況が確認できる。この
ことから、新生田川下流の土砂洪水氾濫では、道路沿いの建物に規制されながら、旧河道上の道路に沿って
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水及び土砂が流下した可能性が考えられる。
４． 二次元氾濫計算による検証
４．１ 計算条件
本検討では建物による氾濫への影響を把握するため、建物が存在しない場合（Case1）と、旧生田川沿いに
建物が存在する場合（Case2）の2ケースについて二次元氾濫計算を行った。道路沿いに建物が存在する場合
（Case2）は、道路沿いの建物高（2階建：約6m）をメッシュデータに与え、計算を行った。
計算に使用したメッシュサイズは25m×25mとし、氾濫開始点は昭和13年の当時の氾濫開始点とした。また
供給する流量及び土砂量については、阪神大水害の一次元河床変動計算を行い氾濫開始点の流量及び土砂量
を設定し、氾濫範囲の変化を確認した。
４．２ 計算結果
Case1及びCase2の二次元氾濫計算結果を図３に
示す。
旧生田川方面の道路周辺に建物が存在しない場
合であるCase1の計算結果では、旧河道である旧
生田川筋に流下し、旧生田川筋と新生田川の間に
氾濫が沿岸付近まで広がり、土砂が堆積する結果
となった。また、旧生田川以西への氾濫はわずか
であり、外国人居留地への氾濫はほとんど見られ
なかった。実績の氾濫範囲では旧生田川方面の道
路に沿って三宮方向に流下堆積している一方で、
旧生田川筋と新生田川の間での土砂堆積は少な
く、計算結果と実績との相違がみられた。また、
図３ 二次元氾濫計算結果
旧生田川と新生田川の間の堆積状況は実績では浸
（左図：Case1、右図：Case2）
水地域となっているが、Case1では最大堆積深が
0.50m以上の氾濫も多くみられ、実績と比較して過剰に堆積していると考えられる。
一方の旧生田川方面の道路周辺に建物が存在する場合であるCase2では、Case1の計算結果と同様に旧生田
川筋に流下し旧生田川筋と新生田川の間に氾濫がみられたが、Case1に比べ、土砂堆積が薄く氾濫範囲の大部
分の最大堆積深が0.10ｍ以下と規模が小さい結果となった。また、三宮駅より下流では、南西方面の外国人
居留地に土砂が流下し、case1に比べ氾濫の到達範囲が広がることが確認された。実績の氾濫範囲と比較した
場合には、被害甚大とされている旧生田川の道路上及び外国人居留地周辺で土砂が堆積し、Case1と比べ、よ
り実績氾濫範囲に近い結果であると考えられる。また、旧生田川と新生田川の間での土砂堆積が小さいこと
も実績の氾濫状況と一致し、高い再現性を有していると考えられる。
５． 考察
建物が存在しない場合と、旧生田川沿いに建物が存在する場合の計算結果から主に氾濫の到達範囲及び土
砂堆積状況の二点について変化が確認された。
氾濫の到達範囲については、建物を配置することにより、氾濫した水及び土砂の流下が阻害され氾濫範囲
に違いが生じ、建物の存在しない場合に比べ建物が存在する場合の方がより実績の氾濫範囲に近い結果とな
った。このことより、下流域が市街化している地域では建物の配置を考慮することが二次元氾濫計算の精度
向上に有効であると示された。
土砂堆積状況については、実績の氾濫範囲では浸水地域とされ比較的土砂堆積による被害が小さかったと
考えられる旧生田川と新生田川の間の氾濫状況では、建物を配置しない場合で最大堆積深が実績の氾濫範囲
と比較して過剰に堆積していたが、建物を配置することにより最大堆積深が小さくなり、より実績の被害状
況と近い結果となった。また、建物の配置することにより旧生田川上及び外国人居留地付近での土砂堆積が
より顕著となったことから、土砂堆積状況についても、建物の存在を考慮することで、実績氾濫状況への再
現性が高くなることが考えられる。
６． おわりに
建物の存在を考慮することで、二次元氾濫計算の氾濫の到達範囲及び土砂堆積状況への影響が明らかとな
った。このような地域の特性を反映することで、二次元氾濫計算の再現性及び精度向上し、土砂災害対策の
効果向上が期待される。
【参考引用文献】1)中谷加奈・小杉恵・里深好文・水山高久：家屋や道路が土石流の氾濫・堆積に及ぼす影響-2014年8月に発生した広島土砂
災害を対象として-，砂防学会誌，Vol.69，No.5，p.3-10，2017 2)兵庫県立工業学校，表六甲地方の山津波 昭和13年8月の実地調査，1938
3)神戸市，神戸市水害誌抜粋，1939年 4)近畿地方建設局六甲砂防工事事務所，六甲三十年史，1974 5)神戸市役所，神戸市水害誌附圖，
1939年
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大規模土砂生産後の中長期的な土砂移動を考慮した対策検討
－紀伊山系滝川流域栗平地区の事例－
国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所
小竹 利明・山田 拓
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター
木下 篤彦・柴田 俊
アジア航測株式会社
○井之本 信・山本 歩・岡野 和行・江口 友章・臼杵 伸浩
京都大学名誉教授
水山 高久

１．はじめに
平成 23 年台風 12 号により熊野川水系十津川左支川滝川流域栗
平川の左岸斜面において深層崩壊が発生した（図１）．栗平地区で 地理院タイルに計算区間等を追記して掲載
は，深層崩壊斜面の再崩壊防止と下流集落の土砂・洪水氾濫防止を
目的として，深層崩壊地の下流約 2km の区間に 4 基の砂防堰堤を
栗平川
計画し，最下流の 1 号堰堤が平成 29 年 2 月に竣工している．その
一方で，近年も河道・渓岸の侵食と土砂流出を繰り返し，状況が変
深層崩壊地
化し続けている．
このような背景のもと，小竹ほか 1)は一次元河床変動計算により
計画施設の有用性や課題・対応策を検討した．この成果により有効
滝川
な対策を立案できたものの，次の課題も残されていた．
滝川
 対象出水として短期的な土砂移動現象のみを想定していたが，
砂防堰堤
帯工
仮設ブロック積
栗平地区の活発な土砂流出は今後も中長期的に続くと予想され
4 号堰堤（計画）
ることから，中長期的な予測計算も必要である．
 計画堰堤（2～4 号堰堤）がすべて完成した状態で計算していた
2 号堰堤（計画）
が，実際には下流から順に着手し，各堰堤が完成する間にも河床
が変化する可能性があることから，現実的な施工期間を考慮し 1 号堰堤（既設）
深層崩壊地
3 号堰堤（計画）
た計算も必要である．
これをふまえ本研究では，中長期の土砂流出現象を想定するとと
もに，計画堰堤が完成するまでの施工期間も考慮した一次元河床変
図 1 対象地区の位置・計算区間
動計算を実施し，事業計画の有用性や課題，改善策を検討した．
表 1 計算条件
２．計算モデルと計算条件
初期河床
令和2年LPデータより作成
本研究では一次元河床変動計算モデルとして，掃流砂・浮遊砂を対
計算間隔
50m
象とした混合粒径一次元不定流モデルを用いた．計算区間は，図 1 に
平均粒径
混合粒径（10粒径階）
示した栗平川の約 8km および滝川の約 17km とした．中長期を想定
砂礫密度
2650 kg/m3
したハイドログラフは，平成 23 年 9 月（台風 12 号後）～令和 2 年 9
間隙流体密度
1000 kg/m3
月までの 9 年間の実績降雨のうち，連続雨量が 100mm 以上の降雨を
内部摩擦角
37.0°
抽出し貯留関数法による流出解析により作成し，土砂については感度
堆積速度係数
0.05
分析結果をもとに土砂濃度一定（0.006）の条件で供給した．
侵食速度係数
0.0001
計算ケースは，表 2 に示す 5 ケースとした．ケース
マニングの粗度係数
0.03
1 は現況時，ケース 2 は 2 号～4 号堰堤完成後に各堰
堤の堆砂地を 1/20 勾配で埋め戻す案（図 2）
（小竹ほか
表 2 計算ケース
における最適案）
，ケース 3 は深層崩壊地直下および計
計算
施工期間
計画施設
侵食対策
画堰堤間に，河床低下を抑制するための帯工 4 基を配 ケース 計算目的
の考慮
置した案である．なお，ケース 2 およびケース 3 では，
現況状態の なし
1
なし
なし
2～4 号堰堤が完成した状態を初期河床とした．
確認
（既設1号堰堤のみ）
一方，ケース 4 およびケース 5 は，計画堰堤の施工
既往最適案
2
2号,3号,4号堰堤完成 なし
なし
期間を考慮したケースである．2 号堰堤が 3 年後，3 号
の検討
堰堤が 6 年後，4 号堰堤が計算終了後となる 9 年後に
侵食対策の
帯工を4基
3
2号,3号,4号堰堤完成
なし
完成すると想定した．具体的には，3 年経過後，6 年経
効果検討
配置
過後に計算を止め，計算結果である 3 年後，6 年後の最
4
なし
あり
現実的な施 2号,3号堰堤完成
終河床高を用いて堰堤計画地に 2 号堰堤，3 号堰堤を
工期間を考
設置した上で，計算を実施した．
2号,3号堰堤完成
慮
5
なし
あり
ケース 4 は 3 年後に 2 号堰堤が，6 年後に 3 号堰堤
＋仮設ブロック積
が完成する案，ケース 5 は 2 号堰堤，3 号堰堤が完成 注）黄色着色は各ケースの特徴となる条件
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530

深層崩壊斜面

変動高 (m)

変動高 (m)

変動高 (m)

標高 (m)

するまでの間，4 号堰堤位置に多用途のコンクリートブ
現況時（case1）
510
ロックによる仮設ブロック積を構築し，崩壊斜面直下の
490
埋め戻し勾配1/20（case2）
470
↑ 4号堰堤（計画）
河床低下を抑える案である．なお，ケース 5 では，施工
450
済の仮設ブロック積において脚部侵食による沈下が確
↑ 3号堰堤（計画）
430
認されており，計算においてもその現象を反映するもの
410
↑ 2号堰堤（計画）
390
とした．具体的には，仮設ブロック積の脚部が侵食され
370
↑ 1号堰堤（既設）
た深さ分，仮設ブロック積の天端も沈下するものとし，
350
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
2 号堰堤が完成する 3 年後と 3 号堰堤が完成する 6 年後
追加距離（m）
にこの処理を行った（図 3）
．
図 2 計算前の河床高
移動床
３．計算結果
仮設ブロック積
固定床
３.１ 既往最適案の検討
固定床
2m
固定床
図 4 に，ケース 1 およびケース 2 の河床変動高の計算
砂防堰堤
結果を示した．現況状態で中長期的な土砂移動現象が発 移動床
2m
生した場合（ケース 1）
，深層崩壊斜面直下が最大で 25m
移動床
脚部が2m侵食
天端も2m沈下
固定床
低下し，深層崩壊斜面の不安定化が懸念された（図 4 黒 移動床
図 3 対策施設の効果
線）
．一方，小竹ほかで最適案とした対策（ケース 2）で
帯工
の見込み方
30
は，深層崩壊斜面直下の侵食深が 6m となり，深層崩壊
25
case1
case2
斜面の安定性が大幅に改善するものの，2 号～4 号堰堤
20
15
の脚部が 5～8m 侵食され，堰堤が不安定化する可能性
10
深層崩壊斜面
があることが分かった（図 4 赤線）
．短期の土砂移動現象
5
0
に対しては最適であったが，中長期の土砂移動現象に対
-5
-10
しては課題が生じる結果であった．
↑ 2号堰堤
↑ 4号堰堤
↑ 1号堰堤
-15
（計画）
（計画）
（既設）
３.２ 侵食対策の効果検討
↑ 3号堰堤
-20
（計画）
3.1 の課題をふまえ，深層崩壊地直下および計画堰堤 -25
-30
間に帯工 4 基を配置した場合（ケース 3）の計算結果を
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
追加距離(m)
図 5 に示した．帯工を追加することで，深層崩壊斜面直
図 4 予測計算による河床変動高
下および計画堰堤脚部の侵食が抑制される結果が得ら
【既往最適案の検討】
30
れた（図 5 緑線）
．この結果から，将来的に深層崩壊斜面
25
case2
case3
直下や 2 号～4 号堰堤の脚部が侵食され不安定化が懸念
20
15
される場合には，多用途のコンクリートブロックを活用
深層崩壊斜面
10
↓
↓
して仮設の帯工を構築する等して柔軟に対応すること
↓
↓ 帯工
5
0
が有効と考えた．
-5
↑ 1号堰堤
-10
３.３ 施工期間を考慮
↑ 2号堰堤 ↑ 3号堰堤 ↑ 4号堰堤
（既設）
（計画）
（計画）
（計画）
図 6 に施工期間を考慮した計算結果を示した（ケース -15
-20
-25
4，5）
．2 号堰堤，3 号堰堤が 3 年後，6 年後に完成する
-30
場合（ケース 4）では，4 号堰堤位置が 11m，深層崩壊
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
追加距離(m)
斜面直下が最大で 18m 低下する結果となった（図 6 青
図 5 予測計算による河床変動高
線）
．一方，多用途のコンクリートブロックを活用して仮
【侵食対策の効果検討】
30
設ブロック積を構築した場合（ケース 5）には，侵食深
25
case2
case4
case5
がそれぞれ 4m，2m 抑えられる結果が得られ，仮設ブロ
20
15
ック積を活用することで侵食を遅らせることができる
10
深層崩壊斜面
ことが確認された（図 6 黄線）
．
5
0
４．おわりに
-5
↑ 1号堰堤
様々な条件を想定した一次元河床変動計算を実施する -10
↑ 2号堰堤 ↑ 3号堰堤
（既設）
-15
（計画） ↑ 4号堰堤
（計画）
ことで，中長期的な土砂移動現象に対する栗平地区にお -20
（計画）
ける計画施設施工時の課題と対策効果を検討できた．今 -25
-30
後，予測計算結果と実現象を比較し，計算条件等の変更
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
追加距離(m)
等を検証，改善していく必要がある．数値シミュレーシ
図 6 予測計算による河床変動高
ョンは，比較的簡易的に様々な条件の予測を行うことが
【施工期間を考慮】
可能である．近年，広範囲で航空レーザ測量が実施され， 参考文献
１）小竹利明，山田拓，柴田俊，木下篤彦，臼杵伸浩，
高精度の地形データ作成が可能であることから，これら
岡野和行，江口友章，井之本信，水山高久（2020）
：
を活用した数値シミュレーションによる対策の検討を
数値計算モデルによる予測結果を用いた対策検
討 －紀伊山系滝川流域栗平地区の事例－，2020
さらに進めることが有効と考えられる．
年度砂防学会研究発表会概要集，pp.671,672.
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歴史的砂防施設の利活用に関する研究
アジア航測株式会社 ○澤 陽之 岩手大学農学部 井良沢道也
岩手県 熊谷和馬，日本工営株式会社 飯塚珠恵，国土交通省日光砂防事務所 森隆彰
１ はじめに
砂防事業により建設された砂防堰堤などの砂防施設の
中で，竣工後 50 年以上経過し，歴史的・文化的価値を有
する施設は歴史的砂防施設と呼ばれている。歴史的砂防施
設の一部は，国の重要文化財や登録有形文化財に指定・登
録されており，現役の防災施設として，地域を土砂災害か
ら守る一方，地域の防災力向上や地域活性化に資する施設
として利用されている。歴史的砂防施設については，
「歴
史遺産」
，
「地域活性化の核」として十分活用するためには，
施設が有する価値に留意し，それを引き出す工夫が必要で
あると言われている。歴史的砂防施設の活用を考えるうえ
では，施設を「見る」
，
「学ぶ」という来訪者の体験を基本
とし，活用の考え方とその内容を活用計画として取りまと
めておくことが重要であると指摘されている。
本研究では、歴史的砂防施設の利活用計画を策定し、関
連するイベントを地域一体となって開催している万内
川・日影沢（新潟県妙高市、登録有形文化財が存在）と、
同じ県内において同様に歴史的砂防施設が存在し、最近登
録有形文化財の登録された鎌倉沢川（新潟県南魚沼市）を
対象に、歴史的砂防施設の建設経緯および技術的背景に関
する研究成果 1)を基に、建設後の歴史的砂防施設の利活用
状況を把握し、その後の利活用状況の違いや全国の歴史的
砂防施設の活用状況から、歴史的砂防施設の利活用の課題
や持続可能な施設の保存、維持管理、地域の維持について
考察した。その結果を元に，歴史的砂防施設の活用の段階
ごとの基本方針および具体的な対応内容や，歴史的・文化
的価値，技術に基づいた利活用手法について提案を行った。
２ 歴史的砂防施設の利活用状況について
歴史的砂防施設の活用については，新潟県における先進
2 事例の比較 2)および全国事例の調査結果から，多くの歴
史的砂防施設が文化財として登録されている現状におい
て、砂防施設の文化財登録のみでは、必ずしもその価値を
十分に引き出し、周知・啓発を進める中で十分な活用がさ
れていないことが確認された。既往研究（中山間地域等に
おける歴史的砂防施設の保存活用による地域活性化調査
報告書）では、歴史的砂防施設の活用について、
「歴史的
砂防施設の有する価値」
「活用の原則」
「活用の段階から
見た留意点」の 3 つの観点から検討しており、既往研究成
果に基づいて作成された「歴史的砂防施設の保存活用ガイ
ドライン」
（平成 15 年 5 月 国土交通省・文化庁）等に
より、登録有形文化財の登録やそれに伴う広報・周知活動
により、歴史的砂防施設の有する価値について把握、整理
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する取り組みが進んだと考えられる（図-1）
。その一方で、
文化財への登録後については、活用の原則である「砂防施
設が荒廃した山地、渓流を治めることによって、国土の安
全に貢献し、近代日本の発展の一翼を担ったという歴史性
を伝えること」が直接的に難しい砂防施設が多い中で、活
用計画が策定できず、段階的な活用が進んでいない施設が
多く見られる。

図-1 歴史的砂防施設の活用の段階における
整備・対応状況の変化
３ 活用の段階ごとの基本方針および具体的な対応内容
新潟県の万内川・日影沢および鎌倉沢川の 2 事例におい
ては、ガイドラインに基づいたハードおよびソフトな施策
が検討されていた。特に、万内川・日影沢では、
「知っても
らうために」
「来てもらうために」
「体験してもらうため
に」
「維持してくために」の 4 つの活用の段階に対し、活用
計画に基づき活用の段階の 4 つ目にあたる「維持していく
ために」
（歴史的砂防施設を含めた景観の維持）
まで取り組
みが進んでおり、地域の住民団体が主体となり、施設管理
者である県や市、地元企業等が参加して毎年開催される歴
史的砂防施設を中心としたイベント（万内川砂防公園サマ
ーフェスティバル）により、活用のサイクルが継続的に進
行している好例となっている。鎌倉沢川の事例との比較の
中で、活用にあたってのポイントとして「住民団体の存在」
と「地域を巻き込んだイベントの開催」が大きな要因とし
て存在している。住民団体によるイベント等を通じて、活
用の基本である「見る」
「学ぶ」場を提供し、そのために必
要な砂防施設に対する維持管理活動・施設整備を通じて、
施設そのものの管理にもつなげていこうとする取り組みと
なっている。利活用が、地域住民、行政、地元企業等が一
体となって行われていることに大きな特徴がある。
一方で、
イベントの開催は、防災や砂防について学ぶ場としては不

十分であることから、イベント内容（コンテンツ）の検討
や防災教育的な内容を補完する別途手法が必要である。施
設を管理する新潟県は、別途子供を対象とした砂防に関す
るイベントを開催しており、防災教育的な内容を補完して
いる 3)。

能な砂防施設の利活用を進めていくことが可能となる。砂
防施設は地域のものという認識を持つことが重要である。
表-1 歴史的砂防施設の活用のポイントと具体的事例

４ 歴史的・文化的価値，技術に基づいた利活用手法
歴史的砂防施設の利活用は、砂防施設が持つ歴史的背景
と文化的価値、導入されている技術によって、手法とその
効果は異なる。
その地域に合った利活用方法が必要である。
本研究により、全国の歴史的砂防施設における利活用状況
や課題を把握することができた。これらを活用し、施設間
の情報共有のネットワークを構築することにより、地域に
合った利活用方法を導入し、歴史的砂防施設の保存と、地
域の活性化につなげていくことができる。本研究では、そ
れらを踏まえ新たな歴史的砂防施設の活用段階における対
応策（案）を作成した（図-2）
。また、歴史的砂防施設の保
存活用ガイドラインにおいて目標と期待される効果として
挙げられている４つの視点（①歴史的砂防施設の保存、②
活用への配慮・施設の見せ方、③広報 PR、④管理・運営）
による観点から、地域活性化のための歴史的砂防施設の活
用における課題とその対応策について、本研究における調
査結果より
「歴史的砂防施設の活用のポイントと代表事例」
として更新・整理した（表-1）
。

【参考文献】
1)澤陽之・小川紀一朗・井良沢道也：新潟県万内川・日影沢
及び鎌倉沢川における歴史的砂防施設の建設経緯と技術的特
徴，砂防学会誌，Vol.73，No.2，2020

図-2 新たな歴史的砂防施設の活用の段階による対応策
（案） 2)澤陽之・井良沢道也・飯塚珠恵・森隆彰・熊谷和馬：歴史
的砂防施設の利活用の現状と課題について～新潟県における

４．まとめ
本研究では，歴史的砂防施設の利活用の課題や持続可能
な施設の保存、維持管理、地域の維持について考察し，歴
史的砂防施設の活用の段階ごとの基本方針および具体的
な対応内容や，歴史的・文化的価値，技術に基づいた利活
用手法について提案を行った。共通の課題となる利活用の
担い手不足・高齢化対策については、歴史的砂防施設が存
在する地域内にとどまらず、外部から人材投入による活性
化事例等を参考に、住民団体としての組織、拠点施設の整
備、定期的なイベント開催により、砂防施設への関心を高
め、施設周辺の除草・清掃等の維持管理を通じて、持続可
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歴史的砂防施設の事例から～，令和 2 年度砂防学会研究発表
会概要集 p.667-668，2020
3)澤陽之・井良沢道也・飯塚珠恵・森隆彰・深澤真聖：歴史
的砂防施設の利活用の現状と課題について～持続可能な地域
づくりに向けて～，令和元年度砂防学会研究発表会概要集
p.239-240，2019
■本研究については、新潟県妙高市および南魚沼市の住民の
皆様，新潟県土木部砂防課ならびに同県上越地域振興局妙高
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DX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）技術を活用した砂防関係施設における維持管理の合理化に関する提案
○星本 真秀，原田 紹臣，岩崎 貴志（三井共同建設コンサルタント株式会社）
川島 康史，越

康，坂下

江（JIP テクノサイエンス株式会社）

里深 好文（立 命 館 大 学 理 工 学 部）
水山 高久（京 都 大 学 名 誉 教 授）

2, 提案する支援システムを活用した砂防関係施設の

1, はじめに

維持管理におけるデジタル化（DX）推進の取組

近年，砂防関係施設においても日常的な維持管理が求めら
れ，ライフサイクルコストの最適化も考慮した砂防関係施設の長
寿命化計画策定が求められている 1)．一方，社会経済状況の
激しい変化に対応し，インフラ分野においてもデータとデジタ
ル技術を活用して，「社会資本や公共サービスを変革」させると
共に，「業務そのものや，組織，プロセス，建設業や国土交通
省の文化・風土や働き方を変革」して，「安全・安心で豊かな生
活を実現」するための「インフラ分野のデジタル・トランスフォー
メーション（DX）」の推進が求められている 2)．
本稿では，これまで筆者らが提案し，取り組んできている
「DX 技術を活用した砂防関係施設における維持管理の合理
化（効率化，省力化，精度向上）に関する提案」について紹介
するとともに，更なる取組事例について新たに示すものとする．

(1)点検作業から補修等の事業計画立案までの効率化・省力化
砂防関係施設（砂防設備，急傾斜地崩壊防止施設，地すべり
防止施設，雪崩対策施設，火山砂防施設等）における維持管
理（施設情報管理，点検，健全度評価，修繕等の対策優先度検
討，ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ検討，事業計画立案等）の効率化や省力化
を目的に，デジタル化したデータを有効活用する「維持管理支
援システム 3)」を図-1 に示す．図-1 に示すとおり，主に，「点検
入力支援システム（外業）」と「施設台帳・各種検討支援システム
（内業）」とで構成されており，それぞれ，単独でのシステム利用
が可能となっている．なお，健全度評価等の各種検討支援シス
テム（図-2）は，これまでの既往知見（例えば，定量的な健全度
施設や周辺の点検結果（部位の変状レベル等）

表-1 砂防関係施設維持管理支援システム導入により期待される効果
目 的 2)
知識・経験の
デジタル化
モノの
デジタル化
行動の
デジタル化

変状レベル
a

本提案により維持管理において期待される効果
・革新的技術のインフラ分野への導入
・人間拡張に係る技術開発，導入の促進等
・施設の維持管理，行政事務データの管理効率化
・建設事業各段階の DX による労働生産性向上等
・施設維持管理の効率化・省力化
・三次元点群データを用いた施設点検支援システ
ムでの精度向上等

1
施設台帳システム

変状レベル
b

変状レベル
c

設計図面・施工図面データ，
航空・UAV・衛星LP等の
三次元地形データ
（測量成果：点群データ）

砂防関係施設の維持管理支援システム（複数の学識経験者や施設管理者，エン
ジニアや既往データに基づく知見を搭載した各支援システム）

施設（ あるいは施設群）の健全度の評価支援
健全度
(対策不要:A)

1
点検入力システム

健全度
(経過観察:B)

健全度
(要対策:C)

修繕等の対策優先度の検討支援，
ライフサイクルコストの検討比較支援
及び上記結果の長期計画等の立案支援

【 急傾斜地崩壊防止施
設， 地すべり防止施設】
変状（はらみだし等）有
無や健全度の評価支援
【 砂防堰堤】
堆砂状況の判別支援，
除石計画の立案支援等

DX推進に向けた砂防関係施設の維持管理支援システム【砂助（サスケ）】

図-2 提案する砂防関係施設の維持管理支援システム機能（DX 対応）
検索・閲覧

携帯端末機

健全度評価支援システム
データベース
諸元
点検履歴
補修履歴

施設一覧
出力

健全度一覧出力
点検調書出力

図-1 提案する砂防関係施設の維持管理支援システム構成の概要 3)

図-3 砂防堰堤における堆砂状況の把握に関する概要（縦断図）3)
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図-6 LP データ DEM の事例（左：航空機 LP7），右：UAV_LP8））
表-5 各変状の閾値に関する分析結果（盛土高 10ｍ想定）

図-4 本システムによる地形情報を用いた除石管理計画の策定支援 3)

施 設

変 状

閾値（経過観察/措置段階）

盛土のり面

はらみ出し

約 8cm

コンクリート擁壁

はらみ出し

約 5cm

が期待される．その際，新設時の設計等で整備された CIM デ
ータを活用すると，更なる精度向上が図れると考えられる 3)．
また，従来まで定性的に評価されてきた土工構造物（例えば，
砂防堰堤に概ね堆砂
（計画捕捉量の25％程度堆積）

擁壁や盛土・切土のり面）における健全度に関して，前述の除

砂防堰堤に顕著に堆砂
（計画捕捉量の50％程度堆積）

石管理と同様に，LP データによる詳細な地形把握や，二時期

図-5 不透過型砂防堰堤の堆砂に関する分析の概要図 6)

のデータ差分による変状進行度の把握により，定量的かつ効

表-2 不透過型砂防堰堤の堆砂(機能不足)に関する分析結果 6)
施

設

等

健全度指数 Vd

変状レベル（概要）
砂防堰堤に概ね堆砂（計画捕捉

不透過型砂防堰

量の 25％程度堆積）:b（図-2）

堤：除石管理型

砂防堰堤に顕著に堆砂（計画捕
捉量の 50％程度堆積）:c（図-2）

35

率的な評価が可能となる（例えば，図-6）．図-6 に示されるとお
り，一般的に，航空レーザ測量（図-6：左）での精度（例えば，最
詳細地図情報レベル 500 での標準照射間隔が 50cm 以内 7））
では，法肩や法尻等が不明瞭となるため，UAV によるレーザ

75

測量（誤差 5cm 以内 8））による計測が望まれる．さらに，既往研

表-3 提案する健全度指数 Vd と施設の健全度との関係 4)

究 4)と同様に，学識経験者や施設管理者，エンジニアへのヒア

施設の健全度

変状レベルの健全度指数 Vd

リングにより得られた変状評価の閾値（例えば，表-5）を用いる

対策不要 (A)

Vd ＝ 0

ことにより，健全度（性能低下）評価の自動化が図れる（表-1）．

経過観察 (B)

0 ＜ Vd ≦ 61

要 対 策 (C)

61 ＜ Vd

参考文献

評価指標 4））に基づいた人工知能（AI 機能 5））を有しており，管

1) 国土交通省水管理・国土保全局砂防部：砂防関係施設の長寿命
化計画策定ガイドライン（案），2020.
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能である．さらに，これらの点検結果や健全度評価結果等を用
いた「修繕時期等の検討（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ検討）」や「修繕等の事

2) https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000073.html
3) 原田紹臣他：砂防関係施設維持管理支援システムを活用した維
持管理の合理化に関する提案，砂防学会研究発表会，2019.

業計画立案」等の自動検討支援が可能となっており，これらの
デジタル化（DX）による効率化や省力化が期待できる（表-1）．

4) 原田紹臣・小杉賢一朗・里深好文・水山高久：老朽化した砂防
関係施設の健全度及び対策優先度に関する定量的な評価手法の

(2)LP データを活用した健全度（機能・性能）診断の評価支援

提案，河川技術論文集，Vol.21，2015.

1)

近年，課題 となっている砂防堰堤等の除石計画（図-3）に

5) 原田紹臣・水山高久他：人工知能等の IT 技術を活用した砂防関

関して，定期的な LP 計測による測量データ（点群データ）を本

係施設における維持管理の高度化，砂防学会研究発表会，2019.

支援システム（図-4）に取り組むことにより，「二時期のデータ差

6) 原田紹臣・水山高久他：砂防設備等における除石や延命化を考

分による堆砂状況に関する変化」を把握できる．さらに，既往知

慮したﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ縮減に関する一考察，土木学会，第 10 回土砂

見で得られた砂防堰堤の堆砂状況に対する機能低下の定量的

災害に関するシンポジウム論文集，2020．

6)

評価値 （図-5，表-2 及び表-3）を用いた「健全度（機能低下）

7) 国土地理院：航空レーザ測深機を用いた公共測量ﾏﾆｭｱﾙ，2019．

評価支援」の自動化により，効率的かつ確実な除石管理の実施

8) 国土地理院：UAV 搭載型ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅを用いた公共測量ﾏﾆｭｱﾙ，2020.
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釜無川流域における堰堤の捕捉効果および土砂移動傾向に関する考察
朝日航洋株式会社 ○久冨祥子，弓真由子，藤本拓史，加藤和輝
国土交通省関東地方整備局 富士川砂防事務所 萬德昌昭*1，菊池瞳*1，裏川雅之*1
*1 所属は 2021 年３月当時
表 1 標高差分解析の比較対象データ

はじめに
富士川砂防事務所管内を流れる釜無川流域は，土
砂移動の活発な流域であり，多数の砂防施設が整備さ
れている。当流域では，その河床変動状況の監視のた
め 2～3 年に 1 度航空レーザ測量が実施されてきた。
本報告では，複数時期の航空レーザ測量成果（以下，
LP データ）の標高差分解析と縦横断図比較から，釜
無川流域内の短期・中期・長期の土砂移動傾向を解析
し，砂防堰堤の土砂捕捉効果を考察した。

計測年
測量種別

2015 年

航空レーザ
長期変動

測量

2018 年

中期変動

2020 年

短期変動
R1 台風 19 号

3.2 堰堤ごとの土砂収支算出と堆砂状況把握
表 1 の LP データを使用し，堰堤ごとの土砂収支
算出と主要堰堤の縦横断図作成を行った。本稿では
中流部の大武川第四砂防堰堤より上流の状況を示す。

短期・中期・長期の変動量比較結果

地域概要
釜無川流域は 13 の小流域に分かれており，主に
花崗岩および付加体堆積物が分布している。中でも
流域面積が約 73km2 と大きく急峻な高標高帯に属
する大武川流域（図 1）は多数の崩壊地を有してお
り，土砂移動が活発であるため多数の砂防堰堤が整
備されている。近年では，令和元年東日本台風（以
下，R1 台風 19 号）など大規模降雨に伴って顕著
な河床変動が報告されている。
釜無川流域

2008 年

大武川流域

駒ヶ岳
(2968m)
大武川流域
朴の木上流砂防堰堤

※床固群を除く砂防堰堤を図示した。
大武川第四砂防堰堤（透過型）

標高差分解析結果から流域内の侵食量・堆積量を
算出し，侵食量から流域内にとどまっている堆積量
を差し引きし，変動量（流出土砂量）を求めた。表
2 に，大武川流域内の変動量集計結果を示す。
表 2 土砂変動量算出結果（各解析期間全体）
解析期間

侵食量
（m3）

堆積量
（m3）

変動量
（m3）

短期変動(2018～2020 年)

474 万

360 万

114 万

中期変動(2015～2018 年)

344 万

182 万

162 万

長期変動(2008～2015 年)

552 万

259 万

293 万

算出の結果，短期変動では，中期・長期と比較し
て土砂移動量が大きい傾向であった。侵食量（生産
量）が多いのは，R1 台風 19 号の極めて大きな降
雨によるものと考えられるが，堆積量がその他 2
時期と比較し突出しており，堰堤の整備区間におい
て土砂が十分に捕捉され，その結果本川への流出が
一定程度に抑えられたと考えられる。
また，各解析期間内には複数の出水を含んでいる
（表 3）ため，表 2 の解析期間全体の変動量を期間
内の大規模出水回数で除し，出水イベント当りの変
動量に換算した（表 4）
。本検討では，大規模出水
イベントを「台風等により日最大雨量 100 ㎜以上
を記録した降雨」と定義した。
表 3 解析期間内の大規模出水イベント
解析期間

大武川第四砂防堰堤

短期変動

図 1 地域概要図（釜無川流域内，大武川流域）

中期変動

解析手法

長期変動

3.1 短期・中期・長期の変動量算出
当該地域では航空レーザ測量は直近で 2020 年に
実施され，それ以前は 2018 年，2015 年，2008 年
に実施されている（表 1）
。土砂移動傾向把握のため，
これら 4 時期の LP データを用いて短期～長期の標
高差分解析を行い，流域内の土砂変動量を算出した。
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解析使用データ
2018年
2020年
6月～10月
2015年

6月
2018年

7月～10月 6月～10月
2009年
5月~9月

各解析期間内の顕著な出水イベント
●2019年に令和元年東日本台風（台風19号）発生
●2017年に台風21号により豪雨発生

●2013年に温帯低気圧により豪雨発生
●2012年に台風4号により豪雨発生
7月～10月 ●2011年に複数の台風により豪雨・土砂災害発生
2015年

表 4 土砂変動量算出結果（出水イベント当り）
解析期間
※出水ｲﾍﾞﾝﾄ回数で換算

侵食量
（m3）

堆積量
（m3）

変動量
（m3）

短期変動（ｲﾍﾞﾝﾄ 1 回当り）

474 万

360 万

114 万

中期変動（ｲﾍﾞﾝﾄ 1 回当り）

344 万

182 万

162 万

長期変動（ｲﾍﾞﾝﾄ 3 回当り）

184 万

86 万

98 万

堰堤整備区間の変動傾向の考察
大武川流域内で，透過型堰堤を多く含む大武川第四
砂防堰堤より上流の堰堤整備区間において，堰堤ごと
の土砂収支の時系列変化を抽出した。表 5 に示す通り，
大武川流域の大武川第四砂防堰堤～大武川第五砂防
堰堤の区間は長期・中期では概ね侵食傾向であった
が，短期変動で堆積傾向に転じた。

19 号災害の大規模出水前には未満砂であった堰堤
が出水後には満砂となり，十分な捕捉効果を発揮し
たためと考えられる。
透過型

不透過型

透過型

表 5 大武川流域主要堰堤の土砂収支変化
解析
時期

大武川第四砂防堰堤
～朴の木下流砂防堰堤

朴の木下流砂防堰堤
～朴の木上流砂防堰堤

短期

23.4万（堆積傾向）

3.7万（堆積傾向）

5.0万（堆積傾向）

1.8万（堆積傾向）

中期

0.3万（侵食傾向）

0.3万（侵食傾向）

0.8万（侵食傾向）

0.8万（侵食傾向）

長期

2.1万（堆積傾向）

0.7万（侵食傾向）

3.6万（侵食傾向）

0.9万（侵食傾向）

朴の木上流砂防堰堤
～大武川第三砂防堰堤

約 10m 堆積

大武川第三砂防堰堤
～大武川第五砂防堰堤

（標高差分解析結果と整合）

図 5 透過型堰堤整備区間の 2 時期縦断図比較

その他確認できた土砂移動現象
標高差分解析結果及
び 4 時期の立体可視化
図比較により，土砂生
産源となる拡大崩壊お
よび新規崩壊が 2018
年～2020 年にかけて
多数発生したことが分
かった。
縦断図作成区間

侵食傾向

侵食傾向

堆積傾向

図 3 透過型堰堤整備区間の変動傾向変化

図 3 の標高差分解析結果においても当該区間は短
期変動で突出した堆積傾向を示し，特に大武川第四
砂防堰堤堆砂敷では後述する縦横断図比較と整合的
な最大 10m 程度の土砂堆積が確認できた。現地で
も，上記堰堤群が新鮮な堆積物で満砂状態であると
確認できた（図 4）
。4 章に示した堆積量が全て施設
効果量とは断言できないが，堰堤効果が本川への土
砂流出抑制につながったことは明らかである。
大武川第四砂防堰堤（透過型）↓

新鮮な堆積物の厚さが 2ｍ以上

図 4 満砂状態となった大武川第四砂防堰堤

上述の主要堰堤による土砂捕捉効果を縦横断図で
も確認した。大武川第四砂防堰堤～朴の木上流砂防
堰堤間の縦断図を図 5 に示す。当該区間の大武川第
四砂防堰堤，朴の木上流砂防堰堤は透過型砂防堰堤
であり，一般的に中小出水時には排砂されやすい一
方，大出水時には大きな捕捉効果を発揮する。縦断
図内では 2018 年～2019 年にかけて堰堤堆砂敷にお
いて 10m 程度堆積が確認できる。これは，R1 台風

図 5

2018 年~2020 年間に発生した新規崩壊

まとめと今後の課題
（1）土砂移動傾向まとめ
・短期・中期・長期の時系列的な標高差分解析によ
り，R1 台風 19 号を含む短期変動（2018 年～2020
年）で顕著な土砂流出が確認できた。
・堰堤ごとの土砂収支算出および縦断図比較により，
流域内の堰堤の土砂捕捉効果が発揮された結果，本
川への流出量が抑制されたとみられる。
・大武川地域では，
年間生産量としては 200 万～400
3
万 m 程度，本川への年間流出は 100 万～150 万 m3
程度の土砂移動サイクルであると推察される。
（2）今後に向けた課題
・さらに細かな土砂移動サイクルの把握のためには，
データの蓄積と引き続きの検証が必要と考えられる。
・顕著な出水があった際には，土砂生産があった可
能性が高いため，流域全体を計測することが望まし
いと考えられる。
・特に，大武川流域のように土砂移動が頻繁な小流
域は，出水前後などさらに頻度高く計測することで，
河床状況の時系列的な変動を詳細に捉えることがで
きると考えられる。
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砂防工事の生産性に関する現状と今後の取り組みについて
国土交通省近畿地方整備局 六甲砂防事務所：光永 健男

辻田 英幸、長尾 壮治※、田村 仁志

パシフィックコンサルタンツ株式会社（株）：◯新子 晃生、堂ノ脇 将光、飛岡 啓之、松田 尚郎、今城 貴弘
※所属は 2021 年 3 月末時点
1 はじめに
六甲山系の砂防工事は、市街地や観光施設、史跡に近
接した狭隘箇所での施工が多く、道路狭小、登山道や既
往設備等による工事車両の進入不可、騒音・振動・濁水
等の住環境への配慮、観光施設・登山道への景観配慮、
十分な施工ヤードが確保困難など、施工に関する多く
の制約条件を抱えている。
このため、六甲山系では、索道を用いた砂防工事が多
く実施されているが、一般的な工事用道路による工事
と比べ施工生産性が低い傾向にある。このような背景

図1

施工量（堤体積）と施工日数の相関（工事毎）

より、六甲山系における砂防工事の生産性向上に直接
影響があると考えられる索道工事の施工生産性に関す
る実態把握と課題分析を行い、今後の砂防工事の生産
性向上につながる取組みについて検討した。その一部
を報告する。
2 工事図書による砂防工事の実態把握と課題分析
①施工規模と施工日数の関係から見た実態
既往砂防堰堤工事（索道工事 20 件、工事用道路工事
23 件）の工事図書を基に、工事毎の施工規模（堤体積：
コンクリート量）と施工日数の関係を整理した（図 1）
。
工事用道路工事に比べ、索道工事の方が同じ堤体規
模の堰堤を完成させるために要する施工日数が長い傾
向が認められた。索道工事は仮設備配置やそのための
地元調整、打設索軌道から外れる堰堤周辺工種の工事
に労力を要し、施工効率が悪い実態が伺える。
②当初予定施工日数と実施工日数の関係から見た実態
1 工事当たりの工種毎の当初予定施工日数と実際の
施工日数の関係を搬入方法別に整理した（図 2）。工事
用道路による堰堤工事は、当初工程より実日数が大き
く伸びている工種は認められず、概ね当初工程通りに
進捗する傾向がある。 索道による堰堤工事は、
「作業土
工」
、
「側壁工」、
「間詰工」
、
「水叩工」
、
「構造物取壊工」
の各工種で、当初工程より実日数が大きく延びている
傾向があり、打設索から離れる箇所で小運搬を要し、小
規模かつ煩雑な工種に労力を要していることが伺える。
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図2

工種毎の当初予定日数と実施工日数

3 アンケート調査による実態把握

4 索道工事の施工生産性に関する課題

①施工業者アンケート結果

整理した索道工事の実態を踏まえ、施工生産性に関

アンケート調査により、図 3 に示す 10 項目の質問に
対して施工業者から意見収集を行った。

する課題を整理した。
①索道工事は、現場毎に施工効率が様々で当初想定よ

内容別の意見では、資機材搬入に関する苦労点や意
見が多く、設計時の仮設・施工計画が現場条件に合って
おらず、再設計や借地交渉が生じることによる工事の
遅延がある等の意見が挙げられた。

りも実施工日数が多くなる傾向があり、打設索から
外れる工種で施工効率が悪い。
②設計者が施工者からフィードバックを受ける機会が
なく、設計時の仮設・施工計画の妥当性、適切性の判
断ができない。
③設計時に仕様で求められる概略の施工計画では施工
時の要求レベルにあっていない。
④索道計画に関する仕様、基準が無く、設計者の技術レ
ベルや施工知識、情報不足により、設計者毎に設計レ
ベルにばらつきがある。
5 おわりに
本検討で得られた索道工事の実態・課題から施工生
産性向上に有効と考えられる取り組みを以下に示す。
【取り組み①】：
施工業者が設計時の施工計画、仮設構造物設計に対

図3

アンケート内容別の意見数

して苦労した点や設計変更の事例を事例集として整理

特に、索道に関する意見としては最大延長と最急勾

し、ナレッジを蓄積・共有する仕組みが必要である。ま

配に関する意見が多く挙げられた。施工性を維持しう

た、施工者と設計者間で施工に関する情報共有できる

る索道の最大延長としては、200m～800m 程度との意

場として施工現場の現地視察や意見交換会等を定期的

見が多く、その主な理由は、生コン打設時の品質低下、

に実施することが望ましい。

及び支柱やケーブルへの負荷によるメンテナンス頻度

【取り組み②】：

増加の 2 点が挙げられた。
索道の勾配については、2.9°

設計者への仮設計画に関する技術、経験値不足を補

～45°と幅が認められたが、いずれもコンクリート運

うための仕組みが必要である。具体的には、設計段階で

搬量の低下、ワイヤ交換頻度の増加、下り荷下ろし時の

の要求レベルを仕様や基準に明確に示す等の取組みが

ブレーキ制御への留意が必要等の観点から設置可能な

必要である。

最急勾配を回答されている。

【取り組み③】：

②設計者アンケート結果

上記で上げた設計変更事例集等の施工ノウハウ共有

施工者から挙げられた意見を受けて、設計者からは

の仕組みから設計コンサルタントと施工業者が相互に
情報共有し、設計の段階で実施工に合致した BIM/CIM

仮設・施工計画に関する意見を収集した。
主な意見として以下の 3 点が挙げられた。

活用（仮設・施工計画の 3 次元可視化や工程を付与し

⚫ 索道の検討は、仕様で求められる概略の施工計画よ

た施工ステップモデル等の作成等）を行える仕組みを
作るとともに、BIM/CIM 活用の課題である設計者が作

り詳細となり、専門知識が必要となる。
⚫ 索道の詳細な検討を行う場合には、索道基地や索道
ルートの測量、用地測量、造成計画等が必要であり、
そのための時間と費用を要する。
⚫ 索道計画については、基準類が明確にされておらず、
設計者の技術レベルで成果にばらつきが生まれる。
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成した 3 次元データが施工者で活用できない等の課題
を解決する必要がある。
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流域特性を考慮した砂防事業計画検討手法の事例紹介
国土交通省関東地方整備局渡良瀬川河川事務所（現 利根川水系砂防事務所） 岩井潤一
一般財団法人砂防・地すべり技術センター ○井上隆太、福池孝記、片岡宏介、安田勇次
１．はじめに
砂防事業の事業評価は、土砂・洪水氾濫対策事業の便
益と土石流対策の便益のそれぞれについて便益を算出
し、費用対効果分析を行っている。
一方で「河川砂防技術基準計画編」1）によると、災害
を引き起こす現象、現象が生じる時間スケール、保全対
象の位置などの対策の目的に応じた砂防基本計画を策
定するものとされている。
流域を画一的に評価するのではなく、流域特性を細
かく考慮し、事業の位置づけを明確にすることで、事業
評価に資する事業計画方針案を作成した。
本検討で紹介する流域は、土砂移動特性や保全対象
の分布などの流域特性から、流域内を大きく３つに区
分して、事業計画を立案することが有益であると判断
した。ここでは、効果的な土砂処理方針を検討するため
に設定した事業区分の考え方や設定手法について紹介
する。
２．対象流域概要
検討を行った流域は、渡良瀬川河川事務所が所管す
る渡良瀬川流域である。渡良瀬川流域の砂防事業は、最
上流域に位置する足尾地区で発生した煙害や森林の乱
伐により荒廃した山地からの土砂流出を防ぐことを目
的に昭和 12 年から直轄砂防事業が開始された。
その後、中流域に洪水調節や水道用水利用等を目的
とした草木ダムが昭和 52 年に竣工し、近年の大規模出
水時には、洪水調節効果が発揮され、下流域の被害軽減
に寄与している。一方で、土砂移動の連続性が分断され、
その後の土砂流出は赤城山麓の火山性堆積物の影響を
強く受けるようになった。
赤岩橋（砂防基準点）付近の山田川流域等の支川流域
内は、桐生市・足利市の都市域に近接していることから、
宅地開発の進展により、近年多くの流域内資産を有す
るようになってきている。
本検討では、このような流域特性を踏まえ、草木ダム
上流域、草木ダム下流域、及び最下流域の都市近接流域
の 3 つの計画区分を設定し、流域内の土砂移動特性を
考慮した土砂処理方針について検討を行った。
３．土砂移動特性と事業計画方針（案）
３．１.草木ダム上流域
草木ダム上流域は主に荒廃した足尾地区の山腹から
生産される細粒土砂を主体とする恒常的な土砂生産を
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防ぐための山腹工・植栽工を主体とする整備や土砂流
出を抑制する足尾砂防堰堤等の基幹堰堤の整備等が進
められてきた。
NPO 法人やボランティアによる植樹活動などの尽力
により植生が回復し、荒廃地からの土砂流出低減が図
られてきた。しかし、平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨以
降の土砂流入量の増加にみられるように、平成 10 年度
以降、草木ダム堆砂量が多くなっている（図１参照）。
土砂流出環境が変化したことが想定される。
草木ダム竣工以前の貯水池内への流入土砂量の傾き
に比べ、ダム竣工後の流入土砂量の傾きは緩やかに変
化していることから、最上流域の荒廃地からの土砂流
出は、山腹工の施工による効果で、一定の低減効果が得
られたものと考えられる。その後、平成 10 年度以降の
流入土砂量の傾きの変化は、ダム竣工以前より急にな
っており、草木ダム上流域の土砂生産・流出環境が変化
した可能性が高い。
これらの土砂生産・流出を抑制するための土砂処理
方針を検討する必要があると同時に、山腹工等の土砂
生産源対策の拡充を図る必要があると考えられる。

図 1 草木ダム堆砂経年状況 2）
３．２.草木ダム下流域
草木ダム下流域は、上流域からの土砂供給が阻害さ
れ、渡良瀬川本川は、河床低下傾向の転じた時期もあっ
たようである。また、上流域からの土砂流入がなくなっ
たため、赤城山麓東斜面からの土砂流入の影響を強く
受けることになった。火山性堆積物のため支川流域は
下刻作用により谷が深く形成され、支川流域内の土砂・
洪水氾濫被害は近年、発生していない。一方、地形判読
結果により渡良瀬川本川に沿って多数の大規模崩壊跡
地の分布が確認でき、過去に深層崩壊等が発生した可
能性が考えられる（図-2）
。
このような流域では大規模な土砂流出現象による影
響も踏まえた土砂処理方針を立案する必要がある（例
えば、本川河道内に遊砂地工を配置する等）。

草⽊ダム

⼤規模崩壊跡地
が集中する範囲

砂防基準点

図 2 草木ダム下流域の微地形判読結果
３．３.都市域近接流域
渡良瀬川河川事務所管内に分布する土砂災害警戒区
域のうち約 1/3 の指定数を有する地域であり、土石流対
策を優先的に整備することが有効であると考えられる。
さらにこれらの流域における土石流対策は、流域内
土砂・洪水氾濫にも有効であることが検討の結果、明ら
かとなった。
流域内土砂・洪水氾濫が生じる箇所近傍で、河床上昇
への影響が大きい渓流を抽出した結果、いずれも土砂
災害警戒区域に指定されている（図-3 の青ハッチ）。土
砂・洪水氾濫を防止・軽減する目的に、これらの渓流に
土石流対策計画施設を配置し、一次元河床変動計算を
実施した結果、いずれの氾濫開始点においても溢水は
解消されることが確認された。
このことは、流域内土砂・洪水氾濫に影響を及ぼす
渓流に土石流対策施設を配置することで以下に示す 2
つの便益が得られる。一つは、施設配置したことによ
る流域内土砂・洪水氾濫被害軽減効果であり、もう一
つは、施設配置箇所における土石流被害軽減効果であ
る。土砂・洪水氾濫対策に寄与する土石流対策という
位置付けになり、事業説明も容易になると思われる。
都市域に近接した流域では、流域内土砂・洪水氾濫へ
の軽減も考慮した上で、土石流対策の整備を優先的に
進めることが効果的である。

４．おわりに
直轄事業を実施している流域の多くは、大流域を対
象として事業を実施している。そのため、土砂処理方針
の検討や整備優先順位の検討に際しては、画一的にな
らざるを得ないという問題点があった。また、土石流対
策の位置付けも同様であり、事業を実施する時の整備
目的の違いを明確に説明することができるようになっ
たと考えられる。
本検討は、流域内の地域特性や土砂流出環境の違い
を分析し、渡良瀬川河川事務所管内の砂防事業実施流
域を大きく 3 つの計画区分に分割した。その上で、各
計画区分の特徴を踏まえた土砂処理方針を検討した。
その結果、検討に要する時間と精度が増大するもの
の、事業の実施目的がより明確化され、適切な施設配置
計画の立案に繋がった。また、事業を実施する近隣地域
の方々や対外的に事業の説明を行う場合にも説明が容
易になったと考えている。
今後は、検討した土砂処理方針に沿った施設配置計
画の作成と数値計算を用いた施設効果の検討を行い、
地域特性を反映した事業計画を提案していく予定であ
る。

草木ダム上流域：
草木ダムへの土砂流出抑
制対策を優先的に実施

草⽊ダム

草木ダム下流域：
深層崩壊などの大規模土砂流出
を想定した対策を優先的に実施
都市域近接流域：
土石流対策を優先的に実施

砂防基準点

図-4 渡良瀬川流域内の施設配置方針（案）
【参考文献】
1) 河川砂防技術基準計画編（平成 31 年 3 月改訂版）,
2) 第 24 回関東地方ダム等管理フォローアップ委員会
草木ダム定期報告書の概要,平成 27 年 12 月 18 日,独立
行政法人水資源機構

砂防基準点

図-3 土砂・洪水氾濫への影響が大きい渓流
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栗平地区における公共 BB 搭載 UAV による映像伝送の実証実験について
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 小竹利明※1，山田拓※2，柴田俊※3
国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦
中電技術コンサルタント株式会社 〇能島佑佳，荒木義則，河井恵美，久家政治，大盛泰我
1. はじめに
平成 23 年の紀伊半島大水害では，台風 12 号に伴う豪雨に
より，大規模な崩壊等が発生し，崩壊土砂が河道を閉塞するこ
とで，17 箇所で河道閉塞（天然ダム）が形成された。天然ダ
ムは，一旦形成されると，その後の出水等により，崩壊地の拡
大や河道閉塞部の越流侵食等が繰り返し発生するため，UAV を
活用した継続的な調査が有効な手段 1)になると考えられる。ま
た，土石流による被害が生じる急迫性が高まった状況におい
ては，住民の避難行動に資するための情報をより迅速に提出
する必要がある。
図-1 に示す形成された天然ダムの内，栗平地区内は，携帯
電波受信圏外のため，UAV 調査の撮影映像等，調査情報をリア
ルタイムで伝送することができない。また，栗平地区内と携帯
電波受信地点との区間は，道が湾曲しており見通しが取れな
いため，公共 BB2)を利用した地上中継は，複数の中継機が必要
となる。そのため，栗平地区において，より迅速に調査情報を
伝達することが課題となる。
本稿では，この課題を解決すべく，公共 BB 搭載 UAV による
上空中継を行うことで，より迅速に調査情報を伝達すること
について，実証実験を行い，その有用性と課題を検討した。

図-1 栗平地区の位置図

2.実証実験の概要
栗平地区における現場条件を踏まえ，より迅速に調査情報を伝達することを目的とし，公共 BB 搭載 UAV
による映像伝送の実証実験を 2021 年 2 月 4 日に行った。
中継用 UAV に搭載する公共 BB は，バッテリー等含む重量が約 6.4kg であるため，使用機体の積載能力が
約 6.4kg 以上必要である。また，UAV の輻射ノイズによる 200MHz 帯への影響を踏まえ，ノイズが低く，ノ
イズ低減対策を施したジンバル改造が必要であった。これらを踏まえ，中継用 UAV は，公共 BB が搭載でき
る UAV（アメリカ製：ALTA X）を選定した。
図-2 には，実証実験における計画を示す。UAV 調査は，出水等により，河道閉塞部から土砂流出した場
合においても調査員が安全に立ち入り可能な地点とし，撮影用 UAV（中国製：MATRICE 300 RTK）の離着陸
地点に設定した。撮影用 UAV は，自律飛行による定点撮影を行い，1 号砂防堰堤における土砂堆積状況，被
災状況の調査・点検を実施した。中継用 UAV の離着陸地点は，事前に LP データより，撮影用 UAV の離着陸
地点と中継用 UAV のホバリング地点間との見通しが確保できる地点を確認した上で設定した。中継用 UAV
は，手動操作とし，地上の公共 BB 間を中継させることで，撮影用 UAV の撮影映像をリアルタイムで携帯電
波受信範囲に伝送させた。

※１現所属：国土交通省水管理・国土保全局砂防部，※２現所属：国立研究開発法人土木研究所土砂管理研究グループ
火山・土石流チーム，※３現所属：長野県姫川砂防事務所
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3.実証実験の結果
3.1 事前確認
公共 BB を中継用 UAV に搭載するにあたって，事前に公共 BB の通信
状況，公共 BB の搭載による飛行の安定性を確認した。
公共 BB の通信については，UAV の輻射ノイズによる 200MHz 帯への
影響を受けるため，図-3 より，UAV と公共 BB 用アンテナの離隔を 1m
以上とすることで，公共 BB のデータ通信における十分な受信品質を確
保した。また，公共 BB 搭載による飛行の安定性についても事前の飛行
テストにより，影響がないことを確認した。なお，中継機の飛行可能
時間は約 30 分であり，ホバリング地点への移動時間等を考慮し，映像
の中継時間は 10～15 分と設定した。
3.2 公共 BB 搭載 UAV による映像伝送
図-4 には，実
証実験における
結果を示す。中継
用 UAV による上
空中継を行うこ
とで，撮影用 UAV
の離着陸地点（栗
平地区内）と映像
受信地点に配置
した公共 BB 間の
通信を接続する
ことができた。そ
こで，公共 BB を
経由し，UAV の撮
影映像を映像受
信地点で受信し，
映像受信地点で
受信した映像は
インターネット
を経由し遠方ま
で伝送した。ま
た，栗平地区内
は，携帯電波受信圏外であり，調査実施において情報共有ができないため，公共 BB を経由することで，IP
電話による情報共有を行った。映像伝送と IP 電話による通話を併せて行うことで，1 号砂防堰堤における
土砂堆積状況，被災状況を把握できた。
今回の実証実験より，映像伝送と IP 電話による通話を併せて行い，調査情報の共有を実施することで，
携帯電波の受信ができない栗平地区で調査結果を現場外へ迅速に共有する必要がある場面において，有効
な手段になりうることが確認できた。
3.3 今後の課題
今回の実証実験では，UAV の配置によって，映像遅延や映像の停止が発生した。これは，中継用 UAV と映
像受信地点の位置関係やアンテナの方向（指向性）等の影響を受けたということであり，中継機のホバリ
ング地点と撮影機の飛行ルート等の位置関係やアンテナ方向の調整を適切に実施し，受信感度を保つため
の調整方法の改善が課題であった。
4.おわりに
本稿では，携帯電波受信圏外の地区において，公共 BB 搭載 UAV による上空中継を行うことで，より迅速に
遠方まで調査情報を伝達させるための実証試験を行った。天然ダム等，災害現場は，携帯電波受信圏外の場
合も想定されることから，この技術を応用することで，より迅速で効率的な災害調査が期待できる。また，
砂防堰堤の状況把握が実施できたことより，背後地に天然ダムがあり、出水等により土砂移動が頻繁に繰り
返されている砂防施設において，点検への活用も考えられる。
参考文献
1)UAV の自律飛行による天然ダムの緊急調査及び被災状況把握に関する手引き,令和 2 年 3 月,国土交通省近
畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター.
2)国土交通省公共ブロードバンド移動通信システム標準仕様書,平成 28 年 2 月 8 日,国土交通省.
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和歌山県

会津川流域・富田川流域の歴史的砂防施設
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所

小竹 利明・山田 拓

国土交通省 近畿地方整備局 大規模土砂災害対策技術センター

木下 篤彦・柴田 俊

一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構

井上 公夫・○中根 和彦

株式会社 防災地理調査

今村 隆正・雨宮 圭吾

１．はじめに
明治 22 年（1889）の豪雨で発生した土砂災害は、「十津川大水
害」として知られているが、和歌山県は奈良県を上回る被害とな
っており、特に会津川流域・富田川流域の被害が大きかった。全
国治水砂防協会（1990）によれば、この災害を契機として、明治
41 年（1908）に和歌山県で初めて砂防の名のもとに工事が行われ
ており、会津川流域が対象地のひとつとなっている。
本研究は、会津川流域・富田川流域の姫川流域における明治 22
年災害直後の砂防事業を対象とし、その経緯を文献調査するとと
もに、確認した石積堰堤の現地調査結果を報告する。
２．会津川流域・富田川流域の砂防事業の経緯

図 1 歴史的砂防施設位置図
赤木（1974）によれば、会津川流域では田辺市長野地区で明治 41 年度（1908）から、富田川流域では支

川の鍛冶屋川流域（田辺市中辺路町）で大正６年度（1917）からそれぞれ砂防事業が行われており、以降、
流域の他地区に砂防事業が広がっていった。砂防事業が始まった田辺市長野地区の槇山では、明治 22 年災
害で深層崩壊が発生、左会津川で天然ダムが形成・決壊し、田辺市街地に大きな被害をもたらした。中辺
路町誌編さん委員会（1990）によれば、明治 22 年災害から砂防事業まで時間が経過したのは、明治 27～
28 年（1894～1895）の日清戦争、明治 37～38 年の日露戦争の影響とされている。
一方、明治大水害誌編集委員会（1989）によれば、明治 30 年（1897）の砂防法制定以前となる明治 27
～29 年（1894～1896）に、治水・砂防工事が会津川流域において、オランダ人技師の計画で行われたとさ
れている。西尾（1889）によれば、オランダから来日していた内務省技師デ・レイケが、明治 22 年災害後
に現地視察をしており、このオランダ人技師はデ・レイケの可能性がある。
３．右会津川支川 左向谷川の「迫戸の堰堤」
右会津川右支川 左向谷川（さこだにがわ）
の「迫戸（せばと）の堰堤」と呼ばれる空石積
砂防堰堤の現況調査を行った。迫戸の堰堤は２
段構造となっており、上段の前庭保護部～下段
の法面が補修と思われるコンクリート構造物
に覆われていた。石積堰堤として目視できるの

右会津川

は、主に上段部のみとなっている。２段構造の
空石積堰堤は、岐阜県海津市にある羽根谷第一
号砂防堰堤（明治 21 年（1888 年）竣工）など
があり、明治期の堰堤に見られる構造である。
明治 44 年（1911）測量地形図に迫戸の堰堤
が描かれていることから、この時点で竣工して
いたことがわかった。迫戸の堰堤の上流にある
「左向谷砂防完成記念 護郷之碑」には、明治
41 年（1908）完成とされているが、迫戸の堰堤

図2

迫戸の堰堤の位置（明治 44 年測量旧版地形図）

は砂防指定地となっておらず、砂防設備台帳に
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も記載されていない。また、鈴木（2004）によれば、迫戸の堰堤の設計はデ・レイケと記されており、明
治 27～29 年（1894～1896）の治水・砂防工事の際に建設されたことも考えられる。

図3

迫戸の堰堤の概略縦断図と現況写真

４．笠塔山山麓の石積堰堤群
田辺市からの情報提供により、笠塔森林公園周辺の
笠塔山山麓で空石積堰堤 7 基、練石積堰堤 5 基を現地
確認した。石積堰堤は、明治 22 年（1889）災害で発生
したと考えられる崩壊地の直下に整備されていた。こ
れらの石積堰堤は、砂防設備台帳、治山台帳にも記載
されていなかった。空石積堰堤は、砂防法制定以前に
施工されたことも考えらえる。
５．おわりに
明治 22 年災害を契機とした石積堰堤が、和歌山県・
奈良県には多く存在し、現在も効果を発揮していると
考えられる。迫戸の堰堤は、田辺市の文化財として指
定されるとのことである。今後も過去の砂防事業の調
査を進め、土砂災害と砂防の歴史を地域住民に啓発す
ることで，防災教育に活かすことが望ましい。
参考文献
赤木正雄（1974）明治大正日本砂防工事々績ニ徴スル
工法論、全国治水砂防協会（原稿は昭和初期作成）
鈴木裕範（2004）秋津野塾 未来への挑戦 ～田辺市上
秋津の地域づくり～、p.58-59
図 4 笠塔山山麓の石積み堰堤群調査位置図
全国治水砂防協会（1990）日本の砂防、p.476
中辺路町誌編さん委員会（1990）中辺路町誌 下巻、p.124-126
西尾岩吉（1889）西尾日記、三栖村文書、田辺市立図書館所蔵
明治大水害誌編集委員会（1989）紀伊田辺明治大水害－100 周年記念誌－、207p.

図5

空石積堰堤（堤高 5.7ｍ 緩やかなアーチ構造）

図6
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空石積堰堤（堤高 3.5ｍ）と石積流路工
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崩壊斜面の植生回復に伴う風速変化と降雨捕捉量
東京農工大学

○若原 妙子、アジア航測株式会社 石川 芳治

環境省関東地方環境事務所伊豆諸島自然保護官事務所

武藤 静、竹下実生

１．背景および目的
伊豆大島では 2013(平成 25)年 10 月 15 日～16 日にかけて、台風 26 号の影響により発生した豪雨に
より大規模な土砂災害が発生した。16 日午前 2 時頃から 100mm/h を超える雨が数時間降り続き、総降
雨量 824mm の豪雨が観測された 1)。三原山の外輪山中腹では 10cm～1m 程度の浅い崩壊が広範囲で発
生した。中でも谷密度が低く勾配が急な大金沢の源頭部で発生した崩壊群は、土石流化して斜面を流下
し，大島町神達地区に大きな被害をもたらした 2)。災害後は 2014 年より東京都による災害対策工事が
行われ、応急対応として同年 11～12 月に崩壊箇所への航空実播工がおこなわれた 3)。播種後 6 年を経
て、裸地だった斜面には植生が生育し、優占種も草本類から木本類へと遷移が進んでいる。
一般的に裸地・草地など地表面が滑らかな場所では平均的に強い風速となりやすいが、地表面の凹凸
が増えると平均的な風速は弱くなり突風が増える。そこで裸地化した崩壊斜面における植生回復が気象
環境に与える影響、特に風速に与える影響を調べた。また、植生回復が降雨捕捉量に与える影響を調べ
た。
２．調査地および調査方法
調査地は東京都大島町大金沢上流部（N34.44、E139.24）の荒廃斜面（標高約 330m）である（図-1）。
年平均気温 15-18℃、年平均降水量約 3,000mm で比較的温暖多雨な海洋性気候に属する。土壌は pH6-7
程度の弱酸性で、火山灰（砂）層とレス（シルト質砂）層が互層を成している 4)。表層崩壊により植生
およびリター（落葉）層（A0 層）は流失し、固く締まった表土が露出している。大島の主な植生は常
緑広葉樹林で、固有種・準固有種の植物が多い。崩壊発生前の調査地の植生は、ハチジョウイヌツゲや
ヒサカキなどの浅根型の低木の常緑広葉樹であった。
2015 年 4 月、荒廃した同一斜面の 2 箇所に幅 2m×長さ 5m の試験プロット A、B を設置した（図-2）
。
斜面の傾斜は 28°でプロット A、B 間は約 60m 離れている。2 つの試験プロットに生育する植生の種類、
植生被覆率および主要な樹木の測定を 2-4 か月に一度おこなった。各試験プロットの近傍には風向風速
計（地表からの高さ 2m）、雨量計（地表からの高さ 1m）および温湿度計を設置し地表付近の気象を測
定した。また、観測プロットから西に 1.4km 離れた気象庁アメダス大島観測所（標高 74m）の風デー
タを比較のため用いた。

風向風速計

調査地
●

アメダス観測所

雨量計
植生調査プロット B

図-1 調査地概要

図-2 測器の設置状況
（2015 年 4 月）
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３．結果および考察
3.1

2015 年の観測概況（植生および風速）

①植生
2015 年 4 月の地表面状況を図-3 に示す。プロット A は観測開
始時点で航空実播された草本類のホワイトクローバが地表面を覆
ったが、7 月には 30cm 程の木本種の稚樹が見られるなど植生の
階層化が進んだ。裸地に近かったプロット B でも急激に被覆率が
増加し、7 月にはホワイトクローバーが地表面をほぼカバーした。
プロット A

②風速

図-3 調査プロット(2015 年 4 月)

2015 年のプロット A,B およびアメダス大島による月平均風速
を図-4 に示す。各プロットの 10 分間平均風速と 10 分間最大風速
とをアメダスの風速データと比較したところ、10 分間最大風速は
アメダス風速データにより近かった。地表面付近のみが植生に覆
われており、アメダス大島とプロット B の風速にはあまり差が見
られなかった。
3.2

プロット B

(m/s)
7.0
plotA

plotB

アメダス

6.0
5.0

4.0
3.0
2.0

2015 年以降の観測概況（植生および風速）

1.0
0.0

①植生

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

図-4 月別平均風速（2015 年）

初期にはホワイトクローバー等の外来種草本類がプロット表面
を被覆したが、その後植生の遷移が進むにつれ、在来種を含む木本
類が増加しプロット A,B とも低木層から亜高木層林へと移りつつ
ある。2017 年 7 月のプロット A、B を図-5 に示す。両プロットで
は 19 種の植物が確認された。プロット内で最大の樹高は落葉広葉
樹のヤシャブシで、A では 480cm、B では 420cm であった。
②風速
植生の回復に伴い、プロット近傍で観測された風速は徐々に弱ま
った。2018 年のプロット A,B およびアメダス大島の月平均風速を
図-6 に示す。落葉期の 1-3 月はプロット B の風速はアメダス大島
の値に近いが、展葉後の 5 月以降は風速が弱まり 2015 年と比べる
と半分以下だった。その後の着葉期間も低い値で推移した。プロッ
ト A でも同様に、落葉期に比べ着葉期（特に 6-11 月）の風速は弱
く、2015 年と比較して約 25-45%を示した。

プロット A

プロット B

図-5 調査プロット(2017 年 7 月)
(m/s)
7.0
plotA

plotB

アメダス

6.0

４．まとめ

5.0

年間を通して風速が強い伊豆大島の斜面で、植生変化および地表
面付近の風速の経年変化を観測した。植生の回復に伴い風速は減少
し、特に着葉期には半分以下の風速となった。アメダス大島の観測
値および植生回復前の風速と比較すると、植生回復によって地表面

4.0

3.0
2.0
1.0
0.0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

付近の風が穏やかになったことを確認した。
図-6 月別平均風速（2018 年）
参考文献
1) 気象庁 HP：アメダス大島 2) 石川芳治ら(2014)：2013 年 10 月 16 日台風 26 号による伊豆大島土砂災
害，砂防学会誌，Vol. 66，No. 5，p. 61-72 3) 高瀬康生ら(2017)：伊豆大島の土砂災害とその後の復興，第
66 回砂防学会研究発表会概要集，p. 376-377 4) 伊豆大島豪雨災害緊急調査団(2014)：土木学会ら平成 25
年 10 月台風 26 号による伊豆大島豪雨災害緊急調査団報告会資料

- 452 -

P1-089

2021年度砂防学会研究発表会概要集

不飽和浸透理論に基づく流出解析モデルの桜島有村川の降灰裸地斜面への適用
国立研究開発法人土木研究所 ○平岡 真合乃，手塚 咲子（現 日本工営株式会社），山崎 祐介，清水 武志，石井 靖雄
１．はじめに
火山噴火にともない，斜面に堆積した火山灰（粒径 2 mm 以
下の火山噴出物）の透水性や保水性といった水分特性は，元
の表土とは異なる場合がある。土層の水分特性は，表面流の
形成を支配しており，土石流の発生においても重要な役割を
果たすことから，降灰後の土石流の発生・流下過程を考える
上で，降雨流出過程における火山灰の水分特性の影響を明ら
かにすることが重要である。2000 年に噴火した三宅島の火山
灰堆積斜面に対して，火山灰の不飽和浸透特性を考慮した流
出解析モデルを適用した結果，表面流出が再現できたと報告
されている 1)。一方，火山灰の土質特性は火山ごと，また同じ
火山でも噴火ごとに異なることもあるため，今後，他火山で
の適用性の確認や，計算に必要なパラメータの与え方などを
検討する必要がある。
本研究では，流出解析モデルを適用して桜島有村川斜面の
観測区画の表面流出量を計算し，観測値との比較によりモデ
ルの適用性の検討を行った。

降雨

2.2 流出解析モデル
現地観測により，観測区画の土層が不飽和状態で表面流の
発生が確認された。現地の降雨流出を再現するため，既存の
流出解析モデル 1)を適用した。モデルでは，土層における水の
鉛直一次元の移動は，不飽和浸透理論に基づいて計算した。
表面流出量は，降雨量とサクションに応じた地表面の浸透量
の差分とし，キネマティックウェーブ法による流出解析で算
(b)

(a)

火山灰堆積斜面

観測区画
区画壁

土壌水分計

(深さ3, 10, 20, 30 cm)

南岳山頂火口 昭和火口
有村川流域

プラスチック
カバー

溶岩
流出口

導水管

観測斜面

太陽光パネル

土壌水分計に接続

降水量・降灰量
の観測点

貯留槽
圧力式
水位計

流出水

バッテリー
データロガー

流出火山灰

荷重計
排水弁

図－1 (a) 噴火火口，有村川流域（実線は流域界，点線は主流路）
，
観測区画，降水観測点の位置図，(b) 観測区画および表面流観測シ
ステムの概要

- 453 -

セル1

qinf

セル2

q1→2

K1, ψ1
K2, ψ2

Δz

セル3
・
・
・

図－2 本研究の流出解析モデルの概念図

出した。
不飽和浸透流解析における基礎方程式は，Darcy 則を不飽
和領域に拡張させた Richards 式を適用しており，次式で表さ
れる。
∂θ

２．研究方法
2.1 現地観測
現地観測は桜島の有村川流域で行っている（図－1a）
。火山
灰が堆積した斜面での表面流の発生実態を把握するため，観
測区画（幅 1.0 m，斜面長 1.8 m 程度，傾斜 10°）を設けてい
る（図－1b）
。斜面に堆積する火山灰の土粒子密度は 2.7 g/cm3
であり，粒径区分は礫 9.1%，砂 68.1%，シルト 12.4%，粘土
10.4%である。観測区画で発生した表面流出量は，斜面下方に
設置した貯留槽内に流下し，
そこでの水位と荷重の 10 分間変
化量から算出した。降水量は，図－1a の観測点における 10 分
間値を使用した。
2020 年の有村川の年降水量は 3067 mm であり，24 時間以
上の無降雨期間で区切ったものを降雨イベントとした。降雨
イベントは 67 個発生し，イベント総雨量は 46 ± 88 mm，イベ
ント最大 10 分雨量は 3.5 ± 3.7 mm であった。観測値は 52 個
の降雨イベントで得られ，そのうち流出が発生したイベント
は 17 個であった。

ψsur (= 0)

地表面

𝜕𝜕𝜃𝜃
𝜕𝜕𝜕𝜕
∂t

=

∂
∂θ
�D(θ) －Kr �
∂z
∂z

∂ψ
𝑞𝑞 =－ Kr � ＋1�
∂z

(1)
(2)

ここに，θ は体積含水率，t は時間，D(θ)は土壌水分拡散係数
，ψ はサクション，z は鉛直距離（下向きに
（= Kr (θ) × ∂ψ/∂θ）
正）
，Kr は不飽和透水係数（van Genuchten モデルに基づき，
飽和透水係数と有効飽和度より算出）
，q は鉛直方向への流束
である。
ここで，不飽和浸透流解析における地表面の境界条件は，
降雨量が土層の浸透能を上回る場合，山越ら（2006）は最上
層セルに対して飽和透水係数を与えたが，本研究では，土壌
水分状態に応じた不飽和透水係数を算出して与えた
（図－2）
。
また，蒸発の影響は無視した。
q𝑞𝑞n𝑛𝑛= －
Krn =

Krn +Ks ψn -ψsur
�
＋1�
2
∆z⁄2

Krn＋1⁄2 +Krn-1⁄2
2

(3)
(4)

ここに，qn は上層セルからセル n への土壌水分移動量，Krn は
セル n の不飽和透水係数，Ks は飽和透水係数，ψn はセル n
，Δz はセル
のサクション，ψsur は地表面のサクション（= 0）
の厚さ（下向きに正）である。
計算領域の土層の厚さと最下層セルの下端の境界条件は，
自破砕溶岩の上に火山灰が堆積した斜面の現地状況を考慮
し，それぞれ 35 cm，排水条件とした。土層の土壌水分特性
に関するパラメータは，観測区画近傍の斜面で採取した不攪
乱試料の室内土質試験（変水位透水試験 JIS A 1218，水頭法お
よび加圧板法による保水性試験 JGS 0151）結果に基づいて定
めた。土層のサクションの初期値は，降雨イベント開始時の
θの観測値と計算値が類似するよう，
試行錯誤により求めた。
地表面において，浸透しなかった水は，マニング則にした
がって流下するものとした。マニングの粗度係数は，計算値
が観測値に一致するよう，試行錯誤により求めた。入力降雨
データは観測値，計算時間間隔は 0.05 秒とした。

期間

4/19 17:50～4/20 1:00

5/15 17:20～5/18 20:00

総降水量

37 mm

224 mm
74 h 40 min

再現計算は，2020 年に発生した降雨イベントのうち，①
4 月 19 日～20 日および②5 月 15 日～18 日を対象とした
（表
－1）
。対象イベントは，平均降雨強度（= 総降雨量／降雨継
続時間）
と降雨継続時間から算出されたリターンピリオドが，
①が 1.3×10-2 年，②が 2.4 年であり，いずれも有村川で土石
流の発生が記録された。
３．結果および考察
3.1 表面流出の再現
室内土質試験によるパラメータを計算条件に用いた流出解
析では，表面流出量の計算値はゼロとなり，観測値を再現す
ることはできなかった。一方，室内土質試験による飽和透水
計算値による表面流の波形
係数 Ks を 1/10 にしたケースでは，
形状が観測値に類似していた（図－3a，4a）
。表面流の総流出
量および最大流出量の計算値は，対象イベント①ではそれぞ
れ観測値の 1.0 倍，1.1 倍であり，②ではそれぞれ 1.6 倍，1.4
倍であった。計算値は，観測値が 1 mm 未満の場合，表面流
の発生／非発生が一致しないことがあったが，
観測値が 1 mm
以上の場合には，
計算値が観測値の 1～3 倍程度の範囲で再現
された（図－5）
。したがって，既存の流出解析モデルは，リ
ターンピリオドが 10-2 年・2 年程度の降雨イベントでは，観測
区画で発生する表面流出を概ね表現可能であることが示され
た。
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図－4 対象イベント②の (a) 観測値と計算値のハイドログラフ，
(b) θ の観測値，(c) θ の計算値
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図－5 対象イベント①および②における表面流出量の観測値と
計算値（いずれも 10 分値）の比較（図中の実線は y = x の直線）

で降雨に対する θ の波形形状が異なっていた（図－3c，4c）
。
θ の波形は降雨開始からしばらくは地表に近い土層の方が応
答は早く，より下の土層の応答は地表に近い土層より 5 分以
上の遅れが生じていた。
４．おわりに
桜島有村川斜面における観測区画からの表面流出量の観測
値に対し，既存の流出解析モデルを適用した。地表面の境界
条件として，最上層セルに対して飽和透水係数ではなく，土
壌水分状態に応じた不飽和透水係数を与えることとし，飽和
透水係数を計測値よりも 1 オーダー小さい値を与えて不飽和
透水係数を算出した場合，表面流出量の 10 分間値には最大で
3 倍程度の差があったが，流出波形は概ね再現することがで
きた。しかしながら，降雨が土層に浸透していく過程は，観
測値と計算値の挙動は一致しなかった。
今後，計算条件が流出解析モデルの再現性に与える影響を
把握し，パラメータの与え方をさらに検討する必要がある。
また，様々な降灰状況に応じた降雨流出量を計算するために
は，降灰の厚さや粒径などの違いがモデルの再現性に与える
影響について課題が残っている。
謝辞
本研究で使用した降水量は，国土交通省九州地方整備局大
隅河川国道事務所よりご提供いただきました。また，現地観
測では，
（国研）土木研究所 火山・土石流チームの佐野泰志
さんにご協力いただきました。感謝申し上げます。
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3.2 降雨浸透の再現
土層の降雨浸透状況を確認するため，表面流出量の再現が
できたケースについて，体積含水率 θ の観測値と計算値を比
較したところ，両者の経時変化の傾向は表面流出のように再
現することはできなかった（図－3b，3c，4b，4c）
。いずれの
対象イベントでも，地表から深さ 3 cm と 10 cm の観測値は，
θの経時変化は深度間で違いがみられなかった
（図－3b，
4b）
。
これに対して計算値は，いずれの対象イベントでも，深度間
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表－1 対象イベント①および②の概要
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図－3 対象イベント①の (a) 観測値と計算値のハイドログラフ，
(b) θ の観測値，(c) θ の計算値
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CCTV 等映像データ及び流出解析による山地流域での流量推定精度の検討
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国土技術政策総合研究所 山越隆雄、泉山寛明

1.

はじめに

山地流域での土砂災害対策を行うためには、山
地流域の土砂移動現象を規定する山地流域の洪水
流出に関する実態把握、および機構解明が必要不
可欠である。著者らはこれまで、直轄砂防事務所
において CCTV により取得された映像データ（以
降、
「映像データ」と表記）を用いて、山地流域の
洪水流出に関する実態把握・機構解明の研究を行
下限値
上限値
ってきた 1) 2) 3) 4) 5)。しかし、例えば表流水起源の
4)
流出量を映像データから推定する としても、そ
の推定値の確からしさが不明なためにその妥当性
の確認が困難である。また分布型流出モデルによ
る流出解析結果 5)と比較する場合でも、計算結果
と映像データからの推定結果に違いがあったとし
図-1 水位・流量データの誤差評価の実施フロー
ても要因の特定は困難である。そこで本研究では、
過去に土石流もしくは山地洪水が発生した渓流の
うち、水位データが整理された流域を対象に、流量の推定精度について定量的評価を行った。

2.

解析方法

坂井ら 4)において検討対象とした 42 事例（17 地点）について映像データから推定した水位・流量（以下、
変換値）を対象に、図-1 に示したフローにより誤差の定量的評価を行った。マニングの粗度係数は 2 パター
ン設定した。具体的にはまず下限を 0.03 とした。上限は基本的に 0.05 とし、もし浅野ら(2015) 6)の回帰式（粗
度係数＝1.0499×河床勾配＋0.0481）で 0.05 以上となった場合は、上限値の浅野らの式で得られる値とした。
対象 42 事例のうち土石流事例では、間隙流体密度を 1,000 あるいは 1,600kg/m3 に設定し、表流水起源の水を
桜井ら（2018）と同様の手法 3) で分離した。その他、変換値については画像の読み取り誤差、河床勾配と流
下断面積の計算誤差、偏流による読み取り誤差を評価した。
変換値の妥当性を評価するために別途、タンクモデルによる流量推定を行った。タンクモデルのパラメー
タは 2 パターン設定し、多数の流域に対して同定したタンクモデル
パラメータと地質等、地形量、気候値との関係を解析した回帰式に
よるパラメータを 1 パターン、また、小葉竹・石原(1983) 7)の地質別
総合化パラメータを 2 パターン目として計算を行った。さらに、入
力する雨量データも 2 パターン設定しており、レーダ雨量（流域内
メッシュ平均）と地上雨量（ティーセン法）それぞれを入力して計
算した。タンクモデルで計算される流量は 4 パターンあることにな
り、この中から上限値、下限値を抽出した。
⑥
以上、変換値に含まれる誤差によるばらつきとタンクモデルの計
算値に含まれる誤差によるばらつきを踏まえ、流量の比較検証を行
った（図-2）。映像データからの変換値に含まれる各誤差要因の幅
によって決まる水位・流量変換時の流量幅（図-2 の①②と③④）、
⑤
およびタンクモデルのパラメータや雨量の違いによって決まる流
量幅（図-2 の⑤と⑥）を求めた。これら 2 種類の流量幅を重ね合わ
せ、共通部分のデータ幅を評価した。共通部分の重心を仮の真値と
して、【（共通部分のデータ幅）／2／仮の真値】を誤差率として算
出した。共通部分がない場合は、誤差率算出不能とした。
以上、仮の真値と計算値（変換値およびタンクモデルによる流量
図-2 流量の比較検証のイメージ図
計算値のバラツキの上限値、下限値）について、流量変換比、誤差率、
相関係数比等を求めた。
2

相関係数 = ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)⁄(√∑𝑛𝑗=1(𝑥𝑗 − 𝑥̅ ) √∑𝑛𝑘=1(𝑦𝑘 − 𝑦̅)2 ) x：仮の真値、y：計算値
（𝑥̅ , 𝑦̅ ∶ それぞれ𝑥 = {𝑥1 , 𝑥2 , ⋯ , 𝑥𝑛 }, 𝑦 = {𝑦1 , 𝑦2 , ⋯ , 𝑦𝑛 } の相加平均）
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3. 評価結果
3.1 流量変換時の精度評価
図-3 は、変換値に含まれる様々な誤差要因を考慮し
た、観測データによる流量変換最大値と最小値を示した
ものである。精度は観測値を仮の真値として流量変換比
（＝（∑（最大値 or 最小値－観測値）／観測値）／デ
ータ値×100。単位：％）により求めた。流量変換比は、
最小値は既往の変換流量に対し－50％～－100％の範囲
にあるが、最大値は 100％～250％の流域も見られた。

3.2 タンクモデルの違いによる流出計算の精
度評価

図-3 流量変換時の誤差を考慮した流量変換の最大値と最小値

2.解析方法で求めた 2 種類の流域平均雨量により、
雨量の上限値と下限値を設定し、それぞれの値を用いて
の流出計算を行った。
観測値を仮の真値として、誤差率（＝(∑|(上限値 or
下限値)/観測値|/データ数×100。単位：％)を求めた。
雨量上限での誤差率（図-4）は、松川第一砂防堰堤を除
いて、タンクモデル間の差は大きくない。松川第一堰堤
については、回帰式タンクモデルの計算値が小葉竹らの
タンクモデルの計算よりもかなり大きい事例が多く、特
に小葉竹らのタンクモデルの立ち上がりが遅いことが
影響している。雨量下限での誤差率（図は略）でも、多
くの流域ではタンクモデル間の差は小さい。観測値に対
して計算値が上下する事例で、タンクモデル間の差が大
きいが、大小関係は事例により異なる。

3.3
価

雨量データの違いによる流出計算の精度評

3.2 と同様に誤差率を求めた。
回帰式タンクモデル（図
-5）では、上限値の誤差が大きい傾向があるものの、上
下限とも 100％以内に入っている流域が多い。誤差が大
きい松川第一砂防堰堤、船子川砂防堰堤、岩樋流路工は、
ピーク時の誤差の影響が大きい。
小葉竹らのタンクモデル（図は略）でも、上下限と
も 100％以内に入っている流域が多いが、上限と下限の
誤差の大小関係はまちまちであった。

3.4

図-4 タンクモデル別の流出計算誤差率（雨量上限の場合）

図-5 雨量データの違いによる流出計算誤差率
（回帰式タンクモデル）

流量の比較検証

図-6 に相関係数の結果を示す。通常の出水では 0.6～
1.0 と高い相関を示すが、土石流事例では観測データが
少ないこともあるが 0.3～0.6 と低い相関となっており、
変換値とタンクモデルの流量波形に違いが生じている。

4.

今後の課題

本研究では、時間解像度 1 時間における評価を行っ
たが、流量変動の激しい山地流域では 10 分間のような、
より細かい時間解像度での評価も必要である。
また、流量の推定誤差の評価では、流量規模により
図-6 相関係数
その絶対値に影響が出る（特に RMSE や相対比）ため、
流量規模別の評価が望ましいと考えられる。また、流量規模間、流域間で比較を行うには、各条件での資料
数を確保することも不可欠である。

【参考文献】1) 友村ら(2016)：平成 28 年度砂防学会概要集、2) 坂井ら(2017)：平成 29 年度砂防学会概要集
3) 桜井ら(2018)：平成 30 年度砂防学会概要集、4) 坂井ら(2019)：令和元年度砂防学会概要集
5) 坂井ら(2020)：令和 2 年度砂防学会概要集、6) 浅野ら(2015)：平成 27 年度砂防学会概要集
7) 小葉竹・石原(1983)：土木学会論文報告集、第 337 号、pp.7-12
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改良型 HYCY モデルを用いた山地源流域の降雨流出特性に関する考察

京都大学大学院農学研究科

〇稲岡諄、小杉賢一朗、正岡直也
沖縄大学経法商学部 糸数哲

京都大学大学院農学研究科

中村公人

立命館大学理工学部 藤本将光
1. はじめに
近年、土砂災害が頻発しているが、土砂災害による被害を減らすにはその発生機構の解明が必要である。これま
での研究により、地形や地質、植生など様々な要因の影響で地下水の挙動が変化し、土砂移動現象につながること
が明らかにされてきた。このうち、地質に着目すると、花崗岩山地における研究例は比較的多いが、堆積岩山地に
おける研究例は少ない。そこで、本研究では、観測ハイドログラフから流域ごとに直接流出量と逓減の特徴を明ら
かにし、各流域の流出特性と地質の影響を明らかにする。また、HYCY モデルを用いて各流域の流出を再現し、
モデルパラメータから各流域の特性を解析することを目的とした。

2. 方法
滋賀県甲賀市に位置する信楽試験地（以下、信楽）の 12 流域
（S01～S12；図 1）と滋賀県大津市に位置する不動寺試験地
（以下、不動寺）の 7 流域（F0～F6；図 2）、合わせて 19 流域
を研究対象とした。信楽の地質は中生代に形成された付加体堆
積岩であり、不動寺の地質は後期白亜紀に形成された花崗岩で
ある（脇田ら、2013）
。各流域で約 3 年間にわたって流量を観測
した。また、各試験地近傍の開けた場所で雨量も計測した。
観測データをもとに、山地源流域にも適用可能な改良型
HYCY モデル(Wakahara et al., 2012)を最小二乗法によってそれ
ぞれの流域に最適化した。この際、変化させたパラメータは 4

図1

つのタンクの水深を表すパラメータ 4 つと有効降雨の計算に必

等高線は 5m 間隔、50m ごとに太線で記載。

信楽試験地の地形図

要な 2 つのパラメータの合計 6 つのみとし、他のパラメータは
Fukushima (1988)で示された桐生試験地（滋賀県大津市）の値で
固定した。
有効降雨の計算式から、林地系上部タンクの水の量と有効降
雨発生率 m の関係は土層内貯留量と流出寄与域面積率の関係と
みなすことができ、これが HYCY モデルで計算される波形を決
める最も重要な部分であると考え、この関係に基づいて対象と
なる流域を分類した。
また、観測ハイドログラフから、降水量と直接流出量(Hewlett
& Hibbert, 1967)の関係および逓減について解析を行い、HYCY

図2

モデルによる計算から得られる結果と比較した。

等高線は 5m 間隔、50m ごとに太線で記載。

不動寺試験地の地形図

雨量計は試験地北側に設置した。
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3. 結果と考察
降水量と直接流出量の関係からは、対象とした
19 流域を大きく 2 分できると考えられた（図
3）
。すなわち、①花崗岩流域の大部分と基底流の
多い堆積岩流域(S03・S09 流域；Inaoka et al.,
2020)と②堆積岩流域の大部分と F2 流域に分類で
きた。また、HYCY モデルの林地系上部タンクの
水量と有効降雨発生率 m の関係からも同様に①と
②に分けられ、水の量が少ないときは①で流出が
発生しやすく、多いときは②で流出が発生しやす
いという傾向も一致した（図 4）
。このことから、
観測データの特徴は HYCY モデルのパラメータの
図3

降水量と直接流出量の関係

図4

林地系上部タンクの水量と有効降雨発生率 m の関係

脇田浩二・竹内圭史・水野清秀・小松原琢・中野聰志・武村恵

図5

各流域で upwards concatenation による Master

二・田口雄作（2013）
：5 万分の 1 地質図幅「京都東南部」. 産

Recession Curve (Millares et al., 2009)を作成した結果

違いとして表すことができたと考えられる。
さらに、Millares et al. (2009)が用いた upwards
concatenation による Master Recession Curve を作成
し（図 5）、各流域の逓減特性を解析すると、不動
寺の流域や S03・S09 流域（図 5 の紫線・緑線）
では比較的緩やかな逓減が、S03・S09 流域を除
く信楽の流域や F1 流域（図 5 の水色線・黄緑
線）では比較的急な逓減が発生することが分かっ
た。HYCY モデルのパラメータでは F1 流域が他
の不動寺の流域と大きく異なることは表現できて
おらず、この解析では極めて大きなイベント（総
降水量 328mm、F1 流域以外は欠測）があった際
の逓減波形に影響された可能性がある。これを除
けば逓減波形には地質が大きく影響していると考
えられる。
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亀裂のある急峻な山体の基岩の不飽和水文特性が雨水浸透に及ぼす影響
京都大学大学院農学研究科	
  ○寺山祐司・正岡直也・小杉賢一朗
1．はじめに
近年，山崩れやがけ崩れなどの斜面崩壊の中で，山体表層の土層だけでなく，山体深部の山体基岩までが崩壊土塊とな
る深層崩壊が問題になっている．深層崩壊は，それ自体が大規模な土砂移動現象で危険であることに加えて，土石流や河
道閉塞の原因になることもあり，二次的な災害を起こす可能性がある点でも危険性が高い．このような深層崩壊は，豪雨
による地盤への雨水浸透の集中によって起こると考えられている．こういった理由から，近年では，山体基岩層の涵養機
能が注目されている 1)2)．山体浅部の強風化基岩は構成粒子の一部が土壌化し，水がマトリックスの間隙内を移動すること
が近年の研究で確認された 3)．また，花崗岩地質の森林における研究で，基岩の透水性が土壌に比べて低い値であること
が報告されている．しかし，ボーリング孔内の水位の観測によると，数十メートルの深さでも降雨に対し素早く水位が上
昇することがある．こうした矛盾の原因として考えられるのが亀裂を伝った雨水浸透である 4)．ボーリングコアの観察か
ら，花崗岩流域には山体の浅い部分に多数の亀裂が存在していることが分かっているが，亀裂が鉛直浸透にどの程度の影
響を与えるかは分かっていない．そこで，亀裂のある基岩を単純な模型で再現し，降雨流出実験を行うことで、その水文
特性を解析することを本研究の目的とした．
2．研究手法
この研究の手法は，主に二つのプロセスから成る．まず基岩をミニチュア化した模型を用いて降水実験 5)を行い，次に
結果を逆解析することで浸透特性を評価する．前者を実験手法，後者を逆解析手法で述べる．
2.1．実験手法
図 1 の装置で実験を行った．まず，試
料容器に試料を詰めた（写真 1）
．今回の
実験で試料として用いたのは，1 辺が約
1.6m の角が丸まったサイコロ（写真 2）

写真 2	
  サイコロ

であり，この体積は 4.067 cm3 であった．
箱には縦，横，高さがそれぞれ 5×5×30
個のサイコロを詰めた（写真 3）
．サイコ
ロと試料容器の間には壁面流出を防止す
るシリコン板を貼った．試料を詰めた部
分の空隙率は 5.47%であった．また飽和
透水係数は 0.416 cm/s であった．試料を
詰めた後は，試料容器を水が透過する台
の上に乗せ，ポンプとホースを用いて水
を上から供給し，試料容器の下から排出
される排水量を秤で測定した．この時，
一定の間隔で水の供給強度を変化させた．

写真1	
  試料容器

図 1	
  実験手法

また，秤の重量は 1 秒のインターバルで測定した．
2.2．逆解析手法
γ

①

K=Ks Se α Q ln ψ ψm /𝜎+βσ

②

Se =(θ-θr )/(θs -θr )=Q ln ψ ψm /𝜎

透水係数モデルには，①②の式を用いた 6)．Ks は飽和透水係数，θs は飽和体積含水率，
θr は残留体積含水率である．Ks ，θs ，θr は実測値であり，それぞれ 0.416，0.0547，0 と設
定した．
また ψm は Se=0.5 の時の圧力水頭，
σ は孔隙径分布の幅を表す無次元パラメータ，
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写真 3	
  試料容器（上から）

α と β は土壌孔隙曲率に関わるパラメータであり，この解析では 4 つのパラメータを変数として扱った．γ は孔隙の連結性
をモデル化する方法に依存するパラメータであり，この解析では値を 1 とした．2-1 の実験で得られた排水量の値から式
①②の透水係数モデルを用いリチャーズ式を解くことで，排水量の変化から 4 つのパラメータを逆解析した．
表 1	
  パラメータ結果
-ψm
28.71

σ

α

β

0.1080 1.556 0.3047

3．結果と考察
	
  逆解析で得られたパラメータの結果を
表 1 に示し，図 2 には 1 秒あたりの水の
供給量（図 2 中のポンプの供給量）
，実験
で得られた 1 秒あたりの排水量（図 2 中
図 2	
  降雨実験の結果と逆解析の結果

の実験値）
，
逆解析でフィッティングされ
た排水量（図 2 中の計算値）を示した．
図 2 では，
予め 1 分間定量の水を供給し，
供給量を変えた最初のタイミングを 0 秒
とした．これは後に述べる図 3 の二つの
実験でも同様である．0 秒から 240 秒ま
では，計算値による実験値の再現に概ね
成功した．しかし，240 秒から 300 秒ま
では，実験値に比べ計算値の逓減が緩や
かだった．図 3 では，水の供給を図 2 と
異なる２通りのパターンで行った実験①
②に対し，表１のパラメータを用いて計
算した排水量と比較することで逆解析の
妥当性を検証した．その結果，図 3 中に
青い四角で示した通り，水の供給量が
0.005cm/sec 以下の時のフラックスの変
化は，計算値の再現精度が低い傾向があ

図 3	
  パラメータの検証

った．特に計算値よりも実験値の方が急
激に変化するようなグラフになりやすい．

水の供給量が 0.005cm/sec 以下のときに再現精度が低くなる原因は，
実験装置における受け皿から試料の底までの高さが高
い故に誤差が生じているからか，ポンプの精度の問題，低水分領域での透水係数をモデルが再現しきれていない可能性な
どが考えられる．ただし，現時点で基岩模型の水文特性を概ね良好に求めることができたといえる．今後は亀裂分布のパ
ターンを変化させた実験を行っていく予定である．
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天然ダム堤体の浸透特性の経年変化と水収支
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1.はじめに
平成 23 年 9 月の台風 12 号では奈良県南部に連続雨
量 1,335mm，最大日雨量 613.5mm（奈良県十津川村，
気象庁風屋観測所）という記録的豪雨により，深層崩
壊と天然ダムが多数発生し，甚大な被害が生じた。そ
れらの天然ダムのうち災害後にも湛水池が残存してい
る箇所については紀伊山系砂防事務所でその対策が進
められてきたが，その後の台風等により何度も越流・
侵食が生じている箇所と，2011 年以降 2021 年 3 月時
点でも越流を一度も経験していない箇所がある。
それらの天然ダムでは 2011 年の災害発生後から約
10 年という長期に亘り，雨量や湛水池水位，河道閉塞
部のボーリング孔内水位などの水文観測や降雨イベン
ト時の収支計算等が継続的に行われており，その観測
期間内には連続雨量で 500mm を超えるような大規模
な降雨イベントも含まれている。
天然ダム形成時における越流侵食の危険度の判断等
に資するため，１つの検討事例として，これらの水文
観測データを整理し，天然ダムの満水・越流を左右す
る要因について検討した。

・長殿地区の検討対象期間は水収支算出期間である
2012 年(H24)から 2020 年(R2)までの 9 年間とした。
・栗平地区の検討対象期間は 2012 年(H24)から 2014 年
(H26)台風 11 号による越流侵食崩壊までの 3 年間と
した。
・水収支の算出に使用した透水係数は天然ダム上流流
入量算出のための H-Q 曲線の適用水位範囲内で算出
した。
なお，天然ダムの流入量は雨量と比較しやすいよう
に流域面積で除して単位を mm に換算している。
3.検討結果
3.1 降雨特性
長殿地区と栗平地区の降雨特性を比較するため，現
地雨量計の観測結果から各年度の最大連続雨量を抽出
した。また，2012 年から 2018 年の最大連続雨量の平
均値を算出し，2 地区の比較を行った。

2.検討対象および検討に用いたデータと検討方法
2.1 検討対象
本研究の検討対象は紀伊山系砂防管内の奈良県十津
川村の栗平地区と長殿地区（図 1）とした。
栗平地区の天然ダムについては，天然ダム形成の翌
年となる 2012 年の台風 4 号と 5 号で越流が生じ，天然
ダムの法尻部が侵食されたが，さらに台風 16 号により
満水となり，その約 2 週間後にも台風 17 号が到来し，
越流水により下流法尻部分に顕著な侵食が生じた 1)。
また，翌年の 2013 年にも越流が生じた 2)が，暗渠排水
により侵食の効果は軽減されていた。さらに 2014 年に
は台風 11 号により堤体が 17m も侵食されている 3)。
長殿地区の天然ダムについては，過去にあと 3m 程
度のところまで水位上昇したことが 2 回あるが，2011
年以降一度も越流は生じていない。

図 1 検討対象位置図
表 1 長殿地区と栗平地区の年最大連続雨量と平均値

2.2 検討内容及び検討方法
天然ダムの水位変動の大小を左右する要因は複合的
であると考えられ，2 つの天然ダムを比較する上での
要因としては①降雨特性，②堤体の浸透特性，③流出
特性などが挙げられる。本稿では，それらについて 2
つの天然ダムの違いを分析した結果を報告する。
①については現地の転倒ます雨量計で計測した雨量
データで検討した。②については既存文献 4,5)の方法で
求めた天然ダムの堤体の逆算透水係数等の経年変化を
整理した。③についても②の逆算透水係数に基づく水
収支計算方法 4,5)での算定結果を基に整理した。天然ダ
ムの流入量算定の条件について以下に示す。
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年

長殿地区

栗平地区

比率

2012(H24)

163.0

292.0

1.79

2013(H25)

332.5

492.0

1.48

2014(H26)

468.0

628.7

1.34

2015(H27)

473.5

308.0

0.65

2016(H28)

146.5

192.0

1.31

2017(H29)

447.0

571.5

1.28

2018(H30)

387.5

535.5

1.38

平均値

345.4

431.4

1.25
単位：mm

5.00E‐04

透⽔係数(m/s)

⻑殿地区
4.00E‐04

栗平地区

3.00E‐04

雨量の関係について長殿地区と栗平地区で比較した。
図 3 に長殿・栗平地区の総雨量と流入高の関係を示
す。栗平地区の方が長殿地区に比べて約 1.65 倍程度天
然ダムへの流入量が大きい傾向が認められた。

2.00E‐04
1.00E‐04
0.00E+00
2012

2013

2014
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2016

2017

2018

2019

2020

年

図 2 長殿・栗平地区の天然ダムにおける年平均透水係数
の推移(栗平地区は暗渠排水管の影響がある 2014 年
度を除いて年平均透水係数を算出)
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⻑殿地区

天然ダム流⼊⾼(mm)

450

栗平地区

400

線形 (⻑殿地区)

350

線形 (栗平地区)

y = 0.6923x

300
250
200

y = 0.4177x

150
100
50
0
0

200

400

600

800

総⾬量(連続⾬量)(mm)

図 3 長殿・栗平地区の総雨量と流入高の関係
抽出結果を表 1 に示す。比較すると年最大連続雨量
の平均値で 25％程度栗平地区の方が降雨量は多い傾向
があった。
3.2 堤体の透水特性
漏水のしやすさは湛水池の空き容量の確保しやすさ
に関係することから，逆算透水係数を比較した。なお，
透水係数はその精度の確保のため，天然ダム上流流入
量調査結果から算出した上流流入量算出のための流量
計測地点の H-Q 曲線の適用水位範囲内で推定している。
また，栗平地区は天然ダムの堤体ボーリング孔が流失
した 2014 年の越流侵食発生以前のデータのみで比較
した。
年ごとに算出した逆算透水係数は図 2 に示すように
経年変化がみられる。なお，2012 年に実施された長殿
地区の地質調査における現地透水試験結果は 1.61×
10-6～7.33×10-4m/s であり，各年の長殿地区における年
度平均透水係数はこの範囲の値を示している。
2 つの天然ダムの逆算透水係数の比較の結果，長殿
地区の方が年平均透水係数は大きい傾向となっている。
また，長殿地区における年平均透水係数の経年変化と
しては，逆算透水係数が約 10 年で半分の値となってお
り，その原因としては湛水池内の土砂堆積が影響して
いると考えられる。
3.3 流出特性
過去の降雨イベントについて水収支計算を実施して
おり，その水収支算定結果から，天然ダム流入量と総
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4.検討結果のまとめ
満水・越流特性の異なる長殿・栗平地区の天然ダム
を比較する上で要因になりうると考えられる①降雨特
性，②堤体の浸透特性，③流出特性について 2 つの天
然ダムの違いを分析した。
①降雨特性については長殿・栗平地区の年最大平均
雨量の年平均値はそれぞれ 345.4mm，431.4mm であり，
栗平地区の方が約 1.25 倍雨量が大きい。
②透水特性については長殿・栗平地区の年平均透水
係数はそれぞれ 2.87×10-4m/s，1.69×10-4m/s であり，
年平均透水係数は 6 割程度栗平地区の方が小さく，漏
水しにくい(水位低下しにくい)傾向がみられた。
③流出特性については長殿・栗平地区の連続雨量の
中で天然ダム流入量が占める割合(イベント平均)はそ
れぞれ 0.29，0.56 であり，栗平地区の方が約 1.93 倍流
域面積あたりの天然ダム流入量が大きい傾向となった。
上記①～③の分析結果より，全ての要因について，
長殿地区より栗平地区の方が天然ダムの越流に対して
不利となっており，このことは実際の栗平地区の越流
頻度の多さと矛盾していない。天然ダムの水収支の要
素のうち多くを占めるのは貯水増減量 1)であること，
流 域 面 積 は 長 殿 地 区 が 約 4.62km2 ， 栗 平 地 区 は 約
8.95km2 と栗平地区の方が 2 倍近く大きいことを考慮す
るとこの 2 つの天然ダムの越流を左右する最も大きな
要因としては③流出特性であると考えられる。
今後は天然ダム上流流域面積と湛水池容量の比率や，
天然ダム流入量と降雨イベント直前の天然ダム空き容
量との関係等について検討する予定である。
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断層地形を呈する山地斜面の基岩地下水に関する検討
京都大学農学研究科 〇谷知幸, 正岡直也, 小杉賢一朗
1.研究背景
近年、豪雨による土砂災害が多発しており、その中で深層崩壊は大規模かつ広範囲に及ぶ災害となりうるた
め発生機構の解明は喫緊の課題である。深層崩壊の発生には基岩内に存在する地下水が関与していると考えら
れているが、深層崩壊発生頻度が高いとされる中古生層堆積岩では、地下構造が複雑で、研究事例も少ないこ
とから、基岩地下水には多くの不明な点が残されている。そこで本研究では堆積岩を基岩とする山地源流域に
おいて、基岩地下水の性質を明らかにするために水質と水位変動について検討する。
2.観測地と方法
調査地は滋賀県大津市葛川地域の安曇川上流の右岸斜面に位置する(図1)。地質は中古生層堆積岩で花折断
層に付随する断層破砕帯が分布する断層地形を呈している。調査地には斜面上に61本のボーリング孔が高密
度に掘削してあり地下水位を測定した。観測期間は2015年1月1日～2020年12月31日である。また基岩地下水
の水質を分析するために2017年10月11日に一斉採水を行いイオンクロマトグラフィーによる水質分析を行っ
た。
3.結果と考察
3-1:基岩地下水の水質
基岩地下水の水質と斜面の位置との関係につい
て考察する。図 1 の地図において採水地点上にイ
オン濃度をスティフダイヤグラムとして示す。水
質を大きく区分すると雨に水質が近いイオン濃度
の小さい地下水と雨と異なりイオン濃度の大きい
地下水が存在している。斜面上部と斜面下脚部に
雨に近い水質の地下水が分布している。一方で降
雨とは異なりイオン濃度が大きい地下水は斜面上
部には存在せず、断層破砕帯より下の位置に存在
している。特に断層破砕帯のすぐ下側は他の地点
と比べて特異な水質の地下水が分布していた。ま
た斜面下脚部にはイオン濃度の小さい地下水と大
きい地下水の両方がみられ同地点に複数の地下水
が存在する場合は浅いボーリング孔にイオン濃度
の小さい地下水が存在し深いボーリング孔にイオ
ン濃度の大きい地下水が存在した。このように葛
川サイトの地下水の水質は斜面のどの場所に属し
ているかによって分類ができ、斜面上部、断層破砕
帯のすぐ下、斜面下脚部に分かれさらに斜面下脚
部の地下水はイオン濃度の大きい地下水と小さい
地下水の 2 種類が存在していた。

図 1:調査地とスティフダイヤグラム
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3-2:水位上昇時の地下水位の水位変動
続いて水位上昇時の地下水位の変動の仕方と水
質との関係を、実効雨量を用いて考察する。実効雨
量は半減期をパラメーターとして地下水位を評価
する雨量指標である。図 2 に d0 地点の地下水位デ
ータと半減期 66 時間の実効雨量の関係を示す。図
2 より水位上昇時の地下水位は実効雨量を用いて再
現できていることがわかる。そこで地下水が常に存
在していたすべての地点について実効雨量を用い
て地点ごとの最適半減期を求めた。図 3 は最適半減
期と EC の関係を示したものである。(EC はイオン
濃度の総和を示しておりイオン濃度の大きい地下
水は EC が大きくなる。) 3-1 で用いた場所ごとの
分類を用いると図 3 において断層破砕帯のすぐ下

図 2:水位上昇時の地下水位と実効雨量

の地下水以外は一直線上にのっており正の相関が
あることがわかる。これは降雨の影響を受けやすい
半減期の小さい地下水は地下の滞在時間が短いた
め地下水は EC が小さくなり、降雨の影響を受けに
くい半減期の大きい地下水は地下の滞在時間が長
くなり EC が大きくなるためだと推測される。一方
で断層破砕帯の下の地下水はガウジ粘土の影響に
より地下の滞在時間が短くとも EC が大きくなって
いると考えられる。
図 4 は場所ごとの最適半減期の分布を箱ひげ図を
用いて示したものである。イオン濃度の小さい地下
水と大きい地下水で T 検定を行ったところ有意な
差が検出された(p<0.05)。このことから水位上昇時

図 3:EC と最適半減期

の地下水位の変動の仕方は水質によって異なるこ
とが示された。

図 4:場所ごとの最適半減期
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花崗岩山地小流域での基岩湧水の流出特性
北海道大学大学院農学院
○松永一慶
北海道大学大学院農学研究院
桂真也
1.背景
現在まで数多く提案されてきた表層崩壊発生の場所とタイミングを予測するモデル（崩壊モデル）
は，山体斜面の基岩を不透水層とみなし，土層だけの水分挙動を考慮して構築されている。しかし
近年，山地小流域における水文観測により，土層から基岩へ一旦浸透した水が斜面下部で土層に流
出していることが明らかにされつつある。この流出成分が表層崩壊に寄与している可能性が指摘さ
れており，崩壊モデルのさらなる精度向上のためにはその流出成分をモデルに組み込む必要がある
と考えられる。しかし，既往研究の多くは，テンシオメータやボーリング孔を利用した地下水挙動
の観測や，水質を用いた成分分離などから間接的に基岩からの流出を評価しており例えば 1,2，基岩か
らの流出を直接観測した事例はほとんどない。そこで本研究では，崩壊モデルの精度向上へ向けた
第一歩として，基岩からの流出を直接観測できる流域において詳細な水文観測を行い，その流出特
性を明らかにすることで，表層崩壊発生への寄与を検討することを目的とする。
2.研究対象地・方法
研究対象地は，北海道森林管理局十勝西部森林管理署東大
雪支署管内 2051 林班内に位置する山地小流域（約 5.6ha，図
1）である。基岩地質は花崗岩で，流域内を東流する小渓流
の両岸で基岩が露出しており，基岩の割れ目からの湧水（基
岩湧水）が 4 か所（図 1 の BF1～4）確認できる。このうち
BF1,4 が右岸側、BF2,3 が左岸側からの湧水である。
基岩湧水の流出源を推測するため，水質分析・水温計測を
行った。水質分析については，2020/7/16～11/4 の期間に 3 週

図 1：対象流域の地形図

間から 1 か月おきに降水・土壌水・基岩湧水を現地で採水し，その場で電気伝導度（EC）を計測し
た。降水は採水ボトルを設置して収集した（図 1 の点 A）
。土壌水は，基岩からの流出水の影響を
受けていないと考えられる尾根部に位置する点 B において，2 深度（80, 160cm）に設置したライシ
メーターにより採取した。水温については，基岩湧水の水温を 10 分間隔で連続計測し，また点 B
の近傍において土層の地温を 6 深度（10,40,80,120,160,200cm（土層-基岩境界）
）で 1 時間間隔で連
続計測した。さらに，基岩湧水の流出特性を把握するため，2020/8/26～11/4 の期間に BF1, 2 の基岩
湧水を三角堰に導いて流出量を 10 分間隔で連続計測した。降水量は点 A に設置した転倒ます式雨
量計により 10 分間隔で連続計測した。
3.結果・考察
図 2 は，日雨量と基岩湧水の日流出量を示したものである。8/29～31 の降雨（総雨量 99mm）時
は，流量は減少傾向にあったが，数日経過してから増加し始め，降雨の約 10 日後にピーク流量が
観測された。一方，9/18 の降雨（総雨量 33mm）に対しては，流量は比較的鋭敏に増加した。この
ように、降雨に対する流量の反応に法則性はみられなかったが，BF1,2 ともに流量の波形は概ね一
致していたため，基岩湧水の起源は互いに類似していると推測される。
図 3 は、基岩湧水の日平均水温と土層各深度の日平均地温を示したものである。山体深部ほど地
表面温度の季節変化の影響を受けにくく，地温の季節変化の振幅は小さくなる 3。BF1 の水温は深
度 200cm よりも低い一方，水温の変動波形は深度 10cm の地温と類似していた。これは，基岩地下
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水が流出する際に，土層からの熱拡散に
より水温が変動するほどの，浅層を経由
しているためと考えられる。一方 BF2 の
水温は観測期間中約 7℃で一定で， 深度
200cm の地温より 3℃程度低かった。こ
れより，BF2 は流出時に土層の熱の拡散
の影響を受けていなかったと推測される。
図 4 は、各水サンプルの EC の測定結
果である。山体深部の地下水ほど，土層

図 2：日雨量と基岩湧水の日流出量

および基岩の化学的風化によって EC は
高い傾向にある 4。しかし，基岩湧水と土
壌水の EC はどちらもおおよそ 25～
30µS/cm で，有意な差はなかった。この
ことから，土層に滞留していた地下水が
基岩割れ目から流出している場合や，強
風化状態にある基岩内部を湧水の起源と
している場合が考えられたが，詳細は不
明である。
これらより，基岩湧水 BF1,2 の起源と
流出経路は以下のように推測される。

図 3：基岩湧水の日平均水温と，地表面から深度
10,40,80,120,160,200cm の日平均地温

BF1,2 は類似した流出波形より，起源は一致していると推測される。
さらに，水温より，起源は互いに深度 200cm より深いが，BF1 で
は薄い土層直下の基岩浅層を長時間通過（あるいは土層を経由）し
たのち流出し，BF2 ではそれよりも深部を主な経路として流出して
いると推測される。しかし，土層と BF1,2 の水質に差異がみられな
かったことから，どちらも起源が基岩深層である可能性は低いと考
えられる。
4.まとめ
以上より，基岩湧水の起源は BF1,2 で互いに類似していたが，流
出経路は BF1,2 で異なることが分かった。このことから，基岩地下
水の影響を崩壊モデルに組み込む場合には，その起源や流出経路な

図 4：降雨，土層水，基岩湧

どを考慮に入れる必要性が示唆された。今後は BF3,4 も同様に流

水の EC（µS/cm）測定結果

量・水温の計測や水質分析を行い，各水サンプルの SiO2 濃度等も
分析・整理していくことで，より詳細な流出特性の分析を行っていく予定である。
謝辞
本研究を実施するにあたり、林野庁北海道森林管理局のご協力をいただいた。本研究は JSPS 科
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山地斜面における不均質な土壌透水性分布が排水能力に及ぼす影響
京都大学大学院農学研究科 ○柳井鴻太郎・正岡直也・小杉賢一朗
立命館大学大学院理工学研究科 藤本将光
1. はじめに

2.2 解析方法

従来の山地斜面における水文過程では, 降雨

まず, 不飽和帯における降雨時の圧力水頭上

浸透によって斜面土層内に一時的な飽和帯が形 昇による飽和維持の様子の違いを解析した。ま
成され, 降雨に伴って飽和帯の水位が上昇し, た 2009/7/22 の降雨イベント時の, 各地点の基岩
斜面の不安定化や飽和地表流による土壌侵食が 面上における飽和維持時間を計算した。ただし
起こるとされてきた。この過程では均質な土壌 降雨終了時刻を一律に開始時間とし, 初めて圧
が想定されているが, 実際の山地斜面には様々 力水頭が 0 を下回るまでの時間を飽和維持時間
な不均質性が存在している。例えば湧水点の存 とした。次に, 飽和維持の様子の違いと不均質
在 1)や, 基岩面と地表面の地形 2)による水文過 性の関係を①基岩面の地形による集水能の違い,
程への影響が報告されている。また近年, 基岩 ②湧水点の有無, ③飽和透水係数分布による排
面上に存在する透水性の高い空間（水みち）か 水性の違い, の 3 つの水文特性について解析し
ら素早い排水が起こり, 飽和帯の形成が抑制さ た 。 ① に つ い て は Topographic index
れる機構の存在が報告された

3)。崩壊危険度予

κ=

ln(𝑎⁄tan 𝛽)（𝑎:集水面積、𝛽:斜面勾配）を用い

測等においても不均質性を考慮すべきであるが, て解析を行い, ②については, 降雨イベント時
紹介した不均質性の中でも, 特に水みちに関す の地温変化と全水頭分布変化の解析を行った。
る知見は不足している。そこで本研究では, 山 3
地斜面において 3 次元的に高密度な圧力水頭・

結果と考察
2009/7/19 の総雨量

地温・飽和透水係数の計測を行い, 透水性分布 83.5mm の 降 雨 に お
と排水能力の関係を検討した。

ける圧力水頭変化の

2. 方法

解析結果を示す。降

2.1 調査地の概要・観測項目

雨前, 斜面下部では

観測は滋賀県大津市不動寺水文試験地内の下 飽和し, 斜面上部で
層植生の少ない照葉樹林斜面末端部で行った。 は不飽和であった。
この斜面では 2008 年から 2012 年にかけて熱電 降雨が始まると次第
対とテンシオメータを用いた地温と圧力水頭の に斜面上部にも飽和

図 1 基岩面の
圧力水頭分布
2009/7/20 20:00

測定が行われており 4), 本研究では 2009/7/5 ~ 域が広がり, ピーク
2009/7/28 の期間における観測データを用いて 時には斜面のほぼ全
解析を行った。また熱電対とテンシオメータの 域が飽和した。その後
設置時に貫入試験で測定された土層厚データを ピークを過ぎると次
用いて, 基岩面の地形図を作成した。土壌の飽 第に飽和域は解消さ
和透水係数はゲルフパーミアメータ法
て現地で測定した。

5)を用い

れていったが, 図 1
に示すように降雨終
了から 20 時間後の斜

- 467 -

図 2 基岩面の𝛋分布

面上部では F3 でのみ飽和が維持されていた。一
方, 隣接する F2, G2, F4, G4 では素早く不飽和
に戻っていた。次に 2 章 2.2 節で述べた①~③の
水文特性に関する解析結果を示す。①図 2 に基
岩面のκ分布を示す。飽和維持時間の長かった
F3 よりも隣接する F2, G2, F4, G4 でκ値が大きく
基岩面地形による集水性が高いことを示してお
り, 飽和維持時間の長短とは逆の傾向であった。

図 3 基岩面の飽和維持時間と
深度 100cm における飽和透水係数の関係

②全水頭・地温変化ともに湧水点の存在を示す
挙動は F2~4, G2~4 のいずれにも見られなかっ
た。よってこの 6 地点に湧水点は存在しないと
考えられる。③図 3 に各地点の深度 100cm にお
ける飽和透水係数と 2009/7/22 の降雨イベント
における飽和維持時間の関係を示す。また, 図
4 に基岩面の 𝛋分布と深度 100cm における飽和透
水係数の関係を示す。G ラインの飽和維持時間は,

F ラインよりも短くなる傾向があった。これは
G ラインの方が斜面上部に位置し, 排水が起こ
りやすいためだと考えられる。そこでライン内
で比較すると, 著しく透水性の低かった G2 を

図 4 𝛋分布と深度 100cm における飽和透水係数

除いて, F, G ライン共に飽和維持時間の短い地
点で飽和透水係数が大きくなる傾向があった。
以上から, 基岩面付近の透水性は空間的に不均
質であり, 連続的に透水性の高い部分が排水能
力の高い水みちとなっていると考えられる。G2
に関しては深度 75cm における飽和透水係数が
1.8E-3cm/sec と高かったため, 基岩面より浅い
部分に存在する水みちから斜面下部への排水が
促されたと考えられる。また①と③の結果より,
図 4 に示すように水の集まりやすい地形をして
いる地点で飽和透水係数が高くなっていること
が分かる。このことから, 長期間選択的に水が

参考文献
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1) Masaoka, N. et al., Journal of Hydrology, Vol. 535, p.
160-172, 2016
2) Freer, J. et al., Water Resources Research, Vol. 38,
No. 12, doi: 10.1029/2001WR000872, 2002
3) 石岡武, 京都大学農学研究科修士論文, 2011
4) van Verseveld, W. J. et al., Hydrology and Earth
System Sciences, Vol. 21, p. 5891-5910, 2017
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p. 250-268, 1983

集まることによって細かい土壌の洗脱が起こり,
水みちが形成された可能性がある。今後は更に
多くの斜面で観測を行い地形と透水性の関係を
検証する必要がある。

- 468 -

P1-097

2021年度砂防学会研究発表会概要集

2020 年 7 月豪雨による長野県下伊那郡天龍村の大規模崩壊における
地中の比抵抗分布に関する一考察
国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷 洋明
長野県砂防課 藤本 済※1 藤井 隆男※2 長野県飯田建設事務所
日本工営株式会社 ○曽野 明洋
大日本コンサルタント株式会社
※1

現 長野県松本建設事務所

1.はじめに
令和 2 年 7 月 6 日～12 日の降雨により長野県下伊那郡天
龍村足瀬で大規模な崩壊が発生した。崩壊に伴い国道 418
号が通行止めとなったほか、芝沢川に流入した土砂により
河道閉塞が発生し、芝沢川の流路が崩壊地斜面の対岸側に
大きく移動した。
流域界

※2

鈴木 大和
細川 容宏
西 陽太郎
河戸 克志

現 長野県上田建設事務所

国道 418 号

早木戸川

リニアメント

芝沢川
崩落箇所

国道 418 号
至天龍村
至阿南町

図 3 大規模崩壊地周辺のリニアメント

早木戸川

図 1 大規模崩壊地の遠景
今回の崩壊は、降雨の約 1 日後に発生しており、降雨が
浸透した地中水以外に山体の深部より供給される地下水の
影響も想定された。地形・地質、現地踏査結果および空中
電磁探査結果等を踏まえ、大規模崩壊地に供給された地下
水について、比抵抗分布から考察した結果を報告する。

崩壊箇所

平岡断層

図 4 大規模崩壊地周辺の地質
図 2 崩壊発生時の降雨状況

出典：20 万分の 1 地質図幅「豊橋及び伊良湖岬」
（2004）

2.地形・地質
大規模な崩壊が発生した斜面は、標高 796m を頂上とした
北向き及び北西向き斜面を呈しており、東南東―西北西方
向及び早木戸川沿いの東西方向についてリニアメントが確
認される（図 3）
。崩壊は芝沢川と早木戸川の流域界となす
尾根を跨いで発生しており、崩壊土砂は早木戸川側、芝沢
川側に崩落している。
地質は、広域的には前期白亜紀の領家花崗岩類及び変成
岩類（縞状片麻岩）が分布しており、局所的に美濃帯に属
す砂岩・泥岩のメランジやチャートが挟在する。大規模崩
壊地の南側には北東―南西方向に分布する平岡断層の西縁
に位置する（図 4）
。

3.現地状況
現地状況の概要を以下に示す。現地状況の詳細は別報※で
報告する。
 芝沢川崩壊斜面は最大幅約 300m、国道側崩壊斜面は
最大幅約 100m および 120m の計 3 箇所の崩壊が発生
する。
 崩壊頭部や近傍斜面では湧水地点は確認されず、芝
沢川沿い崩壊斜面および国道沿い斜面で湧水が確
認された。
 芝沢川斜面における湧水は豊水期のみ確認された
が、国道側斜面では渇水期でも湧水が確認される。
※別報：2020 年 7 月豪雨による長野県下伊那郡天龍村の大規模崩壊
における地形・地質的特徴と水質変化の一考察
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ていることから、低比抵抗帯は地下水を帯水あるいは
地下水の流れを制限している可能性がある。
芝沢側崩壊斜面

国道側崩壊斜面（東）

低比抵抗
遷急点
▲

4.空中電磁探査の概要
本報告は、令和 2 年 10 月に実施した UAV による空中電磁
探査結果を示す。調査地域における空中電磁探査結果から
推定される地質・地下水情報は図5 より以下の通りである。
 低比抵抗：帯水層、泥質片麻岩、粘土質の風化変質岩
 高比抵抗：砂質片麻岩、花崗岩質岩、粘土分を伴わな
い風化変質岩、緩み岩盤

推定断層

高比抵抗

湧水
高比抵抗

露岩部

高比抵抗

早木戸川
↓
高角度の低比抵抗
周辺の比抵抗構造が変位

図 5 比抵抗と地質・地下水との関係 1)
崩壊発生斜面は、北向き及び北西向き斜面を呈し、崩壊
箇所の南側には崩壊部に連続する尾根地形が位置している
ことから、東西方向に約 1km、南北方向に約 4km の範囲で空
中電磁探査を実施した。
5.探査結果および考察
5.1 芝沢川崩壊斜面
 表層に低比抵抗帯、その下位に高比抵抗帯が分布する。
 現地状況から表層の低比抵抗帯は崩壊土砂に対応し、
高比抵抗帯は岩盤を反映している可能性がある。
 芝沢川崩壊斜面の湧水地点は崩壊土砂が薄くなる箇所
に位置していることから、崩壊土砂内の地下水が湧出
しているものと考えられる。
800

低比抵抗

図 7 国道側崩壊斜面における空中電磁探査結果
5.3 山体内部から連続する低比抵抗帯構造
図 8 より、標高 500～550m 付近に舌状の低比抵抗帯が分
布することから、標高 550m の水平断面から山体内部の低比
抵抗帯の分布状況を確認した。
 山体内部から国道側崩壊地に低比抵抗帯が分布する。
 山体内部から芝沢川崩壊斜面に連続する低比抵抗帯は
認められない。
 この低比抵抗帯が帯水層とした場合、山体内部には地
下水の帯水層が分布し、国道側崩壊斜面に向けて地下
水が流入している可能性がある。
 芝沢川崩壊斜面には低比抵抗帯が認められないことか
ら、国道側崩壊斜面と芝沢川崩壊斜面における湧水の
供給経路は異なる可能性が考えられる。

山体内部から国道側崩壊地に
連なる可能性がある低比抵抗
高比抵抗

崩壊斜面
芝沢側崩壊斜面

高比抵抗
750

低比抵抗

断面２

高比抵抗

低比抵抗

700

650

断面３

低比抵抗

遷急点

600

芝沢側
崩壊斜面

国道側
崩壊斜面
(東)

高比抵抗

▲

低比抵抗

550

湧水

戸口

500

芝沢
↓

450

国道側
崩壊斜面
(西)

低比抵抗

400

高比抵抗
低比抵抗

350

300
0
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図 6 芝沢川崩壊斜面における空中電磁探査結果
5.1 国道側崩壊斜面
 崩壊斜面中腹部に分布する高角度の低比抵抗帯により
斜面上方と下方に高比抵抗帯が分断されている。
 高角度の低比抵抗帯の両端で比抵抗構造は下方に変位
しているように見えることから、高角度の低比抵抗帯
は断層構造を示している可能性がある。地形的にも当
該箇所付近にリニアメントが確認される。
 国道側崩壊斜面の湧水地点は、高角度低比抵抗帯の端
部で、斜面下方の岩盤が浅部に分布する箇所に位置し
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図 8 標高 550m の水平断面における比抵抗の分布状況
6.おわりに
長野県下伊那郡天龍村足瀬で発生した大規模崩壊は、国
道側斜面において高角度の低比抵抗帯が分布する特異な地
質構造を有している可能性が示唆された。崩壊に至る地下
水の供給源における地下水排除工により崩壊に対する予防
保全対策の基礎資料として、地質調査により地下水の存賦
状況を把握する必要があると考える。
【参考文献】1) 土木学会関西支部、比抵抗高密度探査に基
づく地盤評価に関する調査・研究委員会(1997)平成 9 年度
講習・研究検討会テキスト,p.107.
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多雪地域の凝灰角礫岩山地源流域における基岩内地下水位の変化
北海道大学大学院農学院

○吉野孝彦

北海道大学大学院農学研究院

桂真也

1. 背景
山地源流域で今日まで行われた水文観測により，従来は不透水層として扱われてきた基岩にも雨水が
浸透し，基岩内地下水を形成・貯留し，その後土層や渓流水に流出することで土層内の地下水位変動や
渓流水の量・質に影響を与えることが報告されてきた[1]。こうした結果を受け，現在では世界各地様々
な地質のもとで基岩内地下水位の計測事例が増えつつあり，様々な地質，そして気候条件において基岩
内地下水が降雨流出過程に与える影響を解明・評価することは非常に重要である。
北海道のような多雪地域では，土層内の地下水位が高い状態が 1 ヶ月以上継続する融雪期は，基岩へ
の浸透・貯留が最も卓越する時期であると考えられる。また基岩内地下水の長い滞留時間を考えれば[2]，
融雪期に貯留された基岩内地下水は融雪期終了後も流域の降雨流出過程に影響を与えていると推察され
る。しかしながら，多雪地域において基岩内地下水位を観測した事例は乏しく，多雪地域において一年
を通じ基岩内地下水位がどのような変化をしているかは分かっていない。そこで本研究では，多雪地域
の山地源流域において基岩内地下水が降雨流出過程に与える影響を解明する第一歩として，多雪地域の
凝灰角礫岩山地源流域における基岩内地下水位の変化を観測した。
2. 調査地・方法
調査地は，北海道大学雨龍研究林内の母子里試験流域（3.78 ha）
である（図 1a）
。母子里試験流域の最寄りのアメダス朱鞠内に
よると，過去 10 年の年最大積雪深の平均は 237.4 cm であり，
豪雪地帯であることが分かる。基岩地質は凝灰角礫岩であり，
基岩の上には基岩の風化物である難透水性シルトが分厚く堆積
する（4～5 m 程度）
。これまで母子里試験流域で行われた研究
によると，地表面から 70 cm と 170 cm から採取された土サンプ
ルの飽和透水係数は，それぞれ 6.48×10-6 cm/sec，3.72×10-6
cm/sec である[3]。母子里試験流域では 2020
年に調査ボーリングが行われ，その際に掘
削されたボーリング孔（MB1，MB2）を利
用して基岩内地下水位・水温を温度計付き
圧力式水位計により 1 時間間隔で計測して
いる。ボーリング孔の掘削深度は MB1，
MB2 それぞれ 35 m，25 m であり，土層か
らの水が孔内に入らないように，地表面か
ら深度 5 m までは無孔区間となっている

図 1：母子里試験流域の(a) 地形図，(b) 断面図

（図 1b）
。テンシオメータを四か所に三深度（おおよそ 40，90，230 cm）設置し，圧力水頭を 1 時間間
隔で計測している。積雪初期，融雪期間中も観測を継続して行うために，テンシオメータ内部の水が凍
結しないように，テンシオメータ本体は完全に土層に埋めた。積雪期間中も流域内に足を運び，データ
回収を行った。本研究では融雪水量も考慮するため，地表面に供給される全水量である地表面到達水量
MR を，アメダス朱鞠内の気象データを用いて以下のように計算した。まず，日平均気温が 2℃以上の
日の降水は降雨，2℃未満の日の降水は降雪と判断した。降雨は直ちに地表面に到達するものとし，降
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雪は地表面に積雪層を形成する。積雪層は気温上昇時等に溶けて直ちに地表面に到達するものとする。
融雪水量は積算暖度法に基づき，日平均気温がプラスの日の気温に融雪係数を乗じて求めた。融雪係数
は 6 mm/℃/day とした。融雪水量に降雨を加えたものを MR（mm/day ）とした。アメダス朱鞠内で 1
ヶ月以上にわたって継続的に積雪が観測された期間の初日（2020 年 11 月 22 日）を根雪初日とした。
3. 結果・考察
図 2 は MR，MB1 と MB2 の基岩内地下水位・水温，MB2 近傍の土層の圧力水頭の経時変化である。
MB1 は全体的に，MR に対しての応答が MB2 よりも早く大きい。水温は降雨に対して大きな反応を示
さず，圧力水頭も恒常的に負の値を示しており，特に最深部は－230 cm 程度と非常に低い値を示してお
り，
土層内の水移動が非常に小さいことが示唆される。
しかし 11 月 20 日の MR 55.1 mm に反応して MB1，
MB2 ともに地下水面が土層に達するほど基岩内地下水位が大きく上昇した際，MB1 がピークを観測し
た 1 時間後に MB2 がピークを示し，またその 1 時間後に最深部（227.4 cm）の圧力水頭が他の深度と比
較して著しい上昇を示した。こうした難透水性シルトが厚く堆積しているにもかかわらず，深部の圧力
水頭が鋭敏な反応を示すことは過去の研究[3]でも報告されており，土層深部に卓越する水の流れがある
ことや，基岩から土層内へと復帰してきた水の影響が示唆される。また，他地点の圧力水頭との比較が
必要ではあるが，今回計測された圧力水頭の経時変化および過去の研究の飽和透水係数を考えれば，降
雨時であっても土層内で生じるマトリクス流は非常に小さなものである可能性が高い。そのため，母子
里試験流域ではバイパス流等の選択流が基岩内地下水位の上昇に大きな影響を与えている可能性がある。
積雪期に入ると，MB1，MB2 ともに水位が低下していく。朱鞠内のアメダスを基に計算した MR では
表現できていないが，母子里では 3 月初頭から徐々に融雪が進んでおり，基岩内地下水位が少しずつ上
昇し始めている。同様の変化は圧力水頭でも見られる。融雪最盛期に向け基岩内地下水位および土層の
圧力水頭は，更に上昇していくと考えられる。基岩内地下水温は降雨に対して反応を示さないが，11 月
初めから徐々に低下し始め，MB1 では観測を開始した 10 月末から 2 月までに 2℃近く低下した。この
大きな水温低下の原因は不明であるが，土層内の深度ごとの地温の観測も今後並行して実施することで
その影響も検討する。
4. 今後の展望
今後も継続的に，観測設備を増やしな
がら観測していくとともに，土層サンプ
ルとボーリングコアを成形した基岩サン
プルを用いて水分特性を計測することで，
更に詳細な解析を進めていく予定である。
謝辞
本研究を行うにあたって，北海道大学
雨龍研究林のスタッフの皆様に多大なご
協力を頂いた。なお本研究は JSPS 科研
費 JP19H02392 の助成を受けて実施した。
参考文献
[1] Uchida et al., (2003) Water Resour: Res., 39 (1),
doi: 10.1029/2002WR001298. [2] Asano et al.,
(2002), J. Hydrol., 261, 173-192 [3] 石井・小林

図 2：(a) 地表面到達水量 MR，(b) 基岩内地下水位，(c) 基岩内

(1995) 低温科学. 物理篇, 53, 23-34

地下水温，(d) 圧力水頭の経時変化
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紀伊山地における空中電磁探査結果と基岩内地下水位の関係性

京都大学大学院農学研究科 ○木村佑・小杉賢一朗・正岡直也
紀伊山系砂防事務所
１

小竹利明・山田拓・柴田俊

背景と目的
基岩内地下水位の値は土砂災害発生の予測に非常

に大きな役割を果たすと考えられている。しかしな
がら基岩内地下水位の測定には大きなコストを要す
る。このため空中電磁探査が簡便な調査法として注
目されているが、地下水位の推定精度についてはま
だわからないことが多い。空中電磁探査によって得
られる比抵抗値のデータは基岩の岩質、含水率、風
化度合いの影響を受けている。本研究では紀伊山地
における空中電磁探査データを整理し、基岩内地下
水位との関係性を解析した。
２

図 1：紀伊山地全体の散布図
他の周波数についても同様に地下水位と比抵抗値

調査地と方法

の相関を解析した。いずれの周波数でも 140 ㎑と同

平成 23 年度 9 月の台風 12 号による紀伊半島大水

様の傾向が見られた。R²は 140 ㎑の場合に最も高く

害で甚大な被害を受けた紀伊山地の計 10 地区を対

なった（図 2）
。このため本研究では 140 ㎑の調査

象とした。これらの地区では深層崩壊斜面とその周

結果を用いることで地下水位分布の概略を把握でき

辺でボーリング孔が掘削され地下水位が計測されて

ると考えた。

いる。これらの地区を対象に 2012 年 7 月、10 月、
11 月、2013 年 11 月の 4 回に分けて空中電磁探査
が行われた。調査は 140 ㎑、31 ㎑、6900 ㎐、1500
㎐、340 ㎐の 5 種類の周波数を用いて行われ、それ
ぞれの周波数で異なる深さの地盤の比抵抗値が計測
された。一般に、周波数が高くなるほど浅層の情報
を反映しているといわれている。
本研究では、10 地区の計 142 本のボーリング孔
について、2012 年 8 月から 2020 年３月までの 1 時
間ごとに計測された地下水位と空中電磁探査により
得られた比抵抗値の相関を解析した。解析において
は、各地区における地質調査結果も考慮した。
３

図 2：各地区における R²値の分布
3. 2 各地区別に見た相関性

結果と考察

3.1 より、140 ㎑の周波数を使用することで地下

3. 1 地下水位と比抵抗値の相関性

水位分布の概略を把握できると考えられる。ただ

図 1 に 140 ㎑で行われた電磁探査について、10

し、データのばらつきも大きく、地区ごとの相関性

地区すべての地下水位と比抵抗値の相関を示した。

にも大きな差が出た（図 3）
。その原因の一つとし

相関は高くないものの、比抵抗値が大きくなるほど

て、岩質の違いが考えられる。

地下水位が深くなる傾向が見られた。
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砂岩層と泥岩層の境界線と一致していた（図 7）
。
このように比抵抗値の値が岩質による影響も受け
たため、熊野地区全体の相関で見ると図 3 に示すよ
うにそこまで高い R²値は得られなかった。

図 3：各地区の 140 ㎑における R²値
3. 1.1 栗平地区における考察
図 4 に栗平地区のボーリング孔と 140 ㎑による電
図 6：熊野地区の電磁探査結果

磁探査から得られた比抵抗値の分布を示した。この
地区では一様な岩質になっているため（図 5）
、図 3
で示した通り高い相関性が見られたと考えられる。

図 4：栗平地区の空中電磁探査結果

図 7：熊野地区の平面地質図
出典：産総研地質調査総合センター 5 万分の 1 地質
図「栗栖川」 ボーリング孔、縮尺、方位を追記
3. 3 まとめ
紀伊山地のボーリング孔について、比抵抗値が大
きくなるほど地下水位が深くなるという傾向が見ら
れた。また、この傾向は 140 ㎑での調査結果で最も
強く見られた。
この方法によって地下水位を推定するには、基岩
地質の分布を考慮する必要があることがわかった。

図 5：栗平地区の平面地質図

４

出典：産総研地質調査総合センター 20 万分の 1 地質
図「和歌山」 ボーリング孔、縮尺、方位を追記
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Introduction
Evapotranspiration (ET) is key of hydrological
processes in forested catchment with 40~100% of
precipitation in depending on forest stand condition and
climate (Otsuki, 2016). ET consists of canopy interception
loss (Ei), canopy transpiration (Et) and forest floor
evaporation (Ef). Among ET, Ei is dominant component
of ET. For instance, Ei becomes more than 50% of ET in
a 32 years old Japanese cypress forest (Sun et al., 2014).
Also, Lin et al (2012) reported that Ei was 75% of ET in
80-100 years old Chinese fir forest.
Based on detail field monitoring, number of studies
showed that amount and rate of Ei differs depending on
precipitation type and forest stand condition. Murai
(1970) reported rate of Ei to precipitation in forest with
2373 stems/ha was 0.20, while that in forest with 793
stems/ha was 0.14 in coniferous forest. Park et al (2000)
also reported Ei rate was high with high stand density
condition (0.25 with 5070 stems/ha) than low stand
density condition (0.14 with 3502 stems/ha) in deciduous
broadleaved forests. Despite the accumulation of these
studies of Ei measurement, most of the study focused on
relatively small plots with 100 and 400 m2.
Estimating Ei in large scale is still limited because
throughfall is highly spatially varied. For overcome the
problems, Komatsu et al (2015) developed the model to
estimate Ei rate from stand density. However, that model
can be applied to limited because Komatsu et al (2015)
focused on cedar and cypress plantation forests. For
applying the various species and stand conditions,
developing Ei models for other species such as larch and
broadleaved forest need to be conducted.
Once after developing models, accurate estimation of
stand conditions with wide range of areas need to be
applied. For this purpose, airborne LiDAR information is
an effective approach. For instance, Oono and Sasaki
(2015) estimated stand density in 15km2 larch forest in
Hokkaido.
For developing the methods for estimating Ei with
wider areas (10km2), the objectives of this study are (1) to
develop the models from data on Ei for various tree
species, (2) to estimate stand density using airborne
LiDAR for providing the information to the Ei model.
1.

Methodology
This study was conducted in three catchments of the
Kamanashi-River tributaries, located in Hokuto City,
Yamanashi Pref. (35°49′N, 138°17′E, area: 21km2,
elevation: 680 to 2200 m). The area is covered by various
forest types such as deciduous broadleaved forest (such as
Fagus crenata), evergreen coniferous forest (such as
Chamaecyparis obtuse), and deciduous coniferous forest
2.

(Larix kaempferi). Mean annual precipitation and
temperature are 1216 mm and 14°C respectively
(AMeDAS Nirasaki: 2001 to 2020).
The models were developed as a function with Ei rate
(r) and stand density (N) on each forest type (evergreen
coniferous forest, deciduous coniferous forest and
broadleaved forest) for different precipitation input as
rainfall and snowfall. We collected the data for Ei in
Japan: 20 cases for deciduous broadleaved forests during
rainfall, 17 cases for coniferous forests during rainfall, 12
cases for evergreen coniferous forests during snowfall, 9
cases for deciduous coniferous forests during snowfall and
5 cases for deciduous broadleaved forests during snowfall.
Developing models was conducted with SciPy.optimize.
curve_fit within python 3.8. We also considered the
applicability of the model developed by Komatsu et al
(2015) to other tree species such as pinus densiflora and
Larix kaempferi.
To estimate stand density (N), Digital Terrain Model
(DTM) and Digital Surface Model (DSM) were created as
0.5 m resolution raster data by LiDAR data obtained in
2015 (7 points/m2). Digital Canopy Height Model
(DCHM) was calculated as difference between DSM and
DTM for extracting individual tree (Popescu et al., 2002).
Individual tree extraction was performed after DCHM was
smoothed, using the TreeSeg function with watershed
algorithm, within FUSION/LDV (McGaughey, 2010).
The extracted trees were totaled for each 50m mesh to
calculate N.
For accuracy verification of N based on LiDAR, field
investigation was conducted on November 19 and 20,
2020. We selected 18 plots for measuring species, number
of tree, height, and DBH at 10×10 m plots. In the location
that was difficult to survey, manual tree extraction from
LiDAR point data was conducted. Accuracy was
evaluated by calculating Mean Absolute Error (MAE)
taking the result of field investigation and manual tree
extraction as the true value.
3. Result
3.1. Developing the models
In addition to model developed by Komatsu et al (2015)
for Japanese cypress and cedar [Eq. (1)], we confirmed
that equation (1) can be applicable for other coniferous
forests such as pinus densiflora:
𝑟 = 0.308{1 − exp(−8.80 × 10−4 𝑁)}

(1)

where r is rate of Ei in precipitation and N is stand density.
The coefficient of determination of equation (1) was 0.35
Because we could not find the relationship between r
and N in broadleaved forest, we used the relationship
between Leaf Area Index (LAI) (or Plant Area Index
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(PAI)) and r value (Toba and Ohta, 2005; [Eq. (2)]). LAI
were estimated from N by previous studies in Fagus
crenata forest [Eq. (3)]. The coefficient of determination
was 0.08 and 0.36 respectively.
𝑟 = 4.13 × 10−2 𝐿𝐴𝐼

(2)

0.18

𝑁
𝐿𝐴𝐼 = (
)
0.082

(3)

using MODIS data. The method of combining LiDAR
with the model is thus considered superior in terms of
resolution compared to satellite remote sensing. In
addition, there is a research to expand the results of forest
measurement using airborne LiDAR to a wider area using
satellite imagery (Varhola and Coops, 2013) and this study
also could expand to where without LiDAR data. In the
future, we will continue to improve this models and also
develop the models to estimate Et and Ef.

For interception of snow, Ei rate (r) was estimated by
three forest type, evergreen coniferous forests, deciduous
coniferous forests and deciduous broadleaved forests. In
coniferous forests, we created equations to estimate r
value from stand density (N) (evergreen: Eq. (4);
deciduous: Eq. (5)). The coefficient of determination was
0.24 and 0.43 respectively. Because we could not find the
relationship between r and N in broadleaved forest due to
the small number of data, it was calculated as a uniform
5% of precipitation (Nakai et al., 1993).
0.112
𝑁
𝑟=(
)
1.43 × 107

(4)

0.210
𝑁
𝑟=(
)
7.92 × 105

(5)

3.2. Estimating stand density
Stand density (N) for each 50 m meshes were from 0 to
1595 stems/ha (Average: 534 ± 183 stems/ha, MAE: 211
± 157 stems/ha) in the entire study area. The mean N and
MAE on each forest type was: 531 ± 131 and 255 ± 150
stems/ha in broadleaved forests, 532 ± 136 and 117 ± 69
stems/ha in deciduous coniferous forests and 601 ± 231
and 215 ± 169 stems/ha in other coniferous forests. The
mean Ei rate (r) was 0.15 ± 0.05 during rainfall and 0.16
± 0.12 during snowfall in the entire study area (Figure.1).
The mean r value during rainfall and snowfall in each
forest type was 0.20 and 0.05 in broadleaved forests, 0.11
and 0.21 in deciduous coniferous forests, 0.12 and 0.32 in
evergreen coniferous forests.
Discussion
Applying the model into the field observation data of
Park et al (2000) and Murai (1970), the average relative
error was 16% in Murai (1970) with larch forest, while
61% in Park et al (2000) with deciduous broadleaved
forest. The relationship between LAI and Ei rate has a
remarkably low coefficient of determination (0.08). Thus
the need to add other parameters is suggested to estimate
Ei for deciduous broadleaved forest.
The error of stand density (N) may affect Ei rate (r). In
general, N based on airborne LiDAR is underestimated
(e.g., Lee et al., 2018) and it may cause the low r value.
Supposing that for each tree species, the true N is bigger
by the amount of MAE, average r value become slightly
larger (rainfall: 0.17 ± 0.05; snowfall: 0.16 ± 0.12). In
other words, the error of N in this study is expected to
generate about 0.01 to 0.02 error in r value.
In this study, we were able to evaluate Ei in a large scale
with a relatively high resolution of 50m mesh. Vivoni
(2012) estimated Ei in 92km2 basin with 250m resolution
4.

Figure.1 The distribution of Ei rate during rainfall.
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1. INTRODUCTION
Soil erosion is one of the most important environmental
problems in both regional and global scales (Jianping, 1999).
Prevention of soil erosion is of paramount importance in the
management and conservation of natural resources such as soil
and water (Sadeghi et al., 2007). For conservation of soil,
predicting soil erosion and proper evaluation of the main
erosional factors in an area of interest is important for
developing the management practices (Cai et al., 2020).
For prediction of soil erosion, soil erodibility is an important
parameter (Rodríguez et al., 2006). Soil erodibility is defined as
resistance of detachment by rain splash and transport by
overland flow (Morgan, 1995). Erodibility factors is used for
original universal soil loss equation (USLE) for estimating
annual soil erosion (Wischmeier and Smith, 1978). For RUSLE,
Jiang et al. (2020) used 0.026 Mg h MJ−1 mm−1 for shrub
(Sophora davidii) and 0.057 Mg h MJ−1 mm−1 for coniferous
(Platycladus orientalis) of K factors. Soil erodibility of the
coniferous forest soil in the Upper Yangtze River basin, China
was estimated 0.03 Mg h MJ−1 mm−1 (Wang and Li, 2013). Other
finding using Soil and Water Assessment Tool (SWAT) soil
erodibility was estimated for watershed covered by evergreen
forest located in Western India ranged from 0.1 to 0.4 Mg h
MJ−1 mm−1 (Ganasri and Ramesh, 2016).
Soil properties and soil erosion is spatially vary depending
on complex interactions between geology, topography,
vegetation within watersheds (Jiang et al., 2020). For instance,
Liang et al. (2017) showed soil porosity ranged from 0.38 to
0.84 at the natural forest because of different land units such as
gully area, side slope and valley-head slope. The spatial
variation of soil organic carbon in 38.5 ha forested catchment
ranged from 1.4 to 44% because of spatial variation of soils in
the catchment consist mainly of Cambisols and Planosols in the
higher and drier regions and Gleysols and Histosols in the
riparian zone located around the stream (Gottselig et al., 2017).
Based on previous findings of spatial variability, soil erodibility
factor (K-factor) for model prediction can also likely spatially
vary.
Most of the previous studies consider the soil erodibility
parameter as a single parameter within a given area. Cai et al.
(2020) used multiple K value 0.009 Mg h MJ−1 mm−1 for Pinus
armandii, 0.012 Mg h MJ−1 mm−1 Arborvitaes (Thuja spp.) and
0.002 Mg h MJ−1 mm−1 for Sea-buckthorn. For examining the
uncertainty of the K factor, Wang et al. (2001) conducted
analysis of the spatial prediction and uncertainty with the
sample data using sequential Gaussian simulation. Hence, soil
erodibility mapping is important to the assessment of soil
erosion control and the map has great relevance for many
activities related to land use planning and guidance for the soil
conservation practices and modeling (Bonilla and Johnson,
2012).
Evaluating spatial variability of soil condition in forested
area is essential for improving the predictability of soil erosion.
Thus, the objective of this study is (1) investigating the spatial
variability of soil properties including from valley bottom to
ridge line in headwater catchment; and (2) estimating spatial
variability for soil erodibility factor for model parameter of soil
erosion.

Figure 1. Study area location map and transect soil sampling
i t
2. STUDY AREA AND METHODOLOGY
The study was conducted in two forested headwater
catchments No.3 (7ha) and No.4 (5ha) of the Oborasawa
Watershed, located in Tanzawa Mountains in the eastern part of
the Kanagawa Prefecture (Fig.1). The mean temperature and
annual precipitation are 120 C and 3000 mm, respectively (Oda
et al., 2013), and 41-66% of all precipitation falls from June to
October. The dominant forest vegetation of the upper catchment
is 20 to 30 years coniferous trees (Cryptomeria japonica and
Chamaecyparis obtusa). Lower part is covered by deciduous
broadleaf trees (Cercidiphyllum japonicum and Aesculus
turbinate) (Oda et al., 2013).
For examining spatial variability of soil condition, we
selected three transects from the valley bottom to the ridge in
October 2020. Sampling locations were selected based on
equally spaced plots through the catchment with about 30 m
interval. We collected the soil sample using 30 cm liner sampler
(DIK 110C; Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.). We also collected
two soil samples for the analysis of soil organic carbon and
particle size analysis (size distribution of particles in a given
soil sample). The slope gradient was computed using digital
elevation model DEM and the vegetation ground cover was
measured using 50 cm x 50 cm quadrant. Vegetation ground
cover was classified as little litter coverage with no vegetation
(class1), intermediate litter coverage with no vegetation
(class2), large litter coverage with no vegetation (class3), little
vegetation coverage <40% (class4), intermediate vegetation
coverage 40-80% (class5) and large vegetation coverage >80%
(class6) (Braun-Blanquet, 1964). The vegetation was collected
from each quadrant and the dry mass weight was measured
using 1050c oven at 24hrs.
30 cm liner soil samples were separated into each 5 cm and
analyzed soil bulk density, soil texture and organic matter
contents. Soil bulk density was estimated based on (Blake and
Hartge, 1986). Soil particle size is classed as >2 mm, 1-2 mm,
and <1 mm sieve. For fine particles, percentages of soil particle
sizes in samples were determined by weight. For fine particles
(≤1 mm), we used a laser particle size analyzer (SALD-2300).
The soil texture was described in terms of the percentages of
sand (0.05-2 mm), silt (0.002-0.05 mm) and clay (<0.002 mm)
(Osman, 2013). The soil organic carbon was calculated as the
mass difference between oven-dry and ashes weights (Zhang
and Wang, 2014).
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Soil erodibility factor K was estimated based on the
following equation proposed by Sharpley and Williams (1990).

where: ms, msilt, mc and orgc are sand, silt, clay and organic
carbon content respectively (%).
3. RESULTS
The altitude of the sampling plots was ranged varied from
473 to 653 m a.s.l. and the gradient of the sampling plots was
ranged 7 to 610. The bulk density was ranged from 0.2 to 1.5
g/cm3 (mean: 0.7; SD: 0.2) and soil organic carbon content
(SOC) was ranged from 3.0 to 20.0% (mean: 9.1; SD: 3.2).
Sand content ranged from 74.9 to 94.3% (mean: 88.1; SD: 4.0),
while silt content was from 5.6 to 25.2% (mean: 11.9; SD: 3.9).
Clay content was low with ranging from 0 to 1.8% (mean: 0.1;
SD: 0.2).
For ridgeline, mean soil bulk density was 0.5 g/cm3 ranged
from 0.2 to 0.6 g/cm3. Mean value of SOC in ridgeline was
10.7% from 5.8 to 19.7% of ranges. For valley side (near
stream channels), mean soil bulk density was 0.8 g/cm3 ranging
from 0.3 to 1.5 g/cm3, while SOC ranged from 3.1 to 20.0%
with 8.5% mean values (SD: 3.0). Sand content ridgeline was
79.5 to 93.4% with mean values of 87.6%, while mean sand
contents of soil near streams was 88.4 (74.9 to 97.6). Mean silt
contents in ridge line was 12.3%, while mean silt contents in
valley side was 11.5%.
The vegetation ground cover was varied from 30 to 85.1%
(mean: 61.3; SD: 16.6), the litter dry mass was varied from 0 to
1,760.8 g/m2 (mean: 340.3; SD: 446.7) and the plant dry
biomass was varied from 0.02 to 116.5 g/m2 (mean: 26.1; SD:
42.6). Where high ground cover was found in catchment No.3
of three sampling plot of the ridgeline and in one sampling plot
of the valley side, whereas in the catchment No.4 high ground
cover was found in one sampling plot of the ridgeline and in
one sampling plot of the valley side.
Estimated soil erodibility was ranged from 0.01 to 0.02 Mg h
MJ−1 mm−1. The mean soil erodibility near the ridgeline was
0.01 Mg h MJ−1 mm−1 with ranging from 0.01 to 0.02 Mg h MJ−1
mm−1 and the mean in valley side was 0.01 Mg h MJ−1 mm−1
ranging from 0.01 to 0.02 Mg h MJ−1 mm−1.
4. DISCUSSIONS
We found that our estimated soil erodibility (K) was rather
smaller estimation by Lin et al. (2019) ranged from 0.002 to
0.01 Mg h MJ−1 mm−1 in coniferous and broadleaf forests of
39.1 km2 areas. Small K value by Lin et al. (2019) was found in
the upstream of the watershed. Cai et al. (2020) found that soil
erodibility value in Loess Plateau forested area (0.1ha) in north
western region of China ranged from 0.009 to 0.012 Mg h MJ−1
mm−1.
Our findings showed that soil erodibility factors did not vary
within locations, although vegetation and litter cover is
different. Because of less variation of the soil morphology and
soil types, K factors were also did not varied although
measured soil erosion in plot scale differed. Thus, for modeling
soil erosion using RUSLE, single K-value can be also effective
within in catchments. Hence, for accurate measurement of soil
erosion, vegetation and litter cover is important because these
factors physical proceed soil by splash and overland flow
(Wang et al., 2020). Therefore, we will develop complete model
for including vegetation and litter covers for prediction of soil
erosion.

5. CONCLUSIONS
The soil erodibility model was estimated for each sampling
plots across the hillslope and the catchments. The result based
on this approach did not vary within locations by some
uncertainty of the soil erodibility estimation. Therefore,
efficient supplementary inputs are necessary for further
improving the precision of K value predictions such as
vegetation and litter cover which are important factors for the
soil erosion.
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ANALYSIS OF BEDROCK GROUNDWATER AND ITS INTERACTION WITH BASEFLOW IN A FORESTED
HEADWATER CATCHMENT
Nguyen Thi My LINH1, Takashi GOMI1, Chen-Wei CHIU1, Yuichi ONDA2, Maki TSUJIMURA2
1
Tokyo University of Agriculture and Technology, 2University of Tsukuba
Introduction
The stable of bedrock groundwater is importance
for runoff generation because this deep groundwater has
been proven to be the significant generator of runoff. For
instance, Kosugi et al. (2006) estimated that 65 to 70% of
total runoff from a 0.09 ha catchment consisted by
exfiltration from weathered granitic bedrock in Japan.
Kosugi et al. (2011) reported the 3 days and 2 months
delayed after the peak of rainfall for double and triple peak
hydrograph were mainly generated by deep bedrock
groundwater. The higher contribution of bedrock
groundwater to base flow compared to storm flow was also
reported by Oda et al. (2013) based on tracer analysis in 5
to 48 ha catchments underlain by sedimentary rock.
Deep groundwater level response was more
attenuated and delayed within a daily or weekly timeframe,
while runoff has been reported to respond quickly to
rainfall with runoff peak corresponded to rainfall peak
(Kosugi et al., 2006). For instance, the lag time from
rainfall peak to the highest levels of bedrock groundwater
at 35 to 38m depth was 4 to 14 days in a 1.87 ha granitic
catchment because of low permeably of bedrock and the
deep depth to bedrock groundwater water table (Katsura
et al., 2008). The broad peak lagged behind the storm
events of bedrock groundwater level may have the
significant impact on the response of the stream
hydrograph after rainfall ceased (Kosugi et al., 2008).
The contribution of bedrock groundwater to
delayed peak and base flow has been reported in previous
studies (Onda et al., 2001; Kosugi et al., 2011; Iwaski
2015). However, these studies mainly focused on the
rainfall, bedrock and runoff response, while the response
of discharge to the changing in bedrock groundwater level
in the no rain period has not been discussed. Indeed, the
direct observation of bedrock groundwater and runoff is
necessary to reveal the runoff generation processes in the
dry condition. The understanding of groundwater flow
response from base flow is essential for regional water
supply and food securities in watersheds especially in the
dry period.
The primal objective of this research was
examining the role of bedrock groundwater in base flow
generation processes. We conducted bedrock groundwater
and runoff analysis based on the detailed hydrometric data,
then investigating the relationship between bedrock
groundwater to base flow.
Study site and monitoring
This study was conducted in a 5-ha headwater
catchment (named K2-4) within FM Karasawa-yama in
Tochigi prefecture Japan (36o21’N, 139o36’E). The
catchment is covered by 30 to 60-year-old Japanese

Cypress (Chamaecyparis obtusa) and Cedar (Cryptomeria
japonica) plantation. Climate is moist and temperate with
mean annual precipitation and annual temperature are
1240mm and 14oC, respectively. The elevation ranged
from 155 to 271m with 45o of mean hillslope gradient was
45-degree. The underlying geology consists of
sedimentary rock.
Two groundwater wells at 15m and 30m in depth
were located at 215m in elevation at the ridgeline within
the catchment. The well is consisted of 6 cm diameter PVC
at 4 to 15m in slit opening for 15m depth and 15 to 30m
slit opening for 30m. Groundwater level and temperature
were measured using data loggers (Onset, U20L-04) every
10-minute interval. Air pressure from 2m above ground
was also measured using data logger (HOBO, U20L) for
calibration. Climate condition including precipitation,
temperature, wind speed, wind direction, and humidity
radiation (HOBO U30-NRC Weather Station; Onset
Computer Corporation, MA, USA) was measured on an
open area at 250m in elevation. Discharge of the
catchment outlet was measured using 5-inch Parshall
flume and 45-degree box V-notch. Water levels in Parshall
flume and V-notch were monitored using capacitance
water-stage data loggers (TruTrack, WT-HR 1000) every
5 minutes.
To evaluate the effect of previous precipitation
on the response of bedrock groundwater, the antecedent
precipitation index (API) for 6 hours, 20 days, and 30 days
were calculated (Padilla et al., 2014). For examining the
effect of bedrock groundwater at different depths to based
flow, runoff was separated into stormflow and baseflow
following the method of Hewlett and Hibbert (1967) with
a time-based separation line of 0.0055L/s/ha/h. Baseflow
then was divided into base flow in storm event (including
the rainy days and two days after the events) and base flow
in the no rain day. The data of daily rainfall, stream
discharge, and groundwater levels at 15m depth and 30m
depth from January 2020 to February 2021 were processed.
Result
Daily rainfall ranged from 0.2 to 60.0mmday -1,
groundwater level at well 15m varied from 196.3 to
197.3m while the height of groundwater at well 30m
exhibited larger fluctuation between a minimum of 185.7
to a maximum of 189.2m (Fig. 1). The average daily
drainage rate of well 15m and well 30m were 0.01 and
0.04m, respectively. In both two wells, groundwater levels
increased in response to rainfall events larger than 10mm.
The differences between well 15m and well 30 were also
detected in the shape of the hydrograph. The shallower
well responded faster to rainfall however the peak was
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short and quickly decreased, whereas, groundwater level
at the deeper well showed the long peak with the
prolonged recession limb (Fig.1).
The groundwater temperature at well 15m
showed very slight thermal changes from 13.8 to 14.1 oC
with a mean value of 13.9oC, whereas, the temperature at
well 30m remained stable during the monitoring time at
13.8oC (Fig.1). The temperature at both two well were
comparable to the local mean air temperature. The was a
lag of 6 months between the valley and the peak of
groundwater temperature at well 15m and air temperature.
The temperature of groundwater at 15m depth was
observed to decrease during the period of high water level.
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The dissimilar responses in the hydrograph of
bedrock groundwater in two wells indicate the different
flow systems that could influence the generation of base
flow. The rapid response of well 15m to rainfall generated
the pressure wave that caused the exfiltration of
groundwater (Wenninger et al., 2004). Furthermore, the
height of groundwater at 15m in depth have relatively
small fluctuation within 1m and have never been exceeded
197.3m. This response possibly related to the presence of
fracture flow which led to the evacuation of groundwater
thus increasing the contribution to base flow during the
event (Padilla et al., 2015). In contrast, the increment of
bedrock groundwater in well 30m to rainfall was
substantial, longer, and slower. This response allowed the
deeper groundwater to support the baseflow in the no rain
period. The gradual decrease of groundwater level during
the dry time also indicating the continuous support of deep
groundwater during the long dry condition.
The contribution of groundwater flow to the base
flow of stream channel were influenced by the different
responses of bedrock groundwater in bedrock aquifer at 15
and 30m depth. Our findings suggested specific depth of
bedrock groundwater likely affect the base flow runoff.
For further research, we will conduct the hydrometric and
geochemical analysis of groundwater using ion
concentration and stable isotopic composition to
determine the contribution of bedrock groundwater flow
to base flow.

Fig.1. Hourly rainfall, discharge, groundwater level and
groundwater temperature.
Well 15m

Discussion

Conclusion

12

9.0

correlated with the response of base flow in the rainfall
event (R2=0.66), whereas bedrock groundwater at well 30
showed the stronger correlation with base flow in the dry
condition (R2=0.87) (Fig. 2). During the rainless hours, the
recession of discharge corresponded to the larger decrease
in the height of bedrock groundwater at well 30m.

(1) Iwasaki K, Katsuyama M, Tani M. 2015. Contributions of bedrock groundwater
to the up-scaling of storm runoff generation processes in weathered granitic
headwater catchments. Hydrol. Process. 29, 1535–1548.
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Fig. 2. Scatter plot of daily base flow and groundwater during
rainfall event (closed circle) and dry period (open circle).

The amount of discharge varied from 0.1 to
16.2mmday-1 with the total discharge of observation and
runoff coefficient in turn were 391.4mm and 34% (Fig.1).
Base flow remained high during the rainy season.
Discharge response corresponded with rainfall and the
amount of discharge was correlated with the total amount
of rainfall for each event (R2=0.85). Compared to well
30m, the groundwater level at well 15m was more

(2) Katsura S, Kosugi K, Mizutani T, Okunaka S, Mizuyama T. 2008.
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荷重の空間分布を考慮した FEM 動的変形解析による擁壁安定性の評価
国土防災技術株式会社 ○遊佐直樹，長谷川陽一，大野亮一，寺田秀樹
国土技術政策総合研究所 金澤瑛，瀧口茂隆，中谷洋明

2 検討手法
2.1 地盤変形解析
解析モデルは，内田ら 1)のモデルと同様に，崩壊
土砂による荷重作用時間を考慮して FEM 動的解析
を用いて，地盤と擁壁背面の境界面は擁壁が変位す
ることにより過度の引張応力が作用することを防ぐ
ため，擁壁と地盤は剥離するモデルで解析を実施し
た。荷重は，0.5 秒でピーク荷重となる三角形正弦
波形として，擁壁の待受部に等分布荷重として与え
た。

程度に達した状態で転倒と判定できるか確認した。
なお，10％の回転変位は，前法勾配を代表的な 1：
0.5 とすると回転角で 2°程度となる（落石対策便覧
では転倒の判定基準を 2～3°としている）。

3 安定性評価手法の検討
表-1 に示す事例を対象として検討を行った。
3.1 安定性判定方法
事例 No.1 の擁壁の転倒事例を基に判定基準の有
効性を確認した。告示式から求まる荷重は
135kN/m2 で，被災時の擁壁回転角は 25°であり，
鉛直回転率は 94％であった。図-1 に荷重－鉛直回転
率の関係を示すが，ピーク荷重として 135kN/m2 が
作用した時の鉛直回転率は最終時で 46％と実績と
比べて小さいものの，鉛直回転率 10％を大きく上回
り，転倒の有無の判定の可能性が確認できた。その
ため，本検討では，鉛直回転率が 10％程度に達した
状態を転倒に対する安定基準とすることとした。
3.2 FEM 解析による限界荷重の判定
事例 No.2～4 により限界荷重の検討を行った。設
計条件や現地条件から FEM 解析のパラメータが定
められていない項目は，一般値を基に設定した。本
検討では地盤のせん断弾性係数 G0 の影響が大きく
表-1 検討事例
No.

事例

目的

1

擁壁の転倒事例

安定判定基準の検討
パラメータの検討

2

設計計算事例 1)

3,4

平成 29 年九州北部
豪雨の崩壊事例

2.2 安定判定基準
地盤変形解析では，変形量や回転角が算出できる
ことから，この値を基にした判定基準を検討した。
擁壁が転倒する状態を考えると，擁壁の回転変位で
は前法が鉛直となる前に転倒状態となると考えられ
るため，前法勾配が鉛直となるまでの角度に対する
回転角の割合（ここでは，鉛直回転率と呼ぶ）が 10％
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安定性評価手法の検討

60%
最大変位時

50%

鉛直回転率

1 はじめに
急傾斜地崩壊対策施設における待受け擁壁の設計
は，国土交通省告示第三百三十二号に示される式（以
降，告示式）による衝撃力を考慮して設計されてい
るものの，崩壊土砂の擁壁への衝突に対して耐力が
大きくなっている実態を考慮して，全国の擁壁被災
事例を基に経験的に定められた方法が試行されてい
る 1)。
既往研究で，内田ら 2)は，崩壊土砂の衝突に対す
る擁壁の耐力の見かけ上の増大は，擁壁基礎地盤の
変形や崩壊土砂の衝突時に作用荷重が擁壁延長に一
様でないことが要因として考えられることを示すと
ともに，有限要素法（以降，FEM）による地盤変形
解析で，崩壊土砂の衝突による擁壁の被災状況を概
ね再現するモデルの有効性を示した。また，長谷川
ら 3)は，平成 29 年九州北部豪雨の崩壊事例から崩壊
地の 3 次元的な形状により擁壁横断方向に作用する
衝撃荷重の分布（以降，荷重の空間分布）を検討し，
擁壁 1 スパン長と崩壊幅，崩壊横断方向形状の関係
が検討されている。
そこで，既往研究の方法を基に現在検討可能な事
例に対して，FEM 動的変形解析による擁壁の安定
性評価を試行し，荷重の空間分布および地盤の塑性
変形を考慮した安定性評価を行い現行設計法 1)と比
較した。
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図-1 荷重－回転角の関係（事例 No.1）
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図-2 荷重―回転角の関係（事例 No.3）
現れたことから，試行により強度を複数パターン変
化させた。せん断弾性係数は N 値から換算した値を
設定した。また，外力のピーク荷重を変化させて，
鉛直回転率が 10%程度となる荷重を内挿補間して
限界荷重と判定した。例として，図-2 に事例 No.3
の平成 29 年九州北部豪雨の崩壊事例の解析結果を
示す。図より限界荷重は，地盤強度の影響を大きく
うけるものの，FEM 解析により限界荷重を算出で
きた。
3.3 安定性評価の比較
事例 No.2 は，参考文献 1 に示される重力式擁壁
の設計計算事例を用いた。擁壁高 4m に対して告示
式により求まる移動の力 105kN/m2 が作用し，転倒
に対する安定性で不安定となる事例を対象とした。
なお，現行設計法による限界荷重は 46kN/m2 であっ
た。
事例 No.3，4 の平成 29 年九州北部豪雨の崩壊事
例では，崩壊直下に擁壁が設置されていた事例がな
かったため，対象斜面に対して擁壁が設計された状
態を仮定して，FEM 解析を実施した。作用外力は，
長谷川ら 3)を基に崩壊高さと崩壊深から最大となる
衝撃荷重に対して安定な擁壁規模を現行設計法から
決定した。このとき擁壁高は事例 No.3 で 5m，No.4
で 4m となり，現行設計法による限界荷重は，それ
ぞれ 62kN/m2，46kN/m2 となった。

事例 No.1 の転倒事例の再現結果を参考に，地盤
の強度（せん断弾性係数）に N 値 5 相当の強度を設
定し，長谷川ら 3)による荷重の空間分布を組みあわ
せた時の擁壁安定性評価の比較を表-2 に示す。表よ
り荷重の空間分布を考慮せず地盤塑性変形のみを考
慮した場合は，現行設計法と矛盾しない結果が得ら
れた。事例 No.3，4 で荷重の空間分布を考慮した場
合にも，現行設計法と矛盾しない結果が得られた。
現行設計法では待受け擁壁の衝撃荷重に対する耐力
が大きくなっていることには様々な要因が含まれて
いるとされているが，荷重の空間分布と地盤の塑性
変形を考慮することで，それぞれの要因を個別に考
慮した結果が示されたと考えられる。
ただし，地盤のパラメータなど設定方法が十分に
定められていない部分があるため，適用に当たって
は，再現計算を行ってパラメータの設定を行うなど
慎重に適用する必要がある。

4 おわりに
荷重の空間分布や地盤塑性変形を考慮した擁壁の
安定性評価と現行設計法評価を比較した結果，以下
の結論を得た。
崩壊実績から荷重の空間分布を設定し，FEM 解
析のパラメータを試行したところ，両手法の判定結
果は，矛盾しない結果となり，待受け擁壁における
衝撃力緩和係数を用いた方法の個別要因を裏付ける
検討結果が得られた。
今後，土質パラメータの設定方法の確立や地盤塑
性変形による擁壁安定性への効果を解明するために，
擁壁被災事例に対する再現事例を蓄積が必要と考え
られる。
【参考文献】
1) 全国地すべりがけ崩れ対策協議会：崩壊土砂に
よる衝撃力と崩壊土砂量を考慮した待受け擁壁
の設計計算事例，2004
2) 内田ら：急傾斜地崩壊対策に用いられる待受け
式擁壁の安定性，土木技術資料 48-5，2006
3) 長谷川ら：待受式擁壁に作用する崩壊土砂の衝
撃荷重の空間分布に関する検討，第 10 回土砂災
害に関するシンポジウム論文集，2020

表-2 擁壁安定性評価の比較（N 値 5 相当の強度時）

No.

事例

空間
分布

塑性 移動の力
変形
Fsm

①

②

③

限界荷重

現行設計法

限界荷重

転倒
(e≦B/3)

α

αFsm 判定

FEM

④
空間分布・FEM解析
平均
空間分布
判定
荷重係数 考慮外力

2

がけ協の設計計算事例

なし

あり

105

46

0.5

52.5

NG

67

1.00

105

NG

3

H29九州北部豪雨の崩壊事例1
（崩壊幅＞擁壁幅）

あり

あり

118

62

0.5

58.9

OK

111

0.85

100

OK

4

H29九州北部豪雨の崩壊事例2
（崩壊幅＜擁壁幅）

あり

あり

91

46

0.5

45.4

OK

67

0.70

63

OK

OK：①＞②
NG：①＜②
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冠水時に不安定化する急傾斜地斜面および崩壊対策施設の諸条件について
国土防災技術 ○長谷川陽一，遊佐直樹，大野亮一，寺田秀樹
国土交通省国土技術政策総合研究所 金澤瑛，瀧口茂隆，中谷洋明，小嶋孝徳
１ はじめに
国土技術政策総合研究所では，豪雨によって大規模な氾濫・浸水が発生して急傾斜地斜面（以下，斜面）および崩壊対策施
設（以下，施設）が冠水した場合を想定し，斜面・施設の冠水時の安定性評価について検討を行っている。
本稿では，現場調査に基づいて地下水位を設定した想定斜面において浸透流解析を実施し，大規模氾濫によって冠水した場
合の斜面およびすべり土圧がかかるもたれ式擁壁の安定性を検討した結果を報告する。また，裏込め土の土圧と崩壊土砂の堆
積土圧がかかる場合の擁壁工，および衝撃荷重が作用する場合の待受式擁壁工において，仮定した水位条件のもとで冠水した
場合の安定性を検討した結果についても報告する。
表-1 調査地および施設の諸元
２ 浸透流解析と斜面の安定性評価
斜面 基岩
崩壊
粘着力 せん断
透水
排水管
ケース
層厚
土質
2.1 浸透流解析と斜面の安定計算の諸条件 No.
勾配 勾配
高さ
※逆算 抵抗角
係数
閉塞
貯水池地すべりに関連する文献（例え
1
粘性土 5.1kN/m 2 15° 10 -5 cm/s なし
貯水池地すべりの知見か
ば 1））に記載されている崖錐堆積物の斜面
2
粘性土 5.1kN/m 2 15° 10 -5 cm/s あり
ら地下水の影響が
30° 30°
2m
10m
安定性評価方法は，自然斜面が冠水した
最も大きいと考えられた
3
砂質土 0.4kN/m 2 30° 10 -3 cm/s なし
斜面規模のケース
ときの安定性の評価方法として急傾斜地
4
砂質土 0.4kN/m 2 30° 10 -3 cm/s あり
にも適用が可能であると考えられるた
5
粘性土 2.8kN/m 2 15° 10 -5 cm/s なし
ケース1～4から層厚を一
め，本検討では施設が施工された斜面を
般的な厚さとしたケース
6
30° 30°
1m
10m 砂質土 0.1kN/m 2 30° 10 -3 cm/s なし
対象とした。また，貯水池地すべりに関
（施設規模を標準的なも
のにしたケース）
7
砂質土 0.1kN/m 2 30° 10 -3 cm/s あり
連する文献（例えば 1））から，冠水による
斜面の安定性は，斜面勾配，崩壊土層
8 基岩勾配を斜面勾配より
粘性土 4.4kN/m 2 15° 10 -5 cm/s なし
も緩くし，
1～
厚，土層の透水性に影響されると考えら
9
すべり面形状をケース5 30° 25°
10m 砂質土 0.2kN/m 2 30° 10 -3 cm/s なし
2.9m
～7よりも深くしたケー
れるため，これらの要素を組み合わせた
10
砂質土 0.2kN/m 2 30° 10 -3 cm/s あり
ス
解析パターンを表-1 のように設定した。
大きく分けて 3 ケースになるがそれぞれにおいて土質（透水性）を変化させたほか，施設の排水管が閉塞した状態のパター
ンを作った（冠水は施設天端から施設背面および斜面内に浸入するが，浸入した水は施設の排水管からは排水されにくいとい
う条件）
。ケース 5～7 は土層厚の影響をみるパターンとした。ケース 8～10 は勾配の影響をみるパターンとした。なお，各
ケースにおいては，初期水位時，冠水時（施設高 5m が完全に水没したとき）
，排水時（施設前面の水位が低下するとき）の
浸透流解析を実施しているが，本稿では斜面の安定性が最も低くなる排水時（施設前面の水位がゼロとなるときで，排水開始
から 5 時間後）の解析結果を示す。浸透流解析に用いた解析断面の一例を図-1 に示す。地下水位の形状は初期状態のものを
示しており，各ケースで現地調査結果を参考に決定した。
すべり面（赤）
擁壁高 5m
浸透流解析で用いる飽和透水係数，不飽和特性は文献 2)を
前法勾配
1:0.55
参考に設定した。境界条件では，計算領域の両側に全水頭を
地表線
裏法勾配 1:0.4
与え，斜面は浸出境界とした。排水時の施設前面の水位の低
天端厚 0.5m
下速度は，排水管閉塞が「なし」のケースでは令和 2 年 7
月豪雨時の球磨川大野観測所における観測結果を参考に
1.0m/hr とし，排水管閉塞が「あり」のケースでは各土質の
地下水位（水色）
透水係数による速度を設定した。
斜面の安定計算にはフェレニウス法を使用した。斜面内の
基岩線（青）
すべり面形状は，急傾斜地技術指針 3)の施設設計時の考え方
擁壁
を参考に，最大抑止力円弧を探索して決定した（図-1 に併
記）
。なお，強度定数は，探索した円弧に対して水位がない
状態で斜面安全率が 1.0 となるように逆算した（表-1）
。
図-1 解析断面の一例（ケース 5～7）
2.2 浸透流解析と斜面の安定性評価の結果
表-2 に斜面内の水位変化による斜面安全率の変動結果を示す。本検討では，すべり土塊の面積に占める地下水の面積の割
合を面積率として定義し，表には排水時（排水開始から 5 時間後）の面積率および冠水時の面積率から排水時の面積率がどの
程度低下したか（面積率低下量）を記載した。また，同表に記載した斜面安全率も排水時のものである。
面積率低下量より，粘性土では排水後 5 時間経過してもほとんど斜面内から地下水が排水されず（ケース 1,5,8）
，砂質土で
は排水後 5 時間経過すると冠水時の面積率から 6～9 ポイント程度分排水される（ケース 3,6,9）結果となった。ただし，砂
質土でも施設の排水管が閉塞している場合は粘性土の場合と同様に排水されにくくなった（ケース 4,7,10）
。

- 483 -

土層厚を変化させたケースでは，砂質土の面積率は層厚変化
表-2 水位変化による斜面安全率計算結果
の影響はなく斜面安全率もほぼ同じ値となったが，層厚が厚い
面積率
斜面
ｹｰｽ
面積率
ほど面積率低下量は大きくなった（ケース 3⇔6）
。粘性土の面
土質
水位条件
低下量 安全率
No.
（%）
（ﾎﾟｲﾝﾄ）
（-）
積率低下量はもともと小さく層厚変化の影響はあまり見られな
1
排水時水位
45.0
0.7
0.83
粘性土
い（ケース 1⇔5）が，ケース 1 は初期水位を高く設定したため
2
排水時水位-排水管閉塞
45.7
0.0
0.83
3
排水時水位
15.9
9.2
0.89
もともとの面積率が大きく，斜面安全率は 0.83 と低くなった。
砂質土
4
排水時水位-排水管閉塞
25.1
0.0
0.84
基岩勾配の変化させたケースでは，砂質土で面積率が大きく増
5 粘性土 排水時水位
16.2
0.9
0.95
加し，斜面安全率が低下した（ケース 6⇔9）
。
6
排水時水位
16.0
6.0
0.89
砂質土
7
排水時水位-排水管閉塞
21.9
0.1
0.86
透水性が低い粘性土と排水管が閉塞しているケースで排水時
8 粘性土 排水時水位
25.5
0.9
0.93
に斜面内に地下水が残留する結果となったが，斜面安全率では
9
排水時水位
33.9
7.4
0.75
砂質土
10
排水時水位-排水管閉塞
41.1
0.2
0.71
粘性土よりも砂質土のほうが低下する結果となった。これは土
質強度定数の影響であり，せん断抵抗角が大きい砂質土のほうが水位変化ですべり面の抑止力が大きく低下するためである。
３ 施設の安定性評価
前章で報告した浸透流解析を用いた斜面の安定性評価では，斜面安定を考えるために最大抑止力円弧による検討を実施した
が，施設の安定性を考えるうえでは，円弧すべり土圧ではなく裏込め土圧や試行クサビによる土圧で設計された擁壁，および
崩壊土砂の衝撃荷重に対応した擁壁に対して検討を行うほうが実際的である。そこで本章では，実際的な外力条件にて，浸透
流解析を実施せずに擁壁背面の水位条件を仮定してその安定性を評価した結果について報告する。
3.1 施設の安定計算の諸条件
表-3 に検討ケースを示す。大きく分けて 3 つのケースとしており，ケース 1～4 は裏込め土圧+崩土の堆積土圧での設計，ケ
ース 5～8 は裏込め土圧+崩土の衝撃力での設計，ケース 9～12 は裏込め土圧+崩土の堆積土圧+慣性力での設計である。
3 つのケースでそれぞれ，①施設設計のための安定計算，②施設冠水時の安定計算，③排水時に排水管が閉塞している場合
の安定計算，④施設が安定となる限界の背面水位高を探索するための安定計算，を実施した。
3.2 施設の安定性評価の結果
安定計算の結果を表-3 に併記した。施設設計時の荷重では転倒の基準で施設規模が決まる条件であっても，裏込め部分に水
が滞留して水圧がかかると滑動の基準で不安定化する結果となった。また，衝撃力に対応した擁壁であっても，擁壁が耐えら
れる衝撃力よりも擁壁背面が満水となったときの水圧のほうが力は大きく，擁壁背面が満水となって水圧がかかると擁壁は滑
動の条件で不安定となった。底版幅が狭いほど，擁壁の自重が軽いほど滑動の安全率が低下するため，背面水位高が同じ場合
は施設の高さが低いほど，施設の前法勾配と裏法勾配の差が小さいほど不安定化しやすくなる。
４ おわりに
大規模な氾濫が危惧される地域における急傾斜地では，冠水が解消される時に斜面が不安定化する可能性があるため，冠水
解消直後に斜面に近づくことに危険性があることを認識する必要がある。その場合，施設前面の水位低下速度が速いほど，崩
壊土層の土質強度定数の粘着力が小さく内部摩擦角が大きいほど，急傾斜地の基岩の勾配が緩いほど，不安定土層の層厚が厚
いほど不安定化しやすい。また，大規模な氾濫が危惧される地域において新たに施設を計画する場合，または既存施設におい
て冠水の影響による安定性変化を評価する場合は，ある程度の水圧（冠水予想高さや排水管下段の閉塞を考慮した高さなど）
を想定して照査することが考えられる。
以上
表-3 施設の安定計算結果
No.

ケース

施設高さ
(m)

底版幅
(m)

作用衝撃力
(kN)

1
2
3

もたれ式擁壁の裏込め部分に冠水
時の水が残った場合の安定性検討
施設規模は裏込め土圧と堆積土圧
で設計

5.0
根入れ0.5

6
7
8
9
10
11
12

衝撃力対応のもたれ式擁壁の裏込
め部分に冠水時の水が残った場合
の安定性検討

30.8
6.0
根入れ0.5

施設規模は裏込め土圧，堆積土
圧，慣性力で設計

8.5
根入れ0.5

水位なし

0m

施設の冠水時

4.5m

施設前面排水時

4.5m

限界安定時の水位

1.6m

水位なし

0m

施設の冠水時

5.5m

施設前面排水時

5.5m

限界安定時の水位

3.5m

水位なし

0m

施設の冠水時

8.0m

施設前面排水時

5.0m

限界安定時の水位

3.1m

2.3

施設規模は裏込め土圧と衝撃力で
設計

もたれ式擁壁で地震時の安定性検
討が必要な施設高さにした場合の
冠水時の安定性検討

施設背面
水位高

0.94

4
5

滑動

水位条件
パターンの考え方

1.45

作用外力
裏込め土圧
+堆積土圧

計算値
Fs

安定基準

1.68

1.50以上

1.88
裏込め土圧
+堆積土圧+水圧

0.25

1.00以上

1.03
裏込め土圧
+衝撃力

1.59

0.50

1.24

0.6

0.470以上

0.673

OUT

OK

0.833

1.00以上

OUT

OK

1.20以上

判定
OK

OUT

1.03

1.00以上

常時の安全基準

衝撃力作用時と
同等の安全基準

OK
0.766以上

1.711

OK

衝撃力作用時の
安全基準

OK

-0.424 0.766以上

OUT

OK

1.154

OK

OK

0.659

OK

OK

1.557

OK

OUT

-0.299

OUT

OK

1.073

OK

0.483以上
0.53

安全基準の種類

OK

-3.478 0.313以上

1.00以上

2.35
裏込め土圧
+堆積土圧+水圧

OK
OK

0.425

1.03
裏込め土圧+堆積土圧
+慣性力

安定基準

OK

3.13
裏込め土圧
+水圧

転倒
計算値
d

判定

衝撃力作用時と
同等の安全基準

地震時の安全基準

衝撃力作用時と
同等の安全基準

【参考文献】１）国土交通省 水管理・国土保全局：貯水池周辺の地すべり等に係る調査と対策に関する技術指針・同解説，
2020.
２）
（財）国土技術研究センター：河川堤防の構造検討の手引き（改訂版）
，2012.
３）急傾斜地崩壊防止工事技
術指針改訂委員会：新・斜面崩壊防止工事の設計と実例―急傾斜地崩壊防止工事技術指針―，
（一社）全国治水砂防協会，2019.
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網状鉄筋挿入工における杭設置条件が補強効果に及ぼす影響
立命館大学理工学部

○藤本将光，原田紹臣，里深好文，吉岡凌
立命館大学大学院理工学研究科

ヒロセ補強土株式会社

高瀬蔵

小西成治，疋田信晴，吉永憲次

1，研究背景
昨今，山間部において地山の掘削および盛土工事を
伴う多くの建設現場では，アンカー工や鉄筋による斜
面安定化，補強土工による盛土の補強により対策が講
じられてきた．特に，鉄筋を用いた地山や盛土の補強に
おいて，膨張性グラウドの活用により地山との密着性
を高めた E.P.ルートパイル工法は，施工性や経済性か
ら今後の更なる現場への適用が期待される(三木ら，
1983)．一方，この工法は国内に導入されて以降，主に，

写真-１

実験装置

図-1

装置の模式図

機能や効果に関する概略的な議論が多く，補強原理や
設計の考え方に対する更なる合理化が望まれている．
そのため，E.P.ルートパイル工の設計において，施工時
のコスト削減や利用の展開などを検討する場合，杭の
挿入形態や杭配置等の詳細な条件における検討は非常
に重要となる．本研究では，E.P.ルートパイル工の更な
る高度化を図るため，斜め方向の外力に対して，杭配置

写真-2

杭の挿入（傾斜）形態パターン

や杭の挿入角度が補強効果に与える影響について，室
内実験により把握することを目的とする．

2，実験概要
本実験で用いた実験装置の概要を写真-1，図-1 に示
す．供試体上部に傾き 45°の板を設置し，上部の鉛直荷

山
側

●：杭
Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

Type F

谷
側

重を斜め荷重に変換させることで，杭に対して斜め方
向に載荷させた．本研究では信楽産真砂土を用い，含水
比 10％，乾燥密度 1.6g/cm³，湿潤密度 1.72g/cm³として
実験を行った．容器内に土層（W=400mm，L=400mm，
H=220mm）を準備し，その土層上に供試体を設置した．
地盤内の杭の直径と長さ，挿入間隔は，それぞれ 5mm，
100mm， 26mm とする．杭の挿入角度の違いが補強効

図-2

Type G

杭の挿入配置パターン

果に与える影響を把握するため，4 パターンを設定した
（写真-2）
．次に，杭の挿入位置の違いが与える影響を

置の改良を行った．そのため，改良前後の結果を単純に

把握するための条件を設定した（図-2）．以上の条件に

比較できないことをここに付記する．

おける，供試体の鉛直及び水平方向の変位を計測した．
なお，本研究を遂行中に実験装置に不具合が発生し，装
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3，結果と考察

図-3 に Type 別の実験結果を示す．ここでは，供試体

0.006

を計測し，荷重に対する変位量で比較を行った．この結
果には杭の挿入配置パターンの違いが含まれるため，
プロットにはばらつきが認められるが，Type1 が他の
タイプに比べて，鉛直，水平の両変位が小さい傾向を示
した．この結果から，杭の挿入角度が 90 度の場合に斜
め荷重に対して抵抗を最も発揮することが示された．

Vertical displacement (mm/N)

に与えた最大荷重に対する水平方向と鉛直方向の変位
0.005

0.004

0.003

0.002
Type1
Type2
Type3
Type4
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．実験装置改良後に
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Horizonta displacement (mm/N)

おいて各条件の違いが与える影響を把握するため，鉛
直，水平方向の変位は，1200N の荷重が載荷した場合の

図-3

Type 別の鉛直，水平変位の関係

変位を代表させて示した（図-5）
．また，各ケースにお

（実験装置改良前）

いて実験は複数回行い，結果の再現性を確認したが，実
0.0040

験時のデータ取得ができなかった場合があり，結果に
において，Type D (3-2)の場合には与えた荷重に対して，
供試体の変位が継続し続けたため，結果が得られなか
った．Type E (2-3)も杭本数が同じであるため，同様の
結果であると推測し，実験は実施しなかった．
実験結果から，
杭配置が Type F
（山側 5 本-谷側 3 本）
，
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示されたデータ数に違いがある．また，実験装置改良後
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0.0000
0.003

位が小さく，抵抗が最も発揮されることが示された．ま
た，Type B や Type C の打設本数が 7 本の場合には水
平，鉛直変位の結果は幅が認められ，抵抗力の評価が困
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Type1 における杭配置別の鉛直，
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難であったが，打設本数が 8 本の場合に比べ．変位量が

水平変位の関係（実験装置改良前）

大きい場合が認められた．以上の結果から，打設本数が
35

された．打設本数が 8 本の実験結果数が少ないため，今
後データ数を増やし，最も抵抗力を発揮する杭配置を
検討する必要がある．また，杭間隔が狭い打設本数 10
本に比べて，杭間隔を広くした場合に抵抗力が大きく
なることから，そのメカニズムについて明らかにし，荷
重に対して最も抵抗力を発揮する最適な杭配置を検証
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8 本の場合に斜め荷重に対して抵抗力が強いことが示
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三木五三郎・坂下五男・児玉秀文：網状ルートパイ
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礎，31-9，pp.35-40,1983

- 486 -

図-5

Type1 における杭配置別の鉛直，

水平変位の関係（実験装置改良後）
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スギ根系が発揮する引抜抵抗力の現地調査
国研 森林研究・整備機構 森林総合研究所

〇岡田康彦

国研 森林研究・整備機構 森林総合研究所九州支所

黒川 潮

１ 要旨
主に降雨により多発する表層の斜面崩壊に関して、その発生を正確に予測して被害を防止軽減す
ることは容易ではなく、効果的な対策をうつべく従来多くの研究が実施されてきている。国土の３
分の２を占める森林には多面的な公益的機能があり、その中でも山地で発生する土砂災害の防止軽
減に寄与する機能に対する国民の期待は高い。山地斜面に樹木が生育すると、その根系が地球に張
り巡らされることとなり、斜面が補強され表層の斜面崩壊の発生リスクが軽減することは定性的に
は間違いないと考えられる。しかしながら、樹木は生長もするし、いつかの段階で伐採も行う必要
があり、従って、刻々とその状況は変化しており、その定量的な把握は難しい。幼齢林では斜面が
崩壊し、隣接する壮齢林では変状が認められない現場が確認される（写真１）こともあり、どの動
態ははっきりとはわかっていない。
根系による表層の斜面崩壊防止機能に関しては、根の引抜抵抗力の測定から間接的に評価される
ことが多い。本研究でもスギを対象に、根の引抜抵抗力を測定した。現場は、群馬県内および茨城
県内の国有林で、表層地質に関しては、前者が安山岩、玄武岩質安山岩、火砕岩、後者が黒雲母花
崗岩に分類される。本報では、生木、ならびに伐採からの年数の異なる根株を対象にした結果を報
告する。
２ 試験結果
スギ根の引き抜き抵抗力は、成木もしく伐採された根株の周囲にトレンチを切り表出した根を対
象に実施した。根の先端付近に治具をセットし、その位置の直径を調べたうえで、人力で根の伸長
方向に載荷した際の荷重変化の測定を行い（写真２）、その最大値を根の引抜抵抗力とした。従来の
研究では根の引抜抵抗力は根の直径のべき乗関数で近似されることが多く、比較の容易性にも鑑み
て同様の整理を試みた（図１）。
N=a×

生木、伐採から１年後、４年後、７年後までの根については、相当程度のばらつきは認められる
ものの、べき乗関数で近似することが可能と判断された。他方、伐採から８年が経過すると細い根
についてはすでに腐朽により治具のセット自体が困難で試験が不可能であること、200mm 程度以
上の太いものについては引き抜き抵抗力の計測は可能であったが、著しくその強度は低下している
ことがわかった。伐採から 11 年が経過すると、腐朽の条件により相当の抵抗を発揮する根も認め
られたが、200mm 程度以上の太い根に関しても、その強度はほとんど発揮されない結果が多数得
られた。
樹木が発揮する表層の斜面崩壊防止機能については、樹木が成長してその強度が大きくなる変化、
伐採されて腐朽により強度が小さくなる変化に加えて、樹種の特性や、根の量や分布特性の効果ま
でも検討する必要があり容易ではない。しかし、ここで得られた伐採からの年数が異なる根が発揮
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する引き抜き抵抗力の特性は、根系が発揮する表層斜面の補強の変化を間接的に示すものであり、
機能低下を最小限に抑える森林管理を検討するための基礎資料になると考えられる。

写真１

2010 年 7 月豪雨により広島県庄原市内で発生した斜面崩壊

写真２

根株の近傍でトレンチ

を切り表出した根を対象に、治
具と荷重計をセットして引き抜
き抵抗力を測定

図１

生木、伐採 1 年後、7 年後、8 年後、11 年後の根の引き抜き抵抗力
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分布型表層崩壊概念モデルによる地震が土質強度に与える影響の推定
新潟大学農学部
新潟大学大学院自然科学研究科
1.はじめに
一般的に降雨と崩壊の関係は，降雨量が増加する
ほど崩壊の発生危険度も増加する傾向がある。2016
年 4 月の熊本地震発生後の阿蘇山周辺の 4～6 月の期
間の降雨イベントは ,記録的な豪雨が観測された
2012 年 7 月の九州北部豪雨よりも小規模だったのに
も関わらず,この期間に同地域で発生した崩壊数は,
九州北部豪雨で発生した崩壊数よりも多くなってい
る。このような現象が生じた要因として,地震による
地盤の強度や降雨の浸透特性等の変化などが挙げら
れているが,実際にそれらが評価されたわけではな
い。地震によるこれらの影響を定量的に評価するこ
とは斜面防災の観点から非常に重要である。
著者は地震が崩壊発生に及ぼす影響を流域スケー
ルで評価することを目的として,金指ら(2019)は,分
布型表層崩壊概念モデルを用いて土壌粘着力の変化
を推定する手法を提案し,阿蘇山周辺の立野地域を
対象に解析を行った。その結果,立野地域では土壌粘
着力が約 28％低下したことを示す結果を得た。本研
究では,先行研究後に得られた降雨データを利用し
て,立野地域を対象とした解析を行い,地震後の土壌
粘着力の回復状況を把握した。さらに,解析対象範囲
を近隣範囲に広げ,隣接地域における地震前後の土
壌粘着力の変化を評価し,土壌粘着力の低下と地形
の関係について考察する。
2.研究対象地の概要
熊本県阿蘇山周辺の立野を含む地域では,2012 年
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豊

金指和将

の九州北部豪雨,2016 年 4 月の熊本地震およびその
後の降雨により崩壊が多発した。本研究では,図１に
示すように 12 カ所の解析対象範囲を設定し,後述す
る降雨データが存在する 1989 年から 2018 年までを
対象に解析を行った。
3.解析方法
解析には,国土地理院が提供の熊本県阿蘇山周辺
の 5ｍメッシュ数値標高データを使用した。国土交通
省水文水質データベース及び気象庁の過去の気象デ
ータから各解析地点の最寄りの観測所の 1989 年から
2018 年の主要な降雨イベントの降雨のピークを含む
1 時間毎,72 時間分のデータを入手して使用した。
執印ら（2009）の分布型表層崩壊概念モデルを解析
に使用した．本研究では，解析範囲を 5m×5m のセル
に分割し，各セルにおける標高，土層厚，粘着力，内
部摩擦角，降雨などの各変数を条件として与え，地下
水の連続式を解き，1 時間毎に地下水位を算出した．
さらに，算出した地下水位を用いて，各セルにおいて
Simons et al(1978)による無限長斜面安定解析式を
用いて安全率を求めた．地震前の土層の粘着力 C は,
金指ら(2019)にならって 8.0kPa とした。安全率が 1
未満のセルを崩壊セル（以下 UC）と定義し，UC の総
数が増大するほど崩壊の発生危険度が高くなり，あ
る一定の値（閾値）を越えると崩壊が発生すると仮定
した。
分布型崩壊概念モデルでは各降雨イベントの UC 数
を用いて評価を行うが,崩壊の発生非発生を判別す
る閾値の設定が重要になる。しかし,閾値を設定する
指針は現時点では存在せず，崩壊非発生降雨と発生

図 2 閾値の領域の考え方

図 1 研究対象範囲地

◯権田

降雨を判別できるよう,経験的に閾値を定めている。
本研究では解析地点での過去の降雨による斜面崩
壊の有無から,2016 年 4 月の熊本地震以前で崩壊が
発生した最小の降雨イベントの UC のピーク値（PUC）
と,崩壊が発生しない最大の降雨イベントの PUC の間
に閾値が存在するとし,この領域を閾値の領域と定
義した（図 2）
。
地震前後の粘着力 C の変化については,地震後の降
雨イベントを対象に，C を 8.0kPa から 0.5kPa の
範囲で 0.5kPa 刻みで減少させて計算を行い,当該イ
ベントで崩壊が発生した対象範囲では,PUC が地震前
の閾値に達した C の値を,崩壊が非発生の対象範囲で
は,PUC が地震前の閾値に達する直前の C の値を地震
後の C とした。
4. 結果及び考察
4.1 土壌粘着力 C の回復傾向
図 3 は,立野地域における主要な降雨イベントの
UC 数および,閾値の領域を比較したものである。地震
前の閾値の領域は,熊本地震前の崩壊が発生しなか
った最大の降雨イベントである 2003 年の降雨イベン
トの PUC よりも上側（図のピンク色の範囲）に存在
した。地震後は,2016 年 4 月の降雨イベントにより
崩壊が発生しため,閾値の領域はこのイベントの PUC
よりも下側(図の青色の範囲)に下がっている。2017
年 7 月と 2018 年 6 月の降雨イベントでは,崩壊は発
生しなかったことから,2018 年 6 月の時点では,閾値
の領域は図の赤枠の範囲に上がっている。これらの
閾値の領域の変化は,地震により 2016 年 4 月の時点
では,崩壊が発生しやすくなったものの,時間の経過
とともに崩壊が発生しにくくなりつつあることを意
味している。
4.2 地震加速度と距離,斜面の法線方向の関係
解析範囲は,地点 1-1～阿蘇乙女までは立野から北
側方向に離れるように,2-1～坊中については立野か
ら東側方向に距離が離れるように配置されている。
各解析範囲の結果を比較することにより,立野から
北方向および東方向に離れると土壌粘着力がどのよ
うに変化するかを検討した。各解析範囲における熊
本地震の地震動の水平方向の加速度の最大値と土壌
粘着力 C を比較したものを図 4 に示す。加速度は地
震断層に近い立野からそれぞれの方向に離れるほど
低下する傾向があるが,土壌粘着力は,北方向の場合
は地点 1-4 と阿蘇乙女で,東方向の場合は 2-4 で,立
野に近い他地点より土壌粘着力が小さくなっており,
土壌粘着力と距離または地震動の水平方向の加速度
との間に明瞭な関係は見られなかった。
しかし,各地点における地震の水平方向の加速度
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の斜面の法線方向成分と地震後の土壌粘着力の比較
を比較すると,地点 1-1 を除き,立野から北方向,東方
向で粘着力の低下量は異なるものの,加速度の斜面
の法線方向成分が大きな地点ほど土壌粘着力が小さ
くなる傾向が読み取れる（図５）。
5.おわりに
今回の結果からは,土壌粘着力は時間経過により
回復傾向を示すこと,土壌粘着力の低下量は,単純に
震源からの距離によって変化するのでは無く,斜面
の法線方向の加速度の大きさに強く影響を受けてい
ることが示された。これらの結果は,著者らの提唱す
る地震が崩壊発生に及ぼす影響の評価手法の妥当性
を示唆するものと考えられる。

図 3 立野地域における各降雨イベントの UC 数

図 4 各解析範囲における地震の加速度と土壌粘着力

図 5 各地点における地震の水平方向の加速度の斜面
の法線方向成分と地震後の土壌粘着力
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地震時斜面崩壊における各種条件が崩壊規模に及ぼす影響の分析
国土交通省国土技術政策総合研究所 坂井佑介，山越隆雄，平田育士
エイト日本技術開発 ○種平一成，藤原康正，末冨岩雄
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図-1 検討範囲と地質区分及び崩壊地
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図-3 起伏量及び比抵抗値と崩壊面積の関係
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図-2 崩壊面積の階級別相対頻度
係が良好であった。
2) 比抵抗値
未固結火山灰においては，比抵抗値と崩壊規模（面積・深
さ）に逆相関の傾向が見られた。これは保水力の高いクロボク
を含む火山灰質土の影響が指摘されており（例えば福岡ら，
2016），このような湿潤状態は一般的に低比抵抗を示し，崩壊
規模が地盤の湿潤状態あるいはクロボクの分布領域と関係し
ている可能性が考えられる。
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1. はじめに
近年の大規模地震では，表層崩壊に加え深層崩壊などの
大規模な斜面崩壊が発生しており，被害拡大の原因の一つと
なっている。このため，地震時の斜面崩壊の予測においては，
小規模から大規模な崩壊まで包括的に危険性を評価できる手
法の構築が必要と考えられる。本稿では，地震時斜面崩壊に
おける地形条件や地盤条件，地震動特性が崩壊規模に及ぼ
す影響を分析し，大規模崩壊を含む崩壊規模の推定手法の
検討を行った。
2. 検討条件
(1) 対象とする事例と地質条件
対象は，2016 年熊本地震において発生した斜面崩壊（狭義
の地すべりと崩壊の区別なし）とし，対象範囲内の総崩壊数は
3,051 である。地質は，阿蘇火山地質図（地質調査総合センタ
ー，1985）の分類をもとに，岩種や岩質，地質年代等から図-1
に示す 6 種類にまとめた。
(2) 崩壊規模の指標
崩壊規模の指標は，崩壊面積（水平投影面積，斜率を乗じ
た面積）と崩壊深さ（最大崩壊深，平均崩壊深）を用いた。本
稿では，水平投影面積での検討結果を示す。
(3) 分析に用いる項目とメッシュサイズ
崩壊規模との関係を分析する項目は，地形条件（斜面勾
配，起伏量，曲率，斜面方位），比抵抗値，最大加速度とし，
崩壊地の重心に該当するメッシュの値を崩壊地の属性として
用いた。また，検討に用いるメッシュサイズは 10m，50m，
100m，150m とし，50～150m メッシュの地形量は，内在する
10m メッシュの平均標高値より算出した。
3. 崩壊規模の階級別頻度分布
一般的に斜面崩壊の規模は頻度と関係し，大きな斜面崩壊
は小さな斜面崩壊よりも発生頻度は低くなる。図-2 のように熊
本地震でも同様の傾向がみられ，特に 1000m2 未満の小規模
な崩壊が 70～80%と大部分を占めている。また，この傾向はす
べての地質条件に共通している。
4. 崩壊規模に影響する要因の分析
(1) 階級分析結果
階級分析は，①地形等の諸条件の階級を基準にした分析
と，②崩壊規模の階級を基準にした分析を行い，①の決定係
数と②との整合性をもとに崩壊規模に影響する要因を抽出し
た。その結果，火山岩類（溶岩・火砕岩，Aso1-4，先阿蘇火山
岩類）と未固結火山灰（降下火山灰，火山灰・軽石）で影響要
因がやや異なり，火山岩類では斜面勾配や起伏量，未固結火
山灰では比抵抗値について最も関係性がみられた。図-3 に
起伏量及び比抵抗値と崩壊面積の関係を示す。
(2) 崩壊規模に関わる要因
1) 起伏量
起伏量は，その大きさによって最大斜面長が制限され，崩
壊する可能性のある領域が制限されることになるため，崩壊規
模に影響する。また，起伏量の大きさは斜面勾配と関係し，急
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得られおり，一定の適合性が確認できたと考えられる。
7. まとめと今後の課題
2016 年熊本地震を事例に崩壊規模に関わる要因を抽出
し，地形等の諸条件と崩壊数をもとに崩壊規模を推定する手
法を検討した。火山岩類の主要因である起伏量の階級毎に設
定した確率密度関数は，2008 年岩手・宮城内陸地震において
も適合性が確認され，地質条件が類似する他地域において活
用できる可能性がある。
今後は，その他の条件（地形・地盤・地震動），規模の指標
（深さ）についても本手法の有効性を確認するとともに，崩壊の
発生・非発生や崩壊面積率の推定結果との組み合わせにつ
いて検討を行う予定である。
表-1 崩壊面積の階級別崩壊数の集計例
（溶岩・火砕岩 起伏量 100m 未満）
集計後

集計前
崩壊面積
No

A(m2)

1
2
3
4
5
・
・

崩壊面積の階級 階級幅 崩壊数 確率密度P
log(A+d
log(A)
log(dA)
dN
dN/dA/N
A)
0
3
3
871
7.4E-04
3
3.1
0.1
58
1.9E-04
3.1
3.2
0.1
57
1.5E-04
3.2
3.3
0.1
42
8.7E-05
3.3
3.4
0.1
45
7.4E-05
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

log(A)

1,039.2
457.8
1,984.9
744.7
1,909.8
・
・

・
・

3.0
2.7
3.3
2.9
3.3

総崩壊数N=
1.E-03

起伏量100-200m

1.E-04

P

1,176

起伏量100m未満

y = 11.5x-1.424
R² = 0.9757

起伏量200m以上

1.E-05
1.E-06

y = 1023.6x-2.116
R² = 0.944

3515.2x-2.289

y=
R² = 0.9828

1.E-07
1,000

10,000

100,000

崩壊面積（m2）

図-4 起伏量の階級別 崩壊面積の確率密度関数
起伏量100～200m

起伏量200m以上

100

100

100

10

10

10

1

1

1

0.1

0.1

0.1

3未満
3.1～3.2
3.3～3.4
3.5～3.6
3.7～3.8
3.9～4
4.1～4.2
4.3～4.4
4.5～4.6

1000

崩壊数

1000

3未満
3.1～3.2
3.3～3.4
3.5～3.6
3.7～3.8
3.9～4
4.1～4.2
4.3～4.4
4.5～4.6

起伏量100m未満
1000

3未満
3.1～3.2
3.3～3.4
3.5～3.6
3.7～3.8
3.9～4
4.1～4.2
4.3～4.4
4.5～4.6

崩壊面積(m2) 中央値

5. 崩壊規模の推定手法の検討
3 章で示したように，大規模な崩壊は小規模な崩壊よりも発
生頻度は低い。そして，崩壊規模別の頻度分布はべき乗則を
示し，べき乗則の指数は地形条件等さまざまな要因によって
変化するとの報告がある（例えば Gallen ら，2015）。また，
Valagussa ら（2019）では，種々の要因の階級毎に崩壊面積と
頻度分布の関係を確率密度関数として設定する手法が提案さ
れている。本稿では，崩壊面積の階級別頻度分布をもとに諸
条件の階級別の確率密度関数の設定を試みた。以下，本事
例で最も崩壊数が多い地質区分である溶岩・火砕岩につい
て，起伏量（メッシュサイズ 100m）を例に確率密度関数の設定
手順を示す。
手順 1：起伏量の階級によりデータを分割する。本稿では，閾
値が各地質でなるべく共通することを基本とし，①100m 未満，
②100～200m，③200m 以上に区分した。
手順 2：区分したデータを崩壊面積（log）の階級により表-1 の
ように集計する。確率密度 P は，崩壊の総数により正規化した
値であり，母数の大小に関わらない。本稿では，比較的大規
模な崩壊の評価に重点を置くため，1000m2 未満のデータは一
括し，1000m2 以上の崩壊面積の階級幅（dA）を log（dA）=0.1 と
した。
手順 3：起伏量の階級毎に図-4 のように崩壊面積と確率密度
P の関係を両対数で表示し，近似式を求める。近似式より，以
下に示すべき乗則の確率密度関数を設定した。
・起伏量 100m 未満の場合
P＝3515.2・（A+dA）-2.289 ・・・式-1
・起伏量 100～200m の場合
P＝1023.6・（A+dA）-2.116 ・・・式-2
・起伏量 200m 以上の場合
P＝11.5・（A+dA）-1.424
・・・式-3
ここで，
P：確率密度（P=dN/dA/N）
N：崩壊の総数（個）
dN：崩壊面積の階級毎の崩壊数（個）
dA：崩壊面積の階級幅（m2）
A：崩壊面積の階級の下限値（m2）
6. 他地域での適合性
新第三紀
1500
式-1～式-3 を 2008 年岩
溶岩・火砕岩
手・宮城内陸地震の溶岩・火
1000
砕岩（新第三系）に適用し，適
500
合性を確認した。図-5 に示す
ように，岩手・宮城内陸地震に
0
おいても起伏量と崩壊面積に
正の相関が認められる。武澤
起伏量（m）
ら（2013）では，同地震を対象
図-5
岩手・宮城内陸地震
とした分析より，崩壊規模が大
起伏量と崩壊面積の関係
きくなるほど，起伏量の高い
領域で崩壊の発生割合が高いとされ，先述の結果と整合性が
ある。そして，熊本地震と同様に起伏量によりデータを分割し，
起伏量の階級毎に実際の崩壊総数を集計し，式-1～式-3 より
崩壊面積の階級毎の崩壊数（dN）を算出した。図-6 は式より
得られる推定値（青）と実際の崩壊数（橙）を重ねて表示したも
のである。いずれの式とも実際の崩壊と概ね同等の推定値が

崩壊面積（log）

崩壊面積（log）

崩壊面積（log）

式-1による推定
実際の崩壊

式-2による推定
実際の崩壊

式-3による推定
実際の崩壊

図-6 岩手・宮城内陸地震との適合性
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衛星 SAR 画像による機械学習を用いた土砂移動域の判別可能性検討
国土技術政策総合研究所 〇松田 昌之（現アジア航測株式会社）
，鈴木 大和，中谷洋明
国際航業株式会社
本田 謙一，浅田 典親，引地慶多，川島祐人，佐藤匠

1. はじめに
広域的・突発的に発生する自然災害に対して，初動時の情
報の空白時間を解消し，迅速かつ的確な被災状況の把握が重
要である．国土技術政策総合研究所では，夜間や悪天候時に
も観測可能な合成開口レーダ（以後 SAR と称す）等の衛星
画像を利用した土砂移動域の判読調査に関するガイドライ
ンを整備し，実用化に向けた検討を行っている（鈴木ほか，
2020）
．ここで示される 2 時期の SAR 強度差分画像を用い
た土砂移動域の判読では，伐採地と崩壊地が非常に似た強度
変化を示すため，両者を区別することが極めて難しく，土砂
移動域の抽出精度の低下を招いている．
そこで，本研究では機械学習を用いて土砂移動域の判別に
有効な要素を把握し，崩壊地等の土砂移動域の抽出精度の向
上に資する判別手法構築の可能性について検討した．

3.2. モデル分類解析結果
トレーニングデータから
作成した判別モデルの精度
と特性を把握するため，検証
テストデータを同じ災害と
した場合と対象の災害を変
えた場合について，全体精度
や K 係数を算出し，モデル
の精度を検証した．また，災
害前の土地被覆を説明変数

図 1 相対方位角と局所入射角
表 1 機械学習に用いた説明変数と目的変数

2. 研究方法
松田ほか（2020）では，衛星と斜面勾配とのなす角である
局所入射角毎の後方散乱強度の平均値は，伐採地でやや低い
傾向を表すものの，両者は非常に似た分布であることを示し
た．つまり，2 時期の強度差分画像のみでは，両者を区別す
ることは難しく，これ以外の情報を考慮することが必要であ
る．そこで，本研究では，災害前後の後方散乱強度に加え，
その変化量や相対方位角，地形的条件，災害前の土地被覆な
どの各種データを用いた機械学習により土砂移動域の抽出
に有効な要素の検討を行った．
2.1. 機械学習による分類手法
本研究では，複数の要素の中から特に有効な要素を把握す
ることに適した手法として，ランダムフォレストを用いた教
師付き分類による機械学習を採用した．機械学習では，光学
衛星画像による写真判読等で得られた土地被覆分類を教師
データ（目的変数）とし，災害前後の後方散乱強度や衛星と
の相対方位角や局所入射角などの情報を説明変数に用いた
（表 1）
．解析対象災害は表 2 の 1～4 に示す 4 災害である．
また，令和 2 年の 7 月豪雨災害の人吉市周辺のデータを検証
に用いた．
2.2. 土砂移動域の判別モデル分類解析
対象災害ごとに教師とするトレーニングエリアと検証対
象のテストエリアをそれぞれ設定し，トレーニングデータ毎
判別モデルを作成した．作成した判別モデルを複数のテスト
データで検証し，土砂移動域の判別精度を評価した．また，
各説明変数の寄与度を算出し，判別に寄与する変数を把握し
た．

3. 土砂移動域の判別モデルの検討
3.1. 説明変数の寄与度
図 2 右の 7 種類のトレーニングデータによる機械学習の
結果，
すべてのケースにおいて，
災害前の土地被覆
（PreClass）
の寄与度が高く，次いで傾斜角（Slope）
，局所入射角（LIA）
，
相対入射角（Aspect）の順に高い結果となった（図 2）
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表 2 災害対象一覧

図 2 各説明変数の寄与度集計結果例

から除いた場合の精度についても検証した．なお，これらの
集計は，目的変数である分類すべてを対象とした場合の精度
と，崩壊地と非崩壊地だけに着目した場合の精度についてそ
れぞれ実施した（表 3）
．
3.3. ランダムフォレストによるモデル分類結果
検討したモデルについて学習サンプルの一部から作成し
た決定木による分析とその閾値やランダムフォレストによ
る寄与度から，主な分類の流れは①市街地の分類，②農地の
分類，③山間地の森林の分類，④崩壊地や伐採地の分類であ
った（図 3）
．

表 3 モデル分類解析結果

決定木

図 5 光学衛星画像と SAR 強度画像を併用した
土砂移動域の判別フローの一案

本研究は，機械学習を用いた土砂移動判別の基礎的な取り
組みである．本研究により得られたランダムフォレストによ
る決定木の分類の流れと，災害前の土地被覆の重要性（特に
災害前の植生状況）等を考慮した判別フローの一例として，
災害前後の SAR 強度画像と災害前の光学衛星による植生解
析を併用した土砂移動域の判別モデルを示す（図 5）
．このモ
デルは，先の検討で明らかとなった判別に有効な要素である
災害前の土地被覆（植生の有無）を災害直前の光学衛星を用
いた NDVI により評価するとともに，崩壊等により生じる
後方散乱強度の低下を災害前後の強度画像により評価し，伐
採地と崩壊地を判別する場合のフローの一例である．今後は，
機械学習や分類に関するさらなる検討を行い，土砂移動域を
抽出するための判別フローの構築が必要である．

分類閾値条件

4. おわりに
本研究では，機械学習による土砂移動域の判別可能性の検
討の結果，災害前後の SAR 強度画像と災害前の光学衛星画
像による植生解析を併用したモデルを検討した．山下ほか
（2021）のように，災害前後の SAR 画像のみの判読では，
約 9 割が伐採地であった事例もある．災害の緊急対応時にお
いて伐採地の確認に係る時間を軽減することは極めて重要
であり，本研究の成果は大きな効果が期待される．また，こ
の研究は自動判別技術の基礎的研究であり，今後の SAR 画
像を用いた土砂移動域の自動判別の発展が期待される．

図 3 モデル分類結果（地震による分類の例）

図 4 モデル分類による課題の分析

本研究で得られたモデル分類の適用結果から，災害前の
土地被覆を用いるモデルの方がより正解のデータに近い結
果が得られ，災害前の土地被覆の有効性が確認された（図 4
上図）
．また，特定の斜面方向に侵食域の誤判別が発生しや
すい傾向もみられた（図 4 下図）
．これは過学習の影響と考
えられ，今後は学習サンプルの偏りをなくすような精査が必
要と考えられる．
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豪雨時における土砂移動の実態把握のための高精度な土砂収支図作成の試み
国土技術政策総合研究所 〇西脇彩人 坂井佑介 對馬美紗 山越隆雄
国際航業株式会社
1 背景

宮田直樹 山下久美子 澤村朱美 佐藤匠

② 個々の土砂移動発生場毎に生産土砂量から堆積土

近年、航測技術の発達により航空レーザ測量から得ら

砂量を差し引いて流出土砂量を算出する。この算出

れた差分解析結果を用いて、土砂収支図の作成が行われ

過程を図－2 の土砂収支イメージのとおり集計する。

ている。しかし、土砂収支図の作成を行う際、流域内の

このとき、対象流域を、佐田川上流域、疣目川流域、

差分解析による侵食分と堆積分を一括して集計するた

佐田川中流域、黒川流域、佐田川下流域に大別して、

めに、河道への土砂供給に寄与しない土砂移動現象も土

各流域からの流出土砂量を算出した。

砂収支に含むなど、実際の土砂流出現象が正確に表現で

③ 土砂収支図を作成する際に、図-2 に示す補正 A,B を
適用した場合と適用しなかった場合の土砂収支計

きていない恐れがある。
平川ら 2019 では、より正確な土砂移動状況を把握す
る目的で、個々の土砂移動発生場ごとに差分解析による

算を行い、補正の適用の有無による寺内ダムへの流
出土砂量の比較を行った。

侵食分と堆積分の土砂量を比較して土砂収支への反映
の可否を判定する補正を行っているが、筆者らは①この
ような補正を行うことによる土砂収支への影響の把握、
②実際の流出土砂量との整合性の検証、の２点を実施す

4 結果
土砂収支図を作成して流出土砂量を算出した結果を、
表－2 に示す。
補正 A,B を適用した場合の流出土砂量と適用しなか

ることが必要であると考えている。
本研究では、①について検討するため、災害前後の航

った場合の流

空レーザ測量データによる差分解析結果について、個々

出土砂量は、全

の土砂移動発生場ごとに土砂収支への反映の可否を判

体として約 10

定する補正の有無が土砂収支に与える影響の把握を試

万㎥の差が生

みた。

じた。一方、補

2 検討対象

表-1 土砂量の算出に向けた領域区分一覧
事象

土砂量名

発生域

生産土砂量

流下域

生産土砂量

正 A,B を適用

堆積域

堆積土砂量

した場合の流

渓岸崩壊域

生産土砂量

渓床域

河床変動量

氾濫域

堆積土砂量

本研究では、福岡県朝倉市に位置する筑後川水系佐田

出土砂量と補

川流域内寺内ダム上流域（約 50 ㎢）を検討対象とした。

正 B を適用し

領域

斜面

河道

この流域では、2017 年 7 月九州北部豪雨によって多数
の斜面崩壊や土石流が発生しており、豪雨前は 2017 年
1 月、豪雨後は 2017 年 7 月 13 日～8 月 2 日に航空レー
ザ計測が行われている。

3 検討手法
① 災害前後のレーザ差分解析結果を用いて、対象流域
内の土砂移動発生場の領域区分（表－1）を行い、
個々の土砂移動発生場の領域区分の細別ごとに差
分解析により生産土砂量もしくは堆積土砂量を算
出する。
図-1 研究対象領域（地理院地図より引用・加筆）
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図-2 作成する土砂収支図のイメージ（赤枠内にルールを記載）
※

侵食による土砂量（生産土砂量もしくは河床変動量）をプラス分、堆積による土砂量（堆積土砂量）をマイナス分として計算した。

た流出土砂量はほぼ同じ値と

表-2 算出方法ごとの各流域からの流出土砂量

なり、ほとんど差は生じなかっ
た。また、対象流域ごとの流出
土砂量について、佐田川上流
域・疣目川流域・佐田川流域か

各流域からの流出土砂量（㎥）
流出土砂量の
佐田川下流
算出方法

補正未適用
補正 A, B 適用

差異は小さいが、黒川流域で
は、約 8 万㎥の差が生じた。

5 考察
補正 B は斜面域で発生した
土砂が河道にまで到達してい

疣目川

佐田川中流

黒川
【寺内ダム流入】

らの流出土砂量は補正の適用・
未適用による土砂量において

佐田川上流

補正 B 適用

281,870

77,790

364,900

567,150

955,840

269,000

77,130

359,690

486,430

864,880

（-12,870）

（-660）

（-5,210）

（-80,720）

（-90,960）

263,460

75,670

352,680

485,300

856,080

（-18,410）

（-2,120）

（-12,220）

（-81,850）

（-99,760）

(-5,540)

(-1,460)

(-7,010)

(-1,130)

(-8,800)

※1 青括弧内は補正未適用時の流出土砂量と補正 A,B あるいは補正 B 適用時の流出土砂量との差を示す
※2 赤括弧内は補正 A,B 適用時の流出土砂量と補正 B 適用時の流出土砂量との差を示す

るか否かに応じて土砂収支計算を行うという、土砂収支

まとめ

図作成をより高精度に行う方法であり、補正 A,B を適

本研究では、災害前後の航空レーザ測量データによる

用した場合の流出土砂量と補正を適用しなかった場合

差分解析結果から、土砂収支計算を行う際の補正につい

の流出土砂量との比較より、影響が最も大きく表れた黒

て、補正を行うことによる流出土砂量への影響について

川流域では約 15%の差が生じることから、より詳細な

把握した。今後は、事例の追加と高精度化による影響の

土砂移動の把握を実施するにあたっては無視できない

更なる分析を実施したいと考えている。更に、本研究か

結果となった。一方、補正 A は堆積土砂量＞生産土砂量

ら判明した寺内ダムへの流出土砂量と、寺内ダムの年間

という結果を示す土砂移動発生場を除いて土砂収支計

堆砂量から求める計測期間内に堆積した堆砂量との比

算を行うという、より高精度な土砂収支図作成に向けた

較を行っていく予定である。

補正方法であり、補正 A,B を適用した場合の流出土砂
量と補正 B を適用した場合の流出土砂量との比較から、

6 参考文献

今回の事例ではその影響が限定的であることがわかっ

平川泰之他(2019)：阿蘇カルデラにおける平成２８年熊

た。今後は、事例を追加して、この高精度化による影響

本地震とその後の降雨による移動土砂量の把握，砂防学

が大きい事例が存在するか把握する必要があると考え

会誌，Vol.72，No.2，p.14-24

ている。
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崩壊発生間隔の長い斜面の抽出手法についての一考察
国土交通省 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 後藤順一・高橋忍
国土技術政策総合研究所 中谷洋明・瀧口茂隆・松田昌之
パシフィックコンサルタンツ株式会社 〇佐々木央・松澤真・飛岡啓之・澤田悦史

1. はじめに

3次メッシュで整理

斜面崩壊は全国各地で発生しており，同じ地域内で
同程度の降雨が観測されたとしても，どういった理由
で，一部の斜面だけが崩壊したのか，もしくは崩壊し
なかったのかを説明することは容易ではない．その理
由として，崩壊斜面と非崩壊斜面の間に，決定的な差
異を見出すことが出来ていないこと，地盤の状況を正
確に把握することが困難なためと考えられる．
斜面崩壊は，地形，地質，地盤条件，植生等の様々
な素因と，豪雨や地震などの誘因が複合的に作用して
発生する．素因と誘因の関係は相補的であり，素因と
誘因が斜面ごとの限界を超えた場合に，崩壊が発生す
ると考えられる．

雨量

崩壊履歴

土砂災害警戒区域

各メッシュの既往最小
RBFN値を抽出

国総研資料No.1120
がけ崩れ及び土石流

国土数値情報DLS
令和元年度版

「CL基準を大幅に超過したが崩壊が生じなかった斜面」を含むメッシュ
土砂災害警戒区域で整理
関係主題図（地形・地質等）を用いて各斜面の属性情報を整理

土砂災害警戒区域(がけ崩れ)斜面のリスト化
判別分析による崩壊発生間隔の評価

属性情報の各項目をカテゴリ別に相対頻度及び崩壊発生率を整理

カテゴリ別の相対頻度から説明変数を選定

カテゴリ別の崩壊発生率を説明変数（量的データ）として判別分析

そこで本検討では，各種の素因による影響に着目し，
過去の崩壊履歴に基づき，判別分析よる崩壊発生間隔
の長い斜面の抽出手法について検討を行った．なお，
本検討でリスク評価結果を「崩壊発生間隔」とした理
由は，検討の基礎資料である雨量及び崩壊履歴が 20～
30 年程度における観測結果及び災害調査結果であり，
斜面全体の危険度評価まで至っていないと判断したた
めである．
検討の対象地域は，令和元年台風 19 号災害におい
て CL 基準を超える豪雨が確認された群馬県富岡市と
した．
2. 検討の概要

判別得点から崩壊発生間隔として整理し対象地域内でマップ化

図 1 検討フロー
表 1 整理した属性情報一覧
項目
雨量
崩壊履歴
面積

地形

国総研資料No.1120で整理された土砂災害履歴の3次メッシュ
1996～2019年までに発生した「がけ崩れ」及び「土石流」
土砂災害警戒区域から算出

斜面高

10mDEMの最大値及び最小値から算出

平均傾斜

10mDEMから各メッシュの傾斜を算出し、土砂災害警戒区域内の平均値を算出

最大傾斜

10mDEMから各メッシュの傾斜を算出し、土砂災害警戒区域内の最大値を算出

斜面方向

10mDEMから斜面方向を算出し4方向に分類

斜面形状

地質

概要
国総研から提供された3 次メッシュで整理

10mDEMから平面曲率及び断面曲率を算出し9形状に分類

地すべり分布

防災科学技術研究所 地すべり分布図データベース

シームレス地質図

産業技術総合研究所 シームレス地質図

地形分類

国土数値情報ダウンロードサービス 地形分類図

土壌分類

国土数値情報ダウンロードサービス 土壌図

植生分類

環境省自然環境局生物多様センター 植生区分

土地利用

国土数値情報ダウンロードサービス 土地利用3次メッシュ（平成28年度）

図 1 に示した検討フローの通り，検討に使用したデ
ータは，まず 3 次メッシュ（約 1km 四方）で雨量や崩
壊履歴等を整理し，土砂災害警戒区域ごとに地形・地
質等の属性情報を付与した．最終的な判別分析は土砂
災害警戒区域ごとに実施し，各斜面でのリスク評価を
行った．

ものを検討の基礎資料とした．なお，本手法の将来的
な全国への適用を想定し，属性情報は可能な限り日本
全国で統一的に整理されたものを用いた．表 1 に整理
した 12 項目の地形条件及び関係主題図を示す．

3. 各斜面の属性情報の整理

4. 崩壊発生間隔の評価

3 次メッシュの整理では，近年の降雨履歴及び「地
形・地質に関する主題図を用いた全国における土砂災
害発生リスク推定法に関する考察（国総研資料
No.1120）」 1)に基づく崩壊履歴から，これまでに CL
基準を大幅に超過しても崩壊が生じなかった土砂災害
警戒区域（急傾斜地）を抽出した．ここで「CL 基準を
大幅に超過」とは，地域内における RBFN 値の最小値
から上位 6 事例を抽出とした．

崩壊発生間隔の評価にあたっては，
「地震による斜面
崩壊危険度評価手法に関する研究（国総研資料第 204
号）」2)で示された判別分析による評価手法を適用した．

各土砂災害警戒区域の属性情報は，地形・地質等に
ついて一般公開された関係主題図等を用いて整理した
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その他

参考資料と大きく異なる点は，斜面崩壊の素因とな
る地形・地質等の質的データを説明変数とするため，
各属性情報についてカテゴリー別の崩壊発生率を算出
し，量的データとして適用したことである．
この判別分析結果から得られる判別得点の平均値及
び標準偏差を基に崩壊発生間隔を 4 段階に区分し評価
を行った．

月,国土技術政策総合研究所資料第 1120 号

説明変数は，図 3 に示すように，「対象地域内の全
斜面」と前段で整理した「CL を大幅に超過したが崩壊
が発生しなかった斜面」を比較し差が大きいものを選
定する予定であった．しかし，既往の崩壊履歴と各属
性情報の崩壊発生率との重回帰分析の結果，12 項目の
属性情報を全て採用した方が，崩壊の発生有無をより
説明できることが分かったため，全ての属性情報を用
いて判別分析を実施した．
以上より，表 1 に示した 12 項目の属性情報の崩壊
発生率を説明変数として，崩壊の発生有無に関する判
別分析を実施し，判別得点を算出した．判別得点の平
均値および標準偏差を用いて，
「崩壊発生間隔がかなり
長い～かなり短い」までの 4 段階で，富岡市における
ランク区分マップ（案）に整理した（図 4）．

2) 地震による斜面崩壊危険度評価手法に関する研究,
平成 16 年 11 月,国土技術政策総合研究所資料第
204 号
相対頻度グラフ（面積）
50%
全斜面
地域内の全斜面（黒線）とCL
大幅超過・非崩壊（青線）で相
対頻度を比較し、差が大きい
ものを説明変数として選定

40%

頻度（％）

前述の通り，各土砂災害警戒区域の属性情報は質デ
ータが混在しているため，図 2 に示すように，地域内
の崩壊斜面と非崩壊斜面の頻度分布から，崩壊発生率
をカテゴリー別に算出し，各項目の説明変数（量的デ
ータ）に変換し，判別分析を実施した．

30%

崩壊斜面
非崩壊斜面
CL大幅超過・非崩壊
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図 2 崩壊発生率の算出例
カテゴリー別崩壊発生率（面積）
50%

40%

崩壊発生率（％）

5. 判別分析

30%

地域内の崩壊斜面と非崩壊斜面
を比較し、カテゴリー別に算出し
た崩壊発生率を説明変数（量的
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6. 考察と今後の課題
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表 2 に示す判別分析結果から作成した分類正誤表
では，富岡市全体及び CL 基準を超過した斜面のどち
らも崩壊の発生有無について，94%が正しく判別され
ている．これより，本検討で実施した属性情報の崩壊
発生率を用いた判別分析手法の妥当性がある程度得ら
れたと考えられる．

図 3 相対頻度グラフ（面積）の例

また，作成したランク区分マップ（案）は，将来的
なハード対策やソフト対策の優先順位付け，潜在的な
災害リスク把握等に活用可能と考えられる．
一方で，本手法では，各土砂災害警戒区域の素因（12
項目の属性情報）に注目したが，斜面崩壊により大き
な影響を与えている素因の明確化には至っていない．
一般的な判別分析における説明変数は，概ね 3～4 項
目程度となることが多いが，本手法では重回帰分析の
結果から 12 項目を説明変数として採用した．全国的
な適用を想定した場合，12 項目の属性情報の整理は作
業量も多く，評価に時間を要するため，素因の選定方
法については引き続き，検証が必要となる．
今後の検証事項として，①既往崩壊箇所の現地確認，
②リスク評価結果と現地状況の比較，③代表的な地形・
地質における全国的な事例を増やす，④因子分析等に
よる説明変数の再設定 等が挙げられる．これらの検
証結果も含め，どういった素因が崩壊の発生しやすさ
（もしくは発生のしにくさ）に影響しているかを明確
化していくことが求められる．
参考文献
1) 地形・地質に関する主題図を用いた全国における土
砂災害発生リスク推定法に関する考察,令和 2 年 6
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図 4 富岡市における斜面崩壊ランク区分マップ（案）
表 2 分類正誤表（富岡市全体及び CL 超過斜面）
判別式による予測

富岡市(全体)

実際の
崩壊

度数
％

崩壊なし

崩壊あり

崩壊なし

298

10

崩壊あり

10

11

21

崩壊なし

97%

3%

100%

48%

52%

100%

崩壊あり

富岡市（ CL超過斜面）
度数
％

判別式による予測
崩壊なし

308

94 %

分類正誤率

実際の
崩壊

合計

崩壊あり

合計

崩壊なし

284

10

崩壊あり

10

11

21

崩壊なし

97%

3%

100%

48%

52%

100%

崩壊あり

分類正誤率

294

94 %
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2020 年 7 月豪雨による長野県下伊那郡天龍村の大規模崩壊における
地形・地質的特徴と水質変化の一考察
国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷 洋明 鈴木 大和
長野県砂防課 藤本 済※1 藤井 隆男※2 長野県飯田建設事務所 細川 容宏
日本工営株式会社 ○西 陽太郎 曽野 明洋 安里 長浩
※1
現 長野県松本建設事務所 ※2 現 長野県上田建設事務所

1.はじめに
令和 2 年 7 月 6 日～12 日の降雨により長野県下伊那郡天
龍村足瀬で大規模な崩壊が発生した。大規模な崩壊により
国道 418 号が通行止めとなり、芝沢川へ流入した土砂は河
道閉塞を引き起こし、芝沢川の流路は崩壊地斜面の対岸斜
面側に大きく移動した。また芝沢川の崩壊地下流では河床
礫が赤褐色に変色する等の渓流水の変化が確認された。

川側、早木戸川側に崩落している。また芝沢川の流路は蛇行
が激しく、攻撃斜面は急峻となり谷地形を呈していること
が伺える。図 4 に崩壊前後の芝沢川側崩壊斜面の縦断図を
示す。崩壊深は、斜面上部では浅いが斜面中腹部で最大
33.5m となっている。崩壊土砂は、芝沢川の旧河道部で最大
となり、45.4m となる。この崩壊土砂により河道閉塞が生じ
ているが、流水は左岸側の元地形を侵食し流下している。
地質は、広域的には前期白亜紀の領家花崗岩類及び変成
岩類（縞状片麻岩）が分布しており、局所的に美濃帯に属す
砂岩・泥岩のメランジやチャートが挟在する。構造地質的な
特徴としては、大規模な崩壊地の背後には北東―南西方向
に分布する平岡断層の西縁に位置する。

図 1 大規模崩壊地の遠景
今回の崩壊発生タイミングは、降雨終了約 1 日後に崩壊
が発生しており、降雨が浸透した地中水のみでなく、山体の
地下水の影響も想定された。地形・地質、現地踏査結果、芝
沢川の水質分析結果、また別報※で報告する空中電磁探査結
果等を踏まえて、大規模崩壊地の地形・地質的特徴や水質変
化について考察を行ったために、ここに報告する。
※別報：2020 年 7 月豪雨による長野県下伊那郡天龍村の
大規模崩壊における地中の比抵抗分布に関する一考察

図 3 大規模崩壊範囲（崩壊発生前の LP 図に記載）

図 2 崩壊発生時の降雨状況

2.地形・地質
大規模な崩壊が発生した斜面は、標高 796m を頂上とした
北向き及び北西向き斜面となっており、東南東―西北西方
向等にリニアメントが確認される。また崩壊後の地形遷急
線（崩壊範囲）等を崩壊発生前の LP 図（平成 24 年撮影）に
転写したものを図 3 に示す。一番大きな芝沢川側の北西向
き斜面は尾根を跨ぎ崩壊が発生しており、崩壊土砂は、芝沢
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図 4 崩壊前後の芝沢川側崩壊斜面縦断図

3.現地踏査
現地踏査結果を図 5 に示す。概要は以下の通り。
 崩壊頭部は馬蹄形状の滑落崖が確認され、崩壊背後に
変状は認められない。
 芝沢川側崩壊斜面は最大幅約 300m であり斜面内には

立木が残存した不安定土塊が残存している。
国道側崩壊斜面は最大 100m 及び 120m の崩壊が
発生している。
 芝沢川沿いには 2 箇所で湛水が認められるが渓流
水は越流している。
 崩壊頭部や近傍斜面では湧水地点は確認されず、芝
沢川沿い、国道沿いの斜面で湧水が確認される。
 芝沢川斜面における湧水は夏季のみ確認されたが、
国道側斜面では冬季にも湧水が確認される。
 河床礫が赤褐色した箇所は、芝沢川の崩壊土砂末端
～芝沢川合流点のみであった。芝沢川の崩壊地内の
ガリーでは礫の変色は確認されない。
 片麻岩及び花崗岩の露頭が確認されるが、両者とも
固結しており境界部の変質も確認されない。黄鉄鉱
等は認められない。
4.芝沢川の河川水質
図 5 現地踏査結果
崩壊発生 2 週間後に芝沢川に入った時、崩壊地下流で
は家畜の糞尿のような匂いが強く、河床礫は赤褐色に変色
から、斜面下方の湧水量の増加により斜面下方から崩壊が
していた。このような現象は芝沢川の崩壊地上流、国道沿い
発生し、その後上部の斜面が追随するように崩壊が進行し
の崩壊地では見られない現象であった。地元の方にヒアリ
たと推定される。また別報の空中電磁探査の報告のように、
ングした結果、崩壊発生前には臭気や河床礫が赤褐色にな
国道側斜面は推定断層、さらに山体内部から続く帯水層と
る等の現象は確認されなかった。臭気や河床礫の赤褐色化
考えられる低比抵抗帯が存在することから、国道側斜面で
は、崩壊発生後に生じた現象と考えられる。図 3 に示す 2 箇
は地下水が多く流入し、間隙水圧の増加に伴いせん断抵抗
所で採水し、水質分析を実施した結果、崩壊地下流では表 1
力が低下し崩壊に至ったと推定される。
に示すように、水素イオン、溶解性アルミニウム以外で濃度
5.2 芝沢川の水質変化
が増加しており、溶解性鉄に関しては約 100 倍程度増加し
深層崩壊の発生流域では周辺流域と比較し、湧水に溶存
ていた。河床礫が赤褐色を呈している理由として「溶解鉄」
イオン濃度、電気伝導度が高いことが報告されている 1)。水
が空気と触れ合うことで酸化鉄になっていると推定される。 質分析結果よりカルシウムの濃度が高いことから、河川水
に岩盤の風化部より溶出した地下水が混入していると考え
られた。ただ、空中電磁探査では芝沢川側斜面には、国道側
斜面のような山体内部から続く低比抵抗帯が確認されない
ことから、山体内部より供給される地下水の量は比較的少
ないと考える。芝沢川の溶解性マンガンや溶解性鉄の濃度
は、排水基準 2）、3）を満足するものの高い値を示しており、
利水上で課題が生じる可能性がある濃度であった。また芝
図 6 芝沢川の河床礫が赤褐色となっている状況（左図）
、
沢川側、国道側の斜面上の湧水箇所が赤褐色化してないた
芝沢川の河床礫：表面に赤褐色の膜が付着（右図）
め、山体地下水とは別経路から流出していると想定される。
表 1 芝沢川水質分析結果（単位：㎎/L）
6.おわりに
項目
崩壊地上流
崩壊地下流
長野県下伊那郡天龍村足瀬で発生した大規模な崩壊は、
水素イオン
7.4
7.0
国道側斜面では空中電磁探査結果より推定断層などの地質
カルシウム
7.64
11.3
的な特徴がみられたが、芝沢川側斜面では流路の蛇行によ
マグネシウム
1.13
1.97
り斜面が急峻となっている以外特徴が見当たらなかった。
溶解性マンガン
0.01 未満
0.22
また芝沢川においては災害関連緊急砂防事業等が実施され
溶解性鉄
0.01 未満
0.97
るため、崩壊地下流付近の地質調査等により、溶解鉄等の発
溶解性アルミニウム
0.01 未満
0.01 未満
イオン状シリカ
12
14
生原因について把握する必要があると考える。
5.考察
【参考文献】
5.1 崩壊の素因・誘因
1）小竹利明ら：紀伊山地における重力変形斜面と水質との
図 3 に示す芝沢川側斜面は、末端付近で流路の蛇行によ
関係、2020 年砂防学会研究発表会概要集、P393-394 2）
り斜面が急峻となっている以外、地形的な変状が確認され
環境省 HP、一般排水基準 3）近畿地方整備局近畿技術事
ない。湧水についても斜面下方に限定的に確認されること
務所、平成 8 年 2 月 水質調査の基礎知識
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散水試験による浸透過程の電気探査を用いた推定と室内試験による比抵抗の検証
北海道大学

広域複合災害研究センター ○田中健貴

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所

小竹利明*1・山田拓*2

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター
パシフィックコンサルタンツ株式会社

木下篤彦・柴田俊*3
松澤真・伊藤達哉

*1: 現国土交通省砂防部砂防計画課, *2: 現国立研究開発法人土木研究所, *3: 現長野県姫川砂防事務所

１． はじめに
2011年台風12号では，長期降雨さらにそれに続く短期
集中降雨によって表層崩壊が多発し，大きな被害が生じ
た．表層崩壊による被害を防ぐためには，斜面の土壌水
分状態を把握し，表層崩壊が発生するおそれを評価する
必要がある．これまで土壌水分状態の把握に電気探査の
活用が検討されてきたが，電気探査で得られる比抵抗は
土壌水分状態だけでなく，土壌の性質も反映しており，
解釈が難しい．そこで，本稿では得られた比抵抗解釈の
図1 散水斜面（まさ土，T-2）の状況

ため，含水率と比抵抗の関係を室内試験で調べた上で現
地散水試験を実施し，電気探査から浸透過程を推定した．
２． 調査方法
現地散水試験は，和歌山県東牟婁郡那智勝浦町で実施
した（図1）．地質は熊野酸性岩類の花崗斑岩から構成さ
れる．散水試験は，コアストーンが多い斜面（T-1）と均
質なまさ土が優占する斜面（T-2）で実施した．散水実験
概要を以下に示す．散水用塩ビパイプ(4m)は，斜面に対
し横断方向に配置した．浸透過程把握のため，横断方向
に2測線(L-1，L-2)，縦断方向に1測線 (L-3)で電気探査（二
極法）を実施し，比抵抗差分を解析した．また，3測線と
もに土層強度検査棒による土層厚調査も実施した．散水
は先に長期降雨を与えた後，短期降雨を与えた．長期降
雨は30mm/hから2時間ごとに強度を10mm/h上げ，最大
60mm/hを想定した流量を合計8時間，短期降雨について

図2 含水率と比抵抗変化率の関係

は100mm/hを想定した流量を4時間散水した．短期降雨で

３．結果と考察

は，浸透経路把握ため塩ビパイプ中央部を遮水し，遮水

３．１ 室内試験
各試料とも含水率増加で，比抵抗変化率が増大した（図

流量と同量の濃度1%硫酸アンモニウム溶液を投入した．
散水試験で得られた比抵抗変化を検証するために，室内

2）．また，沢水を加水した試料では，0.2～1.6%程度の含

試験を実施した．T-1, T-2斜面の2深度で採取した試料

水率変化で比抵抗変化率が-10%であった．硫酸アンモニ

(T-1-1, T-1-2, T-2-1, T-2-2)を両端に電極（銅板）が設置さ

ウム1%水溶液を加水した場合，沢水に比較し比抵抗変化

3

れた容器（約1000cm ）に入れ，室内比抵抗試験を実施し

率が大きく，含水率の変化は0.2%程度で比抵抗変化率が

た．各試料に現地沢水，硫酸アンモニウム1%水溶液を霧

-10%程度であった．沢水と同じ含水率の変化率を1.6%程

吹きで給水し，含水率と比抵抗変化率を計測した．

度とすると，比抵抗変化率は-50～-75%程度であった．
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T-2 とも，選択的な浸透を示唆する比抵抗変化が見られ，

３．２ 電気探査による浸透過程
想定浸透範囲と地層境界を図 3 に示す．想定浸透範囲

短期降雨でも T-2 斜面ではさらに浸透が進行した．2011

は，室内試験より長期降雨は-10%，短期降雨は-50%以上

年台風12 号での崩壊発生は長期降雨後の短期降雨で発生

の比抵抗変化範囲を抽出した．地層境界は，①表土(地表

した．長期降雨で上昇した地下水位が短期降雨でさら上

から 1m 以内の比抵抗 6,000Ω・m 未満)，②強風化岩

昇し，斜面が不安定化した可能性を示唆する．

(Vs=300ms/未満 or 比抵抗 12,000Ω・m 以上)，③中風化岩

４.まとめ

(①，②を除く Vs=300m/s 未満)，④弱風化岩(①，②を除

室内試験で得られた含水率と比抵抗低下の関係を基に，

く Vs=300m/s 以上)に分類した．また，土層強度検査棒に

現地散水試験から選択的な浸透を示す結果が得られた．

よる貫入限界深度を土層と基岩の境界と想定した．T-1，

今後，比抵抗から含水率や崩壊危険度の推定を試みたい．

図 3 散水試験による比抵抗変化率（

コアストーン斜面(T-1)
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まさ土斜面(T-2)）
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火山性地質の地域における地下水型崩壊発生の警戒対応
鹿児島大学農学部 ○天野 祐一朗・地頭薗 隆・由永 尚暉・白藤 雄也
クロスエンジニアリング 清﨑 淳子
１．はじめに
近年，気候変動等の影響による記録的な大雨の増加に伴い地下水型崩壊（深い地下水が関与した崩壊）
が目立つ。地下水が集中する地下構造をもつ斜面は，地下水排水システムが地下侵食等で破壊されたり，
排水能力を超える地下水が集中したりすると，斜面の基盤岩内で地下水圧が上昇して大規模な崩壊の危
険性が高まる。地下水が集中している斜面からの湧水流量を指標にして地下水型崩壊発生の危険度を判
断する装置（湧水センサー）を開発し，南九州の火山性地質の地域において地下水型崩壊の警戒対応に
。ここでは，2020 年大雨で得られた観測結果を報告する。
関する実証実験を行っている（図１）
２．地下水型崩壊の警戒避難対応の方法
火山性地質の地域は，火山活動に伴う堆積物が幾層も重な
り，透水性の不連続な層の重なりが特徴的な地下構造となっ
ている。このような地域で地下水が集中している箇所では地
下水型崩壊が発生しており，記録的な大雨に見舞われた場合，
表層崩壊や土石流による土砂災害の危険性が高まった時に発
表される土砂災害警戒情報に基づく警戒対応に加えて，地下
水型崩壊への警戒対応も行わなければならない。
図２は，渓流水や湧水の水文調査に基づいて，地下水型崩
壊の危険箇所を抽出し，警戒避難対応を行うフローである。
まず，小流域を設定して，降雨が一週間以上なかった後に渓
流水が伏流していない箇所で渓流水の流量と電気伝導度（EC）
。EC は渓流水中の溶存イオンの総量
を測定する（図２の A）
であり，地下水が流動する過程で岩石から溶出するイオンを
図１ 湧水センサーの設置位置
取り込むことから，
地下水を多く含む渓流は EC が高くなる。
渓流水 EC が高くて比流量が大きい流域は，地形的流域界を
越えて深い地下水が流域内に流入している可能性があり，地
下水型崩壊の恐れのある流域として抽出する。次に，抽出さ
。湧水流量が多い斜
れた流域内で湧水を調査する（図２の B）
面の背後には地下水が集中する地下構造が推定される。この
ような斜面では地質構造，風化度等を調査して地下水型崩壊
の危険性を判断する。またその湧水流量は地下水型崩壊の警
。湧水センサーによ
戒避難対応の指標に活用する（図２の C）
りインターネットを介してリアルタイムで得られる湧水流量
の変化から，次のような警戒対応を考えている。湧水が増加
中の場合は，雨が止んだ後でも斜面内の地下水位が上昇中で
あり，崩壊の危険性も増加中と判断する。湧水が多いまま頭
打ち状態が続く場合は，地下水排除システムの能力を超えた
地下水が集中している可能性があり，崩壊の危険性が継続し
図２ 地下水型崩壊の警戒避難対応
ていると判断する。また，湧水が急激に減少した場合は，地
下水排水システムが地下侵食等で破壊された可能性があり，斜面内の地下水位が急上昇して崩壊発生の
恐れがあると判断する。警戒対応の解除は，湧水流量が初期の状態にゆっくり戻った時と考えている。
湧水センサーで得られた湧水流量と雨量の応答関係を解析して地下水流出モデルを構築し，既往の地下
水型崩壊発生時の雨量から湧水流量の警戒避難基準を策定する。
３．2020 年大雨で得られた観測結果
2020 年 7 月，鹿児島県は総雨量 400mm を超える記録的な大雨に見舞われた。南大隅町の火砕流台
地と垂水市の姶良カルデラ壁に設置している湧水センサーのデータから，地下水型崩壊の警戒対応につ
いて検討する。両地域は溶結凝灰岩や降下火砕堆積物の透水層とその下位の非溶結凝灰岩や堆積岩の難
透水層の地下構造からなり，これらの地層の境界を流動した地下水が関与した崩壊が発生している。こ
の地下構造に 1 段タンクモデルを適用して雨量と湧水センサーの湧水流量の応答を解析し，既往の地下
水型崩壊発生時の湧水流量を求めると南大隅町 10L/s および垂水市 4L/s の値が得られた。この値を地
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下水型崩壊の危険性が高まる湧水流量として警戒避難対応の判断基準とする。
図３は，2020 年 6 月 25 日から 7 月 25 日に得られた湧水ハイドログラフである。どちらも湧水流量
が警戒避難基準を超過し，雨が止んで土砂災害警戒情報が解除された後 2 日程度は地下水が多い状態が
続いていた。出水市の火山岩山地に設置した湧水センサーでは雨が止んだ後 1 日程度は湧水流量が警戒
避難基準を超過し，地下水が多い状態が続いていた。400mm を超えるような大雨後は，火山岩山地で
は 1 日程度，火砕流台地およびカルデラ壁では 2 日程度，地下水型崩壊の警戒対応が必要であることが
示された。
今後の課題として，地下水型崩壊には長年に渡る湧水箇所の風化や侵食に伴って無降雨時に崩壊が発
生した事例があり，湧水流量だけでは警戒対応ができないタイプがある。これに関しては湧水箇所の侵
食状況を定期的に点検するなども必要である。地下水型崩壊の発生原因のタイプと警戒対応の方法につ
いては今後検討したい。
末筆であるが，本研究の一部は，国土交通省河川砂防技術研究開発制度および公益財団法人鹿児島県
建設技術センター地域づくり助成事業によるものである。ここに記して謝意を表します。

図３

2020 年大雨時に得られた湧水データ
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樹木根系を考慮した斜面安定度評価の事例その１－神戸市北区有野町を対象にして－
株式会社ダイヤコンサルタント 〇岡崎
兵庫県森林林業技術センター
藤堂
株式会社ダイヤコンサルタント
鏡原
高橋

１. はじめに
近年、激しい豪雨によって土砂災害が頻繁に発生
している。特に、表層崩壊箇所では、滑落崖面に樹木
の水平根の露出が多く認められ、破断またはゴボウ
状に引っ張られた形跡がある。このことから、山腹斜
面では、表層崩壊に対して樹木根系による崩壊防止
あるいは変形抑制効果があると推察される。
本稿では、平成 26 年 8 月豪雨で発生した表層崩壊
箇所を対象に、現地調査を行い、二次元飽和・不飽和
浸透流解析により求めた透水パラメータを引用して、
崩壊前の地盤内の水分状態（飽和度）を再現したモデ
ル 1)で斜面安定解析を実施した。さらに、樹木根系の
崩壊防止力を考慮したときの斜面の安定度について
検討し、樹木根系の崩壊防止力が斜面の安定性に与
える影響について評価した。
２. 調査地の概要
調査地は、兵庫県神戸市有野町の茶園谷上流部に
位置する山腹斜面で、平成 26 年 8 月豪雨で崩壊した
箇所である。調査地の地質は六甲花崗岩で、斜面表層
にはまさ土が分布してる地域である。また、調査地の
植生はアカマツ－モチツツジ群集である。
図 1 に調査地の状況写真を示す。崩壊規模として
は、幅 5ｍ、高さ 7ｍ程度であり、崩壊厚さ 1.0ｍ程
度の表層崩壊であった。滑落崖周辺にはアカマツが
多く分布し、崖面には樹木の水平根が露出している
状況が確認された。

高さ 7ｍ

幅 5ｍ

図 1

調査地の現地状況

３. 現地調査
現地調査は、崩壊地と周辺の未崩壊地で実施した。
まず、調査地周辺の崩壊土層厚を調べるために簡易
動的コーン貫入試験を実施した。また、滑落崖では不
攪乱試料をサンプリングして室内試験を実施し、崩
壊土層の物理的・力学的特性について調べた。
次に、地盤内の樹木根系の分布を調べるために、崩
壊地では滑落崖中央部で 1 断面、未崩壊地では幅
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2.0m×深さ 1.0m 程度のトレンチを掘削して 3 断面
分の根系分布調査を行った。
調査の結果、未崩壊地では 1.5ｍ程度まで Nd≦5
の緩い土層が分布しており、崩壊は Nd≦5 と非常に
緩い土層内で発生していた。地盤材料の特性として
は、周辺斜面で実施した複数個所の試験結果も含め
て、一般的なまさ土と同じ傾向が確認でき、土の単位
体積重量γt=14.0kN/m3、粘着力 cs=0～10kN/m2、内
部摩擦角φ=34.9°であった。
また、根系調査の結果から GL-0.6m の深度までに
根系が 90%以上分布する傾向にあることが分かった。
４. 斜面安定解析
斜面安定解析は、現地調査ならびに室内試験結果
と、既往の二次元飽和・不飽和浸透流解析から求めた
透水パラメータ 1）を引用して、崩壊前における平成
26 年月豪雨時の地盤内の水分状態を再現し、下式に
示すスライス分割法 2)を用いて実施した。
（ ・

・

・

）

・

・・・(1)

ここで、Fs：安全率、c：粘着力（kN/m2）、φ：内
部摩擦角（°）、l：すべり面長（m）、u：間隙水圧(kN/m2)、
b：スライス分割片の幅(m)、W：分割片の重量(kN/m)
（W=γt・H）
、γt：単位体積重量（kN/m3）、H：崩壊土
層厚(m)、α：斜面傾斜角（°）である。
計算は、図 3 に示すように、降雨前の状態（CASE1）
と最大降雨（76mm/h）時ならびにその後の状態
（CASE2～5）の 5 ケース実施した。
図 2 に安定解析モデルを示す。解析モデルは、兵
庫県のレーザー計測結果 3)（H23）から崩壊前の地形
断面を再現して作成した。また、各計算ケースにおけ
る飽和度分布に従い、地盤区分を行った。
想定すべり面は、崩壊後に実測した結果を用いて、
滑落面は現地の崩壊状況からテンションクラックと
して設定した。水位線は飽和度 100％層の上端に設
定した。なお、地盤物性値は室内試験結果を参考に、
内部摩擦角は 34.9°、単位体積重量と粘着力は飽和
度によって変化させて設定した。
テンションクラック

水位線
基盤

想定すべり面

図 2

安定解析モデル例（CASE4）

図 3 に計算結果を示す。図中の黒線が斜面のみの
安全率変化(Fs)であり、桃色線が樹木根系の崩壊防
止力を考慮したときの安全率変化(Fs’)である。樹
木根系の崩壊防止力を考慮した場合については後述
する。
計算結果より、斜面のみの場合、降雨が降る前の
CASE1 では安全率が 1.7 程度あったが、雨が降り始め
て安全率が徐々に減少傾向を示し、最大降雨が降っ
た後に急激に安全率が下がり、CASE4、5 で安全率が
1.0 を下回る結果となった。この結果から、CASE2（最
大降雨）以降は降雨により地下水位が上昇し、土の自
重増加やサクション消失による土の粘着力の低下に
よって土塊が急激に不安定化したと推察される。
100

80

CASE2

※CASE1 は 8/1 の降雨前
の状態で実施した

60

1.5

安全率

時間雨量(mm/h)

2.0

斜面のみの安全率
樹木根系の崩壊防止力を考慮した安全率
安全率 1.0

CASE3

40

CASE4

20

1.0
CASE5

0
2014/08/09 00:00

2014/08/10 00:00

2014/08/11 00:00

時間

図 3

降雨量と安全率の時間変化

５. 樹木根系の崩壊防止力の検証
斜面安定解析では、平成 26 年 8 月豪雨の最大降雨
後に地下水位増加に伴う土塊自重の増加とサクショ
ン消失による粘着力の低下により、数時間の間に斜
面が急激に不安定化し、安全率が 1.0 を下回る結果
であった。ただし、図 3 の計算結果は土地盤のみの
結果であり、樹木根系の崩壊防止力は見込まれてい
ない。
そこで、安全率が 1.0 以下となった CASE4、5 にお
いて、樹木根系の崩壊防止力を考慮した斜面の安定
度について検討した。図 4 に樹木根系の崩壊防止力
を考慮した安定解析の概念図を示す。
テンションクラック
crH

γt,φ,c

Hs
H
α

図 4

l

樹木根系の崩壊防止力を考慮した解析概念図
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次に樹木根系の崩壊防止力を考慮した安定解析の
計算式を下記に示す。
′

（ ・

・

・
・

）

・

・・・(2)

ここに、crH：樹木根系の崩壊防止力（kN/m2）、Hs：
樹木根系の崩壊防止力を考慮する深度(m)である。Hs
については、根系分布調査から根系が 90%以上分布し
ていた GL-0.6ｍに設定した。
また、樹木根系の崩壊防止力は、アカマツの引抜抵
抗力算定式 4)によって算出した値を調査断面積で除
して、全調査断面で平均した粘着力として評価した。
11.7 ×

1.59

・・・(3)

ここで、F：根系の引抜抵抗力（N）、D：根系の断面
直径（mm）である。
上式より、現地調査から推定した樹木根系の崩壊
防止力は crH=13.89kN/m2 であった。一方で、斜面安定
解析で CASE4、5 において算出した安全率から Fs=1.0
となるために必要な粘着力を逆算すると、CASE4 は
c’rH=7.83kN/m2 で、CASE5 では c’rH=14.00kN/m2 であ
り、現地調査の結果から推定した値と概ね一致した。
さらに、樹木根系を考慮した斜面の安全率を計算
すると、CASE4 は Fs=1.019、CASE5 は Fs=0.999 とな
った（図 3 参照）。樹木根系を考慮すると、斜面のみ
の安全率よりも全体的に 3～5％程度大きくなる傾向
にあるが、最大降雨後は同様に安全率が急減し、
CSAE5 で 1.0 を下回る結果となった。
６．おわりに
表層崩壊地を対象に現地調査を行い、周辺の地盤
状況や根系分布状況を調べた。次に、二次元飽和・不
飽和浸透流解析の結果を用いて、豪雨災害時の地盤
内の水分状態を推定したモデルで斜面安定解析を行
った。計算の結果、最大降雨後に斜面が急激に不安定
となり安全率が 1.0 を下回る結果であった。さらに、
樹木根系の崩壊防止力を考慮した計算を行った。樹
木根系がある場合、斜面のみの計算結果よりも安全
率が高くなったが、結果として CASE5 で安全率 1.0
以下となった。今後も別の表層崩壊地を対象に樹木
根系の崩壊防止力を考慮した計算事例を増やして樹
木根系の崩壊防止力について評価する必要がある。
参考文献
1) 高橋ら：神戸市北区有野町を対象にした土壌水
分計測と飽和・不飽和浸透流解析による評価の
事例，砂防学会，2021.
2) 社団法人日本道路協会：道路土工 切土工・斜
面安定工指針(平成 21 年度版),p.399,2009.
3) G 空間情報センター：兵庫県_全域数値地形図_
ポータル、
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/20102018-hyogo-geo-potal
4) 久保田遼・北原曜・小野裕：樹種による根系分
布と引き抜き抵抗力に関する力学的評価，中部
森林研究，55，pp.123-126，2007.
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トルコ共和国黒海沿岸地域における崩壊の研究
～茶畑では崩壊は発生しやすいのか～
新潟大学大学院 〇笠原菜月
新潟大学農学部 権田豊
中東工科大学工学部
1.

Nejan Huvaj Sarihan

900m2 の 2 つの検証エリアを設け，このエリア内で

はじめに
降雨を誘因とした崩壊は世界各地で発生し，大き

崩壊前の航空写真を用いて目視で土地被覆を分類し，

な被害を出している．崩壊による被害を防ぐために

教師付き分類による土地被覆分類の精度を検証した．

は，崩壊の要因を把握し，警戒避難や土地利用規制な

崩壊の発生要因を解析するために，崩壊地の分布
図と土地被覆分類図，DEM，地質図を GIS に取り込

どのソフト対策を立てることが重要である．
トルコ共和国東部黒海沿岸地域に位置する Rize 県

んだ．土地被覆，地質，標高値，傾斜角度，傾斜方向，

は急峻な地形を有し，降水量が多いため，崩壊が発生

断面曲率，平面曲率，累積流量，家や道からの距離，

しやすい地域であるが，近年崩壊の発生件数が増加

谷からの距離，尾根からの距離を環境因子として，各

しつつある．この地域では約 60 年前に茶の栽培が始

因子と崩壊の関係を解析した．

まり，森林を改変しながら茶畑が拡大され，現在では

また，崩壊前後の衛星画像から，教師付き分類を用

茶畑が急傾斜地にまで広がっている．このことが，崩

いて崩壊が発生した場所を特定した．航空写真によ

壊発生件数が増加している一因だといわれている

り目視判読した崩壊地分布と比較し，教師付き分類

（Karsil et al., 2009）．しかし，土地被覆を茶畑に変更

による崩壊地の判別精度を検証した．

した影響など，崩壊の発生要因についての定量的な

3.

結果

評価は，現在までに十分に行われていない．この背景

目視で判読した崩壊地の占有面積率（対象地全体

には，崩壊地の分布が十分に記録されていないこと

に占める崩壊地の割合）は 2.8%であった．教師付き

があると考えられる．

分類による土地被覆分類の結果，研究対象地の土地

そこで，本研究では崩壊発生要因の定量的評価を
目的として，航空写真から目視判読により崩壊地を
判読し，GIS を用いて崩壊と地形，地質，土地被覆と

被覆は茶畑が 58 %，森林が 27 %であった．土地被覆
分類の精度は，総合精度 86.2 %と良好であった．
崩壊特性の解析の結果，土地被覆別に比較すると，

の関係を解析した．また，効率的に崩壊地の分布を把

茶畑での崩壊占有面積率は 3.4 %，他の土地被覆分類

握する手法の提案を目的に，衛星画像を用いた教師

での崩壊占有面積率は 1.8 %と，茶畑で崩壊が発生し

付き分類による崩壊地の判別を行い，その有効性を

やすいことが分かった（図 2）
．標高別に比較すると，

検証した．

標高 100 m 未満での崩壊占有面積率は 4.8 %，標高

2.

100 m 以上では 2.3 %と，標高 100 m 未満で崩壊が発

研究対象地および研究概要
Rize 県 Rize 市では，2010 年 8 月 26 日の豪雨で多

生しやすいことが分かった（図 3）
．一般的に傾斜角

くの崩壊が発生し，
13 人の死者が出た．本研究では，

度が急なほど崩壊は発生しやすく，30°～35°程度

Rize 市の中でも特に崩壊の集中した 1065 ha を研究

で発生率のピークを示すことが知られている（矢島

対象地とした（図 1）
．崩壊前後に撮影された解像度

ら，2008）
．しかし，傾斜角度別に比較すると，傾斜

5m の Rapid eye 衛星画像および Google Earth 航空写

角度が 10°未満の崩壊占有面積率は 2.0 %，10°～

真，解像度 30 m の ASTER GDEM と Turkish General

20°では 2.9 %，20°～30°では 3.0 %，30°以上で

Directorate of Mineral Research and Exploration（MTA）

は 2.4 %といった具合に，10°未満よりも 10°以上

の発行する 50 万分の１地質図を解析に用いた．

の方が崩壊占有面積率は大きかったが，10°以上の

土地被覆は，崩壊前の衛星画像を用いて，教師付き

範囲ではほとんど差はなかった（図 4）
．標高ごとに

分類により分類した．さらに，解析対象エリア内に各

分けて傾斜角度別の崩壊占有面積率を比較すると，
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標高が 200 m 以上であれば傾斜角度が急になるほど

に海岸段丘・河岸段丘が分布しており，約 200 m 以

崩壊が発生しやすいといえる（図 5）
．

上のエリアには山地が広がっている．このように標

各環境因子の崩壊への寄与度を統計的に評価する

高によって地形的特徴が異なる．特に，標高 100 m 付

ために数量化理論Ⅱ類による解析を行った．その結

近には段丘面が形成されており，標高が 100 m 未満

果，標高と土地被覆が崩壊の発生に大きく寄与して

では他の標高帯と比べて傾斜角度は緩やかではある

いるものの，傾斜角度についてはあまり寄与してい

が谷密度がとても高く，侵食作用を受けやすい地形

ないことが分かった．

であると考えられる．この地形的特徴の違いが，標高

教師付き分類を用いて崩壊地を判別した場合，崩

別の崩壊占有面積率の違いを生じさせていると考え

壊占有面積率は 3.6 %であった．目視判読した崩壊地

る．また，標高 200 m 以上では傾斜角度が急なほど

の分布と比較して，精度を検証したところ，教師付き

崩壊は発生しやすくなるが，標高 200 m 未満では緩

分類を用いた崩壊地の判別精度は，適合率 52.9 %，

傾斜でも崩壊が多発している．標高帯により勾配と

再現率 70.3 %であった．適合率に関していえば，精

崩壊の発生のしやすさが異なるのも，地形的特徴の

度よく抽出できたとはいえない．しかし，これは崩壊

相違によるものであり，標高 200 m 未満のエリアは

地の境界の判別精度が十分ではなく，崩壊地の境界

対象地全体の約半分の面積を占めるため，標高の区

周辺の崩壊していない場所も崩壊地として判別され

別なく対象地全体で解析を行うと傾斜角度が急にな

てしまったためであり，崩壊地の位置はほぼ正確に

っても崩壊占有面積率が上昇しない結果となったと

特定されていた．

考える．今後は教師付き分類による崩壊地を用いて

教師付き分類により判別した崩壊地の特性を解析

より広域で崩壊発生要因の評価を行い，この地域の

した結果，目視判読による結果と相違はなかった．こ

中で危険な箇所を明らかにしたい．

のことから，崩壊地を教師付き分類によって判別す

5.

る手法は十分に実用的であるといえる．

Karsli et al. (2009)：Effects of landuse changes on

4.

引用文献

landslides in a landslide-prone area (Ardesen, Rize, NE

おわりに
崩壊発生には土地被覆，標高が大きく寄与してい

Turkey). Environ. Monit. Assess. 156, 241–255.

ることが分かった．茶畑で崩壊が発生しやすい理由

https://doi.org/10.1007/s10661-008-0481-5

のひとつとして，茶の根は 30 cm 程度と浅く，土壌

矢島ら (2008) : 国道斜面災害データベースを用いた

を保持する力が小さいことが考えられる．海岸沿い

災害特性分析, 応用地質, Vol.48, No.6, pp.304-311.

や内陸部の標高がおよそ 200 m 未満のエリアには主
黒海

トルコ共和国

対象地

Rize 市

図 2 崩壊占有面積率と土地被覆の関係 図 3 崩壊占有面積率と標高の関係
Rize 県

図 1 トルコ共和国
Rize 県 Rize 市の位置

図 4 崩壊占有面積率と傾斜角度の関係
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図 5 標高別の崩壊占有面積率と
傾斜角度の関係
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分布型崩壊概念モデルの実用化に向けた検討

新潟大学大学院 〇佐藤和歌子
新潟大学農学部 権田豊
1. はじめに

以上の課題に対応するため，本研究では，2012 年 7 月

降雨による崩壊の危険度評価手法には、物理モデ

の九州北部豪雨で崩壊が多発した阿蘇山周辺地域を対

ル、概念モデル等がある．物理モデルは、詳細な現場

象に，分布型崩壊概念モデル（以下，概念モデル）に

の条件の下で降雨の浸透過程や崩壊の発生過程を物理

よる解析を行い，崩壊履歴を考慮した UC 数の算出方

則に基づいて解くもので，崩壊発生位置，規模，時刻

法，および閾値の標準化方法を検討する．

を予測できるが，広域への適用は難しい．概念モデル

2. 研究対象地概要

は，モデルから出力される降雨指標を用いて危険度評

阿蘇山周辺地域の立野地域および北坂梨地域に各

価を行うものである．代表例である土壌雨量指数（岡

2.25 km 四方の解析範囲を設定した．両地域は阿蘇山

田ら，2001）は，土砂災害警戒情報の判断基準として

の外輪山に位置し，火山灰土や先阿蘇火山岩類と阿蘇

全国的に利用されている．しかし，モデルに用いられ

火砕流堆積物で主に構成されており，黒ボク土や安山

ているパラメータは全国一律であり，地形等の差異は

岩，溶結凝灰岩などが主体となっている．2012 年九州

考慮されていない．

北部豪雨では，立野観測所と北坂梨地域に近い坊中観

Shuin et al.（2012）の分布型崩壊概念モデルは，物

測所で 1 時間最大降水量 83 mm，124 mm をそれぞれ

理モデルと概念モデルの折衷案である．地形を考慮し

記録した．以降，解析範囲を雨量観測点との対応がわ

て降雨浸透過程や崩壊発生過程を解くものの，土層構

かりやすいように，それぞれ立野，坊中とする．

造や降雨の浸透過程を単純化しているため詳細な空間

3. 使用データ

情報を必要とせず，計算負荷が小さく，広域への適用

解析には国土地理院の 5 m メッシュの数値標高デー

が可能である．物理モデルのように崩壊発生位置や規

タおよび国土交通省水文水質データベースの立野観測

模を詳細に予測することは難しいが，算出される崩壊

所，坊中観測所における 1989 年から 2016 年の主要な

セル数（以下，UC 数）により，崩壊危険度の経時変

豪雨イベントの 1 時間雨量を使用した．

化を評価できる．本モデルの運用には，崩壊の発生・

4. 解析方法

非発生を判別する UC 数の閾値（以下，閾値）の設定

4.1. 分布型崩壊概念モデル

が必要である．閾値は崩壊発生降雨の PUC（UC 数の

解析範囲を 5 m 間隔のセル状に分割し，各セルにお

最大値）と非発生降雨の PUC の間に設定される．しか

ける標高，土層厚，粘着力，内部摩擦角，降雨を条件

し，実用化にあたっては以下のような課題が残されて

として与えた．各セルで地下水の連続式を解き，1 時

いる．

間毎の地下水位を算出し，斜面安定解析により安全率

(1) 崩壊の免疫性が考慮されておらず，崩壊非発生降

を求めた．安全率が 1 未満となったセルを計数した．

雨でも UC が発生するため UC 数が過大に算出さ
れる．

4.2. 崩壊履歴を考慮する方法
課題（1）を解決するために，崩壊履歴を除外する

(2) 同一の降雨に対しても対象地の地形等の違いによ

方法，および過去の崩壊回数を用いて重み付けする方

り UC 数に差が生じ，隣接する対象地でも閾値の

法を考案した．前者は，過去の降雨イベントで安全率

値が異なるが，閾値を設定するための指針が無

が 1 未満となったことのあるセルを，以降の解析では

い．

UC 数のカウント対象から除外する方法である．後者
は，過去の降雨イベントで安全率が 1 未満となったイ
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ベント数（崩壊回数）の逆数をセル毎に求め，UC と

Shuin et al.（2012）Estimating the Influence of Rainstorms

なったセルについては，その逆数を加算して UC 数と

on Shallow Landslides：Comparison of the Intensity-duration

する方法である．

Method and a Distributed-landslide Conceptual Model,

4.3. 閾値の UC 数をモデル降雨の PUC に対する割合で

IJECE, 5, p.37-45

標準化する方法
課題（2）を解決するための第一歩として，閾値の
UC 数を標準化することを考えた．定常降雨を与えた
解析により各対象地における PUC の値の変動範囲の上
限値を求め，この値で各降雨イベントの UC 数を除し
標準化したグラフを作成し，2 対象範囲で比較した．
5. 結果と考察
立野では，通常の UC 数（図 1a）と比べ，既往の崩壊
（a）崩壊履歴を考慮しないUC数

を除外した UＣ数（図 1b），崩壊回数で重み付けした
UC 数（図 1c）では，崩壊非発生時の UC 数は減少し，
崩壊発生降雨と非発生降雨の波形の違いが強調された。
しかし，既往の崩壊を除外した方法では，崩壊発生降雨
を与えた後に再び同規模の崩壊発生降雨を与えても
UC が生じない懸念があるため，崩壊回数で重み付けす
る方法が有望であるが，重み付けに用いる値の設定の

（b）崩壊履歴を除外したUC数

仕方などの検討が必要である。
図 2 に，立野と坊中について，定常降雨を与えた際の
PUC で除して標準化した UC 数の経時変化を示す。標
準化した PUC は，立野で約 72 %，坊中で約 82 %，閾
値の領域は，立野で約 35 %から約 72 %の範囲，坊中で
約 25 %から約 82 %の範囲である。崩壊発生降雨の標準
化しない PUC は，立野で 52891，坊中で 31293 であり，
閾値の領域は大きく異なったが，UC 数を標準化するこ
とで，両地域の閾値の領域がおよそ同じ範囲になる結

（c）崩壊回数で重み付けしたUC数
図1 UC数の経時変化と閾値の領域（立野）

果になった。このことは，隣接地域であれば，閾値を標
準化するとほぼ等しい値になる可能性を示唆している。
6. おわりに
今後は，対象地を増やして解析を行い，本研究で提案
した崩壊履歴の考慮の仕方の検討を進めるとともに，
（a）立野

閾値の標準化手法の妥当性を検証していきたい。
7. 引用文献
岡田ら（2001）土壌雨量指数，天気，p.59-66
沖村ら（1985）数値標高モデルを用いた表層崩壊危険
度の予測法，土木学会論文集，358，p.69-75

（b）坊中
図2
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定常降雨のPUCに対するUC数の割合
の経時変化と閾値の領域
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階層分析法を用いた地震時の斜面崩壊ハザード評価手法の開発
鳥取大学 学術研究院 工学系部門 〇河野勝宣
1. はじめに
平成 30 年北海道胆振東部地震，平成 28 年（2016 年）熊本地震，平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地
震，平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震による斜面崩壊事例からもわかるように，21 世紀に発生した地震
では広範囲かつ高密度の斜面崩壊を引き起こしている．すべての斜面崩壊危険箇所に防止対策を立てること
は財政的に困難であるが，地震時の斜面崩壊危険度の高い斜面を抽出し，優先順位を考えた上での調査や対
策を行うことが必要となる．このような場合，まず着目すべき項目の一つに地形が挙げられる．広範囲に地
形調査を行う場合には，多くの時間とコストの面から近年，ドローン（UAV）を活用した空撮動画による地
形調査が注目され，その威力を発揮してきたが，航空法や電波法，条例など，クリアすべきハードルも高い．
したがって，別アプローチとして，入手が容易で汎用性が高いデータを用いて，地震時の斜面崩壊危険度エ
リアを客観的かつ容易に抽出できれば，一つの基礎的（補助的）資料として大いに役立つと考えられる．
本研究では，まず，著者が提案した AHP（Analytic Hierarchy Process）法および
GIS を用いた地すべりハザードマッピング手法 1)を平成 30 年北海道胆振東部地震に
よる斜面崩壊分布 2)を含む神居古潭変成帯地域（図-1）に適用し，地すべりハザー
ドランクと斜面崩壊分布との整合性について検討した．そして，地震による斜面崩
壊分布に対する地形・地質・植生等の影響度を確認した上で，地震による斜面崩壊
分布に及ぼす評価項目を探り，その結果を踏まえて，AHP 法を用いた地震による斜
図-1 研究対象地域
面崩壊ハザード評価手法について検討した．
B
C
2. 研究方法
ラスターデータ
ラスターデータ
標高
B 20m
標高
AHP 法とは，University of Pittsburgh の Thomas L. Saaty によって開
標高
斜面傾
斜面傾斜角
発された意思決定法の一つであり，評価項目の重要度ウェイトを一
傾斜角
斜面型
対比較に基づいて決定する解析方法である．研究対象地域の設定に
斜面型
斜面型
集水度
ついては，地質区分や行政区分等が考えられるが，本研究では，日
集水度
集水度
地質
本の地質構造区分に基づいて，平成 30 年北海道胆振東部地震による
地質
地質
ラスターデータの属性
植生
斜面崩壊分布地域を含む神居古潭変成帯地域（図-1）とした．まず， 性 ラスターデータの属性
植生
植生
神居古潭変成帯地域における防災科研の地すべり地形分布図を基に，
地すべり地形と評価項目・要素との関係性（すなわち，両者の面積
比）を調査した．本研究ではデータの入手が容易で汎用性が高いと
ハザード
斜面崩壊
いう利点に重きを置いて，AHP 法による地すべり危険度に関する評
マップ
ハザードマップ
価項目（階層レベル 1）を標高，斜面傾斜角，斜面型，集水度，地質
図-2 危険度得点の重ね合わせ
および植生の 6 つに設定している．これらの設定した評価項目に基
づいて，地すべり危険度の階層システムを構築する．この階層構造
から，まず，各要素（階層レベル 2）間の重要度ウェイトを，次に，その上位の評価項目（階層レベル 1）間
の重要度ウェイトを算出する．本手法では地すべり地形分布と要素との関係を数値化したものを一対比較に
導入することにより重要度ウェイトを算出することで，評価者の主観的・経験的判断を排除できる利点があ
る．得られた各階層の重要度ウェイトから，各評価項目における地すべり危険度を得点化し，評価項目ごと
に該当する地すべり危険度得点を GIS を用いて合計（図-2）することにより，地すべりハザードマッピング
を行う．なお，本手法の詳細については，河野ら 1)を参照されたい．
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2

4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

3
3
3
3
3
3
4
4
3
3

3
2
2
2
2
3
4
4
4
4

2
2
2
2
2
3
4
4
4
4

2
1
1
2
2
3
3
3
3
4

2
1
1
1
2
2
2
2
3
3

2
1
1
1
1
2
2
2
2
3

2
2
1
1
1
2
2
2
3
4

3
2
2
2
2
2
2
3
4
4

3. 地すべりハザードマッピング
神居古潭変成帯地域の地すべりハザードマップの一例を図-3 に示す．この例の
場合，ハザードランク III および IV 分布域が地域の大部分を占めていることがわ
かる．ここで，地すべりハザードランクと平成 30 年北海道胆振東部地震による斜
面崩壊分布との関係を図-4（赤線）に示す．斜面崩壊面積はハザードランク III で
ピークを示し，ハザードランク IV および V 分布域において減少した．つまり，作
成された地すべりハザードマップにおいて，必ずしも地すべり危険度が高い地域
で斜面崩壊が起こったわけではないことがわかる．したがって，本手法によって
作成された地すべりハザードマップは，地震によって発生した斜面崩壊分布を適
切に表現しているとは言えない．
4. 地形的素因に着目した地震時の斜面崩壊ハザードマッピング
前章で作成した地すべりハザードマップにおいて設定した評価項目のうち，ど
の要因が最も斜面崩壊分布に影響を及ぼしていたのかを調査した．その方法は，
AHP 法における階層レベル 1 における評価項目の重要度を 99.9 とし，それ以外の
5 つの評価項目の重要度を 0.02 として地すべり危険度得点を算出するものである． 図-3 地すべりハザード
マップの一例
設定した評価項目は 6 つであるから，それらに対応する地すべりハザードマップ
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斜面崩壊分布との関係を図-5 に示す．この
地すべりハザードランク
地すべりハザードランク
図から特に，標高および地質は，地すべり
すべての評価項目に基づく場合
標 高
傾斜角
斜面型
地形的素因のみのに基づく場合
集水度
地 質
植 生
ハザードランクが I や II の比較的地すべり
ハザードが低いと考えられる分布域で既
図-4 地すべりハザードランクと 図-5 地すべりハザードランクと
に 80%以上の斜面崩壊が発生したことにな
斜面崩壊面積との関係
斜面崩壊面積の累積相対度
り，両者の要因の斜面崩壊分布への関与は
数との関係
それほど大きなものでないと考えられる．
一般的に，斜面崩壊と地質との間には密接な関係があることは周知のとおりだが，今回のような同一地質環
境内で発生したような斜面崩壊分布では，その影響度が現れなかったものだと考えられる．それ以外の要因
についてはハザードランクが高くなるにつれて，斜面崩壊面積の累積相対度数が大きくなる傾向が見られ，
植生を除く 3 つの要因（傾斜角，斜面型，集水度）はいずれも地形的素因項目である．そこで，「傾斜角」
，
「斜面型」，「集水度」のみを評価項目に設定して，再度，地すべりハザードマッピングを行い，得られた地
すべりハザードマップ（図-6）と地震時の斜面崩壊分布との関係を調査した．地震による斜面崩壊分布域の
西端に北北西－南南東方向で伸びる厚真断層を境に西側では地すべりハザードランク II および III 分布域が，
東側で地すべりハザードランク IV および V 分布域見られ，大半の斜面崩壊は地すべりハザードランク IV お
よび V 分布域で発生していることが図からもわかる．次に，3 つの評価項目（地形的素因項目）に基づく地
すべりハザードランクと平成 30 年北海道胆振東部地震による斜面崩壊分布との関係を図-4（緑線）に示す．
地すべりハザードランクが高くなるにつれて，斜面崩壊面積占有率が大きくなる傾向がみられ，地すべりハ
ザードマップと斜面崩壊分布との間に良好な対応が見られた．これは言うまでもなく，斜面崩壊分布と関連
性が大きい要因のみを集めて設定して地すべりハザードマッピングを行ったためである．したがって，傾斜
角，斜面型および集水度の 3 つの要因を用いて斜面崩壊危険度を評価することは，地震のような突発的な現
象に伴う斜面崩壊危険度の高いエリアを事前に把握するうえで，有効な方法の一つになり得ると考えられる．

5. おわりに
本研究では，約 25,000 箇所に及ぶ神居古潭帯地域の地すべり地
形を基に，河野ら 1)の地すべりハザードマッピング手法を平成 30
年北海道胆振東部地震による斜面崩壊分布域に適用し，得られた
地すべりハザードランクと地震時の斜面崩壊分布との関係につ
いて調査した．さらに，斜面崩壊分布に対する要因の影響度を確
認したうえで，斜面崩壊分布と地形的素因との関係について調査
した．その結果，河野ら 1)の手法を用いた場合には，地震時の斜
面崩壊分布の様子を適切に表現することはできなかったが，地震
時の斜面崩壊分布には地形的素因が大きく関与することがわか
った．このことから，地震のような突発的な現象に伴う斜面崩壊
危険度の高いエリアを事前に把握するうえで，地形的素因（傾斜 図-6 地形的素因項目に基づく地すべり
ハザードマップ（凡例は図-3 と同じ．
角，斜面型および集水度）を用いて評価することが有効な方法の
2)を表す）
黒点は地震による斜面崩壊
一つになり得る可能性があると結論付けた．本成果は避けられな
い次の地震災害に向けて還元しなければならない．本手法は，現
地調査を要する地震時の不安定斜面の抽出に期待でき，優先順位を考えた効率的な対策を行うことが可能と
なることから，斜面防災技術の発展に大きく貢献できると考える．今後，現地調査も併せて地震時の斜面崩
壊リスクを総合的に評価していく必要がある．本手法が効果的・効率的な地震時の斜面崩壊危険度評価の一
助となることを願ってやまない．
謝辞：本研究は，公益社団法人砂防学会 2019 年度若手研究助成を受けて実施したものである．助成をして頂
いた公益財団法人砂防学会ならびに関係者各位に厚くお礼申し上げる．
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解析雨量を用いた確率雨量と平成 30 年 7 月豪雨の広島県における崩壊地の分布
日本ミクニヤ株式会社 ○森 義将 松本 舞恵 佐藤 翔太 高須 是樹

1. はじめに
平成 30 年 7 月豪雨により広島県で発生した崩壊につ
いて、解析雨量 1）を用いて崩壊発生誘因となった降雨
を分析した既往研究 2)3)では、東広島市、竹原市以西の
西側地域で、積算雨量 300mm 超過後に時間雨量 30mm 以
上の降雨が発生したメッシュと崩壊地 4)の分布はよく
一致していた。一方、三原市以東の東側地域では、豪
雨経験 5)が少ないため西側よりも少ない雨量で崩壊が
発生した可能性 6)が示唆された（図 1 参照）
。
豪雨経験を評価するための指標としては、確率雨量
が考えられる。そのため、地域観測所（アメダス）ご
とに確率雨量を算出するとともに、平成 30 年 7 月豪雨
時の解析雨量を用いて 1km メッシュごとに、確率雨量
を上回る降雨実績の有無と崩壊発生の関係を検討した。
豪雨経験：多

少

観測所ごとに算出した 100 年確率日雨量のティーセ
ン分割図を図 2 に示す。図 2 では、東広島市以西の西
側地域は三原市以東の東側地域に比べて確率雨量が大
きい値を示しており、図 1 と同様に、西側地域に比べ
て東側地域の豪雨経験が少ない傾向が見て取れた。

3. 確率雨量を上回る降雨実績と崩壊発生との関係
観測所ごとに算出した確率雨量のティーセンポリゴ
ンと、平成 30 年 7 月 5 日～8 日の解析雨量から求めた
平成 30 年 7 月豪雨時の最大 1 時間雨量、最大日雨量の
メッシュを用いて、各再現期間の確率雨量を上回るメ
ッシュと崩壊地の分布の比較や、そのメッシュに崩壊
地が含まれる割合（崩壊該当率）等を分析した。なお、
分析に用いるメッシュは平地や海域を除外するため、
傾斜 10°7)以上とした。
3.1 確率雨量を上回る解析雨量メッシュの分布と崩壊
該当率
再現期間 50 年の 1 時間雨量を上回るメッシュと崩壊
地の分布を図 3 に、再現期間 50 年の日雨量を上回るメ
ッシュと崩壊地の分布を図 4 に、それぞれ示す。これ
らの図から、再現期間 50 年の 1 時間雨量を上回るメッ
シュが中央部と西側の一部に分布するのに対して、日
雨量はほぼ全域に分布していることがわかる。

図 1 豪雨経験の区分と降雨、崩壊地の分布

2. 地域気象観測所(アメダス)データを用いた確率雨
量の算出
確率雨量の算出にあたり、平成 30（2018）年 7 月豪
雨以前の 30 年間（1988 年～2017 年）のアメダスデー
タを収集した。確率雨量は水文統計ユーティリティー
Version1.5 を用いて、再現期間 10 年・30 年・50 年・
100 年の 1 時間雨量と日雨量を観測所ごとに算出した。
算出結果のうち標準最少二乗基準（SLSC）が 0.04 以下
となる確率分布モデルを採用したが、0.04 を超える場
合は、SLSC が最少となるモデルを採用した。

図 3 50 年確率雨量を上回るメッシュ(1 時間雨量)

図 2 100 年確率日雨量のティーセン分割図

図 4 50 年確率雨量を上回るメッシュ(日雨量)
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ここで再現期間ごとに、確率雨量を上回るメッシュ
数と、そのメッシュのうち崩壊地を含むメッシュの割
合を崩壊該当率として整理したグラフを、図 5 に示す。
図 5 によると、１時間雨量では 10 年確率雨量を上回
るメッシュは全体の 3 割程度と、10 年確率雨量に達し
ないメッシュが多かった。一方で、日雨量は全体の 7
割程度のメッシュで 100 年確率雨量を上回っていた。
崩壊該当率に着目すると、全体の崩壊該当率が 60%
であるのに対して、1 時間雨量と日雨量のいずれも再現
期間が長くなるほど崩壊該当率は増加している。しか
し前述したとおり、1 時間雨量では約 7 割が 10 年確率
雨量未満、日雨量では約 7 割が 100 年確率雨量以上で
あり、特定の確率雨量が崩壊発生に影響しているとは
判断できなかった。

【1 時間雨量】
再現期間
10年未満
10年以上30年未満
30年以上50年未満
50年以上100年未満
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【日雨量】
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図 6 再現期間ごとの全メッシュと崩壊該当メッシュの比率

4. まとめ
アメダスデータから平成 30 年 7 月豪雨直前の確率雨
量を算出し、
平成 30 年 7 月豪雨時の解析雨量を用いて、
1km メッシュごとに確率雨量を上回る降雨実績と崩壊
発生の関係を検討した。その結果、1 時間雨量では再現
期間 10 年以上の降雨が、日雨量では再現期間 100 年以
上の降雨が、崩壊発生に影響している可能性が考えら
れた。
今後、時間的には降雨継続時間を 6 時間、12 時間等
に細分した確率雨量を、空間的には解析雨量を用いた
1km メッシュごとの確率雨量を算出し、より詳細な検討
を実施する予定である。

100年

再現期間

図 5

20%

確率雨量を上回るメッシュ数と崩壊該当率

3.2 崩壊該当メッシュの確率雨量
次に崩壊該当メッシュに着目し、そのメッシュの平
成 30 年 7 月豪雨時における最大 1 時間雨量、最大日雨
量が確率雨量を上回る再現期間を整理して各再現期間
の比率を算出した。これを全メッシュの各再現期間の
比率と比較して、崩壊該当メッシュの方が全メッシュ
よりも比率が大きくなる場合、その再現期間の確率雨
量は豪雨経験を含む崩壊発生指標として捉えることが
できると考えられる。
図 6 は、再現期間ごとの全メッシュと崩壊該当メッ
シュの比率を整理したものである。
図 6 によると、1 時間雨量では再現期間 10 年以上か
ら崩壊該当メッシュの比率がやや多くなっており、再
現期間 10 年以上の降雨が崩壊発生に影響した可能性が
考えられる。一方、日雨量では再現期間 100 年以上か
ら崩壊該当メッシュの比率がやや多くなっており、再
現期間 100 年以上の降雨が崩壊発生に影響した可能性
が考えられる。しかし、いずれも大きな差はみられず、
特定の確率雨量が崩壊発生に影響しているとまでは判
断できなかった。
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汗見川・立川川周辺流域における蓋然性の高い深層崩壊の検討
八千代エンジニヤリング株式会社 横尾公博，大塚智久，長塚結花，児玉龍朋，小西拓海，〇本屋敷涼
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１．はじめに
深層崩壊に起因する土砂災害の特徴として，天然ダ
ムや土石流等の災害が同時多発的に発生することが挙
げられる．深層崩壊に起因して発生する天然ダムに係
る土砂災害では，緊急対策が一定の効果を発揮する一
方で，事前対策による被害の軽減も可能であるといえ
る．深層崩壊に対する事前対策を行うためには，被害
想定やハード・ソフト対策を実施することが求められ
る．
今後，発生が想定される深層崩壊現象（蓋然性の高
い深層崩壊現象）を明らかとするためには，過去に発
生した①深層崩壊のおそれのある地形・地質的な特徴，
②深層崩壊の規模，③深層崩壊で生じた土石等の流下
機構・形態（天然ダムタイプ・土石流タイプ・崩土の
直撃タイプ）等を分析・評価することが必要である．
本研究では，汗見川・立川川周辺流域（約 179km2）
を対象として，内田ら（2017）による手法 1)を用いて，
地質等の等質性を持つ領域を分割した．分割領域毎に
蓋然性の高い深層崩壊現象を抽出した上で，深層崩壊
に起因する土砂災害の被害想定を実施したものである．

２．汗見川・立川川周辺流域の深層崩壊について
汗見川・立川川周辺流域の深層崩壊として，
「空中写
真判読による深層崩壊跡地」と「平成 30 年 7 月豪雨に
伴い発生した深層崩壊地」の 2 種類がある．前者につ
いては，深層崩壊跡地の確からしさ（確度）を精査す
ることを目的としてスクリーニング調査を実施した．
スクリーニング調査では，深層崩壊跡地の「滑落崖」
地形に着目し，明瞭・不明瞭を指標にして評価した．
その結果をもとに深層崩壊跡地の確度を次の 2 段階に
区分した．
○確度Ⅰ(滑落崖明瞭) ：32 箇所
○確度Ⅱ(滑落崖不明瞭)：70 箇所
また，平成 30 年 7 月豪雨により，立川川周辺流域で
は数百箇所の斜面崩壊が発生した．これらは表層崩壊
を含むことから，地形・地質踏査や LP データによる差
分解析結果を用いて，深層崩壊と見なせる崩壊地を 21
箇所抽出した．抽出方法については，同時発表題目「平
成 30 年 7 月豪雨に伴う崩壊地を対象とした深層崩壊抽
出手法の検討」に詳述している．すなわち，本研究で
は，深層崩壊跡地 32 箇所（確度Ⅰ）と平成 30 年 7 月
豪雨で発生した深層崩壊地 21 箇所を対象として，蓋然
A：泥質片岩及び互層区間

B：泥質片岩及び互
層・褶曲構造区間

図１

C：泥質片岩区間

深層崩壊跡地及び深層崩壊地の分布
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性の高い深層崩壊現象の検討を行った（図１の赤・紫
．
枠）

３．深層崩壊発生条件の等質性をもつ領域の分割
深層崩壊と関連性のある指標として，地質帯や地質
構造，地形条件等が示されている 1)．このため，過去に
発生した深層崩壊の特徴を分析する単位は，検討対象
流域に分布する深層崩壊跡地における「地質特性」
・
「地
形特性」・「気候特性」とした．結果として，深層崩壊
地跡地と地質特性の関連性が示唆され，深層崩壊検討
分割領域を「地質特性」に基づいて 3 領域に分割した
（表１）
．
表１ 深層崩壊検討分割領域
分割領域

地質帯

流域面積

設定根拠

A

泥質片岩及び
互層区間

64km2

三波川帯の泥質片岩と苦鉄
質片岩・珪質片岩の互層する
領域

B

泥質片岩及び
互層・褶曲
構造区間

23km2

三波川帯の泥質片岩と苦鉄
質・珪質片岩の互層で大規模
な褶曲帯が分布する領域

C

泥質片岩区間

92km2

三波川帯の泥質片岩が主に
分布する領域

４．蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出
深層崩壊跡地の地形・地質特性，規模，土石等の流
下形態を分析し，深層崩壊検討分割領域毎に蓋然性の
高い深層崩壊現象を抽出した.三波川帯の泥質片岩が主
に分布する領域 C において，深層崩壊跡地や深層崩壊
地が多く，地すべり地形との関連性が特に示唆される
結果となった．同領域における蓋然性の高い深層崩壊
現象の抽出結果を表２に示す．
表２ 蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出結果（領域 C）

５．深層崩壊に起因する土砂災害被害想定
5.1 被害想定実施箇所の選定
限られた検討ケースにおいても代表的な大規模土砂
災害被害の想定が可能となるよう，変形斜面（重力変
形斜面）を抽出し，
保全対象の分布状況
や蓋然性の高い深層
崩壊現象を踏まえて，
被害想定箇所の選定
を行った．LP 地形図
より作成した微地形
表現図を用いて,地
すべり地形や重力性
クリープ変形が認め
られる斜面（変形斜
面）を 309 箇所抽出
図２ 変形斜面の抽出例
した（図２）.
抽出した変形斜面を踏まえて，汗見川・立川川周辺
流域における被害想定箇所の選定を実施し，次の 5 箇
所とした．
○被害想定箇所①：汗見川との合流点に保全対象が多
く分布し，かつ，領域 B では支川沿いの特に上流域
での深層崩壊跡地が多く認められるため，汗見川左
支川（大多羅谷）の変形斜面を選定した．
○被害想定箇所②：汗見川本川と吉野川合流地点から
約 2.0km の区間に多くの保全対象が分布し，深層崩
壊跡地と関連性が高い微地形である「地すべり地形」
が複数認められるため，汗見川下流左岸の変形斜面
を選定した．
○被害想定箇所③：行川本川沿いに保全対象が分布し，
かつ，深層崩壊跡地と関連性が高い微地形である「地
すべり地形」が認められるため，行川下流左岸斜面
を選定した．
○被害想定箇所④：立川川本川沿いに保全対象が多く
分布し，かつ，深層崩壊跡地と関連性が高い微地形
である「地すべり地形」が認められる．また，立川
川上流域では平成 30 年 7 月豪雨に伴い多数の深層崩
壊地が発生したことから，立川川下流左岸の変形斜

面を選定した．
○被害想定箇所⑤：川奥谷川では平成 30 年 7 月豪雨に
伴い深層崩壊が発生した．また，川奥谷川と立川川
の合流点には保全対象が分布することから，川奥谷
川左岸の変形斜面を選定した．

5.2 被害想定手法の検討
前節で選定した被害想定実施箇所で，深層崩壊に起
因する土砂災害の被害想定を実施した．被害想定ケー
スについては表３のとおりとした．各ケースでの計算
結果の総括として，天然ダム形成時の湛水範囲，天然
ダム決壊時の氾濫範囲，土石流発生時の到達範囲，崩
土の直撃による影響範囲を平面図上に図示した（図３）．
表３ 被害想定箇所における被害想定ケース

６．まとめ
本研究では，過去に発生した深層崩壊や平成 30 年 7
月豪雨での深層崩壊の特徴を分析・評価することで，
蓋然性の高い深層崩壊現象を抽出した．特に，深層崩
壊検討分割領域 C では，深層崩壊跡地数が多く，かつ，
保全対象が河道沿いを中心として点在することから，
同領域を中心とした代表箇所において被害想定を実施
し，ハード・ソフト対策を行う際に必要な保全対象へ
の影響の評価を試みた．
今後，本研究の様に蓋然性の高い深層崩壊現象が抽
出された場合，深層崩壊に起因する大規模土砂災害に
対する事前対策を進める必要があると考える．
参考文献
1)内田太郎・桜井亘・鈴木清敬・萬徳昌昭, 深層崩壊に起因する大規
模土砂災害被害想定手法(国総研資料 第 983 号）, 国土技術政策総
合研究所，2017.8.

被害想定箇所⑤

被害想定箇所④
被害想定箇所①

被害想定箇所②
被害想定箇所③

図３ 試行した被害想定ケースにおける深層崩壊に起因する被害想定範囲図
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航空計測技術を活用した富士山大沢崩れにおける開口亀裂の自動抽出
国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 村松弘一，田中僚，上野諒平※
アジア航測株式会社 臼杵伸浩，○江口友章，西村直記，滝川正則，大鋸朋生，木場啓太
芝浦工業大学 中川雅史
（※現 国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所）

1. はじめに
富士山大沢崩れの標高 3,300m 以上の溶岩層には，凍結融解作用等により生成されたと考えられる幅 10～50cm
の開口亀裂が無数に存在する。開口亀裂は，源頭部における斜面崩壊の要因の一つとなっており，亀裂の分布状
況や亀裂の進展状況等を定量的に把握することが重要である。このような背景のもと富士砂防事務所は，デジタ
ル航空カメラ画像の目視判読及び現地調査によって，開口亀裂の分布や変遷を調査してきた。しかし，標高 3,300m
以上の高標高域で，開口亀裂が存在する地表面と大沢崩れ最深部との落差が約 150m ある急崖地において安全に
調査を実施できる開口亀裂は限られており，全ての開口亀裂を把握できている訳ではない。
これをふまえ西村ら（2018）1)，江口ら（2020）2)は，空間情報技術と，トンネル点検で実用化されている画像
処理解析によるコンクリートひび割れの自動抽出技術を融合することで，開口亀裂を安全かつ広域的に自動抽出
する技術を開発した。しかし，この自動抽出アルゴリズムは Canny フィルタで抽出した膨大な開口亀裂候補を砂
防学的な知見で分類する方法であり，的中率は良いものの条件設定が複雑で作業手順が多いことが課題であった。
そこで本研究では，より少ない条件設定および手順で開口亀裂を自動抽出できるよう，過年度に開発した技術
を改良するとともに，その技術を適用して大沢崩れに存在する開口亀裂をスクリーニングすることを目的とした。

2. 使用するデジタル航空カメラ画像
開口亀裂の自動抽出に用いたデジタル航空カメラ画像は，令和元年 10 月 1 日に撮影したデジタル航空カメラ画
像（撮影高度約 4,240m，対地高度約 1,340m，地上画素寸法 5.5cm/pixel）99 枚である。これらの画像情報の他，
ステレオマッチング処理によって生成した点群データ（4,381,624 点）も自動抽出処理に用いた。

3. 開口亀裂の自動抽出方法
3.1. 自動抽出アルゴリズム
本研究で改良した開口亀裂の自動抽出アルゴリズムの説明図を図 1 および図 2 に示す。
まず，7 画素×7 画素のオペレータとその四隅に 2 画素×2 画素のサブブロックを準備する。オペレータの中心
画素が開口亀裂であるか否かの判断は，図 1 に示した演算式をもとに，オペレータの四隅に配置したサブブロッ
クの輝度情報（2×2 画素の輝度値の中央値）を用いて行う。具体的には，中心画素の輝度値（0-255：0 が黒で，
255 が白）が 120 より小さく，かつ対角にある[1]と[4]，[2]と[3]の輝度値が近似し，かつ中心画素の輝度値が[1]
や[4]，[2]や[3]よりも小さい場合に，中心画素が開口亀裂であると判断した。この処理を 1 画素ずつずらしなが
ら全画素に適用することで，全域の開口亀裂の候補を自動抽出した。次に，開口亀裂は連続性が高く一定の長さ・
幅があるものと考え，任意画素数以上が連結して上記の条件に合致するものだけを抽出した。予備実験により，
閾値とする連結画素数は 25 画素とした。
なお，Canny フィルタでは誤抽出されることが多かった大沢崩れの縁辺部や，その影領域の境界線，不連続な
地形情報が改良後の自動抽出アルゴリズムでは抽出されなくなっており，従来手法に比べて，条件設定の複雑さ
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図 1 開口亀裂の自動抽出アルゴリズム
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図 2 開口亀裂の自動抽出における提案手法の効果

や作業手順の多さが解消された。しかし，溶岩の流下過程で生じる溶岩表面の圧縮性のしわ等の小規模な段差地
形は依然として誤抽出されることから，次の分類作業でそれらを除去することとした。
3.2. 開口亀裂の分類
開口亀裂の自動抽出ならびに分類の結果例を図 3 に示す。1)～3)のステップが，デジタル航空カメラ画像から
開口亀裂候補を自動抽出した結果である。1)でデジタル航空カメラ画像をグレースケール化し，2）で輝度補正を
したうえで，3)で新たに開発した自動抽出アルゴリズムを適用している。
次に，4)～8)のステップが，誤抽出された小規模な段差地形を除去する処理である。4)の標高データはステレ
オマッチング処理で生成した点群データであり，この標高データを用いて 5)で小規模な段差地形を自動抽出する。
具体的には，図 1 に示した開口亀裂を自動抽出するためのアルゴリズムにおいて，
「輝度値」を「標高」の情報に
置き換えた処理を行う。これにより周囲との標高差（段差）がある地点を，画像処理によって抽出することがで
きる。6)のステップでは，段差地形として抽出した点群データを画像化し，sobel フィルタによって抽出した地形
起伏のエッジ（地形が作る影）に膨張処理（モホロジー処理の一種）を適用し，その結果をマスクとしている。
7)で，そのマスク内に含まれるエッジを削除して，8)の開口亀裂の最終抽出結果を得る。

4. 結果および課題
画像解析により抽出した開口亀裂が，現地調査で把握した開口亀裂を概ね網羅していることが確認された。ま
た，既往手法と比較して，地形起伏のエッジ部を誤抽出することが少なく，開口亀裂の分類作業の観点では，従
来手法よりも改善できたと言える。今後は，現地調査により今回の自動抽出結果の検証を行い，必要に応じてア
ルゴリズムやパラメータの調整を行う必要がある。
参考文献
1)
2)

西村直記，臼杵伸浩，江口友章，勝又善明，滝川正則，中川雅史，井草流星(2018)：空中写真を用いた多視点ステレオに
よる開口亀裂の自動抽出，平成 30 年度砂防学会研究発表会概要集，p.549-550
江口友章，臼杵伸浩，西村直記，勝又善明，加藤仁志，荒木孝宏，山田裕介，中川雅史(2020)：高解像度デジタル空中写
真を用いた多視点ステレオによる開口亀裂の自動抽出，砂防学会誌，Vol.72，No.6，p.29-34
1) グレースケール画像

2) 輝度補正

3) エッジの自動抽出結果

4) 標高段彩図

5) 崩壊地縁辺部の自動抽出
結果

6) 崩壊地縁辺部にバッファ
をかける

7) 崩壊地縁辺部のバッファ
内に含まれるエッジを削除

8) 開口亀裂の最終抽出結果

図 3 開口亀裂の自動抽出結果例
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大規模斜面崩壊時の地盤振動特性に関する室内実験による検討
和歌山県土砂災害啓発センター
○宮崎徳生・筒井和男・坂口隆紀
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター（現所属：長野県姫川砂防事務所）
柴田俊
株式会社エイト日本技術開発
海原荘一・谷田佑太
国土交通省国土技術政策総合研究所
木下篤彦・中谷洋明
1.はじめに
防災科研の Hi-net や国土交通省の高感度の地震計による観測網を用いた大規模土砂移動の発生検知は，新しい
災害監視手法として重要なものである。大規模土砂移動現象が発生する振動特性については，既往研究より知見が
蓄積されつつ 1)あるが，発生頻度が稀であることから，十分な観測が行われているとは言えない。そこで筆者らは，
大規模土砂移動の再現を目指して，室内振動実験を実施している 2)。本稿では下記の３つの知見 1)が室内実験で再
現できるのかという観点で室内実験の結果を検討したので報告する。
①河床幅（対岸までの距離）の違いによる振動特性
崩壊土砂が対岸に衝突する場合（衝突型）と衝突しない場合（流下型）に分類すると，波形の立ち上がり勾配が
衝突型において急になること。
②土砂の粒径・重量の違いによる振動特性の違い
粒径が大きいものが崩土に含まれていると卓越周波数において低周波成分（1～7Hz）が発生すること。
③変位波形と土砂の移動方向との関係
変位波形（パーティクルモーション）が斜面の移動方向に一致すること。なお，2011 年の赤谷地区での振動解析
において 0.01～0.1Hz の速度波形から求めた変位波形において土砂の移動方向への変位が確認されている。
2.実験方法
2.1 実験装置と使用機器
土砂移動時に発生する振動を地盤に伝達するためコンクリートブロックを積み，隙間にモルタルを充填した水路
を作成した（図-1,2）
。対岸に見立てた壁を水路下流に設けた。振動は据置き式のサーボ型加速度計（白山工業 JU410，
3 成分計測）を 4 台使用し，水路と平行に 1m の距離に設置した（図-3）。ナイキスト周波数は 200Hz である。
2.2 実験ケース
実験ケースは表-1 に示す。粒径と質量の異なる３種類の鉄球の組み合わせを変えて移動させるケースと，粒径の
異なる礫を移動させるケースに大別し，礫を用いたケース（A-8・9，B-8・9）に壁位置（0m，1m）を変えた。合計
11 ケース実施した。なお，水は加えていない。
表-1 実験ケース
0
300
or
1000

2600

仕切板
土砂
1700

水路

30°
コンクリートブロック

隙間はモルタルで充填

対岸に見立てた壁

図-1 実験装置の模式図（単位：mm）
）

加速度計
(地点④)

加速度計
(地点③)
1.0 m

加速度計
(地点②)
1.0 m

1.0 m

1.0 m

1.0 m
1.0 m

壁

下流

斜路下端

図-3 振動センサーの配置
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1.0 m

上流
斜路(2.0 m)

図-2 実験装置外観

加速度計
(地点①)

仕切板

(a)

立ち上がり勾配 [cm/s³]

立ち上がり勾配 [cm/s³]

80

地点②鉛直方向

60
40
20

A-9

B-9

大礫15kg 壁0m
A-9

大礫15kg 壁1m

0

80

(b)

地点③鉛直方向

60
40
20

A-9

B-9

大礫15kg 壁0m
A-9

大礫15kg 壁1m
B-9

0

図-4 立ち上がり勾配の比較。ケース
A-9，B-9 について（a）地点②の鉛直方向の振動（b）地点③の鉛直方向の振動
）
）
）

1E+4

1E+5

(a)

地点② 鉛直方向

A-1（鉄球 2.74kgx1）

1E+3

低周波成分の比が小さい

1E+2
1E+1
1E+0

Fourier Spectrum Ratio

Fourier Spectrum Ratio

1E+5

0.1

地点② 鉛直方向
低周波成分の比が大きい

1E+3
1E+2
1E+1
1E+0
1E-1

1E-1

(b)

1E+4

A-6（鉄球 5.24kgx3）

1
10
100
0.1
Frequency [Hz]
（a）ケース A-1（b）ケース A-6
図-5 スペクトル比の比較。

1
10
Frequency [Hz]

100
地点④

鉛直方向 [1E-06m]

10
3.実験結果と考察
3.1 河床幅の違いによる振動特性
7.5
河床幅の違いによる振動波形の違いを評価するため波形の立ち上が
5
り勾配を確認した。既往研究を参考に，最大振幅と，その発生時刻と土
2.5
砂移動開始時刻との差から定義した。大礫を用いたケースの壁位置によ
0
る違いで比較した（図-4）。斜面下端と壁との距離がないケースで立ち
上がり勾配が大きくなる傾向が確認できた。
-2.5
①
②
3.2 土砂の粒径・重量の違いによる振動特性
-5
計測した波形のフーリエ振幅スペクトルを求め，周波数特性を検討し
-7.5
た。ケース A-1，A-6 での土砂移動時と常時微動とのスペクトル比（S/N
比）を図-5 に示す。卓越周波数はどのケースでも 100Hz 程度となり，
-10
-10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5 10
粒径の違いによる明瞭な違いは確認できなかった。また，重量が増える
水路方向 [1E-06m]
と低周波成分（1～100Hz）で S/N 比が大きくなる傾向が確認できた。
図-6 積分して求めた変位波形（ケース A-7）
3.3 変位波形と土砂の移動方向との関係
10～200Hz のバンドパスフィルターを通した波形を積分し，変位波形を求めた。鉄球を流下させたケースにおい
て鉛直方向の変位が確認できた（図-6）。時間的には，①→②の順で下方向に変位後，上方向に変位したことがわか
る。第１章の知見③で述べた土砂移動により生じる力の方向に応じた変位を計測できた可能性がある。
3.4 室内振動実験における相似則
模型実験において現象に関係する力の相似性を用いれば，模型と実体との長さの縮尺比をλとすると，振動数の
縮尺はλ0.75 となる 3)。例えば，100 分の 1 の縮尺を用いた実験の場合，振動数の比は約 31.6 となる。大規模土砂移
動の実現象において数 Hz の低周波成分が卓越すると言われており 1)，本実験で 100Hz 前後が卓越周波数と確認でき
たことは矛盾しないと考えられる。ただし，実現象では弾性波の伝達過程で減衰が生じていると考えられるため，
今後，低周波成分が実現象で卓越する理由について，数値実験からの分析を進めていきたい。

4.おわりに
実現象の観測が困難な大規模土砂移動現象の室内実験による再現を試みた。移動土砂の粒径，重量の違い，対岸
との衝突の有無，および変位波形の観点から計測した振動波形について検討した。対岸に見立てた壁の有無により
波形の立ち上がり勾配が大きくなる傾向が確認でき，実現象から得た知見と調和的な結果を得ることができた。今
後，数値実験等も行い大規模土砂移動の検知に資する現象の解明を図りたい。
参考文献
1)海原ほか：高感度地震観測網による大規模土砂移動発生時の地盤振動特性と検知，砂防学会誌，2021 2)筒井ほか：土砂移動
時の地盤振動の再現－模型実験からの考察－，砂防学会誌，2021 3)香川：土構造物の模型振動実験における相似則，土木学会
論文報告集，1978

- 520 -

P2-021

2021年度砂防学会研究発表会概要集

平成 30 年北海道胆振東部地震で発生した緩勾配斜面崩壊に関する実験的研究
北海道大学農学院 ○竹中源弥 山田孝

1. はじめに
平成 30 年北海道胆振東部地震では M6.7 を記録し、斜面崩壊が高密度で多発した。この地震誘因の斜面崩壊の
特徴として、崩壊は水を多く含んだテフラ層がすべり面とされる点と、斜面勾配が 30°以下と豪雨誘因の表層崩壊より
緩い勾配でも発生した点が挙げられる(1)。この緩勾配斜面での崩壊が特に顕著である厚真町東和地区では、多くの崩
壊は Ta-d 最下部の風化層がすべり面とされる(2)。しかし本研究の調査地では、水を多く含んで容易に泥濘化する
En-a が崩壊斜面に露出しており、さらに崩土の最下層部(旧地盤直上位層)として存在するため En-a が崩壊に大きく
関わったと推察できる。そこで本研究では、高含水 En-a の地震応答を明らかにし、テフラ堆積地における地震誘因の
緩勾配斜面崩壊について考察した。

2. 研究方法
厚真町東和地区での斜面(斜面勾配 10°、平滑型)において、
トレンチ調査とすべり面での堆積層調査、崩壊斜面頭部から採取
した試料の土質試験(湿潤・乾燥密度、粒度分布、自然含水比、
液性・塑性限界、三軸圧縮試験(UU))を実施した。トレンチ調査で
は、崩壊斜面の堆積区域にある崩土の最上流部をトレンチ掘削
した結果(3)を再整理し、崩土の内部構造、特に旧地盤の直上位
層である En-a の存在を把握した。次に堆積層調査では、表面が

図-1 実験装置模式図

Ta-d 軽石層(赤褐色)で被覆された箇所の En-a 層の存在確認と
層厚測定を実施した。崩壊斜面頭部での土質試験では、現地調

表-1 不攪乱 En-a の基本物性値

査の結果から本崩壊のキー層とした En-a 層に着目した。最後に
崩壊斜面にて En-a を不攪乱ブロックサンプリング(200 ㎜×600
㎜)し、実験室内で浸水させて飽和状態にした後に、図-1 に示す
装置で振動実験を実施した。
振動実験に際し、まず本研究では「水で飽和した En-a と基岩
(泥岩)の境界付近が地震動による繰返しせん断を受けて間隙水圧
が上昇し、有効応力が低下することで滑動型表層崩壊(崩土が

図-2 トレンチ掘削での崩土-旧地盤境界
表-１ En-a 物性値

表-2 En-a の粒度分布

1 つの土塊として滑落)に至った」可能性を検討した。実験では
地震加速度に伴う En-a 試料底面の間隙水圧変化を測定し、
以下に示す震度法を用いた簡易斜面安定解析を行った。
𝐹𝑠 =

𝑐 + (𝜎0 − 𝑢 − 𝑘ℎ 𝜎0 tan 𝛽) cos 2 𝛽 tan 𝜙
(sin 𝛽 + 𝑘ℎ cos 𝛽)𝜎0 cos 𝛽

ただし、Fs:安全率 c:粘着力(kN/m2) σ0:鉛直応力(kN/m2) u:
間隙水圧(kN/m2) kh=α/g:震度係数 β:斜面勾配(°) φ:内
部摩擦角(°)とした。β=10°、g=980gal、u とαは図-3 に示し
た振動実験の結果、σ₀は表-3 の値と En-a 試料の表面積(2.0
×10-2m2)を用いた。c とφは業者による三軸圧縮試験(UU)の結
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表-3 土層の密度と層厚

果である。なお振動実験で使用した地震波形は防災科学研究所の K-NET(4)から追分観測所での観測データをダウン
ロードし、振動台のストロークを超過せず、かつ観測された最大水平加速度を下回らないように振幅倍率を調整した。

3. 結果・考察
トレンチ調査では堆積区域の崩土を最上流

図-3 地震加速度に伴う間隙水圧と安全率の変化

側で掘削して内部の層構造を確認したとこ
ろ、旧地盤の直上位層は En-a であった(図2)。また Ta-d などの En-a 上位層は殆ど攪乱
されておらず、崩土上の樹木は倒れていなか
った。堆積層調査では斜面全体を通して Ena の存在が確認できた。また、表-1～3 に示
す土質試験結果から、En-a は砂分 50.7%に
対して細粒分 48.5(%)と殆ど差がないこと、自
然含水比ωn=92.7(%)が液性限界ωL=72.7(%)
を上回ることから、En-a は変形および流動し
やすい流動粘土とみなすことができる。以上
の現地・土質試験結果から、調査対象地での
斜面崩壊の地震時せん断面は Ta-d と En-a
境界、En-a 内部、En-a と基岩(泥岩)境界の 3 通りが考えられ断定には至らないが、En-a が関与していると言える。
今回の地震で最大水平加速度を観測した追分観測所の地震波形を用いて振動実験を実施したところ、間隙水圧は
最大地震加速度近傍で急上昇し、約 3 秒遅れて最大となった。最大地震加速度αmax=1136(gal)のとき、間隙水圧
u=0.196(kN/m2)、最小安全率 Fsmin=1.059 を示した。今回の実験条件で安全率Ｆｓが 1 を下回ることはなかった。
今回の実験条件でＦｓが 1 を下回らない要因は幾つか考えられるが、その 1 つに斜面安定解析が対象外とする現象
が発生した可能性があり、水の影響は間隙水圧 u と異なる形で現れるのではないかと考えた。まず 1 つ目に地震動に
よる繰返しせん断を受けて En-a が軟化し、強度低下が起きることで En-a 内部がせん断された可能性がある(5)。2 つ
目に En-a と基岩(泥岩)の境界に水膜が形成され、静止摩擦係数μが低下することですべり性崩壊が発生した可能性
がある(6)。もちろん、Ta-d と En-a の境界付近をせん断面として崩壊した可能性もまだ否定されていない。今後は堆積
崩土全域での流れ方向に対するトレンチ掘削などを通したせん断面の特定や、加振による強度定数の変化を考慮し
た実験条件の検討など、テフラ堆積地における地震誘因の緩勾配斜面崩壊に関する検討を深める。
4.
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平成 30 年 7 月豪雨に伴う崩壊地で発生した深層崩壊抽出手法の検討
八千代エンジニヤリング株式会社 ○大塚智久，横尾公博，小西拓海，児玉龍朋，本屋敷涼
国土交通省 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 高原晃宙，青木謙治，星野久史*1
国土交通省 国土技術政策総合研究所 平田育士*2，山越隆雄
1
* 現 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部保全課 *2 現 株式会社パスコ

348 箇所の崩壊地のうち,「深層崩壊」の目安 3)と
される崩壊土砂量 10,000m3 以上となる崩壊地は全体
の 6％(21 箇所),崩壊深 2m 以上の崩壊地は全体の
20%(70 箇所)であるため,今回生じた崩壊の多くは表
層崩壊であるものと思われる(図.2).また,289 箇所
(83%)が泥質片岩の分布域にて発生している(図.3).
今回は深層崩壊の目安とされる「土砂量 10,000m3
以上かつ崩壊深 2m 以上の崩壊地」の代表地点 10 箇
所,主たる崩壊規模である「土砂量 10,000m3 以下かつ
崩壊深 2m 以浅の崩壊地」いわゆる表層崩壊箇所を 2
箇所,および崩壊面積が小さいが崩壊深が大きい 1 箇
所の計 13 箇所を対象に現地踏査を実施し,深層崩壊
の有無や地形・地質状況の確認を行った(図.4).
① ：現地踏査箇所
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１．はじめに
平成 30 年 7 月の記録的な豪雨によって四国地方で
は,多数の土砂災害が発生した．四国中央部は降水量
が特に多く,高知県本山観測所では総雨量 1,694 ㎜
(6/28～7/8 の累計 7 月平均の約 4.5 倍)を記録し,そ
れに伴い多数の土砂災害が発生した.
本検討では,吉野川水系の立川川流域で発生した
土砂災害のうち,深層崩壊が生起していると思われ
る箇所を地形解析より抽出し,現地踏査にて深層崩
壊かどうかを確認して,当該地域における深層崩壊
に起因する地形・地質的特徴を考察した結果につい
て報告する.
２．立川川流域における崩壊地と地質
今 回 の 災 害 前 後 の 表.1 LP 解析による斜面崩壊地数
流域⾯積
崩壊地数
航空レーザ計測によ
流域
2
(㎞
)
(箇所)
る標高値の差分解析
の結果,計 348 箇所の
⽴川川
72.46
260
崩壊地が抽出されて
⾏川
18.05
64
いる(表.1,図.1).
栗ノ⽊
6.76
20
立川川周辺には,三
17.37
4
波 川 帯 か ら な る 高 圧 残流域
型の変成岩類(泥質片
計
114.64
348
岩・砂質片岩・苦鉄質
図.3 崩壊地の地質
片岩・珪質片岩)が分
布する.これらは砕屑
物等が海溝に沈み,深
部にもたらされる過
程で脱水や膠着作用
が生じ岩石化したも
ので,変成・変形作用
を受ける過程において,鉱物の再結晶化と定向配列
や扁平化が生じるため,強度異方性を有する.そのた
め,防災や土木上留意が必要な地質とされており,特
に重力変形による岩盤崩壊や地すべりを起こしやす
い特性を有している.
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崩壊地の崩壊深さと侵食量の関係
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2.1 崩壊地の特徴

：現地踏査箇所

当該区間に地質と現地踏査箇所

3．現地踏査結果に基づく深層崩壊地の抽出

2.2 崩壊地の概要

3.1 現地踏査結果
図.1

今回踏査を実施した計 13 箇所のうち,10 箇所につ
いては基盤岩を巻き込んだ崩壊,いわゆる深層崩壊

LP データによる差分解析図
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である可能性が高いことを確認した（写真.1）.なお,
崩壊深が 2m 以下かつ崩壊土砂量が 10,000m3 以下の
斜面は,表層の未固結土砂や風化により土砂化した
岩盤の一部が崩れたもので,崩壊深が 2m 以上で崩壊
土砂量が 10,000m3 未満である箇所は,土石流堆積物
が厚く堆積した斜面の崩壊(特異な斜面状況)で,基
盤岩を巻き込んだ崩壊ではなかった（写真.2）.深層崩
壊と認定した斜面を構成する地質は泥質片岩のみ,
または泥質片岩を含む互層区間で,一部では深層崩
壊に関連性のあると言われる岩盤の開口亀裂や断層
破砕帯が認められた(写真.3,4).崩壊地の地形は,主に
0 次谷沢または平滑斜面で生じているが,尾根部でも
生じており,地形条件との関連性は確認できなかっ
た.斜面傾斜と地質構造の姿勢をみると,こちらも地
形条件と同様に共通性は認められない(図.5).
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４．深層崩壊発生場の地形・地質的特徴と課題
今回の深層崩壊が生じたと思われる斜面は,ほぼ
三波川帯の泥質片岩からなる(一部は他の層と互層).
泥質片岩は剥離性が強く,他の岩種と比較し岩片強
度が小さい特徴を有する.そのため,泥質片岩の分布
が当該地域の深層崩壊発生場の素因となっているも
のと思われる.また,今回の深層崩壊斜面周辺には,大
規模地すべり地形が認められるとともに,防災科研
の地すべり地形が分布している(図.7).このことは,
今回の崩壊が生じる前より斜面の不安定化が生じて
いた可能性を示唆する.
当該地域を含む四国地方は,中央構造線や変成・変
形作用を受けた脆弱な岩盤が広く分布し,地すべり
地形などの変形斜面が多い.そのため,深層崩壊の絞
り込みは,保全対象を鑑みて,泥質片岩のような低強
度の地域を優先して実施することなどが考えられる.

崩壊地の地形・地質的特徴

図.5

写真.1

写真.2

現地踏査に基づく崩壊地の区分

深層崩壊地

土石流堆の崩壊

写真.3

崩壊地の崩壊深さと侵食量の頻度分布

地山の開口割れ目

写真.4

断層破砕帯

3.2 深層崩壊の評価
今回の結果から崩壊土砂量が 10,000m３かつ崩壊深
2m 以上の崩壊は,基盤を巻き込んだ崩壊であるため,
深層崩壊の可能性が高い(図.6).なお,崩壊土砂量が
10,000m3 を超過するものは,ほぼ崩壊深が概ね 2m 以
上となることから,全体の約 6%(21 箇所/348 箇所)が
深層崩壊であったと評価した.
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図.7 深層崩壊斜面と地すべり地形分布図の関係
４．おわりに
参考文献
1) 気象庁,平成 30 年 7 月豪雨(前線及び台風 7 号による大雨)
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sokuji201806280708.pdf,H30.12.7,(参照 R2.7.30)
2) 四国山地砂防事務所：平成 30 年 7 月豪雨土砂災害対応の記録
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言,http://www.jsece.or.jp/archive/news/2012/teigen20120402.pdf
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降雨による土砂災害発生件数－都道府県別のばらつきを生み出す要因－
宮崎大学農学部 〇渡邊優太 篠原慶規
1. はじめに
日本では、降雨による土砂災害が毎年発生し、多くの被害を出している。統計データ等を利用し、土砂災害発
生の時空間的変動を把握することは、土砂災害対策の方向性を決める上で有用であると考えられる。時間的変動に
ついては、篠原・小松（2016）により解析され、近年の降雨による土砂災害発生件数の年変動は、降水指標（北日
本、東日本、西日本の 5 月～10 月の降水量の合計値）と正の相関があることが示されている。一方、地域によっ
て降水量や地質などが異なることから、空間的にも大きく変動していると考えられるが、この点については十分な
解析が行われていない。
そこで本研究では、各都道府県における土砂災害発生件数のばらつきを生み出す要因を解明することを目的とし
た。まず、都道府県ごとの土砂災害の発生件数を明らかにし、土砂災害の誘因となる降雨との関係を調べた。土砂
災害の危険性が高い地域の面積は、都道府県により大きく異なることが予想される。本研究では傾斜 30 度以上の
斜面を土砂災害の危険性が高い地域とし、土砂災害発生件数を傾斜 30 度以上の斜面の面積で割ることで、土砂災
害発生密度を算出した。これについても降雨との関係を調べた。

2. データと方法
砂防・地すべり技術センターが毎年刊行している土砂災害の実態（例えば、土砂災害の実態 2019 編集委員会、
2020）には、各都道府県別の土砂災害発生件数（がけ崩れ、地すべり、土石流の合計）が誘因別に示されている。
本研究では、このうち降雨を誘因とした土砂災害発生件数を用いて解析を行った。対象としたのは 1984 年から
2019 年の 36 年間である。
降水の指標として、篠原・小松（2016）を参考にし、5 月から 10 月の降水量の合計値を 36 年間で平均したもの
を用いた。各都道府県の管区気象台または地方気象台のデータを、各都道府県の代表値とした。標高データとして
ASTER 全球 3 次元地形データ（解像度：約 30 m）を用いた。QGIS を用いて傾斜を計算し、都道府県毎に傾斜 30
度以上の面積を求めた。

3. 結果
3.1. 都道府県ごとの土砂災害発生状況と土砂災害発生密度
図 1a には各都道府県の土砂災害発生件数の年平均値を、図 1b には土砂災害発生密度を示した。各都道府県の土
砂災害発生件数の平均は 20.6 件であり、鹿児島県(87.3 件)、広島県(66.5 件)、神奈川県(52.0 件)の順に大きかっ
た。また、変動係数は香川県(330%)、広島県(313%)、宮城県(254%)の順に大きかった。土砂災害発生密度は、千葉
県(18.4km²/件)が突出して大きくなり、神奈川県(8.7km²/件)、佐賀県(7.4km²/件)と続いた。

3.2. 降水指標との関係
降水指標と土砂災害発生件数には有意な正の相関があった（図 2；P < 0.05, R=0.45）
。一方で、降雨指標と土砂
災害発生密度には、有意な相関はなかった（図 3；P > 0.05）
。ただし、他の都道府県の関係と大きく異なっていた
千葉県を除外して、両者の関係を調べたところ、有意な正の相関が見られた（P < 0.05, R=0.33）
。

4. 考察と今後の展望
本研究によって、降水量の多寡が都道府県ごとの土砂災害発生のばらつきを生み出す要因の一つであることが示
唆された。一方、降水指標の代わりに、土砂災害発生密度を用いても、両者の関係は強くならなかった。理由とし
ては、①地質や植生など降水よりも他の要因の影響の方が大きい可能性、②土砂災害の危険性の高い地域の抽出が
十分でなかった可能性、③都道府県の 1 か所のデータのみを用いて計算された降水指標が都道府県別の降雨特性を
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各都道府県の(a)土砂災害発生件数の年平均値と標準偏差と(b)土砂災害発生密度
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土砂災害発生件数と降雨指標との関係

土砂災害発生密度と降雨指標との関係
（黒い点は千葉県を示す）

（実線は回帰直線を示す）

十分に再現できていない可能性などが考えられる。本研究で用いた土砂災害発生件数は、家屋や公共施設などに被
害が発生した事象を収集したものと思われる。試みに、国土交通省により公表されている土砂災害警戒区域数（基
礎調査を実施し、公表済みの区域数）と土砂災害発生件数の関係を調べたところ、両者には有意な正の相関がみら
れた(P < 0.05, R=0.68)。このことから、人口分布を考慮し、土砂災害の危険性が高い地域を抽出することで、都道
府県別の土砂災害発生件数のばらつきを生み出す要因がより明確になるかもしれない。

引用文献
土砂災害の実態 2019 編集委員会(2020) 令和元年土砂災害の実態

砂防・地すべり技術センター

篠原・小松(2016) 近年の土砂災害による死者・行方不明者数の経年変動
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阿蘇カルデラにおける地下水型崩壊発生の危険個所抽出
○（株）クロスエンジニアリング 清﨑 淳子
鹿児島大学農学部 地頭薗 隆・宮本 祐成・天野 祐一郎
１．はじめに
阿蘇カルデラでは，2016 年熊本地震や 2012 年九州北部豪雨の際，多様な土砂移動現象が発生した。
その中には崖錐斜面や丘陵地の火砕物堆積斜面で地下水型崩壊（深い地下水が関与した崩壊）がみられ
た。地下水型崩壊は，土砂量が多いこと，崩壊土砂が長距離移動して被害が広範囲に及ぶこと，危険斜
面として把握されない緩斜面でも発生することなどの特徴をもつ。本研究の目的は，阿蘇カルデラを対
象に地下水の集中という視点から地下水型崩壊の危険箇所を抽出することである。
２．地下水型崩壊発生の予測手法と抽出作業
図１は，渓流水と湧水を活用して地下水型崩壊が発生する
恐れのある流域と斜面を抽出し，警戒避難対応を行う作業手
順である。A 危険渓流の抽出では，カルデラ壁と中央火口丘
に小流域を設定して，降雨が一週間以上なかった後に，渓床
に基盤岩が露出しているなどの条件を満たす，渓流水が伏流
していない箇所で流量を計測した。同時に渓流水の電気伝導
度（EC）を測定し，高 EC かつ比流量が大きい流域は，地形
的流域界を越えた地下水が流域内に流入している可能性が
あり，深い地下水が関与する崩壊の恐れのある流域として抽
出した。A で抽出した渓流の流域内において湧水調査を行
い，B 危険斜面の抽出を行った。湧水流量が多い斜面の背後
には地下水が集中しており，深い地下水が関与する崩壊の恐
れがある斜面と判断した。以上の作業を経て危険斜面が特定
されると，その斜面の湧水流量を監視して C 警戒避難対応
図１ 地下水型崩壊発生の予測手法図
（湧水センサーによる評価）を行うことができる。
３．調査結果（流域レベルの評価）
カルデラ壁 239 渓流（面積 0.02～3.88km2，平均 0.34km2）と中央火口丘 70 渓流（面積 0.02～6.62km2，
平均 0.84km2）において水文調査を実施した。小流域の下流端で測定した基底比流量の平均値はカルデ
ラ壁 0.017m3/s/km2 および中央火口丘 0.013m3/s/km2 であった。図２は水文調査によって得られた比流
量と渓流水 EC の分布であり，流域内に地形的流域界を越えて地下水が集中している流域を抽出する基
準を 0.01m3/s/km2 以上とし，その 2 倍，3 倍，5 倍の値で流域区分している。カルデラ壁は，北東側に
比流量の大きい渓流が集中して分布しているが，西側や南側は低水時に涸れる渓流が多い。また，北東
側の渓流水 EC は 10～15mS/m を示しており，深い地下水が関係していると判断される。一方，中央火
口丘は西側にのみ比流量の大きい渓流が分布しており，西側以外の渓流は低水時ほとんど涸れている。
中央火口丘の渓流水 EC は 20mS/m を超える地点が多く，温泉混入や降灰の影響と考えられる。渓流水
EC が高くて比流量が大きい流域において地震や大雨で崩壊が発生すると，土砂が多量の地下水を含ん
で長距離流下し，大きな土砂災害を引き起こす恐れがある。
４．斜面レベルの評価事例
地下水の集中がみられたカルデラ壁北東側の西手野川 3，西手野川 4，宮川 3，中園川 1，中園川につ
いて，湧水分布と上流域の渓流水の流量や EC を調査した（図３）。標高 600～700m に湧水帯がみられ，
崖錐斜面から点状あるいは帯状に多量の地下水が流出していた。それより上流側は渓流水がほとんどな
く，明瞭な湧水も確認できなかった。湧水流量が多い斜面の背後には地下水が集中する地下構造が推定
され，深い地下水が関与する崩壊の恐れがある斜面と判断される。図４は，図３中の宮川 3 流域におけ
る湧水調査結果を縦断図にプロットしたものである。湧水は，標高 650m 付近の Aso-1 火砕流と Aso-2
火砕流の地層境界付近に位置し，崖錐斜面から点状あるいは帯状に湧出していた。図４の斜面脚部に発
達した崖錐は湧水によって常に飽和した状態であり，地震や大雨で崩壊すると土砂が流動化して被害が
広範囲に及ぶことも考えられる。
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５．おわりに
阿蘇カルデラは火山地域特有の地形的な特徴だけでなく，火山性堆積物の層が幾重にも重なった斜面
では透水性や保水性などの物性が不連続であり，地震や豪雨で発生する土砂移動現象も多様であると考
えられる。地形・地質条件に水文情報を重ねて評価することにより，危険箇所を抽出する手法を提案し，
段階的に絞り込んで深い地下水が関与する崩壊の恐れがある斜面を抽出することができた。
末筆ではあるが，本研究の一部は国土交通省河川砂防技術研究開発制度によるものである。

図２ カルデラ壁 239 流域，中央火口丘 70 流域における比流量と渓流水ＥＣの分布

図３ カルデラ壁北東側流域における湧水調査結果
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図４ 宮川 3 流域における湧水斜面の断面図
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兵庫県箇所別土砂災害危険度予測システムの活用に向けた取り組み
－兵庫県丹波市域における０次谷からの崩壊土石流場の抽出方法－

(株)ダイヤコンサルタント
一般財団法人建設工学研究所
一般財団法人建設工学研究所
一般財団法人建設工学研究所
一般財団法人建設工学研究所
一般財団法人建設工学研究所
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平成 26 年 8 月豪雨によって，兵庫県丹波市では多く
の崩壊や土石流，洪水被害が発生した(図 1)．この豪雨
における土石流発生事例を対象とし，リアルタイムハ
ザードシステム 1)の検証を行い，土石流の発生機構に関
連した課題が確認されたため，土石流の発生機構を考
慮した新たな判定方法を検討，提案した．その結果，土
石流発生渓流の捕捉率，空振率の向上が図られた．2)
しかしながら，0 次谷で崩壊が発生し，土石流化して
いる事例が複数箇所確認でき，システムにおける崩壊
地の捕捉ができていないことが確認された．そこで，0
次谷における崩壊から土石流となる可能性のある場の
地形的特徴を整理するとともにその地形場の抽出方法
について検討したので報告する．
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1. はじめに
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図 2 丹波市市島町上鴨阪におけるハイエトグラフ

は，土砂流出が発生した渓流について，崩壊が発生した
0 次谷を新たに定義することを目的として，その流域界
に存在する崩壊地をランダムに 14 箇所選択し，写真判
読を実施し，表 1 に示す 4 つの崩壊形態に分類した．
本報告では，分類した崩壊形態のうち A タイプの崩壊
について検討を行った．
表 1 崩壊形態による分類結果

A タイプ

B タイプ
浸食

０次谷の堆積物（下流に
遷急線）が崩壊、土石流化
する
C タイプ

０次谷の堆積物が浸食さ
れ、土石流化する

０次谷の堆積物（上流に
遷緩線）が崩壊、土石流化
する

０次谷の風化残積土が崩
壊、流下（落下）する

D タイプ

崩壊地
図 1 平成 26 年 8 月に発生した崩壊地分布図

2. 平成 26 年丹波豪雨災害の概要
兵庫県丹波市において平成 26 年 8 月 16 日から 17 日
にかけて，累積雨量 369.7mm，最大時間雨量 57mm の豪
雨（図 2）が発生し，崩壊起因型土石流が数多く発生し
た．この降雨の特徴として，一連の降雨の終わり近くに
降雨のピークがある．そのため，谷地形に集中した浸透
水が貯留された状態で，雨量強度の強い降雨を受け，崩
壊，土砂流出あるいは土石流化したものと思われる．
3. 土石流発生崩壊地の特徴による分類
沖村ら 3)は，H26 年 8 月豪雨において，土石流，また
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4. A タイプ崩壊地の地形条件からの抽出
沖村ら 3)において，A タイプは，渓流の遷緩点の上部
にある遷急線背後に緩やかな傾斜の堆積場があること
が特徴とした．この特徴をもとにした地形条件により，
図 1 に示した地域を対象に抽出を実施したところ，約
3,800 箇所となった。この抽出箇所には，明らかに崩壊
が発生しない箇所も含まれていた。そのため、さらなる
絞り込み条件の検討が課題となった．

5. A タイプ崩壊地の地形条件からの抽出の修正
Ａタイプ候補地

③遷急線の抽出

地形的特徴から A タ
イプのような箇所を抽出
する手順を図 3 に示す。
このフローに従い、各段
階で抽出箇所の絞り込み
を行うこととした。

②堆積場の抽出

抽出フロー

① 谷地形の抽出

5.1.

図 3 A タイプ抽出フロー
（1）谷地形の抽出
崩壊起因型の崩壊は，0 次谷で発生していることから，
谷地形の抽出方法を検討した．
木下ら 4)は，DEM によるラプラシアン（曲率）より水
系網を作成し，さらに谷密度を算出する手法を提案し
ている．そこで，この手
法を参考に，対象災害に
おいて A タイプ堆積場か
ら土石流が発生した 4 箇
所を捕捉できる曲率の
しきい値を算出するこ
とにした．はじめに，セ
ルサイズの検討を行っ
た．平成 26 年災害にお
いて土石流化した A タイ
図 4 谷部抽出結果
プ崩壊地の堆積場の幅
は，概ね 20～30m であった．この堆積場を捕捉できるセ
ルサイズは，10ｍセルが A タイプ 4 箇所を完全に捕捉
でききたことから，谷地形の抽出には 10m セルを用い
た．また，曲率 = -2 の条件で A タイプ崩壊地 4 箇所の
堆積場(32 度以下)を最小限に捕捉できた．（図 4）
(2)傾斜角による堆積場抽出
沖村ら 3)は，A タイプ堆積場の傾斜角を LP(1m セル)か
ら算出した傾斜角データより，単位面積(500 ㎡)あたり
の傾斜角 32 度以下の 1m セル密度が 19%以上の領域を
抽出範囲とすることを提案した．しかしながら，この条
件のみでは，先に示したように約 3,800 箇所と多くの
箇所を抽出する結果となる．そのため、本検討では抽出
条件を追加(図 3①および②)するとともに，1m セル密
度のしきい値を見直し，精度向上を図った．その結果，
1m セル密度を 58%以上とすることで A タイプ崩壊地 4
箇所の堆積場を捕捉できることができた．(図 5)
傾斜角 32 度以下
崩壊地
谷地形
抽出結果
（密度 58%以上）

図 5 傾斜角による堆積場抽出結果

(3)縦断形状による堆積場抽出
A タイプ崩壊地の堆積場の特徴として，緩傾斜の堆積
場の下流には遷急線が存在し，この箇所から後退性の

- 530 -

崩壊が発生している可能性が高いと考えられた．この
特徴を抽出条件とするため，平成 26 年災害において土
石流化した A タイプ崩壊地の堆積場 4 箇所の縦断図を
作成した．ここで，傾斜角のセルサイズは，1m セルで
は局所的地形変化を捕捉するため，5m セルを使用した．
この結果から，A タイプ崩壊地の堆積場は，32 度以下の
緩傾斜地が 40m 以上連続し，遷急線下急傾斜部（旧滑落
崖）の傾斜角は 35 度以上とすることで、土石流化した
A タイプ崩壊地 4 箇所を捕捉できた．(図 6)
傾斜角 32 度以下
崩壊地

水系

谷地形
傾斜角 32 度 1m セル
密度 58%以上
堆積場 40m 以上遷
急線直下 35 度以上
の地点
図 6 縦断形状による堆積場抽出結果

（4）見直した地形条件による A タイプ抽出結果
本検討で見直した
地形条件により抽出
した結果を図 7 に示
す．本検討により抽
出条件を見直した結
果 24 箇所に絞り込
むことができた．こ
れらの場所は，目視
で確認でも A タイプ
抽出結果
の特徴を有している
場であり，妥当であ
図 7 見直した地形条件による抽出結果
ると判断した．
6. おわりに
対象災害で土石流化した崩壊地を発生形態により４
分類した．このうち，A タイプの地形条件による抽出条
件を見直すことにより，抽出箇所数の絞り込みを行う
ことができた．今後は，他の 3 タイプの抽出条件の検討
を行うとともに，抽出した土石流化する崩壊が発生す
る可能性のある危険箇所を対象にした無限長斜面安定
解析の実行による妥当性の検証，さらに兵庫県全域に
展開できる手法の検討を行っていく予定である．
参考文献：
1) 沖村孝・鳥居宣之・尾崎幸忠・南部光広・原口勝
則：豪雨による土砂災害を対象としたリアルタイムハ
ザードシステムの構築，新砂防，63(6)，pp．4-12，2011.
2) 沖村孝ら：表層崩壊リアルタイムハザードシステ
ムの構築に際して生じた課題と対策(9）
，建設工学研究
所論文報告集，60，pp.29-43，2018．
3) 沖村ら：丹波市で発生した 0 次谷における崩壊、
土石流発生場の地形的特徴と発生メカニズム，建設工
学研究所論文報告集，62，pp.67-80，2020．
4) 木下ら：谷密度を指標とした流域スケールにおけ
る斜面崩壊危険度評価手法の検討，応用地質，第 59 巻，
第 6 号，472-484 頁，2019
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統計的手法を用いた熊本地震による斜面崩壊の特性解析
新潟大学大学院自然科学研究科 〇辺春 あすか
新潟大学農学部 権田 豊
対象範囲内に 10,000 点前後となるように作成したポ

1 はじめに
近年の大地震の際には，斜面崩壊が多発し甚大な被

イントデータと ArcGIS Pro 上で重ね合わせて，各環

害が生じている．こうした被害を減らすためには，地

境因子の統計情報を抽出し，崩壊と各因子の関係を解

震によって発生する崩壊の規模や発生箇所を事前に

析した．さらに，数量化理論Ⅱ類により各因子の崩壊

予測し，ハザードマップを作成・周知することが重要

発生への寄与度を評価した．

である．地震による崩壊のハザードマップの作成には， 3．解析結果
崩壊発生危険度の評価式が必要であるが，汎用性の高

傾斜角度は，白川流域では大きくなるほど崩壊占有
面積率が高くなった（図 1）．中央火口丘群では，傾斜

い評価式はまだ確立されていない．
千代田（2020）は，汎用性の高い評価式の確立を目

角度とともに崩壊占有面積率が高くなり，30°～40°

指し，2004 年に発生した①新潟県中越地震による崩

で極大となった（図 2）．また，傾斜方向は白川流域と

壊と②地すべり，③2018 年に発生した北海道胆振東

中央火口丘群のどちらも南東向きの斜面で崩壊占有

部地震による斜面崩壊を対象に統計的な解析を行い， 面積率が高くなった．地質は，どちらの対象範囲でも
地震による崩壊発生に寄与する環境因子を明らかに

火山由来の地質が多く分布し，溶岩や火砕岩といった

しようとした．その結果，①～③の全てに共通する因

地質で崩壊占有面積率が高くなった．植生は，白川流

子はみられなかったものの，崩壊の規模が類似するも

域では常緑広葉樹二次林，中央火口丘群では火山荒原

のの間には共通する因子が存在することが明らかに

植生・硫気孔原植生で崩壊占有面積率が高くなった．

なった．この結果は，崩壊の発生規模別であれば，汎

数量化理論Ⅱ類による解析では，多重共線性が発生

用性のある評価式が作成できる可能性を示唆してい

していると考えられた植生を除いて解析を行った．そ

る．

の結果，白川流域と中央火口丘群のどちらでも傾斜角

そこで，本研究では規模別の崩壊発生危険度評価式

度，地質，傾斜方向の順で崩壊発生への寄与が大きい

の確立可能性を検討することを目的とした．まず，熊

ことが分かった（図 3，図 4）
．

本地震による斜面崩壊を GIS や統計的な手法を用い

4．考察

て解析し，崩壊に寄与する要因やその寄与度を求めた．

今回は環境の異なる 2 地点を対象範囲としたが，崩

そして，得られた結果を千代田（2020）の研究の成果

壊発生に関与する因子やその階級値に共通点が多く

と比較して，崩壊規模と崩壊発生寄与度が大きい因子

みられた．その中でも特に，傾斜角度と傾斜方向につ

の関係について考察した．

いてはどちらの対象範囲でも特定のカテゴリで崩壊

2．研究対象地及び解析方法

占有面積率が高くなるなど顕著な傾向がある．これは，

本研究では，2016 年の熊本地震により阿蘇山周辺

熊本地震により崩壊が発生したエリアに共通の特性

で発生した斜面崩壊を対象とした．解析対象範囲を， と推測される．
崩壊が多発した白川河岸の斜面と阿蘇山中央火口丘

ここで，千代田（2020）が行った，新潟県中越地震

群に各 1 箇所設定した．解析には，国土地理院の 10 m

と北海道胆振東部地震による崩壊・地すべりの研究結

メッシュの DEM から作成した傾斜角度，傾斜方向， 果と本研究の結果を比較する．千代田（2020）は，崩
断面曲率，平面曲率のデータと，産業技術総合研究所

壊規模が比較的小さい中越地震による崩壊では，傾斜

地質総合センター発行の地質図，環境省自然環境局生

角度が最も崩壊への寄与が高い因子であり，崩壊規模

物多様性センター発行の植生図から作成した地質と

が比較的大きい胆振東部地震の崩壊では，傾斜方向と

植生データ，九州地方環境事務所が公開している崩壊

次いで傾斜角度が最も寄与が高く，これらが崩壊発生

分布データの 7 因子を用いた．これらのデータを，各

に寄与する主要な因子あると述べている．
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本研究の 2 箇所の対象範囲における崩壊地の平均

引用文献

面積は，白川流域は崩壊規模が比較的小さく，中央火

千代田和馬（2020）
：新潟県中越地震・北海道胆振東部

口丘群では崩壊規模が比較的大きくなっており，中越

地震における崩壊特性の比較，2020 年度新潟大学卒

地震による崩壊と胆振東部地震による崩壊規模の中

業論文，93pp

今回の解析対象地においても，規模の小さい崩壊で
は傾斜角度が，規模の大きい崩壊では傾斜方向が崩壊
発生に寄与する主要な因子として挙げられており，崩
壊の規模が類似するものの間には共通する因子が存
在するという，千代田（2020）の説と調和的な結果と

25

崩壊占有面積率（％）

間に位置している（図 5）
．

崩壊占有面積率（％）

20
15
10
5
0

なっている．

～10

5．おわりに

図1

における崩壊地の特性を解析し，先行研究の結果と比
較をすることで，3 つの地震による崩壊に共通する特
性を検討した．解析の結果から，規模が類似する熊本
地震における崩壊，中越地震の崩壊及び胆振東部地震
の崩壊の間には複数の共通した特性がみられた．今後

崩壊占有面積率（％）

本研究では，GIS や統計的な手法を用いて熊本地震

25

崩壊占有面積率（％）
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5

0
～10

遍性を検証したい．さらに，崩壊の素因のみではなく
地震の加速度方向といった崩壊の誘因を加えて解析
を行うことで，再現性を高め，より精度の高い危険度
評価式の作成を図ることも必要だと言える．

平均崩壊面積（ha）

類似するものは共通する因子をもつという仮説の普

50～

傾斜角度（°）
白川流域の傾斜角度分類における崩壊占有面積率（％）

20

は，今回の解析で崩壊発生への寄与が大きいと分かっ
た因子についてさらに詳しく解析を進め，崩壊規模が
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図2
2

1

0
中越 崩壊地 熊本 崩壊地 熊本 崩壊地 胆振 崩壊地
(白川流域) (中央火口丘群)

図5

図3

数量化理論Ⅱ類による解析結果（白川流域）

図4
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中越
地すべり地

各対象地の平均崩壊面積（ha）

数量化理論Ⅱ類による解析結果（中央火口丘群）
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広葉樹を対象とした樹高，密度情報から求めた樹木根系の崩壊防止力と斜面安定度の評価検討事例
－六甲山頂エリアを対象にして－

(株)ダイヤコンサルタント
○宮林
兵庫県農政環境部農林水産部治山課
村上
兵庫県神戸県民センター六甲治山事務所 前嶋
兵庫県神戸県民センター六甲治山事務所 林
(株)ダイヤコンサルタント 根本 信行・岡崎
高橋 良輔・鏡原

周平
晴茂
昭
一郎
敬祐
聖史

1. はじめに
近年，激しい豪雨によって土砂災害が頻繁に発生して
いる。土砂災害の中でも斜面表層の土砂地盤が崩壊す
る表層崩壊箇所では，滑落崖に多くの水平根の露出が
認められ，破断またはゴボウ状に引っ張られた形跡が
ある。このことから，山腹斜面表層部では，豪雨等によ
り発生する表層崩壊に対して，樹木根系による崩壊防
止力があると推察される。
本稿では，広葉樹林が分布している六甲山上を対象と
して，表層崩壊箇所周辺(崩壊面ならびに未崩壊斜面)
の地盤調査や植生情報ならびに樹木根系の分布，引抜
き試験などの調査を実施して，樹木根系の崩壊防止力
について検討を行った。また，既往文献を参考に航空レ
ーザ計測データ（以降，LP データ）を用いて樹木の樹
高，密度，胸高直径などの情報を推定して，樹木根系の
崩壊防止力を算定した。LP データから推定したさまざ
まな情報を現地で実測した情報と比較，補正しながら，
広域の樹木根系の崩壊防止力を推定した。その結果を
もとに崩壊箇所における樹木根系の崩壊防止力と斜面
の安定度について考察を加えたので報告する。
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図 1 解析対象範囲とサンプル箇所（基盤図：植生図）

崩壊地周辺ならびに代表林分において，立木調査を 6
箇所，根系分布，根系引き抜き試験を B,E,F の 3 箇所
で実施した（図 1 参照）。根系分布調査は，トレンチ掘
削を行い，根系の直径と本数を計測した。その結果，根
系分布は，GL-0.6m～-1.0m の比較的深い深度において
も分布していたが，GL-0.6m までの深度に全体の 80%以
上の根系が分布していることが確認できた。また，根系
の引抜き試験は，根系分布調査箇所周辺で，アカマツ，
コナラの根系について行った。樹種によらず，根系の直
径が大きくなるにつれて引抜き抵抗力が増加する傾向
を示した。この結果を北原 1) による引抜き抵抗力の回
帰式と比較すると，樹種別の根系直径と引抜き抵抗力
の関係は概ね整合する結果となった。一連の現地調査
から，調査地の樹木根系の直径ごとの引き抜き抵抗力
を求め，本数で積算し，単位面積当たりの樹木根系の崩
壊防止力を算定した（図 4 参照）。

出できなかったため，本検討では樹高 5m 以上の樹木を
対象に検討を進めた。また，現地における樹高 5m 以上
の立木の樹間距離は概ね 0.5m 以上であったため，ラス
タデータのメッシュサイズは 0.5m とした。
樹木密度は，LP データより，地物表面(DSM)と地表
(DTM)の差分(DCM)を算出し，差分値が周辺のピークと
なる箇所を検索窓の形状やサイズを変えて求めた。解
析で求めた樹木密度と現地で計測した樹木密度と最も
相関が良い結果となったものを図 2 に示した。この図
から解析の結果より現地での樹木が多いことがわかる。
これは樹高 5m 以上を対象としたが，解析では樹冠に隠
れた樹高 5m 以上の樹木があるため，解析の結果が実際
の本数より少なくなったものと推察される。次に，樹高
についても同様の検討を行った。結果を図 3 に示した。
この結果，平均樹高は，解析値の方が高くなっている．
これは，樹冠に隠れた樹木の樹高が評価されなかった
ためと考えられる。
現地との整合については，今後の課題であると考える
が，今回の検討では，現地の結果と概ね一致するように
解析結果に係数を考慮して補正することとした。

3. 広域情報を基にした樹木の評価

4. 樹木根系の土砂崩壊防止機能の評価

2. 立木調査ならびに根系分布調査

2)

LP データを用いた樹高等データ作成マニュアル を
参考に樹木の樹高，密度等のデータを作成した。立木調
査では，樹高の低い樹種についても調査できるが，LP デ
ータから作成できる地物表面(DSM)では，下層植生が抽
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樹木根系の崩壊防止力(Δc)は，樹木の胸高直径に比
例すると報告 3)されている。この考え方を参考に当該地
域の樹木根系の崩壊防止力を試算した。試算に当たっ

広葉樹(全般)

： Δc = 0.00198 ( D / X ) 2.8

3)林野庁：森林の持つ崩壊防止力に関する評価は林野
庁委託業務報告書,2017.
4)沖村孝ら：土砂災害を対象としたリアルタイムハザ
ードシステムの構築，平成 22 年度砂防学会研究発表会
概要集，2010.
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て，立木調査結果から樹高と胸高直径の相関式を主要
な樹種ごとに設定した。LP データからの整理では，広
葉樹林であり，樹種ごとの整理ができないことから概
略的な評価となるが，調査地が植生図の区分であるコ
ナラーアベマキ群集，アカマツ-モチツツジ群集を代表
すると考え，調査地のコナラ，アカマツの樹高と胸高直
径の関係式を作成し，LP データから求めた解析の平均
樹高から平均的な胸高直径を推定した。結果，ばらつき
があるものの概ね線形関係となる結果を得た。
以上の整理から，LP データに基づき，樹木根系の崩壊
防止力Δc を算定は文献 3)を参照して次式を用いた。
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図 2 現地計測樹木本数と解析樹木本数
樹高さ(m）セル1.5m

解析(m）

ここで，Δc は樹木根系による崩壊防止力(kN/m2)，D
は胸高直径(cm)，X は立木中央からの距離(m)である。
解析から求めた広葉樹の樹木根系による崩壊防止力
と現地トレンチで調査した根系の直径と引抜き抵抗の
関係から求めた樹木根系の崩壊防止力を本数分で積算
し，断面積あたりの崩壊防止力を算定し，図 4 に示し
た。両者は線形的な関係となるものの解析値から推定
したものと比較して，現地で調査した結果から求めた
樹木根系の崩壊防止力のほうが大きい結果となった。
この違いについては，先に示した算定式の条件などを
更に確認，分析が必要であると考えている。
ここでは，樹木根系の土砂崩壊防止機能と斜面安定度
の評価斜面安定度評価をおこなうため，現地調査結果
に一致するように係数を用いて評価することとした。
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5. 樹木根系の崩壊防止力と斜面安定度の評価
当該地域においては，兵庫県の箇所別土砂災害危険度
予測システムが運用 4)されている。このシステムにおい
て，平成 30(2018)年 7 月豪雨によって発生した崩壊地
周辺における安全率の最小値と本検討で推定した樹木
根系の崩壊防止力Δc の関係を図 5 に示した。この図に
示すように，崩壊箇所は，樹木根系による崩壊防止力が
10ｋN/m2 以下で，斜面の安全率が 1.05 以下のところで
崩壊が多く発生しているように見て取れる。
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図 3 現地計測平均樹高と解析平均樹高

6. まとめと今後の課題
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図 4 トレンチ調査から求めたΔc と解析から求めたΔc
1.20

1.15
INSSAM最小安全率

一連の検討の結果，LP データから樹木情報を解析的に
求めることで，樹木根系の崩壊防止力を算定した。解析
の結果は，少ない調査結果との対比であるが，良い相関
を示した。また，平成 30(2018)年 7 月豪雨によって発
生した崩壊地は，斜面の安全率が低く，樹木根系の崩壊
防止力も小さい箇所で多い結果となっていた。
今回の検討では，広葉樹林である六甲山の森林を，複
数箇所の調査結果をもとに広域の検討を進めた。今後
は，サンプル箇所を増やし，改良して，精度を高める方
法を検討するとともに，今後の豪雨時に発生した崩壊
地と比較して検証する必要がある。
参考文献：
1) 北 原 曜 ： 森 林 根 系 の 崩 壊 防 止 機 能 ， 水 利 科
学,NO.311,PP.11-37,2010．
2)国土交通省国土地理院：航空レーザ測量データを用
いた樹高等データ作成マニュアル,2015.
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図 5 崩壊地周辺における最小安全率と崩壊防止力の関係
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姶良カルデラ壁における地下水型崩壊発生の予測
鹿児島大学農学部 ○由永 尚暉・地頭薗 隆・天野 祐一朗・白藤 雄也
クロスエンジニアリング 清﨑 淳子
１．はじめに
鹿児島県の姶良カルデラ壁では，2015 年垂水市深港，1977 年鹿児島市竜ヶ水など，地下水型崩壊（深
い地下水が関与した崩壊）が発生している。このタイプは，地形情報だけでは発生場所の特定ができず，
また雨が止んで時間が経過してから発生することがあり，警戒避難対応も困難であることが多い。そこ
で，渓流水の流量や電気伝導度を測定して地下水集中箇所を抽出し，崩壊発生危険箇所を絞り込む方法
と地下水集中箇所において湧水流量を監視して崩壊発生の警戒対応を行う方法を提案している（地頭薗，
2014；地頭薗ら，2014）
。ここでは，この方法を姶良カルデラ壁に適用した結果を報告する。
２．地下水型崩壊の危険箇所抽出と警戒対応の方法
カルデラ壁に小流域を設定して，降雨が一週間以上なかっ
た後に渓流水が伏流していない箇所で渓流水の流量と電気伝
導度（EC）を測定する（図１の A）
。EC は渓流水中の溶存イ
オンの総量であり，地下水が流動する過程で岩石から溶出す
るイオンを取り込むことから，地下水を多く含む渓流は EC
が高くなる。渓流水 EC が高くて比流量が大きい流域は，地
形的流域界を越えて深い地下水が流域内に流入している可能
性があり，地下水型崩壊の恐れのある流域として抽出する。
次に，抽出された流域内で湧水を調査する（図１の B）
。湧水
流量が多い斜面の背後には地下水が集中する地下構造が推定
される。このような斜面では地質構造，風化度等を調査して
地下水型崩壊の危険性を判断する。またその湧水流量は地下
水型崩壊の警戒避難対応の指標に活用する（図１の C）。
図１ 地下水型崩壊の危険箇所抽出と警戒対応
３．地下水型崩壊の危険箇所の抽出
姶良カルデラの調査渓流は西壁 61 流域（面積 0.01～0.57km2，平均 0.08km2）および東壁 80 流域
（面積 0.01～7.86km2，平均 0.59km2）である。小流域の下流端で測定した基底比流量の平均値は西壁
0.013m3/s/km2 および東壁 0.019m3/s/km2 であった。
図２は，
地形的流域界を越えて地下水が集中している流域を抽出する基準を 0.01m3/s/km2 以上とし，
その 2 倍，3 倍，5 倍の値で流域区分したものである。0.01～0.02m3/s/km2 を示す渓流は西壁 11 箇所
および東壁 16 箇所，同様に 0.02～0.03m3/s/km2 は 5 箇所および 6 箇所，0.03～0.05m3/s/km2 は 0 箇
所および 5 箇所，0.05 以上 m3/s/km2 は 3 箇所および 9 箇所あり，後者ほど地下水の集中度が高い流域
と判断される。また，流域面積が数 km2 のやや大きな流域については流域内にさらに小流域を設定する
と地下水が集中している流域を絞ることができ，図３は東壁の仏石川流域の例である。
図４は，西壁の竜ヶ水地区の湧水調査の結果である。No.32 流域は 1977 年に地下水型崩壊が発生し
た流域であり，標高 214m 付近の花倉層の上位の溶結凝灰岩の割目から多量の湧水がみられ，湧水の流
量と EC は 0.8L/s，14mS/m であった。No.32 流域の下流端で測定した渓流水の流量と EC は 0.8L/s，
13mS/m であり，流域の基底流量は崩壊地からの湧水に依存していることがわかる。No.32 流域の 1977
年崩壊斜面の背後には地下水が集中する地下構造が推定され，湧水付近の侵食が進んで上部層が不安定
になると再び崩壊が起こる可能性がある。No.30 流域では，標高 197m 付近の溶結凝灰岩の割目からの
湧水は少なく，標高 78m 付近の安山岩の割目から多量の湧水が見られた。No.32 流域と No.30 流域は
隣接しているが，多量の地下水が湧出している地層は異なり，地下水を集水する地下構造も異なること
が推定され，地下水が関与する崩壊タイプも異なると考えられる。今後，調査流域を増やして検討する。
姶良カルデラ壁で見出された湧水点の 2 箇所において，湧水センサーによる観測を行っている。解析
結果は本発表会の「天野祐一朗ら：火山性地質の地域における地下水型崩壊発生の警戒対応」で報告し
ている。
末筆であるが，本研究の一部は，国土交通省河川砂防技術研究開発制度および公益財団法人鹿児島県
建設技術センター地域づくり助成事業によるものである。ここに記して謝意を表します。
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図２ 姶良カルデラ壁における流域への地下水集中度分布

図３ 仏石川（3.52km2）に設定した小流域の調査結果
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図４ 竜ヶ水地区流域の湧水調査結果
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神戸市北区有野町を対象にした土壌水分計測と飽和・不飽和浸透流解析による評価の事例
株式会社ダイヤコンサルタント
兵庫県森林林業技術センター
株式会社ダイヤコンサルタント

１. はじめに
近年、土砂災害が多発しており、その中でも降雨に
起因する表層崩壊の割合が最も高い。この崩壊メカニ
ズムは、降雨により土壌内の飽和度が上昇することに
より自重の増加、過剰間隙水圧の上昇、サクションが
低下することによる土の見かけの粘着力の低下などの
影響によって不安定化して発生すると考えられる。し
かしながら崩壊時の地盤内の水分状況を観測した事例
は少ないのが実態である。そこで、本稿では、表層崩
壊発生後、被覆工により保護を行っている斜面で雨
量、土壌水分の計測を行い、その結果を基に飽和・不
飽和浸透特性を把握して豪雨時の土壌水分状態を再現
した。

〇高橋
藤堂
鏡原
柳田
安田

良輔
千景
聖史・坂東 聡
寛 ・岡崎 敬佑
涼

流解析を行った。
表 1 浸透パラメータ
地盤区分
A0
表層
A層
B層
基盤層

地層名

透水係数(m/s)

水平Kh
植生層
5.0E-05
崩壊地内表層 1.0E-04
崩壊土層
崩壊土層
基盤層

1.0E-04
1.0E-04
-

備考
鉛直Kv
5.0E-05 自然状態の表層0.1m
1.0E-04 崩壊範囲の表層0.1m（ゆるみを考慮）
1.0E-06 根系進入あり
1.0E-06 根系進入なし
不透水

２. 調査概要
調査地は兵庫県神戸市北区有野町唐櫃にある崩壊地
である。調査地の地質は六甲花崗岩で表層部分はマサ
化している。図 1 に調査地の平面図を示す。崩壊地は
幅 8m、深さ 1.0m 程度の H26 年豪雨で崩れた崩壊地
で現在崩壊地内は被覆工で保護されている。
調査地では、透水試験を行うため滑落崖において崩壊
土層の乱れの少ない試料を採取した。また、地盤内の水
分状態を把握するため崩壊地の滑落崖上部（C-2）、崩壊
地内部の被覆工設置箇所（C-1）に土壌水分センサ（EC5、meter 社製）を、崩壊地の下部に雨量計測のための
気象観測装置（POTEKA、明星電気社）を設置した。
サンプリング

図 2 浸透流解析モデル
C-2

C-1

図 3-a 飽和度コンター（初期値）

被覆工

C-2

C-2
崩壊地

C-1
C-1

気象観測装置

図 3-b 飽和度コンター（降雨後）

図 1 調査地平面図

３．室内試験結果および浸透流解析結果
本調査地での浸透流解析モデルを図 2 に示す。浸透
流解析モデルは、簡易動的コーン貫入試験、現地踏査結
果などから判断し、図 2 に示す 5 層に分類した。
安田ら 1)によると、本調査地周辺の崩壊地で浸透流解
析を行い、室内試験値透水係数を基に、崩壊土層の透水
係数に異方性を持たせることで実測の土壌水分センサ
の挙動と調和的な挙動を示すとしている。表 1 にこの
ときの浸透パラメータを示す。この数値をもとに、観測
期間中で雨量が多かった 2020 年 7 月梅雨時期で浸透
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浸透流解析は飽和・不飽和浸透流解析（解析コード：
Dtransu-2D・EL）2)を用いて 2020 年 7 月 4 日～2020
年 7 月 15 日までの雨量を入力し地盤状態の再現解析を
行った。なお、土壌水分センサの実測値は個体差が大き
いことから、絶対値での議論はせずに相対的な変化に
のみ着目している。図 2 に浸透流解析モデルを示す。
図 3-a,b に降雨前後の飽和度コンターを、図 4 に体積含
水率の時系列変化（解析と実測の比較）を示す。図 3a,b によると、降雨前後どちらも土層全体の飽和度が高
い状態が続いている。図 4 を見ると、C-1 の実測体積含

水率上昇が局所的である一方、解析値では高い含水率
を維持している。

C-2

C-1 崩壊地滑落崖上部

C-1

図 5-b 飽和度コンター（降雨後）

C-2 崩壊地被覆工内部

C-1 崩壊地滑落崖上部

C-2 崩壊地被覆工内部

図 4 体積含水率の時間変化（実測と解析）

４．現地観測をもとにした浸透流解析結果
室内試験を基にした透水係数で浸透流解析を行うと、
実際の観測結果に比べ高い飽和度が得られた。そこで、
10 分間雨量観測時間から土壌水分センサの反応までに
かかる経過時間を浸透時間と考え、透水係数を推定し
た。その結果、透水係数は 1.0×10-3m/s となった。こ
の数値を基に異方性を考慮しつつ、現地計測値の体積
含水率変化に整合するよう透水係数を試行錯誤的に調
整し、表 2 の数値を採用した。
表 2 修正浸透パラメータ
地盤区分
A0
表層
A層
B層
基盤層

地層名

透水係数(m/s)

水平Kh
植生層
1.0E-02
崩壊地内表層 1.0E-03
崩壊土層
崩壊土層
基盤層

1.0E-02
1.0E-03
-

備考
鉛直Kv
1.0E-03 自然状態の表層0.1m
1.0E-03 崩壊範囲の表層0.1m（ゆるみを考慮）
1.0E-03 根系進入あり（異方性考慮）
1.0E-03 根系進入なし（異方性考慮）
不透水

図 5-a,b に降雨後の飽和度コンターを、図 6 に体積含
水率の時系列変化（解析と実測の比較）を示す。透水係
数を大きくしたため、初期、降雨後ともに土層全体の飽
和度が小さくなってるのが確認できる。また、図 6 に
示す体積含水率の比較を見ると、C-2 については解析値
が実測の体積含水率の挙動を高い精度で再現できてい
る。
、C-1 は室内試験値を基にしたパラメータに比べて
実測に近い挙動になっているが、排水過程の挙動に実
測と差異が残る結果となった。
C-2

図 6 体積含水率の時間変化（実測と解析）

５．おわりに
崩壊地の地盤内の水分状況を浸透流解析により再現
するにあたり、室内試験結果を基にした透水係数に比
べ、降雨と体積含水率の実測データから推定した透水
係数（室内試験値の 10 倍）の方が高い精度で水分状況
を再現できた。これは、解析上は各層毎に均質だと仮定
し等価な透水係数を設定しているのに対し、実際の地
盤は不均質で、透水係数が大きい水みちを浸透水が流
れるためと考えられる。ただし、今回は体積含水率の絶
対値は議論出来ていない。今後、水圧センサなどを併用
して絶対値を把握できれば、浸透流解析のさらなる精
度向上ができると考えられる。

謝辞：本報告をまとめるに当たり、神戸市農協組合、兵
庫県森林林業技術センター、兵庫県六甲治山事務所、公
益社団法人地盤工学会関西支部「斜面災害のリスク低
減に関する委員会」部会 2、WG2 メンバーの関係各位
にご協力いただいた。ここに記して、厚く御礼申し上げ
る。

参考文献
1)安田ら：現地計測に基づく斜面崩壊時の飽和度分布の
推定、技術フォーラム 2020、
【19】
2)西垣ら：飽和・不飽和領域における物質移動を伴う密
度依存地下水流の数値解析手法に関する研究、土木学
会論文集、No.511、Ⅲ-30、pp.135-144、1995

C-1

図 5-a 飽和度コンター（初期値）
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京都府南丹地域における斜面崩壊地の特徴と崩壊・非崩壊の判定
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〇松田紋佳

三好岩生

京都府農林水産技術センター

守山忠利

はじめに
近年，流木災害が顕在化し，大きな問題となっている。流木災害対策のため

には，流木の発生源を把握しておくことが重要であり，主な流木の発生源の１
つは斜面崩壊である。斜面崩壊地の地形について数量化Ⅱ類による解析を行っ
た既往研究（笠ら，1992：相浦，1993）があり，地形要因と崩壊の相互関係
を検討されてきた。しかし，これらの既往研究の多くは解析範囲が狭域であり，
その解析によって得られた特徴をその他の地域に適用できるかは定かでない。
また，広域の解析を行った既往研究も存在するが（北園ら，2001），斜面崩壊
が発生した災害の事例が少ない。
そこで，本研究では，GIS を用いて，京都府南丹地域で発生した多数の斜面

図-1

解析対象範囲

崩壊地の地形を解析することにより，流木の発生源の地形の広域的な特徴を把
握することを目的とした。また，それによって得られた地形要素と地質，植生
のデータを用いた数量化Ⅱ類による解析を行い，南丹地域における，斜面崩壊
と地形要素の相互関係について検討した。

2.

解析方法

2.1 解析対象
解析対象とした斜面崩壊地は，南丹地域において平成 16 年から令和 2 年

写真-1

斜面崩壊地の様子

に発生した 75 個の斜面崩壊地である（写真-1）。ただし，本研究における南
丹地域とは，南丹広域振興局管内の亀岡市・南丹市・京丹波町の範囲である（図-1）
。斜面崩壊地の多くは，台風
による豪雨時に発生したものであった。
1.2 解析方法
国土地理院の公開している，10ｍメッシュの DEM データをもとに GIS を用いた地形解析を行った。GIS により
斜面崩壊地の画像データに位置情報を付与し，このデータをもとに斜面崩壊地のポリゴンを作成した。崩壊地と集
水域内の地形要素 7 種類，その他斜面を構成する要素として地質，植生について，崩壊地の地形の特徴を分析した。
さらに，集水域およびメッシュを単位として，７種類の地形要素と地質，植生の計 9 種類をアイテムとして，数量
化Ⅱ類による解析を行い，崩壊地と非崩壊地の判別を試みた。集水域を単位とした解析では，2 次メッシュ 2 つ分
の範囲（およそ 100 ㎢）に含まれる集水域について解析を行った。メッシュを単位とした解析では，集水域を単位
とした解析に用いた集水域のうち 3 つに含まれるメッシュについて解析を行った。また，本研究で用いた植生のデ
ータは，環境庁が行った環境保全基礎調査植生調査の成果物を，地質のデータは，産業技術総合研究所の公開して
いる 20 万分の１シームレス地質図を用いた。

3.

解析結果・考察

3.1 地形解析
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GIS による解析の結果より，ヒストグラムによる傾向の読み取りを行った結果，傾斜角が大きい斜面のうち，起
伏量が大きく，累積流量が小さい谷地形に多く斜面崩壊が発生したことが示された。また，崩壊面積の小さい，小
規模な崩壊地が多くを占めた。南丹地域においては，傾斜角の大きな源頭部で，小規模な表層崩壊が発生したと示
された。
3.2 数量化Ⅱ類による解析
集水域を単位として数量化Ⅱ類の解析を行った結果，説明変数

表-1

説明変数ごとの目的変数との
偏相関係数

ごとの偏相関係数は，降順に並べると表-1 のようになった。地質
では付加コンプレックス，植生では常緑針葉樹が，集水域内で崩
壊地が存在する方向にはたらき，また地形として，集水域内の傾
斜が大きいことが，崩壊地が存在する方向にはたらくと示された。
また，地質や傾斜方向が，崩壊の有無に大きく影響を与えていた
要因は，特定の地質構造が崩壊の判定に影響を及ぼしたためだと
考えられる。また，判別的中率は 76.7％であり，良い判定率であ
ると考えられる。しかし，集水域を単位とし，数量化Ⅱ類を用い
た解析は既往研究に無いため，他との比較は困難である。
メッシュを単位として数量化Ⅱ類の解析を行った結果，説明変
数ごとの偏相関係数は，降順に並べると表-2 のようになった。植
生では伐採跡地群落，地質では付加コンプレックスが崩壊メッシ
ュである方向にはたらき，また地形として，凹地形であることが
崩壊メッシュである方向にはたらくと示された。また，地質と傾

表 -2

説明変数ごとの目的変数との
偏相関係数

説明変数

偏相関係数

斜方向が，崩壊メッシュであるかどうかに影響を与えていたため，

植生

0.137

特定の地質構造が崩壊の判定に影響を及ぼしたためだと考えられ

地質

0.125

傾斜方向

0.114

曲率

0.080

を高めることはできなかったが，判定精度を高められなかった要

起伏量

0.074

因として，既往研究に比べて解析範囲が広域であるためだと考え

TPI

0.043

傾斜角

0.032

累積流量

0.028

る。また，判別的中率は 75.3％であった。既往研究より判定精度

られる。

4.

おわりに
崩壊・非崩壊について，ヒストグラムによる傾向分析と，数量化Ⅱ類による解析を行った。
崩壊地の地形について，広域における解析を行った結果，汎用性のある傾向を得ることができたと考えられる。

一方で，数量化Ⅱ類のような詳細な解析を広域において行うには，大容量のコンピューターやソフトを用いること
で可能になると示された。

参考文献

・相浦英春（1993）：ブナ林の皆伐及び針葉樹の造林が行われた多雪山地に発生した表層崩壊地の分布と地形要因
の関係，日本林学会誌，Vol.75，No.3，p.208-215
・笠博義ら（1992）
：異なった斜面崩壊のタイプに対する斜面崩壊予測システムの適用性の研究，土木学会論文集，
No.444，p.11-20
・北園芳人ら（2001）
：地盤情報データベースの作成と斜面崩壊予測への応用，自然災害科学会，Vol.20，No.1，
p.75-87
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平成 30 年 7 月豪雨災害を事例とした強度差分 SAR 画像による崩壊地判読の精度の検証
中電技術コンサルタント株式会社

１．はじめに

〇鹿瀬一希

岩田直樹

荒木義則

山口大学

清水則一

本検討では，精度検証のために SAR 画像のピクセルサ

近年，降雨や雲の影響，また，昼夜を問わずに観測可

イズの変更，および後方散乱係数の差分に対して閾値

能な合成開口レーダ（以下，SAR）による土砂災害判読

設定してその影響を調べた。なお，レイオーバ，シャド

手法が注目されており，災害時の効果的な活用を目指

ーにより SAR 画像の判読が困難な領域については，判

している 1)。これは，災害前後の SAR 画像から被災箇

読不能領域として取り除いた。

所において後方散乱特性が変化することに着目した手

表-2

評価方法のイメージ

法であり，大規模な地すべりを対象とした検討が多く，
小規模な表層崩壊の抽出は困難なため，精度検証を行

A:実際に崩壊した箇所
B:SARで判読した箇所

A

判読率

った事例は少ない。

B

判読率=B/A

本検討では，表層崩壊に対する判読精度を検証する
ため，衛星進行方向，SAR 画像のピクセルサイズ，後
方散乱係数の閾値を検討することによって SAR の判読

誤判読率
D

結果にどのような影響があるのか航空写真判読結果と
比較を行い，定量的な評価を実施した。また，地形デー
タを用いた精度向上についても検討を実施した。

C:実際に崩壊していない箇所
D:SARで判読した箇所

C

誤判読率=C/D

A

C

的中率

B

２．検討方法と条件

的中率=B/(B+D)

検討場所は，平成 30 年 7 月豪雨で多数の表層崩壊が
発生した広島県安芸郡坂町周辺の計 28 箇所の流域を対

D

３．判読率・誤判読率・的中率による評価

象とした。本検討では，衛星が南から北に向かう軌道

検討結果一覧を表-3 に示す。衛星進行方向で比較す

（Ascending）と北から南に向かう軌道（Descending）に

ると，Descending の的中率が全体的に高く，ピクセルサ

よる衛星進行方向による結果の違いを検討するため，

イズ，閾値が小さいほど，判読率，誤判読率ともに高く

表-1 に示す ALOS-2/PALSAR-2 の通常観測データを用

なる傾向を示した。また，評価結果を図-1 に示す。ピ

いて，SAR 画像の（災害前－災害後）の後方散乱係数

クセルサイズ 5m，また閾値±2.0dB で判読率と誤判読

（dB）の差分を抽出した。実際に崩壊または堆積した

率の差が最も大きい。ここで表-3 の赤枠に示す最も的

箇所（以下，崩壊地）は，災害発生前後の航空写真判読

中率の高かった Descending のピクセルサイズ 10m，閾

の結果を用いた。

値±2.0dB としたときの抽出数は，崩壊地（判読箇所）

表-1
衛星進行方向
Ascending
(北行軌道)
Descending
(南行軌道)

で 1805 個，崩壊地でない箇所（誤判読箇所）が 14164

SAR 画像観測諸元

観測日 オフナディア角 撮影方向
2018/3/17
右
32.4°
(東向き)
2018/7/21
2018/6/20
右
35.4°
(西向き)
2018/8/29

評価方法は SAR 画像によって判読ができた箇所の
崩壊地に対する割合を判読率，SAR 画像によって誤判

個となり，判読箇所に対して誤判読箇所が多いことか
ら災害発生時に正確な判断ができない可能性がある。
表-3
項目

2.5

5

を的中率として評価した（表-2）。すなわち，的中率が
高いほど正確に崩壊地の判読ができていることになる。

- 541 -

Descending

ピクセル
閾値
判読率 誤判読率 的中率 判読率 誤判読率 的中率
サイズ(m) (±dB)
61%
61%
3%
71%
63%
5%
1.0

読した箇所の崩壊地ではない箇所に対する割合を誤判
読率，SAR の判読結果の内，崩壊地を判読できた割合

検討結果一覧

Ascending

10

1.5

44%

45%

3%

58%

47%

5%

2.0

31%

31%

3%

46%

34%

6%

1.0

61%

54%

6%

66%

56%

7%

1.5

44%

36%

6%

51%

39%

7%

2.0

32%

23%

7%

38%

26%

8%

1.0

58%

52%

8%

61%

54%

9%

1.5

41%

34%

9%

44%

36%

10%

2.0

27%

21%

10%

31%

22%

11%

誤判読率

的中率

判読率

70

閾値:±2.0dB

誤判読率

的中率

ピクセルサイズ:10m

60

割合(%)

割合(%)

判読率

80
70
60
50
40
30
20
10
0

す。赤い箇所が SAR の抽出結果で，青い箇所が航空写
真判読による崩壊地である。このように対象とした流
域全体に赤い箇所が点在しており，SAR の解析結果の

50
40

みでの判読は難しいと考えられる。

30
20
10
0

0

2.5

5

7.5

10

12.5

0.5

ピクセルサイズ(m)

図-1

1

1.5

2

2.5

閾値(±dB)

評価結果（Descending）

４．地形データによる的中率向上検討
SAR 画像のみでは的中率が低いため，他の条件を加
えて崩壊地の抽出を向上させることを考えた。ここで
は，地形データ情報のうち，斜面の傾斜，傾斜方位，ま
た，ラプラシアン 2)を用いて的中率の検討を実施した。
ラプラシアンとは，地形の凹凸を表す指標であり，+が
凹地形，－が凸地形を示す。対象領域において崩壊地と

■:SAR 結果
■:崩壊地
―:流域界

他の領域における斜面の傾斜と傾斜方位に違いは見ら
れなかった。一方で，ラプラシアンを用いると図-2 に
示すように対象領域全体で凸地形が多く，崩壊箇所で
凹地形が多く分布していることが分かった。これは，降
雨により集水および流出した箇所がラプラシアンの凹
地形で抽出されていることが要因として考えられる。
そこで本検討では，ラプラシアンの凹地形に着目して
抽出を行った。

度数(全体)

8000
6000
4000
2000

⇒

図-2

⇒正：凹地形
0
ラプラシアン

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

度数（崩壊箇所）

全体
崩壊

10000

負：凸地形

図-3

抽出結果(Descending,10m,±2dB，ﾗﾌﾟﾗｼｱﾝ>0)

５．おわりに
広島県安芸郡坂町を対象とした SAR による崩壊地判
読の結果より，以下の知見が得られた。
1)

SAR 画像のピクセルサイズ，閾値を小さくすると
判読率が向上するが，同時に誤判読率も上昇する。

12000

0

（出典：地理院タイルを加工して作成）

2)

SAR 画像のピクセルサイズ，閾値を大きくすると
的中率が上昇する。

3)

ラプラシアンの凹地形に着目して抽出を行うと的
中率が向上することが確認された。
本検討の結果，SAR データと地形量から崩壊地を判

読するためには，的中率が低く，課題が多い。今後は，

ラプラシアン分布図（全体，崩壊箇所）

検討は，表-3 で最も的中率の高かった Descending の

的中率向上のため，他の地形データを活用して分析を
行っていく予定である。
【謝辞】

ピクセルサイズ 10m，閾値±2.0dB に対して実施した。

判読に用いた航空写真データは，国土交通省中国地

ラプラシアンが＋（凹地形のみ）の抽出を行った結果，

方整備局広島西部山系砂防事務所から提供いただきま

判読率は 25%，誤判読率は 10%となり，的中率は 18%

した。ここに謝意を表します。

と向上した。
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ながる。しかし，的中率は 18%であるため，SAR によ
る 崩 壊 地 抽 出 精 度 は 決 し て 高 く は な い 。 図 -3 に
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六甲山系グリーンベルトにおけるナラ枯れ被害対策効果と被害の拡大予測
国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所 光永健男・辻田英幸・田村仁志
アジア航測株式会社 ○池田欣子・船越和也・山賀由貴・横田潤一郎
1.はじめに
ナラ枯れは，カシノナガキクイムシ（以下，「カシ
ナガ」と略記）が集団的にコナラ等のブナ科樹種に穿
入することで発生するナラ類の伝染病であり，六甲山
系では近年その被害が激化している．
六甲山系では，
「六甲山系グリーンベルト整備事業」
としてコナラを中心とした土砂災害に強い樹林整備
を進めているため，ナラ枯れによる集団枯死等の被害
拡大を防止するための防除対策を進めている．ここで
は，六甲山系グリーンベルト整備事業地（以下，
「六
甲 GB 事業地」と略記）でのナラ枯れ激害化の把握と
枯死抑制対策効果の検証結果を報告する．
2.六甲 GB 事業地とその周辺でのナラ枯れの推移
六甲 GB 事業地でのナラ枯れ被害は，平成 22 年度に
初めて確認されて以降，経年的に増加し，平成 29 年
度，30 年度には周辺地域も含めて 5,000 本近くまで
増加した．令和元年度に一旦減少し 1,000 本程度とな
ったが，令和 2 年度には約 3,000 本に増加した．
被害の分布状況をみると（図 1 参照），発生当初の
平成 26 年度から激害化が進行した平成 29 年度までは
西宮市や宝塚市，神戸市東灘区で被害が集中したが，
平成 30 年度には神戸市須磨区等でも局所的に被害が
進行し始めた．令和元年度には東側地域での被害は減
少し，神戸市灘区以西で被害の増加がみられた．令和
2 年度も同様の被害傾向がみられ，神戸市東灘区以東
では被害が収束傾向，神戸市灘区以西では激害化が進
行傾向であった．
平成 26 年

平成 30 年

令和２年

図1

六甲 GB 事業地とその周辺における
ナラ枯れ発生状況の推移

3.ナラ枯れ対策効果の検証
六甲 GB 事業地では，ナラ枯れ枯死木の急増を抑制
すること，人の利用への危険回避を確保することに留
意し，人の滞留や移動等，利用頻度の高い場所で集中
的な枯死木抑制対策を実施する方針で対策を進めて
きた.
ナラ枯れ対策の効果を把握するため，対策エリアと
未対策エリアで枯死木発生状況を比較した結果，対策
を実施した翌年には対策実施地区と未実施地区で枯
死木本数に 5 倍以上の開きが生じ，
「枯死木発生ピー
ク本数の抑制」
，
「枯死木大量発生期間の短縮」効果が
確認された（図 2 参照）.
対策なし

対策あり
6.00

5.46

5.08

本/ha

5.00

平成 28 年

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

図2
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3.08

0.00

0.15
0.19

H26

1.06

0.87

0.00

H27

対策実施
H28
H29

0.19

0.08
0.87

H30

R1

対策実施エリアと未対策エリアでの経年的な
枯死木発生状況

また，カシナガに穿入されたものの枯死に至らなか
ったナラ枯れ被害生存木は，一定期間，再度被害によ
るナラ枯れ枯死を抑制すると言われている．これを踏
まえ，被害がピークアウトしたエリアで,過去に確認
した被害生存木を対象として再度被害の発生状況を
確認した．その結果，再度被害による枯死率は平均
5.4％であるのに対し，六甲山系全体のサンプリング
調査での枯死率は 30.8％であった.六甲山系において
も，既往知見と同様，被害生存木の存在によって枯死
率が低く抑えられていると考えられる（図 3 参照）．

図3

図 5 六甲 GB 事業地内全メッシュと六甲 GB 事業地内
枯死木発生箇所の森林空間体積の頻度分布の比較

被害生存木の再度被害発生状況

4.ナラ枯れ被害激害化予測
六甲 GB 事業地では，植生や標高，傾斜等の地形要
素により被害発生ポテンシャルを 10ｍメッシュ単位
で評価しており，高ポテンシャルメッシュにおける枯
死木発生メッシュの予測カバー率は 70%以上であった.
現在，六甲山系中央から西部で被害が拡大しているこ
とから,より被害が激害化する可能性が高い場所を抽
出し，効果的な対策を展開する必要がある．ナラ類大
径木では，カシナガが繁殖できる辺材部の体積が大き
いため，集中加害を受けやすく大量のカシナガが繁殖
して被害を拡大させる可能性がある.そこで，航空レ
ーザ計測データを活用し，材積との相関が高い森林空
間体積を算出して大径木分布の指標とした.森林空間
体積は，航空レーザ測量データから 0.5m メッシュの
樹冠高データを作成し，10m メッシュにおける平均樹
冠高を算出して，体積に換算したものである（図 4）.

図4

森林空間体積のイメージ

六甲 GB 事業地と六甲 GB 事業地内の令和 2 年度枯死
木発生箇所の森林空間体積の頻度分布を比較すると，
1,500m3 以上の森林空間体積が大きい場所で枯死木が
多く発生している傾向がみられた（図 5，図 6 参照）.
よって，森林空間体積を指標として，ナラ類大径木が
分布する場所を抽出し，対策の重点化を検討した.

図6

森林空間体積分布と被害発生状況（高取地区）

5.まとめ
六甲山系のナラ枯れ被害は，東部では収束傾向がみ
られるものの，激害地の中心は六甲山系中央部や西部
へ移動，拡大傾向にある．一方，六甲 GB 事業地で進
めてきた枯死木抑制対策は，枯死木発生抑制や激害化
継続期間の短縮により，一定の効果が確認されている．
これに加え，航空レーザ計測データを活用し，森林空
間体積等の新たな指標を用いて被害が激害化する場
所を抽出して対策を展開することで，更なる枯死木発
生抑制効果が期待できる．今後は，これらの成果をふ
まえ，周辺地域の取り組みと連携した対策を引き続き
進めていくことが重要である．
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渓流における魚類調査への環境 DNA 分析の適用性

（一財）砂防・地すべり技術センター

○國田 佳穂、五十嵐 勇気

岩手大学大学院連合農学研究科
弘前大学農学生命科学部

高橋 拓実

藤山 若葉、工藤 誠也、東 信行

2.3 調査日

1．はじめに
環境 DNA 分析は、水中等の環境中に存在している

直接採捕およびサンプルの採水を実施した年月日

生物由来の DNA を分析することで、生物の在不在や

は表 1 の通りである。いずれも直接採捕とサンプル

生物量等を推定することが可能な技術である。直接

の採水を同日に実施した。
表 1 調査実施⽇

採捕調査や目視調査等の労力が軽減されることや、
採捕によって生物を殺したり傷つけたりすることが

渓流名

調査実施日

ないといった利点から、直接採捕や目視調査を補完

広戸川

2020 年 10 月 15 日

する技術として、近年、様々な分野の生物モニタリン

津梅川

2020 年 10 月 16 日

桂川

2020 年 11 月 6 日

グで活用されている。
しかしながら、渓流の魚類調査で環境 DNA 分析を
実施した調査は報告事例が少なく、その適用性を確
認するためには、検証データの蓄積が必要である。
そこで本研究では、渓流環境において同地点かつ
同時期に、直接採捕および環境 DNA 分析を用いて魚

広戸川 1 号砂防堰堤 H＝8.0ｍ

類の生息状況を調査し、その結果を比較することで、

不透過型砂防堰堤（魚道未整備）

渓流環境における魚類調査への環境 DNA 分析の適用
H-st1

性について検討した。

H-st2
H-st3

H-st5

2．調査概要

H-st4

広戸川 2 号砂防堰堤 H＝10.0ｍ

2.1 調査箇所

鋼製透過型砂防堰堤

H-st6

調査は青森県西津軽郡深浦町に位置する広戸川お
よび津梅川、同県五所川原市に位置する桂川の計 3
渓流で実施した。いずれも透過あるいは不透過型の

T-st1

砂防堰堤が設置されている渓流である。調査箇所は

T-st2

広戸川 6 地点、津梅川 2 地点、桂川 2 地点とした。
調査箇所位置図を図 1 に示す。
津梅川 4 号砂防堰堤 H＝10.5ｍ

2.2 調査方法

Co スリット型砂防堰堤

2.2.1 直接採捕
直接採捕には電気ショッカーを用い、捕獲した魚

K-st2

類の種類および数の確認を行った。
2.2.2 環境 DNA 分析

K-st1

環境 DNA 分析では、直接採捕の実施箇所と同地点
において、1 箇所あたり 500mL のサンプルを採水し
た。分析にあたっては、サンプルに含まれる多種類の

小股沢 1 号砂防堰堤 H＝7.6ｍ

環境 DNA を網羅的に調べることができる環境 DNA メ

Co スリット型砂防堰堤

タバーコーディング法（MiFish 法）を用いた。
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図 1 調査箇所位置図

表 2 環境 DNA 分析および直接採捕の結果
⽬

科

種

アユ

アユ
イワナ

広⼾川
H-st1

H-st2

H-st3

H-st5

H-st6

●

3

●

8

●

3

●

9

●

17

●

●

スズキ

コイ

カンキョウカジカ

ハゼ

シマ/スミウキゴリ

ジュズカケハゼ

●

●

ドジョウ

ドジョウ

●

カジカ⼤卵型
トミヨ属淡⽔型

ヤツメウナギ ヤツメウナギ

●

13

6

●

3

●

1

27

●

8

●
●

1

●

●

●
●

●

●
●

ウグイ

カジカ

6

●

コイ

トゲウオ

K-st2

1

●

カサゴ

●

●

ヨシノボリ類

トゲウオ

K-st1

1

ベニザケ
カジカ

10

●

アマゴ
ニジマス

桂川

T-st2

● 多数

ヤマメ

サケ

T-st1
2

サケ
サケ

津梅川

H-st4

4

●

1

●

●

1

1
●

1

●

1

●

1

●

1

●

2

●

6

●

2

●
●

●

ヤツメウナギ類

●

●

●は環境DNA分析によって存在すると判定されたもの、数字は直接採捕によって捕獲された個体数

3．結果と考察

少種の発見などに有効であることも示唆された。た
だし、同時に次のような留意点も考えられた。

調査結果を表 2 に示す。

①コンタミネーションにより、生息しないはずの魚

3.1 広戸川
広戸川では、直接採捕で確認された 4 種類のうち

類の環境 DNA が検出される可能性がある。コンタミ

3 種類が環境 DNA 分析でも確認される結果であった。

ネーションに留意すると共に、調査地域の生態を把

直接採捕のみで確認されたアマゴについては、本来

握した上で環境 DNA の分析結果を精査することが必

東北地域に生息しない種であり、放流等で侵入した

要である。

個体が偶然捕獲された可能性が考えられる。直接採

②今回の津梅川でのサケの遡上のようなイベントが

捕で捕獲されている場合でも、状況によって環境 DNA

環境 DNA の検出に影響を及ぼす可能性がある。この

が検出されないことが確認された。

ような特異なイベントの発生が予測される場合には、

3.2 津梅川

調査を避けることが望ましいと考えられる。

津梅川では、直接採捕等で確認された 6 種類のう

③直接採捕で目視によって判断する場合とは異なり、

ち 3 種類が環境 DNA 分析でも確認された。一方で残

環境 DNA 分析では、本調査結果のニジマスやベニザ

りの 3 種類については、捕獲されているにも関わら

ケのように他のサケ科魚類との誤判別が生じたり，

ず環境 DNA 分析では確認されなかった。これは調査

シマウキゴリとスミウキゴリ、ヨシノボリ類など、遺

日がサケの遡上時期と重なっており多数のサケが目

伝的に近縁な種類の判別が困難であることがある。

視で確認されたことから、サケと比較して極端に生

①コンタミネーションによる誤検出

体量の密度が低くなり、
ヨシノボリ類等の環境 DNA が

②調査の実施時期（特異なイベント時期の回避）

高濃度のサケの環境 DNA にマスクされ、検出されな

③誤判別，類似種の判別

かった可能性が考えられた。

今後の技術の進展により環境 DNA 分析の精度はさ
らに向上していくと考えられるが、環境 DNA 分析を

3.2 桂川
桂川においては、直接採捕で確認された 5 種の魚

用いるにあたっては、その特性に留意し、必要に応じ

類すべてが環境 DNA 分析でも確認された。

て既往手法と併用すると共に、最終的な判断におい

4．まとめ

ては対象地域の生態に詳しい専門家（学識者等）にご

本結果より、渓流環境での魚類調査においても、環

意見をいただくことが望ましい。

境 DNA 分析により魚類の生息状況をある程度把握す

＜参考文献＞

ることが可能であると示唆された。また、本検討で用

1)高原 他(2016)環境 DNA 分析の手法開発の現状～淡

いたメタバーコーディング法による環境 DNA 分析に
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大谷川における魚道機能モニタリングと河道特性を考慮した魚道形式に関する考察
アジア航測株式会社 ○藤本真宗、岩田彰隆、丹野幸太
国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所 佐藤保之※１、小島隆※２、田中理恵、穐田雄高※３
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表１

1 背景と目的
健全度

日光砂防事務所管内の大谷川は、中禅寺湖を源とし
て今市扇状地を流下し、鬼怒川に合流する急流河川で
あり、河道の安定等を目的として床固工が下流から上
流まで広く整備されている。大谷川では平成 6 年以降、
継続的・集中的に床固工への魚道の整備が進められ、
93 基の多様な形式の魚道が設置されている。一方で、
整備後の年月の経過とともに、機能の低下が顕在化し
ている魚道がみられる。
本稿では、大谷川に整備された魚道について、魚道
機能モニタリングによる健全度評価結果と、土砂の堆
積・侵食状況等から、大谷川の河道特性に応じた適正
な魚道形式の選定の考え方について考察した結果を報
告する。

A 対策不要
B 経過観察
C 要対策

表２

※３

現 国土交通省関東地方整備局河川部

魚道の健全度とその内容

内容
魚道の構造や流況、周辺状況に問題が発生
していない、または殆ど影響がない状態で
あり、魚類が容易に遡上できる状態。
魚道の構造や流況、周辺状況に一部問題が
あるが、魚類の遡上は可能な状態。
魚道の構造や流況、周辺状況に問題が発生
しており、魚類の遡上が困難な状態。

大谷川に設置されている魚道形式と設置数
魚道形式

タイプA
（全断面型）

河川横断面の全域にわ 粗石貼り付け型全断面型
たって遡上経路がある全 全断面型
断面型の魚道タイプ
コンクリートブロックタイプ
複合タイプ
スリットタイプ全断面型
タイプB
河川横断面の一部に遡 粗石貼り付け型扇型
（部分型-プー ル） 上経路がある魚道タイプ 粗石貼り付け型階段型
粗石貼り付け型蛇行型
片側扇型
片側階段型
直線折返し型
タイプC
河川横断中心部付近に 粗石植え付け型
（部分型-水路
2つ遡上経路があるスリッ スリットタイプ
-スリット）
ト型の魚道タイプ

2 魚道機能モニタリングの実施内容
魚道機能モニタリングによる健全度の評価は、平成
26 年に策定された「魚道機能維持に向けた PDCA 実践マ
ニュアル」
（以下、
「マニュアル」という。）を用いて行
い、表１に示す 3 段階で評価した。なお、マニュアル
では、大谷川に設置されている魚道は大きく 4 つのタ
イプの魚道形式に区分されている（表２参照）
。

タイプD
（部分型-水路
-セットバック）

3 魚道機能モニタリングの調査結果

河川横断面の中心部に セットバックタイプ
1つ遡上経路がある引き
込み式の魚道タイプ

1

1

合計

93

健全度はＡ及びＢが多く、連続性が維持されていた。
また、大谷川中下流域はタイプＡ（全断面型）が多く、
特に中流域ではイワナの産卵環境となっている鳴沢川、
赤沢川、丸見川、田母沢等の支川への移動経路として
魚道が機能していることを確認した。稲荷川下流から
大谷川本川に合流する付近では、魚道形式はタイプＢ
（部分型－プール）で、いずれの魚道も健全度Ｃで機
能は失われ、魚類の遡上が困難な状態であった。

マニュアルに基づいて実施した魚道機能モニタリン
グ結果のうち、健全度の分布とあわせてイワナの産卵
床の分布状況（令和 2 年 11 月現地確認）及び産卵環境
（既存情報）を図１に示す。
イワナの産卵環境として適している大谷川上流域で
は、タイプＢ（部分型－プール）の魚道形式が主体で、

凡例（魚道タイプ及び健全度）

凡例（イワナ産卵環境）

中流域は連続性が維持されている。

鬼怒川合流点

大谷川
稲荷川下流～大谷川本川合流付近では
上流域は連続性が維持されている。

施設数
合計
17
18
39
1
1
2
4
10
4
46
7
12
9
1
7
6

魚道機能が失われている。

図１ 魚道形式（魚道タイプ）及び魚道の健全度、イワナ産卵環境の分布状況
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れていることから、片側階段型魚道が適していると考
えられた。
大谷川中流域では、土砂の堆積量が多く澪筋が変化
しやすいこと、上流域に比べ河床勾配が緩いため全断
面型魚道の設置が可能であり多くの魚道で機能が維持
されていること、既設魚道のうち直線折り返し型や片
側扇形等は魚道機能が低下していることから、全断面
型魚道が適していると考えられた。
大谷川下流域では、上流域に比べ河床勾配が緩いた
め全断面型魚道の設置が可能なこと、既設の全断面型
魚道の機能が維持されていることから、全断面型魚道
が適していると考えられた。

4 大谷川の河床勾配と土砂の堆積・侵食状況
大谷川の河床勾配、土砂の堆積・侵食の状況等の河
道特性を図２に整理した。土砂の堆積・侵食は航空レ
ーザ計測データ（平成 20 年及び令和 2 年）の差分解析
で算出した。大谷川では稲荷川からの土砂供給のため、
稲荷川合流点より下流において土砂の堆積が顕著であ
った。稲荷川合流点より上流では土砂の堆積は少ない
状況であった。また、並木大橋付近より下流では河床
勾配が緩やかになり、土砂の堆積も少なかった。
上流域

中流域

下流域

表３ 大谷川の河道特性に応じた魚道形式選定の考え方

無水区間

中流域(1)

中流域(2)

中流域(1)：イワナの産卵環境となる支川の流入が多い区間

河床勾配

1/40～1/50

1/50～1/90

土砂の
既設の魚道形式及び
適した
河床勾配
堆積・侵食状況
魚道機能の評価結果 魚道形式
大谷川 ・土砂の堆積量 ・河床は急勾 ・片側階段型魚道の多
上流域 は少ない。
配。
くは機能が維持されて
・砂防施設の いる。
片側
落差は大き
階段型
い。（全断面
型の魚道は
不適）
大谷川 ・土砂の堆積量 ・上流域に比 ・全断面型魚道の多くは
中流域 が多い。
べ、河床は
機能が維持されてい
（1）
・澪筋が変化し 緩勾配。
る。
やすい。
・直線折返し型魚道で
は機能低下している魚
道がある。
全断面型
大谷川
・全断面型魚道は機能
中流域
が維持されている魚道
（2）
が多い。
大谷川 ・土砂の堆積量
下流域 は少ない。
区間

並木大橋

1/90～1/120

土砂の堆積・侵食状況※
稲荷川合流点

丸見川合流点

鬼怒川合流点

上流域：片側階段型
中下流域：全断面型
図３ 大谷川に適した魚道形式の例

堆積
26
堆積

侵食
浸食
27

6 おわりに

19
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※土砂の堆積・侵食は、令和
2 8年及び平成
20
年の航空レーザ計
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6
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1
測データを用いて 2 時期の河床標高の差分から算出した。

図２

大谷川の河床勾配と土砂の堆積・侵食状況

5 大谷川の河道特性に応じた適正な魚道形式の選定
鬼怒川合流点からの距離
魚道機能モニタリングによる健全度評価結果、土砂

の堆積・侵食状況、河床勾配等を考慮し、大谷川の河
道特性に応じた魚道形式の選定の考え方を整理した
（表３、図３参照）
。
大谷川上流域では、土砂の堆積量はそれほど多くな
いこと、河床勾配が急なため全断面型の魚道の設置は
不適なこと、片側階段型等の既設魚道の機能が維持さ
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魚道機能モニタリングで健全度Ｃと評価された魚道
のうち、上流域の片側階段型魚道では堆積した土砂の
撤去、中下流域は全断面型魚道へ改修することが望ま
しいと考えられ、整備効果や優先順位を考慮しながら
維持管理及び改修等の対応を予定している。特にイワ
ナ産卵環境との位置関係等を踏まえた対策効果の発現
に留意するとともに今後は施工性を考慮して魚道ブロ
ック等を活用したより効率的な整備を検討している。
参考文献
1) アジア航測株式会社：Ｒ２大谷川流域砂防施設整備
効果検証業務報告書（令和 3 年 3 月）
2) 日光砂防事務所：魚道機能維持に向けた PDCA 実践
マニュアル（平成 27 年 3 月）
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山地河川源流部における砂防構造物の影響から見た
魚類の継続的生息条件
京都府立大学 〇田村恭平 三好岩生

1. はじめに
土砂生産源が存在する河川上流部では土砂災害の
防止・軽減を目的とした砂防工事が日本全国で進め
られ，山地渓流では著しく河川環境の変化が生じて
いる（前川・高橋，1997）
。そのような渓流環境に生
息する渓流魚は稚魚から成魚にかけて要求する好適

が多数設置されているが，いずれにも魚類の遡上を
助ける魚道は設置されていない。また，この７年間
で新たに建設された砂防構造物はなく，本調査河川
には漁協が存在していないため，継続的な種苗放流
は行われてこなかった。

環境が変化することが知られており（久保田ら 2001）
魚類の継続的な存続には多種多様な生活環境が残さ
れている必要がある。さらに，遠藤ら(2006)は，最
上流に位置する工作物(Uppermost Artificial
Barrier，以下 UAB)より上流の個体群維持(50％個体
群存在確率)に必要な集水面積は，イワナで 1.01km2
と推定しており，これより上流に工作物が設置され
た河川ほど，工作物上流の集団が絶滅する可能性が
高いことを示した。

図-１

調査河川の縦断地形(実線部が調査範囲)

2013 年に行った著者らの調査では，魚道が併設さ
れていない砂防構造物が山地河川源流部まで多数存

調査河川の縦断地形と調査範囲を図‐1 に示す。各

在する河川においてイワナの生息を確認している。

河川を色分けし，調査範囲を実線，未調査範囲を点

本稿はこの調査結果を受け，調査開始から７年が経

線で表した。調査範囲は各河川の源流部に常時表流

過した同一河川におけるイワナの継続的な生存状況

水の存在する約 450～900m とし，さらに約 50m を目

と，河川内に存在する物理的環境を評価した結果を

安に砂防構造物が設置されている場所や河川環境の

報告するものである。

特徴的な変化が見られる箇所を区切り 1 調査区間と
した。これら各調査区間について水中カメラ
(TESLONG 製の Crazy Fire Digital Endoscope)を用

2. 調査対象地と方法
滋賀県西部に位置する標高 1000ｍ程度の比良山系

いたイワナの生息数調査を行った。
表 1-物理的環境評価項目

を水源とする砂防指定地河川である５河川（南から
No.

物理環境

必要な条件など

1

淵尻

淵直上に位置し，約15cm以上の広がりを持つ浅瀬との
境界。

2

淵

水深20cm以上を有する流れの緩やかな深み。

川幅が狭く，崩壊の進んだ山地から丘陵地帯あるい

3

瀬

水深10cm以上30cm未満の流れ。

は扇状地を経て琵琶湖までの急峻な地形を短い距離

4

河岸

石や木の根の隙間を有し，流れの緩い浅瀬になってい
る。

5

浅瀬

水深10㎝程度の浅い流れ。

6

落ち込み

7

岩陰

魚類が身を隠せる隙間を有する。

8

木陰

水域上空を覆う。

順に喜撰川，天川，八屋戸川，野離子川，正面谷）
の源流部を調査対象地とした。調査河川はいずれも

で結んでいるため，土砂災害が多発していたという
経緯がある。各河川では減災対策として砂防構造物
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水流に落差がある。

また，イワナの生活環を満たすために必要な生息

3.2

イワナの生息と物理的環境

空間として機能する物理的環境を，既存の環境評価

各区間内に存在する物理的環境をそれぞれ 0，1，2

方法を基に，表 1 のように設定した。これらについ

点で得点化し，物理的環境評価として百分率で表し

て目視による確認を行うと同時に，砂防構造物間の

たものと，対応するイワナの生息数の関係を図-3 に

距離を計測することで，魚類の自由遊泳区間距離を

示す。この図から，2013，2020 年ともに物理的環境

求めた。さらに，GIS を用いて各河川の調査区間の地

評価が高まると，イワナの生息個体数にも増加傾向

形条件を求めるとともに，現地調査で得たデータを

が見られた。

併せて解析した。

3. 結果
3.1

イワナの生息数と自由遊泳区間距離

本調査では全５河川でイワナの生息が確認され，
2013 年には 93 匹，
2020 年には 107 匹が確認された。
本調査区間内に魚類の遡上が不可能な砂防構造物

図-3 物理的環境評価とイワナ生息個体数の関係

は合計で 75 基存在し，自由遊泳区間を計測したとこ
ろ 10〜512m となり，平均自由遊泳区間は約 51m であ
った。自由遊泳区間の距離とそこに生息していたイ
ワナの個体数の関係を図-2 に示す。この図から砂防
構造物により激しく分断された区間でも生存が確認
されたことから，自由遊泳区間はイワナの生息に強

4. まとめ
本調査結果から砂防地指定河川におけるイワナの
継続的な生存を確認することができた。また，自由
遊泳区間が極端に短い区間や集水面積が小さな区間
であっても，イワナが生息していた。本調査河川の
ような山地渓流河川においてイワナの生息を維持す

い影響を与える要素ではないことが分かった。

ために必要な要素は生活環を満たす物理的環境の存
在であることが示唆された。
これらのことから，今後も同一河川におけるイワ
ナの生息数調査を継続して行うことや，砂防構造物
と河床における物理的環境の発達の関係を明らかに
することが必要である。
参考文献

図-２

自由遊泳区間とイワナ生息個体数の関係

・前川

光司・高橋
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件を満たす河川は正面谷のみであった。その他河川
では 1.01km2 を下回っており，最小で約 0.65km2 の集
水面積地点での生息が確認された。
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奈良県金剛山東麓の深層崩壊誘因
防災科学技術研究所

○飯田智之・山田隆二・若月 強

１．はじめに
防災科研の「地すべり地形分布図」をハザードマップ基礎資料として利用する際の課題のひとつとして，広義の
地すべり(深層崩壊)の誘因を明らかにすることが挙げられる．将来的にも同様の誘因で地すべりが発生する可能性
があり，事前避難が可能な降雨と，それが困難な地震でおのずと防災対策が異なるからである．
２．調査地概要
「地すべり地形分布図」や大八木ほ
か(2011)によると，葛城山から金剛山
にかけて南北に走る山地の東斜面(奈
良盆地の南西部御所市付近)には，大規
模な地すべり地形が 4 つ南北に並んで
いる(図 1)．これらの地すべりの東側
には，金剛(山)断層が南北に走ってお
り，これを震源とする過去の地震が地

図2

すべり誘因ではないかと推定されてい

大八木ほか（2011）による
西佐味地すべり判読図

図 1 金剛山東麓の地すべり地形
と金剛(山)断層（仮称の地すべり地名
は大八木ほか（2011），断層は中田・
今泉(2002) による）

る．本研究の調査対象は，最南端に位
置する西佐美地すべり(仮称）である．
図 2 の判読図に示すように，この地すべりは幅 1km，長さ
3km(堆積部含む)の巨大なものである．図中にⅠ～Ⅶで示
す緩傾斜の回転移動体ブロックが判別されたが，特に上部
のⅠ～Ⅱの緩傾斜ブロックはペアとなる直上の急傾斜面
(滑落崖)とともに明瞭な地すべり地形を呈する．
３．
「西佐美地すべり」の地形と表層地盤調査
図 3 中は，大八木ほか(2011)の判別結果をもとに，地す
べり地形を急斜面と緩斜面のグループに分けた斜面分類
図である．これらの斜面を対象として簡易貫入試験を実施
した．図 3 上は急斜面の，図 3 下は緩斜面のグループごと
に Nc プロフィル図をまとめたものである．山頂緩斜面で
は 2 地点とも D30(Nc＜30 の土層深)は 5ｍ以上となってい
る．これは花崗岩山地によく見られる尾根部の厚い風化層
に対応している．3 つの急斜面グループを比較すると，第
Ⅰ，第Ⅱと比較して第Ⅲの急斜面の土層深が大きいことが
特徴的である．これは，地形から判断して第Ⅰ，第Ⅱ急斜
面が明らかな滑落崖であるのに対して，第Ⅲ急斜面は移動
体(堆積物)の末端に相当しているためと推定される．同様
に，3 つの緩斜面グループを比較すると，山頂緩斜面や第
Ⅱ緩斜面と比較して，第Ⅰ緩斜面の土層深が小さいことが
特徴的である．大八木ほか(2011)が指摘するように，元々
は急斜面だった部分が，地すべり運動とともに後方に回転した
ために緩傾斜化した可能性が高い．しかも緩傾斜の割に土層が
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図 3 上：急斜面グループの Nｃプロフィル図
中：大八木ら(2011)に基づく斜面のグループ分け
下：緩斜面グループの Nｃプロフィル図

薄いことから，その後の風化時間が比較的短いことが推定できる．つまり，地すべり地形全体の明瞭さと併せて，
地すべり発生が比較的新しい(おそらく数千年前程度)ことを示唆している．
４．地すべりの誘因に関する知見
当地域での地すべり(深層崩壊)誘因として地震と降雨が想定されるが，比較のために両者の規模や頻度について
これまでに得られた知見を示す．
(１)地震－金剛断層系の活動履歴―
金剛断層系は大きくみると中央構造線(MTL)の派生断層のひとつであり，奈良盆地の西縁から南西方向にかけてＪ
字状に延びる活断層である．佐竹ほか(1999)は，金剛断層系を対象として実施された大規模な各種調査結果に基づ
き，金剛断層系の構造と活動履歴を検討した．彼らは金剛断層系を北部・中部・南部の３つに分けそれぞれについ
て検討したが，本調査地に対応するのは御所市の一言主神社付近から五条市小和町に至る長さ 4km 強の中部断層系
である（図１参照）．断層の活動履歴に関する成果の一部は以下のようにまとめられている．
① 金剛断層北・中部は，更新世最後期～完新世に活動．
② 金剛断層中部の完新世の平均(上下)変位速度は 0.1～0.6ｍｍ/年．
③ 金剛断層の最新活動時期は紀元前 40 年以降，西暦 380 年以前．
④ トレンチで観察された断層の上下変位量は 1.2ｍ以上，傾斜角を考慮すると変位量は 1.5ｍ以上．
⑤ 最新の地震の規模は 1995 兵庫県南部地震と同程度，すなわちマグニチュウド 7 クラス．
⑥ 金剛断層の平均活動間隔は 2000～12000 年．
因みに，地震調査研究推進本部はこれらの成果など用いて，金剛山地東縁－伊予灘の地震活動評価を行っている．
(２）降雨
調査地に比較的近い五條アメダス観測点において，深層崩壊に有効な目安となる 72 時間雨量に関する過去 45 年
間の記録を見ると，1 位(368mm)でもせいぜい 400mm 弱である．試みに，72 時間雨量が 900mm 以上(2011 年に紀伊半
島南部で深層崩壊が発生し始めた雨量)となる再現期間を求めると数千年以上となった．当地域は典型的な非多雨地
域とは呼べないものの，少なくとも紀伊半島南部のような多雨地域ではないと言える．
５．「西佐味地すべり」の発生時期と誘因の推定
西佐味地すべりの堆積部(上記の第Ⅱ緩傾斜ブロック)には，高宮廃寺跡という国指定の史跡がある．白鳳時代

(７世紀)に創建されたとされている寺院で，「日本霊異記」や「行基菩薩伝」に記載が見える「高宮寺」の跡
地とみなされている．したがって，西佐美地すべりの発生時期は白鳳時代以前であることは明らかであるが，
誘因とあわせて詳細は不明である．しかし，過去の降雨の統計解析から，当地域では地すべりを引き起こすよう
な大雨が生じにくく，誘因としての降雨は考えにくい．一方，上記の，金剛山断層を起震断層として，紀元前 40
年～西暦 380 年の最新活動時期に発生したと推定されるマグニチュウド 7 クラスの地震は，当地域の地すべりの有
力な誘因候補と考えることができる．この地震は 1995 年兵庫県南部地震にも匹敵すると推定されており，2016 年
熊本地震や 2018 年北海道胆振東部地震と同様に，断層から数 km しか離れていない金剛山東麓には震度７相当の激
震が作用したと推定されるからである．大八木ほか(2011)も，
「推定されるすべり面の強度から，降雨時の間隙水圧
上昇による地すべり発生は考えにくく，誘因としては直近の活断層による内陸型地震の可能性が高い．
」と推定して
いる．加えて，深層風化により一様に風化が進行しやすい花崗岩山地では，深層崩壊の直接誘因となる浸透水の集
中(亀裂水)が発生しにくいことも，降雨による深層崩壊が発生しにくい理由と推定される．
以上，決定的な証拠はないものの，大八木らの推定と同様に，当地域の地すべりの誘因は地震の可能性が高く，
しかも紀元前 40 年～西暦 380 年に発生したとされるマグニチュウド 7 クラスの最新地震であったと推定できる．
参考文献
1) 大八木規夫・清水文健・井口隆・内山庄一郎(2011)，花崗岩地域の地すべり・地すべり地形 －その１ 近畿か
ら九州までの地域について，深田地質研究所年報，No.12，73-88.
2) 佐竹健治・須貝俊彦・寒川旭・柳田誠・横田裕・岩崎孝明・小俣雅志・石川玲(1999)，奈良県金剛断層系の構造
と最新活動時期，地震，第 52 巻，65-79.
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地すべり巡視員制度の現状と課題
～地域との協働による減災を目指して～
岩手大学農学部

〇羽田京香

井良沢道也

1．背景と目的
「地すべり巡視員制度」は,新潟県で昭和 50 年から導入されている。本制度は,地すべり防止区域やその近
隣の住民を「地すべり巡視員」
（以下巡視員）に任命し,地域内の危険箇所を点検してもらう制度である。本制
度の活動により,事前に地すべりを予測し実際に人命に関わる被害に繋がらなかったという事例もある

1）。し

かし実績もあるなかで,近年の高齢化により巡視員の担い手がおらず,制度が廃止されている地区も見受けられ
今後の制度の継続が危ぶまれている。それに伴い,今後は地域住民の協力が必要になると考えられる。本制度
における先行研究である髙野（2020）では巡視員の高齢化や今後の予算確保等の問題については触れている
ものの,地域住民との関わりについては述べられていない。
そこで,本研究では制度の今後の継続のために①制度の現状・問題の把握②巡視員への住民の協力のための
具体策の提案を目的とし,これらを踏まえて今後の制度の在り方について考察した。
2．調査地と調査方法
調査をするにあたり,まず新潟県庁での聞き取り調査,文献整理から制度の内容・現状を把握した。その後新
潟県上越市で,巡視員を対象とした聞き取り調査,アンケート調査 (n=18)を行い,聞き取り調査地の住民を対象
としてアンケート調査 (n=14)を行った。調査対象地の上越市は,新潟県南西部に位置しており,県内でも地す
べり発生件数や地すべり防止区域の箇所数,巡視員の設置人数が多い地域となっている。さらに,新潟県出身・
在住の方を対象とした Web アンケート(n=164),他府県の砂防関連の制度と比較するためにアンケート調査
（n=7）を行った。
3．結果・考察
3．1．巡視員対象調査
巡視員を対象とした調査を踏まえ,巡視員の高齢化・担い手の確保,点検箇所の除草,巡視員対象の研修会の改善の
3 つの問題が明らかになった。図 1 は巡視員が活動していて問題と感じていることについて回答していただいた結
果だ。
「高齢」や「点検箇所の除草」を問題と感じている人が多いことが分かる。聞き取り調査時に巡視員の方が巡
視している箇所まで案内していただいたところ,傾斜が急であることや点検箇所周辺の草の多さから作業の困難性
を実感した。高齢化している巡視員に対して活動の負担は大きいため,ドローン等の技術の導入により負担を軽減す
ることが対策として考えられる。
新潟県では,初任の巡視員や希望する巡視員を対象に年に 1 度研修会が実施されている。事前に行政の方から聞い
ていた話では,「希望して参加する人は少ない」とのことであったが,アンケートの結果からは巡視員の就任年数が増
加するほど研修会への参加回数が増加傾向にあることが分かった（図 2）。このことから,長年就任している方でも
研修会へ参加する意欲があることが分かった。また,調査を通して長年就任している方から「研修会がマンネリ化し
ている」,「巡視員同士で交流できる場を設けてほしい」との意見が得られた。今後は初任の巡視員へ向けた基礎的
な内容のみでなく,長年就任している方へ向けた内容を取り扱う必要がある。これらの問題は,地域内の住民との協
力によって解決されるものもあるが,少子高齢化が進行している中山間地域では,地域内のみで協力し合うことが困
難になるだろう。そのため,今後は地域外からの参加も必要になり,そのためには行政からの支援も必要になってく
ると考えられる。
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その他
点検箇所の除草
足腰が悪く歩いて行けない
点検箇所の足場が悪い
点検箇所が多い
点検箇所が遠い
報酬が低い
地すべり巡視員の人数不足
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活動していて問題と感じること[複数回答](n=17)

研修会参加回数(n=16)

3．2．住民対象調査
住民アンケートからは,住民は住んでいる地域で地すべりの兆候を発見して
いるものの,報告を行っていない方もいることが分かった。
アンケートでは,7 人
中 3 人が報告できていないという結果であった (図 3)。また,住民アンケート・
Web アンケートにおいて巡視員の認知度,巡視員の活動への協力意欲について

伝えた

3

調査した。

4

これらの結果から,巡視員の担い手を募るためには若い世代の認知度をさら

伝えな
かった

に上げること,巡視員の活動への協力者を集めるためには広報活動に力を入れ
ることが今後は必要になると考えた。また,巡視員の存在により防災意識の向
図 3

上に繋がる可能性があると推測した。

異常の報告の有無 (n=7)

今後は,住民が巡視員の活動を知り,除草活動など巡視員との活動を通して災害について学ぶことが必要になる。
最終的には,住民が地すべりの前兆を理解しており,実際に発見した際には巡視員へ報告できる状況を作ることが今
後の制度の目標になるだろう。地域全体で異常に注意を払い,より多くの地すべりの前兆が発見されることで減災に
繋がると考えられる。

4．まとめ
本制度を継続するにあたり今後は地域外からの介入や行政からの支援が必要になるだろう。調査を通して,
本制度は巡視員に任せきりというのが現状だというように感じた。よりよい制度にするためには,巡視員,住民,
行政,それぞれが互いの現状を知り,協力しあうことが課題になる。
【謝辞】
本研究を進めるにあたり，檜垣大助先生,下正善寺地区地すべり巡視員,住民の皆様,上越市地すべり巡視員の
皆様,新潟県砂防課
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新潟県妙高市における 2020/21 年冬期の積雪・融雪の特徴
（国研）土木研究所

雪崩・地すべり研究センター

１．はじめに

○奥山悠木，渡辺伸一，判田乾一

間は 12 月 14 日～3 月 21 日であり，
過去 7 年間（2019/20

2020/21 年冬期（以下，今冬期）は，12 月中旬～1 月

年冬期は積雪継続期間が 15 日で 30 日に満たないため

上旬にかけて大陸からの強い寒気が断続的に日本付近

除外）の平均と比較すると，根雪となった日は 5 日早

に流れ込んだ影響で，日本海側を中心に記録的な大雪

く，消雪日は 2 日遅く，長期積雪期間は 7 日長かった

となった。一方，1 月下旬以降は寒気の南下が弱く，東

が，ほぼ平均的であった。

日本の気温は平年と比べかなり高くなった（気象庁

12月1日

2021）。このため，2 月以降は急激に融雪が進み，新潟
県糸魚川市で融雪を主因とする大規模な地すべりが発
生するなど（新潟県 2021）
，融雪に伴う土砂災害が相次
いで発生している。
本稿では，新潟県妙高市に位置する雪崩・地すべり研
究センター構内で実施している気象観測等の結果を示
し，今冬期の積雪・融雪の特徴について述べるとともに，
融雪地すべりへの影響を評価する上で重要な融雪水量

2012-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21

4月1日
107日
104日
117日
59日

66日
98日
88日

※30日以上の長期積雪なし
98日

の推定手法について検証した結果について報告する。
図－2 長期積雪期間の比較

２．観測方法

3.2

観測は新潟県西部の高田平野南部，標高 106.5m の平

年最大積雪深

年最大積雪深の過去 9 年間との比較を図－3 に示す。

坦地において実施している（図－1）。気象観測項目は，

今冬期の最大積雪深は 1 月 11 日の 251cm であった。こ

風向・風速・気温・湿度・日射・反射・放射収支・放射

れは，2011/12 年冬期以来 9 年ぶりに 250cm を超え，過

温度・気圧・雨雪量・積雪深である。また，3.8m 四方の

去 9 年間の平均より 112cm 大きい値であった。また，

ライシメータにより，底面流出量を観測している。さら

最大積雪深を記録した日は平均より 27 日早く，過去 10

に，約 10 日間隔で積雪断面観測を実施するとともに，

年間で最も早かった。これは，1 月上旬の大雪以降，顕

全層積雪水量を計測している。

著な降雪が少なかったことを反映しているものと考え

年最大積雪深 [㎝]

られる。
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図－3 年最大積雪深の推移

3.3

降雪水量・底面流出量

今冬期の時系列観測データを図－4 に，それらを月別

図－1 観測箇所全景

で整理したものを図－5 に示す。図－4 下には，約 10 日
３．観測結果

間隔で計測した全層積雪水量・全層積雪密度を，図－5

3.1

右には 2019/20 年冬期の結果を併せて示す。なお，図－

積雪期間

長期積雪期間（積雪が 30 日以上継続した期間）の過

4 上および図－5 では，秋山（2005）の手法を用い，気

去 8 年間との比較を図－2 に示す。今冬期の長期積雪期

温に基づいて雨雪量を降雪水量と降雨量に分離して示
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した。

面流出量との相関が最も良くなるようパラメータを調

図－5 より，今冬期の降雪水量は 12～3 月の総量の

整したところ，最適半減期は 5 時間となり，相関係数は

79%が 12 月と 1 月に集中している。一方，2 月以降は融

0.84 であった。このことから，積雪層内の遅れ時間を

雪が卓越し，雨量に換算して合計 1,507mm の水量が 2～

考慮することにより，融雪水の地表面への供給量を精

3 月の 2 か月で積雪底面から流出している。一方，この

度良く推定することが可能である。なお，融雪水の供給

傾向は少雪であった 2019/20 年冬期では全く異なり，

による地すべり等への影響を推定するためには，さら

流出量の目立った増加は見られず，12～3 月の総流出量

に地中浸透に係る遅れ時間を考慮する必要がある。
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観測地震波のスペクトル解析による崩壊が多発する地震動に関する考察
日本工営株式会社 〇小原大輔
国土技術政策総合研究所 坂井佑介

１．はじめに
地震直後に土砂災害の規模が推定できると，地震による土
砂災害への緊急対応の迅速化・効率化に資するものと考えら
れる。そのためには，地震直後に多数の土砂災害を引き起こ
すような地震であるかどうか判断できることが望ましい。筆
者らは，土砂災害が多発した地震と多発しなかった地震にお
ける観測地震波のスペクトル解析を行い，長周期側の加速度
応答スペクトルにおいて，相違があり，判定できる可能性が
あることを報告した 1)。
前報告の継続研究として，本研究では地震直後に土砂災害
の発生・非発生を推定する技術を検討することを目的として，
土砂災害が多発した地震と多発しなかった地震の観測地震
波において，加速度・速度・変位応答スペクトルを比較・分
析した。その結果に基づき，土砂災害の発生・非発生の判定
するための指標とその閾値の考察を行った。
２．調査方法
２．１ 対象地震
土砂災害が多発した地震（以下，
「多発地震」という）とし
て，平成 16 年新潟県中越地震，平成 20 年岩手・宮城内陸地
震，平成 23 年東北地方太平洋沖地震，平成 28 年熊本地震を
選定した。また，土砂災害が多発しなかった地震（以下，
「非
多発地震」という）として，平成 21 年駿河湾南部地震，平成
27 年の茨城県北部の地震，平成 30 年の大阪府北部地震，令
和元年の山形県沖地震を選定した。選定した地震の諸元と土
砂災害発生件数を表－1 に示す。土砂災害発生件数は，国土
交通省砂防部で集計されたものである。概ね 50 件程度以上
の発生件数の地震を多発地震として選定した。
２．２ 強震観測点の選定
観測地震波を取得する強震観測点の選定を行うにあたり，
軟弱地盤ではその地盤の固有の周期帯の地震波が卓越する
可能性があることから，地盤条件を統一するため，比較的硬
質な地盤であることが判明している観測点，具体的には，道
路橋示方書において最も硬い地盤とされるⅠ種地盤上の観
測点を選定した。また，一定程度以上の地震の規模を有して
いることを条件とするため，震度 5 弱以上を記録した観測点
を選定した（表－2）
。
２．３ 解析手法
表－2 の強震観測点より取得した観測地震波データから，
大崎（1994）2)に示されたプログラムに基づき，減衰定数は 5%
として，加速度・速度・変位応答スペクトルを算出した。各
固有周期の最大応答値を NS（南北）
，EW（東西）
，UD（上
下）の 3 方向で算出した。その上で，強震観測点毎の加速度・
速度・変位応答スペクトルを比較・分析した。
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表－1 地震の諸元と土砂災害発生件数
分
類

地震名

新潟県中越地震
多
発

岩⼿・宮城内陸地震

発⽣⽇

2004年
10⽉23⽇
2008年
6⽉14⽇

地

東北地⽅太平洋沖

2011年

震

地震

3⽉11⽇

熊本地震

駿河湾南部地震
⾮
多

⼤阪府北部地震

発
地

⼭形県沖地震

震
茨城県北部の地震

気象庁マ

最⼤
計測震度

2016年
4⽉16⽇
2009年
8⽉11⽇
2018年
6⽉18⽇
2019年
6⽉18⽇
2016年
12⽉28⽇

グニ

地震タイプ

断層型

震源経度 震源緯度 震源深さ ⼟砂災害

チュード

（度）

（度）

（km） 発⽣件数

7

6.8

内陸型

逆断層

138.867

37.293

13.1

242

6強

7.2

内陸型

逆断層

140.881

39.030

7.8

54

逆断層

142.861

38.104

23.7

114

横ずれ断層 130.762

32.753

12.0

190

7

9

7

7.3

海溝型
(プレート境界）
内陸型
海溝型

6弱

6.5

6弱

6.1

内陸型

6強

6.7

内陸型

6弱

6.3

内陸型

逆断層

（スラブ内）

138.499

34.786

23.3

32

135.622

34.843

13.0

2

逆断層

139.478

38.607

14.0

2

正断層

140.573

36.720

11.0

0

逆断層, 右
横ずれ断層

表－2 選定した強震観測点の諸元
分
類

地震名

新潟県中越地震

岩⼿・宮城内陸地震

選定した観測点

観測点コード

⼩千⾕

NIG019

⼩出

NIG020

最⼤加速度

震源もしくは断層か
計測震度相当値

計測震度階

地盤種別

観測機関

1,500.7

6.73

震度7

Ⅰ種

K-NET

6.3

639.3

5.55

震度6弱

Ⅰ種

K-NET

10.1
12.1

(⽔平2成分合成）

（km）

湯之⾕

NIGH12

438.1

5.28

震度5強

Ⅰ種

KiK-net

川⼝町川⼝

65042

1,669.2

6.51

震度7

Ⅰ種

地⽅⾃治体

⼩千⾕城内

532

974.9

6.33

震度6強

Ⅰ種

気象庁

7.7

下⽥

NIGH09

433.4

5.16

震度5強

Ⅰ種

KiK-net

21.6

地
震

東北地⽅太平洋沖地震

熊本地震

安塚

NIG024

274.1

4.95

震度5弱

Ⅰ種

K-NET

24.5

IWTH26

1,171.4

6.07

震度6強

Ⅰ種

KiK-net

9.7

鳴⼦

MYGH02

266.6

5.02

震度5強

Ⅰ種

KiK-net

8.3

椿台

AKT023

420.9

5.26

震度5強

Ⅰ種

K-NET

14.1

鳴⼦

MYG005

528.2

5.52

震度6弱

Ⅰ種

K-NET

6.7

⾦ヶ崎

IWTH24

529.8

5.50

震度6弱

Ⅰ種

KiK-net

17.9

⼀関

IWT010

296.9

5.07

震度5強

Ⅰ種

K-NET

20.4

川尻

IWT015

241.4

4.65

震度5弱

Ⅰ種

K-NET

26.0

⼀関⻄2

IWTH28

303.5

5.06

震度5強

Ⅰ種

KiK-net

120.3

⼀関東

IWTH26

578.3

5.61

震度6弱

Ⅰ種

KiK-net

108.6

鳴⼦

MYG005

274.3

5.14

震度5強

Ⅰ種

K-NET

128.7

⼤津

KMM005

575.4

5.7

震度6弱

Ⅰ種

K-NET

6.2

⽩⽔

KMMH06

167.2

4.84

震度5弱

Ⅰ種

KiK-net

13.1

⼀の宮

KMM004

379.1

5.54

震度6弱

Ⅰ種

K-NET

13.7

⽮部

KMM009

829.7

5.7

震度6弱

Ⅰ種

K-NET

17.8

菊池

KMMH03

789.1

6.14

震度6強

Ⅰ種

KiK-net

18.1

⼩国

KMMH02

684.6

5.55

震度6弱

Ⅰ種

K-NET

26.9

⼩国

KMM001

237.4

5.16

震度5強

Ⅰ種

K-NET

27.0

静岡南

SZOH33

538.7

5.57

震度6弱

Ⅰ種

KiK-net

28.6

榛原

SZO018

423.9

5.4

震度5強

Ⅰ種

K-NET

22.6

静岡

SZO014

364.3

5.06

震度5強

Ⅰ種

K-NET

25.2

清⽔北

SZOH34

309.5

5.05

震度5強

Ⅰ種

KiK-net

38.6

⾼槻

OSK002

802.6

5.64

震度6弱

Ⅰ種

K-NET

13.3

⻲岡

KYT011

473.6

5.04

震度5強

Ⅰ種

K-NET

23.9

四條畷

OSK004

354.3

5.04

震度5強

Ⅰ種

K-NET

17.3

⽣駒

NAR001

294.4

4.9

震度5弱

Ⅰ種

K-NET

21.5

鶴岡

YMT003

269.7

5.33

震度5強

Ⅰ種

K-NET

24.0

温海

YMT004

652.6

5.25

震度5強

Ⅰ種

K-NET

15.9

東成瀬

AKTH04

373.1

5.01

震度5強

Ⅰ種

KiK-net

110.4

朝⽇

NIGH02

188.0

4.56

震度5弱

Ⅰ種

KiK-net

28.2

⾼萩

IBR002

283.8

4.79

震度5弱

Ⅰ種

K-NET

1.9

⼗王

IBRH14

469.5

4.69

震度5弱

Ⅰ種

KiK-net

9.4

駿河湾南部地震

⾮

2.8

⼀関東

多
発

らの最短距離

⼤阪府北部地震

多
発
地
震

⼭形県沖地震

茨城県北部の地震

３．調査結果
３．１ 各種応答スペクトルの解析結果
スペクトルの解析事例として，各応答スペクトルの UD 方
向を図－1 に示した。当図では，調査対象とした全 8 地震に
おいて，多発地震と非多発地震で概ね同一の断層最短距離で
比較できる範囲（約 10～30km）に分布する観測点で多発地
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図－１ 多発地震と非多発地震の各応答スペクトルの比較（鉛直（UD）成分）
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図－2 多発地震と非多発地震における判定指標と閾値の検証例（加速度応答スペクトル）
表－3 土砂災害の判定のための閾値案
震と非多発地震のスペクトルを比較した。結果，短周期側で
は同程度のスペクトルを示すが，周期 1 秒以上の中～長周期
側のスペクトルで両者に違いが認められ，多発地震のほうが
非多発地震に比べスペクトルが大きい傾向を有しているこ
とが分かった。水平・鉛直成分ともにこの傾向と整合的であ
った。特に多発地震では，長周期側の変位応答スペクトルの
増加傾向が顕著であった。次項では，周期 1 秒程度より長周
期側の各応答スペクトルを判定指標として選定した。
３．２ 土砂災害の発生・非発生の判定に関する分析
土砂災害の発生・非発生を判定するための閾値を検討する
ため，各地震の応答スペクトルの対数平均値μおよび対数標
準偏差σを計算した。また，同周期の応答スペクトルは地震
の規模に応じて正規分布（ガウス分布）に従うと仮定し，多
発地震の平均値より-σ側，非多発地震の平均値より+σ側で
判定閾値として設定することで，両者のガウス分布のラップ
エリアを最小化できると考えて判定閾値を設定した。その結
果，多発地震の 0σ（すなわち平均）および，多発地震の平
均値-0.5σを採用した場合，多発地震のスペクトルは，非多発
地震のスペクトルを上回ることから，それらを判定閾値案と
して採用した。加速度応答スペクトルの判定閾値例を表－3
に示す。スペクトルの閾値は水平成分（NS 成分と EW 成分
の対数平均）と鉛直成分で設定した。紙面の都合上割愛する
が，速度応答，変位応答スペクトルでも同様に判定閾値を算
出した。
４．土砂災害の発生・非発生の判定に関する考察
平成 30 年北海道胆振東部地震(2018 年 9 月 6 日発生，
MJ=6.7)を多発地震，令和 2 年 3 月の石川県能登地方の地震
(2020 年 3 月 13 日発生，MJ=5.5)を非多発地震の事例として，
提案する判定指標とその閾値の検証や考察を行った。観測点
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周期(秒）
加速度 ⽔平 0σ
応答ス 成分 -0.5σ
ペクト 鉛直 0σ
ル(gal) 成分 -0.5σ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

243.9

143.4

62.0

39.6

28.1

20.7

15.3

12.1

9.4

7.6

-

89.6

37.4

25.8

18.4

13.9

11.1

9.0

6.9

5.5

116.4

68.9

41.3

26.8

16.8

12.5

9.2

6.5

5.3

4.3

-

42.2

26.1

15.2

12.5

9.6

7.4

5.1

3.9

3.1

は，2.2 章の方法に基づき，胆振東部地震では 8 地点，能登地
方の地震では 2 地点を選定した。図－2 に，両地震の加速度
応答スペクトルの比較を示した。図には，前述した判定閾値
案も併記した。当図によれば，非多発地震である能登地方の
地震では，明確に判定閾値を下回った。また，胆振東部地震
のスペクトルは，多発地震の平均-0.5σの判定閾値に達する
か，超過することが認められた。これにより，提案する閾値
に達するかもしくは超過することで，土砂災害が多発する可
能性の判断に資することができると考えられる。一方，胆振
東部地震は，多発地震の平均の閾値より，若干小さいスペク
トルであった。この原因は地域差（テフラの影響や地震活発
度等）や震源の要因（他の地震に比べ震源深さが 37km と深
い）に起因する可能性があり，今後の検討課題と考えられる。
５．おわりに
今後発生する中規模～大規模地震において，この判定閾値
の検証を継続的に進めていきたいと考えている。
参考文献
1) 坂井佑介ら：観測地震波のスペクトル解析による土砂災害の発
生・非発生要因の分析，2020 年度砂防学会研究発表会概要集，
pp.379-380，2020
2) 大崎順彦：新・地震動のスペクトル解析入門，p.251-254，1994
謝辞：本研究では，
（国研）防災科学技術研究所，気象庁，地方公共
団体の強震観測データを使用させていただきました。ここに謝意を
表します。
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地震時における斜面崩壊危険度評価手法の活用に関する検討
四国山地砂防事務所 ○高原晃宙・青木謙治・星野久史*
中電技術コンサルタント株式会社 秦雅之・倉本和正・村上智哉
国土技術政策総合研究所 坂井佑介・山越隆雄
*現 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 保全課

1. はじめに
南海トラフ沿いの地域におけるマグニチュード 8 から
9 クラスの地震の 30 年以内の発生確率が 2019 年 1 月 1
日現在で 70～80％とされている 1)。さらに，四国内は，
南海トラフ地震発生時において震度 6 弱以上の震度が想
定される地域 1)として想定されており，太平洋側沿いで
は，津波による被害，山間部においては地震に伴う斜面
崩壊など，様々な災害の発生が懸念される。
これまでに，四国内では，宝永南海地震(宝永 4 年・
1707 年)により高知県室戸市で発生した加奈木崩れや香
川県牟礼町などで発生した五剣山崩れ，
安政南海地震(安
政元年・1854 年)により高知県土佐町で発生した有間大
崩壊，昭和南海地震(昭和 21 年・1946 年)により高知県
土佐町など発生した崩壊などが，地震時斜面崩壊の歴史
として確認されている。このため，南海トラフ地震が発
生すると，多くの箇所において斜面崩壊に伴う土砂災害
及びその後の様々な対応の実施が予想される。
そこで，本研究では，四国地域を対象とした，地震時
斜面崩壊危険度の評価を行い，四国地域での相対的な危
険度の確認を行った。
次に，危険度評価結果をもとに，災害対応(危機管理対
応)のための計画検討に資するための資料(案)の作成を
行った。
2. 地震時斜面崩壊危険度評価手法の適用
2.1 検討対象領域
本研究の対象とした四国地域は，中央構造線が東西に
走り，急峻な山地が多く，石鎚山(1,982m)，剣山(1,955m)
をはじめ，標高 1,000～2,000m の山々が東西に連なる四
国山地からなる。平野部は，香川県の讃岐平野，徳島県
の徳島平野，愛媛県の新居浜平野，松山平野，高知県の
高知平野，中村平野など，主に海岸平野での規模の小さ
いものが多く，四国全面積のうち，4%に過ぎない。
2.2 適用した危険度評価手法
本研究で適用した地震時斜面崩壊危険度評価式を(1)
式(以下，六甲式 2))に示す。
F = 0.075I – 8.9c + 0.0056a – 3.2 (1)
F：判別得点，I：斜面勾配(°)，c：平均曲率(1/m)，a：
最大加速度(cm/s2)
六甲式は，地震による斜面崩壊の相対的な危険度を評
価するための簡易な手法であり，判別得点 F が 0 より大
きい場合，該当箇所が崩壊の相対的な危険性が高いと破
断されるものである。さらに F 値が大きければ大きいほ
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ど，相対的な危険度が高いものとして評価される。
六甲式を適用するにあたり，航空レーザ計測等で取得
した地形データをもとに，四国全域を 10m 四方メッシュ
に区切った上で，各メッシュの斜面勾配 I 及び平均曲率
c は GIS 処理により算出した。また，最大加速度 a は，
南海トラフの巨大地震モデル検討会において検討された
5 ケースの震度分布の最大値 3)より推定した。
2.3 危険度評価結果
六甲式による相対的な危険度を評価した結果を図-1
に示す。図-1 では，10m メッシュごとに算出した判別得
点 F の値が大きければ暖色系，小さければ寒色系となる
ように着色した。これによると，太平洋沿岸において相
対的な危険度が高く，特に，足摺岬や室戸岬は高い結果
となった。なお，破線で囲んだ高知市内でも相対的な危
険度が高い結果となった。当該領域は平野部を多く占め
るため，斜面崩壊の危険度としては過度な評価であると
考えられる。これは，社会資本や人口の密集した都市部
の地盤増幅率の精度向上が図られている反面，必ずしも
山間部の精度は十分ではない 4)ため，平野部と山間部の
加速度の差が拡大し，結果として，F 値の差も拡大した
ことが理由として挙げられる。
3. 危険度評価結果の活用手法検討
大規模地震発生後，想定される災害対応に応じて検討
に資する資料(案)を以下の通り示す。
3.1 災害対応時の資機材等輸送計画検討資料
地震発生後に災害対応用の資機材運搬を実施するに
あたり，運搬計画を策定する必要がある。そのための検
討資料案として，危険度評価結果に主要道路を図-2 のと
おり重ね合わせた(以下，資機材等輸送計画検討資料
(案))。資機材等輸送計画検討資料(案)は，危機管理を実

図-1 危険度評価結果（試算）

際に行う自治体などが保有し，随時，計画検討に活用す
ることを想定し，案として作成した。また，主要道路と
して，高速道路及び国道 5)を重ね合わせた。これから，
足摺岬や室戸岬では，相対的な危険度が高い領域にあた
るため，当該領域にある道路を活用することが困難との
判断ができる。一方で，津波による浸水想定区域が図-2
では含まれていないため，相対的な危険度が低い領域に
おいても，活用できない道路があることが推察される。
このため，道路情報だけでなく，ほかの情報も加えた資
料の作成が重要と考えられる。
3.2 地震発生時の避難経路・避難所検討資料
地震発生後の避難経路選定や開設する避難所の優先
順位を検討するための資料案として，地震時斜面崩壊危
険区域(仮称)に道路，土砂災害警戒区域等及び指定避難
所を図-3 のとおり重ね合わせた(以下，避難経路等検討
資料(案))。地震時斜面崩壊危険区域(仮称)は，斜面勾配
30°以上のメッシュがすべて崩壊すると想定し，その崩
壊想定メッシュから流出した土砂が見通し角 30°とな
るメッシュに到達する範囲とした。図-3 は，避難勧告等
を実際に行う自治体などが保有し，随時，避難計画策定
に活用することを想定している。今回作成した図-3 は，
斜面勾配 30°以上となるメッシュはすべて相対的な危
険度が高いものと整理し着色を行った。その結果，モデ
ル地区とした箇所のほとんどが着色されたことから，避
難経路や避難所の優先順位を検討するための資料として
は利用しづらいものとなった。
4. まとめ
本検討では，南海トラフ地震の発生が危惧されている
ことから，四国全域を対象として，地震時斜面崩壊危険
度評価を行った。さらに，その結果を災害対応等に活用
するための案として，
資機材等輸送計画検討資料(案)(図
-2)や避難経路等検討資料(案)(図-3)を作成した。
これら
から，以下のことが確認された。
・平野部が多くを占める領域においても，加速度の増
幅率の精度向上の関係から，相対的な危険度が高く評
価される結果となった。災害対応検討の資料として用
いる場合は，例えば，平野部を含む緩勾配斜面では，

図-2 資機材等輸送計画検討資料(案)

着色をしない(危険度評価の非対象領域の設定)など
の工夫を行うことが改善案として考えられる。
・避難経路等検討資料(案)では，斜面勾配 30°以上と
なるメッシュはすべて相対的な危険度が高いものと
整理し着色を行った結果，モデル地区のほとんどが着
色され，避難経路や避難所の優先順位を検討するため
の資料としては利用しづらいものとなった。相対的な
危険度が高いとする閾値の設定を適切に行う必要が
あると思われる。
本検討で作成した資機材等輸送計画検討資料及び避
難経路等検討資料(案)は，災害対応に活用されることを
想定して案として作成したものである。今後，関係機関
へのヒアリングを行うことで，これら資料(案)の改善点
等を抽出し，更新を図ることができると思われる。今後
も引き続き，
災害対応の検討資料として活用できるよう，
検討を重ねたい。
参考文献
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壊の危険度評価手法に関する研究，国土技術政策総合
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震像～，http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/ta
isaku_wg/pdf/20130528_houkoku_s1.pdf，2013，参照
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図-3 避難経路等検討資料(案)
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火山灰堆積斜面での地震動に起因した滑動型崩壊による木造家屋の被災形態推定手法の提案
－2018 年北海道胆振東部地震による事例－
北海道大学農学部（現国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所）
北海道大学農学研究院

◯遠藤優人
山田 孝

１．はじめに
2018 年 9 月 6 日、北海道胆振中東部を震源とするマグニチュード 6.7、最大震度７の地震が発生した。この地震
により、火山灰堆積斜面において多数の崩壊が集中的に発生した１）。厚真町では、崩壊により発生した崩土の衝撃
圧によって木造家屋に被害が生じた。家屋被災が発生した崩壊の約 7 割が、滑動型崩壊（平滑な斜面で発生した崩
壊のうち、崩土が層構造を維持して滑動したもの）に分類される２）。家屋の被災形態と衝撃圧の関係を明らかにす
ることは、被害想定を行う上で重要である。これまで、家屋の被災形態と衝撃圧の関係については、雪崩・津波・
泥流・土石流などについては研究が行われている。一方で、今回のような地震動による滑動型崩壊についてのこれ
らの報告はなされていない。本研究では、滑動型崩壊による木造家屋の被災実態の解明を行い、滑動型崩土の一次
元運動モデルを用いて、崩土の衝撃圧による木造家屋の被災形態推定手法の提案を行う。

２．研究方法
２．１ 木造家屋の被災実態の解明
厚真町において、土砂災害を発生させた崩壊 80 カ所のうち家屋被災が発生した 52 カ所を選定し、滑動型崩壊が
発生した 34 カ所を、空中写真を用いて抽出した。次に、抽出した崩壊斜面について、数値標高データを用いて ArcGIS
ソフトにより地形計測を行った。併せて、家屋の被害程度に応じた被災形態区分を設定し、家屋被災写真による木
造家屋の被災形態の判読を行った。今回、被災形態を「軽微」
、「損壊」、
「半壊」、「全壊」
、「流失・埋没」の 5 つの
形態に区分した。「軽微」は、土砂接触するが目立った被害は確認できない状態、
「損壊」は、外壁や開口部に被害
が生じているものの、構造上の問題はない状態、
「半壊」は、柱・梁・壁の一部が破壊される、または外壁の大幅な
剥落が認められる状態、
「全壊」は、柱・梁・壁の破壊または内部空間の著しい欠損がみられる状態、
「流失・埋没」
は、一階部分の完全な欠損，完全な瓦礫化，基礎部のみが残存している状態、という五つの区分に分類した。

２．２ 崩土の衝撃圧の算出方法
崩土の衝撃圧算出のため、移動時の密度、滑動深、家屋衝突直前の速度の推定を行った。衝撃圧［kN/m］は流体
力として取り扱うことによって、式(1)により表せる。
𝐹 = 𝜌 ∙ ℎ ∙ 𝑣2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１）

ここで、Ｆ：衝撃圧，ρ：密度，ｈ：滑動深，ｖ：速度、である。密度，滑動深については現地調査から設定した。
速度については、崩壊発生時の崩土の運動状況を撮影した映像資料がないため、本研究が対象とする滑動型崩壊の
一次元運動モデル（図-１）を考案し、数値計算を行った。このとき、崩土の運動を「発生・流下区間」と「氾濫・
堆積区間」の 2 つに分けて考えた。崩土の運動方程式は、断面Ⅰ－Ⅱ間に着目して、
𝑑
{ℎ𝑥𝜌𝑡 𝑉2 𝐵𝑑 } = ℎ𝑥𝜌𝑡 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑 𝐵𝑑 + 𝜌𝑡 𝑞𝑡 𝑉1 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑢 − 𝜃𝑑 )𝐵𝑢
𝑑𝑡
+

1 2
𝑔ℎ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑢 − 𝜃𝑑 ){(𝜎 − 𝜌𝑤 )𝐶𝑢 𝐾𝑎 }𝐵𝑢 − 𝜇𝑑 ℎ𝑥𝜌𝑡 𝐵𝑑 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑
2

・・・（２）

となる。また、連続式は微小項を省略して、
ℎ𝑥𝐵𝑑 = 𝑞𝑡 𝑡𝐵𝑢

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３）
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ここで、ℎ: 滑動深［m］，𝑥 : 断面Ⅰ-Ⅱ間距離［m］，𝑉1 :斜
面下端速度［m/s］，𝑉2 : 氾濫・堆積区間速度［m/s］，𝐵𝑢 :発
生・流下区間の崩土幅［m］，𝐵𝑑 : 氾濫・堆積区間の崩土幅
［m］，𝜃𝑢 : 発生・流下斜面勾配［°］，𝜃𝑑 : 氾濫・堆積斜
面勾配［°］，𝜎: 土粒子の密度［t/m3］ ，𝜌𝑤 : 水の密度
［t/m3］，𝜌𝑡 : 滑動時の崩土の密度［t/m3］，𝑞𝑡 :単位時間・
単位幅当たりの断面Ⅱへの流入土砂量［m2/s］，g: 重力加速
度［m/s2］，𝐶𝑑 : 土砂濃度，𝐾𝑎 : 主働土圧係数，𝜇𝑢 : 発生・

図-1 滑動型崩土の運動モデル

流下区間摩擦係数，𝜇𝑑 : 氾濫・堆積区間摩擦係数，である。
崩土の滑動時の動摩擦係数は、「発生・流下区間」では、等
価摩擦係数を、「氾濫・堆積区間」では、速度、土砂到達距
離、斜度から逆算した値を用いた。

３．結果・考察
３．１木造家屋の被災実態
抽出した木造家屋に行った被災形態判読の結果を図－2 に
示す。まず、滑動型崩壊による被災家屋の約 9 割に、「流失
・埋没」の被害が生じたことが分かった。さらに、滑動型崩

図-2 滑動型崩壊による各被災形態の戸数

壊による人的被害の全てが「流失・埋没」の被災家屋で発生
したことが分かった。

３．２崩土の衝撃圧
家屋被災形態ごとの衝撃圧を図－3 に示す。軽微、損壊、半
壊、全壊は対象家屋が一戸であったため、そのまま衝撃圧が
下限衝撃圧になるが、流失・埋没の衝撃圧は 99.7～859kN/m
の幅があった。なお、家屋衝突直前の崩土の速度は 0.6～
20m/s であり、崩土の運動開始から家屋に衝突までに要する
時間は 7～22 秒程度であった。

３．３木造家屋の被災形態推定手法
各被災形態を引き起こす下限の衝撃圧は、軽微は

図-3 家屋被災形態ごとの衝撃圧

1.4[kN/m]、損壊は 6.4[kN/m]、半壊は 44.4[kN/m]、全壊は
57.6[kN/m]、流失・埋没は 99.3[kN/m]となった。また、これらの衝撃圧を用いることにより、斜面下端からの距離
に応じた木造家屋の被災形態を推定した。厚真町 B 地区 AA 宅を例に挙げると、斜面下端から０～130ｍの範囲で「
流失・埋没」、130～150ｍの範囲で「全壊～軽微」
、150ｍ以上で無被害と推定された。

４．参考文献
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地震による斜面表層崩壊対策工の効果を視覚的に理解する簡易な模型実験教材の活用事例
ロープネット・ロックボルト併用工法研究会
○鏡原聖史，西原玲二，寺岡克己，川上博行，佐柳 武
杉井良平，田中秀幸，小林勇希，植田誠司，沖村 孝

1. はじめに
近年，地震や豪雨によって自然斜面が表層崩壊することを予防する対策工として，樹木を残したまま
自然斜面を補強できるロープネット・ロックボルト併用工法 1),が施工されるケースが増加している．
この工法は，通常の支圧板と鉄筋挿入工にネ
ットまたはワイヤーを網目状に組み合わせて
施工することで地盤変形の追随性を高め，崩壊
に至る地盤変形を抑制する工法である．
大変形を抑止する新たな工法であることか
ら，地盤の変形に追随して各部材がどのように
働き、対策の効果がどのように発現されるかを
理解することが重要である．著者らは，簡易な
土層を傾斜及び加振させることが出来る模型
装置を作製し，対策工の効果を視覚的に理解で
きる一般向け教材として活用 2),3)している．
本稿は，新型コロナウイルス感染症拡大防
止を念頭においた教材活用の場として，模型
実験の動画を撮影し，その動画を配信するこ
とで模型実験教材の活用を図った事例につい
て報告する．
2. 本工法の概要
本工法は，ロックボルトを斜面直角方向に打
設し，その頭部を支圧板とロープネットによっ
て連結することにより斜面安定を図るもので
樹木を残したまま斜面を補強できる特徴があ
る（図 1 参照）．この工法は，豪雨，地震時に
おいて，斜面の変形および破壊状態に対応して
各部材が効果を発揮することにより，変形抑制
する機能を有する構造で，変形の度合いにより
安定性を判断する設計手法を採用している特
徴 4)がある．
3. 模型教材の概要
模型教材は，静的な斜面傾斜模型実験装置と
動的な加振式傾斜土層模型実験装置の 2 つで
ある．いずれも模型材料として，土層材料はス
ウェーデンで開発された特殊な砂で 98％が純
粋な砂で出来ており，特許技術（2％）によっ
て乾燥せず，締固まり，土塊を維持できる
Kinetic Sand5)を用いている．ボルト・支圧板
はトタン釘，ネットは防鳥ネットを用いている．
傾斜台には，斜面基盤をイメージして，コルク
マットを設置し，ボルトの先端がマットに刺さ
ることで固定できる構造としている．
静的な斜面傾斜模型実験装置は，図 2 に示す
ように実験土層，対策工を設置し，傾斜板をゆ
っくり傾斜させる装置である．一方，図 3 に示
すように動的な加振式傾斜土層模型実験装置

図 1 対策工施工斜面の状況
実験土層
デジタル傾斜計
ボールねじに
よる傾斜装置
傾斜板

架台固定箱
取り外しできる止板

図 2 静的な斜面傾斜模型実験装置の概要 2)

図 3 動的な斜面傾斜模型実験装置の概要 3)
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は，静的な斜面傾斜模型実験装置を傾斜土
層部として，中間可動部（回転テーブル）
と加振部の 3 つを組み合わせることで，傾
斜，加振実験（加振方向も 2 方向）が可能
な装置である． いずれの模型装置とも，無
対策，対策状態で同時に実験ができ，土層
の変形状況の変化を比較できる観察できる．
4. 動画撮影と動画配信ならびに六甲山
の災害展
六甲山の災害展は，六甲山系の災害の歴
史と治山・砂防工事の情報を知り，土と水
の災害への注意喚起を行うため，毎年，8
月の 2 週間にわたって兵庫県と神戸市，国
土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所が
共同で開催している展示会である．2020 図 4 ロープネットロックボルト YouTube チャンネル 7)
年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため，パネル展示を中心として，従来の実演展示は，オンライン展示として企画，運営された．例
年どおりの模型の実演ができないため，急遽，オンライン展示できるよう動画撮影と動画配信を行うこ
ととした．動画を撮影するに当たって，防災模型じっけん楽会 6)を参照して，動画の構成を確認した．
動画は概ね 2 分程度で作成されているものが多いことから，2 分程度を目安に作成することとした．ま
た，動画の構成は，①対策工の概要の説明，②模型の説明，③静的な斜面傾斜模型実験，④動的な加振
式傾斜土層模型実験の順番として，対策工を施した斜面が変形を抑制している状況を視覚的に理解して
もらえるよう考えた．
実際に静的な斜面傾斜模型実験と動的な加振式傾斜土層模型実験を複数回実施し，複数個のカメラで
動画を撮影して，編集を行った．編集を行うに当たって，異なるアングルの映像を並べて表示すること
で，斜面斜め前からと斜面正面の変形状況を一度に確認でき，対策工の効果を比較しながら視聴しても
らえるようにした．また，模型の準備段階である土層の敷詰めから，模型の対策（ネット，ボルト）の
設置状況を撮影することで，斜面対策工の施工手順も理解してもらえるよう工夫した．それぞれの状況
は，テロップとして表示することで，音声による説明は行わず，じっくり観察できるようにした．編集
した動画を，YouTube にアップして，現在公表 7)している（図 4 参照）．
つぎに六甲山の災害展のオンライン情報サイト 8)は，六甲山系の災害の歴史と治山・砂防工事の情報
サイトで，常設の web サイトである．この web サイトの情報，土砂災害の実験・啓発動画（動画リン
ク集）の中でロープネットロックボルト【YouTube】チャンネルのリンクを貼って，広報活動させてい
ただいている．なお，2021 年 4 月 5 日現在までの閲覧数は，120 回である．まだまだ閲覧数が少ない
ため，研究会メンバーで議論しながら，斜面傾斜模型実験の構成を変えた動画，対策工施工現場の動画，
施工状況の動画など視聴者に興味を持っていただくことができるような動画を増やしていく予定であ
る．また，テロップに流す用語については，小学生などにも理解できるような工夫が必要であり，引き
続き，いろいろな防災教育資料などを参考にしながら検討を行う予定である．
5. おわりに
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，これまでの作製した斜面傾斜模型実験を活用する場とし
て，模型実験の動画を撮影し，その動画を配信することで模型実験教材の活用を図った事例について報
告した．最後に，六甲山の災害展では，兵庫県農政環境部農林水産局治山課、兵庫県神戸県民センター
六甲治山事務所のご協力をいただきました．ここに記して深く感謝致します．
参考文献
1） R・R 工法研究会 web：http://www.rr-kouhou.com/index.html
2） 鏡原ら：斜面表層崩壊対策工の効果を視覚的に理解する簡易な模型実験教材の検討,P2-117,平成 28 年度砂防学会研
究発表会,2016.
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究発表会,2017.
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7）
8）

防災模型じっけん楽会 web：https://bosaimokeijikken.wordpress.com/
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富士山大沢川における土砂動態観測状況と画像解析による土砂変動の把握手法
国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 村松 弘一，田中 僚，上野 諒平※
アジア航測株式会社 ○西村 直記，江口 友章，勝又 善明，中村 圭裕
服部 聡子，新名 恭仁，于 忠策，臼杵 伸浩
（※現 国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所）

はじめに
「大沢崩れ」は，富士山の上部西側斜面に位置する長さ約 2,000m，最大幅約 500m，最大深 150m に及ぶ国内最大規
模の大崩壊地である。富士砂防事務所では，昭和 45 年の開所以来，大沢川における土砂動態を把握するため，航空写真
測量や現地踏査等を行ってきた。近年では，航空測量技術
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図 1 過去 50 年間の大沢崩れからの流出土砂量
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急崖部の高精度地形データの取得

図 2 源頭部渓床堆積土砂量の経年変化（H12 基準）

大沢崩れでは，溶岩と火山噴出物（スコリア）の互層が
2300

存在し，
スコリアの流出が発生することで溶岩がオーバー
ハングし，
崩壊することが土砂生産の一因であることがわ

2275

かっている。LP 計測では崩壊後の地形を取得することは
できるが，ほぼ垂直方向に計測するため，オーバーハング
よる写真計測を行い，垂直写真と斜め写真から SfM
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約 5m
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部の地形を取得することは困難である。そこで，UAV に
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（Structure from Motion）技術により 3 次元データを作成
した。LP 計測データとの比較を行ったところ，LP 計測で

2200

は表現されていないオーバーハング部の地形を取得でき
ることが確認された（図 3）
。今後のデータ蓄積により，
スコリア層の侵食速度を推定し，
大沢崩れの崩壊発生メカ
ニズムの解析につながることが期待される。
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図 3 UAV によるオーバーハング地形の取得
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インターバルカメラ画像解析による土砂動態モニタリングの実施
大沢崩れにおける 1 年間の土砂移動状況は LP 計測により把
握されているが，出水ごとの崩壊や土石流の状況を確認する手
段が限られていた。そこで，冬季も含めた崩壊や土石流等の土
砂移動状況を把握するため，大沢崩れの標高 2,200m 付近に複
数台のインターバルカメラを設置し，静止画を連続的に取得し
た。撮影は 5 分に 1 枚の間隔で行っている。インターバルカメ
ラ画像より，降雨や地震がない状況で崩壊が発生している状況
（図 4）や，冬季の雪崩の発生状況（図 5）を確認することが
できた。これらの現象は，LP 計測による年間の土砂変動解析で
は確認できなかった現象であり，これらの現象が発生した場所
の詳細な地形解析を行うことで土砂移動メカニズムの解明に
つながることが期待される。
インターバルカメラは冬季を含めて撮影をし続けてい

図 4 インターバルカメラで確認した崩壊の発生状況

ることから，1 台あたりの取得画像は年間 2 万枚程度に及
ぶ。大量に取得される画像から土砂変動が生じた箇所を
目視確認するには限界があることから，画像解析による
土砂移動領域の抽出技術を開発した。画像解析では，航空
レーザ計測では把握が困難な数 10cm 程度の土砂移動イ
ベントを把握することを目的とした（図 6）
。
まず，全画像の中から画郭ずれや天候・夜間により解析
不能な画像を「解析対象外画像」として判定し，残りの画

図 5 インターバルカメラで確認した雪崩の発生状況

（左：雪崩発生直後，右：融雪後）

像から各日で解析に適した画像を自動検索し，ペ
ア画像（比較画像）を設定した。次に，ペア画像
ごとの輝度相関を算出し，輝度相関係数による変
化を算出することで，画像内の変化領域を抽出し
た（図 7）
。さらに，抽出したペア画像の比較が容
易にできるよう，比較画像と比較した画像のリス
トを自動生成することとした。自動抽出された範
囲を目視確認したところ，土砂移動領域を概ね抽
出できており，土砂移動の発生タイミングと土砂
移動範囲の確認作業を大幅に省力化や人為的な
ミスを削減することが可能となった。今後，薄い
霧や影の影響を考慮した改良を行うことで，より
抽出精度が高まるものと期待される。

図 6 画像解析対象現象イメージ

おわりに
大沢崩れでは，LP 計測データの解析により年
間 10 万 m3 以上の土砂が下流に流出しているこ
とが明らかとなっており，今後も活発な土砂生産
が発生すると予想される。現在の技術では標高
3,000m 以上の大沢崩れ斜面からの土砂生産を直
接抑制する対策を行うことは困難であるため，渓
床部における対策工事（横工）や下流域の扇状地

図 7 画像解析による土砂移動領域の抽出

における除石工事等の対策により，保全対象への

被害防止を図る必要がある。土石流やスラッシュ雪崩が生じる条件を解明するため，今後も土砂動態モニタリングを継
続し，新たな知見を得ることで，大沢川全体の砂防計画や土砂災害防止に向けた対策検討に活用することを目指す。
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図-1 検討対象渓流

図-2 各領域と生産土砂量・流出土砂量の関係
100,000

流紋岩（N=514）
y = 0.7922x1.0466
R² = 0.7555
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図-3 地質ごとの崩壊域面積と生産土砂量の関係
100,000
10,000
流出土砂量（m3）

1 はじめに
近年、平成 30 年 7 月豪雨災害など、土砂・洪水氾濫に
よる被害が顕在化している。
土砂・洪水氾濫対策を実施するためには、流砂系を一
貫とした総合的な土砂管理を検討する必要があり、砂防
領域では、崩壊地から生産される土砂量（以下、生産土
砂量）や下流へ流出する土砂量（以下、流出土砂量）を
把握することが重要である。
生産土砂量を高精度で評価する手法としては、2 時期
の LP データを用いた地形量の差分解析がある。
しかし、この手法はコストや時間がかかるなどの課題
があるため、比較的簡易に生産土砂量を推定する手法と
して、空中写真により判読した崩壊地の面積から生産土
砂量を推定する方法
（面積を変数とした土砂量の推定式）
が検討されている 1)。
ただし、既往の検討事例は、対象範囲・事例が限定的
である。そのため、今後は、多数の事例を用いて、確度
の高い推定式を作成することが重要であると考えられる。
本検討では、このような背景を踏まえ、近年広島県に
おいて発生した多数の崩壊事例を対象に、崩壊地の面積
と土砂量の関係について分析した。
2 検討対象渓流の選定
本検討で対象とした土砂災害は、近年広島県において
発生した平成 26 年 8.20 土砂災害（以下、H26 災害）お
よび平成 30 年 7 月豪雨災害（以下、H30 災害）とした。
これらの災害の中から、災害発生降雨量や地質などの
誘因・素因が偏らないように配慮し、図-1 に示す検討対
象渓流を選定した。
3 崩壊地の判読
検討対象渓流について、空中写真および災害前後の 2
時期の LP データ差分解析結果を参考に、崩壊地の判読
を実施した。
本検討では、生産土砂量と流出土砂量について検討す
るため、崩壊地を崩壊域、流下域、堆積域の 3 つに区分
して判読した。図-2 に各領域と生産土砂量・流出土砂量
の関係を示す。
4 崩壊地の面積と土砂量の関係分析
判読した各領域について面積と土砂量を整理し、①崩
壊域面積と生産土砂量の関係および②崩壊域と流下域の
合計面積と流出土砂量の関係を分析した。
4.1 全事例を対象とした分析
図-3 および図-4 に、地質ごとに崩壊地の面積と土砂量
の関係を整理した結果を示す。
なお、
土砂量の推定式は、
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R² = 0.5914
R² = 0.7117
花崗岩

1,000

流紋岩（N=432）
y = 0.9751x0.9375
R² = 0.6841

100
10

流紋岩
その他
累乗 (花崗岩)
累乗 (流紋岩)
累乗 (その他)

1
0

20,000 40,000 60,000 80,000
崩壊域面積+流下域面積（m2）

100,000

図-4 地質ごとの崩壊域と流下域の合計面積と
流出土砂量の関係
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図-5 災害ごとの崩壊域面積と生産土砂量の関係
（代表例：花崗岩の地質の渓流）
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既往の検討事例 1)を参考にべき乗近似の曲線とした。
これらの図より、
崩壊地の面積と土砂量の決定係数は、
いずれの地質・土砂量においても 0.6 以上であり、相関
係数にすると 0.77 以上であることがわかる。
この結果より、
崩壊地の面積と土砂量には相関があり、
崩壊地の面積より土砂量を概略的に算定するが可能とい
える。
また、地質の違いに着目すると、生産土砂量では流紋
岩の地質において土砂量が大きい傾向があり、流出土砂
量では流紋岩およびその他の地質において土砂量が大き
い傾向があることがわかる。
この結果より、既往の検討事例 1)と同様に、地質の違
いによって、崩壊地の面積と土砂量の関係に一定の差異
があると推察される。
なお、土砂量の推定式のべき指数は、いずれの土砂量
においても概ね 0.9～1.05 であることがわかる。
この結果より、本事例では、崩壊地の面積と土砂量が
概ね比例関係にあり、崩壊深が概ね一定であると推察さ
れる。なお、土砂量を崩壊地の面積で除した平均崩壊深
は、既往の検討事例 1)と同様に、多くの事例が 2m 以下
であった。
4.2 災害ごとに分類した分析
生産土砂量や流出土砂量は、地質などの素因のみでな
く、
降雨などの誘因も大きく関係していると想定される。
そこで、対象渓流を雨の降り方が異なる H26 災害（短
時間豪雨）および H30 災害（総雨量の大きい長雨）に分
類し、崩壊地の面積と土砂量の関係を再度整理した。
なお、本分析では、H26 災害の流紋岩地質の渓流が少
ないため、花崗岩とその他の地質について整理した。ま
た、花崗岩とその他の地質では、同様な傾向を示したた
め、代表例として花崗岩の地質での分析結果を示す。
図-5 および図-6 に、花崗岩の地質の渓流について、災
害ごとに崩壊地の面積と土砂量の関係を整理した結果を
示す。
図-5 より、生産土砂量は、いずれの地質においても、
H26 災害よりも H30 災害の方が大きいことがわかる。
この結果より、崩壊域においては、降雨条件によって
生産土砂量が異なると推察される。ただし、H26 災害と
H30 災害では、災害発生箇所が異なるため、地形などそ
の他の影響による可能性もある。
一方で、図-6 より、流出土砂量は、各災害とも概ね同
程度であることがわかる。
この結果とH30災害の方が生産土砂量が大きいことを
踏まえると、H30 災害の渓流では、H26 災害の渓流より
も流下域での侵食が少ないこととなる。
そこで、各渓流の崩壊域上端から流下域下端までの平
均勾配を整理したところ、H26 災害では平均で 26.9°、
H30 災害では平均で22.7°であり、
H30 災害の方が約4°
小さいことがわかった。
この結果より、H30 災害では、H26 災害よりも生産土
砂量が大きいが、勾配が緩いため、流出土砂量が H26 災
害と概ね同程度になったと考えられる。
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図-6 災害ごとの崩壊域と流下域の合計面積と
流出土砂量の関係（代表例：花崗岩の地質の渓流）
そのため、流出土砂量を推定する場合は、崩壊域と流
下域を合わせた比較的広範囲が対象となるため、地形の
影響を考慮する必要があると推察される。
一方で、H30 災害では、生産土砂量が大きいため、よ
り下流まで土砂が運搬され、崩壊域から流下域までの平
均勾配が必然的に小さくなったとも考えられる。
この仮定が正しい場合、渓流の勾配と生産土砂量に応
じて崩壊地の面積と流出土砂量が決定されるため、地形
を考慮せずとも崩壊地の面積から流出土砂量を算定でき
ると推察される。
5 おわりに
崩壊地の面積と土砂量の関係について分析した結果、
広島県の多数の災害事例を対象とした場合においても、
既往の研究事例 1)と同様に、崩壊地の面積と土砂量には
相関があり、崩壊地の面積より土砂量を概略的に算定す
ることが可能であることなどが確認された。
ただし、地形・地質・降雨の条件によって、崩壊地の
面積と土砂量の関係に差異がある可能性が示唆された。
今後は、地形・地質・降雨を考慮して崩壊地の面積と
土砂量の関係を分析するとともに、作成した推定式の適
用性を検証することが重要であると考えている。
【参考文献】
1) 秋田寛己ら：豪雨に伴う新規崩壊による流域スケール
の土砂生産量推定-沙流川水系パンケヌーシ川流域に
おける平成 28 年台風 10 号の事例-、2020 年度砂防学
会研究発表会概要集、pp.71～72、2020.7
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1. はじめに
平成29年7月九州北部豪雨や平成30年7月豪雨、令和
元年東日本台風において甚大な被害をもたらした土
砂・洪水氾濫は、山地域で生産された土砂が下流域に
大量に流出することによって発生することが知られて
いる。また、同様の土砂・洪水氾濫が発生する恐れの
ある流域は全国に数多く存在することが考えられ、そ
のような流域における被害を未然に防ぐためには、土
砂・洪水氾濫が発生する危険度を比較的簡易に判定す
る手法が必要である。
土砂・洪水氾濫被害の発生する危険度を事前に把握
するためには、山地流域から下流域への流出土砂量を
一定の精度で把握する必要があるが、筆者らは山地域
の生産土砂量に対する下流域への流出土砂量の割合
（流出率）は、各山地流域単位での地形条件（勾配や
谷幅等）
に影響を受けているのではないか、
と考えた。
図1）
。
そこで、流出率に影響を及ぼす地形条件およびその
関係性を明らかにするために、山地流域における流出
率と地形的要素ついて統計分析を実施し、流出率推定
式の構築を試みた。さらに、災害実績の生産土砂量お
よび流出率推定式を用いて流出土砂量を算出し、実績
と比較することで流出土砂量推定手法の妥当性につい
て検証した。本稿では、上記手法の一連の検討手法お
よび検証結果について報告するものである。
下流への土砂流出量を減じる
地形的要素が大きい流域
狭窄部や拡幅部等
により谷底幅の変
化が大きい

令和元年度台風 19 号による五福谷川を選定し、収集
した災害前のLP データから GIS により水系網を作成
し、50m 区間毎に河道の地形条件を計測し、それらの
情報を山地流域に集約した。ここで、土砂移動形態が
土石流区間において発生・流下区間である渓床勾配 10
度程度となる流域規模（流域面積）に着目し、
Montgomery、
2001 を参考に流域面積が 0.2～1.0km2
の流域を山地流域として設定した。なお、個々の山地
流域への集約方法は平均値と標準偏差を用いた。
また、
災害前後の LP データから生産土砂量、堆積土砂量を
算出し、それらの土砂収支から流出土砂量、流出率を
算出した。
（表 1）
まず、どのような地形条件下で土砂が流れやすいか
を明らかにするために、作成で対象とする流域におい
て流出率を目的変数、地形量を説明変数としたロジス
ティック回帰分析を実施した。
次に、分析したロジスティック回帰式を流出率推定
式とし、実績の生産土砂量を乗じることで推定の流出
土砂量を算出し、実績の流出土砂量と比較する。さら
に、構築した流出率推定式を検証で対象とする流域に
適用して検証を行った。
表 1 山地流域に集約した地形量
備考

集約方法

平均勾配（m）

平均値、標準偏差

勾配比

平均値、標準偏差

上下流端の標高データから算出
（大きいほど急勾配から緩勾配に
変化）

下流への土砂流出量を減じる
地形的要素が小さい流域

説明変数

谷底幅の変化が少ない

目的変数
谷底

その他

流出率 大

項目

上流/下流

斜面・渓流

流出率 小

地形量（山地流域）

変数

理論式により算出した土石流の流

平均谷幅（m）

平均値、標準偏差

谷幅比

平均値、標準偏差

湾曲角（度）

平均値、標準偏差

水深（m）

平均値、標準偏差

理論式により算出した土石流水深

谷密度

-

河道延長/流域面積

合流点数

合計

部分流域内の合流点数

流出率

-

流出土砂量/生産土砂量

生産土砂量

合計

堆積土砂量

合計

流出土砂量

-

下幅
上流/下流
（小さいほど拡幅している）
屈曲部の内角
（小さいほど屈曲している）

災害前後のLP差分解析結果
（差分マイナス）
災害前後のLP差分解析結果
（差分プラス）
災害前後のLP差分解析結果

3. 分析結果

図1 流出率と地形条件のイメージ図

2. 分析手法
推定手法の作成で対象とする流域として平成 29 年
7 月九州北部豪雨による筑後川右岸流域赤谷川、北川、
桂川および平成 30 年 7 月豪雨による総頭川、大屋大
川、中畑川、推定手法の検証で対象とする流域として

3.1 ロジスティック回帰分析結果（流出率推定式）

ロジスティック回帰分析の結果構築された流出率
推定式を表2に示す。なお、説明変数は表1の全てを使
用し、ステップワイズ法による変数選択の結果、最も
決定係数の高い回帰式を採用した。
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分析の結果、渓床勾配の標準偏差、谷幅の標準偏差

が統計的に有意な説明変数として取り込まれた回帰式
が作成され、渓床勾配、谷幅の標準偏差が小さいほど
流出率が大きくなる関係性が示唆された（表 2）
。こ
れは、勾配変化点や狭窄部、拡幅部等の形状変化の少
ない流路において流出率が高くなることを表しており、
このような地形的特徴をもつ山地流域については流出
率が高くなる可能性が考えられる。

ぼ1.0となっていることから、全体としては実績の流出
土砂量を良好に予測できている結果となった。
ただし、
流出土砂量の少ないサンプルに着目すると、実績に対
し、2倍程度過大に算出されているサンプルも見られ
る。これは、前述の流出率の低い地点の予測精度が低
い流出率推定式の特性が反映されたことによるもので
ある。
200,000

流出率の推定値と実績値を比較した結果を図2に示

180,000

す。6流域の評価結果については、0.5～1.0の区間にお

y = 0.9622x + 1171.3

推定流出土砂量（m3）

160,000

いては、推定値と実績値が概ね1対1の関係となってい
ることから、
比較的実績と整合する結果となっている。
一方、0.5以下では実績と整合しない点が多くなる結果
となった。このことから、構築した推定式は、全体的

R² = 0.9467

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

に流出率の高いサンプルの予測精度を重視した結果と

0

考えられる。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

実際の流出土砂量（m3）

検証流域である五福谷川での整合性は、0～0.75の

図3 流出土砂量の実績と推定値（6 流域）

範囲では、実績に対し推定値が過大に評価される結果

50,000
45,000

となった（図2）
。これは、流出率推定式が五福谷川の
推定流出土砂量（m3）

40,000

災害現象、地形特性を精度良く表現することができて
いないことや、流出率の高いサンプルの予測精度が高
い推定式の特性が、より顕著に反映されたことが考え
られた。
表 2 ロジスティック回帰分析結果（流出率推定式）
モデルの統計量
分析流域

回帰式

6流域
（赤谷川、北川、桂
川、総頭川、大屋大
川、中畑川）

P（流出率）
=1/(1+exp(-(-0.0660×
x1-0.0790×x2+0.0408
×x3+2.5709)) )

P値

0.0048

決定係数

（Nageikerkeの
疑似決定係数）

0.0698

流出率が大きくなる
地形条件
（有意な説明変
数のみ記載）
渓床勾配標準偏
差：小、

1

0.75

0.75

30,000
25,000
20,000
15,000

y = 0.9907x + 1116.7

10,000

R² = 0.9769

5,000
0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

実際の流出土砂量（m3）

図4 流出土砂量の実績と推定値（五福谷川）
4. まとめ
本研究により、以下に関する知見が得られた。

谷幅の標準偏
差：小
x1：渓床勾配標準偏差、x2：谷幅標準偏差、x3：合流点数

1

35,000

・ロジスティック回帰分析により、有意な流出率推定

流出率（推定値）

流出率（推定値）

式が構築されたことにより、流出率と地形条件（勾
0.5

示唆された。ただし、流出率の低い箇所における整

0.5

合率に関しては課題を残す結果となった。
0.25

0.25

0

配、谷幅の標準偏差）と一定の関係性があることが

適合率：低（過大評価）

0

0

0.25

0.5

0.75

流出率（実測値）

1

・構築した流出率推定式を用いて、流出土砂量を推定
する一連の手法を示した。
0

0.25

0.5

0.75

1

流出率（実測値）

図2 流出率の実績と推定値（左図：6 流域、右図：五
福谷川）
3.2 流出土砂量の算出結果
構築した流出率推定式および実績の生産土砂量を
用いて、流出土砂量を算出した。なお、前述のように、
構築した流出率推定式は、流出率の低いサンプルの予
測精度が低いことが課題として挙げられるため、算出
した流出土砂量は試算結果であることに留意されたい。
流出土砂量の実績値と推定値の関係を図3、図4に示す。
6流域および五福谷川ともに、近似式の傾きが、ほ

・検証結果から、個々の流域によって流出率に影響を
及ぼす地形条件が異なることが想定されることか
ら流域ごとの、より詳細な検証が必要である。
今回は、流域面積（0.2～1.0km2）を限定し分析を
行ったが、今後はより汎用性を高めるため、小規模な
流域面積（0.2km2以下）での流出率推定式の構築や流
域の特性を踏まえた、より詳細な検討を実施する必要
があると考えている。また、土砂生産プロセス（斜面
崩壊、渓床浸食）や土砂移動現象を区分し詳細に分析
を実施し、流出率の低いサンプルも含め、全体の流出
率の予測精度向上を進めたいと考えている。
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不透過型砂防堰堤における浮遊砂の堆積に関する基礎的検討
国土技術政策総合研究所 砂防研究室 〇永谷直昌(現 いであ（株))，泉山寛明，山越隆雄
京都大学防災研究所 藤田正治
１．はじめに

計算範囲

250

出し、土砂・洪水氾濫の被害を助長している例が見ら
れる。浮遊砂がどれほど被害を拡大させるのかについ

200

流量（m3/s）

年の土砂災害では浮遊砂となる粒径の土砂が大量に流

190m3/s

ペケレベツ2号砂防堰堤流量

平成 30 年 7 月西日本豪雨における大屋大川など近

155m3/s

※日勝峠の道路が崩落
しているのが8月30日

150

の洪水のため土砂生産
が見込まれるため。

100

ては検討を要するものの、砂防堰堤による捕捉機構を

50

整理しておくことは除石管理や総合土砂管理の観点か
2016 60920
2016 71912
2016 81716
2016 81723
2016 81806
2016 81813
2016 82115
2016 82122
2016 82205
2016 82212
2016 82219
2016 82302
2016 82309
2016 82316
2016 82323
2016 82623
2016 83002
2016 83009
2016 83016
2016 83023
2016 83106
2016 83113
2016 83120
2016 90909
2016 90916
2016 90923

0

らも重要である。貯水池においては浮遊砂の堆積プロ
セスが高精度に再現できることが確認されているが
1)

、不透過型砂防堰堤では水通しまで堆砂し、浮遊砂

図-1 対象洪水の抽出

は次第に下流へ流出することになるため、その過程で

100

粒径ごとの堆積プロセスを今一度確認しておくことが

80

望まれる。平成 28 年 8 月台風 10 号では、十勝川水系
ペケレベツ川に設置されている 2 号砂防堰堤（有効高
さ 13 m、初期河床勾配 1 / 35）で満砂する事例が見ら

通過百分率 [ % ]

下層
表層
供給土砂

60
40
20
0

れ、詳細な調査結果がある 2)。そこで本研究では、当

0.01

0.1

遊砂の堆積特性について分析を行った。
320

堰堤地点から上流 1 km までを計算範囲とし、河幅

た。抵抗則にはマニング則（粗度係数 0.05）を用い、
掃流砂量は芦田・道上式により計算し、浮遊砂は沈
降・浮上（芦田・藤田式）と移流を考慮した輸送方程
式で計算した。揚圧力係数および遮蔽係数はそれぞれ

300

標高 [m]

道は矩形とし、初期河床高は S63 年時の縦断図を用い

初期河床
35時間後(ピーク時)
37時間後
39時間後
最終時刻

310

の縦断方向変化を考慮した不等流計算を実施した。河

100

1000

グラフは図-1 のとおり流出解析を実施して求め、計算

280
270
260
0

200

3 3)

よりも少ない。堰堤地点で

は堰の公式により水深を決定し、掃流砂は堆砂が水通
し天端に達するまで流出しないものとした。浮遊砂は
1 断面（堰堤地点から 25 m 上流）上流の計算点での断
面平均濃度分だけ流出するとした。粒度分布は供給土
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800

1000

100

通過質量百分率 [%]

し 2 号堰堤堆砂域への総供給土砂量は空隙込みで約

400
600
区間距離 [m]

図-3 2 号砂防堰堤上流側の河床位の時間変化

期間は台風 10 号接近時の 2016/8/29 20 時～8/31 21 時
とし、平衡掃流砂量・浮遊砂量も同時に与えた。ただ

34時間後
36時間後
38時間後
ピーク水位
実測値（出水後）

290

2.5、1.0 を使用した。境界条件として与えるハイドロ

32.7 万 m と約 86.7 万 m

10

図-2 粒度分布図

２．計算方法

3

1

粒径 [ mm ]

該事例を検証材料として 1 次元河床変動計算により浮

80
60

初期
600m地点
500m地点
300m地点
100m地点

40
20
0
0.01

0.1

1

10

100

1000

粒径 [mm]

図-4 計算終了後の表層（0 – 0.2 m）の粒度分布

砂、表層（交換層、遷移層）
、下層で分けて与えた

流への大量の土砂流出が説明できる可能性がある。

（図-2）
。

4．おわりに

３．結果と考察

砂防堰堤における浮遊砂の堆積特性について検討を

計算の結果、堰堤には空隙込みで約 31.5 万 m3 堆積

行った。その結果から、浮遊砂の下流への流出量は満

しほぼ満砂状態となった（図-3）
。掃流砂は 300 m 地

砂に至るまではそれほど大きなものでなく、掃流砂と

点より上流で堆積しており、堰堤～300 m では浮遊砂

同様に満砂となった後に増大するものと予想された。

が堆積しており、流量がピークに達したあとで堆砂肩

謝辞

の前進が顕著に見られる。表層（0 – 0.2 m）の粒径に

データをご提供頂いた北海道開発局および北海道庁の関係

ついては上流方向に粗くなる傾向を再現している（図

者、情報提供いただいた林真一郎氏には御礼申し上げます。

-4）
。堰堤から 600 m、500 m、300 m、100 m 地点はそ

参考文献

2)

れぞれ宮崎ら の Ag、As3、As2、As1 に対応し、600

１）芦田和男・藤田正治：貯水池堆砂の数値シミュレーショ

m と 500 m 地点では粒度分布の再現性は高いものの、

ン, 京大防災研年報, 第 30 号 B-2, 1987

300 m、100 m 地点は計算では 1 mm 以下の土砂の堆積

２）宮崎知与ら：1 出水により満砂した不透過型砂防堰堤の

を過剰に表現してしまっている。

堆砂土層の粒度組成, H31 砂防学会研究発表会概要集, 2019

図-5 においてピーク流量時およびその 1 時間後の浮
上量／沈降量の比を確認すると、500 m 地点より下流

３）宮崎知与ら：周氷河性斜面の崩壊・侵食に起因する大規
模な土砂移動の実態, 砂防学会誌, Vol. 71(2), 2018

では浮上量に対して沈降量が上回り、粒径が小さいほ

120

ど下流でその傾向が見える。湛水面の上流端は最大で

それより上流側で、0.425 mm 以下は 0 – 300 m で沈降
が活発に生じることが分かる。堰堤付近では芦田・藤

浮上量/沈降量 [%]

も 300 m 地点ほどのところにあり、0.85 mm、2 mm は

80

2mm

60

0.85mm

40

0.25mm

0.425mm
0.106mm

20

1)

田 で述べられているように貯水池と同じくウォッシ

0.075mm

0
0

ュロード成分が堆積していることがわかる。

120

地点における累積通過土砂量に対する各地点の累積通
過土砂量の割合を示す。2 mm の粒径は 800 m 地点で
堆積が生じはじめ、400 m 地点より上流ですべて堆積

浮上量/沈降量 [%]

図-6 は堰堤から上流 1000 m 地点を基準として、同

100

している。0.25～0.85 mm の粒径については 200 m～

崎ら 3)によれば 2 号砂防堰堤より下流には 40 万 m3 ほ
どの土砂が流出したとあることを踏まえると、満砂ま
での間における下流への土砂流出は限定的であると考
えられる。計算期間より前にも 2 つ出水があるため
（図-1）
、これらの出水時の土砂流出を考慮すれば下
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0.85mm
0.425mm
0.25mm

40

0.106mm

20

0.075mm

200

400

600

800

1000

堰堤からの距離 [m]

120
[%]

でその大部分が流出する計算結果であった。一方、宮

1000

2mm

60

100

点の通過土砂量の割合

190m /s）～ピークから 4 時間後（流量約 30m /s）の間

800

堰堤からの距離 [m]

図-5 ピーク時、ピーク 1 時間後の浮上量/沈降量の比
1000m地点の通過土砂量に対する各地

3

600

(b) ピーク1時間後

0

0.075 mm については累積で約 7,000 m3（0.106、0.25

ほど堰堤から下流へ流出しており、ピーク時（流量約

400

0

いては 0～200 m 地点間で堆積が顕著である。0.25～

mm については計算誤差内に収まるほど微小である）

200

80

300 m 地点間での堆積が、0.075～0.106 mm の粒径につ

3

(a) ピーク時

100

80
2mm

60

0.85mm
0.425mm

40

0.25mm
0.106mm

20

0.075mm

0

0

200

400

600

800

1000

堰堤からの距離 [m]

図-6 縦断的な累積通過土砂量の変化
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既往の土石流データを用いた土砂氾濫面積と人的・住家被害の関係
アジア航測株式会社 ○石川 芳治
1. はじめに
我国では毎年多数の土石流災害が発生し、多くの人命が失われ、多数の住家が被害を受けている。一般的に
土石流現象の規模（土砂量、氾濫面積）が大きくなるほど人命や住家に対する被害が大きくなると考えられる
が、実際のところはどうなのか、多数のデータを分析して検討した事例は少ない。そこで、ここでは、土石流
の規模（堆積土砂量と土砂氾濫面積）と人的被害・住家被害との関係を砂防便覧(2000,2015)1)に掲載されてい
るデータを基に検討した。
2. 研究方法
検討に用いた既往の土石流災害に関するデータは砂防便覧(2000,2015)1)に掲載されている，1986 年～2012
年に全国で発生した土石流約 1,000 件の内，①豪雨により発生した土石流（地震によるものを除く）
，②流域
2
面積 5km 以下の土石流（大流域で発生した土石流を除く）
，③表層崩壊に関連する土石流（崩壊部の平均崩壊
深が 5m 以上のものを除く）の 3 条件を満たすデータである。このようなデータが掲載されている渓流数は約
800 件あったが，解析項目によっては記載が欠けている事項があるため使用できる渓流数は 800 件よりも若干
少なくなった。以下で検討に使用したのは砂防便覧（2000,2015）に掲載されている項目の中で，①流域面積，
②堆積土砂量，③土砂氾濫面積，④人的被害（死者・行方不明者，負傷者）⑤住家被害（全壊，半壊，一部損
壊）の項目に記されているデータである。これらのデータを用いて，渓流の流域面積，土石流の堆積土砂量，
土砂氾濫面積と人的被害，住家被害との関係を検討した。

土砂氾濫面積

家
屋

図-1 流域面積と土砂氾濫面積
道
路

流域面積
図-1 流域面積と土砂氾濫面積

土砂氾濫面積

3. 研究結果
3.1 渓流の流域面積と土砂氾濫面積
対象とした渓流の流域面積と土砂氾濫面積の
関係を図-1 に示す。流域面積が大きくなると土砂
氾濫面積が大きくなる傾向が認められる。図-1 中
の破線は、流域面積＝土砂氾濫面積のラインを示
す。土砂氾濫面積は流域面積よりも小さい場合が
ほとんどであることが分かる。
3.2 堆積土砂量と土砂氾濫面積
堆積土砂量と土砂氾濫面積の関係を図-2 に示
す。両者には正の相関があることが分かる。また、
平均堆積厚は 1m 前後であるが、堆積土砂量が増
加すると平均堆積厚は減少する傾向にある。
3.3 土砂氾濫面積と人的被害および住家被害
渓流ごとの土砂氾濫面積と人的被害（死者・行
方不明者、負傷者）の関係を図-3 に示す。土砂氾
濫面積と住家被害（全壊、半壊、一部損壊）の関
係を図-4 に示す。
土砂氾濫面積が増加すると人的
被害および住家被害がともに増加する傾向があ
る。なお、ここには示していないが、堆積土砂量
と人的被害および住家被害の間にも同様の関係
が認められる。
3.4 土砂氾濫面積区分毎の人的被害および住
家被害の合計
人的被害および住家被害が無い渓流も多い
ので、図-3、図-4 から平均的な傾向を把握する
ことは難しい。そこで、渓流数がほぼ同一にな
るように土砂氾濫面積を小～大に５区分（Ⅰ、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）し、それぞれの区分毎の人的
被害の合計および住家被害の合計を図-5 に示
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＜

堆積土砂量
図-2 堆積土砂量と土砂氾濫面積

死者行方不明者

負傷者

半壊

一部損壊

住家 被害

人的被害

全壊

棟

人

土砂氾濫面積

土砂氾濫面積

図-3 土砂氾濫面積と人的被害

人的・住家被害合計

単位堆積土砂量・単位土砂
氾濫面積当たりの被害

す。図-5 より、土砂氾濫面積が増加すると
人的被害および住家被害の合計が増加す
る傾向が認められる。なお、ここには示し
ていないが、堆積土砂量と人的被害の合計
および住家被害の合計の間にも同様の傾
向が認められる。
単位堆積土砂量・単位土砂氾濫面積
3.5
当たりの人的被害および住家被害
人的被害および住家被害の数を堆積土
砂量ならびに土砂氾濫面積で除した値を
単位堆積土砂量ならびに単位土砂氾濫面
積当たりの人的被害および住家被害と定
義した。なお、単位堆積土砂量は
1,000,000m3 とし、単位土砂氾濫面積は
1,000,000m2(=1km2)とした。堆積土砂量
および土砂氾濫面積の区分
毎の単位堆積土砂量ならび
に単位土砂氾濫面積当たり
の人的被害および住家被害
を図-6 に示す。堆積土砂量
および土砂氾濫面積が小さ
い渓流ほど単位堆積土砂量
ならびに単位土砂氾濫面積
当たりの人的被害および住
家被害が大きいことが分か
る。

図-4 土砂氾濫面積と住家被害
人的被害
区分；土砂氾濫面積

住家被害
；渓流数

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

人
棟
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

土砂氾濫面積区分

Ⅳ

Ⅴ

図-5 土砂氾濫面積区分毎の人的・住家被害の合計

単位堆積土砂量人的被害

単位土砂氾濫面積人的被害

単位堆積土砂量住家被害

単位土砂氾濫面積住家被害

区分；堆積土砂量

Ⅰ；
Ⅱ；
Ⅲ；
Ⅳ；
Ⅴ；

；渓流数

；
；
；
；

区分；土砂氾濫面積

；渓流数

Ⅰ；
Ⅱ；
Ⅲ；
Ⅳ；
Ⅴ；

；
；
；
；
；

4. おわりに
人・棟
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
渓流毎の土砂氾濫面積が
堆積土砂量・土砂氾濫面積区分
小さいほど単位土砂氾濫面
積当たりの人的被害および
図-6 単位堆積土砂量・単位土砂氾濫面積当たりの被害
住家被害が大きくなる傾向
が認められた。この傾向は堆積土砂量および流域面積についても認められる。このことから、人的被害およ
び住家被害に与える影響は土砂氾濫面積および堆積土砂量の数値のみでは単純には評価できず、渓流の規模
等も考慮する必要があると考えられる。
参考文献
1)（一社）全国治水砂防協会（2000，2015）：砂防便覧・平成11年版，p.78-111,平成26年版，p.66-109
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流入量が時間変化する合流点の流況と河床変動に関する考察
国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 小竹利明・山田 拓
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦・柴田 俊
アジア航測株式会社 〇岡野和行・井之本信
立命館大学理工学部都市システム工学科 里深好文

１．はじめに
比較条件として，ハイドログラフの流量比を 0.2
土砂の生産や流出が多い支川が合流すると，本
とするケース，本支川のピーク流量時刻差を 9 分
川を流下する水や土砂の量が増加するだけでなく， および 0 分とするケースを設定し，合流角度 90°，
支川からの流入土砂による河床上昇や，合流に伴
45°それぞれ 6 ケース，合計 12 ケースの実験を行
う水位上昇などが合流点で発生し，土砂・洪水氾
った。なお，表１には既往研究で実施された合流角
濫のトラブルスポットになる可能性がある。さら
度 90°のケースも併せて記載している。
に，合流点付近の流況変化や河床変動が，本川上
下流の水や土砂の流下に影響を及ぼす可能性もあ
（a）平面図
る。土砂流出抑制による土砂・洪水氾濫防止を目
2.5m
2.5m
A 給水
A’
的とした砂防事業の推進にあたり，土砂流出の多
0.7m
い支川と本川の合流点における流況と河床変動を
予測することは，重要であると考えられる。
1/100
本川 給砂
45°
山地河川上流域において，多量の土砂が生産さ
2.5m
れ流出する支川流域から，掃流状態で土砂が流出
3.0m
0.4m
するような条件を持つ場合を想定した，合流角度
給砂
1/25
90°の水路実験が実施されている 1)。実験の結果
から，本支川から流水は合流点で大きく混合しな
給水
支川
い，合流点付近で上流から下流かけて支川側から
対岸側にのびる境界線で流下する領域が区分でき
（b）本川区間の縦断図
2.5m
2.5m
る，領域の境界はや河床変動高の分布や流速分布
の境界と類似している，ということを示している。
さらに，本支川の流量比やピーク流量時刻を変化
させた複数のケースで本支川の流水の流下領域を
区分し，その違いを議論している。ここでは，同
様の装置や条件で，合流角度を 45°とした水路実
験を実施し，本支川からの流水の流下領域につい
て，90°で実施した結果と比較した。

給水

0.4m

給砂
河床材料
0.03m

A

0.4m
A’

図１ 実験装置
表１ 実験条件

２．実験方法
模型の縮尺は 1/100 とした。実験に用いた水路は，
図１に示すように，本川の幅 0.7m，勾配 1/100 と
し，下流端から 2.5m の位置に幅 0.4m，勾配 1/25
の支川を 45°で合流させた。下流端から上流 5.0m
地点まで土砂を敷きつめ，上流端付近から土砂を
供給した。支川水路は長さ 3.0m で，合流点の上流
2.5m 地点まで河床に土砂を敷き，上流端付近から
土砂を供給した。平均粒径 1.5mm の粒径分布をも
つ珪砂 3 号を使用した。
流入ハイドログラフは，図 3 に示す case1 を基
本とした。本川に対する支川ハイドログラフのピ
ーク流量の比は 0.1，本支川のピーク流量時刻の差
は 18 分とした。

- 575 -

本川
支川
ピーク流量時刻差
ピーク流量 ピーク流量
(L/s）
(L/s）
(min)
case1_90°
8.0
0.8
-18.0
ケース名

case2_90°

8.0

0.8

case3_90°

8.0

case4_90°

8.0

case5_90°

合流
角度
(°)
90

-9.0

90

0.8

0.0

90

1.6

-18.0

90

8.0

1.6

-9.0

90

case6_90°

8.0

1.6

0.0

90

case1_45°

8.0

0.8

-18.0

45

case2_45°

8.0

0.8

-9.0

45

case3_45°

8.0

0.8

0.0

45

case4_45°

8.0

1.6

-18.0

45

case5_45°

8.0

1.6

-9.0

45

case6_45°

8.0

1.6

0.0

45

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

支川

流量（L/s）

本川

実験時間(min)

図２ 実験に用いたハイドログラフ（case1 の例）
３．実験結果と考察
支川および本川のピーク流量時刻にトレーサを
投入し，トレーサの軌跡と 1cm メッシュごとの
表面流速を，PIV 法を用いて計測した。その結果
から，本支川流水の流下範囲の境界を確認し，合
流点の中心を通過する横断測線における境界の位
置を計測した（図３）
。
(a)トレーサの軌跡

流量比が大きいと支川の流下範囲が大きくなって
いることが分かる。
境界位置を流量比の累乗に近似させた式をみる
と，90°の場合は流量比の約 1.2 乗，45°の場合
は約 1.1 乗に比例しており，両者は類似した傾向
を示している。一方，係数を比較すると，45°は
90°の約 0.63 倍である。この値は，合流角度の正
弦である sin 45°＝0.71 に類似した値であること
から，支川流水の流量の横断方向成分に関係して，
支川の流下範囲が決まっていると推察される。
ただし，合流角度 90°の近似曲線の相関係数は
45°と比較するとやや小さく，90°の実験結果に
は近似曲線から外れ，流量に対して境界位置の値
が大きくなっているケースもみられる。これらは，
支川のピーク流量が先行する case1 のや case4 の
本川ピーク流量時の境界位置である。先行する支
川ピーク時に土砂が合流点の右岸側に堆積し，そ
の影響を受け，本川の流水がより左岸側に偏って
流下したと推察される。
70

本支川流水
の境界

合流角度90°

0cm

本支川流水の境界位置(cm)

合流点の中心
を通過する横
断測線

70cm

本支川流水
の境界位置

60

合流角度45°
y = 275.87x1.222
R = 0.735

50
40
30
20

y = 172.68x1.1342
R= 0.957

10
0
0

合流点の中心
を通過する横
断測線

0cm

0.1

0.15
0.2
各時刻の流量比

0.25

0.3

図４ 各時刻の流量比と本支川の流水
流下範囲の境界までの距離との関係

本支川流水
の境界

(b)表面流速分布

0.05

４．おわりに
本支川の流量比やピーク流量時刻が異なる合流
点における，流況および河床変動に関する実験を
行った。その結果，支川流水の流下範囲は，本川
流量に対する支川流量の横断方向成分の比と，そ
れに伴う河床高の変化の影響を受けることが推察
された。
それらの関係をより定量的に整理するととも
に，合流点とその上下流における河床変動予測に
つなげることが今後の課題である。

70cm

本支川流水
の境界位置

図３ 本支川の流水の流下範囲境界線と
計測位置（case4_45°：支川ピーク流量時）
既往研究を含む全ケースの支川ピーク流量時と
本川ピーク流量時について，本支川の流量比を横
軸に，本支川流水の境界位置を縦軸にとったグラ
フを図４に示す。
合流角度 45°と 90°の結果を見ると，いずれ
も全体的に右上がりの傾向となっており，支川の
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上高地白沢流域における土砂移動について
国土交通省松本砂防事務所 石田孝司* 谷保和則**
信州大学農学部 平松晋也
(一財)砂防・地すべり技術センター 〇池田暁彦
（*現 国立研究開発法人土木研究所，**現 国土交通省飯豊山系砂防事務所）

１．緒 論
梓川上流域（上高地）は，我が国有数の山岳景勝地で
あり，年間約 120 万人の登山客・観光客が来訪している．
上高地は流域面積 112.4 km2，流路長 17.0km，平均河床
勾配 1/55
（低地部：大正池～横尾は 1/150）
，
標高約 1,500m
の開けた山岳渓谷である．上高地は急峻な地形と脆弱な
地質である上，厳しい気象条件であるために土砂生産・
流出が活発である．降雨時における支川から梓川本川へ
の土砂流入，本川河道の河床堆積土砂の二次移動によっ
て河床が上昇し，河童橋周辺の上高地集団施設地区や明
神地区等では土砂災害や浸水被害が懸念されている．
本研究は，国土交通省松本砂防事務所で実施している
降雨・流量観測結果と土砂移動モニタリング結果に基づ
き，2020 年 7 月 7 日～9 日に梓川左支川白沢流域で発生
した土砂移動の実態とその移動特性について考察した
ものである．

図－1 白沢流域の雨量・水位観測所位置
および 2020 年 7 月出水の土砂移動状況

２．白沢流域の概要
(1) 流域概況
白沢は上高地の下流域に位置する梓川の左支川であ
り，流域面積 A=6.43km2，平均河床勾配 6.8°，徳本峠
～霞沢岳の稜線を源頭部とする流域である．梓川本川か
ら左支渓白沢（A=3.26km2）と右支渓黒沢（A=2.51km2）
の合流点までは扇状地性の平坦な低地であり，合流点上
流では V 字谷を呈している．白沢・黒沢合流点までの
平均河床勾配は 2.3°，白沢と黒沢はそれぞれ 8.8°と
14.4°である（図-1，2）
．
(2) 降雨・流量観測
雨量計は稜線部と山小屋に設置されているが，出水時
にはいずれも稼働前であったため，本研究では雨量は梓
川本川沿いに設置されている明神池雨量観測所のデー
タを用いた（図-1）
．また，地上雨量観測データに加え，
国土交通省の解析雨量により雨域の分布・移動状況等の
降雨状況を把握した．水位計は白沢第 6 号床固
（A=6.27km2）左岸袖部に設置され，監視カメラによっ
て流況を観察している．流量は水位とマニングの平均流
速公式に基づく流速を用いて算出している．
(3) 土砂移動モニタリング
出水後の 8 月に梓川本川から白沢第 2 号谷止（白沢）
と上白沢第 1 号谷止（黒沢）までの区間で詳細な現地調
査を実施し，流下痕跡，土砂生産状況，土砂・流木堆積
状況等を把握した．また，LiDAR データの差分解析に
より土砂移動量と上流域の土砂移動実態を把握した．

３．2020 年 7 月 7 日～9 日出水の実態と考察
(1) 土砂移動実態
図-1 に土砂移動実態を示す．白沢では梓川本川から
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図－2 白沢流域の河床縦断図
および2020年7月出水の土砂移動状況
の距離 2,400m（以降「2,400m 地点」
）の左岸斜面に崩
3
壊（崩壊土砂量約 23,000m ）が発生し，脚部の渓床に
は崩壊土砂が堆積（堆積土砂量約 12,800m3）している．
この崩壊土砂の一部が土石流となって流下したと推定
されるが，白沢第 2 号谷止の水通し部には土石流が流下
した明瞭な痕跡がなかったため，土石流本体部は谷止の
上流で堆積し，後続流のみが流下したものと推定される．
一方，白沢第 2 号谷止直下の左支渓で渓床・渓岸侵食が
生じ，流出土砂の一部が白沢上流域から流下した後続流
とともに土石流となって流下し，白沢・黒沢合流点付近
で停止・堆積している．黒沢では 2,350m～2,600m 地点
で渓床堆積土砂が流出して土石流となって流下したも
のと推定され，白沢・黒沢合流点上流の 1,200m 地点で
停止・堆積している．それぞれの土石流停止・堆積勾配
は 3.8°，2.5°である．土砂流は白沢第 6 号床固の袖部
を残して埋没させ，その下流の河道を埋塞（堆積厚 1.0m
～2.0m 程度）して林地内に拡散・堆積しながら梓川本
川まで流下した．LiDAR データの差分解析により白沢

図－3 白沢水位観測所（白沢第 6 号床固）地点の流況と降雨・水位時系列
・黒沢合流点および白沢水位観測所の下流にはそれぞれ
約 14,400m3，12,200m3 が流下したことが試算された．
(2) 降雨・流量（水位）
明神池雨量観測所では 7 月 5 日～12 日に最大 10 分間
雨量 4mm，最大時間雨量 13mm，総雨量 303mm が観
測されている．白沢上流域の解析雨量は最大時間雨量
15‐20mm が観測されている．稜線部の雨量計が稼働前
だったために確認できないが，白沢上流域では下流域よ
り降雨が多かったものと推定される．
図-3 に白沢水位観測所における降雨・水位の時系列
変化を示す．降雨前の水位は 0.1m 程度であり，雨量の
増加に伴って降雨ピーク近傍において 0.6m 程度まで上
昇し，降雨後は 0.2m 程度まで低下している．最大水位
は 0.6m 程度であり，水位に基づき算出した流量はそれ
ぞれ 39m3/s と 37m3/s となっている．その後，8 日 14:50
以降は降雨がないのにも係わらず水位は再び 1.0m 程度
まで上昇している．10 日 6:00 頃から再び雨が降り始め
るが，水位は 1.0m 程度から 0.7m 程度まで一旦低下す
るものの，再び 1.0m 程度まで上昇している．監視カメ
ラの映像により，8 日 14:50 以降に観測された水位はほ
ぼ河床位を表しているものと考えられる．
(3) 出水時の河床変動
白沢第 2 号谷止～白沢第 2 号床固～白沢第 4 号床固で
は土石流と流木が河道中央部に堆積し，渓岸には現河床
から1.0m～2.0m 程度の細粒土砂の段丘が形成されてい
る．土石流堆積物には現河床から 1.0～1.5m 程度の侵食
崖（侵食幅 2.0m 程度）が形成されている．白沢第 2 号
床固および白沢第4号床固の落差は3.0m程度であるが，
それぞれの堰堤直下の左岸に現河床から 2.0m，3.5m 程
度の細粒土砂の段丘が形成されている．白沢第 4 号床固
の水通し天端には 0.5m の土砂堆積があり，段丘と連続
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している．白沢・黒沢合流点～白沢第 1 号床固～白沢第
6 号床固では細粒土砂が堆積し，部分的に渓岸に 0.5m
～1.0m 程度の段丘が形成されている．白沢第 1 号床固
の落差は 2.0m 程度であるが，両岸袖部上下流の同じ高
さに細粒土砂が堆積しており，堰堤直下には現河床から
2.1m 程度の段丘を形成している．出水前の白沢第 6 号
床固の落差は 2.0m 程度であったが，現状では埋没して
いる．堰堤直下の左岸に現河床から 1.0m 程度の段丘が
形成されている．
こうした段丘高や流下痕跡から，白沢第 6 号床固～白
沢第 2 号谷止では，出水ピーク時には現河床より 1.0m
～3.5m 程度高い位置まで河床が上昇し，その後の後続
流等によって現河床まで低下したものと推定される．特
に，白沢第 4 号床固（3.5m 程度）
，白沢第 1 号床固（2.1m
程度）
，白沢第 6 号床固（3.0m 程度）は出水ピーク時に
一旦埋没したものと考えられ，今回の一出水によって少
なくとも 3.5m の河床変動（堆積→侵食）が生じたこと
が示唆された．また，白沢水位観測所では降雨後に 36
時間をかけて河床が 0.8m 程度上昇（0.2m→1.0m，堰堤
下流では 3.0m 程度上昇）して堰堤が埋没している．現
状では原因は不明だが，上流域では現河床よりも 1.0m
～3.5m 程度高い位置まで河床が上昇し，後続流によっ
て低下したことを考えると，その侵食土砂が流下して白
沢水位観測所に到達した可能性も示唆される．

４．おわりに
今後は河床変動の精査を行うとともに，降雨流出解析
による流量の再現計算，算出流量を用いた流砂量の試算，
一次元河床変動計算による河床変動の再現計算等を実
施し，再現計算結果との比較によって実際に生じた土砂
移動現象を解明する予定である．
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流砂観測と流砂理論に基づく洪水中の河床材料の推定方法に関する考察
㈱建設環境研究所

○富田邦裕、叶正興、重村一馬、益岡卓史、小田健一
京都大学防災研究所

藤田正治

１．はじめに
流砂観測はハイドロフォンや濁度計など用いて行われているが，まだ多くの問題が解決されていない．た
とえば，洪水中に安定してデータが得られないなどの機器自体の問題がある場合があり，また着実に計測さ
れたとしても，センサーの特性により計測できない粒径範囲が存在し，掃流砂と浮遊砂を含めた全流砂量が
計測できない．一方，流量や水位などの水理量は比較的精度の良いデータが安定して得られる．また，流量
や洪水中の河床材料の粒度分布（通常時に計測された粒度分布ではない）が明確であれば，流砂理論に基づ
く流砂量式から精度よく掃流砂量や浮遊砂量を推定することができ，全流砂量を求めることができるのは周
知の事実である．この 2 つの条件のうち水理量は前述のように精度のいいデータが得られるが，洪水中の河
床材料の粒度分布は一様粒径でなければよくわからない．これが流砂観測の必要な理由でもあるが，もしも，
その粒度分布がわかれば流砂量式から安定して妥当な全流砂量が求められると考えられる．本研究は，ハイ
ドロフォンによって計測された掃流砂量を直接流砂量の観測値とするのではなく，その計測値から洪水中の
河床材料の粒径分布を推定して，掃流砂量式と浮遊砂量式から全流砂量を求める手法の可能性について検討
するものである．
２．用いる流砂理論
本研究の流砂理論として用いる式は，芦田・道上の粒径階別の掃流砂量式 1)と Egiazaroff の混合粒径の砂
礫の掃流限界の式 2)と芦田・道上の修正式 3)である．芦田・道上式は式(1)，(2)，混合粒径の砂礫の掃流限界
式は式(3)，(4)の様である．
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ここに，Qbi：粒径階 i の砂礫の全幅掃流砂量，B：川幅,
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𝑢∗
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u*：摩擦速度,s：水中比重,g：重力加速度,

*ci：粒径階 i に対する無次元限界掃流力，*i：粒径階 i に対する無次元掃流力,di：粒径階 i の粒径，pi：
河床材料に占める粒径階 i の割合, u*ci：粒径階 i に対する限界摩擦速度，u*i：粒径階 i に対する摩擦速
度, 𝜏 :平均粒径の限界掃流力, 𝑢∗ : 平均粒径の限界摩擦速度, 𝑑 : 平均粒径である．
この流砂量式では掃流力が小さいときは粒径の効果が表れるが，掃流力が大きい場合，掃流砂量は粒径に
よらず摩擦速度の 3 乗に比例し、𝐴
17𝐵𝑢∗ / 𝑠𝑔 となる．したがって，掃流力が大きいときは，流砂量
は水理量の計測だけから推定できる．これは流量がある一定量を超える場合，掃流砂の観測に頼らなくても
掃流砂量が推定できること，精度の良い流量観測の重要性を意味するものである．
さて，ここでは，これらの式を使って，u*と掃流砂量の観測値から，dm ，pi を推定する．
３．洪水中の河床材料の粒度分布の推定法
ここでは研究の第一歩として，河床材料を 3 粒径階に分けて，洪水中の河床材料に占めるそれぞれの割合
を求めるためのロジックについて説明する．粒径階 1 はハイドロフォンで検出できない小さい粒径の砂礫で
ある．粒径階 2，3 はハイドロフォンで計測される河床材料を 2 つのグループに分けたものである．それぞ
れの割合を p1，p2，p3 とし，以下に粒度分布の推定方法の手順について説明する．
① 最⼤粒径 dmax と最⼩粒径 dmin
まず，最大粒径 dmax と最小粒径 dmin は河床材料調査によりほぼ決定できる．dmin は一般的な河川では 0.1
㎜～0.2 ㎜の場合が多い．どの粒径を最大粒径とするかは検討が必要である．
② 各粒径階の代表粒径
最小粒径と最大粒径の間に２つの粒径 da と db を設定する．da はハイドロフォンで検知できない粒径の最
大値であり，ここでは 2mm とする．
1
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③ 平均粒径 dm
Egiazaroff の式によると，洪水中，掃流力が増加するとき，摩擦速度が平均粒径の一様砂に対する限界摩
擦速度 u*cm の 0.851/2 倍以上になると平均粒径の 40％以下の細かな材料が一斉に動き始める．このときの摩
擦速度を u*c(=0.851/2 u*cm)とし，平均粒径の一様砂の掃流限界に対する無次元掃流力を 0.05 とすると，式(4)
から平均粒径は式(5)で推定される．u*c は観測から得られるので簡単に平均粒径が算定できる．ただし，こ
れは河床材料が移動し始めた状態における河床材料の平均粒径であることに注意を要する．
𝑑

𝑢∗
0.05 0.85𝑠𝑔

5

通過 百 分率

④ p1，p2，p3 の推定
各粒径階の代表粒径は，𝑑
𝑑 𝑑 ，𝑑
𝑑 𝑑 ，𝑑
𝑑 𝑑
である．d1 はハイドロフォンで
測定できないものであり，p1 はまず仮定する．すると，式(6)が解析の制約条件となる．
𝑝
𝑝
1.0 𝑝 ,
𝑝
0
6
次に，ある時刻における粒径階 2 と 3 の掃流砂量の和は式(1)，(2)から次式で表される．
𝑄
𝑄
𝑄
𝑝 𝐴
𝑝 𝐴
7
この時刻のハイドロフォンによる掃流砂量の観測値を R とすると、式(7)から観測誤差を表す方程式が得
られる．この誤差を掃流砂の移動開始後その周辺で求め，この誤差の和が最小になるような p2 と p3 を制約
条件式(6)のもとに最小二乗法で計算される．つぎに，d1，
dmax
d2，d3，p1，p2，p3 から平均粒径を算定し，③で得られた平
均粒径と比較して，異なれば p1 を仮定し直す．このよう
な方法で，p1，p2，p3 が決定される．以上より，図 1 の 4
db
dmin
点が③で求めた平均粒径と調和して決定され，河床材料の
da
粒度分布の概形が決定される．
dm
移動限界付近の状態から流砂が活発になると平均粒径
や各粒径階の割合は変化する．したがって，上記の方法は
平均粒径が求められる移動限界付近以外では適用できな
粒径
いが，たとえば，平均粒径をそのまま使ったり，p1 は変化
図 1 粒度分布の推定の考え方
しないと仮定すれば解析することができる．

出⽔2

出⽔1

４．試行的解析
表 1 試行的解析条件・結果一覧表
本手法を試行的に適用して，その妥当性を
流砂量
⽔深 摩擦速度
近似度(%)
p1
p2
p3
①観測値
②推定値
検討する．
(cm) (cm/s)
(=②/①)
（㎝3/s)
（㎝3/s)
まず，③について検討する．F 川の流砂観測結果
5
15.65
0.4
0.3
77.2
0.21
0.37
0.42
によると掃流砂量が顕著に増大し始める時の摩擦
10
22.14
12.3
12.3
100.0
50
49.50
561.8
556.3
99.0
速度は 10.8 ㎝/s から 15.3cm/s であり，この場合，
0.21
0.25
0.54
60
54.22
783.0
786.9
100.5
洪水中の河床材料の平均粒径（理論値）は 1.71 ㎝か
95
68.23
1748.9
1745.4
99.8
0.21
0.16
0.63
100
70.00
1908.5
1911.7
100.2
ら 3.42 ㎝になる．また，観測地点付近で通常時の河
5
15.65
0.5
0.6
120.9
床材料調査結果による平均粒径は 1.69 ㎝から 3 ㎝
0.23
0.40
0.37
7
18.52
4.0
3.7
93.5
程度であり、掃流砂増加し始める時の平均粒径とほ
20
31.30
124.8
131.1
105.1
0.23
0.57
0.20
25
35.00
205.7
201.7
98.1
ぼ一致する。
41
44.82
559.1
570.6
102.0
つぎに，dmin=0.1mm , da=2mm，db=2cm，
0.23
0.71
0.06
47
47.99
723.5
714.4
98.7
dmax=20cm としたとき，表 1 に示す水深条件・摩擦
速度に基づき、掃流砂量の観測値を仮定して，この仮定の観測値と流砂理論より算出した流砂量の誤差が最
小となるように各粒径階の割合 p2, p3 を推定した。この推定された p2，p3 による粒径組成に基づき、流砂
理論式による推定した流砂量（推定値）と仮定観測値の差は水深が非常に小さい場合（5cm 程度）以外は概
ね 5％(近似度 95％～105％)以内である。
５．まとめ
本研究では，洪水中のハイドロフォンのデータと流量の観測により，洪水中の粒度分布を流砂理論や最小
二乗法を使って推定する手法を提案した．ある程度精度の良い観測ができていればこの手法は適用可能であ
ると考えられ，掃流砂量式，浮遊砂量式から全流砂量が推定される．今後は，実河川でのデータなどを用い
て，この手法の妥当性を検討する．
参考文献：1),2),3)「建設省河川砂防技術基準（案）同解説 調査編」
（社団法人 日本河川協会編, H9.9）P277
2
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広島花崗岩類及び丹波帯の山地における崩壊面積と崩壊深・崩壊生産土砂量との関係
−平成 26 年 8 月豪雨で発生した土石流災害の事例−
（国研）防災科学技術研究所 水・土砂防災研究部門 秋田寛己○，若月強
１．背景と目的
土石流は、崩壊地から生産される土砂が流動化し、流路上の土砂を巻き込みながら流下して、下流域では甚大
な災害を引き起こす。土石流による流域からの流出土砂は、一般に斜面崩壊による土砂（以下、崩壊生産土砂量
と呼ぶ）と渓岸・渓床侵食による土砂からなる。崩壊生産土砂量が多いと、土石流の規模が大きくなり、流路沿
いには大量の土砂が堆積して二次災害の素因となることもある。したがって、崩壊生産土砂量を推定できれば、
数値計算による土石流規模の予測や危険度評価に活用できたり、災害後の応急対策を計画したりする上で有用で
ある。崩壊生産土砂量（y）は崩壊面積（x）を因子とした累乗式（y = axb）による推定手法が広く用いられている
が例えば 1)、地質ごとの違いや関数形の妥当性についてはあまり議論されていない。一方、近年レーザープロファイ
ラ計測による詳細地形データ（以下、LP 地形データ）が整備・蓄積され、土砂量の推定精度も向上してきている。
本研究は、地質の異なる山地において、土石流災害発生前後の LP 地形データを用いて侵食量を求めることで、
崩壊面積と崩壊深・崩壊生産土砂量との関係を検討し、また崩壊生産土砂量推定式の関数形について若干の予察
を実施した。
２．方法
対象地域はいずれも平成 26 年 8 月豪雨で土石流災害が発生した広島県広島市安佐北区・安佐南区（以下、広島
地域）と兵庫県丹波市市島町及び氷上町（以下、丹波地域）である（図 1 及び図 2）
。地質は、20 万分の 1 地質図
幅によると、広島地域が白亜紀後期の広島花崗岩類の黒雲母花崗岩及び角閃石黒雲母花崗岩であり 2)、丹波地域
が二畳紀〜ジュラ紀の丹波帯丹波層群の頁岩及び砂岩頁岩互層である 3)。また、気象庁の解析雨量による積算雨
量は、積算時間が長くなるほど、丹波地域は広島地域に比べて雨量が大きく、特に 24 時間雨量と 48 時間雨量の
差は大きかった（表 1）
。
崩壊地の抽出は ArcGIS Pro を用いて次のように行った。まず災害前後の LP 地形データから標高値の変化量を
計算した。山地斜面において標高値の変化が見られる場所のほとんどが崩壊や土石流の跡地である。これらのう
ち、土石流が発生した流域において、斜面勾配が 20 度以上 4)かつ 0.5 m 以上の侵食が発生した領域を崩壊地と見
なし、それぞれの領域が個々の崩壊地であることを空中写真から確認した後、崩壊地ごとに各領域を囲うポリゴ
ンを作成した。崩壊地（ポリゴン）ごとに、標高値の変化量の平均値で示される崩壊深、崩壊面積、崩壊生産土
砂量（= 崩壊深×崩壊面積）をそれぞれ計算した（図 3）
。
安佐南区

安佐北区

表 1 対象地域の積算雨量
積算雨量1）

1時間雨量
(mm)

3時間雨量
(mm)

6時間雨量
(mm)

丹波地域

78.3
(11.0)

178.7
(16.8)

257.7
(20.2)

広島地域

86.5
(12.4)

188.9
(15.9)

205.0
(15.9)

積算雨量1）

図 1 広島地域の広島花崗岩類で抽出した崩壊地と勾配の分布
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12時間雨量 24時間雨量 48時間雨量
(mm)
(mm)
(mm)

丹波地域

258.8
(20.3)

432.7
(29.6)

456.9
(32.9)

広島地域

240.4
(16.2)

242.4
(16.1)

244.2
(16.2)

1) 丹波地域は2014年8月15日8:00～17日7:00まで、広島地域は
2014年8月18日6:00～20日5:00までの整理。括弧は標準偏差を示
す。

図3へ

図 2 丹波地域の丹波帯で抽出した崩壊地と勾配の分布

図 3 標高値の変化量の例。標高値の変化量はプラス
値が堆積、マイナス値が侵食。等高線は 2 m 間隔。

３．結果と考察
３．１ 崩壊面積と崩壊深の関係
図 4 上は崩壊面積と崩壊深の関係である。深さ 1.5 m 未満の崩壊
地は、広島花崗岩類では約 85％（70/82 個）と、丹波帯の約 47％
（108/229 個）よりかなり多く、広島花崗岩類の崩壊深は相対的に小
さい。また、両地質は、崩壊面積が大きくなるにつれ、崩壊深が増
加する傾向が見られるが、その増加率は丹波帯の方がかなり大き
い。
３．２ 崩壊面積と崩壊生産土砂量の関係
図 4 下に崩壊面積と崩壊生産土砂量の関係を示す。崩壊面積が約
200 m2 までは両地質の差異は少ないが、それ以上になると丹波帯の
土砂量が多い傾向を示す。累乗式で近似すると、広島花崗岩類が y
= 0.6x1.13（r2 = 0.998）
、丹波帯が y = 0.05x1.56（r2 = 0.997）となり、丹
波帯は広島花崗岩類よりも a 値が小さくて b 値が大きくなり、崩壊
面積に対する崩壊生産土砂量の増加が著しいことを示している。
３．３ 崩壊生産土砂量推定式への崩壊深の影響と関数形
上述のように、崩壊生産土砂量は崩壊面積と崩壊深の積である。
したがって、丹波帯のように崩壊面積に対する崩壊深の増加率の大
きな地質においては、累乗式の a 値が小さくなり b 値が大きくなる
可能性がある。地質ごとに崩壊深は異なると考えられるので、これ
に注意して推定式を設定する必要がある。また、丹波帯の崩壊面積
が約 200 m2 以下の領域では（図 4 下）
、近似直線とデータとの乖離
が見られることから、崩壊面積－崩壊深の関係によっては、累乗式
による推定法が適切でない場合も存在すると考えられる。
謝辞
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N= 82
N= 229
y = axb の関数形でフィッティング。

N= 82
N= 229

青実線は丹波帯、赤実線は広島花
崗岩類。破線は平均崩壊深。

図 4 崩壊面積と崩壊深及び崩壊生産土
砂量との関係
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令和 2 年 7 月に発生した稲又谷川における大規模土砂流出
国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 萬德 昌昭 (R3.3 時点)
菊池 瞳 (現 関東地方整備局河川計画課)
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 〇秋山怜子・平川泰之・有間航・井川忠
1.はじめに
稲又谷川は、富士川水系雨畑川左支川であり、源頭域に

1）八潮崩れ脚部～稲又谷川合流点：八潮崩れの脚部では

「八潮崩れ」と呼ばれる大規模崩壊地を有する土砂生産の

る。下刻が進み狭隘な滝状になった流路と、不安定な状態

盛んな流域である。昭和 57 年（1982 年）8 月豪雨により

で土砂が堆積する斜面から構成される。河床、側岸には植

流域内でも多数の崩壊が発生し、71.9 万 m3 が流出した

生は認められず、崩壊地対岸の侵食状況、露岩部の地形形

（久保田, 1989）
。その後出水を繰り返しながら流域の河

状から、側岸への乗り上げ、小尾根を越えた土砂流出の痕

床は低下傾向にあった。しかし、平成 14 年（2002 年）に

跡が認められる。側岸斜面では、露岩部も見られるが、角

堤高 50m の稲又第三砂防堰堤（コンクリート製不透過型

礫を多く含む表層土層が残る部分もある。

堰堤）が完成したことにより、堰堤上流は堆積傾向に転じ

2）八潮沢・稲又谷川合流点～堰堤上流 2 ㎞地点：本川（西

る一方、堰堤下流側では河床低下が進行した。その後、稲

沢）との合流部付近は屈曲部となり、本川左岸から八潮沢

又第三砂防堰堤は、平成 20 年（2008 年）には満砂状態に

に向かって尾根が張り出す地形であった。
左右の痕跡高の

あることが確認されている。令和 2 年（2020 年）6 月か

差から本川合流時に偏流しながら流下したとみられ、比高

ら 7 月にかけて、
梅雨前線に伴い断続的に降雨が続く中、

80ｍ付近まで表層は侵食され、枝、表皮が失われた立木が

7 月 7 日に稲又谷川より大規模な土石流が発生し、雨畑川

わずかに残る無植生の状態となる。河床幅は 100m～

合流点～稲又第二砂防堰堤付近の河床は最大で 8m 近く

120m 程度まで拡幅し、大小の巨礫が河床全体にほぼ一様

上昇した。

に堆積する。下流に向かって左岸側に高い段丘が残る。区

崩壊地は左岸側へ拡大し、合流点までは両岸を深く侵食す

本稿では、出水後に稲又第三砂防堰堤から八潮崩れ脚部

間最下流の狭窄部（河道幅 40m 程度）上流には、複数の

までの区間に対して実施した現地調査結果をもとに、土砂

hummocky shape が形成され、長径 5ｍ以上の巨礫が河

移動状況及びその移動タイミングについて報告する。
２.令和２年７月大規模土砂流出の概要
7 月 7 日の土砂流出時、稲又谷川に設置された CCTV

床に残る。この区間の段丘の侵食断面では、下流区間で見

は停電によりビデオ等の記録は残っていない。しかし、午

様な構造である。

前 10 時～11 時に、稲又谷川下流で住民が二度の大きな音
を確認している。最も近傍の雨畑地点（国交省）における
一連続降雨としては、7 月 3 日 16 時～11 日 23 時までの
426mm であり、推定発生時刻（7 月 7 日 11 時）までの
連続雨量は 266mm であった。出水後に実施した航空レ

られる粒度分布の差が明瞭な層状の堆積構造は認められ
ず、数 cm～数 10 ㎝の角礫の間隙を細粒分が充填する一
3）堰堤上流 2 ㎞地点～稲又第三砂防堰堤：砂防堰堤の堆
砂敷区間に該当し、堰堤天端から連続して複数の平坦面を
もつ層状の段丘が形成される。最大比高は 3m 程度で、粒
径の異なる明瞭な堆積構造が認められた。
上流と比較して

析において八潮崩れの拡大崩壊が明瞭に認められ、596.5

数 cm 程度の亜角礫が多く含まれている。
４.考察
１）土砂の流下形態と区間：現地状況より、八潮崩れより

万 m3 の土砂が八潮崩れから流出し、稲又谷川から雨畑川

流出した土砂は河床および表層の堆積土砂を巻き込みな

本川に 153.8 万 m3 の土砂が流出したことが確認された。

がら高速で稲又谷川へ流下し、合流点付近でも左右岸の尾

この差分解析期間には令和元年 10 月 12 日の台風 19 号

根の表層を削剥しながら堰堤上流 2km 付近まで到達した
600

も長く観測されている硯島地点において、1/50 年確率（日
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崩れ～稲又第三砂防堰堤の現地踏査では、
土砂堆積状況の

30年

300

1978

認されていた。
３.稲又第三砂防堰堤上流の現地状況
出水後の令和 2 年 8 月から 9 月にかけて実施した八潮

50年

1975

模な河道閉塞の発生が認められたが、上流からの通水が確

100年

1982年

400

1972

た（図 1）
。この時、ヘリ調査によって八潮崩れ下流で小規

2019年
台風19号

硯島（1966～2019）

1966

雨量；1966 年～2019 年）に相当する 449mm/日が発生し

年最大日雨量（mm）

による出水が含まれている。台風 19 号では、流域内で最

1969

ーザ計測によると、令和元年（2019 年）8 月との差分解

※雨畑が最近傍地点であるが観測期間が短いため硯島で比較した。

異なる 3 区間が確認できた（図２）
。

図１ 硯島地点における年最大日雨量と確率規模
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ことが考えられる。河床上昇高、河床の拡幅が最も顕著な

該箇所に湛水が確認できるが、2018 年 6 月時点では消失

区間は、hummocky shape が確認される区間と一致する

している。その後、湛水域は 2019 年 10 月に再形成に至

ことから、この付近で流下形態が遷移したのではないかと

っていることから、八潮崩れにおいて継続的に土砂流出を

考えられる。一方、この区間から下流について河道の拡幅

繰り返す過程で、合流などの地形変化点において、土砂堆

は見られるものの、上流ほどではなく段丘の平坦面が明瞭

積に伴う湛水域の形成・縮小・埋没を繰り返しているもの

であることからも、後続流による二次的な堆積・侵食の影

と考えられる。従って、今回の出水による八潮崩れの拡大

響を受けながら、下流へ土砂を流出させている区間だと考

崩壊に起因する大規模土砂流出も、今回の長雨だけに引き

えられる。このことから、上流における拡大崩壊、それに

起こされたものではなく、前年の台風 19 号による拡大崩

起因する土石流、土石流流下過程で遷移した掃流状集合流

壊を含む一連の土砂移動現象の中で連続的に生じたと考

動、土石流堆積物の二次移動、流下過程で形成された河岸
のみでなく、中長期的な土砂移動による堆積・侵食による

える必要がある。
５.おわりに
今回の出水では、大規模崩壊地からの土砂流出により流

河床変動が含まれていることが考えられる。

域の状況が一変したが、航空レーザ計測成果による差分解

２）土砂流出タイミング：発生時の降雨は、少雨ではある

析及び衛星画像の時系列変化により、一連の変化の状況を

ものの、拡大崩壊の誘因となったことが考えられる。一方

把握することができた。前年の台風後に土砂堆積が確認さ

で、上流区間における河道の拡幅、比高 5m 以上の斜面の

れていたものの、航空レーザ計測が実施できていなかった

削剥などから、土石流ピーク流量としては著しく大きく、

が、ヘリ調査により変化を確認していたことや、公開され

渓床堆積土砂の二次的な移動も含まれている可能性が考

ている衛星画像により、土砂移動のタイミングを一部明ら

えられる。そこで、光学衛星 Sentinel-2 の撮影画像から

かにできた。当該流域のように、容易に現地調査が実施で

時系列の変化を確認した結果、前年台風 19 号前後で八潮

きない山地流域に対しては、
ヘリによる確認
（緊急調査）
、

崩れの崩壊範囲及び合流点付近の土砂移動範囲の拡大及

航空レーザ計測、
衛星画像、
UAV を用いた現地調査など、

び八潮沢合流点付近の湛水が確認できる
（図３）
。
その後、

異なる調査手法により相互に補完しながら、現地調査を含

土砂移動範囲は微小に変化し、令和 2 年 7 月出水時に八

む定期的なモニタリングを実施することにより、土砂移動

潮沢合流点から下流で河床状況が激変したことが確認で

現象の解明及び適切な対策着手に寄与できると考える。

きる。また、国土地理院による 2015 年の空中写真でも当

引用文献：久保田哲也（1989）
：八潮崩れ,砂防学会誌（新砂防）,Vol.49, No.5,
p32-36

段丘の二次侵食など、必ずしも一雨の出水による土砂移動

図２ 稲又谷川 現地確認状況（令和 2 年 9 月 1 日実施）

2019.7.30

2019.10.30

2020.5.2

図３ Sentinel-2 から判読した河道の変化の状況
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河川の合流点を考慮した一次元河床変動モデルの提案
立命館大学大学院理工学研究科

○水野裕斗・北村一貴

立命館大学理工学部環境都市工学科 里深好文
国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 小竹利明・山田拓
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦・柴田俊
アジア航測株式会社 岡野和行・井之本信

1.はじめに
近年、土砂・洪水氾濫が増加している。平成 23 年
の紀伊半島大水害では支川で生産された土砂が河川
合流部に堆積し、堤防決壊・河川氾濫が生じた

。

[1]

河川合流部付近は複雑な流れにより顕著な土砂堆
積が生じるなど危険な地点であり、数値計算を行う
際には、河川合流点の影響が十分考慮された河床変
動モデルを使用することが望ましい。

図 2：水路実験のハイドログラフ

しかし、現在使用されている計算モデル（以下、既
存モデルとする）は、本支川が平行に近い角度で合流
すると仮定されており[２]、合流点の影響が十分に考
慮されていない。

3.実験結果から得られた知見
実施した水路実験から以下のような知見を得た。
・本支川流れの大部分は合流部で混ざらず流下する

本研究では、河川合流部を模した水路実験で得た

・合流部の本支川流れの境界は時間的に変化する

知見をもとに、河川の合流点を考慮した一次元河床

本川の上流では水位上昇、流速低下が生じた。こ

変動モデルを提案した。また、水路実験の結果と照ら

れは支川流れの影響を受け、河川の合流部で本川幅

し合わせることで提案モデルの優位性を示した。

が縮小し、流れが阻害されたためだと考えられる。

2.実験概要

4．新合流モデル

図 1 のように、水路幅 0.7ｍの本川水路と水路幅

本研究で提案する合流モデルでは、合流点から一

0.4m の支川水路を直角に合流させ実験を実施し

定の区間を合流エリアと定めた（図３緑枠部分）。合

た。それぞれの水路には土砂を敷きならし（平均粒

流エリアにおける本支川の川幅を時間的に変化させ、

径 1.5mm、河床厚 3 cm）
、本川と支川それぞれの水

本支川流れの境界を再現する。

路上流部から水と土砂を供給した。供給土砂量は平
衡給砂量を与えることとし、供給流量は、図 2 に示
すハイドログラフに従って供給した。カメラで撮影
した画像をもとに、合流部付近の河床変動量を計測
した。

図 1：実験水路概要

図 3：新モデル概要
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4-1．基礎方程式
本研究で用いた基礎方程式を以下に示す。なお、
せん断応力はマニング則を用いて算出し、流砂量式
は芦田・道上の式[3]を採用した。
（1） 連続式（質量保存則）
𝜕ℎ 𝜕𝑢ℎ
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥

図 4：合流エリア本川川幅

（2） 河床連続式
𝜕𝑧 𝜕𝑞𝑏 1
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥 (1 − 𝜆)
（3） 運動方程式
𝜕𝑢 𝜕𝑢
1 𝜕𝑝
𝑛2 𝑢2
𝜏
+
=−
−𝑔 4 −
𝜕𝑡 𝜕𝑥
𝜌 𝜕𝑥
𝜌ℎ
ℎ3
+

𝜕
𝜕𝑢
(𝜀 )
𝜕𝑥 𝜕𝑥

ここに、h:水深, u:流速 ,z:河床高, qb:単位幅流砂量,
λ:空隙率, ρ:水の密度,p:圧力, τ:せん断応力,
ε:カルマン定数, g:重力加速度である。

5.結果・考察
水路実験と同じ条件で、シミュレーションを実施
した。なお、合流点から 0.8m（支川幅 2 つ分）を
合流エリアとし、合流エリアにおける本川の川幅は
水路実験の結果をもとに図４のとおりに設定した。
図 5 は、支川ピーク後、本川ピーク後、実験終了時
の合流部周辺の河床変動量縦断形を示している。
既存モデルでは、合流部付近でも一様に土砂堆積
が生じた。一方提案モデルでは、合流部付近で局所
的に土砂堆積が生じ、実験で計測された土砂堆積と
同様の傾向が再現された。

6.おわりに

図 5：合流部周辺の河床変動量

本研究では、河川合流点の影響を考慮した一次元
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限られた実測データに基づく重信川流域の再現計算について
八千代エンジニヤリング株式会社 横尾公博，目晋一，後藤宏二，○児玉龍朋
国土交通省 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 高原晃宙，青木謙治，星野久史*
国土交通省 国土技術政策総合研究所 坂井佑介，山越隆雄
*現 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部保全課

１．はじめに
土砂移動実態を踏まえた効果的かつ効率的な施設配
置計画を立案するためには，豪雨時の土砂動態を適切
に把握することが求められる．このためには，河床変
動計算等の数値解析手法が有効といえ，土砂動態に即
した解析手法を用いるとともに計算条件についても適
切に設定する必要がある.
計算条件の設定のためには既往災害の再現計算に基
づく検証が有益である一方，再現計算の対象災害とな
る豪雨災害は，再現計算を実施するために必要なデー
タが不足している場合もあるため，データが不足した
状況下においても妥当性の高い再現計算を行うことが
求められる．
本検討では，愛媛県東温市に位置する重信川流域を
対象として，限られた実測データのなかで，既往災害
の再現計算を試行した結果を示した．

２．再現計算の対象とする既往災害の選定
2.1 再現計算対象災害の選定
再現計算の対象とする豪雨災害は，重信川流域にお
ける既往災害のうち，①降雨状況，土砂生産状況，土
砂動態等が計画対象現象と類似していること，②降雨
状況，土砂生産状況，土砂動態に関する情報が整備さ
れていることに着目して，最も条件に合う既往災害を
選定した．結果として，流域内での氾濫被害が発生し
ている「平成 11 年 9 月台風第 16 号災害」を再現計算
の対象事例とした．

2.2

再現計算対象災害の概要

平成 11 年 9 月台風第 16 号災害では重信川流域にお
いて，山之内地点（重信川本川）で 49mm/day，表川地
点で 70mm/day の最大時間雨量を観測した．特に本谷川
流域において短期集中的
な豪雨が発生した災害で
あったといえる．主な被
害状況は流域内における
氾濫被害であり，表川沿
いの則ノ内地区，河之内
地区，問屋地区や，本谷
川沿いの松瀬川地区で被
害が発生した．
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図 2 流量・雨量観測所
及び氾濫発生位置図

1999/9/16

災害時の降雨状況

３．重信川流域における再現計算
3.1 再現計算に用いる情報の収集
再現計算の実施に必要な基礎資料として，災害時に
おける次の情報を収集した．

3.1.1 降雨状況
計算に用いる降雨波形及び降雨分布は，流域内の雨
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水流出状況(洪水流量，ハイドログラフ)

計算に使用する洪水流量及びハイドログラフは，貯
留関数法により算出し，流域内流量観測所（図 2）にお
ける災害時の観測結果（実績値）と比較し，妥当性を
検証した．

3.1.3

土砂生産状況

計算に用いる生産土砂量については，災害後に実施
された現地調査及び空中写真判読結果を基に算出され
た土砂量を用いた．災害時の土砂流出タイミングにつ
いての情報は得られていないことから，給砂方法の感
度分析を行うことで災害時の土砂生産状況の再現性向
上を図った．

3.1.4

土砂動態に関する情報

計算に用いる粒度分布のうち，河床材料の粒度分布
は昭和 54 年及び平成 9 年に実施された河床材料調査の
結果を用いた．また，供給土砂の粒度分布は崩壊地の
粒度分布調査を実施して設定した．
河床条件（固定床および移動床区間）の設定につい
ては，移動床として設定することを基本とし，横断構
造物上や空中写真から判読した露岩区間については固
定床とした．しかしながら，空中写真判読では樹木が
繁茂しており，判読が困難な区間も認められたことか
ら，旧版地形図（昭和 3 年測量）を用いた露岩区間の
判読に加え，現地確認により，固定床区間の設定を行
い，災害時の河床条件の再現性向上を図った．

3.2

限られた実測データでの再現計算評価方法

災害時の情報のうち，土砂生産状況や土砂動態に関
する情報については，必要十分な情報を得ることが出
来なかった．従って，河床変動状況及び流出土砂量は，
限られた実測データを用いて評価し，重信川流域での
再現計算の妥当性を検証することとした．評価方法は
次のとおりとした．

3.2.1

河床変動状況の評価

河床変動状況については，災害前後(平成 12 年と平
成 9 年の差分)の横断測量を用いて評価することとした．
しかしながら，横断測量は全区間で実施されておら
ず，未実施区間が存在している（例えば重信川本川 0．
0～5．0km）．このため，河
床変動状況の評価について
は，横断測量実施区間のみ
で評価することとした．

3.2.2
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60

量観測所（4 箇所）における災害時の観測結果（実測値）
を基に作成した．なお，災害時の等雨量線図によれば，
時間雨量の分布傾向に偏りが認められ，特に本谷川流
域の時間雨量が卓越する特徴にあった．

流出土砂量の評価

災害時の流入土砂量につ
いては，災害直後の空中写
真判読や渓流調査により求
められた生産土砂量を用い
た．
一方で，各支川・本川の
下流端まで到達した流出土
砂量については，データを
得ることができず，定量的
な評価が困難であった．こ
のため，流出土砂量（実績
値）は，流入土砂量から横 図 3

横断測量実施分布図

断測量結果を用いて算定した河床変動量を減ずること
で算定した．一次元河床変動計算による流出土砂量（計
算値）は，流入土砂量から，測量未実施を除く区間の
土砂・洪水氾濫計算で得られた河床変動量を減ずるこ
とで算出した．
これにより，定性的な河床変動状況に加えて定量的
な視点からも再現計算の妥当性を確認することとした．

3．3 再現計算に用いる計算条件

河床変動状況は，重信川本川及び表川において，良好
な再現性を示していた．井内川及び本谷川については，
全体的に河床低下傾向が卓越する結果となった．

3.4.1

土砂の給砂条件による評価

土砂の給砂条件につ 表 2 河床条件毎の土砂量比較
給砂方法：
給砂方法：
いて，本谷川の給砂条件
項目
記号
本谷川のみ
全期間給砂
計
前方給砂
を前方給砂とすることで， 算
重：1×10
重：1×10
図 6 の赤枠に示す，表川 条件 堆積速度係数 δ 表：1×10 表：1×10
本谷川のみ
全期間給砂
給砂条件
前方給砂
との合流点付近での河床
実績 通過土砂量
変動状況の再現性が向上 計
48,893m
48,893m
122%
122%
し，流出土砂量について 算結 重信川 40,096m
果
4,293m
12,140m
表川
16,267m
も再現性が向上する結果
26%
75%
となった(表 2，図 6)．
d

9

堆積深（m)

井内川

5

3.3.2 旧版地形図を用いた河床条件の設定
河床条件は，空中写真判読により移動床・固定床の
設定することを基本として，旧版地形図を用いること
で露岩区間を判読した．なお，旧版地形図は昭和 3 年
測量であるため，現地状況の確認も併せて行うことで，
災害時の河床条件の再現性向上を図った．
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3.4.2

図6

給砂条件毎の比較（表川本川）

河床条件の設定による評価

旧版地形図を用いた 表 3 給砂条件毎の土砂量比較
旧版地形図判 旧版地形図判
露岩区間の判読結果を
項目
記号
計
読結果反映前 読結果反映後
反映させた条件で計算 算
重：1×10
重：1×10
条 堆積速度係数 δ
表：1×10
表：1×10
した場合，河床変動状況 件
河床条件
判読結果反映
－
旧版地形図の判読結果
の再現性は，反映前と比
較してほぼ同等であっ 計 実績 通過土砂量
48,893m
48,893m
算
122%
122%
たが，流出土砂量の再現 結 重信川 40,096m
15,159m
果
4,293m
表川
16,267m
性は向上する結果とな
26%
93%
った(表 3，図 7)．
d
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土砂の給砂条件は，全期間給砂（土砂供給時間の全
期間で供給土砂量が給砂されるよう平衡流砂量から一
定率で低減）と前方給砂（土砂供給期間の終了時刻が
流量のピーク前になるように設定）とした条件につい
ても実施した．

-3
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3.3.1 土砂の給砂条件
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再現計算に用いる一次元河床変動計算モデルは，土
砂濃度や勾配により変化する流砂形態について，適切
に表現可能な流砂量式等 1)を組み込んだモデルとした．
計算に使用するパラメータについては，道畑（2014）
や西口（2014）を参考と表１ 計算に使用するパラメータ
して設定した 2)3)
（表 1）
．
また，再現計算の妥当
性を向上させるため，給
砂条件の設定及び旧版
地形図を用いた河床条
件の設定についても計
算を実施した．
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図 7 河床条件毎の比較（表川本川）

４．おわりに

凡例から露岩区間を判読

図4

3.4

旧版地形図の判読例

再現計算の実施結果

再現計算の妥当性については，河床変動状況及び流
出土砂量で評価した．
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一次元河床変動計算結果（測量実施区間を表示）
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本検討では，再現計算においてデータが不足してい
た河床変動状況と流出土砂量について，横断測量結果
を用いて評価した．その上で，土砂の給砂条件や河床
条件を工夫することで，再現計算の妥当性を検討した
結果を示した．計算条件によって，河床変動状況の局
所的な相違が認められる一方で，大局的な河床変動状
況に変化はない結果となった．また，流出土砂量比で
みると表川では 26%～93%と条件によっては実績値と
乖離が生じたが，土砂量の絶対値では数千 m ～最大で
も 1 万 m3 程度の差異に留まる．これは，流出土砂量比
で評価した場合，局所的な河床変動状況の変化による
影響が大きいことを示唆する．
以上より，再現計算における大局的な河床変動状況
と流出土砂量の再現性は概ね良好であった．一方，効
果的かつ効率的な施設配置計画を立案するため，局所
的な河床変動状況や，計画規模での土砂移動現象も含
めて計算条件を評価する必要があると考える．
参考文献
1)水理公式集［平成 11 年版］,社団法人 土木学会,1999
2)道畑ら,堆積速度係数が河床変動計算に及ぼす影響：平成 7 年姫
川災害の事例を用いた検討, 平成24 年度砂防学会研究発表会概
要集,p98-99,2014
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花崗岩地帯における崩壊発生形態の一考察
株式会社パスコ ○本田 健、石井 一徳、松本 史子
五反田 光彦、坂田 剛、笹栗 裕己、吉田 巧
1. はじめに

表 1 渓流並びに崩壊地の諸元

るため風化しやすく、その結果結晶がバラバラの砂

渓流 A

流域
面積
(km2)
0.016

になったマサ土になりやすい。このためマサ土が分

渓流 B

0.009

西日本に広く分布する花崗岩は、緻密で堅い岩石

渓流名

である。その反面地下深部で形成された深成岩であ

布する地域では頻繁に土石流災害が発生している。
実際、広島県では平成 11 年、平成 26 年、平成 30
年と立て続けに土石流災害が発生し、大きな被害と

右上
より
続く

なっている。
土石流の発生原因は斜面崩壊や渓床に堆積した不
安定土砂の再移動などがあるが、このうち斜面崩壊

渓床
勾配
(°)
13.7

流路長

崩壊前
斜面勾配

(m)
236

(°)
11.4

20.4

141

30.2

崩壊
面積
(m2)
359

崩壊
長

崩壊
幅

平均
崩壊深

(m)
46

(m)
7.8

(m)
1.8

(m3)
644

205

18

11.4

1.8

360

崩壊生産
土砂量

すべり
面勾配
(°)

14.2
32.6

3. 調査結果
崩壊地上部の調査結果を図 2 に示す。

起因の土石流発生源をみると、滑落崖にパイピング
の痕跡が確認されることがある。パイピングの発生
原因は樹木根茎の可能性が示唆されているが、実態
は十分解明されていない状況にある。
今回花崗岩地帯の土石流災害発生渓流において渓
流調査を実施した際に、パイピングの発生原因につ
ながると思われる陥没孔が確認されたので報告する。
2. 調査の概要
陥没孔が確認されたのは、平成 30 年 7 月豪雨で土
石流が発生した、広島県の 2 渓流である（図 1、表 1）。

広島空港

出典：地理院地図
（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）

図 1 調査対象渓流の位置
土石流の発生・流下・堆積状況の調査において、土
石流の発生源である崩壊地の上部斜面から水の流入
があったと思われる痕跡が確認された。このため崩壊

出典：国土地理院・基盤地図情報（等高線は基盤地図情報
（数値標高モデル）を加工して作成）

地上部の地形を確認したところ、集水地形並びに陥没
孔が複数確認された。

図 2 陥没地形と露岩・コアストーンの分布状況
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確認された陥没孔は、両渓流とも滑落崖上端から斜

また渓流A の渓床をみると、崩壊地直下から幅15cm

面上部方向 3～5m の地点に位置している。陥没孔の

程度、深さ 20～30cm 程度のリルが連続的に形成され

大きさは長辺 15～30cm、短辺 10～15cm 程度の楕円

ている（図 5）。渓床は粘土質であるが、側方斜面をみ

形であり、渓流 A では 4 箇所、渓流 B では 6 箇所確認

ると粘土質の地層の上にマサ土であることから、不透水

された。陥没孔は単独でも存在するほか、露岩あるい

層である粘土質の地層上で浸透流が形成され、粘土

は地表に露出したコアストーンに接して存在している箇

質の地層がすべり面となって崩壊が発生し、崩壊土砂

所も確認されている（図 3）。

は斜面方向ではなく粘土質の地層の傾斜方向に移動
したと推測される。

コアストーン

図 5 不透水層の存在とリルの形成

図 3 崩壊地上部斜面での陥没孔

（2）陥没孔の発生原因について

4. 考察

崩壊地上部斜面には表面流の痕跡が無いことから、

（1）崩壊発生原因について
陥没孔周辺はいずれも谷地形が不明瞭な 0 次谷で
あり、植生に覆われていることもあり谷底に相当する斜
面にはリルやガリー等の侵食痕跡は確認できなかった。
このことから、陥没孔の原因は豪雨時で発生した表面

地下に浸透した浸透流の影響が考えられる。その際、
地下に存在する基盤岩やコアストーンはマサ土と違い
空隙が無いことから飽和浸透流となり、マサ土の吸い
出しが発生し陥没孔につながったと考えられる（図 6）。

流ではなく、地下に浸透した浸透流の影響であると推
測される。
一方、災害発生前の斜面勾配をみると、渓流 B は
30.2 ﾟであるのに対し渓流 A は 11.4 ﾟと勾配が緩いこと
が確認できる。渓流 B は土砂移動方向と斜面方向がほ
ぼ同一であるが、渓流 A では斜面方向と斜交する方向
に土砂が移動している（図 4）。そこで渓流 A の崩壊地
における最急勾配をみると 18.0 ﾟであった。

図 6 陥没孔形成のイメージ
5. さいごに
本調査によってパイピング形成に関与していると
推測される陥没孔が、崩壊地の上部斜面で確認され
た。確認された陥没孔が実際にパイピングとして機
能したかは本調査で確認しておらず、他渓流での陥
没孔有無も含めて今後も調査が必要である。
斜面崩壊の発生原因となる地下水の流れを解明す

出典：国土地理院・基盤地図情報（等高線は基盤地図情報
（数値標高モデル）を加工して作成）

るためには、パイピングの出口だけでなく入り口に
ついても把握することが重要と考える。

図 4 渓流 A での斜面方向と土砂移動方向
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令和 2 年 7 月豪雨で発生した三峰川上流域の土砂移動について
国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所
伊藤誠記※1，澤田宗也，稲葉智彦，長岡岳※2
アジア航測株式会社
船越和也，冨田康裕，○久原悦子，梶原あずさ，勝又善明，太井正史，染谷哲久
※1 現 奈良県県土マネジメント部，※2 現 新潟県土木部砂防課

はじめに

令和 2 年 7 月の梅雨前線に伴い，天竜川水系では近
10 年の 7 月降水量の約 2～4 倍を観測する記録的な降雨
イベントが発生した 1)．この降雨イベントにより，三峰川上流
支川の荒川において大規模な崩壊が発生した（図 1）．災
害時の緊急対応として，崩壊地から下流に流出する土砂移
動の実態を早期に把握，予測することは重要である．その
ためには，大規模崩壊が発生した箇所の特徴分析や大規
模崩壊による土砂移動の実態を把握した事例を蓄積するこ
とが望ましい．
当該箇所では今回の降雨イベントよりも前に航空レーザ
計測（以下，LP 計測とする）を実施しており，崩壊後に計測
した結果と比較することで土砂移動の実態を詳細に把握す
ることができる．本研究では三峰川上流域の荒川を対象に，
大規模崩壊発生前後の LP 計測データを用いて，大規模
崩壊が発生した箇所の地形的特徴や崩壊による土砂移動
の実態を把握することを目的とした．

杉島水位観測所
※JAXA
提供

荒川雨量
観測所
大規模崩壊地

図 1 三峰川流域および大規模崩壊地の位置図
および大規模崩壊地付近の SAR 画像
荒川雨量観測所（伊那市）

（ｍｍ）
30

令和 2 年 6 月 30 日から 7 月 12 日にかけて対象流域
の近傍に位置する荒川観測所では累加雨量 813mm を観
測し，7 月 8 日午前 6 時 43 分には長野県の一部市町村
に大雨特別警報が発表された（図 2）．累加雨量は平成
22 年から令和元年の 7 月平均雨量 293mm の約 2.5 倍と
なる記録的な大雨であった．また，荒川より下流に位置する
杉島水位観測所では期間中に既往最高水深 1.84m を
0.02m 超える水深 1.86m を観測した．

25

土砂移動の可能性がある三峰川支川の荒川において，
2020 年 7 月 12 日に回転翼からの斜め空中写真撮影を実
施した．撮影時には図 3 に示す比較的規模の大きい崩壊
が確認され，空中写真撮影を行った周辺の渓流において
も複数の崩壊が確認された．

（ｍｍ）
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対象地域のうち三峰川上流支川の荒川では，7 月 9 日
に国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）より
SAR 観測結果から土砂移動の可能性を指摘された（図 1）．
その後，土砂移動の可能性がある箇所を対象に斜め空中
写真撮影を実施して崩壊発生箇所を確認し，LP 計測を実
施した．LP 計測結果から地形変化の確認および差分解析
を行い，大規模崩壊に起因する土砂移動実態を把握した．
詳細は以下に示す．

時間雨量

大雨特別警報発表（7月8日6:43）

累加雨量

令和 2 年 7 月豪雨の概要

土砂移動実態の把握手法

三峰川流域

6月30日

7月1日

7月2日

7月3日

7月4日

7月5日

7月6日

7月7日

7月8日

7月9日

7月10日

7月11日

7月12日

図 2 荒川雨量観測所及び杉島水位観測所の観測結果

三峰川本川

大規模崩壊地

荒川

3.2 土砂移動直後の航空レーザ計測

大規模崩壊が発生した荒川を対象に，気象条件の良好
であった 7 月 19 日に LP 計測を実施した．

3.3 土砂移動実態の把握手法

今回，大規模崩壊が発生した箇所は崩壊発生前の LP
計測データが存在している．崩壊発生前は 2009 年に計測
されたものであり，今回の計測データとともに 1mDEM を用
いて分析を行った．崩壊地と河道に堆積した土砂の縦横断
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図 3 大規模崩壊地付近の斜め写真
地形を計測し，崩壊地については崩壊深，河床の堆積部
については崩壊後の LP 計測時の堆積高を計測した．

また，2 時期の標高差分値を算出し，マイナス値となる範
囲を崩壊・侵食域，プラス値となる範囲を堆積域として判読
した．さらに，崩壊発生前後のオルソフォトおよび赤色立体
地図を活用し，崩壊発生範囲および周辺の微地形の把握，
土砂移動範囲の判読精度向上に努めた．

地質，Vol.56，No.5，ｐｐ.200-209，2015
3)田中健貴ら：高精度地形データを用いた深層崩壊斜面の地形的特徴に
関する研究，砂防学会誌，Vol.71，No.5，ｐｐ.3-10，2019
崩壊発生前
（2009 年）

大規模崩壊発生範囲

大規模崩壊に起因する土砂移動実態
4.1 大規模崩壊発生範囲の地形的特徴

2 時期で計測されたオルソフォトと赤色立体地図を比較
した結果，崩壊面積約 0.05km2 の崩壊が発生した（図 4）．
崩壊が発生した範囲および周辺における崩壊前の微地
形を見ると，図 5 に示すとおり，崩壊範囲の上部では小崖
地形などの線状地形や緩斜面が分布しており，崩壊範囲
の下部では侵食地形や崩壊地形が確認された．これらの
微地形は，大規模崩壊の発生に関連する微地形とされて
おり 2)，3），三峰川上流域の大規模崩壊地においても同様
の分布傾向が見られた．

4.2 崩壊地および堆積土砂の形状

大規模崩壊発生範囲

崩壊発生範囲および堆積域の縦横断形状を計測した結
果，崩壊斜面の平均勾配は約 36°，平均の崩壊深は横断
方向が約 27m，縦断方向が約 29m であり，平均の堆積高
は横断方向が約 26m，縦断方向が約 25m であった．なお，
計測時点では河床の堆積域に水みちが形成されており、
水みち部の堆積高は約 10m であった．

崩壊発生後
（2020 年）

4.3 大規模崩壊に起因する土砂移動実態

土砂移動の状況を確認すると，大規模崩壊地の直下の
河床に崩土の一部と推定される土砂が堆積した（図 6）．ま
た 2 時期の標高差分値から，崩壊土砂量（侵食）が約 54.1
万 m3，堆積土砂量が約 45.6 万 m3 と推定した．その結果，
崩壊で発生した土砂は直下の本川（河床勾配は約 3°）に
堆積し，約 9 万 m3 が下流に流下したと推定した．なお，直
下の河床に堆積した土砂の影響により堆積範囲の上流の
一部では湛水が確認され，計測日の 7 月 19 日時点の湛
水量は約 3.5 万 m3（土砂混入のため最大値）であった．
以上より，大規模崩壊の発生直後の土砂移動状況として，
崩壊土砂の多くは崩壊地直下の河床に堆積し，河道の一
部は閉塞して湛水が発生したと考えられる．また堆積土砂
の一部に水みちが形成されていたことから，河床の堆積土
砂は越流，侵食され，土砂が下流に流下した可能性がある．
なお，差分解析結果や地形変化状況等から，流下した土
砂は三峰川合流点まで到達したと推察される．

図 4 大規模崩壊地周辺の崩壊発生前後の地形状況
▼ 小崖地形・遷緩線等
▼ 緩斜面
▼ 侵食・崩壊地形

おわりに
本研究では以下の結論が得られた．
・大規模崩壊地および周辺の崩壊発生前の地形を見ると，
斜面上部に小崖地形や緩斜面，斜面下部に侵食地形が
分布しており，大規模崩壊に関連する微地形の分布は過
去の事例と同様の傾向であった．
・大規模崩壊に起因する土砂移動の状況として，崩壊土砂
の多くは崩壊地直下の河床に堆積して上流で湛水が発
生し，堆積した一部の土砂は侵食されて下流に流下した
と推察された．
今後，大規模な崩壊等が発生した場合には，LP 計測等
により詳細な地形データを取得して崩壊地の地形的特徴
や崩壊に起因する土砂移動状況を詳細に把握し，事例を
蓄積することが望まれる．
参考文献

1)天竜川上流河川事務所ら：「令和２年７月豪雨」による天竜川水系（長野
県内）の出水状況について，https://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/disaste
r/saigai/s_20200717/s_20200717.pdf，参照 2021-04-02，2020
2)千木良雅弘：深層崩壊の場所の予測と今後の研究展開について，応用
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図 5 大規模崩壊発生範囲の崩壊前地形の状況
大規模崩壊地

湛水による影響

+5m
堆積
+2m
±0m
-2m
崩壊・侵食
-5m

崩壊地下部の
堆積範囲

三峰川本川

図 6 大規模崩壊地周辺の標高差分による侵食・堆積状況
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赤谷川流域および登川流域における山地源流域からの侵食土砂量の
空間的ばらつきの違いに関する考察
朝日航洋株式会社 〇對馬美紗

はじめに
場の条件や降雨条件から、流出土砂量を経験的
に予測する手法が数多く提案されてきている。こ
のような方法の多くは、場の条件として地質、植
生、地形量（比高や起伏量比）を入力し、その上で
降雨規模から流出土砂量を予測する手法となって
いる例えば、1)~3)。予測手法の提案にあたり、1 流域か
らの流出土砂量や土石流の規模のばらつきを評価
する検討等も行われてきているが、同様の研究例
は多くはない例えば、4),5)。既往研究では 6)、筑後川中
流域赤谷川（流域面積 20km2 程度）において、降
雨・地質・地形の条件が同程度である複数の山地
源流域からの流出土砂量の大小のばらつきを検討
した。この時、①流域の平均雨量に対する解析雨
量メッシュの比が 0.8-1.2 倍となること、②1 次谷
流域のみを対象としていること、③20 万分の 1 シ
ームレス地質図にて同様の地質に分類されること
を、降雨・地形・地質の条件が同程度であるとし
た。その結果、全 1 次谷流域の上位 5%の流域の流
出土砂量と下位 5%の流域の流出土砂量には、100
倍程度の違いがあることを示した。
既往研究 6)において、降雨・地質・地形の条件が
同程度としたものの、それぞれの条件にはわずか
な違いを含んでおり、それらが流出土砂量に影響
を与えている可能性は十分に考えられる。そのた
め、流出土砂量の大小に影響を及ぼすと考えられ
る降雨・地質・地形の条件について、より差がな
いと想定される隣り合う流域同士を比較した際
に、侵食土砂量にはどの程度の違いが現れるのか
を、信濃川水系登川流域（平成 23 年新潟・福島
豪雨）と筑後川水系赤谷川流域（平成 29 年九州
北部豪雨）を対象に検討を行った。また、本研究
では、山地源流域における侵食土砂量のみを対象
とすることとした。
2. 研究方法
2.1. 対象範囲の設定
本研究では、地質及び降雨条件の差がより小さ
い 1 次谷の侵食土砂量を比較することを目的と
するため、地質が同一である 1 次谷で、かつ降雨
条件が概ね等しい領域に分割した。これらの領域
1.
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に含まれる 1 次谷の侵食土砂量の空間的ばらつき
について比較を行うことから、領域に含まれる 1
次谷数は一定数以上であることが望ましいと考え、
本研究においては 8 流域以上確保出来ることを条
件とした。また、領域の矩形は解析雨量メッシュ
（1km 四方）を参考とした。各流域の 1 次谷平均
流域面積（登川：0.24km2、赤谷川流域：0.04km2）
より、8 流域以上の条件を満たすためには登川流
域では 2km×2km、
赤谷川流域では 1km×2km の
領域が確保できれば十分であると考えた。その際、
領域と 1 次谷の重複率が 80%以上となる 1 次谷を
調査対象流域とした。また、赤谷川流域の降雨分
布が、西南－北東方向にかけて分布していること
から、降雨メッシュが横並びになる領域で抽出す
ることとした。
調査対象範囲の決定は、各流域にて設定した領
域と 1 次谷流域の重複率が 80%以上となる流域数
が多い調査対象範囲を優先した。ただし、登川流
域においては 8 流域以上を確保できる調査対象範
囲が 2 つのみであったため、1 次谷流域との重複
率を 70％以上とした。以上を踏まえ、登川流域で
は 3 エリア、赤谷川流域深成岩域で 4 エリア、変
成岩域で 4 エリアの計 11 エリアについて検討す
ることとした。また、それぞれのエリアを N1～3、
AG1~4、AM1～4 と呼ぶこととする（図 1）。
（a）登川

（b）赤谷川

1次谷
深成岩類
変成岩類
検討範囲
深成岩類
変成岩類

図 1 調査対象範囲（背景には地理院地図を使用）

2.2. データ整理

赤谷川流域の累積頻度分布の形状に大きな違いは
2.2.1. 土砂侵食状況の整理及び侵食土砂量の算出
見られず、累積頻度が 1.0 に近づくにつれて頻度
災害前後の航空レーザ測量データを用いて差分
の増加の程度が小さくなる S 字の形状をとること
解析を行い、差分解析結果と傾斜量図を参考に斜
が分かった（図 2 に AG を例に示す）。これらの
面崩壊や土石流などの土砂移動により標高に変化
分布形状は、対数正規分布やワイブル分布などの
があったと思われる範囲を判読し、土砂移動範囲
比較的シンプルな関数を用いて近似できる可能性
ポリゴンを作成した。
が十分に考えられる。実測値を基に、対数正規分
差分解析結果を用いて、土砂移動範囲ポリゴン
布やワイブル分布による比侵食土砂量の推測を行
内の崩壊・侵食土砂量（差分解析結果がマイナス
ったところ、実測値と推測値には非常に高い相関
値）を算出し、区分した 1 次谷流域毎に比侵食土
関係が認められた（相関係数は、対数正規分布：
砂量を整理した。
0.886～0.989、ワイブル分布：0.923～0.985）。
3. 結果・考察
3.3. 1 次谷流域からの侵食土砂量のばらつき
3.1. 1 次谷流域からの侵食土砂量の空間分布
N1～3、AG1～4、AM1～4 ごとに対数正規分布
登川流域及び、赤谷川流域における 1 次谷の比
で近似し、対数正規分布の中央値と標準偏差を算
侵食土砂量の空間分布について、
例えば N3 では、
出した（図 3）
。N1～3、AG1～4、AM1～4 におけ
隣り合う 2 流域（N3-1、N3-2）であっても N3る標準偏差はそれぞれ、0.311～0.467、 0.184～
1:4.7×104 m3/km2 と N3-2:9.0×103 m3/km2 とな
0.382、0.280～0.334 となった。全体でみると、比
っており 5 倍程度の違いが見られた。また、AG4
侵食土砂量は最小と最大で 100 倍程度の差がある
では隣り合う 3 流域（AG4-1、AG4-2、AG4-3）比
が、標準偏差はおおむね 0.2～0.4 の範囲に分布し
侵食土砂量は、AG4-1：土砂侵食なし、AG4-2：2.1
ていた。また、比侵食土砂量が大きくなるにつれ
5
3
2
4
3
2
×10 m /km 、AG4-3：3.4×10 m /km となっ
て、標準偏差は小さくなる傾向がみられた。
ており AG4-2 と AG4-3 では 6 倍程度の差が見ら
4. まとめ
れた。
本検討では、航空レーザ測量データを用いて、
3.2. 1 次谷流域からの侵食土砂量の累積頻度分布
登川流域および赤谷川流域を対象に、隣り合う複
N1 ～ N3 で は 、 そ れ ぞ れ 2.8 × 103 ～ 4.3 ×
数の山地源流域からの侵食土砂量の空間分布およ
4
3
2
10 m /km （侵食土砂量が 0 の流域は除く）、4.8×
び空間的ばらつきについて整理を行った。比侵食
3
4
3
2
3
10 ～ 3.4 × 10 m /km 、 7.1 × 10 ～ 1.4 ×
土砂量は、隣り合う流域であっても最大で６倍程
105m3/km2 の範囲で比侵食土砂量が分布しており、 度の差がみられ、対数正規分布などの関数を用い
それぞれの最大と最小の比は 15.6 倍、7.0 倍、20.0
て近似できる可能性があることが分かった。また、
倍であった。同様に、AG1～4 では 12.3 倍、10.0
比侵食土砂量が大きくなるにつれて、標準偏差が
倍、13.6 倍、36.7 倍、AM1～4 では 13.1 倍、17.0
小さくなる傾向が示された。
倍、9.0 倍、38.4 倍であった。一方で、登川流域と

図 2 比侵食土砂量の累積頻度（AG を例に示す）
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令和 2 年 6 月の降雨による与田切川の土砂移動について
アジア航測株式会社

中部地方整備局 天竜川上流河川事務所
伊藤 誠記、澤田 宗也、稲葉 智彦、小澤 朋晃
〇船越 和也、冨田 康裕、大高 知秋、太井 正史、湯川 典子、大橋 一智、嘉手苅 清

1. はじめに
与田切川のオンボロ沢上流域は百閒ナギ大崩壊地に代表さ
れるように脆弱な地質を呈した荒廃地域で土砂生産が活発で
あり、豪雨時には土石流が頻繁に発生している。令和 2 年 6
月の降雨時にも土石流が発生したが、砂防堰堤群で土砂を捕
捉し、被害を防止した。このように、土石流発生時には、土石
流の規模や量、施設効果の発揮状況および流域の土砂移動の
実態を把握することが重要である。土砂移動状況等を効率的
に把握する手法として航空機によるレーザ計測を実施して、
二時期の地形解析を行うことが有効である。
ここでは、令和 2 年 6 月降雨で発生した土石流について、
現地での痕跡調査により規模を推定するとともに、発生前後
の航空レーザ計測データより差分解析を行い、土砂生産域の
確認や施設効果等の流域全体の土砂移動状況を確認した。

2. 令和 2 年 6 月降雨の状況について
令和 2 年 6 月の降雨では、梅雨前線に湿った空気が流れこ
んだ影響で激しい雨が降り続き、与田切川流域では流域内の
黒覆山観測所で最大時間雨量 33mm/h（22 時）
、14 日から 16
日までの連続雨量で 153mm を記録した（ただし、欠測時間
帯が複数あり）
。土石流発生状況は、県取水堰設置の CCTV カ
メラに詳細は記録されなかったものの、土石流で破壊された
カメラの画像欠測時刻が 21:30~21:40 であったことから、こ
の時間帯に百閒ナギを含めた上流のオンボロ沢から土石流が
発生したものと推定される。
大規模崩壊

流で渓床幅 14m に流動深 3.28m の土石流が流下したと考え
られた。これらの痕跡値と断面条件よりマニングの流速公式
を適用した結果、流速が 7.0～7.4m/s、ピーク流量が 420～
436m3/s 程度であった。オンボロ沢では平成 5 年 1)と平成 6
年 2)に土石流の発生が確認されている。これらの土石流と今
回発生の土石流規模を比較すると、平成 5 年の土石流はピー
ク流量の算定までに至っていないが、流速は 3.26m/s と今回
の約半分程度で小さく、平成 6 年の土石流は流速 9.13m/s、
ピーク流量456m3/sと今回の土石流と同程度であった
（表1）
。
表 1 過去の土石流規模との比較
土石流
発生日

降雨状況
（黒覆山）
【連続雨量】
57mm
13 日 23 時～
14 日 11 時
【最大時間雨量】
12.5mm/h

平成 5 年
8 月 14 日
10 時 37 分
～

【連続雨量】
119mm
5 日 17 時～20 時
【最大時間雨量】
59.5mm/h

平成 6 年
8 月4 日
19 時 59 分
～

黒覆山観測所
飯島第5砂防堰堤
企業局取水口
第2鋼製セル群上流

飯島第4砂防堰堤
七久保砂防堰堤（県）
坊主平砂防堰堤

【連続雨量】
153mm
10 日 22 時～
14 日 22 時
【最大時間雨量】
33.0mm/h
最大時間雨量発
現時刻を仮定

令和 2 年
6 月 14 日
～15 日

床固工群
飯島第6砂防堰堤
飯島砂防堰堤
飯島第3砂防堰堤
飯島第2砂防堰堤

：雨量観測所

発生時刻
不明
（夜間）

：痕跡調査箇所

土石流の状況
セルダム設置の VTR
【流速】
3.26m/s（VTR 判読）
【水深】
約 2.0m（VTR 判読）
【ピーク流量】
未算出（第 1 波）
※段波 3 回確認
セルダム上流発電取水堰の
ITV カメラ
【流速】
9.13m/s
（粗度係数 0.06 仮定）
【水深】
2.0m
（段波直前、段波 5m 以上）
【ピーク流量】
456m3/s
※4 分間程度段波として流下
セルダム上流発電取水堰の
流下痕跡
【流速】
7.0m/s
【水深】
2.5m（流下痕跡）
【ピーク流量】
436m3/s

図 1 与田切川流域の施設、観測所、調査位置
土石流・礫の衝突による
コンクリートの損傷と推定

3. 令和 2 年 6 月発生の土石流ピーク流量の推定
発生した土石流について、現地調査に基づく流下痕跡より
規模を推定した。流下痕跡調査は、企業局取水口の水通し（コ
ンクリート）の左右に礫の衝突による損傷と思われる箇所と
河道部の全域が侵食傾向を呈し、渓床部および渓岸部に露岩
箇所が多く確認された与田切第 2 鋼製セル群の上流の 2 箇所
で実施した（図 1）
。調査地点の渓床勾配は企業局取水口が
1/8.7（6.6°）
、第 2 鋼製セル群上流が 1/8.9（6.4°）である。
コンクリート損傷や渓岸侵食による痕跡から、企業局取水
口で水通し幅 25m に流動深 2.5m（図 2）
、第 2 鋼製セル群上
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2.5m

2.5m

図 2 土石流の流下痕跡（企業局取水口）

上流域である可能性が高い。オンボロ沢上流域では、平成 30
年 5 月に大規模な深層崩壊が発生し、平成 28 年と令和元年
計測の LP との差分で、渓流に約 17 万 m3 の崩土が堆積して
いた。今回の LP 差分では、渓床縦断が平成 30 年の深層崩壊
発生前の標高値と同程度となっていることから、今回の降雨
で堆積していた土砂は全量相当が流下したと考えられる（図
5）
。さらに、今回の土石流で流出した土砂を捕捉した飯島第
6 砂防堰堤は、平成 30 年の深層崩壊発生前に未満砂であった
が、同年 9 月の台風 21 号の出水により満砂状態となり、さら
に今回の土石流による土砂を調節した結果となった（図 6）
。

4. LP データの差分解析による土砂移動状況の把握
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令和 2 年 6 月降雨で発生した土石流による与田切川流域の
土砂移動状況を把握するために、降雨前後（前時期は令和元
年計測、後時期は令和 2 年 6 月 27 日～9 月 19 日計測）の差
分解析を行った。
与田切川流域では、オンボロ沢に複数の治山堰堤が整備さ
れ、オンボロ沢合流点から天竜川合流点までの区間では直轄
の砂防堰堤が 7 基、県の砂防堰堤が 1 基整備されている。こ
れらの砂防堰堤の捕捉状況を確認するため、堰堤単位で区分
して土砂移動状況を把握した。その結果、オンボロ沢上流域
で約 33 万 m3 の土砂が生産され、与田切川本川に約 44 万 m3
が流出し、最上流の飯島第 6 砂防堰堤で約 4 割の約 18 万 m3
の土砂を捕捉し（図 4）
、下流の 6 基の砂防堰堤では若干の土
砂が捕捉され、一部砂利採取等による人工的な変化を含むも
のの、天竜川本川には約 28 万 m3 の土砂が流出する結果であ
った。ただし、これらの結果は、令和 2 年度計測の航空レー
ザ計測が 6 月から 9 月にかけて計測されていることから、期
間内の流水による土砂の再移動等を含む値である。

1100

オンボロ沢
0

200

1120

400
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飯島第6 砂防堰堤 元河床勾配：1/9.3
0

200

400
距離(m)

600
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図 6 オンボロ沢、飯島第 6 砂防堰堤の縦断形状

6. おわりに
飯島第6 砂防堰堤

約18 万m3 の土砂を捕捉

図 4 LP 差分による飯島第 6 砂防堰堤の捕捉状況

5. オンボロ沢の土砂生産と砂防堰堤捕捉状況について

オンボロ沢上流域の百閒ナギでは、崩壊による土砂の生産
と流出が頻発しており、発生した土石流はオンボロ沢下流域
の治山施設区間では、侵食・堆積による河床の変動が大きい
が、与田切川の飯島砂防堰堤群、七久保砂防堰堤（県）と坊主
平砂防堰堤で捕捉することにより、下流域や天竜川への影響
を抑えていると考えられる。今後とも、継続的に航空レーザ
計測を実施し、生産源の活動状況や既存施設の効果について
把握していくことが重要である。
【参考文献】
1)中安ほか（1994）平成 5 年 8 月に発生した土石流と与田切
鋼製セル群ダムの効果、新砂防 Vol.46、No.5（190）
2)中安ほか（1994）与田切鋼製セル群ダムの効果（速報）
、新
砂防 Vol.47、No.4（195）

今回の土石流の発生源は LP 差分解析により、オンボロ沢
H28

R1

R2

R2-R1

R1-H28

図 5 オンボロ沢深層崩壊の発生・流出の変遷
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池郷川流域における土砂動態の推定
国際航業株式会社 ○朴哉炫，笠原拓造，渡辺隆吉，清水幹輝，小泉和也，堀大一郎，西川友章
奈良県 砂防・災害対策課 森加代子，愛須未紀

1. はじめに

採取した乾燥サンプル（例）

奈良県吉野郡下北山村にあ
る池郷川流域（図 1，新宮川
水系，流域面積 32km2）で
は，平成 16 年の台風第 10
号・11 号により，多量の土砂
流出があり，谷出口付近で河
池郷川流域
床上昇が生じた（堆積土砂量
約 10 万 m3）
。近年は減少傾向
にあるが，平成 16 年から令
和元年までの約 15 年間に約
30 万 m3 の土砂が下流河道に
図 1 研究対象流域
堆積している（河川測量より
推定）
。本流域では地形的な施設設置の制約等で，
砂防分野による対策だけでは限界があることから，
砂防分野と森林（治山）分野が連携した土砂災害対
策を検討している。
そこで，本研究では，森林による土砂生産抑制機
能および池郷川流域における中小出水時の土砂動態
を推定することを目的に，林地斜面に設置した土砂
捕捉装置により表面侵食量を観測した。また，
USLE 式の適用により流域全体での表面侵食量を算
出し，濁度観測による浮遊砂量から表面侵食土砂が
渓流に流出する割合を算出した。

斜面を流下する
土砂を捕捉する。

表面流は，下部のボックスに貯留し，
浮遊砂を沈殿させて採水する。

図 3 設置した土砂捕捉装置 1)
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図 4 池郷川谷出口雨量観測所のハイエトグラフ
浮遊砂量（一連降雨ごと） [ m3 ]

200

2. 土砂動態の観測
令和 2 年 9 月～11 月を観測期間として，土砂の流
出を捉えるために水位・濁度を観測した（図 2）
。ま
た，斜面からの表面侵食量を捕捉するため，樹種・地
質別に土砂捕捉装置 1）（図 3）を設置し，月に 1 回の
頻度で表面侵食量を測定した。
降水量が多い 9 月（図 4）での浮遊砂や表面侵食量
が多く 11 月で少ないため，降雨とこれらの指標の関
係が見られた（図 5，図 6）
。
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図 5 一連降雨ごとの浮遊砂量と総雨量の関係
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図 6 表面侵食量と総雨量の関係

谷出口雨量観測所

3. 池郷川流域における USLE 式の設定
①針葉樹－砂岩泥岩互層

図 2 流域観測地点

北山川

USLE 式（Universal Soil Loss Equation）とは，米国
農務省土地保全局が開発した土壌侵食量評価方法で
ある。細山田ほか（1984）により降雨係数 R の簡便
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計算法が示されおり，日本では山地森林地帯でも適
用されている式である（例えば，兵庫県内の人工
林，山瀬ほか（2010）
）
。
池郷川流域における USLE 式を設定するため，表
1 に挙げたパラメータの内，令和 2 年 9 月～11 月の
期間で土砂捕捉装置により観測した値（A）と降雨
係数 R，観測地点の与条件として文献値 3)や地形要
素から式 1 より C（作物係数）を求めた（図 7）
。
-1
-1
-1
-1
-1
（式 1）
C=A・R ・K ・S ・L ・P
樹種別・地質別に C（作物係数）を算出したが，
表面侵食についてはリターの影響を大きく受けると
考えられるため，今後さらなる検討が必要である。
表 1 パラメータ

出しない土砂（80％）は流域内に蓄積されていくと
考えた（図 8）
。また，平成 16 年～令和 2 年の期間
（17 年間）で流域内に蓄積された土砂量は，USLE
式から求めた表面侵食量に流出率（0.4％）および
浮遊砂以外の土砂量の割合（80％）を乗じて
41,419m3（≒76m3/km2/year）と推定した。中小規模
出水は数年～数十年スケールであることから，表面
侵食により山腹から生産された土砂は，流域内に渓
床堆積物として蓄積され，大規模出水時に流出する
ことを繰り返していると想定した。
本稿で詳細な記載は割愛するが，平成 16 年の大
規模出水時の土砂動態を推定した結果，谷出口への
流出土砂量は，同時期に斜面崩壊等により生産され
た土砂量以上の量であった。これは，平成 16 年以
前の中小規模出水時に流域内に蓄積した表面侵食土
砂が流出したためと考えられる。

①針葉樹－砂岩泥岩互層
②広葉樹－花崗岩
③針葉樹－花崗岩
④広葉樹－砂岩泥岩互層
0.0E+00 5.0E-06 1.0E-05 1.5E-05 2.0E-05
作物（植被）係数

図 8 土砂動態メカニズムのイメージ

図 7 C（作物係数）算出結果

4. 浮遊砂観測結果との対応による流出率の設定

6. 今後の課題

前章で求めた USLE 式を用いて，土砂生産域であ
る勾配 30°以上の 10m メッシュにて，樹種ごとに
流域全体での表面侵食量を算出した結果，284,928m3
となった（令和 2 年 9 月～11 月の 3 ヶ月）
。ここで
は，表面侵食量から流出土砂量（渓流に流出する
量）への換算係数（流出率）を求めた。
同期間で，谷出口で観測した水位・濁度値から浮
。この値を山腹斜面での
遊砂量を求めた（242.5m3）
粒径調査に基づく浮遊砂の割合：約 20%（0.075mm
以下）で割り戻すと，渓流への流出土砂量は
。そこで，流出土
1,212.5m3 と推定される（242.5/0.2）
砂量を表面侵食量で除し，表面侵食量から流出土砂
量への換算係数（流出率）として，0.004（0.4％）と
。
推定した（1,212.5m3／284,928m3）
USLE 式により算出した表面侵食量にこの流出率
を乗じることで，流域全体での流出土砂量（渓流に
流出する量）を算出できる。

・本研究の検討期間は令和 2 年 9 月～11 月の限られ
た期間（秋期）である。今後，冬期の凍結融解を
考慮することや，春期～夏期の観測結果から，年
間を通した土砂動態を把握する。
・樹種や林齢，リターの違いが表面侵食に与える影
響を評価するため，林内・林外雨量（降雨波形・
降水量）や林床被覆率の比較により，USLE 式の
パラメータ C（作物係数）について検討する。
・渓流への流出率は，表面侵食箇所と渓流の位置関
係の影響を受けると考えられる。流域内の限られ
た範囲のデータで設定した流出率を流域全体に適
用する方法について，工夫が必要である。
・表面侵食により生産された土砂のうち渓流に流出
しない土砂は，斜面に堆積すると考えられる。斜
面に堆積した土砂についても，大規模出水時には
部分的に流出すると考えられ，その動態を把握す
る必要がある。

5. 土砂動態の推定

参考文献

今回の観測期間中，出水時であっても谷出口にお
いて粗い砂礫の流出は見られなかった。このことか
ら，中小出水時では，表面侵食により生産され渓流
に流出した土砂のうち，浮遊砂として谷出口まで流

1）八木ほか（2010）
，森林立地調査法，p.193
2）細山田ほか（1984）
，侵食流亡土量の予測に関する USLE 式の
適用について（Ⅰ）
，農業土木雑誌，52(4)，43-49
，間伐木を利用した筋工による森林表土の流
3）山瀬ほか（2010）
亡抑制，日緑工誌，36(1)，9-14
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兵庫県箇所別土砂災害危険度予測システムの活用に向けた取り組み
－土石流予測モデルの検証と改良について－
（一財）建設工学研究所：沖村 孝，中川 渉，○原口勝則，鏡原聖史
神戸市立工業高等専門学校：鳥居宣之
兵庫県県土整備部土木局砂防課：鎗水正和
1．はじめに
兵庫県では，豪雨による土砂災害に対する警戒避
難活動に資するため，土砂災害警戒区域毎に危険度
を判定する箇所別土砂災害危険度予測システム 1)の
導入に取り組んでいる．同システムの土石流予測モ
デルは，流域内を 10m 間隔に区切った DEM を用いて，
浸透流解析および無限長斜面安定解析を行い，
“流域
内における崩壊判定メッシュの割合”と，
“総流量に
対応する流域面積”を指標とし，これらが過去の土
石流発生レベルに達したときに発生の恐れがあると
判定している.この手法は，主に斜面崩壊の発生機構
を反映したものであり，近年増加する“地表面流の
発生に起因する渓床堆積土砂流動型土石流”に対し
て適用性が高いとは言い難い．このため，前々報 2)
にて丹波市における平成 26 年豪雨災害事例をもと
に土石流の流動機構を反映した新たな判定手法（以
下，丹波モデルと呼ぶ）を検討した．さらに，前報
3)
では地質の異なる香美町において平成 16 年豪雨を
もとに丹波モデルを適用し課題の把握を行った．本
報では，香美町において平成 2 年，平成 29 年，平成
30 年の豪雨による適用検証を加え，土石流予測モデ
ルの改良を行った結果について報告する.

行うこととした.ただし，現地調査で土石流の流下痕
跡が確認された図-2 の渓流については，発生日時が
不明で，被害に至らない規模であるが，閾値の設定
において参考にすることとした.なお，堆積物に付着
した苔等の生育状況から平成 2 年の降雨によって発
生したものとした.以上による閾値の設定結果およ
び空振率等の状況を図-3 及び表-1 に示した.図-3
（左図）をみると，参考とした土石流発生プロット
を通る閾値（ライン）は非発生降雨の上限付近に位
置し，一部の渓流で閾値を超過している.空振率は 0
～7％であり，空振率が課題となった丹波市の
44.2％3)と比べると低い値である．しかしながら，運
用中の崩壊予測モデルの空振率 3％前後と比較する
と，やや高いレベルである．

2．新たな土石流判定手法の適用検証（香美町）
適用検証は，丹波モデル（図-1）のうち，空振率
に課題が確認された渓床堆積流動型の判定方法を対
象とした.なお，判定フローに記載した代表粒径
d=30cm や渓床土砂流出区間の閾値（q＊≧2 かつ渓
床勾配 15°以上）は地域ごとに調整の検討を要する
パラメータである．
2-1．現地調査によるパラメータの設定
丹波モデルを準用した仮想降雨による試算結果を
参考としてサンプル的な現地調査を行い，パラメー
タの設定を行った.図-2 に調査結果の一例を示す．
図-2 の渓流沿いには，10m 間隔に配置した流出率計
算点を図示している.仮想降雨によって土石流発生
危険度 q*≧2 かつ渓床勾配 15°以上となる地点に
「●」を表示している．
「●」の連なる区間（渓床堆
積土砂流出区間 Ld）は，現地調査によって把握した
土石流の流下痕跡と概ね一致しており，「q*≧2 か
つ渓床勾配 15°以上」の妥当性を確認できた．また，
代表粒径 d についても，渓床勾配 15°以上の発生
区間や下流の土石流堆積物の状態を確認した結果，
丹波モデルと同じ 30cm で妥当と考えられた．
2-2．土石流判定のための閾値の設定
香美町においては，近年，土石流災害の報告は無
い．このため，平成 16 年，平成 2 年，平成 29 年，
平成 30 年の降雨を非発生降雨として閾値の設定を

- 599 -

図-1 新たな土石流判定手法の判定フロー

図-2 現地調査の一例

3．土石流判定手法の改良（渓床堆積土砂流動型）
3-1．河道幅の見直し
図-2 の例のように渓床堆積土砂流出区間は，実際
に土石流の発生源と考えられた区間よりも下流域ま
で判定されているケースが多く見られた.渓床勾配
15°以上の河道幅を 1m と固定的に取り扱っている
ことで渓床堆積土砂流出率が高まりやすくなる区間
が生じ，結果的に空振りを助長している可能性が考
えられた．このため，河道幅を推定する方法を適用
し，その効果を確認するものとした．河道幅 B の推
定方法については，現地にて計測した河道幅とレジ
ーム則 5)の相関について検討した原田ら 6)による式
-1 を用いた．
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟

𝐴𝐴

𝐴𝐴

𝐵𝐵 ≈ � 𝑒𝑒 � = 𝜂𝜂�
𝐼𝐼
𝐼𝐼
8𝑔𝑔𝑔𝑔

図-3 香美町の閾値の検討
表-1 香美町の閾値の妥当性

式-1

ここに，B は河道幅， A は対象地点より上流域の
流域面積，I は渓床勾配，f は摩擦損失係数，re は
有効降雨強度，g は重力加速度，d は代表粒径，お
よび k, ηは係数である．河道幅に式-1 を適用した
結果，0～7％であった空振率がは 0～1％に低下し大
幅な改善がみられた（図-3 右図及び表-1）．
3-2．丹波モデルへのフィードバック
式-1 を丹波モデルに適用しその効果を検証した．
図-4 に適用前後の状況を図示した.図-4 をみると，
河道幅に式-1 を適用したケースで多くの非発生渓
流の渓床堆積土砂流出率（Fd）が低下し，逆に発生渓
流で Fd が上昇していることが確認された．空振率に
ついては前報で 44.2％3)であったのに対し，閾値の
線形を見直した図-4（左図）で 29％，河道幅を見直
した図-4（右図）で 17％にまで改善された（表-2）.
河道幅見直後の空振り渓流を空中写真で確認すると，
砂防堰堤により 3 渓流で土石流が捕捉されていた．
これらを土石流発生事例として扱うと空振率はさら
に 12％まで下がることになる.運用中の崩壊予測モ
デルの空振率 3％前後には及ばないものの実用可能
なレベルに改善されたものと考える．

4．まとめ
本報告では，前々報 2)で丹波市を対象に検討した
土石流の発生機構を考慮した新たな土石流判定手法
について，地質の異なる香美町においても適用でき
ることが確認できた．また，砂防堰堤により被害を
食い止めた土石流事例も含めて閾値を検討すること，
河道幅を仮想的に与える方法を適用することにより，
実用的なレベルで判定が可能となるものと考えられ
た．しかしながら，検証事例が丹波市と香美町に限
られているため，引き続き他の事例についても検証
を重ねつつ，広域展開のための閾値設定の効率化を
踏まえて全県域への適用に向けて取り組みたい．
5．おわりに
本プロジェクトの推進に関しては，兵庫県県土整
備部砂防課や新温泉土木事務所，香美町の全面的な
ご支援を受けた．このような機会を与えていただい
た関係各位に深く感謝の意を表します．

図-4 丹波市の閾値の検討(H26 降雨)
表-2 丹波市の閾値の妥当性(H26 降雨)

参考文献
1)沖村 孝・鳥居宣之・尾崎幸忠・南部光広・原口勝則：
豪雨による土砂災害を対象としたリアルタイムハザード
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2)沖村 孝・中川 渉・原口勝則・鏡原聖史・鳥居宣之・
石田博彰・鎗水正和：兵庫県箇所別土砂災害危険度予
測システムの活用に向けた取り組み-土石流判定手法
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測システムの活用に向けた取り組み ―土石流判定手
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5)水山高久：山地河川の掃流砂に関する研究，京都大
学学位論文，p.10，1977．
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概要集，pp.396-397，2014.

- 600 -

P2-061

2021年度砂防学会研究発表会概要集

厚真川の崩壊裸地斜面からの土砂供給による土砂動態変化に関するシミュレーション
京都大学 工学研究科 社会基盤工学専攻 〇篠原滉志
京都大学 防災研究所 山野井一輝，川池健司，中川一

1. はじめに
2018 年 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震によ
り，多数の斜面崩壊が発生し，甚大な被害が生じた．推
定される全崩壊地面積は，約 43.4km2 であり，厚真川流
域内の崩壊面積は，33.08km2 と報告されている 1)．斜面
崩壊によって生成された崩壊裸地斜面から，土砂が生産
されることから，今後，融雪出水や夏期出水の際に，土
砂が厚真川流域の各支川から厚真川本川に流れ込み，
中・
長期的に河口域，海域まで輸送され，拡散すると予想さ
れる．それにより，厚真川下流に広がる農地への被害，
水産資源へ悪影響を与える可能性が考えられる．
ここで，
地震後の土砂動態変化を把握することができれば，流域
内の被害予測が可能であり，被害予測をもとに，効果的
な対策にもつながると考えられる．
そこで，本研究では，降雨データと地形データを用い
た土砂動態モデルを用いた数値計算を行うことで，地震
後の土砂動態変化を検証する．
2. 数値計算モデル
2.1. 流域地形モデル
厚真川流域を対象として，江頭ら 2)と同様に，単位河
道・単位斜面モデルを用いる．作成した単位河道・単位
斜面は図 1 に示す．ここには，崩壊裸地斜面の分布も併
記している．

2.2. 降雨流出・土砂輸送モデル
降雨流出と土砂輸送モデルは，江頭･松木モデル 2)を基
礎としている．このモデルは，単位斜面部における
Kinematic wave 法による降雨流出と河道内の土砂･水の
輸送過程を扱ったモデルである．
2.3. 土砂供給モデル
土砂は，崩壊裸地斜面から供給されるものと仮定し，
河道への年間供給土砂量は，年間侵食深に崩壊面積を乗
じたものであるとした．ここで，ある時刻における崩壊
裸地斜面からの供給土砂量は，斜面の表面流の量と比例
関係にあると仮定し，以下の式を用いた．
1
(1)
𝑄𝑠𝑢𝑝𝑗 = 𝐷𝑒 𝑃𝑟𝑗 𝐴𝑗
𝑄
𝑉𝑟𝑠𝑢𝑟𝑓𝑡𝑜𝑡𝑗 𝑟𝑠𝑢𝑟𝑓𝑗
ここに，𝑄𝑠𝑢𝑝𝑗 はある時刻における単位時斜面𝑗からの
供給土砂量，𝐷𝑒 は崩壊裸地斜面の年間侵食深であり，崩
壊裸地斜面全体で一様として定数を与える．𝑃𝑟𝑗 は単位斜
面𝑗の裸地率，𝐴𝑗 は単位斜面𝑗の面積，𝑄𝑟𝑠𝑢𝑟𝑓𝑗 は単位斜面
𝑗の表面流量，𝑉𝑟𝑠𝑢𝑟𝑓𝑡𝑜𝑡𝑗 は単位斜面𝑗の 1 年間の表面流量
の総和である．𝑄𝑟𝑠𝑢𝑟𝑓𝑗 を𝑉𝑟𝑠𝑢𝑟𝑓𝑡𝑜𝑡𝑗 で除することで，1 年
間の表面流量の総和に対するある時刻における表面流量
の割合を算出する．
3. 計算条件
3.1. 降雨条件
厚真町地域気象観測所における 2019 年の降雨データ
を用いる．
ただし，
観測点の流量の観測データと比較し，
降雪や融解による流量増加等を表現するために，降雨デ
ータを一部修正した 3)．

図 2 修正後の降雨データ

図 3 観測値と修正後の降雨データによって計算された流量

図 1 対象流域
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3.2. 粒度分布
混合粒径で計算を行うため，すべての単位河道に対し
て，粒度分布を設定する必要があるが，全地点における
粒度分布の測定は現実的ではない．そこで，若干の現地
調査をもとに粒度分布を与えたのち，ならし計算を行う
ことで，初期値として設定する粒度分布を決定した．
3.3. 年間侵食深
Case1からCase3における年間侵食深𝐷𝑒を表1に示す．
Case1 は，土砂を供給しない場合，Case2 は，久加らによ
る流域内における崩壊斜面の観測報告 4)をもとに，年間
侵食深を与えた場合，Case3 は，浜厚真観測点における
累積流砂量と計算で求められた累積流砂量が，おおむね
一致するように，年間侵食深を与えた場合である．
表 1 年間侵食深
年間侵食深 𝐷𝑒 [m]
Case1
0
Case2
0.05
Case3
0.004
4. 結果と考察
Case2，Case3 と観測値における流砂量と累積流砂量の
推移を図 4 に示す．両ケースにおいて，観測値と同時期
に流砂量のピークを示し，定性的に流砂量の変化を表現
できている．一方，累積流砂量を比較したとき，Case2 は
崩壊斜面の調査報告をもとに，年間侵食深を与えている
にもかかわらず，過大に評価されていることが分かる．
原因としては，河道から離れた崩壊裸地斜面で生産され
た土砂は，河道に供給されにくいということを，計算モ
デルで考慮できなかったことが挙げられる．
また，Case1 と Case3 および，地震前後の観測値にお
ける流量に対する流砂量の関係を図 5 に示す．この図か
ら，観測値において，流量に対する流砂量は地震前に比
べ，地震後に増加していることが分かる．また，Case3 も
Case1 に比べ，流量に対する流砂量が多いことが分かる．
以上のことから，地震前後の流量に対する流砂量の増加
は，崩壊裸地斜面からの土砂供給によるものであると考
えられる．
5. おわりに
本研究では，厚真川流域における崩壊裸地斜面からの
土砂供給により，流砂量の定性的な変化と地震前後の流
量に対する流砂量の増加を表現することができた．
今後は，土砂供給モデルを改良し，同様の災害が発生
したときに実用できるようにしていきたい．
参考文献
今日出人ら：北海道河川財団報告書，2019
江頭進治・松木敬：河道貯留土砂を対象とした流出土砂
の予測法,水工学論文集,44 巻,pp.735-740,2000
3) 篠原滉志：北海道胆振東部地震後の崩壊裸地斜面から
の土砂供給が厚真川の土砂動態に与える影響，京都大
学卒業論文，2020
4) 久加朋子ら：ハビウ川流域を対象とした降雨・土砂流出
に関する現地観測および河道内への細粒土砂流入に関
する水路実験,北海道河川財団報告書,pp.5-30,2019

図 4 Case2,Case3 と観測値の流砂量と累積流砂量

1)
2)
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図 5 Case1 および Case3 と観測値の流量と流砂量
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地形からの小流域分類による流木貯留ポテンシャル評価手法の開発
東京農工大学
1. はじめに

〇宇田川理奈

五味高志

宮崎仁

最大１時間降水量 129.5mm）により，多数の斜面崩壊

山地流路内における流木（長さ 1.0m 以上，直径 10cm

や土石流が発生し，崩壊面積率は赤谷上流域で３％，

以上）は，河道形態や，水の流れ，土砂貯留に影響を与

乙石川流域で５％であった．植生はスギ（cryptomeria

えるなど様々な機能を持つ（Comiti et al，2008）
．流木

japonica），ヒノキ（Chamaecyparis obtusa），サワラ

の貯留量を調べることは，山地から下流域までの流木の

（Chamaecyparis pisifera）が全面積の 75％を占めた．

流下動態を理解する上で重要である．流木の貯留量評価

地形分類には，崩壊後の LiDAR データ（2017 年７月

は，特定の流路区間における流木の供給と流下を基にし

８日〜８月 31 日撮影）
による 1m 数値標高モデル（DEM）

た流木収支によって行われる（Benda and Sias，2003）
． を使用した．累積流量の最小値は、現地調査により 2ha
流木の貯留量は流域及び流路区間によって異なる． と仮定した．小流域の境界は，1 次流路の最初の合流点
Comiti ら（2006）は，イタリアの 2.2〜58.1km2 の流域

と定義した．その結果，対象地域内の小流域面積は 2.0〜

を対象とした現地調査に基づき，崩壊地や流路合流部が

13.5ha（平均 4.9ha；SD2.4ha）となった．

流木の供給や貯留に影響をもたらし，貯留流木量は 0〜

小流域の地形は，斜面傾斜（Gs）と流域形状（Rf）に

5m3 100m-2 の範囲であったと報告している．スイスの 73

基づいて分類した．Gs は 30°を超える場合，崩壊土砂
〜1144km2 の流域では，
土石流の発生した河川において， 及び流木が発生し土石流として流出しやすいと考え分
他の河川と比較して７倍以上の流木が流出したことが 類した．さらに，広い谷幅を持つ流域では流木が谷内に
報告されている（Steeb et al，2017）
．

堆積することが確認されており，Rf を谷内での流木貯留

斜面崩壊や土石流の発生は，流木の供給に影響を与え

の指標とした．Rf は，流域の幅を長さで割って算出した

（Steeb et al，2017）
，流木貯留を把握する上で重要であ

（塚本ら，1978）．一次谷流域の Rf の平均はおよそ 0.35

る．傾斜 30°以上の箇所で斜面崩壊が発生すると，土砂

であることから（塚本ら，1978）， Rf＞0.35 の流域は谷

が土石流として流出する可能性がある（石川ら，1996）．

底が広く，崩壊土砂が流路に到達する可能性は低いと考

山口県での調査によると，土石流は勾配が 20°以上で発

えた．一方，Rf＜0.35 の流域は谷底が狭く，崩壊土砂が

生し，流路勾配４°地点で堆積した（阪口ら，2015）
．こ

流路に影響を与える可能性が高いと考えた．以上の指標

のように流域内の斜面勾配分布や流路との位置関係が

から，小流域を次の 4 つのグループに分類した：グルー

流木貯留においては重要となる。

プ A（Rf≧0.35；Gs＜30º），グループ B（Rf＜0.35；Gs

流木動態を把握するためには流路ネットワークが重

＜30º）
，グループ C（Rf≧0.35；Gs≧30º）
，グループ D

要である（Gomi et al.，2002）ものの，流木の貯留を評

（Rf＜0.35；Gs≧30º）．D で発生した崩壊土砂及び流木

価する研究の多くは，水路の一部や特定の流域に焦点を

の多くは流路に到達すると考えられる．

当てている（Comiti et al.，2008；Steeb et al.，2017）．

流路に到達した崩壊土砂及び流木はさらに下流へ流

流木の供給及び貯留把握のための流域の地形分類は，よ

下する．流路内での移動性を示す指標として流路勾配を

り大きな流域における流木動態を把握する方法の開発

用いた．土石流は流路勾配（s）15°を境に土砂移動形態

につながる可能性がある．

が異なるため（国土交通省，2016），D をグループ D1（s

以上のことから、本研究の目的は，小流域ごとの流木

＜15°）とグループ D2（s≧15°）に分類した．

貯留量を把握するための流域地形分類法を開発するこ
とを目的とした．

3. 結果と考察
168 の小流域のうち，A は７流域，B は 54 流域，C は

2. 調査地及び研究手法

22 流域，D は 85 流域で，それぞれ全流域の 4％，32％，

本研究は，福岡県朝倉市の赤谷川上流域（625ha） 13％，50％を占めた（図１）．崩壊面積率は，D（平均 7.8％；
と乙石川流域（596ha）を対象とした．対象地域では， SD7.6％）が最も大きく，次いで A（平均 5.8％；SD6.0％），
平成 29 年７月九州北部豪雨
（24 時間降水量 545.5mm，C（平均 5.3％；SD5.5％），B（平均 4.9％；SD4.3％）で
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あった．花井・横田（2006）も DEM を用いた地形解析

4. おわりに

により，島根県浜田市の斜面崩壊は Gs が高い箇所にて

小流域の地形解析のアプローチは，より大きな流域で

発生していることを明らかにしている．この結果は，今

の流木の供給と貯留を把握できる可能性がある．今回は，

回の小流域での分類結果と一致する．また，Rf の減少は

地形による小流域分類の提案を行ったが，今後はその適

起伏量の増大と関連しており，斜面崩壊の可能性を高め

用性についてより詳細に評価する必要がある．なお，本

る．塚本ら（1978）は，1/5000 森林基本図から１次谷流

研究は砂防学会より助成を受けている．

域を無作為に抽出し，Rf の低下に伴って流域の起伏量が
増加することを示した．このことから，D は，起伏量の
増大に伴う斜面崩壊増大の結果でもあると考えられる．
D の 85 流域のうち，D1 が 35 流域，
D2 が 50 流域で，
それぞれ全流域の 20.8％，29.8％であった．崩壊面積率
の平均値は，それぞれ 10.2％
（SD6.8％），
6.1％（SD7.7％）
であった．D2 で発生した崩壊土砂及び流木の一部は，急
勾配のために土石流として流下したのではないかと考
えられる．現地調査の結果，D2 に分類された小流域で
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塚本良則・野口晴彦・山館昭夫．1978．侵食谷の発達様式に関する研

図１

究（VII）－平衡状態にある１次谷流域の地形特性－．砂防学会誌

流域分類の結果

31（１）：１－６．

図２ D1（左）
，D2（右）に分類された小流域
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乙石川上流の山地流路における流木ダム分布および堆積土砂量の把握
東京農工大学
1. はじめに
近年の集中豪雨により、土砂と共に多量の流木が流
下し、下流域で集積していることが報告されている（国
土交通省，2015）
。平成 29 年 7 月九州北部豪雨では、
流木と土砂の集積により河道閉塞が発生し、土砂・洪
水氾濫となった（矢野ら，2018）
。流木の集積は、上流
の山地流路内でも発生し、流木ダムとして、上流側に
多量の土砂が滞留・堆積する（清水，2009）
。流木ダム
を構成している流木と土砂は、二次的に下流域へ流下
することも懸念されている（朝日新聞，2018）ものの、
山地流路内の流木ダムの形成実態把握は限られている。
流木ダムの形成実態把握では、流木ダムの分布や堆
積土砂量の調査が重要となる。しかし、既往研究では、
単位流路区間の出現流木ダム数などの評価（Comiti et
al., 2006）が中心で、流木や土砂の流出評価を行う上
で重要となる流程内の分布やその偏りは評価されてい
ない。
流木ダムと堆積土砂量の評価において、流木ダムの
構成も重要である。たとえば、清水（2009）は、北海
道沙流川支流パラダイ川の調査から、流木ダムの上流
に滞留した土砂量は 30～630m3 の違いがあり、この違い
は流木ダム断面積と関連していることを示した。一方、
流木ダムに占める流木の構成割合は 30％（清水，2009）
とされているものの、流木ダムの大きさは流木と土砂
の流下・集積プロセスにより異なることも示されてい
る（Abbe and Montgomery, 2003）
。すなわち、流路内
における流木ダムの形成箇所に対応した流木の構成を
評価する必要がある。
そこで、本研究は、山地流路における（1）流木ダム
の分布の把握、
（2）流木ダムの堆積土砂量と構成流木
の大きさの関係性の把握を目的とし、これらをふまえ、
山地流路内における流木ダムと堆積土砂量の特徴を検
討した。
2. 調査地と方法
本研究は、平成 29 年 7 月九州北部豪雨により崩壊と
既往最大の流木が発生したと報告（末次，2019）され
ている、福岡県朝倉市の赤谷川水系に位置する、乙石
川支流 2 流域（L 流域：38.8ha、R 流域：35.6ha）を対
象とした。年平均降水量 1991mm、年平均気温 16℃であ
る（アメダス朝倉 2001～2020 年）
。植生は、スギ林と
ヒノキ林が流域森林面積の 95%以上を占め、そのうち
50％は 45～60 年生林分である（福岡県，2014）
。地質
は、主に花崗閃緑岩であり、一部に泥質片岩がある（産
総研地質調査総合センター，2020）
。
本研究は、GIS 解析と現地調査により構成される。
GIS 解析は、豪雨後 2017 年 12 月に取得された LiDAR
データから、1mDEM を作成し、地表面の詳細な凹凸を
表現可能な CS 立体図を用いて、崩壊地の抽出と崩壊面
積の算出を行った。崩壊地と森林簿の重ね合わせから、
森林簿上の樹種と林齢をもとに材積を算出し、崩壊地
ごとの流木発生量を算出した。
CS 立体図をもとに、流路内で河床勾配が局所的に大
きくなる落差を、流木ダム形成候補箇所とした。ただ

〇宮﨑仁・五味高志・宇田川理奈・荒田洋平
し、河床勾配が局所的に大きい落差は滝や巨石による
可能性もあり、現地調査から流木ダムの有無を判定し
た。1mDEM から流路の縦断面図および横断面図を作成
し、5m 毎に谷幅（河床から 2m の高さの幅）と流路勾
配を計測した。
現地調査は 2020 年 9 月 28～29 日と 11 月 28～30 日
に実施した。主流路沿い（L 流域：全長 1505m、R 流域：
全長 1360m）を踏査し、流木ダム形成候補箇所のうち、
5 本以上の流木と土砂堆積の存在を流木ダムとした。
流木ダム上流の堆積土砂の長さ・幅・ダム高を計測し、
堆積土砂量を四角錐と仮定して算出した（Gomi et al.,
2001 ）
。
流木ダムを構成する流木は、直径 0.1m 以上・長さ
1.0m 以上の、すべての流木（Nakamura and Swanson,
1994）を対象とし、紅白ポールや輪尺を用いて直径と
長さを計測し、根や枝の有無や樹種も記録した。その
際、流木ダム内の流木分布を把握するためにダム下端
から上流へ向けて 10m ごとに区分けした。流木材積は、
スギの材積式（福岡県，2014）を用いた。
3. 結果
3.1 流域の特徴と崩壊・流木発生状況
L 流域の主流路は、平均勾配 11°（SD：8°）
、平均谷
幅 9m（SD：3m）
、R 流域主流路の平均勾配 9°（SD：7°）
、
平均谷幅 10m（SD：5m）であった。流域斜面の平均勾
配は、L 流域 35°（SD：12°）
、R 流域 32°（SD：12°）で
あった。
L 流域には 68 箇所、R 流域には 112 箇所の崩壊地を
確認した。平均崩壊面積は、L と R 流域で、それぞれ
377m2（SD：447m2）
、325m2（SD：420m2）であった。崩壊
面積率は L 流域 7％、R 流域 10％であった。全崩壊面
積に対する本流沿いの崩壊面積割合に注目すると、L
流域 69%、R 流域 29%であった。発生流木量は L 流域
1,367m3、R 流域 1,588m3 と算出された。崩壊面積当た
りの発生流木量は、Ｌ流域 0.053m3/m2、Ｒ流域 0.044
m3/m2 となった。
3.2 流木ダムの分布とその概要
L 流域 23 箇所（1.5 箇所/100m）
、R 流域 13 箇所（1.0
箇所/100m）の流木ダムを確認した。ただし、L 流域は
流程全体に流木ダムが分布しているものの、R 流域で
は下流側に流木ダムが偏在していた。全流路内の流木
ダム構成流木数は、
L 流域 649 本、
R 流域 995 本であり、
それぞれ 247m3 と 391m3 の材積量となった。各流木ダム
では、L 流域 5～66 本（平均：28 本）
、R 流域 6～373
本（平均：77 本）で構成され、最大の流木ダムは R 流
域の下流から 957m 地点で確認された。流木ダムの堆積
土砂量は L 流域 5～800m3（平均：108m3）
、R 流域 12～
3386m3（平均：582m3）であり、最大流木本数を確認し
た流木ダムで最も大きな土砂堆積量であった。各流木
ダムの構成流木材積量が大きくなると、堆積土砂量も
増える傾向があった（図-1）
。
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5.まとめ
本研究では、流程における流木ダムの分布を把握す
ることにより、崩壊地や支流の分布にともなう流木ダ
ム形成プロセスが異なることが分かった。また、形成
プロセスの違いは流木ダムを構成する流木の直径や長
さなどの違いをもたらす可能性が示唆された。すなわ
ち、流木の発生や流下のみならず、流域地形や森林状
態による流木ダム形成過程の把握が今後の流木対策の
立案などにおいて重要だと考えられた。

図-1 流木ダムでの材積量と堆積土砂量の関係
4. 考察
対象 2 流域は流域面積、森林状態、流路勾配、斜面
勾配などが同程度であるものの、流木ダムの分布が異
なっていた。L 流域は、流路沿いに存在する崩壊地面
積の割合も大きく、かつ崩壊地が連続して分布してい
た。宮縁ら（1999）は、側方斜面の崩壊から供給され
る流木と土砂が流木ダムの形成要因であることを示し
ており、L 流域でも同様の現象により流木ダムが流路
沿いに連続して形成されたと考えられた。
R 流域の流木ダム集中箇所は支流合流点で形成され
ていた。水山ら（1985）は、合流点の流木と土砂の集
積が流木ダム形成に寄与することを示しており、R 流
域は L 流域に対して流路沿いに存在する崩壊地面積割
合は少ないものの、支流から供給される流木が本流に
到達し、流木ダムを形成したと考えられた。L 流域で
も支流が存在し、支流からの流木供給はあるものの、L
流域の支流面積（平均：1.4ha）は、R 流域(平均：2.5ha)
より小さく、支流から本流への流木の押し出しが十分
ではないと考えられた。支流からの流木が支流内に留
まっていることは、現地調査でも確認できた。
流木ダムの材積量が大きいほど、堆積土砂量は大き
くなり、ダム堤体の大きさと土砂堆積量の関係を示す
ことができた。清水（2009）は、流木ダム先端断面積
（幅×ダム高）と堆積土砂量の正の相関関係も報告し
ている。本研究でも、流木ダム材積量と先端断面積の
相関を確認し、材積量増加が土砂貯蓄量増加をもたら
したと考えられた。
ダム堤体断面積と堆積土砂量の関係は、これまでの
砂防ダム設計でも用いられているものの、流木ダムは
砂防ダムのように安定性は確保されていない。安定性
などに影響すると考えられる流木構成は、供給流木の
大きさと量により異なると考えられる。たとえば、L
流域と R 流域で、800m3（L-13 ダム）と 728m3（R-7 ダ
ム）の同程度の堆積土砂量であったが、流木ダムの安
定 に 寄 与 す る 直 径 が 大 き く 長 い 流 木 （ Abbe and
Montgomery, 2013）についてみると、L- 13 ダム（総
本数：63 本）では、直径 40cm 以上が 0％と長さ 10m 以
上が 46％、R-7 ダム（総本数：124 本）では、直径 40cm
以上が 7％と長さ 10m 以上 31％と異なっていた。R-7
ダムは、支流からの流木が本流に合流した箇所で流木
ダムとなっており、支流から本流への流下過程で大径
木による流木ダムが形成されたと考えられた。
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地形量に基づいた流出土砂量の推定に関する検討
中電技術コンサルタント(株)

○杉原 成満，髙橋 源貴，大盛 泰我，河井恵美

広島大学大学院先進理工系科学研究科

長谷川 祐治

１．はじめに

B1

B3

豪雨に伴う土砂災害は毎年発生しており、平成 30 年 7 月

B2

B4

豪雨では土石流や土砂・洪水氾濫が多発し、甚大な被害を

A1

A2

もたらした。土砂災害対策を進めるにあたっては流域から
の流出土砂量を把握する必要があり、一般的には渓流調査

C7

に基づき設定される。渓流調査は、渓床の断面形状を踏ま
C6

え概ね 50～200m を目安に実施されるが、流域規模が大きい

C1
D3

場合、調査に多大な労力と時間を要する。また、設定した
流出土砂量の妥当性を過去の災害実績から行うことができ

C5

D2

るが、事例ごとに流出土砂量は異なるため判断は難しい。
そこで本検討では、地形量と土砂移動実績の関係に着目

C4

し、流出土砂量の概略算定や妥当性の確認への活用を想定
した簡易的な推定手法について検討を行った。

D1

C3

２．検討対象流域および使用データ

E1
C2

(1) 検討対象流域
検討対象流域は、平成 30 年 7 月豪雨において土砂・洪水
氾濫が発生した大屋大川である。本検討では、このうち主
要な土砂生産源である本川上流域における土砂移動実績に
着目し、図-1 に示す本川および流域面積の大きい支川主流
路へ流入する小流域を対象とする。
(2) 土砂移動実績

※寒色系が侵食、暖色系が堆積を示す。

平成 30 年 7 月豪雨による土砂移動実績は、災害前後の

図-1

LP データから作成した 5mDEM の差分から算定する。ここ

7

フィルタリング精度の影響に伴う斜面部での堆積等、ノイ

5

ズデータを含むため、本検討では確実に侵食が生じた範囲
として、侵食が顕著な小流域（図-1 に示す A1～E1）のうち、

7

y = -0.0069x + 0.7892
R² = 0.0357

4
3
2
0

(3) 地形量
土砂移動には、誘因と素因の双方が影響すると考えられ
るが、検討対象が限定した流域であり、降雨分布や地質条

5
4
3
2
1

1

侵食深 0.25m 以上のデータを用いる。

y = 0.0301ln(x) + 0.4332
R² = 0.0222

6

侵食深（m）

6
侵食深（m）

で、小流域に該当する全データを用いた場合、LP データの

検討対象流域

0

0
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斜面勾配(deg)
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70

10

1000
100000
集水面積(m2)

(a)斜面勾配
(b)集水面積
図-2 地形量と侵食深の関係

件が概ね同一と考えられる。そのため、本検討では土砂移
動に影響すると考えられる地形量として、斜面勾配と集水

を等間隔でカテゴリ区分した上で、当該カテゴリに含まれ

面積に着目し、災害前 5mDEM から各指標を算定した。

る 5mDEM の平均侵食深に基づき推定式を構築する。

3．地形量に基づいた流出土砂量の推定

斜面勾配および集水面積と平均侵食深との関係および侵

(1) 侵食深推定式の検討

食深推定式（回帰モデル）を図-3 に示す。ここで、集水面

各地形量と侵食深の関係を図-2 に示す。図に示すとおり、

積と平均侵食深との関係については、流下形態を踏まえ、

大局的には緩勾配の区間や集水面積の大きい領域において

勾配に基づき区分した場合についても記載している（図-3

侵食深が深くなる傾向を示すが、いずれの地形量もばらつ

(c)）。なお、図中に記載の推定式は、サンプルが少ない範

きが大きい（相関は低い）。そのため、本検討では地形量

囲の実績を除外して構築している。
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図-5 流量土砂量の比較

図-4 実績と推定値の比較
図-3(a)に示す、斜面勾配と侵食深の関係に着目すると、

(3) 流出土砂量の推定

概ね 30 度を境に傾向が変わっており、30 度未満の緩勾配区

斜面勾配に基づいた推定式を適用し、各小流域からの流

間では侵食深が 0.6～0.7m 程度と概ね一定であるが、勾配

出土砂量について推定を行った。代表的な箇所で実施した

30 度以上の急勾配区間では、勾配が急なほど侵食深が浅く

渓流調査に基づく流出土砂量との比較結果を図-5 に示す。

なる傾向を示す。このような一定地形量を境とする変化は、

ここで、流域内の 5mDEM には渓流調査では土砂量算定に

図-3(b)に示す集水面積と侵食深の関係でも見られ、集水面

含まない残斜面や尾根も含まれることから、平均曲率と集

積 300m までは集水面積が大きくなるにつれて侵食深が深

水面積に基づき土砂量算定範囲の絞り込みを行っている

くなる傾向を示すが、集水面積 300m ～10,000m 程度の区

（凸斜面,平行斜面⇒残斜面、集水面積 100m2 未満⇒尾根）。

間の侵食深は概ね一定値を示している。また、斜面勾配で

図-5 より、本検討で作成した推定式に基づいた各小流域

区分して整理した場合、集水面積と侵食深の関係は勾配区

からの流出土砂量は、渓流調査結果に対して多寡は概ね一

分ごとに異なり、10 度未満では集水面積に関わらず、侵食

致するが、一様に多くなっており、平均的には約 2 倍に達

深が概ね一定となっている。

している。この原因としては、①推定式では露岩区間を表

2

2

2

そのため、より精度の高い推定式の構築にあたっては、

現できないこと、②算定範囲の絞り込みが十分でなく、現

上記傾向を踏まえた区間ごとの構築が適切と考えられる。

地では認識できない谷を含んでいること等が考えられる。

ただし、区間を分けない場合であっても外観的な傾向は示

４．おわりに

せている。よって、本検討では図中に記載のとおり、全区

本稿では、地形量に基づいた流出土砂量の推定式につい

間で統一した推定式を構築した。

て検討を行い、小流域単位での土砂移動実績については概

(2) 侵食深推定式の評価

ね再現できることが確認された。ただし、今後想定される

推定式の構築に用いた小流域における侵食量と推定式に

流出土砂量を推定する観点では、渓流調査に基づく土砂量

基づいた侵食量の関係を図-4 に示す。図に示すとおり、小

との乖離が大きい結果である。そのため、今後は推定式の

流域によって適した式は異なっているが、推定土砂量は実

見直しや流出土砂量算定範囲の絞り込み等について検討を

績と概ね一致している。そのため、斜面勾配や集水面積に

重ねることが必要と考える。

基づいた流出土砂量の推定式は、小流域単位での土砂移動

謝辞：本検討にあたり、国土交通省中国地方整備局広島西

実績については概ね再現できていると評価できる。

部山系砂防事務所には LP データ等の資料提供を頂いた。こ
こに記し感謝の意を表する。

- 608 -

P2-065

2021年度砂防学会研究発表会概要集

深層崩壊による土石流のピーク流量の縦断変化
国土交通省 北陸地方整備局 松本砂防事務所
石田 孝司*、森本 勇太
株式会社パスコ 〇坂田 剛，野田 敦夫，川上 誠博，鈴木 清敬，坂本 良祐
*現 国立研究開発法人土木研究所
1. はじめに
松本砂防事務所では、深層崩壊に起因する土石流等が発
生した際の被害想定及びハード対策の可能性を検討するた
めに、国総研資料第 983 号 1)に基づき管内の複数箇所にお
いて土石流等の流下・氾濫数値計算を実施している。数値計
算では現況時・中期計画完了時の 2 時点を実施・比較して
いるが、一部の流域では中期計画施設の配置によって、土石
流のピーク流量が低減する傾向が確認されている。
本稿では、上述の深層崩壊に起因する土石流を想定した
一次元河床変動計算の結果から、ピーク流量に着目した中
期計画施設の効果や、現象規模との関係を検討した一例を
報告する。
2. 計算方法
1) 数値計算箇所
対象流域は、施設数や被害額等の観点から、被害が最も大
きいと想定された姫川流域の松川（湯ノ入沢）を対象とした。
計算区間は、国総研資料第 983 号 1)に基づき標準的な被
害を想定し、湯ノ入沢最上流～松川本川合流部（谷出口）を
計算対象とした。当該区間には、既存施設 10 基（透過型 1
基、不透過型 9 基）
、中期計画施設が 4 基（新設不透過型 2
基、既設堰堤のスリット化 2 基）配置・計画されている。

土石流化したのちの流下・堆積過程を一次元数値シミュレ
ーションにより想定した。
深層崩壊規模は、国総研資料第 983 号 1)に基づく検討結
果より、深層崩壊実績に基づき設定した標準規模（300,000
㎥）を基本ケースとした。
また、基本ケースの計算結果では、ピーク流量が極めて大
きかったため、砂防施設の安定性等の観点を踏まえ、現在の
砂防施設で対応可能な崩壊規模を確認する目的で、崩壊規
。複数ケース
模を下げた複数ケースを実施した（表 1 参照）
の設定時には、基本ケースの崩壊土砂量と国総研第 983 号
1)
に基づく深層崩壊の崩壊土砂量の下限値(100,000 ㎥)を考
慮した。
計算時点は、現況時と中期計画完了時の 2 時点とした。
計算に使用した地形モデルは、平成 26 年度の航空レーザ計
測成果を使用し、一次元断面を作成した。
計算モデルは、土石流シミュレーションソフト
HyperKANAKO を使用した。
投入ハイドログラフは、土木研究所資料第 4240 号 3)の手
法に基づき三角ハイドログラフとし、崩壊土砂量を 3 パタ
ーン設定（表 1）することにより図 2 のように作成した。
その他の計算パラメータは、表 2 のように設定した。
表 1 崩壊規模の設定ケース
現況時
中期計画完了時
3
崩壊土砂量
300,000m （基本ケース）
200,000m3（ケース①,②）
150,000m3（ケース③,④）
100,000m3（ケース⑤,⑥）

地理院地図
図 1 計算区間と施設配置 ※背景に地理院地図を使用 2)
2) 計算条件
対象現象は、深層崩壊に起因する土石流を対象とし、土木
研究所資料第 4240 号 3)に準拠した手法により、崩壊土砂が
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図 2 投入ハイドログラフ

表 2 計算条件の設定
項目
崩壊土砂量
土砂の密度
水の密度
水の動粘性係数
無次元限界掃流力
粗度係数
浸食速度係数
堆積速度係数
細粒分土砂比率
細粒分平均粒径
数値計算の計算時間
土石流の流速
ピーク時間
ピーク流量

松川
計算ケース③、④ 計算ケース⑤、⑥
湯ノ入沢
200,000
150,000
100,000
2650
1000
0.01
0.05
0.04
0.0007
0.05
0.45
0.055
7200
48
5
123,077
92,308
61,538

単位 計算ケース①、②
㎥
kg/㎥
kg/㎥
m
s
m/s
s
㎥/s

備考
真の土砂量
一般的な値を使用
一般値
一般値
一般値
山地流路の平均値
一般値
一般値
0～0.4程度
粒度分布図より
自由落下速度を上回らない

3) 計算結果の整理
一次元河床変動計算結果より、現況時・中期計画完了時の
ピーク流量の縦断変化を比較した。数値計算によるピーク
流量の多寡を評価する目安として、砂防施設の設計洪水流
量との比較を行った。
3. 計算結果
1) ピーク流量の縦断変化
累加距離とピーク流量の縦断変化を図 3 に示す。図 3 の
左側が上流側（計算開始地点）であり、▲は現況施設、▲は
中期計画施設の位置を示している。
深層崩壊直下では、ピーク流量が極めて大きく、下流側に
流下するにつれて、ピーク流量は減勢していく傾向がある。
現況時と中期計画完了時のピーク流量を比較すると、対策
施設の無い上流区間では大きな差異はないが、中期計画施
設の効果により下流域では低減する傾向がある。ただし、中
期計画完了時の土石流ピーク流量が逆に増大する区間もあ
る計算結果となった。
2) 崩壊規模とピーク流量の関係
図 4 には、計算地点最下流の二股砂防堰堤におけるピー
ク流量の変化状況を示す。基本ケースにおける土石流ピー
ク流量は、設計洪水流量より 2 オーダー程度大きくなって
いる。崩壊規模が小さくなると土石流ピーク流量も小さく
なる傾向が見られる。崩壊規模 20 万㎥における土石流ピー
ク流量は、設計洪水流量よりも大きい。崩壊規模 15 万㎥お
よび崩壊規模10 万㎥における土石流ピーク流量は設計洪水
流量を下回る結果となった。
4. 考察
本検討では、土石流ピーク流量が下流域に向けて減勢す
る傾向、および中期計画施設の効果による土石流ピーク流
量の低減効果が確認できた。
また、崩壊規模によっては、深層崩壊に起因する土石流の
ピーク流量を現況・中期計画施設の効果によって設計洪水
流量程度の規模に抑えられ、現実的に対策が可能な深層崩
壊規模を模索できる可能性が考えられる。
今後は、各流域の計算結果・被害の多寡を踏まえた深層崩
壊対策箇所の絞り込みやハード対策の計画対象規模設定、
効果的な施設配置・構造等について検討を進める必要があ
る。
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図 3 ピーク流量の縦断変化

図 4 二股砂防堰堤における深層崩壊規模とピーク流量
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航空レーザ測量データによる流下痕跡計測結果を用いた土石流ピーク時の流速および流量推定の試み
国土交通省 国土技術政策総合研究所 〇平田 育士、山越 隆雄
筑波大学 生命環境系 内田 太郎
1.はじめに
土石流ピーク時の流速や流量は、土石流対策において
重要な要素である。従来、土石流発生渓流におけるピー
ク流量の推定は、現地調査による流下痕跡の計測結果を
もとに行われる場合が多かった。しかし、現地調査には
労力を要するため、上流から下流かけて多数の地点で推
定が行われている渓流は限られている。一方、近年、土
石流発生前後の航空レーザ測量データが蓄積されてきて
おり、これらの差分データをもとに流下痕跡を調査する
ことができれば、渓流内の多数の地点での流量の推定が
可能になる。さらに、流下過程におけるピーク流量の増
減に影響をおよぼす要因を分析することができれば、土
石流の流動特性が新たに明らかになることが期待され
る。そこで本研究は、航空レーザ測量によって得られた
DEM の差分データを用い、土石流の流速および流量の推
定を試みた。

侵食が認められる範囲を土石流痕跡範囲と判断し、痕跡
の幅と断面積を計測した（図-2）。
2.3 流速の推定
流速は、土石流が湾曲部を流下する際の偏流水位差を
用いる手法によって推定することとし、Scheidl et
al.(2015)が提案する式(2)を式(1)に代入した式(3)を用
いて計算した。ここに、𝑣：流速(m/s)、𝑅 ：曲率半径
(m)、𝑔：重力加速度(m/s2)、𝜃 ：渓床勾配、∆ℎ：偏流
水位差(m)、𝐵：流下（痕跡）幅(m)、𝑘 ∗ ：係数、𝐹 ：フ
ルード数（ 𝑣/ 𝑔ℎ）、ℎ：平均水深(m)であり、曲率半
径以外は差分データから計測あるいは設定が可能であ
る。
𝑅 ∙ 𝑔 ∙ cos 𝜃 ∙ ∆ℎ
1
𝑣
𝐵 ∙ 𝑘∗
2
𝑘 ∗ 4.4𝐹 .
𝑣

2.方法
2.1. 対象渓流
土石流発生前後に航空レーザ測量が実施されており、
土石流流下延長が長く明瞭な湾曲部が存在し、かつ支川
合流が少ないなどの観点から、2014 年に土石流が発生
した長野県南木曽町の大梨子沢（図-1）を対象とした。

図-1.対象流域の平面図
2.2 流下痕跡の計測
小梨子沢との合流
偏流⽔位差
（最⼤パターン）
点を原点として 20m
偏流⽔位差
間隔で 172 本の横断
（最⼩パターン）
DEM（⼟⽯流発⽣前）
差分断⾯図
DEM（⼟⽯流発⽣後）
線を設定し（図堆積
1）、横断線ごとに
差分データから差分
侵⾷
痕跡幅
断面図を作成した。
痕跡断⾯積︓
（最⼩パターン）
想定⽔⾯とDEM（⼟⽯流
過去の検討結果 1)を
発⽣前）に囲まれた範囲
参考に、差分断面図
痕跡幅（最⼤パターン）
の⾯積
上で渓床付近にお
図-2.痕跡の判断イメージ
いて 0.2m 以上の
0.2m

（痕跡判断基準）

𝑅 ∙ ∆ℎ ∙ 𝑔 . ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜃
4.4 ∙ 𝐵 ∙ ℎ .

.

3

曲率半径は、Prochaska et al.(2008)が用いた 3 点を
通る円の半径を求める手法を用いた。ここでは、中央の
点から上下等距離離れた 3 点を用いて曲率半径を算出す
ることとし、中央の点から上下流の点までの距離を検査
距離とした。検査距離によって、同じ地点であっても曲
率半径が変化するため、検査距離の影響評価が必要であ
る。式(1)より、仮に流速の場所による違いが小さいと
すると𝑅 が小さくなるほど∆ℎ/𝐵は大きくなることか
ら、𝑅 が適切に設定された場合に1/𝑅 と∆ℎ/𝐵の相関係
数が最大になると考え、横断線の配置間隔（20m）に合
わせて段階的に検査距離を変化させて𝑅 を計算し、相
関係数が最大となる検査距離を採用することとした。
2.4 流量の推定
痕跡断面積の計測結果と流速の推定結果を式(4)に代
入し、流量を推定した。ここに、𝑄：流量、𝐴：流下
（痕跡）断面積(m2)、𝑉：流速(m/s)である。
4
𝑄 𝐴∙𝑉
2.5 推定結果の検証
差分データから各地点の流出土砂量が得られるた
め、これをもとにピーク流量を推定した。
推定にあたっては、土石流は 1 波であったとの仮定
のもと、各地点の土砂濃度は土石流の平衡濃度式で算
出し、土石流の
𝑄（流量）
ハイドロ形状は
/d
ピーク流量
三角形で近似
し、継続時間を
変化させ、ピー
⼟⽯流総流量
t（時間）
ク流量を算出し
d︓継続時間
た（図-3）
。
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︓流出⼟砂量、

︓堆積⼟砂濃度 0.6

︓⼟砂濃度（計算地点の渓床勾配から計算）

図-3.流出土砂量をもとにしたピーク流量計算イメージ

3. 結果と考察
3.1 流下痕跡の計測
差分断面図を確認した結果、136 データで痕跡範囲が
判断可能であり、これらのデータに対し差分断面図上で
痕跡幅と痕跡断面積を計測した。このうち 52 データで
は、20 ㎝以上の侵食範囲が一定程度の広がりがあり、
痕跡範囲が一意に決められなかったため、想定される最
大パターンと最小パターンを計測した（図-2）。また、
痕跡範囲の判断パターンに応じて 3 つのデータセットに
分類し、以降の検討に用いた（表-1）。
表-1.データセットの分類
分類

データ内容

データ数

最小パターン

痕跡が一意に決まるデータと、一意に決まらない場合は
最小パターンを採用したデータ

136

最大パターン

痕跡が一意に決まるデータと、一意に決まらない場合は
最大パターンを採用したデータ

136

平均パターン

痕跡が一意に決まるデータと、一意に決まらない場合は
最大パターンと最小パターンの平均を採用したデータ

136

4.まとめと今後の課題
本研究の手法を用いることで、上流から下流にかけ
て、多数のピーク流量に関する情報が得られる。地点間
のばらつきも大きく、各地点の精度は必ずしも高くはな
い可能性も考えられるが、全体的な傾向が得られること
を示した。また、偏流が明瞭で適切に推定できていると
考えられる区間の計算結果からは、流出土砂量が上流か
ら下流に向けて増加するにもかかわらず、土石流ピーク
流量は概ね一定の範囲におさまり、継続時間は流下とと
もに長くなる可能性が見出された。
一方、適切な計算結果が得られなかった区間の原因の
分析や、曲率半径計算の際の検査距離は土石流の規模や
渓流の地形に依存すると考えられるものの、その関係性
の把握には至っていないなどの課題が残っている。今
後、事例を増やして研究を進める。
最⼩パターン

最⼩パターン

最⼩パターン（400m移動中央値）

最⼤パターン

最⼤パターン

最⼤パターン（400m移動中央値）

平均パターン

平均パターン

平均パターン（400m移動中央値）

1,000.0

相関係数

3.2 流速および流量の推定
最⼩パターン
最⼤パターン
平均パターン
検査距離の影響を
0.6
検討した結果、3 デ
0.5
ータセットともに検
0.4
査距離が 140m の時に
0.3
1/𝑅 と∆ℎ/𝐵の相関
0.2
係数が最大となった
0.1
10
100
1000
（図-4）
。そこで、以
検査距離 (m)
降、検査距離は 140m
図-4.検査距離と相関係数の関係
を採用した。
曲率半径を計算の上、データセットごとに流速を推定
した。内湾側の偏流水位差が高くなる場合の水位差を負
の値で表すと、式(3)より流速を計算することができな
いが、除外するとデータに偏りが生じるため、このよう
な場合は便宜的に計算結果の正の最小値を下回る値
（0.1m/s）を与えた。推定結果はばらつきが大きいた
め、あわせて 400m 区間の中央値を、中央値を算出する
区間を移動させながら計算した（移動中央値と呼ぶ、図
-5）
。さらに、流速と同様に流量の計算結果についても
移動中央値を計算した（図-5）
。内湾側の偏流水位差が
高くなる場合は、便宜的に計算結果の正の最小値を下回
る値（10m3/s）を与えた。
3.3.推定結果の検証
痕跡から算出したピーク流量と、差分データの流出土
砂量から算出したピーク流量を比較した（図-5）
。
平均パターンの移動中央値を見ると、2,000m から
2,500m では流量が下限値となる区間があるが、これは
支川合流により痕跡が適切に得られなかったためと考え
る。また、750m から 1,500m では継続時間が上流側より
短くなっている区間があり、計算結果が過大であると考
えられるが、その原因は特定できていない。これら以外
の区間では、流量は 3,000m 付近で最大となり、これよ
り下流側では多少の変動はあるものの概ね 1,000m3/s か
ら 2,000m3/s の範囲におさまり、流下とともに継続時間
が長くなる傾向が見られる。また、計算結果は、地震計
の観測結果から推定される継続時間の最長時間（30

分）4)を超えない範囲におさまっているため、計算結果
が示す傾向は妥当であると考えられよう。

(a)

流速 (m/s)

100.0
10.0
1.0
0.1

流量 (m3/s)

100,000

(b)

10,000
1,000
100
10

(c)

100,000

流量 (m3/s)

0.2min
0.5min
1min
10,000
2min
5min
1,00010min
30min
100
10
0

1,000

2,000
距離 (m)

3,000
検証⽤ピーク流量

図-5.流速の計算結果(a)、流量の計算結果(b)、
および流量の検証結果(c)
【参考文献】
1) 平田ら, 2020, 砂防学会研究発表会概要集, R2-013
2) C. Scheidl et al., 2015, Canadian Geotechnical
Journal, vol.52, no.3, pp.305-317
3) A. B. Prochaska et al., 2008, Landslides 5,
pp.431-444
4) 梨子沢流域砂防堰堤に関する検討会, 2014, 梨子沢
流域砂防堰堤に関する検討会報告書
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均一粒径土石流における流れの遷移：間隙水圧の測定

1 はじめに

〇酒井

佑一

東京大学大学院農学生命科学研究科

堀田

紀文

めた．ここで，ρw は水の密度，g は重力加速度である．間隙

土石流の流動機構は，主に均一粒径土石流を対象に検討さ
れてきた．水路実験により，粗粒砂からなる土石流は粒子間
応力が卓越した層流状の流れ（石礫型），細粒砂からなる土
石流は乱流状の流れ（乱流型）となることが知られている．
このような流れのマクロな状態を判別する指標として流動
深と粒径の比（相対水深）が用いられることが多い

京都大学大学院理学研究科

1)

．相

対水深が 10 程度の流れは石礫型に対応し，粒子間応力のモ
デル化をもとに構成則が提示されてきた．一方，相対水深が

20 程度を超えると構成則によって表現される流動特性から
外れることが指摘されている．このような流れは乱流型への
遷移状態であると考えられ，流れ上層に乱流層をもつ二層構
造となることが流速分布の検討をもとに指摘されている

2)

が，応力を直接測定した例はない．また，相対水深は単純な
幾何学的指標であるため，流れの遷移を表す指標として直感
的に使いやすいものの，その物理的意味はあいまいである．

水圧は，同区間の平均値 Pexp を検討の対象とした．
本実験で得られた全ケースの抵抗係数 f と相対水深 h/d
の関係を図 1 に表す．比較のために石礫型土石流と清水乱流
を想定した抵抗係数の理論線も示した．粒径 2.9，2.2 mm
のケースは石礫型土石流の理論線とよく対応し，全層が層流
であると考えられる．また粒径 1.3，0.8 mm のケースは，本
実験での土砂濃度 c の範囲（0.15–0.3 程度）を考慮すると石
礫型土石流の理論線よりも値が大きい傾向にあるものの，理
論線の近傍に位置している．一方，粒径 0.5，0.2 mm のケー
スは石礫型土石流の理論線から 1 オーダー程度大きい値を
とっており，全層が層流の流れとは異なる可能性がある．
図 2 は間隙水圧の測定に成功したケースを対象に，静水
圧と比較した結果である．間隙水圧は，粒径 0.2 mm 以外の
ケースにおいて静水圧程度であるのに対して，粒径 0.2 mm
ではすべてのケースで大きな過剰間隙水圧が発生した．
1

そこで本研究では，流れの遷移領域における土石流の応力

turbulent
c=0.15
c=0.2
c=0.3
c=0.4
0.2 mm
0.5 mm
0.8 mm
1.3 mm
2.2 mm
2.9 mm

𝑓𝑓

を間隙水圧の測定によって検討し，構成則をもとに定義され
た無次元数を用いて領域区分することを目的とする．

0.1

2 間隙水圧の測定実験と結果
実験では長さ 8 m，幅 0.1 m の矩形水路を使用し，固定床
0.01

上を流れる均一粒径土石流を対象とした．用いた均一粒径土
砂の粒径 d は 6 種類で，それぞれ 0.2，0.5，0.8，1.3，2.2，

2.9 mm である．水路上流に長さ 3 m，厚さ 0.1 m で土砂を

0.001

堆積させて移動床区間とし，上流端から定常的に水を供給す

1

10

100

ℎ∕𝑑𝑑

1000

ることで土石流を発生させた．下流端から長さ 4.5 m の区

図1

間は，粒径 2.9 mm の均一粒径砂を粗度として貼り付けた固

の理論線，それ以外の線：石礫型土石流の理論線．

抵抗係数 f と相対水深 h/d の関係．点線：清水乱流

定床としており，移動床区間で発達した土石流が流下する．
35

端からの供給水量は 1，2，3，3.5 L/s の 4 種類とした．

30

土石流の流動深は，下流端から 1 m の位置に設置した超
音波センサーによって測定した．間隙水圧の測定は，自作の
ダイアフラムを感圧面として水路側壁に設置し，シリコン
チューブにより気密を保ったままガス用の微差圧センサーと
接続することで行った 3) ．本実験では底面での間隙水圧を測

Pore fluid pressure (mm)

実験条件として，水路勾配 θ は 13，15，17◦ の 3 種類，上流

0.5 mm
0.8 mm

25

1.3 mm
2.2 mm

20

2.9 mm

15
10

定した．感圧面設置個所にはビニールメッシュを貼り付け，

5

感圧面に対する粒子の衝突の影響を防いだ．土石流が疑似定

0

常等流状態になったとき，下流端で直接採取により土石流の

0.2 mm

0

5

10

15

20

25

30

35

Hydrostatic pressure (mm)

密度 ρm を測定し，対応する区間の平均流動深 h を用いて静
水圧 Pstatic = ρw gh cos θ ，全圧力 Ptotal = ρm gh cos θ を求
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図 2 間隙水圧の測定結果と静水圧の比較（水頭表示）．

3 流れの遷移における土石流の応力構造の変化
本研究における土石流の過剰間隙水圧の要因として以下の
ものが考えられる．

ここで，kf は実験定数，∂u/∂z は速度勾配である．図 4 は

ReD < 20000 の領域に存在するケースに対して，測定され
た過剰間隙水圧 Pexp − Pstatic と間隙水のレイノルズ応力 Pf
を比較した結果である．理論値の算出の際には，流速分布と

・ 間隙水の浸透流による圧力勾配

して 3/2 乗則 3) を仮定し，底面での速度勾配の値を用いた．

・ 乱流による粒子骨格の解放（粒子の浮遊）

また，土砂濃度分布は一様を仮定している．

・ 粒子が層流状態の流れにおける間隙水の乱れ

図 4 より，粒径 2.9, 2.2, 1.3 mm のすべてのケースで Pf

本研究では疑似定常等流状態で検討しており，浸透流による
過剰間隙水圧の影響は小さいと考えられる．よって，図 2 で
見られた過剰間隙水圧は，残りの二つの要因（流れが層流か
乱流か）を反映しているといえる．以下では土石流の流れの
遷移を記述する無次元数として，構成則をもとに定義された

は過大評価の傾向にあるものの，過剰間隙水圧の実験値と正
の相関関係にあることがわかる．また，式 (2) で表される関
係と対応して，粒径が大きくなるにつれ過剰間隙水圧の実験
値も大きくなる傾向にある．つまり図 1 の結果も合わせて考
えると，粒径 2.9, 2.2, 1.3 mm のケースでは全層が層流で
あり，間隙水の乱れにより過剰間隙水圧が発生していると考

レイノルズ数を用いて検討する．
土石流に対するレイノルズ数は慣性力と流動応力の比に

えられる．過剰間隙水圧を過大評価した要因としては，土砂
濃度一様を仮定したものの実際には底面付近がより高濃度で

よって定義される 2) ：

あった可能性や，流速分布に対する 3/2 乗則の仮定が実際の

( )2
ρm /ρw h
ReD =
.
K(c)
d

(1)

底面付近の速度勾配を過大評価した可能性が考えられる．
一方，粒径 0.8, 0.5 mm ケースでは，過剰間隙水圧の実験

ここで，K(c) は構成則に現れる土砂濃度 c の関数である．

値が Pf とよく対応するケースがあるものの，一部のケース

図 3 は測定された間隙水圧 Pexp を ReD によって整理した結

で 1 オーダー大きい値を示した．このようなケースでは間隙

果である．ここで，Pexp は静水圧 Pstatic と全圧力 Ptotal に

水の乱れによって過剰間隙水圧を説明することはできず，図

よって正規化している．図 3 により，粒径 0.2 mm のケース

3 において ReD の増大とともに過剰間隙水圧が増大する傾

が存在する ReD > 20000 の領域では全圧力に相当する値を

向にあることから，乱流による粒子の浮遊が部分的に生じて

とっていることがわかる．図 1 の結果も合わせて考えると，

いることを示唆する．つまり，図 3 において ReD = 3000 程

ReD > 20000 の領域では全層で乱流によって粒子が浮遊す

度を境として，層流から乱流への遷移が始まるといえる．
以上のことから，ReD < 3000 は全層が層流状態であるの

ることで過剰間隙水圧が発生していると考えられる．
一方で，ReD < 20000 の領域に存在するケースでは，間

に対して，ReD > 20000 では全層で乱流によって粒子が浮

隙水圧が全圧力より低く，静水圧に比較的近い値をとった．

遊していると言える．その間の 3000 < ReD < 20000 は層

これらの流れは層流状態なのであろうか？ 粒子が層流状の

流から乱流への遷移領域であり，既往研究での指摘

流れにおいては，間隙水の乱れによるレイノルズ応力で過剰

踏まえると，遷移領域では二層構造の流れにおいて ReD の

間隙水圧が発生すると考えられる．これは粒径に比例する粒

増大とともに上層に乱流層が徐々に発達すると考えられる．

子間隙スケールの乱れであり，間隙水の乱れによるレイノル
ズ応力 Pf は構成則をもとに以下のように表される 3) ：
2/3

2

d (∂u/∂z) .

𝑃𝑃exp − 𝑃𝑃static
𝑃𝑃total − 𝑃𝑃static

Pf = ρw kf ((1 − c)/c)

2
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Itoh, T. & Egashira, S. (2007). Proc. of DFHM4, 151–163.
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図 4 過剰間隙水圧の実験値と，間隙水の乱れによるレイ
ノルズ応力の理論値の比較（水頭表示）．
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流砂観測施設台帳や故障履歴に基づくパイプハイドロフォンの適用性の検討
国土交通省 北陸地方整備局 河川部 後藤 健，宮島 邦康，土居 崇史
国土交通省 金沢河川国道事務所 岡嶋 康子，南 憲長，横山 悠
日本工営株式会社 ○松田 悟，林 聖也，窪寺 洋介，長山 孝彦
１．はじめに

現在，山地流域における流水・流砂観測が全国的に実
施され，データの蓄積がなされている 1)。機器の運用に
際して出水時の礫の衝突に伴う等によるパイプ型ハイ
ドロフォンの変形等に伴う故障事例が報告されており
2)
，変形に強いメリットを有するプレート型ハイドロフ
ォンの設置事例が増えつつある。本研究では，全国での
パイプ型ハイドロフォンの設置事例に関して流砂観測
施設台帳（以下，観測施設台帳）を基に整理し，機器設
置場所の場の条件と故障事例の有無から故障が想定さ
れる場の条件の同定ができるか検討した。また，事例整
理を通して見えてきた整理しておくべき施設情報等，
今後の場の条件に基づく現場適用性の検討に資するデ
ータの蓄積のための留意点についても取りまとめる。
２．事例収集と整理
国土技術政策総合研究所砂防研究室（以下，国総研）
がとりまとめる全国の観測施設台帳と流砂観測機器の
故障・破損に関する報告書（以下，故障報告書）を基に
整理する他，国土交通省北陸地方整備局管内の湯沢砂
防事務所，立山砂防事務所，金沢河川国道事務所，関東
地方整備局管内の富士川砂防事務所，近畿地方整備局
管内の紀伊山系砂防事務所での既往業務報告書に記載
の最新事例を含めて整理した。
収集した流砂観測箇所は 152 箇所で，パイプ型ハイ
ドロフォンが設置されている箇所は 94 箇所，この中で
粒径情報の記載がある観測箇所は 65 箇所であった。な
お，観測施設台帳及び故障報告書様式は国総研 HP 内の
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技術資料として公開されている 3)。
今回の整理において
は，共著者との協議を経
て観測施設台帳と故障報
告書から得ることができ
る場の条件と故障履歴の
関係について整理を行っ
た。場の条件としては，機
器故障の原因となり得る
外力に関係する河床勾
配，流域面積，粒径の情 図 1 粒径情報の整理ｲﾒｰｼﾞ
報を整理した。粒径の整
理では，観測施設台帳に掲載されている粒度分布図又
はそのもとになっている分析結果の表から図 1 に示す
ように機器の変形に影響を及ぼすと考えられる最大粒
径相当の 95%粒径，現場の代表値としての平均粒径相
当の 60%粒径，当該箇所が全体として大きい粒径を含
んでいるかの確認のため 30%粒径をそれぞれ求めて整
理に用いた。1 箇所に複数の粒径情報が掲載されている
場合は，それぞれの分布について整理した。
なお，パイプ型ハイドロフォンが変形等の故障を生
じる要因としては，故障発生時の出水の規模も関係し
てくるはずであるが，観測施設台帳と故障報告書にお
ける記載がないため，今回は出水の規模に関する検討
は行わず，故障報告書への記載の今後の課題として後
述する。

0

500
流域面積（㎞2）

1000

0

500
流域面積（㎞2）

図 2 観測所台帳で整理された河床勾配・流域面積と観測地点の粒径情報の関係
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1000

春木川の栃原砂防堰堤や熊野川水系川原樋川支川の赤
３．整理結果
整理結果を図 2 に示した。
河床勾配と粒径
（95%粒径， 谷地区など含めて全国の山地河川での設置事例が出て
60%粒径，30%粒径）のプロット，流域面積と粒径（95% きている。一方で，野中ら（2017）などで肉厚の厚いパ
粒径，60%粒径，30%粒径）のプロットを示し，パイプ イプ型ハイドロフォンやプレート型ハイドロフォンは
型ハイドロフォンの故障履歴が整理されている箇所の 感度が弱いことが報告されていることから，現地での
事例について別途プロットの外枠を濃色で示している。計測対象に対して適応した仕様であるかの確認が必要
河床勾配が１°以下の箇所においても故障履歴が確 となる。通常流れる計測対象の土砂が細かいが，大きい
認されており，流域面積も大小に因らずに故障履歴が 粒径も存在しているような場合は，機器の変形等の故
確認されている。一方で，粒径情報では，粒径の大きい 障リスクを理解した上で，維持管理（修繕の可能性）も
箇所において故障履歴が発生しているような分布とな 踏まえた観測実施が必要となる。
また，袖部に設置された配管の留め具が取れた事例
っており，後述の通り整理情報に課題はあるが，パイプ
型ハイドロフォンの故障の可能性に関する場の条件と や図 3 に示すように，堰堤上流法部に敷設された固定
して粒径情報が検討材料になることが示唆された。故 されていない配管（FEP 管）が出水時の洗堀により露出
障履歴の分布が粒径の大きい箇所に分布とはいえ，具 し，断線した事例なども報
体の数字で見ると，下端で最大粒径 100 mm 程度と山地 告されていた。機器の適用 ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ
性だけでなく配管や配線
河川で考えると大きい礫径ではない。
・ 洗堀
にも留意すべき点（固定方
４．事例収集整理での課題と想定される対応
堰・
法や洗堀の影響を加味し
堤
配管(FEPφ30)
事例集整理を行う上で得られた現状の課題とそれに
た埋設深の設定）があるこ
堰堤に固定無し
対して想定される対応を以下の表 1 の通り整理した。
とが分かる。
表 1 観測箇所情報整理の課題と対応

観測所情報の課題

図 3 堰堤上流部の洗堀による断線事例
（故障報告書の記載事例を基に作成）

課題に対する対応

粒径情報の記載がない箇所 観測施設台帳に記載する。
がある。
砂防堰堤の設計で実施され
る巨礫調査の結果や，流砂
量観測で設置される浮遊砂
観 ｻﾝﾌﾟﾗｰで捕捉された細粒土
測 砂の粒度分析結果が掲載さ
施 れている事例がある。
設
台
帳

河川砂防技術基準（調査編）で
は，材料が砂の場合，容積法に
基づく粒度調査手法が標準と
されているが,具体の調査方
法が分かる調査実施業務報告
書名等の出典を記載する。
材料調査箇所や観測位置近隣
の河床の写真が, 河床材料の
傾向把握の一助となる可能性
があるため添付する。

1 箇所で複数の粒度分布が
示されている箇所もあり，
それらが何処の試料分析結
果であるかの情報がない。

調査位置を平面図や横断図で
図示し，低水路内，水際，州や
ﾃﾗｽなど,どういった位置に該
当するかの情報を記載する。

故障破損理由として出水時
における機器自体の流失や
故 配管，ｹｰﾌﾞﾙの断線に伴う機
障 器の故障事例がある。
報
告
書 故障時の出水規模等の情報
がない。

配管の固定方法，固定位置等
に留意する他，ﾊﾟｲﾌﾟの変形有
無については，機器流失やｹｰ
ﾌﾞﾙ断線の直前までに取得さ
れたﾃﾞｰﾀを基に検討すること
が可能である。
近隣の雨量(最大時間雨量，連
続雨量)や水位･流量，各々観
測所情報と併せて記載する。

６．おわりに
現時点で整理されている観測施設台帳及び故障報告
書の記載内容に基づいたパイプハイドロフォンの事例
整理により故障発生事例のある場の条件について検討
した。統一化されていない情報が含まれていることか
ら，故障しやすい条件の線引きが難しい状況にあるが，
場の条件として粒径情報を整理しておくことで，現場
に適用性のある機器選定の一助となる。今回は観測施
設台帳等の記載にまた，故障条件については，出水規模
が大きいことや落雷による過電圧等の原因による故障
もあるため故障履歴報告への記載時に降雨（時間雨量，
連続雨量）や流量情報，落雷等の有無を明記することで，
故障事例の分析に活用に資するデータ蓄積ができ，機
器選定時の参考資料となり，連続的な観測体制構築に
つながるものと考える。
【謝辞】
資料収集にあたり，京都大学防災研究所穂高砂防観
測所，国土技術政策総合研究所砂防研究室，湯沢砂防事
務所，立山砂防事務所，富士川砂防事務所，紀伊山系砂
防事務所から資料提供をいただいた。ここに記して感
謝申し上げる。
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桜井ら（2016）にてハイドロフォン等の観測機器の異
常判定について示される他，内田ら（2012）ではハイド 2)
ロフォンの変形がある場合に音響特性が変化すること 3)
が示されている。また，国総研作成の流砂量変換プログ
ラムで出力された CSV ファイルに記載される「メンテ 4)
情報」の値も管の変形の判定に資する情報になる 3)。こ
れらを参考に出水時のデータ，特に断線等の影響があ 5)
る前後の時間帯のデータに関しても整理し，故障報告
書に記載することで，事例整理時の参考となる。
6)
５．パイプ型ハイドロフォンの適用性について
パイプ型ハイドロフォンの変形に対しての対応策は，7)
より肉厚の厚い管のパイプ型または，プレート型等の
壊れにくい躯体の機器に更新することが考えられる。
プレート型ハイドロフォンの設置事例は，富士川水系
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大谷崩における土石流の流動形態と間隙水圧の関係
静岡大学大学院総合科学技術研究科農学専攻 ○大屋俊祐
静岡大学学術院農学領域 今泉文寿
東京大学大学院農学生命科学研究科 堀田紀文
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 經隆 悠
北海道大学大学院地球環境科学研究院 早川 裕弌
1. はじめに
土石流とは水と土砂が一体となって流下する現象であり, 破壊力が大きいため, 甚大な人的・物的被害を
もたらす。これまで土石流発生域では, 流れの上層の間隙が泥水で満たされていない不飽和土石流と, 流れ
の表面から渓床まで間隙が泥水で満たされた飽和土石流の 2 つのタイプの流動形態が確認されている
（Imaizumi et al., 2017）。また, 土石流の流動特性は土石流の内部応力によって決定され, 内部応力には粒
子の接触摩擦による応力, 粒子の衝突による応力, 間隙流体による応力が存在すると考えられている
（Egashira et al., 1997）。このうち, 間隙流体による応力は現地観測で間隙水圧を測定した事例があるもの
の（McArdell et al., 2007）, その実態はほとんどわかっていない。そこで, 本研究では土石流頻発渓流にお
いて土石流中の間隙水圧の深度分布を測定し, 土石流の流動形態と間隙水圧の関係について考察した。
2. 調査地
調査地は静岡県中部を流れる安倍川の源頭部に位置する
大谷崩の「一の沢｣上流域である（図 1）。地質は古第三紀層

一

の四万十層群に属し, 砂岩, 頁岩, および砂岩・頁岩の互層か

の

ら構成されている。
「一の沢」上流域の流域面積は約 0.22 km ,
2

流路延長は約 650 m, 平均渓床勾配は約 29°である。ここで
は崩壊の谷底部に堆積する大量の渓床堆積物が豪雨時に流
動化することで土石流が発生する。

W

沢

R

上

W: TLC
水圧セン
サー
R: 雨量計

3. 研究方法
タイムラプスカメラ（TLC200Pro, Brinno, 以下 TLC とする）を図 1 の

流
域

図 1: 調査地位置図

W 地点に設置し, 4 秒間隔で土石流の撮影を行った。土石流の流動形態
は TLC で撮影した画像を目視で判別し, 不飽和土石流（図 2a）と飽和

（a）不飽和土石流

土石流（図 2b）の 2 つのタイプに分類した。また, 水圧センサー（PAA26Y, KELLER）を W 地点に設置し, 4 秒間隔で水圧を記録した。図 3 は
水圧センサーの設置模式図であり, 水圧センサーの間隔は 0.33 m であ
る。水圧センサーの設置箇所は岩盤が露出した固定床となっている。雨
量の観測は 1 回転倒 0.2 mm 転倒枡型雨量計を R に設置することで行
い, 前後 6 時間以上の無降雨状態が続いたイベントを 1 つの降雨イベン

（b）飽和土石流
図 2: 土石流の流動形態模式図

トとした。観測期間は 2020 年の 4 月から 10 月までである。
4. 結果および考察
2020 年の 4 月から 10 月までの間に観測された土石流イベントのう
ち, 計 2 回の土石流イベント(2020 年 6 月 30 日から 7 月 1 日, 2020 年
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水圧センサー
左

右

岸

岸

0.33 m

図 3: 水圧センサーの設置模式図

7 月 5 日から 11 日）ついて解析を行った。図 4 は
2020 年 6 月 30 日の W 地点における水圧センサー

発生していたため, TLC で土石流を撮影することが
できず, 土石流の流動形態を判別することができな
かった。22:30:28 から 22:31:12 にかけて, 圧力水頭
の差が, 間隙流体の密度が土砂の密度（2650 kg m-3）
と等しいとした場合の値である 0.87 m を大きく上
回っていた。このことから, 土石流の内部では過剰
間隙水圧が発生し, それが維持されていたと考えら
れる。図 5 は 2020 年 7 月 6 日の W 地点における水
圧センサーの計測値から求めた間隙水圧と, 水圧セ
ンサー間の圧力水頭の差である。W 地点における
TLC で撮影した画像を判別したところ, 10:47:46 か

間隙水圧（kPa）

圧力水頭の差である。この土石流イベントは夜間に

水圧センサー
圧力センサー
（下部）

圧力水頭の差（m）

の計測値から求めた間隙水圧と, 水圧センサー間の

300
30

100
10

00
2
1.5
1
0.87
0.5
0.33

ら 10:48:58 にかけて不飽和土石流が流下しており,
このとき圧力水頭の差が 0.87 m を大きく上回って
いた。また, 飽和土石流が流下している時の圧力水

0
22:20

頭の差は水圧センサーの間隔である 0.33 m とおお

間隙水圧（kPa）

を用いて土石流の間隙水圧を測定したところ, 土石

水圧センサー（下部）
圧力センサー（下部）

30
300

水圧センサー（上部）
圧力センサー（上部）

20
200

された。今後は水圧センサーの数を増やすことで,

0
3

を特定し, 不飽和土石流の応力構造を明らかにする
必要がある。
参考文献
Imaizumi et al. (2017) Nat. Hazards Earth Syst. Sci.,
Vol.17, pp. 1923-1938; Egashira et al. (1997) Proceeding
of First International Conference, Debris-Flow Hazards
Mitigation, ASCE, pp. 340-349; McArdell et al. (2007)
Geophysical research letters, Vol.34, L07406; 岡田ら
(2002) 地すべり, Vol.39, No.3, pp. 10-20
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圧力水頭の差（m）

10
100

過剰間隙水圧が発生する層がどの位置にあるのか

22:52

40
400

流の 2 つのタイプの流動形態のうち, 不飽和土石流
において過剰間隙水圧が発生していることが示唆
不飽和土石流の飽和帯の位置を特定するとともに,

22:44

50
500

が形成され, 過剰間隙水圧の発散が抑制された可能

大谷崩「一の沢」上流域において, 水圧センサー

22:36

水圧と, 水圧センサー間の圧力水頭の差

隙水圧が発生した原因として, 渓床が岩盤であった
ことに加え, 高濃度の石礫と細粒子により難透水層

5. おわりに

22:28

図 4: 2020 年 6 月 30 日の W 地点における間隙

むね対応していた。不飽和土石流の流下時に過剰間

性が考えられる（岡田ら, 2002）。

圧力センサー
水圧センサー
（上部）

200
20

流動形態
不飽和土石流
飽和土石流

2

1
0.87
0.33
0
10:34

10:50

11:06

11:22

図 5: 2020 年 7 月 6 日の W 地点における間隙
水圧と, 水圧センサー間の圧力水頭の差
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深港川で発生した泥流の跳水現象の数値計算による再現
九州大学大学院生物資源環境科学府 〇土谷麻菜、九州大学 水野秀明
１．はじめに
日本国においては、土石流やがけ崩れ、地すべりに
よる土砂災害は毎年発生し、特に平成 30（2019）年では
合計 3459 件発生した。土砂災害による被害を防止・軽
減するためには、砂防堰堤や治山堰堤といった構造物
による対策（ハード対策）と警戒避難や土地利用規制な
どによる構造物によらない対策（ソフト対策）を効率的に
組み合わせることが求められる。
本研究では、それらの対策のうちハード対策、特に、
土石流や泥流を都市域など保全対象域に氾濫させるこ
となく下流へ導流するための土石流導流工に着目する。
土石流や泥流は渓床勾配の変化、狭窄と拡幅といった
川幅の変化、湾曲といった線形の変化のような地形の変
化点を流れる際に、偏流、攪乱波、せきあげ背水のよう
に流れの表面の形状（水面形）を変える。そのため、土
石流や泥流を氾濫させることなく導流するためには、そ
のような流れの水面形の変化を考慮して流路を設計しな
ければならない。これまでに、砂や礫などの粗い粒子を
多く含む石礫型土石流の場合では，水面形の変化は桜
島・焼岳等での観測や水路実験により明らかにされてき
た。しかし、シルトや粘土などの細かい粒子を多く含む
泥流型土石流の場合、水路実験がなされているものの、
実際の渓流で発生した事例が少ないため、水面形や流
れの構造の変化は十分に解明されていない。
そこで、本研究は平成 27 年 7 月 28 日に鹿児島県垂
水市深港川で発生した泥流(写真１)を対象として、3 次
元数値計算により泥流の水面形を再現し、速度成分の
斜面垂直方向の変化を明らかにすることを目的とする。
２． 3 次元数値計算による泥流の構造の推定
2.1 3 次元数理モデルの概要
本論では非圧縮性流体を対象とし、基礎方程式は
式(1)に示す質量保存則と式(2)に示す運動量保存則
とした。
𝜕𝜌𝑚
+ ∇ ∙ (𝜌𝑚 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑚 ) = ⃗0
⋯ (1)
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝑚 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑚 )
+ ∇ ∙ (𝜌𝑚 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑚 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑚 )
𝜕𝑡
= −∇𝑝 + ∇ ∙ (𝜇𝑚 ∇𝑢
⃗⃗⃗⃗⃗𝑚 ) + 𝜌𝑚 𝑔
⋯ (2)
ここで、𝜌𝑚 :空気と液体の混合物の密度[𝑘𝑔⁄𝑚3]、𝑢
⃗⃗⃗⃗⃗𝑚：
空気と水の混合物の３次元速度ベクトル[𝑚⁄𝑠]、𝑝:圧
力[𝑁⁄𝑚2]，𝜇𝑚 : 空気と液体の混合物の粘性係数[𝑃𝑎 ∙
𝑠]，𝑔:重力加速度ベクトル[𝑚2⁄𝑠]とする。
また、本論では二相界面を計算する手法として、
Volume-of-Fluid(以下 VOF 法)を用いた。
VOF 法では、
ボイド率𝛼から自由表面の位置を特定する。計算式は
式(3)~(5)に示す。
𝜌𝑚 = 𝛼𝜌𝑊 + (1 − 𝛼)𝜌𝐺
⋯ (3)
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写真 1. 深港川で発生した泥流の様子 (大隅河川国
道事務所提供､平成 27 年 7 月 28 日撮影)

𝜇𝑚 = 𝛼𝜇𝑊 + (1 − 𝛼)𝜇𝐺
⋯ (4)
𝜕𝛼
⃗
+ ∇ ∙ (𝛼𝑢
⃗⃗⃗⃗⃗𝑚 ) = 0
⋯ (5)
𝜕𝑡
ここで、𝛼:ボイド率で単位体積当たりに含まれる液
体の体積割合(0≦α≦1)，𝜌𝑊 :液体の密度[𝑘𝑔⁄𝑚3 ]，
𝜌𝑊 :空気の密度[𝑘𝑔⁄𝑚3 ]，𝜇𝑊 :液体の粘性係数[𝑃𝑎 ∙
𝑠]，𝜇𝑊 :空気の粘性係数[𝑃𝑎 ∙ 𝑠]とする。
2.2 平成 27 年に深港川で発生した泥流の特徴
土谷(2020)は、平成２７年７月２８日に鹿児島県垂水
市二川地区で撮影された泥流の映像から、「一定区間」
の泥流の先端部の速度と水深を観測した。写真１は映
像から作成した静止画で、その映像は図１に示す導流
堤の下流から撮影したものである。計測の結果、泥流の
先端部が一定区間を 13.2 秒程度で通過したことから、
速度は 10.3m/s 程度であった。また、護岸の高さから泥
流の深さは 2.8m 程度であった。
2.3 地形条件の生成と泥流の供給条件
まず、「一定区間」を含むように、 日本の平面直角座
標第 2 系で（経距[m], 緯距[m]）の順で左下の点 (19880,-156270)から右上の点(-19780,-156140)で囲ま
れた長方形の範囲において、1m×1m×0.25m のメッシ
ュを作成した。次に、平成 27 年 7 月 8 日に国土交通省
が行ったレーザー計測により得られたグリッドデータから、
標高を補完した。このメッシュを垂直上向きのｚ方向に 20
層とした。ただし、導流堤の正確な形状が不明であった
ため、その天端の標高が 18m、天端の幅が 7m、側壁の
勾配が 1:0.5 と仮定し地形条件に追加した。以上を 3 次
元数値計算を行う地形条件とした。
泥流の供給は生成した地形条件のうち一定領域から
行うこととした。泥流を供給させる領域の範囲(以下「流
入範囲」と呼ぶ)は、経距で-19790 から-19780、緯距
で-156198 から-156188 で囲まれた矩形とした。流入
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図 3．速度成分の斜面垂直方向の変化

図 1．計算結果（流れの深さ）

に、実際の泥流と同じものであった。このことから、
数値計算は概ね泥流を再現したと考えられる。
せき上げ部分の速度成分の斜面垂直方向の変化を
グラフに表したものが図 2 である。法線上向方向の速度
成分の分布を見ると、底面から水深３ｍ程度までは速度
成分は負の値を示し、水深３ｍから水深約 4.8ｍまでの
水面付近では速度成分は正の値を示した。このことから、
せき上げが発生している泥流中では、底面付近では底
面方向への流れが発生し、水面付近では水面方向への
流れが発生していると考えられる。

図 2．経距方向の水面形

範囲を水平面上に投影した面積は100𝑚2 となる。ビ
デオの読取結果より、流入範囲から計算領域内に供
給する質量の時間割合を288.4𝑚3 /𝑠とした。
2.4 計算結果
3 次元数値計算は OpenFOAM を用いて行った。泥流
の 密 度 を 1640𝑘𝑔/𝑚3 、 泥 流 の 動 粘 性 係 数 を
0.001707317𝑚2 /𝑠（粘性係数2.8𝑃𝑎 ∙ 𝑠）、空気の密度を
1𝑘𝑔/𝑚3 、空気の動粘性係数を1.480 × 10−5 𝑚2 /𝑠とし
て20秒間の流れについて計算を行った。最大クーラン
数は0.6であった。
本論で𝛼 ≥ 0.9の計算セルを液体を含むセルとした
理由は、跳水や段波の部分では流れは泡を含んでい
るためである。この条件を満たす計算セルを抽出し、
流れの深さを計算して、地図上に表したものが図１
である。緯距の-156215m を通る経距方向の水面形を
図 2 に示す。図１と図 2 から、導流堤付近で最大4.6𝑚程
度のせき上げが発生したことがわかる。
３． 考察
図１より、導流堤の上流側で、流れの表面と導流堤
の表面がほぼ同じ高さとなることが分かった。さら
に、導流堤の上流側で流れの表面が高くなっており、
せき上げ現象が生じた。これは写真１で分かるよう
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４． おわりに
本研究は平成 27 年 7 月 28 日に鹿児島県垂水市深
港川で発生した泥流を対象として、3 次元数値計算によ
って泥流の水面形を再現し、速度ベクトルの鉛直方向の
変化を明らかにすることを目的とした。その結果をまとめ
ると次のようになる。まず、3 次元数値計算により泥流を
概ね再現することが出来た。次に、計算結果より泥流の
速度成分の分布を見ると、せき上げ現象が発生している
箇所では、底面付近では斜面垂直方向下向きの流れが
発生し、水面付近で斜面垂直方向上向きの流れが発生
していることが分かった。今後は、泥流の水面形の再現
手法として、より簡便な計算手法である浅水流方程式な
どの適用性を明らかにしていきたいと考えている。
本研究は国土交通省河川砂防技術研究開発公募地
域課題(砂防)「微地形が泥流型土石流の水面形の変
化に及ぼす影響の解明」の研究助成を受けた成果の
一部である。関係各位に謝意を表する。
引用文献
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ドバンスソフト シミュレーションシリーズ１気
液二相流の力学と数値解析入門，アドバンスソフ
ト株式会社，p.81-85
土谷麻菜，江藤稚佳子，水野秀明，: 久保田哲也
（2020）
：
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高粘性の流れへの浅水流方程式の適用性
九州大学農学部（現福岡県八幡農林事務所） 松尾響子
九州大学大学院農学研究院 〇水野秀明
九州大学大学院生物資源環境科学府 土谷麻菜、江藤稚佳子
1. はじめに
土石流には石礫型と泥流型があり、それぞれ異な
る性質をもっている。九州地方では、平成 22(2010)
年に鹿児島県南大隅町船石川で発生した土石流や平
成 27(2015)年に鹿児島県垂水市深港川で発生した土
石流、平成 28(2016)年に熊本県阿蘇村山王谷川で発
生した泥流等にみられるように、シルトや粘土など
の細かい土砂を多く含む泥流が豪雨や地震に伴って
発生している。これまで石礫型土石流の数値計算に
ついては比較的多くの研究がなされている一方、泥
流型土石流については少ないのが現状である。これ
を踏まえ近年では、泥流型土石流についての数値計
算手法の精度向上と適用範囲の拡大が必要になって
きている。
泥流や土石流の動きを予測する数値解析手法の代
表的なものに、浅水流方程式があげられる。例えば、
新井・高橋（1992）は、粒子を含む流体塊の乱れ応力
と粒子の衝突による応力の総和をせん断応力として
導いた底面摩擦応力を、2 次元浅水流方程式に組み込
んだ数理モデルを提案した。水野ら(2002)は流れの
底面での重力の斜面方向成分が粘性と釣り合うとし
て求めた底面摩擦応力を浅水流方程式に組み込んだ
数理モデルを提案した。宮沢ら(2007)は新井・高橋(1
992)らの提案した数理モデルに侵食推積速度を新た
に組み込んだ数理モデルを提案した。また、宮田ら(2
014)は底面摩擦応力をマニング型のものを 2 次元浅
水流方程式に組み込んだ数理モデルを提案した。こ
のように、従来の研究では、泥流の運動を予測するた
めの数理モデルは 2 次元浅水流方程式を基本として
おり、その違いは流れの内部や底面に作用するせん
断応カの考え方にあることが分かる。これらの数理
モデルは水路実験や実際の泥流に適用してその精度
を評価している。
一方、土谷(2020)は、泥流についての 3 次元計算
を行っている。3 次元計算の過程は複雑であるため、
時間がかかり、コンピュータの性能も高いものが求
められる。2 次元浅水流方程式の場合、時間的・金銭
的なコストの面で安く抑えることができるため、自
治体などでも利用しやすい。
そこで本研究では、平成 27(2015)年に鹿児島県垂
水市二川地区深港川で発生した泥流に着目し、浅水
流方程式による、降伏応力が存在する流れの再現性
を明らかにすることを目的とする。
2. 実験
2.1 手順
図 1 は実験行った水路の模式図である。実験水路
はアクリル製で、幅 0.030m、高さ 0.027m、
長さ 0.500m
である。実験水路を水平な机の上に乗せ、中央にはゴ
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図 1 実験装置
ム板のゲートを設置した。ゲートの左側は深さ 0.02
7m になるまで液体を注ぎ、右側は深さ 0.010m にな
るまで液体を注いだ。水路の側面に 2 台のビデオカ
メラを設置し、ゲートの左側と右側の水深の変化を
記録した。実験は、ビデオカメラの撮影を開始した
後、所定の液体を注ぎ、手動でゲートを引き上げた。
実験に用いた液体は 1000cSt のセンチストーク粘度
液(比重 0.904)で、実験に用いたビーズは粒径が 5.6
mm(7/32 インチ)で比重が 0.910 のポリプロピレン球
である。ビーズは合計で 1000 個用いて、水路の左右
とも液体に対する体積濃度が 30％になるように配合
した。
本実験はダムブレークと呼ばれる現象を再現する
もので、センチストーク粘度液のみを用いた場合と、
センチストーク粘度液にビーズを含んだ場合の 2 ケ
ースとした。水深の時間変化は、ビデオカメラで撮影
した動画より静止画を 1 秒間に 60 枚の割合で抽出
し、0.050m ごとに 11 点において水面の位置を読み
取った。なお、ゲートを引き上げた時刻を 0 秒とし、
それぞれのケースについて経過時間が 5 秒になるま
で観測し、1 秒ごとの水深を記録した。
2.2 結果
ゲートを引き上げてから 5 秒間までの水深の変化
について、センチストーク粘度液のみの場合の結果
を図 2 に示し、ビーズを含むセンチストーク粘度液
の場合の結果を図 3 に示した。なお、水路の左端を
原点とし右方向を正の向きとして x 軸を設定した。
図 2 では、5 秒経過後、左端の水深は 0.027m から
0.021m まで下降し、右端の水深は 0.010m から 0.01
1m まで上昇した。
一方、図 3 では、5 秒経過後も両端の水深に変化は
なかった。また、図 2 よりも時間変化が小さく、水
面勾配が比較的急であった。
3. 数値計算による降伏応力の推定と適用性
センチストーク粘度液のみの場合における 5 秒後
の水深結果から、浅水流方程式において、流れに関わ
る 2 つのパラメータαとβについて、20 ケース(α=
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図 3 ビーズを含む場合の水深の変化
0.001,0.002,0.003,0.004 とβ= 0.00001,0.00010,0.00100,0.0
1000 の組み合わせ)を検証し、実験値と計算値の平均
絶対誤差 MAE を算出し、流れを再現するのに妥当な
値を求めた結果、α=0.003、β=0.00001(MAE は 0.00
128)となった(図 4)。
2 つの値を浅水流方程式に代入し、𝜏𝜏𝑦𝑦 = 1,10,100,
1000,10000,100000と値を変化させて、ビーズを含む
場合の実験値と計算値の MAE を算出した。
その結果、
𝜏𝜏𝑦𝑦 = 100(N⁄m2)以上で MAE の値が 0.0011 で一定と
なった(図 5)。そのため、実験結果を再現するのに、
𝜏𝜏𝑦𝑦 = 100を最も妥当な降伏応力とした。それぞれ５
秒後における実験値と𝜏𝜏𝑦𝑦 = 100の計算値の比較を図
6 に示した。また図 6 には、降伏応力の有無の比較と
して、５秒後におけるビーズを含まないセンチスト
ーク粘度液のみの実験値と𝜏𝜏𝑦𝑦 = 0の計算値を加えた。
4. 考察
実験結果において、ビーズを含む場合の左右両端
の水深が変化しなかったのは、ビーズを含むことに
よって降伏応力が発生したからであると考えられる。
また、𝜏𝜏𝑦𝑦 = 100を用いることで、実験結果を概ね再現
できたが、僅かに差が生じた。これは、水路実験の流
れにおいて、ビーズの比重が想定より小さかったた
めに水面付近に浮いてしまい、ビーズを含む上層と
含まない下層とに分離してしまったことが一因であ
ると考えられる。その結果、一つの流れの中で、降伏
応力が発生する箇所とそうでない箇所が存在するよ
うになった。
また、センチストーク粘度液のみの実験値と𝜏𝜏𝑦𝑦 =
0の計算値との間に差が生じた理由は、目視による差
によって読み取った値が厳密には正確でなかったか
らだと考えられる。
5. 終わりに
本研究では、平成 27 年に深港川で発生した流れに
着目し、降伏応力を含む条件での浅水流方程式の適
用性について評価した。その結果、α=0.003、β=0.00
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図 6 実験値と計算値の水深(5 秒経過後)の比較
001 のとき𝜏𝜏𝑦𝑦 = 100で計算値が実験値に最も近いも
のとなった。このことから、α、β、𝜏𝜏𝑦𝑦 を変数と考え
て適切な値を設定すれば、浅水流方程式の適用性は
高いと考えられる。また、2 つの値の差が生じた理由
は、水路実験の流れにおいて降伏応力が発生する層
と発生しない層に分離したからだと考えられる。本
研究は国土交通省河川砂防技術研究開発公募地域課
題(砂防)「微地形が泥流型土石流の水面形の変化に
及ぼす影響の解明」の研究助成を受けた成果の一部
である。関係各位に謝意を表する。
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住宅地へ流入する土石流渓流における災害リスクの評価方法の検討
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1. はじめに
近年、豪雨による土砂災害が頻発している。災害前に防災計画で想定した規模よりも大きな土石流の発生
による被害も報告されることから、単一の土石流シナリオのみで危険度を評価するのではなく、複数のシナ
リオを考慮した住宅地内の災害リスクを把握して例えば 1)、その評価方法を検討することが防災上求められる。
土石流の被害軽減には砂防堰堤が有効である。堰堤を効果的に配置することで、下流への土砂流出が抑制さ
れて被害の軽減が期待される一方で、堰堤の下流に水が流出することは十分に周知されていない。また、想
定規模を越える土石流では、一部の土砂も流出する可能性がある。堰堤が設置された場合も複数シナリオを
考慮した住宅地内のリスクを示すことで、堰堤の効果だけでなく限界を明らかにして、ハード対策の効果を
反映したソフト対策としての避難する場所や経路を検討することが可能になる。
本研究では、2018 年 7 月豪雨により土石流が発生した住宅地を対象として、複数の土石流シナリオを想定
したシミュレーションを実施した。住宅地の建物高を考慮しない地形（Digital Elevation Model ,DEM）
、建物
高を反映した地形（Digital Surface Model ,DSM）
、住宅地の谷出口付近に砂防堰堤が設置された条件を検討し
た。土石流の災害リスクを検討する指標には、流動深＋堆積厚の最大値となる最大水位、堆積厚、流体力が
挙げられるが、本稿では最大水位に着目して検討を実施した。

2. 対象地と条件の設定
広島県熊野町川角を対象として、高橋モデル

2)

を採用した Hyper KANAKO3)で土石流シミュレーションを

実施した。地形データは広島県から提供された DEM と DSM を用いた。両者とも解像度は 1m×1m で、以降
ではそれぞれ 1mDEM、1mDSM と呼ぶ。
1 次元領域は計算点間隔 5m、河道幅 10m に設定した。土砂は均一厚さで移動可能土砂として 1 次元領域に
設定し、上流から供給される水で土石流が発生・発達するシナリオを想定した。図 1 に計算領域を示す。2 次
元領域は図 1 のように警戒区域や土砂が流出した範囲を囲むよう
に設定し、計算格子は 1m×1m とした。
計算パラメータは、計算時間 600(s)、
時間間隔 0.01(s)、
粒径 0.2(m)、
砂礫の密度 2650(kg/m3)、流体層の密度 1180(kg/m3)、マニングの粗
度係数 0.03(s/m1/3)、河床の容積濃度 0.65 に設定した。図 2 に示す
ハイドログラフ（水のみ）を 1 次元領域の上流端から供給した。災
害実績や流域面積、降雨量を基に設定すると
3

1),4)

、ピーク流量は

3

50(m /s) 、土砂量 13,000(m 、空隙込)である。計算の妥当性の確認
や、通常示される単一シナリオの一例として、災害規模での計算結
果について最大水位と計算終了時の堆積厚について検討した。

図 1：計算対象領域（背景は災害後オルソ）
150

1.5 倍、2.0 倍、2.5 倍の 5 種類を組み合わせた 25 ケースを、
1mDEM、1mDSM、さらに 1mDSM に砂防堰堤を設置した地形で
検討した。堰堤は図 3-5 に示す 2 次元領域に配置し、最も低いメ
ッシュから 20m 地盤高を上げる地形編集を行った。本研究では、
最大水位について閾値を 1.0m、2.0m に設定し、全 25 ケースの結
果で「閾値を超過する確率」を指標として危険度分布を検討した。
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図 2：供給ハイドログラフ（水のみ）

3.

結果と考察
図 3、図 4 に災害実績のケース

での計算終了時の堆積厚と、最大
水位の結果を示す。DEM や DSM
の堆積範囲は、図 1 の実災害の堆
積範囲とおおむね一致するが、谷
出口付近での堆積分布や実災害
のように最大水位が建物間の道

図 3：災害実績のケースの計算終了時の堆積厚

路に集中する様子は 1mDSM の
方がよくみられた。堆積厚、最大
水位とも、1mDEM、1mDSM では
大きな差はないが、1mDSM に堰
堤を設置したケースは、堰堤上流
側で 500cm を越える堆積厚や最
大水位が見られ、堰堤の下流の住

図 4：災害実績のケースの最大水位（計算結果）

宅地内で堆積厚が 100cm を越える範囲が大幅に小さくなった。一方で、最大水位は谷出口付近で 100cm を越
える範囲は小さくなるものの、北西方向に延びる道路を流下する範囲（図中の〇）で 100cm 以上の最大水位
を示すのは 1mDSM や 1mDEM と同様で、堰堤が存在しても下流まで多くの水が流出することが示される。
図 5 に最大水位の閾値を 1.0m、2.0m にした危険度分布を示す。超過確率 1.00 を示す領域は、全ケースで閾
値を超えており、住宅地内で相対的な危険度が非常に高く、事前の対策が求められる。閾値 1.0m で DEM と
DSM を比較すると、DSM は流下方向が建物によって変わり、DEM より危険度分布の範囲が若干広がった。
DSM と DSM に堰堤を設置したケースを比較すると、堰堤有りでは谷出口付近の危険度分布が変化して、
DSM
では 1.00 に近い住宅地北側の範囲（図中の〇）は、危険度が 0.76 まで低下した。閾値 2.0m で DEM と DSM
を比較すると、DSM の方が北東部で高い危険度を示すこと以外に大きな違いはない。DSM と堰堤有りを比
較すると、堰堤有りの方が谷出口付近の危険度が著しく低下した。また、図中〇で示す住宅地北側の危険度
が低くなった範囲がみられる以外に、南西に伸びる道路の危険度分布が狭くなった。しかし、堰堤を設置し
ても危険度が 1.00 に
超過
確率

近い範囲や 0.60 以上
の範囲が谷出口から
離れた場所にも存在
する。
本稿のように最大
水位に着目した場合
は、堰堤を設置して
も住宅地への災害リ
スクが存在して、谷
出口から離れた場所
も道路を移動経路と
して大きな最大水位
が到達する可能性が
高いことを明らかに

図 5：最大水位 1.0m (上段)と 2.0m (下段)を閾値とした危険度分布

した。
謝辞 本研究にあたり、広島県土木建築局より災害前後の LP データを提供頂きました。ここに記して感謝致します。
参考文献 1)長谷川ら(2020): 第 10 回土砂災害に関するシンポジウム論文集，2) Takahashi T.(1991): Balkema, Rotterdam,
3)堀内ら(2012): 砂防学会誌，64(6) ，4)広島県(2018): 土砂災害警戒区域等における検討事項
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土石流先端部への流木集積過程に関する数値解析的検討
（国研）森林研究・整備機構森林総合研究所： ○鈴木 拓郎，經隆 悠，浅野 志穂
株式会社建設技術研究所：
村上 正人，飯田 弘和，高橋 佑弥，奥山 遼佑
１．背景及び目的
平成 29 年九州北部豪雨に代表されるように，近年極端豪
雨により同時多発的に斜面崩壊が発生し，斜面上に生育し
ていた立木が流木となり，下流域に甚大な被害をもたらす
災害が発生している。極端豪雨は増加傾向にあり，このよう
な流木災害の被害を軽減するための対策が必要である。
流木が土石流によって輸送される場合，流木の比重は一
般的に土石流の比重よりも小さく，表層部に浮上して先端
部に集積すると考えられる。施設によって流木を捕捉する
場合，流木が先端部に集積した状態で捕捉することが効率
的であると考えられる。
そこで本研究では，流木混じり土石流において流木が先
端部に集積しやすい条件を，水路実験および数値計算に基
づいて検討した。
２．実験方法
(1) 実験水路と実験材料
実験水路は，株式会社建設技術研究所の長さ 10 m，幅 30
cm，高さ 50 cm の直線水路を用いた。実験砂は直径 3 mm
程度の均一砂とした。流木模型は，直径 5 mm，長さ 75 mm
の丸棒および自然木材の 2 種類を用いた。下流側を固定床
区間として 10cm 高くした。上流側には固定床区間の底面
と同じ高さになるよう深さ 10cm まで土砂と流木の混合材
料を敷き詰めた。供給土砂量は 100 L，供給流木量は供給土
砂量の容積の 1.0 %程度（約 680 本）とした。なお，下流側
固定床区間の長さを１，３，５m と変化させて流下距離の
長さの違いによる流木の先端部集積の違いを検討した。水
路勾配は 10，15，20 度の３種類で行った。
(2) 計測項目
上流から定流 4.5 L/sec で水を供給して流木混じり土石流
を発生させ，水路下流端で土石流のフロント部の流出土砂
濃度，流出流木濃度を計測した。濃度の計測は水路下端に設
置したレール上で捕捉箱（図－１）をスライドさせることで，
流出する水，土砂，流木を直接採取する手法とした。また，
流下中の土石流および流木の状況はビデオにより確認した。
３．粒子法
流木が流れの表面に集中しようとする現象を再現するた
めには，土石流中の土砂のように平均濃度という場の平均
量を取り扱うシミュレーション手法を適用することは困難
である。したがって，流木要素を個別に表現することが必要
であり，粒子法のような計算手法が適している。鈴木・堀田
（2015）は土石流の構成則に基づいた粒子法モデルを開発
している。このモデルでは土砂は濃度を用いて表現してい
るが，流木は粒子を連結することによって個別に再現する
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ことができる。流木（連結要素）の計算方法は次のとおりで
ある。
① 土石流粒子と同様に計算する。
② 粒子の相対位置がずれる。
③ 重心の座標変化量と角運動量が保たれるように、粒子の
位置を修正する(Koshizuka et al., 1998) 。
一方，応力を土石流粒子として計算すると，固体間の接触
摩擦を生じさせることができない。一般的には個別要素法
を併用して再現されるが，計算時間が非常に長くなる。その
ため，固体粒子同士がある距離より近い場合（接触判定）に
は，摩擦力を粒子の相対速度と逆方向に作用させる簡易摩
擦項を導入した（摩擦力＝固体粒子間の接触応力×摩擦係
数）
。
計算では，円柱材料と自然木材の違いは摩擦力が大きい
と考え，摩擦係数を変化させることでその違いを表現した。
４．分析方法
実験では，図－1 のような捕捉箱を用いて土砂と流木の濃
度を測定したが，人力でスライドさせたため，捕捉箱で捕捉
する容量を統一することはできない。したがって，例えば流
木濃度の時間変化だけでは全体的な流木の集積状態を把握
することは困難である。そこで，図―1 のように先端部から
の累加通過体積と累加通過体積中の流木濃度の関係を分析
して，流木の集積状態の程度を分析することにした。仮に先
端部のみに流木が集積すれば先端部濃度だけ跳ね上がるよ
うな状態になるが，先端部付近全体に流木が集積した状態
ではより大きな通過体積まで流木濃度が高い状態が継続す
ることになる。本研究では後者の方が流木の集積が進んだ
状態と判断している。このように，本分析方法によって局所
的ではなく全体的な流木集積の傾向を把握可能である。

図－１ 流木の先端部集積状態の分析方法の考え方

５．結果
実験結果より，流下距離が長いほど集積が進行する条件
（図－２）と，流下途中で集積状態から分散状態に変化する
条件（図－３）に分かれることが明らかになった。分散状態
が生じたのは，勾配 15 度では自然木材のみ，勾配 10 度で
は丸棒，自然木材の両方であった。つまり，勾配（土砂濃度）
が大きいほど，あるいは流木材料の摩擦力が小さいと流下
距離が長くなるに応じて集積が進行している条件と整理で
きる。このような傾向は粒子法による数値計算結果におい
ても再現された。また，流下距離に応じて集積が進行してい
く条件の方が，流木濃度の最大値が大きいようであった。

が摩擦抵抗力によって減速・分散する際に，土砂からは摩擦
駆動力が同時に働くと考えられ，摩擦駆動力は分散を抑制
する方向に作用する。そのため，土砂濃度が大きい方が分散
状態に遷移しにくいと考えられる。
以上から，土石流の先端部における流木濃度は流木が境
界条件から受ける摩擦抵抗力と土砂から受ける摩擦駆動力
のバランスによって最大値（平衡濃度）が決定され，その値
を超えるようになると分散が生じる状態に遷移すると考え
ている。分散と集積を繰り返し，その平均的な状態が平衡状
態ではないかと想定しているが，今後詳細に検討していく
予定である。

６．考察
流木は一般的に土石流よりも比重が小さいため，流れの
表面付近に浮上して流れることは実験動画や数値計算上で
も間違いないようであった。したがって，流速の速い表層の
流れによって流木は先端部に集中していく。一方で，流木は
底面等の境界条件から摩擦抵抗力を受ける。流木の集積が
進行すると，流木移動層の厚さが大きくなったり，流木の回
転運動の自由度が制限されたりするなどの影響で，流木が
受ける摩擦抵抗力が大きくなると考えられる。そのため，一
旦集積した流木が減速・分散したと考えられる。また，流木

７．謝辞
本研究は令和 2 年度農林水産研究推進事業委託プロジェ
クト研究(個別課題番号 19191196)の助成を受けたものであ
る。ここに記して感謝申し上げます。
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Koshizuka et. al. (1998) : Int. J. Numer. Meth. Fluids, 26, p.751769
鈴木・堀田（2015）
：砂防学会誌，Vol.68, No.1, p.13-23

図－２ 流下距離が長いほど集積が進行した代表例：15 度，丸棒（摩擦力小）

図－３ 流下途中で集積状態から分散状態に変化した代表例：10 度，自然木材（摩擦力大）
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土石流・崩壊の発生に過去の土砂移動が与える影響について
－呉市南部の土石流・崩壊に関する事例－
福山市立大学 ○加藤誠章
復建調査設計（株） 中井真司、小笠原洋
1.はじめに
ある豪雨により崩壊・土石流が発生するかどうかは、
風化・堆積の進行だけではなく、降雨の規模、過去の土
砂移動や道路等の開発に伴う地形等の変化、植生や土
地利用等の環境の変化が影響すると想定される。
降雨の規模と土砂災害の発生・非発生についてはす
でに土砂災害警戒情報として運用されている他に、多
くの研究がなされている。小杉（2015）は、半減期を 0.1
〜2,784h の範囲の実効雨量を組合せたスネークライン
を作成し、災害発生時には、履歴最大となる降雨指標の
組合せが存在することを報告している。また、執印ら
（2020）は、SDRP（土壌雨量指数及び 1 時間雨量を 2
年確率値で除した値をそれぞれ x、y 軸にプロットした
ときの原点からの距離を対象として一般極値化分布に
より得られた確率年）を提案し、呉市南部を対象として、
提案指標の挙動と土砂災害発生の適合性が高いことを
報告している。ただし、これらの研究は、災害の発生・
非発生に関連性の高い指標を明らかにすることを主目
的としており、発生した崩壊・土石流の数量や規模と雨
量の関係性を必ずしも明らかにするものではない。
日本においては高頻度で土砂移動や災害が発生する
地域が存在し、道路等の開発も多く進められてきた。こ
れらの過去の土砂移動や道路等の開発に伴う地形等の
変化の影響を把握することは、今後の土砂災害リスク
を把握する上でも重要であると考えられる。
本報告は、雨量観測点からの距離が近く、広島県呉市
南部を対象とする、1945 年、1967 年、1999 年、2018
年の空中写真判読結果と降雨の関係及び過去の土砂移
動や道路の開発等による影響について報告するもので
ある。
2.対象地域の概要
本研究では、休山（標高 497m）
、高鳥山（標高 380m）
が縦断する⻑さ約 10km、幅約 4km の呉市中心部の東
側に位置する半島を対象範囲とした。本地区において
は、過去に多くの土砂災害が発生しており、1945 年枕
崎台風、1967 年 7 月豪雨、1999 年 6 月豪雨、2018 年
7 月豪雨においては、多くの災害記録が現存している。
本地区は花崗岩質の深成岩が広く覆っており、一部
の箇所で珪⻑質⽕⼭岩類が貫⼊している。
3.空中写真判読結果
同地域を対象とする既往の判読結果や災害分布図は
精度や範囲が異なるため、本研究では、新たに米軍及び
国土地理院の空中写真を用いて判読を行った（成果の
一部は加藤ら（2020）で報告した）
。空中写真判読結果
を図 1 に示す。なお、今回作成した判読図においては、
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イベント前の状況を把握していないため、豪雨の発生
以前から崩壊等が発生していた可能性は排除できず、
また、豪雨から空中写真が撮影されるまでの期間に発
生した崩壊も含まれるため、時間的精度については留
意が必要である。

凡例
2018
1999
1967
0

1,000
m

1945
対象範囲

図 1 呉市南部における 1945 年、1967 年、
1999 年、2018 年災害時の土砂移動判読結果
4.各イベントで発生した崩壊と過去の土砂移動や人為
的な地形改変との関係について
土砂災害発生前後の地形図と判読した崩壊地との位
置関係に基づき、各イベントにおける崩壊の内訳を図 2
に示す。なお、人工構造物周辺斜面は、建設・拡幅され
た道路盛土を源頭部とする斜面や道路沿いの斜面の崩
壊等であり、紙幅の都合上両者の合計値を表示してい
る。また、土石流が流下した渓流に面する斜面の崩壊は
土石流の流下が崩壊発生の主要因である可能性がある
ため、ここではその他に分類した。
図 2 より、降雨イベントによって判読された崩壊の
数が大きく異なること、人工構造物や既往崩壊斜面周
辺における崩壊の割合が増加している傾向が認められ
た。後者については、無作為に斜面崩壊が発生したとし
ても、1945 年以降に交通網や住宅の建設が進められた
ことや、1945 年より前の空中写真判読結果が存在しな
いことにより同様の傾向が生じる事となる。しかしな
がら、本地区の斜面が道路や住宅に近接している割合
は 50％より十分に小さいため、人工構造物周辺斜面に
おいては、地形改変後の降雨イベントにおいて崩壊が
発生しやすい状況にあったことは明らかである。

1945年災害における崩壊の

1967年災害における崩壊の

1999年災害における崩壊の

内訳（総数：160）

内訳（総数：212）

内訳（総数32）

3-1

4
3-1

3-2

4

2018年災害における崩壊の内訳
3-4

（総数：106）
4

3-3
3-3

2-1

2-3

1
2-4

2-2

1

3-2

1
2-3

1

2-2

2-1

2-1

1)自然斜面

2-1

2-1)人工構造物周辺斜面

2-2)人工構造物周辺斜面

2-3)人工構造物周辺斜面

2-4)人工構造物周辺斜面

（〜1945年災害）

（〜1967年災害）

（〜1999年災害）

（〜2018年災害）

3-1)既往崩壊の周辺斜面

3-2)既往崩壊の周辺斜面

3-3)既往崩壊の周辺斜面

3-4)既往崩壊の周辺斜面

4)その他

（〜1945年災害）

（1945年災害）

（1967年災害）

（〜1999年災害）

図 2

2-2

各イベントにおける崩壊の内訳

6.まとめ
本稿では、呉市南部における、1945 年、1967 年、1999
年、2018 年の 4 回の土石流災害を対象として、空中写
真判読の結果と、各イベント時の降雨、道路等の人工構
造物、過去の崩壊の影響について評価を行った。その結
果、人工構造物や既往崩壊斜面周辺における崩壊の割
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半減期２（時間）

5.異なる半減期の実効雨量の組合せを用いた各イベン
トにおける超過状況について
現行の土砂災害警戒避難基準雨量で用いられている
土壌雨量指数と 60 分積算雨量の組合せの大小は、発生
する崩壊・土石流の数や規模を説明するものではなく、
執印ら（2020）は本地区の SDRP は 1967 年災害、1999
年災害、2018 年災害の順に大きかったと報告している。
また、打荻（1971）に示されるような連続雨量と崩壊面
積率との正の相関は、本地区の異なるイベント間では
成立していない。
各災害において判読された崩壊数が大きく異なるこ
とについて、それぞれのイベントにおける降雨の特徴
の影響を評価することを目的として、小杉（2015）の手
法を参考とし、既往最大となる実効雨量の組合せを図 3
に示す。雨量は、呉特別地域気象観測所のデータを使用
した。大小の比較においては、執印ら（2020）の手法を
援用し、実効雨量を 2 年確率値で除したときの原点か
らの距離で評価を行った。なお、降雨データは 1945〜
1949 年は欠測となっており、1945 年災害においては 4
時間ごとの合計値が観測データとして残存するが、多
くの降雨指標において 1967 年災害よりも小さい。
図 3 より、1967、1999、2018 のいずれのイベントに
おいても、既往最大となる異なる半減期の組合せが存
在することが確認された。また、既往最大となる半減期
の組合せは降雨イベントにより異なる。1967 年災害に
おいては、ほとんどの組合せで既往最大となった一方、
1999 年災害においては、短期的な指標、2018 年災害に
おいては、⻑期的な指標において既往最⼤となった。定
量的な比較は困難であるものの、崩壊の発生数は、既往
最大値を観測した組合せ指標の数量と整合的な結果と
なった。

72
48
36
24
12
6
3
2
1

図 3

1967 災害
1999 災害
2018 災害
1 2 3 6 12 24 3648 72
半減期 1

既往最大値を観測した実効雨量半減期の組合せ

合が増加傾向にあることが示された。また、崩壊の発生
数と既往最大となる実効雨量の組合せの数量が整合的
であることが明らかとなった。
人工構造物や過去の崩壊地の周辺斜面において、崩
壊が多い理由として、地形改変等に伴い斜面の安定性
が変化することが考えられる。そのため、道路や住宅開
発が顕著な地域や広範囲に崩壊が発生した地域におい
ては、地形改変後の降雨のみを用いて、基準雨量を設定
することが精度向上に寄与すると考えられる。
ここでは、判読した崩壊地の数量についてのみ検討
を行っているが、今後は、崩壊地の勾配、面積等につい
て定量的な検討を進めるとともに、本検討で得られた
結果の一般性について他の事例を用いた検討を行う予
定である。
参考文献
加藤誠章, 中井真司, 小笠原洋（2020）：呉市南部にお
ける土石流の発生履歴について, 2020 年度砂防学会研
究発表会概要集
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透過型砂防堰堤による細粒土砂の捕捉量推定手法の検討
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１． はじめに

丹羽 諭、何徳 祝人

1.0

0.8

土石流・流木を捕捉する施設として透過型砂防堰堤の

0.7
0.6

期的な土砂移動に対する対策でも採用が検討されうる

0.5

a1

設置が原則と謳っている。土砂・洪水氾濫やその後の中

型式であるが、常に上記の指針で想定するような土石

0.4

流が流下するとは限らない。例えば土砂濃度が小さい

0.3

粒径 10 の捕捉割合

粒径 9 の捕捉割合

0.2

場合や粒径の小さい土砂が多く含まれる場合が考えら

砂礫移動層の濃度 0.24

0.0
0

するかどうか定量的に推定できることが望ましい。そ

本研究では丹羽ら(2018)と同様に混合粒径の土砂流
を透過型（格子型）砂防堰堤で捕捉する水路実験の再現
計算（一次元河床変動計算）を実施し、捕捉量を精度よ
く再現するために格子型模型設置箇所で境界条件をど

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

図 1 閉塞パラメータ a1 の決定方法

100.00

通過百分率 [%]

２． 計算方法

0.1

流れの平均濃度C

こで、里深・水山(2005)の手法をベースに、土砂濃度お

河床変動計算で評価する手法について検討を行った。

全粒径階を含めた
流れ全体の濃度

0.1

れるが、その場合に透過型砂防堰堤が捕捉機能を発揮

よび流れの中の土砂の粒径が小さい場合の捕捉効果を

粒径9
粒径10
粒径11
粒径9修正
粒径10修正
粒径11修正
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砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）では、
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Case6 (H28)
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のように設定するべきかの検討を行った。土砂流の流

図 2 投入する土砂の粒径分布

れ、河床変動（侵食・堆積速度）の計算は丹羽ら(2020)

る。パラメータ a1、a2 は元々アーチアクションを起こす

に準じて有限差分法により行った。計算格子はスタッ

粒径の濃度の関数であるが、ここでは丹羽ら(2018)と同

ガードグリッドによって設置し、堰堤はフラックス評

様に砂礫移動層の粗礫の土砂濃度 0.4C* = 0.24 を与えて

価点に設置した。

決定している（図 1）。このような格子型模型設置箇所

丹羽ら(2020)では、フェーズシフトは土石流、土砂流

の取扱は、丹羽ら(2020)の手法のみならず他の計算手法

で発生し、土砂流では砂礫移動層のみで発生すると仮

にも適用可能であると考えている。再現計算の対象と

定している。フェーズシフトの有無は各地点、各粒径に

した実験は実験水路（水路長 10 m、水路幅 30 cm、水路

ついて計算ステップごとに判定を行っている。流動の

勾配 1 / 12）を用い、水路下端から 2.43 m の位置に高さ

途中でフェーズシフトできないと判定された場合は便

25 cm、水平純間隔および鉛直純間隔が 32 mm、部材の

宜的に砂礫移動層中の粗粒土砂として取り扱うことと

直径が 18 mm の格子型模型が設置した状態で土砂流を

している。丹羽ら(2020)のモデルでは土砂流でも浮遊砂

流下・捕捉する実験の結果である。投入した土砂の粒径

が発生する取扱いとしているが粗粒土砂とは独立して

分布は図 2 に示す 3 パターンであり、閉塞に寄与する

解いており、浮遊砂成分についてはフェーズシフトの

粒径（9.5 mm 以上）の割合を変化させる（Case1, 2, 3 で

判定は行っていない。

それぞれ 42, 2, 0.4 %）とともに、ハイドログラフ、セデ

格子型模型での土砂捕捉は里深・水山(2005)で提案さ
れているパラメータ a1、a2 によって行うものとしてい
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ィグラフの形状を図 3 の左端に示すように変えている。
なお、Case 1 では 32 mm 以上の土砂は含めていない。

って 9.5 mm 以上の粒径は格子型模型より上流側で堆積

３． 計算結果と考察
図 3 に 3 ケースについての計算結果を示す。実験に

している計算結果となっている。逆グレーディング現

よると、アーチアクションを起こす粒径 9.5 mm 以上の

象、粒径ごとの侵食・堆積機構の違いが考慮できていな

存在割合、ハイドログラフ、セディグラフによって閉塞

いことが原因と考えられるが、常に粒径の大きいもの

高さが変わってくるが、計算でもその傾向は再現され

が堰堤地点に供給されるとは想定しがたく、前者が支

ている。Case2 は丹羽ら(2018)でのケース C に相当する

配的であると断言することは難しいと考えられる。

が、再現性が向上している。これは計算アルゴリズムの

４． おわりに

改善等によるものと考えている。Case3 では閉塞高さの

本研究で透過型砂防堰堤による土砂流の捕捉効果を

再現性が他のケースに比べて低いものの、仮に閉塞に

簡易に取り扱えることが分かった。一方で、嶋ら(2018)

寄与する粒径のみでアーチアクションを起こすとして

で述べられているように閉塞後、流出する現象には対

a1, a2 を決定した場合はさらに再現性が悪くなる。この

応できないことに留意する必要がある。

ことから、格子型の閉塞機構として、現段階では詳細は

参考文献

不明ながらも格子間隔と比較して小さい粒径による閉

丹羽ら(2018)：河床変動計算における透過型砂防堰堤の閉塞条

塞への寄与も無視できないと考えられる。
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図 3 の右端に示す計算上の堰堤設置地点直上（堰堤
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図 3 境界条件として与えたハイドログラフ・セディグラフ（左）、格子模型地点の閉塞高さ（中央）および粒径割合（右）
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山地河川から流出する土石流の構成材料や河床容積濃度に関する研究
京都大学大学院農学研究科

○鈴木裕里（現・富士通株式会社） 中谷加奈
広島大学大学院先進理工系科学研究科
立命館大学理工学部

小杉賢一朗
長谷川祐治
里深

好文

1.はじめに
近年は土石流災害が頻発することから、被害軽減

用いられる 100ml サンプラー（以降 100mlS）を用い

が求められる。土石流の構成材料に着目した検討と

積物を採取した。また、100mlS では掘削箇所周辺の

して、先端部への巨礫や流木の集中過程や、細粒土

土砂流出が発生しなかった自然状態の土層も採取し

砂を多く含有した流動性の高い現象に関する研究が

て、容積濃度と粒度分布を計測した。100mlS の土石

実施される。しかし、土石流が発生・流動する急勾

流堆積物、自然斜面の土層の容積濃度を CSAM、CNAT

配の斜面や山地河川の河床材料、すなわち河床容積

と呼ぶ。

て、掘削箇所の近傍で細粒分が多い場所の土石流堆

濃度や粒度分布の時間・空間的な特性を考慮した研
究は少ない。Sulaiman1) は粒度分布から空隙率を数
値計算によって求める粒子充填モデルを開発して河
床変動計算に適用しているが、山地河川の河床容積
濃度までは検証されていない。竹林ら

2)

は、京都の

木津川で砂州の横断・鉛直方向における粒度分布及
び空隙率を測定しているが、緩勾配の区間である。
土石流渓流を調査すると、上流から下流にかけて河

F1,2 調査地

床材料が変化する事例が見られる。一方、土石流シ
ミュレーションでは河床の容積濃度に 0.6-0.65 の一

図１

広島県の調査地（国土地理院電子国土基本図に加筆）

定値を設定することが一般的である。
筆者らは、2018 年以降に土石流が発生した渓流で
土砂採取を行い、容積濃度や粒度分布を検討してき
3)

た

。本研究では、調査結果で得られた知見を基に

実験を行い、土石流堆積物で構成された河床の空隙
構造を検討した。
2.調査の概要
平成 30 年 7 月豪雨、並びに令和 2 年 7 月豪雨に
より広島県（図 1）および京都府で土石流が発生し
た渓流を対象とした。調査地点では、土石流により

図 2 大容量サンプル採取、DEM 差分による容積算出方法

堆積した河床の土砂を採取した。
土石流の幅広い粒度分布を考慮するために、サン
プル採取は数十 cm 立方のオーダーで行った。この
サンプルの容積は、写真測量で SfM（Structure from
Motion）を用いて、掘削前後の DEM（Digital Elevation
Model）を作成した。DEM 差分から掘削土砂の間隙
込みの容積を算出した（図 2）
。図 1 に方法を示す。
採取土砂を持ち帰り、間隙を除いた土砂の容積を算
出した後、篩で粒度分布を測定した。DEM 差分によ
り得た大容量のサンプルの容積濃度を、CDEM と呼ぶ。
また、調査地点では土壌サンプル採取法として広く
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図3

採取した土砂の D86/D16 と容積濃度

調査で得た容積濃度 CDEM 、CSAM、CNAT と、粒度分

させた後、堰堤上流に堆積した土砂の容積濃度を測

布から得た土砂の分散を示す D86/D16 の関係を図 3 に

定した。静的実験を考慮して粒径比が 1/10 以下にな

示す。CDEM は 0.58-0.81 まで広く分布した。
一方 CSAM

るよう粒径 0.29、2.81、6.0mm の三種類の土砂を用

は、大容量で掘削して DEM 差分で得た CDEM より小

いた。比較のため、上流と下流に同じ土砂を用いた

さく、0.53-0.63 の範囲だった。CNAT は、CSAM よりも

ケースも実施し、一つのケースは三回実施した。

小さく、最大 0.57 だった。

堆積した土砂の容積濃度を図 6 に示す。単一粒径

100mlS の D86/D16 は 50 以下の数値を示し、粒度分

を用いた case1、
2 の容積濃度は 0.56~0.59 だったが、

布の幅が小さいことがわかる。一方、CDEM の D86/D16

二種類の土砂を用いた case3、4 では 0.71~0.78 と高

は最大で 231 を示しており、粒度分布の幅が広く、

い容積濃度が示された。一方、大きな土砂の間隙に

容積濃度 C＊との間に正の相関がみられた。粒度分布

細かい土砂が落ち込むだけではなく、実験映像から

から、大きな土砂を多く含むサンプルで C＊が 0.65

は土石流が河床堆積物の土砂を巻き込んで、上流か

よりも大きくなる傾向がみられた。これらより、大

ら流下する土石流と混合して、堆積する様子も確認

粒径の土砂の間隙に小粒径の土砂が充填されること

された。このように、異なる構成材料の土石流と河

で C＊が大きくなることが推測される。ただし、大き

床堆積物の存在によって、土石流発生前と堆積後に

な土砂が多く存在しなくても例外的に大きな C＊を

容積濃度が変化することが考えられる。
調査や実験で得た知見から、河床容積濃度を自然

示すサンプルも確認された。

土層と土石流堆積物で変化させた土石流の一次元シ
3.実験による検討

ミュレーション手法を提案して、一律で設定する手

調査で得た知見を基に、大きな土砂の間隙に小さ

法と比較した。詳細はポスターで紹介する。今後は、

な土砂が入って構成される河床の空隙構造をビーズ

土石流発生渓流で大容量の土層を採取して検討例を

の充填による静的実験ならびに初期河床の堆積物と

増やすことで C＊と勾配や地質等の関係を明らかに

土石流の構成材料を変えた水路実験により検討した。

することを目指す。

静的実験では、600ml の容器に粒径の大きいビー
ズ（粒径 D）を充填した後に、小さなビーズ（粒径
d）を鉛直落下により充填させて空隙率を測定した。
一粒径のみのケースも実施し、一つのケースで三回
実施した。粒径は 0.1、1、2、5、10、12mm を用い
て、
二種類を用いる際の粒径比 d/D は 1/5、
1/6、
1/10、
1/12、1/100 とした。
。実験条件と結果を図 4 に示す。
結果から、単一粒径よりも二種類を用いた方が容積
濃度は大きく、粒径比 d/D が 1/10 より小さくなると
図5

容積濃度が 0.65 付近から 0.77 まで大きく上昇した。

水路実験の概要と実験 Case

水路実験の概要を図 5 に示す。上流に供給土砂と
して小さい土砂を、下流に河床堆積物として大きな
土砂を敷いて、上流端から水を供給し土石流を発生

図6

水路実験で得られた堆積土砂の容積濃度

謝辞 本研究は、2020 年度砂防学会若手研究助成を
受けて実施しました。この場を借りて深く御礼申し
上げます。
図4

静的実験の Case と得られた容積濃度

参考文献 1) Muhammad Sulaiman(2008): 京都大学学位論文,
2) 竹林洋史ら (2012)，河川技術論文集, 第 18 巻 119-124
3) 鈴木裕里ら(2020)，砂防学会研究発表会概要集, 213-214
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掃流区間の河川合流部に関する実験的研究
立命館大学大学院理工学研究科 〇北村一貴・水野裕斗
立命館大学理工学部環境都市工学科 里深好文
国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 小竹利明・山田拓
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦・柴田俊
アジア航測株式会社 岡野和行・井之本信

1. はじめに

させず，本川，支川のピーク流量の発生時刻をずら

紀伊半島大水害では，記録的大雨により，土砂災

したものである.

害や河川の氾濫，家屋の浸水被害が発生した．また，

本研究では SfM 法で計測した河床高の差から河

奈良と和歌山両県で河道閉塞（天然ダム）が発生し，

床変動高を算出し，PIV 法により流速分布を算出し

その一つである奈良県五條市大塔町赤谷地区の河

た．また，合流部付近にビデオカメラを取り付け，

道閉塞では，深層崩壊斜面で再崩壊が幾度も発生し，

本川，支川ともに合流部から上流 10 cm の水位を

その後の豪雨に伴って多くの土砂が下流へ流出し，

6 分ごとに目測した．

赤谷川と川原樋川の合流部で土砂が顕著に堆積し
たことが報告されている 1)．この他にも令和 2 年 7

表-1

実験ケース一覧

図-1

実験水路の平面図

月豪雨では，熊本県を中心に大雨をもたらし，球磨
川と支川の小川の合流点で洪水氾濫が発生した

2)．

河川の合流部では，本川と支川との合流角度や流量
比，流量ピーク時刻が異なることに起因して，河床
変動や流速，水位変化が引き起こされると考えられ
る．
本研究では，本川と支川との合流角度の違いが合
流部の土砂堆積に与える影響とその土砂氾濫に伴
って生じる洪水氾濫の危険性を明らかにすること
を目的とした．そのため，合流角度を 45°とした
実験を実施し，北村ほか

3)

で実施した合流角度

90°の実験と比較した．

2. 実験方法

図-1

図-1 に合流角度 45°で行った実験水路の平面図

実験水路の平面図

を示す．実験前に，水路床に平均粒径 1.5 mm の珪
砂 3 号を敷設した．給砂量は，芦田・道上の平衡流
砂量式により決めた．実験ケースを表-1 に示す．
case1 を基本のケースとし，他のケースとの比較を
行った．図-2 にハイドログラフを示す．他のケース
のハイドログラフは，ハイドログラフの波形は変化

図-2

ハイドログラフ

3. 実験結果と考察
図-3，図-4 に case1-1,case1-2 の支川ピーク流量
時，本川ピーク流量時，実験終了時それぞれの河床
変動高を示す．図-5 に case1-1，case1-2 の支川ピ
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ーク時の流速分布を示す．図-3，図-4 を比較する

本川と支川の合流角度を変化させると，合流点の

と，合流角度 90°では，支川ピーク時に支川から

土砂堆積に大きな影響を及ぼすことがわかった．特

の土砂が合流点に堆積しているが，45°の場合で

に，合流角度が 90 度のように大きな場合は土砂堆

は，合流点に顕著な堆積は見られなかった．また，

積が顕著になる．今回の実験のモデル対象地のよう

実験終了時点では，図-3 より合流角度 90°のケー

に，土砂流出の多い山地河川では合流部の問題は大

スを見ると，本川合流部より上流側に土砂が大きく

きいといえる．今後の土砂・洪水氾濫の対策を検討

堆積する傾向にあった．90°で合流した場合は，支

する際には，合流角度は対策検討項目の指標の一つ

川からの流水と合流点における土砂堆積によって，

になるのではないかと考える．

本川の流下が阻害され，合流点およびその上流の流
．一
速が低下したためであると推察される（図-5）
方， 90°，45°ともに，合流点から下流側の本川
左岸側は侵食しており，45°のケースの方がより
大きく侵食していた．45°で合流した場合は，90°
と比較して支川からの流水による本川の流下阻害
への影響が小さく，合流点およびその下流，特に左
岸側の流速が大きかったためであると考えられる
図-3

．
（図-5）

case1-1 の河床変動高

4. おわりに
本実験で，本川と支川との合流角度が異なると，
合流部付近の流況は大きく変わり，以下のことが明
らかとなった．
1） 合流角度が 90°の場合，合流点の土砂堆積は顕

図-4

著であるが，45°の場合では，合流点における

case1-2 の河床変動高

顕著な土砂の堆積は見られなかった．
2） 合流角度が 90°の場合，支川ピーク時に本川左
岸側の侵食が見られたが，45°の場合は，支川・
本川ピーク時から実験終了時まで本川左岸側
が大きく侵食された．

図-5

3） 合流角度が 90°の場合，合流点より本川上流側

支川ピーク時の流速分布の比較

に土砂が堆積しているが，45°の場合はそれほ

参考文献

ど大きな堆積が見られない．

1) 木下篤彦・田中健貴・桜井亘・内田太郎・臼杵伸浩・岡野和

4） 合流角度が 90°の場合，本川合流点より上流側に

行・井之本信,平成 30 年度砂防学会研究発表会概要集，pp495-
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不飽和河床上における土石流の発生・発達過程に関する実験的研究
静岡大学 農学部 ○高山翔揮・今泉文寿
立命館大学 理工学部 里深好文
路を使用した．水路下流端から上流 402 cm の区間

1. はじめに
2019 年の河川砂防技術基準の改定に伴って，土

に土砂を一定の厚さ D で敷き均し，上流から小さい

石流の規模予測は数値解析手法により行われるこ

流量（事前流入流量 Qina）の水を供給することで，

とが標準となった．既往の数値解析手法は，土石

土砂を湿潤させた．水路下流端からの流出流量が

流の発生・発達過程を無視し，完全に発達した土

ほぼ定常状態に達した後，上流から比較的に大き

石流を上流から供給することで，土石流の規模を

な流量 Qin の水を供給することで土石流を発生させ

予測している．土石流の発生・発達過程が違えば，

た．水路側方に設置したビデオカメラで土石流の

土石流の規模も違ってくることは明らかなため，

発生・発達過程を記録している．その映像をフレ

この過程を含んだ数値解析手法の開発が学術的・

ーム分割し，x = 53 cm，x = 153 cm，x = 253 cm，

社会的に求められている．

x = 352 cm 地点（図-1a）それぞれの土石流表面位

土石流発生・発達場の河床堆積物は不飽和状態
1)

（土石流表面の z 軸方向の高さ）を 0.2 秒毎に読み

にあることが多い ．しかし，従来の土石流に関す

取った．また，フレーム数と土石流先頭部の位置

る数値解析手法は，河床堆積物が飽和状態である

の変化を基に，x = 109 cm から下流に 10 cm 毎に

ことを前提としていることがほとんどである．そ

土石流先頭部の流速を算出した．

こで本研究では，不飽和河床上における土石流の

実験材料は，図-2 に示す No.1 と No.2 の非粘着性

発生・発達過程を模擬する水理実験を行い，河床

材料である珪砂を使用した．No.1，No.2 それぞれ

堆積物内部の湿潤状態の違いが土石流の流動特性
に与える影響について調べることにした．

2. 実験方法
図-1 に示す全長 500 cm，幅 10 cm の矩形断面水

図-2 実験材料の粒度分布
表-1 実験ケース
Antecedent inflow Deposit
Deposit
discharge, Q ina thickness,
material
D (cm)
(cm 3/s)
Case 1

17

Case 2

33

Case 3
Case 4

17

Case 6

17

Case 7

33

Case 8

図-1 実験装置（a）縦断図（b）写真

Case 10
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No.1

3.0

Case 5

Case 9

4.0

4.0
4.0

4.0

250

25

No.2
No.1
No.1

3.0
17

Inflow
Flume bed
discharge, gradient, θ b
Q in (cm 3/s)
(degree)

150

250

No.2
No.1

150

17

の平均粒径 dm は 1.7 mm と 2.6 mm であり，実験結

含まれる水が土石流先頭部内部に浸透するために，

果の解釈を容易にするために，実際の土石流材料

先頭 部 は土 砂 濃度 が 小さ くな っ て加 速 する 過程

と比べると粒径のばらつきが少ない材料を用いた．

（図-3c）の 2 種類が存在した．

表-１に実験ケースを示す．事前流入流量，河床

図-4 は，水路勾配が 25°で，事前流入流量 Qina が

堆積物厚さ，河床堆積物材料，流入流量それぞれ

異なるケース間の土石流表面位と土石流先頭部の

の違いが土石流の発生・発達過程に与える影響に

流速を比較している．事前流入流量が大きく，河

ついて調べている．それぞれの影響の検討は，河

床堆積物内部が飽和状態に近いケースの方が，土

床堆積物が不飽和状態で土石流が発生することに

石流先頭部の流速は大きくなり，土石流の流動深

なる水路勾配が 25°の場合と河床堆積物が飽和し

は小さくなることが示された．この傾向は，水路

た後 に 土石 流 が発 生 する こと に なる 水 路勾 配が

勾配が 17°のケース間での比較でも同じであった．

17°の場合で行っている．

4. おわりに

3. 実験結果

本実験結果は，河床堆積物内部の湿潤状態の違

図-3 に実験で観察された土石流の発達形態を示す．

いが土石流の流動特性に大きな影響を与えること

土石流先頭部は，飽和河床上における土石流の発

を示した．土石流の発生・発達場における河床堆

達過程のように単調に速くなるのではなく，加速

積物内部は，不飽和状態にあることが多いことが

と減速を繰り返した．減速過程では，土石流先頭

現地観測結果により示されている 1)．したがって，

部に含まれる水が不飽和河床堆積物内部に浸透す

土石流発生・発達過程を再現する数値解析手法を

るために，先頭部は土砂濃度が大きくなって減速

構築するには，河床堆積物内部の浸透流を考慮す

した（図-3a）．加速過程では，後続流が減速した

ることが不可欠であると考えられる．

土石流先頭部を越流し，越流水がその先頭部の侵

参考文献

食や再移動を引き起こす過程（図-3b）と後続流に

Coe et al. (2008) Geomorphology, 96, 270–297

図-3 実験で確認された土石流の発達形態

図-4 事前流入流量（Qina）が異なるケース間の土石流表面位，先頭部流速の比較（水路勾配 25°）．

- 636 -

P2-079

2021年度砂防学会研究発表会概要集

焼岳噴火後の足洗谷における土石流発生の長期的変化
京都大学大学院
京都大学防災研究所

○小林正直

藤田正治・竹林洋史・宮田秀介・山野井一輝
日本気象協会

坂井紀之

１． はじめに
1962 年（昭和 37 年）の焼岳の噴火以後 20 年くらい
は足洗谷では土石流が頻発したが，最近はほとんど発
生しなくなっていた．しかし，2019 年に約 20 年ぶりに
発生した．このような現象の背景には，噴火による土石
流発生ポテンシャルの急激な増加，土石流の頻発によ
る減少，さらには生産土砂の蓄積によるポテンシャル
の回復という変化過程と豪雨の発生場所と降雨特性が
あると考えられる．そこで，本研究では，ポテンシャル
の回復度を表す凍結融解作用による生産土砂の蓄積に
ついて土砂動態モデルから検討する．
２．1962 年の噴火後の土石流発生の経年変化
1962 年の噴火後の足洗谷流域の土石流の発生状況と
2019 年の土石流の発生状況について，澤田 1)，筆者ら 2)
が報告している．それによると，焼岳噴火直後は時間雨
量が 5～20mm 程度の雨でも土石流が発生していたが，

図 1 平成 30 年と令和 1 年の標高差分（国交省神通砂
防事務所提供）

最近の約 20 年間は時間雨量 20～50mm の雨でも土石流
は発生しなかった．しかし，2019 年，過去に比べて特
別に強い降雨ではなかったが土石流が発生した．これ
には，10 分間雨量強度が 60 ㎜/h に達する大雨が流域の
源頭部にもたらされたことが関係しており，長年にわ
たって蓄積していた渓床土砂に斜面から一挙に水が供
給されたことが主因であると推察された．
図 1 は国土交通省神通川砂防事務所が解析した土石
流発生の前後の地形変化（堆積厚さ）を示したものであ

図2

土石流発生モデルのフレームワーク

が，本研究では，凍結融解による土砂生産と土砂流出に

る．この図から斜面はあまり侵食されておらず，上流の

よる渓床における貯留土砂量の累積による土石流発生

渓床が 1，2m 侵食されていることがわかる．降雨流出に

ポテンシャルの変化について検討する．

より渓流の流量が急激に増加し，渓床堆積物を侵食し，

３． 凍結融解作用による土砂生産と渓床での堆積量
澤田 3)の研究によると，凍結融解作用による年間の生

土石流が発生したものと考えられる。
土石流発生ポテンシャルに寄与する要素としては，
斜面の降雨浸透能と渓床堆積土砂量が考えられる．前

産土砂量は，7.2×103m3/year である。泉山の開発した凍
結融解土砂生産モデルが実装された山野井らの土砂動

者は噴火後の火山灰の堆積物のクラスト化により一旦

態モデル 4)を用いると，毎年の土砂生産量の空間分布も

減少するが，経時的に徐々に回復するものと考えられ

計算できるが，ここでは，図 3 にピンク色で示す裸地及

る．後者は崩壊や渓岸侵食などの土砂生産現象により

びガリー壁面の存在する斜面で 6.3×103m3/year の土砂

増加し，土石流が発生すると減少する．図 2 はこのよう

が一様に生産され，融雪出水期に渓床に堆積するもの

な過程を考えた土石流発生モデルのフレームワークを
示したもので，著者らはモデルの構築を目指している

とする．生産土砂は計算上の河床変動量として与え，そ
の値は概ね数十 cm から数百 cm 程度だが，地形抽出上
極端に短い河道では 33m になっており改善が必要であ
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る．渓床堆積土砂の流出過程は山野井らのモデルで解
析される．
国土地理院が整備している基盤地図情報数値標高モ
デル(10m メッシュ)から単位河道，単位斜面を抽出し，
川幅を流量が流域面積比で与えられると仮定したレジ
ーム則によって決定する．レジーム則に用いるパラメ
ータは川幅の実測値と山野井らの計算を参考に与えた．
斜面土層厚，透水係数，斜面部マニング係数その他の降
雨流出解析と土砂流出解析に用いるパラメータは山野
井らに倣い既定流量と洪水のピーク流量が概ね一致す
るように定めるとともに，河道部マニング係数は山地
流路の一般値 5)を参考に与えた．初期河床材料は澤田の
観測結果

3)

を元に足洗谷河床のアーマーコート部で測

定された粒度分布を用い，山野井らがヒル谷裸地斜面
の生産土砂を測定して得られた粒度分布を生産土砂と

図 3

して設定した．降雨データはこの流域から最も近いア

凍結融解土砂を与える場所と土砂生産を考慮
した 2007 年の河床変動の計算結果

メダス栃尾の 2003 年から 2019 年の観測値を用いる．
このモデルを用いると単位河道の流砂量，河床変動
量などが計算される．図 4 は年間の凍結融解による生
産土砂量と最下流河道からの流出土砂量の差，すなわ
ち足洗谷流域の年間の貯留土砂量を示したもので，降
雨量の大小により，年間—2000m3 から＋5000m3 の範囲
に分布している．土石流の発生のなかった 17 年間で積
算すると，足洗谷全域における貯留土砂が 104m3 のオー
ダーに及ぶことも示されている．図 3 は，特に堆積量の
増加が多かった 2007 年における河床変動量を示したも
ので，土石流発生場である上流域の年間の堆積土砂量
は 25 ㎝から 35 ㎝となっている．2019 年の土石流の再
現シミュレーションによると，上流域の河床侵食限界
量を 0.3m にすると現象をよく表すことが示されている．
凍結融解による貯留土砂量とこの侵食限界量の比較は
今後の検討であるが，平常時の流量では流出しない土
砂が高傾斜の土石流発生域に貯留されるといった土石
流発生ポテンシャルの増加を概ね評価できていると思

図４ 足洗谷流域における年間の貯留土砂量と累積貯留
土砂量

生モデルについて検討する予定である．なお，国土交通
省神通川水系砂防事務所から UAV の映像等の提供を得
ました．ここに記して謝意を表します．
参考文献
1) 澤田豊明：神通川水系焼岳に発生する土石流の観測
および解析平成 13 年度受託研究報告書，2001
2) 小林ら：昭和３７年焼岳噴火後の足洗谷における土
石流の発生，2020 年砂防学会研究発表会概要集，

われる．

2020

４．まとめ
本研究では土石流発生域における堆積土砂層の観点
から凍結融解土砂生産による土石流発生ポテンシャル
の増加と土石流発生によるポテンシャルの減少につい
て明らかになった．今後は毎年の別途計算でなく 17 年
間継続計算での検討や凍結融解土砂生産モデルを用い
て分布的に生産土砂を与えたときの検討を行うととも
に，火山による降雨浸透能変化等を考慮した土石流発
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1.

はじめに
平成 23 年台風 12 号により，那智川流域で
は，山地斜面での多数の崩壊と，崩壊を起因と
する土石流が多発し，甚大な被害が発生した．
また，気候変動による影響を受け，土砂災害の
発生頻度の増加や発生規模の増大等が考えら
れる．このような水と土砂の複合災害に対し
て，筆者らはこれまでに，降雨流出，斜面崩壊，
流砂現象を統合的に解析し，流域におけるハ
ザード群発生危険度の時空間分布を得るシミ
ュ レ ー シ ョ ン モ デ ル SiMHiS 1) を 開 発 し て き
た．また，このモデルを使って，土石流発生の
危険度評価手法も提案した 2) ．本研究では，こ
れを那智川流域に適用し，降雨条件が極端に
変化したときの流域内の土石流発生危険度の
変化について解析する．

川 幅 (m) 勾 配 (度 )

2.

土石流の発生危険度評価法
本研究では，那智川流域を ，基盤地図情報
10m メッシュを用いて図 1 のように単位河道
と斜面要素に分割し，河道幅は航空写真を参
考に図 1 のように設定し，斜面の土層は A,B
層からなる 2 層とし，A 層は層厚 0.1m，透水
係数 0.001m/s，B 層は層厚 0.8m，透水係数
0.00002m/s と設定する．降雨条件を入れて計
算すると，斜面要素の飽和度，斜面崩壊に対す
る安全率𝐹𝑠 ，表面流量が求められるので，この
状態を表 1 のように分類して，土石流発生危
険度を評価する．ここに，飽和度は斜面要素に
対する降雨浸透解析により式(1)から，斜面崩
壊に対する安全率𝐹𝑠 は式(2)から求める．
𝑆𝑟 = ℎ⁄𝐷
(1)
𝑊
𝐹𝑠 = 𝛾 ∙ 𝑐𝑟⁄𝑊
(2)
𝑡
ここに，ℎは B 層下端からの水深，𝐷は A,B 層
の層厚の和，𝑊𝑐𝑟 は限界土中水分量，𝑊𝑡 は時間
t の 土 中 水 分 量 ， 𝛾は 補 正 係 数 で あ り ， 𝑊𝑐𝑟 は
Chen 3) の方法により求め，𝑊𝑡 は式(3)から簡易
的に求められる．𝛾は崩壊の実態に合わせるた
めの補正係数であり，ここでは 1.15 とした．
𝑊𝑡 = 𝑊𝑡−1 + (𝐿 ∙ 𝐼𝑡 − 𝑞𝑡 ) ∙ ∆𝑡
ここに，𝐿は斜面長，𝐼𝑡 は降雨強度，𝑞𝑡 は単位幅
流量である．ここで，飽和度と表面流量につい
て，臨界状態のときは表面流による侵食を起
点に流動化するため期間内最大値を，加速状
態のときは崩壊を起点に流動化するため加速
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図 1

斜面要素と単位河道

表 1

斜面要素の分類

Pattern

飽和度

斜面崩壊に対する安全率

表面流

1

不飽和

静止(1.05≦Fs)

無

飽和
飽和

臨界状態(0.95≦Fs<1.05)
臨界状態(0.95≦Fs<1.05)

大
小

不飽和
飽和

加速(Fs＜0.95)
加速(Fs＜0.95)

無
大

飽和

加速(Fs＜0.95)

小

2-a
2-b
3
4-a
4-b

図 2

降雨条件

状態となる時点における飽和度と表面流を用
いて分類した．また，表面流量が芦田ら 4) の土
石流発生限界流量を超過するかで大小を判定
した．こ の と き ， パ タ ー ン 1 で は ，崩 壊
及び表面流による侵食が発生しないた
め ，土 石 流 は 発 生 し な い ．パ タ ー ン 3 で
は崩壊土砂が十分な水分を得られない
ため流動化せず，斜面の下部に堆積す
ることが想定される．他のパターンで
は，まず崩土が十分加速するほど安全
率が低下するほど，また表面流が大き
いほど土石流になる可能性は高い．こ
こ で は ， そ の 可 能 性 の 順 番 を 4-a>2a,4-b>2-b と す る ．
降 雨 条 件 は ， 平 成 23 年 台 風 12 号 に
よ り 新 宮 観 測 所 に お け る 降 雨 ( 2 0 11 年
9 月 1 日 1:00 か ら 9 月 6 日 0:00)を 基
準に，降雨強度と降雨継続期間を変更
したものを図 2 のように流域内に一様
に 与 え た ．C A S E 1 は 新 宮 観 測 所 に お け
る 観 測 雨 量 ( 総 降 雨 量 8 2 1 . 5 m m ，最 大 降
雨 強 度 1 3 1 . 5 m m / h ) ，C A S E 2 は C A S E 1
の 降 雨 強 度 を 2 倍 ， 継 続 時 間 を 0.5 倍
に し た も の ， CASE3 は 降 雨 強 度 を 0.5
倍 ， 継 続 時 間 を 2 倍 し た も の ， CASE4
は降雨強度を 2 倍にし，継続時間を変
化させないものとする．
3.

解析結果と考察
CASE1 に お い て 分 類 さ れ た 斜 面 要 素 の 分
布を図 3 に示す．この時の崩壊個数は実際に
は 71 個所，シミュレーションで崩壊判定個所
(𝐹𝑠 < 1.0)は 107 個所となり，ほぼ一致してい
る．最も土石流発生危険度の高い 4-a の斜面
要素は中流域左岸に分布しており，次いで危
険度の高い 2-a は流域全体に分布しているが，
上流域左岸と下流域右岸で密集している．
各ケースの斜面の分類を表 2 に示す．パタ
ーン 4-a は CASE2 と 4 で 220 か所，CASE1
で 5 箇所となっている． 2-a は CASE2,4 で
373 か所，CASE1 で 255 か所，CASE3 で 111
か所となっている．これらより，CASE2 と 4
の流域全体の土石流発生危険度が同程度であ
り 4 ケースの中で最も高いことがわかる．こ
れらのケースは， 総降雨量と降雨継続時間が
異なり，最大降雨強度が等しい．これより，総
降雨量と継続時間が異なる場合でも，最大降
雨強度が同程度である場合には，流域の土石
流発生危険度は概ね同じになることがわかる．
さらに CASE2,4 に次いで，CASE1,3 の順で
危険度が小さい．CASE1,2,3 は総降雨量が等
しく，最大降雨強度が異なる．以上より，土石
流発生危険度に対して，降雨強度の影響が総
降雨量と降雨継続時間に比べ大きいことがわ
かる．

図 3 CASE1 土 石 流 発 生 危 険 度
表 2 斜面要素の分類ごとの箇所数
Pattern
1
2-a
2-b
3
4-a
4-b

CASE1
1283
255
3
0
5
0

CASE2
953
373
0
0
220
0

CASE3
1422
111
13
0
0
0

CASE4
952
373
1
0
220
0

4.

まとめ
那智川流 域において， 降雨強度 の違いによ
る土石流発生危険度の違いを確認した．また，
最大降雨強度が同じ場合には，流域内の土石
流発生危険度は概ね同程度となる．さらに，総
降雨量，が等しいときには，降雨強度が大きく
なると土石流発生危険度が上昇することがわ
かる．
参考文献
1) 山野井一輝，藤田正治：複合土砂災害シミ
ュレータ SiMHiS を用いた山間地域にお
ける土砂災害の警戒避難情報の提供に関
する一考察，砂防学会誌，Vol.69，No.6，
pp.15-23，2017．
2) F u j i t a , M . ; Ya m a n o i , K . ; S u z u k i , G . : A
method for predicting debris-flow
occurrence based on a rainfall and
sediment runoff model, Proceedings
of the 7th International Conference on
Debris
flow
Hazards
Mitigation,
p.280-285, 2019.
3) Chen-Yu：A Decision Support System for
Warning and Evacuation against Multi
Sediment Hazard ， 京 都 大 学 博 士 論 文 ，
2014．
4) 芦田和男，高橋保，澤井健二：土石流危険
度の評価法に関する研究，京都大学防災研
究所年報第 21 号 B-2，pp.423-439，1978．
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流域監視に資する富士川流砂観測データ分析に関する一考察
富士川砂防事務所 萬德 昌昭(※1), 菊池 瞳(※2), 小林幸博
日本工営（株）松岡 暁, 五十嵐 和秀, ○木村 詩穂, 伊藤 隆郭
京都大学防災研究所 藤田 正治, 宮田 秀介 三重大学 堤大三 (※1,※2 R3.3 時点の所属)

1.

はじめに

国土交通省では全国約 100 箇所に流砂水文観測所を設けており,観測ﾃﾞｰﾀが蓄積されつつある 1)。近年,流砂量観測ﾃﾞｰﾀ
の流域監視への活用へ向けて,ﾃﾞｰﾀの分析手法の検討が進められており 2),3),4), 大規模出水時の土砂流出の検知や,経年的
な土砂動態の変化等に対する流域監視の指標が提案されている。本稿では,富士川砂防事務所管内の流砂量観測ﾃﾞｰﾀを用
い,流域監視に資するためのﾃﾞｰﾀ分析として,土砂動態の経年変化や,大規模出水時及びその後の土砂流出特性を整理し
た。

2.

分析手法

2.1 分析対象 分析は,管内の流砂量観測所のうち,観測された出
水が多い大武川第 50 床固を対象に実施した。観測所の位置図を図
1 に,諸元を表 1 に示す。大武川第 50 床固では 2011 年以降に観測
が開始されて以降,水位計・濁度計・ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝによる観測が継続的
に実施されている。機器配置図を図 2 に示す。水深 0.1m 以上を条
件として出水を抽出すると,観測期間(2011～2020 年）で 27 出水観
測されている。
2.2 土砂動態の経年的な変化の把握手法 土砂動態の経年的な変
化の把握のため,流量と流砂量(掃流砂量,浮遊砂量)の関係を整理
した。流量はﾏﾆﾝｸﾞ式(n=0.04s/m1/3)による平均流速に河積を乗じ
て算出し,浮遊砂量は濁度計による容積土砂濃度(cm3/cm3)に流量を
乗じて算出した。掃流砂量は,観測所右岸に設置されている 2.0m ﾊ
ｲﾄﾞﾛﾌｫﾝによる単位幅掃流砂量(m3/s/m)に,川幅全幅を乗じて算出し
た。流量と掃流砂量の関係では,河床材料調査による 60%粒径を用
いた平衡流砂量式（MPM 式,芦田・道上の式）と観測ﾃﾞｰﾀを比較し
た。流量と浮遊砂量の関係においては,全国の河川におけるｳｫｯｼｭﾛ
ｰﾄﾞの量の上限及び下限の値 5)と比較した。
2.3 大規模出水時の土砂流出特性の把握手法 出水時の増水期と減
水期の流砂量の違いによるﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟの特性は,上流域の土砂生産
やその後の土砂流出状況と関係があることが知られている 2)。本稿
では,大武川第 50 床固で観測された出水のうち,最も累積雨量が大
きかった 2 出水として,2017 年台風 21 号出水(累積 266mm,大坊観
測所)及び 2019 年台風 19 号出水(累積 389mm)と,その次の中～小規
模出水について,ﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟの特性を整理した。

3.

大武川

釜無川
50 床固
図 1 大武川第 50 大武川第
床固位置図
図 1 大武川第 50 床固位置図
表 1 観測所諸元（大武川第 50 床固）
観測所

60%粒径

勾配

川幅

備考

大武川第
50床固工

4.04mm

1/58

74m

粒径はH23.11.17
調査

経年的な土砂流出の変化の把握

3.1 流量と浮遊砂量の関係 流量と浮遊砂量の関係を図 3 に示
す。2011 年には台風 12 号や 15 号による大規模な出水があったが,
その 2011 年から 2018 年までは経年的に流砂量が減少する傾向に
あり, 2011 年出水による土砂生産・流出が,経年的に落ち着いて
2011
2012

浮遊砂量 Qs（m3/s）

1.E+00

2013
2014

1.E-01

2015
1.E-02

2016
2017

1.E-03

2018
2019

1.E-04

1.E+01

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.E+00
掃流砂量 Qb（m3/s）

1.E+01

図 2 大武川第 50 床固 機器配置図(R3.3 時点)

1.E-01
1.E-02
1.E-03

Meyer-Peter
and Muller

1.E-04

芦田・道上式
(u*e/u*=1.0)

2020
1.E-05

1.E-05
0.1

1

10
100
流量 Q（m3/s）

1000

0.1

図 3 流量と浮遊砂量の関係
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図 4 流量と掃流砂量の関係
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図 5 大規模出水(①④)とその次の出水(②③⑤)のヒステリシスループの特性（浮遊砂）
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図 6 大規模出水(①④)とその次の出水(②③⑤)のヒステリシスループの特性（掃流砂）

きている。2019 年には台風 19 号の影響により 2013 年の規模まで増加しており,台風 19 号では細粒成分の土砂が多く流出
したことを示している。2020 年は 2018 年の規模に戻っている。
3.2 流量と掃流砂量の関係 流量と掃流砂量の関係を図 4 に示す。2011 年から 2012 年に流砂量が大きく増加しており,
2013 年には土砂流出が落ち着いている。2014～2016 年は流砂量が少ない状態が継続し,2017 年にわずかに流砂量が増加し
たまま, 2018～2019 年と推移して,2020 年には 2014～2016 年と同程度まで落ち着いている。2012 年の流砂量の増加
は,2011 年の台風 12 号や 15 号の影響を受けており,2017 年の増加は,2017 年台風 21 号の影響が考えられる。2011 年の台
風により掃流砂量が大きく増加した一方で,2017 年及び 2019 年の台風による大規模出水の影響は比較的小さい。

4.

大規模出水時及びその後の土砂流出特性の把握

4.1 浮遊砂のﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟの特性 2017 年台風 21 号出水及び 2019 年台風 19 号出水と,その次の出水のﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟの特性
を図 5 に示す。浮遊砂では,①2017 年台風 21 号出水及び④2019 年台風 19 号出水に左回りのﾙｰﾌﾟが見られ,その後の出水
②③⑤では明瞭なﾙｰﾌﾟは見られないが, ③2018 年 9/4 出水では増水期の方がやや流砂量が多い。①2017 年台風 21 号や②
2019 年台風 19 号で左回りのﾙｰﾌﾟが見られるのは,観測所上流域における土砂生産が示唆され,土砂生産の影響を受けて,減
水期に流砂量が増加している可能性がある。
4.2 掃流砂のﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟの特性 掃流砂(図 6)では,①2017 年台風 21 号出水において左回りのﾙｰﾌﾟが見られ, ②2018 年
7/5 出水では明瞭なﾙｰﾌﾟが見られないが,③2018 年 9/4 出水では右回りのﾙｰﾌﾟが見られる。④2019 年台風 19 号出水におい
ては明瞭なﾙｰﾌﾟは見られないが,⑤2020 年 6/30 出水では右回りのﾙｰﾌﾟが見られる。①2017 年台風 21 号により大規模土砂
流出があったかは不明だが,④2019 年台風 19 号出水では,大武川上流の朴の木上流砂防堰堤で土砂が捕捉され,満砂になっ
た状況が確認されている。掃流砂では,大規模出水においては観測所上流域の土砂生産の影響を受け,左回りのﾙｰﾌﾟが見ら
れることがあり,その次以降の出水で右回りのﾙｰﾌﾟが見られる傾向があることが分かり,既往研究 2)と矛盾しない。ただ
し,大規模出水時(①及び④)について,左回りのﾙｰﾌﾟがある場合(①)と無い場合(④)がある。①の出水では,浮遊砂・掃流
砂共に左回りのﾙｰﾌﾟが見られ,大規模な土砂流出があったことを示唆し,その後③の出水で,①の掃流砂量と同程度の流砂
量である右回りﾙｰﾌﾟが見られる。一方で,④の出水では掃流砂のﾙｰﾌﾟが見られず、次の⑤出水の右回りﾙｰﾌﾟでも,③に比べ
小さいﾙｰﾌﾟ(同規模の流量時の流砂量が小さい)となっている。大規模出水時の左回りのﾙｰﾌﾟが見られないことや,大規模
出水後の次の出水での右回りのﾙｰﾌﾟが小さくなることは,出水中の掃流砂が砂防堰堤等で捕捉されることによる施設効果
と考えられる。

5.

まとめ

本稿では,大武川第 50 床固工における流砂量観測ﾃﾞｰﾀを用いて,流域監視に資するため,経年的な土砂動態の把握と,出
水中のﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟの整理による土砂流出の分析を行い,大規模出水時に流砂量が増加してその後低減する状況や,施設効果
が示唆されること,大規模出水時及びその次のﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟの特性について示した。今後,流域監視に資するための具体的な
監視指標の検討や,ﾘｱﾙﾀｲﾑで土砂動態を把握するためのｵﾝﾗｲﾝ化,CCTV ｶﾒﾗを活用した画像解析による監視体制の構築等,総
合的に検討を進めていく予定である。
【参考文献】 1) 内田ら: ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝによる観測に基づく山地流域の掃流砂の流出特性,平成 27 年度砂防学会研究発表会概要集 p.B20-B21,2015、2)桜井
ら:流砂水文観測から得られた異常な土砂生産時の掃流砂流出特性と観測結果の山地流域監視への適用について,砂防学会誌,Vol.72,No.2,p.25-31,2019、
3) Uchida et al.: Effects of episodic sediment supply on bedload transport rate in mountain rivers. Detecting debris flow activity using
25 continuous monitoring，Geomorphology, Vol. 306, 1, pp.198-209, 2018、4) 高原ら: 流域監視に資する流砂水文観測ﾃﾞｰﾀ分析手法の検討,平成 30
年度砂防学会研究発表会概要集 p.319-320、5)土木学会編:水理公式集（平成 11 年度版）,p.170-171,1999
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新庄管内における出水時流砂観測（令和元年東日本台風）
日本工営株式会社
１. はじめに
新庄河川事務所管内では、立谷沢川、角川、
銅山川、寒河江川、鮭川、赤川の 6 流域におい
て、流砂量観測を実施しており、出水時には観
測精度の向上のため、連続採水を実施している。
ここでは、土砂災害のポテンシャルが高く土
砂生産が激しい、立谷沢川流域の瀬場・肝煎観
測所において、令和元年東日本台風時に実施し
た出水時流砂観測について報告する。
２. 観測実施計画
(１)観測対象地点と降雨
観測地点は、上流で土砂生産の活発な立谷沢
川流域の流砂量観測施設である瀬場観測所と肝
煎観測所の 2 箇所とした。
観測の対象とする降雨は、近年の降雨状況を
整理した上で、前線に伴う降雨時または台風に
伴う出水時に実施する。実施判断の基準とする
雨量観測所は、観測予定地点近傍（上流）であ
る玉川第 6 ダムとし、欠測となった場合は、玉
川第 6 に相関が強い近傍の大中島もしくは、櫛
引（気象庁）の雨量を基準雨量とした。
(２)観測開始と終了の判断
出水時観測を開始する目安の雨量を設定する
ため、平成 29 年と平成 30 年の降雨時における
玉川第 6 ダムの雨量と瀬場・肝煎観測所の濁度
の関係を整理した。
平成 29 年 10 月台風 21 号通過時は、累加雨量
が 10/23,05：30 に 50 ㎜を超えると濁度が急上
昇し始め、瀬場観測所では 08：00 に肝煎観測所
では 20：00 に最高値に達した。平成 30 年 8 月
停滞前線降雨時でも同様であり、累加雨量が
50mm を越えた 8/30,23：30 より濁度が上昇し始
めていた。このため、玉川第 6 ダムの累積雨量
が 50 ㎜に達すると予想される時点で、観測を開
始することとした。
降雨期間の濁度、水位（自動観測データ）の
変化としては、瀬場・肝煎観測所とも濁度の立
上り～ピーク～底までは 20 時間程度であった。
このため、採水はピーク後 6～7 時間程度を目安
に実施する計画とし、河川の水位濁り採水試料
の濁り具合等を見て、最大でも 24 時間で終了判
断することとした。

○池田一，鈴木聡樹，山田翔平

(３)観測項目と頻度
採水作業は肝煎・瀬場観測所において、1 時
間に 1 回実施し、採水試料を試験室に持ち帰り
粒度分析と密度試験を実施した。
採水はひも付きバケツを橋から降ろし流水を
採水し浮遊砂を採取した。採水を実施の際は、
フルハーネスを着用し安全を確保した。
流速は高水時において浮子を用いて観測した。
流下時間の計測は観測所ごとに 1 時間に 2 回、
川の流心で計測することを基本とし、2 回平均
時間を採水時の流速とした。できる限り流心に
近い箇所において浮子の流下時間を計測した。
出水時の危険作業となるため、観測前に事前
訓練を実施し、観測手順の確認と危険箇所及び
安全な避難場所を確認し事故を予防した。
出水時観測の実施状況を図 1 に示す。左がバ
ケツ投下状況、右が試料採水状況である。

図 1 出水時観測実施状況
３. 観測実施結果
(１)降雨状況
台風 19 号が東日本に接近し大雨になることが
予報されたため、10/10（木）より事前準備を開
始し、累加雨量が約 20mm となった 10/12（土）
18：00 から、雨量ピーク終了後 10/13（日）3：
00 まで出水時観測を実施した。
雨量データは、玉川第六ダム用いた。時間雨
量の最大値は 18 ㎜、降り始めから臨時点検終了
時までの累加雨量は 124 ㎜であった。
(２)粒度組成
採水試料の濃度及び量が少なかったため、レ
ーザー回折散乱法（JIS8825：2013）により粒度
分析を実施した。粒度分析結果を図 2 に示す。
採水試料は瀬場・肝煎観測所ともに砂分が少
ないこと、シルト分が多いことが特徴であった。
一方で浮遊砂サンプラーの試料は、比較して粗
粒分が多かった。

- 643 -

図 2 粒度分析結果（瀬場観測所）
採水した瀬場・肝煎観測所の試料を図 3 に示
す。試料は左端 18：00～右端 3：00 の順である。

（瀬場観測所 採水試料）

（肝煎観測所 採水試料）
図 3 瀬場・肝煎観測所の出水時観測試料
①瀬場・肝煎観測所ともに組成は、シルト分の
割合が高く（60～70％）、粘土（20～30％）、
砂分（数％～15％）の順であった。
②肝煎観測所では、シルト分が減少しほぼ一定
であり、粘土の変化幅は小さかった。
③瀬場観測所では、シルトがいったん上昇する
がそれ以降はほぼ同じで最後は若干低下した。
粘土分は階段状な上昇傾向を示し、砂分は減
少しほぼ一定となった。
水位の上昇、流速にともなって侵食堆積の状
態が変化し粒度組成が変化すると考えられる。
観測実施中、シルト分が継続的に専有しており、
キャリブレーション式はシルトサイズを用いる
のが妥当と考えられる。課題として採水は水面

付近のデータであるため、今後深度方向の採水
を実施して、データを得る必要がある。
(３)流速
浮子を用いて第 1 から第 2 断面間（100ｍ）の
流下時間をストップウォッチで計測した。澪筋
は一定ではなかったが、平均的な水深は 1.0ｍ
前後と仮定し 0.5ｍの浮子を用いた。
流速の時間変化は、瀬場観測所は 2 ピーク、
肝煎観測所では 21:00～22:00 の間で流速が増大
し、最大流速は 2 か所とも 01:00 であり 4～
5m/s であった。
(４)濁度
粒径が出水初期に大きく変化するなか、濁度
計電圧は 18:00 時点で 0.25v から、01：00 ピー
ク時で 1.712v まで上昇した。
河川や湖畔の水や排水の調査等に利用される、
水の清濁を測る指標のひとつである透視度では、
18:00 試料では 13.0cm であったが、01:00 ピー
ク時は 0.5cm であった。
４. まとめ
瀬場・肝煎観測所おいて令和元年東日本台風
時に出水時流砂観測を実施した。粒度組成は時
間変化するがシルト分多く、流速はピークで 4
～ 5m/s 、 濁 度 は ピ ー ク で 1.712v 、 透 視 度 で
0.5cm であった。今後は、深度方向の採水を実
施しデータを加えたいと考えている。
本報告をまとめるにあたり、ご指導頂いた東
北地方整備局新庄河川事務所のみなさまに感謝
致します。
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大野原橋観測所におけるﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝを用いた掃流砂観測
国土交通省 北陸地方整備局

湯沢砂防事務所

鈴木啓介・戸田満

日本工営(株) 〇麻生あすみ・松岡暁・松田悟・伊藤隆郭・五十嵐和秀
京都大学 防災研究所 宮田秀介

湯沢砂防事務所管
竜光遊砂池
内の魚野川本川上流
に位置する大野原橋
登川水位観測所
観測所では,2004年7
月から流心でのﾊﾟｲ
清水下流
ﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ（ﾊﾟﾙｽ
砂防堰堤
式 ）・ 観測 桝・ 水 位
大野原橋
計・底面流速計,2017
年から左岸での水位
計・濁度計を用いた
掃流砂量の観測
が実施されてき 図-1 魚野川流域の流砂量観測所位置
た1)。しかし,2019年10月の台風19号に伴う出水により,
流心の流砂量観測施設が被災した。また,上流に位置
する土樽上流砂防堰堤でも,台風による流砂量観測施
設が被災したため,大野原橋1地点での集中観測を実
施する方針で観測機器を復旧している2）。
復旧に際しては,これまでに設置・観測が続けられ
てきた機器の補修のほか,耐久性のある機器による掃
流砂量の連続観測を目的として,ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ（ﾊﾟ
ﾙｽ式）を新設,また被災したﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝに代わり
土樽上流砂防堰堤に設置していたﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ
（国総研式）を移設している。ここでは,大野原橋にお
けるﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの観測結果について整理した。
0

30km

2．大野原橋観測所における掃流砂観測
（1）基本事項：大野原橋観測所（流域面積 97.6km²,
河床勾配 1/53.6,川幅 45m）では,流心部にてﾊﾟｲﾌﾟ型
ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ（国総研式・ﾊﾟﾙｽ式）
・ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ（ﾊﾟ
ﾙｽ式）・観測桝・水圧式水位計・底面流速計による観
測を行っている。また,左岸の護岸には水圧式水位
計・濁度計を設置し,観測を行っている（表-1）。ﾊﾟﾙｽ
式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝのｼｽﾃﾑは後藤ら3)に示すとおりである。ﾌﾟ
ﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝは,京大防災研との共同研究である縦
100×横500×厚さ6（㎜）を設置しており,従来設置さ
れてきたもの（縦200×横500×厚さ12（㎜））と比べ,
厚さが薄く感度が高いこと,縦方向に短く礫が複数回
衝突しないことが期待される。
表-1 大野原橋設置観測機器諸元
機器名

型式
IHP-50L（L500×φ48.6）
IHP-200L（L2000×φ48.6）
ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ 縦100×横500×厚さ6（mm）
流心
観測枡
縦2000×横2000×深さ2000（mm）
水圧式水位計
ATM.1ST
底面流速計
RF
水圧式水位計
ELP-2WSF
左岸
濁度計
OBS-3+
ﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ

（2）ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝﾊﾟﾙｽと観測枡の相関：掃流砂量の算出に
際し,ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝにおける推定式（ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ
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式）を算定した。推定式の算出には,2020年3月10日及
び2020年4月18日の出水ﾃﾞｰﾀを採用し,相関が高い増
幅率64倍のﾊﾟﾙｽﾃﾞｰﾀから推定式を以下の通り算定し
た(図-2)。なお、採用したﾃﾞｰﾀが2出水分と少ない状況
にあるため,今後ﾃﾞｰﾀを蓄積していく必要がある。
6mmプレート型 64倍
0.15
+50%

y=0.00007x

上限値

‐50%

下限値

掃流砂量(m3/5分/m)

1．はじめに

掃流砂量推定式

0.1

2020/3/10観測値
2020/4/18観測値

0.05

Qb（m3/s）
=1.05×10-5×P64
（川幅：45m）

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

パルス数(回/5分)

図-2 大野原橋の観測枡とﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝﾃﾞｰﾀの関
係及び掃流砂量の推定式（64倍）
（3）流量-掃流砂量の関係：図-3及び図-4に,2020年度
融雪時期や出水時期における出水ｲﾍﾞﾝﾄ時のﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊ
ｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの計測ﾃﾞｰﾀ,並びに過年度ﾃﾞｰﾀ（ﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛ
ﾌｫﾝでの計測ﾃﾞｰﾀ）含む流量-掃流砂量の関係ｸﾞﾗﾌを示
す。算出方法は綱川ら4)に示すとおりである。ｾﾝｻｰの
形式は異なるものの,過年度ﾃﾞｰﾀはﾊﾟﾙｽ数3000回/5分
以上の飽和領域にて値が頭打ちとなっているのに対
し（図-3,図-4中×印）,2020年度のﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ
の計測ﾃﾞｰﾀは飽和領域よりも上位にﾌﾟﾛｯﾄされている。
このことから,2020年度の出水規模ではﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛ
ﾌｫﾝの観測閾値を超えるものはなく,過年度までの観
測よりもより広い範囲（図-4,流砂量0.01m3/sより上
部）でﾃﾞｰﾀを取得できると考えられる。
（4）粒度分布の推定結果：2020年2月に設置したﾌﾟﾚｰﾄ
型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝについて,計測ﾃﾞｰﾀから粒径推定が可能と
なるように,現地にて運動量と出力電圧の関係を求め
る応答試験を行った。試験は,予め設定した落下高さ
と鋼球径のｹｰｽを,図-5に示す7箇所にて実施した。周
縁に位置する④～⑦では,ボルト固定による音響波形
への影響を確認し,赤枠で囲んだ中心部3箇所の試験
結果を平均値として運動量の算出を行った。算出の結
果,運動量M［g・m/s］＝0.969×出力電圧[V]^1.55 （Ⅿ
≦ 10 [g･m/s]）となった（図-6）
。
また,粒径別流砂量の観測に際して,粒度分布の推定
を行った。図-6を用いて,5分ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙで取得された出力
電圧ﾃﾞｰﾀを基に粒径を推定した。観測枡調査で分析さ
れている土砂は,2020年3月10日及び4月18日の出水に
より堆積した土砂がほとんどを占めると考えられる
ことから,それぞれの出水時の出力電圧ﾃﾞｰﾀを用いた。
ここでは代表して,3月10日の出水にてﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの

10

変換値出力電圧（V）

出力電圧から
推定された粒径
1
と観測枡調査の
結果との比較を
0.1
①
示す（図-7）。なお,
②
③
観測桝調査結果
0.01
の う ち ,2mm 以 下
0.1
1
10
100
1000
運動量（g・m/s）
の粒径階を除
図-6 ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの運動量と出力
いている。3月
10日の出水時の推定粒径は,ﾌﾟﾚｰﾄ型及び併設してい
るﾊﾟｲﾌﾟ型で平均粒径（60%粒径）がほぼ同程度とな
っており,それぞれの整合が取れている結果となった。
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100
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図-3 流量と掃流砂量（ﾊﾟｲﾌﾟ型）の関係（大野原橋）

全掃流砂
(合計)

出水

パルス数3000回/5分
以上の飽和領域

図-4 流量と掃流砂量（ﾌﾟﾚｰﾄ型）の関係（大野原橋）
センサーユニット
取付位置

流下方向

図-5 運動量と出力電圧の関係を求める代表地点

1
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図-7 2020年3月10日の出水時のデータから推定した粒
度分布と観測枡調査結果の比較
（5）粒径別流砂量の算出：推定式により算出した粒度
分布を用いて,出水時の粒径別流砂量を求めた 5) （表
-2）。2020年度は大きい出水がなかったため,今後も
様々な出水規模のﾃﾞｰﾀを蓄積しながら,掃流砂量算出
について検討していく必要がある。
表-2 出水毎の粒径別流砂量と全掃流砂量（ﾌﾟﾚｰﾄ型）
～0.85
mm

令和元(2020)年
3月9日出水

8.890

2.91×10

令和元(2020)年
4月17日出水

34.04

令和元(2020)年
5月18日出水
令和元(2020)年
7月4日出水

0.85～2.0
mm

-4

9.16×10

2.32×10

-4

8.27×10

0.130

0

4.67×10

0.770

0

2.81×10

1.99×10

-3

1.90×10

-2

2.12×10

-3

4.69×10

令和元(2020)年
7月8日出水

10.230

0

6.60×10

令和元(2020)年
7月15日出水

0.120

0

3.95×10

令和元(2020)年
7月29日出水
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0

2.84×10

1.41

0

0

0

8.71
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0

0

-2

0

0

0

0
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-1

0

0
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0
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0
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-2
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-2

2.53×10

5.87×10

令和元(2020)年
11月20日出水
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-4

0
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75～150
mm
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53～75
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3.14

-3
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1.02
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mm
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-1

9.22×10

-2

-1

1.91×10

-1

1.5
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-1
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0
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3．おわりに
大野原橋に新設したﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝについて過年
度までの計測ﾃﾞｰﾀと比較し, ｾﾝｻｰの形式は異なるも
のの大きな乖離はないことがわかった。また,併設す
るﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝのﾃﾞｰﾀ取得領域よりも広い範囲で
ﾃﾞｰﾀ計測が可能であることがわかった。今後ﾃﾞｰﾀの蓄
積を図ることで,より精度の高い掃流砂量の把握が可
能となるため,今後も継続した観測を行っていく。
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掃流区間にある不透過型砂防堰堤の浮遊砂捕捉に関する一次元河床変動計算
パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○蔭山 星・吉武 央気・飛岡 啓之・片山 直哉
国土交通省 国土技術政策総合研究所 泉山 寛明・山越 隆雄・永谷 直昌

１．はじめに
近年，集中豪雨による表層崩壊起因の土石流により巨礫とともに大量の細粒土砂の流出が顕著に見られ，河道の土砂堆
積に伴い土砂・洪水氾濫被害が発生している。このような背景から，巨礫だけでなく細粒土砂の流下過程を適切にシミュ
レートすることも重要と考えられる。土石流から掃流砂・浮遊砂まで連続的に土砂移動形態が遷移するとしてモデルを構
築した場合、実現象の再現性からモデルの妥当性を確認する以外に、砂防施設による捕捉過程を精度良く再現できるか確
認しておくことが望ましい。そこで本稿では，細粒土砂の流下を考慮した河床変動計算モデルの検証を目的として，別報
1）

の実験結果を再現計算対象とした一次元河床変動計算を実施した。

２. 計算モデル
一次元河床変動計算モデルは「豪雨時の土砂生産をともなう土砂動態解析に関する留意点（国土技術政策総合研究所
資料第874号）」に準拠したモデルを利用した。細粒土砂は，土石流域・土砂流域における粗粒成分の土砂間隙に基準点
（土砂流の場合は水流層と砂礫移動層の境界とする）での浮遊砂濃度で一様に存在すると仮定し，平衡基準点濃度と非
平衡基準点濃度の差を埋めるように沈降・浮上が発生するとモデル化した2）。また土砂流の水流層では浮遊砂がLaneKalinskeの濃度分布式3）で分布するとし，基準点濃度は芦田・道上式4）を利用して算出した。間隙流体密度については，
「深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マニュアル（案）（土木研究
件として，不透過型砂防堰堤上流の河床高がダム天端高さを上回るまで粗土
砂は越流しないようにした。一方，細粒土砂は，水流中に分布している分に
ついては堰上げ発生時に洪水と一体となって不透過型砂防堰堤下流へ流下す

流量(L/s )

所資料4240）」に準拠して時空間的に算出した。堰堤地点においては境界条

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

るようにした。なお，本計算モデルでは，粗粒土砂を掃流砂成分，細粒土砂
を浮遊砂成分として考えた。

50
時刻(分)

100

図 1 上流端流量

３. 計算条件

表 1 計算条件

計算条件は，実験条件 1）を参考に設定した。表 1 に計算条件を示
す。上流端流量は階段波形として設定した（図 1）
。掃流砂・浮遊砂
の混合割合は，それぞれ 17 %，83 %とした。粒径は実験条件を参考
に掃流砂：1.0 mm，浮遊砂：0.1 mm として設定した。なお，実験に
おける掃流砂は d60 = 1.11 mm，(d84 / d16)0.5 = 1.51 である。堆積速度
係数は表 2 に示す 3 パターンを設定し，各設定値による計算結果と
実験結果の整合性を確認した。

河
道
条
件
上
流
端
条
件

４.計算結果
計算の事前準備として，無給砂条件において，実験結果と計算結
果の水面勾配の整合を確認した結果，水面形が再現できていること
を確認した。次に，給砂条件での計算を実施し，各計算ケースの土
砂収支（図 2）
・最終河床高（図 3）
・地点毎の浮遊砂成分の割合（図

パ
ラ
メ
ー
タ

項目
縦断延長
セルサイズ
粗度係数
河床条件
土砂の供給方法
給砂土砂の粒径
給砂土砂の供給割合
河床の堆積土砂濃度
内部摩擦係数
砂礫密度
堆積速度係数
侵食速度係数

4）
・上流端における掃流砂量（図 5）
，地点毎の間隙流体密度の最大
値（図 6）を整理した。図 2 に示す土砂収支比較図より，計算の土砂
収支は CASE2 が最も実験結果と整合していた。図 3 に示す最終時
刻における河床高図より，0 cm~500 cm 区間における各計算の堆砂
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設定方法
8.5 m
0.1 m
0.019
固定床
平衡給砂
掃流砂:1.0 mm
浮遊砂：0.1 mm
掃流砂：17 %
浮遊砂：83 %
0.6
35 °
2.65（g/cm3）
表 2 を参照
7.0×10-4

表 2 計算ケース

ケース名
CASE1
CASE2
CASE3

堆積速度係数
1.0×10-2※一般値
2.5×10-2
5.0×10-2

勾配は，いずれのケースも実験結果と整合していた。ただし，最

0.5

終河床高の上流端付近では解析の河床勾配が急激に増加してお

0.4

が，CASE1 でも十分に再現できていると考えられる。図 4 に示
す地点毎の堆砂土砂成分の割合より，計算結果は，実験でみられ

土砂量(m3)

り，堆積傾向が強い。堆砂形状について，実験では最終的には満
砂していた。実験結果と同様に満砂したのは，CASE3 であった

実験結果
CASE2

た堰堤地点から離れるほど浮遊砂の堆積割合が減少する傾向を定

0.3
0.2
0.1
0.0

性的に再現できていた。一方，定量的には，計算結果が全体的に

投入土砂量

大きい傾向にある。特に堆砂土砂成分の割合は，堰堤から離れる

45

砂量より，実験で設定した供給砂量が大きいことが挙げられる。

35

両式の係数は若干違うものの，式形が概ね同じであるため大きな
差は生じていないと考えられるが，計算によって算定される掃流

標高 H（cm）

特に大きい。この理由としては，図 5 に示す上流端における掃流

たが，解析の掃流砂量は別の掃流砂量式 2)によって算定される。

堆積土砂量

流出土砂量

図 2 土砂収支

ほど実験結果と解析結果の差が大きく，掃流砂の堆積割合の差は

実験の供給砂量は芦田・高橋・水山らの掃流砂量式を用いて与え

CASE1
CASE3

実験結果
CASE2

CASE1
CASE3

25
15
5
-5

砂量が若干小さく，土砂の輸送能力が小さいため，計算の上流端

850 750 650 550 450 350 250 150 50 -50
縦断距離 L（cm）

で実験より堆積傾向が強くなったと考えられる。実験は，掃流区

図 3 最終河床高

間を対象とした実験であるため，フェーズシフトは発生しないと
な値となっておらず，フェーズシフトは無視できる程度であるこ
とが分かる。

５.おわりに
本稿では，細粒土砂を考慮した数値解析モデルが細粒土砂の捕

浮遊砂の堆積割合(%)

考えられるが，図 6 に示す地点毎の間隙流体密度はそれほど大き

実験結果

CASE1

CASE2

CASE3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

捉メカニズムを再現可能か検証した。掃流区間を対象とした本計

500

算条件では，堰堤地点から離れるほど浮遊砂の割合が上昇する傾

図 4 地点毎の浮遊砂の割合

向を定性的に再現できており，不透過型砂防堰堤による浮遊砂の

0.020

程堆積する掃流砂・浮遊砂成分の差が実験と解析で大きくなる傾
向となったが，境界条件を適切に与えればより計算の再現性が向
上すると考える。

掃流砂量(cm 3/s)

沈降堆積現象を評価することができた。ただし，堰堤から離れる

参考文献
1)

0.015

CASE1

CASE2

CASE3

0.005

0

吉武央気ら：掃流区間にある砂防施設の浮遊砂捕捉に関する

50
時刻(分)

100
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図 5 上流端における掃流砂量

鈴木拓郎ら：土石流から掃流砂領域までを連続して取り扱う
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図 6 地点毎の間隙流体密度の最大値
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微細土砂の液相化を考慮した数値計算は崩壊起因土石流の再現に有効か？
東京大学大学院 戸部潤一郎 ○堀田紀文
京都大学大学院 酒井佑一
(株)建設技術研究所 西口幸希
筑波大学生命環境系 内田太郎
1. はじめに
土石流被害の軽減に繋がるハザードマップの作成には数値計算が有効である。均一粒径モデルを用いた
数値計算が効果をあげているが，現実の土石流の粒度分布は幅広く，例えば崩壊に起因する大規模な土石
流では流下・堆積の再現性の低下が指摘されている（西口ら, 2011）。微細土砂の液相化（：間隙流体の乱
れと一体化）がその要因の 1 つであり，モデル化が進んでいる（西口ら, 2017; Sakai et al., 2019）。
本研究では，崩壊土塊が土石流化したとされる複数の災害事例を対象に，液相化モデルを組み込んだ再
現計算を行い，モデルの適用性に関し，その効果や適用条件を明らかにする。
表－1 数値計算の対象とした土石流事例
*印は 2 次元計算も行った事例

2. 対象地・方法
数値計算は，崩壊が発生起因であり，発災後
に現地で詳細なデータが取得された６つの災
害事例（表－1）を対象とした。堆積深や流下幅
などの現地データについて 1 次元の数値計算で
比較検証を行い，液相化モデルによる再現性を
検討した。発災前後の地形データが存在する 4

事例では 2 次元の再現計算も実施した。数値計算では，浅水流方程式に土石流の構成則（宮本・伊藤, 2002）
を導入し，浸食速度式（高橋・匡, 1986; 江頭ら, 1988）による感度分析も行った。差分法にはリープ・フロ
ッグ・スキームを用いた。
液相化は，大小二粒径の土石流実験から導出された式(1)における α として評価した（Sakai et al., 2019）。
𝛼𝛼 = 0.0167𝑣𝑣𝑡𝑡 ⁄𝑤𝑤𝑠𝑠 − 0.0475 (1)

ただし，𝑣𝑣𝑡𝑡 は乱れ速度，𝑤𝑤𝑠𝑠 は沈降速度を表す。式(1)は二粒径の土石流の水路実験結果に基づき定式化され

ている。α は小粒径のうち液相化する土砂の割合を示し（0 で液相化無し，1 で全て液相化），土石流の

流下に伴い変化する（：液相化変動モデル）。本研究では，土石流の連続した粒度分布に対して便宜的に
境界粒径 Dc を定めて粒度分布を大小に二区分することで，式(1)を適用した現地再現計算を可能にした。
現状では Dc を決める合理的な方法が無いため，まず 1 次元計算においては，幅広い Dc に対して，最
終堆積形状における計算値と実測値の残差の二乗平均平方根（RMS: Root Mean Square）を比較した。ま
た，比較のために，各 Dc について，小粒径に区分された土砂の全てが常に液相化する条件でも計算を実
施した（：液相化最大固定モデル）。
2 次元計算では，逆解析の結果として得られた条件を中心に，発災前後の地形データの差分から得られ
る土石流の浸食・堆積状況と流下範囲内における計算結果と比較した。
3. 結果
1 次元計算では，液相化を考慮することで全ての事例において再現性が向上した。図－1 に結果の例を
示す。Dc が最小値に設定されている各図の左端が，従来の一粒径モデル（液相化の考慮されていない均
一粒径モデル）に相当するが，残差の RMS は大きい。また，液相化モデルに関して，図－1A のように液
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(A)

(B)

図－1 1 次元計算による逆解析の結果の例（A：事例 f，B：事例 c）
事例 f では液相化変動モデルでの再現性が高く，事例 c では液相化最大固定モデルの再現性が高い。

図－2 2 次元計算の結果の例（A：現地データ，B：数値計算）：事例 f（変動液相化モデル，Dc=4.75mm）
他条件に比較して，最終堆積形状のうち点線で囲まれた部分の再現性が高かった。

相化変動モデルでの再現性が高い場合（事例 a，f）と，図－1B のように液相化固定モデルの再現性が高
い場合（事例 b，c，e）が存在した。事例 d では，変動液相化モデルでも流下中の α が常に 1 に近い値を
取ったため，両者の再現性に差異が見られなかった。
2 次元計算では，1 次元計算での再現性が高かった計算条件（液相化変動または最大固定下での Dc の
値）で，実測値をよく再現した（図－2）。また，1 次元計算で再現性の低い条件下では，土石流による
浸食・堆積域の空間分布が実態と大きく乖離することが明確となり，液相化の適切な評価で土石流の数値
計算の再現性が向上するという 1 次元計算の結果を補強する結果が得られた。特に，液相化の評価（液相
化変動または最大固定）での再現性の良・不良が明確になった。1 次元計算で残差の RMS に差異がなか
った事例 d においては，堆積域の分布に違いが見られ，液相化最大固定時の再現性が高かった。
4. 考察とまとめ
液相化変動モデルでは，微細土砂が土石流間隙の乱流に取り込まれる形でモデル化されている（式 1）。
それに対して，図－1 に合わせて示した液相化最大固定モデルでは，土石流の流況や流動特性の変化が液相
化に影響せず，間隙流体密度の上昇を考慮した土塊の滑動モデルに近いと考えられる。両者は異なる現象
を想定しており，事例 a，f と事例 b，c，e（，d）との間で見られた再現計算結果の差異は，それぞれ，崩
壊土塊が土石流化して「流動」した事例（：液相化変動モデルの適用により再現性が向上）と，崩壊土塊が
「滑動」した事例（：間隙流体密度が一定値上昇）と位置付けられる可能性がある。崩壊土塊が滑動を経て
土石流化するような状況も想定できるが，本研究で対象とした 6 事例においては，両者に対応するモデル
での再現性の向上は排他的で，崩壊が流動化したケースと滑動に近い状況で堆積したケースに分かれてい
た。今後，現地での土砂の流下・堆積状況と合わせてさらに詳細な検討が必要になるが，崩壊起因の土石
流において微細土砂の液相化の影響を考慮する際には，流下形態／プロセスに対応して適切な数値計算を
実施することが重要であると言えよう。
参考文献：江頭ら(1988), 第 32 回水理講演会論文集, 485-490; 宮本・伊藤(2002), 砂防学会誌 55, 24-35; 西口ら(2011), 砂防学会誌
64, 11-20; 西口ら(2017), 平成 29 年度砂防学会研究発表会概要集， 482-483; Sakai et al. (2019), Journal of Hydraulic Engineering 45,
06019004; 高橋・匡(1986), 京都大学防災研究所年報 29, B-2, 343-359
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富士山大沢川における土砂流出形態と侵食堆積特性の関係
静岡大学農学部

○今泉文寿・山本蓮

筑波大学生命環境系 池田 敦
静岡県立農林環境専門職大学
アジア航測(株)

逢坂興宏

柏原佳明・西村直記

１． はじめに
複数タイプの土砂流出現象により災害が発生するリスクのある渓流では，土砂流出のタイプごとに河床の
侵食・堆積特性を把握したうえで，土砂流出の規模や堰堤の土砂調節効果を評価する必要がある。しかしな
がらこのような渓流において土砂流出タイプごとに侵食・堆積特性を整理した事例は少ない。そこで本研究
では，土石流，土砂流，スラッシュ雪崩など，複数種類の土砂流出現象が活発に発生している富士山大沢川
流域において，それぞれの現象の流下特性（流出土砂量，流下範囲）の実態把握を行ったうえで，流下特性
に影響を及ぼす気象・地盤条件，不安定土砂の堆積状況を検討した。
２．研究対象地概要
研究対象地は富士山西側斜
面に位置する大沢川流域であ
る（図 1）。地質は玄武岩質溶
岩とスコリアの互層である。
富士山頂直下から標高 2,200
m 付近にかけてのびる大沢崩
れ（長さ約 2.1 km，最大幅約
500 m，最大深さ約 150 m）を
源流域に有し，標高 900 m 以
下には扇状地が広がる。渓床
勾配は上流から下流に向けて
緩やかになるが，滝や狭窄部
など，局所的な急勾配区間も
みられる。

図１ 調査地の地形図と縦断地形

３．研究方法
３．１ 土砂流出のタイプの特定
土砂流出のタイプを特定するため，航空レーザー測量が定期的に行われている 2008 年以降の土砂移動イベ
ントを対象に積雪の有無と，地盤凍結の有無を調べた。まず，静岡県が設置しているライブカメラ「富士山
ビュー」の画像を判読することで，土砂移動イベント時の富士山高標高帯における積雪の有無を調べ，積雪
時に発生した土砂移動をスラッシュ雪崩，無積雪時に発生したものを土石流・土砂流とした。大沢川では地
盤の凍結期と非凍結期で土砂移動の発生条件が異なることが報告されており（花岡ら，2007），2 つの時期で
河床変動の特徴が異なる可能性がある。そこで無積雪時に発生した土石流・土砂流について，発生場付近に
おける地盤の凍結の有無を Degree-day 法により推定した（山本ら，2019）。
３．２ 土砂流出に伴う侵食・堆積量
航空レーザー測量によって得られた DEM（2008～2019 年）を差分解析することで，縦断方向での侵食・
堆積量の分布を調べた。また，渓床勾配ごとの侵食・堆積量もあわせて整理した。渓床の侵食・堆積現象は
平衡濃度の概念により説明されることが多く，渓床勾配から与えられる平衡濃度を上回る濃度の土砂流出が
あると堆積が，下回る濃度の土砂流出があると侵食がおきる。そこで侵食，堆積が活発におきた区間の渓床
勾配を整理することで，土砂流出の濃度について考察した。本研究では渓床における侵食・堆積特性を明確
化するため，山腹斜面を解析対象から除外した。また，人為的な影響を排除するため，扇状地の除石が行わ
れている区間についても，解析対象から除外した。

- 651 -

４．結果および考察
積雪および地盤の凍結の有無に基づき土砂流出のタイプを分類したところ，スラッシュ雪崩が 8 イベント，
凍結期土石流（土砂流）が 5 イベント，非凍結期土石流（土砂流）が 6 イベントであった。図 2 には 2011 年
11 月 19 日の凍結期土石流によって引き起こされた地形変化を示す。大沢崩れから大滝下流まで侵食傾向が
続き，扇状地では明確な堆積傾向にある（図 2a）。渓床勾配で整理をした図 2b をみると 34°で大きな侵食
のピークがあるが，これは大沢崩れ内の崖錐の角度とほぼ一致する。また 8°を境界として，侵食傾向から堆
積傾向に切り替わっている。この勾配（以下侵食・堆積閾値と呼ぶ）は，同じ凍結期土石流（土砂流）であっ
てもイベントごとに差異があり，全勾配にわたり堆積傾向にあったイベントも存在した。図 3 には 2011 年 9
月 11 日の非凍結期土石流によって引き起こされた地形変化を示す。今回，非凍結期土石流のみが発生した解
析期間はこの１時期のみであった。このイベント時には
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高原川流域の流水の多寡に着目した流砂観測サイトの抽出の試み
国土交通省 神通川水系砂防事務所 浅井 誠二，中田 圭一，岡田 武，星野 康弘
京都大学 防災研究所 藤田 正治，宮田 秀介
日本工営株式会社 ○林 聖也，長山 孝彦，池島 剛，窪寺 洋介，中西 隆之介
１．はじめに

山地河道において，流砂の実態把握，降雨に対する流
出の応答を把握することは，土砂流出特性の把握や，流
域監視，総合土砂管理の観点から極めて重要である 1)。
流砂観測を実施するにあたっては，観測の目的を明確
にし，目的に合致した観測地点及び設置機器手法を選
定する必要がある。本研究では土砂輸送能力（ARI）に
着目し，他の条件から設定した整備優先度の確認及び
設置機器の選定を実施した。
２．流砂観測の現状
高原川流域の流砂観測は平成 22 年度から蒲田川及び
平湯川の合流点で行われていたが，令和２年７月の出
水で既設の観測設備が被災し観測ができなくなったた
め，観測設備の再整備が必要となった。

４．整備優先度の設定
施工コストの観点等から，すべての支川に対して短
期間で観測体制を整備することは困難である。そこで，
本川における土砂流出量を早期から把握するため，本
川における土砂流出量への寄与が大きい支川から優先
して観測を開始することが望ましい。また，危機管理的
活用の観点でも土砂移動が活発で保全対象のある流域
から優先して整備することが望まれる。
表１に現地調査結果及び既存設備・保全対象の有無
より設定した整備優先度を示す。高原川流域における
主な土砂災害は蒲田川及び平湯川に集中しており，令
和２年度の出水時の現地調査でも蒲田川及び平湯川に
おいて顕著な濁水流出を確認している。これより，蒲田
川及び平湯川の整備優先度を最も高い A 評価とし，本
川（B 評価）より優先とした。また，土砂移動が活発で
なく保全対象のない笠谷及び下佐谷を最も低い D 評価，
残り４支川を C 評価とした。
表 1 各支川の整備優先度

３．流砂観測の目的及び基本方針
高原川では，流出土砂の影響に起因する土砂・洪水氾
濫から，流域内及び下流域の保全対象を保全すること
流域
整備優先度 CCTV 水位計 保全対象 土砂移動
が課題として挙げられている 2)。そのため，流砂観測は
蒲田川
A
16基
3基 有
活発
高原川における土砂流出量の把握及び下流に流出する
平湯川
A
10基
1基 有
活発
土砂量の把握を主目的として進めることとした。
本川
B
3基
3基 有
高原川本川における土砂流出量の把握のためには本
跡津川
C
1基
1基 有
活発でない
川において複数個所での流砂観測を行うことが望まし
双六川
C
1基
2基 有
活発でない
山田川
C
1基
2基
有
活発でない
い。しかし，本川における観測に適した既設の横断構造
蔵柱川
C
0基
1基 有
活発でない
物は岩井戸橋のみであることを確認した。そこで，本川
笠谷
D
0基
0基 無
活発でない
の土砂流出量については図１に示す各支川の土砂流出
下佐谷
D
0基
0基 無
活発でない
量から計算により求めることした。計算結果の検証や
精度向上を目的に，岩井戸橋も観測候補地点とした。
なお，降雨による土砂災害に加えて群発地震や火山 ５．土砂輸送能力（ARI）の算出
高原川本川流域では蒲田川及び平湯川以外で流砂観
噴火が想定されることから，危機管理的活用を兼ねる
こととし，支川内における土砂災害の検知も視野に入 測は行われておらず，他の支川における土砂流出量は
把握できていない。そこで，本研究では土砂輸送能力
れた検討を行った。
（ARI）を用いて，支川ごとの土砂輸送能を評価した。
ここで，ARI は流域面積，雨量，勾配を乗じたものであ
る 3)。
土砂流出量の算出によく用いられる手法としては掃
流砂量式があるが，掃流砂量式による算出では同一流
域内でも地点ごとの変化が大きく，流域全体の土砂輸
送能の把握や流域間の比較には適さない。一方，ARI は
豪雨時の流出土砂量の評価に用いられる指標であり，
流域間の土砂輸送能の比較に適していると考えられる。
本研究では，雨量に 1954 年から 2009 年までの年最
図 1 高原川流域図

- 653 -

大連続雨量，河床勾配に支川出口から上流 200m の平均
河床勾配を使用した。支川出口周辺の河床勾配を使用
することで，支川出口から高原川本川への流出土砂量
をより反映可能と考えられる。
６．ARI を考慮した整備優先度の検討

外れ値
最大値

平均値
中央値
最小値

図 2 高原川支川の土砂輸送能力

各支川の ARI を図 2 に示す。
ARI は蒲田川で顕著に高く，次いで平湯川及び跡津川
で大きい結果となった。蒲田川及び平湯川で大きい点
は災害履歴や現地踏査結果と一致するが，跡津川でも
平湯川と同程度の土砂輸送能力があることが示され，
今後の出水では跡津川や双六川でも活発な土砂流出が
生じる可能性が示唆された。表 1 における整備優先度
の評価との矛盾はないが，土砂移動が活発でないとさ
れる評価 C グループの中では ARI の大きい跡津川及び
双六川において，本川の土砂流出量への寄与が大きく
土砂災害の危険性も高いと思われることから，優先し
て流砂観測体制を整備することが望ましい。
７．ARI を考慮した設置観測機器の検討
設置観測機器は既往の流砂観測検討で得られている
知見より水位計・濁度計・ハイドロフォン・観測枡を基
本とする 4)。ただし，観測枡についてはハイドロフォン
のキャリブレーションが目的であり，優先度 C 及び D
の支川については，多様な礫径の土砂の流下が予想さ
れるため，早期に整備を実施する蒲田川，平湯川及び本
川での観測結果によるキャリブレーションの可否を確
認した上で，設置の要否を再検討することが望ましい。
ハイドロフォンについては礫の衝突等による故障が
課題となっており，通常のパイプ型ハイドロフォンと
比較して感度は劣るが耐久性の高いロバスト型（肉厚
の厚いパイプ型，プレート型）ハイドロフォンが開発さ
れている。蒲田川及び平湯川では令和２年７月の出水
で観測機器が被災しており，ARI の大きい支川について
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は被災リスクが高いと考えられる。よって，大規模出水
時及び出水後においても継続的な流砂観測を行うため
に，それら支川ではロバスト型ハイドロフォンの設置
が望ましい。
一方，ARI の小さい支川では，大粒径の土砂の流出は
稀であり，流出土砂に占める小粒径の土砂の割合が高
いと考えられる。よって，より小粒径の土砂まで検知可
能な通常のパイプ型ハイドロフォンを設置することが
望ましいと考えられる。
表 2 設置観測機器一覧
流域

保全対象 水位計 ARI ハイドロフォン

観測マス

蒲田川

有

3基 大

ロバスト型

要

平湯川

有

1基 大

ロバスト型

要

本川

有

3基 -

ロバスト型

要

跡津川

有

1基 大

ロバスト型

-

双六川

有

2基 大

ロバスト型

-

山田川

有

2基 小

通常(パイプ型） -

蔵柱川

有

1基 小

通常(パイプ型） -

笠谷

無

0基 小

通常(パイプ型） -

下佐谷

無

0基 小

通常(パイプ型） -

８．整備状況と今後の予定
令和２年度は整備優先度 A 評価の蒲田川及び平湯川
で各１箇所流砂観測設備を整備した。整備優先度 B の
高原川本川も今後整備を実施する計画である。
整備優先度 C 以下の支川についても出口周辺で流砂
観測を実施することで，本川における土砂流出量を正
確に把握する計画としている。
９．終わりに
土砂輸送能力（ARI）に着目し整備優先度の妥当性を
確認するとともに，土砂移動の活発さや既存設備及び
保全対象の有無による分類では同一の整備優先度とな
った４支川について，特に跡津川及び双六川で優先し
て整備すべきことを示した。また，耐久性の高いロバス
ト型ハイドロフォンの設置が望ましい支川を抽出した。
高原川流域において ARI に着目した背景としては，
一部を除き各支川における土砂流出量を把握できてお
らず，支川間の整備優先度等の十分な比較が困難であ
ることが挙げられる。
他の流域で ARI を用いる際には，
流砂観測の目的や現状での観測体制等を明確にし，ARI
を用いる妥当性を確認する必要があると考えられる。
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平成 30 年 7 月広島土砂災害における家屋倒壊の再現
京都大学大学院

○中本英利

京都大学防災研究所 竹林洋史・藤田正治
1．はじめに
2018（平成 30）年 7 月 6 日と 7 日に中国・四国地方を中
心として、西日本の広い範囲で豪雨となった．広島市にお
いても市の南部を中心に長時間雨が降り続けるとともに線
状降水帯が形成され，降雨強度の強い雨が観測された．そ
の結果，非常に多くの土砂災害が発生し，甚大な被害が発
生した．広島市安芸区矢野東の梅河団地では複数の土石流
が流入し，多くの家屋が破壊された．家屋の破壊の程度は，
（a）被災前（Google Earth）

家屋建設可否の判断や家屋を守るための防災対策，土砂災
害からの避難方法の検討などに非常に有効な情報となる．
本研究では．広島市安芸区矢野東の梅河団地で発生した
複数の土石流を対象に，土石流の数値シミュレーションを
実施し，家屋に作用する土石流の流体力の時空間分布をあ
きらかにし，家屋の破壊特性について検討する．
2．現地の被災状況
図 1 に土石流が宅地に流れ込んだ領域の様子を示す．図
1（a）に示すように，被災前は，土石流が宅地に流れ込む

（b）被災後

領域には家屋が密集していた．しかし，図 1（b）に示すよ
うに，それらの家屋の多くが土石流によって流失した．図
1（c）に土石流が家屋に流入した地点の被災後の様子を上

（a）と（b）
（a）と（b）
の視点の方向
の撮影の方向

空から撮影した様子を示す．渓流の平面形状が緩やかに左
に曲がっており渓流右岸側（湾曲外岸側）の家屋が全て流
出している．一方，左岸側（湾曲内岸側）の家屋は流出せ
ずに残っている家屋が存在することがわかる．また，土石
流は宅地の北側（図 1（c）の右側）を直線的に流れたもの

（c）宅地内の土石流の流動経路

と宅地中央の道路を南下した流れ（図 1（c）の左に分岐し

図1

た流れ）の大きく二つに分岐して流れており，宅地の北側

渓流が宅地に流れ込んだ場所

を直線的に流れた土石流の多くは宅地西側（図 1（c）の奥
側）の崖を流れ下った．
図 2 に破壊された家屋の位置を示す．家屋の破壊は，主
として宅地の北側（図 1（c）の右側）を直線的に流れた土
石流によって引き起こされている．多くの家屋が全壊とな
N

っているが，全壊家屋の南側に一部半壊している家屋もあ
る．
3．数値シミュレーションの概要
解析に用いた式は，平面二次元の土石流の基礎方程式で

- 655 -

図2

被災した家屋（赤斜線）と土石流の流れ

治山ダム

（a）120s

治山ダム

（b）180s

治山ダム

N

（c）240s

流動深
治山ダム

（d）120s

治山ダム

（e）180s

治山ダム

（f）240s

家屋に作用する最大応力
図3

宅地内における流動深と家屋に作用する最大応力の時空間的な変化

ある 1）．家屋に作用した応力は中本ら 2)と同じ方法で算出した．地形データは国土地理院により被災前に測定され
たものであり，平面的に 5m の解像度の DEM データである．解析格子の格子サイズは 2m×2m である．最初に，
南側渓流の山頂付近の二カ所で表層崩壊が発生したとし，その後，北側渓流の山頂付近で一カ所の表層崩壊が発
生したものとした．
4．結果と考察
図 3 に土石流の流動深及び土石流が家屋に作用する最大応力の時空間的な分布を示す．120 秒の時点では，南側
の渓流で発生した土石流のみが宅地に流れ込んだ状態である．南側渓流からの土石流は宅地上流の治山ダムに一
部堆積するため，宅地内における流動深及び家屋への作用応力は非常に小さい．180 秒以降は北側の渓流からの土
石流も宅地に流れ込んでいる．180 秒の時点では土石流が宅地北側を直線的に西に向かって流れており，宅地北側
における家屋に作用する最大応力が非常に大きくなっている．これらのことから，対象地点の家屋の多くは北側
渓流からの土石流によって破壊された可能性が高い．240 秒の時点では，宅地北側に堆積した土砂により，土石流
が西に直線的に流れることができなくなり，土石流の流れが宅地中央の道路を南下している．南下した土石流は，
流動深は深いが流速が遅いため，家屋に作用する応力は宅地北側ほど大きくなってない．240 秒の時点での宅地内
における家屋に作用する最大応力の大きい領域は図 2 の破壊した家屋の分布と良く一致していることがわかる．
5．おわりに
広島市安芸区矢野東の梅河団地で発生した複数の土石流を対象に，土石流の数値シミュレーションを実施し，
家屋に作用する土石流の流体力の時空間分布をあきらかにし，家屋の破壊特性について検討した．対象地点の家
屋の多くは第二波である北側渓流からの土石流によって破壊された可能性が高いことが明らかとなった．また，
宅地内における家屋に作用する最大応力の大きい領域は，破壊した家屋の分布と良く一致していた．
参考文献
1) Takebayashi and Fujita.: Numerical Simulation of a Debris Flow on the Basis of a Two-Dimensional Continuum Body
Model, Geosciences, 10, 45, 2020.

2) 中本・竹林・宮田・藤田：家屋の破壊過程を考慮した土石流の数値シミュレ

ーション，水工学論文集，Vol.74，No.4，土木学会，p. I_919-I_924，2018．
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1.はじめに
土石流は土砂災害の中でも被害が甚大になる

計算では急勾配の谷部を一次元領域（計算点間

ことから、被害軽減のために適切に土石流規模を

隔 5m、川幅 10m）、谷出口から下流の住宅地を二

予測することが重要である。土石流は土砂と水で

次元領域（1m メッシュ）とした。また、災害で実

構成される流れで、発生時には水の量に対応した

際に移動した土砂量を、一次元領域に均一厚さで

土砂量が流出する。実務上では土砂量から規模が

設定した。上流端から供給する水の総量を（流域

1)、土石流の水の起源や量

面積×雨量×流出率）により算出した。流域面積

に着目した研究は少ない。また、従来から集水領

は GIS で求めた各対象の数値を（表 1）、雨量は高

域には二次元的な地形として流域が用いられる。

瀬観測所で雨の降り始めから降り終わりの 6 時間

しかし、土石流発生時には流域への降雨量よりも

で 189 mm、流出率は山地を想定して 0.7 とした。

多い水流出が発生していると推測される事例も

ハイドログラフは台形形状で、継続時間は 350 秒

見られ、隣接渓流からの移動や山体内部からの水

とした。計算結果から、渓流からの土砂の流出状

の寄与の影響が考えられる。

況や堆積範囲を実災害と比較した。これは流域へ

推定されることが多く

本研究では、土石流の水の量に着目して従来と
は異なる集水領域を検討するとともに、土石流の

の降雨による水の量で、災害と同程度の土砂流出
が発生するかを検証するためである。

規模に影響する要因を明らかにすることを目的
とする。

表 1：対象渓流
流出土砂 水供給量
の土砂量
量(m3)
に対する
空隙込
比率

結果の
土砂
残存率
(%)

渓流名

流域
面積
(km2)

緑7西

0.17

13,000

1.7

70

1m の DEM

緑7

0.11

7,200

2.0

44

（Digital Elevation Model）用いて HyperKANAKO

緑8

0.77

11,200

9.0

30

で 4)土石流シミュレーションを実施した。このシ

住宅

0.22

33,000

0.9

59

ステムは高橋モデル 5)を採用しており、設定した

県A

0.02

3,100

1.0

71

土砂と供給した水に対して、渓流の勾配に応じた

県B

0.03

2,000

2.1

6

土石流の侵食・堆積が表現される。

県C

0.04

7,900

0.6

57

県D

0.19

4,900

5.1

8

団地

0.20

22,200

1.2

0

南西

0.28

10,400

3.6

9

南A

0.25

8,900

3.7

3

南B

0.22

12,100

2.4

2

南C

0.20

19,100

1.4

0

南D

0.20

16,600

1.6

0

東A

0.02

2,400

1.0

3

東B

0.07

3,400

2.8

18

北東

0.31

33,900

1.2

0

北西

0.67

62,300

1.4

0

2.流域面積を集水領域とした検討
2014 年 8 月に土石流が発生した広島市安佐南区
の 18 渓流 2)を対象とした（図１）
。各渓流での流
出土砂量

3)を基に、災害前の解像度

図 1 広島市安佐南区の 18 渓流（災害後オルソ画像）
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3.結果と考察

部に貯留された水の寄与や、隣接渓流からの水移

実際の流出土砂量と計算結果と比較した。また、

動が発生することも考えられる。従来の流域だけ

土石流規模に影響する要因として、地質、地層、

でなく、三次元的な山体の体積や、隣接渓流も含

流域の形状や植生についても検討した。

む大きな流域、谷出口よりも標高が高いエリア全

一次元領域での計算結果の残存土砂量を供給
土砂量で除した土砂残存率(%)として各渓流で求

体の山体、などが土石流規模に影響することを着
想した。

めた（図 2）
。堆積範囲も実災害より狭いものが多

そこで、2.で検討対象とした 18 渓流について、

かった。流域面積を集水領域として降雨をもとに

流域の末端よりも標高が高い部分を QGIS で抽出

算出した水の量では土砂流出しない渓流が多く、

して、流域に対する山体の体積を求めた。土砂量

実際の土石流規模で流出するには水が不足する

との対応を検証する際、地形指標である流域なら

こと示された。

びに山体の体積は、それぞれが土砂量に影響する。

また、図 2 に示した地質との対応から、土砂が

このため、流出土砂量をそれぞれでの地形指標を

多く残存して水が不足する渓流は、花崗岩で構成

で除した値を単位面積（体積）あたりの土砂量と

されている割合が多く、地質が土石流を構成する

して、検討した。図 3 の結果から、山体の体積と

水の量や起源に影響することが推測される。また、

単位体積あたりの土砂量は、流域面積を指標とし

流域面積が小さいもの（0.1 km2 以下）や、流域よ

た場合よりも相関がよいことが示された。

りも標高の高い上流側に別の流域が存在する渓
流で、土砂残存率が多いことも示された。

今後も、異なる地形指標も含めて、対象流域を
増やして検討を進める。

実際の流出土砂量の多い渓流は、計算における
土砂に対する水の供給量が少なく、実際の流出土
砂量が少ない渓流では、土砂に対する計算での水
の量が多い。流出土砂量が少ない渓流から、流出
土砂量の多い渓流へと水が地下経路を経て移動
しているのではないかと推測できる。

図 3 流域面積と山体の体積、並びに単位面積
（体積）あたりの土砂量

図 2 各流域の計算結果の土砂残存率と地質
（国土地理院 5 万分の 1 地質図に、流域界、残存
率、凡例、方位、縮尺を追記）

4.三次元的な山体の領域の検討
土石流が発生する降雨イベントでは、山体の内

謝辞 本研究は、JSPS 科研費 20K04706 の助成を
受けたものです。国土交通省中国地方整備局太田
川河川事務所からは災害前後の LP データを提供
頂きました。ここに記して感謝致します。
参考文献 1) 国土交通省砂防部：砂防基本計画策定指針
（土
石流・流木対策編）解説，2016,2) 中谷ら，砂防学会誌,
69(5),3 -10, 2017, 3) 吉野：広島災害の誘因の特徴と土砂移
動の状況，JSECE Publication No.74,31-36, 2014, 4)堀内ら，
砂防学会誌, 64(6), 25 -31, 2012, 5)高橋ら，砂防学会誌,
44(3),12 -19, 1991
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