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セッションスケジュールと会場
５月１１日（水）

開始時刻
オルブライトホール（宮

崎）/第1会場
大会議室（宮崎）/

第2会場
第3～第5会場 ポスター会場

学生のための対面発表
会（4）

学生のための対面発表
会（5）

16:46

16:56

18:27

学生のための対面発表
会（3）

学生のための対面発表
会（6）

(-18:14)

15:28

学生のための対面発表
会（2）

開会式・授与式

特別講演

企画セッション

学生のための対面発表
会（1）

学会賞受賞
論文講演

9:00

9:45

12:15

13:00

9:30

10:45

14:00

15:18



セッションスケジュールと会場
５月１２日（木）

開始時刻 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 ポスター会場

11:00

11:15

斜面崩壊
(1)

9:30

10:00
テーマ別

セッション(2)
(-10:45)

テーマ別
セッション(1)

テーマ別
セッション(3)

15:45

17:00

土砂流出
(2)

斜面安定

ポスター
発表

(-16:30)

14:15

土砂流出
(1)

砂防計画
構造物

(1)

15:30

14:00

斜面崩壊
（2）

12:00

歴史・伝承

13:00

ポスター
コアタイム

ポスター
発表

テーマ別
セッション(1)

テーマ別
セッション(3)



セッションスケジュールと会場
５月１３日（金）

開始時刻 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 ポスター会場

次ページ以降の発表番号の規則

① ② ③

① 発表の種類
（T：テーマ別セッション、S：企画セッション、ST：学生対面発表、R：口頭発表、P：ポスター発表）

② Tの場合：セッション番号、R・STの場合：会場番号、Pの場合：1日目と2日目

③ T、Sの場合：セッション毎の通番、R・STの場合：会場毎の通番、Pの場合：各日の通番

ポスター
発表

ポスター
コアタイム

14:00

ポスター
発表

16:00

9:30

10:45

11:00

12:00

生態系の保
全及び創出

警戒・避難
(3)

(-15:30)

構造物
(3)

地震・
地すべり
(-10:30)

16:30
17:00 閉会式

管理・計測
（3）

(-15:30)

14:30

13:00

管理・計測
（1）

警戒・避難
(1)

水文
(1)

(15:15-)
水文(2)

流砂及び
土石流

(3)
(-15:45)

構造物
(2)

(-10:30)

管理・計測
（2）

警戒・避難
(2)

流砂及び
土石流

(2)

流砂及び
土石流

(1)

① ② ③

R 1 - 01



S-1
現業用気象レーダを活用した降灰監視およ
びナウキャストへの取り組み

〇寺谷拓治，坂井紀之，内田良始，久保 世
紀，木﨑原 康一

1

S-2
降灰後土石流に対する警戒・避難のための
調査・研究と今後の課題

〇石田孝司，今森直紀，清水武志 3

S-3
融雪型火山泥流発生メカニズムの解明のた
めの融雪実験

〇堤大三 5

S-4
火山災害から生まれた無人化施工技術の
進歩とその将来

〇北原成郎，天下井哲生，飛鳥馬翼 7

S-5
想定と異なる火山噴火現象の土砂災害影
響範囲を予測する火山噴火リアルタイムハ
ザードマップ(RTHM)システムについて

〇福崎昌博，上小牧和貴，酒匂俊輔，黒木
隆

9

ST1-1
改良型HYCYモデルを用いた山地源流域に
おける降雨流出特性の解明

〇稲岡諄，小杉賢一朗，正岡直也，糸数
哲，中村公人，藤本将光

11

ST1-2
Examining the characteristics of logging
road-associated landslides induced by 2018
Hokkaido Eastern Iburi Earthquake

〇Rasis Putra Ritonga，Takashi Gomi，Roy
C Sidle，Yohei Arata，Rozaqqa Noviandi

13

ST1-3
大起伏山地における流出の遅れ時間の空
間分布

〇羽鹿孝文，内田太郎，山川陽祐 15

ST1-4
複数のスネーク曲線を考慮することによる
土砂災害発生予測手法の検討

〇福田幹，小杉賢一朗，正岡直也 17

ST1-5
岩盤内地下水位と湧水量を指標とした深層
崩壊危険度予測の試み

〇中村有汰，平松晋也，佐藤保之 19

ST1-6 降雨特性と土砂災害の関係について 〇佐藤忠道，執印康裕 21

■口頭発表　オルブライトホール（宮崎）・  第１会場

5月11日（水）　10:45-12:15　　コーディネーター： 清水収 （宮崎大学）
企画セッション「火山防災の最前線」

ページ

学生のための対面発表会（1）
ページ

5月11日（水）　14:00-15:18　　座長： 水野秀明（九州大学）



ST1-7
広島県における複数回の災害データの統
計解析に基づく土石流被害の確率的予測

〇鹿倉佳央梨，山野井一輝，川池健司 23

ST1-8
降雨時の斜面崩壊における地下水及び変
形挙動に関する実験的検討

〇覃馨，藤本将光，里深好文 25

ST1-9
土層の透水性が斜面表層崩壊の崩壊深に
与える影響

〇水野仁，藤本将光，川島直人，西村翔
太，里深好文

27

ST1-10

複数の事例比較による斜面崩壊発生予測
のための基礎研究 ～GISと統計的手法を
用いた岩手・宮城内陸地震による斜面崩壊
の特性解析～

〇辺春あすか，権田豊 29

ST1-11
分布型崩壊概念モデルを用いた崩壊判定
閾値の設定法の検討

〇佐藤和歌子，権田豊 31

ST1-12
盛土対策工の排水性機構に関する実験的
検討

〇西村翔太，藤本将光，原田紀臣，長谷川
翔平，川島直人，坂野大世，川崎佑磨，里
深好文

33

ST1-13 大規模雪崩による森林被害の再現と予測
〇前田耕平，福山泰治郎，平島寛行，平松
晋也

35

ST1-14
大規模地震後の経過時間が崩壊発生限界
雨量に及ぼす影響

〇高橋和樹，平松晋也 37

ST1-15
大規模地震により発生する崩壊の規模に及
ぼす樹木根系の影響

〇澁谷歩，平松晋也 39

ST1-16

Comparison of the occurrences of
landslides between orange groves and
forests on landslides induced by the heavy
rainfall 2018 in Uwajima City, Japan

〇Novia Lusiana，Yoshinori Shinohara 41

ST1-17
森林植生の変化が土砂災害に及ぼす影響
について―1988年広島県加計町と2017年
福岡県朝倉市の土砂災害の比較から―

〇香月耀，佐藤忠道，執印康裕 43

ST1-18
トルコ共和国茶の名産地で2021年7月に発
生した崩壊

〇笠原菜月，権田豊，Nejan Huvaj Sarihan 45

ST1-19
林地斜面の安定性に及ぼす構成樹種の影
響

〇塚原理美，平松晋也 47

5月11日（水）　15:28-16:46　　座長： 寺本行芳（鹿児島大学）
ページ

学生のための対面発表会（2）

■口頭発表　オルブライトホール（宮崎）・  第１会場

学生のための対面発表会（3）
ページ

5月11日（水）　16:56-18:27　　座長： 執印康裕（九州大学）



会場STAFF：八千代エンジニヤリング株式会社

T1-1
流域土砂動態モデルと領域気候モデル出
力を用いた災害時の土砂生産・流出の将来
変化に関する研究

〇山野井一輝，藤田正治，鈴木豪太 49

T1-2
寡雨地域における豪雨に起因する土砂災
害：令和3年8月青森県下北北部豪雨災害
の実態

〇鄒青穎，金俊之，井良沢道也，小岩直
人，厚井高志

51

T1-3
阿蘇カルデラ内の降雨による土砂移動動態
把握について

〇木藤賢一，吉田桂治，江口秀典，寺本泰
之，宮元謙次，吉村真，飯田弘和，内柴良
和

53

T1-4
平成29年7月九州北部豪雨以降の筑後川
水系赤谷川流域内の土砂動態分析

〇吉村真，吉田英明，秋山陽平，村上史
高，福岡奏斗，平井康隆，岩佐直哉

55

T1-5
令和3年8月青森県下北北部豪雨災害の実
態（流木被害）

〇金俊之，鄒青穎，井良沢道也，小岩直
人，厚井高志，野田龍

57

T1-6
降雨と山地災害の経年変動についての予
備的検討

〇執印康裕 59

T1-7
気候変動モデルデータに基づく魚沼地方の
計画降雨設定に関する基礎的検討

〇藤田暁，鈴木啓介，戸田満，川邊三寿
帆，谷川優太，小川俊，松永雄紀，牧野裕
至

61

R1-1
単位河道モデルに透過型等の砂防堰堤を
含む簡易モデルの開発

〇山崎祐介，野呂智之，川合康之，中川雅
允，水山高久，藤田正治，宮田秀介，池田
暁彦，古谷智彦，長山孝彦，伊藤隆郭

63

R1-2
シャッター操作に伴う流出土砂の制御の試
みー2021年8月出水を対象にしてー

〇古谷智彦，水山高久，藤田正治，宮田秀
介，里深好文，野呂智之，長谷川真英，川
合康之，伊藤隆郭，長山孝彦，林聖也

65

R1-3
近年の土砂・洪水氾濫の発生状況と家屋被
災形態

〇坂井佑介，山越隆雄，久保毅，澤村朱
美，島田徹，林真一郎

67

R1-4
天竜川上流域の地球温暖化に伴う土砂洪
水氾濫特性の変化に関する考察

〇松井潤一，佐藤保之，大森秀人，澤田宗
也，牧野裕至，土方涼子，高田望，因幡直
希，三浦悠

69

R1-5
総雨量が多かった近年の降雨による広島
の土砂災害の特徴

〇桑田志保，荒木義則，崎田博史，中瀬有
祐，海堀正博

71

R1-6
放射性同位体の複合トレーサを用いた粒径
別・地質別土砂流出量の推定

〇水垣滋，宮田秀介，堤大三，巖倉啓子 73

R1-7
内川流域における崩壊と降雨・地質・地形
の関係性に関する考察

〇藤本拓史，對馬美紗，加藤和輝，齋藤は
るか，長野英次，西内卓也

75

R1-8
融雪型火山泥流の発生機構に関する研究
―火山噴出物の積雪層への貫入実験―

〇中里友輔，堤大三，藤田正治，井口正
人，宮田秀介

77

R1-9
雲仙普賢岳・水無川流域における流出土砂
量と土砂移動特性の変遷

〇矢渡岳，西島純一郎，下田宗慶，吉田信
也，姫野徳人，平川泰之，有間航

79

R1-10
天竜川上流におけるシカによる土砂流出へ
の影響調査

〇花岡正明，福山泰治郎，佐藤保之，大森
秀人，澤田宗也，林泰也

81

土砂流出 (2)
ページ

5月12日（木）　15:45-17:00　　座長：水垣滋（土木研究所寒地土木研究所）

テーマ別セッション(1)「極端な気象変化に伴う流域の生産，流出土砂量の増大について」
ページ

5月12日（木）　10:00-12:00　　コーディネーター：小杉賢一朗（京都大学）

■口頭発表　第１会場

土砂流出 (1)
ページ

5月12日（木）　14:15-15:30　　座長：坂井佑介（国土技術政策総合研究所）



会場STAFF：八千代エンジニヤリング株式会社

R1-11
水平梁構造を持つ流木捕捉工開発のため
の実験的研究 －土砂が流木モデルの捕捉
機能に及ぼす影響－

〇清水彩花，堤大三，万田純菜 83

R1-12
狭隘地区における透過型砂防堰堤の省力
化

〇諸原亮平，石森久仁子，木村啓祐，森克
味，上葛健太

85

R1-13
鋼製透過型砂防堰堤における動的荷重モ
デル分布の提案

〇堀口俊行，香月智 87

R1-14
礫の繰り返し衝突を受ける鋼管はりの変形
挙動に関する研究

〇別府万寿博，森広毅 89

R1-15 ネットロール土のう応急対策工法の検討
〇井上隆太，浦真，木村佳嗣，櫻井哲弥，
梅沢広幸

91

R1-16
燻煙竹材を用いた補強土壁事例と砂防施
設への応用

〇佐々木孝子，棟本敏広，水山高久 93

R1-17
バットレス型砂防堰堤における下流側から
の除石

〇内藤裕之，渡辺剛史，水山高久 95

R1-18
石積砂防堰堤の補強・改築に伴う前庭保護
工の補修事例

〇渡邊拓也，山田拓，秋山怜子，井口慧，
遠藤里桜

97

R1-19
稚アユ遡上期における現地計測実験を通し
た小型魚カウンターの計数精度の検証

〇権田豊，茂崎孝祐，布川雅典，河口洋
一，林哲平

99

R1-20
北海道余市川支流中の川に設置したトラッ
クシート魚道を利用するサケ科魚類

〇布川雅典，権田豊 101

R1-21
渓流保全工区間における環境DNA調査の
適用

〇島村彰，鈴木啓介，戸田満，川邊三寿
帆，谷川優太，横山良太，関根洋，釣健司

103

R1-22
砂防事業における環境DNAを用いた生物
調査手法の展望

〇後藤健，永山滋也，戸田満，川邊三寿
帆，谷川優太，島村彰，横山良太，関根洋

105

R1-23 魚類からみた透過型砂防堰堤
〇五十嵐勇気，伊倉万里，天野祐一朗，高
橋拓実，鄒青穎，藤山若葉，工藤誠也，東
信行

107

R1-24
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

〇藤井禎浩，光永健男，辻田英幸，山崎卓
也，田村仁志，吉岡憲成，宇田友紀子，山
内昌之

109

生態系の保全及び創出
ページ

5月13日（金）　14:30-16:00　　座長：権田豊（新潟大学）

構造物(2)
ページ

5月13日（金）　9:30-10:30　　座長：堀口俊行（防衛大学校）

構造物(3)
ページ

5月13日（金）　11:00-12:00　　座長：別府万寿博（防衛大学校）

■口頭発表　第１会場



ST2-1
Assessment of Swa Dam Breach Using
Empirical Formulas and Satellite Data

〇Pa Pa Shwe Sin Kyaw，Taro Uchida 111

ST2-2
柔性金網における耐衝撃性の再現シミュ
レーション

〇小泉香那子，堀口俊行，杉本雅一，有田
毅

113

ST2-3
砂防構造物に付与した流木捕捉工の作用
荷重計測実験

〇渡邉大貴，堀口俊行，飯塚幸司 115

ST2-4
景観に配慮した透過型砂防堰堤の土砂捕
捉機能に関する研究

〇矢野隆宏，里深好文，藤本将光 117

ST2-5
直方体構造物を迂回する溶岩流の堆積特
性に関する実験的研究

〇池本敦哉，永野博之，柳原駿太，西尾陽
介，佐藤敏明

119

ST2-6
直方体構造物を越流する溶岩流の堆積特
性に関する実験的研究

〇茂木陽平，永野博之，池本敦哉，柳原駿
太，西尾陽介，佐藤敏明

121

ST2-7
桜島有村川流域における降雨特性および
降雨が土石流発生に与える影響

〇羽田京香，権田豊，Timur Ersoz，栗林杏
奈

123

ST2-8
Effect of Topographical changes on debris
flow reduction at Mt. Unzen

〇Ji-Hyeok Park，篠原慶規，堀田紀文，
Christopher Gomez

125

ST2-9
Relationship between debris flow discharge
coefficient and monthly ashfall in Arimura
river basin

〇 Timur Ersoz ， Kyoka Haneda ， Anna
Kuribayashi，Yutaka Gonda

127

ST2-10
押し込み変形を考慮した土石流衝突実験
の再現シミュレーション

〇嶋川理，堀口俊行，別府万寿博，香月智 129

ST2-11 土石流の連続的な堆積実験
〇片岡幹人，足利健介，宮田秀介，Gomez
Christopher

131

ST2-12
土砂による橋梁部の河道閉塞と氾濫につい
ての研究

〇伊東直哉，竹林洋史，藤田正治 133

ST2-13
岐阜県高山市ヒル谷における土石流発生
後とStep-Poolの動態

〇北條杏梨，権田豊，宮田秀介 135

ST2-14
水路実験を想定した画像解析による土砂濃
度測定手法の検討

〇佐藤光平，内田太郎 137

ST2-15
電極板を用いた非接触型流砂計測法開発
のための水路実験

〇石坂光，堤大三，今井惣一朗 139

ST2-16
インターバルカメラを用いた山地河川におけ
る出水時の流路と河床の粒度分布の把握

〇関根崚，内田太郎，金澤瑛，川上愛生 141

ST2-17
レーダー降雨観測・掃流砂観測と土砂動態
シミュレータを用いたデータ同化による流域
スケールの土砂流出の予測手法

〇左藤起也，宮田秀介，山野井一輝，坂井
紀之，藤田正治

143

ST2-18
崩壊裸地斜面表層からの細粒土砂の供給
による厚真川の土砂流出変化

〇篠原滉志，山野井一輝，川池健司，中川
一

145

■口頭発表　大会議室（宮崎）・  第２会場

学生のための対面発表会（5）
ページ

5月11日（水）　15:28-16:46　　座長： 里深好文（立命館大学）

学生のための対面発表会（4）
ページ

5月11日（水）　14:00-15:18　　座長：藤田正治（京都大学）

学生のための対面発表会（6）
ページ

5月11日（水）　16:56-18:14　　座長： 堤大三（三重大学）



会場STAFF：日本工営株式会社

T2-1
大規模土砂災害発生後の警戒・避難にお
ける未経験降雨指数の活用について－平
成23年紀伊半島大水害後の事例分析－

〇小杉賢一朗，福田幹 147

T2-2
富士山火山における火山砂防防災施設（防
災ステーション）の計画概要

〇西岡孝尚，中澤圭一，南部啓太，渡邊浩
幸，杉澤文仁，中田篤史

149

T2-3
微地形判読の避難計画への応用(2)-昭和
47年7月豪雨より50年

〇下河敏彦 151

T2-4
近年土砂災害が発生した地区における防
災力向上支援の取り組み

〇千葉幹，白井彩香，磯谷和也，日野原達
哉，村松悦由，一場敏，田中理恵，清水武
広，松本尭大

153

T2-5
土砂災害を対象とした地区防災計画の作
成支援（長野県栄村小赤沢地区における取
り組み）

〇日野原達哉，西真佐人，千葉幹，鈴木啓
介，中嶋邦博

155

R2-1 宮崎県の土砂災害の歴史 〇今村隆正 157

R2-2
重要文化財 牛伏川本流水路（牛伏川階段
工）の保存活用に向けた取り組み

〇中根和彦，林孝標，夏目明歩，藤本済，
野々口敬一，伊東政明，木村直人，井上公
夫，片嶋啓介

159

R2-3
地域と連携した砂防施設の利活用の取り組
みについて

〇渡邊尚，村上治，鈴木啓介，近藤栄一 161

R2-4
降雨による土砂災害発生件数の都道府県
別の変動要因の解明

〇篠原慶規，渡邊優太 163

R2-5
奈良県の土砂災害警戒区域内人口予測及
び土砂災害被害軽減に関する考察

〇伊藤誠記，松山太郎，鎌苅健，奥田勝
吾，竹島彰子，小阪祐平，前田知行，堀大
一郎

165

R2-6
神奈川県逗子市における土砂災害警戒区
域の標識設置検討事例

〇姫野佳純，中川英，姫野佳純，大村さつ
き

167

R2-7
砂防関係施設におけるライフサイクルコスト
縮減に向けた定量的な評価手法の提案

〇原田紹臣，木下悦男，河野文俊，小杉賢
一朗，里深好文，水山高久

169

R2-8
火山噴火に伴う土砂移動現象に対する緊
急対策工の外力に関する考察

〇高橋健太，池田暁彦，枦木敏仁，前寺雅
紀

171

R2-9
3次元樹木形状情報を用いた崩壊発生斜面
予測法の検討

〇有吉桜，若原妙子，白木克繁，内山佳美 173

R2-10
災害に強い森林づくりを補強する工法の開
発

〇木村佳嗣，田中賢治，飯田毅，秋山菜々
子

175

R2-11
網状鉄筋挿入工の水平耐力に関する実験
的検討

〇川島直人，川島直人，藤本将光，遠藤優
斗，原田紀臣，小西成治，疋田信晴，吉永
憲次，里深好文

177

R2-12
体積含水率の現地計測から地下水位の推
定におけるサイバーフィジカルシステムの有
用性

〇小田和広，小泉圭吾，伊藤真一 179

R2-13
ジオグリッドと被覆金網を併用した地山補強
土工法の法面工低減係数の算定

〇石垣拓也，國領ひろし 181

■口頭発表　第２会場

歴史・伝承
ページ

5月12日（木）　11:15-12:00　　座長：今村隆正（株式会社 防災地理調査）

砂防計画
ページ

5月12日（木）　14:15-15:30　　座長：原田紹臣（三井共同建設コンサルタント）

斜面安定
ページ

テーマ別セッション(2)「大規模土砂災害とその後の警戒避難，復旧復興について」
ページ

5月12日（木）　15:45-17:00　　座長：小田和広（大阪産業大学）

5月12日（木）　9:30-10:45　　コーディネーター：冨田陽子（国土技術政策総合研究所）



会場STAFF：日本工営株式会社

R2-14 砂防施設の洗堀状況の調査方法について
〇村上治，渡邊尚，鈴木啓介，吉田克美，
山田祐司，仲田光輝

183

R2-15
砂防設備の劣化予測における健全度と素
因、誘因の関係性について

〇内田康太，大西竜太，中根悠嗣，久須美
晨夫，目晋一，佐藤敏明，西尾陽介，渡邊
太樹

185

R2-16
木津川水系におけるUAV及び関連する最
新技術を活用した砂防施設点検に関する取
り組み

〇伊藤巧，山本悟司，小杉恵，木下篤彦，
北本楽，家田泰弘，笹山隆，片嶋啓介，戸
舘光，中西宏彰，河野元

187

R2-17
砂防施設点検におけるAI画像解析等の技
術活用に向けた取り組み

〇中西宏彰，菊池瞳，金井聖，家田泰弘，
片嶋啓介，川﨑巧，伊藤巧，西山幸治，酒
谷幸彦，寺堀吉博

189

R2-18
災害復旧法面工事における３次元モデルの
活用

〇藤田哲，蔵谷樹，山梨太郎 191

R2-19 UAVを用いた礫径調査の課題 〇佐々木流，嶋丈示 193

R2-20
UAVを用いた土砂堆積深の把握に災害前
後の地形モデルの精度が及ぼす影響

〇有間航，中谷洋明，瀧口茂隆，三浦俊
介，平川泰之，秋山怜子，矢渡岳，光永海
斗，井口慧

195

R2-21
LTE通信を使ったUAVによる渓流調査の実
証試験

〇内柴良和，松葉俊哉，三浦英晃，岩澤直
也，笹山隆，家田泰弘，河野元

197

R2-22
航空レーザ測深による砂防堰堤の堆砂状
況管理について

〇安海高明，櫻井由起子，對馬美紗，加藤
和輝，谷保和則，利根川哲朗，南大地

199

R2-23
三次元点群からの物体検出による堆積流
木量の推定：青森県むつ市小赤川橋の事
例

〇小柳賢太，山田拓，石田孝司 201

R2-24
土地利用状況確認調査のためのAIによる
衛星画像解析

〇寺堀吉博，西山幸治，酒谷幸彦，内山均
志，屋木わかな，角田里美

203

R2-25
動画からの水位・流速の計測ソフトの開発
と検証

〇荒木光一，山森一彦，田方智，伊藤隆
郭，古木宏和，倉上健

205

R2-26
高感度地震観測網による地盤振動と河川
の水理量の関係

〇海原荘一，海原荘一，谷田佑太，筒井和
男，中谷洋明，木下篤彦，北本楽，小杉
恵，山本悟司

207

管理・計測（1）
ページ

5月13日（金）　9:30-10:45　　座長：山野井一輝（京都大学）

管理・計測（2）
ページ

ページ
5月13日（金）　14:30-15:30　　座長：小柳賢太（土木研究所）

5月13日（金）　11:00-12:00　　座長：奥山悠木（土木研究所　雪崩・地すべり研究セン

管理・計測（3）

■口頭発表　第２会場　



会場STAFF：株式会社建設技術研究所

T3-1 ＵＡＶを用いた立木調査について
〇矢野孝樹，池田誠，小林泰士，吉永栄
一，長谷川怜思，横田敏広，春田健作，横
山壮

209

T3-2
UAVを用いた地すべり集水井の点検の試
み

〇太田敬一，草谷恭行，田中靖政 211

T3-3
UAVグリーンレーザによる砂防設備の維持
管理に向けた計測手法の高度化

〇林聖也，川合康之，中川雅充，冨田楓
真，三池力，長山孝彦

213

T3-4
UAVグリーンレーザによる流路工の三次元
計測・評価

〇畠山直樹，田中健貴，松原和哉，鷹見和
也，瀧澤亘紀，見付友範，近藤裕貴，下境
敏広，久富泰弘，藤野康宏

215

T3-5 基礎調査データのメタバース活用方法
〇石澤好則，森下淳，金重稔，伊藤毅，山
本貴裕，本荘奏弥，佐藤丈晴

217

T3-6
六甲山系における砂防施設の実用的な
BIM/CIMモデル活用方法の検討事例

〇田中栄吾，光永健男，辻田英幸，山崎卓
也，紅粉昭一，橋本広稔，楠本大輔，田崎
健治，片岡しおり，片岡知，小原有貴子

219

T3-7
阿蘇山直轄砂防事業における三次元デー
タ活用の取り組み

〇岡村祐介，吉田桂治，江口秀典，寺本泰
之，宮元謙次，星野裕司，中濃耕司，上田
龍一

221

R3-1
2011年紀伊山地で発生した深層崩壊8地区
における発生機構の類似点・相違点につい
て

〇小川内良人，横山修，北本楽，木下篤
彦，小杉恵，山本悟司

223

R3-2
深層崩壊由来の土石流段丘とその形成年
代

〇菊池美帆，鈴木啓介，中嶋邦博，吉田克
美，一越優弥，江川千洋，舩山淳

225

R3-3
熊野酸性岩の岩石学的特性とコアストーン
の形成に関する考察

〇舩山淳，山本悟司，小杉恵，木下篤彦，
北本楽，江川千洋，伊藤達哉，菊池美帆

227

R3-4
熊野酸性岩におけるコアストーン形成場と
H23水害時の崩壊特性

〇江川千洋，山本悟司，小杉恵，北本楽，
木下篤彦，舩山淳，伊藤達哉，菊池美帆

229

R3-5
大規模斜面崩壊時の地盤振動特性に関す
る数値実験及び室内実験による比較と検討

〇筒井和男，北本楽，髙田隆行，谷田佑
太，海原荘一，木下篤彦，金澤瑛，中谷洋
明

231

R3-6
How does lateral root reinforcement affect
slope stability? Insight from a flume
experiment

〇Rozaqqa NOVIANDI，Takashi GOMI，Roy
C. SIDLE ， Rasis P. RITONGA ， Norihiro
OTAKA，Yuko HASUNUMA

233

R3-7
地震亀裂に着目した2016年熊本地震後の
崩壊危険度評価

〇山口柊生，笠井美青 235

R3-8
航空レーザー測量の標高差分解析におけ
る誤差要因と土砂量推定への影響：阿蘇火
山の火山灰被覆斜面における事例

〇木村誇 237

R3-9
北海道胆振東部地震における斜面崩壊と
テフラ層厚・地下水位特性等の関係性の考
察

〇小西拓海，中村洋祐，本間雄介，中村香
也，大塚智久，横尾公博，宮田直樹，高瀬
蔵

239

R3-10
地震による大規模崩壊の発生に関する因
子

〇林拙郎，川邉洋 241

■口頭発表　第３会場　

斜面崩壊（2）
ページ

5月12日（木）　15:45-17:00　　座長：木村誇（愛媛大学）

テーマ別セッション(3)「砂防分野における三次元データの活用について」
ページ

5月12日（木）　10:00-12:00　　コーディネーター：小山内信智（砂防・地すべり技術セン

斜面崩壊（1）
ページ

5月12日（木）　14:15-15:30　　座長：小川内良人（国土防災技術株式会社）



会場STAFF：株式会社建設技術研究所

R3-11
The elaboration of a mapping of debrisflows
in Brazil, aiming at the installation of SABO
structures

〇Yosuke Nishio，Rafael Pereira Machado，
Erico de Castro Borges ， Pedro de Paiva
Youssef，Rodrigo de Morais Balduino Arrais
de Oliveira ， Roberta Alves de Morais ，
Pedro Santana Peregrini ， Douglas Leite
Figueira，Karinna de Aquino Paz，Erica de
Souza Freitas

243

R3-12
ブラジル国の土砂災害特性と土石流対策
の能力向上にむけて

〇溝口昌晴，西尾陽介，下大迫博志，竹島
秀大，後藤宏二，嶋丈示，吉田圭佐，中村
直登

245

R3-13
土砂災害の恐れのある地区における住民
の防災意識向上の取り組み事例-福島県石
川町-

〇大村さつき，鈴木茂彰，貝羽哲郎，木村
貴仁

247

R3-14
コロナ禍における広島地域の被災者支援活
動

〇山下祐一 249

R3-15
中津川市尾鳩地区における地区防災計画
の検討事例について

〇河合水城，西山幸治，増澤徳親，加藤仁
志，樫野誠，田中健貴，松原和哉，鷹見和
也

251

R3-16
土砂災害防災教育の実践とこれに対する
防災教育受講者の認識に課する分析

〇岸畑明宏，森要，佐藤純子，坂口隆紀，
筒井和男，宮﨑徳生，木下篤彦

253

R3-17
大規模土砂災害の発生に備えた訓練につ
いて

〇増澤徳親，石田文男，大森徹治，村松弘
一，田中僚，大幢匠，佐光洋一

255

R3-18
土砂災害防災ロールプレイングゲームを用
いた教育機関・行政機関との連携

〇坂口隆紀，西萩一喜，辻原治，筒井和
男，宮﨑徳生，岸畑明宏，木下篤彦

257

R3-19
和歌山県土砂災害啓発センターにおける土
砂災害オンライン学習の取り組み

〇宮崎徳生，筒井和男，岸畑明宏，坂口隆
紀，木下篤彦

259

R3-20
四万十町での湧水観測とタンクモデルによ
る土砂災害発生危険基準線設定

〇八木雅子，堤大三，渡邊竣介，竹之内健
介

261

R3-21
主要な土砂移動現象ごとの解析雨量を用
いたスネークラインの整理からみた発生雨
量の範囲に関する分析

〇西内卓也，宮瀬将之，國田佳穂，濵地
亮，林真一郎，酒井大介，井上遥，坂井佑
介，山本悟司，小杉恵，北本楽

263

R3-22
輝度に着目した、カメラ画像を用いた土砂
移動検知システムの検討

〇木下篤彦，海原荘一，井深真治，北本
楽，中谷洋明，金澤瑛，山越隆雄

265

R3-23
予測雨量を用いた土砂災害警戒情報の運
用に関する検証

〇伊藤達平，木下龍亮，堂井省吾 267

5月13日（金）　11:00-12:00　　座長：千葉幹（砂防フロンティア整備推進機構）

■口頭発表　第３会場　

警戒・避難（3）

ページ
5月13日（金）　9:30-10:45　　座長：宮田秀介（京都大学）

ページ
警戒・避難（2）

警戒・避難（1）

5月13日（金）　14:30-15:30　　座長：木下篤彦（土木研究所）
ページ



会場STAFF：アジア航測株式会社

R4-1
湾曲部の既設砂防堰堤の三次元流体解析
を用いた前庭保護工の機能検討事例につ
いて

〇小林泰士，谷川健一，川合康之，中川雅
允，池田誠，矢野孝樹

269

R4-2
砂防堰堤における３次元土工モデルの活用
について（その2）

〇菅原圭吾，森克味，上葛健太，鳥居義
仁，加賀清

271

R4-3
北海道重粘土を用いたソイルセメントの諸
特性

〇橘木貞則，秋山祥克，松村和樹，宮木康
二，酒巻克之，小林瑞穂

273

R4-4
寒冷地暴露試験におけるソイルセメントの
温度に関する一考察

〇小林瑞穂，秋山祥克，松村和樹，宮木康
二，酒巻克之，山田孝，厚井高志，橘木貞
則

275

R4-5
住宅密集地により通行制約を受ける六甲山
系での砂防ソイルセメント（流動タイプ）によ
る砂防堰堤の構築と施工効率の向上

〇小布施栄，足立則秋，阪本正紀 277

R4-6 2021年7月に熱海市で発生した泥流 〇竹林洋史，中本英利，藤田正治 279

R4-7
火山噴火後を想定した土石流氾濫計算
オープンソースプログラムの公開

〇清水武志，山﨑祐介，石井靖雄，今森直
紀，石田孝司

281

R4-8
パターンマッチング処理を用いた土砂・洪水
氾濫予測モデルの構築

〇樋田祥久，小澤宏二，岡村誠司，加藤陽
平，越智尊晴，三浦裕司，矢沼伸行，関根
亮

283

R4-9
航空レーザ計測データによる富士山大沢川
における2021年の出水実態の解析

〇藤平大，村松弘一，田中僚，大幢匠，西
村直記，中村圭裕，勝又善明，柏原佳明，
臼杵伸浩

285

R4-10
河床変動計算を用いた遊砂地工の効果評
価

〇花田大輝，松田宏一，瀬戸翔志郎，菊地
健太郎，天野祐一朗，安田勇次，飯田弘
和，川﨑巧

287

ページ

流砂及び土石流（1）
ページ

5月13日（金）　9:30-10:45　　座長：竹林洋史（京都大学）

構造物（1）
5月12日（木）　14:15-15:30　　座長：池田暁彦（砂防・地すべり技術センター）

■口頭発表　第４会場　



会場STAFF：アジア航測株式会社

R4-11
流砂観測データに基づいた透過型砂防堰
堤の効果に関する考察

〇松田悟，福島将史，杉﨑亮太，林聖也，
木村詩穂

289

R4-12
コンクリートブロック堰堤の透水性とその機
能に関する実験的検討

〇藤本将光，藤本将光，奥村勇太，佐藤哲
也，橋口聡太郎，神野忠広，里深好文

291

R4-13
スリット砂防堰堤を対象とした土砂捕捉・流
出に関する水路実験

〇木佐洋志，渡部春樹，保谷智之，グエン
タンビン，牧野孝久，池島剛，長山孝彦，伊
藤隆郭

293

R4-14
鼻ぐり井出を用いた伝統工法による土砂堆
積対策に関する実験的研究

〇渡部春樹，田方智，湯澤樹，伊藤隆郭 295

R4-15
天竜川上流域で実施した掃流砂観測装置
の現地校正試験について

〇吉村暢也，佐藤保之，澤田宗也，稲葉智
彦，家田泰弘，内柴良和，清野真義，戸舘
光，遠藤哲雄，鶴田謙次

297

R4-16
現地土砂・流水を用いたハイドロフォン応答
試験のための現地水路実験

〇橋本憲二，保谷智之，渡部春樹，伊藤隆
郭，川瀬遼太，五十嵐和秀，松岡暁，菅沼
健，植野利康，赤澤史顕，泉山寛明

299

R4-17
常願寺川本川での流砂観測における現状
と新たな課題

〇長山孝彦，野呂智之，長谷川真英，川合
康之，水山高久，藤田正治，宮田秀介，里
深好文，古谷智彦，林聖也，伊藤隆郭

301

R4-18
桜島における荷重計を用いた継続的な土
石流の特性の把握とLVPセンサーを用いた
土石流検知の試み(3)

〇伊藤隆郭，岩男忠明，久保世紀，靏本孝
也，田方智，古屋海砂，水山高久

303

R4-19
電波を用いた流速・水位の同時観測機器に
よる出水時の春木橋における観測事例

〇保谷智之，渡部春樹，橋本憲二，伊藤隆
郭，木村詩穂，五十嵐和秀，松岡暁，菅沼
健，赤澤史顕，植野利康

305

流砂及び土石流（2）

ページ
5月13日（金）　14:30-15:45　　座長：伊藤隆郭（日本工営株式会社）
流砂及び土石流（3）

ページ
5月13日（金）　11:00-12:00　　座長：藤本将光（立命館大学）

■口頭発表　第４会場　



会場STAFF：株式会社パスコ

R5-1
Slipping-planes Detection with GPR
following the 2015 Kumamoto Earthquake

〇 Christopher Gomez ， Shinohara
Yoshinori ， Tsunetaka Haruka ， Bradak
Balazs，Hotta Norifumi

307

R5-2
宮井地区地すべりを対象とした時系列干渉
SAR解析による変動検出

〇松本史子，橋本裕紀，平田育士，柴山卓
史，山本悟司，小杉恵，北本楽，木下篤彦

309

R5-3
平成30年北海道胆振東部地震に伴う日高
幌内川河道閉塞箇所における土塊の移動
について

〇早川智也 311

R5-4
関東大震災（1923）における 小田原市根府
川地区の白糸川・大洞地区の土砂移動状
況

〇井上公夫，相原延光，一寸木肇，佐藤昌
人，井口隆，内田昭光

313

R5-5
広島県広島市の小規模な土石流危険渓流
にみられた降雨流出特性について

〇上森弘樹，今森直紀，小柳賢太，石田孝
司

315

R5-6
実測した基岩の水分特性を用いた浸透流
解析による凝灰角礫岩山地源流域の地下
水流動プロセスの再現

〇吉野孝彦，桂真也，鈴木優子 317

R5-7
斜面表層の大間隙を考慮した場合の地下
水面及び流速分布に関する数値実験

〇稲毛孝章，古川正修，斉藤泰久，中谷洋
明，金澤瑛，小嶋孝徳

319

R5-8
熊野酸性岩類（花崗斑岩）からなる山腹斜
面内の地下水挙動に関する考察

〇鬼頭伸治，小杉恵，北本楽，山本悟司，
木下篤彦，鬼頭伸治，豊福恒平，巽隆有，
田村友紀夫，梅田侑子

321

R5-9
立山砂防65年間の降雨観測データから見
た豪雨の変化の一考察

〇牧野裕至，野呂智之，長谷川真英，川合
康之，中川雅允，松井潤一，土方凉子

323

R5-10
室内実験に基づく火山灰の細粒分含有率
および堆積厚の違いが表面流出に及ぼす
影響の検討

〇平岡真合乃，今森直紀，清水武志，石田
孝司

325

R5-11 解析雨量へのL積率法適用に関する一考察 〇中谷洋明，海原荘一，菊池瞳，金井聖 327

水文（2）
ページ

5月13日（金）　15:15-16:00　　座長：平岡真合乃 （筑波大学）

■口頭発表　第５会場　

地震・地すべり
ページ

5月13日（金）　9:30-10:30　　座長：ゴメス・クリストファー（神戸大学）

水文（1）
ページ

5月13日（金）　11:00-12:00　　座長：正岡直也（京都大学）



ページ

P1-1
阿蘇カルデラ外輪山北西部地区における土
砂災害履歴について

〇福塚康三郎，吉田桂治，江口秀典，寺本
泰之，福塚康三郎，石坂岳士，池田誠，鳥
井真之，奥野充

329

P1-2
火山噴火緊急減災対策における対策実施
のタイミングと判断指標

〇小林実和，枦木敏仁，藤沢康弘，木原早
紀

331

P1-3
火山噴火直後に降下火砕物の堆積量を推
定する手法　―Windy Tephra2のパラメータ
の感度分析と適用性の検証―

〇山本望，清水武志，石井靖雄 333

P1-4
数値シミュレーションにおけるメッシュサイズ
の違いが流下範囲に及ぼす影響について

〇山下裕也，田中利昌，菊井稔宏，藤澤康
弘

335

P1-5
火山災害を想定した無人化施工における課
題と今後の展望

〇横尾和広，前寺雅紀，高橋健太 337

P1-6
火山地域におけるUAVを活用した危険区域
調査手法の開発

〇河野元，酒匂俊輔，黒木隆，内藤博，三
戸谷健，家田泰弘，戸舘光，岩佐直哉，伊
藤巧

339

P1-7 降灰マーカー（凸型・凹型）の適用性検証
〇田方智，酒匂俊輔，黒木隆，石坪雄大，
古屋海砂

341

P1-8
火山噴火時を想定した規制区域内の降灰
厚計測手法の開発と検証

〇皆川淳，羽田靖史，柳澤恵里佳，横山龍
一，永谷圭司，銭谷彰，島田徹，永田直
巳，金井啓通，坂本あいの，北原遼太

343

P1-9
桜島噴火を想定した場合のVTOLタイプ
UAVを用いた緊急対応に関する報告

〇金井啓通，岩男忠明，久保世紀，木崎原
康一，山下聡，枦木敏仁，小林実和，皆川
淳，渡辺一生

345

P1-10
複数パターンのコースを用いた火山灰上の
車両走行体験

〇鴨志田毅，村松弘一，石田文男，田中
僚，大幢匠，吉本充宏，戸舘光，内柴良
和，家田泰弘，河野元，伊藤巧

347

P1-11
火山噴火時の緊急調査におけるUAVの活
用に向けた検証事例

〇星野慎司，枦木敏仁，池田暁彦 349

P1-12
火山噴火時に活用可能と推定される雨量
情報における留意点

〇福池孝記，菊井稔宏，藤澤康弘，高橋健
太，山下裕也，星野慎司

351

P1-13
コンクリートブロックを用いた溶岩流対策に
ついて

〇池田暁彦，吉田真也，小尾亮 353

P1-14
火山噴火緊急減災対策砂防計画における
小規模な噴火への緊急対策の重要性（もし
くは必要性）

〇澤田悦史，佐々木央，村松悦由，一場
敏，田中理恵，飯島啓明

355

P1-15
緊急減災対策砂防計画における伐木の優
先順位の考え方について

〇木原早紀，藤澤康弘，小林実和，横尾和
広

357

P1-16
十勝岳における融雪型火山泥流に伴う流
木による橋梁閉塞の想定

〇小林拓也，藤沢康弘，枦木敏仁 359

P1-17
2013年10月から2016年10月における桜島
有村川上流域の主な土砂生産域の空間分
布と土砂生産現象の特徴

〇佐野泰志，清水武志，石田孝司，今森直
紀

361

P1-18
2016年から2020年までの5年間の桜島・有
村川における土砂流出の経年変化

〇井関十也，水野秀明 363

P1-19
雲仙普賢岳の平成新山における火山岩尖
（溶岩尖塔）の崩壊と変動

〇高野正範，金井仁志，西島純一郎，長崎
秀之，中山裕紀，木澤恵一，増本勝巳，秦
野輝儀

365

P1-20
衛星搭載合成開口レーダー（SAR）を利用し
た土砂災害発生箇所推定手法の比較

〇瀧口茂隆，中谷洋明，三浦俊介，佐藤
巧，山下久美子，本田謙一，田口智大，川
島祐人

367

P1-21
都市近郊におけるUAVを用いた緊急点検
方法の検討

〇大盛泰我，國時正博，熊本勝史，梶正
範，加國奈緒子，河井恵美，河本紗希，大
上峻平，高橋源貴

369

P1-22
那智川流域におけるドローンの全自動飛行
による施設点検

〇舟津智司，荒木義則，河井恵美，久家政
治，能島佑佳，山本悟司，小杉恵，北本
楽，木下篤彦

371

■ポスター会場　コアタイム 5月12日（木）　

コアタイム　13:00-14:00



P1-23
砂防分野のBIM/CIMにおける各種レーザ計
測手法の活用性について

〇大橋一智，丹羽俊一，土屋郁夫，浅野里
奈，浅野雅博，梅村裕也，井上（香月）敦，
恩藤（湯川）典子，小澤弘典，濵田尚志，西
尾恭輔

373

P1-24
UAV、衛生データとAI、既存技術の融合-
高原川流域の広域植生判読と精度検証

〇古木宏和，石井陽，中田圭一，宮本憲
治，四十谷朋子，三池力，倉上健，渡部春
樹，林聖也，長山孝彦

375

P1-25
令和3年8月における木曽川水系中津川流
域の土砂移動と施設効果について

〇田中健貴，加藤仁志，樫野誠，水野利
香，松原和哉，鷹見和也，西尾陽介，宮田
直樹，小室知栄，佐藤敏明

377

P1-26
砂防施設の巡視点検にUAVを活用する際
の一考察

〇鈴木崇，本多泰章，山﨑渓，坂本良祐，
中島宗嗣，飯田浩子

379

P1-27
砂防施設維持管理の高度化に関する検討
事例

〇美土路哲也，丹羽俊一，神野祐一，土屋
郁夫，浅野里奈，伊藤弘太，板野友和，笹
栗裕己，坂本良介

381

P1-28
iPhone , iPad 搭載 3D LiDAR機能の斜面防
災への適用検討

〇白倉誠也，井良沢道也，松嶋秀士，小高
敦志，工藤優太

383

P1-29
最上川支川立谷沢川流域におけるCIMデー
タ統合モデル作成に関する一考察

〇本間哲郎，吉栁岳志，土門弘和，矢ノ目
健一，福沢翔，高橋陽平，川上誠博，美土
路哲也，鈴木崇，笹栗裕己，照沼利浩

385

P1-30
手取川水系尾添川支川、中ノ川左岸で発生
した斜面崩壊における航空レーザ測量によ
る崩壊斜面形状及び不安定土砂量の把握

〇平林大輝，福島将史，片山健，杉﨑亮
太，倉田圭，二宮洋行，野呂数馬，中西計
友，鈴木清敬，佐藤梓

387

P1-31
三次元点群データを用いた斜面災害リスク
箇所抽出手法に関する基礎的検討

〇中村公一，今西将文，西山哲 389

P1-32
画像を用いた降雨強度推定手法開発のた
めの降雨撮影実験

〇金澤瑛，中谷洋明，吉村暢也，張成美 391

P1-33 強雨時雨滴粒径分布の計測と計測事例
〇鶴田謙次，中谷洋明，金澤瑛，吉村暢
也，張成美

393

P1-34

熊野川流域における流砂水文観測データを
用いた土砂移動状況の把握（その４）　－ヒ
ステリシスループによる土砂動態変化把握
とアラート情報提供に向けて－

〇井元成治，山本悟司，小杉恵，木下篤
彦，北本楽，岡野和行，井元成治，吉安征
香，滝澤雅之，武石久佳

395

P1-35
樹林地斜面内の雨量観測及びハンディ・
レーザスキャナ計測による表面侵食状況の
推定の試み

〇河合貴之，小泉和也，三浦元気，朴哉
炫，笠原拓造，清水幹輝，渡辺隆吉，西川
友章，堀大一郎

397

P1-36
ＵＡＶ（レベル３飛行）による河道閉塞の継
続監視調査における３Ｄ地形モデルの精度
向上検討

〇能島佑佳，荒木義則，河井恵美，久家政
治，舟津智司，山本悟司，小杉恵，北本
楽，木下篤彦

399

P1-37
複数時期の航空レーザ計測データから見た
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現業用気象レーダを活用した降灰監視およびナウキャストへの取り組み 

一般財団法人日本気象協会 〇寺谷 拓治，坂井 紀之，内田 良始 

国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所  久保 世紀，木﨑原 康一 

1.はじめに 

 現在，我が国では気象観測レーダとして国土交通

省 Xバンドレーダ 39基，Cバンドレーダ 26基，気

象庁Cバンドレーダ20基（空港レーダを除く）が稼

働している。レーダ観測範囲内で火山が噴火した場

合には，火山灰が観測されることになるが，降灰量

を定量的に観測することは出来なかった。一方，九

州地方を中心として活発な噴火を繰り返す火山もあ

り，防災活動等にレーダを有効に活用するために，

現業用気象レーダによる降灰監視等の手法を検討し

てきた。  

ここで紹介する取り組みは，国土交通省九州地方

整備局大隅河川国道事務所発注業務および戦略的イ

ノベーション創造プログラム（SIP）第2期「国家レ

ジリエンス（防災・減災）の強化」研究開発課題名

「衛星データ等即時共有システムと被災状況解析・

予測技術の開発」の一環で実施したものである。 

 また本稿は，これまでの取り組み事例の紹介であ

るため，既に発表済み事項を多く含む内容となって

いる。 

2.単偏波レーダと二重偏波レーダ 

 現業用の気象レーダは，単偏波レーダと二重偏波

レーダに大別できる。近年，二重偏波レーダの雨量

観測精度が良好であることが実証され，気象観測レ

ーダは，単偏波レーダから二重偏波レーダへの更新

が進められている。 

2.1短偏波レーダ 

 短偏波レーダでは,(1)に示したZ-R関係式を用い

て降水強度を算定している。ここでB，βは，地上

雨量計で観測された降水強度Rと，レーダ観測で得

られたレーダ反射因子Zの関係を解析することによ

り得られる定数であり，最適な値となるようレーダ

毎に個別に同定されている。 

Z=B・Rβ ･･････････････････(1)  

Z：レーダ反射因子(mm6/m3) 

R：降水強度(mm/h) 

B，β：定数 

 従って，地上雨量観測と同様，降灰量を地上で連

続的に観測してして B，βを同定することにより，

降灰を定量的に観測できる可能性がある。 

2.2二重偏波レーダ 

二重偏波レーダでは，垂直・水平の 2偏波を利用

することにより，反射強度 ZH（dBZ）に加え，図 1

に示すようなレーダ反射因子差ZDR，偏波間位相差変

化率 KDP，偏波間相関係数ρHV 等のパラメータが測

得可能となる。これらのパラメータは，観測対象粒

子の形状（縦横比），形状等のそろい具合（ばらつき

具合），大きさ等に依存する。従って，この情報を利

用して，火山灰の大きさ，形状等を推定できる可能

性があり，さらにそれらの情報を活用して降灰監視

の精度を高めることができる可能性がある。 

図 1 二重偏波レーダで測得可能なパラメータ例 

3.降灰監視への応用例 

3.1降灰観測用B，βの同定例 

2.1に記載した通り，Z-R関係式中の定数B，βを，

地上における連続的な降灰量観測データと，その上

空におけるレーダ反射因子を用いて同定した。 

地上における降灰量は，図2に示した連続観測用

の装置により桜島で実施した。 

図 2 降灰の連続観測例 
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(2)式は，レーダ反射因子と観測対象である雨や灰

の粒子の直径の関係を示す。 

Z = � 𝐷𝐷𝐷𝐷6𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 ････････････････(2) 

Z：レーダ反射因子(mm6/m3) 

Di：粒径（mm） 

式からわかる通り，レーダ反射因子は単位体積に

含まれる粒子の粒径の 6乗の総和である。従って，

この手法による降灰量算定では，火山灰の粒径分布

が定量精度に大きく影響する。一方，観測対象であ

る火山灰の粒径をリアルタイムで把握することは困

難であったため，粒径分布は火口からの距離に依存

すると仮定し，図3に示したように火口からの距離

別にB，βの算定を試みた。 

図 3 Z-R関係式における降灰観測用 Bβ同定例 

これらの Bβを利用して，噴火事例における降灰

量算定を実施している。 

3.2降灰ナウキャスト検討例 

火山噴火後，防災対策の初動を迅速に行うために

は，レーダで観測された火山灰がどこに落下するか

を推定することが重要である。また，多仰角観測を

行っているレーダでは，噴煙の立体観測が可能であ

る。このような観点から，立体観測結果を利用した

1時間先までの降灰ナウキャスト手法を開発した。 

 ナウキャスト手法として，水平方向の移動につい

ては，上空500mの層毎にレーダで観測された噴煙の

移動ベクトルを5分間隔で算出し，60分先まで外挿

して移動させている。鉛直方向には，粒径分布を仮

定し，粒径ごとに異なる落下速度を与えて火山灰粒

子を落下させることで，落下地点を推定している。

最終的には地上に落下した粒子の体積の積算量を基

に，降灰深を算定している。 

 図4に2013年8月13日16時40分を初期時刻と

する降灰ナウキャスト試行結果を示す。 

55分後（右下）には，鹿児島市街地で１㎝程度の

降灰を予測したが，実際は数mm程度の降灰にとどま

った。 

図 4 降灰ナウキャストの試行結果 

4.課題等 

4.1降灰量監視の定量的精度 

3.1で紹介した通り，Z-R関係式中のB，βを火山

灰観測用に同定し，噴火事例について精度を検討し

た（大会時に発表予定）が，精度にはバラツキがみ

られた。原因として，観測される地上降灰量が少な

いため，定数同定に限界があると思われる。また，

図4に示したナウキャストでも，観測された降灰量

は数mm程度であり，誤差の範囲とも言える量であっ

た。定数同定，精度の検討両面から，良質な地上降

灰量観測データの入手が必要といえる。さらに，こ

こで紹介した工学的手法では，粒径の分布等につい

て必ず一定の仮定が必要で，それが誤差要因となる。 

4.2偏波パラメータの活用 

2.2 で二重偏波レーダの偏波パラメータを示した。

偏波パラメータの中には，粒子の形状やサイズ等に

関連するものもがあり，それらを利用することで，

工学的手法では得ることができない情報を加味した

降灰監視が実現できる可能性がある。一方，これま

でに偏波パラメータの利用を試行しているが，現段

階では実用レベルの成果が得られていない。引き続

き，偏波パラメータの活用を検討する必要がある。 

4.3 XRAIN配信データの活用 

2022年 4月より，XRAINの rawデータ，3次元デ

ータの有償配信が開始され，民間企業が購入可能と

なる。このデータを購入・利用することにより，こ

れまで以上に多様な解析，検討が可能となるため，

積極的に取り組む必要がある。 

以上 
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降灰後土石流に対する警戒・避難のための調査・研究と今後の課題 

国立研究開発法人土木研究所  〇石田孝司，今森直紀，清水武志 

１． はじめに 

 噴火により火砕物が堆積した斜面では，土石流が発生しやすくなることが知られている 1)。そのため，火山噴火後には速や

かに山地流域の火砕物堆積状況を調査し，土石流発生の危険性とそのリスクの高い範囲を迅速に評価し，住民の避難に繋げる

ことが重要となる。2011年の土砂災害防止法の改正により，火砕物等が山地部における河川の勾配 10度以上である部分の最

も下流の地点より上流域のおおむね5割以上の面積を占める区域の土地において1cm以上の高さで堆積していると推計される

場合等に国土交通省は緊急調査を行い，被害が生じる恐れのある区域等を市町村長に通知する 2)こととなっており，住民の事

前の避難に生かされてきている。 

 一方で，令和２年４月に内閣府より公表された資料 3)によると，富士山の大規模噴火を想定した時，西南西風卓越ケースで

は噴火 1日後に降灰厚さ 3cmとなる範囲は千葉県北部や茨城県南部にまで広がるとされている。この範囲内には土石流の警戒

区域が約 2，500 箇所分布する。このように極めて多数の渓流を対象とし，緊急調査の一環として土石流氾濫域を短時間にか

つ的確に予測する技術が必要となるが，地形データ作成やパラメータ設定，計算などに時間を要することから，現状では多数

の渓流を短時間で計算できるシステムはなく，現地の状況を踏まえた迅速な対応は困難と思われる。また，火砕堆積物の性状

と降雨の浸透・表面流出，土石流発生との関係，発生機構や流下・堆積機構など，降灰後土石流にはまだ不明なことが多く残

されている。 

そこで本稿では，降灰後土石流に対する警戒・避難のための土木研究所の取り組みについて紹介するとともに，今後取り組

んでいく必要のある課題を挙げる。 

２． 最近の取り組み 

2.1 観測データに基づく土石流氾濫計算手法の開発 

 土木研究所ではこれまでに提案されている土石流の支配方程式

を活用し，桜島有村川での土石流観測データを活用して，実際の土

石流に適用可能な氾濫計算手法の開発に取り組んできた。開発し

た解析モデルは，土石流の発生・非発生については，降雨条件が重

要な役割を果たしていることを考慮して，降雨流出過程，土石流の

発生・流下過程，および土石流の氾濫過程を扱うことが特徴であ

り，降雨流出モデル，土石流流出モデル，土石流氾濫モデルから構

成されている。解析モデルの模式図を図－1に示す。降雨により流

域斜面に飽和側方浸透流・表面流が発生し，これらが河道に流出

し，河床堆積物の不安定化により土石流が発生・流下し，土石流の

氾濫が発生する現象を再現しようとするものであり，地形モデル，

降雨流出モデル，土石流流出モデル，土石流氾濫モデルの各サブモデルから構成されている。解析モデルの詳細については文

献 4)を，またこのプログラムについては本研究発表会での発表 5)を参照いただきたい。 

2.2 土砂生産域の空間分布と土砂移動の特徴把握 

 土石流氾濫解析では，計算上の土砂供給条件が計算結果に大きく影響するため，計算対象流域の土砂生産状況に応じた土砂

供給の境界条件を設定する必要がある。活火山地域の流域では，噴火後の時間経過に伴い，流域内の侵食過程が変化し，土砂

生産域も変化する 6)。そのため，桜島有村川流域を対象として，航空レーザ測量データを用いた複数期間の差分解析により流

域内の侵食範囲と侵食過程の把握を行った。その結果，有村川流域の火山山体斜面に隣接して位置する小流域のうち，傾斜 35°

以上の急勾配斜面が 85%を占める小流域では急崖や下部谷壁斜面の崩壊により侵食土砂量が卓越したのに対し，傾斜35°未満

の斜面が約 60%の隣接小渓流では火砕物が広範囲に堆積した下部谷壁斜面やガリーにおいて，ガリーの新規形成・発達に伴う

侵食土砂量が卓越していたことを把握した 7)。また，河口からの距離や火山体に対する小渓流の相対的位置が概ね同じでも，

主な土砂生産域の空間分布と主な土砂生産現象とその土砂生産量は期間や小流域により異なることを把握した 8)。 

３． 第 5期中長期計画期間（2022年度～2027年度）の取り組み 

3.1 土石流発生・流下・氾濫モデルの改良 

2.1 に紹介した土石流発生・流下・氾濫モデルは，桜島有村川の土石流を対象に開発したものである。これを，土石流の発

図－1 土石流解析モデルの模式図
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生条件や構成材料が異なる全国の渓流で適用させるために，土石流観測データの整理・分析と再現計算を行い，降灰直後・侵

食進行時など，渓流の状況に応じたパラメータの設定方法や土石流の性状に応じた推定氾濫範囲設定のためのモデルの改良を

進める。また，2.2 で示した火山地域での土砂生産域の空間分布や土砂移動の特徴を土砂供給の境界条件として，また火砕堆

積物の性状や降雨履歴による表面流出量を入力条件として，モデルに反映できるように検討を進める。 

3.2 広域降灰後の多数渓流を対象とした迅速な土石流氾濫範囲推定手法 

 土木研究所が進める広域降灰への対応方策を図－2 に示

す。1,000 を上回るような多数の渓流を対象として迅速に

氾濫範囲を推定するためには，噴火直後の対応として，火

砕物堆積範囲や降雨条件を変化させて事前に氾濫計算を実

施し，ストックしておいた氾濫計算結果のうち現地条件に

近い結果を引き出して利用することが考えられる。その後，

現地の状況を踏まえて，氾濫計算を行うことが考えられる。

その時，例えば人家等保全対象に応じて優先順位付けを行

うことで多数渓流の迅速な計算を進めるほか，2.1 で紹介

したモデルのプログラムを高速で処理可能とする計算技術

の開発に取り組んでいく。また，噴火が長期にわたる場合

には降灰厚分布や気象状況が変化するため，降灰量と降雨

予測から準リアルタイムで土石流氾濫範囲を推定するする

技術の開発にも取り組む予定である。これらの技術開発に

あたっては，市町村の防災担当者が容易に計算結果を理解して住民の警戒避難に活用できるよう，噴火直後の混乱した状況下

においても，防災担当者にとって使いやすいものとなるよう考慮していく必要がある。 

４． 今後取り組んでいく必要のある課題 

降灰後土石流の現象理解と対策手法検討のために今後解明や取り組みの必要がある課題を挙げると次のとおりである。 

1) 火山エリアでの土石流発生メカニズムの解明，土砂量推定手法

火山地域での土石流発生メカニズムや生産土砂量については不明な点が残されている。流下・氾濫範囲に関係する重要

な要素であることから，土石流の現象に関するデータの蓄積と共有が必要であると考えている。

2) 降雨と表面流出量や透水性との関係の把握，火砕堆積物の物理的・化学的性状の効率的な把握手法

現在緊急調査は火砕物の堆積厚さ 1cm を基準としその堆積範囲から実施の判断を行っているが，火砕堆積物の性状等に

よって表面流出量は異なることがわかってきた 9)。解析モデルにおける土石流の発生条件に直接的に関わる事項であり，火

砕堆積物の性状と表面流出の関係把握が必要であると考えている。

3) 繰り返し発生する土石流の機構

繰り返し発生する土石流の発生機構や流下・堆積機構の把握，現象の理解は，噴火が長期化する場合などの検討に必要で

あると考えている。

５． おわりに 

 降灰後土石流に対する土木研究所の取り組みと，今後取り組んでいく必要のある課題を記した。対象とする現象には不明な

点が多く，その対策手法にも課題があるが，被害の最小化のために取り組んでいきたい。 
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1)田村圭司・山越隆雄・松岡暁・安養寺信夫：火山噴火後に土石流が発生した事例，土木技術資料，Vol.52，No.3，pp.34-39，2010 2)(一社)

全国治水砂防協会：土砂災害防止法令の解説-土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の水深に関する法律-，pp.212-233，2016 3)中

央防災会議 防災対策実行会議 大規模噴火時の広域降灰対策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
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図－2 土木研究所が進める広域降灰への対応方策 
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融雪型火山泥流発生メカニズムの解明のための融雪実験 

三重大学 〇堤大三 

1. はじめに

積雪のある火山において噴火が発生した場合，噴

石や火砕流，溶岩流等の高温の火山噴出物が山腹斜

面上の積雪を融かし，融雪水が斜面の土砂を巻き込

みながら流下し，大規模な泥流に発達する場合があ

る。これは融雪型火山泥流と呼ばれ，下流地域に甚

大な被害を及ぼす危険な現象と考えられている。現

在，国土交通省によって，国内49火山を対象とした

火山噴火緊急減災対策砂防計画が策定され，積雪地

域にある火山の多くでは，融雪型火山泥流による被

害想定が行われている（例えば，白山火山噴火緊急

減災対策砂防計画，2021）。泥流の流下挙動は，既

存モデル（例えば宮本ら，1989）によって解析され

ているが，泥流の入力条件となる融雪速度や土砂供

給には単純化された入力ハイドログラフが仮定され

ている。融雪型火山泥流の推定精度を向上させるた

めには，実際の融雪プロセスをもとに推定されたハ

イドログラフを入力値として用いることが望ましい。 

2. これまでの実験・推定モデルの変遷

融雪プロセスを明らかにするために，筆者らの研

究グループは現地実験を実施し，それをモデル化し

て融雪水量の推定を行ってきた。それらの実験や推

定モデルの変遷を以下に述べる。 

初期の実験では，積雪層に70℃程度の熱水を供給

する融雪実験を実施したが（堤ら，2011；図-1a），

本来の融雪プロセスとは異なり，熱量も十分ではな

いため， 500℃まで加熱した土砂を熱源として供給

する実験に移行した（図-1b，c）。その実験結果を

もとに，加熱土砂層内の一次元熱伝導解析手法を用

いて融雪速度を推定する手法を提案した（村重ら，2

015）。さらに推定した融雪水量を入力値として泥流

挙動のシミュレーションを行った（宮田ら，2014；

山口ら，2019）。しかし，火山噴出物が火砕流の場

合，高速で積雪斜面を流下し，積雪と土砂が混合す

る可能性が高い。また，噴出物が噴石の場合，高速

で落下した噴石は積雪層に貫入すると考えられる。

このことから，積雪と土砂との混合を想定した融雪

実験を行った（図-1d）。また，加熱土砂層内の一次

元熱伝導では雪と加熱土砂が混合した状態での熱移

動を表現することができないため，土砂粒子単体の

熱移動を計算する必要がある。そこで，土砂粒子を

球形と仮定して，球面座標系による熱伝導解析を行

って融雪速度を推定した（中里ら，投稿中）。以下

に，雪と加熱土砂の混合を想定した実験と解析につ

いて詳しく述べる。 

3．積雪と砂礫の混合を想定した融雪実験 

実験は，岐阜県高山市にある京都大学防災研

究所附属穂高観測所にて，十分に積雪のある冬

期に行った。薄い箱型の実験装置（高さ443 mm，

幅183 mm，厚さ64 mm）に雪を充填し，別途用

意した装置で設定温度（約500℃）まで加熱した

図-1 融雪実験の変遷（a:熱水供給，b:加熱土砂供給

による流量計測，c:加熱土砂供給による飽和帯

計測，d:加熱土砂と雪の混合を想定） 

a 

b 

c d 
加熱土砂の上からも

雪を供給 
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平均粒径の異なる土砂（Case 1: 12 mm，Case 

2: 12 mm，Case 3: 24 mm, Case 4: 48 mm）を

実験装置の積雪層の上に供給し，さらにその上

から雪（Case 1: 0 kg，Case 2: 0.61 kg，Case 

3: 0.44 kg，Case 4: 0.42 kg）を供給した。なお

加熱土砂の上下の雪の量の比率は1:2とした。実

験装置の正面からビデオカメラで融雪挙動を撮

影し，映像を解析することで，融雪量の時間変

化（融雪速度）を計測した。また，実験装置全

体を重量計に乗せた状態で実験を行うことで，

水蒸気として損失する水分量の時間変化も記録

した。結果を図-2に示す。投入した加熱土砂が

持つ総熱量が全て雪の融解に費やされた場合の

総融雪量で融雪水量を除して標準化した値を縦

軸に示している。積雪層の上面に加熱土砂を静

置したCase 1ではゆっくりと融雪が進んでいる

のに対し，Case 2～4では，雪玉を供給し，加熱

土砂と上側の雪が密に接触し始めた後，急激に

融雪が進行している。融雪速度（接線の傾き）

は，土砂の粒径が小さいほど大きいことがわか

る。  

4．融雪水量推定モデル 

 雪と加熱土砂の混合条件での融雪水量を推定

するため，式（1）に示す球面座標系の熱伝導方

程式を用いて，個々の土砂粒子内部の温度分布

変化を求め，式（2）の熱流束の式から土砂粒子

から積雪層へ供給される熱量を求めた。  

ここで，  T：土砂温度[℃ ]，k：土砂の熱伝導率

[W/m/K]， c：土砂比熱 [J/kg/K]， ：土砂密度

[kg/m3]，r :半径座標[m]， t：時間[s]，q：土砂粒

子表面での熱流束[W/m2]である。初期条件は  T = 

T0 [℃]，境界条件はr = D/2においてT = Tw [℃]と

した。ここで，D：土砂粒径 [m]である。粒径は

実験で用いたものと同じ3種類とし，土砂量は1 

kgで統一した。結果を図-3に示す。融雪開始時

（ t = 30 s）と同時に最大の融雪速度を示し，徐々

に低下している。また，粒径が小さいほど融雪

速度が大きいことがわかる。計算結果と実験結

果は同じ傾向を示した。  

5．おわりに 

実験結果と，それをもとにした推定モデルによ

って，雪と加熱土砂が混合した場合の融雪速度

は積雪層の上に土砂層を設置した場合に比べて

非常に大きくなることがわかった。また，その

場合，土砂の粒径が小さいほど融雪速度が大き

いことも示された。土砂層全体での熱移動を考

える際は，融雪速度と土砂の粒径は無関係であ

ったが，土砂と積雪の混合状態では，融雪速度

が土砂粒径に大きく依存することがわかった。

これらのことは，融雪型火山泥流の予測におい

て火山学との連携が必須であることを示してい

る。  

参考文献  

堤大三，藤田正治，宮田秀介，志田正雄，長野快（2011）：

噴火による融雪型火山泥流の発生機構に関する基礎

的検討，京都大学防災研究所年報，54B，p. 593-600 

中里友輔，本居絵子，堤大三：火山噴出物と積雪の混合

状態を考慮した融雪型火山泥流発生過程の実験と解

析，砂防学会誌，投稿中  

白 山火 山噴火 緊急 減災対 策砂 防計画 検討 委員 会

（2021）：白山火山噴火緊急減災対策砂防計画，国土

交通省，石川県，岐阜県，82 pp. 

宮田秀介，堤大三，村重慧輝，宮本邦明，藤田正治（2014）： 

泥流発生過程を考慮した融雪型火山泥流の予測，土木

学会論文集B1（水工学），70(4)， I949 – 954 

宮本邦明・鈴木宏・山下伸太郎・水山高久（1989）：十

勝岳大正  15 年（1926 年）泥流の再現計算，水工学

論文集，33，p. 361 – 366 

村重慧輝，堤大三，宮田秀介，藤田正治，酒井英男，上

石勲（2015）：火山泥流発生機構解明のための高温砂

礫による融雪に関する実験的研究，砂防学会誌，67(6)，
p. 3-10

山口翔大，宮田秀介，堤大三，村重慧輝，藤田正治

（2019）：数値解析による積雪条件の異なる融雪型火

山泥流予測，砂防学会誌，71(6), p. 3-13 
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図-2 実験における標準化された融雪水量

の時間変化 

図-3 粒径別の推定融雪水量の経時変化比較 
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火山災害から生まれた無人化施工技術の進歩とその将来 

（株）熊谷組 土木事業本部 ICT推進室 〇北原 成郎，天下井 哲生，飛鳥馬 翼 

１． はじめに 

長崎県の雲仙普賢岳の大火砕流から昨年の６月で 30 年が

経過した。無人化施工は 1994 年の雲仙普賢岳試験フィール

ドでの試験工事以来、年々施工技術がブラッシュアップさ

れ、今日の災害対応に貢献している。 

本稿では、無人化施工技術の進歩とその将来について記述

する。 

２． 無人化施工技術の歴史 

無人化施工技術とは、通常土木工事等で使用する建設機械

を遠隔操作化することで、作業場所から離れた位置でオペレ

ータが遠隔操作して作業する技術である。無人化施工技術の

発展の歴史を扱う上で、しばしば世代別に分類されることがある（図－１）。 

２．１ 第１世代：目視による無人化施工 

建設機械を遠隔操作化するためには、建設機械の油圧バルブを電磁バルブ等に変更して、電気的にオンとオ

フの信号を制御する（PWM 制御）。そのために建設機械側は無線機と制御装置および電磁バルブ等のユニッ

トが搭載されている。無線機は主に特定小電力無線機 429MHz 帯として産業用のリモートコントロール無線

機を利用している。この技術は今日でも遠隔操作式建設機械には標準で搭載されている。 

 施工方法としてはラジコン玩具のような感覚で建設機械本体を直接目視により無人化施工を実施する。土木

工事において無人化施工による工事が記録されている例は 1983 年の常願寺川での水中ブルドーザによる施工

がある。陸上の施工としては 1990年にバックホウの例がある。 

２．２ 第２世代：映像による長距離遠隔操作技術 

 無人化施工が広く認知された最初の例は、1994 年に建設省（当時）が設定した雲仙普賢岳試験フィールド

制度による試験工事である。この工事では、初めて移動式遠隔操作室を利用して、遠隔操作式建設機械群を組

み合わせて施工を実施する技術が確立された。遠隔操作室内には建設機械を遠隔操作するためのコントローラ

と無線機があり、作業を確認するための映像用ディスプレイが設置されていた。映像用カメラには車載カメラ

と外部から建設機械の姿勢を確認する固定カメラがあった。この技術の基本構成は今日でも使用されている。 

２．３ 第３世代：情報化施工本格導入 

 測量技術の側面では、当時航空分野や海洋分野で利用されていた GPS が重要な役割を果たす。無人化施工

では、基本的には作業場所に立入ることは禁止されているが、測量作業では少なからず立入らざるを得なかっ

た。建設機械の絶対位置が分からず、図面と建設機械の位置関係の把握が困難であったり、土工における丁張

りが必要であったりという状況であった。そういった背景より、測量作業の効率性と安全性を考慮し、情報化

施工を導入することとなった。 

2000年以降 RCC 工法における転圧管理や敷均し管理に導入し、2004年以降は MG（マシンガイダンス）や

MC（マシンコントロール）が導入された。計測精度は当時も今日と同様に RTK-GPS により xy座標では誤差

±２cmで工事管理を実施することが可能だった。 

今日では GPS 以外の人工衛星も複合して計測する GNSS が確立しており、安定した測位が実現している。

情報化施工は、i-Construction において現在当然のように使用されているが、無人化施工おいては 20 年前から

効率化のツールとして既に使用されていたのである。 

図－１ 無人化施工技術発展の歴史 
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２．４ 第４世代：ネットワーク対応型技術の導入 

東日本大震災を契機に、広域での災害対応（火山災害・原子力災害等）を想定し、国土交通省が 2011 年３

月に雲仙復興事務所で実施した「超長距離からの遠隔操作実証実験」の成果により、無人化施工におけるネッ

トワーク対応型技術が確立した。この実験では既設の光ケーブル網を利用して、80km を超える遠隔操作室か

ら安定して建設機械の遠隔操作を実証し、無人化施工の IoT 化を実現した。 

ネットワークに対応することで無線に対する制約が削減され、制御用・映像用・データ用の無線機を分ける

必要が無くなり、状況に適した無線機を選定することができるようになった。特に中継システムを検討する上

で、無線機の制約が少ないことは無人化施工において有用な発展となった。 

３． 新世代の無人化施工 

ネットワーク対応型技術が導入され、無人化施工技

術は発展性や拡張性が向上した。当該技術はインキュ

ベーション機能を保有しており、新技術の導入が容易

に図れる。これは IoT技術の発展により、あらゆるセ

ンサの情報をネットワークに伝送できるようになっ

たことが大きな要因である。 

 例えば、無人化施工におけるカメラ映像は２次元情

報であるため、現場の傾斜や不陸の判断が困難であっ

たり、実際に搭乗していないので車両の位置関係や傾

き、振動の把握が困難であったりする。その状況に対

し、車両に GNSS や慣性航行装置（ジャイロ等）などのセンサを追加す

ることで車両の動きを確認することが容易になる。これは内閣府が提唱

している Society5.0 を実現する。サイバー空間で作られた建設機械の動

きという情報を利用して、フィジカル空間のロボット化した建設機械を

動かすことができるため、ネットワーク対応型技術は両空間を高度に融

合させるシステムを作り上げることが可能である。 

 新世代の無人化施工技術として弊社では AI 制御自動走行技術（１）や

VR 技術（２）の開発を実施している（写真－１、写真－２）。 

４． 無人化施工の将来 

 Society5.0 を実現する社会において通信技術は非常に重要である。通信技術の中でも特に５G が建設業にお

いても注目を集めている。 

 ５G の特徴として①高速・大容量（20Gbps）②低遅延（１ms）③多接続（100万デバイス/km2）といったこ

とが挙げられている。無人化施工においては有用な特徴であり、４K の超高精細な大容量のデータも伝送で

き、操作性もリアルタイムになり、複数の建設機械や情報端末の通信を可能にする。 

 無線 LAN の分野においては無人移動体画像伝送システムが存在する。これは、高画質で長距離な映像伝送

を主として、2.4GHz帯および 5.7GHz 帯等の周波数を新たに確保したものである（150Mbps、見通し５km）。

Wi-Fi６も無線 LAN の一種である。現在主要な Wi-Fi５の最大通信速度が 6.9Gbpsであるのに対し、Wi-Fi６は

9.6Gbpsを誇る。 

 多様な通信技術が存在する中で状況に応じた技術を採用し、無人化施工が Society5.0 を実現する手段となる

よう開発を進めていく所存である。 

参考文献 

（１）飛鳥馬翼，北原成郎，宮川克己，古川敦，藤本和也, “AI制御による不整地運搬車の自動走行技術の開

発‐AIによる自動走行車両群の運行管理‐”，第 19回建設ロボットシンポジウム論文集，2019． 

（２）飛鳥馬翼，北原成郎，松林勝志，“無人化施工 VR 技術の開発‐シンクロアスリート®の無人化施工技

術への適用‐”，建設機械施工，Vol.72，No.7，pp.62-66，2020． 

写真－１ AI制御による不整地運搬車の自動走行

写真－２ 無人化施工 VR 技術
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想定と異なる火山噴火現象の土砂災害影響範囲を予測する

火山噴火リアルタイムハザードマップ（RTHM）システムについて

国土交通省 九州地方整備局 〇福崎昌博 

国土交通省 九州地方整備局 河川部 上小牧和貴 

国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 酒匂俊輔、黒木隆 

１．はじめに

火山噴火時に災害の要因となる火山現象には、噴石、

火山灰、溶岩流、火砕流、火山泥流、降灰後土石流など

があり、平成２年から噴火が始まった雲仙普賢岳で

は火砕流や土石流が、平成 12 年に噴火が発生した

三宅島では土石流が発生するなど甚大な被害が生

じました。

また、平成 26 年の御嶽山の噴火では登山客が犠

牲になるなど、火山噴火対応では施設整備による対

策（ハード対策）のみならず、警戒避難体制の整備

（ソフト対策）の構築が強く求められています。

ひとたび噴火が始まると、その活動に伴う土砂移

動現象により、人命や社会経済基盤に多大な影響が

生じることから、起こりうる噴火現象を想定し、影

響範囲をハザードマップとして作成して住民や登

山者などに周知することは重要な要素となります。 
ところが、予想していた噴火現象が想定と異なっ

ていたこともあり、最近の事例では、平成 12 年の

北海道有珠山、平成 30 年の群馬県・草津白根山で

想定とは異なる火口から噴火が発生しました。この

ほか、山体の隆起、度重なる火砕流・土石流等によ

る地形変化も起こり得るため、事前の想定のみで十

分に対応できるとは限りません。

国土交通省では、このような事前の想定とは異な

る形で対応が求められる様々な火山噴火現象に臨

機応変に対応するため、想定外の現象に対して緊急

的に新たな土砂災害の範囲を予測する「火山噴火

RTHM システム」を開発し、緊急時に備えた操作訓練

等を実施しています。（写真-１） 

写真-１ 中部地方整備局管内での操作訓練状況 

２．リアルタイムハザードマップの必要性 
火山噴火は発生頻度が通常の災害に比べて低く、

実際の緊急対応を経験することは稀であり、一度経

験しても次の火山噴火まで期間が空くことで、噴火

現象の変化に応じてどのような対応・検討を行うべ

きか、その対応スキルが風化する恐れがあります。 

例えば、雲仙普賢岳の噴火では、様々な火山現象

や刻々と変化する地形状況への対応が求められる

事例となりました。

雲仙普賢岳の噴火では、平成２年 11 月の水蒸気

爆発に始まり、平成３年５月には土石流が発生、同

20 日に火口から溶岩の噴出が始まり、その後成長

を始めた溶岩ドームから溶岩塊の崩落が発生した

ことにより普賢岳東斜面に火砕流が初めて発生し

ました。平成８年の終息宣言までの間に発生火砕流

の回数は 9,000 回以上に達しました。この間の溶岩

総噴出量は約２億㎥、その半分は今も溶岩ドームと

して不安定な状態で山頂に残っており、国土交通省

で日々動態観測が行われています。

平成３年６月３日に 43 名の方が犠牲となった火

砕流では、雲仙普賢岳東側の水無川流域を約４㎞流

下し安中地区へ到達しました。また、平成５年６月

には山頂から北東よりに成長した溶岩ドームが崩

壊し、北東に位置する中尾川流域の千本木地区に流

れ下り、被害を与えました。（写真-２、写真-３） 

写真-２ 雲仙普賢岳と眼下の街並み（令和２年10月） 

写真-３ 雲仙普賢岳中尾川流域千本木地区を襲う火砕流 

このように、火砕流の流下方向や地形が大きく変

化するなど、時間の経過とともに被害予測の前提条

件が変化する場合、入手できる情報に合わせて、そ

の都度対策を検討し直す必要があります。火山噴火
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においては、状況の変化に迅速に対応した、的確な

被害予測ができる体制の整備が重要となります。

３．リアルタイムハザードマップシステムの概要 
事前の想定と異なる火山噴火事象が生じた場合

に、新たに被害予測を行うためのツールとして開発

した火山噴火 RTHM システムについて紹介します。

３．１ 対象現象

火山噴火 RTHM システムが対象としている現象は、

降灰後の土石流、融雪型火山泥流、溶岩流、火砕流

の４現象です。これらの現象について噴火位置や地

形等事前の想定と異なる状況の発生が想定される

場合は、速やかに当該観測状況を反映したシミュレ

ーションを行い、新たにハザードマップを作成して

関係機関に提供することで、防災対応に活用される

ことが期待されます。（図-４、図-５） 

図-４ 噴火位置が想定と異なる場合の火砕流影響範囲の

変化 

図-５ リアルタイムハザードマップ提供の流れ

３．２ ハザードマップのタイプ

ハザードマップには「プレアナリシス型」「リア

ルタイムアナリシス型」の２種類があります。

前者「プレアナリシス型」は、あらかじめ想定さ

れる噴火現象や土砂移動に対する影響範囲等を、

様々な条件でシミュレーション計算を行い、その結

果をハザードマップとして準備しておくものです。

噴火の際は実際の火山活動の状況に最も近いもの

を抽出して関係者に提供します。

後者「リアルタイムアナリシス型」は、想定して

いない火口の形成や地形の変化がある場合、その時

の火口位置や地形変化など条件に応じてシミュレ

ーション計算を実施し、影響範囲等を迅速に地図上

に示して関係者に提供します。

３．３ ハザードマップシステムの機能

火山噴火 RTHM システムでは、地形を容易に編集

することができます。噴火に伴う火砕流・土石流・

山体の隆起などの地形変化が生じた場合、システム

上で地形データを編集し、再計算を行うことができ

ます。（図-６） 
この機能を活用することで、あらかじめ被害範囲

の想定・緊急対策の検討・監視観測機器の追加配備

や地形変化に対応した避難計画の立案を行うこと

ができます。

また、事前に計算を行っているプレアナリシス型

の計算条件データがシステムに登録されている場

合、入力データの一部を変更するだけで、効率的に

シミュレーションを行うことが可能となっていま

す。

図-６ 地形変化を反映させた土石流影響範囲の変化

４．まとめ 

近年は、全国的な火山活動の活発化や、火山噴火に伴

う風評被害等を含め、様々な被害の発生から火山災害へ

の関心が高まっています。一方で、火山噴火は発生頻度

が低い事象であることから、火山噴火時において迅速か

つ効率的に影響範囲を想定するためのツールは重要な役

割を果たします。RTHMシステムで作成するハザードマッ

プは、火山毎の防災関係機関で構成される火山防災協議

会に提供し、協議会にメンバーである市町村等に提供さ

れ、住民の迅速な避難誘導等に活用されることとなりま

す。 
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改良型 HYCY モデルを用いた山地源流域における降雨流出特性の解明 

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. 背景・目的

降雨流出特性には地形や地質など様々な要因が影響する(e.g., Tani et al., 2012)。従来、降雨流出特性に対す

る地質の影響は地質別に整理して考察されてきたため、同一地質の流域における流出特性の違いはあまり検

討されてこなかった。また、その違いを水文モデルで扱うとパラメータの違いとなるが、水文モデルの計算

に対する地質の影響も明らかにされていない。本研究は①異なる地質の流域における流量観測データから地

質や地質構造の違いが降雨流出特性に与える影響を解明し、②基岩浸透を考慮した改良型 HYCY モデル

(Wakahara et al., 2012)を用いてその計算に地形や地質が与える影響を明らかにすることを目的とした。 

2. 方法

堆積岩山地と花崗岩山地に位置する 2 試験地（計 19 流域）で約 3 年間流量観測を行った。また、各試験地

で林外雨量を観測した。得られたデータを基に地質別・流域別に①イベント降水量と直接流出量の関係②比

流量と逓減波形の関係をそれぞれ調べ、地質や流域による降雨流出特性の違いを解明した。 

 次に、観測ハイドログラフを基に最小二乗法により改良型 HYCY モデルを流域ごとに最適化した。得られ

たパラメータから復帰流の発生確率として計算され、流出寄与域面積率に相当する m パラメータと土層内貯

留量の関係を整理し、観測データの解析結果と比較した。また、HYCY モデルのパラメータと平均斜面勾配

や地質との関係を調べ、パラメータに大きな影響を与えているのはいずれであるのかを明らかにした。 

3. 結果と考察

直接流出量が多くなる流域はイベントの規模に

よって異なり、降水量が 25 mmより少ない場合は

花崗岩流域で、降水量が 30 mmより多い場合は堆

積岩流域でそれぞれ直接流出量が多くなる傾向が

見られた（図 1）。また、逓減傾向は堆積岩流域で

花崗岩流域よりも急であることがわかった。これ

らの傾向は先行研究の報告(e.g., Katsuyama et al., 

2008; Onda et al., 2006)と一致し、一部の層で基

岩が顕著に風化する堆積岩流域では風化基岩層が

急速な排水を可能にする反面、比較的均一に風化

が進む花崗岩流域では風化基岩層が大量の地下水涵養を可能にしていると考えられた。 

 一方で、地質別の典型的な流出特性とは異なる、独特な流出特性を示す流域の存在も判明した。小規模降

雨でも直接流出が発生しやすい流域では基底流が多かった。これは堆積岩層理面の走向・傾斜や花崗岩の節

理といった地質構造の影響で集中した山体地下水が湧出し、直接流出の寄与域となる飽和帯を広く保持して

図 1 直接流出量の解析結果。地質別の平均を示す。 

ST1- 1 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 11 －



いるためと推察された。他にも

典型的な流出特性と若干異なる

流出特性を持つ流域もあり、そ

れらは河道の発達度合いや地質

構造の影響があると考えられた。 

 改良型 HYCY モデルは全 19

流域の流出を良好に再現した。

土層内貯留量を表すタンクⅡの

水の量が計算期間中最大となっ

たとき、m は堆積岩流域では 1

に近いのに対し、花崗岩流域で

は 0.3-0.4 程度に留まった（図 2）。

m が大きくなるほど直接流出量

は増加すると考えられ、観測結

果の解析（図 1）と調和的な地

質の影響が見られた。また、各パラメータと平均斜面勾配に若干相関が見られるものもあったが、その相関

は地質別に見た場合、有意なものではなかった。従って、各パラメータに平均斜面勾配が与える影響は少な

いと考えた。一方、地質別に各パラメータの値の分布をみると復帰流タンクおよび土壌深層タンクの流出を

決めるパラメータ Kh, Kbや m では分布が異なり、復帰流や基底流、基岩への浸透に関して地質の影響がある

とわかった。これらのパラメータやそれによって計算される復帰流や基底流、流域間を移動する山体地下水

に具体的にどのような形で地質が影響を与えているのかを解明することが今後の課題となると考えられる。 

謝辞 

使用した地形図は国土交通省に提供いただきました。また、本研究は JST CREST、科研費（20H00434）

及び 2021 年度砂防学会若手研究助成（代表：稲岡諄）を利用して行われました。ここに記して感謝いたし

ます。 

参考文献 

Katsuyama M, Fukushima K, Tokuchi N. 2008. Comparison of rainfall-runoff characteristics in forested catchments 

underlain by granitic and sedimentary rock with various forest age. Hydrological Research Letters 2 pp.14-17. DOI: 

10.3178/HRL.2.14. 

Onda Y, Tsujimura M, Fujihara J, Ito J. 2006. Runoff generation mechanisms in high-relief mountainous watersheds with 

different underlying geology. Journal of hydrology 331 pp.659-673. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2006.06.009. 

Tani M, Fujimoto M, Katsuyama M, Kojima N, Hosoda I, Kosugi K, … Nakamura S. 2012. Predicting the dependencies 

of rainfall-runoff responses on human forest disturbances with soil loss based on the runoff mechanisms in granite and 

sedimentary rock mountains. Hydrological Processes 26 pp.809-826.  

Wakahara T, Shiraki K, & Suzuki M. 2012. comparison of runoff characteristics of two adjacent basins in a tropical 

rainforest using a modified hydrologic cycle model with outflow. Hydrological Processes 28 pp.509-520. DOI: 

10.1002/hyp.9602.  

図 2 土層内貯留量と m パラメータの関係。 

－ 12 －



Examining the characteristics of logging road-associated landslides induced by 2018 
Hokkaido Eastern Iburi Earthquake 
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1 United Graduate School of Agricultural Science, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan 
2 Mountain Societies Research Institute, University of Central Asia, Tajikistan 

1. INTRODUCTION

The effect of anthropogenic activities has been intensively 
discussed in geomorphic hazard studies over past few years 
(Sidle et al., 2017). Much concern is now focused on the side 
effects of anthropogenic activities on forest management issues 
such as deforestation and logging road construction (Sidle and 
Ziegler, 2012). Landslide events are a particular concern as they 
can magnify the widespread damage to the Earth’s surface, which 
is already affected by natural phenomena (e.g., storms and 
earthquake). Thus, the effects of anthropogenic forest 
management on landslide events needs to be assessed to better 
understand how the extent of landslide damage has shifted from 
natural triggers to anthropogenic ones as well as to create 
mitigation strategies for preventing subsequent disasters. 

Cut-fill roads are one of the most common types of 
anthropogenic footprints that induce landslides. Logging roads 
can trigger landslides on road-cut slopes, fill slopes, and 
hillslopes by rerouting hydrological pathways, as well as altering 
strength and loading on hillslopes (MacDonald and Coe, 2008). 
The effect of logging roads on landslide characteristics differs 
depending on the road prism characteristics, i.e., the fill slope and 
cut slope. For instance, Wemple et al. (2001) revealed that 
logging roads in Western Cascades, Oregon, can exacerbate 
landslide occurrence vary as landslides initiated from hillslopes 
that intercept mid-slope roads (0.11 landslides/km), landslides 
initiated from fill slopes (0.15 landslides/km), and landslides that 
undercut at cut slopes (0.01 landslides/km). Despite being well 
documented, these findings regarding landslide–logging road 
interactions were mostly based on rainfall-induced landslide 
cases. 

Anthropogenic activities associated with road construction, 
such as hillside cutting, may be the greatest challenge due to their 
extensive damage to ecosystems that are periodically subjected 
to large earthquakes. Martino et al. (2019) found that 704 
landslides triggered by 2016 Central Italy earthquake associated 
with road cuts, causing traffic disruptions. While the results of 
many quantitative and qualitative studies have shown that 
hillside cutting in mountains may result in landslides due to 
seismic activity, such investigations have not considered the 
increased anthropogenic activity associated with logging roads, 
especially regarding earthquake-induced landslides. 

To clarify whether past anthropogenic activities may have 
contributed to earthquake-induced landslides, we examined the 
interaction between logging roads and landslides caused by the 
2018 HEIE. The objectives of this study are: (1) analyzing the 
characteristics of landslides caused by the 2018 HEIE, including 
frequency, density, size, and topography using geostatistical 
analysis; and (2) examining the effect of road prisms on the 
earthquake-induced landslide characteristics by categorizing 
road-associated landslides on the basis of the landslide initiation 
point, road interception, and road cut. 

2. STUDY AREA AND METHODOLOGY
This study was conducted in the Habiugawa watershed (39.8

km2), Atsuma, Hokkaido Prefecture, Japan, located 10 km 

northwest from the epicenter of the Eastern Iburi earthquake (Fig. 
1a, b). The mean annual precipitation and air temperature are 997
mm and 6.7°C, respectively, according to AMeDAS Atsuma data 
(1976–2019). Soil depth in this area ranged from 1 to 4 m. The 
Tarumae volcano was the most recent contributor to the 
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). The study area
is covered mostly by secondary forests, including deciduous
forests (e.g., Betula platyphylla, Quercus mongolica), mixed-
conifer forests, and conifer plantations such as Larch (Larix
kaempferi) and Todo fir (Abies sachalinensis) (Fig. 1c). Logging
roads in the study area were mainly constructed with cut-fill
method. The width, age, and density of the logging roads vary
with the elevation and their position on the hillslope. Abandoned
logging roads are dominant since most were constructed only for
temporary use to support various forestry activities including
harvesting and re-planting. As a result, many of the roads are
fully covered with Sasa dwarf bamboo due to the lack of
maintenance (Ritonga et al., 2021).

The LiDAR–DEM derivatives (0.5 m) and high-
resolution orthophoto (0.2 m) taken five days after the 
landslide occurrence were used to extract landslides as 
polygons and logging road networks as polylines. In this study, 
only landslide scars (i.e., open failure plans with a smooth 
surface roughness) were used for geostatistical analysis.  

We estimated the interaction between landslides and 
logging roads by determining whether each landslide was 
associated with the road prism using the ArcGIS Pro 2.9 
geographic information system software package. Landslides 
may interact with road prisms under three main conditions: 
(1) landslide initiation at the fill-road surface, (2) landslide
scar intercepted by road at mid-slope, and (3) landslide
initiation immediately below the cut slope. To define these
categories, we first extracted three points from each landslide
polygon representing the maximum (Max), center (Mid), and
minimum elevation (Min) points of the landslide. The GIS

Fig 1. Locations of the study area; (a) Hokkaido prefecture in Japan 
with Atsuma basin in the southern part of the island; (b) Atsuma basin 
facing the Pacific Ocean in the southern part, (c) Habiugawa 
watershed (39.8 km2)
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“Near” tool was used to calculate the shortest distance 
between those three points to road prisms to no more than 10 
m of road polyline. If the distance of Max point from the 
nearest road polyline was less than 10 m, it was categorized 
as a fill-slope initiation landslide (FL). If the distance of the 
center point was less than half the landslide length, it was 
categorized as a mid-slope road intercepted landslide (ML). 
Finally, if the shortest distance below scar from the nearest 
road polyline was less than 10 m, it was categorized as a road-
cut-slope initiation landslide (CL). Landslides falling outside 
these categorizations were defined as natural landslides (NL). 

3. RESULTS
A total of 2940 landslide scars were identified in the study 

area using post-earthquake LiDAR datasets and orthophotos of 
the Habiugawa watershed. The landslide areas (AL) ranged from 
17 m2 to 3.4×104 m2 (mean = 1617 m2). Based on topographic 
characteristics, plan curvature analysis showed that 78% of the 
landslides were on hillsides with a plan curvature ranging from 
−4 to 0, with a mean value of −2.1. Meanwhile, the profile
curvature was more likely to be distributed from 0 to 4 (71%),
with a mean value of 2.2. This indicates HEIE landslides tend to
occur on concave landforms.

A total of 446 km of road within 2016 delineated polylines 
were identified in the study area. Among 2941 identified 
landslides, 1088 (37%) were fill-slope initiation landslides (FL) 
(Fig. 2a) with 762 (70%) of them being right-of-way of road
edge (shortest dist. <5 m). There were 1638 (56%) mid-slope 
road intercepted landslides (ML), with the distance ranging from 
0-86 m of landslide center point (Fig. 2b), indicating that the
roads intercepted the landslide at positions within the landslide
at various locations on the hillslope, either on the upper slope or
the lower slope. Only 8% of the landslides possibly lost support
at the cut slope (CL) (dist. = <10 m) (Fig. 2c), with 60% of them
located at the base of the cut slope (dist. = 5 m). Based on
landslide size, ML category were larger (mean = 2027 m2)
compared to FL (mean = 1643 m2). Contrastingly, CL were two
times smaller (mean = 1100 m2) compared to ML. Of these 2941
landslides, road-associated landslides were more frequent (60%),
as well as triggered larger landslides (mean = 1963 m2) compared
to natural landslides or NL (mean = 1214 m2).

4. DISCUSSION
Based on initiation, our finding showed the landslides were

mostly fill-slope initiation ones (frequency of 37%; density up to 
2.41 landslides/km) is similar to that for rainfall-induced 
landslides. As evidence, Jakob (2000) showed that the frequency 
of fill-slope landslides was five times higher (n = 15; LDR = 0.05 
landslides/km) compared to that of road-cut slides (n = 3; LDR = 
0.01 landslides/km) in the logged area of Clayoquot Sound, 
British Columbia, due to excess water input from the roads to the 
downward slopes. The low infiltration rates on the road surface 
were apparently caused by vehicle traffic during active logging 
that had rerouted the water flow pathways to the fill slopes (Sidle 
et al., 2004). This could lead to excess pore water pressure in the 
fill-slope during and after storm events, particularly on concave 

landforms. The terrain in the Habiugawa watershed is covered by 
volcanic soils, which can retain water for a long period, 
especially in the clay-rich Ta-d layer (Kameda et al., 2019). We 
speculated that the road surfaces had already contributed to 
rerouting the flow pathways during storm events before the 
earthquake, which would have increased the soil water content in 
the road fill-downslopes and weakened them. 

The landslides in the study area varied in size depending on 
the road prism. Landslides were largest for those were 
intercepted by mid-slope road or ML, reflected by the domination 
of medium to large landslides (>1000 m2). We suggested that the 
presence of multiple mid-slope roads might have extended the 
landslide scars further down the slope. In the study area, a single 
hillslope typically has multiple mid-slope roads for transporting 
logs from the harvesting site to the main road. However, multiple 
roads could lead to increased water flow from each fill-road 
pathway to the slopes located downward slopes. These multiple 
hillslope roads would thus exacerbate landslide scarring by 
spreading pore water pressures, particularly in concave hillslopes. 

5. CONCLUSIONS
Our GIS analysis revealed that the 2018 HEIE was unique in 
terms of landslide characteristics, including frequency, density, 
and size, due to the presence of a dense network of logging roads 
in the landslide-affected areas. The logging roads likely causes 
higher road-landslide erosion after an earthquake for a long 
period given that a greater number of and larger landslides occur 
in the presence of one or more roads, especially in logged terrain. 
Overall, our results provide new insight into the location of 
landslide-prone areas due to anthropogenic activities, such as the 
construction of logging roads. 

REFERENCES 
Jakob M. 2000. The impacts of logging on landslide activity at Clayoquot Sound 

British Columbia. CATENA 38: 279–300. DOI: 10.1016/s0341-
8162(99)00078-8 [online] Available from: 
https://doi.org/10.1016%2Fs0341-8162%2899%2900078-8 

Kameda J, Kamiya H, Masumoto H, Morisaki T, Hiratsuka T, Inaoi C. 2019. 
Fluidized landslides triggered by the liquefaction of subsurface volcanic 
deposits during the 2018 IburiTobu earthquake Hokkaido. Scientific 
Reports 9 DOI: 10.1038/s41598-019-48820-y [online] Available from: 
https://doi.org/10.1038%2Fs41598-019-48820-y 

MacDonald LH, Coe DBR. 2008. Road Sediment Production and Delivery: 
Processes and Management [online] Available from: 
https://coast.noaa.gov/data/czm/pollutioncontrol/media/Technical/D20%
20-%20MacDonald%20and%20Coe%202008%20Road%20Sediment%2
0Production%20and%20Delivery.pdf 

Martino S et al. 2019. Impact of landslides on transportation routes during the 
20162017 Central Italy seismic sequence. Landslides 16: 1221–1241. 
DOI: 10.1007/s10346-019-01162-2 [online] Available from: 
https://doi.org/10.1007%2Fs10346-019-01162-2 

Ritonga RP, Gomi T, Tarigan SD, Kaswanto RL, Kharismalatri HS, Noviandi R, 
Arata Y, Ishikawa Y. 2021. Land Cover and Characteristics of Landslides 
Induced by the 2018 Eastern Iburi Earthquake Hokkaido. International 
Journal of Erosion Control Engineering 13: 76–83. DOI: 
10.13101/ijece.13.76 [online] Available from: 
https://doi.org/10.13101%2Fijece.13.76 

Sidle RC, Sasaki S, Otsuki M, Noguchi S, Nik AR. 2004. Sediment pathways in a 
tropical forest: effects of logging roads and skid trails. Hydrological 
Processes 18: 703–720. DOI: 10.1002/hyp.1364 [online] Available from: 
https://doi.org/10.1002%2Fhyp.1364 

Sidle RC, Ziegler AD. 2012. The dilemma of mountain roads. Nature Geoscience 
5: 437–438. DOI: 10.1038/ngeo1512 [online] Available from: 
https://doi.org/10.1038%2Fngeo1512  

Sidle RC, Gallina J, Gomi T. 2017. The continuum of chronic to episodic natural 
hazards: Implications and strategies for community and landscape 
planning. Landscape and Urban Planning 167: 189–197. DOI: 
10.1016/j.landurbplan.2017.05.017 [online] Available from: 
https://doi.org/10.1016%2Fj.landurbplan.2017.05.017 

Wemple BC, Swanson FJ, Jones JA. 2001. Forest roads and geomorphic process 
interactions Cascade Range, Oregon. Earth Surface Processes and 
Landforms 26: 191–204. [online] Available from: 
https://doi.org/10.1002%2F1096-
9837%28200102%2926%3A2%3C191%3A%3Aaid-
esp175%3E3.0.co%3B2-u 

Keyword:  Earthquake-induced landslide, forest management, logging 
road, anthropogenic activitie

Fig 2. Shortest distance between road polyline and landslide (point): (a) 
top scar Max points; (b) center scar Mid points; and (c) bottom scar 
Min points

－ 14 －



大起伏山地における流出の遅れ時間の空間分布 

筑波大学大学院 ○羽鹿孝文 

筑波大学生命環境系 内田太郎・山川陽祐 

１．はじめに 

山地流域の水や土砂の流出特性は，斜面・河道・源頭部などにより流出プロセスが異なる上，地形・地質・土層

構造などの場の条件を受ける。そのため，同スケールの流域でも降雨流出特性には空間的なばらつきが生じること

が指摘されており（浅野ら，2018），降雨流出特性の空間分布を把握する重要性は高い。一方で，流域面積 10 km2程

度の中流域では，洪水流出により観測機器が破壊されることがあり，データ蓄積が不十分で研究事例は限られてい

る。中流域の山地河道では急勾配で河床変動が生じる場合が多く，水面形も複雑となり，流量の把握は容易ではな

い。そこで，本研究では中流域かつ大起伏山地において，流量に依存しない遅れ時間を指標として，降雨流出特性

の空間分布の把握を目的とし，研究を実施した。 

２．方法 

２．１ 対象地 

対象地は，静岡県大井川水系東河内川流域内の 5 流域とした（図

1）。地質は付加体堆積岩である。対象とした流域の面積は，最大

で 9.01 km2，最小で 0.160 km2である。 

２．２ 観測・解析方法 

流域の中心近くで転倒マス式雨量計を用いて 10 分間の連続雨

量観測を実施した（図 1，地点 R）。また，流域内の 5 地点で応用

地質社 S&DL miniを用いて 5分インターバルで水位観測を実施し

た（図 1，地点 A, B, C, D, F）。 

2020 年 6 月から 10 月のイベントのうち，ピーク雨量が 2.5 

mm/10 min 以上の降雨を対象とし，遅れ時間を流出ピーク時刻と

降雨ピーク時刻の差として計算した。流出応答は降雨ピーク前後

の連続的な降雨の影響を受けると考えられる。そこで，本研究で

は各降雨ピークに 6, 24時間の「影響期間」を設定し，次の方法で

降雨ピークを抽出した。 

影響期間を tとし，降雨時刻の前後にそれぞれ t/2の期間を設定

し，降雨ピークの影響期間とした。ある降雨ピークが自身の影響期

間の中で最大であれば，自身を降雨ピークとして抽出した。そうでなければ，大きいほうの降雨ピークに着目し，

降雨ピークが抽出されるまで同様な処理を繰り返した。 

降雨ピークに対応する流出ピークは，自身の降雨ピークから次の降雨ピークの影響期間までの最大水位とした。 

降雨分布を考慮するため，流域外の畑薙と小河内（長島ダムまたは静岡土木事務所管理）の 1 時間降水量につい

ても影響期間を定め，上記の方法で降雨ピークを抽出した。以下，対象地の雨量計と周辺の雨量計の降雨ピーク時

刻が一致したイベントを「降雨ピーク一致イベント」と呼ぶ。ピーク水位と遅れ時間について，流域間でスピアマ

ンの順位相関係数（以下，相関係数）を計算した。

３．結果と考察 

影響期間 6, 24 時間のそれぞれで，153, 54 の降雨ピークが抽出された。このうち，降雨ピーク一致イベントが各

影響期間でそれぞれ 22, 10 イベントあった。 

３．１ 影響期間による遅れ時間の頻度分布 

影響期間を 6, 24時間に設定した場合，全イベント遅れ時間の頻度分布の概形は多少の違いはあるものの，大局的

には変化しなかった（図 2）。 

図１ 対象地 流域 A, B は本川，流域 C, D, 

F は支川。等高線間隔は 100 m。 
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３．２ 降雨ピーク一致イベントの遅れ時間の頻度分布 

 流域 A, B, C, Dの遅れ時間が短い 8割のイベントは，いずれの影響期間で

も，全イベントとピーク一致イベントの遅れ時間の頻度分布は大局的には変

化しなかった（図 2, (a)~(d)）。残り 2 割のイベントでは，全イベントとピー

ク一致イベントの遅れ時間の頻度分布は大きく変化したが，全体に与える影

響は小さいと考えられる。流域 Fでは降雨ピーク一致イベントの遅れ時間の

頻度分布は，いずれの影響期間でも全イベントの遅れ時間より長い傾向にあ

り，降雨分布や降雨規模の影響を一定程度受けていると考えられる（図 2(e)）。 

３．３ ピーク水位と遅れ時間の流域間比較

イベントごとのピーク水位の流域間の相関係数は，0.874~0.967 であり，概

して相関は高かった。一方で，遅れ時間の相関係数は 0.159~0.728 であり，相

関係数の大小が顕著であった（表 1）。すなわち，ピーク水位の空間変動は小

さく，遅れ時間は空間変動が大きかった。本川流域 A-B 間や，同オーダーの

本川と支川流域 B-C間では，影響期間の長短に関わらず遅れ時間の相関係数

が 0.610~0.728 と高かった。一方で，本川流域と異なるオーダーの支川流域

A-C, A-D, A-F 間や，支川流域同士 C-D, C-F, D-F の遅れ時間の相関係数は 0.159~0.451 であり，相関が小さい場合が

あった。本川・支川といった流域の位置関係や，流域面積の大小などの特性が遅れ時間の大小関係を規定している

ことが示唆される。

４．結論 

 影響期間を定め遅れ時間を計算し，一定程度降雨分布を考慮して解析した結果，本研究では降雨分布が遅れ時間

に与える影響は小さかった。ピーク水位の空間分布は小さかった一方で，遅れ時間の空間分布は大きかった。流域

の位置関係や流域面積の大小に，遅れ時間の大小関係が規定されている可能性がある。 

参考文献 

浅野ら（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)：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, 4, p. 219-231 

流域 
影響期間 

6 時間 

影響期間 

12 時間 

A-B 0.610 0.644 

A-C 0.372 0.314 

A-D 0.240 0.451 

A-F 0.382 0.379 

B-C 0.658 0.728 

B-D 0.481 0.598 

B-F 0.220 0.540 

C-D 0.436 0.250 

C-F 0.159 0.298 

D-F 0.328 0.376 

表１ 遅れ時間の相関係数（全

イベント）

図２ 各影響期間と降雨ピーク

一致イベントの遅れ時間

の頻度分布 
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複数のスネーク曲線を考慮することによる土砂災害発生予測手法の検討 

京都大学大学院 農学研究科 〇福田幹・小杉賢一朗・正岡直也 

1.背景
近年集中的な豪雨の頻度が増加しており、ま

た大型の台風の増加などで今までに経験したこ

とがないような規模の降雨が増えると予測され

ている。土砂災害による全ての被害をハード対

策のみによって防ぐことが困難とされる中、特

に人的被害を抑えるには事前の避難が重要であ

り、そのためにはそれぞれの地点に適し、危険

の切迫度が伝わりやすい情報が必要である。現

在、土砂災害に対する警戒には主に土壌雨量指

数/前 60 分雨量によるスネーク曲線が用いられ

ているが、この計算のパラメータは全国どの地

点でも一律であり、この指標一つだけでは地点

ごとの地形や地質、土地利用の状況などの条件

(以下、個別条件)を十分反映できていない可能

性があるほか、がけ崩れと土石流のように災害

の形態が異なる場合には最適な指標が異なるこ

とも予想される。 

 小杉(2015)*1 では実効雨量を両軸にとり、そ

れぞれの半減期を様々に変化させた多数のスネ

ーク曲線による結果をまとめることで土砂災害

の危険性を評価する手法を提案している。この

手法では、条件を多数設定することで上に述べ

た個別条件や災害形態による違いを考慮してい

るほか、警戒基準(以下、CL)を「そのスネーク

曲線において過去に記録された最大範囲（以下、

既往最大値）」と分かりやすいものにしている。 

 この手法をもとに、発表者は令和 3 年度の砂

防学会において CL とある時刻の降雨の関係を

超過量を用いて定量化する手法を提案した*2。

また令和 4 年度森林学会において平成 30 年 7

月豪雨（以下、西日本豪雨）で発生した土石流

はがけ崩れと比べて超過量が大きな地点に集中

していることを報告しており、両者の発生条件

に違いがあることが示唆されている。さらに、

各半減期の組み合わせでどの程度災害を捕捉で

きたのかという検討から、西日本豪雨で発生し

たがけ崩れにおいては最適な半減期の組み合わ

せが「1 時間以下/100 時間程度」と実効雨量を

用いた検討で従来多く用いられた「1.5 時間/72

時間」の組み合わせとは異なっていたことを報

告した。 

 そこで、各半減期によるスネーク曲線での捕

捉状況についてさらなる検討を加えることで災

害形態ごとの発生状況を整理し、またスネーク

曲線を複数設定することの有効性についても検

証を行った。 

2.計算手法
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、それ以前の降雨を災害までの既往値とした。 

 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た。各

スネーク曲線に対する計算は以下の通りである。

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」を既往最大値を構成する

点とし、これらの点から CL を作成した。

(左 CL のイメージ) 

CL を構成する赤点を

結んだ線と両軸に囲ま

れる範囲（網掛け部分、

既往最大の範囲）に過

去に経験した全降雨が

含まれる。 

この CL に対し、災害発生期間の各時刻の降雨

で超過量を求めた。超過量はプロットの両軸に

同じ値を加減し、CL を跨ぐ最小の値を用いて定

める（詳細は昨年度の砂防学会発表概要*1 参照）。

ここから、超過量が 0mm 以下の場合は過去に経

験した範囲内であり、0mm 以上でその時点での

降雨は既往最大値を超過していると考えること

ができる。 

(上 超過量計算の概念図) 

国土交通省・広島県から提供を受けた土砂災

害発生に関する情報をもとに西日本豪雨におい

て災害が発生した地点を抽出した。その上で、

各災害発生地点におけるそれぞれのスネーク曲

線について既往最大値の超過がなかったケース

数(以下、見逃し件数)をカウントした。なお、災

害発生期間中における詳細な発生時刻を十分な
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精度で得ることができなかったため、ここでは

災害発生期間を通じた超過量の最大値を用いて

いる。 

3.結果
各災害の発生地点の分布および対象となる件

数は下の図１に示す通りである。がけ崩れでは

1609 件のうち 95 件、土石流では 573 件のうち 1

件がいずれのスネーク曲線でも既往最大値を超

過することなく、過去 12 年に経験した実効雨量

の範囲内で災害が発生した。 

 いずれかのスネーク曲線で既往最大値の超過

が発生した災害事例数に対し、ある単一のスネ

ーク曲線で既往最大値を超過した件数の割合を

そのスネーク曲線での捕捉率とする。 

がけ崩れの発生地点について、各スネーク曲

線の捕捉率を図２に示す。この図の両軸がスネ

ーク曲線に用いる実効雨量の各半減期を表し、

それぞれの四角形の色が各スネーク曲線での捕

捉率を表す。図２では四角形が赤色で表されて

いる横軸 100 時間付近、縦軸 1 時間以下の半減

期の組み合わせで最も災害を捕捉していること

が示されている。一方でこれらの組み合わせで

も単一のスネーク曲線では 2%(32 件)以上の見逃

しが発生しているため、複数のスネーク曲線に

おける結果を組み合わせることは災害発生の見

逃しを抑える上で重要であると考えられる。 

また、土石流の発生地点について各スネーク

曲線での捕捉率を図３に示す。超過の程度の大

きな地点で発生する傾向が強いこともあり、捕

捉率の高い範囲は広い範囲に及んでいる。この

結果は一回の豪雨による災害事例のみを用いた

検討結果であることから、今後は他の災害事例

も用いてより詳細な検討を行うことが必要であ

ると考えられる。 
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 図１ 期間を通じた超過量最大値の分布と災害発生地点 
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岩盤内地下水位と湧水量を指標とした深層崩壊危険度予測の試み 

信州大学農学部 〇中村 有汰  

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，与田切川流域内で観測された岩盤内地下水位

と湧水量を基に，岩盤内地下水の流動経路を把握した。さら

に，得られた知見を基に，深層崩壊危険度予測に質すること

を目的として岩盤内地下水位と湧水量を同時に再現可能とな

る岩盤内地下水流動予測モデルを構築し，同モデルを用いた

深層崩壊発生危険度判定手法の基本骨子について考察した。  

2. 研究対象流域と観測概要

対象流域は長野県飯島町に位置する与田切川

流域内の小渓流(Y-1 流域：図-1)であり，流域内

の上流域 4 地点(Gw3,Gw2,Gw1,Gw4)のボーリン

グ孔内で岩盤内地下水位と電気伝導度を，下流

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。さらに，中腹部右岸(Y-1R)と

尾根部(Y-1S)の 2 地点で降雨量を観測した。

3. 岩盤内地下水と湧水の降雨応答特性

岩盤内地下水位と湧水量の本研究観測期間

(2021 年)での経時変化を示す図-2 より，Gw2 地

点での降雨に対する地下水位の反応は極めて鋭

敏であるのに対し，Gw1 と Gw4 地点での地下水

位の降雨に対する反応は緩慢であることがわかる。ま

た，湧水量の降雨に対する反応は，Gw1 と Gw4 地点での

地下水位の降雨応答特性と類似している事実が確認され

た。図-2 中には，次節で構築することになる岩盤内地下

水流動予測モデルと湧水量モデルによる計算値を併記し

た。

4. 岩盤内地下水流動予測モデルの構築と妥当性の検討

岩盤内地下水位と湧水量の降雨応答状況と既往研究で

実施されたトレーサー試験結果を考慮して，図-3 に示す岩

盤内地下水流動予測モデルを再構築した。さらに，本研究

で提示することになる「深層崩壊発生予測手法」の実用化

に向けて，岩盤内地下水位と比較して観測が容易な湧水量

のみを指標とした湧水量予測モデルを構築した(図-4)。図-

2 中に併記した岩盤内地下水流動予測モデルと湧水量予測

モデルによる再現結果より，Gw2 地点での岩盤内地下水位

図-1 研究対象地(Y-1 流域) 

図-3 岩盤内地下水流動予測モデル  

図-2 岩盤内地下水位と湧水量の経時変化  
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に対する岩盤内地下水流動予測モデルによる再現性は，深層崩壊の危険性

が高まる高水位時において良好となることがわかる。しかし，同モデルによ

る Sw1 地点の湧水量の再現性は良好であるものの，ピーク湧水量出現時刻

の再現性については改良の余地が残される結果となった。また，湧水量予測

モデルによる Sw1 地点での湧水量に対する再現性は，岩盤内地下水流動予

測モデルと比較して大きく向上していることがわかる。  

5. 深層崩壊発生危険度予測手法の提案

岩盤内地下水流動予測モデルによる良好な再

現性が確認された Gw2 地点と，湧水量予測

モデルによる良好な再現性が確認された Sw1

地点を対象として，各モデルにより得られる

地下水位と湧水量の予測値(Gw2cal,Sw1cal)と実

測値(Gw2obs,Sw1obs)との差異 Gw2cal(t)－

Gw2obs(t), Sw1cal(t)－Sw1obs(t) (以下⊿Gw2(t)，

⊿Sw1(t)とそれぞれ呼ぶ)を指標とした深層崩

壊危険度予測手法の検討を行った。2009 年か

ら 2021 年までの 13 年間を対象として再現計

算を行い，⊿Gw2(t)と⊿Sw1(t)のそれぞれの

過去最大値(以下⊿Gw2MAX，⊿Sw1MAXと呼

ぶ)と，⊿Gw2(t)の過去最小値(以下⊿Gw2MINと呼ぶ)を

算出した。これらの値(⊿Gw2MAX，⊿Sw1MAX，⊿Gw2MIN)を深層崩壊発生予測手法を運用する際の閾

値とし，⊿Gw2(t)と⊿Sw1(t)が閾値(⊿Gw2MAX，⊿Sw1MAX，⊿Gw2MIN)を超過した際には深層崩壊発生

危険度が従来よりも高まったと判断する。具体的には，⊿Gw2(t)＞⊿Gw2MAXとなった場合には岩盤

内の水みちの閉塞により Gw2 地点の上流域の安定性が，逆に⊿Gw2(t)＜⊿Gw2MINとなった場合には

水みちの変化により Gw2 地点の下流域の安定性が低下していると判断される。また，⊿Sw1(t)＞⊿

Sw1MAXとなった場合には Sw1 地点での流下能力が低下することにより Sw1 地点の上流部の安定性の

低下が想定される。なお，深層崩壊の危険性が高いと判断されたものの，斜面に異常が確認されなか

った場合には，以後この時の値(⊿Gw2(t),⊿Sw1(t))を閾値として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。図-6 に示す解析期間中の⊿Gw2 の閾値の推移より，2021 年までに⊿

Gw2MAX，⊿Gw2MIN ともに 2 度更新された後に，現在の閾値である⊿Gw2MAX=0.77，⊿Gw2MIN=-0.78 へと

推移していることがわかる。このように，本手法は危険度判定の閾値となる⊿Gw2MAX，⊿Gw2MIN，⊿

Sw1MAXを適宜更新していくといった学習型の危険度判定モデルである。  

上記の手法を Gw2 と Sw1 地点の 2 地点で行うことにより，1 地点のみで危険度評価を行うよりも適

切に深層崩壊の危険性を判断することができる。  

6. おわりに

本研究で提示した「岩盤内地下水流動予測モデル」と「湧水量予測モデル」による予測計算結果を用

いて深層崩壊発生危険度評価を行おうとする本手法の実用化の可能性は高いといった事実が確認され

た。しかしながら，深層崩壊発生予測手法を運用するにあたり，同一モデルによる複数箇所の予測値を

指標とするのが理想である。このため，今後は「岩盤内地下水流動予測モデル」にさらなる改良を加えるこ

とにより，Gw2 地点以外での予測精度を向上させる予定である。  

図-4 湧水量予測モデル 

図-5 解析対象期間中における
⊿Gw2MAXと⊿Gw2MINの変化
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降雨特性と土砂災害の関係について

九州大学大学院  ○佐藤忠道

九州大学   執印康裕

1．はじめに

気候変動に伴う降水量の増加によって，土砂災害の

危険性が増大することが多くの先行研究で指摘され

ている（たとえば，Gariano and Guzzetti 2016）。わが国

においては，1時間降水量 50 mm以上および 80 mm以

上の年間発生回数はともに増加傾向にあり（気象庁 

2022），今後豪雨による土砂災害が増加する可能性が

高いと考えられる。このような気候変動下においては，

長期的な視点に基づく土砂災害対策を計画・実施する

ことが重要である。またそのためには，土砂災害を引

き起こす可能性の高い降雨特性を明らかにした上で，

そのトレンドを検討する必要があると考える。さらに，

降雨特性のトレンドに対して，土砂災害による被害が

どのように変化しているのかを検討することも重要

である。本研究では上記の点に着目し，土砂災害の誘

因となった降雨特性を土壌雨量指数の算出に用いら

れる三段直列タンクモデル（Ishihara and Kobatake 1979）

よって明らかにし，その経年変動と土砂災害による被

害の経年変動の関係について極めて単純な考察を加

えたので，ここに報告する。 

2．手法 

2.1対象地および使用データ 

対象地は兵庫県神戸市である。神戸市を検討対象と

した理由は，1）同地域では豪雨を誘因とする表層崩

壊・土石流に起因する土砂災害が幾度も発生している

こと，2）多くの土砂災害でその発生時刻が明らかされ

ていること，3）降雨特性の分析に必要な長期降雨時系

列データが存在することの 3点である。 

降雨特性の分析には神戸気象台で観測された 1900

年～2020年の 1時間雨量データを用いた。ただし 1945

年は欠測となっているため検討からは除外している。

土砂災害による被害の指標には「死者・行方不明者数」

を用いた。死者・行方不明者数のデータは神戸市地域

防災計画 防災データベース（神戸市 2022）の「過去

に発生した風水害一覧」から取得した。 

2.2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

る直列三段タンクモデルの各タンクの貯留量を算出

する。なお算出にあたっては，降雨をイベント毎に区

切ることなく通年で連続計算することで，先行降雨の

影響を取り込んでいる。 

【手順 2】 

対象地において，豪雨を誘因とする表層崩壊・土石

流による被害が特に大きかった昭和 13 年豪雨（1938

年），昭和 36年豪雨（1961年），昭和 42年豪雨（1967

図-1 三豪雨における各タンクの貯留量の径時変化 
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年）における各タンクの貯留量を比較し，土砂災害の

誘因となった降雨特性を明らかにする。 

【手順 3】 

手順2で明らかにした土砂災害の誘因となった降雨

特性の経年変動と土砂災害による被害の経年変動を

明らかにし，その対応関係を考察する。 

3．結果 

3.1土砂災害と誘因となった降雨特性の検討 

 図-1 に三豪雨における各タンク貯留量の径時変化

を示す。図中の黒矢印および数値は，災害の発生とそ

の時刻における貯留量をそれぞれ示している。図-1よ

り，全ての豪雨において，表層崩壊・土石流に起因す

る土砂災害は一段目のタンク貯留量のピーク付近で

発生していることが確認される。したがって，本研究

対象地における土砂災害の発生には一段目のタンク

貯留量が関与していると考えられる。執印ら（2019）

は表層崩壊の発生には一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指摘しており，本研究の

結果もこれと調和的である。また各豪雨における災害

発生時の一段目のタンク貯留量を比較すると昭和 42

年豪雨（1967年），昭和 13年豪雨（1938年），昭和 36

年豪雨（1961年）の順に大きいことが確認される。 

3.2降雨特性および土砂災害による被害の経年変動 

図-2 に土砂災害の誘因となった一段目のタンク貯

留量の年最大値の経年変動を示す。図-2より，一段目

のタンク貯留量の年最大値は 1930 年～1970年に上昇

傾向を示すことが確認される。その後は横ばいに推移

し，2010年以降は再び上昇傾向に転じている（図-2）。

また Kendall の順位相関係数により検定を行ったとこ

ろ，一段目のタンク貯留量の年最大値は統計的に有意

な傾向を示さなかった（p > 0.05）。 

 図-3に土砂災害による死者・行方不明者数の経年変

動を示す。図-3より，土砂災害による死者・行方不明

者数は 1938 年が最も大きく，土砂災害による被害は

1930 年～1970 年に集中して発生していることが確認

される。また 1972 年以降は土砂災害による死者・行

方不明者は発生していないことが確認される。 

4．考察 

結果より，神戸市における土砂災害の発生には一段

目のタンク貯留量が関与していることが明らかにな

った。またその年最大値のトレンドは 1900 年～2020

年においては統計的に有意な傾向を示さないが，1930

年～1970年に上昇傾向を示していた。この期間には土

砂災害による死者・行方不明者が集中しており，降雨

トレンドと土砂災害による被害の経年変動には対応

関係が見られる（図-2, 3）。

1970 年以降の一段目のタンク貯留量の年最大値は

小さく，そのトレンドは横ばいに推移している。また

この期間における土砂災害による死者・行方不明者は

1972 年を除き 0 人となっている。以上より，1970 年

以降は弱雨期であったため，土砂災害による被害が少

なかったと考える。ただし，1998 年，1999 年，2018

年には昭和 36年豪雨（1961年）の土砂災害発生時の

一段目のタンク貯留量（76.7 mm）を上回る規模の降

雨が発生している（図-2）。しかし，これらの年におい

て土砂災害による死者・行方不明者は発生していない

（図-3）。これは，森林植生の生長等による素因の変化

やソフトおよびハード対策の効果が発揮されたた可

能性が高いことを示唆している。 
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－ 22 －



広島県における複数回の災害データの統計解析に基づく土石流被害の確率的予測  

京都大学 工学研究科 社会基盤工学専攻 〇鹿倉佳央梨 

京都大学 防災研究所 山野井一輝，川池健司 

1. はじめに

広島県南部では，XRAIN による降雨観測が

開始して以降，2014 年，2018 年，2021 年に 3

回大規模な土砂災害が発生している．2018 年

は広島県南部全域で発生しているのに対し，

2014 年，2021 年は局所的にしか発生していな

い．野口ら 1)は，2018 年 7 月豪雨を対象に，最

大 60 分間積算雨量，土壌雨量指数，平均勾配

をもとに，小～大規模の土砂生産が発生する確

率を算出するモデルを構築した．しかし，この

研究では，2018 年のイベントで作成したモデ

ルを 2018 年の災害の予測に適用しており，そ

れ以外の災害への適用性は不明である．また広

島県では，上記のように他の年にも降雨データ

の揃っている災害データが存在しているため，

その年のデータを加えることで，予測の再現性

が上昇する可能性がある．

そこで，本研究では，野口らのモデルをもと

に，2018 年の土砂災害のデータのみから土砂

生産確率モデルを構築した場合と，2018 年，

2014 年，2021 年の 3 回の土砂災害のデータを

用いて土砂生産確率モデルを構築した場合の

再現性の比較検討を行った  

2. 土砂生産確率モデルの構築

2014 年，2018 年，2021 年の広島県で発生し

た土砂災害における降雨データと地形データ

から，土砂の生産規模の発生確率予測する確率

モデルを，順序ロジスティック回帰分析を用い

て構築した．

2.1 データセットの作成

2.1.1 説明変数

土砂災害の予測には長期降雨指標と短期降

雨指標がある．短期降雨指標に，最大 10 分間

積算雨量，最大 30 分間積算雨量，最大 60 分間

積算雨量を考え，長期降雨指標に，短期降雨指

標と同時刻の，24 時間積算雨量，48 時間積算

雨量，72 時間積算雨量を考えた．2014 年，2018

年，2021 年の 3 回の土砂災害のそれぞれで，

約 250m 解像度 1 分間隔の降雨データである

XRAIN を用いて降雨指標を作成した．  

また，地形条件として，基盤地図情報表網モ

デル（10m メッシュ）から平均勾配を算出し，

降雨データと同じ 250m メッシュに変換した．  

2.1.2 目的変数  

土砂生産の発生場所と規模について， 2018

年の災害においては，LiDAR 標高の災害前後

における差分（1m メッシュ）（図 -1）から侵食

量を算出し，降雨データと同じ 250m メッシュ

に変換することで土砂生産量を算出した．  

2014 年，2021 年の災害においては，土砂災害

発生場所の写真判読図から勾配 12 度以上を侵

食領域とし（図 -2），侵食深さを 1ｍとして土砂

生産量を算出した．  

2018 年，2018 年，2021 年のすべての土砂生産

量に対し，降順に並べた際の上位 10%及び上位

30%にあたるデータを閾値とし，土砂生産量𝑉𝑖
を表 -1 のように規模別に分類した．  

図 -1：2018 年の土砂災害前後における LiDAR

の標高差分  

図 -2：2014 年の土砂災害での土砂侵食領域と  

堆積領域  

表 -1 :土砂生産量の規模分類  

𝑌 = 1 大規模生産  2695 < 𝑉𝑖 

𝑌 = 2 中規模生産  980 < 𝑉𝑖 ≤ 2695 

𝑌 = 3 小規模生産  0 < 𝑉𝑖 ≤ 980 

𝑌 = 4 生産なし  𝑉𝑖 = 0 

2.2 順序ロジスティック回帰分析  

こうして作成したデータをもとに，順序ロジ

スティック回帰分析を行った．分析はイベント

数と短期降雨指標，長期降雨指標の組み合わせ

を変えて全 18 ケース行った．

算出された回帰式に，2014 年，2018 年，2021
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年のデータを入力することで確率を再計算し，

その確率に対して適切な閾値を決めてそれら

を発生・非発生に分類した．予測結果と実際の

土砂生産状況を比較し，表-2 のように分類し

た．その結果から，捕捉率，空振り率，F1 値を

算出することで最適なケースの判断を行った．

それぞれの算出方法は以下のようである． 

表-2:実際の土砂生産状況と予測結果の判定  

予測結果 

発生 非発生 

実 

際 

発生 
真陽性

（TP） 
見逃し（FN） 

非発生 
空振り

（FP） 
真陰性（TN） 

捕捉率 (𝑇𝑃𝑅) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

空振り率 (𝐹𝑃𝑅) =
𝐹𝑃

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃

一致率 (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

𝐹1 =
2 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑇𝑃𝑅

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑇𝑃𝑅

3. 解析結果と考察

まず，長期と短期の降雨指標を変化させた場

合の F1 値は表-3，表-4 のようになった．ここ

では，回帰式の算出に 2018 年のみを用いた場

合と，2014，2018，2021 年の 3 イベント分のデ

ータを用いた場合について，2018 年の小規模

以上の土砂生産予測に対する F1 値をそれぞれ

示している．短期降雨指標に最大 60 分間積算

雨量，長期降雨指標に 72 時間積算雨量を用い

たケースが F1 値が最も大きく最良であった．

また，3 イベントのデータを使った方が 2018 年

のみのデータを用いた場合よりもそれぞれ F1

値が大きくなっているため，再現性が向上して

いると考えられる． 

次に，このケースにおける判定結果の空間分

布を図-3 に示す．2018 年の災害予測の判定は，

a のほうが b よりも北西の空振りが減少した一

方で，中央右寄りの見逃しが増加している．ま

た，2021 年は発生範囲が非常に狭く，捕捉率，

空振り率のみに注目すると，a の方が捕捉率が

上がり，空振り率が低下しているため，より正

確に予測できていることが分かる． 

2014 年の災害予測では，a の方が非発生を正

しく予測できている一方で，見逃しが非常に多

くなっている． 

これらの結果から，複数イベントを考慮する

と，非発生の判断の制度は向上するが，見逃し

が多くなってしまうことが分かった．  

表-3 3 イベントのデータを用いた解析における

2018 年の小規模以上の土砂生産発生予測 

に対する F1 値 

短期＼長期 24 時間 48 時間 72 時間 

10 分 0.2260 0.2311 0.2300 

30 分 0.2238 0.2659 0.2651 

60 分 0.2603 0.2613 0.2934 

表-4 2018 年のデータのみを用いた解析におけ

る 2018 年の小規模以上の土砂生産発生予測  

に対する F1 値 

短期＼長期 24 時間 48 時間 72 時間 

10 分 0.2230 0.2230 0.2230 

30 分 0.2230 0.2241 0.2238 

60 分 0.2473 0.2543 0.2584 

図-3：判定結果の空間分布  

4．結論 

空振り率が低下することで適切な避難場所の

判断につながる一方で，捕捉率の低下により発

生場所の見逃しが多くなってしまうことは問

題である．今後は，土砂生産確率から土砂移動

モデルを考え，被災確率を算出することで，被

害予測の確率分布を作成できるようにしてい

きたい．
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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 

1. 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。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，斜面崩壊の初期ひび割れの発生時刻と発生場

所の予測は最も避難体制の強化と繋がっている。本研究では斜面内部の変位の経時変化に基づいた斜面

崩壊の前兆現象を検討することを目的とする。本研究では、土層を異なる密度条件を設定した室内実験を

実施し、計測データに基づいた斜面の不安定についての評価の可能性を検討した。 

2. 室内実験

実験装置は斜面モデル、斜面モデル内部に設置される計測機器装置及び人工降雨装置から構成され

る。小型ワイヤレス三軸加速度計（TWELITE 2525A）を各斜面モデルに対して6箇所（図-1）、地表面下

の2cmと10cmに設置した。モデル斜面は乾燥密度1.88 g/m³の真砂土を用いて、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。砂土試料に初期含水比は5%、モデル斜面

表面の傾斜は30 °、表面土層の密度の異なる2ケースで実験を行った（表-1）。土槽の三面は不排水であ

り、正面はアルミ製排の水板を取り付け、透水穴の面積は13%である。上方向から雨を与え、降雨強度

は50mm/hである。 

3. 実験結果

本研究では、計測点及び計測の深さによって名前を定義した。

例えば、計測点1の変形挙動において，表面の計測結果はA1、内部

の計測結果はB1となる。各ケースにおける加速度センサーより観

測された変形挙動を図-2と図-3に示す。加速度センサーの計測結

果は重力加速度による静的加速度と変形挙動による動的の加速度

両方を含める。基準平面から移動させた後，変形が一旦停止して

も重力加速度の影射より初期値に戻らないことになる。すなわち，

図面での各軸の実測値における傾きが生じた時だけ変形挙動が計

測されたと見なされる。 

CASE1において，降雨開始後15min，すべての加速度計は順次に

内部の変形挙動を記録された。降雨が進むとともに加速度計が安

定した状態戻った一方， B2以外は初期ひび割れが発生した数分

前、加速度計変化の再び急増したことが示された。なお、CASE1
の初期ひび割れが観測点1の付近に観測された。CASE1において， 

B2以外が，1)初期の増加，2)安定化，3)崩壊の数分前に再び増加，

という3つSTAGEを経った。 
CASE2では，降雨開始から28min後にすべての加速度センサー

は変形挙動の発生を記録した。降雨開始75min後，観測点5と6の間

で初期ひび割れが観測された。A2以外では，降雨の進行に伴って、

上記のように運動-静止-運動の3つSTAGEの変化が確認された。 

4. 考察

本研究における計2ケースのうち、比較的緩い斜面モ

デルでは，降雨が進行をとともに内部に継続的な変形挙

CASE1 CASE2 
表面土層密度(g/cm³) 1.2 1.4 
岩盤層密度(g/cm³) 1.8 1.8 

図－1 斜面モデル及び加速度センサーの

設置場所 

加速度センサーの設置場所 

表－1 各ケースの実験条件
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動が観測された。浸透と降雨強度に対して敏感であり、密度が低い土層で変位が比較的顕著な変動をデー

タで示された。 

また、距離が近い加速度センサーの間で類似な変化が見られた。例えば，CASE1において，同じ観測点

に位置しているA1とA2のx軸とy軸，先端部に同様深さに位置しているA3とA6のx軸は同の変化を示した。

それに比べ，離れた場所に位置している加速度センサーが得られた計測結果が大きく異なる場合もあった。

例えば，CASE2のA6は30minから40min前後x軸に加速増加の変形挙動が記録したが，A2とA6は同じ時間

帯では顕著な変動が見られなかった。これは、単一観測点及び単一深さの計測結果により斜面全体の安定

状態の判定において妥当ではない、変形挙動の伝達は距離より限られていることが示唆される。 

変形挙動の実測値において単位時間当たりの平均値に近似曲線で傾き変化を計算し，ある時点で土の運

動状況を評価した（図－2、図－3）。2ケースと共に、変形挙動は一旦落ち着いてから再び激しく変化する

という特徴が示された。初期の増加をSTAGE1、安定化をSTAGE2，崩壊の数分前に再び増加降雨をSTAGE3
と定義した。 
降雨進行に伴って、CASE1のB2とCASE2のA2以外は運動-静止-運動の階段的な変化が確認された。

CASE1において、A1は最も早く安定状態になり、再び運動状態に入ることが確認された。なお，CASE1の
初期ひび割れがA1の観測点1の付近に観測された。並びに、CASE2の初期ひび割れはより早く再び運動状

態に入ったA5，A6，附近の計測点5と観測点6の間に観測された。早くSTAGE3に入ったところの附近、初

期ひび割れが発生する可能性が高いことが明らかにされている。 

以上の結果より、内部変形挙動の計測よって，崩壊の予測について階段的に予測可能ことが示した。土

層の強度が低い場合に対して変形挙動の計測はさらに局所的に初期ひび割れの発生にについて評価でき

ると考えられる。 

Initial crack X-axis Y-axis Z-axis
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図－3 変形挙動及びSTAGE分類の 
実験結果・CASE2 

 

Initial crack X-axis Y-axis Z-axis
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図－2 変形挙動及びSTAGE分類の 
実験結果・CASE1 
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土層の透水性が斜面表層崩壊の崩壊深に与える影響 

立命館大学理工学研究科 〇水野仁、西村翔太、川島直人(現いであ株式会社) 

立命館大学理工学部 藤本将光、里深好文 

1．はじめに

降雨時における斜面表層崩壊の発生メカニ

ズムとして、表層土と基盤層の間に飽和地下

水帯が形成されることで崩壊が発生すると考

えられている。しかし、近年増加している短

期集中豪雨時では土層と岩盤の境界ではなく、

斜面浅層において飽和地下水帯が発生し、崩

壊が発生する場合も想定される。これは土層

の透水性が低い場合に雨水の浸透水が土層深

部へ浸透せず土層浅層に地下水帯が発生する

現象であると考えられる。そこで降雨時にお

いて土層の透水性が斜面表層崩壊の崩壊深に

与える影響について検討する。本研究では、

土層試料の透水性を低くすることで斜面浅層

に地下水帯が発生するのかを室内実験を用い

て検証した。 

2．透水性の条件設定 

本研究では真砂土にカオリン粘土を配合す

ることで透水性を低くすることを試みた。そ

の際、カオリン粘土を何割配合するのかを決

める試行実験を行った。真砂土 300g に対して

カオリン粘土 5、10、15、20％を配合した試

料を用意し、円筒にそれぞれ入れる。霧吹き

で水を 30ml 与えた後 30 分が経過したときの

試料断面の様子を観察した。カオリン粘土 5％

を配合した試料は全て飽和状態となり、カオ

リン粘土 10％を配合した試料は飽和状態・高

水分状態の 2 層に分かれた。カオリン粘土

15％、20％を配合した試料は飽和状態、高水

分状態、低水分状態の 3 層に分かれた。 

試行実験の結果より、飽和状態と不飽和状

態がより明確に分かれ、カオリン粘土の配合

割合が一番少ない条件はカオリン粘土 15％

を配合した試料であった。したがって真砂土

の質量に対してカオリン粘土 15％を配合し

たものを土層試料として使用する。 

3．室内降雨土層実験 

本実験は人工降雨実験装置を用いて行った。

土層には真砂土 250 ㎏に対してカオリン粘土

15％を配合したものを使用し、計測機器には

テンシオメーターを用いた。図 1 に計測機器

の設置位置を示す。①の個所は斜面正面から

35 ㎝、斜面表面から 10、30 ㎝に、②、③の

個所は斜面正面からそれぞれ 65 ㎝、95 ㎝、

斜面表面から 10、30、50 ㎝までの計 8 本の

計測機器を地中に埋めた。計測時間間隔は 1

分とした。また、表 1 に実験条件を示す。 

図 1 計測機器の設置位置 
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表 1 実験条件と斜面形状 

土試料 真砂土＋カオ

リン粘土

密度 (g/㎝ 3) 1.4 

初期含水比 (％) 5 

斜面勾配 (°) 36 

排水条件 前面に排水率 10％の排水板 

底面・側面・背面は不透水 

斜面形状 (㎝) 横幅 60 

縦幅 100 

高さ 50 

天端形状 (㎝) 横幅 60 

縦幅 30 

4．実験結果と考察 

図 2 にテンシオメーターで計測した各計測

点における地下水位と時間変化を示す。降雨

開始から 3 時間経過後、降雨強度を 30mm/h

から 100mm/h に変更した。しかし、斜面表

面が侵食されていくのみで崩壊発生には至ら

なかった。また、実験後、斜面手前から 50 ㎝

あたりの断面の様子を観察すると斜面断面の

下半分ほどが乾燥状態であった。 

すべての地点で地表から 10 ㎝の圧力水頭

の結果は 0 付近の正の値を示し、地下水帯が

発生していた。その後、圧力水頭の値が一定

になっている。このことから地下水帯が発生

しているものの、上部からの浸透量と下部へ

の浸透量が同程度であると考えられる。その

結果、地下水位が上昇せず、崩壊が発生しな

かったと考えうる。また、降雨強度が低く、ま

た、土層試料の初期含水比が低かったことで

雨水浸透によって乾燥状態から湿潤状態に移

行する雨水浸透量が不十分であり、地下水位

が上昇しなかったとも考えうる。 

各地点の地表から 50 ㎝の結果から土層下

部は時間経過とともに乾燥状態になっている。

これは土層試料に与えていた含水比 5％の水

分が下方へ移動していることと上層から雨水

が浸透していないことが影響していると考え

る。 

5．おわりに 

 実験結果より、斜面浅層に地下水帯が形成

されることが分かった。よって、降雨条件、初

期含水比、強度条件を変化させることで、地

下水帯が下方へ移動する速度より早く土層内

で飽和地下水帯を発生させ、崩壊が発生する

のかを検討できると考える。 

図 2 地下水位の時間変化 
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複数の事例比較による斜面崩壊発生予測のための基礎研究 

～GISと統計的手法を用いた岩手・宮城内陸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 

1はじめに 

近年の大地震では，斜面崩壊が多発し甚大な被害が

生じている．こうした被害を減らすためには，地震に

よって発生する崩壊の規模や発生箇所を事前に予測

してハザードマップを作成し，対策工などの設置を検

討することが重要である．地震による崩壊ハザードマ

ップの作成には，崩壊発生危険度の定量的な評価が不

可欠であるが，一般性の高い危険度評価手法はまだ確

立されていない． 

著者らは，地震による崩壊発生危険度評価式の作成

可能性の検討を目的として，2016 年の熊本地震によ

る崩壊発生に寄与する環境要因の解析を行い，千代田

ら（2020）による 2004 年の新潟県中越地震による崩

壊と地すべり，2018 年の北海道胆振東部地震による

崩壊の解析結果との比較を行った．その結果，崩壊・

地すべりの規模が類似する事例の間では，崩壊や地す

べりの発生に寄与する要因が類似しており，規模別で

あれば一般性の高い崩壊発生危険度評価式の作成で

きる可能性が示された（辺春・権田，2021）． 

そこで著者らは，2020年度までに得られた「崩壊・

地すべりの規模が類似する事例の間では，崩壊や地す

べりの発生に寄与する要因が類似する」という知見の

一般性を検証し，崩壊・地すべりの規模別での危険度

評価式の作成を目指す．そのために，2020年度までに

解析済みの事例に地震による崩壊・地すべりの事例を

追加し，先行研究と同様の手法を用いて，崩壊・地す

べり発生への寄与度が高い因子の解析を進めている．

本研究では，岩手・宮城内陸地震による崩壊と地すべ

りの特性を解析し，辺春ら（2021）が解析した 4事例

の結果と比較することで，崩壊規模と崩壊発生寄与度

が大きい因子の関係を考察した． 

2．研究対象地及び解析方法 

 本研究では，2008年の岩手・宮城内陸地震によって

栗駒山周辺で発生した崩壊と地すべりを対象とした．

解析対象範囲を崩壊が多発した，胆沢ダム上流の斜面

（面積 1099 ha，以下，ダム上流）と一迫川上流の尾

根（面積 1063 ha，以下，尾根）に各 1箇所設定した．

ダム上流の地質は主に火山岩類や火砕流堆積物で構

成され，尾根ではこれらの他に堆積岩の地質がみられ

た．崩壊の平均面積はどちらの対象地でも比較的小さ

く，地すべりは崩壊と比べると著しく大きかった（図

１）．崩壊・地すべりの占有面積率はダム上流では崩

壊が1.11 %，地すべりが1.05 %，尾根では崩壊が5.95 %，

地すべりで 1.05 %であった． 

解析には，国土地理院の 10 mメッシュの DEM，産

業技術総合研究所地質総合センター発行の地質図，国

土技術政策総合研究所から提供を受けた崩壊地と地

すべり地分布データを用いた．これらを ArcGIS Pro に

取り込み，傾斜角度，傾斜方向，断面曲率，平面曲率，

地質の 6つの環境因子と崩壊・地すべり分布のレイヤ

ーを作成した．各対象範囲内で約 10,000 点のポイン

トデータを作成して，各レイヤーの情報を抽出し，崩

壊・地すべりと各因子の関係を解析した．さらに，数

量化理論Ⅱ類により各因子の崩壊・地すべり発生への

寄与度を評価した． 

3．解析結果 

崩壊については，ダム上流，尾根のどちらの対象地

でも，傾斜角度が大きくなるほど占有面積率が高く

（図 2），北東向きの斜面で占有面積率が高くなった．

地すべりについては，傾斜角度はどちらの対象地でも

40°~50°で占有面積率が極大となった．傾斜方向は，

ダム上流では北東向き，尾根では東向き斜面で占有面

積率が大きくなった． 

数量化理論Ⅱ類による解析では，崩壊については，

ダム上流では傾斜角度，地質（図 3），尾根では傾斜角

度，傾斜方向の順で崩壊発生への寄与が大きくなった．

地すべりについては，ダム上流では傾斜方向，傾斜角

度（図 4），尾根では地質，傾斜方向の順で崩壊発生へ

の寄与が大きくなった． 

4．考察 

今回，河川を中央に含む谷地形のダム上流斜面と，

河川上流の沢を含む尾根斜面という地形の異なる 2

地点を解析対象としたが，崩壊と地すべりそれぞれの

発生に関与する因子には共通点がみられた．特に，崩

壊では傾斜角度が大きくなるほど崩壊占有面積率が

増大し，崩壊発生への寄与度も増大するといった顕著

な傾向があった． 

ここで，先行研究である，新潟県中越地震と北海道
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胆振東部地震（千代田ら，2020），熊本地震（辺春・権

田，2021）の解析結果と本研究の結果を比較する．発

生規模が比較的小さい中越地震と熊本地震による崩

壊では，傾斜角度が最も発生への寄与が高い因子であ

り，発生規模が比較的大きい胆振東部地震による崩壊

と中越地震による地すべりでは，傾斜方向が最も寄与

が高く，これらが発生に寄与する主要な因子であった． 

本研究の対象範囲における崩壊の平均面積は比較

的小さく，ダム上流は中越地震による崩壊に次いで 2

番目に，尾根では 3番目に小さかった．一方で地すべ

りの平均面積は大きく，中越地震と胆振東部地震によ

る地すべりよりもさらに大きな規模であった（図１）． 

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，規模の大きい崩壊や地すべりでは傾斜

方向や地質が崩壊発生に寄与する主要な因子であり，

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，これまでの知見と調和的な結果とな

った． 

5．おわりに 

 本研究では，GISや統計的な手法を用いて岩手・宮

城内陸地震における崩壊・地すべりの特性を解析し，

結果を先行研究の事例と比較した．規模が類似する崩

壊・地すべりの間では，それぞれの発生に寄与する環

境要因が類似するという先行研究の結果と調和的な

結果となった．今後は，上述の結果の一般性を検証す

るためにさらに解析対象事例を増やしていくととも

に，発生規模別に地震による崩壊・地震の危険度評価

式の構築を試みたい． 

引用文献 

千代田和馬，権田豊，佐藤和歌子（2020）：新潟県中越

地震・北海道胆振東部地震における崩壊特性の比較，

2020年度砂防学会研究発表会概要集，p.377-378 

辺春あすか，権田豊（2021）：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，2021 年度砂防学会

研究発表会概要集，p.531-532 
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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

降雨による崩壊の危険度評価手法には、物理モデ

ル、概念モデル等がある．物理モデルは、詳細な現

場の条件の下で降雨の浸透過程や崩壊の発生過程を

物理則に基づいて解くもので，崩壊発生位置，規

模，時刻を予測できるが，広域への適用は難しい．

概念モデルは，モデルから出力される降雨指標を用

いて危険度評価を行うものである．代表例である土

壌雨量指数（岡田ら，2001）は，土砂災害警戒情報

の判断基準として全国的に利用されている．しか

し，モデルに用いられているパラメータは全国一律

であり，地形や地質等の差異は考慮されていない． 

 これらのモデルの折衷案が Shuin et al.（2012）の

Distributed-landslide Conceptual Model（分布型崩壊概

念モデル，以下，DLCM）である．本モデルは物理モ

デルと同様の計算過程を持ちながら，土層構造や降

雨浸透過程を単純化しているため，詳細な空間情報

を必要とせず，計算負荷が小さいことから広域への

適用が可能である．物理モデルのように崩壊発生位

置や規模を正確に予測することは難しいが，安全率 1

未満のセル数（以下，UC数）から崩壊危険度の経時

変化の評価が可能である．運用にあたっては，一定の

値（閾値）を設定することで，崩壊の発生・非発生を

判定できる．この閾値は，各降雨イベントにおける

UC数の最大値を PUCとすると，図 1に示すように，

崩壊が発生した降雨イベント群の PUC の最小値と，

崩壊が発生しない降雨イベント群のPUCの最大値の

間の領域（以下，閾値の領域）内に設定される．また

閾値の値は地形によって異なる．しかし，閾値の設定

指針は存在せず，解析エリア毎に過去の崩壊発生事

例の解析を行い，閾値を設定する必要があることが，

実用にあたる課題となっている． 

本研究では，解析を行わず閾値を設定する手法の

開発を目的とし，UC 数を正規化した場合，隣接する

エリア間では閾値がほぼ等しくなるという作業仮説

を立てた．この仮説が正しければ，崩壊履歴の無いエ

リアにおいても閾値を設定することが容易になる．

2012 年の九州北部豪雨で崩壊が多発した阿蘇山周辺

地域において，2.25 km2 四方の解析エリアを図 2 に

示すように 13 地点設定し，DLCM による解析を行

い，作業仮説を検証した． 

：解析エリア

阿蘇山

A5

A4

A3

A2

A1

A6

A7 A8

A9

B1

B2

B3B4

図 2 解析エリア（地理院タイルに加筆） 
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2. 解析方法

解析には国土地理院の 5 m メッシュの数値標高デ

ータ（以下，DEM）を使用した．国土交通省水文水

質データベースから，各解析エリアに近い立野観測

所，内ノ牧観測所，坊中観測所における 1989年から

2016 年の主要な降雨イベントについて，降雨のピー

クを含む 72時間分の 1時間雨量を入手して解析に使

用した． 

各解析エリアを 5 m間隔のセル状に分割し，各セ

ルにおける標高を DEMにより与えた。土層厚は

DEMから算出した勾配を参考に，乾燥条件下で安

全率 1.2を超えない値を設定し，上限値を 1.2 mと

した．土の粘着力 C [kPa]，内部摩擦角φ [degree]，

湿潤密度𝛾𝑡 [kg/m3]，飽和密度𝛾𝑠𝑎𝑡 [kg/m3]，有効間

隙率𝜆，透水係数k [m/hr] は全てのセルで同一とし

表 1のように与えた．各セルに降雨を与え，地下水

の連続式を解き，地下水位を 1時間毎に算出した．

さらに無限長斜面を仮定した安定解析を行い，安全

率が 1未満のセル数（UC数）を計数した．様々な

降雨強度の定常降雨を与えた解析結果（図 3）か

ら，降雨強度 200 mm/hr における PUC を，各エリ

アの PUC の変動範囲の上限値とみなし，その値で

各降雨イベントの UC 数を除することで UC数を正

規化した． 

3. 結果と考察

図4aは，全 13エリアにおける閾値の上限値（max）

と下限値（min）を UC 数で表示したもの，図 4b は

それらを正規化した UC 数で表示したものである．

UC 数そのままの場合，閾値の上下限値はエリアによ

って異なり共通範囲を持たない．一方で UC 数を正

規化した場合，全エリアの閾値の上限値は約 62~86 %，

下限値は約 20～34 %であり，約 34～62 %の範囲が共

通する．非常に強い定常降雨を与えることにより算

出した PUCの変動の上限値で UCを正規化した場合，

隣接するエリア間では正規化した UC 数の閾値がほ

ぼ等しくなるという作業仮説が支持される結果とな

った． 

 今後は，他地域でも本研究の作業仮説が成立する

のか検証を進めると同時に，正規化した UC 数の閾

値の共通範囲を阿蘇山周辺地域と比較していきたい． 

4. 引用文献

岡田ら（2001）土壌雨量指数，天気，p.59-66 

Shuin et al.（2012）Estimating the Influence of Rainstorms 
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表 1 モデルに与えたパラメータの値 

項目 値 

C 6.0 kPa 

φ 28.6 degree 

𝛾𝑡 1700 kg/m3 

𝛾𝑠𝑎𝑡 1900 kg/m3 

λ 0.35 

k 0.015 m/hour 
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盛土対策工の排水性機能に関する実験的検討 

○西村 翔太、長谷川翔平、川島 直人、坂野 大世（立命館大学大学院理工学研究科）

藤本 将光、里深 好文、川崎 佑磨（立 命 館 大 学 理 工 学 部） 

 原田 紹臣（三井共同建設コンサルタント株式会社） 

1, はじめに 

高速道路は，名神高速道路の開通から約 50 年を経た現

在，延長約 9,000km に達しており，供用から 30 年以上を

経過した延長が約 4 割を占めるなど老朽化の進展や，厳し

い使用環境にさらされていることによる変状の発生などが

顕在化してきており，損傷が深刻化する前に計画的な対策

の実施が急務な課題である．なお，これらの盛土の安定化

対策として，法尻補強や盛土内浸透水排除を目的とした砕

石竪排水工（写真-1）等による対策が設計マニュアルにお

いて標準的に示されている．一方，その他の対策案として，

細粒分流出を低減させた透水性の低いポーラスコンクリー

ト（写真-2）による法尻補強も考えられる．そこで，法尻

における対策工種の違いが，盛土内の地盤状況や盛土の安

定性に与える影響について基本的な実験を行い考察する． 

2, 実験概要 

各実験条件の概要図（側面断面図）を図-1 に示す．図-1

に示すとおり，高さ 800mm，長さ 1,000mm，幅 600mm の

水槽に真砂土（乾燥密度：1.4g/cm3，初期含水比：5%）を

敷き詰めて，上部から散水（降雨：50mm/hr）させる．そ 

写真-1 砕石竪排水工の模型（細粒分流出防止ネット設置前） 

写真-2 ポーラスコンクリートブロックの模型 

して，敷き詰めた土層内に設置した複数の水位計により，

時間的な地盤内における地下水位等の状況の変化について

計測する．なお，実験条件として，対策工無（Case 0：図-

1），法尻部に写真-2 に示すポーラスコンクリートによる

補強工（Case 1），法尻部に透水性に優れた写真-1 に示す

砕石竪排水工による補強工（Case 2：細粒分流出防止ネッ

トを追加設置）とする．さらに，細粒分流出防止ネット

（網目：1mm）による効果を把握するため，ネットを設置

しない条件（Case 3）も併せて実施する． 

3, 実験結果と考察 

各条件の違いにおける地下水流動状況の時間的変化に与

える影響に関する実験結果を図-2及び表-1に示す．図-2

:Soil
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:Basket frame
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図-1 実験条件の概要図（各Caseの側面断面図） 
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及び表-1 に示すとおり，盛土において無対策（Case 0）の

場合，法尻付近（Point 1：図-1）において顕著に高い地下

水位となり，約 130 分後に崩壊した．一方，法尻部に補強

工（ポーラスコンクリート：Case 1，細粒分流出防止ネッ

ト付き砕石竪排水工：Case 2，ネット無：Case 3）を設置し

た場合，無対策（Case 0）と比較して，盛土が崩壊しない

ことが分かった．特に，Case 2 の場合，Point 1 付近の地

下水位は殆ど上昇しないことが分かった．また，Point 2 付

近において散水開始後から地下水位が上昇し始める時間が，

対策工の設置により，顕著に遅らせる効果があることが分

かった．ただし，Case 1 における土層表面における状況を

写真-3（左）に示す．写真-3（左）に示すとおり，土層の

表層付近で流動化する変状が発生した．この要因の一つと

して，ポーラスコンクリートは真砂土に比べて透水性（気

密性）が低く，盛土表面に散水された水が地下に浸透せず

に表層付近で含水比が高くなって，流動化したことによる

ものと考えられる．なお，法尻付近（Point 1）や土層深部

（Point 2’）における地下水位が，土層中央付近（Point 2）

と比較して低い結果については，今後，更なる検討が望ま

れる． 

また，細粒分流出防止ネットを併設しない砕石竪排水工

（Case 3）を設置した場合，Case 2（細粒分流出防止ネット

付き砕石竪排水工）と比較して，地下水位が高い結果とな

った．この要因の一つとしては，写真-3（右）に示すとお

り，土層全体が時間の経過と共に顕著に沈下（約 100mm）

しており，砕石竪排水工から水と一緒に細粒分が顕著に流

出し，最終的に砕石竪排水工付近において細粒分が目詰ま

り等して排水効果が低下したことによるものと考えられる． 

4, おわりに 

従来から，盛土の安定化を目的とした法尻補強工である

透水性に優れた砕石竪排水工よる対策効果（盛土内浸透水

排除の重要性）について確認された．ただし，地下水排除

に際しての盛土材細粒分の流出及び目詰まりによる機能低

下について留意すべきであることが，今回，新たに分かっ

た．さらに，法尻付近に透水性が低い材料（ポーラスコン

クリート）を設置した場合，表層水が土層内に浸透せずに，

表層付近で流動化する可能性が分かった． 

表-1 実験結果（各地点における最大地下水位：mm） 

Max groundwater level (mm) 
Point 1 Point 2 

Case 0: No-countermeasure 180 270
Case 1: Porous concrete 0 240
Case 2: Basket frame with net 25 150
Case 3: Basket frame without net 80 230

写真-2 実験結果の状況（左：Case 1、右：Case 3） 

Down Soil flow 
beyond the 
liquid limit

図-2 実験結果（対策工の違いが土層内の地下水の流動等に与える影響：最大地下水位までにおける変化）

Collapse Soil flow 
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大規模雪崩による森林被害発生の再現と予測 

〇信州大学 農学部 前田 耕平 

信州大学学術研究院 福山 泰治郎 

１．はじめに 

 2017 年 2 月に南アルプス小仙丈ヶ岳北東斜面で雪崩による森林被害が発生した。現地調査や現

地観測を基にシミュレーションによって雪崩の流下範囲と速度の分布を再現し，幹折れ木調査に基

づいて検証することで雪崩の発生区と積雪深を推定した。また，森林域の変化に着目し倒木による

雪崩の挙動の変化を予測することを目的とした。 

2．空中写真判読による森林被害範囲の推定 

雪崩前後（2014年 12月と 2018年 5月）の空

中写真を判読して雪崩による森林被害範囲を推

定した。森林被害面積は 4.7 ha で，範囲内の立木

本数は雪崩前（2014年）のレーザ測量成果を用い

た樹頂点抽出により 1,365 本（立木密度 290 本

/ha）と見積もられた。 

3．幹折れ木から推定した速度分布 

森林被害地において被害木の痕跡（以下幹折れ

木）の直径・破断高・樹種を調査し，それぞれの

地点の雪崩の速度を計算した。その結果，図１のような速度分布が得られ，雪崩速度は平均 24 .0m/s

（15～60 m/s）と推定された。 

4. 雪崩の発生区と雪崩層厚（スラブ厚）の推定

雪崩シミュレーションの計算条件として①雪崩の発生区，②発生区のスラブ厚を推定した。①雪

崩の発生区は，現地調査により，幹折れ木の最高地点が標高 2,600 mにあったことと空中写真判読

から標高 2,500 mを発生区の下端とした。また，

遷急線で雪崩が発生しやすいことを踏まえ，標高

2,750 mを発生区の上端とした。②雪崩発生時の

スラブ厚は，AMeDAS 伊那の気温と降水量を

SNOWPACK（雪質変質モデル）に適用して雪崩

発生当時の積雪深を計算した結果をもとに，

2020 年 11 月 1 日から 2021 年 5 月 20 日まで積

雪深を現地観測した結果との比較から，スラブ厚

を 0.6～1.5 mと設定した。 

5. シミュレーションによる雪崩の再現

シミュレーションにはスイス連邦雪・雪崩研究

所（SLF）で開発されたRAMMS（Rapid Mass Movement Simulation）を用いた。計算条件として，

森林域を空中写真判読から設定した。また発生区は 4.①，スラブ厚は 4.②に基づいて 0.6～1.5 m

と設定した。条件ごとに雪崩の速度や流下範囲を計算し，空中写真から判読した流下範囲と，雪崩

速度が幹折れ木から求めた速度を上回っているかに着目して，再現精度を検討した。 

図１ 幹折れ木から推定した速度分布

図 2 RAMMSの計算から得られた速度分布 

A 

B
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その結果，スラブ厚を 1.0 mとした場合，流下範囲が過不足なく再現され，森林被害地内の速度

が 15～20 m/s となることから最も再現精度が高いと考えられた（図 2）。この時の雪崩速度は最大

35 m/s（126 km/h），流下した雪崩のボリュームは 110,000 m３と見積もられた。 

6. 倒木による雪崩の挙動の変化

森林が一部失われたことで，その後の雪崩の挙

動がどのように変化するか，どの程度の森林被害

が起こるかを検討した（図 3－a）。さらに 2017年

の雪崩前の森林分布と雪崩後の森林分布で，同じ

条件を与えた雪崩シミュレーションで，流下にと

もなう速度の変化を比較した（図 3－b）。その結

果，20～25 m/s の速度分布が下流に 250 m伸び，

道路まで到達すると推定された。また，森林の倒

壊によって雪崩が速い速度を維持したまま下流

に到達すると予測された。したがって，森林

の損壊により，将来的な雪崩の速度や到達

範囲が変化し，倒木による林道遮断や倒木

が河道に到達することによる二次的な災害が引き起こされることが示唆された。 

2021年5月の現地調査において，2020-2021

年冬期の雪崩による新たな倒木が生じ，林道

付近まで倒木範囲が拡大している状況が確認

された。UAVを用いて撮影した空中写真から，

森林被害範囲が2018年5月時点より下流側に

拡大している状況が確認された（図 4）。2017

年の雪崩による倒木によって，その後の雪崩

の挙動が変化し，20～25 m/s の速度分布が下

流方向に延長するという予測との整合性がみ

られた。 

図 3-a 2017 年雪崩後の森林域を設定した速度分布 
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図 4 2020-2021年発生の雪崩による森林被害 
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大規模地震後の経過時間が崩壊発生限界雨量に及ぼす影響 

信州大学大学院（現 砂防・地すべり技術センター）〇高橋 和樹 

信州大学学術研究院農学系  平松 晋也 

1．はじめに
近年，我が国では熊本地震(2016 年)や北海道胆振東部地震(2018

年)などに代表される大規模地震が相次いで発生し甚大な土砂災害

を引き起こしている。地震を誘因とする斜面崩壊に対しては，地震

の突発性や発生頻度の少なさから，地震発生前後の土質強度の変化

特性の把握や崩壊現象の観測は困難である。このため，地震前後の

土質強度や斜面安定性の変化を議論した研究事例は少ない。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

が地震後の斜面の安定性や崩壊発生限界雨量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 

 北海道胆振東部地震時に崩壊の集中した厚真町厚真川流域内の

幌内地区に研究対象地を設定し，図-1 に示す崩壊地源頭部で土層断

面調査と簡易貫入試験を実施するとともに，同地点より採取した不

撹乱供試体を用いた一面せん断試験と土壌物理試験を行った。土質

試験と土層断面調査結果より，崩壊時のすべり面は新生代新第三紀

の堆積岩類から成る基盤岩(200cm 以深)の上部に 10cm 程度存在す

る粘土層内に位置する事実が明らかとなった。  

3．地震発生後の土質強度の変化 

地震時に作用する加速度と土質強度との関係を明ら

かにするため，すべり面と判断された粘土層 (深度

200cm)から採取した不撹乱供試体を用いて，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 1.83G(K-NET：追分観測所)の最大加速度が記録され，

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 0.85G，2.2G，3.0G の加速度をそれぞれ

9 秒間与えた。その後，加振直後の供試体と加振後に所

定の期間(1.0,3.0,9.0 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，加振後の土質強度(粘着力：C，内部摩擦角：φ)の変化特性を

把握した。 

地震発生後の時間経過にともなう土質強度の変化を示す図-2 より，地震発生直後の内部摩擦角：ϕには大き

な変化が認められないのに対し，粘着力：C は加速度の増加とともに大幅に低下していることがわかる。また，

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顕著な回復傾向がみられなかったのに対し，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)→3.91kN/m²(9M)と，加振 9 ヶ月経過す

ると加振前の 80%程度にまで回復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/m

²(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かっ

た。

4．地震の加速度が斜面の安定性や崩壊発生限界雨量に及ぼす影響 

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ことを目的として，図 -1 中の崩壊

地中央に点線で示した縦断側線の地震前後の標高データを用いて作成したモデル断面(図-3)に対して，飽和－

不飽和浸透流解析と斜面安定解析を実施した。解析入力降雨波形は，1981 年 8 月 3～6 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-4 に示す中央集中型の降雨波形(総降雨量：286mm，最大時間雨量 20mm/hr)

である。モデル断面の土層厚は，崩壊地源頭部周辺で実施した土層断面調査と斜面調査用簡易貫入試験結果を
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考慮し，崩壊地源頭部から遷急点付近まで：2m，

遷急点から下方：3m と設定した。斜面の安全率

は，図-3 に示す解析対象斜面(モデル断面)を 3m

間隔で 19 分割し，遷急点付近から斜面上端まで

の No9～No19 ブロックに対して求めた。解析で

は複数ブロックのすべり力と抵抗力を積算し，

積算するブロック範囲を変化させることにより

No9~No19 の任意の斜面範囲についての安全率

を求めた。 

2.2G の加速度が作用した場合の No13 ブロッ

クを例として，飽和－不飽和浸透流解析によっ

て得られた地下水深とブロック単体での安全率

の経時変化を図-4 に示す。降雨の浸透による土

塊重量の増加によって緩やかに低下しはじめた

安全率は，地下水深の発生により急激に低下し

ていることがわかる。また，加振直後に大きく低下した安全率：Fs が加振後の時間経過とともに回復するよう

になり，9 ヶ月経過すると崩壊が発生しなくなっていることがわかる。 

 本研究では，北海道胆振東部地震により多発した崩壊地の形状等を考慮し，安定解析でのブロック数が 4 個

以上(崩壊長：12m 以上)のケースを対象として，全ケース中で最も早く安全率が 1.0 を下回った時点までの累

加雨量を崩壊発生限界雨量と定義した。また，加振前の土質強度を用いた場合(0G)には安全率が 1.0 を下回ら

なかったため，最小安全率を示した時点までの累加雨量を崩壊発生限界雨量と仮定した。加振前(0G)を基準と

して崩壊発生限界雨量の低下率を(1)式により求めた。 

崩壊発生限界雨量の低下率(%) =
𝑅𝑐(𝛼𝐺,𝛽) − 𝑅𝑐(0𝐺)

𝑅𝑐(0𝐺)
× 100 

ここに，𝑅𝑐(𝛼𝐺,𝛽)：加速度 α(G)が作用した後 β ヶ月が経

過した場合の崩壊発生限界雨量(mm)，𝑅𝑐(0𝐺)：加速度が作

用しない場合の崩壊発生限界雨量(mm)である。 

 加振後の時間経過と崩壊発生限界雨量との関係を示す

図-5 より，加振直後の限界雨量は加速度の増加とともに

0.85G：221.1mm→217mm，2.2G：221.1mm→153.5mm，

3.0G：221.1mm→130mm と大幅に減少し，限界雨量の低

下率はそれぞれ-1.8%(0.85G)，-30.6%(2.2G)，-41.2%(3.0G)

となった。また加振後の時間経過にともなう崩壊発生限

界雨量の変化に着目すると，0.85G の加速度を与えた場合

の限界雨量には顕著な変化はみられず，加振後 9 か月経

過しても崩壊が発生する結果となった。2.2G の加速度を

与えた場合には限界雨量が 1 か月後： 221.1mm→

190.8mm，3 か月後：221.1mm→183.7mm と，時間経過と

ともに斜面の安定性は回復し，加振後 9 か月が経過する

と加振前の限界雨量と同等となり想定した降雨では崩壊

が発生しない結果となった。さらに 3.0G の加速度を与え

た場合，加振後 3 か月以上経過すると想定降雨では

崩壊が発生することがなくなるといった興味深い結

果が得られた。 

5．おわりに 

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-30%以上も低下するも

のの，地震発生後 9.0 ヶ月経過すると地震前と同等

にまで回復するといった事実が明らかになった。国

土交通省は，大規模地震発生後の警戒避難基準雨量

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，北海道胆振東部地震ではこの基準を 1 年 6 ヶ月間継続して

運用した。この暫定基準の運用と本研究で得られた結果とを比較すると，国土交通省の示した引き下げ幅は概

ね妥当と判断されるものの運用期間については今後検討が必要であろう。  

 ................................................................... (1) 

図-5 崩壊発生限界雨量の変化
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大規模地震により発生する崩壊の規模に及ぼす樹木根系の影響 

信州大学農学部 〇澁谷 歩 

信州大学学術研究院農学系 平松 晋也 

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る崩壊では，緩傾斜の斜面で面的な大規模崩壊が多発した。

また，崩壊地源頭部周辺では，20°未満の緩傾斜であっても崩壊が発生しており，地震による外力以外にも原因が

あるものと推察される。本研究は，崩壊地源頭部周辺の地形形状と崩壊地周辺に優占するカラマツの水平根のネッ

トワークによる緊縛力が崩壊規模に及ぼす影響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．樹木根系の引き抜き抵抗力 

 研究対象地は，北海道胆振東部地震時に崩壊の集中した厚真川支川東和川流域(流域面積 5.1km2)内に設定した。崩

壊地源頭部の表土層の深度 2m までは，有機物層からなる黒ボク土と火山噴出物を起源とする土層により構成され，

2m以深には新生代第三紀の泥岩からなる基盤岩が存在し，すべり面は表土層と基岩との境界に存在する。 

研究対象地周辺の主要構成樹種はカラマツであり，本研究では，

対象流域内の 3 地点でトレンチ断面を作成し，カラマツの根系分布

調査を実施した。崩壊地源頭部で露出している断面を立木間の引き

抜き抵抗力が最弱となる位置と仮定し，この地点にトレンチ断面を

作成した。一例として，調査地点 2 での根系の分布状況を図-1 に示

す。全ての根系分布調査地点で根系は地表面から 130 ㎝深度までの

範囲に分布し，直径 10mm以上の根系は地表面から 30㎝深度に集中

している事実が確認された。また，200 ㎝以深にまでは水平根と鉛

直根が到達していないため東和川流域で発生した表層崩壊に対して

は，鉛直根によるすべり面での崩壊抑制効果は発揮されなかったものと推察される。 

根系分布調査より得られた皮なし破断直径：𝐷’2を Xie ら（2021)により提示された(1)式に代入し，個々のカラマツ

根系の引き抜き抵抗力：P を求めた。 (1)式を用いて得られた個々の根系の引き抜き抵抗力を(2)式に代入することに

より得られた調査地点 1~3断面における単位幅あたりの根系による緊縛力⊿C(kN/m)を表-1に示す。 

𝑃 =  0.014 × 𝐷’2
2.04                    ⊿𝐶 = 𝛴𝑃 / W 

ここに， D’2:皮なし破断直径(mm), P:個々の根系の引き抜

き抵抗力(kN) ，⊿C：単位幅あたりの根系による緊縛力

(kN/m)，W：トレンチ断面の幅(= 2.0m) である。 

3. 個々のブロックを対象とした斜面安定解析

地震発生時の斜面の水分状態を把握することを目的と

して，調査地点 2付近の崩壊前後のDEMデータを用い

て作成した解析対象斜面を対象として，断面二次元飽

和-不飽和浸透流解析を実施した。地震発生前１ヶ月間

の実績降雨 (227.5 mm) を解析対象斜面に与え，得られ

た斜面内部の水分状態を用いて地震時の水分状態を設

定した。調査地点 2の 2立木間の水平距離が 3m程度で

あるため，解析対象斜面を図-2 に示すように水平距離

3ｍのブロックに 12分割し，①~⑫の各ブロックに対し

て斜面安定解析を実施した。斜面安定解析に入力する

 .............................. (1)  .......................................... (2) 

図-1 調査地点 2の根系分布状況 
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表-1 調査地点 1～3の 
単位幅あたりの緊縛力⊿C(kN/m) 

緊縛力 対象木のDBH 対象木と断面間の距離

ΔC(kN/ｍ） (cm) (cm)

1 3.44 31.5 210

2 23.20 34.2 190

3 8.54 40.1 180

調査地点

図-2 個々のブロックを対象とした斜面安定解析 
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地震加速度には，本研究の対象地である東和川流域から最も近い京町で記録された地震加速度(3成分合成：461.9 gal，

南北：285.3 gal，東西：368.0 gal，上下：455.7 gal) を考慮して 400galを採用した。個々のブロックを対象として図-4

中に併記したせん断応力とせん断抵抗力の式を用いて地震力による影響を加味した斜面安定解析を実施した結果，

図-2に示す①~⑥と⑨ブロックが崩壊する結果となった。 

4. 樹木根系の緊縛力を考慮した斜面安定解析モデルの構築

東和川流域では，カラマツが優占しており，発達したカラマツ

の水平根が土塊と土塊を連結させる役割を果たすことによって地

震力とともに崩壊規模に対して影響を及ぼしていると推察され

る。このため，本研究では，地震力による影響を加味し，さらに

根系による緊縛力を土塊と土塊を連結させる応力として根系の影

響を考慮した斜面安定解析モデルを構築した。本モデルによる解

析の手順を図-3 に，隣接するブロック間の応力関係を図-4 にそれ

ぞれ示す。 

本モデルでは，図-3～4に示すように崩壊ブロック n-1とその上

流に位置する未崩壊ブロック n との根系の緊縛力による連結の可

否については，単位幅あたりの樹木根系の緊縛力(調査地点 2：

23.20kN)が不安定化した下流ブロックのせん断応力：S と残留強

度: 𝜏𝑟との差を上回ることによりブロックが連結可能と判断する

ことになる。そして，連結可能となった場合には，既に不安定

化した下流ブロックを含めた当該ブロック全体の安全率 Fs を求

め，ブロック全体の安全率 Fs が 1.0 を下回った場合に拡大崩壊

が発生するものと判断した。 

5. 樹木根系の緊縛力を考慮した地震時の崩壊規模の推定

樹木根系の緊縛力を考慮した斜面安定解析は，図-2 に示す未

崩壊ブロックである⑦ブロックとその下流に位置する崩壊ブロ

ックである⑥ブロックを解析開始地点として実施した。解析で

用いるせん断抵抗力には，未崩壊ブロックに対しては最大せん

断抵抗力：𝜏𝑝𝑒𝑎𝑘を，崩壊ブロックに対しては残留強度：𝜏𝑟をそ

れぞれ使用した。 

図-3 中に示した①と②をその上流ブロックに対して順次繰り

返すことで上流へと連結が拡大することになる。 

今回の解析では，図-5 に示すように⑥~⑫ブロックま

でブロックが連結することになり，当該区間の安全率

Fsが 1.0を下回り，拡大崩壊が発生する結果となった。

以上の結果より，個々のブロックを対象とした場合と

比較して，樹木根系の緊縛力を考慮することにより崩

壊規模が 15m も拡大する結果となった。このように，

本モデルを用いることにより地震を誘因として発生し

た崩壊規模の再現が可能となることが確認された。 

6. おわりに

水平根の緊縛力が土塊を連結し拡大崩壊を引き起こすこ

とで，表層崩壊の規模に影響を及ぼしている事実が明らかになった。今後は，地震の規模や樹種の相違が崩壊のタ

イミングや崩壊発生限界雨量に及ぼす影響度評価へと研究を展開していく予定である。 

土塊ブロックが崩壊

連結可能 連結不可能

既連結ブロックのみが
崩壊・流下

①根系により崩壊したブロックとそ
の上流ブロックが連結可能か判定

②連結したブロック全体
で安全率：Fsを算出

Fs＜1 Fs≧1

崩壊が発生 崩壊が抑制

解析終了

解析終了

図-3 根系の緊縛力を考慮した 

斜面安定解析の概要 

図-5 根系の緊縛力による崩壊規模の変化 
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1. Introduction

Landslide is a frightful and destructive natural disaster; the

number of landslides tend to increase over the time. 

Comprehending the landslide susceptibility of the targeted 

area is an initial and important processes when developing 

disaster mitigation plans. The type of ground cover is a key 

factor in the susceptibility of landslides induced by rainfall.  

The fruit groves such as orange groves or apple orchards are 

composed of trees which are same as forests. However, several 

practical land managements are conducted in fruit groves 

which possibly alter the landslide susceptibility. Few studies 

evaluated landslide susceptibility in fruit groves. The 

evaluation would be essential for policy makers to develop a 

plan of land use in regions here fruit groves will be developed. 

The objective of this study was to evaluate the susceptibility 

of landslides in fruit groves in a part of Uwajima city, Ehime 

prefecture, Japan. In this area, tangerine orange plantations 

have been widely distributed in mountainous areas and heavy 

rainfall caused many landslides in July, 2018.  

2. Material and methods

2.1 Study site

The study was conducted in the northern part of Uwajima city,

Ehime prefecture, Japan (Fig.1). The total area is 30.28 km2,

occupying 6.5% of Uwajima city. There was a heavy rainfall

event from July 1 to July 8, 2018. At the Uwajima station (4.4

km from the southern of the study site), the total rainfall was

578.0 mm; the maximum hourly rainfall, observed from 06.00

to 07.00 on July 7, was 49.0 mm. The rainfall event induced

huge numbers of landslides in several cities of Ehime

prefecture, particularly in Uwajima city. We found 162 points

of landslide with 0.16 km2 of total landslide area.

Fig. 1 Location of the study and landslide distribution in July 2018 

2.2 Data preparation 

We used the landslide inventory map (LIM) developed 

through 1:25000 aerial photography. We also used map of 

slope gradient, slope aspect, Normalized Different Vegetation 

Index (NDVI), land use, geology. Slope gradient and aspect 

were calculated from a Digital Elevation Model. Land use map 

in 2016 originally consist of 6 categories (i.e., forest, paddy 

field, other agriculture, barren land, building and 

transportation areas). We used the original classification for 

examining the landslide density, afterwards we reclassified 

them as forest, other agriculture (mainly orange groves), and 

the others. Geological classification consists of sandy turbidite, 

muddy turbidite, turbidite, limestone block and chert block. 

MLIT XRAIN rainfall dataset were used for developing 

rainfall distributions. We downloaded rainfall data for each 10 

minutes during July 1 – 8, 2018, and calculated the 1-h, 3-h, 

12-h, 24-h maximum rainfall, and total rainfall.

2.3 Data analysis 

 First, we evaluated the differences in the possibility of 

landslides among categories using landslide area density 

(LAD). Second, we develop the logistic regression models to 

determine the effect significancy of each conditioning factor. 

We set landslide points at the point with the highest elevation 

for each landslide, whereas the non-landslide points were 

selected randomly in areas without landslides. We used 

training sets (80% of data) and testing sets (20% of data). Five 

models (i.e., the models 1-5) with different rainfall indices (i.e., 

1-h, 3-h, 12-h, and 24-h maximum and total rainfall). Akaike’s

Information Criterion (AIC) was used for selection of

experimental variables, subsequently the models were

evaluated by Area Under Curve (AUC).

3. Results

Most of landslide area was distributed on gentle terrain.

78.5% of total landslide areas located on the slope gradient of 

0° to 24° (Fig. 2a). LAD in southern-east and southern facing 

slopes tended to be larger than that in western and northern 

facing slopes (Fig. 2b). According to Fig. 2c, LAD in small 

NDVI was lower than that in large NDVI. Subsequently, the 

highest LAD was found on other agriculture among the types 

of land use (Fig. 2d). LAD for the sandy turbidite was more 

than twice as large as the muddy turbidite and turbidite (Fig. 

2e). 

Fig. 2 The proportion of area (bars) and landslide area density (line) 

on each category of causative factors; (a) slope gradient (°), (b) slope 

aspect, (c) NDVI, (d) land use, and (e) geological types  
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Generally, Fig.3 compared LADs among forests, orange 

groves, and the others for each category (or level) of the slope 

gradient, slope aspect, NDVI, and geology. For slope aspect 

(Fig. 3b), NDVI (Fig. 3c), and geology (Fig. 3d), LAD for 

orange groves was larger than LAD for all categories or levels. 

For the slope gradient (Fig. 3a), LAD for orange groves was 

larger than LAD for forests on gentle slopes (< 24°); inversely 

smaller on steep slopes (>25°).  

Fig. 3 Landslide area density of different land use types (forest, other 

agriculture, the others) on classes of slope gradient (a), slope aspects 

(b), NDVI (c), and geology (d) 

Table 1 Coefficients of explanatory variables selected in the 

model 1 and the models 2-5. 

Simulation by logistic regressions (Table 1) showed rainfall 

was selected as a significant factor only on the model 1, and 

NDVI was selected as a significant factor in all models. In 

addition, other agriculture and sandy turbidite were selected 

for all models. The AIC value of the model 1 was lower than 

that the models 2-5. AUC value of the model 1 and the others 

were 85.0%, 79.8%, respectively (Fig. 4). 

4. Discussion

We found that this area has a highest LAD, even though there

was inconsiderable difference between orange groves and 

forests (Fig. 2c). The LAD on orange groves was obviously 

larger than forests for most levels or categories of slope 

gradient (Fig. 3a), NDVI (Fig. 3c) and geology (Fig. 3d). In 

addition, the orange groves of an explanatory variable in 

landslide susceptibility models. These results are consist with 

previous studies reporting the mass displacement mainly 

occurred on the orange groves and conversion from forests to 

orange groves increased landslide area [1][2].  

Fig. 4 Receiver operating curves (ROC) with the value of Area 

Under Curve (AUC) for the model 1 and the models 2-5 

Considering the implemented land management of the 

orange groves, the following treatments may be the reason for 

higher landslide susceptibility in orange groves than in forests. 

First, soil compaction by mechanized tillage may increase the 

pressure of pores and the gravity force, and the effective 

normal stress which controls the soil shear strengths will 

gradually decrease [3]. Second, orange groves are often 

developed on cut or fill slopes. In general, man-made slopes 

are more susceptible than natural slopes. Third, irrigation may 

be conducted, which keeps soil water content high. Fourth, 

orange groves are composed of a species which have a weak 

root network system in terms of soil binding capacity [4]. 

Based on our results, we suggest that it is better not to develop 

orange groves in slopes along houses or public facilities. 

NDVI and 1-h maximum rainfall were selected as the most 

causative factors (Table 1), and the model with 1-h maximum 

rainfall has higher accuracy than the others (Fig.4). According 

to Fig.2c, the significant difference of LAD on each NDVI’s 

group was found that included NDVI as a significant factor. 1-

h maximum rainfall was selected because it has a positive 

relationship with LAD than others. In addition, the highest 

rainfall indices on this period tended to be on the western site 

where orange groves areas have been dominantly distributed. 

Thus, it was reasonable if 1-h maximum rainfall was selected 

as the best real-time rainfall to be inserted in the landslide 

model. 
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森林植生の変化が土砂災害に及ぼす影響について  

― 1988 年広島県加計町と 2017 年福岡県朝倉市の土砂災害の比較から―

九州大学大学院  〇香月  耀

九州大学大学院   佐藤忠道

九州大学   執印康裕

1．はじめに

土砂災害の形態は土砂移動現象の空間属性として

の素因と，土砂移動現象の引き金あるいは外力として

素因に作用する誘因との両者の相互作用によって規

定される。森林植生ならびに降雨は，それぞれ素因お

よび誘因の主要因であり，降雨は気候変動の影響を，

森林植生は社会経済条件の影響を受けて最近の数十

年で大きく変動している。この点を踏まえると最近の

土砂災害と過去の災害ではその形態は大きく変化し

ている蓋然性が高い。本研究ではこの点に着目し，最

近と過去の土砂災害の比較を通して森林植生の変化

が土砂災害の形態に及ぼす影響について，極めて単純

な検討を行ったので報告する。 

2．対象災害および検討手法について 

2.1対象災害 

最近の土砂災害として 2017年福岡県朝倉市で発生

した土砂災害（以降は”2017年災害”と表記）を，過去

の災害として 1988 年広島県加計町で発生した土砂災

害（以降は”1988年災害”と表記）を対象とした。この

2つを対象とした理由は①地質的に共に花崗岩地域に

属すること，②両災害では斜面崩壊ならびに土石流が

発生しているが，斜面崩壊は共に森林植生の影響が大

きく関与する表層崩壊が大半であること，③両災害と

も流木災害が発生し，かつ発生流木量に差があること，

④災害の発生時刻がある程度まで正確に把握されて

いることの 4点である。①を理由とした根拠は，地質

条件をある程度まで揃えることで，森林植生の変化が

災害形態における 1）土砂災害発生タイミング，2）発

生流木量に与えた影響をある程度まで定量的に抽出

できると考えたことによる。

2.2検討項目

2.2.1土砂災害発生タイミングについて

検討には災害発生地点から最寄りのアメダスで観

測された 1986年から 2020年までの前 1時間データを

用いた。1988年災害についてはアメダス加計を，2017

年災害についてはアメダス朝倉のデータを使用して

いる。なお検討にあたり降雨データとの基本的な対応

関係に加えて，気象庁の土壌雨量指数の算出に用いら

れる三段直列タンクの 1段目タンクの貯留量および極

値解析によって求められる再現期間との対応関係に

ついて検討した。1段目タンクを使用した根拠は，2段

図-1 1988年災害と 2017年災害における降雨状況 

図-2 1988年災害と 2017年災害における 1段目のタンク貯留量の再現期間の経時変化 
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目，3 段目タンク貯留量の変化と比較して，1 段目タ

ンク貯留量の変化が表層崩壊に起因する災害発生の

タイミングとの密接な対応関係を有していること，再

現期間を使用した理由は両地域の降雨特性を同一の

基準で比較できると考えたことによる。

2.2.2発生流木量について

1988年災害については石川ら（1989），2017年災害

については国交省（2017）から，流域面積 1 km2当た

りの発生流木量を算出して検討した。 

3．結果および考察 

3.1土砂災害発生のタイミングについて 

図-1 に両災害における降雨状況を示す。図中の黒

矢印は土砂災害発生時の時刻を示している。なお 1988

年災害は 7月 21日午後 2時半から 3時半頃，2017年

災害は 7月 5日午後 3時頃に表層崩壊・土石流が発生

したことが明らかになっている（水山ら 1988；厚井ら 

2020）。図-1 より，降水の絶対量は異なるものの，両

災害とも表層崩壊・土石流の発生時刻は降雨ピークと

ほぼ一致していることが確認される。 

図-2 に両災害時の 1 段目タンク貯留量の再現期間

の経時変化を示す。図中の黒矢印は表層崩壊・土石流

の発生を，破線および数値はその時刻における再現期

間を示している。図-2より，表層崩壊・土石流発生時

の再現期間は 1988 年災害が 23.6 年，2017 年災害が

69.8年であり，その差は 46.2年であることが確認され

る。なお両災害における再現期間の最大値はそれぞれ

203.0年，469.8年であり，2017年災害は 1988年災害

と比較して降雨規模が大きかったことが確認される。 

3.2 発生流木量について 

図-3 に 1988 年災害および 2017 年災害における単

位面積あたりの発生流木量を示す。図中の黒線および

黒破線は両災害における発生流木量の上限ラインを

示し，式（1）は石川ら（19891）が提示した 1988年災

害，式（2）は 2017年災害である。 

𝑉𝑔𝑎 =
200

𝐴
(1) 

𝑉𝑔𝑎 =
8000

𝐴
(2) 

ここで，Vga：単位面積あたりの発生流木量（m3/km2），

A：流域面積（km2）である。図-3および式（1），（2）

より，2017年災害の単位面積あたりの発生流木量のそ

の上限は，1988年災害のそれと比較して 40倍である

ことが確認される。国交省（2017）は 2017 年災害と

既往の流木災害における単位流域面積あたりの発生

流木量を比較した結果，赤谷川渓流では既往の約 20倍

の流木が発生したことを明らかにしている。なおこれ

らの結果には 1988 年以降に発生した流木災害（2013

年の伊豆大島災害など）のデータも含まれている。こ

れらを考慮すれば，本研究で示した 1988 年災害にお

ける発生流木量の上限ラインと 2017 年災害における

それとの関係は妥当であると考えられる。 

3.3再現期間の差と森林植生の土砂災害防止機能 

結果より，1988年災害においては 1段目タンク貯留

量の再現期間が 23.6 年を超過した時点で土砂災害が

発生しているのに対し，2017 年災害では再現期間が

69.8年を超過した時点で発生している（図-2）。このよ

うに土砂災害発生時の確率年に 46.2 年の差が生じた

理由は，森林植生の生長に伴う災害防止機能の増加で

あると考える。多くの既往研究（たとえば，Imaizumi 

et al. 2008）で，森林の生長に伴って災害防止機能の増

加することが指摘されている。さらに，1988年災害に

おいては土石流が発生・流下した林地は林齢10～30年

前後のスギ人工林が卓越していたこと（石川ら 1989），

2017 年災害の被災地域には拡大造林期に造成された

スギ・ヒノキの大木が立地していたこと（久保田 2018）

が確認されている。したがって，本研究の検討結果は

これらの先行研究とも調和的であり，妥当性を有する

と考える。

単位面積あたりの発生流木量は，1988年災害と比較

して 2017年災害が極めて大きい（図-3）。これを上で

検討した結果と併せて考えると，森林植生の生長によ

って災害防止機能が増加するが，その限界を超える降

雨が発生した場合には多量の流木量が発生し，土砂災

害による被害が発生する可能性が示唆される。 
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トルコ共和国茶の名産地で 2021年 7月に発生した崩壊

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 Nejan Huvaj Sarihan 

1. はじめに

トルコ共和国東部黒海沿岸地域に位置する Rize 県は

急峻な地形を有し，降水量が多いため，崩壊が発生しや

すい地域である。この地域では約 60 年前に茶の栽培が

始まり，森林を改変して茶畑を拡大しつづけているため，

近年崩壊発生件数が増加していると言われている

（Karsil et al., 2009）。2010年の豪雨により発生した崩壊

（図 1）の解析から茶畑では森林の 1.5 倍も崩壊が発生

しやすいことが明らかになっている（笠原ら，2021）。し

かし，茶畑と森林での崩壊特性の違いについて定量的な

評価はいまだに十分でない。これは，災害発生直後に調

査が行われていないため各崩壊イベントの崩壊地分布

図が存在しないこと，土地被覆図が整っていないことが

背景にある。 

2021年 7月 14日には，通常の 7月の平均降雨量を超

える 220 mm の豪雨が 7 時間の間に降り，Rize 県の

Guuneysu 地区を中心に崩壊が多発した。前述した 2010

年の豪雨による崩壊は，非常に狭い範囲に集中的に発生

したのに対し，2021年の崩壊は，非常に広い範囲で発生

しているという異なる特徴を持つ。 

そこで本研究では，森林と茶畑での崩壊特性の違いを

明らかにすることを目的とし，2021年の豪雨で崩壊が発

生したRize県の 683 km2の地域（図 1）を対象に，崩壊

地分布図と土地被覆図を衛星画像とGoogle Earth航空写

真から作成し，GISを用いて崩壊と土地被覆や地形，降

雨量との関係を解析した。 

2. 解析手法

本研究では崩壊前後に撮影された 4.1 m 解像度の

Planet Scope衛星画像（以下衛星画像）および崩壊前に撮

影されたGoogle Earth航空写真（以下航空写真），解像度

30 mの SRTM DEM，Turkish State Meteorological Service

の日雨量データを用いた。 

崩壊地については崩壊前後の衛星画像を用いて，裸地

域を表す指標であるGSI（粒度指数）の変化から抽出し

た。抽出された崩壊地は，別の衛星画像を用いて目視で

再確認し，崩壊地分布図を作成した。 

崩壊地内の土地被覆については航空写真を用いて目

視で確認した。崩壊地以外の対象地全体の土地被覆につ

いては，航空写真を用いてトレーニングデータを作成し，

崩壊前の衛星画像を用いてランダムフォレスト法によ

る教師付き分類を行い，茶畑・森林・道路や家の 3つに

分類した。 

図 1トルコ共和国 Rize県に位置する対象地 

図 2崩壊地分布と降雨分布図 
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降雨量については，Rize県にある 16地点の観測点に

おいて，崩壊が発生した前日と当日である 2021/7/13 

06:00~2021/7/15 06:00 (UTC) の2日間の雨量をKrigingに

より内挿することで降雨分布図を作成した（図 2）。 

3. 結果

対象地内では 910カ所の崩壊が発生していた（図 2）。

そのうち240カ所が過去の崩壊に重なり合う又は隣接し

て発生した崩壊で，670 カ所が今回新たに発生した崩壊

であった。過去に崩壊が発生した場所は土地被覆が既崩

壊地，つまり森林でも茶畑でもない場所に分類されるこ

とから，崩壊特性の解析には 670カ所の新規崩壊地のみ

を用いた。作成した土地被覆図の総合精度は 75 %，K係

数は 0.53であり，対象地全体の土地被覆を把握するため

には十分な精度であった。 

土地被覆と崩壊の関係を解析した結果，茶畑での崩壊

占有面積率（対象地内の茶畑に占める崩壊地の割合）は

0.17 %，森林では 0.03 %と茶畑では森林に比べて約 5倍

も崩壊が発生しやすいことが分かった（図 3）。 

土地被覆ごとに降雨量と崩壊の関係を解析した結果，

降雨量の増加にともない崩壊占有面積率が増大する傾

向は森林と茶畑で共通であった。しかし，降雨の増加に

伴い崩壊占有面積率が増加する降雨量の範囲は，茶畑で

は 120mm以上であるのに対し，森林では 160mm以上と

相違があることが分かった（図 4）。 

土地被覆ごとに傾斜角度と崩壊の関係を解析した結

果，茶畑では傾斜角度が急になるほど崩壊占有面積率は

増加し，30°～40°で崩壊発生のピーク迎えるのに対し，

森林では傾斜角度と崩壊占有面積率との間に明瞭な関

係が見られないことが分かった（図 5）。 

4. 考察

2010年の崩壊の誘因は，狭い範囲に集中した非常に強

い雨，2021年の崩壊の誘因は広い範囲に降った強い雨で

あり，誘因となった降雨パターンは両者で異なっている。

それにも関わらず，どちらの崩壊イベントでも茶畑では

森林に比べて崩壊が発生しやすく，特に急傾斜地で崩壊

占有面積率に大きな差が見られるという点は共通して

いた。Rize県で，森林に比べて茶畑で崩壊が発生しやす

い傾向があるのは，間違い無さそうである。茶畑での崩

壊発生危険度を減らすためには，茶畑での崩壊発生メカ

ニズムを解明し，実態に基づいた対策を実施することが

今後の重要な課題であると考える。 

また，本研究から降雨量が崩壊占有面積率と大きく関

係していることが分かった。ソフト対策を推進していく

上では，過去の崩壊地分布・土地被覆のデータを蓄積し

ハザードマップを作成することに加え，崩壊発生時の降

雨分布データも蓄積し効率的な警戒避難につなげる必

要があると考える。 

5. 引用文献

Karsli et al. (2009): Effects of land-use changes on landslides in a 

landslide-prone area (Ardesen, Rize, NE Turkey). Environ. Monit. Assess. 
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図 4 土地被覆別の降雨量と
崩壊の関係 

図 3土地被覆と崩壊の関係 図 5 土地被覆別の傾斜角度と
崩壊の関係 
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林地斜面の安定性に及ぼす構成樹種の影響 

 信州大学農学部 ○塚原 理美 

  信州大学学術研究院農学系 平松 晋也 

1．はじめに

スギを対象として根系の引き抜き試験を実施することにより，スギ根系の有する崩壊抑制力の適正評価を試

みた。さらに, スギ，カラマツ，ヒノキを例として林地斜面の安定性に及ぼす構成樹種の影響について定量的評

価を試みた。 

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年生のスギ林内に位置する 6地点で，斜面方向に位置する

2立木の中央部にトレンチ断面を作成し，トレンチ断面に出現する根系の分布調査を実施した。そして，上流の

立木から下流方向へと伸長する断面直径：D1=3.0mm以上の根系を対

象として現地引き抜き試験を実施した。引き抜き試験では電動ウィ

ンチを用いて根系を 1.3cm/sで引っ張り，その抵抗力の時間変化をロ

ードセルで計測するとともに，引き抜き試験終了後に破断部の直径：

Ｄ2を計測した。 

3．根系の現地引き抜き試験結果 

根系の現地引き抜き試験は林地内の 6 断面で実施し，計 83 本の

根系データを取得した。大部分の根系では，引き抜き抵抗力がピー

ク値を示し根系が破断する時刻まで引き抜き抵抗力が直線的に増加

する結果となった(図-1)。さらに，根系の直径の増加とともに引き抜き抵抗力：Fmaxも増加し，破断時間：Tmaxは

遅くなる事実が確認された。 

4．根系の崩壊抑制力の時間変化モデルの提示と妥当性の検討  

スギ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。 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4.91・10−3・𝐷2
  2.06 ................................................. (1)

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1.18・𝐷2
  0.803 ............................................................ (2)

引き抜き試験の結果(図-1)を勘案し，根系の抵抗力は破断時

点：Tmaxまで直線的に増加するものと仮定することにより，任意

の時刻：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) =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑚𝑎𝑥
・𝑡  ..................................................................... (3) 

さらに，(1)～(3)式を用いて個々の根系の抵抗力の時間変化：F(t)

を求め，(4)式により同時刻の個々の根系の抵抗力 F(t)を積算することにより，当該断面内に出現する根系の任

意の時刻：tの崩壊抑制力(総抵抗力)：TF(t)が得られる。 

𝑇𝐹(𝑡) = ∑ 𝐹(𝑡) ......................................................................................................................................................  (4) 

引き張き試験を実施した 27本の根系が同一断面に出現すると仮定し，(1)～(4)式より構成される「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の時間変化を図-3 に示す。同図中には，現
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地引き抜き試験により得られた 27 本の根系の破断強度を単純積算することにより算出した従来モデル(Wu et 

al.(1979))による総抵抗力も併記した。従来モデルによる評価値

は，実測値に対して 185％も過大評価であったのに対し，「崩壊

抑制力の時間変化モデル」では，実測値に対して 123％と，従来

モデルによる過大評価が大幅に低減されており，水平根の有す

る崩壊抑制力（総抵抗力）に対する同モデルの再現性は概ね良好

である事実が確認された。 

5．林地斜面の安定性に及ぼす構成樹種の影響 

断面内にスギ，ヒノキ，カラマツがそれぞれ存在していると仮定

し，スギ根系について得られた(1)～(2)式と，既往研究（Xieら，2021；土田ら，2021）で示されたカラマツ根系

とヒノキ根系に対する Fmax～D2とTmax～D2の関係式並びに

(3)～(4)式を用いてそれぞれの樹種に対する崩壊抑制力す

なわち総抵抗力の時間変化を求めた。 

断面No.3を例として，断面内に出現する断面直径：D1が

3mm 以上の全ての根系に対する崩壊抑制力の時間変化を

図-4に示す。崩壊抑制力の最大値は，ヒノキで 12.65kN/m2

と最大になり，次いでカラマツ 5.27kN/m2，スギ 4.78kN/m2

の順となることがわかる。また，スギ根系とカラマツ根系

の総抵抗力の最大値である崩壊抑制力は引張力が作用して

から 5～6 秒後には発揮されるのに対し，ヒノキ根系では崩壊抑制力が発揮されるまでに 11 秒程度有する結果

となった。さらに，各樹種に対して得られた崩壊抑制力を用いて斜面安定解析を実施した:(5)式。 

𝐹𝑠 =
𝐶+𝜎𝑜・𝑐𝑜𝑠2𝛽・𝑡𝑎𝑛𝜑+𝑇𝐹𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑜・𝑠𝑖𝑛𝛽・𝑐𝑜𝑠𝛽
 ......................................... (5) 

ここに Fs:斜面の安全率，C:土の粘着力(kN/m2)，σo:鉛直応力(kN/m2)，φ:土の内部摩擦角(°)，β:斜面勾配(°)，

TFmax:樹木根系による崩壊抑制力(総抵抗力)の最大値(kN/m2)である。 

斜面安定解析の入力条件としては，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:34°，土層厚:1.0mと設定した。解析対象地点の土質強度としては，平田(2013)により示された花崗岩地域

の土の粘着力:C=7.49kN/m2，土の内部摩擦角:φ=33.34°を使用した。 

樹木根系の有する崩壊抑制力:TFmax は，(5)式に示すように土

の粘着力:Cと同様にせん断抵抗力の増強分として加算した。以

上の手順で実施した斜面安定解析の結果を図-5に示す。裸地斜

面の安全率:Fs=2.406を基準とすると，スギ根系とカラマツ根系

とヒノキ根系の存在が裸地斜面の安全率をそれぞれ

37.9%(Fs=3.319)，41.9%(Fs=3.414)，100.5%(Fs=4.823)も上昇させ

る事実が確認された。さらに，各樹種の安全率はカラマツ根系

がスギ根系の 1.03 倍に，ヒノキ根系はスギやカラマツ根系の

1.45 倍になるといった事実も確認された。また，従来モデルによ

る安全率は時間変化モデルと比較して斜面の安全率を 1.35～1.44倍も過大評価している事実が確認された。 

6．終わりに 

 本研究で提示した「崩壊抑制力の時間変化モデル」を用いて，スギ根系の崩壊抑制力を適切に評価することが

可能となった。また，根系分布状況が樹種の相違に関わらず同様と仮定すると，樹木根系による崩壊発生抑制力

はヒノキ林で最も大きく，次いでカラマツ，スギとなる事実が明らかになった。 
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流域土砂動態モデルと領域気候モデル出力を用いた災害時の土砂生産・流出の将来変化に関する研究 

京都大学防災研究所 〇山野井一輝，藤田正治 

日本気象協会 鈴木豪太 

1. はじめに

気候変動下で，極端な豪雨事象の増加が予測されてお

り，豪雨に起因した土砂災害や洪水災害の頻度や性質が

変化することが見込まれる．近年は，領域気候モデルを

用いたアンサンブルシミュレーションに基づく，気候デ

ータの蓄積も進んでいる．例えば d4PDF1)は，20km-1 時

間解像度で数千年分のデータがあり，土砂災害の分野で

も土壌雨量指数ベースでの将来変化の評価 2)等に用いら

れている．しかしながら，土砂災害は短時間降雨の影響

も強く受けるため，そのままの解像度では土砂災害の発

生を十分にとらえられない可能性がある．近年ではより

高解像度へのダウンスケーリングも進展しており，これ

らを利用した評価の進展が期待される．例えば，中北・

小坂田 3)は，RCP8.5 シナリオに基づく領域気候モデル

NHRCM4）の 5km-30 分解像度の出力を用いることで，客

観基準で定義される梅雨豪雨の頻度が増加することを

示している．このデータは d4PDF に比べては短期間分の

データしかないが，時空間解像度の面では土砂災害の評

価に適すると期待できる． 

筆者らの開発している流域土砂動態モデル SiMHiS5)は，

斜面部における降雨流出と斜面崩壊の発生とその体積

および隣接河道への土砂供給量の予測と，河道部におけ

る水と掃流砂・浮遊砂の輸送を統合的に計算可能なシミ

ュレーションモデルである．これを用いることで，現在・

将来気候の降雨データを入力とすることで，土砂災害時

の土砂生産量，流出量，河床変動量および水位の時空間

変化を予測することができる．そこで本研究では 2017 年

九州北部豪雨で被災した赤谷川流域を対象に，中北・小

坂田 1)の梅雨豪雨イベントを含む降雨データを SiMHiS

に与えることで，発生する災害の質的な変化を考察した． 

2. 適用条件

赤谷川流域を対象に抽出した単位斜面を図-1 に示す．

当流域では，多数の斜面崩壊，土石流が起源の土砂が河

道周辺に堆積することで，図-1 に〇印で示した地点から

下流にかけて甚大な土砂・洪水氾濫が発生した流域であ

る．特に当災害では支川の乙石川（図-1 の△が下流端）

での土砂生産・流出量が大きいことが確認されている． 

降雨条件は次のようにして作成した．まず，NHRCM 

図-1 対象とした赤谷川流域 6)

5km 出力データ（現在 20 年 x2 メンバ，将来(RCP8.5)20

年 x4 メンバ）から，中北・小坂田 3)が判別した梅雨豪雨

イベントが九州北部（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・

大分県）の陸地部で生じている期間（発生日前後 1 日の

3 日間）のデータを抽出した．これにより，時空間分布

を持つ 199 イベント（現在 51 イベント/40 年間，将来 148

イベント/80 年間）のデータが抽出された．これから赤谷

川流域に該当するメッシュの降雨データを与えれば，再

現期間が 40~80 年程度の現象の将来変化が考察可能と想

定されるが，土砂災害が生じる豪雨の再現期間は 100 年

を超過することも多いため，本研究では，九州北部の領

域内で連続雨量の最も大きいメッシュのデータを赤谷

川に与えるものとした．このため赤谷川流域周囲の地形

が降雨に与える影響が考慮されていないこと，また地上

観測と比較した降水データのバイアス補正等は行って

いないことに注意が必要である． 

3. 適用結果

199 の降雨データを入力として，SiMHiS を 199 ケース

実行し，各単位河道の流量・流砂量・河床位や斜面部の

土砂生産量の時空間分布を得た．ここでは，評価地点を

先述の乙石川流末（△地点）と赤谷川（〇地点）の二か

所とした．評価対象は 2017 年災害で土砂流出が甚大で

あった前者については総土砂流出量と最大流量を，河床

上昇による土砂・洪水氾濫が甚大であった後者は初期河
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床位をゼロ点としたときの最大河床位と最大水位を選

択した．それぞれの評価対象値を散布図と箱ひげ図で示

したのが図-2 および図-3 である．丸型の凡例が将来の降

雨イベント，四角型の凡例が現在の降雨イベントの値を

示す．図-2 によると，将来気候では最大流量，総土砂流

出量ともに，現在気候で生じる範囲より大きいものが生

じることがわかる．また，流量と土砂流出量の現在気候

の最大値が，将来では第三四分位値に近い値となってお

り，現在気候では稀な規模の土砂流出現象が，将来気候

では高い頻度で起きうることを示唆している． 

土砂・洪水氾濫に着目した図-3 では，図-2 より緩やか

ではあるが，最大水位と最大河床位に関する増加傾向が

確認された．また，最大河床位は 3m 程度で頭打ちにな

る傾向がみられ，第１四分位値と中央値，最大値の増加

傾向が確認できた．当図には 2017 年 7 月豪雨の降雨を

与えた場合の結果も星印で示しているが，現在気候では

水位に関して最大値に近く，河床位についても中央値よ

りも大きい値となっている．これが将来気候では水位は

第 3 四分位値程度，河床位は中央値よりもやや小さい値

となっており，ここでも 2017 年災害と同規模な土砂・洪

水氾濫の発生頻度が増加しうることが示唆された． 

4. 結論と今後の展望

本研究では，SiMHiS に領域気候モデルから得られる

現在と将来の降雨データをあたえることで，土砂・洪水

災害の将来変化を考察した．本研究の結果は，現在気候

下では稀な規模の災害事象が，将来気候では高頻度で発

生しうることを示唆している．ただし，降雨データ量の

制約から現状では赤谷川の地形性の降雨は考慮できて

いない．今後，同程度の時空間解像度を持つ長期間のデ

ータが整備されれば，この問題も解決できると期待でき

る．また，このような領域気候モデルの出力結果には，

地上観測値と比較した時にバイアスが存在しているこ

とが知られているが，本研究ではこの補正も施していな

い．短時間の降水量が支配的となる土砂災害を対象とし

たときに，どのようなバイアス補正手法が適切かについ

ても，今後検討が必要である． 
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図-2 △地点(図-1;乙石川流域出口)における最大流量と

総土砂流出量の関係 6) 

図-3 ○地点（図-1; 赤谷川氾濫地点）における最大河

床位と最大水位の関係 6) 
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〇鄒青穎 1)・金俊之 2)・井良沢道也 3)・小岩直人 4)・厚井高志 5) 

弘前大学農学生命科学部 1)・青森県 2)・岩手大学農学部 3)・弘前大学教育学部 4)・北海道大学広域複合災害研究センター5) 

１． はじめに 

 令和 3 年台風 9 号（Lupit）およびその後台風か

ら変わった温帯低気圧の影響により 8 月 8 日から

本格的に降り始めた大雨は，全国各地で多くの被

害を引き起こし，青森県，長野県，島根県，広島県，

福岡県，佐賀県，長崎県の複数の市町村において災

害救助法が適用された 1）。今回の降雨は，青森県下

北半島北部の下風呂で最大 24時間の累積降水量が

369 ㎜を記録しており，当該地域における 24 時間

の 100 年超過確率降水量の 2 倍近くになる豪雨と

なった。その結果，数多くの斜面崩壊・土石流や多

量の流木が発生し，甚大な被害をもたらした 2）。本

稿は，2021 年 9 月から 11 月にかけて実施した（公

社）砂防学会と（公社）日本地すべり学会「令和 3

年 8 月青森県下北北部で発生した土砂災害に係る

緊急合同調査団」の調査結果 2）に基づき，土砂災

害の発生状況を把握するとともに，土砂災害の分

布と発生箇所における地形・地質・植生分布の特徴

について分析した結果を報告するものである。 

２． 調査地域の概況と調査方法 

 調査地域は，土砂災害が集中するむつ市赤川村

と風間浦村焼山崎周辺を含む約 55km2 の範囲に設

定した（図-1）。調査地域の基盤岩は，中新世の薬

研層となっており，その上位に鮮新世の異国間層

と大畑層が分布し，さらにその上位には鮮新世末

期の石英安山岩がある 3）。むつ燧岳は，中期更新世

以降に噴火活動を起こした第四紀成層火山であ

り，その噴出物は前述の地層を覆っている。火山噴

出物の構成は，下部から菅ノ尻凝灰角礫岩・大川尻

熔岩・下部燧岳熔岩・上部燧岳熔岩および黒森山熔

岩が分布する 3）。また，小赤川・大赤川付近におい

ては断層が発達しており，断層に沿って破砕帯が形

成されている。調査地域の植生は，大部分がヒノキ

アスナロ群落（青森ヒバなど）の冷温帯針葉樹林や

ミズナラなどの落葉広葉樹林やスギやアカマツ，カ

ラマツといったマツ類の植林となり，そのほかにも，渓畔林や自然草原などが点在している 4）。

斜面崩壊による土砂移動範囲の抽出は，災害発生前後の画像判読によって行った。災害発生前の画像は，

Google Earth 衛星画像（2021 年 7 月 19 日）を利用した。災害発生後の画像は，アジア航測（株），朝日航洋

（株）が公開した斜め写真（8 月 11 日撮影），青森県から提供頂いた防災ヘリコプター「しらかみ」映像（8 月

12 日と 19 日撮影）および光学衛星（Pleiades）画像（2021 年 8 月 20 日）と青森県が撮影した空中写真の正射

画像（2021 年 8 月 29 日）を用いた。 

３． 解析結果・考察 

 判読された斜面崩壊は箇所数で 636（総面積約 529,100m2）となり，このうち 422 箇所（総面積約 362,275m2）

が薬研層，88 箇所（総面積約 40,314m2）が下部燧岳熔岩，44 箇所（総面積約 34,172m2）が菅ノ尻角礫岩，43

箇所（総面積約 67,853m2）が大畑層，残りの 39 箇所が上部燧岳熔岩，大川尻熔岩，石英安山岩および異国間

図-1 調査地域における地質分布 3）（a)と植生分布（b）

および土砂移動範囲 植生分布は 1/25,000植生図「青森
県」GISデータ 4）を使用し作成・加筆したものである。 

図-2 地質区分ごとの崩壊地の分布密度と崩壊面積率 

T1 - 2

寡雨地域における豪雨に起因する土砂災害：令和 3 年 8 月青森県下北北部豪雨災害の実態 
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層の分布域で発生していた。地質ごとにお

ける崩壊箇所数上位 4 位のそれらの値を

崩壊地の分布密度と崩壊面積率に算出結

果を図-2 に示すと次の通りである。崩壊

地の分布密度は，薬研層の領域（44 箇所

/km2）で最も高く，次いで菅ノ尻角礫岩，

大畑層，下部燧岳熔岩（それぞれ 19 箇所

/km2，16 箇所/km2，6 箇所/km2）の順とな

り，崩壊面積率は，薬研層，大畑層，菅ノ

尻角礫岩，下部燧岳熔岩（それぞれ 3.8％，

2.4％，1.4％，0.3％）の順となった。 

 崩壊の規模は 14～9,954m2 の範囲にあ

り，崩壊数全体の約 8 割が 1,000m2 未満

で，1 割未満が 8,000～10,000m2 クラスの

ものであり，比較的小規模な崩壊が多数発

生したことが伺える。一方，崩壊発生場の

傾斜角について，崩壊発生前の青森県が取

得したレーザープロファイラーデータを

もとに，崩壊発生域の重心位置の傾斜をそ

の平均的傾斜とみなして 10m メッツュで

算出した。崩壊は 20°～50°で発生数が増加し，最も発生数の多いのは 30°～40°となっている。 

 崩壊の分布は，津軽海峡に面する段丘崖（焼山崎周辺－桑畑）や小赤川流域（崩壊面積率 2％）や大赤川流

域（崩壊面積率 5％）に集中しており，ほかには新湯川流域および焼山沢においても分布している。焼山崎－

桑畑付近での斜面崩壊は，馬蹄型滑落崖をなす過去の崩壊地形（標高 50m 付近）や遷急線（標高 30m 付近）

沿いに発生した。崩壊は，基盤岩である大畑層の強風化部またはその上に上載する砂礫層（1～2m 程度）の崩

壊である 2）。また，大畑層の上に載る菅ノ尻凝灰角礫岩や下部燧岳熔岩の強風化部で崩壊したものもある 2）。

強風化菅ノ尻凝灰角礫岩の中には，透水性の不連続な層が重なった地下構造をしており，水通しが悪いところ

にパイピング孔が形成された。一方，小赤川や大赤川沿いにおける崩壊は，薬研層の緑色凝灰岩が主体の岩盤

であるが，強風化していた部分に発生した箇所がある。また，熱水変質を受けた凝灰岩類では，全体的に粘土

化が進行している。さらに，崩壊地において，岩盤部に数方向の亀裂が存在し，亀裂面は鏡肌を呈する箇所が

多い。鏡肌面を呈する亀裂は，斜面に対して流れ盤状となっており，この亀裂に沿って規模の大小様々な崩壊

が発生している。崩壊深は，1～2m 程度のものが多いものの，亀裂の開口により，深さが 10m 程度までの岩

盤からブロックを分離させ，崩壊深が大きいものも存在する 2）。 

 図-3 に今回の土砂移動範囲がどのような地域（地形・地質・植生分布）を及ばすかとその影響範囲（面積）

について示す。面積が 2000m2 以上の土砂移動による影響範囲は傾斜 15°以上における上部燧岳熔岩・下部燧

岳熔岩・菅ノ尻角礫岩・大畑層・薬研層で集中している。また，それらの範囲には，冷温帯針葉樹林・植林地・

落葉広葉樹林・落葉広葉樹二次林・渓畔林・自然草原の植生が分布している。なお，土砂移動範囲での植生構

成は，冷温帯針葉樹林が 5 割超を占めた。 

４． まとめと今後の課題 

 同様の地質・地形条件は被災地域周辺の下北半島北部に分布しており，そうした地域にこのような強烈な降

雨があれば，今回と同様の災害が発生する可能性がある。今後，詳細な調査による地形・地質特徴の把握，さ

らに気象条件も含めて崩壊メカニズムを検討する必要がある。 

 今回，延べ 4 日間にわたり，総勢 26 名の方々が現地調査に従事頂いた。現地調査を実施するにあたり多大

なご便宜を図って頂いた青森県県土整備部河川砂防課，林野庁東北森林管理局下北森林管理署，むつ市，風間

浦村に協力を頂いた。青森県からは防災ヘリコプター「しらかみ」映像や被災前後のレーザープロファイラー

データ・正射画像や朝日航洋（株）からは斜め空中写真を提供して頂いた。記して謝意を表する。 
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2）鄒ら（2022）：2021 年 8 月豪雨による青森県下北半島北部における土砂災害，砂防学会誌
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図-3 土砂移動範囲がどのような地域（地形・地質・植生分布）
を及ばすかとその影響範囲（面積） 
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阿蘇カルデラ内の降雨による土砂移動動態把握について 

国土交通省九州地方整備局阿蘇砂防事務所 吉田 桂治、江口 秀典*1、寺本 泰之*2、宮元 謙次*1

株式会社 建設技術研究所 ○木藤 賢一、吉村 真、飯田弘和、内柴良和 
*1: 現 熊本河川国道事務所、*2: 現 長崎河川国道事務所

1. はじめに
阿蘇カルデラ内は、平成 28 年 4 月の熊本地震、同年

6 月の降雨により崩壊等が多発し、平成 30 年度より直
轄砂防事業が着手された。本稿では、阿蘇山直轄砂防
区域内における豪雨、地震、火山噴火等に伴う土砂災
害発生時における被害の軽減又は拡大防止のために実
施した土砂移動現象の解析・検討結果を報告する。 

2. 阿蘇カルデラ内の土砂移動実態の把握
2.1 差分解析結果
阿蘇カルデラ内の土砂移動実態把握のため、表-1 に示

す平成 22 年以降に取得された 5 時期の LP データを用
い差分解析を実施した。その結果、阿蘇カルデラ内の土
砂流出量は、多い方より期間 3、4、2、1 の順であり、
河川流域単位（40 河川流域）でみると、白川上流域、
両併川流域、仮川流域、山王谷川流域では 4 時期中 3 時
期で 1 万 m3/km2 以上と多くの土砂流出が確認された。 

2.2 降雨、降灰、地震との関係 
図-1 に期間 1 と 4 の比流出土砂量と降雨量の関係を

示すが、同程度の降雨量に対する比流出土砂量は期間 4

の方が多い。なお、この傾向は期間 3 でも同様である。
そのため、現在の阿蘇カルデラ内は、熊本地震で不安定
になった土砂が、流出しやすい状況にあると考える。ま
た、俱利加羅谷川や保手が谷川流域では H26 や H27 に
発生した噴火による降灰量が H28.6 出水時の流出土砂
量の 10%以上あることが確認されたため、H28.6 出水時
には降灰を多く含む土砂が流出したものと考える。 

3. 阿蘇カルデラ内の土砂移動特性の評価
3.1 評価方法等
本章では、阿蘇カルデラ内で今後発生する土砂移動

現象が、どのような地域・箇所で頻発化又は新たなに
顕在化する恐れがあるのかを把握するため、異なる土
砂移動形態（土石流～掃流状集合～掃流砂・浮遊砂区
間）を連続的に追跡できる混合粒径 1 次元河床変動解
析モデルを構築し、計画規模の外力に対する現況施設
時の土砂移動解析を実施した。検討対象河川は、白川
又は黒川に直接流入する 40 河川流域の中より、比計
画生産土砂量、比計画流出土砂量、土砂移動実績、土
砂輸送能（流域面積×勾配）等を指標に各河川流域を
点数化した上で、地域バランスも踏まえ図-2 に示す 10

図-1 比流出土砂量と連続雨量の関係 

表-1 差分解析期間と期間内の主な土砂移動要因等 
期間内の土砂移動の
主な要因（イベント）

左記イベントに対する評価 備考

期間１ H22～
H25

H24.7九州北部豪雨 中央火口丘に位置する流域や黒川上流の外輪山で多くの土砂流出を確認
特に山王谷川流域、黒川上流域1は土砂移動が活発

期間２ H25～
H28（地震直後）

熊本地震 白川下流の外輪山に位置する渓流で多くの土砂流出を確認
特に両併川流域、白川下流域2、山王谷川流域は土砂移動が活発

H26.11.25～29、
Ｈ27.9.14に降灰

期間３ H28（地震直後）～
H28（出水後）

H28.6出水 中央火口丘に位置する流域で多くの土砂流出を確認
特に、白川上流域、色見川流域、俱利加羅谷川流域、白川中流域2、高木川流域、仮川
流域、山王谷川流域、黒川上流域1、東岳川流域、西岳川流域は、土砂移動が活発

期間４ H28（出水後）～
R1

R1.6出水 白川外輪山の渓流及び中央火口丘に位置する一部の渓流から多くの土砂流出を確認
特に白川中流域1、白川中流域2、仮川流域は、土砂移動が活発

差分解析期間
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河川（白川流域：中央火口丘側 4 流域、外輪山側 2 流
域、黒川流域：中央火口丘側 2 流域、外輪山側 2 流
域）を選定した。 

3.2 評価結果 
3.2.1 土砂・洪水氾濫が懸念される河川流域の特徴 
倶利伽羅谷川、名称不明 3、黒川上流域 2 では、出水

期間中の最大堆積深が 4m 以上となる箇所が存在する
ため、土砂・洪水氾濫が発生する危険性が高いと判断し
た。これら 3 河川に共通する特徴は、比供給土砂量が 2
万 m3/km2 以上と他河川と比較し大きいことである。一
般に、比生産土砂量が 1 万 m3/km2 以上の流域では土砂・
洪水氾濫の危険性が高いとされる 1）が、これと比べて
も 2 倍大きい。これは、阿蘇カルデラ内の河川は急勾配
であり土砂が堆積しづらいためと考える。 

3.2.2 土砂堆積・侵食しやすい箇所の特徴 
白川上流域、倶利伽羅谷川、仮川、西岳川、床瀬川で

は侵食傾向がみられ、残り河川では堆積傾向になる結
果であった。この変化要因を分析すると、当該断面前後
の河床形状、勾配変化率の影響が大きいことが確認で
きた。特に堆積傾向が強い断面は、表-2 の①に示す凹型
の縦断形状の場合や、②に示す凹型形状のうち勾配変
化率が 200%以上の場合である。また、洗堀傾向が強い
断面は、表-2 の③に示す凸型の縦断形状の場合や、④に
示す凸型形状のうち勾配変化率が 100％未満となる場
合である。 

3.2.3 検討河川流域外への展開 
これまでに得た知見より、阿蘇カルデラ内を図-3 に示

す 4 つのエリアに分類した。更には、この地域分類を用
い、解析対象外の 30 河川にも展開し、土砂・洪水氾濫
の危険性が高い流域として比計画流出土砂量が 2 万
m3/km2 以上の流域を抽出すると、図-2 に示すとおり外
輪山エリアの河川流域が最も多く 20 流域中 17 流域が
該当する結果となった。なお、中央火口丘側は 10 流域
中 3 流域であった。また、土砂堆積・侵食しやすい流域
として、各河川の河床高を 50m 間隔で取得し、前項に
示す特徴を持つ断面が全断面の 80％以上有する河川が
11 流域存在したが、分類エリア別の特徴はみられず、
各河川に依存していると評価した。 

4. おわりに
これまで示したとおり、阿蘇

カルデラ内は未だ土砂流出が
活発であるとともに、土砂・洪
水氾濫や土砂移動のポテンシ
ャンが高い。また、令和 3 年 10
月の大規模な火山噴火により
UAV-SFM 解析を実施した仮川
上流域では約 17 ㎝の降灰が確
認された。現在、流砂量観測予
定の 6 河川（白川上流域、山王
谷川、両併川、西岳川、湯浦川、
黒川上流域 2）の上流域では、
インターバルカメラや量水標
を設置し土砂移動把握（流量把
握）を実施しているが、今後も
モニタリングの継続、充実を図
るとともに、被害の軽減、拡大
防止に向けた対策の検討、実施
が重要である。
参考文献：1）坂井ら：土木技術
資料、Vol63、No1、p.30-35

図-3 解析結果を踏まえた阿蘇カルデラ内の地域分類 

表-2 強い堆積傾向、侵食傾向となる河床形状等 

直上流
断面

当該
断面

直下流
断面

① 直上流断面→当該断面は順勾配
当該断面→直下流断面は逆勾配

② 勾配変化率（上流勾配/下流勾配）
が200％以上

③ 直上流断面→当該断面は逆勾配
当該断面→直下流断面は順勾配

④ 勾配変化率（上流勾配/下流勾配）
が100％未満

堆
積
傾
向

侵
食
傾
向

縦断形状イメージ特徴 備考

図-2 土砂・洪水氾濫の危険が
高いと想定した流域 
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平成 29 年 7 月九州北部豪雨以降の筑後川水系赤谷川流域内の土砂動態分析 

国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所九州北部豪雨復興出張所 吉田 英明、秋山 陽平、村上 史高
株式会社 建設技術研究所 ○吉村 真、平井 康隆、福岡 泰斗、岩佐 直哉 

1. はじめに

平成 29 年 7 月九州北部豪雨（以降、H29.7 出水）に
より筑後川水系赤谷川流域（A=20.1km2）では、山地域
から約 266 万 m3の土砂が発生し、約 164 万 m3が流出、
山地域には約 102 万 m3の堆積土砂（不安定土砂）が残
存した 1)。このような状況を踏まえ、赤谷川流域では「一
定規模の降雨への対応」として、河道計画や砂防計画の
工夫等により土砂・流木の流出対策（河道整備、砂防設
備整備等）が進められている。また、実際の流出土砂量
に応じ、例えば渓流内の流出土砂量が、H29.7 出水以前
の状態に戻った（土砂流出活発期間 2)が終了した）と判
断された場合には、砂防施設の管理方法を見直す等の
順応的な対応を計画しており、被災直後より土砂動態
観測を実施している。本稿では、これまで蓄積された観
測データより、山地域を中心とした土砂動態を分析し、
被災後約 4 年が経過した現状の土砂流出状況の評価結
果を報告する。

2. 流域内（山地域内）での土砂動態観測状況

赤谷川流域では、
被災直後より地形
調査（航空レーザ測
量、定点写真調査）、
河床材料調査、流砂
量観測等を実施し
ており、図-1 に山地
域内での継続的な
調査地点を示す。航
空レーザ測量は赤
谷川流域全体を対
象に主要出水後等
に年 1~2 回（これま
でに計 7 回実施：6
時期間の差分解析
が可能）、定点写真
調査は出水期前、主
要出水後、出水期後
を基本に年4~5回実
施している。また、
河床材料調査は出
水期前、出水期後を
基本に年 2回程度実
施している。流砂量
観測は、R2 年度よりハイドロフォンや観測桝による掃
流砂観測と濁度計や浮遊砂採取器による浮遊砂観測を
実施している。

3.現状の土砂流出状況

土砂流出状況は、降雨規模により異なるため、表-1
に H29.7 出水以降の主要出水時の降雨量、確率規模を
示す。これによると、降雨規模は R2.7 出水が最も大
きい。また、以降に示す流出土砂量との相関が高い
24 時間雨量に着目すると、R1.7、R2.6、R3.7 出水
（以降、類似降雨①）は 100~200mm 程度で類似して
おり、H30.7、R1.8、R3.8.12 出水（以降、類似降雨
②）は 200~300mm 程度で類似している。 

3.1 土砂移動量からみた分析・評価 

航空レーザ測量時の航空写真より 2 時期の土砂移動
域を目視判読し、土砂移動域内の LP 差分値より土砂

移動量を推定した結果を表-2 に示す。 
堆積量は、乙石川が最も多く、4 年間の累計では約

48,800m3の堆積があったと推定される。乙石川、小河
内川では比較的出水規模の大きい H30、R2 年度に堆積
量が多くなっているが、R2.7 出水の規模が大きかった
にもかかわらず、R2 年度は H30 年度よりも堆積量が
減少している。
侵食量は、乙石川が最も多く、4 年間の累計では約

95,000m3の侵食があったと推定される。出水規模が大
きいほど、侵食量が多くなる傾向を示している。
流出土砂量は、R2 年度が最も多く約 60,000m3であ

り、4 年間累計では約 98,000m3である。河川別には、
乙石川が最も多く全体の約 50%を占める。 
比流出土砂量で確認すると、R2 年度が最も多い。河

川別には小河内川流域が最も多く、年別にみてもその
傾向は変わらない。なお、過去に算定された近傍ダム
の比生産土砂量（320 m3 / km2 /年）3)と比較すると、R2
年度までは 320 m3 / km2 /年を上回っているが、R3 年度
は被災後初めて下回る結果となっている。

また、得られた流出土砂量は、データ取得期間内の
最大降雨時の流出土砂量と仮定し、24 時間雨量と流出
土砂量の関係を図-2 のとおり整理した。ここで 24 時
間雨量にしたのは、年間 2 出水の流出土砂量が把握可
能な R1、3 年度の降雨量（1、2、3、6、12、24 時間雨
量）と流出土砂量との相関を算定すると 24 時間雨量
が最も高かったためである。類似降雨①に着目する
と、R1.7 と R3.7 出水の情報が得られており、R3.7 出
水の流出土砂量は R1.7 出水と比べ小さい。類似降雨②
でも、H30.7、R1.8、R3.8 出水の順に経年的に減少傾
向にあり、土砂流出は落ち着き傾向を示している。

R2.7 出水は、H29.7 出水以降で最大の降雨量であ
り、流出土砂量も他の出水と比較し大きいが、各年の
傾向を踏まえると、土砂流出量が一気に増加するのは
24 時間雨量が 300mm 程度以上になるときであると考
える。

これまで示したとおり、全体的には土砂流出の落ち
着き傾向がみられるが、単元流域に着目すると図-1 に
示すとおり、赤谷川本川の 7 流域、乙石川流域の 9 流
域、小河内川流域の 3 流域では 6 時期間のうち 3 時期
間で土砂移動が確認されており、土砂移動が活発であ
ると判断される。なお、これらの流域の主な地質に着
目すると、花崗岩類の流域が多い。

表-1 九州北部豪雨（H29.7）以降の主要な降雨
（松末小学校雨量観測所）

 

 
 
 
 
 

N

山地域（単元流域） 
※太線は土砂流出が活発と判断される単元流域 

松末小学校雨量観測所、  定点写真調査流域 
流砂量観測地点、  河床材料調査地点 

赤谷川 

赤谷川 

図-1 山地域の観測地点及び
土砂移動が活発な単元流域

変成岩類 
深成岩類（花崗岩類）
火山岩類 

雨量
(mm)

確率規模 雨量
(mm)

確率規模

H29.7出水 137 400年確率以上 - - - 137mm観測以降欠測

H30.7出水 34 2年確率以下 275 5～10年確率 428 類似降雨②

R1.7出水 15 2年確率以下 111 2年確率以下 168 類似降雨①

R1.8出水 49 3～5年確率 267 5～10年確率 435 類似降雨②

R2.6出水 20 2年確率以下 125 2年確率以下 134 類似降雨①

R2.7出水 57 5～10年確率 403 30～50年確率 932 Ｈ29.7出水以降最大

R3.7出水 52 3～5年確率 107 2年確率以下 122 類似降雨①

R3.8出水 29 2年確率以下 212 3～5年確率 653 類似降雨②

※確率規模は、H15（2003）～R1（2019）のデータより確率計算にて算定
（データ期間が少なく、H29（2017）の九州北部豪雨のデータを入れると確率規模別雨量が
大きくなるため、H29のデータは除いている）

※連続雨量とは、前後24時間以上の無降雨期間に挟まれた期間内の累積降雨量を指す

主要出水 備考1時間雨量 24時間雨量 連続
雨量
(mm)
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表-2 被災後 4 年間の山地域内の土砂移動量 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 24 時間雨量と流出土砂量の関係 

3.2 渓床の地盤高変化からみた分析・評価 

LP データを用い、各単元流域（約 100 流域）の主流
路の 10m 間隔の地盤高（6,849 地点）を取得し、経年
的な変化を累積変化量とし整理した。図-3 によれば、
経年的な累積変化量の変動幅は縮小傾向にあるため土
砂移動は落ち着きつつあると判断される。なお、出水
規模が小さい R1.7 や R3.7 出水では累積変化量がプラ
ス値を示しているが、これは累積侵食深に対し累積堆
積深が大きいことを示しており、土砂が山地域内に留
まっていることを意味する。その後の比較的大きな出
水では、累積変化量がマイナス値のため、留まってい
た土砂も含め流出したと考えられる。

 
 
 

図-3 単元流域全体の累積変化量の経年変化 

3.3 定点観測結果からみた分析・評価 

類似降雨①を対象に土砂移動が確認された単元流域
数を整理すると、R1.7 出水では 6 流域、R2.6 出水では
4 流域、R3.7 出水では 5 流域であり、土砂移動が確認
された流域数は、R2.6 出水では減少したが、R3.7 出水
では増加した。この要因は、R2.6 出水では時間最大雨
量 20mm に対し、R3.7 出水では 52mm であったためと
考える。ただし、R2.6 出水では、図-4（上）のとおり
乙石川流域で新たな斜面崩壊が発生する等、土砂移動
の規模が大きいが、R3.7 出水は図-4（下）のとおり細

粒土砂の流出・堆積が主である。また、R1.7 出水で
は、時間最大雨量 15mm に対し 6 流域で土砂移動を確
認したが、時間雨量が 3 倍以上の R3.7 出水では 5 流域
と 1 流域減少している。以上の点より、山地域内は僅
かながら安定傾向に近づいていると判断される。
なお、この傾向は類似降雨②でも同様である。
 

図-4 乙石川流域の同一単元流域内の土砂移動状況 

3.4 流砂量観測からみた分析・評価 

流砂量観測は R2 年度から実施しているため、R2 及
び R3 年度の各出水により得られた 24 時間雨量と同一
期間における比流砂量の関係を図-5 に整理した。ここ
で、浮遊砂量は、水深が小さくデータが得られていな
い出水もあるため掃流砂量の関係を示す。これによる
と、R3 年度は同一降雨量に対し比流砂量が減少してい
るため、土砂流出は落ち着きつつあると判断される。

図-5 24 時間雨量と比掃流砂量の関係 

4. おわりに

これまでに示した内容の他、紙面の都合上記載でき
なかったが、河床材料調査の結果からも各地点で細粒
分（砂以下の粒径）の割合の変化率が縮小傾向になっ
ており、山地域内では土砂流出が落ち着き傾向にある
と考える。ただし、花崗岩類の地質を主とする流域
等、未だ土砂流出が活発と考えられる単元流域も存在
するため、今後も土砂動態観測を継続し、必要に応じ
て対策を講じる等の検討が必要となる。また、被災後
約 4 年が経過し R4 年度出水期は完成河道後、初の出
水期を迎える。そのため、今後は計画河道の応答に対
する調査の充実も必要となる。
参考文献：1）筑後川右岸流域 河川・砂防復旧技術検討
委員会（2017）：筑後川右岸流域 河川・砂防復旧技術検
討委員会報告書 p76，2）大規模土砂生産後に生じる活
発な土砂流出に関する対策の基本的考え方（案），国土
技術政策総合研究所資料第 1115 号，3）国土交通省九州
地方整備局筑後川河川事務所 HP：第 5 回筑後川土砂動
態調査に関するワーキンググループ資料
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令和 3 年 8 月青森県下北北部豪雨災害の実態（流木被害） 
〇青森県：金俊之，弘前大学：鄒青穎・小岩直人， 

岩手大学：井良沢道也，北海道大学：厚井高志， 

秋田県立大学：野田龍 

１．はじめに 

 令和３年８月９日から 10 日にかけて，台風第９号から変わ

った温帯低気圧による降雨の影響で青森県下北・上北地域で

は，洪水・土砂災害が頻発した。本稿は，令和３年9月及び11

月に（公社）砂防学会，（公社）日本地すべり学会の「令和 3

年 8月青森県下北北部で発生した土砂災害に係る緊急合同調査

団（以下，“調査団“と呼ぶ）」により実施した調査結果 1）

を踏まえ，大赤川における流木実態と掃流区間・コンクリー

トスリット堰堤での流木捕捉の分析結果を報告するものであ

る（大赤川の位置図を図１に示す）。

２．対象地域概要

大赤川は，むつ市赤川村に位置し，今回の降雨により河口

域で顕著な流木が確認された小赤川の隣接渓流である。土石

流危険渓流Ⅰに相当し，土砂災害警戒区域等が指定（422-Ⅰ-001）されている。地質は，中新世の薬研層で

あり，その上位に鮮新世の異国間層と大畑層，鮮新世末期の石英安山岩が分布する 2）。当該渓流の上流域に

位置するむつ燧岳は，中期更新世以降に噴火活動を起こした第四紀火山であり，その火山噴出物（角礫岩，

溶岩）が上述の地層を覆っている。植生は，青森ヒバと称されるヒノキアスナロからなる群落の冷温帯針葉

樹林を主体とし，その他，ミズナラなどの落葉広葉樹林，マツ類の植林が分布する 3）。 

図１には今回の最大 24 時間降雨量も併記しているが，過去の降雨や超過確率降雨と対比した値を表１に示

す。既往最大，近傍の超過確率降雨 4）に比べて今回の降雨は相当量が観測されている。 

表１ 24 時間降雨量の比較 

観測所名 既往最大 今回降雨 既往最大との対比 

下風呂（風間浦村） 159mm（2016年８月） 369mm 約 1.7倍 

大畑中流（むつ市大畑町） 164mm（2007年 11月） 356㎜ 約 1.6倍 

（参考）むつ（むつ市金曲）S39観測開始 100年超過確率：221.8mm/24hr，200年：231.7mm/24hr 

３．調査方法 

３．１ 流木長調査 

 大赤川中流から下流域，海岸で撤去・集積された流木の

長さ，胸高直径をハンド型レーザ測定器，赤白ポール等に

より計測した。図２に調査位置図を示す。なお海岸で撤

去・集積された流木は大赤川以外の渓流からの流木も含ま

れることから参考値とした。計測した流木の樹種は目視観

察より青森ヒバが大半を占める。 

３．２ コンクリートスリット堰堤における流木捕捉過程 

流木を多量に捕捉した大赤川３号砂防堰堤（以下，“３号堰堤”と呼ぶ）は

掃流区間に設置された堤高 14.5m，堤長 70.0m，水通し幅 14.0m のコンクリート

スリット構造（幅 1.8m×高さ 12m×１本，横桟なし）施設である（図３）。ス

リット閉塞状態，堆砂敷の土砂・流木堆積状況から流木捕捉過程を推定した。

４．結果・考察

４．１ 流木調査結果

土砂流送形態について，No.4 付近の治山堰堤では堆砂敷において先頭流と見

られる石礫・土石流堆積物が認められたことから土石流形態，これより下流域

では層状の土砂堆積が顕著となることから主に掃流形態での土砂運搬と推定さ

れる。調査団調査結果 1）に近傍斜面の立木調査（No.5）を加えた結果を図４に

示す。No.4は踏査区間の最上流，No.1は最下流（１号砂防堰堤堆砂敷）である。No.5斜面での立木は，代表

的な数本（いずれも青森ヒバ）を計測し，樹高25m，胸高直径は20～80cmであった。平均流木直長は約10m，

また調査箇所の流木が同一の生産源とは言えないものの，総じて上流側から下流側にいくにつれて流木長が

短くなる傾向にある。一方，胸高直径は流木長ほどのバラツキはなく，平均値 50cm 前後である。ちじり浜で

図１

大赤川 

図２ 流木調査位置図（鄒ら 1)に加筆） 

5(斜面立木) 3号堰堤 

2号堰堤 

1号堰堤 

図３ 大赤川３号堰堤の

流木捕捉状況
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集積していた流木はバラツキが小さく，流木長約 10m，胸高直径 40cm のものが主体といえる。３号堰堤堆砂

敷の調査結果を図 4No.3に示すが，平均 10m，最大 20mの流木となっている。３号堰堤最近傍の土砂・流木生

産源は，No.4 下流左岸の崩壊とみられるが，当該崩壊地から３号堰堤間には河道幅 10m の狭窄部（渓岸部は

岩盤），屈曲部が点在しており，これらの地点上流では河床から２～３m の高さまで層状堆積物（堆積後の

出水で段丘化），５ｍ高さに流木が残存（流木長は約 12m）していた。３号堰堤堆砂敷に堆積している流木

は，これら狭窄部や屈曲部を流下してきたものとみられる。狭窄部や屈曲部では流量増大に伴い，背水形

成・水深上昇により土砂堆積が助長，さらに平常時の河道幅以上の水面幅が相当程度で形成され，その水面

を流木が流下したとみられる。 

図４ 流木調査結果（左：流木長，右：胸高直径）（No.4-No.1,ちじり浜のデータは鄒ら 1）を引用） 

４．２ 流木捕捉過程 

掃流区間のコンクリートスリット砂防堰堤での流木捕捉については，水路実験による検討事例（たとえば，

原田ら 5），佐藤ら 6））があるものの，鋼製スリット堰堤に比べてその実態は十分に把握されていない。 

３号堰堤のスリット部は，石礫や土砂による閉塞はなく，流木により閉塞していた。流木堆積は谷幅すべ

てではなく，側岸・堰堤直上流で顕著であった。流路部では土砂堆積も認められ，流路部と側岸部に堆積し

た流木との比高は約２～３ｍであり，流木間の空隙・堆積表面には最大Φ10cm 程度の土砂が充填されている。

以上の状況から流木捕捉過程をまとめると図５のとおり考えられる。堰上げ等の背水で湛水域が形成され，

流路部では土砂と流木が一部混在していたことから流下土砂により堆砂肩が形成されたと推測される。流木

は湛水面を浮遊しながら水通し部に接近し（袖部に衝突・氾濫痕跡あり），一部下流へ流出，減水期のスリ

ット部通過も少なく，そのまま堰堤直上流に落ち込むように堆積し，現時点に至っていると推察される。 

図５ 流木捕捉過程のイメージ図 

５．おわりに 

大赤川での流木調査，掃流区間・コンクリートスリット構造での捕捉過程を以下にまとめる。 

① 調査した範囲での青森ヒバの立木樹高は 20mを超え，平均胸高直径は 60cmであった。流木調査地点で

流木長に差異はあるが，胸高直径は 50cm 前後と比較的大径木の流出が認められた。

② ３号堰堤では，相当の流木が捕捉されたと推察され，堰堤から下流への流出は少ないと考えられた。

下北地域は，青森ヒバを主として森林が構成されているが，この特徴が流木として流下する際に影響があ

ったか，流量増大に伴う河道の最小流下幅と流木長の対比，３号堰堤については今後，青森県が流木除去予

定であることから堆積構造を調査するなどし，今回の災害での流木収支等の実態解明を進めていきたい。 
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降雨と山地災害の経年変動についての予備的検討 

執印康裕（九州大学） 

１．はじめに 

気候変動に伴う降雨特性の将来変化が土砂災害

に与える影響について検討することが重要である

ことは論ずるまでもない．災害発生の可能性が高

い降雨特性の将来変化そのものに着目すると気候

モデルの出力値による検討が数多く存在する．例

えば東京付近の20世紀末と21世末の気候モデル出

力値を比較した結果では，21世紀末には年最大日

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倍程度になることが（Oki T.

2016)，また近年発生した土砂災害（2017年九州北

部豪雨災害など）についても，気候変動の影響に

よる降雨特性の変化を受けて災害規模が拡大した

蓋然性が高いことが報告されている（内閣府，

2019）． 
以上のことを踏まえると，日本を含む世界の土

砂災害対策が重要である国々において，既往の土

砂災害警戒・避難システム（EWS）や防災構造物

の設計基準等を今後見直していく必要性は高く，

その際には気候モデルによる将来の予測値による

検討に加えて過去から現在までの降雨特性の変化

が土砂災害の発生頻度および規模に与えた影響に

ついて検討しておくことも重要であると考える．

この観点から，２つの検討項目（項目１：発災の可

能性が高い過去から現在までの降雨特性の変化，

項目２：災害の誘因となった降雨特性と発災日時

および災害規模との関係）を設定し，予備的な検

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方法について 

２．１ 検討対象地 

検討にあたり，以下の３条件を満たす対象地を

選定した。 
【条件１】同一地域内で，異なる時期に規模の異

なる土砂災害が発生している事． 

【条件２】発災日時が把握されている事． 
【条件３】長期降雨時系列データが利用可能な事． 
上記の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，

対象地域は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）及びそれに伴

う土石流により2回の規模の異なる土砂災害が発

生し（条件１），1958年狩野川台風によるものが9
月26日16時～17時，2013年台風26号によるものが

10月16日の02時～03時に発災した事が確認され

ている（条件２）．長期降雨時系列データについて

はAMeDAS大島の両災害発生年を含む1950年か

ら2021年までの72年間の1時間雨量データを使用

した（条件３）． 
２．２ 検討方針及び手法 

 降雨特性には日本及び世界各国のEWSに組み

込まれている２つの代表的な降雨指標を基に後述

の基準化降雨指標を算出して使用した．基となる

降雨指標の一つは日本全国で採用されている土壌

雨量指数（SWI：単位mm）であり，もう一つはイ

ベント雨量（E：単位mm）と降雨継続時間（D：

単位h）の関係（ED）である．SWIについての説

明は割愛するが，EDについて簡単に説明する．ED
は土砂災害発生・非発生を区分する基準線を決定

される際に使用される手法であり，以下の式によ

って提示される． 
𝐸＝𝛼𝐷  

α，βは定数であり確率的手法により求められる. 
EDは構造的にシンプルであることもあり，これを

用いたEWSが世界各地で運用されている．本検討

に用いた定数α，βについては72年間の連続時間

雨量データを24時間無降雨により各イベントに区

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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分し，極値解析を適用して得られる確率年10年の

イベント雨量（E10）から算出した．

具体的な検討では２つの降雨指標を使用して

いることを考慮し，両降雨指標が同一基準で比較

可能な手法を採用した．SWIはイベントに区切る

ことなく連続した降雨時系列データから算出可

能であるが，EDと同様に24時間無降雨によって

区分した降雨イベント時系列から算出し，これを

10年確率（SWI10）で除することによって基準化

した．すなわちEDについては各イベントの降雨

継続時間内の積算雨量（CR：単位mm）を各継続

時間における確率年10年のイベント雨量で除し

たCR/E10を，SWIについてはSWI/SWI10を基準

化降雨指標として使用した．以上２つの基準化降

雨指標を使い，『１．はじめに』で前述した項目１

に対して72年間の各年最大値のトレンド解析を適

用し，項目2に対して両災害時の基準化指標の時系

列変化から検討した． 

３．結果及び考察 

 1950年から2021年までの72年間の降雨イベント

は全部で5353個に区分された．以後の降雨イベン

ト名は『EV．』の後に1950年からの発生順に番号を

付した『EV.番号』で表記する．ちなみに1958年狩

野川台風が『EV.0704』，2013年台風26号が『EV.4745』

となる．EとSWIの10年確率は各々

E10＝115.4D0.31 但し1≦D≦248
SWI10=230.8 mm として算出された．

図-2に両基準化降雨指標の各年最大値のトレン

ドおよび両指標の関係を，図-3に両災害降雨のハ

イエトおよび降雨指標の変化を示す．図-2から1)

両指標とも増加傾向を示し，ED では有意水準5%

で統計的に有意であること，2)いずれの指標にお

いても災害発生降雨の『EV.4745』が順位1位であ

り，順位2位の降雨イベントは災害を発生させた

EV.0704ではなく，1982年のEV.2493であること，3)

両指標は強い相関関係にあること，図-3から1)発

災時の指標を比較すると，両指標ともEV.4745が

EV0704を超過していることが分かる． 

以上の結果は1)本対象地域では災害をもたらす

可能性のある降雨規模が増加傾向にあり，2)基準

化降雨指標の値が災害規模を規定していること，

3)1982年のEV2493が非発災豪雨であることから発

生・非発生を区分する基準化指標は森林植生の変

化に応じて変動し増加傾向にあること（これは伊

藤ら（2016)の結果と調和的である），4)さらに日

本のEWSではSWIを長期降雨指標，1時間雨量を

短期降雨指標とするスネーク曲線から導かれる基

準線を基本に運用されていることを考慮すると，

EDの指標はSWIと同様に長期指標とみなせるこ

と，の4点を示唆している.

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) ：Water Resources Management and Adaptation 
to Climate Change, DOI: 10.1007/978-981-287-976-9_3 

図-2：基準化降雨指標の各年最大値のトレンドおよび両指標の関係 
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両端矢印は発災期間を示す． 

図-3：両災害発生降雨の基準化降雨指標の変化 
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気候変動モデルデータに基づく魚沼地方の計画降雨設定に関する基礎的検討 

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所 鈴木啓介※1，戸田満※2，川邊三寿帆，谷川優太

株式会社ニュージェック ○藤田暁，牧野裕至※3，松永雄紀，小川俊
※1現 国土交通省中国地方整備局企画部，※2現 北陸地方整備局高田河川国道事務所，※3現 ダイチ株式会社 

１．はじめに 

 地球温暖化への適応策を検討するため、気候変動予測モデルによるアンサンブ

ル計算データが多方面で活用されている1),2)。代表的なデータとして、文部科学省

「気候変動リスク情報創生プログラム」による「d4PDF（database for Policy 
Decision making for Future climate change）」が挙げられ、こうした気候変動モ

デルデータの砂防事業の計画降雨設定への適用に関する基礎的な検討として、本

稿では湯沢砂防事務所管内（図-1）を対象に、気候変動予測モデルデータから降

雨特性の変化傾向の抽出を試みた結果について報告する。

２．気候変動モデルによるアンサンブル計算データ 

d4PDFは、気温が現在より約4℃上昇した条件の計算を大量に行い、数千年分

のデータを作成したものであり、2016年にデータが公開された。また2018年には

約2℃の気温上昇を想定したd2PDFも公開され、d4PDFと合わせ利用されている。 
d4PDF、d2PDFは空間解像度が約20kmと粗いため、地域的な気象を詳しく把

握できるよう、より小さい解像度への力学的ダウンスケーリング計算も行われて

いる。文部科学省「SI-CAT（気候変動適応技術社会実装プログラム）」のSI-CAT DDS5TKは、d4PDF、d2PDFを5km解

像度にダウンスケールしたデータであり、東北地方～九州が対象範囲となっている。本稿では、このSI-CAT DDS5TKから、

湯沢砂防事務所管内における大雨の発生頻度、1/100確率の雨量が気温上昇によりどのように変化しているかを抽出した。 
３．大雨の発生頻度 

SI-CAT DDS5TKは表-1に示すとおり、現在気候、2℃上昇、4℃
上昇のデータから成っており、それぞれ372年分（31年×12アンサ

ンブルメンバー）の1時間毎データがある。 
図-2に、現在気候、2℃上昇、4℃上昇のそれぞれについて１メン

バー（31年間）あたりの大雨の発生回数を集計したものを示す。大

雨の抽出は、湯沢砂防事務所管内で土砂災害が発生するおそれのあ

る「ピーク雨量30mm/h以上」または「総雨量100mm以上かつピ

ーク雨量20mm/h以上」という基準を用いた。また、SI-CAT 
DDS5TKのデータにはバイアス補正を施さず、集計を行った。 
図-2を見ると、大雨の回数が周囲に比べ突出して高い領域があり、気候変動モデルが持つバイアス特性の影響と考えられる。 
また、図-3は、現在気候の回数に対する2℃上昇、4℃上昇時の回数の倍率の値を示したものである。この図-3においても

図-2の突出領域とほぼ同じ領域において倍率が周囲に比べやや小さくなっており、バイアス特性の影響の可能性がある。

計算ケース データの年数 備考（アンサンブルメンバーの作られ方）

現在気候
 372年分 
（31年×12アンサ 
 ンブルメンバー） 

1980～2010年の実績海面水温の解析
結果に12ケースの摂動を付加したもの
が12メンバーの計算条件となっている。

2℃上昇
 372年分 
（31年×12アンサ 
 ンブルメンバー） 

6種類の海面水温シミュレーション結果
に2ケースの摂動を付加したものが12メ
ンバーの計算条件となっている。 

4℃上昇
 372年分 
（31年×12アンサ 
 ンブルメンバー） 

6種類の海面水温シミュレーション結果
に2ケースの摂動を付加したものが12メ
ンバーの計算条件となっている。 

図-1 対象地域とSI-CAT DDS5TKのメッシュ

（国土地理院の陰影起伏図を使用）

表-1 SI-CAT DDS5TKの計算ケース、データ年数 

図-2 SI-CAT DDS5TKにおける大雨の発生回数 

現在気候 2℃上昇 4℃上昇 
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４．確率規模1/100の1時間雨量

現在気候、2℃上昇、4℃上昇における

確率規模1/100の1時間雨量を図-4に、ま

た、現在気候の1/100雨量に対する2℃上

昇、4℃上昇時の倍率を図-5に示す。 
表-1のとおり2℃上昇、4℃上昇は同じ

海面水温シミュレーションに基づくデータ

が2メンバー（62年分）ずつあるため、その

62年のデータでの水文統計解析を行い、

その結果を6個平均し、最終的な確率雨量

とした。また、現在気候もそれに合わせ、

62年ずつのデータによる解析を行った。 

 また、水文統計解析には国土技術研究

センターの水文統計ユーティリティーを用

いた。13種類の毎年値確率分布モデルの

うちLN4PMを除く12種類を用い、適合

性の高いモデル（SLSC(99%)値0.4以下）

の1/100雨量値を平均し、代表の確率雨

量とした。また、JackKnife法は計算量が

膨大となるため適用しないものとした。 
 図-4はメッシュ毎の値の差が大きいが、

図-5では差が弱まり、地域的な特性（倍率

の大きい地域、小さい地域等）が見える。

ただしバイアス補正を施しておらず、バ

イアスの影響について注意が必要である。 
５．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気温上昇による降雨特性の変化について分析し、大

雨頻度の分布へのバイアスの影響や1/100確率雨量およびその増加倍率における空間的なバラツキの様子を確認できた。今後、

バラツキを空間平均する場合の適切な領域等について、データ特性や砂防流域の規模といった面から検討する必要がある。 
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，2021.
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.

図-4 SI-CAT DDS5TKにおける確率規模1/100の1時間雨量 

現在気候 2℃上昇 4℃上昇 

図-5 SI-CAT DDS5TKにおける確率規模1/100の1時間雨量（現在気候に対する倍率）

2℃上昇 4℃上昇 

現在気候に対し 

約1.1～1.7倍 

現在気候に対し

約1.0～1.5倍

図-3 SI-CAT DDS5TKにおける大雨の発生回数（現在気候に対する倍率） 

2℃上昇 4℃上昇 

現在気候に対し 

約1.4～3.3倍 

現在気候に対し

約1.2～2.3倍
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単位河道モデルに透過型等の砂防堰堤を含む簡易モデルの開発 

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 野呂智之※1，川合康之，中川雅允※2 

京都大学名誉教授 水山高久，京都大学 藤田正治，宮田秀介 

（一財）砂防・地すべり技術センター 池田暁彦 

日本工営株式会社 〇山崎祐介，古谷智彦，長山孝彦，伊藤隆郭 

※1現 （一財）砂防・地すべり技術センター，※2現 富山河川国道事務所

1 はじめに 

流域内の土砂動態におよぼす砂防堰堤群の機能的な

活用の効果を検討するためには，透過型堰堤の土砂流

出調節機能の評価が重要である。著者らは，単位斜面お

よび単位河道で構成される流域スケールを対象とした

土砂動態解析モデル（山野井・藤田，2016）への堰堤機

能の導入手法，堰堤機能のモデル化手法について検討

を行っている。本研究は，堰堤機能のモデル化において，

堰堤への流入土砂量と堰堤からの流出土砂量の応答関

係を表す関係式を導入したモデル化を行い，その効果

を検討するものである。 

2 解析モデル 

 流域地形モデルは矩形斜面とその接続する河道によ

って構成される（江頭・松木，2000）。斜面における表

面流および浸透流には，それぞれマニング則およびダ

ルシー則を適用している。河道における流水および流

砂については，それぞれマニング則および芦田・道上式

を適用している（江頭・松木，2000）。 

堰堤への流入土砂量と流出土砂量の応答関係を，次

の点に着目してダム関数によるモデル化を行った。 

・水位せき上げ時の非平衡流砂量

・せき上げ継続時間𝑇

図 1 にダム関数による堰堤からの土砂流出のモデル化

イメージを示す。ダム関数は便宜的に直線的な近似を

行い，次式で表されるものとしている。 

𝑄𝑏 𝑜𝑢𝑡 = 0, 𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡1 + 𝑇 

𝑄𝑏 𝑜𝑢𝑡 = 𝑄𝑏1

𝑡 − (𝑡 + 𝑇)

𝑡2 − (𝑡1 + 𝑇)
, 𝑡1 + 𝑇 ≤ 𝑡 < 𝑡2 

ここに，𝑄𝑏 𝑜𝑢𝑡は堰堤からの流砂量，𝑡は時刻，𝑡1および

𝑡2は，せき上げが発生している時間の開始および終了時

刻，𝑇はせき上げ継続時間，𝑄𝑏1はせき上げ解消時刻にお

ける流砂量である。これらは水理実験などによって定

められる。せき上げが発生する流量は，現地観測等をも

とに 100 m3/s に設定している。 

3 計算条件 

 対象領域は本宮砂防堰堤より上流（約 200 km2）であ

り，妙寿砂防堰堤において堰堤効果のモデル化を行い

その評価を行う。対象期間は 2004 年 7 月 17 日～18 日

の降雨で，最大 24 時間雨量は 174 mm，最大時間雨量

は 45 mm である。給砂は，妙寿砂防堰堤の単位河道 2

区間上流地点において平衡条件で行う。給砂の粒度分

布を表 1 に示す。 

図 1 ダム関数による土砂流出のモデル化イメージ 

表 1 代表粒径と含有率 

代表粒径
(mm) 

含有率
(%) 

代表粒径
(mm) 

含有率
(%) 

0.00057 2 0.09946 24 
0.00208 5 0.36121 35 
0.00754 12 1.31184 10 
0.02739 12 

表 2 ダム関数の設定 

項目 値 

𝑇 4 時間 

𝑄𝑏1（倍率） 0, 0.5, 2, 10 
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初期条件は，時間雨量 30 mm を一様に 24 時間供給

後，24 時間の無降雨期間で計算したあとの状態とする。 

設定したダム関数を表 2 に示す。𝑄𝑏1は流入流砂量に

対する倍率で，これらについて行う計算を，それぞれケ

ース０，１，２，３とする。表 3 に斜面および河道に

おける水理・水文設定を示す。添え字の１および２は，

それぞれ斜面土層の上部および下部を示し，𝐷は土層厚，

 𝜅は飽和透水係数，𝜆は空隙率，𝑁は等価粗度，𝛼はレジ

ーム係数，𝑛はマニングの粗度係数，𝐸𝑚は交換層厚，𝐸𝑑

は堆積層厚である。以上の設定は過年度検討（野呂ら，

2020）に準じて行っている。 

4 計算結果 

2004 年 7 月 17 日～7 月 18 日の出水に対する流出解

析結果を図 2 に示す。妙寿砂防堰堤における計画流量

は約 2,000 m3/s であり，今回の計算で対象とした流量

は計画規模の半分程度の規模である。また，100 m3/s を

超過し，せき上げが発生している時間帯は，7 月 17 日

23 時 10 分～7 月 18 日 7 時 20 分（23 時間 10 分後から

31 時間 20 分後）としている。 

図 3および図 4に堰堤からの流砂量および堰堤上流

地点の河床変動量を示す。流入流砂量の 0.5 倍や 2.0 倍

を与えたケース１および２においては，堰堤からの流

出流砂量は大きくなく，堰堤に土砂が貯留され，河床上

昇が解消されていないことが示されている。一方，流入

流砂量の 10 倍のケース３では，堰堤からの土砂の排出

の効果が出ており，堰堤堆砂域の堆砂土砂が小さくな

っていることが示されている。ケース０からケース３

における流出土砂量は，それぞれ 383 万 m3，92 万 m3，

108 万 m3，219 万 m3である。 

現モデルのダム関数には，堰堤が満砂した際の越流

が反映されていないため，結果についてはこのことを

考慮する必要がある。 

5 おわりに 

本研究では，妙寿砂防堰堤において土砂流出調節機

能をモデル化し，その検討を行った。その結果，土砂の

調節効果により，堰堤からの流砂量に応じて堰堤の堆

砂を調節することが可能になることが示された。今後

は，流域スケールにおける土砂動態におよぼす堰堤群

の効果の評価やダム関数の水理実験などに基づく合理

的な定式化を行っていく予定である。 

6 引用文献 

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，69 巻，6 号，pp.15-23，2016 

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 

野呂智之，宮下優，長山孝彦，松田悟，古谷智彦，中西隆之

介，伊藤隆郭，水山高久，藤田正治：常願寺川における単位

河道モデルによる水・土砂流出解析と適用性に関する試行，

2020 年度砂防学会研究発表会概要集，R1-035，2020 

表 3 水理・水文設定 

項目：斜面 値 項目：河道 値 

𝐷1, 𝐷2(m) 0.1, 0.5 𝛼 5 

𝜅1, 𝜅2(mm s-1) 3, 0.2 𝑛 0.05 

𝜆 0.467 𝐸𝑚(m) 0.6 

𝑁 0.3 𝐸𝑑(m) 0.6 

 

 
図 2 妙寿砂防堰堤における流量 

 
図 3 堰堤からの流砂量 

 
図 4 堰堤上流の河床変動 
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シャッター操作に伴う流出土砂の制御の試み-2021 年 8 月出水を対象にして-
北陸地方整備局 立山砂防事務所 野呂 智之, 長谷川 真英，川合 康之 

日本工営(株) 長山 孝彦, ○古谷 智彦,  伊藤 隆郭，林 聖也 
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 

1.緒論:妙寿砂防堰堤に可動ｹﾞｰﾄを有する可動式ｼｬｯﾀｰを設置し，積極的な土砂流出の制御に取り組んでいる 1).ま
た立山砂防事務所では，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，河川に縦断的に設置した流水・流砂計測機器一式のﾃﾞｰﾀ管
理も行っており，今後のｼｬｯﾀｰ運用との関連性について試験運用を行っている.

2018 年 7 月 5 日及び 2021 年 8 月 14 日には，妙寿砂防堰堤のｽﾘｯﾄ高を越える出水が発生し，出水期間中ｼｬｯﾀ
ｰを開操作としたまま，ｽﾘｯﾄ及びｽﾘｯﾄ上部の固定横桟による土砂調節機能に関するﾃﾞｰﾀを得た.また，2016，2017，
2020 年にそれぞれ発生した出水では，ｼｬｯﾀｰ操作を実施した場合の比較ﾃﾞｰﾀを取得しているため，別途後述する. 
2.妙寿砂防堰堤のｼｬｯﾀｰ操作

2.1 ｼｬｯﾀｰ堰堤の効果:妙寿砂防堰堤におけるｼｬｯﾀｰの運用は，出水ﾋﾟｰｸ後の水位低下中に実施する閉操作と，十分

な水位低下後に実施される開操作の 2 段階の操作を設定しており,ｽﾘｯﾄからの土砂の急激な流出の抑制及び，出水

後半の土砂流出のｺﾝﾄﾛｰﾙが期待される.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に

より, 土砂流出が制御される.

2.2 2018 年出水:出水期間中は常に開状態を維持していた.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.

2.3 2021 年出水:出水時のｼｬｯﾀｰの運用は 2018 年の出水と同様，常に開状態を維持した. 堆砂敷内に設置した

LVP(荷重)ｾﾝｻｰにより，水位低下中に荷重が上昇，低減する傾向が繰り返し確認され(図-1)，堆砂敷に一時的に貯

留された土砂がその後流出していることが示唆された.最終的には堆砂敷での貯留土砂はすべて下流へと流出した

と考えられる(図-2).

2.4 ｼｬｯﾀｰ操作と土砂捕捉機能: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).ｽﾘｯﾄ及びｼｬｯﾀｰ効果の
確認のため,上記の各出水期間中

に観測されたﾃﾞｰﾀを時系列で整

理した(図-1).妙寿砂防堰堤には

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

-1 は，2018，2021 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

致していることが分かった.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，堆積から侵食へと傾向が

徐々に変化していくと考えられ

る.

一方，過年度の出水時には，ｼ

ｬｯﾀｰを稼働させ，水位が 3.0m 以

下となるまで横桟の高さを下げ

た状態を維持した事例として，

図-1 水位変化と堆積・侵食傾向の関係 
(上:2018 年，下:2021 年出水)(※シャッター操作無し) 

2021 年 8 月 14 日出水 
ｼｬｯﾀｰ操作無し（常時開放）
最大時間雨量 22mm/h 
累加雨量 297mm(水谷) 
ﾋﾟｰｸ流量※ 280m3/s 

（※妙寿堰堤の水位計 2 より推定 3)） 

ｼｬｯﾀｰ開状態
(2021/8/14 13:00) 

ｼｬｯﾀｰ開状態
(2021/8/15 15:00) 

河床高低下 

図-2 固定横桟及びｽﾘｯﾄが出水後半の土砂流出に与える影響(2021 年出水) 
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2017 年 7 月 4 日の出水が挙げられる

(図-3).ｼｬｯﾀｰを稼働しなかった場合

と比べ，出水後の堆砂敷の水中荷重が

高いままとなっており，ｼｬｯﾀｰ操作の

影響で堆砂敷に土砂を貯留したまま

出水が終了したことが示唆されてい

る. 

2.5 掃流砂の応答: 

妙寿砂防堰堤下流における水深とﾊｲ

ﾄﾞﾛﾌｫﾝﾊﾟﾙｽ(掃流砂)のﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟを

図-4 に示す.

空谷砂防堰堤(2018 年出水)では

ﾙｰﾌﾟは左回りとなっており，特に

2018/7/6 6:00 以降において水位

に対する流砂量が大きくなる.こ

れは，妙寿砂防堰堤において最大

限に貯留された土砂の大部分が短

時間のうちに侵食され,空谷堰堤

へと流下したためと考えられる.

このことから，ﾙｰﾌﾟが左回りを示

している場合は，妙寿砂防堰堤の

土砂調節機能の効果が現れている

と評価できる.

津之浦下流砂防堰堤(2021 年出

水)においても若干のﾙｰﾌﾟが認め

られ，同様に土砂調節機能の効果

が表れていると考えられる.ただし空谷堰堤と異なり，妙寿砂防堰堤から津之浦下流砂防堰堤間に存在する施設(津

之浦砂防堰堤および津之浦下流砂防堰堤自体のｽﾘｯﾄ)の効果も併せてﾙｰﾌﾟの傾向に影響を与えている点に留意する

必要がある. 

図-5 は，各出水におけるｼｬｯﾀｰ操作の特徴と，それぞれの出水後の堆砂敷の堆積状況を示しており，堆砂敷の形

成や流出過程においてｼｬｯﾀｰの操作や堰堤ｽﾘｯﾄ，固定横桟がどのように影響を

与えるか，ﾃﾞｰﾀが蓄積されつつある.  

3.結論:将来的な妙寿砂防堰堤の運要則の検討にあたっては，例えば一度の出

水でﾋﾟｰｸが複数回現れるなどのような，より特殊なｹｰｽも見据え，より適切なｼ

ｬｯﾀｰ操作法の効果検証などを重ねていくことを計画している.

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.

図-4 水深・ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝﾊﾟﾙｽ(掃流砂)のﾙｰﾌﾟ 
 (左:2018 年出水(空谷)，右:2021 年出水(津之浦下流)) 

※妙寿堰堤に比較的近い空谷堰堤での

観測が停止中のため津之浦下流堰堤

の観測データ使用

①2021/8/10 出水後

②2020/7/8 出水後

③2017/7/4 出水後

④2016/7/27 出水後

堆砂敷 

堆砂敷 
図-5 出水に伴うｼｬｯﾀｰ操作の概要と土砂流出への影響 
（左:ｼｬｯﾀｰ開閉のﾀｲﾐﾝｸﾞとｽﾘｯﾄ水位関係の模式図） 

(右:各出水発生後の堆砂敷の状況) 

図-3 水位変化と堆積・侵食傾向の関係 
(2017 年出水)(※シャッター操作有り) 
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近年の土砂・洪水氾濫の発生状況と家屋被災形態

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 澤村朱美 島田徹

国土交通省水管理・国土保全局砂防部 林真一郎

１．はじめに 

近年，土砂・洪水氾濫による甚大な被害が多発している。土砂・

洪水氾濫は「上流からの流出土砂に伴う河床上昇等により引き

起こされる」とされており 1)、土石流とは区別して、河床上昇等

に伴う土砂や泥水の氾濫による被災があった場合に土砂・洪水

氾濫による災害が発生したと言及されてきた。一方で、土砂・洪

水氾濫は様々な要因によって引き起こされ、また、その被災形態

にも様々な違いがあると考えられる。そして、今後、土砂・洪水

氾濫による被害を予測して対策計画を立案する上で、このよう

な土砂・洪水氾濫の発生状況や被災形態の違いを分析すること

は非常に重要である。 

本研究は、過去に発生した主要な土砂・洪水氾濫による災害に

ついて、現地調査結果や航空レーザ測量データ等を用いて、土

砂・洪水氾濫の発生状況や被災形態をより詳細に把握するもの

である。 

２．調査概要 

２．１ 調査対象災害と流域 

近年において甚大な被害が発生した土砂・洪水氾濫事例とし

て、平成21年7月中国・九州北部豪雨：山口県佐波川水系剣川、

平成 23 年紀伊半島豪雨：和歌山県那智川、平成 29 年 7 月九州

北部豪雨：福岡県筑後川水系赤谷川、寒水川、白木谷川、北川、

平成30年7月豪雨：広島県大屋大川、総頭川、天地川、令和元

年台風19号：宮城県阿武隈川水系五福谷川を調査対象災害・流

域とした。 

２．２ 調査項目 

 調査対象災害・流域について、①土砂・洪水氾濫の発生区間

の地形・氾濫形態、②土砂・洪水氾濫の発生要因、③家屋の被災

形態、を調査する。①については、5万分の1地形分類図やDEM

から作成した微地形図、実際の氾濫実績から、谷底平野、扇状地、

氾濫平野の3つに分類した。また、谷底平野で発生した氾濫を流

下型、扇状地および氾濫平野で発生した氾濫を拡散型とした。②

については、既往文献を確認するとともに、現地写真やドローン

映像、オルソ画像を確認し、河道を流下する土砂・泥水が河道外

に氾濫する要因になったと考えられる事象を網羅的に記載した。

なお、流量が多く水のみで河道から溢れている可能性もあるが、

今回は発生要因としては取り上げないものとする。③について

は、現地調査やドローン映像、オルソ画像で被災状況を確認して、

主要な家屋の被災形態について分類を試みた。 

３．調査結果 

３．１ 発生区間の地形 

調査結果を表－1に示す。なお、表－1には、基礎データとし

て、坂井ら 2)から、流域面積、主な地質、総雨量、最大1時間雨

量、生産土砂量、比生産土砂量を引用している。土砂・洪水氾濫

の発生区間の地形・氾濫形態を谷底平野、扇状地、氾濫平野に分

類したところ、谷底平野の単独タイプ、谷底平野と扇状地もしく

は氾濫平野の複合タイプに分類された。平成29年7月九州北部

豪雨の流域の多くは谷底平野の単独タイプに分類され、平成 30

年 7 月豪雨は谷底平野・扇状地タイプに分類される結果となっ

た（表－1）。 

３．２ 発生要因 

土砂・洪水氾濫の発生要因として確認できた事象は、大量の土

砂供給による河道埋塞、土砂・流木による橋梁等の閉塞、構造物

による流水のせき止め、河床上昇による堤防の決壊である。ここ

で、例えば、土砂・流木による橋梁等の閉塞の結果として河道埋

塞が生じた可能性や河床が上昇して結果的に橋梁等に流木が捕

捉された可能性もあるが、確認できた事象間の関連性までは分

析できていない。なお、本研究では対象としていないが、令和2

年 7 月九州豪雨における熊本県球磨川水系川内川では球磨川本

川の背水による土砂・洪水氾濫も発生している 3)。 

３．３ 家屋の被災形態 

土砂・洪水氾濫による家屋の被災形態について、洪水流による

家屋流失・倒壊・損壊、基礎部洗堀による家屋流失・倒壊・損壊、

土砂堆積による埋没、泥水の浸水に分類した。地形・氾濫形態と

の関係を分析するため、谷底平野、扇状地、氾濫平野ごとに主要

な被災形態を記載している。また、流木の衝突により家屋が損壊

している事例も見られたが、洪水流中に土砂とともに含まれて

いると考えて、個別に分類はしなかった。 

４．考察 

発生要因について、全ての事例に共通していた事象は河道埋

塞であった。河道が土砂によって埋塞されると、河道が埋塞され

ていない状態に比べて、家屋周りの浸水深・流速が大きくなるこ

とがわかっており 4)、各流域に共通して甚大な被害をもたらした

要因になっていると考えられる。一方で、河道埋塞のみであった

流域は寒水川 1 流域だけであり、河道埋塞と他の事象が複合的

に発生していることも被害の拡大につながったものと考えられ

る。次に、地形と家屋の主要な被災形態を比較すると、谷底平野

では洪水流による家屋流失・倒壊、扇状地および氾濫平野では洪

水流による損壊と土砂堆積による埋没が主要な被災形態となっ

ている。一方で、谷底平野では河床が侵食傾向であることも多く、

基礎部洗屈による家屋流失・倒壊も多く、土砂堆積による埋没が

少ないことがわかった。 

これらの傾向を確認するため、平成29年九州北部豪雨災害と

令和元年台風19号災害について、谷底平野と扇状地・氾濫平野

の地形分類と家屋の被害程度との関係を整理した表－2 を示す。

ここで、家屋の被害程度は坂井ら 5)のとおりであり、渓流から流

出した土石流による被害は除外している。表－2の結果から、家

屋の被害程度のうち、谷底平野では家屋流失の割合が高いこと

がわかる。この要因として、谷底平野では洪水流が拡散せず、谷

R1 - 3 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 67 －



や微高地により流向が制御された一定の水深・流速を有した洪

水流が家屋を押し流したためと考えられる。 

次に、令和元年台風19号：五福谷川について、谷底平野と氾

濫平野に分類して家屋が立地していた地点の災害前後の標高差

分と家屋被害程度 5)の関係を確認したところ（図－1）、谷底平野

では標高差分の幅が大きく、また、土砂が堆積した地点だけでな

く、地盤が侵食された地点でも家屋流失の割合が高くなってい

ることがわかる。一方で、氾濫平野では、地盤が侵食された箇所

での家屋流失は無く、土砂堆積深が大きくなるほど被害程度が

大きくなる傾向が見られた。これらの結果から、土砂・洪水氾濫

による被害を予測するためには、土砂堆積深だけでなく、地盤が

侵食されやすい箇所を分析する必要があることがわかった。 

４．まとめ 

これまで土砂・洪水氾濫による災害とされた事例について、地

形・氾濫形態や発生要因、家屋の被災形態を分析した。今後、土

砂・洪水氾濫による被害を予測するためには複合的な発生要因

を考慮する必要があること、様々な被災形態を考慮する必要が

あることが認識された。 
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表－2 地形分類ごとの家屋被害程度 

図－1 家屋被害程度別の標高差分値 

表－1 土砂・洪水氾濫の発生区間の地形、発生要因、家屋の被災形態の調査結果 

谷底平野 

氾濫平野 

家屋流失 被害程度大 被害程度中～小 総計

谷底平野 103 198 252 553

扇状地・氾濫平野 4 119 524 647

家屋流失 被害程度大 被害程度中～小

谷底平野 18.6% 35.8% 45.6%

扇状地・氾濫平野 0.6% 18.4% 81.0%

地形分類

地形分類
被害の割合

家屋戸数

H21山口・九州北部
豪雨

H23紀伊半島豪雨 R1台風19号

剣川 那智川 北川 寒水川 白木谷川 赤谷川 総頭川 天地川 大屋大川 五福谷川

約7.3km2 約24.4km2 約7km2 約3.2km2 約3.4km2 約20.0km2 約4.6km2 約3.6km2 約6.4km2 約26.1km2

（佐波川合流点上流） （河口地点） (筑後川合流点上流) (筑後川合流点上流) (筑後川合流点上流) (筑後川合流点上流) (河口上流) (河口上流) (河口上流) （内川合流点上流）

主な地質 花崗岩 花崗斑岩 花崗閃緑岩
変成岩

花崗閃緑岩
花崗閃緑岩 花崗閃緑岩 花崗岩 花崗岩 花崗岩 花崗閃緑岩

総雨量 260 mm 872 mm 607.5 mm

最大1時間
雨量

51 mm 123 mm 80.5 mm

生産土砂量（V） 約40万m3 約40万m3 約70万m3 約56万m3 約52万m3 約276万m3 約23万m3 約17万m3 約14万m3 約79万m3

比生産土砂量（V/A） 約5万m³/km² 約2万m³/km² 約10万m³/km² 約18万m³/km² 約15万m³/km² 約14万m³/km² 約5万m³/km² 約5万m³/km² 約2万m³/km² 約3万m³/km²

土砂・洪水氾濫発生区
間の地形と氾濫形態

谷底平野・氾濫平野
流下型・拡散型

谷底平野
流下型

谷底平野
流下型

谷底平野・扇状地
流下型・拡散型

谷底平野
流下型

谷底平野
流下型

谷底平野・扇状地
流下型・拡散型

谷底平野・扇状地
流下型・拡散型

谷底平野・扇状地
流下型・拡散型

谷底平野・氾濫平野
流下型・拡散型

土砂・洪水氾濫
の発生要因

・河道埋塞
・土砂・流木による橋梁
等の閉塞

・河道埋塞
・土砂・流木による橋梁
等の閉塞

・河道埋塞
・土砂・流木による橋梁
等の閉塞

・河道埋塞
・河道埋塞
・土砂・流木による橋梁
等の閉塞

・河道埋塞
・土砂・流木による橋梁
等の閉塞

・河道埋塞
・構造物による流水の
せき止め

・河道埋塞
・構造物による流水の
せき止め

・河道埋塞
・土砂・流木による橋梁
等の閉塞
・構造物による流水の
せき止め

・河道埋塞
・河床上昇による堤防
の決壊

土砂・洪水氾濫による
家屋の主な
被害形態

【谷底平野】
・洪水流による損壊
・泥水の浸水
・土砂堆積による埋没

【氾濫平野】
・洪水流による損壊
・泥水の浸水

【谷底平野】
・洪水流による流失・倒
壊・損壊
・基礎部洗堀による流
失・倒壊・損壊

【谷底平野】
・洪水流による流失、
倒壊、損壊
・土砂堆積による埋没

【谷底平野】
・洪水流による流失・倒
壊・損壊
・基礎部洗堀による流
失・倒壊・損壊
・土砂堆積による埋没

【扇状地】
・洪水流による損壊
・泥水の浸水

【谷底平野】
・洪水流による流失、
倒壊、損壊
・土砂堆積による埋没

【谷底平野】
・洪水流による流失・倒
壊・損壊
・基礎部洗堀による流
失・倒壊・損壊
・土砂堆積による埋没

【谷底平野】
・洪水流による流失・倒
壊・損壊
・基礎部洗堀による流
失・倒壊・損壊

【扇状地】
・洪水流による損壊
・泥水の浸水
・土砂堆積による埋没

【谷底平野】
・洪水流による流失・倒
壊・損壊

【扇状地】
・洪水流による損壊
・泥水の浸水
・土砂堆積による埋没

【谷底平野】
・基礎部洗堀による損
壊

【扇状地】
・洪水流による損壊
・泥水の浸水
・土砂堆積による埋没

【谷底平野】
・洪水流による流失・倒
壊・損壊
・土砂堆積による埋没

【氾濫平野】
・洪水流による流失・倒
壊・損壊
・泥水の浸水
・土砂堆積による埋没

894ｍｍ 426mm

124mm 55mm

比較項目
H29九州北部豪雨 H30.7豪雨

流域面積（A）
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天竜川上流域の地球温暖化に伴う土砂洪水氾濫特性の変化に関する考察 

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所 佐藤保之、大森秀人、澤田宗也
株式会社ニュージェック 牧野裕至、○松井潤一、土方涼子

株式会社気象工学研究所 高田望、因幡直希、三浦悠

1. はじめに
地球温暖化による気候変動は豪雨や渇水といった極

端な気象現象の発生をもたらし、土砂洪水氾濫について
も、その被害規模の増大が懸念されている。 
国土交通省砂防部が令和元年度に設置した「気候変動

を踏まえた砂防技術検討委員会」では、気候変動に伴う
降雨量と生産土砂量の見直し等が検討されている。
本小文は、以上の背景を受け、一事例として、三六災

害など土砂災害による大きな被害を受けている天竜川
上流域のうち小渋ダム上流域を対象に、地球温暖化の影
響を反映した土砂洪水氾濫特性をシミュレーションに
より予測した、その方法と結果についての考察を報告す
るものである。 
2. 研究手法
2.1 三六災害豪雨の再現
本研究では、三六災害豪雨を対象に当時の代表地点ハ

イドログラフを、地上雨量観測所データに基づくティー
セン法による降雨分布と、気象モデル(WRF)を用いた 1km
メッシュ単位の時空間分布の2種類の降雨データにより
算定した。三六災害当時の地上雨量観測所は、天竜川流
域全体で 16 か所(図 1 参照)あり、ティーセン法はこの
16 か所の地上雨量データにより算定した。気象モデル
(WRF)による降雨分布の再現は、気象庁の長期再解析気
象データ(JRA-55)を境界条件とした。本気象モデルは
1km メッシュで降雨分布を再現しており、砂防計画等で
対象とする小流域単位（図２参照）の降雨の時空間分布
が再現可能となっている。また、気象モデルの再現雨量
に地上雨量(生田堰堤)の総雨量を用いた補正を採用し、
再現精度の向上を図っている。
なお、気象モデルの概要については、別途発表概要と

して投稿されている「天竜川上流域の地球温暖化に伴う
豪雨特性変化に関する考察」を参照されたい。 

 

2.2 地球温暖化の影響 
地球温暖化の影響は、気象モデル(WRF)により再現し

た三六災害当時の降雨分布再現の解析モデルの境界条
件のうち、気温、比湿（g/kg)、地表面温度を現在気候と
2℃上昇後気候の気象シミュレーション結果から算定さ
れる差分を上乗せした JRA-55 データにより解析を実施
した。なお、現在気候と 2℃上昇気候の気象シミュレー
ション結果は、文科省・気候変動リスク情報創生プログ
ラムにて整備された d4PDF1)を使用した。
2.3 土砂洪水氾濫解析条件
ティーセン雨量、気象モデル再現降雨、同じく気象モ

デル地球温暖化の影響を反映したそれぞれのハイエト
グラフを用いて、流出計算を行い、小渋ダム上流の小渋
川上流、青木川、鹿塩川（図２参照）の現況の河道断面
（100m ピッチ）による河道一次元の河床変動計算を行い、
各河川の累積流出土砂量を算定し、これを用いた平面二
次元土砂洪水氾濫解析を実施した。 
流出計算、一次元河床変動計算に用いた計算条件は過

年度成果 2)にて採用されているものを適用した。 
2.4 土砂災害警戒情報（CL ライン）を用いた評価 

土砂災害警戒情報の指標 
となっている、土壌雨量指
数(mm)と 60 分間積算雨量
(mm/h)(図 3 参照)を用いて、
それぞれ深層崩壊リスク、
土石流発生リスクの指標と
して捉え、小渋川上流域に
おける地球温暖化の影響に
ついて確認した。 
3. 結果と考察
3.1 降雨分布の比較

小渋川上流、青木川、鹿塩川それぞれの三六災害豪時

の流域平均雨量についてティーセン法、気象モデル再現

(補正あり)、地球温暖化の影響(2℃上昇)ありの条件下

でハイエトグラフを作成した。小渋川上流域では、ティ

ーセン法と比較して、気象モデル再現の方が累加雨量で

100mm 程度大き 

く、ピーク時間

雨量も 20mm 程

度大きく算定さ

れる。2℃上昇で

は気象モデル再

現と累加雨量は

変わらないが、

ピーク時間雨量

が 15mm 程度大

きくなる。青木

川流域のハイエ

トグラフも、小

渋川上流域と同

様の傾向である。図 1 天竜川流域ティーセン分割図 
（三六災当時地上雨量観測所） 

図 2 小渋ダム上流域小流域分割図 
（気象モデルによる降雨分布算出単位）

図 4 小渋川上流のハイエトグラフ比較

図 3 土砂災害警戒情報の指標説明図
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(図 4 参照) 

鹿塩川流域で

は、ティーセン

法と比較して、

気象モデル再現

で累加雨量が約

40mm 程度小さ

くなり、2℃上昇

で累加雨量が

100mm 程度、ピ

ーク時間雨量が

10mm 程度大き

くなる。(図 5参

照) 

3.2 流量及び流砂量の比較 

前項にて算定した各ハイドログラフ(気象モデル再現

では図 2 の小流域単位)を用いて、流出計算を実施した

結果、小渋川上流域ではティーセン法と比較して、気象

モデルによる流出量ピークが約 3倍、2℃上昇では 4倍

弱となった。 

青木川流域も

同様の傾向であ

る。 

鹿塩川流域で

は、ティーセン

法と比較して気

象モデル再現で

1 割程度小さく

なり、2℃上昇で

は約 2.4 倍程度

大きくなる。(図

6 参照)気象モ

デルの再現降雨 

による流出量が大きくなっている理由は、流出量の算定

単位が図 2に示す小流域単位であり、小流域単位のハイ

エトグラフがティーセン法と比較してピーク時間付近

の雨量が大きく再現されているためである。

一次元河床変動計によって算定した各河川の累積流

出土砂量についても、ハイドログラフに比例して、小渋

川上流域では、ティーセン法と比較して、気象モデル再

現降雨による算定結果が 3 倍程度大きくなり、2℃上昇

で約 4倍となっている。青木川流域では、ティーセン法

と比較して、気象モデル再現、2℃上昇ではそれぞれ 2倍

強であると算定された。鹿塩川流域ではティーセン法と

比較して、気象モデル再現降雨による累積流出土砂量は 

やや小さく、2℃

上昇では約 2 倍

に増加する結果

となった。(図 7

参照) 

3.3 土砂洪水氾濫解析結果の比較 

三六災害豪雨の再現降雨分布を対象とした流動深差

分図から、小渋川、青木川はティーセン法に基づくも

のの方が、気象モデル再現降雨よりも小さく算定され

ることが分かる。一方、2℃上昇の気象モデルに基づく

流動深差分図からは、鹿塩川でその値が大きくなると

算定された。これは、地球温暖化の影響により、降雨

量そのものが大きくなるが、強雨域の分布がやや北側

に移動することが反映された結果である。(図 8参照) 

3.4 スネークラインによる比較 

気象モデル再現降雨と 2℃上昇の解析降雨より作図し 

たスネークライン

より、小渋川上流

域では深層崩壊、

土石流それぞれリ

スクの増大が予測

され、特に流域北

側の鹿塩川筋で温

暖化の影響が大き

いと想定される。

(図 9参照)

4. 終わりに

本研究では、地球温暖化による影響として 2℃上昇の

影響を土砂洪水氾濫解析による現象比較、および再現降

雨の CL ラインへの適用により評価し、リスクの拡大傾

向、リスク発生範囲の変化を示唆することができた。あ

わせて流域平均雨量算定の従来法であるティーセン法

と気象モデル再現雨量を比較し、歴史的豪雨である三六

災害豪雨の時空間分布、流出量等の差異について確認し

た。これらの研究手法は気候変動の影響が想定される中

山間地域の砂防事業の方向性判断の一助となると期待

されるところであり、さららに研究の継続と蓄積が必要

である思慮される。 

【参考文献等】
１）https://www.miroc-gcm.jp/d4PDF/index.html
２）天竜川水系施設配置計画検討業務報告書(R3.3)

図 5 鹿塩川流域のハイエトグラフ比較

図 6 小渋川上流域ハイドログラフ比較

図 7 小渋川上流域累積流出土砂量比較

図 8 小渋川上流域の土砂洪水氾濫解析の流動深差分図

図 9 三六災害の温暖化の影響スネークライン比較図
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総雨量が多かった近年の降雨による広島の土砂災害の特徴 

中電技術コンサルタント(株) 〇桑田 志保，荒木 義則

(株)荒谷建設コンサルタント 崎田 博史

復建調査設計(株)  中瀬 有祐

広島大学防災・減災研究センター 海堀 正博

1. はじめに

令和 3 年 8 月に広島県において発生した豪雨災害では，

近年では最大の被害が発生した平成 30 年 7 月豪雨災害以

上の総雨量となった。しかし，この大雨による土砂移動現象

の発生は限定的で，平成30年 7月豪雨時と比較すると，土

砂移動現象の発生数も土砂災害の発生数も少なく，降雨規

模のわりに，土砂災害被害が少なかった。本稿では，これら

の降雨と土砂災害の特徴について，砂防学会中四国支部の

災害調査団の調査結果を元にとりまとめたものである。

2. 広島県における令和 3年 8月の降雨と土砂災害の特徴

令和 3 年 8月 11 日から 19 日にかけて，前線の活動によ

り西日本から東日本の広範囲で大雨となり，8月13日には，

中国地方で線状降水帯が発生し，13 日 8 時 45 分には広島

県広島市で，14日 12時 41 分には広島市・廿日市市で大雨

特別警報が発表された。祇園山本観測所（広島市安佐南区）

では累加雨量 632 mm，最大 60分雨量 34 mm，多冶比観

測所（安芸高田市）では累加雨量529 mm，最大 60分雨量

73 mm が記録された。また，多くの観測地点で 48 時間，

72時間降水量の値が観測史上第1位となるなど，広範囲に

おける長時間の記録的な大雨となった（図－1，表－1）。 
過去に広島県で発生した主な土砂災害と比較すると，累

加雨量及び降雨継続時間は，長期降雨により被害が多発し

た平成 30年 7月豪雨と同等以上の箇所が多く，過去に広島

県で発生した主な土砂災害と比較しても卓越している。一

方で，トリガーとなる短時間強雨である最大 60 分雨量は，

地域によって差があり，大きかった地域と小さかった地域

の 2パターンに分類される（図－1，図－2，表－1）。 
降雨パターン①の県南西部付近では，降雨継続時間が長

 

 

 

総雨量(8/7～15)
200mm以下
200～300mm
300～400mm
400～500mm
500～600mm
600～700mm
700～800mm
800mm以上

最大60分雨量
5mm以下
5～10mm
10～20mm
20～30mm
30～40mm
40～50mm
50～60mm
60mm以上

土砂災害発生箇所
× 土石流 × がけ崩れ

10km

降雨パターン②

降雨パターン①

総雨量(7/5～7)
200mm以下
200～300mm
300～400mm
400～500mm
500～600mm
600～700mm
700～800mm
800mm以上

最大60分雨量
5mm以下
5～10mm
10～20mm
20～30mm
30～40mm
40～50mm
50～60mm
60mm以上

10km

土砂災害発生箇所
× 土石流 × がけ崩れ

※データ出典：広島県土砂災害危険度情報システム（行政版） 

図－1 等雨量線図の比較 

令和 3年 8月豪雨 

平成 30年 7月豪雨 

※累加雨量︓降り始めから降り終わりまでの一連の積算値。降り始め、降り終わりとは、前後24時間以上の無降雨の場合に決まる時刻とした。 
※土砂災害発生箇所数，被害状況は広島県調べ 

表－1 過去災害の雨量・継続時間（広島県（2018）に加筆） 
災害名 土砂災害発生箇所数 被害状況 最大 60分雨量 累加雨量※ 降り始めから降り終わりまでの時間 観測所 

6.29広島災害 
土石流︓139箇所 
がけ崩れ︓186箇所 

計 325箇所 

死者 32名（土砂災害による死者 24名） 
家屋全壊 154棟，半壊 101棟， 
一部損壊 327棟 

81 mm 232.5 mm 24 hr 1999/6/28 23:00~ 
6/29 23:00 

八幡川橋 
（広島市佐伯区） 

庄原災害 
土石流︓ 37箇所 
がけ崩れ︓  6箇所 

計 43箇所 

死者 1名（土砂災害による死者 1名） 
家屋全壊 12棟，半壊 12棟， 
一部損壊 6棟 

91 mm 174 mm 4 hr 2010/7/16 
15:00~19:00 大戸（庄原市） 

8.20広島災害 
土石流︓107箇所 
がけ崩れ︓ 59箇所 

計 166箇所 

死者 77名(災害関連死含む) 
（土砂災害による死者 73名） 
家屋全壊 179棟，半壊 217棟， 
一部損壊 190棟 

121 mm 284 mm 11 hr 2014/8/19 18:00~ 
8/20 5:00 

三入 
（広島市安佐北区） 

平成 30年 7月 
豪雨災害 

土石流︓609箇所 
がけ崩れ︓632箇所 
地すべり︓  1箇所 

計 1,242箇所 

死者 152名(災害関連死含む) 
（土砂災害による死者 87名） 
家屋全壊 1,149棟，半壊 3,597棟，一
部損壊 2,115棟 

55 mm 459 mm 82 hr 2018/7/5 8:00~ 
7/8 18:00 天応（呉市） 

令和 3年 8月 
豪雨災害① 土石流： 42箇所 

がけ崩れ： 74箇所 
計 116箇所 

死者 3名（土砂災害による死者 0名） 
家屋全壊 9棟，半壊 67棟， 
一部損壊 50棟 

34 mm 
(8/12 9:10) 632 mm 77.5hr 2021/8/11 18:50～

8/15 4:00 
祇園山本 
（広島市安佐南区） 

令和 3年 8月 
豪雨災害② 

73 mm 
(8/13 8:20) 529 mm 71.8hr 2021/8/12 3:30～ 

8/15 3:20 多冶比（安芸高田市） 
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く，累加雨量は多いが，一連の降雨の後半でトリガーとなる

短時間強雨が比較的少なかったため，累加雨量の規模のわ

りに土砂災害被害が甚大なものにならなかったと考えられ

る。たとえば，祇園山本観測所（広島市安佐南区）の最大60 
分雨量 34 mm も 8 月 12 日の 9 時 10 分の記録であり， 8
時 10分での実効雨量値（半減期 72時間）が 130 mm 程度

とまだ小さかったため，この時点では土石流等の発生につ

ながっていない。

一方で，降雨パターン②の広島市安佐北区～安芸高田市

付近では，比較的早い段階で短時間雨量強度が大きな時間

帯があり，短時間の強雨により災害が発生した。たとえば，

多冶比観測所（安芸高田市）の最大60分雨量 73 mm は 13
日 8 時 20 分の記録であり，7 時 20 分の段階ですでに実効

雨量値が 190 mm 超と大きかったため，強雨がトリガーと

なって土石流等の発生につながったと考えられる。その後

も弱い雨が継続し，累加雨量や降雨継続時間は多いが土砂

災害発生危険基準線（CL）の超過時間が降雨パターン①よ

りは短く，被害の拡大にはつながらなかったと思われる（図

－3）。 
また，土石流等の発生した渓流でも，居住エリアの位置が

かなり下流であったり，谷出口付近と人家との間に勾配の

緩い空き地があったり，砂防堰堤が施工されていて土石流

を止めていたりして，土石流の激しい破壊力がそのまま居

住エリアに入り込むことがなかったこと，さらには，土砂

流・濁水流が居住エリアに及んでいても住民の自主的・自発

的避難行動があったことで，土砂災害被害の規模を比較的

小さく抑えることができていたことなどが確認できた。

以上のように，CLを超過した事実が同じでも，降雨パタ

ーンの違いによって土砂移動の形態は異なり得ること，ま

た，住家の立地位置の違いによって被害の形態は異なり得

ること，さらに，住民自身の命を守る避難行動の有無によっ

て災害の規模は異なり得ること等が指摘できる。

おわりに 

国土交通省中国地方整備局広島西部山系砂防事務所，広

島県土木建築局砂防課，広島市危機管理室災害対策課，広島

市安佐南区地域起こし推進課ほか関係者の皆様から，情報

提供を受け，多大なるご支援・ご協力を賜った。

引用文献：

広島県土木建築局砂防課（2018）：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（第

1回砂防部会）資料，https://www.pref.hiroshima.lg.jp/ 
uploaded/attachment/325374.pdf，参照-2018-09-28 

海堀正博・荒木義則・桑田志保・杉原成満・崎田博史・松浦

孝典・中井真司・中瀬有祐・大山誠・國時正博・森下淳

（2022）：令和 3 年 8 月豪雨により広島県で発生した土

砂災害，砂防学会誌，Vol.74，No.6，p.52-63
海堀正博・長谷川祐治・山下祐一・崎田博史・中井真司・桑

田志保・平松晋也・地頭薗隆・井良沢道也・清水収・今

泉文寿・中谷加奈・柏原佳明・加藤誠章・鳥田英司・平

川泰之・吉永子規・田中健路・林拙郎（2018）：平成 30
年 7月豪雨により広島県で発生した土砂災害，砂防学会

誌，Vol.71，No.4，p.49-60
海堀正博・石川芳治・里深好文・松村和樹・中谷加奈・長谷

川祐治・松本直樹・高原晃宙・福塚康三郎・吉野弘祐・

長野英次・福田真・中野陽子・島田徹・堀大一郎・西川

友章（2014）：2014 年 8 月 20 日に広島市で発生した集

中豪雨に伴う土砂災害，砂防学会誌，Vol.67，No.4，p.49-
59 

海堀正博・石川芳治・牛山素行・久保田哲也・平松晋也・藤

田正治・三好岩生・山下祐一（1999）：1999 年 6 月 29
日広島土砂災害に関する緊急調査報告(速報)，砂防学会

誌，Vol.52，No.3，p.34-43 
海堀正博・杉原成満・中井真司・荒木義則・山越隆雄・林真

一郎・山下祐一（2010）：2010年 7月 16日に発生した広

島県庄原市の土砂災害の緊急調査報告，砂防学会誌，

Vol.63，No.4，p.30-37 
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放射性同位体の複合トレーサを用いた粒径別・地質別土砂流出量の推定

（国研）土木研究所寒地土木研究所 ○水垣 滋・巖倉啓子

京都大学防災研究所  宮田秀介

三重大学大学院生物資源学研究科 堤 大三

株式会社ハイドロテック 野中理伸

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、土砂生産源の定量

評価は重要な課題の一つであり、総合土砂管理計画の策定にあたっては、流砂系全体の土砂動態を俯瞰できる

土砂動態マップ（土砂収支図）を、基本的な流砂系の情報として整備しておくことが望ましいとされている 1)。

しかし、流域内の土砂流出量の空間分布を把握するには多地点での流砂量観測が必要であり、効率的な土砂動

態モニタリング手法が求められている。

従来、砂防計画立案に資するために、支川流域の流砂量比を

推定するため、河床堆積物や流出土砂の岩種構成が調査されて

きた 2-6)。しかし、肉眼による岩種判定のため対象粒径が 5 mm

以上の石礫（掃流砂）に限定されてきたこと、流砂量の把握が

困難なことが課題であった。近年、複合トレーサを用いた土砂

生産源推定手法が広く普及してきており、著者らは、岩石由来

の放射性同位体を土砂移動トレーサとした定量的な土砂生産

源推定手法を提案してきた 7-10)。本研究では、掃流砂量観測と

トレーサ手法とを組み合わせて、粒径別に、地質別の土砂流出

量を推定し、流域内の土砂流出量マップの構築を検討したの

で、報告する。

2. 方法

調査流域の神通川水系蒲田川流域の足洗谷（観測水路地点；

6.7 km2）は、岩石由来の放射性同位体により流域の土砂生産源

を 5 地域に区分できる 8)（図-1）。流出土砂は、下流端の観測水

路（図-1）のスロットサンプラの捕捉土砂を 3 深度から採取し

た 8, 9)。採取した土砂試料は、6 段階（A: <0.075 mm、B: ～0.425 

mm、C1: ～1 mm、C2: ～2 mm、D: ～4.75 mm、E: ～9.5 mm）

に篩別し、B～E については粉砕して均一化したものを分析試

料とした。流出土砂のトレーサ濃度特性は、γ線スペクトロメ

トリーにより分析試料の放射性同位体（212Pb, 214Pb, 214Bi, 228Ac,
40K）を定量した 7)。5 種のトレーサ濃度特性を用いた多変量土

砂混合モデル 8, 9)により、流出土砂に対する各生産源の寄与率

を算出した。スロットサンプラ底面のロードセル計測値から、

観測水路の流砂量（kg/min）に換算し、またサンプル採取深度

の時刻を推定した。

図-1  足洗谷流域の生産源区分 

図-2  出水時の土砂サンプルの捕捉時期 
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3. 結果と考察

2018 年 4 月 15 日の降雨出水時

（総雨量 60.5 mm）の捕捉土砂を例

に説明する。出水後にスロットサン

プラの3深度から採取した土砂の捕

捉時期は、①増水時、②流量ピーク

直後、③低減後であった（図-2）。流

砂量は、流量やハイドロフォンの音

圧データの変動とよく対応してお

り、一方、濁度は増水時に最大 200

NTU を示した後、流量ピーク時には

減衰している。掃流砂と浮遊土砂の

変動が必ずしも対応しておらず、流

出土砂の粒径によって挙動が異な

ることを示唆している。

3 回の捕捉土砂について複合トレ

ーサにより推定した流出土砂に対

する生産源寄与率は、粒径階によっ

て構成比率が異なり、また捕捉時期

によっても変動することがわかっ

た（図-3 上）。また、流砂量と生産源寄与率を乗じて、粒径階ごとの流砂量を生産源別に内訳を算出し、土砂

生産源の定量的な変化を調べた（図-3 下）。例えば、粒径階 D について①と②で土砂流出量は同程度であるが、

①で流出量の多かった花崗岩は②ではみられなくなり、かわりに火山岩類からの流出量が増加している。

生産源の変化を流域内の空間分布の変化として捉えるために、地質ごとに比流砂量（kg/min/km2）を算出し

て支渓流ごとの流砂量として集計し、GIS 上で粒径階別の土砂流出量マップを構築した（図-4）。粒径階による

土砂流出量の空間分布の違いがわかりやすく表現され、また時期によってもこれらが変化することも把握でき

る。例えば、粒径階 D について、2017 年 9 月は花崗閃緑岩と蛇紋岩・溶岩で構成され、下流域が主要な生産

源であったが、2018 年 4 月は花崗岩、火山岩類、蛇紋岩・溶岩で構成され、上流域と白水谷下流が主要な生産

源に変化したことがわかる。

このように、流砂水文観測とトレーサ手法とを組み合わせることで、流域内の土砂生産源の空間分布をモニ

タリングできる可能性が示された。流砂水文観測を実施している様々な地域への展開が期待されるが、流出土

砂の採取方法については、より簡易な方法の開発が必要となる。また、粒径階 B 以上の流出土砂は、斜面だけ

でなく河道内の河床材料からの供給も考えられるが、今回のトレーサ手法には河道からの供給は考慮されてお

らず、支渓流の河床材料調査や分布型流域水文モデル等による支渓流の流量把握など、他の手法との検証等が

今後の課題である。

【引用文献】

1) （一財）国土技術研究センター, 2019. 総合土砂管理計画策定の手引き（第 1.0 版）, pp.82. 2) 村野・深田,

1955. 新砂防, 1955(18): 3-9. 3) 村野・高野, 1961. 新砂防, 14: 10-18. 4) 榎本ら, 1967. 新砂防, 20: 9-20. 5) 芦田

ら, 1974. 京大防災研年報, 17B: 547-553. 6)  芦田ら, 1975. 京大防災研年報, 18B:529-540. 7) Mizugaki et al., 2012.

IJECE, 5(1): 60-69. 8) 水垣ら, 2020. 2020 年度砂防学会発表要旨集, 89-90. 9) 水垣・古市, 2022. 砂防学会誌,

74(5): 48-54. 10) 水垣ら, 2022. 第 65 回（2021 年度）北海道開発技術研究発表会論文集, 防 16（治）.

図-3  粒径階による土砂生産源寄与率と地質別土砂流出量の違い 

図-4  融雪期と降雨期の粒径階別土砂流出量の空間分布
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内川流域における崩壊と降雨・地質・地形の関係性に関する考察 

朝日航洋株式会社 ○藤本拓史，對馬美沙，加藤和輝，齋藤はるか，長野英次 

 一般財団法人砂防・地すべり技術センター 西内卓也 

  国土交通省東北地方整備局 宮城南部復興事務所  

はじめに 

 宮城県丸森町に位置する内川流域では，令和元年

東日本台風(2019 年 10 月 11 日～13 日）において，

既往最大雨量を大きく超える降雨により， 1,900箇

所を超える山腹崩壊が発生し，下流域では大規模な

土砂・洪水氾濫が発生した。本発表では，国土交通省

で観測しているレーダ雨量データ（XRAIN）や、被災

前および被災直後に取得された航空レーザ測量成果

(以下，LPデータ），地質データ等を用いて、多発した

山腹崩壊と、降雨および当該地域の地質や地形との

関係性を分析，考察した結果を報告する。 

地域概要 

内川流域は，宮城県南部に位置する阿武隈川の左

支川であり，内川，五福谷川，新川の 3流域から

なる（図 1）。新川、五福谷川、内川の順に流路長

は長くなり、各流域とも中下流域で崩壊が集中した

（図 2）。流域内に気象庁の地上雨量(筆甫)観測所が

あり，令和元年東日本台風時の総雨量は 594.5mm

（2019年 10月 11日 21時～10月 13 日 5時）、10

月 12日 20時に 74.5mmの時間雨量を観測した。 

内川流域の地質図を図 3に示す。20万分の 1地

質図幅を基に、現地踏査も実施し、6種類に区分し

た。占有面積の大きい主な地質は、安山岩、阿武隈

花崗岩類，北上花崗岩類 b，北上花崗岩類 cである。 

図 1 内川流域の流域図 

図 2 内川流域の縦断図 

図 3 内川流域の地質分布図 

使用データおよび分析手法 

本検討で使用した主なデータは以下の通りである。 

・雨量データ：レーダ雨量（XRAIN）、地上雨量計デ

ータ（気象庁） 

・山腹崩壊地データ：被災直後の航空レーザ測量成

果から判読した GISデータ

・地質データ：産総研発行の「20万分の 1地質図幅」

を基に現地踏査して区分 

・地形データ（勾配等）：被災前の航空レーザ測量成

果等から解析 

今回主に用いたレーダ雨量（XRAIN）は、Cバン

ドの 1km メッシュより解像度が高く 250m メッシ

ュであり、強雨域の時間変動等が詳細に表現できる。

表 1に示す時間指標を用いて最大雨量を算出するな

ど、解析を行った。 

表 1 検討に用いた降雨指標 

分類 時間指標 

短期雨量 10分，30分，60分 

中期雨量 3時間，6時間，12時間 

長期雨量 24時間，総雨量 

検討結果 

4.1 降雨と崩壊地の関係性 

各時間指標での最大雨量の強雨分布域と、山腹崩

壊地の分布域を見比べると、短期雨量より、中期お

よび長期雨量の方が適合性が高く、3 時間雨量と最

も適合していた。図 4に、崩壊発生想定時刻の 2019

年 10 月 12 日 21 時前後の、3 時間雨量の時間推移

を示す。特に 18時～21時の 3時間において、崩壊

地が多かった五福谷川、内川に強雨域が重なってお
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り，適合性が高いことが分かった。 

崩壊直前 3 時間降雨と崩壊地の関係性について，

累積頻度グラフおよび平面図を図 5に示した。累積

頻度グラフは，横軸が 3時間雨量，縦軸は黒線が崩

壊地の累積頻度，青線が降雨の分布エリアの累積頻

度である。120mm以上で崩壊が増加し始め，150mm

以上で崩壊が急激増する傾向が見られ，崩壊地の

65%が 150mm 以上の雨量帯に含まれていることが

分かった。図 5 左の降雨分布図に，150mm 以上の

分布域を黒線で囲んで示した。 

図 4 崩壊発生前後の雨量分布の推移(3 時間雨量) 

図 5 崩壊直前 3時間降雨分布(左)と崩壊地頻度分布(右) 

4.2 地質と崩壊地の関係性 

内川流域にて，占有面積が大きい主要な 4地質で崩

壊地数を整理した結果，北上花崗岩類 b,c で崩壊地数

が多く、地質面積に対する崩壊地数の占有率でも、北

上花崗岩類 b,cでの崩壊地数割合が大きかった（図 6）。 

図 6 地質毎の崩壊地数(左)と崩壊占有率(右) 

4.3 降雨と地質と崩壊地の関係性 

降雨と崩壊地の関係性について、さらに地質に細

分化して、分析した。降雨は、4.1と同じく崩壊直前

の 3時間とし、地質は 4.2と同様に主要な 4地質と

した。北上花崗岩類 bでは 150mm 以上の強雨帯に

崩壊地の 90%が集中しており、北上花崗岩類 c も

60%と多かった一方、阿武隈花崗岩類では強雨の割

に崩壊地が少なかった（表 2、図 7）。 

表 2 検討に用いた降雨指標 

図 7 崩壊地・地質と崩壊直前の降雨分布の関係 

考察と今後の課題 

 崩壊直前 3時間の強雨域において、北上花崗岩類

b で崩壊密度が高く、阿武隈花崗岩類で低い傾向に

あった理由を、地形による崩壊ポテンシャルの観点

で考察した。地山の勾配で比較すると、20度以上お

よび 30度以上の占める割合が、北上花崗岩類 b,cで

高く、阿武隈花崗岩類で低い傾向にあった。 

 崩壊地の面積、比高、崩壊長さを主要 4地質で比

較すると、北上花崗岩類 bはいずれも他より大きい

傾向にあり、また現地の崩壊地状況を確認すると、

北上花崗岩類 bは風化層が厚かった。 

 以上より、北上花崗岩類 bは崩壊危険性が高い地

形（勾配等）で風化層が厚かったことが、崩壊規模

の大きい山腹崩壊多発に繋がったと考えられる。 

内川流域で崩壊地と降雨、地質、地形との関連性

を更に整理し、崩壊・非崩壊の理由や崩壊メカニズ

ム等を明らかにするためには、崩壊箇所の分布（偏

り等）状況と、災害履歴、風化層の厚さや植生・土

層等の場の条件と合わせて調査・整理することが重

要と考えられる。これらが明らかになることで、内

川流域での今後の災害対策や、類似地質や降雨帯の

他地域でも、知見がより活用できると考えられる。

崩壊地の 65%が 150mm以上

雨量帯に含まれる 
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図-1 運動エネルギーと貫入深さ
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図-2 運動エネルギーと積雪貫入質量
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表-1 実験日時，場所，積雪密度

Date Site Average snow density[kg/m3]
Group 1 2022/2/15 岩手県花巻市広域公園 238

Group 2 2022/2/17 岩手県西和賀市 114

Group 3 2022/2/18 岩手県花巻市広域公園 180

Group 4 2022/3/3 岐阜県高山市 220

融雪型火山泥流の発生機構に関する研究 

―火山噴出物の積雪層への貫入実験― 

三重大学大学院  〇中里友輔，堤大三 

京都大学防災研究所 藤田正治，井口正人，宮田秀介 

1.はじめに

融雪型火山泥流は短時間で長距離に渡り流下するため，避難が難しく危険性が高い災害である．融雪

型火山泥流は発生頻度が低いことから詳細な観測が難しいため，発生過程について不明な点が多い．こ

れまで宮本ら（1989）によって 1926 年十勝岳の大正泥流の再現計算が実施され，美瑛川，富良野川に

おいては氾濫実績をよく再現することが示された．私たちの研究チームでは融雪過程を考慮するため，

高温の噴出物から積雪層への熱交換に基づく融雪速度推定モデルを提案した（村重ら，2015）．さらに

積雪層と高温の噴出物との混合を考慮した積雪層融解実験では，積雪層上に加熱土砂を静置する条件と

比べて融雪速度が非常に大きく，噴出物の粒径が小さいほど融雪速度がより早くなることを明らかにし

た（中里ら，投稿中）．一方で噴出物の粒径が小さくなるに従い，積雪層への貫入深さが小さくなると

考えられる．本研究では，礫を投げ上げ，積雪層への貫入深さと積雪密度を測定し，岩石の密度・岩石

の貫入孔の断面積・積雪密度などの要因を含めて貫入深さの検討を行った． 

2.積雪層への貫入実験

表-1 に実験日時，場所，平均積雪密度を示す．使用する礫は安山岩と軽石で，様々な粒径のものを多

数用いた．投げ上げた方法として，粒径が 4 cm 以下のものはスリングショットを使用しゴムの反動に

よって投げ上げ，粒径が 4 cm 以上のものは直接手で投げ上げた．落下時の運動エネルギー量を算出す

るため，投げ上げ，落下するまでの時間を計測し，空気抵抗を加味した運動方程式の解析で積雪面到達

時の速度を算出した．さらに礫が貫入した積雪層の物理的な条件を調べるため，貫入深さまでの積雪層

の密度を 10 cm 間隔で計測した． 

3.結果

積雪面に到達した際のエネ

ルギーと礫の貫入深さの関係

を示す(図-1)．運動エネルギ

ーの増大にしたがって貫入深

さは大きくなるが，増大に従

って貫入深さが逓減する関係

がみられた．また Group 間

で落下時の礫の運動エネルギ

ーに対する貫入深さに違いが

みられた．貫入深さを決定す

る要因として，積雪

層の密度，礫が落下

した際の接触面積な

どが考えられる． 
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図-4 初速一定の場合の粒径

と貫入深さ（軽石）
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図-3 初速一定の場合の粒径

と貫入深さ（安山岩）
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そのため積雪層の密度・礫を球と仮定した場合の投影面積， 貫

入深さから，貫通した積雪質量を計算し，貫通した積雪質量と運

動エネルギー量の関係を示した(図-2)．図-2 より，運動エネルギ

ーと貫通した積雪質量との間には強い正の相関関係がみられ，こ

の関係を用いれば，積雪密度や噴出物の密度，噴出する際の初速

度を与えれば貫入深を推定することができることがわかった． 

運動エネルギーと積雪貫入質量を直線近似し，任意の礫の密度，

初速から積雪層（積雪密度は 200 kg/m3 一定）への貫入深さを求

めた ． 

 礫の密度には，安山岩と軽石を想定し，それぞれ 2300，800 

kg/m3 を与えた． 初速一定条件の場合，礫直径と貫入深さは二

次関数的な放物線を描くことが分かる．図-3 の比較より貫入深さ

は安山岩の方が軽石より大きく，初速の上昇に伴う貫入深さの上

昇幅も大きいことが分かる．軽石の場合では初速の上昇に伴い，

礫の落下時の速度が終末速度に近づいていることにより，貫入深

さの限界に近付いていることが分かる． 

 本検証の安山岩では常に貫入深さが礫直径を超え，軽石では初

速 10 m/s 以上で，貫入深さが礫直径を超え充分な貫入が起こる

ことが推定された． 

4.考察

検証の結果から，礫の密度が大きいほうが深く貫入しやすく，

高温の噴出物と融雪水の混合による急激な融雪により災害発生時

のリスクが高まることが考えられる．実験の結果では軽石の場合でも，一定以上の速度で積雪面に到達

した場合，充分な貫入深さを得られることが示された．  

【まとめ】 

本研究では，噴出物を投げ上げ，貫入深さを調べる現地実験をすることで検証を行った．実験結果か

ら，貫入深さ・礫密度・積雪密度などから推定した積雪穿孔重量が運動エネルギーと強い相関関係があ

ることが分かった．軽石の場合でも，一定以上の速度で積雪面に到達した場合，数ミリ程度の礫であっ

ても充分な貫入深さを得られることが示された．今後は，本実験から得られた結果を用いて，実際の火

山噴火の際に発生する噴出物の粒径，密度，初速度を用いて貫入量を求め，融雪実験の結果から得られ

ている融雪速度を用いて融雪量を算出し，泥流挙動シミュレーションの入力値として与えることでより

現実に近い融雪型火山泥流の推定を目指す． 

【参考文献】 

宮本邦明，鈴木宏，山下伸太郎，水山高久（1989）：十勝岳 大正 15 年（1926 年）泥流の再現計算，水

工学論文集，Vol.33，361-366 

村重慧輝，堤大三，宮田秀介， 藤田正治，酒井英男，上石勲 (2015)：火山泥流発生機構解明のための

高温砂礫による融雪に関する実験的研究，砂防学会誌， Vol.67， 3-10 

中里友輔，本居絵子，堤大三：火山噴出物と積雪の混合状態を考慮した融雪型火山泥流発生過程の実験

と解析，砂防学会誌，投稿中 
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雲仙普賢岳・水無川流域における流出土砂量と土砂移動特性の変遷

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 〇矢渡岳・平川泰之・有間航

国土交通省九州地方整備局 雲仙砂防管理センター 西島純一郎※1・下田宗慶※2・吉田信也・姫野徳人

※1現：退職、※2現：島原市役所

1. はじめに

長崎県・島原半島に位置する雲仙普賢岳の水無

川流域では、1996 年の噴火活動終息宣言以降、継

続的に地形計測や土石流観測が行われてきた。一

般に、火山噴火によって一時的に激甚化した土砂

流出が、その後の時間経過とともに沈静化してい

くことは知られているが、25 年もの長期に渡って

定量的データが得られている事例は稀であり、貴

重なデータである。本稿では、各時期の地形デー

タから流出土砂量を算出し、土石流発生回数や土

石流発生時雨量とあわせて経年的な推移を整理

した結果を報告する。

2. 対象地および手法

対象地は雲仙普賢岳の水無川流域における赤

松谷本川、赤松谷支川、水無川、おしが谷とした

(図 1)。また、本対象地での航空測量成果と各デ

ータ解析期間の一覧を表 1 に示す。 
流出土砂量の算出手法は、航空レーザ測量の標

高差分値から侵食量と堆積量を求め、その差を流

出土砂量として算出した。ただし、1996 年は空中

写真測量による計測を実施している。算出時にず

れが大きいものは、2 時期の横断図を重ね、横断

図上で侵食断面積、堆積断面積を求め、平均断面

法を用いて流出土砂量を算出した(表 1 点線期間)。
また、航空レーザ測量の間隔は必ずしも 1 年毎で

はないので、計測間隔とその期間内の土砂変動量

から年平均土砂変動量を求めている。

土石流発生回数及び発生時の降雨については、

既往資料の整理を行い経年的な傾向を示した。発

生回数については、安養寺(2004)と雲仙復興事務

所資料を用いた。安養寺(2004)は 1999 年まで観

測を実施する中で、国道 57 号水無川橋付近(図 1-
①)にまで到達したものを土石流としている。一方、

雲仙復興事務所では 2009 年以前は不明であるが、

以降においては直轄砂防工事区間（図 1-②）まで

土砂が流下した場合に土石流としている。資料に

よって土石流発生のカウント基準が異なること

に留意しつつ、水無川流域での土石流発生の傾向

としてその推移をまとめた。

3. 結果

(1) 流出土砂量の推移

図 2 に 1996 年～2021 年にかけての各流域に

おける累積流出土砂量の推移と、赤松谷支川にお

ける年平均流出土砂量を示す。

1996 年～2021 年にかけての累積流出土砂量は、

赤松谷本川 66 万㎥、水無川 22 万㎥、おしが谷 24
万㎥に対して、赤松谷支川は 138 万㎥と、他の支

川と比べ圧倒的に大きいことが図 2 に示される。 
他支川と比べ、流出土砂量が突出して多い赤松

谷支川であるが、年平均流出土砂量は大局的には

噴火終息後から経年的に減少していることが確

認される。その中で、2015、16 年に突出して大き

な値を示すが、土石流がそれぞれ 2 回、1 回発生

したことに対応している。しかし、何故ここまで

突出したかは不明である。それらを除けば流出土

砂量は減少傾向にあることが示される。

(2) 土石流発生回数

図 3 に土石流発生回数の推移を示す。年平均流

出土砂量の推移と同様、噴火終息前後をピークに

減少していることが確認される。水無川流域では、

流出土砂量が突出して多かった 2015、16 年を最

後に土石流が発生していないことが示される。

図 1 対象流域位置図 
表 1 航空レーザ測量データの解析期間 

流域

1
9
9
6
年

2
0
0
3
年

2
0
0
5
年

2
0
0
6
年

2
0
0
9
年

2
0
1
2
年

2
0
1
4
年
2
月

2
0
1
4
年
1
1
月

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

極楽谷 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

炭酸谷 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

赤松谷支渓 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

上記以外の
水無川流域

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※点線部は平均断面法、他は標高差分により土砂変動量を算出。
1996年は空中写真測量、他はレーザ測量を実施。
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図 2 累積流出土砂量と年平均流出土砂量の推移 

図 3 土石流発生回数の推移 

図 4 土石流発生時の時間雨量下限値の推移 

図 5 差分結果(炭酸谷: 2020.12～2021.9) 

(3) 土石流発生時の降雨

図 4 に土石流発生時の降雨の推移を示す。噴火

活動時や終息直後は、時間雨量の小さい雨でも土

石流が発生していたが、その値は上昇しており、

現在では土石流発生時の時間雨量の閾値は

60mm/hr を示す。 
ここで令和 3 年 8 月豪雨時に気象庁雲仙岳では

連続雨量 1486.5mm、最大時間雨量 81.0mm の大

雨を観測し、これにより雲仙温泉では人的被害を

伴う土砂災害が発生した。本流域でも土石流の発

生が懸念されたが、発生は確認されなかった。そ

の理由として、本流域内の岩床山観測所では最大

時間雨量が 40～50mm に留まっており、先に述

べた土石流発生限界降雨に達しなかったため、土

石流が発生しなかったと考えられる。

4. 考察とまとめ

先に述べた 3 つの結果から、近年は土砂流出が

落ち着いてきていることが示された。

最新の 2020、21 年の航空レーザ計測データの

標高差分値を図 5 に示すが、ガリ側岸部での崩壊

が多く、その崩壊土砂は下流へ流出することなく、

渓床へ堆積していることが確認される。これは、

上流部では崩壊により土砂が生産され、溜まって

はいるが、その崩壊土砂が下流まで流下しづらく

なっていることを意味する。

土砂流出が沈静化し、渓床堆積物が増加してい

ることが確認されたが、要因として素因の変化が

挙がり、植生の回復及びガリ側岸と渓床堆積物か

らの細粒成分の流亡 (Christopher Gomez, et 
al.2021)に伴う浸透能の回復が考えられる。その

結果、渓床堆積物を流出させるほどの流量が発生

しにくくなっていると考えることができる。

近年の水無川流域における流出土砂量の減少

の要因として、素因の観点から浸透能の回復を挙

げたが、誘因となる降雨の観点からの検討は不十

分である。今後、本箇所における土砂生産・流出

に支配的な降雨指標を検証するために、降雨の時

空間特性を考慮した検討が必要であるが、これら

については今後の課題としたい。

引用文献

安養寺（2004）：北海道大学演習林研究報告, 
Vol.61, No.1, p.11-71 

Christopher Gomez et al (2021)：Geosciences 
Vol.11, No.11, p.457 

Jihyeok Park, et al.（2021）：2021 年度砂防学会
研究発表会概要集, P1-030. 
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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 澤田宗也 前同大森秀人 

 信州大学農学部 福山泰治郎 平松 晋也 

○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。丹沢地区

における研究(１) 石川)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、関連

する影響因子を調査している。土砂流出は丹沢と比べ 量的･降雨との相関性が非常に小さく、表土層の性状の大きな相違

に起因すると考えられる。他方、下層植生としてササ類のシカ生息と土砂流出抑制に

対する重要性が明らかになり、ササ類とシカ食害の評価手法を導入した。

山室地区は調査開始時に周辺は既に下層植生が疎生状態であり、シカの忌避植生が

多数生育するため食害を免れた区域に、対照ﾌﾟﾛｯﾄとして山室第２③プロット(以下｢山

室③｣)を設定した。ここに設置したセンサーカメラ観測･判読から、シカ活動と植生変状

の実態が明らかになった。土砂計測と並行したシカ活動調査の事例は少なく、本稿は

6年間のシカ映像蓄積に基く実態と、流出土砂解析を報告する。

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

捕捉量計測は年６回程度で表-1に示した影響因

子の現地調査を実施し,降雨、植生,シカ行動との関

連性を検討している。当初 5 地区 11 ﾌﾟﾛｯﾄで開始

し、シカ生息密度が高く食害で特徴的な植生にな

った山室･座頭地区に集中して観測している。 

ﾌﾟﾛｯﾄと機器の配置をシカ道分布図に示した(図－

１)。山室③は立ち入るのさえ嫌がるとされる「クジ

ャクシダ」の密生により植生が繁茂している。降雨

状況(図-2)と捕捉量(年間計測結果: 図-3,計測期

間毎: 図-4)に示した。既往成果より ①長期降雨

(累加雨量)に若干相関性がみられるが有意とはい

えず、②植生被覆による土砂流出軽減が確認された

が、ほとんど土砂流出がなかった山室③は豪雨が多発した2018年に急増し、細粒土砂流出

は植生被覆のない山室⓪と同程度となった。2021 年は例年より約１割少ない降雨状況で土砂流出減少傾向は継続し、山室

③は小礫(9.5mm

～)が初めて確

認された。 

（２）センサー

カメラによる

シカ映像観測･

判読 手法  土

砂計測とシカ行

動に関わる既往

調査はカウンターによる侵入回数計測で(2) 吉村)、 

本研究では土砂捕捉ﾌﾟﾛｯﾄと周辺に、赤外線起動 自動撮影カメラ（当初 Bushnell 製, ハイクカム製）を設置した。撮影設定は静

止画（1 秒間隔３枚連写）とし, 一部ﾌﾟﾛｯﾄでは動画（30 秒）を併用。映像方法はシカ映像を抽出し、連写毎の最大の個体数を「撮

影頭回数」とし、シカは夜行性のため反射し光る目のみの映像が大半だが、日昼など可能であれば「雌・雄、幼体・成体」、「移動」

「採食」などを記載している(図-５ 参照)。当初、「踏み荒し」把握のためシカ道を

狙いカメラを設置したが、シカは通常短時間で通過し、想定した映像は得られ

ず、また共同調査 信州大の人工降雨実験を用いた｢踏み荒らし｣土砂流出計測

では、10%増加程度の影響とされている。他方、植生への食害･獣害の影響は、

表－１  調査概要 
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最
大
１

時
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雨
量
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山室第２地区

2016 2017 2018 2019 2020 2021

（㎜）

（㎜）
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図－１ 調査地ﾌﾟﾛｯﾄ,観測機器 配置図 (山室第2地区） 

図－２  降雨状況 （信大山室雨量観

図－３  捕捉土砂量の推移 (年別 山室③) 

図－４  捕捉土砂量の推移 (回収別 山室③) 

図-５  シカの活動状況 判読事例 .
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侵入個体数だけでは評価出来ず、通過のみと採

食等の行動と区分するため、撮影されたシカ映像

の内、一定時間(20 分)内の再度撮影した同一個

体をカウントせずに集計していた「出現頭回数」と

                    「撮影頭回数」の差を採食に関連した滞在と判断し

て、夜間も含めたシカ活動を定量的に把握した。 （3）シカ映像観測･判読結果のとりまとめ  2016 年冬期からシカ侵入

が急増し始め 冬期～春先に頻繁に侵入し、夏場は若干減少するがシダが枯れた 11 月後半から急増し、積雪期に残され

たササ類･キイチゴ類を採食していた。6～8頭が頻繁に採食する状況が記録された(図-6, 7参照)。 

３．影響因子分析におけるシカ食害による環境変化    (1) 土砂流出に及ぼす影響因子総合的分析   

土砂流出の外力となる降雨に加え、植生被覆,シカ侵入等の影響因子との関連を総合的に分析しているが、当地では凍結  

融解などによる「侵食の季節性」もあり、さらに森林斜面におけ

る森林土壌の侵食･流出は一気に進行せずプロセスを経る可逆的な現象のため、時系列的

な相関分析が有効と考えられる。採食に関連したシカ活動を加味して5年間の調査成果

を図-７に示した。シカ撮影状況はピーク時には400頭回/月を越えたが、2019年以降減

少し始め2020年10月以降では多くても25頭回/月 程度で、積雪の影響か2,3月には観

測されていない。採食シカ侵入頭数と植生被覆に注目すると、採食シカ頭数の増加後に

植生被覆率が低下したように見える。現地では 2016 年には胸髙までのササ類が密生した群落も残存したが、急速にササ

棹丈が小型化･立枯れ、現在はササ類がほとんど見られなくなった。さらに土砂流出や落石の増加への影響も想起される

が、短絡的な相関づけには注意しなければならない。   (2) シカ食害･獣害による下層植生の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、簡易で同一地点での継続計測が可

能だが、一面的な評価手法であり、植物の体積を数値化(｢V-Value｣)の導入も試行した。現存量計測として2018年には葉･

桿等を刈取り重量計測するバイオマス計測を地下茎も含めも導入し、さらに2019 年ササ類へのシカ害影響 簡便な評価

手法を導入し、生息数も推定できた(3) ）。また 2016 年,2019 年にコドラート調査を実施しており、今年度、再調査により3 年

を経過したシカの影響による植生の変化を確認し検討を進めたい。 ４．おわりに  蓄積されたシカ映像を実態に即

した判読･分析により、シカ食害に伴う環境変化と土砂流出の影響因子の定量的な把握が次第に明らかになってきた。サ

サ類消滅に至る急速な変化の影響が注目され、今後の関連調査による継続的な把握が強く望まれる。調査に関る情報及

び調査地をご提供いただいた長野県,伊那市など関係機関とご指導いただいた方々に心からお礼を申し上げる。参考文献 
１）石川ら「丹沢堂平地区におけるシカ食害による林床植生衰退地での土壌侵食の実態解明と対策工の開発」（2009 年砂防学会

誌 Vol.62No.4） 2) 吉村「南アルプス高山域におけるシカの個体数増加が土壌侵食に及ぼす影響」（2011 年「砂防学会研究発表

会概要集」, 3) 「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」（2021 年「砂防学会研究発表会概要集」), 

図－７  シカ撮影映像の月別推移 山室③) 

図－９ シカ採食による下層植生の変化 山室③) 

図-８ 捕捉土砂量と影響因子の時系列的分析（山室地区） 

捕捉土砂量 

図－６  シカ撮影映像 頭回数判読 
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水平梁構造を持つ流木捕捉工開発のための実験的研究 

－土砂が流木モデルの捕捉機能に及ぼす影響－ 

○三重大学（現：日本土建株式会社） 清水 彩花 

三重大学 堤 大三 

三重大学 万田 純菜 

1, 緒論 

 近年，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

梁を閉塞させ，後続の土砂や水が越流・氾濫する流木災害が多発している。現在とられている流木対策として

は，河川の上流部に透過型砂防堰堤を設置する手法や，不透過型砂防堰堤に流木捕捉工を設置する手法がある。

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が多くみられ，さら

なる対策が必要とされる。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，梁水平部に乗り上げ，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。これによって，捕捉工が流木と土砂で閉塞されることを回避し，下流への流

木の流下を防ぐ効果が期待できる。これまで我々の研究室で実施した水路模型実験においては，流木モデルの

みを供給し，捕捉工の梁間隔と流木モデルの長さおよび投入密度が，流木捕捉率に及ぼす影響について検討し

てきた。本研究では，土砂と流木を同時に投入し，土砂が流木モデルの捕捉機能に及ぼす影響を検討する。 

2, 実験概要 

実験装置概略側面図を図-1 に示す。水路は長さ 3.0 m，深さ 0.1 m，幅 0.1 m の直線・矩形型で，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。水路傾斜角は土石流区間を想定して 5.0 °とした。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。ロッド部は梁が 5 本で長さ 0.45

m, 直径 4 mm，木材部を含めた捕捉工模型の全長は 0.55 m で，ロッド間隔は 20 mm 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 = 10 cm のものを用いた。土砂は平均粒径 d＝2, 10, 20 mm

の 3 種類を使用した。一番大きい 20 mm の粒径はロッド間隔と同じ大きさで，スケールファクターを 100 と

するとおよそ 2 m の礫に相当し，大規模な土石流を想定した条件である。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。流木モデルと土砂は，それぞれベルトコンベアー（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。同じ条件の実験を 10 回繰り返し，

流木捕捉率 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）の平

均値を求めた。

3, 実験条件 

実験条件を表-1 に示す。ベルトコンベアー上に土砂を設置する区間は 50 cm 一定とし，土砂投入量（0, 300, 

500 g）と土砂粒径（2, 10, 20 mm），流木モデル投入密度（ベルトコンベアー上の設置区間：10, 20, 30, 40, 50 

cm）を変化させ，これらすべての組み合わせ条件で実験を行った。 

case0 case1 case2 case3 case4 case5 case6 

土

砂 

投入量 W[g] 0 300 500 

平均粒径
d[mm] 

- 2 10 20 2 10 20 

流

木 

投入本数[本] 50 

設置区間[cm] 10, 20, 30, 40, 50 

投入密度[s-1] 180, 90, 60, 45, 36 

図-1 流木捕捉工の実験装置概略側面図 

表-1 実験条件 

0.55 m 

driftwood 
trap

driftwood models 

1.76 l/s 

5° 

sediment 
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4, 実験結果 

流木が土砂と水から分離され，流木のみ捕捉され

る様子を図-2 に示す（case 5）。流木のみが捕捉さ

れ，土砂は捕捉された流木の下を通過した。一方で，

後続の土砂が一旦捕捉された流木を再度流出させ

てしまう様子を図-3 に示す（case 6）。図-2, 3 に示す

通り，条件によっては土砂と流木が効果的に分離さ

れて流木のみが捕捉される場合と，土砂が流木の捕

捉率を低下させる場合があることがわかる。全ての

実験条件の流木捕捉率の結果を土砂平均粒径別（d 

= 2, 10, 20 mm）に，図-4, 5, 6 にそれぞれ示す。土

砂を投入しない条件（case 0）では，流木投入密度

が大きいほど流木捕捉率が高くなるのに対し，土砂

を投入する条件（case 1～6）では，どの粒径の土砂

でも，流木投入密度が大きいほど流木捕捉率が低く

なった。実験では，流木が流れた後の後続土砂が流

木に衝突することで，一度捕捉された流木が再流出

する様子が見られた。この現象は，土砂粒径が大き

い条件（case 3, 6）のときほど顕著にみられ，その

ことが，図-6 の case 3, 6 で捕捉率が大きく低下し

ていることに表れている。土砂粒径 d = 2, 10 mm は

ロッド間隔より小さく，土砂は 1％以下しか捕捉さ

れないのに対し，d = 20 mm はロッド間隔と等しく，土砂の 30～60％が捕捉され，土砂による流木への衝突に

加えて，水位の急上昇が起こり，一度捕捉された流木が多く再流出することも観察されており，これも図-6 に

おいて捕捉率が低下している原因と考えられる。一方，土砂量の違い（W = 300, 500 g）は，流木捕捉率にそれ

ほど大きな影響を及ぼしていないことがわかる。

5, 結論 

流木モデルと土砂を同時供給した本実験においては，流木投入密度が高い条件と，ロッド間隔と同じ大きさ

の土砂を投入した条件において流木捕捉率が下がる結果が得られた。 

同様の流木捕捉工を用いた実験を行っている共同研究者の研究では(仲田ら，2022)，直線型流木と比較して，

根付き流木は流木同士が絡み合い，安定した形状で捕捉されることが明らかになっている。捕捉率に関しても，

直線型の流木と比較して，根付き流木は捕捉率が格段に高いことが分かっているため，土砂を投入した本実験

においても，根付き流木の場合は再流出しにくく，捕捉率は大きく低下しないのではないかと考えられる。 

本実験では，土砂が流木捕捉率に及ぼす影響について検証を行った。今後は，根付き流木を用いた実験や，

大量の流木が到達する際の捕捉工の効果や機能の検証，捕捉工の現地設置に向けた検討を行う必要がある。 

参考文献 

 仲田清夏・小泉香那子・堀口俊行・堤大三（2022）：流木による橋梁閉塞における河川氾濫対策工の基礎的

研究，土木学会関東支部第 49回技術研究発表会概要集，I-39 

図-2 case5 流木設置区間 50 cm 

図-3 case6 流木設置区間 10 cm 

図-4 case 0 と case 1, 4 の比較 図-5 case 0 と case 2, 5 の比較 図-6 case 0 と case 3, 6 の比較 
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狭隘地区における砂防堰堤の省力化 

いであ株式会社  ○諸原 亮平，石森 久仁子，木村 啓祐，森 克味，上葛 健太

1．はじめに

少子高齢化や女性技術者の活躍など社会情勢が変化する中，砂防事業においても，生産性の向上及び工事の

省力化が求められている．砂防工事の施工箇所は急峻な地形，脆弱な地質である場合が多く，特に谷幅が狭く，

施工ヤードが制約される狭隘地においては十分な安全性を確保したうえで，効率的な施工が求められる． 

一方で，令和 3年 10 月に改訂された『新編・鋼製砂防構造物設計便覧』1)（以下．『新編鋼製砂防便覧』）に

おいて，透過型砂防堰堤の透過部を複断面化することによって，谷幅の狭い施工箇所においても，適切な水通

し幅を確保可能であり，床掘や法面工を省力化できる構造が明文化されるようになった． 

本論文では，上記の構造を計画する際の課題とその対応策について整理した． 

２．狭隘地区における透過型砂防堰堤整備の課題 

谷幅が狭く，左右岸が切り立った V字谷をなす狭隘地に砂防堰堤を計画するメリットとして，堤体規模の縮

減が考えられる．谷幅が狭い場合，堤長を短くすることができるため，経済的で効率的な堰堤整備を行うこと

ができる．一方で，以下のデメリットが挙げられる． 

①水通し幅の不足 堰堤の配置を検討する場合，十分な堆砂域を確保できることが前提となるが，堰堤候補地

が狭窄部となる渓流においては，土石流の流下幅に対して十分な水通し幅を確保できず，無理に水通し幅を

拡大すると地山の掘削が大規模となる．

②長大法面の発生 ①への対応等を含め，狭隘地においては，堰堤の床掘範囲が広くなり，長大な切土法面が

発生する．長大法面の施工は，大規模な仮設盛土や切土補強等の対策工が必要になり，施工時の安全確保と

ともに，熟練技術者による確実な施工が必要である．

２．１ 水通し幅を確保した場合の課題 

透過型砂防堰堤は，土石流捕捉までは透過部を流水が通過するため，透過部が閉塞しないように極力水通し

幅を広くする事が望ましい．特に流域面積が大きく，流量の多い渓流では，水通し幅が狭いと中小洪水や土石

流発生時に急縮となり，堰上げが生じることで，貯砂空間の減少や不完全閉塞が生じる恐れがある．また，無

闇に水通し幅を広げると，前述したように掘削規模が大きくなるため，水通し幅の設定に留意する必要がある． 
２．２ 従来通りの嵌入を確保した場合の課題 

従来通り地山への嵌入を行う場合，一般的には岩盤で 1～2m，土砂で 2～3m 嵌入を確保する必要がある．

但し，図-1 に示すような谷幅の狭い箇所に堰堤を計画する場合，規定の嵌入量を確保することで掘削規模が

大きくなり，長大法面となる．特に右岸側のような岩盤箇所においては，掘削厚が薄くなり，施工機械の足場

確保が困難になることがある．また，現況が推定岩盤線と異なる場合，

再度掘削を行う等の手戻りが懸念される．

３．透過部の複断面化及び非越流部への人工地山の適用と課題 

２．で述べたように，水通し幅の確保や通常の袖嵌入を行うこと

で，長大法面が発生する場合の対策として，『新編鋼製砂防便覧』

では“透過部断面の複断面化”と“非越流部への人工地山の適用”

が明文化されたことから，透過型砂防堰堤の詳細設計を行う際の課

題を整理する．

３．１ 透過部断面に対する複断面化の適用 

通常，谷幅が狭い箇所で水通し幅を広げると，水通し肩より外に

非越流部の端部を設ける必要があり(図-2)，地山を大きく切り込む

形となる．但し，透過型砂防堰堤の場合，平常時は透過部を流水が

流下し，土石流発生時に開口部全体で捕捉するため，常時流水を処

理する低水路（透過部）と，土石流ピーク流量を処理する不透過部

を組み合わせた複断面にすることで，水通し幅を広く確保する事が

できる．（図-2）この際，透過型砂防堰堤は通常湛水する事がない

ため，低水路となる透過部のみ嵌入を確保し，不透過部は越流水等

に対する浸食対策を行う事で，根入れ量を低減する． 

図-1 従来通りの嵌入を確保した場合

図-2 透過部を複断面化した場合の各部名称

透過部不透過部

非越流部越流部非越流部

※通常は水通し肩より外に端部を設けるため、地山を大きく切り込む

不透過部では、堤底
下部に水が回らない
ため、嵌入不要

低水路
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３．２ 非越流部への人工地山の適用 

複断面化を行うことで，底版と不透過部が分離するため，非越流部の規模を縮

小可能となるが，さらに人工地山を適用することで，嵌入を行わず，掘削規模の

削減を行う事が可能となる．

『新編鋼製砂防便覧』に準拠すると，透過型砂防堰堤は，不透過型のように湛

水しないため，浸透路長の確保は不要となることから，嵌入部を支持する人工地

山を安定させるために，上下流方向に 1d（d=必要嵌入量）確保する事で，人工

地山が適用可能となる．

３．３ 詳細設計を実施する際の課題 

複断面化と人工地山の適用については，適用された事例も少なく，嵌入量や低

水路規模等，各箇所における設計基準が確立されていないことが課題となる．

４．詳細設計を実施する際の対応策 

３．で述べた方法を透過型砂防堰堤に適用した場合の，設計方針を以下のように整理した． 

①低水路断面の設定 低水路断面は，常時流水及び中小洪水（通年の仮設対象流量相当とした）を流下可能な

断面で設定した．また，低水路幅は現渓床幅程度を確保した．

②越流部の根入れ 堰堤の根入れは湛水時の漏水や基礎の洗堀への対策として設けられる．そのため，低水路

となる中央の透過部（低水路部）は，通常通りの根入れ（岩盤：1～2m，土砂：2～3m）を確保した．不透過

部は，低水路に対して，岩盤に対する根入れ（1～2m）以上の重複を確保し，現地盤への根入れは行わない．

但し，流水による浸食対策として，下流側に護床工等を整備し，上流側は低水路への導水路を計画した．

③透過部底版コンクリートの最低厚の設定 スリットの基礎については，1 次コンクリート打設として 1.0m

の確保と，各スリット製品の脚部固定が可能なように，さらに 1.0m を確保し，合計 2.0m 以上を最低厚とし

て設定した．

④非越流部堤底幅の確保（横断方向） 複断面化した場合の非越流部は，嵌入が不要なため堤底部を横断方向

に薄くすることができるが，打設や横断方向の安定性を

確保するため，型枠設置に必要な 0.5m 以上の堤底幅を

確保した．

⑤表土除去について 非越流部の安定性を図るため，地山

と堤体を定着させる必要がある．表土除去を行う場合，

伐根する事を考慮し，鉛直方向に表土除去範囲を設定し

た．根の深さは，根量分布調査結果 2)より，概ね深さ 0.6m

程度の根が大部分を占めることが報告されているため，

土砂部は，鉛直方向に 1.0m 以上の表土除去を行う．岩

盤部は，表面の風化岩部を除去するため，0.2～0.3m 程

度表面を除去することで，堤体との定着を図る．

５．今後の課題・展望 

本論文では，狭隘地区に堰堤を計画する場合に生じる課題に対して，『新編鋼製砂防便覧』における新たな

省力化方法の適用を検討した．加えて，この構造を適用した場合の課題を整理し，対応策の提案を行った．今

後は，実施工における課題等を踏まえ，設計に反映していく事が必要となる．また，本論文で提案した工法に

より床掘や法面工が削減できると共に，堤体のコンクリート量が従来工法に比べて少なくなることから，施工

時の安全確保や工期短縮等の効率的な砂防堰堤整備が期待できる． 

【参考文献】 

1）『新編・鋼製砂防構造物設計便覧』，2021.10 一般財団法人 砂防・地すべり技術センター 
2)『スギ，ヒノキ林の根系分布―根量分布に及ぼす立木サイズの影響―』1998.6 日本林学会九州支部論文集 米丸ら

表-1 複断面化する場合の課題と対応策の整理 

課  題 条  件 対  応 

①低水路断面の設定 ・常時流水を流下 ・現渓床幅以上を確保する．

・中小洪水（通年の仮設流量相当とする）を流下可能な断面を確保する．

②越流部の根入れ ・透過部と不透過部を分離 ・中央部は通常通り岩盤で 1～2m，土砂で 2～3m 基礎地盤に嵌入を行う．

・左右基礎部は，中央部を岩盤として 1～2m 以上の重複を確保する．

③底版コンクリート厚 ・スリット据付の必要厚 ・1次コンクリート 1.0m 以上，スリット脚部埋設部 1.0m 以上確保する．

④非越流部堤底幅 ・施工可能な範囲の確保 ・型枠施工を考慮し，0.5m 以上とする．

⑤表土処理 ・樹木の根まで除去

・岩盤表層を整正

・土砂部では伐根を考慮し，1.0m 以上の表土除去を行う．

・岩盤部では表面処理のため，0.2～0.3m 程度はつりを行う．

図-4 複断面化した場合 

図-3 人工地山の規模 

d

3d

不透過型は侵食防止のため
4dの浸透路長を確保

水はスリット部
を通過

浸透路長の確保は不要なため、
人工地山が自立する厚さ（1d）を確保

d

d

※図中旗上げは，表-1 の課題に対応
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鋼製透過型砂防堰堤における動的荷重モデル分布の提案 

防衛大学校 〇 堀口俊行 香月智 

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)．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

作用させて，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，動的な荷重に対する評価について検討し，

弾塑性領域まで評価する必要がある． 

そこで本研究は，文献 2)の実験を基に土石流荷重の

動的荷重分布モデルを提案するものである．続いて，提

案モデルに基づき転倒安全性について FEM 解析を行

い，実験結果との整合性について検討する． 

2．簡易型の動的荷重モデルの提案 

 本研究では，実験結果を基に現行設計荷重モデルを

参考にして，動的荷重分布モデルの推移を図-1 のよう

に提案する．透過型に作用する荷重モデルは，上部に土

石流流体力，水深より下部には堆砂礫荷重を組み合わ

せ，土石流が堰堤上端に達した際の定性的な最終形は

現行設計荷重分布と一致するものを考えた．これを基

に以下の 2 つのモデルを提案する．それぞれ，簡易型

（Model-A）と実験モデル型（Model-B）に付随する． 

2.1 Model-A 

 図-1 に示す土石流の到達高さの変化を時間的に制御

するために，図-2 に示すような土石流高さ～時間関係

を導入する．これは，現象論からすると土石流の流速と

接近形状の関数となるものであるが，本研究では実験

値を利用することとした．これを回帰関数化すると，土

石流高さ hDtは，次式で与えられる． 

hDt = Crt ∙ (t - t0)(t0 < t ≤ tH) (1) 
ここで，hDt：時刻 t における土石流高さ（m），Crt：上

昇係数（m/s）（Crt = 0.83：WW = 8 kg），tH：堰堤高到

達時間（s）である． 

次に，土石流全体の荷重は次式で表される． 

Fflow =  Kh  ∙Dd  ∙
γd

g
∙𝑈𝑑

2 (2) 

ここで，Fflow：土石流流体力（N/m），Kh：土石流流体

力係数（1.0），γd：土石流の単位体積重量（kN/m3），

g：重力加速度（9.8 m/s2），Dd：土石流水深（m），Ud：

土石流の流速（m/s）である． 

なお，土石流の単位体積重量は，便覧 8)を用いて与え

る．次に，土石流水深より下部に作用する堆砂礫荷重は

次式で表される． 

f
e, t

 = Ce ∙ γ
e
∙ y

et
 + Ce ∙Dd

∙ γ
d

(3) 

γ
e
 = γ

R
∙ C* (4) 

ここで，Ce：土圧係数（0.3 ≦ Ce ≦ 0.6），γe：堆積礫

の単位体積重量（N/m3），yet：土石流水深より下部の深

さ（m），γR：礫の単位体積重量（N/m3），C*：堆積土砂

の容積濃度（通常 0.6 を使用）である． 

また，n 段目の作用する範囲（dnl ≦ yet ≦ dnu）で積

分すると，堆砂礫荷重は次式で表される． 

Fen= ∫ f
e, t

dnu

dnl
dy

et
 = 

Ce  ∙ γe∙( dnu
2
- dul

2
)

2
+ Ce∙ D

d
∙ γ

d
 (dnu- dnl) (5)

ここで，Fen：n 段目の堆砂礫荷重（N/m），dnl，dnu：そ

れぞれ n 段目の下部の深さ（m）である．なお，解析で

は，Kh = 1.0，γd = 15.3 kN/m3，g = 9.8 m/s2，Dd = 0.04 m，

Ud = 2.4 m/s（実験結果から計測したもの），Ce = 0.6，γe 

= 17.0 kN/m3とした． 

このような基本値を用い，任意の高さにおける荷重の

時刻歴モデルを図-3(a)に示す．まず，図-2の関係から

荷重の立ち上がり時間 ta が設定される．土石流流体力

Fflowを式(2)で与えるが，その立ち上がり時間 Δt は各段

の高さを上昇係数で除することにより与える．よって，

土石流流体力のピーク値を生ずる時間 timpactは，timpact = 

ta + Δt s によって与えられる．その後，Δt s 後に土石流

流体力は零とする．その際，土石流流体力が作用してい

る段の荷重が，堆砂礫荷重に達すると，その後は Fenを

維持する．なお，本研究において堆砂礫荷重 Fenは t = t0 

+ 30 s における値を用いた．

2.2 Model-B

model-A では，総荷重が最大値に達した後に急激に荷

図-1 動的荷重分布モデル 
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図-3 局所荷重モデル 

timpact
t0 tend

ta Δt Δt

Fflow

Fen

時間 t（s）

荷
重
（

N
/m
）

θmodel-A

0

50

100

150

200

250

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
総
荷
重

P
t（

N
）

時間 t（s）

1段目 2段目

3段目 4段目

5段目 6段目

総荷重

(a) Model-A (b) Model-B

R1 - 13 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 87 －



重が低下して実験値による総荷重～時間関係との整合

性に劣る．そこで，図-3(b)に示すような model-B も検

討の対象とし，以下のように設定した．model-A と同じ

ta で荷重の立ち上がりが設定される．その後，model-A

と同じ Δt で土石流流体力の最大値に達するが，その値

を次式で表す． 

Fflow-model-B = α_peak ∙ Fflow (6) 

ここで，Fflow-model-B：model-B における土石流流体力

（N/m），α_peak：model-A の土石流流体力低減係数（α_peak 

= 0.4）である． 

続いて，最大値以降の下降勾配を model-A より緩や

かにする式は次のようにする． 

θmodel-B = β
_ rev

 ∙ θmodel-A        (7)

ここで，θmodel-B：model-B における荷重低減勾配，β_rev：

model-A の荷重低減勾配係数（β_rev = 15），θmodel-A：model-

A における荷重低減勾配である． 

さらに，衝突後の堆砂礫荷重を次のように設定する． 

F_rest = γ
_res

 ∙ Fen (8)

ここで，F_rest：衝突後の堆砂礫荷重，γ_res：堆砂礫圧係

数（γ_res = 1.5）である． 

 なお，各係数については，実験における総荷重および

総作用モーメントがほぼ一致するように決定した． 

3．解析の概要と結果 

 図-4 に解析モデルを示す．本堤部は剛体とし，後端

は解析モデルの下には圧縮に抵抗するが，引張に抵抗

しない接触型モデルを設置することで，本堤部の浮き

上がりが再現可能である．つまり，転倒限界を超えると

底面の要素は切断し，回転し始める．実験での蝶番を再

現するため後端はヒンジとした．解析ケースは，重錘質

量を変化させて実験と比較する．その際，model-A およ

び model-B を作用させ，浮き上がり量～時間関係を求

める．図-5に，重錘質量 WW = 4 kg における浮き上がり

量～時間関係を比較して示す．実験は，土石流が衝突し

ているが t = t0 + 0.22 s に浮き上がり始めて t = t0 + 0.52 s

に最大値（δ = 3.4 mm）に達するがその後は若干小さく

なって δ = 3.0 mm に収束する．δ = 0 mm に復元しない

のは，堆砂礫による抵抗でスライダーを押し戻せない

からである．一方，model-A を用いた解析では，実験と

ほぼ同時に浮き上がり始めて，t = t0 + 0.36 s で浮き上が

りき上がりが最大値に達し，その後は復元し始め t = t0 

+ 0.51 s に元の位置に戻る．これ対し，model-B では浮

き上がり始めが実験や model-A より，0.05 s ほど遅れて

いるが，その後の増加傾向は実験と良く一致する．ただ

し，最大値の生起時間は t = t0 + 0.74 s と遅れている．つ

まり，model-A と model-B には浮き上がり量とその発生

時の再現性においてはそれぞれ長所と短所が相反する

ことになる．図-6 に，実験と解析における最大浮き上

がり量～重錘質量関係を比較して示す．実験では，重錘

質量が増加するに従って，下に凸な非線形関係で最大

浮き上がり量は小さくなり，重錘質量 WW = 9 kg 以上で

は最大浮き上がり量 δmax = 0 mm となり，転倒しない．

解析では，いずれも重錘質量が大きくなるに従って非

線形的に最大浮き上がり量は小さくなるが，model-B に

おける最大浮き上がり量は，実験のばらつきの平均値

付近を再現できている．

4．結 言 

本研究は，転倒安定性を対象とした土石流衝突実験

を基に，その限界付近における土石流荷重を動的な荷

重分布モデルの観点から検討したものである．観測さ

れた動的荷重分布を簡略した動的荷重モデルを提案し

た．その際，既往研究の知見のみで構成できる model-A

と実験の知見を加えて修正した model-B を提案し，実

測された総荷重や総作用モーメントの時刻歴の整合性

を示した． 

謝辞：本研究は，令和 3 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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礫の繰り返し衝突を受ける鋼管はりの変形挙動に関する研究 

防衛大学校 ○別府万寿博 森広毅 

１．緒 言 

 現行の設計法 1)では，礫が鋼製堰堤の部材（鋼管はり）

に衝突する場合を想定して，へこみ変形やはりの変形エ

ネルギーを算定することで照査が行われている．一方で，

実際の土石流は複数の礫を含んでいることから，鋼管は

りに礫が複数回衝突することが考えられる．既往の研究

では，礫が繰り返して鋼管はりに衝突する場合の変形は

あまり検討されていない．本研究は，礫の繰り返し衝突

を受ける鋼管はりの変形挙動について，数値シミュレー

ションを行ったものである．

２．礫の繰り返し衝突による鋼管はりの変形解析 

2.1 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 

mm×板厚 t19 mm×スパン 6m の鋼管はりモデルを作成し

て，礫を速度 10m/s で鋼管部材に衝突させる解析を行っ

た．なお，計算時間を短縮するため 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（はり変位）を出力した．鋼

材の塑性判定は，Von-Mises の降伏条件に従うものとし，

降伏応力は 245N/mm2とした． 

解析ケースは，鋼管はりの中央に繰り返して 6 回衝突

させる解析を行った．また，図-2 に示すように，1 回目は

はり中央に衝突させ，2 回目は中央からスパン 1/4（1.5m）

の位置に 2 個の礫を衝突させる解析を行った．繰り返し

衝突については，衝突解析を行った後に強制的に減衰を

作用させて振動を収束させ，次の衝突解析を行うことで

再現した．

2.2 スパン中央に対する繰り返し衝突  

図-3 に，1 回の衝突における，はり中央に最大変位が生

じた時刻の鋼管のへこみおよびたわみ状況を示す．なお，

図中の緑は弾性，赤が塑性化した範囲を示す．図から，は

り中央部に明瞭なへこみ変形が発生していることがわか

る．また，はり中央と固定端において塑性ヒンジが形成

されており，現行設計と同様のメカニズムを示している．

はりの最大変位（鋼管断面最下部の最大変位）は約 8mm

であった．図-4 は，6 回目の繰り返し衝突における，はり

中央に最大変位が生じた時刻の鋼管のへこみおよびたわ

み状況を示す．図から，はり中央部のへこみ変形が大幅

に進展し，はりの最大変位も 78mm と大きくなった．は

りの塑性化部分も全体的に進展した．

図-5 は，礫を 6 回衝突させたときのへこみ変位－時間

関係を示している．図から，1 回目の衝突によるへこみは

約 90mm であった．礫の衝突が繰り返されるたびにへこ

みも増加した．ただし，へこみ量は徐々に低下し，6 回目

図-1 鋼管はりモデル（同じ位置に衝突） 

図-2 鋼管はりモデル（異なる位置に衝突） 

1 回目 

(a) へこみ (b) たわみ

図-3 1 回の衝突による変形状況 

2 回目 

2 回目 

(a) へこみ (b) たわみ

図-4 6 回の衝突による変形状況 

図-5 6 回の衝突によるへこみ－時間関係 
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の衝突によるへこみは約 24mm であった．この理由は，

図-6 に示す荷重－時間関係に示すように，1 回目の衝突

における最大荷重は約 500kN であり，荷重の継続時間

は約 28ms である．一方で，6 回目の衝突では，図-4 に

示すように，それまでの衝突で生じたへこみによって，

礫と鋼管はりとの接触面積が増加するため最大荷重は

1000～1500kN へ増加し，荷重の継続時間はやや低下す

るためと考えられる．

図-7 に，6 回の衝突によって生じたはり変位－時間関

係を示す．前述したように，1 回目の衝突ではへこみ変

形が卓越する一方で，はり変位は非常に小さい．しか

し，繰り返し衝突によってへこみが進行すると，最大荷

重が増加するため，徐々に残留変位が増加し，6 回目の

衝突だけによる残留変位は 16mm となり，1 回目の衝突

による残留変位の 4 倍に増加した． 

2.3 異なる位置に対する繰り返し衝突 

図-8 に，鋼管はりの中央部に礫を衝突させた後，スパ

ン 1/4 の位置に 2 個の礫を同時に衝突させた場合の変

形状況を示す．1 回目の衝突は図-3 と同じ結果である．

2 回目の衝突の場合は，衝突位置から斜め方向へ進展す

る塑性領域が連結した．また，鋼管はり下部の塑性領域

も拡大した．

図-9 に，鋼管はり中央部およびはり中央からスパン

1/4（1.5m）の位置のへこみおよびはり変形－時間関係

を示す．図中の 50ms までが 1 回目の衝突による応答で

あり，50ms 以降が 2 回目の衝突による結果を示してい

る．図から，2 回の衝突によって，スパン中央とスパン

1/4 に生じるへこみ変形はほぼ同等であった．はり変形

については，はり中央において 2 回目の衝突による残

留変位が 4 倍程度大きくなった．これは，図-10 に示す

ように，2 回目の最大衝撃力は 1 回目の衝突の約 2 倍で

あり，継続時間は 1 回目とほぼ等しいこと，また 1 回目

の衝突によってはり中央部の剛性が低下したため，は

り変形が大きくなったものと考えられる．

３．結 言 

本研究では，礫の繰り返し衝突を受ける鋼管はり部

材の変形挙動について数値解析的な検討を行った．解

析の結果，繰り返し衝突を再現できることがわかった． 

また，へこみとはり変形の特徴について整理した．

謝辞：本研究は，令和３年度における砂防鋼構造物研究

会からの助成を受けて行われたものである．ここに記

して謝意を表します．
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ネットロール土のう応急対策工法の検討

（一財）砂防・地すべり技術センター 浦 真※１、井上 隆太 

（※１ 現：株式会社パスコ） 

東亜グラウト工業株式会社 木村 佳嗣、梅沢 広幸、櫻井 哲弥 

1. 緒言

近年、気候変動による土砂災害の頻発化が著しく、

土砂災害から早期復旧を図るために、応急対策工法

を充実させることが課題である。 

筆者らは、これまで応急対策工法の技術開発を進

めており、本研究ではこれまで提案したワイヤーネ

ットを用いた土砂災害応急対策工法のうち、ネット

ロール土のう工法について、抵抗性能の定量評価に

ついて検討を行った。 

応急対策工については、蒲原ら１）によって発災か

ら対策完了までの施工期間に応じた対策工の分類が

されており、ステップ１（発災後１週間程度）、ステ

ップ２（発災後 2週間から 1ヶ月）、ステップ３（発

災後 2 ヶ月程度）として、それぞれに対応した応急

対策工法案が示されている。 

本工法は、発災から 1 か月程度までに材料手配か

ら対策完了までが終了する、ステップ１～ステップ

２を想定した工法に該当するものである。 

ステップ１、２の概要を以下に引用する。

ステップ１（発災後 1週間程度）

 規模：発災後 1週間程度で可能な規模

 想定する性能：

①土のう積み等による水路の確保により、地盤

がむき出しになっている場所からの土砂を含

む流水の宅地等への流入の防止

②小規模な雨による拡大崩壊を発生源とする崩

壊・土石流の流出防止

ステップ２（発災後 2週間から 1 ヶ月程度）

 規模：3m 程度の高さの擁壁体またはネット構造

により捕捉可能な土砂量

 想定する性能：

①1/1 確率規模程度の雨による土砂を含む流水

の流出に対して安定（渓流部のみ）

②施設天端まで堆積した土圧に対して安定

2. ネットロール土のう工法の概要

(1) 構造の概要

ネットロール土のう工法は、大型土のうを積層し

た堤体構造に対して、その全体を金網で被覆した構

造体である。図 1に構造概要図を示す。全体を被覆

する金網に高強度鋼製ネットを用いることで、土の

う積み構造体を一体化する拘束力が高まり、外力に

よる変形への抵抗性能の向上が期待できる。 

図 1 ネットロール土のう工法 構造概要図 

本報では、大型土のう袋（１ｔフレキシブルコンテ

ナバッグ）を用いたネットロール構造についての検

討事例を示すが、水防対策で用いられる土のう袋（20

㎏）などを用いることも可能であり、備蓄資材を活用

するなど、現地状況に合わせた対応が可能である。 

(2) 施工性

ネットロール土のう工法の施工は、単体の大型土

のう積み堤体構造と比較して、全体を軽量な高強度

鋼製ネットで被覆する工程だけが追加作業となる。

ステップ２で想定している規模（高さ 2.4m 程度）で

あれば、鋼製ネットを被覆する施工手間は、大型土の

う積みの施工期間に対し、6％程度の増加で収まると

試算されることから、少しの手間で大きな効果が得

られると期待される。以下に試算を示す。 

数量 土のう袋：3段積×延長分＝6袋/m×20m＝120 袋 

高強度鋼製ネット：被覆分 12m/m×20m＝240m2 

施工日数 ①土のう土砂詰め：5袋/1hr →120 袋で 24hr 

②土のう積上げ：10 袋/1hr →120 袋で 12hr

③ネット被覆：150m2/hr → 240m2で 2hr

A.単体土のう積： ①＋②  合計 36hr(100%) 

B.ネットロール土のう：①＋②＋③ 合計 38hr(106%)
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3. 外力に対する抵抗性能の検討

外力に対する抵抗性能の検討は、3段積みのネット

ロール土のう工法に対して行い、同規模となる大型

土のう単体を積層した堤体構造と比較検討した。 

土のう積堤体の破壊の形態は、主に個々の土のう

が滑動抵抗を喪失することによって移動してしまう

ケースが多いことから、滑動に対する安定性につい

て定量評価を行うこととした。 

 抵抗性能の検討では、土砂流の衝撃実験を実施し

た際の流速、水深3)を用いて検討を行うこととした。

以下に安定計算に用いる外力諸元を示す。 

検討諸元 

土砂流の単位体積重量 γd＝ 15kN/m3 

流速 U＝ 10m/s 

水深  Dd＝ 0.2m 

地盤との摩擦係数 ｆ＝tanφ≒0.5 

土砂流流体力 F＝γd／ｇ・Dd・U2

滑動に対する検討：滑動安全率 Fs＝f・ΣV/ΣH 

ｆ：摩擦係数 

 ΣV：鉛直力合計 kN/m 

 ΣH：水平力合計 kN/m 

A.単体土のう積

 単体の土のうを積層した構造では、重力式堤体と

しての抵抗性能が堆砂の進行とともに低下する。

 礫衝突など局所的な衝突でも、衝突力が伝達しない

土のうは抵抗に寄与しないため、Bに劣る。

B.ネットロール土のう工法

 高強度鋼製ネットによる一体化が保たれている限

り、重力式堤体としての抵抗性能が発揮される。

 堤長方向にも一体化が図られているため、礫衝突

など局所的な衝突に対しても全体で抵抗する。

滑動に対する安定性の検討結果を、表 1に示す。 

ネットロール土のう工法は、堆砂が進むにつれて

堆砂部分の土圧が作用するため、滑動安全率が低下

する。一方、単体土のう積では、流体力に抵抗でき

る部分は、外力の作用している位置より上部にある

土のう重量のみとなることから、堆砂が進むにつれ

て滑動安全率が大幅に低下し、2段目以上に土砂流

が作用する場合、水深 0.2m 程度の土砂流にも抵抗

できない可能性がある。 

表 1 堆砂の進行に伴う滑動安全率の低下 

土砂流衝突実験 3)では、単体土のう積の場合、土砂

流の衝突方向に最大12mの移動が生じたことに対し、

ネットロール土のう工法では最大3m程度の変状に留

まり、堤体構造が維持された結果となったが、本検討

での安定計算を用いた評価手法によって、抵抗性能

の違いについて説明できると考えられる。 

4. 結言

ネットロール土のう工法の高強度鋼製ネット被覆

による抵抗性能の向上について、安定計算による定

量評価を試みた。従来、応急対策工として多く用いら

れている単体土のう積堤体では、流体力の作用位置

が上部に移行すると安全率が低下し、単体の土のう

が流出してしまう場合でも、ネットロール土のう工

法では許容滑動安全率が確保できることを確認した。 

参考文献 

1)蒲原潤一,岩男忠明,倉本洋平,松本洋和,浦真: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,p.2-9,2020

2)浦真,藤平大,木村佳嗣,櫻井哲弥,梅沢広幸:ワイヤ

ーネットを用いた多様な土砂災害応急対策工の開発

に関する研究,sabo,vol.130,p.24-29,2021

3)浦真,井上隆太,木村佳嗣,櫻井哲弥,梅沢広幸:ワイ

ヤーネットを用いた多様な土砂災害応急対策工の開

発に関する研究(2),sabo,vol.131,p.18-21,2022
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図-4 竹補強材の摩擦抵抗特性 

１．はじめに 

古来、竹材は、土壁の木舞をはじめ一般的に使用されてき

た。戦前には鉄筋の代わりに竹筋コンクリートとして橋梁の

構築にも使用されている。鉄鋼材が普及されていない時代で

は、竹材が建設材料として利用されることは当然のことであ

った。 
その後は工業材料が普及し、竹材の需要は減少した。需要

が減少する一方で生育が著しい竹は放置され、里山等の放置

竹林が周囲の森を枯らす問題も起きている。 
図-1に示すように、特に竹林保有面積の大きい九州では

放置竹林が土砂災害を誘発する要因となっており、近年多

発する想定を超える規模の豪雨災害に対して竹林の整備は

急務である。 
そこで、竹材の有効活用が期待できる、燻煙竹材を用いた

補強土壁事例と応急対策工など砂防施設への応用案につい

て紹介する。 

２．竹材の燻煙処理と特長 

2.1 燻煙処理 
竹材に燻煙処理を施すことによって、竹の三悪といわれる

カビ・虫・割れを防ぎ、強度と耐久性が向上する。2005 年

愛・地球博において長久手日本館竹ケージの建設時に行われ

た耐久性試験の結果によれば、燻煙処理が最も効果的であっ

たことが実証されている。燻煙処理（EDS加工）が行われた

竹材の様相は、図-2に示すとおりである。 

 

 

2.2 力学的な特長 

 竹材の引張強度特性は、鉄筋とジオグリッドの中間的な特

性を示し、木材と比べて 2～5 倍大きく、鋳鉄並みの引張強

度を持つ。図-3に示すように、壁面材との連結部強度につい

ても引張試験で確認した。また、引張補強材として使用する

ときの四つ割板材では、竹の節がいわゆるリブの役目をはた

し、図-4に示すように、摩擦係数はテールアルメの補強材を

上回ることが分かる。 
3年前に施工したバンブーウォールを掘り起こした竹補強

材の状態を図-5に示す。地表から60cmの深さに設置した竹

補強材は、割れや腐朽の発生がまったくみられず健全な状

態であった。 

３．竹補強土壁（バンブーウォール）の構造と施工事例 

3.1 構造概要（図-6参照） 

竹補強土壁は、エキスパンドメタルL型壁面材と盛土内に

配置した竹補強材をボルトで連結した摩擦抵抗式の補強土

壁工法であり、壁面材には竹植栽ポットの取付けも可能であ

る。 

 

 

燻煙竹材を用いた補強土壁事例と砂防施設への応用 

株式会社共生 ○佐々木孝子・棟本敏広 
京都大学名誉教授 水山高久 

図-3 竹補強材連結部の引張強度試験 

図-2 燻煙処理（EDS加工）前後の竹材の様相 図-6 竹補強土壁（バンブーウォール）の構造概要 

図-5 土中3年後の竹補強材状態 

福岡13.6 ha 

島根11.2 ha 大分14.0 ha 

鹿児島17.9 ha 
熊本10.3 ha 

山口12.0 ha 

図-1 全国の県別竹林保有面積 （2017年） 
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竹補強材の許容引張応力度については、燻煙処理による強

度の増大分を考慮せずに、強度のバラツキの最小値に対して

安全率 4.0 を見込むなど十分な安全性に配慮した値として

30N/mm2を採用している。 

3.2 施工事例 

竹補強土壁（バンブーウォール）の3例の施工事例を図-7
に示す。竹補強材の施工性については、これまで多く施工さ

れてきたアンカー鉄筋やEXの補強材と比べても、同等程度

に容易で特に問題はなかった。壁面材との連結や盛土施工に

ついても一般的な補強土壁と同様だった。 

４．竹補強土構造の砂防施設への応用案 

① バンブーDW応急対策工

竹補強土壁の裏にも鋼製壁面材を付けたDW構造にすれ

ば、図-8上に示すように堰堤施工現場の上流に設けられる

応急対策工として利用できる。その場合の鋼製壁面材とし

ては軽量鋼矢板あるいはスラブプレートを使用する。 

② バンブーINSEM-DW
INSEM-DWで使用する多段タイ材を異形棒鋼から竹補

強材にすれば、図-8下の堤体で示すようなバンブー

INSEM-DWになる。中詰材を INSEMにすることで、竹

補強材の耐久性がさらに向上すると考えられる。 

  

 

③ 工事用道路（管理用道路）

図-7の竹補強土壁については、そのまま砂防施設の管理用

道路、工事用道路などへ利用できる。 

④ 既設堰堤のバンブー補強盛土

図-8中に示すように、既設堰堤の安定性が不足するような

非越流部堤体の直下流に、1:0.5～1.0 程度の下流面勾配で竹

補強盛土を設置すれば、容易に堤体の補強ができる。  

⑤ バンブーパイルネット工法

盛土の軟弱地盤対策として施工されるパイルネット工法

の木杭の代わりに竹杭を用いれば、図-8下に示すように、低

堰堤の支持力不足を改善する有効な基礎工法になる。その際

の杭頭については異形棒鋼でネット状に連結する。 

５．おわりに 

竹補強材を用いた補強土壁や DW 構造等は砂防分野にお

けるグリーンインフラとしての典型的な構造物のひとつと

して考えられる。竹材が土木建設資材としても優れるという

認識を普及し、荒廃・拡大する放置竹林の整備の方途のひと

つとしてもその利用拡大に努めたい。 

参考文献 
1） 佐々木ら：竹材を利用した砂防施設等の実現可能性、平成

29 年度砂防学会研究発表概要集、R3-20
2） 林野庁：竹の利活用推進に向けて(平成 30 年 10 月)

図-8 竹補強土構造の砂防施設への応用案 図-7 竹補強土壁（バンブーウォール）の施工事例
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最大壁高4.2m 
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千葉県 

某所造成工事 

最大壁高7.2m 
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④ 既設堰堤のバンブー補強盛土
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バットレス型砂防堰堤における下流側からの除石 

株式会社共生 ○内藤裕之 

長野県佐久建設事務所 ※1渡辺剛史 

 京都大学名誉教授  水山高久 

１．はじめに 

秋山沢 2 号堰堤は、長野県南佐久郡川上村の千曲川

右支川に位置する砂防河川「秋山沢」に平成 26 年 3

月に設置された砂防堰堤（堤高 12.5m 堤長 77.0m）で

ある。保全対象には小学校、保育園、人家、村道を擁

し、特に小学校は村の避難所・避難場所にも指定され

ている。堰堤形式としては、本堤中央の開口部（開口

部高 10.5m 水通し幅 10.0m）に鋼材とコンクリートか

らなる透過タイプのバットレス型砂防堰堤である。 

本堤の両岸は急峻で、堆砂地へ通じる管理用道路の

築造は非常に困難であることから、縦横の鋼管ビーム

を外して下流側から除石ができるバットレス型砂防堰

堤(CBBO 型)が採用された。 

当該堰堤が竣工した５年後の令和元年 10 月、東日

本台風(台風第 19 号)等の豪雨により秋山沢では中規

模の土石流が発生し、当該堰堤がこれを捕捉している。 

本報は、バットレス型砂防堰堤(CBBO 型)が実際に

捕捉した土石流堆積物について、鋼管ビームを外し堰堤下

流側から排出した事例について紹介するものである。 

2．バットレス型（CBBO 型）の構造概要と特長 

2.1  構造概要 

本工法の基本構造は、写真-1 に示すように土石流捕

捉のための機能部材として、着脱可能な縦横ビームを

配し、それを支える構造部材として鋼コンクリート

バットレスを組合せた立体構造である。 

2.2 特長 
バットレス型砂防堰堤の特長は、以下のとおりである。 

・土石流捕捉部材として単純支承の縦横ビームの配置

・鋼コンクリート合成バットレスによるビーム支持

・ジョイントスペーサー(JS)によるビームとバット

レスとの連結・一体化（写真-4 参照）

・機能部材と構造部材を上下流に分離配置

・着脱式縦横ビームにより下流側からの除石が可能

3．土石流捕捉状況 

バットレス型砂防堰堤による今回の土石流の捕捉状

況を写真-3 に示す。開口部高の 6 割（約 6ｍ）までが

流木や土砂で埋塞し、その体積は約 2,700ｍ3 であった。 

4．除石作業フローと段階別状況 

4.1 除石作業フロー 

主な除石作業フローは、以下のとおりである。 

➀ トラッククレーン(TC)による 3t 以下に分解され

たバックホー(BH 0.45m3)の上流堆砂地への吊込

み

写真-1 バットレス型（CBBO 型）の構造概要 

写真-2 除石作業の典型的な一段階状況 

鋼コンクリート 
バットレス 

底版 
コンクリート

横ビーム 

縦ビーム 

天端 
ストラット

分解されたﾊﾞｯｸﾎｰ 

写真-4 ｼ゙ ｮｲﾝﾄｽﾍ゚ ｻーー (JS)の連結状況と嵌合継手 

写真-3 土石流の捕捉状況 

土石流捕捉状況（上流側） 

土石流捕捉状況（下流側） 

ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾍﾟｰｻｰ(JS) 嵌合継手（ｽﾗｲﾄﾞ可能） 

※1 現. 長野県会計局 契約・検査課

6.0ｍ 

捕捉された土砂 
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② BH による鋼管ビームの上流面近傍の除石

③～⑨ 縦横ビームや JS などの機能部材の取外し

（左岸側開口部の全高、右岸側開口部の上半高）

⑩～⑫ BH による捕捉土砂の掘削と左岸側開口部の

DT 通行による土砂搬出

⑬～⑯ 取り外した縦横ビームなどの機能部材の再設置 

4.2 段階別状況 

除石の作業フローに従った段階別の作業状況は写真-

5 に示したとおりである。構造上、横ビームは JS に間

隔保持され縦ビームは横ビームに支持されている。  

したがって、まず両径間の天端水平梁材、次に両上段

の縦ビーム、JS、横ビームの順に取外したのち、左岸

の下段においてもその順に取外すことになる。 

5．除石の実作業日数と課題 

5.1 除石等の実作業日数 

縦横ビームを含む機能部材の取外し範囲は、構造上

の理由から、写真-5,⑨に示したとおりである。取外し

部材の内訳数量は端部 JS5 台、中央 JS3 台、横ビーム

9 本、縦ビーム 6 本等であり、合計の鋼重は 15.3t と

なる。取外し作業等は 4 名で行われ、BH の堆砂地へ

の吊込み、組立、ビーム近傍の掘削、ビームの取外し、

再設置および足場設置（撤去）にかかった実作業日数

はそれぞれ約 1 日、合計で約 6 日である。 

BH（0.45m3）と DT（10t）の組合せで、2,700m3

の排土に要した実日数は約 17 日間であり、両者の合

計実作業日数は 23 日であった。 

 

 

5.2 除石の課題 

一連の除石作業を通じた課題は以下のとおりである。 

・JS の取り外し時、上方向へのスライド作業において、

バットレスの上下ブロック間のわずかな施工上のズ

レに JS の嵌合継手が引っ掛かってしまい、作業効

率が低下することがわかった。バットレス施工時の

精度管理（嵌合継手嚙み合わせ部の“通り”）を入

念に行う必要がある。

・今回は、先行掘削用の BH を TC で堆砂地に吊り下

ろしたが、クレーン作業ヤードの造成や各種重機の

調達など、準備段階で不測の手間を要した。堰堤設

計時において将来の除石作業も踏まえたスペース確

保が必要と思われる。

6．おわりに 
今回の検証により、バットレス型砂防堰堤（CBBO

型）の除石作業について、縦横ビームを取り外し重機

が往来できるスペースを堰堤開口部に確保することで、

堰堤袖越しの管理用道路を用いた従来型の除石ではな

く、堰堤前面からの除石が行えることが実証されると

ともに、管理用道路の設置が困難な箇所における砂防

施設の維持管理面での有効性も確認された。 

なお、CBBO 型を改良した HBBO+型では、縦ビー

ムや上中段の水平梁材を省いた部材構成を実現するこ

とで、よりシンプルで合理的な部材の着脱が可能とな

り、維持管理面での更なる効率化が図られている。

写真-5 除石作業の各段階別状況 

① バックホーの吊込み ② 鋼管ビーム近傍の除石 ③ 天端水平梁の取外し ④ 縦ビーム取外し

⑤ 横ビームの取外し ⑥ JS 取外し ⑦ 下段縦ビームの取外し ⑧ 下段横ビームの取外し

⑨ 機能部材の取外し完了 ⑩ 捕捉土砂の掘削 ⑪ 掘削土砂の運搬 ⑫ 捕捉土砂の排土完了

⑬ JS の再設置 ⑭ 横ビームの再設置 ⑮ 縦ビームの再設置 ⑯ 除石作業完了
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石積砂防堰堤の補強・改築に伴う前庭保護工の補修事例 

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 山田拓
株式会社オリエンタルコンサルタンツ ○渡邊拓也・秋山怜子・井口慧・遠藤里桜

1. はじめに

石積砂防堰堤は,現在でも土石流危険渓流や山地河川に

残存しており,土石流捕捉機能や河道調節機能を発揮して

いる。しかし,完成後年月が経つにつれて施設の老朽化に

加え,土石流や洪水の影響による部材や材料の性能低下が

確認されている。また,砂防施設設計基準の改定に伴い,既
存不適格となっている石積砂防堰堤は少なくない。このよ

うな状況において,平成 30 年西日本豪雨では広島県を中

心に発生した土石流災害により石積砂防堰堤の流出事例

が相次いだ（出典：「平成３０年７月豪雨に伴う石積砂防

堰堤の被災検証チーム」とりまとめ）。この土石流災害を

契機として,石積砂防堰堤の機能向上や復旧に向けた改

築・補強・補修等を推進されているが,本堤とともに前庭保

護工等の付属施設についても大規模な補修を必要とする

事例も多い。

本報告では,石積砂防堰堤の補強・改築における前庭保

護工等の付属施設に対する補修に着目し,前庭保護工の補

修内容,工事規模について整理するとともに,代表的な補修

事例紹介を行う。

2. 事例収集及び整理

対象とする石積砂防堰堤の補強・改築等に関する事例

は,49事例とした 1)。対象とした石積砂防堰堤の所在地は,
関東地方が 15 事例と最も多く,少ないところでは近畿地

方が 1 事例となり,北海道の事例は無かった。施工年度を

整理した結果,収集した事例のうち,最も古い石積砂防堰堤

は大正 14 年に整備されたものであり,現在から約 100 年

前のものである。また,収集した事例の中では,昭和 20 年

代に石積砂防堰堤の整備が盛んであり,昭和 54 年に整備

された石積砂防堰堤を最後として,以降に整備された石積

砂防堰堤は確認されなかった。

3.本堤の補強・改築における前庭保護工の必要性 

本堤とともに前庭保護工が設置されていたのは24箇所

であり,その他の25箇所は本堤のみの整備であった。本堤

の補強・改築と併せて,前庭保護工を補修した事例が22件

であり,一方で,前庭保護工を補修しない事例も2件あった。

また,石積砂防堰堤が整備された当時,前庭保護工は設置さ

れていなかったが,本堤の補強・改築に伴い,新たに前庭保

護工を設置した事例は5件であった（表1）。 
今回収集した事例のうち,前庭保護工の補修もしくは新

設された 27 事例について,石積砂防堰堤全体の工事規模

に対する前庭保護工の工事規模の割合を整理した（図1）。
なお,本報告ではコンクリート量を工事規模として位置付

けた。

前庭保護工の補修内容として,小規模なものでは,水叩き

の摩耗箇所にコンクリート充填する等,前庭保護工を部分

的に補修する事例があった。一方で大規模なものでは,既
存の前庭保護工に水叩き等を追加する事例が確認された。

また,既設の前庭保護工を取り壊し,副堤や垂直壁等を再設

置する事例も確認された。

全体の工事規模に対する前庭保護工の工事規模の割合

が 10％を下回っている事例は 4 事例であった。これらの

事例は,本堤の大規模な補強・改築に対し,前庭保護工は比

較的小規模な補修にとどまったためである。一方,前庭保

護工の工事規模の割合が 90％を上回っている事例は 4 事

例であった。これらの事例は,本堤の部分的な補強・改築等

を行い,副堤位置の変更等の大規模な補修を実施したため,
前庭保護工の工事規模の割合が大きくなった。前庭保護工

の工事規模を補修内容別に整理した結果,補修内容により

工事規模の割合に傾向が無いことが確認され,本堤と前庭

保護工の工事規模に相関は無いことが確認できる（図1）。 
本堤の機能保持が本来の目的であるが,本堤の補強・改

築だけでなく,前庭保護工の補修が大部分を占める事例も

多く,補強・改築において前庭保護工を無視できない場合

が多いことが確認できた。以降に,全体の工事規模に対す

る前庭保護工の工事規模の割合が 90％を超えている事例

について,前庭保護工の規模が大きくなった要因を示す。 
表1 石積砂防堰堤の前庭保護工の補修・新設件数内訳 

前庭保護工の補修 件数 

補修無 2 

補修有

前庭保護工の部分補修 4 
水叩き,側壁,垂直壁,副堰の追加 12 

取り壊し,再設置 6 
新設 5 

図1 石積砂防堰堤における前庭保護工の各事例の工事

規模割合 

工事規模の9割 

部分補修
追加
再設置
新設
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【事例1 川治川第4号堰堤（図2）】 
本堤補強のコンクリート 7m³に対し,前庭保護工補修の

コンクリートが115m³であり,前庭保護工の工事規模の割

合が90％を超えている事例である。 
補修前より前庭保護工（側壁護岸）が設置されていたが,

本堤基礎部の洗堀により,本堤の積石が欠損したため,本堤

と併せて前庭保護工の補修を行った。本堤の小規模な補修

に対して,本堤基礎部の洗堀防止対策として,水叩き工を新

設したため,前庭保護工の工事規模の割合が大きくなった。 
【事例2 名谷川堰堤（図3）】 
本堤補強のコンクリート 1,050m³に対し,前庭保護工補

修のコンクリートが700m³であり,前庭保護工の大規模な

補修を行った事例である。

補修前より前庭保護工（側壁,水叩き,垂直壁）が設置さ

れていたが,本堤の安定性が不足しており,本堤と併せて前

庭保護工の補修を行った。本堤は下流腹付けを行い補強す

る方針であるため,既に設置されていた側壁と水叩きの取

り壊しが必要であった。加えて,既存の前庭保護工は,水叩

き厚が不足している等,現行基準を満たしていない状態で

あった。そのため,既設の前庭保護工を取り壊し,垂直壁,側
壁および水叩きを再設置したため,前庭保護工の工事規模

が大きくなった。

【事例3 蛇谷川1号堰堤（写真1,図4）】 
本堤補強のコンクリート331m³に対し,前庭保護工補修

のコンクリートが 1,253m³であり,前庭保護工の大規模な

補修を行った事例である。

補修前より前庭保護工（副堤）が設置されていたが,本堤

の安定性が不足しており,本堤と併せて前庭保護工の補修

を行った。石積砂防堰堤の整備当時は,河床には露岩が確

認されており,水叩きの設置は不要と判断された。しかし,
本堤からの落水の影響により,河床が洗堀されたため,本堤

基礎部の洗堀防止対策として,水叩きの設置が必要となっ

た。加えて,既存の前庭保護工は,本副間の距離が不足して

おり,現行基準を満たしていない状態であった。そのため,
既設の前庭保護工を取り壊し,副堰および水叩きを再設置

したため,前庭保護工の工事規模が大きくなった。 
4. まとめ

本堤の補修・補強・改築が必要となった原因の1つとし

て,本堤下流の基礎洗堀があり,前庭保護工の補修・新設に

よる対策が有効になる。前庭保護工は本堤の性能を維持す

るために必要な施設であるが,前庭保護工の補修は,本堤の

補修・補強・改築と併せて行われることが多い。収集した

事例の中では,前庭保護工のみを対象に補修した事例は確

認されなかった。砂防堰堤の長寿命化の観点では,本堤基

礎部の洗堀を防止することで,施設のライフサイクルコス

トが低減できると考えられる。効果的・効率的な砂防堰堤

の維持管理のためには,本堤に着目した補修・補強・改築だ

けでなく,前庭保護工単独の補修についても積極的に検討

する必要がある。

図2 設計図面（川治川第4号堰堤） 

図3 設計図面（名谷川堰堤） 

写真1 前庭保護工の補修（施工中）

図4 設計図面（蛇谷川1号堰堤） 

参考文献：1）砂防学会研究発表会概要集(2022) 山田ら:石積砂防堰堤の補

強・改築における腹付工の事例と考え方

前庭保護工 本堤工

基礎洗堀 

既設の副堤 

前庭保護工 本堤工 
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稚アユ遡上期における現地計測実験を通した小型魚用魚カウンターの計数精度の検証 

新潟大学農学部 ○権田豊，株式会社建技 茂崎孝祐，土木研究所寒地土木研究所 布川雅典 
徳島大学大学院社会産業理工学研究部 河口洋一，徳島大学理工学部 林哲平 

1. はじめに

近年，河川を移動する魚類を低コストで自動計数する
ための新たな手法として魚カウンターが開発され，機能
性や計数精度向上のための研究を行われている。魚カウ
ンターは，魚道の水路部や自然河川の河床に魚を認識す
るためのセンサー部を設置し，センサー部を魚が通過し
た際に出力されるパルス状の電位差変動（パルス波）を，
自動計数プログラムにより機械的に識別することによ
り，通過方向や通過数を自動計数する装置である。 
これまで，魚道を通過する体長 50cm以上のサケ

（Oncorhynchus keta）を対象とした魚カウンターによ
る遡上数調査が行われており，高い精度でサケ遡上数

を計数可能であることが証明されている。そのため，
魚カウンターは，サケの水産資源量の把握手法として
期待できる。 
しかし，河川にはサケ以外にも水産資源として重要

なアユ（Plecoglossus altivelis）などの小型の魚類が生
息している。これらの小型魚も魚カウンターで高精度

に計数できることが望まれるが，魚カウンターを用い
て計測を行おうとした場合，体長 50cmを超えるサケ
のような大型魚と比べると，体長 20cm以下であるア
ユなどの小型魚の場合，水路を通過した際に生じるパ
ルス波は著しく小さくなる。そのため，小型魚のパル
ス波は常時計測される微弱な電位差変動であるノイズ

に埋もれてしまい識別が難しい場合がある。また，サ
ケと異なり，小型魚は群れで大量に遡上することが多
いため，小型魚の遡上数の計数をサケと同じように高
精度で行うことは難しいとされる。 
自動計数プログラムはサケを計数するために開発さ

れて実用化に至っているものの，稚アユに適用した場

合の計数精度については検証されておらず，稚アユを
計数するためのパラメータをどのように設定すべきか
分かっていない。また，小型魚用の魚カウンターの設
置・運用は試験的に始められたばかりであり，現場で
の性能を確かめる必要がある。 
そこで本研究では，魚カウンターの小型魚を対象と

した自動計数プログラムの現場での計数精度を検証す
ることを目的に，体長 10cm以下の稚アユが多数遡上
する時期に，河川の頭首工の魚道に小型魚用の魚カウ
ンターと計数精度検証用のビデオカメラを設置し，魚
カウンターを用いた稚アユ遡上計測実験を行った。 

2. 調査方法

2021 年 3月 25日～5 月 25 日の期間，徳島県阿南市

那賀川の北岸堰魚道にて遡上する体長 10cm未満の稚ア
ユを対象に，魚カウンターを設置して，期間内の遡上数
を計測した。 
体長10cm未満の小型魚のパルス波を明瞭に識別する

ために，幅 100mm，高さ 100mm，長さ 300mmのガラ

ス製通路内部にアルミ製コの字型電極 3 本を 50mm 間
隔で組み込んだ誘導路を，魚道幅 700mmを考慮して 4
本並列に設置した（Fig.1）。また，計数精度を検証する
ために，各誘導路内部の映像を記録するためのビデオカ
メラを誘導路の間に設置した。 

3. 解析方法

魚カウンターで計測したデータを田村電子工房製の
自動計数プログラム Fish Count System Analyzer 03 
Version 3.0.7 により処理することで自動計数を行った。
この自動計数プログラムを用いた場合の計数精度を確
かめるために，ビデオ映像から実際の稚アユの遡上数を

読み取り，自動計数プログラムによる計数値と照らし合
わせ，次式により計数精度を算出した。 

計数精度（％）＝(𝑁𝑐/𝑁𝑣) × 100 

ここで，𝑁𝑐：魚カウンターで計数した遡上数（尾/

分），𝑁𝑣：ビデオ映像から読み取った遡上数（尾/分）
である。 
また，小型魚を対象として自動計数プログラムの計

数精度を検証するのは今回が初回のため，自動計数に
用いるパラメータである判定閾値および終了判定時間
の最適値を定める必要があった。したがって，計数精

度に影響を与えるこの 2つのパラメータを変化させ
て，それぞれの最適値を決定する作業をはじめに行
い，その後の解析には最適値を用いた。 

4. 結果

判定閾値は，60～210mVの範囲で 10mVずつ変化さ
せて計 16条件，終了判定時間は，10～130msの範囲
で 10msずつ変化させて計 13条件，，これらを組み合
わせて解析し計数精度を求めた。その結果，判定閾値
は 90mV，終了判定時間は 60msに設定することで，最
も高精度で計数できるという結果になった。これらを
分析条件の最適値として決定し，以降の解析ではこの
値を用いた。 
稚アユが連続して遡上していた 3月 29日 8:00～

18:00までの 10時間を解析して計数精度を算出した結
果，遡上数が多くなるにつれて計数精度は低下する傾
向が見られた（Fig.2）。ビデオ映像を確認したとこ
ろ，遡上数が増えると，同時に複数の稚アユが誘導路
内を通過する現象（同時遡上）が多く発生していた。
同時遡上によって複雑で不明瞭なパルス波が増加した

ことが計数精度低下の主な原因であると考えられた。 
また，計数精度が低下する原因として，誘導路内部で

の稚アユの挙動によるものが見られた。誘導路内部で遊
泳深度を変える，複雑な動きで通過する，停滞したり低
速で通過したりする，といった特異的な挙動によってパ
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ルス波が歪になってしまい，遡上数が少ない時でも計数

精度が低下することがあった。このような例は一定数見
られたが，全体の膨大な遡上数と比較すると少なく，早
急に対策を講じる必要性は少ないものと考えた。 
ビデオ映像により計数した１分間あたりの遡上数

𝑁𝑣𝑚とカウンターにより計数した１分間あたりの遡上
数𝑁𝑐𝑚の関係を散布図に示し，散布図からデータ分布の

近似式を最小二乗法により求めた（Fig.3）。カウンター
によって計数した遡上数をこの近似式により補正する
ことで，実際に近い遡上数を推定遡上数𝑁𝑒𝑚として推定
できるのではないかと考えた。 

𝑁𝑒𝑚 = 0.0326𝑁𝑐𝑚
2 + 0.8685𝑁𝑐𝑚

この補正式の有用性を確かめるために，1分間あたり
の遡上数のデータを，解析対象とした８時の時点から 18

時まで 1分間ずつ累積し，1分間，2分間，3分間・・・
600分間と 1分毎に累積遡上数のカウント率を算出した
（Fig.4）。1分間あたりの個別の推定遡上数のカウント
率は±40％の誤差があったが，それらを累積していった
結果，累積時間が短い場合，カウント率は約 70％だった
が，累積時間が長くなると約 100％で一定になった。こ

れは，1分間あたりの推定遡上数のカウント率は，ラン
ダムな誤差を含んでいるものの，累積することで誤差が
相殺され，累積遡上数のカウント率がほぼ 100%に向上
したものと考えられる。このことから，累積時間が長く
なり累尾積遡上数が多くなるほど補正効果は高くなる
と考えられる。 

5. おわりに

本研究により，小型魚を自動計数するためのパラメ
ータの最適値を求めた。また，遡上数が増えると計数
精度が低下することを明らかにした。さらに，補正式
を用いて遡上数を補正して，それらの値を積算するこ
とで，体長 10cm未満の小型魚（稚アユ）を高い精度

で計数できることが示された。補正式は数時間以上計
測したときに補正効果が高くなる結果となり，これ
は，長時間の小型魚の遡上数を計数するといった用途
であれば，小型魚用の魚カウンターを用いた自動計数
プログラムが十分実用可能な計数精度を有しているこ
とを示唆している。 

 本研究ではカウンターの計数値とビデオ映像から読
み取った計数値を比較することで補正式を求めてい
る。魚の遡上パターンは水理条件によって変化する可
能性があり，この補正式は今回の対象地でのみ有効で
ある可能性が高い。別の河川魚道にてカウンターを設
置する度に，新たに補正式を求めなければならないの

であるとすると，結構な手間である。したがって，今
後は補正式を簡易的に求める手法の開発が必要であ
る。また，計数プログラムの計数精度をさらに向上さ
せるために，同時遡上時の複雑なパルス波の処理方法
を検討する必要がある。 

Fig.1 使用した魚カウンターの概要 

Fig.2 遡上数の増減と計数精度の関係 

Fig.3 カウンターとビデオ観察による 
1分間あたりの遡上数の関係 

Fig.4 時間毎の累計遡上数とカウント率の推移 
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北海道余市川支流中の川に設置したトラックシート魚道を利用するサケ科魚類 
〇国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 布川雅典，新潟大学農学部 権田豊 

1. はじめに

水生生物の遡上環境改善を目的に構造物周辺に簡易
魚道等を地域住民が設置する事例がみられる。この場
合、人力で行うことが多く、構造物周辺の状況に合わ
せた柔軟な形状や施工が可能な魚道が必要である。さ
らには安価で設置が容易なものが求められる。 

近年の地球温暖化による水温上昇がおよぼす冷水性
魚類への影響が懸念されているなか、2021 年の北海道
では、記録的猛暑と少雨により、構造物周辺において
魚類が遡上できない事例がみられた。このような場合
には即応的に設置できる魚道が魚類群集維持に効果を
発揮する可能性が高い。 

北海道仁木町を流れる余市川支流中の川（Figure 1）
では、簡易に安価で即応的に設置できる単管パイプと
トラックシートによる簡易魚道を、北海道河川砂防課
主催の北海道河川環境研究会が 3 年前から試験的に設
置している。しかし、この魚道の効果を明らかにする
遡河性魚類の移動数データは知られていない。そこ
で、中の川における簡易魚道の効果を明らかにするこ
とを目的として、サケ科親魚の遡上数および降下数を
魚類遡上数自動計測装置（魚カウンター）を用いて計
測した。 

2. 調査方法

2.1 トラックシート魚道の設置 
トラックシートを用いた簡易魚道（以下シート魚道と

いう）は中の川第二号床固工に 2019 年からサケ科魚類
の遡上期に設置されてきた。2020 年からはシート魚道
を遡上する個体数の計数に筆者らの一人権田らが開発
してきた魚カウンターを用いている。2021 年にも北海
道河川環境研究会によってシート魚道が設置された
（Figure 2）。魚道の設置は 2021 年 8 月 30 日から 31 日
に行われ、魚類の移動数の計測は 9 月 4 日から 11 月 22
日まで行った。 

シート魚道はパッチンクリップ（アラオ株式会社、大
阪市）でトラックシートを単管パイプに巻き付かせて水
路幅 0.6 m の水路状にしたものを作り、次に、「く」の字
型のジョイントでつないだ単管パイプで段差を作って
魚類ができるようにした水路である。その水路を床固工
から 7.0 m 下流にのばし、中間地点で魚道折り返し水路
（0.9 m × 1.7 m × 0.5 m（⾧さ×幅×高さ））につなげ
た（Figure 2）。さらに、魚道折り返し水路から下流に水
路をのばし、7.0 m 下流の水面と接続した。これを直線
型魚道と呼ぶ。一方、魚道折り返し水路から再び上流に
水路を伸⾧して水面に接続したこの水路を屈曲型水路
と呼ぶ。このシート魚道の最上流、最下流および屈曲型
魚道の中間部分に魚カウンターのセンサーを取り付け
るための誘導水路（1.6 m × 0.36 m × 0.55 m（⾧さ × 
幅× 高さ））を設置した（Figure 2）。 

2.2 トラックシート魚道の魚カウンター 

シート魚道に設置された各誘導水路に魚カウンター
用のセンサー電極を上流端から 30 cm 間隔で 3 本設置
し、両端に 5.0 V の電圧を印加した。計測対象魚がセ
ンサー上を通過するとセンサーから信号が出力され
る。このセンサー信号を魚類遡上数計測システム
（TEAFCS-LOGS01-PC：田村電子工房製、高崎市）
で記録し、FishCountSystem_Anlyzer03（田村電子工房
製、高崎市）を用いて読み取り閾値を 800 mV で読み
取り遡上数と降下数とした。中の川では、30 cm 以上
の個体はサクラマスとサケが見られる(Figure 4)。その
ため、ここで計測された遡上数あるいは降下数は両種
の合計の個体数である。2021 年 9 月 4 日から 11 月 22
日までの計測期間中にカウンターシステムやバッテリ
ーの不具合により未計測となった期間は、9 月 12 日か
ら 16 日、10 月 9 日と 10 日、11 月 9 日から 11 日の
10 日間だった。 

2.3直線型と屈曲型での計測 

Figure 1 調査地位置図。図の矢印は流下方向を示す。 
国土地理院ウェブサイト地図
（http://maps.gsi.go.jp/#15/43.156611/140.789739/&base
=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）を
加工して作成。 

Figure 2 余市川支流中の川第二床固工に設置されたシート
魚道の模式図。矢印は流下方向を示す。青および緑矢印は
それぞれ屈曲型と直線型魚道を通過したときの対象魚の動
きを示す。 
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シート魚道は直線状の水路である直線型と中間部分
で上流側へ折り返す屈曲型からなる（Figure 2）。魚道
中間で流水を遮蔽することで、直線型あるいは屈曲型
水路に通水して魚道形状を変更することができる。こ
れらの形状によるサケ科移動数の違いを明らかにする
ために、遡上数の多い時期にそれぞれ 3 期間を選んで
魚道形状毎の平均移動数を比較した。 

3. 結果

3.1 トラックシート魚道の魚類移動数 
中の川第 2 床固工に設置されたシート魚道には、

2021 年 9 月から 10 月にかけてサケ科親魚が遡上し
た。サケ科親魚の移動は 9 月 28 日ころから増加し、10
月 1 日にピークを迎え 10 月 1 週目には移動数が減少し
て 11 月には移動がみられなかった（Figure 3）。計測期
間中の遡上および降下数はそれぞれ 296 個体と 341 個
体だった。2020 年の遡上数と降下数は 55 個体と 80 個
体だった。2021 年と 2020 年の計測日数はほとんど変
わらなかったことから、2021 年に移動数が増加したこ
とは測定日数による違いではない。 

一方で、余市川が流入する日本海中部海区の 2021 年
のサケ漁獲量は 2020 年に比べて 10％増加しており、
サケ親魚の回帰数が多かったと思われる。中の川には
サクラマス親魚も多く遡上するが、2021 年のサケ科魚
類の遡上数が昨年より多かったのは、サケ回帰数増加
がひとつの要因と思われる。 

また、シート魚道には多くのサクラマス幼魚（ヤマ
メ）や複数のモクズガニが遡上していることも確認さ
れた（Figure 4）。平水時の魚道内の段差では約 30 
cm/s 前後で、シート魚道の段差にはプール状の緩流部
を設けていることから小型魚や甲殻類が遡上可能であ
ったと考えられる。 

3.2 魚道タイプごとのサケ科魚類移動数 
3 期間の平均値では遡上数や降下数には魚道形状の違

いによって、大きな違いは見られなかった。シート魚
道の下流端から遡上した個体の多くは、屈曲型も直線
型のどちらでも数分以内に上流誘導水路を通り抜けて
いた。形状の違いが遡上しやすさに影響はしていない
と思われる。また、遡上する魚類は構造物の落差によ
る落水部に誘引されていくと考えられている。今回も
魚道の入り口を見つけやすくなると考えて、屈曲型の
下流端を床固工の落水部分付近に設置した。しかし、
今回の結果は、魚道入り口の位置は遡上数に影響を与
えていないことを示唆するものである。 

4. おわりに

 中の川に設置されたシート魚道にはサケ科親魚の
296 個体の遡上と 341 個体の降下が確認された。2021
年のサケ親魚の回帰数は 2020 年より増加したと考えら
れ、それを反映したためかシート魚道を利用する個体
数も増加した。また、小型ヤマメやモクズガニもシー
ト魚道を利用していることも明らかになった。これら
からシート魚道は、大型サケ科魚類の魚道として遡上
数の増加を反映できるといった十分な機能を有してい
るだけでなく、小型魚類や甲殻類の遡上も可能である
ことが明らかになった。 

シート魚道は 4 人の人力のみで 1.5 日間で設置がで
きる。このことから、「小さな自然再生」で設置するの
に適していると考えられる。また、2021 年夏季の高温
と渇水により、北海道では絶滅危惧種のイトウが構造
物周辺の落差で遡上できず個体数を減少させた。シー
ト魚道は緊急的に設置でき、これにより流水の連続性
を確保することで魚類個体数の保全に寄与することも
できると思われる。 

謝辞：北海道河川環境研究会にはシート簡易魚道の利
用やデータ提供など本研究を行うにあたり様々な便宜
をいただいた。ここに深謝申し上げます。 

Figure 3 計測期間中（9月4日～11月22日）の中の川に
おけるシート魚道の1日あたりのサケ科魚類の遡上数
（■）および降下数（□）。灰色部分（9月12日から16
日、10月9日から10日、11月9日から11日）はデータ無
し。

Figure 4 シート魚道の上流側誘導水路を遡上するサク
ラマス親魚(a)と小型個体 (c)、サケ親魚(b)およびモク
ズガニ(d)。 
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渓流保全工区間における環境 DNA調査の適用 

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 鈴木啓介*1，戸田 満*2，川邊三寿帆，谷川優太 

株式会社 建設環境研究所 ○島村 彰，横山良太，関根 洋，釣 健司 

＊1国土交通省 中国地方整備局 企画部，＊2北陸地方整備局 高田河川国道事務所 

1. はじめに

砂防事業は，山間部の自然環境が豊かな地域で事業

を実施しており，工事実施に際しては自然環境を事前

に把握しておくことが重要である． 

湯沢砂防事務所（以下，管内）では，個別の事業箇所

において, 事業の段階と影響の程度に応じた自然環境

への配慮を行うために,環境調査とそれに基づく保全

対策などを継続的に実施している．また，管内は直轄砂

防事業としては最大の範囲が対象となるため，環境対

応の対象とする事業箇所が多く，自然公園や河川上流

域の危険箇所など調査に対する制約も多いことから，

近年は，より効率的な調査手法の検討の一環として，流

水に含まれる DNAから生物の分布を把握する，環境 DNA

調査の導入に当たって検討を行っている 1）2）． 

環境 DNA 調査の活用事例は河川中下流部に多いが，

砂防事業が実施される山地河川では，ステッププール

が連続する地形，砂防堰堤などによる落差があること，

砂防堰堤上流に存在する堆砂域によるろ過・沈降によ

り，水中の DNA量が減衰している可能性などがあり，水

中の DNA の流下動態は，河川中下流部とは異なる可能

性が指摘されている．例えば，管内で実施されている基

礎研究において，山地河川では，発生源から 0.6km地点

までで DNA がおよそ 70%減少したという結果 3)がある．

また，扇状地の礫床河川では，渓流保全工が整備され，

床固工，帯工が連続的に設置されていることが多く，こ

れらの区間では，DNAが流下しやすい，あるいは逆に減

衰しやすい等が考えられるが,環境 DNA調査はほとんど

行われていない． 

本研究では,管内の登川流域に設置された渓流保全

工（登川流路工）において，流程に沿って環境 DNA調査

と潜水目視・採捕調査（以下，魚類調査）を行い，その

調査結果から，渓流保全工における環境 DNA 調査の有

効性を評価した． 

2. 調査箇所と調査手法

調査箇所は，信濃川水系魚野川右支川の登川流域（流

域面積83.2 km2，流路延長18.5 km，平均河床勾配1/16）

の登川流路工（延長 5.66km，帯工 11基，床固工 46基）

に設定した（図-1）． 

環境 DNA 調査及び魚類調査は，令和 3 年 8 月に実施

した．環境 DNAに供する検体は，山地河川における環境

DNA の減衰の結果 3)を踏まえて，およそ 0.6km（0.3～

1.5㎞）間隔の 10箇所で採水した（図-1）．採水した検

体は常法 4)に従って，運搬，ろ過，分析を行った．なお，

分析は魚類相を網羅的に把握する Mifish 法 5）（以下，

メタバーコーディング）及びアユの種特異的 PCR法 6)を

用いた．魚類調査は，すべての床固工・帯工の区間にお

いて潜水目視，採捕を行い，生息魚類を確認した． 

図-1 登川流路工における調査地の位置図 

3. 結果と考察

3.1 メタバーコーディングと魚類調査 

メタバーコーディング及び魚類調査の結果を表-1 に
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示す．ここでは，登川流路工内において流程に沿って連

続的に分布し，複数の調査箇所で確認される代表的な 5

種の確認状況を示す．メタバーコーディングと採水箇

所の魚類調査の結果（5種×10箇所＝50例）は，全 50

例中 41例で一致していた（82％）．メタバーコーディン

グで確認されたが，魚類調査で確認されなかった例が 7

例（表-1 ※1），魚類調査で確認されたがメタバーコー

ディングで確認されなかった例は 2 例（表-1 ※2）で

あり、後者はアユの結果であった．環境 DNA調査は魚類

調査よりも確認種数は多くなる傾向があること 2)，アユ

は Mifish 法では検出されにくいこと 6）を踏まえると，

メタバーコーディングによる魚類相の把握は，魚類調

査との整合が高いと評価される． 

また，環境 DNAの流下距離を想定し 3)，採水箇所の上

流 0.6kmの範囲の魚類調査の結果［5種×9箇所（採水

⑩～②）：最上流の採水①から上流 0.6kmの潜水調査結

果はないため］とメタバーコーディングの結果を照合

すると，全 45例中 38例で一致した（84％）．魚類調査

で確認されたが，メタバーコーディングで確認されな

かった 3例はアユの結果であった（表-1 ※2，※4）．採

水箇所での結果で不一致が見られたウグイ及びニッコ

ウイワナをみると，上流 0.6km の区間の結果との比較

では，一致する結果になっていた（表-1：ウグイ採水⑤，

ニッコウイワナ採水④⑥）ことから，渓流保全工におけ

るメタバーコーディングの結果は，採水箇所及び 0.6km

程度上流の生物情報を反映しているものと考えられた． 

表-1 メタバーコーディングと魚類調査の結果 

3.2 種特異的 PCRの結果を合わせた考察 

メタバーコーディングと魚類調査の結果の不一致が

多かったアユについて，種特異的 PCR の結果を合わせ

て図-2 に示す．種特異的 PCR では，メタバーコーディ

ングでは確認されなかった箇所（採水⑦⑧）でもアユの

DNA が検出されており，魚類調査と結果は一致した．

Mifish 法では検出されづらいアユは，種特異的 PCR に

よって，魚類調査と一致した結果を得ることができた． 

図-2 流程に沿ったアユの確認状況※（上段：魚類調査，

中段：種特異的 PCR，下段：メタバーコーディング） 

※アユが確認されなかった No.24 より上流の結果は省いて示す。

4. まとめ

渓流保全工区間において，約 0.6km 間隔で採水した

環境 DNA調査の結果は，魚類調査と整合性が高く，流程

に沿った魚類の生息状況を把握することができた．ま

た，環境 DNA調査は，採水箇所の上流（今回は約 0.6km

で検討）の結果と一致している場合があり，礫床河川に

約 0.1～0.2kmおきに床固工・帯工が設置されている渓

流保全工内においても，数百メートル上流の情報を含

んでいると考えられた．以上から，環境 DNA調査の渓流

保全工への適用において，採水間隔等に関する重要な

情報を得た。 
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下流 上流

採水⑩ 採水⑨ 採水⑧ 採水⑦ 採水⑥ 採水⑤ 採水④ 採水③ 採水② 採水①

目視
（採水箇所）

● ● ● ● ● ※1 ●

目視
（0.6km上流までの区間）

● ● ● ● ● ● ●
データ
なし

メタバーコーディング ● ● ● ● ● ● ●

目視
（採水箇所）

● ● ● ●

目視
（0.6km上流までの区間）

● ● ● ● ●
データ
なし

メタバーコーディング ● ●
※2
※4

※2
※4

※4

目視
（採水箇所）

※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ● ※1 ● ● ●

目視
（0.6km上流までの区間）

※3 ※3 ※3 ※3 ● ● ● ● ●
データ
なし

メタバーコーディング ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

目視
（採水箇所）

● ● ● ● ● ● ● ● ●

目視
（0.6km上流までの区間）

● ● ● ● ● ● ● ● ●
データ
なし

メタバーコーディング ● ● ● ● ● ● ● ● ●

目視
（採水箇所）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

目視
（0.6km上流までの区間）

● ● ● ● ● ● ● ● ●
データ
なし

メタバーコーディング ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

カジカ

※1 目視（採水箇所）では確認されなかったが，メタバーコーディングでは確認．
※2 目視（採水箇所）では確認されたが，メタバーコーディングで確認されなかった．
※3 目視（0.6km上流までの区間）では確認されなかったが，メタバーコーディングでは確認．
※4 目視（0.6km上流までの区間）では確認されたが，メタバーコーディングでは確認されなかった．

確認種

ウグイ

アユ

ニッコウイワナ
（アメマス類）

ヤマメ
（サクラマス類）
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砂防事業における環境DNA を用いた生物調査手法の展望

国土交通省 北陸地方整備局 河川部 〇後藤 健*1 

岐阜大学 地域環境変動適応研究センター 永山 滋也 

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 戸田 満*2，川邊 三寿帆，谷川 優太 

(株)建設環境研究所 島村 彰，横山 良太，関根 洋 

１．はじめに 

砂防事業の自然環境調査は，平成 3 年 1 月事務連絡「水

と緑の渓流づくり調査 1)」を受けて進められ，河川砂防技術

基準において調査目的，調査項目が記載されているものの，

事業への反映方法等については事業単位ごとに個別で検討

が進められてきている．それは，冨田ら 2)の砂防事業の環境

調査の実態調査結果に基づいた指摘である，「環境調査その

ものが土砂生産・流出に直結する現象を把握するという性

格を有さないために，砂防事業における環境調査の位置づ

けが明確でない」ことからも伺える．筆者らは，近年，野外

における生物分布調査手法として急速に活用の幅が拡大し

ている環境DNA調査 3)に着目し，環境DNA調査の実施事

例を収集して，その目的を整理した．また，既往研究を収

集・整理し，砂防事業の実施領域である山地河川で環境

DNA調査を実施する上で留意する点を把握した．ここでは，

上記をまとめて作成したマニュアル案の考え方を示すと共

に，環境 DNA 調査の大きなメリットである効率化・省力

化・安全性の観点からより広く活用されることを目指して

今後の展望を整理した． 

２．砂防事業の環境調査の目的 

砂防事業での環境 DNA 調査の活用状況を，北海道開発

局及び各地方整備局の協力の上，収集・整理した．対象は

平成 29 年度～令和 2 年度とし，6 地整等 10 事務所から 33

事例を収集した（図-1）．対象種については，図-2の通り魚

類相の把握が半数以上を占めていた．調査目的は，図-3の

通り 3 パターンに分類され，これらが現在求められている

砂防事業における環境 DNA 調査の目的と考えた．具体に

は，①計画段階の施設周辺での重要種等の把握を目的とし

た個別の砂防事業箇所における調査，②管内全域もしくは

一部の比較的広い流域（広域）における生物の生息状況把

握を目的とした調査，③魚道の新設及び改築に伴う効果評

価を目的とした連続する砂防施設群における魚類調査であ

る．また，活用事例を整理した中で課題として，(1) 調査方

法が統一されていない．(2) 分析精度の確保の仕組みがない．

(3) 山地渓流での環境DNAの挙動が不明な点があることが

分かった．そこでマニュアル案で，(1)，(2)については既存

のマニュアル 4)等に準拠すること，(2)については加えて学

識者に意見を求めることが望ましいことを明示した．(3)に

ついては以下に示す３．の研究事例の整理を反映した．

３．山地河川における環境DNA 調査の留意点

山地河川における環境 DNA に関する研究事例から整理

された留意事項として，濁水等の河川の水質 5)，pH6)の影響，

砂防堰堤の堆砂域が与える影響 7)があることが分かった．

以下にそれらを踏まえた留意点と対策の例を合わせて示す． 

３．１ 水質等の影響 

濁水では検出が阻害される場合があるため，懸濁物が多

い水，濁った水は採水しないように留意する必要がある． 

腐食した植物等に PCR 阻害物質が含まれる可能性があ

るため，藻類が発生している水や腐食した植物からの溶出

物が多く含まれている環境（例えば，池塘や湿原）からの

採水は極力避ける必要がある．ただし，阻害物質の除去，

実験試薬の変更等の実験上の対策が有効である場合がある． 

温泉水やコンクリートの”アク”等によりpHが高い（ア

ルカリ）河川では，環境DNA が分解されやすく，検出され

図-1 直轄事務所の環境 DNA 調査事例数 
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18事例, 55%

イワナ, 3事例, 9%

アユ, 1事例, 3%

ハス, 1事例, 3%

サンショウウオ類

4事例, 12%

オオサンショウウオ
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カワネズミ
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25事例, 76%

流域（広域）で

の生物の生息

状況の把握

5事例, 15%

魚類の遡上状況の把握

3事例, 9%

図-3 環境 DNA 調査の目的 図-2 環境 DNA 調査の対象種 

※1 現所属 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 ※2 現所属 国土交通省 北陸地方整備局 高田河川国道事務所
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づらいことがある点に注意が必要である。 

温泉水等の流入により pHが低い（酸性）の河川では，環

境 DNA の回収率が下がり検出されにくくなることがある

点に注意が必要である．pH の影響に関しては，採水時に河

川水の pH を計測，記録することで結果の解釈に役立つ．

３．２ 採水のタイミング 

降雨や雪解けによる増水時には、平常時より水中の DNA

濃度が下がること，３．１の通り濁水による検出精度の低

下が想定されるため，増水時の採水は避けた方がよい． 

３．３ 採水箇所 

採水箇所の間隔は，環境 DNA 調査で得られた情報が含

む生物情報の範囲を留意する必要がある．山地河川を対象

に行われた実験で，発生源から 600m地点まででDNAがお

よそ70%減少したという結果7)がある．一つの目安として，

山地河川では 600m 間隔で採水箇所を設定した場合，縦断

的な生物分布の取りこぼしを最小限に出来る可能性がある．

ただし，検出の可否は環境DNA の濃度に依存し，DNA の

70%の減少が直ちに検出限界レベルを示すものではないた

め，発生源における初期 DNA 濃度が高ければ検出可能で

ある．採水箇所の間隔は普遍的な数値で提示できるもので

はないが，調査の目的，手法，対象種等や投入可能なコス

トに応じて，採水間隔を決めることが重要である． 

流量増加に伴う希釈効果が想定されるため支川の合流に

も留意する必要がある．合流点上流側に採水箇所を設定す

ることを基本とした方が良い．一方で，支川側の合流点上

流に採水箇所を設定することで，本川支川の情報を分けた

サンプリングとなり有用な情報となり得る． 

砂防堰堤の存在にも留意する必要がある．満砂した砂防

堰堤を挟んだ環境 DNA の流下実験では，堰堤の堆砂域上

流で検出された環境 DNA が堰堤直下では検出できない場

合があった．これは河川水が堰堤の堆砂域を通過する際，

伏流により環境 DNA が河床に沈着したことが原因ではな

いかと推察されている 7)．今後追加検討が必要であるが，採

水箇所は堰堤の堆砂域の上流に設定することが無難である． 

４．マニュアル案の作成と今後の展望 

上記を整理し，砂防事業における環境 DNA を用いた生

物調査マニュアル（案）を作成した．現地調査から分析ま

でのプロセスについては，既存のマニュアル 4)等に準拠す

ることを基本としつつも，本論の２，３でまとめた調査の

目的，調査時の留意点をとりまとめた．調査手法について

２．で整理した 3 パターンに分けて示した．例として，①

個別の砂防事業箇所における調査の位置図を図-4 に示す．

目的が対象箇所での配慮対象となる種の生息状況の有無の

把握であるため，調査範囲は，本体，仮設工（工事用道路，

ストックヤード等），樹木伐採の範囲，計画堆砂域の範囲と

いう工事中，工事後に改変される範囲を設定するとした．

調査箇所は，３．に記載したことを基本に調査目的に応じ

て設定することとした．②については，３．で整理した留

意点と共に砂防補助基準点上流で集中的に調査を実施した

事例を示したが，採水地点が非常に多い場合費用が高額に

なる可能性を考慮し，例えば水と緑の調査で過去に調査し

た地点と同一の調査地点で採水することでその調査地点か

らの生物相の変化の概略を調査する考え方も示した．③に

ついては，対象となる砂防施設群を対象に３．で整理した

間隔で採水箇所を設定するのに加え，効果を確認した魚道

がある場合はその上下流を追加する考え方を示した．  

今後の展望として，環境 DNA は発展が著しい技術であ

るため，本マニュアル（案）を参考に事例を蓄積し，その結

果を反映させていく必要がある．特に山地渓流における明

らかになっていない留意事項を把握し，対策を検討する必

要がある．加えて，事例は少数あるが 8)，環境DNA調査の

有用性を定量的にも示すためにも，採捕調査との比較を効

率性だけでなく経済性の観点も合わせて整理・蓄積するこ

とも重要である． 

５．おわりに 

今回，調査に協力いただいた方々に謝意を示す．砂防事

業における環境 DNA 調査の活用実態把握、既往研究の整

理に基づく留意点と対応策を整理し，それらからマニュア

ル案を作成したことで，今後砂防事業における環境DNA調

査の活用がさらに拡大することを期待する．  

引用文献；1) 建設省河川部砂防部砂防課事務連絡(1991)，2) 冨田ら(2001)，
砂防学会誌，Vol.54，No.2，P5-12，3) 例えば高原ら(2016)，日本生態学会誌，

Vol66，No.3，P583-599，4) 例えば環境DNA学会(2020)，環境DNA調査マ

ニュアル(ver.2.2)，5) 坂田ら(2021)，環境DNA 生態系の真の姿を読み解く，

共立出版，6) Strickler et al.(2017)，Biological Conservation，18，P85-92，7) 永
山ら(2019-2021)，河川砂防技術研究開発公募地域課題（砂防），8) 笛木ら

(2020)，令和2年度 北陸地方整備局 事業研究発表会

図-4 個別事業箇所における調査箇所のイメージ 
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魚類の生息から見た透過型砂防堰堤の機能 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○五十嵐 勇気 

青森県県土整備部河川砂防課 羽田 英明 

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・調節機能

に加え，渓流の連続性を保つ機能もあると考えられている。

そこで本研究では，渓流の連続性を保つ機能について，魚類

の生息という点から 2019 年から 2021 年にかけて調査を行

ったためその結果を報告する。 

２．調査概要 

２．１ 調査箇所 

 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

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

況は，不透過型砂防堰堤は満砂，透過型堰堤はいずれも未満

砂である。堰堤位置及び調査地点を図 1 に示す。 

２．２ 調査方法 

調査は生物調査と物理環境調査を実施した。生物調査は，

魚類を対象に電気ショッカーによる直接採捕と環境 DNA

分析による生息の有無および魚種の確認を行った。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，底質を調査した。流速はプロペラ式流速計により

1 点法で計測した。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 0.125-4m），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。各年の調査実施時期を表 1

に示す。 

３．調査結果と考察 

表 2 に生物調査結果を示す。広戸川 1 号砂防堰堤（不透

過型砂防堰堤）では2019年，2020年に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）が

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，生息域が河川の中流域から上流域であることを鑑みると，不透過型砂防堰堤は魚類の生息域分断の一因

となっていることが考えられた。広戸川2号砂防堰堤（鋼製透過型砂防堰堤）では，2020年調査において堰堤上下流

でヨシノボリ類が環境DNA調査により検出されており，鋼製透過型砂防堰堤が魚類の往来経路としてある程度機能し

ていると考えられた。また，コンクリートスリット堰堤である津梅川4号堰堤と桂川の小股沢1号砂防堰堤コンクリ

ートスリット堰堤においても堰堤上下流で概ね同様の魚種が確認されており，コンクリートスリット堰堤についても

魚類の往来経路としてある程度機能していると考えられる。 

H-st1 H-st2

H-st3

H-st4

H-st5

H-st6

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）

T-st1

T-st2

津梅川4号砂防堰堤 H＝10.5ｍ 

コンクリートスリット型砂防堰堤 

K-st1

K-st2

広戸川2号砂防堰堤 H＝10.0ｍ

鋼製透過型砂防堰堤

小股沢1号砂防堰堤 H＝7.6ｍ 

コンクリートスリット型砂防堰堤

広戸川 

津梅川 

桂川

図1 調査位置図

表1 調査時期

環境
DNA

直接
採捕

環境
DNA

直接
採捕

環境
DNA

直接
採捕

2019年 10月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

10月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

11月 － － － － － － ○ ○ ○

6月 － － － ○ － － － － －

9月 － － － － ○ － － － －

○：実施

2021年

広戸川 津梅川 桂川

2020年

調査実施時期
生物調査 生物調査 生物調査物理

環境
調査

物理
環境
調査

物理
環境
調査
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一方で，津梅川 4 号砂防堰堤では，2020 年に堰堤下流側

で多数目視により確認されていたサケが上流側では直接採

捕及び環境 DNA 調査により確認されておらず，調査時にサ

ケはコンクリートスリット堰堤を越えることができていな

かった可能性が考えられた。大浜1)によると，堰堤直下の落

差や透過部及び水叩きの水深が浅くなることも魚類の遡上

の阻害要因として大きいことが報告されており，津梅川4号

砂防堰堤についても，捕捉した流木によりスリット部に生じ

ていた1.5m程度の落差と底版コンクリート箇所の5cm程度

の浅い水深がサケの遡上の阻害要因となったことが考えら

れる（図2）。 

 2020 年の物理環境調査結果を図3に示す。広戸川2号砂

防堰堤では上下流で水深に大きな差が無いものの上流で流

速が低下していた。これは，鋼製透過型砂防堰堤により捕捉

されていた流木により上流域で湛水が生じていた影響と考

えられる。また，津梅川と桂川のコンクリートスリット堰堤

では，下流に比べて水深が深い結果となっていた。コンクリ

ートスリット堰堤では，スリットにより平常時においても流

下幅が制限されることがあるため，出水時に堆積した土砂が

平常時に流下する際に流路幅が狭められ水深が深くなった，

または堆砂域に淵のような環境が形成された等，堰堤下流と

は異なる環境が形成されたことが考えられる。 

４．おわりに 

 本調査より，透過型砂防堰堤は，堰堤上下流の魚類の生息

域への往来経路として重要な機能を有していることが確認

された。また，現在の透過型砂防堰堤の構造では遡上阻害要

因にもなり得ることも確認された。よって今後は持続可能な

開発目標の達成のため，透過型砂防堰堤の機能として，土砂災害を防止する機能とともに渓流環境への負荷の軽減を

目指した魚類等の生息環境の保全機能を向上させる方策も検討していくことが必要と考える。 

＜参考文献＞ 

1)大浜・坪井（2009），応用生態工学，12（1），p.49-56 

表2 生物調査結果 

図3 透過型砂防堰堤上下流の流速と水深の比較 

図2 津梅川4号砂防堰堤の状況

水深5cm程度

落差1.5m程度 

イワナ類 ● ● ● ● ● ● ●

サケ

ジュズカケハゼ ○

ヨシノボリ類 ● ● × ●

コイ ○

ウグイ ○ ○

ドジョウ × ●

トミヨ属淡水型

イワナ類 ● ● ● ●

サケ ○

ジュズカケハゼ

ヨシノボリ類 ○ ○ ○

コイ

ウグイ

ドジョウ

トミヨ属淡水型 ○

広戸川

合
流
点

上流

上流
魚種

鋼
製
透
過
型
砂
防
堰
堤

H-st6

（右支川）

H-st5

H-st4

下流 (左支川）

H-st1 H-st2

不
透
過
型
砂
防
堰
堤

H-st3

魚種

イワナ類 ● ●

サケ ○

ヤマメ ● ●

ジュズカケハゼ ○

ウキゴリ類 ○

ヨシノボリ類 ● ●

ウグイ ● ●

カジカ類 ● ●

ヤツメウナギ類 ○ ○

K-st2

桂川

下流 上流

K-st1

ス
リ
ッ

ト
堰
堤

魚種

アユ × ×

イワナ類 ● ● ○× ● ● ○×

サケ ○ ●

ヤマメ ● ● ○× ● ● ○×

カジカ類 ● × ×

ヨシノボリ類 ● × × ×

ウグイ ○

ドジョウ ○

トミヨ属淡水型 ○

T-st1

ス
リ
ッ

ト
堰
堤

T-st2

魚種

津梅川※1

下流 上流

※1：2021年調査結果は環境DNA調査と直接採捕調査の時期が異なるため併記した。

左枠：2019年，中枠：2020年，右枠：2021年

●：環境DNAと直接採捕で確認された種

○：環境DNAのみで確認された種

×：直接採捕のみで確認された種
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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、2016 年度整備から実施している 3 本

寄せ植え工法の誤伐対策としての効果の検証と、有
効な誤伐対策の検討を行った。 

２ 試験結果 

2.1 植栽方法の違いによる植栽木の生育状況 

2.1.1 植栽方法の違いによる活着率の経年変化 
GB 整備事業では、整備を開始した当初は 2m 間

隔で植栽していた。その後、誤伐対策として植栽
間隔を3.5mに広げた3本寄せ植え工法を導入して
いる。また、物理的な誤伐対策としてツリーシェ
ルターを活用した事例も一部導入している。
そこで、①従来の植栽工法（対策無し）、②3本

寄せ植え工法、③ツリーシェルター工法の 3 タイ
プの植栽木の活着率を比較した。植栽方法の違い
による活着率の経年変化を図 2に示す。 
図 2 を見ると、ツリーシェルター工法は、整備

後 5 年目の活着率が 80%以上であり、非常に高い
値を示している。誤伐対策として導入した 3 本寄
せ植え工法は整備後5年目の活着率が60%であり、

ツリーシェルター工法より低いものの、対策無し
の場合と比較すると整備後 5 年目の活着率は 30%
程度高く、誤伐対策としての効果が確認された。
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ツリーシェルター有り 3本寄せ植え 対策無し

図 2 植栽方法の違いによる活着率の経年変化 

2.1.2 3 本寄せ植え工法の特徴 
3 本寄せ植え工法は、従来の植栽方法と植栽本

数を変えず植栽間隔を広げることで、誤伐対策を
実施している。従来工法と 3 本寄せ植え工法の植
栽パターンを図 3に示す。 
3 本寄せ植え工法は誤伐対策のため植栽間隔が

広くなるように設定した。従来工法では 100 箇所/
400 ㎡（植栽木 100 本）植栽していたが、3本寄せ
植え工法は 33 箇所/400 ㎡（植栽木 99 本）植栽し
ている。 
3 本寄せ植え工法の植栽箇所数は、六甲山系の

典型的なコナラ－アベマキ群集の立木密度（5本/
100 ㎡）を参考に、誤伐や自然枯死で植栽木が減
少することを想定して7～8本/100㎡に設定した。 
つまり、100 ㎡で 7～8箇所に 3本寄せ植え工法

を実施する事で、一般的なコナラ－アベマキ群集
と同様の立木密度を維持することを目標とした。 

図 3 従来工法(左)と 3本寄せ植え工法(右)の植栽パターン 

2.1.3 早期樹冠閉鎖に対する効果 
3 本寄せ植え工法は従来工法と比較して植栽間

隔を広く設定したことから、誤伐対策としての効
果が期待された。さらに、3本の内、2本が誤伐さ
れたとしても、1 本が生長することで典型的なコ

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、山崎 卓也、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 

図 1 調査地（グリーンベルト対象区域） 

5km 

北畑 

住吉 
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ナラ－アベマキ群集の立木密度を確保することが
可能になると考えられた。
一方で、植栽間隔が広いことから、植栽木が生

長し樹冠閉鎖するまでには 7～8 年程度必要にな
ると考えられ、ネザサが繁茂する状況が予測され
た。ネザサが林床に繁茂することで、実生由来の
植物の侵入が阻害され、植栽木のみが成育する種
多様性の低い樹林が形成されることとなる。 

3.考察

3.1.1 3 本寄せ植え工法の効果
3 本寄せ植え工法施工箇所における植栽木の生

育箇所数の経年変化を図 5 に示す。試験区は平成
28 年に北畑地区及び住吉地区に設置した。 
図 4を見ると、施工当初 34 箇所（モニタリング

対象 100 本=3 本×33 箇所+1 本）だった植栽箇所
の内、25 箇所以上残存しており、34 箇所すべて残
存している試験区も確認された。 
植栽木の活着率と植栽箇所数を比較すると、誤

伐率は 50%を下回ったものの、植栽箇所数が 70%
以上に維持されており、3 本寄せ植え工法の有効
性が確認された。 
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図 4 植栽木の活着率と植栽箇所数 

3.1.2 3 本寄せ植え工法の課題 
3 本寄せ植え工法は従来工法と比較して活着率

が改善し、植栽箇所数も活着率以上に多くの地点
で植栽木が残存している。このため、植栽木は順
調に生育すると考えられる。しかし、立木密度は
従来工法と比較すると8箇所/100㎡と少ないため、
早期樹林化を目指す場合は誤伐による植栽箇所数
の減少を抑制する必要がある。 

3.1.3 早期樹林化を目指した植栽工法 
GB 整備事業では、整備後にネザサが繁茂し、実

生由来の木本植物の侵入を阻害している。植栽木
によって早期樹冠閉鎖することにより、樹林内の
照度が低下し、ネザサが繁茂する状況を軽減する
ことが期待される。早期樹林化による樹冠閉鎖は
ネザサの抑制につながり、このことは、実生由来
の植物の侵入が期待される。その結果、階層構造
を持つ土砂災害防止機能の高い樹林の成立へとつ
ながる。

① 誤伐対策と立木密度の確保
誤伐対策として導入した 3 本寄せ植え工法は、

誤伐対策としての効果は確認されたものの、立木
密度が従来工法より低い点が課題である。 
一方、ツリーシェルターは図 2 に示すとおり、

誤伐対策として高い効果が確認されている。従来
工法でツリーシェルターを設置することで早期樹
林化が期待できる。 

② 費用対効果の算出
ツリーシェルターは約 1,000 円/本のコストが

必要となるため 2,500 本/ha で整備費が約 250～3
00 万円高くなり、この点が GB 整備事業で全面的
に導入されていない理由である。 
そこで、3 本寄せ植え工法とツリーシェルター

工法について、整備後 10 年目の費用対効果につい
て比較した。費用対効果の算出に使用した整備単
価を表1に、整備後10年間の整備費を表2に示す。
費用対効果の算出には整備後 10 年目に同じ活着
率を維持する事を条件としたため、3 本寄せ植え
工法では誤伐等で減少した植栽木を整備後 5 年目
に追加植栽によって活着率を維持することとした。 

表 1 費用対効果算出に使用した単価表 

項目 備考
直接工事費
単価（万円）

単位

下草刈り
(年2回実施)

2回(春季：16.8、秋季：15.4)、
萌芽対策含む

32 ha/年

新植 2,500本／ha　植栽(ツリーシェルター設置) 844 ha

新植 2,500本／ha　植栽(ツリーシェルター無し) 554 ha

追加植栽
（10年目）

1,000本／ha　植栽（ツリーシェルター無し） 221 ha

地拵え 整備に伴う伐採、下草刈り、伐木整理 45 ha

表 2 整備後 10 年間の整備費 
ツリーシェルター有り *単位は万円

項目
単価

（万円/ha・年）
整備年 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 10年目

地拵え 45 ○

新植・補植 844 ○
下草刈り 32 ○ ○ ○ ○ ○

889 32 32 32 32 32
追加整備

無し
1,050

ツリーシェルター無し

項目
単価

（万円/ha・年）
整備年 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

地拵え 45 ○

新植・補植 554 ○
追加植栽1000本 221
下草刈り 32 ○ ○ ○ ○ ○

599 32 32 32 32 32

項目
単価

（万円/ha・年）
6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

地拵え 45

新植・補植 554
追加植栽1000本 221 ○
下草刈り 32 ○ ○ ○ ○ ○

254 32 32 32 32 1,142

直接工事費計

計

直接工事費計

直接工事費計

計

③ 費用対効果の検証結果
表 2 を見ると、整備年の整備費はツリーシェル

ター有りの方が約 300 万円高くなる。しかし、整
備後 10 年間で必要となる整備費は、ツリーシェル
ター無しの方が約 100 万円高くなる。
樹林化については、ツリーシェルター有りの場

合、植栽木の 70%程度が活着し、樹高 8～10m の密
生した低木林が形成されていると考えられる。一
方、ツリーシェルター無しでは、初年度に植栽し
た個体は樹高 8～10m に生長しているものの、追加
植栽した個体は 3～4m であり、密生した低木林の
形成に至っていないと考えられる。 
以上の結果から、ツリーシェルター工法は、早

期樹林化を目指した植栽工法として費用対効果が
高く、今後 GB 整備事業でも本格導入を検討する事
が望ましい。 

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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Assessment of Swa Dam Breach Using Empirical Formulas and Satellite Data 
   Pa Pa Shwe Sin Kyaw, Taro UCHIDA (University of Tsukuba) 

1. Introduction
Though dams provide various benefits for livelihood, their failures also would deliver adverse 

effects to localities in downstream. Myanmar, a country in Southeast Asia with an area of 615,678 km2 

and 52 million populations, have already experienced several dam failures cases which leads to the 

need of investigation of the dam breach and its consequences of inundation in the downstream area 

and share such information with the stakeholders living in the downstream areas so that preventive 

measures can be put in place to avert catastrophic damages. For example, the spillway collapsed event 

of Swa Dam in Myanmar was happened recently in 2018, impacted a number of damaged to 

downstream societies. However, case studies of dam breach event in Myanmar is still limited. 

Although there are several previous studies that have proposed disaster risk assessments for dam 

failures (e.g., Froehlich, 2008), its effectiveness has not been fully verified for dam failure cases in 

Myanmar.  

The objective of the study is to assess the dam breach event happened in Swa dam in order to 

analyze the characteristics of the spillway breach, breach mechanisms and consequences on 

downstream using simple approach such as empirical equations proposed by previous studies. 

2. Material and Methods
2.1 Study area

Swa dam is located within Yedashe Township in 

Bago Region, southern part of Myanmar (Map reference 

94A/4 V645250) (Fig. 1). Location has average annual 

rainfall of 2127 mm which gives average annual inflow 385 

million m3. The dam was constructed in 1999 and 

completed in 2005. It is an earthen typed dam which has a 

catchment area of 1044 km2. Dam height is 29.57 m and it 

is 2011.68 m in length. The dam has a total water volume 

of 267 million cupid meter in its fully storage. The reservoir 

area is 2792 ha and irrigation scheme is 14,164 ha. Spillway 

type is Reinforced Concrete Bath tube (duckbill) which has 

122 m crest length, 170.7 m long and spillway discharge is 

1486 m3/s. 

2.2 Data 
Swa spillway collapsed at about 5:30 am in the morning of 29th August 2018. Spillway was overflowed 

about 0.5 m water depth above the crest and water level was about 102.68 m which was about 4.1 m 

to the crest of the dam embankment. Water levels during the event were recorded for two days by 

Irrigation and Water Utilization Management Department (IWUMD) of Myanmar. Field survey was 

conducted after the flood and elevation contour map of study site after the breach was also prepared 

by IWUMD. After the failure event, technical teams by IWUMD investigated the spillway collapse 

site to find the causes of the collapse and the factors that could effect on the stability of spillway. 

3. Results
3.1 Topographic change

Figure 1. Location of study area

Myanmar 
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From the topographic data, the maximum cross sectional 

width of the breach is about 148.73 m, bottom width of 

breach is about 71.93 m and average breach width is 110.33 

m. Height of Breach is about 26.28 m from the dam crest

RL- 107.28 m, as shown in Figure 2.

3.2 Outflow Hydrograph 
Maximum breach discharge occurred in spillway 

failure event was calculated which was about 7218.5 m3/s at 

102.68 m water level happened at 5:30 am in the morning 

using observed water level recorded during the breach and 

height-volume relationship of the Swa dam as shown in 

Figure 3.  

4. Discussions & Conclusions
In this study, observed breach parameters and peak 

discharge of Swa dam were compared with calculated 

parameters by using empirical formulas from previous research. The most common empirical 

equations were selected into consideration as shown in Table 1. It is found that the calculated results 

from MacDonald’s breach equations provided the highest values whereas the Bureau of reclamation 

gave the lowest values in terms of average breach width, and peak outflow respectively. Froehlich’s 

predictor equations provided the nearest values in average breach width while, Pierce’s method could 

explain data in Swa dam for peak discharge.  

From these results, it was confirmed that dam breach parameters and peak outflow of Swa dam 

case could be predicted if we can select an appropriable empirical formula. On the other hand, 

sufficient accuracy may not be obtained if an incorrect formula was selected such that peak flow rate 

may be underestimated several times. In the future, we would like to consider the reason for the low 

accuracy and how to select a suitable formula for dams in Myanmar. 

Table 1. Comparison of calculated and observed breach parameters & outflow for Swa Dam 
MacDonald 

et al 

 (1984) 

Bureau of 

Reclamation 

(1988) 

Soliman 

(2015) 

Froehlich 

(1995a) 

Froehlich 

(2008) 

Pierce 

(2010) 

Swa 

Dam 

Breach average width (m) 349 67 168 169 155 - 110.33 

Breaching time Tf (hr) 2.62 0.73 2.28 4.01 3.56 - 2.5 

Peak Outflow Qp (m3/s) 12489.72 5913 - 8793.53 - 8269.15 7218.5 

References; 
T.C. MacDonald, J.Langridge-Monopolis, Breaching characteristics of dam failures, J.Hydraul. Eng., 110(5) (1984) 567-

586.

Bureau of Reclamation, Downstream hazard classification guidelines, ACER Tech. Memorandum Rep.No. 11, (1988),

Denver.

D.C. Froehlich, Embankment Dam Breach Parameters Revisited, ASCE Conf. New York (1995a) 887-891.

D.C. Froehlich, Embankment Dam Breach Parameters & their uncertainties, J. Hydraul. Eng., 134(12) (2008) 1708-172.

M.W. Pierce et al, Predicting peak outflow from breached embankment dams, J. Hydrol. Eng., 15(5) (2010) 338-349.

A. Soliman, Hydrological Impacts of Renaissance Dam Failure on the Downstream up to the High Aswan Dam, (2015)

Cairo University, Egypt.
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Figure 2.  Cross section of breach (Blue before, Red after)
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柔性金網における耐衝撃性の再現シミュレーション 

防衛大学校 学生会員 ○小泉香那子，正会員 堀口俊行 

東京製綱インターナショナル(株) 非会員 杉本雅一，有田 毅 

１．緒 言 

 近年の局地的な豪雨の影響で大規模化された土石流対

策として新たな対策構造物が求められている．特に，緊急

対策としての防護工は，従来建設されているコンクリート

製の堰堤ではなく，施工の容易性や地積を大きくとらない

柔性の構造物が着目されており，落石防護網や落石防護柵

を利用して，一時的な土石流対策として用いられつつある．

そのため，筆者ら 1)は金網における限界状態を整理するた

めに，実験室規模の重錘落下装置を用いて行ってきた．し

かし，先端形状や重錘の総重量における影響が大きく，本

来金網の持っている性能評価に資するデータとして十分

でなかった．そのため，先端形状の異なる実験や重錘の重

さを変えた実験を行い，簡易的な性能評価方法について検

討する必要がある．一方，南波ら 2)は金網形状と目合い寸

法の異なる金網に対して，自由落下衝撃実験を実施し，限

界吸収エネルギーについて実験結果からの推定と提案型

簡易算定手法とで比較し，簡易型における性能評価で十分

推定できることを示した．小室ら 3)は，ひし形金網の耐衝

撃挙動を推定するため，金網の変形応答，挙動について再

現している．しかし，金網の種類，使用部材，編み方，網

間隔によってパラメータ設定が複雑化するため，簡易的に

決定することは困難であると考えられる．そのため，実ス

ケールにおける再現は同じ条件下では難しいため，前段階

として実験室で行える重錘落下実験を基に再現解析を行

い，パラメータ設定の方法を検討することが必要である． 

 そこで本研究は，重錘落下装置を用いた衝突実験でひし

形金網に対する張力時間関係を計測し，個別要素法を用い

て張力とひし形金網の変位量を再現シミュレーションす

るものである． 

２．重錘落下衝突実験 

2.1 実験概要 

 写真-1 に，重錘落下装置を示す．これは，最大 4.0 m か

ら落下させる重錘落下装置であり，先端部は半球（R = 0.15 

m）形状である．重錘総重量W =199，300 (kg)とした．計

測項目は，加速度，各ロープ張力，金網の変位量である．

加速度は，重錘上部平端部に取り付けた加速度計を用いて，

張力は，ロープ端部側面に貼布したひずみゲージを用いて

計測した．併せて，重錘の変位はレーザー変位計を取り付

けることで計測した．写真-2に示す供試体は，3×7，12φ

のワイヤロープで囲まれた 1.0 m の範囲に設置したひし形

金網であり，素線径φ= 4，5 (mm)の 2 種類を対象とした．

表-1 に，供試体諸元を示す． h は，重錘底面と金網表面

が接触した位置を基準とし， h = 1.5~2.0 (m) から重錘を落

下させ，1 回目の衝突で捕捉できたならば，2 回目も同じ

高さから落下させた． 

2.2 実験結果 

 写真-3に，素線径φ=5 (mm)の供試体に，W =199 (kg)を

h = 1.5 (m)から落下させた場合の供試体の変形状況を示す．

重錘の形状のまま変形し，大きく窪んでいることが分かる．

実験後では，重錘衝突後のワイヤロープが留め具によりく

の字に曲がる様子が確認された．図-1に，張力－時間関係

を示す．初期時間 t = t0 (s)は，張力の立ち上がりを重錘が供

試体に触れた時点とした．衝突エネルギーが小さい図-

1(a)の場合は素線径の違いによる張力の差はほぼないと

言えるが，一方でエネルギーが大きくなった図-1(b)の場

合は，素線径の違いによる張力差が表れている．  

写真-1 重錘落下装置 

表-1 供試体の諸元 

素線径 目合い 重量 

4.0 mm 50 mm 5.5 kg 

5.0 mm 50 mm 9.0 kg 

1.0 m 

1.0 m 

写真-2 供試体設置状況 

表-2 解析初期値 
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図-1 張力－時間関係 

(b) W =300 kg, h =1.5 m(a) W =199 kg，h =1.5 m

写真-3 衝突後の状況 

図-2 供試体モデル 図-3 最大張力発生時 

項 目 値 

供試体モデル 
球形要素 424 個 

円柱形要素 844 個 

重錘モデル 球形要素 1 個 

接触ばね 
ばね

定数 

法線方向 Kn(N/m) 1.0×107 

接線方向 Ks(N/m) 3.0×106 

時間条件 時間刻み Δt (s) 1.0×10-8 
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３．解 析 

3.1 解析概要 

表-2 に解析初期値を，図-2 に解析で使用した供試体モ

デルを示す．供試体は，球形要素 424 個，円柱形要素 844

個を配置しモデル化した．重錘モデルは，実験の重錘と重

量を同じくした球形要素を用いて，計算時間削減のため，

供試体モデルと接着した状態に初速度を与えることで，運

動量を合わせた．張力は，図-2に示すように供試体モデル

の 4 点で算出された平均値を，変位は重錘が金網に設置し

た場所からの変位として，実験と比較した． 

3.2 実験と解析の比較 

 図-3 に，最大張力発生時の供試体状況を示す．図-3 で

は，実験で表れたような，ひし形形状が衝突点に行くにつ

れて伸ばされず，均等に変形が伸びていることが分かる．

また，ひし形金網は，部材の伸びとひし形形状の変形を伴

って衝撃力を受け止めているということが示唆される．こ

のことから，局所的な変形は今後検討が必要であるが，全

体的な変形や形状の変化は実験を再現できている． 

図-4に，実験と解析の張力-時間関係について示す．図

-4(a),(b)から，素線径φ= 5 (mm)の場合の最大張力は概ね

一致していると言える．図-4(c)は，素線径φ= 4 (mm)の場

合であり，最大張力に約 15 %の差があるものの，その波形

について最大張力までの波形と，最大張力発生後の波形に

ついて実験と同様の波形が見られた．これより，解析にお

いて概ね張力と波形を再現できた．図-5に，解析の時刻歴

応答を示す．図-5では，重錘が金網に触れた状態を t = t0 

(s)とした．図-5(a)は，重錘と金網が衝突する直前である．

図-5(b)は，重錘衝突点付近に吸い込まれるようにひし形

金網が変形している．さらに，図-5(c)では，おおむね重錘

が金網に覆われており，金網が大きく変形していることに

ついて再現できている．図-5(d)は，最大張力が生じてい

るときの景況であり，解析の最大変位 umax = 0.36 (m)，実験

の最大変位 umax = 0.41 (m)であるので，解析値は実験値に近

い値であった．以上から，最大変位は実験と概ね合ってい

るが，解析ではワイヤロープと金網の留め具は考慮してい

ないため，各々のワイヤロープのたわみについてその景況

の再現に精緻なデータ計測や実験との比較が必要である． 

最後に，図-6 に複数の礫が衝突した場合の適用例を示

す．図-6 では，図-6(a)のように配置して落下させると，

図-6(b)のように最大張力が発生する様子を示している．

これより，多数の礫が集中して衝突した場合においても本

手法は荷重予測としてシュミュレートすることができ，今

後想定した土石流荷重においても設計に資する荷重を予

測できると考えられる． 

４．結 言 

 本研究では，金網実験供試体を高さ h = 1.5~2.0 (m) から

落下させ，重錘衝突による金網の張力，変位について検証

したものである．解析では，金網の最大張力，最大変位は

再現できており，ひし形金網の耐荷性能評価が可能である

と考える．今後は，異なる実験ケースや実際の土石流に対

しての適用性について検討を進めていき，土石流荷重に対

する荷重評価の検討を進めていく． 
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(a) t = t0 (s)

(b) t = t0 + 0.03(s)

(c) t = t0 + 0.06(s)

(d) t = t0 + 0.08(s)

図-5 実験と解析の時刻歴応答 
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図-6 複数の礫が集中して衝突した場合 
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既設不透過型砂防堰堤に付与した張り出しタイプ流木捕捉工に作用する荷重に関する研究 

防衛大学校 〇渡邉大貴 堀口俊行 

JFE 建材株式会社 飯塚幸司 

1．緒 言

近年，異常気象に起因した台風や集中豪雨により，

土石流や洪水が頻発している．令和 3 年 7 月伊豆山土

砂災害 1)では，住宅地に土石流が流れ込むなど地域住

民の生活を脅かしている．最近の傾向として，平成 29

年 7 月九州北部豪雨 2)で発生した大量の流木の流下に

ついて着目され，その対応が急務である．不透過型砂

防堰堤に流木捕捉機能を付与する手法の一つとして，

写真-1 に示すような張り出しタイプ流木捕捉工 3)（以

下，張り出しタイプと呼ぶ．）がある．しかし，流下し

てくる土石流の流下形態も不明確なうえに，作用荷重

を推定する設計式についても未検討なままである．そ

のため，基礎的段階として実験規模における荷重の計

測と解析での推定について検討する必要がある． 

そこで本研究は，直線水路実験によって張り出しタ

イプに作用する荷重の計測ができる装置を提案し，そ

の結果を基に個別要素法を用いて張り出しタイプの荷

重を再現シミュレーションするものである． 

2．荷重計測実験 

2.1 実験の概要 

図-1 に，実験水路を示す．水路長約 4.4 m，水路幅

0.3 mの可変勾配型直線水路である．本研究では，土石

流区間とするため河床勾配 θ = 10 °とした．図-2に，堰

堤モデルを示す．流木捕捉工および不透過部にそれぞ

れ 4 個ずつ 500 N ロードセルを設置している．土石流

発生要領は，上流側に設置した流木の後方で貯めた水

20 L を一挙に流下させる方式を採用した．流木本数 n

を 0，100，300，500本と変化させ，堰堤上流側の初期

堆積礫が満砂状態の堰堤モデルに対して，水と流木を

材料とする土石流を衝突させて張り出しタイプおよび

不透過型に作用する荷重を計測した． 

2.2 実験結果 

図-3に，実験における荷重〜時間関係（張り出しタ

イプ）を示す．なお，不透過部もしくは張り出しタイ

プのいずれかに荷重が作用する直前の時刻を t = t0 sと

している．衝突荷重の最大値は，流木本数 n = 0，100で

は衝撃的な荷重は生起していないが，流木本数 n = 300

項 目 値 

流水モデル 

流速 (m/s) 2.5 

水深 (m) 0.12 

抗力係数 0.5 

堰堤モデル 
円柱要素 12 

球形要素 4 

水 路 

傾斜角 (°) 10.0 

水路長 (m) 4.35 

水路幅 (m) 0.3 

礫モデル 球形要素 (個) 2284 

流木モデル 円柱形要素 (個) 100-500 

接触ばね 

法線方向 (N/m) 1.0×106 

接線方向 (N/m) 3.5×105 

摩擦係数 0.404 

表-1 解析初期値 

(a) 正面図 (b) 側面図

図-2 堰堤モデル

不透過部

初期堆積礫(100%)

流木捕捉工モデル

図-4 初期配置 

図-1 実験水路 

図-3 実験における荷重～時間関係 

写真-1 張り出しタイプ流木捕捉工 
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で 20.3 N，n = 500で 26.1 Nであり，流木捕捉工に生じ

る荷重は流木本数に影響を受けることを確認した． 

3．再現解析 

3.1 解析の概要 

ここでは，流木本数 n = 300，満砂時の結果のみ示す．

図-4に，解析で使用した堰堤モデルを示している．配置

要領や初期設定については実験を再現している．表-1に，

解析初期値を示す．実験から得られたものを参考に決定

した．さらに，礫モデルを球形要素，流木モデルを円柱形

要素として，堰堤モデルに円柱形要素を集合体として形

状を組み，平面要素を使用して使用している．なお，流水

は，計算負担を軽減するため，水路中の要素に水深と流

速を直接与える流速分布モデル 4)を使用した．その時の

流下の要領は，実験の映像分析より実施している． 

3.2 解析結果 

 図-5に，流木本数 n = 300 における実験と解析の流木

流下状況の比較を示す．なお，流木捕捉工に土石流が衝

突する直前の時刻を t = t0 sとしている．図-5(a)〜(c)は，

それぞれ張り出しタイプに荷重が生起する直前，最大衝

突荷重時，荷重の安定時であるが，流木の衝突過程を概

ね再現できている． 

図-6 に，実験と解析の荷重～時間関係の比較を示す．

なお，図-5(a)の瞬間を t =t0 sとしている．流木本数 n = 

300 のケースでは，実験における最大荷重は 20.3 N であ

ったが，解析では 23.0 Nであり，最大荷重について再現

することができた．一方で，最大荷重到達後，実験では荷

重が減少しているのに対して，解析では最大荷重とほぼ

同じ荷重が作用し続けている．これは実験では土石流と

して流下させる水は 20 Lのみであるのに対し，解析では，

流速分布モデルを用いているため止水していないことに

よるものである．今後，流速分布モデルの改良が必要で

あると考えられる． 

4．結 言 

 本研究は，不透過型に付与した張り出しタイプに流木

と水によって構成される土石流を衝突させた際の荷重応

答を検証したものである．以下にその成果を示す． 

1) モデル実験を行うとともに，個別要素法によって荷

重応答を再現することができた． 

2) 初期堆積礫条件の影響に関係なく，流木本数が多く

なると流木捕捉工まで流木が到達して衝撃的な荷重が

生じることが分かった． 

3) 流木本数が多くなると，流木捕捉工に作用する最大

衝撃荷重が大きくなる． 

 今後の課題として，勾配の影響もあるが，流木と礫の混

合等における土石流側の材料の影響や流木の流下形態ご

との荷重の影響について検討していく予定である． 
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図-5 実験と解析の流木流下状況の比較 

(a) t = t0 s

(b) t = t
0
+0.53 s

(c) t = t
0
+5.00 s

図-6 荷重～時間関係（実験と解析の比較） 
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景観に配慮した透過型砂防堰堤の土砂捕捉機能に関する研究 

立命館大学大学院理工学研究科 ○矢野隆宏 

立命館大学理工学部 里深好文・藤本将光 

1．はじめに

近年，日本では台風や集中豪雨によって土石流

を始めとする土砂災害による被害が多発してい

る．主な土石流対策として砂防堰堤の設置が挙げ

られ，不透過型砂防堰堤と透過型砂防堰堤の 2種

類に分けられる．透過型砂防堰堤は不透過型砂防

堰堤と異なり，流木と土砂の両方を捕捉でき，不

透過型砂防堰堤よりも防災効果が高いことは明

らかである．しかし，透過型砂防堰堤は住民らに

不安がられる傾向にある．竹村ら 1)が行ったアン

ケートによると，透過型砂防堰堤の下流側から上

流側の礫や流木の捕捉状態がはっきりと見える

ことが不安感を与えていることがわかった． 

本研究では，透過型砂防堰堤の流木捕捉機能を

維持したまま人々に安心感を与えられるような

砂防堰堤の形状を提案し，その土砂捕捉機能につ

いて検討を行った． 

２．実験模型 

実験には模型 A と模型 B の二種類を使用した．

寸法を図 1～4 に示している．格子間隔は 10mm

であり，模型 Aの上流側擁壁は，上・下流側へ可

変でき，110mm～210mm に調節できる．模型 B

は水路勾配が 15 度の時，擁壁が鉛直となるよう

角度がついている．どちらの模型も下流側から捕

捉状態が見えないよう工夫した． 

３．実験概要 

 実験では，幅，高さ共に 20 ㎝の矩形断面水路

に模型を設置し，模型下端から 5m 上流地点に堆

積させた土砂を流下させて土砂の捕捉率を求め

るとともに，下流側からの見え方を確認した．土 

砂の捕捉率𝑓𝑐は式 1のように定義する． 

𝑓𝑐 =
𝑚𝑐

𝑚𝑔
  （１） 

ここで，mc は砂防堰堤で捕捉された土砂の質量

mg は投入した土砂の質量である．土砂は珪砂 1

号・3 号を使用し，1mm，3mm．5mm にふるい

分けたものを使用した．また，水路上流端からの

流入流量1.2l/sである．流木はφ=4mm，L=50mm

のものを使用し，ケース B-9，B-10 において土砂

に対して流木の体積比 1％としている．計 14ケー

スの実験を行い，擁壁と本体の縦断距離による影

響，格子の有無による影響，粒径の違いによる影

響，土砂の割合と流木による影響について検討を

80mm 80mm 

38mm 

35mm 

250mm 

205mm 

110mm 

230m 230m

図１ 模型 A（上面） 図 2 模型 B（上面） 

図 3 模型 A（側面） 図 4 模型 B（側面） 
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行った．各ケースの実験条件を結果とともに表 1，

表２に示す．  

表１ 実験条件（模型 A） 

表２ 実験条件（模型 B） 

4．結果と考察 

3.1 擁壁の縦断距離と粒径の違いによる影響 

caseA-1～A-3，B-1の結果から，擁壁の縦断距

離や粒径の違いによる捕捉率への影響はほとん

どないことがわかった．勢いよく流下してきた土

砂は上流側の擁壁に衝突することで流速が著し

く小さくなり，格子付近での土砂の濃度が大きく

なり格子に詰まりやすくなったと考える．また，

粒径 3 ㎜の土砂を補足できていることから，格子

幅の 3割の大きさの土砂でも捕捉できることが確

認された． 

3.2 格子の有無による影響 

caseA-1，A-4の結果から，格子の有無によって

捕捉率へ大きな影響があることがわかった．上流

側擁壁と格子があることで捕捉効果が増大する

ことが確認された． 

3.3 土砂の割合と流木による影響 

caseB-4～B-10 の結果から，巨礫の閉塞により

小粒径土砂の捕捉も可能であることがわかった．

しかし，多量の巨礫が必要であり，流木の役割も

大きいことが確認された． 

3.4捕捉状態について 

図 5 にケース B-８，図 6 にケース B-9 の捕捉形

態を示す．今回の実験において，ケース B-9 にお

ける捕捉形態が最も土砂や流木が見える形とな

った．しかし，それでも少量の流木しか見えてお

らず，安心感をある程度創出できていると考える．

また，流木を供給しないケースでは捕捉状態を十

分に隠すことができている． 

5．おわりに 

 本研究では，新たな透過型砂防堰堤の形状を提

案し，その土砂捕捉機能を示した．しかしながら，

擁壁の縦断距離・スリット幅の最適値や土砂が片

側に偏った場合の影響等など細かな構造につい

て検討することが今後の課題である． 

参考文献 

1) 竹村庄平ら(2019)，景観に配慮した透過型砂
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概要集 p671-672
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流捕捉における礫および部材間隔に関する一

考察，砂防学会誌，Vol67，No5，p3-11

3) 国土交通省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

4) 尾崎幸忠ら(1998)，流木が混入した土石流の

鋼製透過型砂防ダムによる捕捉形態の調査，

砂防学会誌，Vol51，No.2，p39-44

case
勾配

（度）

擁壁の縦断距離

（mm）

粒径

（mm）
格子の有無

捕捉率

(%)

A-1 15 110 5 有 92

A-2 15 160 5 有 92

A-3 15 210 5 有 89

A-4 15 110 5 無 24

1mm 3mm 5mm

B-1 15 0 0 100 0 鉛直 98

B-2 15 0 100 0 0 鉛直 97

B-3 15 0 100 0 0 鉛直 92

B-4 15 80 20 0 0 鉛直 43

B-5 15 70 30 0 0 鉛直 68

B-6 15 70 0 30 0 鉛直 80

B-7 15 50 0 50 0 鉛直 89

B-8 15 30 0 70 0 鉛直 94

B-9 15 70 0 30 1 鉛直 89

B-10 15 70 30 0 1 鉛直 86

模型種類
捕捉率

(%)
case

勾配

（度）

粒径の割合(%) 流木

（％）

図 5 caseB-8 

捕捉状態 

図 6 caseB-9 

捕捉状態 
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直方体構造物を迂回する溶岩流の堆積特性に関する実験的研究 

群馬工業高等専門学校  永野 博之 

群馬工業高等専門学校 専攻科 〇池本 敦哉・ 柳原 駿太 

八千代エンジニヤリング株式会社  西尾 陽介・ 佐藤 敏明 

1．はじめに

溶岩流災害対策施設の配置検討に向け，著者ら 1)は，

直方体構造物を設置した平板あるいは矩形断面の小型

流路を用いた溶岩の流動実験により，構造物に捕捉さ

れる溶岩流の堆積特性に関する検討を進めてきた．し

かしながら，流動実験は，単一の流路勾配に限られてお

り，流路勾配の変化に伴う，構造物に捕捉された溶岩流

の堆積特性の変化に関する議論にまでは至っていない． 

そこで本研究では，直方体構造物を迂回する溶岩流

に関する知見のさらなる集積を図るため，勾配の異な

る小型流路を用いて溶岩の流動実験を実施し，構造物

を迂回する溶岩流の堆積特性について検討した． 

2．実験概要 

 溶岩は，融点降下剤を加えた川砂を加熱して生成し

た．加熱前の各重量は，川砂 540g，重曹 270g，ホウ砂

540g である．小型流路の模式図を図-1 に示す．流路の

勾配は 10°または 15°とした．平板流路は流路延長

100cm，流路幅 60cm とした．平板流路は，木製合板に

粒径 2mm 未満の川砂を厚さ 5cm で敷設して製作した．

溶岩流は，平板流路の上流端から 20cm 地点に，加熱容

器を手作業で傾動させて溶岩を供給することで発生さ

せた．直方体構造物の諸元は，高さ 3cm，幅 5cm，奥行

き 3cm とした．直方体構造物の捕捉面の位置は，供給

地点から 20cm 地点とした．溶岩の流下状況は，流路上

方，流路右岸側方に設置したビデオカメラにより撮影

した．実験終了後，固結した溶岩の体積，到達距離，堆

積厚と堆積幅を計測した．堆積厚・堆積幅は，供給地点

から1cmピッチで計測した．実験ケースを表-1に示す． 

3．実験結果および考察 

3.1 溶岩流の堆積状況 

 表-2に，各 CASE の到達距離L，最大堆積厚D と最大

堆積幅Wを示す．計測値から算出した平均堆積厚d̅と平

均堆積幅w̅も併せて示す．CASE2-1 の Lは，CASE2-2 よ

りも短い結果となった．CASE2-1 では，溶岩供給直後

の横断方向への広がりが CASE2-2 よりも大きく，溶岩

供給直後の流動深が CASE2-2 よりも小さくなったため

と考えられる． 

3.2 区間体積と堆積厚比・堆積幅比との関係 

3.2.1 構造物の上流における溶岩流 

図-2に，区間体積の累加百分率と，到達距離比の関係

を示す．また，図-3および図-4に，堆積幅比，堆積厚比

と到達距離比との関係をそれぞれ示す．CASE1-2 と

CASE2-2 の構造物の捕捉面はそれぞれ，到達距離比が

0.69，0.48の地点に位置する．図-2に示すように，CASE1-

1 と CASE2-1 の区間体積の累加百分率は，一定の割合

図-1 小型流路の模式図（側面図） 

表-1 実験ケース 

表-2 堆積結果

3cm

20cm

ステンレス
ビーカ

直方体構造物

(15°)

路床

100cm

3cm
5cm

（10cm）

20cm
10°

CASE 勾配
［°］

構造
物

供給量
［mL］

1-1
10

なし 340

1-2 あり 330

2-1
15

なし 350

2-2 あり 350

CASE
到達距離
［cm］

堆積幅
［cm］

堆積厚
［cm］

1-1 29.1
最大 W：19.2
平均w̅：15.8

最大 D：0.8
平均  d̅：0.6

1-2
右岸：29.1
左岸：29.0

最大 W：18.7
平均w̅：14.7

最大 D：1.3
平均  d̅：0.7

2-1 36.8
最大 W：18.7
平均w̅：15.5

最大 D：1.0
平均  d̅：0.6

2-2
右岸：42.4
左岸：40.3

最大 W：17.8
平均w̅：13.0

最大 D：1.2
平均  d̅：0.6
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で増加している．また，CASE2-2 における供給地点か

ら 0.48L までの区間体積も一定の割合で増加している．

一方で，CASE1-2 における供給地点から 0.69L までの

区間体積の累加百分率の増加率は，緩やかであるが増

加する傾向がある．著者ら 1)は，CASE2-1 および 0.48L

以前の CASE2-2 について，堆積幅が体積に対して支配

的であることを示唆している．これは，CASE2-1 と

CASE2-2 の堆積幅比は類似した傾向を示す一方で，堆

積厚比の傾向はそれぞれ大きく異なるにもかかわらず，

区間体積の累加百分率は一定の割合で増加し続けるた

めである．図-3に示したように CASE1-1 と CASE1-2 の

堆積幅比は徐々に大きくなっている．図-4 に示したよ

うに，CASE1-1 の堆積厚比は到達距離比の増加に伴っ

て徐々に増加する一方で，CASE1-2 の堆積厚比は 0.10L

～0.40L付近で一定の値を示し，0.50L～0.69L付近で増

加していることがわかる．CASE1-1 と CASE1-2 の堆積

幅比の傾向は類似している一方で，堆積厚比の傾向は

異なり，区間体積の累加百分率の傾向も異なる．このた

め，CASE1-1 の体積に対しては，堆積幅が支配的であ

り，CASE1-2 の体積に対しては，堆積幅および堆積厚

が影響すると考えられる．また，CASE1-2 と CASE2-2

の堆積厚比は，一定の値を取る区間が出現するととも

に，構造物の捕捉面の直前で大きくなる傾向が見られ

る．本研究で生成した溶岩が直方体構造物を設置した

平板流路を流下し，構造物上流に堆積した場合，到達距

離の増加に伴い，溶岩の幅は徐々に大きくなり，厚さは

一定の値を取った後，構造物の捕捉面の直前で大きく

なると考えられる． 

3.2.2 構造物の下流に流出した溶岩流 

 図-2に示すように，CASE1-2 と CASE2-2 における構

造物捕捉面以降の区間体積は，一定の割合で増加して

いる．著者ら 1)は，CASE2-2 における構造物を迂回した

溶岩の堆積幅，堆積厚は，それぞれ一定の値を取る区間

が出現する傾向があることを示唆している．図-3 に示

すように，CASE1-2 の左岸側の堆積幅比は，0.69Lで卓

越し，0.70L付近からフロント部にかけて徐々に減少し

ている．一方で，右岸側の堆積幅比は 0.80L付近からフ

ロント部にかけて平均値程度の値を維持している．図-

4に示すように，CASE1-2 の堆積厚比は，0.70L以降で

一定の値を取る区間がみられる．構造物を迂回した溶

岩の堆積幅，堆積厚は，勾配が変化しても，それぞれ一

定の値を取る区間が出現する傾向がみられる．  

4．おわりに 

 本研究では，直方体構造物を設置した平板流路を用

いて溶岩流の流動実験を実施した．構造物を迂回して

下流に流出した溶岩の堆積幅，堆積厚は，それぞれ一定

の値を取る区間が出現する傾向がみられた．今後は，追

加実験を実施し，本研究で示した傾向と比較して，溶岩

流の堆積特性に関する特徴を整理する必要がある． 

参考文献 

1）永野ら(2021)：令和3年度砂防学会研究発表会概要集，pp.69-70 

図-3 堆積幅比と到達距離比の関係 

図-4 堆積厚比と到達距離比の関係 

図-2 区間体積の累加百分率と到達距離比の関係 

0

20

40

60

80

100

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

区
間
体
積
の
累
加
百
分
率
［

%
］

到達距離比

CASE1-1

CASE1-2_左岸

CASE1-2_右岸

CASE1-2_両岸

CASE2-1

CASE2-2_左岸

CASE2-2_右岸

CASE2-2_両岸

CASE2-2
捕捉面:0.48

CASE1-2
捕捉面:0.69

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

堆
積
幅
比

到達距離比

CASE1-1 CASE1-2_左岸

CASE1-2_右岸 CASE1-2_両岸

CASE2-1 CASE2-2_左岸

CASE2-2_右岸 CASE2-2_両岸

CASE2-2
捕捉面:0.48

CASE1-2
捕捉面:0.69

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

堆
積
厚
比

到達距離比

CASE1-1

CASE1-2_左岸

CASE1-2_右岸
CASE1-2_両岸
CASE2-1

CASE2-2_左岸

CASE2-2_右岸

CASE2-2_両岸

CASE2-2
捕捉面:0.48

CASE1-2
捕捉面:0.69

－ 120 －



直方体構造物を越流する溶岩流の堆積特性に関する実験的研究 

群馬工業高等専門学校  永野 博之・〇茂木 陽平 

 群馬工業高等専門学校専攻科 池本 敦哉・ 柳原 駿太 

八千代エンジニヤリング株式会社 西尾 陽介・ 佐藤 敏明 

1．はじめに

溶岩流災害は，土地利用や資産，交通網などに甚大な

被害を与えるため，対策計画の構築が急務となってい

る．溶岩流災害に対するハード対策として，土砂災害対

策施設の活用が考えられるが，構造物まわりの溶岩流

の挙動など，基礎的な知見が不足している現状にあり，

効果的な構造形状も明らかではない．永野ら 1)は，構造

物を設置した溶岩流の流動実験より，構造物に捕捉さ

れた溶岩流の挙動や堆積特性などを検討しているが，

実験で用いた流路勾配は単一のものにとどまっていた． 

 本研究では，直方体構造物を設置し，流路勾配を変化

させた溶岩流の流動実験を行い，直方体構造物に捕捉

される溶岩流の堆積特性のさらなる知見の集積を図る． 

2．実験概要 

 溶岩は，融点降下剤を加えた川砂を加熱して生成し

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

では，矩形断面流路を用い，流路勾配は 10°および 15°

とした．矩形断面流路は，打設したモルタルブロックを

用いて形成し，流路高 5cm，流路幅 5cm，流路延長 160cm

である．直方体構造物は高さ 3cm，幅 5cm，奥行き 3cm

で打設したモルタルブロックを流路に設置した．直方

体構造物の捕捉面の位置は，供給地点から 20.5cm地点

である．溶岩流の初期温度は，流路上方から赤外線サー

モグラフィ(FLIR製 CPA T-440，放射率 0.9)を用いて計

測した．溶岩流は，矩形断面流路の上流端から 30cm地

点に，溶融試料が入った加熱容器を手作業で傾動させ

ることで発生させた．溶岩の流下状況は，流路上方，流

路右岸側方に設置したビデオカメラにより撮影した．

実験終了後，固結した溶岩の体積，到達距離，堆積厚と

堆積幅を計測した．堆積厚・堆積幅は，供給地点から 1cm

ピッチで計測した．実験ケースを表-1に示す． 比較の

ため，構造物を設置しない条件での実験も実施した． 

3．実験結果および考察 

3.1 溶岩流の堆積状況 

 表-2 に，各ケースの到達距離L，最大堆積厚D と最大

堆積幅Wを示す．計測値から算出した平均堆積厚d̅と平

均堆積幅w̅も併せて示す． 

3.2 堆積特性に関する考察  

3.2.1 直方体構造物の上流における溶岩流 

 供給地点から構造物捕捉面までの堆積厚から，最小

二乗法を用いて回帰直線を作成し，回帰直線の傾きか

ら各ケースの堆積勾配を求めた．図-2，図-3に，流路勾

配 10°・15°のケースの堆積形状をそれぞれ示す．堆積勾

配は，CASE1-1では 10.2°，CASE1-2では 3.3°，CASE2-

1 では 15.6°，CASE2-2 では 8.5°であった．CASE1-2 と

CASE2-1の堆積勾配は，CASE1-1と CASE2-1の堆積勾

配よりも小さくなることが分かる．このため，構造物を

図-1 実験流路の模式図（側面図） 

表-1 実験ケース 

表-2 堆積結果

CASE
到達距離

[cm]
堆積幅

[cm]
堆積厚

[cm]

1-1 83.9
最大W : 5.0

平均 : 4.7

最大 D : 1.0

平均 : 0.6

1-2 69.3
最大W : 5.0

平均 : 4.1

最大 D : 4.3

平均 : 1.2

2-1 70.4
最大W : 5.0

平均 : 4.6

最大 D : 1.1

平均 : 0.8

2-2 63.8
最大W : 5.0

平均 : 4.3

最大 D : 3.7

平均 : 1.1

20.5cm

溶岩供給

10°,15°

路床

160cm

30cm

3cm
3cm

5cm

直方体構造物

側壁

CASE 勾配 [ °] 構造物 供給量 [mL]

1-1
10

なし 350

1-2 あり 330

2-1
15

なし 290

2-2 あり 280
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設置することで，堆積勾配の緩勾配化を期待できると

考えられる．堆積勾配が小さくなると，以降に発生する

溶岩流の流下速度や到達距離の減少につながる．流路

勾配が小さいほど，各ケースの緩勾配化の割合は大き

いことが分かる．直方体構造物による溶岩流の調節効

果は，流路勾配が小さいほど大きくなると示唆される． 

図-4 に区間体積の累加百分率と到達距離比(l/L)との

関係を示す．到達距離比は供給地点から計測地点まで

の距離 lと到達距離 Lとの比である．図-5，図-6に，到

達距離比に対する，各地点の堆積幅比(w/�̅�)，堆積厚比

(d/�̅�)をそれぞれ示す．CASE1-2と CASE2-2の構造物の

捕捉面はそれぞれ，到達距離比が 0.30，0.32の地点に位

置する．図-4より，CASE1-2と CASE2-2における区間

体積の累加百分率の変化率は，徐々に増加しているこ

とが分かる．図-5に示すように，CASE1-2 と CASE2-2

の堆積幅比は一定の値を示し，堆積厚比は徐々に増加

している．このため，CASE1-2と CASE2-2における構

造物上流側に堆積した溶岩の体積には，堆積厚が影響

を及ぼすことになる．本研究で生成した溶岩が矩形断

面流路を流下し，構造物の上流に堆積した場合，堆積幅

は一定の値を示し，堆積厚は徐々に値を大きくすると

考えられる． 

3.2.2 直方体構造物の下流に流出した溶岩流 

 図-4より，CASE1-2 の 0.30L～0.80L付近と CASE2-2

の 0.32L～0.70L付近における区間体積の累加百分率は，

ともに一定の割合で増加している．これは，堆積幅比・

堆積厚比ともに，CASE1-2 では 0.30L～0.80L 付近，

CASE2-2 では 0.32L～0.70L 付近まで，一定の値を示す

ためである．本研究で生成した溶岩が矩形断面流路を

流下し，構造物の下流へ流出した場合，堆積幅・堆積厚

は，ともに一定の値を示す区間が出現する傾向がある． 

4．おわりに 

 本研究では，矩形断面流路に直方体構造物を設置し，

溶岩流の流動実験を実施することで，構造物に捕捉さ

れる溶岩流の知見を集積した．その結果，流路勾配が小

さいほど，直方体構造物による溶岩流の調節効果が大

きくなると示唆された．今後は，追加実験を実施し，構

造物に捕捉される溶岩流の特徴を整理する必要がある． 

参考文献 

1）永野ら(2021)：令和 3度砂防学会研究発表会概要集，pp.69-70． 

図-5 堆積幅比と到達距離比の関係 

図-6 堆積厚比と到達距離比の関係 

図-4 区間体積の累加百分率と到達距離比の関係 

図-2 堆積形状（流路勾配 10°）

図-3 堆積形状（流路勾配 15°）
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桜島有村川流域における降雨特性および降雨が土石流発生に与える影響 

新潟大学大学院自然科学研究科 〇羽田京香 Timur Ersoz 

新潟大学農学部 権田豊 栗林杏奈 

1. はじめに

鹿児島県桜島は 1955 年以降,現在も活発な噴火を繰

り返しており,火山活動に伴い土石流が多発している

（福嶋・石原,2006）。桜島をはじめとする火山地帯では,

噴火により火山灰が斜面に堆積することで斜面の浸透

能が著しく低下し,小規模な降雨でも土石流が発生す

る傾向がある（田村ら,2010）。そのため,火山地帯で発

生する土石流の予測のためには降雨量や降灰量と土石

流発生の関係を明確にすることが必要である。 

従来，桜島で行われてきた解析では，土石流の発生場

である対象とする流域の上流域の降雨量ではなく，観

測・維持管理が容易な下流域に設置した地上雨量計で

取得したデータが利用されている。しかし,上流域と下

流域では雨の降り方が異なっている可能性があり,下

流域の降雨を基準とした場合,解析の精度が低下して

いる恐れがある。近年はレーダ雨量計の発達により地

上雨量計が設置不可能であった噴火口付近の降雨デー

タも取得可能となった。これにより土石流の発生源と

されている上流域をはじめとして,従来と比較して広

範囲で詳細な降雨データの取得が可能になったが,こ

れらのデータの有効な活用法については検討が十分で

はなく,精度の高い降雨データを土石流の発生予測に

活かせていないのが現状である。 

そこで,本研究では降雨量,降灰量と土石流発生危険

度の関係をより詳細に検討し，レーダ雨量計である

XRAIN のデータを土石流の発生予測に活用する具体的

な手法を提案することを最終的な目的とし,まずは流

域における降雨特性の解析を行った。 

2. 解析方法

本研究では,桜島南東に位置する有村川流域を覆う

ように解析範囲を設定した（図１）。2015年～2019年の

期間で比較的多く土石流が観測されている 5～8月（表

1）の降雨を解析対象とした。この期間の解析範囲内の

XRAINの 1分間降雨データを取得し，①降雨量の空間分

析②降雨の空間相関の解析を行った。 

3．結果 

3.1 降雨の空間分析 

 解析対象範囲の月別の累積雨量を解析し,有村川流

域内の降雨の空間的な特性について調べた。その結果,

月ごとに多少のばらつきは見られるが,比較的上流域

で多雨の傾向があることが明らかとなった（図 2）。 

3.2 降雨の空間相関 

有村川下流の地上雨量計が設置されている地点（図

１）を基準地点とし,最上流端,上流域,中流域,最下流

端,雨量計付近①～④（図 3）の各地点における降雨デ

ータとの相関を調べた。解析の結果,基準地点から距離

が離れるほど相関が低下することが明らかとなった。

月別に相関を見た場合，基準地点とこの地点から最も

離れた最上流端の降雨の相関は,常に最低値を示した。

表 1 対象期間内における土石流発生件数 

図 1 対象地図および土石流観測機器の位置関係 

ST2 - 7 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 123 －



なかでも,2016 年 8 月（図 4）,2019 年 8 月では最上流

端との相関が特に低く,それぞれ 0.4 未満,0.5 未満を

示した。 

図 5 は,基準地点と最上流端の相関が最も低かった

2016 年 8 月の降雨データを比較したものである。この

図より, 基準地点では降雨量が 0 ㎜の時間帯でも最上

流端では降雨が観測されている等，両地点の降雨量は

必ずしも一致していないことが読み取れる。このよう

に両地点の降雨量の相関が低い場合,雨量計が設置さ

れている基準地点の降雨量を用いると，土石流の発生

を正確に予測できない可能性があると考える。 

4．おわりに 

桜島有村川流域における降雨の空間分析および降雨

相関について解析を行った。今回の解析から,本流域

では月別の総雨量で見ると上流域に多雨の傾向がある

こと,地上雨量計が設置されている地点から距離が離

れるにつれて雨の降り方及び降雨量が異なる傾向にあ

ることが分かった。とくに相関が低い月では,地上雨

量計が設置されている地点と最上流端の降雨量が一致

しておらず,土石流の発生を予測する際に,地上雨量計

地点のデータを用いることは解析の精度を下げる可能

性があると考える。そのため,精度よく土石流の発生

を予測するためには土石流の発生源を特定しその地点

の降雨量を用いるべきだと考える。 

今後は,XRAINのデータの活用法について検討するべ

く,解析期間を広げ,土石流の発生源として考えられる

上流域を中心に，降雨の空間的な特性を明らかにし,

土石流発生に影響を与える降雨パターンについて検討

する必要があると考える。 

5．引用文献 

福嶋・石原（2006）桜島火山の土石流発生と降雨およ

び火山活動との関係, 京都大学防災研究所年報第 49

号, p.355-361 

田村ら（2010）火山噴火後に土石流が発生した事例, 

土木技術資料, 52-3, p.34-39 

図 3 降雨相関の解析地点一覧 

図 2 2016年 5月の降雨の空間分析結果 

図 4基準地点と最上流端の相関が最も低かった 

2016 年 8月の降雨相関の解析結果 

図 5 最上流端と基準地点の降雨データの比較

2016 年 8月の解析結果 
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The Effect of Topographical changes on debris flow reduction at Mt. Unzen 
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Introduction 

Volcanic eruptions often induce long-term landscape change, 

leading to increased sediment discharge occurred by debris 

flows that continue after the cessation of the eruptions. To 

avoid damages from the debris flow and manage sediment in 

this area, it is essential to understand debris flow occurrence 

not only from rainfall data but also from topographical 

changes. 

At Mt. Unzen, over 25-years have passed since the 1990-

1995 eruption and, debris flows are still being observed in the 

Tansan-dani and Gokuraku-dani gullies, 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. Furthermore, some studies had 

considered debris flows since 2000, but an understanding of 

continuous and long-term topographic characteristics is 

insufficient. 

The objective of this study was to verify the effect of 

topographical changes on debris flow occurrence in the 

Tansan-dani and Gokuraku-dani gullies since 2000. This 

would be important for prediction of debris flow occurrence 

and sediment management in this area. 

Materials and Methods 

The present study was conducted in the Tansan-dani and 

Gokuraku-dani gullies at Mt. Unzen (Fig. 1C). 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-

minute in the rainy seasons (i.e., generally from June to 

October) during the period of 2016-2020.  

Figure 1. Location map of Mt. Unzen and research site 

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. The rainfall data come 

from the JMA (Japan 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. 

To analyze the topographical changes, we used 16 Digital 

Elevation Models (DEMs) and orthophotographs between 

2003 and 2020 (Table 1). The DEMs and orthophotographs 

were developed based on the Aerial Laser Scanning (ALS) by 

Unzen Restoration Work Office directed by the Ministry of 

Land, Infrastructure, Transport and Tourism. The resolution 

of all DEMs was 1.0 m and orthophotographs between 0.125 

and 0.250 m. 

Table 1. List of DEMs and orthophotographs 

We calculated volume of sediment reduction, cross-section 

change, channel gradients, and effective shape index for 17 

cross-sections for Gokuraku-dani gully and 19 cross-sections 

for Tansan-dani gully (Fig. 1C). We drew lines indicating a 

channel of the mainstream from the dome to the dam based 

on the DEM in 2020 and the channel network function of 

SAGA GIS. Cross-sections were set every 100 m of the line. 

Then, the planform was constructed between cross-sections 

using orthophotographs and slope raster maps (Table 1).  

Based on the extracted planform, we calculated the 

difference of DEM (DoD) between the measured periods of 

DEM using Volume Calculation tool in QGIS. The DoD was 

totaled between the area of each cross-section. The cross-

section change was calculated between the measured period 

of DEM, and channel slope between cross-sections was 

calculated based on the constructed mainstream. Both 

analyses were calculated using the terrain profile function of 

QGIS. 

Measurement of 

period 

Grid size 

of Ems 

(m) 

Resolution of 

orthophotographs 

(m/pixel) 

August 19-23, 2003 1.0 0.250 

October 6-16, 2005 1.0 0.125 

December 28, 2006 1.0 0.200 

August 6-8, 2010 1.0 0.200 

January 17, 2012 1.0 None* 

February 20-24, 2014 1.0 0.200 

November 4, 2014 1.0 0.200 

November 4-6, 2015 1.0 0.125 

November 17-24, 2016 1.0 0.250 

November 3, 2017 1.0 None* 

August 8, 2018 1.0 0.250 

November 23, 2018 1.0 0.250 

September 18, 2019 1.0 0.250 

November 16, 2019 1.0 0.250 

August 19, 2020 1.0 0.250 

December 4, 2020 1.0 0.250 

None*: When constructed a planform, the slope raster map 

was used. 
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The effective shape index was developed for considering the 

lateral and vertical adjustment of gully [1]. A relatively high 

and low shape index indicates U-shaped and V-shaped cross-

sections, respectively. The effective shape index was 

calculated measured cross-section area divided by the 

maximum rectangular area, that is, width of gully between 

bank and bank multiplied by maximum depth of gully. 

Result and Discussions 

For the period 2016-2020, the debris flow and surface runoff 

were observed in three and 64 events, respectively (Fig. 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 downstream in gullies. In contrast, debris 

flows in 2017 and 2018 stopped within the gullies. The 

maximum 1-hour rainfall intensity of debris flow triggered 

before 2016 was 35 mm but has changed to about 47mm since 

2016. Moreover, 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. The rainfall threshold that triggered 

debris flow in 2020 has become higher than threshold before 

2019, and the occurrence of debris flow can be affected by 

topographical changes [2]. 

The volume of sediment in the gullies was decreased until 

2016 (Fig. 3). Although debris flow occurred in 2017 and 

2018 (Fig. 2), the volume of sediment was not changed 

dramatically after 2016. In 2015, Both Tansan-dani and 

Gokuraku-dani gullies had the lowest average of effective 

shape indices as 0.62 and 0.64, respectively (Figs. 4A and B). 

After large-scale debris flow occurred in 2016, the indices 

gradually increased. It means that after 2016 debris flow, the 

gully shape was changed to U-shape. As shown in Figs. 4C 

and D, the average cross-section change had a high value in 

both 2015 and 2016 for both gullies. The average of channel 

gradient also had a high value in 2015 (Figs. 4E and F). Based 

on the debris flow in 2016, The volume of sediment reduction 

was affected by topographical factors.  

The debris flows significantly affect the shear velocity (i.e., 

friction velocity), which is proportional to the channel 

gradient, and it decreases with the flattening of the gradient. 

Moreover, if the cross-sectional area of the channel is 

sufficiently large, the debris flow movement stops within the 

channel [3]. Thus, topographical change (i.e., channel 

gradient, development of gully) can affect the process of 

debris flow reduction.  
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Figure 2. 1-hour maximum rainfall of rainfall events from 

2016 to 2020. Large-scale: sediment observed in check dam, 

small-scale: debris flow stops in the gully. 

Figure 3. Accumulated volume of sediment in Tansan-dani 

and Gokuraku-dani gullies. 

Figure 4. (A and B) The effective cross-sectional shape indies, 

(C and D) cross-section area changes, (E and F) channel 

slopes in Tansan-dani and Gokuraku-dani gullies between 

2003 and 2020. The red line is the average of each value. 

Light gray to dark gray dots means upper-stream to 

downstream. 
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Relationship between debris flow discharge coefficient and monthly ashfall in Arimura river basin 

◯Timur Ersoz1, Kyoka Haneda1, Anna Kuribayashi2, Yutaka Gonda2

1Graduate School of Science and Technology, Niigata University

2Faculty of Agriculture, Niigata University 

1. Introduction

During the volcanic activities, the ash erupted from the

crater, deposits on the foothills of the mountain and in the 

near vicinity. Volcanic ash and other debris accumulated on 

the slopes diminish the infiltration capacity of the ground as 

it thickens. Subsequently, even light rainfall may form 

surface flow and eventually increase the risk of lahar 

occurrence. Rapid movement of lahars can cause serious 

hazards proximal to distal areas of volcanoes. Therefore, 

emergency countermeasures against them need to be 

implemented in order to prevent any harm.  

The purpose of this study is to find a relationship between 

lahar occurrence and surficial properties of catchment 

basins like temporal changes of ash thickness on the ground. 

In this study, rainfall induced lahars are investigated at 

Arimura River basin at Sakurajima volcano, Japan. 

Kinematic wave model is adopted to calculate discharge 

values of lahars. Since ash thickness on the ground is 

reversely proportional to infiltration capacity and 

eventually controls the formation of surface flow, the 

temporal change of ash thickness is estimated with a 

conceptual model that considers the surface runoff erosion. 

2. Study Area and Methodology

The study area of this research is Arimura River basin on

Sakurajima volcano in Kagoshima prefecture, Japan (Figure 

1). The catchment area is around 2.8 km2 which is divided 

into 24 sub-basins to obtain accurate results by using 

kinematic wave model. Lahars occurred between 2015 and 

2020 are examined.  

Kinematic wave model is adopted to calculate discharge 

values. The ratio of surface runoff to total rainfall amount 

of a lahar event is named as discharge coefficient (dc):  

dc = surface runoff / total rainfall      (1) 

The ultimate dc values were determined by the 

correspondence of the waveforms of the calculated and 

measured hydrographs by trial and error. 

Figure 1 Arimura River basin 

It is observed that discharge coefficients (dc) change in 

each lahar event. Since infiltration ratio is related with 

surface runoff, the average ash thickness on the drainage 

area is better to be known in order to assign correct dc 

values to each lahar event. The ashfall amount due to 

continuous eruption of Sakurajima is already known. On the 

other hand, a certain amount of erosion takes place by 

surface runoff due to precipitation. The temporal change of 

ash thickness is then calculated by using the difference 

between monthly ashfall and erosion on the surface. 

Therefore, a conceptual model is created to determine the 

erosion rate at the drainage area. A simplified equation is 

developed to estimate the erosion rate:  

E = α* Q/A                                  (2) 

where, E is erosion rate at the drainage area [m/s], α is rate 

of change of erosion rate and Q is measured discharge at the 

upstream of Daiichi Arimura Bridge [m3/s], A is drainage 

area [m2].   

3. Results

106 lahars have been investigated between 2015 and

2020. Here, lahars are divided into two as regular (67/106) 

and irregular lahars (39/106). Hydrographs of regular lahars 

match with the calculated ones in terms of peak discharge 
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and waveform. Irregular lahars, on the other hand, reveal 

very sharp increase and their peak discharges are not 

coherent with calculated hydrographs.  

The change of ash thickness is calculated by subtracting 

erosion on the ground due to surface flow evaluated by Eq.2 

from monthly ash fall between 2015 and 2020. Two 

different approaches are adopted in the conceptual model. 

Firstly, a constant value (0.0001) is assigned to the rate of 

change of erosion rate (α) between 2015 and 2020 (Figure 

2). Secondly, α value i.e. the capability of erosion is 

changed. Simple regression analyses have been applied to 

find the relationship between dc and ash thickness. Results 

show that the relationship between dc and ash thickness is 

very low if constant α value (0.0001) is adopted. On the 

other hand, better relations are obtained when the α value is 

decreased once from 0.0007 to 0.0001 at the end of 2016. 

Best pair of results seem to be 2015 and 2016-2020 with 

correlation coefficients of 0.7 and 0.36, respectively.  

Regressions reveal better correlations when dc values 

obtained from calculated discharges are considered instead 

of the measured ones. Likewise, more accurate results are 

obtained when irregular lahars are excluded from the 

analyses (Figure 3). Results reveal that conceptual model 

can predict discharge coefficient based on ash thickness to 

some extent. However, a more realistic physical model 

including other parameters like critical shear strength 

against erosion, characteristics of ash and rain loss effect 

may present better results. 

Figure 2 Temporal change of ash thickness with 

constant α 

Better results which are obtained by considering the years 

separately show that other parameters like ash particle size, 

material content or accumulation / transportation of other 

debris could affect the infiltration ratio, accordingly, the 

discharge coefficient. Furthermore, it is thought that the 

change in the α value (decreased from 0.0007 to 0.0001) is 

due to the fact that after the loose material easily eroded by 

the end of 2016, the stiffer material appeared, making 

erosion more difficult. This result seems to be coherent with 

Tetsuka et al (2021). 

Figure 3 Temporal change of ash thickness with 

varying α 

4. Conclusion

In this study, the lahar occurrence in Arimura river basin

on Sakurajima volcano is investigated by using kinematic 

wave model. Regular and irregular lahars are distinguished 

in terms of waveforms and peak discharges. A conceptual 

model is developed to perform the erosion effect due to 

surface flow. Consequently, the relationship between 

discharge coefficient and ash thickness is examined. Results 

show that dc values are changing depending on ash 

thickness up to a certain point considering the erosion by 

surface flow. In the future, it is planned to consider rain loss 

effect to obtain more coherent results between measured 

and calculated waveforms. In addition, it is aimed to 

develop a physical model from the conceptual model 

created.  
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個別要素法による透過型砂防堰堤の押し込み変形の影響解析 

防衛大学校 〇嶋川理 堀口俊行 別府万寿博 香月智 

１．緒 言 

平成26年長野県南木曾町読書地区で発生した土石流によ

り，梨子沢第 1砂防堰堤の上部が被災した 1)．この際，堰堤

残存部分は水平材の押し込みにより，柱部材に変形が生じ

ていた．梨子沢流域砂防堰堤に関する検討会の報告書 1)では，

継手部の損傷と越流礫によって堰堤の水平材および上支保

斜材の一部が損傷し，堰堤上部流出に至ったと推定されて

いる．しかし，この損傷のメカニズムは不明確である． 

そこで著者ら 2)は，押し込み変形を考慮した模型実験によ

って，堰堤模型に押し込み変形が生じた場合に堰堤の頑健

性に与える影響を検討した．その際，水平材の直下まで先行

堆積礫が存在した場合に，最も押し込み変形が生じ，上支保

斜材に損傷が生起した．しかし，堰堤がどのようなメカニズ

ムで損傷に至ったのか不明である． 

 そこで本研究は，押し込み変形を考慮した模型実験の再

現解析によって，破壊メカニズムを検証するものである． 

２．実験の概要 2) 

著者ら 2)は，先行堆積礫高さ 0 %，30 %，50%（それぞれ，

S0，S30，S50）の 3 種類と母材強度比 100 %，母材強度比

70 %，母材強度比 70 %で押し込み変形を考慮したモデルの

3種類の堰堤モデル（それぞれM100，M70，M70d）の組み

合わせで 9ケースの実験を行った．写真－1に，上支保斜材

に損傷を生じた先行堆積礫高さ 30 %，継手強度が母材の

70 %，押し込み変形を考慮したケース（S30 - M70d）の衝突

後の状況を示す．屈曲している上流側柱材継手部と上支保

斜材の継手部は破断には至っていないがやや毛羽立ってお

り，損傷が生じている．また水平材は結合部の空隙に約 7 

mmほど押し込まれていた． 

同様に押し込み変形を考慮した S0 - M70d と S50 - M70d

のケースでは，押し込み変形が約 2 - 3 mm生じたが，継手

部に損傷および破断は生じなかった． 

３．個別要素法による再現解析 

３．１ 解析諸元 

 礫モデルは，球形要素，水路床は三角形平面要素を使用し

た．堰堤モデルは，円柱形要素を連結ばねで結合した． 

表－1に，円柱形要素間の連結ばねの諸元を示す．ばね係

数はバルサ材の引張，曲げ，せん断試験から決定した．実験

で切り欠き部には継手部のばねを与え，その他の部分は鋼

管部のばねを与えた．また，実験の連結部材を再現するため，

円柱形要素を複数剛結した集合体要素を用いた． 

初期配置は，堰堤上流側の堆積部と後方の礫群に分け，上

流から流速分布モデルを用いて礫群を流下させた．実験映

像から，流速は v = 3.0 m/sとして与えた．なお，堆積礫には

後方の礫群が越流するまで流体力は作用しないものとした． 

図－1 に S30 の初期配置と名称を示す．解析においても

実験同様に，堆積高さが礫 1個分の移動床を設置した． 

解析は実験と同様に 9 ケース行ったが，そのうち押し込

み変形を考慮した 3ケースの解析結果を示すこととする． 

３．２ 解析結果 

 図－2にS0 - M70dの衝突過程を示す．図－2(a)の t = t0 s

では，土石流モデルの先頭部が堰堤に衝突し，堰堤高の約 3

割ほどまで礫が到達している．以降，S0 の先頭部が堰堤に

衝突した時間を t = t0 sとする．図－2(b)の t = t0 + 0.10 sで

は，堰堤天端付近まで礫が到達しており，この際水平材の押

し込みは 7.5 mmとなっており，その後は大きく増減してい

写真－1 衝突後の堰堤模型 

表－1 連結ばねの諸元 

項 目 鋼管部 継手部 
軸剛性 EA (N) 1.89×105 1.25×105 
降伏軸力 (N) 2132 1360 
破断ひずみ 0.032 0.032 
曲げ剛性 EI (N･m2) 0.114 0.095 
降伏モーメント My (N･m) 1.0 0.7 
破断回転角 θf (rad) 0.231 0.206 
せん断剛性 GA (N/m) 1079 712 
破断変形 (mm) 3.75 3.75 

図－1 初期配置 

先行堆積礫 

土石流モデル 

移動床 

水平材 

柱部材 

上支保斜材 
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ない．図－2(c)の t = t0 + 0.50 s，以降， 図－2(e)の堆積が

完了した t = t0 + 1.00 sでも部材に破断は生じなかった．図－

3にS30 - M70dの衝突過程を示す．図－3(a) の t = t0 sでは，

S0 と比較して衝突が遅れており，土石流モデルの先頭部は

堰堤に到達していない．図－3(b)の t = t0 + 0.10 sでは，約 7

割の高さまで礫が到達している．図－3(c)の t = t0 + 0.50 sで

上支保斜材のうち 2 本の継手部が屈曲し降伏モーメントに

達した．この際，水平材の押し込みは 9.8 mmとなっており，

以降も大きく増減していない．また，図－3(d)の t = t0 + 0.70 

sで上支保斜材 1本が新たに降伏モーメントに達した．図－

4にS50 - M70dの衝突過程を示す．図－4(a)の t = t0 sでは，

S0，S30と比較して，流下が遅れており，土石流モデルの先

頭部は堰堤まで到達していない．図－4(b)の t = t0 + 0.10 sで

は，堰堤高の約 6 割ほどの高さまで礫が到達している．こ

の際，水平材の押し込みは 6.7 mmとなり，以降も大きく増

減していない．図－4(c)の t = t0 + 0.50 s以降，図－4(e)の堆

積が完了した t = t0 + 1.00 sでは，S0，S30と比較して越流が

生起しているが，各部材に損傷は生じなかった．図－3 の

S30 - M70d のみ上支保斜材が降伏モーメントに達した原因

を検討するため，集合体要素を介して上部支保斜材と連結

されている上部水平材の軸力応答を確認した．図－5に，各

ケースにおける上部水平材 4 本に作用した軸力の合計値を

示す．S30 - M70dでは，最大値が 320 Nと最も大きくなっ

ており，唯一顕著にピークを生じている．また，上支保斜材

が降伏モーメントに達した際には，軸力応答が低下してい

る．これはS0 - M70dと比較して上部に礫が到達しやすく，

かつ，捕捉面がS50 - M70dと比較して広く，捕捉面に作用

する荷重が大きくなったことが要因と推定される． 

４．結 言 

本研究は，堰堤模型実験の再現解析により，破壊のメカニ

ズムを検討したものである．以下に成果を示す． 

1)押し込み変形を考慮し，下部水平材の直下まで先行堆積礫

が存在した場合に上支保斜材が降伏した． 

2)個別要素法解析によって上支保斜材の継手部は曲げによ

って降伏したことを示した． 

3)継手部が降伏した要因は，押し込み変形の作用する水平材

付近への作用荷重が大きくなることによると推定される． 
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土石流の連続的な堆積実験 

Debris flow continuous sedimentation experiment 

○片岡幹人、足利健介、宮田秀介、Gomez Christopher

Accurate prediction of debris flow movement is still difficult. In this study, we deposited debris flows 

three times in a row and observed the deposition distance, hoping that it would be one of the ways to help 

clarify the essence of debris flows. The more deposited, the smaller the length and width, which was found 

to be largely due to the accumulation of sediment downstream of the channel. Whether the debris flow 

occurs only once or three times in a row, it should be noted how much water is contained in the end. 

１.はじめに

これまでの著者らの研究により堆積する底面が

コンクリートと土では土石流の流れる長さが変

わるということがわかっている（片岡,2021 卒論

を引用）。しかし、一度土石流が発生し、その後

その扇状地にもう一度土石流が流れるととどう

なるかについてに知見はほとんどない。そこで土

石流扇状地上の土石流の挙動の基礎的な知見を

得ることを目的として、土石流を連続して発生さ

せる実験を行った。 

これまでの研究では高橋（2004）の実験を参考

にし、土石流の堆積地にカラーサンドを敷き、土

石流に含まれる水がカラーサンドに浸透する影

響で土石流がどれくらいの長さまで到達するの

かを検討したが、本研究では流路に敷く土砂の含

水率や厚み、長さまた土石流の発生のさせ方をほ

とんど変えずに、一回だけ土石流を発生させてい

たのを三回重ねるようにして発生させることで、

土石流が扇状地でどこまで到達するのかを調べ

た。 

2.連続堆積実験の概要

長さ 519cm横幅 19.8cm深さ 17.1cm角度 19.41°

の流路にカラーサンド（緑色、黄色、茶色）と水

を混ぜた土砂を土台から 60 ㎝空け、下流から上

流にかけて 2m 敷き詰め、縦幅 219.7cm 横幅

198.8cm深さ 18.2cm角度 0.716°の土台にもカラ

ーサンド（赤色）を厚さ 3㎝敷き、流路の一番上

から水 4.8L を約 2 秒で一気に流し、土石流を三

回発生させた。土台には乾燥した赤色のカラーサ

ンドを敷き詰めてその上に土石流を三回流した。

1回目は緑色（カラーサンド 12.5㎏＋水４L）【実

験１】で、後日に 2 回目の黄色（カラーサンド 6

㎏＋水 2L）【実験 2】を行い、そのまますぐに 3

回目の茶色（カラーサンド 8 ㎏＋水 2.7L）【実験

3】を行った。また実験 1 において、精度は土台

RMSE が 7.94mm、流路 RMSE が 1.03mm であった。

実験２において、精度は土台 RMSE が 6.95mm、流

路 RMSEが 1.09mmであった。実験 3において、精

度は土台 RMSE が 1.74mm、流路 RMSE が 2.16mm で

あった。 

3.連続堆積実験の結果と考察

実験 1 において、土石流の堆積は最大長 67 ㎝、

最大幅 53 ㎝、20 ㎝厚さ 1.9 ㎝であった。実験 2

では土石流の堆積は最大長 60 ㎝、最大幅 35 ㎝、

20㎝厚さ 1.2㎝であった。実験 3では土石流の堆

積は最大長 34㎝、最大幅 19㎝、20㎝厚さ 0.5㎝

であった。 

ST2 - 11 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 131 －



図 1：Crostaの式のｋの値 

図 2：堆積物の体積 

土石流が連続するごとに到達距離が短くなった

原因として以下の要因が考えられる。 

水路部の下流端付近に土砂が堆積していき、回

数を重ねるごとに流路の下流の勾配が小さくな

っていったこと。 

図３から実験を重ねるごとに水路部の下流端付

近に土砂が堆積していることがわかる。そのため、

土石流が堆積する土台部に到達する前に流路の

勾配が小さくなっており、流速が減少したと考え

られた。 

図 3：流路の厚み変化 

今回の実験では３回連続で流さずに日を空けた

ことにより流れる長さが短くなってしまったと

考えられる。つまり流れた直後の土石流に新しい

土石流が来ると流動性が高いため、新しい土石流

は前の土石流を飲み込み、勢力を増していく。本

研究では一度流れると流動性を失ったため、飲み

込むような現象はなく、重ねるたびに長さが長く

ならなかった原因としてこのようなことが考え

られる。 

4.まとめ

土石流扇状地上で土石流が発生した時の到達距

離はどれくらいになるのかを検証するために、土

石流を３回連続で発生させた。その結果、土石流

が連続する毎に到達距離が短くなり、その主な原

因として、回数を重ねる毎に水路部の下流端付近

に土砂が堆積していったことである。 

図 4：実験の様子（左から実験 1,2,3）
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土砂による橋梁部の河道閉塞と氾濫についての研究 

京都大学大学院工学研究科 〇伊東直哉 

京都大学防災研究所 竹林洋史・藤田正治 

１.はじめに

近年，台風や局所的豪雨による土砂災害が頻発して

おり，とりわけ橋梁部周辺の地域では，橋梁部の河道閉

塞によって土砂・洪水氾濫が発生し，多大な被害を与え

ている．流木の集積による橋梁部の河道閉塞について

は水路実験や数値解析を通して多くの検討が行われて

いる 1)．一方，橋梁上流部の土砂の堆積にともなう河道

閉塞による橋梁周辺の地形変動特性及び氾濫特性につ

いては定量的な検討が少なく，土砂・洪水氾濫対策を考

える上で知見のさらなる集積が必要である．このよう

な現状から本研究では，掃流砂・浮遊砂を考慮した数値

解析によって，土砂が橋梁部の河道閉塞や閉塞後に発

生する氾濫に与える影響について検討する． 

２．2020 年 7月九州豪雨による川内川流域の災害 

 球磨川流域では，2020 年 7 月 3 日から 4 日にかけて

線状降水帯による豪雨が発生し，各地で甚大な被害が

生じた．球磨川水系に属する川内川流域では１日最大

雨量が 471mm の降雨が発生した．これは過去に観測さ

れた降水量から 80年に一度の規模である大規模な降雨

であった．災害後の調査結果から，川内川流域では複数

箇所で斜面崩壊が発生し，中・下流域においては支川か

ら供給された土砂による被害が発生した．図 1 に中流

域の丸岩橋周辺の災害前後の様子を示す．上流から流

れてきた土砂が橋梁上流部に堆積したことで左岸の橋

梁下流域で氾濫が発生し，氾濫流によって家屋が流出

したと考えられる．また，土砂の堆積には右岸側からの

小規模な土石流や左岸側からの大規模な土石流の影響

を受けた可能性がある． 

３．解析条件 

 丸岩橋周辺で発生した災害に対して解析を行った．

非定常平面 2 次元流れと河床変動計算の解析には

Morpho2DH を用いた 2). 

境界条件として，7 月 3 日 18:00～4 日 14:00 に観測

された雨量から降雨流出解析によって算出した流量ハ

イドログラフを上流端に与え，流量に応じた等流水深

となるときの水位を下流端に与えた．また，上流端から

平衡流砂量を供給した．初期河床材料は，現地調査から

求めた河床材料の粒径分布を 6 つの粒径階に分割して

与えた． 

右岸側の山地斜面と道路は災害後の様子から浸食さ

れた痕跡が見られなかったため，非浸食領域として扱

った．また，左岸側の多くの家屋は氾濫流により流出し

ていたことから，災害後も残っていた家屋のみを非浸

食領域として扱った．橋梁と右岸側から発生した土石

流による土砂流出が土砂の堆積に与える影響を考察す

図 1 丸岩橋周辺の被災前後の様子 

(a)被災後の全体の様子

(b)被災前の左岸側の様子

(c)被災後の左岸側の様子

背景：Google ストリートビュー 
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るために，表１に示す４ケースの条件で解析を行った． 

土石流による土砂流出の影響については，計算初期

の河床高を 1～3m 程度上昇させることで考慮した．ま

た，橋梁の影響については，橋脚を非浸食領域として扱

い，橋桁や流木・ゴミなどによる遮蔽を水流に対する抗

力として運動方程式の中で扱うことで考慮した． 

４．解析結果 

 図 2 に各解析ケースのピーク流量時の水深の平面分

布を示す．Case1から橋梁や右岸側からの土石流による

土砂流出を考慮しない場合では氾濫が発生していない

ことがわかる．一方，Case2 から橋梁による影響は非常

に大きく，迂回流が発生して橋梁の下流部で大きな範

囲にわたって氾濫が発生しているのがわかる．また，

Case4 の解析区間の下流部に着目すると，土石流により

流出した土砂が流れを左岸側に逸れさせることで氾濫

を助長させている様子が確認できる． 

 図 3 に Case4 の河床変動量の平面分布を示す．13.5

時間後の河床変動量から左岸側の家屋があった範囲で

10m程度の浸食が発生していることが確認できる．実際

の災害後の様子について，図 1(c)は被災後に整地され

た後であるため河床低下は確認できないが，多くの家

屋が流出しており，出水中に浸食現象が発生した可能

性は高いと考えられる．また，計算開始から 3時間後の

時点では，橋梁上流部で土砂が堆積しているが，計算終

了時点では堆積していない．これは堆積していた土砂

が迂回流によって徐々に下流へと流出したことや右岸

側に堆積したためである．  

５．まとめ 

本研究では 2020 年 7 月に発生した川内川の災害事例

を対象とし，土砂による橋梁部の河道閉塞による氾濫

現象について数値解析を用いて検討した．解析結果か

ら橋梁や右岸側で発生した土石流の影響がない場合は

氾濫が発生しなかった可能性が高く，特に橋梁部の流

下能力の低下は氾濫を引き起こす危険性を大きく高め

ると考えられる．また，迂回流によって河岸や氾濫原が

大きく浸食される可能性があることが示された．橋梁

上流部に堆積していた土砂は迂回流による河岸浸食の

発生とともに，下流へと流出する可能性があることが

示唆された． 

参考文献 
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橋梁の影響 
右岸側からの土石流による

土砂流出の影響 

Case1 × × 

Case2 〇 × 

Case3 × 〇 

Case4 〇 〇 

表 1 各解析ケースの条件 

〇考慮する ×考慮しない 

Case1 

Case3 
図 2 ピーク流量時の水深の平面分布（単位：ｍ） 

Case4 

橋梁 

Case2 
背景：国土地理院 

橋梁 

背景：国土地理院 背景：国土地理院 

背景：国土地理院 

13.5時間後 

背景：国土地理院 背景：国土地理院 

3時間後 

図 3 Case4の河床変動量の平面分布（単位：ｍ） 
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岐阜県高山市ヒル谷における土石流発生後の Step-Pool の動態 

新潟大学大学院自然科学研究科 〇北條杏梨 

新潟大学農学部 権田豊 

京都大学防災研究所 宮田秀介 

1. はじめに

現在，砂防事業では山地から海岸までの流砂系を

一貫して管理する「総合的な土砂管理」が推進されて

いる。山地流域は，流砂系への土砂の供給量とタイミ

ングを支配するため，流砂系の土砂管理の上で最も

重要な領域であるとされている（藤田ら，2003）。山

地河川にみられる Step-Poolは，Pool部における土砂

貯留や Step部の変形・破壊・形成のプロセスを通し

て山地河川の土砂移動現象を複雑化していると考え

られており，その動態を明らかにすることは流砂系

における諸問題を解決するために不可欠である（芦

田ら，1984）。しかし，Step-Poolの動態を現地観測し

た事例は少なく，特に時間的な変化が大きいと考え

られる，土石流発生直後の Step-Poolの動態を詳細に

観測した事例はほとんどない。そこで，本研究では土

石流発生後の Step-Poolの動態を明らかにすることを

目的に，2020年 7 月に大規模な土石流が発生した山

地河川を対象に調査を行った。本稿では調査結果の

うち，Step-Poolの形成や個数の変化について述べる。 

2．調査地・調査方法 

 本研究の調査対象地は神通川水系蒲田川足洗谷支

川のヒル谷流域（岐阜県高山市）である（図 1）。本

流域では，源頭部の崩壊地において凍結・融解作用に

よる定常的な土砂生産が行われており，長年にわた

り流砂観測が行われてきた。また，左岸側斜面が火砕

流堆積物で構成されているため，渓岸崩壊等による

河道への土砂供給が生じやすい特徴を持つ。2020 年

7 月 8 日に上流域で観測史上初の大規模な土石流が

発生し，下流の流砂観測施設が被災した。本研究で

は，流域の下流部 215 m を調査区間に設定し，2020

年 8月から約 1年にわたり，計 4回 Step-Poolの形状

や河道条件（河床勾配，流路幅）を計測した。2020年

に行った 2 回の調査前 1 ヶ月間に降った最大日雨量

は 20～50 mm であったが，2021年の 2回の調査前 1

ヶ月間の最大日雨量は 110～140 mmと多く，調査時

の河川流量は 2021年のほうが多かった。 

3．結果と考察 

土石流発生後の 1 年間に，渓岸の侵食や崩壊によ

り流路に土砂が供給され，流路の横断形状や高水路

幅が変化した。低水路幅の調査区間全体の平均値は

この 1年であまり変化しなかったが，各 Stepの位置

での低水路幅は変動していた。低水路幅は，Step 部

の流水部の幅を計測しており，調査時の流量や Step

部構成礫の位置の変化，土砂の堆積状況により変動

が生じたと考えられる。 

Step部の破壊や変形は，ほとんど見られなかった。

Step 部を構成する礫のうち，最大級の礫 3 つの平均

礫径を計測したがその値には変化がなかった。本調

査地の Step 部は礫径が 0.3～0.5 m と比較的大きく，

礫径が同程度の礫で構成されており，構成礫径が幅

広い場合と比べ，Step 部の変化が生じにくいと推測

される。このことに加え，この 1年に Stepを多数破

壊するほどの大きな出水がなかったことが破壊・変

形が少なかった原因と推測される。 

Pool部の形状は，Pool深と Pool長で変動が大きか

った。Pool幅はこの 1年で縮小傾向にあった。また，

この 1年間で Pool部は埋没と洗掘を周期的に繰り返

しており，Pool部が埋没した場合には Poolの形状は

浅くて長く，洗掘された場合には深くて短い形状に

なっていることがわかった（図 2）。 

Step-Pool の個数は 1 年間で 73 個～49 個の間で変

動した。この変動の大部分は，Pool 部が砂で埋まる

「埋没」によるものであった。また，1年間で破壊・

埋没・変形が生じなかった Step-Pool は 33 個あり， 

本調査地ではじめに確認された Step-Poolの総数の約

45%に相当する。これらの Step-Poolは低水路が蛇行

する箇所に多く存在していた。 

また，Pool 部の埋没にともない，Step-Pool から
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Cascade へ構造が変化する事例が多く見られた。Step

間隔に着目すると， Step間隔が 3 mを超える場合に

Cascade構造に変化しているものが多く見られた。し

かし，2021 年 10 月の調査では，Step 間隔が 3 m 未

満のものでも Cascade 構造への変化が多く見られた

（図 3）。Step間隔が長い場合は，Step間が長く勾配

が比較的緩いため流れの掃流力が軽減されやすく，

土砂が Pool 部に貯留されやすいためと推測される。

2021 年 10 月の調査時点で，Step 間隔が 3 m 未満の

ものでも Poolが埋まっていた原因は，2021年 8月の

出水により河道に供給された土砂量が比較的多く，

Step間隔が広い箇所だけでなく狭い箇所の Poolも埋

まったためと推測される。 

2020 年 7 月に発生した土石流は巨礫を伴う流れが

複数回発生しており，粒径の細かな礫の大部分は流

出したと推測される。現在のヒル谷に存在する Step

部を構成する礫は，比較的頻度の高い中小規模の出

水では流されない，安定した礫であり，そのため本調

査時期間に生じた出水では破壊や変形といった変化

は見られなかったと考えられる。Pool 部については

今後の土砂供給や出水の状況により，洗堀と埋没を

繰りかえしていくと予想される。 

4．おわりに 

 本研究では，土石流発生直後から調査を継続的に

行った。その結果，当初予想された Step部での破壊，

変形の河床変化は見られなかった。一方で，土砂供給

による Pool 部の埋没により Cascade 構造へ変化した

ことや Cascade 構造への変化と Step 間隔の関係性が

明らかになった。これは現在のヒル谷の河床は堆積

傾向にあり，Pool 部が洗堀・埋没を繰り返しながら

徐々に埋まりつつあることを意味している。本研究

の観測結果は，動的に維持されているある瞬間の姿

であり，この状態がどのくらいの供給土砂量と出水

量のバランスのもとに成立し，今後どのように変化

していくのかは十分に検討できていない。今後の研

究では Step-Poolと Cascade 構造が互いに変化する際

の流砂過程や土砂量，出水量について理解を深め，継

続して調査を行っていく必要がある。 
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図１ 調査地（地理院地図に加筆） 

図 2 Pool形状の変化 

図 3 Cascade構造へ変化した 
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水路実験を想定した画像解析による土砂濃度測定手法の検討 

筑波大学大学院環境科学学位プログラム ○佐藤光平 

筑波大学生命環境系  内田太郎 

１．はじめに 

 これまで土石流や掃流状集合流動を対象にした水路

実験では，水路下流端において土砂と水を直接採取す

ることで土砂濃度測定を行われてきた（高橋，1977 な

ど）。この手法は定常・平衡状態では有効であるが，勾

配変化点などの非定常・非平衡状態における土砂濃度

の測定は難しい。 

 また，これまでの水路実験において，画像は流動深や

流速分布を把握するために用いられてきているが，土

石流や掃流状集合流動に関する水路実験において，画

像解析から土砂濃度を推定した検討はほとんど存在し

ない。しかし，画像解析により土砂濃度計測をできれば、

多くの利点があると考えられる。例えば時空間的に高

解像度なデータの取得ができ，実験系の外から撮影す

るため，非接触な測定が行えるため，非定常・非平衡状

態における現象解明に役立つことが期待される。 

 本研究では，水槽を用いて，2 つの異なる粒径の土砂

に対し，0 ~ 20 % の均一な土砂濃度場を作成する実験

の撮影を行い，画像の特徴量を用いた土砂濃度測定の

可能性を検討した。また，土砂の粒径が画像の特徴量に

与える影響を検討した。最後に，放射伝達理論から導か

れる式と実験結果の比較を行った。 

２．方法 

２．１ 実験方法 

実験には 10 cm×30 cm×10 cm（幅×高さ×奥行）のア

クリル製の水槽を用いた。水槽には土砂を撮影したと

き背景が一様な条件になるように２つの側面に青い画

用紙が貼った。既往の土石流の水路実験の条件を参考

にし，粒径が 2 mm（粗粒）と 0.2 mm（細粒）の白色の

土砂を用いた。実験は各土砂・各濃度に対し３回ずつ行

い，その様子を，デジタルカメラを用いて，動画として

記録した。撮影は外部の光を遮断した実験室で照明を

消し，光源を水槽の正面に設置し行った（図－１）。

２．２ 粗粒における土砂濃度の制御方法

 粗粒を用いた実験では，水槽に高さ 20 cm まで水を

張り，土砂供給管の下口を段ボールの板で塞ぎ，乾燥し

た土砂を供給管内に溜め，板を引き抜き水槽に土砂を

供給した（図－１）。用いる土砂供給管とふるいの目の

大きさやこれらの組み合わせを変え，土砂濃度を 0 ~ 

18 % に制御した。 

 0 ~ 10 % では水槽の全幅に土砂が広がるように供給

し，投下開始から終了まで水槽内では時間的・空間的に

均一に供給できていると仮定し，式（1）から土砂濃度 

図－1 実験における光源とカメラ，実験装置の位置  

を算出した。 

𝐶 =
𝑊c

𝜎𝑉𝑐
×

𝑡1

𝑡2
× 100･･･････････････････････････（1） 

ただし，C: 土砂容積濃度（%），𝑊c: 土砂供給管への供

給土砂量（200 g または 400 g），σ: 土砂の密度（2.6 

g cm3⁄ ），𝑉c: 1000 cm3，𝑡1: 土砂の先頭部が水槽の底か

らの高さ 15 cm 地点を通過してから土砂の先頭部が高

さ 5 cm 地点を通過するまでの時間（s），𝑡2: 土砂の先

頭部が水槽の底からの高さ 15 cm 地点を通過してから

土砂の末端部が高さ 15 cm 地点を通過するまでの時間

（s）である。

14，18 % では水槽の全幅で土砂濃度を制御するが難

しかったため，土砂供給管と水槽の間にふるいを設置

せず，土砂を片側に集中させるように供給し，集中して

投下した土砂が分散する範囲では土砂濃度が均一だと

仮定して，土砂濃度を計算した。投下した土砂がすべて

水中に存在し水槽の底に達していない画像内で分散す

る面積 S（cm2）を 1 つや複数の台形に近似して求め

た。水槽の奥行方向には前壁から後壁まで一様に投下

できていることを別の角度の映像から確認した。よっ

て，土砂の分散する体積は S に水槽の奥行 D（10 cm）

を乗算したものとした。したがって 14，18 % では C

（%）は式（2）を用いて求めた。 

𝐶 =
𝑊c

𝜎𝑆𝐷
× 100･･･････････････････････････････（2） 
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２．３ 細粒における土砂濃度の制御方法 

細粒を用いた実験では，粗粒の実験に用いたものと

同じ水槽の底に土砂を敷き，深さ 10 cm まで水を注ぎ，

土砂と水が静止した状態から金網を用いて，水槽内を

攪拌し，土砂を巻き上げた。土砂が十分に水中で分散し

たのを確認し，金網を引き上げ，金網に引っかかった土

砂の量を計測した。水槽の底に敷く土砂の量を変え，土

砂濃度を 0 ~ 20 % に制御した。 

 金網による攪拌終了直後は水槽内で均一に分散して

いると仮定した。攪拌終了直後の画像からそのときの

水深 hf（cm）を読み取り，水槽の底面積 100 cm2 と乗

算して土砂の分散する体積を求めた。その体積内に底

に敷いた量 𝑊f（g）から水槽から引き上げる際に金網に

引っかかった量 𝑊r（g）を引いた量の土砂が分散してい

るとし，土砂濃度 C（%）を式（3）により求めた。 

𝐶 =
𝑊f−𝑊r

100𝜎ℎf
× 100････････････････････････････････（3） 

２．４ 画像解析の方法 

 撮影した映像を 1 フレームごとの RGB画像に切り出

し，流れが安定している時間帯の画像から水槽の底か

ら粗粒では 8 ~ 10 cm，細粒では 4 ~ 6 cm の高さで中央

左寄りの場所から連続 6 フレーム (0.05 秒間) を 100 

p × 100 p で抜き出した．抜き出した画像ごとに，RGB

画像の各ピクセル・各色の画素値とそれぞれの画像内

の画素値の平均値や標準偏差，最頻値とそのピクセル

数を画像の特徴量として取得した． 

３．結果および考察 

 図－２に粗粒と細粒の R 画像における土砂濃度と画

素値の平均値の関係を示す。土砂濃度が大きくなるに

つれ，平均値が単調増加し，徐々に頭打ちになるという

傾向は共通した。しかし，平均値が頭打ちになる土砂濃

度は粗粒では 4 % 程度であったが，細粒では 2 % 程度

と細粒の方が粗粒より小さい土砂濃度で頭打ちになっ

た。これは同じ体積濃度において光源光の消散の程度

は粒径が小さいほど顕著であるためだと考えられる。 

 図－３に粗粒と細粒の R 画像における土砂濃度と画

素値の最頻値ピクセル数の関係を示す。粗粒では，土砂

濃度に対し，最頻値ピクセル数はほとんど変わらなか

った。細粒では最頻値ピクセル数は同じ土砂濃度では

つねに粗粒より大きい値を取り，土砂濃度が 2 % 程度

までは単調に減少し 2 % 以上では直線的に増加し，粗

粒と傾向が異なった。これは粒径とピクセルの大きさ

の比の違いによる画素値の平均化の程度の大小による

と考えられる。さらに平均値と異なり 2 % 以上でも値

が変化し続けた。 

 次に，放射伝達理論に基づき，土砂濃度と画素値の平

均値の関係を算出した。ここでは，背景と土砂粒子の画

素値は変化しないと仮定し，放射伝達理論により式（4）

を導いた。 

𝐼𝑎ve = 𝐼𝑠 −
𝐼𝑠−𝐽

exp(
3

2
𝑄ext𝐶

𝐷

𝑑
)
･････････････････････････（4） 

ここで，𝐼𝑎ve: 画素値の画像内平均値，𝐼𝑠: 十分に光があ

たったときの土砂の画素値で背景が見えなくなった土

砂濃度 4 % 程度の実験値を参考に設定（165），J: 背景

の画素値（82.4），D:水槽の奥行（100 mm），d: 土砂の

粒径（2 mm）である。𝑄𝑒xt は消散効率と呼ばれ，ミー

の散乱理論により， 2 となる（Petty, 2019）。 

図－4 に実験値と計算値を示した。実験値と計算値を

比較すると若干計算値は過大評価であるが，4 % 以下

では概ね整合したが，4 % 以上では計算値は実験値を

過小評価した。これは 4 % 以上の領域では，土砂が背

景を完全に遮断したうえで水槽前壁付近に存在する光

源光を強く反射する土砂の増加を式（4）では表現でき

ないためだと考えられる。 

４．結論 

 粗粒では平均値，細粒では最頻値ピクセル数を用い

た土砂濃度測定の可能性が示唆され，土砂の粒径はど

ちらの特徴量にも影響した。実験値を説明できる理論

式の導出は今後の課題である。 
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電極板を用いた非接触型流砂計測法開発のための水路実験 

三重大学生物資源研究科 〇石坂光，堤大三 

国土交通省中部地方整備局 今井惣一朗 

【はじめに】 

日本や欧米各国では，過去 30 年間，プレートジオ

フォンやパイプハイドロフォン(堤ら，2015)といった

間接的手法による土砂移動計測が精力的に行われてき

ている。しかしこれらの手法は，土砂の衝突を検知す

る接触型の計測手法であるため，大粒径の砂礫や高速

移動する土砂の衝突によって機器そのものが破損して

しまうことがあるため，最も重要な大規模土砂移動現

象を計測できないという問題点がある。 

そこで，我々は非接触型の新たな流砂量計測手法の

開発を行っている。この手法は，河川両岸に電極を設

置し，交流電圧を与えた際の水中を流れる電流を計測

して電気伝導度を求め，土砂濃度に依存して電気伝導

度が低下することを利用して土砂濃度を求めるもので

ある（図-1）。 

【土砂移動計測原理】 

土砂濃度Cs は，式(1)により求められる。ここで，

𝜎𝑠𝑡は計測から求めた電気伝導度𝜎 [mS/m]を水自体の

電気伝導度𝜎𝑚 [mS/m]で標準化して求めるものであり

（式(2)），𝜎を求める際の電極幅には，後述する，実

際の電極幅𝑙𝑒 [m]の外側の通電範囲を考慮した見かけ

電極幅𝑙𝑎 [m]を用いている（式(3)）。ここで，V [V]:

電圧，I [mA]:電流，𝑙𝑒 [m]:電極間距離である。 

𝐶𝑠 = 1 − 𝜎𝑠𝑡    (1) 

𝜎𝑠𝑡 =
𝜎

𝜎𝑚
=

1

𝜎𝑚
(

𝐼

𝑉

𝑏𝑒

ℎ 𝑙𝑎
)     (2) 

𝑙𝑎 =
1

𝜎𝑚
(

𝐼

𝑉

𝑏𝑒

ℎ 𝑙𝑒
) 𝑙𝑒 (3) 

【実験方法】 

計測そのものが可能かを検証する静水条件における

実験と，より現地計測に近い条件での検証を目的とし

た流水条件における実験を行った。流水実験の実験装

置の概略図を図-2に示す。 

(1) 静水実験

水槽の両端に電極板を設置し，電圧をかけた際に計

測される電気伝導度が，土砂濃度に依存して変化する

かを検証する実験を行った。その際，電極幅と水槽幅が

一致する条件と一致しない条件で比較をした。電極は

両実験ともに幅:19 cm，高さ:10 cm である。水槽幅と

電極幅を一致させた実験では，水槽は幅・奥行・高さ:19 

cm で，使用した土砂は平均粒径 4.75 mm，間隙率 0.39

である。水槽幅と電極幅が一致しない条件では，幅:35 

cm，奥行:21 cm，高さ:26 cm の水槽を用い，土砂は水

槽幅と電極幅を一致させた実験と同じものを用いた。 

(2) 水槽幅を変化させる静水実験(土砂無し)

実験(1)を踏まえて，水路型水槽を用いて電極幅に対

して水槽幅 L (cm)を変化させ，電極幅外側の通電領域

を定量化する実験を行った。使用した水槽は，最大

幅:180 cm，縦長さ:9 cm ，高さ:10 cm である。 

(3) 流水実験(土砂供給なし)

流水条件において，土砂が存在しない状態で電流を

流した際に，計測される電気伝導度の変化を検証した。

この際，水位変化がない場合(Run1)と水位変化を発生

させた場合(Run2，3，4)で実験を行い，水位変化が計

図-1 土砂移動計測のイメージ図 
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図-2 実験水路概略側面図 
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測結果に影響を及ぼすかどうかを比較した。 

(4)土砂移動計測実験(50 V)

高い電源電圧(50 V)を与えた場合，流水条件において

計測が可能かどうか検証するための実験を行った。土

砂供給量を 150，300，450 cm³(Run5，6，7)として各

投入量 1 回ずつ実験を行った。土砂はベルトコンベア

によって供給し，ベルトコンベア上の土砂設置区間は

すべて 90 cm で統一した。 

(5)低電圧土砂移動計測実験(10 V)

現地計測への適用を想定し，電源電圧を小さくした

状態で計測が可能かどうかを検証した。実験条件は，電

源電圧以外はすべて実験(4)と同一であるが（Run 8，9，

10），ここでは各条件で 3 回繰り返した。 

【結果と考察】 

実験(1)で求められた標準化電気伝導度を図-3 に示

す。どちらの場合でも土砂濃度に依存して電気伝導度

が低下することが示された。ただし，水槽幅が電極幅よ

りも大きい条件では，電極幅と水槽幅が同じ条件と比

較して電気伝導度が大きく計測されることから，電極

幅の外側に通電領域が存在することが示された。 

実験(2)で得られた見かけ電極幅と水槽幅の関係を図

-4 に示す。ここから電極幅外側の通電領域には限界が

あり，一定の見かけ電極幅が存在することが判明した。 

実験(3)から(5)の結果を図-5 に示す。流水のみの計

測結果を見ると， 土砂量がマイナスと計算される場合

もあるものの，0 に近い値となった。 

高電圧(50 V)の結果を見ると，土砂量の推定値は実際

の投入量に近い値となり，全体としても両者の関係は

1:1 の直線に乗っていることがわかる。よって，流水条

件下での土砂移動量計測において，本手法が高い精度

で有効であることが分かった。 

低電圧(10 V)の結果を見ると，供給土砂量 300 cm³以

下の場合では，実験の繰り返し間でのばらつきや，土砂

量の推定値と実際の投入量の間の誤差が見られるが，

450 cm³の場合では，精度よく土砂量が推定できている。

このことから，電圧を低く設定すると，土砂濃度が低

い場合は計測精度が低下する可能性もあるが，土砂

濃度が高ければ 50 V の場合と同様に，高精度での推

定が可能であることが分かった。 

【まとめ】 

本研究で行った水路実験で, 静水条件下，流水条

件下ともに電気的手法による土砂移動計測が有効で

あること, 負荷電圧を低くした場合でも計測が可能で

あることを確認した。また, 計測精度に関しても, パイ

プハイドロフォンなどでは 5~1/5倍の範囲であると言

われており，それと比較しても劣らない精度であるた

め, 有効な手法であることが判明した。今後も水路実

験によりさらに多くの条件での検証を継続するととも

に，現地実験による計測手法の確立を目指していく。 
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図-5 投入土砂量と推定土砂量の関係 
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インターバルカメラを用いた山地河川における出水時の流路と河床の粒度分布の把握

筑波大学大学院環境科学学位プログラム  ○関根 崚

筑波大学生命環境系  内田 太郎 

筑波大学大学院環境学学位プログラム    金澤 瑛 

筑波大学（国際航業株式会社）  川上 愛生 

1．はじめに
山地河川において，土砂の流出状況を把握するこ

とは災害対策や，流域の土砂管理を行う上で非常に

重要である．特に河床材料の粒度分布は山地河川の

流出土砂量を規定する要因の 1 つだといわれてお

り，出水ごとに変化する粒度分布を把握し続けるこ

とが重要である．しかしアクセスの悪い山地河川で

は流路の変動やそれに伴う河床材料の粒度分布の変

化に関する高頻度のデータは限られているのが現状

である． 

一方で近年画像から河床材料の粒度分布を推定す

る手法が盛んに研究されており，この手法は従来の

手法と比較して容易に広範囲の粒度分布を求めるこ

とができることが示されてきた(Woodget et al., 

2018). 

そこで本研究では，インターバルカメラを用いる

ことにより流路や河床材料の粒度分布のデータを時

系列的かつ高頻度に取得する観測を行い，出水ごと

の河床材料の粒度分布の変化を把握することで，手

法の有効性を検証した． 

２．方法 
2. 1 調査地・撮影方法

山梨県北杜市にある，富士川水系釜無川の支流大

武川を調査対象地とした．大武川では 2019 年 10

月に大規模な土石流が発生している．大武川の上流

部にある朴の木橋に流下方向に向けてカメラを設置

して観測を行った．この地点の標高は 892 m，勾配

は約３゜である．撮影範囲は砂防堰堤の堆砂敷きで

あり，2019 年の土石流により堆砂が進行した範囲

である． 

使用したインターバルカメラは Brinno 社製

TLC200Pro で，解像度は 720×1280 ピクセルであ

る．河床からの高さは約 15 m，解析範囲の中心部

からの伏角は 35.4゜である．カメラの撮影時間は 5

時から 20 時までとし，1 分間隔で撮影を行った． 

2. 2 礫径の算出方法

画像から粒度分布を推定する手法は自動判読と手

動判読の 2 種に大別される(大橋ら，2011)．自動

判読の技術は発展途上であり，判読精度などを考慮

して，本研究では手動判読を採用した． 

インターバルカメラで撮影した画像のうち，粒度

分布を推定する範囲 (幅約 39.6 m，流下方向距離

約 7.6 m)を設定し，範囲内のすべての礫を手作業

で囲んだ．次に遠近の歪みをなくすために

OpenCV を用いて正射画像に変換した．その後

ArcGIS を用いて判読した礫をポリゴン化し，事前

に撮影しておいたスケールをもとにポリゴンの面積

を算出した．礫を楕円に近似して面積から代表粒径

を算出した． 

2.3 礫径の算出の精度検証 

 次にこの手法に関する精度検証を行った．まず実

際に現地で 10 個の礫を選び，その礫径を計測した

うえで，現地で計測した礫と同一の礫をカメラの画

像から判読し，実測値と画像から求めた礫径の値を

比較した． 

10 個の礫のうち 10 cm 以下の礫が 3 つありその

3 つの礫に関しては画像から判読できなかった．７

つの 10 cm 以上の礫のうち 6 つは誤差 45 %以下の

精度で判読できた．一方で 1 つは他の礫の影とな

っていたため，画像に映っておらず，判読できてい

なかった． 

以上のことから，10 cm 以上の礫であれば，画像

に映っているものは一定程度の精度で礫径を計測で

きるということが分かった． 
2. 4 解析対象の降雨
2021 年 5 月 1 日から 2021 年 10 月 26 日の間で，
比較的大規模であった 4 つの出水を解析対象の降
雨とした．それぞれを出水①～④として，出水前後
の河床材料の変化を判読した．それぞれの出水の特
徴を表-1 に示す．出水①，②，④は図-1 の上から
2 枚目の画像に示すように出水によって澪筋の幅が
大きく増加するほか，図-1 の 1, 3 枚目の画像のよ
うに出水の前後で澪筋位置が変化するような大規模
な出水であった．一方で出水③は比較的小規模な出
水で，出水によって川幅はわずかに増加したもの
の，出水前後の澪筋位置の変化はなかった． 
解析に用いた雨量データは，朴の木橋から約 2 

km 下流にある国土交通省富士川砂防事務所が管理
している大坊雨量観測所のデータを用いた． 

表-1 出水の特徴 

2.5 解析手法 
河床は澪筋内と澪筋外に分類できるが，澪筋内は

低水時にも礫の一部が水没しているため正確な判読
ができなかった．一方で常に澪筋外の範囲は粒度分
布がほとんど変化しないと考えられる．そこで，本
研究では撮影時は澪筋外だが，前の判読画像の撮影
時から今回までの間に少なくとも一度は澪筋内にな 

発生日 総降水量 時間最大降水量

出水① 5月20日 105 mm 10 mm/h

出水② 8月13日 292 mm 13 mm/h

出水③ 8月16日 65 mm 11 mm/h

出水④ 9月2日 143 mm 16 mm/h
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図-1 出水による澪筋の変化 

った範囲を解析の対象とした．このような範囲には 
以下の二つが考えられる．一つ目は出水中のみ澪筋
内となった範囲である図-1． 4 回の出水それぞれ
に対してこの範囲の判読を行い出水前後の河床材料
の粒度分布を比較した．この 4 回の解析をそれぞ
れ解析 1～4 とする．二つ目は澪筋外だった範囲が
出水による澪筋位置の変化によって澪筋内に変化
し，しばらく澪筋内であったが，その後の出水で再
び澪筋位置が変化することで澪筋外になった範囲で
ある．これには出水①で澪筋内になり，出水②で澪
筋外になった範囲と，出水②で澪筋内になり，出水
④で澪筋外になった範囲の二つがある．前者を解析
5，後者を解析 6 とする．
以上計 6 ケースの解析を行った．なお，解析

1~6 の解析範囲の面積はそれぞれ 114 ㎡，134 ㎡，
20 ㎡, 18 ㎡，83 ㎡，17 ㎡であった． 

3. 結果と考察
図-2 に粒度分布の解析の結果を示す．すべての

場合において，出水によって河床材料の粒度分布は
粗くなるか，またはほとんど変化がないケースのい
ずれかで，細粒化したケースはなかった． 
解析 2 と解析 5 は変化が大きく，10 cm 以上の

粒径が占める割合が前者では約 20 % から約 40 % 
に増加し，後者では約 17 % から約 42 %に増加し
た．次に解析 1 で変化が大きく，約 11 % から約

24 %に増加した．一方で残りの解析 3, 4, 6 では 10 
cm 以上の礫が占める割合はほとんど変化していな
かった．  
10 cm 以上の礫の割合がほとんど変化しなかった３
つの解析に関してさらに詳しく見ると，解析 3 お
よび解析 6 では各粒径階の占める割合もほぼ一致
していた．一方で解析 4 では 10 cm 以上の礫が占
める割合は約 19 % から約 23 %にしか増加してい
ないが 50 cm 以上の礫の占める割合は 0 % から約
14 % と大きく増加したことが確認された． 

４．まとめ 
インターバルカメラを用いた観測で，出水による
澪筋の拡大縮小や位置の変化を把握できた．また，
おおむね堆積域の全幅かつ流下方向距離約 7.6 m と
いう，比較的広い範囲を対象にインターバルカメラ
の画像から河床の礫径を判読した．それらを組み合
わせることによって，澪筋の変化に伴う河床材料の
粒度分布の変化を把握できることを確認した． 

図-2 澪筋の変化による粒度分布の変化 

参考文献 
A.S. Woodget, C. Fyffe, P. E. Carbonneau. (2018)：
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airborne particle size mapping methodologies to the 
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SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 43, 
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レーダー降雨観測・掃流砂観測と土砂動態シミュレータを用いた

データ同化による流域スケールの土砂流出予測手法 

○左藤起也 1), 宮田秀介 2), 山野井一輝 2), 坂井紀之 3), 藤田正治 2) 

1) 京都大学大学院工学研究科 2) 京都大学防災研究所 3) 日本気象協会

1. はじめに

現在、流域土砂動態シミュレーションにおいて、モ

デルの現象再現性や境界条件のすべてを実測できな

いという問題がある。一方、流域末端での観測データ

の蓄積が進んできている。そこで観測とシミュレー

ションをつなぐデータ同化手法を導入することで、

予測精度を向上させることと流域内の状態を逆推定

することが期待される。しかし、流域土砂動態シミュ

レーションにおいて土砂供給という境界条件が下流

の土砂流出にどの程度影響するかわかっていない。

よって本研究では、土砂流出のパターンを変えたと

き、下流側でどのような違いが現れるかを調べるこ

とを目的とした。 

2. 異なる土砂供給条件に対する掃流砂量の変動特

性 

本研究で対象とした流域は岐阜県高山市足洗谷

（流域面積：6.5 km2）、期間は 2020 年 6 月 25 日～7

月 31 日とした。この期間は京都大学防災研究所穂高

砂防観測所の流砂観測水路における流砂の観測デー

タがそろっており、本研究に適する。解析には土砂動

態モデル SiMHiS（山野井ら, 2016）を用いた。降雨

データは、6 月 25 日～6 月 30 日はアメダス（栃尾）、

7 月 1 日～7 月 31 日は解析雨量メッシュ値を使用し

た。また河床および供給土砂の粒度分布は足洗谷に

おける先行研究（沢田, 1985）を参考に図-2 のように

決定した。 

土砂供給条件は、黒谷、白水谷での年間土砂生産量

を基準に表-1 のように決定した。各支流での年間土

砂生産量は、足洗谷での先行研究（沢田, 1985）を

参考にした。そして表-1 の各ケースに対して、対象

期間のはじめにそれぞれ黒谷と白水谷の最下流部に

あたる図-1 中の③または④のいずれかの地点に新規

の土砂供給を行った。その後、観測流路がある①の地

点、黒谷と白水谷の合流点にあたる②の地点での掃

流砂量の変動について調べた。 

図-1 足洗谷流域の各地点 

図-2 土砂の粒径加積曲線 
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表-1 土砂供給条件 

3. 計算結果

Case0 , Case K-1～Case K-6 における観測流路地点

での累積掃流砂量の計算結果と観測結果を図-3 に示

す。このように流域上流での土砂の供給量の違いが、

短期間で下流側に大きな影響を与えるということが

分かった。また観測結果は、年間土砂生産量の 0.5 倍

を河道に供給した Case K-3 と最も近かった。このこ

とは対象とした降雨イベント中に新規の土砂供給が

起こった可能性を示唆している。 

 次に、最も観測結果と近くなった Case K-3 におけ

る掃流砂量の場所ごとの違いを調べた。図-4 は流砂

観測水路地点とその上流側にある黒谷と白水谷の合

流地点での掃流砂量を表している。対象期間では主

な出水が 4 回あったが、土砂供給に近い合流点では

1 回目に土砂供給の影響が、少し下流側にある観測流

路地点では 2 回目にその影響が強く出ていることが

わかった。 

図-3 観測流路における累積掃流砂量 

図-4 場所ごとの累積掃流砂量の比 

4. まとめ

本研究では異なる土砂生産条件に対する掃流砂量

の変動特性について調べた。その結果、土砂の供給量

である境界条件を変えると、流域末端での流砂量シ

ミュレーション結果は大きく変動することが確認で

きた。また、土砂供給地点との距離の違いによって、

掃流砂量が増加するタイミングが変化することが確

認できた。今後は、濁りや浮遊砂なども考慮したシミ

ュレーション結果の評価を検討することで、データ

同化を用いた土砂動態予測手法の開発につなげてい

きたいと考えている。 

参考文献 

沢田豊明 ： 山地流域の土砂流出に関する研究, 京都

大学博士論文, 1985 
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崩壊裸地斜面表層からの細粒土砂の供給による厚真川の土砂流出変化  

京都大学大学院 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 

北海道胆振東部地震により，厚真川流域内にて多数の

斜面崩壊が発生し 1)，降雨による崩壊裸地斜面からの細

粒土砂の流出が懸念されている．土砂が厚真川に流れ込

んだ際，河口域，海域まで輸送され，拡散することが予

想されており，厚真川下流に広がる農地，水産資源への

被害が想定される．ここで，地震後の土砂流出変化を把

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．また，土砂流出の把握には，流域スケールのシミ

ュレーション 2)に適切な土砂供給モデルを組み込むこと

が必要である．そこで，降雨と崩壊裸地斜面からの土砂

供給の関係を解明するため，現地観測および降雨装置を

用いた水理模型実験とその再現計算を行った． 

2. 現地観測 

流域内での表層崩壊は En-a層と Ta-d層の境界ですべ

り面が形成されたと推定されている 3)．また，En-a層は

風化が進んでおり，粘土やシルトが含まれることが確認

されている 3)．対象とした崩壊裸地斜面においても粘土

やシルトを含む層と，主に砂から成る粒径の比較的大き

い層の露出が確認できた．粘土・シルト層が露出してい

る斜面（図 1（左））は透水性が小さく，リルが発生し，

活発に斜面が侵食されていた．それに対して，砂層が多

く露出している斜面（図 1（右））は透水性が大きく，リ

ル侵食は確認されなかった．したがって，表層に粒径が

小さく，透水性の小さい層が存在すると，降雨による表

面流が発生しやすくなり，リルによる侵食が活発に行わ

れると推察される．以上のような崩壊裸地斜面を模した

水理模型実験を行うことで，粘土・砂層が混在する場に

おける降雨による斜面の侵食過程を明らかにする． 

3. 水理模型実験 

3.1. 実験条件 

実験では，縦断方向に 3000mm，横断方向に 800mmの

矩形水路を使用し，勾配は 10度とした．使用した水路を

図2に示す．この水路に土砂を厚さ120mmで敷き詰め，

降雨装置を用いて平均 93mm/hの強度で降雨を与えた．

土層の条件を表 1に示す．Case1eは 7号珪砂を 12cm敷

き詰め，Case2e，3eは 7号珪砂を 9cm敷き詰め，その上

にそれぞれ珪藻土，カオリンを 3cm敷き詰めた．7号珪

砂は，リル非発生斜面表層の土砂と同程度の粒径である．

また，珪藻土は，リル発生斜面表層の土砂と同程度の粒

径であり，カオリンはリル発生斜面表層と比較的透水性

が近い土砂である．以上より，Case1eはリル非発生斜面

を，Case2e，3e はリル発生斜面をそれぞれ模している．

実験では 15 分毎に降雨を止め，キーエンス社製超高精

細インラインプロファイル測定器（LJ-X8900）によって，

縦断方向に 10mm間隔，横断方向に 0.225mm間隔で表面

変位を測定した．また，5 分毎に下流端において表面流

の土砂濃度を計測した． 

3.2. 実験結果 

各ケースにおける 15 分毎の表面変位（初期の表面と

の差分）を図 3に示す．測定範囲の制約から，上流側の

800mm程度と，両岸の25mmは除外している．また，下

流端における表面流の土砂濃度を図 4に示す．Case1e，

2eにおいて，降雨開始から 30分経過時点までは，ほと

んど侵食が見られない．その後，表面流が発生し，侵食

が発生している．特にCase2eにおいては，筋状の侵食が

観測された．また，下流端における表面流の土砂濃度が

最も大きく，活発に侵食していることが分かる．Case3e

においては，15分経過後に斜面全体が 20mm程度低下し

ていたが，土砂流出は観測されていないことから，降雨

による締固めが原因であると推測される．また，60分後

の表面変位と下流端における表面流の土砂濃度の結果か

ら，最も侵食が穏やかであることが分かる．透水性が小

さく表面流が発生しやすいカオリンにおいて侵食が穏や

かであったのは，粘着性による影響だと推測される． 

図 1 リル発生斜面（左）とリル非発生斜面（右） 

図 2 水路の形状 

表 1 実験条件 

Case 下層土砂 上層土砂 

Case1e 7号珪砂 12cm - 

Case2e 7号珪砂 9cm 珪藻土 3cm 

Case3e 7号珪砂 9cm カオリン 3cm 
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4. 数値計算 

本研究では，飽和側方浸透流を考慮した降雨浸透モデ

ルと掃流砂と浮遊砂を考慮した土砂移動モデルを組み合

わせた平面 2次元の数値モデルを構築し，実験の再現を

試みた．地表面には浸透能𝑓0を設定し，これを上回る降

雨が生じている場合には表面流が生じるものとしている． 

Case1e~3eの実験条件に対応する計算条件として，表2

のように設定した．降雨強度 100mm/hを与え，計算開始

後から60分後の表面変位の結果を図5に示す．Case1sで

は，筋状の侵食が顕著に生じた．Case2sでも，筋状の侵

食が生じた．また，下流端で堆積傾向にあり，実験結果

と同様の結果となった．Case3sでは，おおむね全域が侵

食される結果となった．これは，実験においてCase3eで

のみ下流端で侵食傾向であったことに矛盾しない結果で

ある．しかし，侵食の形状や深さにおいて実験と計算が

完全に一致はしなかった．原因としては，粘着性の影響

をモデルで考慮できていないこと，15分毎に降雨を一旦

停止している影響を考慮できていないこと等が推測され

る． 

5. おわりに 

本研究では，崩壊裸地斜面を模した水理模型実験とそ

の再現計算を試みた．今後は，現地条件に合うようによ

り小さい降雨での実験や粘性を考慮したモデルの構築に

取り組む．その上で流域スケールのシミュレーションに

土砂供給モデルを組み込むことを目指す． 

参考文献 

1) 今日出人ら：北海道河川財団報告書，2019

2) 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，2000

3) 小山内信智ら：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，71巻，5号，2018

4) 久加ら，北海道河川財団報告書，2022，（投稿中） 

図 4 下流端における表面流の土砂濃度 

表 2 計算条件 

Case 粒径𝑑 浸透能𝑓0
Case1s 0.2mm 100mm/h 

Case2s 0.075mm 50mm/h 

Case3s 0.075mm 10mm/h 

図 5 計算結果（60分後の表面変位）4) 

図 3 実験結果（各ケースにおける 15分毎の表面変位）4) 
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大規模土砂災害発生後の警戒・避難における未経験降雨指数の活用について 
ー 平成 23 年紀伊半島大水害後の事例分析 ー 

京都大学大学院農学研究科 
○小杉賢一朗・福田 幹

1. はじめに

自然斜面や渓流において雨水流動や土砂移動に係る物理特性を正確に把握することは困難であり，土砂災害

の予測精度向上には未だ多くの課題が残されている。現状の土砂災害に対する警戒・避難技術においても，見

逃しを軽減しようとして土砂災害発生危険基準線（CL）を低く設定することにより空振りが増えてしまう問

題が指摘されている。このため警戒・避難技術では，たとえ空振りしてもその後の住民の避難行動に負の影響

を与えないことが重要になると考えられる。具体的には，空振りにより得られた「この規模の降雨では災害が

発生しないであろう」という知見が直ちに活用され，次回以降の空振りの減少に直結することが重要になろう。

しかしながら現行の方法では，一般に，一度設定された CL の見直しに時間と手間がかかることが多い。 

 近年筆者らは，土砂災害発生危険度を評価するための新たな指標である未経験降雨指数 TPを提案した（小

杉ら，2021；小杉，2022）。未経験降雨指数は，「現在時刻の雨は，時刻 TPより後の期間における最大規模に

なっている」という客観的事実を示す指標であり，その計算に当たっては常に最新の雨量データが用いられる。

よって未経験降雨指数を用いた土砂災害危険度判定技術においては，空振りが発生した場合でもその知見が直

ちに活用される仕組みが自ずと整っている。本研究では，大規模土砂災害発生後の警戒・避難における未経験

降雨指数の活用について，現行手法との比較に基づき検討を行った。 
2. 未経験降雨指数 TP

小杉（2022）は，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』という状況が初めて

出現する時刻」を未経験降雨指数 TPと定義した。TPは雨量の時系

列データを用いて算定され，各時刻においてその値が定まる。あ

る現在時刻における TPの具体的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，X(M1,t)を横軸に X(M2,t)

を縦軸にとって，図-1 に示したスネーク曲線図を描く。図上

に落とされた個々の点を，以下ではプロットと呼ぶ。

② スネーク曲線図上の「過去の降雨イベント中のプロット」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 中の灰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。なお本研究では，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した。

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図-1 と同様の新た

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，最も過去に遡ったものを未経験降雨指数 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「遡り期間の設定において TPまで遡らなければ，少なくと

も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，「遡り期間の設定において TP まで遡れば，分析に用いたいずれの

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以下である」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より後の期間における最大規模になっている」と考えることが

2004/7/4 3:00

1995/7/8 7:00

2004/7/4 2:00

2001/9/30 23:00

2001/10/1 0:00

現在の降雨イベント中のプロット
過去の降雨イベント中のプロット

現在時刻のプロット

長期雨量指標

短
期
雨
量

指
標

図-1 未経験降雨指数 TPの候補の算定手法に関

する模式図（小杉（2022）の図-2 を引用） 
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できる（以上，小杉（2022）より引用）。「土砂災害の発

生予測に有効と考えられる種々の見方」に関して，本研

究では 1326 種類のスネーク曲線図を用いて降雨の特徴

を分析した。すなわち，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，考えられる全てのM1，

M2 の組合せから成るスネーク曲線図を用いた。 

3. 検討事例と結果

和歌山県那智勝浦町の市野々地区，井関地区，川関地

区では，2011 年 8 月 30 日～9 月 6 日の紀伊半島大水害時

に斜面崩壊や土石流が多発し甚大な被害が発生した。こ

こでは，市野々地区にある観測局の時間雨量データ（2003

年 1 月 1 日～2020 年 7 月 31 日）および和歌山県土砂災

害啓発センターの敷地内に設置された観測局の時間雨量

データ（2020 年 8 月 1 日～12 月 31 日）を使用し，前述

の方法で TPを算定した。なお国交省砂防部と国総研土砂

災害研究部による土砂災害データベース（非公開）には，

紀伊半島大水害よりも後の期間（2020 年 12 月 31 日まで）

において災害発生の記録はみられなかった。 

図-2a には，各降雨イベントにおける TP（イベント中

に最も過去まで遡った値）を時系列で示している。紀伊半島大水害直後の 2011 年 9 月 19 日に発生した積算雨

量 183 mm の降雨イベントでは，紀伊半島大水害の際に大きく増加した半減期の長い実効雨量が十分に低下し

ないうちに再び大きく増加した。これが効いて TPは 1998 年 9 月 24 日まで遡った。この降雨イベントを除け

ば，それ以降の約 9 年間に発生した全ての降雨イベントにおいて，TP はどんなに遡っても紀伊半島大水害ま

でである。つまり，紀伊半島大水害を引き起こした降雨イベントを含め，それ以降に発生した降雨イベントに

より既に経験した規模の降雨であることを表している。 

 もし TP が紀伊半島大水害を引き起こした降雨イベント時より昔に遡るようなことになれば（すなわち，紀

伊半島大水害を引き起こした降雨イベントを超過する規模の降雨であるとしたら），甚大な被害が発生する可

能性が極めて高いことから，避難行動が必要なことは明白であろう。一方，TP が紀伊半島大水害を引き起こ

した降雨イベント時まで遡ったとしたら，それは紀伊半島大水害より後の期間において初めて経験する規模の

降雨になっていることを意味している。市野々地区，井関地区，川関地区では，紀伊半島大水害時に多くの斜

面崩壊や土石流が発生し流域が大きく荒廃したことによって，斜面崩壊や土石流の発生に対する抵抗力が低下

したことが考えられることから，「紀伊半島大水害より後の期間において初めて経験する規模の降雨である」

ことは避難行動を起こす適切な根拠になる可能性が考えられる。以上に基づき「TP の紀伊半島大水害時以前

への遡り」を避難の根拠とした場合，図-2a に示した期間において避難が呼びかけられた降雨イベントの総数

は 31 であった。 

 図-2b は同期間における RBFN 値の時系列である。閾値を 0.965 に設定した場合，期間全体で閾値を超える

降雨イベントの総数が図-2a と同じ 31 となった。すなわち総数でみた場合，「TPの紀伊半島大水害時以前への

遡り」を根拠にすることは，RBFN の閾値を 0.965 に設定することと同等であったことになる。さらに図-2c

では，TP と RBFN の各々を用いた場合に避難が呼びかけられた降雨イベントの数を年ごとにまとめている。

総数は同じであるが，TP を用いた場合の方が期間前半で多く，後半で少なくなっていることがわかる。すな

わち TP を用いると，紀伊半島大水害の直後はより頻繁に避難の呼びかけをすることになるが，時間の経過と

ともにその回数が相対的に減少している。これは空振りを繰り返すたびに知見が自然と蓄積されていくからで

あり，理に適った手法になっている可能性が考えられる。 

雨量データや被災状況，避難状況等に関するデータを提供いただいた和歌山県，那智勝浦町，国交省，紀伊

山系砂防事務所，国総研に謝意を表す。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実施した。 

小杉賢一朗ら（2021）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，令和 3 年度砂防学会研究発表会概要集，p.15-16 
小杉賢一朗（2022）土砂災害に対する警戒・避難のための未経験降雨指数の提案，砂防学会誌，Vol.75，No.1（印刷中） 
小杉賢一朗ら（2022）令和三年度 降雨の既往最大値超過を基軸とした革新的な警戒避難情報提供技術の開発 報告書，京都大学，pp.219 
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富士山火山における火山砂防防災施設（防災ステーション）の計画概要 

協和設計株式会社 防災グループ ○西岡 孝尚 中澤 圭一 南部 啓太 渡邊 浩幸 

国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所  杉澤 文仁 中田 篤史 

１. 概要

富士山火山では噴火による降灰，火砕流，融雪型火山泥流，溶岩流，降灰後の土石流など多様な現象が発生

し，宝永噴火と同程度の大規模噴火では首都圏まで大きな被害を受けることが想定されている1)。富士山火山

では「富士山火山噴火緊急減災対策砂防計画」として，図-1に示す枠組みで富士山火山砂防計画の構成を示し

ている。本計画は「降雨対応火山砂防計画」と「噴火対応火山砂防計画」からなり，それぞれで基本対策と緊

急対策を実施するものとしており，いずれも砂防施設の整備によるハード対策と警戒避難体制整備の支援や監

視・観測体制の整備等によるソフト対策からなる。

火山砂防防災施設（防災ステーション）は，「噴火対応火山砂防計画」の緊急対策におけるハード対策の一

環で，緊急ハード対策として考えられている仮設堰堤や仮設導流堤等の築造に際し，その材料となるコンクリ

ートブロックを備蓄するための施設である。令和2年度から3年度にかけて，本施設の基本設計および実施設計

を行ったので，本稿にて計画の概要を紹介する。 

２. 火山砂防防災施設の目的

噴火に伴う土砂移動現象である降灰後の土石流，融

雪型火山泥流，溶岩流に対するハード面での緊急対策

は，被害をできる限り軽減するための対策であり，こ

れらの現象の到達予測場所かつ被害想定箇所で実施

するものである。特に，迅速な対策には，必要な資機

材の備蓄を可能な限り平常時から実施しておくこと

が重要で，後方作業基地（火山防災ステーション）の

整備を平穏時より進めるものである1)。 
緊急ハード対策である既設砂防施設の嵩上げ，仮設堰堤，

仮設導流堤の築造に必要なコンクリートブロックは，富士山

全周を17のラインに区分し，ライン毎にその数を算定した上

で，さらに複数のグループに区分して，各グループで必要な

数量を備蓄する施設の計画を進めるものである。（図-2参照） 

本施設は，富士山南麓エリアの１つのグループを対象とし，

約4,000個の3t型ブロックの備蓄ヤードを整備する計画である。 

３. 火山砂防防災施設の計画諸元

（１）計画施設の概要

計画施設は，①噴火対応火山砂防計画における緊急対策で

必要となるコンクリートブロックの備蓄や製作のためのヤー

ド，②緊急時においてコンクリートブロックの運搬に用いる

ヘリポート，③これらの施設への進入道路，④施設の築造に

伴う地形改変に応じた調整池等を配置するものである。

図-3に施設の計画平面図を示す。

主要施設である備蓄ヤードは，前述のように緊急対策で必

要となるコンクリートブロックの備蓄と製作ヤードで，3t型
コンクリートブロックを3段積で設置して，必要な数量が備蓄

可能な面積を確保している。

ヘリポートは，場外離発着場としてコンクリートブロックの運搬に用いるもので，対象機材は中部地方整備

局が所有する「まんなか号」とし，最低2方向からの進入・進出を確保し，燃料等が仮置きできるフリースペ

ースを併設する。準拠基準は，｢ヘリポート土木施設設計資料」（平成6年3月 航空局）や｢地方航空局におけ

る場外離着陸許可の事務処理基準｣（平成29年2月一部改訂 航空局）である。 

図-1 富士山火山砂防計画の構成1) 

図-2 溶岩流等の影響想定範囲と避難対象エリア1) 

T2 - 2 令和４年度砂防学会研究発表会概要集
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調整池は地形改変による出水等の影響を考慮し，無害流出量を上回る流量を調整するものである。

進入道路は，備蓄ブロックの運搬や搬出ならびに施設管理に用いる進入道路で，工事用道路を兼用する。

図-3 火山砂防防災施設（防災ステーション）の計画平面図 

（２）計画施設の地形特性

計画地は，富士山を開析して流下する河川沿いの緩やかな斜面地と溶岩流より形成される急斜面地からなる。

河川とその支川に挟まれた緩やかな斜面地に備蓄ヤードを設け，極力切土や盛土を低減している。ヘリポート

は進出条件が良くなる山地の尾根部に設けている。進入路は地域への負担を減ずるために，現況道路とは別に

主要地方道に連絡する経路で新たに設置する計画としている。

施設面積は約54,300㎡と規模大きく，計画地とその周辺の3次元地形図を活用して，地形特性を反映し，施設

配置を工夫した。図-4に，計画に用いた3次元の施設モデルを示す。 

図-4 火山砂防防災施設（防災ステーション）の3次元図 

４. おわりに

水防活動などに供する防災ステーションは，現在，各地でその整備進められ，地域における災害時の活動拠

点としてその利用が図られてきている。一方で，火山砂防における防災ステーションは，近年，新たに整備が

始まったばかりである。ここに，過去3,200年の間に135回もの噴火が発生した国内有数の活火山である富士山

麓に計画する施設の概要を紹介し，今後整備の進捗がスムーズな運びとなることを期することとしたい。 

参考文献 １）富士山火山噴火緊急減災対策砂防計画：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，平成３０年３月 
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微地形判読の避難計画への応用(2)-昭和 47年 7月豪雨より 50年- 

○下河敏彦(株式会社環境地質)

1．はじめに

2022 年は、昭和 47（1972）年 7 月豪雨から 50

年目である。国土交通省の資料では中国地方にお

いては、平成 30 年 7 月豪雨を昭和 47 年 7 月豪雨

に匹敵する規模として比較するなど（国土交通

省：2019）、広域で豪雨災害が発生した特筆すべ

き年であると言える。矢野（1973）の調査では、

主な被災地として、秋田県、神奈川県西部、西三

河東濃地区、東大阪、広島県北部・島根県松江市、

高知県繫藤の崩壊、熊本県天草上島、鹿児島県や

宮崎県に至る範囲が挙げられている。土砂災害の

観点では、熊本県上天草島及び西三河東濃地域に

おいて現在もなお既往最大の災害であり、天草士

では 2021 年 7 月 6 日に 50 年式典を行い、豊田市

は 40 周年の 2012 年に災害誌を発行している。 

このような災害は、「激甚な被害」が発生した

場所がフォーカスされる傾向がある。しかし、実

際には地形発達史と地形改変の状況によって、土

石流や洪水が堆積する場所には理由があり、土砂

移動の過程にある場所は限定されており、同程度

の強雨域であっても、被災の程度は異なる。田中

（2018）は、過去に生起した悲惨な災害事例を強

調し単一のシナリオへの備えの展示ではなく、

様々なシナリオ（想定）があることを啓発し、未

知のシナリオを掘り起こすきっかけとなる展示

が求められると述べている。言い換えれば、感傷

的で「風化する記憶」よりも、科学的で「風化し

ない記録」が求められる。 

本報告では、昭和 47（1972）年 7 月豪雨による

主要な土砂災害発生地について、下河（2021）に

基づいて災害履歴と地形の成り立ちから分析し、

災害展示のあり方を提案する。 

2．昭和 47（1972）年 7 月による主な被災地 

2.1 愛知県西三河地域の土砂災害 

 森山（1987）は、東濃地方と三河山地東部地域

の山地は、急激な断層ブロック運動により、数多

くの共役の断層系の運動に伴い急激に隆起しつ

つさまざまな方向に傾動し、河川の下刻作用の活

発化に伴って高原状の地形と先行谷が形成され

たと述べている。すなわち大河川である木曽川及

び矢作川に向かう支流は V 字状を呈する急勾配

で、谷底低地の幅は狭く段丘も発達していない。

このため、崩壊や土石流が発生した場合、生活域

全面に土砂が到達する激しい災害となりやすい。 

 このような地形条件は、下河（2021）の表-1 豪

雨時の災害発生要因と頻度に基づく避難行動に

基づくと、急傾斜地の崩壊では落石堆や崩積土が

1ｍ以上堆積するような範囲も広く、全員がはや

めの避難が求められる（避難行動段階Ⅰ）。災害

展示にあたっては、当時の被災状況のほか、自然

災害伝承碑を設置するなどして、将来的にわたっ

て伝承していく必要があると判断される。 

2.2 熊本県上天草島の土砂災害 

 昭和 47 年 12 月施行された「防災のための集団

移転促進事業にかか 国の財政上の特別措置等に

関する法律」の契機となった災害である。被災の

大きかった天草上島南部、倉岳町では、倉岳（標

高 682.2ｍ）や矢筈嶽（標高 626ｍ）の南東側斜

面に樹枝状水系が発達し、海岸線に沿って扇状地

が形成されている。 

 木野（1973）は、当時の被災状況について、「姫

戸町や倉岳町の中でも姫ノ浦港周辺や棚底地区

の旭・横道などの集落は崩壊~土石流地帯の真中

にありながら局部的な被害に止まっている。前者

は土石流の巨礫を供給する岩層がない部分であ

り、後者は過去の土石流によって形成された扇状

地が少なくとも今回までは安定状態に維持され

ていたことを示している。」と述べている。 

 この状況を下河（2021）に当てはめると、扇状

地の開析谷は、先頭巨礫を含む激しい土石流が流

下-堆積しているためはやめの避難が求められる

（避難行動段階Ⅰ）が、開析された扇状地面上は

避難行動段階Ⅲ～Ⅳであると判断される。 

災害前後に撮影された空中写真を判読すると、

扇状地を形成する同心円状の地形の多くは現在

の水系によって開析され、災害時の土石流は概ね

開析谷を流下している。中心的な集落は段丘化し

た扇状地面に立地している。いわば、持続可能な

土地利用が行われていたのである。福田他（2008） 

は、集落の外延部に持分を決めて棚田と石垣で築

かれ土石流が流送した土砂を利用して災害の危

険性と共生し、災害の発生領域を局所化しる集落

つくりが行われたことを述べている。こうした取

り組みは、災害の危険地と安全地ともに文化的背

景をもって展示されることが望まれる。 

3. 災害の記憶の風化とハザードマップ

矢守（1996）は、新聞報道量の(指数関数的)減

少は、当該の出来事の意味が人々のコミュニケー

ションを通して一定の方向へと収束し、共有され

定着していくことをも意味し、自然災害に当ては

めると、〇〇から何年というようなイベントは共

有・定着の過程である。

自然災害の記憶を定着させ、地域の防災力を高

めようとするとき、災害記録の展示が重要な意味

を持つ。本報告で述べた、愛知県西三河の災害や

熊本県上天草島の土砂災害の資料写真は、いずれ

も激甚な被災を受けた箇所の点的な写真情報が

多い。生沼他（2019）は、1967（昭和 42）年に新

潟県で発生した羽越豪雨災害を事例に、自然災害

T2 - 3 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 151 －



伝承碑だけでなく、過去の土砂災害の実態を面的

に示すためにも画像と重ねあわせ分かりやすい

情報として整備する必要と述べている。 

防災訓練など用いられるハザードマップは面

的な情報であるが、熊本県上天草島では昭和 47

年 7 月豪雨災害の被災の少なかった開析された

扇状地面においてもイエローゾーン（土砂災害警

戒区域）に指定されており、災害実態と異なって

いる。過剰な避難行動が二次災害につながること

は、下河（2021）でも述べたとおりである。 

4．おわりに 

 現在は気象観測機器だけでなく、SNS に代表さ

れるように、災害時の情報が飛躍的に増加してい

る。しかし、発信される情報は、「激甚な被害」が

発生した場所がフォーカスされる傾向は大きく

変わっていないと考えられる。 

 昭和 47（1972）年 7 月豪雨災害は、国土地理院

の縮尺 1:25,000 地形図昭和 40 年図式が定着し、

全国的にカラー空中写真が撮影されはじめた時

期でもあり、地形発達史に応じた客観的な分析が

できる広域災害の端緒である。災害の博物学的展

示を通して、合理的な防災計画、避難計画につな

げるためには、激甚な被災のあった地域、中程度

の被災、被災を免れた地域について、それぞれの

理由やシナリオを客観的に分析する必要がある。 
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近年土砂災害が発生した地区における防災力向上支援の取り組み 

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構○千葉幹・白井彩香（現：国土防災技術（株））・磯谷和也・日野原達哉・内山均志 

関東地方整備局日光砂防事務所 村松悦由・一場敏・田中理恵・清水武広・松本尭大 

はじめに 

近年、気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化が懸念さ

れており、土砂災害の発生件数も、1991 年からの 10 年間で年

平均963 件だったのが、2011 年からの同年間で平均1,495 件と

1.6 倍となった （国土交通省、2021a）。わが国では、2021 年末

時点で、土砂災害防止法に基づき指定されている土砂災害警

戒区域（以下、警戒区域）が 68 万箇所を超え （国土交通省 

2021b）、市町村により警戒避難体制の構築が進められている。

さらに土砂災害による人的被害をなくすためには、地区居住者

等が有するきめ細かい防災力を最大限に活用し、実効性の高

い警戒避難体制を構築する必要があるとされ、この取り組みを、

国・都道府県・市町村が連携し一層促進していく重要性が認識さ

れている （国土交通省砂防部 2020）。 

こうしたなか、土砂災害に関する防災力向上支援の取り組み

は、例えば、孤立する危険性が高い地域における取り組み （河

合ら 2017）や、土砂災害を経験した土地に地区を対象とした取

り組み （大村ら2017）など、これまでにも実施されている。しかし

ながら、これまで土砂災害を対象とした防災力向上支援の取り

組みはモデル的な事例が多かった。支援の取り組みを、数多く

ある土砂災害警戒区域（以下、警戒区域）に対して実施すること、

また各区域の実態に応じてより有効なものとすることが今後の課

題となる。これらの課題に対し、ハード対策を含め既往の土砂災

害対策を通じて得られた情報等を有効活用しつつ、よりきめ細

かい技術的な支援を行うことも、一つの対応策として期待される。 

このため本研究は、国土交通省関東地方整備局日光砂防事

務所（以下、事務所）が、近年土砂災害が発生した地区を対象と

して、砂防事業に加え、防災力向上支援の取り組みを行うことで、

地域の安全性をより高めることを試みた事例を紹介する。 

対象地区の概要 

自然条件・社会条件 

対象は、日光砂防事務所管内に位置する 1 地区で、山地に

挟まれた渓流沿い約 3 ㎞の区間に、数か所に分かれて居住地

が分布する。この渓流（以下、本川）は、流域面積 22.8 ㎞ 2、平

均河床勾配 1/17 の山地河川である。また土石流が発生した 7
渓流は、集落の背後から本川に左岸側から、本川沿いの道路を

横切って流入する渓流であり、渓床勾配 1/6～1/3 と急で、ほと

んどは流域面積1㎞ 2未満の小渓流であった。地質は古第三紀

の花崗岩類が主に分布しており、風化等による斜面崩壊や土砂

流出がみられるほか、一部区域では新第三紀の流紋岩等の火

山岩類が分布している（以上、 （竹歳 2016））。本川及び本川

へ流入する渓流、及び本川沿いの斜面は、多くが警戒区域（土

石流）、及び同（急傾斜地の崩壊）として指定されている。

2021 年10 月時点で男女約半数ずつの計47 人が居住し、う

ち65歳以上人口が64％を、同70歳以上が55％を占める （日
光市 2021）。山間農業地域（林野率 80％以上かつ耕地率

10％未満の旧市区町村）に位置し、農業集落単位でみると、総

戸数は2015年には34戸（2010年から6％減少）となっている。

このうち農家戸数は 2015 年時点で 18％である。また農業振興

地域（農用地区域ではない）、振興山村地域、特定農山村地域

に指定されており、最も近い DID（人口集中地区）までの所要時

間は 1 時間～1 時間半とされている （農林水産省 2015）。 
発災時の状況 

ここでは事務所の調査結果 （竹歳 2016）に基づき、発災

時の状況を示す。 

・ 2015年の台風による大雨で、深夜から未明にかけて、地区

内の複数渓流で土石流が発生、全半壊6戸が被災。土石流

の直撃で家が傾いた、腰まで泥で埋まったなどの状況から、

人的被害が負傷者2名でとどまったのは奇跡的とする。

・ 本川の河床上昇及び増水により河岸が侵食され、市道の一

部区間が流出したほか、市道と並行して敷設されていた電

力、電話（固定・携帯）、水道、放送のライフラインも途絶

し、上流側集落の14世帯25名の住民が一時孤立。

・ 土砂流出のあった7渓流は、人家がないため未指定だった

1渓流を除き、全て警戒区域（土石流）として指定済。な

お地区内に、警戒区域（急傾斜地の崩壊）もあったが、崩

壊による大きな被害は発生していない。

・ 土石流発生時刻は、深夜から未明。土砂災害警戒情報、大

雨特別警報が発表されたが、深夜に移動するのは危険など

の理由から、避難勧告等は発令されなかった。

・ 流出土砂は、細粒分や粒径 10～40 ㎝程度の角礫などが多

く、1渓流を除き多量の流木が流出・堆積。土砂移動は主

に土砂流の形態であったと推測されている。

・ 土砂流出があった渓流のうち1渓流には、砂防堰堤（不透

過型1基、透過型2基）が設置されていた。透過型砂防堰

堤は流木等により閉塞し、比較的小粒径の土砂を捕捉。

発災後に実施された土砂災害対策 

 事務所は、発災後のハード対策として、土砂が流出した渓

流に対する砂防堰堤の設置や、本川の護岸工など、砂防事業

を実施した（2021 年度に完成）。また発災直後には、対策施

設の完成までには時間を要することもあり、気象情報等に応

じた、自治体・自主防災会、消防団、住民の避難行動ルール

が定められた。 

ハード対策で得られた知見等を活用した防災力向上支

援の取り組み 

事務所は、対象地区において対策工事を実施すること等を通

じ、地区住民との連携を深めているほか、当該災害について技

術的な知見を有する。こうした背景のもと事務所は、対象地区に

おける防災力向上支援の取り組みとして、土砂災害に対する勉

強会、及び事務所職員も同席した住民間の話し合いを通じた、

ハザードマップや避難行動計画の作成支援を予定している。こ

こではこうした知見を活用した支援例を検討した。
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 既往調査結果を活用した支援 

対象地区の自然条件・社会条件から、表 1のような留意

点が挙げられる。ここからは、土砂災害警戒情報発表前の避

難のタイミングのほか、個々人の家屋単位での安全性を考え

た避難方法が重要な話し合いのテーマになると予想される

が、例えば災害後、砂防堰堤の設計等にあたり調査された、

各渓流の流量特性（降雨量と流出量や水位の関係）、人目に

付きにくい上流域の起伏度合い（図 1）やその荒廃状況に関

するデータ等、地区固有の土砂災害に関する情報を提供でき

る可能性がある。 

 住民とのコミュニケーション経験を活かした支援 

事務所は、ハード対策の実施を通じ、定期的に住民説明会

を開催してきた。これは、対策の計画や進捗状況などを説明

し、砂防事業に理解を得ることを主目的としたものであるが、

『ハード対策を行うことで、災害前よりも土砂災害の発生す

るおそれは低くなっているが、土砂災害の発生源となる地形

は残っており、万が一という可能性は残ること』を土砂災害

の専門家の立場から伝え、土砂災害の避難に対し、官民で共

通認識を得るための場だったと捉えることもできる。 

さらに事務所は、工事現場の安全確保に係る体制構築に関

し、防災情報の伝達手段に係る地形条件や居住者の属性を把

握するため、県や市と連携しながら住民とコミュニケーショ

ンしてきた。これらは技術的知見ではないものの、地区の実

態に応じた情報入手手段の提案（図 2）を可能としうる。こ

うした地域の実態に応じた提案は、土砂災害や土砂災害に関

する専門家を、身近に感じるきっかけにもなると考えられる。 

まとめ 

 本研究では、より有用な支援を行うため、ハード対策の実

施を通じて得られた知見を活用しながら支援方策を検討し

た。今後、地域住民の話し合い等を通じて確認する必要はあ

るものの、直接警戒避難への寄与を目的としたものではない

情報であっても、それらを活用することで、個別地区に応じ

た支援が可能になると考えられた。こうした支援方法は、ハ

ード対策を通じて住民と接する機会も多い直轄砂防事務所に

おいて効果的であると考えられる。今後は、各土砂災害警戒

区域で蓄積が進められている既往資料として、基礎調査を通

じて得た情報の活用方法の検討も必要である。 

参考文献：（なお地区名を含む文献名は該当部を「－」とした） 

河合水城・亀江幸二・井上公夫・伊藤仁志・光永健男・安齋徳夫・守谷武

史・渡辺正彦（2017）：土砂災害に対する地域防災力向上に関する提

案, 砂防学会誌，Vol.69，No.6，p.56-60 

国土交通省（2021a）：国土交通白書，災害リスクの増大や老朽化インフラ

の増加，https://www.mlit.go.jp/hakusyo/ mlit/r02/h akusho/r03/html 

/n1222000.html （アクセス日: 2022-03-18） 

国土交通省（2021b）：全国における土砂災害警戒区域等の指定状況

（2021 年12 月31 日），https://www.mlit.go.jp/mizuko kudo/sabo/con 

tent/001465798.pdf （アクセス日: 2022⁻03-18） 

国土交通省砂防部（2020）： 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 

三好岩生（2009）：土砂災害危険地における住民の防災意識と自主防災

活動の課題，砂防学会誌，Vol.72，No.1，p.12-20 

日光市（2021）：年齢別人口統計表（2021 年10 月1 日） 

農林水産省（2015）：農業集落の状況，http://www.machimura.maff.go.jp 

/karte/show.aspx?year=2015&prefid=09&cityid=206&oldcityid=12&villa 

geid=005 （アクセス日: 2022-03-18） 

大村さつき・三木洋一・西本晴男・原田照美・杉田精司・奥迫信治

（2017）：地域住民が主体となった土砂災害に対するタイムラインの検

討，砂防学会誌，Vol.69，No.6，p.61-66 

竹歳健治（2016）：. 平成27 年9 月関東・東北豪雨による－地区の土石

流災害への対応，砂防学会誌，Vol.69，No.3，p.67-74 

表 1 警戒避難に関する留意点 

避
難
の
タ
イ
ミ
ン
グ

・ 本川上流域の一部には未整備の渓流があり、橋梁部が

流木等により閉塞した場合、溢水するおそれ

・ 集落外へは土砂災害警戒区域に指定されている複数の

渓流（砂防堰堤整備済）や、未対策のがけ下を横断す

る必要あり

・ 上記の砂防堰堤は、道路から近く、透過型で、豪雨時

に大量の出水があれば道路に水がでるおそれ

・ 指定避難場所は車で20分程度かかる距離にある

・ 高齢者世帯が多く、働いている世代の多くは、昼間集

落外にいると予想される

・ 災害後の対策を経て、ライフラインが途絶しテレビや

電話が使えなくなる可能性は低くなったと考えられる

→集落外にある指定避難場所に逃げる場合は、避難経路で

がけ崩れが起こる可能性もあることから、土砂災害警戒情

報の発表やその前に避難するのがよい 

→人によっては移動手段を確保する時間も必要 

避
難
先

・ 最寄りの堅牢な公共施設として公民館（1階建）が集

落の端にあり、一部集落からは比較的近い

・ 住宅はまとまって立地しており、近隣住宅への避難に

はそれほど時間はかからないが、堅牢な建物や二階建

ての建物は少ない

・ 集落の大部分は土砂災害警戒区域となっている

→居住地に応じ公民館や、可能であれば土砂災害警戒区域

外、できるだけ谷出口・がけから遠い場所にある個人宅も

選択肢として挙げられる

図 1 既往調査成果を活用した上流域の情報提供例 

図 2 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ経験を活用した気象情報等入手方法の提案例 
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土砂災害を対象とした地区防災計画の作成支援 

（長野県栄村小赤沢地区における取り組み）

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 幹・西 真佐人

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所：鈴木 啓介＊・中嶋 邦博

（＊現所属は国土交通省中国地方整備局企画部） 

１．はじめに 

近年、局地的な異常気象等により全国的に多発して

いる土砂災害に備えるためには、安全な避難場所や避

難方法等について、住民自身が事前に考えておくこと

が重要となる。こうした住民自身の活動に関し、災害対

策基本法では、市町村内の一定の地区の居住者等が行

う自発的な防災活動について地区防災計画制度が創設

されている。また、「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）」では、地区防災計画の策定にあたって

土砂災害に関する専門知識を有する行政担当者や専門

家らによる技術的な支援が重要とされている。 

本研究では、湯沢砂防事務所管内で、これまで砂防事

業が進められてきた長野県下水内郡栄村小赤沢地区に

おいて取り組まれた、地区防災計画作成支援の事例を

紹介する。

２．小赤沢地区の概要 

2.1．小赤沢地区の地形概要 

小赤沢地区は、長野県の北端部よりやや東側の新潟

県との県境に位置しており、急峻な山岳地帯に位置す

る（図-１）。また、全国でも有数の豪雪地帯である。地

区中央部を流れる小赤沢川は、苗場山（標高 2,145.2m）

より北西方向に流下しており、中津川合流付近で両岸

にやや広い平坦面～緩斜面を形成している。本地区は、

この平坦面上を主に宅地や農地として利用している。

また、地区内を国道 405 号がほぼ南北に通っており、本

地区へのアクセスはこの国道 405 号のみとなる。 

2.2．小赤沢地区の土砂災害履歴 

小赤沢地区では、大正３年８月の豪雨時に土石流に

よる死者 12 名を出す土砂災害があった。また、近年で

は小赤沢川上流で融雪による崩壊が確認されている。

その他には、被災はないが豪雨時の出水や斜面の表層

崩壊等が確認される。 

2.3．小赤沢地区の保全対象 

小赤沢地区での地区防災計画の取り組みにあたり、

本地区の保全対象等について、栄村ヒアリング結果や

平成 27 年国勢調査、住宅地図より整理した。 

・世帯数：44 世帯

・人口：99人（男性 53 人、女性 46 人）

・公共的建物：３施設 ・宿泊施設：９戸

・店舗・事務所等：11 戸

・その他：付近は景勝地の秋山郷、温泉、登山等の観

光客が訪れる観光地

３．支援の概要 

話し合いは計２回実施された。２回とも、参加者の住

んでいる地区内のエリアに応じて班分けをした。 

①第１回話し合い

日時：令和２年１月 19 日（日）

参加者：住民約 30 名、栄村役場秋山支所、湯沢砂防

事務所 

支援内容： 

勉 

強 

会 

・小赤沢地区で発生した過去の土砂災害事

例について、今後発生するおそれのある

土砂災害について

・地区防災計画制度について

・防災マップについて

・警戒避難について

話し 

合い 

・地区内の危険な場所について

・地区内の避難方法について

写真-１ 話し合い状況 図-１ 小赤沢地区周辺の地形図 

小赤沢地区 
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②第２回話し合い

日時：令和３年 11 月 14 日（日）

参加者：住民約 20 名、栄村役場秋山支所、長野県北

信建設事務所、湯沢砂防事務所 

支援内容： 

勉 

強 

会 

・地区防災計画制度について確認

・まちあるきの代替としてドローン撮影によ

る動画で地区内の危険箇所や避難経路につ

いて確認

話

し 

合

い 

・第１回話し合い結果を基に作成した防災マ

ップや行動計画への追記事項について

・訓練や計画の見直し方法について

・班ごとの目標について

４．支援の結果 
ワークショップで得られた結果をとりまとめ、地区

防災計画の案を作成した。話し合いでは、地区の方々か

ら以下のような意見が出た。 

①第１回話し合い：

・避難場所については、丸山（地域の小高い山）は、避

難所指定されていないが、土砂災害等においては、非

常に有用と考えられる。

・避難方法については、夜間、円滑に避難するにあたり、

街灯を整備する必要がある。足がよろしくないご老

人に対して、地域で対応する必要がある。 

②第２回話し合い：

・計画の見直しについては、防災マップや避難行動計

画を秋山支所（とねんぼ）に貼り、みんなが確認で

きるようにしたい。また、地区の集まりの際に地区

防災計画を確認し、防災について話し合う時間を設

けたい。

・実際の避難については、消防団は積極的に避難誘導

し、住民は近所同士で声をかけ合って避難したい。

５．まとめ 

○避難に関する課題について

大正３年の土石流災害が発生した小赤沢には、砂防

事業により堰堤工や床固工が整備されてきた。現状で

は、小赤沢から再度大災害が発生する危険性は大災害

を経験した大正当時よりは低いと考えられるが、小赤

沢北部の「小赤沢の沢」は対策未実施の渓流であり、地

区北部は土石流の土砂災害警戒区域に指定されている。

また、避難所である秋山支所（とねんぼ）の裏斜面は急

傾斜地の崩壊の土砂災害警戒区域に指定されており、

地区内で被災する可能性は依然残っている状況である。 
実際の避難については、一人一人に合う防災が大切

であり、個人が自らの避難準備、避難開始のタイミング、

避難場所等を書き込めるように地区防災計画内に「わ

たしの避難計画」の頁を作成した。今後は、個人レベル

での防災計画を考えていくことが重要と考えられる。 

○継続した地区防災の取り組みについて

大正３年の災害を直接経験した方はなく、当時の状

況については親世代からの聞き伝えや文献等による情

報のみとなっている。今回の２回のワークショップに

より住民の防災意識は向上したと思われるが、今後も

地区の集まりの際に話し合うなど、継続した地区防災

の取り組みが重要である。 

取り組みを継続させると共に実際の災害時に被災者

を無くすためには、行政担当関係機関の連携が必要と

考えられる。今回、正式な地区防災計画として長野県

栄村の地域防災計画へ規定されることとなった。 

参考文献 

・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） 

写真-２ ドローン映像（小赤沢右岸） 

図-２ 小赤沢地区 地区防災計画（案） 

図-３ 小赤沢地区 防災マップ 
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宮崎県の土砂災害の歴史 

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．本発表は，令和 4 年度 砂防学会

研究発表会の会場である宮崎県の事例について，これまでの調査成果を発表するものである． 

宮崎県は，九州の南東部に位置し，東西約 70km，南北約 160km，面積 7,735 ㎢である．北部の多くは九州山

地が占め，その東縁に宮崎平野が広がり，西部は韓国岳，新燃岳，高千穂峰などの霧島山が存在する． 

 地質は，西南日本外帯に位置し，北東-南西方向の帯状に地質体が分布する．北西部の五ヶ瀬町等の一部は

秩父帯に属し，他の地域は四万十帯に属する．また，南部の海岸部は宮崎層群が分布し，都城盆地付近から鹿

児島県境にかけてはシラスが広く分布している． 

気候は，太平洋側気候に属し，日本でも有数な温暖地帯である．降水量は，全域で年間に 2,000mm 以上あり，

全国屈指の多雨地帯である． 

２．地震の記録と土砂災害 

宮崎県に被害を及ぼした歴史地震は，南海トラフ地震（南海地震），日向灘地震，霧島などの火山活動に影

響された内陸直下型地震の主に 3タイプである． 

南海トラフの巨大地震では，山崩れ，家屋倒壊，津波などによる被害を受けてきた．日向灘地震は，数十年

間隔で繰り返し発生し，津波による被害記録が多く残されている．特に，寛文二年（1662）に発生した日向灘

地震は「外所（とんどころ）地震」と呼ばれ，宮崎市郊外に供養碑も建立されている．火山活動に影響されて

発生する地震は，震源が浅いために局所的に大きな被害が発生する．また，宮崎県には明瞭な活断層はない． 

このように，歴史上何度も地震災害に見舞われている宮崎県であるが，明らかに地震を誘因として発生した

歴史に語り継がれるような大規模な土砂災害の記録はない． 

３．降雨を誘因とした土砂災害 

宮崎県は，ほぼ全域が年間降水量 2,000mm を超え，更に山岳地帯では 3,000mm を超える多雨地域であること

から，土砂災害の多くも降雨を誘因として発生しいる． 

（1）寛永十九年（1642）「西都市三納山の崩壊と堰止め」

「佐土原藩騒動記」（宮崎県立図書館所蔵）に，「三納山崩ルゝ事」という小見出しとともに三納山の土砂災

害の記述が残されている．佐土原領の三納山（現在の西都市三納付近と考えられる）が大きく崩れ川を堰止め

た（天然ダム形成）という記録である．その後，天然ダムは決壊し下流域に被害を発生させた． 

（2）昭和 29 年（1954）9 月 13 日 「椎葉村大河内の山津波」

台風 12号の豪雨により，宮崎県では死者 51 人，行方不明 13人，家屋全壊 350 戸の大被害であった（宮崎

地方気象台,1967）．椎葉村では各所で山崩れが発生し土砂災害による被害が甚大であった．特に被害が大きか

ったのは，本郷地区と丸野地区で，死者 14人，流失家屋 23 戸であった．土石流によるものである。 

（3）昭和 44 年（1969）「三股町勝岡のシラス崩壊」

梅雨前線による豪雨を誘因として，三股町勝岡の町道沿いの法面が崩壊し下校途中の中学生 4 人が犠牲に

なった土砂災害である.崩壊地の規模は幅 30ｍほどで大規模ではなかったが，豪雨による水分を多量に吸収し

て重たくなったシラスが崩壊すると，このような大災害になることが強く認識された土砂災害であった． 

（4）昭和 47 年（1972）「えびの市真幸山の土石流」

霧島山周辺が梅雨前線性の豪雨に見舞われ，真幸駅の裏山が大きく崩れ，崩壊土砂は土石流として流下した．

これにより，行方不明者 4 人を出した． 

（5）平成 17 年（2005）「台風 14 号災害」

宮崎県では，台風 14号の豪雨により，椎葉村上椎葉，宮崎市鰐塚山，美郷町島戸をはじめ，県内各地で大

規模崩壊やそれによる河川の堰止め（天然ダム），土石流などによる土砂災害が発生した． 
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４．宮崎県の土砂災害の歴史と特徴 

宮崎県では，梅雨前線や台風による豪雨，日向灘地震や南海地震を誘因として土砂災害が繰り返し発生して

いる．また，鹿児島県境付近のシラス地域においては，この地域特有の土砂災害も発生している．

しかし，江戸時代などの古い時代の歴史資料には，個々の発生場所が特定できるような記録はあまり存在し

ない．その理由は，山崩れそのものは繰り返し発生していても，奥山である場合が多く人々の生活に直接影響

しなかった現象も多かったものと考えられる．

現代社会となり，宮崎県は，高千穂峡や日南海岸をはじめ観光資源を多く有し，観光客も多く，防災対策は

大変重要である．特に，山間地での避難は困難な場所も多く，避難経路や避難のタイミング等について課題は

多く残されている．  

５.文献

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．

「佐土原藩騒動記 日向動変記事」：宮崎県立図書館所蔵.

地震調査研究推進本部：宮崎県の地震活動の特徴．

宮崎県（2000）：宮崎県史 通史編 近世上，795p.

宮崎県土木部（2006）：宮崎県における災害文化の伝承，72p．

宮崎地質研究会（2013）：宮崎県の地質 フィールドガイド，コロナ社，190p.

宮崎県総合政策部統計調査課（2021）：第 137 回宮崎県統計年鑑，357p.

表 1 宮崎県の主な土砂災害年表 

図 1 宮崎県の主な土砂災害発生位置図 
（地理院地図に加筆） 
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重要文化財 牛伏川本流水路（牛伏川階段工）の保存活用に向けた取り組み

長野県建設部砂防課  林 孝標，夏目 明歩

長野県松本建設事務所  藤本 済，野々口 敬一，伊東 政明，木村 直人

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

株式会社建設技術研究所  片嶋 啓介

1. はじめに

 犀川上流の牛伏川では，江戸時代後期から森林乱

伐や野火等により森林が荒廃し，たびたび土砂災害

が発生していた。牛伏川からの土砂流出は新潟港の

土砂堆積の一因とされ，明治から大正にかけて，内

務省や長野県により砂防工事が実施された。この砂

防工事の最後に建設されたのが，重要文化財である

牛伏川本流水路（牛伏川階段工：フランス式階段工）

である。牛伏川本流水路は，明治・大正期に荒廃地

の緑化を実現した牛伏川砂防の象徴となる施設であ

り，現在も現役の砂防施設として機能を発揮してい

る。また，牛伏川本流水路の独特の石積み階段形状

は周囲の自然景観に溶け込み，その美しさからも多

くの方が訪れている。

 本報告では，牛伏川本流水路の維持管理，活用の

取り組みについて紹介するとともに，平成 31 年

（2019）の改定で文化財保護法に位置付けられた

「重要文化財（建造物）保存活用計画」の策定の取

り組みについて紹介する。

2. 牛伏川本流水路（牛伏川階段工）の概要

大正 5 年（1916），内務省で砂防技術について指

導する立場であった池田圓男技師は，留学した欧州

から日本へ持ち帰った図書に記されていたフランス

のサニエル渓谷の階段工の図面を基に，牛伏川本流

水路の概略設計案を作成した。牛伏川本流水路は大

正 5 年（1916）に工事着手され，大正 7 年（1918）
に完成した（図 1 参照）。 

牛伏川本流水路の形状は，落差 23ｍの間に 19 段

の落差工（床固工），そして小段差は 2～3 段設けら

れており，河床勾配を緩め，流速の減勢によって河

床侵食が防止する効果を発揮した（表 1 参照）。ま

た，右岸斜面の安定化を図り，大きく低下した河床

高さを上げ，不安定だった右岸斜面下部を押さえ，

積苗工とともに斜面を安定させた。

牛伏川本流水路の文化的価値について，『月刊文化

財』（平成 24 年（2012）7 月号）によれば，「牛伏

川本流水路は，近代渓流砂防技術発展の拠点であっ

たアルプス地方において導入されていた先端的な計

画および設計手法に基づき，自然地形との調和を図

りながら精緻な石積み技術を駆使して建設された，

技術的に優れた砂防施設である。また，地盤の安定

化と山腹裸地の緑化により，広域にわたる荒廃地の

再生に寄与した，信濃川流域を代表する近代砂防工

事である牛伏川砂防工事の掉尾を飾る構造物として，

歴史的に価値が高い。」とされている。

表-1 牛伏川本流水路（牛伏川階段工）の構成 

名称 牛伏川本流水路（牛伏川階段工）

所在地 長野県松本市大字内田字内田山

地質
上流部：砕屑岩
中下流部：花崗閃緑岩，石英閃緑岩

河川
諸元

名称 犀川支川奈良井川小支田川右支牛伏川

水源 横峰

水系 信濃川水系

流域
面積

2.7km2 

指定等区分 国重要文化財（平成 24 年 7 月 9 日指定） 

構造

物の
諸元

形式 床固工

構造 空石積（※下流端の第一号根止石積のみ練石積） 
長さ 141.2ｍ 
床固
基数

19 基 

床固
高さ

0.7～0.9ｍ，3.0ｍ（下流端の第一号根止石積） 

水叩

き部
諸元

長さ 3.0ｍ 
幅 上流幅 7.0ｍ，下流幅 5.6m 
小段

落差
0.1ｍ 

図-1 牛伏川本流水路 竣工時（左）と現況（右） 

出典：牛伏川砂防工事沿革史

3. 施設の維持管理（施設の損傷と修理）

平成 31 年（2019）4 月に牛伏川本流水路の施設

点検を実施したところ，上流から 2～3 段間での石

張の欠損を確認した。令和 2 年（2020）4 月に流水

を迂回させ，修理を行った。牛伏川本流水路は一部

を除き空石積構造物であるため，修理は文化的価値

を考慮してコンクリートを用いず，現地の転石を加

工し，欠損部を補った（図 2 及び図 3 参照）。 
 牛伏川本流水路では，これまで修理の記録は無く，

これが初めての修理となる。
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図-2 石張欠損状況（令和 2 年 4 月） 

図-3 修理作業状況（左上下）と，修理後の状況（右） 

4. 牛伏川砂防施設保全活用連絡協議会

 牛伏川本流水路を含めた牛伏川砂防の草刈り・清

掃や砂防学習は，市民団体「牛伏・鉢伏友の会」が

行っていたが，来訪者の増加，会員の高齢化等に伴

い，活動の継続が課題となっていた。

このため，平成 31 年（2019）3 月より施設管理

者である長野県はもとより，地元である内田地区，

松本市，土木・環境しなの技術支援センター，長野

県砂防ボランティア協会，北陸地方整備局松本砂防

事務所が参加する「牛伏川砂防施設保全活用連絡協

議会」を設立し，牛伏・鉢伏友の会が行っていた活

動内容等を実施している（図 4 参照）。 

図-4 連絡協議会による草刈りの状況（令和元年 8 月）

5. 保存活用計画の策定

 牛伏川本流水路は現役の砂防施設として，砂防機

能を確保しつつ，文化財としての価値も保持する適

切な管理・活用が必要であることから，平成 31 年

（2019）の改定で文化財保護法に位置付けられた

「保存活用計画」を策定することとした。

策定にあたり保存管理計画，環境保全計画，防災

計画，活用計画について検討するとともに，今後，

豪雨や地震等により，被災した場合の修理方法やそ

の際の諸手続きについて検討・整理した。積み石の

欠損に際しては，空石積みでの修理を基本とするが，

き損が再発するような場合には，防災機能の保持を

第一とし，内部材料をコンクリートとすることを検

討するものとした。

計画策定に際しては，砂防，土木史，文化財行政

に関わる学識者，行政関係者による「牛伏川本流水

路（牛伏川階段工）保存活用計画検討委員会」（委員

長：平松晋也教授）を設置し，ご助言をいただいた。

策定した保存活用計画は，文化庁に申請し，令和

4 年（2022）2 月に文化財保護法の規定により認定

された。

6. おわりに

牛伏川では完成から 100年を経過した牛伏川本流

水路の他，上流部には明治・大正期の空石積堰堤，

山腹工を多く見ることが出来る。令和 3 年（2021）
10 月には，内務省が明治 19～20 年（1886～1887）
に建設した空石積堰堤 4 基が，新たに国の登録有形

文化財に登録された。今後も保存活用計画に沿って

牛伏川本流水路を含む牛伏川砂防の維持管理・活用

を実施していくものである。砂防技術者には，牛伏

川を訪れ，先人から継続される砂防事業の効果にぜ

ひ触れていただきたい。

謝 辞

 これまで，牛伏川砂防の保存・活用にご尽力して

こられた牛伏・鉢伏友の会の加藤輝和会長に心から

尊敬と敬意を表します。また，検討委員会を通じて，

保存活用計画の策定にご協力いただいた平松晋也教

授，香月智教授，清水真一教授，土本俊和教授に深

く感謝申し上げます。 
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地域と連携した砂防施設の利活用の取り組みについて 
国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 鈴木 啓介※1、近藤 栄一 ※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．はじめに 
大源太川第一号砂防堰堤は信濃川水系魚野川

の支川の大源太川に昭和 14 年に整備された石積
粗石コンクリート造のアーチ式堰堤で、わが国に
おける最初期のアーチ式砂防堰堤の１つとして
価値が高く評価され、登録有形文化財や土木学会
の選奨土木遺産にも選定されている。 
大源太川第一号砂防堰堤は、施設の機能・性能

の維持のため平成 28年度より補強工事が行われ、
本体工事については完了を迎え、現在、仮設備等
の撤去工事が行われている。 

大源太川第一号砂防堰堤は全ての工事完了後、
その周辺部を含め地域活性化資源として利活用
されることが、地元地域から強く期待されている。 

本報告では、補強工事と並行して検討が続けら
れている地域活性化に資する利活用の取り組み
について紹介する。 

２．利活用推進に向けた課題 
大源太川第一号砂防堰堤の利活用に際しては、

施設の持つ土砂災害の発生を契機として設置さ
れた堰堤の意義や役割、竣工時及び補強工事時に
用いられた土木技術、それらを含む文化的価値を
広く後世に伝えることが重要である。 
また、堰堤設置により創出された大源太湖と

「東洋のマッターホルン」と称される大源太山を
含めた周辺の景勝地一帯は「大源太キャニオン」
と呼ばれ多くの方が来訪している。工事完了後は
更に多くの来訪者が見込まれるため、地域活性化
資源として安全に利活用が行われるよう、継続的
に対応を図ってゆくことが重要である。 

2.1価値を伝えるための工夫 
大源太川第一号砂防堰堤は文化財砂防施設で

あり、その利活用においては、以下に示すように
施設の持つ価値を十分に考慮しつつ活用を図る
ことが求められる。 

① 学術的な価値
大源太川第一号砂防堰堤は、施工当時の技術、

材料、工法、設計思想等に係る学術的価値を有し
ているため、利活用の検討にあたり、砂防施設と
して果たしてきた役割と施設に用いられた技術
の周知を考慮する必要がある。 

② 景観・環境的な価値
大源太川第一号砂防堰堤は土砂災害の発生を

契機に設置された施設であり、大源太湖の創出と
あいまって豊かな自然の創出の礎となっている。
この景観・環境は地域の貴重な資源であり利活用
にあたり、その優れた景観・環境の価値を最大限
に引き出す方法を検討するとともに、周辺整備の
ための新たな施設の建設を検討する場合は、施設
の文化的価値が損なわれないよう十分配慮する
必要がある。 

③ 広報的な価値
大源太川第一号砂防堰堤が周辺地域の安全性

向上と近代化に果たしてきた役割を、地域住民を
はじめ広く一般に伝え続けることが重要である。
この取り組みにより、地域に大源太川第一号砂防
堰堤と、それによって保全された周辺環境、景観
に対する住民の愛着と誇りにつながり、ひいては
住民の砂防事業に対する関心・理解が深められる
ことになる。 

これら大源太川第一号砂防堰堤が有する 3つの
価値を考慮した利活用にあたっては、施設の存在
の周知からはじまり、最終的には維持継続に至る
段階的な取り組み（図 1）が必要である。 
また、この取り組みに関して、具体的な施策の

例を段階毎かつハード、ソフト別に示せば図 2の
通りであるが、実現においては施設管理者である
湯沢砂防事務所と利活用主体となる湯沢町との
協力・連携が必要不可欠である。 

※１令和 3年度時点の所属 

上流腹付けが完了した大源太川第一号砂防堰堤 

大源太湖周辺の豊かな環境 図１ 利活用における段階的な取り組み 

段階１：知ってもらう 

段階２：来てもらう 

段階３：体験してもらう 

段階４：維持してゆく 
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2.2 利活用に伴う安全確保に向けた対応 
大源太川第一号砂防堰堤及びその周辺部には

様々な利活用目的をもった不特定多数の来訪者
が訪れることになる。そのため、利活用の実施に
先立ち、利活用の形態（利活用の場所、利活用の
内容、参加者の年齢・性別、参加人数の多寡、等）
と利活用実施に伴う事故発生の場合の責任追及
の可能性に関して、法的な根拠を整理しておくと
ともに、事故防止に必要な対策を検討・実施し、
来訪者の安全を確保することが重要である。 

過去の土木構造物の利活用に伴って発生した
事故の判例を分析した結果、図 3に示す観点から
責任の有無を判断されていると考えられる。 
今後の大源太川第一号砂防堰堤及びその周辺

部の利活用においては砂防施設を所掌する湯沢
砂防事務所と遊歩道等を含む利活用資源を所掌
する湯沢町は、各々の所掌における安全確保対策
に加え、協働で実施可能あるいは効果的な対策に
ついても連携を図り、取り組むことが望ましい。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

３．継続的な安全な利活用推進に向けた取り組み 
利活用の実施ならびに利活用に伴う安全確保

のいずれにおいても、湯沢砂防事務所と湯沢町を
含む利活用関係機関の連携・協働が必要不可欠と
なるため、湯沢砂防事務所では平成 30年度より、
湯沢町と協働で利活用関係機関をメンバーとす
るワーキング会議を開催し、今後の利活用のあり
方について検討を行った。また、ワーキング会議
での検討趣旨を踏まえ、湯沢砂防事務所と湯沢町
が大源太川第一号砂防堰堤の補強工事の完了後
の継続的かつ安全な利活用実現に向けた課題の
周知、検討、解決の場として、令和 4 年 3 月に、
「大源太砂防設備他利活用協議会」を発足した。 

 
実施事項 具体的な内容 

○安全点検パト
ロールの実施

・毎年原則として、雪解け後、夏休み前、
秋の紅葉期前に安全確認を実施。

・湯沢砂防で実施している安全利用点検など
既存の枠組みを活用。

○利活用促進と
安全確保に関
する取り決め

・利活用の促進に向けて、その安全確保に
必要となる施設管理、安全対策等の運用
ルール及び役割分担等を取り決める。

○利活用主体に
対し安全砂防
講習会を開催

・利活用の際に案内人となる人を対象とした
安全確保に向けた講習会。

○砂防施設見学
会の実施

・学校や地域、観光関係者等を対象とした
砂防関係施設等の見学会。

○大源太川第 1
号砂防堰堤等
の利活用関連
情報発信関連

・案内看板や注意喚起看板の情報共有と整備、
リーフレット、砂防カード等の整備。

・安全点検パトロールや講習会、見学会では
周辺事業者へ参加を呼びかけ。

また同日、湯沢砂防事務所と湯沢町が継続的な
安全な利活用の実現に向け協働で取り組むこと
について、調印が行われた。 

４．おわりに 
湯沢砂防事務所と湯沢町は大源太川第一号砂

防堰堤及びその周辺部を地域活性化資源として
安全かつ継続的に利活用してゆくため、協議会の
形で利活用組織を発足させるに至った。 
今後は協議会での活動を通じ、実際の利活用に

おける新たな課題の抽出と対策の検討、関係機関
や地域との連携・協力の在り方について、適宜、
見直し・更新を継続することが必要不可欠である。 

図 2 段階毎なハード・ソフト別施策の例 

観点１：公の営造物 
・国または地方公共団体が設置管理の主体である

・公の利用に供されていること
・その他
わが国の国家賠償は主として国家賠償法により行われて

おり、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵
があったために他人に損害を生じた時は、国または公共団体
はこれを賠償する責に任ずる。 

観点２：通常有すべき安全性 
・過去における同様の事故の発生
・利用者数の多寡
・利用者の性質

・事故防止措置
・危険の性質
・その他

公の営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及
ぼす危険性のある状態において、かかる瑕疵の存否は、当該
営造物の構造、用法、及び利用状況等諸般の事情を総合考慮

して具体的個別的に判断される。 

観点３：予見可能性と結果回避可能性 
○予見の可能性
事故の原因（雪崩、落石、落枝、天候異変等）が、通常人

を基準として予見可能であったどうか。 
○結果回避可能性
「予見」にもとづいて行うべき適切な対応が取られたかど

うかという点。例えば危険が予想される状況下で事故を回避
する注意をすべきであったかどうか。 

図 3 利活用に伴う事故の管理瑕疵判断の観点 

表 1 協議会の令和 4年度の活動予定(要約) 

湯沢砂防事務所長と湯沢町長による調印 
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降雨による土砂災害発生件数の都道府県別の変動要因の解明 

宮崎大学農学部 〇篠原慶規，渡邊優太

1. はじめに

土砂災害の発生は，世界的にみると，① 降水が多い，② 人口が多い，③ 隆起速度が速いという 3 つの条

件があてはまる場所に集中している（Petley, 2012）。日本は，まさにこれらの条件にあてはまり，土砂災害の

ホットスポットの 1 つである。土砂災害の被害低減のため様々な対策が実施されているが，土砂災害の脆弱

性が高い場所を把握することは，土地の利用計画を立てる際や対策の順位付けを行う際に有効的である。日

本は，多様な気象条件，地形・地質条件の元，国土が形成されており，その影響を受けて，土砂災害の脆弱

性は，地域により大きく異なると考えられる。特定の地域・事象を対象にした脆弱性評価は数多く行われて

いるが，国全体で，土砂災害発生の空間変動要因を明らかにしようとした研究は，ほとんどない。

 そこで本研究では，降雨による土砂災害を対象とし，土砂災害発生件数のばらつきを生み出す要因を明ら

かにすることを目的とした。その際，データが利用可能な都道府県単位で解析を行った。それぞれの都道府

県で，降雨，土砂災害危険箇所数，土砂災害危険箇所の地質及び土地利用を把握し，これらを変数とした一

般化線形モデルを構築することで，都道府県別の土砂災害発生件数の決定要因を明らかにした。

2. データと方法

砂防・地すべり技術センターから毎年刊行されている「土砂災害の実態」に記載のある各都道府県の土石

流発生件数，地すべり発生件数，がけ崩れ発生件数とその合計（土砂災害発生件数）を用いて解析を行っ

た。対象期間は 1984 年から 2019 年で，降雨を誘因とするもののみを対象とした。次に，降雨指標，危険箇

所数，危険箇所の代表地質，危険箇所の土地利用（森林率もしくは建物用地率）から発生件数を予測する一

般化線形モデルを構築した。降雨指標は，篠原・小松（2016），Shinohara and Kume (2022) を参考にし，各都

道府県代表地点における 5 月から 10 月の総降水量（解析期間の平均）とした。危険箇所数は全国治水砂防協

会発行の砂防便覧平成 26 年度版の値を用いた。危険箇所の代表地質は，国土交通省国土数値情報から得られ

る危険箇所図及び産総研地質調査総合センターのシームレス地質図を用いて，QGIS 上で，危険箇所における

各地質（付加コンプレックス，堆積岩類，深成岩類，火山岩類，変成岩類）の割合を求め，決定した。危険

箇所の土地利用（森林率，建物用地率）は，国土数値情報から得られる危険箇所図と土地利用図を用いて，

算出した。代表地質は，ダミー変数を用いてモデルに入力した。また，森林率と建物用地率には負の相関が

あったため，両者を同時に用いることはせず，森林率を入力したモデル（モデル１）と建物用地率を入力し

たモデル（モデル）の 2 つを構築した。赤池情報基準（AIC）に基づいて変数選択されたモデルを最終的な

モデルとした。以上の解析を，土石流，地すべり，がけ崩れのそれぞれとその合計について行った。

3. 結果

表 1 には，一般化線形モデルで選択された変数を示した。土砂災害発生件数全体を見ると，モデル１で

は，降雨指標と危険箇所区域数が正の係数と共に，代表地質の付加コンプレックスが負の係数と共に選択さ

れた。モデル 2 では，モデル 1 で選択されたパラメータに加え，建物用地率が正の係数と共に検出された。

このことは，降雨量，危険箇所が多く，開発が進んでいる場所では，土砂災害発生件数が多くなり，地質が

付加コンプレックスの場所では，土砂災害発生件数が少なくなることを示している。
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土砂災害の 3 つのタイプに分けて解析した結果では，降雨指標，危険箇所数，付加コンプレックスについ

ては，土砂災害全体で解析した場合と同じであったが，地すべりでは，代表地質の火山岩類が負の係数と共

に検出され，がけ崩れでは，森林率が負の係数と共に検出された。モデル 2 において，がけ崩れでは，建物

用地率が正の係数と共に検出されたが，土石流，地すべりでは建物用地率は変数選択の際に除外された。

4. 考察

降雨指標はいずれのモデルにおいても正の係数と共に選択された。これは，本研究で用いた降雨指標は，

既往の研究で示されていた日本全体だけでなく，都道府県別の土砂災害発生件数を予測する上でも有効な指

標になりうることを示唆している。

建物用地率が高く，また，がけ崩れに関しては森林率が低いと，発生件数が増えることがわかった。これ

は，傾斜地で土地開発を行うことにより，がけ崩れが増大することを示唆している。土石流に関しては，勾

配がさらに大きい土石流の源頭部が開発されることは稀であり，地すべりに関しては，一般的に地下深い場

所での移動現象のため，その影響が小さいと考えられる。地質では，付加コンプレックスが代表地質の都道

府県では，土砂災害発生件数が小さい傾向にあることが示された。付加コンプレックスの場所では，深層崩

壊の脆弱性が高いことが知られている。頻度と規模は一般的には負の関係にあるため，少ない頻度で大規模

な災害が起こるというのが，付加コンプレックスの特徴であると考えられる。

本研究では，土砂災害発生件数を使って解析をおこなった。土砂災害発生件数と死者数及び被害家屋数に

は正の相関があることが知られているため（篠原・小松，2016），本研究の成果は，死者及び経済的被害低減

を考える上でも有効であると考えられる。一方，死者数や被害家屋数などを直接予測するモデルの構築は，

土砂災害対策を考える上で，さらに効果的であると考えられる。

引用文献 

Petley (2012) Global patters of loss of life from landslides. Geology, 40, 927-930. 

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 砂防学会誌 Vol.68 No.5, p3-9 

Shinohara and Kume (2022) Changes in the factors contributing to the reduction of landslide fatalities between 1945 and 2019 

in Japan. Science of the Total Environment, 827, 154392. 

付加コン
プレック
ス

堆積岩 深成岩 火山岩 変成岩

モデル1

土砂災害（全体） 1.27 7.38×10-5 N/A –0.837

土石流 1.36 3.04×10-4 N/A –0.932

地すべり 1.32 2.05×10-3 N/A –0.905 –0.616

がけ崩れ 8.08 1.39×10-4 –2.44 N/A –0.611

モデル2

土砂災害（全体） 1.14 8.33×10-5 N/A 4.88 –0.793

土石流 1.36 3.04×10-4 N/A –0.932

地すべり 1.32 2.05×10-3 N/A –0.905 –0.616

がけ崩れ 6.76 1.65×10-4 N/A 3.62 –0.588

降雨指標

×10-3 (mm)
危険箇所数

（件）

森林率

(%)
建物用地率
(%)

代表地質

表 1 一般化線形モデルで選択された変数の係数（太字：p < 0.01, 細字：p < 0.05, 斜字：p ≥ 0.05）．空欄は選択

されなかった変数，N/A は入力データとして含まれていない変数 

－ 164 －



奈良県の土砂災害警戒区域内人口予測及び土砂災害被害軽減に関する考察 

奈良県県土マネジメント部砂防・災害対策課 ○伊藤 誠記・松山 太郎・鎌苅 健・奥田 勝吾 

国際航業株式会社 竹島 彰子・小阪 祐平・前田 知行・堀 大一郎 

１．はじめに 

 我が国では平成 20 年，奈良県では平成 11 年にそれぞれ総人口

がピークを迎え，その後緩やかに減少を続けている．この人口減

少は地方部ほど顕著であることから，中山間地に多い土砂災害警

戒区域の人口は，全国や都道府県全体よりも速い速度で減少する

可能性があり，このことは土砂災害警戒区域において発生する土

砂災害被害も，長期的に相当程度減少する可能性を示唆している． 

 そこで本研究では，概ね 40 年後の 2060 年までの奈良県の土砂

災害警戒区域（以下，Y 区域と呼称）及び土砂災害特別警戒区域

（以下，R 区域と呼称）における人口を，国勢調査の小地域集計

を利用して字単位で推定するとともに，これを前提とした土砂災

害被害の縮減方策について考察する． 

２．調査計画 

2.1. 調査計画の概要 

本研究では，国土地理院が公開する「建築物の外周線」ポリゴ

ンデータ，Y/R 区域及び大字の範囲のポリゴンデータ，並びに国

勢調査に基づく大字単位の人口を用いて，以下の手法により現時

点の Y/R 区域内人口，および 40 年後の 2060 年までの Y/R 区域

内人口を推定した． 

a.「基盤地図情報サイト」（国土地理院）より入手した「建築物の

外周線」ポリゴンデータから大字内および大字内の Y/R 区域

内の建物数を取得 

b.国勢調査（総務省統計局）の小地域集計により，大字ごとの人

口を取得 

c.a.で求めた大字内および大字内の Y/R 区域内の建物数の比率

を b に乗じることにより，大字ごとの Y/R 区域内人口を推定 

d.b.のコーホート分析結果を c.に乗じることにより，2060 年ま

での大字ごとの Y/R 区域内人口の推移を算出 

2.2．Y/R区域の現時点の人口推定手法 

Y/R 区域は山間地において重複する場合が多いため，地域ごと

に Y/R 区域に含まれる保全対象の現状把握や将来予測を行うに

あたり，以下の処理を行った． 

①大字毎に複数の Y/R 区域のポリゴンデータを統合したうえで，

基盤地図情報の「建築物の外周線」ポリゴンデータを使用し，②

大字内の建物総数”A”で Y/R 区域の建物数“B”を除することで，

大字毎の Y/R 区域

内建物係数“K”を

算出した（K=B／

A）．③国勢調査に

よる人口及び世帯

数に“K”を乗じる

ことで，大字毎の

Y/R 区域内の人口，

世帯数を推定した．

なお、「Y 区域内に

建物がある」かつ

「国勢調査で秘匿

地域ではない」大字

のみを抽出し，県内総数の約 50%である 928 大字を対象に算出し

た． 

2.3．Y/R区域の将来人口の推定手法 

本検討では， 2010 年･2015 年の大字内人口をもとに，コーホ

ート変化率法（各コーホート（同じ期間に生まれた人々の集団）

について，過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め，

それに基づき将来人口を推計する方法）を用いて大字ごとの将来

人口を推定し，これに 2.2.の手法で求めた大字ごとの Y/R 区域内

建物係数 K を乗じることにより，Y/R 区域内の人口を推定した． 

【コーホート変化率法】 

推定人口（t+5 年時点の男女別 N+5 歳人口）＝基準人口（t 年

時点の男女別 N 歳人口）×コーホート変化率（t 年時点の男女

別 N+5 歳人口／t-5 年時点の男女別 N 歳人口 

なお N=n～n+4 歳の年齢階級 

t+5 年の 0～4 歳の推定人口＝t+5 年の 15～49 歳の女性人口 

× t 年の 0～4 歳人口 ／ t 年の 15～49 歳の女性人口 

なお，分析には，2010 年，2015 年の国勢調査をもとに国土技

術政策総合研究所が作成した「将来人口・世帯予測ツール V2（H27

A：大字内建物数(10) 

B：Y区域内 

建物数(6) 

① Y区域を統合 

図1 Y区域内の人口推定模式図 

②Y区域内建物係数K=B/A (6/10) 

③国勢調査による人口・世帯数×K 

  ⇒大字毎の Y区域内人口，世帯数 

大字界 

Y区域 

建 物 

R2 - 5 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 165 －



国調対応版）」（以下，国総研ツール）を使用した．国総研ツール

が対応しない 2050 年以降については，2040 年，2045 年の推定

数から変化率を算出して推計した． 

３．調査結果 

3.1．2015年時点のY/R区域内人口 

2.2.の手法により，2015 年時点の Y 区域内人口は 96,512 人（県

人口の約 7.1％）、R 区域内人口は 15,925 人（同約 1.2％）となっ

た． 

3.2．40年後の奈良県の人口予測 

 Y 区域内に建物がある 928 大字，及び R 区域内に建物がある

794 大字の推定人口を年代ごとに総合計したところ，現在から約

40 年後の 2060 年には，Y 区域内人口は 32,633 人で 2015 年の

34％，R 区域内人口は 3,608 人で 2015 年の 23％となった（図-

2）．奈良県によると，奈良県の2060 年度の推定人口は83.9 万人，

2015 年人口に対し 61.8％であるため，奈良県における Y/R 区域

内の人口減少は，奈良県総人口の減少より急速に進行すると想定

される．  

3.3．40年後の奈良県の土砂災害被害予測 

 Y/R 区域内人口が大きく減少すると想定される一方，同時に

Y/R 区域内では図-3 のとおり高齢化が進行する．高齢化により俊

敏性等が衰えると，災害に巻き込まれる可能性が高まると考えら

れるため，Y/R 区域内人口が減少しても，土砂災害被害はそれほ

ど減少しないことも想定される．このため，大原ら（2018）によ

り調査された平成 30 年 7 月豪雨での年齢階級別死者数（図-4）

をもとに，死者発生区域の年齢階級別人口を加味し，奈良県のY/R

区域内での死者の将来的な推移を推測した（図-5）． 

 この結果，2060 年における Y 区域の推定死者数は 2015 年時点

と比較し43％に，R区域では29％に減少することが推測された． 

４．考察 

4.1．ハード対策が進んだ場合の保全対象人口予測 

 今回の推測のように，個別地域の人口を予測することにより，

より効率的に土砂災害から人命保全を行うことが可能となると考

えられる． 

 例えば，奈良県内において人口増加が見込まれる大字の Y/R 区

域のみに対し集中的に対策を行えば，より効率的に 40 年後も土

砂災害の危険にさらされる人口を減少させることが可能である．

仮に，Y/R 区域が存在する大字のうち，2060 年に現在と比べ人口

増となる 31 箇所（大字）について

砂防設備を整備して住民の安全を

確保したとすると，奈良県全体で

の土砂災害の危険にさらされる人

口は，図-6 のとおり，現状と比較

し Y 区域で26％に，R 区域で18％

に減少する． 

4.2．残る土砂災害被害への対策 

 長期的な Y/R 区域内人口の予測は，前述のハード対策の最適な

配置を促す効果とともに，立地適正化計画やがけ地近接等危険住

宅移転事業等の移転促進事業等のソフト対策の目標設定を促す効

果もあると思われる．前述のハード対策でもなお残る，奈良県内

の Y 区域内の約 26％の人口をターゲットに，移転促進事業のイ

ンセンティブ（移転する者に対する補助金額）を設計することな

どにより，40 年後等，長期的な Y/R 区域内人口を限りなくゼロ

に近づける，土砂災害被害の撲滅のための具体的戦略を描くこと

は可能と思われる． 

引用文献 

大原美保・南雲直子（2018）：平成 30年 7月豪雨での地域別･年
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神奈川県逗子市における土砂災害警戒区域の標識設置検討事例 

応用地質株式会社 〇姫野佳純・大村さつき 

1. はじめに
令和 2 年 8 月 4 日に土砂災害防止対策基

本指針が変更され、都道府県の役割として
土砂災害警戒区域等の公表に加え、現地に
標識を設置することなどにより、土砂災害
に対する住⺠等の理解を深め、避難の実効
性を高めることが重要であるとされた。1) 

神奈川県逗子市では、区域指定が令和３
年 3 月に完了し、これまで標識設置に関す
る計画や設置した事例もなかったが、指定
後も、指定の事実を知らなかった住⺠等か
らの問い合わせも多く、また、近年、逗子
市内ではがけ崩れが頻発しており、住⺠の
防災に対する意識が高まっている状況を踏
まえ、逗子市から試験的に標識の設置に着
手することとした。 

2. 逗子市の概要
逗子市は、面積約 17.28 平方キロメート

ルで、神奈川県の南東、三浦半島の頸部に
位置する(図１)。地形は、市の中央を東⻄
に流れる田越川周辺の平地を除きほぼ丘陵
地であり、土砂災害警戒区域（急傾斜地の
崩壊）は１１９区域指定されている。ま
た、市内は小学校の学区を単位とする５つ
の小学校区に分かれており、多様化した地
域の課題へきめ細かに対応するために住⺠
や地域で活動する各種団体などで組織する
住⺠⾃治協議会（以下「住⺠協」）が４学
区に設立されている。

   逗子市全域と田越川の位置関係が分
かる図面を入れてください。 

図１ 逗子市の県内の位置がわかる図面 

3. 標識設置までの概略の流れ

 県は、標識設置の流れ(図 2)に沿って、
警戒避難体制の構築を担う逗子市及び各住
⺠協等と標識の表⽰内容、タイプ、設置位
置を調整した。また、標識設置後の維持管
理も課題となることから、各住⺠協等に⼀
部協力してもらえるよう調整を行った。 

4. 標識の表⽰内容、形式、位置の検討
〈標識の表⽰内容〉

県は、先進的に設置した広島県の例を参
考とし、小学校区の範囲を網羅し土砂災害
警戒区域等のみ明⽰したシンプルな案を作
成し、各住⺠協等に意⾒を聞いた。住⺠協
からは土砂災害警戒区域及び特別警戒区域
の内容を理解していない住⺠等もいること
から、図を用いた分かりやすい解説図が必
要。図面が小さいと⾒えないので A０用紙
のサイズにしてほしいという意⾒があっ
た。また、小学校区によっては避難場所を
記載してほしいという意⾒があり、これら
の意⾒を反映した（図 3）。 

概略検討
・標識の内容、大きさ、タイプ
の選定や設置場所の候補地選定 

再検討
・概略検討から変更した箇所に
対する再打合せ

検討内容の確定
・住⺠⾃治協議会へ確定事項の
連絡

工事

効果の検証
・維持管理協定の締結
・アンケート調査による標識設
置の効果検証（予定）

図  2 標識設置の流れ 

図  1 位置図 
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〈標識の形式〉 
小学校区単位の標識の形式は、通常の図

面を焼き付けたタイプと図面を機動的に替
えられる掲⽰板タイプの 2 種類を住⺠協に
提⽰した。通常のタイプは、区域が指定又
は解除されると速やかな図面の更新が難し
いため、掲⽰板を利用したタイプを採用し
た。また、個別の危険個所ごとに注意喚起
する標識の要望もあり、土地所有者の承諾
を得て、電柱等に付けられる小型標識も採
用した（図 4）。 

〈標識の位置の検討〉 
多くの住⺠が利用する道路や鉄道駅など

のうち、標識が設置可能な場所を住⺠協に
聞き取り、候補地選定した後、現地を確認
して標識が設置可能な場所を絞り込んだ。
結果、各小学校区に１〜２箇所計７箇所に
小学校区単位の標識を設置することになっ
た。また、小型標識を４箇所設置すること
になった。 

（具体的な箇所確認） 

５. 現在の状況
令和４年３月までに前記 11 箇所の標識

設置が完了し、⼀部の住⺠協とは日常的な
維持管理の協力が得られている。写真は、
京急神武寺駅前に設置された各小学校区単
位の標識である。 

6. 課題
現時点では標識の設置が完了した直後で

あり、標識の設置に対する効果が未知数で
ある。標識の内容等に関する意⾒収集の目
的も含め、設置半年後（今年 9 月）経過し
た頃に、小学校区の住⺠に対してアンケー
トを行う予定である。

また、標識の表⽰内容が区域の明⽰に重
点を置いたため、市と連携を図り、アンケ
ート調査の結果や住⺠協の意⾒を聞きなが
ら、避難の実効性を高める内容に変えるこ
とも重要であると考えている。 

参考文献 

1)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

（備考） 

本稿は、神奈川県横須賀土木事務所急傾
斜地第⼀課中川英氏の協力を得て作成しま
した。 

図  4 電柱等に設置した標識 

図  3 小学校区単位の標識の内容 
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砂防関係施設におけるライフサイクルコスト縮減に向けた定量的な評価手法の提案 

○原田 紹臣，木下 悦男，河野 文俊（三井共同建設コンサルタント株式会社）

小杉賢一朗（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）

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

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

維持管理の考え方が導入された 1)．その際，改築（表-1）

による施設の長寿命化やライフサイクルコスト縮減は，重

要な課題である．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 3), 4)について提案している． 

本稿では，既往研究成果 3), 4)を用いて，砂防関係施設の一

つである地すべり対策における地下水排除工を例に，改築

によるライフサイクルコスト縮減の有効性や適用範囲につ

いて具体的に検討し，考察することを目的としている． 

2, 定量的手法を用いたライフサイクルコストの検討 

2,1 改築によるライフサイクルコスト縮減の考え方 

ライフサイクルコスト縮減の検討に際して，ガイドライ

ンに示されている対応方針 1）（表-1）に整合させる必要が

ある．そこで，これまでの一般的な予防保全（修繕等）や

事後保全（更新等）等との比較によるライフサイクルスト

の縮減に追加して，改築による更なるライフサイクルコス

ト縮減を目指す．ここで，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 1)に対して，改築（ただし，性能 

表-1 老朽化した砂防関係施設における対策方針1) 

対応方針 内  容 

維 持 
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 

修 繕 
既存の砂防関係施設の機能や性能を確保、回復するた

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，回復すると共に，

さらにその向上を図ること 

更 新 

既存の砂防関係施設を用途廃止し，既存施設と同等の

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 

向上）を考慮した検討のイメージを，図-1に示す 4)．  

一方，ライフサイクルコスト縮減の検討における改築

（ただし，性能向上）の有効性を評価する条件式 fLCIは， 

fLCI = C / t  –  (C+ΔC ) / (t +Δt ) ≧ 0   (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

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

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，その他の詳細につ

いては既往論文 3), 4)を参照されたい． 

2,2 集排水ボーリング工における改築の有効条件 

一般的な環境化における地下水排除工の集排水ボーリン

グ工を対象に，材料の耐久性に着眼し，改築による長寿命

化に伴うライフサイクルコスト縮減における具体的な有効

条件（改築が有効となる耐用年数 t の範囲等）について検

討する．ここで，修繕等に要する費用 C（直接工事費）は， 

予防保全:修繕

事後保全:更新

事後保全段階

健
全
度

経年

費
用
（
累
計
）

経年

性能向上:改築

当初性能

性能向上

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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図-2 改築による長寿命化の評価に関する概要図4） 

C = Cb + Cm + Cs + Cp   (2) 

である 5)．ここに，Cb は削孔費（φ90），Cm は保孔管材料

費・加工挿入費，Csは機械据付・撤去費及び Cpは足場仮設

費である 5), 6)．ここで，改築による効果の事例 7)として，保

孔管の材料特性に着眼し，従来の一般的な硬質塩化ビニル

管（VP；C，t）と，材料の耐久性を向上させた恒久集排水

ボーリング保孔管（耐候性；C+ΔC，t +Δt）との比較によ

り，ライフサイクルコスト縮減における改築の有効条件

（式：1 による従来の材料における耐用年数 t の範囲や閾

値）について試算する．その際，修繕に要する費用 C や施

工規模（例えば，削孔延長）に応じて，有効条件（耐用年

数 t）が変化することが予想されるため，一般的な，削孔地

質条件（レキ質土と軟岩），1 本あたりの削孔延長（5～

20m）及び削孔本数を変化させて検討する．なお，改築時

における耐候性材料の耐用年数（t+Δt）は，80 年とする 7)． 

各条件において，式（2）より算出した直接工事費（ただ

し，1unit での検討結果）を図-3 に示す．次に，図-3 に示

す各条件における直接工事費C（C＋ΔC 含む）を用いて，

式（1）より，従来の修繕等（VP）と比べて改築（耐候性

材料の採用）が有効となる条件（従来工法 VP の耐用年数

t）を図-4に示す．図-4に示すとおり，削孔延長計 L（施工

規模）に応じて有効条件（耐用年数 t）が変化している（例

えば，レキ質土，削孔延長計 L が 200m/unit の場合，修繕

サイクルである VP での耐用年数 t が概ね 60 年未満におい

て改築が有効）．この要因は，ΔC（Cm の差分）とその他

の費用（例えば，CsやCp）との関係比によるものである． 

これらより，提案する手法を用いて検討したところ、概

ね一般的な耐用年数（例えば，50 年程度）において，今回

検討した規模での施工の場合，耐候性材料の採用による性

能向上が，ライフサイクルコスト縮減において有効である

ことが定量的に明らかとなることが分かった． 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0 200 400 600 800

直
接

工
事

費
C

 , 
C

+
Δ

C
 （

千
円

）

削孔延長計 L (m/unit)

レキ質-5m/本-VP

レキ質-5m/本-耐候性

レキ質-10m/本-VP

レキ質-10m/本-耐候性

レキ質-20m/本-VP

レキ質-20m/本-耐候性

軟岩-5m/本-VP

軟岩-5m/本-耐候性

軟岩-10m/本-VP

軟岩-10m/本-耐候性

軟岩-20m/本-VP

軟岩-20m/本-耐候性

図-3  集排水ボーリング工の直接工事費（削孔延長計毎） 
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⽕⼭噴⽕に伴う⼟砂移動現象に対する緊急対策⼯の外⼒に関する考察
(一財)砂防・地すべり技術センター ○高橋 健太、枦木 敏仁、池田 暁彦、前寺 雅紀 

1. はじめに

火山噴火に伴う土砂災害による被害を軽減するため、「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）に基づき、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、令和2年度末時点で42火山において策定されている。各火山における噴火シナリオを踏まえ、対象とする

現象や噴火規模を設定しており、それに基づき降灰後の土石流や融雪型火山泥流の計画規模（土砂量、流量

等）が設定されている。噴火対応火山砂防計画における基本対策の計画外力については、「砂防基本計画策

定指針（土石流・流木対策編）解説」などの基準等で明確に記載されているのに対し、緊急対策計画につい

ては明確化されておらず、統一された考え方は示されていない。 

本研究では、これまでの火山噴火時の対応事例等をもとに、緊急減災計画における緊急対策工の位置づけ

や外力の考え方を整理するとともに、降灰後の土石流の外力に着目し、限られた施工期間で効率的に対策効

果を発現できる考え方について考察した。 

2. 緊急対策工の考え方

(1)現状の応急対策、緊急対策に対する

考え方 

従来の火山噴火後の対策事例や近年の

土砂災害に対する対応事例を参考に、基

本対策、緊急対策、応急対策の考え方を

表1に整理した。その結果、応急対策は

急場をしのぐ、緊急対策は基本対策への

繋ぎの意味合いが強いことがわかった。緊急減災計画における緊急対策工は噴火前～噴火中に行うため、計

画規模等を設定するとともに、基本対策と異なり仮設工として計画されるため、従来の緊急対策の考え方に

近いものと考えられる。 

(2)外力の考え方

火山噴火に伴う土砂移動現象に対する緊急対策工における外力は、1)対象規模（噴火規模、流出土砂量）

と2)設計外力に分けられる。対策施設を砂防堰堤とした場合、1)は緊急対策工に必要な効果量、すなわち施

設規模（高さ、捕捉量）の設定に用い、2)は設計外力として堤体断面など安定性を評価するため用いる。 

(3)火山噴火に伴う土砂移動現象に対する緊急対策工の特徴

火山噴火はいつどこで発生するかを事前に把握することは困難であり、噴火に伴う土砂移動現象は通常の

土石流災害に比べて規模が大きい。被害を軽減するためには、噴火前～噴火中に短期間で迅速かつ効果的な

対策を実施する必要がある。また、保全対象の位置関係から、施工場所が狭隘でアクセス路が未整備な場合

も多く、施工方法が限定される場合（クレーン車の進入が不可等）が多い。 

(4)緊急対策工の考え方

以上を踏まえた、緊急対策工の考え方を以下に示す。

・想定する設計外力に対する安定性は確保する。また、効率よく対策効果を発揮するために、想定規模

や設計外力は適切に設定する。

・保全対象の被害を軽減させるため、対象規模の流出土砂量に対し捕捉、減勢、導流などの効果を効率

よく発揮する。

・仮設工のため撤去が容易で、安定性が確保可能な構造（主にコンクリートブロック、大型土のう）と

する。

表 1 従来の応急対策、緊急対策、基本対策の考え方
概念 応急対策 緊急対策 基本対策

時間的な
概念

・災害発生後に実施
・急場しのぐ対応
・緊急対策や基本対策に移行するま
での期間（1年程度以内）

・災害が発生する恐れがあると判断された
時点（噴火前）から噴火終息までの期間
（数年程度）
・災害の影響が長期化しても，事象が継続
している場合は実施

・平常時から計画的に実施

構造物とし
ての概念

・仮設工
・設計外力の明確な定義はない

・仮設工，本設工
・設計外力の明確な定義はないが，必要
に応じては設計外力として計画規模を適
用し，安定性を評価

・本設工
・設計外力として計画規模を適用し，
安定性を評価

事業の考
え方

・事業という概念はない
・砂防事業として位置付けられることがあ
る（火山噴火緊急減災対策事業、
砂防災害関連緊急事業など）

・砂防事業として位置付けられ，事業
計画（事業評価）として策定

対策の事
例

・コンクリートブロックや大型どのうを用
いた堰堤，導流堤，流路工等
・既設砂防堰堤の除石

・同左
・砂防堰堤（重力式コンクリート、鋼製構造
物等）の基本対策と同様の構造物

・砂防堰堤（重力式コンクリート、鋼製
構造物等）等の恒久構造物
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3. 緊急対策工の外力の整理

過去の検討事例や設計資料等を基に降灰後の土石流の外力等の考え方

を表2に整理した。緊急対策工の対象としている土砂移動現象は、主に降

灰後の土石流と融雪型火山泥流であった。計画規模は、2年、20年、100

年超過確率雨量と火山毎に差異がある。これらは、噴火規模、既設施設

の整備状況、地形等が火山毎に大きく異なっているためであると考えら

れる。対象規模をみると、6ヶ月以内の施工期間を設定し、その期間で対

応できる土砂量としている。設計外力については、計画規模に対して安

定計算が行われている。 

4. 緊急対策工の外力の考え方

実際の施工時には施工地の取得、資機材・施工従事者の確保、アクセ

ス路の整備などの事前準備が完了した後に施工着手するため、本体工は

可能な限り短時間で施工する必要がある。各火山で検討が進められてい

る緊急減災対策は、設計外力を計画規模としている事例が多いため、施

設の断面が必要以上に大きくなり、施工時間が長くなっている可能性が

ある。そこで、限られた施工時間で効率よく効果を発揮するための外力

の考え方を以下に示す。 

1)対象規模：図1に示す段階施工が可能な構造とすることにより、段

階的に対象規模に対する施設効果が得られる。 

2)設計外力：緊急対策工は仮設工のため、設計外力を計画規模とす

る必要はないと考えられる。この理由として図2に示すとおり砂防堰堤

とした場合、設計外力（流量）が小さくなると堤体断面積が小さくな

る。すなわち、施工効率を一定とした場合、施工時間が短くなると考え

られるためである。ただし、計画規模に対しての安定性は確保出来ない

ため、設計外力は火山噴火の推移や保全対象の重要度等を踏まえ、適宜

決定する必要がある。 

5. 今後の課題

緊急対策工は、場合によっては恒久対策への移行も見据えた構造とす

ることにより、流域の安全性を効率的に高めることができる。よって段

階的な施工が可能な工種、工法等について今後検討を進める必要がある。また、本検討では降灰後の土石流を

対象に検討を行ったが、緊急対策工の対象としている火山も多い融雪型火山泥流に対する外力の設定方法につ

いても、今後検討を進める必要がある。 

【参考文献】 

1)「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）

図 2 流量と堤体断面積の関係

⽬的 A⼭ B⼭ C⼭ D⼭ 備考

施設構造、材料
降灰後の⼟⽯流
融雪型⽕⼭泥流 降灰後の⼟⽯流 降灰後の⼟⽯流

降灰後の⼟⽯流
熱泥流

影響範囲図の作成 100年超過確率⾬量 100年超過確率 2年超過確率 20年超過確率

対象規模
堰堤⾼さ
堰堤の施設効果量

施⼯期間3ヶ⽉未満で出来る
規模

100年超過確率
2年超過確率or施⼯期間6ヶ⽉
未満で出来る規模

20年超過確率or施⼯期間1ヶ
⽉未満で出来る規模

設計外⼒ 堰堤の厚み（断⾯） 100年超過確率⾬量 100年超過確率 2年超過確率 −

施設規模 ３ケ⽉以内 1ヶ⽉以内 ６ヶ⽉以内 1ヶ⽉以内

− 砂防堰堤、除⽯、導流堤 除⽯、流路⼯嵩上げ 砂防堰堤、除⽯ 除⽯、堰堤嵩上げ対策⼯

項⽬

現象

降灰後の⼟⽯流
の計画規模

外⼒

施⼯期間

表 2 代表火山における外力等の考え方

表 3 安定計算の条件 
条件 項目 数値

断面位置 越流部

堤高 3m,5m,9m　の3ケース

水通天端 3m

法勾配 経済断面（下流は1:0.2を下限）

堤体の単位体積重量 18kN/㎥（コンクリートブロック堰堤）

荷重ケース 洪水時のみ（静水圧）

滑動 τ＝0、ｆ＝0.6（砂礫）、安全率1.2

転倒 1/6B

許容支持力 392ＫＮ/ｍ2（砂礫基礎）

静水流量 50～500㎥/s（50㎥/s刻み）

水通し幅 20m

余裕高 レジーム則

越流水深 せきの公式

水の単位体積重量 11.77ＫＮ/㎥

外力条件

安定条件

断面条件

施設効果量
（対象規模）

施設の厚み
（設計外力）

図 1 段階的施工のイメージ

色 位置づけ 施工期間 対象規模

灰 緊急対策工 数週間 施工期間から逆算

黒 緊急対策工 1か月程度 施工期間から逆算

赤 緊急対策工 3～6か月 施工期間から逆算

黄 基本対策 噴火終息後 計画規模
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3 次元樹木形状情報を用いた崩壊発生斜面予測法の検討 

東京農工大学 〇有吉桜、若原妙子、白木克繁 

神奈川県自然環境保全センター 内山佳美 

1 はじめに 

急峻な地形が特徴的な我が国で絶えず発生する斜面災害を予測する技術を向上させることは、市民の

安全な生活のために必要不可欠である。それを困難にしているのは、わずか数ｍの違いでも斜面災害の発

生・非発生の相違となりうることである。本研究では地すべりの前兆現象とも言われている樹木の根曲が

りを、脆弱な斜面の過去の移動の蓄積とみて、豪雨による表層崩壊予測にも活用できないかと考えた。先

行研究では三田（2004）によって樹木の傾きや変形は崩壊危険斜面の検出に役に立つことが示唆されて

いる。ただし、この研究における調査地は不安定な斜面であることからほぼすべての樹木に根曲がりがみ

られ、根曲がりは調査項目として省かれていた。したがって、本研究では比較的地盤の安定した森林にあ

り、2019 年の台風 19 号によって表層崩壊が多発したエリアにおいて、根曲がりを含む樹木の形状を測

定した。計測には近年実用化が進む最新技術として注目される、地上レーザ型の森林 3 次元データ計測

を活用し、広範囲にわたって測定した樹木形状の情報を斜面危険度指標として活用することを目的とす

る。この研究成果から斜面危険度順位をつけることができれば、最も危険とされる斜面を集中的にモニタ

ーすることによって、より精密な斜面災害危険度評価ができると期待できる。 

２ 研究対象地 

 本研究では神奈川県相模原市に位置する貝沢水

文試験地（N35°38′,E139°11′）を研究対象と

した。ここでは朝原(2021，修論)により 2019 年台

風 19 号で発生した表層崩壊箇所の記録が行われて

いる。対象地のなかで３プロットを設定し、樹形計

測を行った。それぞれの名称を南東に位置するA プ

ロット、西に位置する B プロット、北東に位置する

C プロットとする（図 1）。 

３ 研究方法 

樹木の形状を広範囲で記録するために 3 次元森林計測シ

ステム OWL（株式会社アドイン研究所）を用いた。この装

置では林内の 3 次元点群データを自動生成・解析し、樹高・

曲がりなどの単木データ、立木位置図等を導出し、3 次元立

木マップ（ウォークスルー機能）によって林況を可視化する

ことができる。ウォークスルー機能を用いて計測地の全立

木の形状を 分類１：おおよそ通直 分類 2：根曲がりは確認できないが傾斜している 分類 3：根曲がり

をしており傾斜している 分類 4：根曲がりをしているが垂直 の 4 つに分類した（図 2）。なお、この分

類は林内を散歩する人が違和感を覚えるレベルの樹木の変形を意識して設定している。 

上記の情報をもとに、GIS を用いて対象地域を 20m×20m の 110 メッシュに分割し、1 メッシュ内で

図 2 形状の分類 

分類1 分類2 分類3 分類4

図１ 研究対象地 
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の全立木の位置とその形状分類を可視化したうえで、斜面災害発生個所との比較分析を行った。 

４ 結果 

OWLの計測による結果から、1メッ

シュのうちの全立木数に対する分類

ごとの立木の割合と崩壊や倒木など

の斜面の特徴を表す図を示す（図 3）。 

A プロットについて、図から分類

2，3，4になるような変形をした立木

が満遍なく存在していることがわか

る。また、踏査や記録から確認され

た崩壊は 1 か所であるが、斜面の下

方に倒木が集中的に発生しているエ

リアが存在していた。

B プロットについて、図からは直

立した立木の割合が高く、変形した樹木は少ないが、点在していることがわかる。また、踏査や記録から

確認される崩壊は 6箇所であり、斜面崩壊発生ポイントの周辺の樹木に根曲がりが確認できた。さらに、

斜面下方から続く渓流沿いには土砂だまりができていた。 

Cプロットについて、図からほぼすべてが変形のない通直な立木であり、特に形状として根曲がりをし

た分類 3の立木は存在しなかった。また、踏査や記録から、崩壊地点などは確認できなかった。 

 上記の内容から、各プロットの特徴についてまとめる。Aプロットの斜面は一様に移動しており、斜面

下方においては斜面移動よって蓄積された歪みによって倒木が発生していると推測できる。この斜面移

動は倒木が発生するほど顕著であり、斜面が一様に脆弱であることがわかる。一方で B プロットは全体

的に見ると根曲がり等の樹木の変形は少ないが、局所的に変形木が存在しており、その付近では崩壊が発

生していたことから、斜面の脆弱性にばらつきがあることが推測できる。対象斜面の下流に土砂だまりが

できていた点と合わせると、この斜面は谷の開析が進んでいる場所であるとみることができる。さらに、

ほぼ全ての立木が通直であった Cプロットは近年の斜面移動が少なく斜面安定度は高い。 

５ まとめ 

本研究では、地上レーザ型の森林 3 次元データ計測によって得られる広範囲の林分の点群データを分

析した。立木の形状と斜面の特徴を示した結果から、斜面移動に関して①一様に脆弱であり、下方にゆが

みが蓄積されて倒木や表層崩壊が発生しやすい、②斜面の強弱にばらつきがあり表層崩壊が発生しやす

い、というような脆弱性の違いがあり、特に②の斜面は谷の開析の場所にみられることを示唆した。今後

はドローンなどを用いて広範囲の林分で樹形を調べることで斜面移動の特徴を明らかにすることが期待

できる。 

参考文献 

三田和朗(2004)「樹木の変形を利用した崩壊危険斜面の検出」第 2 回土砂災害に関するシンポジウム論文集 

塩沢恵子（2021.4）「地上レーザ型の森林 3 次元データ計測と利活用」森林技術 No.948 p8∼11 

朝原康貴(2021)「水文地形学的観点からみた森林山腹斜面の危険度評価」東京農工大学大学院修士論文 

図 3 1メッシュ内の全立木数に対する分類ごと立木の割合 
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災害に強い森林づくりを補強する工法の開発 

～高強度鋼製ネットと鋼製リングを用いた地山補強土工法（ウッズネット工法）～ 

東亜グラウト工業株式会社 ○木村 佳嗣 

国土防災技術株式会社 田中 賢治, 飯田 毅, 秋山 菜々子 

１．はじめに 

近年の土砂災害の激甚化や広域化に伴い,その多く

の発生源である森林に対して適正な管理が課題となっ

ている中,林野庁からは住宅地・公共施設を守る「土

砂流出防止機能の高い森林づくり指針」が示された。 

しかし,森林管理が行き届いてない場所ではガリー

浸食や（図-1）浸食による倒木により土砂・流木災害

の発生源となる。土石流と共に流下する流木の多くは

土石流先頭部を塊となって流下するため,橋梁の閉塞

の原因等となり,被害が拡大している。 

一方で森林環境

税と森林環境譲与

税の導入により森

林を保全する制度

が導入された中で,

如何に長期的な視

点で効率的な保全

を行っていくかが

重要となってきている。 

従来から森林保全工法は間伐材を使用した丸太柵等

人力で施工可能な工法が多くを占め, 近年では補強材

間をワイヤーロープ等で接続する地山補強土工法が導

入されてきている。しかしこれらの工法は,樹木の根

茎が寄与する斜面安定への効果が発揮できなく,樹木

と地山補強は独立した構造として考えられている。 

森林や樹木の根系は地山補強土工法の表面材や補強

材と同様の働きがあることは定性的には理解されてき

たが,不明確な部分が多いことから設計上は反映され

ていないのが現状である。 

その中で,下記の課題を解決すべく,高強度鋼製ネッ

トとリングを用いた地山補強土工法を開発した。 

① 樹木の根茎の緊縛力を有効に使えること。

② 表面浸食を抑制できること。

③ 人力施工が可能で経済性に優れること。

④ 森林育成と施業の支障とならないこと。

２．ウッズネット工法の開発コンセプト 
 森林の有する3つの機能(崩壊防止,土砂流下緩衝,
土砂捕捉)に着目し,森林の持つ根系の緊縛力による土
砂流出防止機能では抑制できない山腹の上部斜面（0
字谷等）に発生する崩壊や間伐後で根系の伸長が不十
分な状態で災害が発生し易い森林，また森林の下流域

で林帯幅が十分に形成されていない場所に対して，引
張強度の高いネットを設置することで，森林の土砂流
出防止機能が強化できるものと考えた。（図-2） 

図‐2  ウッズネット工法の機能 

３．用途に応じた設計の考え方 

構造上は斜面安定勾配が確保でき表層の浸食防止を

目的とする場合は,表層保護工法として用い,安定勾配

が確保できない場合は,地山補強土工法として補強材

を地山に打ち込み,所定のすべりに対する安全率を確

保することとした。 

また,地山補強

土工法としての

設計にあたって

は土塊・樹木の

滑動力に対して,

滑り面の摩擦お

よび補強材の抵

抗のみで斜面安

図‐1 ガリー浸食による倒木（静岡県） 

図 – 3 地形・条件に対応した使い分け 

浸食箇所 

図 - 4 設計モデル 
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定ができることを前提にして,樹木の抵抗は＋αの安

全率の向上要素と考えることとした。（図-4） 

設計のケースワークを行った結果,滑り層厚が0.5～

1.0m,斜面角度が30°～40°,樹木の胸高直径が30cm

で3mの間隔で配置している場合,滑りに対する安全率

を1.2として補強材を配置した後,樹木の抵抗を考慮

すると,1.4以上に増加できる結果となった。 

４．使用材料と施工方法 

 従来から高強度鋼製ネットを使用した工法（素線径

3.0mm）は斜面崩壊現場の復旧や崩壊予防工として用

いられてきたが,以下の理由により,森林の中で施工す

ることが困難であった。 

① ネットの荷姿がロール状で森林内への搬入が困難

であること。

② 搬入ができる場所でも,立木間を取り巻くように

ロール状のネットを地山に張設することが困難で

あること。

 そこで,高強度鋼製ネットの中でも最も軽量である素

線径2.0mmのネットを用いることで,以下の特徴を有

し森林の中でも施工が可能なことを確認した。 

① 同等強度（引張破断強度 53kN/m）のJIS規格ひ

し形金網と比較して,単位面積あたり質量が約1/7

と軽量である。（図-5）

② ロールの芯が

折れ曲がる構造と

することで,樹木間

を通過できるうえ,

樹木の位置でネッ

トの素線を1箇所切

断するだけで,ネッ

トの切り開きおよ

び樹木の挟み込み

が容易にできる。その後,再度抜き取った素線を挿入す

るか,鋼製クリップを使用するかの手法で容易に接続

ができること。（図-6） 

５．高強度鋼製ネットと樹木の接続方法 

本工法の特徴である根茎の緊縛力を利用するために

は補強材と高強度鋼製ネットが有効に接続され以下の

条件を満たす必要があった。 

① すべり等による荷重や倒木しようとする荷重が

高強度鋼製ネットと樹木間で伝搬できる構造で

あること。

② 樹木の成長に合わせて拡がる構造であること。

そこで,筆者らは高

エネルギー落石防

護柵に使用されて

いる,変形を許容し

ながら大きな荷重

に耐えることがで

きる鋼製リングに

着目し,これを樹木に巻き付けることで,上記の条件に

適合できるか,リングの素線巻き数と束ね方法を変え

て数多くの試験を実施した。①の条件に対しては滑車

を使用した引張試験（図-9）を,②の条件に対しては

拡径試験機（図-10）を用いた。 

その結果,リング素線の接続手法として特殊なパイ

プにリングの素線を挿通することで,上記の条件に適

合する素線の巻き数を見出すことができた。 

６．まとめ 

 ウッズネット工法は新しい発想の元で,防災・減災
に有効かつ,広範囲の森林で施工が可能であることを
目標として開発した。今後は施工実績を重ね,様々な
現地条件に適合できるよう改良を重ねる予定である。 

参考文献 
1) 公益社団法人地盤工学会：地山補強土工法設計・施

工マニュアル, 平成28年3月
2) 土砂流出防止機能の高い森林づくり指針：林野庁

森林整備部, 平成27年3月

図‐5 鋼製ネット比

較

図 – 7  鋼製クリップでの接続方法 

素線切断箇所 

ネット切り開き 

図 – 6 森林内でのネット設置状況    

6
0
m

m
 

横 接 続 

図 – 8 鋼製リングによる樹木接続 

図 – 9  引張試験状況 図 – 10  拡径試験機 

縦 接 続 
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網状鉄筋挿入工の水平耐力に関する実験的検討 

立命館大学理工学研究科 〇川島直人 

立命館大学理工学部 遠藤優斗, 原田紀臣, 藤本将光, 里深好文 

ヒロセ補強土株式会社 小西成治, 疋田信晴, 吉永憲次

１．はじめに 

 我が国の国土は面積の 60 %以上が山地から成っ

ており，平地が少ないという特徴があるため，防災・

減災の観点からだけでなく，有効な土地活用のため

にも法面対策工に関する技術的な検討は重要である．

特に、網状鉄筋挿入工法は，補強材として地山に挿入

した杭の周囲に膨張性モルタルを注入することで強

力な一体化を実現できるため[1]施工性や経済性にお

いて注目されており，今後の現場において更なる採

用が期待されている[2]．一方で，機能や補強効果に対

する合理的な説明がなされておらず，施工の基準と

なるような明確な指針がないため，設計者によって

設計方法が異なっているという課題が挙げられる．

本研究では，水平方向の外力に対して，杭の打設形態

や打設深さが補強効果に及ぼす影響を把握すること

を目的として室内実験を実施した． 

２．実験概要 

 本実験で用いた装置の概要を写真-1および図-1に

示す．板を用いて供試体全体に水平方向の力を加え

ることで，回転モーメントが生じないよう工夫して

いる．実験には信楽産真砂土を用い，含水比 10 %，

乾燥密度 1.6 𝑔 𝑐𝑚3⁄ として，幅 400 mm，奥行き 400 

mm の容器内に厚さ 220 mm の土層を作製する．そ

の土層の上に供試体を静かに置き，ガイドに沿って

杭を挿入することで，供試体を土層に固定する．杭の

直径は d = 4 [mm]とし，ねじ山を設けることで杭の

周辺摩擦を再現している．本研究では，打設形態や打

設深さが補強効果に及ぼす影響を把握するため，表-

1に示すような実験条件を設定して実験を実施した．

ここで，本研究における杭間隔：L とは杭の中心間の

距離であり，杭の直径：d の整数倍で表している(図

-2)．それぞれの条件において，鉛直方向と水平方向

の変位を計測した． 

写真-1 実験装置 図-1 装置の模式図 

表-1 実験ケース一覧 

図-2 杭間隔の定義および供試体の模式図 

打設形態 打設深さ：D 杭間隔：L

CASE 1-1 千鳥 100 mm 10d

CASE 1-2 千鳥 100 mm 8d

CASE 1-3 千鳥 100 mm 6d

CASE 1-4 千鳥 100 mm 4d

CASE 2-1 千鳥 75 mm 10d

CASE 2-2 千鳥 75 mm 8d

CASE 2-3 千鳥 75 mm 6d

CASE 2-4 千鳥 75 mm 4d

CASE 3-1 千鳥 50 mm 10d

CASE 3-2 千鳥 50 mm 8d

CASE 3-3 千鳥 50 mm 6d

CASE 3-4 千鳥 50 mm 4d

CASE 4-1 平行 100 mm 10d

CASE 4-2 平行 100 mm 8d

CASE 4-3 平行 100 mm 6d

CASE 4-4 平行 100 mm 4d

4d6d

杭間隔

千鳥

8d10d

平行

打設形態
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 なお，CASE 1-1 における変位が本研究に用いた変

位計の測定範囲を越えており，供試体の変位に伴っ

て変位計が傾いたため，載荷終了時付近の変位が過

小に測定されてしまっている．しかし，結果の比較に

はピーク荷重時の変位を採用しているため，変位を

過小に評価したことによる影響は小さいと考える． 

３．実験結果と考察 

 写真-1 は CASE 2-4 実施後の様子であり，水平荷

重を加えることで供試体とともに土も移動し，上部

へ持ち上げられている．このことから，水平荷重は杭

の抵抗力に対してのみでなく，土が持ち上げられる

ときにも大きくなることが考えられる．したがって，

本研究において比較すべきピーク荷重を以下のよう

に定義する． 

 時刻 t [sec.]の荷重 Nに対して，時刻 t+1 [sec.]お

よび時刻 t+2 [sec.]の荷重がともに N 以下のとき，

N をピーク荷重とする． 

 図-3 に， CASE 1 と CASE 4 におけるピーク荷重

に対する水平変位および鉛直変位を示す．CASE 1 の

結果にはバラツキが見られるが，水平変位，鉛直変位

ともに CASE 4 よりも小さいことから打設形態：千

鳥の水平耐力が大きいことが分かる．仮に，CASE 1-

1において水平変位を過小評価していた場合，千鳥に

おいて杭間隔と補強効果に線形的な関係を示す可能

性があり，施工上の扱いやすさを期待できる． 

 次に，千鳥において，打設深さが及ぼす影響につい

て検討を行った(図-4，図-5)．図-4 において，CASE 

3の水平変位は比較的小さい値を示しているものの，

上寄りに位置していることから供試体が回転運動を

していることが窺える．図-5 は，水平変位が約 5 mm

における荷重を示している．★は，D が同じ条件の

結果どうしを結んだときに描かれる三角形の外心を

示しており，各打設深さの影響範囲は★を中心とす

る円形に分布すると考えられる．CASE 3 の★が特に

低く位置しているのに対して，他の 2 ケースの★の

位置が近いことから，打設深さ 100 mm と 75 mmの

補強効果に大きな違いはないと考えられる． 

 本研究より，杭の打設形態に関して，平行よりも千

鳥による補強効果が大きいことが示された．また，打

設深さに関しては，100 mm と 75 mmには補強効果

に大きな違いが見られなかった一方で，50 mm の場

合には補強効果の低下が顕著であることが分かった．

今後の課題としては，千鳥における打設深さおよび

杭間隔に関する詳細な検討が挙げられる． 

図-3 打設形態と水平，鉛直変位の関係 

図-4 千鳥における打設深さと水平，鉛直変位の関係 

図-5 千鳥における同程度の水平変位と荷重の関係 

参考文献 

[1]三木五三郎, 坂下五男, 児玉秀文：網状ルートパイル（R.R.P）工法の日本

における実施例，土と基礎 [2]西村和夫, 山本稔：比較的短いロックボルトを

用いた切り取り斜面の安定について, 土木学会論文集, 第 388 号/Ⅲ-8, 1987 
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体積含水率の現地計測から地下水位の推定におけるサイバーフィジカルシステムの有用性

大阪産業大学 ○小田 和広 

大阪大学 小泉 圭吾 

鹿児島大学 伊藤 真一 

1． はじめに

サイバーフィジカルシステムとは，サイバー空間（仮

想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合

させたシステムにより，社会的課題の解決を図るも

のとされている．この考え方を斜面防災に適用して

みれば，各種センサによって計測される実物の現象

（フィジカル空間）とシミュレーション（サイバー空

間）を同期させることである．本研究では，サイバー

フィジカルシステムの適用事例を通じ，そのメリッ

トを明らかにする．

2．検討対象事例 

本研究では，近畿地方に存在する道路沿いの主にま

さ土で構成された盛土の法面を研究の対象とした 1)．

この盛土では平成 30 年 7 月豪雨時に変状が観察され

た．本盛土には，土壌水分計，傾斜計，雨量計，RTK-

GNSS，水位計が設置されている．このうち，土壌水

分計は地表面からそれぞれ深度 40cm，80cm および

100cm に設置されている．本研究では土壌水分計に

よる体積含水率，雨量計による雨量を使用するので，

これらの計測値によってフィジカル空間を表すこと

となる．

３．解析手法

サイバー空間となるシミュレーションには赤井らの

方法に基づく飽和不飽和浸透流解析を適用する 2)．解

析では水分特性曲線モデルとして，van Genuchten モ

デル，また，不飽和透水係数モデルとして Mualem モ

デルを用いる．

現地計測（フィジカル空間）とシミュレーション（サ

イバー空間）を融合させる手法としてデータ同化を

用いる．データ同化は，計測値にシミュレーション結

果が整合するようにモデル（解析パラメータや境界

条件など）を修正する手法である．つまり，本研究に

おけるフィジカル空間とサイバー空間の融合とは，

計測が行われる毎に，計測値に適合するようにデー

タ同化手法によってシミュレーションモデルを修正

することを指す．なお，本研究では，データ同化手法

の中でも極めて取り扱いが容易な融合粒子フィルタ

（MPF）を用いる 2)． 

４．解析モデル

図-1 は解析モデルを示している．雨水の浸透挙動は

重力による影響が支配的であることから，鉛直方向

の浸透のみを考慮する一次元問題としてモデル化を

行った．地層区分は土壌水分計の設置位置を勘案し

て行った．また，地下水位の発生と消失を再現するた

め，浸透係数を用いた排水境界条件によって解析モ

デル底面の境界をモデル化した 2)． 

５．データ同化結果の妥当性 

図-2は計測深度がそれぞれ 40cm，80cmおよび 100cm

の体積含水率の経時変化における計測値とデータ同

化結果の比較を示している．図中，実線が計測値，破

図-1 解析モデル 

40cm

100cm

降雨境界

非排水境界
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30cm

60cm80cm

浸透係数βを用いた排水境界

上層

中層

下層

計測点 (40cm)

計測点 (80cm)
計測点 (100cm)

図-2 体積含水率の経時変化に計測値とデータ同

化結果の比較 
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線がデータ同化解析の結果である．いずれの深度に

おいても体積含水率が一旦上昇し，その後，一時的に

増加が止まる．さらに，体積含水率はピークに達した

後，ほぼ平衡状態になった後，時間の経過とともに

徐々に減少する．そのような現場計測の挙動をデー

タ同化結果は適切に再現できている．

６．推定された地下水位の挙動と変状との関係 

サイバーフィジカルシステムのメリットとして，計

測していない物理量（本研究では，地下水位）を推定

できることが挙げられる．図-3 はデータ同化結果か

ら推定される地下水位の経時変化を示している．地

下水位は 7/5 の深夜に発生し，その後，急激に上昇す

る．7/6 の早朝にピーク値の約 40cm の深度に達する．

その後，7/6 の夕刻までその水位を保った後，時間の

経過とともに単調に地下水位は低下している．なお，

この盛土の地下水位は約 18m の深度にあり，降雨期

間中ほとんど変動が無かった．したがって，今回発生

が推定された地下水は局所的に発生したものである． 

図-4 は地下水位と変状の経時変化を併せて示してい

る．変状は体積含水率の現場計測地点からやや離れ

た地点に設置された RTK-GNSS によって得られた．

地下水位が地表面から約 60cm に達すると変状が生

じている（●）．つまり，地下水位の上昇による有効

応力の減少がのり面の不安定化をもたらした結果，

変状が生じたと考えられる．なお，変状は 24 時間連

続して生じているようにみえるが，これは，RTK の

誤差を 24時間分のデータを移動平均によって処理し

たためである．本来，変状は瞬間的に生じ，その後，

変状は生じなかったと考えられる 3)． 

７．水分特性曲線の推定 

図-5 は推定された水分特性曲線を示している．水分

特性曲線を得るためには保水性試験が必要となるが，

データ同化を適用すれば計測が行われる毎に決定で

きる．なお，逆解析によっても水分特性曲線を同定す

ることは可能であるが，粒子フィルタを適用する方

が再現性の高い水分特性曲線を得ることができる 4)． 

5．まとめ

本研究では，平成 30 年 7 月豪雨時に変状が観察さ

れた道路盛土の現地計測にサイバーフィジカルシス

テムを適用し，そのメリットを明らかにした．それは，

現地計測が行われなかった地下水位の推定や水分特

性曲線の同定である．

参考文献

1) 堤浩志ほか：高速道路沿いのり面における平成

30 年 7 月豪雨時の土中水分計測結果の考察，第

54 回地盤工学研究発表会，pp. 1769-1770，2019．

2) 伊藤真一他：融合粒子フィルタを用いた境界条

件を含む浸透解析モデルの推定手法の提案，土

木学会論文集，Vol.76, No.1, 52-66, 2020．

3) 小田和広他：体積含水率の現地計測に対するデ

ータ同化に基づく地下水位挙動の推定，第 57 回

地盤工学研究発表会，（投稿中）,2022．

4) 伊藤真一他：現地計測結果に基づく土壌水分特

性パラメータ同定に対する粒子フィルタの適用
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ジオグリッドと被覆金網を併用した地山補強土工法の法面工低減係数の算定 

日鉄建材株式会社 〇石垣拓也，國領ひろし 

1. はじめに

法面工低減係数μ（以下，μと称する）は，地山補強土工法

などの斜面対策工の設計に用いる係数である．μは法面工の種

類によって異なり，設計手法の基となっている切土補強土工

法設計・施工要領 1）によると，代表的なのり枠工などはμ=0.7

～1.0となっている．近年では，環境や景観へ配慮し，法面工

に金網やワイヤーロープなどを使用した工法も多く採用され

るようになってきた．このような法面工は参考となる μ の値

が無く，模型実験などを行って μ=0.7 程度としているものが

多いが，実大スケールで算定された報告は少ない．そこで，本

研究では，法面工にジオグリッドと被覆金網を用いた工法のμ

について，実大載荷実験にて算定を行ったので報告する． 
2. 実大載荷実験の概要

μは，以下の式から求めることができる． 

μ =
𝑇𝑇𝑜𝑜

𝑇𝑇𝑜𝑜 + 𝑇𝑇𝑓𝑓
（1） 

ここで，Toは法面工が発揮する支圧力（荷重），Tfは地山（崩

壊を起こす移動土塊）と補強材との周面摩擦抵抗力である．本

実験では，ToとTfの値をそれぞれ実大載荷実験，および引抜

き実験により求めることとした． 
 載荷実験で用いた法面工部材の仕様を表-1に，載荷実験の

概要を図-1 に示す．載荷実験では，内寸が 2m×2m×深さ 1m
の土層の中央に予め載荷軸及び反力としてPC 鋼棒を配置し，

その周囲に含水比が10%の真砂土を湿潤密度2.0t/㎥（N値10

程度）となるように締め固めて地盤を作製した．地盤作製後，

被覆金網，ジオグリッド，固定板を図-1に示すように地表面

へ設置し，油圧ジャッキにて鉛直載荷を行った． 
次に，補強材の引抜き実験の概要を図-2に示す．補強材引

抜実験では，載荷実験と同様に地盤を作製し，地盤中央にφ

65mm の孔を設け，D19 ロックボルトを挿入し孔壁とロック

ボルトの隙間にグラウトを注入して補強材を作製した．3日間

養生した後，油圧ジャッキを用いて補強材の引抜きを行った． 
3. 実験結果

各実験では，ロードセルから載荷重，変位計から載荷ストロ

ークの変位量を計測した．載荷実験の荷重-変位の関係を図-3

に，載荷実験の状況を写真-1 にそれぞれ示す．まず荷重が

200kN に達した時，ジオグリッドの一部に破断が生じた．引

き続き載荷を行うと，変位のみが増加し，δ=250mmを超えた

ところで固定板との連結付近でジオグリッドがすべて破断し

た．さらに載荷を継続すると，再び荷重が上がる様子が確認さ

れた．これは，被覆金網が残っていることと，固定板直下の地

盤が圧密されているためと考えられるが，ジオグリッドに破

断が生じる前と比べ荷重の増加は鈍くなっており，ジオグリ

ッドがあることで，法面工が発揮する支圧力も高くなってい

ることが示唆された． 
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次に，補強材引き抜き実験の荷重-変位関係を図-4 に示す．

最大引抜き荷重は 19.7kN となり,引抜き後のグラウトを含ん

だ補強材の実測外径（φ76mm）から周面摩擦抵抗度を算出し

たところ，極限周面摩擦抵抗の推定値 1）における N 値 10の

砂地盤と同程度の0.08N/㎟となった． 
4. 法面工低減係数μおよび補正法面工低減係数μ’の算定

式（1）を用いてμを算定した．算定に用いる定数Toは，載

荷実験におけるジオグリッドの破断発生荷重値（To=200kN），

Tfは補強材の引抜き実験の結果から最大荷重値（Tf=19.7kN）

を用いた．これらより，μを求めるとμ=0.91となった． 
 しかし，法面工と補強材が実際に施工された状態を想定し

た時，法面工が支圧効果を発揮すると，法面工（固定板）直下

にある補強材周辺の地盤水平応力が地盤の圧密によって増加

し，周面摩擦抵抗力（Tf）も大きくなる可能性がある．そこで，

文献 2）を参考に次式を用いてTfの補正を検討した． 

𝜎𝜎𝑥𝑥−1 = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝑑𝑑𝐾𝐾 （2） 

𝜎𝜎𝑥𝑥−2 = 2𝑞𝑞
𝜋𝜋
�tan−1 𝐵𝐵2

4𝑧𝑧�12𝐵𝐵
2+𝑧𝑧2

− 𝐵𝐵2

4�𝑧𝑧2+�𝐵𝐵2�
2
��12𝐵𝐵

2+𝑧𝑧2
�  (3) 

𝑇𝑇𝑓𝑓′ = 𝜋𝜋𝜋𝜋 tan𝜙𝜙 �∫ 𝜎𝜎𝑥𝑥−1𝑑𝑑𝑧𝑧
𝐿𝐿
0 + ∫ 𝜎𝜎𝑥𝑥−2𝑑𝑑𝑧𝑧

𝐿𝐿
0 �  （4） 

ここで，σx-1は地盤の自重により補強材が周辺地盤から受け

る水平応力，σx-2は支圧板から地盤に伝わる荷重による水平応

力増分で，補正計算に用いた定数を表-2に示す．ここでは荷

重To毎に補正したTf（以下，Tf’と称する）を求め，式（1）
を用いて補正後の法面工低減係数μ（以下，μ’と称する）を

算定した．μ’と荷重 Toの関係を図-5に示す．補強材と移動

土塊の定着長L（以下，Lと称する）を1.0mとした場合，ジ

オグリッドの破断発生時（To=200kN）におけるTf’とμ’は，

それぞれTf’=21.5kN，μ’=0.90となった．補正計算によるμ’

は，実験から得られたμに比べてやや小さい値となった．

 一方で，切土補強土工法設計・施工要領 1）では，想定崩壊

深さが3.0mまでの斜面を適用範囲としていることから，Lが

3.0m の場合におけるTf’と μ’についても，式（1）～（4）
を用いて推定することとした．μ’を算定する際に用いる地盤

の土質条件は表-2に示す定数と同じと仮定し，またToの値に

ついては，L=1.0mの場合と同様に200kNを用いた．この理由

は，載荷実験の結果から，To=200kN時の鉛直変位量（δ=122mm）

が地盤の深さ 1.0m に対して 10%程度の沈み込み量であった

こと，また，ジオグリッドがすべて破断したδ=250mm以降も

荷重の増加が一定で推移していることから，載荷する地盤の

深さ条件が3mと大きくなっても，地盤反力（To）が大きく変

わることはないと考えたからである．図-5 に L=3.0mにおけ

る μ’と荷重Toの関係を示す．これより L=3.0mにおける Tf

とμ’は，それぞれTf’=60.9kN，μ’=0.77となった． 
5. まとめ

本研究では，実大スケールの載荷実験により，ジオグリッド

と被覆金網を用いた地山補強土工法における μ および μ’の

算定を行った．μは実験結果から μ=0.91となった．一方，補

正計算を行った Tf’から μ’を算定した結果，ジオグリッド

の破断発生時において，L が 1.0mの場合は μ’=0.90 となっ

た．また，Lが3.0mの場合においても，補正計算を利用して

推定したところ μ’=0.77 という結果を得られ，いずれも

μ’=0.7以上の結果となった．以上より，本工法は，崩壊深さ

が3.0m以下であればのり枠工と同程度のμ=0.7以上を用いる

ことができると考えるが，対象斜面の地盤条件などを十分に

考慮して，設計に用いるμを決めることが望ましい． 
参考文献 

1）東日本・中日本・西日本高速道路株式会社：切土補強土工
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表-2 Tfの補正計算に用いる定数 
単位 備考

地盤深さ z m

地盤の単位体積重量 γd kN/㎥ γd＝19.7 kN/㎥（2.0 t/㎥）

土圧係数 K ―

※引抜き実験結果Tfから逆算

地盤の内部摩擦角 φ ° φ＝39.8 °　※三軸圧縮試験にて算定

地盤の粘着力 c kN/㎡ C＝0 kN/㎡　※三軸圧縮試験にて算定

法面工の支圧力 q kN/㎡ q＝P/B^2　　※P=To=0～600kN

支圧幅 B m B＝0.3 m　※固定板の幅とする

グラウト直径 D m D＝0.076 m

補強材長 L m L=1m、3 m

項目

𝐾𝐾 =
𝑇𝑓

𝜋𝐷� −∫ 𝑐𝐿
0 𝑑𝑑𝑧𝑧

∫ 𝑧𝑧𝛾𝑑 tan ∅ 𝑑𝑑𝑧𝑧𝐿
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砂防施設の洗掘状況の調査方法について 

国⼟交通省北陸地⽅整備局湯沢砂防事務所：鈴⽊ 啓介※，吉⽥ 克美
⼀般財団法⼈砂防フロンティア整備推進機構：渡邊 尚，〇村上 治
応⽤地質株式会社：⼭⽥ 祐司，仲⽥ 光輝

※令和３年度時点の所属
１．目的 

砂防関係施設において，洗掘は施設の安定性に直接影響し，施設の倒壊につながる⾮常に危険な現象である 1）た
め，その状況を適切に把握することが重要である。しかし施設点検 2）における洗掘の評価は，点検の安全性や効率
性を考慮して，地上からの⽬視によるものが主であり，洗掘状況の実態の把握は困難である場合が多い。このこと
から，施設点検時に活⽤可能な洗掘の調査⽅法を検討したものである。

2.洗掘調査方法の検討
2.1 既往資料による洗掘調査方法の整理

洗掘状況の調査⽅法について，既往資料 3）等から幅広く資料収集整理を⾏い，各調査⽅法の概要，調査難易度，
取得可能データなどについて表-1 にとりまとめた。

表-1 洗掘の調査方法一覧 

№ 調査⽅法 概 要（例） 区分 難易度 取得可能データ
1 紐流し テープを複数付けたロープを渡して⽔深を確認 直接 低 洗掘深
2 マーカー追跡 上流からマーカーとなる試料やボール等を流し空洞の連続性を確認 直接 低 空洞，底抜けの有無
3 直接計測 陸上・ボート等から測量⽤スタッフ等を⽤いて直接⽔深を計測 直接 低 洗掘深
4 ⿂群探知機 超⾳波により⽔深を計測 機器 低 洗掘深
5 ⽔中カメラ ⼿持ちやリモコン式の⽔中カメラで写真，動画撮影 機器 低 画像
6 潜⽔調査 潜⽔⼠が潜って直接⽔深計測，写真，動画撮影 直接 中 洗掘深，画像
7 ⾳響測探機 超⾳波により広範囲に⽔深を計測 機器 中 3 次元地形データ
8 ⽔中ドローン 潜⽔潜航可能な⼩型無⼈機で画像や動画を撮影 機器 中 画像
9 サイドスキャンソナー ⾳波により広範囲に⽔深を計測 機器 中 3 次元地形データ

10 グリーンレーザ ⽔中を透過する波⻑帯のレーザ光により広範囲に⽔深を計測 機器 ⾼ 3 次元地形データ
11 ジオトモグラフィ 弾性波や電磁波等による構造物・地質内部構造の把握 機器 ⾼ 3 次元地形地質データ
12 モニタリングシステム 固有振動数の変化によって洗掘の進⾏を把握 機器 ⾼ 固有振動数

これらの⽅法のうち，砂防関係施設の定期点検等で活⽤するためには，調査の難易度が低く，持ち運び可能な
簡易な機器とする必要がある。また詳細調査を実施する場合においても，洗掘の状況が不明な施設数が多いこと
から，なるべく機動性が⾼く迅速に調査できる⽅法が求められる。

2.2 現地調査による洗掘調査方法の検証 
表-1 で挙げられた洗掘調査⽅法のうち，実際に施設点

検で活⽤可能と考えられる複数の⽅法について，現地調
査を⾏い，適⽤性や課題等を検討した。

（１）現地調査実施箇所
⿂野川の⽀川である⽔無川本川中流部に位置する⾼

⽯砂防堰堤で洗掘の現地調査を実施した（図-1）。
⾼⽯砂防堰堤は昭和 25 年に竣⼯された重⼒式不透過

型堰堤（練⽯積粗⽯コンクリート）であり，本堤と副堤
から構成され（図-2），副堤下流側で調査を実施した。

⾼⽯砂防堰堤の令和 2 年度の施設点検結果における
施設健全度評価は，本堤の天端間知⽯の⽋損が広範囲で
⽣じていること等からＣ（要対策）となっている。

副堤の洗掘の変状レベルは，⽔量が多いことや，川幅が広
く洗掘調査を⾏うための安全対策（親綱設置）ができないこ
と等から「確認不可」となっている。

（２）現地調査の実施
⾼⽯砂防堰堤の副堤下流側の洗掘状況について，表-1 の調

査⽅法における，3.直接計測，4.⿂群探知機，5.⽔中カメラ，
8.⽔中ドローンの⽅法で現地調査を実施した。それぞれの調
査の具体的な⽅法，特徴および課題等を以下に⽰す。

図-1 現地調査実施箇所（高石砂防堰堤） 
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駒ヶ岳 

八海山 

図-2 高石砂防堰堤 正面写真 
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1）直接計測
⾼⽯砂防堰堤の副堤下流側の⽔叩きコンクリー

ト上部に⼈が⽴ち，測量⽤スタッフ等を⽤いて⽔
深を直接計測した（図-3）。

直接計測は最も信頼性の⾼い⼿法であるが，計
測は点の情報であり，陸上から計測する場合には，
⼈が⽴⼊りできる範囲のみの計測となるほか，⾜
元が悪い場合には危険性を伴う。

2）魚群探知機
⿂群探知機はハンディタイプのものを使⽤し，

GPS を設置した⽔中ドローンに⽔⾯に浮いたセン
サーを牽引させ，連続的に⽔深を計測した（図-3）。 

直接計測と⽐較した結果，⼀定の精度で簡易に
⽔深計測ができることが判ったが，（1，A）の点で
は流れが早くセンサーの向きが安定しなかったこ
とから計測誤差が出ており，（4，A）地点は⽔深が
浅く計測できない結果となった。

3）水中カメラ
使⽤したワイヤー型の⽔中カメラは，本体と合わ

せても⼗分持ち運び可能な⼤きさである。測量⽤ス
タッフの先にカメラ部を据え付け，⽔叩きコンクリ
ートの上部および⼈が⽴てる程度の⽔深が浅い所
から洗掘箇所を撮影した（図-4 上側）。

その結果，⽔叩きコンクリートの下部に隙間があ
り，下部が洗掘状態となっている状況が明らかとな
った。⽔中カメラの画像では，ある程度の洗掘状況
は概略的に把握できるものの，画像のみであり定量
的な計測はできず，⽔の濁度に影響される他，撮影
は⼈が⽴ち⼊ることができる範囲周辺に限られる。

4）水中ドローン
使⽤した⽔中ドローンは，本体の⼤きさが縦

38cm，横 33cm，⾼さ 14cm，重量 4kg 程度と⽐較的
軽量で持ち運びが可能である。機動性が⾼く，⽔中
カメラの画像で写っている⽔叩きコンクリート下部
の隙間から空洞内部に進⼊し，付属するライトを照
射し内部状況を撮影することができた（図-4 下側）。 

⽔の濁度に影響されること，取得データが画像や
動画のみであり，定量的なデータ計測ができないこ
と，適⽤可能な流速があること等が課題である。

3.まとめ
施設点検で活⽤可能な洗堀の調査⽅法について，現

地調査を踏まえ検討した結果，簡易な⿂群探知機を⽤い
て⽔深計測を⾏う⽅法や，軽量な⽔中カメラを⽤いて撮
影する⽅法は，定期点検等でも採⽤可能であると判断
した。実施する場合には，安全に計測・画像撮影がで
きる箇所や，適⽤条件を考慮した計測範囲を施設ごとに設定しておき，必要に応じて施設の安全設備を整備するこ
とが望ましい。その上で，洗掘が進⾏していると判断される施設において，⽔中ドローン等による詳細点検の実施
を検討することが有効と考えられる。

今後，これらの調査によって洗掘の点検精度を⾼めたうえで，施設点検データを蓄積してゆくことが重要である。
また，基礎洗堀を含む施設の変状発⽣と施設周辺の⼟砂の移動状況には相関関係があると考えられるため，蓄積

した洗掘の点検結果と⼟砂移動状況の関係を整理することで，将来の洗掘の進⾏予測や砂防施設へ与える影響につ
いて，定量的に把握することが可能になると考えられる。

参考文献 1）⽔⼭⾼久：砂防ダムの災害実態調査，砂防学会誌（新砂防），Vol.31，№4，ｐ.26-30，1979
2）国⼟交通省砂防部保全課：砂防関係施設点検要領（案），138pp.，2020
3）国⼟交通省道路局国道・技術課：⽔中部の状態把握に関する参考資料，20pp.，2019

図-3 直接計測値と魚群探知機による計測値の水深比較 

図-4 水中カメラ画像(上側)と水中ドローン画像(下側)
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砂防設備の劣化予測における健全度と素因、誘因の関係性について 

国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所 大西 竜太※1 中根 悠嗣 久須美 晨夫 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○目 晋一 内田 康太 西尾 陽介 佐藤 敏明 渡邊 太樹 

１.はじめに

砂防関係設備の長寿命化計画においては、ライフサイクルコスト（以後、LCC と記載）の縮減に基づく計

画の策定が求められており、LCC 算定に当たっては砂防設備の「劣化予測」が必要となる。劣化予測は LCC

の算定結果を左右するため、劣化予測を適切に行うことが重要となるが、砂防施設の劣化には多くの影響要

因が複合的に作用している。このため、影響要因と劣化速度は必 

ずしも良い相関関係が得られるとは限らず、現状では健全度（も

しくは変状レベル）がＢ、Ｃの施設について、竣工からの平均経

過年数を用いて図-1 のように行うことが現実的である。しかし、

各砂防設備が素因、誘因から受ける影響には差異があり、劣化速

度も異なるため、劣化予測では各砂防設備の素因、誘因をできる

だけ反映させる必要がある。以上に関連し、狩野川直轄砂防区域

の砂防堰堤を対象として実施した検討について報告する。 

２.砂防設備の健全度の特徴

砂防設備の健全度は周辺状況なども含めて評価されるが、劣化

予測に際しては、前庭保護工への土砂堆積など劣化と直接的な関

係性が薄いと考えられる変状の影響を除外した「劣化予測用の健

全度」を新たに設定し、劣化予測の検討に用いるものとした。 

 図-2 に示すように、管内には竣工からの経過年数が 50 年以上

の砂防堰堤が多く、これらの施設に健全度Ｂ、Ｃの施設が多い傾

向にある。しかし、経過年数が 50 年以上でも健全度がＡの施設

も多く、経過年数が 30 年～50 年の砂防堰堤を見ても、健全度Ｂ

の堰堤よりも、Ａのままの施設の方が多い。管内の砂防設備には 

劣化速度に差があり、劣化速度の設定において全設備を同じく扱うと誤差が大きくなる可能性がある。 

３.砂防設備の劣化に関する素因、誘因

砂防設備の劣化に関する素因、誘因について、各堰堤毎に把握を行った。素因は、①経過年数、②地質、

③集水面積、④河床勾配、⑤起伏量、⑥施設設置標高、とし、誘因は⑦総降水量、⑧生産土砂量、⑨土砂流送

能力※1、とした。④（河床勾配）は「施設位置の河床勾配」と「上流域の河床勾配」の 2 通りを考慮し、⑦（総

降水量）は流域内に降った雨の総量とした。また、⑨（土砂流送能力）は、集水面積（Ad）と河床勾配（S）

を乗じた AdS によって表される。

４.劣化要因と健全度との関係性検討

４．１ 劣化速度と劣化要因との単相関分析

健全度Ｂ、Ｃの砂防堰堤について「健全度を決める

変状が認められた時点の経過年数」を劣化速度とし、

劣化速度と各劣化要因（質的変数である地質は除く）

との単相関分析を行った。経過年数は健全度Ａの堰堤

を除くと有意とならない（当然良好となる）ため除外

している。結果として表-1 に示すように、単相関分析

では良い相関が得られない結果となった。 

４．２ 健全度と劣化要因との単相関分析 

 砂防堰堤の健全度を原田らの方法※2 を用いて数値化し、相関分析を行った。原田らの方法では、健全度は

評価値（Vd）の最大値により決定されるが、各堰堤の評価値に極力差を付けるため、ここでは発生している

変状の評価値の累積値を評価値とした。結果として表-2 に示す通り、相関係数は低い状況となった。 

※1 現 富士砂防事務所

図－2 経過年数別の基数と健全度 

図－1 健全度毎の劣化速度による予測線 
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表－1 相関係数（劣化速度） 

影響要因 
相関係数
（R2） 

経過年数 0.037 

集水面積 0.0243 

土砂流送能力 0.022 

起伏量 0.0013 

河床勾配 0.0002 

総降水量 0.0036 

河床勾配（流域） 0.0051 

施設標高 0.0005 

生産土砂量 0.022 

表－2 相関係数（健全度） 
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：健全度 A 

：健全度 B 

：健全度 C 

４．３ 劣化速度と劣化要因との重相関分析 

 個々の劣化影響要因に対する単相関分析では、劣化速度や健

全度と関係性が高い要因が得られなかったことから、単相関と

同様の影響要因を用い、重相関分析を行った。重相関分析にお

いては健全度がＢ、Ｃの施設を対象に、最初に全ての影響要素

を用いて分析を行い、P-値、t 値により説明変数の有意性、結

果への影響度を確認し、有効な説明変数の絞り込みを行った。

解析は劣化速度と点数評価した健全度双方について実施した

が、点数評価は有為な結果が得られなかった。劣化速度との重

相関分析において最も調整済み決定係数（補正 R2）が大きい 

ケースについて、結果を表-3、図-3 に示す。重相関分析では健全度

Ｂの堰堤の劣化速度に対して「集水面積」「総降水量」「生産土砂

量」により有意性のある相関式が得られたが、健全度Ｃの堰堤につ

いては有意性のある相関式が得られなかった。健全度Ｂの重相関分

析より抽出された要因は劣化速度と関係する可能性があるが、残差

が大きく、関係性を劣化予測に適用することは難しいと考えられる。 

４．４ 判別分析による健全度予測 

 量的変数を用いた相関分析では良い結果が得られなかっ

たため、質的変数を目的変数に用いることが可能な判別分

析を用い、劣化要因から健全度の判別を 

行った。分析は経過年数の浅い堰堤を含

めた全堰堤が対象となる。最初は全ての

要因を説明変数として分析を行い、結果

を見た上で有意性の高い要因だけを残し

て分析を行った。結果は表-4 に示す通り

であり、有意性のある影響要因として「経

過年」「集水面積」「土砂流送能力」「生

産土砂量」が選定され、健全度Ａ～Ｃの

判定率は表-4 の通りとなった。 

５.分析結果の劣化予測への反映 

判別分析の結果、正確に判定された施設は健全

度Ｂ、Ｃで約 7 割、健全度Ａでは約 6 割となった。

ここで、誤判定となった施設については次のよう

に分ける事が出来る。a. 実際の健全度よりも健

全度が低いと判定された施設（A→B,C判定） 

b. 実際の健全度よりも健全度が高いと判定さ

れた施設（B→A、C→A,B判定） 

a の施設は、劣化要因からの評価よりも劣化速 

度が遅い状況にあるとの解釈が可能であり、b の施設はその逆（速い状況にある）が言える。判別分析で正

確に判別された砂防堰堤のグループと、上記 a,b の誤判定となった堰堤のグループを、表-5 のようなグルー

プに分け、それぞれ劣化速度を設定することで、劣化予測の妥当性が向上すると考えられる。 

６.おわりに

重相関解析によって劣化速度と影響要因との関係性が得られれば、重相関式を用いた劣化予測を行うこと

も考えられるが、必ずしも良い相関が得られるとは限らない。本稿では、このような場合の劣化予測精度向

上策として、判別分析により劣化予測の「グループ区分」を行う方法を示した。本手法の適用性、精度は流

域の特性や、点検データ蓄積状況によって変化すると想定されるため、引続き検討が必要だと考えられる。 

※参考資料 1.洪水時の土砂流送と河道の土砂輸送能 奥村武信 新砂防 Vol.43 No.5 1991 2.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提案 原田ら 河川技術論文集 2015 

表－3 劣化速度と影響要因の重相関解析結果 

項目 
結果 結果 

健全度 B 健全度 C 

重相関 R 0.721 0.352 

重決定 R2 0.520 0.124 

補正 R2 0.448 -0.400

観測数 24 9

有意 F 0.0018 0.8700

要因 係数 t P-値 係数 t P-値

切片 27.98 8.66 3.4E-08 38.328 4.30 7.7E-03 

集水面積 -5.73 -3.80 0.0011 -1.27 -0.23 0.82 

総雨量 2.2E-05 3.14 0.0052 2.1E-05 0.74 0.49 

生産土砂量 9.0E-05 3.63 0.0017 -7.3E-05 -0.29 0.78 
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図－3 予測値の残差の分布 

判別数・確率 

予測 

健全度
A 

健全度
B 

健全度
C 

健全度Ａ 
予測確率 

健全度 B 
予測確率 

健全度 C 
予測確率 

実
測 

健全度 A 44 10 21 59% 13% 28% 

健全度 B 2 17 5 8% 71% 21% 

健全度 C 1 2 6 11% 22% 67% 

影響要因 
健全度
A 判別

関数 

健全度
B 判別

関数 

健全度
C 判別

関数 

有意確率 

経過年 0.15 0.17 0.24 0.0096 

集水面積 0.04 -0.92 0.36 0.0107 

土砂流送能力 0.00 0.00 0.00 0.0101 

生産土砂量 -0.01 0.02 -0.02 0.0024 

定数項 -2.42 -5.07 -5.79

表－4 判別分析結果 

劣化要因との関係性 

グループⅠ 

流域内の各堰堤における劣化と関係性が高いと

考えられる要因の状況から想定される劣化速度

と、現在の劣化状況が整合 

グループⅡ 
流域内の各堰堤における劣化要因の状況から想

定されるよりも、劣化が遅い 

グループⅢ 
流域内の各堰堤における劣化要因の状況から想

定されるよりも、劣化が速い 

 

表－5 グループ区分 
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株式会社建設技術研究所 ○伊藤巧、家田泰弘、笹山隆、片嶋啓介、戸舘光、中西宏彰、河野元 

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 山本悟司、小杉恵 

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、北本楽 

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、施設規模が大
きく地上調査において堰堤を撮影することが困難である等、
点検作業の効率化は非常に重要である。 
一方、砂防分野における DX を推進するためには、砂防

施設点検に際し UAVや AI 等の様々な最新技術の活用が
着目されている。 
そこで、本研究では、樹木等に被覆され、かつアクセス

が困難な砂防施設が多いという特徴を持つ木津川水系管
内において、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
本研究では、UAV を活用し

た定期点検について検討した。
使用機体は ACSL 社の PF2（図 
1）を基本とし、空撮イメージを図
2 に示す。ただし、以下の場合
は他機種を用いた。

i. 高い飛行位置精度が必
要な狭い場所
→Phantom4RTK（DJI社）

ii. 高い飛行位置精度が必要であるが RTKに必要な
電波が届かない場所
→ACSL PF2（遠望からの撮影）

また、新技術を活用した詳細点検を実施した。 

2.1 平常時の定期点検 

 本研究では平常時の定期点検を前提としており、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。また、情報の機密性の観点より、使用する機体

およびソフトウェアは国産であることが望ましい。そこで本研

究では、測量・点検業者にヒアリングを行い、機体のハード

面やソフト面の開発国を整理した結果、国産機である

ACSL PF2 を基本使用機体として採用した。 

 基本点検では、砂防関係施設点検要領（案）や、「UAV 

の自律飛行による砂防関係施設の自動巡視・点検に関す

る手引き,令和 3 年 7 月近畿地方整備局大規模土砂災害

対策技術センター」を参考に実施した。 

2.2 新技術を活用した詳細点検 

 本研究では、UAV による可視画像だけではなく、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 目的 

①赤外線カメラを利用した堤体
内の変状把握手法

正面からの撮影により亀裂等からの漏水、常
時流水の温度分布を確認する。 

②レーザーにより植生で遮蔽さ
れた堤体状況把握

植生被覆下の対象施設の堤体や堆砂敷の
表面形状を計測する。 

③マルチスペクトルカメラを用い
た樹木の NDVI 把握

通常時の植生活性度を把握することにより、
今後の異常堆砂等の顕著な変状を間接的に
把握する。 

④SfM 解析による堤体 3D モデ
ル作成（CIM対応）

3Dモデルにより変状を定量的に把握する
（点検者による点検結果の誤差の解消） 

⑤AI による変状個所の自動抽
出

AI による教師あり学習を用いて近接撮影画
像から変状個所を自動抽出する。 

⑥SfM 解析による堆砂敷の変化
把握

２時期の SfM 地形データを用いて差分解析
を行う。 

⑦２時期画像の背景差分による
変状把握

２時期の画像を比較することで、変状の経年
変化を把握する。 

⑧VTOL 機による網羅的広域
点検

施設直近へのアクセスが困難、またはアクセ
ス困難な施設がまとまって分布する地域を広
域空撮する。（高高度飛行に有用）

⑨長距離対応マルチコプターに
よる長距離詳細点検

施設直近へのアクセスが困難、またはアクセ
ス困難な施設がまとまって分布する地域を広
域空撮する。（低高度飛行に有用）

⑩ビジュアルスラム機による超接
近撮影点検

UAV が接近できない施設の近接写真を撮影
する。 

⑪完全自律飛行システム（自動
帰還・充電）

出水後に立入りが困難な場合でも自動的に
定期巡回する。 

3. 点検結果

3.1 基本点検 

 基本点検では施設に接近し、前面、背面、天端の 3 箇所

を対象に数 mm 程度の亀裂を判別できるように撮影した。

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、施設ごとに UAV を活用する課

題を整理した。 

3.2 狭い箇所や接近困難な箇所での点検 

 基本点検と同様に、数 mm 程度の亀裂を判別できるよう

に狭い箇所では高精度な位置情報での RTK（リアルタイム

キネマティック）方式による飛行を実施し、接近困難な箇所

では高高度での撮影に高解像度カメラを使用することで詳

細な変状の評価が可能であることを確認した。

 また、離着陸まで含めた完全自律飛行による砂防施設の

点検は、Phantom4RTK 等の飛行位置精度の高い機体を

用いることにより、施設の条件によっては可能であることを

確認した。ただし上空が樹木で被覆されていたり、RTK に

必要な GNSS や携帯電話回線が受信できない場合は、後

述するビジュアルスラム機の適用が必要であった。 

3.3 新技術を活用した詳細点検 

赤外線カメラを利用した堤体内の変状把握やマルチスペ

クトルカメラを用いた樹木の NDVI 把握、SfM 地形データに

よる差分解析は過年度に引き続き有効性を確認した。以下

に、本年度における新しい試行や成果を報告する。

3.3.1 VTOL 機による広域的な施設点検

本研究では通常のマルチコプター機では困難な「広域一

図 2 空撮イメージ 

図 1  ACSL PF2 

30m

15m

計8か所で空撮する

R2 - 16
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括点検手法」の実証を目的とし、LTE 通信が可能な垂直離

着陸機 VTOL 機であるエアロセンス社のエアロボウイング

（図 3）を使用した。この、広域一括点検は個別の詳細点検

の前段に実施する概況把握のためのスクリーニングと位置

付けられる。 奈良県御杖村の砂防施設 19 基を対象に 2

ルートに分けて飛行した。飛行距離はそれぞれ約 15km で

あり、高度 100～150m 程度とした。その結果、片方のルー

トでは LTE の地上サービスエリアがルート末端までは含ま

ず、もう一方のルートは、LTE の地上サービスエリアがルー

トの 20%程度までしか及ばない条件であった。前者につい

ては、地上サービスエリア外も含めて全ルート点検飛行で

きたが、後者については地上サービスエリアからを越えて

上空電波を捕捉できたが、ルートの 50%程度で電波が不安

定になったため帰還した。VTOL 機で撮影した画像（図 4）

から変状を確認し地上点検による結果と比較した結果、詳

細な部分までは確認できないが、大きな変状については十

分確認可能なため、詳細に点検を行う施設の選定に使用

することは十分可能であると考えられる。

3.3.2 ビジュアルスラム機による超接近撮影点検 

 樹林の生育する狭隘な谷底において、通常の GNSS に
よる自律飛行で実施するためには飛行位置精度が十分確
保できない場合がある。そこで、GNSS によらずに高精度
で狭隘な箇所の撮影が期待できるビジュアルスラム機能を
搭載した UAVによる点検を試行した。 
 使用機体はカメラ画像によるビジュアルスラムに対応した
ACSL-mini（図 5）と Skydio2（図 6）を用いた。どちらの機
体も発着点は水平確保が必要であり、今後同様の飛行を
するためには発着地点を同一位置に固定する必要がある。 

 
ACSL-mini はビジュアルスラムカメラ（空間認識用）が前
方に 2 つのみであるため、後方や上下を認識することはで
きないことから、常に堤体を視界にいれて堤体との相対的
な位置関係により高精度飛行を行う必要がある。すなわち、
ACSL-mini のビジュアルスラム機能を用いて堰堤の近接
撮影は、堤体表面以外が視界に入らない程度に接近した
箇所に発着点を水平に設置し、下部は草本や枝葉が画
角に入らない範囲、上部は天端を越えない範囲が撮影可
能範囲となる。 
 それに対して Skydio2 は上下面に合計 6 基の空間認識
用のカメラを搭載しており、機体周辺に任意の範囲の空間

に支障物がある場合、それ以上接近しない機能を有する。
本試行では機体周辺に 1m の離隔を確保するように設定
して林内の飛行を行った。すなわち、機体周辺に 1m の球
体の空間が確保できない場合は、それ以上進行せずに停
止、同じルートを引き返すことが可能である。 

3.3.3 AIによる自動変状抽出 

 Skydio2 による自律飛行撮影した砂防施設の近接撮影画

像を用いて、富士フイルム株式会社が提供している「ひび

みっけ」というサービスに適用した。その結果、概ねひび割

れ等の変状を検出できた（図 7）。ただし、写真の合成がで

きない部分や、木陰を漏水と認識する等の誤認もあり砂防

施設の AI 自動変状検出に適用可能な画像としての UAV

撮影方法を明確化する必要がある。 

4.まとめと今後の展望
 施設に接近して撮影可能な箇所や飛行において狭い箇
所、樹木の被覆等により接近が困難な箇所についても詳細
な変状の評価が可能であり、定期点検に活用できることを
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 GNSS
によらないビジュアルスラム機の適用性を確認した。
 以上の検討より、砂
防堰堤の現地条件等
から撮影手法を選定す
るフローを図 8 に示す。
また、先進技術を含め
たより詳細な点検手法
を選定するフローは図 
9に示す。 
 今後の展望としては、
AI による砂防施設の
変状自動検出にあたり、
同一画角で撮影する方
法をマニュアル化する必
要がある。 

図 9堰堤条件ごとの点検手法適用フロー 

図 3 エアロボウィング 図 4 撮影画像 

図 8 点検手法の分類 

図 7 解析結果（ひびみっけ）と撮影時の様子 

Ⅰ 広域点検

変状疑い

Ⅱ 近接点検

Ⅱ-1 漏水、ひび割れ Ⅱ-2 本体の欠損や摩耗 Ⅱ-3 堆砂変動

正面画像

①

植生被覆 植生被覆

②
⑩（＋⑤）

④、⑥（＋⑨）
⑤、⑦（＋⑨）

②
③（＋⑨）
⑩（＋⑤）

④、⑥（＋⑨）
⑤、⑦（＋⑨）

Ⅲ 定期巡回

⑪

⑧（＋③）

あり なし

撮影可能

あり あり なしなし
立地条件

問題なし

点検場面

点検手法

図 5  ACSL-mini 図 6  Skydio2

※図中の数字番号は表-1に記載 
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表-1 点検事項の課題に対応した AI の適用方法 

砂防施設点検における AI 画像解析等の技術活用に向けた取り組み 
国土交通省関東地方整備局河川部河川計画課 菊池瞳、金井聖

株式会社建設技術研究所 ○中西宏彰、家田泰弘、片嶋啓介、川﨑巧、伊藤巧

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構：西山幸治、酒谷幸彦、寺堀吉博

1. はじめに
これまで砂防施設の点検を実施する際には人の目

により変状箇所を抽出し、健全度を評価してきた。
しかし、砂防施設は急峻な山間地に整備され、安全
性や効率性の観点から施設全体を網羅的、客観的に
変状を把握し、健全度を評価することが困難であっ
た。 
一方、近年 AI 画像解析や UAV 画像取得等の関連技

術が発達しており、かつ将来にわたる大量の点検デ
ータ蓄積を考慮すると、これらの新技術を適切に組
み合わせて、デジタルトランスフォーメーション
(DX)による効果的な維持管理を推進することは重要
である。
そこで、本研究では AI 画像解析技術を適用した砂

防施設の変状自動抽出や AR 技術を使用した点検画
像取得の手法について検討した。 

2. AI 画像解析技術を適用した変状自動抽出

2.1 使用した AI 画像解析技術 

本研究における AI 技術は CNN を利用した下記 3
種類の画像解析技術を候補とした。 
①画像分類
②物体検出
③セグメンテーション

これらの技術の適用場面を、現状の砂防施設点検
時の課題とともに整理した。（表-1） 

本稿では上述した AI 画像解析技術の内、画像分類
及びセグメンテーションを適用した事例を紹介する。 

2.2 画像解析結果 

2.2.1 画像分類 

砂防施設点検業務の机上作業のうち、撮影画像の
整理時間の短縮や、健全度評価を行う際の先入観の
入った評価を防止することを目的として、画像分類
技術を適用した。使用した画像データは関東地方整
備局管内で実施された既存の砂防施設点検画像とし、
表-2 に示す条件により画像解析を実施した。 

表-2 画像分類の条件 
技術 目的 使用データ 

画像
分類 

撮影画像データから変状
種別ごとに分類 

クラス 0：ひび割れ撮影
クラス 1：摩耗撮影
クラス 2：全景撮影

撮影画像データから変状
レベルを分類

クラス 0：変状レベル a
クラス 1：変状レベル b
クラス 2：変状レベル c

画像分類を実施した結果、各条件で訓練データの
正解率は 60～70％、テストデータの正解率は 50％～
60％程度の結果を得た。これにより、今後学習デー
タの蓄積、使用モデルの将来的な進歩、パラメータ
の調整等を継続することにより、AI 画像解析を適用
した画像分類が可能であることが可能であることを
確認した。（図-1）

図-1 撮影画像データから変状レベルを分類 

2.2.2 セグメンテーション 

机上作業のうち、点検者毎の評価結果のブレを防
止することを目的として、変状範囲の自動抽出や定
量値を把握するためのセグメンテーション技術を適
用した。使用した画像データは関東地方整備局管内
等で実施された既存の砂防施設点検画像の他、画像
を加工し変状が進行している状態の画像を生成し、
拡充を試みた。 
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本研究ではセグメンテーションにより抽出する変
状は、健全性に与える影響が高いこと、効率・安全・
精度の観点から AI 画像解析の活用が効果的である
こと、事例画像を比較的多く収集できることより「天
端摩耗」を採用することとした。 

なお、最も多く事例画像を収集できる「ひび割れ」
に関しては後述の既存の商用化サービスを用いた砂
防施設への適用性を検証することとした。 
セグメンテーションを実施した結果、摩耗した面

としての変状（テクスチャ）の他、図-2 に示すよう
な摩耗進行による消失した空間の抽出に関しても大
まかに抽出が可能であることを確認した。 

図-2 摩耗のセグメンテーション結果の一例 

一方課題として、セグメンテーションによる変状
抽出の目的の 1 つである定量値の詳細な把握には引
き続き精度向上と抽出結果の評価情報を工夫する必
要があることが挙げられる。 

2.3 各手法の今後の課題解決方法の検討 

これらの課題を解決するため、各変状データを拡
充していくことや、撮影条件（画角、画質、撮影距
離、、、等）を一致させる等、学習データの精度向上
を引き続き検討する予定である。 

2.4 商用化サービスである「ひびみっけ」の適用 

富士フイルム株式会社が提供している「ひびみっ
け」は主に橋梁やダムを対象に運用されている。本
研究では砂防施設にも適用できるか検証するため、
収集した砂防施設点検結果画像データを「ひびみっ
け」に適用し、どのような結果を得ることができる
か確認した。 

 

 
 

図-3 点検画像を「ひびみっけ」に適用した一例 

収集した砂防施設点検結果画像データから得られ
た解析結果を図-3 に整理する。 

砂防施設特有の特徴である流水状況、コケが繁茂
している等の条件下でもある程度、ひび割れの抽出
は可能であることが確認できる。ただし、正面から
撮影できていない、木や枝等の支障物が含まれてい
ること等により、ひび割れを精度良く抽出できない
ケースも見られる。

3. AR 技術を使用した点検画像取得
前項までの整理結果より、砂防施設点検への AI

の適用に際して、可能な限り撮影対象部位や撮影箇
所、画角が同じとなる必要があると考えられる。本
研究ではこのような画像取得時の撮影対象部位、撮
影箇所、画角を共通とするための支援ツールとして、
AR 技術を活用した点検画像取得支援ツールの基本
構成や開発事項を検討した。 

3.1 変状箇所を AR 表示させた画像取得 

過去の変状箇所を AR 表示させることにより、現地
での点検作業時に新規の変状箇所の把握、変状箇所
の進行具合の把握に際しての作業効率を向上させる
ことを目的に、AR 技術により、過去の変状箇所（本
検討案では矩形をイメージ）をアプリ画面上に表示
させるツールの検討を行った。 
本検討案は AR マーカーを識別することで、あらか

じめ設定しておいた既存の変状箇所（矩形）の位置
を合わせることが可能となる。（図-4） 

図-4 変状箇所の AR 表示 イメージ図 

3.2 既存点検画像を透過表示させた画像取得 

過去に点検した際に撮影した画像をライブビュー
上に透過表示させることで、アプリ画面上に重ねて
表示し同一の画角で撮影することが可能な支援ツー
ルの検討を行った。
本検討案は過去の点検時に撮影した画像と同一の

画角での撮影が可能となる。 

4.まとめと今後の展望
本研究では、AI 画像解析技術や AR 技術を使用し

た砂防施設点検手法の検討を行った。これらの技術
は近年著しく発展している分野であり、継続して砂
防施設点検に取り込んだ点検手法の検討が必要であ
り、それにより、より効率的な砂防施設点検が可能
となると考えられる。 
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※着色箇所が AI 画像解析で抽出した「摩耗」箇所
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箇所を誤抽出 

精度よく摩耗を抽出 
変状ではない箇所を誤抽出

－ ひび割れ 
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□ 鉄筋露出

精度よく摩耗面
の変状を抽出

摩耗進行により 
消失した空間も抽出
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災害復旧法面工事における３次元モデルの活用 

日特建設株式会社 ○藤田哲、蔵谷樹、山梨太郎 

1. はじめに

近年、施工の効率化や安全性の向上を目的として、国土交通省では ICT の活用が推進さ

れている。ICT 法面工に関しては、令和元年度に吹付工、令和 2 年度に吹付法枠工が適用

され、小型無人航空機（以下、UAV）、レーザースキャナ等の 3 次元計測技術の活用検討

が進められている。 

筆者らは、UAV を用いて吹付法枠工の撮影を行い、SfM 技術により得られた 3 次元モデ

ルに関して、UAV の撮影条件の違いによる 3 次元モデル上での寸法精度の検討を進めてき

た。UAV による写真測量では、法枠の中心間隔の計測は、撮影距離が近いほど、またカメ

ラの向きは法面に正対方向のほうが点群データの出来ばえが良好で、点群計測時の精度が

向上することを確認した 1), 2)。本研究では、吹付法枠工を対象とした ICT 活用工事現場に

おいて、UAV による測量を行い、3 次元モデルを用いて崩壊土砂及び切土の土量計算、法

枠中心間隔、法枠工の面積の計測を行った。また、従来から行われている巻尺による現場

計測と、3 次元モデルを用いた計測手法の歩掛りの比較について報告する。

２．現場概要及び3次元計測手法 

対象法面は、林野庁東北森林管理局三陸北部森林管理署久慈支署発注の久喜地区災害関連緊急治山工事（岩手県久慈

市）である。着工前の全景を写真－1 に示す。法面の傾斜は約 45°、地上からの高さは約 140m、面積約 2100m2、主要

工種は法切工、土砂撤去工及び吹付法枠工である。法面上部の仕様は法枠工枠断面 300mm×300mm、枠間隔 2000mm で、

枠交点に鉄筋挿入工を併用し、その下部に枠断面 200mm×200mm、枠間隔 1500mm の法枠を施工している。UAV 写真

測量には、Mavic2 Pro（DJI 社製）を使用した。搭載カメラは横×縦：5472×3648 画素である。連続写真撮影時の画像

ラップ率は、オーバーラップ（横方向）80%以上 、サイドラップ（上下方向）60%以上を確保した。UAV による写真

測量は法切と土砂撤去の前後、及び法枠施工完了出来形計測の計 3 回実施した。撮影は、法面との離隔距離を約 20～
30m、撮影方向を法面に正対して行い、撮影した計 270～290 枚の画像から写真測量ソフトウェア（Pix4Dmapper）で 3
次元モデルを作成した。 

以下の項目について 3 次元出来形寸法を測定し、出来形管理の歩掛りについても現場計測結果と比較検討した。3 次

元モデル上での土量計算及び寸法値の読み取りには、3 次元点群処理ソフト（TREND-POINT）を使用した。

３．３次元モデルを用いた出来形計測 

3.1 法切及び土砂撤去量の算出 

法切及び土砂撤去量の算出には以下の 2 通りの方法を用いた。

① 法切及び土砂撤去の前後に UAV 写真測量を行い、3 次元モデルを作成した。

それら 2 つの 3 次元モデルの同じ位置に断面線を引き CAD に出力した。2 本の断

面線で囲まれた断面積に延長を掛けて土量を求めた。 

② 法切及び土砂撤去の前後の 3 次元モデルの差から切土量を求めた。図－1にメ

ッシュ法による土量計算結果のモデル図を示す。土量計算には、点群の 4 つの格子

点（0.5m 間隔）で囲まれた部分にメッシュを生成し、各格子点を平均した標高をメ

ッシュ自体の標高とみなし、柱状モデル体積の合計により土量を計算する 4 点平均

標高法を用いた。また、点群データは倒木等も拾うことがあるので、3 次元データ

に不自然な箇所がある場合は不要な点群の除去を行った。 

3.2 法枠中心間隔の計測 

 法枠工の出来形管理基準には法長、延長、枠中心間隔及び枠の幅・高さの管理項目がある。本現場では枠中心間隔に

ついて、枠間隔 1500mm の施工範囲における縦枠間隔 a1 及び横枠間隔 a2 の各 28 箇所の現場計測値と 3次元計測値の

比較を行った。法枠の 3 次元モデルを拡大しながら、現場計測時に予めマーキングした計測点に相当する点群の 2 点間

距離を計測した 

写真－１ 着工前全景

図－１ メッシュ法による土量

計算結果
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3.3 法枠面積の計測 

得られた 3 次元モデルから、法枠の外周の折れ点をプロットした任意

の面を選択し、求積展開図の作成を行った。法枠の規格毎の施工面積につ

いて TREND-POINT 上の画面を拡大し、巻尺で実測した計測位置に近い

点群を選択し、3 次元モデルの三斜を切ったヘロン図の面積と現場実測値

によるヘロン図の面積の比較を行った。 

４．現場計測と3次元モデルを用いた計測値の比較結果 

4.1 法切・土砂撤去量算出の結果 

CAD 上の断面積に延長を掛けた土量算出結果 7559m3に対し、図－1に

示す TREND-POINT を用いた 4 点平均標高法によるメッシュ土量計算結

果は 7437m3（-1.6%）であった。

4.2 法枠中心間隔の計測比較結果 

法枠中心間隔（縦枠間隔a1,横枠間隔a2）を対象としたUAV写真測量に

よる3次元計測の作業画面を図－2に示し、枠中心間隔の現場計測値との差

を図－3のグラフに示す。現場実測値と3次元計測値の差分の絶対値平均は、

a1は3.9mm、a2は4.6mm、a1とa2を合わせた差分の平均は4.4mm（0.29%）

であった。また、出来形計測時のUAVの飛行には、法面との一定の離隔を

確保するため、索道のワイヤーと立木に接触しない様注意が必要であった。 

4.3 法枠面積の計測比較結果 

法枠面積の現場及び 3 次元計測の計測値の比較を表－1に示す。最小差

は F300 の-0.974m2（0.3%）で、最大差は F200 下部の 24.448m2（3.4%）

であった。また各仕様の面積の合計値は 26.72m2 （1.3%）の差となった。 
５．現場計測と3次元モデルを用いた計測の出来形管理の歩掛り比較 

法切・土砂撤去量の算出及び法枠工の出来形管理、資料作成について、

従来のロープワークによる巻尺を使用した現場計測、及びUAV写真測量と

3次元計測による各管理項目の所要人数の比較を行った。

各管理項目の所要人数の比較を表－2 に示す。現場計測は 63 人・日

に対し 3 次元計測は 30.5 人・日で約 5 割の省力化となった。施工面積

が大きい長大法面は、UAV 写真測量を用いた 3 次元モデルによる計測

は効率的であると考えられる。 

６．今後の取り組み 

法長100mを超える災害復旧法面工事において、UAVによる写真測量の精

度や作業効率の面での有効性を報告した。一方、3次元モデルの精度の確

保に必要な現場での標定点（対空標識）の設置及び測量作業には、法面上

での作業効率の悪い環境もあり、手間がかかるという課題もある。解決策

として、GNSSロガー内蔵対空標識、RTK搭載UAV等を使用してさらなる

省力化を試みたい。 

本現場のような山腹崩壊の対策工事（長大法面）では、従来の巻尺を使

用した測量に比べ約 5 割の省力化となり、ICT 活用による起工測量及び出

来形管理の活用が有効である。今後も現場での安全性の確保、施工管理に

加えて完成検査の省力化にもつながるよう法面工事における出来形管理

への 3 次元モデルの活用を進めたい。

現場での 3 次元計測用画像データ取得にあたり、林野庁東北森林管理局三陸北部森林管理署久慈支署、山口建設株式

会社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) 藤田・蔵谷, 3 次元モデルを活用した法枠工の出来形管理,令和 2 年度砂防学会研究発表会, 2020 

2）藤田・宇次原,のり面工事における施工管理への３次元モデルの活用,平成31年度砂防学会研究発表会,2019 

拡大 

図－２  法枠中心間隔の 3 次元計測 

図－３  法枠中心間隔の現場計測値との差 

表－1 法枠面積計測結果 

表－２ 現場計測と 3 次元計測の歩掛り比較 
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UAVによる礫径調査の課題 

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 〇佐々木流 嶋丈示 

1. はじめに
閉塞型の鋼製透過型堰堤は，堰堤計画河川の礫径

調査によって求めた最大礫径をもとに部材間隔を設
定している。礫径調査は人が現地の河川に赴き測定
を行うため，選定する礫に個人差がある。また，現場
状況によっては測定が難しい場合や危険が伴うなど
の課題がある。本研究ではこの課題を，UAV を活用
することで解決出来るのではないかと考えた。 
近年では砂防分野においても UAV を活用してい

る研究が進んでおり，河床材料調査に UAV を活用し
た事例も多くあるが，一方で礫径調査に UAV を活用
している事例は少ない。河床材料調査は河川に存在
する礫の分布状況を把握するために行われるが，礫
径調査は鋼製透過型堰堤の部材間隔を設定するため
に行われるため調査の目的が異なる。そこで，撮影し
た画像から粒径を計測する手法について考察した研
究 1),2),や，河床材料調査に UAV を活用した既往文献
3),4),5)を参考にしつつ，UAV を活用した礫径調査を行
った。本研究では，実際に UAV を用いた礫径調査と
従来の調査方法を比較し，UAV を礫径調査に用いる
場合の留意事項を整理した。 
2. 現地調査の留意点
今回 UAV を用いて礫径調査を行ったが，実際の現

地での調査において以下の様な特徴・課題が見受け
られた。 
2.1 UAVを用いるメリット 

UAV は堰堤周辺の平地から飛ばすことが可能で
あり，測定者が川に入って作業を行う必要が無い。そ
のため常時流水が多い河川や，急勾配で流速が速い
河川など，現地での調査に危険が予想されるような
河川でも安全に調査を行う事が出来た。 
2.2 UAVの使用が難しい個所 
(1) 樹木などにより上空から渓床が見渡せない個所
では UAV の飛行が困難である。今回の調査地点は全

国各地に存在する砂防堰堤の中から Google map の
上空写真や地理院地図などの地形情報から堰堤周辺
で UAV の飛行が可能であると考えられた 35箇所を
選定した。しかし，その内 10箇所ほどは事前に想定
していた現地状況よりも木々が生い茂っており，
UAV の飛行が困難であった。（図－１） 

図－１ UAV の飛行が困難な現場 
また，写真が撮影出来た個所でも，図－2 のように

UAV と河床に存在する礫の間に枝や葉が映り込み，
礫が隠れてしまうなどの問題があった。 

図－２ 枝葉により礫が認識できない様子 
(2) GPS の信号が弱い山奥などでは UAV の機能に
制限がかかる。UAV は自身の位置を GPS 等によっ
て管理しているが，山奥や急斜面を有する谷地形の
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ような場所では衛星からの信号が弱く，UAV が自身
の位置情報を上手く取得できない事があった。この
場合，UAV は風によって流されて目視範囲から外れ
てしまうため，障害物への衝突や墜落などの危険性
があった。また，GPS の信号が弱いと UAV は最大
高度を 10ｍに自動で制限するといった現象も発生し
た。これにより急勾配な地形では測定範囲を撮影す
るためにより多くの写真を撮影しなければならかっ
た。 
以上から，UAV での礫径調査はどのような場所で

も出来る物ではなく，調査可能な現場は限定的なも
のになることがわかった。 
3. データ整理の留意点
既往文献では UAV で撮影した画像から礫を測定

する際，自動で礫を判別し，その個数や大きさを測定
するソフトを用いていた。今回もデータを効率良く
整理するためこのような画像処理ソフトを用いたが，
結果的に思っていたような効率化を図ることは出来
なかった。理由は以下の通りである。 
画像処理ソフトが判別する礫の輪郭は明暗や色な

どによって検出されるが，図－3 のように，礫径が大
きく凹凸もあると，一つの礫であっても画像処理上
は複数の礫と判断される。 

図－３ １つの礫が複数に検出される様子 
下流河川では礫が摩耗されて凹凸が比較的少なく

礫径自体が小さい。これに対して，透過型砂防堰堤の
計画地点は，土石流の流下及び堆積区間であり，礫が
まだ摩耗しておらず礫径も比較的大きい。このよう
に，礫径が大きく表面に凹凸や苔，藻などが付着して
いると色や明るさにばらつきが存在するため，一つ

の大きな礫を複数の礫として認識し，検出してしま
うことがあった。このため，自動検出結果の精度を高
めるために，検出した結果の手動補正や UAV の撮影
画像に濃淡や明暗の補正を施すといった処理が必要
であった。現状ではいずれの手法も手間がかかり，今
回の研究の目的である業務の効率化といった観点か
ら考えると効果的な解決策では無かった。このため，
UAV で撮影した画像から礫径調査結果を自動で検
出するためには，濃淡や色相だけではなく，人が礫と
判断するのと同じように形状や奥行きも判断できる
性能が必要である。 
4. おわりに
今回の研究から，UAV を活用する事で人力では測

定しづらい個所でも調査が可能であることがわかっ
た。一方で，調査をより効率的なものにするためには
解決しなくてはならない課題が多数存在し，UAV を
礫径調査に用いるには，効率的な撮影方法の検討や
撮影した画像処理精度の向上等が必要である。 
参考文献 
1) 中路貴夫：写真撮影による河床材料調査，国土交通
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2) 安田 真悟, 大橋 慶介, 伊原 一樹：河床粒度分布調

査における斜め画像の処理に伴う石礫輪郭の歪み
補正，土木学会論文集 B1（水工学），Vol.67, No.4,
p.1159-1164, 2011

3) 寺田康人，藤田一郎，浅見佳世，渡辺豊：UAV によ
る撮影画像を用いた洪水前後の砂州上粒度分布の
計測，土木学会論文集 B1（水工学），Vol.71, No.4,
p.919-924, 2015

4) 菊雅美，中村友昭，水谷法美：UAV による七里御浜
海岸の空撮画像を用いた礫粒径の算定に関する研
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p. 588-593, 2017
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UAV を用いた土砂堆積深の把握に災害前後の地形モデルの精度が及ぼす影響 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 〇有間航・平川泰之・秋山怜子・矢渡岳・光永海斗・井口慧

国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷洋明・瀧口茂隆・三浦俊介

１．はじめに

土砂災害発生後に土砂堆積深分布を迅速に把握する事は，その

後の防災活動や，土砂災害対策を進める上での基礎データ蓄積の

面で重要である。近年，被災後に UAV による地形計測が行われる

機会が多くなり，被災前の地形モデルが別途得られれば堆積深の

算出が可能となるが，そのようにして得られる堆積深が実際の土

砂堆積深に対して十分な精度を持つかは明確にされていない。そ

こで本研究では，がけ崩れによる土砂堆積深

把握に被災前後の地形モデル精度が及ぼす

影響を把握することを目的として，被災前後

の地形モデルを作成し，その地盤高及びそこ

から算出される土砂堆積深について，現地計

測値と比較することにより精度を検証した。 

２．調査方法

2.1 調査箇所 調査箇所は，表‐1に示す 3 箇所であり，茅野市の土砂災害の種類は土石流であり土砂堆積面積が広いが，

他2 箇所は同規模程度のがけ崩れである。堆積域外の地盤高の計測意図は，被災前後で変化のない箇所で地盤高と被災前地形

モデルの地盤高を比較することで，被災前地形モデルの精度を検証するためである。 
2.2 計測方法 現地調査および地形モデルによる，地盤高と堆積深の計測方法は次のとおりである。(1)現地計測：

各調査箇所で 30 又は 60 箇所の堆積深を 0.1m 単位で調査した。また，ネットワーク型 RTK-GPS 測量により地盤

高を計測した。以下，これを実測という。(2)被災後地盤高の計測：UAV レーザ測量及び UAV 写真点群測量を実施

し，被災後地形モデルを作成し，堆積深計測点における標高値を抽出した。(3)被災前地盤高の計測：既存資料より

被災前地形モデルを作成し，堆積深計測点における標高値を抽出した。既存資料は調査箇所により異なり，調査箇

所ごとの地形モデル及びデータ入手先は表-2 の通りである。(4)土砂堆積深の算出：上記(2)(3)で得られた被災前後

の地盤高の差を，本研究における土砂堆積深の推定結果とした。

2.3 精度評価方法 実測により得られた地盤高，土砂堆積深を正として，被災前後の地形モデルによる地盤高・堆積深と比

較して精度評価を行った。精度指標としての較差を次のように定義する。較差は0に近いほど精度が良い。 
較差＝推定値－実測値 ※「値」とは地盤高または土砂堆積深を指す。 
精度評価の指標値としては，較差の最大値，最小値，平均値 m，標準偏差σのほか，RMS（Root Mean Square＝二乗平均平

方）を使用した。RMS式を右に示す。 式：RMS＝ ∑ 𝑥 n：標本点の数，xi＝実測点ごとの較差 

３．結果及び考察

3.1 堆積深の算出精度 算出した堆積深と実測堆積深の較差の各指標値を図-1 に示す。被災後地形モデルとして UAV レー

ザ測量を用いた場合を左半分に，UAV写真点群測量を用いた場合を右半分に示している。また左右それぞれの中では，被災前

地形モデルの種類の違いを示している。この図より，被災前地形モデルの種類によって較差がかなり異なる一方，被災後地形

モデルの種類によって較差はあまり大きく変わらない（左右のグラフ形状が酷似している）ことがわかる。すなわち，較差は

主に被災前地形モデルの種類に依存していると言える。 

図－1 被災前後地形モデルの組合せによる堆積深算出結果の較差（3箇所統合） 
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表－1 調査箇所概要 

表－2 被災前の地形モデル一覧 

被災後地形モデル：UAVレーザ測量 被災後地形モデル：UAV写真点群測量 

福岡県
⼋⼥市⽮部村

⻑野県
茅野市下⾺沢川

千葉県
南房総市荒川

がけ崩れ ⼟⽯流 がけ崩れ
1,506 23,721 1,307

堆積深計測点(箇所) 30 60 60
標定点等(箇所) 3 10 12
最⼤⼟砂堆積深(m) 2.4 1.5 1.9
堆積域外の地盤⾼計測点 5 20 20

※被災直後, ⼟砂の⼀部は撤去されていたため, 調査時の⼟砂堆積⾯積を指す。

計測点数

⼟砂堆積⾯積※(m2)

⼟砂災害の種類

調査箇所

データ種類 本論における略称 ⼋⼥市 茅野市 南房総市 データ⼊⼿先
1 航空レーザ測量 グラウンドデータ 航空レーザグラウンド 〇 〇

2 航空レーザ測量 グリッドデータ(1m) 航空レーザ1mメッシュ 〇

3 航空レーザ測量 グリッドデータ(5m) 航空レーザ5mメッシュ 〇 〇

4 基盤地図情報数値標⾼モデル5mメッシュ(5A) 地理院5mDEM 〇 〇

5 基盤地図情報数値標⾼モデル10mメッシュ(10B) 地理院10mDEM 〇

6 国⼟地理院デジタル空中写真からの写真点群測量 地理院デジタル写真 〇

7 国⼟地理院アナログ空中写真からの写真点群測量 地理院アナログ写真 〇 〇

国⼟地理院
（貸与）

国⼟地理院
基盤地図情報
サイト

㈶⽇本地図
センター
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3.2 被災後の地形モデル精度 被災後地形モデルの地盤

高の較差を図-2に示す。UAVレーザ測量とUAV写真点群測

量の較差の平均値はそれぞれ，0.1cm と 1.3cm であり，RMS

はどちらも 10cm 以下である。土砂堆積深の把握には十分な

精度である。 

3.3 被災前の地形モデル精度 被災前地形モデルの

実測地盤高との較差を図-3 に示す。図中の A～C グル

ープは地形モデル作成方法によってグループ分けした

もので，A グループは航空レーザ測量によるもの，B グ

ループは空中写真からの写真点群測量によるもの，Cグ

ループは地形図の等高線から作成されたものである。

ここで B・C グループについては，地盤高の較差と近似

していると考えて土砂堆積深の較差を示している。こ

の理由を以下に記す。

当初 B・C グループの被災前地形モデルについて，土

砂堆積域外における地盤高の実測値との較差を算出し

たところ，RMS で 1~5m 程度となった。しかしこの較

差は道路上等の上空が開けた平坦地での値であり，土

砂堆積域内では樹木や地盤傾斜の影響でさらに精度が

悪くなる可能性がある（図-4）。一方，3.2 で示したよ

うに被災「後」地形モデルの較差は RMS で 10cm 程度

であるため，3.1 で示したように土砂堆積深の較差が数

m オーダーであるならば，その較差の大部分が被災前

モデルの較差に起因すると考えられる。そこで B・C グ

ループについては較差が過小評価にならないよう，よ

り悪条件と考えられる土砂堆積域内で較差を評価する

ため，近似的に「実測地盤高の較差」を「土砂堆積深の

較差」に置き換えて，図-3 に示した。分類したA~Cの3

グループについて，以下のことが言える。 
A：較差は，平均値で 7cm 以下，RMS で 30cm 以下で

あり，バラツキも小さい。土砂堆積深の把握には十分

な精度である。

B：較差の RMS は地理院デジタル写真で 4.2m，地理院アナ

ログ写真で 1.4m となった。一般的にデジタル写真のほう

がアナログ写真よりも点群の数が多く高精度な成果が得

られると期待されるが，図-3 ではアナログ写真の較差の

ほうが小さい結果となった。これは樹木等の現地条件の違

いの影響を受けている。しかしいずれにしても較差の

RMS は 1m 以上で，樹木下では 10m 以上の較差が生じて

いるため，正確な土砂堆積深の把握は困難である。 

C：較差の平均値は0.7m程度，最大値は6m以上あり，RMS

では2.3m程度の較差が生じており，Bグループと同様に，

正確な土砂堆積深の把握は困難である。 

４．おわりに 被災後の地形モデルは UAV レーザ測量，

UAV 写真点群測量のいずれも遜色なく，土砂堆積深計

測には十分な精度を有していた。一方で，被災前地形モ

デルは種類により精度は大きく異なる。地理院 5mDEM

は航空レーザグラウンドと比べてもほとんど遜色ない

精度であり，入手の容易性を考慮すれば極めて有用で

ある。2021 年 8 月時点で国土数値情報にある土砂災害

警戒区域（急傾斜，土石流，地すべり）の面積のうち，

地理院 5mDEM が整備されている面積は約 8 割程度で

図－2 被災後地形モデルの地盤高の較差（3箇所統合） 

図－3 被災前地形モデルの地盤高の較差（3箇所統合） 
※ただし，B，Cグループは土砂堆積深の較差で近似 

図－4 土砂堆積域と土砂堆積域外の比較イメージ 

あるため，整備率からも地理院 5m DEM は有効である。

被災前地形モデルが地理院 10mDEM，地理院デジタル

写真，地理院アナログ写真では，今回の調査結果からは，

正確な土砂堆積深の把握は困難な結果となった。既存

の航空レーザ計測や地理院 5mDEM がない場合に，ど

のような被災前地形モデルを用いるかは，今後の課題

である。
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LTE 通信を使った UAV による渓流調査の実証試験 

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 松葉俊哉，三浦英晃*，岩澤直也 

* 現 北上川下流河川事務所

1. はじめに

デジタル・トランスフォーメーションの推進に伴い，

今後災害時だけでなく平常時の点検においてもUAVを

活用する機会が増えると考えられる。しかし，砂防領

域の渓流はアクセスの悪い箇所が多いため，UAV によ

る点検は目視外飛行とならざるを得ないケースが多

い。平成 30 年 3 月にとりまとめられた「無人航空機

の目視外飛行に関する要件」（国土交通省航空局，２０

１８）の一つに「自機の監視」がある。これによると，

目視外飛行においては機体の状態を常に把握し，機体

の異常が判明した場合には適切な対策がとれるよう

にする必要があるが，山地渓流では発着点と UAV の見

通しを確保することが困難な箇所も多く，機体との通

信の確保が課題となる。 

 そこで今回，見通しの悪い地域でUAV による長距離

飛行を行う際の手段の一つとして携帯電話回線（LTE）

を利用してUAVとの通信を確保する実証試験を行った

ので，その結果について報告する。 

2. 見通しのない場合の UAV との通信確保手段

2.1 中継機の使用

操縦者と UAV の間が地形で遮断され，見通しが取れな

い場合，UAV の制御情報や

映像情報の伝送が途絶して

しまう。この課題の解決策と

して，小竹ら（2021）や家田

ら（2021）は，中継用 UAV を

調査用 UAV との見通しが取

れる高度まで上昇させ，電

波を中継することで解決を

図った。この手法の派生形

として，見通しの確保にさほ

ど高高度が必要ない場合

は，操縦者が高所作業車に

搭乗して見通しを確保する

場合もある（図 2）。 

2.2 携帯電話等の上空利用

 総務省は，令和 2年 12月に高度 150m 未満の空域に

おいて，一定の条件を満たせば携帯電話等の端末を簡

素化した手続きにより上空で利用できる制度整備を

行った。携帯電話回線により UAV の制御情報や映像情

報を伝送できれば，見通しのない地域でも通信を確保

できる可能性がある。そこで，今回は，この制度を活

用して LTE通信により見通しの悪い渓流において，通

信を確保して山地渓流及び砂防設備の点検を行う実

証試験を行った。 

3. 実証試験

3.1 試験概要

 実証試験は福島県福島市に位置する塩の川を対象

とした。塩の川は吾妻山を源頭部に持つ流域面積

19.2km2 の渓流で，吾妻山噴火時には融雪型火山泥流

及び降灰後の土石流が発生する恐れがあり，現況で 7

基の砂防堰堤が設置されている（図 1）。 

UAV 離発着点は緊急時も車両でアクセスしやすい荒

川遊砂地とした。図 3に示す縦断図のとおり，離発着

点から点検対象堰堤上空には見通しがないため，通常

UAV との通信に用いられる 2.4GHz 帯の電波は地形に

遮蔽されて届かない。そこで NTTdocomo の LTE 通信網

を使って映像・機体情報の伝送を試みた。なお，図 4

に示すとおり，飛行ルートは携帯電話のサービスエリ

アから外れているが，上空では繋がる可能性があるた

め，試験により確認を行った。 

図 1 離発着点と点検対象の位置（塩の川） 

 
 
 

 
 

 

図 3 離発着点と点検対象上空までの見通し図 

図 4 飛行ルートと LTEサービスエリア 

図 2 高所作業者によ

る見通しの確保
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3.2 使用機材

今回の飛行ルートは総飛行距離約 10km の長距

離飛行であることを考慮して，LTE 通信モジュールを

搭載した垂直離着陸型（VTOL）の電動固定翼機を

使用した。使用した機体を図 5 に示す。 

図 5 使用機材 

4. 試験結果

4.1 機体との通信状況

 2.4GHz 帯の無線と LTE 通信を同時に離発着地点で

受信しながら試験飛行を実施したところ，離発着点か

ら約 2.6km 飛行した地点で 2.4GHz 帯の無線が途絶し

た（図 6）。途絶した位置は塩の川第 4 砂防堰堤と塩

の川第 6砂防堰堤の間である。一方，LTE 通信は途絶

することなく予定していた飛行ルート全域において

映像・機体情報を受信することができた。今回の飛行

ルートはLTE回線のサービスエリアからは外れている

が（図 4），上空ではサービスエリアより広域でLTE 通

信を利用できることが分かった。 

4.2 渓流，砂防設備点検状況

 塩の川沿いに飛行しながら，対地高度 150m で撮影

した447枚の画像から作成したオルソフォト及び砂防

堰堤を拡大した写真の一例を図 6 に示す。塩の川の

流路全体を連続的に点検できる写真が取得できてお

り，渓流内で異常があればこのデータから確認できる

と考えられる。また，砂防堰堤を拡大すると鋼製の部

材が判別できる程度の明瞭さで撮影できており，堰堤

の大きな変状を確認する概略的な点検として十分な

精度を有していると判断できる。今回の調査は総飛行

距離約 10km で飛行時間は 9分 30秒程度であった。災

害後の状況把握に迅速性が求められる状況において，

10 分程度の現地作業で複数の砂防堰堤および渓流状

況を把握できるUAVによる点検作業は大きなメリット

があると考えられる。 

5. まとめと今後の展望

離発着点からUAVを直接見通せない場合の調査手法

の一つとして LTE 通信を使った映像・機体情報の伝送

について実証試験を行い，安定した通信を行いながら

調査を行うことができた。地形が急峻な砂防渓流では

UAV との直接見通しを確保できない場合も多いが，携

帯電話回線が使える地域では，本手法により UAV 調査

ルート設定の自由度が高まり，砂防調査や施設点検に

おいて UAV の活用範囲が拡大することが期待される。 

また，携帯電話回線を使えば，UAV の映像を遠隔地

で確認することも技術的には可能であり，現地の状況

をリアルタイムで確認することで災害対応の意思決

定が迅速化することも可能となる。 

 今後も DX の推進に伴い，災害時の調査や平常時の

生産性・安全性向上，労働力不足の改善の観点から UAV

の利用機会は増加していくと考えられる。UAV を取り

巻く技術や制度は日進月歩であるので，常に最新の動

向を把握し，効果的な UAV の利用方法を検討していき

たい。 

参 考 文 献 
小竹ら（2021）：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，令和

2 年度砂防学会研究発表会概要集，p129-130 

家田ら（2021）：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，令和 2 年度砂

防学会研究発表会概要集，p63-64 

図 6 UAV 空撮による塩の川のオルソフォト 
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航空レーザ測深による砂防堰堤の堆砂状況管理について

朝日航洋株式会社 ○安海高明，櫻井由起子，對馬美紗，加藤和輝

国土交通省 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 谷保和則*1，利根川哲朗*1，南大地

（*1現所属：北陸地方整備局 河川部 河川計画課）

1. はじめに

砂防堰堤の現在の堆砂状況を把握することは，施

設の維持管理や，土砂管理を計画する上で重要であ

る。本稿では，不透過型砂防堰堤を対象とした堆砂状

況調査の結果をもとに，堆砂量や空き容量の調査手

法について報告する。この調査は，飯豊山系砂防事務

所管内のうち山形県内に整備された不透過型砂防堰

堤のうち 44 基を対象としており，対象とした砂防堰

堤は S45 年から H27 年の間に，掃流区間や土石流区

間に整備されたものである。

2. 堆砂量の調査手法

2.1. 堆砂量，空き容量の算出方法

 本調査では，個々の砂防堰堤の堆砂状況を把握す

るために，現在の堆砂量や空き容量を算出している。

算出の方法は，中心線上に一定間隔で作成した横断

図から平均断面法で算出した。ここで，堆砂量は堆砂

敷における現在の河床面と施工時の元河床面の間の

空間であり，空き容量は平常時堆砂勾配（1/2i）の高

さの面と，現在の河床面との間の空間としている。ま

た土石流区間の堰堤については，計画堆砂勾配（2/3i）
の高さも考慮して調節量の算出も行った（図-1）。

図-1 堆砂量算出のイメージ 

2.2. 現河床の地形データの取得 
現在の堆砂敷の河床面は，航空レーザ測量の 1.0ｍ

間隔の DEM を用いたが，堰堤によっては堆砂敷の

一部もしくは全体が湛水している場合があった。そ

こで，航空レーザ測深技術を用いて水面下の河床地

形の計測をおこなった（図-2）。この技術は，水質に

より測深能力が変化するため，予め現地で水質調査

をおこない，河床地形が把握できることを確認した

上で，実施している。

図-2 水面下の河床地形（明沢川第 4号砂防堰堤） 

2.3. 元河床の地形データの作成 
2.3.1. 施工時の資料がある場合 
対象とする堰堤の施工年代が新しく，施工時の平

面図や縦横断図が利用できる場合は，計測した DEM
から作成した現況の横断図と，設計時の横断図を重

ね合わせることで，現在の堆砂量や，空き容量を算出

することができる（図-3）。 

図-3 設計図を用いた堆砂量算出（枯松沢砂防堰堤） 
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また，設計時の平面図の等高線に標高情報を付与

して三次元モデルを作成し，現在の河床モデルとの

標高差分処理によって堆砂量の空間分布を面的に把

握することができる（図-4）。 

 
図-4 標高差分処理の例（枯松沢砂防堰堤） 

2.3.2. 施工時の資料がない場合 
 堰堤の施工年代が古く，元河床や計画勾配の地形

を把握できる資料が，砂防設備台帳の縦断図に限定

される場合は，まず堆砂敷上に中心線を設定し，設備

台帳の縦断図から読み取った元河床高を現況の横断

図に割当てた。次に各横断線の側岸勾配の延長線と

縦断図から読み取った元河床高を基準に元河床の地

形の推定を行った（図-5）。 

 
図-5 元河床地形の推定イメージ 

3. 平常時堆砂面モデルとの比較 
 平常時堆砂勾配から作成した平常時堆砂面の三次

元モデルと現河床の三次元モデルの標高差分処理に

より，堆砂敷内において平常時堆砂高より高い範囲

と低い範囲の空間分布を把握することができる。 
図-6 は満砂している堰堤の堆砂敷における平常時

堆砂面との差分表現である。堰堤の背面付近は平常

時堆砂面より高く土砂が堆積しているが，澪筋の部

部分は侵食され平常時堆砂面より低いことが表現さ

れている。 

 
図-6 平常時堆砂面との差分（穴渕砂防堰堤） 

4. まとめ 
 本稿で実施した砂防堰堤の堆砂状況の調査手法に

ついてまとめると，次の通りである。 
・堰堤の堆砂敷が湛水していても，水質と水深によ

るが，航空レーザ測深で河床の地形を計測できる。 
・堰堤の堆砂量，空き容量を算出するには，施工時の

元河床の地形や計画した堆砂高を再現する必要があ

り，これには設計段階の図面等の情報が重要となる。 
・平常時堆砂面モデルと現在の河床地形のモデルの

標高差分から，現在の堆砂敷の空き状況や，過剰な堆

積の状況を空間的に把握することができる。 
5. おわりに 
 本稿では，不透過型砂防堰堤について，湛水してい

る場合の堆砂敷の河床計測や，堰堤の堆砂量，空き容

量の算出手法，平常時堆砂面と現在の河床モデルの

差分をもとに堆砂敷の状況を評価する方法について

の概略を記述した。今後も，本稿のように三次元デー

タを用いて砂防施設の維持管理を高度化する方法に

ついて検討をおこなってゆきたい，と考える。 

施工前の地形 現在の地形
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三次元点群からの物体検出による堆積流木量の推定：青森県むつ市小赤川橋の事例 

国立研究開発法人土木研究所

○小柳賢太・山田拓・石田孝司 

1 はじめに 

 土石流や洪水流に伴い山地河川に集積した流木（流

木群）は，流路の閉塞により土砂や洪水の氾濫被害を

深刻化させる。これまでに，流路の閉塞を引き起こす

流木群の特徴として，谷幅や橋梁の支間長を上回る長

さの流木が含まれていることや，見かけの堆積量に対

する実材積の割合（容積率）が高いこと等が主に水路

実験によって報告されている例えば 1)-3)。このため，流路

閉塞の発生機構を検討する上では，流木群を構成する

流木の長さや流木群の実材積を事例ごとに定量化する

ことが重要である。

 近年，点群データを活用した流木群の計測事例が複

数報告されている。例えば，Sanhueza ら 4)は河床勾配

0.7º，幅約 108 m の河道において，UAV 写真測量で生

成した点群に基づく数値標高モデルと河道の標高の差

分から流木群の見かけの堆積量を計測した。また，

Spreitzer ら 3), 5)は水路模型（勾配 1.1º）や比較的勾配の

緩い 4〜5 次河川で写真測量を行い，点群から表面形

状を復元することで，流木群の実材積を 3 次元的に計

測した。その他，レーザスキャナによる点群を用いて

流木群の見かけの堆積量を 3 次元的に計測した事例 6)

もある。

 一方，これら既往研究の多くは平常時の緩勾配河川

や水路模型を対象にしており，山地河川における流木

災害調査に点群データが活用された事例はほとんどな

い。また，流木群を構成する流木 1 本ごとの長さにつ

いて，点群データを用いて個別に計測した事例も見当

たらない。点群データから流木群を構成する流木の長

さや流木群の実材積を推定することができれば，流路

閉塞の発生機構等の検討に資する可能性がある。

以上を踏まえ本研究では，令和 3 年 8 月に青森県む

つ市小赤川橋で流路閉塞を引き起こした流木群を対象

として，UAV 写真測量により生成した三次元点群から

の物体検出により，流木 1 本ごとの長さと流木群の実

材積を推定した。また，推定結果はオルソ画像の判読

結果や流木撤去時の記録と比較し，三次元点群を用い

た流木群計測の有効性と課題についても考察した。

2 研究方法 

2.1 流木災害調査 

小赤川橋（支間長 8.6 m×2，余裕高 3.5 m）は青森

県むつ市を流れる小赤川の最下流部に位置しており，

上流域の集水面積は 5.06 km2，橋梁上流 200 m の河床

勾配は 2.3º である。小赤川では令和 3 年 8 月 9〜10日
に生じた最大 24 時間雨量 369 mm（下風呂雨量観測

所）の降雨により多量の流木が流出し，小赤川橋の閉

塞とそれに伴う土砂や洪水の氾濫被害が発生した（図

−1a）。土木研究所では令和 3 年 8 月 12〜13日に小赤

川の現地調査を行い，青森県の協力を得て UAV（DJI
Mavic 2 Pro）による流木群の空撮を実施した。

2.2 流木群の計測

三次元点群からの流木群計測には，2.1節で取得し

た UAV 画像，Agisoft Metashape Professional ver. 1.7.4，
CloudCompare ver. 2.12βを用いた。まず，UAV 画像 34
枚を元に Metashape 上で高密度な三次元点群（約 1,700 
点/m2）を復元し（図−1b），流木群を含む 0.75 ha の範

囲でオルソ画像（5.38 mm/pix）を生成した。次に三次

元点群を CloudCompare 上に取り込み，（1）構造物や

立木の除去（図−1c），（2）法線の推定，（3）RANSAC
法による円柱の検出（図−1d）を実施した。段階（3）

図−1 (a)青森県が令和 3年 8月 11 日に撮影した小赤川橋の斜め写真，(b)未処理の三次元点群，(c)構造物や立木を除去した三次元

点群，(d)三次元点群から検出された円柱（円柱を構成する最小点群数を 125点と設定したケース 1）
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では，検出する円柱の最大直径は現地調査で見られた

流木の最大直径 1.0 m とした。また，円柱 1 本を構成

する最小の点群数については CloudCompare の初期設

定 500 点を基準値とし，125，250，500，750，875 点

の計 5ケースで検出結果を比較した（表−1）。 
2.3 精度検証 

本手法の計測精度については，流木 1 本ごとの（i）
長さ，（ii）材積，（iii）流木群の実材積（合計材積）の

3項目で検証した。（i）と（ii）の精度検証には，2.2

節で作成したオルソ画像を用いて，長さ 1 m 以上，直

径 10 cm 以上の流木を対象に QGIS ver. 3.16.11 上で手

動判読した結果を真値と想定し 4)，ウィルコクソン

の順位和検定を用いた。また，（iii）は流木撤去時に

記録された 1,496 m3を参考値とした。 

3 結果と考察 

UAV 画像からの三次元点群の復元〜三次元点群から

の円柱検出作業は 1 人時以内に完了し，各ケースでは

90〜2,408 本の円柱が検出された（表−1）。オルソ画像

の判読には約 3 人時を要し，513 本の流木が手動で計

測された。円柱として検出された流木 1 本ごとの（i）
長さと（ii）材積は，全ケースで GIS 上の判読結果と

は有意（0.1%基準）に異なっており，いずれも GIS に

比べて大きく推定される傾向が見られた（図−2）。こ

れは主に複数の流木が単一の流木として誤検出された

こと 7)に由来すると考えられる。 
一方，（iii）流木群の実材積についてはケース 3 で検

出された 1,146 m3 が撤去量 1,496 m3 と調和的であり，

GIS 上で判読された合計材積（128 m3）は撤去量に比

べ 1 オーダー小さい結果となった。以上のことは，三

次元点群からの物体検出による流木群の計測では，流

木 1 本あたりの長さや材積は過大に推定される傾向が

あるものの，適切な数の点群を用いることにより，オ

ルソ画像の手動判読に比べて流木群の実材積を精度良

く推定できる可能性を示唆している。

また，表−1 からは円柱１本を構成する最小点群数の

設定が，特に検出される円柱の本数や流木群の実材積

に大きく影響することが示された。用いる三次元点群

の密度（ここでは約 1,700 点/m2）に応じて，流木を適

切に検出するために必要な点群の数は異なると考えら

れる 8)。そのため，今後は異なる密度の点群データに

本手法を適用し，計測結果を比較することにより，三

次元点群からの物体検出により流木群を計測する際の

最適な最小点群数の設定方法を提案できる可能性があ

る。

4 おわりに 

本研究では，UAV 画像を元に作成した三次元点群か

らの物体検出により，青森県むつ市小赤川橋の上流に

集積した流木の長さと流木群の実材積を推定した。流

木 1 本ごとの長さはオルソ画像の判読結果に比べて大

きく検出された一方，流木群の実材積については撤去

量と調和的な結果が得られた。今後は，用いる点群デ

ータの密度等についても感度分析を行い，流木群の実

材積だけでなく，流木群を構成する流木 1 本ごとの長

さについても適切に計測する方法について検討を進め

る予定である。
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表−1 各ケースの設定条件と結果一覧 

カッコ内は基準値（ケース 3）に対する変化率（%）

図−2 各ケースで計測された流木群を構成する流木の(a)

長さと(b)1本あたりの材積
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土地利用状況確認調査のための AI による衛星画像解析 

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 酒谷 幸彦、内山 均志、〇寺堀 吉博

アジア航測株式会社 屋木 わかな、角田 里美

1. はじめに
土砂災害防止法における基礎調査は、全国で完了し

指定が進められているが、今後の基礎調査では、人家等
の建築物の立地や土地の区画形質等の状況に関して、
定期的に確認することとし、確認の精度は 10m メッシ
ュ程度の分解能を基本とすることとしている。現在、都
道府県では各種の資料をもとに追加調査を進めている
が、効率的に確認を行う方法は確立されていない。
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構では、

これまで公益事業の一環として砂防指定地の効率的な
管理手法を開発することを目的として、AI と無料で入
手できる衛星画像を活用した土地改変区域の抽出つい
て研究を行ってきた。本研究では、これらの技術を応用
し、土砂災害防止法における基礎調査の土地利用状況
確認調査を、効率的に行える手法について検討を行う
ことを目的とする。

2.これまで開発した手法の課題
これまで開発した土地利用状況の変化箇所の抽出手

法は、分解能 30m の Landsat-8 画像、分解能 10m の
Sentinel-2画像を用い、植物の活性化を指標としたNDVI
指標（Normalized Difference Vegetation Index）と機械学
習の手法の 1つである SVM手法（Support Vector Machine）
により、変化した区域を抽出している。そのため、NDVI
手法では一旦裸地となった後の土地改変の抽出（例え
ば建物の建築や太陽光発電施設の建設など）ができな
い。SVM 手法では、分解能が低い画像を使用している
ため、抽出の精度が粗いといった課題があり、これらの
改善を行う手法の開発が必要である。

3. 土地利用状況の変化箇所の新たな抽出手法
本研究では、土地利用状況の変化箇所の抽出手法の

改善を行うため、画像認識分野によく利用されている
手法である、セマンティック・セグメンテーション手法
(画像中の全ての画素に対して、クラスを分類する作業)
を用いた。データセット(プログラムで処理されるデー
タのまとまり)は、東京近郊を対象として、識別の対象
となる Sentinel-2 画像（2016 年 6 月 2 日と 2020 年 9 月
4 日）と、土地改変箇所を表したアノテーション(土地改
変の種類や位置を表したもの)の組み合わせから作成し
た(図 1)。入力画像は、緑、赤、近赤外の 3 バンドを変
化前、変化後の順に 2 時期を統合した 6 チャンネルの
画像とした。アノテーションは、土地利用状況を表すた
め、非改変地、森林への改変地、草地への改変地、裸地
への改変地、水域への改変地、人工構造物への改変地、
背景の合計 7 クラスとした。Sentinel-2 の画像サイズは
10,980 画素×10,980 画素であり、そのままのサイズでは
プログラムに入力することができないため、画像 1 枚
が 32 画素×32 画素となるよう分割して学習および検証
データを作成した。このとき、画像枚数を増やすため、
縦方向と横方向にそれぞれ 50%ずつ重複させながら分
割した。図 2 に分割のイメージを示す。また、表 1 に示
したとおり、改変地のクラスに比べて背景と非改変地

の画素数の割合が非常に大きいため、分割後の画像に
改変地が 2%以上含まれる画像のみを抽出し、さらに、
学習用と検証用に 8 対 2 の割合になるように分割して
データセットを作成した。その結果、データセットは、
学習用が 476 枚、検証用が 119 枚となった。 

図 1 セマンティック・セグメンテーション手法  

のデータセット

分割前 分割後
 

 

 
 

 

図 2 セマンティック・セグメンテーション手法  
の画像の分割とクラス分類のイメージ 

表 1  アノテーションのクラス別の画素数

画素値 クラス名 画素数 
0 背景 119,837,710 
1 非改変地 712,337 
2 森林への改変地 7 
3 草地への改変地 591 
4 裸地への改変地 1,137 
5 水域への改変地 0 
6 人工構造物への改変地 8,618 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 6 6 6 6 6 1 1 1

4 4 6 6 6 6 6 1 1 1

4 4 6 6 6 6 6 1 3 1

4 4 6 6 6 6 6 1 3 1

4 4 6 6 6 6 6 3 3 1

4 4 1 1 1 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32画素

32
画
素

人工構造物

入力画像
（NIR, R, G×2時期＝6チャンネル） アノテーション（7クラス）
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4. 検証結果
セマンティック・セグメンテーション手法を用いて、

データセット作成した範囲を除く東京近郊のアノテー
ションクラス別の分類精度とメッシュの大きさによる
分類精度の検証を行った。アノテーションクラス別の
分類精度の検証では、セマンティック・セグメンテーシ
ョン手法による分類結果をGoogleEarthの航空写真等を
用いて確認を行った(図 3)。以下に確認結果をまとめる。 
山林地は、土地利用の変化がない(非改変地)のに「草

地への改変地」に誤分類する傾向が認められた。郊外の
住宅地は、家屋やビルの建築（草地から人工構造物への
改変、裸地から人工構造物への改変）を「人工構造物へ
の改変地」に正しく分類する傾向が認められた。都市部
の建築は、陸上競技場の改修工事、ビルの建築等の大規
模な改変を「人工構造物への改変地」に正しく分類する
傾向が認められた。
以上より、山林地における「草地への改変地」の誤分

類を除き、妥当な分類結果であることが確認された。

図 3 セマンティック・セグメンテーション手法に
よる抽出結果と GoogleEarth の航空写真等によるアノ
テーションクラス別の分類精度の検証の例（郊外の住
宅地）

検証用のデータを用いて分類精度とメッシュの大き
さによる分類精度の検証を行なった。

その結果を図 4、表 2 に示す。定量的検証では以下の
指標を用いた。

適合率(Precision)：実際の改変地／予測した改変地
（適合率＝１－空振り率)  

再現率(Recall)：予測した改変地／実際の改変地
(再現率＝１－見逃し率） 

適合率は、平均 90%以上と高い精度で抽出可能であ
ることが分かった。再現率は、900m2 以上の改変地を対
象とした抽出結果は、平均 89.3%を示し、500m2 以上で
は、平均 79%以上と概ね高い精度で抽出可能であるこ
とが分かった。一方、500m2 を下回る面積では、急激に
精度が落ちることが分かった。この結果から、500m2 以
上の土地利用状況の変化箇所の抽出においては十分な
精度を有していることが分かった。

 
 

図 4 分類結果の画素数(面積)と精度の関係 
(1 画素 100m2) 

表 2  セマンティック・セグメンテーション手法による 
抽出結果の精度表 

(900m2以上の改変地を対象とした抽出結果) 

クラス名 適合率 再現率 
草地への改変地 100.0% 81.6% 

裸地への改変地 100.0% 96.6% 

人工構造物への改変地 100.0% 90.2% 

クラス平均 100.0% 89.3% 

5.まとめ
本研究では、衛星画像と AI を用いた土地改変区域の

抽出技術が基礎調査の土地利用状況確認調査に有用か
どうかについて検証を行った。検証において、本手法は、
一定程度の面積の土地改変に対して基礎調査における
土地利用状況の変化箇所を把握することが可能であり、
基礎調査の調査項目である土地利用状況の変化を効率
的に把握する手法として有用であることが分かった。
今後の課題としては、500m2 未満の土地改変箇所の抽出
精度や学習サンプル数が少なく誤分類となる傾向があ
った草地への改変地について、今後、学習データの追加
方法(ミクセルデータ(ひとつの画素内に複数のクラス)
を学習データに取り込む)を検討する必要がある。 

【参考文献】
1) 藤澤 誠二他：砂防指定地における衛星画像を使った
土地改変抽出手法の検討、2019 年度砂防学会研究発
表会概要集、pp 369–370、2019 年 5 月

2）酒谷 幸彦他：衛星画像を使った土地改変分類手法の
検討、2020 年度砂防学会研究発表会概要集、pp 729-
730、2020 年 5 月 

【5画素以上の再現率 】
草地：75.0%
裸地：88.5%
人工構造物：74.0%

適
合
率

再
現
率

モデルの抽出結果

Google Earthによる確認
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動画からの水位・流速の計測ソフトの開発と検証 

◯荒木光一 山森一彦（五大開発株式会社）

田方智 伊藤隆郭 古木宏和 倉上健（日本工営株式会社） 

1 はじめに 

 土石流の流速は、非接触型流速計や動画からの人手に

よる確認で計測されている[1]。しかしながら、非接触型

流速計は大掛かりな設備と設置が必要であり、人手によ

る確認は多くの時間と多大な労力を要する。 

 本研究では、流速や最大値といった時系列データの取

得を容易化することを目的とし、土石流の動画から最大

流速を自動で計測する手法を開発し、検証を行う。また、

本手法を応用した水位計測に関しても紹介する。 

2 最大流速の計測手法 

2.1 適用条件と事前調査 

本手法は、画像処理のアフィン変換と動体検知のオプ

ティカルフローによって、動画内で事前に設定した計測

エリア内の最大流速を計測する。本手法を用いるための

条件と事前調査を以下に示す。

・連続的な動きのある波の映り込みが必須。オプティカ

ルフローは、動画内の連続的な動きに対して、フレー

ム画像毎に移動方向と移動速度を検知する。そのため、

連続的に動く波が映っていなければ、波を検知できず、

最大流速を計測できない。つまり、本手法は動画に映

る波の連続的な動きから最大流速を計測する。

・計測エリアの実寸確認。オプティカルフローから出力

される波の移動速度の単位は pixel/frameであるため、

流速の m/sec へ換算するために各ピクセルの実寸を確

認する必要がある。

・カメラの画角固定とズームの無効化。撮影中に画角の

変更やズームイン・ズームアウトを行った場合、各ピ

クセルの実寸がずれて、移動速度に悪影響を与える。

2.2 処理フロー 

 図 1に、本手法の処理フローを示す。まず、土石流の

動画を元に、ユーザは計測エリアの角を 4 点設定する。

また、計測エリアのピクセル数を考慮して、計測点を格

子状に等間隔で設定する。 

 次に、アフィン変換で、計測エリアを四角形に変換す

る（図 2）。これは、カメラから遠いほど、計測エリア内

に映る波の移動速度は実際より低くなるため、計測エリ

アを実寸に合わせて、画像の歪みを補正する。オプティ

カルフローの実行では、アフィン変換した計測エリアの

計測点毎に、移動方向と移動速度を取得する。

オプティカルフローから出力された波の移動速度は

ノイズを含む。そこで、計測点毎に過去と現在の移動速

度から平均移動速度を算出し、この平均移動速度を現在

のフレームにおける各計測点の移動速度とする。そして、

土石流の動画の fps を参照して、計測点毎に移動速度

（pixel/frame）を流速（m/sec）に変換する。最大流速の

取得では、現在のフレームにおける全計測点の流速から

最大流速を取得して出力する。 

2.3 ソフトウェア実装 

 本手法は C++と OpenCV で実装した。図 3 に、実装

したソフトウェアの画面を示す。左側のウィンドウは、

測定エリアにおける各計測点の移動方向と流速を矢印

で示している。右下のウィンドウは最大流速の推移グラ

フを示す。推移グラフと計測点の矢印は、高性能 PC で

あれば、本手法をリアルタイムで処理でき、動画を再生

しながら表示できることを確認している。

図 1 最大流速の計測手法の処理フロー 

図 2 計測エリアのアフィン変換 

図 3 ソフトウェアの画面 
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本実装では、最大流速を CSV出力できる。最大流速は

フレーム毎に出力されるため、動画の fps が高い場合、

無駄に細かい時間間隔で最大流速を CSVに出力しまう。

そのため、本実装では、出力する時間間隔を指定し、こ

の間隔内の最大流速を平均した値を最大流速として

CSVに出力する。

3 検証 

本手法の検証には、砂防堰堤を下流から眺める CCTV

カメラで撮影した土石流の動画を用いた。表 1に、事前

調査の結果と本手法のパラメータを示す。

3.1 土石流の移動方向

 土石流の移動方向を示す計測点の矢印の方向は、動画

を再生して確認したところ、概ね一致していた。図 3で

示すように、土石流が流れている箇所は矢印が下流方向

に伸びている。一方で、流れていない箇所は矢印が伸び

ておらず、点のようになっている。 

3.2 最大流速の精度検証 

 手動計測との比較により、本手法の計測精度を検証し

た。手動計測は、動画に映る土石流全体から 10 秒単位

で判読して、最大流速を計測した。図 4に、本手法と手

動の計測結果を示す。図中の誤差率は、各時刻において

以下の式で算出した。 

誤差率(%) =
abs(本手法の計測結果−手動計測の結果)

手動計測の結果
× 100 

ここで、absは絶対値をとる関数である。 

 本手法で計測した最大流速の時間発展は、手動計測と

概ね一致している。本手法では 0.1m/secオーダーで最大

流速を CSV 出力しているため、手動計測より滑らかに

最大流速を捉えている。特に、9:30:31～9:31:31 におい

て、手動計測では 10m/secから 15m/secへ離散的に変化

しているが、本手法では連続的で滑らかになった。 

 土石流発生初期（9:30:11）における誤差率は約 96%と

なり、非常に高くなった。これは、CSV出力の時間間隔

を 5秒としたことで、最初の最大流速を出力するまでに

タイムラグが発生したためである。9:30:12 以降の誤差

率は最大で 36％となり、平均で 12%となった。

表 1 事前調査の結果と本手法のパラメータ 

動画の fps 30fps 

計測エリアの長辺と短辺の実寸 20.5m☓4.0m 

計測点の格子サイズ 10☓20 

各計測点の平均移動量の算出時

に参照する過去のフレーム数 

10フレーム 

（約 0.3秒） 

CSVに出力する時間間隔 5秒 

4 水位の計測手法 

 設定した計測エリアをアフィン変換で補正し、オプテ

ィカルフローにより計測エリアで横方向に動く波を検

知する。計測エリア内で検知したピクセルベースの高さ

から実寸に換算して水位を取得する。図 5は水位計測画

面であり、青枠の下辺と赤線の間が水位となる。 

5 まとめ 

 本研究では、土石流の動画から流速の時系列と最大値

を自動で計測する手法を開発した。検証の結果、本手法

は手動計測と同等の計測精度であったため、本手法を用

いることで省力化に寄与できる。また、オプティカルフ

ローを用いたことで、土石流の移動方向と移動速度を視

覚に確認できるようになった。また、本手法を応用する

ことで、水位計測も可能であることを示した。

今後は、本手法が対応可能な動画の fps の確認やリア

ルタイム撮影時への適用などを行う予定である。

参考文献 
[1] 田方智：土石流荷重計による土石流観測，砂防学会

誌，Vol.74，No.2，p.39-43、2021

図 4 本手法の計測と手動計測の比較 

図 5 水位計測画面(青枠:計測エリア 赤線：水位) 
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高感度地震観測網による地盤振動と河川の水理量の関係

株式会社エイト日本技術開発          ○海原荘一・谷田佑太

和歌山県土砂災害啓発センター 筒井和男

国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷洋明

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 北本楽・小杉恵・山本悟司

1.はじめに
河川における水位や流量は，危機管理上の最も重要

な情報であるが，大規模洪水時にはその水位計に欠測
が生じることも多い。一方で，砂防分野では近年，深層
崩壊の発生検知に高感度新観測網が利用されているが
1)，河川の流量増大にもその地盤振動の増大がみられる
ことも知られている 2)。2020年 7月の球磨川の洪水に
おいても地盤振動の速度振幅の RMS 値と水位の間に
高い相関が確認されており 3)，洪水時の欠測の補完や第
二の水位計としての役割が期待されるが，検討事例は
それほど多くない。本稿では近年の比較的規模の大き
い 10洪水について，筒井ら（2021）の方法を適用した
結果について報告する。
2.高感度地震観測網の地盤振動による河川流量の推定

の検討方法
2.1 検討対象とした洪水イベント及び水理諸元 

Hi-net の本格運用開始後の 2001 年以降について，
国交省の水害レポートや各種学会災害報告などの報告，
国土交通省の HP に示された洪水諸元，気象庁 HP な
どから表1に示す規模が大きい（概ね最大流量 5千m3/s
程度を超えるもの）洪水を検討対象として優先的に選
定した。河川の水位・流量の時系列データについては，
水質・水質データベースのデータを使用した。
2.2 地盤振動指標の算定方法と水位・流量との関係把握 
筒井ら(2021)と同様，1分ごとの高感度地震観測網の

速度振幅の RMS 値について，1分毎に前後 30 分間の
平均値を算出し，その 1.5倍より大きい値については棄
却した上で 10 分毎と 1 時間毎の平均値をそれぞれ求
め，これを 60分毎の指標値とした。例えば、10分毎の
平均値の場合は 0:50～0:59の平均値を 1:00の値とし，
1時間毎の平均値の場合は，0:00～0:59の平均値を 1:00
の値として記載している。

それら 10分毎と 1時間毎の速度 RMS値の平均値と河
川の水位・流量について回帰式を求めた。また，検討事
例のうち河川水位・流量と RMS値のピーク時刻に差が
ある事例については，振動観測局の近くの支川の流量，
降雨強度のデータを対象に重回帰分析でその原因を把
握した。
3.検討結果
3.1 検討対象とした 10 事例の水位・流量と RMS 値の

相関性 
検討対象とした 10事例のうち，約半数となる 6イベ

ントでいずれかの周波数帯について相関係数が 0.7 を
超えるという結果となったが，その多くが水位・流量と
時間差があり，しかも水位ピークより RMSのピークの
方がいずれも早めに出ており，その時間差は数時間(3
時間以上のものが多い)とであった。なお，それら 6イ
ベントの本川との振動観測局の距離は 7km以下である。
その中で，本川に近接している振動観測局の事例とし
て，令和元年の東日本台風の千曲川の水害における戸
倉大規模土砂移動観測局の RMS 値と本川の杭瀬下観
測局の水位の関係を図-1 に，周波数ごとの RMS 値を
図-2 に，各周波数の相関係数を図-3 に，RMS による
推定式を表-2 に示す。河川と振動観測局が近接してい
ることから，10Hz程度の周波数帯についても相関性も
高く，水位と RMSのピークの時間差もないという結果
となっている。

表-1 検討対象とした 10洪水イベント及び水位観測局、振動観測局の諸元と水位・流量の相関性等一覧表

水位・流量

観測所
データ 回帰式※1

杭瀬下

水位（10分間平均値） y=9.60*10^6x+9.12*10^-2 
水位（1時間平均値） y=9.53*10^6x+8.81*10^-2 
流量（10分間平均値） y=8.24*10^9x-1.50*10^2 
流量（1時間平均値） y=8.27*10^9x-1.46*10^2 

表-2 戸倉観測局の RMS値による河川水位の推定式
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4.河川流量と地盤振動の RMS ピークの時間差のあるケ
ースにおける振動源の推定

10 事例のうち，水位・流量と RMS のピークに数時
間の時間差のあるもので，アメダス観測局が近くに存
在する令和 2 年 7 月豪雨の筑後川(上流域)の事例につ
いて，本川水位，振動観測局に近い支川の水位，降雨強
度について重回帰分析を行い，各要因の影響度合いを
把握した。図-4 に示すように RMS 値の方が本川の水
位よりも 3 時間前にピークを迎えているが，その支川
(西隈ノ上)の水位と連動しているのが分かる。

表 3 に示す重回帰分析の結果を見ると，支川水位が最
も係数が大きく，本川水位や降雨は 1 オーダー係数が
小さことから RMSへの影響は少なく，振動の観測局に
近い支川の流量増大が RMS 増大の主要因という結果
となった。
5.まとめ
高感度地震観測網の整備年代以降の概ねピーク流量

が 5千m3/s以上の降雨イベントを対象に河川水位・流
量と速度 RMS値の相関について検討したが，本川から
3km 程度の位置でも水位ピークと RMS に数時間の時
間差が生じているケースもあり，その場合は振動観測
局の周辺で生じている事象を捉えている可能性がある。
今後は河川に近接した振動観測局を対象に検討を進め
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
1) 海原荘一・浅原裕・木下篤彦・中谷洋明・田中健貴：

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, Vol.73，No.5,
p.27-37, 2021.

2) 武澤永純・山越隆雄・石塚忠範・中谷洋明: 山地河
川における洪水時の地盤振動特性の評価, 土木技
術資料, Vol.55, No.7, pp.10-15, 2013.

3) 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：高感度地震観測網の
微小振動データに着目した大規模出水時の地盤振
動特性と欠測水位の推定，河川技術論文集，第 27
巻, pp.13-18, 2021.

図-1 令和元年東日本台風における千曲川杭瀬下地点の

水位と国交省戸倉大規模土砂移動観測局の 1～
2Hz周波数帯RMSの時系列変化及びそのRMSに
基づく予測式による水位

図-2 同事例における国交省戸倉大規模土砂移動観測局

の 1Hz 毎の各周波数フィルタ処理した RMS 値の
時系列変化

図-3 同事例における国交省戸倉大規模土砂移動観測局の

1Hz毎の各周波数フィルタ処理したRMS値と河川
水位との相関係数

表-3 令和 2 年 7 月豪雨の筑後川(上流域)における重回
帰分析の結果

図-4 令和 2 年 7 月豪雨の筑後川(上流域)における本川
水位(荒瀬地点)と支川水位(西隈ノ上地点)の水位
と 6～7Hzの RMS値の変動

ピーク時間差 3時間 
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ＵＡＶを用いた立木調査について 

八千代エンジニヤリング株式会社 池田誠、○矢野孝樹、小林泰士、
吉永栄一、長谷川怜思、横田敏広

株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク 春田健作、横山壮

１．はじめに 
土石流対策計画を立案する際に、計画流出流木

量を算出するための立木調査を行う必要がある。
この調査は、一般に 10m×10m の範囲のサンプ
リング調査によって行われている。
サンプリング調査では、樹木材積算出を行うた

めに、範囲内の樹木ごとに地盤から 1.2m（北海道
では 1.3m）の胸高直径を計測する。 
土石流危険渓流等は急峻渓流が多く、現地調査

で到達することが困難な地形を有している場合
もある。このような現地では、調査地点までの移
動だけでも多くの時間を要し、調査中の安全管理
も十分な配慮が必要となる。

本検討は、生産性向上と安全確保、胸高直径を
調査員が直接計測することなく立木調査を実施
可能とすることを目的とした、UAV を用いた立木
調査を試験的に実施した。本論では、その調査結
果と今後の課題について報告するものである。

２．使用したＵＡＶ 
本調査で使用した UAV は、SkydioR2 for 

Japanese Inspection（SkydioJ2）である（図１）。 
本機は、6 つのセンサーカメラが 360 度周囲を

撮影し、その映像を AI で解析して障害物を避け
る機能を有している（表１）。

障害物回避機能が優れているため、既存の砂防
堰堤等にも近接して撮影をおこなうことができ、
高精度な施設形状を把握することが可能である
（図２）。
上記の理由より、GPS が届かない林内でも安定

した飛行が可能であることから、本機を採用した。 

図１ 使用したＵＡＶ（SkydioJ2） 

図２ 砂防堰堤を UAV 計測でモデル化した事例 

表１ 使用したＵＡＶ（SkydioJ2）の基本諸元 

項目 諸元

飛行時間 23 分 
最大速度 58km（36mph） 
カメラ解像度 静止画:1,200 万画素、動画:4K 60fps 
サイズ L 223 mm×W 273 mm×H 74 mm 
重量 775g 
最大通信距離 200m 
位置補正 GPS+VIO+SLAM 
最大風速抵抗 約 10 メートル 
障害物検知 全方向（魚眼レンズ上下 3 つ 計 6 つ） 
動作温度範囲 -5 度～40 度

３．従来方法による調査 
山梨県の現地を試験地として選定した（図３）。 
調査は概ね 10m×10m の範囲にテープを囲み、

調査員によって立木の位置・胸高直径を計測した。 
対象範囲には 13 本の立木が位置していた。 

図３ 従来方法による調査 

４．ＵＡＶによる調査 
従来方法の調査を実施した範囲と同じ範囲に

対して、UAV による調査を行った（図４）。 
オペレーターは、調査範囲外で目視とモニター

で確認を行いながら UAV を操縦した。 
調査時間は、概ね 20～30 分間程度であった。 

図４ ＵＡＶによる調査 

５．ＵＡＶによる調査結果の解析 
UAV による調査を行ったデータを基に、机上で

解析を行った。
点群データとして三次元化を行い（図５）、現地

で目視調査した結果と概ね同等の現地地形と立
木の状況を再現することができた。
ここで、現地の地盤は傾斜しているため、地盤

高から 1.2m の位置をどのように設定するかが課
題となった。

管理用タラップ 
もモデル化可能 
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この課題を解決するため、地盤の代表的な傾斜
方向を確認した上で、地盤の傾斜が概ね水平にな
る様にモデルを回転させ、地盤から 1.2m の位置
を算出する方法を用いた（図６）。

その上で、地盤から 1.2m 付近の点群データを
1cm の厚さでスライス状に切り抜き、平面に投影
させ、立木の直径（短径）を計測した（図７）。

図７ 立木のスライスと直径（短径）の計測 

６．調査結果の対比 
従来方法による調査結果と、UAV による調査結

果を対比した。
調査範囲に位置した 13 本の立木の胸高直径の

対比を行った結果、従来方法による調査は、5cm 
単位で計測したことを勘案すれば、UAV による調
査でも、ほぼ同精度の調査結果が得られるという
ことが明らかとなった（図８）。

７．おわりに 
本調査では、UAV のみでの調査によって、胸高

直径を比較的高い精度で計測することが可能と
なった。今後は、次の点に着目して、開発を進め
ていく必要があると考えている。

図８ 調査方法による胸高直径の対比 

（１）機体に関する課題
今回の現場条件では問題はなかったが、今後、

現地調査困難箇所での適用を想定した場合、基点
から遠く離れた現地までの往復時間を考えると、
現状のバッテリーより大容量のバッテリーを搭
載させることが望ましい。
調査当日は快晴であったため、林内の日向と日

陰のコントラストが極端であった。本手法は映像
を基に解析を行うため、この明暗差が、点群デー
タの粗密を生じさせ、三次元化に一部影響を与え
た。これらの改良も今後の課題と考えられる。

（２）解析に関する課題
今回の調査は初めての試みであったため、計測

モデルを回転させ、地盤を水平にさせる後処理を
行った上で地盤からの胸高を算出した。今後、こ
れらの作業の自動化が必要である。
また、この電子データのファイル容量が大きく、

解析処理に時間を要するため、ファイルサイズの
削減も今後の課題である。

図５ ＵＡＶ調査結果のモデル化（点群データ） 

図６ 地盤を水平に回転させた胸高（地盤から１．２ｍ位置を切り抜き） 
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図 1 調査に利用した UAVの外観 3) 

図 2 UAVの集水井への投入状況 

UAVを用いた地すべり集水井の点検の試み 

日本工営株式会社 ○太田敬一 草谷恭行 田中靖政 

株式会社 Liberaware 野平幸佑 

1．はじめに

地すべりの抑制工の１つである集水井は、降雨等による地すべり地内への雨水の浸透や、地すべり地外か

らの流入等で生じる地すべり地内の地下水を集水し、地すべり地外へ排水することにより、地すべり活動を

抑制するため施工される対策工である。地下水は降雨や、積雪地帯では融雪によりもたらされるため、集水

井の集水、排水の機能を恒常的に維持させ、地すべりの安定性を確保することが重要である。 

地下水排除施設である集水井は、その機能を維持するために定期的に点検が実施され管理されている。上

記に示したように、恒常的に地下水を集水、排水する施設のため、経年変化による集水管や排水管の目詰ま

りによる機能低下や、井筒の腐食や破損が生じやすく、それらが点検項目の１つとなっている。また集水井

は、地表からすべり面深度付近に至る数十メートルの深度を有し、点検に際しては集水井内に設置された点

検用のタラップを利用しながら下る高所作業となる。タラップ自体の腐食・劣化の懸念や、地下埋設物であ

るがゆえに、施工される場所によっては有毒ガスの発生や、酸欠となる場合もあり、危険を伴う作業である。 

土木研究所は、このような危険を伴う作業に対し、安全かつ効率的に集水井の点検を行うための点検機器

の活用・高度化に向け、民間企業の開発した機器の特徴をまとめるとともに、今後の集水井点検における機

器適用の考え方を示している 1)。研究報告書では数種類の調査方法やその特徴が示されており、点検者が集

水井内に立ち入ることなく、井筒の上部からカメラ等を吊り下げ遠隔で集水井内部の様子を撮影する調査方

法が示されている。一方で実際の現場へ適用する際の課題も示されており、例えば集水井の深さによっては、

吊り下げたカメラとの通信が途切れるケースがあること、吊り下げた場合のカメラの揺れの防止に工夫を要

すること等が示されている。現時点でこの研究報告書で示された調査方法が汎用的な方法として全国的に展

開されていない状況を鑑みると、これらの課題を解決することで利用が進むものと考えられる。 

無人航空機である UAV、通称ドローンは、屋外の空撮や測量業務での利用の他、狭小で閉鎖された空間で

ある下水管内の撮影に利用されつつある 2)。下水管内の調査は、集水井の点検と同様、有毒ガスや酸欠の危

険を伴う作業であり、UAV の利用は安全性を確保するために有効な調査手法である。そこで今回、下水管内

同様、閉鎖空間である集水井の点検に UAV を用いた試行的な調査を実施したので、その結果について示す。 

2.試行に用いた UAVについて

今回の試行調査では、縦横幅ともに約 20cm、重量は約 200g

の図 1 に示す UAV を用いた 3)。UAV の前方にはカメラと LED

ライトを備え、4 枚のプロペラはフレームで囲っている。こ

の UAVをウィンチ付きのワイヤーを介してカーボン製のロッ

ドの先端に取り付け、集水井の中心部に向けて吊り下げた。

UAV の集水井内部への挿入に際しては、点検用のハッチを利

用した。図 2 は投入時の様子を示したものである。

この UAVは狭小な空間でも安定して飛行できる機能を有し

ている。一般に狭小な空間において市販されている小型機を

用いた場合、UAV 自身の発生する下方への気流が壁面に反射

し、それを受けることで不安定な挙動を示したり、壁面に吸

い付くなどの挙動を示す。一方、図 1 の機体は壁面に吸い寄せされにくく、また万が一、壁面に衝突しても

飛行姿勢を崩さないようコントロールする機能を備えている。その他、機体に具備されているカメラ、LED

ライトは、照明の無い暗所であっても鮮明な映像が撮影できるようカスタマイズされている。

先に示した土木研究所の研究報告書において、カメラとの通信が途切れること、カメラの揺れの防止対策
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図 3 UAVによる撮影結果 

図 4 集水井内部の展開図 

に関する課題が示されていた。これらの点に対し図 1 の UAV を利用することで、解決することができる。先

ず UAV と地上の映像受信機の間は 5.7GHz の周波数で伝送されており、この周波数はその特性上、UAV と地上

の映像受信機の間での視認性が確保できいれば、50m 程度の距離の伝送は可能である。今回、集水井内側に

は遮蔽物が無いため、UAV で撮影した映像は問題無く地上にてリアルタイムで確認できる。次にカメラの揺

れについては、吊り下げ中はホバリングに近い状態で飛行しているため、揺れることはほぼ無い。万が一、

揺れた場合は地上から UAV を操作することにより、所定の向きに UAV をコントロールできる。 

3.撮影結果について

撮影に際しては、点検用のハッチから UAV を挿入、一定速度でウインチを操作し、集水井の底面付近まで

UAV を吊り下した。今回は集水井の壁面全周を撮影するため、全周を 4 分割して撮影した。そのため 2 往復

の撮影となり、撮影開始から終了まで約 20 分であった。なおこの分割数を大きくすること、吊り下げ時の速

度を小さくすることにより、撮影時間は今回よりも要するものの、高精細な映像を撮影することができる。

これらの設定は後の解析等で求められる精度等により調整する必要がある。 

図 3 は撮影中の映像である。図 3 左図は集水井の上蓋付近、右図は底面付近の様子である。深度により明

るさの違いはあるが、壁面のライナープレート、タラップ、バーティカルスティフナー等の施設の様子を確

認できる。また集水管の集水状況や閉塞の有無についても確認できる。 

このような撮影は既に既往の検討でも実施されているが、今回、UAV を利用することのメリットの１つと

して、撮影中に UAV を壁面に移動させ近接して撮影できる点にある。例えば図 3 に示した集水管の閉塞の様

子を近接して確認したい場合は、地上の操縦者が撮影された映像を見

ながらコントローラーを用いて操作し、UAV を前進させることで集水

管や壁面に近接し撮影できる。また UAV にはジャイロセンサー、気圧

センサーが具備されており、その値から飛行中の方向、深度を得るこ

とができる。そのため例えば前回の点検結果で損傷等が見られた深度

の壁面の様子を確認したい場合は、所定の方向と深度に UAV を移動さ

せ撮影できる。これらの点は既往の方法に対し UAV を利用する際のメ

リットと考えられる。

図 4 は撮影した映像から作成した集水井内部の展開図である。展開

図は既存の方法でも利用されているフォトメトグラフィーの技術を用

いて映像の特徴点を抽出し、それを重ね合わせることで作成している。

また今回、この図に基づき集水井の 3 次元モデルの作成を試みている。

集水井の井筒の変形や破損の把握に利用できる。 

4.まとめと今後の課題

UAV を用いた集水井の点検を試行した結果を示した。既存の方法に

対する UAV の利用のメリット等が得られたため、今後の調査にて利用

を進める一方、飛行時の速度の設定などの撮影方法と撮影結果の関係

等について、今後検討する予定である。 
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UAVグリーンレーザによる砂防設備の維持管理に向けた計測手法の高度化 

国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 川合康之，冨田楓真 
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1． はじめに

砂防施設は山間部に建設され50年以上経過するものが多く、

維持管理のために施設情報を正確に把握する事が求められてい

る。また、人による目視点検が困難な場所に設置されていたり、

損傷部位が常に水中にあったりする場合など、砂防施設には把

握が困難な変状も多い。グリーンレーザは水中の地形情報を捉

えることが可能であり、小型化・軽量化によりUAVに搭載され、

UAVの高度活用のひとつとして期待される。本検討では、このグ

リーンレーザUAVを用いて、水中部も含めた砂防設備の形状や

堆砂域の地形データ等を取得し、そのデータを活用し砂防分野

におけるより高度な設備管理に資する検討を行った。 

2． UAVグリーンレーザによる三次元データ取得・差分解析 

水中部を含めた三次元データを取得するため、グリーンレーザ

計測器を搭載したUAVによる計測を行った。取得したグリーンレ

ーザ計測及びオルソ撮影結果を用いて３次元データ（点群デー

タ、TIN、グリッドデータ）を作成した（図2）。これを、既設基準点

及び現地に設置した現地基準点を用いて位置情報の補正を行

った。UAVの機体はALTA Xを、グリーンレーザ測定器は図1のス

ペックの計測器を使用した。 

2.1 砂防構造物におけるグリーンレーザ計測の精度 

図3は、天端中央の石張が欠損している状況を示す点群デ

ータの状況である。グリーンレーザ計測データから作成した3D

モデル上では水通し水面下の張石欠損の点在箇所を詳細に

把握することができた。欠損の規模は、3Dモデル上で計測可

能であり、現地点検での計測値と概ね近い結果が得られた。2

時期の3Dモデルを経年的に重ね合わせることで欠損範囲の拡

大や新たな欠損を把握できると考えられる。 

2.2 砂防施設周辺の水中におけるグリーンレーザ計測の精度 

図3は、グリーンレーザ計測による砂防堰堤水叩きの洗

堀が見られた断面図である。グリーンレーザ計測は、レー

ザが到達できる範囲は、透明度よりも水流や気泡等の有無

図 1 グリーンレーザ UAV および測器仕

様

計測位置 

天端の欠損範囲 
長さ：2.552m、深さ：0.187m 

オリジナルデータ例

図 2 グラウンドデータ処理前後の地形状況 

グラウンドデータ例 

図 3 グリーンレーザデータの 3Dモデルと欠損部の計測結果 
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などによって異なっていた。水流等で欠測した箇所はオリ

ジナルデータ、グラウンドデータの精査を行い、堰堤下流

の離れた位置で基礎面より低い位置での計測結果から、基

礎洗掘発生の可能性を確認した。 

オリジナルデータ上でも、水深の深い本堰堤の水褥地等

で欠測がみられ、堰堤基礎部の河床の計測は水深や水理条

件に依存することを確認した。 

図5の砂防堰堤は、急峻な地形状況と摩耗の進行度合いか

ら、人による点検では摩耗と洗堀の計測が困難な堰堤であ

る。グリーンレーザ計測を実施したところ、水底を全て捉

えることは困難であるが、堰堤の高さ5mに対して点群データの水底高さと堰堤天端の差が7mと計測され

たことから、堰堤の根入れ深さが不足している事が捉えられた。 

 

2.3 グリーンレーザ計測を活用した差分解析 

図6は、堆砂域について、UAVグリーンレーザ

計測結果の2時期差分を取得し、土砂移動部分

の標高差分を分析した結果である。図7は、堰

堤背後の堆砂地形が捉えられており、点群の差

分解析により、以下の変化を把握することが可

能であることが確認できた。 

・本堰堤背後の堆砂域の浸食の状況

・本堰堤スリット直下流の土砂堆積

・副堰堤直下流の浸食状況

3Dモデルに計画堆砂地形をプロットするこ

とで、土砂移動の変化や計画堆砂地形との対比

が出来、今後の土砂管理への活用が考えられる。 

3． グリーンレーザデータの今後の活用 

グリーンレーザ計測は、これまで測定が困難

であった砂防施設周辺の水中のデータも含めた

地形形状について、現場条件や計測条件を整理

することで、正確に把握可能な手法であること

が確認できた。一方、計測データ量が膨大でフ

ィルタリング処理に時間を要する課題も明らか

になった。施設管理や土砂管理へのグリーンレ

ーザ計測の活用に向けて、さらに多くの砂防の

現場で現地検証を重ねていきたい。 

本堰堤洗堀深度が確認可能 

鉛直方向より 正面より 点検写真 

本堰堤↓ 
洗堀部 

天端 

計測された水底高 

約 7m 

堰堤高 5m
さ

白波など水面が揺らぐ
箇所は水底の計測不可

水底を計測 

オリジナルデータの特徴

図 4 グリーンレーザ計測による砂防堰
堤水叩きの洗堀部の断面図 

図 5 グリーンレーザ計測による護床ブロック摩耗部 

図 7 グリーンレーザ計測による堰堤と堆砂域の地形図 

堆砂域 

図 6 堰堤堆砂域の 2時期のグリーンレーザ計測の地形差分 

-1m   0m  1m 

緑枠：侵食堆積土砂量 

副堰堤直下

流で侵食 

スリットの直下

流で土砂堆積

本堰堤上流 100～200m程

の区間で侵食が顕著 
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UAV グリーンレーザによる流路工の三次元計測・評価 

国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 田中 健貴、松原 和哉、鷹見 和也

株式会社 三栄コンサルタント ○畠山 直樹、見付 友範、瀧澤 亘記

1.はじめに

従来、流路工や渓床の土砂移動状況を把握する手法

は、横断測量による平均断面法が一般的であり、最近で

は、LP データによる面的把握も行われてきている。し

かし、これまで広く使用されてきた陸域用レーザでは、

水中部の土砂移動が把握できず、局所的な洗掘を見逃

すといった課題があった。 

一方、最近はレーザ計測機器の小型化、高精度化が急

速に進み、UAV に陸域用と水域用のレーザを搭載し、同

時に三次元計測可能な新技術が開発されている。今回、

この水域の計測も可能な UAV グリーンレーザにより三

次元計測・評価を行ったため、この結果を報告する。 

2.調査方法

2.1 調査対象 

調査を実施した流路工の諸元を以下に示す。 

・流路工延長 ：1250ｍ（床固工 13 基）
・流路工幅 ：48m（計画勾配：1/40） 

写真-1 R3.8 月の出水状況写真 

2.2 新技術：UAV グリーンレーザの概要 

UAV グリーンレーザは、図－１に示すとおり、陸域用

レーザ(赤色)と水域用レーザ(緑色)を照射し、この2つ

のレーザの距離の差分より、水深を把握する。 

図-1 計測イメージ図 

2.3 UAV グリーンレーザよる三次元計測 

(1)既往の計測データと出水履歴

当流路工の既往の計測と出水の状況を以下に整理し

た。今回の計測結果と R2 年実施時の 2つのデータを用

いて差分解析を行うことにより、出水による土砂移動

の状況を把握した。 

①R2.5 月：ヘリによるグリーンレーザを実施

②R2.7 月出水 ③R3.8 月出水

④R3.12 月：UAV グリーンレーザを実施・・・今回

(2)使用機器の仕様

使用機器の仕様を表-1 に整理した。

表-1 UAV グリーンレーザの機器 

機器 項目 仕様 

レーザ

RIEGL VQ-

840-G

計測精度 10 ㎜ 

最大計測距離 150ｍ 

レーザ照射角 40° 

UAV 機体 

Alta-X 

飛行可能時間 10 分 

自動飛行機能 あり 

運行可能最大風速 5ｍ/ｓ 

(3)要求精度と検証結果

要求精度は、「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）、R2.3」を参考に以下のとおり

とした。 

・要求精度 ：X＝0.1ｍ、Y=0.1ｍ
・要求点密度：100 点/m2

計測日の透視度は 99cm、天気は快晴であり良好な計

測環境で行うことができた。なお、点密度を検証したと

ころ、大部分の箇所において 200 点/m2以上確保されて

いた。落差工下流部の、水しぶきや気泡が発生している

悪条件箇所においても 50 点/m2は確保されていた。 

(4)計測手法

計測手順を図－2に示した。現地作業である基準点設

置、UAV 飛行は１日で完了した。その後のデータ整理は

15 日で完了した。 

②飛行計画
基準点計画

①現地調査

③UAVグリーン
レーザ計測

④データ整理・検証
（ノイズ、点検等）

⑤データ作成
オルソ、DSM、DEM

外業
1日 ⑥評価・考察

(差分図、洗掘深）

⑦精度検証

【飛行計画】
・飛行コース：流下方向
に４ルート(重複率60％)
・対地高度：100m
・計測速度：5m/s

内業
15日

【取得点群数】
・DSM：1.4億点
・DEM：0.5億点

図-2 作業手順
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3.結果

3.1 グリーンレーザによる河床状況の把握 

計測したDSMデータからDEMデータを作成し、

さらに赤色立体図を作成した(図-3)。 

この図より、落差工下流部の洗掘が進行して

いることが明瞭になっている。この付近の水深

は 1.5ｍ～2.0m であるため、陸域用レーザでは

捉えることが出来ない変化を捉えられている。

この洗掘深と落差工の床付面を縦断的に整理し

た結果、床付け面まで洗掘が進行していること

が判明した。 

3.2 2 時期のグリーンレーザのデータ比較 

今回計測した結果と、R2 年に計測した結果を用いて差分図を作成し、洗掘・堆砂状況を評価・考察した。この結

果、図－4 に示すとおり、2 回の出水により、床固工下流部において最大 2.2m 洗掘が進行し、流路方向に 80m 発達

していることが判明した。 

図-4  R2 年データと R3 年データの重ね合わせ（差分図） 

3.3 洗掘・堆砂量の評価(土砂収支) 

図－4 の重ね合わせデータより、床固工間の洗掘量と堆砂量

を三次元的に算出した(図－5)。この結果、R2 年から 2 回の出

水が発生しているものの、洗掘・堆砂の範囲は大きく変化して

いないため、渓床の固定化(二極化)が進んでいることがわかっ

た。洗掘・堆砂量のボリュームは、ほとんどの区間で洗掘量が

優勢であり、流路工全体としての土砂収支は、洗掘：-3000m3(下

流へ供給)であった。 

4.おわりに

今回のグリーンレーザの計測結果より、整流状態で透明度の高い箇所は、点密度 200～300 点/m2の確保できてい

ることから、洗掘状況を明瞭に把握することができた。また、2 時期の差分データを整理したことにより、土砂量

の移動状況を三次元的に定量評価することができた。渓床全体の洗掘・堆砂量の評価、渓床内の面的状況（局所洗

掘）を可視化できるため、今後の維持管理手法として効果的であることがわかった。今後は、洪水後や定期点検等

時にグリーンレーザを活用し、落差工下流部や護岸工基礎部等のモニタリング・評価、土砂動態状況のモニタリン

グを行うことが望ましい。

【計測・出水の時系列】 
①R2.5 月：ヘリによるグリーンレーザを実施
②R2.7 月豪雨 ③R3.8 月豪雨
④R3.12 月：UAV グリーンレーザを実施

 図-3  計測結果(赤色立体図)

図-5  土砂収支(７号～３号床固工)
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基礎調査データのメタバース活用方法 

広島県 土木建築局 砂防課 課長 森下 淳 

㈱ラグロフ設計工房 ○石澤好則, 金重 稔, 伊藤 毅, 山本貴裕, 本荘奏弥 

岡山理科大学 生物地球学部 教授 佐藤丈晴 

１．はじめに 

水害・土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており 

私たちの暮らしに大きな影響を与えている．明治 29 年の河

川法に始まり，平成 11 年の広島豪雨災害をきっかけとして，

土砂災害のおそれのある区域を明らかにし，警戒避難体制

の整備や建築物の構造規制等のソフト対策を推進するため

に平成 12 年に土砂災害防止法が制定された．渓流や斜面等

土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形や地

質，土地利用状況について調査の上，土砂災害警戒区域や

特別警戒区域を指定し，ハザードマップ等の整備を進めて

きた． 

土砂災害防止法に基づく基礎調査は全国で実施されてお

り，令和２年にほぼ完了している．基礎調査においては，

家屋等への影響を評価するため土石流や崩壊土の堆積深に

ついても調査を行うが，これまでは，地形に沿った土石流

深さと建物との関係を示すのが困難であった． 

本発表では，３次元地形データと基礎調査で得られた警

戒区域および特別警戒区域における土砂の堆積深に関する

データを組み合わせて，ゲームエンジンを用いたメタバー

ス（仮想世界）で土石流発生後の影響を可視化することで，

地域住民にとってリアリティのある情報共有の方法を提案

するものである． 

２．地物を含む現況地形と土石流影響範囲のモデル化 

(1) 現況地形・地物のモデル化

 地域住民がリアリティを感じるためには，家屋の配置や

道路の可視化が重要であると考え，建築物の外周線や道路

線を基盤地図情報から取得する.そのままでは，堆積深等の

影響がどの程度か把握できないため，3D モデリングソフト

SketchUp で現況の立体化を行う．以下モデル化のために実

施した工程を列記する. 

①地図情報のダウンロード 

国土地理院 基盤地図情報ダウンロードサービスより対

象流域の基盤地図情報基本項目の中から「道路縁」「建築

物の外周線」をxml形式で取得． 

②ビューアソフトにてファイル変換 

国土地理院 基盤地図情報ビューアにて，ダウンロード

ファイルを読み込み，shpファイル形式にてエクスポートし， 

さらにSketchUpで読み込むためdxf形式に変換する． 

③地形等の必要情報の統合化 

SketchUp のジオロケーション機能を用い，地形写真・オ

ブジェクトの取り込む．（Fig. 1） 

次に，道路縁，建築物の外周線等から，家屋等の立体的

な概略図を作成する．（Fig. 2）地形図上に立体視した家

屋等を位置合わせて統合する．（Fig. 3） 

Fig. 1 地形写真・オブジェクト 

Fig. 2 家屋等の立体図を作成 

Fig. 3 地形図と家屋等の立体図を統合 

(2) 土石流影響範囲と土石流・堆積土のモデル化

警戒区域における土石流の影響を可視化するには，基礎

調査結果で得られた土石流の堆積深を３次元化する必要が
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ある．しかし，基礎調査で用いた地形と今回得た地形は大

きく異なるが，保全対象と土石流の影響深さを可視化する

ことが目的であるため，基礎調査結果の位置での堆積深を

地表面から上方にオフセットすることで得た情報に近いモ

デル化に成功した．（Fig. 4） 

Fig. 4 地形モデルと警戒区域モデルを統合 

３．メタバース構築 

(1) 使用アプリケーション

本試行の目的は「地域住民の方がリアリティをもって土

砂災害のリスクを把握する」表現を模索することである．

そこで可視化ツールとして様々な分野で使用されている

Twinmotionを採用することとした． 

(2) Twinmotionでの作業工程

Twinmotion は，３D モデルさえあればゲームのように動

き回れる空間を簡便に構築できる無料アプリケーションで

ある．その後の検証では，WEBブラウザでデータを視聴でき，

アクセスも容易であることが分かった．以下に工程を示す． 

①SketchUpモデルのデータをTwinmotionにインポート 

②地形・建築物・その他市街構成物の編集（Fig. 5） 

③ワールドの設定により目線の高さや歩行モード，鳥瞰

モードを設定 

④Twinmotion Cloud ウェブドライブの設定 

Fig. 5 Twinmotionへのデータインポートとテクスチャ変更 

４．メタバースデータ活用の検証 

(1) データアクセス難易度の検証

本試行に携わっていない社員数名を被験者として，作成

したデータに容易にアクセスし，土石流の影響範囲を理解

できるかどうかを検証した．結果として PC やスマホでは

URL の指定だけでデータに遷移できるため，容易にアクセ

スできることが分かった． 

(2) 臨場感，操作性の検証

データ内での移動は PC キーボードやゲームコントロー

ラーを使用できるため，自由に行きたい方向に移動するこ

とができる．また VR ヘッドセットを使用した場合は，PC

モニタと比較してより高い臨場感を感じたという意見も得

られた．（Fig. 6）ただしTwinmotion CloudではVR視聴の

機能は用意されておらず，PC とスマホのみで視聴可能とい

う点に留意する必要がある． 

(3) 利活用方法の提案 

①土砂災害に対するソフト対策 

土石流が発生した場合の避難経路や避難場所の検討にあ

たり，自宅からどのようなルートで避難するべきかをデー

タ内でシミュレーションする事ができる．これにより，対

象流域内の住民は災害発生時の対応能力を高める事が可能

となる． 

②土砂災害に対するハード対策 

仮に上流に砂防堰堤等の施設整備を計画する場合，どのよ

うに景観が変化するか，またどのような効果が期待される

かを直感的に把握できるため，合意形成のために有効であ

ると推察される． 

Fig. 6 VRヘッドセットにて操作性を検証 

５．おわりに 

本稿で示したとおり，基礎調査結果をもとに土砂災害の

影響を 3 次元でモデル化し，かつ，メタバース空間として

提供することで，地域住民の防災の意識を高めることがで

きるため，ハード対策への合意形成に活用できる可能性を

見出した．本稿では試行的な検討として実施したが，今後

は実業務への応用に向け，課題把握等を行っていく予定で

ある． 

謝辞：本検討にあたり，広島県土木建築局砂防課にはLP

データやGIS データ等の資料を提供して頂いた． 
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六甲山系における砂防施設の実用的な BIM/CIM モデル活用方法の検討事例 

株式会社エイト日本技術開発 ○田中栄吾・楠本大輔・田崎健治・片岡しおり・片岡知・小原有貴子

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・山崎卓也・紅粉昭一・橋本広稔

1.はじめに
調査設計における CIM 試行業務が平成 24 年度から

実施されるようになって 10 年が経過し、多くの基準・
要領等が整備され、ハード・ソフトウェアの進歩と相
まって、BIM/CIM の活用は進みつつある言える。 
一方で、砂防分野における現状は、BIM/CIM の実施

例が比較的少ないこともあり、設計フェーズ以降の後
工程への BIM/CIM モデルの引継や効果的活用、及び、
設計時 BIM/CIM モデルの具体的作成方法が、確立され
ているとは言い難いと考えられる。

ここでは、六甲砂防事務所管内における砂防施設（砂
防堰堤、斜面対策工）の BIM/CIM モデル化に際し、施
工段階で実用的に活用できることを目標とし、設計時
のモデリングでの課題解決も含め、BIM/CIM モデルの
作成・活用方法について検討した事例を報告する。
2.砂防施設 BIM/CIM の現状と課題

BIM/CIM モデリング仕様の検討に際し、設計、施工
各フェーズにおける現状と課題を整理した。
2.1 施工フェーズの現状と課題 
施工フェーズにおける現状と課題は、施工現場での

現実的な課題を確認するため、施工中の砂防堰堤工事
箇所 6 箇所、斜面対策工事箇所 3 箇所での現地ヒアリ
ングに基づき、整理を行った。また、BIM/CIM に関す
る事項だけでなく、設計施工間の情報連携の課題につ
いても、BIM/CIM を用いた解決の可能性を検討するた
め、併せてヒアリングし、整理することとした。
2.1.1 砂防堰堤工事の現状と課題
設計成果に対する砂防堰堤施工現場での現状と課題

を以下にとりまとめる。
 構造物形状の複雑さは大きな問題ではなく、実現可
能な正確性を求めているが、不正確な場合がある。 
 施工仮設計画における実施工との乖離が大きく、施
工段階ごとの状態を考慮した検討を望んでいる。

BIM/CIM に関する事項は、以下の通りであった。 
 掘削土工では、マシンガイダンスが一般的となって
いるが、ICT 建機への入力データは施工時作成して
おり、設計からの LandXML 提供を望んでいる。
 BIM/CIM モデルがあれば、関係者のイメージ共有
は図りやすいと思うが、施工時の閲覧が容易でない。 
 施工時にBIM/CIM常駐技術者を確保してBIM/CIM
モデルのリアルタイム活用や更新を行うことは現
状困難であるため、数量属性や複雑な地層モデルを
受領して利用することは求めていない。

2.1.2 斜面対策工事の現状と課題 
設計成果に対する斜面対策工施工現場での現状と課

題を以下にとりまとめる。
 微地形や地物の影響により、現場合わせで施工形状
を決定することが一般的であり、設計図面精度より
も設計意図の伝達が重要。
 割付の基準線と施工範囲については、正確性が必要。 
 施工箇所は狭隘・急峻であり、現地地形や施工段階
に応じた仮設工の配置、資材搬入方法の明確な表現
を望む。

BIM/CIM 関する事項は、以下の通りであった。 
 地上 LP 計測による出来形管理(ICT 法面)が普及し
つつあり、設計 BIM/CIM モデルがあると有効活用
出来る可能性がある。
 2 次元図面による枠工割付図は、斜面起伏が反映さ
れないため、数量誤差が大きい。3 次元地形サーフ
ェスを用いた枠工割付図を作成することによって、
数量格差が低減されることを期待する。

2.1.設計フェーズ 
砂防施設 BIM/CIM に関する設計フェーズでの現状

の課題は、実施例が少なく、以下に挙げるような具体
的モデリング方法が明らかでないことと考えられた。
 BIM/CIM モデルで定義すべき各階層の対象となる
部位、付与すべき属性情報の内容。
 BIM/CIM モデルとして表現すべき範囲・程度。

3.実務的な砂防施設の設計 BIM/CIM モデルの検討
施工フェーズでの現状課題の整理結果から、砂防施

設設計の BIM/CIM においても、他工種で一般的に効果
的と考えられている、土工(地形)サーフェスの活用や、
3 次元モデルを用いた視覚的確認による構造物形状、
及び施工仮設計画の妥当性・実現性向上は、設計の後
工程である施工フェーズでの効率化に繋がる可能性が
あることが確認された。

一方、複雑な階層構成や属性情報は、施工フェーズ
では求められておらず、設計段階での高度な理想のモ
デル仕様の追求は、返って砂防分野における BIM/CIM
推進を遅らせるものではないかと考えられた。よって、
ここでは現時点での施工フェーズでの要望を満足し、
市場性のある一般的ツールで達成可能な実務的設計
BIM/CIM モデル標準仕様を検討、提案することとした。 
3.1 砂防施設における BIM/CIM モデル階層と属性 
3.1.1 砂防施設 BIM/CIM モデルの階層設定 

「3 次元モデル成果物作成要領(案) 令和 3 年 3 月」
では、BIM/CIM モデルを構成するオブジェクトを階層
分けし、それぞれの段階に属性情報を付与することが
求められている。しかしながら、これに忠実なモデル
仕様は、理想的ではあるものの、現時点では汎用性の
あるデータへの格納が困難な他、前述の通り、六甲山
系の砂防施設では、後工程での活用が期待できる状況
に無い。よって、モデル全体を体系化する為の階層分
類は行うが、BIM/CIM モデルとしての階層構造構築、
及び階層ごとの属性情報付与は行わないものとし、実
務的に利用できる最下層と考えられる階層 3 を最小オ
ブジェクト単位として 3 次元モデルを作成し、これに
属性情報を与えるものとした。

また、施設全体の基本属性
情報は、階層 3 オブジェクト
全てに付与することが効率
的でないと考えられたため、
階層 1 に相当する仮想の
INDEX オブジェクトを作成
し、これに階層 1 の属性情報
を付与することを提案した。 図-1 INEDX イメージ

INDEX ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ 
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表-1 砂防堰堤の階層設定例 
階層 1 階層 2 階層 3 階層 4 

砂防堰堤 本堤工 
本体工 コンクリート、型枠 等 
間詰工 同上 

鋼製部材 鋼材、ボルト 等 

図-2 砂防堰堤階層 2 図-3 砂防堰堤階層 3 
表-2 斜面対策工の階層設定例 

階層 1 階層 2 階層 3 階層 4 

斜 面 
対策工 

アンカー工 
グラウンド 
アンカー 

アンカー鋼材、グラウ
ト材、受圧板 等 

鉄筋挿入工 同上 

受圧工 法枠工 モルタル、鋼材 等 
ﾉﾝﾌﾚｰﾑ工法 材質 等 

図-4 斜面対策工階層 2  図-5 斜面対策工階層 3 

3.1.1 砂防施設 BIM/CIM モデルの属性情報 
表-3 砂防堰堤階層 1 属性情報案

本検討では、
後工程での活
用が期待出来
ない詳細な数
量情報等の属
性付与は行わ
ないこととし、
施工フェーズ
での設計条件
確認や維持管
理に効果があ
ると考えられ
る情報に限定
し、表-3～5 に
示す通り提案
した。
砂防堰堤本

体構造はマス
コンクリート
を主体とする
ため、施工時
に確認すべき
品質管理基準
は比較的少な
く階層 3 に付与する属性情報は表-4 に示す通りとした。

一方、斜面対策工のアンカー工においては施工時に確
認すべき品性管理基準が詳細にもとめられるため、表
-5 に示す属性情報とした。

表-4 砂防堰堤階層 3 属性例
3.2 地形モデルの
仕様検討 

砂防施設におけ
る設計・施工の現
状を踏まえ、地形
モデルの仕様を以
下の通り設定した。 
 斜面対策工に
おいては、設計
時の詳細な形
状設定が施工
に有効でない
ため、LP デー
タを用いた地
形モデル作成
を基本とし、設
計効率化を図
ることとした。 
 堰堤工事にお
いては、掘削面
の安定性やマ
シンガイダン
スの活用、用地
境界の設定等、
地形モデル・土
工モデルの精
度が求められ
る為、現地測量
による地形モデル作成を基本とした。また、これま
での 2 次元設計の土工横断から作成した掘削モデ
ル(図-6)は、小段が一律でなく施工性が低下するこ
とがモデリング過程で確かめられたため、小段を一
律とし、全ての面方向に対して規定の掘削勾配を確
保出来るモデルを提案した(図-7)。 

図-6 従来掘削モデル 図-7 今回検討掘削モデル
4.まとめ

現時点でのツールで作成可能な実務的砂防施設設計
BIM/CIM モデル仕様を提案できたと考えているが、設
計時 BIM/CIM はツールへの依存度が大きく、今後のツ
ール開発に応じた仕様の変更が求められる。

また、施工フェーズからの要求事項も今後変わって
くると予想されるが、3D モデリングは、仮想区間に立
体的モデルを構築する作業であり、3D モデリングが成
立しない形状は実施工でも成立しないし、3D モデリン
グが困難な形状は実施工も困難であると言え、3D モデ
リング行為自体に施工のシミュレーション効果、計画
の実現性確認の効果が期待出来ると考えられる。

設計フェーズでは、BIM/CIM によるメリット創出が、
BIM/CIM 推進の重要な条件と考えられ、BIM/CIM モデ
ルを数量根拠とする数量算出方法の実用化による設計
の効率化が、直近の課題ではないかと考えている。

属性名称 入力例 

基
本

情
報

ID 任意 
施設名称 六甲 CIM 堰堤 
構造物名称 砂防堰堤 
設計時期 R3 年 3 月 
竣工時期 R5 年 3 月 
ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ時期 R4 年 3 月 
形式 部分透過管理型 
堤高 H=10.5m 
堤長 L=55.0m 
本体構造 ｺﾝｸﾘｰﾄ重力式 
透過部構造 Ｂ型 
透過部高 h=2.0m 
常時堆砂上限 E.L.=372.0m 
常時堆砂下限 E.L.=369.0m 
設計者 〇〇設計 
施工者 △△建設 
ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ者 □□ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

維

持
管
理

情
報 

点検時期 R7 年 3 月 
損傷の種類 摩耗 
損傷程度 Ｂ

補修時期 未定 
補修対象部位 側壁護岸工 
補修工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 
除石時期 R10 年 12 月 
除石目的 常時管理 
除石量 3,000m3 

属性名称 入力例 

基

本
情
報

ID 任意 
施設名称 六甲 CIM 堰堤 
構造物名(階層 1) 砂防堰堤 
部位名(階層 2) 本堤工 
部位名(階層 3) 本体工 A ﾌﾞﾛｯｸ 

品質管理

基準 1 

材 質 コンクリート 
規 格 18-5-40BB 
単位体積重量 22.56kN/m3 
数 量 1,000m3 

品質管理
基準 2 

材 質 通常型枠 
数 量 500m2 

属性名称 入力例 

基
本
情

報

ID 任意 
施設名称 六甲 CIM 地区 
構造物名(階層 1) 斜面工 
部位名(階層 2) アンカー工 
部位名(階層 3) ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ 

品
質

管
理
基

準 

アンカー長 10.0m 
定着長 3.0m 
アンカー角度 40.0° 
周面摩擦抵抗値 0.6N/mm2 
設計荷重 67.9kN/本 
削孔径 Φ90mm 
アンカー材質 PC 鋼より線Φ

15.2×1 
受圧構造 吹付法枠工 
地表面地盤 砂礫 
グラウト材 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 
ｸﾞﾗｳﾄ注入量 1.0m3/本 

表-5 斜面対策工階層 3 例 
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阿蘇山直轄砂防事業における三次元データ活用の取り組み 

国土交通省 阿蘇砂防事務所 吉田 桂治，江口 秀典※1，寺本 泰之※2，宮元 謙次※1 

東亜コンサルタント（株）   ○岡村 祐介，中濃 耕司，上田 龍一 

熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 星野 裕司 

１．はじめに 

阿蘇カルデラ内は，阿蘇くじゅう国立公園に指定されているとともに，世界農業遺産にも認定されている。

このような環境条件から，阿蘇砂防事務所管内では，阿蘇カルデラ内で保全すべき景観として“火山景観”

と“牧野景観”にクローズアップし，両景観に配慮した砂防事業を推進している。 

 一方，阿蘇カルデラ内は，平成 28 年の熊本地震や平成 24 年の九州北部豪雨をはじめとし，土砂災害が頻

発するエリアでもある。阿蘇外輪山を源とする土石流対策として，外輪山直下の牧野内に砂防施設整備を計

画することが多く，より円滑に施設整備を進めるため，関係者の合意を得ることが必須となっている。 

 このような背景から，阿蘇砂防事務所管内では，景観検討や関係者との合意形成のツールとして三次元デ

ータを有効活用する取り組みを行っている。本報では“牧野景観”に配慮した景観検討に，三次元データを

活用した事例を報告する。 

２．対象施設 

 景観検討の対象施設は，熊本県阿蘇郡高森町に

位置する牧野内に計画された砂防堰堤(2 基)，導

流堤(1 箇所)である。 

対象施設の施設諸元を表-1 に，施設計画位置

を写真-1に示す。 

表-1 施設諸元 

構　造 高　さ 長　さ

砂防堰堤①
越流部：鋼製ｽﾘｯﾄ
非越流部：ｺﾝｸﾘｰﾄ

堤　高： 9.0ｍ 堤　長： 57.0ｍ

越流部：鋼製ｽﾘｯﾄ
非越流部：ｺﾝｸﾘｰﾄ

堤　高：11.0ｍ 堤　長：130.5ｍ

導流堤：砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ 堤　高： 3.0ｍ 堤　長： 42.5ｍ

施設諸元
対象施設

砂防堰堤②
＋

導流堤

３．景観コンセプトの決定 

 景観検討に先立ち，合同現地踏査を実施し，施

設整備後の“牧野景観”創出のための景観コンセ

プトを決定した。また，景観コンセプトに基づく

詳細設計での設計検討方針を設定した。 

景観コンセプト及び設計検討方針を表-2 に，

景観検討で作成した三次元モデルを図-1 示す。 

表-2 景観コンセプトと設計検討方針 

設計検討方針

①牧野風景の
保全

牧牛を景観要素の一
つとする。

・牧牛の活動範囲を保全する。

②周辺景観と
の調和

構造物はひっそりと
そこにあるイメージ
とする。

・覆土により突出感を抑制する。
・過度の色彩，テクスチャーを使用
しない。

景観コンセプト

現所属：※1国土交通省 熊本河川国道事務所，※2国土交通省 長崎河川国道事務所 

写真-1 牧野の全景と施設計画位置 

図-1 対象施設の三次元モデル 

砂防堰堤① 

付替え町道 

砂防堰堤② 

導流堤 

砂防堰堤② 

導流堤 

町道 

砂防堰堤① 
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４．景観検討の内容と結果 

4.1 牧野風景の保全 

(1)「牛道」の整備

鋼製スリット構造を採用する関係から砂防堰堤

①では，堰堤整備後も平常時の上流域に牧草地が

残り，牧牛の採食場所となることが予想された。

このため堰堤整備が牧草地を分断し，牧牛の活動

範囲に制限を与えることが懸念された。 

牧牛の活動範囲の連続性（堰堤上・下流への牧

牛の往来）確保への対策として，砂防堰堤①の左

岸側には「牛道」を整備した（図-2 参照）。 

(2)牧牛の転落防止対策

砂防堰堤①では「牛道」の整備に伴い，牧牛の

袖天端への登頂が懸念された。 

牧牛の登頂防止対策として，牧野管理者のアド

バイスを踏まえ「牛道」と袖天端との比高差を

1.0ｍ以上確保する（図-3 参照）とともに，「牛

道」と袖部の境界には，眺望では視認しにくい

「有刺鉄線柵」を設置した。 

4.2 周辺景観との調和 

(1)覆土（修景盛土）の整備

砂防堰堤②では「導流堤」の表面に覆土し，構

造物の突出感を抑制した。先に記した砂防堰堤①

下流面の「牛道」も同様の効果を期待している。 

覆土の法勾配は，牧牛の乗越えが容易となる 2

割の緩勾配とした（図-4及び図-5参照）。 

(2)周辺景観と調和する色彩の採用

砂防堰堤①・②では，地表面より上部の視認部

分に残存化粧型枠を採用し，その色彩は環境省の

基準を参考に「暗灰色(黒色 3％)」とした（写真

-2 参照）。また，鋼製スリットの鋼材部分の色

彩は「こげ茶」を採用した。 

(3)エイジングを考慮した型枠の採用

雨水等による経年経過時の汚目等を抑制するた

め，溝の少ない「はつりタイプ」の残存化粧型枠

を採用した。 

５．おわりに 

 本事例では，景観検討に三次元モデルを活用することで，検討結果を関係者間で容易に共有することがで

き，施設整備後の“牧野景観”創出について円滑に合意を得ることができた。 

 今後は，決定した景観コンセプト等を施工者に引き継ぐ必要がある。工事連絡会等で三次元モデルを活用

し，景観検討結果を共有し“牧野景観”の保全に努めたいと考えている。 

図-2 砂防堰堤①：｢牛道｣の三次元モデル 
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図-3 砂防堰堤①：｢牛道｣の計画形状 
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図-4 砂防堰堤②：導流堤・覆土の断面形状 

図-5 砂防堰堤②：導流堤・覆土の三次元モデル 

写真-2 色彩：左から黒色 3%・5%・茶色 3%・5% 

比高差の確保 

｢牛道｣の整備 

覆土(修景盛土)の整備 
法勾配 2 割を採用 

導流堤 

(砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ) 

砂防堰堤② 

導流堤 

｢牛道｣の整備 
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2011 年紀伊山地で発生した深層崩壊 8 地区における崩壊発生要因の類似点と相違点 

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大規模土砂災害対策技術センター 北本 楽・木下篤彦・小杉 恵・山本悟司 

はじめに 

紀伊山地では，2011 年 9 月台風第 12 号の豪雨により大規模な深層崩壊が多発し，17 箇所の河道閉塞が形成された。17 箇

所の内，崩壊規模の大きかった 8 地区（冷水，清水，北股，赤谷，長殿，栗平，三越，熊野）において，発災直後から国土

交通省の直轄事業により調査ボーリングや動態観測，地下水位観測，水文調査，物理探査，岩石試験等が実施されてきてお

り，対象地区の地下の地質構造や水文構造が明らかにされている。

これまでの深層崩壊の研究は，大きく 3 つの分野に区分され，地質に関する研究（例えば，千木良ら，2006），微地形に関

する研究（例えば，千木良，2007），地下水に関する研究（例えば，地頭薗ら，1998）である。微地形の研究は，深層崩壊の恐

れのある斜面を抽出するための重要な指標となっている（千木良，2006，2007）。紀伊山地でも深層崩壊発災後から 10 年が経

過し，これら 3 つの分野についても新しい知見が追加されている。 
本研究では，紀伊山地で発生した深層崩壊 8 地区の崩壊発生機構に関する既往調査結果を整理し，最近の研究成果を踏ま

えて，崩壊発生機構の共通点と相違点を地形，地質，降雨・水文状況についてそれぞれまとめ，崩壊発生機構を検討した。 

深層崩壊8地区の崩壊発生機構の素因と誘因のまとめ 

2. 1  崩壊発生機構の素因（地形・地質） 
（1）素因の類似点 

8地区は重力斜面変形，地質構造，崩壊面の状況について，それぞれ大局的には同じ特徴をもっている。 
8地区の崩壊発生前の地形は，崩壊斜面の斜面中腹～尾根部にかけて周辺よりも起伏の小さい「古地形」（山頂緩斜面）が形成されている

（千木良，2013）。これら山頂緩斜面の周辺が開析されて谷中谷（平石ら，2011）が形成され，山頂緩斜面と開析斜面との境界線が遷急線と

なり，渓岸部が急傾斜となっている。山頂緩斜面には，線状凹地，山向き小崖，谷向き小崖，不規則な凹凸といった，重力斜面変形（岩盤

クリープ）によって形成された微地形が存在する。 
8地区の地質は，四万十帯の付加体の堆積物で構成され，層理面やせん断面，衝上断層（スラスト）等の不連続面が斜面に対して流れ盤

を形成している。付加体形成時の衝上断層やそれらに付随するせん断面は，特に泥岩や砂岩泥岩互層に発達して剥離性に富んでいる。層厚

の厚い塊状の砂岩は，節理が発達して開口し亀裂岩体状となっている場合が多い。これらの岩盤は，深部まで風化が進み亀裂が発達するた

め，緩み岩盤となり，透水性が高く容易に地下水が地下深部まで到達できる。また，断層は，衝上断層（低角断層に付随するせん断面を含

む）と高角度の断層の2系統の断層が交差してくさび状となっている場合がある。これらの2系統の断層が地下水の流動を規制し，特にく

さび状構造の部分に地下水が集まり易い。崩壊発生の素因では，河川の下刻侵食に伴う「岩盤クリープ」による岩盤の緩みが重要な役割と

なっている。崩壊面は，岩盤の緩み域底面付近に形成されている。 
（2）素因の相違点 
地形開析の程度は，熊野川本川沿いおよび本川に近いほど進み，熊野川上流域の支流ではあまり開析が進んでいない（平石ら，2011 
千木良，2013）。8地区の内，6地区は重力斜面変形を伴う尾根地形であるが，冷水，三越地区では崩壊前の斜面が明瞭な地すべり地形と

なっており，他の6地区と異なる。 
崩壊発生前に斜面が変形していたことは共通しているが，岩盤クリープもしくは地すべりであるかの違いや重力変形が座屈（バックリン

グ）タイプの変形か北股地区の様に転倒（トップリング）タイプ変形かの違いがある。また，地質構造の不連続面が斜面に対して流れ盤を

形成していることは共通しているが，不連続面の種類が層理面であったり，断層（衝上断層に伴うせん断面を含む）であったりする。 
2. 2  崩壊発生機構の誘因（降雨・水文） 
（1）誘因の類似点 

2011 年の崩壊発生時に熊野地区に近い来栖川観測所で総雨量が約 900mm，その他 7 地区に近い風屋観測所で約 1,300mm に達していた。

2011年の深層崩壊は，降雨のピークが過ぎた頃に発生している。8地区の地下水調査結果では，亀裂の少ない基岩層の上面を地下水の制限

床とし，緩み岩盤内や隣接する地すべり土塊内に地下水位が形成されている。各地区の地下水観測孔は，深層崩壊斜面に隣接した斜面にあ

り，崩壊地縁辺部の地下水位を観測しているため，崩壊発生時の崩壊地内の地下水挙動は不明であるが，周辺斜面では豪雨時に水位上昇が

始まってから半日から1日で数10m以上の水位が短時間で上昇している。逆に，地下水位の低下速度は遅い。地下水は，地形条件や地下水

位観測結果，地下水流向測定等から，背後斜面や隣接する渓流から地下水が流域を超えて流入している。崩壊発生の誘因では，豪雨に伴う

「高い地下水圧」が重要な役割となっている。 
（2）誘因の相違点 
赤谷，長殿，栗平では1 イベントの降雨時に地下水位が約40～50m 上昇している一方で，約 10m 程度の地下水上昇の地区もあり，地下
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水位の上昇幅が異なる。また，渓流が背後にある地区（栗平，熊野），

渓流が隣接する地区（赤谷，清水），長大斜面が背後に連続する地

区（長殿，北股，三越）に区分され，斜面外からの地下水の流入は

複数のケースが考えられる。 
紀伊山地における深層崩壊の発生機構 

3. 1  長期的な不安定斜面の形成（素因） 
深層崩壊発生の素因は，長期的な現象に起因する（図-1上）。紀

伊山地では，100万年前以降に隆起速度の増大に伴い，起伏の小さ

な斜面の谷が急速に下刻したことで，斜面が力学的に不安定化し

た。付加体堆積物が分布し，衝上断層やせん断面，層理面が流れ盤

をなす斜面では，上記の力学的不安定化による岩盤の緩み（応力解

放，重力作用，風化作用等に起因した変形など）が特に促進された。

その結果，岩盤の状態を保ちつつも全体として変形しやすくかつ

非弾性的性質が大きくなった状態，すなわち岩盤クリープが地下

深部まで形成された。岩盤クリープの進行は，地表で小崖や不規則

な凹凸等の微地形を出現させ，地下深部での水みちを拡大させた。

これらの現象は，数千年から数万年単位の長期で形成されたプロ

セスと言える。 
3. 2  数百年間隔で発生する大規模降雨イベント（誘因） 
深層崩壊発生の引き金（誘因）となったのは紛れもなく大規模豪

雨イベントである（図-1下）。8地区は，2011年の崩壊時に総雨量

900mm 以上に達し，降雨のピークが過ぎた頃に崩壊が発生した。

崩壊斜面周辺で観測された地下水位は，累積降雨量が300mmで地

下水位が50m程度の上昇を記録している場合もある。2011年当時

の降雨規模を考慮すると，より高い地下水位上昇が予測される。ま

た，深層地下水の地下水位上昇は，背後斜面や隣接する渓流から地

下水の流入が推測される。降雨ピークを過ぎても周辺の広い範囲

から地下水が供給され続け，長大斜面において長時間にわたり地

下水圧が高い状態が保持されたことが，斜面を直接不安定化させ

た要因である。 
おわりに 

本研究では，2011 年に紀伊山地で発生した 8 地区の深層

崩壊を対象として，崩壊発生機構の素因と誘因について類

似点と相違点を整理し，崩壊発生機構について一般化した

（図-2）。8 地区の地質構造は大局的には類似しており，低

角度の断層や付随するせん断面や層理面を崩壊面としたほ

ぼ同じ発生機構であったと結論付けられる。

今後，長期的なプロセスで形成された素因を有する箇所

を事前に把握しておくこと，数百年を計画規模として想定

した場合の地下水モデルや斜面安定性の検討によって，深

層崩壊対策の考え方を検討する必要がある。

【引用文献】

1) 千木良雅弘（2006）：地すべり・崩壊の発生場所予測―地質と地形からみた技術の現状と今後の展開―. 土木学会論文集 C, Vol.62，
No.4，p. 722-735 

2) 千木良雅弘（2007）：崩壊の場所－大規模崩壊の発生予測－，近未来社 
3) 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行芳（2006）：深層崩壊発生場予測法の提案，砂防学会誌，Vol.59， No.2， p.5-12
4) 千木良雅弘（2013）：「深層崩壊 どこが崩れるのか」，近未来社 
5) 平石成美・千木良雅弘（2011）：紀伊山地中央部における谷中谷の形成と山体重力変形の発生. 地形, Vol.32，No.4，p. 309-409 

図-1 深層崩壊発生機構概念図 

図-2 深層崩壊の発生機構を説明するアニメーションCG 
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深層崩壊由来の土石流段丘とその形成年代 

パシフィックコンサルタンツ(株)  〇菊池 美帆，江川 千洋，舩山 淳，伊藤 達哉 

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所  鈴木 啓介*，中嶋 邦博 

1.はじめに

深層崩壊とは，基盤岩ごと崩壊する岩盤崩壊を意味

し，その崩壊規模が極めて大きいことから，発生した際

の被害は甚大となる．一方で深層崩壊の発生頻度は低

く，前兆現象である斜面の変状速度も極めて遅いことが

特徴であり，発生時期の予測が困難である．このため現

状では，深層崩壊発生の危険性が高い斜面が抽出で

きたとしても，発生頻度を想定できなければ事業効果を

定量的に評価することが困難であるという課題がある． 

本稿では，国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事

務所管内に位置する登川流域を対象に，深層崩壊の

発生頻度を土石流段丘に着目し推定した手法につい

て報告する．流れは以下の通りである． 

(1)登川流域で深層崩壊跡

地を抽出し，蓋然性の高い

支流域を特定．(2)当該流

域には大規模な土石流段

丘が形成⇒深層崩壊起源

の土石流の可能性があると

判断．(3)本地層に含まれる

炭素の年代を測定し，深層

崩壊発生頻度を推定． 

（*現所属は国土交通省中国地方整備局企画部） 

2.調査手法

2.1 地形判読 

地形判読には，航空レーザ測量により得られた 1 m メ

ッシュ LP 地形データ(令和元年度および令和 2 年度)

を用いた．  

2.2 現地踏査 

机上での地形判読により，土石流段丘であると判断さ

れた箇所について現地踏査を実施し，土石の堆積形態

と礫の円磨度および淘汰具合を観察した． 

2.3 炭素年代測定 

現地踏査を実施した土石流段丘にて，小川内ら

(2021)(1，木下・山越(2021)(2 を参考に，炭化物を採取

し，炭素年代測定を実施した．試料の採取は，段丘上

面より 4 m 下方の位置で，表層の被植を厚さ 50 cm 程

度取り除き，外部からの流入物である可能性を出来るだ

け排除したのち，炭化物を探索し採取した．採取した炭

化物に酸処理を施したのち，AMS 法による年代測定を

実施した．δ13C により同位体効果を補正し，Oxcalv4.4

較正プログラムを用いて暦年較正年代を算出した． 

3.結果

3.1 地形判読 

深層崩壊跡地(図 2 緑線)及び，H23 新潟福島豪雨 

拡大 

図 3 深層崩壊由来の土石流段丘 

図 4 土石流段丘断面図 

拡大 

図 1 登川流域 

図 2 地形判読により抽出した土石流段丘（黄色網掛） 

Nb-Df-1 

Nb-Df-2 
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で 10,000m2 以上の崩壊面積を有するもの(図 2 の★)を

抽出した結果(3，登川流域において深層崩壊もしくはそ

れに準ずる崩壊が多発した地域には偏りが生じている

ことが判明した(図 1 および図 2)． 

登川及びその支川には大小さまざまな段丘面が形成

されていることから，これを成因別(河成段丘，土石流段

丘，天然ダム段丘)に抽出した．なお，図には土石流段

丘のみ表記した(黄色網掛)．土石流段丘は，本川との

合流点(勾配変化点)を下流端とする細長い扇状を呈す

るものを抽出した．結果として，登川流域において土石

流段丘の数及びその大きさには地域的な偏りが生じて

いることが判明した．前述の深層崩壊が多発した地域

と，大規模な土石流段丘が多数形成されている地域は

同じ支流域 A であることから，深層崩壊由来の土石流

段丘の可能性があると判断した（図 3）．なお，支流域 A

の土石流段丘には，図 4 に示すように標高の異なる 2

段の段丘面が形成されていることもあり(Nb-Df-1)，深層

崩壊が複数回発生している可能性があると考えられる． 

支流域 A では深層崩壊の前兆現象である重力変形

地形(円弧状の崖，線状凹地等)が多数確認された（図

2 赤線部）．このことは，支流域 A では将来的にも深層

崩壊が発生する確率が，周辺流域と比較して，相対的

に高いことを示していると考えられる． 

3.2 現地踏査 

踏査の結果，土石流段丘(図 1Nb-Df-2)はシルト分か

ら巨礫といった極めて粒径幅の広い土砂が混然一体と

なり，層厚 10m 以上で分布することが確認された．ま

た，巨礫の円磨度は低く，角礫～亜角礫が不規則に分

布しているのが確認された．なお，本層に層構造，級化

構造，旧表土層は確認されなかった．地形判読および

現地踏査の結果を踏まえ，当該流域の土石流段丘は

深層崩壊由来の可能性が高いと考え，各層から炭化物

を採取し年代測定を実施することで，深層崩壊の発生 

図 5 深層崩壊由来の土石流段丘 

頻度を推定できると考えた． 

3.3 炭素年代測定 

当該流域の土石流段丘から，炭化物を 20 試料採取

した．Nb-Df-2 で採取した 1 試料のみが測定可能な量

を満たし，1710-1905 年という値が得られた． 

表１ 炭素年代測定結果 

通常の土石流堆積物中には比較的炭質物が含まれ

ると考えていたが，支流域 A の土石流堆積物中には今

回の調査ではほとんど見当たらず，発見できても測定可

能量に満たなかった．深層崩壊由来の土石流は土砂

量に対して被植の割合が少ないことが原因と考えられ，

サンプリングは今後の課題になると考えている．

4.深度崩壊発生頻度の評価

登川流域において，深層崩壊跡地，H23 豪雨時の

大規模崩壊，土石流段丘，重力変形地形を判読した結

果，支流域 A に偏って集中していることが判明した．以

上より，支流域 A を蓋然性の高い流域と設定し，深層

崩壊発生頻度については，H23(2011 年)豪雨から炭素

の年代値を差し引いた 100～300 年間隔と評価した．  

5.おわりに

深層崩壊の発生頻度を特定するには，深層崩壊によ

って形成された天然ダム(痕跡)から炭質物を抽出する

手法が報告されている．これまで，土石流として流下し

た深層崩壊では年代測定が困難であると考えられてい

たが，本稿では，深層崩壊起源の土石流段丘に着目す

ることで推定できる可能性を示した．土石流段丘が深層

崩壊起源のものかを評価できるかが大きな課題であると

考えられるが，今後，詳細な調査や分析データを揃え

ていくことで解決できると考えている． 
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事長には，地形判読の手法や検討方針に関して多くの

ご指導を頂きました．記して感謝申し上げます． 

7.参考文献

1)木下・山越（2021）:土木技術資料,第 63 巻,第 8 号.2)

小川内ら（2021）:砂防学会誌,第 74 巻,第 1 号．3)平成

24 年度 H23.7 豪雨特性等解析業務．国総研資料

(H29)第 983 号．土木研究所資料（H28）第 4333 号． 

δ
13
C補正あり

pMC(%)

Nb-Df-2 -27.44 ± 0.27 -99.76 ± 0.26 AD 1710-1905
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13
C(‰)

（AMS）
1σ暦年代範囲

礫の円磨度が低く，淘汰が悪い 
級化構造もみられない 
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熊野酸性岩の岩⽯学的特性とコアストーンの形成に関する考察 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○舩山 淳、江川 千洋、伊藤 達哉、菊池 美帆 
国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 山本 悟司、小杉 恵、北本 楽 

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 
※令和4年3月末時点所属

１ はじめに 
風化した花崗岩類が分布する山地で土石流が発生すると，径数 m に達する巨礫(コアストーン)が一緒に流下し，被害

が大きくなる場合がある．本発表では，和歌山県那智勝浦町～新宮市に分布する花崗岩類(熊野酸性岩と呼ばれる花崗斑
岩)について，構成する鉱物結晶サイズが相対的に粗粒なものと細粒のものの 2 種類に区分出来，岩質の違いが，マサ及
びコアストーンの形成，斜面の地形(斜面勾配等)，斜面崩壊のメカニズムに関係している可能性を考察したので報告する． 
２ 調査の背景 

コアストーンとは，花崗岩類の風化作用でマサとともに生成される風化残留物で，節理に沿ってタマネギ状に風化し
た球状の巨礫である 1)など．マサとは，｢風化作用によるさまざまな分解段階の状態を一括して呼ぶ」もので，物理的要因
(気温変化，凍結，動植物活動など)，水の作用による化学組成の変化(粘土鉱物化)によるとされる 2)．なお，花崗岩は「深
成岩」と呼ばれ，結晶が成長してできた岩石であり，花崗斑岩は「半深成岩」と呼ばれ，地下の浅部などでやや急冷して
岩石となった，結晶が深成岩ほど大きく成長していない岩石で，「斑晶」と「石基」と呼ばれる鉱物からなる．斑晶は，
肉眼でも判別可能な程度のサイズに結晶化した鉱物で，石基は斑晶の間を埋める細粒な結晶の集合体や急冷固化したガラ
ス質の部分である．那智勝浦町の那智川流域では，平成 23 年の台風 12 号による紀伊半島大水害時に周辺の新宮市や熊
野市とともに，巨礫を含む土石流が多数発生した．巨礫の由来は，花崗斑岩においてコアストーンを多量に含む風化帯の
形成，渓流内の崩落した巨礫や過去の土石流堆積物の存在があげられている 1)．また，ほかの花崗岩類分布地域における
巨礫を含む土石流災害の例に，平成 30 年西日本豪雨災害(広島市東部～呉市西部における径 1m 以上の巨礫を含む土石流
による家屋破壊被害3)，2019年台風19号による宮城県南部の丸森地区の災害(廻倉地区におけるコアストーンを大量に含
む崩壊)4)があり，被害を増大させるコアストーンを含む土石流への対応が課題となっている． 
３ 調査⽅法，調査結果 
本検討では，熊野酸性岩分布域のうち，南側15km×25kmの範囲を対象とし，対象

地域の花崗斑岩に関する文献把握，地形解析，地表踏査，岩石薄片鑑定をおこな
い，花崗斑岩の岩石組織の違いによる，風化形態，地形場との関係，崩壊メカニズ
ムとの関係の考察を行った． 
1)文献調査結果：熊野酸性岩は，既往の学術研究によれば，60㎞×20㎞の花崗斑
岩で，縁辺には石基の粒径が0.03mm以下の細粒岩相があり，主体は石基の粒径が
0.03～0.15mmの岩体，中心部は0.2～0.4mmの岩体とされる5)．また，2011年の台
風で発生した土石流に含まれるコアストーンの形成要因について，岩盤の柱状節
理と低角の節理(シーティング)の接合部から球状に風化し形成されたとする最近
の研究がある6)． 
2)地形解析結果：対象範囲について，航空レーザ測量データ(平成25年度および
27年度：国土地理院5mメッシュDEM)を用いた傾斜区分図を作成した．対象地域の
斜面勾配は，5～15°以下(谷底低地および山頂小起伏面)，15～25°(山頂小起伏
面周辺や谷底低地周辺の緩斜面)，25～35°および35～60°(山腹斜面)におおむ
ね区分され，これらの範囲の境界は遷急線，遷緩線となっている場合が多い．特
徴的な状況として，岩体の海側は斜面勾配25°以下緩斜面が，内陸側は標高が高
いこととともに斜面勾配35°以上の範囲が多い傾向が顕著にみられた． 
3)地表踏査結果：対象範囲について，林道切通しや渓流沿いの
自然露頭に露出する花崗斑岩について，岩石組織，割れ目(節
理)の状態，風化状況(マサ化，コアストーン有無)の目視観察
を行った．その結果，花崗斑岩には，岩石組織，節理および風
化状況の大きく異なる2つのタイプがみられた．以下，「細粒花
崗斑岩」，「粗粒花崗斑岩」と呼ぶ．現地概査と既往地質文献
7),8)から花崗斑岩の岩石組織別(粗粒花崗斑岩/細粒花崗斑岩)の
概略分布を示す地質平面図，地質断面図を作成した(図-1，図-
2)．細粒花崗斑岩は，岩体周辺及び内陸側に分布し，粗粒花崗
岩は岩体中央付近と海側に分布する．海側は岩体上位の細粒花
崗岩が浸食により削剥されたものと推察される． 
粗粒花崗斑岩は，目視で径数mm程度の斑晶が明瞭で，石基部分の結晶も目視判別できる程度(1mm前後)である．山頂小
起伏面付近に確認され，柱状節理から移行したマサ化やコアストーンを形成する風化帯(厚さ1～5m程度)がみられる場
合が多い(写真-1の左)．細粒花崗斑岩は，目視で径数mm程度の斑晶が明瞭であるが，石基は結晶が認識できない程度
に細粒である．岩盤としては，間隔1～2m程度の柱状節理が発達し硬質で，地形は急峻である箇所に多く，地表付近で
マサ化やコアストーン形成などの風化がみられない場合が多い(写真-1の右)． 

図-2 地質断面図 

図-1 地質平面図
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4)岩石薄片観察結果：粗粒花崗斑岩は，斑晶および相対的に
粒径の小さい石基鉱物からなるが，両者とも鉱物の結晶の形
状が認識できる程度に大きく，結晶同士が粒子の表面で接し
ている(写真-2の左)．細粒花崗斑岩は斑晶と石基のコントラ
ストが明瞭で，鉱物の粒子は判別が困難な程度に細粒である
場合が多い(写真-2の右)． 

４ 考察 
細粒花崗斑岩は，硬質な塊状岩盤であり，急斜面や滝を形

成することが多く，マサ化やコアストーン形成を伴わない場合
が多い．一方で粗粒花崗斑岩は，山頂緩斜面を構成し，マサ化，
コアストーンの形成を伴い，遷急線付近でやや深い(5m 程度)
崩壊跡地がみられる場合が多い．マサやコアストーンが，粗粒
花崗斑岩で見られる理由については，風化の進行により互いに
接する構成鉱物が分離することが考えられる(図-3 の上)．一
方で，細粒花崗斑岩は，石基が細粒で緻密であるためマサ化が
進行しないと考えられる(図-3の下：同様の岩石組織を示す安
山岩などの火山岩でもマサ化は通常知られていない)．花崗斑
岩の風化は，柱状節理沿いに進行すると考えられ，構成鉱物粒
子が細礫～砂状に分離しやすい粗粒花崗岩でマサ化やコアス
トーンの形成が進行するものと考えられる(図-4)． 

次に，岩石組織の違いによる風化特性の違いと斜面崩壊への影響事項を考察す
る．粗粒花崗岩分布地域は風化により山頂付近でマサ化が進行するため侵食に弱く
相対的に緩い斜面勾配となり，山頂緩斜面の侵食前線(遷急線)付近では，コアスト
ーンを含むマサ部分の崩壊メカニズムが想定される(図-5 の②)．岩体縁辺部の急
斜面やがけを形成する細粒花崗斑岩部分は，岩石組織の特性からマサが形成されに
くく岩盤は安定しているため，崩壊形態は主として岩盤上の表土の崩壊の形態とな
ると考えられる(図-5 の①)．ただし，岩体下面の泥岩との地層境界面が流れ盤の
箇所では，花崗斑岩の柱状節理がやや谷側へ倒れるような傾斜となるため，ゆるみ
による斜面不安定化が進行することが考えられる(図-5の③)． 

以上のように，花崗斑岩分布域における斜面崩壊のメカニズムは，岩体の形成
(貫入・噴出時の冷却過程)における構成鉱物結晶の粒径に左右されていると考えら
れる．この考察に従えば，花崗岩類の斜面崩壊危険度評価においては，岩石組織の
違いからマサ化やコアストーンを形成するエリアを絞り込むことで，崩壊形態に応
じた危険箇所を絞り込める可能性があると考える．今後は，多様な地域の花崗岩類
について，岩石組織の区分や，強制風化試験などにより調査精度向上を図っていき
たいと考えている．本検討においては，京都大学の松四雄騎准教授，深田地質研究
所の松澤真氏に有益なご助言を頂いた．ここに感謝の意を表する． 

【参考⽂献】 
1）後誠介・江種伸之（2015）紀伊半島の地形・地質と平成23年斜面災害,和歌山大学防災研究教育センター紀要,第1号. 
2）北川隆司（1999）花崗岩のマサ化のメカニズムと斜面崩壊,粘土化学,第39巻,第1号,p37-44. 
3）日本応用地質学会（2019）平成30年7月豪雨災害（西日本豪雨災害）調査団報告書,p47-62. 
4）日本応用地質学会（2020）2019年台風19号（令和元年東日本台風）等災害調査団報告書,p83-87. 
5）荒牧重雄・羽田忍（1965）熊野酸性火成岩類の中部および南部の地質,地質学雑誌,第71巻,第841号,p494-512. 
6）Yasuto Hirata, Masahiro Chigira（2019）Landslides associated with spheroidally weathered mantle of granite 
porphyry induced by 2011 Typhoon Talas in the Kii Peninsula, Japan,Engineering Geology 260. 
7）木村克己・笹田政克・広島俊男（1991）20万分の1地質図幅「木本」,地質調査所. 
8）徳岡隆夫・原田哲朗・鈴木博之・八尾 昭・須田芳朗（1982）20万分の1地質図幅「田辺」,地質調査所.

写真-1 花崗斑岩の代表的な露頭写真 

写真-2 花崗斑岩の偏光顕微鏡写真 

図-3 花崗斑岩の風化ﾒｶﾆｽﾞﾑｲﾒｰｼﾞ 

図-4 節理に沿った風化ｲﾒｰｼﾞ図 

図-5 花崗斑岩の斜面崩壊ﾒｶﾆｽﾞﾑ考察図 
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熊野酸性岩におけるコアストーン形成場と H23 水害時の崩壊特性 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○江川千洋 舩山 淳 伊藤達哉 菊池美帆 

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 山本 悟司 小杉 恵 北本 楽 

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

※令和 4 年 3 月末時点所属

1 はじめに 
花崗岩類は風化によってマサ(砂状)になるものの，その中には風化を免れた径

数 m の巨礫(コアストーン)が含まれることがある．このような地域で集中豪雨が

発生すると，マサ化した地山が崩壊し土石流となって流下する．土石流の被災状

況をみると，大きなコアストーンが単体で住宅街や道路上に点在していることか

ら(写真-1)，コアストーンを含むことによる被害の大きさが着目されるようにな

ってきている．紀伊山系砂防事務所では，那智川～熊野川下流域に分布する熊野

酸性岩(花崗斑岩)を対象に，岩石学的特性に基づくマサ及びコアストーンの形成

メカニズムと崩壊特性を解明すべく検討を進めている．その中で，花崗斑岩の形

成場の違いが重要であることが明らかになってきた(詳細は別途発表)．

本稿では，この形成場の違う 2 種類の花崗斑岩が，どのような地質学的プロセスを経て形成されるに至ったかを

説明するとともに，H23 紀伊半島大水害時の崩壊発生に大きく関与していた可能性があることを示す．そして，こ

のような形成場の違いが，土石流の流下形態にどのような影響を及ぼすのか考察を行った． 

2 花崗斑岩の形成場の違いとその特徴 
地上に噴出することなく地下で固結したマグマは，鉱物が大きく成長した岩石になるのが一般的である．これは，

マグマの冷却速度に起因しており，冷却速度が速いと鉱物が小さく，遅いと鉱物が大きくなると考えられている．

このような形成場の違いによって生じる 2 種類の花崗斑岩は，岩石の工学的特性が大きく異なるだけでなく，防災

的観点からも非常に重要な違いが生じることが分かってきた．花崗斑岩の特徴をまとめると表-1 の通りである．

表-1 花崗斑岩の形成場の違いとその特徴

写真-1 H23 水害時の被災状況 
(那智川流域他砂防対策工調査設計業務報告書) 

傾斜 35°以上の範囲 

傾斜 15～25°の範囲 傾斜 15～25°の範囲 

傾斜 15～25°の範囲 

15°以下(熊野層群) 

図-1 熊野酸性岩(花崗斑岩)分布域の地形的特徴 
(●；H23 紀伊半島大水害で発生した崩壊)

15°以下(熊野層群) 

15°以下(熊野層群) 

15°以下(熊野層群) 

南北断面 

東西断面 

岩石薄片 

岩石薄片 

写真-2 粗粒花崗斑岩の風化状況

写真-3 細粒花崗斑岩の風化状況
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3 花崗斑岩の形成プロセスを考慮した地質断面図 
花崗斑岩は 1,400～1,500 万年前

に生じた大規模な火山活動が原因

のカルデラであるとされている(南

紀熊野ジオパーク推進協議会)．以

上より，カルデラ(大きな盆地状の

窪みにマグマが溜まったもの)であ

るとの解釈に基づき，地質断面図の

作成を行った(図-2)．なお，粗粒と

細粒の違いについては，8箇所で試

料を採取し岩石薄片で鑑定し妥当

性の確認を行った(★位置)． 

結果として，粗粒花崗斑岩は傾斜

15～25°の緩斜面，細粒花崗斑岩は

傾斜 35°以上の急斜面を形成しや

すいことが裏付けられた． 

4 H23 紀伊半島大水害で発生した表層崩壊と花崗斑岩の特徴 
H23 紀伊半島大水害で発生した表層崩壊の位置を図-1 に示す．表層崩壊は傾斜 15～25°の粗粒花崗斑岩分布域に

集中している．この表層崩壊の東側地域への偏りは，降雨の影響でないことは図-3 からも明らかである．粗粒花崗

斑岩分布域で発生した表層崩壊は，当該地において特に強い降雨を経験したからではなく，崩壊し易い地質的素因

を有していたことが原因と考えられる．一方，西側地域では，1.5～2 倍近い降雨を経験したにもかかわらず，崩壊

はほとんど発生していない．西側の地域にも粗粒花崗斑岩は分布しているにも関わらず，崩壊が発生しなかった原

因について考察を行うため，東西方向の地質断面図を作成した(図-4)． 

岩石薄片による検証はできていないものの，図-2 同様，中心部と縁辺部に明瞭に区分できる．東西で標高及び傾

斜が大きく異なるが，その他の違いとして山頂付近における細粒花崗斑岩の有無がある．西側では，風化してもマ

サ化しづらい(強度低下の小さい)細粒花崗斑岩(写真-3)が山体上部をキャッピングしていることで，山体全体の侵

食が抑制されている可能性が考えられる．それに対し，キャッピングが失われてしまった東側では，風化によりマ

サ化しやすい(強度低下の大きい)粗粒花崗斑岩(写真-2)がむき出しとなっているため，比較的弱い雨でも侵食(崩

壊)が進行し，山体標高の低下及び緩傾斜化が生じたものと考えられる．

5 表層崩壊と土石流の流下形態 
H23 水害時に発生した表層崩壊跡地(15 箇所)を現地調査し，粗粒・細粒の区分と崩壊深の計測を行った．結果と

して，崩壊深は粗粒花崗斑岩で 3～5m(平均 3.6m)，細粒花崗斑岩で 1～3m(平均 1.8m)と大きく異なることが判明し

た．これは，風化による強度低下の度合いとその深度に違いがあるためと考えられる． 

また，H23 水害時には表層崩壊をトリガーにして数多くの土石流が発生した．現地確認できた箇所は少ないが，

細粒花崗斑岩分布域の土石流は，勾配変化点で停止し流下距離が短いものが多い一方，粗粒花崗斑岩分布域では，

勾配変化点で停止せず 10°以下でも流下し続けているものが確認された．マサの中に点在していたコアストーンは，

高濃度の流体の中で遠方まで運ばれ下流域で被害を拡大させた可能性が考えられる． 

6 まとめと今後の課題 
花崗斑岩の形成場の違いが①マサ及びコアストーンの形成，②崩壊のしやすさ，③土石流流下形態に深く関与し

ている可能性について示した．今後，データ数を増やし検証したうえで防災に役立てたいと考えている．本検討の

際は，京都大学の松四雄騎准教授，深田地質研究所の松澤真氏に有益なご助言を頂いた．ここに感謝の意を表する． 

カルデラの側壁 

カルデラの側壁 

マグマ縁辺部＝細粒花崗斑岩

マグマ中心部＝粗粒花崗斑岩

マグマ縁辺部＝細粒花崗斑岩

カルデラ天端＝熊野層群(砂岩・泥岩)

カルデラ基底＝熊野層群(砂岩・泥岩)

図-2 熊野酸性岩(花崗斑岩)の南北方向地質断面図

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

図-3 レーダ解析雨量 
(2011.8.30～9.5) 

1,000～1,400mm 

1,400～2,400mm 

図-4 熊野酸性岩(花崗斑岩)の東西方向地質断面図

カルデラ基底＝熊野層群(砂岩・泥岩)

マグマ縁辺部＝細粒花崗斑岩

マグマ中心部＝粗粒花崗斑岩

マグマ縁辺部＝細粒花崗斑岩

カルデラの側壁 カルデラの側壁

カルデラ天端＝熊野層群(砂岩・泥岩)

細粒花崗斑岩の 

ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞが消失

－ 230 －



大規模斜面崩壊時の地盤振動特性に関する数値実験及び室内実験による比較と検討 

和歌山県土砂災害啓発センター  ○筒井和男

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  北本楽

株式会社エイト日本技術開発  海原荘一・髙田隆行・谷田佑太 

国土交通省国土技術政策総合研究所（大規模土砂災害対策技術センター）  木下篤彦 

国土交通省国土技術政策総合研究所   金澤瑛・中谷洋明 

1.はじめに

防災科研の Hi-net、F-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)。しかし、地盤振動を対象とした相似

則は確立されておらず、定性的な議論にとどまっている。海外でも地盤振動を用いた斜面移動現象の検知に関する

研究 3)は近年盛んに行われているが理論的考察や数値実験を用いた事例は少ない。そこで、本稿では斜面崩壊とそ

れに伴う地盤振動の発生、さらに広域的な地盤振動の伝播を再現する数値実験を試みたので報告する。 

モデルの検証のため室内実験で得られた振動特性の再現性を検討し、その後、2011 年の奈良県赤谷地区での深層

崩壊を対象として広帯域地震観測網 F-net 野上観測局での観測記録との比較を行った。 

2.数値モデルの概要

①土砂移動②地盤振動の生成（赤谷地区崩壊モデル）③

地盤振動の伝播（広域伝播モデル）の３つに大別した数値

計算モデルを構築した。 

①は、個別要素法による粒状体挙動解析コード（米国

ITASCA 社製 PFC）の 3 次元コードを用いた。基本要素とし

ての粒子を使って、運動方程式と力の変位の関係式とを交

互に陽的に解くことで、土砂移動の計算を行った。②と③

は、連続体のラグランジアン解析プログラム（米国 ITASCA

社製 FLAC3D)を用いた。地盤を 4 面体の組み合わせで表現

し、時間方向に差分法、空間方向に有限体積法を用いて離

散化したものである。これらのモデルを組わせて、PFC に

より斜面の土粒子の流れを計算し、個々の粒子の速度、変

位を求め、接触点での力と変位の関係式から FLAC3D モデ

ルの境界条件として入力を与えて、地盤振動の生成とその

電波を計算した。一方で、FLAC3D モデルとの接触点での力

を粒子に適用し、これにより粒子の速度を変位を求めた。

これらの計算を時間ステップごとに行うことで、モデルの

カップリングを行った。

①と②の初期の粒子配置とメッシュ分割図を図－1 に示

す。PFC 粒子の配置は深層崩壊発生前後の LP データより

地形を反映して実施した。東西 1.7km、南北 1.9km である。

③広域伝播モデルのメッシュ分割図を図－2 に示す。基盤

の速度構造は、J-SHIS の深部モデル V3.2 を参照した。東

西 50km、南北 30km、深さは TP-10km である。

3.結果と考察

3.1 室内実験の再現結果

 数値計算の妥当性を検証するため、室内水路実験の再現

計算を実施した（モデル概要図は略）。PFC で礫を流下さ

せ、FLAC3D で水路をモデル化した。流下状況の比較を図－

3 に示す。地盤振動の波形スペクトルを比較したところ、

概ね数値実験により再現できることが分かった。 

3.2 土砂移動現象の再現結果 

 赤谷地区の深層崩壊の土砂移動プロセスは明確には分

かっていない。しかし、地盤振動観測データは２つのピー

クを示していることから連続して２回に別れて崩壊が発

生した可能性があり、本研究でも上下の２つのブロックに

図-1 赤谷地区崩壊モデルのメッシュ分割図。 

斜面の赤い粒子は PFC 粒子を表す 

図-2 広域伝播モデルのメッシュ分割図 
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分かれて崩壊させる計算を行った。 

 下方の土塊が先行して崩壊した計算結果と崩壊前後の実測（LP）データとの比較を図－4 に示す。対岸への土砂

の乗揚げが再現できていないものの、概ね崩壊後の地形を再現することができた。 

3.3 地盤振動の再現結果 

F-net 野上の位置に最も近い地表ノードの１つ下の加速度波形を求めた。100Hz でサンプリングし、このデータか

ら速度、変位等を求めた。低周波フィルター（0.01～0.1Hz）を通した後に波形とパーティクルモーションの計算値

と実測値を比較すると、上下成分と南北成分で良好な再現結果が得られた（図－5，6）。高周波（1Hz 程度以上）の

速度波形に関しては振幅で計算値が実測に比してかなり大きいものであった。スペクトルも高周波成分が大きくな

った（図－7）。高周波成分は土砂移動モデルの不連続性のためインパルス的な入力による影響の可能性もあるが、

本モデルでの再現は困難であった。しかし、既往研究において、低周波波形によるインバージョンにより土砂の重

心移動が求められるとされているが、それと整合性のある結果を得られた。 

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数値実験による再現を試みた。個別要素法と有限体積法モデルと組

み合わせ、広域での地盤振動の伝播の再現が可能か検証した。個別要素法による土砂移動の再現計算は実測データ

を概ね再現できた。地盤振動の広域伝播も低周波側での波形を概ね再現することができた。今後も検知技術の向上

に向けて検討を深めていきたい。 
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図-3 室内実験と再現モデルの比較。流下開始 1.5 秒後 

図-4 赤谷地区の地形変化。左：実測、右：計算結果 

図-5 Fnet 野上での低周波変位の実測波形と計算波形。

上：東西成分、中：南北成分、下：上下成分 

図-6 Fnet 野上での上下・南北成

分のパーティクルモーション。

上：実測、下：計算結果 
図-7 速度スペクトルの比較。

上：東西成分、中：南北成分、

下：上下成分 
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1. INTRODUCTION

Vegetation cover is the key factor for slope stabilization in forested hillslopes (Sidle, 1991). Vegetation root systems

reinforce soil structures and thereby improve slope stability (Schwarz et al., 2010). This reinforcement depends on many 

contributing factors but is mainly affected by the characteristics of the root system architecture including root orientation and 

mass. Root orientation defines the reinforcement mechanisms, in which vertical roots enhance basal shear resistance while lateral 

roots moderate slope deformation (Cohen and Schwarz, 2017). Root mass including root size and distribution then controls the 

magnitude of root reinforcement (Wu et al., 1979). 

In the hillslope, root reinforcement depends not only on the characteristics of root systems architecture but also on the root 

connections between neighboring trees. Such connections are complex but may be largely affected by the length of the 
connections (hereinafter referred to as root overlapping length). The overlapping length may not only control the continuity of 

root reinforcement within the slope but also the capability of the slope to resist deformation. Nevertheless, the effect of root 

overlapping length on root reinforcement has never been studied in any studies because of the difficulties in measuring the actual 

overlapping length even with dissection. 

Forest density and distance between vegetation greatly influence the overlapping length (e.g., Babi et al., 2019), affecting 

root reinforcement on the slope. Indeed, previous study suggested that the change in forest density from 400 to 1000 stems/ha 

elevated root reinforcement by 1.6 times because of more overlapping roots (Schwarz et al., 2010). Since root reinforcement 

affects slope stability, the change in forest density consequently alters landslide frequency (e.g., Imaizumi et al., 2007). Thus, 

evaluating the effect of forest density on root reinforcement is the key point for landslide risk assessment in forested hillslopes. 

However, such evaluation has been remaining a challenge since forest conditions are spatially and temporally complex. 

Flume experiment with vegetation can be effective to evaluate the effect of forest density on root reinforcement. Indeed, 
previous study mentioned the effectiveness of the flume experiment in evaluating the effect of vegetation root systems on slope 

stability (Noviandi et al., 2021). Therefore, the objectives of this study are to (1) evaluate the effect of forest density on slope 

stability by using a flume experiment and (2) elucidate the effect of root overlapping length on root reinforcement. Findings of 

this study provide insight for improving landslide risk assessment in forested hillslopes. 

2. METHODOLOGY

[1] Experimental slope

A flume constructed at a 1:70 scale was used to evaluate the effect of forest density on root reinforcement (Fig. 1). The

flume consisted of two segments representing landslide initiation (120 cm long, 35° inclination) and deposition (150 cm long, 

35° inclination). All segments were 80 cm wide, 15 cm high, and constructed with 1-cm thick acrylic material. 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 tipping bucket at the end of the deposition segment to measure the 

outflow discharge. Sand (density = 1.4 g/cm3, D50 = 0.23 mm) was placed in the initiation segment to a depth of 10 cm. 

2] Application of vegetation

We grew pea (Pisum sativum L.) bean sprouts in the sand 

to simulate the root reinforcement effect on the slope. Beans 

were placed at 3, 5, and 7 cm intervals to represent a forest 

with 2,200, 800, and 400 stems/ha of density. After 2 weeks 

of planting, the sprouts reached 25-30 cm in height that 

representing 17.5-21 m height of Japanese Cedar plantation. 

[3] Measurement and analysis

We applied rainfall at an intensity of 90 mm/h. When the

landslide was initiated, we measured the time from surface 

water application to landslide initiation. Mean volumetric 

water content was estimated based on 10 TDR (Time Domain 

Reflectometer) sensors placed at 3 and 7 cm depths from soil 

surface. Nine intact root system samples (individual 
vegetation) were taken from each experiment to measure the 

fresh individual root mass and the maximum root radius. Total 

root mass was estimated on the basis of the mean individual 

root mass multiplied by the total number of vegetation per unit area. Root overlapping length was then estimated based on the 

mean root radius and vegetation intervals, assuming 60° of lateral root inclination on pea beans (e.g., Rubio et al., 2003). 

Fig. 1 Schematic illustration of flume apparatus 
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3. RESULTS

Root distribution differed depending on vegetation interval (Fig.

2a). The individual root mass was the highest for 7 cm (n = 18, mean 

= 0.58 g, SD = 0.07 g), followed by 5 cm (n = 27, mean = 0.48 g, SD 

= 0.07 g) and 3 cm intervals (n = 27, mean = 0.33 g, SD = 0.06 g). In 

contrast, total root mass was the highest for 3 cm (mean = 371 g/m2, 

SD = 73 g/m2), followed by 5 cm (mean = 192 g/m2, SD = 29 g/m2) 

and 7 cm intervals (mean = 119 g/m2, SD = 15 g/m2). Root overlapping 

length was the highest for 3 cm (mean = 65 mm, SD = 18 mm), while 

that in 5 cm (mean = 51 mm, SD = 11 mm) and 7 cm intervals (mean 
= 50 mm, SD = 18 mm) was almost similar. 

Differences in root distribution affects landslide characteristics 

(Fig. 2b). Indeed, condition with 3 cm interval had the gratest 

capability to delay landslide initiation (n = 3, mean = 924 s, SD = 41 

s), while landslides in 5 cm (n = 3, mean = 810 s, SD = 113 s) and 7 

cm intervals (n = 3, mean = 820 s, SD = 58 s) were initiated at almost 

the same time. Similarly, mean volumetric water content during 

landslide initiation was the highest for 3 cm interval (mean = 0.22, SD 

= 0.01), followed by 7 cm (mean = 0.19, SD = 0.01) and 5 cm (mean 

= 0.18, SD = 0.01). 

4. DISCUSSION

Forest density greatly influences root mass since tree spacing affects the competition between trees for getting light, water,

and minerals (Babi et al., 2019). Indeed, we found that the highest individual root mass was for 7 cm since less vegetation spacing 

promoted more root growth, whereas the lowest one was for 3 cm interval. In contrast, total root mass was the highest for 3 cm 
interval because it produced the greatest amount of vegetation. Similarly, root overlapping length was the longest for 3 cm 

intervals because less vegetation spacing resulted in more overlapping length. Nevertheless, the overlapping length for 5 cm and 

7 cm intervals was almost similar (Fig. 2a). Since less spatial competition promoted more root growth, whereas less vegetation 

spacing resulted in more overlapping, conditions with 5 cm and 7 cm intervals generated similar values of overlapping length. 

Previous studies mentioned the effect of root mass on root reinforcement (Wu et al., 1979). In general, the larger root mass 

generated greater reinforcement effects (e.g., Wu et al., 1997; Sakals and Sidle, 2004; Genet et al., 2008). Indeed, we found that 

3 cm interval, having the largest total root mass among other conditions, had the greatest capability to delay landslide initiation. 

Nevertheless, we found a similar response on landslide initiation timing for 5 cm and 7 cm intervals even though they produced 

a dissimilar total root mass (Fig. 2b). Instead of total root mass, root reinforcement under these conditions is likely influenced 

by the overlapping length since they produced a similar value of this parameter.  

Roots at overlapping zone may fail under pull-out because of nonintact root connections, unlike an individual intact root. 

Since root length controls root pullout resistance (Schwarz et al., 2010), root overlapping length thereby influences root failure 
within the overlapping zone. Thus, the longer overlapping length may generate greater reinforcement and capability to 

accommodate deformation because of the larger pull-out resistance. Such condition consequently alters the rainfall threshold 

(e.g., duration) for landslide initiation. Indeed, we found that 3 cm interval with the longest overlapping length had the longest 

duration for landslide initiation, whereas that for 5 and 7 cm intervals was similar since these intervals generated similar values 

of overlapping length. Thus, our findings concur with previous studies that root mass influences root reinforcement. However, 

we highlight that root overlapping length is also a key parameter for controlling root reinforcement in forested hillslopes. 

5. CONCLUSION

We suggested that root overlapping length is also influential for root reinforcement in addition to root mass. Since forest

density affects the overlapping length, forest density greatly influences the vulnerability toward slope instabilities, particularly 

shallow landslides. Based on these findings, possible land use management for mitigation measures against landslide hazards 

can be implemented. We plan to estimate root reinforcement under various forest densities in future studies. 
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Fig. 2 (a) Root overlapping length and (b) timing for 

landslide initiation for different vegetation intervals  
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地震亀裂に着目した 2016 年熊本地震後の崩壊危険度評価 

北海道大学大学院農学院（現：アジア航測株式会社） 〇山口柊生 

北海道大学大学院農学研究院  笠井美青 

1. はじめに

大規模な地震が発生すると，広域にわたる強い揺れによって地盤の強度が著しく低下し，地表面には亀裂が

出現する．そのような斜面では，地震後も崩壊が発生しやすい状態が続くことから，地震直後には地震亀裂の

分布が大きく着目される．しかし，地震亀裂と地震後の崩壊発生場との関係を定量的に示した研究は未だない．

そこで本研究では，2016 年熊本地震 (Mw, 7.0) を対象に，地震後の斜面崩壊の危険度を評価するモデルに地

震亀裂を考慮した因子を取り入れることで，その関係を評価する． 

2. 対象地

対象地は，熊本県阿蘇カルデラ南西部に位置する立野地区 (6 km2) である．範囲内では，阿蘇火山岩類の

上部に黒ボク土や岩屑堆積物等がほぼ一様に堆積しており（石川ら, 2016），植生は，スギ・ヒノキ植林地とウ

ラジロガシ群落が大部分を占める．2016 年 4月の本震で多数の亀裂が生じ，その後の 6 月 19日から 29 日の

連続降雨 (総日雨量: 946 mm, 最大日雨量: 247 mm) で，表層崩壊が多発した（石川ら, 2016）．この降雨によ

り，対象地内では 196 箇所の崩壊の発生が，空中写真判読により確認された． 

3. 方法

2013 年 1月，及び 2016 年 4月と 8 月の LiDAR計測データから作成した 1 m-DEMを解析に用いた．まず

地震亀裂の出現を表す指標として，Dense Crack Index（DCI）を提案した．DCI については， 3×3のセルを

対象に，各セルの斜面勾配についての標準偏差が地震後に 2 度以上増加した場合の中心のセルを求め，そのセ

ルの集中度合いを半径 10 m 内のカーネル密度として算出することにより表した（図 1）(Yamaguchi and Kasai,

2022)． 

 次に，DCI と地震後の斜面崩壊との関連を，崩壊発生に関わる他の因子とともに Weight of Evidence 法 

(WoE) とランダムフォレスト (RF)を用いて評価した．崩壊危険度評価モデルに DCI を取り入れることによ

るモデルの精度の変化については，ROC-AUC 値を求めて調べた．モデルの説明変数には，DCI に加えて，

地震直後の斜面勾配，平面

曲率，断面曲率，CTI，斜面

方位，震源断層からの距離，

PGA (本震時)，総日雨量 (6

月 19日から 29日)を選択し

た．応答変数は，地震後に発

生した表層崩壊の発生 

(=1) と非発生 (=0) とし

た．モデルには，対象範囲か

ら「発生」と「非発生」のセ

ルが同数となるようにラン

図 1：(a) LiDAR計測データから作成した地震前と直後の勾配図, (b) 地震前から直後にわ

たり勾配標準偏差の変化量(𝜎𝑠 𝑐ℎ𝑔)が 2度以上を示したセル, (c) DCI値の分布図
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ダムに抽出したセルからなる 10 通りのデータセットを用いた．各データセットに含まれる「発生」と「非発

生」のセルについては， 7 割のトレーニングデータと 3 割のテストデータに各々ランダムに振り分けた． 

4. 結果と考察

WoE と RF のモデルから，DCI は崩

壊発生との関連が強く，地震後の崩壊発

生場の推定に最も重要な因子であるこ

とが示された（図２）．従って，対象地に

おいては地震後に地震亀裂の分布に着

目する意義は大きいことが分かった．な

お，今回使用した LiDAR 計測データで

は， 1 m-DEMの作成に対してグラウン

ドポイント数が不十分である範囲が存

在し，その範囲には地震後に発生した崩

壊の 2 割が位置していた．この範囲では

亀裂の出現を的確に表現できなかった

ことから，DCI の重要度はまだ過小評価

されている可能性がある．また，DCI を

含んだモデルは，含まない場合と比べ

て，精度の向上はわずかであった（表

１）．これは，全ての地震亀裂が的確に DCI

値に反映されなかったことに加え，PGA

が大きかった範囲の尾根部に DCI 値が高

かった箇所が出現する傾向にあったこと

が理由として挙げられる．すなわちモデル

では，説明変数の他の因子の組み合わせにより，DCI の不在を補うことが出来たと考えられる．おそらくこの

補う役割は，表層崩壊が対象であるため可能であり，亀裂が地下に水を供給することで土塊の移動が促進する

斜面（例えば地すべり）が多く含まれる範囲では，DCI が因子に含まれないモデルの精度は低くなると予想さ

れる．今後はより高精度の LiDAR データを用い，周辺の地質の異なる地域にて複数の崩壊タイプを対象とす

ることで，地震亀裂と地震後の崩壊危険斜面との関係をより明確に示すことが出来るようになると考える． 
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図 2： RFモデルによる各因子の地震後崩壊発生に関わる重要度 

DCI: dense crack index, Slp: 斜面勾配, PlC: 平面曲率, PrC: 断面曲率, 

CTI: compound topographic index, Asp: 斜面方位. DtF: 布田川断層か

らの距離, PGA: 表面最大加速度, Rain: 総日降雨量 

表 1：各モデルの ROC-AUC値 

＊10データセットの平均値 

トレーニング テスト トレーニング テスト

WoE 0.891 0.890 0.868 0.867

RF 0.999 0.999 0.997 0.997

DCIあり DCIなし
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航空レーザー測量の標高差分解析における誤差要因と土砂量推定への影響： 

阿蘇火山の火山灰被覆斜面における事例 

愛媛大学大学院農学研究科 ○木村 誇

1. はじめに

航空レーザー測量の普及により複数時期の測量実績がある地域も増えている。これにより，豪雨や地震といった大規模な

イベント前後の測量データをつかって2時期の標高差分を求めることでマスムーブメントや掃流運搬による生産土砂量や移

動土砂量が見積れるようになった。しかし，レーザー測距の計測誤差や地震に伴う地表変位など土砂移動現象以外の要因の

影響を明示的に取り扱って移動土砂量を見積った事例は少なく，

実際の移動土砂量に対してどの程度過大な（あるいは過小な）評価

となっているかは必ずしも明らかではない。そこで本研究は，2016

年 4 月 16 日に発生した熊本地震（Mj7.3）によって斜面崩壊が群

発した阿蘇火山西部を対象に，地震前後の数値標高モデル（DEM）

を作成して標高差分解析を行い，差分値の分布の特徴などから誤

差の要因を明らかにしたうえで，斜面崩壊による移動土砂量の推

定に及ぼす影響を定量的に示すことを目的とした。 

2. 対象地域と解析に使用した航空レーザー測量データ

阿蘇火山周辺でこれまでに行われた航空レーザー測量のうち，

2013 年 1-2 月と 2016 年 4-5 月に行われた測量データを地震前と

地震後の標高値として解析に使用した。2時期の測量範囲が重複す

る阿蘇カルデラ西縁部（南阿蘇村河陽周辺）の約 45 km2の領域に

ついてみると，測量実施日は地震前が2013年1月15日と23日，

地震後が本震から6日後の2016 年 4月 22 日であった。これらの

測量実施日のあいだ（約 3 年 3 ヶ月間）に顕著な地形変化を引き

起こしたイベントは熊本地震のみである。 

表-1 に地震前後の測量データの計測諸元を示す。フィルタリン

グ処理後のグラウンドデータの取得点密度は地震前で1.9 点/m2，

地震後で4.3 点/m2であったため，どちらも1m メッシュ DEM を作

成するのに十分な密度の地盤高情報をもつと判断した。 

3. 解析方法

3.1  数値標高モデルの標高補正と標高差分解析

2013年1月15，23日と2016年4月22日の測量データを用いて

地震前後の1mメッシュDEMを作成した。熊本地震の震源断層周辺

では，地震直後に広域で地表変位が現れており（例えば，Himematsu 

and Furuya, 2016），航空レーザー測量の点群においても地震前

後の標高値に地表変位に起因したずれが生じていることが報告さ

れている（Scott et al., 2017; He et al., 2019）。筆者が作成

した 1m メッシュ DEM の標高差分解析においても概ね±1m 未満の

比較的小さな標高変化量が広域に表れることが確認できたため

（図-1），標高補正を行った。以下，2013年と2016年の測量デー

タから作成したものをそれぞれ地震前DEM，地震後DEMとし，地震

後DEMに標高補正を施したものを補正済み地震後DEMと表記する。

標高補正の手順については4.1節で詳しく述べる。 

3.2  地震時の斜面崩壊による移動土砂量の算出 

地震前後のDEMから作成した傾斜量図と陰影起伏図，オルソ画像，標高差分値の分布図を用いて，高野尾羽根溶岩円頂丘

（以下，TLD とする）で発生した崩壊地を判読した。まず，斜面崩壊による変動領域全体を囲むポリゴンを作成し，次に標

高差分値の分布をもとに標高低下が卓越する発生域と標高上昇が卓越する堆積域に分割した。発生域ポリゴンと堆積域ポリ

ゴン内に含まれる標高差分値について，誤差の伝播を考慮して設けた閾値（±0.377 m）を超える値を合計して見かけの侵食

量Veと堆積量Vdを算出した。 

表-1 航空レーザー測量データの計測諸元 

計測諸元 地震前 地震後 

測量期間 

(対象地域の測量実施日) 

2013年1-2月 

(2013/01/15,23) 

2016年4-5月 

(2016/04/22) 

オリジナル・グラウンド

データの取得点密度 

5.5・1.9点/m2 12.2・4.3点/m2 

基準点での高さ精度 

(残差の平均±SD，RMSD) 

0.040±0.041 m, 

0.058 m 

-0.017±0.023 m,

0.028 m 

データ提供機関 国土交通省九州

地方整備局 

熊本県土木部砂

防課 

図-1 地震前後のDEMの標高差分値の分布

（中央の黒枠は標高補正を行った1.6 km2プロットを示す）
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4. 結果と考察

4.1  標高補正の有無による標高差分解析結果の比較

図-1 に示した地震前後の DEM の標高差分値の分布を詳しくみる

と，中央部では数十 cm 程度の負の差分値が連続的に分布している

のがわかる。この領域では干渉SARで最大50 cmほどの沈降が捉え

られていること（Himematsu and Furuya, 2016）から，この負の差

分値は地盤の沈降を反映したものと考えられる。一方，それより南

側の広い範囲では正の差分値が現れているが，特に南向きから西向

きの斜面で差分値が大きくなっていることを踏まえると，この領域

（地表地震断層の南側）で卓越する右横ずれによる南西方向への水

平変位によって生じた標高差分ではないかと考えられる。 

図-2にTLDを含む1.6 km2プロット内の標高差分値を比較した結

果を示す。崩壊地などを除く不動域（1.38 km2）の差分値は平均で-

0.450±0.379 mとなり，ヒストグラム上でも負の系統誤差が含まれ

ているのがわかる（図-2c）。そこで地震時の地表変位により地震後

DEMには高さ方向に-0.450 mのずれが生じていると仮定し，各メッ

シュに一律-0.450 mの標高補正を施した。その結果，不動域の差分

値はゼロに近づき（平均で0.033±0.377 m），差分値の分布の広が

りも小さくなった（図-2b,d）。 

4.2  各種の誤差要因が移動土砂量の推定に及ぼす影響 

熊本地震によりTLDでは5箇所で斜面崩壊が発生していた。この

うち西向き斜面で発生した最大規模の崩壊地（C-1）は移動体が3方

向に分かれて山麓斜面を流下していることから（図-2a,b），ほぼ同

時に発生した3つの崩壊地の滑落崖が連なったものと考えられる。

そこでC-1については1つの崩壊地とみなした場合と3つの崩壊地

に分割した場合の両ケースで Veと Vdを算出した。図-3 に崩壊地ご

とのVeと Vdの関係を示す。2016 年の測量実施日は本震から6日後

で崩壊堆積物の侵食や人為改変がまだほとんど生じていないこと

を考えると，VeとVdはほぼ同量になると予想されるが，土砂量1万

m3未満の小規模な崩壊地（C-2,C-4）では両者が乖離する結果となっ

た（C-2ではVdがVeの約1.5倍，C-4ではVdがVeの約0.5倍）。こ

れら2つの崩壊地は他と比べて崩壊深が浅く崩壊堆積物の厚みも薄

いため，差分値の誤差が土砂量の推定結果に及ぼす影響も大きいこ

と，また，他と比べて流動性が低く崩壊の発生域と堆積域が重なる

ことで標高差分値から得られる深度や厚みが部分的に過少評価と

なってしまうこと，の2つが原因と考えられる。一方，土砂量1万

m3以上の大規模な崩壊地ではVdがVeの±0.1倍未満であったことか

ら，崩壊に伴う見かけの移動土砂量の「嵩増し」あるいは「嵩減り」

効果はほとんどなかったと考えられる。流動性の高い火山灰土層の

崩壊の場合，移動土砂量は発生域の侵食量か堆積域の堆積量のいず

れかで精度良く見積もれるのではないかと考えられる。 

図-4に崩壊地の面積と移動土砂量の関係を示す。既往研究の関係

式（Guzzetti et al., 2009）と比較すると，崩壊地全体の面積でプ

ロットした場合（青と赤の×）に関係式からの乖離が顕著になる。

関係式と最も近いのは，斜面崩壊の発生域の面積と侵食土砂量Veを

プロットした場合であった（緑の＋）。 

【謝辞】本稿には平成 28 年度文部科学省熊本地震復旧等予備費事

業と科研費研究課題（JP17H03303）の成果の一部を用いた。解析に

使用した航空レーザー測量データは国土交通省九州地方整備局な

らびに熊本県土木部砂防課より提供いただいた。 

図-2 地震前後のDEMの標高差分値の分布 

（地震後DEM－地震前DEMの結果を（a）、（c）に、補正済

み地震後DEM－地震前DEMの結果を（b）、（d）に示す） 

図-3 崩壊地ごとの侵食量Veと堆積量Vdの関係 

図-4 崩壊地ごとの面積と土砂量の関係 
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水理地質特性とテフラ層厚等を踏まえた斜面リスク評価 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○小西拓海，大塚智久、横尾公博、宮田直樹、高瀬蔵

国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 中村洋祐、本間雄介、中村香也

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、

厚真町では多数の斜面崩壊が発生した。斜面崩壊の過半

数が、急傾斜地崩壊危険箇所の指定外である 30°以下の

緩斜面において発生しており（図 1）、傾斜量以外の危険度

評価指標の確立が望まれている。本検討では、以下に示

す崩壊の特徴に着目し、「テフラの層厚」及び当該斜面の

「水理地質特性」を踏まえた評価指標を抽出し、崩壊斜面

と非崩壊斜面との分離性の有無や評価指標としての有効

性を検討した。 

○表層に堆積するテフラ（粗粒軽石）層が崩壊の主体で、

テフラ層厚が厚い箇所に崩壊が集中する傾向がある。

→テフラ層厚分布図を地形条件に則して更新し、テフラ

層厚が危険度評価に適用可能かを検討した。

○0 次谷など集水地形を呈する箇所で崩壊が多い傾向が

あり、流動性の高い崩壊物が多数認められる。

→厚真川流域の地下水面図を地形解析等にて作成し、

地下水指標(本報告では集水面積を使用)が危険度評価

に適用可能かを検討した。

 
全ﾒｯｼｭ：厚真川流域を 10m 格子で区切った検討単位 

非崩壊ﾒｯｼｭ：全ﾒｯｼｭのうち、崩壊地と重ならないﾒｯｼｭ 

崩壊ﾒｯｼｭ：全ﾒｯｼｭのうち、崩壊地と重なるﾒｯｼｭ 

2. テフラ層厚分布の適用性検討

2.1 テフラ層厚分布状況と検討方針

厚真川流域の基盤岩は

主に新第三系の堆積岩で、

これらを恵庭岳と樽前山等

を噴出源とする複数の降下

テフラが被覆している。この

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

体であり、本地域ではそれ

ぞれ最大 100cm 以上の層

厚を有する。地震により生じた斜面崩壊は、上記 2 枚のテ

フラ層が厚く堆積する地域で多発しており(図 2）、テフラ層

厚は斜面崩壊のリスク評価指標として有効であると考えられ

る。しかし、既存のテフラ層厚分布図は、テフラの分布が良

好な地点などをもとに作成されたものであり、地形状況や堆

積後の侵食・再移動等は考慮されておらず、現在のテフラ

層厚分布とは乖離があることが多い（図 3）。そこで、斜面の

傾斜量とその地点におけるテフラ層厚との関係に着目して

現地調査を行い、傾斜量に応じたテフラ層厚分布図を作

成した。 

図 3 当該地域の模式断面図 

左)既存のテフラ層厚分布図を反映 右)実際のテフラ層厚分布 3) 

2.2 テフラ層厚分布の更新 

現地調査は、堆積時のテフラ層厚が比較的厚い範囲を

対象とし、噴出源からの距離や地形状況を踏まえ A・B・C

の 3 地区に区分した。各地区概ね同じ地点数での観察を

実施し、計 78 箇所のテフラ層厚（Ta-d）と傾斜量データを

収集した（図 4）。 

図 4 調査地点と調査状況 

その結果、傾斜量 35°以下の斜面では、地点毎のバラ

ツキがあるものの、既存等層厚線と現地層厚は概ね一致し、

傾斜量と層厚の相関は明瞭ではない。一方、傾斜量が

35°以上となるとテフラ層厚が急激に減少する傾向（明瞭

な負の相関）が認められた（図 5）。この結果を踏まえ、既存

のテフラ層厚分布図を基に傾斜量 35°以上の斜面につい

てはテフラ減衰率 46.7(cm/°)により層厚を減衰させたテフ

ラ層厚分布図を更新した（図 6）。

図 5 Ta-d 層厚と傾斜量との関係 

30°以下の斜面で 
崩壊が多発 

図 2 崩壊地とテフラ層厚マップ 1)2) 

傾斜量 メッシュ数 割合
～30° 219142 0.57
30°～ 164793 0.43

約 6 割 

図 1 傾斜量ごとの該当メッシュ数 
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図 6 テフラ分布図 左）既存テフラ分布,右）減衰率適用後 

2.3 斜面崩壊とテフラ層厚分布との関係性検討 

当該地域の崩壊類型は①0 次谷型、②側壁型、③平滑

斜面型、④尾根型、⑤岩盤すべり等に区分できる。代表的

な崩壊類型である側壁型と 0 次谷型とでテフラ層厚（更新

後）と崩壊発生数を比較すると、側壁型はテフラ層厚と崩壊

発生数に明瞭な関係が認められないが、0 次谷型はテフラ

層厚 140cm を境に崩壊発生数が急激に増加する（図 7）。

これは、側壁型が Ta-d や En-a の層厚が薄い谷側部 4)で

も発生しているという現地状況と整合する。0 次谷型のよう

な崩壊土砂量が相対的に多い崩壊の危険度評価を行うに

あたっては、傾斜量を鑑みたテフラ層厚分布図を用いるこ

とで崩壊斜面と非崩壊斜面を分離できる可能性がある。 

図 7 崩壊形態別に見たテフラ層厚と崩壊発生頻度の関係 

3．地下水の適用性検討 

3.1 地震発生時の地下水状況と検討方針 
地震発生前 3 ヶ月間の累積降雨量は約 600mm と例年と

比較し 200mm ほど多い状況にあった。また、崩壊土砂は高

含水状態の軽石や流動化した土砂などもみられ、地下水

が崩壊に寄与していたことが示唆される(5。勝見(１９８７)で

は厚真川流域と同様のテフラ堆積域にて地下水観測を実

施しており、降雨等により地表付近まで地下水位が急激に

上昇することを確認している 6)。この結果を鑑みると、地震

が発生する直前の厚真川地域も先行降雨により地下水位

が高い状態であったことが予想される。そこで、地形解析と

地下水観測をもとに上記状態を再現した地下水面を作成し、

崩壊斜面と非崩壊斜面の分離可否を検討した。 

3.2 地下水面の作成 

地下水面図の作成は以下の流れで検討した（図 8）。 
(ⅰ) 地形解析から源頭部を抽出し、水系網を作成。 
(ⅱ) 地形解析から尾根部を抽出し、地下水観測結果よ

り、尾根部の水位標高を設定。

(ⅲ) 水系網と尾根部間を自然近傍法で内挿補完。 
地下水観測は厚真川流域内の未崩壊斜面を対象に計 8

箇所で実施した。結果、融雪期や日降雨量が 40mm を超え

るような時には、GL-2ｍ付近（テフラ層以浅）まで水位が上

昇する状況を確認した（図 9）。この結果をもとに尾根部の

水位標高を設定した。 

図 8 作成する地下水面のイメージ 

図 9 地下水観測結果（ハビウ地区） 

3.3 斜面崩壊と地下水指標との関係性検討 

地下水面を基に累積流量（Fa≒地下水の集水面積）を

算出し、崩壊メッシュと非崩壊メッシュごとに頻度分布を比

較した（図 10）。その結果、崩壊メッシュの頻度分布は「300

～400m2」を頂点とする左右対称な分布を示す一方、非崩

壊メッシュは「0～100m2」を頂点とする右肩下がりの分布を

示した。これは、崩壊した斜面は Fa と有意な関係があり、

Fa が「300～400m2」の場合に最も崩壊リスクが高くなること

を示している。このことから、地下水面を基に算出した Fa を

斜面リスク評価指標とすることで崩壊斜面と非崩壊斜面を

分離できる可能性がある。 

図 10 地下水面指標と崩壊メッシュとの関係 

4. おわりに

テフラ層厚と地下水面を基にした累積流量に着目し、斜

面危険度評価の指標として適用可否を検討した。結果、と

もに崩壊斜面と非崩壊斜面を分離できる可能性があった。

今後、従来指標（傾斜量、曲率等）間との独立性を検証し、

リスクマップへの適用可否を検討していく。
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地震による大規模崩壊の発生に関する因子 
-強震動・PGA・PGV・震動エネルギー・震度からみた要因の検討-

○林 拙郎(静岡大(客員))・川邉 洋(新潟大学名誉教授)

１．はじめに 

地震性の被害の分析において，当初最大加速度（PGA）を用いた方法が主であったが，その後，エネルギ

ーや，最大速度（PGV）に着目した分析に向かっている。斜面崩壊においても，強震動によるエネルギー（以

下，震動エネルギー法）を崩壊因子とした研究がまず川邉（2015，2016）によって採り挙げられた。筆者ら

は，2017 年の防災科研研究集会における土井・川邉のコメントより，強震動の最大速度（PGV）に着目し，

計測震度が最大加速度（PGA）と最大速度（PGV）に強く関係することを武村（2008）において見い出した。

この方法は大規模崩壊因子の主要因として計測震度

の因子（以下，震度因子法）を用いることにある。 

以下では，強震動の崩壊因子に対して川邉のデータ

を再検討し，震動エネルギー法と震度因子法より考察

したので報告する。 

２．震動エネルギー法と震度因子法 

2.1 震動エネルギー法（川邉の提案法）

川邉（2016）は，宇津（1977）の地震波動のもつ歪

みと運動エネルギーを崩壊規模の算定に適用した。 

一波長の平均エネルギーE1： 

E1＝(1/2)ρ(ωA)2＝(1/2)ρv 2 

ρ：土塊密度，ω：角周波数，A：変位振幅 
v：地表でのピーク速度（振幅）（PGV） 

一波長以外に継続時間 td 内の平均エネルギーを考慮すると，継

続時間の波長エネルギーEt： Et＝(1/2)ρv2td 
これより，崩壊量 V は次の関数となる。 V=fk (v2td)  

2.2 震度因子法（武村の計測震度因子による） 

武村（2008）は次のような計測震度式 I を示した。 I=log (av)+2 
a：地表でのピーク加速度（振幅）（PGA） 
v：地表でのピーク速度（振幅）（PGV） 

上式は，周期 1～2s 以下の被害の実態に対応し，かつ気象庁の計測

震度に整合しているとした。ここで，因子 av は武村の震度式の主

要部である。表層崩壊であれば，加速度（a：PGA）の影響が大で，

深層崩壊であれば，速度（v：PGV）の影響が大と考えられる。ここ

で震度因子（av）の影響を拡張し，大規模崩壊に対する崩壊因子と

して amvn を設定すると，これより，崩壊量 V は次式で表される。 
崩壊量 V： V=fh (amvn) m, n：べき数 

３．強震動データの推定法 

図-１は，大規模崩壊の崩壊量 V と振動エネルギー v2td の関係を

示した川邉(2015)の関係図である。図中の東竹沢のデータが曲線

と外れているが，これは，新潟県中越地震時の東竹沢崩壊地より

少し離れた小千谷の震動データを用いたためとみられ，図-2 の東竹沢崩壊地（図中の×印）の等加速曲線

から推定した。加速度が求められると，周辺の値の加速度・速度データより図-3 の関係が得られているの 

図-１ 崩壊量 V と震動エネルギーv2td の関係
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図-2 新潟県中越地震の加速度分布
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で速度が推定される。同様

に継続時間 td と加速度につ

いても図-4 のような関係が

認められ，強震動の継続時

間 td も求めらる。

3.1 東竹沢強震動推定結果 

これらの推定データを用

いて東竹沢を再プロットし

た点が図-5 の(推)東竹沢で

ある。この点は以前より，他のデータに接近している。 

この時点で求められた速度 v，加速度 a，震度因子 av と崩

壊量 V に関する関係を示したものが図-6 である。図中の直線

はそれぞれの両端を結ぶものである。この図-6 をみると，

(推)東竹沢のデータは直線に接近しているが，台湾集集地震

時の九份二崩壊地に対し，九份二南の地震データが大きく外

れている。実際には，さらに他のデータに対しても，崩壊発

生地に対し，地震計が離れすぎていたり，異常に突

飛なデータがあり，それに対して，東竹沢と同様な

方法で，近くの地震計から推定を行った。 

3.2 崩壊地強震動の最終推定結果 

こうして，大光包と草嶺を除く他のデータについ

て見直しを行い，推定したデータを示したものが図-

7（震動エネルギー法）の崩壊規模の上限（巨大規模），

下限（大規模）を示す図である。一方，図-8 は崩壊

量に関する各震度因子 avn の関係を示したものであ

る。結果は n=1/2 が最良のようである。この関係は，

震度因子の値によって大きく変化し，次の範囲にあることが，

データの見直し途中でみられた。 

崩壊量に関わる因子： a1/3v～av1/2

今回，提案した震動エネルギー法と震度因子法は，今後，地

震性の大規模崩壊の解析に有効に利用されると考えられる。 

引用・参考文献  

秦吉弥，王功輝，釜井俊孝，末峯章，野津厚(2012)：日本地す
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の地形・地質特性，平成 18 年度砂防学会発表会概要集，18-

19. 川邉洋(2016)：土砂災害の規模と地震特性－加速度・速
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図-5 図-1 の東竹沢を推定した結果 

1.0E+04

1.0E+05

1.0E+06

1.0E+07

1.0E+08

1.0E+09

1.0E+04 1.0E+05 1.0E+06

崩
壊

量
V

(m
3 )

v2td

(推)東竹沢

九份二（九份二南）

葉ノ木平

草嶺

荒砥沢

図-3 新潟県中越地震での加速
度と速度の関係 

図-4 新潟県中越地震での加速度と 
継続時間の関係 
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Methodology for the implementation of a Japanese technique adapted to the national reality for the 

elaboration of a simplified mapping of areas susceptible to the occurrence of debris flows in Brazil, aiming at 

the installation of SABO structures 
Rafael Pereira Machado1,2, Douglas Leite Figueira3, Érica de Souza Freitas3, Érico de Castro Borges2, Karinna de Aquino Paz3, Pedro de Paiva 

Youssef2, Pedro Santana Peregrini3, Roberta Alves de Morais4, Rodrigo de Morais Balduino Arrais de Oliveira2, Yosuke Nishio5 
1Coordinator, 2Brazilian National Civil Protection Agency, 3Nova Friburgo & 4Teresopolis Municipal Administration, 5Yachiyo Engineering Co.,Ltd 

1. Introduction

Brazilian Government and JICA signed the “Project
to Improve Technical Capacity in Structural Measures 

against Gravitational Mass Movements with a Focus on 

Building Resilient Cities in Brazil”, named SABO 

Project. It aims to develop a technical manual of 

guidelines for projects elaboration and the construction, 

maintenance, and operation of Sabo structures.  

Within this Project, Brazilian team works on an 

adaptation of the JICA Project proposal methodology for 

the simplified mapping of areas susceptible to the 

occurrence of debris flows, more suited to the technical 

and financial reality of most Brazilian municipalities, 

that have no funds to acquire ArcGIS licenses and few 

knowledge to deal with foreign data and languages. 

Public administrations in Brazil are used to deal with 

insufficient financial resources for constructing all 

necessary infrastructure. Thus, a technical prioritization 

system is important for the decision-making process, 

contributing to an optimized budget execution. 

It is important to highlight that this work aims to 

provide a mapping of potentially suitable locations for 

the implementation of Sabo structures, and is not, and 

does not replace, the regular risk mapping process, dealt 

with in the GIDES manual, which is still required. 

2. The JICA project proposal methodology

Using ArcGIS software, the slope of the thalwegs is 

used to define hazard areas. The upstream sections in 

mountainous regions with a slope equal or above 10° 

correspond to the area of debris flow generation. The 

sections with a slope under 10° and above, or equal to, 2° 

correspond to the deposition area, indicating the 

potentially affected area. Sections with a slope of less 

than 2º correspond to unaffected areas.  

The thalwegs lines are obtained from a Digital 

Elevation Model (DEM) from 3D ALOS World images, 

with a spatial resolution of 30 meters. The hydrology is 

extracted using a mesh parameter of 72 pixels (72 x 30m 

x 30m = 64,800m², or 0.0648 km²). The thalweg lines are 

converted into points that extract the slope degree of the 

respective location. Each point is assigned with a color 

according to its inclination: red within the debris flow 

generation section; green within the debris flow 

deposition section and blue within unaffected section. 

NASA’s Downscaled Population Base Year and 

Projection Grids Based on the Shared Socioeconomic 
Pathways is used to select relevant thalwegs to work on, 

according to higher demographic concentration.  

Moving from mountain to city direction, for the 

hazard area delimitation, the most upstream point to be 

selected is the first green one after a red point, and the 

furthest downstream point is the last green point before 

three consecutive blue points, or the last point to have a 

respective basin area of less than 5.0 km2 (based on 

historical data related to debris flow occurrences in Japan, 

these types of events occur mainly in basins with areas 

between 0.05 km² and 5.0 km²). All intermediate points 

are also selected, and a 50 m buffer is generated around 

these points - distance set based on the actual conditions 

of debris flow occurred in the disaster of January 2011. 

This polygon is defined as the hazard area. 

Figure 1-Risk polygon definition 
In each of these polygons, the population is 

estimated based on existing buildings (considering 4.2 

habitants per building), and other targets of interest, such 

as hospitals and schools, are counted.  

A method of summing numerical deviations is used 

to obtain a prioritization number for the areas of 

influence considering the population and the quantified 

targets of interest. Then, hazard areas are classified into 

a priority ranking used in decision-making processes. 

3. The adaptation of The JICA project proposal

methodology for Brazil

The adapted method is composed by five steps: 1. 

Images Pre-processing; 2. Hazard area polygons 

identification; 3. Population estimation; 4. Prioritization 

of influence areas; and 5. Management. Unlike the 

Japanese method, all geoprocessing work is performed 

using Quantum GIS software. 

3.1. Images Pre-processing. 
For all images and other GIS data to be used, it is 

adopted the official Brazilian datum, SIRGAS 2000.  It 

is also required the use of UTM Coordinates System for 

the hydrology and slope map elaboration process. 

3.2. Risk polygons identification. 

The JICA project proposal methodology is applied. 

3.3. Population estimation. 
Shapefiles of the boundaries of urbanized areas and 

official data from the Brazilian census are used. Census 

information is accurate and reliable, but it doesn’t 

provide populational spatial distribution of each sector. 

Urbanized areas polygons shapefile shows where 

people live inside of each census sector, however, 

populational data is not available in this shapefile. Thus, 

a geospatial intersection between both layers is required 

to transfer populational data among them. 

Urban density is obtained by dividing the 

population data by the sum of the extensions of the 

urbanized areas within each census sector. 
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The resulting urbanized areas shapefile (with the 

calculated urban density) is then intersected with the 

hazard areas shapefile, generating a layer that contains 

parts of urbanized areas within each hazard area.  

The population estimated in each urbanized area 

part inside of each hazard area is obtained by multiplying 

their respective urban density and area extension. 

The total estimated population living within a 

hazard area is finally obtained by summing the 

population estimated in each inner part of urbanized area. 

3.4. Prioritization of hazard areas. 
Four different approaches were considered: 1) 

Simple sum; 2) Weighted sum; 3) Normalized sum; and 

4) Deviations sum (JICA Project method). The formulae

are presented below, considering P – Estimated

Population; H – Hospitals; S – Schools; D – Disasters

Occurrences.

1) Simple Sum(SS): P + H + S + D;

2) Weighted Sum(WS): P + 500 . H + 250 . S + 100 . D;

3) Normalized Sum(NS):  4 . Pn + 3 . Hn + 2 . Sn + 1 . Dn;

Pn, Hn, Sn, and Dn are normalized numbers calculated

from: Xn =
(Xi – Xmin)

Xmax – Xmin
 , where: Xi is the value

correspondent the ith hazard area; Xmin is the lowest 

value within all hazard areas; and Xmax is the highest 

value of all hazard areas. 

4) Deviation Sum(DS): Pd + Hd + Sd + Dd, where Pd, Sd,

Hd and Dd are obtained by: Xd =  (
10(Xi − µx)

σx
) +  50, 

where: Xi is the value correspondent the ith hazard 

area; μx is mean value; and σx is the standard 

deviation for all hazard areas.  

Higher values correspond to potentially higher priority 

for the implementation of SABO structures.  

3.5. Management. 

Discussions about additional criteria to be 

considered in the decision of where to install the Sabo 

Barriers, and how to prioritize them, took place during 

the Sabo project.  Besides the parameters considered at 

the “Prioritization of hazard areas” the following stand 

out: 1) Data from previous disasters (precipitation, 

spreading area, casualties, affected households, amount 

of damage and affected infrastructures); 2) Existence of 

works; 3) Feasibility of land use; 4) Specific factors that 

make it difficult to build SABO dams; 5) Existence of 

request from the city council for the construction of 

SABO dam; 6) Specific factors that prioritize that area. 

3.6. Results 
To compare the different prioritization methods 

used in the adapted methodology, the Deviation Sum 

approach was used as a reference. For Teresopolis city´s 

top 20, 60% of the areas of influence prioritized by the 

Simple Sum method were also in the top 20 of the 

reference approach. The Weighted Sum method obtained 

80% of correspondence, and the Normalized Sum, 90%. 

For the top 30 (table 01), the Simple Sum adherence 

increased to 70% and both the Weighted and Normalized 

Sum reached 100%. Despite the high level of 

correspondence, it is important to note that the ranking 

order varies between different methods. The order that 

most closely matches the reference approach (Deviation 

Sum) is that of the Normalized Sum.

Table 01: % comparison of overall adherence among all approaches tested: 
Nova Friburgo city (%) Teresopolis city (%) 

DS NS WS SS DS NS WS SS 

JPM 47 50 50 50 53 53 53 50 

DS - 87 83 70 - 100 100 70 

NS 87 - 100 83 100 - 100 70 

WS 83 100 - 83 100 100 - 70 

SS 70 83 83 - 70 70 70 - 

Regarding the comparison between the results of 

the JICA Project proposal methodology and the 

adaptation, it is observed that all four approaches were 

similar (47 to 53%). Better adherence was expected, 

however occasional differences in the process of 

delineating hazard areas made it unfeasible to quantify 

and to compare some individual results, affecting the 

final priority ranking. Eventually, a single polygon 

mapped by the Japanese team was represented as two or 

three different ones by the Brazilian team and vice versa. 

Another aspect to be considered is the difference between 

the population estimation procedure used in both 

methods.  

4. Conclusion

All the steps foreseen were fulfilled for the 

simplified mapping process of areas susceptible to the 

occurrence of debris flows, using Quantum GIS and 

adapted approaches. Additionally, the existing 

population living in all hazard areas was estimated and 

served as the basis for calculating the priority number. 

The Brazilian approaches of Deviation Sum and 

Normalized Sum were 100 % equivalent, when the 

overall 30 first positions are observed, but with internal 

positions variations. In relation to JICA Project proposal 

methodology, all prioritization methods had an overall 

similarity in adherence from 47 to 53%. 

A relevant part of the results had a promising level 

of adherence when compared with JICA Project proposal 

methodology results, despite the lower level of 

adherence identified. It is understood that it is a valid 

method from a technical and financial point of view for 

municipalities, and that the definition of technical 

priorities is effective for budget allocation. Thus, the 

studies and work must continue to improve the 

adaptation method. 

Additionally, differences identified within the risk 

areas mapping process, reflect the need of higher level of 

understanding and further training of the methodology by 

Brazilian team working in the Sabo Project. 
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ブラジル国の土砂災害特性と土石流対策の能力向上にむけて 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○西尾陽介 溝口昌晴 下大迫博志 竹島秀大 後藤宏二 

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 嶋丈示 

株式会社建設技術研究所 吉田圭佐、株式会社建設技研インターナショナル 中村直登

１．はじめに 

ブラジル国の都市部及び都市近郊地域では、都市の

拡張により斜面や谷出口等の土砂災害危険地域への住

宅立地拡大が進んでおり、土砂災害による被害が拡大

している。2011年 1月には、リオデジャネイロ州で豪

雨による土砂災害とフラッシュフラッドが発生し、行

方不明者約 400 名、死者 900 名を超え、約 2 万人が家

を失うというブラジル史上最大の土砂災害が発生した。 

ブラジル政府は、この災害を契機として多年度計画

プログラム「災害リスク管理・対応プログラム」を策

定し、現在も継続されている。これまでの取組で斜面

崩壊災害に関するリスク評価や早期警報発令及び構造

物対策等の手法はマニュアル化されているが、土石流

構造物対策に関する知識や経験が少なく、技術基準が

策定されていない状況にある。 

本報告では、ブラジル国の土石流発生特性を明らか

にした上で、ブラジル国での土石流対策能力の向上に

むけた日本の技術協力（JICA プロジェクト）について

報告する。 

２．ブラジル国の土砂災害特性 

2.1これまでに発生した土砂災害 

ブラジルでの最も古い土砂災害記録は、1928年にサ

ンパウロ州サントス市で発生したものであるが、80 人

の犠牲者があったという情報の他は、詳細な記録は残

っていないi。近年発生した代表的な土石流災害は、2011

年 1 月にリオデジャネイロ州の山岳地域にあたるノバ

フリブルゴ市、ペトロポリス市及びテレゾポリス市で

発生した災害である。中でもテレゾポリス市では、雨

期に入ってから 100mm/日を超える降雨が複数回記録

されており、2011年 1月災害時にプリンシペ川等で大

規模土石流が発生し、572人の死者行方不明者が出た。 

2.2土砂災害発生地域の特性

ブラジル国の自然災害に関する統計データであるブ

ラジル災害デジタルアトラスの 1991年から 2021年ま

での土砂災害の発生件数を分析した結果、ブラジル南

東部地域のサンパウロ州、ミナスジェライス州、リオ

デジャネイロ州が際立って多く、次いで南部地域のサ

ンタカタリーナ州、南東部地域のエスピリトサント州

で多い。これらの州はいずれもブラジル国の南東部か

ら南部にかけての Serra do Marと呼ばれる山岳地域に

位置する州であり、土石流災害リスクが高い。

2.3土石流災害の特性 

2011年 1月災害の土石流発生箇所の調査結果データ

を分析した結果、以下の土石流発生特性が得られた。 

【流域面積】土石流災害は流域面積 0.01km2～5km2の

渓流で発生している。 

【渓床勾配】土石流災害は流域内の最急渓床勾配が

10°以上の渓流で発生している。 

【氾濫状況】土石流の氾濫開始点の渓床勾配は 2˚～

15°の区間で氾濫しており、特に 5˚≦θ<10˚の区間が

多い。また、土石流の到達末端の渓床勾配は 1˚～4°の

図-2 土石流災害の発生リスクが高い地域 

図-1 テレゾポリス市プリンシペ川の土石流災害 
（出典：国家統合省提供） 
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区間であり、特に 2˚≦θ<4˚の区間が多い。 

上記の結果から、ブラジル国の土石流災害の特性は、

日本の土石流と類似した傾向を示すと考えられる。 

３．土石流対策の能力向上にむけて 

3.1簡易リスクマッピング 

これまでの技術協力により、日本の土砂災害防止法

に基づく基礎調査を参考とした土石流災害のおそれの

ある区域を設定する手法は確立されているが、調査に

時間を要している状況にある。しかし土石流の構造物

対策を実施するためには、整備優先度が高い渓流を抽

出する必要があることから、前述の土砂災害特性を踏

まえ、渓流の流域面積、渓床勾配を指標とした GIS に

よる土石流の簡易リスクマッピングを作成した。GIS

を活用することにより、各市政府の技術職員が、土石

流対策事業が必要となる渓流を抽出し、保全対象数に

応じた優先度評価を行うことが可能となった。この優

先度評価結果は、科学的根拠に基づいた土石流対策事

業の必要性を示す説明資料としての活用が期待される。 

3.2構造物対策 

ブラジル国では、発電用、洪水対策、利水を目的と

したダムが設置されているが、これらは砂防堰堤とは

機能や性能が異なるものである。そこで砂防堰堤の呼

称を「Barreira Sabo」（砂防バリア）とすることが本

プロジェクト（SABO プロジェクト）の技術委員会か

ら提案された。本プロジェクトで整備予定の砂防堰堤

は、ブラジル国の土石流が日本と類似した特性を有し

ていることを踏まえ、コンクリート不透過型砂防堰堤

及び鋼製透過型砂防堰堤を計画している。 

今後、日本の砂防堰堤の技術基準を基本とした設計

法に基づき、ブラジル側の技術委員会が中心となって

設計マニュアル案をとりまとめ、パイロット地域での

検証を行った上で、ブラジル国の土石流特性に応じた

土石流対策工の設計手法を確立していく予定である。 

４．おわりに 

ブラジル国では、土石流構造物対策を実施した経験

がほとんどないことから、土石流構造物の計画、設計

及び施工を担える技術者の育成、及び各工程を適切に

管理監督できる行政担当者の育成が必要となる。そこ

で今回の技術協力では、土石流対策構造物の特性、設

計、施工管理、維持管理方法にかかる技術指針を作成

し、技術指針を活用・普及するためのツール及び計画

を策定し、技術移転を進めていく予定である。 

本報告は、JICAプロジェクト「強靭な街作りのため

の土砂災害構造物対策能力向上プロジェクト（SABO

プロジェクト）」及び「統合自然災害リスク管理国家戦

略強化プロジェクト（GIDES プロジェクト）」のとり

まとめ結果であり、土砂災害実績データはブラジル国

地域開発省及びブラジル地質調査所の調査結果を活用

した。また JICA長期専門家の越智氏より多数のアドバ

イスをいただいた。ここに記して感謝の意を表します。 

i W.A. Lacerda, A.L. Coelho Netto, A.M. Sato (2019): Technical report on landslide related disasters in Brazil, Slope Safety 

Preparedness for Impact of Climate Change, ISBN 9780367885533, CRC Press, pp.44-70 

図-3 ブラジル国の土石流災害特性（2011年 1月災害） 

（ブラジル地質調査所（CPRM）調査結果より作成） 

流域面積 

最急勾配 

氾濫開始勾配 

堆積末端勾配 
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土砂災害の恐れのある地区における住民の防災意識向上の取り組み事例 

-福島県石川町における地区防災の取り組み-

石川町役場 鈴木茂彰 

応用地質株式会社 ○大村さつき 貝羽哲郎 木村貴仁 鈴木皐暉 内田知寿 

１．はじめに 
各地で土砂災害防止法に基づく基礎調査の 1 巡目が

完了し、土砂災害警戒区域等を掲載したハザードマッ
プ作成が進んでいる。また、内閣府が平成 25 年から進
めている地区防災計画の取り組みについては、国土交
通省砂防部から令和 2 年に「土砂災害に対する地区防
災計画作成のための技術支援ガイドライン」が公表さ
れている。 
 土砂災害警戒区域等の指定の特徴として、人家が影
響を受ける箇所について指定を行っている。このため、
住民側としては、「避難路として使用する道路の土砂災
害のリスクが把握できない。」「区域指定の範囲と現地
の災害のおそれのある範囲のイメージが合わない。」と
いった状況が生じている。 
 本検討では、それらの解消のため、国土地理院で公開
されている DEM データを利用した事例を紹介する。 

２．実施地区の概要 
対象地は福島県石川町である。石川町は福島県南部

に位置する。1955 年に、旧）石川町、沢田村、野木沢
村、母畑村、中谷村、山橋村が合併することにより発足
し、現状もこれらの旧町村をもとにした行政区が存在
する。今回は山橋地区において取り組みを実施した。 
石川町では、1 巡目の土砂災害警戒区域等の指定が完

了し、急傾斜地の崩壊 61 箇所、土石流 101 箇所、地す
べり 3 箇所が指定されている。しかし、土砂災害警戒区
域等指定の特徴から、限られた斜面にしか指定が行わ
れないことについて、住民から「他にも危険な場所があ
るのではないか」という声が挙がっていた。 
一方、令和元年台風第 19 号により、洪水被害は発生

しているものの、土砂災害については大きな被害とな
っておらず、住民の土砂災害に対する危機意識に課題
がある状況であった。 
また、自主防災組織の取り組みについては、現状開始

したばかりで、石川町としては、今後数年かけて取り組
みを進めようとしている状況である。 

図 1 対象地区（石川町ハザードマップに追記） 

図 2 山橋地区付近の土砂災害警戒区域等指定状況例 
（石川町ハザードマップに追記） 

３．住民の土砂災害に対する防災意識向上の取り組み
検討内容と結果 
 以下に今回の取り組みについてフローを示す。今回
の取り組みでは、まず 1 地区の住民に対し現地合同調
査およびワークショップを実施し、石川町全域に向け
て、防災講演会を開催する形とした。 

資料収集整理・現地調査用図面の作成 

現地調査（ハザード・リソースの確認） 

現地合同調査・ワークショップ内容検討 

現地合同調査・ワークショップ実施、まとめ 

防災講演会の準備・開催（WEB 公開） 

図 3 検討フロー 

3.1 資料収集整理・現地調査用図面の作成 
 石川町で作成された最新版のハザードマップを確認
したところ、今回の取り組み地域においては、小規模な
集落が点在するという特徴があったため、避難路のリ
スク検討が必要であった。このため、「近年の土砂災害
における課題等を踏まえた土砂災害対策のあり方につ
いて」（2020,社会資本整備審議会）に掲載のある、5m メ
ッシュ DEM を利用した危険箇所の確認手法を利用し、
土砂災害警戒区域以外の土砂災害リスクの明示を行っ
た。資料は現地合同調査・ワークショップでも使用した。 
 DEM データは、国土地理院で公開されいているデータ
を使用し、5m メッシュ DEM がある場合は 5m メッシュ
を、無い場合は 10m メッシュ DEM を使用し、GIS ソフト
を用いて斜面勾配 30 度以上となる範囲を示した。 

山橋地区（抜粋） 

石川町 

山橋地区 
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図 4 ハザードマップ（左）と 5m メッシュ DEM を 
利用し、勾配 30 度以上の範囲を明示した図面（右） 

3.2 現地調査（ハザード・リソースの確認） 
 現地調査を行い、住民と現地合同調査を行う場所に
着いて検討をおこない、合同調査時に現地で住民に説
明する内容について、図に整理を行った。 

図 5 ハザード、リソースの確認結果 

3.3 現地合同調査・ワークショップ内容検討 
 現地合同調査（まち歩き）・ワークショップの内容に
ついて、下記のように検討を行った。現地にて土砂災害
警戒区域について丁寧に説明する点が特徴的である。 

表 1 現地合同調査とワークショップ実施内容 
現地合同調査 ワークショップ

内
容

全部の班が、同じ場所で
行い、下記の内容を説明。 
・土砂災害警戒区域等の
範囲の決め方。

・現地での土砂災害警戒
区域等の範囲。

・ハザードマップを見る
ときの留意点。

図の作業に絞り実施。 
・現地合同調査で見てき
た内容をシールや付箋
を使って大判図面にま
とめる。

・各班の自分の地区につ
いて同じように作業す
る。

3.4 現地合同調査・ワークショップ実施、まとめ 
地域住民と共に現地合同調査（まち歩き）とワークシ

ョップを実施した。表 2 に概要を示す。 
表 2 現地合同調査・ワークショップ概要 

1 回目 2 回目 

開催日 11 月 21 日（日） 11 月 28 日（日） 

時間 13:00～15:00 10:00～12:00 

地区 山橋地区（南山形・北山形） 山橋地区（山形・板橋） 

参加者 南山形 7 名、北山形 5 名 山形 7 名、板橋 5 名 

 現地合同調査（まち歩き）とワークショップでは、土
砂災害の経験がない住民が、土砂災害のイメージがで
きるようになり、自分の地域の土砂災害リスクに気づ
くことができるようになることを目的として実施した。
このため、開始前の待ち時間に土砂災害の動画を流し
たり、現地で実際に崖が崩れるとどのように、どこまで
影響が及ぶのかを現地で位置を示しながら説明した。

また、高台に上がり、災害写真と対比して上から斜面を
眺めることで、自分たちの地域の地形は災害が発生し
ている地形と同様であることを認識していただいた。 
一方、DEM を利用した参考図面との比較により、土砂

災害警戒区域等と同じ地形要件があっても、区域の指
定がされていない斜面が数多くあり、自分たちで把握
することが重要であることも認識していただいた。 
現地合同調査は全班同じ箇所であったにもかかわら

ず、その後のワークショップにおいて、住民の方それぞ
れの地区の危険箇所の抽出において、スムーズに作業
を行うことが出来ていた。また、実施後のアンケートに
おいても「現地での説明があったのが良かった。」とい
うご意見を多くいただいた。 

図 6 現地合同調査とワークショップの状況 

図 7 ワークショップ結果大判図面の例 

3.5 防災講演会の準備・開催（WEB 公開） 
 石川町全体の住民に向けて、
防災講演会の開催を検討した。
開催にあたり、町の広報による
周知を行った。周知資料のデザ
イン検討時には、一般の人の目
にも止まりやすくなることを意
識し作成した。

コロナウイルス感染症対策
で、講演会が中止となったため、
今後広く活用することを目的と
して、講演動画を作成し、WEB 上
で公開することとした。  

図 8 講演会周知文 
４．今後の課題 
 今後の課題として、他の地区への水平展開、実施した
地区への今後の継続的な取り組み検討、講演会動画に
ついての効果検証が挙げられる。石川町では、令和 4 年
度以降も継続的な取り組みを検討しているため、これ
らの内容についても、引き続き検討していく。 
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コロナ禍における広島地域の被災者支援活動

(株)テクニコ（（公社）日本技術士会中国本部防災委員会） 〇山下祐一 
１．はじめに 

 2021 年 8 月 14 日、広島地域では時間雨量 30ｍｍ程度、連続雨量 500ｍｍの降雨が降り、土砂災害が

発生した。幸いにも、死者はなく、災害規模も比較的小さいものであったが、広島市内では広島市災害

ボランティアセンターが立ち上がり、ボランティア活動に参加した。災害時に、まん延防止が発令され、

さらに緊急事態宣言も発令される中での生活再建に向けた被災者支援活動について報告する。 

２．2021 年 8月の広島地域の降雨と土砂災害 

広島市内では 8 月 12 日～14 日にかけて大雨となった。

気象庁広島三入地区の雨（図―1）は、12 日の日雨量 73.5
ｍｍ、最大時間雨量 22.5ｍｍ、13 日の日雨量 199.5ｍｍ、

時間雨量 32.5ｍｍ、14 日の日雨量 227ｍｍ、時間雨量 37.0
ｍｍ、連続雨量 500ｍｍを超える雨量となった。14 日午後、

大雨特別警報が出され、広島市西区田方 3 丁目、安佐南区

山本 6 丁目等で被害が発生した。 
広島市西区田方 3 丁目では、流域面積が小さいところで

土石流が発生し、下流の住宅地を襲った。特に土石流の氾  図-1 広島三入 2021 年 8 月降雨量 

濫開始点では、土石流の速度も大きく、全壊家屋が発生す

るとともに、住宅地を巻き込みながら流下し堆積した。土

石流の高さは 3ｍ位、氾濫幅は 40ｍ程度、長さは 200ｍに

達した。この土石流には流木はあるものの、大きな岩塊が

ないために大きな被害に至らなかったと思われる。土石流

による被害状況は図-2 に示す。その後、11 月には応急対策

として氾濫開始点に強靭ワイヤーネットが設置された。土

石流の発生場所は、山頂に近い箇所で、幅 20ｍ位、長さ 50
ｍの 10°～15°比較的勾配の緩い傾斜を示す崩壊形状を

示し、その下流は急な勾配となっている。その様子は図-2 に

示す。崩壊源頭部には不安定土砂が 1000ｍ³以上存在し、

今後も注意を要する。ただ、崩壊源頭部の不安定土砂は、岩

塊がほとんどなく、まさ土が主体であるため、この災害で

は被害が最小限にとどまったものと考えられる。 

8 月 14 日の土砂災害を発生させた雨量は、広島三入で最

大 1 時間雨量 37ｍｍ、連続雨量 500ｍｍに達しているの

で、大規模な土砂災害が発生してもおかしくないが、実際  図-2 土砂災害氾濫開始点と崩壊発生部 

には幸いにも死者なしで小規模なものであった。この理由としては、連続雨量は大規模災害を発生させ

てもおかしくないものの、雨量強度の最大 1 時間雨量が災害発生場所では 30ｍｍ程度と言われており、

雨量強度により災害が拡大することが考えられる。2014 年 8 月 20 日の広島豪雨災害、2018 年 7 月 6
日の西日本豪雨災害、2021 年 8 月 14 日の雨量について、広島市安佐南区、西区を対象として考えた場

合の広島三入の雨量を整理すると図-3 のようになる。 
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３．コロナ禍における被災者支援 

8 月 14 日に発生した広島市西区や安佐南区の土砂災害

について、（公社）日本技術士会中国本部が参加している

広島県災害復興支援士業連絡会（以下士業連絡会という）

に、広島市から広島市災害ボランティア活動調整会議を 8
月 19 日に開催する連絡が入り、参加した。広島市災害ボ

ランティア活動調整会議は、広島市社会福祉協議会、広 図-3 広島三入の災害発生降雨 

島市危機管理課、広島市市民課などとともに、士業連絡

会をはじめ日本赤十字や青年会議所などの民間も参加

して、今回の災害に対して広島市災害ボランティアセン

ター（VC）を立ち上げるかどうかの協議を行った。この

結果、土砂災害の被害状況及び土砂災害に対する被災者

の支援の要望も高いことから、新型コロナウィルス感染

症のまん延防止対策が発令されていたものの、広島市災

害 VC を立ち上げることとなった。

広島市災害 VC は 8 月 22 日から西区と安佐南区で開

設し、その後の経過は図-4 のとおりである。広島市災害 図-4 広島市災害ボランティアセンターの活動経緯 

ＶＣの活動の様子は図-5 のとおりである。ボランティア

の募集については、まん延防止対策が発令されているこ

ともあり、当初広島市内のボランティアの希望者に限る

こととなった。さらに、8 月 26 日から緊急事態宣言が発

令されたことから、地元関係者やボランティア調整会議

のメンバーに限る対応に変更した。広島市災害ＶＣの活

動は幸いにも災害の被害が大きくなかったことから、9 月

12 日で広島市災害ＶＣの活動は終了した。9 月 15 日には

広島市災害ボランティア活動調整会議が開催され、広島

市災害ＶＣの活動内容が報告された。その後も生活再建 図-5 広島市西区 VC の田方 3 丁目の前線基地状況 

に向けた相談会が 9 月 26 日に開催された。今回、日本技術士会中国本部防災委員会から 11 名の参加が

あり、士業連絡会からは 35 名の参加であった。実際のボランティア参加者は 1,357 名に達した。今回

の広島市災害ＶＣの活動はコロナ禍の中、会社の参加制限もあり参加が少なかったものの、士業連絡会

では法律系、技術系、福祉系がそれぞれ参加したことは意義があったと思われる。日本技術士会中国本

部防災委員会からは、私をはじめ 5 名が参加し、参加の方々には感謝する次第である。今回、士業連絡

会と連携したボランティア活動は、災害の様子も把握しながらの参加であり、関係者と顔の見える関係

もできたことから、今後の災害の被災者に対する支援活動は関係者と連携した対応できると考えられる。 
４．おわりに 

2021 年 8 月 14 日に発生した広島地域の土砂災害は規模が比較的小さかったものの、新型コロナウィ

ルス感染症の中での被災者支援の活動は、今後の被災者支援活動の参考になった。災害後の生活再建や

復興まちづくりにおいても重要な体験となり、行政と専門士業の連携や協力等が推進できたと考えられ、

今後の活動に活用できると考えられる。 

参考文献 山下祐一：2021 年の災害を考える，日本技術士会中国本部会報，No.23,pp.43-48，2022.3 

年月日 災害規模 最大 1 時間

雨量 

連続雨量 

2014/8/20 大規模 101ｍｍ 257ｍｍ 

2018/7/6 小規模 33.0ｍｍ 381ｍｍ 

2021/8/14 小規模 37.0ｍｍ 500ｍｍ 

月日 内  容 

8/14 広島市西区、安佐南区で土砂災害発生 

8/19 広島市災害ボランティア調整会議、VC 決定 

8/22 広島市災害 VC 開設(西区、安佐南区区) 

8/26 緊急事態宣言の発令(VC 活動制限) 

9/12 広島市災害 VC 活動終了 

9/15 広島市災害ボランティア調整会議、VC 報告 

9/23 専門士業による被災者生活再建訪問 
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中津川市尾鳩地区における地区防災計画の検討事例について 

国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 加藤仁志，樫野 誠※1，田中健貴，松原和哉※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※3，増澤徳親 

（現所属 ※1：国土交通省砂防部砂防計画課，※2：国土交通省中部地方整備局，※3：（株）建設技術研究所） 

1. はじめに

平成30年7月豪雨を受け国土交通省は「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」を設置し、

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

取り組むべき施策を示している 1)。 

岐阜県中津川市尾鳩地区は木曽川左支川中津川の下流

部に位置し、土砂災害警戒区域に加え、中津川本川の上

流部に深層崩壊が発生する危険度が相対的にやや高い渓

流が分布する土砂災害の危険度が高い地域である。その

尾鳩地区では、令和２年度に地区防災計画（豪雨時の避

難行動等）を検討、作成し、令和3年3月に中津川市の

地域防災計画に位置付けられている。 
本研究では、上記対応の実効性を確保するため、令和

3年8月豪雨時に中津川市が避難指示を発令し、尾鳩地区

の住民の一部が避難行動を実施したことを踏まえ、住民

アンケートを実施し地区防災計画の有効性を確認した

結果を報告する。 

2. 令和3年8月豪雨時の状況

図-１に示したように、令和3年8月13日の15時33

分に大雨警報（土砂災害）が発表されたことを受け、中

津川市は17時に高齢者等避難を、22時55分に土砂災害

警戒情報が発表されたことを受け、23時 30分に避難指

示を発令している。 

図-１ ハイエトグラフ（中津川観測所） 

3. 住民アンケートおよびヒアリング結果

図-２に示したように、尾鳩地区は古くからの住民が済

む第一町会（１班～５班）は土砂災害警戒区域内である

が、６班と第２町会は土砂災害警戒区域外である。 

災害対策基本法改正（令和3年5月）の後、初めて中

津川市が避難指示を発令した事例となった令和3年8月

の豪雨時に、尾鳩地区住民がどのような避難行動をとっ

たのか、もしくは避難行動をとらなかった理由は何かに

等ついてアンケートを実施した。 
また、尾鳩地区長とのヒアリングを実施し、地区住民

の危機意識について確認した。 

図-２ 尾鳩地区の土砂災害警戒区域と班の位置 

アンケートの結果、尾鳩地区内で避難した住民は48

世帯中5世帯（区域内4世帯、区域外1世帯）、避難しな

かった住民は43世帯と約9割の住民が避難していない状

況が分かった。 
表-１にあるように、避難しなかった住民の意見から、

土砂災害警戒区域内と区域外の住民が雨量や水位等の情

報を確認した上で避難行動をとらなかったことが分かる。 

その理由として、表-２に示すように自宅周辺の状況を

確認した上で避難の判断を行う住民が多いこと等から、

表-３に示したように、土砂災害リスクに加え、中津川の

洪水氾濫リスクに関する認識が高いこと等が伺える。 
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8月12日 8月13日 8月14日 8月15日

累
積
雨
量

(
mm
)

時
間
雨
量

(
mm
/
h)

中津川観測所 令和3年8月12日～15日

時間雨量(mm/h) 累積雨量(mm)

8 月 13 日 22:55～15 日 15:25 
土砂災害警戒情報 

8 月 13 日 23:30～ 
14 日 22:55 避難指示 

8 月 13 日 17:00～18 日 18:10 高齢者等避難 

8 月 13 日 4:10 
大雨注意報 

8 月 13 日 15:33 
大雨警報（土砂災害） 
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表-１ 避難しなかった理由（複数回答） 

避難しなかった理由 区域内 区域外 合計 

土砂災害特別警戒区域内ではなかった 2 5 7 

土砂災害警戒区域内ではなかった 1 7 8 

自宅以外の安全な場所にいた 0 4 4 

被害に遭うと思っていない 1 5 6 

雨の降り方や川の水位、流れから安全と判断した 8 5 13 

テレビやネットの雨量情報等から安全と判断した 5 7 12 

近所の人は誰も避難していなかった 3 4 7 

中津川市から避難指示が出たことを知らなかった 2 0 2 

夜中に避難する方がかえって危険だと思った 3 4 7 

いざとなれば2階などに逃げればよいと思った 2 6 8 
避難を考えた時には、既に危険な状況になっていた 0 0 0 

避難所（サンライフ）での滞在が不安だった 2 2 4 
避難所（恵山荘）での滞在が不安だった 0 1 1 

誰からも避難を勧められなかった 1 1 2 

合計 30 51 81 

表-２ 避難時の周囲の状況確認内容（複数回答） 

周囲の状況 区域内 区域外 合計 

川からの転石や激しく流れる音が聞こえた時 6 8 14 
第一用水から水が溢れているのを見た時（聞いた時） 5 3 8 

道が川のようになっているのを知った時 7 10 17 
自宅付近が浸水していることを知った時 8 14 22 

自宅付近でがけ崩れや落石の発生を知った時 10 5 15 
木が倒れるような音が聞こえる時 4 2 6 

合計 40 42 82 

表-３ アンケート結果の住民の意識傾向 
傾向 

避
難
住
民

・市の避難指示が避難のトリガーとなっていない。 

・23時30分の避難指示の前に、高齢者等の安全な

移動を考慮して、避難場所であるサンライフでは

なく親戚宅やホテル等への早めの避難を判断し

ている。 

避
難
し
な
か
っ
た
住
民

・土砂災害警戒区域内の住民は土砂災害と洪水の災

害リスクに関する認識度は非常に高い。 

・土砂災害警戒区域外の住民は市の避難指示を確認

しても、災害リスクが低い（自宅等が比較的安全

である）との認識を持っているため、避難の必要

性が無いと判断している。また、区域外の住民の

中には土砂災害リスクがあると認識している住

民がいる（５世帯）。 

4. 避難行動計画

図-３に示した「現行の避難行動計画を見たことがある

が利用したことが無い」と回答した住民が26世帯、「よ

り単純化した個別バージョンを望む」という意見が28

世帯あることから、避難行動計画の内容の理解度が低い

ことが避難行動に結びついていない一因と考えられる。 

また、土砂災害警戒区域内の住民が個人で危険を判断

し避難所生活を意識した準備、行動に結びつけるための

取り組みを行う必要があること、区域外の住民は市の避

難指示、洪水氾濫の警戒等の避難行動につながる防災意

識の向上に取り組む必要があること等が考えられる。 

自宅等

時間
(目安)

避難情報
(中津川市)

気象警報
(気象庁)

土砂災害
危険度判定
メッシュ情報
（岐阜県）

警戒
レベル

住民の避難行動の
きっかけになる情報

避難準備・
高齢者等
避難開始

避難勧告

避難指示
（緊急）

警戒

非常に危険

極めて危険

レベル2

避
難
行
動
の
確
認

レベル4

レベル5

災害発生の
３時間前の
イメージ

災害発生の
2時間前の
イメージ

災害発生の
1時間前の
イメージ

大雨洪水
注意報

夜間～早朝に
大雨警報に切り
替わる可能性

大雨警報
（土砂災害）

土砂災害
警戒情報

記録的
短時間
大雨情報

大雨特別警報

避難行動の確認

自主避難する 〔2時間内で避難可能な場合〕

全員が避難する 〔1～2時間内で避難可能な場合〕

避難場所住民の行動

要配慮者が避難する 〔3時間内で避難可能な場合〕

全員が避難する

逃げ遅れた場合の避難

サンライフ

王子エフテックス

地区の情報
(前兆現象)

大 被災リスク 小

大雨の数日
～1日前

台風予報

身を守る行動(2階への垂直避難)

要介護認定者の避難の調整開始

恵山荘

レベル3

避難完了目標 (発生1時間前)

高
齢
者
避
難

全
員
避
難

尾鳩地区
雨量計)

車
で
移
動

２
０
分

避難路に障害あり

尾鳩地区内 尾鳩地区外

発生

徒歩で移動 〇分

徒歩で移動 〇分

避難行動目標
災害発生1時間前に避難完了
情報の確認＋避難時間＋避難場所へ移動

〇分 〇分 〇分

資料4

危ない状況

極めて
危ない状況

かなり
危ない状況

発災に対する
注意が高まる 小

被
災
リ
ス
ク

大

大雨警報

避難勧告

避難準備・高齢者等
避難開始

地区の危険信号

避難指示
（緊急）

大雨注意報

台風の通過に伴い、
影響が大きいと判断

大雨特別警報

避難行動計画(案)台風が近づいているとき

中津川
本川水位
(梶島橋)

湧水等

尾鳩地区
雨量計

1班、2班、4班

短時間降雨の場合

← 住民が取りに行く情報
→ 住民が受け取る情報

図-３ 現在の避難行動計画 

解決策の一つとして、図-４に示したように、住民一人

一人が何をするか一目で分かるように、個人や家族で確

認し行動できる内容を簡潔に示した避難行動計画（個別

バージョン）を推進することが考えられる。 

土 砂 災 害 避 難 カ ド（イメージ）

確 認！

いつ？

どこに？

どのように？

名前 ○○○○

（その他 メモ）

（何が危険？ 大雨や台風の時に何を確認？）判断材料の入手

（何がどうなったら？）逃 げ 時

（どこに？ どのルートで？）避 難 先

（だれと？ 歩いて？ 車で？）避難する方法

昼(明るい時)

夜(暗 い 時)

昼(明るい時)

夜(暗 い 時)

中津川の雨量をパソコンで確認する。

中津川市から避難指示が出たら。

サンライフ

近所に声がけして車で。

家族と歩いて。

王子エフテックスの食堂

図-４ 避難行動計画（個別バージョン）のイメージ 

5. おわりに

本研究では、尾鳩地区を対象に実効性のある避難をす

る上で、効果的に地区防災計画を活用する上での課題に

ついて検討してきたが、避難行動計画等の認識が低い住

民が多く、その認識を高める必要があることが分かった。 

また、防災意識の高い一部の住民のさらなる知識等の

向上も課題であることから、以下のような対応を行う必

要があると考える。 

〇避難行動計画、防災マップの実用性を高めるため、具

体化したマイタイムラインやマイ防災マップ等の作成 
〇避難行動や避難所生活に対する実行動イメージ等を確

認するため、中津川市による避難生活体験会、お泊り

会（サンライフ、恵山荘）、講習会等の計画、実施 
〇土砂災害警戒区域内の安全な空間づくり、地区内の防

災リーダーの育成支援 

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：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，令和元年5月
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土砂災害防災教育の実践とこれに対する防災教育受講者の認識に関する分析 

和歌山県土砂災害啓発センター 〇岸畑明宏・森要・坂口隆紀・筒井和男・宮﨑徳生

那智勝浦町  佐藤純子

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ている．また，近年の気象災害の増加により，小

学校に限らず各種学校において，自然災害に関する防災教育の必要性が高まっている．

和歌山県土砂災害啓発センター（以下，啓発センター）では，各種学校や団体を対象として，土砂災害に関す

る防災教育や研修を実施しており，防災教育を受講した学校から頂いた感想文を分析することで，防災教育の効

果の確認を行っている．

本研究では，2021 年度に啓発センターの防災教育を受講し，感想文を頂いた各種学校のうち，9 校を対象とし

て，感想文のテキスト分析を行い，防災教育の効果の確認を行った．

2. 防災教育感想文のテキスト分析

防災教育感想文のテキスト分析をするにあたり，学校・学年毎に感想文のテキスト化を行った．また，作成し

たテキストデータは，テキスト分析ソフトの KH-Coder1)を用いて，文中の語句の出現に関する共起ネットワーク

分析 2)（以下，分析）を行った．分析は，各学校を小学校 3・4 年生（計 101 名），小学校 5・6 年生（計 99 名），

中学生（計 22 名），高校生以上（計 48 名）の 4 つに区分し，語句の集計単位を 1 文とした．なお，分析結果とし

て出力される図（以下，分析図）は，ネットワークの要素として抽出された語句が多くなると複雑化し，分析図

が視認しづらくなるため，全ての文において 5%を超えて出現する語句を対象とした． 

3. 分析結果

小学校 3・4 年生を対象とした分析図（図-1）を示す．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．Subgraph
として，「砂防」「堰堤」「透過」，「雨」「石」が抽出されており，防災教育において，「砂防堰堤の種類と機能に関

する実験」（写真-1）が児童の印象に強く残ったものと想定された．

小学校 5・6 年生では（図-2），Subgraph として，「家」「自分」「ハザード」「マップ」，「がけ崩れ」「地すべり」

「土石流」が抽出され，防災教育での「自宅周辺のハザードマップを見る」ことが児童の印象に強く残ったもの

として想定された．

図-1 分析図（小学校 3・4 年生） 写真-1 砂防堰堤の種類と機能に関する実 
験（オンライン配信）の様子 
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中学生では（図-3），Subgraph として，「防災」「避難」「大切」「早め」「準備」，「自分」「命」「守る」，「今日」

「家族」等が抽出され，防災教育における「語り部による紀伊半島大水害体験紙芝居」（写真-2）が強く，早期避

難と事前準備の必要性を生徒に伝え，加えてその学習内容を家族と共有したいという意識に繋がったことが想定

された．

同じく高校生以上においても（図-4），Subgraph として，「避難」「大切」「早め」「準備」，「自分」「命」等が抽

出され，「語り部による紀伊半島大水害体験紙芝居」が防災意識の構築に大きく影響したことが想定された． 

4. おわりに

本研究では児童・生徒による感想文の分析を行い，抽出されたネットワークとこれに影響した学習内容の関連

について考察した．結果として，「砂防堰堤の種類と機能に関する実験」「自宅周辺のハザードマップを見る」「語

り部による紀伊半島大水害体験紙芝居」といった，実験や体験・紙芝居講演の聴講などの，視覚・聴覚・触覚に

関わる体験型の内容が児童・生徒の意識に強く残り，防災意識の向上に非常に効果的であることが確認できた．

今後は，更なる分析を行い，防災教育手法に還元することで，より効果的な防災教育が可能となるように継続

的に取り組んで参りたい．

参考文献 

1) 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.
2) 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-2 分析図（小学校 5・6 年生） 図-3 分析図（中学生） 

図-4 分析図（高校生以上） 写真-2 語り部久保榮子氏による紙芝居講演の例 
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大規模土砂災害の発生に備えた訓練について 

－コロナ禍を踏まえた訓練の開催方式－ 

国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所 村松弘一，大森徹治，石田文男，田中僚※１，大幢匠※２

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現 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

※２現 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所

1.はじめに
富士砂防事務所では，令和元年度より大規模土

砂移動現象を対象とした関係機関との合同演習・
図上訓練の実施などを通じて，災害時の対応能力
を維持向上に努めている．本発表では，令和元年
度から令和３年度にかけての合同演習及び令和
３年度に実施した図上訓練について，それぞれの
概要，コロナ禍を踏まえた開催方式，明らかとな
った課題と，解決に向けた今後の取り組み方針等
について報告する．

2.概要
３ヵ年の合同演習・図上訓練の概要について整

理した（表１，２参照）．
表１ 合同演習概要 

令和元年度 合同演習
開催日 令和２年１月２９日

想定災害
スラッシュ雪崩に起因する土石流
（富士山静岡県側）

座学 演習直前実施

開催方式
対面方式，

学習型（質疑応答型）* 
（会場：富士宮市民文化会館）

参加者
富士宮市，静岡県，
中部地方整備局
令和２年度 合同演習

開催日 令和３年１月２６日

想定災害
スラッシュ雪崩に起因する土石流
（富士山山梨県側）

（座学）
講師の都合により DVD 事前配布 
等により代替

開催方式
サテライト方式，
学習型（質疑応答型）*

参加者
富士吉田市，鳴沢村，山梨県，
中部地方整備局
令和３年度 合同演習

開催日 令和３年１２月３日
想定災害 豪雨に伴う土砂災害（河道閉塞）
座学 演習直前実施

開催方式
サテライト方式，
学習型（質疑応答型）*

参加者
富士市，富士宮市，富士吉田市，
静岡県，山梨県，中部地方整備局

表２ 図上訓練概要 
令和３年度 図上訓練

開催日 令和４年１月２８日
想定災害 豪雨に伴う土砂災害（河道閉塞）
座学 演習直前実施

開催方式 サテライト方式
参加者 富士砂防事務所，災害協定業者

3.コロナ禍を踏まえた開催方式について
令和元年度の合同演習は，大会場に参加者が参

集する対面方式の演習を実施した．座学について
は，合同演習直前に実施した（図１参照）．
令和２年度以降の合同演習・図上訓練は，コロ

ナ禍であることを踏まえて，極力，大集団での三
密（密閉・密集・密接）化を回避する観点から，
開催方式を以下のように修正した．
令和２年度，令和３年度の合同演習・図上訓練

は，各参加者団体の会議室と事務局会場を Web 会
議システムで接続する，｢サテライト方式｣の演習
を実施した（図２，３参照）．実施に際しては，事
前説明会等の際に接続試験を行い，参加機関がト
ラブルなく接続が可能かどうかの確認を行った． 
なお，令和３年度の図上訓練（図４参照）では，
対面方式と遜色のないように図面等の共有・編集
方法について事前に検討し，当日は，オンライン
ストレージシステムを活用し，図面等を参加者が
同時に確認・編集できるよう工夫した．

図１ 令和元年度 合同演習状況（対面方式） 

図２ 令和２年度 合同演習状況（サテライト方式） 

＊学習型（質疑応答型）訓練とは・・・
想定した災害シナリオに則して状況付与を行
った上で，進行役は参加者にその対応について
様々な質問をし，参加者がその質問に回答する
形式で進行する．各機関の回答を全員が同時に
聞くことによって，自機関の所掌事務だけでな
く，他機関がどのような対応しているか知るこ
とができるため，他機関を含めた全体的な防災
対応について理解できる．
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図３ 令和３年度 合同演習状況（サテライト方式） 

図４ 令和３年度 図上訓練状況（サテライト方式） 

図５ サテライト方式イメージ図 

4.明らかになった課題等
３ヵ年の合同演習・図上訓練後のアンケート結

果，感想，総評等を整理すると，合同演習・図上
訓練を通じて大規模土砂災害対応への理解が深
まった，自身の所属機関の災害対応についての課
題を認識することができたとの回答が多くみら
れた．また，他機関の災害時の対応や体制移行に
ついて，合同演習・図上訓練を通じて初めて知る
ことができたとの意見もみられ，従来の訓練手法
と同等の効果があったものと推察する．
一方，次のような課題等が明らかになった．

4.1.接続についての課題
合同演習・図上訓練の事前接続確認の際に，機

関によっては，ネットワークのセキュリティの都
合上，Web 会議システムに接続することができな
いケースが見られた．その場合は，スマートフォ
ンやポケットWi-Fi等を当日までに準備していた
だき，所属組織の既存ネットワークを介さずに接
続した．実際の災害対応では，時間の猶予がない
ため，Web 会議の接続について不安のある機関は，
平常時にセキュリティの見直しや対応策の検討
等が必要である．
なお，災害発生時に中心的に対応に当たる機関
（自衛隊，警察，消防等）は情報セキュリティの
都合で Web 参加が困難な状況下にあり，実際の災
害時の対応は困難であることが明らかになった． 

4.2.担当者の異動についての課題
数年単位で，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，合同演習・図上訓練
を実施せずかつ大規模な災害のない期間が数年
程度経過すると，演習等の効果が大きく毀損され
ると考えられる． 
4.3.作業等の効率化についての利点と課題
Web 会議システムを活用したことにより，効率

的に時間を使用することができた，今後も活用し
てほしいという意見がみられたが，一方で，Web 会
議システムの操作に慣れておらず，むしろ時間が
かかってしまうという意見もみられ，操作に慣れ
ていない機関が一定数いることが明らかとなっ
た．
5.解決に向けた今後の取組み方針
5.1.接続について
サテライト方式での接続に不安のある関係機

関は，接続可能となるよう，平常時に所属組織の
セキュリティ等の見直しをしていただくことが
望ましいが，見直しが困難な機関については，現
状を所与の条件として，災害実務を円滑にオペレ
ーションできるよう対応していく．
5.2.顔の見える関係の維持
顔の見える関係の醸成，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，また，関係機関の防災担当者につ
いては，異動等により数年で入れ替わりがあるた
め，今後も定期的に合同演習・図上訓練を開催し
ていくことが必要である．
5.3.災害時を見据えた演習・訓練の継続
災害時，１箇所に関係機関や災害協定業者等が

参集し，対応について話し合うことや，各種作業
を実施することは難しく，サテライト方式での打
合せや図面作成作業等の実施が予想される．サテ
ライト方式に慣れていない関係機関が一定数み
られるため，今後のコロナ禍の状況に関係なく，
サテライト方式での合同演習・図上訓練を継続的
に実施していくことが望ましい．
5.4.合同演習の形式
合同演習については，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や新しい気づき
を与えてくれる DIG 形式の導入等も考えられる．  
6.おわりに
コロナ禍であることを踏まえて，極力，大集団

での三密化を回避する観点から，苦肉の策として，
サテライト方式による合同演習・図上訓練を選択
した．３ヵ年の取り組みの結果，災害時も含めた
対面相談が困難な際のコミュニケーション技術
の周術，ICT 技術の使い慣れ，業務の効率化等，
多くの利点を見いだすことができた．
今後，コロナ禍の状況に関係なく，業務効率化

のため，操作に慣れるため，定期的にサテライト
方式による合同演習・図上訓練を開催していくこ
とが望ましいと考える．

【参考文献】
１）富士山でのスラッシュ雪崩土砂災害に備えた関
係機関の連携について（砂防学会誌 令和３年７４
巻４号 p54-57）
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土砂災害防災ロールプレイングゲームを用いた教育機関・行政機関との連携 

和歌山県土砂災害啓発センター     ○稲田健二・筒井和男・宮﨑徳生・岸畑明宏

和歌山県道路局道路建設課  坂口隆紀

和歌山県東牟婁振興局新宮建設部管理保全課  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
小学校では，学習指導要領の改訂に伴い，土砂災害や洪水災害等

の自然災害に関する内容が充実され，今後，今まで以上に防災教育
の取り組みが進められる． 

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，
防災教育について，将来の防災の担い手となる子どもが知識を身に
つけるだけでなく，子どもから家庭へ，さらには地域へと防災意識
が普及する効果が期待できるため，センターの活動の柱の一つとし
て取り組んでおり，年々，学校数・学習回数も増加している(表-1)．  

しかしながら，防災教育を実施している教職員にその教育の継
続性や，周囲の教職員・学校への広がりについてヒアリングをし
たところ，「防災教育に熱心な教職員がいなくなると防災教育の取
り組みができない．」，「教職員に防災や災害に対して専門的な知識
がなく，自信をもって指導することができない．」などの意見があ
り，学校の防災教育の取り組みが，各教職員の取り組みに大きく
依存しており，防災教育を主導する教職員の異動により，学校に
期待される継続的な取り組みが途絶える懸念が新聞等でも指摘さ
れている． 

そのため，市町村の教育委員会が，各学校の取り組みを把握し，
市町村・近隣の大学・研究機関等と連携・支援し，継続的な学習
体制を構築することは重要である(図-1)． 

今回，和歌山工業高等専門学校が開発した土砂災害防災ロール
プレイングゲームを用いて，日高川町教員教育委員会・日高川町・
センターが連携して，町内全域の小・中学校における防災教育実
施を目的とした体制を構築した事例を紹介する．

2. センターが実施している小中学校の防災教育
センターでは防災教育の実施段階について 3 段階(図-2)を想定

している．現在は，当面の目標である「行政機関が教職員と協働
し，県下全小中学校において防災教育を実施すること」により，
児童とともに教職員にも土砂災害学習について理解を促し，防災
教育のキーパーソンとなる教職員数を多くするよう取り組んでい
る．また，例として，防災教育に早くから取り組んでいる那智勝浦
町の市野々小学校では校長・教頭先生がリーダーシップを発揮し，
「総合的な学習の時間」に防災教育を柱の一つとして位置づけ，こ
れをセンターが支援することで教職員が主体的・継続的に防災教
育を実施する体制となっている．

3.日高川町での防災教育の実施状況
日高川町は和歌山県の紀中地域に位置し（図-3），総面積の約

90%が森林で，昭和 28 年の紀州大水害，平成 23 年の紀伊半島大水
害で大きな被害を受け，土砂災害警戒区域数は 1032 箇所と，県内
において多い地域となっている．そのため，学校個別の取り組み
で，令和 2 年度に 1 小学校，4 中学校(修学旅行)，令和 3 年度に 5
小学校に，土砂災害に関する防災教育をセンターと共同で実施し
ていた．また，日高川町教育委員会は，「町内全体に防災教育を進
めたいが，学校や地域にあわせた教材が無いこと，教員が多忙で
教材を作成するにも余裕がないこと」を課題と考えていた．

4.土砂災害防災ロールプレイングゲーム
和歌山工業高等専門学校の学生が令和 2 年度に土砂災害学習の動機付けを

目的としたロールプレイングゲーム（RPG）を第一作目として開発し，ゲーム
を用いた学習をセンターと共同で実施している．その時の子どものアンケー
ト結果として，「自分の住んでいるところで，避難することになったとき，自
分でちゃんと避難できると思いますか．」の肯定回答率が 45%と特に低いこと
を課題と考え 1)，第二作目となる「命を守るハザードマップ」では，地域特定

図-3 日高川町位置図 

表-1  防災教育の実施状況 

図-1 今までの取り組みと今回の取り組み 

図-2  防災教育のあり方 

R3 - 18 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 257 －



のハザードを題材とし，プレイヤーが RPG の主
人公として，地域における土砂災害のハザード
やハザードマップの大切さを学習できる内容と
した．

ゲームの制作にあたり，他の地域においても
ゲームが使用可能であることに注意した．具体
的には，ゲーム内において周辺のドローン空撮
映像を流したり，小学校から砂防堰堤までプレ
イヤーが実際に歩いているように，写真がパラ
パラ漫画のように出てくる構成とし，その写真
や一部の文言を適宜差し替えることで，他の学
校の教材として制作できる内容とした（図-4）．

このように，ゲームに対象とする地域や学校
の特定のハザードを含めた一方で，多数の学校
にこのゲームを展開することの妨げにならない
よう，一手間をかけることで，他の学校において
もその地域特定のハザードを表示し，プレイヤ
ーが「災害を自分ごととして捉える」ことが可能
となることを目的とした内容とした． 

5. 防災教育を目的とした連携

(1) 町内全域の小中学校教職員に向けた研究授業を開催

日高川町教育委員会は，町内全域の小中学校に防災教育の大切さや内

容を理解させることを目的として，実践校以外の関係教諭がリモートで

授業の様子を閲覧するように対応した．これにより町内の全小・中学校が

防災教育の様子などを視聴した(図-5)． 

(2) 町内各学校へのRPG教材等のデジタルコンテンツ教材の作成

今回開発されたRPG教材はその写真や一部の文言を適宜差し替えるこ

とで，他の学校の教材として制作できる．そのため，和歌山工業高等専門

学校はRPGの修正・開発を担当し，センターは各学校のシナリオなどの検

討，日高川町はドローン映像の撮影・過去の災害写真の提供を行うなど，

各機関が得意とする内容を分担することで，円滑に町内9小学校・5中学校

のRPG教材の作成をすることができた． 
また，今回作成したデジタルコンテンツが継続的な防災教育につな

がるよう，①「土砂災害学習の動機付けを目的としたセンターが写真

を差し替え，各学校用に修正したRPG第一作目「土砂災害が発生した

とき」，して追加」，②ハザードマップ画像に避難経路や撮影した写真

の貼り付けができるアプリケーション「マイハザードマップ」，③避

難における事前準備が大切なことを学習可能なRPG教材「台風にそな

えて，じゅんびをしよう！」，④日高川町が撮影した各学校周辺のド

ローン空撮映像を組み入れ，土砂災害学習への動機付けから，具体的

な避難行動までをテーマとした一連のデジタルコンテンツ教材を学

校毎に作成した(図-6)．

(3)学校の教育計画への防災教育の組み入れ

教育委員会が課題と考えていた各地域の教材ができたことから，令

和4年度からデジタルコンテンツ教材を用いた防災教育を教育計画に

組み入れ，学習を進めることとなった．このことにより，各教職員の

取り組みだけに委ねることのない体制で防災教育を進めることが可能となった．

6. おわりに
防災教育の取り組みについて，自治体・教育委員会と連携したネットワークを構築することができた．各校での

実践を通じて，開発した教材・連携の効果について今後さらに検討したい． 

参考文献 

1) 西萩ら：土砂災害啓発のための RPG コンテンツの開発と評価，砂防学会誌，Vol74，No.4，p.48-58,2021 

図-4 土砂災害防災ロールプレイングゲーム

図-5 教職員の研修授業を開催 

図-6 学校毎のデジタルコンテンツ教材
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和歌山県土砂災害啓発センター 宮崎徳生・有田貴洋・筒井和男・岸畑明宏・坂口隆紀・稲田健二

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

和歌山県土砂災害啓発センター（以下，「センター」と

いう）とは，2011年に発生した紀伊半島大水害を契機と

して，土砂災害の発生メカニズムに関する調査研究と過

去の災害の記録や教訓を風化させず後世に継承し，土砂

災害の被害を軽減するための啓発活動の拠点とするた

め，甚大な被害が発生した那智勝浦町に設置された施設

である． 

センターでは，2016 年度～2018 年度に大規模土砂災

害対策技術センターが行った試行学習からノウハウを

取得し，地元の小学校と連携・協働して子どもたちが「自

分ごととして考え・行動できる」ことを学習目標に，防

災学習に取り組んでいる．防災学習については，将来の

防災の担い手となる子どもが知識を身に付けるだけで

はなく，子どもから家庭へ，さらには地域へと防災意識

が普及する効果が期待できるため，センターでの啓発活

動の柱の一つと位置づけ積極的に実施している． 

しかし，新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下

では，学校・教育現場への感染予防対策として外部講師

を受け入れた対面形式での授業が制限され，学校に出向

いて行う出前授業については，延期や中止を余儀なくさ

れる場合がある． 

本稿では，コロナ渦が長期化している中，令和2年度

に新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，感染防

止対策を徹底しても対面授業が困難な時期があり，Web

会議システムを利用したライブ配信による土砂災害に

関するオンライン学習を実践したので報告する． 

     

2.オンライン学習の方法 

 Web会議システムを利用したオンライン学習では，対

面授業に近づけるように，センター職員と児童・教員が

意思疎通しながら授業が進められるように，学校側にあ

る大型ディスプレイを2台使用し，一方はスライドによ

る説明画面に用い，もう一方はセンター職員と児童・教

員の双方が表情や様子を把握し意見交換できる大型画

面（写真-1）として用いた．また，センターと学校を接

続するWeb会議システムについては，MicrosoftTeamsと

ZoomMeetingsの2種類を使用し，マイク付きWebカメラ

で映像及び音声を配信した． 

防災学習の教材は，土砂災害の基礎知識が学べるスラ

イド学習及び，2021年から避難に備えた行動が学習でき

る教材として活用しているマイ・タイムライン（台風が

近づいている場合）の作成並びに土砂災害をイメージで

きる実験を行った． 

3.オンライン学習の実施 

2021 年 9 月に那智勝浦町内の小学校(3～6 年生)2 校

で計3回のオンライン学習を行った． 

3.1. 那智勝浦町立市野々小学校でのオンライン学習 

2021 年 9 月 2 日に那智勝浦町立市野々小学校の 5・6

年生にオンライン学習を実施した．授業時間は95分で，

避難行動の学習スライド及びマイ・タイムラインを作成

する手順を説明し，次に児童がマイ・タイムラインの作

成に取り掛かった． 

なお，マイ・タイムラインの作成にあたり，使用する

「行動」シールについては，教員自ら準備し，児童全員

に配布するとともに，教員がセンター側で説明した作成

手順を実演しながら補足説明を行うなどセンター側と

協働し授業を行った． 

また，学習後にはオンライン学習の効果を評価し改善

点を得るために児童及び教員にアンケート調査を実施

した． 

表-1  オンライン学習の実施状況 

写真-1  2つの大型画面を使用したオンライン学習の状況
(那智勝浦町立市野々小学校) 

センターの状況 

学校の状況 

センターの映像 スライド映像 

教員が映像の撮影とセンターの説明を補足 

学校の映像 
スライド映像 

2台の大型ディスプレー 

実施日 学校名 学年 学習内容 問題点

2021年9月2日 市野々小学校
5・6年生
合同

マイ・タイムライン学習
一部で音声が聞き取り
づらい部分があった．

2021年9月17日 勝浦小学校 4年生
スライド学習

実験
映像・音声の途切れ．

2021年9月22日 勝浦小学校 3年生
スライド学習

実験
映像・音声の途切れ．
通信の遮断．
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3.2. 那智勝浦町立勝浦小学校でのオンライン学習 

2021年9月17日に那智勝浦町立勝浦小学校の3・4年

生にオンライン形式の防災学習を実施した．授業時間は，

3 年生が 55 分，4年生は 45 分で，土砂災害の基礎知識

の学習スライドを説明するとともにスライド学習の途

中には土砂災害をイメージできる実験を組み込んだオ

ンライン学習を行った． 

4.オンライン学習の実施した結果

小学校 2 校で実施したオンライン学習の結果を表-1

に示す． 

 市野々小学校で行ったオンライン学習では，一部，音

声が聞き取りにくいこともあったが，通信環境の乱れは

なく児童・教員と意思疎通しながらスムーズにオンライ

ン学習を行うことができた． 

勝浦小学校4年生で行ったオンライン学習では，学習

途中に映像と音声の途切れが発生したが，通信の遮断ま

では至らず，児童・教員と意思疎通を図りオンライン学

習を最後まで実施することができた． 

しかし，3 年生でのオンライン学習では，映像と音声

の途切れや通信自体の遮断が頻繁に発生したため，オン

ライン学習の続行が困難となり，当日，学校側で機器の

接続作業などを行っていたセンター職員が講師となり

防災学習を実施した． 

市野々小学校で行ったオンライン学習のアンケート

調査については，5 年生 7名，6年生 5 名の児童と教員

3名にアンケート調査を実施し，全員から回答を得た． 

児童用アンケートでは，①2 台の大型ディスプレイを

使用したオンライン学習の所見と②学習内容を覚えて

いるかの知識を問うもので以下のような回答を得た． 

・大型ディスプレイを使用したオンライン学習は分かり 

やすかった，だいたい分かった．いつもと違っておも 

しろかった．避難のタイミングなど詳しく聞けた． 

・カメラが近づいてくれたことで図が見やすかった．

・手を挙げてもセンター側に分かってもらえずセンター

側の声が聞きとれないことがあった．カメラが近づか 

ないとセンター側に声が届かない．声は対面授業の方 

が聞きやすい． 

・センター側で小学校からの声が聞きとりにくい様子の 

時があった． 

・光の反射でセンター側の様子が見えにくい時があった． 

なお，知識を問う質問に対しては正答率の高い結果が 

得られた． 

教員用アンケートでは，①オンライン学習での進行方 

法や学習内容の共有と事前調整の方法，②2 台の大型デ

ィスプレイを使用したオンライン学習の所見，③オンラ

イン学習での児童の様子，④自由意見の4つを問うもの

で以下のような回答を得た． 

・スライドデータを児童の実態に合わせ修正することが 

でき，何を児童に伝えるかセンター職員と共有するこ 

とでよりよい学びが提供できた．授業内容の事前共有 

や調整がなくてはオンライン学習が成り立たない． 

・2画面を使用する方法は臨場感もあり良かった．ただ， 

児童が2台の画面を見るときに視線がいったりきたり  

するので少し慌ただしくなることが気になった．また， 

通信障害などのトラブルが発生したときの対応も検

討した方がよいのではないか． 

・児童が発表した音声が伝わりにくいところがあったが， 

集音マイクを用意すれば改善され，また，カメラのケ 

ーブルを長くすることで後ろの席まで映像を撮影す 

ることが出来ると思う． 

・オンライン学習ができれば遠方の児童も防災学習を受 

けることができ，可能性が広がったのではないか．授 

業の提案をしていただけるのでとても助かっている． 

5.まとめ 

新型コロナウイルス感染症の対応については，長期的

な対応が必要であり，感染拡大防止のために対面授業か

らオンライン学習への切り替えなど柔軟な対応が必要

とされる． 

本稿では，コロナ渦が長期化する中，オンライン学習

でも対面授業に近い間隔で，センター職員と児童・教員

の双方が意思疎通しながら授業を進めることを目的と

したオンライン学習を実施した．本稿で得られた成果を

まとめると以下のとおりである． 

1)スライドによる説明画面とセンター側と学校側の様

子を移す画面の2つを使用したことにより，双方向でコ

ミュニケーションを取るとともに児童の理解度を感じ

ながら防災学習を進めることができた．

2)センター側からの説明を教員が補足することで児童

により分かりやすく伝えることができた．学校側の教員

と協働し授業を進めることが大切である．

また，教員と協働し授業を進めるためには，学習内容や

進め方などの事前調整を教員と入念に行っておくこと

が重要である．

4)児童の知識を問うアンケート調査では，正答率が高く

オンライン学習の内容を理解していると判断できる．

5)センターでは，児童の関心や興味を引くため土砂災害

を分かりやすくイメージできる各種実験を組み入れた

学習を積極的に取り入れている．今回のオンライン学習

で行った雨を降らして砂山が崩れる・土砂が流れる実験

では，雨の降っている様子や砂山が崩れる・土砂が流れ

る瞬間，様子を上手く伝えられなかったことが児童の表

情及び様子から判断できる．

6)ライブ配信でオンライン学習を行う場合にスムーズ

にオンライン学習が進められるかは双方の通信環境に

左右される部分もある．通信障害等のトラブルが発生し

た場合の対応も検討しておく必要がある．

7)マイク付Webカメラを使用する場合は，児童に近づけ

るよう教室の規模及び配席に応じたケーブル延長とし，

全員の声をしっかり集音できる集音機の設置も検討す

る必要がある．

参考文献 
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図-1 湧水実測装置 

四万十町での湧水観測とタンクモデルによる土砂災害発生危険基準線設定 

三重大学 〇八木雅子（現：林野庁） 

堤大三 

  渡邊竣介 

香川大学  竹之内健介 

１．はじめに 

高知県高岡郡四万十町大正は, 地質的に四万十帯に位置しており, 深層崩壊等の大規模な土砂災害が比較的

発生しやすい場所である。さらに大正地区内の人口の密集地は土砂災害警戒区域や特別警戒区域として設定さ

れた斜面で囲まれている２）ことから, この地域に対して適切な土砂災害発生予測が求められている。現在, 全

国の自治体ではタンクモデルを使って土壌雨量指数を算出し, 横軸に土壌雨量指数, 縦軸に 1 時間雨量をとっ

たスネークラインが, 土砂災害発生危険基準線 CL（Critical line）を超えることを判断基準とした警戒情報の

発令を行っている。しかし, タンクモデルに含まれる 3 つのパラメータ（流出係数, 浸透係数, 流出孔高）は, 

全国で同じ値が一律に用いられており, 地形や地質, 植生といった地域特性が全く反映されていないまま土砂

災害警戒情報に用いられている。本研究では高知県高岡郡四万十町大正を対象地として, 現地の特性を反映し

たタンクモデルを検討し, より信頼性の高い土砂災害予測に資する検討を行った。 

２．現地観測 

対象地の斜面の湧水地点にて湧水量観測用装置を製作・設置をした。設置後の様子を図-1 に示す。この装

置の仕組みについて説明する。湧水地点にコンクリートの堰を設け, 発生した湧水を確実に塩ビパイプに流入

させる。プラスチック容器の最下流端に設けた矩形の堰を超える水の水位

を水圧式水位計（OYO S&DL mini）によって 10 分間隔で 2021 年 4 月か

ら 2021 年 11 月にかけて継続的に観測をする。また, 水位計で得た水位か

ら全幅堰の公式を用いて湧水の流量を算出し, タンクモデルでの流量計

算と単位を揃えるために 1 時間積算流量とする。この流量（l/h）を流域

面積 4.62 ha で除し, mm/h の単位で表した流出高を流量と定義した。観

測で得られた流量の変化を降雨観測値と共に図-2 に示す。 

３．解析方法 

斜面内部を 3 つのタンクによって概念化したモデルがタンクモデルで

ある（図-3）。タンクモデルの流量が, 現地観測で得られた流出量変化を

近似できるようにパラメータを調整した。そのパラメータを表-1に示す。

図-2 流量と降雨観測値 
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図-3 タンクモデルの概念図 

（気象庁 HP を参考に作成） 

表-1 パラメータ調整結果 

現地で降雨終了後の無降雨期間が長く続いた時でも, 少量ではあるが流量が観測されたことから地表面流出

のみではなく, 土層深くまで浸透し, 降雨発生から遅れてから流出する地下水流出が対象地の湧水に影響して

いると考えられる。そのため, Case1 から 3 に向かって浸透係数を大きく設定し, それを基準として観測流出

量を近似するように流出係数を調整した。 

４．結果と考察 

調整後のタンクモデルのパラメータを用い, 1976 年から現在まで観測された全ての降雨を入力条件として

計算した土壌雨量指数と 1 時間雨量から Case 別にスネークラインを描き, 図‐4 に示す。図の赤線は, 2014

年 8 月に四万十町で実際に土砂災害（土石流）３）が発生した際のスネークラインを表している。それ以外の

災害非発生のスネークラインは灰線で表している。土砂災害が発生していないスネークラインの最も外側をた

どる包絡線を描くことで図の紫点線の CL を設定することができると考えられる。各 Case の CL とスネーク

ラインを見ると, 従来のパラメータを用いた Case0 では, 土砂災害発生時のスネークラインが CL の内側に来

ており, 土砂災害の発生条件を適切に判断できていないが, 

Case1 では, そのスネークラインが CL の外側に大きくはみ

出ていることから, 適切に判断できることが示されている。

Case2, 3 の場合は, 土砂災害発生時のスネークラインが CL

の内側にあり, 適切に土砂災害発生の判断ができていないこ

とがわかる。  

５．結論   

今回, 湧水観測によって得た流量とタンクモデルの計算で

得た流量が整合するようなパラメータ設定を行い, 従来のパ

ラメータを用いたときのスネークラインの動向と CL を比較

した。結果, 大正地区の斜面で発生する土砂災害の予測に関

して適切なパラメータ設定を行うことができた。今後は , 

Case1 の精度の検証を行っていくと同時に, スネークライン

図上で住民の避難行動の参考となるような指標を設け, さらな

る住民の防災意識の向上へとつなげていきたい。 

参考文献 

１）笹原克夫，加藤仁志，桜井亘，石塚忠範，梶昭仁：

平成 23 年台風 6 号により高知県東部で発生した深層崩

壊：砂防学会誌，Vol.64，No.4，p.39-45，2001 

２）高知県防災砂防課：高知県土砂災害危険箇所マップ

３）四万十町役場：近年の町内の土砂災害

図-4 スネークラインと CL 

Case0 Case1 Case2 Case3

α ₁ 0.1 0.003 0.004 0.004

α ₂ 0.15 0.004 0.002 0.003

α ₃ 0.05 0.003 0.003 0.003

α ₄ 0.01 0.001 0.001 0.002

β ₁ 0.12 0.12 0.24 0.48

β ₂ 0.05 0.05 0.1 0.2

β ₃ 0.01 0.01 0.02 0.04

流出係数

浸透係数
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主要な土砂移動現象ごとの解析雨量を用いたスネークラインの整理からみた発生雨量の範囲に関する分析 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○西内卓也 宮瀬将之 國田佳穂 濵地亮 

国土交通省 砂防部 砂防計画課  林真一郎※1 酒井大介 井上遥

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  山本悟司 小杉恵 北本楽
※1 現 （一財）砂防・地すべり技術センター

1. はじめに

近年の土砂災害においては、これまで土砂災害の少な

かった地域における発生や、これまで発生頻度が少なか

った土砂移動現象による災害が顕在化してきている 1)。

これらは気候変動に伴う降雨の激甚化により、今後顕著

になるおそれがある。

土砂災害の発生状況に変化が覗える中で、甚大な被害

をもたらす土砂移動現象への対応として、土砂移動現象

の発生に係わる素因・誘因の特性に基づいて発生リスク

を適切に把握することが必要と考えられる。

本検討では、気候変動に伴う降雨変化による地域ごと

の顕在化・頻発化の懸念される土砂移動現象の推定に資

する基礎資料を得ることを目的に、既往災害における土

砂移動現象と誘因（降雨）との関係に着目して、土砂移

動現象発生降雨の特性や、発生雨量の傾向について分析

するものである。

2. 土砂移動現象発生降雨のスネークラインの整理

2.1主要な土砂移動現象のリストアップ

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。

土砂災害事例の選定の目安として、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などとし、合

計 48 件を抽出した。また、ここから代表的な土砂移動

現象を 52 箇所抽出した（土石流 22 箇所（災害事例 22
件）、がけ崩れ 9 箇所（災害事例 9 件）、深層崩壊 13 箇

所（災害事例 9 件）、土砂・洪水氾濫 8 箇所（災害事例

8 件））。抽出の対象期間は、降雨データとして用いる

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。 
2.2使用する雨量データ 

本検討で用いる雨量データは、統一性、データ取得

の容易性の観点から気象庁の解析雨量を用いた。デー

タ取得期間は 1988 年 4 月～2020 年 9 月であり、1 時

間間隔（毎時 00 分）のデータを扱った。

2.3土砂移動現象発生降雨のスネークラインの整理 

土砂移動発生降雨における雨量のスネークラインを

現象種別ごとに整理した（図１参照）。スネークライ

ンに用いる雨量指標は、短時間指標と長時間指標の組

合せで、「①60 分積算雨量と土壌雨量指数」、「②60
分積算雨量と実効雨量（半減期 72 時間）」、ならびに

「③60 分積算雨量確率年と土壌雨量指数確率年」の 3
通りとした。

スネークラインの分布状況を見ると、深層崩壊は、

他の現象と異なり短時間指標（降雨強度）よりも長時

間指標（土壌雨量指数等）が卓越する傾向にあり、特

に雨量指標②において分離傾向が明確になっている。

また、確率年を用いた雨量指標③においては、土砂・

洪水氾濫において土壌雨量指数の確率年が他の現象よ

り大きい事例（1000 年以上）が見られた。 

図１ 土砂移動現象発生降雨のスネークライン 
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東京都大島町[土石流]
(2013.10) 和歌山県那智勝浦町

[土砂洪水](2011.9) 

和歌山県 
田辺市(熊野) 
[深層崩壊] 
(2011.9) 

三重県大台町[がけ崩れ] 
(2004.9) 
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広島県広島市 
[土石流](2014.8) 

福岡県朝倉市 
[土砂洪水](2017.7) 

熊本県阿蘇市 
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愛媛県宇和島市[土石流](2018.7) 
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(2019.10) 

長野県佐久市 
[土砂洪水] 
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【スネークラインの凡例】 土石流 がけ崩れ 深層崩壊
土砂・洪水氾濫（図中では「土砂洪水」と表記）

【対象期間】 雨量指標①及び②：1976～2020年 、 雨量指標③：2006～2020年
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3. 土砂移動現象発生雨量の範囲に関する分析

3.1発生雨量プロットの整理

スネークラインの整理結果に基づき、土砂移動現象

種別ごとの発生雨量を設定した。発生雨量の設定にお

いては、「記録上の発生時刻」以外にも「原点からの

距離最大時刻」、「RBFN 出力値最小時刻（雨量指標

①のみ）」、「縦軸値最大時刻」、「横軸値最大時刻」

の各時刻における雨量をプロットした（図２参照）。

これは、発生時刻が不明の事例があることと、発生時

刻が判明している場合でも事例ごとの発生記録の精度

にばらつきがあると考えられるため、土砂移動現象が

発生する可能性がある各雨量指標のピーク時の雨量に

ついても発生雨量として設定するものである。

発生雨量の分布域を把握しやすいように、現象種別

ごとに発生雨量範囲（プロットの外縁線）を描画した。

なお、外縁線は今回抽出した土砂移動事例に基づくも

のであり、線の外側においても災害が起こりうる可能

性があることに留意が必要である。

図２ 土砂移動発生雨量の範囲 

3.2発生雨量範囲の傾向 

雨量指標①においては、土石流、がけ崩れ、土砂・

洪水氾濫の発生雨量範囲は右上がりに分布する傾向に

ある。一方、深層崩壊の発生雨量範囲は他の現象より

も右下側に分布する傾向にある。これは、土石流、が

け崩れ、土砂・洪水氾濫は縦軸の 60 分雨量（降雨強度）

の影響を受けているのに対し、深層崩壊は横軸の土壌

雨量指数の影響が比較的強いためと考えられる。

雨量指標②においては、土石流、がけ崩れ、土砂・

洪水氾濫の発生雨量範囲は雨量指標①に比べて右上が

りの傾向が不明瞭になっている。一方、深層崩壊の発

生雨量範囲が右下側に広がる傾向は雨量指標①よりも

顕著になっており、これは横軸の実効雨量の減衰が土

壌雨量指数と比較して緩やかなためと考えられる。深

層崩壊においては雨量指標②の方が他現象からの差別

化がより明確になっていると言える。

雨量指標③においては、土石流は縦軸の 60 分積算雨

量の確率年が卓越する傾向が見られる。また、土砂・

洪水氾濫の土壌雨量指数確率年が非常に大きい範囲

（1000 年以上）まで広がっているのに対し、深層崩壊

は 100 年程度以下となっている。土砂・洪水氾濫では

発生雨量における土壌雨量指数確率年の振れ幅が大き

く一意的な傾向を見出し難い。深層崩壊では発生雨量

（長時間指標）は大きいものの確率年は大きくならな

いことから、平年の降雨量が大きい地域（紀伊半島～

四国～九州の太平洋側の地域）での発生が多いことが

関係していると考えられる。なお、がけ崩れは事例が

少ないため（N=1）傾向を見出し難い。 

4. まとめ・課題等

過去約 30年間の期間に発生した主要な土砂移動現象

について全国的に精度が統一された解析雨量を用いて、

現象形態ごとの発生雨量分布の違いを確認するととも

に、形態ごとのおよその発生雨量の範囲を設定した。

発生雨量の範囲については、発生タイミングの特定

が困難だったこともあり、比較的広い範囲に分布する

結果となった。発生雨量の範囲を精度よく捉えるため

には、土砂移動現象の形態に適合する雨量指標の適用

や、各現象を発生要因や地域特性に応じて分類した上

で雨量指標と比較する等の対応が必要と考えられる。

当研究をとりまとめるにあたり、気候変動を踏まえ

た砂防技術検討会の各委員よりご助言を頂きました。

ここに記して謝意を表します。

＜参考文献＞ 

1) 西内ら：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，R3砂防学会研究発表会，2021.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400 500 600

60
分

積
算

雨
量

(m
m

)

土壌雨量指数(mm)

雨量指標①

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

60
分
積
算
雨
量

(m
m

)

実効雨量（72時間半減）(mm)

雨量指標②

1

10

100

1,000

10,000

1 10 100 1,000 10,000

60
分

積
算

雨
量

確
率
年

(年
)

土壌雨量指数確率年(年)

雨量指標③

深層崩壊 

土砂・洪水氾濫 

がけ崩れ 

 土砂・洪水氾濫 

深層崩壊 

がけ崩れ 
土石流 

 土石流 

土石流 

深層崩壊 
土砂・洪水氾濫 

がけ崩れ 

土石流 N=11
がけ崩れ N=1
深層崩壊 N=10
土砂洪水 N=7

土石流 N=22
がけ崩れ N=9
深層崩壊 N=13
土砂洪水 N=8

土石流 N=22
がけ崩れ N=9
深層崩壊 N=13
土砂洪水 N=8

マーカー
形状 発生雨量プロットの内訳

△ 雨量(1)：記録上の発生時刻
雨量(2)：原点からの距離最大時刻
雨量(3)：RBFN出力値最小時刻

（雨量指標①のみ）
□ 雨量(4)：縦軸値最大時刻
○ 雨量(5)：横軸値最大時刻

マーカー
着色 現象の種別

土石流
がけ崩れ
深層崩壊

土砂・洪水氾濫

－ 264 －



輝度に着目した，カメラ画像を用いた土砂移動検知システムの検討 

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  北本楽

国土交通省国土技術政策総合研究所  中谷洋明・金澤瑛 

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

国土交通省では土砂災害が発生するおそれのある箇所の監視や災害後の 2 次災害防止のため，CCTV 等のカメラ

が多数設置されている．これらのカメラによる監視を 24 時間長期に渡って技術者が実施するのは限界があり，近年 

ではカメラ画像から輝度や RGB の変化から自動的に土砂移動

を検知する試みが行われている 1)・2)。画像から土砂移動を検知

するにあたっては，計算負荷を可能な限り小さくするとともに

誤検知を減らす必要がある。本研究では，誤検知を減らす試み

として，これまで 0.5 秒としていた差分計算の間隔を長くする

こと，画像の白黒二値化によるチェックにより，誤検知を減ら

す検討を行ったので報告する． 

2．既往研究による誤検知の頻度・内容 

 柴田ら 2)は計算負荷を減らすために，輝度差分値を用いた検

知手法を提案している．この手法は，図-1 のように 0.5 秒間隔

の 2 枚の画像の輝度を計算し，輝度の差分値が事前に設定した

閾値以上となった場合に，土砂移動が発生したと判定する．図

-2 のように解像度を半減させ，かつモノクロ映像で検討した

結果，2014 年の台風第 11 号による赤谷地区(奈良県五條市)で

の崩壊では，明瞭な輝度差分値の上昇がみられた．柴田らの成

果 2)では，既往の全国から集めた土石流や崩壊の事例から，閾

値を 100 と設定することで，精度良く土砂移動が検知できるこ

とが分かっている． 

 輝度差分値は計算負荷が小さい反面，誤検知も多くなること

が分かった．表-1 に赤谷地区に設置した CCTV カメラでの

2021 年 4 月 1 日～6 月 30 日の 3 ヵ月間の誤検知の内容及び回

数を示す．なお，調査期間内には土石流や崩壊は発生していな

い．ワイパーの作動・雨・虫の飛来・霧の発生が誤検知の主要

要因となっていることが分かる． 

3．誤検知を減らすための検知アルゴリズム改良とその効果 

3．1 長いスパンでの輝度差分値の計算 

誤検知の原因の多くが短時間で生じる現象によるもので 

 時間軸方向の差分画像の生成

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

差分画像のフレーム全体の輝度値を算定

図-1  輝度差分値による崩壊・土石流の検知方法 

図-2  2014 年台風第 11 号による赤谷地区における

崩壊映像の解析事例（解像度 1/2，モノクロ映像） 

表-1  3 ヵ月間(2021 年 4 月 1 日～6 月 30 日)の

誤検知の内容及び回数 

昼/夜区分
降雨区分 無降雨 降雨時 無降雨 降雨時

内容 件数 件数 件数 件数
ワイパー 138 20 0 0 158

雨 2 12 115 47 176
雨・虫 0 2 23 42 67

影の移動 1 0 0 0 1
画像なし 1 1 0 0 2
画像異常 6 0 0 0 6

回転 4 0 0 0 4
丸い影 0 0 0 1 1
丸い光 0 0 0 8 8

黒いゴミ 1 0 0 0 1
消灯 8 0 0 0 8
信号 3 2 0 0 5
水滴 1 0 0 0 1
虫 29 1 33 662 725

虫・丸い光 0 0 0 3 3
鳥 1 1 0 0 2

点灯 7 0 0 1 8
不明 127 29 128 898 1,182
霧 25 8 37 77 147

総計 354 76 336 1,739 2,505
時間数 1009 163 638 64 1,874

日当たり 5.6 7.5 4.2 217.4 235

合計
夜間昼間
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ある．それに対して土石流や崩壊などの顕著な土砂移動の映像の変化は数十秒程度継続する．このため，図-3 に示

すように，より長い期間の輝度差分値で検知を行うこととした．輝度差分値の長期指標化については，32 フレーム

を 1 つのユニットとして，32 フレーム分の連続する画像の同じ座標の輝度を平均した画像を求め，32×N フレーム

の平均輝度差分値を求めものとした．本研究では， N を 1（32 フレーム）～16 (512 フレーム)まで変化させて値を

確認した．傾向としては枚数が多くなるほど，検知すべき現象と誤検知となる現象の判別がしやすくなった．一方

で，場所や現象によって，ピークや輝度差分特徴量の大きさが様々であり，想定する現象や場所に応じて N や特徴

量の閾値を変える必要がある． 

3．2 白黒の二値化画像 

 表-1 の誤検知以外にも，時期や時間帯によっては雲の影の移動による誤検知が想定され，追加のアルゴリズムを

検討した．晴天時，日射のある領域と雲の影となる領域の輝度差が顕著になった場合に誤検知が発生すると想定さ

れた．雲の影が移動した場合，山肌の細かい凹凸や樹木のテクスチャが鮮明となり，図-5 のように白黒二値化した

場合に白と黒の面積の小さい領域が分布する．一方，大規模土砂移動が発生した場合は，流下する土砂等によりテ

クスチャが不鮮明になり，白と黒の面積の小さい領域の分布は小さくなる(図-6）．

4．おわりに 

上記の検討により，赤谷地区では誤検知を平均で 1 日 1 件未満まで減らすことができた。今後は，土砂移動検知

の精度をさらに上げる研究を行うとともに，夜間の土砂移動検知手法についても取り組んでいく。 

参考文献 1) 五十嵐ら(2019)：画像の RGB 空間における濁水の立体分布と３次元ベクトル空間モデルを用いた流況

変化検知手法の基礎的検討，Vol．71，No．6，pp.28-34，砂防学会誌 2) 柴田ら(2020)：輝度の差分映像による斜面

崩壊・土石流の検知と降雨・夜間の監視映像の鮮明化，pp.79-84，第 10 回土砂災害に関するシンポジウム論文集 

図-3  32×N フレームの輝度の差分による検知フロー 
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図-4 土砂移動及び誤検知映像の 32×N フレーム

の輝度差分値 

図-5  雲影の移動時の映像の白黒二値化 図-6  2013 年赤谷地区での崩壊時映像の白黒二値化の例
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予測雨量を用いた土砂災害警戒情報の運用に関する検証 

〇伊藤達平 1)、木下龍亮 2)、堂井省吾 2) 
 1.はじめに 

1.1 基準見直しの背景 

土砂災害への警戒避難対策の一つとして、

土砂災害警戒情報が挙げられる。土砂災害警

戒情報の課題として、空振り率が全国平均で

95.3％と高い水準であることが挙げられる。愛

知県でも 94.4％と高い水準にあり、空振りの低

減を目的として予測雨量による検証を含め、基

準の見直しを行った 

1.2 愛知県の旧基準 

愛知県の旧基準を図1.1に示す。一部の市町

村に低い基準のメッシュが存在する。 

図1.1 愛知県の旧基準 

2.基準の見直し 

2.1 見直しの手順 

基準は、「国土交通省砂防部他：警戒避難基

準の見直しに関する事務連絡,平成29年12月」

に準じて見直した。なお、見直しに用いた雨量

の期間は 2006年3月～2020年11月である。 

CL 対象災害発生メッシュ、非発生メッシュの

基準は事務連絡にしたがい、以下の通りとした。 

●CL 対象災害発生メッシュ：当該 CL 対象災

害を捕捉可能なRBFN出力値 

●CL 対象災害非発生メッシュ： 歴代二位の降

雨を捕捉可能なRBFN出力値 

2.2 H29事務連絡に準じた基準 

H29 事務連絡に準じて作成した新基準を図

2.1 に、旧基準と新基準による CL 超過回数の増

減を整理した結果を図 2.2 に示す。図に示すよう

に県東部で CL 超過回数が増加する結果となる。 

CL 超過回数が増加する市町村では、災害が

発生しておらず、空振りが増加することとなる。こ

のため、補正を行う必要があると考えた。 

図2.1 H29事務連絡に準じた新基準 

図2.2 新旧基準のCL超過回数の増減 

歴代二位の雨を捕捉する方法で算出した新基

準が現行基準より安全側となる原因は以下の通

りである。 

①愛知県では平成12年東海豪雨以降大規模

な降雨が発生していない。また、東海豪雨

時も愛知県全体で大規模な降雨が発生した

訳ではない。 

②このため、歴代第二位の雨量が小さい地域

が特に県東部に多く存在する。 

2.3 CL 対象災害非発生メッシュの RBFN 出力値

の補正 

CL 対象災害が発生していないメッシュの RBFN

出力値は以下の手法により補正した。 

手順 1：愛知県内の広域で大降雨をもたらした

降雨としてH12年9月の東海豪雨を選定。 

手順 2：東海豪雨時の最大連続雨量 500mm を

閾値として、県全体を「大規模降雨経験地域」

と「大規模降雨非経験地域」に分類(図 2.3 の

緑枠で囲った範囲が大規模降雨経験地域)。 

1)正会員、株式会社 東京建設コンサルタント、2)非会員 株式会社 東京建設コンサルタント 

RBFN 出力値 
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図2.3 大規模降雨発生地域 

手順 3：「土砂災害発生危険度」は図2.4 に示す

「土砂災害発生確率マップ(案)」を参照して判

定。即ち、このマップ上で同一の土砂災害発

生確率のメッシュは、同じ「土砂災害発生危

険度」と仮定。この仮定下で、同一の「土砂災

害発生確率」のメッシュは、大規模降雨経験

の有無に関わらず、同一 RBFN 出力値(中央

値)を採用。 

2.4 補正による効果 

2.3に示す手順で補正を行った結果を図2.5に

示す。補正前と比べて全体に高い基準となって

おり、CL超過回数も減少している。 

図2.5 愛知県の土砂災害警戒情報新基準 

図2.6CL超過回数の増減(補正後) 

2.5 予測雨量を用いた検証 

土砂災害警戒情報は予測雨量を用いて運用

している。そこで、①予測雨量と実況雨量の乖離

の程度、②予測雨量により確保可能なリ－ドタイ

ムの観点から検証を行った。その結果を表2.1に

示す。表中の倍率は、予測雨量/実況雨量であり、

1 以上の場合は過大評価、1 未満の場合は過小

評価である。表に示すように予測雨量は実況値

より小さな値となっており、空振り率や捕捉率に

殆ど影響していない。ただし、リ－ドタイムは 2時

間予測値で50分程度が確保可能であり、防災上

有効な情報と言える。 

表2.1 予測雨量に関する検証結果 

予測値 閾値(mm) 倍率 リ－ドタイム 

1時間 
50 0.65 

28min 
80 0.54 

2時間 
50 0.36 

51min 
80 0.20 

3.まとめ 

①国総研が配布する土砂災害発生危険度マッ

プを参照して RBFN 出力値を補正する手法に

より作成した新基準は、空振り発生の低減に

有効である。ただし、この手法は、土砂災害発

生件数が少ない愛知県であることから採用し

ており、他地域で適用可能な手法ではない。 

②予測雨量は、大きな降雨時には雨量を過小評

価する傾向にある。ただし、予測雨量により 50

分程度のリ－ドタイムが確保可能であることか

ら、予測雨量を用いた運用は有効である。 

謝辞 

末尾になったが、一連の検討において愛知県

砂防課の方々に多大なご助言・ご助力を頂いた。

ここに記して感謝の意を示す。 

補正 CL 

図2.4 土砂災害発生危険度マップ(案)(国総研HP参照) 
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湾曲部の既設砂防堰堤の三次元流体解析を用いた前庭保護工の機能検討事例について

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
国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所 谷川健一，川合康之，中川雅允※

※現 国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所

１．はじめに 

国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所管内に
整備された鬼ヶ城砂防堰堤は，大規模な砂防堰堤で
あり管内においても重要度が高い．鬼ヶ城砂防堰堤
は竣工から65年（昭和32年完成）経過し，老朽化が
進行している．鬼ヶ城砂防堰堤は図１に示すように
本堰堤，第1副堰堤，第2副堰堤の3段落差であり，湾
曲部に設置されている．

過去3回の被災は，鬼ヶ城砂防堰堤の前庭保護工下
流端付近で発生しており，現状においても下流河道
の局所的な洗堀が生じている．これは，既設の前庭
保護工の本副間距離・重複高が現行基準を満足して
いないことに加えて，鬼ヶ城砂防堰堤が湾曲部に設
置されていることにより前庭部で十分に減勢されな
い状況で流下していることが要因として考えられる．
現行基準の重複高・本副間距離は未満砂の直線水路
を想定されているため，複雑な地形条件を有する砂
防堰堤の改築にあたっては落水・偏流・跳水等の流
況を把握することが求められる．

本検討においては，三次元流体解析を用いて水面
形・流速・流向等を把握し，現況の課題点を明らか
にするとともに，鬼ヶ城砂防堰堤の改築計画を立案
し，改築後の流況の改善状況について検討した．

図１ 現況の地形条件 

２．解析条件 

（１）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． 
（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0.625m），空中は粗く設定し
ている．境界条件は，構造物及び地形はNoslip，領
域側部はslip，上部は開放，上流端は水を一定流入（計
画流量1,960m3/s），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．

本検討においては，現況及び改築後の2ケースにつ

いて，LPデータ及び構造図を用いて三次元モデルを
作成した．

３．現況の流況評価 
現況の解析結果を図２，図５に示す．現況の鬼ヶ

城砂防堰堤の流況の特徴を，偏流と流速・流向に着
目して整理した．現況の解析結果より，本堰堤上流
で偏流した流れは，十分な減勢ができないまま前庭
保護工下流へ流下することが明らかとなった．

これは，前庭保護工の水褥池の深さ・長さが十分
に確保されていないことが課題であると考えられる． 
（１）偏流について 

①本堰堤上流の湾曲部により，右岸側に速い流
れが集中し，偏流が発生している．

②本堰堤で発生した速い流れは前庭部の右岸に
衝突することで流向が変化し，第2副堰堤付近
で左岸側偏流している．

（２）流速・流向について 

③偏流により本堰堤で発生した速い流れが，第1
副堰堤及び第2副堰堤で堤体に衝突し，跳ね上
がるような流れが発生している．

④第2副堰堤で跳ね上がった流れは，速い流れの
下向きの流向で下流河道に流下している．

図２ 現況の流況（偏流について） 

４．改築計画の概要 
現況の鬼ヶ城砂防堰堤における課題を解消するた

め，第2副堰堤下流の河床洗堀の防止を目的とした改
築計画を立案した。鬼ヶ城砂防堰堤の下流に新設砂
防堰堤（堰堤高14.5m）を計画することで，第2副堰
堤の下流に十分な深さ・長さを有する水褥池を設け
るものとした．

本堰堤 第 1 副堰堤 

第 2 副堰堤 

①速い流れが右岸側
に集中している

本堰堤 
第 1 副堰堤 

第 2 副堰堤 

鬼ヶ城砂防堰堤 

第 2 副堰堤 

本堰堤第 1 副堰堤 

②右岸に衝突し左岸に
偏流している

鬼ヶ城砂防堰堤 
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図３ 改築計画平面図 

５．改築計画の流況評価 
改築計画の解析結果を図４，図６に示す．現況と

同様に，改築計画の流況の特徴を偏流と流速・流向
に着目して整理した．改築計画の解析結果より，新
設砂防堰堤により，第2副堰堤の下流に水褥池が形成
され，底面付近の流速が小さくなることを確認した． 

また，新設砂防堰堤は現行基準を満足した構造で
あり，十分に広い水通し幅を確保している．流況・
流速の評価結果からも下流河道に安全に流下されて
いることを確認した．

（１）偏流について 

①本堰堤上流の湾曲部により，右岸側に速い流
れが集中し，偏流が発生している．（変化なし） 

②新設砂防堰堤により，第1副堰堤～第2副堰堤
間で水褥池が形成され，第2副堰堤より下流に
おいては，偏流は概ね解消されている．

（２）流速・流向について 

③新設砂防堰堤により，第1副堰堤～第2副堰堤
間で水褥池が形成され，第2副堰堤における跳
ね上がるような流れは概ね解消されている．

④第2副堰堤からの落水は新設砂防堰堤の水褥
池により底面まで到達していない．

図４ 改築計画の流況（偏流について） 

６．おわりに 
現行基準を満足していない複雑な地形条件を有す

る砂防堰堤において，三次元流体解析を用いること
で現況の課題点を明らかにすることができた．また，
改築計画の流況を評価し，改築目的を満足する流況
となっていることを確認することができた．

今後は，現行基準を満足しない既設砂防堰堤に対
して改築を計画する場合に，現行基準との乖離の度
合いによって流況がどのように変化し，安全性が確
保できなくなるか検討したい．

図５ 現況の流況（流速・流向について） 

図６ 改築計画の流況（流速・流向について） 

④速い流れの下向きの流向で下流
河道に流下している

②第2副堰堤より下流に
おいては，偏流は概ね
解消されている

本堰堤 第 1 副堰堤 

第 2 副堰堤 本堰堤 副堰堤 

本堰堤 

第 1 副堰堤 

第 2 副堰堤 

本堰堤 

副堰堤 

新設砂防堰堤 

鬼ヶ城砂防堰堤 

鬼ヶ城砂防堰堤 

新設砂防堰堤 

第 2 副堰堤 

本堰堤第 1 副堰堤 

①速い流れが右岸側
に集中している

新設砂防堰堤 

④落水は新設砂防堰堤の水褥池に
より底面まで到達していない

③第2副堰堤における跳ね上がるよ
うな流れは概ね解消されている

本堰堤(H=25.0m) 

第 1 副堰堤(H=14.0m) 

第 2 副堰堤(H=9.0m) 

既設砂防堰堤 

③堤体に衝突し跳ね上がるような
流れが発生している

既設砂防堰堤 新設砂防堰堤 

本堰堤(H=14.5m) 

副堰堤(H=7.0m) 

本堰堤(H=25.0m) 

第 1 副堰堤(H=14.0m) 

第 2 副堰堤(H=9.0m) 
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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（その２） 

いであ株式会社 ○菅原 圭吾，森 克味，上葛 健太，鳥居 義仁，加賀 清

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．  
砂防事業における BIM/CIM の主な活用目的は，施工時に現場合わせで対応していた事象を未然に防ぐ「施工段

階における手戻り防止」と,BIM/CIM と組み合わせた無人化施工による「施工時の安全性向上」が挙げられる． 
上葛ら（2020）1)の検証では，地層に応じた床掘勾配設定による自動モデル化ツールの開発を提案し，昨年の井

上ら（2021）2)の検証では, 詳細な地質情報の面的な把握が，３次元土工形状モデルの有効化において も重要な課

題とした．

そこで本論文では,これまでの単一地層ではなく，複数の地層モデルを反映した土工形状モデルを作成し、今後の

課題及び対応策を整理した．

２．施工時に生じる変更内容と地層モデル・土工形状モデルへの課題 
砂防工事では，地形・地質の情報不足により設計と現場との不一致が生じることが課題となる．この課題につい

ては，主に下記の 2 点が挙げられる． 
①推定岩盤線が予定位置に出ない：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

地層を推定することが困難であるため，実際に掘削してみると設計時の推定岩盤線と大きく異なることがある． 
②推定していたより地盤が軟弱である：ボーリングでは把握できない転石や局所的な軟弱部が床掘時に出現し，

規定の法勾配で掘削できない．

このように現場条件によって変更が生じた場合，床掘勾配の見直し

や吹付工・鉄筋挿入工等の法面対策工による安定化を行う必要がある． 
そのため，施工段階における手戻りの防止や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．

そこで今回，「設計から施工までの一貫したモデル」の中で，地層

モデル及び土工形状モデルに着眼した．

一般的な地質調査（堰堤軸 3 本，堰堤下流 1 本）より地層モデルを

作成し，地層に応じた床掘勾配設定による自動モデル化ツール（3D
掘削モデル作成「KUSSAKU_Kit」,川田テクノシステム(株)）を用い

て土工形状モデルを作成した．

さらに，追加の地質調査として，砂防堰堤袖部の 5m 程度上流側で

実施した（図-1）．その後，同様に地層モデル，土工形状モデルを作

成した．

作成したモデルを比較した結果，追加の地質調査を反映した土工形

状モデル方が，掘削土量が大きいことが分かった．

その理由として，堰堤軸の断面では右岸袖部の比較的浅い箇所で岩

盤線を推定していたが（図-2），上流側で実施した地質の追加調査で

は堰堤軸よりも深い箇所で岩盤が確認された（図-3）．このような局

所的な地層の変化に起因して，床掘勾配の変更や切り直しといった変

更内容が発生するため，詳細な地質情報の面的な把握が必要である． 
ただし、地質調査の追加によって設計段階で詳細な地質状況を把握

しても，施工段階において掘削箇所の端部で実際の地層と 3 次元モデ

ルが異なっていれば、地層モデルを再作成する必要があり、施工時の

手戻りの防止には寄与されない．

以上より，施工段階における手戻り防止と無人化施工に向けた一貫

したモデルを作成するためには，掘削影響範囲を網羅した広範囲な地

質情報の把握と，現場状況が異なっていた場合の対応が必要である． 

追加 

ボーリング位置 

B-B 

追加 
ボーリング 

図-3 掘削影響範囲②（堰堤軸上流：B-B） 

ボーリング位置

A-A 

図-2 掘削影響範囲①（堰堤軸：A-A） 

ボーリング

図-1 追加ボーリング位置 

◎  ◎   ◎

追加ボーリング位置

◎:ボーリング位置
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３． 土工モデルを作成するための課題に対する解決策の提案 
複数の地層モデルを反映した 3 次元土工形状モデルを作成した結果より，詳細な地質情報の面的な把握と，現地

の地質状況と地層モデルが異なっていた場合の対応が課題として明らかになった．これらの課題に対する解決策と

して，モデルを作成する段階で冗長性を持ったモデルの作成が重要であり，以下に「施工時の調整しろを考慮した

床掘ルール」及び「地質情報の面的な把握に向けた地質調査方法」を提案する．

施工時の調整しろを考慮した床掘ルール：床掘勾配の緩勾配化 

通常，床掘勾配は「岩盤」の場合 1：0.3 としているが，地層の切り替わり

が生じる段では 1 ランク落とした「砂礫」の床掘勾配である 1：0.6 にするな

ど，あらかじめ緩勾配に設定することにより，確実に床掘法面を自立させる． 

また，推定岩盤線より深い岩盤の箇所においても，岩盤が花崗岩などの風化

しやすい地質で 1：0.3 の勾配で自立しないと予想される場合は，床掘勾配の

変更に対応できるよう，あらかじめ小段幅を広めに設定する．（図-4） 

地質情報の面的な把握に向けた地質調査方法：弾性波探査の実施 

砂防堰堤設計時の一般的な地質調査は，堰堤軸 3 本，堰堤下流 1 本，計 4 本

のボーリング調査を実施するが，詳細な地質情報を面的に把握するためには，

広く浅い情報の取得が望ましい． 

そのため，地質調査と弾性波探査の組み合わせを提案する．一般的なボーリ

ング調査に加え，弾性波探査は床掘影響範囲を網羅するよう 4 測線で実施す

る．（図-5）これにより，追加の地質調査をせずに地質情報を面的に把握する

ことができる．  

また，3 次元土工形状モデルを作成して明らかになった課題と，その解決策や

今後の検討の方向性について，調査・計画・設計・積算・施工の各段階に分けて

整理し，施工業者へのヒアリング結果も記載した．（表-1）

４． 今後の展望 
本論文では，複数の地層を反映した土工形状モデルを作成した結果から明らかになった課題に対して，「施工時の

調整しろを考慮した床掘ルール」と「地質情報の面的な把握に向けた地質調査方法」について提案した．さらに，

今回明らかになった課題とその解決策や今後の検討の方向性について，調査から施工までの各段階で整理した．施

工業者へのヒアリングによると，施工の実態としては，ICT 施工は基礎部かつ地質が均一で比較的広範囲であれば

効率的であるが，法面の床掘は困難であり，床掘勾配の変更や切り直しが生じるとその都度モデルを作り直す必要

がある．しかしながら，地質の情報が面的に事前に把握できていれば，床掘計画時のリスクを事前に想定できるこ

とから，地質を 3 次元化するメリットは大いにあり，BIM/CIM の活用は関係者間の情報共有，リスク共有に有効

的なツールである．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，調査から施工

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】 

1）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

2）井上ら：砂防堰堤における 3 次元土工モデルの活用について，2021 年度砂防学会研究発表会概要集，R4-024

表-1 各段階における課題と解決策

地層の切替りが生じる段は
床掘勾配を緩勾配に設定 

図-4 床掘勾配の緩勾配化 

◎:ボーリング
―:弾性波探査
―:掘削影響線

図-5 地質調査提案位置 

測線① 

測線② 

測線③ 

測線④ 

岩盤の風化を考慮し 
1：0.5 で自立できるよう
調整しろを確保 

5m 程度 

5m 程度 
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北海道重粘土を用いたソイルセメントの諸特性

株式会社インバックス 〇橘木貞則 秋山祥克 松村和樹 酒巻克之 小林瑞穂 

株式会社北海道土砂資源化研究所 宮木康二 

1 はじめに

2018 年 9 月に発生した北海道胆振東部地震の災害関連

事業では、ソイルセメントが多く採用された。ソイルセメ

ントの主材料は、細粒分や有機物を多く含む現地発生土砂

であった。よって活用の際は、強度発現性の向上やセメン

トとの混合・敷均し・転圧作業の施工性を確保するため、

砂利を混合するなどの工夫を施した。 

しかし、この様な現地発生土砂をそのままで活用する事

が可能となれば、「北海道における新しいソイルセメント」

として、より広い分野での活用ができるなどメリットは大

きい。このような背景から本研究では、北海道の特殊土の

中から重粘土を選定し、その特性を勘案して固化材の分割

添加の検討を行った。また、固化材の分割添加にて製造し

たソイルセメントを用いて作製した供試体にて屋外暴露

試験を実施し、凍結融解に対する耐性を確認検討した。 

2 試験概要 

2.1 対象土砂の特性

対象とした重粘土は、2018 年 9 月の北海道胆振東部地

震で被災した北海道厚真地区ウクル沢より採取した。採取

した重粘土の諸特性を表 1に、分布図状況を図 1に示す。 

表 1 対象土砂の諸特性 

図 1 北海道特殊土壌分布図1） 

2.2 試験方法

対象とした重粘土は、その特性から自然状態では固化材

との混合が難しく、一般的なミキサーによる混合では固化

材と均等に混ざらない状態であった。このような場合、良

質材料であるクラッシャランなどを混合して対処するこ

とが一般的である。しかし、本試験では重粘土単独での活

用を目的としているため、混合方法の検討を実施した。結

果より固化材分割添加を採用した。 

図 2 分割添加の作業フロー 

作製したソイルセメントの配合は、目標強度σ

=2.0N/mm2以下の低強度になるように予備試験を実施し、1

次添加量、2次添加量を使用固化材の種類に応じて設定し

た。以下に配合量を示す。なお、添加した固化材は、重粘

土の特性を考慮して高炉セメント B 種と高有機質土用セ

メント系固化材の2種類を用いた。 

表 2 分割添加配合一覧表 

表 2に示す通り、固化材を添加し供試体を作製し、標準

養生（20℃±2.0、水中養生）にて養生した。なお、供試体

寸法はφ150×H300とし、暴露試験用供試体と標準養生供

試体を作製した。また、1 次添加後はポリ袋にて密封し 3

日間養生した。暴露試験用供試体については、材齢 28 日

養生完了後に屋外に設置し、標準養生供試体は水中養生を

継続した。 

2.3 暴露試験

暴露試験は、北海道千歳地内にて2020年11月中旬から

開始した。暴露試験中の外気温度は、試験箇所から南東約

15kmにある千歳空港アメダスデータを参照し、図 3に示

した。暴露用供試体は近年の積雪深を考慮し、地上から

0.90m程度の高さに設置した。特別な屋根や囲い等は設け

ず、積雪で供試体が埋もれると保温状態となるため、適宜

除雪を行った。供試体型枠は暴露前に脱型し、被覆してい

ない状態とした。 

項⽬ 単位 値 項⽬ 単位 値
⼟粒⼦密度 (g/cm3) 2.660 塑性限界 （％） 25.5
⾃然含⽔⽐ （％） 44.3 強熱減量 （％） 5.8
細粒分含有量 （％） 81.7 pH 5.2
液性限界 （％） 66.5 ー ー ー

固化材の分割添加を検討

① 液性限界超に加⽔→1次添加

② 養⽣→硬化→解砕

③ 2次添加→供試体作製

⾼炉セメントB種
⾼有機質⼟⽤
セメント系固化材

⼀次添加 350 200
⼆次添加 50 100
合計添加量 400 300

固化材種

固化材量
(kg/m3)

対象土砂 
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図 3 試験期間の月平均温度の推移 

3 試験結果 
暴露試験は2020年11月中旬より開始し、本報告まで約

1.5年経過、現在も継続中である。暴露試験継続中に経過

期間6ヶ月後と1年後で、圧縮強度・単位体積重量および

含水比・化学試験を実施した。なお、対象として作製した

標準養生供試体についても併せて実施した。得られた各種

結果を表 3に示す。 

なお、表 4示す通り、暴露試験期間中に外気温度が0℃

を跨いだ回数が 98 回発生しており、凍結融解が同回数発

生したと言える。 

表 3 試験結果一覧表 

表 4 0℃を跨いだ回数 

写真 1 暴露試験状況 

高炉セメントB種を添加した標準養生供試体は、1ヵ月

から1年の期間経過に伴い明瞭な水和反応が認められ、発

現強度は約 12 倍に伸びた。一方、高有機質土用セメント

系固化材を添加した標準養生供試体は、同様に明瞭な水和

反応が認められたが1ヶ月後から1年後の強度伸び率は約

4倍であった。これはJISセメントとセメント系固化材の

組成の差に起因するものと考える2）。得られた圧縮強度に

は顕著なバラツキが無かったことから固化材分割添加に

よって対象土と固化材が均質に混合されたと推測される。 

暴露試験を実施した供試体は、セメントの種類に関係な

く写真 1 で確認できるように凍結融解の影響を受けてお

り、表面部で劣化が認められた。高炉セメントB種を添加

した暴露試験用供試体は、1ヶ月後と1年後を比較すると

強度が約2倍に伸びていうた。また、供試体は暴露の影響

により表面部が劣化していたため、劣化の影響部分をそぎ

落とした後の供試体の直径を測定し、補正後圧縮強度を求

めた。その結果、6ヶ月後補正後強度は1.20N/mm2、1年後

は1.40N/mm2となったことから、経過に伴い水和反応が促

進していることが確認できた。なお、高有機質土用セメン

ト系固化材を用いた場合もほぼ同様の傾向であった。 

単位体積重量は、冬期に発生した凍結融解の影響よりも

乾燥による影響が大きく暴露試験開始時1ヶ月から6ヶ月

で供試体重量が約30％低下していた。しかし、その後の6

ヶ月から1年後は、5回程度凍結融解の影響は受けたもの

の単位体積重量の低下はほとんどない状態であった。 

pHは、供試体の表層部が6ヶ月で8.7、１年後では8.4

と中性化していたが中心部は、暴露試験開始時と変わらな

い結果であった。 

4 まとめ 
重粘土に固化材分割添加して作製したソイルセメント

供試体の屋外暴露試験結果より以下に示す知見を得た。 

 一般的な混合方法の適用が難しい重粘土に対し、固

化材分割添加することより、単体でもソイルセメン

トの製造が可能となった。

 凍結融解の影響により供試体表層部は劣化したが、

適切な水和反応が認められたことから内部の強度が

微増した。

これらの結果より、ソイルセメントへ活用が難しいとさ

れていた重粘土についても固化材分割添加を活用するな

ど工夫する事で活用も可能になると考える。 

今後は、重粘土を用いた試験の継続、その他の北海道の

現地発生土砂についても試験条件(場所、気象条件)を変化

させた試験など実施し、北海道特有の条件でも活用できる

新しいソイルセメントの形(設計・施工含めた)を模索して

いきたい。 

謝辞 
北海道大学 農学研究院 基盤研究部門 森林科学分野 

山田 孝教授、同大学 広域複合災害研究センター 厚井 高

志准教授には、試験へのご助言を頂きました。記して謝意

を表します。 
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日最高

日最低

2020 2021

12月 2月 4月 6月 8月 10月

1ヶ月 6ヶ月 1年 6ヶ月 １年 1ヶ月 6ヶ月 1年 6ヶ月 1年

8,770 8,737 8,723 6,219 6,355 8,555 8,648 8,688 6,644 7,324

1.654 1.648 1.646 *2 *2 1.614 1.631 1.639 *2 *2

圧縮強さ 補正なし 0.39 3.60 4.58 0.83 0.84 0.55 1.09 1.99 0.72 0.64

(N/mm2) 補正あり － － － 1.2 1.4 － － － 1.0 1.1

51.3 52.8 51.8 24.9 31.3 56.3 58.4 57.5 24.9 32.1

表層部 11.9 11.6 11.1 8.7 8.4 11.8 11.2 10.9 8.6 8.2

中心部 11.8 11.6 10.9 11.8 11.0 11.8 11.6 10.8 11.7 11.0

Cr6+溶出量(mg/ℓ) 0.02 － － － － <0.02 － － － －

※圧縮強さの"補正あり"については、暴露供試体の劣化した表層部をそぎ落とした健全部の概略断面積から求めた値

*1  室内20℃水中 *2  容積測定不能

供試体重量(g)

供試体含水比(%)

項目 標準養生*1
高炉セメントB種 高有機質土用セメント系固化材

供試体
pH

(湿潤密度(g/cm3))

暴露 暴露標準養生*1

11⽉ 12⽉ 1⽉ ２⽉ ３⽉ 4⽉
13 18 10 16 19 17

５⽉ ６⽉ 7⽉ 9⽉ 10⽉ 合計
ー ー ー ー 5 98
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寒冷地暴露試験におけるソイルセメントの内部温度に関する一考察

株式会社インバックス ○小林瑞穂 秋山祥克 松村和樹 酒巻克之 橘木貞則 

株式会社北海道土砂資源化研究所 宮木康二 

北海道大学 山田孝 厚井高志 

1 はじめに
北海道の現地土砂は主に火山灰土、泥炭土、重粘土およ

び黒ボク土に分けられる。これらの土砂はソイルセメント

として活用するにあたり、シルト・粘土分や有機不純物を

多く含むため強度発現性が低下する傾向がある 1)。また、

セメントやセメント系固化材は低い養生温度において強

度発現が小さいと知られており 2）、寒冷地である北海道で

はソイルセメントの活用は現状少々困難と想定される。し

かし、北海道は本州より用地確保が比較的容易であるため、

低強度でも耐久性があれば構造物としての品質は問題な

いと考える。そこで筆者らは、ソイルセメントの最小管理

強度 1)に満たない低強度領域で、北海道の気候・土質・地

域特性および社会条件等に適応し、耐久性を重視した新し

いソイルセメントの開発を目的とした。その一環として、

筆者らはソイルセメント供試体の屋外暴露試験を行い、主

に耐凍結融解性を確保するための検討を開始した。 

ソイルセメントの凍結融解や温度との関係についての

知見は少なくない 3）4）。しかし、凍結融解を受ける供試体

の内部温度について検討した例は少なく、本検討の中で、

供試体表面からの距離・供試体内部の温度振幅・外気温と

の関係においての知見が得られたので報告する。 

2 試験概要 
2.1 供試体作製 

試料土として、富良野川 2号堰堤近傍の渓岸斜面で採取

した火山灰質砂を用いた。試料土の性状は、表 1に示す通

りである。この試料土および高有機質土用セメント系固化

材を用いて室内配合試験にてソイルセメント転圧タイプ

（目標強度：標準養生材齢 28日＝1～2N/mm2）の示方配合

を決定した。この示方配合を用いて、内部温度測定用供試

体および強度測定用供試体を作製した。なお内部温度測定

用供試体はφ30cm の塩化ビニルモールド、強度測定用供

試体にはφ15cmモールドを用いた。供試体作製後、内部温

度測定用供試体にはモールド枠から 5cm 間隔にて供試体

天端より深さ 15cm に、北東から南西に向けて横一列に温

度センサ（測定範囲-40～110℃、精度平均±0.3℃）を 8個

埋め込んだ。温度センサは北東側から、L-15、L-10、L-5、

CL-0、CR-0、R-5、R-10、R-15と付番した（図 1） 

2.2 試験環境 

暴露供試体の条件は表 2 の通りである。暴露供試体は

28日間の前養生期間を設けた後、北海道富良野市内（標高

175m）にて、平年の積雪深を考慮し、地上から 1.2m 程度

の高さに設置し暴露を開始した。この時、屋根や囲い等は

設けなかった。ただし、積雪で暴露供試体が埋もれると保

温状態となるため、適宜除雪を行った。 

表 1 試料土の性状 

図 1 温度計埋め込み模式図と状況写真 

表 2 暴露試験供試体の条件 

3 試験結果と考察 
供試体の暴露は 2021 年初旬より開始し、最大 1.5 年間

暴露予定である。暴露供試体は試験期間中、外観に大きな

変化は認められなかった（2022年 3月末時点）。 

供試体内部の温度測定では、特徴的な温度推移が見られ

たので、図 2、図 3、図 4に例示する。なお温度測定デー

タとの比較対象として、暴露試験地より南東約 670m に位

置するアメダス富良野観測所（標高 174m）による気温測定

データを併記した（灰色線）。 

図 2において、両端の測点（L-15・R-15）を除く温度測

定データは、外気温の変動にほとんど左右されず、-1～0℃

間に推移した。また、図 3では端部 1測点（R-15）を除く

データにおいて、温度が上昇しても 0℃を越えず緩やかに

折り返した。そして、図 4では、温度が低下しても-5℃を

ほぼ下回らず緩やかに折り返した。3つのグラフは、両端

土粒子密度(g/cm
3
) 2.559

自然含水比(%) 19.2

礫分(%) 16

砂分(%) 84

細粒分(%) 0

最大乾燥密度(g/cm
3
) 1.670

最適含水比(%) 18.4

強熱減量(%) 3.5

pH 5.0

単位体積重量 圧縮強度

(kg/m
3
) (%) (kN/m

3
) (N/mm

2
)

固化材量 含水比
室内標準養生(σ28)

160 23.5 18.91 1.70
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の測点の温度振幅（外気温や日射からの温度への影響）が

他測点より大きいこと、また両端の測点を除く測点が-5～

0℃を跨いだ温度上昇または下降をほとんどしない期間が

あることが共通する。 

両端の測点の温度振幅については、日照条件の違いと日

射の影響に伴うセメント水和熱発生の影響と考えられる。

3つのグラフの中でも、3月 10日 15時は R-15において記

録開始より過去最高値の 28.8℃を記録した（3 月 10 日時

点）。R-15は供試体の南西側端の測点であり、この日の日

照時間は 10 時間であったことから、非常に日射の影響が

大きかったと推察される。また、他の測点についても南西

側からの日射による温度伝播の影響が見られた。なお、3

月末までの期間中、温度センサが 25℃を超えた回数は 4回

であり、いずれも 3月中であった。 

温度振幅が小さくなる期間については、供試体表面から

の距離による温度伝播の差が関係するが、その影響のみで

あれば外気温に追従する温度振幅となると考えられる。し

かし外気温の温度振幅に追従していない、温度停滞が多く

見受けられる。これは、-5～0℃間で供試体内部の水分が

固液平衡状態、つまり加熱・冷却による熱量と液体・固体

の状態変化による熱量が釣り合う状態となっていると予

想される。この温度停滞の原因が固液平衡であるとすると、

外気温の低下または上昇により、外気の熱量で供試体内の

水分は凍結または融解を始める。しかし、供試体内の水分

が完全に凍結または融解する前に外気温が上昇または低

下するため、水分は元の液体または固体状態に戻る。よっ

て、この液体→固体または固体→液体の状態変化に外気の

熱量が消費され、供試体温度が停滞すると推測できる。 

4 まとめ 
本報告では、北海道富良野川流域で採取した現地土砂を

用いて作製したソイルセメント供試体の屋外暴露試験に

おける内部温度に関して考察した。その結果、寒冷地にて

暴露を行うと供試体内部の温度振幅が小さくなる期間が

認められた。これは、外気の熱量が消費され、-5～0℃間で

供試体内部の水分が固液平衡状態となるためと考えられ

た。 

凍結融解の繰り返しによる劣化は、凍結する速度・温度・

時間の影響が大きいが、ソイルセメントに関してはこれら

に加えて土砂の比熱、固化体の強度 5）、水分、空隙 6）およ

び打設量も重要な因子となると考える。また、温度停滞が

耐久性に与える影響は未だ不明であるが、不完全な凍結融

解の発生が認められたことは新しいソイルセメントを開

発するにあたって重要な知見となると予想される。今後は、

これら因子や強度確認用供試体の発現強度など新たなデ

ータを用いて、深く考察していきたい。 

謝辞 
北海道建設部土木局河川砂防課および上川総合振興局

旭川建設管理部富良野出張所には、試験へのご助言やご協
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図 2 暴露試験観測温度グラフ（11/24～28） 

図 3 暴露試験観測温度グラフ（2/5～9） 

図 4 暴露試験観測温度グラフ（3/8～12） 
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六甲山系における搬入条件が厳しい現場での砂防ソイルセメント

（流動タイプ）による砂防堰堤の構築と施工効率の向上

国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 足立 則秋

株式会社 木島組 阪本 正紀

〇 株式会社 本久 小布施 栄

はじめに 
近年，頻発する豪雨災害により国土強靭化や流域の保

全に対して社会的な関心が高まり，一層のハード対策の

推進が求められている。一方，気候変動の要因である Co2

の削減といった世界的な環境意識の高まり，燃料や原材

料をはじめとする資材価格の高騰，担い手不足など，大

きな課題に直面し，コスト縮減だけでなく脱炭素化，省

資源化，生産性向上といった視点を持つことが必要とさ

れるなか，砂防ソイルセメントの有用性が再認識される

ところである。本工事は既存鋼製枠堰堤（以下，「鋼製枠」）

を撤去し新たに透過型堰堤を建設するもので，数種の現

地発生土砂に加えて鋼製枠の中詰材を砂防ソイルセメ

ント流動タイプ（以下，「流動タイプ」）で構築すること

により有効活用した事例である。また，六甲山系におい

ては山麓に発達する都市や住宅地の密集により資機材

の搬入に支障をきたすことが多く，しばしば索道による

施設建設が計画されるが安全性や施工性に難がある。本

工事ではこれらの施工にかかる課題に工夫を加えるこ

とで施工効率を向上させた。本報告ではこれらの施工や

工夫について報告する。

1. 現場概要
現場は神戸市東灘区住吉川流域にあり，堤高:14.5m，

堤長:50.0ｍ，V:2367m3 の透過型堰堤の建設工事である。

本堤施工に先立ち阪神淡路大震災後に谷止工として建

設された既設鋼製枠堰堤の撤去（3700m3）および地山

掘削（2600m3）を施工し，3700m3 の現地発生土砂は石

材と土砂に分け埋戻しを含め有効活用する。建設地は

住宅団地を通過した先にあり，団地内の道路は急こう

配かつ狭い生活道路であり，団地内からの資機材の搬

入およびラフテレーンクレーンの進入は困難であるこ

とから索道による施工となっている。

2. 土砂のばらつきを考慮した配合計画
流動タイプに用いた母材は，両岸の掘削土砂，既存堰

堤に堆積する土砂，鋼製枠の中詰材として用いられてい

る土砂および石材で，土砂は細粒分質砂質礫に分類され

るマサからなる。表1に現地発生土砂の物性と配合概要，

図 1 に粒度分布を示す。土砂は採取場所や深度によって

粒度がばらつくほか，堆積土砂と掘削土砂でも粒度に大

きな差が生じている。骨材の粗粒率に着目すると材料分

離しやすい土砂と粘性の大きな土砂が併存している。流

動タイプは水量の多少によりコンシステンシーに相違

が生じ施工性や品質に大きく影響を及ぼす。このため，

配合試験に先立ち土質のばらつきを把握し，それぞれの

土砂で材料分離をしない単位水量の上限を求め強度確

認を行ったうえで，施工品質上最も危険側となる右岸深

部の土砂を選定し配合試験を行った。単位水量の上限を

定め土砂の性状に応じて単位水量の設定範囲内で施工

ができるようにしたことで複数種の土砂の混在に伴う

物性変化や粒度変化があってもソイルセメント材の施

工性，性状維持，強度品質を確保することが可能かつ容

易となる。なお，現場目標強度及び配合強度は礫混入に

伴う圧縮強度の低下を考慮し割増しを行っている。

3. 流動タイプの施工

流動タイプは，現地発生土砂にセメントミルク，ある

いはセメントと水を添加して混合攪拌し泥状にしたも

ので,打ち込み後振動締固め機で締固める。自硬性により

土
質
概
要 

自然含水比 % 4.1（4.1~8.8） 
2 ㎜以下の粒度 % 50.3（47.2～72.7） 
細粒分含有率 % 13.0（2.9～15.7） 
細骨材率 % 63.4（63.4～87.1） 

粗粒率 
細骨材 g/cm3 2.26（2.25～2.95） 
粗骨材 7.75（6.35～7.75） 

密度 
細骨材 g/cm3 2.522 
粗骨材 g/cm3 2.471 
石材 g/cm3 2.618 

吸水率 
細骨材 % 1.19 
粗骨材 % 1.40 
石材 % 0.46 

実積率 
土砂 % 71.1 
石材 % 58.4 

配
合

単位セメント量 kg/m3 230（250） 
単位水量 Kg/m3 310 以下（250～325） 
スランプ cm 22 以下 
礫混入 30min 後の

スランプ 
cm 5 以上 

現場目標強度 N/mm2 4.0 ※一般に 3.0 
配合目標強度 N/mm2 7.78 ※一般に 5.91 

（ ）内は，予備試験を含めた試験結果 
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堆砂土砂③

左岸深部

右岸深部配合

図 1 現地発生土砂の粒度

表 1 現地発生土砂の物性及び基本配合
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硬化することから転圧作業が不要となり，狭隘な施設形

状や締固めが困難な土砂での適用性に優れる。さらに，

仕上がり１立米に対しφ500 ㎜程度までの石材を最大

30％まで混入して活用可能な点も流動タイプの利点と

して挙げられる（本現場では確保石材量より 17％の混入

率）。現地発生土砂とセメントスラリーを混合しベース

のソイルセメント材を一次材として製造し，そこに石材

を投入して混合することで均質なソイルセメント材の

製造が可能となる。加えて，ソイルセメント材と石材が

一体となった混合物として打設することにより粗石ま

わりも密実で単位体積重量も大きくなるといった品質

利点も生まれる。１)2）また，活用可能な粒径が広がるこ

とで現地発生土砂の有効活用幅が広がるだけでなく，石

の活用体積分のセメントを減らすことができ 140t のセ

メント量低減となった。また，コンクリート堰堤であっ

た場合と比較した施工全体の大型車両運行数は 1949 台

から 877 台（45％）となり，省資源化や Co2 排出削減の

みならず周辺住環境の保全にもつながるものとなった。 

流動タイプの施工が困難となる要因の一つにフレッ

シュ性状の不安定さがある。本工事では物性が異なる数

種の現地発生土砂を用いていることから土砂のばらつ

きは不可避であり，施工や品質への影響抑制の観点から

単位水量を日々調整することとしている。ここで，単位

水量，スラリー量とスランプの関係を図 2，3 に示す。同

じ単位水量，スラリー量であってもスランプに大きな隔

たりがあり，ソイルセメント材の性状の相違が単に水量

によって決まるものではないことを示唆している。生コ

ンのように骨材の質や量など管理された材料と異なり，

同じ単位水量であっても土の物性や粒度の違い，微粒分

の多少，気温や経時によってソイルセメント材の性状が

変化することが考えられるが，とりわけ土砂に含まれる

礫量の多少によりモルタル分に占めるスラリー量が変

わることでソイルセメント材の性状に相違が生ずるも

のと考えられる。このように土砂の物性のばらつきが大

きい場合，それに都度対応するほうが，決定配合通りと

するよりも性状が安定し材料分離や空隙など発生させ

ないといった点で品質的に望ましいと考えられる。また，

施工初期段階では養生温度の影響や過度の水量調整に

より不安定な強度発現となっているが，施工進展に伴い

比較的安定した圧縮強度結果が得られており，水量調整

による品質影響は小さいと考えられる（図 4）。

索道は一般に単走式の索道で計画されることが多い。

この場合，索道線下は軸の直線上のみとなるため上下流

部の打設個所には横引きワイヤーを仕掛け曳く必要が

あり，荷ぶれや接触の危険が生じるなど施工性に難があ

る。このため本現場では単走型 H 型索道とした。H 型索

道は軸に平行な 2 本のケーブルが施工範囲全体を網羅し，

それに直交するケーブルをウィンチのみの操作で曳く

ことが可能なため施工範囲全域での荷の移動が容易と

なる(写真 1)。これに伴い作業人員の削減と省力化がで

き，施工性と安全性が向上した。さらに，投入機材であ

るベッセルに電動式チェーンブロックを取り付け，排出

操作をラジコンで行うことで投入時のワイヤーの付け

外し手間を省力化した（写真 2）。これに伴い 1 サイクル

の投入時間が 10 分から 3 分程度にまで短縮した。堤体

下部施工時はソイルセメント材をバックホウにより直

接投入し，5 リフ

ト目より索道打

設を実施したが，

索道打設でも打

設効率に優れる

直接投入と比べ

85％程度の打設

能力が得られ工

夫の効果が認め

られる（図 5）。

4. おわりに
流動タイプは様々な活用利点が期待できる反面，実績

に乏しく施工や品質上の課題も明らかでない。こうした

ことを踏まえ施工の課題とその取組方法や施工結果の

一部について事例を示した。まだ不明な点が多い工法で

あるものの，今後の社会の在り方を展望するとさらに技

術知見を深める必要があり，今後さらなる工夫を検討し

取り組むことで工法の確立に寄与したいと考える。

【参考文献】1）小布施ら；現地の粗石を活用した砂防ソ

イルセメント流動タイプの試験施工の実施事例につい

て 平成 29 年度砂防学会研究発表概要集 平成 29 年 5
月,2）小布施ら；現地の粗石を活用した砂防ソイルセメ

ント流動タイプの基礎処理適用事例について平成 30 年

度砂防学会研究発表概要集 平成 30 年 5 月 
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2021 年 7 月に熱海市で発生した泥流 

京都大学防災研究所 ○竹林洋史・藤田正治

東京建設コンサルタント 中本英利

1. はじめに

熱海市伊豆山地区で 2021 年 7 月 1 日午前 1 時ごろから降り始めた雨は，2021 年 7 月 3 日午後 2 時ごろまで降り

続き，雨が降り止む約 3 時間半前の 7 月 3 日午前 10 時 27 分の少し前に最初の泥流が逢初川流域の宅地上流部の

家屋を流出させた．その約 100 分後の 12 時 10 分までの間に少なくとも 8 回の泥流が発生し，多くの家屋が被災

するとともに，死者 26 名，行方不明者 1 名の人的被害も発生した．本研究では，熱海市で発生した泥流の流動特

性について調査研究を実施するとともに，土砂災害危険度の高い谷地形の宅地における泥流からの避難方法につ

いて検討した．

2. 泥流の流動特性と避難方法

図 1 に現地の住民や消防団などによって泥流が確認さ

れた場所と時間を示す．宅地に最初に流れ込んだ泥流が

確認されたのは，図 1 に「A」として示している場所に

おいて 7 月 3 日午前 10 時 27 分少し前である．図 1 に「B」

として示している場所で 10 時 55 分に撮影された泥流の

動画をキャプチャーしたものを図 2（a）に示す．えんじ

色のビルの奥側（南側）を黒色の泥流が流れている．動

画から得られた泥流の流速は約 8m/s であった．図 2（a）

A
10:27

B
10:55

C
11:15

D
12:10

逢初橋

背景：GSI

東海道新幹線

図 1 泥流が確認された場所と時間 

既に堆積していた泥流

後から流れてきた泥流

上流から流れてきた泥流

逢初橋から逢初川に落下する泥流

中島様より提供

（a）「B」地点・10 時 55 分 （b）「C」地点・11 時 15 分 

（c）「D」地点・12 時 10 分 

図 2 泥流の流動の様子 
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に示す泥流は，宅地に最初に泥流が流れ込んだ時刻か

ら約 30 分経過しており，図 1 の「A」で確認された泥

流とは異なる．図 1 に「C」として示している場所で

11 時 15 分に撮影された泥流の動画をキャプチャーし

たものを図 2（b）に示す．図 2（b）に示す泥流は，図

2（a）に示す泥流が確認されてから約 20 分経過してお

り，両泥流は異なるものである．図 2（b）の泥流の下

流部は 11 時 15 分よりも前に既に流れてきていた泥流

でちょうど図 2（b）に示す地点で停止していた．一方，

図 2（b）の泥流の上流部は撮影時に流れてきた泥流で

ある．つまり，図 2（b）は停止していた泥流の上を別の泥流が覆い被さるように流れてきている状況を示してい

る．図 1 に「D」として示している場所で 12 時 10 分に撮影された泥流の動画をキャプチャーしたものを図 2（c）

に示す．泥流は家屋を破壊するとともに，逢初橋の高欄を乗り越えて逢初川に落下して流れ込んでいる．

以上のように，泥流は大きなものが 1 回発生して海岸まで流れたのではなく，比較的小規模なものが間欠的に

複数回発生したと考えられる．また，泥流は家屋などの建物に衝突する過程で減速しながら停止し，次の泥流が

先に流れて停止した泥流上を流れ，停止していた泥流を取り込んで規模を拡大させながらさらに下流に流れて家

屋などの建物に衝突する過程で減速して停止するプロセスを繰り返しながら海岸まで到達したと考えられる．ま

た，図 1 に「C」や「D」として示している場所に泥流が到達したのは，宅地に最初に流れ込んだ泥流が確認され

てから約 50 分後と約 100 分後である．これらの場所においても人的な被害が発生している．これより，リードタ

イムが十分に確保できたとしても人的被害をゼロにすることは難しいことがわかる．避難せずに自宅に留まった

理由は様々あると考えられるが，下流域の男性住民によると，上流域で発生している状況がイメージできていれ

ばより速やかに避難していたとのことである．つまり，上流域で土石流や泥流が発生したという状況を言葉のみ

で聞いても現在の自分が被災リスクが高い状態なのかどうか実感できないことが自宅に留まっていた理由の一つ

と考えられる．そのため，上流域で発生している現象を住民がより速やかに認識・理解するために，土砂災害警

戒区域が設定されている渓流では上流に複数のカメラを設置し，下流域の住民がスマートフォンやテレビなどで

上流の様子を視覚的に確認できるようなシステムの導入などが有効と考えられる． 

図 3 は宅地の上流域からから下流域を撮影したものである．泥流の流動幅は 50m～80m であり，明確な谷地形

が形成されているため流動幅が狭い．これは，渓流・河川の流れ方向に対して直角方向（横断方向）に数十メー

トル移動するだけで避難できることを示している．これらのことから，谷地形が発達している土砂災害危険地域

については，渓流・河川横断方向に容易に移動できる道路を整備するとともに，渓流の流れに対して直角方向に

数十メートル移動するだけで避難できることを住民が認識することにより，泥流による人的被害を大きく減少で

きると考えられる．

3. おわりに

熱海市で発生した泥流の流動特性について調査研究を実施するとともに，土砂災害危険度の高い谷地形の宅地

における泥流からの避難方法について検討した．対象流域は明確な谷地形が形成されており，泥流は横断的には

あまり広がらず，幅 80m 以下の範囲で流れている．これは，渓流・河川の流れ方向に対して直角方向（横断方向）

に数十メートル移動するだけで避難できることを示している．また，下流で人的被害が発生したのは，上流域で

最初に泥流が確認されてから約 50 分後と約 100 分後である．これは，下流域の住民が上流域で発生している現象

を正確にイメージできていなかったことが原因と考えられるため，上流域の様子を自宅などで確認できるカメラ

の設置など，容易に上流域で発生している現象をイメージできるシステムの導入が有効と思われる．

図 3 宅地の上流域から撮影した泥流流動域 
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火山噴火後を想定した土石流氾濫計算オープンソースプログラムの公開 
（国研）土木研究所 清水武志 山崎祐介* 今森直紀 石田孝司 

*現 日本工営株式会社

１．はじめに 

 土木研究所における第 4 期中長期計画期間（2016 年度

から 2021 年度）の成果として，国土交通省のプログラム

を改良もしくは新規に開発した土石流のプログラムをそ

れぞれ 2 冊の土木研究所資料としてオープンソースで公開

した。 

清水ほか （2022）は，土砂災害防止法における緊急調査

（初動期）に国土交通省が使用するソフトウェア QUAD

（QUick Analysis system for Debris flow）に内蔵される氾濫

解析プログラムのソースコードを，共同著作権者の国土交

通省と協議の上，QUAD 利用開始から約 10 年経過したこ

とを機に，情報公開するものである。一方，山崎ほか （2022）

は，山崎ほか （2021）等の研究で開発したプログラムを解

説書とともに公開するものである。 

本稿では，オープンソースソフトウェア （以下，OSS と

いう）として公開する目的を述べる。 

２．プログラムの概要と特徴 

 清水ほか （2022）は，高橋ほか （1999）による土石流か

ら掃流砂流に遷移する計算手法を２次元氾濫解析に適用

した研究 （中川ほか，2002）を基に作成され，谷出口等の

複数箇所にハイドログラフを与えて下流域の氾濫範囲を

計算するプログラムである。上に示した開発目的や利用状

況を踏まえて，精度や汎用性よりも安定して計算できるこ

とに重点を置き，並列計算により計算速度を向上させたプ

ログラムである。

一方，山崎ほか （2022）は，土石流の発生 ・非発生につ

いては降雨条件が重要な役割を果たすことを考慮して、分

布型降雨を用いた降雨流出過程、斜面安定解析に基づく土

石流の発生や流域内の流下過程、および土石流の氾濫過程

を一体として扱える研究用のプログラムである。降雨流出

モデルと土石流流下モデルは同じ空間に設定され、土石流

氾濫モデルは別の空間に設定される。重なった空間におい

て、土石流の溢流量が自動的に氾濫解析の境界条件として

与えられる。他にも，微細砂の流体層への遷移，降灰を考

慮して降雨流出解析時に斜面の浸透能を扱える。

３．OSSとした目的 

3.1 オープン化の意義 

最近は情報公開などの一環として行政が保有するデー

タ等のオープン化が進んでいる。2021 年に発生した熱海に

おける土砂災害では，静岡県が無人航空機で地形データを

取得後ただちにオープンデータとして公開したことは記

憶に新しい。一方，オペレーティングシステム，統計解析

環境，地理情報システム，データベースなどありとあらゆ

る OSS が存在し，社会に浸透している。OSS は，論文を

読むようにソースコードを読め，構成法やアルゴリズム，

書き方のノウハウ習得，比較検討，機能拡張などを自由に

行うことができる。また，多くの方が活用する中で，不具

合を修正でき，その OSS が改善される。さらに，既往研究

を基に新しい研究が進展するように，新たに開発されたソ

ースコードが公開 ・共有されれば，オープンな世界におけ

る技術やノウハウが発展的に蓄積され，優れたソースコー

ドは社会基盤となっていくと考えられる。

3.2 ソースコードの共有により期待できる効果

 砂防分野の対象現象は多様であり，流れの解析に限定し

ても，急勾配河川から緩勾配河川の土砂水理学，土石流，

火山噴火における乾燥粒子流（火砕流）など様々である。

いずれも教科書や論文に付随するサンプルコードも見つ

からない。筆者の知る範囲では，国内外製の土石流の OSS

は乾燥粒子流を除きみられない。開発者の視点に立つと，

浅水流，混相流，移動境界などの理論だけでプログラムを

完成させるのは難しく，様々なノウハウが必要である。そ

のため，品質のよいプログラムを作るためには他者のソー

スコードにも学ぶのがよいと考える。また，プログラミン

グ言語の進化も著しい上，現代ではプログラムを多人数で

作成し他者が読むことを前提に書くため，その時代の書き

方のベストプラクティスがまとめられる場合もある。従っ

て，多様なソースコードを誰でも読める環境があれば，開

発者の育成が促され，現代的なプログラミングのノウハウ

も共有されると考える。

3.3 オープンソースとライセンス

著作権を放棄するパブリックドメインを除けば，オープ
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ンソースライセンスを付けたプログラムを OSS という。

オープンソースの定義は，オープンソース・イニシアティ

ブが定める定義に従ったものであり，次の 10 の要件を満

たすソフトウェアと言われる。1）自由な再頒布，2）ソー

スコードを含む，3）派生物の自由な利用，4）作者のソー

スコードと完全性，5）個人や集団に対する差別の禁止，6）

利用分野に対する差別の禁止，7）ライセンスの分配，8）

特定製品でのみ有効なライセンスの禁止，9）他のソフト

ウェアを制限するライセンスの禁止，10）ライセンスは技

術中立的でなければならない。

 以上の定義は，GPL-3.0 ライセンスに代表される，派生

物 （二次著作物）に対しても同じライセンスを強制する 「強

い」ライセンスである。また，ソースコードを組み込むと

全体に同じライセンスを適用しなければならない。これは，

オープンな世界はオープンなまま維持するコピーレフト

の考えであるが，無関係の関連プログラムにもライセンス

が継承されるライセンス汚染といわれる弊害を生じ，実社

会では使いにくい側面がある。このため，制限を緩めたラ

イセンスが多数存在する。準コピーレフト型の LGPL-3.0

は動的ライブラリとして利用する際はライセンス継承が

不要である。非コピーレフト型の MIT や BSD ライセンス

は，商用利用可能で派生物のソースコードの公開を著作権

者が決められるなど，ビジネス等でも使いやすいと言われ

ている。ここにあげた名称は代表的なもので，単純に類型

化して概念を示したが，類似ライセンスは多数存在する。

実際にはフリーソフトウェアと OSS の違い，ライセンス

間の細かい相違等がある。ライセンスは知的財産に関する

法律事項であることに留意されたい。

3.4 公開プログラムの著作権者とライセンス，利用制限

 清水ほか （2022）のプログラム著作権者は国土交通省と

土木研究所，山崎ほか （2022）は土木研究所である。ライ

センスは，ともにクリエイティブコモン （CC） 表示－継

承 4.0（国際）（CC BY-SA (4.0)）である。「BY」は利用者

に著者の明示を，「SA」は派生物も同じライセンスを付し

て頒布することを，国際は日本以外にも適用することを規

定する。 「CC」は文書に適したライセンスで，行政機関等

の文書やデータには「CC BY」ライセンスの例が多いが，

プログラムに適さないと言われる。CC BY-SA 4.0 は GPL-

3.0 一方向互換の強い制限を持つコピーレフトなオープン

ソースライセンスである。公開するプログラムは共に，ラ

イブラリとしての利用は難しいため，コンパイルしたイメ

ージ （実行ファイル）の単独利用を想定して，上述のライ

センスとした。

利用制限は基本的に一切ない。著作権者や関係者は一切

の責任を負わずサポートもしないが，断りなしに自由に利

用し検証し改変できる。ただし，「BY」（表示）や「SA」

（継承）の規定を守らなければならない。 「SA」の規定は，

改良 ・発展された成果をこの分野の技術発展や行政サービ

スに活用できる可能性を考えたものである。改変や開発等

にあたっては，ライセンスの規定を参照されたい。

４．まとめ 

 業務利用中あるいは研究開発中のソフトウェアを OSS

として公開することで，活用され，この分野の技術開発が

進むことが期待している。 
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パターンマッチング処理を用いた土砂・洪水氾濫予測モデルの構築 

いであ株式会社 ○樋田祥久，岡村誠司，越智尊晴，三浦裕司，矢沼伸行，関根亮，小林雄介，滝口大樹，小澤宏二 

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．洪水や土砂災害の予報のあり方については，国の検討会において，官民が連携した予測技術の更なる高

度化を進めるべきと提言され 1)，特に土砂災害予報にあっては，新たな研究・開発状況の有効性の確認やそれを踏まえた技

術導入の検討等を取り組むべきとされている．こうした背景を踏まえ，本研究は降雨予測と連動させた土砂・洪水氾濫予測

モデルを構築することを目的としたものであり，本稿では計算負荷の削減とリアルタイム予測を可能とする処理手法として，

予めデータベース化した模擬降雨による計算結果と予測降雨による計算結果のパターンマッチング処理による予測精度の

適用性について述べる． 

2. リアルタイム土砂洪水氾濫モデルの構成

リアルタイムの土砂・洪水氾濫の予測計算は，避難情

報として有益なリードタイムを確保するため，実績雨

量と予測雨量が 10 分ピッチで入手できる現状を踏ま

え，予測計算結果が10分以内に表示可能なモデルを構

築するものとした． 

一方，平面二次元土砂・洪水氾濫の計算時間はメッシ

ュ数に依存するが，浸水域や堆積深の再現精度を考え

るとメッシュサイズを小さくする必要があり，広範囲

の計算を実施する際は計算負荷が大きく，リアルタイ

ムでの計算が時間内に終了しない． 

そこで，モデルの構成は，図-1 に示すように一次元

河床変動計算まではリアルタイムで計算し，二次元計

算結果はデータベース（事前に多数のシミュレーショ

ンを実施）から抽出するものとした． 

3. パターンマッチング処理の予測精度検証

筆者らは従前の研究において，平成 30 年 7 月西日本豪雨

下の総頭川流域（広島県坂町）を対象として，XRAINの10

分間雨量を外力条件とし，セル分布型降雨流出モデル（25m

メッシュ）による流量，および一次元河床変動モデルによる

土石流流出量を境界条件として，総頭川下流域の二次元土砂・

洪水氾濫計算（5mメッシュ）を行い，再現性を確認し，シミ

ュレーションの有効性を示した 2）．（図-2,図-3）上記モデルを

活用して総頭川流域を対象としたパターンマッチング処理に

よる予測精度の検証を行う． 

3.1 対象洪水の選定 

対象洪水は，総頭川流域で発生しうる洪水として，1kmメ

ッシュのレーダ雨量が存在する2006年～2019年までに発生

した洪水から，様々な降雨要因，降雨分布，降雨波形となる

よう10降雨波形を選定した（表-1）．また，選定した降雨波

形を 0.1 倍～想定最大規模相当まで引伸ばして対象洪水とし

た（186洪水）．さらに，未経験洪水や気候変動の影響を考慮

して将来土砂災害が発生すると想定される洪水への対応とし

て，d4PDFの過去実験及び将来2℃上昇実験の降雨データか

ら71洪水を追加し，計267洪水を選定した．なお，d4PDF

は，崩壊の実績が確認された H28.6 降雨時の土壌雨量指数

166以上となる洪水を対象とした．  

図-1 リアルタイム土砂・洪水氾濫計算モデルのフロー 

図-2 総頭川流域の落水線網 

（セル分布型降雨流出モデル） 

図-3 最大氾濫水深 

(二次元土砂・洪水氾濫計算) 

表-1 対象洪水波形 

崩壊発生 降雨要因 洪水発生月 降雨分布 降雨波形

2009 7/20 7/21 26 191 129 - 前線 7月 平野部 ２山

2009 7/24 7/27 44 203 136 - 前線+低気圧 7月 山地部 前方集中

2010 6/25 6/28 23 170 108 - 前線+暖湿流 6月 平野部 中央集中

2010 7/11 7/15 33 289 164 - 前線+低気圧 7月 フラット ２山

2013 8/24 8/26 35 165 114 - 前線+暖湿流 8月 フラット 散発的

2013 9/1 9/4 26 220 145 - 台風 9月 フラット ２山

2013 10/23 10/25 12 181 112 - 前線+台風 10月 平野部 フラット

2014 8/5 8/6 27 122 124 - 暖湿流 8月 フラット 後方集中

2016 6/19 6/24 41 345 166 〇 前線+低気圧 6月 山地部 3山

2018 7/5 7/8 62 560 259 〇 前線 7月 フラット 3山

発生年 開始日 終了日
降雨の特徴最大

時間雨量
累加
雨量

土壌
雨量指数
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3.2 一次元河床変動計算結果と平面二次元土砂・洪水氾濫計算結果の関係性の分析 

一次元河床変動計算結果と平面二次元土砂・洪水氾濫計算のマッチングにあたり，両者の計算結果の関係性を分析した． 

一次元河床変動計算結果の各地点（図-2における本川上流と支川，河口部）におけるピーク流量，総流出量，総流出土砂

量の各指標に対して，二次元土砂・洪水氾濫計算の浸水面積（河道域も含む）と土砂堆積量について分析し，比較的高い相

関関係が見られた本川上流の結果を

図-4に示す．なお，赤色はH30西日

本豪雨のケースである． 

この結果によると，浸水面積は，総

流出土砂量が25千㎥程度より大きく

なると急激に増加することと，ピー

ク流量と高い相関関係があることが

わかった．以上の分析結果より，総流

出土砂量が25千㎥を超えた際に氾濫

したと見なしてマッチング処理を行

うものとし，マッチングの評価指標

は流量とすることとした． 

3.3 パターンマッチングの適用性評価 

パターンマッチングは，有意な河床変動が発生する 10 ㎥/s 以上からピ

ーク流量までの流量ハイドロフラフを評価対象とし，Nash-Sutcliffe 係数

（以降NS係数と呼ぶ）が最も高い洪水を抽出するものとした．適用性の

評価は，西日本豪雨（降雨倍率1.0倍，1.4倍，1.8倍）を対象洪水とし，

この洪水波形以外の洪水から抽出するものとした． 

パターンマッチングの評価結果は，表-2に示すとおり，NS係数は0.07～0.21程度となった．また，最大浸水面積の誤差

率は4%～18%であり，規模が大きいと誤差が小さくなる傾向が見られた．一次元の流量ハイドログラフは図-5に示すとお

り，流量が同程度の洪水が抽出されており，整合性が高いと言える． 

4. まとめと今後の展開

本研究では，降雨予測と連動させたリアルタイムでの土砂・洪水氾濫予測モデルを構築するため，計算負荷の削減とリア

ルタイム予測を可能とする処理手法として，予めデータベース化した模擬降雨による計算結果と予測降雨による計算結果の

パターンマッチング処理による予測精度の適用性を評価した．これにより平成 30 年 7 月西日本豪雨下の総頭川流域（広島

県坂町）における再現性を確認し，パターンマッチング処理の有効性を示した．本モデルは，中山間地での土砂流出と洪水

氾濫に対する住民の主体的避難の促進，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できる． 

総頭川流域では浸水面積とピーク流量に有意な関係性が見られたため流量で評価したが，流出土砂量による評価が適当な

流域もあると考えられる．今後は，他流域やより広範囲での適用性について研究を進める予定である． 
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表-2 パターンマッチングの評価結果 
一次元計算 二次元計算

洪水名
最大浸水
面積(m2)

洪水名
最大浸水
面積(m2)

NS係数
浸水面積の
誤差率

2018/7/5洪水
（降雨倍率1.0倍）

153,675
2010/6/25洪水

（降雨倍率3.0倍）
126,000 0.21 18%

2018/7/5洪水
（降雨倍率1.4倍）

215,600
2010/6/25洪水

（降雨倍率4.0倍）
204,725 0.17 5%

2018/7/5洪水
（降雨倍率1.8倍）

262,100
2010/6/25洪水

（降雨倍率6.0倍）
271,525 0.07 4%

対象洪水 マッチング洪水
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航空レーザ計測データによる富士山大沢川における 2021年の出水実態の解析 

国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 ○藤平 大，村松 弘一，田中 僚※１，大幢 匠※２ 

アジア航測株式会社 西村 直記，中村 圭裕，勝又 善明，柏原 佳明，

臼杵 伸浩 

※１：現 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

※２：現 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所

 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。富士砂防事務所が開所した昭和

45 年以前から大規模な土石流が発生し，下流域に甚大な

被害をもたらしてきた。近年は砂防事業の進捗により人

家等に被害が生じる災害は発生していないが，年平均 10

万m3以上の土砂が流出しており，土砂生産が活発な状態

が継続している。 

富士砂防事務所では，2007 年から毎年、航空レーザ計

測（以下，「LP」とする。）を実施して、大沢崩れを含む大

沢川全体の土砂変動を観測してきた。2021 年は 3 月と 8

月に大規模な土石流が発生し、その直後に LPデータを取

得することで，大沢崩れにおける土砂移動実態を把握し

た。本稿では主に 2021年に発生した 2回の大規模な土石

流の発生状況について報告する。 

図 1 富士山大沢川の概況 

 土石流発生時の概要 

富士山大沢川では 2021年 3月 21日と 8月 18日に大規

模な土石流が発生した。3 月 21 日の土石流は、大沢川に

設置された CCTVカメラなどの機器により、13:35頃に発

生したと推定される。富士砂防事務所御中道観測所（標高 図 2 2021年 3 月 21日出水による源頭部 
（大沢崩れ）の土砂変動状況（2020.11～2021.4） 

源頭部 

峡谷部 

中流部 

岩樋部 

扇状地 

大沢崩れ 

源頭域調査工事 

大滝 

大沢川橋観測所 

岩樋観測所 

大沢扇状地 

（床固工群+沈砂地工） 

御中道観測所 
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2,325m）では最大時間雨量 21mm（3/21 11:00～12:00）、連

続雨量 97mm（3/21 03:00～13:00）を観測した（一連降雨

の連続雨量：216mm）。土石流発生前日の源頭部の CCTV

カメラ画像から、源頭部の積雪が土石流発生翌日には消

失していたことが確認されている。 

8 月 18 日の土石流は、大沢川源頭域調査工事現場に設

置された監視カメラにより 10:10 頃にピークが生じたこ

とが確認されている。御中道観測所では 8月 12日から断

続的に降雨が観測され、土石流が発生した 18 日 10 時ま

でに最大時間雨量 79mm（8/18 06:00～07:00）、連続雨量

1,089mm（8/12 15:00～8/18 10:00）を観測した（一連降雨

の連続雨量：1,170mm）。 

 LPデータを用いた土石流発生状況の解析 

2021年 3月 21日の土石流発生状況の解析 

3 月 21 日に発生した土石流の解析には、2020 年 11 月

と 2021 年 4 月に計測した LP データを用いた。2 時期の

LP データの差分解析により、源頭部から約 41.6 万 m3の

土砂が流出したことが明らかとなった（図 1）。これは 1972

年（昭和 47 年）5 月 5 日に発生した土石流（源頭部から

の流出土砂量：約 30万m3）を上回る過去最大規模であっ

た。また、源頭部から大沢扇状地までの土砂収支を計算し

たところ、3 月 21 日の土石流により約 48.2 万 m3の土砂

が大沢扇状地に流入したが、約 39.5万m3の土砂が堆積し

たことにより、下流域に被害は生じなかった（図 2）。 

図 3 2021年3月21日出水による大沢扇状地の土砂変動状況 

2021年 8月 18日の土石流発生状況の解析 

8月 18日に発生した土石流の解析には、2021年 7月と

2021 年 8 月に計測した LP データを用いた。2 時期の LP

データの差分解析により、源頭部から約 24.1万m3の土砂

が流出したことが明らかとなった。また、源頭部から大沢

扇状地までの土砂収支を計算したところ、8 月 18 日の土

石流により約 42.1 万 m3 の土砂が大沢扇状地に流入した

が、約 25.9万m3の土砂が堆積したことにより、下流域に

おいて被害は生じなかった。 

 大沢川における土砂変動状況の解析 

2021 年に発生した 2 回の大規模な土石流により、源頭

部の河床部が大規模に侵食され、最大約 25m の侵食が発

生するなど、これまでの観測で最大の侵食が発生したこ

とが確認された。LP データから作成した詳細地形図の判

読を行ったところ、著しく侵食が進行した河床部周辺の

溶岩や斜面部が不安定化する恐れがあり、今後も河床侵

食や土砂生産が拡大する可能性があるものと推察される。 

LP データの差分解析により、3月 21 日と 8月 18日の

土石流を含む 2020 年 11 月から 2021 年 10 月までの約 1

年間に、源頭部からは約 72.0万m3の土砂が流出したこと

が明らかとなった。これは、1年間に 5回の土石流が発生

した 1972 年に次ぐ 2 番目の規模であり、LP データの取

得が始まった 2007年以降では突出して大規模なものであ

った（図 4）。また、約 1 年間の大沢川全体の土砂収支か

ら、扇状地には約 102.1万m3の土砂が流入し、約 72.5万

m3の土砂が堆積したことが確認された。 

図 4 源頭部からの流出土砂量（1971年～2022 年） 

2021 年に発生した土石流の土砂移動の特徴について、

LPデータの解析や現地踏査から分析すると、3月 21日の

土石流では源頭部河床が主な土砂生産源となっており、8

月 18日の土石流では源頭部河床だけでなく、3月 21日の

土石流で中流部から岩樋部までの間に堆積した土砂が再

移動し、大沢扇状地に流入した土石流の規模の拡大に影

響しているものと推察された。 

 おわりに 

2021 年に発生した過去最大規模の 2 回の土石流につい

て、LP データの解析により、詳細かつ定量的に解析を行

うことができた。大沢川源頭部においては観測史上最大

の侵食が発生したことで、河床及び周辺の斜面が不安定

化しているものと推察され、本年も活発な土砂流出が生

じる可能性がある。富士砂防事務所では、LP データの取

得に加えて、CCTVカメラや土石流検知センサー等の観測

機器を用いた土砂動態モニタリングを継続し、大沢川に

おける土砂生産メカニズムの解明を進めるとともに、流

域の安全を確保するための砂防事業を推進します。 
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河床変動計算を用いた遊砂地工の効果評価 

国土交通省東北地方整備局宮城南部復興事務所 松田宏一、瀬戸翔志郎、菊地健太郎 

一般財団法人砂防・地すべり技術センター ○花田大輝、天野祐一朗、安田勇次 

株式会社建設技術研究所 飯田弘和、川﨑巧 

１．はじめに 

本検討の対象流域である阿武隈川水系内川（A=146.6

㎢）は、宮城県丸森町と福島県相馬市の県境に源を発し、

二次支川の五福谷川、新川を合流し、丸森町の市街地を

流れ、阿武隈川に注ぐ河川である。流域内の丘陵部は花

崗岩が、平地は沖積堆積物が分布している。 

令和元年東日本台風（10月 12日上陸の台風 19号）

により山腹崩壊や渓床・渓岸浸食が発生し、花崗岩起源

の細粒分が卓越した土砂や流木等が市街地部まで流出

し、大規模な土砂・洪水氾濫被害をもたらした。細粒分

が卓越した土砂移動現象に対しては、下流部において

待ち受け型の砂防設備で対策することが有効であるこ

とから、災害後の直轄特定緊急砂防事業では新川、五福

谷川、内川の下流域（砂防計画基準点上流）に遊砂地工

を配置する施設配置計画が検討された。これら遊砂地

工の施設効果を数値計算及び水理模型実験で検証した

のでここに報告する。 

２．遊砂地工の施設効果量 

2.1 施設配置計画時の施設効果量 

 国土技術政策総合研究所資料第 874 号 1）を参考に一

次元河床変動計算モデルを流域全体で作成の上、遊砂

地工を里深らの手法 2）で表現し、下流域の被害を解消

できる施設効果量を算出した。それを基に概略設計に

て施設形状を検討し、二次元河床変動計算でその施設

効果量を確認した。なお二次元河床変動計算の計算メ

ッシュは、堰堤スリット部が表現できる 2mとした。そ

れぞれの施設効果量を表-1に示す。 

概略設計における施設効果量は平均断面法により算

出した。地形的な制約もあり、新川・五福谷川遊砂地工

では、表-1 に示す計画値よりも小さい施設効果量とな

った。内川遊砂地工については概ね同程度の施設効果

量が確保できた。一方、二次元河床変動計算は、新川遊

砂地工で計画値に近い施設効果量となったが、五福谷

川・内川遊砂地工は概略設計を大幅に下回る結果とな

った。これらの施設効果量には大きな差があるため、整

合性を検証するため水理模型実験を行った。 

表-1 数値計算・概略設計による施設効果量（過年度） 

2.2水理模型実験による施設効果量 

水理模型実験では図-1 に示す通り模型縮尺の関係で

細粒分の再現が困難であるため、細粒分をカットした

上で、浮遊砂と掃流砂の割合が現地調査結果と同等と

なるように調整した粒度分布の土砂を用いた。また、実

験模型は詳細設計の結果を反映して作成した。水理模

型実験の結果を表-2に示す。 

施設効果量は、表-1 における計画時の効果量をいず

れも概ね満たしていることが確認された。内川遊砂地

工は河床の緩傾斜勾配による地形効果等も加わり  

5万㎥ほど上回った。しかし、表-1に示すそれぞれの施

設効果量とばらつきが多く、計算結果と整合している

とは言い難い。このため、一次元・二次元河床変動計算

の計算条件を水理模型実験と統一して検証を行った。 

図-1 粒度分布の調整例 (青：細粒分調整前、赤：調整後) 

表-2 水理模型実験による施設効果量 

３．水理模型実験結果を踏まえた計算モデル 

3.1 一次元河床変動計算 

 表-1 に示す計画値は、里深らの手法による施設効果

量の評価結果であったが、遊砂地工には複数門のスリ

ットを持つ堰堤が計画されており、実際の施設効果が

計算で表現されている訳ではない。そこで本検討では、

水理模型実験と同様に詳細設計結果を反映の上、予備

実験（土砂の投入をしない実験）で得られたスリット部

の堰上げ水深を基に計算水位の調整を行った。一次元

河床変動計算におけるスリット堰堤は、仮に幅 2mのス

リットが 5門ある場合は、幅 10mのスリット 1門とし

て計算される。このためスリット門数に応じた流量係

数の影響などが反映できていないと考え調整したもの

である。調整結果を表-3に示す。

 計算水位の調整を行った場合でも、施設効果量は水

理模型実験よりも小さい結果となった。一次元河床変

動計算では、遊砂地工のような面的な広がりを持つ地

形モデルの計算には不向きである可能性があり、再現

には限界があると考えられる。 

施設効果量（㎥）
①一次元

河床変動計算
(施設配置計画)

②概略設計
（平均断面法）

③二次元
河床変動計算

新川遊砂地工 20,000 14,750 18,343

五福谷川遊砂地工 80,000 52,050 35,278

内川遊砂地工 80,000 78,040 27,907

遊砂地工 給砂量（㎥） 施設効果量（㎥）
新川遊砂地工 58,000 24,298
五福谷遊砂地工 90,000 79,462
内川遊砂地工 252,000 126,567
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表-3 一次元計算結果と水理模型実験結果の比較 

3.2二次元河床変動計算 

(1) 水理模型実験との比較

水理模型実験と同条件で計算した結果を表-4 に示す。

施設効果量を見ると、新川・五福谷川遊砂地工について

は水理模型実験の結果と概ね一致していることが確認

された。図-2 に示す平面的な堆砂形状を見ても高い整

合性を得られていると言える。内川遊砂地工について

は、水理模型実験結果に比べ約 4 万㎥少ない結果とな

ったが、表-1 に示す施設効果量よりも多くの効果量が

得られている。この差については、土砂の供給タイミン

グの違いや粒度分布が異なることが原因であることを

確認している。 

表-4 水理模型実験と二次元計算による施設効果量 

図-2 五福谷川遊砂地工の実験・二次元計算結果の例 

(2) 給砂量の感度分析結果との比較

今後、上流域の施設整備により遊砂地工内への流入

土砂量が減少することが想定されるため、細粒分調整

前の粒度分布にて給砂量を変化させた場合の施設効果

量をグラフ化した（図-3）。同グラフには水理模型実験

結果も赤丸でプロットした。いずれの遊砂地工におい

ても概ね比例関係にあることが確認され、上流域から

の流入量が変化しても一定の施設効果が期待できるこ

とが分かる。水理模型実験結果はこれらのグラフより

も上にプロットされているが、これは粒度分布を調整

したことにより、平均粒径が粗くなったことが影響し

ていると考えられる。二次元河床変動計算においても

水理模型実験と同様の粒度分布（細粒分調整後）にて計

算を実施すると、表-5に示す通り、いずれも細粒分調整

前と比べて 1.1～1.2 倍程度の施設効果量が得られてお

り、水理模型実験の結果により近づく結果となった。ま

た下流への流出率を見ると、いずれも細粒分調整前の

方が流出率が高くなっていることが確認でき、細粒分

の有無の差が計算結果にも表れていると言える。 

図-3 給砂量－施設効果量の関係グラフ 

表-5 粒度分布の変更による施設効果量の比較 

４．まとめ 

一次元河床変動計算は、計算モデルの性質上、谷地形

のような河床幅が狭い地形に向いており、遊砂地工の

ような河床幅が広い地形には不向きであると考えられ

る。このため遊砂地工の効果評価においては、一次元河

床変動計算は大局的な評価に留め、詳細な検証には二

次元河床変動計算の併用が必要であると考える。 

二次元河床変動計算は、一定の精度でモデル化がな

されれば、水理模型実験と概ね同等の評価が可能であ

ることが確認できたと考えている。一方、水理模型実験

では局所的な溢水現象など、数値計算では表現されな

い事象の確認が可能であるため、表-6に示すように、計

画施設の重要度等に応じて評価手法を使い分けること

が有効であると考える。 

二次元河床変動計算は、一定の安全率を見込めば水

理模型実験まで実施する必要は無く、時間・コスト等の

縮減を図ることが可能であり、さらに様々な条件で施

設効果を検証することが可能である。今回の検討によ

り数値計算と水理模型実験の効果的な活用方法が明ら

かとなったと考えているが、事例が少ないため、今後も

数値計算の精度向上に向けた検証を重ねる必要がある。 

表-6 河床変動計算と水理模型実験の比較 

【参考文献】 
1） 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）
2） 里深ら：砂防ダムが設置された領域における土石流の流

動・堆積に関する数値計算,砂防学会誌，vol.58，No.1，p.14-
19，2005

区分 施設配置計画 調整後

透過部面積
30㎡

（幅15m×高さ2m）
20㎡

（幅10m×高さ2m）
30㎡

(幅3m×高さ2m×5門)

施設効果量 13,380㎥ 13,523㎥ 24,298㎥

透過部面積
67.2㎡

（幅28m×高さ2.4m）
43.2㎡

（幅18m×高さ2.4m）
67.2㎡

（幅4m×高さ2.4m×7門）

施設効果量 47,558㎥ 49,936㎥ 71,478㎥

透過部面積
139.2㎡

（幅24m×高さ5.8m）
63.8㎡

（幅11m×高さ5.8m）
139.2㎡

（幅3m×高さ5.8m×8門）

施設効果量 17,815㎥ 32,289㎥ 126,567㎥

遊砂地工
水理模型実験における
スリット断面積（幅・高さ）

新川遊砂地工

五福谷遊砂地工

内川遊砂地工

一次元河床変動計算におけるスリット断面積（幅・高さ）

遊砂地工 区分
給砂量
（㎥）

施設効果量
（㎥）

模型実験 24,298
二次元計算 23,119
模型実験 79,462
二次元計算 71,916
模型実験 126,567
二次元計算 88,702

新川遊砂地工

五福谷遊砂地工

内川遊砂地工 252,000

90,000

58,000

70.1%

比率

95.1%

90.5%

遊砂地工 区分 細粒分調整前 細粒分調整後 前後比率
施設効果量（㎥） 21,578 23,119 107.1%
下流への流出率 48.1% 40.3% 83.8%
施設効果量（㎥） 61,369 71,916 117.2%
下流への流出率 26.8% 11.5% 42.8%
施設効果量（㎥） 75,811 88,702 117.0%
下流への流出率 61.7% 53.2% 86.2%

内川遊砂地工

五福谷川遊砂地工

新川遊砂地工

項目
一次元

河床変動計算
二次元

河床変動計算
水理模型
実験

視覚的に現象を判断 × × ○
平面的な現象を予測 × ○ ○
局所的な現象を予測 × △ ○
長区間の検討 ○ × ×
長期間の検討 ○ × ×
細粒土砂の考慮 ○ ○ ×
検討時間 ○(短かい) △ ×(長い)
コスト ○ ○ ×
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流砂観測データに基づいた透過型砂防堰堤の効果に関する考察

国土交通省 金沢河川国道事務所 福島将史（現・松本砂防事務所），杉﨑亮太

日本工営株式会社 ○松田悟，林聖也，木村詩穂

１．はじめに

手取川上流域の支川尾添川においては，既設の不透過型

砂防堰堤のスリット化による“流す砂防”の取り組みが進

められている。また，総合土砂管理に向けた取り組みの一

つとして，ハイドロフォン等を用いた流砂観測の実施によ

り，砂防領域から下流の河川領域への土砂の量と質の把握

を進めている 1)。本発表では，手取川支川・尾添川の透過

型砂防堰堤である瀬戸砂防堰堤でこれまで蓄積された流

砂観測データから，出水時の土砂移動にかかる効果につい

て考察を行った。

２．瀬戸砂防堰堤における流砂観測の状況

2.1 瀬戸砂防堰堤概要 
瀬戸砂防堰堤は，手取

川の支川・尾添川の下流

域に位置しており，平成

25 年度に改築が完了し，

2 門の透過部を有する部

分透過型のコンクリート

スリット砂防堰堤となっ

た。改築後の瀬戸砂防堰

堤における流砂観測は，

平成 30（2018）年 12 月に

左岸側の透過部，令和元

（2019）年 12 月に右岸側の透過部に設置され，連続的な

観測を実施している。

表-1 瀬戸砂防堰堤諸元 
流域面積 
（km2） 

河床 
勾配 

水通し幅 
（m） 

透過部幅 
（m） 

透過部高さ 
（m） 

門数 
（門） 

187 1/82 49 6 5 2 

2.2 堆砂敷きの状況 
瀬戸砂防堰

堤の上流側は，

河道が湾曲し

ていることに

より流路が偏

っており，堆砂

形状も左右岸

で異なる。堰堤

の直上部では，

流路が左岸側

に位置してお

り，右岸側に土

砂が堆積する形状となっている。

2.3 流砂観測項目 
瀬戸砂防堰堤では，表-1 に示す通りパルス式ハイドロフ

ォン・掃流砂観測枡・圧力式水位計等による流水・流砂観

測を実施しており，データは，1 分毎の計測値をデータロ

ガーに記録している。パルス式ハイドロフォンで得られる

パルス数からは，掃流砂観測枡の計測値と併せて掃流砂量

を推定している。また，現地応答試験により確認した運動

量に対するハイドロフォン出力電圧値の関係に基づいて

粒径を推定 2)し，掃流砂量のデータと併せて粒径別流砂量

を求めた。流量は，水位計のデータを基に既往の水理模型

実験結果に基づく水位-流量の関係 3)から推定した。 

表-2 瀬戸砂防堰堤における流砂観測 
観測地点 観測開始 

（年.月） 観測機器 

左岸側透過部 2018.12 パルス式ハイドロフォン，水位計， 
掃流砂観測枡，底面流速計，濁度計 

右岸側透過部 2019.12 パルス式ハイドロフォン，水位計， 
掃流砂観測枡，底面流速計 

３．出水時の流砂観測データの考察

令和 3（2021）年 5 月 21 日から 25 日にかけての出水を

例に，瀬戸砂防堰堤の左右岸の観測点における流量と粒径

別流砂量の時系列データを図-5 および図-6 に示す。右岸側

透過部での掃流砂量が，左岸側に比べて多く，流量のピー

ク時にも一時的な土砂量のピークがあるが，その後の減水

時にも概ね同程度の土砂量が流れている。移動する土砂の

粒径を見ると流量のピーク時よりも減水時に大きな粒径

が流れている時間帯があり，流れる土砂の粒径が流量に応

じ出水の一方で左岸側は，減水時に土砂が流れており，流

量のピーク時には，土砂の流下が見られない。

また，同じ出水を例に流量と掃流砂量の関係を増水時，

流量ピーク時，減水時に凡例を分けて記載し図-7 および図

-8 に示す。河床材料試験結果等の現場条件を基に平衡流砂

図- 1 流砂観測所位置 

図- 2 流砂観測機器の配置平面図 

図- 3 流砂観測機器の配置上流正面図 

図- 4 流砂観測所位置 
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量式を併せて記載している。右岸側は流量の増減があって

も右岸側の掃流砂量が概ね同程度であること，左岸側は減

水時に土砂量のピークが出現していることが確認できる。 

現地の堆砂敷きの状況から，河道の湾曲により右岸側に

土砂の堆積があり，右岸側の透過部の直上流に堆砂肩が近

づいている状況にある。一方で左岸側は，流路があり堆砂

していない状況にある。このため，右岸側では流量増加時

に直上流まで到達している堆積土砂が移動するものの，コ

ンクリートスリットによる堰上げの効果により，その量は

減水時も概ね一定程度に保たれているものと考えられる。

一方で左岸側は，流量のピーク時に掃流砂の移動は一時的

に抑制されているものの，減水時に掃流砂を流下させ，流

量のピークのピークと土砂のピークをずらず効果が示さ

れている。

瀬戸砂防堰堤の左右岸で蓄積されたこれまでの観測デ

ータを基に，出水ごとの流域面積，期間内雨量，河床勾配

を乗じた ARI（km2・mm）と出水時のピークの掃流砂量を

流域面積で除した比流出土砂量（m3/km2）との関係を整理

した結果を図-9 に示す。ARI は土砂輸送能力を表す指標で

ある 5)。左右岸共に流砂量の少ない事例があるものの，流

下する土砂量のピークは，土砂輸送能力が大きくなっても

概ね一定となる傾向を示す。この結果から増水時の堰上げ

により流下する土砂量の平準化が示唆される。

４．おわりに

手取川支川・尾添川の下流域に位置する瀬戸砂防堰堤で

の流砂観測データを基に，流量と流砂量の流出タイミング

のズレや土砂輸送能に対して流下土砂量の平準化がなさ

れていることが考察された。また，2 門ある透過部上流の

堆砂肩の状況による土砂流出の違いからも透過型堰堤に

おける出水時の土砂の動きに関して考察を加えることが

できた。今後は，堆砂敷きの地形形状や河床材料の変化等

の情報をより詳細に確認して，透過型砂防堰堤の効果検証

に資するデータの蓄積を進めていく予定である。

【参考文献】

1) 岡嶋康子・南憲長・松田悟・中西隆之介・古谷智彦・長山孝
彦・伊藤隆郭，令和 2 年度砂防学会研究発表会概要集, pp. 195-
196，2020．（題目省略，以下同様） 

2) 松田悟・長山孝彦・田方智・伊藤隆郭・藤田正治・水山高久，
平成 30 年度砂防学会研究発表会概要集, pp. 311-312，2018． 

3) 二俣秀・森田賢治・宮本憲治・田方智・貝塚和彦・杉山実・伊
藤隆郭，平成 23 年度砂防学会研究発表会概要集, pp. 338-339，
2011． 

4) 高橋至・千財利治・柴田恵子・田方智・長山孝彦・窪寺洋介・
松田悟・中村詩穂・古谷智彦・伊藤隆郭，平成 28 年度砂防学
会研究発表会概要集, pp. 484-485，2016． 

5) 土木学会編：水理公式集（平成 11 年版），第 2 編 河川編，
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図- 5 右岸側の粒径別流砂量（5 月 21 日から 25 日出水） 

図- 6 左岸側の粒径別流砂量（5 月 21 日から 25 日）出水 

図- 7 流量と掃流砂量の関係（5 月 21 日から 25 日出水） 

図- 9 土砂輸送能（ARI）と比流出土砂量の関係 

図- 8 流量と掃流砂量の関係（5 月 21 日から 25 日出水） 
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コンクリートブロック堰堤の透水性とその機能に関する研究 

○藤本 将光（立命館大学理工学部）

奥村 勇太，里深 好文（立命館大学理工学部） 

佐藤 哲也，橋口 聡太郎，神野 忠広（共和コンクリート工業） 

1, はじめに 

近年，砂防堰堤の形式の一つとしてブロック堰堤が着目

されており，これらのブロックは様々な場面で使用するこ

とが可能であり，多様な機能を有する特徴を有している．

ブロック堰堤を構築する際は，仮設工の扱いで不透過型堰

堤と想定し検討されている．実際には，ブロック堰堤に使

用する製品形状や築積方法によっては，不透過型堰堤の機

能ではなく，透過型堰堤のような機能が期待される．しか

しながら，その機能性や効果について十分な検証がなされ

ていない．多機能性を有するブロックを用いた砂防堰堤を

構築した際，ブロック間に空隙ができるため，流水はブロ

ック間の空隙を透過する事例がある．このようにブロック

堰堤を構築した際に，使用する製品や構築方法により，土

石流の土砂のみが堰堤上流に堆積する透過型堰堤に近い機

能を有する可能性があると考える．ただし，その機能を検

証した事例はない．そこで，本研究ではブロックの堰堤の

持つ透水性や土砂の捕捉機能を検証することにより，今後

のブロック堰堤の使用方法の一助を目的としている． 

2, 研究方法 

実験は 1/25 程度の縮尺を想定し，高さ 20cm 幅 20cm の

矩形水路を用い，勾配は 5°に設定した（図-1）．また，実

験は，固定床とし，粗度として水路床に砂が貼り付けた．

実験砂は，過去の既往災害等を考慮し，粒径 5mmの砂を用

い，一般的な流砂量式から推定した平衡流砂量を供給した．

本実験では供給流量を約 1.5ℓ/s になるように調整した．ま

た，堰堤を透過する流量についても，水路下流端で人力に

より水を直接採取し計測した． 

ブロック堰堤を構築する際，ブロック堰堤の築積方法，

堰堤の形状によって強度や透水性が変わるかを比較するた

め，総使用個数と積み上げ方に差がある 3 種類の CASE

（表-1, 図-2）を設定し，実験を実施した．ここで堰堤高

は同等とするため 6 段とした．直方体ブロック堰堤におい

ては，CASE１と堰堤高，堰堤幅をほぼ同等とするように構

築方法を設定した．本研究では下記の点について検証した． 

（1）捕捉実験においては，水路上流側から水と土砂を流し，

構築した堰堤内を通過可能な粒径を調べた． 

（2）強度実験においては，水路上流側で水を溜め，一気に

放流した際，CASE ごとに堰堤が変形，崩壊しないか

を観察し，強度を確かめた． 

（3）透水実験においては，水路上流側から水を流し，それ

ぞれ構築した堰堤内を透過する流量を水路下流端で計

測し，CASEごとに比較した． 

3, 結果と考察 

ブロック堰堤を構築するにあたり，築積方法によって堰

堤間の隙間に変化はないことより，本研究では CASE１の

堰堤型を使用し，実験を行った．粒形の大きい珪砂 1 号か

ら水と同時に堰堤上流側から流し，堰堤内を通過し堰堤下

流へ珪砂が流出するかを観察して確認した．珪砂 1 号から

珪砂 4 号までは，堰堤上流側で堆積し，堰堤下流部へ流出

することはなかった．珪砂 5 号は微少ながら堰堤内を通過

し堰堤下流側で観測することができた（写真-1）．通過し

た砂をふるい分けし，粒径が 2mm 以下で 0.75mm 以上であ

ることを確認することができた．しかし，直方体ブロック

堰堤において堰堤の変形が認められた（写真-3）．この結

果は，土砂捕捉時においてブロック間に浮力が生じ，ブロ

ック堰堤の移動につながったものと考えられる．一方で，

ブロック堰堤では設計時から透水性を考慮し，浮力発生時

にもブロック間のかみ合わせで変形をしないと考えられる． 

直方体ブロック堰堤（CASE 4）とブロック堰堤の各

CASE（1～3）において，水路上流側で水をせき止め，水量

として約 45 ℓ/s を一気に放流することで，豪雨による勢力

が強い土石流を想定した堰堤の強度を測った．その結果，

CASE１，CASE2 では堰堤は下流側に動くことなく，崩壊

も見られなかったが，CASE3 では堰堤下流側が崩壊する結

果となった（写真-4）．よって，CASE1，CASE2 の築積方

法が CASE 3 の築積方法よりも強度が大きいことが確認さ
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れた．また，上段ブロックから崩壊しており，回転による

崩壊が考えられる．これは CASE 3 において堤体が水の受

ける圧力や向きが他の CASE と異なることによると考えら

れる．このため，堰堤上部ブロックの連結や築積方法につ

いて，今後検討する必要があると考えられる． 

各 CASE のブロック堰堤を構築し，堰堤上流から水を流

した後，越流するまでの堰堤下流に流出する流量を水路下

流端で計測した．CASE ごとに 3 度計測し，平均を算出し

た．CASE ごとの流出水量は CASE１の場合，0.57ℓ/s，

CASE 2の場合，0.58ℓ/s，CASE 3の場合，0.61ℓ/sとなるこ

とが確認できた．このことから，堰堤に用いるブロックの

総数が多いほど，微少ながら単位時間における透過流量が

小さくなるという結果が得ら れた． 

Video camera

Water

Block SABO dam

θw= 5deg.

Inflow

Outflow Sand

P

Water

図-1 実験水路の概要図 

 

図-1 実験条件の概要図（各CASEの側面断面図） 

謝辞：本研究に際して，三井共同建設コンサルタント株式

会社の原田紹臣氏に協力を得た．ここに，感謝の意を表す．

表-1 実験条件

堰堤形式（ブロック構成：築積方法） 
縦断方向 横断方向

CASE 1 下段から7, 6, 5 , 4, 3, 2列 3列 
CASE 2 下段から4, 4, 3, 3, 2, 2列 3列 
CASE 3 下段から3, 3, 3, 2, 2, 2列 3列 

CASE 4： 
直方体ブロック堰堤

下段から7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 
3, 2, 2列 

3列 

写真-1 堰堤内を通過している状況（珪砂5号；堰堤下流側）

写真-2 実験結果路の状況（CASE 3）

写真-3 実験結果路の状況（CASE 4） 

写真-4 堰堤の変形状況（CASE 3） 

(CASE 1) 

(CASE 2) (CASE 3) 

(CASE 4) 
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スリット砂防堰堤を対象とした土砂捕捉・流出に関する水路実験

日本工営(株) ○木佐洋志，渡部春樹，保谷智之，グエンタンビン， 

牧野孝久，池島剛，長山孝彦，伊藤隆郭 

1. はじめに
スリット砂防堰堤は，洪水中は効果的に土砂を捕

捉し，洪水減水期に急激な土砂流出を生じさせない

ことが望まれる。また，洪水中に，スリット砂防堰堤

による捕捉土砂量の時間変化および下流への流出流

砂量の波形を予測することは，土砂災害発生の抑制，

対象流域での土砂管理を行ううえで重要である。し

かし，洪水流量および堰堤への流入土砂量の波形や

スリット幅等の施設形状の違いが，土砂捕捉量の時

系列変化や，流出流砂量の波形に及ぼす影響に関す

る知見は少なく 1), 2), 3)十分ではない。

本研究では，スリット砂防堰堤への水および土砂

の流入波形から，捕捉土砂量の時系列変化や流出流

砂量の波形を予測する計算手法の確立を目的とし，

まずは，定常流を対象に水路実験を行った。長時間の

洪水時（定常流）の流出流砂量の時間変化とスリット

幅の関係に関する基礎的な情報を得たので報告する。 

2. 実験条件
水路実験の諸量は，フルード相似則に従って設定

した。模型縮尺は 1/50 である。水路勾配 1/57(1°)で

掃流区間であり，計画河床勾配は 1/115 である。直線

水路は固定床で，原型で水路長は 350m，水路幅（水

通しの取込み幅 B）は 5m である。実験では，水路下

流端から 8m 地点にスリット砂防堰堤を配置し，ダム

軸（0m 地点）から上流 340m にて給水，310m にて水

路勾配 1/57(1°)に対する平衡給砂量を給砂した。平

衡輸送濃度は 0.004 である。 

模型砂の物理特性は，比重𝜎/𝜌：2.63，内部摩擦角

φs:36.9°，静止堆積濃度 c*:0.547，粒径 dmax:238mm，

d95:105mm，d60:74mm（いずれも原型値）である。 

実験ケースは 4 ケースとし，3 種類の堰堤を対象と

した。いずれも，スリット高さ Hds:7m である。スリ

ットは，水通しの取込み範囲内で 1 門とし，水通し

の取込み幅に対するスリット幅の比（以降，スリット

幅・幅比と記載する）Bs/Bを表 1のとおり設定した。

このスリット幅・幅比（1/7，1/5，1/3）は，実在する

3 基の砂防堰堤（水通し幅 Bdが 54～110m，スリット

幅 Bsが 8. 5m～32m）の Bs/Bdを想定したものである。

流量は，水通し全幅 Bd（=110m）で約 2,000m3/sを想

定しており，水通しを越流する大流量(Case1,2,3)と，

スリット部断面で流下可能な小流量(Case4)の 2 つで

ある。後者(Case4)は，大流量の出水(Case2)後の減水

期を想定して簡易的に小流量・定常流で模擬したも

のである。

実験では，流況の撮影，流況写真（側面）を基にし

た水位・河床位の縦断分布の計測，堰堤下流の流出流

砂量と総流出土砂量を計測した。通水時間は，堰堤下

流の流出流砂量の変動が落ち着いてから 8 時間経過

した時点で終了とした。Case4 では，流量変化時点

(Case2 終了時)での堰堤上流の堆砂形状を維持したま

ま通水を一時停止し，その後，小流量(Case4)を与えた。 

表 1 実験条件一覧 

番号 ｽﾘｯﾄ幅・幅
比 Bs/B

単位幅清水流
量(定常) Qw 

通水時間 

Case1 1/7 18.4m3/s/m 約 16 時間 

Case2 1/5 18.4m3/s/m 約 16 時間 

Case3 1/3 18.4m3/s/m 約 16 時間 

Case4 1/5 6.1m3/s/m Case2 後， 

約 18 時間 

3. 実験結果

水通しを越流する流量条件である Case1～3の流出

流砂量の計測結果を図 1 に示す。水位・河床位縦断

図を図 2 に示す。なお，図が煩雑になることを避け

る理由から，河床位縦断は，堆砂肩が堰堤に到達する

までの時系列変化を示す 6 時間後までと，通水終了

付近の 16 時間後のみを表示させた。同じ理由で，水

位の縦断は Case1～3 は 16 時間後のみを，Case4 は 0

時間後(通水開始直後)のみを表示させた。計測時間は，

洪水（定常流）の開始時刻を 0 とした値である。各実

験の総給砂量と総流出土砂量から，堰堤の捕捉土砂

量（空隙込み）を求めたところ，Case1, Case2,Case3 で

それぞれ，13,077m3，12,773m3， 8,068m3 であった。

Case4 の流出流砂量の時系列変化を図 1に，水位およ

び河床位縦断図を図 2に示す。Case2 終了時の捕捉土

 
 
 

 

 

 

図 1 流出流砂量の時系列変化 
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砂量と，Case4 の総給砂量，総流出土砂量から求めた

Case4終了時の堰堤の捕捉土砂量は 10,219m3であり，

Case2 終了時から 2,584m3減少した。 

4. 考察

4.1 長時間の大流量(定常)でのスリット幅の影響 

Case1～3 ともにスリット砂防堰堤による堰上げ域

の上流側から下流側へ堆砂肩が進行し，堰堤付近に

到達すると下流への顕著な土砂流出が生じ，流出流

砂量が増大した。スリット幅・幅比 Bs/B が大きい条

件ほど堆砂肩の下流への進行速度が大きく，通水開

始から土砂流出が増大するまでの時間が短い。すな

わち，流出流砂量の増加するタイミングには，スリッ

ト幅・幅比の違いの影響がある。

長時間，定常で通水し，流出流砂量が落ち着いた時

間帯の単位幅あたり流出流砂量（図 1 中赤枠の平均

値）は，0.065～0.070m3/s/m でいずれの条件も平衡給

砂量（0.074m3/s/m）に近く，殆ど違いはみられない。

すなわち，長時間の洪水（定常流）では，流出流砂量

に対してスリット幅・幅比の違いの影響が殆ど無い。 

砂防堰堤による捕捉土砂量は，スリット幅・幅比

Bs/Bが大きい条件ほど小さい。堆砂肩の位置は，スリ

ット幅・幅比が小さいほど高い。堆砂肩上流の平均堆

砂勾配（ここでは，ダム軸からの距離 20m～180m 区

間の平均堆砂勾配より算出した）は，Case1, Case2, 

Case3 でそれぞれ 1/50，1/41，1/47 と目立った差はな

く（スリット幅・幅比の違いの影響が殆ど無い），河

床勾配(1/57)に近い（図 2参照）。これは，長時間の定

常流かつ平衡給砂量の条件であるためと考えられる。 

4.2 洪水減水期を想定した小流量時の流出流砂量 

Case2 後に，スリット部断面で流下可能な小流量を

与え，洪水減水期を想定した条件(Case4)では，小流量

の通水直後(0 時間後)に 0.124m3/s/m と大きな流出流

砂量が生じた。堆砂形状は，図 2 のように 2 時間で

大幅に侵食された。既存の報告 1)と同様に，流量が小

さくなることで，堰堤上流の堰上げ水位の急激な低

下が生じ，堆砂肩下流の堆砂面で流砂量が大きくな

り，下流へ流出した。小流量(定常)で長時間通水した

場合の流出流砂量は，0.024m3/s/m で落ち着き，平衡

給砂量(0.025m3/s/m)とほぼ同じとなった。 

5. まとめ
スリット砂防堰堤の土砂捕捉・流出に関する水路

実験を行って得られた要点を以下にまとめる。 

(1) スリット砂防堰堤の水通し部を越流する流量を

長い時間，定常で与えると，スリット幅・幅比 Bs/B

の影響を受けず，流出流砂量は河床勾配（ここで

は，堆砂勾配と目立った差は無い）における平衡

流砂量に等しくなる。流出流砂量が平衡流砂量と

等しくなるまでの時間は，スリット幅の影響を受

け，スリット幅・幅比 Bs/Bが大きいほど早い。 

(2) 洪水減水期を想定した小流量（定常）の実験では，

満砂後に急激な流量減少が生じるとスリット砂

防堰堤から多量の土砂流出が生じる。今回の実験

では，水通しを越流する大流量時の平衡流砂量の

2 倍程度の結果となった。

スリット砂防堰堤による土砂捕捉量および堰堤から

の流出流砂量の時間変化の予測手法を検討するうえ

での基礎的な情報，まとめの(1)を得た。また，スリッ

ト砂防堰堤下流での異常堆砂に起因する河道断面の

不足等の発生の可能性を考慮すると，(2)のように，

流出流砂量が極端に大きくなる水・土砂の流入流量

波形の条件を把握することも今後，重要となる。

スリット砂防堰堤からの流出流砂量の予測手法の

確立のため，今後は，非定常の流量，流砂量を与える

追加実験を行う。 

参考文献 1)水山ら(1989):スリット砂防ダムの流量係数と

堆砂形状，新砂防 Vol.42, No.4, pp.28-30，2)水山ら(1997)，

掃流区域におけるスリット砂防ダム配置上の留意点，砂

防学会誌 Vol.49 No.5 pp.49-52，3)赤沼ら(2019):効果的な土

砂調節が可能なスリット幅の決定に関する実験的研究，

H31 年度砂防学会研究発表会概要集, p.131-132 

 

 

 

 

図 2 ダム軸上流の水位・河床位縦断図 

-2
0
2
4
6
8

10
12

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180ダ
ム
軸
河
床
か
ら
の
高
さ
(m
)

水通し天端位置 スリット底部位置
現況河床高 スリット堰堤
ダム軸 2時間後 河床位
4時間後 河床位 6時間後 河床位
16時間後 河床位 16時間後 水位

Case1 スリット幅/幅比 Bs/B=1/7

-2
0
2
4
6
8

10
12

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180ダ
ム
軸
河
床
か
ら
の
高
さ

(m
) Case2 スリット幅/幅比 Bs/B=1/5

-2
0
2
4
6
8

10
12

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ダ
ム
軸
河
床
か
ら
の
高
さ

(m
)

ダム軸河床からの水平距離(m)

Case3 スリット幅/幅比 Bs/B=1/3

-2
0
2
4
6
8

10
12

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ダ
ム
軸
河
床
か
ら
の
高
さ

(m
)

ダム軸河床からの水平距離(m)

水通し天端位置 スリット底部位置

スリット堰堤 ダム軸

現況河床高(m) 通水前 河床位(m)

0時間後 水位 0時間後 河床位(m)

2時間後 河床位(m) 4時間後 河床位(m)

6時間後 河床位(m) 18時間後 河床位(m)

Case4 スリット幅/幅比 Bs/B=1/5

－ 294 －



鼻ぐり井出を用いた伝統工法による土砂堆積対策に関する実験的研究 

日本工営(株) 渡部春樹, 田方 智, 湯澤 樹, 伊藤隆郭 

1. はじめに
透過型砂防堰堤では次期出水の捕捉容

量の確保等を目的とし，減水期に透過部
から土砂流出が行われる。堰堤下流側の
渓流保全工や取付水路では，透過部から
流出した土砂が堆積し，流下断面が阻害
される事例も見られる。 
一方，農業分野では，用水路の土砂堆積

対策として，水の営力により火山灰や土
砂を継続的に流下させるための工法とし
て鼻ぐり井出が存在する。用水路内の一部を隔壁として残し，暗渠を
設けた隔壁を縦断方向に連続的に配置した施設である。これにより，
隔壁間に水流が生じ，火山灰や土砂を巻き上げて流下させる仕組みで
ある (図-1)1) 。 
本研究では，渓流保全工や堰堤下流の取付水路等の土砂堆積に対

し，効率的に土砂を処理する手法として，伝統工法の鼻ぐり井出の土
砂流出機能と水理特性を実験的に検討した。 
2. 実験条件
実験では，有効延長7m，水路幅0.2mの可変式木製水路を用いた。模

型縮尺は1/40とし，フルード相似則を用いた。実験条件は，堰堤下流
側の渓流保全工を想定し設定した。鼻ぐり井出は，隔壁と暗渠で構成
されるが，渓流保全工への適用を想定した場合，水位上昇により側壁
高の設定に与える影響が大きくなる可能性があるため，隔壁とスリッ
トの構造を基本とした。この中で，隔壁を直線的または交互に配置
する組み合わせを設定した (図-2) 。その他，落差工の斜路の区間
で流れを加速させることで，下流域に堆積した土砂の遡上防止を
図る案も設定した (図-3) 。これらを整理すると，本実験で対象と
する鼻ぐり井出の諸元は表-1のようになる。流量は10年確率規模相
当の46.6m3/sとし，無施設時に水路内に土砂が堆積するような土砂
濃度(cf=0.02)に応じた給砂を行い，継続時間は60分とした。河床勾
配は1°(i=1/57.3)，水路幅Bは4m，隔壁幅B’は水路幅に対して1/2倍・
1/4倍，隔壁間距離Lは水路幅の1.5倍，隔壁高Hは越流の有無で7m・
1.6mに設定した(原型値での記載)。河床材料の物性値は次の通りで
ある。95%粒径 d95＝0.29(m)，60%粒径 d60＝0.02(m)，安息角φs＝
36.0(deg.)，静止堆積濃度c＊＝0.584，土砂の比重σ/ρ＝2.65。実験ケ
ースは，施設諸元および隔壁配置との組み合わせで
合計4ケースを設定した (表-2) 。
3. 実験結果
3.1 土砂流出機能 

図-4に透過部面積と供給土砂量に対する流出土砂
量の比の関係を示す。鼻ぐり井出との比較を行うこ
とから無施設時に水路内に土砂が堆積するような給
砂条件としたため，供給土砂量に対する流出土砂量
の比は0.82になった。これに対し，隔壁を交互に配置
し，かつ透過部面積の大きいRun1②では，無施設時よ
りも流出土砂量が増加し，比率は0.84と最も効果的な
諸元になった。隔壁高が大きいRun2，多段型落差工のRun3で
は，流出土砂量はRun1と比較して少ない。 
図-5にRun1②の通水60分後の流況を示す。隔壁間を流下する

流れと隔壁を越流する流れが形成される。通水初期には隔壁直
上流に平面渦と旋回流が形成される。流れの特性により土砂が
下流に連行されるとともに，隔壁上流で土砂が巻き上げられ，
土砂流出が行われる。ただし，平衡量以上の土砂を供給してい
るため，通水60分後になると隔壁が土砂で埋没する結果となっ
た。その他，隔壁高が大きい場合(Run2④)や多段型落差工
(Run3)では，隔壁上流や河床曲面部で土砂が堆積し，十分な土
砂流出機能は確認できなかった (図-6，図-7) 。 
3.2 水理特性 
図-9および図-11にRun1②の流速分布と水位・無次元掃流力の縦断分布を示す。流速の縦断方向の計測位置

は図-8に示す通りで，横断方向には水路幅4mに対し左岸から1m，中央，右岸から1mの合計3測線とした。無

表‐2 実験ケース 

構造 隔壁間距離 隔壁幅 隔壁高さ 隔壁配置

Run0

Run1

7m

(隔壁を越流しない

高さ)

Run2

1.6m

(隔壁を越流する高

さ，移動層厚程度)

Run3 多段型落差工
17m

(落差工間距離)
－ － －

ケース 流量 給砂量

46.6m
3
/s

：10年

確率規
模想定

336m
3

(1時間

通水，
みかけ
の値)

6m

(水路幅×1.5倍)

1.0m

(水路幅×1/4)

2.0m

(水路幅×1/2)

無施設

直線配置

交互配置

鼻ぐり諸元

鼻ぐりの構造
：矩形断面

図‐2 施設配置模式図（隔壁） 
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表‐1 鼻ぐり井出の諸元 

隔壁間
距離
（m）

隔壁高さ
（m）

隔壁幅
（m）

隔壁幅

/ 水路幅

透過部
面積

（m
2）

備考

Run0 無施設 - - - - -

① 6 1.6 2 0.5 3.2
直線
配置

② 6 1.6 2 0.5 3.2
交互
配置

③ 6 1.6 1 0.25 1.6
直線
配置

④ 6 7.2 2 0.5 14.4
直線
配置

⑤ 6 7.2 1 0.25 7.2
直線
配置

Run3
多段型
落差工

- - - - -

Run1

Run2

図‐1 鼻ぐり井出 
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次元掃流力は95％粒径に対しエネルギー勾配を用いて算出した。Run1②
では，隔壁の配置上，透過部になる40.5m右岸側や45.5m左岸側では流水
が集中するため，河床近傍で高速流(5m/s程度)になる。隔壁間の43mでは，
下流側(40.5m)の隔壁配置の影響により，右岸側で水深方向に直線的，中
央や左岸側では半水深付近で最大流速が生じる。無次元掃流力は，隔壁
上下流2m付近では0.5以上，隔壁間では0.05から0.5程度で推移している。
隔壁間の一部や隔壁地点では，無次元限界掃流力(τ*c=0.05)よりも小さな
値になっている箇所もあり，隔壁間で土砂の流下と堆積が繰り返し行わ
れる特性がある。隔壁を交互配置にした場合は，このような複雑な流速
および無次元掃流力の分布が縦断的に連続しており，平面的な流れの特
性と併せて，土砂が流出しやすい施設配置であると考えられる。 
一方，図-10および図-12にRun3の清水時の流速分布，水位・無次元掃

流力の縦断分布を示す。Run3では，落差上流の43.5mから56mまでは，流
速自体に違いはあるものの分布形はほぼ同等で，半水深付近に最大流速
が生じる。落差部(40m)では，河床底面に最大流速(6m/s程度)が生じ，無
次元掃流力も同様に落差部で大きな値を示す。落差部からその下流の直
線部で流れの加速域になるが，河床曲面部では減速するため，土砂が堆
積しやすくなったと考えられる。 
3.3 鼻ぐり井出の適用 

透過型砂防堰堤の下流域等，平衡量以上
の土砂が長期間に渡って流下する可能性
のある条件下では，鼻ぐり井出による流水
の営力のみで，継続的に土砂を流出させる
ことは難しいと考えられる。しかし，流出
機能が流出土砂量を上回るような状況(出
水以降の平時の流水等)では，鼻ぐり井出
から土砂流出が行われ，出水から平時まで
のある程度の期間を想定した場合に効果
があるもの
と考えられ
る。その他，
流出土砂量
が鼻ぐり井
出の流出機
能以下とな
るような場
(例：道路側
溝，火山灰
の 堆 積 な
ど )での効
果も期待さ
れる。多段
型 落 差 工
は，河床底
面の曲面部
の半径を大
き く す る
等，流れが
減速しにく
い施設形状
にすることで，土砂流出の効果が向上すると考えられる。
鼻ぐり井出の適用にあたっては，想定されうる最大最小
の流出土砂量を把握し，流出土砂量以上の流出機能を持
つ鼻ぐり井出の諸元を設定することで，出水から平時の
期間内で，効果的に土砂を流下させることが可能になる。 
4. おわりに
渓流保全工や堰堤下流の取付水路等の土砂堆積に対し，効率的に土砂流出を行うために，伝統工法の鼻ぐ

り井出の土砂流出機能や水理特性を実験的に検討した。減水期の透過型砂防堰堤からの土砂流出を想定し，
平衡量以上の土砂を継続的に供給したため，隔壁が埋没していく結果となった。今回設定した施設諸元の中
では，隔壁を交互に配置した場合，平面的な流れと複雑な流速および無次元掃流力の分布が形成されるため，
土砂が流出しやすい施設配置であることがわかった。想定される流出土砂量を把握し，流出土砂量以上の流
出機能を持つ鼻ぐり井出の諸元を設定することで，効果的な土砂流出が可能になる。今後は，1出水を想定し
た場合の効果を確認するために，非定常流の条件で実験を行う予定である。 
参考文献: 1) 菊陽町文化財ツーリズム,“人の道・水の道”, https://www.kikuyotsu-rizumu.jp 

図‐9 流速分布（Run1②，隔壁：交互） 

図‐10 流速分布（Run3）

図‐11 水位・無次元掃流力の縦断分布 
（Run1②，隔壁：交互） 

図‐12 水位・無次元掃流力の縦断分布（Run3） 
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図‐5 流況（Run1②，隔壁：交互） 

流れ通水60分後

隔壁間に土砂が堆積

隔壁

拡大

真上

真横

図‐7 流況（Run3，多段型落差工） 
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図‐6 流況（Run2④，隔壁：直線） 

流れ通水60分後 隔壁間に土砂が堆積

隔壁

拡大

真上

真横

図‐8 流速計測位置（縦断方向） 
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天竜川上流域で実施した掃流砂観測装置の現地校正試験について 

国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 佐藤保之、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、清野真義、戸舘光 

株式会社コルバック 〇吉村暢也、遠藤哲雄、鶴田謙次 

1.はじめに
天竜川上流域の支川与田切川および小渋川では、流

砂の全成分（掃流砂および浮遊砂・ウォッシュロード）
の時系列的な実態を把握する目的で流砂水文観測を実
施している。採用している観測装置としては、 
・与田切川 ：ハイドロフォン、濁度計、水位計、

流速計、トロンメル施設 1) 
・小渋川（３箇所） ：ハイドロフォン、濁度計、

水位計、流速計 
・天竜川本川宮ケ瀬（小渋川合流後）：濁度計、

浮遊砂サンプラー 
となっている（位置図は図-1 参照）。このうちハイド

ロフォンは、掃流砂量を計測する装置である。本報告
は、このハイドロフォンの校正式作成として現地校正
試験の実施と検討における工夫点について紹介するも
のである。

2.掃流砂観測装置の概要
近年、掃流砂量観測装置として、ステンレス製のパ

イプまたはプレートに河床を移動する砂礫を衝突させ
て、その衝突音を計測するハイドロフォンの採用が増
えてきた。計測方法は、ハイドロフォン内部に設置し
てある集音マイクで衝突音を計測して、その衝突音を
パルス波形に変換し、パルス波形の数をデータロガー
に記録している（パルス方式という）。また、その他の
計測方式として音を直接記録する音圧方式がある。天
竜川上流域ではパルス方式が採用されている。

図-1  観測位置図 

※この他にパイプ型ハイドロフォンがある
図-2  プレート型ハイドロフォン

3.現地校正試験

ハイドロフォンの校正式を作成するために、現地に

簡易水路を設置し、その簡易水路に一定量の土砂を供

給して、供給土砂量と計測値であるパルス数との関係

を分析して校正式を検討した 2)。 

現地校正試験の実施は、与田切川で H27（パイプ型）、

小渋川で H26（パイプ型）と H28,H30（プレート型）を

行った。ケースは土砂の粒度分布を２種類、土砂量を

５種類(0.5～10kg)変化させて計１０ケースを基本と

した（実験状況を図-3 に示す）。 

また、R3 にハイドロフォンの経年劣化等を調べるた

めに全観測箇所を対象として簡易打撃試験 3)を実施し

た（図-4 参照）。この簡易打撃試験は、センサー感度の

状態を比較的簡易に把握することができる試験となっ

ており、定期的に実施すれば機器の点検や維持管理に

役立つものと考えている。 

鹿塩川 H30 現地校正試験 

水深：最大 15cm、流速：最大 2.3m/s 

図-3 簡易水路を使用した現地校正試験 

図-4 簡易打撃試験の実施 

4.校正式の検討
4.1校正式に関する課題
ハイドロフォンは、センサー部に衝突する砂礫の衝

突音を計測しているため、流砂量が多くなると、図-5
に示すように複数の衝突音が干渉するようになり、検
出できる割合が低下して、計測値が頭落ちする現象が
生じ、計測上の課題となっている 4)。 

4.2干渉の影響を考慮した校正式 
干渉の影響を考慮している既往の校正式として音圧

方式（国総研方式）がある 5)。今回この音圧方式の考え
方を参考として式(1)の校正式を設定した。式(1)に示
す f(N)が干渉の影響を考慮した検出率で衝突する粒子
数 N により変化する値である。 

10km ▲：流砂観測箇所

天
竜
川

打撃試験装置

試験球：ビー玉(φ12.5,17mm)
プレート型ハイドロフォン

プレート型ハイドロフォン 

プレート型ハイドロフォン(500×200×t12) 

簡易水路 
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Pgain = Qs×αp×f(N)          ---- 式(1) 
ここに 
Qs：流砂量[m3/sec/bs]、Pgain：増幅率 gain のパルス
数[pulse/sec]、αp：校正係数、f(N)：音響波形の干
渉による検出率、N：衝突する砂礫の粒子数[個/sec]、
bs：センサーの幅[m] 

ここで、衝突する土粒子の粒子数 N は、音圧方式で
は音圧波形から合成音圧法 5)を用いて推定するが、パル
ス方式では音圧波形を記録していないので合成音圧法
は利用できない。そこで今回、各増幅率のパルス数の
分布形を利用して、中心極限定理から粒子数 N を推定
することとした。
中心極限定理は、母集団から無作為に抽出したときに

得られる値が抽出数が多いほど値の頻度分布が正規分
布に近づくという定理 6)で、今回各パルス数の頻度分布
と衝突粒子数との関係に当てはめた。値の評価は尖度を
使用した。尖度は分布形が正規分布に近づくにつれて小
さくなる値である（他に情報エントロピーがある）。 
3.で示した現地校正試験結果を使用して中央極限定

理で分析すると、図-6 に示すように衝突粒子数 N と尖
度との相関性が決定係数 R2=0.74 となり、この関係式を
使用してパルス数の尖度 k から衝突粒子数 N を推定す
ることとした。また、衝突粒子数 N から検出率 f を求
める方法は、音圧方式で使用している手法 5)を用いた。 

4.3校正係数の検討 
現地校正試験で計測したパルス数と供給した土砂量

を利用して校正係数の検討を行った。検討した結果を
図-7 に示す。この図が示すように線形関係となり頭落
ちする現象が解消された。算出した校正係数α p 
=0.0655(パイプ型、与田切 H27)、0.0961(プレート型、
鹿塩川 H30)となった。 

4.4計算例 
式(1)の校正式および校正係数αp を用いて、与田切

川の 2021/5/21 出水時の計測値データを対象として掃
流砂量を計算した。その結果を図-8 に示した。また図
には左岸側ハイドロフォンの検出率も示した。この図
が示すように、掃流砂量が増加とともに検出率が低下
する現象となっており、およそ想定した傾向となった。 

5. 新技術による流砂観測データの補完・検証
近年、大規模な出水や経年劣化等により観測装置の

故障が発生し、観測精度の低下や欠測が生じている。
この対応として、従来の観測装置の耐久性を向上する
ための補強対策が基本となるが、別のアプローチとし
て大規模な出水でも欠測しにくい観測手法や欠測時の
代替観測手法を模索している（表-1 参照）。本年度の検
討では、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よる観測データの補完、検証方法
について一定の適用性が確認できており、この点につ
いては、別報にて発表する予定である。 

表-1 試行中の流砂観測データの検証・補完方法 

6.おわりに
今回、ハイドロフォン観測手法の課題となっていた

頭落ち現象について、既往の音圧方式の検出率の考え
方を利用して校正式を作成した。その結果一定の効果
が得られた。今後の現地観測データから精度を確認す
る必要があると考える。また、欠測時の補完手段とし
て、新技術を利用した手法が有望であることが分かり、
今後、実用化に向けて検討を進める予定である。 

図-5  音響波形の干渉の説明図 

図-6 粒子数 N と尖度との関係 

＜プレート型ハイドロフォン、鹿塩川 H30 実験結果＞ 
図-7 (供給土砂量 ds×検出率 f）とパルス数 p との関係 

図-8  検出率および流砂量計算例 

参考文献 
1) 中谷ら：Vol69,砂防学会誌(2017) 2) 吉村ら：H30 砂防
学会研究発表会 3) 泉山ら：R2 砂防学会研究発表会 4)
内田ら：Vol.67,砂防学会誌(2015) 5) 鈴木ら：Vol.66,砂防
学会誌(2010) 6) 澤田宏：独立成分分析入門,音の分離を
題材として(2010) 7)清野ら： R2 砂防学会研究発表会

干渉していない計測値の波形

１粒子の衝突波形

干渉している場合の計測値の波形

波形どおしが干渉していて
識別が難しい

y = -1.854ln(x) + 9.0074
R² = 0.7409

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

1 10 100 1000

尖
度

k

粒子数N [個/sec]

y = 0.0961x
R² = 0.9818

0

200

400

600

800

0 2000 4000 6000 8000

パ
ル
ス
数

p
6

4
 [
回

/分
]

ds × f [cm3/分]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

5/20 0:00 5/20 12:00 5/21 0:00 5/21 12:00 5/22 0:00 5/22 12:00 5/23 0:00 5/23 12:00 5/24 0:00

左
岸
水
位

[m
]

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

5/20 0:00 5/20 12:00 5/21 0:00 5/21 12:00 5/22 0:00 5/22 12:00 5/23 0:00 5/23 12:00 5/24 0:00

掃
流
砂
量

[m
3
/s

]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

5/20 0:00 5/20 12:00 5/21 0:00 5/21 12:00 5/22 0:00 5/22 12:00 5/23 0:00 5/23 12:00 5/24 0:00

左
岸
検
出
率

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。

CCTVからのAI
画像解析

カメラ画像の解析により、流量や流砂量を
推定する。
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現地土砂・流水を用いたハイドロフォン応答試験のための現地水路実験 

日本工営 (株) 〇橋本憲二，保谷智之，渡部春樹，伊藤隆郭，川瀬遼太，五十嵐和秀，松岡暁，菅沼健 
国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 植野 利康，赤澤 史顕 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 泉山 寛明 

1.はじめに
山地河川は河床勾配が急であり，河床材料の粒度分布

が幅広いため粗粒成分の土砂の生産が多く，土砂移動形
態を構成する掃流砂の割合が大きくなる．山地河川の土
砂動態を把握するためには，掃流砂の時系列変化を可能
な限り正確に観測することが必要となる． 
掃流砂量の観測は，主として，ハイドロフォンを用い

て行われており，解析手法の違いにより大きく 2 つに分
けられる．1 つはハイドロフォンの電圧値を高頻度で記
録し，国総研等 1)での室内実験等で得られた「電圧と掃
流砂量の関係式」を用いて掃流砂量を求める方法「合成
音圧方式」である．もう一方はマイクからの出力値を増
幅・波形処理した電圧値が，閾値を超える回数 (パルス
数) をカウントし，観測桝等で得られた掃流砂量とパル
ス数の比較により構成されるキャリブレーション式を
使用して掃流砂量を推定する方法「パルス式」である．
両解析手法は，パイプ型における計測実績は多く存在す
るが，プレート型への適用事例は少なく，実際の山地河
川においてハイドロフォンの検出・推定方式の違いがど
の程度掃流砂量の推定に影響するのか，直接的に比較し
た例は少ない．
そこで本稿では，富士川砂防事務所管内の栃原砂防堰

堤にて，現地を流れる春木川の流水と現地河床材料を利
用し，パイプ型とプレート型の 2 つのハイドロフォンを
対象に実施した現地水路実験結果について整理・考察し
た．両ハイドロフォンは合成音圧方式とパルス式の 2 つ
の解析手法で計測し，合成音圧方式については，異なる
データ取得周期で計測した出力値の違いや現状のプレ
ート型ハイドロフォンによる流砂量算出方法の課題抽
出を行った． 

2.実験概要
(1) 実験場所
既設のプレート型ハイドロフォンを使用するため，富

士川砂防事務所管内の栃原砂防堰堤にて現地水路実験
を実施した．栃原砂防堰堤の詳細と現地状況を図 1 に
示す． 
(2) 実験水路と試料諸元
既設のプレート型ハイドロフォン  (L=0.116m×

B=0.5m) の下流側に，図 2 (右上) のようにパイプ型ハ
イドロフォン (L=0.8m，φ=0.0486m) を仮設し，上流側
に実験水路 (幅=0.5m，長さ=3.64m，勾配=1/32) を設置
した．設置したハイドロフォンと実験水路，周辺状況を
図 2 (左上) に示す．
実験流水には現地を流れる春木川の流水を水中ポン

プにて実験水路に給送水し，必要な流量を確保した．実
験試料には堰堤上流付近で採取した現地河床材料を使
用した．ふるい分け作業により分級しいくつかの代表
粒径を抜粋した単一粒径試料と，現地の粒度分布に合
わせて攪拌・混合した混合粒径試料を準備した．単一粒
径試料を個別給砂，連続的に単一・混合粒径試料をそれ
ぞれ一定の給砂時間で実験水路に投入し，合成音圧方
式とパルス式の両解析手法で出力されるハイドロフォ
ンの反応値を記録した．ハイドロフォンに衝突する様
子は，ハイドロフォン真上からと真横からの 2 方向か
ら動画で撮影した．実験水路への試料給砂位置と動画
撮影位置を図 2 (下) に示す． 
(3) 計測方法・計測機器
本実験の取得データは，合成音圧方式とパルス式の 2 つの解析手法で計測する．合成音圧方式は，ハイドロフォ

ンによって取得される音響信号を音響変換機「IHC-2」で増幅させデータロガー「NR-600」で記録する．本実験で

栃原砂防堰堤 

流域名: 富士川流域 

河川名: 早川右支川「春木川」 

流域面積:17.8km2 

地域地質:火砕岩，粘板岩質千枚岩 

本堤:高さ=7.0m，幅 L=83.0m 

 天端幅=2.0m，水通し幅=43.0m 

天端標高:384.0m 

元河床勾配:1/27.2 

計画河床勾配:1/31.8 

計画高水流量:332.0m3/s 

計画貯砂量 93000m3 

周辺土砂の粒度構成 (R3年度現場粒度試験) 

：平均粒径 D60＝19.4mm，最大粒径 D95＝92.0mm 

※75㎜以上の粗石も多くみられる．

色は黒っぽいものが多い．

図 1 栃原砂防堰堤の詳細と現地状況 

粒径 ケース No.
流量 

[ℓ/s] 

給砂時間 

[s] 

給砂量 

[m3/s] 

単位幅給砂量 

[m3/s/m] 
土砂濃度 

2mm～4.75mm 
RUN1-2① 69.4 180 1.60×10-4 3.20×10-4 2.30×10-3 

RUN1-2② 69.4 180 1.49×10-4 2.98×10-4 2.14×10-3 

4.75mm～9.5mm 
RUN2-2① 69.4 180 1.51×10-4 3.03×10-4 2.18×10-3 

RUN2-2② 69.4 180 1.48×10-4 2.96×10-4 2.13×10-3 

9.5mm～19mm 
RUN3-2① 69.4 180 1.56×10-4 3.12×10-4 2.24×10-3 

RUN3-2② 69.4 180 1.57×10-4 3.14×10-4 2.26×10-3 

19mm～26.5mm 
RUN4-2① 69.4 180 1.55×10-4 3.11×10-4 2.23×10-3 

RUN4-2② 69.4 180 1.58×10-4 3.15×10-4 2.27×10-3 

37.5mm～53mm 
RUN5-2① 69.4 180 1.52×10-4 3.05×10-4 2.19×10-3 

RUN5-2② 69.4 180 1.41×10-4 2.82×10-4 2.03×10-3 

53mm～75mm 
RUN6-2-2① 69.4 180 2.83×10-4 5.66×10-4 4.06×10-3 

RUN6-2-2② 69.4 60 2.45×10-4 4.90×10-4 3.52×10-3 

75mm～100mm 
RUN6-2-1① 69.4 180 4.75×10-4 9.51×10-4 6.80×10-3 

RUN6-2-1② 69.4 60 5.05×10-4 1.01×10-3 7.23×10-3 

混合 

RUN7-2 69.4 70 1.88×10-4 3.75×10-4 2.70×10-3 

RUN8-2 69.4 140 1.89×10-4 3.77×10-4 2.71×10-3 

RUN9-2 69.4 175 1.98×10-4 3.97×10-4 2.85×10-3 

RUN10-2 69.4 455 1.87×10-4 3.73×10-4 2.68×10-3 

表 1 実験ケース (一部抜粋) 

パイプ型ハイドロフォン
(実験用仮設)

プレート型ハイドロフォン
(既設) 

流下方向

センサー・動画撮影位置(拡大) 模式図

パイプ型ハイドロフォン
(実験用仮設)，厚さt=3mm

実験用仮設スロープ
(勾配1/14)

プレート型ハイドロフォン
(既設)，厚さt=6mm

土砂採取位置
(現地河床材料)

締切堤

河川水取水位置(釜場)

流下方向
(水替え後)

実験資材・
試料置場

試料調整
作業場

発電機
(200V)

水路勾配=1/32

土砂採取状況

実験砂(現地河床材料)

水路とセンサー
台座の接合状況

水路木製部
(桟粗度=0.025)

センサー台座
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は，データ取得周期による取得データへの影響を調査するため，100kHz
用と 20kHz 用の 2 台の「NR-600」を使用した．高速サンプリングに対
して 5 秒間計測した後 2 秒間の記録をし，両ハイドロフォンの合成音圧
方式で取得したデータを比較した．パルス式は，音響信号をパルス変換
機「HT-HP5」によって増幅・波形処理を行い，その音響波をデータロガ
ー「CR-1000 4M」で記録する．また，ハイドロフォンによる計測の他，
目視・ストップウォッチによる流速の計測も同時に行った． 
(4) 実験ケース
本実験で実施した実験ケースの一部を表 1 に示す．流量は 69.4ℓ/s で

一定とし，給砂時間を変化させて単一粒径試料と混合粒径試料をそれぞ
れ投入した． 

3.実験結果
(1) データ取得周期の違いによる出力値の変化
合成音圧方式によるパイプ型/プレート型ハイドロフォンの解析手法

において，データ取得周期 (100kHz と 20kHz) の違いによる取得データ
への影響について，実験から得られた音響データを整理し，考察した．
得られたデータを代表して，RUN3-2① (粒径 9.5mm～19mm) のグラフ
を図 3 (上) に示す．縦軸に投入した単位幅あたりの給砂量を，横軸に
両ハイドロフォンで計測された単位幅あたりの掃流砂量を表示してい
る．一定の土砂量を投入し続けたため，縦軸は一定値となっている．投
入した単位幅給砂量に対し，算出された単位幅掃流砂量のバラツキが大
きいことが確認できる．本要旨には 1 ケースのみを示しているが，全体
のバラツキは粒径が大きい実験ケースほどより顕著に表れている．ハイ
ドロフォンの種類別で比較すると，プレート型に比べてパイプ型の方が
バラツキは大きく表れる傾向が確認できた．これは，プレート型は河床
上に平坦に設置されており衝突部への当たりムラが少ない構造をして
いるのに対し，河床上で突起状に配置されるパイプ型の方が砂礫の当た
りムラが発生しやすいためだと考えられる．加えて，パイプ型とプレー
ト型の接触部厚さを比較すると，パイプ型：3mm，プレート型：6mm の
ため，パイプ型の方が薄く音を拾いやすいことも影響していると考えら
れる．
(2) プレート型ハイドロフォンによる流砂量算出方法の課題抽出
図 3 (下) に，縦軸に累加単位幅給砂量を，横軸に合成音圧方式によ

って掃流砂量へ変換した，ハイドロフォンの累加単位幅掃流砂量を表示
したグラフを示す．パイプ型とプレート型のそれぞれの近似直線の傾き
について比較した．パイプ型は，給砂量と掃流砂量の比が概ね 1: 1 に近
似するのに対し，プレート型は直線の傾きが小さくなる傾向が確認され
た．本実験において，プレート型用の合成音圧方式の換算式は，パイプ
型用の換算式をそのまま適用したため，プレート型用に最適化されてい
ないためと考えられる． 
(3) プレート型ハイドロフォンのパルスデータによる掃流砂量算出方
法の検討
プレート型ハイドロフォンにおいて，パルス式で掃流砂量を換算し掃

流砂量算出方法の検討を行った．ここでは，実際に供用される条件下に
近いと考えられる「混合粒径試料」を投入したケースについて，平均給
砂量または総給砂量に対するパルス数の比較を行った．その中で，比較
的相関性が高かった増幅率 64 倍のケースについて図 4 に示す．プレー
ト型ハイドロフォンの 5 分間換算での平均パルス数を横軸に，平均給砂
量 (図 4 (上) ) または総給砂量 (図 4 (下) ) を縦軸にグラフに整理し
た．図 4 に示すように，増幅率 64 倍時のパルス数と給砂量の相関が最
も良いことが確認され，いずれも線形関係のキャリブレーション式が得
られた．観測枡を用いずに，現地実験によりパルス数と掃流砂量とのキ
ャリブレーション式が得られた． 

4.おわりに
本稿では，栃原砂防堰堤にて現地河床材料と現地河川の流水を使用し

た現地水路実験の結果に対してデータ整理・考察を行い，データ取得周
期の違いによる掃流砂量への影響と，プレート型ハイドロフォンのパル
ス式によるキャリブレーション式の構築を行った．今後の流砂量観測の
精度向上に活かしたい．

【参考文献】 
1) 山地河道における流砂水文観測の手引き (案)，国総研資料，第 686

号，p.22，p.30，2012
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常願寺川本川での流砂観測における現状と新たな課題 
北陸地方整備局 立山砂防事務所 野呂 智之(現 (一財)砂防･地すべり技術ｾﾝﾀｰ),長谷川真英,川合康之 

日本工営(株) ○長山孝彦,古谷智彦,林聖也,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 

1.緒論: 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を行ってきた。一方で流域
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，流砂観測ﾃﾞｰﾀ取
得も担っている 1)。

流砂観測開始後およそ 20 年が経過し，流砂
観測の成果と課題が明らかになりつつある。現
時点での成果と課題について報告する。 
2.観測設備の配置と構成
2.1．観測設備の配置:観測設備の配置は，そ
れぞれの目的を設定し配置した（図-1）。常願
寺川流域は，上流より真川と湯川が合流，千寿ヶ原で称名川と合流す
る。流域単位の土砂動態を捉えることを目的とし，これら合流部と砂
防領域下流端に機器を配置した。また，妙寿ｼｬｯﾀｰ砂防堰堤の土砂捕
捉・流出調整効果を捉える位置付けで，妙寿堰堤の前後（七郎堰堤・
妙寿堰堤・空谷堰堤）を観測点として位置付けている。 
2.2．観測設備の構成:観測設備の構成は，掃流砂・細粒成分（浮遊砂），
水理条件を捉える計測機器で構成されている(図-2)。掃流砂観測は，
ﾊﾟﾙｽ式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝを基本とし，津之浦下流堰堤にはｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝを行うこ
とを目的とした観測枡が設置されている。ただし，ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの形式
については，掃流砂移動により破壊されやすい場所についてはﾛﾊﾞｽﾄ
ﾀｲﾌﾟとして肉厚ﾊﾟｲﾌﾟ型(立山ﾓﾃﾞﾙとして肉厚 10.2mm の特殊版)・ﾌﾟﾚｰﾄ型を配置し，壊れにくい場所(主に下
流側)では通常ﾀｲﾌﾟ(肉厚 3mm のﾊﾟｲﾌﾟ)を設置している。細粒成分については，濁度計を設置した。水理条件
の把握には，流速計(底面ﾀｲﾌﾟもしくは超音波式）を設置した。底面流速計は掃流砂量を推定する場合に底面
流速との親和性が高いことが採用理由だが，数年にわたる計測より，石礫の衝突で故障することが多かった
ことから，ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ交換式で設置する等の工夫を行っている。水位計については，水圧式を用いている。
3.観測より得られた成果:継続した流砂観測を行った結果，土砂移動特性（土砂移動ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙや伝搬性等），土
砂流出ｲﾍﾞﾝﾄの有無，粒径別流砂量，等が把握可能なことが示された。また一方で流砂計測の限界，浮遊砂計
測の困難さといった課題も詳らかになった。
3.1．土砂移動特性:流量と流砂量の計測結果と掃流砂量式で算出される理論値を比較することで 2)，現状の
土砂移動ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを示すことが出来る。掃流砂の場合は理論値で算出される流砂量に対して観測値が乖離して
いれば，通常時(計測時)の土砂移動ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙが低く，比較的安定した流砂環境であることが示唆される（図-
3）。一方で細粒成分の場合は，これまで他流域で計測されている流量と浮遊砂成分の関連性とを比較するこ
とで 2)，常願寺川は細かい土砂が卓越している河川であることが確認された(図-4）。流域を通した観測結果
を、時系列で横並びに比較することで，ﾋﾟｰｸ流量・流砂量計測値の発現時のずれの読み取りができ，土砂移
動の伝搬性が把握可能となった。そ
れぞれの観測地点（砂防堰堤）間の
距離から試算すると大凡 200m/min
で土砂移動が下流へ伝播している事
が示唆された。
3.2．土砂流出イベントの有無:出水
時の水位と観測値(ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝﾊﾟﾙｽ数
や濁度)の関係を時系列順に結んだﾋ
ｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟとして整理，動きをﾊﾟﾀｰﾝ
化し評価することで，流域の特定箇
所または全域で土砂動態に異常性が
ないか確認でき，土砂移動監視の一
手法となる。常願寺川においては，
細粒土砂の移動が活発な傾向にもあ
ることから，出水時には掃流砂より

  図-3 掃流砂量と流量の関係    図-4 細粒成分と流量の関係 

図-1 常願寺川における流砂観測箇所と目的 

図-2 流砂観測設備の基本構成 
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も細粒土砂の流下が早く始まることが確認された。一方掃
流砂は，近年左回りのﾙｰﾌﾟが現れている。ある観測点の掃流
砂ﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟを図-5 に示すが，ﾋﾟｰｸ後に流砂量が流量に対
して流砂量が大きな状態が続いていることから上流で土砂
移動が活発化するｲﾍﾞﾝﾄ(河床内工事を含む)があったこと
が示唆された。 
3.3．粒径別流砂量:掃流砂観測結果より，土砂の粒径・粒度
分布が算出可能となった。算出方法は，直接観測枡に堆積し
た土砂の粒度分布を用いる方法と，ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの音響波形ﾃﾞｰ
ﾀ・底面流速計などの流速計測ﾃﾞｰﾀを用いて推定する方法が
ある。2021 年出水で計測したﾃﾞｰﾀを用いた比較では，音響
波形ﾃﾞｰﾀより推定する手法でも，流速の与え方（流速計利用
もしくは理論式の利用）で観測枡実測値の 0.5～10 倍の精
度までの予察が可能となっている（図-6）。動的観測である
掃流砂計測では，一出水中の流砂粒径の経時変化を
示すことが出来る。これでは，出水前半には細粒成
分の土砂流出が計測され，その後遅れて粗粒成分が
流下していることが把握されている（図-7）。 
3.4．流砂計測の限界:掃流砂観測(音響法)は，通常
時の流砂計測を行う計測適地の選定と，流況に応じ
たﾛﾊﾞｽﾄﾀｲﾌﾟの計測機器の配置などで，安定した計
測が出来るようになってきた。しかし流砂量の増大
や，粒径が粗粒化した際には，計測値が飽和し限界
があることが分かっている（図-8 左）。ﾛﾊﾞｽﾄﾀｲﾌﾟで
は計測感度が鈍くなるため，この計測限界値が高く
なることが観測を通して示されたが，代わりに小流
径のものが検知され難くなった（図-8 右）。 
3.5．浮遊砂観測手法の必要性:一定規模の出水まで
は浮遊砂はほぼ細粒分で構成され，濁度計での観測
値で代用できている。しかし急流河川では大粒径で
も浮遊して流下・衝突した痕跡が観察された(図-9）。
山地急流河川では，掃流砂/浮遊砂とも幅広い粒径を
持ち，分離することが難しくなる事が示唆された。 
4.結論:常願寺川においては，縦断的な流砂観測ｼｽﾃﾑ
を用いた観測を進め，通常時からある程度の出水規
模までの持続的な流砂量計測
を行う体制が構築された。こ
れにより，流砂に関する土砂
移動特性（ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙや伝搬性），
土砂移動の監視検知，流砂量
の推定については対応可能で
有り，情報を蓄積できる事が
示された。 
一方で，掃流砂観測における
音響法の限界も見えつつあ
る。ただし，この課題に対して
は荷重等との組み合わせで対
応を行うこと（例えば：通過重
量で流砂量を観測する試み（掃流砂量計：特許番号:6084896）で 3），より多様な流砂
に対応できる可能性があることや，流砂観測自体にどの規模の出水(流砂量)までを観
測対象とするか目的を設定することで，対応できることがある。さらに，流砂は水中
で一様には流下せず，空間的に濃度差が生じることから，観測地点での情報を川幅に
引延ばした場合には 1～2 桁のずれが生じる可能性が残されている。このような精度
上の限界もあるため，観測に対しての限界を把握して計測を進めることが望まれる。
さらに，急流河川では流砂の浮遊砂成分が大径となることから，計測すること，さら
に掃流砂と分離することが難しい。この解決策については，常願寺川ではﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝを
縦型に並べ，浮遊成分の観測が可能であるか試行計測を行っている。これらの観測成
果を活用し，土砂移動の実態解明と検知監視の両面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) 川合康之ら：平成 28 年度砂防学会研究
発表会概要集, (B),p.40-41,2016. 3) 後藤健ら：平成 26 年度砂防学会研究発表会概要集(B),p.66-67,2014.  
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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，久保世紀, 靏本孝也 
日本工営(株) ○伊藤隆郭, 田方 智, 古屋海砂   政策研究大学院大学 水山高久 

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再び活発化し，
土石流の発生が増加した。そこで，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
で，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。これにより，荷重計
を用いた土石流計測の可能性が示され，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の LVP (= Loadcell, Vibration 
and Pressure meters)の開発に至った 6)。LVP 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により検証を行ってきた 7)。
ここでは，前々報 8) に引き続き土石流荷重計ｾｯﾄと LVP
による計測ﾃﾞｰﾀの現状を示す。
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 号砂防堰堤（2m×4m ﾌﾟﾚｰﾄ型・
1 基）に，2014 年に野尻川 1 号砂防堰堤（1m×1m ﾌﾟﾚ
ｰﾄ型・3 基）にそれぞれ設置された 7)。観測を行いなが
ら機器補修をしているが，最近では、野尻川 1 号砂防
堰堤では、堰堤補強工事(2021 年 1 月中旬～4 月下旬)
の間に一時的に撤去・再設置，荷重計の補修(同年 4 月
26 日, 6 月 9 日，9 月 9 日)および圧力計の補修(同年 6
月 9 日，9 月 9 日)を行った。以下，砂防堰堤を有村川 3
号，野尻川 1 号，野尻川 7 号と略称する。
(1) 有村川と野尻川の土石流荷重計： 土石流荷重計の設
置されている有村川 3 号，野尻川 1 号における流域情
報は，それぞれ，次の通りである。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°)，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) 解析された土砂濃度： 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
と水位計測等で求められる土石流全体の土砂濃度から
粗粒成分の土砂濃度を算出する 9)。ここで，細粒成分と
粗粒成分は，それぞれ，圧力計，荷重計で主体的に計
測される。表-1 および表 2 は，有村川 3 号および野尻
川 1 号で計測・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と最大 10 分雨量 (mm), 
画像解析等で得られたﾋﾟｰｸ流量 (m3/s)の値も示し，土砂
濃度は，細粒成分（C），粗粒成分（F）に分けて示し
ている。従前の計測を通じて，流量が 50 m3/s 以下の出
水では土石流荷重計ｾｯﾄでの土砂濃度の算出値が過大
になる傾向がある。いずれの計測ﾃﾞｰﾀにおいても，河
床勾配を用いて算出される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く算出され，土砂濃
度に及ぼす非定常性の影響等の考慮の必要性もある。
一方，土石流の流下時に，細粒や粗粒成分が含まれる
もの，いずれかが卓越するもの等，土石流流下時の違
いや特性が得られているが，現在でも，降雨量や降灰
量と土石流諸量との関係は未解明である。

3. 土石流発生の検知と LVP： 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) LVP による土石流の計測： LVP は河床に設置して確
実に連続的な土石流の検知を行い 6)，ﾜｲﾔｰの誤検知防止
やﾜｲﾔｰの切断後の現地立ち入りの制限時における検知
をする。計測値は，水深，荷重，振動(生値)は，それぞ
れ，cm，kgf/m2，m Volt の単位系で示される。荷重値
は土石流荷重計とは異なり検知用の目安である。
野尻川 7 号では，2015 年 2 月 6 日に LVP の改良型の

設置後 6)，2019 年 2 月にｾﾝｻｰ交換，2021 年 10 月に摩耗
した天板の交換を経て，2022 年 3 月まで，流向変化で
観測出来なかった事例を除いて 100％の土石流検知で
ある。また，有村川 3 号では，2016 年 10 月に設置後，
2017 年 12 月にｾﾝｻｰ交換，2021 年 5 月 14 日の出水での
断線による欠測を経て，2022 年 2 月新たに LVP を設置
して，土石流荷重計との相関も含め観測を行っている。 

一方，図－1，図－2 に示すように，土石流流下に伴
って，LVP 設置付近の土砂が流下中に侵食したり，逆
に，堆積する興味深い現象も LVP 計測で示されている。 
(2) 土石流発生の閾値： LVP は水深，荷重，振動の順に，
通過する土石流の高さ，土石流のﾀｲﾌﾟ，石礫の多寡を
判定して，洪水流と異なる土石流や泥流を検知する。
図－3 は，ﾜｲﾔｰが切断した時刻における水深と荷重の関
係である。水深に対して，振動や土石流流下前の荷重
を差し引いた荷重を 2016 年から各年のﾃﾞｰﾀを整理して
きた。現在でも，土砂濃度の大小と水深の関係が一意
的でないが，少なくとも土石流検知の閾値や流れの規
模の区別をする境界値は次のように変わらないようで
ある。荷重は 100～150 kgf/m2以上，振動は 200～1200 
mVolt 以上で土石流流下の検知，ﾜｲﾔｰ 1 段（高さ 60 cm） 

表-1 土石流荷重計ｾｯﾄによる計測ﾃﾞｰﾀ（有村川 3 号） 
No. Y/M/D Wire c R, r10 Qp 
1 2018/5/2 2 0.306 (C: 0.164, F: 

0.143) 
18.0 
(4.0) 

137 

2 2018/12/3 2 0.247 (C: 0.155, F: 
0.0915) 

5.0 
(2.0) 

124 

3 2019/3/3 1 0.386 (C: 0.00, F: 
0.386) 

11.0 
(5.0) 

42.4 

4 2019/3/10 1 0.356 (C: 0.286, F: 
0.148) 

18.0 
(4.0) 

78.0 

5 2019/9/6 1 0.346 (C: 0.00, F: 
0.346) 

36.0 
(12.0) 

98.5 

6 2020/3/27 1 0.510 (C: 0.246, F: 
0.264) 

11.0 
(2.00) 

51.6 

7 2020/6/11 2 0.478 (C: 0.477, F: 
0.01) 

8.00 
(4.00) 

180 

8 2020/7/24 1 0.254 (C: 0.253, F: 
0.01) 

42.0 
(12.0) 

99.0 

9 2021/5/15 3 0.314 (C: 0.314, F: 
0.00) 

34.0 
(18.0) 

178 

10 2021/6/4 2 0.322 (C: 0.322, F: 
0.00) 

135 
(16.0) 

272 

Average 0.352 (C: 0.222, F: 
0.130) 

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), r10: 
土石流発生前の 10 分間最大雨量(mm), Qp: ﾋﾟｰｸ流量(m3/s)である。 

R4 - 18

桜島における荷重計を用いた継続的な土石流の特性の把握と LVP センサーを用いた土石流検知の試み(3) 
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以上の土石流では，
荷重は 600～1,250 
kgf/m2 ， 振 動 は
2,800 ～ 3,000 
mVolt 以上になる。 
4. おわりに： 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
は，ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰとの
併用を想定した土
石流検知ｾﾝｻｰであ
る。土石流発生の
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等の検討も必要であ
ろう。LVP は土石流の検知には有効なﾂｰﾙであり，今後
もﾃﾞｰﾀを検証しながら検討を進める予定である。
参考文献： 1) 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 年度砂防学会概要集 B, 
pp. B-30-31, 2015, 5) 加藤仁志ら：平成 28 年度砂防学会概要集

B, pp.B-92-93, 2016, 6) 加藤仁志ら：平成 28 年度砂防学会概要

集 B, pp.B-86-87, 2016, 7) 田方 智：土石流荷重計による土石流

観測, 砂防学会誌, pp. 39－43, 2021, 8) 伊藤隆郭ら：平成 30 年

度砂防学会概要集，pp.309-310，2018, 9) OSAKA, T. et al.: Proc. 
Interpraevent 2014 Pacific Rim, November 25-28, Nara, Japan, 
2014, O-14.pdf in DVD.  

表-2 土石流荷重計ｾｯﾄによる計測ﾃﾞｰﾀ（野尻川 1 号） 
No. Y/M/D Wire c R, r10 Qp 

Ave. Left Center Right 
1 2017/6/20 2 

異常値
― ― ― 40.0 

(6.00) 
28.4 

2 2017/6/24 2 
異常値

― ― ― 46.0 
(8.00) 

112 

3 2018/5/2 3 0.539 (C: 0.488, F: 
0.0510) 

0.369 (C: 0.230, F: 
0.139) 

0.766 (C: 0.753, F: 
0.0122) 

0.482 (C: 0.482, F: 
0.00) 

19.0 
(7.00) 

128 

4 2018/8/24 3 0.347 (C: 0.346, F: 
0.001) 

0.159 (C: 0.159, F: 
0.00) 

0.518 (C: 0.514, F: 
0.00453) 

0.364 (C: 0.364, F: 
0.00) 

5.00 
(4.00) 

62.3 

5 2018/12/3 3 0.440 (C: 0.435, F: 
0.005) 

0.223 (C: 0.222, F: 
0.00118) 

0.622 (C: 0.609, F: 
0.0132) 

0.475 (C: 0.475, F: 
0.0000106) 

12.0 
(9.00) 

93.5 

6 2019/3/3 2 0.129 (C: 0.0493, F: 
0.0793) 

0.0157 (C: 0.0137, F: 
0.00200) 

0.149 (C: 0.0307, F: 
0.118) 

0.221 (C: 0.104, F: 
0.118) 

5.00 
(2.00) 

213 

7 2019/3/6 2 0.309 (C: 0.108, F: 
0.201 ) 

0.122 (C: 0.122, F: 
0.00) 

0.379 (C: 0.00, F: 
0.379) 

0.426 (C: 0.203, F: 
0.223) 

23.0 
(7.00) 

152 

8 2019/10/2 2 0.382 (C: 0.0480, F: 
0.335) 

0.0757 (C: 0.0757, F: 
0.00) 

0.688 (C: 0.00, F: 
0.688) 

0.383 (C: 0.0669, F: 
0.316) 

6.00 
(6.00) 

265 

9 2019/10/23 2 0.173 (C: 0.0197, F: 
0.153) 

0.259 (C: 0.0410, F: 
0.218) 

0.221 (C: 0.00, F: 
0.221) 

0.0378 (C: 0.0179, F: 
0.0199) 

7.00 
(2.00) 

46.7 

10 2019/11/24 2 0.239 (C: 0.178, F: 
0.0615) 

0.310 (C: 0.310, F: 
0.00) 

0.142 (C: 0.00, F: 
0.142) 

0.226 (C: 0.224, F: 
0.0422) 

3.00 
(1.00) 

60.9 

11 2020/6/11 3 0.214 (C: 0.0610, F: 
0.153) 

0.220 (C: 0.0000600, 
F: 0.220) 

0.289 (C: 0.0512, F: 
0.237) 

0.132 (C: 0.132, F: 
0.00) 

4.00 
(1.00) 

107 

12 2020/6/25 2 0.313 (C: 0.115, F: 
0.199) 

0.473 (C: 0.150, F: 
0.323) 

0.367 (C: 0.153, F: 
0.214) 

0.100 (C: 0.0409, F: 
0.0592) 

6.00 
(6.00) 

56.1 

13 2021/5/15 3 0.388 (C: 0.175, F: 
0.213) 

0.435 (C: 0.363, F: 
0.0726) 

0.00 (C: 0.00, F: 
0.00) 

0.728 (C: 0.163, F: 
0.565) 

9.00 
(8.00) 

221* 

Average 0.316 (C: 0.184, F: 
0.132) 

0.202 (C: 0.153, F: 
0.0490) 

0.376 (C: 0.192, F: 
0.184) 

0. 324 (C: 0.207, F:
0.117) 

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), Qp: 
ﾋﾟｰｸ流量(m3/s), , r10: 土石流発生前の 10 分間最大雨量(mm), *印: 野尻川 1 号下流での計測ﾃﾞｰﾀ(その他は，野尻川 1 号での計測)である。

図-3 ﾜｲﾔｰが切断した時刻における水深と荷重の関係
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図-1 LVP 計測ﾃﾞｰﾀ（2021 年 6 月 4 日出水）
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電波を用いた流速・水位の同時観測機器による出水時の春木川橋における観測事例 

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 赤澤 史顕、植野 利康 

日本工営株式会社 ○保谷 智之、橋本 憲二、渡部 春樹、伊藤 隆郭、木村 詩穂、五十嵐 和秀、菅沼 健 

１．はじめに 

富士川砂防事務所では、山地渓流における流砂量につ

いて、様々な観測手法を用いて土砂動態の詳細な観測を

実施している。これらの観測結果は、国総研資料 1)等で

示されているように、山地河川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で、砂防基本計

画の策定、総合的な土砂管理方針の検討など、砂防事業

への反映が期待されている。各流域における流砂現象の

把握・解明のために、各流域での観測データを蓄積して

いくことが重要である。 

その際、水理量(水位・流速・流路幅等)によって流砂

現象は量・質(粒径等)ともに変化するため、流砂観測の

一環として山地渓流における水理量を併せて計測する必

要がある。また、常設観測機器のない山地河川での台風

などによる出水時の臨時観測では、出水の予測から実際

の降雨開始までの短時間での観測体制構築が求められる。 

本発表では、コンパクトな、電波を用いた流速・水位

の同時観測機器 RQ-30a2)を用いることで、実際の山地渓

流における臨時観測が実施できた事例について報告する。 

２．観測対象とする現象と観測機器 

山地河川での流砂量観測にて留意するべき山地河川の

特徴の一つは、水位変動・河床変動が激しいことである。

流砂量・水理量は、時間的にも空間的にも刻々と変化す

ると考えられるため、出水中の連続的なデータ取得と、

各流域の多点での機動的な計測が必要と考えられる。 

水圧式水位計や電磁式流速計のように河床付近の水中

に設置する接触型の計器では、流砂による埋没や破損の

可能性があり、また、設置位置からの流路の変化があっ

た場合の出水中の短時間での付け替え等は困難と考えら

れる。一方で、非接触型の計器であれば上記のデメリッ

トの軽減が期待できる。例えば、電波によるドップラー

効果を利用した電波式流速計等の利用が候補に挙げられ

る(例えば参考文献 3)4))。ただし、山地河川での出水時の

臨時観測への適用の際は設置方法やデータ処理装置はで

きるだけ容易な機器が望ましい。 

そこで、本発表では、1台で、水位・流速の同時計測が

可能であり、データ処理、伝達の形式がシンプルな計測

装置として、電波を用いた流速・水位の同時観測機器

（RQ-30a）を導入した(図 1)。図 2に示すようにデーター

は独立したデータロガーにテキストファイル形式で順次

保存され USB 等で容易に回収できる。また、流速計と水

位計が一体化したコンパクトさ故に、設置が容易であり、

通年観測の他に臨時観測にも利用できる可能性がある。 

なお、RQ-30a での長期観測の事例については、既往発

表 5)に詳しい。 

３．使用機器 RQ-30aの仕様と観測場所 

３．１. 仕様・計測原理・計測範囲 

RQ-30a（Sommer 社製（オーストリア））の仕様を表 1、

図 1に、計測範囲を図 2に示す。なお、RQ-30aの仕様の

詳細については、文献 2)を参照のこと。 

これらを踏まえ、流速計測の電波照射部が上流側へ向

き、水位計測の電波照射部が流路中心の水面に向くよう

に、橋の欄から上流側へ突き出すように設置した。 

表 1 RQ-30a仕様・計測原理 

３．２.観測場所 

観測場所は、富士川流域内の早川の支川にあたる春木

川(図３)とし、早川との合流地点の手前の橋梁(旧春木川

橋)の欄干に、台風接近の直前に設置して流速と水位を観

測した。 

流速 水位 

測定範囲※ 0.10m/s～15m/s 15m(水面までの距離) 

分解能 1 mm/s 1 mm 

精度 ±0.01 m/s ±2mm 

計測原理 ドップラー効果に

基づいた計測 

電波の送受信の時間を利用し

て，水面までの距離を計測 

RQ-30a(本体 

・センサー部)

照射角度：12° 

俯角：50° 

電波照射部(流速計測)： 

斜め方向に照射 

流速計測範囲 水位計測位置 

図２ 計測範囲と機器接続の概要(文献 2)に加筆) 

15
4m
m 

333 mm 

33
8 
mm
 

電波照射部 

：流速計測 

電波照射部：水位計測 

総重量：5.4kg 

図１ RQ-30a(本体・センサー部)概形 

電波照射部 

(水位計測)： 

鉛直方向に照射 

照射角度：10° 

MRL-7(データロガー) 

バッテリー 

(鉛蓄電池) 

出力データ：水位,速度,品質パラメータ等 
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３．３ 観測状況 

出水時の観測の一環として、RQ-30a を試験的に導入

した。また、河川水の直接採水を行い、水理量と濁りの

関係について確認を試みた。 

① 降雨状況

・令和 3 年台風第 14 号(2021 年 9 月 7 日 9 時発生、9

月 18 日 15 時消滅。福岡県に上陸。最低気圧 905hPa） 

・ 最大時間雨量(早川観測所)：8mm/h（9/18 5:00）

・ 累積雨量(早川観測所)：44mm(9/17～18 の 2 日間)

② 現場設置状況

・ 観測日時：2021/9/17 20:00 ～ 9/18 8:20

・ 設置場所：春木川の旧春木川橋

出水前の 9/17 17:00頃に、人力にて持ち運び用の架

台で橋の欄干から橋の上流側に向けて突き出すように

設置した(図４)。所要時間は 30分程であった。 

４．RQ-30aによる流速、水位の計測結果 

図５に観測結果を示す。水位と流速の時系列グラフに

よると、9/18 0:30～2:30 頃の一時的な水位低下とその

後の水位上昇が観測された一方で、流速は水位低下時に

横ばい、水位が下げ止まりから上昇へ変化した時刻には

概ね上昇傾向であった(図５赤矢印)。同時刻、流路幅の

拡大が目視で確認されている。この結果は、出水時の流

速、水位の順に伝播したことが観測できたと考えられる。 

また、2021/9/18 6:00～10:00 に採水を実施した。水

位と流速のピーク時(6：00)と比較すると、今回の出水は

洪水減水期に濁度が小さくなる出水であった (図６)。 

 

５．おわりに 

流速計と水位計が一体化したコンパクトな RQ-30aの

導入により、山地河川での台風に伴う出水時の臨時観測

を行った。短時間、少人数で出水前までに機器設置を行

い、出水中の流速と水位の連続的なデータ取得ができた。

RQ-30aにて得られたデータは、出水時の洪水伝播で云わ

れている流速、水位の順にピークが現れる現象を計測で

きた。今回は小規模な出水であったが、今後、より大き

い出水に対しても観測精度を検証していく必要がある。 
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図３ 観測場所(早川支川春木川の旧春木川橋) 

RQ-30a試行観測 

(旧春木川橋) 

早川観測所(雨量) 

旧春木川橋 

上流より 

RQ-30a 
春木川橋 

流れ 

RQ-30a 

流れ 

旧春木川橋から上流側に向かって計測 

バッテリー 

MRL-7(データロガー) 

欄干標高 315m 

欄干高さ 0.850m 

路面から RQ-30底面までの高さ 0.486 m 

RQ-30底面(センサー部)標高 315m (314.636m) 

333mm 

センサー部から

水面までの高さ 

約 8m 

一時的な水位低下 

流速は概ね 

横ばい～上昇 

図４ RQ-30a設置状況 

図６ 河川状況およびバケツ採水試料 

図５水位・流速(RQ-30a)と降雨量(早川観測所)観測結果 
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Slipping-planes Detection with GPR following the 2015 Kumamoto Earthquake 
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Introduction 

In the aftermath of an earthquake and when a crack breaks the 
surface, scientists often measure the vertical and horizontal 
components of offsets to then eventually level the land surface 
back. This cosmetic surgery however only hides what has 
happened underneath and the complexity of a fault mirror or 
more minor cracks can hardly be fathom from surface data 
only. Although trenching is a possibility when the soil isn’t 
loose [1], it is labor intensive and generate important impacts 
on the landscape, and volcanic soils are seldom prone to such 
approach and geophysical methods provide better results [2]. 
Moreover in hazards and disaster impacted areas, respecting 
local inhabitants’ place, work and ethos would also mostly 
preclude digging holes inconsiderably in the name of Science. 

In order to (a) better understand the vertical geometry of 
cracks and fault mirror visible at the surface, and (b) in order 
to do so with as little disruption as possible, the present 
contribution investigates agriculture terraces in volcanic 
terrain that were fractured and displaced by the 2015 
Kumamoto earthquake, with the following main objectives: 

(1) Image the geometry of the failure lines (planes in 3D);

(2) Find whether invisible failure planes exist underneath the
surface;

Materials and Methods 

For the present research, the authors have investigated in the 
Kyushu area (Fig. 1-a), a terrace that has shown signs of 
movements and the presence of failure planes along the 
Kurokawa River, and this was done using a Mala GPR 
mounted with a 500 Mhz antenna. The transects were 
captured across unused fields at the time (Fig. 1-c and Fig. 2). 

Figure 1 Location Map of the survey area. (a) Kumamoto in 
Japan; (b) Field location to the East of the Kurokawa River; 
(C) Spatial distribution of the GPR transects.

Figure 2 Impacts of the Kumamoto Earthquake on the 
location, from UAV drone imagery (courtesy of the 
Geospatial Authority of Japan – www.gsi.go.jp). 

Figure 3 Processing steps of the GPR signal 

Result and Discussion 

Transect 44 (Fig. 4), oriented along a North-South transect 
displays a top layer of less than 40-50 cm, that is an originally 
subhorizontal layer placed for agricultural purposes. 
Underneath a material consisting of coarse material (a prep-
soil or a mixture with the underlying material) extends to a 
depth of 1 meter to 1.5 meter. The topographic surface does 
not follow strictly the underlying bedrock and obvious 
anthropogenic land alteration generated the present surface. 
The subsurface is also presenting sets of subvertical 
discontinuities that break the otherwise continuous layers 
showing the presence of ruptures, or failure lines and planes 
(human impacts would not offset the left and right side of such 
break, and it can confidently be associated with the 
earthquake). Between 50 to 60 m, a wedge shape section seem 
to have also offset the underlying volcanic material vertically. 
Along transect 45 (Fig. 5), this time oriented in an East-West 
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fashion, the subsurface structure is similar, but this time 
rupture lines are oriented towards the West, or the Kurokawa 
River. This time the signal was also able to reach through the 
lower underlying volcanic material, and the rupture lines 
(planes) could be seen to continue from the subsurface soil 
down to the underlying material, which also shows the 
presence of blocks or reflective layers (Fig. 5). In comparison 
with these two transects, the one along the building (Fig. 6: 
right of the top radargram) is composed of material that does 
not show clear breaks, and the material is coarser with 
multiple block reflections. A U-shape subsurface structure, 
suggests that either a hole or a buried-channel was also 
running in this location. Finally, all the transects show 
complex subsurface layers with a dip towards the East while 
at the same time displaying local subvertical breaklines with 
a slight dip towards the West. In transect 45 (Fig. 5), the 
subsurface breaklines are also continuing underneath the 
anthropogenic soil into the underlying volcanic material 
(bedrock?). Using a normalized amplitude imaging method, 
the phase inversion helps emphasize local variation and 
changes that can be obstructed by the presence of blocks and 
other object hyperbolas (Fig. 6). For the transects used in the 
present study, the phase change confirm that the rupture lines 
have misaligned the different layers, but also modified 
characteristics (most probably the density, expressed in 
differences in soil moisture and gas content). It also shows 
that the seemingly presence of a hole or a buried channel is 
most probably a land-fill rather than a natural features and at 
the contact of this landfill with the natural feature, there is a 
zone at the end of the transect, which is of different material 
characteristics (most probably density). The same feature 
appears in transects 44 and 45, when close to the buildings. 
One hypothesis is the natural density difference due to the 
building mass on the subsurface material, another one is the 
effect of the mass of the building during earthquake 
acceleration, generating differences in the soil, finally it is 
also most probable that the landfill underneath the house is 
different from the one in the cultivated field, and it might be 
only a man-made feature.  

Conclusion 

This study shows that GPR needs to be an integrant pa
rt of the post- sediment-disaster remediation and emerge
ncy work. As antennas on UAV are now available, it s
hould come as a complement to UAV imagery. 

Acknowledgement 

The GPR instrumentation was financed by the Kakenhi 
18H03957, led by Dr. N. Hotta, without which the research 
would not have been possible.. 

This study was financially supported by a research project 
funded by the MLIT. 

Figure 4. GPR transect 44 with a 500 Mhz antenna on the 
road. The movement has deformed the soil layers and 
basculated some of them along rupture planes. 

Figure 5. GPR transect 45 across the agriculture terrace. The 
visible surface rupture are all oriented towards the valley with 
almost horizontal bedding structures that show higher 
reflectivity and the creation of potential sliding surfaces. 

Figure 6. Signal normalized envelope distribution across the 
4 transects showing the soil structure’s discontinuities and 
anomalously concentrated amplitude returns.
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宮井地区地すべりを対象とした時系列干渉SAR解析による変動検出 
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1.はじめに 

 近年，各種衛星観測データを活用した斜面変動の検出事例

が増えている。中でも多数のSARデータを活用した時系列干

渉SAR解析は，斜面変動を時系列かつ高精度に検出できるた

め，注目されている。本発表は，和歌山県新宮市熊野川町に

位置する宮井地区地すべり防止区域における継続的な斜面変

動を対象として，時系列干渉SAR解析（SBAS法）による変

動検出と変動量検出精度について検討した事例を紹介する。 

2.方法 

2.1. 対象地区 

対象とした宮井地区地すべり防止区域の位置を図-1に示

す。当地区では過去から滑動があったことが推測されてお

り，2003年8月の台風第10号の豪雨により末端部で崩壊が

発生し，滑動が顕在化したことから地すべり防止区域に指定

されている。その後，対策工整備とともに各種観測が行われ

ており，2008年から現在に至るまで10点の観測点において

GNSS観測による変動量計測が年1回程度の頻度で継続的に

行われている。GNSS観測結果より，観測開始から現在まで

の平均的な変動速度は，大きい地点では0.1m/年以上である

ことが分かる。 

 

図-1 対象地区位置図 

2.2 時系列干渉SAR解析（SBAS法） 

時系列干渉SAR解析と総称される解析手法のうち，本検討

ではSBAS法を用いることとした。 

(1)使用したデータ 

対象とする地すべりの解析にはALOS-2/PALSAR2の観測デ

ータを用いることとし，2014年9月21日から2021年8月

29日までに観測された南行軌道の20シーンを調達した。 

(2)解析条件 

マルチルック処理におけるルック数は4×4（空間分解能

10m相当）とし，ハイパスフィルタを適用して広域的に生じ

る誤差成分を除去した。また，干渉性が低い解析結果が含ま

れると適切に変動検出ができなくなる可能性があることか

ら，各干渉SAR解析ペアのうちコヒーレンス値の閾値を0.9

として，解析ペア全体のコヒーレンス値が閾値以上のもの

（計27ペア）を用いることとした。 

2.3 変動量検出精度の評価 

時系列干渉SAR解析によって検出された変動量（解析結果

変動量）とGNSS観測結果の変動量を衛星視線方向に換算し

た変動量（観測結果変動量）の残差を指標として，解析によ

る変動量検出精度を評価した。 

(1)評価方法 

解析結果変動量は衛星観測日に応じた間隔で得られ，観測

結果変動量は観測実施日に応じた間隔で得られるため，双方

の変動量を同じ期間で比較することができない。そこで，観

測結果変動量は観測実施日間を線形補間することで，衛星観

測日に合わせて双方の変動量を比較し，残差を計算できるよ

うにした。残差は，解析結果変動量から観測結果変動量を差

し引くことで求めた。また，各観測点で衛星観測日ごとに得

られた残差からRMSを計算し，これを指標として観測点ごと

の変動量検出精度を評価した。 

(2)衛星視線方向への換算方法 

解析結果変動量は衛星視線方向の変動量であるため，GNSS

観測結果の変動量とそのまま比較することができない。そこ

で，GNSS観測結果の変動量を式(1)によって衛星視線方向に

換算し，残差の計算に用いた。ここで，φは衛星視線方向と

観測結果変動量から得られる変動方向の夾角，AはGNSS観

測結果の変動ベクトル，Bは衛星視線方向へ変換後の変動ベ

クトルである。 

|𝑩| = |𝑨| ∙ cos 𝜑 式(1) 

3. 結果と考察

3.1 時系列干渉SAR解析結果

 時系列干渉SAR解析によって得られた2014年9月21日か

ら2021年8月29日の累積変動量分布を図-1に，各観測点

における解析結果の変動量の時系列変化を図-2に示す。こ

のとき正は衛星に近づく方向を示す。 

図-2 解析結果変動量の時系列変化 

3.2 変動量検出精度の評価結果 

 各観測点における観測結果の変動量（GNSS観測結果の衛

星視線方向変動量）を図-3に，解析結果（図-2）と観測結

果（図-3）の残差（RMS）の計算結果を図-4に示す。 

 残差（RMS）は半数の観測点で0.02m以下となっており，

最大で0.044mであった。 
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図-3 観測結果変動量の時系列変化 

図-4 残差（RMS）計算結果 

3.3 変動量検出精度についての考察 

 図-4より，残差（RMS）が比較的大きい観測点が4点

（GNSS-3，8，9，11）あったため，残差が大きくなった原因

について調べた。 

観測結果変動量（図-3）を確認すると，グラフが上下に変

動していることが分かる。これは衛星に近づく方向と衛星か

ら遠ざかる方向の変動方向が混在していることを意味する。

実際の変動は斜面に沿った一様な変化傾向を示しているもの

と考えられるため，式(1)によって衛星視線方向に換算する

際に cos𝜑 の影響によって不自然な換算結果になった可能

性がある。一般にGNSS測量では鉛直方向の精度は水平方向

と比較すると低いため，その影響について確認した。 

まず，衛星視線方向に換算する前の観測結果の水平方向と

鉛直方向の変動量を確認すると，鉛直方向では上下に逆転す

るような動きが見られた（図-5）。各観測点では隆起する方

向の変動は考えにくいことから，この変動はGNSS測量にお

ける誤差であると考えられる。次に，鉛直方向変動量が 

cos𝜑 に及ぼす影響を確認するため，変動量の3方向

（X,Y,Z）成分と cos𝜑 の相関係数を確認した（図-6）。3

方向のうち鉛直方向変動量の影響が最も大きいならば，Z方

向の変動量と cos𝜑 の相関係数が最大になるはずである。

確認した結果，全観測点で Z方向の変動量とcos𝜑  の相関

係数が最大であることが分かった。 

また，GNSS観測結果の変動量が小さいほど，変動量に対

し鉛直方向の誤差が占める割合が大きいと考えられることか

ら，各観測点の変動速度と， cos𝜑 とZ方向の変動量との

相関係数の関係を確認した（図-7）。その結果，変動速度が

小さいほど相関係数が大きいことが分かった。したがって，

変動速度が小さいほど cos𝜑 はGNSS測量の誤差の影響を

大きく受け，衛星視線方向への換算に影響し，残差が大きく

なったと考えられる。 

これらの確認結果から，GNSS測量による誤差が衛星視線

方向への換算の際に影響したと判断できる。残差が大きい地

点のうち，GNSS-3，8，9はいずれも変動量が大きい，すな

わち式(1)における|𝑨|が大きいため，cos𝜑 の影響が大きく

なり|𝑩|が大きくなった結果，残差が大きくなったと考えら

れる。また，GNSS-11は変動量が小さいことから cos𝜑 の

ばらつきが大きくなり、残差が大きくなったと考えられる。 

図-5 観測結果変動量の水平・鉛直成分（2017/1/1基準） 

図-6 cos𝜑の統計量およびcos𝜑と変動量各成分の相関係数 

図-7 変動速度と相関係数（cos𝜑とZ方向変動量）の関係 

4.まとめと今後の課題 

残差（RMS）は半数の観測点で0.02m以下，最大でも

0.044mであり，一定の精度で地すべりによる変動量の検出

が可能であることが分かった。しかし，一部の観測点では

GNSS測量による鉛直方向の誤差の影響が大きかったため，

十分な評価ができなかった。このことから，条件によるもの

の，時系列干渉SAR解析結果はGNSS測量よりも精度が高い

可能性が考えられる。 

また，図-6よりほとんどの観測点では cos𝜑 が小さい，

すなわち変動量の検出感度が低く不利な条件であったことが

分かる。これは，地すべりの変動方向と衛星視線方向が垂直

に近い条件であったためである。本発表では南行軌道のSAR

データのみを用いたが，北行軌道の場合には有利な条件にな

ると考えられる。したがって両軌道からの観測および解析に

よって，高精度に滑動状況が把握可能になると考えられる。 
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1.はじめに

平成３０年北海道胆振東部地震に伴い，日高幌内

川では岩盤地すべりが発生し，河道を閉塞させた。

長さ約 800m の移動土塊が約 350m 移動したことが

知られている（早川ら 2020）。その土塊の移動につ

いては，高見・橋本（2021）が移動土塊とともに移

動した送電鉄塔に着目し，送電異常の発生時刻から

移動土塊の平均移動速度を約 6.8m/s～17m/s と推

定した。ここでは別の証拠から移動土塊の平均移動

速度を 17.4m/s 程度と推定したので報告したい。 

図-1 日高幌内川河道閉塞（上流から望む） 

2.移動土塊の概要

平成 30 年北海道胆振東部地震は 2018 年 9 月 6 日

に発生し，マグニチュード 6.7，震央は厚真町，震

源の深さ 37 ㎞，最大震度 7 とされている。図-2 に

日高幌内川で発生した地すべりの縦断図を示した。

災害前後の地形を見比べると，約 800m の長さの移

動土塊が災害前の法尻の下方に拡がった谷底平野

上の空間を移動し，旧日高幌内川を閉塞し対岸の斜

面に乗り上げて停止していることがわかる。図-1 の

現地写真に示すように移動土塊は段差などによっ

て大きく変状をきたすことなく，約 350m もの距離

を滑動しており，移動を阻害する要素がない状態で

移動しているように考えられる。 

3.移動土塊と対岸の表層崩壊

図-3 に発災直後の 2018.9.8 に撮影した鳥瞰写真

を示した。移動土塊が対岸の斜面に到達し停止して

いる。対岸の斜面には同じ地震に伴う表層崩壊が多

数発生している。移動土塊は泥岩主体の堆積物で白

っぽく見え，表層崩壊の土砂は Ta-d 火山灰層のオ

レンジ色に見え識別が可能である。そこで移動土塊

と対岸の表層崩壊の関係を確認すると，①の表層崩

壊の土砂は移動土塊上には全く載っておらず，表層

崩壊が落ち切ってから移動土塊が到達したと推定

される。③の表層崩壊の土砂は移動土塊上に載って

いるように見え，移動土塊が到達した時点でまだ表

層崩壊から土砂が供給されていたと推定される。注

目すべきは②の表層崩壊の土砂が移動土塊上にわ

ずかにだけ載っているケースであり，これは表層崩

壊土砂が落ち切ったとほぼ同時に移動土塊が到達

したと推定できる。

図-3 移動土塊と対岸の表層崩壊

図-2 移動土塊縦断断図 

平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う日高幌内川河道閉塞箇所における

土塊の移動について 

日本工営株式会社 ○早川智也 
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4.注目した表層崩壊斜面の諸元

図-4 に注目した表層崩壊の諸元を示した。位置は

図-3 の②に該当する。3D モデルは，発災直後の

2018.9.8 に UAV の写真撮影による三次元測量によ

る DEM をベースとしている。表層崩壊と移動土塊の

境界部を見ると，移動土塊には表層崩壊起源のオレ

ンジ色の土砂が表面を薄く覆っており，表層崩壊の

最後尾付近の土砂が移動土塊を覆ったように見え

る。そのため表層崩壊土砂が流下し終わったとほぼ

同時に移動土塊が衝突したと推定される。DEM を基

に表層崩壊の諸元を計測すると斜距離約 235ｍ（水

平距離約 220ｍ，比高差約 71ｍ）である。表層崩壊

の土砂の移動速度は，木村・竹林（2020）で吉野地

区の表層崩壊でシミュレーションを行い，13.5m/s

という例が報告されている。仮にほぼ同じ速度だと

すると，注目している表層崩壊の斜面の土砂が流下

し終わるのに 17.4s かかることになる。

図-4 注目した表層崩壊斜面

5.移動土塊の移動について

移動土塊の移動と表層崩壊の移動が同時に始まっ

たとすると移動土塊が 350m 移動するのに係った時

間が 17.4s 程度と考えることができる。一方，すべ

り面勾配 8°で，日高幌内川付近の地震速度

1.66m/s を初速とし，重力加速度により剛体がすべ

り面に摩擦が生じていない状態ですべりながら移

動する単純なモデル（図-5）で試算すると，350m 移

動するのに約 21 秒となりオーダーとしては整合し

ている。 

図-5 斜面を剛体が移動するイメージ

 移動時間 17.4s の場合は平均速度 20m/s，移動時

間 21s の場合は平均速度 17.5m/s となり，高見・

橋本（2021）が推定した約 6.8m/s～17m/s と概ね

整合的な結果が得られたと考えられる。早朝 3 時に

発生したため目撃者がいないなかで，約 800m もの

移動土塊が壊れることなくスライド的に 350ｍ移動

する運動イメージを把握することができた。 

 移動時間 17.4s の場合について移動について図-

6 にイメージを示した。そのアニメーションを発表

時示す予定である。 

図-6 移動のアニメーション（一部） 
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関東大震災(1923)における小田原市根府川地区の白糸川・大洞の土砂移動状況

一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 井上 公夫 

関東地震災害研究家：相原延光    

大井町教育委員会おおい自然園園長：一寸木肇  

防災科学技術研究所：佐藤昌人・井口隆 

ホテル星ヶ山：内田昭光

１． はじめに 

大正 12 年（1923）9 月 1 日に発生した関東地震(M7.9)では、土砂災害のみで 1077 人以上の

死者を出した(井上，2008，2019)。特に神奈川県西部では 767 人(全体の 70%以上)の死者とな

る激甚な土砂災害が発生した。小田原市根府川の白糸川上流の 大洞
おおぼら

地区の大規模崩壊は、地震

直後に発生し、白糸川を土石流となって流下し、72 戸の人家を押しつぶして、289 人もの死者

を出した。根府川駅背後の斜面が地すべりを起こし、駅舎と停車中の列車が海中に墜落、直後に

津波が襲来し、死者 200 名となった。激甚

な被害を受けた神奈川県西部地区につい

て、地元の内田昭光氏などの案内で、4 月 1

日(金)～2 日(土)に現地調査を行い、ドロー

ン撮影を行ったので、その結果を報告する。 

２． 根府川での地震動と土石流 

内田一正（2000）『人生 80 年の歩み』は、

関東地震時に関東地震による激震とその後

根府川集落を襲った大規模土石流などにつ

いて、克明に記録している。一正は当時 10

歳で 2 学期の学校の始業式から帰り、隣の

廣井喜七郎(美夫)宅で自製の幻灯を写して

いた。その時(11 時 59 分)にドスンと物凄い

地響き、ガタガタと上下に激しく揺れた。は

いずりながら外に出て、地震が収まったの

で大急ぎで自宅に帰った。祖父も部落の集

会から引き返してきて、家族が皆揃ったそ

の時、本震とほぼ同じ位の地震(12 時 3 分に

山梨県北部で M7.3)を受けた。地震動が収

まったその時、「寒根山が来た逃げろ」のお

じいさんの声とともに、北側にある矢子さん

の桑畠約 30m の所(寺山神社付近)まで逃げ、

写真 1 震災前の根府川集落と工事中の白糸
川橋梁（名前などは内田，2000 で追記） 

⑫ ⑰ 以下の人家は土砂埋没，⑲ は埋没せず

図 1 小田原市根府川，米神付近の災害実績図 
（国土庁・神奈川企画部，1990） 
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振り返ると 1 分もたたないうちに、私の家や部落

のほとんどが赤土の中に消えてしまった。あまり

の恐ろしさに「南無妙法蓮華経」と唱え、地震が

収まることを祈った。

写真 1 は、震災前の根府川集落と工事中の東海

道線白糸川橋梁を示している。⑫が内田一正の家

で、⑰が幻灯を写していた廣井喜七郎宅である。

⑫⑰より下の人家はすべて流下してきた土石流

で埋まった。写真 2 は、災害直後に国鉄の職員が、

土石流の発生源(大洞)まで登って撮影した貴重な

写真である。崩壊の源頭部は写っていないが、崩

壊斜面の崖錐堆積物やその小丘状の流れ山地形

が認められる。写真 3 は、大洞崩壊地下部の流れ

山地形を示している。図 2 は、大洞附近の小田原

市の地形図「湯王」1/2500 で、現地調査結果を追

記した。写真 4 は、今回ドローンで撮影した大洞

崩壊地の全景で立体視できる。斜面上部の崩壊地

形と流れ山地形などが良く判る。

３．土砂移動状況の考察

関東地震（M7.9）は 9 月 1 日 11 時 58 分 32 秒

に発生し、震動は 1 分位続いた。その

後、余震が何回も続いたが、12 時 3 分

に山梨県東部で最大余震（M7.3）が発

生した。8 月 31 日から 9 月 1 日朝ま

でかなりの豪雨があった。大洞から流

下した土砂は一時的に白糸川を河道

閉塞し、数分のうちに背後の天然ダム

は満水とった。このため、閉塞土砂が

決壊して、大規模土石流となって白糸

川を流下し、下流部の根府川集落を襲

った。地震発生から土石流の到達まで

6～7 分の時間差があったため、内田

一正家族は、北側にある矢子さんの桑畠約 30m の所(寺山神社付近)まで逃げることができた。 

大洞の崩壊規模は 108 万 m3 で、崩壊地直下の小丘に 26 万 m2 残り、82 万 m3 が土石流とな

って流下した（井上，2013）。白糸川の河道閉塞地点の標高は 400m で、根府川集落まで 3.3km

あり。土石流は 5 分程度（速度 40km/h）で流下したと考えられる。 

写真 2 国有鉄道熱海線白糸川上流・大洞
の深層崩壊（復興局，1927） 

写真 3 大洞崩壊地下部の流れ山地形
（2012 年 12 月 15 日相原撮影） 

写真 4 大洞崩壊地の立体視写真（2022 年 4 月 1 日撮影） 

図 2 大洞附近の地形図（小田原市地形図
1/2500「湯王」，2007 年測図）（井上，2013） 
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広島県広島市の小規模な土石流危険渓流にみられた降雨流出特性について 

国立研究開発法人土木研究所 〇上森 弘樹※ 今森 直紀

小柳 賢太  石田 孝司
※現 （一財）砂防・地すべり技術センター

１．はじめに 

平成 30 年 7 月豪雨では、土石流による人的被害の約 7
割が流域面積 0.05km2以下の小規模な土石流危険渓流（以

下、「小規模渓流」という）で発生した 1）。都市部のよう

に谷出口付近に住家等の土地利用が広がっている場合、

土砂流出が発生すると甚大な被害につながりやすいが、

このような小規模渓流は全国に多数存在している。 
従来の砂防基本計画策定指針 2）に基づく土石流対策施

設は、小規模渓流より流域面積の大きい渓流での知見を

基にしており、土石流発生後の後続流対策として水通し

や前庭保護工の設置を必要としている。一方で、小規模渓

流における土砂移動状況を適切に評価できれば、後続流

に対応した施設は合理化・省力化が図れる可能性があり、

小規模渓流における降雨流出による土砂移動実態を把握

していく必要がある。 
そのため本研究では、小規模渓流における出水時の降

雨流出による土砂移動実態の特徴把握を目的として、過

去に実施された水文観測結果から、降雨流出特性として

土石流発生前後に推定される土砂移動について考察した。 

２．対象渓流および方法 

2.1 対象渓流 

本研究では、広島市安佐南区相田地区（以下、「相田地

区」という）の小規模渓流を対象とした。対象渓流の流域

形状及び流域諸元を図１に示す。対象渓流では、2021 年

8 月 14 日に土石流が発生し、約 1600m3の土砂が砂防施設

で捕捉された 3）。 
2.2 調査方法 

土砂移動の誘因となる出水時の降雨イベントにおける

流出特性を把握するため、雨量・流量観測結果から降雨流

出状況や流出率を調査した。また、土石流発生前後に推定

される土砂移動状況を把握するため、土石流の発生した

2021 年 8 月を対象に降雨流出解析や土石流ピーク流量の

算出を行い、土石流発生前後における流量と流量により

移動可能となる粒径との関係を考察した。各調査方法の

詳細を以下に示す。 

2.2.1 流出解析 

流量観測が実施された2003年9月から2021年12月で

連続雨量400mm以上となった降雨イベントを対象に分析

した。雨量は、転倒ます雨量計により 10分間隔で計測さ

れた値を、流量は、量水堰に設置された圧力式水位計によ

り 10 分間隔で観測された水位の流量換算値を用いた。 
また、降雨・流出時間の違いを角屋らの洪水到達時間推

定式 4）を用いて雨量と流域面積の関係から算出した。流

出率は、勾配急変点法 5）に基づき、流量の流量増加開始

から流量逓減変化点までの流出量とその間に流域内に降

った雨量の比から求めた。また、土石流発生前の流量算出

にあたり実施した降雨流出解析は、2018 年 7 月の流量波

形が再現可能な値をパラメータとした直接 3 段ダンクモ

デルによる手法を用いた（表１）。 
2.2.2 土石流ピーク流量 
土石流発生時のピーク流量として、今回は砂防基本計

画策定指針における算出式から 1 波の土石流で 1,600m3

の土砂が流出したと仮定した際に算出される値をピーク

流量とした。 
2.2.3 粒径別の移動可能流量 
粒径別の移動可能流量は、土石流発生前の渓床状況が

不明であることから、簡便にアーマリング等を考慮せず

岩垣の式 6）を用いて算出した。算出にあたり、土石流発

生前の川幅を現地写真より 1.0m、土石流発生時の侵食幅

を計画値の 12.3m、粗度係数を 0.0.35 と仮定し算出した。 

３．結果と考察 

3.1 流出特性 

観測期間中に連続雨量 400mm 以上の降雨イベントは

2010 年 6 月、2010 年 7 月、2018 年 7 月の 3 回発生した。

一例として、流量観測実施中であった 2018 年 7 月の降雨

イベントにおける降雨・流量状況を図２に示す。 
流量観測の結果、降雨初期から降雨中盤（24 時間雨量 

図１ 調査対象渓流及び流域諸元 

（広島県広島市相田地区） 

表１ 降雨流出解析に使用したパラメータ

S1

S3

L1

L2

L3

L4

α2

α1

α3

α4

β3

β2

β1

S2

記号 数値
L1 80
L2 160
L3 20
L4 20
α1 0.003
α2 0.01
α3 0.01
α4 0.003
β1 0.01
β2 0.008
β3 0.001

パラメータ

流域面積

（km
2
）

地質

0.01 花崗岩類

支流の

有無

主流路長

（m）

なし 289

標高差

（m）

平均渓床

勾配

136 0.47

50％粒径

（mm）

95％粒径

（mm）

300 767
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250mm 程度の降雨）までは降雨直後の流量変動幅は小さ

いものの、それ以降は流量増加幅が大きくなり、特に高い

降雨強度（10 分間 5mm 以上や時間雨量 20mm 以上）と

なると流量が急増する状況が確認された。なお、このよう

な流出特性は既往調査結果 7）において、結晶片岩地域で

の小規模渓流（約 0.05km2）でも確認されている。 
また、10分間雨量が5mm以上となると、流量が一時的

に増加する傾向も確認された。洪水到達時間は、時間雨量

30mm（10 分間雨量5mm）で約 10 分となり、洪水到達時

間推定式と概ね一致する結果となった。降雨イベントに

おける流出率は、2010 年 6 月が 11.2％、2010 年 7 月が

80.9%、2018 年 7月が 51.1％となった。なお、先行降雨と

して、降雨開始前 72時間に観測された降水量は、2010年
6 月が 0mm、2010 年 7 月が 34mm、2018 年 7 月が 28mm
で流量増加がみられた降雨イベントで先行降雨があった。 
相田地区の特性として、まとまった降雨後に生じる流

量増加によって、直接流出の流出率が大きく増加するこ

とが考えられるが、流量増加に対して先行降雨が影響し

た可能性もある。この点について今後観測事例を増やし

て検討していく必要がある。 

3.2 土石流発生前後に推測される土砂移動 

1）土石流発生前に推測される土砂移動 

2021 年 8 月の流出解析結果（図３）から、土石流発生

前の流量が0.0099m3/s、流量ピーク時が0.011m3/sとなり、

この流量で移動可能な粒径はともに約 7cm となった（表

２）。この時の最大 24 時間雨量（317mm）は、評価可能な

最寄りの気象庁広島観測所で 120 年確率雨量（SqrtEt 法）

に相当する。相田地区の小規模渓流に存在する 50%粒径 

が 30cmであることを考慮すると、計画規模の 24
時間雨量（277.4mm；広島）では、土石流や斜面

崩壊などの土砂移動現象が発生しない限り、

30cm 以上の巨石を伴うような渓床堆積土砂の土

砂流出は発生にくいことが推測される。 

2）土石流発生から発生後に推測される土砂移動 
土石流ピーク流量は算出式から 17.8m3/s とな

った。また、移動可能な粒径は岩垣の式から最大

1.2m であった。岩垣の式は掃流砂を対象として

いるが、相田地区の小規模渓流に存在する 95%粒

径が 76.7cm であることを考慮すると、渓床の移

動可能土砂量のほぼ全てが運搬可能であったと

考えられる。 

４．まとめ 

小規模渓流における土砂移動現象の特徴とし

て、相田地区では以下のことが考えられた。 
・流量特性から、降雨初期から降雨中盤までは降雨直後の

流量変動幅は小さいが、それ以降は流量増加幅が大き

くなり、強雨が降ると流量が急増する。 
・土砂移動の推定結果から、120 年確率降雨による洪水で

も掃流で移動可能な土砂の粒形は 7cm程度で、30cm以

上の巨石を伴う土砂流出は発生にくい。一方で、土石流

ピーク流量から推定した掃流砂として移動可能な土砂

の粒径は 1.2mであったことから、相田地区の渓床に存

在した土砂の大半が運搬可能な状態であったと考えら

れる。 

今後、小規模渓流の事例数の蓄積を図るほか、小規模渓

流における土石流発生後の後続流によって生じる土砂移

動現象の分析を行う予定である。
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図２ 2018年7月の降雨流出状況

表２ 粒径別の移動可能流量算出結果 
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図３ 2021年8月の流出解析結果

粒径
（mm）

土石流発生前

（m3/s）

土石流発生時

（m3/s）
19 0.0015 0.0179
75 0.014 0.177

300 0.14 1.78
600 0.46 5.66
1200 1.46 17.96

10分間5mm以上の
降雨に連動して

流量が一時的に増加
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実測した基岩の水分特性を用いた浸透流解析による 

凝灰角礫岩山地源流域の地下水流動プロセスの再現 

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 

北海道大学農学部 鈴木 優子 

1. 背景

今日までに山地源流域で行われた数々の水文観測により，従来は不透水層として扱われてきた基岩に

も雤水が浸透し，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明らかになっている。これまで，土層から基岩への地下水

浸透プロセスや，基岩から土層への地下水流出プロセスといった土層-基岩間の相互作用については数多

くの研究が実施されてきた。しかしその一方で，基岩内部の地下水流動プロセスについては，基岩が地

下数十メートルの範囲に存在するために観測機器の設置が困難なこともあり，未解明の部分が多い。こ

うしたことから基岩内部の地下水流動プロセスの解明する際に，浸透流解析によるモデル解析が有効な

アプローチとして注目されてきた。しかし実際に当該流域で実測された基岩の水分特性を用いて浸透流

解析を実施した事例は極めて乏しく，実際の山地源流域の水分特性をどこまで反映できているか疑問が

残る。そこで本研究では，実測された基岩の水分特性を用いた浸透流解析を実施し，現地で観測された

基岩内地下水位との比較を行うことで，基岩内の地下水流動プロセスの再現を目指す。 

2. 研究対象地・方法

対象地は，母子里試験流域（北海道大学雤龍研究林内）の山地源流

域にあたる家内流域（3.28 ha）である（図 1）。家内流域では，掘削さ

れたボーリング孔MB1（上流側：深さ 35 m），MB2（下流側：深さ 25 

m）を利用して，基岩内地下水位の経時変化が実測されているほか，

土層の圧力水頭の経時変化も計測されている。浸透流解析は、図 1中

の線分①～②で縦断した断面二次元で実施した。 

浸透流解析を実施するにあたり用いた斜面モデルを図 2に示す。層

構造は上位から，表土層，下層土層，風化層，強風化基岩層，中風化

基岩層，弱風化基岩層であり，各層に使用した水分特性パ

ラメータ（Kosugi（1996） に基づき設定）は表 1に示した

（θsは飽和含水率，θrは残留含水率，ψmはメジアン孔隙

径に対応する圧力水頭，σは水分特性曲線の湾曲度を決め

るパラメータ，Ks は飽和透水係数）。土層に関するパラメ

ータ値は，水分特性曲線と飽和・不飽和透水係数の実測・

計算されたもの（鈴木ら, 2022）を用いた。基岩に関するパ

ラメータ値は，強風化基岩については鈴木ら（2022）のも

のを用いた。鈴木ら（2022）は，中風化基岩，弱

風化基岩のコアサンプルから実測された飽和透水

係数は，現場透水試験のそれ（現場透水係数）と

は大きく異なることから，中風化基岩および弱風

化基岩内では亀裂を介した地下水流動プロセスが

卓越することを示唆している。本来，亀裂内の地

図 1 家内流域 

表 1 土層と基岩のパラメータ 

図 2 計算に用いた斜面モデル 

（点線は土層-基岩境界を示す） 
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下水流動が卓越する場では Richards式だけでなく，岩石部分と亀裂間のやり取りを考慮するために二重

間隙モデルを用いるのが好ましいと考えられる。しかし家内流域においては，亀裂の透水性や分布につ

いては未解明な部分が多いことから，中風化・弱風化基岩のパラメータ値は飽和透水係数のみ現場透水

係数を用い，その他のパラメータ値は鈴木ら（2022）で実測・計算された値を用いた。 

斜面モデルの境界条件は，地表面（辺 AD）を大気圧開放条件とし，土層・基岩の上流面（図 2 の辺

DF）は不透水とした。また，家内流域では弱風化基岩内でも水位変動することが観測されており，基岩

内部の水文学的基盤面がどの深さに分布しているか判断できなかったため，弱風化基岩層を厚めに確保

した上で基岩底面（辺 CF）を不透水とした。下流面の土層（辺 AB）には浸潤面条件を与え，下流面の

基岩（辺 BC）については自由排水条件を与えた。入力降雤には，2021 年 9 月 3 日 0 時～10 月 16 日 23

時までに雤龍研究林で観測された降水量を用いた。蒸発散については，Ishii et al.（2004）が報告した 10

年間（1988～1998年 ）の平均年蒸発散量を参考に，計算期間中は 0.064 mm/h の蒸発散が生じるように

設定した。初期条件は，9 月 3 日 0 時時点で MB1，MB2 近傍で実測された三深度（おおよそ 40，90，

230 cm）の土層内圧力水頭および基岩内地下水位の値を参考に，土層については層ごと，基岩について

はメッシュ節点ごとに設定した。浸透流計算のための有限要素法においては，計算領域を 4308個のメッ

シュに分割し，全 2280 節点における圧力水頭を HYDRUS 3.03を用いて計算した。 

3. 現地観測結果・考察

2021年 10月 2日～10 月 16日の間に，

浸透流解析によって算出された MB1 の

基岩内地下水位と，家内流域で観測され

たMB1の基岩内地下水位を図 3に示す。

MB1 の観測値においては，10 月 4 日に

24 時間総降雤量 84 mm，最大降雤強度

18 mm/hの降雤イベントを経て，鋭敏な上昇が確認されている。しかしながら，浸透流解析の計算値は

これらの鋭敏な反応を全く再現出来ていない。10 月 10 日の降雤イベントにより，計算値もわずかなが

ら水位上昇を示すが，観測値のそれとは大きくかけ離れている。また，降雤イベント間の無降雤期にお

いて，観測された基岩内地下水位はゆっくりと大きく低下するが，計算された水位も低下はするものの，

その低下量は極めて小さい。こうした「基岩内に水が浸透しにくく，また基岩内から水が抜けにくい」

という傾向は，10 月 4 日以前の小さな降雤イベントや無降雤期，MB2 の計算値にも見られた。特に，

計算期間中は下流面の基岩（辺 BC）が恒常的に飽和していたことから，中風化および弱風化基岩内の

地下水流動は現場透水係数に従っていたと考えられるが，その排水能力は不十分であった。こうしたこ

とから，浸透流解析において現場透水試験の値をそのまま用いるだけでは，基岩内部の亀裂の影響を過

小評価している可能性が高いと考えられる。今後は，初期条件や境界条件を見直しながら，どのような

パラメータを用いれば亀裂の影響をより加味出来るかを調査していく。 
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斜面表層の大間隙を考慮した場合の地下水面及び流速分布に関する数値実験 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○稲毛孝章，古川正修，斉藤泰久 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 中谷洋明，金澤瑛，小嶋孝徳 

1. はじめに

斜面崩壊の発生危険度が高い領域を特定する調査方法の確立を目指し，被圧地下水の流動を対象とした大規模な

斜面崩壊の発生メカニズムの検討を行っている。仮説として地層中での局所的な地下水流速の増大により地下水に

溶存する酸素が析出し地層間隙を閉塞することで，地層の透水性低下と地下水位の上昇，斜面崩壊を誘発する現象

を想定している。本検討は，飽和不飽和浸透流解析を用い，風化等で地層中に発生した大間隙が地下水面や地下水

流速に及ぼす影響を検討したものである。

2. 想定する斜面と水理地質のモデル化

本検討では，過去に降雨ピークから遅れて発

生した斜面崩壊のうち，2010 年の船石川（鹿児

島県南大隅町）の事例を参考にした。船石川崩

壊地斜面からその背後に広がる火砕流台地は，

ボーリングデータおよび空中電磁探査の結果か

ら地表面よりローム層・溶結凝灰岩層・シラス層の 3 層の成層構造からなる。シラス層の自由地下水位は豪雨によ

る累積雨量の増加により溶結凝灰岩層の自由水面と同程度まで上昇して被圧化する状況が地下水位観測結果で把握

されている。そこで，シラス層に着目した 2 次元断面モデルを作成した。モデル下面は水平方向 300 m ，斜面下

端から 1 % 勾配で傾斜をつけ，地下水流れの上流端となる図の左側端部でのシラス層厚は 50 m ，モデル上面は

斜面上端までの水平距離を 200 m とした。モデルの節点数は 472,236 ，要素数は 470,000 である。モデル作成

にあたっては，斜面下流端部分を非常に細かいメッシュ（高さ 2.5 cm ×奥行 10 cm ）で作成し，微視的な視点

から透水性の不均質性を考慮した浸透流解析モデルとした。 

3. 解析条件

本検討では，降雨時に斜面奥からの地下水流動により地下水

位上昇が生じる条件とし，モデル上流端を既知水頭境界，上下

面を不透水境界，下流端を浸出面境界とした。既知水頭境界に

は，船石川の地下水位観測記録を参考とし，4 か月間で 30 m

の地下水位上昇・低下が生じる正弦波を設定した。

水理定数は，北村ら 1）のシラスの粒度試験結果などに基づ

き，表 1のように設定した。大間隙の飽和透水係数について

は，浸透破壊等により形成された間隙では土質本来の透水性よ

り 1～3 オーダー程度高いという安田ら 3）の報告を参考とし，本

検討では基質部より 3 オーダー大きい値を設定した。 

解析ケースとして，全領域で透水性が一様な Case 1，モデル

下流端部分（図 1の着色部分）に大間隙を配置した 2 ケース（不

連続配置：Case 2，連続配置：Case 3）を図 2のイメージで設定し

た。Case 2，Case 3 では下流端部分の巨視的な透水性は同じになる

よう大間隙のメッシュ数を調整した。 

Case 2：不連続な大間隙  Case 3：連続した大間隙 

※白色部：基質部，着色部：大間隙

図３ 下流端部分における大間隙の配置 

表１ 水理定数等一覧 

水理定数 単位 基質部 大間隙 備考

D20 mm 7.0×10
-2 - 北村ら1)

飽和透水係数 m/sec 6.50×10
-6

6.50×10
-3 基質部：クレーガー2)

大間隙：安田ら3)

不飽和特性 - 粘性土相当 砂礫相当 河川堤防の手引き4)

有効空隙率 - 0.6 0.6 北村ら1)

比貯留係数 1/m 1.9×10
-5

1.9×10
-6
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図１ 作成したシラスの水理地質モデル 
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4. 解析結果

解析結果として水頭がピークを過ぎた

20 日後（445 日）の飽和度とダルシー流速

の断面分布を示す。

Case 1（図４）では，地下水面は下流側

に向けてなだらかに低下し斜面にすり付く

分布で，ダルシー流速は斜面末端に向かい

大きくなり約 0.3 m/day 程度を示した。均

質な地質での典型的な結果となった。 

Case 2（図５）では大間隙の影響で地下

水面が下流端部分で低下し凹むような分布

となり不飽和領域が広がっている。ダルシ

ー流速は斜面末端（下面付近）の大間隙

で，Case 1 と比較して 2 オーダー高い約 

17.0 m/day を示した。 

Case 3（図６）では大間隙が連続してい

る影響で，地下水面が Case 2 よりも低

く，下流端部分の底面に沿うように分布

し，地層中の地下水面の勾配が直線的となった。ダルシー流速は下流端部分の底辺の大間隙で，Case 2 より更に 1

オーダー高い約 157.9 m/day を示した。

大間隙が不連続な場合と大間隙が連続する場合では，形成される地下水面が大きく異なることが明らかとなっ

た。このことは，巨視的な視点から斜面端部の水理地質構造を捉えた場合には同じ透水性と評価できたとしても，

地層内の大間隙の配置が異なれば形成される地下水面は異なることを意味する。また，Case 3 のように大間隙が連

続する場合には，斜面の地下水流出が斜面末端部に集中するためダルシー流速が局所的に大きくなることから，地

下水中の溶存酸素が析出するようなダルシー流速が生じる可能性が示唆された。 

5. まとめ

本検討より得られた知見を下記に整理する。

・斜面下流端部分のメッシュを細かくモデル化し，微視的な視点で透水性の不均質性を考慮できる飽和不飽和

浸透流解析を実行すると，様々な地下水面形状が現れること

・特に斜面下流端部分での地質の風化，斜面上方からの土砂の堆積，植物根系の侵入や土壌動物による攪乱な

どにより形成された大間隙が，局所的な地下水流速の増大に寄与している可能性があること

・大間隙が連続して存在する場合と不連続に存在する場合とでは，解析上はオーダー単位で流速が異なること

6. 謝辞
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図４ 飽和度分布（左）および流速分布（右）：Case 1 

図５ 飽和度分布（左）および流速分布（右）：Case 2

図６ 飽和度分布（左）および流速分布（右）：Case 3 
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熊野酸性岩類（花崗斑岩）からなる山腹斜面内の地下水挙動に関する考察

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○鬼頭伸治・巽隆有・豊福恒平・田村友紀夫・梅田侑子

紀伊山系砂防事務所  山本悟司・小杉恵・北本楽

大規模土砂災害対策技術センター  木下篤彦

1．はじめに

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の那智川流域で発生した平成 23 年 9 月の台風第 12 号による災害では，表層崩壊が

誘因となるなどして土石流が発生し，大量の流木による橋の閉塞のほか，コアストーンが土石流によって下流まで

運ばれ堆積することで，水の流れが阻害され広範囲にわたって氾濫や洪水が引き起こされたと考えられている 1）．

斜面内の浅層地下水の挙動は，微地形や地質構造等の影響を受けやすいことが知られており，豪雨によって浅層

地下水位が上昇して，表層地盤の有効応力が低下することで表層崩壊が発生している．那智川流域では，斜面内の

浅層地下水の変動状況を観測しており，平常時は渓床付近に存在する浅層地下水が，豪雨時は斜面に沿って上昇す

る挙動が確認された．本報告では，表層崩壊周辺の斜面内において観測された浅層地下水の挙動特性について整理

し，観測結果から推定される，豪雨時の浅層地下水の上昇範囲についての考察結果を報告する．

2．豪雨時の浅層地下水の挙動 

2．1 観測地点 

那智川流域では，微地形や地質構造等の異なる複数の地点に

おいて斜面内の浅層地下水の変動状況を観測している．本報告

では，平成 23 年の台風第 12 号で大きな崩壊が確認された金

山谷川流域の観測地点（KB-2，KB-3，KB-5）を対象に整理を

行った（図-1 参照）．各観測地点は花崗斑岩斜面内に位置し，

KB-2 および KB-3 は同一斜面内，KB-5 は異なる斜面内に位

置する．渓床から各観測地点までの比高差は，KB-3が11．5m，

KB-5 が 27．8m，KB-2 が 41．3m であり，同一斜面ではない

が，KB-3 が下部，KB-5 が中腹，KB-2 が上部となる． 

2．2 観測結果及び考察 

令和元年度以降で，地下水位の変動が大きかった降雨イベン

トについて，各水位変化を対比した結果を図-2 に示す．

浅層地下水の上昇は，斜面下部（KB-3）で最も早く，次いで

斜面中腹（KB-5），最後に斜面上部（KB-2）の順番で，斜面下

部より進む傾向が伺えた．上昇の速度は，斜面上部ほど鋭敏で

あり，浅層地下水位のピークは，斜面位置に関わらず，降雨の

ピークとほぼ同時期であった．

大局的に，各観測地点において湿潤過程（水位上昇）はほぼ

一定勾配で上昇しているものの，排水過程（水位低下）は，各

観測地点で排水速度が異なる傾向が確認された．これは，ボー

リング調査によるコア観察結果より，各観測地点において地質

性状が異なる（風化層の厚さや風化度の違い）ためであり，透

水係数等の物性値が異なる結果として，排水速度に相違が見ら

れたものと考えられる．

局所的な特徴としては，斜面下部の KB-3 では，微量な先行

降雨による背後斜面からの地下水供給により，緩慢な地下水の

上昇がみられた．また，KB-3 と KB-5（深部）では，弱風化岩

主体であることから，背後斜面からの地下水供給が緩慢になり，

強風化岩主体である KB-2 や KB-5（浅部）に比べて，長期間

に及ぶ排水過程が確認された．
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以上より，対象地斜面の浅層地下水は，平常時は渓床付近に

存在するが，豪雨時は斜面に沿って上昇し，高水位が形成され

たことが確認された．

2．3 浅層地下水と降水量の関係 

一般的に，地盤の不飽和領域では，湿潤過程と排水過程の間

にヒステリシスが生じることが知られている 2)．本報告では，

地下水上昇の程度を確認することを目的に，湿潤過程に着目し

て地下水位と実効雨量の関係を整理した．本検討は，令和元年

度以降に確認された上位 3 つの降雨イベントを対象としたが，

紙面の関係上，斜面中腹（KB-5）のみを掲載する（図-3 参照）． 
各観測地点における最も相関の良い実効雨量は，斜面下部

（KB-3）では 8 時間半減実効雨量，斜面中腹（KB-5）では 10
時間半減実効雨量，斜面上部（KB-2）では 2 時間半減実効雨

量であり，斜面下部や斜面中腹よりも斜面上部の方が，降雨に

対して鋭敏な地下水位上昇が確認された．

3． 豪雨時の地下水分布範囲の推定 

上記で整理した地下水位と実効雨量の関係より，斜面下部の

KB-3 および斜面中腹の KB-5 は，降雨に対する応答が比較的

緩慢であるのに対し，斜面上部の KB-2 は降雨に対して鋭敏に

応答する傾向にあった．これは，豪雨時における浅層地下水の

上昇は，斜面一様となる「降雨による供給」と平常時水位や背

後斜面の地質状況により異なる「地山からの供給」が考えられ，

主となる浅層地下水の形成に係る供給源が，斜面位置によって

異なるためと推定される（図-4 参照）．大規模表層崩壊では，

KB-2 のような斜面上部に存在する発生源まで地下水位が到達

すると斜面が不安定化し，パイピング孔を形成するなどして崩

壊に至るものと考えられ，本観測結果からこのような崩壊発生

源は，降雨による供給が主となるものと想定された．

このため，KB-2 で確認された地下水位と実効雨量の関係に

基づき，多くの大規模表層崩壊が発生した内の川流域について，

平成 23 年台風第 12 号降雨により，どの程度まで浅層地下水

が上昇したかを推定した（図-5，6 参照）．推定結果より，表層

崩壊範囲を包括する範囲まで浅層地下水位の上昇が認められ，

当時発生した表層崩壊は，豪雨に伴う浅層地下水の上昇を起因

とした斜面の不安定化により発生したことを裏付ける結果が

得られたものと考える．

4． おわりに 

本報告では，花崗斑岩の単一斜面内に発生した表層崩壊地周

辺の地下水観測の結果に基づき，豪雨時の渓流斜面内の浅層地

下水の挙動について整理を行った．地下水変動が微地形や地質

構造等の影響を受けることが想定されるため，今後は複数の条

件下での追加観測を実施し，浅層地下水の挙動特性を詳細に把

握することで，豪雨時の渓流斜面の危険度評価に繋げる手法の

確立を目指したい．

参考文献 

1) 木下ら：流木と巨礫の堆積の影響に着目した，水理模型実験による平成 23 年那智川災害での井関地区の氾濫メカニズムの検

討，平成 30 年度 大規模土砂災害対策研究機構年報，p4-9，2018．
2) 西垣誠：飽和・不飽和領域の土中水の浸透特性に関する 2，3 の考察，土質工学会論文報告，Vo，．23，No．3，1983．
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立山砂防事務所 66 年間の降雨観測データから見た降雨の変化からの一考察 

A Study on Changes in Heavy Rainfall Observation Data at Tateyama Sabo Office for 66 Years 

国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所　※１現：(一財)砂防・地すべり技術センター ※２現：富山河川国道事務所

※１野呂智之 　 長谷川真英 川合康之 ※2中川雅允

(株)ニュージェック   ※3現：ダイチ㈱　  (株)気象工学研究所 

松井潤一  土方凉子 〇※3牧野裕至  三浦 悠 

キーワード：降雨観測 観測データ d4PDF 現在気候

1．はじめに
近年，各種領域気象モデルの発展と共に同モデルを使

用した降雨の調査研究が広く行われる様になった。各種

モデルを使用した調査研究にあっては，計算の出発点と

到達点の両面における観測データとの比較分析は重要で5 
ある。温暖化の議論の中，文科省・気候変動リスク情報

創生プログラムより d4PDF データセット（以下，d4PD）

が開発され，各種解析が広く行われるようになった。気

象モデルを使用して作成された d4PDF の利用にあたっ

ても d4PDF がどのような誤差（バイアス）を持つかを把10 
握した上での利用が肝要となる。

一方，国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所は大

正 15(1926)年の事務所設立以来，砂防計画の基礎資料と

して降雨観測を継続してきた（図-1）。 

 本小文は時間雨量が記録されるようになった昭和15 
31(1956)年からの令和 3 (2021) 年までの 66 年間におよ

ぶ千寿ヶ原（標高，471m,以下同じ）と水谷（1,109m）で

の地上雨量計での観測結果から，立山砂防事務所管内の

降雨の時間変化を把握し，併せて d4PDF の過去実験結果

との比較により，d4PDF の持つ特性を把握し，今後の温20 
暖化の議論の基礎資料とすることを目的とした。

2．研究手法

2.1 千寿ヶ原と水谷の66年間の雨量観測データの分析

1 時間雨量データが観測可能となった昭和 31(1956)年

から令和 3(2021)年の 66 年間の水谷と千寿ヶ原における25 
雨量観測データを整理し，長期変化傾向の分析を行なっ

た（図-2）。また、冬期は豪雪で観測が困難な水谷にお

いて観測が実施されていないことと、降雨（一雨：12

時間無降雨で別降雨）による土砂災害発生リスクが高

まる時期とを考慮して、解析対象期間を6月1日から10

月31日までの153日とした。。

30 解析項目は、以下の4項目とした。

35 

1) 期間降雨量

2) 期間降雨回数，

3) 期間最大総雨量

4) 期間最大 1 時間雨量

なお，観測開始年から昭和 42(1967)年までは，欠測日が 

30 日を超える年があり，観測が安定する昭和 43(1968)年

以降の 54 年間を対象として，欠測による補正は行わ

ずに解析を行った。併せて，降雨の観測期間と同期間に

おける気温の記録として，気象庁アメダスの上市(296m)

の観測開始年からのものも記載した。

2.2 立山砂防事務所管内の解析雨量データと d4PDF における

過去実験データとの比較解析   

次に立山砂防事務所管内の千寿ヶ原と水谷の実現象記45 
録を解析値である解析雨量（時間解像度 1 時間，水平解

像度 1km）と d4PDF データ（時間解像度 1 時間，水平解

像度 5km）の過去実験結果との比較を，解析雨量と d4PDF

の値は両手法の千寿ヶ原と水谷の位置する格子値として

行なった。 50 
解析雨量は，平成 18(2006)年から令和 3(2021)年の 16

年間のデータとし，d4PDF データは SICAT によって 5km

メッシュにダウンスケーリングされた過去実験データ

（参考文献 1）の昭和 56(1981)年から平成 21(2010)年の

30 年間のデータを使用した。各観測値・計算値を比較す55 
るため、観測期間全体の場合と，d4PDF と観測期間が重

なる昭和 56 (1981)年から平成 21(2010)年の 30 年間の比

較を行い、併せて，図-3 および表-1 に解析雨量と d4PDF

の立山砂防管内の流域平均の一雨のうち，土砂災害に関

60 連するものとして，水谷・千寿ケ原両雨量観測所地

点のうちの一方で総雨量 100mm 以上かつ最大 1 時間雨
量 30mm/hr のものの分布を示した。

3. 結果と考察

3.1 千寿ヶ原と水谷の66年間の雨量観測データの分析結果

図-2 から，1) 期間降雨量，2) 期間降雨回数は増加傾65 
向を示す。一方，3) 期間最大総雨量はやや低下傾向を示

し，4) 期間最大 1 時間雨量は緩やかな増加となった。

アメダスの上市観測所の期間平均気温の値は緩やかな

増加傾向を示している。気象庁は立山観測所を平成

22(2010)年 3 月に閉鎖（理由は不明）しており，気象庁ア70 

75 

メダスに変わる気温観測も課題となろう。

3.2 立山砂防事務所管内の観測雨量データ，解析雨量データと

d4PDFにおける過去実験データとの比較解析結果 

3.2.1 千寿ヶ原と水谷での比較

表-1 に千寿ヶ原と水谷での観測値，解析雨量値，およ

び d4PDF 値を示す。 

千寿ヶ原，水谷とも，観測値，解析雨量の値に比較し

■：国交省 
■：気象庁 
■：富山県 
出典：国土地理院
(一部加工・編集) 

図-1 立山砂防事務所管内の地形と雨量観測箇所
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て d4PDF の値は大きなものを示している。d4PDF は個別

箇所での解析を目的としていないことや各種バイアスを

内在することを認識しつつも，d4PDF の利用にあたって

は，留意が必要となる。

5 

表―1 千寿ヶ原と水谷地点での一雨の総雨量の各手法の値 

場所 手法 観測期間 年 一雨の総雨量平均値 mm 
各観測期間 1981～2010 年

千 寿

ヶ原 

観測値 1956～2021 183.8mm 169.3mm
解析雨量値 2006～2021 207.2mm －
d4PDF 値 1981～2010 333.4mm 333.4mm

水谷 観測値 1956～2021 223.3mm 207.1mm
解析雨量値 2006～2021 222.0mm －
D4PDF 値 1981～2010 284.7mm 284.7mm

3.2.2 一雨における解析雨量値と d4PDF 値の面的な差異

図-3 に，立山砂防事管内の一雨における解析雨量値と

d4PDF 値の分布を示す。流域平均値を算出すると，解析雨

量は 180.5mm であるのに比較して d4PDF は320.5mm と

大きくなっていることが分かる。d4PDF の構造と境界条件

等が開示されておらず，計算値と観測値の差異発生理由は

不明である。今後の温暖化への議論には解析に用いる地形

データの差による計算降雨量の増減も含め，D4PDFデータ
セットの構造やエビデンスの開示も議論となろう。

20 4.終わりに
立山砂防事務所では水谷での砂防工事の従事者と職員

は水谷での合宿生活をおくる。観測魂を持った現場での
降雨観測の積み重ねが，砂防工事のみならず各種解析の
土台となっている。

今後，領域気象モデルの発展と共に，長期再解析デー

タセットや d4PDF を入力データとした領域気象モデル

による時間と空間を旅する降雨解析が展開されることが25 
想定される。温暖化の議論の高まりはその動きを加速す

るが，領域気象モデルが気象に関する物理方程式からな

る普遍性を備えることを踏まえると，入力されるデータ

セットの精度が解析品質を左右することとなる。

各種計算の基礎となる降雨や気温等の「現地での観測30 
値」は時間を戻って観測することはできず，「現時空間で

の観測の積み重ね」の重要性に基づいた温暖化等の議論

の上下が重要と思慮される。

参考文献 35 
1) 気候変動リスク情報創生プログラム : 地球温暖化対策に資

するアンサンブル気候予測データベース, http://www.miroc-
gcm.jp/~pub/d4PDF/（参照日:2022-03-03） 

4）期間最大1時間雨量 

図-2 千寿ヶ原と水谷における降雨と気温の変化 

１）期間 降雨量 

3）期間最大総雨量 

2）期間降雨回数 

図-3 立山砂防事務所管内とその周辺の豪雨の解析雨量の一雨の

総雨量とd4PDFの過去実験における一雨の総雨量 

解析雨量 
(2006～2021年) 

流域平均 180.5mm 

D4PDFの過去実験データ 
(1981～2010年) 

流域平均 320.5mm 

千寿ヶ原
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室内実験に基づく火山灰の細粒分含有率および堆積厚の違いが表面流出に及ぼす影響の検討 

国立研究開発法人土木研究所 ○平岡 真合乃，今森 直紀，清水 武志，石田 孝司 

１．はじめに 
火山灰（粒径 2 mm 以下の火砕物）の堆積が斜面の降雨流

出量に与える影響の解明は，降灰後土石流の発生・流下過程
を考える上で重要である。三宅島2000年噴火後の降灰斜面で
は，降雨強度が浸透能を上回ると表面流が発生しており，浸
透能を境界条件とする流出解析法 1)が提案された。火山灰の
浸透能をコントロールすると考えられる飽和透水係数 Ksは，
火山灰中の細粒分含有率Fcの増加に対して減少傾向を示すこ
とが様々な火山での火山灰を用いて確認2)されている。また，
冠水型浸透計を用いた現地計測による火山灰の浸透能は，堆
積厚に応じて異なるとの報告もある 3)。一方，Fcは噴火直後
であっても火砕物を採取できればある程度推定することが可
能であり，堆積厚（以降，層厚）の推定・計測手法について
も開発が進められてきている。Fcおよび層厚が浸透能に及ぼ
す影響が定量的に評価できるようになれば，噴火直後の表面
流出の発生量の予測精度が向上すると考え，本研究ではFcお
よび層厚の異なる火山灰試料を用いて，人工降雨による室内
実験を行って表面流出量を比較し，Fcおよび層厚との関係を
把握した。 

２．研究方法 
2.1 室内散水実験 
室内散水実験は，噴火後の降灰裸地斜面に対する最初の降

雨を想定した。異なる試料条件での降雨流出量を把握するた
め，試料を充填した実験プロット（以降，プロット）を4個
用意した（図－1）。プロットは幅35 cm，奥行50 cm，深さ25 
cmであり，傾斜10°で設置した。プロットの底面から所定の
厚さで4号珪砂（D50 = 0.77 mm）を充填後，その上に所定の
厚さの試料を充填した。試料はほとんど乾燥しており（w ≈ 
5%），鋼板とジャッキにより同一エネルギーで締固めた。た
だし，試料の層厚が5 cm，10 cmのプロットは，1層2 cmず
つでそれぞれ締め固めた。試料は，桜島の降下火砕物のうち
2 mmのふるいの通過分（DL0）に所定量のDLクレイ（D50 = 

0.023 mm4)）を添加してFcを調整したものを，それぞれDL10，
DL20，DL30とした。DL0，DL10，DL20，DL30のFcはそれぞれ
17%，25%，34%，42%である。 
人工降雨装置は給水部と散水部から成り，給水部では，貯

水タンクから圧力計を付帯したポンプの吐出しバルブにおけ
る圧力を変化させることで降雨強度を調整した。散水部に設
置されたノズルに送水すると，自励振動が発生して散水が行
われる。人工降雨は事前に各プロットにおける降雨強度が30 
mm/h程度となるよう調整した。実験ケースの詳細を表－1に
示す。 
プロットから流出した水および土砂の総量は重量計で計測

し，流出土砂の乾燥重量を差し引いてプロット面積で除すこ
とで，3時間あたりの表面流出量（mm）を算出した。すべて
の実験は各3回繰り返したが，プロットは再利用せず，都度
作製した。実験はすべて国立研究開発法人土木研究所遠東実
験棟の建屋内で行った。 
2.2 最終浸透能の推定 
実験ではプロットに対する降雨強度が30 mm/hになるよう

調整したが，実際にはプロット間で27.4～32.8 mm/hとばらつ
きがあった。与えた水量の違いが計測値に影響を及ぼす可能
性があることから，以下の双曲線関数モデル 5)により，降雨強
度が十分に大きい場合の最終浸透能 fcを推定し，Fcや層厚が
浸透能に及ぼす影響を検討した。 

        (1) 

ここに，frは降雨強度 rにおける安定浸透強度，rは降雨強度
である。ここでは，3時間あたりの総散水量とプロットからの
総表面流出量の差分を散水時間で除すことで1時間あたりの
プロットの全層平均浸透量を算出し，frとした。そして，実験
の rと frに対して式（1）を適用し，最小二乗法により fcを算
出した。 

３．結果および考察 
3.1 Fcの異なる試料の層厚と表面流出量 
実験開始後90分経過した試料表面の様子を図－2に示した。

実験中はDL0を除く試料で表面流が発生しており，DL10では
部分的に発生し，DL20およびDL30では試料全域で発生してい
た。表面流発生時の試料側面の観察から，土層内に飽和帯が
形成されていなかったことから，発生した表面流は浸透余剰
によるホートン型である可能性が高いと考えられる。 
すべての試料について層厚と表面流の流出率 C（総流出量

と総降雨量の比）との関係を図－3 に示した。流出率Cと試

表－1 室内散水実験のケース一覧 

ケース名 散水条件 
火山灰試料 

試料名 層厚 

C3-1～3-3 

降雨強度30 mm/h, 
散水時間3時間 

DL0, DL10, 
DL20, DL30 

1 cm 

C4-1～4-3 DL0 
0.5 cm, 2 cm, 
5 cm, 10 cm 

C5-1～5-3 DL10 
0.5 cm, 2 cm, 
5 cm, 10 cm 

C6-1～6-3 DL20 
0.5 cm, 2 cm, 
5 cm, 10 cm 

C7-1～7-3 DL30 
0.5 cm, 2 cm, 
5 cm, 10 cm 

図－1 室内散水実験の概要 

fr = fc tanh r
fc
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料の層厚の間でみられた傾向は，DL0 とそれ以外の試料で異
なっていた。DL0 は層厚によらず表面流は発生しておらず，
流出率Cの平均値が最大で0.01と低かったことから，表面流
出はほとんど発生しなかったと考えられる。一方，DL10，DL20，
DL30では，流出率Cの平均値は0.09以上であり，試料が厚く
なるほど高くなる傾向がみられた。これらのことから，降雨
強度が約30 mm/h の場合，Fc = 17%では試料の層厚によらず
表面流出はほとんど発生せず，Fc = 25%以上では，表面流出
は層厚の増加にしたがって増加傾向を示す可能性が示された。
このことから，Fcの違いもしくはDL クレイの添加の有無が
表面流の発生・非発生と関連していることが示された。 
3.2 Fcの異なる試料の層厚と浸透能 
表面流が発生した DL10，DL20，DL30について，式（1）に

より求めた fcと各試料の層厚との関係は図－4 のようになっ
た。今回の実験条件では，層厚が2 cmまでは fcのばらつきが
大きいが，層厚が 5 cm 以上の場合，試料間のFcの違いによ
らず fcは20 mm/h前後となった。このことから，層厚が薄い
場合と厚い場合で，浸透能に対するFcの影響が異なる可能性
が示唆される。 

ここで，表面流発生中の地表は湛水条件であるものの，表
面流の厚さが比較的小さい場合は，実験ケースによる地表面
の水圧に大きな違いはないと考えられる。また，珪砂層の下
部（プロット底面）には排水孔があり，大気に開放されてい
る。すなわち，プロットの表面と下端の水理水頭勾配の違い
は実験ケース間で小さいと考えられる。この時，プロット全
層の平均浸透流速はダルシー則により，プロット全層の平均
透水係数によってある程度決まると考えられる。珪砂の透水
係数は試料よりも十分に大きいことから，プロット全層の平

均透水係数は，比較的透水係数の低い試料の層厚に応じた透
水係数になると考えることができる。実験結果はこの考えと
整合しており，層厚が厚くなるにしたがい，層厚に反比例す
るように浸透能が低下した。 

４．おわりに 
人工降雨装置を用いた室内散水実験により，Fcの異なる火

山灰の層厚が降雨流出量に与える影響を調べた結果，次のこ
とが分かった。降雨強度 30 mm/h では，DL クレイを添加し
なかったFc = 17%の試料からの表面流出はほとんど発生しな
かった。一方，DLクレイを添加した試料では表面流の発生が
確認され，その発生量が層厚の増加に対して増加傾向を示す
ことが確認できた。ただし，層厚の変化に対する表面流出量
の変化率は，層厚が厚くなれば小さくなる傾向があった。こ
れは，層厚が厚くなると，プロット全層の平均的な浸透能が
DLクレイの添加量によらず一定の値になったこととの関連が
示唆される。今後，本研究で適用した降雨強度や細粒分含有
率，層厚の条件を拡張した実験や細粒分を異なる材料で調整
した実験行うことで，火山灰の細粒分含有率や層厚が降雨流
出過程に及ぼす影響の解明につながることが期待される。 
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解析雨量へのL積率法適用に関する一考察 

国土技術政策総合研究所   〇中谷洋明

株式会社エイト日本技術開発    海原 荘一

国土交通省関東地方整備局河川部河川計画課 菊池 瞳，金井 聖

1. はじめに

本邦では2007年以降,土砂災害警戒情報(以下「警戒情報」)
が都道府県砂防部局及び気象庁担当官署から警戒避難のた

めに提供されている．土砂災害警戒情報の降雨指標は横軸・

長期指標,縦軸・短期指標とも,国土交通省解析雨量に基づい

ている．指標が 2 次元量であるため,土木・砂防分野で標準

的な確率処理が適用出来ず,独自に動径基底関数(RBF)を設

定し,ニューラルネットワーク法により頻度分布を作成して

いる．独立でない 2 変数の確率算出は原理的に困難である．

この結果,ソフト対策としての警戒情報の判定とハード対策

としての施設監視の判定とを統合的に扱うことが出来ない．

具体的には,例えば,同一渓流・斜面における土砂移動現象に

ついて,警戒情報の降雨指標では自然現象としての判定を行

っているが,その土砂移動現象(ないし土砂を輸送する洪水

流)の施設設計基準超過の状態は別判定をすることが必要に

なる．同一種別の土砂移動現象については,同じ尺度で監視,
判定し,対応出来る方が良い．限られた人的資源と計算資源

を効果的に使用出来ることは無論,担当者が頭を切り替える

必要がなく,混乱が生じにくくなる利点がある． 
これまで,100 年に 1 度(1/100)あるいは 50 年に 1 度とい

った再起確率年に対応した降雨を求めるためには,数10年に

わたる観測蓄積と適合する分布型の選定,また,降雨強度式の

係数設定がなされてきた．関係式の多くは1970年代までの

データ蓄積に基づいて導出されている．しかし,気候変動・温

暖化の影響が徐々に顕在化する中,関係式の適用にはより注

意を払う必要がある．具体的には,より 近のデータを,観測

期間が十全ではないとしても,反映させる必要がある．以前

は,観測期間不足を補う方法として,同質性を仮定出来る地域

内で解析する地域統計解析が頻用されてきた． 近では,こ
れを更に発展させた L 積率法(Hosking,1990)の適用事例が

増えている．警戒情報で使用している解析雨量は全国的に稠

密にカバー出来る利点があるが,10 年オーダーで計算手法の

大幅な改良を施すため,統計処理には不向きな欠点があった．

データの変動や偏りの影響を抑え得る L 積率法を用いるこ

とで,解析雨量についても,一定の制約の下で,確率解析出来

る可能性がある．そこで本検討では,警戒情報の 2 指標のう

ち,60 分雨量を対象に,解析雨量へ L 積率法の適用を試み,結
果と算出上生じた課題について考察した．

2. 用いたデータ及び手法の概要

解析雨量が1㎢化された2006年1月以降,2021年10月ま
での期間の各メッシュでの暦年 大値を用いた．国土交通省
解析雨量について,気象庁一次区分のポリゴンが一部でもか
かっている国土数値情報3次メッシュ(38万8803メッシュ)
の周辺に5km バッファを考慮した領域を対象とした．但し,
雨量データなし,あるいは 大値≦0.4mm 等の理由により適
合する確率分布が得られない3953 メッシュは計算対象外と
した． 

L 積率法については,原則として気象庁(外山ら, 2002)が
アメダスに対して用いた手法と同様とする．外山ら(2002)や
大西ら(2008)では,観測局の地域特性から,データの均一性
を仮定する領域を設けている．本検討ではメッシュ雨量を対
象としていることから,近傍をより狭く置くこととし,n×n
の正方形型,及び 3×3 の角を除いた 5 メッシュの十字形状
を検討領域とした．つまり,L積率法を観測局単位ではなく,
設定した検討領域中央の1㎢メッシュ単位で行った．ここで
偶数メッシュの領域の場合には,レーダー雨量の雨域ずれの
傾向を考慮して中心の南東側を「中央」とした．4次までの
L 積率及び変動係数 L-CV,L-skewness, L-kurtosis を求
め,L-CV,L-skewness, L-kurtosis でのマハラノビス平方距
離をデータ検定による異常値棄却,4 次までの L 積率比の領
域内平均から得られるkappa 分布の逆関数を用い,一様乱数
を発生させて得られる均一性指標H(式-(1)),を用いて,各検
討領域の均一性を検討する． 

ここに、H：異質性を示す統計量，V0：データのばらつき，
μv：kappa分布の逆関数による平均，σv：標準偏差
である．

①データ検定
・統合する範囲のデータに異常値が含まれていな
いかの検定（異常値を取り除く）

・L-CV、C-skewness、L-kurtosisの3次元空間内
の距離と閾値で判定

②地域分け
・クラスター分析によりデータを統合する観測局を
設定（メッシュ雨量の場合は数パターンのメッシュ
で固定）

③分布モデルの選定
・L-momentsから6つの分布モデルのパラメータを
求め、求まったパラメータからτ4(L-kurtosis)を求
め、また、シミュレーションにより求めるL-moment
比(t4)により、類似度ZDISTを求め、ZDIST値により分
布モデルを選定

④確率雨量の算定
・選定した分布モデルで確率雨量を算定
（統合地域内では分布モデルは同じものを用いる）

⓪ Sample L-momentsの算定
・検討対象地点の年最大雨量値データからr次の
L-momentsを算定

図-1  L-momentsによる地域頻度解析の流れ 

 

式-(1) 
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適合を検討する確率分布モデルはグンベル分布（GUM）,一般
化極値分布(GEV),ピアソンⅢ型分布(PE3),一般化ロジステ
ィックス分布(GLO),3母数対数正規分布(GNO),一般化パレー
ト分布(GPA),の6つとする．これらの候補とした分布に適合
しない場合には,5パラメーターのWakeby分布を採用し,L積
率からWakeby分布のパラメーターを算出する． 
各地点においてL積率比から得られるL-CV(ti),無次元ひ

ずみ係数ti3,無次元尖り係数(ti4)が得られる．各地点の記録

長で重みを付けた地域平均がtR,t3
R,t4

Rと得られる(記録長は

どの地点(メッシュ)でも基本的に同じ．)．地域平均(1, tR, 

t3
R)から候補とした分布の 3 つのパラメーターを算出し,分

布ごとのパラメーターから t4 を得るためには外山・水野

(2002)の式を用いた．各分布パラメーターからt4を求め,こ

れをτ4
DISTとし,t4

Rとの類似度を ZDIST(式-(2))を用いて評価

する．各メッシュでZDISTが≤1.64となる分布形の中でもっと

もZDISTが小さくなる確率分布モデルを選定する．手法全体の

流れを図-1に示す．

ここに，ZDIST：適合度評価指標，B4：t4Rの偏り，σ4：t4Rの

標準偏差 である．

 
 

表-1 60分積算雨量の確率分布モデル選定時のZDISTの 
平均値及び分散

メッシュ数 ZDIST平均※ ZDIST分散※ 

1 メッシュ -0.05003173 0.278773165 

5 メッシュ -0.023960948 0.373730507 

9 メッシュ -0.011209614 0.455540369 

16 メッシュ 0.000449171 0.472653599 

25 メッシュ 0.012358985 0.478519037 

36 メッシュ 0.025324953 0.485689925 

※ 採用されたモデルの値を集計(WAK/不採用を除外） 

 

確率分布モデル 採用メッシュ数 

グンベル分布(GUM) 27105 

一般化極値分布(GEV) 50837 

ピアソンⅢ型分布(PE3) 54067 

一般化ロジスティックス分布(GLO) 72929 

3母数対数正規分布(GNO) 25866 

一般化パレート分布(GPA) 94051 

Wakeby分布(WAK) 59995 

3. 結果

解析雨量 60 分値について,確率分布ごとの ZDISTの平均値
は表-1のようになった． 
データ検定の結果,平均除外メッシュ数の面では検討領域

間で大きな差異はなかった．データの均一性指標の面では,

ほとんどの領域サイズで H<1 となり許容可能な程度に同質

であった．3×3(9)メッシュの形状で,均一性がより高い目安

となるH<-2 の比率が も大きかった． も多く選定された

確率分布モデルはGPA,次いでGLOとなった（表-2）． 適確

率分布を用いて9メッシュ中央で算出される60分雨量(R60)

の1/100確率雨量は図-2のようになった．

4. 考察

解析雨量にL積率法を適用して確率分布を選定し,1㎢ごと

の確率雨量を算出した．解析雨量は全国を稠密に覆っている

ものの,データ利用可能期間が約16年間であった．これは,約

50 年間のアメダス,あるいは各都道府県所管の雨量局よりも

短く,L 積率法で十分な精度を得るために必要とされる 20 年

間にもまだ達していないため(Hosking, 1993),推定の信頼性

はまだ不足な面がある．地域統計解析では均一性を仮定した

上で,L積率法を介して極値を解析する．このため,設定した領

域内での降水現象の独立性が論点となる．メッシュ雨量に適

用する場合には,メソγ,積雲スケールでのレーダー雨量解析

値間の独立性が論点となる．今後は,均一性と独立性の双方に

留意しつつ,過去分の再解析を含め,解析雨量の利用可能期間

が延びることを期待したい．
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図-2  L-momentsによる60分雨量確率雨量値（1/100年） 

表-2  9 メッシュを対象とした 60 分雨量に対する
L-moments での地域統計解析での各下記率分布モデ
ルの採用メッシュ数
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阿蘇カルデラ外輪山北西部地区における土砂災害履歴について 

－西湯浦川１および花原川１を例として－ 

国土交通省 九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 吉田 桂治、江口 秀典※1、寺本 泰之※2 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○福塚 康三郎、石坂 岳士、池田 誠 

熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 鳥井 真之 

福岡大学 理学部 地球圏科学科 奥野 充※3 
※1 現所属：国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所、※2 現所属：国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所、※3 現所属：大阪公立大学

1．はじめに

平成 24 年九州北部豪雨災害では，坂梨地区等の阿蘇カルデラの外輪山北東～東部地区周辺において大規模な土

砂災害が発生した．また，平成 28 年熊本地震では，阿蘇大橋等の外輪山西部地区周辺及び中央火口丘西部地区周

辺において大規模な土砂災害が発生した．しかしながら，近年，外輪山北西部地区周辺では，谷出口付近に達す

る大規模な土砂移動は発生していない．本発表では，外輪山北西部に位置する西湯浦川 1 及び花原川 1 を例とし

て，谷出口付近で施工中の砂防施設の床掘法面(掘削面)に出現する降下火山灰や土石流堆積物等の性状を把握し

た上で，火山灰分析や 14C 年代測定等を行い，大規模な土砂移動の発生頻度を検討した事例について報告する． 

2．渓流の概要 

2.1 西湯浦川１ 

西湯浦川 1 は阿蘇カルデラ外輪山北西部に位置し，流域面積は約 0.4km2，計画流出土砂量は約 19,350m3である．

現在，谷出口付近において透過型砂防堰堤(堤長:219m，堤高:14.5m)が施工されている(写真-1)．西湯浦川 1 の上

流域には屏風状のカルデラ壁がみられ，阿蘇 1 及び阿蘇 2 火砕流堆積物(Aso-1/Aso-2)が分布する．カルデラ壁～

谷出口にかけては崖錐堆積物や二次移動した土石流堆積物等が広域にわたって分布している．平成 28 年熊本地震

の際，阿蘇 2 火砕流堆積物(Aso-2)の一部が崩壊したが，いずれも規模は小さく，土石流となって流下はしていない． 

2.2 花原川１ 

花原川 1 は西湯浦川 1 の東側に隣接し，流域面積は約 0.4km2，計画流出土砂量は約 17,500m3である．現在，谷

出口付近において透過型砂防堰堤(堤長:39m，堤高:6.5m)が施工されている(写真-2)．地質状況や土砂移動状況は

西湯浦川 1 と概ね同様であり，近年，谷出口付近に達する大規模な土砂移動は確認されていない． 

写真-1 西湯浦川 1 周辺の状況(図-1 の範囲を示す) 写真-2 花原川 1 周辺の状況(図-2 の範囲を示す) 

3．分析用試料の採取箇所と分析結果 

3.1 西湯浦川１ 

 西湯浦川 1 堰堤施工箇所の床掘法面において，火山灰:1 試料及び年代測定用試料:3 試料(炭質物)を採取した．

採取した火山灰を用いて顕微鏡観察と EPMA 分析を行い，起源を特定した．炭質物は加速器質量分析計(AMS)を用

いて 14C 年代を求めた．掘削面の地質区分と試料の採取箇所及び分析結果を図-1 に示す． 

3.2 花原川１ 

 花原川 1 堰堤施工箇所の床掘法面において，火山灰:17 試料及び年代測定用試料:8 試料(炭質物)を採取した．採

取した試料は西湯浦川 1 と同様に分析を行った．掘削面の地質区分と試料の採取箇所及び分析結果を図-2 に示す． 

西湯浦川１ 

花原川１ 

花原川１ 

図-1(左) 図-2 

外輪山(カルデラ壁) 

←西 東→ ←西 東→ 図-1(右) 
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図-1 西湯浦川 1 堰堤施工箇所(本堤部)における掘削面の地質区分と試料の採取箇所及び分析結果(年代値:cal BP) 

図-2 花原川 1 堰堤施工箇所(本堤部)における掘削面の地質区分と試料の採取箇所及び分析結果(年代値:cal BP)

4．大規模土砂移動の発生頻度

西湯浦川 1 では，5 層の土石流堆積物等が確認された．渓岸表層付近には鬼界アカホヤ火山灰層(K-Ah:7.3 cal ka 

BP)が連続的に分布するものの，その上位に土石流堆積物等の移動土砂層は確認されない(図-1:左)．なお，姶良

Tn 火山灰層(AT:29 cal ka BP)の上位に確認された岩屑なだれ堆積物の年代値は 20.1 cal ka BP である(図-1:右)． 

花原川 1 では，9 層の土石流堆積物等が確認された(図-2)．渓岸表層付近には鬼界アカホヤ火山灰層(K-Ah)が連

続的に分布し，その下位の土石流堆積物の年代値は 8.6 cal ka BP である．鬼界アカホヤ火山灰層(K-Ah)の下位

に分布する土石流堆積物の土砂移動の発生間隔は概ね 1,850～10,000 年程度である．発生頻度は単純平均すると

約 2,100 年に 1 回となり，西山ら(2019)が指摘したカルデラ壁斜面における崩壊発生頻度と概ね調和的である． 

両渓流では，約 7,300 年前以降～現在まで谷出口の渓岸に達する大規模な土石流は発生していないことから，

カルデラ壁斜面の崩壊に伴う多量の崩壊土砂等の不安定土砂は堰堤施工箇所(谷出口付近)よりも上流域に残存し

ていることが明らかとなった(図-3)．今後，これらの土砂の一部は豪雨により二次移動する可能性が考えられる． 

図-3 渓流毎の縦断形状と地質分布及び崩壊土砂等の堆積イメージ(左：西湯浦川 1、右：花原川 1) 

5．おわりに 

 本検討では，阿蘇カルデラの外輪山北西部地区に位置する 2 つの渓流の下流域の堰堤施工箇所(谷出口付近)に

おいて，大規模な土砂移動の発生頻度を考察した．今後は，他の渓流においても同様の検討を行い，上流域にお

ける不安定土砂の残存状況等を把握し，渓流毎の土砂災害ポテンシャルを想定することが望ましい． 

参考文献：西山 賢一,鳥井 真之,横田 修一郎,若月 強,井上 弦,中尾 賢一,星出 和裕,奥野 充(2019)：阿蘇カル

デラ壁斜面における斜面崩壊の発生頻度,第四紀研究,Vol.58,No.2,p.149-162 
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0km 2.3km
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600mー

700mー
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0km 1.8km

赤白ポール（2m） 

赤白ポール（2m） 

箱尺（3m） 

左岸側 右岸側 

右岸側 左岸側 上流側 下流側 

●：火山灰試料採取箇所
●：年代測定試料採取箇所

Aso-2 

Aso-1 

先阿蘇⽕⼭岩類 

崩壊⼟砂 
（移動⼟砂） 

⻄湯浦川 1 堰堤 

崩壊⼟砂 
（移動⼟砂） 

花原川 1 堰堤 

Aso-2 

Aso-1 

先阿蘇⽕⼭岩類 

平成 28 年地震では阿蘇 2 ⽕砕流堆積物(Aso-2:
溶結凝灰岩)の⼀部で局所的に表層崩壊が発⽣した 

平成 28 年地震では阿蘇 2 ⽕砕流堆積物(Aso-2:
溶結凝灰岩)の⼀部で局所的に表層崩壊が発⽣した 

⼟⽯流堆積物の各層には阿蘇 1 ⽕砕流堆
積物(Aso-1)起源の礫が多く含まれている ※地質境界は推定 ※地質境界は推定

約 7,300 年前以降〜現在ま
で⾕出⼝の渓岸に達する⼤規
模な⼟⽯流は発⽣していない 

約 7,300 年前以降〜現在ま
で⾕出⼝の渓岸に達する⼤規
模な⼟⽯流は発⽣していない 

右袖部 
（一部完成） 

※⻄湯浦川 1 では左袖側の掘削⾯においても試料採取を実施した．

現河道 

※花原川 1 では下流側の掘削⾯においても試料採取を実施した. Acp-3 は阿蘇中央⽕⼝丘第 3 軽⽯(51cal ka BP)である. ●：火山灰試料採取箇所
●：年代測定試料採取箇所

西湯浦川 1 花原川 1 
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火山噴火緊急減災対策における対策実施のタイミングと判断指標 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○小林 実和、枦木 敏仁、藤沢 康弘、木原 早紀

１．はじめに 

「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン」が平成 19 年 4月に国土交通省砂防部より作成され、火山噴火に

伴う土砂災害による被害を軽減するため、全国 49 火山を対象に国及び都道府県の砂防部局において、火山毎に緊急ハー

ド・緊急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。これら緊急減災対策の対策開始の

タイミングは、気象庁から発表される噴火警戒レベルをもとにして検討している事例が多い。さらに、この噴火警戒レベ

ル判定基準 1）は、異常現象の観測（有感地震、火山性微動、等）を基準にレベルを引き上げる「予測型」と、噴火現象の

発生（噴煙や噴石、火砕流、等）に伴ってレベルの引き上げを行う「実況型」に分けられる。 

一方、緊急減災対策は火山活動に起因する土砂移動現象を対象として実施するため、これら噴火警戒レベルに加えて、

現象や発生時期等を考慮した判断指標が必要と考えられる。しかし、これまで緊急減災対策の噴火対応事例は統一的な整

理がされておらず、過去の行動実績を踏まえた対策実施のタイミングや判断指標に関する議論は十分に行われていない。 

本発表では、近年の火山噴火時において、砂防部局の対応事例を整理したうえで、降灰後の土石流と融雪型火山泥流を

対象に対策実施判断のタイミングに着目して、それぞれ対策実施の判断指標を検討した結果について報告する。 

２．火山噴火緊急減災対策の実施タイミング 

２.１ 過去の噴火対応事例の整理 

緊急減災対策実施判断の基礎資料とするため、十勝岳 1988-89年、雲仙普賢岳 1990-95年、有珠山 2000年、三宅島

2000年、新燃岳 2011年の各火山噴火時に砂防部局が実施した緊急ハード対策の対応事例を「現象」とその「発生時期」

に着目して整理した（図 1）。なお、火山活動による現象は、噴火に伴って発生する現象（主に、噴石や火砕流、降灰、

等）と、噴火活動が直接あるいは間接的な引き金となって発生する土砂移動現象（主に、融雪型火山泥流や降灰後の土

石流）に分けられるが、ここでは噴火に起因して発生する土砂移動現象を対象に、現象発生までの時間的な猶予がある

「降灰後の土石流」と、噴火とほぼ同時に発生するため、時間的な猶予がない「融雪型火山泥流」に着目した。 

過去の行動実績を踏まえると、各現象とその発生時期によって、求められる緊急減災対策実施判断のタイミングが異

なることは明らかである。融雪型火山泥流は積雪期に突発的（噴火とほぼ同時）に発生するため、噴火前から対策実施

のための準備が必要となる。一方、降灰後の土石流は雨期に噴火や降灰が発生すると土砂移動現象のリスクが高く発生

時期が早くなるため、噴火・降灰後は迅速な判断が求められるが、乾期に噴火が発生した場合は、梅雨や台風シーズン

までの準備期間が確保できる。 

 

２.２ 各現象の発生時期と緊急減災対策実施判断のタイミング 

緊急減災対策は、火山活動が活発化し、土砂災害が発生する前までに緊急的に実施することが基本となる。そのた

め、緊急減災対策実施判断のタイミングは、融雪型火山泥流は噴火（火砕流発生）前までとなり、降灰後の土石流につ

いては、雨期は噴火後～最初の降雨前まで、乾期は噴火後～雨期前までが基本になると考えられる（図 2）。 

図 1 近年の噴火対応における緊急ハード対策の実施タイミング 

十勝岳（1988） ✕◆ △ ×： 最初の噴火

有珠山※１（2000） ✕◆ △ ◆：
最初の

土移動現象

三宅島（2000） ✕ ◆ △ △：
緊急ハード

対策着手

雲仙普賢岳（1990） ✕ △● ◆ ●：
緊急ハード

対策完了

新燃岳（2011） ✕△ ● ◆ 日：
噴火～土砂流

出までの日数

10月 11月 【凡例】

融雪型
火山泥流

降灰後
の土石流

乾期乾期

4月 5月 6月 7月 8月 9月

現象 発生時期

積雪期 非積雪期

雨期（梅雨） 雨期（秋雨）

12月 1月 2月 3月

非積雪期：現象の発生は想定していない

約3ヶ月

約5ヶ月

7日

2日

18日

※1：有珠山は「熱水噴出型」に分類される
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３．火山噴火緊急減災対策実施の判断指標 

緊急減災対策実施判断までに時間的な猶予がある「降灰後の土石流」と、噴火とほぼ同時に発生するため、時間的な猶

予がない「融雪型火山泥流」に分けて、緊急減災対策実施の判断指標を検討した（図 2）。 

降灰後の土石流の対策実施については、降灰や火砕流を伴う噴火の発生等、目に見える現象が判断指標となることに加

え、国交省からの土砂災害緊急情報の発表が緊急減災対策実施判断の一つの重要な指標となる。 

一方、融雪型火山泥流の対策実施については、噴火前の判断が必要となるが、現象が目に見えないため、複数の情報に

より総合的に対策実施を判断せざるを得ず、さらに短時間での判断が求められる。このため、噴火前の（目に見えない）

現象に対しては、砂防部局の担当者が監視・観測データ等からとるべき対応の判断ができるように、判断要素をまとめた

チェックリストを作成し、緊急減災対策実施判断の指標とすることが有効と考えられる。チェックリストに記載する具体

的な指標や該当数に応じた判断基準と行動内容等については、今後も議論が必要である。また、対策実施の判断は複数の

情報から総合的に判断せざるを得ないことから、気象庁からの情報（前兆現象となる伸縮計や地震計の観測結果や今後の

活動見通し等）や学識者から助言を受けるタイミング等についても、チェックリストに加えておくことが有用である。 

４．今後の課題 

過去の噴火対応事例からみても、対策実施の判断から噴火や土砂移動発生までに、どれだけの時間が確保できるか

（時間的な猶予）が重要となる。しかし、火山活動状況の推移によっても確保できる時間が異なるため、実際には対策

時間を確保することが困難な場合も想定される。これらを踏まえて、対策実施までの時間的な猶予に着目して、対策実

施の可能性を考えてみると表 1のようになる。降灰後の土石流と非積雪期の融雪型火山泥流に対しては、対策期間が確

保できるため、緊急ハード対策が実施可能と考えられる。ただし、積雪期や雨期に噴火が発生した場合は、対策期間が

短くなる場合も想定されるため、事前準備や迅速な対応が求められる（表 1△に該当）。そのため、積雪期に前兆現象が

活発化したり、小規模噴火を繰り返している場合に、どのようなタイミングで何を指標（目に見えない現象）に判断す

るのか等、複数のシナリオを想定した緊急減災対策実施のタイミングと判断指標を考えておくことが必要である。 

さらに、積雪期に火山活動が突発的に発生した場合を想定すると、気象庁の噴火警戒レベル判定基準において、積雪

地域の火山では、積雪期に火砕流の発生を確認した時点でレベルを引き上げる等、噴火警戒レベル 3を運用しないとす

る火山もあるように、対策期間を確保できない可能性が高く、融雪型火山泥流に対する緊急ハード対策の実施は難しい

と考えられる。このため、緊急ハード対策での対応が困難と想定される場合は、緊急ソフト対策での対応や警戒避難対

策との連携が重要となる。 

噴火後

時
期

現

象

判

断

す

る

た
め
の
判

断

要

素

 目に見える現象

火砕流

降灰

降灰後の土石流（降雨に起因する現象）

乾 期 雨 期積 雪 期 噴火

 目に見えない現象

地震の回数

噴煙状況

 気象庁

噴火警戒レベル

火山観測データ

 監視・観測データ

積雪深

地震活動

 学識者

専門知識

判

断

材

料

 現地調査

降灰、噴火堆積物

積雪状況

 監視・観測データ

積雪深

基準雨量

 火山噴火予知連絡会

専門知識

判
断
の
タ
イ
ミ
ン
グ

降灰

前兆現象

噴火前

融雪型火山泥流（突発的な現象）

 目に見える現象

降雨（降雨予報）

ごく小規模

中規模

大規模～

小規模

～

 国土交通省

土砂災害緊急情報※１

※1：土砂災害緊急情報では、
国が土砂災害防止法に基づいて緊急
調査を実施し、「重大な土砂災害が想
定される区域および時期」を通知する。

土砂災害緊急情報の発表を指標に
砂防部局で対策実施の最終判断

砂
防
部
局
単
独
の
判
断
が
難
し
い
た
め
、

気
象
庁
か
ら
の
情
報
提
供
や
学
識
者
の

助
言
を
受
け
て
、対
策
実
施
の
最
終
判
断

図 2 現象ごとの緊急減災対策実施のための判断要素 

<参考資料> 
1）火山別に設定された噴火警戒レベルの判定基準表（令和4年3月，気象庁） 

★ 

★ 

表 1 各現象の発生時期における緊急減災対策実施の可能性 

積雪期 非積雪期 乾期 雨期

予測型

（異常現象として表れるもの）

・噴気活動、熱水噴出、火映

・有感地震、火山性微動

・ごく小規模な噴火

・地殻変動の観測

△ ◎ ◎ 〇

実況型

（火山現象として表れるもの）

・噴火の発生 （小規模～大規模）

・噴石の飛散 （ 〃 ）

・火砕流や火砕サージの発生

・降灰の堆積

✕ 〇 ◎ △

降灰後の土石流融雪型火山泥流

火

山

活

動

の

推

移

想定される火山現象とその発生時期における

緊急減災対策実施の可能性（時間的な猶予を指標として） ◎： 対策可能

対策期間が十分に確保できる

〇： 対策可能

噴火・降灰状況によっては迅

速な対応が必要

△： 対策可能

土砂移動現象の発生リスクが

高く、迅速な対応が必要

✕： 対策は実施できない

【凡例】
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火山噴火直後に降下火砕物の堆積量を推定する手法 

―Windy Tephra2 のパラメータの感度分析と適用性の検証― 

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現 応用地質株式会社 

１．はじめに 

噴火後に土石流発生の危険性が高まった渓流を抽出

するためには，降下火砕物の堆積厚分布の迅速な把握

が重要となる。しかし，噴火直後に取得可能な情報は限

られる。そのような状況下で降下火砕物の堆積厚を把

握するための手法は複数あり，利用可能な条件が異な

ることから，適用性の評価を行った（山本ら，2021）。

物理モデルを用いたシミュレーションによる手法のう

ち，Tephra2 (Bonadonna et al., 2005)や Windy Tephra2 

(Mannen et al., 2020)（以降WT と呼ぶ）は，いずれも噴

出物を移流させるモデルである。そのうち，WT は実際

の噴火においては新燃岳 2011 年噴火に適用された事例

があるが，他の事例への適用は報告されていない

（Mannen et al., 2020）。そこで他の火山噴火事例により

WT の適用性を確認した。また，噴火直後の利用におけ

るパラメータの設定について考察を行った。 

２．研究手法と対象噴火 

2.1. 降灰量を推定するモデル 

降灰予報（新堀，2016）は膨大な計算資源を用いてリ

アルタイムで高精度な推定を行った結果が公表され，

堆積厚 0.1 mm と 1 mm の範囲を把握することが可能で

あるが，土石流発生への影響が大きい数 cm 程度の降下

火砕物の堆積厚の範囲（田村ら，2010；門村ら，1988）

は直接的には得られない。そこで，簡易なモデルとはな

るが，以下の 7 つの観点から降灰モデルの特徴，必要な

入力情報を整理したところ，Windy Tephra2（以下，WT）

及び Tephra2 が 7 つの条件を満たした。

① 堆積厚数 cm 以上の範囲を推定可能

② 計算資源が小さい（スーパーコンピュータ等の

利用を前提としない）

③ 少数地点の現地調査結果（実測堆積量）が不要

④ 高度別の大気場（風速場）を反映

⑤ 地形の反映

⑥ 噴出物の調査結果の反映

⑦ 迅速な堆積厚分布取得

2.2. 対象噴火と適用性の検証 

多数の実績がある Tephra2 を風速場でも利用できる

ように変更した WT が学術文献で利用された実績は，

開発者である Mannen et al. (2020) による 2011 年新燃岳

噴火のみである。そのため，様々な噴火様式（形態）に

おける適用性を確認するため，有珠山 1977 年，伊豆大

島 1986 年，三宅島 2000 年を対象として実績と推定の

堆積厚分布を比較した。この 3 噴火を選択した理由は

次の通りである。有珠山 1977 年は，遠方も陸域である

ため堆積厚の推定結果を実測堆積量と比較でき，かつ，

堆積物の詳細な粒度分布から，粒度特性の特徴を確認

できる。伊豆大島 1986 年は，噴火後の調査結果が豊富

であるから，火口近傍（島内）の堆積厚の推定結果を実

測堆積量と比較できる。三宅島 2000 年は，風速が小さ

い気象条件下で噴火したことから，風の影響を確認で

きる。 

2.3. 感度分析 

WT に入力するパラメータのうち，６つ（中央粒径，

粗粒粒子（軽石）密度，マグマ温度，粒径標準偏差，細

粒粒子（岩片）密度，初期含水量）は噴火後の調査等に

よって得られる可能性あるが，噴火後に即時に得るこ

とは難しいと想定される。そこで，各パラメータの感度

分析を行い，パラメータの値により，計算結果に与える

影響を評価する。感度分析は次の手順で実施する。 

１．パラメータが取りうると考えられる値の最大値・

最小値を入力し，堆積量を計算 

２．（WT の）計算領域内の計算点をランダムに 1000

地点抽出 

３．F 検定（有意水準 5%）：抽出 1000 地点 

４．等分散：スチューデントの t 検定 

不等分散：ウェルチの t 検定 

５．t 検定（有意水準 5%）：抽出 1000 地点 

ここで，１．のパラメータが取りうる最大値・最小値

は，文献調査を行い整理する。３．の F 検定は 2 組のデ

ータの等分散性を評価する統計的検定，４．の等分散の

スチューデントの t 検定は，2 組のデータ間に対応がな

くかつ分散に等分散性が仮定できるときに，平均値の

差を評価する統計的検定，一方，不等分散のウェルチの

t 検定は，2 組のデータの母分散が等しいとは限らない

ときに，データ間の平均値の差を評価する統計的検定

である。WT による推定堆積量の平均値に差があるパラ

メータを感度が高い，平均値に差がないパラメータを

感度が低いと評価する。 

2.4. WT の適用性の評価方法 

伊豆大島 1986 年噴火及び三

宅島 2000 年噴火の場合は，評

価基準を堆積厚 3.2cm 以上の

実績分布範囲 

（文献） (A) 

推定分布範囲 (B) 

重複部分 (C) 

図 1 評価方法模式図 
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範囲，有珠山 1977 年噴火の場合は，評価基準を 4cm 以

上の範囲とする。文献における実績降灰分布図（A）と

モデルで推定した計算分布範囲（B）を比較する（図 1）。

A と Bの範囲の重複部分を C と呼ぶ（図 1）。

評価方法は，砂防における深層崩壊の判定や機械学

習の評価に利用される３つの指標で実施する。 

再現率は，推定分布範囲がどれくらいの実績分布範

囲をカバーしたかを示す割合で C/A と計算する。 

適合率は，推定分布範囲がどれくらい実績と一致し

たかを表現する計算精度を表す指標でC/Bと計算する。 

F 値は，再現率と適合率を総合的に評価する指標で 1

に近いほど評価が高く，次の式 (1) で計算する。 

F 値 =
2 再現率 適合率

再現率 +適合率
 (1)

ただし，それぞれの面積を算出するにあたり，海域の

堆積厚分布は無視し評価した（図 2）。 

３．結果と考察 

3.1．WT の適用性評価 

今回検証した３噴火では，適合率は 0.549–0.630 とい

ずれも文献に示された実測分布範囲よりも推定分布範

囲が広くなったが，その面積比で約 2 倍以内に収まっ

た（表 1）。再現率は 0.982–1.000 となり，推定分布範囲

は実測分布範囲を概ね網羅できた。有珠山 1977 年のよ

うに陸域でも，三宅島 2000 年のように海域まで達し風

速が小さい条件下でも，適合し再現性があった。 

3.2．感度分析結果 

様々な噴火様式（形態）を限定せずに文献で報告され

たパラメータの最大値・最小値を整理した（表 2）。 

パラメータの感度は t 検定の結果から判定した（表 

3）。感度の高いパラメータは，粗粒粒子密度，中央粒径

であった。感度の低いパラメータは，細粒粒子密度，粒

径標準偏差，初期含水量，マグマ温度であった。 

感度の高いパラメータは可能な限り噴火初期に情報

を得るとよいと判断できる。感度の高いパラメータは，

調査結果が得られれば，降灰分布の推定結果を更新す

ることが可能である。いくつかの地点で実施された粒

度調査結果をもとにパラメータ（中央粒径）をキャリブ

レーションすることで，推定堆積厚分布をより精度の

良い結果に更新できる可能性がある。 

４．結論 

本稿では，土石流が発生しやすい数 cm オーダーの堆

積厚の分布形状を評価基準として，WT による 3 つの噴

火事例（有珠山 1977 年，伊豆大島 1986 年，三宅島 2000

年）の堆積厚分布推定結果と，文献による堆積厚分布実

績とを比較し，適合率，再現率，F 値で評価したところ，

WT は適用可能であった。また，噴出規模と噴火時の大

気以外のパラメータについて，感度分析を行い計算に

よって得られる堆積量の平均値が等しいか統計的検定

（t 検定）で評価したところ，粗粒粒子密度，中央粒径

を変化させたときの堆積量の平均値は統計的に異なる

結果となり，有珠山 1977年の事例によれば，堆積物の

調査結果を用いると推定の適合率が上昇した。 
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感度分析 根拠 

初期含水量 Takeuchi(2011)より，多くの噴火では 0.01–0.07 

マグマ温度 火山の事典より，約 1000–1500K 

粗粒粒子密度 Shipley et al.(1982)より，一般的には 700–1200kg/m3 

細粒粒子密度 土質工学(1974)より，岩石の密度の中央値 2550kg/m3 

中央粒径 小屋口(2005)より，-5.31–5.00φ。砂／シルト境界: 4.00φ 

粒径標準偏差 小屋口(2005)より，1.28–4.36 

伊豆大島 

1986 年噴火 

有珠山 

1977 年噴火 

三宅島 

2000 年噴火 

再現率 (C/A) 1.00 0.98 0.98 

適合率 (C/B) 0.63 0.55 0.60 

F 値 0.77 0.70 0.74 

ケース t 検定：p 値 感度 

中央粒径 < 2.2e-16 高 

粗粒粒子密度 3.377e-07 高 

マグマ温度 0.7804 低 

粒径標準偏差 0.1321 低 

細粒粒子密度 0.9384 低 

初期含水量 0.9962 低 

3840000

3845000

355000350000

図 2 伊豆大島 1986 年噴火降灰分布推定結果 

表 1 WT の適用性評価結果 

表 3 t 検定による感度分析結果 

1.6 

3.2 

6.4 

12.8 

25.6 

51.2 

<=1.6 

1.6–3.2 

3.2–6.4 

6.4–12.8 

12.8–25.6 

25.6–51.2 

>51.2 

計算堆積量 
(cm) 

実測堆積量 
(cm) 

表 2 文献にもとづくパラメータの最大値・最小値 
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数値シミュレーションにおけるメッシュサイズの違いが流下範囲に及ぼす影響について 

(一財)砂防・地すべり技術センター ○山下 裕也、菊井 稔宏、藤沢 康弘 

アジア航測株式会社 田中 利昌 

１．はじめに 

恵山の火山噴火緊急減災対策砂防計画では、降灰後の土石流に対する緊急ハード対策が計画されている。恵山

の噴火警戒レベルは、火山活動が高まっていく段階ではレベル 3は使用されない。この場合、レベル 4段階で、

緊急ハード対策の実施と高齢者等避難の時期が集中する場面が想定されるため、緊急ハード対策の実施に際し、

工事用車両等が住民の避難に及ぼす影響を十分考慮する必要がある。そこで、恵山において想定されている降灰

後の土石流について、避難経路等に及ぼす影響を確認するため、異なるメッシュサイズを用いて数値シミュレー

ションを実施した結果について報告するものである。 

２．対象流域の特徴 

恵山は山頂周辺に 8つの想定火口が存在し、火口位置

によっては降灰範囲が変化することで、渓流ごとの対策

優先度も変化する。恵山周辺には降灰の影響を受けて土

石流が発生する可能性が高い土石流危険渓流が北側、南

側合わせて 15渓流あり、保全対象は海岸沿い(下流域)に

密集している。また、保全対象の上流が急崖となってい

る渓流や源頭部から河口までの距離が短い渓流が多い。 

本検討では保全対象の数が多く、緊急ハード対策と避

難計画の調整が必要となる白浜川と八幡川を対象に数値

シミュレーションを実施した。 

３．数値シミュレーションの条件 

数値シミュレーションに用いる地形データとして「平成 24年航空レーザー測量による高精度標高データ整備

(日高・渡島地区)」(国土地理院)による LPデータを使用して 10mと 5mの DEMデータを作成した。 

降灰後の土石流の規模等については、避難経路等への影響を把握するため、恵山の火山災害予想区域図等で検

討されている 1/100確率規模の 24時間雨量とし、シミュレーションに使用したその他のパラメータ等を表 1に、

ハイドログラフを図 2に示す。また、計算プログラムには New-SASS（特許 第 3960425号）の土石流モデルを用

いた。 

図 1 恵山の想定火口と土石流危険渓流 

図 2 白浜川 降灰後土石流 ハイドログラフ 

表 1 シミュレーションのパラメータ 

白浜川 八幡川

土石流総量(m3) 78,611 49,077
ピーク流量(m3) 69.4 33.2
砂礫密度σ(t/m3) 2.409 2.705
泥水密度ρ(g/cm3)
内部摩擦角φ(°)
代表粒径d(cm) 25.5 25.2

1.2
18

対象土石流規模
（mm/24h）

1/100 24時間雨量
301.4
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４．シミュレーション結果の比較 

シミュレーション結果を図3、図 4に示す。白浜川、八幡川ともに降灰後の土石流は流路に沿って流下し、川

幅が狭い箇所で氾濫しているが、氾濫域の最大流動深は 0.1m未満である。氾濫範囲は 10mDEMと 5mDEMで比較す

ると縮小している。 

 

白浜川では、5mDEMでは 10mDEMで流下していなかった道路上への流下が複数個所で確認できた(図 5)。 

八幡川では上流側において流下範囲の違いが現れている。10mDEMの結果では流路が湾曲して川幅が狭くなって

いる箇所から左岸側へ氾濫がみられるが、5mDEMでは流路に沿うように全量が流下している(図 6)。 

これらの共通する理由として 10mDEMより 5mDEMの方が道路や谷地形が表現されているため、これらを流路とし

て流下するようになったためと考えられる。 

 

５．おわりに 

恵山における降灰後土石流のシミュレーションにおいて地形のメッシュサイズを小さくした場合、谷地形や道

路への流下を表現できたことで、避難経路や緊急ハード対策で使用する道路への影響をより詳細に確認できた。 

ただし、シミュレーションの計算時間に着目すると、10mDEM

を使用した場合と 5mDEMを使用した場合では白浜川で4.1倍、

八幡川で 2.5倍の時間を要する(表 2)。白浜川では 7時間以上かか

っており、緊急時に迅速な数値シミュレーションを求められる場

合には適していないと考えられる。また、単にメッシュサイズを

小さくしても、地形の再現精度が向上しないことに留意が必要で

ある。さらに、大規模な融雪型火山泥流や火砕流、溶岩流のよう

な現象は、細かい地形の影響を受け難いため、メッシュサイズの

大きさによっては氾濫範囲があまり変化しないことも考えられる。そのため、シミュレーション結果の利用目

的、対象現象及び対象規模に応じて適切な計算メッシュサイズを設定することが重要である。 

さらに、詳細な氾濫範囲を適切に把握することは、効果的な対策施設の検討だけでなく避難計画を検討するに

あたっても重要な資料となる。 

図 5 コンター図による道路表現の比較（白浜川） 

表 2 メッシュサイズによる計算時間の違い 

図 3 白浜川 降灰後土石流の影響範囲の比較 図 4 八幡川 降灰後土石流の影響範囲の比較 

10mDEM 5mDEM 
10mDEM 5mDEM 

図 6 コンター図による谷地形表現の比較（八幡川） 
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火山災害を想定した無人化施工における課題と今後の展望 

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター ◯横尾和広，前寺雅紀，高橋健太 

1. はじめに

無人化施工は，自然災害が発生した場合の復旧作業

等の危険が伴う施工において，遠隔地よりリモートで

行うことにより，安全に施工が可能となる． 

火山災害は大規模かつ多様であり，噴石，降灰後の土

石流，融雪型火山泥流に対して，作業員の安全確保の視

点から無人化施工が適用されることが多い． 

そこで，砂防堰堤工事において実施された無人化試

験施工のサイクルタイムの計測，オペレータへのアン

ケート・ヒアリング等の結果を整理し，課題を抽出した． 

2. 無人化試験施工の概要

2.1. 無人化施工内容 

実施された無人化試験施工は，既設堰堤の緊急除石

を想定したバックホウによる堆砂域内掘削，クローラ

ダンプによる堆砂域内への土砂運搬であった．  

2.2. オペレータの構成 

オペレータは 2 社から構成され，バックホウが 30～

40 代の 5名，クローラダンプが 50～60 代の 4名，どち

らも操作したオペレータが 1名の計 10 名であった．無

人化施工は全員が未経験者であった． 

表 1 オペレータ一覧

2.3. 操作方法 

砂防堰堤右岸袖付近に操作室（移動型）を配置し，車

載カメラの映像と UAV（有線 LAN，飛行距離 H＝90m）に

よる鳥瞰映像を基にバックホウ・クローラダンプの操

作を行っていた． 

図 1 UAV の飛行（有線 LAN，飛行距離 H=90m） 

図 2 操作室内のカメラ映像  

2.4. サイクルタイムの計測方法 

定点カメラ（砂防堰堤袖部に設置）の施工動画からサ

イクルタイムの計測を行った．サイクルタイムは 5 項

目に分類し，作業時間（分）を計測した． 

①バックホウによる掘削・積込

バックホウが掘削を開始したタイミングから，土砂

を積みこみ，掘削を開始した地点に戻るまでを計測． 

②クローラダンプによる運搬：往路

クローラダンプが動き出したタイミングから，仮置

きヤードに到着するまでを計測． 

③クローラダンプによる荷下ろし

仮置きヤードに到着したタイミングから，荷下ろし

後，仮置きヤードを出発するまでを計測． 

④クローラダンプによる運搬：復路

仮置きヤードを出発したタイミングから，バックホ

ウ周辺で旋回するまでを計測．

⑤クローラダンプによる積込準備

クローラダンプがバックホウ周辺で旋回したタイミ

ングから，バックホウの横で停止するまでを計測．

図 3 サイクルタイムの計測項目 

作業員 会社 年齢 性別 作業機種
有人

経験年数
無人経験

年数

A 会社Ⅱ 30代 男 バックホウ 5年 未経験

B 会社Ⅰ 40代 女 バックホウ 5年 未経験

C 会社Ⅰ 40代 男 バックホウ 20年 未経験

D 会社Ⅱ 40代 男 バックホウ 20年 未経験

E 会社Ⅰ 40代 男 バックホウ 22年 未経験

F 会社Ⅰ 40代 男 バックホウ・クローラ 27年 未経験

G 会社Ⅱ 50代 男 クローラ 15年 未経験

H 会社Ⅰ 50代 男 クローラ 25年 未経験

I 会社Ⅱ 50代 男 クローラ 32年 未経験

J 会社Ⅰ 60代 男 クローラ 42年 未経験

仮 置 きヤ ー ド

河道

① 掘 削 ・積 込
（ バ ッ クホ ウ ）

②運 搬 ： 往路
（ク ロ ー ラダ ン プ）

④ 運 搬 ：復 路
（ ク ロ ーラ ダ ンプ ）

③ 荷下 ろ し
（ クロ ー ラ ダン プ ）

⑤ 積 込準 備
（ ク ロー ラ ダン プ ）

定 点 カメ ラ 設置 位 置

UAV 映像 

バックホウ映像 

UAV 

P1 - 5 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 337 －



3. サイクルタイムの計測・分析結果

3.1. サイクルタイムの計測結果 

サイクルタイムの計測の結果，各サイクルタイムの

時間は「掘削・積込」が最も多く，全体の約 4割の時間

を要している． 「運搬：往路」，「運搬：復路」は同程

度の時間がかかる傾向があった． 

表 2 オペレータの組み合わせ 

図 4 サイクルタイムの計測結果 

表 3 年齢・経験年数別のサイクルタイム 

①施工日初日

施工日初日は全施工日の平均サイクルタイムに比べ

6分以上の時間を要していた．施工日初日は，作業に慣

れていないため探りながらの作業であったと想定する．

バックホウによる「掘削・積込」は，他施工日に比べ約

2倍の時間を要しているが，クローラダンプによる「運

搬」，「荷下ろし」，「積込準備」は大きく影響していない． 

②平均サイクルタイムとの差

施工日初日は全施工日の平均サイクルタイムよりも

6分以上時間を要しているが，施工初日を除くと，サイ

クルタイムは全施工日の平均サイクルタイムと比べ、3

分前後程度の差となっていた．施工日数が経過するに

つれ，会社，オペレータの年齢，経験年数が変わっても

施工効率は大きく変動しない． 

③会社Ⅱ施工初日

施工 2 日目から施工 3 日目の施工効率が低下してい

るが，これは会社Ⅰから会社Ⅱへ体制が移行しての施

工初日であったためと想定する．しかし，施工 4 日目

（会社Ⅱ2 日目）では施工効率が大幅に向上している． 

④作業効率の向上傾向

会社Ⅰ，会社Ⅱの施工日初日を除くと施工効率は向

上していた．さらに，施工 5日目には会社Ⅱから会社Ⅰ

に体制が戻っており，オペレータも変わっているが施

工 2日目と施工効率は大きく変わっていない． 

3.2. アンケート・ヒアリング結果 

オペレータへのアンケート・ヒアリングの中で，操作

について以下の意見があった． 

 相手のモニターも使用して重機の位置を決めている． 

 相手のモニターが死角になっている時は，自分のモ

ニターに映っている情報から指示を出している．

 常にモニターを注視しているため，目が疲れる．

3.3. 分析結果 

クローラダンプによる「運搬」は運搬距離，通路状況

（カーブの有無，スロープの有無等）にもよるが，作業

効率の向上を図るためには，バックホウの操作に慣れ

ておく必要があると考える．また，操作方法に慣れてい

れば，オペレータの年齢や経験年数に関わらず同程度

の施工効率での操作が可能であると考える． 

施工会社が変わると一度施工効率は低下するが，そ

の後，操作の慣れから施工効率は向上すると考えられ

る．アンケート・ヒアリング結果からもオペレータの意

思疎通が重要であると考えら，操作にあたっての操作

手順や留意点，助言等をオペレータ内で共有している

ため，会社Ⅱから会社Ⅰに体制が戻っても，施工効率が

低下しなかったと考えられる． 

4. おわりに

サイクルタイムの分析結果，アンケート・ヒアリング

結果から，オペレータ同士での情報共有が作業効率の

向上に繋がっていると考えられる．今回試験施工を行

った施工業者，オペレータが，実際の噴火時に施工を行

うとは限らないため，今後も試験施工が行われた際に

は，継続的にサイクルタイムの計測，アンケート・ヒア

リング調査を実施し，情報収集を行う必要がある．

サイクルタイムの計測，アンケート・ヒアリング結果

から得たノウハウ集を作成し，情報共有を行うことで，

施工効率の向上が図られ，緊急時の施工でもスムーズ

に行えると考える． 

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

バックホウ B E A E C E E

クローラダンプ F H I H H F F

00:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

サイクルタイムの計測結果

掘削・積込 運搬：往路 荷下ろし

運搬：復路 積込準備 平均

サイクルタイム

①施工日初日

②平均サイクルタイムとの差

③会社Ⅱ施工初日

④作業効率の向上傾向

会社Ⅰ 会社Ⅱ 会社Ⅰ

（分）

バックホウ クローラダンプ

30代 0:05:37 －

40代 0:04:39 0:01:40

50代 － 0:01:50

0:05:08 0:01:45

5～14年 0:06:01 －

15～19年 － 0:02:16

20～24年 0:04:04 0:01:48

25～29年 0:04:31 0:01:40

30年以上 － 0:01:43

0:04:52 0:01:52

経験年数

平均サイクルタイム

平均サイクルタイム

年齢
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火山地域における UAV を活用した危険区域調査手法の開発 

株式会社建設技術研究所 家田泰弘、戸舘光、〇河野元、伊藤巧 

国土交通省九州地方整備局九州技術事務所 酒匂俊輔、黒木隆、内藤博 

1. はじめに
筆者らはUAVと SfM解析によって，低コストで高い精

度を有する地形データを作成できるPPKシステムやGIS

による位置情報補正等を活用した土石流発生域の空

撮・差分解析手法を開発した（家田ほか，2021）。 

2020年から土石流1波の発生直前・直後の地形計測

を試みてきたが，2021 年に桜島有村川で 8 月 16 日に

発生した 1 波の土石流でその撮影に成功した。撮影さ

れた結果をみると，崩壊土砂が河道に堆積する様子や，

崩土が再侵食される様子を地形データとして取得し可

視化できた。地形過程は詳細に分類・整理されている

が（例えば，鈴木，2000），定量的に議論するためのデ

ータを取得できたことに本報告の意義がある。今回の

PPK 空撮では上流域全域を撮影できなかったため，谷

出口である有村川第3号砂防堰堤における土石流の通

過土砂量とその上流域の土砂移動量を比較することは

将来の課題である。 

以上のように、本稿はUAV及び PPK空撮による土石

流 1 波の地形変化の把握手法を主とし、UAV を活用し

た危険区域の調査手法について検討したものである。 

2. 調査対象と方法
2021 年 8 月 16 日に土石流が発生した（大隅河川国

道事務所のワイヤーセンサの記録）。その日を挟んだ短

い期間である 7月 27日および 8月 27日に UAVによる

高精度の PPK空撮に成功した。 

ここでは，土石流の発生状況と降灰状況，PPK 撮影

についての撮影条件について述べる。 

（１）土石流発生と雨量状況

対象流域は桜島有村川とし、有村川第 3 号堰堤より

上流域を UAVによる空撮対象とした。 

有村川における 2021 年の土石流発生状況は，国土

交通省大隅河川国道事務所の公表データによると，3

月 20日，3月 28日，5月 5日，5月 15日，6月 4日，8

月 16 日の 6 回である。撮影対象となった 8 月 16 日の

土石流の発生前後のハイエトグラフを図 1に示す。大隅

河川国道事務所公表データでは，土石流発生雨量とし

て 20分雨量 12㎜/20min, 時間雨量 34mm/hr, 連続雨

量 49mm/hr を記録しており，8月 16日 13時頃に土石

流が発生していると考えられる。 

（２） 降灰状況

2021 年 1 月から 5 月までは数十回程度の噴火が確

認されたが，6 月以降は噴火がほとんどない時期であっ

た。8 月 16 日の土石流（以下，土石流は特に指定しな

い限りこの土石流を指す）の発生時期は噴火回数が少

なく降下火砕物が流域に堆積することなく侵食傾向に

あった時期と考えられる。後述する地形データへの降下

火砕物による地形変化の影響はないと考えてよい。 

（３） 撮影条件

有村川第 3 号堰堤の上流域を手塚ほか（2021）に従

って 8 つの小流域に区分した（図 2）。侵食過程が著し

い小流域２，６を主要撮影対象として対地高度 200～

300mの範囲で PPK空撮の計画を立てた。 

 

 

 

図 1 土石流発生前後の 2021 年 8 月 16 日から 8 月

17日のハイエトグラフ（国土交通省有村観測所） 

図 2 小流域区分と撮影範囲  

3. 結果
小流域２における地点４（南岳南麓の火砕丘）およ

び，地点６（侵食が著しい箇所）を詳細にみる。 

 地点４における差分画像を図 3で示す。地点４

は放射状に発達しているガリーに 7 月の段階で火砕物

が堆積している様子が見て取れ，8月の段階でガリー底

部が部分的に浸食されている様子がオルソ画像から確

認された。また、差分画像からは，浸食深が 2～5m程度

であることがわかる。1 波の土石流前後で，侵食が認め

られ，堆積域が近傍にないことから下流に移動したもの

と考えられる。 

地点６における差分画像と陰影図を図 4 に示す。差

分画像をみると，斜面で侵食が，その直下で多少の流

動を見せるものの，堆積していることが分かる。差分結

果から崩壊量 3,100 ｍ3で堆積量 2,800 m3 と算出され

た。この崩壊・堆積部分を，地形データから生成した陰

影図を背景に詳細にみる。第 1回・2回空撮による地形

データおよび差分画像から判定された侵食域と堆積域

を示し，ここで，第 1 回空撮の 7 月画像には 2021 年 1

月の PPK 空撮画像と比較して判定された侵食域も示し

た。8 月空撮の画像から，1 月から 7 月までの間に崩壊

が発生した斜面を覆うような領域で崩壊が生じたことが

わかる。崩壊の直下に堆積域が存在した。 
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図 3 地点 4 の差分画像  

図 4 地点 6 の差分画像と陰影図  

4. 考察
地点４の差分画像をみると（図 3），7 月時点で凹地が

存在していた部分が侵食されていることから，例えば下
川・地頭園（1987）が報告するリル・ガリーの側方侵食の
進行過程が計測できている可能性がある。 
一方，地点６の 8 月に発生した拡大崩壊土砂はその直

下に堆積したことから，土石流発生機構として崩壊がその
まま流動化する説があるが，今回の空撮期間で発生した
土石流はそのような発生形態ではない。河床堆積物の侵
食および地点４のリル・ガリーなどの斜面から供給された
土砂の輸送によって，土石流に発展したものと考えられる。
また，地点６の崩壊土砂は 8 月時点で流路を閉塞する形
で堆積している。8月 16日以降，有村川では土石流が観
測されておらず，例年の傾向から春雨前線降雨時期に次
回土石流が発生する可能性がある。【※2022.2.18 及
び,3.25降雨（71mm/day,20mm/hr）後の 3.30に追加空
撮を実施した速報を図 6に提示】 
 PPK 空撮結果ではコストはかかるが補正なしでも歪み
等のない地形データを作成でき、迅速かつ広域的な土
砂動態の把握が可能となる。しかしながら、PPK 空撮は、
今回の有村川源頭域のみを対象とした 0.17ｋｍ2での想
定コストが 1 回 100 万円程度（解析含まず）、簡易空撮

は、有村川全域 1.8km2で 1 回 60 万円程度（解析含ま
ず）となり、コストは 10 倍程度の差がある。地上基準点
が設置できなくとも，PPK 空撮のような高精度な地形デ
ータ生成技術を用いることで，数 10 cm程度の変化を高
頻度に計測できることがわかった。今回示した火口近傍
では特に有効な撮影方法であると考えられる。さらに
PPK を適用しない GNSS のみの簡易空撮でも、領域は
限定されるが誤差分布による補正を行うことで PPK に
近い精度で地形変動を捉えられることが確認できた。こ
れらの誤差分布補正作業に要する時間は解析範囲に
もよるが 30分程度である。 

5. 降灰環境下での UAV運用実験
以上のような UAV による空

撮による土砂移動状況の調査
や、家田ほか（2021）で示したよ
うな UAV で運搬する調査ユニ
ットによる降灰状況調査により、
火山噴火時の緊急調査にUAV
が活用できることが確認できた。
基本的にはこれらの調査のた
めの UAV 飛行は噴火活動が
低調になったタイミングで実施
することを想定しているが、火
山噴火による降灰がある場合
に UAV がどの程度安全に運用できるかを確認しておく
ことが望ましい。そこで、人為的に降灰環境を作り出し、
その中を UAV で飛行試験を行うことで、調査ユニットの
設置等の緊急調査時の UAV 運用に対して、降灰の影
響を確認した。降灰は 1分間に 1mm程度の環境を再現
して行った結果、飛行し続けることを確認できた。また、
極端に降灰量を多くした場合には、重みによって高度
が維持できなくなるが、モーターは停止しない。  

6. まとめ
2021.8.16 に発生した 1 波の土石流を挟む 7.27 と

8.27に UAVによる PPK空撮で高精度な地形を SfM解
析によって生成した。これによって，これまで撮影された
ことのない 1波の土石流発生時の上流域の地形変化の
一端を捉えることに初めて成功した。 
従来の有人機による航空撮影計測と比較して，低コス
ト，高頻度かつ高解像度で実施できる UAV空撮を活用
し，このようなデータを蓄積することで，従来から報告さ
れてきた土石流発生や地形変化過程の定性的な分類
を定量化できる可能性がある。それによって，現地にお
ける土石流発生条件やメカニズムを新たに分類・整理し
て，分析する可能性が広がる。その分類や分析結果は，
数値計算における境界条件設定（土砂供給）に対して
も寄与すると考えられる。

図 5 調査ユニット実地

検証（霧島山 2022.4）

ｺﾏﾝﾄﾞﾎｯﾊﾟｰ(無線中継装置)を活用し
た見通し外領域へのUAV自律飛行
による調査ユニットの運搬・設置 

調査ユニット 
(降灰厚計測タイプ) 

UAV 
(運搬用把持装置付き) 

図 6 2022年 2月及び 3月の追加空撮結果（速報）  

地点 6崩壊地 地点 6崩壊地 

地点 6 
崩壊地 

斜面崩壊(V=5200m3) 渓床堆積部の 
崩壊・浸食(V=700m3) 

崩壊の拡大 
(V=500m3) 

渓床が侵食 
(V=100m3) 

土砂の堆積 V=8900m3 

崩壊の拡大 
(V=700m3) 

渓床が侵食 
(V=400m3) 

渓床に土砂が堆積 
(V=700m3) 

崩壊土量：約 5200m3 
堆積土砂：約 8900m3 

崩壊・浸食土量：約 2400m3 
堆積土砂  ：約 700m3 

2021 年 7 月→2021 年 8 月 2021 年 8月→2022年 2月 2022年2月→2022年3月 

小規模降雨により渓床や崖錐
への不安定土砂蓄積の進行 

3/26 降雨(71mm/day,20mm/hr)で
一部崩壊拡大&堆積土砂流出 

1700m3程度が下流域に流出 
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降灰マーカー(凸型・凹型)の適用性検証 
日本工営株式会社 〇田方 智, 古屋 海砂 

国土交通省九州地方整備局九州技術事務所 酒匂 俊輔,黒木 隆※ 
※現所属 宮崎河川国道事務所 

1. はじめに
国土交通省では，河川の勾配が 10 度以上である区域

のおおむね 5 割以上に 1cm 以上の降灰等が堆積してい

ると推計される区域において,おおむね 10 戸以上の人家

に被害が想定される場合，火山噴火に起因する土砂災

害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするた

め,緊急調査が実施される. 

火山噴火に伴う緊急調査では，降灰厚把握のために,

定面積サンプリング法等を用いて人による降灰量調査が

実施されている.一方，立入規制区域内においては,ヘリ

コプターや UAV 等による上空からの降灰状況の把握に

留まっていた.

本検討では，立入規制区域内へ立ち入ることなく安全

に火山灰の厚さ・量を調査することができる降灰マーカー

(凸型・凹型)の特徴や適用性の検討結果を報告する. 

2. 降灰マーカー(凸型・凹型)
降灰マーカー(凸型・凹型)は，電源・通信を必要とせ

ず，容易に設置可能である.降灰時には UAV やカメラ等

で撮影を行い，おおよその堆積厚を把握し，立入禁止区

域内でも安全に降灰厚の調査が可能である. 

2.1 降灰マーカー(凸型) 
降灰マーカー(凸型)は，平板(土台)の上部に高さ(1cm，

2cm，3cm)ごとに色と形状を変えたマーカーを設置したも

のである.例えば，1cm 以上 2cm 以下の降灰があった場

合には，1cm のマーカー(赤・円形)は降灰で覆われ見え

なくなり，2cm のマーカー(青・三角形)は視認できることか

ら降灰厚の把握が可能である(図 1). 

2.2 降灰マーカー(凹型)  
降灰マーカー(凹型)は，直径 18 ㎝の漏斗内に堆積す

る、降灰厚 1cm, 2cm, 3cm 相当の火山灰の体積ごとに漏

斗を塗色したもので,降灰後に隠れた色の違いにより堆

積厚を判読することが可能である(図 2).堆積厚 1cm では

赤色が隠れ,堆積厚 2cm では青色が,堆積厚 3cm では黄

色が隠れる.底部に透水性フィルター(水槽濾過用の高密

度不織布)を取り付け、雨水は排水し、火山灰のみを捕捉

する仕組みである.降雨後もマーカー上の火山灰は漏斗

に堆積し,累積降灰厚の測定を行うことができる. 

3. 適用性検証

3.1 対象箇所
諏訪之瀬島では 2021 年６月頃より噴火活動が活発化

し，降灰下での検証が可能である.本検討では，噴火口

から南に約 3km 地点に設置された降灰マーカー(凸型・

凹型)について、2021 年 7 月～2022 年 3 月の期間で，降

灰時及びその後の降雨・強風下での適用性と，UAV によ

り視認性の検証を行った(図 3).雨量については諏訪之瀬

島の雨量観測所の値を，風速については中之島の値を

参考として用いた. UAV による視認性の検証では人工的

に降灰させた状況を再現し，高度や撮影角度別に検証

を行った. 

3.2 降灰マーカー(凸型) 
降灰マーカー(凸型)は 1cm 以下の火山灰の堆積後，

日雨量 10mm～60mm 程度の降雨時に火山灰の流出が

発生した(図 4). また，中程度の風(平均風速 4.0m/s)に

よる流出の可能性も考えられる.さらに、微量の火山灰が

マーカー部に付着することで，一時的に視認性の低下が

見られる.

UAV により視認性を検証した結果，降灰マーカー(凸

型)は，高度 20m 程度まで判読が可能であった(図 5)．ま

た，撮影角度別に視認性を検証した結果，側面部の判

読が可能になる斜め上空 45 度程度からの撮影が適して

いると考えられる(図 6). 

3.3 降灰マーカー(凹型) 
降灰マーカー(凹型)は，降雨や風による火山灰の流出

は見られず，累積火山灰厚の把握が可能であった(図 4). 

UAV により視認性を検証した結果，高度 10mまで色の

識別が可能であった(図 4).高度 20m以上からは，火山灰

の降灰状況は読み取れるものの色の識別は困難であっ

た. 撮影角度別に視認性を検証した結果，直上からの撮

影では，塗色状況を視認できるのに対して，角度が浅く

なると死角ができることで視認性が低下した(図 6). 

この結果から降灰マーカー(凹型)は高度 10m～20m程

度で，より直上に近い角度からの撮影が望ましい. 

図 2 降灰マーカー(凹型)左：降灰前 右：降灰後 

図 1 降灰マーカー(凸型)左：降灰前 右：降灰後 

図 3 降灰マーカー(凸型・凹型)設置位置 
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また，マーカーの縁に火山灰が付着した場合や，降雨

時に一時的に表面に水が溜まる場合には降灰厚の視認

が難しくなった(図 7). 

3.4 耐久性の検証 
降灰マーカー(凸型)を 2019 年に阿蘇山と霧島山に設

置し，２年程度の期間で耐久性の検証を実施した．検証

結果，火山ガスや火山灰の影響等により,マーカー留具

の錆や，接着剤の劣化による脱落，上面および側面の塗

装劣化が発生した. (図 8,図 9) 

降灰マーカー(凹型)は，諏訪之瀬島に設置から 5 か月

程度(2021 年 10 月～2022 年 3 月)では，視認性に影響

する塗装の劣化はみられなかった.また，凸型と比較して

留め具がないため，サビ等による脱落の影響はない. 

4. 適用性まとめ
降灰マーカー(凸型)は火山灰堆積後に降雨や風によ

り火山灰が流出するが，降灰マーカー(凹型)は，降雨に

よる火山灰の流出は見られず，累積火山灰厚の把握が

可能である.このことから，断続的な噴火が繰り返し発生

する場合においては，累積降灰厚の把握が可能な降灰

マーカー(凹型)が適していると考えられる.一方で，一回

の噴火で 1cm 以上降灰が発生する場合においては降灰

マーカー(凸型)が適していると考えられる.

また，UAV による降灰厚の確認時には，降灰マーカー

(凸型・凹型)はともに高度 20m 程度からの撮影が適して

おり，降灰マーカー(凸型)では斜め上空 45度程度からの

撮影，降灰マーカー(凹型)については直上からの撮影が

適していると考えられる. 火山ガス放出量が比較的多い

火山に長期間設置する場合については，マーカー部の

交換など，定期的なメンテナンスが必要になる. 

5. おわりに
本稿では，火山噴火時に安全かつ迅速に火山灰の厚

さ・量を調査することができる降灰マーカー(凸型・凹型)

の適用性の検証を行った. 

今後は，適用性の検証結果を踏まえ，より効率的に降

灰厚の調査が可能となる装置の開発や，装置の軽量化，

また長期間設置時の耐久性についても引き続き検証を

行い，耐久性向上の必要があると考えられる.  

本稿執筆にあたり，国土交通省九州地方整備局九州

技術事務所，国土交通省九州地方整備局大隅河川国

道事務所にご協力頂いた. ここに深く感謝の意を表する. 

図 7 降雨時・火山灰付着時の降灰マーカー(凹型) 

図 8 降灰マーカー(凸型)の塗装劣化(阿蘇山) 
図 4 降灰・降雨前後の降灰マーカー(凸型・凹型)と

日雨量・平均風速の関係 

図 5 UAVによる視認性の検証結果 

(使用機器：Mavic 2 Pro 解像度：静止画(5472×3648)) 

図 6 撮影角度別の視認性の検証結果 

凸型 凹型 

図 9 降灰マーカー(凸型)の留め具の錆(霧島山) 
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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手法の開発と検証 
  工学院大学 羽田靖史，栁澤恵里佳，横山龍一 

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，金井啓通，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り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)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．
これらの課題に対して，著者たちは R2 年度に，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 3)．本研
究では，これらの技術の機能向上，及び実用化を目指した浅間山での実施手順の現地検証（対象範囲を図-1
に示す）を行い，調査に必要となる所要時間や留意点について整理した結果の報告を行う．

2. デバイスの概要と改良点
R2 年度の検証において，当初目標としていた 2cm 程度の火山灰を除去し，厚さを計測できることが確認

されたため，R3 年度では，より厚い降灰に対応できるようにデバイスの改良を行った．目安とした厚さ
は，既往の噴火事例において，降灰後の土石流が発生する可能性が高くなる 10cm とした． 

10cm の降灰厚を計測するためには降灰厚の表面から深さ 10cm の穴を作成する必要がある．そのため，
10cm 掘り進めることができるようにデバイスのサイズを大きくした（図-2）．次に，10cm の厚さの降灰に
模した土砂に対して，ブラシを回転させて土砂の底が目視で確認可能なブラシ形状を検討した．ブラシ部分
だけでは掘った灰が穴の中に戻ってきてしまうという問題から，掘った灰を穴の外に掻き出す機構として，
水平に対して 45°に羽をつけたブラシを選定した(図-2）． 

図-1 現地検証位置（浅間山山麓片蓋川）    図-2 改良したデバイスの概要 

3. 検証結果
以上の改良を踏まえて，現地実験にて計測精度の検証

を行った．検証では，コンクリート上に 9.1cm の灰を堆
積させ，デバイスのブラシで掘削した形状をデバイス付
属の三次元センサで計測したデータと，人が様々な方向
から撮影した写真から SfM により作成したデータを比較
した．三次元センサを用いた本研究の手法により計測し
た三次元点群データを図-４左側，216 枚の写真から SfM
により三次元を行い，穴の中心付近で地面に対して垂直
に切った断面の形状を図-４右側に示す．現地検証時は，
モータの駆動力不足により 10cm までの掘削は困難であ
った．算出結果の最深部は 3.6cm，SfM による三次元復
元の結果の最深部は 3.5cm であり，三次元センサーが
SfM と同程度の計測精度であることがわかった．なお，
別途予備実験では，6.1cm までの掘削が可能であった．

R3 検証範囲 

図-3 改良型のデバイスによる掘削状況 

ブラシ 
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4. 手順と留意点の整理
本デバイスを実際に運用し結果を得る際の課題や留意点を確認す

るため，現地検証を浅間山山麓の片蓋川で実施した．検証では，降
灰厚計測の一連の流れ(表-2 の①～⑤)を模擬的に実施し，各作業に
かかった時間を計測した．なお，本検証にて UAV の空撮や SfM 対
象範囲は R2 年度の計測範囲のうち半分程度とした(図-1，表-1)た
め、解析時間は半分以下となっている．また，具体的な実施手順と
所要時間，及び留意点を表-2 に整理した．結果として，空撮計画や
各種資機材を事前に準備することにより最短 5 時間程度で降灰厚が
把握可能であるが，適地選定用データを作成するための SfM 処理に
2 時間程度必要であった．短時間に計測を行うためには，UAV 空撮
計画に加え SfM 解析条件を事前に整理しておくことが重要となる． 

5. まとめ
R2年度に開発したデバイスのスケールアップ，及びブラシの改良によって 2cm以上の掘削を可能とした．

また，実運用に向けて UAV の空撮から降灰厚計測までの一連の流れを活火山である浅間山山麓で実施し，所
要時間や留意点を整理した．その結果，試験機材や UAV 飛行計画の準備をすることで，5 時間程度で降灰厚
を計測することができたが，SfM 処理がボトルネックとなることが確認された． 

6.今後の課題
実際の災害時を想定して迅速な適地選定～計測作業となるように，火山ごとに UAV 空撮計画や SfM 処

理の解析条件の事前検討が重要と考えられる．さらに、多様な現地条件での動作検証や適地選定プログ
ラムの汎用性を向上させることで、デバイスの信頼性や運用性を向上させることが重要と考えられる． 
【謝辞】
本研究は，河川砂防技術研究開発地域課題分野委託の支援を受けました．また，国土交通省利根川水系砂

防事務所には，現地試験実施のために関係機関と調整をして頂きました．ここに厚く御礼を申し上げます．
【参考文献】
1）金崎ら（2018），“火山噴火時における土石流発生区域に関する無人調査手法の開発 その２”，平成 30 年
度砂防学会研究発表会概要集，V-125 2）家田ら（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）”，令和元年度砂防学会研究
発表会概要集，R12-006 3）脇本ら（2021），“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”，令和 3 年度砂防学会研究発表会概要集，R1-022 

計測・解析
諸元 

R2 R3 

対地高度 100m 

地上解像度 約2.4cm 

撮影間隔 1 枚/s 

ラップ率 OL96％ SL60％ 

解析写真 
枚数 

1021枚 512枚 

SfM解析時間 約7時間 約2時間 

図-4 改良型のデバイスと SfM による計測結果（左：デバイス 右：SfM） 

表-1 UAV 計測・SfM 解析諸元 

表-2 実施手順と所要時間及び留意点 

3.5 ㎝ 3.6㎝ 

実施手順 作業内容 所要時間 累積

①UAVによる空撮
資機材準備
飛行テスト、空撮飛行、
結果確認、データ移動

0:48 0:48 ・飛行実施中の噴火リスクへの対応
・効率的な撮影範囲、ラップ率の事前設定

②三次元化処理
（SｆM処理）

写真選定、計算パラメータ設定
処理（点群作成まで）
結果のエクスポート

2:13 3:01
・解析時間削減のための不要写真の削除
・必要範囲の点群データ生成確認
・解析条件の事前設定

③デバイス設置のため
の適地選定

計算準備
適地選定処理
結果のエクスポート

0:07 3:08 ・処理結果とオルソフォトを比較すること
による妥当性検証

④降灰厚計測のため
の飛行計画作成

飛行コース、計測箇所決定
計画の確認 0:20 3:28

・GCP補正が使用できないため、コース設定
時に標高値の精度には留意し、必要に応じ
て飛行高度は高めに設定

⑤降灰厚計測
（降灰厚計測デバイス）

資機材準備（動作確認）
飛行テスト・デバイス稼働飛行
取得成果変換・確認、降灰厚算定

0:51 4:19 ・三次元画像と補助カメラ、全方位カメラ
を比較することによる妥当性検証

実施項目 時間（時間：分）
留意点
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桜島噴火を想定した場合の VTOL タイプ UAV を用いた緊急対応に関する報告 

国際航業株式会社 ○金井啓通、皆川淳 

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*、久保世紀、木﨑原康一、山下聡* 

一般財団法法人 砂防・地すべり技術センター 枦木敏仁、小林実和 

株式会社 WorldLink&Company SkyLink Japan 渡辺一生 

(所属は 2022年 3月末時点) 

１．はじめに 

火山噴火発生時の砂防部局による緊急対応の一環と

して、緊急減災対策砂防計画に基づく緊急ハード・ソ

フト対策や土砂災害防止法に基づく緊急調査があり、

これらを実施する上で、火山体周辺の状況（降灰状

況、インフラ破損状況、土石流発生状況など）を把握

することが重要である。しかし火山噴火時には噴火警

戒レベルに応じた立入規制がなされ火山体周辺、特に

立入規制範囲内に関する上記情報を取得するのは困難

となる。有人ヘリコプターにより情報を入手する方法

もあるが、火山活動状況によってはヘリに搭乗する調

査実施者に危険が及ぶ可能性がある。これに対し近年

発生した火山噴火では無人航空機（以下、UAV）を用

いて安全な場所からの無人調査が実施され始めている

（2015年箱根火山大涌谷、2018年本白根山など）。 

２．桜島における UAV 調査時の課題 

桜島は大規模噴火（大正噴火や昭和噴火規模相当）

が発生またはその可能性が高まると、島内居住地域に

重大な影響を及ぼすことが懸念されることから、噴火

警戒レベル 4，5が発令され島外避難が実施される。

桜島は周囲を海に囲まれるため、立入規制下において

は、航行距離が短い回転翼タイプ UAVでは島内の限ら

れた範囲の状況しか把握できない。 

以上を踏まえ、本報告では長距離飛行が可能な UAV

を用いた桜島島外からの長距離無人調査に関する飛行

試験結果とその利活用案について報告する。 

３．使用した機体 

 本検討では桜島島外から島内に向けて観測を行うた

め、数十 km オーダーの長距離航行可能な VTOL

（Vertical Take Off and Landing：垂直離着陸）タ

イプ UAV（WINGCOPTER）を使用した。VTOL タイプ UAV

は近年国内外で開発が進められる回転翼と固定翼両方

の駆動機構を備えた機体である。垂直離着陸機構によ

るホバリングが可能であり、従来の固定翼機の運用時

に必要となった広域な離着陸スペースを必要とせず、

運用時の制約条件が少ない。またホバリング機能を有

することから、物資輸送分野でも活用が期待される。 

図. 1 VTOLタイプ UAV の概要 

（出典： SkyLink Japanホームページ） 

４．飛行試験の概要 

本飛行試験では、桜島南西部の 3河川（持木川、春

松川、野尻川）の土砂移動状況、施設の状況を把握す

ることを目的に空撮飛行を実施した。離着陸箇所は島

外かつ周辺に人家および道路がなく、目標河川までの

見通しに優れる垂水港を設定した。飛行ルートは、万

が一墜落した際に建物や車両などとの接触を極力減ら

すために海上ルートとし対地高度は 150mとした

（図.2）。なお、今回の飛行内容は『無人地帯を目視

外で飛行する（レベル３飛行）』に該当するが、安全

管理の観点から、補助者（対空監視員、緊急離着陸箇

所の予備操縦者）を配置し『無人地帯を目視外（補助

者あり）で飛行する（レベル２飛行）』としている。 

飛行試験で実施した３フライトの内最大の航行距離

は往復約 36kmであった。さらに取得した空撮画像か

ら SfMソフトを用いて各流域のオルソ画像を作成した

（地上解像度 4cm/pixel、所要時間 3時間程度）。 
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図. 2 飛行ルート概要 

図.３ 作成したオルソ画像（撮影範囲全体） 

図.４ オルソ画像（拡大）（春松川 6号堰堤） 

５. VTOL タイプ UAVによる無人調査の活用方法（案）

 飛行試験の結果、撮影対象から数十 km離れた位置

からの無人調査が実施可能であることが示唆された。

以上を踏まえた VTOLタイプ UAVを用いた無人調査の

活用方法（案）を示す。 

５.１. 流域概況の把握 

今回の撮影画像および作成したオルソ画像から砂防

施設の堆砂状況や、ワイヤーセンサーの敷設状況が確

認できた（図.4）。このことから本手法により島内の

既存監視機器が噴火活動により機能停止した場合など

に、流域の降灰状況、土砂移動発生状況、砂防施設の

堆砂・破損状況等を把握する代替案としての運用が期

待できる。また、機体の撮影画像を Ku－SAT等衛星通

信網に組み込むことで、UAV で撮影している映像を複

数の関係機関とリアルタイムに共有することが可能と

なる。なお降灰状況の内、降灰厚さを把握する場合

は、撮影した画像のみから降灰厚が測定できるよう標

尺等を事前に設置しておく必要がある。 

５.２. クラウド 3 次元点群ビューワーの活用による 3

次元情報の解析・共有 

クラウドサーバーに点群情報を読み込ませブラウザ

上で表示、差分解析を行うビューワー（例：Fusion 

Space）に、今回撮影した画像から作成した点群を表

示させることで、火山噴火後の土砂移動状況等を関係

機関と共有することが可能になると考えられる。 

５.３. 垂直離着陸機構を活用した調査デバイス運搬 

VTOLタイプの特徴である垂直離着陸機構を活用し、

火山灰の厚さを計測するデバイス（例えば皆川ほ

か,2021）を目標地点まで運搬、計測することで、立

入規制範囲内の火山灰厚さを計測することが可能とな

る。しかしながら VTOL機は垂直移動時に多量の電力

を消費するため、本案の実現に向け今後対応可能な距

離について実地試験等で検証を行うことが望ましい。 

６．緊急時の利活用に向けた課題 

火山活動の状況によって、観測対象の渓流や離着陸

場所が変化するため、様々な離着陸箇所からの飛行計

画検討および飛行試験の実施を行うことで緊急時の実

効性向上が期待できる。また、VTOL タイプ UAVは現

状、固定翼・回転翼型 UAVに比べ、国内で広く普及し

ておらず緊急時の資機材調達に時間を要する可能性が

ある。本件については、国内で運用される他の VTOL

機でも試験飛行を実施しておくことで緊急時の利便性

向上が期待できる。 

【 引 用 文 献 】 

皆川ほか（2021）：噴火時を想定した規制区域内の降

灰厚分布調査デバイスの開発, 令和 3年度砂防学会研

究発表会概要集, 065-066 
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複数パターンのコースを用いた火山灰上の車両走行体験 

国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所 村松弘一 石田文男 田中僚 大幢匠 
山梨県富士山科学研究所         吉本充宏 
(株)建設技術研究所  ○鴨志田毅 戸舘光 内柴良和 家田泰弘 河野元 伊藤巧 

1. はじめに
国土交通省は，火山噴火により火山灰が山地斜面等に堆積

した場合に，土砂災害防止法に基づいて緊急調査に係る降灰
量調査等を速やかに実施する。降灰量調査やその後の対策実
施に際しては，火山灰が堆積した路面上を車両で移動するた
め，降灰による車両走行への影響を実際に体験し，また，走
行時の安全対策の基礎資料を得ること等を目的として，火山
灰を散布した走行コースを設定し，火山灰の種類やコース特
性に応じた走行性を把握するための走行体験を行った。 
富士砂防事務所は，今回の走行体験にあたり，山梨県が富

士北麓公園大駐車場（図１）において一般住民や関係機関等
を対象として実施する「降灰時における車両走行等の体験事
業」に協力し，仮設する走行コースの検討，コースの造成・
撤去，火山灰材料の確保・提供等を実施した。本発表ではこ
の走行コースを用いた国土交通省職員（走行参加 21 名）に
よる走行体験及び体験走行時のデータ取得結果や今後同様
のコース設定を行う際の課題等について発表する。 

2. 既往事例
火山灰を路面に散布して車両走行試験等を実施した近年の
事例として，九州技術事務所(2015)1)，鹿児島市(2018) 2)，富士
砂防事務所(2021) 3)等がある（表１）。今回の走行体験では，
これらの既往事例を参考にコース条件の設定を行った。 

表１ 近年の主な実施事例 

3. 複数パターンの走行コースの設定
3. 1  走行コース

今回の仮設コースは，山梨県による一般住民や行政・交通
機関等を対象とした車両走行体験や，研究機関による走行試
験が実施されることから，山梨県富士山科学研究所や国立研
究開発法人防災科学技術研究所の火山研究者の意見や，昨年
度の走行体験 3)で出された意見等を踏まえた上で，山梨県火
山防災対策室，富士砂防事務所との協議により設定した。そ
の結果，今回の走行コースは市街地等での降灰時を想定して，
「緩勾配区間での厚さ数 cm 以下の降灰時における走行影響
の確認・体験」をテーマとし，コースによって火山灰の厚さ
を変化させた平坦路・カーブ・坂路を設定することとした。 
このうち直線平坦路（A1～A4 コース）は厚さを段階的に

変化させた乾燥状態の火山灰３種類（後述）と湿潤状態の細
粒火山灰を設定した。カーブ（同B1～B2）は，下りと平坦路
で半径 30m(1/4 周)の２コースとした。下りカーブの勾配は，
近隣の市街地で一般的にみられ，かつ走行安全性を考慮して
2.5％とした。直線坂路（同C1～C4）の勾配は富士宮市街地 
の主要道（国道137号･139号"富士みち"）等でみられる勾配 

５%とした。また，車両がスタックしやすい条件として火山
灰の厚さを30cmとしたコースを設定した（D）。各コースの
車線幅は４mを基本とし，走行時のふらつきを考慮して下り
カーブ(B2)のみ車線幅を５mとした。設定した各走行コース
のレイアウトを図２～図３に，各コースの概要を表２に示す。 

図２ 走行コースの平面レイアウト 

図３ 走行コースの縦断レイアウト 

図1 実施位置図 

富士吉田市 

静岡県 

山梨県 

実施概要 九州技術(2015) ⿅児島市(2018) 富⼠砂防(2021)

目 的
・降灰量に応じた車両

走行性の把握
・桜島大規模噴火時の車両

走行、道路啓開の検証等
・緊急調査等の走行影響

把握、走行体験

実施内容 ・登坂、制動、視認性 ・車両走行、道路啓開検証 ・走行体験

材料･厚さ
・桜島火山灰

（1,5,10cm）
・桜島火山灰（30cm）
・桜島軽石（30,100cm）

・桜島火山灰(5,10cm）
・宝永ｽｺﾘｱ（5,10cm）

路面勾配 ・勾配10％ ・勾配：ほぼ平坦 ・勾配12％

備 考 － ・勾配がある条件も必要 ・緩勾配条件も必要
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表２ 各走行コースの概要 

3. 2  路面に散布した火山灰等 
火山灰は，粒度の異なる３種類の試料を用いることとした。

このうち富士山の宝永噴火時のスコリア（「粗粒」と呼ぶ）と，
桜島の火山灰（同「中粒」）は，昨年度の走行体験 3)で用いた
試料を用いた。また，今回の走行体験では細粒の試料として，
大沢川扇状地に堆積したスラッシュ雪崩堆積物を新たに加
えた（同「細粒」，2021年３月発生）。この堆積物は，火山灰
ではないが富士山のマグマ噴火に起因する火山砕屑物由来
であり，火山灰と同様の成分で構成されるため採用した。そ
れぞれの試料の透水係数は，粗粒が 3～4×10-2 m/s，中粒が
1.1×10-4 m/s，細粒が1.3×10-5 m/sであった。 

4. 走行体験結果
4. 1  走行条件 
走行体験用の車両は，小型自動車トヨタ・ヴィッツ（４台）

で，4WD車，FF車を各２台ずつ用いた。なお，4WD車（排
気量1.3L）はFF 車（同1.0L）と比べて，車両重量が約１割
ほど大きい。タイヤは全車ともノーマルタイヤで，走行面の
溝の残り状態は正常で各車間の差異はみられなかった。また，
走行体験では，車両の走破性や走行安定性を向上させる機能
（トラクションコントロール）が作動しないようスイッチを
オフにした状態で実施した。各参加者の走行体験にあたり，
複数のコースを定められた順番で混乱なく走行することと，
火山灰上での走行安全性（ハンドル操作や危険速度等への助
言）のために，各車両の後席に運営スタッフ１名が同乗して
実施した。走行コース順番は１周回あたり「Ａ平坦路(２コー
スを任意選択) →Ｃ直線坂路４コース →Ｂカーブ２コース」
とし，各参加者とも連続で２周回を走行した。これは事前の
試走経験から，１周回目は慎重に走行する傾向があり火山灰
上の車両の挙動を把握しにくいため，２周回目では同乗スタ
ッフの助言を参考に各コースで１周回目よりも速度を上げ
て，火山灰上での走行挙動を体験してもらうことを狙いとし
た（速度上限目安は直線平坦路で時速35～40km/h程度）。 
4. 2  走行体験結果 
走行体験参加者による走行は合計 46 周回行われ，このう

ち4WD車は22周回，FF車は24周回を走行した。全周回を
通じてスタック等で走行不能になる車両はなかった。ビデオ
撮影記録から各周回における各コースの走破にかかる時間
を１台ずつ計測し，各コース毎の平均走行時間（秒）として
駆動方式別に整理した（表３）。以下に走行結果を示す。 
＜走行結果（まとめ）＞ 

１）平坦路（乾燥状態 A1･A2･A4）の火山灰で比較すると，
粗粒の平均走行時間が最も長く，次いで中粒，細粒の順で短
くなった。これは今回用いた中粒，細粒の火山灰が比較的締
まりがよく，粗粒に比べて締固められて走りやすい状態にな
っていたためと推察される。また，今回用いた細粒成分はタ
イヤが滑りにくく，低速度域やカーブ等でタイヤがスリップ
する状況の再現が困難であった。 

表３ 各コースの平均走行時間（駆動方式別） 

２）湿潤状態（A3）では乾燥状態（A4）に比べ平均走行時間
が 21-24％長くなった。このことから湿潤状態では相対的に
速度を低下させる不安定な挙動が生じていたと推察される。 
３）直線坂路では，粗粒（厚さ約10cm）の上りコース（C1）
で平均走行時間が顕著に長く，タイヤを空転させながら進ん
だり，スタック気味になる車両がみられた。これは上り坂の
ため前輪の駆動輪にトルクが伝わりにくくなることと，粗粒
の火山灰が締まりにくい性質であるためと推察される。
４）カーブコースでは，平坦路（B1）・下り（B2）とも差異
がなかった。これは走行速度が結果的にやや抑えめ（時速15
～20km 程度）での走行が多く，この速度域では両コースで
車両の走行安定性が維持されたためと考えられる。
５）全コースにおいて 4WD 車よりも FF 車の平均走行時間
が短かった。これは今回の火山灰の場合タイヤがスリップし
にくい条件に加え，各コースとも停止状態から発進するため，
より軽量なFF車が加速に有利であったためと推察される。 

5. 今後に向けて（課題等）
走行体験の参加者に実施したアンケートでは，火山灰によ

る視界不良やタイヤのスリップの体験など走行条件に関す
る指摘（要望）が見られた。この指摘に対し，今後は細粒火
山灰の性質の改良が必要であると考えられる。今回用いた細
粒成分はスラッシュ雪崩堆積物であり，シルト等の微粒な成
分が少なく，かつ粘土鉱物をほぼ含まないため，走行体験時
の速度域ではタイヤが滑りにくい状況となった。水蒸気噴火
時に噴出する堆積物は一般的に粘土鉱物を多く含み，火山灰
の堆積が薄い場合でもタイヤが滑りやすい性質を持つとさ
れることから，今回採用したマグマ噴火に由来する火山灰以
外に，水蒸気噴火時の降灰条件を再現することで上記の指摘
に対応できると考えられる。ただし，水蒸気噴火の堆積物は
乾燥すると固結して車両走行に対する性質が変化しやすく，
また，水蒸気噴火直後の湿潤状態の性質を維持したままでの
大量の火山灰の保管は困難であるため，調達が容易で粘土鉱
物を含む類似材料（例：園芸用土壌やベントナイト）の採用
を検討する必要がある。加えて，火山灰特性の学習や車種・
走行条件に変化をつけることで，噴火時に備えた走行体験の
実行性をより向上できると考えられる。 

参考文献：1）上條孝徳ほか(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．2）鹿児島市危機管理課(2018)大量軽石

火山灰を想定した車両走行・道路啓開作業検証実験プログラム．3）小林豊ほ

か(2021)火山灰に覆われた坂路での車両走行体験,令和３年度砂防学会研究発
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コース 路⾯ 距離 勾配 ⽕⼭灰の状態
A1 平坦路 約 50 m － 粗粒・乾燥・厚1-10cm
A2 平坦路 約 50 m － 中粒・乾燥・厚1-10cm
A3 平坦路 約 50 m － 細粒・湿潤・厚1-10cm
A4 平坦路 約 50 m － 細粒・乾燥・厚1-10cm
B1 カーブ（平坦）r=30m 約 45 m － 細粒・乾燥・厚1cm
B2 カーブ（下り） r=30m 約 45 m 2.5％ 細粒・乾燥・厚1cm
C1 直線坂路（下り） 約 30 m 5％ 細粒・乾燥・厚10cm
C2 直線坂路（上り） 約 30 m 5％ 細粒・乾燥・厚5cm
C3 直線坂路（上り） 約 30 m 5％ 粗粒・乾燥・厚10cm
C4 直線坂路（下り） 約 30 m 5％ 粗粒・乾燥・厚5cm
D 平坦路（30cm厚） 約 20 m － 粗粒・乾燥・厚30cm

駆動方式 A1粗粒 A2中粒 A3細粒 A4細粒

4WD車 11.00 9.55 11.45 9.25

（走行回数） 8回 9回 17回 10回

FF車 8.83 7.61 8.25 6.27

（走行回数） 13回 8回 19回 8回

C1細粒 C2細粒 C3粗粒 C4粗粒

下り10cm 上り5cm 上り10cm 下り5cm

4WD車 7.64 5.04 21.51 9.26

FF車 6.50 4.52 19.41 7.90

B１細粒 B2細粒

平坦 下り

4WD車 10.83 10.42

FF車 8.40 8.39

※B1-B2，C1-C4の
走行回数
　4WD車　22回
　FF車　　24回
(A1-A4はコース任意選
択のため個別表示)

Ａ：直線平坦路（A3のみ湿潤）（秒）

Ｃ：直線坂路（秒）

駆動方式

Ｂ：カーブ（秒）

駆動方式
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火山噴火時の緊急調査における UAVの活用に向けた検証事例 

一財）砂防・地すべり技術センター 〇星野 慎司、枦木 敏仁、池田 暁彦

はじめに 
火山噴火時には、噴火状況、降灰範囲・厚さ、土砂

流出状況、砂防施設等の堆砂状況に加え、火山周辺へ
のアクセス状況等を把握するための緊急調査を迅速
に実施する必要があるが、噴火警戒レベルに伴う立入
規制等の理由により、アクセスが妨げられ近づくこと
が困難等の課題がある。
課題に対して近年発展が著しい UAV の汎用的な飛

行能力や搭載する高性能なカメラ等の技術を活用す
ることにより、緊急調査における作業の安全性の確保、
また、調査の効率化（時間・労力の削減、目視の補完）
や技術的な高度化（3D モデル等による分析評価）を
図ることが期待される。

そこで、3 つの火山を対象に噴火警戒レベルに伴う
立入規制範囲及び地形、気象等の UAV の選定に係わ
る制約条件を整理した。さらに各 UAV タイプの特徴
を整理し、各火山の制約条件を踏まえた UAV の選定
及び飛行検証を行ったので、報告する。

緊急調査における前提条件 

各火山の制約条件の整理
緊急調査を実施するためには、以下の火山によって

異なる制約条件を踏まえた UAV の選定が必要である。 
噴火警戒レベルに伴う段階的な立入規制による長

距離飛行（航続距離・時間、伝送距離）の必要性、地
形等による高高度飛行の必要性、低気温（冬季）飛行
の必要性。本研究で対象とした 3 つの火山について、
地形形状等からカルデラ型、内陸型、島型としてタイ
プ分けを行い、制約条件について整理した（表 1）。 

A 火山においては、立入可能な離発着場から想定火
口までの距離が 4km と比較的近く、標高や比高も低
いため、長距離及び高高度飛行が必要になることは少
ないが、豪雪地帯であるため、低気温飛行が必要な場
合がある。

B 火山においては、立入規制範囲が噴火警戒レベル
3 までは立入可能な離発着場から山頂までの距離が
4km 以上であるが、噴火警戒レベル 4 から立入可能な

離発着場から山頂までの距離が 20km以上と遠くなる。
また、標高や比高も高く豪雪地帯であるため、長距離・
高高度飛行が必要で、低気温飛行も必要な場合がある。 

C 火山においては立入規制範囲が噴火警戒レベル 3
までは立入可能な離発着場から山頂までの距離が
2km 以上であるが、噴火警戒レベル 4 から立入可能な
離発着場から山頂までの距離が 15km以上と遠くなる。
また、標高や比高も比較的高いが豪雪地帯ではないた
め、長距離・高高度飛行が必要であるが、低気温飛行
は必要ない。

UAV を選定する際には、各火山の制約条件に加えて
調査目的や調査場所によっては、①長距離飛行及び②
高高度飛行の必要性が変わってくるため、合わせて考
慮する必要がある。

 UAV の特徴の整理 
現在、様々な UAV が開発及び販売されており、翼の

形状によって回転翼と固定翼に大別され、さらに駆動
方式によって、バッテリー式とエンジン式に分類され
る（表 2）。各火山の制約条件を踏まえた使用する UAV
に必要な機体性能の条件は①航続距離、②伝送距離、
③飛行可能高度、④低気温での飛行である。さらに
UAV タイプによっては、⑤離発着に必要な広さが異な
ることと、緊急調査の目的によって使用可能な UAV が
限定される。制約条件に対する各 UAV タイプの一般
的な特徴を表 2 に示す。②伝送距離及び③飛行可能
高度に関しては、UAV タイプによる特徴ではなく、
個々の UAV によって異なる。②伝送距離は UAV の通
信方式、③飛行可能高度は機体性能に加えて制御ソフ
トによる飛行制限が存在する場合があるため留意す
る必要がある。

UAVを活用した緊急調査の検証 

火山の制約条件を踏まえた UAVの選定 
火山の制約条件である噴火警戒レベルに伴う立入

規制及び気象については、緊急調査を実施する時期に
よって異なるため、調査時期及び目的を想定し、UAV
の選定及び飛行検証を行った。

検証で想定した状況

4 想定火口範囲及びアクセス道路の
立入規制（立入可能な離発着場か
ら想定火口まで4㎞以上）

2 想定火口から半径1kmの範囲・登
山道の立入規制（立入可能な離発
着場から山頂まで4㎞以上）

3 想定火口から半径2㎞の範囲が立
入規制（立入可能な離発着場から
山頂まで2㎞以上）

3 想定火口から半径2kmの範囲・規
制範囲内の道路への立入規制
（立入可能な離発着場から山頂ま
で4㎞以上）

4,5 火山周辺へのアクセス道路の立入
規制（立入可能な離発着場から山
頂まで20㎞以上）

地形等
高高度飛行
の必要性

気象
低気温飛行
の必要性

豪雪地帯

内陸型火山

B火山

4,5

－

島型火山

山頂の標高は2500m程度であり、麓か
ら山頂までの飛行は1500m程度であ
る。

山頂の標高は、1000m程度であり、麓
から山頂までの比高は、1000m程度で
ある。

A火山

カルデラ型火山

対象火山 C火山

全島避難（立入規制）
（島外の離発着場から山頂まで10
㎞以上）

火山タイプ

長距離飛行
の必要性

噴火警戒
レベルに伴う
立入規制

豪雪地帯

想定火口から半径4kmの範囲・ア
クセス道路の立入規制（立入可能
な離発着場から想定火口まで4㎞
以上）

5

カルデラの外輪山の標高は800m程度で
あり、カルデラ湖から外輪山までの比
高は200m～400m程度である。

表 1 UAV の選定に係わる火山の制約条件 
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A 火山においては、調査時期を夏季の噴火警戒レベ
ル 4、調査目的を外輪山に位置する土石流危険渓流内
の空中写真を撮影し降灰状況及び土砂移動を把握す
ることとした。制約条件の低気温の飛行が必要ないた
め、降灰範囲及び小規模な土砂移動が確認可能なバッ
テリー式回転翼タイプの UAV を選定し、検証した。

B 火山においては、調査時期を冬季（低気温）の噴
火警戒レベル 4、調査目的を想定火口範囲（山頂を含
む）の空中写真を撮影し、火山活動の把握することと
した。制約条件の長距離・高高度・低気温飛行が必要
であるため、制約条件を満たすエンジン式固定翼タイ
プの UAV を選定し、検証した。 

C 火山においては、調査時期を噴火警戒レベル 4、
調査目的を河川内の空中写真を撮影し土砂移動現象
や砂防設備状況を把握することとした。制約条件の長
距離飛行は必要であるが、高高度飛行は必要ない。条
件を満たす UAV タイプはエンジン式固定翼・回転翼
とバッテリー式固定翼であるが、立入規制範囲外（島
外）の離発着場候補地を抽出・確認したところ、島外
の陸地には市街地が多く分布しており広い離発着場
が確保できなかった。そのため、バッテリー式固定翼
タイプの特徴を持ちながら、回転翼のメリットである
狭いスペースで垂直離発着が可能なバッテリー式 V-
TOL タイプの UAV を選定し、検証を行った。 

検証結果
A 火山においては、離発着場に近い土石流危険渓流

の上空でホバリングやカメラアングルを変更しなが
ら空中写真等を撮影し、詳細な現地状況を確認できた。 

B 火山においては、エンジン式固定翼の離発着が可
能な滑走路状の平坦地（約 920m×約 60m）を離発着

場とし、調査地点までの飛行（往復約 50.8km）を含む
想定火口範囲の飛行及び空中写真の撮影ができた。撮
影した空中写真を用いた SfM 解析からオルソ画像等
を作成し、広範囲の現地状況や積雪状況が確認できた。 

C 火山においては、バッテリー式 V-TOL のメリット
である垂直離発着を行い、調査地点までの飛行（往復
約 20 ㎞）を含む河川の飛行及び空中写真の撮影がで
きた。撮影した空中写真を用いた SfM 解析からオル
ソ画像等を作成し、土砂流出状況、砂防施設の堆砂状
況、ワイヤーセンサーの有無等が確認できた。

おわりに 
A、B 火山のように豪雪地帯においては、離発着場

及び離発着場までのアクセス路の積雪状況によって
除雪が必要な場合があるため留意する必要がある。

UAV の操縦に使用する通信の中で 2.4GHz による電
波の伝送距離は 3～4 ㎞が限界であり、地形状況や樹
木などに遮られることにより、さらに短くなる。衛星
通信や LTE通信においては、伝送距離に制限はないが、
周辺の電波環境等により通信が途絶する可能性があ
るため、事前に通信環境を確認する必要がある。

V-TOL やエンジン式固定翼の UAV は現状、国内で広
く普及している技術とは言えないため、資機材の調達
に時間を要する恐れがある。

UAV を活用した緊急調査については、調査目的・時
期や各火山の制約条件（噴火警戒レベルによる立入規
制、地形形状等）により使用可能な UAV や離発着場が
限定される。そのため、緊急時に迅速な調査を実施す
るためには事前に調査目的や各火山の制約条件を整
理し、それに応じた UAV の選定及び離発着場候補地
を抽出・整理を行っておく必要がある。

① 航続距離 〇 航続時間・距離が長い △ 航続時間が長い △ 航続距離が長い △ 航続時間・距離が短い

④ 低気温の飛行 〇
低気温における飛行実績が
ある

〇
低気温における飛行実績が
ある

×
低気温ではバッテリー性能が
劣化する可能性がある

×
低気温ではバッテリー性能が
劣化する可能性がある

⑤ 離発着に必要な広さ △ 200×50m程度の平坦な滑走路 △
50m×50m程度の平坦地
（草地も可）

△
50m×50m程度の平坦地
（草地も可）

〇 2.5m×2.5mの平坦地

火口の位置特定 〇 火山上空まで飛行可能 〇 火山上空まで飛行可能 △
高高度飛行の飛行ができない
機体が存在する。

△
高高度飛行の飛行ができない
機体が存在する。

積雪範囲・降灰範囲
の把握

〇
撮影した写真・動画から判読
可能

〇
撮影した写真・動画から判読
可能

〇
撮影した写真・動画から判読
可能

〇
撮影した写真・動画から判読
可能

積雪深・降灰深の把握 × 把握不可 × 把握不可 × 把握不可 △
対空標識等を用いれば計測可
能

砂防施設状況の確認 △ 大きな変状は確認可能 △ 大きな変状は確認可能 △ 大きな変状は確認可能 〇 小規模な変状も把握可能

土砂移動現象の確認 △
中～大規模な土砂移動は確認
可能

△
中～大規模な土砂移動は確認
可能

△
中～大規模な土砂移動は確認
可能

△
小規模な土砂移動を把握可能
だが、範囲が限定的

緊
急
調
査
の
目
的

UAVタイプ エンジン式固定翼 エンジン式回転翼 バッテリー式固定翼 バッテリー式回転翼

表 2 各 UAV タイプの特徴 

A火山 B火山 C火山

UAVタイプ バッテリー式回転翼機 エンジン式固定翼機 バッテリ―式V-TOL機

機体名 DJI社製　Phantom4 Pro フジ・インバック社製　W-2A wingcopter社製　WINGCOPTER178

寸法 D 290mm × W 290mm × H 196 mm D 3,570mm × W 4,360mm × H 830mm D 1,320mm × W 1,780mm × H 520mm

エンジン バッテリー駆動型プロペラエンジン 250cc 2サイクルレシプロエンジン　×　1基 バッテリー駆動型プロペラエンジン

離発着場の広さ 2.5m×2.5m（垂直離発着可能） 200.0m×50.0m 2.5m×2.5m（垂直離発着可能）

航続距離・飛行時間 約28分 約150km・120分～150分 100km以上・最大120分

飛行速度 最大72.0km/h 最大180km/h、巡航110～120km/h 最大150km/h、巡航100～120km/h

通信 2.4GHzを使用 Inmarsat衛星通信を使用 主に携帯キャリア通信（LTE）を使用

最大飛行高度
最大6,000m
※ソフトによる高度上限：離陸地点から500m

最大6,000m 最大5,000m

安全機能

通信途絶及び低バッテリーによるReturn to
home機能、赤外線による障害物検知機能

動 衝突 防止 機能 （対 有人 機） 、緊 急時 パラ
シュート開傘システム、フライトコンピュー
ター搭載

通信伝送システムの 2重化、通信途絶による
Return to home機能、GPS信号途絶による旋回待
機機能、最大4台のプロポによるマスタースレー
ブ制御

表 3 検証に使用した UAV 
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火山噴火時に活用可能と推定される雨量情報における留意点 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○福池孝記、菊井稔宏、藤沢康弘、高橋健太、星野慎司、山下裕也 

１．はじめに

火山噴火緊急減災対策砂防計画は、火山噴火に伴

って発生する土砂災害に対して緊急ハード対策と緊

急ソフト対策を実施する計画となっている。想定さ

れる土砂移動現象の中には、火山噴火に起因して発

生する降灰後の土石流（以下、降灰後の土石流とい

う）がある。

降灰後の土石流は、降灰等が地表を被覆すること

により雨水の浸透能が低下し、表面流の発生につな

がり、結果として少量の降雨でも土石流が発生しや

すくなると考えられている（池谷ら、1995）。その

ため、山体近傍の雨量情報は、緊急ハード対策工事

に際しての工事中止判断に関わる情報や、また土砂

災害防止法に基づく土砂災害緊急情報の雨量基準の

精度向上に資する情報として重要である。

しかしながら、噴火に伴い発生する噴石等により

山体近傍の地上雨量計が被災し機能しなくなるおそ

れがある。この場合、他の近傍雨量計もしくは解析

雨量を用いて土石流発生域の雨量を把握することが

考えられる。そこで本検討では、令和 3 年 3 月に火

山噴火緊急減災対策砂防計画（案）が策定された恵

山を対象として山体近傍に設置されている地上雨量

計が被災した場合の代替方法について検討し、適用

上の留意点を整理した。

２．調査箇所概要

恵山（北海道函館市、山頂標高 618m）は約 4.5
～5 万年前頃より活動を開始し、最近 1 万年間で 7
回の噴火が発生している活火山であり、火山噴火予

知連絡会によって「火山防災のために監視・観測体

制の充実等が必要な火山」として選定されている

（現在 50 火山）。恵山に源頭部をもつ土石流危険渓

流は 15 渓流あり、1 渓流を除いて各渓流の谷出口

は土砂災害警戒区域（現象：土石流）に指定されて

いる。恵山の山体近傍には、地上雨量計として白浜

川雨量計・水無沢川雨量計（以下、前者を白浜川、

後者を水無沢川という）が設置されている（いずれ

も北海道渡島総合振興局函館建設管理部所管）。白

浜川は噴火警戒レベル 2 の噴石の飛散範囲に、水無

沢川は噴火警戒レベル 5 の噴石飛散範囲に含まれて

いることから、これらが恵山噴火時に被災した場合

を想定し検討を実施した（表-1、図-1）。 

表-1 2 観測所の諸元 

図-1 地上雨量計位置図 

３．調査方法

白浜川・水無沢川の観測値を対象として、その他

の地上雨量計（恵山噴火時の想定噴石飛散範囲外に

位置する地上雨量計：高岱、釜谷、尻岸内川、戸井

泊、川汲、矢別ダム）の雨量観測値及び白浜川・水

無沢川の雨量計近傍の解析雨量の解析値との相関分

析を実施した。

白浜川・水無沢川における他の地上雨量計および

解析雨量との相関分析は以下の条件に基づき実施し

た。

（１）地上雨量計との相関分析

①2011 年～2020 年の 4 月～10 月の期間における毎

正時雨量を対象とする。

②雨量データがともに 0mm である時刻は標本から

除外する。

③どちらかの雨量データが欠測となっている時刻値

は標本から除外する。

④収集した雨量データの内、明らかに異常値と考え

られる時刻値は標本から除外する。

（２）解析雨量との相関分析

①2017 年～2020 年の 4 月～10 月の期間における毎

正時雨量を対象とする。

②対象とする解析雨量メッシュは対象雨量計を包括

した 3km 四方の範囲（9 メッシュ）とする。

③雨量データがともに 0mm である時刻は標本から

除外する。

④どちらかの雨量データが欠測となっている時刻値

は標本から除外する。
雨量観測所名 観測開始年

観測地点標高
（m）

恵山山頂からの
水平距離（km）

白浜川 2008年（平成20年） 325 1.07
水無沢川 2009年（平成21年） 198 0.75
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４．調査結果

白浜川・水無沢川の観測値と他の地上雨量計の観

測値との相関係数は、白浜川で 0.46～0.79 程度、水

無沢川で 0.47～0.79 程度であった。 
釜谷・高岱・尻岸内川において、白浜川・水無沢

川と比較的強い正の相関関係（相関係数 0.72～0.79
程度）が確認された。

また、土砂災害緊急情報における雨量基準（火山

灰等の堆積に起因する土石流の発生のおそれのある

雨量基準（第 1 報）は 10mm/hr）を考慮して、例

えば 20mm/hr 以下の雨量に着目しても、相関係数

は大きく変動しない結果であった（白浜川で 0.01～
0.09 の増加、水無沢川で－0.03～0.04 の変化）。た

だし、図-2 に示すように、両者の雨量に±10mm/hr
程度のばらつきがあることが確認された。

次に、白浜川・水無沢川の観測値と解析雨量の解

析値との相関分析結果は、対象とした解析雨量メッ

シュいずれにおいても白浜川・水無沢川と強い正の

相関関係が確認され、相関係数は白浜川で 0.82～
0.88 程度、水無沢川で 0.84～0.88 程度の間にあ

り、前記の地上雨量計の観測値との相関係数を上回

る結果であった。

また、前記同様に解析雨量について 20mm/hr 以

下のデータに着目した。このケースについても、相

関係数には大きな変化は確認されなかった（白浜川

で－0.05～0.01 程度、水無沢川で－0.04～－0.01 程

度の変化）。ただし、図-3 に示すように、両者の雨

量に±5mm/hr 程度のばらつきがあることが確認さ

れた。

白浜川・水無沢川の観測値と他の地上雨量計の観

測値との相関係数と雨量計間の水平距離の関係につ

いて図-4 に示す。相関係数は 5km 程度までは 0.7
程度であり、距離に反比例して線形的に低下するこ

とが確認された。これは、恵山周辺の山地は恵山と

同等程度の標高を呈しており、高標高の稜線等によ

り雨雲の移動が阻害されるような地形的影響が少な

いことが要因の一つとして考えられる。

図-2 地上雨量計との相関分析結果例（白浜川と釜

谷、左図は全時刻値を対象、右図は 20mm 以下の時

刻値のみを対象）

図-3 解析雨量との相関分析結果例（白浜川と解析

雨量、左図は全時刻値を対象、右図は白浜川 20mm
以下の時刻値のみを対象）

図-4 地上雨量計との相関係数と水平距離の関係 

５．おわりに

調査結果より、解析雨量の方が恵山周辺の地上雨

量計よりも白浜川・水無沢川と強い相関関係を示

し、誤差が比較的小さかった。そのため、山体近傍

の地上雨量計が被災した場合は、解析雨量を代替の

雨量情報として使用することにより、山体近傍の雨

量情報を推定することが望ましいといえる。

ただし、降灰後の土石流の発生を想定した場合は

10mm/hr 前後の雨量について警戒する必要がある

が、代替値には一定程度のばらつきが確認されたた

め留意が必要である（他の地上雨量計の観測値や解

析値よりも実際は強い降雨が山体近傍で発生する可

能性がある）。また、解析値を火山噴火時の山体近

傍の雨量情報として適用するにあたっては以下の事

項について確認する必要がある。

①火山噴火により被災した雨量計データが解析雨量

の補正に与える影響

②降灰が気象レーダーに与える影響

代替方法として他には、想定噴石飛散範囲外か

つ、なるべく山体に近い箇所で、緊急的に地上雨量

計を新規に設置する方法も考えられる。

最後に、本調査に協力いただいた北海道渡島総合

振興局函館建設管理部に感謝を申し上げる。
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コンクリートブロックを用いた溶岩流対策について 

(一財)砂防・地すべり技術センター 〇池田暁彦 吉田真也 
大日本コンサルタント（株） 小尾 亮 

１．緒 論 

「火山砂防計画策定指針（案）」（平成 4年），「河川砂

防技術基準案 計画編」（平成 31年 3月）および「火山

砂防計画策定指針（試行案）」・「火山噴火緊急減災対策

砂防計画策定ガイドライン（試行案）」（令和 4年 3月）

では，火山噴火に起因して発生する降灰後土石流，火山

泥流，溶岩流，火砕流を計画の対象としている．また，

「河川砂防技術基準 施設配置等計画編」（令和 3 年 4

月）ではこれらの現象に対する施設配置や構造に関する

考え方を示している．しかし，溶岩流は流出頻度が少な

いためにその流動特性が解明されていない場合が多く，

火山（岩質）ごとにも異なる．その上，溶岩流は降灰後

土石流や火山泥流に比べて相対的に流出規模が大きく，

流下継続時間も長いことから，有効な対策がまだ確立さ

れておらず，平常時からの対策（噴火対応火山砂防計画

における基本対策）がほとんど実施されていないのが現

状である．これまでには伊豆大島大宮沢における導流堤

（導流工），ハワイ島マウナロア火山観測所における導

流堤（分流堤）などの事例があるにとどまる．一方，噴

火後に実施された溶岩流に対する緊急対策（噴火対応火

山砂防計画における緊急減災対策）としては，ヘイマエ

イ島（アイスランド），ハワイ島マウナロア・キラウエ

ア（アメリカ），エトナ山（イタリア），三宅島，伊豆大

島などで実施された事例がある．これらの緊急対策とし

ては，人工流路の掘削，コンクリートブロックの投入，

溶岩堤防の爆破による人工流路への導流，土堤（堰堤，

導流堤）の配置，溶岩流への注水などがある 1)‐6)． 

こうした溶岩流に関する知見や対策事例，さらには火

山噴火以外の土砂災害発生後における緊急対策事例等

を踏まえると，溶岩流に対する緊急対策工として，短期

間で施工可能なコンクリートブロックを用いた堰堤工

や導流堤などが有効だと考えられる．しかし，溶岩流は

高温であるとともにその流動特性が明らかでないため，

コンクリートブロックの熱に対する耐久力などが明確

ではない上，溶岩流の流体力により構造物全体もしくは

一部が浮いて流出することが懸念される．

本研究は，国内外における溶岩流の流動特性や対策に

関する研究事例を整理した上で，コンクリートブロック

の専門家に対するヒアリングを実施し，コンクリートブ

ロックにより堰堤工を構築した場合の溶岩流に対する

コンクリートブロックの安全性と構造物全体の安定性

の考え方や課題等について考察するものである．

２．溶岩流の流動特性や対策に関する研究事例 

これまでの溶岩流に関する研究から，一般的に溶岩流

の流動特性としては，噴出・流出規模が大きいため広範

囲に流下， 高温・粘性・密度が大きい，相対的に流下

速度が小さい，流下後は冷えて固まるため除去が困難 

などがある．永野ら 7)は，溶岩流の挙動を適切に評価す

ることを目的に小型流路による溶岩の流動実験と 1 次

元モデルによる解析を行い，溶岩表面と路床内の温度変

化から溶岩流内部の温度変化を推定し，流動特性の評価

を試みている．この結果，溶岩流の流下速度が80mm/sec

から指数関数的に低下して停止すること，溶岩流の温度

が 1000℃から低下し，路床面では 200℃程度となること

を報告している．シラキュース大学における溶岩流プロ

ジェクト 8)では，玄武岩溶岩を用いた溶岩流の挙動と対

策工（Lava  Barrier）の効果を把握することを目的に実

物実験を行っている．この実験では採取した玄武岩溶岩

を傾斜回転炉で 1200℃まで加熱して川砂を敷いた緩傾

斜の路床に溶岩流として流し，その挙動と対策工として

見立てたコンクリートブロック（ブロック塀用）の効果

を評価している．この結果，溶岩流の挙動はほぼ再現で

き，コンクリートブロックは路床に置いただけでは下方

に移動（滑動）して倒れることが確認できた（図-1）．

なお，鉄筋を用いてコンクリートブロックを固定した場

合は一時的に溶岩流を貯留することはできたものの，時

間が経過するとコンクリートブロックの両脇を流下す

ることが確認できた．

 

３．コンクリートブロックの耐久力 

砂防事業においては，コンクリートブロックは堰堤工

やその前庭保護工，導流堤などに用いられているが，溶

岩流の熱や外力に対する耐久性に関する知見はない．そ

こで，コンクリートブロックメーカーを対象に，a)溶岩

流の浮力による流出，b)溶岩流の熱による強度低下・変

成，c)溶岩流を想定した外力に対する安定性，d)コンク

リートブロックが被災した事例や緊急施工に必要な時

間等についてヒアリングを実施した．ヒアリングの結果

により得られた知見は以下の通りである．

 コンクリートブロックに対する溶岩流の影響はこれ

まで検討したことはない．

 想定ではあるが，溶岩流よりコンクリートブロック

構造物（堰堤工など）の部分的な変形・破壊の可能

性はあるが，構造物全体としては安定性を保つので

図-1 溶岩流実験の様子 
（https://www.youtube.com/channel/UC09Oh1y9oDzXb9SoprP30GQ/featured） 
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はないか．

 コンクリートブロックの種類により構造物としての

空隙率は異なるが，溶岩流の粘性を考えると空隙に

入り込んでコンクリートブロックが浮いて流出する

ことは考えづらい（図-2）

 熱によるコンクリートブロックの強度低下について

は，火災による建物への影響を想定して 700℃での

実験結果はあるが溶岩流に対するものはない．

 溶岩流の想定温度である1200℃までコンクリートブ

ロックが熱せられると，骨材の融解や膨張，セメン

トペーストの収縮等が同時に発生し，ひび割れが多

発するものと考えられる．ただし，骨材の変成やひ

び割れは部分的なものであり，コンクリートブロッ

ク全体がせん断破壊を起こすとは考えにくい．

 溶岩流のように高密度で流下速度が遅い場合は，構

造物の上流側から乗り上げる（越流する）ので，外

力としては土圧・静水圧と同じような考え方でよい

のではないか．

 これまでコンクリートブロック構造物が破壊・流出

した事例の大部分は流水による河床等の洗掘が原因

であるが，溶岩流は河床等を洗掘する可能性は低い

ので破壊しないのではないか．

４．コンクリートブロックを用いた溶岩流対策

の考え方 

溶岩流の流動特性に関する研究事例と溶岩流に対す

るコンクリートブロックの耐久性に関するヒアリング

結果に基づき，コンクリートブロックに対する溶岩流の

影響として，以下のような知見が得られた．

① 溶岩流の密度が大きく，コンクリートブロックの空

隙に溶岩流が侵入した場合は浮力が作用し，コンク

リートブロックの一部が流出する可能性がある．

② 高温の溶岩流がコンクリートブロックに接触すると

熱伝導によりコンクリートブロックが高温となり，

熱による変成・強度低下が発生する．その結果，か

み合わせ部でせん断破壊が生じてコンクリートブロ

ックが流出する可能性がある．

③ 堤体に対する溶岩流の外力は静的な圧力が作用する

ものと考えられる．

こうした知見については現状でも不明な点が多いが，

現状においては，以下に示すようなコンクリートブロッ

クを用いた溶岩流対策の考え方ができる．

 従来のコンクリートブロック堰堤と同様な構造で十

分だが，可能な限りコンクリートブロック堰堤の空

隙を小さくすることが望ましい．

 熱伝導率を下げつつ，堤体の安定性を向上させるた

め，コンクリートブロック堰堤の上流側に盛土（土

砂，砂防ソイルセメント）を配置して一体化を図る．

５．おわりに 

今後は引き続き溶岩流の流動特性に関する研究事例

を収集するとともに，コンクリートブロックの堤体の空

隙を小さくしながら構造物としての一体化が図れるよ

うなブロック形状の開発が望まれる．

最後に，コンクリートブロックの安全性と構造物全体

の安定性の考え方に関するヒアリングにご協力いただ

いた日本コーケン（株），技研興業（株），（株）三柱，

共和コンクリート（株），（株）不動テトラ，日建工学（株）

の関係各位に謝意を表します．
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図-2 溶岩流に対するコンクリートブロックの安定性のイメージ 

＜溶岩流が堤体天端に達して浮力によって 

コンクリートブロックが流出するイメージ＞
＜溶岩流がコンクリートブロック構造物に接触して 

冷え固まって空隙内に侵入しないイメージ＞
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火山噴火緊急減災対策砂防計画における小さい噴火規模への緊急対策の必要性

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○澤田悦史 佐々木央

国土交通省 関東地方整備局 日光砂防事務所 村松悦由 一場敏 田中理恵 飯島啓明※）

※）現：国土交通省  関東地方整備局 富士川砂防事務所 調査課

１．はじめに 

 国土交通省砂防部では火山噴火時に発生が想定され

る火山災害の被害をできる限り軽減（減災）するため

に、国及び都道府県の砂防部局が実施する対策の計画

策定に関する基本的な検討項目および留意点をとりま

とめた「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドラ

イン」を平成 19 年 4 月に公表した。これに基づき全国

の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）が着実に進められている。各火山におい

ては「緊急減災計画」の立案に際して様々な噴火規模

が想定されている状況であるが、本発表では小さい噴

火規模への緊急対策の必要性に着目し報告する。

２．近年の関東地方整備局管内における火山噴火と

緊急対策の実施状況 

近年、関東地整管内においては本白根山（2018 年）

と浅間山（2009 年、2015 年、2019 年）において噴火が

発生している。噴火の規模1と噴火時の国土交通省の対

応は次の通りである（公表されている対応以外も実施

されている可能性がある）。 

■本白根山（2018 年噴火）

【噴火規模】

小噴火：水蒸気噴火（噴出物 3.6×104トン） 

【噴火時の対応2】 

・防災ヘリ調査

・UAV による調査

・緊急的な監視カメラの設置

・自治体への支援

■浅間山（2009 年噴火）

【噴火規模】小規模：マグマ水蒸気噴火(?)

マグマ噴出量は 0.00001 DRE km3

（噴出物換算：2.6×104トン） 

【噴火時の対応3】 

・防災ヘリコプターによる浅間山現地調査

・応急対策準備（大型土のう製作）

■浅間山（2015 年噴火）

【噴火規模】ごく小規模：水蒸気噴火

マグマ噴出量に関する記載なし

【噴火時の対応4】 

・暫定緊急減災対策施設の施工

■浅間山（2019 年噴火）

【噴火規模】ごく小規模：水蒸気噴火

マグマ噴出量不明

【噴火時の対応5】 

・防災ヘリコプターによる浅間山現地調査

・浅間山周辺の降灰状況を把握するための地上で

の調査

これらの噴火規模は結果的に「ごく小規模な噴火」

や「小規模な噴火」となったものの、噴火が発生した

段階から各種緊急対策が開始されている。なお、気象

庁によると噴火の規模表現6について厳密に定義されて

いないが学術的な分類として次の記載がされている

（超巨大噴火、非常に大規模噴火は以下に省略）。 

・大規模な噴火 ：噴出物量が 108～109トンの噴火 

・やや大規模な噴火 ：噴出物量が 107～108トンの噴火

・中規模な噴火 ：噴出物量が 106～107トンの噴火 

・小規模な噴火 ：噴出物量が 104～106トンの噴火 

・ごく小規模な噴火：噴出物量が 104トン未満の噴火

３．小さい噴火規模に対する緊急減災対策砂防計画

の必要性

ここで、一例として那須岳火山噴火緊急減災対策砂

防計画7に記載されている噴火規模の設定について公

開情報から確認した。図-1 に示すとおり計画で扱わ

れている噴火規模は、「小規模な噴火」と「中規模な

噴火」が緊急対策の対象とされている。これは、「①

ごく小規模な水蒸気噴火」は山頂周辺のごく狭い範囲

にのみ影響し土砂移動は発生しないか発生してもご

く小規模であること、一方、「④大規模なマグマ噴火」

は非常に広域に影響する噴火であり、砂防事業として

対応することは困難であるという理由からである。那

須岳における各噴火規模の噴出量は次の通りである。 

・大規模な噴火：1.2×109 ｍ3

・中規模な噴火：4.2×107 ｍ3

・小規模な噴火：2.4×106 ｍ3

図-1 那須岳緊急減災対策砂防計画で対象とされて 
いる２つの噴火シナリオのケース 

図は那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画（計画編）計-6 より転用 
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一方で那須岳における有史以降の水蒸気噴火のうち、

小規模や中規模な噴火として定義されていない噴火が

3 回発生（1953 年、1960 年、1963 年）8しており、数十

年に 1 回程度のごく小規模な噴火（小さい噴火規模）

の実績として想定することができる。これらの噴火に

よる被害は報告されていないものの火砕物が降下して

いるという記載があるため、噴火時の風向や噴出量の

増加に伴い降灰後の土石流による保全対象への影響が

生じる可能性がある。 

ここで火山噴火がどう推移するか分からない段階で、

噴火発生時から「緊急減災計画」の想定規模に対して

緊急対策を始めることは重要である。しかし、緊急ハ

ード対策については想定規模に対する施設規模が大き

く整備に時間を要すること、想定規模に噴火活動が及

ばないまま継続する場合や終息する場合も想定される。 

そこで、火山活動の様々な状況に臨機応変に対応で

きるよう比較的発生の確率が高いと想定されるごく小

規模な噴火（小さい噴火規模）についても緊急対策を

検討していく必要があると考える。 

４．小さい噴火規模に対する緊急減災対策砂防計画

検討時の留意点 

（1）被害想定 過去の小さい噴火規模における噴出量

の明確な記録が残ってないことが多い。このため、数

値シミュレーションのパラメータ設定に困難が予想さ

れるため他火山の実績や学識経験者の意見を踏まえ被

害想定を検討することが望ましい。また、被害想定の

結果、保全対象への直接的な影響が想定されない場合

においても緊急対策を実施しないこととはせず、小さ

い噴火規模から火山活動が活発化に備えた段階的な緊

急対策が必要になっていくことに留意が必要である

（例えばKu-SATによる応急的な土砂移動監視から恒久

的な監視カメラの設置）。 

（2）緊急ハード対策 「緊急減災計画」では計画上、

最大規模となる砂防施設（仮設堰堤工や除石工）が配

置されている場合がある。小さい噴火規模を想定した

場合、最大規模の対策に比べ施設規模や配置する基数

が少なくなるが、噴火活動が活発化した場合を想定し、

計画上扱われている最大規模の最終的な形状を見据え

た施工が可能となるよう検討することが重要である

（例えば仮設堰堤工に用いるコンクリートブロックの

積み方等）。

５．まとめ

今後、いつ、どこで噴火するか想定が難しい火山噴

火において「緊急減災対策」の計画内容の充実化を図

ることが重要と考える。ここでは小さい噴火規模への

緊急対策の必要性について報告したが、全国の火山の

「緊急減災計画」で検討されている噴火規模の設定状

況についてインターネット上の公開状況から調査した。

各火山における噴火規模の設定は、過去の噴火実績等

の火山特性に応じて大規模なものからごく小規模なも

のなど様々であるが、ここでは小さい噴火規模として

1.5×106 ｍ3程度以下の噴出物として整理をした。この

結果、表-1 に示す 11 火山で小さい規模のケースが想定

されている状況であった（全ての火山においてインタ

ーネットで公開されてないため実際の検討状況と異な

る可能性がある）。また、このうち一部の火山において

小さい噴火規模を緊急ハード対策の対象としているが、

全体的にこのような規模に対する緊急ハード対策の検

討はあまり進められていないものと想定される。小さ

な噴火規模についても各種緊急対策の実現性を踏まえ

た計画を立案し、現在計画されている「緊急減災計画」

の対象規模に対して段階的に対応できるようにするこ

とが必要と考える。さらに小さい噴火規模に対する計

画を火山噴火時の様々な状況に対応できるよう「緊急

対策ドリル」として平常時から準備しておくことが有

効と考える。 
表-1 土砂移動シナリオで小さい噴火規模が想定 

されている火山

参考文献

1 気象庁 HP より引用 
【本白根山（草津白根山）】
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/3
05_Kusatsu-Shiranesan/305_history.html 
【浅間山】
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/3
06_Asamayama/306_history.html 
2 本白根山における災害対応について：吉田翔平より引
用 
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/0
00704839.pdf 
3 国土交通省 水管理・国土保全 HP より引用 
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/volcanic_
sabo_asama.html 
4 浅間山暫定緊急減災対策について：宮崎英樹より引用 
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/0
00647884.pdf 
5 関東地方整備局 HP より引用 
https://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/tonesui_dis004
8.html
6 気象庁 HP：噴火に関する用語より引用
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/S
TOCK/kaisetsu/kazanyougo/funka.html
7 那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画（計画編）計-6
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/0
00800645.pdf
8 気象庁 HP：那須岳有史以降の火山活動より引用
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/3
01_Nasudake/301_history.html

⽕⼭名 噴出物(トン) 設定根拠等
⼤雪⼭ 1.5×105 極⼩規模噴⽕（公開資料では根拠不明）
倶多楽 6.9×105 200年前の⽔蒸気噴⽕による
岩⽊⼭ 1.5×105 有史以来の⽔蒸気噴⽕による

7.5×104 ⼤岳⽕⼝：⽔蒸気噴⽕
1.5×104 地獄沼⽕⼝
7.5×105 ⼤岳⽕⼝：マグマ噴⽕

秋⽥焼⼭ 1.5×106 1678年噴⽕
吾妻⼭ 1.5×106 1893年噴⽕

安達太良⼭ 1.5×106 1900年噴⽕
磐梯⼭ 1.5×106 ⽕⼭灰を残さない程度の規模として設定

御嶽⼭ 1.5×105
⽐較的発⽣しやすい量として設定されている。
その例として1979年噴⽕、2014年噴⽕を例⽰

⽩⼭ 1.5×106 ⽕⼭灰を残さない程度の噴⽕規模として設定
鶴⾒岳・伽藍岳 104〜105オーダー 公開資料では根拠不明

⼋甲⽥⼭

噴出量をm3単位で設定している⽕⼭については降灰量1m3＝1.5トンで換算した
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緊急減災対策砂防計画における伐木の優先順位の考え方について 

(一財)砂防・地すべり技術センター 〇木原早紀 藤沢康弘 小林実和 横尾和広 

はじめに 

平成 19年 4月に「火山噴火緊急減災対策砂防計

画策定ガイドライン」が策定され、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

県の砂防部局によって、火山毎にハード・ソフト対

策からなる緊急減災対策砂防計画の具体化が進めら

れている。 

火山噴火に起因して発生する土砂移動現象の一つ

として、高温の噴出物により積雪が融解して発生す

る融雪型火山泥流がある。この融雪型火山泥流は、

降雨による土石流よりも規模が大きくなり、流下範

囲も広くなる。1926 年に十勝岳で発生した大正泥流

では、融雪型火山泥流の流下とともに多量の流木が

発生し、下流域に甚大な被害を及ぼしている。この

ような融雪型火山泥流による流木被害を軽減するた

め、緊急減災対策の一つとして、融雪型火山泥流発

生前に想定流下範囲の立木を伐木することが考えら

れている。しかし融雪型火山泥流の流下範囲は非常

に広くなるため、緊急時に計画で想定している流下

範囲全域を伐木することは難しい。 

そこで本報告では、どのような規模の融雪型火山

泥流に対しても効果的に流木被害の軽減を図ること

を目的として、発生する可能性が高い小規模な融雪

型火山泥流の流下範囲に着目した、伐木の優先順位

の考え方を報告する。対象流域は、流木による被害

軽減を目的とした緊急減災対策が計画されている流

域において検討した。また、検討流域での伐木作業

の実績から、緊急減災対策において平常時から伐木

を効果的に実施するにあたっての課題を整理した。 

検討流域における緊急減災対策 

2.1. 流木発生想定範囲 

検討流域では、融雪型火山泥流による流木被害の

軽減を目的として流木対策が検討されている。想定

される融雪型火山泥流の流下幅が広いことや地形的

特徴からワイヤーネット等を活用した流木対策は困

難なため、検討流域の緊急ハード対策として流下範

囲の立木を伐木する計画となっている。流木が発生

すると想定される範囲は、『河道内の樹木の伐採・

植樹のためのガイドライン（案）』（建設省河川局治

水課）を踏まえて検討され、泥流流下範囲の立木が

すべて流木化する想定となっており、その面積は約

80万㎡である。 

2.2. 平常時からの伐木 

想定される流木発生範囲のすべての立木を伐木す

るためには、2か月以上の非常に長期間の作業が見

込まれている。また伐木範囲は公有地と民有地が混

在（公有地 74%、民有地 26%と）しており、緊急時

に民有地において伐木を実施する際、手続きに時間

を要する。これらより検討流域において緊急時に全

ての範囲を伐木することは難しいと考えられるた

め、平常時より伐木を実施する方針となっている。 

伐木優先度の検討 

 伐木優先度を検討するにあたり、流動深（小規模

な融雪型火山泥流でも必ず流下する範囲）と土地所

有者に着目した。 

3.1. 流動深に基づいた優先度の検討 

伐木優先度の検討方針として、まず発生頻度が高

い小規模な泥流でも流下する可能性が高い範囲から

優先的に伐木を実施することとし、流動深を 5mご

とに表示した等深線図を作成した（図 1、図 2）。

この等深線図において、流動深が大きくなる範囲は

小規模の泥流であっても流下する範囲と考えられ、

他の範囲よりも流木が発生する可能性が高いと考え

られる。そのため、この流動深が大きくなる範囲を

優先的に伐木することが被害軽減に効果的であると

考えられる。 

3.2. 土地所有者に基づいた優先度の検討 

 検討流域の伐木計画検討の基本方針として、土地

の調整が行いやすい公有地から実施することとなっ

図 1 泥流流下範囲における流動深のイメージ 

（その１） 

図 2 泥流流下範囲における流動深のイメージ 

（その２） 
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ている。そのため、公有地から優先的に伐木するこ

ととした。 

流動深と土地所有者（公有地・民有地）の関係か

ら、伐木範囲の優先度を 6区分した（表 1、図 

3）。流域全体で見ると下流域の方が優先度が低くな

る傾向にあり、これは上流域に比べると下流域の方

が民有地の割合が多く、また流動深も小さくなるた

めと考えられる。また砂防堰堤の堆砂敷では流動深

が大きくなり、公有地であるため優先度が高くなっ

ている。 

平常時から伐木を実施するにあたっての課題 

 検討流域においては平常時からの伐木作業を実施

しており、上流域の砂防堰堤堆砂敷の約 42万㎡を 3

ヵ年で伐木している。伐木及び搬出作業の実績とし

ては、夏期の約 60日間で、バックホー、フォワー

ダ（積載式収材車両）およびトラックなどの重機を

使用し、約 20万㎡を伐木している。これら伐木作

業の実績からの問題点として、伐木作業には工事用

道路の整備が必要であるが、急傾斜地では重機によ

る作業ができないため、工事用道路整備が難しい。

また冬季の作業では、作業エリアへのアクセスのた

めに除雪作業のみで 1日程度必要となる場合もあ

る。 

さらに、優先度検討からの問題点として、本検討

での優先度が高い範囲は全体の約 10%と少なく、そ

の分布も散在しているが、これは泥流の流下経路を

うまく示せていない。また伐木作業は区画ごとに実

施するため、散在した分布に沿って伐木を実施する

ことは現実的ではない。 

 そのため、対象流域において平常時からの伐木作

業を効率的に進めるための課題として、地形条件や

積雪条件を踏まえた伐木計画の立案に加え、土地所

有者との調整を進めることによる伐木範囲の確保や

流下形態及び施工性を踏まえた優先度範囲の検討が

必要である。 

表 2 優先度判定区分 

図 3 流動深と土地所有者を考慮した 

優先度検討のイメージ 

表 1 優先度判定ごとの 

範囲の面積 

優先度判定 ⾯積(m2)
A 315.3
B 84,901.3
C 317,253.2
D 0.0
E 19,681.6
F 170,283.4

図 4 優先度検討結果 
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十勝岳における融雪型火山泥流に伴う流木による橋梁閉塞の想定

（一財）砂防・地すべり技術センター ○小林 拓也 藤沢 康弘 枦木 敏仁

１.はじめに
近年，土砂移動に伴う流木が橋梁等に集積して閉塞

することで，氾濫被害が発生・拡大する事例や，橋脚
が破損・流失する事例が報告されている。平成 29 年
九州北部豪雨災害では，流木による閉塞が要因と考え
られる橋梁の倒壊や流出が複数報告されており，全国
的にこのような流木被害への対策が望まれている。ま
た，豪雪地域の一部の火山では，積雪期の火砕流によ
る融雪型火山泥流（以下，「融雪泥流」という。）を対
象として砂防事業を実施しているが，豪雨による土砂
移動と同様に，融雪泥流に伴う流木により橋梁等が閉
塞することが懸念されている。しかし，流木により橋
梁等が閉塞する条件やその確率については，水理実験
や実態調査など様々なアプローチから研究がなされ
ている段階であり，具体的な評価方法は確立していな
い。
北海道の十勝岳においては，1926 年の噴火に際し

て融雪泥流（大正泥流）が発生し，多量の流木が市街
地まで流下した。大正泥流については，南里ら（2004）
により泥流の流下を目撃した住民への聞き取り調査
がなされており，それに基づく融雪泥流の流下実態に
関する研究がなされている 1）。また，北海道旭川土木
現業所（当時）により住民の証言に基づく再現 CG が
作成されている。
そこで，本研究では十勝岳の大正泥流を対象として

流木の流下実態を整理し，融雪泥流に伴う流木により
橋梁が閉塞する際のプロセスを考察するとともに，流
木の閉塞による影響を二次元氾濫シミュレーション
上で評価する際の方法を検討することを目的とした。 

２.研究方法
大正泥流に伴う流木の目撃証言等を既往文献から

収集・整理し，大正泥流の流木の流下形態を考察する
ものとした。しかし，日本国内における融雪泥流の発
生実績は複数確認されているが，融雪泥流により被害
が生じ，かつその記録が残されているのは十勝岳の大
正泥流のみである。融雪泥流に伴う流木の流下形態を
考察するにあたり，参考として 1980 年のアメリカの
セントへレンズ山，及び 1985 年のコロンビアのネバ
ドデルルイス山における火山泥流も対象として情報
を収集した。ただし，この 2 火山については，火山泥
流の発生要因や流木の生産条件が大正泥流とは異な
ることに留意が必要である。

３.大正泥流の概要
1926（大正 15）年 5 月 24 日の十勝岳噴火により

融雪泥流が発生した。この融雪泥流は美瑛川と富良野
川を流下し，144 人もの犠牲者を出す大災害となった。 

大正泥流の泥流総量は約 1,900 万 m³で，その約 7
割（1,330 万 m³）が富良野川へ，約 3 割（570～600
万 m³）が美瑛川へ流下したと推定されている 2）3）。
この泥流の発生要因については諸説あるが，中央火口
丘の山体崩壊により高温の土砂が供給されたことが
最も大きな要因と考えられており，その山体崩壊量は
約 200 万 m³と推定されている。

４.結果
既往文献から整理した目撃情報を表-1 に，上富良野

町の地区区分を図-2 に，富良野川の縦断図を図-3 に
示す。十勝岳，セントへレンズ山，ネバドデルルイス
山ともに，流木が融雪泥流の先頭部に集中していたこ
とを示唆する証言が共通して見られた。十勝岳の大正
泥流では，融雪泥流の流下域から氾濫域に至るまで同
様の証言が得られている。
また，先頭部に集中した流木については，“巨大な

立木は縦になって廻転しながら押し流されてきた”や，
“先頭の流木は住宅の 3 倍も 4 倍もあった”などの証
言があり，平屋家屋の高さを 2.5m 程度と仮定すると，
10m 程度の高さの流木塊として流下してきたと推定
される。北海道旭川土木現業所（当時）が住民の証言
に基づいて作成した再現 CG（図-1）では，先頭部に
巨大な流木塊が形成されており，流木塊が泥流により
押し流されるような流下形態として再現されている。 

図-1 目撃情報から再現された CG 
（出典：北海道旭川土木現業所（当時）,1996） 

５.考察
流木の目撃証言から，大正泥流における流木は先頭

部で流木塊を形成して流下したと考えられた。大正泥
流は，泥流総量が大きいこと，流下時間が短くピーク
流量が大きいこと，流下速度及び流動性が高くかつ泥
水密度が大きい（平均 1.66g/cm³と推定 1））ため流体
力が大きいこと，多量の流木が発生・流下したという
点が特徴である。このため，先頭部に流木が集中し，
その上流部に泥水が湛水しつつ流木を押し流すよう
な流下形態になったと考える。以上のことから，大正
泥流のような規模の大きい融雪泥流では，先頭部に流
木が集中して流下する可能性があると考える。
 また，流木が縦に回転して流下したなどの証言も踏
まえると，流木が集中した先頭部の高さは流木長と同
程度になると考えられる。そのため，橋梁の橋脚間距
離等が閉塞のしやすさに寄与することは考えられる
が，想定される流木長に対して桁下高（クリアランス）
が十分に確保されていない場合には，橋梁の諸元に依
らずに閉塞が発生する可能性が高いと考えられる。
さらに，融雪泥流の先頭部に流木が集中して流下す

ると考えると，橋梁が閉塞する場合は，泥流の到達と
同時に橋梁下部の流下断面を全面的に阻害するもの
と予想される。そのため二次元氾濫シミュレーション
においては，橋梁が閉塞した状態を予め地形条件とし
て表現することが妥当と考える。ただし，閉塞した場
合に流木間を泥水が通過することも考えられるため，
その影響の考慮等は今後の検討課題と考える。
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表-1 融雪型火山泥流に伴う流木の流下状況等の目撃証言

※参考文献の番号に対応

 

図-2 上富良野町の地区区分

図-3 富良野川の縦断図

※引用文献 を元に作成

６.おわりに

本研究では十勝岳の大正泥流における目撃証言を

基に，融雪泥流に伴う流木の流下形態を考察し，それ

に基づいて流木による橋梁の閉塞のプロセスの想定

を行った。しかし，上記の想定は定性的な情報に基づ

いており，流木の発生条件等も考慮していない。今後

は条件の一般化に向けて，数値シミュレーション等に

よる定量的な評価手法の確立が必要である。
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火山 流木の流下状況等の目撃証言に関する記述（抜粋） 出典※ 

十勝岳 

（新井牧場入口付近）初めドンと音のしたのは四時頃で，それから 2，3 分経って雷の様な音を聞き，その轟音は約
30分も続いた。その中に水が来た。初め二十間位は土煙をたて材木の一団が河流に沿って奔転して来たが，その様は

カマボコ状に中央部が盛り上がっていた。五分間位づつ間をおいて三段になつてきた。木材の一団が先づ過ぎ去って
から泥水の増加していたのは十五分位であって二十分位経ってから水は減じた。始め襲来した木材の一団は材木八分
に，水二分位の割合であったが，･･･

4） 

富良野川に添って流下した泥流は新井牧場を襲い，百万石と称される木材を同時に流して行ったので，薪か木材工場
がくずれる様な状態で，巨大な立木は縦になって廻転しながら押し流されて来た。その先端は，ものすごい高さでと
んぼ返りする流木の上から泥水があふれて滝の様に落下し，驚くほどの大木が全く草が流れるような状況に見え，泥

流の過ぎた沢の上は水蒸気のようなものが立ちのぼって，流木の激動がはねとばす泥しぶきと相まって昼も暗いほど
であった。 

5） 

日新地区 

泥流の 60m先に柔らかい泥と水が走って，その後ろから流木が直角に立った山のように押し寄せてき
た。先頭が大きくて，その後ろは小さかった。 

6） 

・立木がパタパタ倒れた ・流木ははっきり見え，どんどんどんどんきた

・太い木が樽の中で大根を洗うみたいに入っていた

1） 

草分地区 

山がそのまま滑ってきたような感じで，木が立ったままだった。 

流木は先頭を流れてきて，湯気のようなものが立っていた。 

6） 

・住宅は流木がかぶさって一気に見えなくなった
・先頭の流木は住宅の 3倍も 4倍もあった ・泥流は 30分くらいで行ってしまった

・先頭は立ったままの木しか見えなかった

1） 

三重団体西 
地区 

泥と木が一緒にきた。泥流が流れているとき，木も流れていた。 6） 

・泥と流木が一面に下に向かってザーっとどんどん流れてきた
・流木びっしり，枝なく最大径 1m
・木がすりこ木のようになり流れていく，山ぎわにびっしり流木が並んでいるように見えた

1） 

セント
へレンズ

突然大量の水と泥と木片が流下してきて，川の周辺の木々をなぎ倒した。 
河床を岩塊がおおい，その上を火山灰と木が浮いて流れるのを観察した 

7） 

South Fork の洪水は最初のうちは非常に多くの流木を流していたが,水はかなり澄んでいた。 8） 

Residents who observed the arrival of the South Fork Toutle River lahar near the town of Toutle described the 
flow front as a 2- to 3-m-high tangle of logs and other woody debris that advanced downstream at 3 to 4 m/ s. 

9） 

ネバド
デル

ルイス

The terrain covered by debris and mud is more than four leagues square; it presents the appearance of a desert 
or playa, on the surface of which loom up like many islands heaps of broken trees that resisted the impetus of the 
torrent. 

10） 

十勝岳 

大正火口 

谷出口 

日新地区 

草分地区 

三重団体 

西地区 三重団体 

東地区 
真水の沢合流点 市街 

地区 

凡例 

地区界 

  図 1 の CG の現象が 

目撃された地点 

新井牧場 

※背景図には地理院地図（色別標高図）を使用 
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2013 年 10 月から 2016 年 10 月における桜島有村川上流域の 

主な土砂生産域の空間分布と土砂生産現象の特徴 

国立研究開発法人土木研究所 ○佐野泰志，清水武志，石田孝司，今森直紀

1 はじめに 

噴火活動中や噴火直後に細粒の火山灰が堆積した流域の土

砂生産の実態調査は，空中写真判読や現地調査・現地観測に

よって行われてきた例えば，1）。近年では，地形を広範囲かつ高

密度に測量した航空レーザ測量データ（以降，LPデータと呼

ぶ）が取得・蓄積され始めているが，LPデータを用いること

で，複数時期の流域内の土砂生産域の空間分布やそこでの土

砂生産現象を詳細に分類し，その推移の調査が可能である。 

そこで，本研究では，LPデータを用いて，噴火活動が継続

する桜島有村川を対象に，複数時期の流域内の土砂生産域の

空間分布とそこでの土砂生産現象の特徴を調査した。 

2 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上

流域とし，8つの小流域に区分する（図 1）。有村川上流域は，

小流域1，2，6，8からなる本川流域と，小流域3，4，7から

なる支川1流域，小流域5からなる支川2流域に分類される。 

研究対象期間は，噴火活動中の有村川上流域全域の LP デ

ータ（国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所 計測）

が取得された 2013 年 10 月から 2016 年 10 月の 3 年間とす

る。LP データ取得間隔は約 1 年であり，2013 年 10 月から

2014年10月，2014年10月から2015年11月，2015年11月

から 2016 年 10 月の 3 期間である。以降，2013-2014，2014-

2015，2015-2016と示し解析期間と呼ぶ。大隅河川国道事務所

の調査によると，各解析期間の降灰量は 2013-2014 と比較す

ると，2014-2015は約1.6倍の量と多く，2015-2016は約0.2倍

の量と少なかった。 

3 研究方法 

3.1 使用したDEMデータ 

本研究では，LPデータから作成したDEMを使用する。メ

ッシュサイズは 1.0 m×1.0 m である。LP データの計測精度

は水平誤差±0.30 m 以内，垂直誤差±0.15 m 以内である。

DEM による標高差分解析時は，誤差伝搬の法則より-0.20 m 

から +0.20 m の範囲の値を誤差とみなし，その変動量はゼロ

とする。データ解析はQGIS Desktop 3.10.11 with GRASS 7.8.4

で行った。 

3.2 データ解析方法 

本研究では，各年の DEM を用いて以下のようにデータ解

析を行う。まず，2時期のDEMによる標高差分解析の結果，

変動量が 1.0 m 以上かつ面積 10 m2以上の範囲を含む，地形

的に連続した 0.20 m 以上の標高の変動が生じた範囲（以降，

土砂移動範囲と呼ぶ）とし，GIS上で個別にポリゴン化する。 

次に，解析期間ごとに，土砂移動範囲が分布する地形とそ

こでの侵食・堆積過程を分類する。土砂移動範囲の地形は，

各解析期間においてポリゴンが位置する研究対象流域の地形

区分として同定した。その地形区分は，DEMから作成した等

高線図（縮尺：1 / 25,000），傾斜変換線判読図（遷急線・遷緩

線の配置図）やオルソ画像図を用いた分類方法 2）を参考に，

斜面区分として分類するが，その成因が推定できる範囲につ

いては地形種 3）とする（表 1）。一方，土砂移動範囲の侵食・

堆積過程は，ポリゴンごとに縦横断測線を設定し，各年の縦

横断図から地形変化を判読して表 1のように分類する。ここ

に，「谷頭侵食」はガリーの新規形成に伴う上方への侵食を，

「側方・下方侵食」はガリーや放射谷の発達に伴う渓岸・渓

床侵食を指す。火山地域で確認される「リル」は規模の小さ

な微地形（幅数十 cm，深さ数 cm以下の溝）4）であり，LPデ

ータからは判読が困難なため，本研究では取り扱わない。 

そして，発生土砂量は土砂移動範囲のポリゴン内の侵食土

砂量または堆積土砂量を集計した値とする。 

最後に，各解析期間の小流域ごとの土砂移動範囲の空間分

布とそこでの侵食・堆積過程の推移を調査・分析し，有村川

上流域の主な土砂生産域の空間分布とそこでの土砂生産現象

の特徴を整理する。 

4 結果と考察 

4.1 土砂移動範囲の空間分布 

各小流域の3期間の土砂移動範囲の空間分布の特徴を以下

に示す。小流域1は3期間とも侵食に伴う土砂移動範囲が小

流域全域に点在していた。小流域 2，3，4 は，3 期間とも土

砂移動範囲が小流域全域に点在したが，特定の領域に分布す

図 1 研究対象流域の位置図 

表 1 本研究における地形区分と侵食・堆積過程の分類 

項目 詳細な分類

地
形
区
分

斜面
区分

頂部斜面，上部谷壁斜面，下部谷壁斜面，急崖，
ガリー，沖積錐，放射谷

地形種
火山砕屑丘，崖錐，段丘，溶岩流側端崖，
溶岩流原（大正溶岩），溶岩流原（昭和溶岩）

侵食・堆積過程 斜面崩壊，谷頭侵食，側方・下方侵食，土砂堆積
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る土砂移動範囲では期間により侵食と堆積が見られた。小流

域 5，6，8 は，3 期間とも土砂移動範囲が一部の放射谷区間

に特に多く分布し，その区間の土砂移動範囲では期間によっ

て侵食と堆積が見られた。小流域7は3期間とも土砂移動範

囲がほぼ分布しなかった（図 2）。小流域1，2，3，4と小流

域5，6，7，8は噴火火口からの距離や火山体に対する小流域

の位置関係（火山山体山腹斜面または火山山麓部）が概ね同

じだが，小流域間で土砂移動範囲の空間分布が異なることが

把握できた。 

4.2 解析期間における有村川上流域の主な土砂生産

域とそこでの土砂生産現象の特徴

有村川上流域のうち，土砂移動範囲の空間分布が異なった

小流域1，2，3，6における各解析期間の土砂移動範囲が分布

した地形（斜面区分 + 地形種）とそこでの侵食・堆積過程別

の発生土砂量を図 3に示す。 

小流域1，2，3は火山山体山腹斜面に位置するが，小流域

1では，3期間とも下部谷壁斜面における谷頭侵食，ガリーに

おける側方・下方侵食，下部谷壁斜面や急崖における斜面崩

壊が発生していた。そしてこれらの侵食土砂量は解析期間ご

とに同程度であった。小流域2，3では，噴火回数や降灰量が

減少した 2015-2016 に侵食が活発であった。小流域 2 では，

下部谷壁斜面や火山砕屑丘の縁周辺における谷頭侵食，また，

ガリーにおける側方・下方侵食により侵食土砂量が多かった。

一方，小流域3では，下流に分布するガリー，沖積錐，段丘，

放射谷における側方・下方侵食による侵食土砂量が多かった。

火山山麓部に位置する小流域 6 では，3 期間とも，ガリー，

段丘，放射谷における側方・下方侵食や，その側岸の下部谷

壁斜面における斜面崩壊による侵食土砂量が多かった。 

以上のように，有村川上流域では，斜面崩壊による土砂生

産が活発な小流域があるほか，ガリーの新規形成・発達に伴

う谷頭侵食や側方・下方侵食による土砂生産が活発な小流域

もあり，小流域によってその発生状況が異なること，火山山

麓部の小流域では河道区間である放射谷やそれに沿う段丘で

の土砂生産が活発であるという実態が明らかとなった。 

5 まとめ 

噴火活動中の桜島有村川上流域では，噴火火口からの距離

や火山体に対する小流域の相対的位置が概ね同じでも，主な

土砂生産域の空間分布と主な土砂生産現象とその土砂生産量

は期間や小流域によって異なることが明らかとなった。 

桜島有村川の土石流流出解析における土砂供給条件（土砂

供給点，想定する土砂生産現象，土砂供給量）の設定に際し

てこのことを考慮していく必要がある。 

【謝辞】本研究で使用した LP データ，桜島の噴火回数と降

灰量の観測データは，国土交通省九州地方整備局大隅河川国

道事務所より提供いただいた。記して御礼を申し上げます。 

【参考文献】1）下川悦郎・地頭園隆 (1987)，新砂防，Vol.40，

No.1，p.19-24，2）佐野泰志ら (2021)，令和3年度砂防学会研

究発表会概要集，p.327-328，3）鈴木隆介 (1997)，建設技術者

のための地形図読図入門 第1巻 読図の基礎,古今書院，p.37-

168，4）鈴木隆介 (2000)：建設技術者のための地形図読図入

門 第3巻 段丘・丘陵・山地，古今書院，p.688-689 
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図 2 解析対象とした3期間の土砂移動範囲の空間分布 

図 3 小流域1，2，3，6における各解析期間の土砂移動範囲が分布した地形とそこでの侵食・堆積過程別の発生土砂量 
（ ：斜面崩壊， ：谷頭侵食， ：側方・下方侵食， ：土砂堆積） 
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2016 年から 2020 年までの５年間の桜島・有村川における土砂流出の経年変化 

九州大学大学院生物資源環境科学府 ○井関十也 

九州大学大学院農学研究院 水野秀明 

１．はじめに 

 砂防基本計画(土石流・流木対策)の土砂処理計画

は土石流・流木対策施設を配置する際に基本となる、

重要な計画である。土砂処理計画に用いる計画流出

土砂量は、実際に渓流に堆積している土砂や崩壊に

よって渓流に流れ込む土砂量(以後、「移動可能土砂

量」と呼ぶ)と、降水によって運搬される最大の土砂

量(以後、「運搬可能土砂量」と呼ぶ)とを比較して、

小さい方の値としている。これまで、移動可能土砂量

の実態は災害後の調査等によって蓄積されてきたが、

運搬可能土砂量については未だ十分な蓄積がなされ

ていない。 

 鹿児島県鹿児島市内の桜島の昭和火口は 2013 年 8

月から 2018 年 4 月にかけて活発に噴火を繰り返し

た。特に有村川上流域はこの噴火に伴って大量の火

山灰で覆われた(気象庁,2021)。また有村川上流域は

植生で覆われておらず、裸地である(図-1)。これらの

ことから植生の影響を受けていない状態での、降雨

による土砂流出について研究するために必要な情報

が揃いつつあると判断した。本研究では大量の火山

灰が上流部に堆積した状態からの、概ね 1 年間隔で

の土砂流出の経年変化を明らかにすることを目的と

する。 

２．有村川流域の概要 

図-2 は本研究で対象とした有村川の流域図である。 

図-1 有村川上流域の航空写真(2021 年 10 月 18 日) 

図-2 有村川流域図 

有村川は桜島の南東部に位置している。有村川流域

を対象地に選定したのは、前述した昭和火口での火

山活動によって上流部の斜面が火山灰で覆われ、ガ

リ地形が埋没しているのが確認できたためである。

今回は植生の見られない上流部を対象範囲とした。

３．解析手法

 本研究の対象期間は 2016 年 10 月 21 日から 2020

年 10 月 28 日までのおよそ５年間である。これは LP

データの計測日に基づくものである。なお LPデータ

サイズは 1m×1m である。

土砂の侵食量・堆積量は 2期間の LP データの差分か

らメッシュ毎の標高差を求め、これに 1 メッシュあ

たりの面積である１m2 を掛けて算出した。得られた

データは４期間分である(以後、各期間を「2016-2017」

のように表す)。なお、2019 年度の計測データは一部

の領域で TIN(不規則三角形網)による補間された標

高を有していた。また降灰が LP データに与える影響

を評価するために、鹿児島県 HP の降灰量データ(月

単位)から堆積時の堆積厚を推定した。

４．結果および考察

 図-3 は桜島島内で観測された降灰量である(鹿児

島県,2021)。対象期間中に島内に堆積した降灰は最

も多い湯之平観測点でも約 20kg/m2/year(2018)であ

り、これを火山灰の密度 2600kg/m3、空隙率を 0.5 と

して計算すると堆積厚は約 1.5cm となる。LP データ

は 10cm 単位であることから、本研究では降灰の影響

を無視できるものとみなした。 

図-3 各観測点の年間降灰量(鹿児島県,2021) 

図-4 は各年度の LP データの標高値を示したもの

である。図より対象期間中に、上流部の斜面を覆って

いた土砂が侵食を受け流出し、下流部で堆積してい

ることが確認できる。侵食および堆積が見られた範

囲の勾配を測定すると、それぞれ約 31°~35°、11°

~13°であった。これは砂防基本計画(土石流・流木対

策)で土石流発生区間、および土石流流下~堆積区間

に該当する勾配であり、整合性の取れた結果と言え

る。土砂の流出が昭和火口周辺から放射状に進行し 
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図-4 LP データの標高値 

ていることから、土砂の侵食は上流部が埋没する以

前から発達していたガリ地形に沿う形で進行したと

考えられる。侵食が特に顕著なのは 2018 年度で、全

年度の2017年度と比較すると降灰で埋没していたガ

リ地形が再び露出したのが明瞭に見て取れる。

図-5は各期間の侵食量・堆積量で、図-4 のデータ

を元に算出したものである。侵食量を負の値、堆積量

を正の値で示している。図より期間全体を通して侵

食量・堆積量共に一様な増加を示したことが分かる。

経年変化的に捉えると、侵食量は 2016-2017 から

2017-2018 にかけて約 1.9 倍に増加しており、期間中

で最大の増加幅を示している。これは前期間と比べ

24 時間雨量が約 1.4 倍に増加したことで、流水によ

る土砂の運搬作用が増大したためであると考えられ

る。ここで扱った 24 時間雨量については図-6 を参

照されたい。 

図-6 は流出土砂量と 24 時間雨量の関係を表した

ものである。流出土砂量は侵食量と堆積量の差より

求めた。24 時間雨量は砂防基本計画策定指針(土石

流・流木対策編)解説に倣い用いた。また、24 時間雨 

図-5 侵食量と堆積量の経年変化 

図-6 流出土砂量と 24時間雨量の経年変化 

量はアメダス鹿児島の観測値に基づいて、土石流発

生時刻から 24 時間前までの降水量として算出した。

図より 24 時間雨量は 2018 年度以降に大きく減少し

なかった。一方、流出土砂量は昭和火口の噴火活動が

継続していた 2018 年度まで増加し、それ以降で減少

した。このことから上流部の不安定土砂は、減少した

ものと推測される。 

５．おわりに 

 本研究では大量の火山灰が上流部に堆積した状態

からの、概ね 1 年間隔での土砂流出の経年変化を明

らかにすることを目的とした。その結果、24 時間雨

量は 2018 年度以降に大きく減少しなかった一方、流

出土砂量は減少したことが明らかになった。今回示

された結果は限られた事例に基づくものであり、対

象地とした有村川流域以外においても同様の解析が

必要となることが予想されるが、それは今後の課題

としたい。 

 また本研究は国土交通省河川砂防技術研究開発公

募地域課題の成果の一部である。ここに記して関係

各位に深く謝意を表したい。 
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雲仙普賢岳の平成新山における火山岩尖（溶岩尖塔）の崩壊と変動 

中日本航空株式会社 ○高野正範，長崎秀之，中山裕紀，木澤恵一，増本勝巳，秦野輝儀

国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所 金井仁志，西島純一郎※１ 
※１現：退職

１ はじめに 

雲仙普賢岳平成新山は長崎県島原半島の中央に位置

する火山であり，平成２～８年の噴火により火砕流や土石

流が多く発生し，農地はじめ市街地に甚大な災害をもたら

した。この噴火活動により普賢岳の東側には溶岩ドームを

主体とする新たな山体が形成され，現在まで風雨による侵

食の影響と緩慢な地形変動が観測されている。

本報告は，溶岩ドーム形成の最終期に出現し山頂を形

成した火山岩尖（溶岩尖塔）の変動把握を目的として令和

２～３ 年度に実施した高密度航空レーザ測量データを用

いて火山岩尖の地形変動を把握したので報告する。

２ 山頂の状況 

平成新山山頂部は粘性の高いデイサイト質マグマが固

まった火山岩尖からなり，ほぼ東西方向に伸長し鶏冠状の

形状を有している。火山岩尖及びその周辺には植生は見

られず溶岩と岩塊・岩屑が分布している。 

火山岩尖は，経年による物理的及び化学的風化が進み

その一部が昨年の６月に崩壊した（図 1）。

図１ 雲仙普賢岳平成新山の崩壊部写真 

（平成新山山頂部を南方から望む） 

図 2 は航空レーザ測量により得られた高密度点群を用

いた地形表現図（正射表現）である。山頂には２つの火山

岩尖が存在する（図中 火山岩尖Ａ・Ｂ）。

図 2 火山岩尖及び周辺の状況（地形起伏図表現） 

図 3 は 2020 年 12 月 1 日と 2021 年 11 月 
20 日（約１年間）の各レーザ計測点群を用いた地形表

現図である。火山岩尖Ａ東端部及び火山岩尖Ｂの北

端部の崩壊と，その直下及び火山岩尖Ａ・Ｂ間の凹部

及び北東あるいは南東エリアへの崩壊岩塊の堆積が

見れる。 

図 3 火山岩尖部の地形変化（火山岩尖 A 東側端部崩壊） 

３ 地形解析 

３－１ 変動ベクトル解析 

火山岩尖部の地形変動の把握を目的に，得られている

稠密な点群データから解析ソフトの Mierre を用いて高密

度な変動ベクトル解析を実施した（図 4）。 

火山岩尖Ａ 火山岩尖Ｂ 

崩壊部分 

今回の高密度変動ベクトル解析範囲 

火山岩尖Ａ    火山岩尖Ｂ 

N 

30m 
等高線間隔:5m 

2020.12.1～4 2021.11.20～28
等高線間隔:5m 

火山岩尖Ａ 

火山岩尖Ｂ 
10m 10m 

N N 

1450 1450 

崩壊 

堆積 
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その結果，図 4 に示す通り崩壊部及び周辺を除く解析

エリアにおいて沈下傾向の変動ベクトルを極めて多く確認

した（上図：緑～青色の矢印，下図：下方向の矢印）。

図 4 火山岩尖部における変動ベクトル図 

３－２ シュミットネットによる分析 

変動ベクトル解析結果を分析するため，シュミットネット

投影法を適用することとして，ベクトル成分のうち方位と仰

俯角（水平より下方はマイナス）をプロット（南半球投影）し，

その特性を把握した（図 5）。 

図 5 シュミットネットによる変動ベクトルの分布 

その結果，シュミットネットの概略中心より，変動方位とし

ては「東方」，鉛直方向としては「-70 度」（地中に）のベクト

ル分布（沈下が卓越）が多いことを確認した。

３－３ 変動量と仰俯角の分布傾向 

変動ベクトルの斜距離と仰俯角を図 6 のグラフに示す。

広範囲に分布するものの，概ね斜距離 8～17 ㎝， 仰俯

角-50～-80 度に集中することが確認できた。 

図 6 斜距離と仰俯角の分布 

３－４ 既往の研究成果における変動傾向 

国土交通省 GNSS 観測結果に基づく報告 1）では，

「山頂付近は  2017 年の観測結果で東側方向に移動

（3.1 ㎝/年）しつつ沈下（-6.9 ㎝/年）を示し，変動量と し

ては水平変位より沈下傾向が大きい。」と報告され、本解

析範囲にある 2 箇所の沈下は約 10 ㎝/年となっている。 

４ まとめ 

二時期（約 1 年間）の高密度変動ベクトル解析によると

火山岩尖及びその周辺は，東方向の水平変動付加した沈

下変動が卓越しており， この卓越する変動ベクトルは，バ

ラツキがあるものの，斜距離 8～17cm の範囲，仰俯角

（沈下）-50～-80 度の範囲にあると判断できる。

火山岩尖Ｂは，火山岩尖Ａ及びその周辺の変動エリア

よりも東方向の水平変位がやや大きく，転倒傾向が認めら

れる。

この火山岩尖近傍の変動（東方向水平成分を含む沈下）

は，平成新山山頂における国土交通省による過去の

GNSS 計測の結果と概ね整合的と考えられる。 

参考文献 

1）第 67 回平成 30 年度砂防学会研究発表会概要集，
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衛星搭載合成開口レーダー（SAR）を利用した土砂災害発生箇所推定手法の比較 

国土技術政策総合研究所 ○瀧口茂隆 三浦俊介 中谷洋明 

国際航業株式会社 佐藤匠 山下久美子 本田謙一 田口智大 川島祐人 

1. はじめに

大雨や地震などの後，河道閉塞発生箇所や土砂災害の集中

発生範囲をいち早く把握することは，その後の対策の早期着手

に繋げるために重要である。 

このため衛星に搭載された，夜間・悪天候時にも観測可能な

合成開口レーダー（以下「SAR」）の優位性に着目し，SAR を用

いた土砂災害発生箇所の早期推定手法の確立と信頼性の向上

を進めている。 

現在実務で行われている推定手法は，災害前後の SAR 画像

の合成画像の目視判読を基本としているが，判読を行うために

はある程度 SAR 画像に慣れる必要があると言われている。また，

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は2022年度以降に先進レーダ

衛星「だいち４号」（ALOS-４）の打上げを計画している。この観

測幅は現在観測を行っている「だいち２号」（ALOS-２）のおよそ

４倍（約200㎞）となることが予定されているため，処理するデー

タ量が増大する。このため SAR 画像の判読プロセスなどを効率

化する必要がある。 

そこで，目視判読による手法と，広域に観測されたデータ量

の多いSARの処理に優れた２つの土砂災害発生箇所の推定手

法について信頼性（適合率・再現率）等の比較を行った。 

2. 比較の内容

2.1. 比較した手法

比較した手法は，以下の①～③の３手法である。

手法①：後方散乱強度画像の目視判読による手法

鈴木ら（2020）に準じた手法。災害前後の同じ観測条件にお

ける SAR 画像（L1.5 グランドレンジ強度画像）を用いて強度差

分画像を作成し目視判読する。判読に使用する強度画像はノイ

ズ処理のため３×３ の中央値フィルタを適用している。なお，

今回の比較は SAR 判読経験や業務経験の異なる３名で実施し

た。初心者でも基礎的な知識を持った上で判読が出来るよう，

半日程度の講習を経た上で実施した。

手法②：SARの強度差分画像と光学衛星画像を併用したソ

フトウェア処理による手法

災害の直近に観測された光学衛星画像から NDVI を算出し

SAR の画像範囲を植生域と非植生域に分ける。次に，植生域

でありかつ災害前後の後方散乱強度差分値が大きい（本研究

では，閾値を±２σ 以上とした）メッシュが面的に 500 ㎡以上

になった範囲を土砂災害発生箇所とした。

手法③：３時期のコヒーレンス（強度と位相の一致度）解

析を用いたソフトウェア処理による手法

夏秋ら（2017）では，３ 時期コヒーレンス解析を用いて，口之

永良部島噴火（2015 年）における火砕物の堆積範囲を検出し

ている。本研究では，この手法を土砂災害発生箇所の推定に

適用した。なお，夏秋ら(2017)では ScanSAR モード（分解能 60

～100m）のデータを使用していたが，本研究では目視判読で

通常使用しており解像度が小さい Strip Map モード（分解能３

m）のデータを使用している。災害前（平時）２時期と災害前後の

２時期でそれぞれ干渉処理を行い，干渉性（コヒーレンス）を作

成する。得られたコヒーレンスからコヒーレンス差分を算出し，

差分値が+２σ 以上の変化があったメッシュが面的に 500m2以

上になった範囲を土砂災害発生箇所とした。 

2.2. 比較を行った対象災害データ 

2014 年～2020 年に発生した 26 の主要な降雨・地震イベント

のうち，土砂災害の発生件数，同観測条件SAR データや地形

データ等の充実具合，災害前の光学衛星観測データの撮影時

期，災害誘因のバランス等を考慮し，以下の４災害を対象として

比較を行った。なお，令和２年７月豪雨後の地形や土砂災害移

動判読データは林野庁より貸与していただいた。分析に使用し

たデータを表－１に，その例を図－１に示す。 

表－1 比較を行った対象災害データ 

光学データ

（Sentinel-２）

オフナ

ディア角

衛星進行

方向と照

射方向

撮影日

災害前 2015/11/30

災害前 2016/3/7

災害後 2016/4/18

災害前 2018/1/20

災害前 2018/3/17

災害後 2018/7/21

災害前 2019/3/7

災害前 2019/8/22

災害後 2019/11/14

災害前 2020/3/2

災害前 2020/6/8

災害後 2020/7/6

SARデータ（ALOS-２）

2016/3/3

2018/5/22

2019/8/1

2020/5/11

32.4°

観測日

南行右

北行右

南行右

南行右

平成28年

熊本地震

平成30年

7月豪雨

令和元年

東日本台風

令和2年

7月豪雨

災害名

2.3. 比較の方法 

 比較は，推定手法①～③について，災害毎に１シーン（50×

70 km2）を対象範囲として処理に要する時間及び推定の適合率

と再現率で行った。算定にあたっては，別途算出したレイオー

バー，レーダーシャドウ等の不可視領域を除いたうえで実施し

た。対象現象は，これまでの目視判読による実績で検出率が高

くなる 2,000m2以上の土砂移動範囲とした。ここで，土砂移動範

囲とは，崩壊部分及び侵食部分を指し，土砂の堆積範囲は含

まないものとする。適合率，再現率とも，土砂移動箇所と推定し

た範囲に少しでも実際の土砂移動範囲が重なると正解とした。

また手法①は，これとは別に判読者の熟練度による差を比較す

るため，判読者別に要した時間及び適合率と再現率の比較も

実施した。各手法による推定結果の例を図－２に示す。 
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図－1 検討範囲の例（令和2年（2020年）7月豪雨） 

図－2 各手法の推定結果の例（平成30年7月豪雨：広島県） 
（左上：オルソ，右上：手法①，左下：手法②，右下：手法③） 

3. 結果

3.1. 手法①の判読者の練度による比較

図－３に手法①の技術者毎の，適合率，再現率，処理に要

する時間を示す。従来，SARの判読には一定程度の慣れが必

要と言われているが，SAR判読の慣れの有無より，土砂災害

の写真判読等の砂防業務経験の有無の方が，結果の信頼性に

与える影響が大きい可能性がある。言い換えると，土砂災害

判読等の砂防に関する経験があれば，事前に講習等を行うこ

とで熟練者と遜色ない信頼性で作業を行うことができるこ

とを示唆している。

3.2. 手法①～③の信頼性比較

手法毎の適合率，再現率を図－４に示す。ソフトウェア

による手法は，手法①よりも適合率が低く，再現率が高く

手法①と逆の結果になった。また処理③は，結果のばらつ

きが大きく，観測条件や現場条件に左右される可能性があ

る。また，処理に要する時間については，計算機の処理能

力に依存するが，手法②の方が③よりも短く，②，③は①

より短い結果となった。 

図－3 判読者毎の適合率・再現率・処理時間 
（塗潰丸：適合率，白抜丸：再現率，白抜三角：処理時間） 

図－4 手法毎の適合率・再現率（塗潰丸：適合率，白抜丸：再現率） 

4. おわりに

本研究の結果をまとめると以下のとおりになる。

‧手法①（目視判読）の信頼性については，SAR 判読の慣れ

よりも，これまでの砂防関業務の経験の有無が結果に与え

る影響が大きい可能性がある。

‧手法①（目視判読）は，適合率が高く再現率が低い傾向，

手法②，③は逆の傾向となった。また手法③については，

結果のバラツキが手法②より大きい。

今後は，手法②，③の手法の改善を図った上で，手法①

と組み合わせることによりそれぞれの手法の欠点を補完

し合う方法を検討する必要がある。 

なお，本研究に用いたALOS-2/PALSAR-2データは，共同

研究に基づきJAXAから提供を受けたものである。 

【引用文献】 

鈴木ら（2020）：合成開口レーダ（SAR）画像による土砂災害
判読の手引き，国土技術政策総合研究所資料第1110号 

夏秋ら（2017）：ALOS-2 PALSAR-2 の ScanSAR モードを併用
した三時期コヒーレンス解析による火砕物の検出，日本リモ
ートセンシング学会誌，Vol.37，No.1，p.1-12 
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都市近郊における UAV を用いた緊急点検方法の検討 

国土交通省 中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所 國時正博，熊本勝史，梶正範，加國奈緒子 

中電技術コンサルタント(株) ○大盛 泰我，河井恵美,河本紗希,大上峻平,髙橋 源貴※1 

１．はじめに 

広島西部山系では、住宅地奥の急峻な山裾に砂防施設が

連担して存在しており、地震時や一定規模の降雨後に、対

象となる 168 渓流の緊急点検を行い、現地状況を迅速に把

握している 1)。従来の地上調査では渓流間の移動に時間を要

することや、調査員の安全性確保が課題となっている。 

点検対象となる渓流は、広島市を中心とした都市近郊に

位置し、人家や電線等の支障物が近接する箇所での点検と

なるため、UAV を活用するにあたっては現地状況を確認し

た上で飛行計画を立案する必要がある。 

本稿では、緊急点検における手動飛行を基本としたUAV

活用方針や点検方法を検討し、実施検証を行い、その結果

を踏まえ、緊急点検におけるUAV 活用の方法についてとり

まとめを行った成果について報告する。 

２．UAVを用いた緊急点検 

緊急点検におけるUAV 活用の基本方針は、点検内容・目

的に応じて、緊急概略点検（フェーズ 1）、緊急詳細点検（フ

ェーズ 2）に分けて策定した。緊急概略点検は、一定規模以

上の気象状況や災害発生時等に、土砂流出状況を把握し、

土砂流出の有無について速やかに報告を行い、緊急詳細点

検の必要性を判断するものである。緊急詳細点検は、緊急

概略点検で土砂流出が確認された場合、または事前に土砂

流出の情報があった場合に行うものであり、崩壊地の特定

及び渓流内の土砂堆積状況の把握を目的として行う。 

点検方法の検討は、渓流の連担や施設の整備状況を踏ま

えた点検方法を検討する。特に広島西部山系では、山裾に

人家が密集し、渓流が連担している箇所が多く存在するた

め、調査の効率化を目指し、1 回のフライトで複数の渓流を

点検する方法を検討した。 

図-1 緊急概略点検の概念図 

また、LP データと 2 次元図面から、地形モデルと構造物

モデルや CIM 統合モデル 2)を作成した。統合モデルには、

UAV の離着陸地点、周辺の支障物情報、既往点検結果の情

報を付与し、3 次元的に支障物と機体の位置関係を確認する

ことで、飛行計画の立案に活用した。 

図-2 三次元モデルを活用した飛行計画の確認 

3．実施検証結果 

UAVを用いた緊急点検の実施検証は各地区で緊急概略点

検及び緊急詳細点検のシナリオを策定し、着目点や評価項

目を設定した上で実施検証を行った。 

(1)緊急概略点検（フェーズ１） 

緊急概略点検では、手動飛行で静止画撮影により土砂流

出状況を確認する飛行を行い、地区の特性に応じた点検方

法及び使用機体について検討した。使用する機体は、機体

の性能、品質、汎用性を考慮して、調達が容易で汎用性の

高いホビー機と飛行時間が長く、視認性に優れる産業機の 2

機体を選定した。 

実施検証の結果、安全な場所から 1 フライトで土砂流出

状況の確認することができ、全体の地上点検の平均時間が

約 20 分であるのに対し、UAV 点検の平均は約 6 分と調査

時間の短縮ができた。特にA 地区では、UAV 点検時間が 6

渓流で 12 分であり、地上点検と比較すると約 70 分の大幅

な時間短縮ができ、連担する渓流の緊急点検におけるUAV

調査の有用性が確認できた。 

図-3 緊急概略点検の実施検証結果(A地区) 

  ：離着陸地点 

  ：飛行ルート 

点検渓流数：6 渓流 

点検時間：12 分（地上点検82 分） 

⇒大幅な点検時間の短縮が可能 

UAV写真撮影位置 
高圧線 

鉄塔 

※1 現所属：国土交通省 国土技術政策総合研究所 
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(2)緊急詳細点検（フェーズ２） 

緊急詳細点検では、土砂流出が確認された場合の動画撮

影による崩壊地の特定を行う。また、施設整備状況及び現

地特性を踏まえ、実施検証で行う点検項目（オルソ撮影、

LP 計測、近接撮影等）を選択し、土砂堆積量や施設変状等

を確認した。緊急詳細点検に使用する機体は、飛行時間が

長く、様々な計測機器を搭載可能な産業機と Visual SLAM

機能搭載で近接撮影が可能な産業機の 2 機体を選定した。 

実施検証の結果、1 回のフライトで、動画撮影により崩壊

地の特定及び渓流内の状況を確認することができた。また

オルソ撮影、LP 計測により災害前後の状況の変化を全体的

に確認することができた。さらに砂防堰堤の近接撮影を行

うことで堰堤天端のひび割れの規模 3)を確認することがで

き、施設変状の把握にも活用することができた。 

図-4 緊急詳細点検結果（崩壊地の特定） 

図-5 緊急詳細点検結果（オルソ撮影・レーザ計測） 

図-6 緊急詳細点検結果（砂防堰堤の近接撮影） 

(3)実施検証結果のとりまとめ 

各地区の緊急点検の実施検証結果を踏まえ、UAV を活用

し、点検作業の効率化・迅速化、点検調査員の安全性向上、

UAV の高度利活用を目的として「UAV を用いた緊急点検

要領（案）」を作成した。点検要領（案）では、安全管理、

撮影画角の設定、UAV の関連法令等について記載し、実施

検証により得られた課題や改善点について整理した。 

４．UAV点検の高度化に向けた試行 

今後のUAV の高度化に向けて、調査結果の迅速な情報伝

達や目視外飛行での点検について試行を行った。調査結果

の迅速な情報伝達については、WEB 会議システムを活用し

た調査映像のリアルタイム配信を行い、迅速な情報伝達が

可能であった。また、自律飛行を行いながら撮影写真を解

析処理し、リアルタイムでオルソ画像を作成する機能を活

用することで、災害時により迅速な現地状況の把握が可能

であった。調査結果の迅速な伝達により、下流人家の避難

情報等に活用することが期待できる。 

山間部で調査範囲が比較的広い宮内・明石地区（廿日市

市）での調査では、上流域で目視外飛行となり、出水時に

補助者を配置してのUAV 点検が難しい。そこで、調査範囲

拡大のため、航空局へ「目視外補助者無し飛行（レベル 3

飛行）」の許可・承認申請を行い、承認を得た上で飛行を

行った。レベル 3 飛行の実施には、技術的・法令的な高い

ハードルをクリアする必要があり、中国地方の防災事業初

の試みであった。今後、都市部近郊での目視外飛行（レベ

ル４飛行）実現に向けて、目視外飛行実施の際の許可・承

認申請についての知見を得ることができた。 

5．おわりに 

本稿において検討した方法により、1回のフライトで、安

全な場所から迅速で効率的に土砂流出状況の確認を行うこ

とができた。また、土砂流出が確認された場合の詳細な調

査についても、UAV調査の有用性を確認することができた。 

緊急点検では、都市部近郊で人家が近接する場所での飛

行が想定されるため、手動飛行による点検方法であったが、

繰り返しの定期点検での活用に向けて、自律飛行での点検

手法の検討が課題となる。自律飛行では、より詳細な飛行

ルートの設定が必要となるため、都市近郊においても、3

次元データ等を活用し、自律飛行による安全な点検方法を

確立させることが重要と考える。 

また、撮影写真や計測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ことが望ましい。

点検データの蓄積が可能となるように、UAV 点検手法の高

度化と併せて、点検データの維持管理への利活用について

も検討していきたい。 

参考文献 1)広島西部山系渓流巡視点検実施要領（案） R4.3 

2)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)  3)砂防関係施設点

検要領(案) 国土交通省砂防部保全課 R2.3  
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那智川流域におけるドローンの全自動飛行による施設点検について 

中電技術コンサルタント株式会社 〇舟津智司，荒木義則，河井恵美，久家政治，能島佑佳

国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 山本悟司，小杉恵，北本楽

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

平成 23 年 9 月の台風第 12 号に伴う記録的な豪雨により、紀伊半島では 3,000 箇所を超える斜面崩壊ならびに 17
箇所の河道閉塞が発生した。那智川流域においても、那智川に流れ込む各支川で多数の斜面崩壊が発生し、それに

伴う同時多発的な土石流により、甚大な人的、物的被害が生じる大災害となった。

その後の緊急対策工事により、令和 4 年 2 月時点で 8 つある支川において計 15 基の砂防堰堤が整備されたが、

それら砂防施設には定期的な点検が必要である。従来の施設点検は目視による人力点検のため、施設まで行かなけ

ればならない点や出水後の臨時点検時には点検員の安全を確保した上で実施する必要がある等、人力点検は迅速性

や安全性の確保において課題がある。そこで、ドローンによる施設点検が有効な手段となり得るが、機材の調達や

操縦者等の人員手配に時間を要してしまい、迅速な点検に至らない場合もある。

本稿では、これらの課題を解決すべく、砂防施設の近傍に予め設置した格納庫からドローンを全自動飛行させ、

遠隔操作やリアルタイム映像監視による施設点検を行った実証実験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「目視外補助者なしによる自律飛行（レベル３飛行 1)）」の承認申請を行い、承認を得た上で実施し

た。

2. 実証実験の概要

実証実験は、内の川渓流（和歌山県那智勝浦町）に

おいて 2021 年 12 月 15 日に行った。運用システムは

「SENSYN DRONE HUB（以下、ドローン格納庫）お

よび機体(SENSYN Mark-2)」を選定し、離着陸地点と

なるドローン格納庫を大規模土砂災害対策技術セン

ター（以下、センター）敷地内に設置した。また、当

該システムは LTE 通信を使って遠隔操作を行うた

め、飛行範囲が LTE 通信環境内であり、通信速度が

推奨値(8Mbps)以上であることを事前に確認した。

なお、本実証実験はレベル３飛行による実施のた

め、補助者の配置は不要であるが、飛行ルートが公

道（橋上）を跨ぐことに加え、第三者の安全に配慮

するために、監視者を別途配置した。レベル３飛行

時の人員配置図を図-2 に示す。

飛行計画は、砂防施設を含む渓流

全体の把握を目的とした全体撮影

（動画および静止画撮影）と砂防施

設の変状や進行等の把握を目的と

した詳細撮影（定点撮影）に区分し、

それぞれ飛行ルートを設定した。

全自動飛行では、予め設定した飛

行ルートデータを機体にアップロ

ードし、飛行ルートと公道上の安全

確認を行う。次に PC 画面の「飛行

開始」をクリックすると、ドローン

格納庫が開き、自動で飛行を開始す

る仕組みである。

実施体制は、全体の指揮を執るた

めにセンター内に屋内基地を、機器

不具合等の緊急時対処のために屋

外基地をそれぞれ設置した。屋内基

地では、全ての遠隔操作（自動飛行

の開始,一時停止および再開の操作,
飛行時のカメラ操作等）を実施し、

自律飛行中の機体より伝送された映像をリアルタイムで監視し、渓流内の旧崩壊地や砂防施設の状況を確認した。

図-１ ドローンの全自動飛行による施設点検 

離着陸地点 

・遠隔操作

・ﾘｱﾙﾀｲﾑ映像監視

・撮影ﾃﾞｰﾀ自動転送

・自動充電

大規模土砂災害 
対策技術センター 

ドローン格納庫 

SENSYN Mark-2 

1 号砂防堰堤 

運用ｼｽﾃﾑの特徴 

1 号砂防堰堤 

旧崩壊地 

2 号砂防堰堤 

距離:約 700m 

図-２ レベル３飛行時の人員配置図
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3. 実証実験の結果

3.1遠隔操作･ﾘｱﾙﾀｲﾑ映像監視

実証実験による施設点検の

状況およびその結果を図-3 に

示す。遠隔操作では、飛行に関

する操作（自動飛行の開始,一
時停止および再開）と撮影に関

する操作（カメラ角度やズーム

の操作）をセンター内より自由

にできることを確認した。

また、リアルタイム映像監視

では、大型モニターを確認しな

がら砂防施設や渓床・崩壊地等

の渓流全体の状況を迅速かつ

詳細に把握できた。

3.2ドローン格納庫･機体

実証実験では、センター内の

PC から「飛行開始」ボタンを

押すことで、屋外に設置したド

ローン格納庫が自動開閉し、ド

ローンによる自動飛行（離着

陸）を行った。ドローン格納庫の自動開閉は確実に動作しており、機体も計画ルート通りに安定した飛行ができた。

実証実験中、衛星配置によっては機体の離陸条件となる捕捉衛星の閾値（メーカー独自基準：60）未満となり、ド

ローン格納庫が開かず、飛行を開始できない時間帯があったことから、今後、実運用面で留意する必要がある。

3.3撮影データ自動転送（クラウド）

ドローンによる撮影データは図-4 に示すように、自動着陸

後、ドローン格納庫からクラウドサーバーへ自動転送される。

実証実験では、送信データ量（1.76GB【動画:2 ファイル,静止

画:532 枚】）に対して、データのアップロード時間は 90 分と

なったが、アップロードされたデータは、センター内の PC で

自由に確認できた。その後、撮影データをダウンロードし、画

像解析することでオルソ画像や砂防堰堤の３D モデルを作成

し、護岸工の張石工欠損等の変状を確認した。

4. 実証実験を踏まえた全自動飛行の有用性と課題

那智川流域は、複数の渓流が本川に合流しており、各渓流の谷出口付近に整備した砂防堰堤群を迅速かつ効率的

に点検する必要がある。今回の実証実験は、１渓流（内の川）の試行であったが点検員が現場に立ち入ることなく、

全て遠隔操作により点検することができた。ドローンの全自動飛行は、現場作業の危険回避（安全性向上）、点検作

業の効率化（フライト時間：15 分程度／回）に繋がる等、有用性が高いことが示された。 
また、遠隔操作・リアルタイム映像監視・撮影データの自動転送等の通信手段は、複数の「Mobile Wi-Fi」を使用

した。その結果、遠隔からのカメラ操作（角度変更、ズーム操作）において通信遅延が発生し、時間帯によっては

通信が安定せず映像に若干の遅延が生じる等、通信環境が操作性や運用面に与える影響等が主な課題となった。

5. おわりに

今回の実証実験により、全自動飛行による施設点検の有用性

は確認できたものの、那智川流域全体で実運用するためには、

通信環境の改善、飛行エリアの拡大（道路や民家上空の飛行含

む）、ドローン飛行性能の向上、撮影データの品質向上等、様々

な課題を解決していく必要がある。

現在、有人地帯における目視外飛行（レベル４飛行）の実現

に向けた環境整備（関連法令改定、新制度導入）も進められて

おり、現行の航空法規定に則した運用（レベル３飛行）をはじ

め、将来的な運用（レベル４飛行）を見据えた対応に備える必

要がある。ドローン導入による点検作業の効率化・省力化はもとより、将来的には全自動点検（事務所からの遠隔

操作、自動データ転送等）を実現し、砂防施設点検や危険箇所の監視を完全自動化する運用を目指したい。

＜参考文献等＞ 

1) 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 9 月 24 日最終改正（国官参次第 79 号）．

図-３ ドローンの全自動飛行による施設点検状況および成果 

1 号砂防堰堤 

旧崩壊地 

画像解析により作成した 3Dモデル 

遠隔操作状況（飛行開始） 

リアルタイム映像監視

遠隔操作画面（リアルタイム映像） 

画像解析により 

作成したオルソ画像 

張石工欠損を確認 

3D モデル 

図-５ 将来的なドローン運用のイメージ（案） 

図-４ 撮影データ自動転送（クラウド） 

クラウド

サーバー
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砂防分野の BIM/CIM における各種レーザ計測手法の活用性について 

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＊1，土屋郁夫＊2，浅野里奈，浅野雅博＊3 
アジア航測株式会社 梅村裕也，○大橋一智，井上(香月)敦，恩藤(湯川)典子，小澤弘典，濵田尚志

株式会社三栄コンサルタント 西尾恭輔

1，はじめに 

今後の公共工事においては原則 BIM/CIM を活用す

る必要があることから、航空レーザ測量等で得られた

三次元測量成果を効果的に活用していく必要がある。 
一方で、詳細設計等にあたっては、既設構造物等の

詳細な地形情報も必要となることから、航空レーザ測

量だけでは把握できない可能性がある。

ここでは、航空レーザ測量のほかに、高密度点群デ

ータの取得が可能な地上レーザ計測、SLAM 計測によ

る三次元測量を実施し、各測量手法で取得した地形デ

ータの BIM/CIM への活用性について検証した。 
2，航空レーザ測量成果の適用項目 

「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）」の「測量成果

（3 次元データ）作成指針」では、砂防分野の測量段

階で作成する 3 次元データとして、①UAV 等を用いた

公共測量（砂防土工）、②砂防施設配置計画用測量、③

砂防構造物設計用測量の 3 段階の測量を設定している。 
①②③の各段階の必要条件に対し、航空レーザ測量

データはいずれの測量段階においても求められる点

密度を満たしており活用可能と判断できる。しかしな

がら、③砂防構造物設計用測量において実際に設計に

用いる際には、構造物を設計上のコントロールとする

ことが想定されるため、航空レーザ測量成果からの構

造物の表現性も検証した。

3，航空レーザ測量成果からの CIM モデル（地形モ

デル）の作成および課題 

航空レーザ計測データより作成した CIM モデル（地

形モデル）の活用性および課題を整理するために、地

形データ（DEM、グラウンドデータ）および作成範囲

が異なる LandXML 形式の地形モデルを作成した。

LandXML 作成に活用したデータ種別、モデル作成範

囲およびその点群数を整理した（表１）。ここで、モデ

ル作成範囲はCAD作業の汎用性を考えて1/2500図郭、

A1 サイズ（1/500、1/1000）とした。1/2500 図郭範囲に

対し DEM(1m)より LandXML データを作成した場合、

300 万点の点群データより作成することとなることか

ら、データ容量が大きくなる。

表 1 図郭サイズと点群数の比較 

種類 データ サイズ 点群点数

1/2500 図郭 DEM(1m) 2000×1500m 3,000,000 点 

A1(1/500) ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ 420×297m 1,037,984 点 

A1(1/1000) DEM(1m) 841×594m 499,554 点 

図 1 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀから作成した LandXML 

図 2 DEM ﾃﾞｰﾀから作成した LandXML 

これらを比較した結果、いずれも LandXML が作成

可能であり、地形形状については十分な表現性がある。

しかしながら、作成範囲が大きすぎるとファイルサイ

ズが大きくなることから、地形モデル作成にあたって

は利用スケールに応じて、作成範囲を適切に設定する

必要がある。一方で、既設構造物のエッジ表現が不十

分であった(表 2)。そのため、既設構造物等を設計上

のコントロールとしてセンチ単位のスケールで表現

する必要がある場合には、より詳細な測量手法等で取

得した 3 次元データで CIM モデルを作成することが

必要である。

表 2 作成した LandXML の状況 

種類
LandXML
ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ 地形 構造物

1/2500 

図郭 
416,972KB 確認できる 

大型の構造物であれ
ば、大まかな形状が確
認できる 

A1 
(1/500) 

144,270KB 
DEM より詳

細に確認で
きる 

DEM から作成したもの
より詳細に確認できる
が、エッジは不鮮明 

A1 
(1/1000) 

69,433KB 確認できる 
大型の構造物であれ
ば、大まかな形状が確
認できる 

4，地上レーザ測量成果からの CIM モデル（点群構

造物モデル）作成および課題 

既設構造物のエッジなどが把握できる、より詳細

な CIM モデル（点群構造物モデル）を作成するため

に、地上レーザ測量の活用性を検討した。ここで

は、通常の地上レーザスキャナ計測によるものと、

SLAM 計測の 2 種類の方法で実施し、それぞれの手法

で取得したデータ特性等について比較した。 

4.1，計測方法 

①地上レーザ計測

GNSS 測量機によるスタティック法およびトータル
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ステーションにて基準点を設置したうえで、地上レー

ザスキャナ(ニコン・トリンブル SX10)を使用し、計測

範囲が網羅されるようスキャン範囲や測定密度など

の設定を行い観測した。 

②SLAM 計測

SLAM とは、自己位置推定と点群データ取得を同時

に行うものであり、ハンディ型のレーザースキャナ

(emesent HOVER MAP)を使用し、GPS の測位や方位セ

ンサーを使うことなく地形や構造物形状の 3D スキャ

ンを実施した。

図 3 計測状況 

4.2，点群構造物モデル作成 

地上レーザ計測および SLAM 計測時に各点の RGB
を同時に取得し、地物が判別しやすい鮮明な色付き点

群の点群構造物モデルを作成した(図 4、図 5)。またこ

れらの高密度点群を用いることで、ポリゴンによる構

造物モデルを作成することも可能である。 

図 4 地上レーザ計測点群構造物モデル

図 5 SLAM 計測点群構造物モデル 

以上より把握した地上レーザ計測と SLAM 計測の

特徴をとりまとめた(表 3)。 

5，まとめ 

砂防構造物設計の測量段階で作成する 3 次元データ

の測量手法と作業性・活用性について比較検証結果を

とりまとめた。

①地表面

 航空レーザ測量成果で地表面表示が可能である

 作業性を考慮すると、データ作成範囲は設計に必要

な範囲に絞り込むことが望ましい

 DEM、グラウンドデータ共に表現可能であるが、点

群密度の高いグラウンドデータを使用することが

望ましい

②構造物

 航空レーザ測量より地上レーザ測量成果の方が精

度のよいモデルが作成できる

 地上レーザ測量は、データ取得対象物の特徴や、周

辺地形、求められる精度等を考慮して、地上レーザ

計測と SLAM 計測を選択することで効率化を図る

ことが可能である

 点群の構造物モデルよりも、構造物オブジェクトを

ポリゴン・ソリッドで作成することで、地表面モデ

ルとの重複部分の削除作業の時間短縮が可能であ

る

6， 今後の課題 

CIM データの活用は、今後原則適用となっていくた

め、CIM データ活用への対応を進めていくことは喫緊

の課題である。現在は、各段階において試行錯誤しつ

つ推進しているが、より効率的・効果的でかつ調査・

設計から施工・維持管理まで統一的に活用できるデー

タ作成に努めていく必要がある。

参考文献 ）
・BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編 令和 3 年

3 月 国土交通省

・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

地上レーザ計測 SLAM 計測 

表 3 地上レーザ計測と SLAM 計測の特徴 

項目 地上レーザ計測 SLAM計測

計測する基準点数によるが、十分な点群密度を取得できる。 計測に時間をかければ、十分な点群密度を取得できる

（今回取得点数：157,972,375点） （今回取得点数：88,634,653点）

基準点測量から、座標を取得しているので、点群1点1点が平面
直角座標系の座標で管理されているため、SLAM計測と比較し
て精度が高い。

標識等で、既知点を明らかにしたうえで、取得した任意座標に、平面直角
座標に関連付けるため、地上レーザ計測よりも劣る。

（今回基準点：スタティック法） （今回基準点：対空標識）

対象構造物が複雑な場合や、植生でレーザー到達範囲が限ら
れる場合は、基準点を増やす必要があり、時間を要する。

計測作業者が、徒歩で移動しながら計測するのみなので、作業時間は短
い。

（今回作業時間：基準点含め11時間） （今回作業時間：標識含め1.5時間）

死角
設置点が固定されているために、計測対象とする構造物との間
に植生や他の構造物がある場合は、レーザーが到達せず死角
が発生しやすい。

計測作業者が、計測対象範囲内を計測漏れがないように徒歩で移動しな
がら計測するため、死角が発生しにくい。

安全性
機材重量があるため、急峻な地形では、設置場所までの運搬
で転倒しないよう注意を要する。

移動しながらの計測となるため、移動ルートの安全確認が必要となる。
なおレーザー計測可能範囲は地上レーザ計測と同等である。

点群密度

点群精度

作業時間
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UAV，衛星データと AI，既存技術の融合- 高原川流域の広域植生判読と精度検証 

国土交通省 神通川水系砂防事務所 石井 陽, 中田 圭一 

国土交通省 北陸地方整備局 宮本 憲二 

国土交通省 湯沢砂防事務所 四十谷 朋子 

日本工営株式会社 〇古木 宏和, 倉上 健, 三池 力, 渡部 春樹, 林 聖也, 長山 孝彦 

1．はじめに

神通川水系砂防事務所管内では，流木災害対策のため，

保全対象や既存施設の状況に応じた流木対策施設計画を

策定している。従来は，過去の災害実績や現地調査結果，

地形・地質・林相・荒廃状況等を技術者が作図，判読，

整理しながら実施されてきた。しかしながら，広大な面

積を持つ流域では，林相把握だけでも多大な時間を要す

る上，判読の観点では技術者の主観による誤差を排除す

ることは困難である。 

これに対し近年はDXの流れの中，AIやセンサー技術等

を用いた効率化・高度化が期待され調査技術として導入

が進められている1)。本研究では図1に示すようにAI，光

学衛星，UAV等のセンサー技術を活用した判読技術の効率

化・高度化を目的として植生判読に適用し，斜面からの

流木量算出流木算出に資する検討を行った。 

2．マルチスペクトル画像と深層学習による林相判別 

2.1 近赤外領域の光学画像を活用した分析 

本検討では林相判別にあたり，光学衛星とUAVによるマ

ルチスペクトル画像を用いた。現地調査では，UAV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り，

光学衛星と同様にNIRバンドとRバンド（赤色）の情報が

得られるため，植物の量や活性度を判定する正規化植生

指標（NDVI）を用いた表現図の作成が可能である（図2）。

なお，光学衛星はplanetの撮影画像を用いた。 

2.2 NDVI画像と技術者判読結果の整理 

技術者による林相判読図とNDVI画像は,高い類似性を

示す。光学衛星画像からNDVI画像作成後，技術者による

判読図のNDVI値の判定を

ヒストグラムで示した

（図3）。ここから，常緑

性針葉樹と落葉広葉樹の

閾値が0.835と求められ，

この閾値で常緑性針葉樹

と落葉広葉樹の区分を行

った。技術者による判読

図とNDVI画像の対比図は，

図4に示す。 

0.835 

落葉広葉樹 

常緑針葉樹 

図 3 技術者による植生判読図 
の NDVI 値のヒストグラム 

図 1 広域砂防調査の効率化に向けた AI やセン
サー技術を併用した流木発生量算出までの流れ

図 2 流域の光学衛星画像と NDVI画像 

0.5 1.0 

RGB 画像 

NDVI 画像 

技術者による
チェック

流
木
量
算
出 
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2.3 衛星（NDVI）とAIによる判読結果の比較 

図5は空中写真，衛星画像，NDVI画像，AIの出力画像を比較した画像である。NDVI画像とAIの出力画像

が非常に近い分布である事が

わかる。AIのネットワークはEf

ficientnet2）を用いた。判読図

作成において，AI,光学衛星情

報はどちらも有効な解析手法

となり得る。それぞれの弱点を

踏まえて判断する指標を検討

し，必要な精度に応じた判読図

を作成する必要がある。 

2.4 UAVによるNDVI画像作成の利点 

UAVでは近赤外領域のより詳細な画像が所得できることから，光学衛星データの現地精査が可能である。

図6に光学衛星とUAVによるNDVI画像を示す。UAVでは現地で確認したいポイントを局所的に，かつ人間が

徒歩で目視するよりも効率的に調査する事が可能である。また，任意の画郭，自動航行ルートの設定，

位置情報など，データ収集の上でAIとの親和性も高い。 

３．まとめと今後の展望 

UAV・光学衛星情報・AIの新技

術を活用し,技術者の知見との整

合を持たせた，効率的な広域砂防

調査の検討を行った。とくに林相

判読を例に,その適用性の高さを

示す事ができた。 

また，近赤外領域の情報を用い

たNDVI値を用いる事で，斜面崩壊

を検出できる事例もあることか

ら，光学衛星による流域全域の俯

瞰，UAVによる現地調査，AIによ

る特徴抽出と自動処理，最後に技

術者によるチェックを加える一通りの流れにより，砂防調査の効率化が図れる可能性がある。今後，流

木，土砂，崩壊地等の対象の違い応じた新技術の組み合わせによる既存調査技術の高度化が期待される。 

【参考文献】 

1）古木宏和･岡田武･四十谷朋子･倉上健･三池力･古屋智彦･渡部春樹･長山孝彦：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ﾍﾟｸﾄﾙｶﾒﾗ搭載ﾄﾞﾛｰﾝと深層学習の適用，2021年度砂防学会発表概要集，p.285-286, 2021. 

2）Mingxing Tan･Quoc V. Le : EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks”, Interna

tional Conference on Machine Learning (ICML2019), 2019. 

赤：「常緑針葉樹」 緑：「落葉広葉樹」 

空中写真       光学衛星画像      NDVI 値の分布    NDVI 値閾値適用図   EfficientNet 出力

図 5 衛星画像と AI による植生判読結果図 

図 4 技術者による植生判読結果と NDVI 画像の比較 
(赤：「常緑針葉樹」緑：「落葉広葉樹」) 

技術者による判読図 

高原

川残

流域

山

田

川

流

域

空中写真  光学衛星の NDVI 画像 

図 6 UAV と衛生画像における NDVI 画像の違い 
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令和 3 年 8 月における木曽川水系中津川流域の土砂移動と施設効果について 

国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所 田中健貴・加藤仁志・樫野誠*1・水野利香・松原和哉*2・鷹見和也*3 

八千代エンジニヤリング株式会社 西尾陽介・宮田直樹・小室知栄・佐藤敏明

*1: 現国土交通省砂防部, *2: 現国土交通省中部地方整備局, *3: 現中津川市

１． はじめに 

 木曽川水系中津川は，恵那山に源流を持つ一級河川で

あり，土砂生産が活発な流域である。2021年8月13日から

15日にかけ，中津川流域では豪雨が発生し（以後，8月豪

雨），多数の土砂移動と砂防施設での土砂捕捉が見られた。 

土砂生産が活発な流域では，生産土砂による河床上昇

によって引き起こされる土砂・洪水氾濫対策を考える必

要がある1)。一方で，土砂・洪水氾濫をもたらす大量の土

砂生産は，複雑な要因によって引き起こされており，特に

流域面積の小さな渓流では、降雨条件や地質，地形といっ

た条件だけでは，大量の土砂生産が発生するおそれの評

価が難しい2)。したがって，土砂・洪水氾濫対策を検討す

る上で，実際の出水を対象に，流域内において、特に本川

への土砂流出が活発な支川を抽出し、モニタリングする

ことが有効と考えられる。 

そこで本稿では，8月豪雨による中津川流域内の土砂移

動状況を，支川内の土砂生産，支川および本川流域内の砂

防施設における土砂捕捉，支川と本川の合流点における

土砂堆積を基に整理し，本川への土砂流出が活発な支川

を評価したので報告する。 

２．調査地と調査方法 

中津川流域は，流域面積約 83km2，流路長約 22km，平

均河床勾配は 1/11.4 である（図1）。砂防堰堤，治山堰堤

が多く設置されている。地質は，白亜紀後期に形成された

濃飛流紋岩類に花崗岩帯が貫入し，恵那山の山頂付近標

高 1400m以上は濃飛流紋岩が，下流域には花崗岩が分布

している。8月豪雨は最大時間雨量 44.5mm、最大 24時

間雨量 288mm、総雨量 454.2mmを記録した（図 1）。 

中津川流域を対象に，8 月豪雨による土砂移動状況を

UAV による撮影，簡易計測によって調査した。調査は，

砂防堰堤における堆砂状況，支川からの土砂流出状況，流

下痕跡支川内の土砂生産，支川および本川流域内の砂

防施設における土砂捕捉，支川と本川の合流点におけ

る土砂堆積に着目して実施した。 

図1 調査地と8月豪雨の降雨状況 

３．結果と考察 

 まず，中津川本川について示す（図 2）。牛ケ瀬砂防堰

堤上流，川上流路工において河床上昇傾向が見られた。さ

らに上流の中津川第 4 砂防堰堤から中津川第 8 砂防堰堤

にかけては，いずれも施設上流に土砂堆積が見られ，河床

が上昇している。これらは，右支川一ノ沢合流点よりも下

流である。一ノ沢合流点より上流の中津川第 9 砂防堰堤

は未満砂で，下流への土砂流出は限定的と考えられる。 

次に，支川である。右支川正ヶ根谷は，大規模崩壊地を

有し，8 月豪雨でも新たな土砂生産があった可能性がある。

また、正ヶ根谷中流に位置する治山堰堤で，土砂，流木の

捕捉が見られた。右支川小萱谷は，最下流部に透過型砂防

堰堤が設置されているが，満砂していない。また本川との

合流部に土砂の堆積は見られるが，約1000m3と多くない。

右支川八衛門谷は中津川本川との合流部に堆積土砂は見

られるが，1000m3程度と限定的である。右支川一ノ沢に

は，平成 12年東海豪雨で発生した大規模崩壊地が存在す

る。流域内に設置された治山堰堤には大量の土砂堆積が

見られ，過去に撮影された写真を踏まえると 8 月豪雨で

生産された土砂である可能性が考えられる。また，中津川 
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図2 中津川流域における土砂流出状況 

図3 一ノ沢と本川の合流部 

本川との合流点周辺で 10000m3 程度と大量の土砂堆積が

見られる（図 3）。左支川地獄谷では，大量の土砂生産が

あったが透過型砂防堰堤の地獄谷第 4 砂防堰堤により捕

捉され，本川への土砂流出は見られない。 

中津川本川では、一ノ沢との合流点より下流で、河床上

昇傾向が見られた。また、一ノ沢と本川の合流点では、大

量の土砂堆積が見られ，他の土砂生産が多かった支川（例

えば、地獄谷）では施設で土砂が捕捉され，本川への土砂

流出が限定的であった。以上より，8月豪雨における中津

川本川の河床上昇に一ノ沢からの流出土砂が担った役割

が大きいと考えられ，一ノ沢と本川の合流点下流で今後

も土砂移動が継続する可能性がある。 

４.まとめ 

中津川流域における 8 月豪雨による本川の河床上昇は

一ノ沢からの土砂流出の影響が大きいと考えられる。こ

のような土砂流出が活発な支川を重点的にモニタリング

し、流域内の土砂移動状況を継続的に調査していきたい。 

参考文献 

1)国土技術政策総合研究所：河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に

関する 砂防施設配置検討の手引き（案）, 2018 

2)對馬ら：地形,地質及び降雨条件が類似した山地上流域からの豪雨によ

る流出土砂量の空間的分布特性, 砂防学会誌, Vol.73, No.3, pp.25～34, 2020 

一ノ沢 流下方向 

本川 流下方向 
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砂防施設の巡視点検に UAVを活用する際の一考察 

株式会社パスコ ○鈴木崇・本多泰章・山﨑渓・坂本良祐 

群馬県 県土整備部 砂防課 中島宗嗣・飯田浩子 

1. はじめに

近年、渓流調査や施設点検に UAV が活用されてきており、UAV の活用による作業効率化の向上が期待され
ている。本発表では、赤城山の南側山麓に整備されている砂防施設のうち、渓流保全工を対象として UAV を
活用した巡視点検を試行した。この事例を基にして、砂防施設、特に渓流保全工の巡視点検に UAV を活用す
る際の留意点について発表する。 

2. 検討対象範囲

検討対象は、群馬県前橋市内の赤城山の南山麓に
位置する細ヶ沢川、赤城白川、大穴川、荒砥川、粕川
である。撮影区間は渓床勾配が約 1/15.5～1/23.5の
火山山麓に整理されている渓流保全工を対象とした。
（図 1参照） 

3. 点検方法

3.1 使用機材 

対象渓流において離発着地点と飛行ルートを現地
で設定し、飛行計画を立案した。使用した機材は「DJI
社製 Phantom4 Pro」である。UAVの飛行および飛行
計画の立案には「LITCHI（ライチ）」を使用した。 

3.2 飛行ルートの設定方法 
渓流保全工の流路内のみならず渓流保全工周辺の

状況が画像に入るように撮影するための飛行高度の
設定や UAV の飛行に支障となる立木や電線の分布は
現地に行かないと確認が困難な場合が多い。そこで、
渓床沿いにUAVを飛行させて撮影範囲と支障物をUAV
画像で確認しながら機体の進行方向の切り返し地点
（waypoint）を設定した。（図 2参照） 

機材運搬、バッテリーの充電があるので、撮影地点
へのアクセスは基本的に自動車とし、自動車の駐車
は UAVの離着陸地点付近とした。 
撮影は基本下流から上流に向かい、機体が見えな

くなったら折返して、上流から下流に向かって撮影
するというルートを設定した。 

4. 点検（撮影）結果
立案した飛行計画に基づいて静止画と動画像を撮

影した。（図 3参照） 
UAV を活用した巡視点検の作業時間に着目すると、

今回の実績では準備に 30分程度で、この時間に撮影
時間を加えた作業時間の平均は約 5 秒/m であった。
人力で写真撮影をしながらこのスピードで渓流の上
下流を往復することは不可能に近いので、UAVを飛ば
すことができる状況であれば UAV を使った写真撮影
は効率良いと考えられる。 
巡視点検では、巡視は目視確認を原則とし、砂防施

設の本体および砂防関係施設の部位の変状の有無、
施設周辺の流木及び堆砂状況、崩壊の有無、砂防関係
施設に直接影響を与える周辺地域の状況及び、不法
占拠、不法投棄の有無を確認することとなっている。 
得られた斜め写真と動画を見るとこれまで実施さ

れてきた巡視員のカメラで撮影されてきた施設の亀
裂や局所的な洗掘の確認は困難であったが、施設周
辺の状況は非常に分かり易く読み取ることができる。 

図 1 検討対象範囲 

図 2 設定した飛行ルート例 

<離発着批点の現地状況> 

図 3 撮影した静止画および動画のキャプチャ例 
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5. 点検計画の改善

点検効率を上げるため、以下の方針で飛行計画の
見直しを行った。（図 4、図 5参照） 
■見直しの方針

・飛行ルートを直線的に設定して可能な限り機種
方向を変えない。

・湾曲した流路が写るように飛行高度を上げて流
路および周辺状況を広角で撮影する。

・静止画（斜め写真）は撮影しないで、動画のみを
撮影した。

■見直した結果
飛行高度を上げて広角で撮影することで、直線的

な飛行ルートでも渓流保全工の流路および渓流保全
工の周辺の状況を画像に収めることができた。この
結果、機種方向を変更する waypointは 43箇所から 7
箇所となった（約 8割減）。動画の撮影時間で比較す
ると、7 分 30 秒と 3 分 50 秒であった（5 割減）。ま
た、動画のみを撮影することで 1 コースあたり 2 フ
ライトだったが 1 コースあたり 1 フライトとなった
（作業量は 5割減）。(表 1参照)
撮影に掛かった時間を比較すると 46 分が 34 分に

減少した（約 25％減少）。静止画を撮影しない時間と
waypoint が少ない分の作業時間が削減できた効果が
出ている。（表 2参照） 

飛行高度を上げたことによって渓流保全工周辺の
状況はより広範囲に分かるようになったものの渓流
保全工内の状況は見えにくくなるが、施設の局所的 
な変状の把握は巡視点検の結果を受けてより詳細な点検を実施する
際に確認することとして、巡視点検では施設周辺の状況把握ができ
る画像が取得できれば良いと考えられる。 

6. 巡視点検に UAVを活用する際の留意点

①自律飛行の活用
機体の離発着地点と飛行高度、飛行区間は同じ設定とした方が複

数時期を比較する際に結果を整理しやすいと考える。機体の飛行は
自律飛行が必須ではないと考えているが、上記の点を考えると自律
飛行を設定して、その設定を今後も活用するほうが作業効率は上が
ると考える。 
②試験飛行の実施

過去の調査の飛行計画を使用する場
合には読み込まれた waypoint が撮影し
ようとしている範囲内のものなのか、設
定している高度で安全に飛行できるか
どうかを自律飛行実施前に試験飛行を
実施して確認した上で自律飛行を行う
ことが重要である。 
③機体が見通し可能な地点での機体の離発着
点検時期によって周辺の支障物（特に樹木の繁茂状況）が異なることが予想されるため、機体の見通し状

況を適宜確認して、点検の度に離発着地点を設定することが望まれる。前回の調査で設定した waypointを使
用する場合には離発着地点の位置を大きく変更しないことが重要である。 
④トラブル防止を最優先した駐車地点の設定

次回以降に巡視点検する際には安全確保と周辺住民とのトラブル防止を最優先として車を駐車することが
望まれる。 

7. 参考文献

・板野友和、山﨑憲人、淺野広樹、金子雄司、川上誠博、美土路哲也、鈴木崇、笹栗裕己(2021)：UAVを活
用した砂防施設点検手法の工夫,2021年度砂防学会研究発表会概要集,p337-338.

・北陸地方整備局(2020)：砂防関係施設点検要領（案）令和 2 年 3月.
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図 5 見直し後の飛行コース 

表 1 計画内容の比較 
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1. はじめに

近年、ICT 施工、設計の３次元化（BIM/CIM）などを含

めた砂防関係事業の DX が推進されており、砂防関係施設

の維持管理面でも高度化が求められている。 

砂防施設の点検作業は目視に加え、UAV の活用により、

安全性の向上、点検作業の効率化が進められている。 

越美山系砂防事務所（以下、事務所）内では管内の流域

情報、地形情報（航空 LP）、法規制情報、設備情報などの

GIS データが整備されている。また、３次元表示システム

が稼働中である。既存のデータ、UAV 技術、３次元技術等

を駆使することで、砂防施設の維持管理の効率化・高度化

が期待できる。 

本研究は、既存データ、３次元データなどを使用し、砂

防関連施設の維持管理高度化の手法を検討した結果を報告

する。 

2. 対象流域・施設

対象とした流域は、事務所

の直轄流域である岐阜県揖

斐郡揖斐川町の揖斐川流域

および岐阜県本巣市の根尾

川流域とその流域内の施設

を対象とした(図.1)。 

3. 事務所内の施設管理状況

 現在、事務所での砂

防施設の維持管理は

砂防設備台帳を基本

として、砂防 GIS によ

り諸元、位置情報、施

工情報等を含めた管

理を進めている。砂防

施設の状況は毎年、施

設点検を実施し、施設

ごとに点検調書とし

てまとめ、長寿命化計

画に沿って、補修・改

築工事を進めている。

また、既存の航空LPデ

ータを使用し、３次元

表示システムが稼働

しており、３次元表示

システムに施設の位置情報、定期点検の健全度情報を

表示させている。また、過年度に UAV-SfM 解析により

作成した砂防堰堤の３次元モデルを表示させるなど

 

 

３次元表示システムに３次元データを蓄積している。

4. 維持管理における課題

管内には砂防施設及び地形等のデータが整備されて

いる。それぞれの利用上の課題について述べる。

4.1 砂防設備台帳の課題 

 砂防設備台帳に付属する写真は古い施設ほど写真が

少なく、死角が多くなり、施工直後の状況が確認でき

ない。そのため、点検写真との比較が困難であり、基

礎の洗堀や袖の陥入状況の経年変化が確認しにくい課

題がある。

4.2 点検調書の課題 

砂防施設の定期点検は年に 1 度実施され令和 3 年度

で 6 年分の点検結果が蓄積されている。定期点検は基

本的に同じ方向から同じ画角で撮影することを基本と

し、経年変化をとらえることを念頭に置いている。

現在の定期点検調書は変状レベル b 以上の変状箇所の

写真を前年と比較する進行性確認調書により管理して

いる。過年度の数年間にわたる点検結果の確認は過年

度毎の点検調書を比較する必要があり、連続的な経年

変化の把握に課題がある。

4.3 管内データの関連付けの課題 

管内の流域情報、地形情報（航空 LP）、法規制情報、

施設情報は、毎年個々に更新され蓄積されつつあるも

のの、これらを相互に関連付けて利活用し、管内の施

設を効率的に維持管理するための仕組み（砂防関係事

業の DX の推進）については十分な環境が整備されて

いない。

5. 維持管理の高度化に関する検討

既存のデータ、UAV 技術、３次元技術等を駆使し、

砂防施設の維持管理の効率化・高度化に関する検討を

行った。 

5.1 ＵＡＶ技術の活用 

砂防施設に対して UAV による撮影を行い、SfM 解析

によって３次元モデルを作成し、砂防施設の現状を保

存した。作成した３次元モデルは事務所内の３次元表

示システムに表示した。砂防設備台帳の写真では死角

砂防施設維持管理の高度化に関する検討事例

 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 ※1・神野 祐一・土屋 郁夫※2 

・浅野 里奈・伊藤 弘太 
※1 現：中部地方整備局、※2 現：天竜川上流河川事務所

株式会社パスコ ：○美土路 哲也・笹栗 裕己・坂本 良祐・板野 友和 

図.1 対象砂防堰堤位置図 

図.2 点検結果３次元表示シス
テム表示例

図.3 砂防堰堤３次元モデル作
成例(矢中谷第 2 砂防堰堤） 

図.4 既往設備台帳資料（左：竣工写真、右：台帳図面）
矢中谷第 2 砂防堰堤 

揖斐川 
流域 

根尾川 
流域 

岐⾩県 
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となり確認できない箇所は解消され、点検結果との比

較や変状の見落としも防止される。３次元モデルの計

測もできることから、河床の低下量などが水面付近ま

でであるが定量的に評価可能である。

5.2 蓄積された点検調書の整理 

蓄積された点

検調書の各部位

の写真を図 .6 の

下のように時系

列に整理し、経年

変化をわかりや

すく整理する。

このように写

真を整理し、デー

タを蓄積するこ

とで経年変化を

連続的に確認し、

変状進行の見落

としを防止する

ことができ、点検

結果の品質向上

にも寄与することが期待できる。

5.3 GIS データ、BIM/CIM モデルの利活用 

管内では流域情報、地形情報（航空 LP）、法規制情

報、施設情報は、毎年個々に更新・蓄積されつつある

ものの、これらを相互に関連付けて利活用し、管内の

施設を効率的に維持管理するための仕組みが十分に整

備されていない。そのため、稼働中である３次元表示

システムを活用し、砂防施設等の状況を流域情報と関

連付けて見える化し、効果的に維持管理を行う仕組み

を構築した。

(1)既往 GIS データの利活用

近年、国土交通省では GIS データが整備され、容易

に入手可能な状況にある。現在、３次元表示システム

には過年度に計測した航空 LP データ、オルソ画像、

施設点検結果を表示した施設情報、過年度に作成した

UAV-SfM 解析によって作成した３次元モデルを 40 施

設程度が表示されている。これに加えて、基本的な法

規制情報を３次元表示システムに表示させ、簡易な３

次元管内図として整備した。地形や法規制状況等を見

える化し、今後の施設整備における位置選定の業務支

援体制を整備した。具体的には国有林、保安林、土砂

災害特別警戒区域及び警戒区域を表示させた。

(2)BIM/CIM モデル利活用

過年度整備済の UAV-
SfM モデル、竣工図から

作成した BIM/CIM モデ

ルを３次元表示システム

に表示させ、流域情報、現

況、構造を同一画面での

見える化した。UAV-SfM
モデルで表面上の状況、

BIM/CIM モデルで構造、

形状、基礎の根入れ、袖の陥入、鋼製構造物の鋼材配

置の状況が確認可能であり、点検結果との比較や被災

時の復旧など、維持管理の効率化が期待できる。

6.考察

砂防維持管理の高度化の検討として既存のデータ、

UAV 技術、３次元技術等を駆使して検討した。UAV-
SfM モデルを作成し、砂防施設の現状を保存すること

で、毎年の点検結果とどの部位でも比較が可能である。

蓄積された点検調書は部位ごとの写真を年度ごとに整

理することで経年変化や状況が確認しやすくなり、見

落とし防止、点検品質向上に寄与することも分かった。

３次元表示システムに GIS データや BIM/CIM データ

を載せることで様々なデータが関連付き業務支援につ

ながることが期待できることが分かった。今後はこれ

らのデータを流域全体に拡大していくことや必要な

GIS データを追加し、既存の砂防 GIS と連携すること

で砂防施設維持管理の高度化が図られると考えられる。 

図.5 ３次元モデルによる現状把握例（左上：竣工写真、右
上：副堤状況、左下：河床面低下量計測、右下：死角箇所確
認）品又谷第 1 砂防堰堤 

図.6 点検結果経年変化整理例（上：既
存の進行性確認調書、下：経年変化写
真）矢中谷第 1 砂防堰堤 

図.6 簡易３次元管内図事例 

図.7  UAV-SfM モデル
BIM/CIM モデルの表示事例 
ワシズ洞第 1 砂防堰堤
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iPhone, iPad 搭載３D LiDAR 機能の斜面防災への適用検討 

岩手大学農学部 ○白倉誠也 井良沢道也 松嶋秀士 小高敦志 工藤優太 

１．背景と目的 

近年，土砂災害は増加し，激甚化している。一方，土砂災害対策として，レーザ測量が大きく貢献し

てきた。近年，携行可能なレーザ計測機器（３Dモバイルスキャナ）によって取得した３次元点群デー

タが砂防施設点検での構造物の変状の迅速な把握や土砂移動・堆積状況の調査に用いられている例も

ある１)。３Dモバイルスキャナは，現場においてデータ取得から確認までを，従来の約約 6分の 1の時

間で行えるため，作業効率が非常に高い２)。一方，2020年に発売された「iPhone 12 Pro」及び「iPad 

Pro」（Apple）は AR 機能や暗所での撮影の向上などエンターテインメントな目的として LiDAR が搭載

された。iPhone,iPad 3D LiDAR は，安価で軽量であり簡単に導入が可能なため，落石調査等に用いら

れている例もあり，落石シミュレーションの精度の向上が図られた３)。しかし，現状では本事例以外に

斜面防災で活用されている事例は発表されていない。そのため，本研究では「iPhone 12 Pro」及び

「iPad Pro」(以降 iPhone ,iPadと表記)を用いた斜面防災の効率化，省力化への適用検討を行った。 

２．調査方法とデータ取得・処理方法 

 実験室内での簡易的な精度検証，現地での斜面防災への適応調査，試験地での UAV 搭載調査，岩手

大学構内での計測，その後，現場技術者やアプリ制作会社に対し聞き取り調査，情報交換を行った。 

 本研究では，野外の調査に向いている「3d Scanner App™」（Laan Labs）の Highモードを用い点群

の取得を行い，得られた点群データは「Autodesk ReCap」（ReCap），「Cloud Compare」(Daniel Girardeau-

Montaut)にて計測，処理，差分解析を行った。 

３．結果と考察 

予備調査では，iPhone,iPadを用い木片の大きさの計測を行った（図１）。1m地点から計測を行った

ところ両機種ともに 2.15cm の真値との差があり同程度の精度であることがわかった。また，

iPhone,iPad 3D LiDARは 10㎝以下の小さな構造の把握は難しいが 2m以内の距離で計測ができれば過

小の値を示すものの，十分に構造を把握できることが分かった（表１）。 

 

本結果を踏まえ，急傾斜地，地すべり地，砂防堰堤，積雪地での適応調査を行った。調査の結果，構

造物の計測や写真の撮影が難しい内部構造や亀裂の計測が可能であった。一方，水の流れている水叩

き部の計測はできなかった。さらに，UAVに搭載することで効率的，安全に 3次元点群データを取得で

きると考え，富山県南砺市の試験実験地で調査を行った。UAV（機種 phantom4）に iPhoneを搭載し（図

２），試験地に設けた 3m×5m の区画の計測（図 3）および斜面長 6.95m 平均勾配 57°の登坂不可能な

急斜面の計測を行った。調査の結果，試験地の地形の凹凸の把握（図４）ができ，斜面長，斜面幅の誤

差は 10 ㎝以内，平均勾配も実測値 25.2°に対し計測値 25.5°と，ほぼ正確に計測が可能であり，急

図 1 得られた木片の点群（iPad 1m 地点） 

表 1 iPhone , iPad 木片計測結果 
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傾斜も同様に計測が可能であった。一方，点群密度は 0.937点/㎠と小さいため，解決策として複数回

計測した点群を重ね合わせることで，点群密度は疑似的に大きくすることを行った。以上の結果から，

iPhone を UAV に搭載することで，効率よく安全にデータの取得が可能であった。斜面防災に活用する

にあたり UAVに搭載することも活用法の 1つだと考えられる。 

 

さらに従来の 3 次元計測機器と使い分けにより効率的に活

用できると考えた。岩手大学構内で令和 3年 10月の積雪前に

3D モバイルスキャナ（機種 3D Walker）によって計測した 3

次元点群データと令和 4年 1月の積雪時に iPadを用いて計測

したデータ（図 5）の差分解析を行うことで積雪深が計測でき

た(図 6)。簡単に計測が可能なことから，定期的な計測や点検

に効果的に活用できると考えられる。 

４．まとめ 

iPhone , iPad 3D LiDAR は，計測からデータの確認ま

でを短時間で行うことが可能であり、2ｍ以内の距離であ

れば，立体構造を把握することができた。斜面防災への活

用として，現地調査により法枠工の計測や構造物の内部の

計測が可能であった。特にも小さい面積や，狭い暗所の計

測が強みであった。UAV に搭載することで効率よく安全に斜面のデータが取得でき，1 つの活用手法

として考えられた。安価で軽量かつ簡単に利用できるという特性を生かし，従来の３次元計測機器と

使い分けにより，斜面防災の効率化・省力化を図ることができるため，災害調査や構造物の維持管理へ

の適用が検討できた。 

【謝辞】本研究を進めるにあたり，国際航業(株)の森山裕二氏，島田徹氏，大粒来茂樹氏，河合貴之氏，

アジア航測(株)の落合達也氏，鈴木太郎氏，国土防災技術(株)の佐藤達也氏，プロノハーツ(株)の中村泰

敏氏，菅原基氏，岩手大学地域防災研究センター福留邦洋教授にご協力いただきました。深く感謝申し

上げます。参考文献 1）河合ら(2021)「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～」，砂防学会要旨集，p.359-360. 2）桝本ら(2020)

「山間部での小規模な三次元地形取得における手持ちレーザスキャナの精度検証」，写真測量とリモー

トセンシング 59(6) ，p289-292. 3）松嶋ら（2022)「落石調査におけるモバイルレーザスキャナの活

用に向けての検討」，日本地すべり学会誌 5月掲載予定 

図 2 iPhone 搭載 UAV 図 3 試験地の様子 図 4 得られた試験地の点群 

図 5 積雪後に取得した点群 

図 6 積雪前後の差分解析結果 
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立谷沢川流域における CIM データ統合モデル作成に関する一考察

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所 土門弘和、矢ノ目健一※1、福沢翔※2、髙橋陽平 

株式会社パスコ 〇本間哲郎、川上誠博、美土路哲也、鈴木崇、笹栗裕己

１．はじめに 

近年、CIM の導入によって 2 次元図面から 3次元モデ

ルへの移行による業務変革が実施されている。建設分

野では、技術者の高齢化や若手労働力の減少、気候変動

による災害発生頻度の増加などが課題となっており、

それらに対応するため、砂防事業においても以下のよ

うな場面において CIM の活用が期待される。

（1）平常時

・調査・計画・設計・施工・維持管理の各段階における

業務効率化や品質の向上、生産性の向上等

・3D モデルを用いた現地調査、事前調査分析の高度化

・施工状況把握の効率化・施工時における課題の可視化

・設計・施工時における事業進捗・事業説明の簡略化

・施設効果量や除石管理等の現状確認

・事業構想や応急対策の概略検討（配置・除石）

（2）災害時

・迅速な状況把握、2次被害も含めた影響範囲の確認

・調査結果説明会・地元説明会、記者会見対応の高度化

本研究では、新庄河川事務所管内の立谷沢川流域を

対象として、構造物の CIM モデルを含む 3 次元データ

全体を収容する統合モデルを作成し、検討時の課題等

を整理したためその結果について報告する。 

２．対象流域概要 

対象流域は、最上川左支川に位置する立谷沢川流域

（面積 163.8km2、流路延長 35.1km）とした。立谷沢川

上流域は荒廃が著しく、崩壊地や地すべりが多数分布

している。このため、昭和 12 年に国の直轄事業として

施設整備に着手し、砂防堰堤や渓流保全工の整備を実

施している。 

３．CIM データ統合モデル作成の概要 

3.1 利用ソフト 

3 次元データ作成にあたって、活用方法の検討を行い、

複数のソフトウェアを比較検討した上で、使用するソ

フトウェアを決定した。今後のデータの管理・増大、立

谷沢川流域での管内図に求められる機能を実現するこ

と踏まえ、広範囲で膨大な 3 次元データを高速で表示

可能な Terra Explorer を採用した。

3.2 導入データ

3 次元統合モデル内では、砂防施設・砂防指定地など

の砂防関連情報のほか、測量成果、流域関係情報、法令

関係情報等を整理して搭載した（図 1）。 

 

3.3 構築した構造物の CIM モデル 

導入データのうち、直轄砂防施設及び橋梁について

は、構造物の CIM モデルを構築して統合モデルに搭載

した。各施設の作成概要を以下に示す。 

（1）砂防堰堤

対象施設は 46 施設（不透過型 32 施設、透過型 11 施

設、その他 3 施設）とし、施工・補強年が新しい 11 施

設は詳細構造を示す CAD データから CIM 化を行った。

残りの施設は、施設台帳図より施設形状を確認して CIM

化を行った。統合モデルに搭載する際は、GCP 測量・UAV

計測及び SfM 解析・LP オリジナル点群データのいずれ

かを利用し、現地の地表面高さと CIM 化した構造物の

標高差の位置補正を行った（図 2）。 

（2）渓流保全工

渓流保全工は、立谷沢川流路工・玉川流路工及び床固

工 2 施設を対象とした。渓流保全工の施設台帳図は、護

岸工の情報がなく床固工も標準図のみの記載となって

いたため、護岸工の工事実績から竣工図を整理し、CIM

モデルを作成した。

（3）橋梁

山形県より橋梁台帳を収集し、立谷沢本川に架かる

橋梁を対象に台帳図から CIM モデルを作成した。 航空 LP 成果（濁沢池の台崩壊地） 土砂災害警戒区域等の状況

図 1 3 次元統合モデル搭載情報事例

設計図・竣工図・施設台帳 

3 次元データ化 

統合モデルへ擦り付け 

図 2 砂防堰堤 CIM モデルの作成・統合イメージ 

現地計測（位置合わせ） 

※1現：酒田河川国道事務所、※2現：成瀬ダム工事事務所 
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４．統合モデル作成における課題 

統合モデル作成時に生じた課題を整理した。また、設

計施工業者に対して ICT 施工や CIM 活用に関するヒア

リングを実施し、有用性や課題について整理した。

4.1 CIM モデルの作成及びデータ統合時の課題

（1）地形モデルの精度違い

流域全体の 3 次元データは、広域な計測が必要であ

るため現時点では航空レーザ測量成果の使用が基本と

なる。一方で、施設詳細設計や工事などの個別施設は、

範囲が限定的であり測量手法は UAV レーザや地上型レ

ーザが主となるため、航空レーザよりもデータの点密

度が細かくなる。従って、双方を統合する場合には作成

される 3 次元地形のサーフェスモデルの精度に差が生

じ、概ねの位置は整合しても厳密には地形の接合面が

一致しない状態となる（図 3）。 

以上より、3 次元モデルの管理・運用については、管

内図として利用する広域な流域全体の管理と、設計・工

事で利用する詳細なデータを区別して管理する方針が

必要であり、すべての物事を一つのソフトで完了させ

ることは難しい。 

（2）施設情報の不足等

対象施設の CIM モデル作成にあたり、下記のような

課題が確認された。 

【施設台帳図に関して】 

① 概略図面であるため、寸法の記載が不足している。 

② 図面の標高と現地標高が乖離する施設が存在する。 

③ 図面が更新されておらず、現地の形状と異なる施設

が存在する。

【竣工図に関して】

④ 施工時図面データがあるが、年度ごとの工事で整理

されており、最終形状が分かりにくい施設がある。

4.2 設計・施工業者へのヒアリングで得られた意見

（1）ICT 施工等における CIM 活用の有用性

・任意の地点で断面や勾配を確認できる。

・河道掘削において丁張りが要らない。

・日々の掘削土量が可視化できる。など

（2）CIM 活用における課題

・砂防領域では河床変動や地盤変動が著しく、測量の実

施時期と設計や工事の実施時期の間隔が長いと地形変

化が生じるため、既存の測量成果を直接使用すること

が難しくなる。

・レーザ測量は樹木の下などの地表面が取れにくい場

合があるので、地表面を表現するためには補備測量を

組み合わせての実施が必要である。

・UAVレーザや SfM技術による三次元地形モデルを活用

した設計業務を行う場合、測量時期は落葉期が最良で

あるが、時期を待っていると作業期間が短くなり、作業

者の負荷が大きくなる。 

・三次元データの変換から三次元設計に至る作業を行

うためには複数のソフトを使っている状況にあるため、

二次元設計よりも手間が掛かっている。

５．今後へ向けて

統合モデル作成や事業者ヒアリングより得られた課

題を基に、今後必要となる整備項目を整理した。 

5.1 新設・改修砂防施設のデータ整備 

今後新設や補修が実施される施設については、工事

完了直後の 3Dモデルを整備しておくことが重要である。

施工直後の状況を保存することで、施設点検時の比較

も可能となり維持管理の高度化を図ることができる。

また、UAV 計測を活用した点検を考慮し、付帯構造部の

CIM 化や位置情報の付与も有効である。 

施設台帳図については、今後補修・増改築が行われた

際の更新が重要である。最終完成時の図面を適切に管

理することで、現地の状況把握や現状との比較が可能

となる。 

5.2 三次元成果の一元管理 

三次元 Viewer などによる測量成果の一元管理、工事

履歴の可視化が有効である（図 4）。三次元で工事履歴

がデータベース化されて可視化されることによって、

例えば掘削時の埋設物の場所などの留意事項の共有、

現場に始めて入る作業者への安全教育への活用が期待

される。また、管理データの増加によるデータ容量の肥

大化やデータ増加による現地との相違（例えば補修前

データとの混在など）等が懸念されるため、継続的な更

新・管理が必要である。

６．おわりに 

本研究では、流域全体の 3 次元データ管理を目的と

した統合モデルを作成した。3次元データを活用し、現

地を可視化することで、地形や構造物等の位置関係を

正しく理解出来、説明の高度化や進捗・課題の明確化な

ど多くの有用性が期待できる。しかし、現時点ではデー

タ精度や時期の相違の点から測量・計画～施工・維持管

理までのデータを一元管理して使用するには課題が残

ることが明らかとなった。今後は、3次元データ化を見

据えたデータ管理を実施していくことが重要である。

図 3 航空レーザ成果と個別測量成果の重ね合わせ例

図 4 データ管理とアーカイブ事例

施設設置前 
（航空レーザ+点群データ） 

施設設置後 
（航空レーザ+点群データ+堰堤 CIM） 
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手取川水系尾添川支川、中ノ川左岸で発生した斜面崩壊における 

航空レーザ測量による崩壊斜面形状及び不安定土砂量の把握 

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 福島 将史※1、片山  健 ※2、杉﨑 亮太、倉田  圭 
※1：現、松本砂防事務所  ※2：現、富山河川国道事務所

株式会社  パスコ 〇平林 大輝、二宮 洋行、野呂 数馬、中西 計友、鈴木 清敬、佐藤  梓  

1．はじめに
手取川水系尾添川支川、中ノ川左岸（新岩間温泉より

約 0.6km 上流）で斜面崩壊が発生し、崩壊土砂の一部が
河川内に堆積していることが確認された。
本報告は、崩壊斜面および斜面付近の河道に対して

航空レーザ測量を行い、崩壊前の航空レーザ測量成果
の地形モデルと比較することで崩壊斜面形状及び不安
定土砂量の把握を行った。また、出水期後に再度航空レ
ーザ測量を実施し、経過を確認した事例である。

2．斜面崩壊概要 
斜面崩壊が起きた箇所は、手取川水系尾添川支川、中

ノ川の左岸（新岩間温泉より約 0.6km 上流）に位置し、
崩壊高さは約 300m、崩壊幅が約 190m である（図-1、図
-2）。この崩壊により、主要地方道岩間一里野線（県道 53
号線、中ノ川砂防工事用資材運搬路として使用：一般車
両通行不可）が寸断され、白山市管理の白山一里野温泉
へ供給している配湯管や国土交通省流域監視用カメラ
の光ファイバーが断線する等の被害が確認された。崩壊
が確認されたのは 2021 年 4 月 15 日であるが、崩壊時期
は不明である（2021 年の冬季期間に発生）。 

崩壊斜面直下付近に既設の鋼製スリット型砂防堰堤
があり、崩壊土砂の一部はこの既設砂防堰堤で捕捉し
た。また、既設砂防堰堤の上流側は河川内の堆積土砂に
より湛水している状況であった。

図-1 斜面崩壊箇所位置図

図-2 斜面崩壊全景

3．航空レーザ測量による変動状況結果（4月計測） 
3.1 航空レーザ測量（4月計測） 
航空レーザ測量は、2021
年 4 月 20 日に実施した。
計測は、回転翼機に搭載
した近赤外レーザによ
り実施した（図-3）。

図-3 計測諸元および計測計画図（2021 年 4 月計測） 

3.2 変動結果（崩壊直後：4月計測） 
崩壊斜面の変動量は、2021 年 4 月 20 日計測の航空レ

ーザ測量による地形モデルと、崩壊前計測（2019 年 10
月）との地形モデルを GIS 差分解析により算出した。 
結果を図-4(a)(b)に示す。斜面部分で約 116 千 m3 の

土砂が移動したと推測され、約 54 千 m3は斜面上に堆積、
残りの約 62 千 m3は河川内に堆積した結果となった。 

図-4 4月計測差分結果（a：変動高さ、b：変動量集計） 

飛行方向計測点間隔 0.29 m
飛行直角方向計測点間隔 0.29 m

パ ル ス モ ー ド 波形記録方式

ス キ ャ ン 角 度 75°（±37.5°）
ス キ ャ ン 回 数 104.15 Hz

コ ー ス 間 重 複
80% （C1 - C8）
54% （C9 - C16）

パ ル ス レ ー ト 600,000 Hz

対 地 速 度 100km/h (60 knots)

コ ー ス 数 16 コース

対 地 高 度 500m

海 抜 高 度
900m～2650m

（等対地高度飛行）

項　　　目 パラメータ設定値

崩壊箇所 

(b) 

(a) 河道部への堆積 

表層崩壊 

湛水部 

下流 

沢沿いに堆積 

中ノ川 

崩壊主部 
上流 

背景地図出典：地理院地図 

分類 土砂量(千m3)

① 堆積 約 54

② 崩壊 約 -97

③ 水域 約 57※

④ 崩壊 約 -19

⑤ 河川 約 62

土砂量(千m
3
)

斜面内崩壊土砂量（②＋④） 約116

斜面部堆積土砂量（①） 約54

河川内堆積土砂量（⑤） 約62
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また、崩壊斜面の中央部には岩間一里野線であった
箇所を含む移動土塊が存在し（図-5 右）、断面形状を確
認すると（図-6）、道路位置が河道方向に水平距離約 9m、
鉛直に約 7m ずれていることが判読できる。 

図-5 崩壊前後の LP 微地形表現図 

図-6 崩壊前後の断面状況 

図-7には崩壊斜面直下にある既設砂防堰堤（透過型）
付近の縦断図を示す。斜面崩壊による生産土砂が砂防
堰堤の上下流に堆積しており、砂防堰堤による捕捉・か
ん止効果が発現しているほか、堆積土の上流側には水
域が確認できる。

 
 

図-7 崩壊斜面直下の既設堰堤付近の縦断図

4．航空レーザ測量による変動状況結果（10 月計測） 
4.1 航空レーザ測量（10月計測） 

出水期後となる 2021 年 10 月 22 日に再度航空レーザ
測量を実施し、崩壊斜面並びに周辺の河道地形状況の

確認を行った。計測は、水
面下地形の計測が可能な
グリーンレーザ機器を回
転翼機に搭載し実施した
（図-8）。 

図-8 計測諸元および計測計画図(2021 年 10 月計測) 

4.2 変動結果（出水期後：10 月計測） 
出水期後の崩壊斜面の変動量は、2021 年 10 月 22 日計

測の航空レーザ測量による地形モデルと、2021 年 4 月 20
日計測の地形モデルを GIS 差分解析により算出した。結
果を図-9(a)(b)に示す。図-9(b)における図中 D・E は、
4 月計測で堆積した崩壊残土分が侵食されたものであり、
その量は合計約 18 千 m3である。斜面の状況として、谷
部の下刻並びに滑落崖の後退があり、その量は同図中A・
B合計で約36千 m3となった。 

図-9 10月計測差分結果（a：変動高さ、b：変動量集計） 

5．おわりに 
２時期の航空レーザ測量による変動量解析により、

精度の高い変動量の算出ができ今後の対策を検討する
ために有益であった。現在、国土交通省において当該斜
面崩壊で生産された土砂に加え、尾添川の他支川およ
び中ノ川の斜面崩壊地点上流域からの土砂流出を想定
し、下流部において砂防堰堤の改築や異形ブロック積
土砂捕捉工等の対策を実施している。今後も定期的な
航空レーザ測量による監視を進める予定である。
参考文献 1)金沢河川国道事務所、令和２年度手取川上流域航空レーザ測量業
務 報告書、2022年１月  2)中ノ川斜面崩壊対策調整会議 資料 2021年4月 
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崩壊箇所 項　　　目 パラメータ設定値

対 地 高 度 500m

海 抜 高 度
900m～2650m

（等対地高度飛行）

対 地 速 度 100km/h (60 knots)

コ ー ス 数 68 コース

コ ー ス 間 重 複 50%
パ ル ス レ ー ト 140,000 Hz～200,000
ス キ ャ ン 角 度 40°（±20°）
ス キ ャ ン 回 数 4200rpm
パ ル ス モ ー ド 波形記録方式
飛行方向計測点間隔 0.48～1.07m
飛行直角方向計測点間隔 0.34～1.22m

移動土塊 
下流 

上流 

2019 年 10 月 2021 年 4 月 

中ノ川 

(a) 
谷部の下刻 

崩壊残土の

流出 

下流 

中ノ川 
滑落崖の 

後退 
上流 

背景地図出典：地理院地図 
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(b) 下流
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F G 
E 

C 
上流 

B 

A 

10⽉計測時の区分 ⼟砂量m3

（10⽉時点）
斜⾯内侵⾷量：新規（A+B） 約-36千
斜⾯内堆積量：新規（C） 約 1千
斜⾯内侵⾷量：崩壊残⼟流出（D+E） 約-18千
河道内侵⾷量：崩壊残⼟流出（F） 約-28千
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三次元点群データを用いた斜面災害リスク箇所抽出手法に関する基礎的検討 

鳥取大学工学部 中村公一

（株）ウエスコ 今西将文

岡山大学大学院 西山哲 

1． はじめに

航測 LP データを用いた作成した微地形表現図を用いて地形判読を行なうことは一般的になってきた。また，令和 3 年

度に示された道路防災点検要領（案）にも，三次元点群データを用いて検討することと明記されている。グリッドサイズ

は，実務では 0.5m または 1m が多く用いられており，これは国土地理院が公開している 5mDEM よりグリッドサイズが

小さいことから，より小さい地物まで判別可能である。しかし，どのくらいの大きさの地物まで判読できるのかについて

検討された事例はない。この検討では 2 つの検討が必要であり，ひとつはグリッドデータに適用したフィルタ（傾斜量図

やウェーブレット解析図など）のグリッドサイズによる地物判別の分解能である 1)。もうひとつは，グリッドごとのグラ

ウンドデータの存否はグリッドデータが実地形を十分に表現しているかに影響を与えることから，グラウンドデータの存

否を考慮したグリッドデータの評価方法が必要である。本報告では，2 つめのグラウンドデータの存否を考慮したグリッ

ドデータの評価方法について報告する。 

2． グラウンドデータの評価方法 

グリッドデータは，グラウンドデータから TIN を作成した後，内挿補間により作成される。このため，グラウンドデー

タの品質によっては，補間により作成されたグリッドが多くなるため，作成するグリッドサイズを小さくしてもより小さ

な地物が判読できるようにはならない。ASPRS2)は，グラウンドデータがない地点のグリッドを周辺のグラウンドデータ

から補間することはできるが精度はグラウンドデータ間の距離の依存すること，山間部のような複雑な形状の地表面では

グラウンドデータ数は重要であり補間では地表面を正確にモデル化することはできないことを指摘している。しかし，点

群密度（点/m2）は，グラウンドデータ間の距離をよく表した情報とは言えない。図 13)は，単位面積にグラウンドデータ

が配置されている模式図である。図 1 a)は 1 点/m2，図 1 b)と図 1 c)はどちらも 4 点/m2となる。しかし，これらの図から

0.5m のグリッドデータを作成した場合，図 1 c)は全てのグリッドにグラウンドデータが含まれるが，図 1 b)はグラウンド

データがないグリッドが存在し，そのグリッドは周辺のグラウンドデータから補間されて作成される。このように点群密

度が同じでも補間により作成されたグリッド数は異なる。 

点群密度以外のグラウンドデータ評価方法として，2 つ考えられている 2,3)。ひとつは，グラウ

ンドデータから作成したTIN を用いて，着目するグラウンドデータが含まれるTIN 全ての辺長か

ら最大辺長を求め，これを着目点に情報として与え評価する方法である。グリッドサイズが 0.5m

でありグラウンドデータが理想的であれば，辺長は 0.5m または約 0.71m となる。これと異なれ

ば歪なTIN が多いことが考えられる。もうひとつは，TIN をボロノイ分割し，着目するグラウン

ドデータにボロノイセルの面積，または面積の逆数を情報として与え評価する方法である。グリ

ッドサイズが 0.5m でありグラウンドデータが理想的であれば，ボロノイセルの面積は 0.25m2と

なる。これと異なれば，グラウンドデータの分布に偏りがあると考えられる。本報告では，ボロ

ノイ分割を用いた方法による検討を行った。 

3． 実データへの適用 

検討対象は，岡山県一般国道180号において異なる2時期（冬季と夏季）に計測した結果を用

いた 4)。図 4 にはグラウンドデータ，図 5 にはこれより作成した微地形表現図（傾斜量図＋ウェ

ーブレット）を示す。微地形表現図よりおおまかな尾根谷の傾向は同様であるが，落石発生限な

どの細かい地物の判別にはグラウンドデータの捕捉状況が影響を与える 4)。グラウンドデータは，

冬季は 6.5 点/m2，夏季は 1.1 点/m2である。冬季は夏季に比べて樹冠下にレーザー光が到達しやす

いため，グラウンドデータ数が多くなっている。 

図 6 と図 7 は以下の通り作成した。それぞれのグラウンドデータより 1m グリッドと 0.5m グリ

ッドを作成する。はじめに，グリッド中心座標にグラウンドデータ数の情報を与える。つぎに，

図 1  グラウンドデータ

分布と点群密度 3) 

図 2  TIN の辺長 2) 

図 3  ボロノイセルの 

面積 2) 
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グラウンドデータが無い中心座標を削除した後，残りの中心

座標を用いてボロノイ分割を行なった。なお，全てのグリッド

にグラウンドデータが有る場合は，ボロノイ分割結果はグリ

ッドと同じとなる。また，グリッドサイズの面積と同じボロノ

イセルの面積を白とし，面積が大きくなるほど赤としている。

このように，グラウンドデータ数が多い冬季であっても，十分

にグリッドにグラウンドデータが存在していないと言える。

夏季は 1m グリッドでもほとんどグリッドにグラウンドデー

タが存在していないことがわかる。 

図 8 は，各ボロノイセル面積（A とする）の範囲（A ≤ 0.25m2, 

0.25m2 < A ≤ 1m2以下，1m2 < A ≤ 4m2,4m2 < A ≤ 9m2,9m2 < A ≤ 

16m2）を総計し，これを検討対象範囲の面積で除したものであ

り，2m グリッドに適用した結果も示した。なお図の横軸は，

0.25m2，1m2，4m2，9m2，16m2としている。冬季はほぼ対象範

囲全てが 2m グリッドとしてよいことがわかる。しかし，夏季

は 2m グリッドとできるのは対象範囲の半分程度といえる。冬

季 1m グリッドは，対象範囲の約 80%を 1m グリッドとしてよ

いといえる。これに対し 0.5m グリッドでは，0.5m グリッドと

いえるのは対象範囲の約 30%程度，1m グリッドに対応するの

が約 65%と，グリッドサイズを小さくしてもグラウンドデー

タの存否状況は対応できていないことがわかる。夏季 1m グリ

ッドと 0.5m グリッドの関係は，グリッドサイズを小さくして

も 2m グリッドに対応するボロノイセル面積が多いことから，

グリッドサイズを小さくしてもほとんどは補間により作成さ

れるため斜面の平均傾斜を表すことはできるが，小さい地物

による傾斜量の変化を捉えることができないと言える。 

4． まとめ 

ボロノイ分割を用いたグラウンドデータ存否を考慮したグ

リッドデータの評価方法を示した。グリッドに 1 点以上のグ

ラウンドデータがあることが理想的であるが，実際にはコス

トなどの問題から困難である。したがって，微地形表現図を用

いる際の注意点を考慮した利用が必要であり，判別できる地

物サイズの定量化などの検討を進める予定である。 

参考文献： 

1) 今西将文,西山哲,中村公一：LP 計測密度と判別可能な地物のサイ

ズ等の諸条件に関する基礎的な考察，土木情報学シンポジウム講

演集，Vol44，pp.9-12，2019． 

2) Naus, M.T. : Lidar Density and Spacing Specification Version 1.0.

Retrieved July 23, 2017, 

http://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/Naus.pdf 

3) Sergejs KODORS : Point Distribution as True Quality of LiDAR Point

Cloud, Baltic J. Modern Computing, Vol.5, No.4, 362-378, 2017. 

4) 宮下征士，今西将文，宮田真考，西山哲：高密度航空レーザデー

タを使用した微地形強調図による落石発生源抽出の検証，土木学

会論文集 F3（土木情報学），Vol73，No.2，pp.92-108，2017． 

(a) 冬季 (b) 夏季 
図 4  グラウンドデータ 

(a) 冬季 (b) 夏季 
図 5  微地形表現図 

(a) 冬季                        (b) 夏季 
図 6  1m グリッドのボロノイ分割 

(a) 冬季                        (b) 夏季 
図 7  0.5m グリッドのボロノイ分割 

 

図 8  各ボロノイセル面積のカバー率 
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画像を用いた降雨強度推定手法開発のための降雨撮影実験 

国土技術政策総合研究所 〇金澤瑛､中谷洋明 

株式会社コルバック 吉村暢也、張成美 

1. はじめに

土砂災害に対する効果的な警戒避難体制を構築するためには、土砂移動現象の発生場である山地流域における

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おり、近年では降雨強度の

把握に向けた取り組みも実施されている 1)。しかしながら、カメラ画像を用いた降雨強度推定手法については、現状で

は限られた事例のみであり、全国的な適用性については課題が残る。そこで、本研究では画像を用いた降雨強度推

定手法開発のための基礎データの取得を目的に、降雨強度を調節できる降雨実験施設を利用して降雨撮影実験を

実施したので、その結果を報告する。 

2. 降雨撮影実験の概要

降雨撮影実験は、2021 年 10 月、国立研

究開発法人防災科学技術研究所の大型

降雨実験施設を利用して実施した。大型

降雨実験施設は、最大 300 mm/hr の降雨

強度まで再現できる世界最大級の規模・能

力を有する散水施設である。 

実験では、散水エリア内にデジタルカメ

ラを配置し、カメラから 70.7 m の距離にある

施設壁際に設置した背景材を撮影すること

で、降雨強度の変化に伴う背景材の写り方

を分析した。背景材には、縦

横 4m の無地のメッシュシート

と迷彩柄のシートを、色の違

いによりそれぞれ 4 枚ずつ用

意し、実験ケースごとにメッシ

ュシートと迷彩シートを入れ替

えた。実験の平面図と背景材

は、図-1 のとおりである。 

施設では、4 種類の径の異

なるノズル（No.1～No.4）を制御することで降雨強度を再現するため、各ノズルを表-1 のとおり設定することで、各背景

材それぞれ 10 ケースの降雨強度を再現した。ただし、ノズルの設定のみでは降雨強度の細かな調節ができないため、

散水エリアに降雨強度や雨滴粒径を観測する雨量計（Parsivel 2）を設置し、実験時の降雨強度や雨滴粒径を観測し

た。なお、No.1 ノズルは粒径の細かい雨滴を再現できるため、No.1 ノズルの有無によって、雨滴分布を「細粒のみ」、

「細粒＋粗粒」、「粗粒のみ」に区分した。 

各実験ケースにおいて、約 1 時間の散水を行い、その状況を 20 秒の撮影間隔に設定したカメラで撮影した。取得

した画像のうち、実験ケース切り替え後、降雨強度が安定した時間帯の画像を解析で用いることとした。なお、比較対

象として、散水していない無降雨の状況も同様に撮影した。 

表-1 実験ケースごとの降雨強度の設定と降雨強度観測値 

No.1 (15-45) No.2 (60-235) No.3 (120-240) No.4 (220-300) 背景材A 背景材B

1 細粒のみ 15 - - - 15 23.2 19.6

2 細粒のみ 30 - - - 30 16.3 20.6

3 細粒＋粗粒 15 60 - - 75 59.8 64.7

4 細粒＋粗粒 15 - 120 - 135 118.1 111.9

5 細粒＋粗粒 15 60 120 - 195 157.9 149.8

6 細粒＋粗粒 15 - - 285 300 277.1 279.7

7 粗粒のみ - 60 - - 60 41.8 56.7

8 粗粒のみ - - 120 - 120 108.7 101.2

9 粗粒のみ - 60 120 - 180 154.5 149.5

10 粗粒のみ - - - 285 285 245.1 247.9

ノズルの設定 (mm/hr) 設定降雨強度

(mm/hr)

観測降雨強度 (mm/hr)
ケース 雨滴分布

図-1 降雨撮影実験の平面図と背景材 

P1 - 32 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 391 －



3. 画像における降雨強度の指標

 降雨時の画像では、降雨強度の増加に伴い雨滴の

写り込みが多くなるため、画像全体に色やコントラスト

（明暗）が変化し、背景が霧状に白く霞んだ画像とな

る。先行研究 2)では 1 枚の画像から霞みを取り除き、背

景をクリアに見せる手法が提案されていることから、本

研究ではその手法を参考にして画像の霞みの程度を

「透過率」として定量化し、透過率と降雨強度の関係に

ついて分析を行った。なお、透過率は、大気中の光の

透過の程度を表す指標であり、背景が霞むことなく見

える状態が 1 であり、背景が霞んで全く見えない状態

が 0 である。 

4. 結果と考察

図-2 に降雨強度の変化に伴う画像の見た目と透過

率の変化を示す。図-2 左図のように、画像の見た目

は、降雨強度が増加するにつれて徐々に霞みが強く

なって全体的に白くなり、背景材が見えにくくなった。ま

た、図-2 右図から、降雨強度の増加に伴って、透過率

も低下していることが分かる。このことから、透過率が画

像における降雨強度の指標として有効となると考えられ

る。 

図-3 には、観測した降雨強度と透過率の関係（背景

材 B の事例）を示した。図-3 において、迷彩柄の 4 種

類の背景材では、無降雨時は、透過率が 0.8 以上であ

るが、全ての背景材で降雨強度が増加するにつれて

徐々に透過率が低下することが分かった。透過率の低

下幅は背景材によって異なるものの、全ての背景材で

降雨強度 150 mm/hr 程度までは徐々に下がり、それ以

降は 0.5 程度に収束する傾向にあった。このことから、

降雨強度 150 mm/hr 程度までであれば、透過率という指標を用いることで降雨強度を推定できる可能性がある。 

 なお、同程度の観測降雨強度であっても、「粗粒のみ」のケースに比べて、「細粒＋粗粒」のケースの方が、透過率

が低下する傾向にあった。さらに、観測降雨強度が同程度であった「細粒のみ」のケース 1 とケース 2 を比べると、設

定降雨強度が大きいケース 2 の方が、透過率が低下する傾向にあった。このことは、細粒が多く含まれることで、透過

率の低下幅が拡大する可能性があることを示唆している。そのため、透過率から降雨強度を推定するためには、粒径

の違いについても考慮する必要があると考えられる。 

参考文献 

1) 金澤瑛・内田太郎・中谷洋明(2021)： 監視カメラの画素値を用いた降雨強度の推定, 砂防学会誌, Vol. 74, No 3,

pp.37–48.

2) He, K., Sun, J. and Tan, X. (2011)：Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior, IEEE Transactions on

Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 33, p. 2341-2353, doi：10.1109/TPAMI.2010.168

図-2 降雨強度の変化に伴う画像の見た目と透過率

の変化

図-3 観測降雨強度と透過率の関係 
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強雨時雨滴粒径分布の計測と計測事例 

国土技術政策総合研究所 中谷洋明、金澤瑛 

株式会社コルバック 〇鶴田謙次、吉村暢也、張成美 

1.はじめに
降雨量は、河川水の流量推定のみならず土砂生産現

象の推定などに利用されており、土砂洪水氾濫の警戒
避難体制強化に対する重要な情報源となっている。さ
らに近年、雨量強度が 80mm/hr を超えるような豪雨が
頻発していることを考慮すると情報源としての重要性
が増しているものと考えている。一方、雨量を計測す
る手段は、既往の雨量計では豪雨時に計測限界となっ
ている可能性がある。ことから、計測限界とならない
雨量推定手法として、CCTV カメラ等の画像を利用した
雨量強度推定手法の検討を行っている。 
今回、カメラ撮影と同時に雨量強度および雨滴情報

の詳細を計測した。その結果、豪雨時の雨滴レベルの
様態を把握することができた。本報告は、その時に使
用した雨滴計測装置と計測結果について紹介するもの
である。また、この装置の計測結果を利用した画像か
ら雨量強度推定手法の検討については、別途（画像を
用いた降雨強度推定手法開発のための降雨撮影実験）
で報告しているので、そちらを参照されたい。 

2.使用した降雨観測装置の概要
今回が CCTV画像から雨量強度推定を目的としている

ので、カメラからの見え方に影響する雨滴サイズと粒
子数に着目して、それらが計測できる装置として、雨
滴粒度分布計測装置（以下、ディストロメータという）
を使用した。この装置は、雨滴１粒子ごとに計測して、
雨滴サイズと落下速度および雨滴数を計測するもので
ある。また、雨滴形状の扁平率が計測できるタイプも
ある。 

3.計測内容
3.1 計測項目
ディストロメータの計測項目は、雨滴サイズ[mm]、

雨滴数[1/m3]、落下速度[m/s]である。落下速度は直接
計測する機種を使用した。それ以外としては雨滴サイ
ズから経験式をもとに落下速度を推定する機種もある。 

3.2 使用した計測装置 
今回、２種類のディストロメータを使用した。 

(1)２次元ビデオディストロメータ（図-1 参照）
２方向からの CCD カメラで撮影した画像から、雨滴

サイズ（および扁平率）と雨滴数および落下速度を計
測する装置である。計測できる雨滴サイズ範囲は
0.15mm～9.95mm で検知エリアサイズは 100mm×100mm。
計測生データは、１粒子ごとの計測値が記録される。

(2)Parsivel（図-2 参照）
レーザー光を用いて雨滴を計測する装置で、雨滴径

ごとの雨滴数と落下速度が計測される。計測できる雨
滴径は、0.2mm～8mm（液体）の範囲で、検知エリアサ
イズは 180mm×30mm となっている。計測生データは、
雨滴サイズ範囲ごとの雨滴数と落下速度が計測間隔
(今回 10 秒間隔)ごとに記録される。

図-1 ２次元ビデオディストロメータ 

図-2 Parsivel 

今回使用した以外の手法としては、雨滴の落下音か
ら雨滴サイズと雨滴数を計測するインパクトタイプの
ディストロメータがある。またマイクロ波レーダを使
用してドプラー効果から雨滴の落下速度と雨滴密度を
計測して落下速度をもとに経験式から雨滴サイズを計
測する装置がある。 

4.計測事例
今回、新潟県糸魚川市の国立研究開発法人土木研究

所の観測局舎にディストロメータを設置して観測した。
その計測事例を紹介する。また、比較として転倒ます
雨量計の 10 分雨量も合わせて示した。 
・観測箇所：新潟県糸魚川市
・観測期間：2021/7～11
・計測装置：2 次元ビデオディストロメータ、転倒ま

す雨量計 
・計測間隔：ディストロメータは 10 秒間平均値、転

倒ます雨量計は 10 分雨量 

Parsivel 

2D ビデオディストロメータ 
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4.1 雨量強度 
図-3の上段にディストロメータが計測した10秒ごと

の雨量強度（青線）と転倒ます雨量計の 10 分雨量を雨
量強度（赤線）に換算したものを重ねて整理した。 
この整理図によると、時刻 16:40～16:50 において転

倒ます雨量計が雨量強度 57mm/hr を記録しているに対
して、ディストロメータでは最大 138mm/hr を記録して
おり、転倒ます雨量計の約 2.4 倍となっている。 
もう少し詳しく見ると、ディストロメータの 10 秒間

隔の雨量強度は、およそ２～５分周期で 20～138mm/hr
の範囲で変動していることが分かる。10 分間の平均的
な雨量は両者類似しているが、局部的な変動があるた
めディストロメータでは 10分雨量値の約 2.4倍となっ
たようである。また、この図-3 の事例は特に差異が大
きいケースである。今回の４ヵ月間の観測結果による
と１～２倍のケースが多かった。 
このように、実際に計測すると短期的であるが転倒

ます雨量計では捉えられない強度の降雨が生じている
ことが分かった。 

4.2 雨滴サイズごとの分析 
図-3 の中段に、雨滴サイズごとの雨量強度の時系列

図を整理した。この図の色が青系統ほど雨量強度が弱
く、赤系統ほど雨量強度が強いことを示している。 
この図から、どの雨滴径の範囲が支配的となってい

るか分かる。例えば、時刻 16:30～16:40 ではおよそ雨
滴径 1.5～3mm の範囲が支配的となっており、その後時
刻 16:45～16:50の雨量強度ピーク時になると雨滴径が
0.5～4mm の広い範囲が強くなっていることが分かる。 
また、今回計測した他の降雨データを見ても、強雨

な時ほど、雨滴径の範囲が広くなる傾向のようである。 
図-3 の下段に、１m3あたりの雨滴の投影面積を雨滴

径ごとに時系列図として整理した。この図の色が青系
統ほど雨滴の投影面積が少なく、赤系統ほど投影面積
が多いことを示す。また、この図は視覚的な雨の見え
方を示したもので、カメラに映る雨画像に相当する指
標と考えている。 
整理した図によると、雨量強度の大きいほど雨滴径

が小さい範囲の投影面積が大きくなる傾向となってい
る。また他の降雨によっては雨滴径 1mm 以上が多い投
影面積となるケースもある。 

この雨滴の投影面積を使用してカメラ画像による解
析を行った。成果については、別途（画像を用いた降
雨強度推定手法開発のための降雨撮影実験）で報告し
ているので、そちらを参照されたい。 

4.3 雨滴の落下速度 
図-4 に雨滴径と雨滴の落下速度の計測値について整

理した。また、落下速度の経験式（実線）も合わせて
整理した。整理した結果によると、およそ落下速度の
計測値は経験式 2)に沿った値となった。 

図-4  雨滴径と落下速度 

5.おわりに
河川などの降雨流出問題ならば雨量を流域平均とし

て捉えれば良いので、雨量強度や雨滴径の細かい変動
が問題になることは少ないと考えられるが、砂防で取
り扱う土砂生産現象では雨量強度が外力となるので短
期的な変動も重要である。また今回、転倒ます雨量計
の 10分雨量では捉えられない可能性があることが分か
り、CCTV 画像による雨量推定手法開発の重要性を認識
した。また、ディストロメータを使用した雨滴観測に
より降雨現象の詳細が分析できた。 

謝辞：今回、観測局舎での観測において多大なご配慮
して頂き、国立研究開発法人 土木研究所・雪崩・地す
べり研究センターの各位に、厚く御礼申し上げます。 
参考文献：1)Kozu Toshiaki:Estimation of Raindrop Size 
Distribution from Spaceborne Radar Measurement、August 
1991, Kyoto University 2) Gunn，R．and G.G.Kinzer，
1949：The terminal velocity of fall for water droplets in 
stagnant air，J．Met． 

図-3  降雨観測データの時系列図(2021/10/2) 
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熊野川流域における流砂水文観測データを用いた土砂移動状況の把握（その４）

―ヒステリシスループによる土砂動態変化把握とアラート情報提供に向けて―

アジア航測株式会社  ○井元成治・岡野和行・吉安征香・滝澤雅之・武石久佳

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所       山本悟司・小杉恵

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・北本楽

1. はじめに

平成 23 年（2011 年）9 月の紀伊半島大水害では，新

宮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，土砂流出等の流域監視を目的の

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，流砂観測結果による

水位‐掃流砂量のヒステリシスを用いた土砂生産およ

び流出の把握と，それに基づくアラート情報提供に向

けた検討について紹介する．

2. 対象流域

対象流域は，新宮川水系の川原樋川，栗平川（滝川支

流），神納川，三越川，高田川，及び日置川水系の熊野
い や

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．

図 1．各観測所の位置 

表 1．各観測所の設置機器 

3. ヒステリシスを用いた土砂動態変化の把握

桜井ら１）では，ハイドロフォンによる水位観測結果

と掃流砂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位‐

掃流砂量の範囲を超過し，ヒステリシスが左回りのル

ープを描く場合，土砂流出の可能性が高いとしている． 
熊野地区では，平成 30 年（2018 年）台風第 20 号時

のヒステリシスが大きく領域から外れ左回りのループ

を描いた（図 2）．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，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していた．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）台風第 20 号時の熊野地区

のみであったことを勘案すると，紀伊山系でも，観測デ

ータからヒステリシスを描き，特定の領域から逸脱す

る場合を確認することで，土砂の生産，流出を把握でき

る可能性がある．

4. アラート情報提供に向けた検討

水位‐掃流砂量のヒステリシスループが特定の領域

から逸脱する際に，警戒避難のためのアラート発出が

できるかどうかを検討した．警戒避難のためのアラー

ト発出には，情報発出の基準線を設定する必要がある．

アラート対象となる土砂移動現象時には，観測結果が

一般的に認知されている流砂量式に当てはまらない可

能性が高いと考え，従来の流砂量式をベースとしたア

ラート情報発出の基準線設定の可能性を検討した．芦

田・高橋・水山の掃流砂量式 3)（以下，A.T.M 式）と Meyer-
Peter-Müller の実験式 4)（以下，M.P.M 式）に複数の粒径

を適用して算出した線と，観測から得られたヒステリ

シスとを比較し，ヒステリシスを包絡する線が，観測所

周辺で取得された粒度分布の何％程度の粒径に相当す

るかを確認した．

図 2. 基準線の検討結果（熊野地区） 

土砂流出（H30） 
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図 3. 基準線の検討結果 
（川原樋川上流〈池津川合流〉）

図 4. 基準線の検討結果 
（川原樋川流域〈赤谷川合流〉）

図 5. 基準線の検討結果（三越川流域） 

図 6. 基準線の検討結果（神納川流域）

明瞭な土砂流出が見られた平成 30 年（2018 年）台風

第 20 号を含む熊野地区のイベントを対象に，基準線の

設定を検討した（図 2）．その結果，A.T.M 式を基準線

とした場合，各粒径の限界掃流力となる水深以下は対

象外と考えると，いずれの粒径でも上記イベントとそ

の他を分離する境界となることが分かった．特に，

A.T.M 式の 85%粒径（d85）は，現在までの観測結果を

包絡する境界となっていた．一方 M.P.M 式による線は，

イベント発生時の上限付近に位置し，その他の観測結

果と離れていた．

明瞭な土砂流出がみられなかった 4 箇所の観測所に

おいても，同様の手法で基準線の検討を行った（図 3～
図 6）．各観測所で流砂量式や粒径でばらつきがあるが，

限界掃流力となる水深以下を対象外とすることで，概

ね流砂量式を基準とした境界線を設定できる可能性が

示唆された．特に，三越川流域，川原樋川流域（赤谷川

合流），神納川流域では，共通して A.T.M 式の d10 が，

基準線としての活用が期待できる結果であった．

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，警戒避難のためのアラート発出に向けて，ヒス

テリシス解析の結果から基準線の設定を検討した．そ

の結果，従来の流砂量式をベースとして，粒径による流

砂量式の上下でイベント感知の基準線を検討できる可

能性があることが分かった．今後，各観測所で適合する

流砂量式と粒径を検討し試行していくことで，精度向

上を図ることができると考えられる．

5. おわりに

アラート情報提供の実用化に向けては，基準線の設

定および精度向上が必要である．そのためには，紀伊山

系のみならず，全国の事例を用いたヒステリシス解析

や基準線設定の検討が有効である．
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樹林地斜面内の雨量観測及びハンディ・レーザスキャナ計測による表面侵食状況の推定の試み 

国際航業株式会社 ：○河合貴之、小泉和也、三浦元気、朴哉炫、 

笠原拓造、清水幹輝、渡辺隆吉、西川友章、堀大一郎

１．はじめに 

土砂移動が活発な山地渓流においては、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。

その際、表面侵食に伴う土壌流出を含めた土砂流出の森林による抑制機能に着目して、砂防分野と森林（治山）分野が連

携することで、より効果的な対策が可能となることが期待され、土砂移動状況と森林現況の関連についての調査の蓄積が

望まれる。但し、急峻な山間部や夏季の広葉樹林等において、調査・観測の機材搬入が困難であり、航空レーザ計測では

地表面を正確に計測できないといった制約が生じる。最近、ハンディ・レーザスキャナを用いて表面侵食や土砂移動状況

の定量的観測が試みられ、地上で低コストかつ簡便な調査が実現する可能性が指摘されている 1)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樹林地斜面内の樹冠及び地表面の形状

等を計測し、表面侵食の規定要素との関連性の把握を試行した。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、奈良県により表面侵食土砂の流出に関する観測が行われている 2)。複数時期の

樹冠及び地表面の形状と土砂流出状況の対応の検討は、森林のもつ土砂流出抑止機能等の解明に資すると考える。 

２．計測機器及び調査・観測の箇所の概要 

本検討において、樹冠及び地表面の形状等の計測には GeoSLAM社製 ZEB-HORIZON（Velodyne VLP-16搭載：図-1）を使

用した。本機（以下、スキャナ）の計測条件や有用性については桝本ら 3)に詳しい。 

また、奈良県が令和 2～3 年度に実施した水文・土砂流出観測結果については、流域内の樹林地内外の雨量観測値及び

流出土砂捕捉装置付近に設置されたインターバルカメラによる撮影画像を使用した。各箇所に奈良県が設置した雨量計の

観測項目を表-1に、調査箇所の位置を図-2・3にそれぞれ示す。 

図-2 調査対象地域   図-3 流域内の調査・観測箇所 

３．樹林地斜面の表面侵食状況の推定 

（1）樹林地内外の雨量変化と樹冠の関係 

林内雨量のうち、直達・飛散・滴下によって林床に到達す

るものは、樹冠の遮蔽によって林外雨量に比べて少なくな

るとされ 4)など、その減少量と遮蔽状況の関係の把握を今回

試みた。遮蔽状況の指標は、林内雨量計の傍にスキャナを設

置し、その上方に底面が1m四方（雨水集水範囲）である直

方体を仮定し、その内部から 1 分間の計測によって取得さ

れる点群の多寡を計測し、多いほど遮蔽要素が強いとした。 

この計測は令和3年8月下旬及び9月下旬時点に実施し、

両時期間の点群密度の平均値と樹林地内外の総雨量の減少

量すなわち林内雨量抑制分との関係を図化した（図-4）。これによると、林内雨量抑制と点群密度との間に系統的な関係

はみられないが、樹種に着目すると、枝の張り出しが顕著な広葉樹林において抑制分がやや大きい。 

池郷川流域 

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 

池郷川谷出口観測所 

谷出口雨量観測所 

上流雨量観測所 

北山川 

裸地 

中流雨量観測所 

表-1 奈良県による雨量観測状況 
箇所 林外雨量計 林内雨量計

①針葉樹ー砂岩泥岩互層 ー 〇
②広葉樹ー花崗岩 ー 〇
③針葉樹ー花崗岩 ー 〇
④広葉樹ー砂岩泥岩互層 ー 〇
池郷川谷出口観測所 ー ー
上流雨量観測所 〇 ー
中流雨量観測所 〇 ー
谷出口雨量観測所 〇 ー

レーザスキャナ 

回転することで、後方

以外の全周を計測可能 

図-1 計測に使用したZEB-HORIZON 

図-4 点群密度と林内雨量抑制分(R3.8下旬-R3.9下旬)の関係
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（2）表面侵食量と樹林地状況の関係 

 樹林地内の表面侵食状況を面的に捉えるための指標の一つと

して、観測期間の開始時・終了時の標高差分が挙げられる。今回、

インターバルカメラによって表面流が捉えられた降雨イベント

を含む期間の観測データ回収に合わせ、スキャナによる地表面形

状計測成果を用いて標高差分解析を行った（図-5:事例）。 

 表面流は、令和2年10月8日15時台に流域内の広葉樹林地2

箇所で発生が確認されており、その前後として同年8月下旬時点

及び 10 月下旬時点の標高計測データを差分解析に用いた。本解

析は、全箇所・全時期について河合ら 1)に準拠して計測値から

10cmDEMを作成し、計測ノイズの影響が最も小さいと判断される、

窓領域サイズを 30cm とした時の標高の移動平均値を用いた。観

測箇所の諸元と計測結果から作成したDEMを基にGIS上で計測した解析域の面積及び平均勾配、解析期間の雨量観測値及

び差分解析結果の一覧を表-2に示す。尚、地質や林床に対する土壌・石礫の露出率は、各観測箇所付近を代表する1m四

方の範囲を撮影した写真を判読して 5%刻みで設定した階級に当てはめることによる。土砂移動量については解析域の面

積や平均勾配で規格化した量も算出したが、表-2 によると、土壌・石礫が露出し、急勾配であるほど土砂移動量が多い。 

表-2 樹林地内外総雨量（R2.8下旬-R2.10下旬間）と標高（スキャナ計測値）差分解析結果の関係 

４．今後の課題 

今回、複数時期でハンディ・レーザスキャナを用いた計測によって取得された樹冠及び地表面の形状と土砂流出状況の

関係の検討を試みた。それにより、枝の張り出しの林内雨量抑制への寄与や、土壌・石礫の露出や急勾配が表面侵食を促

していることが示唆されたが、観測事例が少なく、今後の蓄積が待たれる。土壌侵食状況については、浸透能等に依存し、

母材（地質）による規制 5)や緩勾配地において高くなって侵食が抑制される例 5,6)や撥水性やリターフローに規制される例
7)が報告されており、これらの要素の寄与も今後の検討課題である。また、土砂移動と森林現況の関連については、林床に

おける表面侵食を規定する林内雨の雨滴衝撃エネルギーが気象要素・樹種・樹冠形状が関係し、降雨の一部が樹冠内の上

方から下方或いは樹幹から樹冠縁へ移動する過程で雨滴が粗粒化し、林内雨による侵食力が増大するとの指摘がある 8)。

こうした知見から、ハンディ・レーザスキャナを用いた地表面形状と樹冠形状の高精度な計測が林内雨に伴う表面侵食と

森林による土砂流出抑止の関連等の解明に資することが期待される。いづれにせよ、裸地で侵食が進行しやすいことを示

す定量的な情報が本検討でも得られ、阿部・佐藤 5)も指摘しているように、下層植生の導入も視野に入れた森林管理が土

砂流出を抑制する上で効果的であることが示唆される。 

謝辞：本研究を進めるにあたり、奈良県砂防・災害対策課には現地観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)河合ら(2021)砂防学会発表要旨集,p.359-360. 2)朴ら(2021)砂防学会発表要旨集,p.597-598. 3)桝本ら(2020)写

真測量とリモートセンシング 59(6),p.289-292. 4)井上ら(1987)林試研報 343,p.171-186. 5)阿部・佐藤(2008)日林誌

90(2),p.84-90. 6) 若松ら(2021)水文・水資源学会研究発表会要旨集34,OP-9-03. 7)若松ら(2016)水文・水資源学会誌

29(2),p.116-129. 8)南光(2007)樹冠における林内雨滴の形成メカニズムに関する研究,東京大学学位論文.  

8-10月計測間の総雨量(mm)

最寄りの雨量観測所

8-10月計測間の総雨量(mm)

侵食 堆積 流出 侵食 堆積 流出 侵食 堆積 流出
0.09 10.82 ▲ 10.73 0.17 3.97 ▲ 3.79 24.81 54.35 ▲ 29.54

V/S(m3/m2) 0.001 0.08 ▲ 0.08 0.003 0.07 ▲ 0.06 0.04 0.08 ▲ 0.04
V/(Ssinθ)(m3/m2) 0.001 0.14 ▲ 0.13 0.004 0.1 ▲ 0.10 0.04 0.1 ▲ 0.05

・土砂堆積が卓越し、下方へ流出せず。 ・土砂堆積が卓越し、下方へ流出せず。 ・土砂堆積が卓越し、下方へ流出せず。
備考

② ④ 裸地

林床に対する土壌・石礫露出率(%) 15.0 30.0 95.0

地質 花崗岩 砂岩泥岩互層 砂岩泥岩互層
140.1 58.6 702.4
34.7° 40.4° 53.1°

555.0 384.6 -

上流雨量観測所 上流雨量観測所 中流雨量観測所

・9月28日10時-29日14時は林内雨量欠測 ・9月16日7時-29日12時は林内雨量欠測 ・中流雨量観測所の下方斜面

1280.0 1280.0 979.0
外
雨
量

V(m2)

土砂移動量

内
雨

平均勾配θ
集水域(解析域)面積S(m2)

箇所

図-5 スキャナ計測成果を用いた標高差分解析事例 
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ＵＡＶ（レベル３飛行）による河道閉塞の継続監視調査における３Ｄ地形モデルの精度向上検討 

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，舟津智司

国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 山本悟司，小杉恵，北本楽 
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
平成 23 年の紀伊半島大水害で形成された大規模な河道閉塞は、形成後も出水等による斜面の拡大崩壊や河

道閉塞部の越流浸食が発生し、河道閉塞の状況は逐次変化している。出水後、より迅速に定量的な状況変化
を把握する手法の 1 つとして、UAV の撮影データを用いて作成した 3D 地形モデルの活用が有効 1)になると考
えられる。しかしながら、単独測位による UAV により取得した撮影データだけでは、精度の良い 3D 地形モデ
ルの作成が難しく、精度向上のために対空標識（地上標定点）を設置する必要があったが、危険で人が立ち
入りできない等の課題があった。

本稿では、対空標識の設置を不要とするための検討として、PPK（Post Processing Kinematic）方式を用
いてカメラ位置の補正を行った撮影データから 3D 地形モデルを作成し、効率的な飛行ルートの設定や LP デ
ータとの比較による精度の確認等を行った結果を報告する。 

2.検討概要
本検討は、河道閉塞の継続監視調査を想定し、紀伊半島大水害による大規

模な河道閉塞の内、長殿地区、熊野地区を対象に行った事例を示す。UAV 離
着陸地点は、出水後において二次災害の危険性がない地点とした。また、出
水後において、河道閉塞内の危険な場所に UAV を監視するための補助者を配
置することは困難であるため、目視外補助者無し飛行（レベル 3 飛行）の承
認を得た飛行とした。 

河道閉塞の連続写真撮影に用いた UAV 飛行ルートを図-1 に示す。出水によ
り、河道閉塞の地形変化が大きいことも考えられるため、対地高度は 149m 以
下とし、安全な飛行ルートの設定を検討した。河道部の撮影は、河道部の中
央を通るルートとし、斜め撮影（往路）、真俯瞰撮影（復路）とした。斜面
部は、未崩壊の対岸斜面からの水平撮影と斜め撮影の組み合わせとした。対
象となる河道閉塞は規模が大きいため、撮影角度を変化させることで、写真
のオーバーラップ率：80%、サイドラップ率：60%となるよう留意した。 

設定した飛行ルートについて、異なる測位方式（PPK 方式、単独測位方式）
の撮影データを用いて 3D 地形モデルを作成し、河道閉塞の継続監視調査に
おける適用性を検討した。 

3.検討結果

3.1 測位方式による比較
 比較検討では、PPK 方式による 3D 地形モデルと単独測位による 3D 地形モデルについて、地形的に大き
な変化がないと考えられる同時期の LP データとの差分解析を実施した。単独測位の場合、LP と UAV の差
分は箇所によるバラツキがあり、特に崩壊斜面における差分は顕著であった。単独測位データは、現地に
立ち入り可能な範囲で地上標定点を設置し、補正情報として使用したものの精度向上は図れなかった。PPK
方式の場合は、河道閉塞全体において LP と UAV の差分は±0.5m 未満であり、単独測位データと比較し、LP
データとの誤差が大幅に減少した。PPK 方式は、3D 地形モデルの精度向上において、有効な手法であるこ
とを確認した。 

 

 
【河道部】 

往路：斜め撮影 

復路：真俯瞰撮影 

 

 
【斜面部】 

水平～斜め撮影 

図-1 長殿地区における 
UAV 飛行ルート 

図-2 UAV 測位方式における LP データとの差分解析結果 

解析条件 単独測位・標定点無 単独測位・標定点有 PPK 方式・標定点無 

 

 
植生の 

影響 
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3.2 飛行ルートによる比較 
設定した斜め撮影による飛行ルートと公

共測量における標準的な作業方法（「作業規

程の準則 第４編 三次元点群測量 第３章 

ＵＡＶ写真点群測量」2)）を参考とした飛行

ルートについて、所要時間および 3D 地形モ

デル精度の比較を行った。なお、UAV 測位方

式は PPK 方式を使用した。

 斜め撮影による飛行ルートを図-3 の左図

に示す。斜め撮影では、飛行距離：約 4km、

飛行時間：約 14 分、撮影枚数：347 枚、解析

時間（SfM 解析～差分解析）：約 3時間であっ

た。 

公共測量における標準的な作業方法では、

隣り合う写真の重複度（オーバーラップ率：

80%以上、サイドラップ率：60%以上）の確保や作成する 3次

元点群データの位置精度に応じた撮影写真の地上画素寸法

の設定等が示されており、一般的には真俯瞰撮影による方

法が用いられる。真俯瞰撮影による飛行ルートを図-3 の右

図に示す。真俯瞰撮影では、飛行距離：約 8km、飛行時間：

約 24 分、撮影枚数：630 枚、解析時間（SfM 解析～差分解

析）：約 6時間 30 分であった。 

 3D 地形モデルの精度を比較するため、真俯瞰撮影による

3D 地形モデルと斜め撮影による 3D 地形モデルの差分解析

を実施した。実施結果を図-4 に示す。河道閉塞全体におい

て UAV データの差分は±0.5m 未満であり、斜め撮影による

3D 地形モデルは、真俯瞰撮影による 3D 地形モデルと同等の

精度が確保できたことを確認した。また、対象となる河道閉

塞は、撮影範囲、高低差が大きいことから、斜め撮影による

方法を用いることで、飛行時間および解析時間の大幅な時間

短縮を図ることができた。 

以上より、河道閉塞の継続監視調査では、公共測量に準じ

た方法だけでなく、斜め撮影による方法も同等精度の結果が

得られたことから、迅速性の観点で有効と考えられる。 

 また、斜め撮影による 3D 地形モデルについて、地形的に

大きな変化がないと考えられる同時期の LP データとの差分

解析を実施した。実施結果を図-5に示す。河道閉塞全体にお

いて LP と UAV の差分は±0.5m 未満であった。なお、崩壊斜

面頭部東側は、樹木が残存しており、植生の影響による誤差

が発生した。差分解析結果より、崩壊斜面下部の緑色箇所は、

対策工事における地形変化箇所であり、現場内の変化箇所を

視覚的および定量的に示すことができた。 

4.おわりに

本稿では、PPK 方式を用いてカメラ位置の補正を行った撮影データから 3D 地形モデルを作成し、3D 地形モ

デルの精度および飛行ルートの効率性について検討を行った。設定した斜め撮影による飛行ルートは、河道

閉塞全体を効率的に撮影できることに加え、3D 地形モデルの精度向上を図れたことから、河道閉塞の継続監

視調査において有効な手法であると考えられる。また、PPK 方式を用いることで、対空標識（地上標定点）を

河道閉塞内に設置する必要がなくなり、LP データと同等精度の 3D 地形モデルを作成できたことから、現場

作業の効率性や安全性の向上に繋がった。 

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 3 年 7 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)作業規程の準則，令和 2年 3月 31 日，国土交通省

 

 

対策工事 
による 

変化箇所 

 

 

植生の 
影響箇所 

図-5 LP データとの比較 

図-3 熊野地区における UAV 飛行ルート 
（左：斜め撮影、右：真俯瞰撮影） 

図-4 UAV データとの比較 
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複数時期の航空レーザ計測データから見た高原川上流域の土砂変動状況について 

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 石井 陽，宮本 憲治，星野 康弘，四十谷 朋子

アジア航測株式会社 船越 和也，○南 優希，梶原 あずさ，木場 啓太，

吉野 弘祐， 坂口 宏，浜多 俊匡

1. はじめに

土砂流出が活発な流域では，流域全体の土砂移動特性を適切

に把握し，継続的に土砂移動状況をモニタリングすることが重

要である。土砂移動状況を効率的に把握する手法として，高精

度かつ迅速に面的データが取得できる利点から，航空レーザ計

測による 2 時期の差分解析が広く活用されている。 
本検討で対象とする高原川流域では，陸上だけでなく水面下

の地形計測も可能な航空レーザ測深（以下，ALB 計測）が

H30～R3 年の期間に 4 回実施されている。今回，これらデー

タを用いた複数時期の差分解析を実施することにより，水面下

も含む経年的な土砂移動状況を把握した。本稿では，これらの

調査結果について報告する。

2. 対象地域の概要と調査方法

2.1.対象地域の概要

対象地域は図 1 に示す岐阜県飛騨市，高山市に位置する神通川水系の高原川直轄砂防流域（流域面積：

761km2，平均河床勾配：1/20）である。本流域は日本有数の急流河川であり，北アルプスの造山運動や断層など

により脆弱で崩れやすい地質構造を呈している。特に上流部は焼岳を中心とした急峻な崩壊多発地帯であり，多

雨・多雪地帯という気象状況も加わることで，下流に大量の土砂が流出しやすい流域特性を持つ。

2.2.調査方法と ALB 計測期間内の気象状況 

高原川流域では表 1 に示す 4 時期で河道部を対象とした

ALB 計測が実施されている。ここで用いた計測機材

（ChiropteraⅡ）は，近赤外レーザと水中を透過する緑色レー

ザを同時に発射し，地表面や水底から反射したレーザ光から水

中・陸上の三次元データを高密度で取得することができる。

計測期間中には令和 2 年 7 月豪雨（以下，R2 出水）によ

り，平湯川・蒲田川流域及び高原川本川沿いにおいて土砂・流

木流出や道路路肩崩壊が複数箇所で確認されている。特に多数

の被害が報告された平湯川流域での計測期間中の降雨状況（平

湯観測所）をみると，R2 出水時の最大日雨量は 176.0mm/day
と期間中でも 2 番目であり，顕著な特徴はみられない（図 
2）。一方で，連続雨量は 634.0mm（R2/7/3～R2/7/12）と近年

でも突出して大きく，長雨であったことがわかっている。

本検討では，ALB 計測データごとに前後 2 時期（蒲田川：

H30-R2 出水前，R2 出水前-R2 出水後，R2 出水後-R3，その他河川：H30-R2 出水後，R2 出水後-R3）の差分解

析を実施することで，河道部の経年的な地形変化を面的に把握した。

3. 調査結果

3.1 経年的な土砂流出状況

図 1 に示す差分実施範囲を，高原川本川と支川 4流域（蒲田川，平湯川，双六川，跡津川）に分け，流域別に

距離標ごとの土砂変動量を比較し，経年的な土砂移動状況を整理した。各流域の変動状況を以下に示す。

図 1 検討対象地域（高原川流域） 

表 1 使用データ 

データ H30ALB R2出水前ALB R2出水後ALB R3ALB

計測日 2018/11/27～12/11 2020/5/28 2020/8/5～8/9 2021/10/24～10/28

蒲田川 ● ● ● ●

平湯川 ● - ● ●

双六川 ● - ● ●

跡津川 ● - ● ●

高原川 ● - ● ●

R
2
年
7
月
豪
雨

図 2 計測期間内の降雨状況（平湯観測所） 

:流域界 

:ALB 計測範囲 

:雨量観測所
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蒲田川：H30-R2 出水前までは，足洗谷流域において顕著な土砂移動がみとめられるものの，その他の河道部では

大きな変動は確認されない。R2 出水前後をみると流域全体で変動が大きく，上流部は侵食傾向，足洗谷合流点よ

り下流では堆積傾向を示しており，出水により上流から流れ出た土砂が下流の砂防堰堤に堆積している様子が確認

された。その後の R2 出水後-R3 期間では工事改変が大半であり，顕著な土砂変動は見られなかった。さらに蒲田

川流域最下流に位置する道観松砂防

堰堤における堆砂状況の変化（図

3）をみると，R2 出水により約

31,700m3の土砂が計画堆砂勾配程

度まで堆積した後に，R3 年までの

通常出水等により徐々に堆積土砂が

流出している状況が確認された。

平湯川：H30-R2 出水後をみると，

R2 出水により河道部や側岸の侵食・崩壊が多数みとめられ，流出した土砂が砂防堰堤により捕捉されている。特

に堆積傾向が顕著であった貝塩砂防堰堤堆砂敷区間では約 42,200m3の堆積が確認された。また平湯川支川の白

谷・岩坪谷では顕著な土砂流出がみられ，本川下流の平湯川砂防樹林帯では樹林の一部が流出している。R2 出水

後から R3 年までは R2 出水による被害復旧のための工事改変の影響が大きく，顕著な変動は確認されない。 
双六川・跡津川：H30-R2 出水後，R2 出水後-R3 ともに顕著な変動は確認されなかった。 
高原川本川：H30-R2 出水後及び R2 出水後-R3 の変動状況

（図 4）をみると，3 時期ともに浅井田ダムより上流区間では

土砂変動が大きく，ダム下流では変動が小さい傾向がみられ

た。H30-R2 出水後の浅井田ダム上流区間では，R2 出水によ

り河道内の土砂変動域が大幅に拡大するとともに河道部全体

が大きく変動している。浅井田ダム下流区間では河道部内の

変動は小さく，全体的に堆積傾向であった。R2 出水後-R3 で

は河道部内の澪筋が徐々に中央に集中してきている様子が確

認され，R2 堆積土砂の流出により侵食傾向を示す区間が多

い。浅井田ダム下流もやや侵食傾向となっている。

3.2 期間内の降雨状況と土砂流出の関係 

計測期間中の降雨状況を把握するため，高原川流域内の 21 観測所を

対象に直近 10 年間程度の雨量データを収集し，年最大連続雨量を示す

期間を出水時と仮定し，その期間中の連続雨量と最大時間雨量との関

係を整理した（図 5）。土砂流出が多数発生した R2 出水時降雨をみる

と，土砂移動の激しい上流域では，最大時間雨量は例年と差が見られ

ない一方で，連続雨量は例年より格段に大きいことが確認された。顕

著な土砂変動がみられなかった高原川下流域における R2 出水時の連続

雨量は，近年のなかでは高いものの，同程度の降雨も確認された。こ

のことから R2 出水による被害は短期的な降雨によるものではなく，長

期的な降雨に起因するものである可能性が示唆された。

4. おわりに

本検討では，複数時期の ALB 計測による河道地形の差分解析結果から，高原川流域においては，①河床勾配が

相対的に急となる上流域では R2 出水時に顕著な土砂移動が発生し，各砂防施設では出水直後に土砂捕捉とその後

の土砂調節（緩やかな流出）が確認されるとともに河床変動が著しいこと，②相対的に河床勾配が緩くなる下流域

では上流域と比較して河床変動の経年変化が少ないこと，③河床変動が少ない下流域においては、土砂移動の大き

い期間はやや堆積傾向を示し，土砂変動の少ない期間はやや侵食傾向に変化していることが確認された。このよう

な流域全体の土砂生産とその後の土砂動態について経年変化を定量的に把握していくためには，継続的な ALB 計

測を実施していくことが有効である。

図 4 高原川本川の区間毎土砂変動量 

図 5 年最大連続雨量と期間中の最大時間雨量の関係 
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図 3 道観松砂防堰堤における堆砂状況の経年変化 
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航空レーザ深浅データを用いた砂防堰堤の堆砂状況の把握事例 

北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 ：谷保 和則※1、利根川 哲朗※1、木津 佑輔※2

アジア航測株式会社 ：○山口 悠、柏原 佳明、中村 圭裕、實村 昂士、御園 隆、染谷 哲久 

（※1 現所属：北陸地方整備局 河川部  ※2 現所属：北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所）

1. はじめに

砂防堰堤の機能及び性能を長期にわたり維持・確保する

ためには、堤体や付帯構造物の損傷・劣化状況を把握する

とともに、砂防堰堤上流部の堆砂状況を経年的に把握する

ことが重要である。砂防堰堤の堆砂状況の把握にあたって

は、航空レーザ計測（以降、「LP計測」という。）等で面的

に計測することが効果的だが、湛水している場合など、LP

計測では水面下の地形が取得できず、詳細な堆砂状況まで

把握できないことが課題であった。 

本研究では、水面下の地形状況の取得が可能な航空レー

ザ深浅計測（以降、「ALB計測」という。）を用いて、砂防

堰堤の堆砂域等を計測し、堆砂状況や洗堀状況の把握を試

みた。 

2. 研究方法

2.1. ALB計測条件と計測範囲の設定方法

本研究では、飯豊山系砂防事務所管内の荒川流域（新潟

県側）及び加治川流域のうち、砂防堰堤38基（不透過型

18基、透過型20基）を対象に ALB計測を実施した。ALBの

計測諸元を表1に示す。計測は植生の影響が小さい秋季に

実施し、水面下の地形は1m2に 1点の計測密度を確保した。 

計測範囲は、対象となる砂防堰堤下流から、推定元河床

（元河床勾配で一定とする）と計画堆砂線（掃流区間は元

河床勾配の1/2、土石流区間は元河床勾配の2/3）が交差す

る地点までの区間とした。ただし、区間内に砂防堰堤等の

構造物や滝地形がある場合は、堆砂量が対象砂防堰堤以外

の影響を受けるものとして、その地点までとした。また横

断方向は、河床の横断地形を推定するため側岸を含むよう

に計測範囲を設定した。 

表 1 ALBの計測諸元 

2.2. 堆砂量等の算出方法 

堆砂量は、河道線に対して20m間隔で設定した横断図を

用いて、砂防堰堤竣工前の河床の横断地形を側岸地形から

設定し、ALB計測地形までを現況の堆砂範囲（①）、平常時

堆砂線までを貯砂量の範囲（②）、平常時堆砂線から計画堆

砂線までを調節量の範囲（土石流区間及び透過型）（③）と

した（図1）。また設定した範囲の面積から、平均断面法に

より現況堆砂量、貯砂量、調節量を算出した。 

なお本研究における現況堆砂率については、掃流区間の

不透過型砂防堰堤は「現況堆砂量/貯砂量」、掃流区間の透

過型砂防堰堤は「現況堆砂量/調節量」、土石流区間では

「現況堆砂量/（貯砂量＋調節量）」として算出した。 

不透過型砂防堰堤については、集水面積と竣工からの経

過年より、集水面積当たりの年平均堆砂量を算出した。 

図 1 横断地形推定による堆砂量算出方法の模式図 

2.3. 砂防堰堤の堤底付近の洗堀状況確認方法 

ALB計測で取得した砂防堰堤下流の地形から、堤底付近の

洗堀状況の把握を試みた。砂防堰堤の水通し部から下流まで

の縦断図を作成し、水通し部の標高から砂防施設台帳に記載

された堰堤高を減じた標高を堤底として、堤底と河床標高と

の差（余裕高とする）を算出した。 

3. 結果及び考察

3.1. ALB計測データの取得結果

ALB計測により取得した、砂防堰堤堆砂域の水面下の地

形状況の例を図2に示す。オルソフォトで水面となってい

る範囲の地形を赤色立体地図で確認すると、砂防堰堤の上

流に局所的な洗堀地形や澪筋が確認された。このことか

ら、現地測量との比較は行っていないものの、ALB計測に

より水面下の河床地形を十分に取得できたと判断した。 

項目 計測諸元

使用機体・機材 回転翼航空機、ChiropteraⅡ

対地高度 550m

計測密度 水域：1点/m2 陸域：10点/m2

照射頻度 水域：35kHz 陸域：200kHz

スキャン頻度 水域：1700rpm 陸域：2914rpm

スキャン角度 ±20°

サイドラップ率 50%

計測時期 2021年11月1日、2021年11月6日

推定元河床（河床面位置）

ALB計測地形

推定元河床と側岸地形から河床の横断地形を設定

計画堆砂線

①現況堆砂量

③調節量

計画堆砂線

推定元河床

ALB計測地形

②貯砂量

横断位置

縦断図

横断図

平常時堆砂線
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図 2 ALB計測による水面下地形の取得結果の例 

3.2. 堆砂量の算出結果 

3.2.1. 現況堆砂率の算出 

算出した現況堆砂率を砂防堰堤の型式及び勾配区間ごと

に図 3に示す。勾配区間の違いに着目すると、掃流区間で

は不透過型砂防堰堤の四分位範囲が65％から 81％、透過型

砂防堰堤が四分位範囲6％から 35％であった。また、土石

流区間では不透過型砂防堰堤の四分位範囲が24％から

57％、透過型砂防堰堤の四分位範囲は12％から 27％に分布

しており、不透過型砂防堰堤では、掃流区間の方が相対的に現

況堆砂率が高い傾向となった。 

不透過型砂防堰堤と透過型砂防堰堤を比較すると、不透

過型砂防堰堤より透過型砂防堰堤の堆砂率の方が相対的に

低かったが、一部の透過型砂防堰堤では、堆砂率が40％以

上と相対的に高い施設が確認された。当該施設は、砂防施

設点検において流木が透過部に詰まって閉塞していること

が確認されており、透過部が閉塞したことにより堆砂した

ものと推察される。 

堆砂状況の把握は、今後、除石などの維持管理に向けて

有益な情報になると考えられる。 

図 3 現況堆砂率の算出結果 

3.2.2. 集水面積当たりの年平均堆砂量の算出 

集水面積当たりの年平均堆積量の分布例を図4に示す。

砂防堰堤が連続して配置されている場合、上流側に比べて

下流側の方が集水面積当たりの年平均堆積量が小さい値を

示している流域が3つ確認された。これは土砂が、上流側

に配置された砂防堰堤から堆積したことにより、上流側の

砂防堰堤の値が大きくなった可能性がある。なお、下流側

の方が集水面積当たりの年平均堆積量が大きい流域もある

ため、集水面積当たりの年平均堆積量には様々な要因が影

響しているものと考えられる。 

 

図 4 集水面積当たりの年平均堆砂量の分布例（荒川流域） 

3.3. 砂防堰堤の堤底付近の洗堀状況確認結果 

砂防堰堤の堤底付近の洗堀状況を確認した結果、余裕高は

0mから 5.4mの範囲であり、5箇所が 1m未満となっていた。

相対的に余裕高が小さかった施設の事例を図5に示す。 

余裕高は 0.1m であり、現河床標高は堤底にほぼ一致して

いた。ただし、カットオフの底部までは 2m 程度の余裕があ

った。当該施設は竣工から 43 年が経過しており、時間の経

過とともに砂防堰堤直下の河床が洗堀された可能性がある。 

図 5 砂防堰堤下流部の地形状況の取得例 

4. おわりに

本研究では、ALB計測を行うことにより、水面下の河床地

形を把握し、砂防堰堤上流部の堆砂状況や特徴を把握した。

また、砂防堰堤直下の洗堀状況等も把握することができた。 

本研究で取得できたこれらのデータは、除石管理計画や

長寿命化計画を策定する場合の基礎資料や参考データとし

て活用可能であり、今後の適切な施設維持管理へ寄与でき

るものと考える。 
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ＵＡＶレーザを用いた大規模土砂災害における初動調査の試行検討 

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 ○北本 楽、山本 悟司、小杉 恵 

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 

中電技術コンサルタント株式会社 荒木 義則 

1.はじめに 

平成 23 年 9 月の紀伊半島大水害では紀伊山地各地に大規

模な深層崩壊が多発し、17箇所で河道閉塞が形成された。河

道閉塞による湛水や越流を発生原因とする土石流等の重大な

土砂災害が急迫している場合には、土砂災害防止法に基づき、

市町村が適切に住民の避難指示の判断が行えるよう、国が緊

急調査を実施して土砂災害緊急情報の提供を行う必要がある。 

 土砂災害緊急情報の提供には、河道閉塞比高等を現地計測

し、数値計算を用いた土石流氾濫想定区域の算出が必要とな

る。これまでの緊急調査では、再崩壊や土砂流出による二次

災害リスクがあることや、地上からのアクセスが困難な場合

が多いことから、ヘリコプターによって河道閉塞箇所上空に

接近し、上空から目視でレーザを照射することで現地計測を

実施している事例が多い。しかしながら、悪天候によりヘリ

コプターが飛行できない等の迅速性が損なわれる場合が想定

されることや、ヘリコプター自体の揺れ、計測者が変わるこ

とによる計測誤差等が影響し、正確な現地計測が実施できな

いことが指摘されており、ヘリコプターに代わる機器を用い

た安全かつ定量的な現地計測手法が求められる。 

 本発表では、紀伊半島大水害により発生した長殿地区（奈

良県十津川村、図 1）の河道閉塞箇所において、無人航空機

（以下、UAV）にレーザ計測機器を搭載して飛行させ、河道閉

塞箇所の点群データを取得するとともに、国土交通省の砂防

行政にて緊急調査時に実施する河道閉塞の越流に伴う土石流

氾濫数値計算（以下、QUAD-L）による計算を実施し、UAVレー

ザによる河道閉塞箇所の緊急調査に対する適用性と有用性に

ついて報告するものである。 

2.手法 

2.1 UAV機材およびレーザ計測機器 

機体はレーザ計測機器との互換性を考慮してMatrice 300 

RTKを用いた（図2上）。また、レーザ計測機器はプロポ（操

縦リモコン）の画面内に映る中央の１地点の座標を計測する

機器Zenmuse H20T（以下、単点レーザ機器）とUAV飛行中に

地表面に多数のレーザを照射して地表面の点群データを取

得する機器Zenmuse L1（以下、点群レーザ機器）の2種類を

用いた（図2下）。単点レーザ機器による計測箇所はQUAD-L

の計算に必要となる河道閉塞の天端、下流端、および湛水池

下流端の 3箇所（図 3）を狙ってレーザ照射し、座標を取得

した。他方、点群レーザ機器は48万点/秒で地表面にレーザ

を照射して点群を取得する仕様であり、着陸後にデータをパ

ソコンで処理することで表示される高密度点群モデルから、

QUAD-L に必要となる各箇所の最近傍点の計測値を座標とし

て採用した。 

2.2 UAVの飛行条件および計測精度の検証 

長殿地区にて河道閉塞が発災した場合、現場に立入できな

いことが想定されるため、河道閉塞箇所から約1km下流の土

石流の到達しない安全な地点を離発着地点として設定した

（図4）。UAV飛行は、対地高度150m以上の飛行を行うため

の許可を取得の上、目視内の手動飛行で行った。機体位置の

測位方法は、離発着地点周辺にGNSS基地局を設置して、UAV

を移動局とする RTK（リアルタイムキネマティック）方式を

用いた。また、同時期に UAV空撮画像を行い、SfM解析によ

り作成した3次元モデルを計画値として、単点レーザ機器お

よび点群レーザ機器で取得される座標と比較することで、両

機器の計測精度を検証した。空撮は PPK（後処理キネマティ

ック）方式で実施して、機体の正確な位置座標を後補正した。 

3. 結果と考察

3.1 UAVレーザによる河道閉塞箇所の計測

2021年 12月に実施した長殿地区における現地計測状況を図

5に示す。単点レーザ機器は、QUAD-Lの計算に必要な箇所の

みに絞った計測を実施し、総距離約2600m、約15分の飛行で

座標を取得できた。また、点群レーザ機器は総距離約3800m、

約18分の飛行で河道地表面の座標を取得の上、UAV着陸後に

パソコンに点群データを読み込んで解析処理（約6分）を行

うことで座標を取得できた。両機器とも、UAV飛行から30分

以内に QUAD-L に必要な座標を取得できた。次に両機器で取

得された座標について、SfM解析により作成した 3次元モデ

ルを計画値、すなわち正として座標を比較した。表1に示す

ように、計画値に対する両機器で取得した座標は水平方向（XY

方向）と鉛直方向（Z方向）で±4m以内の計測誤差となった。

単点レーザ機器と点群レーザ機器の計測誤差平均を比較する

と、点群レーザ機器の方が計画値との差は小さく、より精度

が高いことがわかった。単点レーザ機器を用いた手法につい

ては、画面内に映る中央の１地点の座標をリアルタイムに取

得できるため、国土地理院の数値標高モデル等を参照するこ

とで計測値のもっともらしさを即時確認することが可能であ

る。また、点群レーザ機器については、ﾉｰﾄ PC（推奨：ﾒﾓﾘ 64GB､

CPU_Corei9 以上）を現場に持ち込むことで即時対応ができ、

単点レーザ機器に比べて計測精度が高く、また、河道をまん

べんなく計測できるため深層崩壊土砂量や河道内の残存土砂

量を点群モデルから定量的に算出することが可能となる。

3.2 QUAD-Lによる土石流氾濫計算 

 計画値との差が小さく精度が高いと考えられる点群レーザ

機器で取得した座標を用いた QUAD-L による土石流氾濫想定

区域の算出結果を図 6 に示す。使用した数値標高モデルは

2016年に取得された LP航空測量に基づく 10mメッシュを使

用し、QUAD-Lの計算は20mメッシュで計算を実行した。QUAD-

Lによる氾濫区域は、近畿地整内で毎年実施されるQUAD演習

時の計算結果と同範囲であり、従来のヘリコプターを用いた

計測と同等の精度を確保できると考える。 
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4.まとめ 

 UAVレーザによる河道閉塞箇所の調査およびQUAD-Lに必要

となる現地計測は、2 種類のレーザ計測手法を用いて実施し

た。RTKを用いて UAV位置座標の高精度化を図ると共に、単

点レーザ機器および点群レーザ機器のいずれの計測手法にお

いても、QUAD-Lを計算するために十分な精度を保有していた。

ヘリコプターの有視界気象状態における飛行は、雲から高さ

方向に 300m 以上離れる必要があり、地表付近が雲でおおわ

れている場合は、その直下の災害現場状況を確認することが

できない。この点において、UAV は山肌近くの低空飛行が可

能である。UAV はヘリコプターに比べ飛行時間も短く、災害

現場近くまでUAVを運搬する必要があるものの、無人で容易

に飛行でき、定量的に現場状況を計測できることから、本手

法は、緊急調査に対する適用性と有用性は高いと考えられる。

本発表では、目視内の手動飛行に限定してUAV飛行を実施し

たが、今後は目視外での自律飛行などの技術と組み合わせて、

河道閉塞箇所の継続監視に至るまでUAV活用の検討を広げて

いく必要がある。

【参考文献】 

1) 清水ほか：天然ダムによる土石流想定範囲計算システム（QUAD-L）の開発と 2011 年台風 12 号災害における適用、土木技

術資料、Vol63、No.8、2012

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、大規模土砂災害対策技術センター、2021

 

 

図.1 発災直後と現在の長殿地区 

図.2 UAV機体とレーザ計測機器 

図.3 QUAD-L計算に必要な河道閉塞の計測箇所 

X(m) Y(m) Z(m)

A

B
C
A 1.63 -1.50 -2.24
B 2.40 1.38 -4.22
C 2.21 3.93 -3.87

2.08 1.27 -3.44
A 0.65 0.63 -0.02
B 0.34 0.32 -0.11
C 0.36 1.34 -0.27

0.45 0.76 -0.13

単点レーザ
計測機器

単点レーザ計測機器の計測誤差平均→

点群レーザ
計測機器

点群レーザ計測機器の計測誤差平均→

計測手法 地点
計測誤差（計画値-各座標値）（m)

計画値

図.4 UAV離発着地点とレーザ計測箇所 

図.6 QUAD-Lによる土石流氾濫想定区域 

図.5 単点レーザ計測と点群レーザ 
計測による河道閉塞の計測 

表.1 各レーザ計測座標値の計測誤差 
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勾配変化点での土石流等の遷移過程に関する基礎的実験 

国土技術政策総合研究所 ○西脇 彩人 坂井 佑介 泉山寛明 山越 隆雄 

株式会社建設技術研究所 奥山遼佑 高橋佑弥 西口幸希 

1．はじめに

土石流等の流動特性を把握するためには、勾配の変

化に伴う土石流等の挙動を詳細に把握することが重要

である。既往研究においても、矩形水路の途中に勾配

変化を設けた様々な実験が行われてきている（例えば

池田他、2009 など）。一方で、矩形水路の途中に勾配の

変化を設けるためには、所定の勾配変化をもった水路

を一から作成する必要があるなど、様々な勾配変化の

条件で実験することは困難であった。このことから、

近年は、矩形水路の途中に勾配変化点を設け、一定の

範囲内で自由に勾配変化を設定できる直線水路による

実験なども行われてきている（例えば堀口・香月、2014
など） 

国土技術政策総合研究所では、様々な条件における

勾配の変化に伴う影響を分析することを目的として、

複数箇所で勾配を変化させることができる矩形水路を

製作した。本稿では、当該水路の紹介ならびに試行的

に実施した実験について概説する。 

2．勾配可変水路の概要 

計測にあたり使用した実験水路は、山地流域の土砂動

態(土石流～掃流状集合流動～掃流砂・浮遊砂)の変化に

ついて実験する目的で製作された、水路長 10m、幅 0.5m、

高さ 0.5m の矩形直線水路である（図-1 および図-2）。
片側の側面はアクリル製となっており、側面から観察

することが可能となっている。上流端から下流端に向

かってそれぞれ 3m、3m、4m の独立した流路を持ち、

それぞれの流路の間に勾配変化点を有している。勾配

変化点では、0～15°まで設定することが可能であり、

条件を組み合わせることで、上流側の区画の水路勾配

を最大 30°まで設定することが可能である。調節・昇

降は水路底面に取り付けたスクリュージャッキにより

自動運転で作動させることができる。

また、勾配変化点は図-3 のようにアクリル板等の透

明製材を使用した部品を所定の勾配に変化させた後に

別に取り付ける構造とすることで、勾配変化点での水

流および土砂の運動が側面から観察できるようになっ

ている点がこれまでの水路とは異なる特長である。そ

の他、流量制御ソフトを用いて事前にハイドログラフ

を設定した給水が可能な設備を付帯させている。そし

て、水路の真上にロータ

図-2 実験水路の概要（上：平面図、下：側面図） 

図-1 実験水路の全景写真 

図-3 勾配可変操作後の勾配

変化点での流水の様子（アクリ

ル部品設置済み） 

4m 3m 3m 

0.5m 

図-4 ホッパー
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リーバルブ

を備えたホ

ッパー専用

のクレーン

を設置して

おり、実験を

行う際はク

レーンおよび

ホッパー（容

量：1.5 ㎥、3.7
ℓ/s、金属製）を

移動させ、投

入したい土砂

量に合わせた

ロータリーバルブの周波数を設定することで、設定し

た時間当たりの投入量分の土砂を自動供給することも

可能である（図-4）。 

3．土砂流下・堆積実験の一例 

勾配変化点での水流および土砂の運動を確認できる

ようになっているのが当該水路の特長であるが，ここ

では、その特長を活かした実験事例として、土砂流を

流下・堆積させる実験を実施して勾配変化点およびそ

の上下流での挙動をハイスピードカメラによって撮影

する実験を紹介する。

今回は 2 か所ある勾配変化点の内の上流側の 1 点を

可変させて実験を行った。実験条件は表-1 のように設

定した。縦断方向に仕切り板を設けて水路幅を 0.5 m か

ら 0.1 m に制限し，水路床に設置した高さ 2 cm 程度の

桟粗度の上に土砂を敷き詰めて高さ 5 ㎝の移動床を設

定した。上流側から給水して土砂流を発生させ、勾配

変化点での土砂移動に関する記録・計測を行った。水

路の急勾配区間を上流、勾配変化点を中流、緩勾配区

間を下流と設定した上で、図-5 のようにハイスピード

カメラ（センサー：Ximea 社製 MC031CG-SY-UB，レン

ズ：スペース社製 JHF25M）を設置し、撮影を行った。

フレームレートは 200 fps とした。流速を計測するため

に比重が概ね 1 のトレーサーも投入した。今回の実験

ではホッパーを使用していない。

勾配変化点およびその上下流におけるハイスピード

カメラの撮影結果を図-6 に示す。3 箇所で撮影するこ

とで勾配変化点での土砂の運動の状況が詳細に把握で

きることが分かる。したがって，上流から流下した土

石流，土砂流が下流で堆積する場合の河床変動の時空

間的な変化や混合粒径で土砂を投入した場合における

堆積傾向の特徴を把握できる可能性がある。

また，今回使用したハイスピードカメラはUSBでPC
と接続しながら撮影するもので，撮影した画像を逐次

PC に転送する仕様となっている。したがって PC の容

量に依存するものの長時間の撮影を行うことができる

ので，長時間の河床変動を把握する上でも有効である

ことが確認できた。 

5．まとめと今後に向けて 

流路の途中を任意の角度で設定できる可変勾配水路

を作成した。土砂・洪水氾濫では急勾配から緩勾配ま

で変化する地形で土石流～掃流砂と土砂移動形態を変

えながら流下するが，本水路を用いた実験により土砂

移動形態の変化を把握することが可能である。その実

験結果を再現できるよう，計画に使用する河床変動計

算モデルの妥当性検証を行えば，信頼性の高い計画立

案が可能になると考える。 

また，土石流の構成材料が混合粒径か単一粒径かで

堆積傾向が異なるか否かを確認する実験や，比較的広

い幅を有している点を踏まえて砂防施設の効果評価を

行うための実験等に使用することが考えられる。 

【参考文献】

堀口智行・香月智（2014）：底面水抜きスクリーン実験

に対する水と礫の分離挙動シミュレーション、土木学

会論文集 A2(応用力学), Vol. 70, No. 2 (応用力学論文集 
Vol. 17), I_429-I_440 
池田暁彦他（2009）：土石流発生源における渓床堆積土

砂の変形に関する実験的研究、砂防学会誌，Vol.62，No.4，
p.46－51

表-1 実験条件 

上流 下流

5 1 7㎜

第1波の掃流状集合

流動発生後停止

流量：3.5L/s
継続時間：30秒

水路勾配(度)
粒径 水の供給条件

図-5 ハイスピードカメラの設置状況 

ハイスピードカメラ：3台
①急勾配区間
②勾配変化点
③緩勾配区間

図-6 実験で撮影された各撮影地点での 

遷移過程の様子 

（左：実験開始 2秒後、右：実験開始 5秒後） 

初期河床面 初期河床面 

上

流

中

流

初期河床面 初期河床面 

初期河床面 

下

流

初期河床面 

－ 408 －



深層学習 AIモデルによる SAR衛星画像からの土砂移動箇所の自動判読 

株式会社パスコ 〇柴山卓史，飯田久美，杉本惇，森田保成，寳楽裕， 

三冨創，下村博之，吉川和男 

1. はじめに

IPCC 報告書 1)では，今世紀末までに極端な降水がよ

り強く，より頻繁になる可能性が非常に高いと予測され

ている。近年国内でも平成 29 年 7 月九州北部豪雨，平

成 30年 7月豪雨，令和元年東日本台風（台風第 19号）

等の広域かつ激甚な土砂災害が頻発している。 

広域の土砂災害を対象とする場合，地球観測衛星を用

いることが有効と考えられる。とくに合成開口レーダ

（SAR）を用いることで，天候に左右されることなく，

また，夜間であっても被災地の状況把握が可能である。

しかしながら，SAR画像の目視判読には専門性が必要で

あり，技術者が限られるため，被害が広域に及ぶと，土

砂移動発生箇所を目視判読あるいは画像解析により抽出

するために時間を要する場合がある。 

そこで，衛星 SAR データから被災状況の迅速に把握

するため，近年発展が目覚ましい人工知能（AI）技術を

活用することが有効と考えらえる。本稿ではALOS-2観

測データから土砂移動発生箇所を抽出する AI 判読モデ

ルの構築，および同モデルを近年の大規模な土砂災害に

適用して精度検証した結果を報告する。 

2. 対象の選定

2.1 対象地域の選定 

SAR画像による土砂移動発生箇所のAI判読モデルを

構築するためには，多くの教師データが必要である。そ

のため，近年，大規模な土砂災害が発生した九州北部お

よび広島県南部を対象地域とした。土砂移動箇所の特定

は，国土地理院による「平成 29 年 7 月九州北部豪雨に

伴う被害状況判読図」2)（土砂崩壊地 1,935箇所），広島

大学平成 30 年 7 月豪雨災害調査団（地理学グループ）

による「広島県の斜面崩壊分布図」3)（斜面崩壊 11,581

箇所）を参考に行った。 

2.2 対象画像の選定 

各災害について，災害前後の観測がなされており，か

つ 1 ピクセルが 3 m 程度と空間分解能の高い ALOS-2

画像を選定した。発災前の画像は，発災の直近の画像と

した。当該地域は積雪がないことを確認し，特に季節は

考慮しなかった。また，SAR画像で土砂移動箇所を判読

する場合は，SAR衛星の観測方向に影響を受けることを

考慮して，異なる撮影方向の画像を選定した。使用した

画像を表－1 に示す。また，画像全体と土砂災害発生箇

所の重ね合わせ図を図－1に示す。 

表－1 使用したALOS-2画像データの諸元 

平成 29年 7月九州北部豪雨（九州北部） 

発災前 2016/04/29 ディセンディング,左側観

測,オフナディア角 29.1度 発災後 2017/07/07 

平成 30年 7月豪雨災害（広島県南部） 

発災前 2018/03/17 アセンディング,右側観測オ

フナディア角,32.4度 発災後 2018/07/21 

3. 教師データの作成

AIに学習させる教師データは，二時期のSAR強度画

像から土砂移動箇所を目視判読して作成した。この際，

先述した既存の判読結果を参照し，オルソ幾何補正前の

レーダ座標の SAR 画像を用いた。土砂移動箇所の範囲

（ポリゴン）は地理座標（地形図）で作成した。判読に

あたっては，SAR画像の撮影方向と地形情報からレーダ

の届かない地域をあらかじめ不可視（シャドウ）領域と

して判読の対象外とした。教師データの作成結果を図-１，

図-2に示す。なお，図中の黄色が SAR画像で判読出来

た土砂移動箇所として教師データである。このうち青い

メッシュ内に含まれる教師データを学習用とし，赤いメ

ッシュは評価用とした。 

図－1 九州北部     図-2広島県南部 

SAR 画像から判読した結果と既存の判読結果との比

較を行ったところ，SAR画像で判読できた土砂移動箇所

数（ポリゴン数）は，既存の判読結果に示されるポリゴ

ン数よりも少なかった。面積が 500 m2 未満になると

SAR 画像による土砂移動箇所の抽出は困難であったこ

とが分かる（図－3）。この結果は既往の報告 4)とも整合

的である。 

図－3 土砂移動判読結果の規模 

2725

1061

614

307 239 185 124 86 64 47 42 35 28

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

再
現
率
（

%）

度
数
（
個
）

面積（㎡）

検証数 北行軌道 南行軌道 両軌道

P1 - 41 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 409 －



4. 構築した AI判読モデルの概要

深層学習によるセマンティックセグメンテーション手

法を用いて土砂移動域を検出する AI 判読モデルを構築

した。セグメンテーション手法は領域分割とも呼ばれ，

画像中の全ての画素に対してラベル付け（分類）を行う

処理である。学習にあたっては，①二時期 SAR 強度オ

ルソ画像，②地形（傾斜）データ，③Topographic Position 

Index（TPI）5)からなる地形画像情報に対し，セマンテ

ィックセグメンテーション手法の 1 つである U-Net を

もとにアテンションマスクを取り入れた深層学習モデル

とした。なお，アテンションマスクとは，入力データの

どの部分に注意を向けるのかを指示する確率マスク画像

である。SAR衛星画像は観測方向や入射角により視認性

（倒れ込み等の画像の歪み方）が大きく異なる。今回は

教師データの観測条件が限られるため，軌道ごとに別々

に学習を行ってモデルを構築した。 

図－4 AIによる結果（広島県南部の評価地域の一部） 

5. 評価と考察

評価にあたっては，学習に使用していない土砂災害発

生箇所に対して，2シーンそれぞれでAI判読を実施し，

目視判読結果との比較により精度を算出した。AI判読結

果から閾値を設定し，ポリゴン化を行い判読により作成

した土砂移動箇所ポリゴンとの重なり具合による割合を

用いて，適合率（Precision）と再現率（Recall）を指標

とした（図－5）。評価結果を表－2に示す。 

図－5 評価指標 

適合率 (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) =
𝐴

𝐴 + 𝐵

再現率 (𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙) =
𝐴

𝐴 + 𝐶

表－2 評価結果 

対象とした 

災害事例 

適合率
Precision 

再現率 

Recall 

九州北部 48.4% 22.7% 

広島県南部 60.2% 50.4% 

6．おわりに 

 広域に土砂災害が発生している場合を想定して，発生

の有無や規模を迅速に把握する手法として，SAR画像か

らAIにより自動判読を行う手法を検討した。 

 AI により判読された土砂移動箇所の面積で判読精度

を評価すると，再現率（Recall）よりも適合率（Precision）

が高い結果となった。土砂移動箇所が広域に及ぶと想定

される場合，SAR画像全体から土砂移動現象が発生して

いる可能性がある箇所を網羅的に概査し，現地点検の候

補箇所として活用することが考えられる。そのため漏れ

なく抽出するために再現率（Recall）を重視するととも

に，面積比による評価ではなく，箇所による評価も検討

する必要がある。今後は、観測条件の数を増やして汎化

性能を高めつつ，精度や利便性を考えてモデルの検討を

進め，社会実装に向けて自動判読モデルを改良する予定

である。 
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【実際】
土砂移動
範囲

【推定】
土砂移動
範囲

Ａ：土砂移動範囲の【推定】と【実際】が整合するエリア 

Ｂ：土砂移動範囲【推定】であるが，実際は土砂移動が発

生していないエリア 

Ｃ：土砂移動範囲【推定】ではないが，実際は土砂移動が

発生したエリア 

･･･ (1) 

･･･ (2) 
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斜面防災への活用を想定した iPhone、iPad 搭載の 3D LiDAR 機能の精度検証 

～室内実験における点群データの測定を中心として～ 

岩手大学農学部 〇小髙敦志、白倉誠也、工藤優太、井良沢道也、松嶋修士 

背景と目的 

 全国的に土砂災害の発生件数は増加傾向にあり、令和 3 年に全国で発生した土砂災害は 967 件であった。1)

同年令和 3 年 12 月には山梨県甲府市で落石の発生も報告されている。とりわけ、落石災害は斜面中に不安定

な転石などが数多くあり、予測が難しい。そのため、定期的な斜面の点検が必要である。近年、携行可能なハ

ンディ・レーザスキャナ(例えば 3D Walker で約 3 ㎏程度)を用いて、山地渓流の土砂移動状況の把握 2)なども

活用されつつある。2020 年 10 月に発売された「iPad Pro」および「iPhone12Pro」に 3D LiDAR 機能が初め

て搭載された。しかし、これらの LiDAR 機能の機能については非公開になっており、既往の研究事例は 1 事

例のみである 3)。このため、実際の業務に実用可能か判断できないのが現状である。そこで、iPad を用い室内

実験で精度の検証を行い、有効可能な撮影方法について検討を行うことを目的とした。 

iPad、iPhone の 3D LiDAR 機能について 

 2020 年 10 月に発売された「iPad Pro」および「iPhone12Pro」には 3D LiDAR

機能が初めて搭載された(写真 1)。本機能は、光が物体に反射して戻るまでの時間

を計測し、深度マップを作成している。LiDAR 機能が搭載されたことで、AR 体験

や薄暗いことでも正確に焦点を合わせる事ができるようになり、写真やビデオ撮影

が向上した。専用のアプリをインストールすることで点群の取得も可能になる。 

調査方法 

撮影方法として 1.

静止しての撮影、2.動

きながらの撮影、3.材

質による計測、4.形状

による計測、5.暗所で

の計測、6.SfM との比

較、の６つの項目で

行った。それぞれ 3 回

ずつ iPad でモデルの

計測を行った。計測

に は 「 iPad pro 」

(Apple)を用いた。点群の取得には専用のアプリが必要であり、「3D Scanner App」(Lann Labs)および「prono-

Construction」(Prono Hearts Inc.)の 2 つのアプリを用いた。「3D Scanner App」には計測のモードに「High

モード」と「Low モード」の二つがあり、本研究では「High モード」によって計測を行った。さらに、取得

した点群データを計測するため「Autodesk Recap」および「Cloud Compare」という点群処理ソフトを用い計

測を行った。 

結果と考察 

静止して計測した場合、いずれの距離からも実測値より小さい値となった。2m 以内の地点で撮影した時が

モデルの実測値と近い値を示した。距離が離れるにつれてモデルの実測値との差は大きくなる傾向にあった。

動き名が計測した時も静止して計測した時と同様に、モデルの実測値よりも小さい値となった。横に関しては、 

写真  1  iPad、 iPhone の 3D 

LiDAR 機能(Apple 公式 HP より) 

図 1 調査の流れ 

表 1 調査項目 
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正面、斜めから撮影した時と比べてモデルとの差は少なくなった。

材質に関しては、木材の方が塩化ビニルやステンレスよりも計測が

しやすい。さらに、四角いモデルの方が円形のモデルよりも撮影し

やすい。円形のモデルは四角いモデルよりもエッジ(角)の表現が不

得意であった。両アプリとも暗所で計測は可能であった。明所に比

べると、3m 以降では計測が困難であった。2m 以内の地点では物

体の把握、計測は可能である。iPad の 3D LiDAR 機能は SfM を用

いて作成した点群と比べて制度はやや劣る結果であった。点群密度

の比較では、SfM を用いて作成した点群では 6.99 個/㎠、3Ⅾ 

Scanner では 0.80 個/㎠、prono-Conatruction では 4.41 個/㎠であ

った。 

 いずれの距離からもモデルの実測値よりも小さい値となったの

は、iPad の 3Ⅾ LiDAR 機能はエッジ(角)の撮影がやや不得意であ

るためと考えられる。しかし、動きながらの計測では、静止して一

方向から計測した時より同程度もしくはそれ以上の精度で計測で

きていることから、複数の面を計測することによってエッジ(角)の

表現は解消できると考える。2m 以内の地点でモデルの実測値と近

い値を示していること、3m 以降になると点群に歪みが生じてしま

い、計測が困難な状態になってしまうことから、2m 以内の地点で

撮影を行うことが適切であると考える。 

まとめ 

 計測対象物まで 2m 以内であれば大きさ 30 ㎝程度の物体を認識し、大きさの計測が可能である。ただし、

撮影対象物のエッジ(角)の表現がやや難しい。しかし、対象物全体を撮影することで、エッジ(角)の表現はあ

る程度解消できる。材質は木材が塩ビやステンレスよりも捉えやすく、円形のものより、四角いものの方が撮

影の精度は高い。暗所でも撮影が可能である。なお、iPad LiDAR による一連の計測・処理時間は数分程度と

非常に短く、計測するには本機だけを準備すればよい。以上のことから、iPad および iPhone を用いて撮影す

る際には、対象物から 2m 以内で撮影を行うこと、重点的に計測したい対象物は全体が映るように動きながら

撮影することに留意する。これらを踏まえ、iPad および iPhone の 3D LiDAR 機能は従来の携行可能なレー

ザ計測機器に比べて安価かつ軽量であり、斜面上の転石や斜面の凹凸を簡易的に把握することは可能である。

斜面防災における新たな計測ツールとして、簡易的な調査や測量などには有効であると考える。 

参考文献 

1)国土交通省HP ８月には平年を上回る土砂災害が発生～令和３年の土砂災害発生件数の速報値を公表 2)

河合貴之ら(2021)「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～」，砂防学会要旨集，p.359-360 ３）田中ら(2021)「iPhone 搭載の LiDAR 機能を

用いたバリア情報の取得とその精度検証」 2021 年度日本地理学会春季学術大会要旨 

謝辞 

国際航業(株)の森山裕二氏、島田徹氏、大粒来茂樹氏、河合貴之氏、アジア航測(株)の落合達也氏，鈴木太郎

氏、国土防災技術(株)の佐藤達也氏、プロノハーツ(株)中村泰敏氏，菅原基氏、岩手大学地域防災研究センタ

ーの福留邦洋氏 ご協力をいただいた。ここに記して感謝の意を表す。 

写真 2 1m地点から動きながら撮影し

た点群 

表 2 prono-Construction で静止して撮

影した時の計測値(単位:㎝) 
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土砂災害警戒情報の CL 対象災害の実態 

株式会社 エイト日本技術開発  ○只熊典子・海原荘一

国土交通省国土技術政策総合研究所  中谷洋明

関東地方整備局 菊池瞳・金井聖

1. はじめに
土石流とがけ崩れを対象とした土砂災害警戒避難の

ための基準雨量（以下「CL」と表記する）は倉本ら（2001）
1)によるニューラルネットワークの 1 つである RBF
ネットワークによる方法により，非線形で CL を設定
できる手法が開発され，長短 2 軸の雨量指標に対し，
長期軸に土壌雨量指数, 短期雨量指標に 60 分間積算
雨量(解析雨量)を適用した連携案 2,3）と呼ばれる土砂
災害警戒情報の CL が設定・運用されて約 15 年が経
過し, その間に土砂災害も多数発生し，各都道府県で
その見直しも行われてきた。

CLを設定するための対象災害の基本的考え方は「土
石流」と「集中して発生するがけ崩れ」3)としているが，
その詳細な条件については各都道府県が委員会等を通
じて設定している。また，各都道府県の気候特性や地
形・地 質，社会条件等の違いもあり，対象災害の特性
は大き く異なるものと考えられるが，それらを整理し
た資料 はない。そこで，本稿では今後の CL 設定見
直し時に おける方針策定ための参考資料とするため, 
47 都道府 県の CL 対象災害の災害の考え方の一部
の整理結果と,そのうち 30 府県について近年の CL 対
象災害数等の集計に基づく実態について報告する。

2. 各都道府県の CL 対象災害の考え方の整理
全国の 47 都道府県の CL の設定報告書を基に，CL
対象災害に関する整理結果を以下に示す。
1)CL 対象災害とする災害の種類

CL 対象災害とする災害の種類について分類した結
果を図 1 に示す。CL 対象災害の土砂災害種別を土石
流・がけ崩れとしている都道府県が 70%であるが，土
砂流を含む土石流も対象災害に加えている都道府県が
8%，道路災害を含めている都道府県も 9%存在する。
また, 土石流のみを対象としている都道府県も 2%も
存在する。

2)CL 対象災害とする集中して発生したがけ崩れの条
件(がけ崩れ災害の空間集中度)

CL 対象災害とする集中して発生したがけ崩れの条
件について分類した結果を図 2 に示す。CL 対象災害
の 選定条件に空間的集中度（周辺の 5km メッシュを
含め て○箇所以上発生など）を設けている都道府県が
85% を占める。その中で 1メッシュ内に 2件以上とし
ている都道府県は 19%，9メッシュ内に 2 件以上とし
ている都道府県が 51%と最も大きな割合を占めていた。
同一降雨内における災害発生件数を CL 対象災害の選
定条件としている都道府県も 2%存在する。

3)CL対象災害を降雨条件により絞り込むための条件
CL 対象災害を降雨条件により絞り込むための条件

について分類した結果を図 3 に示す。CL 対象災害の
選定条件に降雨規模を含めない都道府県が 64%を占め
る。選定条件に降雨規模を考慮している都道府県のう
ち, 旧基準 RBFN値 (RBFN のパラメータが平成 29年
の通達より前のもの）を採用している都道府県が 21%，
新基準 RBFN 値（RBFN のパラメータが平成 29 年の
通達以 以降のもの）を採用している都道府県は 2%で
あった。大雨警報・注意報も考慮している都道府県も
7%存在する。

4)その他の CL対象災害選定条件
CL 対象災害の選定条件として崩壊規模，人的被害，

建物被害を設定している都道府県の割合についての整
理結果を以下に示す。CL対象災害の選定条件に崩壊規
模を設定している都道府県は 21%であり，CL 対象災
害の選定条件に人的被害を設定している都道府県は
19%, CL 対象災害の選定条件に建物被害を設定してい
る都道府県は約半数となっていた。

図 2 集中して発生したがけ崩れの条件
（一定範囲内のがけ崩れ災害発生件数）

図 1 CL対象災害とする災害の種類 図 3 CL対象災害を降雨条件に
より絞り込むための条件
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3. CL 対象災害の実態
47 都道府県のうち，CL 対象災害データが整理可能
な 30府県について，その災害全数を整理したものを表
1に示す。
各都道府県の CL 設定対象災害には大きな開きがあ
り，最も少ないのは千葉県と鳥取県で 26件，最も県と
しては，広島県(891件)であり，次いで鹿児島県(593件)，
岩手県(311 件)となっており，対象災害の大小が 10 倍
以上の開きがあることが分かる。これは，CL対象災害
の期間，対象災害の考え方，気候特性および災害の発
生しやすさが影響しているものと考えられる。

表-2 には 30 府県の 2006 年から 2013 年までの期間
について，CL対象災害の発生時期を月別に整理したも
のを示す。CL対象災害は 4月から 11月の間に発生し
ており，対象とした 30都道府県の月ごとの災害件数は，

4月が 17件，5月が 4件，6月が 112件，7月が 445件，
8月が 106件，9月が 117件，10月が 31件，11月が 5
件となっており，主に 6月~9月で 94％を占めており，
7月だけで 50％を占めている。また，2006年から 2013
年までの期間における CL 対象災害が発生している月
数が最も少ないのは栃木県と大阪府で 1 箇月のみとな
っているが，5箇月未満が 19府県で約 2/3を占めてお
り，CL対象災害数の最も多い広島県は 2箇月であるの
に対し，次いで多い鹿児島県は 16 箇月となっており，
災害数が多い県でも災害発生の集中度の違いがあるこ
とが明らかとなった。

まとめ 
本検討では全国 47都道府県を対象として CL設定状
況の把握を行い，各県における CL 設定方針の違いを
把握することができた。また，30府県の CL対象災害
の整理結果から，検討対象期間の 7 年間では災害が発
生している月数が平均で 1箇月/年以下の府県が多くを
占め，災害数の多い県の中でも，災害発生の時間的な
集中度には大きな差があるということが明らかとなっ
た。

参考文献

1) 倉本和正・鉄賀博己・東寛和・荒川雅生・中山弘

隆・古川浩平：RBF ネットワークを用いた非線形
がけ崩れ発生限界雨量線の設定に関する研究, 土
木学会論文集, 2001巻, 672号, p.117-132, 2001.

2) 小山内信智・小嶋伸一・倉本和正：降雨出現確率

法（連携案）を用いた土砂災害警戒情報の概要，

砂防学会誌, Vol.62, No.4, p.56-60, 2009.
3) 国土交通省河川局砂防部・気象庁予報部・国土
交通省国土技術総合研究所(2005)：国土交通省
河川局砂防部と気象庁予報部の連携による土砂
災害警戒避難基準雨量の設定手法（案）

表 1 30都道府県の CL対象災害の数

表 2 災害発生降雨数(年月別，2006~2013年) 
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土砂災害危険度簡易判定ツールの開発 

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※１，高橋 忍※２ 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究室 中谷 洋明、三浦 俊介 

アジア航測株式会社 ○西村 直記，中村 圭裕，法覺 俊，松田 昌之、諸隈 暁俊 

※１：現 国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 

※２：現 国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 

 はじめに 

全国で発生する土砂災害に対して、国土交通省ではそ

の被害の規模に応じて都道府県や市町村の災害対応を支

援するため、TEC-FORCE（Technical Emergency Control 

FORCE；緊急災害対策派遣隊）を派遣している。TEC-

FORCEの主な任務として、広域災害発生時の土砂災害発

生場所や土砂災害危険箇所の現地調査が挙げられる。現

地調査時には職員の安全確保が最優先されるが、土砂災

害防止法に基づく土砂災害警戒区域が設定されている箇

所を除き、災害発生箇所の多くは土石流等発生時の氾濫

範囲等が明確でない場合が多く、現地調査を行う職員の

安全管理に資する情報が不足している。 

そこで、現地調査を行う職員の安全に資する情報の１

つとして、既往土砂災害の事例に基づき、現地調査を行う

地点の土砂災害危険度を簡易に判定するツール（以下、

「簡易判定ツール」とする。）開発の検討を行った。 

 土砂災害危険度簡易判定ツールの基本的な考え方 

本稿で報告する簡易判定ツールは、土石流災害を想定

して検討したものである。本ツールは、全国整備されたオ

ープンデータを使用し、複雑な計算を行わず、既往災害の

類似事例のデータを参照することで簡易に土砂災害の危

険度を判定するため、以下の考えに基づき検討した。 

 土石流災害における流下幅（氾濫範囲）は、流域面積、

勾配、地質の影響を受ける。

 土石流の氾濫幅は、地形的特徴（流域面積・勾配・地

質）が類似する既往災害事例と同程度の規模となる。 

上記の考えに基づき、簡易判定ツールでは国土地理院

が公表している 5m または 10m メッシュ単位の数値標高

モデル（DEM）や、国土数値情報において公表されている

各種データを用いることとした。なお、土石流災害の発生

場所に関するデータは、国土交通省本省が都道府県から

の報告に基づき整理した「土砂災害報告データベース」に

令和元年と令和 2 年に発生した災害として登録されてい

る土石流災害データを用いた。 

 土砂災害実績に基づく地形的特徴量の整理 

令和元年と令和 2年に全国で発生した土石流災害から、

地質を考慮して 100 事例を選定し、その中から流域面積

や勾配の偏りを考慮して合計 30事例を抽出した。それら

の災害事例について、空中写真判読や GoogleEarth等から

土石流氾濫範囲を判読し、流下幅（氾濫範囲）を設定した。

流下幅は、土石流による土砂移動域を概ね 100m間隔で区

切った横断測線ごとに計測し、各横断線の上流流域面積

と勾配を算出した。流域面積と勾配の算出は国土地理院

の DEM の地形解析により作成した流向ラスタと累積流

量ラスタを用いて行った。ここで取得した流域面積、勾配

等の情報を地形的特徴量として整理し、既往土石流災害

におけるデータセットを作成した。 

 任意地点における氾濫範囲内外判定手法の検討 

土石流の発生を想定する任意地点において、土石流の

氾濫範囲に含まれるか判定するため、流路を自動探索し、

当該地点における地形的特徴量（流域面積・勾配・地質）

を自動算出する手法を検討した。本手法は、国土地理院の

DEMから流向ラスタと累積流量ラスタを都道府県ごとに

整備し、全国いずれの地点でも計算できる仕組みとした。

流路を自動探索する手法と既往災害のデータセットを用

いて、任意地点（現地調査者の現在位置）が災害事例にお

いて氾濫の危険がある範囲に含まれるかを判定する手法

を検討した。氾濫範囲内外判定手法の流れを図 1に示す。 

図 1 任意座標の氾濫範囲内外判定フロー 
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本ツールの使用手順は以下のとおりである。 

①探索範囲内の 5m・10mDEMそれぞれのメッシュのう

ち、最大の累積流量を含むメッシュを探索開始点と

して、流路探索により上流流域面積・勾配を取得する。

同時に流路データを作成し、任意座標（現在位置）と

流路データとの距離を算出する（図 2）。 

②算出したデータをインプットし、データセットから

抽出した類似事例 5 事例の一覧と、その事例での氾

濫範囲の値及び、氾濫範囲の値と流路までの距離を

比較した結果を文字色で区別して表示する。 

③任意座標設定時に取得した地質データを用いて、地

質を考慮ボタンの切り替えにより、類似事例を切り

替えて表示する。抽出した類似事例の一覧はエクセ

ルで展開可能な様式で出力できる設定とする（図 3）。 

図 2 任意座標による流路探索・流域面積・上流勾配・流路

との距離の算出例 

図 3 任意座標による氾濫範囲内外判定の結果例 

 既往災害における簡易判定ツールの検証 

平成 28年に利根川水系砂防事務所管内の片品川流域柿

平沢で発生した土石流災害の現地調査結果と、簡易判定

ツールによる氾濫幅とを比較し、適合性を検証した。現地

計測された氾濫幅とツールで類似事例として選定された

既往災害事例の氾濫幅との差を図 4に示す。 

図 4 現地の氾濫幅とデータセットの氾濫幅の差 

図 4より、上流側の断面（断面 1-1）ほど乖離が大きく、

下流ほど差が小さくなる傾向にあった。これは既往災害

の写真判読において上流域ほど樹木等の影響により判読

精度が低いためであると考えられる。また、地質を考慮す

ることで、下流側の断面での乖離が小さくなり、地質を考

慮することで精度向上が図られる可能性が示唆された。 

 おわりに 

現地情報が限られる状況で、調査を行う職員の安全確

保を図るため、既往災害事例から土石流災害の危険が及

ぶ範囲にいるかを簡易に判定するツールの開発検討を行

った。本ツールは、既往災害において空中写真等から判読

した土砂移動範囲（氾濫範囲）に基づき土砂氾濫範囲内外

の判定を行うため、判読結果の精度が判定結果に大きく

影響する。また、本年度検討では、全国を 9つに区分した

地質区分のうち、3区分について災害事例の整理ができて

いない。これらを踏まえて、航空レーザ計測データ等を活

用して土石流氾濫範囲の精度向上を図る等、データセッ

トの更新・追加を行う予定である。また、本ツールの検証

は土石流氾濫範囲が明らかな 1 事例のみを対象に実施し

ているため、他地域における土石流災害事例の詳細な情

報を収集し、検証を行うことで、本ツールの適合性と精度

を確認することが望まれる。今後は、本ツールを現地で使

用できるよう、改良・更新を行う予定である。 

5mDEM・10mDEM それぞれを用いた流域面積・上流勾配・

流路からの距離に関するデータの算出結果の表示 

5mDEM・10mDEM で探索した流路の表示 

（緑：5mDEM、青：10mDEM） 

画面展開 

5mDEM or 10mDEM での判定結果（スイッチ切替） 

スイッチ切替

同一地質での算出結果に切替 

結果の一覧表の出力（地質考慮有無のすべて） 
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住民自ら作成できる「土砂災害マイ・ハザードマップ」の開発 

愛知県 建設局 砂防課 竹内 剛 

日本工営株式会社 ○西 陽太郎 浅見 晃菜 小林 豊 池田 潤

1. はじめに

愛知県の土砂災害に対するソフト対策の取組と課題
愛知県では，土砂災害の危険性に応じて，住民が適切に

避難できるよう世帯毎の避難のタイミングや複数の避難方
法などを記載した「土砂災害マイ・ハザードマップ（以
下，「マイ・ハザードマップ」と称す）」の作成に取り組ん
でいる。 
現行のマイ・ハザードマップの作成支援のプロセスには

2つの課題がある。 
1つ目は，住民によるマイ・ハザードマップ作成から配布

までの作成過程において，地図内に避難ルートや避難行動
等を記入する際に，参加者が付箋等で貼った下書きの内容
をワークショップ後に事務局が清書し，配布するという方
式を取っており，約1か月程度を要することである。
2つ目は，ワークショップ等の企画・運営における人的

資源の不足である。これまで愛知県が主体となり，ワーク
ショップ等の企画・運営を行ってきた。今後さらなる作成
支援活動を展開するために，愛知県のみで対応することに
は限界がある。 

本稿の目的 
上述した現行の作成支援における課題を踏まえて，マ

イ・ハザードマップ作成過程の簡略化と作成支援活動の展
開を促進することを目的として，マイ・ハザードマップ作
成キット（以下，「作成キット」と称す）を制作した。本
稿では，作成キットの概要および作成キット活用した模擬
ワークショップの結果を報告する。 

2. 作成キットの制作

既往事例の整理
愛知県のマイ・ハザードマップは，避難経路や避難場所等

を記載する「地図」の部分と時系列に応じて避難行動等を整
理した「タイムライン」の部分で構成されている。
そのため，各自治体や関係機関で作成されているマイ・ハ

ザードマップ（神戸市 1）等）およびマイ・タイムライン（関
東地方整備局 2），広島県 3)等）と呼称される事例について資
料収集した。収集した資料をもとに，以下の作成キットを制
作した（表 1）。 

表 1 制作した作成キット一覧 

マイ・ハザードマップ台紙の作成と地図の取り込み 
マイ・ハザードマップ台紙は，前述のとおり，地図・タ

イムラインの部分の2つで構成されている。 
全体のデザインとして，他のキットと同様のデザインと

なるように色味等を統一した。
次節で詳述する作成用シール内にある避難行動シールや

印刷した地図等を貼り付ける箇所について，貼り付けを誘
導するような設計にした。
配置については、地図よりも気象・避難情報や緊急連絡

先の内容の方が避難する上では重要な内容であるため，台
紙の上部にタイムライン，下部に地図という配置とした。
タイムラインの部分では，令和 3 年に改正された災害対

策基本法 4)に基づいて避難勧告等の名称を修正し，さらに，
土砂災害の危険度の高まりを地図上で把握することが可能
な「土砂キキクル（気象庁）」5)のQRコードを貼付した。 
愛知県では，「土砂災害・水害情報マップ」6)をWebペー

ジに掲載している。これは，自宅周辺の地図上に「土砂災害

に関する情報（土砂災害警戒区域等）」，「水害に関する情報
（浸水想定区域等）」，「過去の水害実績」を表示できるマッ
プ作成システムである。地図部分を作成する際に，当該シス
テムを活用し，地図を印刷するものとして，作成説明書やガ
イダンス動画等の構成に組み込んだ。

図 1マイ・ハザードマップ台紙と地図の取り込み方法 

作成用シールの制作 
作成用シールは，これまでタイムライン部分の避難行動

欄に貼るシールのみであったが，自宅や避難所，土砂災害等
の危険箇所，凡例，緊急時の連絡先，イラストシールを追加
した。また，全体のデザインは家族みんなで楽しく作成する
ことを意図して，子供たちの参加を求め，柔らかいタッチの
表現に修正した。

図 2 作成用シールとマイ・ハザードマップ完成イメージ 

作成説明書の制作 
作成説明書は，土砂災害の基礎知識からマイ・ハザードマ

ップの作成方法等を記載したガイドブックである。2.1で収
集した事例を参考に新たに作成することとした。また，3 章
に後述するガイダンス動画の内容に即した内容にするもの
として検討・制作した（図 3）。 
表紙のキャラクターについては，「警戒避難」や「土砂災

害」などをもとに土砂を捕捉する砂防堰堤をイメージした
キャラクターを検討した。また，作成説明書のデザインは，
マイ・ハザードマップ台紙や作成用シールと同様のデザイ
ンとなるようにした。

避難行動シール等
の貼り付け

避難場所や
避難経路の記入等
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図 3 作成説明書（抜粋） 

ガイダンス動画の制作 

2.5.1 ガイダンス動画の構成検討 
マイ・ハザードマップやマイ・タイムラインの作成支援を

行うツールとして，各自治体等では動画を制作している。
各自治体等で制作された支援動画を収集し，対象とする

災害や動画の構成を分析した。その結果，全体の内容につい
て，対象とする災害を土砂災害及び洪水・浸水とし，時間の
有無に応じてマイ・ハザードマップの作成ができるように，
チャプターに分けて動画を作成することとなった。作成者
に対する動画だけではなく，ワークショップ等の運営する
説明者に対する動画を計 3 本制作することとした（表 2）。 

表 2 ガイダンス動画の対象者と内容 

2.5.2 ガイダンス動画の構成案の検討・制作 
 2.5.1 にて収集した動画の形式として，「絵コンテ」によ
る動画がほとんどであったため，愛知県で制作する動画も
形式を絵コンテとした。
 愛知県のマイ・ハザードマップは対象災害を主に土砂災
害を対象としているため，収集した動画の中で参考となる
コンテンツ等も組み込み，絵コンテによる動画の構成案を
作成し，動画を制作した（表 3）。 

表 3 絵コンテによる動画構成案（抜粋） 

3. 模擬ワークショップの実施と作成キットの見直し

模擬ワークショップの実施概要
県・市町村関係者を対象に，開発した作成キットおよびガ

イダンス動画を使用し，マイ・ハザードマップ作成のための
模擬ワークショップを開催した（表 4）。
模擬ワークショップの実施の流れとして，①オリエンテ

ーション，②ガイダンス動画【勉強会編】の視聴＋意見交換
会，③ガイダンス動画【作成編】の視聴＋模擬ワークショッ
プの実施，④意見交換会とした。 
意見交換会では，作成したキットおよびガイダンス動画

についての意見を聴取した。 

表 4 模擬ワークショップの概要 

作成キットの見直し 
模擬ワークショップ等における意見を踏まえて，作成キ

ットの見直しを行った。見直した作成キットの修正内容を
表 5に示す。 

表 5 模擬ワークショップを踏まえた主な修正内容 

4. まとめ
本報告では，マイ・ハザードマップの作成キットの制作6)

と作成キットを活用した模擬ワークショップの結果につい
て報告した。 
今後の取り組みとして，継続的なマイ・ハザードマップ作

成支援を展開するとともに，住民へ土砂災害の危険性を伝
え，避難の重要性を認識してもらうことが必要である。 

参考文献 
1)群典宏他(2020)：神戸市における「わが家の避難マップづくり」
ワークショップ（みんなで学ぶ「土砂災害からの避難」），2020年
度砂防学会研究発表会概要集，pp.531~532 

2)国土交通省関東地方整備局下館河川事務所ホームページ，小中学
生向けマイ・タイムライン検討ツール～逃げキッド～，https://w
ww.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00626.html 

3)広島県ホームページ，ひろしまマイ・タイムライン，https://ww
w.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/ 

4)内閣府ホームページ，避難情報に関するガイドラインの改定（令
和 3 年 5 月）https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_h
inanjouhou_guideline/ 

5)気象庁ホームページ，キキクル（危険度分布），https://www.jm
a.go.jp/bosai/risk 

6)愛知県ホームページ，マイ・ハザードマップを作ってみましょ
う，http://sabomaps.pref.aichi.jp/portal/?page_id=425 
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きめ細やかな土砂災害危険度情報提供への取り組みと課題について 

和歌山県砂防課     ○森川智・岩野美鈴・西岡恒志 

和歌山県西牟婁振興局建設部 宮本耕太郎  

中電技術コンサルタント株式会社 山野亨・前田翔平 

1.はじめに

土砂災害警戒情報を補足する情報等については,2020 年 3 月に

社会資本整備審議会「近年の土砂災害における課題等を踏まえ

た土砂災害対策のあり方について」において,「土砂災害警戒情

報等の対策としては,土砂災害警戒区域内の住民等に確実に伝わ

るようプッシュ型の情報発信の積極的な導入」が答申 1)されてい

る. 
和歌山県では,住民等に土砂災害の危険度を判りやすく伝える

ために,土砂災害警戒情報を補足する情報として土砂災害危険度

情報を 2012年 5月から全国に先駆け,地元放送局のデジタルデー

タ放送にて公開するとともに,和歌山地方気象台との協働により

土砂災害危険度情報の高解像度化等に取り組んできたが,行政が

発表する情報が住民等の避難につながっていると十分とは言え

ない状況にある. 
このため和歌山県では,地域住民等の避難をよりきめ細かく支

援するために,1km メッシュ単位の土砂災害危険度情報をプッシ

ュ型のメール配信で伝達するシステムの開発と運用を 2021 年 6
月より開始したので,その取り組みと課題について報告する. 

2.プッシュ型メール配信サービスの概要

2.1 システムの概要 

 和歌山県では気象情報や河川水位情報，雨量情報，避難指示な

どの情報をメールで知らせる「防災わかやまメール配信サービ

ス」が運用されており,これに土砂災害危険度情報メール配信機

能を追加した.メール配信サービスは SendGrid（Twillio.Inc）を利

用した.配信対象のメッシュは和歌山県内の 4,611 メッシュで,1
度に配信可能なメッシュ数を最大 8 メッシュとして 2021 年 6 月

から運用開始した.なお,Web 地図上で土砂災害警戒区域等の位置

を確認しながら登録する方式としたことから,登録にはスマート

フォンかパソコンが必要となり,フィーチャーフォンは対象外と

なった.
2.2 登録方法

「防災わかやまメール配信サービス」から登録を行う.登録し

たいメッシュを現在位置,住所,地図から選択可能で,土砂災害警

戒区域等の位置を確認しながら登録できる（図-1）.任意の危険度

（注意,警戒,非常に危険）が選択可能で,非常に危険,極めて危険は必ず配信される（図-2）.またメッシュに任意の名

前（例：自宅,学校など）付けが可能で,配信時には登録した名前で確認することができる（図-3）. 
2.3 周知方法 

県内で幅広く活用してもらうため,サービス開始時に報道資料提供を行って周知したほか,県広報誌へ掲載,協力を

得られた県内 25 市町村で広報誌への掲載や回覧,各戸配布等により周知を行った. 

任意設定した名前 

図-3 メール配信時の文面 

図-1 メッシュの選択・登録画面

図-2 任意の危険度の選択・登録画面

土砂災害警戒区域 
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3.メール配信状況

3.1 メール配信状況 

サービス開始の 2021 年 6 月から 2022 年 2 月 20 日現在で危険度メールは合計 3,492 回配信された.配信の内訳は,
注意 3,090 回,警戒 674 回,非常に危険 59 回,極めて危険 35 回であり,土砂災害警戒情報が発表された日に集中して配

信が行われている. 
3.2 土砂災害が発生したメッシュへのメール配信 

2021 年 8 月 17 日の土砂災害警戒情報発表時に和歌山市と日高川町において土砂災害が発生した.土砂災害が発生

したメッシュの登録者数とメール配信数は,和歌山市で登録者 7 名,メール配信は 4 名に対し合計 16 回で,日高川町で

登録者 1 名,メール配信は合計 3 回であった.和歌山市の土砂災害発生前の災害のメール配信時刻は想定土砂災害発

生時刻の約 12 時間前,日高川町のメール配信時刻は想定土砂災害発生時刻の 1 時間前であり,土砂災害発生前にメー

ル配信が行われたことが確認できた（表-1）.なお土砂災害が発生したメッシュの土砂災害の危険度は和歌山市で注

意,日高川町で警戒であり,これらの土砂災害で人的被害は発生していない.また,和歌山市では高齢者等避難発令,避
難所開設が行われていたが,登録者がメールを受信して避難行動をとったかどうかは不明である.
3.3 登録者数と登録時期

登録者数は 2022 年 2 月現在で約 1,200 人となっており和歌山県全人口の約 0.1%，土砂災害警戒区域内の全人家

戸数の約 1.3%であり,登録者数はまだ少ないといえる.登録者数はまとまった降雨や台風接近時に増加しているほか,
市町村が広報誌や回覧等で周知を行った 2021 年 12 月から 2022 年 1 月にかけて増加が顕著であった（図-4）.また,
「防災わかやまメール配信サービス」という登録者数が約 5.5 万人と規模の大きい既存メール配信サービスに機能

を追加したことが登録者数増加の一因であったと考えられる. 

4.まとめ

本発表では,2020 年 4 月より開発に着手し,2021 年 6 月よりサービスを開始した情報配信システムについて,取り組

み状況と課題について紹介した.配信開始後,土砂災害警戒情報の対象ではない土砂災害が 2 件発生したが,いずれも

災害発生前に該当するメッシュに注意・警報の危険度情報をメール配信することができた.これはこのシステムが住

民に対して有効な情報伝達手段になりえることを示していると考えられる. 
配信開始に際しては,住民等に登録していただくことが必要であることから報道機関への資料提供等を行ったが,

登録数は少ない状況であるため,今後は市町村広報誌への搭載等による周知を図るとともに,土砂災害防止のための

啓発活動の柱の一つとして取り組んでいる小中学校における防災教育においても教材として組み込んでいくことを

考えている.また,住民等の土砂災害に対する避難行動の実効性を確保するための情報提供のあり方についても引き

続き検討するとともに,砂防に関心を持ってもらうための啓発活動を続けてゆく. 
参考文献 

1)「近年の土砂災害における課題等を踏まえた土砂災害対策のあり方について」答申,令和2年3月,社会資本整備審議会 

表-1 メール配信時刻と土砂災害発生時

年月日 時刻 状況 危険度状況

2021/8/17 8:51 メール配信 注意

2021/8/17 13:21 メール配信 注意

2021/8/17 15:41 メール配信 警戒

2021/8/17  17:11 メール配信 注意

2021/8/18 5:00頃 土砂災害発生※ ―

和歌山市 

年月日 時刻 状況 危険度状況

2021/8/17 17:21 メール配信 注意

2021/8/17 0:11 メール配信 注意

2021/8/17 3:51 メール配信 警戒

2021/8/18 5:00頃 土砂災害発生※ ―

日高川町 

※土砂災害を確認した時刻であり実際の発生時刻は不明
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図-4  降雨と登録者の関係 

台風 16 号接近 

広報誌，回覧

等による周知 

登録者数の推移（2021/6/1～2022/1/31）

日降水量（mm/日）（和歌山）（2021/6/1～2022/1/31）
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福岡県における地域防災力向上のための取組み 

国際航業株式会社 ○田代 健二，西村 佳苗，小段 應司 

福岡県県土整備部砂防課 畑野 貢二，小野田 貴之 

１.はじめに

福岡県では平成 27～28 年に設置した「福岡県土

砂災害対策検討委員会」の提言を踏まえ、ソフト施

策の１つとして土砂災害に対応した避難判断訓練

を継続的に実施している。平成 28 年 10月に本訓練

を実施した朝倉市職員からは、「平成 29 年７月に発

生した九州北部豪雨災害では、事前に本訓練をして

いたため躊躇なく避難指示を発令できた。意味のあ

る訓練だった。」との評価を受けている。 

本訓練は平成 28 年以降、毎年開催しており、令

和３年度末までに６自治体で８回実施している。令

和元年度までは行政が主体となって県内市区町村

及び地域住民を対象として避難判断訓練（以下、「行

政主体の訓練」とする。）を行ってきたが、訓練後

の住民アンケートより自主防災組織が中心となっ

て訓練を実施したいとの要望を受け、令和元年以降

は、その実現に向けて避難判断訓練の改良に取り組

んできた（※１）。 

本報告は、従来の行政主体の訓練を改良し、地域

住民が主体となって実施する避難判断訓練（以下、

「住民主体の訓練」とする。）について紹介すると

ともに、令和３年の住民主体の訓練の実施結果を報

告するものである。 

２.行政主体の訓練と住民主体の訓練の違い

避難判断訓練は図１に示す通り行政主体と住民

主体の訓練では同じ流れで実施され、図２、図３に

示す訓練ツールも同じである。 

両者の訓練で大きく異なる点は、行政主体の訓練

が、事務局（県職員等）がファシリテーターとなっ

て自治体職員及び地域住民を対象に訓練全般を引

率する形式をとることに対し、住民主体の訓練は、

訓練の開始から訓練後の評価まで、すべての工程を

格納したソフト(DVD-R)を用いて、地域住民のみで

訓練を行うとした訓練の運営スタイルにある（表１,

図４,図５参照）。 

図 1.訓練の流れ（行政主体、住民主体共通） 

図 2.訓練用動画抜粋（ガイダンス：ルール説明） 

図 3.訓練用動画抜粋（シナリオ１：ターン１） 

表 1.行政主体の訓練と住民主体の訓練の比較 
項目 行政主体の訓練 住民主体の訓練 

（本報告） 

訓練目的 適切な避難行動をとるための情報収集力、
避難判断力の向上 

訓練形式 集合形式 45名程度 集合形式 10名程度 

訓練ツール スクリーンにPCから

訓練用動画を投映 
＋チェックシート 

TVに DVDから訓練用

動画を出力 
＋チェックシート 

訓練の進み方 訓練事務局が PC操
作、自治体職員が
避難情報発令判断 

自動（DVD操作のみ） 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 行政職員（事務局） 地域住民の代表者 

参加者 地域住民 

自治体職員 
行政職員（事務局） 

地域住民 

実績 H28年以降、 

６市区町村 

R１年、R３年各１回、 

同一の市で実施 

図 4.行政主体の訓練イメージ 

図 5.住民主体の訓練イメージ 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ
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３.住民主体の訓練の実施

3.1.自治体職員を対象とした避難判断訓練

住民主体の訓練の実施にあたっては、今後、自

治体が訓練用動画を格納した DVD の貸出窓口とな

り、住民に対して訓練実施のサポートを行うことに

なる。以上を踏まえ、住民主体の訓練の実施に先立

ち、自治体の防災担当職員を対象として、住民の立

場となって住民主体の訓練を体験してもらうこと

とした。訓練は、事務局（県職員）がファシリテー

ターとなり、23 名の県内自治体防災担当職員を対

象に実施し、アンケートも実施した。

アンケートの結果、特に訓練のやりづらさを感じ

ることは無く、地域住民だけでも運用可能であると

の評価を得た。主な意見は以下の通りである。 

・訓練は様々年齢の人にも受け入れやすい速さで

進むので丁度良いと感じた。

・自己評価での振り返りが大切だと思う。

・自分の自治体内の自主防災組織でこの訓練 DVD を

活用していきたい。

・今回は、いくつかあるシナリオのうち１つだけで

あったが、別のシナリオの訓練も受けてみたい。

・マイタイムラインの講座と併せて実施することで

より効果的な訓練になると思う。

・3Dバーチャル映像の活用を取り入れることで、

より危機感が伝わる訓練になると思う。

3.2.地域住民を対象とした避難判断訓練 

令和３年度の住民主体の訓練は、福岡県宗像市の

コミュニティーセンターで実施した。参加者は、宗

像市に住む住民 10 名

（ファシリテーター

１名、訓練参加者９

名、年齢層 40～70 歳

台）である。訓練後に

アンケート用紙を配

布し、住民に意見を記

入してもらった。

訓練後、参加した住民か

らは避難所の場所を事前に確認しておくことや早

めの避難が重要との意見が寄せられ、訓練の効果が

得られたものと考えられる。以下に主な意見を示す。 

・訓練では行動ができたが、いざ災害の当事者と

なると実践できるか不安である。（訓練受講者）

・早めの避難が大事だと感じた。（訓練受講者）

・自分の住んでいる地域の避難所や危険な箇所の

確認をしようと思う。（訓練受講者）

・DVD 操作に不慣れだったが、事前に練習をする

ことで問題なくできた。（ファシリテーター）

・人任せではなく、自分で考え行動することが

大切だと学べた。（ファシリテーター）

3.3.訓練結果と考察 

住民主体の訓練結果と結果に対する考察を以下

に整理した。 

【訓練結果の考察】 

・訓練ツールに関して、地域住民及び自治体職員か

ら概ね高評価 

・DVD操作に不慣れな高齢者でも事前配布した訓練

実施マニュアルと自治体職員のサポートがあれ

ば滞りなく訓練を運営可能 

・DVD訓練用動画のみで住民だけでも訓練を適切に

実施可能であり、本来の目的である土砂災害に対

する早期避難を判断することの重要性を認識し

てもらえることが期待できる 

・自治体職員からは同自治体内の別地区で積極的

に活用していく意見を受けており、自治体主導で

の利活用（拡散）が期待できる

４.今後の課題

4.1住民主体の訓練内容の検討

住民アンケートでは「より危機感が伝わるような 3D

バーチャル映像等を訓練に取り入れてはどうか。」と

の意見をいただいた。現状は、DVD の容量や訓練の時

間、訓練の簡易化（道具の最小化）という観点から本

訓練には、3Dバーチャル映像等は使用していない。今

後は訓練の内容を一部改変し、VR（Virtual Reality：

仮想現実）や AR（Augmented Reality：拡張現実）を

活用して、例えば、時々刻々と天候や家周辺の状況が

変化していく様子や土砂災害の 3D映像を使用する等、

訓練参加者がより土砂災害に対して危機感をリアル

に感じるなど、臨場感のあるツールを検討することが

望ましいと考える。 

4.2 避難判断訓練の周知・普及 

令和３年度は自治体の防災担当職員が住民の立場

となり本訓練を体験し、概ね好評であった。避難判断

訓練の周知・普及のためには、訓練のポスターやチラ

シを作成して砂防課のホームページ等で公開するこ

とが効果的と考える。 

５.おわりに

本報告では、福岡県内で令和３年度に実施した住

民主体の訓練結果とそこから得られた課題につい

て報告した。今後は課題の解決を図るとともに、訓

練の周知・普及活動を継続していくことで、土砂災

害に対する住民意識の底上げを図り地域防災力を

向上させていきたいと考えている。 

＜参考文献＞ 

※１平川ほか（2020）：土砂災害を想定した避難判

断訓練の取り組み，2020 年度砂防学会研究発

表会概要集 

図 6.訓練の様子 
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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 

―全県モデル構築に関わる効率的，効果的なモデル整備方法の検討― 

神戸市立工業高等専門学校 ○鳥居 宣之

一般財団法人建設工学研究所 沖村  孝

兵庫県県土整備部土木局砂防課（現 但馬県民局 豊岡土木事務所） 鎗水 正和

一般財団法人建設工学研究所 中川 渉，原口 勝則，鏡原 聖史 

1. はじめに

兵庫県では豪雨激化に伴う土砂災害に対し，警戒避難

活動に資することを目的に，土砂災害警戒区域ごとに

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)（以下,システム）の導入に取り組んでいる．現在，兵

庫県内の 14市町で本システムが整備され運用されてい

る（図－１）．これまでのシステム整備，検討から，兵

庫県全域におけるモデル構築を行う際に，精度検証や

利活用について議論するレベル（初期整備モデル）及び

最終的に既整備市町と同程度の整備となるような整備

ステップを目指して，市町単位ではなく，同様の地形，

地質の特徴を有する場所において，段階的にモデルを

更新することが考えられる．現時点においてシステム

整備済市町は県北部から南部にかけて 13 市町あり,地

形・地質,気象等の地勢的条件は概ね網羅していること

から,県全体での議論が早期に実現できるような整備

方法案が提案 2）されている（図－2）．また,平成 30 年 7

月豪雨においてシステム未整備である宍粟市一宮町公

文で発生した土砂災害を初期整備モデル（図－2）によ

り試算し,システムにより危険と判定できたことが報

告されている.

本報告では，同様の

地形，地質の特徴を有

する場所において，段

階的にモデルを更新

することで，精度がど

の程度向上するか確

認した．その結果か

ら，今後のモデル構築

を効率的，効果的に整

備する方法について

整理したので報告す

る． 

図－１ システムの整備状況 

2. 兵庫県猪名川町域による検討

検討対象は,猪名川町域として,検討対象災害は,近年

土砂災害が報告されている平成 30 年 7 月豪雨とした.

平成 30 年 7 月豪雨では,猪名川町域においては 7 月 5

日～8 日にかけて,最大時間雨量 38mm,累積雨量 492mm

の長雨型の降雨パターンであった（図―３）. 

図－２ システム整備フロー 

図－3 時間雨量と累積雨量（南田原観測所 7/5～8） 

3. 整備レベル別検証計算結果

本報告では,段階的整備（図―２）のレベル条件を以下

の通り設定した. 

初期整備モデルは,早期にシステム運用を実現できる

モデルと考えた．この観点より,兵庫県で公開されてい

る数値地形モデル（LP1m）から算出した傾斜角,自動設

定可能な表土層厚および代表的な地質の土質パラメー

タにより構築したモデルとした．猪名川町域の地質は,

町域面積の 44％占める代表的な地質である有馬層群と

した.

累積雨量 492mm 

最大時間雨量

38mm/hour 

整備済(13 市町) 

未整備(25 市町) 

猪名川町 

土砂災害警戒区域 

のない市町(3 市町) 

1. 崩壊予測モデルの作成(基本モデル)

(1)数値地形モデルの作業(10mDEM)

(2)地質区分データの作成

(3)微地形区分データの作成

(4)表土層厚の設定(地質・傾斜別の層厚式)

(5)土質パラメータ等の設定(地質別)

2. 地質的・局所的な土砂移動特性反映

(1)既往崩壊地の調整(層厚)

(2)谷壁斜面の 0 次谷調整(層厚)

(3)遷急線の調整(C・φ)

(4)地質構造(層状)の調整(透水性.C・φ)

(5)人家裏の切土地の調整(C・φ)

(6)積雪地域の調整(地盤物性)

3. 既往災害の検証による調整

(1)既往災害調整(既往文献等)

(2)崩壊分布図作成(空中写真判読)

(3)再現計算・調整(繰り返し計算)

4. 判定時刻・判定継続時間の適正化

安全率と安全率の変化率の 2 軸判定適用

5. 土石流発生予測モデルの作成

(1)崩壊条件(面積率)による予測

(2)雨量強度条件による予測(表面流の発生)

(3)土石流の流動条件による予測

(4)地形条件(谷頭凹地等)による予測

6. システム構築

7. 豪雨後の検証・定期的な見直し

(1)見逃しの調整

(2)空振りの調整

(3)DEM の更新(崩壊後)

(4)土砂災害警戒区域の更新

(5)検証計算による見直し効果の評価

従来 初期 適宣 

必要に応

じて実施 

階段的整備 

3 

1 

2 

1 

2 

5 

3 

4 

4 

P1 - 48 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 423 －



土砂災害警戒区域 
捕捉セル

空振りセル

崩壊地

第2段階モデルは,対象域の地質区分データを作成し,

地質別に表土層厚と土質パラメータを設定したモデル

とした． 

第 3 段階モデルは,目視による判読作業や調整が必要

となり時間を要する微地形区分,谷壁斜面の 0次谷層厚

調整,人工改変地等の危険判定除外などを設定した. 

第 4 段階モデルは,空振り減少を目的とした 0 次谷付

近の透水係数を調整したモデルとした. 

検証計算の結果は,図－4 に示す手法により算出した. 

図－4 崩壊地と検証計算結果の適合性評価方法 

整備レベル別のシステムによる検証計算結果を表－1

に示す. 

表－１ 検証計算結果 

整備レベル 
適中 

（A+D） 

捕捉 

（A） 

空振 

（C） 

見逃 

（B） 

初期整備 

モデル

セル数 804,329 148 38,082 24 

率 95.5% 86.0% 4.5% 14.0% 

第 2 段階 

モデル

セル数 805,745 148 36,666 24 

率 95.6% 86.0% 4.4% 14.0% 

第 3 段階 

モデル

セル数 824,042 138 18,359 34 

率 97.8% 80.2% 2.2% 19.8% 

第 4 段階 

モデル

セル数 829,763 138 12,638 34 

率 98.5% 80.2% 1.5% 19.8% 

初期整備モデルは,捕捉率 86％を達成しているが,空

振率が 4.5%と高く,大雨のたびに危険判定となりやす

いモデルといえる.これは,単一の地質・微地形区分で

あるため表土層厚が本来よりも厚めに設定されている

ことが影響している. 

整備レベルを上げると捕捉率は微減するが 80％以上

を保持しつつ,空振率は初期整備モデルの 4.5%から,第

2 段階モデルが 4.4%,第３段階モデルが 2.2%,第 4 段階

が 1.5%と徐々に減少し,空振りの少ないモデルとして,

精度が向上してくことが確認できる. 

4. 整備モデルと土砂災害警戒区域

本システムは,土砂災害警戒

区域毎に危険度情報の提供を

目的とするシステムである.

猪名川町の土砂災害警戒区域

（急傾斜）に着目すると,平成

30 年 7 月豪雨で土砂災害が発

生した「木津(2)Ⅰ」および「畑

ヶ前(2)Ⅲ」は,初期整備モデ

ルにおいて危険判定となり,

警戒避難情報として,早期に

全県展開し運用することは有

効であるといえる（図-６）.

 

図－６ 初期整備モデルによる災害発生箇所の捕捉事例 

一方,崩壊が発生していない杉生地区の土砂災害警戒

区域では,初期整備モデルにおいて多数のセルが危険

判定となり、空振り判定となった.しかし,整備レベル

の段階を進めることにより,空振り判定セルが減少し

ていくことが確認できる.（図―７） 

 

 

図－７ 段階的整備による空振り減少 

5. おわりに

本報では，単一地質で，これまでの傾斜と表土層厚の

関係を考慮した整備初期モデルにおいても,災害時に

おける危険判定ができ,また，種々地形や水系などをモ

デルに反映することにより,モデルの精度が向上する

ことが確認できた. 

参考文献： 

1) 沖村ら,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) 沖村ら,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－兵庫県リアルタイムハザ

ードの今後の展開に関する一考－,令和 2年度砂防学会

研究発表会概要集,2020

畑ヶ前(2)Ⅲ 木津(2)Ⅰ 

整備初期モデル 第 2 段階 

第 3 段階 第４段階 

土砂災害

警戒区域

空振りセル

0 次谷 

図－５ 主な土砂災害警戒区域 

木津(2)Ⅰ 

畑ヶ前(2)Ⅲ 

杉生地区 
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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

－予測精度向上のための詳細な地形情報の活用方法の検討－

（一財）建設工学研究所：〇沖村 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（現 但馬県民局 豊岡土木事務所）：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。 

このシステムは，土砂災害警戒区域単位の危険度
とあわせて，避難経路上の危険性を把握したり避難
解除の判断等に利用できるようシステム構築エリア
全域の山地斜面の 10m×10m 単位（以下 10m セルと
呼ぶ）の危険度を表示している。近年の降雨で，こ
の 10mセルにおいて，少ない降水量で空振り判定（シ
ステムで崩壊を予測したのに実際には崩壊が発生し
なかった）が生じていることが確認された。これら
の空振り判定は，システムの画面上で目立つことや
雨のたびに同じ 10m セルで判定される等，システム
の信頼性低下につながり，今後のシステムの普及促
進への影響が懸念された。

本報告は，神戸市灘区の六甲山麓を対象に，少な
い降水量で生じる 10m セルの空振りの要因を分析し，
その対応について検討した結果を報告する。 

2．少ない降雨量で生じる空振りの要因 
平成 30 年（2018）7 月豪雨の降雨状況を図 1 に，

降り始めからの累加雨量別の 10m セルの判定数を図
2 に示す。神戸市では，7 月 5 日午前 3時 55 分に土
砂災害警戒情報が発表された。その時の当該地域の
累加雨量は約 120mmであった。その後 5日午前 10時
頃（図 1 の 2 つ目の降雨ピーク）より，道路の通行
止めやがけ崩れの報告が出始めた。このことから累
加雨量 150mm 程度までは災害は発生していないと判
断し，それまでに判定となった 10mセルは全て空振
りとした。なお，本報告で用いる「判定」は，安全
率と安全率の変化量の二軸の閾値による判定 2）とす
る。また，システムの危険度の予測は，気象庁の解
析雨量と降水短時間予報を用いて，それぞれ実況と
1,2,3 時間先の 4 種類あるが，本報告は実況のみを
対象として整理した。 

累加雨量 150mm までに空振りとなった 10m セル
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図 1 平成 30 年(2018)7 月豪雨の降雨状況 

図 2 降り始めからの累加雨量別の判定数（10m ｾﾙ） 

図 3 少ない降雨で生じる空振り 10m セルの分布状況 

表 1 崩壊予測モデル構築における地形区分別の設定・調整事項 （※赤色枠は今回新たに追加した設定） 

右図の範囲 

【検討対象地】 神戸市灘区の六甲山麓 

(東西約 8km×南北約 10km) 

図 6 グラフのセル 
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は 254 セル（山地斜面約 37万セル中 0.07%〔7 セル
/km2〕）であった。空振りの発生場所を図 3 に示す。
これらの 10m セルは谷壁斜面内の浅い谷に位置し，
表 1の B 列の微地形単位における水路（非恒常的）
の内，集水面積 1,000～2,500m2の範囲にほぼすべて
含まれる。当該水路は，谷頭凹地に位置し（図 4），
周囲の斜面からの崖錐堆積物が一時的に堆積する場
であり，土砂移動の活発な場所といえる。一方，そ
の下流の集水面積 2,500m2 以上の水路は，同じ水路
（非恒常的）に分類されるが，地形的には下部谷壁
斜面に位置し，谷の勾配は急で侵食場と考えられる。
これらをふまえ，図 4 の地形単位にならい前者を谷
壁水路（上部），後者を谷壁水路（下部）として命名
した。 

谷壁水路（上部）の表土層は崖錐堆積物もしくは
花崗岩等の基盤岩の風化部で構成され，水が集まり
やすく地下水の流れにさらされる頻度が高い場所で
あることから，細粒分が流出し，表土層中の空隙は
周辺斜面に比べて大きいと推測される。今後、現地
試験等での実証確認を要するが，モデルで想定して
いる透水性が実際と乖離している（実際の透水性は
もっと大きいと推測される）ことが，少ない降雨量
で空振りが生じる要因と推定される。

3．少ない降雨量で生じる空振りへの対応
前章の空振り要因より，谷壁水路（上部）の透水

係数を現在の設定値（0.056cm/sec：この値は，満水
状態からの地下水位の低下時間を計算で求め，地域
の崩壊特性（⊿h/H（＝地下水位/表土層厚）の時間
変化が 2 時間で 0.8 以上の場合は崩壊の危険性が高
い,0.8未満の場合は崩れにくいを目安）と照らし合
せる等，客観的に適性を確認して設定した 3））の 2
倍（0.112cm/sec）と 5倍（0.28cm/sec）に変化させ
た場合について検証した。累加雨量 150mmにおける
空振りの 10mセル数は，透水係数 2倍の場合は 70セ
ル（28%に減少），5倍では 32セル（13％に減少）と
なり，著しく空振りが減少することが確認できた。 

また，地下水位と安全率の推移（図 6）をみると，
透水係数を大きくすることで降雨に対する地下水位
の上昇速度が大きく上昇せず，透水係数により判定
や判定時刻をコントロールできることがわかった。

4．まとめ 
以上より少ない降雨量で生じる空振りへの対応と

して，透水係数の調整が有効であることがわかった。
また，今回の渓流沿いの透水係数を大きくすること
で，崩壊判定セルが減少し，現実の崩壊地の有無と
整合させることができた。 
しかしながら、透水係数の調整は，該当する 10m

セルの周囲のセルの地下水位にも影響を及ぼすこと
から以下について留意する必要がある。
・透水係数を 2 倍～5 倍とすることで，崩壊発生予
測セルを減少させることができるが，逆に見逃しが
発生する可能性があるため，崩壊発生事例による再
検証を要する。
・判定時刻のタイミングが変化することから、過去
に行った災害検証において、崩壊発生時刻を捕捉で
きているかどうかの再検証が必要である。

実際の現地の透水係数については、今後、原位置
試験や表土層の粒度分布特性等から確かめる必要が
あるものと考えられるが、複雑な土質条件での現地
データから適切な設定値をどのように得るのかが課

題と考えられる。また，谷壁水路上部の抽出方法に
関して，10mDEMからの抽出では，谷地形の形状が十
分把握できていなかったため 1mDEM等の詳細な数値
地形情報を使用する必要がある。 

透水係数の調整に関しては、今回、新たな取り組
みとしてはじめたばかりであり、今後も引き続き検
討を進めてゆきたい。 

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。 
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地質種別及びその複雑性と土砂災害発生特性－シームレス地質図を活用した試み－

(株) エイト日本技術開発 ○谷田佑太・海原荘一 
国土交通省国土技術政策総合研究所  中谷洋明

国土交通省関東地方整備局   菊池瞳・金井聖

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
多くは被災箇所など限定された地域を
対象としている。
 全国を対象とした研究事例として
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・組合せ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)(以
下「シームレス地質図」という)を用いた。1km メッシ
ュ毎に地質ポリゴン数，地質境界線距離，地質の組合せ
を集計し，災害発生との関係を把握した。

2.検討に用いたデータ
2.1 地質データの作成方法
地質区分は以下に示す 699 区分と 6 区分の 2 種類を

使用した。シームレス地質図の地質区分は，地質年代と
岩種により 699 種類に区分されている。「地質の組合せ
と災害発生率の関係」における地質区分は 699 区分デ
ータを統合し，以下の 6 区分のデータを作成した。地質
区分図を図 1 に示す。
①第四系堆積岩，②第三系・中古生界堆積岩，③火山岩，
④深成岩，⑤変成岩，⑥テフラ
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 2003 年 6 月～
2021 年 10 月の約 18 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，土石流とがけ崩れ(16，815 件)を対象とした。本検
討は災害発生数ではなく，非発生データも考慮した降
雨数ベースの「発生率」(=災害発生降雨数/全降雨数)に
より，地質複雑性・組合せと災害発生の関係を把握した。

2.3 使用した降雨指標と制約条件
全国を対象とした検討であるため，検討に用いる降

雨指標は，降雨特性の異なる地域の標準化が可能であ
り，長期と短期の降雨指標を統合した指標である RBFN
値を採用した。0.4mm/h のみなどの極めて小規模な降雨
はカウントしないように，RBFN≦0.99 の降雨を対象と
した。

3.検討方法
3.1 地質複雑性と災害発生率の関係
①地質複雑性(ポリゴン数と境界線距離)，②RBFN 値

(災害非発生データと時刻なしデータは降雨イベント中
の最低値を使用，RBFN 値は 0.1 間隔)，③災害発生率の
3 指標を用いて，ヒートマップで表現した。地質区分は
699 区分を使用した。 
3.2 地質の組合せと災害発生率の関係 
地質区分は 6 区分を使用し，組合せケースについて

は，地質境界面で接する 2 つの組合せ 6C2=15 が 3 次
メッシュ内にあるかどうかを検討した(1 つのメッシュ
で複数の組合せをカウントした)。

4.結果
4.1 地質複雑性と災害発生率の関係
地質ポリゴン数，地質境界線距離ともに値が大きく

なると，災害発生率が大きくなる傾向が見られた。特に，
RBFN 値 0～0.1 で明瞭であった(図 2，3)。

地質ポリゴン数と地質境界線距離における RBFN 上
下カテゴリ間(0-0.5 と 0.5-1)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。結果を以下の表 1 に示す。P 値がどちらも 0.05 よ

図 1 地質 6 区分の地質図 
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り小さく，限りなく 0 に近い値となり，RBFN 上下カ
テゴリ間(0-0.5 と 0.5-1)の分布に有意差はあるという
結果となった(地質ポリゴン数の P 値：6.0×10-5＜
0.05，地質境界線距離の P 値：2.1×10-4＜0.05)。また，
RBFN 上下カテゴリを 0.5 で分けた理由は，全国の CL
に採用している RBFN 値(推定値)が 50％(パーセンタ
イル)となる第二四分位(中央値)が全国で約 0.5であっ
たためである。 

4.2 地質の組合せと災害発生率の関係 
明瞭ではないが，RBFN0-0.1 のカテゴリにおいて，

①第四系堆積岩を含む組合せと⑤変成岩を含む組合
せでやや発生率が高くなった(図 4)。これは，単に①
第四系堆積岩の災害発生数が多いためであると考え
られるが，災害発生位置が被災箇所にプロットされて
いる可能性も考えられる。⑤変成岩を含む組合せで
は，RBFN 値が小さい範囲(降雨規模が大きい)で発生
率が高い(ただし，RBFN 値が大きい範囲で発生率が
高い訳ではではない)。また，全体的に発生率が顕著
に高い地質の組合せはなかった。
全体として，1km メッシュ単位で災害発生率の高低

を説明できる地質の組合せは見られなかった。

5.結論
地質複雑性と災害発生率の関係にお

いて，地質ポリゴン数，地質境界線距離
ともに値が大きくなると，災害発生率が
大きくなる傾向が見られた。特に，RBFN
値 0～0.1 で明瞭であった。 

1km メッシュ単位での災害発生率の
説明においては，地質とその複雑性の解
析結果を独立して使用するのではなく，
降雨履歴を含めて検討することが不可
欠と考えられる。
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深層崩壊発生地域での発生限界雨量基準と確率評価  

（株）エイト日本技術開発              ○竹本大昭・川原健士朗・海原荘一

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 小杉恵・北本楽・山本悟司

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

国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷洋明

1. はじめに

近年、深層崩壊に伴う被害を防止・軽減するため、誘

因となる降雨指標や発生限界雨量基準の設定が求めら

れている。発生予測に関する様々な研究が進められて

おり、内田ら 1)は 48 時間雨量 600mm を境界として複数

同時期に発生する深層崩壊（以下、複数発生）が増加す

ることを示している。筆者らは、深層崩壊の発生限界を

検討する上では、年間降雨量が 2,000mm を超えるよう

な多雨地域と雨量の少ない地域等の降雨特性や素因の

違いによって、発生限界となる雨量値や超過確率の大

小関係が偏在している点に留意すべきと考えている。 

このため、本研究では深層崩壊事例を有する地域を

解析雨量を用いて降雨特性の異なる地域に区分すると

ともに、深層壊発生と関わりの大きい素因を有する地

域に限定して、深層崩壊発生時の降雨指標と超過確率

年の関係を分析した。分析結果を踏まえ、既往検討 1)の

検証結果も含めて発生限界雨量基準について考察した。 

2. 検討対象地域及び検討方法

2.1 検討対象地域 

検討対象地域としては、深層崩壊発生の素因を有する

地域として、図-1 に示す深層崩壊履歴を含む深層崩壊

小流域マップ 2)（20 枚 13 県）の地域とし、解析単位

は、マップに重なる 1km 格子とした。また、各地域の降

雨特性の違いを考慮するため、図-2に示すように 48 時

間雨量(1/100)の雨量値（確率評価方法は後述）を用い

て、四分位法により A～Dの 4つの地域に区分した。 

2.2 使用データ及び検討方法

(1) 降雨データと降雨指標

検討に当たっては 1991 年～2021 年間の解析雨量を

使用した。また、解析雨量値の妥当性を確認するため、

深層崩壊発生箇所から 10km 圏内の地上雨量計(アメダ

ス、国交省テレメータ)の 1時間雨量を使用した。対象

とした降雨指標は、1時間、24 時間、48 時間、72 時間

雨量、土壌雨量指数の 5指標とした。各深層崩壊履歴の

発生降雨については、発生時刻以前の最大値を使用し

た（時刻が不明な場合は発生日の中で最大値を使用）。 

(2) 使用した深層崩壊データ

深層崩壊データについては、既往資料 3)での災害件数

 

 

 

 

に 2011 年台風 12 号等の災害を追加した上で、解析雨

量データが存在する 1991 年～2021 年の 59 件（図-1）

から発生日時の雨量値が地上雨量計の値と大きく異な

るもの、崩壊規模が不明なもの等の 6 件を棄却した計

53 件を使用した。なお、崩壊土砂量は既往資料 3)に示

された文献での崩壊深・幅・延長より簡易に推定した。 

(3) 確率評価手法

確率評価手法としては、データの変動や偏りの影響

を受けにくい L-moment 法 4)を使用した。なお、確率分

布モデルの設定期間については、本来、対象とした深層

崩壊事例が存在する期間に併せることが望ましい。た

だし、2003～2006 年において、解析雨量の格子サイズ
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図-1 検討対象地域、使用した深層崩壊 
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（5km→2.5km→1km）の変更、地上雨量計による補正等

により、この時期前後で精度が大きく異なる点、上記変

更期間内に耳川・鰐塚山周辺（2005 年）、那賀川流域

（2004 年）等、複数発生の災害が多い点を踏まえ、2003

年～2021 年の 19 年間で確率分布モデルを設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 深層崩壊発生限界基準の考察

3.1 深層崩壊複数発生、単発発生の確率境界 

図-3、図-4は、横軸に 24時間、48 時間雨量の超過確

率年、縦軸（左）に単発（橙色）、複数発生（桃色）災

害数、縦軸（右）に確率雨量を降雨特性 A～D毎に示し

たものである。既往検討 1)と同様に 1 時間や 24 時間雨

量等と比べて、48 時間雨量では複数発生と単発発生の

境界が明瞭となっている。境界値の確率は 1/30 年とな

るが、雨量値については降雨特性によって異なる結果

となっている等、各地域の偏在状況が確認できる。 

3.2 非発生降雨数、崩壊土砂量に着目した確率境界 

 図-5に 1991 年～2021 年の非発生降雨数（1km メッシ

ュ当り）を図-4に重ねた結果を示した。図-5より非発

生降雨数が大きく低減する確率は 1/20 年となった。ま

た、崩壊土砂量（各超過確率カテゴリでの各災害の平均

値）の視点で整理した図-6 より、大規模な深層崩壊数

は、1/40 年を境界として増加する傾向となった。 

深層崩壊の発生限界基準としては各地域にて個別で

設定する必要はあるが、上記結果から概ね 1/20～1/40

年を警戒体制移行等の目安とすることも一案と考える。 

4. 今後の課題

本検討の結果では、図-6等で 1/20 年未満で発生して

いる深層崩壊もあり、図-7 より一部は短期降雨の卓越

で説明できるが、その他は降雨以外（素因の違い等）で

発生した可能性がある。また、図-5より 1/20 年確率以

上でも非発生降雨が計 20 件/19 年/13 県発生している

等、深層崩壊後の雨なれ等による高確率化の課題もあ

る。このため、発生限界基準は各地域の降雨特性や素因

等を詳細に確認した上で設定する必要があると考える。 
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複数発生【B地域】 複数発生【A地域】
非発生降雨数/総ﾒｯｼｭ数【A地域】 非発生降雨数/総ﾒｯｼｭ数【B地域】
非発生降雨数/総ﾒｯｼｭ数【CD地域】

複数発生と単発発生の確率境界値

非発生降雨数が大きく低減する

確率境界値
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道路斜面の土壌水分と土壌雨量指数の関係 

立命館大学・衣笠総合研究機構  ○林 祐妃 
立命館大学・理工学部 藤本 将光 山田 由生 
京都大学大学院・工学研究科 宮崎祐輔 岸田 潔 

関西大学・社会安全学部 小山倫史 
アーステック東洋 中井卓巳 

エイト日本技術開発 藤原康正 

1. はじめに 
近年，地球温暖化の影響により局地的な豪雨が増加し，斜面崩壊や土砂流出などの発生が増加している。これらの危険の高

い国道の通行止めの規制は，連続雨量を基準として行われてきた。一方で気象庁が発表する日本各地の土砂災害に関する警戒

情報は，土壌雨量指数を判断基準としている。土壌雨量指数は直列三段タンクモデルを用いて構築されたモデルの指数である
1)。このモデルでは雨量データの情報を元に土中の水分状況を推定することができ，的中率も高い。そこで国道の通行止めにつ

いても土壌雨量指数を導入することが妥当であるとされている。しかし，土壌雨量指数が示している値は何を表しているか，

実際に斜面崩壊の危険を予測するタイミングとしては土壌中の水分とどの様な対応関係にあるのか，について詳細は明らかに

されていない。土壌雨量指数を道路斜面・のり面の通行止め規制に適応するためには，土壌中の水分の様子との関係を明らか

にする必要がある。従って本研究では，体積含水率と地下水位を実斜面においてモニタリングし観測した結果と土壌雨量指数

との関係を明らかにすることを目的とする。さらに，発生のタイミングとして，豪雨の後，いつ土壌中の水分が増加するかを土

壌雨量指数と比較することも目的とした。 
2. 観測地と手法 
近畿地方整備局京都国道事務所管轄内における国道 9 号線京丹波町蒲生交差点～京都市間の法面の観音峠にて観測を行っ

た。観音峠は斜面崩壊した例が複数あり再び災害が起きる危険性が高いため，通行規制の対象とされている。基岩はチャート

質であった。植生は崩壊を受けた後に成長した草が繁茂した草地となっており，褐色森林土壌 であった。標高についてはおよ

そ 270m である。斜面下部から K2 と K3 とプロットを設けた。 
それぞれのプロットにて体積含水率を測定した。まず 1m ほどのトレンチを切り，次に地表面から 30cm と 60cm の深度に

TDR（Time Domain Reflectometry）式土壌水分計 CS655（Campbell 社）を挿入した後，穴を埋め戻した。データは 10分間毎に

観測しており，解析には 10分間データを用いた。 
地下水位は機種ATM1st/Nのセンサーを用いた。データ測定はK2の下流側に長さ 2mの管を地中に挿入しその中にセンサー

を投入して行った。データは体積含水率と同じく 10分間毎に観測しており，解析には 10分間データを用いた。 
降雨データは国土交通省の水文水質データベースを利用した。場所は観音峠から東へ約 10km に位置する園部である。解析

には 1 時間毎のデータを用いた。この降雨データを用いて土壌雨量指数（SWI）を求めた。パラメータは，Ishihara and Kobatake1)

の花崗岩地質の値を用いた。土壌雨量指数（SWI）はタンク１～3 の貯留高であるS1，S2，S3の総和である。 
3. 結果と考察 
3.1 S1, S2, S3, SWIと体積含水率、地下水位との関係 
体積含水率は値の変動が小さいので図-1 に示した様に降雨に

より体積含水率の値が大きくなる前の初期値を最小値としピー

ク値を最大値としその差を取り，体積含水率の増減を表す値とし

た。 
タンクモデルの S1, S2, S3, SWI 最大値と，体積含水率の最大値

と最小値の差を取った値との関係を示したのが図-2である。S1に

ついて見ると弱い正の相関があった。S2, S3, SWI とはあまり相関

はなかった。 
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図-3 より地下水位の最大値は S1, S2, S3 となるにつれて相関が高く

なっていることが分かる。また、SWI とも相関があった。S2, S3が特

徴づけたSWI を示していることも伺える。 
3.2  S1, S2, S3, SWIの発生の時間と体積含水率と地下水位の発生のタ

イミングとの関係 
降雨が発生しそれに対して体積含水率や地下水位がどの位時間を

かけて反応するかを調べた。そのために図-4 に示したようにイベン

ト毎に降雨のピークの時刻と体積含水率のピークの時刻の時間差を

取った。図-4 では体積含水率を例として示したが、実際は地下水位や

タンクモデルの S1, S2, S3, SWI についても同様に降雨のピーク値との

時間差を取って解析を行った。 
図-5 にイベント毎の降雨のピークと体積含水率のピークとの時間

差と，降雨のピークとタンクモデルの S1, S2, S3, SWI のピークとの時

間差の関係を示した。S1とは相関はなかったが，S2とは相関が高かっ

た。しかし，土壌への浸透にかかる時間の方が， S2の方よりも早い

ことが分かる。S3 のピークとの時間差とも相関が高かった。SWI も

S2, S3と同様，相関が高かった。 
図-6 から，降雨と地下水位との時間差は降雨と S1との時間差と相

関が見られなかったが，降雨と S2 との時間差とは強い正の相関があ

った。しかし，絶対値が異なっており，S2の方がピークを迎える時間

が遅くなることが分かった。S3でも相関が高いが，S2よりさらに時

間が遅れている。SWI では S2と S3の傾向を引き継いでおり，相関

は高いものの，ピーク時が遅れてくることが分かった。 
4. まとめ 

SWI は体積含水率と地下水位とは弱い相関があった。一方で，発

生のタイミングとは強い相関があった。しかし，時間としてはSWI
の方が遅れて発生することが分かった。SWI を用いて警報を発令

するときは，雨水の地面への浸透の方が SWI から計算される時間

よりも早くピークを迎えていることが懸念される。 
参考文献 1) Ishihara，Y.・S. Kobatake，Runoff Model for Flood 
Forecasting，Bulletin of Disaster Prevention Research Institute，Kyoto 
University，Vol.27，pp. 27-43，1979 
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実効地表面到達水量に基づく広域的な融雪地すべり警戒指標の検討 

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

北陸地方では，3～5 月の融雪期に多量の融雪水の

浸透に伴う地すべり(融雪地すべり)が数多く発生し

ている。積雪等により亀裂等の前兆現象の発見が困

難な上，滑動が加速した地すべりに突然襲われる事

例もあるため，融雪地すべりに対する警戒指標が必

要といえる。しかし，広域的かつ時間単位での融雪

水量の把握が難しい上，地すべりの滑動と関係を持

つ融雪を考慮した指標の検討事例が非常に少ないた

め，融雪地すべりに対する事前の警戒避難は行われ

ていないのが現状である。著者らは，これまでにア

メダスおよび気象官署での観測データのみを用いた

融雪を考慮した水文指標に基づく広域的な地すべり

警戒指標の設定を行ってきた[1]。しかし，アメダス等

の観測密度が約 20km と低いため，警戒指標に応用

する上で気象データの空間解像度の粗さが課題の一

つとなっていた。そこで本研究では，解像度が約 5km

メッシュである気象庁メソ数値予報モデル GPV(以

降，MSM)を用いて，融雪を考慮した水文指標に基づ

く広域的な融雪地すべり警戒指標の検討を行った。

2. 対象地の概要

対象地域は，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）である。警戒避難への応用を見据えて

土砂災害警戒情報と同様の 5kmメッシュに対象地域

を分割し，メッシュ毎に警戒指標の検討を行う。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，発生日および発生場が特定可能

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。対象期間は 2006 年～2020 年の 12 月～5

月である。今回は A～D の 4 つのメッシュ（図-1b）

を対象として検討を行う。 

3. 方法
3.1 地表面到達水量

 積雪地域における冬期の降水は積雪層の形成など

様々な過程を経て，時間的な遅れや強度の変化を伴

いながら地表面に到達する。本研究では以下の方法

により，地表面に到達した全ての水の量（地表面到

達水量 MR[2]）を 1 時間単位でメッシュ毎に求めた。

各メッシュの中心座標を代表地点，その地点の標高

は基盤地図情報数値標高モデル(10m メッシュ)にお

けるメッシュ内の中央値とした。融雪水量は熱収支

法に基づいて算出した[3]。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・相対湿度から算定した。

降水量は解析雨量，気温等のデータは MSM および

アメダスの気象観測データより補正・補間して求め

た。気温と湿度を考慮した雨雪判別を行い，1時間前

の積雪水量にその時間の降雪量を加え，融雪水量を

減ずることで 1時間毎の積雪水量を算出した。 

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，地すべりの滑動と良好な相関が報告

されている実効雨量を水文指標として用いる。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 MR を用い，実効 MR として 1 時間単位で算

出した。実効 MR における半減期（h）は既往研究[4]

を参考に 1～1000 時間とした。続いて実効 MR の標

準化を行い，標準得点を 1 時間単位でメッシュ毎に

求める。対象とする地すべりの 7 割を捕捉する標準

得点を発表基準得点（CS）とし，標準得点が CS を
図-1研究対象地（地理院地図に加筆） 
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超過した期間を地すべり要警戒期間(day/year)とし

た。なお，本研究では地すべり要警戒期間が最も短

い半減期を最適半減期（h）とする。 

4. 検討結果と今後の課題

対象期間の内，2016 年 12 月から 2017 年 5 月のメ

ッシュDにおける積雪水量の計算値と近傍のアメダ

ス関山における積雪深の実測値を図-2b に示す。メッ

シュ D の代表地点がアメダス関山の標高より 230m

程度高いことを考慮すると，積雪・融雪の傾向を概

ね再現できていることが図-2b から分かる。また図-

2a から積雪期に積雪層に貯留された降水が，融雪期

に MR として地表面に到達する状況が分かる。 

 実効地表面到達水量の適用結果を図-2cおよび表 1

に示す。表 1 からメッシュ A～D において地すべり

要警戒期間は 41.8 日程度であることが分かった。図

-2c から標準得点が大きくなる時期に融雪地すべり

が生じている一方，標準得点の比較的小さい時期に

おいても発生していることが分かる。これはメッシ

ュ内の標高のばらつきに起因するものであると考え

られる。すなわち，実際の融雪地すべり発生箇所は

メッシュの代表地点より標高が低く，実際の融雪の

タイミングがより早かったためであると考えられる。

今後は標高のばらつきを考慮した指標，例えばメッ

シュ内の低地から高地までまんべんなく本手法を適

用し，その中で標準得点の最高値をメッシュでの標

準得点とするといったアンサンブル型の指標につい

ても検討していく予定である。 
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図-2 メッシュ Dにおける(a)時間降雨・降雪・地表面到達水量(mm/h)，(b)積雪水量(mm)と 

アメダス関山における積雪深(cm)，(c)標準得点の経時変化（2016年 12月～2017年 5月）

(a) 

(b) 

(c) 

表 1 本研究結果のまとめ 

メッシュ
最適半減期 

(h) 
CS 

地すべり要警戒期間 

(day/year) 

A 997.5 1.405 36.63 

B 171.2 1.096 41.31 

C 391.8 1.115 44.74 

D 366.9 1.091 44.86 
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図 1 被災前後の状況（梅河団地） 

土石流数値シミュレーションを用いた土砂災害特別警戒区域の評価

株式会社 東京建設コンサルタント ○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

近年，短時間で高強度の豪雨によって，多数の斜面崩壊や土石流が発生し，甚大な土砂災害が頻発している．

その結果，土石流が宅地へ流入した箇所では，多くの家屋被害や人的被害も生じている．現在，住民が知ること

のできる土砂災害情報の一つに，土砂災害警戒区域（イエローゾーン）及び土砂災害特別警戒区域（レッドゾー

ン）がある．これらの区域は，土砂災害に対する避難・警戒の検討，家屋建造可否や家屋を守るための防災対策

など非常に有効な情報となる．また，近年では，土石流の数値シミュレーションを用いて，土石流の流動特性や

被災状況の再現，土石流対策の検討等が行われるようになっており，数値シミュレーションから得られる情報も

非常に有効な情報となっている．

本研究では，平成 30 年 7 月の西日本豪雨による広島での土砂災害事例を対象に，土石流の数値シミュレーショ

ンを実施し，土石流の流下範囲や家屋に作用する土石流の流体力分布を明らかにするとともに，設定されている

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）や土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の評価を行う．

2．土砂災害警戒区域等の課題 

 土砂災害警戒区域（イエローゾーン）は，土砂災害が発生した場合に，住民等の生命または身体に危害が生じ

るおそれがある区域，土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）は，土砂災害が発生した場合に，建築物に損壊が

生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域であり，土石流の場合は，それぞれ，土石

流が氾濫する区域，土石流により家屋が倒壊する区域と考えることができる．

平成 30 年 7 月豪雨では，土砂災害による死者の約 9 割は，土砂災害警戒区域等で発生していた一方で，土砂災

害警戒区域（イエローゾーン）内ではあるが，土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）外で家屋の全壊が生じた

事例や土砂災害警戒区域（イエローゾーン）外においても家屋の全壊被害が生じ死者が発生した事例も確認され

ている 1）．また，過去の土砂災害 16 事例の検証結果 2）では，実際の被災家屋のうち，土砂災害特別警戒区域（レ

ッドゾーン）と同様の方法で設定された家屋被災範囲に含まれるのは，約 7 割程度とされている．これらの要因

としては，各区域の設定方法に起因すると考えられる．各区域は，基礎調査結果をもとに設定され，土砂災害警

戒区域（イエローゾーン）は，基準地点（扇頂部等）から下流の土地勾配が 2°以上の区域とされ地形条件のみで

設定される．土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）は，土石流により建築物に作用すると想定される流体力が

建築物の耐力を上回る範囲を区域として設定するが，いずれも等流仮定や経験式から算出されるものである．現

状の土砂災害警戒区域等の設定方法は，全国の膨大な土石流危険渓流に適用するために，簡便な方法がとられて

おり，ある一定レベルの精度で氾濫域等の予測はできるが，局所的な地形や家屋・道路等の影響を踏まえた土石

流の動態までは捉えることができない．

3．対象地区 

本研究では，平成 30 年 7 月豪雨により

土石流が発生し多くの家屋が被災した広

島市安芸区矢野東の梅河団地を対象とす

る．梅河団地では，北側の 13 渓流，南側

の14渓流で土砂災害警戒区域等が設定さ

れている．また，北側の 13 渓流では，被

災前の平成 30 年 2 月に治山ダムが建設さ

れている．土石流の数値シミュレーショ

出典）Google Earth 出典）国土地理院

被災前（H28.4） 被災後（H30.7） 

治山ダム 

13 渓流 

14 渓流 
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ンは，北側の 13 渓流を対象に実施した．

4．数値シミュレーションの概要 

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，13 渓流の南側渓流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．

解析に用いた式は，平面二次元の土石流の基礎方程式である 3）．家屋に作用する応力は以下の式 4）で算出した． 

           （1） ，       （2） 

ここに，Fhx は家屋の解析格子に働く単位幅あたりの流下方向の応力であり静水圧近似による静的な圧力と運動

エネルギーによる流体力の和で評価できる．また，g は重力，h は流動深， は地形勾配，u は流速，は水の密

度，は土砂の密度， cは流動深平均の土砂濃度である．

 

5．結果と考察  

図 2 に，梅河団地 13 渓流に設定されている土砂災害警戒区域（イエローゾーン），土砂災害特別警戒区域（レ

ッドゾーン）を示す．図には，平成 30 年 7 月豪雨時に発生した土石流により破壊した家屋も示している．破壊家

屋は，土砂災害警戒区域（イエローゾーン）内ではあるが，土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の外となっ

ており，土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）以外でも，家屋が破壊するおそれのある箇所が存在することが

示唆される．図 3 に，数値シミュレーションによる 240 秒までに土石流が家屋に作用した最大応力の分布を示す．

土石流は，宅地北側を直線的に西に向かって流下しており，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．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よく一致し

ていることがわかる．また，土砂災害警戒区域（イエローゾーン）内においても，土石流が流れてこない被災リ

スクが低い箇所が存在しており，避難を考える上で非常に重要な情報となる．

6．おわりに 

広島市安芸区矢野東の梅河団地を対象に，土石流の数値シミュレーションを実施し，設定されている土砂災害

警戒区域（イエローゾーン）や土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の評価を行った．現在，多くの自治体で 2

巡目の基礎調査等が実施されている．区域内の保全家屋が多い箇所や要配慮者利用施設等の公共施設が含まれる

箇所を優先して，土石流の数値シミュレーションを実施し，区域の見直し等を検討していく必要がある．

参考文献

1) 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のあり方について」報告書，令和元年 5 月．

2) 寺田・水野：土石流による家屋被災範囲の設定方法に関する研究，国土技術政策総合研究所，No.70，2003．
3) Takebayashi and Fujita.: Numerical Simulation of a Debris Flow on the Basis of a Two-Dimensional Continuum Body
Model, Geosciences, 10, 45, 2020. 4) 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．

 2 21
cos

2hx m mF gh hu     m c   

：破壊した家屋

図 2 土砂災害警戒区域等と家屋被害の分布 

出典）広島県防災 Web に、一部加筆 

治山ダム

図 3 家屋に作用する最大応力 

【240s 後】 
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※)現在，国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所 

流動タイプ砂防ソイルセメントの活用効果検証 

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所    穂積 薫※)  岡崎正秀 
株式会社建設技術研究所  ○金野崇史 宇野澤剛 溝口裕也 佐伯響一
東亜コンサルタント株式会社  中濃耕司

はじめに

砂防ソイルセメントには転圧タイプと流動タイプ

がある 1)。砂防領域の現地発生土砂は，玉石・大礫を

多く含むことがあるため，有効利用および活用不可

能な土砂の低減の観点から，広範囲の粒径を活用で

きる流動タイプの特性を把握し，現地発生土砂の利

用が促進されることが望ましい。また，相乗効果とし

て，施工性や経済性等の生産性向上も期待できる。 

本稿は，水系砂防対策かつ大規模崩壊への対応の

ため改築工事に着手した，最上川水系立谷沢川流域

の潜岩第 2 砂防堰堤（スリット形式，堤高 14.5m，堤

長 124m，堤体積 16,518 ㎥）(以下，潜 2)について，

流動タイプの試験施工（図 1）を行い，流動タイプの

活用効果を検討したものである。 

砂防ソイルセメント（流動タイプ）の適用

砂防ソイルセメント(転圧タイプと流動タイプ)の

うち，潜2では以下の理由で流動タイプを適用した。 

(1)断面設計により，堤体上流のり勾配が 1：0.95 に

設定された。この緩い勾配の施工では，端部を内部

と同じ機械で突き固める流動タイプの方が，強度

のばらつきが生じにくい。大規模崩壊の外力に対

応する潜 2 の施工方法として望ましい。

(2)転圧タイプは粒径150mmまでしか利用出来ないが，

流動タイプは 500mm 程度の大礫の利用を見込める

ため，現地発生土砂活用の観点から有利である。

試験施工の概要 

立谷沢川流域の瀬場上流区間では大規模崩壊が繰

り返し起きており，過年度の崩壊残土や緊急対応で

堰堤堆砂敷を除石した土砂が多量にあり，粒径 1ｍ程

度の巨石も含まれる。流域外での活用も行われてい

るが管内の残土処分地は乏しく，事業による残土の

さらなる増加が見込まれている。 

このような事業環境において，以下を目的として

試験施工を行った。流動ソイルの特徴から試験施工

結果までのフローを図 2に示す。 

①巨石（現地発生材）投入による品質（単位体積重量，

圧縮強度，バラツキ）の確認

②ひび割れ，コンシステンシーの発現状況の確認

③上記を踏まえ，事例が少ない流動タイプの施工方

法の設定

図 1 試験施工等の位置 

図 2 流動ソイルの特徴から試験施工結果までのフロー 

最上川 

立谷沢川 

大中島 
(試験施工箇所) 

大規模崩壊 
想定地点 

潜岩第 2砂防堰堤 

(改築対象  母材採取) 

潜岩第 2砂防堰堤 堤体形状 
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流動タイプの評価 

試験施工により，流動タイプの目標品質（圧縮強度

3.0N/mm2，単位体積重量 18.80kN/m3）を確保でき

ることが確認できた。ひび割れ，コンシステンシーの

発現状況も構造体の品質・施工性を損なうものでは

なく，流動タイプの適用性・妥当性を検証できた。

4.1 経済性評価 
流動タイプの場合と一般的なコンクリートの場合

について，工事費を算出し比較した。流動タイプを適

用した場合には，経済性で優位であり，コスト縮減率

は 22%となった。 
表 1 潜岩第 2 砂防堰堤の形式による経済比較

流動タイプ 1) ｺﾝｸﾘｰﾄ 2)

概算工事費① 605 百万円 855 百万円 

試験施工費②  50 百万円 0 円 

概算事業費①＋② 655 百万円 855 百万円 

コスト比率 0.77 

(22%縮減) 

1.00 

1)越流部はコンクリート。非越流部は流動タイプソ

イルセメントで基礎部は粗石混入率 30％。2)越流部・

非越流部ともコンクリート。1)2)とも本堰堤工事費。 
4.2 施工性評価 

試験施工において，流動タイプは中 5 日の打設で

無処理でも打継目が密着することが確認された。こ

れに基づき，流動タイプと一般的なコンクリートで

の打設日数を算出すると，流動タイプで 34%の工期

縮減が確認された。

表 2 潜岩第 2 砂防堰堤の形式による工期比較 

打設回数と日数 流動タイプ ｺﾝｸﾘｰﾄ

ソイル部(2日/打設) 247 回(494 日) － 

ｺﾝｸﾘｰﾄ部(4日/打設) 116 回(464 日) 363 回(1452日) 

施工日数 958 日 1,452 日 

工期比率 0.66 

(34%縮減) 

1.00 

4.3 環境特性評価 
4.3.1 建設残土の活用効果 
砂防ソイルセメント現地試験の結果より，潜 2 の

掘削工事で発生する土砂は，流動ソイルセメントの

母材として利用しやすいものと判断された。ここで，

土工収支を検討した結果，当該工事による建設残土

18,255 ㎥のうち，13,086 ㎥をソイルセメント材に利

用することが可能であり，流動タイプの砂防ソイル

セメント工法採用による建設残土の活用率は 72％
（13,086÷18,255＝0.72）となる。

表 3 潜岩第 2 砂防堰堤の土工収支 

工種 種別 単位 数量 

土工 掘削 m3 27,494 

埋戻し m3  5,130 

盛土 m3  4,109 

残土 m3 18,255 

本体工 流動ソイル m3 13,086 

4.3.2 CO2排出量抑制効果 
CO2排出量原単位を用いて CO2排出量を比較する

と，①コンクリートのみの構造の場合，②越流部をコ

ンクリートスリット，非越流部に流動ソイルを用い

る現計画の 2 種類における CO2 排出量を算定した。 
既往文献 2)により，全材料の運搬や施工まで含めた

CO2 排出量の概略値を材料の CO2 排出量の 1.3 倍程

度とみなすと流動ソイルを活用することで，

1－（19,825×1.3/15,873×1.3）＝0.20＝20% 
の CO2排出量を抑制できると考えられる。 

流動ソイルの単位セメント量は“大礫なし”の

C=200kg/m3で試算しているが，大礫を活用すること

で流動ソイルの単位セメント量は低減されることか

ら，実際の CO2 排出量抑制効果はもっと高いことが

推測される。

表 4 鋼材，ｾﾒﾝﾄ，型枠の CO2排出量原単位 

 
表 5 ｺﾝｸﾘｰﾄのみと流動ｿｲﾙ使用時の CO2排出量 

 

 
まとめ

試験施工に基づき，流動タイプ砂防ソイルセメン

トの活用効果を検討したところ，以下の効果が確認

された。

(1)経済性の向上：一般的なコンクリートに比べ 22%

のコスト縮減効果が確認された。

(2)施工性の向上：一般的なコンクリートに比べ工期

の短縮を図ることができ，34%の工期縮減が確認さ

れた。

(3)建設残土の活用（環境特性の向上①）：潜 2 にお

いて，流動タイプの砂防ソイルセメント材に利用

することで，72%の活用率となった。

(4)CO2排出量抑制（環境特性の向上②）：潜 2におい

て，流動タイプの砂防ソイルセメント材に利用す

ることで，20%の CO2排出量削減効果となった。

以上の効果は，試験施工と施工計画によるもので

ある。実際の施工においても同様の効果が得られる

ためには，十分な施工品質の管理が重要となる。

そこで，本試験施工結果に基づく「潜岩第２砂防堰

堤における流動ソイル施工時の留意点」を作成し，施

工規格（案）を設定して，工事の円滑な実施を推進す

るものとした。

本試験施工において，試験施工工事を担当した株

式会社柿崎工務所並びに株式会社本久の関係者に，

施工協力だけでなく，各種のアドバイスをいただい

た。末筆ながらここに感謝の意を表します。

【参考文献】1)（一財）砂防・地すべり技術センター；

「砂防ソイルセメント施工便覧（平成28年度版）」 

2)中濃ら(2008) 砂防学会研究発表会概要集,2008,R02-13 

鋼材
セメント

(コンクリート)

原単位 kg-CO2/kg － 1.819 0.441 －
鋼材）(一社)日本鉄鋼連盟資料
ｾﾒﾝﾄ）(一社)セメント協会資料

枚 1

m2 0.72

波型鋼板パネル m2 1 50 － 90.95 メーカーヒアリングによる

13.31

重量

備考

コンクリート型枠 12.084.39

数量単位
CO2排出量

(kg)

メーカーヒアリングによる

コンクリート(30N/mm2)の単位

セメント量420kg/m3で推定

コンクリート

(18N/mm2)
103.64 m3 15,862 15,966 19,825

残存型枠 13.31 m2 3,846 3,859 100%

コンクリート

(18N/mm2)
103.64 m3 3,235 3,339

残存型枠 13.31 m2 910 923

流動ソイル 88.2 m3 8,229 8,317

壁面材 90.95 m2 3,203 3,293

単位

80%

構　　造　　区　　分

コンクリート（18N/mm2）の単位セメント量はC=235kg/m3を想定

流動ソイルの単位セメント量はC=200kg/m3を想定

CO2排出原単位

(kg-CO2/kg)

15,873

②
コンクリート
＋流動ソイル
（現計画）

①
コンクリートのみ

C02排出量(kg)数量
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流動タイプ砂防ソイルセメントの大礫活用の試験施工結果報告 

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所  穂積 薫※) 岡崎正秀 

東亜コンサルタント株式会社             ○中濃耕司 

株式会社建設技術研究所 金野崇史 宇野澤剛 溝口裕也 佐伯響一 

１．はじめに 
砂防ソイルセメントは，現地発生土砂の活用とこれに伴う環境負荷低減，施工性・経済性の向上を図ることを目

的に，多くの砂防工事で活用されている。しかしながら，そのほとんどで“転圧タイプ 1)”が採用されており，

“流動タイプ 1)”の事例は少ないことが実状である。 

最上川水系立谷沢川内に計画される潜岩第２砂防堰堤では，豊富で良質な現地発生土砂が計画地点近傍で確保で

きることから，砂防ソイルセメントの活用が計画され，安定解析により最適断面の上流側のり勾配が 1：0.95 に設

定されるに至った。この緩い上流側のり勾配の影響で“転圧タイプ”なく“流動タイプ”が採用された。 

“流動タイプ”は，事例も少なく，現状では確立化された工法とは言い難い。そのため，適用性・妥当性の検証

のため，実施工に先立ち試験施工を実施した。本稿では，その試験結果を“流動タイプ”の特徴である 200mm 以上

500mm 以下の大礫活用に着目して報告する。 

２．試験施工概要 
図 1 に試験施工構造体形状を示す。流動タイプの砂防

ソイルセメント（以下，“流動ソイル”と称す）は，転

圧タイプと比較して単位セメント量，単位水量が多い。

そのため，発熱量が多くひび割れを発生させやすいこと

が懸念される。試験施工構造体は実構造物の形状を考慮

し，高さ 2m（１m×2 層），長さ 15m，天端幅 3m，下流

のり勾配 1：0.2，上流のり勾配 1：0.95 とした。構造

体は２つ準備し，２種の流動ソイル（大礫なし/あり）

の打設を行い，大礫の影響・効果を検証するものとした。

ここで，“大礫なし”は，Ｇmax＜200m の骨材のみによ

る流動ソイルで，その配合は表 1 に示す通りである。

“大礫あり”における大礫含有率は既往の施工実績から，

施工確実性が高い 30％（全体積に対する比率，図 2 参

照）を採用し，“大礫含有 30％”と称するものとする。

流動ソイルの試験施工は以下の手順で実施した。 

製造）攪拌・混合（標準攪拌時間；3 分/m3） 

大礫含有 30％は大礫なしの状態で攪拌・混 

合後，大礫投入後 0.5 分/m3で攪拌・混合 

運搬・投入) 25t クレーン＋1.5m3ベッセル 

打設・締固め）振動バイブレータ 

養生）ブルーシート養生 

 なお，試験施工は標高約 250m の立谷沢川左岸部で実

施した。流動ソイルの打設は令和 3 年 11 月 10 日～19

日に行い，スランプは練混ぜ直後で 15.5～19.0cm，製

造 90 分後で 5cm 以上であった。また，2 リフト目の打

設は中 1 日を標準としたが，大礫なしの構造体の施工時

には降雨の影響により，中 5 日となった。 

 大礫活用効果の検証として，打設直後の構造体内温度

計測及び硬化後のひび割れ状況の確認を行うとともに，

硬化後に採取したコアにより材齢 28 日の圧縮強度・単

位体積重量等の発現品質の測定を行った。 

３．試験施工結果 
3.1 圧縮強度・単位体積重量 

図 1 に示したように，各構造体で 7 本（φ125mm；

50cm×6 本及び 200cm×1 本）のコアを採取し，総計 24

本のコア供試体により圧縮強度及び単位体積重量を測定 

 

5
3
0
0 3
0
0
0

上流のり面(1:0.95)

下流のり面(1:0.2)

コア採取
（φ125mm，Ｌ=500/2000mm）

15000

2
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0

1
：
0.
2 1：

0.95

3000

打継目 無処理 打継目 セメントミルク

2リフト目

1リフト目

2リフト目

1リフト目

セメントミルク

図 1 試験施工構造体形状 

表 1 使用流動ソイル（大礫なし）の配合 

圧縮強度
(kN/mm

2
)

単位
体積重量

(kN/m3)

ｽﾗﾝﾌﾟ
目標値
(cm)

単位
ｾﾒﾝﾄ量

Ｃ

単位
水量
Ｗ

単位
土砂量

Ｇ

混和剤
Ａ

計

構造体)3.0
供試体)5.91

18.80
5cm
以上

200 215 1,706 3 2,121

高炉BB使用
Gmax=200mm
混和剤ポゾリス
　78R(遅延形)

目　標　品　質 配合量　(kg/m3)

備　　考

※）供試体の圧縮強度の目標値は，ISM工法マニュアル（案）より設定
スランプの目標値は打設時間中（経時変更時）の値

含有率表示

大礫(φ200～500mm)含有率

30%

流動ソイル（大礫なし）
(φ200mm未満礫を含む)

含有率

70%
大礫

大礫

大礫

大礫

大礫

図 2 大礫含有 30%の流動ソイルのイメージ 
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図 3 コアの圧縮強度・単位体積重量測定結果 

※)現在，国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所 
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した。その結果を図 3 に示す。図 3 より圧縮強度，単位体積

重量は，ともに目標品質（表 1 参照）を満足した。大礫含有

30％の方が単位体積重量は大きく，単位体積重量が大きいほ

ど圧縮強度が低下するなどの傾向が認められた。これは，流

動ソイルのセメント分と接触する骨材体積当たり表面積が，

大礫が多いほど少なくなり密着度が低下するためと推測され

る。圧縮破壊は大礫と流動ソイルの境界で，大礫が外部へ抜

け出すような形態で発生した。なお，実際の構造物では外力

作用には大礫の移動（抜け出し）がないように反力が作用す

ることから，試験値よりも大きな圧縮強さが期待される。 

3.2 打設直後の構造体内部温度 

大礫の温度は，通常，外気温程度で水和反応を行う流動ソ

イルのマトリクス部より低い。そのため，低温の大礫を含む

ことで，見かけの単位セメント量を低減（表 1，図 2 より大

礫含有 30%の流動ソイルの単位セメント量は 200×0.7＝

140kg/m3）できることを含め，発熱量の抑制が期待できる。

 図 4 には，構造体の表面から 10cm 及び 50cm の位置におけ

る内部温度の計測結果を示す。図 4 より，大礫を 30%含有す

ることで約 4℃以上の温度が低減したことを確認できた。 

3.3 硬化後のひび割れ 

 写真 1 に硬化後の 2 リフト天端面のひび割れ状況の一例を

示すとともに，大礫なし及び大礫含有 30%の構造体天端にお

けるひび割れ発生状況を表 2 に示す。 

 ひび割れは，セパ鉄筋及び大礫の影響で発生した沈下ひび

割れのみであった。大礫を 30%含有することでひび割れの発

生が低減する。ひび割れ本数の低減率は約 22%（＝(53-

41)/53）に過ぎないが，総延長や最大ひび割れ長は 70～74%

の低減が認められる。これらは見かけの単位セメント量及び

発熱量の低減による効果と考えられる。なお，沈下ひび割れ

の程度は軽微で，本試験施工ではひび割れ確認を目的とした

ため実施しなかったが，弱材齢時にタンピングで修復できる

程度であった。 

3.4 大礫含有の施工性に及ぼす影響 

流動ソイルに大礫を含有させることは，見かけのコンシス

テンシーを低下させる負の効果もある。写真 2 に大礫含有

30%の荷卸し状況を示すが，荷卸し時にその場所に留まる傾

向を示す。大礫含有 30%の流動ソイルは，振動バイブレータ

を使用しても水平方向の移動が少なく，型枠背面への充填が

困難であった。大礫の落下によりセパ鉄筋を損傷させること

も懸念されるため，型枠背面では流動性の高い大礫なしの流

動ソイルを使用することを標準工法と位置付けるものとした。

４．まとめ 
本稿では，潜岩第２砂防堰堤での施工に先立ち実施した試験施工により，流動ソイルを使用しても目標品質

（圧縮強度 3.0N/mm2，単位体積重量 18.80kN/m3）が確保できることが確認でき，流動ソイルの適用性・妥当性が

検証できた。また，転圧タイプでは使用できないφ200～500mm の大礫を積極的に活用することで，ひび割れ発生

が抑制され，構造体の品質が向上することが確認できた。紙面の関係上，本稿での報告は割愛したが，試験施工で

はφ500～1,000mm の巨石の活用も検討し，バックホウが作業できる条件であれば，巨石の活用が可能なことも検

証した。
土砂移動の著しい山間部の砂防河川において，現地発生土砂の活用比率が高くなれば，環境負荷の低減だけでな

く，施工性・経済性の向上にも大きな効果が期待できる。潜岩第２砂防堰堤での実施工では，本試験施工を踏まえ，
より積極的に現地発生土砂の活用を進めていくことが期待される。
本試験施工において，試験施工工事を担当した株式会社柿崎工務所並びに株式会社本久の関係者に，施工協力だ

けでなく，各種のアドバイスをいただいた。末筆ながらここに感謝の意を表します。
【参考文献】1)（一財）砂防・地すべり技術センター；「砂防ソイルセメント施工便覧（平成 28 年度版）」
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図 4 構造体内部温度計測結果 

写真 1 硬化後のひび割れ状況例(大礫なし) 

表 2 ひび割れ発生状況 

大礫なし 53本 977.2 (100％) 95.0 (100％) 18.4 (100％)

大礫含有30% 41本 293.0 (30.0%) 25.0 (26.3%) 7.1 (38.6%)

本数
ひび割れ長(cm)

平均値最大値総延長

写真 2 大礫含有 30％の荷卸し状況

沈下ひび割れ 

沈下ひび割れ 
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中・長期土砂流出対策として効果的な新型砂防施設の技術開発への取り組み 

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 

シバタ工業株式会社 北口滋雄，西村佳樹

1 はじめに 

平成31年3月に改定された国土交通省「河川砂防技術基

準 計画編」では，「砂防（土砂災害等対策）計画」につい

て，従来より対象にしてきた短期土砂流出対策に加えて，

中小降雨による中長期的な土砂流出対策計画を作成して必

要なハード対策を実施することとなった。

この改定内容に対応する砂防基本計画や小規模渓流対策

の実現に資する新型砂防施設の型式・材質・構造等を検討

したので発表する。

2 新型砂防施設に期待する機能および効果 

「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）」（以下，“その１”）1)では，まず短期土砂流出（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工法について研究を行い，その効果を

水路実験で確認した。これらの課題に対して，従来の透過

型砂防堰堤において問題となる点（下図中の NG 状態）と

解決案を検討し，これを満足する施設案を技術開発の方向

性として設定した（図-2.1～図-2.3）。 

図-2.1 鋼製透過型堰堤が土石流を捕捉した状態（ＯＫ）

 

図-2.2 捕捉した土石流の除石後に，掃流砂がすり抜ける

状態（ＮＧ） 

 

図-2.3 捕捉した土石流の除石前に，二次流出する

状態（ＮＧ） 

3 新型砂防施設が対象とする土砂流出現象 

3.1 土砂の流出形態 

前項で示した「NG状態」に該当する透過型砂防堰堤によ 

る捕捉が困難で，堰堤下流で小規模な氾濫を助長しやすい

「掃流砂」を捕捉の対象とした。 

3.2 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。 

①一般に，山地河川より下流区間の河川では，30年確率相 

当の規模で河道改修が行われることが多い。しかし，河川 

計画における河道の流下能力は，土砂含有を考慮しない流 

量を満たすものであり，土砂が混入した状態での治水安全 

性は担保していない。 

②透過型砂防堰堤を通過した含砂水流が下流河川に流出す 

ると，当該河川の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と考えられる。よ 

って，30年確率規模の洪水時に想定される流出土砂をコン 

トロールする必要がある。 

3.3 土砂の粒径（質） 

扇状地河川の代表的な河床礫径程度に相当し，透過型堰 

堤で捕捉できず，かつ堰堤下流部で河道流路内に堆積しや

すい粒径2cm以上の掃流砂を捕捉の対象（目標）とした。

4 水路実験で得られた課題 

“その１”水路実験では，スクリーンが満砂して越流し

ない限り，想定した掃流砂捕捉効果が期待できることを確

認した。しかし，スクリーンを設置した前庭部の空間が満

砂となった状態では，土砂がスクリーンの下流へ流出する

ことから，平時の無害な流砂で満砂しないよう，開閉可能

なスクリーンの構造を検討することが施設機能確保上の課

題として明らかになった。

図-4.1 “その１”水路実験の施設模型 

解決案：下流側に細粒成
分に対応したスクリー
ンを設置して捕捉

解決案：下流側に細粒成
分に対応したスクリー
ンを設置して捕捉
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5 材質・構造の検討 

水理実験で効果を検証した新型砂防施設の課題より，経

済性，施工性，開閉の難易等の視点から材質・構造を検討

した。

構造の検討にあたり，検討する新型砂防施設は土石流対

策堰堤の下流側に配置することから，施設本体にかかる外

力が軽減されるため，新型砂防施設は構造的に簡易にする

ことが可能である。相乗効果として経済性や施工性に優れ

るものとなる。

また，検討した基本構造から，本開発施設を「土砂捕捉

スクリーン工（仮称）」と呼称することとした。

5.1 基本方針 

砂防堰堤の本堤では維持管理が不利（堰堤を乗り越えて

のアクセスが困難）な条件において，維持管理が比較的し

やすい前庭部に，掃流砂捕捉を専用とする砂防施設を設置

する。

5.2 開発仕様 

①30 年確率出水時の粒径 2cm 以上の掃流砂の捕捉を目標

とする。

②対象地域のニーズに柔軟に対応できるよう新設・既設の

どちらでも設置可能にする。

5.3 適用範囲 

適用範囲は，土石流の直撃を受けない，土砂流出形態が

掃流の箇所とした。

5.4 設計荷重 

水理実験の流況観察により，設計荷重は次の通りとした。 
①自重 ②堆砂圧 ③静水圧 

計画施設の性能として，堆砂圧，静水圧の作用に対して

安定することが求められる。

5.5 材質 

水は通過させ，礫のみを捕捉できるよう，透過性の高い

材質とする。以下の３タイプを検討した結果，鋼製チェー

ンを主部材とした。

表-5.1 材質の比較 

5.6 構造部材・機能部材 

①構造部材：強度を受け持つ部材（鋼製チェーン，弾性

チェーン）

②機能部材：礫を捕捉する部材（ネット等）

③支持部材：①②を支持する部材（鋼製フレーム等）

5.7 開閉方法 

開閉方法は，土砂捕捉スクリーン工の技術開発で要点で

あり，維持管理の容易性を考慮して，人力でも開閉が可能

な方法を採用した。

図-5.1 開閉方法 
5.8 標準設計手法・設計図書の作成 

土砂捕捉スクリーン工を構成する主要部材（構造部材・

支持部材）の寸法・規格等の決定に必要な構造照査を行う

ため，前項までの成果をもとに標準設計手法・標準構造図

の素案を作成した。

図-5.2 土砂捕捉スクリーン工標準構造図（素案） 
6 まとめ 

本技術開発は，「河川砂防技術基準」（平成 31 年 3 月）」

の改定内容に対応する砂防基本計画の実現に資する新型砂

防施設を開発して標準設計手法を確立するために実施した

ものである。

今回研究開発した新型施設は，出水後の細粒土砂に起因

する集落等での氾濫被害を軽減するための機能を有してお

り，また，設置に際しての経済性，施工性，維持管理でも

既存工法に比べて優位な点を有するものと考えられる。

実用化に向けた今後の課題としては，施工実績を得るた

めに試験施工フィールドの確保が課題である。また，実物

大施設による強度試験や試験施工による現場での実績を踏

まえた性能確認が必要である。

この新型施設を活用した将来展望としては，例えば市街

地周縁部の新興住宅地や山間地で流末水路が十分でない集

落等において，これまで有効な対策が取られてきていなか

った細粒土砂による氾濫被害を防止・軽減できること等が

挙げられる。

【参考文献】1) 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）；砂防学会研究発表会概要集, 
2021,R4-011 
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豪雨による防災ハード対策施設の破壊に作用した外力についての予備的検討 

九州大学大学院  〇石丸桃子・佐藤忠道 

九州大学大学院農学研究院  水野秀明・執印康裕 

1. はじめに

大規模な豪雨が発生すると、流域内の複数の谷や

斜面から土石流が発生する。この場合、土石流・流木

捕捉工は複数の方向から流れてくる、複数の土石流

を捕捉することになり、これまで想定していなかっ

た外力を受ける可能性がある。 

例えば、平成 29年 7月九州北部豪雨の際、福岡県

朝倉市内を流れる妙見川では、複数の谷や斜面から

複数の土石流が発生し、砂防堰堤や治山堰堤が損傷

した。特に、山尾坂砂防堰堤の場合では、災害直後の

平成 29 年 7 月 13 日に撮影された航空写真（国土地

理院,2017）によれば、土石流は本川だけでなく左岸

側の谷から当該砂防堰堤に流れ込み、左右岸の非越

流部と越流部の一部を破壊し、下流に運搬した。 

このような複数の土石流が複数の方向から砂防堰

堤に流れ込んで、砂防堰堤の部位を損傷させた事例

はあまり多くなく、その破壊過程や砂防堰堤の受け

た外力は十分に明らかになっていない。 

 そこで、本研究は、平成 29年 7月九州北部豪雨に

よって破壊された山尾坂砂防堰堤に着目し、複数の

土石流が複数の方向から砂防堰堤に流れ込んだ場合

に当該砂防堰堤が受ける外力と破壊過程を明らかに

することを目標として、まず土石流発生時の降雨状

況、損傷した砂防堰堤の部位の流下状況、土石流の堆

積状況を明らかにすることを目的とする。 

2. 降雨状況

図 1は堰堤上流の小流域における 2つのメッシュ 

図 1 降雨状況 

のレーダーアメダス解析雨量を 2017年 7月 4日から

7日にかけて 1時間ごとに示している。図中の i, jは

メッシュの番号を示す。7月 5日の最大時間雨量、日

雨量は i=1020, j=1751で125mm/h、795.2mm/日、i=1020, 

j=1752 で 130mm/h、815.6mm/日であった。堰堤から

1 番近いアメダス朝倉観測所とは約 6.6km 離れてい

た。アメダス朝倉観測所では、7 月 5日の最大時間雨

量、日雨量は 106mm/h、516mm/日であった。 

3. 砂防堰堤の部位の流下状況と土石流の堆積状況

図 2 は設置されていた堰堤の位置と災害後に確認

された破片の位置である。北東側が上流であり、下流

側で 4 つの破片が確認された。図 1 の①・②の破片

は右岸側で停止していた。②のブロックは堰堤本体

と推定した。 

図 3 は災害後の調査で撮影された堰堤の破壊状況

を示す。堰堤の図 3(a)は災害後の堰堤上流の土砂の

堆積状況である。堆積物に巨礫、大木が見られないこ

とから、堰堤の破壊の原因は土石流流体力であると

考えられる。図 3(b)は堰堤下流側の破壊状況である。 

さらに、災害前と後の標高差をとることで、土砂の

堆積状況を調べた。図4は災害前後の標高差を示す。  

図 4(a)は妙見川本川上の縦断断図(A-A’)、横断図(B-

B’)をとった位置である。横断図(B-B’)は妙見川本川

上で確認された堆積土砂の位置をとっており、B’は

左支川の最下流地点である。図 4(b)は縦断図(A-A’)、 

図 2 山尾坂砂防堰堤と破片の位置 
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図 3 堰堤の破壊状況 

横断図(B-B’)である。点線は災害前の 2016 年時点、

実線は災害後の 2017 年 7 月 13 日時点での標高を示

す。縦断図(A-A’)、横断図(B-B’)ともに災害前に比べ

て災害後に標高が高くなっていることが分かる。縦

断図(A-A’)はほぼ一様に標高が高くなっているが、横

断図(B-B’)では土石流ローブのような地形を呈して

いる。このことから、土石流は妙見川本川で発生した

後に、妙見川左支川で発生したと推察される。図 2,3,4

から、堰堤は、妙見川本川で発生した土石流の流体力

を受けて破壊した後、残っていた堰堤も左支川で発

生した土石流の流体力を受けて破壊し、破片①・②は

左支川からの土石流により右岸側に押し流され、停

止したと考えられる。 

今後、大規模な豪雨が発生した際、このように想定

していなかった方向からの土石流の外力を受ける可

能性がある。そのため、支川からの土石流の影響を明

らかにすることができれば、今後の砂防堰堤の設計

の基礎資料となると考えられる。 

そこで、今後は図 2 の①・②の破片に着目し、支

川からの土石流の影響を把握していくこととする。 

4. おわりに

平成 29年 7月九州北部豪雨によって破壊された山

尾坂砂防堰堤に着目し、土石流発生時の降雨状況、損

傷した砂防堰堤の部位の流下状況、土石流の堆積状

況を明らかにした。その結果、堰堤上流域の降雨状況

は、アメダス朝倉観測所よりも強い降雨であった。破

壊された砂防堰堤の部位の流下状況は、4つの破片を

確認し、そのうち 2 つが右岸側で停止していた。土

石流の堆積状況は、巨礫や大木を含まず、左支川から

の土砂が堆積していた。今後は堰堤に作用した外力

と破壊過程を明らかにする予定である。 

(a) 縦断断図(A-A’)、横断図(B-B’)の位置

(b) 縦断断図(A-A’)、横断図(B-B’)

図 4 災害前後の標高差

本研究の遂行にあたり、福岡県県土整備部砂防課に

は現地調査の便宜を図っていただき、朝日航洋株式

会社には災害前後のSFMのデータを提供していただ

きました。ここに深く謝意を表します。 

参考文献 

気象庁(2018):【災害時気象報告】平成 29年 7 月九州

北部豪雨及び 6 月 7 日から 7 月 27 日までの梅雨

前 線 等 に よ る 大 雨 等

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/saigaiji/saiga

iji_2017/saigaiji_201801.html (2022/04/07 閲覧)  

国土交通省国土技術政策総合研究所砂防研究室

(2016)土石流・流木対策設計技術指針解説,国土技

術政策総合研究所資料,第 2節 pp.5-9 

国土地理院(2017):平成 29年７月九州北部豪雨に関す

る 情 報 、 https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H29hu 

kuoka_ooita-heavyrain.html（2022/04/08閲覧） 

(a)堰堤上流の土砂の堆積状況 (b)堰堤下流側の損傷状況
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3 次元データを活用した堰堤配置計画 

中電技術コンサルタント(株) ○河井 恵美，杉原 成満，濱田 隆敬，大盛 泰我 

(株)ラグロフ設計工房 石澤 好則，青井 航太 

１．はじめに 

国土交通省は、建設業の生産性向上のために 3 次元データを活用したBIM/CIM 活用を推進しており、2023 年度までに小

規模を除くすべての公共工事におけるBIM/CIM 原則適用に向け、段階的に適用を拡大している。また、国土数値情報（DEM）

が公表されるなど、3 次元地形データを容易に入手できる状況になっている。しかしながら、砂防施設の配置設計では、流

域界や流路等の流域諸元は 2 次元地形図を用いて設定し、施設形状も 2 次元図面を用いて検討されているのが実情である場

合が多く、これらの検討には多くの時間を要することから、今後は砂防施設設計においても 3 次元地形データを活用した計

画から設計までの一連の流れにおいて、生産性の向上に取り組んでいく必要がある。 

本稿は、3 次元地形データを活用した砂防施設設計の効率化に関する試みとして、流域諸元の自動設定やパラメトリック

モデルによる施設規模・施設形状の決定についての試行結果を報告するものである。 

２．3次元データを活用した配置計画 

(1) 3次元パラメトリック設計の概要

本検討手法は、DEM 等の点群データから 3 次元

地形モデルを作成し、砂防堰堤に必要な流域諸元

の設定や、施設効果量の算定、堰堤形状の 3 次元

モデル化について、設計パラメータ(数値)を入力

と連動した自動計算でき、2 次元図面を介さず砂

防堰堤の施設配置計画を行うことが可能である。 

検討に用いる主な設計パラメータは表-1 に示す

とおりであり、設計条件である土石流諸元（土石

流ピーク流量、土石流流体力等）や堤体の安定性

に関する条件（堰堤高、天端幅、水通し幅、上下

流法勾配）及び施設の形状（必要根入れや嵌入長）

は、別途決定した上で与条件として与え、流域諸

元、施設効果量、コンクリート量等は自動算出さ

れる仕組みとなっている。 

(2) 流域諸元の設定

DEMやLPなどの点群データで地形解析を行い、

地形の点群同士の位置関係をもとに、谷と尾根を

抽出し、谷・尾根ラインを設定する。尾根ライン

を結合することで流域界を設定し、流域面積の算

定ができた。また、谷ラインを結合することで、

土砂や流木を算定する流路の設定や平均渓床勾

配の算定ができた。 

また、与条件として、単位長さ当たりの移動可能土砂量や日雨量を入力すれば、移動可能土砂量と運搬可能土砂量 1)を計

算し、計画流出土砂量を算定することも可能である。 

谷・尾根ラインを自動で設定することができるため、これまで 2 次元図面を用いて実施していた作業が不要となり、流域

諸元を設定する時間が大幅に短縮できた。 

(3) 3次元パラメトリック設計による堰堤配置計画

堰堤位置は、表-2 に示す 3 案を 100m区間の中で堰堤長が短くなる地点を技術者判断により設定した。本検討では、選定

した 3 地点について、堰堤高を固定（堰堤高：14.5m）した検討を行うことで効率的な堰堤位置の選定に関する試みとして、

 
 

図-1 流域諸元の設定（第1案） 

表-1 検討に用いる主な設計パラメータ 

 

 

 

 

(a) 谷・尾根ラインの抽出

(b) 流域面積の算定、流路延長の算定

変数 内容 備考

堰堤位置 任意の位置を指定

堰堤高 標高を指定

水通し幅・水通し高 数値入力とすることで3次元モデルと連動 計算は別途実施

天端幅 数値入力とすることで3次元モデルと連動

上下流法勾配 数値入力とすることで3次元モデルと連動 安定計算は別途実施

床掘勾配 数値入力とすることで3次元モデルと連動
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パラメトリックモデルを用いた施設効果量、コンクリート量、掘削土量の算定を行った。 

算定結果より施設効果量に着目すると、第 2 案が最も多く効果の高い地点となった。また、施設規模に着目すると、コン

クリート量が一番少ない第 1 案が経済的な地点となった。整備効率性の観点から施設効果量をコンクリート量で除した値に

着目すると、効率性が一番高いのは第 1 案となった。本検討ではさらに、地形改変の観点から掘削土量をコンクリート量で

除した地形改変率についても比較を行い、整備効率が高い第 1 案は、地形改変の影響についても最も小さい結果となった。

以上の検討結果より、第 1 案を堰堤位置として最適であると判断した。 

このように 3 次元設計を直接的に行うことで施設効果量等の自動算出が可能となることに加え、地形改変の影響も比較的

容易に把握できることから、施設配置計画の検討が効率的かつ効果的に実施できるものと考えられる。 

３．活用効果の検証 

本検討に要した時間は、3 次元地形データの取り込み等の準備が概ね 2.0 人日、配置設計の 1 案分の流域諸元設定と表-2

に示すような施設効果量、コンクリート量、掘削土量の算定が概ね 1.5 人日と短時間での作業が可能であった。本検討では

技術者が 3 案を設定した上で比較検討を実施したが、堰堤位置の候補地が複数ある場合等においては本検討手法を用いるこ

とで、最適案を効率的に選定することが可能になると考えられる。 

また、本検討では、根入れや嵌入長等の設定は手動で行い、堰堤形状モデルは、自動作成している。自動で作成された堰

堤形状モデルを活用することで、視覚的な確認が可能となることから嵌入量不足等のエラー防止に繋がる。また、施設配置

による堆砂範囲や掘削範囲を容易に確認できるため、周辺地形に与える影響や後工程での課題を早期に把握することにも繋

がり、品質向上に寄与すると考えられる。 

４．おわりに 

本稿では、3 次元地形データの活用により 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により、効率化を図る

ことで生産性の向上を試みた。その結果、流域諸元の設定や堰堤の最適な配置計画に必要な施設効果量の算定やコンクリー

ト量算定等を自動算出とすることで、通常の 2 次元設計に対して大幅に検討時間を短縮できることを確認した。さらに、掘

削モデルを活用することで周辺地形への影響も把握することで検討の精度向上も可能であると考えられる。 

本稿では試行的に予備設計レベルの検討を行った。今後も、検討を続けて行き、生産性の向上に組んでいく予定である。 

謝辞：本検討にあたり、国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所には 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。 

参考文献 1)砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説 平成28年4月 国土交通省 国土技術政策総合研究所 

表-2 3次元パラメトリック設計による施設配置比較

配置案 第1案(№0) 2案(№3) 3案(№4+10)

平面図

①施設効果量（m3）(３D計測) 60,023 60,240 47,637

②整備効率性(①/③) 20.0 19.7 15.3

堰堤高さ（m） 14.5 14.5 14.5

水通し天端標高（m） 131.5 134.3 135.5

根入れ確認値（m） 2.081 2.095 2.053

堰堤モデル

③コンクリート量（m3） 2,998 3,065 3,106

掘削モデル

④掘削土量（m3） 6,110 10,490 14,088

⑤地形改変率(④/③) 2.0 3.4 4.5

－ 446 －



砂防施設設計における 3 次元データ・BIM/CIM モデルの活用 

国土交通省 中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所 國時正博，眞田淳二,熊本勝史，梶正範，加國奈緒子 

中電技術コンサルタント(株) ○髙橋 源貴※1，河井恵美,來須洋二,杉原成満,大盛 泰我 

１．はじめに 

豪雨に伴う土砂災害は毎年発生しており、災害発生後は

二次災害防止や再度災害防止の観点から調査、砂防施設の

設計及び施工を効率的かつ迅速に進める必要がある。国土

交通省では、一連の建設生産システムの業務効率化や成果

品質向上を図る目的からBIM/CIM 導入を推進しており、砂

防分野においても様々な場面で活用が進められている。 

本稿では、直轄砂防事業の災害対応において発災直後か

らCIM を導入し、砂防堰堤の迅速な工事着手に向け、業務

の各段階（調査・測量、概略設計、予備設計、詳細設計）

において活用した事例とその成果について報告する。 

２．災害直後の調査・測量における活用（調査・測量段階） 

発災直後は崩壊地を含め、広大な範囲を迅速かつ効率的

に調査するとともに、施設の設計段階への円滑な移行が要

求される。本事例における対象渓流の流域面積は 0.065km2

と広大であり、現地測量では計測に多くの時間を要する。

また、渓流内には不安定土砂の堆積や渓岸侵食等が発達し

ている場所もあるため、作業上の安全性も懸念される。 

そのため、本事例ではUAV レーザを用いた地形測量（LP

測量）を実施した。取得したLP データは 3 次元データであ

り、詳細設計で要求される地図情報レベル 500 の精度を有

しているため、設計段階でのCIM の活用が可能となる。ま

た、調査・測量段階でUAV レーザを導入することで、現地

測量と比較し約 1.5 ヶ月の測量作業期間の短縮が図れた。

更には、LP データの取得と併せてオルソ撮影も行うこと

で、図-1 に示すような崩壊地等含めた流域全体のカラー点

群による 3 次元的な表現や、サーフェスモデルにオルソ画

像を重ねた地形モデル等の視覚的に分かりやすい 3 次元モ

デルの作成が可能となった。 

図-1 UAV計測により作成した3次元モデル 

3．災関申請書の作成段階における活用（概略設計段階） 

発災後は迅速な調査を実施するとともに、期限内に災関

申請書を作成する必要がある。そのために、早急に堰堤位

置の設定と施設設計検討を進めた。 

本事例では、受発注者間の合意形成の円滑化のために、

UAV により取得した LP データから作成した地形モデルに

詳細度 200 程度の砂防堰堤の構造物モデルを重ね、CIM 統

合モデルを作成した。更に関係機関協議や地元への事業説

明での活用を想定し、図-2 に示す AR 機器（Trimble Site 

Vision）を試行的に活用した合同現地調査を実施した。机上

の図面だけでなく、AR を用いて現地で災関堰堤の完成イメ

ージの共有を図ることで相互に理解が深まった。 

図-2 使用したAR機器（Trimble Site Vision） 

4．砂防堰堤の配置計画における活用（予備設計段階） 

予備設計段階においては、堰堤の配置計画が重要となる。

配置計画では、計画地点の左右岸の地形や下流の取り付け

計画等の制約に配慮するとともに、管理用道路の計画も鑑

みた堰堤位置を3案立案し、最適案を検討する必要がある。 

従来、砂防堰堤の配置計画は 2 次元図面主体で実施する

が、ここでは、図-3 に示すように詳細度 200 程度の砂防堰

堤の構造物モデルを 3 案について作成し、比較検討を実施

した。また、図-3 の右側に示すように最適案の堰堤位置に

ついての管理用道路ルートは、3 次元設計ソフトを用いて検

討した。3 次元的に検討することで、ルート検討に要する時

間が削減できた。更に、管理用道路の計画イメージを分か 

崩壊状況把握

地形データ取得

計測に用いたUAV：MATRICE 300 RTK 

※1 現所属：国土交通省 国土技術政策総合研究所 

AR機器（Trimble Site Vision）の画面キャプチャ 

拡大 

使用イメージ 

カラー点群による流域全体の状況 

地形モデル（サーフェス+オルソ画像） 
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断面節約範囲 軟岩Ⅱの境界

りやすく示すことが可能となり、受発注者協議において選

定した堰堤位置が妥当であることの説明を容易にした。 

また、構造物モデルを作成することで、各案の堰堤コン

クリート量の算定が容易となるため、本事例では経済性の

比較に際して必要な施工数量のチェックにも活用した。 

図-3 砂防堰堤の配置計画において作成したCIMモデル 

5．砂防堰堤の細部構造決定における活用（詳細設計段階） 

(1)本堤袖部の形状決定における活用～人工地山の要否～

当該堰堤計画地点の左岸側の斜面は急峻であり、軟岩Ⅱ

相当の岩盤が露頭している。そのため、基準どおり袖部を

地山に嵌入させた場合、掘削影響範囲が大きくなるととも

に施工時の掘削に相当の時間を要することが想定された。 

そこで本事例では図-4 に示すように、袖部の細部構造の

決定にあたり、CIM モデル（軟岩Ⅱ地層モデル+構造物モデ

ル）を試行的に活用し、軟岩Ⅱへの嵌入の程度を確認した。

また、図-5 に嵌入の有無による袖部の構造の違いを可視化

したものを示すが、コンクリートボリュームの削減量が一

目で確認できることから、人工地山を採用した場合の細部

構造の照査にも有効であった。 

図-4 袖部の細部構造確認 

図-5 嵌入の有無による袖部の構造の違い 

(2)本堤基礎の形状決定における活用～断面節約の範囲～

地質調査結果より堰堤計画地点の基礎部は、軟岩Ⅱ相当

の岩盤が広く分布していることが確認されたため、本堤基

礎の形状決定にあたり断面節約の適用可能範囲を検討した。

岩盤部においては、土砂部と比較して掘削の日施工量が減

少するため、当該堰堤の施工を滞りなく進めるためには、

事前に設計段階で軟岩Ⅱの範囲を 3 次元的に把握し、それ

を踏まえた断面節約範囲の検討が重要であると考えた。 

本事例では、そのような後工程における工程遅延等のリ

スク軽減の観点から、図-6 に示すような 2 次元的な断面節

約範囲の検討に加え、図-7 に示すような軟岩Ⅱを対象とし

た 3 次元地層モデルを作成し、構造物モデルを重ねること

で、断面節約範囲を 3 次元的にも確認した。 

 

図-6 2次元図面による断面節約範囲の設定 

図-7 3次元モデルによる断面節約の形状確認 

6．おわりに 

本稿では、災害発生直後からCIM を導入し、業務の各段

階において活用した事例とその成果について報告した。発

災直後の調査・測量から、概略設計（災関申請書作成時）、

予備設計、詳細設計の各段階においてCIM モデルを活用す

ることで、受発注者間の円滑な合意形成や設計成果の品質

向上につなげることができた。 

一方で、ガイドラインには段階毎の活用事例は示されて

いるものの、モデル作成の詳細度に対する活用効果の事例

は十分ではなく、手探りの状態である。そのため、工程的

に厳しい制約がある災害対応で積極的にCIMを活用してい

くためには、それらの体系化を進めることで活用の幅が広

がると考えられる。また、災害対応においては早急な堰堤

立ち上げが急務であるため、設計段階と施工段階での密な

情報連携を図るとともに、後工程での活用を念頭に置いた

モデル作成も課題である。 

今後は、同様の場面での活用事例を増やしながら、調査・

設計段階における活用効果として挙げられるフロントロー

ディングの実現に向けて、施工段階や維持管理段階を含め

た事業全体の効率化の施策を検討していく必要がある。 

参考文献 1)BIM/CIM活用ガイドライン（案） 共通編 令和3

年3月 国土交通省，2）BIM/CIM活用ガイドライン（案） 砂

防及び地すべり対策編 令和3年3月 国土交通省 

断面節約範囲 

3案分の砂防堰堤の構造物モデル 

管理用道路の計画 

本堤正面図（上流側） 

本堤（上流側より） 

人工地山の採用によるコンク

リートボリューム」の削減量を 

視覚的に確認できる。 

本堤側面図 
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砂防堰堤の改築におけるコンクリート腹付け時の温度応力に及ぼす要因分析 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○飛岡 啓之，堂ノ脇 将光，角田 皓史 

国土交通省 六甲砂防事務所 光永 健男，西村 信彦※，辻田 英幸※，山崎 卓也，田村 仁志※ 

※所属は2022年3月時点 

１．はじめに： 

砂防堰堤の補強工事においては，コンクリート腹付け（以下，腹付け補強工事という）による断面増大が多く行われる。腹付け補

強工事は，既設堤体が干渉することにより，内部応力を超えた引張力が生じることで外部拘束温度ひび割れが発生する可能性があり，

ひび割れの原因となるコンクリートの温度上昇規制について慎重な対応が求められる。 

一方，砂防堰堤工事の生産性向上に向けた検討の一環として，令和3年4月に「砂防堰堤工事の生産性性向上に向けたコンクリー

トの配合について」の事務連絡 1)が国土交通省砂防部から発出された。今後，腹付け補強工事においても，スランプ 8（ポンプ打設

施工）を選定することが想定され，温度応力解析等により品質に対する影響を十分に確認したうえで採用可否を判断する必要がある。

これまで，新設堰堤を対象として，スランプ 8 以上で施工された施工後調査や温度応力解析によるひび割れ照査を検討した報告 1) 2)

は多くみられるものの，腹付け補強工事を対象に温度ひび割れの影響を報告した事例は少ない。 

本稿では，既設砂防堰堤への腹付け補強工事において，有限要素法による三次元温度応力解析を実施し，コンクリート配合，気象

条件，リフト割，地盤条件，型枠，養生方法など様々な条件変更に伴うひび割れの影響を検討し，ひび割れリスクの要因分析を検討

した事例について報告を行うものである。 

２．検討概要： 

2.1 検討対象施設概要 

対象堰堤は，昭和26年竣工，堤高Ｈ＝18.6ｍ，堤長74.0ｍの粗石

コンクリート堰堤であり，その後，現行基準に対する安定性を確保

するため，平成24年2月～平成26年3月にかけて既設堰堤上流側

に幅1.5～8.7ｍでコンクリート腹付けが実施されている。（図-1）基

礎地盤は，軟岩Ⅱとなっており，基礎は岩着している。 

竣工後，毎年実施している施設点検では，腹付け補強コンクリー

トにひび割れ等の変状は確認されていない。 

2.2 解析手法 

温度応力解析は有限要素法を用いた三次元温度応力解析プログ

ラムを使用した。解析モデル（図-1）及び解析手順（図-2）を示す。 

解析条件は，「マスコンクリートのひび割れ制御指針2016（公社）

日本コンクリート工学会」に準拠した。ここで，温度ひび割れ指数

は，次式（1）で求められ，値が１以下の場合，ひび割れ発生確率

は50％以上となり，値が小さいほど発生確率が高くなる。 

温度ひび割れ指数
コンクリートの引張強度

温度応力
・・・（１） 

2.3 解析ケース 

解析ケースは，工事図書に基づき実際の現場条件を再現した

ケース（ケース1）を実施したうえで，コンクリート配合（スラ

ンプ値），気象条件，リフト高，型枠種類，地盤条件を変えたケ

ースを比較検証として実施した。（表-1） 

表-1 解析ケース 

ｹー ｽNo 目 的 変化させた条件 

1 施工実績値による再現性確認 － 

2 Co配合（ｽﾗﾝﾌ゚ 値）による影響把握 ｽﾗﾝﾌ゚ 5（実績）⇒ 8 

3 気象条件（外気温）による影響 冬季施工（実績）⇒ 夏季施工 

4 リフト高による影響把握 ﾘﾌﾄ高1.0ｍ（実績）⇒2.0ｍ 

5 型枠種類による影響 普通型枠（実績）⇒ 残存型枠 

6 基礎地盤条件による影響 軟岩（実績）⇒ 硬岩 図-2 温度応力解析手順 

図-1  対象堰堤断面図と解析モデル 

上流側より 

下流側より 

上流側 
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３．検討結果と考察： 

 各ケースの解析結果（ひび割れ指数分布図）を図-3に示す。施工実績を再現した解析（ケース1）では，腹付け厚さが薄くなる

堤体上部～袖部にかけての打継ぎ目接続箇所で，表面部にひび割れ指数 1.0 を下回る箇所が散見されるがコンクリート内部では

確認できない。 

 スランプを大きく（スランプ5⇒8）した解析（ケース2）では，ケース1と比較し，最小ひび割れ指数に大きな相違は見られな

い．新設堰堤を対象とした既往報告１）と同じく，スランプを大きくすることによるひび割れの影響は少ないと考えられる。 

 気象条件を変化（冬季施工⇒夏季施工）し

た解析（ケース3）では，ケース1と比較

し，コンクリート表面の最小ひび割れ指数

が全体的に改善されるが，反対に，コンク

リート内部では最小ひび割れ指数が悪化

する傾向となった。温度ひび割れの原因と

して，内部拘束と外部拘束があるが，夏季

は，外気温とコンクリート表面の温度差が

冬季と比較し小さいため，内部拘束による

打設時初期のひび割れが発生しにくくな

る。一方で，夏季のほうがマスコンクリー

ト内部の温度が高くなり，体積変化により

既設堰堤により拘束される度合いが大き

くなることで，外部拘束温度ひび割れが発

生しやすくなったものと考えられる。 

 1 回の打設リフト高を増加（1.0m⇒2.0m）

した解析（ケース4）では，ケース1と比

較し表面・内部全体に渡りひび割れ指数の

顕著な悪化がみられる。一度の打設量が大

きくなることによりコンクリートの温度

上昇に加え，既設堤体による拘束度の増加

が大きく影響したためと考えられる。 

 型枠を変えた（普通型枠⇒残存型枠）解析，

基礎地盤条件を変えた（軟岩⇒硬岩）解析

では，最小ひび割れ指数に顕著な相違は見

られなかった。 

４．おわりに： 

本検討では，腹付け補強工事において，スランプ5とスランプ8のコンクリート配合自体の違いによる温度ひび割れに及ぼす影響

は非常に小さく，「気象条件（打設時期）」と「打設リフト高」の影響が大きいことが分かった。温度応力の観点から，1回に打込む

打設ブロックの高さ（H）と幅（L）の比（H／L）を抑えるほど温度応力の抑制につながる 3)とされており，本検討においてもこれ

が裏付けされた結果と考えられる。 

腹付け補強工事は，1 ブロックあたりの打設量が新設堰堤よりも小さく施工性に劣ることから，1 リフト計画高を上げることで工

期短縮を図り生産性向上につながることが考えられるものの，リフト高の増加はひび割れ発生に大きな影響を及ぼすことが懸念さ

れることから，慎重な対応が必要である。また，今回は堰堤上流面への腹付けを対象とした検討であったが，既設堰堤が満砂の場合

は下流面に薄く等厚で腹付けすることも多い。今後，腹付け補強工事の品質確保のため，今回とは異なった腹付け形状での解析デー

タや現場での計測データ等を蓄積したうえで，最適なコンクリート配合やブロック割，打設手順などの目安や標準化に向けた検討を

進めていきたい。 

【参考文献】 

１） 国土交通省砂防部：事務連絡，砂防堰堤工事の生産性向上に向けたコンクリートの配合について，2021 

２） 安田ら：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，2021砂防学会研究発表会概要集223 

３） マスコンクリートのひびわれ制御指針2016，公益社団法人 日本コンクリート工学会 

図-3 解析結果（ひび割れ指数分布図） 
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巨礫衝突による砂防堰堤の健全性評価と対策工法の検討 

国土交通省 中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所 國時正博，熊本勝史，山本智一，鷺永司 

中電技術コンサルタント(株) ○杉原成満，髙橋源貴※1，大盛泰我，大上峻平 

１．はじめに 

土石流発生時に砂防堰堤が受ける流体力や衝撃力は流量、

流速及び礫径が大きいほど大きく、破壊が生じやすくなる

と考えられる。これらの外力に耐え得る構造として、砂防

堰堤の天端幅は衝突する最大礫径の 2 倍を満足することを

基本として決定されるが、巨礫の衝突に伴う砂防堰堤の損

傷について検討された事例は少ない。また、礫径が大きく、

天端幅が 4m を超過するような場合には別途緩衝材の設置

や鉄筋による補強等の対応を行うことが示されているもの

の、それらの対策効果について検証された事例も少ない。 
本稿は、2次元平面ひずみ体系による動的応答解析によっ

て計画規模の土石流に伴う巨礫衝突時における砂防堰堤の

損傷評価及び緩衝材設置による対策効果に関する検証結果

を報告するものである。 
２．解析モデルおよび解析条件 

(1) 堰堤、巨礫及び対策工の解析モデル

堰堤、巨礫及び対策工の解析モデルと各諸元を図-1 に示

す。検討断面は非越流部とし、衝突を想定する巨礫はφ2.1m
の円形体（最大礫径D95相当）とする。また、巨礫衝突に関

する対策工は、衝突エネルギーの緩和を目的とした緩衝材

とし、材質はソイルセメントとする。また、設置厚は施工

性および最大礫径を踏まえた 3.0mとした。 
これらの解析モデルは、いずれもソリッド要素でモデル

化しており、メッシュサイズは本堤を水平方向に 100 分割

（40～100mm程度）とし、巨礫及び対策工のメッシュサイ

ズは衝突位置、接触箇所において堰堤と同サイズとなるよ

うに設定した。 
(2) 荷重条件及び境界条件

解析で考慮する荷重は、①堰堤及び巨礫の自重、②静水

圧、③堆砂圧、④土石流流体力及び⑤巨礫衝突荷重である。

ここで、巨礫の衝突速度は土石流の流速より 5.07m/s とし、

衝突位置は本体上部（水通し天端から衝突礫径の 1/2 を下げ

た位置）とした。また、解析モデルの境界条件は、底面を

固定境界（水平・鉛直方向の運動を拘束することで巨礫衝

突荷重を全て堤体等に伝える）とし、本堤と対策工の間は

接触条件（圧縮力は作用するが引張は伝達しない）とした。 
(3) 材料物性

堰堤、巨礫及び対策工（ソイルセメント）の主な材料物

性を表-1 に示す。本堤の構成則は衝撃解析用非線形コンク

リート構成則CAPROUS1)を適用し、巨礫は保守的な評価を

行う観点で線形弾性体とした。また、対策工の破壊判定は

既往文献 2）を参考に静水圧による破壊基準を用いた。 
ここで、対策工は「あえて破壊させることで礫衝突エネ

ルギーを吸収させること」を目的とした緩衝材であるため、

強度は緩衝材としての形状が保てる程度（1.0N/mm2程度）

で十分であるが、発現強度のバラツキを考慮した保守的な

条件設定として圧縮強度は 4.5N/mm2とした。また、ヤング

率は既往文献 3）を参考に圧縮強度の300倍とした（E=300qu）。 
3．解析結果及び考察 

(1) Case1:未対策時

巨礫の衝突に伴う堰堤の破壊性状を図-2abcに示す。図よ

り、堰堤は巨礫衝突直後に衝突に伴う凹みに引きずられ、

局所的な曲げ引張による破壊が生じている（図-2a）。その

後、礫が反跳するタイミングと同時に堰堤が下流側へ沈み

込む挙動を始め、堰堤全体がスイングすることで破壊（ひ

び割れ）が堤体下流面に向けて進展している（図-2b）。こ

のような荷重作用に伴う変形により、衝突位置近傍で発生

した破壊（ひび割れ）が最終的には下流面に達しており、

巨礫衝突位置上部のコンクリート塊が分離するような破壊

※1 現所属：国土交通省 国土技術政策総合研究所 

底面：固定境界

境界：接触条件

堰堤 対策工

巨礫

諸元
材質 コンクリート

堰堤高(m) 11.5
天端幅(m) 4.0
材質 ソイルセメント

設置幅(m) 3.0
流速(m/s) 5.07
水深(m) 1.28

流体力(kN/m) 53.29
最大礫径(m) 2.1

堰堤

対策工

土石流

項目

図-1 堰堤、巨礫及び対策工の解析モデル及び各諸元 

表-1 堰堤、巨礫及び対策工に関する主な材料物性 

項目 コンクリート 礫 対策工(ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ)

密度(g/mm
3
) 2.3×10-3 2.6×10-3 1.897×10-3

構成則 CAPROUS 線形弾性 Drucker-Prager

ヤング率(N/m2) 2.16×1010 4.90×1010 1.35×109

ポアソン比 0.20 0.23 0.20

圧縮強度(N/mm2) 18.00 - 4.50

引張強度(N/mm2) 1.58 - 0.45

破壊則 CAPROUS - 静水圧による破壊
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状態となっている（図-2c）。なお、堰堤底面において曲げ

引張による破壊が生じているが、これは評価部材に巨礫衝

突荷重が全て伝わるよう底面を拘束したためである。 
(2) Case2:緩衝材設置時

対策工として緩衝材を設置した場合における巨礫の衝突

に伴う堰堤の破壊性状を図-3abcに示す。図より、巨礫衝突

直後に発生するひび割れが対策工を瞬時に貫通している

（図-3a）。ほどなくして礫は反跳するが、巨礫衝突時の衝

撃によって対策工が堰堤にもたれかかりながら倒れこむ挙

動を示しており、同時に対策工内に生じたひび割れが徐々

に広がっている（図-3b）。その後、堰堤が元の形状に戻る

際、対策工を押し返すことで巨礫衝突部以外にもひび割れ

が発生し、ひび割れは時間と伴に対策工全体に広がってい

くが、本堤に目立った損傷は生じていない（図-3c）。 
(3) 考察

各ケースにおける巨礫衝突荷重の時刻歴を図-4 に示す。

Case1 では巨礫と堰堤の衝突（剛な応答）であることから短

時間に大きな荷重が生じているが、Case2 では巨礫と対策工

の衝突（柔な応答）となることから、作用時間が長くなり、

衝突荷重は相対的に小さくなっている。 
また、礫の衝突荷重が最大になった瞬間における堰堤お

よび対策工の応力状態（図-2d、図-3d）に着目すると、Case1
では衝突位置近傍およびその周辺で、18MPa（静的圧縮強

度相当）を超過する応力が発生しているが、Case2 では対策

工が巨礫の衝突荷重を吸収・分散させることによって、堰

堤に発生した応力は 1MPa にも達していない。 

４．おわりに 

本稿では、2 次元平面ひずみ体系による動的応答解析によ

って、巨礫衝突時における砂防堰堤の損傷評価及び緩衝材

設置による対策効果について検証を行った。 
その結果、未対策時では巨礫の衝突位置付近に発生する

ひび割れが下流面に達するため、衝突位置上部のコンクリ

ート塊が分離するような破壊状態が想定されるが、ソイル

セメントによる緩衝材を設置することで巨礫の衝突荷重が

分散されることに加え、衝突エネルギーも緩衝材で吸収さ

れることから、堤体の損傷が低減されることが確認された。 
参考文献 1)M.Itoh et al.：NUMERICAL SIMULATIONS OF RC 

SLABS SUBJECT TO IMPACT LOADINGS BY USING THE IMPROVED 

CAPROUS CONSTITUTIVE MODEL,10th Int.Conf.on Shock & 

Impact Loads on Structures,Singapore,2013，2）飯塚ら：

礫衝突を受ける砂防 INSEM 堰堤モデルの衝撃応答に関する

基礎的研究，平成25年度砂防学会研究発表会概要集,2013，

3）砂防ソイルセメント活用ガイドライン,p37,2002

衝突位置の凹みに引

きずられ局所的な曲

げ(引張側)が発生

堰堤全体のスイング

による破壊の進展

破壊が下流面
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圧縮強度を超過

する応力

(a)衝突 3ms後      (b)衝突15ms後        (c)衝突 100ms後   (d)ミーゼス応力分布 

図-2 巨礫の衝突に伴う堰堤の破壊性状および応力分布(Case1:未対策時)
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(a)衝突 10ms後     (b)衝突20ms後        (c)衝突 100ms後    (d)ミーゼス応力分布 

図-3 巨礫の衝突に伴う堰堤の破壊性状および応力分布(Case2:緩衝材設置時)
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石積砂防堰堤の補強・改築における腹付工の事例と考え方

国立研究開発法人土木研究所 ○山田拓・石田孝司

  株式会社オリエンタルコンサルタンツ 秋山怜子・渡邊拓也・井口慧・遠藤里桜

1.はじめに

平成 30 年 7 月豪雨では土石流が多発したが,コンクリート砂防堰堤が整備されていた箇所では土砂

及び流木を捕捉し、下流での被害を軽減していた事例が見られた。その一方,戦後まもなく建設された

ものが多い石積砂防堰堤は,堰堤そのものが被災している事例が複数みられた。それを受けて、国土交

通省は学識者からなる「平成 30 年 7 月豪雨に伴う石積砂防堰堤の被災検証チーム」1)を発足し、補強・

改築の基本方針を取りまとめた。この中では被災のおそれが高く地域への影響の大きな石積砂防堰堤

の健全度を調査し,補強・改築等の必要な対策を早急に講じることとされ、その方針に沿って補強・改

築が全国的に行われている。

平成 30 年以降,土石流・流木対策設計技術指針 2)など現行の基準（以下，「現行基準」という。）

を満たすよう改築している箇所も増えてきているが,今後も補強・改築が必要な石積み砂防堰堤は多く

残っている。古い時代に施工された石積砂防堰堤の補強・改築には現地条件に応じた対策が求められ、

検討の際には過去の事例も参考とされる。

そこで本調査では，過去に実施された石積砂防堰堤の補強・改築事例をもとに,その目的と方法につ

いて整理を行った。

2.調査方法

国土交通省が全国から収集した石積砂防堰堤の補強・改築事例のうち 46 事例を対象とし，補強・

改築の理由，およびその内容について整理した。対象とした事例は，平成 29 年以降に補強・改築が

なされたものである。

49 事例のうち，既設石積砂防堰堤に対して補強・改築がなされた事例は 38 事例，既存石積砂防の

代替施設として新たな施設を設置した事例は 8 事例であった。このうち本稿では前者の 38 施設を対

象として，補強・改築の目的と内容を整理した。

腹付工 基礎改良 
緩衝材 
設置 

前庭保護
工の補
修・新設 

事例数 
合計 
事例数 

①部分透過型化や
嵩上げを実施した
事例

①-1 〇 - - - 1 
7 

①-2 〇 - - 〇 6 

②現行の基準を満
たすよう改築した
事例

②-1 〇 - - - 5 

17 

②-2 〇 〇 - 〇 3 

②-3 〇 - 〇 〇 1 

②-4 〇 - - 〇 7 

②-5 〇 〇 - - 1 

③欠損部修復を目
的に補強した事例

③-1 〇 - - 〇 5 

14 

③-2 〇 〇 〇 1 

③-3 - 〇 〇 - 2 

③-4 - - 〇 - 2 

③-5 - - 〇 〇 1 

③-6 - - - 〇 3 

表-１ 石積み砂防堰堤の補強・改築事例において実施された対策内容 
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3．調査結果 
3.1 捕捉容量を増やすことを目的として補強・改築した事例 

表-1 の①は，土砂および流木の捕捉容量を増やすことを目的として，不透過型の石積砂防堰堤

を部分透過型への改築，もしくは嵩上げを実施した事例である。①-1 は腹付工のみを実施したも

のであり 1 事例，①-2 は腹付工に加えて前庭保護工の補修・新設を実施した事例であり 6 事例あ

り，計 7 事例であった。前庭保護工の補修・新設を行った理由は，水叩きの損傷，あるいは本堤

下流部の基礎部に洗堀が見られたことであった。

3.2 現行基準への適合を目的として補強・改築した事例 
表-1 の②は，石積砂防堰堤が現行基準を満たしていないため，これを現行基準に適合させるこ

とを目的として補修を行った事例である。②-1 は腹付工のみを行った事例であり，5 事例あった。

②-2 は腹付工に加えて基礎改良，および前庭保護工の補修・新設を行った事例であり，3 事例，

②-3 は腹付工に加えて前庭保護工の補修・新設，および袖部に緩衝材を設置した事例は 1 事例あ

った。②-4 は腹付工に加えて前庭保護工の補修・新設を行った事例であり，7 事例，②-5 は腹付

工および基礎地盤改良を行った事例であり，1 事例，計 17 事例であった。

現行基準への適合を目的として補強・改築した事例は全て腹付工が実施されていた。また，腹

付工に併せて前庭保護工の補修・新設がなされている事例が 11 事例あった。その理由は，側壁

護岸や垂直壁が損傷を受けている，あるいは水叩き下流側が洗堀を受けていることなどが主であ

った。また，基礎改良を実施した事例は 4 事例あったが，いずれもその理由は，再設計の結果，

地盤支持力が不足していたためである。

3.3 欠損部修復を目的に補強した事例 
表-1 の③は，当面の暫定措置として，腹付工と併せて欠損部の修復等を行った事例，当面の堰

堤の保護等を目的として緩衝材を設置した事例，もしくは前庭保護工の補修・新設を行った事例

である。これらの事例はいずれも当面の措置として暫定的に行ったものである。

4. まとめ

今回対象とした石積砂防堰堤 46 事例の施工年は，最も古いものは大正 14 年，最も新しいもの

は昭和 54 年であり，昭和 30 年台以前に施工されたものが 8 割を超えていた。このように古い施

設が多いこともあってか，現行基準を満たさない施設が多く、補強・改築事例の多くは腹付工が

実施されていた。また，腹付工に併せて前庭保護工の補修・新設がなされている事例が多く見ら

れたほか，基礎改良がなされている事例もあった。

 今後は現地条件をより詳細に調査し，現地条件に応じた補強の考え方・留意点を整理していき

たい。
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3 次元データを活用した砂防施設の配置計画に関する試み 

中電技術コンサルタント(株) ○児玉 祥樹，杉原 成満，大盛 泰我，中田 一騎

１．はじめに 

国土交通省は、BIM/CIM 活用を推進しており、2023 年度

までに小規模を除くすべての公共工事における BIM/CIM

原則適用に向け、段階的に適用を拡大している。この取り

組みは、建設現場の生産性向上を図る i-Construction の一環

であるが、3 次元データの活用を主とするBIM/CIM の活用

は、施設設計段階においても業務効率化や成果品質向上等

での活用が期待されている。 

本稿は、施設設計段階における 3 次元データの活用策と

して、砂防堰堤の施設配置検討を 3 次元地形データと設計

条件等のパラメータを組み合わせたパラメトリック設計

手法によって行い、その効率性等について検証した結果を

報告するものである。 

２．流域諸元及び設計条件 

検討対象流域の流域諸元及び各設計条件を表-1 に示す。

これらの流域諸元及び施設設計に用いる土石流諸元（土石

流ピーク流量、土石流流体力等）は、3 次元地形データを活

用した自動抽出も可能であるが、本検討では従来と同様の

方法により別途整理した上で与条件として与えている。ま

た、施設形状のうち堤体の安定性に関する条件（天端幅、

上下流法勾配）についても同様に与条件としている。さら

に、堤体の必要根入れや嵌入長については、地形条件を踏

まえ別途形状を決定し、与条件として与えている。 

３．3次元データを活用した砂防堰堤の施設配置検討 

(1) 設計パラメータ

本検討では、施設配置検討において、堰堤軸位置と水通

し天端標高を設計パラメータとし、当該パラメータの最適

値（=最適な施設配置案）をトライアル検討によって選定す

る。ここで、設計パラメータ検討における堰堤軸は、地形

条件からH=14.5mの堰堤が配置可能と想定した 5 地点であ

り、施設の形式は透過型堰堤とした。また、配置する施設

の規模は計画捕捉量 12,000m3以上を条件とし、水通し天端

標高を 0.1mピッチで検討するものとした。 

(2) 水通し天端標高と施設効果量との関係

各堰堤軸について、必要な整備効果を満足する水通し天

端標高についてトライアル検討を行った。結果の一例とし

て、第 3 案の堰堤軸位置における水通し天端標高と施設効

果量（3 次元モデル「以下 CIM モデル」からの算定値）と

の関係を図-1 に示す。図に示すとおり、水通し天端標高

EL117.9m（堰堤高 H=9.0m）以上することで必要な整備効

果量を満足することが確認される。このように 3 次元デー

タを活用することで水通し天端標高と施設効果量との関係

は容易に把握が可能となる。 

(3) 施設配置案の比較検討

その他の堰堤軸についても同様の検討を行い、水通し天

端標高を決定した上で、必要根入れや嵌入長を考慮した施

設概略設計を行った。各堰堤軸における CIM モデルを図-2

に示し、施設配置に関する比較表を表-2 に示す。 

本検討手法は、3 次元データを活用したパラメトリック設

計であるため、配置検討は図-2 及び表-2 に示すとおりCIM

モデルでの比較となる。また、表中に記載の施設効果量、

コンクリート量及び掘削土量についてもCIMモデルから算

定したものであり、これらの施工数量を踏まえると第 3 案

の堰堤軸が経済性に優れた施設配置案となる。 

４．3次元データ活用効果の検証 

(1) 効率性の向上

本検討手法では、設計パラメータのうち、堰堤軸位置は

従来と同様に技術者判断によって選定する必要があるが、

上述のとおり選定地点において必要な整備効果が得られる

かの確認は容易となる。また、コンクリート量等の自動算

表-1 流域諸元及び設計条件 

項目 内容 備考

堰堤軸位置
（堰堤計画地点）

5案
トライアル

検討

水通し天端標高
（堰堤高）

0.1mピッチで
変更

〃

流域面積 1.20km2

現渓床勾配※ 1/17.8 200m平均勾配

計画堆砂勾配※ 1/26.7

対象土砂量 12,000m3

施設形式 透過型堰堤

※第3案（最適案）における数値を記載

4.5
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6.5
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）

水
通
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天
端
標
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m
）
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必要な整備効果量

を満足する

図-1 水通し天端標高と施設効果量の関係（第 3 案） 
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出も可能であることから、経済性に優れる施設配置を効率

的に求めることが可能である。 

本検討手法による工数は、3 次元地形データの取り込み等

の準備に 2 日程度の時間を要したものの、配置設計 1 案あ

たりの検討は平均して 3 時間程度で可能であった。本検討

手法による配置検討ではCIMモデル作成が同時に実施でき

ることを踏まえると一般的な 3 案比較であっても効率化が

可能と考えられるが、より多くの配置案を短時間で検討可

能なことから施設配置の最適案を効率的に選定することが

可能と考えられる。 

(2) 施設効果量算定時の課題

表-2 に示したとおり本検討では、施設効果量の算定を①3

次元計測（CIM モデルでの算定）と②平均断面（従来）で

実施している。両者はオーダー的には一致するが、数百m3

程度の差が生じるため、3 次元計測では必要な整備水準が得

られていないケースもみられる。本検討では、従来設計を

踏襲する観点から施設規模は②平均断面で決定しているが、

地形データの精度が高い場合は、３次元計測が真値に近い

ものと考えられるため、今後活用するにあたっては算定方

法について考え方を整理する必要があると考えられる。 

(3) 品質向上（エラー防止） 

本検討では、根入れや嵌入長等を踏まえた堰堤形状の決

定は 3 次元地形データに基づき行っていることから、堰堤

の上下流面における嵌入長不足等は生じ難くなる。また、

施設配置と同時におよその掘削範囲と堆砂範囲が把握でき

るため、支障物等を予めモデルに反映しておくことで、施

設配置による影響を容易に確認できるため、影響回避に伴

う手戻りや後工程で検討を要する事項の早期把握に繋がり、

品質向上に寄与するものと期待できる。 

5．おわりに 

本稿で示したとおり、3 次元データの活用は砂防堰堤の施設

配置検討において、施設効果量算定の効率化や品質向上に

おいて有効であると考えられる。中でも本検討で用いたパ

ラメトリック設計は、複数の配置案を短時間で検討できる

ことから施設配置最適案を効率的な選定に繋がると考えら

れる。本稿では試行的な検討として実施したが、今後は実

業務での検討に向け、課題把握等を行っていく予定である。

謝辞：本検討にあたり、国土交通省中国地方整備局日野川

河川事務所には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。 

表-2 パラメトリック設計による施設配置比較
配置案 1案 2案 3案 4案 5案

CADACでの位置 測点0 測点1+7 測点2+7 測点3+17 測点5+17

施設効果量（m
3
）

(平均断面)
12,169 12,760 12,311 12,541 12,320

施設効果量（m
3
）

(３D計測)
11,465 12,436 12,081 11,933 11,768

土砂整備率（%） 101.0 105.9 103.3 104.0 106.6

堰堤高さ（m） 9.0 9.5 9.0 10.0 9.5

水通し天端標高（m） 117.0 117.8 117.9 120.9 122.7

根入れ確認値（m） 2.370 2.369 2.470 2.786 2.351

コンクリート量

コンクリート量（m
3
） 1,475 1,542 1,261 1,615 1,440

掘削土量

掘削土量（m
3
） 3,162 5,446 6,936 8,905 6,085

図-2 各堰堤軸におけるCIMモデル 
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3 次元数値解析による暗渠閉塞機構についての考察 

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 水野秀明 

1 はじめに 

山間部に作られる道路などでは, 暗渠を用いて渓流

を横断したり雨水を排水したりする必要のあるケース

が多い. また敷地の狭い住宅地などでは, 排水路とし

て開渠を採用する代わりに暗渠を用いることで道路幅

を確保していることもある . 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

閉塞してしまう事例が起きている. 暗渠が閉塞するこ

とによって溢れてしまった水や土砂により道路などの

施設が破壊されてしまう場合もある. このような被害

を軽減するためにも暗渠の閉塞機構を明らかにするこ

とは重要である.  

2017 年 9 月 17 日に台風 18 号が大分県津久見市を通

過し, 道路上に濁流が押し寄せ, 家屋が冠水するとい

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ているものも見

られた. この事例では, 暗渠の閉塞が排水を妨げ家屋

の冠水などの被害を助長した可能性がある.  

大分県津久見市の事例においては住宅地内を通る道

路の下に設置されていた暗渠が湾曲している部分が見

られた. そこで, 本研究の目的は, 3 次元数値解析の暗

渠湾曲部に対する適用性を水路実験の結果を用いて検

証し, 水路実験における水の流れの構造を解明するこ

と, さらに津久見市で発生した暗渠の閉塞に伴う土砂

洪水氾濫の事例に 3 次元数値解析を適用し, その結果

から暗渠湾曲部における水の流れが土砂の堆積に与え

る影響を明らかにすることとする.  

2  3 次元数値解析の暗渠湾曲部における水の流れへの

適用性の検証 

2.1 水路実験方法 

実験水路はアクリル板を加工して作成した. 実験水

路の平面図と断面図を図 1 に示す. 実験水路の流入口

を拡張した部分にポンプから伸びたホースを天井側へ

接続し, そこから 1.31ℓ/s で水を供給した. 拡張部と実

験水路の接続部には水路の底面から高さ 0.02m の位置

に L 字型の仕切りを取り付けており, これによって流

入水深を制限した. また, 暗渠湾曲部付近で左岸側と

右岸側に合計 2 つのカメラを取り付けてその映像から

壁面における水深を読み取った.  

図 1 実験水路の概要 

2.2 3 次元数値解析による水路実験の再現計算 

 3 次元数値解析には流体解析モデルである

OpenFOAM に備わっている二相流を解析できる

interFoam ソルバを用いた. interFoam ソルバでは, 界面

解析手法として volume of fluid 法を採用している.  

流入口から水深 0.02m, 流量 1.31ℓ/s の条件で水を流

入させた. 水面形が十分安定したことを確認し, 40 秒時

点の水面の高さを抽出した.  

2.3 結果と考察 

 水路実験と 3 次元数値解析から得られた壁面におけ

る水面形の変化を図 2 と図 3 に示す. 結果から, 水路実

験と 3 次元数値解析では水面形が概ね一致しており, 

本研究の条件の下では暗渠湾曲部において発生する跳

水現象を精度よく再現できると考えられる.  

図 2 右岸側の水深 

図 3 左岸側の水深 

3．津久見市事例の概要と 3 次元数値解析の適用 
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3.1 津久見市の事例の概要と計算条件 

 前述の津久見市における土砂洪水氾濫により閉塞し

た暗渠の一つが津久見市上宮本町を通過する暗渠であ

る. 本研究では, この暗渠の一部区間を解析対象とし

た. 対象の暗渠の平面図を図 4 に示す. 地点 Aが対象区

間の上流端である. 対象暗渠におけるピーク流量を合

理式により算出したところ 1.83m3/s であった.  

3 次元数値解析には OpenFOAM を用いた. 地点 A の

上流側を延長し, 延長した部分の底面からピーク流量

に等しい 1.83m3/s の水を供給し, 水面形が十分安定し

た 400 秒時点を解析対象とした 

図 4 対象暗渠の平面図 

図 5 両岸の水深と流心付近の流速 

3.2 結果 

 水面形が十分安定した 400 秒時点では, 湾曲部１の

開始地点(地点 C)から 2m程度上流側で満管になった後, 

湾曲部 2 の終了地点付近まで満管状態を保っていた. 

本研究では, 跳水が発生した湾曲部 1 についてより詳

細に解析を行った. 湾曲部 1 付近における水深と流心

付近における底面から 0.1mの高さの流速を図 5に示す. 

流心付近の流速については, 跳水の起こった 25ｍ地点

付近から流速が大きく低下していることが分かる.  

3.3 考察 

 結果から, 本研究の条件では暗渠の湾曲部周辺にお

いて跳水とそれに伴う流速の減少が起こることが分か

った. このような流速の減少により, 土砂に対して流

れ方向の逆向きに抗力が作用する. そこで, 流速の変

化に伴い暗渠内の土砂に抗力がはたらくことで土砂が

どのような挙動を示すか検討を行った. 検討に際して, 

土砂を球に見立てた運動方程式を用いた.  

𝜎
4

3
𝜋𝑟3

𝑑𝑢𝑠

𝑑𝑡
= −

1

2
𝜌𝐶𝐷 ∙ 𝜋𝑟2 ∙ (𝑢𝑠 − 𝑢𝑊)2 (1) 

ここで, σは球の密度[kg/m3], rは球の半径[m], ρは水の

密度[kg/m3], 𝐶𝐷は抗力係数, 𝑢𝑊は流速[m/s],  𝑢𝑠は球の

速度[m/s], t は時刻[s]である. ただし, 球と流路の摩擦

は無視できるほど小さいとする.  

この条件下では, 流水中の土砂に見立てた球は抗力

のみで停止に至ることはないが, 特定の条件下で後続

の球と衝突しすることが分かった. このような衝突が

連鎖することによって, 土砂が停止することが考えら

れる. また, 今回の仮定では流路底と球の間の摩擦を

考慮しておらず, 球の停止に不利な条件のため, 実際

にはより停止に至りやすいと考えられる.  

4．まとめ 

本研究では, まず暗渠湾曲部の水の流れに対する 3

次元数値解析の適用性を明らかにするため水理実験と

その再現計算を行った. その結果, 湾曲部において跳

水が発生した位置は水路実験と 3 次元数値解析での差

が小さく, 3 次元数値解析は本研究における水路実験を

精度よく再現したといえる. さらに, 津久見市におい

て土砂により閉塞した暗渠内の水の流れを 3 次元数値

解析により分析した.その結果, 暗渠湾曲部において跳

水が発生し流速が著しく減少することが分かった. そ

して, このような流速の減少により抗力が働くことが

土砂の堆積する要因だと考え, 特定の条件下でどのよ

うに土砂が堆積するのか検討を行った. その結果, 抗

力により土砂が減速し, 後続の土砂と衝突することで

土砂が停止し堆積していく可能性が示唆された. また, 

この条件では流路底と土砂に見立てた球体の間の摩擦

を考慮していないため, 実際にはより土砂は停止しや

すいと考えられる.  

今後は摩擦などを考慮してより現実に即した条件の

下で土砂が堆積するメカニズムを明らかにすることが

課題である.  

 貴重な資料を提供して頂いた津久見市役所の関係各

位に厚く御礼申し上げます.  
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三峰川流域における航空レーザ計測データを活用した発生流木量算定の試み

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 佐藤保之，澤田宗也，稲葉智彦，中智昭

アジア航測株式会社 ○坂口宏，恩藤典子，吉野弘祐，梶原あずさ，中森さつき，山田翔平，藤田温斗

1. はじめに

近年では九州北部豪雨における流木災害など，土砂とともに流下する流

木により大きな被害が発生している。流木による被害を減少させるために

は，流域から発生する流木量を正確に把握した上で流木対策を講じること

が重要な視点である。天竜川上流河川事務所管内では，砂防事業に資する

基礎データとして流域全体を網羅する航空レーザ計測が実施されている。 
本稿では三峰川流域をモデル流域とし，航空レーザ計測データを活用し

た発生流木量算定手法の検討結果について報告する。

2. モデル流域における検討内容

航空レーザ計測データを活用した発生流木量算定手法の検討は，天竜川

川上流河川事務所の直轄砂防流域の内，三峰川流域（藤沢川・山室川を除

く）をモデル流域とした（図 1）。主な検討項目について以下に示す。 

① 総体積法を用いた立木材積量の算出

② 地上レーザスキャナーを用いたサンプリング調査手法

3. 総体積法を用いた立木材積量の算出

3.1, 総体積法の概要

現在、砂防事業における発生流木量の算出は，針葉樹・

広葉樹程度の大まかな林相区分に対し，サンプリング調査

で得られる単位面積当たりの材積量を侵食区間に乗じて算

出している。一方，森林分野では森林計画の基礎データと

して森林資源解析が実施されており，この中で航空レーザ

計測データから樹幹高メッシュデータを作成し，空間体積

量と立木材積量の関係式を用いて立木材積量を算定する手

法（総体積法）が用いられている。本稿では，森林分野で

実施されている「総体積法」の砂防事業での適用を試みた。

総体積法による発生流木量の算出フローを図 2 に示す。 

3.2, 航空レーザ計測時の反射強度データを活用した林相区分の細分化

三峰川流域において砂防基本計画策定指針

の胸高係数を適用した場合，「ヒノキ」と「そ

れ以外の樹種」で区分され，三峰川流域の植

生分布の 3 割程度を占めるカラマツなどは評

価されず，実際に発生する流木量と大きく乖

離する可能性があることが課題であった。そ

のため立木材積量を算出する林相区分につい

て，流域内の植生分布状況を考慮して細分化

することとした。林相区分の細分化において

は，従来の空中写真判読に加え，航空レーザ

計測で取得するデータに含まれる反射強度に

着目し作成した「レーザ林相図」を参考とす

ることで，林相区分の精度向上及び判読作業

の省力化を図った（図 3）。 

図 2 総体積法に発生流木量の算出フロー 

オルソフォト 

レーザ林相図 

写真判読 

補

助 

・判読精度

の向上

・判読作業

の省力化

林相区分の細分化 

【レーザ林相図の利点】 

・撮影時の日射条件に

左右されない。

・植生域をカラーの違い

で識別できる。

・地形の影響による影

（谷部）は生じない。

図 3 レーザ林相図を用いた林相区分の細分化 

図 1 モデル流域位置図 

モデル流域

直轄砂防流域 
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流木発生区間など
の設定

本稿の報告範囲
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3.3,  空間体積量と立木材積量の関係式の作成

総体積法を用いた発生流木量の算出においては，「空間体積量と立木材積量の関係式」について，細分化した林

相区分単位で設定する必要がある（本稿では，スギ，ヒノキ，カラマツ，その他針葉樹，広葉樹に区分）。空間体

積とは，レーザパルスが最初に当たった箇所とその地面の間の空間の体積を示した値となる（図 4）。また，立木

材積量は，サンプリング調査（100m2 の円形の調査区画）で得られた材積量となり，サンプリング調査と同一範

囲で空間体積を算出することで回帰式を設定している。三峰川流域で

設定した空間体積量と立木材積量の関係式の例について図 5 に示す。

4. 地上レーザスキャナーを用いたサンプリング調査手法

三峰川流域におけるサンプリング調査地点と同一地点で地上レーザスキャナー（以下，TLS と言う）による 3
次元計測を行い，樹高や胸高直径について従来の現地調査手法との比較を行った。比較検証は針葉樹（カラマツ）

および広葉樹の 2 地点において実施した。なお，従来の現地調査は落葉期に実施し，超音波樹高計測器を用いた

樹高計測および輪尺を用いた胸高直径を計測しており，比較検証では真値として取り扱うこととした。TLS によ

る計測は，100m2 の円形調査区画内の調査対象木をすべて網羅するように，調査区画の中心および周囲 4 地点に

設置した。比較結果について表 1 に示す。図 6 のとおり点群データによる胸高直径計測は容易であり，現地調査

結果と比較しても大きな差異は無い。一部広葉樹の樹木で 10cm 程度の差が生じたが，調査者の計測位置のズレ

によるものであった。点群データでは，一律の基準（地盤からの高さ，方向）で計測ができるため調査者の技量

に左右されない均質なデータが取得できることがわかった。樹高については，針葉樹では点群データで枝先まで

確認できるため，現地計測が不要なレベルまで計測ができている。一方，広葉樹では隣り合う樹木と枝先が混在

するため，点群データによる樹高の確認は困難な状況であった。現地サンプリング調査は，空間体積量と立木材

積量の関係式に用いるデータとなるが，TLS では胸高直径および密度の正確な情報が取得できる。航空レーザ計

測データから樹高データが得られることを考慮すると，TLS を活用したサンプリング調査データを蓄積すること

で，関係式の精度を高めることが可能であると考える。  

5. おわりに

本検討により，航空レーザ計測データを活用した発生流木量算定の内，メッシュ単位の立木材積量算出に必要

となる「空間体積と立木材積量の良好な関係式」が作成できた。また，サンプリング調査における「TLS の有用

性」についても確認することができた。今後は，水系全体での流木対策計画を立案するため，掃流区間を含めた

流木の挙動（流出率など）についても検討・解析を進める必要がある。

1m 
1m 

空間体積

図 4 空間体積のイメージ 

図 5 空間体積と立木材積量の関係式（カラマツ） 
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図 6 点群データによる計測状況 

点群
データ

現地
計測 差

点群
データ

現地
計測 差

1 12 10 2 21 7 14
2 11 7 4 18 7 11
3 6 6 0 20 5 16
4 7 17 -10 21 11 10
5 8 8 -1 16 10 6
6 32 33 -1 22 23 -1
7 10 11 -1 16 8 8
8 17 16 1 16 8 8
9 20 20 0 22 13 9

10 19 17 2 17 8 8
11 9 8 1 17 5 13
12 31 28 3 20 17 3
13 7 7 0 16 6 10
14 17 15 2 15 13 1
15 16 14 2 19 13 6
16 15 15 0 14 8 5
17 17 15 2 13 6 7
18 34 34 0 20 19 1
19 7 9 -2 21 7 13
20 15 15 -1 15 13 2

胸高直径（cm） 樹高（m）

樹木
番号

点群
データ

現地
計測 差

点群
データ

現地
計測 差

1 17 18 -1 24 22.9 1
2 27 27 0 25 25.1 0
3 19 19 0 23 21.3 2
4 37 37 0 27 26.1 1
5 33 31 2 28 28.1 0
6 19 19 0 25 23.6 1
7 19 19 0 24 22.9 1
8 20 21 -1 23 23.5 -1
9 34 33 1 25 24.7 0

樹木
番号

胸高直径（cm） 樹高（m）

表 1 点群データと現地計測値の差 

【広葉樹】 【針葉樹】 

・胸高直径は点群データから計
測が可能

・樹高は針葉樹で計測可能で
あるが広葉樹は枝先の判別
が困難
・TLS を用いることで「胸高直
径」「密度」は正確に把握可能 
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四国山地における深層崩壊対策の優先度評価の検討 

八千代エンジニヤリング株式会社 〇本屋敷涼，横尾公博，宮田直樹，石丸元気，大塚智久
国土交通省 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 松下一樹，高原晃宙

国土交通省 国土技術政策総合研究所 山越隆雄，坂田剛

１．はじめに 

四国地方では、吉野川流域及び重信川流域で国による水

系砂防事業が実施されている。この 2 流域では深層崩壊に

起因する土砂災害が過去に発生しており、深層崩壊発生危

険度や下流保全対象への影響度を考慮した合理的な砂防計

画策定が望まれている。

深層崩壊のリスクマップとしては、平成 24 年に深層崩壊

跡地密度マップ及び深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マ

ップが公表されている。しかし、密度マップの作成範囲は

深層崩壊推定頻度が特に高い地域に限られており、小流域

レベル評価マップは同じ地質区分内の相対評価になってい

る。砂防計画に反映するためには、計画対象流域内を統一

的に評価することや、保全対象へのリスクを加味する必要

があるなどの課題があると考えている。

そこで、本検討では、上記の 2 流域を対象として、深層

崩壊発生危険度と深層崩壊が発生した場合の影響度を評価

し、深層崩壊対策を対象とした計画検討の優先度が高い小

流域を設定する手法について検討したので報告する。

２．小流域単位での深層崩壊発生危険度評価 

検討対象とした流域では、深層崩壊跡地分布と地形・地

質条件あるいは誘因となる気候特性との関連性が検討され

ており、地質条件との関連性が高いことが報告されている
1)。一方で、H23 紀伊半島大水害時の深層崩壊発生箇所で微

地形を分析した検討では、重力変形が進み、歪み率で危険

度が高く評価された斜面での発生事例が多かったことが報

告されている 2)。そこで、本検討では、地質区分ごとの深層

崩壊跡地密度と歪み率で評価した重力変形斜面の危険度か

ら、小流域単位の深層崩壊危険度を評価することを試みた。 
2.1 深層崩壊発生の蓋然性が高い地質区分の分析 

2 流域周辺における深層崩壊跡地と地質分布を図.1 に示

した。なお、地質区分は横尾らによる検討 1)を参考としてシ

ームレス地質図(V2 版)の区分によった。深層崩壊跡地は広

域に点在するものの、三波川帯や秩父帯等の一部の地質区

分において特に多く分布する。そのため、深層崩壊跡地密

度を地質区分ごとに整理し、平均より密度が高ければ深層

崩壊が発生する蓋然性が相対的に大きいのではないかと考

えた（図.2）。 

図.1 深層崩壊の蓋然性が高い地質と跡地の分布 

検討対象流域の平均深層崩壊跡地密度は 0.09 個/km2で、

平均より密度が大きかった地質区分は、三波川帯泥質片

岩・秩父累帯北帯・御荷鉾緑色岩類（吉野川流域）、和泉層

群・久万層群（重信川流域）であった。このうち、吉野川

流域の御荷鉾緑色岩類は、深層崩壊跡地が清水構造線沿い

のみに分布しており、構造線との関係性が高いことが推定

された。本来であれば構造線との関係性を分析して考慮す

べきだが、本検討での深層崩壊発生の蓋然性が高いとみな

す地質区分からは外した。重信川流域の久万層群は調査面

積が小さく、見かけ上の密度が高くなった可能性があった。

そのため、本検討では深層崩壊発生の蓋然性が高いとみな

す地質から外した。
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図.2 地質ごとの深層崩壊跡地個数・密度 
2.2小流域単位の深層崩壊発生危険度評価

深層崩壊発生の蓋然性の高い地質が分布している小流域

であって、かつ危険度の高い重力変形斜面があれば、その

流域は深層崩壊が発生する危険度が高いと想定し、表.1 の

ように危険度を評価した。検討対象流域では、石丸らによ

り航空レーザ測量データを用いた重力変形斜面地形の判読

と、歪み率を用いた重力変形斜面の危険度評価が行われて

いる 3)。こういった想定が妥当かどうか確認するため、地質

ごとに危険度ごとの重力変形斜面の数を整理した（図.3）。
歪み率で評価した深層崩壊危険度が高となる斜面は、吉野

川流域では三波川帯泥質片岩、重信川流域では和泉層群に

多く分布しており、深層崩壊発生の蓋然性が高い地質分布

と調和的であり検討への利用は妥当と考えた。
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図.3 地質ごとの重力変形斜面の危険度評価 

重力変形斜面についての危険度評価結果と、小流域単位

の深層崩壊危険度評価結果を図.4 に示した。 
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表.1 小流域単位の深層崩壊発生危険度評価 
斜面の危険度 

高 中 低 

蓋然性の

高い領域 

領域内 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

領域外 Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

図.4 深層崩壊発生危険度高と評価した小流域の分布 
深層崩壊の発生危険度

の高い小流域の妥当性を

検証するため、平成 30 年

7 月災害において立川川流

域で発生した深層崩壊 4)と

の 関 係 性 を 分 析 し た

（図.5）。平成 30 年 7 月災

害の深層崩壊は全て危険

度の高い小流域内で発生

した。そのため、本検討に

おける小流域単位での深

層崩壊の発生危険度評価

手法を用いた検討は有効

だと考えた。

３．深層崩壊を対象とした計画検討優先度の評価 

西口ら 5)による簡易的な被害リスクの評価手法を適用し、

深層崩壊発生の保全対象への影響度評価を行った。また、

深層崩壊を対象とした計画検討を実施する観点からは、危

険斜面と保全対象が離れた位置関係にある場合、保全対象

直上流に待受け対策等の施設整備が可能であり、砂防堰堤

整備を深層崩壊対策として砂防計画に位置づけられる可能

性がある。しかし、両者が混在した位置関係にある場合、

対策工は斜面対策や土石流対策となり、精度よく土砂量な

どを決定する必要があり、現状では両者が離れた位置関係

にある場合よりも計画に位置づけられる可能性が低い

（図.6）。以上の観点から、深層崩壊発生危険度の高い小流

域（図.4）のうち、被害リスクに基づく保全対象への影響

度が高く、かつ危険斜面と保全対象の分離性の高いと考え

られる小流域を深層崩壊対策の計画検討優先度が高い小流

域として抽出した（図.7）。 
吉野川流域及び重信川流域では深層崩壊を考慮せずに策

定された砂防計画に基づいた事業が実施されている。その

ため、深層崩壊対策の計画検討優先度評価結果を踏まえて、

現計画の検証を行うこととした。深層崩壊対策の計画検討

優先度の高い小流域（18 流域）のうち、砂防施設が整備済

もしくは計画されている小流域は 12 流域であった。現計画

外の 6 流域は、地蔵寺川と早明浦ダム上流域の源頭部付近

に位置する 2流域と、立川川及びその周辺流域に位置する 4
流域である。これらの小流域においても深層崩壊対策施設

を計画することで、下流保全対象への被害軽減が図ること

が可能となり、深層崩壊対策を加味したより効果的な砂防

計画を検討できる可能性があった。

図.6 計画検討優先度が高い小流域のイメージ

図.7 計画検討優先度が高い小流域の抽出結果 
４．おわりに 

本報告では、水系砂防事業が実施されている吉野川流域

及び重信川流域の 2 流域で、小流域での深層崩壊の発生危

険度を評価した。次いで保全対象等との位置関係から計画

検討の優先度の高い小流域を抽出することで、水系砂防事

業流域全体の計画検討優先度を統一した手法で評価した。

深層崩壊対策の計画検討優先度の高い 18 流域のうち、12
流域において現行の砂防基本計画に基づく事業が実施され

ている。そのため、今後は現計画の深層崩壊への施設効果

を評価することが求められる。また、現計画外の 6 流域で

は、深層崩壊の規模や確率年の評価を行った上で、深層崩

壊対策計画を立案し、土石流対策計画や土砂・洪水氾濫対

策計画と組合せた合理的な砂防計画を策定することが求め

られる。しかしながら、深層崩壊との位置関係によっては、

施設効果が小さい場合が想定される。具体的な対策実施箇

所を選定するため、今後も深層崩壊対策に関する検討を行

う必要があると考える。
（参考文献）  
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小流域危険度評価結果 
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吉野川水系立川川周辺流域における斜面の危険度評価手法 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○石丸元気、大塚智久、横尾公博、宮田直樹、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 松下一樹、高原晃宙

国土交通省 国土技術政策総合研究所 木下篤彦、山田友

１．はじめに
全国を対象とした深層崩壊のリスク評価としては、

線状凹地などの微地形や斜面勾配に着目した渓流レベ

ルの深層崩壊危険度評価が国土交通省により公表され

ている 1）。一方で、深層崩壊による土砂生産を砂防計画

の対象土砂に見込むためには斜面単位の深層崩壊危険

度評価が望ましく、水文・水質やひずみ率を用いた斜

面安定度指標が提案されている。しかし、四国地方に

おいて実際に発生した深層崩壊に適用して検証した事

例はあまり無い。そこで、本検討では平成 30 年 7 月豪

雨で深層崩壊が発生した地域において重力変形斜面を

抽出し、ひずみ率による深層崩壊の危険度評価と崩壊

の生起有無を突合することで検証するとともに、精度

向上に向けた検討を行ったので以下に報告する。

２．検討地域及び手法
検討地域は平成 30年 7月豪雨で多数の斜面崩壊が発

生した吉野川水系左支川立川川周辺流域とした。斜面

崩壊は 348 箇所で発生しており、このうち深層崩壊の

定義に該当する崩壊は 21 箇所(以降、深層崩壊地)で、

いずれも三波川帯の泥質片岩分布域である 2）。

四国山地は大規模な構造線や脆弱な地質が広範囲に

分布するため、地すべりや崩壊の多発地帯となってい

る。このことから、多数の危険斜面に対して斜面毎の

危険度や優先度の設定手法・閾値を確立することが課

題である。

本検討では、土木研究所資料 3）を参考に検討地域の

崩壊発生前の LP データから地形表現図を作成したの

ち、地形判読を実施して重力変形斜面を 271 箇所抽出

した。また、その斜面に対して優先度の設定に用いら

れる「ひずみ率」求めた。なお、ひずみ率については

様々な手法が定義されているが、本検討では土木研究

所の手法 3）（以降、ひずみ率 A）と類似地質かつ多数の

検討データをもとに安定度指標（案）が示されている

小野田らの手法 4）（以降、ひずみ率 B）を用いた。なお、

ひずみ率 A は重力変形斜面の斜面長の歪みを定義し、

ひずみ率 B は重力変形斜面の高さの歪みを定義し、か

つ傾斜角と合わせた評価指標である（図 1）。なお、ひ

ずみ率 A はひずみ率が 2.0~6.0%の場合、変形活動が活

発で「深層崩壊発生の危険度が非常に高い」と定義さ

れる。ひずみ率

B の場合、傾斜

角 30°以上か

つひずみ率

2.5~30%の斜面

は「危険斜面」、

傾斜角 25°以

上かつひずみ率

2.5~30%の斜面

は「要注意斜

面」に定義され、相対的に危険度が高い評価となる（表

1）。以下では求めたひずみ率を崩壊生起前の重力変形

斜面に適用し、深層崩壊地と照合して精度を検証した。 
表 1ひずみ率の定義と閾値 

３．重力変形斜面と深層崩壊箇所の比較 

抽出した 271 箇所の重力変形斜面において、実際に

深層崩壊が生じた斜面は全 21箇所中 18箇所であった。

抽出した重力変形斜面と深層崩壊地の例を図 2に示す。

崩壊地 3 箇所は捕捉できなかったが、86％の捕捉率で

あった。この結果から、斜面単位での深層崩壊発生斜

面の予測には、重力変形斜面の抽出が有効であるとい

える。抽出した重力変形斜面をひずみ率 A とひずみ率

B の閾値に当てはめた結果は図 3 と表 2 のとおりで、

ひずみ率や傾斜角の閾値を設けることで深層崩壊地の

的中率が向上した。特にひずみ率 B のうち「危険斜面」

とともに「要注意斜面」までを閾値とすることで、捕

捉率・的中率が高くなる。深層崩壊地 21 箇所における

斜面のひずみ率と傾斜角は表 3 のとおりで、ひずみ率

A・B ともにその幅は広く、ひずみ率 A よりひずみ率 B
の方が全体的にやや大きい値となる。

 

図 3 重力変形斜面のひずみ率整理結果と各手法の閾値

図 1ひずみ率 Aと Bおよび傾斜角の定義 

図 2抽出した重力変形斜面と崩壊地の関係 

捕捉率 10% 捕捉率 33% 

捕捉率 43% 

A
B

C

A
B C
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表 2各手法における捕捉率と的中率 

表 3深層崩壊地 21 箇所のひずみ率・傾斜角 

これらの結果を鑑みると、小崖頭部の滑落崖に着目

した LP データによる重力変形斜面の抽出とひずみ率

等による閾値の設定は、深層崩壊地の予測に有効であ

ると考えられる。一方、ひずみ率に着目した場合、ひ

ずみ率 30％以上となる相対的に危険度が低い斜面にも

深層崩壊が 2 箇所発生した。ひずみ率 30％以上となる

斜面は、相対的に小崖長が斜面長に対して長く、「活動

の終焉を迎えた状態（概ね安定期に入った状態）」とさ

れ 4）、相対的に危険度が低い斜面に該当する。

以下では、ひずみ率 A・B の定義を検証したうえで、

本検討に用いるひずみ率を選定し、かつ重力変形斜面

で発生した深層崩壊地すべてについて捕捉可能となる

よう、平成 30 年度 7 月豪雨時の深層崩壊地 21 箇所の

地形量を加味した閾値の設定と適用性を検証した。

４．ひずみ率 A・Bの比較と評価閾値の設定 

ひずみ率 B は前述の通り重力変形斜面の高さの歪み

に着目した評価である。一方、ひずみ率 A は重力変形

斜面の斜面長の歪みを評価したものである。深層崩壊

は斜面運動のうち、新鮮な岩盤を巻き込んだ規模の大

きい崩壊現象であり、その特徴は非変形部と明確な分

離面で切り離された変形部（または弱部）が移動する

ものである。したがって、深層崩壊は主として分離面

に沿って斜面表層から変形部までが斜面方向に移動す

る（重力変形）ものと考えられる。

以上より、本検討では斜面方向の変位に着目したひ

ずみ率 A を採用して、深層崩壊地の地形量をもとに危

険度評価における

閾値を設定した。閾

値は深層崩壊地の

ひずみ率が最大で

31.1%であること、

傾斜角の最小値は

27°であることを

踏まえて、ひずみ率

32％以下とした。

傾斜角は小野田ほ

か 4）および 25°以

下では深層崩壊が

生起していない紀

伊山地の事例を加味して 25°以上とした。結果として、

変形斜面の抽出のみや既往ひずみ率を閾値とした場合

に比べて、的中率は向上または同程度である（図 4、表

4）。 
表 4 閾値見直し後の捕捉率と的中率  

該当数
A

捕捉斜面数
B

捕捉率
（B/21箇所）

的中率
B/A

空振り率
1-B/A

ひずみ率A
閾値改良型

163 18 86% 11.0% 89.0%

５．おわりに
本検討では、平成 30 年 7 月豪雨時に深層崩壊が発生

した立川川周辺流域について、滑落崖に着目した地形

判読により 271 箇所の重力変形斜面を抽出し、ひずみ

率と傾斜角を用いた深層崩壊危険度評価を実施した。

また、深層崩壊地との整合性を検証し、深層崩壊地の

内 86%を捕捉することができたことから、深層崩壊予

測に対して重力変形斜面の抽出は有効であることを示

した。ただし、危険度が相対的に低となる変形斜面中

にも実績として崩壊が確認されたため、a)深層崩壊地の

地形量の整理と b)ひずみ率 A・B の有意性を検討した

うえで、深層崩壊危険度評価の閾値を提案した。なお、

H30 年 7 月豪雨に伴う深層崩壊の定義に該当する崩壊

地のうち、3 箇所は抽出した重力変形斜面外で発生した。

抽出漏れした要因は、崩壊面積が小さく机上の地形判

読では変形斜面として抽出しきれない（抽出漏れ）こ

とや、断層・地下水や集水面積の規模など重力変形斜

面以外の影響を強く受けている可能性がある。そのた

め、今後現地調査等を行い、崩壊状況の詳細な確認や

崩壊要因を明らかにする必要がある。

重力変形斜面は、地形・地質・地質構造が素因とな

るため、隆起量が大きく付加体からなる脆弱な岩盤が

分布する四国山地などでは多数抽出される場合がある。

このため、抽出された多数の変形斜面の危険度を現地

踏査等の直接的な手段で評価するには限界があり、ひ

ずみ率などを用いた机上検討による深層崩壊予測及び

危険度評価の精度向上が重要と考える。また、ひずみ

率のほか、空中電磁探査 5)等を活用した重力変形斜面内

の「ゆるみ」や「地下水」に着目した危険度評価と併

せることで、より効率的かつ確度の高い危険度評価が

可能になるものと考える。

参考文献
1)土木研究所資料第 4115 号(2008.11)，深層崩壊の発生の恐

れのある渓流抽出マニュアル（案）
2)大塚他(2021)，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，2021 年度砂防学会研究発表会概
要集

3)土木研究所資料第 4333 号（2016.3），深層崩壊の発生する
恐れのある斜面抽出技術手法及びリスク評価手法に関する
研究

4)小野田他（2014），ひずみ率等による斜面安定度の推定
5)木下他（2019），空中電磁探査技術を用いた深層崩壊・表層
崩壊危険斜面抽出技術

図 4変更後の閾値と実崩壊地の関係

閾値 

ひずみ率 32％以下 

傾斜角 25°以上 
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天竜川上流域の地球温暖化に伴う豪雨特性変化に関する考察 

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所 佐藤保之、大森秀人、澤田宗也 

（株）ニュージェック 牧野裕至、松井潤一、土方涼子 

（株）気象工学研究所 高田望、〇因幡直希、三浦悠 

1．はじめに

2020年に公表された IPCC第６次評価報告書第１

作業部会報告書 1)によって指摘されているように、

気候システムの温暖化には疑う余地がなく、気象現

象の極端化が懸念されている。また、気象庁 2)によ5 

ると、日降水量 200mm 以上の日数は、1901～2020 年

の 120 年間で増加しており、大雨の頻度が増加する

傾向にある事が明らかになっている。地球温暖化の

影響で激甚化が予想される土砂災害に対し、適切な

対策を講じていくためには、地球温暖化により将来10 

の豪雨がどのように変化するのかを定量的に把握

することが重要である。 

そこで、本研究の対象である天竜川上流域で、特

に大規模な土砂災害を発生させた 1961 年（昭和 36

年)６月の三六災害豪雨を例として、豪雨事例に対15 

する気候変動の影響を評価することを目的とし、擬

似温暖化実験を行った。 

2．研究手法 

領域気象モデルによる三六災害の再現計算結果（再現20 

実験）と地球温暖化による気象場の変化量を上乗せした

再現計算（擬似温暖化実験）を行い、それらの結果を比

較することで、地球温暖化の影響を評価した。 

2.1 再現実験 

領域気象モデルには豪雨時の気象場の再現計算に多く25 

の分野で使用されている WRF を使用した。WRF は、米国

大気研究センターと米国環境予測センターを中心とする

共同プロジェクトによって開発されたモデルである。WRF

の設定を図１および表１に示す。 

初期値および境界値は、三六災害発生当時のデータが30 

整備されている気象庁の長期再解析データ JRA-55 を使

用した。JRA-55は、1958年以降、約 60kmメッシュで６

時間毎の３次元の気象データが気象庁により整備されて

いる。 

35 

40 

図１ WRF計算領域 45 

地形図の出典：国土地理院（一部加工・編集） 

2.2 擬似温暖化実験 

擬似温暖化実験は、再現実験で用いられた初期値・境

界値（JRA-55）に対して、地球温暖化による気象場の変

化量を上乗せしたデータセットを初期値、境界値として50 

使用する事で、将来気候下の再現計算を行う手法である。 

気象場の変化量には、気象場の月平均場の将来気候と

現在気候の差分の３次元分布が使用される。 

本検討では、文科省・気候変動リスク情報創生プロ

グラムの d4PDF3)（約 20km メッシュ）を使用した。55 

d4PDF では、現在気候、２℃上昇、４℃上昇を想定

した 3 パターンのデータが整備されている。 

本検討では、気温、比湿、地表面温度について、

６月の月平均を算出し、２℃または４℃上昇と現在

気候の差分を変化量として、JRA-55 に上乗せした。 60 

上記のデータを初期値、境界値とした再現計算を

行い、２℃または４℃上昇を想定した２パターンの

擬似温暖化実験を行った。 

65 

3. 結果と考察

3.1 再現実験の精度検証 

地上雨量と再現実験結果の比較を図２に示す。対象と

した雨量観測所（13 地点）を図３に示す。 

総雨量、最大１時間雨量のいずれも回帰式の傾きが１70 

に近く、強雨を再現することが出来ていることが分かる。 

75 

図２ 再現実験と地上雨量の比較結果 80 

（左）総雨量（右）最大１時間雨量 

85 

90 

図３ 対象雨量観測所位置図 

物理過程 スキーム 

雲物理 Ferrier（第三領域） 

長波放射 RRTM 

短波放射 Dudhia 

地表面 
Monin-Obukhov 

Thermal Diffusion 

境界層 YSU 

積雲対流 なし 

30km

1.北山

2.伊那 3.高遠ダム

4.大田切
5.赤穂

6.小瀬戸湯7.片桐松川

8.生田
9.市田

10.飯田

11.泰阜 12.大野

13.平岡

大西山
崩落地点

10km

表１ WRF 物理スキームの設定 

11.泰阜

1.北山

3.高遠ダム

5.赤穂

2.伊那

7.片桐松川
10.飯田
9.市田

4.太田切

8.生田

6.小瀬戸湯

12.大野

13.平岡

11.泰阜

1.北山

3.高遠ダム

5.赤穂

2.伊那

7.片桐松川

10.飯田
9.市田

4.太田切

8.生田 6.小瀬戸湯

12.大野
13.平岡

■：雨量観測所 
青：国土交通省 
赤：気象庁 
橙：その他 

第一領域(15kmメッシュ)

第二領域(5kmメッシュ)

第三領域
(1kmメッシュ)

200km
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(mm/hr)

(mm/hr)

(K)
61.85 66.85 71.85 (℃)76.85 81.85 84.85 87.85

(mm)

3.2 三六災害豪雨の降雨特性の将来変化 

擬似温暖化実験の結果として、天竜川上流域周辺のメ

ッシュ毎の最大１時間雨量分布と総雨量分布をそれぞれ

図４および図５に示す。 

メッシュ毎の最大１時間雨量分布は、気温が上がるほ5 

ど、多くのメッシュで雨量が増加していることが分かる。 

一方で、総雨量分布では、２℃上昇は強雨域が再現実

験よりも広がっていたが、４℃上昇は再現実験よりも雨

量が少ない結果となった。 

10 

図４ メッシュ毎の最大１時間雨量分布 

（左）再現実験（中央）２℃上昇（右）４℃上昇 

図５ 総雨量分布 

（左）再現実験（中央）２℃上昇（右）４℃上昇 15 

この傾向に関して考察を行うため、土砂災害が発生し

ていた大西山に近い生田の雨量時系列を図６に示す。

4℃上昇は、特に 06/26の雨量が少ないことがわかる。 

20 

図６ 地点雨量時系列(8.生田) 

（上）再現実験（中央）２℃上昇（下）４℃上昇 

そこで、06/26 09時の 850hPa気圧面（高度約 1,500m）25 

の相当温位・風向分布と１時間雨量分布をそれぞれ図 7

および図 8に示す。 

相当温位については、４℃上昇で最も高く、地球温暖

化の影響で、より暖湿気が流入しやすくなることが分か

る。その結果、風の収束線（≒前線）が大きく北上した30 

ことから、４℃上昇では強雨域が北にずれてしまい、天

竜川上流域周辺の雨量が減少していたと考えられる。 

図７ 850hPa相当温位・風向分布（06/26 09時） 35 

（左）再現実験（中央）２℃上昇（右）４℃上昇 

図８ 1時間雨量分布（06/26 09時） 

（左）再現実験（中央）２℃上昇（右）４℃上昇 40 

4. まとめ

三六災害豪雨を対象として、擬似温暖化実験を行っ
た。その結果、地球温暖化に伴い、気温が上がるほど、
多くのメッシュで最大１時間雨量が増加していた。ま45 

た、２℃上昇を想定した場合では、総雨量についても、
総じて再現実験よりも雨量が増加していた。 

４℃上昇を想定した場合では、暖湿気が非常に強化さ
れた影響で、強雨域が北にずれており、総雨量は再現実
験よりも少なかった。ただし、三六災害豪雨を対象とし50 

た擬似温暖化実験の結果としては、強雨域は北にずれて
いたが、４℃上昇を想定した場合、天竜川流域におい
て、より早い時期に三六災害の様な大規模な災害が発生
する恐れがある事に注意が必要である。 

55 

<参考文献> 
1) 気象庁：IPCC第６次評価報告書 第１作業部会報

告書 気候変動 2021：自然科学的根拠 政策決定
者向け要約（SPM） 暫定訳（2021年９月１日
版）, 37pp, 2021.60 

2) 気象庁：気候変動監視レポート 2020, 88pp, 2020.
和田一範・楠

3) https://www.miroc-gcm.jp/d4PDF/index.html
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朝倉市奈良ヶ谷川流域で流木流出率が高かった原因の分析 

九州大学大学院生物資源環境科学府(現朝日航洋株式会社) ○森 晴香 
九州大学大学院 江藤 稚佳子，水野 秀明 

１．  はじめに 
近年，豪雨に伴った土石流災害，流木災害に対する

防災・減災が課題となっている．平成 29 年 7 月九州
北部豪雨での福岡県朝倉市で発生した土砂災害や令
和 3年 8月豪雨でのむつ市で発生した土砂災害では，
土石流と共に流出してきた流木が橋梁を閉塞するこ
とによって土砂・洪水氾濫を引き起こした． 
流木対策の主となるハード対策で，構造物は土石

流・流木処理計画で設定した計画捕捉量，計画堆積
量，計画発生（流出）抑制量を満たすように配置され
る．それらの値は計画流出量と等しくなるように設
定され，流木の計画流出量は対象流域内の流木発生
量に，発生した流木の谷出口への流出率(以後，「流木
流出率」と呼ぶ)を掛け合わせて算出する． 
流木流出率は一般的に 0.8～0.9 程度とされている．

しかし，黒岩ら(2016)は平成 23 年台風 12 号による
那智川支流域の流木流出率が 0.504～0.905 であると
報告し，森ら(2020)は平成 29 年 7 月九州北部豪雨で
奈良ヶ谷川流域の流木流出率が 0.94であったことを
報告したことから，流木流出率は流域により大きく
異なると推定される．ここで，流木の停止メカニズム
に関する既往研究において，菊池ら(2007)は流木の
長さが，石井ら(2018)は渓床勾配や河道幅の地形条
件が流木の堆積に影響すると報告している．このこ
とから，流木流出率の大小には地形条件や植生など
流域の特性が影響していると推定される．しかし，植
生，渓床勾配・河道幅などの地形条件，水深や流速な
どの水理量と流木流出率の関係を定量的な評価をす
るには十分なデータが蓄積されていない． 
そこで，平成 29 年 7 月九州北部豪雨時の奈良ヶ谷

川流域上流域で流木の堆積地の地形条件と水理量を
明らかにし，データを蓄積すると共に，流木流出率が
高かった原因を分析することを本研究の目的とする． 
２． 要因の分析 
奈良ヶ谷川は福岡県朝倉市内を流れる筑後川支流

で，本研究は奈良ヶ谷川砂防堰堤より上流域を対象
とする．その流域面積は 1.23 ㎢である(森ら,2020)． 
流木が停止する条件として，両岸に引っかかるこ

と，崩壊土砂や土石流の堆積に埋もれること，作用す
る重力，抗力が摩擦力よりも小さいことの３つを仮
定した．これらを踏まえ，川幅と流木長の比，災害前
後の地形変化量，勾配と水深の観点から堆積した流
木を分析する．また，災害前の標高値は 2016 年 10
月 1 日計測の国土地理院の 10mDEM を，災害後の
標高値は 2017 年 7 月 14 日計測の朝日航洋株式会社
提供の1m間隔のSfM点群データを用いた．ただし，
樹木がある地点は標高値に樹高が含まれるため土砂
流出・流下範囲のみを使用した． 
2.１ 川幅𝒘と流木長𝑙の比 
図 1 は本研究で計測した川幅の概念図である．𝑝𝑠⃗⃗  ⃗

は流木の始点，𝑝𝑒⃗⃗⃗⃗ は流木の終点，𝑝1⃗⃗⃗⃗ , 𝑝2⃗⃗⃗⃗ , 𝑝3⃗⃗⃗⃗ は𝑝𝑠𝑝𝑒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  を始
点と同じ標高の水平面上に投影した直線と地表面と

の交点である．川幅 w は|𝑃𝑠𝑃1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |と定義する．なお，始

点は流木の端点のうち標高が高い点とする． 
図 2 は川幅の算出が可能であった流木 2924 本に

おける𝑤/𝑙を示す．石川ら(1989)が狭窄部流路幅𝒘と
流木長𝒍の関係として示した「1.3 ≦ 𝑤 𝑙⁄ のとき流木捕
捉率T ≒ 0」に基づき，1.3 ≦ 𝑤 𝑙⁄ を満たす流木に着目
すると，88%(2572 本)の流木がこの条件を満たし，
12%(352 本)の流木が𝑤 𝑙 < 1.3⁄ であった． 
2.２ 地形変化量 
 地形変化量は災害前と災害後の標高の差とし，負
の場合を侵食，正の場合を堆砂と判断する． 
図 3は地形変化量の算出が可能であった流木 3121

本の地形変化量を示す．侵食箇所に 43%(1333 本)，
堆砂箇所に 57%(1788 本)が堆積したことがわかる． 
2.３ 勾配・水理量 
最急勾配は流木重心点を含むセルを囲む 8 つの隣

接セルへの水平方向𝜕𝑧 𝜕𝑥⁄ および垂直方向 𝜕𝑧 𝜕𝑦⁄ で
のサーフェスの変化率として計算した傾斜角とした． 
 水深は等流状態を想定して，合理式から計算した
ピーク流量𝑄を式(1)に代入して計算した．なお，𝑄は
流域を 17 に区分した小流域ごとに算出した．降雨強
度は，江藤ら(2019)を参考に国土交通省の XRAIN の
観測データを用いて推測した降雨強度の最大値
90.2mm/h を用いた．流出係数は 0.7 とした． 

Q = vA =
√𝑖0
𝑛

𝑅2 3⁄ 𝐵ℎ =
√𝑖0
𝑛

ℎ5 3⁄ 𝐵 (1) 

ここで，𝑄はピーク流量，𝑣は流速，𝐴は流下断面積，
𝑛は粗度係数(0.03)，𝑖0は河床勾配，Rは径深(R ≃ h)，
ℎは水深，𝐵は河道幅である．𝑖0は本川の最下流端よ
り澪筋に沿って 200m 毎に算出した勾配，𝐵は 30m
毎にオルソ画像から読み取った土砂流出幅とした． 
摩擦力 F は式(2)で計算した．ここで，𝜇は静止摩

擦係数，𝐵は浮力である．𝜇は斜面の侵食箇所に堆積
した流木を対象に算出した最急勾配の平均値 29°か
ら 0.544 とした．なお，𝐵の算出時，流木は半径 0.15m
及び 0.20m，長さ 22.5m の円柱とし，流体の密度は
1000kg/㎥，流木の密度はスギの生材比重の 0.866 か
ら 866kg/㎥とした． 

F = μ(mg cos𝜃 − 𝐵) (2) 
抗力 D は式(3)で求めた．ここで，ρは流体の密度，

𝑉は物体と流体の相対速度(流体の速度)，𝑆は水中の
流木の断面積，𝐶𝐷は抗力係数である．なお，CDは流 

図 1 川幅の定義 
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木が流向と並行のとき 1.2，垂直のとき 2.0 とした． 

𝐷 =
1

2
× 𝜌𝑉2𝑆𝐶𝐷 (3) 

静止摩擦係数 0.4の場合(孟ら,2008)すなわち 22°
の場合を基準にすると，斜面上の流木 2105 本のうち
24%(506 本)は 22°以下，76%(1599 本)は 22°以上
の勾配で堆積した．また，最頻値は 25°～30°で，
平均値は 29°であった． 
水理量について，本川上の流量は 2.47~18.21㎥/s，

流速は 1.93~3.68m/s，水深は 0.08~0.20m であった．
さらに重力・抗力・摩擦力の合力より，流木の向きが
流れに垂直の場合はほとんどの流木が下流に移動し，
平行の場合は移動しないことが分かった． 
３． 考察 
川幅𝑤と流木長𝑙の比について，1.3 ≦ 𝑤 𝑙⁄ を満たす

流木堆積地点の川幅は流木が通過する程度に大きい
ため，これらは川幅以外の要因で堆積した可能性が
ある．反対に，𝑤 𝑙⁄ < 1.3を満たす流木の堆積地点で
は川幅が狭いため，岸に流木が引っかかって停止し
た可能性があるが，実際には谷地形でそのように堆
積した箇所はほとんどなかった．石川ら(1989)と結
果が異なった原因はwの状況の違いと推測される．既
往研究では，wの計測点は跳水が起きる狭窄部を前提
としていたが，本研究のwの計測点つまり流木堆積地
点では跳水が生じる狭窄部はみられない．これより
流木長に対して川幅が十分に大きいこと，跳水が生
じる狭窄部が流域内にみられないことは流木流出率
が高かった主な原因と考えられる． 
地形変化量について，流木は斜面崩壊に伴って土

砂と共に堆積する可能性が高いと推定される．つま
り，土砂が多く堆積する地点に流木も堆積しやすい
と考えられるため，流域内の最急勾配を用いて本流
域で土砂が堆積しやすいかについて検討する．土石
流・流木対策設計技術指針を基準とすると，土石流発
生・流下区間である 10°以上を満たす地点は流域内
に 93.5%あった．これより，土石流が流域内で停止
する確率は低いと考えられ，このことは流木流出率
が高い原因の一つと考えられる． 
勾配について，29°以上の急勾配のとき流木は停

止せず流下する確率が高いと考えられる．ここで，流
域全体の斜面 11657 地点のうち 77%が，最急勾配
29°以上の地点であった．よって，摩擦力で流木が
停止しない地点が多かったことは流木流出率が高か

った原因の一つと考えられる． 
また，発生した流木のうち本川に流れ込んだ流木

は約 88%であり，これらは流れに垂直の向きで本川
に達した場合には流出する可能性が高いと考えられ
る．流れに垂直な向きの流木がほとんどの地点で動
き出す条件であり，そこに多くの流木が流れ込んで
きたことは流木流出率が高かった原因の一つである． 
４． おわりに 
流木流出率が高かった主な原因は次の４つと推定

された．一つ目に，跳水が起こる狭窄部かつ川幅が流
木長の 1.3 倍以下という流木が停止する条件を満た
す地点が流域内にほとんどなかったことである．二
つ目に，土石流発生・流下区間である勾配 10°以上
の地点が流域内の 93.5%を占め，本流域は流木が土
砂と共に流下しやすい地形であったことである．三
つ目に，流域内の斜面の 75%は流木が堆積する確率
の低いと推定された勾配 30°以上の地点であったこ
とである．四つ目に，流域内の本川上のほとんどの地
点で，流木の向きが流れの向きに垂直であれば流木
が下流に移動する流速，水深であったことである． 
今後は，本流域と特性が異なる流域，比較対象とし

て流木流出率が低い流域においても同様に地形条件
や水理量を明らかにすることにより，流木の堆積・流
出実態をさらに解明する必要がある． 
本研究は JSPS 科研費 JP19H00812，JP18H04152

の助成を受けたものです． 
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満管と未満管が混在する流れの再現方法の検討 

九州大学大学院生物資源環境科学府 〇江藤稚佳子・原 教介（現日鉄鉱コンサルタント株式会社） 

九州大学大学院農学研究院 水野秀明 

1．はじめに

山間地域では谷出口や住宅地に暗渠が設置され，その

上が道路として活用されている（図－1）。このような道

路の下に設けられた暗渠に土石流や洪水が流れ込むと，

暗渠内に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。大分県

津久見市の事例では，2017 年 9 月の台風 18 号に伴う豪

雨で流出した土砂が住宅地にある暗渠内に流入し閉塞

したことで，住宅地や道路が広い範囲で冠水した。この

ような災害を防止・軽減するためには，暗渠内の流れや

土砂の挙動を予測する必要がある。 

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。また，開水路（未満管）から暗渠（満管）

への連続した流れの変化を計算できる必要がある。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，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

多く，暗渠内の流れに 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，開水路から暗渠内への連続した流れに適用

できる 2 次元浅水流方程式を開発し，水路模型実験によ

る水路内の水の流れの再現性を明らかにすることを目

的とする。 

2．2次元浅水流方程式を用いた暗渠の水理モデル 

本研究では暗渠が満管と未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 

（左：谷出口，右：住宅地） 

図－1 大分県津久見市の暗渠の設置状況 

僅かに圧縮すると仮定する。つまり，流れが圧縮性で，

管水路（暗渠）内で弾性波が生じると仮定する。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， 
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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 s2⁄ ]，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]，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， 

𝑝𝑠 = 𝐸 ∙ log𝑒

𝜌

𝜌0

+ 𝑝0 ⋯(4) 

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。

3．浅水流方程式による暗渠内の流れの再現計算 

3.1 水路模型実験 

水路模型実験では，アクリルで作成した延長約 2.0m，

幅 0.05m，高さ 0.05m で，90 度の湾曲部を持つ水路に

上流端に接続したポンプから水を速度 1.31m/sで供給し

た。水路上部はアクリル板で蓋をしており，流入口は仕
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切り版により 0.02m に固定した。水深は水路湾曲部の左

岸（内湾側）と右岸（外湾側）に設置したビデオカメラ

で撮影し計測した。 

図-2 は対象とした水路模型実験の計算要素モデルの

平面図と断面図である。計算要素は直線部を 0.05m 間隔，

湾曲部を 10 度間隔で分割し，水路の高さは 0.05m とし

た。初期水深は 0.02m，粗度係数は 0.00025 とした。 

計算に際して，暗渠の流入口から水深 0.02m，速度

1.31m/s で水を 60 秒間流入し，流出口から計算領域外へ

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。 

3.1 結果 

図－3，4，は水路内の実験結果と計算結果の水深を比

較したものである。実験結果の水深は，上流から水を共

有し，定常状態を確認してから 40秒時点の水深とした。 

実験結果の水深は流入口から 0.5m 地点から高くなり，

左岸では 0.59m，右岸では 0.55m で水路上面に到達し

た。一方，計算結果の水深は流入口から 0.5m 地点まで

0.02m 程度で，0.5m 地点から高くなり 0.08m 付近で水

路上面に到達した。 

4．考察 

計算結果の水深は湾曲部まで概ね一定の値で，湾曲部

に到達すると水深が上昇して湾曲部の終わりに水路上

面に到達し，跳水の発生による未満管から満管状態への

水面形の変化を再現することができた。一方で，実験結

果では湾曲部に到達すると急激に水深が上昇して水路

上面に到達するのに対して，計算結果では水深が水路上

面へ到達する位置が下流側となった。これは，再現計算

の粗度係数を直線部に合わせて設定しているため，湾曲

部で生じる二次流などによるエネルギー損失を考慮で

きていないためと考えられる。また，流れと側面の摩擦

力を考慮していないため，差が出たと考えられる。 

5．おわりに 

本研究では，満管と未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，水路模型

実験の再現計算を行い，その水の流れの再現性を検証し

た。本研究で提案した数理モデルは，暗渠内における跳

水による未満管から満管状態への流れの変化を再現で

きたものの，実験結果と比較して跳水の発生箇所が下流 

図－2 水路模型実験の計算要素モデル 

図－3 暗渠内における水深の比較（左岸） 

図－4 暗渠内における水深の比較（右岸） 

側になる結果となった。これは，とくに湾曲部における

摩擦を十分に考慮できていなかったためと考えられる。

今後は，これらを考慮できるように改良したいと考えて

いる。さらに，土砂が流入し場合の流れへの適用に向け

て改良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。 
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DSM を用いた流木集積範囲の抽出について 

株式会社パスコ ○本田 健、橋詰 二三雄、柴田 俊彦、山根 怜

1. はじめに

流木による被害は以前より発生しているが、近年

豪雨の発生頻度増加、広域化に伴い流木被害が顕著

になっている。例えば平成 30 年７月豪雨では、広島

県安芸郡坂町の総頭川において流木による橋梁の閉

塞等の被害が発生している。このような流木災害を

防止するため、砂防基本計画策定指針（土石流・流

木対策編）では発生流木量、流出流木量の算出方法

が示されている。

実際の災害における発生流木量については、立木

の流出範囲が明確であるため算出可能である。一方、

流出流木量算出に必要な堆積流木量については、流

木が立体的に堆積している上、その内部は空隙が多

いため算出が難しい状況にある。

今回流木の堆積状況調査において、航空レーザ計

測データの差分解析による空隙を含んだ流木集積箇

所（流木群）の材積量算出を試行したので報告する。

2. 調査の概要

調査対象流域は、令和 2 年 7 月豪雨で土石流が発

生した熊本県芦北町の園口川（0.47km2 、流路長

1.3km）である（図 1）。 

 

現地調査で流木群の平均高さ（下流側・中間・上流

側の平均値）を計測すると共に、堆積場所（河道中央・

渓岸）を確認した。また UAV 写真測量で作成したオル

ソ画像を用いて流木群を判読し、GIS 上での流木群面

積に平均高さを掛けて現地計測による材積量とした。

一方発災前（平成26年2月）の航空レーザ計測デー

タ（DEM）と発災後（令和 3 年 2 月）の航空レーザ計測

データ（DSM）を用いて差分解析を実施し、流木群毎

に空隙込みの材積量を算出した。

3. 解析結果

差分解析の結果の例を図 2 に示す。 

流木群内の差分値、すなわち高さをみると、全体的

には 4m以下の範囲が多くを占めていることが確認でき

る。また土石流が停止した下流端の流木群をみると、

上流側は 4m 以下の範囲が優勢であるが、下流側は 4

～8m の範囲が優勢であることが確認できる。 

しかしながら流木群の一部、特に渓岸に位置する流

木群では 12m 以上の赤色の範囲が点在している状況

が確認できる。そこでオルソ画像を確認したところ、赤

色の箇所は立木であることが判明した（図 3）。 

流木群の材積量を算出するためには、差分解析の

結果から立木を除去する必要がある。現地調査で計測

した流木群の平均高さをみると最大 2.9m である。一方、

斜面の立木の樹高は 20～30m、渓床に残っている立

木の樹高は 10m 程度であり、流木群の高さと明確に異

なる（図 4）。このことから、差分値を流木群と立木に分

離することが可能であると考え、差分値の頻度分布を

調査した（図 5）。その結果、頻度分布は対数正規分布

を示唆する形となり、差分値 8m を境界に頻度分布が 2

つの山に分離されることが判った。よって差分値 8m 未

満を流木群として材積量を算出した結果、現地計測に

図 2 航空レーザ計測データの差分解析の例 

図 3 差分解析結果の拡大（赤色は立木である） 

出典：地理院地図

（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html） 

図 1 調査渓流の位置及び流木群の分布状況 
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よる材積量と大差が無いことが確認された。（図 6）。 
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図 5 航空レーザ計測データの差分値の頻度分布 
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図 6 現地計測と LP 差分解析との材積量の比較 

4. 考察

(1)立木と流木の境界値8mについて 

流木群の堆積状況をみると平面の積み上げだけで

なく、直立に近い状態で集積している流木も確認され

ている。このような直立状態の流木の高さは、現地調査

で概ね 6m 程度であることが確認されている（図 7）。一

方、前述の通り立木の樹高は 10m 以上である。 

以上より、流木群の高さと立木の樹高とは高さが明

確に異なっていると言える。よって、本調査で設定した

境界値 8m は概ね妥当であると考える。 

 

(2)場所の違いによる材積量の差について 

今回採用した航空レーザ計測データの差分解析で

は、発災前の DEM を用いている。このため河道中央

の流木群の材積量は、土石流堆積の影響により渓岸の

流木群よりも精度が悪いと想定した。そこで現地計測に

よる材積量を「正」とした場合の差分解析による材積量

の誤差の大きさを MAPE（Mean Absolute Percentage 

Error：平均絶対誤差率）で評価した結果、MAPE は渓

岸で30.9％、河道中央で37.1％となり、場所による誤差

率に大きな差は見られなかった。その原因としては、土

石流の堆積深が1～3m程度であり、2～6mの差分値よ

りも相対的に小さいためと考えられる。

5. まとめ

航空レーザ計測データの発災前 DEM と発災後の

DSM を用いた差分解析で、流域内に残存した流木群

の見かけの材積量を算出した。その結果、差分値 x＜

8m を流木群として算出した材積量は、現地計測による

材積量に対して30～40％程度の誤差であることが確認

された。また土石流の堆積深が流木群の高さよりも相

対的に小さい場合には、河道中央の流木群であっても

誤差率に大きな影響がないことが確認された。

今後、流木群の実材積量の調査が進めば流木群の

空隙率を算出することができ、より適切な土石流・流木

対策計画が策定可能になると考えられる。
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図4 流木群の高さと残った立木の高さの違い（立木の
樹高は概ね 10m 以上） 図 7 最下流の流木群の堆積状況（直立状態の流木の

高さは最大 6～7m） 
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急傾斜地崩壊対策施設の緊急改築の事例 

山梨県峡南建設事務所 小林 弘，矢崎 大地 

アジア航測株式会社 〇屋木 健司，松田 昌之，井上 信嗣，宮﨑 孝紹，田中 拓也，猪狩 祥平，高山 陶子 

1. はじめに

近年，豪雨が頻発化するとともに巨大地震再来も懸念され

ている。このような背景を基に，国土強靭化政策は国民が望

む政策の1つとなっており，砂防事業のおいてもハード面及

びソフト面の対策が進められている。がけ崩れ災害対策とし

ては，急傾斜地崩壊対策施設（以下，「施設」という。）が施

工され，多くの人命や財産が守られてきた。しかし，施設の

老朽化や現行の基準に適合していない既存不適格の施設が

存在している現状があり，このような実態は，住民の安全・

安心を持続的に確保する上で問題となっている。 

本報告は，山梨県内で実施された老朽化した施設の補修と

近隣斜面に存在する施設の改築を通じ，地域の安全性を向上

させる方策を立案した緊急改築の事例を紹介する。 

2. 対象箇所

対象箇所は，山梨県南巨摩郡身延町内に位置するある急傾
傾斜地崩壊危険区域である。当該箇所は，人家背後に急傾斜
地が迫っており，これまでも急傾斜地崩壊対策事業によって，
重力式擁壁等の施設が施工されてきた。急傾斜地を構成する
地山の地質は，新第三紀の御坂層群（図1）であり，風化の
進んだ泥岩が分布している。 

3. 土砂災害警戒区域の指定状況

対象箇所は，土砂災害警戒特別区域（以下，「特別警戒区
域」という。）が指定されており（図2）），特別警戒区域内に

保全対象の人家が分布している。 

4. 施設の配置状況と既往点検結果

図3は，対象箇所内の施設の配置状況と既往点検結果を示
したものである。既往点検（平成28年度点検）は，平成26

年度の砂防関係施設点検要領（案）（国土交通省砂防部保全
課）に基づいて実施されたもので，重力式擁壁1箇所が要対
策と判定された。当該擁壁（以下「要対策施設」という。）は
押し出しによって前倒気味になっており，施設として適切な
状態ではない（図4）。 

図1 対象箇所と地質 1) 

対象箇所 

※本図は参考文献1)に加筆したものである 

御坂層群 

特別警戒区域 

※本図は地理院地図の画像を背景に山梨県提供資料（特別計警戒区域）を加筆したものである。

図2 特別警戒区域の指定状況 

重力式擁壁 

「要対策」と判定され

た擁壁（要対策施設） 

※本図は山梨県提供資料に加筆したものである。

図3 施設の配置状況と既往点検結果 

「要対策」と判定された

擁壁（要対策施設） 

押し出しあり 

（前倒気味） 

図4 要対策と判定された重力式擁壁 
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5. 山梨県の緊急改築工法選定

図 5 は，山梨県の緊急改築工法選定フロー（原因地対策）
を示したものである。同フローによる工法選定は，要対策で
抜本的な対策が必要と判断された施設と近隣施設を共通の
仮設工等で施工できる場合は，両施設を併せて施工する方法
を選ぶことができるようになっている。これによって，同様
の危険性を有する近隣斜面も一括して対策を実施でき，早期
に特別警戒区域を解消することができる。 

 

6. 近隣施設の安定性評価と工法選定
近隣施設について安定性評価を実施した結果，近隣施設は

崩壊土砂の衝撃力作用時にNGとなることが分かった。近隣

施設と要対策施設を同時に施工した場合，仮設工（モノレー 

ル）を併用できる利点がある。このため，近隣施設と要対策

施設を施工する対策計画を検討した。近隣施設の対策工を検

討するにあたっては，残斜面からの崩壊によって特別警戒区

域ができないこと，斜面の地形的特徴（勾配の緩急）や土地

利用状況（墓地の有無）等を留意した。検討した対策計画（案）

は図7に示す。本計画によって対策が実施された場合，施工

区間内の人家は，特別警戒区域を解消されることになる。 

7. おわりに
本事例では，老朽化した施設の補修と近隣斜面に存在する

施設を一括して対策することで，特別警戒区域を解消する計

画を立案した。今後は，要対策施設と近隣施設の対策が実施

され，当該箇所の安全・安心が持続的に確保されることが望

まれる。 

＜参考文献＞ 

1) 山梨県県土整備部砂防課，山梨県の砂防，2016.4

図7 対策計画（案）平面図 

要対策と判定された施設の工法選定 

近隣施設で対策が必要な施設を含めた工法選定 

※1：当該施設の近隣施設で対策が必要な施設がある→ YES 

※2：当該施設の施工で必要な仮設工等を計画したとき，近隣

施設も併せて施工を実施した方が合理的 →YES 

※3：近隣施設も同時に施工を実施 

※1

※2

※3

抜本的な対策工を実施 

図5 山梨県の急傾斜地崩壊防止施設対策工選定フロー 

(原因地対策施設) 

既往点検によって要対策となった擁壁 

（要対策施設）

崩壊土砂の衝撃力作用時 

にNGとなる擁壁

土砂捕捉余裕高が低く

NGとなる擁壁

近隣 

施設

図6 近隣施設の安定性評価 

要対策施設の対策 →法枠工（図8参照）

地山補強土工(例：法枠工＋鉄筋挿入工)

高エネルギー吸収型土砂防護柵工

隣接施設 

対策

30°

30°

特別警戒区域を解消される人家

モノレール（仮設工）

勾配急勾配緩い，墓地あり

モノレール

起点 

図8 対策計画（案）横断面図例 

（要対策施設位置の横断面） 

高エネルギー吸収型土砂防護柵工

施工時の仮設足場 

要対策施設（擁壁）撤去

→吹付法枠工 

高エネルギー吸収型 

土砂防護柵工
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砂防堰堤工事における二酸化炭素排出量と排出削減効果 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○今城 貴弘，松田 尚郎，飛岡 啓之 

国土交通省 六甲砂防事務所（※ 光永 健男，西村 信彦，辻田 英幸，山崎 卓也、田村 仁志 

※）所属は2022年3月時点 

1 はじめに： 

気候変動に伴い激甚化・頻発化が予想される自然災害に対し、

地球温暖化対策として2050 年カーボンニュートラルの実現は、

我が国の重要な政策課題１）となっている。日本の国土は、約 7

割を山地が占めており、山間地・急斜面で主に事業が実施され

る砂防事業においても可能な限り地球温暖化進行の緩和の一端

を担うことが求められる。 

砂防堰堤工事で使用される材料として、コンクリートが多く

用いられる。コンクリートは、使用するセメント製造に由来す

るCO2排出量が土木・建築材料のなかでも非常に多い２）ことが

知られている。近年、土石流対策における砂防堰堤として、重

力式コンクリート砂防堰堤（以下、「コンクリート堰堤」と呼ぶ）

に代わり、鋼管フレーム型砂防堰堤（以下、「鋼製透過型堰堤」

と呼ぶ）の適用が増えている。また、コンクリートに代わる材

料として、建設発生土を有効利用した砂防ソイルセメント堰堤

の採用実績も年々増加している３）状況にある。 

 以上のような背景から、本検討では、砂防堰堤の設計段階で

比較検討されている事例を収集し、形式（不透過型、透過型）

や材料（コンクリート、ソイルセメント）の違い着目したCO2

排出量を算出・比較したうえで、CO2 排出量の削減効果につい

て定量的な評価を行った結果を報告する。 

2 砂防堰堤工事を対象としたＣＯ２排出量の試算方法： 

2.1 検討対象堰堤 

本検討の目的は、砂防堰堤の形式や材料の違いによるCO2排

出量を比較することにある。このため、六甲砂防事務所管内お

よび紀伊山系砂防事務所管内の既往設計業務において、同等の

施設効果を期待したうえで、透過型堰堤と不透過型堰堤の形式

比較が実施されている設計成果、および不透過型堰堤が最適案

として採用された施設のうち、コンクリート構造と砂防ソイル

セメント構造の比較が実施されている成果を対象とした。抽出

したサンプル数は、形式比較として15基、コンクリートとソイ

ルセメントの材料比較として22基である。 

2.2 検討対象工種と算出方法 

砂防堰堤工事の一般的な工種として、積算体系が確立されて

いる土工（掘削積込と残土運搬）、コンクリート工、型枠工、砂

防ソイルセメント、鋼製透過型工の５工種を対象とした。工種

ごとに算出した排出原単位に活動量（数量）を乗じることでCO2

排出量が算定される。 

2.3 工種別のCO2排出係数）排出原単位 

砂防工事を対象としたCO2排出量原単位については、これま

で国土交通省河川局砂防部（平成21年）４）によって試算されて

いる手法・成果を用いた。砂防堰堤工事における主な工種別の

CO2排出量原単位を示す。（表－1） 

各工種のCO2排出量原単位は、これまで他の社会資本整備分

野で行われた手法を参考とするとともに、国土交通省の砂防工

事で用いられている標準積算基準や設計要領等を用いて算定さ

れたものである。砂防工事の実施によってCO2を排出するプロ

セスとして、「資材生産に伴うCO2排出」「資材運搬に伴うCO2

排出」「機械運転に伴うCO2排出」に分類し、それぞれの排出原

単位の積算が、工種別の排出原単位となっている。 

表－1 砂防堰堤工事の主要な工種類のCO2排出量原単位 

工種 単位 
単位数量あたりの 

二酸化炭素排出量 

土工 掘削積込（※1 t-CO2／m3 0.001

残土運搬（※2 t-CO2／m3 0.005

コンクリート打設工（※3 t-CO2／m3 0.335

残存型枠工（※4 t-CO2／m2 0.018

鋼製スリット堰堤工（※5 t-CO2／t 2.360

砂防ソイルセメン（※6 t-CO2／m3 0.088
※１）バックホウ山積0.8ｍ3、レキ質土、障害なし 
※２）ダンプトラック10ｔ、土砂、DID区間なし、運搬距離11.5㎞以下 
※３）レディミックスコンクリート、日打設量50m3未満、ラフテレーンクレーン
25ｔ吊 
※４）型枠材1枚60kg以下、ラフテレーンクレーン25ｔ吊 
※５）高炉セメントB、単位セメント量150㎏、バックホウ山積0.8ｍ3、ブルドー
ザー15ｔ、ダンプトラック10ｔ、振動ローラー3~4ｔ 

3 試算結果とその分析： 

3.1 コンクリート堰堤と鋼製透過型堰堤 

コンクリート堰堤と鋼製透過型堰堤の比較 15 事例を対象に

CO2排出量原単位を用いて、砂防堰堤工事におけるCO2排出量

を試算した結果を示す。（図－1） 

15基全ての検討例において、コンクリート堰堤よりも鋼製透

過型堰堤がCO2排出量が小さく、コンクリート堰堤に対する鋼

製透過型堰堤のCO2排出量削減率は13.7%～86.5%と幅がある。

全15基を平均した削減率は45.7%である。 

図－1 コンクリート堰堤と鋼製透過型堰堤のCO2排出量比較
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CO2 排出量の絶対値でみるとコンクリート堰堤１基あたりの

CO2排出量は 1,378t-CO2、鋼製透過型堰堤とした場合の 1 基あ

たりのCO2排出量は623 t-CO2で、CO2排出量の削減量は1基当

たり755 t-CO2で、一般家庭260世帯分の年間エネルギー消費に

よるCO2排出量に相当する5）。 

また、コンクリート堰堤の堤体積とCO2排出量削減率の関係

をみると相関関係がみられ、堤体積が大きい堰堤のほうが、削

減率が大きくなる傾向となる。（図－2） 

図－2 コンクリート堰堤の堤体積とCO2削減率の関係 

3.2 コンクリート構造と砂防ソイルセメント構造 

コンクリート堰堤と砂防ソイルセメント堰堤の比較 22 例を

CO2排出量原単位を用いて、砂防堰堤工事におけるCO2排出量

を試算した結果を示す。（図－3） 

22基全ての堰堤において、コンクリートよりもソイルセメン

トのほうがCO2排出量が小さく、コンクリートに対するソイル

セメントのCO2排出量削減率は4.3%～64.9％と幅がある。全22

基を平均した削減率は43.5%である。 

図－3 コンクリート堰堤と砂防ソイルセメント堰堤 

CO2排出量比較 

砂防ソイルセメント堰堤は、資材であるコンクリート量の節

約と資材や残土運搬に係る運搬距離の短縮の両面でCO2削減効

果があると考えられる6」）が、量的にはコンクリート量の節約効

果の占める割合が高いことが分かった。また、砂防ソイルセメ

ント堰堤の堤体積とCO2削減率については有意な関係はみられ

ない。（図－4） 

 

図－4 砂防ソイルセメント堰堤の堤体積とCO2削減率の関係 

4 おわりに： 

本検討では、砂防堰堤工事を対象としたCO2排出量の試算を

行い、形式や材料の違いによる排出量の削減効果についての評

価を行った。試算ではある程度条件を仮定した部分もあったも

のの，砂防工事における主要工種のCO2排出量原単位を用いる

ことで、日本全体の砂防堰堤工事（１年間）において直接排出

されるCO2排出量や排出削減量の概算値の把握ができる。 

また、砂防堰堤設計段階では、複数の形式や材料での比較検

討が行われ、経済性、施工性、景観性などの項目により総合的

な評価が行われるが、評価項目の一つとしてCO2排出量を用い

ることにより、砂防工事の目的や機能が発揮される範囲におい

て、CO2 排出量の少ない資材や工法を選定することが可能とな

ると考えられる。 

5 参考文献： 

１） 国土交通省： 国土交通省 環境行動計画 令和3年12月  

２） 木嶋ら：建設事業におけるCO2排出量に関する検討、土木

技術資料48-12（2006） 

３） 水山高久：砂防ソイルセメントの現状と今後の課題 

https://www.stc.or.jp/pdf/soilcement/soil_1.pdf 

４） 国土交通省河川局砂防部（2007）、平成21年度 低炭素型

砂防事業等検討業務報告書 

５） 令和 2 年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査結果の概要

（速報値）令和3年10月 環境省 

６） 砂防ソイル施工便覧、平成28年度版、一般社団法人砂防・

地すべり技術センター 

【謝 辞】本検討にあたり，国土交通省紀伊山系砂防事務所よ

り資料のご提供を頂いた。また、近畿地方整備局河川計画課、

国土交通省砂防部保全課に検討内容等のご指導を頂いた。ここ
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弁天谷川における土砂移動の流域特性を考慮した土砂・洪水氾濫対策の検討事例 

和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課  森川智 大橋和也 橋本和夫 

日本工営(株)  ○松野千華 池島剛

1. はじめに

近年，平成 29 年 7 月九州北部豪雨や平成 30 年 7 月豪雨，令和
元年東日本台風等で，土砂・洪水氾濫による被害が発生している。
このような背景から，平成 31年 3月に河川砂防技術基準が改定さ
れ，土砂・洪水氾濫を対象とした砂防計画検討を行うことになっ
た。山地河川の土砂動態を考慮した解析手法で河床変動計算を実
施し，土砂・洪水氾濫被害の推定と対策施設の効果を評価する手法
が定められている 1)。 
今回対象とした紀の川水系弁天谷川は，流域内に多数の地すべ

り地形や大規模崩壊が確認され，土砂流出が見込まれる流域であ
る。流域下流には多数の保全対象があり，土砂・洪水氾濫が発生す
ると被害が大きくなる流域であるため，本川において一次元河床
変動計算によって土砂・洪水氾濫の防止に有効な施設配置計画が
検討された。今回，地域特性を考慮したシナリオ設定を行うこと
で，現地状況に調和した成果が得られたため，これを報告する。 

2. 対象渓流

弁天谷川流域は流域面積約 4km2，主流路延長約 6km で，下流か
ら約 700m 地点までが勾配 2°未満の掃流区間，これより上流が土
石流区間である。中央構造線が流域内を横断しており，五条谷と菖
蒲谷の 2 つの活断層に挟まれている。菖蒲谷断層より上流の大部
分が和泉層群の砂岩泥岩互層であり，菖蒲谷断層より下流は前期
更新世の堆積岩類や後期更新世の段丘堆積物が分布している。図 
1に示すように流域内には多数の地すべり地形が存在しており，流
域中腹には大規模な崩壊跡地（図 2）がある。流域内には砂防堰
堤 10 基，床固工 37 基，流路工 2 基の砂防施設と治山施設が昭和
8年から整備されている。なお，弁天谷川では災害履歴は確認され
ていないが，河道沿いには複数の小規模崩壊が発生しており，渓岸
崩壊由来の不安定土砂が河道内に堆積している。保全対象は，人家
は谷出口から紀の川の間に広く分布しており，重要施設として和
歌山県立医科大学附属病院紀北分院がある。下流には京奈和自動
車道や国道 24 号，JR 和歌山線，右岸沿いには県道 61 号等の交通
網が分布している。 

3. 地域特性を考慮した土砂移動シナリオの検討 

前述した対象渓流の想定される土砂生産形態や生産場の位置(分布)を反映した土砂供給箇所とタイミング，
供給土砂量とその移動対象土砂の粒径を考慮し，5つのシナリオを想定した。これらの計算ケースの内訳を表 
1に示す。なお検討に用いた材料の粒径は現地調査より設定し，ハイドログラフは中安の総合単位図法を用い
て作成，継続時間は既往最大 24 時間雨量を記録したイベントの流出解析結果より 57時間とした。 

表 1 シナリオ（ケース）一覧 

大 小 大 小 合計

Case1 小規模崩壊＋土石流(ため池無) 0.04 49,000 77 8 19 23 42 供給開始～土砂量上限
・土砂濃度は供給地点における平衡土砂濃度を使用
・土砂供給タイミングを変更した計算も実施

Case2 天然ダム(規模：小) 0.04 0 65 8 0 0 0 上流端からの供給無し
・天然ダム土砂量60,000m3
・Case3と比較することで、土砂量・天然ダム発生箇所
の違いによる結果の検証が可能

Case3 天然ダム(規模：大) 0.04 0 81 17 0 0 0 上流端からの供給無し
・天然ダム土砂量150,000m3
・Case2と比較することで、土砂量・天然ダム発生箇所
の違いによる結果の検証が可能

Case4 天然ダム＋土石流 0.04 49,000 77 8 1.8 2.2 4 ピーク流量以降

・最も供給土砂量が大きくなるケース
・土砂濃度はピーク流量以降で供給土砂量を流しきれ
る濃度に設定
・粒度分布や粗度係数を変更した計算も実施

Case5 地すべり・崩壊による常時土砂供給 0.04 110,000 65 8 0.9 1.1 2 常時供給

・土砂量上限をCase2の天然ダム＋土石流相当の
110,000m3に設定。
・地すべりや斜面崩壊由来の崩壊残土が侵食を受け
ながら常時供給される条件を想定
・土砂濃度は水の力によって運ばれたと考えられる土
砂の堆積深になるように、土砂濃度を調整

土砂濃度(%) 上流端からの
土砂供給タイミング

備考

19.56

ケース名 現象 粗度係数
ピーク流量

（m3/sec）

供給土砂量

上限（m3）

粒径(mm)

図 2 流域中腹の崩壊地跡

掃流区間

土石流区間

崩壊地跡

図 1 弁天谷川流域図 
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図 3 Case1 の計算結果 

弁天谷川は主流路延長が約 6km と規模が小さいこと，大きな支川が
流入しないこと，流路の大部分が勾配 2°以上の土石流区間であるこ
と，護岸が整備されており，矩形断面への近似が可能なこと等を踏ま
え，一次元河床変動計算は，(一財)砂防・地すべり技術センターが公
開している土石流シミュレータ・Kanako2)にて実施した。表 1に示し
た計算ケースのうち，Case1 の計算結果を図 3 に示す。1.0km 地点か
ら 3.0km 地点の区間で土砂が大きく堆積し，氾濫が発生している。
Case2～4は天然ダムによって発生した土砂が 1.0km地点から 3.0km地
点の区間で堆積し，堆積深は最大で Case2 で 7m，Case3，Case4 では
16m となった。Case5 は Case1と同様の結果となった。 

4. 施設配置計画の検討

弁天谷川流域における土砂・洪水氾濫対策の施設配置計画は，既設
堰堤を活用し，改築を主体とする方針である。また，流域内には地す
べり地形が多数存在している。地すべり末端が不安定化する可能性を
勘案し，地すべり地付近の堰堤改築を行わない。改築を行う砂防施設
は施設効果や施工性等を判断基準として採択し，図 4に示す 3施設を
採用した。改築の規模は，既設の砂防構造物や道路等施設に影響を及
ぼさないものとなっている。既設改築のみでは土砂・洪水氾濫箇所の
解消ができないため，流域全体の整備率の向上が見込め，地すべりに
よる天然ダムが発生した場合にも効果的な箇所に，砂防堰堤 1 基の新
設を計画した。堰堤の規模は，一次元河床変動計算により効果検証を
行い，有効高 6mとした。 

計画施設を配置した場合の効果検証は各ケースについて行い，すべ
てで土砂・洪水氾濫が解消された。ここでは，Case1 と Case5 の結果
を図 5 に示す。なお，土砂供給条件等は
Case1，Case5 と同様である。無施設時の計算
結果と比較しても，新設堰堤で土砂の大部分
を捕捉できており，堰堤配置箇所より下流で
は氾濫が発生しないことを確認できた。 

5. おわりに

地すべり地が多数存在している，崩壊地が
多い，大規模崩壊が発生する可能性がある，
などの弁天谷川流域の地域特性に合わせた
土砂移動シナリオを設定し，既設堰堤を活用
するなど，地域特性に合わせた施設配置計画
を立案し，流域全体の整備率向上を図ること
ができた。また，一次元河床変動計算を用い
た土砂・洪水氾濫による被害に対する施設配
置検討に対し，流域の特徴に応じて，土石流
シミュレータ「Kanako」を用いた施設配置に
よる効果の検証が可能であることが示唆さ
れた。
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堰堤１:透過型化 

（堤高 11.5m） 

堰堤２:嵩上げ（＋4m） 

＋部分透過型化 

堰堤３:嵩上げ（＋5m） 

堰堤４:新設 

（堤高 6m） 

図 5 施設配置計算結果（上：Case1，下 Case5） 

1～8m の堆積，氾濫の発生 
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天神川流域における土砂・洪水氾濫対策の検討事例 
倉吉河川国道事務所：丸下 淳一，清綱 保志，加納 頌大 

日本工営株式会社 ：〇谷川 安平，池島 剛 

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

水被害を増大させる土砂・洪水氾濫の発生が危惧さ

れる。天神川流域(表 1，図１)では，土砂・洪水氾

濫被害から人家など資産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，一次元河床変動計算により計画降雨

以外での越水想定箇所等の変化を検討し，その上

で，計画降雨での越水想定箇所への効果的な施設配

置を検討した事例を報告する。 

表 1 直轄砂防事業区域内の支川の諸元 

 

図 1 天神川流域 

２．計画降雨の特徴と課題 

計画降雨は S34 年伊勢湾台風災害降雨（小鴨川で

土砂・洪水氾濫が発生）である。過年度に本降雨に

おける再現計算を実施し河床変動計算モデルを構築

した 3)が，計画降雨では小鴨川流域に降雨が偏在し，

流量が多くなる傾向があった。そのため，天神川・

三徳川に降雨が偏在する場合での越水想定箇所等の

変化を検証することが課題となった。  

３．降雨の偏在性の検証 

３．１ 天神川・三徳川に降雨が偏在する降雨 

天神川流域の雨量観測所データと災害履歴を整理

し，天神川・三徳川に降雨が偏在した降雨イベント

である H10.10 降雨と R3.7 降雨を抽出した。 

３．２ ハイドログラフ 

H10.10 降雨と R3.7 降雨について貯留関数モデル

でハイドログラフ作成し，計画規模に引き伸ばした

波形の特徴を以下に示す。 

①H10.10 波形：S34 波形ピーク流量に対して，引

き伸ばし率 1.52，天神川本川の河戸橋と三徳川

本川の加茂橋で 800m³/ｓ⇒1000m³/s と 200m³/

ｓ増加する。

②R3.7 波形  ：S34 波形ピーク流量に対して，引

き伸ばし率 1.89，加茂橋で 800m³/ｓ⇒1800m³

/s と 1000m³/s 増加する。また，ピークが 2 山

型である。

３．３ 一次元河床変動計算結果 

S34 波形での越水箇所に加えて R3.7 波形では越

水箇所が加茂川・三徳川で増加する（図 2）。河床

変動は S34 波形と H10.10 波形は流量ピークが 1山

で流量ピーク後，河床は上昇した。R3.7 降雨では 1

山目で堆積，2 山目で堆積後に侵食が発生した。 

R3.7 波形では下流への通過土砂量が最も多くな

った。（図 3） 

 

 

図 2 越水箇所の比較 

 

 

 

 

図 3 時系列データの比較 

３．４ 降雨の偏在性の検証まとめ 

検証より以下のことが示された。 

①土砂動態はハイドログラフの波形が強く関与

すること，また越水箇所は河床堆積と流量の増

加タイミングの違いにより変化する。
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S34 H10.10 R3.7

191.6 153.2 399.9

S34 H10.10 R3.7

12.6 8.9 24.4

下流端三徳川下流端 通過土砂量(千 m³)

加茂川下流端 通過土砂量(千 m³) 

流域面積 A=492km2 

S34 波形 R3.7 波形 

天神川 

加茂川 

三徳川 

越水箇所 

KP6.1 地点 

河床堆積 

河床侵食 

最大 

S34 波形 6.1km 地点 H10.10 波形 6.1km 地点 

標
高
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) 

標
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標
高
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) 

流
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(
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⽔位 河床 流量

⽔位 河床 流量

⽔位 河床 流量

R3.7 波形 6.1km 地点 

支川名 天神川 小鴨川 三徳川

流域面積（km2） 150.8 87.8 82.5

流路長（km） 24 35 8

平均勾配 1/30 1/40 1/30
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②異なるハイドログラフでも越水箇所が共通す

る箇所もあり，流域の特性として土砂堆積によ

り氾濫しやすい箇所が把握できる。

４．施設配置計画の策定 

前章の異なるハイドログラフでも越水箇所が共通

する特性を踏まえて計画降雨時(S34 波形時)の越水

が無くなる施設配置を検討した。 

４．１ 一次元河床変動計算による検討 

一次元河床変動計算において河床変動により越水

が生じた越水想定箇所を対象として，施設配置計画

流域における供給土砂上限値を段階的に調整した一

次元河床変動計算を実施し，越水が無くなる供給土

砂上限値を求めた。 

予備検討の結果，越水を無くすには越水箇所に近

く，供給土砂上限値が大きな流域の土砂量を調整す

ることが効果的であったため，施設配置計画流域は

それらに該当する流域とした（図 4，5） 

三徳川 6.1 ㎞地点では現況時，最大 0.3m 越水す

るが，施設配置計画流域の土砂量を 25％以上カッ

トすることで越水が無くなる（図 6）。

４．２ 施設配置計画位置の検討

越水が無くなる供給土砂上限値に基づき整備土

砂量を設定し，以下の条件より施設配置計画流域に

施設配置位置を決定した（図 7）。 

①一次元河床変動計算による供給土砂上限値に

基づき，越水が無くなる施設効果量を確保する。 

②対策施設は砂防施設とし，型式は透過型砂防堰

堤とする。

③新規砂防施設の配置を基本とし，既設の透過型

化や嵩上げは極力少なくする。

④施設配置位置ではその位置における 100%整備

を基本とする。

５．おわりに 

 本検討では，降雨の偏在性の検討により計画降雨

と異なるハイドログラフでも越水箇所が共通する箇

所があり，流域の特性として土砂堆積により氾濫し

やすい箇所が把握した。その上で，施設配置計画流

域における供給土砂上限値を段階的に調整した計算

を実施し，計画降雨における土砂・洪水氾濫対策施

設の効果的な施設配置計画を立案した。今後は本報

告で立案した施設配置計画の計画降雨以外での施設

効果と評価を行い，計画降雨以外でも効果的・効率

的な施設配置計画を立案することが望まれる。 

６．参考文献
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図 5 越水箇所と施設配置流域 
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天然ダム発生時における水面標高観測機器の運搬・設置に関する検証 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 〇佐々木央・松田如水・飛岡啓之・澤田悦史 

国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 酒匂俊輔・内藤博 

1. はじめに

近年、災害時における無人航空機（以下、UAV とす

る）の活用事例として、被災状況調査、孤立地域への

物資運搬等が実施されている。また、UAV による災害

対応に関する協定は自治体レベルでも締結されるなど、

一般に普及しつつある。また、“空飛ぶクルマ”の実現

にむけた「空の移動革命に向けたロードマップ」や「ド

ローンを活用した荷物配送等に関するガイドライン」

等の物資運搬に関する制度整備も進んでいる。

UAV に関する技術は、エンジンを動力源としたハイ

ブリッド式や高精度測位システム、2 台体制による中

継システムなど、大型化以外にも日進月歩で進められ

ている。こういった技術を活用し UAV の優位性であ

る無人化・省力化・安全性といった観点から、物資運

搬に限らず、各種の災害対応に適用していくことが期

待される。

このような災害時における物資輸送の効率化や各種

の技術開発、物資輸送に向けた大型 UAV の開発が各

メーカーで進められている背景を踏まえ、河道閉塞を

伴う天然ダム発生時について、迅速かつ安全な監視機

器の UAV による運搬・設置について適用性の検証を

行った。

2. 検証の概要

2.1 検証の目的 

現在、検討が進められている小型の水面標高観測機

器について、実際に天然ダムの湛水地へ運搬・設置す

る際の課題や留意点等を整理することを目的に検証を

実施した。

2.2 使用した資機材 

検討中の水面標高観測機器本体の想定重量は 22kg
程度となる見込みである。このため、25kg 以上のペイ

ロードを有する大型 UAV を用いて検証を実施した。

なお、水面標高観測機器の実機は検証実施時点で製作

されていないため、類似した形状であるプラスチック

製ペール缶の重量を調整し代替した。

2.3 検証項目

検証項目は運搬・設置時に想定される課題や留意点

を整理し、以下の 6 つの検証項目を設定した。 
① 離陸、運搬、投下、分離の各手法の安定性

② 飛行の安定性

③ 飛行速度

④ 観測機器の吊り下げ方法

⑤ 高高度からの設置精度

⑥ 2 台以上の体制による運用

2.4 検証の方法 

検証は上記の項目を満たすように飛行速度や吊り下

げ長、機材の投下高度を段階的に設定するとともに、

手動飛行や自律飛行（自動飛行）による違いを確認す

るため、それぞれをパターンに分けて実施した。

3. 検証結果

検証を通じて得られた課題や留意点のうち、特に重

要と考えられる事項を以下にまとめる。

【1】飛行速度・吊り下げ長 

飛行速度 7m/s 以上、もしくは吊り下げ長 3m 以上

となる場合、急制動や急な方向転換を行った際に慣性

力の影響（振り子の原理）により揺動が大きくなり、

機体が不安定化することが確認された。

このため、安全な飛行のためには、目標設置地点の

距離から逆算して、バッテリーの消費量を考慮した適

切な飛行速度を設定するとともに、可能な限り吊り下

げ長を短くすることが推奨される。

【2】テザー投下の実現性 

観測機器を高高度から投下した場合、水面から受け

る衝撃により機器の損傷や不具合が発生するおそれが

図 1 検証時の飛行状況 

図 2 機体が不安定化した事例 

急制動をかけると揺動が大きくなり機体が不安定化する 

ペール缶に水を充填し想定重量と同等に調整 

吊り下げ 3m 
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ある。このため、ウィンチ等を用いたテザー投下によ

り観測機器を緩やかに水面に設置する方法が推奨され

る。一方で、天然ダムの発生が想定される山間部にお

いて遠方まで運搬する場合、地形条件による通信途絶

を回避するため、高高度を飛行する必要がある。

この際、タブレット等のディスプレイ上に表示され

る画像のみでは、機体が目標地点の上空にいるかどう

かを判断することは難しい。また、飛行時間が限られ

た状況下で、テザー投下しながら位置調整を行うこと

は安全性、技術的な観点から高度な技術を要すること

が課題として挙げられる。

【3】テザー投下による吊り下げ長の増大 

前述した通り、吊り下げ長が増大した場合、機体の

不安定化につながる。また、山間部特有の横風や突風

等が発生するおそれもある。

また、無事に設置が完了した後も、帰還時の安全性

の観点からワイヤロープ等は巻き上げておく必要があ

る。飛行可能時間に制限があることから、効率的な設

置を行うとともに、余裕を持った飛行計画の立案が必

要となる。

【4】投下した際に水面から受ける衝撃力 

検証実施時点では、ウィンチを使用可能かつ想定重

量のペイロードを有する UAV は限定されていた。 
このため、災害時にウィンチ等を有していない UAV

しか調達できなかった場合、上空から観測機器を投下

する必要がある。この場合、高度が高くなるほど、衝

撃力（落下エネルギー）が増加することから、機器設

置は可能な限り低空で実施する必要がある。

検証では高度 10m から投下した場合、ペール缶に凹

みが生じているため、UAV 本体の通信を担保しつつ対

応しなければならない点に留意する必要がある。

4. 推奨される運用案の検討

検証で得られた留意事項を踏まえ、天然ダム発生時

における水面標高観測機器の運搬・設置に関する運用

案の検討を行った。観測機器の運搬・設置フローを図

3、運搬・設置方法のイメージ図を図 4 に示す。 
水面標高観測機器の運搬・設置は、それぞれの役割

ごとに「現況把握用」と「観測機器設置用」の複数の

UAV を用いて実施するものとした。 
この理由として、天然ダムの発生前後では、現地の

地形条件が大きく変わっていることが想定され、障害

物の有無や周辺状況を把握し、目標設置地点を設定す

る必要があるためである。

こういった作業は大型機よりも小型・中型機の優位

性が高く、上位モデルでは、写真・レーザー等を用い

て、現地で簡易的なモデル作成が可能である。また、

設置時に低空や別アングルから撮影することで設置時

の補助的な役割を果たすことも期待される。

観測機器の設置はテザー投下を基本とし、フックは

水面に着水することで張力を失うことで開閉するもの

を想定する。障害物の有無や周辺の地形条件によって、

降下可能な高度は現地条件によって異なるが、低空で

行った方が作業の安全性、確実性につながると考えら

れる。

5. 今後の展望

今回の検証では、大型 UAV を用いて水面標高観測

機器の運搬・設置が可能であることを確認し、運用に

向けた課題や留意点を把握できた。

今後は製作予定の試験機を用いて、ダム湖や既往の

天然ダム発生地点のような実際の災害現場の条件に近

い条件で、検討した運用案の検証を行い、実運用に向

けたマニュアルとして整備していく必要がある。

参考文献 
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図 3 観測機器の運搬・設置フロー 

図 4 観測機器の運搬・設置方法のイメージ図 
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ステップ3

ステップ4

現況把握用の機体で目標地点周辺の概況把握
（湛水範囲、障害物、通信状況など）

撮影画像から3次元モデル・オルソ画像を作成
現地での作業となるため、簡易モデルを想定

観測機器設置用の機体で設定した自律飛行の試験
（飛行高度・目標設置地点のトライアル）
（観測機器は搭載せず実施）

観測機器設置用の自律飛行経路および
目標設置地点の設定

ステップ5
観測機器の設置

手動飛行

自律飛行

自律飛行

内業

内業

②運搬方法 ③投下方法 ④分離方法①離陸方法

目標設置地点上空で
高度を10m程度ま

で下げる

ウインチによる
余分長の巻き上げ

張力を失うことで
把持装置が開く

運搬時は支障物等に
接触しない高度を確保
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市街地の建造物による氾濫・堆積への影響 

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 宮田直樹 武蔵由育 後藤宏二 〇山田創太 
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∗1 辻田英幸∗2 山崎卓也 

∗1現 定年退職 ∗2現 国土交通省近畿地方整備局 

１．はじめに 

市街化の進んだ地域では氾濫が生じた際の氾濫流は住宅等の建物によって進路が阻害されながら流下していく。

そのため、氾濫範囲及び浸水深は建物等の構造物の存在により変化すると考えられている。また、中谷ら1)によれ

ば、2014年8月に広島市で発生したような土石流災害についても、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。一方で、土砂・洪水氾濫被害による建物の立地状況による氾濫への影響はあ

まり検証されていない。 

兵庫県神戸市では、昭和13年に発生した阪神大水害（1938年7月3日～5日）により、土石流や斜面崩壊、土砂・

洪水氾濫が生じ甚大な被害を受けた。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鉄道や道

路、住宅が密集した市街地を形成しており、阪神大水害により生じた土砂・洪水氾濫による氾濫流はこれらの構造

物の影響を受けて流下していたと考えられる。 

そこで、本検討では六甲山系の新生田川流域を対象とした阪神大水害時に発生した土砂・洪水氾濫の実績を用い

て、住宅や道路による構造物の影響を考慮した二次元氾濫計算をおこない、市街地の建造物による氾濫および堆積

状況への影響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 

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（図１）。新神戸駅付近で支川の苧川

と合流し、合流点下流に砂防計画基準点（以下、基準

点）が設定されている。また、基準点下流域では阪急

電鉄、JR及び国道２号が河川を横断し、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。市街地の道

路状況としては主要道路では幅員が20m以上ある（図

１①②）一方で、幅員5m程度の路地も多く存在し道路

脇には建物が密集している状況にある（図１③④）。 

新生田川の流域面積は約11.72㎢、平均河床勾配は計画基準点上流で1/12と比較的急勾配である一方で、砂防計

画基準点下流の平均勾配は1/47と緩勾配である。また、流域内の地質は主に花崗岩で構成されており、風化作用に

よるマサ土化の進行により、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。 

新生田川の下流河道は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。

３．阪神大水害での氾濫状況

阪神大水害時の総雨量は神戸海洋気象台4)で、7月3日から5

日の3日間の合計は461.8ｍｍであり、1時間あたりの最大雨

量は60.8mm（7月5日）であった。新生田川及び苧川の谷出口

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)と各地点の氾濫状況を図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。加納町2丁目付近の写真5)（地

点A）では、道路沿いの建物の一階部分が土砂により埋没し

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、倒壊には至らず水及び土砂が道路上を流下・

堆積している状況が確認できる。一方、氾濫の主流路から外

れる市街地（地点B、C）では、氾濫流が市街地内の道路を流

下し、約50㎝程度の浸水が生じている状況にあった6)。この 図２ 阪神大水害時の氾濫状況 

図１ 新生田川流域の市街状況 
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ことから、新生田川下流の土砂・洪水氾濫は、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計算ケースおよび条件 

本検討では建物による氾濫への影響を把握するた

め、10ｍメッシュ、5ｍメッシュの地形データをそれ

ぞれ用いた場合（Case１、Case2）の2ケースについ

て二次元氾濫計算を行った。 

地形データは、G空間情報センターで公開されてい

る1ｍメッシュの航空レーザ測量データを用いた7)。

建物による地盤高の影響を考慮するため、建物の地

盤高を除いたDEMに加えて、建物による地形状況を再

現するために建物などの地盤高を考慮したDSMを使用

した。DSMをベースとし、高架や歩道橋、橋梁部分等

の道路や河道を横切る構造物はDEMでの標高値に置き

換えて地形データを作成した。 

氾濫開始点は新神戸駅の下流側と想定し、供給す

る流量、土砂量は阪神大水害時の一次元河床変動計

算を行い、氾濫開始点の流量、土砂量を設定した。 

４．２計算結果および考察 

Case1、2の二次元氾濫計算結果を図３に示す。ま

た、比較として地形データにDEMのみを使用した結果

をCase00として示す。特徴的な被害のあった地点A～

Cについて各ケース比較を行った。 

地点Aにおいて、各ケースで同様に氾濫が広がり、

旧生田川上の道路（幅員約20m）を流下している。い

ずれのケースにおいても氾濫実績を再現できている

ことが確認できる。 

地点Bの市街地では、Case1では氾濫が流下してい

ないが、Case2において市街地内の道路（幅員約5～

8m）を氾濫流が流下している状況が確認できる。実

績の氾濫状況では市街地内の道路で氾濫流が流下していることから、Case2の方が再現性が高いと考えられる。 

地点Cの市街地では、各ケースで市街地内の道路（幅員約8～15m）を氾濫流が流下しているが、Case1では比較的

大きな道路（幅員約15～20m））を流下している一方で、Case2では大半の道路を氾濫流が流下している。実績の氾

濫状況では市街地一帯で浸水被害が生じていることから、Case2の方が実績の氾濫状況に近しいと考えられる。 

Case1では地点Aでの旧生田川方面への氾濫流の流下状況について再現することができたが、地点B、Cでの道路の

流下状況は表現できていなかった。一方で、Case2では市街地内の道路での氾濫流の流下状況を表現しており、

Case１に比べて再現性が高いことが確認された。建物を考慮しない場合と比較しても、Case00では左岸側に大きく

氾濫が広がり、建物を考慮したCase1,2では左岸側へ氾濫は小さく実績に近いことが確認された。また土砂堆積状

況については、多くの土砂が新生田川本川上に堆積し、氾濫流は道路に沿って流下する状況が確認された。 

５．おわりに 

地形データにDEMとDSMを組み合わせることで、二次元氾濫範囲及び堆積の建物による規制の影響が明らかとなっ

た。また、その影響はメッシュサイズにより異なり、メッシュサイズを細かくすることで精度を高めることが可能

であると考えられるが、これに比例して計算に係る時間が増大していくことが課題としてあげられる。また、DSM

データを用いることで、氾濫流の道路上の流下については表現できるが、建物内の浸水状況については表現できな

いため、DSMを用いた計算だと氾濫による被害額が実際に比べ過小評価となるため、被害額の計上には適していな

いと考えられる。このため、建物の影響を考慮する計算を行う場合は、解析を行う目的に応じて地形データの選定

及びメッシュサイズを調整し、精度向上と効率化を図ることが重要だと考えられる。 
【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)神戸市中央図書館貴重資料デジタルアーカイブス 神戸市大水害写真 6)阪神大水害デジタルア

ーカイブ,https://kobe-city.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=e5fb499be0574e5f94bf583277ba05df 7)G空間情報センター,兵庫県_全域数値地

形図_ポータル（2010年度～2018年度）,https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/2010-2018-hyogo-geo-potal

図3 二次元氾濫計算結果（最大流動深） 
（上左:実績氾濫範囲、上右:Case00、下左:Case1、下右:Case2） 
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広域を対象とした簡便な土砂洪水氾濫危険箇所の抽出について（愛知県東部エリアを例として） 

愛知県東三河建設事務所 佐藤 保光※  

八千代エンジニヤリング株式会社 立林 泰典、〇菊池 英明、福田 久美、佐藤 敏明  

1.はじめに

土砂・洪水氾濫の危険個所を把握することは、近年頻

発する土砂災害を防止・軽減する上で喫緊の課題と考え

られる。ここでは、広域を対象として土砂・洪水氾濫の

危険箇所を抽出する手法として、ＧＩＳと汎用河床変動

計算ソフト（Hyper KANAKO（Hyper KANAKO 研究会））を

用いて愛知県東部エリアを例として、簡便に危険個所を

抽出した事例、課題等を紹介し、今後の土砂・洪水氾濫

危険箇所の抽出手法の確立に向けた一助とする。抽出対

象エリアを図 1に示す。 

2.広域を対象とした土砂・洪水氾濫危険箇所の抽出

手順

愛知県での広域を対象とした土砂・氾濫危険箇所

の抽出手順を図 2に示す。 

図 2に示すように基盤地図数値標高モデルを基に

河川勾配、流域面積、保全対象の抽出と GIS の解析

機能により入手可能な情報により、一次抽出を行う

こととし、二次抽出として、汎用河床変動計算ソフ

ト（Hyper KANAKO）を活用し、一次元河床変動・二

次元土砂洪水氾濫計算を実施し、土砂・洪水氾濫対

策計画の優先整備対象流域を決定することとした。 

一次抽出では、対象区域の河道の設定を行った

後、河床勾配が概ね 1/30 以上で流域面積 2.5km2と

なる流域を整備対象流域として抽出し、基準点（河

床勾配が概ね 1/30 となる地点）上流の発生ポテンシ

ャルを 2段階、基準点下流の災害ポテンシャルを 3

段階評価し、一次元河床変動・二次元河床変動（氾

濫）計算対象流域の絞り込みを行うこととした。 

発生ポテンシャルの評価は、基準点から土砂が流

出しやすい地形条件があるかどうか検討し、基準点

上流で滞留・停止しにくいと推測されるものを〇、

基準点上流の緩勾配区間、狭窄部、ダム、調節池等

によって堆積、貯留されやすいと推測されるものを

△と評価した。

次に、災害ポテンシャルの評価は、河床勾配

1/30(基準点)～1/100 の範囲の範囲で、比高 5m 未満

の土地に建物が 50 軒以上ある流域を◎、河床勾配

1/30～1/150 の区間で河床から比高 5m 未満の土地に

建物が 50 軒以上あり前記のものを除いた流域を〇、

河床勾配 1/30～1/150 の区間で河床から比高 5m 未満

の土地に建物が 50 軒未満の流域を△と評価し、最終

的な計算対象流域の抽出は、発生ポテンシャル、災

害ポテンシャルが◎or〇となる流域を抽出すること

とした（一次抽出）。 

2 次抽出としては、計算対象流域を Hyper KANAKO

を用い一次元河床変動計算による氾濫ポイントを確

認した後、二次元河床変動（氾濫）計算を実施し氾

濫面積、流動深、堆積深、保全対象の被災状況等、

氾濫域の状況を評価し、土砂・洪水氾濫危険箇所を

抽出することとした。 

図 1 抽出対象エリア（愛知県東部 42 河川） 

※現 愛知県新城設楽建設事務所

図 2 土砂・洪水氾濫危険箇所の抽出手順 
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3.土砂・洪水氾濫危険箇所の抽出結果

3.1 一次抽出結果（計算対象流域の抽出） 

検討対象エリア（図 1参照）で、図 2 の抽出手順

に沿って検討した結果、発生ポテンシャル、災害ポ

テンシャルの評価対象となる河川は、全 42 河川中 8

河川となり、ポテンシャル評価を行った結果、計算

対象となる流域（二次抽出対象）として 4河川を抽

出した。計算対象流域の抽出結果の一例を図 3に示

す。この抽出流域では、基準点上流流域面積

3.57km2、基準点～河床勾配 1/150 の範囲の保全対象

数は 946 軒である。 

3.2 二次抽出結果（土砂・氾濫危険箇所の抽出） 

二次抽出では、一次元河床変動計算により設定した

最上流の氾濫開始点を起点として二次元河床変動（氾

濫）計算を実施した｡ 一次元・二次元河床変動（氾

濫）計算には、汎用ソフト（Hyper KANAKO を用いた。 

Hyper KANAKO は、一次元河床変動・二次元河床変動

（氾濫）計算が連続的に実施でき、LPデータから簡易

に地盤高データ取得、QGIS との連動した処理・表示が

可能であり、汎用性の高い解析ソフトである。 

Hyper KANAKO による一次元河床変動計算実施例を図

4に、二次元河床変動（氾濫）計算実施例を図 5示

す。これら計算結果より、各河川の氾濫面積、流動

深、堆積深、保全対象の被災状況等を評価し、土砂・

洪水氾濫危険箇所（優先整備計画流域）を抽出した。 

評価（二次抽出）の実施例を表 1に示す。今回の抽

出評価では、保全対象（家屋、公共施設等）への被害

が最も大きい N川、次いで被害が大きい M川を最も優

先度が高いと評価（◎）とした。 

4.おわりに

以上示したよう

に、LP などによ

る基盤地図数値標

高モデルを用い

GIS と汎用計算ソ

フトを用いること

により、比較的簡

易に土砂・洪水氾

濫危険箇所の抽出

が可能と考える。

今回の抽出過程で

課題となった点を

以下に示す。 

・一次・二次抽出

過程共に基盤地図

の精度がデータ抽

出精度に大きく影響するため、精度の高い数値地図の

準備が必要である。 

・一次抽出過程での河川勾配、流域面積、保全対象の

抽出範囲等は、愛知県で設定された基準であり、地域

特性に応じた対応が必要である。 

・GIS と Hyper KANAKO での河道情報の整合を図るた

め、先に Hyper KANAKO での河心線設定が望ましい。 

・氾濫開始地点の設定については、現地状況（調査）

の確認が重要である。 

参考文献 
1)令和 2年度 総合流域防災事業（防災・安全）の内土砂洪

水氾濫対策検討業務委託報告書 令和 3 年 12 月
2)Hyper KANAKO 研究会（ http://hyper-kanako.com/）

表 1 土砂・洪水氾濫危険箇所（優先整備箇所）の検討結果（二次抽出結果） 

図 5 Hyper KANAKO による二次元 
河床変動（氾濫）計算実施例（N川） 

最大流動深 

河床勾配 1/30 以上 河床勾配 1/30～1/150⇒一次元河床変動計算区間 

氾濫開始地点 

流域面積 

A=3.57km2 

保全対象抽出(氾濫)範囲 

図 3 一次抽出結果の一例（N川） 

図 4 Hyper KANAKO による一次元河床変計算結果の一例（N 川） 

氾濫地点 

（最大流動深＞保全対象高） 
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ロープネット・ロックボルト併用工法の設計施工指針（案）の改定ならびに

設計計算ソフトの整備について 

兵庫県農政環境部農林水産局治山課 村上晴茂，円藤洋之

株式会社ダイヤコンサルタント○鏡原聖史，岡崎敬祐

五大開発株式会社 服部克典，大谷啓太

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（以降、本工法と呼ぶ）1)が施工されるケ

ースが増加している。

 本工法は、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。本工法の特徴を考慮して、設

計施工指針（案）（以降、指針案と呼ぶ）を、

平成 16 年 3 月に初版を、平成 19 年 3 月に第 1
回改定を行った。この改定では、堆積岩斜面に

多い粘性土質の表土層と基盤岩の境界が明瞭

な土層構造（二層構造）の地質へ適用を拡大し

て、本格運用を開始した。その後、実績も少な

く知見が乏しかった維持管理について、モニタ

リング計測や点検の方法の検討成果を取り入

れて平成 26 年 4 月に第 2 回改定を行った。今

回、第 3 回改定（令和 3 年 4 月）では、新たな

工法承認への対応、最新の地震の考え方、施工

実績の蓄積、治山施設の長寿命化計画、設計計

算システムの最新の OS 環境への対応など、最

新の知見を基に改定した。本報告では、それら

改定内容について述べる。

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 2)がある。

3. 設計施工指針（案）の改定の概要
本指針案の改定として、以下の項目について行った。

 ロープネット・ロックボルト併用工法の要求性能を満たす工法の追加

 地域防災計画に基づく対象想定地震の拡大と耐震設計範囲の再設定

 施工管理基準（品質、出来形管理項目、写真管理項目）の設定

 インフラ長寿命化基本計画に基づく点検頻度の設定

 ここでは、新たに改定して事項として耐震設計範囲の再設定と施工管理基準について述べる。本指針

案を整備した際には、兵庫県の地域防災計画において、図 2（左）に示す断層が想定されていた。それ

以降、能登半島地震、新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震、東北地方太平洋沖地震、熊本地震、胆

振地方東部地震など大きな被害を及ぼす地震が頻発してる。このような中、地域防災計画においても想

定地震の見直しが進み、現在、図 2（右）に示す断層を想定している。地域防災計画の見直し似合わせ

て、地震による山腹崩壊を予防を検討する範囲（図中の黄枠、青枠内）を見直した。その結果、兵庫県

のほぼ全域が耐震設計を実施する範囲となり、本工法の地震時崩壊予防対策としての積極的な活用が図

れることとした。

 つぎに、施工管理基準の設定については、本工法の施工実績を基にして、品質や出来形管理項目、写

真管理項目、その頻度などについて整理した。整理した内容で施工管理を運用しつつ、実績や実態に応

じて、適宜見直していくこととした。

図 1 本工法の施工状況 
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①地形入力

②多平面安定
解析

③修正Fellenius
法計算

④対策工考慮し
た安定計算

地震時
考慮

操作終了

単層or
二層

⑤ すべり変形量
計算

⑥せん断変形量
計算

操作終了

しない

する

二層

単層

設計計算システム開発範囲

計算書出力
(Word形式)

計算書出力
(Word形式)

計算書出力
(Word形式)

別途計算ソフト使用範囲CAD
データ

CADデータ取込に対応

二層の場合はすべり変形量計算後
せん断変形量計算も行う。

別途計算ソフトを使用

図 2 耐震設計範囲 2) 
4. 設計計算ソフトの整備について
本工法は、豪雨（常）時、

地震時に危険となる箇所を

特定する多平面安定解析や

地震時のせん断変形量、す

べり変形量を算定する変形

解析など、通常の斜面安定

解析とは異なる解析手法を

一部使用しているため、本

工法開発当初より専用の設

計計算ソフトを整備した。

しかし、現行の設計計算シ

ステムは開発時期が古く、

現在のＰＣ環境では動作不

能となったため、今回の指

針案改定に合わせて、最新

の OS に対応した新たな設

計計算システムを開発した。

開発にあたっては、市販の

設計計算ソフトや対策工設

計システムとのデータ互換

性を有したものとし、本工

法に係る設計全体の作業労

力を削減できるよう工夫し

た。あわせて、保守点検業務を通して、システムへの問い合わせや不具合対応についてもサポートでき

る体制を構築して、運用している。

5. おわりに
本報告では、本指針案の改定内容ならびに設計システムの概要について述べた。近年の地震、豪雨に

よる土砂災害の軽減策として、本工法が広く活用されることを期待する。最後に、本指針の改定に当た

っては、ロープネット・ロックボルト併用工法研究会（会長 沖村孝 神戸大学名誉教授）をはじめ、

多くの方々のご協力を頂いた。この場を借りて深く御礼申し上げます。

参考文献
1） R・R 工法研究会 web：http://www.rr-kouhou.com/index.html
2） 兵庫県：ロープネット・ロックボルト併用工法 設計・施工指針（案）,2021.

図 3 設計システムによる設計計算の流れ 
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山腹工施工箇所における点検―1ｍDEM から求めた地表面流を用いて― 

兵庫県六甲治山事務所 前嶋 昭 藤原 秀樹 

株式会社ダイヤコンサルタント○日比野 共希 鏡原 聖史 

岡崎 敬祐 高橋 良輔 

伊東 陽希 

1. はじめに

 兵庫県では、地震や豪雨によって発生する山地災害の防止を目的に、崩壊予防対策工の施工を進めている。

この崩壊予防対策工の一つとして、自然斜面の樹木を残しながら表層崩壊発生を予防することができるロープ

ネット・ロックボルト併用工法 1）（以降、RR 工法）がある。図 1 に RR 工法の構造図を示す。RR 工法施工斜面

の維持管理点検は、目視点検、主測線（計算測線）におけるボルト頭部間を計測して、許容変形量以下である

ことを確認するなどで健全性を確認している。また、RR 工法は、ボルト、支圧板、

0.5m 格子のネットを組み合わせたもので、樹木があっても施工できる一方で、樹

木があっても下草が繁茂していない斜面では表面流による浸食作用によって、支

圧板の浮きが認められる箇所がある。 

 本報告では、RR 工法が施工された斜面の中で、支圧板の浮きが認められる箇所

の地形的な特徴を考察するとともに、支圧板の浮きが発生しやすい箇所を効率的

に点検する方法について提案する。 

2. 調査

2.1 調査地概要 

 調査地は、兵庫県神戸市須磨区西須磨の

六甲山地の西部に位置する立原谷である。

地質は、六甲山地を形成する山陽花崗岩類・

六甲花崗岩（黒雲母花崗岩）である。植生

は常緑広葉樹二次林である。 

2.2 支圧板浮き箇所の状況 

 支圧板が浮いている箇所の状況を図 2 に

示した。この写真に示すように支圧板付近

は、下草が繁茂していない斜面となってい

る。支圧板下流側の地山が地表面流により

浸食され、流出している。図 2 より、番号③（図 4 参照）では下流側の支圧板と地山との距離（以降、浸食高

さ）は、8 ㎝程度で、他の浸食が確認された箇所でも浸食高さは 8cm 前後であった。ただ、支圧板は、完全に

地山と離れておらず、半分以上地山に密着しており、地震、豪雨時にボルトの軸力の発揮やネットへの張力伝

達の機能は保たれており、崩壊予防対策工としての機能は維持されていると考えている。この状態からさらに

浸食が進み、支圧板と地山との密着性が低下しないように観察しているが、支圧板全体が地山から浮くような

状態は確認されていない。もし、支圧板全体が地山から浮くような状態になるようであれば、支圧板を再度地

山に密着させる処置を行うこととしている。 

つぎに、支圧板に浮きが認められる箇所がどのような箇所にあるか、支圧板の浮きが確認された箇所につい

て、GPS を用いて位置の情報を取得した。 

図 1 RR 工法構造図 

図 2 支圧板状況の例（番号③） 
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2.3 地形データによる分析 

浸食されやすい場所は、地表面流が流れやすい箇所であると推定して、水系網図 2）を作成した。

水系網図は、1mDEM データを基に、地表面流が流下する方向を視覚的に表現した図である。これは、DEM の

ある 1 点の標高データと周囲 8 マスの標高データの高低差から最急勾配方向を計算し、流向方向のデータを

つなぎ合わせることで地表面流の流れを視覚化したものである（図 3 参照）。今回は、兵庫県が公開 3）してい

る平成 24 年の DEM データを基に、集水面積 50ｍ2以上、100ｍ2以上、200ｍ2以上の 3 つの表示条件で水系網

図を作成した。 

2.4 水系網図と浸食箇所の対比と考察 

 調査地における水系網図と対策工配置、浸食

箇所を重ね合わせた図を図 4 に示す。 

支圧板に浮きが認められた箇所は、水系網に近

接しており、地表面流の集まりやすい箇所で発

生していることがわかる。また、番号④を除く

他の 4 箇所では、集水面積 200ｍ2以上の場合の

水系網に近接しており、番号④についても集水

面積100ｍ2以上の場合の水系網図に近接してい

たため、多くの水が集まる箇所で支圧板の浮き

が確認されやすいと考えられる。 

3. まとめ

 一連の検討の結果、支圧板浮き箇所と水系網

図に関係性があることが確認された。このこと

から、水系網図を用いて、浸食されやすい箇所を事前に把握し、現地にて確認することで効率的な点検ができ

ると考えられる。また、設計の際に、RR 工法の補助工として、柵、筋工等で地山の勾配を緩やかにして地表面

流の流速を落とし、浸食を防ぐような対策工を計画する際に役立てることもできると考えられる。今後は、当

該箇所の水系網沿いにおける支圧板の状況を確認したり、他の施工地でも浸食箇所と水系網図の関係性を確認

したりすることで、より、信頼性のある情報にしていく必要があると思われる。一方で、調査地の中で、同じ

ような条件でも浸食されていない箇所も数多く確認されたことから、さらに分析を進め、影響を与える要因に

ついて多面的に考察することが必要であると思われる。 

【参考文献】 

1）兵庫県：ロープネット・ロックボルト併用工法設計施工指針（案）,2021.

2）高橋良輔ら：広域斜面における面的な危険度評価について，第 1 回応用斜面工学シンポジウム（2021 年 12

月）

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/2010-

2018-hyogo-geo-potal

図 3 水系網図の作成方法 2） 

図 4 浸食箇所と水系網図 
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森林の変化を考慮する斜面安定解析の例

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

斜面に樹木が生育している場合、樹木の根系が地中に張り巡ることにより表層の崩壊を防止している

と考えられている。ただし、生き物としての樹木は、植え付けからの生長に伴って地上部の重量や根系

量が大きく変化するほか、伐採がなされると根は腐朽してその強度が低下していく。ここでは、国内で

最も多く生育しているスギを対象に、皆伐から 50 年後まで、５から 10 年毎の地上部の重量、根の補強

強度の経年変化を考慮し、豪雨時を想定した斜面の安定解析（1 m メッシュ）を実施した。その結果、

斜面が危険と判定されるメッシュ数は 10 年後に最大値をとり、伐採から５年までに急激に危険メッシ

ュ数が増大した。

２ 方法と結果

森林の防災機能の経年変化を評価するにあたり、茨城県のある森林流域（図-１）を対象に１m メッシ

ュ単位で無限長斜面の安全率を算出した。今回は土壌全層が飽和している状態を仮定して地下水位の変

動解析は行わず、森林の生長に伴う変化と伐採後の根系の腐朽の効果を検討材料とした。無限長斜面の

安定計算式は以下の通り。 

= ( + + tan )/( sin cos )
= + ( − ) + ( − )
= + + ( − )

ここで、Fs：斜面安全率、Cs：土の粘着力、Cr：立木根系が発揮する補強強度、θ：斜面の傾斜角、 ’：

土の有効内部摩擦角、q0：単位面積当たりの立木の地上部重量(最大となる 50年生時で 0.31 kN/m2) 、

sat：土の飽和単位体積重量、 w：水の単位体積重量、 t：土の湿潤単位体積重量、D：土壌層深、Z：地

下水位(=D)である。表層崩壊が多発する風化花崗岩土壌での一面せん断試験の結果を基に、Cs=0 kN/m2、

’=36.0 度、 sat=16.2 kN/m2、 w=9.81 kN/m2、 t=10.27 kN/m2とした。 

表層の潜在的な崩壊面に位置する根の太さと本数については、阿部（1997）を基に算出した。また、

生木、伐採から 1年後、２年後、４年後、７年後、８年後の根株の周囲を掘り出し、表出した根の引抜

抵抗力を測定して根の直径の冪乗関数として求め、北原（2010）に従い単位面積当たりの引抜抵抗力値

の合計を根系が発揮する補強強度とした。皆伐から 50 年後までの森林に関しては、茨城地方すぎ林林

分収穫表の地位 2 等の結果を用いて、立木の本数密度や地上重量の変化を算出して解析に用いた。 

潜在的な崩壊面の深さは、簡易貫入試験で計測される Nc 値が 10 に相当する土壌層底部と仮定して、

その深さに位置する根の本数と太さを算出した。伐採後の根の腐朽に伴う強度低下については、伐採か

ら８年後まで、冪乗関数から算出された５点を対象に直線回帰して求めた（図-２）。生木の根が発揮す

る補強強度を算出しロジスティック曲線として関数化した（図-３）。 

 豪雨時を想定し土壌層が完全飽和している条件での斜面安定解析の結果、伐採直後（０年後）から

50 年後までの５年毎の危険メッシュ数（斜面安全率が１を下回るメッシュ数）の変化は図-４の通りと

P1 - 83 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 493 －



なった。伐採から 10 年後に危険メッシュ数が最大となること、伐採直後から５年後までの危険メッシ

ュ数の増加速度が最大であること、伐採から約 30 年後に危険メッシュ数が初期値とほぼ同程度に低減

することがわかった。今回の検討結果からも，過去の類似研究（北村・難波（1981））の結果と調和的な

傾向が認められた。他方、表層が完全に飽和している条件とはいえ全体に対する危険メッシュ数は相当

多い結果となっており、根系強度の与え方について再度検討を行う必要があると考える。

＜引用文献＞

阿部和時（1997）樹木根系が持つ斜面崩壊防止機能の評価方法に関する研究．森林総合研究所研究報告 

373：105-181 

北原曜（2010）森林根系の崩壊防止機能．水利科学 53(6)：11-37 

北村嘉一・難波宣士（1981）伐根試験を通して推定した林木根系の崩壊防止機能．林業試験場研究報告 

313：175-208 

図－３ 根の生長に伴う補

強強度の変化

図－１ 斜面安定解析の対象とした森林流

域の表土層厚

図－２ 伐採後の根系による補強強度の低

下（5 年後、10 年後を四角で示す） 

図－４ 危険メッシュ数の

経年変化 
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強震データに基づく大地震発生前後の地盤剛性の変化について 

株式会社エイト日本技術開発 〇福島康宏 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

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 北本楽 小杉恵 山本悟司

１．はじめに 

一般に，大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 1)2)．CL を引き下げると土砂災害

警戒情報の発令頻度が高くなるが，一部を除いて地震

後の降雨による災害発生は少なく，CL 引き下げの期間

を適切に評価する必要がある．しかし，通常時の CL に

戻す判断をするための明確なエビデンスが不足してい

るのが現状である． 

一方，強震動を受けると地盤の剛性が低下すること

により，弱震時と異なる地盤増幅特性を示すこと(地盤

の非線形応答)が知られているが例えば 3)，大地震後どの

くらいの時間で地盤の剛性が回復するかが分かれば，

通常時の CLに戻す根拠のひとつとできる可能性がある． 

そこで本稿では，近年発生した大地震を対象に，土砂

災害発生地点に近い強震観測点での強震記録を用いて，

大地震発生前後での地盤の剛性低下の影響について検

討した． 

２．強震記録の地表/地中フーリエ振幅スペクトル比の

大地震発生前後での変化 

近年発生した大地震を対象として，土砂災害発生箇

所に近い KiK-net 強震観測点 4)での強震記録の地表/地

中フーリエ振幅スペクトル比を算定した．対象地震と

強震観測点の組合せは以下のとおりである． 

・2000 年鳥取県西部地震(M7.3)      ： TTRH02 

・2004 年新潟県中越地震(M6.8)      ： NIGH01 

・2008 年岩手・宮城内陸地震(M7.2)  ： IWTH25

・2011 年東北地方太平洋沖地震(M9.0)： FKSH14

強震記録の地表/地中フーリエ振幅スペクトル比を

図-1 に示す．本震前 1 ヶ月間の地震を青色，本震を赤

色，本震後 1ヶ月間を灰色で示している．ただし，TTRH02

については新潟県中越地震本震前の 1 ヶ月間の強震記

録が得られていないため，4 ヶ月前までの地震について

表示している． 

これより，大地震(本震)時には中小地震時に比べて

フーリエ振幅スペクトル比のピーク周波数が低周波数

側にシフトしたり，増幅率が低下するなど，地盤の剛性

低下に伴う非線形応答の影響が見られる．一方，本震後

1 ヶ月程度でピーク周波数は本震前と同程度に回復し

ているように見える．様々な手法による澤崎による検

討 5)では完全に速度が回復するのに数ヶ月から数年か

かることが示されているが，本検討で対象とした地点

ではそれと比べると回復がやや早い． 

３．TTRH02 観測点を対象とした鳥取県西部地震の地盤

地震応答解析 

大地震時には強震記録の地表/地中フーリエ振幅ス

ペクトル比のピーク周波数が中小地震時に比べて低周

波数側にシフトすることは前述のとおりであるが，表

層地盤のうちどの層が非線形化しているのかを把握す

るため，2000年鳥取県西部地震のKiK-net日野(TTRH02)

観測点を対象として地盤地震応答解析を行った． 

鳥取県西部地震本震での強震記録の地表/地中フー

リエスペクトル比を図-2の黒色の線で示す．一方，表-

1 に示す PS 検層 4)による S 波速度構造を考慮した線形

の重複反射理論に基づく伝達関数(地表/地中に相当す

る 2E/E+F)を図-2の青色の線で示す．

ここで，第 1 層から第 4 層の S 波速度を，表-1 に示

す範囲で10m/sピッチで変化させ(例えば第1層なら50

～210m/s の 17 通り)，その全ての組合せ(17×30×27×

30＝413100 通り)について地表/地中の伝達関数を算定

し，0．1～10Hz で強震記録のフーリエスペクトル比と

の誤差が最小となる S 波速度構造を探索した．表-1 に

示す最適モデルでは，PS 検層結果に比べて 4 層すべて

で速度低下しており，特に第 1層(砂礫)と第 2層(花崗

岩)での速度低下が著しい結果となった．最適モデルで

の伝達関数を図-2 の赤色の線で示す．1Hz 付近での増

幅率は観測記録は再現できていないが，2Hz 付近，4Hz

弱，5Hz 弱のピーク周波数は最適モデルと観測記録とで

合っている． 

４．まとめ 

本稿では，強震記録を用いて，大地震発生前後での地

盤の剛性低下の影響について検討した結果，大地震時

には中小地震時に比べてフーリエ振幅スペクトル比の

ピーク周波数が低周波数側にシフトするなど，地盤の

剛性低下に伴う非線形応答の影響が見られるが，1ヶ月

程度では概ね回復することがわかった．土砂災害が発

生する危険性のある地点は，検討に用いた強震観測点

よりも地盤条件が良好であることを考慮すると，地盤

の非線形応答の影響が数ヶ月に及ぶことは考えにくい． 
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図-1 大地震発生前後の強震記録の地表/地中フーリエ振幅スペクトル比 

表-1 TTRH02 の一次元地盤モデル 

図-2 TTRH02 の地表/地中フーリエ振幅 → 

スペクトル比と伝達関数
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地質情報に基づく地震時斜面崩壊面積率推定式の検討 

エイト日本技術開発 ○種平一成，後根裕樹

国土交通省国土技術政策総合研究所 坂井佑介，山越隆雄，山田友 

1. はじめに

本検討は，崩壊発生形態に応じた地震時斜面崩壊の危険

度評価手法の精度向上を目的とする。本稿では，従来の地質

図のみを用いた概査的な手法に留まらず，地質情報から蓋然

性の高い崩壊発生形態を推定し，その崩壊発生形態毎に地

震時の斜面崩壊面積率推定式の検討を行った。 

2. 検討条件

(1) 対象とする事例

対象とする事例は，2004 年新潟県中越地震で発生した斜

面崩壊（狭義の地すべりと崩壊の区別なし）とし，検討範囲を

図-1 に示す。 

(2) 検討に用いた地形情報及び崩壊ポリゴン

地質情報は，地震前の 10mDEM から算出した斜面勾配，

平均曲率，斜面方位を用いた。また，空中写真より判読した崩

壊地をポリゴン化し（以下，崩壊ポリゴンと呼ぶ），崩壊ポリゴン

に重心が重なる 10m メッシュを崩壊メッシュとして設定した。 

(3) 検討に用いた地質情報とデ-タ諸元

地質は，20 万分の 1 シームレス地質図 V2 のシェープファ

イル（産業技術総合研究所地質調査総合センター）を用いた。

また，5 万分の 1 地質図に示される走向傾斜から地層の走向

を取得し，斜面の傾斜方向と交差する角度α（以下，斜交角

αと呼ぶ）を求め，α＜60°を流れ盤，60°≦α＜120°を水

平盤，α≧120°を受け盤とした（図-2）。 

3. 地形・地質情報を用いた崩壊発生形態の推定

(1) 崩壊発生形態の設定

崩壊発生形態は，地形条件・地盤条件及び地震による力学

的影響を考慮し，表-1 のように設定した。 

1) 流れ盤地すべり及び岩盤すべり

新第三紀や第四紀の堆積岩が流れ盤構造を示す箇所で

は，層理面に沿う移動土塊の滑動力が増加すること，旧地す

べり地形のすべり面付近の間隙水圧が上昇することで，地震

時斜面崩壊が発生する形態が想定される。このうち，前者の影

響がより大きく，岩盤を移動層とするもの（初生的なすべり）を

「岩盤すべり」，後者の影響が強く，旧地すべりが再滑動するも

のを「流れ盤地すべり」とした。 

2) 亀裂質地山崩壊

新潟県中越地震では，新第三紀の堆積岩が受け盤構造を

示す箇所でも多くの崩壊が発生している。これらの崩壊は，層

理沿いや層理に直交する亀裂が発達した地山において，遷

急線が明瞭な縦断的凸状部（ケスタ地形の急傾斜側等）が，

地震時慣性力の増幅（滑動力増加）により崩壊する形態が想

定され，これを「亀裂質地山崩壊」とした。また，新潟県中越地

震ではわずかしか生じていないものの，火山岩等の亀裂が発

達した硬質な地山においても，同様の形態が想定される。 

3) 強風化地山崩壊

風化した地山が，縦断的凸状斜面での滑動力の増加，地震

時の強振動によるせん断破壊（物性値低下）により崩壊が発生

する形態を想定し，「強風化地山崩壊」とした。このような崩壊

は，深層風化が生じやすい深成岩類において多く見られる

（1995 年兵庫県南部地震で多発した強風化花崗岩の表層崩

壊等）。また，第四紀の堆積岩等，元来固結度が低い地山に

おいても，受け盤構造を示す箇所では類似した崩壊が想定さ

れ，これも当崩壊発生形態に含めた。 

4) 未固結堆積物崩壊

第四紀の堆積物（崖錐堆積物，段丘堆積物，沖積層等）に

ついて，縦断的凸状斜面での滑動力の増加，地震時の強振

動によるせん断破壊（物性値低下）により発生する崩壊を想定

し，「未固結堆積物崩壊」とした。 

(2) 崩壊発生形態の推定方法

はじめに，個別の崩壊事例を扱った既往文献を収集・整理

し，崩壊発生形態が明瞭な崩壊地を抽出した。つぎに，抽出し

た崩壊地と崩壊ポリゴンを照合し，崩壊ポリゴンに属する崩壊

メッシュを対象として，崩壊発生形態別にヒストグラムによる階

級分析を行い，崩壊発生形態との関連性が高い地形条件・地

質情報・崩壊諸元を抽出した。さらに，選定した項目の組み合

図-1 検討範囲と崩壊発生形態の分類及び崩壊地 

表-1 崩壊発生形態の一覧 
主な地形条件・

地盤条件
主な力学的影響

中越地域の
対象地質

旧地すべり地形 間隙水圧上昇◎
末端侵食斜面 滑動力増加○
層状軟質地山◎
流れ盤構造
縦断的凸状斜面 滑動力増加◎
末端侵食斜面 間隙水圧上昇○
層状軟質地山◎
流れ盤構造
硬軟境界・弱層
縦断的凸状斜面 滑動力増加◎
亀裂質硬質地山◎
ケスタ地形の急傾斜側
縦断的凸状斜面 滑動力増加◎
亀裂質硬質地山 物性値低下○
風化残留岩塊
強風化土砂地山◎
ケスタ地形の急傾斜側
未固結堆積物 物性値低下〇 沖積層
縦断的凸状斜面 滑動力増加○ 崖錐堆積物

段丘堆積物
◎：影響大、〇：影響あり

低固結度の堆
積岩類（魚沼
層）

堆積岩類
火山岩類

堆積岩類

③ 亀裂質地山崩壊

④ 強風化地山崩壊

⑤ 未固結堆積物崩壊

崩壊発生形態

① 流れ盤地すべり

② 岩盤すべり

 検討範囲

 崩壊地

崩壊発生形態

流れ盤地すべり

岩盤すべり

亀裂質地山崩壊

強風化地山崩壊

未固結堆積物崩壊
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わせを検討し，分類フローを設定した。 

1) 崩壊発生形態の推定に有効な項目

崩壊発生形態間で分離性が高い項目として「地質」，「流れ

盤・受け盤」，「地すべり地形」が抽出された。「地質」は，岩種

はもとより，地質時代や凡例を参考に堆積岩の固結度を概略

的に分類することができる。また，「流れ盤・受け盤」は，斜交角

αによって定量的に表すことができ（図-2），図-3 のように流

れ盤に起因する崩壊（①，②）と受け盤に起因する崩壊（③，

④）のαの分布は大きく異なっており，斜交角αにより，①，②

と③，④を分離できる。そして，「地すべり地形」は，地すべりの

発達により明瞭化することから，初生的な岩盤すべりと，すで

に地すべりが発達したものを分離することができた。既往文献

で収集した個別の崩壊事例では，流れ盤地すべりの 73%が地

すべり地形に該当するものの，岩盤すべりでは 26%と該当の割

合は大幅に小さく，「地すべり地形」は両者の分類に有効と考

えられる。 

2) 分類フローの設定

蓋然性の高い崩壊発生形態の推定に有効な項目「地質」，

「流れ盤・受け盤」，「地すべり地形」を組み合わせ，図-4 のよう

にフローを設定した。これにより，全メッシュの崩壊発生形態を

一義的に推定することができる。崩壊発生形態の推定結果

は，図-1 に着色で示す。 

4. 崩壊面積率推定式の作成

地震による崩壊面積率（P）は斜面勾配（I）と地震動特性の

独立した 2 変数によって，logP=kI+b の式形で表現できる可能

性が示されており（内田ら，2017），本検討では，この式形を崩

壊発生形態によって区別することとした。以下，崩壊発生形態

のうち，流れ盤地すべりと強風化地山崩壊の例を示す。 

(1) 斜面勾配の係数 k の設定

斜面勾配と logP には，図-5 のように明瞭な直線関係が認

められ，近似式の傾きより係数 k を設定した。 

(2) 地震動特性の導入

地震動特性は，最大加速度と最大速度について崩壊面積

率との関係を比較した結果，より関係性が明瞭な最大速度を

採用した。内田ら（2017）では，b は係数であるとされているが，

b は地震動特性によって変化することから，本検討では最大速

度の関数 f(V)とした。f(V)の設定手順は以下の通りである。①

最大加速度の階級毎に斜面勾配と崩壊面積率を片対数グラ

フに表示する。②最小二乗法により直線近似し，傾きを係数 k

に設定して切片(斜面勾配＝0 の崩壊面積率)を求める。③最

大速度の各階級の中央値と切片を片対数グラフに表示する

（図-6）。④最小二乗法により直線近似式を求め，これを関数

f(V)とする。⑤これを合成して地震事例毎に崩壊面積率推定

式を求めた。流れ盤地すべりの推定式を式-1，強風化地山崩

壊の推定式を式-2 に示す。 

logP＝0.0333・I+0.0048・V-3.0407 ・・・式-1 

logP＝0.0323・I+0.0050・V-3.2166 ・・・式-2 

P：崩壊面積率，I：斜面勾配(°)，k：係数，V：最大速度(cm/s) 

5. 崩壊面積率推定式の検証

推定式の作成に使用していない領域（全域の約 20%）につ

いて，式-1 及び式-2 を適用し，検証を行った。図-7 は，式-

1，式-2 によって得られる logP を 0.5 間隔で階級区分し，その

階級が示す崩壊面積率の範囲（理論上の範囲）を青い棒で示

し，実績値（logP の階級に属する崩壊メッシュ数／階級に属す

る全メッシュ数）を橙の折れ線で示している。当図より，（a）流れ 

図-4 崩壊発生形態の分類フロー 

(a)流れ盤地すべりの場合  (b)強風化地山崩壊の場合 

図-7 推定式で得られる理論上の logP と実績値の比較 

盤地すべりの場合と（b）強風化地山崩壊の場合のいずれにつ

いても実績値と理論上の範囲に大きなずれは無く（a では最大

+1.5%の誤差，b では最大-0.01%の誤差），適合性のある結果

が得られた。今後は，地質条件が異なる別の地震事例を用

い，崩壊発生形態毎に設定した崩壊面積率推定式の有効性

を検証する予定である。
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 国土防災技術株式会社 ○藤森克也 , 本庄 連 
山梨県県土整備部砂防課 望月 優※ , 望月 修一 

※現 山梨県県土整備部景観づくり推進室

1 はじめに 

地球温暖化に伴う気候変動により，土砂災害の頻発化，激甚化が懸念されるなか，地域の安全のために適切な警戒避難を図るソフ

ト対策の重要性が一層増しており，土砂災害の危険区域の周知，警戒避難体制の整備，住宅等の新規立地抑制などの施策が推進さ

れている。しかし，多くの人びとは，気象庁や市町村が発表する大雨警報，土砂災害警戒情報，避難指示などの防災情報を受けとっ

ても，避難していないのが現実である。住民が土砂災害の危険を理解し，早期に避難するためには，土砂災害を自分事として捉えら

れることが重要になる。一方，従来から土砂災害や砂防対策等について，視覚的かつ現実感のある方法でわかりやすく表現するため

に土石流模型実験を活用した砂防学習や防災広報が実施されている。ここでは，土砂災害等を自分事として学習できるように，新た

な土石流模型の製作や，これを活用した防災広報の取り組みについて報告する。 

2 土石流模型実験の概要 

2.1 新しい土石流実験模型の製作 

新しい模型の製作にあたっては，①土石流および流木災害 ②砂防

施設の働き についてはもちろん ③土砂災害の場所的危険と時間的危

険 についてもわかりやすく学習できるようにした。 

模型構造は，無施設の場合の土砂の広がりや砂防堰堤の土砂・流木

捕捉などがうまく再現できるように，渓床幅，渓床勾配等の諸元や，土石

流を構成する「土砂」「巨石」「流木」の実験材料を選定した。特に，不透

過型砂防堰堤を１基だけ設置した場合は，多くの土砂を補足するものの

一部の土砂は下流に流出すること，透過型砂防堰堤を設置した場合は，

常時は土砂が流下するが，土石流発生時には土砂・流木が補足されるこ

となどが再現できるようにした。さらに，水路工を改修して，渓流保全工を

整備する効果も表現できるようにした。  

一方，住民からの視点を強調するために，保全対象がある下流部の見 

せ方を工夫し，土砂災害の危険がわかりやすく学習できる構造とした。具体的には，下流平地部を上流山間部の２倍の幅にして，下

流平地部に明示したイエローゾーン・レッドゾーンの中にある家屋の被災状況の違いや，隣接する渓流からの土石流や斜面のがけ

崩れにより，近隣を含めた地域の危険も表現できるようにした。 

図1 土石流実験模型

図2 代表的なパネル 

P1 - 18671

土石流模型実験とパネルを活用した砂防学習および防災広報  -土砂災害を自分事として学習する試み- 

土石流模型実験とパネルを活用した砂防学習および防災広報  -土砂災害を自分事として学習する試み- 
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2.2 パネルの作成 

土砂災害の危険を多角的に学習，広報するためには，土石流実験模型だけでは不十分である。このため，模型実験に連携できる

パネルを次の５つのテーマで作成して，実験時の説明に活用することにした。 

①土石流を止められるか（土砂災害と砂防堰堤の役割の説明）  

②ハザードマップってなんだろう（ハザードマップの説明と自分の家のチェック） 

③土砂災害は土石流だけじゃない（がけ崩れ・地すべりの説明）  

④土砂災害の前兆現象（いろいろな前兆現象の説明） 

⑤逃げるタイミングを逃すな（防災情報と時間的危険の関係の説明） 

3 「説明システム」の構築 

3.1 「シナリオ」の作成 

土砂災害やその対策について効果的な学習，広報を図るためには，誰が説明しても同様の「わかりやすさ」で土砂災害の危険が

伝わることも重要である。このため，砂防学習やイベントでの広報などの場面を想定し，土石流模型実験とパネルを連携させる標準的

な「シナリオ」を作成した。このシナリオは，場面にあわせて詳細版と簡易版の２つを作成した。 

3.2 「音」の活用 

土砂災害は，台風や集中豪雨により降雨が続いた後に非常に激しい雨や猛烈な雨が降ると発生するが，従来の模型実験ではこの

時間的な土砂災害の危険を学習できなかった。時間的危険は避難には非常に重要な要因であるため，新しい模型実験においては，

「弱い雨から強い雨への変化」と，それに伴い「発表される防災情報」を重ね合わせた「音源」を作成し，実験のはじまりにこの音を流し

て，危険が高まったタイミングで土石流を発生させるようにした。音を活用することで，土石流発生の時間的な危険の高まりを自分で

感じながら土石流実験に参加することができ，参加者の土石流災害の体感をより強いものにすることができる。 

3.3 「対話型」実験 

参加者が土砂災害を本当に「自分事」として学習するためには，説明者が一方的に説明するだけではなく，参加者が何らかの形で

実験に参加できる「対話型」実験を実施することも重要である。このため、実験のはじめの下流平野部に家屋を設置するときに，参加

者に自分の好きなところに家屋を設置してもらい，その家が土石流でどうなるかを実験で体感できるようにした。また，説明の随所にク

イズ形式を取り入れて，土砂災害や砂防施設の役割などを楽しく学習し，自然と興味をもってもらうように工夫した。 

4 製作途中での公開実験 

実験の参加者の年齢層，性別，興味や関心の程度が異な

るなか、どのような説明をすれば参加者にわかりやすく伝

わるのかを検討するため，製作の途中段階において試行模

型を使った公開実験を実施した。ここでの参加者の意見を，

説明システム等にフィードバックすることにした。

はじめに，土石流実験模型の経験や専門的な知識も持つ

山梨県職員を対象にして，公開実験を２回実施した。次に，

小学生を対象として，ふたつの学校で公開実験を実施した。

この小学生の意見は特に重要であると考え，実験終了後にア

ンケート調査を実施した。さらにコロナ禍での数少ないイベントのひとつであった「水防祭」においても，参加した親子を対

象に公開実験を実施した。この公開実験を通して，ハザードマップの重要性は理解されているが，自分の家がある地域のハザ

ードマップを早急に確認する行動にはつながっていないことが確認されたため，パネルにわかりやすいハザードマップを掲載

するとともに，このパネルにQRコードを埋め込み，参加者がその場で危険個所を確認することができるように改善した。 

5 おわりに 

危険区域に住む住民が防災情報を受けとって早期に避難するためには「避難スイッチ」が必要とされており，これを発動す

るためには，自分の経験や体感等に結び付いていることが重要とされている。

実際に土砂災害を経験していない人が多いなか，土石流実験模型を活用して，住民，特に子供がわかりやすく土砂災害等に

ついて学習できることは，自分の体感づくりにも大いに効果的なものになると考える。

参考文献 

矢守克也：災害情報は防災・減災の「主役」なのか？―「行動」・「体感」・「過去」とのブリッジあってこそー 

土木学会誌 Vol.105 No12 2020 pp12～15  

図3 小学校での公開実験
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逃げ地図を用いた土砂災害防災教育の実践による効果の把握 

～釜石市内小中学校を対象として～ 

岩手大学農学部 〇工藤優太 小高敦士 白倉雅也 井良沢道也 

岩手大学地域防災研究センター 福留邦洋 

背景と目的 

近年，土砂災害は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

石市において土砂災害による被害をもたらした。土砂災害における人的被害の軽減には早期避難が不

可欠であり，そのためには防災教育を行うことが重要である。今年度、釜石市教育委員会から要請を受

け，逃げ地図を用いた土砂災害防災教育を行った（「2021 年度岩手大学地域課題解決プログラム」に採

択）。逃げ地図とは住民自身が作成する避難用の地図であるが,具体的に効果の把握を行った事例は少

ない（木下・寺田,2020）。本研究は逃げ地図を用いた防災学習による児童・生徒の学習効果について調

査・分析し，土砂災害防災教育のあり方について模索することを目的とした。 

調査方法 

防災学習会の効果を調査する為,釜石市内の小中学校のうち 4 校（大平中 n=39，唐丹中 n=17，甲子

小 n=46，栗林小 n=14)を対象校とした。 

2 時限（校時）分の防災学習会プログラムを作成した。1 限目は土砂災害の概要及び土砂災害時の避

難についての座学，2 限目は避難先・避難経路を計画する逃げ地図を用いた演習を行った。これらの学

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・生徒が記述したノート,逃げ地図演習で作成した地図の６種類を検討、分析した。逃げ地

図演習を行った際,避難経路設定前にひもを用い,道路上において避難にかかる時間を記入する従来の

方法から,避難経路設定後,避難にかかる時間を児童・生徒が予想し,実際にかかる時間を,ひもで計測,

対比する形へ変更した。 

結果と考察 

逃げ地図演習により,土砂災害危険区域の認識について気づ

きを得た児童・生徒は約 8 割を占めた。ノートの分析により逃

げ地図を用い,避難場所・避難経路を自ら考えたことにより,身

近な土砂災害の危険に対して気づきを得る児童・生徒は約 8 割

を占めた（図１）。事前・事後のアンケート分析により,ハザー

ドマップの認知率は上昇した(図２)。防災学習会の結果，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と考えら

れる。 

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(図 3)，単発の授業だけでは

効果が望めないことが分かった。 図２ ハザードマップを知っているか 

図１ 土砂災害の危険性について

性
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逃げ地図演習のような体験型の学習は印象に残りやす

い。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(写真１)。児童・生徒の記述における赤線

部分について文章に書き起こしたものを以下に記述する 

生徒 A：「避難しようとしたところまで思った以上に時

間がかかる」 

生徒 B：「自分が思っているよりも避難に時間がかかるこ

とが分かりました」 

生徒 C：「爪楊枝を使って時間を調べたりして楽しいと

思った」 

生徒 D：「避難する場所までにかかる時間が思っていた

2 倍かかることが分かった」 

逃げ地図演習を行った際,児童・生徒は地

図上から土砂災害の危険な場所などの情報

を取り込みながら,自身が最適だと考える

避難路を各自で設定していた（写真 2）。ま

た最初に決定した避難路を使用した場合に

かかる時間を計測した結果から,避難路を

変更した生徒も見られたことからも土砂災

害避難に関しての知見を得る観点から逃げ

地図演習は有効であるといえる。 

まとめ 

逃げ地図を使った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,地図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が高まったと言え

る。課題として正確な避難時間の計測については,土地の起伏なども加味する必要性があり,今後は立

体図なども用いた三次元的な逃げ地図を作製していくことが有効であると考えられる。またまだ地形

図を理解することが困難であろう低学年や地域の住民も交えて災害からの避難について考えてもらう

ために逃げ地図演習を行うことが望ましい。今回の逃げ地図演習では,必ずしも児童・生徒が設定した

避難路がいつでも安全に避難できるとは限らないことも課題であり,今後土砂災害防災教育を行なっ

ていく小・中学校の先生方が正しく土砂災害防災教育について児童・生徒に教育できるような態勢を

整えていくことは重要である。今回作成した逃げ地図は地域防災を考えるきっかけとなる。地域全体

の災害への意識向上の観点から考えても,地域と連携した防災学習会を今後見据えていく必要がある。 

【謝辞】本研究を進めるにあたり、大平中学校、唐丹中学校、甲子小学校、栗林小学校の皆様、釜石

市教育委員会指導主事和田裕之様、岩手大学（釜石市共同研究員）佐々木千里様にご協力いただきま

した。深く感謝申し上げます。 

参考文献：木下勇・寺田光成：逃げ地図─避難時間地形地図からの安全・安心な地域社会づくりへ─, 

農村計画学会誌 Vol.38,No.4,2020 

図２ ハザードマップの認知 

図 3 災害時の避難場所を決めているか 

写真１ 児童・生徒の記述 

写真２ 児童・生徒が作成した地図 
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崩壊地名にみる地形的な特徴と実際の崩壊 

（一財）砂防フロンティア整備推進機構・名古屋大学大学院生命農学研究科 町田 尚久 

1. はじめに

地名は、土地の特徴・歴史や所有者などを示す場合

がある。例えば、内陸の海のない地域に「海」が付く

地名として、長野県の千曲川流域では小海・海尻・海

ノ口がある（井上、2010など）。この中で海尻・海ノ

口は、天然ダム（千曲湖 2：千曲湖 1が決壊した後に

130 年以上にわたり残存した天然ダム）の湖水範囲の

特徴と一致し、海尻は湛水範囲の下流側（閉塞箇所）、

海ノ口は湛水範囲の上流側となる。このように地名

は、土地に係る特徴や歴史を表す重要な記録として

も取り扱うことができる。 

しかし、地名の活用の多くは一般に普及した地図

が利用されるため、現在使われていない地名や地域

に残る地名が活用されることが数少ない。また、それ

らの地名が公表される時には災害時になることがあ

る。また歴史的な変遷では、時代や社会状況によって

将来展望も含めた名前や当て字が用いられて、本来

の地名の持つ意味が失われていることもある。 

そこで本研究では、現在の一般的な地図には示さ

れていない地名を対象として、埼玉県長瀞町・皆野町

存在する「崩」地名とその地形的な特徴などから地名

の持つ意味、その活用の可能性について検討する。 

2. 崩壊地名と実際の地形

2.1 本研究で用いる崩壊様式 

崩壊様式の分類は、例えばマスムーブメントの様

式 8種の基本的分類（鈴木、2000）がある。本研究で

は、土砂災害の一般的な基本分類である地すべり、崩

壊、土石流の 3 分類を用いて行う。また一般的に変

動域の構成から特徴が判断されるが、本研究では過

去の災害を対象としたため、変動域の①滑落崖、②移

送域、③移動体の中で主に①を確認して判断した。 

2.2 「崩」地名の事例 

長瀞町・皆野町には、表１のように「大崩」「破崩」

「下破崩」「上破崩」「井戸破崩」「遠破崩」「青崩」「下

崩窪」「上崩窪」があり、多くが皆野町に存在する。

また長瀞町には、「井戸破崩」という地域名称がある。 

それぞれの地名の漢字と地形的な特徴を整理する

と、4種類の「崩」地名に分類できる（表１）。「大崩」

が最も多く存在し、次に「破崩」も多いことがわかる。

また、「崩」の前後に漢字が足され、崩壊に違う意味

を加えている。全体として「崩」は、江戸時代の古文

書などに「山崩」として記載されていることが多く、

同様に広義の地すべりの意味を持つと推定できる。 

「大崩」の「大」は地形判読から規模と考えられ、

「破崩」の「破」は漢字の意味・地形的な特徴から、

崩壊の状態を表現していると考えられる。例えば「破

崩」は、比較的切り立った急傾斜で、基岩が露出し、

崩れ落ちるように発生する崩壊であり、それは「がけ

崩れ」の特徴をよく表している。 

2.3 「破崩」地名と実際に発生した崩壊の特徴 

各「破崩」の特徴は、図 1のとおりである。いずれ

の地点も、攻撃斜面側や洪水流の影響を直接的に受

ける場所に位置し、河岸下部が侵食されやすい。荒川

沿い（地点 A・B・C）は、斜面が切り立った崖で三波

川変成帯の基岩が露出して節理が発達、場所によっ

ては片理や層理も発達している。また風化と侵食を

受けやすいことや蛇紋岩など風化しやすい岩相もあ

ることから、その場の環境を大きく受ける。荒川支川

の赤平川沿い（地点 D・E）は、地質は異なり、第四

紀堆積物だが、地点A～Cと地形的な特徴は似ており、

切り立った崖で基岩が露出している。 

表 1 地域に残る「崩」地名

地名が示す特徴の整理
地域の地名

規模 ＋ 様式 大： 大きい（規模に統一性はない）

大崩 崩： 地すべり

地質 ＋ 様式 青：
①地質（基盤岩）に関わる色
②初性地すべり（最初・若い）

青崩 崩： 地すべり

特徴 ＋ 様式 破： 石が裂けくだける

破崩,遠破崩,上破崩,
下破崩,井戸破崩

崩： がけ崩れ（転倒・崩壊・落石）

様式 ＋ 特徴 崩： 地すべり

上崩窪,下崩窪 窪： 谷地形・凹地

6

1

5

2

3

1

0

※「崩」が示す様式は、変動域全体を区分して判断していない。
※実際の地名には、上・下・遠・井戸などの位置を示している。

崩 窪

分類 漢字が持つ意味

青 崩

大 崩

5破 崩

皆野町
長瀞町

2
2

0

全体
箇所

1
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このように地形的に共通点のある場所に隣接する

地点 Cに隣接する場所（図 1の★）で、実際に令和 3

年 12月に河岸が崩れる災害が発生した。そこで実際

の災害と地名との関係性を検討した。この地点は、長

瀞町の荒川沿いの長瀞岩畳（国指定名勝・天然記念

物）の対岸である。災害が発生した地名は、「長瀞町

井戸」という地域で、その一部区間の旧道名称を「井

戸破崩」としている。本研究の地名の特徴区分として

は「地名（井戸）＋崩れ方（破）＋様式（崩）」であ

る。また、実際の現地の特徴から今回発生した災害

は、切り立った段丘崖の基岩が崩れる「がけ崩れ」で

ある。背後の谷からは伏流した地下水等の影響、また

付近の地質は節理などが発達した基岩であることか

ら、それらの影響を受けて崩れたと推定した。 

一方、この旧道の入口には馬頭尊があるが、詳細な

記録は得られていない。旧道の直下に 4ｍほどの長瀞

自然の道が明治 14～16年に整備されている。 

3. 「破崩」地名と歴史的大洪水との関係性

 「破崩」の地点 B・Cには、上流側に洪水時に刻ま

れた水位標が存在する共通点がある。 

地点 B の上流側には、寛保 2 年に発生した高水位

を示した水位標（寛保洪水位磨崖標）があり、町田

（2020）が継続的に研究している。また地点 C の上

流側には、安政 6 年に発生した高水位の水位標があ

る。地点 C付近から上流側約 500ｍの区間では、寛保

洪水位磨崖標のある付近の河道よりも狭窄化してい

ないため、流木の阻害による閉塞は考えにくい。この

ため、先行研究と付近の状況から河岸斜面が比較的

大規模に崩れ（がけ崩れの発生）、閉塞的な環境が生

じてダム化したことで高水位となったと可能性が高

い。この現象は寛保洪水位磨崖標の水位をもたらし

た現象と似ている。また江戸時代後期であることか

ら、地点 A・Bの「破崩」と区別して地点 Cは「井戸

破崩」となったことも理解でき、社会状況によって地

名が記録として残らなかったと考えられる。 

一方、「破崩」が多い長瀞町の荒川沿いは、三波川

変成帯が河岸斜面の地質で部分的に峡谷が存在する

ことから、河岸斜面の崩壊をきっかけとしてダム化

による高水位が発生しやすい区間として推察できる。 

4. 地名を活かした災害の解明と利用

 今回対象とした地域に残る地名は、各自治体で把

握できる地名である。本研究のように地名と災害、さ

らには地形的な特徴などとの関わりに関しては、専

門的な知識を要するが、災害地名があることで、過去

の災害事例を発掘ができる。また一般的な知識の範

囲として災害リスクを地名から認識して、リスクの

共有を図ることも可能になる。さらに、この地名と類

似するものとして、沢の名前や山の名前なども災害

に係る情報を得られることもある。沢の名前では、土

石流を中心とした発生の有無などを知ることができ

る。また、そのリスクを土石流危険渓流台帳などと対

応させ、リスクを渓流ごとに知ることも可能になる。 

地名の活用は、リスクを知るための手段であり、地

区防災計画のような地域の防災・減災活動に活かす

ことが十分可能であると考えている。一方、地域研究

的な側面では、比較的新しい災害の発生時期と要因

を明らかにする手法としての可能性がある。災害経

験の少ない地域で災害地名を見つけることは、災害

リスク情報として災害発生前に活かすような防災・

減災対策に活用できるのではないだろうか。 

図 1 「破崩」地名付近の特徴

写真 1 

令和 3 年 12月の災害 

（長瀞町井戸:荒川） 

※埼玉県撮影写真を加工
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大規模崩壊が発生した斜面の特徴に関する一考察

-令和２年７月豪雨により球磨川支川で発生した大規模崩壊（川内川を事例として）-

アジア航測株式会社 ○滝澤雅之 岡野和行 佐藤厚慈

鹿児島大学 地頭薗隆 由永尚暉 常盤井佑太 笹川優希 真茅奈央

１．はじめに 

2020年 7月 3日から 4日にかけて発生した記録的

な大雨により，熊本県及び鹿児島県の複数箇所にお

いて洪水災害や土砂災害が発生した．熊本県南部に

位置する球磨川支川の川内川流域においては，崩壊

土砂量が 1万 m3以上となる深層崩壊（破砕された風

化層から崩壊）が 2箇所で発生した 1)． 

深層崩壊の発生箇所は，地下水との関連性 2)や断

層等の地質構造との関連性 3)が指摘されている． 

本論では，川内川流域で発生した 2 箇所の深層崩

壊に対して水文条件及び地形から推測される地質構

造との関連性を整理し，その特徴について考察する． 

２．対象流域の概要 

川内川流域は流域面積約 11km2 の球磨川右支川

であり，本川は主に北東から南西方向に流下する．

流域内の地質は，ジュラ紀から前期白亜紀の付加体

であり，北東から南西方向に帯状に分布する．構成

は，主に砂岩優勢砂岩頁岩互層で一部にチャートが

左岸尾根部に石灰岩が分布しており，断層等による

破砕帯が分布する（図 1）．7 月３～４日の降雨（最

大時間雨量 78mm，累加雨量 564mm，神瀬観測所）

により大岩地区と松野地区で深層崩壊が発生した．

図１ 対象流域の概要図 

３．水文調査 

3.1調査内容 

流域内の 24 の支流域（図１参照）の下端で渓流

水の流量，電気伝導度(EC)，シリカ(SiO2)濃度を測

定した．流量は，プロペラ式流速計を用いて 1 点法

で測定した流速に流下断面を乗じて算出した．流速

の計測は，可能な範囲で基盤岩の露出地点等伏流が

ないと想定される地点で行った．EC はポータブル

電気伝導度計を用いて現地で測定し，シリカ濃度は

渓流水をポリ瓶に採水しケイモリブデン酸を用い

たフローインジェクション法により分析した．

なお，調査は地下水の影響を把握しやすくするた

めに，低水期となる冬季に実施した．

3.2比流量 

各流域の流量を流域面積で除して比流量を算出

した．結果は 0.001～0.009m3/s/km2 と大きな差は

なかったが，深層崩壊が発生した渓流 10 番では，

0.008m3/s/km2 と流域内では２番目であった（図

２）．わずかな差ではあるが，他の渓流に比べて地

下水が集中していると考えられる．

一方，もう一つの深層崩壊が発生した渓流 20 番

は，小さい値であったが，工事の影響により一部伏

流している可能性が高く，適切な評価が難しい状況

であった．

3.3電気伝導度 

電気伝導度の計測結果は，6～17mS/m であった

（図２）．深層崩壊が発生した渓流の結果を見ると，

渓流 10 番で 16.7mS/m（第 1 位），渓流 20 番で

13.3mS/m（第 2 位）であった．EC は渓流水中の

溶存イオンの総量の指標であり，計測値が高いほど

渓流水中に占める地下水の割合が高いと考えられ

ることから，川内川で発生した深層崩壊は，地下水

が関連して発生したことが示唆される．また，森ら

（2017）4）によると，電気伝導度が高くなる場合に

は，岩盤の風化や破砕が進行している可能性が高い

と示されており，当崩壊についても風化や破砕が進

行して脆弱となった地質構造が崩壊の素因であっ

た可能性が考えられる．

なお，渓流 6，7，9 番でも，13mS/m に近い値と

高かった．当該渓流でも渓流水中に占める地下水の

割合が高いと考えられるが，渓流内に危険斜面が存

在するかの評価は，水文条件以外の要素も含めた詳

細な調査が必要である．

3.4シリカ濃度

シリカ濃度の結果は，12～23 mg/l であった（図

２）．渓流 23 番で 23 mg/l と高かったが，その他渓

流は 15 mg/l 程度で大きな差は無かった．シリカ濃

度は地下水が岩石と接触して起こる化学反応によ

って溶出する SiO2 の濃度であり，計測値が高いほ

ど渓流水中に占める地下水の割合が高いと考えら

れるが，本流域においては電気伝導度との相関は無

く，シリカ以外のイオンが電気伝導度に影響を与え

ていると考えられる．森ら（2017）4）が実施した岩

盤クリープ斜面の地盤深くの岩石を用いた溶出試

験の結果では，方解石から溶出したと考えられるカ

ルシウムイオン及び炭酸水素イオンと電気伝導度

の関係が良いと報告されている．「方解石といった

炭酸塩鉱物は脈状に挟まれている場合が多く，溶出

すると脈状部が開口した亀裂となり，岩盤の風化や

破砕が促進されることが想定される」と指摘されて

おり，本流域においても同様であった可能性がある． 

大岩地区の崩壊 

松の地区の 
崩壊 
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図２ 水文調査結果 

４．地形判読 

深層崩壊が発生する斜面と断層との関連を指摘

する既往研究が複数存在することから，本検討では，

リニアメントに着目した判読を実施した．判読には，

災害後に計測された航空レーザ計測データから作

成した赤色立体地図を用いた．

判読では，付加体の地質構造に沿った露岩と付加

体の地質構造に沿った侵食に着目して実施した（図

３）．付加体の地質構造に沿った露岩は，侵食され

にくい硬い岩盤（本流域の地質分布から主にチャー

トと推測される）の構造線を表していると考えられ

る．一方，付加体の地質構造に沿った侵食は，破砕

等により比較的侵食が進みやすい地質境界を表わ

していると考えられる．

侵食されにくい硬い岩盤は，硬く固結しており，

亀裂なども少なく風化も進んでいないと考えられ

ることから不透水層となる可能性があり，露岩と侵

食のリニアメントが接する（もしくは近い）箇所は，

崩壊のすべり面となる可能性が考えられる．

判読結果と崩壊地の位置関係を見ると（図４），

露岩と侵食のリニアメントの境界付近に位置して

おり，この境界をすべり面にして崩壊が発生した可

能性が考えられる．

図３ 本検討でリニアメントとした地形の特徴 

（地質構造に沿った露岩(左），侵食（右）） 

図４ 判読結果と崩壊地の位置関係

５．まとめ 

本検討では，令和２年７月豪雨により発生した深

層崩壊について，水文及び地質構造に着目して検討

した結果，従来から指摘されている地下水や地質構

造が深く関連していることが分かった． 

水文調査では，比流量や電気伝導度が高い渓流と

深層崩壊の発生箇所が一致した．一方で，その他に

も電気伝導度が比較的高い渓流があった．そのため，

その他手法と重ね合わせてより危険度が高い斜面

を抽出できる予測手法の確立が望まれる．今回実施

したリニアメントに絞った判読は，その可能性を示

せたが，その他事例でも有効か検証する必要がある． 

現在 AI による画像認識技術が著しく進歩してお

り，地形判読は近い将来に自動化することが可能と

考えられる．そのため，水文調査と重ね合わせた際

に最も効果が得られる地形判読の項目を検証して

いくことは重要と考える． 

本研究の実施にあたっては，国土交通省九州地方

整備局川辺川ダム砂防事務所の皆様より，LP デー

タの提供及び現地調査協力等，多大なご協力をいた

だきました．ここに記して謝意を表します．
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屋久島花崗岩山地で発生した深層崩壊 

鹿児島大学農学部 ○由永尚暉・地頭薗隆・笹川優希・常盤井佑太・真茅奈央・園田明花里

クロスエンジニアリング 清﨑淳子

１．はじめに 

屋久島花崗岩山地では，1997 年 9 月永田川支流の土面川流域において，さらに，2019 年 5 月安房川

流域において深層崩壊が発生した。ここでは，これらの深層崩壊の特徴について報告する。 

２．1997 年土面川流域で発生した深層崩壊 

1997 年 9 月，台風 19 号に伴う大雨により土面川中流の右岸渓流の標高 700m 付近で深層崩壊が発生

した（図１）。崩壊土砂は土石流となって土面川を流下したが，治山・砂防施設で捕捉されて大きな被

害は発生しなかった。崩壊地から西方約 600m の標高 430m 地点で観測した雨量データ（地頭薗ら，

2000）によると，深層崩壊を引き起こした降雨は，雨が降り始めた 9 月 12 日から 16 日までの総雨量

2121.5mm，最大日雨量 1178.0mm（15 日），最大時間雨量 92.0mm（15 日 22 時～23 時）であった。

図２は，2017 年に国際航業株式会社が実施した航空レーザー測量による 1m メッシュ標高データから

作成した深層崩壊斜面の縦断図に現地調査で推定した崩壊前の地形を記載したものである。崩壊規模は，

斜面長 235m，最大幅 99m，最大崩壊深約 10m であり，崩壊土砂量は約 10 万 m3と見積もられた。崩

壊斜面の花崗岩は節理が発達し，マサが厚く分布していた。崩壊地からは湧水がみられ，湧水の電気伝

導度（EC）は 4.3mS/m であった。 
深層崩壊地の花崗岩試料を用いて，岩石と水の反応時間と EC の関係を明らかにする岩石-水反応試

験を行った（清﨑ら，2018）。花崗岩試料を入れた水の EC は 4 日後に 3mS/m に上昇し，その後 1 カ

月間変化しなかった。一方，九州南部の凝灰岩や安山岩の試料を入れた水の EC は 1 カ月間上昇を続け

て 15mS/m に達した。花崗岩は凝灰岩や安山岩に比べて溶出しやすい物質が少ないことが推測される。 
深層崩壊地周辺に設けた 10 流域（面積 0.01～0.11km2，平均 0.06km2）の下流端において，降雨が

一週間以上なかった後に渓流水の流量と EC を測定した（図３）。10 渓流の EC は 4～6mS/m を示し，

一般に 10 mS/m 以上を示す地下水の値より小さく，前述した岩石-水反応試験結果と調和的である。ま

た，比流量は一様な分布を示さないことから，地下水は地形的な流域界を超えて流動していることがわ

かる。10 渓流の流量合計を流域面積合計で除した平均比流量は 0.045m3/s/km2であった。深層崩壊が発

生した流域の比流量は 0.207 m3/s/km2 と平均比流量の約 5 倍の値を示しており，水文的な流域に規制

された広範囲の地下水を集めていることがわかる。今回の崩壊は，大量の雨水が地下水となり，地下構

造に規制されて流動し，地下水の集中に伴う地下水圧の上昇が原因して発生したと考えられる。  

3．2019 年安房川流域で発生した深層崩壊 

2019 年 5 月 18 日，記録的短時間大雨情報が発表される大雨により尾立岳の南側斜面で深層崩壊が発

生した（図４）。崩壊地から北東約 9km に位置する屋久島特別地域気象観測所（屋久島町小瀬田，標高

37m）の雨量データによると， 5 月 18 日から 20 日までの総雨量は 480.5mm，最大日雨量は 439.5mm
（18 日），最大時間雨量は 91.5mm（18 日 14 時～15 時）であった。深層崩壊は標高 800m 付近で発生

したため，これ以上の降雨があったと推測される。崩壊規模は，斜面長約 200m，最大幅約 170m，最

大崩壊深約 10m であり，崩壊土砂量は約 10～15 万 m3と見積もられた。崩壊斜面の花崗岩は非常に節

理が発達し，風化が進んでいた（図４）。この崩壊も多量の降雨に伴う地下水の集中により地下水圧が上

昇して発生したと考えられる。 

4．おわりに 

花崗岩斜面は大雨に伴って表層崩壊が目立つが，記録的な大雨の際は深い地下水が関与した深層崩

壊も発生している。ここでは，屋久島花崗岩山地で発生した 2 箇所の深層崩壊の調査結果を説明し

た。土面川流域で発生した深層崩壊地周辺の流域において低水時に比流量を測定したところ，深層崩

壊が発生した流域は平均比流量の約 5 倍の比流量を示し，地形的な流域界を超えて地下水が集中して

いることが明らかになった。地下水集中という視点で深層崩壊発生の恐れのある渓流を抽出する方法

として，花崗岩山地においても渓流水の比流量の分布図作成は有効であることが示された。一方，花

崗岩山地からの渓流水 EC は一般的な地下水の値よりも小さく，EC を地下水の判断指標として使用で

きないことが明らかになった。

本研究の一部は，科研費（21K05671）の助成を受けたものである。
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図１ 1997 年土面川流域で発生した深層崩壊

図 2 深層崩壊斜面の縦断図

図 4 2019 年安房川流域で発生した深層崩壊

図 3 深層崩壊地周辺に設けた 10 渓流における比流量と渓流水 EC の分布
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衛星SARを用いた土砂移動箇所の検出 

国土技術政策総合研究所 〇三浦 俊介，瀧口 茂隆，中谷洋明

1. はじめに

災害初動期において，土砂移動箇所を迅速かつ精確に把握

することは，捜索救助活動や二次的な災害を防ぐために非常

に重要である．しかし，従来の航空機・ヘリ調査では，広域災

害の場合には面的調査に時間がかかることや，夜間・悪天候

時には情報収集に遅延が生じるなどの課題があった．一方，

合成開口レーダ（SAR）は，マイクロ波を照射してその反射

波の後方散乱強度と位相を観測するアクティブセンサーであ

るため夜間・悪天候時にも広域的に観測を行うことができる．

このことから，これまで国土技術政策総合研究所では，災害

初動期におけるSARの活用方法，特に地表面観測に適したL
バンドの観測を行うALOS-2/Palsar-2の活用方法を検討して

きた．鈴木ほか 1) 2)では災害前後二時期のSARデータを用い

て，後方散乱強度の変化から土砂移動箇所を推定・判読する

手法の検討を行っており，実際の災害時に活用されるなど，

一定程度の成果を挙げている．しかし，この手法は土砂移動

箇所の検出率が低く，過去の災害事例では検出率が35%程度

（65%程度は見逃し）であったと報告されている 1)．検出率を

低下させる主な要因としては，画像解像度（Palsar-2 の高分

解能モード（UBS）の場合は 3m）の低さや斜め観測による

不可視領域（レイオーバやレーダーシャドウ領域）の発生，

後方散乱強度がスペックルノイズや植生による体積散乱等の

影響でばらつきやすいこと等が考えられるが，これらの要因

は，センサーの性能や観測方法などに起因するもので，ユー

ザー側で解決することが難しい．そのため，従来のような推

定・判読手法では検出率の向上を望むことは難しい．また，

過去の災害において，SARの判読結果は被害の概略把握に利

用されることが多く，必ずしも土砂移動箇所別の判読結果が

必要になるとは限らない．そこで本研究では，SARによる土

砂移動箇所の評価方法を見直し，多時期のSARデータを使用

して，任意のメッシュ単位で相対的に土砂移動面積や発生可

能性が高い箇所を推定する新たな手法の検討を行い，SAR判

読の課題であった精確性の向上を図ることを目的とした．

2. 研究方法

2.1. 変化の検出と集計方法

本研究では，SARの観測範囲を任意の大きさのメッシュで

区切り，災害前後の後方散乱強度の変化をメッシュ単位で集

計することで，相対的に土砂移動面積の大きい箇所や発生可

能性が高い箇所を推定する手法を検討した．手順の流れとし

ては，1）多時期のアーカイブ画像からピクセルごとに後方散

乱強度の平均±2σ値を算出，2）災害後に土砂移動現象があ

った場所では災害前後の後方散乱強度の変化が十分大きいと

仮定して，災害後画像で平均±2σ値以上となるピクセルを抽

出，3）標準地域メッシュの3次メッシュごとに，ピクセル総

数と手順2）で抽出したピクセル数の比を算出することで，災

害前後における後方散乱強度変化の検出を行った．なお，解

析対象範囲は不可視領域を除いた可視範囲とした．

2.2. 対象災害（地域）と使用したSARデータ 

本研究では，1）平成 30
年北海道胆振東部地震（北

海道厚真町周辺），2）平成

30年7月豪雨（広島県広島

市周辺），3）令和元年台風

19号（宮城県丸森町周辺）

の 3 災害を対象事例とし

た．SAR データは ALOS-
2/Palsar-2 で観測されたジ

オコード済み標準プロダク

ト（L2.1）で，各事例とも

アーカイブ画像は 10 枚以

上，災害後画像は1枚使用

した（表1）．土砂移動範囲

のデータは，災害後に測量

会社が実施した判読結果の

うち崩壊地と侵食部分（以

下，合わせて「土砂移動範囲」と呼ぶ．）を使用した．

3. 研究結果

3.1. 土砂移動範囲内における後方散乱強度変化の検出

はじめに，土砂移動範囲内における災害前後の後方散乱強

度の変化を，本研究の手法のうち手順1）及び2）で捉えるこ

とができるかを確認するため，土砂移動範囲ごとに災害後画

像における平均±2σ以上のピクセル数，アーカイブ画像にお

ける平均±2σ以上のピクセル数の平均を算出した（図 1）．
その結果，すべての土砂移動範囲において，災害後画像でピ

クセル数が増加する傾向がみられ，本研究の手法は，土砂移

動現象による後方散乱強度の変化を十分に検出できるといえ

る．

図1 土砂移動範囲内の後方散乱強度変化の検出結果 
（縦軸に土砂移動範囲内の平均±2σ以上のピクセル数， 
横軸に土砂移動範囲内のピクセル総数をとっている） 

表1 使用したSARデータ 
No. 対象災害 オフナディア角 観測パス 中心フレーム番号 観測日時

1 2015/9/24 2:40
2 2015/12/3 2:40
3 2016/6/16 2:40
4 2016/8/11 2:40
5 2016/11/17 2:40
6 2017/6/15 2:40
7 2017/8/24 2:39
8 2017/11/16 2:40
9 2018/5/17 2:40

10 2018/6/14 2:40
11 2018/7/26 2:40
12 2018/8/23 2:39
13 ※2018/9/6  2:40
1 2014/8/23 15:00
2 2015/3/7 15:00
3 2015/6/13 15:04
4 2015/11/14 15:04
5 2016/2/20 15:04
6 2016/6/11 15:04
7 2016/11/12 15:04
8 2017/2/18 15:04
9 2017/5/27 15:04

10 2018/1/20 15:04
11 2018/3/17 15:05
12 ※2018/7/21  15:04

1 2015/2/12 2:41
2 2015/9/24 2:40
3 2015/12/3 2:40
4 2016/3/10 2:41
5 2016/6/16 2:40
6 2016/8/11 2:40
7 2016/11/17 2:40
8 2017/3/9 2:41
9 2017/6/15 2:40

10 2017/8/24 2:39
11 2017/11/16 2:40
12 2018/3/8 2:41
13 2018/6/14 2:40
14 2018/8/23 2:39
15 2018/11/15 2:40
16 2019/3/7 2:41
17 2019/8/22 2:39
18 ※2019/11/14  2:40

32.4 18 2850
令和元年
台風19号

※災害後の緊急観測結果

32.4 129 680

32.4 18 2750
平成30年

北海道胆振
東部地震

平成30年
7月豪雨
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3.2. メッシュ単位における後方散乱強度変化の検出 

つぎに，災害後画像とアーカイブ画像からそれぞれ3次メ

ッシュごとにピクセル総数と平均±2σ以上のピクセル数の

比を求め，災害後画像のピクセル数比とアーカイブ画像のピ

クセル数比の平均値との差を算出した．さらに，ピクセル数

比と土砂移動面積の相関関係を線形と仮定して，各事例にお

いて線形回帰と決定係数R2を算出した（図2，表2）．平成

30年7月豪雨と令和元年台風19号では，メッシュ面積あた

りの土砂移動面積比がある程度まとまった領域に分布してい

るため，高い決定係数を得ることができなかった．一方で，

平成30年北海道胆振東部地震では決定係数0.74と高い決定

係数が得られており，3事例を組み合わせた場合は決定係数

0.75と概ね良好な相関関係が得られた．また，田畑や水域

など，平坦な地形で土砂移動現象の発生が考えにくい地形場

の影響を除くために勾配マスク処理を行った．その結果，変

化の検出範囲を勾配2度以上と勾配10度以上に限定した場

合，3事例を組み合わせた決定係数はそれぞれ0.77と0.81
で勾配マスク処理を行わない場合よりも向上した．

さいごに，メッシュごとの災害前後における後方散乱強度

変化の空間分布を確認した（図3）．3事例とも土砂移動範囲

と後方散乱強度変化が大きいと推定されたメッシュの空間分

布が概ね一致していることが確認できた．今後は災害事例を

増やして閾値設定などの検討を行っていく予定である．

表2 各事例における線形回帰の決定係数R2 

図2 メッシュごとの後方散乱強度変化の検出結果 
（縦軸に災害後画像とアーカイブ画像でそれぞれピクセル総数と±2σ以上のピクセルの比を算出した結果の差， 

横軸にメッシュごとの土砂移動面積とメッシュ面積の比を求めた結果をとっている）

解析対象範囲としてa)可視範囲全域，b)可視範囲かつ勾配2度以上範囲，c)可視範囲かつ勾配10度以上範囲を設定 

図3 メッシュごとの後方散乱強度変化の空間分布 
a)平成30年北海道胆振東部地震，b)平成30年7月豪雨，c)令和元年台風19号 
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可視範囲
可視範囲かつ

勾配2度以上範囲
可視範囲かつ

勾配10度以上範囲
平成30年北海道胆振東部地震 0.74 0.75 0.79
平成30年7⽉豪⾬ 0.28 0.29 0.39
令和元年台⾵19号 0.004 0.03 0.04
3事例を組み合わせた場合 0.75 0.77 0.81

決定係数R
2

a) c) b) 

a) c) b) 
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平成23年台風第12号による斜面崩壊を対象とした接峰面差と崩壊規模の関係分析 

株式会社 パスコ 〇吉田 巧，平田 育士，小俣 雅志 

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 山本 悟司，小杉 恵，北本 楽 

 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 

近年，気候変動による土砂災害の増大，大規模化が懸念さ

れている。斜面崩壊が大規模化する可能性がある範囲を把握

することができれば，土砂災害の対策を講じていく上で有用

な情報となり得る。 

 斜面崩壊の規模は，一般に斜面の規模（高さ）に制約さ

れ，斜面高さが大きくなるほど崩壊規模のポテンシャルは大

きくなる。一方，個々の斜面の高さを計測し，今後大規模崩

壊が起こり得る範囲を把握することは困難である。 

 地形の起伏を示す指標として接峰面差がある。接峰面差が

大きい場では斜面が長大である可能性が高いと考えられ，接

峰面差を指標として崩壊が大規模化するポテンシャルを面的

に評価できる可能性がある。そこで，本検討では崩壊面積を

崩壊規模の指標として，接峰面差による崩壊面積の推定可能

性について確認することを目的とし，平成23年台風第12号

の豪雨によって発生した斜面崩壊を対象に接峰面差と崩壊面

積の関係を分析した。 

2.方法 

2.1. 対象地域 

 平成23年台風12号による豪雨で崩壊が多数発生し，直後

に崩壊地判読が行われている範囲を対象とした（図-1）。 

 

図-1 対象地域 

2.2. 分析に用いたデータ 

崩壊地データは，平成23年台風第12号の直後に空中写真

や衛星画像をもとに崩壊地を判読した結果をポリゴン化した

データを使用した（図-1）。各崩壊地のポリゴンに対し，深

層崩壊と深層崩壊以外の分類，崩壊面積，斜面高さを整理し

た。深層崩壊は，土木研究所が公表するリスト 1)を参考に判

断した。整理した結果，深層崩壊が60箇所，深層崩壊以外

が2,098箇所となった。 

接峰面差の計算に用いる数値標高モデル（DEM）は，基盤

地図情報10mメッシュDEMを用いた。 

2.3 接峰面差の計算とウインドウサイズの最適値の検討 

(1)接峰面差の計算方法 

 接峰面差は，計算範囲（ウインドウ）内の標高の最大値

と，計算範囲の中心のメッシュの標高値との差として算出

し，DEMと同様に10mメッシュデータとして整理した（図-

2）。 

図-2 接峰面差の計算イメージ 

(2)ウインドウサイズの最適値の検討 

 接峰面差は計算するウインドウサイズによって変化するた

め，ウインドウサイズの最適値について検討した。 

ウインドウサイズについてはこれまでいくつかの研究で議

論されており，武澤ら（2013）2)は崩壊地面積10,000m2未満

の小規模な崩壊の評価においてのウインドウサイズは150m

（武澤ら（2013）は50mメッシュDEMを用いており，設定可

能な最小値）が有効な計測スケールであり，大規模な崩壊に

適するウインドウサイズは250m以上になり得るなど，ウイ

ンドウサイズによって適切に評価できる崩壊の規模が変化す

ることを指摘している。 

 そこで，本検討では武澤ら（2013）を参考に，崩壊規模で

分類し，ウインドウサイズを段階的に変化させ，計算した接

峰面差と崩壊面積の相関係数からウインドウサイズの最適値

を検討することとした。なお，崩壊面積は分布範囲が広いた

め対数軸で表すこととし，崩壊面積を対数とした場合の相関

係数で評価した。崩壊規模は深層崩壊と深層崩壊以外で分類

した。これらの崩壊面積は，深層崩壊は全て10,000m2以

上，深層崩壊以外ではほぼ全てが10,000m2未満である。ま

た，ウインドウサイズは武澤ら（2013）および海原ら

（2017）3)を参考に，表-1のように設定した。 

表-1 ウインドウサイズの設定 

ウインドウサイズ 設定理由

30m×30m
150mより小さい場合の確認のため追加。

（10mメッシュDEMを使用した際の設定可能な最小サイズ）

150m×150m

250m×250m

350m×350m

500m×500m 海原ら（2017）を参考。

1000m×1000m 500mより大きい場合の把握のため追加。

武澤ら（2013）を参考。

背景図出典：地理院地図(https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html） 
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2.4 接峰面差による崩壊規模推定可能性の検討 

 ウインドウサイズを最適値として接峰面差を計算し，崩壊

地ごとの接峰面差と崩壊面積の関係を分析し，接峰面差によ

る崩壊規模の推定可能性を検討した。崩壊地ごとの接峰面差

は，崩壊地ポリゴン内に含まれる接峰面差10mメッシュデー

タの最大値を採用した。 

3. 結果と考察

3.1 ウインドウサイズの最適値の検討

 ウインドウサイズを変化させて計算した接峰面差と崩壊面

積の相関係数を図-3に示す。深層崩壊ではウインドウサイ

ズを250mとした場合に相関係数が最大となった。深層崩壊

以外ではウインドウサイズが小さくなるに従い相関係数が大

きくなる傾向を示し，設定可能なウインドウサイズの最小値

である30mとした場合に相関係数が最大となった。したがっ

て，ウインドウサイズの最適値は，深層崩壊の場合は

250m，深層崩壊以外の場合は30mであると判断される。 

この結果に対し，深層崩壊は，大規模な崩壊に適するウイ

ンドウサイズは250m以上になり得るという武澤ら（2013）

の指摘に合致する。深層崩壊以外は，武澤ら（2013）が小規

模な崩壊に対して有効な計測スケールであると指摘した

150mよりも小さい結果となったが，設定可能な最小値が最

適値となっている点では武澤ら（2013）の指摘に合致する。 

図-3 ウインドウサイズに応じた 

接峰面差と崩壊面積の相関係数の変化 

3.2 接峰面差による崩壊面積上限の推定可能性の確認 

 ウインドウサイズを最適値（深層崩壊は250m，深層崩壊

以外は30m）として計算した接峰面差と崩壊面積の関係を図

-4に示す。

接峰面差から崩壊規模を推定する上では，接峰面差に応じ

た崩壊面積，もしくは崩壊面積の上限値が把握できることが

望ましい。深層崩壊，深層崩壊以外ともに近似直線は右肩上

がりの傾向を示しているが，接峰面差によらず崩壊面積の分

布範囲が広いため，接峰面差から崩壊面積を推定することは

困難であると考えられる。特に，深層崩壊以外は決定係数が

小さく，崩壊面積の分布範囲は2オーダー以上に及んでい

る。一方で，深層崩壊は崩壊面積の上限が接峰面差とともに

増加しているような傾向が見られる。そこで，接峰面差を用

いて崩壊面積の上限が把握可能かどうかを確認するため，接

峰面差を20m単位で区分し，区分した範囲に含まれる崩壊地

の崩壊面積の最大値を確認した（図-5）。

 結果より，接峰面差の増加に伴い崩壊面積の最大値が概ね

増加する傾向が見られたことから，接峰面差によって崩壊面

積の上限を把握できる可能性があると考えられる。 

図-4 ウインドウサイズを最適値とした場合の 

接峰面差と崩壊面積の関係 

図-5 接峰面差と崩壊面積の最大値との関係（深層崩壊） 

4.まとめ 

 接峰面差を計算する際のウインドウサイズを検討した結

果，深層崩壊のように崩壊面積が大きい場合は250m程度が

最適値であることが分かった。深層崩壊以外のように崩壊面

積が比較的小さいものが多い場合は30mが最適値であるとい

う結果になったが，相関係数は低い値であった。 

 また，深層崩壊のように崩壊面積が大きい場合，接峰面差

の増加とともに崩壊面積の最大値が増加する傾向が確認され

た。この結果は，一定以上の規模の崩壊に対しては，接峰面

差によって崩壊規模の上限が推定できる可能性があることを

示唆している。 

以上の分析結果より，崩壊規模は様々な要因によって変化

するものと考えられるが，崩壊規模を推定する上で接峰面差

は有効な指標のひとつになり得ると考えられる。ただし，今

回得られた結果が他の地域に適用できるかどうかは不明であ

るため，今後は他の地域でも同様の検討を行う必要がある。 
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崩壊危険度の低い斜面特性検討の試み 

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※1，高橋 忍※2  

国土交通省 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究室 中谷 洋明，三浦 俊介 

アジア航測株式会社 〇松田 昌之，諸隈 暁俊，西村 直樹，中村 圭祐，法覺 俊
※1：現 関東地方整備局 京浜河川事務所，※2：関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 

1. はじめに

土砂災害の被害の低減のためには、砂防施設等の施設整備

に加え、土砂災害防止法による警戒避難対策などのソフト対

策が必要である。対策施設の規模や整備場所の決定に重要な

災害発生場の予測のために地形や地質等の素因に関する調

査研究が進められてきた。一方、警戒避難に重要な土砂災害

の発生時間の予測のために誘因となる降雨指標の検討が進

められてきた。現在、都道府県砂防部と気象台が運用する土

砂災害警戒情報（以下「警戒情報」）は、短期降雨「1時間雨

量」と長期降雨「土壌雨量指数」とCL（Critical Line）とを

比較し、その超過状況から発表されている。これらは崩壊の

結果から崩壊予測を行うアプローチである。実際にはCLを

超過したにもかかわらず土砂災害が発生しない斜面は多数

ある。そこで本研究ではCLを大幅に超過したエリアにおい

て、直近の 10年間に崩壊が発生していない斜面の特性に着

目し、”崩壊発生期間が長い”あるいは”一降雨での発生率が低

い”斜面（以下、崩壊危険度の低い斜面）の特性把握を試みた。 

2. 利用データ

CLを大幅に超過したエリアとして、直近2ヵ年に土砂災
害が多発した 3 市町村を選定した。令和元年には台風第 19

号に伴う豪雨、令和2年には7月豪雨が発生しており、これ
ら豪雨により発生した土砂災害が特に多い。そこで、令和元
年及び令和 2 年に発生した土砂災害のデータとして国土交
通省河川局砂防部保全課が所有する土砂災害DB（表 1）を
活用し、市町村毎の土砂災害発生件数を集計した。その結果、
鹿児島県鹿児島市、宮城県伊具郡丸森町、熊本県球磨郡球磨
村が特に土砂災害が多発した市町村として抽出された。 

さらに詳細な整理を行うため、これらの3市町村に該当す
る土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」）を選定した。また、
過去10年間でCLの超過回数が多い3次メッシュを抽出し、
そのメッシュに該当する警戒区域の中から地質及び崩壊の
発生状況を考慮し、160の警戒区域を選定した。 

 

本検討では、表2に示すとおり、土砂災害が多発した3市
町村に該当する 3 次メッシュを対象とした整理（①）、3 市
町村に該当する警戒区域単位の整理（②）、CLを大幅に超過
したメッシュに該当する160の警戒区域の整理（③）、それ
らの 160 区域における詳細調査情報（警戒区域の区域調書
の詳細情報）整理（④）の4段階実施した。各段階における
整理情報は表3の通りである。なお本報告では主に②以降の
整理について報告する。 

3. 崩壊危険度の低い斜面の特徴整理
3.1. 地質別の崩壊率の違い

抽出された3市

町村には合計で

5384 箇所の害警

戒区域が該当す

る（表3）。整理段

階②に該当する

5384 箇所について、地質区分別の崩壊と非崩壊の頻度を見

ると、地質区分3（中古生界堆積岩）で非崩壊の比率が高く、

崩壊箇所率は0.62％と少ない。また、地質区分5（第三系火

山岩）では崩壊箇所率が0％であり、他の5％～10％台の地

質と比べても特に小さい（図2）。また、整理段階①において

も地質区分 5 の崩壊率がとくに小さく（表 4）、地質区分に

より崩壊の発生率が異なることがわかった。 

地質区分 

code 地質区分 崩壊箇所率

1 第四系堆積岩 5.43%

2 第三系堆積岩 3.45%

3 中古生界堆積岩 0.62%

4 第四系火山岩 2.52%

5 第三系火山岩 0.00%

6 中古生界火山岩 -

7 第四系深成岩・変成岩 -

8 第三系深成岩・変成岩 -

9 中古生界深成岩・変成岩 7.29%

10 人工改変地 11.11%

表2 整理段階別の斜面特性整理概要 

図1 整理段階別の斜面特性整理項目 

表3 市町村別の警戒区域数 

図2 地質区分別の崩壊・非崩壊分布 

表1 降雨及び災害等データ一覧 

崩壊  非崩壊 
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3.2. キーワード分析から見る崩壊危険度の低い斜面 

 さらに、抽出した 160 箇所の警戒区域毎に区域調書の情

報を整理した（整理段階④）。警戒区域は現地踏査に基づき

設定されることが一般的であり、その設定根拠となる地形・

地質に関する現地調査結果は、テキスト情報として調書に記

載される。このテキスト情報の中から地形・地質に関するキ

ーワードを抽出し、崩壊履歴のある斜面と無い斜面との違い

を分析した。その結果、「やや単調」や「比較的凹凸の少な

い」、「比較的緩やか」などといった“地表面の変化の小さい

斜面を示す表現”を持つ区域では、斜面崩壊が発生しておら

ず、崩壊危険度の低い斜面の特性である可能性が考えられる。 

3.3. 斜面形状における崩壊危険度の低い斜面の特性 

3市町村に該当する 5384の警戒区域について、5mDEM

を用いて算出した斜面の最大高さや勾配等の地形形状と崩

壊との関係性を整理した。斜面の最大高さは 20m 未満の区

域では崩壊が少なく、より高い斜面を持つ区域ほど崩壊の確

率が高くなる傾向がみられる（図4）。また、最大傾斜が45°

未満の区域では崩壊の割合が比較的小さく、50°を超えると

崩壊の割合が高くなる傾向がみられる（図5）。 

4. 崩壊率に着目した崩壊危険度の低い斜面の特性整理
本研究では、CLを超過したエリアにおける警戒区域とそ

の地形・地質の整理から、崩壊と非崩壊とを区別可能な特性

の把握には至らなかった。そこで斜面高さ毎の崩壊率に着目

すると、地質区分による違いがあることが確認できた。そこ

で、崩壊率の変化に着目した地形特性把握の可能性を確認し

た。5384 箇所の警戒区域の地形情報から、地質毎に斜面の

最大高さ毎の崩壊率の変化をグラフ化した。その結果、地質

区分をしない場合（全体）に対して、地質区分1では明らか

に斜面高さが小さい段階で崩壊率が高くなる（図6）。これは

同じ斜面高さの斜面では地質区分 1 の方が崩壊の可能性が

高いことを示している。また、斜面の最大傾斜についても同

様の整理をすると、全体に比べて地質区分1で急激な上昇を

示しており、他の地質よりも崩壊危険度が高いことがわかる

（図7）。このように、崩壊率の変化に着目することで崩壊危

険度の違いを把握できる可能性が得られた。 

5. おわりに

本研究では，土砂災害が多発した３市町村において、崩壊

履歴の有無に着目し、崩壊と非崩壊の斜面を分離する地形的

要素の把握を試みた。キーワード分析などでは、崩壊と非崩

壊を区別可能な表現が含まれている可能性を見いだせたも

のの、崩壊と非崩壊を二分するには至っていない。そこで、

崩壊率の変化に着目し、崩壊の危険度の低い斜面の特性を把

握するよう試みた。その結果、斜面の最大傾斜と斜面の最大

高さにおいて、地質区分により崩壊率の変化パターンが異な

る事例が確認できた。これは、CLを超過するような降雨条

件下でも地質毎に崩壊の危険度が異なっていることを示し

ている。今後は、データ量をさらに増やし、より多くの事例

で崩壊率の変化パターンに着目した地形・地質特性の整理を

行い、崩壊が不規則で間隔が長い等、一降雨当たりの崩壊危

険度の低い斜面の特徴を整理していきたい。また、本研究の

ように警戒区域毎に崩壊・非崩壊を系統的に整理したデータ

はない。今後はこれらのデータを、警戒区域ベースでの警戒

情報の精度検証などにも活用していきたい。 

図3 斜面形状に分類されるキーワードと崩壊の有無 

表4 整理段階別の地質毎の崩壊率の比較 

図4 斜面の最大高さ別の崩壊・非崩壊分布 

図5 斜面の最大勾配別の崩壊・非崩壊分布 

図6 斜面の最大高さ別の地質毎の崩壊率の変化 

図7 斜面の最大傾斜別の地質毎の崩壊率の変化 

データ数が極端に少なく崩壊率0となるクラスは除外 

データ数が極端に少なく崩壊率0となるクラスは除外 

地質1 

全体 

地質4 地質3 

地質1 

全体 

地質4 

地質9 

頻度割合 崩壊  非崩壊 

累積割合 崩壊  非崩壊 

頻度割合  崩壊  非崩壊 

累積割合 崩壊  非崩壊 
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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規模の分析

日本ミクニヤ株式会社 ○森 義将 松本 舞恵 赤井奈浦子 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）。 

図 1 豪雨経験の区分と降雨、崩壊地の分布 

図 2 崩壊地ごとの確率雨量の再現期間の時系列変化 

このため豪雨経験の評価指標として確率雨量に着目
し、豪雨経験が異なる地域の代表的な崩壊地（西側・
中央・東側）において、複数の降雨継続時間で算出し
た確率雨量から、崩壊地ごとに再現期間の時系列変化
を分析したところ、全ての崩壊地において崩壊発生時
刻付近でいずれかの継続時間の再現期間が急激に大き
くなっていることが確認された 7)（図 2 参照）。

そこで本研究では、崩壊発生時刻が推定できる他の
崩壊地においても同様の分析を行い、確率雨量と崩壊
発生との関係を検討した。加えて、確率降雨と崩壊規
模（面積）の関係についても分析を行った。 

2. 対象崩壊地の抽出と確率雨量の算出

災害発生時刻が記録されている広島県の災害資料 8)

と崩壊地の判読結果に基づき、崩壊発生時刻が推定で

きる崩壊地として 14 か所を抽出した。まず、災害資料

の危険箇所番号から危険箇所を特定した。次に判読結

果から、危険箇所に含まれる堆積域のうち保全対象に

接しているものに着目し、それに接続する侵食域を災

害発生に関連した崩壊地とした（図 3 参照）。崩壊発生

時刻は、危険箇所における災害発生時刻とした。また

確率雨量を算出する解析雨量メッシュは、該当する侵

食域の源頭部に位置するものとした。なお、堆積域に

接続する侵食域が広範囲に多数ある場合は災害と直接

関連する崩壊地を推定することが困難であるため、分

析対象から除外した。 

図 3 対象崩壊地の例(災害 No.23) 

確率雨量の算出に用いる雨量データは平成 30（2018）

年 7 月豪雨以前の 30 年間（1988 年～2017 年）とし、

1988～2005 年はティーセン分割で対象崩壊地を含む気

象観測所のデータを、2006～2017 年は解析雨量を使用

した。確率雨量の算出には水文統計ユーティリティー

Version1.5 を用い、継続時間は 1・3・6・12・18 時間、

再現期間は 10 年・30 年・50 年・100 年とした。算出結

果のうち標準最少二乗基準（SLSC）が 0.04 以下で

JackKnife 推定誤差が小さく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。

豪雨経験：多 少

西側

中央

東側

西側

中央

東側
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3. 崩壊発生時刻の確率雨量の再現期間

平成 30年 7月豪雨時における崩壊発生時刻の降雨の

再現期間を把握するため、対象崩壊地ごとに各継続時

間の再現期間の変化を時系列で整理した。時系列変化

グラフには災害発生時刻を矢印で示し、その時刻にお

ける再現期間の最大値と、最大値を示した継続時間を

読み取った（図 4 参照）。なお、再現期間が 200 年以上

となった場合は 200 年とした。 

図 4 確率雨量の再現期間の時系列変化(災害 No.3） 

 時系列変化グラフから読み取った崩壊発生時刻の確

率雨量の再現期間（最大値）を表 1 に示す。再現期間

の最小値は 12 年、最大値は 200 年となった。

表 1 崩壊発生時刻の確率雨量の再現期間（最大値）

 また図 5 は、再現期間別箇所数をヒストグラムで示

したものである。再現期間 200 年以上の崩壊地が最も

多く、全体の約 60％を占めている。また、全体の約 80％

は再現期間 50 年以上である。 

図 5 再現期間別箇所数ヒストグラム 

4. 確率降雨の再現期間と崩壊規模の分析

崩壊発生時刻の確率雨量の再現期間（最大値）と崩

壊規模（面積）との関係を図 6 に示す。図に示すよう

に、再現期間と崩壊面積の間には明確な相関関係は認

められなかった。 

図 6 再現期間(崩壊発生時刻最大）と崩壊面積 

5. まとめ

平成 30年 7 月豪雨における広島県の崩壊地を対象に、

崩壊発生時刻の確率雨量の再現期間を調査するととも

に、崩壊規模（面積）との関係についても分析した。

この結果、崩壊発生時刻の確率雨量の再現期間（最大

値）は 200 年以上の崩壊地が全体の 60％と最も多く、

全体の 80％は 50年以上であった。また、再現期間と崩

壊面積には相関関係は認められなかった。 

今後は、気象観測所データを用いた 2005 年以前につ

いても解析雨量を用いて確率雨量を算出し、より詳細

な検討を実施する予定である。 

参考資料 
1) 国土交通省気象庁（不明）：解析雨量,
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/ka
iseki.html,参照 2021-04-07
2）森義将・高須是樹・赤井奈浦子（2019）：解析雨量
を用いた平成 30年 7月豪雨による広島県の崩壊発生降
雨の分析,第 68 回 2019 年度砂防学会研究発表会概要
集,P.23-24
3）佐藤翔太・松本舞恵・森義将・高須是樹（2020）：
解析雨量を用いた崩壊発生降雨の分析と比較,第 69 回
2020 年度砂防学会研究発表会概要集,P.55-56
4) 広島大学平成 30 年 7 月豪雨災害調査団（地理グル
ープ）(2018)：平成 30年 7 月豪雨による広島県の斜面
崩壊分布（第四報）,
https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/10554
0/201807_report004.pdf,参照 2021-04-07
5) 国土交通省気象庁（不明）：異常気象リスクマップ，
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/riskmap/index
.html, 参照 2021-04-07
6) 木幡行宏（2015）：土研新技術ショーケース 2015 in
札幌【特別講演】豪雨・融雪による斜面災害の発生メ
カニズムとその対策
7）森義将・松本舞恵・高須是樹・佐藤翔太（2021）：
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,第 70 回 2021 年度砂防学
会研究発表会概要集,P.513-514
8) 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第１回砂防部会【資料 2】
P10-11
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attach
ment/330356.pdf,参照 2022-04-07

時刻 継続時間
1 Ⅰ-1-4472 丹那新町47 7/6 17:00 12 12時間
2 Ⅰ-2-23-13 神長川(13) 7/6 20:00 200 18時間
3 準-2-23-6245 鷹の巣北川(6245) 7/6 22:00 162 18時間

4 Ⅰ-2-23-15
Ⅰ-2-23-6242

深山の滝川
樫木茶屋南川 7/6 22:00 177 18時間

8 Ⅰ-3-89-108 宇根川・笠岩川(108b) 7/7 6:00 200 18時間
13 Ⅰ-3-106-143b 冠崎川(143b) 7/7 6:00 200 18時間
14 Ⅱ-1-9535 片山谷862 7/6 22:00 200 3時間

15 Ⅰ-2-8-54a
Ⅰ-2-8-54b 中条川 7/6 23:00 200 3時間

16 Ⅰ-3-634-1035 仮屋谷川(1035) 7/6 22:00 102 18時間

19 Ⅰ-3-186-312 西福地川(312) 7/7 1:00 39 18時間

23 Ⅰ-2-5-5009 本頭川 7/7 6:00 200 18時間

24 Ⅰ-2-9-109 奥条川 7/7 6:00 200 18時間

26 Ⅰ-2-3-61 二河川支川21 7/6 20:00 32 18時間
28 Ⅰ-3-77-85 天地川支川10 7/6 20:00 98 18時間

危険箇所番号災害
No

箇所名 崩壊発生降雨の再現期間（最大）
再現期間

再現期間：162 年

継続時間：18 時間
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AI（ニューラルネットワーク）を用いた表層崩壊危険斜面の自動抽出に関する研究 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○小林隆洋、斉藤泰久、伊藤孝司、南智好、堀口智也、田中絢子

１.はじめに

平成 22 年には、鹿児島県南大隅町や広島県庄原市に

おいて豪雨に伴う土砂災害が発生した。また、平成 29

年７月九州北部豪雨や平成 30年７月豪雨（西日本豪雨）

においても豪雨に伴う土砂災害が発生し、甚大な被害

が起きた。このような近年における土砂災害の頻発お

よび広域化を踏まえ、山地斜面の崩壊危険箇所を抽出

し、ソフト・ハードによる事前対策を行うことで被害

を最小限に抑えることが望まれている。 

崩壊危険箇所の抽出手法のひとつとして、上野ら １）

により DEM データを用いた表層崩壊危険斜面を抽出す

る手法が検討された。しかし、本手法を用いて全国の

危険斜面抽出を実施した場合、膨大な時間と労力が必

要となる。また、作業を実施した技術者の経験やスキ

ルによって結果に誤差が生じる可能性がある。そこで

本研究では、画一的な表層崩壊危険斜面の抽出を効率

よく実施することを目的に、AI 等を用いて作業を機械

化する手法を検討した。

２.手法

2.1.表層崩壊危険斜面抽出の考え方

表層崩壊危険斜面抽出の考え方は、上野ら １）の抽出

手法を参考に以下と設定した。 

 表層崩壊危険斜面：下記、「遷急線」と「凹地の

急斜面」に挟まれた斜面を、まだ表層崩壊発生

の可能性がある危険斜面として抽出。

 遷急線 ：豪雨時に表層土層に一時的に高い地下

水位が形成され、斜面下方への地下水の供給源

になりうる尾根付近の平坦部や緩斜面（谷が形

成されていない滑らかな斜面）

 凹地の急斜面 ：山地斜面の傾斜と曲率（凹凸の

程度）の組み合わせから、表層崩壊などで侵食

が進んでいる急斜面（斜面勾配 25～35°（基盤

地質を踏まえて設定））

図 1 抽出手法の概念 

2.2.自動抽出の流れ 

上述した表層崩壊危険斜面抽出の考え方を元に、表

層崩壊危険斜面の自動抽出の処理フローを整理した。

処理フローにおいて、GIS ソフト等で作成が困難な部分

のツール作成を行った。ツールは大きく分けて 2 つあ

り、DEM データから遷急線を自動作成するツール（ツー

ル①）と、タイル画像から表層崩壊危険斜面のあるメ

ッシュを AI により自動抽出するツール（ツール②）の

作成を行った（図 2参照）。

図 2 自動抽出の処理フロー 

３.ツール作成および検証

3.1.遷急線自動作成ツール

全国整備を目的としているため、使用する DEM デー

タは基盤地図情報 ２）で公開されている数値標高モデル

（10m メッシュ（標高））とした（以下、「10mDEM」）。

遷急線は尾根付近の平坦部や緩斜面にあり、尾根平

坦部はその地形特性から、降雨が集まりにくいという

特徴がある。そこで、10mDEM を用いて落水線分析によ

り各メッシュの累積流量（降雨が流れ込むメッシュ数

の累積）を算出し、累積流量＝０のメッシュが尾根平

坦部に該当すると仮定した。このとき、①平野部のメ

ッシュも選定されてしまう、②手作業により作成した

遷急線よりも過小になる課題があった（図 3参照）。

課題①に対し、曲率分析により尾根平坦部に該当し

ない凹地型（曲率が０未満）のメッシュを除外すると

ともに、傾斜角分析により傾斜角と地形構造（平野、 

図 3 落水線分析における課題 

ツール①

ツール②
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表 1 各地域の AI による抽出

結果の Recall 値 

山地など）の関係性を試行し、隣接するメッシュの傾

斜角が 20°未満のメッシュを平野部と判定して除外す

ることとした。 

課題②に対し、累積流量≦１に対して傾斜角≦20°

のメッシュを除外するとともに、隣接メッシュでバッ

ファを考慮した結合を行うことで、遷急線抽出の精度

向上を図った。

図 4 平野部除外後の累積流量 

図 5 精度向上を図った遷急線 

3.2.AI モデル 

3.2.1.モデルの選定 

上野ら １）の抽出手法では遷急線と凹地の急斜面の位

置関係が重要であった。これらの位置関係を画像とし

て判読でき、かつ対象領域検出を得意とするモデルで

ある U-Net を選定した。 

3.2.2.モデルの構築および精度検証 

平成 29年７月九州北部豪雨で表層崩壊が発生した福

岡県朝倉市の 10mDEMを用いて作成したタイル画像を教

師データとし、表層崩壊危険斜面の抽出モデルを構築

した。福岡県朝倉市に加え、広島県呉市（平成 30 年７

月豪雨で表層崩壊発生）と長野県辰野町（平成 18 年７

月豪雨で表層崩壊発生）の計３地域のタイル画像を使

用し、上記で構築したモデルの精度検証を行った。具

体的には、AI モデルで使用する活性化関数の比較・検

証や、 AI モデルの抽出結果として算出される

Probability（画像内に危険斜面が含まれる確度）につ

いて最適な閾値を検討した。なお、精度検証の際、機

械学習における評価指標である Accuracy(正解率)、

Precision（適合率）、Recall（再現率）のうち、損失

機会を失くすこと、すなわち表層崩壊の危険がある場

所を危険であると評価することが重要であるため、

Recallを重視した AIモデル評価およびカスタマイズを

行った。評価およびカスタマイズの結果、活性化関数

は Swish を採用し、Probability の閾値を 0.69 以上と

することが最も精度よく表層崩壊危険斜面を抽出でき

ることが分かった。 

図 6 AI モデルによる表層崩壊危険斜面抽出結果 

4.まとめ

本研究の表層崩

壊危険斜面の抽出

結果としては、６～

９割の精度（Recal

l）で自動抽出され

た（表 1参照）。また、令和３年８月の大雨により長野

県岡谷市で実際に発生した土砂災害に対し、危険箇所

として自動抽出できていることを確認した（図 7参照）。

今後の課題として、地域特性を考慮した学習を行い、

より全国で精度よく分析可能なモデルに改良する必要

がある。 

図 7 AI 抽出結果と実災害の発生箇所の比較 

参考文献 

1) 上野紗綾子、斉藤泰久他；DEM データを用いた斜

面安定評価と森林再生方法の検討その３，平成 24
年度砂防学会研究発表会，2012

2) 国土交通省国土地理院；基盤地図情報，https://f

gd.gsi.go.jp/download/menu.php

3) 国土交通省；「長野県岡谷市で発生した土砂災害に

対して土砂災害専門家（TEC-FORCE 高度技術指

導班）を派遣します」，p2，https://www.mlit.go.j
p/common/001419173.pdf，（参照 2021-09-07）
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航空レーザ測量データを用いた令和元年度東日本台風災害による

土砂災害発生箇所の分析
宮城県土木部防災砂防課 菅原 隆， 相澤 航輔

アジア航測株式会社  ○古賀 勇輝，黒岩 知恵，中島 達也

１．はじめに 

近年，土砂災害警戒区域以外でも斜面崩壊や土石流が発生し，土砂災害をもたらした事例が報告されて

いる。令和 2 年 8 月には土砂災害防止対策基本指針が変更されており，今後は，数値標高モデル（DEM）

等のより詳細な地形図データを用いることにより，土砂災害警戒区域等の指定基準を満たす箇所を精度よ

く抽出することが求められる（国土交通省，2021）。本報では，2019 年 10 月台風 19 号に伴う宮城県丸森

町での土砂移動実績を対象に航空レーザ測量データを用いた地形解析を行い，斜面崩壊や土石流による土

砂災害発生場所の抽出の可能性について検討した。

２．令和元年東日本台風による土砂災害の概要 

2019年10月6日に発生した台風19号は，大型で強い

勢力を保ちながら12日に伊豆半島に上陸し，その後東日

本を中心に広い範囲にわたり記録的な大雨をもたらし

た。宮城県南部に位置する丸森町では，12日午後に非常

に激しい雨が降り，12時間の総雨量が400㎜に達した

（井良沢ら，2020）。この大雨により同町では多数の斜

面崩壊や土石流が発生した（図-1）。丸森町の地質は主に

前期白亜紀の花崗岩と花崗閃緑岩から成り，一部は新第

三紀中新世の玄武岩類で構成される。斜面崩壊や土石流

の大部分は，花崗岩及び花崗閃緑岩の範囲で発生した（栗原ら，2022）。 
３．航空レーザ測量データを用いた土砂移動発生箇所の地形解析 

3.1 土砂移動実績の分類 

国土地理院が公表している台風19号に伴う斜面崩壊・堆積分布図

（国土地理院，2019）をもとに，災害後の空中写真を用いて，斜面崩

壊と土石流の発生場所を判読し，GISを用いて整理した。斜面崩壊

は，源頭部が裸地化して滑落崖があり，その直下に崩積土が確認され

たものとした。土石流は谷地形で発生した土砂移動現象のうち，渓岸

や渓床の侵食，土砂や水の流走域と堆積域が確認されるものとした。

さらに，これらの土砂移動により建物に危害が生じたと考えられる箇

所を土砂災害発生場所として抽出した。

3.2 使用データと地形解析の方法 

災害前の2008～2013年に計測された航空レーザ測量データ（計測

密度1m）を収集し，GISを用いたTIN法で5mと10mの2種類の

DEMからなる地形図データを作成し，後述する抽出精度の比較に用い

た。これらの地形図データをもとに，次節以降に示す斜面崩壊と土石

流の発生に関わる地形量を解析して，土砂災害警戒区域の指定基準を

参考に，各土砂移動現象が発生するおそれのある箇所を抽出した。

3.3 斜面崩壊の発生おそれのある箇所の抽出 

斜面崩壊の発生のおそれのある箇所として，傾斜度30°以上かつ高さ

5m以上となる斜面を抽出した。具体的にはArcGIS（Esri社）を用い

て，平面近似法により各メッシュの傾斜角を算出して30°以上の範囲を

作成し，このうち最急勾配方向の比高差が5m以上の範囲を斜面崩壊

のおそれのある箇所として抽出した（図-2）。 
3.4 土石流の発生のおそれのある箇所の抽出 

土石流の発生のおそれのある箇所として，1次谷の地形条件を満たす谷地形を抽出した。谷地形の抽出には，ArcGIS
の水文解析のうち累積流量ラスター作成ツールを用いた。累積流量（当該メッシュより上流の集水面積）として任意

のメッシュ数を設定すると，その閾値以上の集水面積をもつ谷線を自動で生成できる。等高線をもとに判読した 1 次

谷に対して集水面積を種々変化させて感度分析を行った結果，1 次谷のカバー率・的中率がよい条件は，集水面積を

5,000m2とした時であった（メッシュ数に換算すると5mDEM：200，10mDEM：50）。この条件で谷線を自動生成

し，土石流の発生のおそれのある箇所として抽出した（図-3）。 

図-1 研究対象地と土砂移動発生状況 

図-2 斜面崩壊の発生のおそれのある箇所の抽出結果 

図-3 土石流のおそれの発生のある箇所の抽出結果 

※図-2,3の建物・道路は国土地理院基盤地図情報をもとに作成

5mDEMを用いた抽出結果 

5mDEMを用いた抽出結果 
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４．結果と考察 

4.1 斜面崩壊及び土石流の発生状況 

丸森町内で発生した斜面崩壊は813箇所（3.0箇所/km2），

土石流は48箇所（0.2箇所/km2）であった。これらのうち

建物に危害が生じたと判断されたものは，斜面崩壊による

ものが16箇所，土石流によるものが6箇所であった。 
4.2 土砂移動実績のカバー率

斜面崩壊と土石流の発生箇所に対して，前章で抽出した

斜面崩壊もしくは土石流の発生のおそれのある箇所のカバ

ー率を表－1に示す。カバー率は，斜面崩壊（もしくは土石

流）発生箇所の全数に対する，斜面崩壊（もしくは土石流）

の発生のおそれのある箇所が重なる箇所の割合を示す。

表－1より，斜面崩壊の発生箇所に対しては，5mDEMを

用いた場合のカバー率が91.6 %と大半の土砂移動実績が抽

出できた。これに対して，10mDEMではカバー率は42.9%
と低く，斜面高さ 5m 程度の崩壊発生箇所を抽出すること

ができなかった。5mDEM で抽出できなかった崩壊発生箇

所は，崩壊発生域の面積が5mDEMの1メッシュ分に相当

する25m²以下の小規模なものが多かった。土石流の発生箇所に対す

るカバー率は，5mDEM では 100%であり，全ての土石流発生箇所

が抽出される結果となった。10mDEM のカバー率は 95%程度と

5mDEMに比べて若干低い。 
4.3 土砂災害発生場所の抽出の可能性 

斜面崩壊や土石流の発生箇所のうち建物に危害が生じた箇所を土

砂災害発生場所と考え，従来の 25,000 地形図，5mDEM 及び

10mDEMによるカバー率を算出した。カバー率の算出結果を表－2
に，土砂災害発生場所の抽出結果を図－4に示す。 

25,000地形図によるカバー率は，土砂災害危険箇所及び土砂災害

警戒区域と土砂災害発生場所の分布状況，当該場所の地形条件を確

認して算出した。斜面崩壊のカバー率は 43.8%，土石流のカバー率

は 50%となっており，概ね半数の土砂災害が従来の 25,000 地形図

の精度では抽出できなかった箇所で発生していたことがわかった。

斜面崩壊による土砂災害発生場所のカバー率は，5mDEMを用い

た場合は81.3%と，25,000地形図を用いた場合に対して，抽出精度

が概ね40%向上している。10mDEMのカバー率は，25,000地形図

の値から概ね 20％向上となった。5mDEM を用いた場合では，

25,000地形図や10mDEMに比べると，斜面高さや発生域の面積が

比較的小さい斜面崩壊も抽出されており，小規模な斜面崩壊を起因

とする土砂災害発生場所の抽出精度が向上したことがわかった。

土石流による土砂災害発生場所のカバー率は，25,000地形図を用

いた場合は 50%である。これに対して，5mDEM 及び 10mDEM を用いた場合はいずれも 100%であり，DEM デー

タを用いることで漏れなく土砂災害発生場所が抽出されていることがわかる。この理由として DEM データにより一

定の集水域をもつ谷地形が一律かつ面的に抽出されたことが挙げられる。

５．おわりに 

これまで土砂災害の発生のおそれのある箇所は，縮尺1/25,000の地形図で抽出されてきた。本研究では，航空レー

ザ測量データを用いて斜面崩壊と土石流の発生のおそれのある箇所を抽出し，令和元年東日本台風による土砂移動，

土砂災害発生実績に対する抽出精度を検討した。航空レーザ測量データから作成された5mDEM及び10mDEMを用

いることで，従来に比べて斜面崩壊及び土石流による土砂災害発生場所の抽出精度が高くなり，特に5mDEMが精度

よく土砂災害発生場所を抽出できることを確認した。以上の議論では，地形図から漏れなく土砂災害発生場所を抽出

することを前提にカバー率に着目したため，今後は土砂災害発生場所の予測精度，特に的中率の向上について検討す

る必要がある。土地利用状況等の社会条件もふまえ，土砂災害発生場所の抽出精度の向上を目指す必要がある。

引用文献 井良沢ら（2020）：2019年10月台風第19号による東北地方における土砂災害，砂防学会誌，Vol.72，No.6，p.42-53 
国土地理院（2019）：令和元年台風 19 号に伴う斜面崩壊・堆積分布図 丸森地区（宮城県白石市，角田市，丸 
森町，福島県相馬市，伊達市）https://www1.gsi.go.jp/geowww/201910/houkai/houkai_s.pdf 

国土交通省（2020）：土砂災害防止対策基本指針 ＜変更：令和２年国土交通省告示第785号＞，令和2年8月4日 
栗原ら（2022）：近年の土砂・洪水氾濫時の水の流出実態と予測可能性の検討，砂防学会誌，Vol.74，No.6，p.20-31 

5mDEMによる
カバー率

10mDEMによる
カバー率

746 349

746/813　（91.6%） 349/813　（42.9%）

48 46

48/48　（100%） 46/48　（95.8%）

※（　 　）内はカバー率を示す。

土石流 48

航空レーザ測量データを用いた
土砂移動実績の抽出結果　※現象

区分

土砂移動
実績

（丸森町全域）

斜面崩壊 813

図-4 土砂災害発生場所の抽出結果

表-1 土砂移動実績に対するカバー率 

表-2 地形図データによる土砂災害発生場所のカバー率の相違 

5mDEMを用いた抽出結果 

5mDEMを用いた抽出結果 

25,000地形図
によるカバー率

5mDEMによる
カバー率

10mDEMによる
カバー率

7 13 10

7/16　（43.8%） 13/16　（81.3%） 10/16　（62.5%）

3 6 6

3/6　（50.0%） 6/6　（100%） 6/6　（100%）

※2 （ 　）内はカバー率を示す。

※1 空中写真判読により，建物に直接土砂が到達し危害が生じたと判断された箇所を
　　  示す。（洪水氾濫により被災したと考えられる箇所は除く）。

土石流

16

6

地形図データの精度による抽出結果の比較 ※2土砂災害
発生場所
（実績）※1

現象
区分

斜面崩壊
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0次谷の谷線上での深い崩壊に伴う谷地形の伸長と崩壊予測の可能性 

－平成 29年 7月九州北部豪雨・妙見川流域の事例－ 

宮崎大学農学部 〇清水 収 松本紘武 

1. はじめに

平成 29 年 7 月九州北部豪雨では，福岡県朝倉市の筑後川右岸の山地で多数の斜面崩壊が発生し，そのうちの一

つ妙見川流域では 0 次谷で崩壊が多発した。LP データを用いて崩壊前と後の地形を詳しく比較すると，谷頭部の

未だ谷とは呼べない浅い凹型斜面が，深い崩壊を生じたことによって，深く明瞭な谷の地形に変化しており，崩壊

によって谷の上方伸長が生じたと考えられた（清水・帆足，2018）。谷の上方伸長が深い崩壊の繰り返しによって進

んでいくとすると，以前の崩壊箇所の直上で，次の崩壊が起こることとなり，そのことに基づくと次回発生する崩

壊の位置が予測できる。そこで本研究では，0 次谷の谷線上で起こる崩壊に注目し，谷地形の伸長や崩壊発生位置

の予測について詳しく調べた。なお，崩壊発生位置が時間と共に斜面上方に移動していくことは，従来から遷急線

（侵食前線）の移動として学問的理解が確立しているが，最近の測量技術革新の成果である LPデータのおかげで，

崩壊による谷の伸長をより実証的に明らかにすることが可能になったと考えている。 

2. 方法

調査地は妙見川上流域（須川第一砂防堰堤から上流域）の面積 1.8km2の区域で，地質は泥質片岩である。本研究

で言う 0 次谷とは，①1 次谷上流端より上流側の範囲，に加えて，②1 次以上の流路区間の谷壁の中でも，明瞭な

凹型を呈している（等高線図において，窪みを示す両岸の等高線のなす角が「鋭角」すなわち 90 度未満，である等

高線が 2～3 本以上含まれる）斜面範囲，の 2 つを指す。調査区域には 41 ヶ所の 0 次谷が確認されたが，そのうち

の 5ヶ所は災害以前に著しい地形改変（果樹園のために階段状地形に造成）が認められたため調査対象から除外し，

残り 36 か所の 0 次谷を調べた。調査には災害前後に実施された航空レーザ測量による 1m メッシュ DEM とオル

ソ画像を用い，さらに一部の崩壊地において基岩の風化状況を現地の滑落崖で観察した。

3. 結果

崩壊が発生した 0 次谷は 26 ヶ所あり，そのうちの 15 ヶ所では谷線上で崩壊が起こり，さらにその中で明瞭な地

形変化を伴う深い崩壊によって谷地形が伸長したとみなせる 0 次谷は 12 ヶ所あった。この 12 ヶ所において崩壊の

起こった斜面の形状を調べると，横断形においては凹部が斜面上方へ向かって次第に浅くなる場所で崩れていた。

また縦断形においては，7 ヶ所の 0 次谷では傾斜遷緩点の直上で崩れ，残り 5 ヶ所の 0 次谷では遷緩点の直上以外

の場所で崩れていて，前者は後者よりも崩壊深さが大きかった。谷線上で崩壊の起こった 0 次谷 15 ヶ所のうち残

りの 3 ヶ所はいずれも，崩壊深さが小さく，横断形では平らな所で，縦断形では直線状の部分で崩れていた。 

谷線上以外の場所で崩壊の起こった 0 次谷については，横断形が平らな所で崩れていた。そして，崩壊の起こら

なかった 0 次谷は 10 ヶ所あり，それらには過去に谷線上で崩壊が起こったと考えられる（旧滑落崖が存在する）0

次谷，今後崩壊が起こる可能性のある斜面形状を有している（今回崩壊が起きた所と同様の地形を有する）0 次谷，

縦断形の傾斜が非常に緩く崩壊が起こりにくいと考えられる 0 次谷があった。 

4. 考察

谷線上での崩壊は，崩壊の起こった 0 次谷 26 ヶ所のうち 58%（15 ヶ所）と高い割合で生じており，そこで深い

崩壊が発生すると，それが谷地形の伸長という結果になる。本研究では，崩壊後に形成された横断形凹部の深さが，

崩壊域下端での崩壊前の横断形凹部の深さと，同じかそれ以上の深さになったことから，その場所まで谷地形が上

方に伸長したと判断した。谷線上で深い崩壊が起こった 12 か所で，少なくとも水平距離で 10ｍ～50ｍ上方まで谷

地形が伸長したと評価した。 

谷線上において横断形の凹部が上方に向かって浅くなっていく場所で深い崩壊が生じた要因として，谷頭部では

降雨時の地中水の集中がよく起こり，それに伴い地盤の風化も進みやすいことが考えらえる（新藤，1993）。また，

縦断形の遷緩点直上で深い崩壊が生じた要因として，遷緩点の上方と下方では動水勾配の違いにより飽和側方流の

速度が異なることで，遷緩点付近で地下水位が急激に上昇しやすいことが考えられる（笹原・綱木，1995；笹原ら，

1995）。また，今回の調査結果を基に，今後起こる崩壊の位置や深さを予測すると，横断形の凹部が斜面上方へ向か

って次第に浅くなる場所では，その上方にある横断形が平らな場所に比べて，深い崩壊が生じやすいと予想され，
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また，その縦断形に遷緩点があると，その直上においてより深い崩壊が起こると予想される。 

引用文献 

笹原克夫・綱木亮介（1995）：斜面崩壊発生条件の地形学的解析－静岡県下田市周辺について－，地すべり，

Vol.32，No.1，p.26-33 
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防），Vol.48，No.1，p.24-30 
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移動量，平成 30 年度砂防学会研究発表会概要集，p.437-438 
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図－2 谷線上の遷緩点直上で発生した深い崩壊の典型例 

(b) 縦断図

(c) 横断図(d) 深さの分布図

(a) 標高変化量図

図－1 妙見川上流域の 0次谷の分布及び

平成 29 年 7 月九州北部豪雨で発

生した崩壊地の分布 

数字は 0 次谷の番号で，そのう

ち黒は崩壊の発生した 0 次谷，白

は崩壊の発生しなかった 0次谷 
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携帯型ミニディスクインフィルトロメーターを用いた崩壊地周辺の現地透水係数の把握事例 

株式会社ダイヤコンサルタント 〇高橋 良輔 

兵庫県森林林業技術センター  藤堂 千景 

株式会社ダイヤコンサルタント 鏡原 聖史・岡崎 敬佑 

伊東 陽希・日比野 共希 

1. はじめに
近年増加している降雨に起因する斜面崩壊は、降雨

による土壌内の飽和度上昇が誘因となっている。地盤

内の経時的な飽和度変化を把握するためには透水係数

の把握が不可欠である。透水試験は一般的に原位置試

験もしくは室内試験によって求められる。しかしこれ

らの方法は、場所によっては計測装置が大きい、試料

採取が困難などのデメリットがある。そこで、より簡

易的に現地で透水係数が測定可能な携帯型ミニディス

クインフィルトロメーター（METER 社製）を用いて現

地における現場飽和透水係数を把握した。

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。崩壊地は幅 8m、深さ 1.0m 程度、H26 年

豪雨時に崩れた崩壊地で、崩壊面はブルーシートで保

護を行っている。周辺には複数崩壊地が確認できてお

り、植生はアカマツが主体の林分である。崩壊地内およ

び周辺では、簡易動的コーン貫入試験、室内土質試験

（物理、透水、強度）1)、植生調査、トレンチ調査等を

実施している。 

図 1 調査箇所位置図 

図 2 主測線モデル模式図 

この調査地で、携帯型ミニディスクインフィルトロ

メーターによる簡易的な原位置透水試験の有用性を検

証し、現場飽和透水係数を把握する目的で、原位置透水

試験を実施した。原位置透水試験は、A0層（腐植土層）、

A 層（根系侵入層）、B 層（根系未侵入の崩壊土層）、C

層（簡易動的コーン貫入試験で 12≦Nd<30 の層）の 4

層で実施した。図 2 に主測線モデル模式図を示す。

3. ミニディスクインフィルトロメーター概要
図 3 にミニディスクインフィルトロメーターの概要

を示す。これは、全長 32.7cm、直径 3.1cm の円筒型の

透水試験機で、一回の計測で使用する水量が 135mL と

少量で従来の現場透水試験に比べコンパクトな試験機

となっている。 

この試験機は圧力水頭を制御する上部チャンバーと、

地表面に浸透する水が入っている下部チャンバーの二

層で構成されている。上部チャンバーで圧力水頭を調

整し、下部チャンバー内の水が土壌内に浸透する速度

を計測することで土壌の透水性を評価するものである。 

透水係数の評価手法はいくつか提案されているが、

今回は小川ら 2)を参考に Reyonalds and Elrick の提案

した方法 3)で現場飽和透水係数を計算した。この方法は、

現場飽和透水係数と流量には以下の関係式が成り立つ

としている。 

𝑙𝑜𝑔𝑒 (
𝑄

𝑡
) = 𝑎ℎ + 𝑙𝑜𝑔𝑒 {(𝜋𝑅

2 +
4𝑅

𝑎
) ∙ 𝑘𝑓𝑠} 

ここに、𝑄：定常流量[cm3/s]、𝑎：パラメータ係数、ℎ：

圧力水頭[cmH2O]、𝑅：ディスク半径、𝑘𝑓𝑠：現場飽和透

水係数[cm/s] 

 ここで、(1)式は図 4 に示す圧力水頭ℎと𝑙𝑜𝑔𝑒(Q/t)の

一次式として表すことができる。また、ℎ=0 とすると、

現場飽和透水係数𝑘𝑓𝑠は(2)式で表すことができる。

𝑘𝑓𝑠 =
𝑒𝑥𝑝{𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑄 𝑡⁄ )}

𝜋𝑅2 + 4𝑅 𝑎⁄
 

図 3 ミニディスクインフィルトロメーター 

上
部
チ
ャ
ン
バ
ー

下
部
チ
ャ
ン
バ
ー

圧力水頭 

-1cmH2O

圧力水頭 

-6cmH2O

(2)

(1) 

主測線 

P2 - 10 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 523 －



このため、圧力水頭 h を変えて Q-t 関係を把握できれ

ば現場飽和透水係数𝑘𝑓𝑠を得られる。小川ら 2)は、イン

フィルトロメーターの圧力水頭値を最低 3 回変えて計

測する必要がある、としている。

図 4 h-loge(Q/t)関係図 

ここで得られる透水係数は現場飽和透水係数とよば

れる。これは、不飽和地盤を降雨等により湿潤させ

た場合、浸透過程では完全な飽和状態にはならいこ

とから、高飽和度領域における透水係数を示す。現

場飽和透水係数は一般的な透水係数よりも低い値を

とり 2)、実斜面での降雨時の浸透挙動を考慮する

と、現場飽和透水係数の方が現実に即した透水性を

表していると考えられる。 

4. 試験結果および考察
原位置透水試験で得られた現場飽和透水係数を表 1

に示す。なお試験は 2022 年 2 月に実施した。試験は、

層ごとに最低 2 箇所以上実施した。透水係数は腐植土

層と根系侵入層が 10-6～10-5m/s 程度、崩壊土層および

C 層は 10-5m/s、層ごとの平均的な現場飽和透水係数は

いずれも 10-5m/s 程度のオーダーという結果となった。 

表 1 原位置透水試験結果

また、崩壊地滑落崖および近隣の崩壊地で行った室

内土質試験の結果を表 2 に示す。本調査地の地盤材料

の分類は粘性土混じり礫質砂（SG-Cs）で、周辺の崩壊

地も基質は砂で粘性土や礫が混じっている。また、室内

透水試験では、透水係数が 10-5～10-4m/s 程度のオーダ

ーを示している。 

原位置透水試験、室内透水試験の結果を比較すると、

原位置試験による透水係数の方が低い結果となった。

これは、前述した一般的な飽和透水係数と現場飽和透

水係数の関係を表していると考えられる。 

図 5 に一般的な材料別の透水係数 4)を示す。室内試

験から得られた透水係数は砂および礫に分類される範

囲、原位置試験から得られた透水係数はシルト～砂お

よび礫の範囲を示す。地盤材料の分類と一般的な透水

係数から、原位置試験の計測結果は整合的といえる。 

表 2 室内土質試験結果

図 5 材料別の一般的な透水係数 

5. おわりに
小型現場透水試験機のミニディスクインフィルトロ

メーターを用いて、簡易的な原位置透水試験を実施し

た。その結果から現場飽和透水係数を求め、室内試験結

果と同程度～やや低い透水係数が得られた。これは、現

場飽和状態における透水係数を示している可能性があ

り、室内透水試験に比べ、より現実的な降雨時の透水係

数を表している可能性が示唆される。

 今後、試験データをさらに蓄積し、現場飽和透水係数

の精度向上、室内透水試験との関係性の把握をしたい。 

謝辞：本報告をまとめるに当たり、神戸市有野厚生農協

組合、兵庫県森林林業技術センタ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。 
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番号 試験位置
位置
区分

a loge(Q/t)
現場飽和
透水係数
(m/s)

土層ごと平均
透水係数
（m/s）

1 腐植土層① A0 0.852 -4.481 4.28E-06

2 腐植土層③ A0 0.417 -2.099 3.27E-05

3 根系進入層① A 1.475 -2.845 2.64E-05

4 根系進入層② A 1.201 -4.165 6.64E-06

5 崩壊土層① B 0.912 -2.933 2.06E-05

6 崩壊土層② B 0.501 -2.147 3.48E-05

7 強風化岩層① C 0.374 -1.939 3.60E-05

8 強風化岩層② C 0.407 -1.921 3.85E-05

9 強風化岩層③ C 0.950 -1.944 5.64E-05

10 強風化岩層④ C 1.470 -2.356 4.30E-05

1.85E-05

1.65E-05

2.77E-05

4.35E-05

崩壊地滑落崖 近隣崩壊地① 近隣崩壊地② 近隣崩壊地③

湿潤密度 ρt　(g/cm
3) 1.414 1.426 1.705 1.593

乾燥密度 ρd　(g/cm
3) 1.266 1.273 1.494 1.438

土粒子密度 ρs　(g/cm
3) 2.616 2.612 2.616 2.632

自然含水比 w(%) 11.7 12 14.1 10.8

間隙比 e(%) 1.066 0.98 0.763 0.833

飽和度 Sr(%) 28.7 21.6 50.7 34.1

最大粒径 ｍｍ 26.5 9.5 19 9.5

D50 mm 1.7 1.5 0.73 1.4

D20 mm 0.51 0.55 0.022 0.6

粘性土まじり

礫質砂

分級された

礫質砂

粘性土質

礫質砂

粘性土まじり

礫質砂

SG-Cs SPG SCsG SG-Cs

k15(m/s) 1.01☓10-4 2.57☓10-4 1.68☓10-5 9.9×10-5

場所

一般

分類
地盤材料の分類名

分類記号

透水係数

対応する土の種類

透水係数を間接的

に測定する方法

変水位透水試験
定水位透水試験

なし

透水性 実質上不透水 非常に低い 低い 中位

微細砂、シルト、

砂-シルト-粘土混合土

圧密試験結果から計算

粘性土 砂及び礫

透水係数を直接

測定する方法

特殊な変水位

透水試験

10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3

室内土質試験原位置試験
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花崗岩地域における潜在崩土層厚調査事例 －簡易動的コーン貫入試験と土壌検査棒を用いて－ 

株式会社ダイヤコンサルタント 〇岡崎 敬祐 
兵庫県森林林業技術センター  藤堂 千景 
株式会社ダイヤコンサルタント 鏡原 聖史・根本 信行 

高橋 良輔・伊東 陽希 
日比野共希 

１. はじめに
我が国は、斜面崩壊が発生しやすい地形・地質条件

下にあり、豪雨や地震等の外的要因も伴い、土砂災害

が多い状況にある。このような背景から、表層崩壊発

生箇所の予測や斜面対策工の配置を適切に行うため、

動的コーン貫入試験器を用いた広域斜面における土

層調査が多く実施されてきた。 
 本稿では、表層崩壊の発生が想定される広域斜面

に対して、従来型の簡易動的コーン貫入試験と可搬

性に特化した土壌検査棒を併用した土層調査を行い、

両試験の調査結果の整合性や調査時間について検討

した。検討結果から、広域斜面における土層調査を効

率的に実施するために必要な簡易動的コーン貫入試

験の調査箇所割合を提案する。 

２. 調査地の概要
図 1 に調査地の概要図を示す。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 2.4ha 程度

の山腹斜面である。地質は全域に六甲花崗岩が分布

しており、調査地内では深さ 1.0m 程度の表層崩壊

が発生している。谷部には、古い土石流堆積物を含む

谷埋堆積物が厚く堆積しており、山腹斜面には風化

残積土が 1.0ｍ程度堆積する状況である。また、調査

地の北側に北東－南西方向の湯川谷断層が分布して

おり、それに直行する方向でリニアメントがいくつ

か認められる。表層崩壊が発生している箇所はリニ

アメント沿いに多く確認される。

図 1 調査地の現地概要図 

３. 現地調査方法
土層調査は、南側斜面の図 2 に示す範囲で 10m×

10m の格子を組み、各格子点で実施した。簡易動的

コーン貫入試験 1)は、全格子点で 10ⅿピッチ毎の実

施が望ましいが、作業性を考慮して 20m ピッチ毎に

68 箇所実施した。土壌検査棒 2)は、簡易動的コーン

貫入試験箇所の間を補完する形で 10m ピッチ毎に

188 箇所、簡易動的コーン貫入試験と同箇所で 68 箇

所の合計 256 箇所実施した。ここでは、両試験の調

査結果や調査時間の違いを把握するために、同箇所

で実施した 68 箇所分のデータについて分析した。 
 簡易動的コーン貫入試験は、図 3 に示す器具を用

いて、重さ 5kg のドライブハンマーを自由落下させ

た時の打撃により先端コーンを地盤へ貫入させて地

盤硬度（Nd 値）を得る試験である。本調査地では Nd
≦30 となる深度または調査深度 5m3)4)まで調べた。 
 土壌検査棒は、図 4 に示す器具を用いて、人力で

貫入可能な深度まで調べた。場所によっては、礫あた

りによるばらつきがあったため、試験地点の周辺で

3～5 回試験を行い、最大貫入深度を記録した。 

図 2 試験位置図 

図 3 簡易動的コーン貫入試験器 1） 

図 4 土壌検査棒試験器 2） 

調査地 現地の堆積状況（マサ土） 

(2.4ha) 
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４. 現地調査結果
図 5 に簡易動的コーン貫入試験と土壌検査棒の試

験結果を示す。グラフの黒線が簡易動的コーン貫入

試験時の貫入深度と Nd 値（10cm 貫入したときの打

撃回数）の関係を示しており、Nd 値が 12 以下の土

層を潜在崩土層（表層崩壊が発生する可能性のある

土層）とした。調査地の斜面は、図 5 の左側のよう

に Nd 値が低い層が連続し、ある深度で急激に硬度

が変化する挙動が最も多い傾向にあった。また、調査

地の中でも尾根に近い箇所は露頭が認められ、その

周辺斜面では、図 5 の右側のように局所的に Nd 値

が高くなり、その後 Nd 値が低下する挙動を繰り返

す結果が見られた。これは、地盤内に礫分が多く、礫

当たりによる影響と考えられる。 
 土壌検査棒の試験結果は図 5 の青色の点で示す。

左側の場合には、土壌検査棒の貫入深度は、Nd 値が

急激に変化する深度付近まで貫入しており、簡易動

的コーン貫入試験の結果と整合していると言える。

一方で、右側の場合は局所的な Nd 値の変化が多く、

Nd≦12 の深度が GL-1.5m 付近であるのに対して浅

層までしか貫入しない場合が認められた。ただし、こ

のような箇所においても数回場所をずらして実施す

ることで Nd 値=12 程度の層まで貫入可能であるこ

とを確認した。 
 図 6 に両試験を実施した 68 箇所の試験結果の比

較を示す。横軸が簡易動的コーン貫入試験で調べた

潜在崩土層厚、縦軸が土壌検査棒の最大貫入深度を

示し、黒い点線が両試験の試験結果が 1：1 を示す線

となっている。この図より、1：1 の線の周囲に両試

験結果の比が分布していることがわかり、簡易動的

コーン貫入試験で得られた潜在崩土層厚に対して、

10～20cm の誤差を持ちながらも土壌検査棒の貫入

深度は、概ね同深度まで貫入していることがわかる。

ただし、数箇所は右下側に大きく寄った点が認めら

れ、これは簡易動的コーン貫入試験結果よりも浅い

深度で土壌検査棒の貫入深度がとどまっていること

を示しており、深部になるほど摩擦が大きくなり、土

壌検査棒では貫入しづらくなるためと思われる。

図 5 試験結果の比較 

図 6 試験結果の比較（全数） 

５. 考察
簡易動的コーン貫入試験と土壌検査棒の試験結果

を比較すると、潜在崩土層厚（Nd≦12）まで両試験と

も同程度貫入する傾向が認められた。また、表 1 に

示す通り、両試験の作業時間をいくつかの箇所で検

証した結果、浅い深度の場合には作業時間は同等で

あるが、貫入深度が長くなる場合には土壌検査棒の

ほうが20分も早く試験値を得られた。この結果より、

可搬性にも優れる土壌検査棒を併用する形で土層調

査を実施すれば、より効率的に広範囲の斜面に対し

て土層調査が実施できることを示唆する。 

 ただし、礫が多い地盤に対しては、今回の結果のよ

うにばらつきが大きくなる可能性が高く、簡易動的

コーン貫入試験により 20m ピッチで地盤状況を確認

してから実施することが望ましい。

表 1 作業時間の比較 

６．おわりに 
 従来の山腹斜面の土層調査は簡易動的コーン貫入

試験による調査が主流であり、広域斜面では時間も

労力もかかる状況であった。今回の検討から、まさ土

地域においては、GL-2.0m 程度までは土壌検査棒で

も潜在崩土層厚を把握可能であり、簡易動的コーン

貫入試験の実施箇所を従来の約 25%に抑えて効率的

に作業ができる可能性がある。今後は、他地域の地質

においても同様に検討を行い、土壌検査棒を交えた

広域斜面における土層調査法の確立を目指したい。 
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浸透流解析に基づく平成 30 年北海道胆振東部地震による斜面崩壊の発生危険条件の検討 

北海道大学大学院農学院 〇青木稔弥 

北海道大学大学院農学研究院 桂真也・山田孝 

北海道大学広域複合災害研究センター 厚井高志 
1. はじめに

2018 年 9 月 6 日午前 3時 7 分 59 秒に発生した平成 30 年北海道胆振東部地震は、厚真町や安平町を中心に、

テフラが厚く堆積する斜面の崩壊を多数引き起こした。その崩壊の特徴として、地震動が増幅する斜面尾根部

よりも谷部・平滑部での崩壊が多いこと 1)や保水性の高いテフラ層(恵庭 a 降下軽石(En-a：20 ka)ロームなど)

を崩壊すべり面としている事例が多いこと 2)3)などが挙げられる。従って、今回の地震による崩壊発生には水が

大きく関与した可能性が推察される。水が関与して地震動で崩壊するメカニズムとして、すべり面液状化の発

生が示唆されている 4)5)など。すべり面液状化はすべり面付近において、飽和条件下で、地震動などの外力によ

り土粒子が破砕され体積が縮小し、過剰間隙水圧が発生することで、すべり面付近のせん断抵抗力が急激に低

下し崩壊に至る現象 6)である。以上を踏まえると、地震発生直前の崩壊すべり面となった層(En-a ロームなど)

の水分状態が崩壊発生をコントロールする重要なキーの一つであると考えられる。既往研究でも地震発生直前

の崩壊斜面の水分状態を再現し、それをもとに崩壊発生の議論をした事例は見当たらない。そこで本研究では、

Richards 式に基づいてある時の土壌の水分状態を再現できる浸透流解析(断面 2 次元)により地震発生直前の

崩壊・非崩壊斜面内部の水分状態を再現し、その結果を比較することで、斜面崩壊の発生危険条件の検討を行

う。

2．研究方法

浸透流解析を行う斜面は、北海道厚真町高丘地区北部の胆振管理区道有

林 111 林班に位置する平均勾配 29°の崩壊斜面と平均勾配 28°の非崩壊斜

面である。基岩は新第三紀中新世振老層の礫岩砂岩互層である。崩壊・非

崩壊斜面のテフラ層厚・層構造については図 1 の A～E 点においてオーガー

掘削やトレンチ調査を行うことにより把握した。崩壊斜面の層構造は、上

位から樽前 a 降下火砕堆積物(Ta-a:1739 A. D)、樽前 c 降下火砕堆積物

(Ta-c:2.5 ka)、樽前 d 降下火砕堆積物(Ta-d:8.7-9.2 ka)、En-a ローム

(斜面上部では一部細粒軽石化する)、風化基岩である。崩壊すべり面は

En-a ローム基底付近である。非崩壊斜面の層構造は、上位から Ta-a、Ta-

c、Ta-d、En-a ローム、En-a 軽石、クッタラ火山起源の降下

火砕堆積物(Kt-1:43.5 ka)、風化基岩である。テフラ層厚は

崩壊・非崩壊斜面それぞれ、1.2～1.9 m、1.1～3.2 m程度で

ある。斜面長は両斜面とも約 70 m である。さらに、現地にて

(図 1 の F 点)各層の不攪乱サンプルを採取し、それらに対して

pF 試験と飽和透水試験を行うことにより、各層の飽和透水係

数:Ks と水分特性曲線を求めた。水分特性曲線については以下

に示す Kosugi(1996)モデル 7)を適用した。

Se =
𝜃–𝜃𝑟
𝜃𝑠– 𝜃𝑟

= 𝑄 [
ln(𝜓/𝜓𝑚)

𝜎
] 

ここで Se:有効飽和度、:体積

含水率、s:飽和体積含水率、r:

残留体積含水率、:圧力水頭、

m:Se=0.5 の、σ:孔隙分布幅

である。また、Q は 

𝑄(𝑥) = ∫
1

√2𝜋

∞

𝑥

exp (–
𝑢2

2
) 𝑑𝑢 

で表される余正規分布関数である。同モデルを適用

し、層ごとに水分特性パラメータを求めた(表 1)。以

上を踏まえ、Hydrus ver. 3.03(PC-Progress 社)上で

崩壊・非崩壊斜面の斜面断面を作成した(図 2,3)。斜

面長については崩壊斜面の遷急線以下のテフラ層厚・

層構造が不明であったため、両斜面とも崩壊斜面の尾

根頂部から遷急線までの距離である約 51 m と設定し

図 1 調査対象斜面とその周辺 

表１ 各層の水分特性パラメータ 

図 2 崩壊斜面の作成断面

図 3 非崩壊斜面の作成断面
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た。境界条件は図 2,3 のように設定した。初期条件は過去の非崩壊斜面におけるテンシオメータでの土壌水

分連続観測より推測された、各層の平均的なとして、－20～－60 cm を各層に与えた。次に、Hydrus 上で斜

面を多数の三角形メッシュに切り、各メッシュに、そのメッシュがある層の水分特性パラメータ(表 1)を与

えた。最後に 2018 年 4 月 1 日以降の実測降雨(アメダス安平における観測値)を斜面表層に与えて、浸透流解

析を行い、地震発生直前(2018 年 9 月 6 日午前 3 時)の斜面内部水分状態を再現した。その後、崩壊斜面のす

べり面であった En-a ローム基底付近の水分状態の違いに着目し、斜面崩壊の発生危険条件を検討した。

3．結果 

 図 4 は浸透流解析によって推測された地震発生直前の崩壊・非

崩壊斜面内部のを示す。En-a ローム基底付近のに着目する(図

の黒点線上)と、図 5 より崩壊斜面の En-a ローム基底のは約 0～

-1.5 cm である一方で、同範囲において、非崩壊斜面の En-a ロー

ム基底のは約-40～-80 cm であることが分かる。これより、崩壊

斜面の En-a ローム基底付近の方が高含水で、飽和に近いことが分

かった。

4. 考察

4.1 崩壊斜面の En-a ローム基底の方が高含水となった要因

 浸透流解析の結果、崩壊斜面 En-a ローム基底の方が高含水とな

ったのは層序の違いによると推察される。非崩壊斜面では En-a ロ

ームの直下に常時透水性の低くない En-a 軽石(表 1)が存在する一

方で、崩壊斜面では En-a ロームの直下に常時透水性が低い風化基

岩(表 1)が存在することで、En-a ローム基底に水が溜まりやす

いためであると考えられる。 

4.2 すべり面液状化発生の検討 

 浸透流解析の結果、崩壊斜面の En-a ローム基底付近はかな

り飽和に近い状態であったと推測された。さらに En-a ローム

は飽和体積含水率が 0.68 と高いこと(表 1)、崩壊斜面側壁(図

1 の G 点)にて簡易貫入試験を行った結果、En-a ロームの Nd 値

が 1～2 程度と低いことより、地震動によって土粒子構造の破

壊や体積縮小が発生しやすく、また細粒分が多い 8)ことから、

発生した過剰間隙水圧が消失しにくいとも推察される。従って、地

震発生直前の En-a ローム基底付近はすべり面液状化が発生しうる条件が満たされ、崩壊斜面では En-a ローム

基底付近ですべり面液状化が発生し、崩壊に至った可能性があるといえる。 

4.3 崩壊発生危険条件の検討 

 崩壊すべり面液状化の発生が示唆されたことから、今回の地震による崩壊のすべり面となった En-a ローム

がより高含水になればなるほど崩壊の危険性が増すといえる。4.1 の議論から、より高含水となる条件は，En-

a ロームの直下の層に常時透水性が低い層があることと推察された。以上より、今回の地震による崩壊発生危

険条件の一つは、En-a ロームのようにすべり面液状化を起こしうる土質である層の直下に風化基岩のような

常時透水性が低い層が存在したことで、飽和あるいは飽和に近い状態が作り出された場合だと考えられる。従

って、単にすべり面液状化を起こしうる土質の層が存在するだけではなく、その直下の層の水分特性が崩壊発

生の危険性を検討するうえで重要であると示唆される。 

5. おわりに

本研究では地震発生直前の崩壊・非崩壊斜面内部水分状態に着目して、崩壊発生危険条件を検討した。その

結果、今回の地震における崩壊発生危険条件の一つは En-a ロームのようにすべり面の液状化を起こしうる土

質の層が、その層の直下に常時透水性の低い層が存在することで、より高含水となることと推察された。 
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図 4 崩壊斜面(上)・非崩壊斜面(下)の地震発生直前

斜面内部水分状態 

(黒点線上が En-a ローム基底を指す)

図 5 En-a ローム基底付近の圧力水頭
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水理模型実験を用いた地下水溶存気体の析出・溶解に関する考察 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 つくば技術研究センター ○吉武 央気・市山 誠・小津 貴則 

国土交通省国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 土砂災害研究室 中谷 洋明・小嶋 孝徳・金澤 瑛 

１．はじめに 

著者らは，無降雨時等の斜面崩壊が地下水溶存気体の析出・溶解に起因して生じると仮説を立てている。具体的には次

のメカニズムを想定している。 ( a ) 降雨により雨水の地下浸透が生じ，地下水位上昇により地下水圧が増加する。( b ) 

地下水圧が増加するとヘンリーの法則に従って，地層間隙中の気体が地下水へ溶解する。( c ) 気体が溶解した地下水が斜

面付近に時間をかけて流動する。( d ) 斜面付近では，水圧減少が生じるとともに，日射等の影響で地表および地中温度が

高いため，結果として地下水中の溶存気体が気泡として析出する。( e ) 析出した気泡が地層の透水性を低下させることで

地下水位の上昇が生じ，斜面の不安定化を招き，斜面崩壊が生じる。 

小高ら 1）は，浸透過程中に現れる気泡の発生・発達現象のメカニズム解明のため，二次元浸透実験により未飽和水では

空気の溶解が生じること，過飽和水では気泡の析出が生じることを確認した。また，一次元浸透実験では気泡の発生・発

達が透水性の不均一性を招き，地盤の安定性を低下させることが示唆された。 

本研究では，斜面崩壊メカニズムの仮説を検証するための第一歩として，地層を通過する地下水と気体の溶解・析出の

関係を定量評価することを目的とし，水理模型（土槽）実験を実施した。溶解実験では，地下水圧が高い状態を想定した

地層間隙中の空気が水に溶解し，飽和水に至る過程を確認した。また，析出実験では，過飽和水が地層を流れる際の地下

水圧低下や流速変化に伴って生じる気泡の析出を確認した。なお，溶解・析出は，溶存酸素量で定量評価した。 

２．実験条件 

溶解実験では土槽（ H = 500 mm，φ = 190 mm ）と変動水槽（ H = 400 mm，φ = 190 mm ）を，析出実験で土槽および

加圧水槽（ H = 1000 mm，φ = 280 mm）を用いた。 

２．１溶解実験 

溶解実験の模型状況を図 1 に示す。実験準備として，変

動水槽および土槽内（ D50 = 3.68 mm ）に中間高さ分の水

道水を送水し，土槽下部で溶存酸素量（ OXROB10 - OI 遮

光性ステンレス O2 ミニプローブ，ビー・エー・エス（株）

製）の計測を開始した。また，変動水槽および土槽内の圧力

が + 0.1 MPa の加圧状態となるようにコンプレッサーを

手動調整した。実験では変動水槽を所定時間で上下に 30 

cm 変動させ，土槽内の水面を土槽中間高から土槽上部ま

で変化させつつ，溶存酸素量の計測を継続した。複数回変

動させることや通水水温を 2 パターン設定することによ

り，溶解量と流速・レイノルズ数，水温の関係を整理した。 

２．２析出実験 

析出実験の模型状況を図 2 に示す。実験準備として，加

圧水槽にコンプレッサーで + 0.1 MPa の圧を加え，攪拌機

を用いて + 0.1 MPa 下（水頭 10 m 程度）での飽和水を作

製した。実験では，作製した飽和水をコンプレッサーで所

定圧力（ + 0.001 – + 0.040 MPa ）に調整しながら土槽内に通水した。加圧水槽および土槽排水口で溶存酸素量（ EXO1 ・ 

YSIProDSS マルチ水質センサー，ワイエスアイ・ナノテック（株）製）を，実験土槽排水口で排水量を計測した。土槽内

に設置する実験砂（ D50 = 0.49 - 3.68 mm ）や通水時の所定圧力，飽和水の水温を 2 パターン設定することで析出量と流

速・レイノルズ数，水温の関係を整理した。なお，土槽には φ 31 mm の幅狭水路を中間に設置し，土槽内で流速・圧力

図 1 実験模型状況（溶解実験） 

コンプレッサー圧調整

変動水槽土槽
水面変動
範囲23㎝
程度 変動水槽の

変動範囲
上下30㎝

幅狭水路

実験土槽
中間高

実験
土槽上部

DO計

図 2 実験模型状況（析出実験） 
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変化が生じて気泡の析出が生じやすくなるように工夫した。 

３．実験結果の考察 

実験結果の考察として，溶解速度・析出速度とレイノルズ数の相関を確認した。本研究では，将来的に現場で生じてい

る現象の調査・評価等を見据えているため，無次元量であるレイノルズ数で考察することにした。なお，レイノルズ数は，

代表流速を幅狭水路（空隙 0.4 と仮定）の通過流速，代表長さを実験砂の平均粒径（ D50 = 3.68 mm ），動粘性係数は水

温に対する値（ 20 ℃ － 0.01 cm2 / s ，30 ℃ － 0.008 cm2 / s ）として算定した。 

３．１溶解実験 

溶解速度とレイノルズ数の関係を図 3 に示す。溶解速度は，

溶存酸素量の増加量を実験土槽の変動時間で除した値で定義し

た。溶解速度は，レイノルズ数が 5 付近では 0.01 - 0.03 mg / L / 

min であるのに対し，レイノルズ数が 35 以上では0.09 - 0.12 mg 

/ L / min 程度であった。レイノルズ数がある値以下では，溶解速

度は乱れの程度に依存することを確認した。一方，レイノルズ数

が 35 以上では溶解速度が一定となり，溶解速度は乱れの程度

に依存しないことを確認した。水温 30 ℃ の実験では，水温 

20 ℃ の実験よりも溶解速度が増加していた。その程度は，レイノルズ数が低いほど大きい。

以上の実験より地下水への気体の溶解は，乱れの程度が一定の度合いより低い場合には，乱れの程度や水温に依存する

と考えられる。一方，乱れの程度が一定の度合いを超えた場合には，乱れの程度や水温に依存しにくいことが示唆された。

なお，溶解速度 0.01 mg / L / min というのは， 1,000 分（ 16.7 時間）で 10 mg / L の溶解が生じることを示している。

この時間スケールは，地下水流動の時間スケールと比べて短いため，溶解する条件が揃うと飽和状態まで気体が溶解する

可能性を示唆している。 

３．２析出実験 

析出速度とレイノルズ数の関係を図 4 に示す。析出速度は，

所定加圧条件下の最終時刻において，加圧水槽の溶存酸素量か

ら排水口での溶存酸素量を引いた値を幅狭水路の通過時間で除

して算定した。なお，流量や溶存酸素量は，通水中に流況等が安

定したと判断できる時間帯において計測，算定した。また，幅狭

水路の通過時間・流速は，排水口で計測した流量より算定した。 

析出速度は，レイノルズ数が 50 程度未満では 0.00 - 0.05 mg 

/ L / s の範囲内であるのに対し，レイノルズ数が 50 程度以上で

は 0.10 - 0.20 mg / L / s の範囲内であった。水温 30 ℃ の実験と

水温 20 ℃ の実験を比較すると，析出速度に明確な変化は見られなかった。析出は，乱れの程度に依存して 2 段階に分

かれることが示唆された。 

以上の実験より地下水からの気泡の析出は，溶解と比べて速度が速く，溶解同様に析出する条件が揃うと飽和状態まで

気体が析出する可能性が示唆された。また，低地下水圧・高温条件となりやすい斜面端部では地層中の飽和状態よりも溶

解量が少なくなると考えられる。そのため，地層中と斜面端部での飽和量差分が気泡として析出する可能性が示唆される。 

４．おわりに 

本実験より，溶解現象，析出現象ともに，条件が揃うと地層中でも生じることを示すことができた。また，地層を通過

する地下水と気体の溶解・析出の関係を定量評価することができた。今後は，析出によって生じる透水性低下に関する基

礎実験を行うとともに，加熱された地下水が地層中を通過する際の析出，透水性低下等に与える定量実験を実施する予定

である。 

参考文献 

小高，浅岡（1994）：砂質地盤の浸透過程での気泡の発生・発達現象, 土木学会論文集No.487 / Ⅲ-26, pp.129-138. 
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奈良県天川村栃尾地区における複合物理探査による重力変形斜面の内部構造 
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公益財団法人深田地質研究所 松澤真

大日本コンサルタント株式会社 〇河戸克志・馬場敬之・奥村稔・金山健太郎

有限会社ネオサイエンス 城森明

1. はじめに

深層崩壊対応策を具体的に検討するには，深層崩壊が発生する恐れのある斜面を抽出する必要がある。深層崩壊が発生す

る恐れのある斜面を抽出する手法については，近年実装された UAV 空中電磁探査を利用して降雨後と乾燥期の比抵抗の違

いから断層が斜面の地下水分布に大きな影響を与える可能性が示され 1)，ヘリコプター空中電磁探査とUAV 空中電磁探査を

用いて広いエリアに多数存在する重力変形斜面の中から特に崩壊の危険性が高い斜面を抽出する方法が提案 2)されている。 
本研究では，UAV 空中電磁探査による斜面内部構造調査の精度確認と，降雨条件の異なる 2 時期測定によって重力変形斜

面内部の地下水分布の把握を目的とした。 
2. 調査地の概況

研究対象とした重力変形斜面は，奈良県吉野郡天川村栃尾地区の天ノ川に面した斜面である（図－1）。栃尾地区には，複

数の重力変形斜面が存在するが，ひずみ率が約 5.5%と大きく，ヘリコプター空中電磁探査による比抵抗構造に着目して対象

斜面（面積約 14.7ha）を選定した。栃尾地区は，四万十帯付加体の分布地域で，既往ボーリングや電気探査の他に，水文調

査や地表地質調査が実施されており，現在，栃尾地区内に設置された雨量計やボーリング孔内水位観測が継続されている。 
3. 複合物理探査によるUAV空中電磁探査の精度確認

本研究では，ひずみ率を算定した位置を探査測線として，地上電気探査と UAV 空中電磁探査を実施した。また，2013 年

に実施したヘリコプター空中電磁探査データを使用して同じ探査測線での比抵抗断面図を作成した。 
3.1 地上電気探査 

地上電気探査は，UAV 空中電磁探査の精度を確認するために実施した。電流電極一対と電位電極一対を測線上に配置

する 4 極法とし，水平方向の変化に感度が高いウェンナー法配置と垂直方向の変化に感度が高いエルトラン法配置で

得られた値を組合せ，より真に近い比抵抗断面を解析で求めた。探査は 2021 年 12 月 15 日と 17 日に実施し，3 か月

の先行累積雨量は 272mm である。解析は有限要素法を用いた２次元逆解析とした。逆解析は収束し，測定値と計算値

の残差は 0.038 と良好であった。地上電気探査の比抵抗断面図を図－2 a)に示す。 
3.2 ヘリコプター空中電磁探査 

UAV 空中電磁探査の精度を確認するために，ヘリコプター空中電磁探査の比抵抗断面図を作成した。栃尾地区のヘリコプ

ター空中電磁探査は，2013 年 11 月 11 日と 12 日に実施したもので，3 か月の先行累積雨量は 1,184mm である。ヘリコプタ

ー空中電磁探査の比抵抗断面図を図－2 b)に示す。深度 20～30m 付近に斜面方向に等比抵抗線集中帯が現れ，縦断距離 750m
付近に鉛直方向の等比抵抗集中帯が見られる。また，縦断距離 100～400m 付近は 300～400Ω・m 程度の低比抵抗を示す。 
3.3 UAV空中電磁探査 

UAV 空中電磁探査は，地上送信型ドローン時間領域空中電磁探査システムを使用して，2021 年 10 月 22 日（3 か月の

先行累積雨量は 610mm）と 2021 年 12 月 9 日（3 か月の先行累積雨量は 295mm）の 2 時期で実施した。解析は１次元逆解析

で求めた。10 月期の比抵抗断面図を図－2 c)に，12 月期の比抵

抗断面図を図－2 d)に各々示す。UAV 空中電磁探査の比抵抗断

面図は，10 月期と 12 月期で共通して，深度 20～30m 付近に斜面

方向に等比抵抗線集中帯が現れ，水平距離 700～850m 付近に鉛

直方向の等比抵抗集中帯が見られる。これらの比抵抗構造は、地

上電気探査（図－2 a））とほぼ一致しており，ヘリコプター空中

電磁探査（図－2 b））と比較して高分解能で表現されている。 
UAV 空中電磁探査の 2 時期の比抵抗の違いを比抵抗変化率で

示したのが図－3 である。縦断距離 600～900m 付近で鉛直方向

に広がる青色で示した箇所は，10 月期の方が低比抵抗であった

ことを示しており，地下水の集中帯を示唆すると考えられる。 
この時間軸における比抵抗構造の違いが検討できることは，複

数時期の計測が低コストで簡便に実施できるUAV空中電磁探査

の大きな利点である。 

図－1 栃尾地区での重力変形斜面と物理探査測線位置 
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4. UAV空中電磁探査による斜面内部構造

ボーリング結果と比較すると，深度 20～30m にみられる斜面方向に分布する等比抵抗線集中帯の下限深度は，風化帯の下

限深度とほぼ一致した（図－4）。一方，縦断距離 750m 付近に現れた鉛直方向の等比抵抗線集中帯については，ボーリング

では判別できず，現地確認では表土に覆われて地質は確認できなかった。 
5. まとめと今後の展望

今回の検討で，UAV 空中電磁探査の比抵抗構造は，地上電気探査とほぼ同様であり，ヘリコプター空中電磁探査よりも高

分解能であることが確認できた。今後，深層崩壊危険斜面を抽出する手法や斜面のリスク評価手法の高度化に向けて，比抵

抗と地質・地下水情報の関係について検討を進める。 
参考文献 1)木下ら（2021）：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，令和 3 年度砂防学会研究発表会概要集，pp.127-128. 2) 木下ら（2022）：ヘリコプター及びドローン空

中電磁探査を活用した深層崩壊リスク評価技術の開発，2022 年度日本地すべり学会研究発表会概要集 

図－2 栃尾地区の地上電気探査、ヘリコプター空中電磁探査、ＵＡＶ空中電磁探査の比抵抗断面図 

図－3 栃尾地区のＵＡＶ空中電磁探査の２時期比抵抗変化率 

図－4 ボーリング結果との比較 
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京都府丹後・中丹・南丹地域における斜面崩壊地の地形的特徴と崩壊・非崩壊の判別 

京都府立大学大学院 〇松田紋佳 北垣憲太郎 三好岩生 美濃羽靖 

 京都府農林水産技術センター 守山忠利 

1. はじめに

日本では斜面崩壊が多く発生しており,時に甚大な被害をもたらしている。そのような状況を鑑み,多くの研

究者によって，斜面崩壊に寄与する要素を検討する研究がされてきた（山岸，2008；北園，2001 など）。そ

の結果，斜面崩壊に影響する要因に関する知見も蓄積され，崩壊危険地の判定にも応用されてきたが，崩壊

危険地の判定技術はいまだに確立されていない。 

そこで本研究では，DEM 及び CS 立体図から斜面崩壊地を予測することを目的として，深層学習を用いた

画像判別を行うことにより，対象地域内における崩壊・非崩壊の判別を行った。 

2. 解析方法

2.1 解析対象 

解析対象とした斜面崩壊地は，京都府丹後・中丹・南丹地域において平成 16 年から令和 2 年に発生した斜面崩

壊地であり，計 132 か所であった。斜面崩壊地の元データは，それぞれの地域にある広域振興局によって調べら

れ，森林計画図等に書き込まれたデータを用いた。また，斜面崩壊地の多くは台風などに起因する豪雨時に発生し

たものであり，特に平成 25 年台風 18 号や平成 26 年 8 月豪雨，平成 30 年 7 月豪雨によるものが多かった。ほと

んどの斜面崩壊地において既に山腹工事がされており，崩壊以前の地形を用いた解析は出来なかったため，崩壊後

の標高値を用いて解析を行った。 

2.2 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５m メッシュの DEM データ

を作成した。さらに，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，崩壊地の地形解析を

行った。過去に崩壊地が発生した地域周辺で DEM

画像及び CS 立体図画像を作成し，深層学習によっ

て崩壊・非崩壊の判別を行った。画像の作成方法

は図-１のように行った。DEM 画像・CS 立体図画

像ともに，ArcGIS により，崩壊地重心を中心とした

一辺 480m の画像を出力した。さらにその画像を 13

枚の画像に切り出し，さらに回転・反転の処理を行

い，本研究で用いる画像とした。訓練フェーズにおいて，崩壊を含んだ画像を“崩壊”，崩壊地を含んでいない画像

を“非崩壊”とし，学習を行った。評価フェーズにおいて，その画像が“崩壊”か“非崩壊”であるかを判別し，正答率

を求めた。評価フェーズで用いる画像について，訓練に用いた画像を評価する“検証”と，訓練に用いなかった未知

の画像を評価する“評価”の 2 つのパターンを設定した。 

3. 解析結果

480m 

480m 

例：CS 立体図

・ 9 枚

4 枚 

●：崩壊地重心 

図-１ 画像切り出し概要図 
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3.1 地形解析 

解析に用いた斜面崩壊地は小規模なものが多く，崩

壊地面積の平均値は 0.12ha であった（図-２）。また，

斜面崩壊地の傾斜角の分布は図-３のようであり，平均

値は 28.7 度であった。 

3.2 深層学習による解析 

深層学習による判別の結果を表-1 に示す。表-１の 

1～4 は，学習に用いた画像を評価する“検証”の結果で

あり，5~8 は，学習に用いていない未知画像を評価す

る“評価”の結果である。学習アルゴリズムは，画像サ

イズが 32pixel×32pixel であるとき GoogLeNet，

256pixel×256pixel であるとき AlexNet で最も精度が高か

ったため，その結果のみを示す。また，学習回数はすべて

200 回である。 

最も正答率が高かったのは 32pixel の CS 立体図を用いた

“検証”のパターンであった。また，“評価”ではいずれも正

答率が低く，32pixel の DEM で最も正答率が低くなった。 

4. 考察

深層学習による結果について，画像の種類で比較

すると，CS 立体図の方で精度が高くなった。これ

は，DEM が標高値を白黒の濃淡で表すのに対し，

CS 立体図が標高・傾斜・曲率をオーバーレイした画

像であるためだと考えられる。また、画像サイズに

ついて，１辺 32pixel と 256pixel の２通りで試した

が，画像サイズによる正答率の変化は見られなかっ

た。また，“検証”と“評価”で比較すると，“検証”は一

部を除いて正答率が高く,“評価”では最も正答率が高

い場合でも 65％であり，未知画像に対する判別は難しいということが示された。 

これらの正答率は，過去の研究に比較して精度を向上できたとはいえない結果である。原因のひとつとして，

DEM の精度が十分に高くなかったことなどが考えられる。 

本研究では，画像サイズを１辺 32pixel と 256pixel に設定したが，画像を作成する際の空間スケールや分解能の

知見が十分になく，他の場合での検証を行えていない。斜面崩壊地の規模に合わせた，適切な画像作成が必要であ

ると考えられる。 

参考文献 

・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 

・山岸宏光ら（2008）：新潟県出雲崎地域における豪雨による斜面崩壊の特徴ーGIS による 2004 年 7 月豪雨

崩壊と過去の崩壊の比較ー，日本地すべり学会誌，Vol.45，No1，p.57-63 

画像サイズ 画像の種類 正答率

1 検証 32 DEM 75.80％

2 検証 32 CS立体図 99.70％

3 検証 256 DEM 62.53％

4 検証 256 CS立体図 99.46％

5 評価 32 DEM 56.15％

6 評価 32 CS立体図 65.30％

7 評価 256 DEM 60.33％

8 評価 256 CS立体図 61.26％

表-1 深層学習による学習結果 
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天然ダムの形成を誘発する豪雨による斜面崩壊の分析

神戸大学海事科学研究科 

〇大海陸人、Christopher Gomez 

1. はじめに

天然ダムは、様々な形態の地滑りが流出し、元の

地形との相互作用で堆積物が通常の河川以上の水

をせき止めることのできる障壁を形成した結果、発

生する(Xuanmei et al.,2020)。他の土砂災害と比較

して、頻度は高くないものの、一度形成されると決

壊した際の被害は甚大なものになるため発生した

際には迅速な対処が必要になる。実際に明治 22

（1889）年、奈良県での天然ダムの崩壊（十津川災

害）では人的・物的ともに甚大な土砂・洪水氾濫災

害が発生している。本研究では、崩壊した際に天然

ダムを形成した斜面と天然ダムを形成しなかった

斜面を比較し分析することで、天然ダムを形成した

斜面と形成しなかった斜面で違いがあるのかを明

確にすることを目的にする。 

2. 調査対象地域と調査方法

今回の分析では奈良県五條市・十津川村・川上村

周辺の 2011 年 9 月台風 12 号豪雨災害で発生した

4 か所の大規模な斜面崩壊（赤谷・川原樋・長殿・

濁谷）を対象にした。4 つの崩壊の内、赤谷、長殿

地区の崩壊は実際に天然ダムを形成し、川原樋、濁

谷地区の崩壊では天然ダムを形成していないとい

う違いがある。崩壊前の旧版地図と崩壊後の Digital 

Elevation Model(DEM)を基に GIS 環境(QGIS)で

斜面の崩壊前後の断面図を各斜面に対して 2 つ作

成、そして HYRCAN(Download HYRCAN - A Free 

Slope Stability Program for Geoengineers 

(geowizard.org))と呼ばれる斜面の安定性計算ソフ

トを用いて、一定の条件の下で、HYRCAN でのモ

デルの結果と実際の崩壊との比較、天然ダムを形成

した斜面と形成しなかった斜面の安全率の違いに

ついて検証を行った。 

図１ 対象地域 

3. 実験結果

単位堆積重量を一定とした条件の下で各斜面の

崩壊モデルは以下の図 2-1、2-2 ようになった。赤

谷・長殿は斜面①と②で形状が似たモデル結果に

なったのに対して、川原樋・濁谷では、斜面①と

②で形状が大きく異なる予測結果となった。安全

率も実際に天然ダムを形成した赤谷・長殿の斜面

の安全率は同地域の斜面①、②それぞれで近い値

となったが、これに対して天然ダムを形成しなか

った川原樋・濁谷の斜面では一方では安全率が 1

より大きくなり、もう一方では安全率が１より小

さくなるという斜面①と②で大きく異なる特徴的

な結果が表れた。（表１） 

図２-1 

HYRCAN での各斜面の解析結果① 
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図２-1 

HYRCAN での各斜面の解析結果② 

表１ 各斜面の安全率 

またHYRCANでのシミュレーションと実際の崩

壊の断面図との比較図は以下の図 3 のようになっ

た。この比較について崩壊の深さと崩壊の長さの二

点に着目して以下の表 2 にまとめた。この表から、

赤谷、長殿は同地域の①、②の斜面で崩壊長さ、崩

壊深さが似た比較結果になったのに対して、川原樋、

濁谷では同地域の①、②の斜面で崩壊長さは似た比

較結果になったが、崩壊深さが逆になる比較結果と

なった。 

図３ HYRCAN のモデルと実際の崩壊との比較 

表２  

深さ・斜面長のモデルと実際の崩壊の比較 

4. 考察と今後の展望

結果より、斜面に注目した際に天然ダムを形成

するか、しないかを判別する上で斜面の安全率が

重要になってくると考える。天然ダムを形成した

斜面（赤谷・長殿）の安全率が同斜面の①、②で近

い値となったのに対して、天然ダムを形成しなか

った斜面（川原樋・濁谷）の安全率は同斜面の①、

②で大きく異なる値となったからである。これよ

り、同一地点上の複数の斜面の安全率が小さく、

かつ近い値をとっているほどその分、天然ダムを

形成する程の大規模な崩壊が一度に起こりやすい

斜面であり、複数の斜面の安全率にばらつきがあ

る地域は、一度に大規模な崩壊が起こらず小中規

模の崩壊が定期的に発生する地域と分けることが

出来るのではないかと考える。今後の展望として

は今回のような斜面のミニモデルを作成し、実際

に崩壊させることでどのように天然ダムが発生す

るのか、また発生しない斜面はどのような時なの

かを使用する土砂の単位体積重量、斜面の勾配、

谷の形状を変更するなど様々な条件下で安全率を

測定しながら行いたいと考えている。 

５． 参考文献 

・Xuanmei Fan et al. (2020) : The formation and

impact of landslide dams–State of the art, Earth-

Science Reviews 203(2020)103116

・千木良雅弘、ツォウ チンイン、松四雄騎、平石

成美、松澤真（2012）：台風 12 号による深層崩

壊発生場－発生前後の詳細 DEM を用いた地形

解析結果－,京都大学防災研究所,深層崩壊の実

態、予測、対応,p.24-34

赤谷① 赤谷② 川原樋① 川原樋②

安全率（Fs） 0.859 0.896 0.811 1.1

長殿① 長殿② 濁谷① 濁谷②

安全率（Fs） 0.877 0.852 0.692 1.02

赤谷① 赤谷② 長殿① 長殿②

HYRCANのモデルと比較

した際の実際の崩壊深さ
同じ やや深い やや深い 深い

HYRCANのモデルと比較

した際の実際の崩壊長さ
同じ 同じ 短い 短い

川原樋① 川原樋② 濁谷① 濁谷②

HYRCANのモデルと比較

した際の実際の崩壊深さ
深い 浅い 深い 浅い

HYRCANのモデルと比較

した際の実際の崩壊長さ
同じ 同じ 同じ 同じ
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北海道胆振東部地震におけるテフラ層厚区分に基づいた斜面崩壊リスクマップの作成 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○高瀬蔵、横尾公博、大塚智久、宮田直樹、小西拓海
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 中村洋祐、本間雄介、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ハード及びソフト対
策を効率的かつ効果的に行うには、崩壊が発生する可
能性を有する斜面を事前に予測することが重要である。 

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、降下火砕堆積物(以後テフラ)の
層厚区分に着目した斜面崩壊評価式を検討することで、
昨年度に本学会で報告した評価式の精度向上を図り、
斜面崩壊リスクマップを作成した結果を報告する。
２．既往報告における斜面崩壊リスクマップの課題 

及び検討方針 
2.1 既往報告内容と課題 

斜面崩壊リスクマップを作成するための評価式を
（1a）に示す。 

F＝ｋI＋αC＋βa＋γ (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)、ｋαβγは係数及び定数である。 
既往報告1)では、斜面崩壊リスクマップの解析サイズ

を10m×10mメッシュ（厚真川中上流域：約261万メッ
シュ、崩壊地が含まれるメッシュ：約38万メッシュ）と
し、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上記(1a)式の係数を求め、評価式
(1b)を立案した。同式を用いて作成した斜面崩壊リスク
マップを図 1に示す。主に厚真ダムより上流域では、実
績の崩壊地がほぼ認められない一方で、斜面崩壊リス
クマップにおける評価値は高い傾向を示している。こ
のように、斜面崩壊リスクマップの精度向上が課題と
してあげられる。

評価式1):F=0.1019I+0.0906C-0.0001a-1.5246  (1b) 

2.2 検討方針 
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が挙げられている。また、
厚真川流域の斜面には、恵庭岳及び樽前山等から噴出
したテフラが最大240cm程度の厚さで堆積することが
示されている3)。北海道胆振東部地震では、主に恵庭降
下軽石a（En-a）及び樽前降下軽石d（Ta-d）が比較的
厚く堆積する地域と、崩壊地の主な分布範囲が重なる
傾向にあった(図2)。そこで、テフラに着目することで
斜面崩壊リスクマップの精度向上を試みることとした。
テフラに着目した斜面崩壊リスクマップは、既往報告1)

の手法を踏襲して評価式(1a)の係数及び定数を設定す
ることで作成し、評価式(1b)より作成した斜面崩壊リス
クマップ（図 1）と比較することでその精度を検証した。 

３．テフラに着目した斜面崩壊リスクマップの作成 
3.1 テフラ層厚区分の設定 
 斜面崩壊リスクマップを作成するにあたり、現地露
頭調査（図 3）を行い、斜面勾配とテフラの関係性を分
析した。具体的には、斜面勾配 35°以上の斜面について、
勾配に応じたテフラの減衰式を立案し、テフラ等層厚
図に適用することで精度を向上させた。現地露頭調査
内容及び結果の詳細は、本学会の令和 4 年度宮崎大会
にて別途発表報告「北海道胆振東部地震における地下
水位特性・テフラ層厚等を踏まえた斜面リスク評価の
検討」にとりまとめる。

図 3 テフラの現地露頭調査結果 
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図 1  既往報告 1)による斜面崩壊リスクマップ
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厚真川流域全体（全メッシュ）と崩壊地を含むメッシ
ュ（崩壊メッシュ）を対象とし、更新したテフラの分布
状況を整理すると、全メッシュではテフラ 100cm 以上
で生起頻度が増加し、崩壊メッシュではテフラ 140cm
以上で生起頻度が増加する傾向にあった。このため、
100cm 以上のテフラに着目することで崩壊・非崩壊メ
ッシュで生起頻度が異なり、斜面崩壊リスクマップの
精度が向上すると考えた。本報告では、テフラの層厚区
分として①100cm 以上（約 34 万メッシュ）、②140cm
以上（約 32 万メッシュ）、③160cm 以上（約 28 万メッ
シュ）、④180cm 以上（約 23 万メッシュ）、⑤200cm
（約 14 万メッシュ）以上とした 5 区分を設定し、区分
毎に評価式を立案した。
3.2 斜面崩壊評価式の作成

テフラの層厚区分毎に評価式(1a)の係数及び定数を
設定し、評価式(1c)～評価式(1g)を立案した。

立案した評価式(1b)～評価式(1g)の係数を俯瞰する
と、斜面勾配の係数 k は増加傾向にあるが、評価式(1c)
～評価式(1f)は同程度であった。このため、斜面崩壊リ
スクマップに適用する評価式を決定するにあたり、評
価式毎に分類正誤率に基づく妥当性を検証することと
した。分類正誤率とは、全メッシュに対して崩壊の発
生・非発生が正しく判別されたメッシュの数である。
評価式：
T≧100：F=0.1469I +0.0973C -0.0004a -1.5159 (1c) 
T≧140：F=0.1605I +0.0992C -0.0003a -1.6194 (1d) 
T≧160：F=0.1594I +0.0970C -0.0004a -1.5592 (1e) 
T≧180：F=0.1617I +0.0952C -0.0005a -1.4678 (1f) 
T≧200：F=0.3339I +0.0820C -0.0003a -2.4304 (1g) 
※T：テフラ(cm)
3.3 分類正誤率に基づく評価式の妥当性検証

評価式の妥当性を検証するにあたり、評価値 F に応
じた評価指標（分類正誤率、見逃し率、空振り率）を算
出した。本報告では、分類正誤率 50%程度となる際の
見逃し率と空振り率を評価式毎に比較した（図 4）。図 
4 より、テフラ 100cm 以下では、評価指標に明確な特
徴が見られないが、テフラ 140cm 以上では評価指標が
低下することで、精度が向上する結果となった。テフラ
の閾値を大きくするほど評価指標の低下傾向が認めら
れるが、同時に評価外とするメッシュは増大する。評価
対象メッシュとして全体の約 8 割以上を有し、見逃し
率が 1/2 程度になる等の精度向上が認められたテフラ
140cm 以上を斜面崩壊リスクマップ作成に適用するテ
フラの層厚とした。

評価式(既往報告による 1b)と(テフラ 140cm 以上の
式 1d)における評価指標の算定結果を図 5 に示す。各
評価式で同程度の分類正誤率となる評価値Fの閾値0.5
では、見逃し率と空振り率ともに(1d)式の方が改善傾向
にあり精度が向上したといえる。

3.4 評価式を用いた斜面崩壊リスクマップの作成 
本報告では、評価指標と対象とする解析メッシュの

関係からテフラの閾値を 140cm に設定した。既往報告
1)による評価式作成方法でテフラ 140cm 未満に適用す
る評価式(1h)を立案し、評価式(1d)と評価式(1h)を用い
て斜面崩壊リスクマップを作成した（図 6）。
評価式：F=0.0469I+0.0053C -0.0008a-0.7999  (1h)

４．おわりに 
厚真川流域に分布するテフラに着目し、テフラの影

響により緩い斜面で崩れた崩壊地と急斜面が卓越しテ
フラが比較的薄くなった箇所を分けることで評価式の
精度向上につながることが確認できた。今後は、厚真川
流域で立案した評価式や予測式を他流域に適用するこ
とで、立案式の精度を確認するとともに他流域への展
開を進める必要があると考える。
参考文献；
1)横尾公博, 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, 2021 年度砂防学会研究発表会概要
集

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

3)例えば 樽前火山地質図,産業技術総合研究所

図 5  評価値 F に応じた評価指標 

図 4  テフラの層厚毎の評価指標
(分類正誤率 50%程度） 
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令和３年８月豪雨により長崎県雲仙市で発生した土砂災害

砂防エンジニアリング株式会社 ○吉永子規, 鹿児島大学 地頭薗隆，宮崎大学 清水収 

西日本技術開発株式会社 大石博之, アジア航測株式会社 岡野和行，鳥田英司 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 坂島俊彦 

1. はじめに

 令和 3 年 8 月台風第 9 号から変わった温帯低気圧の

影響による豪雨および 11日からの前線に伴う大雨によ

り，東北地方から九州地方にかけての全国各地で土砂

災害が発生した。島原半島中央部の長崎県雲仙市雲仙

温泉街では、小地獄地区と八万地獄地区で斜面崩壊が

発生した。ここでは，公益社団法人砂防学会九州支部が

実施した小地獄地区（図－1）の土砂災害の調査結果に

ついて主に報告する。 

2. 降雨状況

崩壊地近傍の雲仙岳観測所の 8 月 11 日～19 日のハ

イエトグラフを図－2に示す。別途公表されている気象

庁（2021）によれば，最大 1 時間雨量は 81.5 ㎜，最大

24 時間雨量は 571.5 mmであり，最大 24時間雨量，48

時間雨量，72 時間雨量で観測史上最大雨量が記録され

ている。報道等によると，崩壊発生時刻は小地獄地区で

8 月 13日 4時頃、八万地獄地区では 8月 13日 18 時 30

分頃であった。

3. 被害状況

小地獄地区では，崩壊土砂が斜面脚部の小さな谷を

流下し，谷出口付近の住家 2 棟を全壊させて，うち 1棟

で 3 名が死亡，もう 1 棟で 1 名が重傷を負った。流出

した土砂と流木は谷出口からさらに約 100 mまで流下 

し，宿泊施設「青雲荘」の 1 階内部にも流れ込んだ。八

万地獄地区では，崩壊土砂が観光スポットの八万地獄

を流れ下り，土産物店や飲食店などに被害を与えた（長

崎県災害対策本部，2021）。 

4. 崩壊の特徴と発生機構

4.1 地形 

 小地獄地区の崩壊発生斜面は，雲仙火山の矢岳の西

側に広がる台地の外縁部に位置している。崩壊した斜

面の平均斜面勾配は 35度であり，崩壊規模は最大幅約

31 m，斜面長約 45 m，最大鉛直深約 7 m，地形標高モデ

ルの差分解析から算出した崩壊土砂量は約 3,800 m3で

あった。崩壊地上部には表層崩壊跡地が確認された。

4.2 地質

 図－3は，現地調査に基づいて作成した小地獄地区の

崩壊斜面の地質柱状図である。下位から順に凝灰角礫

岩，火砕岩，崖錐堆積物，表土からなり，凝灰角礫岩，

火砕岩は，熱水変質の影響を受けている様子が確認さ

れた。特に，最下位の凝灰角礫岩層は，安山岩角礫と細

粒の基質部からなり，基質部は熱水変質を強く受けた

灰白色の極軟質粘土であった。 
図－1 崩壊地～流下域の全景（小地獄地区） 
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B

青雲荘

図－2 8月 11～19 日の降雨状況（雲仙岳観測所） 
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図－3  崩壊斜面の地質柱状図（小地獄地区） 
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4.3 湧水データ（電気伝導度，pH 等） 

 崩壊地の脚部（図－1の A）からは湧水がみられ，電

気伝導度 31.3 mS/m，pH3.2，水温 11.4 ℃，シリカ濃度

59 mg/lであった。一方，崩壊斜面に隣接する渓流水（図

－1の B）は，電気伝導度 8.6 mS/m，pH4.7，水温 11.6 ℃，

シリカ濃度 50 mg/l であった。一般に火山周辺の地域

では，地下水に火山ガスが付加されると水の電気伝導

度は高くなる（鍵山，2018）。崩壊した斜面は，湧水の

電気伝導度が非常に高いことから，地下深部から供給

された火山ガスが地下水に付加される地下構造を有し，

さらに電気伝導度が高くなった地下水は母岩の変質を

より進行させる条件下にあったと考えられる。

4.4 崩壊発生機構

以上より，崩壊発生機構として，8 月 11 日から崩壊

発生までの総雨量 600 mm以上という多量の雨水が斜面

に浸透したことと，地下構造に規制されて流動した地

下水が集中したことによって，崖錐堆積物およびその

下位の火砕岩層の間隙水圧が上昇し崩壊に至ったと考

えられた。 

その結果，崩壊深がやや大きくなり，崩壊土砂量も多

くなった。また，多量の水を含んだ土砂と流木は谷出

口下流約 100 mまで流下して被害を引き起こした。 

5. 小地獄地区周辺の地形・地質

小地獄地区周辺の台地外縁部は斜面勾配 30度以上の

急勾配斜面とその上部のなだらかな地形からなり，明

瞭な集水地形は見られない。小地獄地区と同日に発生 

した八万地獄地区の崩壊の他にも,今回の崩壊と類似

した形状の崩壊跡地が見られる（図－4）。特に，八万地

獄地区の南側には崩壊跡地が集中して分布し，台地の

後退が進んでいる。また，渡辺ら（1995）によれば，こ

の地域の地質は古期安山岩類と総称される安山岩（一

部デイサイト）溶岩と火砕岩から構成され，広域に熱水

変質を受けている。過去にも今回と同様の機構により，

崩壊が発生してきたものと考えられる。 

6. おわりに

本稿では，令和 3年 8月 13 日に小地獄地区で発生し

た崩壊についての調査結果を報告した。この崩壊は，総

雨量 600 mm 以上という多量の雨水が斜面に浸透したこ

とに加え，地下構造に規制されて流動した地下水の集

中により，斜面に堆積していた崖錐堆積物とその下位

の熱水変質した火砕岩層が崩壊したものと考えられる。 

火山性地質の地域は火山活動に伴う堆積物が幾層も

重なっており，火山特有の断裂構造や地下水が集中し

やすい埋没谷では今回と同様のタイプの崩壊が今後も

発生することが考えられる。今後，今回のようなタイプ

の崩壊の発生危険度を把握するためには，熱水変質を

受けた地層の分布と地下水が集中する箇所を抽出する

調査が重要である。 

最後に，土砂災害で亡くなられた方に哀悼の意を表

するとともに，被災地および被災された方々の一日も

早い復興を祈念する。 

7. 謝辞

調査にあたり長崎県農林部森林整備室，長崎県島原

振興局林務課の関係各位には大変お世話になった。ま
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崩壊生産土砂量に関する LP差分解析と現地調査結果の比較 

国土交通省国土技術政策総合研究所 ○山田 友 

国土交通省国土技術政策総合研究所 坂井 佑介 

国土交通省国土技術政策総合研究所 山越 隆雄 

１．はじめに 

土砂災害に関する分析を実施するにあたり、崩壊

に伴い生産される土砂量（本論では、崩壊域の体積を

「崩壊生産土砂量」とする）を精度良く把握すること

は、災害規模の評価や土砂収支の作成、河床変動計算5 
等における境界条件設定を適切に実施する上で極め

て重要である。また、気候変動により降雨量が 2℃上

昇で約 1.1 倍、4℃上昇で約 1.3 倍になると評価され

る中で（国土交通省,2021）、降雨量の変化に対する生

産土砂量の応答を適切に評価する上でも、精度の良10 
い崩壊生産土砂量の把握が望まれる。 

近年では、生産土砂量ならびに豪雨時の土砂収支

を把握する手法として、２時期の航空レーザ計測デ

ータ（LP データ）を用いた、標高値差分解析（以下、

差分解析とする）が採用されることが多い。差分解析15 
は、松岡ほか（2009）により、一定の精度が確認され

ており、広範囲にわたって迅速に生産土砂量や土砂

収支を把握することが可能であることから、災害対

応として大変有効な手法である。一方で、差分解析結

果と現地調査結果を比較・分析したところ、以下に示20 
す課題があった。筆者らは、課題解決によりさらなる

精度向上の余地があると考えて検討を行った。 

課題①

崩壊域内部に残存した土砂（以下、崩壊残土とす25
る）を推定する方法が確立されていない。 

これまで崩壊残土量を考慮せず、崩壊生産土砂量

を過小に評価してきた可能性があるが、LP データ

を用いた崩壊残土量の分析事例は少ない（例えば

平川ら,2018）。 30
課題②

航空写真判読や差分解析図判読する際の、崩壊域

の判読誤差が崩壊生産土砂量に誤差が生じる要

因となる。崩壊域の判読については、日光や植生

等の条件による判読困難や、崩壊残土による崩壊35
地末端部の推定困難等の問題がある。 

課題③

LP データの精度による侵食量の算出誤差がある。 

LP データの精度については、Wheaton（2008）な

どにより、平坦地の好条件下で、10～数 10 cm の40
誤差が指摘され、佐藤ほか（2004）により、植生

のある傾斜地（20°以下）では 40～60 cm の誤差

が指摘されている。さらに山間部では、より大き

な誤差が生じる可能性が指摘されている。 

45
２．研究対象地の概要 

２.１地形・地質概要 

研究対象は、令和元年に台風 19 号による土砂災害が発

生した、宮城県伊具郡丸森町の五福谷川上流域および新川

上流域とした。対象地は、宮城県の南部に位置する丸森町50 
の阿武隈川水系内川に合流する流域である。五福谷川流域

は、流域面積23.8 km2、河川延長2.700 kmであり、新川

流域は、流域面積16.93 km2、河川延長2.155 kmである。

基盤岩は、主に花崗岩からなり、一部に白亜紀の付加帯堆

積物が分布し、これらを部分的に段丘堆積物が覆って段丘55 
面を形成している。令和元年台風 19 号で発生した表層崩

壊は、風化によりマサ化した花崗岩斜面で多く見られたほ

か、段丘堆積物や崖錐堆積物でも散見された。 

２.２被災状況60 
令和元年台風19号は、10月6日に南鳥島近海で発生し、

12日に伊豆半島に上陸した後、関東地方を通過して、13日

に温帯低気圧に変わった。宮城県伊具郡丸森町では、10月

11日～13日にかけて、累積雨量607.5 mm（アメダス観測

地点：筆甫）をもたらした。本災害の被害状況は、家屋被65 
害 1,073 件、死者・行方不明者 11 名（丸森町ＨＰ）とな

り、道路や河川等の公共土木施設、農林業施設等にも多大

な被害が生じ、現在も復旧・復興工事が施工されている。 

３．調査手法70 
３.１概要 

本研究では、研究対象

地における 10 箇所の崩

壊地について、崩壊生産

土砂量を算出した。ここ75 
で、崩壊生産土砂量とは、

図１における崩壊域内に元地形よりも過剰に堆積した土

砂量は含まない崩壊域の体積（差分侵食量(Ａ)＋崩壊残土

(Ｂ)）であり、現地調査ではこの差分侵食量(Ａ)＋崩壊残

土(Ｂ)を算出した。一方で、差分解析で算出できる崩壊域80 
の体積は差分侵食量(Ａ)のみである。具体的な算出手法に

ついてはそれぞれ後述する。 

図１ 崩壊生産土砂量概念図 

崩壊域

A

B

崩壊前地形（破線）
航空LPデータ

崩壊面（破線）
崩壊後地形（実線）
航空LPデータ

差分侵食量（A）

崩壊域内の
崩壊残土（B）

崩壊生産土砂量
（A＋B）

表１ 航空レーザ計測データ諸元 
震災前

JGD2000

震災後

JGD2011

数学X 数学Y 数学X 数学Y 標高H 標高H 数学X 数学Y 標高較差h

-8482.000m -234668.000m -8479.296m -234668.566m 100.000m 99.828m 2.704m -0.566m -0.172m

震災前JGD2000 震災後JGD2011 移動量

表２ 平成21年レーザ計測データの東日本大震災に伴う補正結果 
測量年度 計測グリッド 座標系 目的

令和元年10月 1.0m XY10 緊急災害対応

平成24年 1.0m XY9 森林域の地形データ取得

平成21年 2.0m XY10 流域地盤標高データ取得
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３.２差分解析 

差分解析は、被災前の平成21年および平成24年に取得

されたLPデータと、被災直後の令和元年10月 23～28 日

に取得されたLPデータを用いた（表１）。平成21年のLP

データは、平成23年 3月に発生した東日本大震災による5 
地殻変動前であるため、国土地理院の「測量計算サイト」

のPatchJGDおよびPatchJGD（標高版）を用いて、X軸で＋

2.70 m（東へ2.70 m）、Y軸で－0.57 m（南へ0.57m ）、Z

軸で－0.17 m（0.17 m沈降）の移動補正を行った（表２）。

補正した結果、測点密度が高い場所では、誤差が概ね20 cm10 
以内に収まることを確認した。ただし、崩壊地周辺では、

局所的に1.0 m 以上のズレが見られた。この計測誤差は、

生産土砂量を高精度に算出するための今後の課題の一つ

であるが、本研究では誤差を踏まえて分析を行った。 
差分解析による差分侵食量は、崩壊域を災害前後の空中15 

写真と差分解析による侵食部の判読により設定し、崩壊域

における災害前後の標高差のマイナス値を集計した。 

３.３現地調査 

現地調査は、令和元年12月と令和3年7月に実施した。20 
調査に使用した地形図は、被災後の LP データから作成し

た。現地調査では、簡易貫入試験結果により崩壊残土に覆

われた崩壊面の推定を行うとともに、崩壊域形状等を把握

した。なお、簡易貫入試験から推定した各地質のNd値は、

崩壊残土が2.5未満、表土が2.5～5.0、地盤（風化花崗岩）25 
が5.0以上であり、崩壊残土と地盤の境界を崩壊残土に覆

われた崩壊面と推定した。この現地調査結果と LP データ

から、推定平面図・断面図を作成し「崩壊面積×平均崩壊

深」に準じて、崩壊生産土砂量および崩壊残土量を算出し

た（以下、算出式とする）。算出には、できる限り地形の影30 
響を排除するため、5m毎に測線を配置して、以下の式で算

出した。 

Ｖ＝ΣＶn＝Σ（｛ΔＤ(ln-1)＋ΔＤ(ln)｝/2×Ｓn） (式１) 

ΔＤ(ln)＝Ｓdn/Ｌn (式２) 
※Ｖ：崩壊生産土砂量、Ｄ(ln)：測線上の平均崩壊深、Ｓn：測線間の崩35 
壊域面積、Sdn：崩壊断面積、Ｌn：断面上の水平崩壊長 

４．調査結果 

差分解析結果と現地調査結果は、崩壊域面積が最大で 2

倍程度異なるのに対して、崩壊生産土砂量と差分侵食量は40 
概ね整合していた（表３）。また、差分解析と算出式では、

約1割の誤差があり、設定した崩壊域の違いにより約1.5

割の誤差があった（表４）。算出式の方が小さく見積もら

れたのは、差分解析で崩壊域の縁辺部を垂直に区切るのに

対して、算出式では収束するように計算していること等が45 
考えられる。このことは、崩壊域周辺の被災前LPデータが

全体に比高差が大きくなっていたことや、崩壊域面積をよ

り大きく推定した際に、比例して差分侵食量が大きく算出

されていることと整合し、LPデータの精度の影響によるも

のと考えられる。50 
一方で、算出式と差分解析の誤差が1割程度であること

から、筆者らは算出式が概ね妥当であると判断し、算出式

で求めた崩壊残土量について分析を進めた。分析の結果、

崩壊残土量は崩壊生産土砂量と相関性があり、崩壊規模や

斜面勾配に関わらず、崩壊生産土砂量の 0.0～3.3 割の範55 

囲に収まった（図２）。このこと

から崩壊生産土砂量を、崩壊残土

の平均の比率0.21および差分解

析と算出式の比率 0.89 を用い

て、差分侵食量から推定した。推60 
定結果は、現地調査結果と概ね整

合する結果が得られた（表５）。 

５．結論 

本研究では、差分解析の各課題65 
について、以下の結果が得られた。 

課題①：崩壊残土率が0～3.3割の範囲に収まった。 

課題②：崩壊域の判読誤差により、差分侵食量が1.5割

程度過小に見積もられた。 

課題③：LPデータの精度誤差により、差分侵食量が1.070 
割程度過大に見積もられた。 

本研究により、現地調査から課題②を適正に判断し、課

題①と③を統計的に補正することで、差分侵食量から崩壊

生産土砂量を推定することができた。ただし、本研究対象

が 10 箇所と限定的であるため、今後は分析箇所数を増や75 
して検証する必要がある。 
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Sediment Budgeting of Rivers, University of85 
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丸森町 HP,令和元年台風第 19 号災害の概要及び被害状90 
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図２ 崩壊残土と各要素の相関図 

y = 0.29 x - 41.49 

R² = 0.87 

0

100

200

300

400

500

600

0 500 1,000 1,500 2,000

崩
壊
残

土
量

崩壊生産土砂量

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0 500 1,000 1,500 2,000

崩
壊
残
土

比
率

崩壊生産土砂量

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

20 30 40 50

残
土

比
率

斜面勾配

0.00～ 

0.33 

パターン① パターン② パターン③ パターン④

 崩壊域の判読方法

 差分侵食量の算出方法 差分解析 算出式 差分解析 算出式

 合計差分侵食量（㎥） 4715.13 4180.69 4011.87 3640.30 0.89 0.91 0.85 0.87

比率D

(④／②)
現地調査 差分解析

比率A

(②／①)

比率B

(④／③)

比率C

(③／①)

表４ 差分解析と算出式の比較結果 

①崩壊生産土砂量 ②崩壊域面積 ③崩壊残土量
④差分侵食量
（①－③）

⑤差分侵食量 ⑥崩壊域面積
⑦差分侵食量の比較

（⑤/④）
⑧崩壊域面積の比較

（⑥/②）

No.1 689.99 439.71 86.95 603.04 616.67 347.50 1.02 0.79 42

No.2 416.82 360.07 79.38 337.44 338.86 266.30 1.00 0.74 28

No.3 166.41 201.52 39.52 126.89 134.05 165.20 1.06 0.82 34

No.4 507.50 551.41 0.00 507.50 524.27 422.96 1.03 0.77 34

No.5 225.67 568.27 75.20 150.47 144.36 315.30 0.96 0.55 39

No.6 265.61 436.60 86.88 178.73 168.90 322.70 0.95 0.74 30

No.7 253.96 174.31 37.87 216.09 253.55 135.50 1.17 0.78 37

No.8 246.93 299.71 58.12 188.81 230.29 266.30 1.22 0.89 33

No.9 1,814.02 1,276.45 543.65 1,270.37 1,030.34 673.00 0.81 0.53 33

No.10 752.89 517.84 151.54 601.35 570.58 459.60 0.95 0.89 43

合計 6,888.17 5,757.11 1,543.87 5,344.30 5,724.04 4,394.96 1.07 0.76 -

崩壊地No
現地調査結果 差分解析結果 現地調査結果と差分解析結果の比較

⑫斜面勾配(°)

表３ 差分解析・現地調査 結果一覧表 

No.1 689.99 789.57 1.14

No.2 416.82 425.98 1.02

No.3 166.41 167.47 1.01

No.4 507.5 700.01 1.38

No.5 225.67 191.90 0.85

No.6 265.61 219.31 0.83

No.7 253.96 299.73 1.18

No.8 246.93 264.22 1.07

No.9 1814.02 1517.50 0.84

No.10 752.89 736.30 0.98

総量 5339.8 5311.98 0.99

崩壊地No 現地調査結果 推定結果 比率

表５ 崩壊生産土砂量

の推定結果 
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国際航業株式会社 ○河野 孝俊、堀 大一郎、西村 智博、林 雨亭 

1 はじめに 

近年、土砂災害が激甚化･頻発化・広域化しており、発生時

には崩壊・土石流発生箇所を早期に把握することが求められ

る。これまでは撮影された空中写真を用いて目視による判読

が行われてきたが、判読精度のバラツキや一定程度の作業時

間を要する等の課題がある。 

本検討は、AIにおけるディープラーニング技術の向上によ

り急速に発展している画像認識技術を土砂災害にも応用し、

崩壊・土石流発生箇所について、従来の目視による判読に比

べて短時間かつ統一的な精度で自動抽出することを目標に、

平成21年7月中国・九州北部豪雨における山口県山口市と防

府市及び平成 26 年 8 月豪雨における広島県広島市の事例を

対象として、その手法を試行したものである。 

2 検討手法 

花崗岩類地域の山口市を対象として、画像の種類（カラ

ー画像又はグレースケール画像）とラップ率（0%、25%、

50%）の組み合わせが異なる 6 種類の学習データを作成

し、山口市と同じ花崗岩類地域の防府市及び広島市を対象と

してセマンティックセグメンテーションによる崩壊・土石流

発生箇所の自動抽出を行い、抽出特性を整理した。 

セマンティックセグメンテーションとは、画像内の

各ピクセルに意味のあるラベルを割り当てる処理のこ

とであり、特徴的なカテゴリを形成する画素の集まり

を認識するために使用される。近年、Convolutional 

Neural Network（CNN）を用いたセマンティックセグメ

ンテーションの研究が盛んに行われており、なかでも

CNN を Encoder-Decoder 構造にした手法の判別精度が

高く、本検討では DeepLab v3+ 1)を採用した。 

3 学習データの作成 

災害直後に撮影した山口市の 5 図郭（1 図郭：1500×

2000m、6000×8000 画素）のオルソ画像を対象として、

抽出対象（ここでは崩壊・土石流発生箇所）の領域を示

す正解画像を技術者による判読により作成し、AI が直

接処理できるよう 1000×1000 画素に分割した。 

抽出対象について、一般的に土石流は発生・流下・堆

積区間に分類されるが、オルソ画像のみでの識別は困

難なため、本検討

では「土砂移動範

囲」として一括り

で扱うこととし

た。また、堆積区

間には市街地や

農地が含まれて

おり、抽出対象に

堆積区間を含めた場合、人工的な裸地を誤抽出する可

能性が高くなることが考えられたため、堆積区間を含

む・含まない場合の 2 通りの正解画像を作成し、防府市

のオルソ画像における抽出結果をもとに堆積区間を抽出対

象とするか検討した。 

また、災害時は日時や日照条件が異なる撮影となる

ことがあるため、色調が異なる写真を使用することが

想定されるほか、土砂移動範囲が一定度の面積を持つ

ため、画像の種類（カラー画像又はグレースケール画像）

とラップ率（0%、25%、50%）の組み合わせが異なる 6

種類の学習データを作成し、防府市の 10 図郭及び広島

市の 2 図郭のオルソ画像における土砂移動範囲の抽出

結果をもとに抽出特性を整理した。 

4 結果・考察 

定量評価は、抽出結果と正解の重なり度合いを表す指標

IoU 及び抽出結果に占める正解率の割合を示す適合率

(Precision）で行った。いずれの指標も 1 に近づくほど良好と

評価できる。 

堆積区間を含む・含まない場合の 2 通りの学習データで試

行した抽出結果を表-1 及び 図-2 に示す。IoU と適合率につ

いて、カラー画像では有意な差はないが、グレースケール画

像では堆積区間を含まない方がいずれも高い。また、堆積区

間を含む方が、カラー画像では茶色い屋根、グレースケール

画像では屋根及び道路の一部を誤抽出する事例が多く見られ

た。以上のことから、崩壊・土石流発生箇所を早期に抽出す

ることを重視し、抽出対象に堆積区間を含めず発生区間と流

下区間のみを抽出対象とした。以降の検討では、画像の種類

及びラップ率の組み合わせの違いによる抽出特性を比較した。 

図-1 土石流区間の区分例

P2 - 20

広域土砂災害発生時における�AI を活用した崩壊・土石流発生箇所の早期スクリーニング

令和４年度砂防学会研究発表会概要集
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表-1 【抽出対象の検討】IoUと適合率 

堆積区間 画像の種類 IoU 適合率 

含む 
カラー 0.41 0.70 

グレースケール 0.31 0.38 

含まない 
カラー 0.40 0.74 

グレースケール 0.46 0.66 

図-2 【抽出対象の検討】抽出結果 

表-2 【画像の種類とラップ率の検討】IoUと適合率（防府市） 

画像の 

種類 

ラップ率 

(%) 

全域 傾斜角10°以上の範囲 

IoU 適合率 IoU 適合率 

カラー 

0 0.40 0.74 0.43 0.77 

25 0.43 0.75 0.45 0.77 

50 0.38 0.74 0.41 0.75 

グレー 

スケー

ル 

0 0.46 0.66 0.50 0.72 

25 0.49 0.70 0.52 0.75 

50 0.48 0.69 0.51 0.74 

画像の種類とラップ率の組み合わせが異なる 6 種類の学習

データを入力した場合における防府市の抽出結果を表-2 に

示す。いずれの抽出結果においても、抽出対象外とした堆積

区間の誤抽出が見られたが、オルソ画像のみで堆積区間と上

流の発生・流下区間の境界を判断することは困難である。こ

のため、抽出特性について、一般的に土石流の発生・流下区

間とされる傾斜角が10°以上の範囲におけるIoUと適合率を

もとに整理した。 

傾斜角が 10°以上の範囲において、IoUはカラー画像では

0.41～0.45、グレースケール画像では0.50～0.52であり、土砂

移動範囲を概ね抽出した。屋根や道路の誤抽出はほとんどな

いが、林地内の裸地を誤抽出する傾向があった。また、土石

流流下区間のうち、周辺の樹木に覆われた区間を抽出しない

傾向があった。IoU と適合率について、ラップ率の違いにお

ける有意な差はないが、IoU はグレースケール画像、適合率

はカラー画像の方が高い。よって、グレースケール画像の方

が誤抽出は多くなるものの、崩壊・土石流の抽出漏れが少な

いと考えられる。 

広島市の抽出結果を表-3 に示す。傾斜角が10°以上の範囲

における IoUと適合率について、カラー画像では土砂移動範

囲がほとんど抽出されず、IoU は 0.013～0.015 であった。グ

レースケール画像でも 0.135～0.167 であり、屋根や道路の誤

抽出はほとんどないが林地内の裸地を誤抽出する傾向があり、

土砂移動範囲のほとんどを抽出しなかった。その要因

として、土砂移動範囲の色合いが学習データに比べて

濃い茶色であること、周辺の樹木に覆われた不明瞭な

流下区間が多いことが考えられる。 

表-3 【画像の種類とラップ率の検討】IoUと適合率(広島市) 

画像の 

種類 

ラップ率 

(%) 

全域 傾斜角10°以上の範囲 

IoU 適合率 IoU 適合率 

カラー 

0 0.009 0.90 0.015 0.94 

25 0.008 0.88 0.013 0.89 

50 0.008 0.82 0.013 0.82 

グレー 

スケー

ル 

0 0.097 0.66 0.138 0.69 

25 0.115 0.67 0.167 0.68 

50 0.093 0.76 0.135 0.78 

5 まとめ 

本研究のまとめを以下に示す。 

① 堆積区間を抽出対象に含むと屋根や道路を誤抽出しやす

く、発生区間と流下区間のみを抽出対象として学習データ

を作成すると精度の良い抽出結果が得られた。 

② ラップ率によらず、カラー画像に比べてグレースケール画

像の学習データを用いた方が誤抽出は多くなるものの土

砂移動範囲の抽出漏れが少ない。 

③ 学習データと同一地域であれば、傾斜角が 10°以上の範

囲において IoUが0.5程度の抽出結果が得られ、災害対応

初動時の判読としては、短時間で実用レベルの成果が得ら

れることが示せた。 

本研究ではオルソ画像を学習データとして用いたが、従来

の目視による判読作業では複数時期のオルソ画像や地形デー

タも活用している。今後は、様々な地質帯での検討や 3 次元

地形データを活用した検討を行い、AIによる自動判読の精度

を高めていく必要がある。 

【参考文献】 1）Chen, L., Zhu, Y., Papandreou, G., Schroff, F., 

Adam, H., 2018. Encoder-Decoder with Atrous Separable 

Convolution for Semantic Image Segmentation, European 

Conference on Computer Vision (ECCV). 
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六甲山系における水文・土砂動態観測手法の整理 

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＊１・橋本広稔＊２・田村仁志＊３

筑波大学 内田太郎

国土技術政策総合研究所 泉山 寛明

国土防災技術株式会社 〇永田葉子・土佐信一・塩尻賢一

＊１ 現：近畿地方整備局河川部 ＊２ 現：大戸川ダム工事事務所 ＊３ 現：国営明石海峡公園事務所

1. はじめに
六甲山系では，多くの水文流砂観測が行われてきてい

る1他が，山地の流量・流砂の観測は依然として難しく，

現地の状況に応じて試行錯誤しながら観測データを取得

していることが実態である。そのため，今後の観測の精

度向上，効率化に資するためにこれまでの観測手法

（設置位置，設置方法など）を整理した。

2. 観測の種類
ここでは，以下に示すように流量観測と流砂観測に大別

して観測手法の整理を行った。

流量観測 水位観測

流速観測

流砂観測 浮遊砂観測

（washload，浮遊砂）
掃流砂観測

図 1に水深と流砂の区分と各流砂観測との対応を示す。

ここでは，掃流砂（①②）を観測するものを「掃流砂観測」

とし，浮遊砂（③）とwash load（④）を観測するものを
併せて「浮遊砂観測」とする。

図 1 流砂の区分と観測方法 

3. 流量観測手法の整理
六甲山系では流域面積 0.001km2から 7.4km2の流域

で流量観測を行っている。流量観測を行うためには，河床

変動が小さく横断構造物がある地点が望ましいが，六甲山

系の上流では砂防堰堤，治山ダム（谷止工）とも未満砂が

多いため，表 1に示す方法により，流量観測を行った。ま

た，このときの観測例と観測の留意点を表 2に整理した。

流域の下流部では，満砂した砂防堰堤の水通しを越流す

る流量を観測していることが多い。このような観測のとき

の水位観測の実態，流量換算の課題などについては既報2

に示した。

流域の下流部で観測を行っている満砂した砂防堰堤・治

山ダムの場合は通常時に全面に流水がなく，流路が複数に

分かれる，出水時の流路が不明など，断面平均水位の計測・

流量換算を実施するうえで問題がある箇所が多い。流砂観

測を併用しない場合は湛水した砂防堰堤や副堤での観測

が有利である場合もある。また，流速観測を併用できれば

渓流保全工での観測が精度高く観測できる場合がある。

表 1 流域上流部での流量観測方法 

表 2 流域上流部での流量観測例と留意点 

4. 流砂観測手法の整理
六甲山系でこれまでに実施した主な流砂観測の方法と

その特徴を表 3 に整理した。以下に主な観測の留意点に

ついて示す。

（1）濁度計観測の留意点
これまでバケツ採水など出水時の現地観測を行ってき

ているが，労力が大きい，出水時に安全に観測できる場所

がなく，観測が実施できない流域があるなどの問題があり，

濁度計など計器観測に移行していく必要がある。ただし，

濁度計は機種により観測可能な範囲が異なり，また同じ濃

度の浮遊砂に対して異なる濁度値を示すため，あらかじめ

機種の特性を把握して設置する必要がある。センサーは水

面よりやや深い位置のほうが安定したデータが取れるこ

とが多いが，渓床に近いと出水時の河床変動により埋設し，

測れないことも多い。センサー設置の適地は課題が多い。

観測方法・設置位置 換算方法 流域面積

三角堰 0.1km2以下

四角堰
全幅堰

0.7km2以下

水抜き暗渠に水位計を設置 マニング式 0.9km2以下

量水堰や堰板を河道に設置
水抜き暗渠に堰板を設置
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表 3 流砂観測方法と特徴 

（2）直接採水の留意点
直接採水（バケツ採水，自動採水器，多段式採水）に共

通する留意点として採水間隔があげられる。観測箇所の流

域面積や雨の降り方により判断する必要がある。自動採水

器は遠隔操作で観測を開始し，任意時刻に採水できるよう

に設定できると利便性が高い。

多段式採水の実施方法などは，田村ら（2016）3のとお

りである。このような観測を実施できる箇所は少なく，ま

た配管の詰まりなどもあり，観測の難易度が高い。

（3）ピット流砂計観測の留意点
六甲山系では現在５基のピット流砂計観測が行われて

いる。ピット流砂計は渓床を掘り下げて箱を置き，箱上面

のスリットから落下する流砂の荷重を計測するものであ

る（図 2）。出水後にこの土砂を回収し，粒度分析を行う

ことにより，流砂の粒径も把握することができる。流砂観

測の直接的な手法であるが，ピットが満砂するまでしか観

測できず，次の観測前に土砂を排出する必要がある。

六甲山系の 5基のうち，3 箇所は荷重計の上に底板を置

く方式（仮に「底板式」と呼ぶ），2 箇所が内箱を置く方式

（仮に「二重箱式」）である。底板式の場合，底板の上下の

水圧を合わせるために圧力調整管が必要である（写真 1）。

圧力調整管の破損や詰りにより，観測できなくなったこと

もあり，また，二重箱式の場合は箱を吊り上げることがで

き，土砂排出時の労力が低減できる。そのため，維持管理

上，二重箱式にメリットが多いと考えられる。

またピットのスリットは側方から流砂が入る場合には

スリット側面にガイドを設置する必要がある（写真 2）。

図 2 ピット流砂計模式図(左：底板式，右：二重箱式） 

写真 1 ピット流砂計（底板式） 

写真 2 ピット流砂計の蓋の改良 

（4）ハイドロフォン観測の留意点
六甲山系では合成音圧方式とパルス方式のハイドロフ

ォンによる流砂観測を実施しており，そのうちパルス方式

ハイドロフォンは数年ごとの点検で出力低下が確認され，

調整を行っている。出力低下状況は設置からの経過年数だ

けではない違いが見られ，設置位置の環境などが影響して

いる可能性がある。流砂量換算に影響するため，定期的な

出力状況の確認は必要であると考えられる。

5. まとめ
いくつかの観測箇所でタイムラプスカメラを併用した

ところ，異常値の原因の特定や観測結果の評価に非常に有

用であった。また，電源確保が困難で流速観測を実施でき

ていない流域上流の観測所において，電池で稼働するトレ

イルカメラによる画像（動画）を用いた流量（流速）観測

の試行を予定している。このような画像観測の併用は，出

水時の実態把握とともに，流量観測の課題としてあげた出

水時の流路が不明などの問題点の解決につながり，さらに

観測精度向上や維持管理の省力化等にも資するものと考

えられる。

また異常値の検定や機器の更新のタイミングなどにつ

いても今後検討を進めたい。

1 田村ら(2018)：六甲山系における山地河川の浮遊砂の計測と特性，砂防学会誌71巻1号 p3-14 
2 田中ら(2019）：山地河川における流量観測の問題点と課題，2019年砂防学会研究発表会概要集，p377-378 
3 田村ら(2016)：六甲山系における浮遊砂観測の課題と対応，砂防学会誌69巻4号 p3-9 

観測方法 観測項目 方法 特徴　（○利点，▲欠点）

濁度計 濁度
[washload]

流水に光を照射して，反射

または透過の度合いを計
測

○連続観測が可能

○省電力でﾒﾝﾃﾅﾝｽが容易
▲ノイズや異常値が多い

バケツ
採水

濃度
粒径
[washload]

・出水時に橋梁などから河
川水を採取

・採取した河川水の浮遊砂
濃度や浮遊砂の粒径を分

析

○任意の時間・量の試料採取が可
能。事前準備が不要

▲表面水のみ
▲出水時に現地に行く必要あり

自動
採水器

濃度
粒径
[washload

*1
]

・一定時間ごとに内蔵のポ

ンプで流水をくみ上げ，容
器に定量の水を入れる

・分析は上と同じ

○通信装置を付加すれば出水時に

遠隔操作で採水が可能
▲ホース設置深度のみ

多段式
採水

濃度
粒径
[浮遊砂]

・固定した配管で深度ごと
の水を採取

・分析は上と同じ

○任意の時間・量の採取が可能

○水深方向の濃度等の違いを確認
可能

▲出水時に現地に行く必要あり
▲観測可能な場所が少なく，試料採

浮遊砂
ｻﾝﾌﾟﾗｰ

粒径
[浮遊砂]

渓床に採取口径5mm程度
のサンプラーを設置し，出

水後に試料を回収する

○採取等の手間は比較的小さい
▲試料の採取日・時刻が不明

ピット
流砂計

荷重
粒径
[掃流砂]

・流砂の荷重を計測（図2）
・入った土砂を回収し，粒

度分析を行う

○流砂を直接採取し，時刻歴の荷

重変化を確認できる
▲満砂になると観測できない

▲ピットから土砂を出さないと次の
観測ができない

ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ

掃流砂量

粒径*2

[掃流砂]

マイクを内蔵した金属管に
掃流砂が衝突する時の音

響データを解析して掃流砂
量に変換

○連続観測が可能
○設置をすれば維持管理は容易

▲パルス方式は個別に換算式が必
要

*1　自動採水器はwashloadがほとんどと考えられるが浮遊砂も含んでいる可能性がある

*2　パルス方式ハイドロフォンでは粒径は把握できない

ロードセル（荷重計）

底板

圧
力
調
整
管

流砂
スリット 蓋

内箱
外箱

ロードセル（荷重計）

流砂
スリット 蓋

ピット流砂計 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ

流砂が側方

から流入 側方からの流入を防止

圧力調整管（破損） 

底板 
（吊り上げ中） 

荷重計 
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六甲山系における浮遊砂濃度と濁度値の関係 

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＊１・橋本広稔＊２・田村仁志＊３ 

京都大学 水山高久 小杉賢一朗 

国土防災技術株式会社 土佐信一・永田葉子・〇戎谷 遵 

＊１ 現：近畿地方整備局河川部 ＊２ 現：大戸川ダム工事事務所 ＊３ 現：国営明石海峡公園事務所 

1. はじめに

六甲山系では，出水時に主にバケツ採水を用いた浮遊

砂観測を 2011 年度より実施している1。バケツ採水によ

る方法は，浮遊砂濃度を安定して観測することができ，得

られた浮遊砂濃度は流量観測結果ともよく対応するが，

人為による観測手間がかかるため，多くの流域で継続的

に観測を行うには限度があり，さらに採水後の試料分析

にかかる労力も大きい課題がある。 

一方，濁度計は常時観測が可能で，テレメータによる遠

隔監視もでき，維持管理の労力も小さいが，土粒子の粒径

が粗くなるにしたがって濁度値の応答性が悪くなる2ため，

濁度値と浮遊砂濃度は一致しないことが多い。また，濁度

計の機種により濁度値の単位が異なり，同じ浮遊砂濃度

の濁水でも機種によって得られる濁度値が異なるなどの

問題がある。 

本稿では，六甲山系に設置されている三種類の濁度計

より，(1)濁度計の機種ごとの濁度値と浮遊砂濃度の関係，

(2)濁度計の出力低下状況，の把握と検討を行った結果を

報告する。 

2. 検討に用いた濁度計

六甲山系に設置されている濁度計を表 1 に示す。「濁

度計 1」の OBS-3+（Campbell Scientific社製）は多くの

観測所に設置されているが，製造中止となった。このため

2021 年度より「濁度計 2」の ClariVUE10（Campbell 

Scientific社製）を設置し，観測を行っている。「濁度計

3」は高濃度まで観測できる機種であり，記録方式等の違

いで製品名が異なるが，センサーの仕様はほぼ同一であ

るため，本稿では区分せず濁度計 3として扱う。 

表 1 六甲山系で運用されている濁度計 

3. 濁度計の機種ごとの濁度値と浮遊砂濃度の関係

出水時にバケツ採水による表面採水で得られた浮遊砂

濃度と，そのときの濁度計による濁度値の関係について

整理した。 

複数回の出水イベントで得られた全データを用いて対

比すると，浮遊砂濃度と濁度値は正の相関関係を示すが，

出水によってはバラツキが大きいものも含まれた。 

このため，バラツキが小さく相関が高い出水イベント

（r＞0.7）のデータのみを用いて，浮遊砂濃度と濁度値の

関係をプロットして図 1 に示す。浮遊砂濃度に対する濁

度値の応答は，濁度計 1 で 0.4 倍，濁度計 2 で 0.6 倍，

濁度計 3 で 1 倍と，濁度計の機種ごとに異なる結果が得

られた。 

ただし濁度計 1 と濁度計 3 は観測期間が長く，観測箇

所も複数あるためデータ数が多いのに対し，濁度計 2 は

観測開始の 2021年度からまだ日が浅く，データ数が少な

いという違いがある。 

図 1 浮遊砂濃度と濁度値の関係 

（バラツキが小さい観測データのみを用いた結果） 

次に，濁度計 1 と濁度計 2 を同じ箇所に設置して観測

した結果を図 2 に示す。図 2 は，バケツ採水は実施して

いないため，浮遊砂濃度との対比ではなく，機種の異なる

濁度計による濁度値を単純に比較したものである。 

図 2 では，濁度計 1 は濁度計 2 の 0.4 倍程度となって

いるが，前掲図 1 においては（傾きの比 0.4÷0.6 より）

0.67倍程度と，異なる倍率になっている。 

これは以下の理由によると考えられる。ここで，六甲山

系で出水時に採取された浮遊砂の粒径の例を図3に示す。 

本稿での名称 型式 製造 観測上限と単位 基数

濁度計1 OBS-3+ 4,000 NTU 7

濁度計2 ClariVUE10 4,000 FNU 2

INFINTY-Turbi 1

ATU-75W 1

ATU-75W2 1

Campbell
Scientific

JFE
アドバンテック 100,000 ppm濁度計3
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図 2 濁度計 1と濁度計 2の同時観測結果 

図 3の「濁度計 2観測箇所（2021.11.30）」は他のサンプ

ルに比べて粗い粒径分布を示しており，特に粗い浮遊砂

が観測された出水イベントかつ観測箇所であった。 

ちょうどこの出水時に，同じ箇所で観測された結果が

図 1 の濁度計 2 のグラフである。冒頭で触れたとおり，

濁度計は粗い粒径に対して応答が小さくなる傾向がある

ため，この影響の違いを受けて濁度計 1 と濁度計 2 の倍

率の違いが生じたと考えられる。 

図 3 六甲山系の浮遊砂の粒径の例 

4. 濁度計の出力低下状況

製造から 5年，10年，15年経過した濁度計 1について，

既往実験 2 と同一条件で比較できるよう，微細砂（D50≒

0.006mm，粒径分布は図 3に掲載）を用いて検定を行った

結果を図 4に示す。 

検定液の SS 濃度に対する濁度計の濁度値の応答は，0

年経過（製造直後）で約 0.5倍であったが，5年，10年，

15 年と稼働年数を経るにしたがって倍率が低下し，それ

ぞれ 0.4倍，0.4倍，0.2倍となった。このことは，濁度

センサーの出力が経年で低下する可能性があるのと同時

に，濁度値から浮遊砂量を換算する際に，新品時に定めた

換算係数のままでは浮遊砂量を過小評価する恐れがある

ことも示唆している。 

一方で，経過年数に関わらず，SS 濃度に対する濁度値

はほとんど直線上に乗る線形の応答を示しており，定期

的なキャリブレーションで換算係数を見直せば，浮遊砂

量を適切に換算できる可能性も示されている。 

図 4 経過年数の異なる濁度計の応答状況 

5. 濁度観測の留意点

濁度値と浮遊砂濃度の関係を検討した結果，浮遊砂の粒

度分布の違いを考慮する必要はあるものの，濁度計の機種

ごとに関係（応答）が異なることが分かった。濁度計を設

置する際には，濁度計の応答特性を把握した上で観測を行

う必要がある。また濁度計の選定時には，その観測箇所で

発生し得る最大の浮遊砂濃度を測定可能な仕様の機種を

選択する必要がある。これについては，これまで多く用い

られてきた濁度計 1（OBS-3+）は 0～4,000NTUで浮遊砂濃

度 0～1万 mg/Lが測定できたのに比べ，後継機の濁度計 2

（ClariVUE10）では 0～4000FNUで浮遊砂濃度 0～7千 mg/L

と，測定可能な浮遊砂濃度が低くなってしまう可能性があ

り，かつ特殊な通信仕様を有する専用データロガーが必要

となるなど，注意が必要である。 

また，製造からの経過年数の違いによって濁度計の出

力が低下している例が確認された。経年劣化によるもの

かは不明であり，継続的な検定が必要である。ただし出力

は低下しても，浮遊砂濃度と濁度値の応答に線形性が保

たれていれば，検定によって換算係数の補正は可能であ

る。 

今回，微細砂を用いた濁度計の検定は，検定液濃度を 9

～10 通りの多段階に分けて行ったが，より少ない濃度段

階で検定することによって，高頻度かつ多くの観測箇所

で劣化状況を把握しやすくなり，濁度値から浮遊砂濃度

を換算する際の精度向上に役立つと考える。 

1 田村ら(2018)：六甲山系における山地河川の浮遊砂の計測と特性，砂防学会誌71巻1号 p3-14 
2 田村ら(2016)：六甲山系における浮遊砂観測の課題と対応，砂防学会誌69巻4号 p3-9 
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電気探査法を用いた基岩内地下水集水域の推定 

京都大学大学院農学研究科 ○岡本相大・正岡直也・小杉賢一朗

1. 背景と目的

山地源流域における水文特性として, 大流

域の河川と比較したときに降雨流出流量の空

間的なばらつきが大きく, その予測が困難で

あるとされてきた. 山地源流域において河川

流量は流域の広さと対応しないことも多く , 

広い流域より狭い流域から多くの流量が観測

されることも珍しくない.  

しかし最新の研究により, 高密度に行われ

た基岩内ボーリング調査の結果から, 基岩内

には表面地形とは異なる地下水集水域が存在

し, この集水域に基岩浸透した雨水が集めら

れて流出流量に影響していることが明らかに

されてきた(Masaoka et al., 2021).   

図１ 基岩内地下水集水域の概念図 

(Masaoka et al., 2021) 

現状では地下水集水域の把握は高密度の基

岩内ボーリング孔を用いた直接的観測手法に

限定され, コスト面で他流域への応用が難し

い. そこで本研究では低コストの間接的手法

である物理探査手法のうち, 特に電気探査を

応用した地下水集水域の推定法の開発を目的

とした.  

2. 調査地と方法

滋賀県南部田上山地の不動寺サイト（花崗岩

地質）を対象として電気探査を実施した. 探査

は 4 極法のダイポール・ダイポール配置, 電極

間隔 2m で行った. 本サイトでは以前からボー

リングによる地下水観測が行われ、３つの小流

域にまたがるような地下水集水域の形状が明

らかになっている（図３）. 東西方向の測線(a)

で総雨量 34mm の降雨前後に２回, それに直

交する南北方向の測線(b)で１回の, 計３回の

計測を行った.  

図 2 測線の地形図 

図３ 測線(a)沿いの基岩内地形 

(Masaoka et al., 2021 に加筆) 

電気探査によって得られた比抵抗分布とボ

ーリング調査から得られた地下水位, 基岩コ

アの風化状態を比較し, 電気探査の結果と地

下水集水域の対応を検討した. 

3. 結果と考察

比抵抗値の性質として, 比抵抗値は孔隙の

多いところで高く, そこに水分が浸透すると

低くなる傾向がある(Archie, 1942). また, 新

鮮な花崗岩の岩盤の比抵抗値は 10²~10⁵Ω･ｍ
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と非常に高く(比抵抗映像法, 1995), ほとんど

絶縁体に近いとされている. これらの性質を

ふまえて比抵抗分布を解釈した. 

図４において測線(a)の地下水面付近に低比

抵抗帯が存在し, 小流域にまたがる基岩内地

形を表現できていた. また比抵抗は地表面付

近で高く, 地下水面に向かうにつれて低下し, 

地下水面以深で再び上昇する傾向がみられた.

この理由として, 地表面付近の基岩は風化が

進み空隙が多く, 深くなるにつれ水分飽和度

が上昇するが, 深部の飽和帯中で岩盤が新鮮

になると空隙率が下がるためと考えられる.  

図４ 測線(a)降雨前の比抵抗分布 

また, 図４において c1 孔の右側に高比抵抗

帯がみられたが, 測線(b)沿いに高比抵抗帯が

見られたことと（図５）, 現地踏査の結果をあ

わせて局所的な断層の影響によるものと考え

た. 

図５ 測線(ｂ)の比抵抗分布 

降雨後は, 降雨前に高比抵抗が見られた c1

孔付近の不飽和帯の比抵抗が低下した. これ

は不飽和の空隙部に降雨が浸透する過程を反

映していると考えられた. またコアの風化度

が変化するところと低比抵抗帯が対応してお

り, 孔隙が少ないエリアの上部に降雨が蓄積

されていることが示唆された. 

図６ 測線(b)降雨後の比抵抗分布 

図７ 測線(a)降雨前後の変化 

4. まとめ

電気探査の結果は基岩内の地下水面形状や

風化度分布を概ね反映しており, 地下水集水

域の推定に応用できる可能性が示された. し

かし, 断層などの地質構造による影響を受け

やすいため, 今後は他手法との組み合わせに

より推定精度の向上を目指す.  

参考文献 

1) 島裕雅, 梶間和彦, 神谷英樹. (1995). 建

設・防災・環境のための新しい電気探査法―比

抵抗映像法. 古今書院, p. 206. 

2) Archie G. E. (1942). The Electrical Resistivity

Log as Aid in Determining Some Reservoir

Characteristics. Trans. A. I. M. E., Vol. 146, 54-62.

3) Masaoka, N., Kosugi, K., & Fujimoto, M. (2021).

Bedrock groundwater catchment area unveils

rainfall runoff processes in headwater basins. Water

Resources Research, 57, e2021WR029888.
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長殿天然ダムにおける降雨予測の精度向上について 

一般財団法人日本気象協会 ○坂井紀之，内田良始，宗近夏美，田中剛，川本一樹

エイト日本技術開発株式会社 海原荘一，只熊典子

1.はじめに 

平成23 年 9 月の台風12 号では，総雨量1,000mm を

はるかに超過する降雨により奈良県南部や和歌山県内で

多数の深層崩壊が発生し，多量の崩壊土砂によって天然

ダムが形成されたほか，直接的に多数の人的被害が生じ

る等，周辺地域に多大な被害を及ぼした。奈良県十津川

村長殿地区に形成された天然ダムは依然として降雨時に

越流浸食のリスクが高く，降雨予測によって下流域へ越

流の危険性を伝達するなどの危機管理を行っている。 

本研究では，長殿天然ダムの水位変化に影響を及ぼす

降雨を分析し，運用中の降雨予測の課題を抽出するとと

もに，降雨予測の予測精度向上を図ることを目的として

実施した。 

2.対象地域および降雨事例 

 図－１に対象地域を示す。長殿天然ダム集水域は，紀

伊半島のほぼ中央部に位置し，集水面積は約4.3km2でコ

ナラやスズダケ，ブナの天然林が主体の植生に覆われて

いる。 

図－1 対象地域 

 天然ダム形成後の 2013 年に現地に設置された地上雨

量計による降雨事例のうち，ひと雨（12時間無降雨で区

切る）の総雨量の上位10事例を抽出した。抽出した降雨

事例を表－１に示す。10事例中 8事例が台風による降雨

で，2事例が梅雨前線による降雨であった。多くの降雨事

例で総雨量は250mm以上，30mm/h程度以上の最大時間雨

量を記録している。

表－１ 降雨事例 

3.現降雨予測と予測精度 

現運用中の降雨予測は，表－２に示すように，気象庁

降水短時間予報・MSM・GSMの3つの降雨予測モデル

を組み合わせている。

表－２ 現運用中の降雨予測 

表－１の降雨事例について，現降雨予測の精度検証を

行った。各事例のN時間先予測（N=6,12,24,48,72）お

よび降雨開始時点における予測について、流域平均の時

間予測雨量と解析雨量を対比し，相関係数，RMSE（2
乗平均平方根誤差），総雨量比，回帰係数の精度指標に

よって予測精度を評価した。

 表－３に、各事例の降雨開始時点における予測につい

て精度指標の一覧を示す。また，図－２に，代表事例と

して総雨量が最も多い事例 3 の 12 時間先予測の時間雨

量と積算雨量の実況との比較図を示す。

多くの降雨事例について回帰係数および総雨量比が１

未満であることから，現降雨予測は全般に過少傾向の予

測となっている。代表事例の 12 時間先予測でもピーク

雨量，積算雨量ともにかなりの過少予測であった。

年 月 日 時 年 月 日 時

1 2013 09 15 01 2013 09 16 13 37 332.5 32.0 7 台風
2 2014 08 08 19 2014 08 11 04 58 438.0 33.0 4 台風
3 2015 07 15 22 2015 07 17 17 44 473.5 39.0 1 台風
4 2017 08 06 22 2017 08 08 02 29 230.5 29.5 10 台風
5 2017 10 20 10 2017 10 23 08 71 340.0 25.0 6 台風
6 2018 06 19 15 2018 06 21 00 34 243.0 34.0 9 梅雨前線
7 2018 08 23 03 2018 08 24 13 35 387.5 57.5 5 台風
8 2018 09 03 23 2018 09 05 02 28 289.5 40.5 8 台風
9 2019 08 13 07 2019 08 16 09 75 439.0 27.5 3 台風
10 2020 07 05 18 2020 07 11 21 148 449.5 38.0 2 梅雨前線

総雨量
順位

事例
No.

降雨
要因

事例開始 事例終了 総雨量
(mm)

最大時間
雨量

(mm)

降雨継
続時間

モデル名 格子間隔 予報時間 予報単位 特徴

気象庁降
水短時間

予報

1 km 6時間先 1時間
直前の解析雨量、レーダ雨量など
と地形データから移動量を計算。
MSMによる上層風等を考慮。

MSM 5 km 39時間先 1時間
数値予報モデル（非静力学メソ気
象モデル）による数値計算で広域
予報に適している。

GSM 20 km 84時間先 1時間
全球を対象とした数値予報モデル
による数値計算で、より広域・長
時間の予報に適している。
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表－３ 降雨開始時点の現降雨予測の精度検証結果 

図－2 現雨量予測の予測精度（代表事例）

4.降雨予測手法の検討 

長殿天然ダム集水域よりも格子間隔が大きな MSM，

GSM を用いている現降雨予測では，降雨の正確な予測

が困難と考えられる。そこで，以下に示す格子間隔の小

さい２種類の予測手法を検討した。

①気象モデルWRF 
気象モデルWRFは，NCAR（米国大気研究センター）

が中心となって開発された圧縮性の非静力学モデルであ

る。MSM を初期条件，境界条件とし，紀伊半島全域を

含む領域を1km の格子間隔とし，流域面積の小さい長殿

天然ダム周辺の解像度を細かくすることで，降雨予測の

精度向上に繋げることとした。

②統計的ダウンスケーリング手法（AI 予測） 
現行モデルのMSM，GSMを統計的に補正し予測精度

を高めた MSM ガイダンス（3 時間雨量，5km 格子），

GSM ガイダンス（3 時間雨量，20km 格子）を対象に，

深層学習によって時空間方向へのダウンスケーリング

（詳細化）を行い，それぞれ MSM-G-AI（１時間雨量，

1km 格子），GSM－G-AI（１時間雨量，1km 格子）の

予測値を作成した。AI 予測の具体的な手法は山本ほか

(2019)の方法を採用している。 
5.降雨予測の精度検証結果 

対象 10 事例について，各手法による降雨予測の精度

検証結果（総雨量比）を表－５に示す。また，図－３に

代表事例の予測雨量と観測雨量の変化図を示す。現降雨

予測と WRF による降雨予測の総雨量比はほぼ同程度で

あり，WRF によって現降雨予測の過少予測傾向の改善

は期待できない。 

一方，AI予測はやや過大予測の事例もあるが，全般的

に総雨量比は１に近い予測となっており，AI予測によっ

て現降雨予測による過少傾向の改善が期待できる。

表－５各手法による降雨予測の精度検証結果（総雨量）  

図－３ 各手法による降雨予測の変化図（事例３） 

6.考察 

WRF による予測雨量が現降雨予測とほぼ同等である

ことについては，初期値，境界値として用いているMSM
の影響を受けていることが理由として考えられる。一方，

AI 予測の総雨量が１に近いことについては，MSM ガイ

ダンス，GSM ガイダンスによる補正効果とダウンスケ

ーリングによる詳細化の効果によるものと考えられる。 

7.おわりに 

本研究は，国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事

務所発注の長殿降雨予測システム作成業務の成果に基づ

いている。 

参考文献 

1) 山本雅也，増田有俊：深層学習による降雨予測の時

空間方向へのダウンスケーリング手法の開発，河川

技術論文集，第25巻，p.99-102，2019. 

総雨量比
48h前 36h前 24h前 12h前 48h前 36h前 24h前 12h前 48h前 36h前 24h前 12h前

事例1 1.80 0.88 0.72 0.58 0.80 0.39 0.45 0.46 0.03 0.90 0.49 0.62
事例2 0.26 0.70 0.69 0.74 0.11 0.63 0.78 0.82 0.68 1.30 1.10 1.05
事例3 1.27 0.46 0.69 0.51 1.33 0.60 0.72 0.66 3.23 1.40 1.13 1.04
事例4 0.00 1.13 0.98 0.97 0.31 1.20 1.28 1.32 0.47 1.60 1.43 0.85
事例5 1.33 0.87 1.26 1.11 1.00 1.00 1.17 1.11 1.12 0.79 1.01 0.88
事例6 0.19 0.85 0.49 0.55 0.08 0.81 0.34 0.34 0.58 0.92 0.78 0.66
事例7 0.07 0.45 0.39 0.49 0.16 0.38 0.43 0.57 0.12 0.87 0.66 0.81
事例8 0.49 0.78 0.56 0.80 0.73 0.57 0.47 1.14 0.90 0.86 0.77 0.91
事例9 0.66 0.81 0.71 0.91 1.09 0.73 0.63 0.90 1.34 1.47 1.17 1.23
事例10 1.46 0.82 1.28 1.08 0.65 0.93 0.98 1.23 2.21 1.06 1.48 1.07

黄色は、総雨量比が１に最も近い予測

現行予測 WRF予測 AI予測
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長殿天然ダムにおける水位予測の精度向上について 

一般財団法人日本気象協会 ○内田良始，坂井紀之，宗近夏美，田中剛，川本一樹 

エイト日本技術開発株式会社 海原荘一，只熊典子 

1.はじめに 

平成 23年 9月の台風 12号では，総雨量 1,000mmをは

るかに超過する降雨により奈良県南部や和歌山県内で多

数の深層崩壊が発生し，多量の崩壊土砂によって天然ダ

ムが形成されたほか，直接的に多数の人的被害が生じる

等，周辺地域に多大な被害を及ぼした．奈良県十津川村

長殿地区に形成された天然ダムは依然として降雨時に越

流浸食のリスクが高く，降雨予測によって下流域へ越流

の危険性を伝達するなどの危機管理を行っている． 

本研究では，運用中の長殿天然ダム水位予測の課題を

抽出するとともに，天然ダム水位予測精度向上を図るこ

とを目的として実施した． 

2.対象地域および降雨事例 

図－１に対象地域を示す．長殿天然ダム集水域は，紀

伊半島のほぼ中央部に位置し，集水面積は約4.3km2でコ

ナラやスズダケ，ブナの天然林が主体の植生に覆われて

いる． 

図－1 対象地域 

検討対象事例として，天然ダム形成後の平成25年に現

地に設置された地上雨量計による降雨事例のうち，ひと

雨（12 時間無降雨で区切る）の総雨量の上位 10 事例を

抽出した（表－１）．10 事例中 8 事例が台風による降雨

で，2事例が梅雨前線による降雨であった．多くの降雨事

例で総雨量は250mm以上，30mm/h程度以上の最大時間雨

量を記録している． 

表－１ 降雨事例 

3.運用中の水位予測手法と予測精度 

運用中の水位予測は，貯留関数法による流出モデルに，

漏水量算出モデルが組み込まれたモデルを採用している．

貯留関数パラメータ等を表－２に示す． 

表－２ 貯留関数パラメータ 

漏水量算出

モデル 

y=0.0101x-4.5271（令和2年7月実績

ダム水位より推定した式） 

貯留関数パラメータ 

K 82 Tl 0 

P 0.33 Rsa 550 

f 0.76 qb 0.0065 

水位予測モデルの精度評価を行うため，表－１の降雨

事例を対象に，実況雨量（国土交通省解析雨量）を入力

値とした水位計算を行い，実況の水位変化との比較検証

を行った．検証指標は，相関係数，RMSE，回帰係

数，ピーク誤差，ピーク時刻差とした．表－３に各事例

の精度指標の一覧を，図－２に代表事例として時間雨量

が最も多い事例7の実況とモデル計算の比較図を示す． 

表－３ 運用中の水位予測精度検証結果 

年 月 日 時 年 月 日 時

1 2013 09 15 01 2013 09 16 13 37 332.5 32.0 7 台風

2 2014 08 08 19 2014 08 11 04 58 438.0 33.0 4 台風

3 2015 07 15 22 2015 07 17 17 44 473.5 39.0 1 台風

4 2017 08 06 22 2017 08 08 02 29 230.5 29.5 10 台風

5 2017 10 20 10 2017 10 23 08 71 340.0 25.0 6 台風

6 2018 06 19 15 2018 06 21 00 34 243.0 34.0 9 梅雨前線

7 2018 08 23 03 2018 08 24 13 35 387.5 57.5 5 台風

8 2018 09 03 23 2018 09 05 02 28 289.5 40.5 8 台風

9 2019 08 13 07 2019 08 16 09 75 439.0 27.5 3 台風

10 2020 07 05 18 2020 07 11 21 148 449.5 38.0 2 梅雨前線

総雨量

順位

事例

No.

降雨

要因

事例開始 事例終了 総雨量

(mm)

最大時間

雨量

(mm)

降雨継

続時間

事例 相関係数 RMSE 回帰係数 ピーク水位差 ピーク時間差 

1 0.909 2.953 0.597 ＋6.250m 観測水位－2 時間 

2 0.825 1.956 0.836 ＋7.130m 観測水位－23 時間 

3 0.914 3.286 0.631 ＋3.540m 観測水位－2 時間 

4 0.949 1.674 0.534 ＋4.210m 観測水位±0 時間 

5 0.938 2.255 0.692 ＋4.010m 観測水位±0 時間 

6 0.930 1.998 0.585 ＋3.970m 観測水位±0 時間 

7 0.982 4.265 0.496 ＋7.510m 観測水位＋1 時間 

8 0.975 2.402 0.604 ＋3.772m 観測水位＋1 時間 

9 0.941 1.121 0.899 ＋5.620m 観測水位±0 時間 

10 0.879 0.624 1.216 －0.980m 観測水位－1 時間 

平均 0.924 2.253 0.709 ＋4.503m 観測水位－2.6 時間 
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これらの結果から，事例 10 ではRMSE が 0.624，ピ

ーク水位差が－0.980m と他事例に比べ小さい値であっ

たものの，他事例では特にピーク水位差が 3.5m 以上，

RMSEが1.1以上と，予測誤差が大きかった．以上の結

果から，現行の水位予測は，降雨に伴う水位の立ち上が

りが遅く，ピーク水位は過大傾向になる傾向がみられ，

観測水位に対して予測誤差が大きいことがわかる． 

図－２ 現行水位予測の予測精度（事例7） 

4.新たな水位予測手法の検討 

水位予測の精度向上のため，モデル内で漏水量を考慮

しやすい3段タンクモデルの検討を行った． 

タンクモデルパラメータ最適化には SCE-UA 法を用

い，パラメータが物理的に不都合な値とならない制約条

件を設定したうえで，収束判定条件を誤差評価関数

(RMSE)が0.0（mm/h）とし，繰り返し計算回数が10万

回に達した時点で計算を打ち切るようにした． 

検討ケースとして，全事例対象，50mm 以上を対象，

200mm 以上を対象の 3 パターンについて，それぞれペ

ナルティの有無を考慮した全6ケースを設定した． 

検討ケース毎の精度検証結果を表―４に示す．新規に

同定したモデルでは相関係数が 0.90 を上回るものが多

数を占め，良い相関を示している．総合的にはパラメー

タ4が最適であった． 

表－４ 検討ケース毎の精度検証結果 

表－１の事例７にパラメータ４を適用した水位計算結

果を図―３に示す．現行（点線）に比べて，新たな水位

予測（破線）が実測（実線）に近い波形であり，現行の

過大傾向や立ち上がりのタイミングが大きく改善した． 

図－３ 現行水位予測の予測精度（事例 7） 

5.アンサンブル水位予測の有効性 

水位予測は降雨予測の精度に依存するため，変動幅を

考慮した予測の把握が重要となってくる．ECMWFアン

サンブル予報（3時間雨量20km格子，51メンバー）を

AIによりダウンスケーリングしたJWAアンサンブル（1

時間雨量 5km 格子）を用いて，令和 3 年 8 月豪雨を対

象にアンサンブル水位予測の有効性について検討を行っ

た．なお，アンサンブル情報として，各メンバーに加え

上位・中位・下位の3つに集約した場合を追加した． 

アンサンブル予測結果を図―4 に示す．再現計算結果

はアンサンブル上位と中位の間に位置しており，各メン

バーの最高水位も465～482mにばらついていた． 

図－４ アンサンブル水位予測結果 

アンサンブル予測を活用することで，早い段階から最

悪ケースを想定できるとともに，越流の可能性を確率値

として把握することが可能であることわかる．今後は，

アンサンブルによる確率情報をタイムラインに応じてど

のように活用していくのか運用体制を検討しておくこと

が必要である． 

6.おわりに 

本研究は，国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事

務所発注の長殿降雨予測システム作成業務の成果に基づ

いている． 

10事例平均 相関係数 RMSE 回帰係数 ピーク水位差(m) ピーク時間差

パラメータ1 0.930 1.291 1.086 -0.540 1.3

パラメータ2 0.932 1.168 0.870 1.952 0.7

パラメータ3 0.932 0.935 1.105 -0.822 0.7

パラメータ4 0.939 1.056 0.977 -0.184 0.7

パラメータ5 0.933 0.933 1.059 -0.294 0.7

パラメータ6 0.936 1.028 0.949 0.617 0.7

貯留関数 0.924 2.253 0.709 4.503 -2.6
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六甲山系における歴史的豪雨の雨量分布の推定 

株式会社ニュージェック  藤田暁 松永雄紀 牧野裕至※1 〇道頭理緒奈 

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※2

※1現 ダイチ株式会社 ※2現 近畿地方整備局 河川部

１．はじめに 

近年砂防分野では，豪雨がもたらす土砂洪水氾濫

への対策が急務となっている。とりわけ既往災害に

関して，総雨量に加えて当時の時間的・空間的な降

雨分布を解析することの重要性が高まっている。し

かし，昭和13年の阪神大水害に代表される歴史的な

豪雨災害では，発生当時の降雨観測記録が少なく，

降雨分布の詳細に不明な点が多いことが長年の課題

である。本検討では，後述の WRF を用いて六甲山系

の気象モデルを構築し，阪神大水害に適用して降雨

分布の再現を試みた。 

２．阪神大水害 

阪神大水害は六甲砂防事務所による直轄砂防事業

が開始される契機となった大水害である。昭和13年

7 月 3日～ 5日にかけて梅雨前線がもたらした集中

豪雨により，六甲山系各所で土石流を伴う氾濫が発

生し，死者・行方不明者 695 名，被災家屋は約12万

戸に上った 1)。当時の降雨観測記録としては神戸海

洋気象台（現：神戸地方気象台）の 1時間雨量と，

六甲山周辺の総雨量（ 3日雨量）分布図 2)3) がある

（図-1,2 ）。  

３．長期再解析データ 

長期再解析とは，最新の全球モデルと種々の観測

データを用いて過去の気象を再現しようとするプロ

ジェクトである。各機関が様々な解析を行っている

が，欧州中期予報センター（ ECMWF ）が実施した

「20世紀長期再解析（ ERA-20C ）プロジェクト」が

1900年（明治33年）から2010年（平成22年）までを

解析期間としていることから，今回の阪神大水害再

現のための入力データとして採用した。 

地形図の出典：国土地理院（一部加工・編集） 図-3 WRF計算領域

図-1 阪神大水害 1 時間雨量 神戸海洋気象台 

図-2 阪神大水害の総雨量分布図 2)3)

第 1計算領域 
（11.25kmメッシュ） 

第 2計算領域 
（2.25km メッシュ） 

第 3計算領域 
（0.75km メッシュ） 

第 4計算領域 
（0.25km メッシュ） 
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４．気象モデル WRF を用いた再現計算 

気象モデルは米国大気研究センター（NCAR）など

が中心となって開発・使用している WRF （Weather 

Research and Forecasting Model) を用いた。解像

度約 125km メッシュの ERA-20C を六甲山周辺へ適用

するにあたり，図-3のように本州周辺 11.25km メッ

シュを第１計算領域として外側から徐々にメッシュ

が細かくなる 4段階の2wayネスティング（入れ子）

を用いて対象地域の250mメッシュまで力学的ダウン

スケーリングを行った。メッシュ地形データとして

（一財）日本地図センターが提供する「JMC50mメッ

シュ（標高 ）」 を使用した。

図-4,5に再現計算結果を示す。総雨量分布では，

WRF 再現雨量は過大ではあるものの六甲周辺域の強

雨が再現されており，降雨分布も図-2とよく似てい

た。ただし 7月 5日の降雨は，当時天気図で日本列

島に沿って伸びていた前線 4) が ERA-20C では解析さ

れておらず，再現されなかった。 

５．総雨量分布図を用いた補正 

総雨量分布図と神戸海洋気象台の総雨量をもとに，

再現した降雨分布の補正を試みた。図-6に神戸海洋

気象台における補正後の結果を示す。前述の通り，

入力データの関係で 7 月 5 日に降った雨を再現する

ことはできなかったが，総雨量と最大 1時間雨量を

図-1の観測記録とほぼ整合させることができた。ま

た，雨量分布図を用いた補正により， 3日雨量しか

なかった六甲植物園において図-7のような 1時間毎

のハイエトグラフを再現することができた。 

６．まとめ 

今回， WRF を用いて歴史的豪雨の250mメッシュへ

の力学的ダウンスケーリングを試みた。入力データ

として用いた ERA-20C による降雨が阪神大水害の発

生時期と時間的にずれていたものの、空間的には六

甲管内に大量の降雨をもたらした再現結果となった。

この再現結果と文献による総雨量分布をもとに、現

代の技術で出来る限りの阪神大水害の降雨分布再現

を試みた次第である。 

７．参考文献 

1)六甲砂防事務所HP

https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/disaster/hist

ory/s13/s13-index.php（ Web ：2022年 4 月 5 日）

2)藤田和夫・笠間太郎・市原実・粉川昭平（1959）

東六甲周縁の地史と地形発達史  西宮市史第一巻

西宮市

3)前田保夫（1979） 六甲の断層をさぐる（神戸の

自然１） 神戸市立教育研究

（ Web ：2022年 3 月30日）http://www2.kobe-

c.ed.jp/shizen/strata/dnso_org/01088.html

4)国立情報学研究所「デジタル台風： 100 年天気図

データベース」

図-4  WRF 再現計算（補正前）総雨量分布 

図-5  WRF 再現計算 （ 補正前 ） 1 時間雨量 

図-6  WRF再現計算（補正後）神戸海洋気象台 

図-7  WRF再現計算（補正後）六甲植物園 
(mm)
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付加体堆積岩地域における受け盤・流れ盤構造の違いに着目した 

降雨流出特性の検討 

筑波大学大学院 理工情報生命学術院 生命地球科学研究群（現 北陸地方整備局） 〇輿水康二 

筑波大学 生命環境系 内田太郎 

筑波大学 生命環境系 山川陽祐 

１．はじめに 

 降雨を外力とする斜面崩壊が選択的な箇所で発生するメカニズムの解明を進める上で，地盤条件と降雨―
流出応答との関係性の理解は重要な課題である。降雨による深層崩壊の主要な発生場である大起伏を呈する
付加体堆積岩山地においては，概して地質構造に支配された空間的に不均一な地中水挙動が卓越するとされ
ている。しかしながら，その実態は未解明な部分が多い。また，大起伏の付加体堆積岩山地で生じる深層崩
壊は流れ盤構造の地質構造を有している箇所で割合多く発生していることから，当該地質における崩壊に関
与する水文プロセスの中でも，特にこの堆積岩の層理面構造に規制されたプロセスの理解は重要と考えられ
る。しかし，この着眼に基づく水文観測研究はほとんど皆無である。そのなかで，酒井ら（2009）や Inaoka et 
al. （2020）は，堆積岩の層理面構造に規制されたプロセスに関する非常に貴重な原位置観測の成果を報告し
ているが，いずれも低起伏な地形条件を対象としており，あくまで「大起伏を呈する付加体堆積岩」という
条件で得られた知見ではない。また，既述のように，地質構造に支配された空間的に不均一な地中水挙動が
卓越すると考えられる付加体堆積岩山地を対象とするだけに，より多地点の水文観測データに基づく水文プ
ロセスの実態解明が不可欠であろう。そこで，本研究では，深層崩壊に先立つと考えられている重力変形（地
すべり地形）が多く確認されている地域を対象として，多地点での水文観測に基づき，受け盤や流れ盤とい
う地質構造と降雨応答特性との関係性を検討した。

2．対象地および研究手法 
 静岡県の大井川中・上流部の井川湖に流入する 16 渓流を検討対象と
した（図 1）。対象地周辺の地すべり地形分図の地すべり地形（移動体）
の分布密度は，大井川本線左岸側が大きいことがわかっている。 
本研究では，現地での調査項目として，流量と電気伝導度（EC）を

計測した。流量観測は，プロペラ流速計を用いて行った。EC 観測には
ポータブル EC 計を用いて計測を行った。水文調査はいずれも無降雨時
（計 6 時期）に行っている。 
さらに，現地の露頭調査他のデータから，対象地周辺の平均的な走向

方向と傾斜角度は，走向が N35°E で，傾斜角が 54°の西落ちの傾向
であった。この地層の層理面の傾向と，流域の斜面方位（10mDEM よ
り算出）の関係から，地層の走向方向と概ね平行な斜面（以下，走向斜
面），受け盤構造の斜面（以下，受け盤斜面），流れ盤構造の斜面（流れ
盤斜面）と各斜面タイプ割合を流域ごとに算出した。 
また，本研究では，流出応答と地質構造の相関性について，流

出に関わる先行降雨条件を考慮して検討する。そこでまず，同一
の先行降雨条件下での流出応答と地質構造の相関性について分
析し，同時期に観測された降雨応答とその空間分布を把握する。
さらに，異なる先行降雨条件下での流出応答と地質構造の相関性
についても分析し，比流量および電気伝導度のバラつき，および
流出応答に対する降雨の影響期間を把握する。これらのデータに
基づき，各斜面タイプ割合と水文指標の相関性を，様々な先行降
雨条件下で検討し，加えて流出に関わる降雨の影響期間について
も検討する。なお，本研究では，先行降雨条件として，重みづけ
による先行降雨指数（API）を算出することとした。

3． 結果と考察 
先行降雨条件が異なることで，比流量ならびに電気伝導度も観測結果に変化が見られた。観測日直近の先

行降雨が大きいときは，比流量はどの流域も相対的に大きくなり，電気伝導度は反対に小さい値を示した。
一方で，観測日直近の先行降雨が小さいときは，比流量が小さく，電気伝導度は大きい値を示した。また，
これらの最大値と最小値の変化の幅については，右岸域よりも左岸域の方が大きいことが確認できた。 
これら観測された結果に基づいて，①同時期の比流量ならびに電気伝導度と各斜面タイプ割合，②異なる

時期の比流量ならびに電気伝導度の変動幅と各斜面タイプ割合の 2 つの相関性を検定した。その結果，同時
期の比流量は，斜面タイプ割合と有意な相関性は見られず，一方で同時期の電気伝導度は，斜面タイプ割合
と有意な相関性が見られ，流れ盤斜面の割合が多い流域群で，電気伝導度が大きいことが分かった。このこ

図 1 研究対象地 
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とから，ここでは流れ
盤斜面の割合が高く
なるほどより基岩深
部を経由した地中水
の寄与率が高くなる
ことがうかがえる。  

また，異なる先行降
雨条件下での比流量な
らびに電気伝導度の変
動幅は，比流量におい
て斜面タイプ割合と有
意な相関性が見られ，
流れ盤斜面の割合が多
い流域である左岸域
で，変動幅が大きかっ
た。さらに，電気伝導
度においても斜面タ
イプ割合と有意な相関性が見られた。しかしながらその変動幅
は比流量に比べて小さく，斜面タイプ割合の影響度合いは小さ
いものと考えられる。

API と 6 時期の比流量および電気電導度との回帰分析
の結果からは，先行降雨指数の算出に用いる影響期間を
30日以上とした場合に相関係数が急激に低くなっていく
傾向が見られた。また，右岸域の R-4、R-5 では同様な傾
向は確認されるものの、相関係数の低下の幅は，左岸域
の流域に比べると小さかった（図‐4）。さらに、流れ盤斜
面の割合との関係を見ると、流れ盤斜面の割合が比較的
大きい流域では影響期間を大きくすると顕著な相関係数
の低下がみられ、降雨が基底流量に影響し続ける期間が
短いことと考えられた。一方，電気伝導度と API は負の
相関を呈し，影響期間がおよそ 30 日以下の場合には，6
流域とも影響期間の増加につれて徐々に相関係数の絶対
値が増加する傾向を示し，相関係数の変動について流域
間の差異はほとんど認められなかった。影響期間が 30 日
より大きい範囲では，相関係数は右岸域の R-5，R-1 と R-
4 では 0.8 以上の高い値で推移し，一方で，左岸域の L-
10，L-3 と L-4 では，20～30 日をピークにやや低い値を
示した（図‐4）。  
これらの結果を満たす水文プロセスとして，「流れ盤

斜面優勢流域では，基岩層内に形成された多数の連続す
る亀裂に沿った流出プロセスが卓越する」可能性が考え
られる。言い換えると，「流れ盤斜面優勢流域では基岩層
を経由する地中水の流出水への寄与が高いが，その流出
は比較的素早い」という水文プロセスである。実際に，左岸側の流域群においては右岸域に比べて
地すべり地形が顕著に発達しており，例えば Onda et al. （2001）などが指摘するような堆積岩山
地の流れ盤構造の流域において重力変形に伴う亀裂が発達している可能性を考えれば，地形的な特
徴とも整合的な一仮説と考えられうる。
参考文献 

１）酒井隆太郎，宗像雅広，木村英雄（2009）：堆積岩地域における広域地下水流動特性の評価方法に関する検討：房総

半島の一事例，地下水学会誌，第 51 巻，第 4 号，p.311-329

２） Inaoka J., Kosugi K., Masaoka N.,

Itokazu T. （ 2020 ）： Effects of

geological structures on rainfall ‐

runoff responses in headwater

catchments in a sedimentary rock

mountain，Hydrological Processes，

Volume 34，Issue 26，5567-5579

３） Onda Y., Komastu Y., Tsujimura M.,

Fujihara J.（ 2001）： The role of

subsurface runoff through bedrock on

stormflow generation, Hydrological

Processes, 15, 1693-1706 図 4 先行降雨期間を変化させたときの先行降雨指数と各流域の比

流量および電気伝導度の瞬間値の相関（左：比流量，右：電気伝導度） 

0

100

200

300

400

500

600

0 30 60 90

電
気
伝
導
度
（

μ
S/
cm
）

流れ盤斜面割合（%）

2020年2月期

2018年10月期

2020年8月期

2021年2月期

2021年11月期

2019年1月期

（API30：46.9）

（API30：33.4）

（API30：30.7）

（API30：11.7）

（API30：10.1）

（API30：1.6）

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0 30 60 90

比
流
量
（
m

3
/s
/k
m

2
）

流れ盤斜面割合（%）

図 2 流れ盤構造の斜面割合と各流域の比流量および電気伝導度の瞬間値の関係 

L-3

L-4

L-10

R-1

R-3

R-4

L-3

L-4

L-10
R-1

R-3 R-4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 30 60 90

変
動
係
数

流れ盤斜面割合（%）

比流量

電気伝導度

線形 (比流量)

線形 (電気伝導度)

図 3 流れ盤構造の斜面割合と各流域の

比流量および電気伝導度の瞬間値の関係

－ 558 －



山体基岩の透水性分布が河川流出に及ぼす影響の検討 

京都大学大学院農学研究科 ○正岡直也・小杉賢一朗 

1. 研究背景

山地河川の流出特性は基岩地質によって大き

く異なることがよく知られている。しかし、流出

特性には地形や植生、土壌や基岩の透水性など

様々なファクターが影響し合うため、地質の違い

のみに注目して定量的評価を行った例は少ない。 

本研究では、基岩地質以外の条件が類似した二

流域の流出特性を比較し、基岩風化度の違いによ

る透水性分布の差が流出特性に及ぼす影響を数

値シミュレーションによって検討した。 

2. 研究手法

2.1 観測サイト 

観測は滋賀県不動寺水文試験地 F1 流域（花崗

岩）と同県甲賀市信楽水文試験地 SB 流域（堆積

岩）の二流域で行った。流域面積はそれぞれ 0.29 

ha と 0.28 ha、平均勾配はそれぞれ 31.1°と 31.0°

で非常に類似した地形条件である。植生はいずれ

もスギ・ヒノキ人工林で、両流域は約 5.5 kmの距

離にあり気象条件的にも近く、基岩地質の違いを

除けばほぼ同一条件といえる。 

両流域の谷筋に沿った縦断図を図１に示す。図

中には基岩内ボーリングから得られた風化区分

と、年平均地下水位（破線）が示されている。風

化区分に着目すると、F1流域では風化の進んだ基

岩である D・CL 層が流域全体に厚く分布してい

る。一方、SB 流域では上流端部を除いて D・CL

層が非常に薄く、風化の進んでいない CM・CH

層が大部分を占めていることがわかる。 

両流域の末端で三角堰を用いて流出量を、また

堰の近傍で林外雨量を観測している。 

2.2 数値シミュレーション 

HYDRUS-2D 1)を用いて浸透流出シミュレーシ

ョンを行った。計算モデルは実スケールを基に単

純化し、両流域共通で水平 80 m、鉛直上流側 51 m、

下流側 1 m の台形とした（図２）。計算要素のう

ち、土壌（Soil）は両流域とも厚さ上流側 1 m、下

流側 0.5 mの台形とし、基岩の D・CL・CM層を

図１の風化区分図に基づき異なる厚さで設定し

た。水文パラメータは花崗岩流域で計測された値 

2)を参考に設定した（図２中の表；詳細は省略）。

F1, SB流域のモデルはそれぞれ 2812, 2747個の三

角要素メッシュに分割し計算を行った。境界条件

として地表を降雨入力＋表面流出面、下流端を浸

出面とし、それ以外は不透水面とした。計算時間

ステップ（Δt）は 0.00024～6時間とした。

図１（上）F1流域（下）SB流域の断面図 

SB model
51
50
48
45

0
80
0.5
1

F1 model

0 80

51
50

40

30

0 0.5
1

θe Ks [mm/h]

Soil 0.415 555

D 0.049 1.93

CL 0.037 0.612

CM 0.014 0.0346

図２ 計算モデルの要素とパラメータ一覧 
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F1 流域の年間流出量を平均化した値（0.1 mm/h）

を先行降雨として連続的に供給し、流出と圧力水

頭分布が定常化した時点を初期条件として本計

算を開始した。本計算では 960時間の間に２度の

降雨イベント（合計 12 mm, 90 mm）を設定し、無

降雨時は平均的な損失量（0.08 mm/h）を蒸発散量

として与えた。流出量に加え、各計算要素内の水

分貯留量を算出した。 

3. 結果と考察

3.1 観測結果 

 図３に F1, SB 両流域の 40 日間（960 時間）の

流出量と林外雨量[mm/h]を示す。全体として F1

よりも SB の方が基底流量は少ないが、大降雨時

のイベント流量は多い傾向がみられた。 

3.2 シミュレーション結果 

3.2.1 流出量 

図４に流出量[mm/h]の計算結果を示す。降雨前

は F1 の流出量が多いものの、90 mm の降雨直後

は SB が多くなった。降雨後 100 時間程度で再び

F1 の流出量が多くなり、以後は同じだった。観測

結果（図３）と比べると逓減速度や基底値が異な

るものの、大まかな傾向はよく一致していた。 

3.2.2 水分貯留量 

図５に各要素内の水分貯留量[mm]の時系列変

化を示す。貯留量は計算終了時（960 時間）の値

に対する差分で示してある。なお、CM 層は全期

間で飽和しており貯留量変化がないため図から

省略した。Soil は両流域でほとんど差がないが、

D 層では F1 流域で貯留量変化が多かった。これ

は D 層が基岩の中でも比較的高い空隙率θeと透

水性 Ks を有しており、これが厚く分布している

F1 流域で多量の水が貯留されているためと考え

られる。CL層では逆に F1流域の貯留が少ないが、

これは厚い D 層中の不飽和浸透に時間を要し、計

算時間中の貯留量変化が少ないためである。 

3.3 貯留と流出に関する考察 

水貯留の合計（図５の all）は２度目の降雨後

F1 流域で常に多く、F1流域の基底流量が多い（図

３）理由であると考えられる。降雨直後に SB 流

域で流出量が多いのは、D・CL層が薄く飽和に達

するのが早いため、土層から基岩層に浸透せずに

素早く流出する成分が多いためと考えられる。 

4. 結論

本研究では基岩の透水性分布の違いを再現し

た数値シミュレーションにより、実測の流出特性

の傾向をある程度良好に再現できた。堆積岩コア

の水文パラメータの計測や、亀裂を含んだ実際の

透水係数の推定が今後の検討課題である。 

引用文献 
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variously weathered granitic bedrock in headwater 

catchments. Vadose Zone J., 8(3), 557. doi: 

10.2136/vzj2008.0142 

(連絡先：masaoka.naoya.7e@kyoto-u.ac.jp) 

0

5

10

15

20

25

300.01

0.1

1

10

2015/3/1 2015/3/6 2015/3/11 2015/3/16 2015/3/21 2015/3/26 2015/3/31 2015/4/5 2015/4/10

雨
量

[m
m
/h
]

流
出
量
[m

m
/h
]

F1_q SB_q F1_Rain S_Rain

0

5

10

15

20

25

300.01

0.1

1

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

雨
量

[m
m
/h
]

流
出
量
[m

m
/h
]

計算時間 [hr]

F1[mm/h] SB[mm/h] Rain

-20

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

水
貯
留
量

[m
m
]

計算時間 [hr]

all_F all_S soil_F soil_S D_F D_S CL_F CL_S

図３ 流出量（実測） 

図４ 流出量（シミュレーション） 

図５ 水分貯留量（シミュレーション） 

－ 560 －



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（現日本工営株式会社）  ○松永一慶

北海道大学大学院農学研究院 桂真也 

北海道大学大学院農学院  吉野孝彦・松永隆正 

1.背景 

従来の表層崩壊発生予測モデル（崩壊モデル）の多くは，土層内の水分挙動のみを考慮して構築さ

れている。しかし近年の研究では，雨水が土層から基岩へと浸透して基岩内に帯水層を形成した後，

斜面下部で基岩割れ目から局所的に土層内へ流出するケース（基岩湧水）があり，この基岩湧水が表

層崩壊発生に寄与している可能性が指摘されている例えば 1,2。こうした基岩湧水の影響を崩壊モデルに

組み込むための第一歩として，基岩湧水の流出量変動のモデル化が必要と考えられるが，既往研究で

は，山間部では利用の困難なボーリング孔により観測された基岩の地下水位データ等を用いた基岩湧

水量の再現にとどまっており 3，より利便性の高い方法によるモデル化が必要と考える。よって本研

究では，これまで行われてこなかった基岩湧水自体の現地観測の結果を踏まえた流出モデルの構築を

目的とした。 

2.研究対象地・現地観測項目 

対象地は，北海道十勝地方狩勝峠に位置する花崗岩山地小流域（6.87ha）である。流域内小渓流の

両岸は基岩が露出しており，左岸の基岩割れ目から湧水が 2か所（BF2,3）確認された。2点間の距離

は 11.1mで，標高は BF3の方が 4.7m高い。 

土層の水が基岩の割れ目を経由して流出する事例や，基岩内に複数の帯水層が存在する事例も報告

されているため，水質分析・温度計測を行い BF2，3の流出源を推測した。水質分析については，月

1回程度の頻度で雨水・土層水（深度 80,160cm）・基岩湧水 BF2,3

を採取し，基岩風化過程で生成される Ca2+濃度を分析した。温

度観測については，基岩湧水の影響を受けていないと考えられ

る流域内の一地点における土層の地温（深度 200cm（土層-基岩

境界）までの 6深度）と基岩湧水 BF2,3の水温を連続計測した。

さらに，時間雨量と BF2, 3 の基岩湧水の流出量を連続計測し，

基岩湧水の降雨応答特性を評価した。 

3.現地観測結果・考察 

図 1 より，BF2,3 の Ca2+の平均濃度は，それぞれ 2.49mg/L，

2.44mg/L で類似しており，有意水準 1%に

おいて，基岩湧水の方が土層水よりも濃度

が高いという結果となった。また図 2より，

BF2,3の平均水温も，それぞれ6.70℃，7.11℃

で類似しており，土層の地温と比較して明

瞭な季節変化が見られなかった。以上より，

BF2,3 は土層よりも深層の同じ基岩内帯水

層を起源としていると推測された。 

図 3の青線は BF2，図 4の橙線は BF3の

流出量の実測値を表している。いずれも，観

測期間中の小中規模降雨（最大規模で，77

図 1：雨水，土層水， 

基岩湧水の Ca2+濃度 

(mg/L) 

図 2：気温，土層地温，基岩湧水温の日平均値
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時間で総降雨量 100mm）に対して明瞭な増加はみら

れたものの，降雨ピークから流出ピークまでおよそ

1～3日かかっていた。このことから，小中規模降雨

に伴う基岩湧水の流出量の増加が，降雨ピーク時に

発生することが多い表層崩壊に寄与するとは考え

にくいと判断された。 

4.基岩湧水モデルの検討結果・考察   

小杉ら（2013）4で提案された，実効雨量に基づく

関数モデルの，基岩地下水位の項を基岩湧水量に置

き換えた式を，本研究の基岩湧水モデルとして扱う

こととした。パラメータの最適化を行った結果，

BF2,3 の流出量の計算値の変動は図 3,4 の黒線のよ

うになった。また，モデルの整合性を表す NSEF値

（1 に近いほど相関が高い）は，BF2,3 でそれぞれ

0.489，0.805となり，Ragab et al.（2001）5の基準を

踏まえると，BF3では十分な実測値の再現性を得る

ことができた。 

このモデルを用いて，平成 28年の台風 10号によ

る，63 時間で総降雨量 500mm 超（狩勝）を記録し

た豪雨時の BF3 の流出量変動を再現した。その結

果，図 5より，降雨ピークから 3時間という短い時

間でピーク流出量が 9.07×103L/hに達すると推定さ

れた。以上より，このような大規模降雨が発生した

場合，基岩湧水の流出量の急激且つ大幅な増加が，

表層崩壊発生に影響することが示唆された。 

5.まとめ 

本研究では，崩壊モデルに基岩湧水の影響を組み込むための第一歩として，2か所の基岩湧水の現

地観測結果を踏まえた基岩湧水モデルの構築による実測値の再現を行った。その結果，一方の湧水に

ついて十分な再現性を得ることができた。このモデルを用いて豪雨時の流出量変動を再現したとこ

ろ，降雨ピークから 3時間という短い時間でピーク流出量が 9.07×103L/hに達すると推定され，豪雨

時には基岩湧水成分が表層崩壊発生に影響することが示唆された。今後は，この流出モデルを組み込

んだ崩壊モデルを用いて崩壊発生予測を行うことで，基岩湧水が表層崩壊に与える影響を評価してい

く必要がある。 
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図 3：BF2の実測値と計算値

図 4：BF3の実測値と計算値
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BF3の推定流出量 
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紀伊山地における空中電磁探査結果を用いた基岩内地下水位の推定とその精度の向上に関する検討 

京都大学大学院農学研究科 ○木村佑・小杉賢一朗・正岡直也 

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 山本悟司・小杉恵・北本楽 

１ 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 調査地と方法 

平成 23 年 9 月の台風 12 号による紀伊半島大水

害で甚大な被害を受けた紀伊山地の計 10 地区を対

象とした。これらの地区では深層崩壊斜面とその

周辺でボーリング孔が掘削され地下水位が計測さ

れている。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 使用した地下水位データについて 

本研究で用いたボーリング孔内の地下水位は

2012 年 8 月から 2020 年 3 月までの 1 時間ごとに

計測されたものであるが，ボーリング孔ごとに計

測時期は異なる。また空中電磁探査が行われた

2012 年秋から 2013 年秋にかけてのデータが存在

しているボーリング孔は非常に少なかった。そこ

で本研究では，実効雨量を基にした地下水位解析

を行った。はじめに以下の式を用いて実効雨量を

計算した。 

𝑋(𝑡) = 𝑋(𝑡 − 1) 𝑒𝛼 +𝑅(𝑡)𝑒𝛼/2 

𝛼 = 𝑙𝑛(0.5)/𝑀 

ただし，時刻 t における実効雨量𝑋(𝑡)，1 時間前

の実効雨量𝑋(𝑡 − 1)，時刻𝑡 − 1～𝑡の間の雨量

𝑅(𝑡)，減少係数𝛼，半減期𝑀である。 

さらに求めた実効雨量を基にして地下水位解析

を行った。この解析には複数の関数モデルが存在

しているが，今回は以下の式を用いた。 

𝐻(𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋(𝑡)
𝑝1

ただし，時刻𝑡における地下水位𝐻(𝑡)，各地点の

最低地下水位に相当する地下水位𝑏0，実効雨量の

地下水位変動に対する寄与の大きさにより決まる

係数𝑏1である。 

以上の方法で推定した地下水位を用いて，空中

電磁探査を行った時期のデータの平均値を算定し

た。 

４ 結果と考察 

４．1 地下水位と比抵抗値の相関性 

図 1 に 140 ㎑で行われた電磁探査について，10

地区すべての地下水位と比抵抗値の相関を示し

た。相関は高くないものの，比抵抗値が大きくな

るほど地下水位が深くなる傾向が見られた。

図 1：紀伊山地全体の散布図 
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他の周波数についても同様に地下水位と比抵抗

値の相関を解析した。いずれの周波数でも 140 ㎑

と同様の傾向が見られた。R²は 140 ㎑の場合に最

も高くなった（図２）。このため本研究では 140 ㎑

の調査結果を用いることで地下水位分布の概略を

把握できると考えた。

図 2：各地区における R²値の分布 

４．２ 地下水が存在しない孔を取り除いた結果 

各ボーリング孔の地下水位データについて，地

下水位が存在しないと考えられる孔も存在し，そ

れらを取り除くことで相関性が向上するのではな

いかと考えた。 

各孔について，地下水位の数値から孔の長さを

引いた値がほとんどの時間で 0 となっている孔に

ついては地下水位が存在しないものとして散布図

から取り除いた。整理後の散布図ではこれまでの

結果に比べて R²が大きくなった（図４）。 

図４：整理後の結果 

４．３ 地下水位変動が少ない孔を取り除いた結果 

各ボーリング孔の地下水位データについて，降

雨があったにもかかわらず地下水位の変動がほと

んど無い孔を取り除くことで相関性が向上するの

ではないかと考えた。整理後の残布図ではこれま

での結果に比べて R²が大きくなった（図３）。 

図３：整理後の結果 

５ 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。 

この結果について，用いた地下水位データの妥

当性について検討し，地下水位が存在しない孔，

地下水位の変動が無い孔を取り除いた結果それぞ

れ相関性は向上した。 

今後は地質によって比抵抗値が受けた影響等を

考慮することで相関性がどのように変化するかを

調べていく。 
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山地斜面における基岩面地形と透水性分布の関係 

京都大学大学院農学研究科 〇柳井鴻太郎・正岡直也・小杉賢一朗 

立命館大学理工学部 藤本将光 

1. はじめに

近年, 異常な集中豪雨の多発によって災害が増加傾向にあり, 洪水流出予測や斜面崩壊発生予測の精度

向上が求められている。現在の予測モデルでは地形や土壌物理性をパラメータとして入力し, 斜面を要素

分割して有限要素法等を用いたシミュレーションを行う手法が主流となっている。これらのパラメータに

関しては, 対象地で採取された複数のサンプルにおける値の平均値などを代表値として入力することが多

く, 結果として均質な場を想定したシミュレーションとなっている。しかし, 実際の斜面には様々な不均質

性が存在しており, 斜面の水文現象に影響を与えることが報告されている。 

 斜面の降雨流出は基岩面地形によって支配されるという報告 1) や, 基岩面上に存在する透水性の高い空

間から素早い排水が起こり飽和帯の形成が抑制されるという水文観測結果 2) を考慮すると, 様々な不均質

性の中でも基岩面付近の透水性分布は雨水の浸透・流出予測にとって重要な要素であると考えられる。し

かし, 斜面における効率的な透水性測定手法が確立されておらず, 複雑な透水性分布に関する知見が少な

いのが現状である。そこで本研究では, 山地斜面で従来手法を改良した簡易な原位置透水試験を高密度で

行い, 基岩面付近の透水性分布特性について, 比較的計測が容易な基岩面地形との関係を検討した。 

2. 調査概要

2.1 調査地の概要 

 調査は滋賀県大津市田上山不動寺水文試験地内の谷壁斜面 3) 

で行った。この斜面のうち, 最も下流側の斜距離約 5m×4m の範

囲を対象区画とした (図―1)。基岩地質は風化花崗岩であり, 

2012 年から 2015 年までの年平均降水量は 1740mm, 年平均気温

は 12.7℃である。 

2.2 基岩面地形の測定 

区画内の 51 地点 (A1-I4) において, 測量を行った後, 土壌貫

入試験による土層厚の測定を行い, 各地点での基岩面の標高を算出した。算出

した基岩面標高をもとにクリギング法で基岩面地形を推定した。次に地形によ

る集水能力を Topographic wetness index (TWI) を用いて評価した。 

TWI = ln(𝑎 tan 𝑏⁄ ) 

ここで𝑎は集水面積, 𝑏は斜面勾配である。TWI は地形の集水能力を表す指標で

あり, 値が大きいほど集水能力が大きいとみなすことができる 1), 4) 。なお TWI

の計算にはクリギングによって外挿した基岩面標高データも使用した。 

2.3 透水性の測定 

 ゲルフパーミアメータ法 (以下 GP 法とする) を用いて土壌の飽和透水係数

𝐾𝑠を測定した。測定は F2-5, G1-5 の 9 地点で行い, それぞれ深さ 25cm - 100cm

の範囲の複数深度で測定した。GP 法は任意の位置・深さで非破壊的かつ短時

間に𝐾𝑠を測定でき, 主に農地で用いられる手法である。図―2 に GP 法の概要 図―2 GP 法概念図 

図―1 調査地位置図と調査区画 
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と使用した装置の模式図を示す。土層深部の測定が容易に行えるように細径の装置を自作した。本来の GP

法は空間的に均質な土壌を想定しているため, 鉛直方向に不均質な層構造を持つ森林土壌では, 計算値は

厳密な𝐾𝑠とならない可能性が高い。しかし, 実測の浸透流量から計算される値であるため, 地点ごとの相

対的な透水性や排水能力を評価するのに有効なパラメータとして扱うことができる。土中への定常流量𝑄

を複数の水位𝐻で測定することで𝐾𝑠を算出でき, これを Richards 解析と呼ぶ。また Laplace 解析と呼ばれる

手法では近似を用いることで, 1 通りの𝐻における𝑄で𝐾𝑠を求めることができる 5) 。Laplace 解析は Richards

解析に比べて精度は劣るといわれるが, 相対的な排水能力を比較するには十分であり, 測定時間を大幅に

短縮できる利点もあることから, 本研究では Laplace 解析を用いた。 

3. 結果と考察

基岩面地形は尾根と谷が見られる地形

をしており, TWI は-4.54 から 9.94 の範囲

で分布していた (図―3 左)。𝐾𝑠は 2.34E-5

から 1.40E-2 (cm/sec) の範囲で空間的に不

均質に分布していた (図―3 右)。図―4 に

深さ 100cm における𝐾𝑠と TWI の関係を示

す。F5, G1, G5 の 3 点 (図―4 に○で示し

た) を除いた場合の相関係数は r=0.836 で

あり高い正の相関があった。この 3 点は調

査区画の端部分であり外挿した基岩面地

形の影響が大きく TWI を正確に評価でき

ていない可能性が大きい。基岩面地形で水

の集まりやすい場所で𝐾𝑠が大きくなって

おり, これは集中的に水の集まる場所では細かい土壌の洗脱が起こり透水性の高い空間が形成されたため

だと考えられる。G2 (100cm) は TWI のわりに𝐾𝑠が小さくなっているが, 上層の G2 (75cm) における𝐾𝑠は

1.80E-3 (cm/sec) と比較的大きく, 深さ 75cm 付近に存在する高透水性の層から素早く排水が起こり基岩面

まで雨水が十分に浸透しないような構造になっている可能性がある。実際に対象区画で行った水文観測で, 

G2 の基岩面上はほとんど飽和に達することがなかった。 

4. まとめ

本研究では, 基岩面地形の測定と, GP 法を改良した簡易

な原位置透水試験を約 50cm 間隔の高密度で行った。基岩

面の TWI と深さ 100cm における透水性分布には高い正の

相関があった。今後は, GP 法の改良を進め斜面での効率的

な透水性測定手法の確立を目指すとともに, 本研究で対象

とした花崗岩以外の地質での検討を進める予定である。

参考文献 

1) Freer, J. et al., Water Resources Research, Vol. 38, No. 12, 1269, doi: 10.1029/2001WR000872, 2002

2) van Verseveld, W. et al., Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 21, p. 5891-5910, 2017

3) Fujimoto, M. et al., Hydrological Processes, Vol. 25, p. 1874-1886, 2011

4) Beven, K., Hydrological Processes, Vol. 11, p. 1069-1085, 1997

5) Reynolds, W. and Elrick, D., Soil Science, Vol. 140, No. 4, p. 292-302, 1985

図―3 (左) 基岩面地形と TWI 分布, (右) F-G ラインの Ks 分布

図：●は Ks の大きさを表し, 1.0E-5 - 1.0E-1.5 (cm/sec) の

範囲を 1.0.E-0.5 刻みに 7 段階で分割している。 

図―4 深さ 100cm における Ks と TWI の関係 
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球磨川上流域における渓流流量および電気伝導度の分布傾向 
国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所 内田 智彦(現所属 山国川河川事務所) 須田木 諭 

日本工営株式会社 〇湯澤 樹,田方 智

1. はじめに
崩壊の発生には地下水が影響していると考えられてお

り，湧水・渓流水の電気伝導度や流量の観測結果を用い

た警戒避難の構築や崩壊発生場の予測が検討されてい

る（地頭薗(2014)など）。湧水・渓流水の電気伝導度や比

流量等は地質・地域ごとに調査されており（地頭薗(2014)

など），特に付加帯が卓越する流域で調査がなされてき

た。例えば川辺川流域においては広域的な簡易水質・水

文調査により，渓流水調査方法の検討や崩壊発生箇所

の抽出方法の検討が進められている（下村(2018)など）。 

川辺川に隣接する球磨川上流域は，付加体および花

崗岩が卓越する流域であり，令和 2 年 7 月豪雨時におい

て，多数の崩壊および土石流が発生しており，深層崩壊

跡地や岩盤クリープ斜面等も認められている流域である。 

上記のような視点から，球磨川上流域において広域的

な水文・水質調査を実施し，地質体ごとの電気伝導度お

よび比流量分布を明らかにし，流出特性や崩壊発生箇

所の抽出方法の検討を行っている。本稿では，球磨川上

流域における比流量および電気伝導度の地質体ごとの

分布傾向や他地域との相違について報告する。 

2. 調査概要
球磨川上流域は 1 級河川球磨川の上流域にあたり，川

辺川流域の東側に隣接する流域面積約 157km2 の流域である。地質は主に白亜紀後期の四万十層群の付加体であ

るが，市房山周辺は新生代尾鈴山の貫入体である花崗岩類およびホルンフェルスが分布する。 

渓流水調査は，2021 年 11 月 15 日～2021 年 11 月 17 日の計 3 日間で 75 地点を対象に，現地にて簡易水文・水

質調査を実施した。11 月 13 日以降は降雨がなかったものの，11 月 6 日～12 日に累積降雨 75mm 観測している。 

水質調査は電気伝導度，水素イオン濃度，水温に加え，代表地点の主要イオン濃度分析を実施した。流量調査に

ついては，流速計を使用した断面法と，塩分希釈法，容器法を渓流状況に応じて使い分けた。 

3. 調査結果
球磨川上流域における地質ごとの比流量

および電気伝導度の分布傾向を図 2 に示

す。付加体・複合流域(単元流域に付加体

と花崗岩が複合している)の電気伝導度に

ついては，4～5 mS/m に最も多く分布し，ど

の値にも満遍なく分布する一方で，花崗岩

流域は 3～4mS/m に最も多く分布し，すべ

て 5mS/m 未満と低い値を示す。比流量に

ついては，付加体・複合流域は 0.01～

0.03m3/s/km2 に最も多く分するのに対し，花

崗岩流域は 0.03～0.05m3/s/km2 に最も多く

分布し，全体的に花崗岩流域の方が付加

体・複合流域よりも比流量が高い傾向があ

る。図 3 に地質ごとの流域面積と比流量お

よび電気伝導度の関係を示す。比流量に

ついてはいずれの地質においてもばらつき

が認められる一方で，電気伝導度について

は花崗岩流域でやや正の相関が認められ

る。その理由については精査中だが，流域

面積が大きい方が地下の集水域も広くな

り，隣接する付加体の渓流水を多く取り込ん

でいる可能性などが考えられる。 

川辺川流域 

球磨川上流域 

市房ダム 

人吉市 

秩父帯 

四万十帯 

花崗岩 

図 1 球磨川上流域位置 

図 2 地質ごと電気伝導度・比流量ヒストグラム 

図 3 流域面積と電気伝導度・比流量の関係 
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4. 他流域との比較
図 5 に球磨川上流域と他流域との比流量および電気伝導度

の分布傾向の比較を示す。川辺川流域や皇都川流域といった

堆積岩流域は共通して電気伝導度の値が 5～8mS/m 付近に最

も集中する傾向が認められる。堆積岩流域の比流量について

は，皇都川がやや小さいものの川辺川・球磨川上流域は共通し

て 0.02m3/s/km2 以下に集中する。球磨川上流域の花崗岩につ

いては，比流量が他流域よりも高く，火砕岩流域の南大隅地域

と同様に，値の幅が広い傾向がある。一方電気伝導度について

は他流域よりも低く，値の幅が小さい傾向が認められた。これは

図 6 のように花崗岩流域は堆積岩流域よりも主要溶存イオン量

が少なく，イオンが取り込みにくい地質であると考えられる。堆積

岩流域よりも地下の滞留時間が短い可能性もあるが，今後年代

測定等を実施し，さらに検討を進める予定である。 

5. おわりに
球磨川上流広域簡易渓流水調査結果により，地質体ごとに

比流量および電気伝導度の分布傾向について，他流域と比較

し特徴を把握した。今後は水文の連続観測や年代分析等の詳

細な渓流水調査を実施し，降雨後の流出特性や斜面崩壊発生

箇所の抽出方法の検討等を実施する予定である。 

【謝辞】 

本検討にあたっては，鹿児島大学の地頭薗教授には貴重な

ご意見を頂いた。ここに深甚の謝意を表す次第である。 
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地頭薗 隆(2014):渓流水の電気伝導度を用いた深層崩壊発

生場の予測．砂防学会誌，Vol.66,No.6,p.56-59. 下村 慎一郎

(2018):川辺川流域における渓流水調査による深層崩壊危険斜
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図 4 球磨川上流域の比流量および電気伝導度分布 

※小松(2008)のデータを引用

図 5 他流域との比較 

図 6 電気伝導度と主要溶存イオン量の関係 
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堆積岩山地の三次元的な基岩内地下水集水機構の解明 

京都大学大学院農学研究科 〇青野友哉、正岡直也、小杉賢一朗 

1. はじめに

近年、気候変動による降雨規模の増大により、深層崩

壊を含む土砂災害の発生による被害が多く報告されて

いる。降雨による深層崩壊では、特に降雨浸透による基

岩内部の地下水位上昇が関与していると考えられてい

る。また、堆積岩山地では特定の流域に流出量が集中す

る現象が報告されており、走向・傾斜を有する基岩の地

質構造の影響によると考えられている１）。本研究では、

堆積岩地域における流出量の観測と高密度基岩内ボー

リング孔を用いた地下水位観測により、地下水集水域

を推定することで、三次元的な基岩内地下水集水機構

の検討を行った。 

2. 観測概要

本研究における観測対象地は、滋賀県甲賀市信楽町

朝宮武士谷内の金山と呼ばれる山域の流域（以下信楽

サイト）である（図１）。植生は 1950 年代のスギ人工

林を中心としている。基岩地質は中古生層の付加体堆

積岩であり、基岩は北北東に平均約 55°傾斜しており、

走向方向は平均して N101.6°E（西北西―東南東）で

ある。流域は表面地形により 13 の小流域に分かれる

（D1a 流域は D1 流域の内流域）。ボーリング孔は全 47

地点に設置されており、各地点 1~4 深度の孔が掘削さ

れている。（深い孔から順に M 孔、S 孔、T 孔、U 孔と

呼ぶ）。ボーリング孔では地下水位の連続観測を行った。

加えて、各小流域の末端部に量水堰を設置し流量を観

測した。 

3. 解析手法

基岩内地下水はその流れ方向が必ずしも地表地形に

沿うわけではない。そのため、実際の地下水集水域の大

きさを地表地形から予測することは困難である。そこ

で各流域からの流出量と全流域の総流量の比が各流域

面積と全流域面積の比を反映していると考え、全流域

面積に全流域の総流量に占める各流域の流量の割合を

乗じて、流出量から推定される地下水集水域の面積を

計算した。計算には、2014/8/21-2017/6/12 の間の全堰

でデータが揃った期間を使用した。その後、先行 1 週間

に降雨がない時点を抽出し、その四分位範囲を計算し

た。 

また、量水堰に流出しうる最大の地下水集水域を推

定するために、ボーリング間の地下水位標高の比較か

ら、流域の最大地下水集水域を推定した。量水堰を起点

として隣接するボーリング孔の地下水位を比較し、異

なる深度の孔も含めて水位がより高い孔へと遡ること

を繰り返した。その後、隣接するボーリング孔間の地下

水位波形の順位相関をとり、地下水の連続性を評価し

た。解析には 2017/12/1~2018/11/30 の一年間のデー

タを使用した。

4. 結果と考察

4.1 流量から推定した地下水集水域 

図２に流量から地下水集水域を推定した結果を示す。

D1 流域では四分位範囲で地表流域の 3.0-3.9 倍、Z4 流

域では四分位範囲で地表流域の 2.3-2.8倍の地下水集水

域が推定され、そのほかの流域では地表の流域面積よ

り小さく推定された。D1 流域、Z4 流域への地表の流

域界を超えた地下水流動が起こっていることが推測さ

れる。また、この結果は走向方向に位置する流域で基底

流量が大きいという先行研究１）と一致した。図２右側
図１ 観測対象地 

P2 - 33 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 569 －



に D1 流域を「D1a 流域」と「D1 流域から D1a 流域を

除いた流域」に分けて同様の計算を行った結果を示す。

結果、D1a 流域では四分位範囲で地表流域の 9.5-13.3

倍の地下水集水域が推定され、D1 流域から D1a 流域

を除いた流域は地表流域より小さく推定された。堰

D1a より標高が高い範囲に涵養源となる大きな地下水

集水域が存在することが予想される。 

4.2 地下水位に基づく地下水集水域の推定 

図 3（a）に堰 D1a を起点として隣接するボーリング

孔の地下水位を比較した結果を示す。水位の標高関係

が常に同じところは矢印、水位が同程度であるところ

は直線で表している。これらの矢印と直線で結ばれた

孔の地下水は、すべて堰 D1a に流れている可能性を有

している。この検討から想定される最大の地下水集水

域は図３（ｂ）の緑および青の領域になった。このう

ち順位相関が 0.7 以上で地下水の連続性が高いと考

えられる孔のみに限定しても、図３（ｂ）の青の領域

のように広い地下水集水域となった。このように隣

接する C 流域や E 流域の上流部の地下水が、D1a 流

域に流域界を越えて流入している可能性が示された。

最後に、表面地形から得られる流域面積と流量から推

定される地下水集水域、地下水位から推定される地下

水集水域、順位相関を評価した地下水位から推定され

る地下水集水域を比較した（図 4）。地下水位から推定

した最大地下水集水域は表面地形の 10.1 倍、順位相関

で評価した地下水位から推定した最大地下水集水域は

表面地形の 6.9 倍である。堰 D1a の流量から推定した

面積よりは小さいものの、かなり大きな面積が推算さ

れた。地下水位から想定された最大の地下水集水域

は、流量と比較しても妥当であると示された。 

参考文献 

１） Inaoka, J., K. Kosugi, N. Masaoka, T. Itokazu, K.

Nakamura. Effects of geological structures on

rainfall-runoff responses in headwater catchments

in a sedimentary rock mountain. Hydrological

Processes, 34(26), 5567-5579, doi:

10.1002/hyp.13972, 2020.

図２ 地表流域と流量から推定した地下水集水域の比較 

図 5 推定された集水面積の比較 

図 4 推定された集水面積の比較 

図 3(a) 隣接するボーリング孔の水位の比較 

図 3(b) 地下水位から推定した地下水集水域 
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凝灰角礫岩山地源流域における風化基岩層の透水性・保水性の計測 

北海道大学農学部 〇鈴木優子 

北海道大学大学院農学研究院 桂真也 

北海道大学大学院農学院 吉野孝彦 

1．はじめに

近年の研究により、従来は不透水と考えられてきた基岩にも、雨水が浸透・流出して渓流の流量や水

質、崩壊発生に影響を与えていることが指摘されている。こうした基岩の役割を理解するためには、基

岩内部での水の流動プロセスを明らかにする必要がある。そのためには水の流動を特徴づける基岩の透

水性・保水性を把握する必要があるが、計測が困難なため計測事例が乏しいのが現状である。本研究で

は、基岩を介した水の流動を解析するための第一歩として、基岩の透水性・保水性を計測することを目

的とした。 

2．研究方法 

研究対象地は北海道大学雨龍研究林内の家内流域

（3.28ha）である（図１）。基岩地質は凝灰角礫岩で、

5ｍ程度のシルト質土層が基岩を覆っている。断面図を

図２に示す。シルト質土層の不攪乱サンプルは、流域

内に掘削したトレンチの深度30～295cmから7個採取

した。 

家内流域で2020年に得られた2本のボーリングコア

(斜面上部に深さ 35ｍの MB1 孔、斜面下部に深さ 25

ｍの MB2 孔）を亀裂の頻度・状態も参考に 3 つの風

化区分（強風化層、中風化層、弱風化層）に分類した。

Katsura et al.（2009）の手法を参考に、亀裂を含まない

マトリクス部を選んでのこぎりで5～10cm程度に切断

し、塩ビパイプに入れたのち周囲を不透水のシリコン

で埋め、サンプルとした。作成したサンプルは、強風

化層で 5個、中風化層で 5個、弱風化層で 8個である。

その後それぞれのサンプルに対して pF 試験と飽和透

水試験を実施し、土層および基岩のマトリクス部の水

分特性曲線と飽和透水係数を得た。このうち、水分特

性曲線については、以下の式（1）（Kosugi, 1996）によ

りモデル化した。 

･･･････････････（1） 

ここに、Se：有効飽和度、θ：体積含水率、θｒ：残留体積含水率、θｓ：飽和体積含水率、ψ：圧力

水頭、ψｍ：Se=0.5のときの圧力水頭、σ：水分特性曲線の湾曲度を特徴づけるパラメータ である。 

式（1）の各パラメータおよび飽和透水係数について、各風化区分と土層間で t 検定を行い、それぞれ

について有意差があるかどうかを調べた。また、飽和透水係数については、亀裂の影響を評価するため、

図１ 雨龍研究林内 家内流域 

図２ 家内流域断面図 
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調査ボーリング実施時に現場透水試験で得られた透水係数と比較した。 

３．結果・考察 

図３に風化区分ごとの平均的なパラメータを用いて求めた

平均的な水分特性曲線を示す。 

強風化層では圧力水頭0～-200cm程度まで含水率の変化が

あることから、比較的大きな空隙が多いことが推察される。

飽和透水係数は3.1×10-4cm/sと例外的に高い値を示すサンプ

ルもあったが、それ以外は 1.0×10-6cm/s～4.1×10-6cm/s であ

った。これは土層下部（地表から深さ 295cm）の値（7.0×

10-6cm/s）と近い。t 検定によっても、土層―強風化層間で有

意な差が見られなかった（p>0.05）。土層―強風化層間では 

θs、θeは土層の方が有意に大きかったため、飽和体積含水率

と圧力水頭変化時に移動する重力水・毛管水の量については

基岩-土層で差があるといえるが、風化が進んでマトリクス部

が土層と近い性質を持つようになっていると思われる。 

中風化層では、圧力水頭-0cm から-50cm における体積含水率の変化が小さく、それ以下で体積含水率

がほぼ変化しないことから、マトリクス部の空隙が少ないことが分かる。飽和透水係数は 2.5×10-8cm/s

～6.9×10-7cm/s と小さく、マトリクス部における水の流動はごくわずかであると考えられる。中風化層

の現場透水係数の値は 1.0×10-6cm/sであり、マトリクス部の飽和透水係数よりも大きい。このことから

中風化層における地下水流動に亀裂が寄与していることが推測できる。 

弱風化層では中風化層と似た特徴を持つ水分特性曲線を得た。飽和透水係数は 6.7×10-9cm/s～4.0×

10-8cm/s と非常に小さかったが弱風化層の現場透水係数の値は 2.9×10-5cm/sであり、中風化層に比べて

両者の差が大きく中風化層以上に地下水流動に亀裂が寄与していると考えられる。 

水分特性曲線パラメータの t 検定では、θeで強風化層が弱風化層より有意に大きく、ψmで有意に小

さかったが、その他のパラメータ、風化区分間では有意差が見られなかった。図 3 に示した水分特性曲

線からも、水移動を規定する比水分容量は３つの風化区分では大きな差がないといえる。飽和透水係数

の t 検定では、風化区分間の全ての組み合わせで、風化が進んだ層の方が有意に大きいという結果にな

った。透水性に関しては、今回用いた基岩の分類方法がよく当てはまっていると考えられる。 

以上より、基岩マトリクス部の保水性・透水性は低く地下水流動にはほとんど関与していないと思わ

れるが、風化の進んだ上部で保水性・透水性が比較的高く、風化の進んでいない基岩下部ほど水の流動

に亀裂が大きく関与しているということが推測できる。 

４．おわりに 

本研究では基岩の透水性・保水性を計測し、その特徴を明らかにすることができた。今後は得られた

透水性・保水性を用いて本流域における基岩を含めた水の流動を解析していく必要がある。 

謝辞 

本研究は JSPS 科研費 JP19H02392、国土地理協会学術研究助成、クリタ水・環境科学振興財団国内研

究助成を受けて実施した。 
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図３ 風化区分ごとの水分特性曲線 

－ 572 －



※1現：国土交通省北陸地方整備局企画部 ※2現：国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所

神通川水系高原川流域における令和 2 年 7 月出水時における流出解析について 

国土交通省北陸地方整備局神通川水系砂防事務所 石井陽、中田圭一、宮本憲治※1、四十谷朋子※2 
（一財）砂防・地すべり技術センター ○天野祐一朗、小野寺智久

1. はじめに

神通川水系高原川流域における土砂災害対策の検討

では貯留関数法による流出解析の結果を用いてきた。こ

の貯留関数法では，地上雨量計のデータをティーセン分

割により算出した流域平均雨量を用いている。流域平均

雨量の算出方法としては，ティーセン分割のほかに等雨

量線やメッシュ雨量を用いる方法などがあり，近年メッ

シュ雨量の一つである解析雨量の整備が進んでいる。そ

こで，令和 2 年 7 月出水を例に，ティーセン分割と解析

雨量の 2 手法から流域平均雨量を求めた結果の違いと

流出解析への影響を報告する。

2. 令和 2 年 7 月出水の状況

流域内では 6 月 11 日から 7 月 31 日まで断続的な降

雨を観測した。特に 7 月 6 日からは雨が強まり，雨雲は

平湯川を中心に北東方向から南東方向に移動しながら

７月 8 日に 30mm/h を超える雨を観測した。平湯雨量観

測所では 7 月 8 日に最大時間雨量 32mm，最大 24 時間

雨量 266mm（7 日 8 時～8 日 8 時），最大 48 時間雨量

368mm（6 日 8 時～8 日 8 時）を観測した。洪水時の流

量観測が実施されている高原川本川下流の西里橋地点

では，既往最大流量である 1,735 ㎥/s を観測した。 

本報告では最大時間雨量を観測した一連の降雨期間

である 7 月 6 日～8 日を流出解析の対象とした。 

3. 雨量観測所の分布とティーセン分割の状況

高原川流域の流出解析では，土砂生産・流出状況に

合わせて，流域全体を 41 流域に区分している。ティー

セン分割に使用した雨量観測所は図 2 に示す 22 地点で

ある。土砂生産が活発な上流域の平湯川と蒲田川で

は，降雨状況を的確に捉えるために雨量観測所が密に

配置されている。中下流域にかけては保全対象周辺の

降雨状況を捉えるために雨量観測所が配置されてお

り，雨量観測所同士の間隔が広くなっている。このた

め，ティーセン分割は上流域では支配域が小さく，中

下流域では支配域が大きくなっている。

図 2 ティーセン分割図 

4. 流域平均雨量の比較

全 41 流域の流域平均雨量をティーセン分割と解析雨

量により算出し，流域毎の降雨状況を雨域に着目して比

較した。なお，解析雨量は 1km メッシュの各正時にお

ける解析値を用いた。特に降雨状況に変化がみられた 7

月 8 日 4 時の 22 番，28 番，29 番の流域に着目すると，

雨量観測所の周辺は黄色で示す 20mm 以上の値を示し

ているが，流域の大部分は青で示す 20mm 未満の値を

示している（図 3）。解析雨量による流域平均雨量は，

流域内の雨量が平均化され 20mm 未満の値を示してい

る。一方，ティーセン分割による流域平均雨量は，雨量

観測所の観測値によって 20mm 以上の値となっている

（図 5）。このような流域平均雨量の違いが他の時間や

流域でも確認された。

跡津川

双六川

蒲田川
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山田川

背景は地理院地図を使用

雨量観測所

流出解析の流域分割（数字は流域番号）

ティーセン分割図

平湯

左俣谷

図 1 左俣谷観測所と平湯観測所の雨量状況 
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ティーセン分割では支配領域が大きいエリアにおい

て，雨量観測点周辺の局所的な降雨状況を流域平均雨量

に当てはめてしまう場合があり，観測所間の雨量状況を

反映しにくい。対して，解析雨量は 1km メッシュ毎に

雨量の強弱が示されているため、雨域の移動が流域平均

雨量に置き換えられたと考えられる。

5. 流出解析結果の比較

ティーセン分割と解析雨量の流域平均雨量に違いが

みられた 29 番流域の流域平均雨量を図 6 に，貯留関数

法による流出解析結果を図 7 に示す。流量に最も差が

生じたのは 8 日 2 時で，解析雨量の値を用いた場合の

方が 9.7m3/s 多くなっている。また，雨量のピークはテ

ィーセン分割の値の方が大きいにもかかわらず，流量の

ピークは解析雨量の値の方が大きくなっている。このよ

うに，異なる手法で算出された流域平均雨量の違いがピ

ーク流量やピークの立ち上がりに影響を与えている。

6. おわりに

雨量観測所の実測データのない範囲においても，雨の

分布を知ることができる解析雨量を基に流域平均雨量

を算出することで，雨域の移動をふまえた流出解析が可

能になると考えられる。なお，本検討において雨量観測

所の実測値と当該メッシュの解析雨量には 5mm 程度の

差が確認されており，今後は異なる降雨や他の流域にお

ける事例を蓄積し，解析雨量の適用方法などを検討する

必要がある。図 3 解析雨量による雨域図 

図 4 解析雨量による流域平均雨量 

図 7 29 番流域の流出解析結果 図 5 ティーセン分割による流域平均雨量 

図 6 29 番流域の流域平均雨量 
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伊豆大島崩壊斜面における植生回復と土砂動態 

— 8 年間のモニタリング調査 — 

東京農工大学 ○若原妙子、石川芳治

環境省伊豆諸島管理官事務所 靏田奈津希、小野可蓮

伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局 佐藤剛志、谷口海愛、阿部仁麗

１．背景および目的 

伊豆大島は火山の影響を大きく受けた地形、地質、植生等を持ち、国立公園法に基づき面積の約 97％
が国立公園の島である。この伊豆大島では台風 26 号の影響により、2013(平成 25)年 10 月 15 日～16 日

にかけて発生した豪雨により大規模な土砂災害が起こった。三原山の外輪山中腹では浅い崩壊が広範囲

で発生し、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 1)。災害後は 2014 年より東京都による災害対策工事

が行われた。崩壊後の裸地部はガリーの発達等が顕著であることから、応急対応として土壌侵食および

地表流流出抑制を目的とした崩壊箇所への航空実播工が同年 11～12 月におこなわれた 2)。伊豆大島は

在来種の固有性が高く独自の生態系が保たれているが、航空実播ではホワイトクローバーなどの島外由

来の植生種子が使われた。今回は航空実播の有無による植生回復の比較および土砂・リター流出につい

ての経年経過を示す。

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 3)。表層崩壊により植

生およびリター（落葉）層（A0 層）が流失した箇所には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。また調査地から南に 700m 離れた、航空実播されなかった小規模な崩壊地Ⅱと本調査地

である崩壊地Ⅰとの植生変化を Google Earth による衛星画像を用いて比較した。 

図-2 試験プロット模式図 図-1 調査地（電子国土 WEB より作成） 

試験プロット A,B 
（崩壊地 I） 

● 

● 

崩壊地 II 
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３．結果および考察

3.1 航空実播の有無による植生回復の変化 

図-3 に試験プロット A、B を含む崩壊地 I およ

びそこから南に 700m 離れた航空実播の無い崩壊

地Ⅱの衛星画像を示す。航空実播から約 2 か月後

の 2015 年 1 月は崩壊地Ⅰでは植生が見られない

が、2016 年 5 月には地表面全体が外来種草本類の

ホワイトクローバー等に覆われた。その後在来種

を含む木本類が増加し、植生は低木層から亜高木

層林に変化した。2021 年 4 月の衛星画像では細か

い地形の判別が難しいほど植生が増加した。一方、

崩壊地Ⅱでは 6 年後の 2021 年 4 月でも崩壊部分

は表土が露出している。崩壊地Ⅰでは航空実播に

より植生被覆の早期回復が示された。

3.2 土壌侵食量の変化 

図-4 に 2015 年から 2021 年までの年度別の土壌

侵食量および雨量を示す。プロット A,B とも土壌侵

食量は減少傾向を示した。なお観測開始時、ホワイ

トクローバーがプロット A の地表面を覆っていた。

プロット B は観測開始時は裸地だったが、2015 年

7 月には地表面全体が植生に覆われた。

3.3 リター流出量の変化

図-5 に 2015 年から 2021 年までのリター流出量を示

す。植生の少ない 2015 年はリター流出量も少なかった

が、植生が増加した 2016 年はリター流出量が最も多か

った。その後更に植生が増加すると、地表部を下層植生

が覆うことでリターが地表面にとどまりやすくなり、リ

ター流出量および土壌侵食量が減少した。

3.4 期間別地表流流出率 

図-6 に観測期間別の地表流流出率を示す。多少の増減

はあるが、地表流流出率は減少傾向が見られる。植生回

復により浸透能が増え、地表流流出量が減少することに

より土壌侵食量が減少し更なる植生回復につながった

ことが伺える。

４．まとめ 

2013 年の土砂災害から 8 年が経ち、航空実播された植

生は低木層-亜高木層林まで回復した。土壌侵食量は年々

減少し、地表流流出率も減少傾向を示した。

参考文献

1) 石川芳治ら(2014)：砂防学会誌，Vol. 66，No. 5，p. 61-72 2) 高瀬康生ら(2017)：第 66 回砂防学会研究発表会概要集，p. 376-377
3) 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
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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枯死木発生傾向 

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・山崎卓也

アジア航測株式会社 ○池田欣子・船越和也・山賀由貴・片渕かりん

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

系ではその被害の激害化が継続している．

 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，

枯死抑制対策効果と枯死発生傾向について報告する． 

2.六甲 GB事業地とその周辺でのナラ枯れ発生傾向

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 9,600本まで増加，令和 3

年度には約 4,700本と再び減少した．なお，六甲 GB

事業地でも，令和 2年度（1,051本）から令和 3年度

（739本）にかけて減少傾向がみられた． 

被害の分布推移をみると（図 1参照），発生当初（平

成 26年度）から激害化が進行し，平成 29年度までは

東側の西宮市や宝塚市，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の西側地域で

も局所的に被害が進行し始めた．その後も神戸市灘区

以西の中央部付近から西側で激害化が進み，その一方，

東側地域での被害は減少して収束傾向がみられた． 

図 1 六甲山系におけるナラ枯れ枯死木発生の推移 

ナラ枯れ被害木のうち枯死するナラ類の割合（枯死

率）は平均 20％程度であるが、5％～33％で推移して

いる．枯死木の発生割合は対策効果の評価等に関わる

ため，展葉期の水分の蒸散と土壌水分のバランスが枯

死に影響するという知見をもとに，降水量と枯死率の

関係を確認した．その結果，8月の降水量の少なさが

枯死率に影響していることが示唆された（図 2，図 3

参照）。なお，令和 3年度は降水量と比較して枯死率

が高かった．これは，5月までの降水量が多く蒸散機

能が上昇した状態となったものの，6月～7月の降水

量が少なく十分な水分が得られず，蒸散と土壌からの

吸い上げのバランスが崩れたとためと推察される． 

図 2 H27～R3年度 8月の降水量と枯死率 

図 3  H27～R3年度月別降水量（神戸管区気象台）

平成 30 年 

令和３年 

令和２年 

平成 28 年 
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3.ナラ枯れ被害の経年変化と対策効果の分析

 六甲 GB事業地のナラ枯れ被害対策では，枯死木を

減らし激害化の急激な進行を抑えることで適切な対

策が実施出来るように対応している． 

ナラ枯れが発生しやすい高ポテンシャルエリアで

激害化（1haに 4本以上の枯死木が発生）した六甲 GB

事業地の変遷を図 4に示す．対策をほとんど行ってい

ない剱谷地区では，激害地発生後 1年程度と急速に激

害化が進行し，激害地の割合は 60％と高いまま 2年

継続した．一方，対策を実施した保久良地区では，10％

程度の低い水準で激害地が推移し 3年目のピークも

30％程度で抑え，翌年にはピークアウトした．また，

令和元年から被害が増加した高取地区等では，令和 2

年度に対策が出来ず 1年で 50％に近くまで急上昇し

たが，令和 3年度には 20％

まで減少している．これは

令和 3年度に被害対策を実

施した効果が得られたため

と考えられる． 

図 4 対策実施・未対策エリアでの激害地割合の推移 

また，ナラ枯れ枯死木を増やさない対策により，カ

シナガに穿入された被害木は枯死に至らず，ナラ枯れ

被害生存木となる．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．この効果を把握するため，激害化経験のある対

策実施箇所で，現地調査により被害発生状況の変遷を

確認した．その結果，保久良地区，住吉・野寄地区と

もマスアタック以上の被害は 5％程度，枯死木は 1本

に抑えられた．高取地区では被害が半減し，枯死木は

未発生であった（図 5参照）．以上より,枯死木を削減

する対策効果が得られていると考えられる．

図 5 保全すべきナラ類の被害程度の推移 

4.ナラ枯れ枯死木が発生しやすい要因

ナラ枯れ枯死抑制のため，枯死が発生しやすいナラ

類の特性や地形条件等を検討した．検討にあたっては，

既往知見で枯死や被害発生に関連すると言われてい

る①樹種、②胸高直径、③飛翔空間、④斜度、⑤斜面

方位、⑥日射量、⑦地上開度、⑧地下開度、⑨空間堆

積に対し，六甲 GB事業地での位置情報のある過去の

ナラ枯れ被害木計 403本の調査結果を用いた．なお，

飛翔空間等の地形等に関する情報は，既存の航空レー

ザ測量成果を用いて解析を行った（表 1，図 6参照）．

 その結果，樹種，胸高直径，斜面方位等が枯死に影

響するという傾向が得られた．樹種では，コナラの枯

死率が最も高く（約 30％），その他はアベマキとアラ

カシが 10％前後と低くなっていた．

胸高直径では，太い木が集中加害を受けやすく枯れ

やすいと推察されていたが，今回の結果では 50cm以

上の太い木だけでなく，20cm未満の細いナラ類も枯

死率が高かった．これは直径が細い場合，土壌水分の

吸い上げ阻害等への耐性が低いためと考えられる． 

また，カシナガの走光性やナラ類の蒸散活動が活発

になる斜面で被害が多く枯死しやすいと推察されて

おり、今回の結果でも，東から南向きの斜面や日射量

が高い斜面で枯死率が高かった．カシナガの習性やナ

ラ類の蒸散活動に起因し

ていると考えられる．

今後，効果的なナラ枯れ

被害対策を実施するには，

これら枯死しやすい条件

に留意した対策を検討す

ることが重要である．  図 6 胸高直径別の枯死率 

表 1 ナラ枯れの枯死しやすさ（樹種・方位） 

5.まとめ

六甲山系では，ナラ枯れ被害が収束している地域と

激害化が継続している地域があるが，全体数は昨年度

より増加していた．一方，六甲 GB事業地では，進め

てきた枯死木抑制対策により，一定の効果が確認され，

被害木は減少傾向である．ただし，他地域では被害が

収束して 5～10年経過後に再度被害が拡大したとの

報告もあるため，枯死木抑制等対策を継続するととも

に，被害状況に応じた監視を継続することが重要であ

る．また，激害化後の樹林整備では，樹種転換等も検

討していくことが重要となる． 

□：対策実施年度

樹種
枯死木

本数

被害生存

木本数

未被害木

本数

枯死率

(%)

コナラ 86 194 100 30.7

アベマキ 3 25 10 10.7

アラカシ 4 41 36 8.9

ウバメガシ 1 28 5 3.4

斜面

方位
枯死木

被害生

存木

枯死率

（%）

北 4 19 17.4

北東 9 31 22.5

東 19 55 25.7

南東 26 61 29.9

南 14 27 34.1

南西 16 60 21.1

西 5 33 13.2

北西 5 18 21.7
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富士山麓の砂防事業における環境対応マニュアル作成事例 

株式会社建設技術研究所 堀田 大貴・○井川 裕介・萬野 日出人・澤樹 征司 

国土交通省 富士砂防事務所 村松 弘一・田中 僚・大憧 匠 

1. 背景および目的 

富士山麓では、火山噴火および土石流に対する防災を目

的とした砂防事業が実施されており、特に日本有数の大崩

壊地である南西山麓において重点的な対策が進められてい

る。本事業では、自然環境保全の観点から、砂防施設の設

置により影響が懸念される動植物に対する保全の取り組み

が施工箇所毎に検討されてきた。 

その一方で、今後も多数の箇所で砂防施設を設置予定で

あるため、効率的・効果的な調査・検討手法の確立が必要

とされている。そこで、比較的小規模かつ多地区で行う事

業における自然環境保全の取り組みの一事例として、事業

特性や環境特性を踏まえた調査・検討の基本的な考え方を

整理した環境対応マニュアル案を作成したため報告する。 

2. マニュアル作成に向けた諸情報の収集・整理 

富士山麓では、砂防事業を対象とした自然環境調査を長

年実施しており、多くの調査データが蓄積されている。環

境対応マニュアル案の作成にあたり、必要な調査内容を検

討するための前提条件を把握するため、既往調査結果から

当該地域のおける生物相を把握するとともに、富士山麓に

おける南西野渓の環境特性を把握した。 

2.1 富士南西山麓における生物相の把握 

当該地域における生物相の把握を目的として、経年デ

ータが蓄積されている平成 15 年度以降の期間を対象に、

業地ごとの生物種リストを整理した。 

2.2 富士南西山麓の環境特性の把握 

CS マップ（長野県林業総合センター考案の微地形を表

現できる地形図、図 2）の作成および現地踏査を実施した。

富士山の南西山麓は、以下のような特徴がみられた。 

 谷が小さく浅い野渓が多く存在するため、水たまりが

点在している。 

 大径木は少ないものの、スギ植林が大部分を占める。

 主にスコリア地質であり、空隙が散見される。

3. 事業段階に応じた調査・検討の基本方針の立案

環境影響評価の基本的な考え方や事業特性を踏まえ、保

全のための調査・検討が必要なタイミングを検討し、図 3

に示すように事業段階ごとに必要な取り組みを設定した。

基本方針の概要は以下の通りである。 

 「予備設計段階」では、事業計画検討の早い段階で希

少動植物の生育・生息状況を把握し、影響の回避・低

減・代償の措置を検討し、詳細設計へ反映させる。

 予備設計段階から年数が経過した「着工前段階」では、

予備設計段階で事業影響があると判断された種の現況

把握調査を実施し、着工にあたり必要な保全対策を検

討・実施する。 

 特に慎重な対応が求められる種を対象に「工事中モニ

タリング」および「事後モニタリング」を実施する。

図 3 事業段階に応じた調査・検討の基本方針 

3.1 環境特性を踏まえた調査内容の精査 

当該地域の生息種や環境特性から想定される、配慮が必要

な種を抽出し、本事業における基本的な調査対象種群を選定

した（表 1）。これにより、生物相全般の把握を目的とした

河川水辺の国勢調査の標準手法では見落とすおそれのある重

要な動植物に配慮した調査を実施できる仕組みとした。 
図 2 CSマップ 図 1 富士南西山麓の環境（野渓） 
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図 4 南西野渓環境対応
マニュアル（案） 

表 1 基本的な調査対象項目 

項目 方法 範囲 時期 

植物 
(重要な種) 

任意踏査 事業予定地周辺
100m 

春季、夏季、秋季 

鳥類(タカ科) 定点調査・ 

営巣木確認調査等 

事業予定地周辺

300m 

春季、初夏 

鳥類 

(フクロウ) 

任意踏査・ 

夜間調査等 

春季、初夏 

鳥類 
(一般鳥類) 

任意踏査 春季～初夏 

哺乳類 
(リス・ネズミ

類)

任意踏査・ 
巣箱調査等 

事業予定地周辺
250m 

春季、夏季、秋季 

哺乳類 
(コウモリ類) 

任意踏査・ 
バットディテクタ

ー調査 

春季、夏季 

爬虫類 任意踏査 春季、初夏、秋季 

両生類 任意踏査 春季、初夏、秋季 

昆虫類 

(チョウ類) 

任意踏査・ 

トラップ調査等 

春季、夏季、秋季 

昆虫類 
(ゲンゴロウ類) 

任意踏査 夏季～秋季 

3.2 影響予測手法の検討 

影響予測の実施にあたっては、予測対象種の生態特性

によって事業による影響経路や影響の程度が異なると想

定されるため、生物種群毎に最適な影響検討手法を以下

のように検討した。 

3.2.1 前提条件の設定 

本検討では、改変範囲内に該当する「直接影響範囲」、

改変はないものの影響が懸念される「間接影響範囲」、影

響は軽微と考えられる「影響範囲外」の 3 つの区分に分

け、改変によって消失する保全対象種の割合に応じて影

響の程度を判定することとした。このうち、直接影響範

囲は明確な定義が可能であるが、間接影響範囲は、直

接改変およびそれに付随する諸行為が周辺へおよぼす

影響を考慮した範囲であり、不確実性が高い。ここで

は、既往文献に基づき、各分類群の間接影響範囲を以

下の通り設定し、運用することとした。 

 植物：樹林伐開に伴う日照条件の変化により、林内環

境に影響を及ぼす範囲は約 10～36m とされている

（亀山, 1976）ため、改変範囲から50mの範囲に設定

した。 

 哺乳類、両生類、爬虫類、昆虫類：林内環境の変化に

より生息環境・繁殖地等への影響が想定されるため、

植物と同様に改変範囲から50mの範囲に設定した。 

 鳥類：行動範囲の広い猛禽類に着目し、『猛禽類保護

の進め方（改訂版）（環境省,2012）』に基づき、富士

南西山麓地域に代表的な重要種であるオオタカの営巣

中心域を基準として、改変範囲から 300mに設定した。

 両生類、水生昆虫類：水域に生息するため、工事排水

による影響も考慮し、『道路環境影響評価の技術手法

（平成 24 年度版）（国土交通省技術総合研究所,2013）』

で定められている調査範囲（事業箇所から下流 250m

の範囲）を設定した。 

3.2.2 影響予測フローの作成 

前項で設定した影響範囲を踏まえ、以下の方針にて影

響予測フローを作成した。なお、影響の有無を判断する

改変率の基準（30%）は、ダム事業等で採用事例がある値

を参考として採用した。 

 植物、爬虫類、両生類、昆虫類：直接改変率（調査範

囲内において確認された全個体のうち、直接影響範囲

内で確認された個体数の割合）が 30%以上の場合は

「影響が大きい」、間接改変率（調査範囲内において

確認された全個体のうち、間接影響範囲内で確認され

た個体数の割合）の割合が 30%以上の場合は、間接

的な影響が想定されるため「影響がある」と判定する。

 鳥類、哺乳類：直接影響範囲内でねぐらや巣が確認さ

れた場合は「影響が大きい」、間接影響範囲内でねぐ

らや巣が確認された場合は、間接的な影響が想定され

るため「影響がある」と判定する。 

「影響が大きい」と判定された場合は、保全対策を検

討することとし、「影響がある」と判定された場合は、直

接影響よりも比較的影響が小さいこと、および生育地そ

のものが残存することを考慮した措置（配慮事項）を検

討することとした。 

4. まとめと今後の課題

環境対応マニュアルを作成

（図 4）し、事業特性および環境

特性を踏まえた調査・検討手法

を体系化したことにより、効率

的に環境対応を行う仕組みを構

築することができた。 

本マニュアルは、最新の知見

や調査結果を踏まえて見直しを

適宜行うことにより、環境対応の更なる効率化を図ること

が望ましい。 
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土岐川流域グリーンベルトにおける樹林整備効果検証の試み 

国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 加藤仁志，樫野誠*1)，田中健貴，松原和哉*2)，鷹見和也*3) 
（＊1：現 国土交通省砂防部,＊2：現 中部地方整備局,＊3：現 中津川市役所） 

アジア航測株式会社 ○恩藤（湯川）典子，石原淳，星剛介，中森さつき，恩藤真，小西久充

1 背景 

多治見砂防国道事務所管内の庄内川砂防流域（図-1）は，薪炭材の伐採や陶土の採掘等により，過去に広範囲

でとくしゃ地であったが，山腹工により植生が回復した。し

かし，土壌の形成が不十分であり，樹林の生育不良・荒廃の

進行，市街化に伴う樹林地の消失・細分化，山麓への土砂流

出等の発生が懸念された。 

そこで，平成15年に市街地に隣接する一連の山麓斜面を「土

岐川流域グリーンベルト」として位置づけ，安全で豊かな都

市山麓をめざし，20年以上にわたり，地元の中学生や地域住

民等との協働による樹林整備を進めてきた。 

2 目的 

本地域の樹林整備では，選択的な伐採により林床の光環境

を改善し，防災機能等の高い樹林へと植生遷移を誘導してい

る（図-2）。樹林整備効果の発現には時間を要するが，協働

により樹林整備を推進するためには，目標に対する整備効果

の可視化が重要である。本報では，これまでに複数年をかけ

て，効果検証のために実施した調査の結果を報告する。 

3 対象地域の概要と樹林整備目標の設定 

対象地域は標高300m以下の丘陵地で，ｱｶﾏﾂ，ｿﾖｺﾞ等の常緑

広葉樹，ｺﾅﾗ等の落葉広葉樹林の混交林（二次林）からなる。潜在自然植生はｱﾗｶｼ等の常緑広葉樹林と推定されて

いる1)（樹林整備せずに放置すれば常緑広葉樹となる）。 

平成21年度に、目指すべき樹林の定性的・定量的な目標として、階層ごとに，立木密度，樹種及び樹木活力

を示す健康度4)，植物の更新に重要な条件である光環境として

相対照度の目標値を設定した2,3)。また、令和3年度に光環境調

査項目に開空度を追加し、既存文献より目標値を設定した（開

空度の目標値は表-1より、表面侵食防止効果に期待がある”林

床植生が富む”＝開空度18％以上とした）。 

4 樹林整備効果検証調査 

4.1 調査経緯及び調査項目 

平成20年度に植生調査，平成29年に植生遷移状況の確認調

査（植生調査），樹林整備（選択的伐採）と伐採後本数調査，

伐採から4年後の令和3年に植生調査を実施した（図-2）。調

査項目は，植生調査（本数・樹種・健康度等）と光環境調査

とした（表-2）。なお開空度は360度カメラの撮影画像を解析

して算出した。

樹林整備は，整備前の毎木調査結果から立木密度を算出し，

目標とする立木密度に近づけるための間伐強度で伐採した。

伐採木は林床の光環境改善のため，高木・亜高木の常緑樹とし，浅根性で根返りが多いｿﾖｺﾞを主とした。 

4.2 調査結果 

樹林整備前後の調査結果を表-3に示す。目標値10項目のうち7項目が問題なしとなり，平成20年度と比較し，改

善必要な項目が減少した。また，改善が必要な項目（亜高木層以上および低木層の立木密度，亜高木層以上の構

成樹種）についても，立木密度が減少（H20調査：30本/100m2に対し，R3調査：14本/100m2），構成樹種の落葉広

葉樹割合が増加(H20調査：10％に対し，R3調査：43%)となり，目標値に近づく結果となった。 

開空度 相対照度 林床植生の状態

0～8％ 5％以下 林床植生ほとんどなし

9～17％ 6～20％ 林床植生がわずかに生育

18～27％ 21～30％ 林床植生に富む 

28～45％ 31～50％ 陽性の雑木林に富む

46％～ 51％～ 陽性の雑木林に極めて富む

表-1 開空度，相対照度，林床植生の関

 

図-2 樹林整備内容と調査フロー 

H20 調査⇒H29 整備直前調査 ⇒ 伐採 4 年後調査 

図-1 調査位置図

目標 

項目 調査内容

植生
調査

○ベルトトランセクト区画（10m×50m）
・亜高木以上毎木調査（樹高(超音波樹高測定器による)、
　胸高直径、健全度）
・植生断面調査
○コドラート区画（10×10ｍ）
・低木層以上毎木調査（樹高、胸高直径、健全度）
○実生コドラート区画（2×2ｍを4箇所）
・実生調査（樹種、樹高、位置）

光環境
調査

○平均相対照度（林外・林内で照度計による計測）
○開空度（360°カメラで撮影後、画像解析により算出）

表-2 調査項目 
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5 考察 

これまでの4回の本数調査の結果を示す（図-3）。自然枯死と比較し，樹林整備（伐採）が立木密度を大きく減

少させている。さらに，落葉広葉樹と常緑広葉樹の本数割合をみると，亜高木層～高木層及び低木層で落葉広葉

樹割合が増加した（図-4）。実生についても70%程度が落葉広葉樹となっている(表-3)。開空度は，樹林整備によ

り数値が高くなり，伐採4年後も目標値以上を保っている（図-5）。以上の結果より，樹林整備による林内の光環

境の改善，下層での落葉広葉樹割合の増加を確認したことから，下層の光量を減じる常緑樹を選択的に伐採した

ことが，落葉広葉樹の更新を促したことが示唆された。 

6 おわりに 
現時点の定量的な調査では，本地域で実践してきた樹林整備手法により，光環境がコントロールされ，遷移を

適切な方向へ誘導できていることが明らかになった。このため，当面はこの方法での樹林整備を進める予定であ

る。しかし，当該地域では構成する落葉広葉樹の種類が数種に偏っており，樹林の質的な検証，継続的な調査の

実施，樹林整備方法の検証・検討も課題である。

【引用文献】1)環境省自然環境局生物多様性センター（2013)：「第７回自然環境保全基礎調査植生調査報告書」/2）今井一之他(2011)：

土岐川流域グリーンベルトにおける樹林整備の取り組みについて,平成 23 年度砂防学会研究発表会概要集/3)科学技術庁資源調査会

（1972）：地上調査に基づく樹木活力指標/4)神奈川県(2003)：水源の森林づくり広葉樹林整備マニュアル

評価 評価 評価 評価

立木密度

（本/100ｍ2）
8～10 30本

改善
必要

28本
改善
必要

15本
改善
必要

14本
改善
必要

構成樹種
コナラを主体とす

る落葉広葉樹
10％が落葉樹

改善
必要

18％が落葉樹
改善
必要

27％が落葉樹
改善
必要

43%が落葉樹
改善
必要

健康度 健全である
40％が枯死・枯

損
改善
必要

3％が枯死・枯損
問題
なし

枯死木を伐採 - 1本が枯死・枯損
問題
なし

立木密度

（本/100ｍ2）
40程度 79本

改善
必要

101本
改善
必要

76本
改善
必要

65本
改善
必要

構成樹種
多様で季節感の

ある樹齢・樹種
61％が落葉樹

問題
なし

74％が落葉樹
問題
なし

87％が落葉樹
問題
なし

88%が落葉樹
問題
なし

健康度 健康である 22％が枯死・枯損
改善
必要

2％が枯死・枯損
問題
なし

枯死木を伐採
問題
なし

5%
問題
なし

本数

（本/100ｍ2）

発達している
こと

411本
問題
なし

546本
問題
なし

（未調査） - 780本
問題
なし

構成樹種
種類が多く、落葉広葉樹の

後継樹が生育していること 70％が落葉樹
問題
なし

85％が落葉樹
問題
なし

（未調査） - 71%が落葉樹
問題
なし

相対照度 20％以上 5％以下
改善
必要

5％以下
改善
必要

5％以下
改善
必要

26.3%
問題
なし

開空度 18％以上 （未調査） - 18.8%
問題
なし

27.5%
問題
なし

22.1%
問題
なし

令和3年度（伐採後4年）
階層 項目 目標値

平成20年度 平成29年度_伐採直前 平成29年度_伐採直後

亜高木
～

高木層

低木層

林床
（実生）

林内環境

表-3 目標値と植生等調査結果 

図-5 開空度推移(H29(伐採前・後),R3) 

目標値 

H29 
伐採 4 年後 

H29 R3 

図-3 立木密度推移(H20,29(伐採前・後),R3) 

目標値 

(マツ枯を含む)

落葉樹
10.0%

落葉樹
17.9%

落葉樹
26.7%

落葉樹
42.9%

常緑樹
90.0%

常緑樹
82.1%

常緑樹
73.3%

常緑樹
57.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H20

H29_伐採前

H29_伐採後

R3_伐採4年後

落葉樹

60.8%

落葉樹

74.3%

落葉樹

86.8%

落葉樹

87.7%

常緑樹

39.2%

常緑樹

25.7%

常緑樹

13.2%

常緑樹

12.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H20

H29_伐採前

H29_伐採後

R3_伐採4年後

図-4 広葉樹割合（左：亜高木層以上，右：低木層）

アカマツ

4本
ネズミサシ

4本

ネズミサシ

3本

ネズミサシ

3本

ヒサカキ

8本

ヒサカキ

9本

ヒサカキ

4本

ヒサカキ

3本

ソヨゴ

9本

ソヨゴ

9本

ソヨゴ

4本

ソヨゴ

3本

その他

5本

その他

7本

その他

4本

その他

8本

0本 5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本

H20

H29_伐採前

H29_伐採後

R3_伐採4年後

(構成本数)

目標値 

樹林整備 

自然枯死 

自然枯死 
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雪崩を想定した UAVを用いた三次元計測精度の調査 

国立研究開発法人土木研究所 雪崩・地すべり研究センター ○奥山悠木，渡辺伸一，判田乾一 

１．はじめに 

 雪崩災害発生時の現地調査では，発生区までの踏査

は非常に労力と危険を伴う。一方，UAV を活用すること

で安全かつ迅速に全体状況を把握でき，さらに複数の

写真を合成する SfM（Structure from Motion）やレー

ザ計測により 3 次元点群データを作成することで雪崩

の発生規模や流下距離等の諸元の計測が可能となる。 

 しかし，SfMで作成した点群データの位置座標には最

大で数十 m 単位の大きな誤差が生じる場合があること

が指摘されており（例えば，青木・米，2020），2時期の

差分解析を行う場合などに大きな問題となる。また，雪

崩現場特有の問題として，一面が色調変化に乏しい雪

面である場合に SfM 処理が失敗し点群データに欠損が

生じる場合がある。 

 本報告では，雪崩現場を想定した積雪環境で UAV に

よる 3 次元計測を行い，以下の事項について精度を検

証した結果を示す。 

①SfM およびレーザ計測による精度の違い

②標定点の数・配置による精度の違い

③天候・露出設定による欠損率の違い

２．調査方法 

 実際の雪崩現場では発生域に入っての現地作業が困

難なため，地上作業が可能な現場として新潟県上越市

の裸地斜面を使用し，積雪期に調査を行った。計測対象

範囲は長さ約 430m，幅約 110m，高低差約 50m，傾斜部

の平均勾配 9°である。図－1に示す位置に地上基準点

（標定点および検証点）を設置した。基準点の配置は，

標定点 1 が UAV 離陸地点，標定点 2～5 に囲まれた範囲

が雪崩発生域を想定したものである。各基準点の位置

座標は可搬型の RTK-GNSS測量機により計測した。 

 天候および露出設定の影響を検討するため，晴れと

くもり，露出通常と露出補正＋3.0 の設定でそれぞれ

UAV写真撮影を行った。計測手法の比較のため，同範囲

で UAVレーザ計測を行った。使用機材は，写真用 UAVに

DJI Phantom 4 Pro V2.0，レーザ用 UAVに Air Ray X，

レーザスキャナーに RIEGL VUX-1，SfMソフトウェアに

Agisoft Metashapeを用いた。SfM処理において，位置

座標を入力する標定点の数を 0～6個に変えてそれぞれ

点群生成を行った。各ケースの条件を表－1に示す。 

各ケースにおいて，検証点 1～4についてモデル上の

位置座標と実測の座標値との誤差を算出し，水平位置

および標高の二乗平均平方根誤差（RMSE）を整理した。

また，SfMの 6 ケースについて，点群欠損率（対象範囲

のうち 1m2 あたりの点密度が 4 点に満たない面積の割

合）を整理した。 

図－1 対象地における地上基準点の配置 

３．検証結果 

 各ケースの精度検証結果を表－1 に示す。RMSE は，

SfM の No.1～4 の中で No.4 が水平位置 0.11m，標高

0.51mでいずれも最小，No.2が水平位置 21.61mで最大，

標高では No.1 が 80.67m で最大であった。レーザ計測

では最大でも No.7 の水平位置 0.03，標高 0.09 であっ

た。欠損率は，No.1～4，No.5，No.6の中では No.1～4

と No.5 はそれぞれ 7.4％と 5.1％と大きな差はなく，

No.6が 51.0％で最大であった。 

表－1 ケース別精度検証結果 

1

平坦部
約130m

傾斜部
約300m

約
1
1
0
m

100m

標定点

検証点

2 1
6 2

3

34

4
5

No. 天候 計測方法
使用する

標定点
欠損率

水平 1.31

標高 80.67

水平 21.61

標高 41.36

水平 0.48

標高 10.56

水平 0.11

標高 0.51

水平 0.24

標高 0.43

水平 0.21

標高 0.80

水平 0.03

標高 0.09

水平 0.01

標高 0.02

7.4%

2
標定点

1

なし1

晴れ
写真計測

（露出通常）

4
標定点

1～6

3
標定点

1,2,5

5 晴れ
写真計測

（露出補正+3.0）

6 くもり
写真計測

（露出通常）

標定点

1～6

標定点

1～6

検証点1～4

RMSE(m)

―

8
標定点

1～6

51.0%

7

くもり レーザ計測

なし

5.1%

P2 - 40 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 583 －



3.1 SfM およびレーザ計測による精度の違い 

 SfMの No.1と No.4を比較すると，標定点を用いない

No.1 で RMSE が水平位置 1.31m，標高 80.67m と誤差が

大きくなったが，標定点を 6 点使用した No.4では水平

位置 0.11m，標高 0.51mまで誤差が小さくなった。一方，

レーザ計測の No.7 と No.8 を比較すると，標定点を用

いない No.7 で水平位置 0.03m，標高 0.09m，標定点を 6

点使用した No.8で水平位置 0.01m，標高 0.02mとなり，

SfMと比較して精度が高い結果となった。 

3.2 標定点の数・配置による精度の違い 

 標定点の数・配置を変えた No.1～4を比較すると，標

定点を設置しない No.1 では，RMSE は水平位置 1.31m，

標高 80.67m であるのに対し，標定点を UAV離陸地点付

近に 1 点設置した No.2 では水平位置 21.61m，標高

41.36m となり，標高誤差は 1/2 程度まで小さくなった

ものの，水平位置誤差は標定点なしの場合の約 16倍と

むしろ大きくなる結果となった。これは，今回使用した

SfMソフトウェアの処理の特性上，座標を入力した 1点

を中心に点群全体が過度に補正され歪んでしまうこと

により，標定点から離れた範囲では標定点を設置しな

い場合よりも精度が低下したものと考えられる。 

 一方，標定点を UAV離陸地点付近に 3点設置した No.3

では，誤差が水平位置 0.48m，標高 10.56m となった。

さらに，標定点を 6点設置した No.4は 3.1で述べた通

り，No.1～4 の中で最も誤差が小さい結果となった。 

 以上より，現場状況から可能な場合には，No.4 のよ

うに計測範囲全域に標定点を配置することで誤差を最

小限に抑えることができるが，それが困難な場合には，

次善の策として No.3のように UAV離陸地点付近に 3点

程度の標定点を設置することで誤差が水平位置で 1/3

程度，標高で 1/8程度まで小さくなる可能性がある。 

3.3 天候・露出設定による欠損率の違い 

 天候および露出設定を変えて撮影した写真の例を図

－2 に示す。天候の影響について No.1～4 と No.6 を比

較すると，晴れの No.1～4では点群欠損率が 7.4％であ

るのに対し，くもりの No.6 では 51.0％と欠損率が約 7

倍に増加する結果となった。これは，図－2(2)のように

くもりの条件では雪面の陰影が少なくなり，SfMソフト

ウェアの処理において複数写真の結合に必要な特徴点

が抽出できなかったことによるものと考えられる。一

方，図－2(1)のように晴れの条件においては雪面に陰

影が生じており，特徴点として使用できる画素が多か

ったものと考えられる。 

カメラの露出設定の影響について No.1～4と No.5を

比較すると，通常設定の No.1～4 で欠損率 7.4％に対

し，露出過多に設定した No.5 で 5.1％と，大きな差は

生じない結果となった。これは，No.5 で設定した露出

過多の条件でも大幅な白飛びは発生しておらず，特徴

点の抽出に必要な陰影情報がほとんど失われていなか

ったことによるものと考えられる。 

 今回の検証では，露出設定の影響よりも天候の違い

による雪面の陰影の影響が大きい結果となった。雪崩

現場を撮影する際は，可能であれば，晴れの日に陰影が

出やすい条件で撮影する方が，点群生成密度を向上さ

せることができると考えられる。 

図－2 撮影条件ごとの写真の例 

(1)No.1～4，(2)No.6，(3)No.5，(4)表－1対象外

４．まとめ 

 雪崩現場を想定した積雪環境で UAV による 3 次元計

測の精度を検証したところ，以下の結果が得られた。 

① 標定点なしの場合，SfM では水平位置 1m 程度，標

高 80m 程度の大きな誤差が生じたが，レーザ計測

では水平位置 0.03m，標高 0.09m の誤差であった。 

② 標定点を計測範囲全域に配置することで誤差を最

小化できるが，標定点 3 点でもある程度誤差を低

減できる可能性がある。

③ 今回の検証では，露出設定よりも天候による雪面

の陰影の違いが点群欠損率に大きく影響する結果

となった。

 UAV による雪崩現場の 3次元計測を行う際は，撮影環

境と標定点の配置に適切に配慮することで計測成果の

精度を確保することが可能と考えられる。 

参考文献 

青木千咲・米康充（2020）：造林地における UAVを用いた測量

誤差の評価，日本リモートセンシング学会誌，Vol.40，No.1，

pp.42-48 

(1)晴れ・露出通常 (2)くもり・露出通常

(3)晴れ・露出補正+3.0 (4)くもり・露出補正+3.0
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能動的排水ポンプを用いた揚水井戸内の気液二相流を対象とした基礎的な解析 

四国山地砂防事務所 ○高原晃宙・松下一樹 

国土技術政策総合研究所 小嶋孝徳、中谷洋明 

1.はじめに

地すべり対策で用いられる地下水揚水法にはウェル

ポイント工法やディープウェル工法がある。また、近年

開発されたスーパーウェルポイント工法 1)（以下 SWP 工

法という）が意欲的に用いられている2)、3)。しかし、ポ

ンプを用いる特性上、地すべり地の地下水位低下工法と

しては、集水・揚水能力を見込んだ計画・設計並びに運

用が難しい、あるいは機器の耐久性や異常の早期発見な

どに不安が残るなどといった課題がある。そのため、地

すべり対策では応急対策工法という整理がされている。 

一方で、施工適地が限られる中で効率的な事業実施を

目指すために、課題を分析し適用性を広げる努力を継続

する必要があると考えている。そのため基礎的な検討と

して、SWP 工法の設置孔内を対象に、ポンプ発熱による

熱対流及び減圧による気泡析出を考慮した気液二相流の

再現を試みたので報告する。 

2. SWP工法の概要

SWP 工法は、真空ポンプと水中ポンプを組み合わせ、

能動的に飽和地下水を集水・揚水する工法である（図-1）。

井戸構造は二重管構造となっており、下部に通水孔を持

つ鋼管の外側にスクリーンが設置されている。地上に設

置した真空ポンプにより鋼管内を減圧して孔内水位を引

き上げ、通水孔から地下水を集水する。この際、スクリ

ーンと鋼管の間で空気が分離されて水のみ鋼管内に流入

する。鋼管内に流入した水は水中ポンプで揚水する仕組

みとなっている。 

3.解析手法

解析には汎用性のある Advance/FrontFlow/MP を用い

た。これは、二流体モデル（Euler-Euler法）により気液

二相流の流動特性や伝熱特性を解析する非構造格子系の

ソフトウェアである。解析にあたっては、水中ポンプを

設置した鋼管底部を二次元軸対称モデルとして図-2 の

ように単純化した。計算条件は表-1に示した。再現を試

みる気液二相流は、圧力差及び出入流量一定の定常状態

にあるものと仮定し、気泡の併合は再現の対象としなか

った。揚水用の水中ポンプは通水孔より上に設置する。

そのため、鋼管内に流入した細粒分は底面へと沈降する

と想定し、細粒土砂の挙動は無視した。また、鋼管壁を

介しての熱交換は無視した。 

4.解析結果と考察

ケース1を基本ケースとして、気泡の大きさ、気相流

量を変化させて 3 ケース、液体への熱収束を考慮して 1

ケースの合計4ケースを解析し（表-2）、液相速度（図-

図-1 排水機構イメージ1) 図-2 解析モデルの概略 

表-1 計算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2 解析ケース 

温度 気泡径

吸⽔⼝からの
気相流量

①
m3/min

（⽔中ポンプに
流⼊する気相流量）

②
m3/min

②/①×100
%

1 0.7 0.01232 (0.01002) 81.3
2 1.4 0.01232 (0.00893) 72.5
3 0.7 0.00616 (0.00518) 84.1
4 計算 0.7 0.01282 (0.00692) 56.2

※⽔中ポンプに流⼊する気相流量以外は上⽅に流動し、液⾯から流出する。

解析結果解析条件

⼀定

解
析
ケ

ス

No. 項⽬ 値 単位 内容
1 水面のゲージ圧 -0.06 Mpa 稼働時の平均表⽰圧⼒

2 ポンプが揚水する液相の流量 1.2 m3/min
ポンプの定常運転時の排⽔量
（φ300 mm）

0.075 m3/min φ100 mm吸⽔⼝×16

1.2 m3/min 3次元全体(=ポンプ揚⽔量)

7.7×10-4 m3/min φ100 mm吸⽔⼝×16

0.01232 m3/min 3次元全体

5 通水孔から流入するボイド率 0.01016 - 気相流量 / (気相流量＋液相流量)

6 通水孔から流入する液相の温度 12.6 ℃ 地下⽔温

7 ポンプから液体への熱流束 2173 W/m2

＝発熱量/⾯積
発熱量：稼働率(80％)、負荷
率(10%)と仮定した場合のポ
ンプ熱損失量

8 ポンプを除く壁面の温度 12.6 ℃ 地下⽔温と同⼀と仮定

9 乱流モデル

10 液相の密度 999.5 kg/m3

11 液相の動粘性係数 1.22×10-3 Pa s

12 液相の表面張力係数 0.07384 N/m

13 液相の定圧比熱 4189 J/(kg・K)

14 液相の熱伝導率 0.59 W/(m・K)

15 液相のPrantdl数 8.66 - 動粘性係数×低熱⽐熱/熱伝導率

16 液相の体積膨張率 1.21×10-4 1/K
標準物性値より導出
（⽔温12.6℃）

17 気相の密度 2.019 kg/m3

18 気相の粘性係数 1.986×10-5 Pa s

19 気相の定圧比熱 918.9 J/(kg・K)

20 気相の熱伝導率 0.02538 W/(m・K)

21 気相のPrandtl数 0.719 - 動粘性係数×低熱⽐熱/熱伝導率

22 気泡径 0.7 mm 通⽔孔スリット径より仮定

標準物性値より導出
(気温2.6℃)

k-εモデル

3 通水孔から流入する液相の流量

通水孔から流入する気相の流量4

標準物性値より導出
(⽔温2.6℃)
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3）・気相速度（図-4）やボイド率（図-5）について比較

した。液相は通水孔から流入し水中ポンプに流入するが、

気相は通水孔から流入し、水中ポンプで揚水される流れ

とポンプと管壁の間に存在する水面から放出される流れ

が存在する。これを踏まえて気相流量の配分にも着目し

て揚水井戸内の流動特性を分析した。 

4.1 温度一定を仮定した解析（ケース1からケース3） 

液相速度はケース1からケース3で大きな差異は見ら

れなかった。気相速度については、ケース 1 とケース 2

の比較で、気泡径の大きいケース2の気相速度が大きか

った。ケース1とケース3の比較では、気相流量の大き

いケース1の気相速度が若干大きかった。 

通水孔から流入した液相の流れは壁面に沿って上方

に流動し、水中ポンプ吸込口近くの液相速度が大きくな

る速度分布が見られた。気相の流れも同様だが、管中央

部に気相を含まない領域が存在した。そのため、壁面と

気相を含まない領域に挟まれた範囲でボイド率が高くな

った。また、ポンプ吸水口近くは気相速度と液相速度の

速度差が大きくなり、液相の流量よりも気相の流量が大

きいため、ポンプ吸込口近くで気相の占める割合が大き

くなり、ボイド率が高くなった。 

気泡径を変えたケース1とケース2では、気泡径の小

さいケース1の方が水中ポンプに流入する気相流量の割

合が大きかった。ケース2の方が、水中ポンプと管壁の

間を流動して水面から放出される気相流れの速度が大き

かったため、これが影響したと考えた。ケース1とケー

ス3では、ケース3の方が水中ポンプに流入する気相流

量の割合が大きかった。これはケース3のボイド率が小

さいことに加えて、吸水口付近で液相速度と気相速度の

差が小さくボイド率も均等に分布していることが影響し

たと考えた。

4.2 ポンプの排熱を考慮した解析（ケース4）

液体への熱収束を考慮したケース4で、ポンプ近くで

は液相温度は上昇するが、ポンプから下方では液相から

管壁へ熱が移動するため液相温度は低下していた（図-6）。

通水孔からポンプ吸水口までの液相速度は、壁面近くで

液相速度が大きくなり横断方向で速度差が大きくなった

（図-6）。気相速度につい

ても壁面近くで気相速度

が大きくなり、気相を含ま

ない範囲がより上方まで

分布するようになった。図

-7 にボイド率が高くなる

範囲を囲み、気相速度の分

布図と重ね合わせた。ポン

プ吸水面付近では気相速

度が低下する速度変化点

でボイド率が高くなり、ポンプと管壁の間では気相速度

が局所的に上昇する場所でボイド率が高かった。

ケース1とケース4を比較すると、ケース1の方が水

中ポンプに流入する気相流量の割合が大きかった。これ

は、ケース4では水中ポンプ吸水面にボイド率0の領域

が接していることが影響したと考えた。 

5.まとめ

SWP 工法の揚水井戸中の気液二相流について基礎的な

解析を行った。その結果、析出する気泡の大きさや気相

流量、ポンプからの排熱による気相速度の上昇がポンプ

に流入する気相流量の割合に影響する状況を再現できた。

現在、SWP 工法の施工や運用においてポンプ性能の低下

が発生しないように、過去の実績に基づく技術者判断が

行われて水中ポンプ位置の調整などが行われている。 

本検討で実施したような、常圧と異なる地下孔底部で

の地下水流れに対して気液二相流解析の適用事例を蓄積

し、現場での調整ポイントなどについて技術的な解釈が

可能となるように取り組んでいきたい。 

引用文献 

1) 荒井紀之ら（2001）スーパーウェルポイント工法の開

発、西松建設技報、Vol24、p101-102

2) 中谷洋明ら（2016）能動的な斜面排水工法の適用性の

検討,砂防学会誌，Vol．69，No．4，p.21-24

3) TeruyoshiTAKAHARA（2021）Mitigation works for t

he Aruse I-3 block landslide in Miyoshi, Tokush

ima, Japan, The Fifth World Landslide Forum Abs

tracts WLF5 Kyoto 2021

図-3 液相速度分布 図-4 気相速度分布 図-5 ボイド率分布 図-6温度分布(ポンプ周辺) 

図-7気相速度（ポンプ周辺） 
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西日本豪雨等における降雨量と生産・流出土砂量の関係把握 

アジア航測株式会社 梅村裕也，新井瑞穂，○江口友章，上杉温子，井之本信

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課 林真一郎，酒井大介，井上遙 

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 山越隆雄，坂井佑介 

筑波大学生命環境系 内田太郎 

1. はじめに

崩壊は，降雨量（誘因）や地形量（素因）と密接な関係があると考えられ，これまでに多くの研究が行われて

きた。その成果として種々の崩壊面積予測式（例えば，打荻(1971) 1），吉松(1977)2））が提案され，実用化されてい

る。一方，近年の地球温暖化に伴い，これまでに経験したことのない記録的な大雨や土砂災害の発生が各地で増

加している。このような状況下においては，降雨量の変化に柔軟に対応できる生産土砂量等の予測式の作成が重

要となってきている。 

このような背景のもと本研究では，広島県で大きな被害が生

じた平成 26 年 8 月豪雨（以下，H26 災害）および平成 30 年 7 

月豪雨（以下，H30 災害）を対象に素因・誘因と崩壊生産土砂量

等の関係を分析したうえで，降雨量，地形量，崩壊生産土砂量等

の関係を定式化した。その方法と結果について報告する。 

2. 検討対象範囲の設定

検討対象範囲は，H26 災害，H30 災害時に崩壊・土砂流出が多

発した図 1 に示す広島県内の 596km2の範囲とした。この範囲の

設定にあたっては，H26 災害，H30 災害時の降雨量や地質（花崗

岩，流紋岩，その他）等の誘因・素因が偏らないように配慮した。 

3. 土砂移動区分と土砂量算出

H26 災害，H30 災害で発生した検討対象範囲内の土砂移動域（1,463 箇所）を対象

に，航空レーザ測量で取得したオルソフォト画像を用いた写真判読ならびに差分解

析により，崩壊域（発生域），流下域，堆積域の区分を行うとともに，崩壊生産土砂

量と流出土砂量を算出した（図 2）。ここで崩壊生産土砂量は崩壊域（発生域）の下

流端から下流への流出した土砂量とし，流出土砂量は流下域の下流端から下流への

流出した土砂量とした。 

4. メッシュ単位データの作成

生産土砂量等を算定する際の基本単位は，図 1 に示す 1km メッシュ単位とした。各

メッシュに以下の属性を与え，解析の基礎データとした。

 土砂量：単位面積あたりの崩壊生産土砂量，流出土砂量（以下，単位生産土砂量，単位流出土砂量）

 降雨量：H26 災害，H30 災害時の最大 1，3，6，12，24 時間雨量，最大土壌雨量指数，連続雨量

 地形量：最大勾配，平均勾配，比高，勾配 5°，10°，20°，30°以上の面積割合

 地 質：花崗岩，流紋岩，その他

5. 降雨量・地形量と崩壊生産量の関係分析

前項の結果をもとに，降雨量，地形量と単位生産土砂量，単位流出土砂量の関係式（以下，土砂量推定式）を

作成した。 

5.1. 土砂量推定式の式型 

土砂量推定式の式型は，降雨量の増加に対して単位生産土砂量等が累乗的に増加する「累乗関数」ならびに

「多項累乗関数」と，降雨量が非常に大きくなった際に単位生産土砂量等が頭打ちとなる「ロジスティック関

数」の 3 式型とした。 

 累乗関数 ： 𝑉 = 𝑎 ∙ (𝑅 − 𝑅𝑚𝑖𝑛)
𝑏

 多項累乗関数 ： 𝑉 = 𝑎 ∙ (𝑅 − 𝑅𝑚𝑖𝑛)
𝑏 ∙ 𝑆𝑐

 ロジスティック関数： 𝑉 =
𝑉𝑀𝐴𝑋

1+exp{−(𝑐0+𝑐1𝑅+𝑐2𝑆)}

図 1 検討対象範囲 

図 2 土砂移動区分と 
土砂量算出イメージ 

崩壊域
(発生域)

流下域

堆積域

崩壊生産土砂量

流出土砂量
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ここに V：土砂量，R：降雨量，Rmin：最少降雨量，S：地形量，a,b,c：回帰係数，VMAX：土砂量上限値 

累乗関数が降雨要因のみの関数，多項累乗関数とロジスティック関数が降雨要因と地形要因の関数である。 

5.2. 土砂量推定式の作成結果 

4.で整理したメッシュ別の土砂量，降雨量，地形量を組み合わせて，多変量解析により土砂量推定式を作成

した（全 480 ケース）。その上で，表 1 に示した評価方法にもとづき，土砂量別（単位生産土砂量，単位流出土

砂量），地質別（花崗岩，流紋岩，その他），式型別（累乗関数，多項累乗関数，ロジスティック関数）にそれ

ぞれ最適な推定式を選定した。作成例として，図 3 に花崗岩の単位崩壊生産土砂量推定式およびグラフを示す。 

 

 

 

 

 

採用された降雨要因は，累乗関数と多項累乗関数が最大 12 時間雨量，ロジスティック関数が最大土壌雨量指

数であり，いずれも長時間の雨量であった。また，地形要因は多項累乗関数が勾配 10°以上の区域における比

高，ロジスティック関数が勾配 10°以上の面積割合であった。 

得られた式をみると，ロジスティック関数において単位崩壊生産土砂量が 33,000m3/km2で頭打ちとなる結果

となったほか，累乗関数，多項累乗関数においても降雨量，地形量のべき乗指数が 1 未満となっており，降雨

量が大きくなるにつれて単位生産土砂量が徐々に頭打ちとなる結果となった。 

5.3. 土砂量推定式の精度検証 

作成した土砂量推定式の精度検証として，横軸に航空レーザ測量データから得られた計測値（真値），縦軸に

推定式から求めた推定値をとった散布図（図 4）を作成した。いずれも 1:1 の直線に近い値を示しており推定精

度は良好である。また，平均絶対誤差（図 5）についても 1km2あたり約 3,000～7,000m3と比較的軽微であった。 

これらの結果より，H26 災害と H30 災害時に経験した降雨量（最大 12 時間雨量：300mm 未満，最大土壌雨

量指数：260mm 未満）ならびに生産土砂量（32,000m3/km2未満）の条件下であれば，累乗関数，多項累乗関数，

ロジスティック関数のいずれを使用した場合でも比較的類似した結果が得られる可能性が示唆された。

6. おわりに

本研究では，特性の異なる 3 式型（累乗関数，多項累乗関数，ロジスティック関数）を用いて，降雨量と地形

量から単位生産土砂量等を算出する土砂量推定式を作成した。本研究により，災害時の航空レーザ測量の差分デ

ータや降雨の時空間分布データを詳しく解析することで，土砂・洪水氾濫対策の検討等に資する降雨シナリオに

応じた 1km2スケールでの生産土砂量の設定が可能となる可能性が示された。今後は，気候変動により降雨量が増

加することを想定した式型の選定や，対象災害を増やすことによる更なる精度向上が重要と考える。 

参考文献 1)打荻珠男 1971:ひと雨による山腹崩壊について,新砂防 79，2)吉松弘之 1977:山腹崩壊の予測式について,新砂防 102 
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図 4 計測値と推定値の比較結果 図 5 平均絶対誤差 

図 3 単位崩壊生産土砂量推定式（花崗岩の例） 
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表 1 土砂量推定式の評価方法 

評価項目 評価の考え方
回帰係数の符号 回帰係数がマイナスとなる定性的に解釈し難い関係式（例えば雨量が小さくなるほど土砂量が大きくなる）は除外する

決定係数 t検定において少なくとも危険率5%で相関に有意性が認められ、かつ0.5以上の決定係数を有する関係式を採用する
残差標準偏差 上記2項目を満たす関係式の中から、残差標準偏差が最も小さい関係式を採用する
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※1 現所属：国土交通省北陸地方整備局企画部 ※2 現所属：国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所 

神通川水系高原川流域における令和 2 年 7 月豪雨での土砂移動実態 

国土交通省北陸地方整備局神通川水系砂防事務所 石井陽、中田圭一、宮本憲治※1、四十谷朋子※2 
（一財）砂防・地すべり技術センター ○伊倉万理、小野寺智久、天野祐一朗、片岡宏介

1. はじめに

令和 2 年 7 月豪雨では 7 月 3 日から 7 月 31 日にかけ

て前線が停滞し、全国的に大雨による洪水氾濫や土砂災

害等の被害が生じた。岐阜県から富山県を流下する神通

川水系高原川流域でも断続的な降雨を観測し、管内では

2 日雨量で年超過確率 1/80 相当の降雨を記録した。こ

の降雨による出水では、蒲田川や平湯川等の主要な支川

での土砂流出に加え、高原川本川沿いでも著しい河床変

動が生じた。保全対象における浸水被害は生じていない

ものの、国道 471 号・県道 475 号において道路護岸の崩

壊等が発生し、通行止めにより高山市上宝町及び奥飛騨

温泉郷で 614 世帯の孤立が生じた。 

本発表では、神通川水系砂防事務所管内で取得された

データの整理・分析により、令和 2 年 7 月豪雨時に高原

川流域で生じた土砂移動について報告する。

2. 流域概要

神通川上流域の高原川は流域面積約 781.6 ㎢を有し、

平均河床勾配が 1/20 の日本有数の急流河川である。流

域内には岐阜県高山市、飛騨市を含み、奥飛騨温泉郷等

の温泉街を有するほか、高原川本川沿いに国道 41 号、

471 号が位置する。 

高原川流域の東側では、北アルプスの造山運動により

形成された不安定な地質が分布しており、土砂生産が著

しい。脆弱な地質分布に加え、年間降水量が上流部で

1,700～2,500mm を超える多雨多雪地帯である。2013

（H25）～2019（R1）の間に、平湯川支川白谷では土石

流がほぼ毎年発生しているものの、砂防堰堤で捕捉した

ことにより災害には至っていない。

3. 出水の状況

3.1 令和 2 年 7 月豪雨での降雨状況

流域内では 6 月 11 日から 7 月 31 日まで断続的な降

雨を観測しており、特に 7 月 6 日～8 日に集中的な豪雨

となった。流域の北東部及び南東部に降雨が集中し、平

湯川流域が雨域の中心となった。7 月 8 日には平湯雨量

観測所にて最大時間雨量 32mm を観測し、最大 24 時間

雨量 266mm（7 月 7 日 8 時～8 日 8 時）、最大 48 時間雨

量 368mm（7 月 6 日 8 時～8 日 8 時）を記録した。 

3.2 流量観測結果 
高原川本川下流の西里橋地点では洪水時の流量観測

が実施されており、既往最大値を上回る 1,735 ㎥/s を観

測した。1989（H1）～2019（R1）年の年最大流量より生

起確率を推定したところ、約 30 年確率規模相当であっ

た。

3.3 ワイヤセンサでの土石流検知状況 
管内の堰堤に設置されたワイヤ・振動センサでの土石

流検知情報を整理したところ、平湯川上流に位置する滝

谷第 2 号砂防堰堤では、降雨ピーク付近である 7 月 7 日

22：27 にワイヤセンサが切断され、土石流を検知して

いる。（図 1）平湯川・蒲田川流域のその他の箇所にお

いても、7 日 23 時から 7 月 8 日未明にかけてワイヤセ

ンサの切断が検出されている。蒲田川・平湯川流域では

降雨ピーク付近で土石流が発生したと考えられる。

図 1 平湯川における土石流検知時刻と 

平湯観測所における時間・累積雨量の比較

3.4 航空レーザ測量成果に基づく土砂移動量の推定 
（1） 推定手法

令和 2 年 7 月豪雨における高原川流域での土砂移動

実態の把握にあたり、出水前後の航空レーザ測量（陸域

及び水域）データの差分解析結果をもとに、出水による

崩壊生産土砂量、河道内侵食・堆積土砂量を推定した。

陸域のレーザ測量は高原川全域（砂防基準点である新猪

谷ダムまで）において出水前の平成 21 年と出水後の令

滝谷第 2 号砂防堰堤 7/7 22:27 
ワイヤセンサ切断
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和 2 年 8 月～10 月に実施されている。また、高原川、

蒲田川、平湯川の本川河道沿いにてグリーンレーザ

（ALB）を用いた測量を、出水前の平成 30 年（蒲田川

では令和 2 年 5 月にも実施）と出水後の令和 2 年 8 月

に実施している。

二時期の標高の差分値及び出水前後のオルソ画像よ

り土砂移動が生じたと推定される箇所を判読した。①山

腹崩壊・渓岸崩壊、②土石流の侵食・堆積域、③渓床・

河道に分けて判読を行い、崩壊生産土砂量、河道内堆積・

侵食量を推定した。また、高原川、蒲田川、平湯川の本

川沿いでは、図 2 に示すように、砂州や河岸の侵食が確

認されたことから、河道部については、出水前の元河道

内、砂州、河岸侵食箇所を判読し、堆積・侵食量を整理

した。

（2） 生産土砂量・河床変動量の推定結果

判読した箇所の差分値をもとに本川沿いの河床変動

量を推定した。高原川本川において判読した結果と区間

ごとの堆積・侵食量の縦断分布を図 3 に示す。 

また、判読による流域全体の生産土砂量、河道内堆

積・侵食土砂量を整理した結果を表 1 に示す。結果と

して高原川本川における砂州・河岸からの生産土砂量

は約 40 万㎥程度となった。これは平湯川流域の生産土

砂量に匹敵し、流域全体の生産土砂量の 1/4 を占める

結果であった。

表 1 差分解析による推定土砂量 

生産土砂量、河道内堆積・侵食土砂量より高原川流

域での土砂収支を算出したところ、蒲田川、平湯川か

ら 116 万㎥の土砂が流出し、新猪谷ダムまで 165 万㎥

の土砂量が流出したと推定された。

4. おわりに

令和 2 年 7 月豪雨において、高

原川流域では山地部からの土砂生

産のみならず、高原川本川での砂

州・河岸侵食による生産土砂量も割

合として大きいことが示された。本

川河道沿いの横断的な河床変動に

よる土砂生産は無視できず、保全対

象に生産源が近いことから、大規模

出水時に考慮することも必要であ

ると考えられる。

また、流域内の広範囲な土砂移動

現象の把握にあたっては、定期的な

測量が有効であり、降雨・水位・流

量、土石流検知時刻等の水・土砂流

出に関する観測結果と合わせて整

理することで、複合的な観点から出

水の実態を分析することができる

と考えられる。

流域
①生産
土砂量
（㎥）

②河道内堆積･
侵食土砂量

(正：堆積,負：侵
食）（㎥）

蒲田川 1,025,955 227,986

平湯川 496,516 130,913

その他支川 300,294 -30,262

高原川本川
砂州・河岸浸食

400,882 -

合計 2,223 ,647 -

図 3 高原川における堆積・侵食量及び砂州・河岸侵食判読箇所の一例 

砂州の侵食河岸侵食 

図 2 高原川本川における河岸・砂州の侵食 

－ 590 －
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中期土砂流出対策の検討例 ～筑後川水系赤谷川流域を事例に～ 

（株） 建設技術研究所 ○日名純也，松原智生，大坪隆三，西口幸希，高橋佑弥，奥山遼佑 

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 泉山寛明，山越隆雄 

１．はじめに 
豪雨等による大規模な土砂生産があった場合，生

産された土砂の全てが一連の降雨（短期）で下流へ
流出せずに大量の土砂が流域内に残存することが多
く，その後の活発な土砂流出によって河床変動が長
期間続くことが予想される 1)．したがって，短期的
な土砂流出による被害だけではなく，土砂流出活発
期（中期）における被害のリスクおよび有効な対策
を効率的かつ合理的に評価することが求められる．
残存土砂は流域の至る所に点在するため，流域全体
を対象とした数値計算手法が有効と考えられるが，
数値計算を用いた中期土砂流出対策の検討事例は少
なく，その活用方法と留意点の整理が必要である． 
本研究では，流域全体の降雨流出計算と土砂流出

計算が可能な数値計算モデルを構築し，中期土砂流
出が生じた事例を対象に再現計算を実施してモデル
の再現性を検証した．そして，構築した数値計算モ
デルを用いて中期土砂流出により生じる被害箇所を
把握した上で，被害解消のために有効な対策を試行
検討し，合理的な中期土砂流出対策を実施する上で
の対策選定フローの試案を検討した． 

２．対象流域 
対象流域は平成 29年 7月九州北部豪雨（H29災害）

時に大規模土砂生産が発生した筑後川流域支流の赤
谷川流域（流域面積 20km2）とした．赤谷川流域では，
H29 災害時の発生土砂量 290 万 m3のうち堆積土砂量
は 222万 m3であり流域内に大量の土砂が残存したと
推定されている 2)．また，H29 災害後の土砂動態把握
を目的に流砂水文観測等のモニタリングが実施され
ており，H29 災害から約 4 年後の令和 2 年 7 月出水
（R2 出水）において活発な土砂流出が継続している
ことが確認されている． 

３．中期土砂流出現象を計算可能なモデルの構築 
3.1 数値計算モデルの概要 

流域全体の降雨・土砂流出計算を行うために，
Kinematic Wave 法に基づく分布型流出計算モデルと
一次元不等流河床変動計算モデルを組合せた数値計
算モデルを構築した（図 1）． 
3.2 再現計算の実施と再現性の検証 
数値計算モデルの再現性の検証を目的に，赤谷川

流域における令和 2 年 7 月の 1 ヶ月間の水・土砂流
出現象を対象に再現計算を実施した．再現計算条件
を表 1 に示す． 

乙石川下流（地点①）と赤谷川中流（地点②）に
おける流量と浮遊砂量の観測結果を検証データとし
て計算結果と比較した結果，流量と浮遊砂量の増減
のタイミングをおおむね再現していることが分かっ
た．地点②の流量観測結果をみると，比較的降雨量
が多かった 6 日から 8 日に流量が増加してその後の
無降雨時には減少し，小規模な降雨のたびに流量が
増加している．計算結果は小規模降雨時の流量が過
大であるものの，おおむね傾向を再現している（図
2）．また，R2 出水前後の河床変動高の実績をみると，
3.7km地点の乙石川合流点の上流では最大 1m程度の

侵食傾向を示し，合流点の下流では最大 3m 程度の堆
積傾向を示している．計算結果の河床変動高も実績
とおおむね整合していることから，本研究で構築し
た数値計算モデルの再現性は良 
好といえる（図 3）．なお，誌面の都合上，赤谷川中
流（地点②）の浮遊砂量と赤谷川本川の河床変動状
況の検証結果のみを示している． 

図 1 数値計算モデルと雨量・水位観測所位置図 
表 1 再現計算の計算条件 

図 2 流量観測結果と計算結果（地点②) 

図 3 河床変動実績と計算結果（赤谷川） 

乙石川

大山川

小河内川

赤谷川

単位斜面
60 区分 

地点①
乙石川下流

地点②
赤谷川中流 

松末小学校
雨量観測所 
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対象期間 平成29年8月～令和3年3月(約4年半)

降雨量 鶴河内雨量観測所の1時間雨量

数値計算モデル 再現計算で再現性が確認された計算モデル

給砂方法 平衡給砂（H29災害の実績残存土砂を上限値）

施設状況 H29災害時の施設整備状況を想定

計算河道 計算河道は河川整備完了後を想定

４．中期土砂流出の被害想定と有効な対策の検討 
4.1 被害想定計算の実施と有効な対策の検討 

H29 災害後の中期土砂流出による被害のリスク評
価を目的として，表 2 に示す仮想的な条件で被害想
定計算を実施した結果，4 地区の溢水が生じること，
1 地区で溢水が生じないものの河床上昇に伴う水位
上昇が生じることが分かった． 
被害リスクが高い地区の中期的な河床上昇を防止

するために短期後に実施すべき緊急対策を検討した．
対策の検討にあたっては，対策の実現性の観点から
既設堰堤の除石（A.除石），既設堰堤の改良（B.改良），
新規施設配置（C.新設）の順に配置を行い，施設を
配置した状況を想定して，被害が解消するまで数値
計算を実施した．ここで，除石と改良は H29 災害時
に整備済の既設堰堤を対象に堰堤の除石または嵩上
げによる効果量の増加分を算出し，対策前の供給土
砂量から控除することで施設効果を表現した． 

被害解消のために有効な対策を試行計算した結果，
下流の保全対象に近い支川内で残存土砂量に対して
堰堤容量が大きい施設の除石，改良，新設した場合
に対策の効果が高いことが明らかになった．既設堰
堤を 3 基除石，1 基改良し，堰堤を 9 基新設するこ
とで中期的な河床上昇を防止できた（図 4）．ただし，
Ｂ／Ｃの評価は行っていない． 
4.2 中期土砂流出対策の選定フロー（試案） 
前述の試行計算結果から保全対象から近い位置で

対策を行うことが効果的であると考えられる．よっ 

図 4 中期土砂流出の溢水箇所と対策施設位置図 
表 2 被害想定の計算条件 

て，対策の実行性に加えて，既存施設の堆砂容量や
保全対象の位置関係を考慮して対策の実施箇所と対
策方法を選定することが重要である（図 5）． 

５．おわりに 
本研究では，赤谷川流域における令和 2 年 7 月出

水を対象に再現計算を実施し，分布型流出計算モデ
ルと一次元不等流河床変動計算モデルを組合せるこ
とで，中期的な水流出と土砂流出現象が計算できる
ことを明らかにした．土砂流出計算，河床変動計算
の妥当性・信頼性確保のためには，流量観測，流砂
観測結果の活用が重要であることを再認識した．ま
た，仮想的な中期土砂流出対策の効果を数値計算に
よって評価し，保全対象から近い位置で対策を行う
ことが効果的であることを踏まえて，対策の選定フ
ロー（試案）を検討した．

中期土砂流出の被害想定と対策検討においては，
短期後に実施すべき緊急対策に着目して有効な対策
の評価と選定フローの検討を行った．本研究で提案
したフローは，短期前に実施する事前対策の検討に
も有効と考えられるが，中期土砂流出対策をより効
率的に実施するには，短期土砂流出と中期土砂流出
の双方に有効な対策を検討する必要がある．そのた
めには短期から中期までを連続的に計算して，リス
ク評価と有効な対策の検討を行うことが考えられる
が，分布型流出計算においては短期土砂流出現象と
中期土砂流出現象とで同一の計算パラメータで高精
度な計算ができるとは限らない．水流出や土砂流出
の規模の異なる現象を連続的に計算する場合を想定
した数値計算モデルの再現性検証，パラメータ調整
が今後の課題である．

謝辞：本研究を進めるにあたり，国土交通省九州地
方整備局筑後川河川事務所には流砂水文観測や河床
材料調査等に関する貴重なデータを提供頂いた．こ
こに記して謝意を表す． 

参考文献 1)国総研資料 第 1115 号，2)筑後川右岸流域 

河川・砂防復旧技術検討委員会：筑後川右岸流域 河川・

砂防復旧技術検討委員会報告書，2017 

図 5 中期土砂流出対策の選定フロー（試案） 
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山地河川の合流点における流況に関する定量的考察 

立命館大学理工学部都市システム工学科 北村一貴，水野裕斗，里深好文 
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 

アジア航測株式会社 〇岡野和行 

１．はじめに 
土砂の生産や流出が多い支川が合流すると，合

流に伴う水位上昇や河床変動が合流点で発生し，

土砂・洪水氾濫のトラブルスポットになる可能性

がある。土砂流出抑制による土砂・洪水氾濫防止

を目的とした砂防事業の推進にあたり，土砂流出

の多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。 
山地河川上流域において，多量の土砂が生産さ

れ流出する支川流域から，掃流状態で土砂が流出

するような条件を持つ場合を想定した水路実験が

実施されている 1)2)。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る，ということが

示されている（図１）。  
合流点における本支川の流下領域が，流量や合

流角度によってどのように影響を受けるかを知る

ために，数値実験を行った結果を報告する。 

２．数値実験の方法 
既往研究 1)2)の実験と同様の幅をもつ水路を想定

し，合流部に流入する本支川の流量比と合流角度

を様々に変更した平面 2 次元の数値実験を実施し

た（図２）。 

以下に，本実験で使用した２次元モデルの基礎方

程式を示す。図２に示す２次元的な場を考え，本川

の流下方向を x 軸，横断方向を y 軸にとった。流

れの連続式は次式で表される。 
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+
𝜕𝑢ℎ

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣ℎ

𝜕𝑦
= 0

また，流れの運動方程式は次式で表される。 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
−
𝜏

𝜌ℎ
+ 2

𝜕

𝜕𝑥
(𝜀
𝜕𝑢

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜀
𝜕𝑢

𝜕𝑦
)

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
−
𝜏

𝜌ℎ
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜀
𝜕𝑣

𝜕𝑥
) + 2

𝜕

𝜕𝑦
(𝜀
𝜕𝑣

𝜕𝑦
)

ここに，h は水深，u は x 方向の平均流速，v は

y 方向の平均流速，p は圧力，ρは水の密度，τは

せん断応力，εは渦動粘性係数である。 
上記の方程式をスタッガードスキームに従って

離散化し，陽解法を用いた逐次計算を実施した。合

流部における支川幅を算出する手順は以下の通り

とした。 
① 河川合流点から10cm上流の２地点を本支川境

界点の出発点とする

② 境界点が存在する計算格子の流向を読み取る

③ 流向の値に応じて境界点の位置を現在位置か

ら移動させる（図３上）

④ ②③を下流端まで繰り返す

⑤ 境界点の軌跡（図３下）を本支川流の境界線と

し，地点 A における支川幅を算出する

本支川の流量および合流角度は，表１に示すとお

りとした。通水時間は 60s とし，流れが定常化し

たことを確認して値を算出した。 

本川 

支川 

地点A 

70cm 

40cm 

合流角度 

本支川流水
の境界 

支川幅 

本支川流量比 
・運動量比

図２ 合流点の条件 

図１ 合流点に関する水路実験の結果 1)2) 
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３．実験結果と考察 

 数値実験結果に基づく流量比及び運動量比と支

川幅支配率（支川流水の流下幅／本川の幅）との

関係を図４に示す。ここで，本支川の流量及び運

動量フラックスは，図２に示す合流点直上流の断

面で算出し，本川に対する支川の流量，運動量フ

ラックスの比を流量比，運動量比として算出し

た。 
合流角度がいずれの場合も，支川幅支配率は，

流量比の対数と決定係数 0。95 以上の非常に高

い相関を示した。すなわち，支川の流量比が小さ

い範囲では，流量比の増加に対して支川幅支配率

は大きく増加するが，流量比がある程度より大き

くなると，支川流量の増加に対して支川幅支配率

の増加傾向が小さくなることが分かる。 

本支川の流量比が１，すなわち本川と支川の流

量が同じ場合の支川幅支配率は，合流角度が

90°の時に概ね 0.5 となり，合流角度が小さくな

るに従い小さくなる。相関式の対数にかかる係数

を見ると，合流角度の増加に対応し大きくなるこ

とから，流量比に対する支川幅支配率の増加傾向

も，合流角度に対応し大きくなることが分かる。 
運動量比に対する支川幅支配率の関係も概ね同

様の傾向である。 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

４．おわりに 

山地河川の合流点を想定した数値実験を行い，

本支川の流量比や運動量比に対する支川流水の流

下範囲を定量的に確認した。その結果，支川流水

の流下範囲は，本支川の流量比や運動量比の対数

に比例し，合流角度が大きくなるほど大きくなる

傾向が確認された。 
この関係をより一般化し，支川合流による本川

の流況や河床変動への影響を予測モデルに反映さ

せることが，今後の課題である。 

参考文献 

１）岡野ほか：山地河川の合流点における河床変

動に関する実験的研究，砂防学会誌，vol.74，
No.2，2021 

２）小竹ほか：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，令和 3 年度砂防学会

研究発表会概要集，2021 
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表１ 流量比・合流角度の実験条件 

図４ 流量比・運動量比と支川幅支配率との関係 

図３ 本支川流水の境界探索と支川幅の算出方法 
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航空レーザ測量を用いた砂防堰堤の堆砂状況と堆砂速度の分析 

国際航業株式会社 ○澤井啓行，佐野聖岳，清水幹輝，大川愛未， 

岩田幸泰，小口英之，竹島彰子， 

愛知県建設局砂防課 加藤博之，池戸和司，田邊祐里子， 

愛知県東三河建設事務所 河川港湾整備課 佐藤保光， 

1. はじめに

令和 2 年 3 月に，長寿命化計画策定ガイドライン

が改定され，除石に着目した管理が求められるよう

になった。令和 2 年 7 月豪雨，10 月台風など，頻

発化する豪雨に対して，全国的にも砂防堰堤におけ

る除石の必要性は年々高まっている。

除石管理を行う上では，砂防堰堤に堆砂している

土砂の量（以下，現況堆砂量とする），土砂が堆砂

する速さ（以下，堆砂速度とする）を把握すること

が重要となる。また，流域面積や渓床勾配などの流

域特性，地質，植生などの環境要因によって堆砂傾

向が異なるものと推察されるため，堆砂速度の分析

を行う上では広範囲かつ出来るだけ多くの砂防堰堤

の堆砂状況を把握する必要がある。 
愛知県においては令和 3 年度に三河地域を中心に

砂防堰堤 645 基

（図 1）の堆砂状況

を分析し，その中

で現況堆砂量を整

理している。本検

討は，愛知県建設

局砂防課の協力の

もと，砂防堰堤 645
基のデータを用い

て堆砂速度の分析

を行うものである。

2. 現況堆砂量の把握

愛知県においては，平成 31 年に航空レーザ測量

を実施し，全県域の LP データを整備している。LP
データを用いることで，精度の高い縦断図，横断図

の作成が現地測量作業なしで可能であり，多数の砂

防堰堤を取り扱う場合に非常に有効である。現況堆

砂量は，この縦断図と横断図をもとに平均断面法を

用いて算出している。 

3. 堆砂速度と流域特性

一般に年堆砂量（m3/year）は現況堆砂量と施設

の経過年数から算出するが，本検討における堆砂速

度（m3/km2/year）は芦田ら（1974）1)，村野ら

（1966）2)の研究を参考とし，流域面積による現況

堆砂量の差を考慮し，流域面積（1km2）単位で表

現するものとした。

また，芦田ら，村野らの研究では，堆砂速度

（q）は流域面積（A）の累乗に比例し，q=K・Ab

で表現されている。ここで b は，芦田らが-0.7，村

野らが-0.8 で地域的な差は無く，国内においては同

様の傾向（傾き）があるとしているが，K について

は地域特性（地形，地質，植生等）により変動する

とされている。

芦田らや村野らの研究に倣い，本検討では堆砂速

度と流域面積の相関性に着目し分析を行った。

4. 分析対象施設

収集した砂防堰堤 645 基のデータの中には，構造

や形式，設置環境が異なる砂防堰堤が混在している

ため，本分析においては土石流区間の不透過型砂防

堰堤に絞って分析を行うものとする。

なお，既に満砂している砂防堰堤や，上流域の

別の砂防堰堤の土砂捕捉効果の影響を受ける堰堤等

については堆砂速度の精度の観点から除外してい

る。

本検討では，下記に該当する砂防堰堤を除外した

370 基のデータを基に分析を行った（図 3）。 
【分析から除外する砂防堰堤】

 透過型砂防堰堤

 満砂の不透過型砂防堰堤 
 上流域に別の砂防堰堤が存在する堰堤 
 施工年度不明（堆砂速度の算定が不可能）

 その他（掃流区間，ハイダム，堤高 5m 未満）

5. 堆砂速度と流域面積の関係

分析対象の砂防堰堤 370 基の堆砂速度と流域面積

の分布状況（図 4）を見ると，芦田らや村野らの研

究と同様に，流域面積が小さくなるにつれ，明らか

に堆砂速度が速くなる傾向が見て取れる。これは，

図 3 分析対象施設 

図 2 LPデータをもとに作成した縦断図・横断図 

図 1 分析対象 

● 砂防堰堤 

現況堆砂量 

縦断図 

横断図 

P2 - 46 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 595 －



小規模流域では山腹斜面から堰堤までの距離が近

く，土砂移動の影響を強く受けている可能性が考え

られる。

また，累乗近似の関係式は q=61.416A-0.611となっ

ており，b の値は芦田らの研究に近い結果を得るこ

とができた。ただし，決定係数が低く（R2＝

0.21），全体的にばらつきが目立っている。 

6. 地域特性の検討

既往研究では，関係式 q=K・Abにおける K の値

は地形，地質等の環境的な要因によって変動すると

されている。

愛知県においては建設事務所の境界で地域性を分

けることができる。特に，山間地域の新城設楽建設

事務所，豊田加茂建設事務所管内は標高が高く，険

しい地形も多いため，土砂生産が活発であると推察

される。

しかし，堆砂速度と流域面積の分布を建設事務所

別に整理（図 5）した結果，全事務所で流域面積が

小さいほど堆砂速度が速い傾向が見られるものの，

豊田加茂建設事務所管内は堆砂速度が平均より遅い

結果となった。

 

次に，地質により分析を行う。地質区分はシーム

レス地質図（20 万分の 1）を参考とし，大まかに第

四紀層，新第三紀層，古第三紀層，中・古生層，変

成岩，火成岩に分類した。また，地質の脆さが堆砂

速度に影響すると推測し，図 6 のとおり主に地質年

代が若い地層が堆砂速度が速いものと仮定した。 
堆砂速度と流域面積の分布を，流域内の主な地質

別に分析を行った（図 8）結果，図 6 で仮定した通

り，新第三紀層が最も堆砂速度が速く，火成岩類が

最も堆砂速度が遅い結果となった。ただし，決定係

数が低く（R2＝0.14～0.52），ばらつきは解消されな

い結果となった。なお，第四紀層，古第三紀層に該

当する砂防堰堤は確認されなかった。 

7. 今後の課題

本検討における堆砂速度と流域面積の分析の結

果，全体的な分布として流域面積が小さくなるほど

堆砂速度が速くなる傾向が見られ，既往文献とも一

致する結果となった。また，地質による分析では，

地質の脆さが堆砂速度に影響する可能性があること

が確認された。

ただし，いずれの分析においても決定係数（R2）

の値が低く，ばらつきがみられるため，全体の分布

から大きく外れるプロット（異常値）の要因を整理

することが重要と思われる。

また堆砂速度に影響し得る環境要因（地質）に加

え，誘因（降雨）も含めた重回帰分析を行うこと

で，より実用的な回帰式を得られるのではと考え

る。

参考文献

1） 芦田ほか：ダム堆砂に関する研究 
京大防災研究所年報第 17 号 B S49 

2） 村野ほか：土砂流出について 新砂防 62 S41

図 4 堆砂速度と流域面積の分布 

図 5 堆砂速度と流域面積の分布（建設事務所別） 

図 6 地質別の堆砂速度（推定） 

図 7 愛知県の地質分布 

図 8 堆砂速度と流域面積の分布（地質別） 

地理院タイルに一部加筆 
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現地調査における SLAM技術等の活用可能性に関する検討 

アジア航測株式会社 ○武石久佳，岡野和行，鳥田英司

九州大学大学院農学研究院 執印康裕，水野秀明

1．はじめに
土砂災害発生時の緊急調査時などにおいては、土砂量・流木量・流

量や、礫径、施設の破損状況等の把握が必要になるが、猛暑での作業

となる場合が多いことや、時間や人員が限られていることなどから、

必要な情報を全て調査することは困難な場合がある。 

そのような場合を想定し、handy lidar scanner(以下、SLAM)等を

用いて現地を踏査し、3Dの地形図を作成することで、必要な情報を

どこまで把握することが可能であるか検討した。周辺を歩き回るだけ

で河床を計測し、室内で必要情報を把握することが可能であれば現地

での作業は大幅に省力化すると考えられる。本手法と従来実施されて

いる、ドローンによる SfM3次元地形図作成や現地手作業による計測

を比較することで、時間・精度上での適用性を検証した。 

2．検討方法 
2.1対象箇所の概要 

対象箇所は、桜島の野尻川第 4 堰堤、スクリーンダムの上流（約

90m×50m の範囲）とした。当該箇所は比較的小さな範囲に大小さま

ざまな礫の堆積が見られ、護岸等も整備されていることから検証にあ

たっての適地として選定した。 

2.2使用した機材 
①SLAM(hovermap)、②ドローン(Mavic2pro)を使用し、対象範囲には標

定点及び検証点（GCP）を仮設置、VRS測量により三次元座標を計測した。 

2.3計測諸元等 
2.3.1SLAM の場合 堆砂域を縦断方向に踏査し、2往復実施した(図-3)。点

群数は約 1億点、計測時間は約 10分、計測後のデータは約 1.4GBである。

各方位から見た 3D の点密度は、一部踏査者からの死角に入る点を除

いて、概ね 1cm未満から 10cm程度である。 

2.3.2 ドローンの場合 空中写真撮影を実施、SfM 解析 (Pix4D 

Mapper)によるデジタルオルソフォトと三次元地形モデルを作成し

た。対地高度 25m、オーバーラップ 90%、サイドラップ 60%、撮影

間隔 2 秒で実施し、飛行開始から着陸までの時間は 11 分であった。

ドローンでは、GCP等が無い場合に上下流でずれが生じるため、GCP

ありの場合のみ実施した。航空写真の平均解像度は 0.73cmである。 

3．検討結果 
3.1解析時間・精度 
3.1.1SLAM の場合 計測データの解析時間は、市販のハイスペックノート PC で処理した場合に概ね計測時

間の 2～3 倍程度であり、計測後数十分でデータの確認が可能である。GCP による位置調整に要する処理

時間も同程度である(目視による標定点の特定時間等は含まない)。よって、計測済みのデータから標定済み

の点群データを作成するには、最短で１時間程度、遅くとも数時間の処理時間が必要となる。 

位置精度の検証は GCP ありの場合と無しの場合で実施し、GCP 無しの場合であっても既存レーザ計測

データと比較した相対精度は概ね 10cm 程度まで確保できることを確認した。緊急調査時に現地にてポー

ル横断を実施した場合を想定すると、精度としては十分と考えられる。

図 1 SLAM による踏査結果鳥観図 

図 2 ドローンによる点群作成イメージ 

図 3 SLAM 踏査ルート 

表 1 SLAM とドローンの比較 
SLAM ドローン

計測位置 対地 1m程度(踏査) 対地 25m(飛行) 
計測精度 概ね 1cm 未満～

10cm以内(点群) 
平均 0.73cm 
（画像） 

計測時間 およそ 10分 およそ 10分 
位置精度 GCP 無しでも相対

位置は計測可 
GCP 無しでは画像
が歪む可能性あり 

解析に要
する時間 

早くて数十分 
(標定なしの場合) 

数時間 
(標定あり) 

その他 複数方向の計測可 
護岸等を計測可 

広範囲に計測可 
オルソ作成可 
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3.1.2 ドローンの場合 撮影した空中写真画像(91 枚)を SfM 解析までに要する初期処理時間は、GCP 登録

時間を含めて約 3 時間であった。さらに、点群モデル(約 1 時間)、地形標高モデル（DSM）とデジタルオ

ルソフォトを作成(約 30 分)で撮影からデータ処理までおおよそ 5 時間程度必要となる(目視による標定点

の特定時間等は含まない)。 

3.2礫径等の確認 

3.2.1SLAM の場合 計測結果を図-5 に示す。礫の縁を判断することにより、概

ね中径 50cm 以上程度の礫の礫径は判断可能である。礫径が小さい場合、全

体に計測密度が高い点の塊となってしまい、複数の礫が近くに存在するとき

に、礫ごとの大きさを推定するのが困難であった。 

3.2.2 ドローンの場合 オルソ画像の解像度が 1cm未満となるため、上部から

の礫径の判断は容易である(図-6)。 

3.3その他の解析 

礫径調査以外に、護岸等の破損状況等が確認可能かど

うかを検討した。護岸の確認は、SLAM の点群をもとに

確認を行った(図-7)。SLAMによる点群データより、ある

程度規模の大きな亀裂や、周辺と色の異なる土砂移動の痕

跡等は確認可能であると考えられる。 

次に、GCPを用いて位置を標定した SLAMの計測デー

タと、既存の LP データの差分解析を実施した(図-8)。変

動の無い護岸部での誤差が小さく、侵食堆積状況を判断する精度は

確保できていると判断できた。

また、参考として、iphone13Pro に搭載されている Lidar 機能を

用いて試行的に礫径調査の適用可能性を検討した。解析には、スマー

トフォン用アプリである 3DScanner 等を使用した。照射距離は 5m

以内と極狭い範囲に限られるが、SLAM と同様に横方向からの礫径

も計測可能であり、長径・中径・短径の計測が可能である（図-9）。

4．おわりに 
SLAMを用いることで、ドローンと同程度の短時間で現地を計測し、

多くの情報取得が可能であることが確認された。ドローンと比較した

有効性として、SLAM は横から計測することにより、ドローンでは計

測が難しい護岸やオーバーハングした地形を計測可能なこと、比較的

狭い範囲でも計測可能なことがあげられるが、一方で徒歩での調査と

なるため、足元が悪い場合はドローンの方が調査に適していると言え

る。礫径については、SLAM では平面だけでは無く多方面からの計測

が可能であるが、ドローンでは高解像度のオル

ソ画像により簡便的に礫径の計測可能である。

調査対象物に接近可能であれば、iphoneによる

計測も有効な可能性もある。ドローンで得られ

た情報に SLAM の情報を追加することで、よ

り大きな利点を得られる可能性などもあるた

め、今後の活用が期待される。 

  SLAMによる断面 

  実測 

図 4 SLAM と LP データと比較した断面の確認結果(標定後) 

図 6 ドローンより作成したオルソ画像 

図 9 iphone より作成した点群データ 

図 7 SLAM より作成した色付き点群 

大きな亀裂や色の変化点等
は判断可能 

図 5 SLAM 計測結果 

(照射方向による色分け) 

2m 

鳥観図 

およそ 10cmの標高誤差 

図 8 SLAM データと LP の差分結果 
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2.0～5.0 
5.0～10.0 

-2.0～-0.5
-5.0～-2.0

-10.0～-5.0 

凡例 

侵
食

堆
積

(m)

－ 598 －



紀伊山系における大規模土砂生産後の河床変動と土砂動態の変遷

アジア航測株式会社      ○井之本信・岡野和行・滝澤雅之・金子剛史・北村恭兵・滝川正則

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 山本悟司・小杉恵・木下篤彦・北本楽

１ はじめに

紀伊山地の熊野川流域では，平成 23 年台風第 12
号（以下，「H23T12」）により，大規模な土砂生産が

発生し，流域内に堆積した．流域内の堆積土砂は，

徐々に流下しているが，H23T12 から 10 年後の現

在も流域内に滞留している．滞留土砂は，出水時等

に河床上昇や河道埋塞を発生させ，土砂・洪水氾濫

の原因となるおそれがある．そのため，流域内の滞

留土砂の分布や移動状況をモニタリングすること

は，流域内の安全を確保するうえで，重要である． 
本研究では，熊野川流域を対象に，H23T12 によ

る大規模土砂生産後以降（中期）の河床変動や土砂

動態の変遷について考察する．

２ 調査概要

2.1 調査対象地区の概要 
熊野川流域（流域面積 2,360km2）の支川流域神納

川（89km2），西川（78km2），東の川（95km2）の

各流域内の支川（小井谷:10.2km2，足谷:6.3km2，今

西川:15.5km2，木組谷:2.5km2）を対象とする（図 1）． 
各支川の上流域では，H23T12 により深層崩壊が

発生し，多量の土砂が生産された．

2.2 調査方法の概要 
調査は，熊野川流域内で複数回実施された航空レ

ーザ測量（以下，「LP」）データをもとに，差分解析

を実施し，土砂変動量などを把握した．LP データ

は，H23T12 以前を含む 4 時期ある． 

３ 調査結果

3.1 熊野川流域の降雨状況 
調査に使用した LP データ取得時期付近の降雨状

況について，気象庁風屋観測所の降水量（H21.12～
R3.1）を用いて整理した（図 2）． 
3.2 LP 差分解析より把握した土砂移動状況 
3.2.1 支川流域の土砂移動状況  
図 3 に，LP 差分解析から算出した神納川，西川，

東の川の H23T12 前（H21LP）を基準とした河道調

節率の変遷を示す．河道調節率は，（流域内の全堆積

量）÷（流域内の全侵食量）×100（％）で算出した． 

堆積量と侵食量は LP 差分解析から算出した．神

納川，東の川ともに H23T12 後 9 年経過した時点で

も河道調節率が高い．これは，支川流域内の滞留土

砂が多いことを示している．

3.2.2 対象 4 支川の土砂移動状況 
LP 差分解析から把握した対象 4 支川の土砂移動

状況（図 4）の特徴を次に示す． 
(1)小井谷（神納川流域）の特徴（I 期・II 期・III 期）

●H23T12 で発生した深層崩壊の下部に堆積した崩

壊土砂が，その後流出した．

●河道調節率（15％）から，H23T12 の生産土砂が，

H29 までにおおむね流出したことが確認できる． 
(2)足谷（神納川流域）の特徴（I 期・II 期・III 期） 
●H23T12 で発生した深層崩壊の下部に堆積した崩

壊土砂が，その後流出した．

図 1 調査対象範囲（地理院タイルに加筆） 

図 3 支川流域別 H23T12 後の河道調節率の変遷 
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図 2 雨量の状況（風屋観測所：H21.12.1～R3.1.1）と LP の実施状況 
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図 4 時期別変動量と H21 からの河道調節率の変遷 

●河道調節率から，H23T12 の生産土砂が，H29 ま

での 6 年間で流出し，現在は 30％程度の土砂が

流域内に滞留していることが確認できる．

(3)今西川（西川流域）の特徴（II 期・III 期）

●H21LP データが既存しないため，H23T12 前後

の土砂移動状況は不明瞭である．

●H25 から R2 までの河道調節率は，64％となって

おり，H23T12 の生産土砂が，流域内に多く滞留

していると考えられる．

(4)木組谷（東の川）の特徴（I 期・III 期）

●H23T12 で発生した深層崩壊の下部に堆積した崩

壊土砂が，その後流出した．

●H21 から R2 までの河道調節率は，54％となって

おり，H23T12 の生産土砂が，流域内に多く滞留

していることが確認できる．

3.3 生産・流出土砂量と地形条件の関係 
流域規模が小さい木組谷を除く 3支川の縦断形状，

河床勾配，谷幅，通過土砂量を比較した．通過土砂

量は，LP 差分解析から算出した変動量をもとに整

理した 100m 間隔の土砂収支値とした． 

図 6 3 支川の生産・流出土砂量と地形条件の関係 

比較した 3 支川とも，H23T12 による生産土砂が

一度流域内に滞留し，その後の出水などで流出して

いると考えらえる．一方で，地形条件の違いが，土

砂移動状況に影響があることが推察される．

４ おわりに

本研究の結果から，次のことが確認できた．

1）対象 4 支川の土砂移動状況は，大きく異なる．

2）神納川流域の支川（小井谷，足谷）では，H23T12
による生産土砂の大半が流出した．

3）一方で，今西川や木組谷のように河道調節率が

50％以上ある支川も存在する． 
4）対象 4 支川の違いには，河川の非一様性（支川合

流，蛇行など）や，河床材料などが影響している

可能性があり，今後，調査していく必要がある． 
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＊1：現 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 

与田切川における砂防堰堤の中期的な堆砂形状の変化について 

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 佐藤保之，澤田宗也，稲葉智彦，竹市侑司＊1 

アジア航測株式会社 梅村裕也，湯川典子，冨田康裕，梶原あずさ，嘉手苅清，〇菊地慎太郎，安齋翔次郎

1.はじめに

与田切川（長野県上伊那郡飯島町）は，支川のオンボロ沢

源頭部に位置する大規模崩壊地「百閒ナギ」からの土砂生産

が活発であり，複数の砂防堰堤が整備されている流域である

（図 1）。当流域では，2006 年に不透過型砂防堰堤群の最上

流に飯島第 6 砂防堰堤が完成し，近年の土砂流出イベント

（表 1）によって満砂したことが確認されている。

これらの，土砂流出イベント，新規砂防堰堤の整備と砂防

堰堤の堆砂形状の変化を関連付けて把握した事例は少ない。 

そこで，本研究では，2000 年以降，定期的に航空レーザ計

測が実施されている与田切川流域において，土砂流出イベン

トおよび飯島第 6 砂防堰堤の整備・満砂による中期的な堆砂

形状の変動傾向について考察した。

2.与田切川流域の概要

2020 年の土石流発生時には，流域内の黒覆山観測所で最

大時間雨量 33mm/h，連続雨量 153mm を記録し，降雨前後の

標高差分解析では，与田切川流域から約 30 万 m3 の土砂が流

出する結果が確認されるなど，豪雨時には土石流を伴い，大

量の土砂が流出する流域である。 

流域内には，オンボロ沢に複数の治山堰堤が整備され，オ

ンボロ沢合流部から下流に不透過型砂防堰堤 8 基（いずれも

満砂）が整備されている（表 2）。
このうち，飯島第 6 砂防堰堤（図 2）は，堤高 35.5m，堰

堤長 114m，計画貯砂量 595,600m3 の大規模な砂防堰堤であ

り，完成後約 10 年間は未満砂（2016 年時点の未満砂高：約 10m）であった。

年月日 イベント 備考 

2006 年 2 月 28 日 飯島第 6 砂防堰堤竣工 

2018 年 5 月～9 月 オンボロ沢で深層崩壊発生 

2018 年 

9 月 4 日～5 日 

台風 21 号により土砂が流出し，飯島第 6 砂防堰堤が満砂 主に百閒ナギ等からの崩壊・流出土砂

を捕捉し，平常時堆砂面まで堆砂 

2020 年 

6 月 14 日～15 日 

・オンボロ沢で土石流が発生し，与田切鋼製セルダム被災

・飯島第 6 砂防堰堤が土砂を捕捉

2018 年深層崩壊の崩壊残土の流出 

計画堆砂面まで堆砂 

堰堤名 
高さ 

(ｍ) 

長さ 

(ｍ) 

立積 

(m3) 

計画 

貯砂量(m3) 

勾配（１/ｎ） 着手 

年月日 

竣工 

年月日 元河床 計画 現況 

飯島第 6 砂防堰堤 35.5 114 36,955 595,600 9.3 13.9 14.2 1991.5.28 2006.2.28 
飯島第 5 砂防堰堤 30 87 27,379 620,000 12.0 18.0 24.1 1980.11.1 1991.1.22 
飯島第 4 砂防堰堤 35 63.8 30,766 500,000 11.8 16.0 42.3 1972.9.14 1980.2.4 
飯島第 3 砂防堰堤 19 112 14,097 141,000 14.0 21.0 38.7 1968.8.6 1971.12.15 
飯島第 2 砂防堰堤 22 107 12,549 300,000 14.3 21.5 111.7 1964.10.14 1968.2.22 
七久保砂防堰堤(県) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 97.6 ‐ ‐ 

飯島砂防堰堤 20 61 8,544 523,000 16.4 24.6 270.3 1961.8.19 1963.11.5 
坊主平砂防堰堤 4 140 ‐ ‐ ‐ ‐ 23.2 1989.12.9 1991.2.24 

図 1 与田切川流域の施設位置図 

表 1 与田切川流域における近年の主要な土砂流出イベント等 

表 2 与田切川流域不透過型砂防堰堤の諸元 

図 2 飯島第 6 砂防堰堤（2021 年 10月撮影） 

百閒ナギ 

黒覆山雨量観測所 
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3.砂防堰堤の堆砂形状の確認方法

与田切川では，山岳流域における土砂移動実態を詳細に

把握するために，2000 年から約 1 年～3 年間隔で航空レー

ザ計測が実施されている。この航空レーザ計測データが得

られている期間内に飯島第 6 砂防堰堤が施工から完成して

いる。そこで，各砂防堰堤の堆砂形状は，航空レーザ計測デ

ータより縦横断比較図，2 時期の標高差分図（図 3），オルソ

フォト，赤色立体地図を作成することで確認した。また，砂

防堰堤計画時の元河床勾配，計画堆砂勾配は砂防施設台帳

より把握した。

4.堆砂形状の変動傾向について

4.1 飯島第 6 砂防堰堤の堆砂状況

飯島第 6 砂防堰堤の縦断比較図を図 4 に示す。2006 年竣

工後，少しずつ堆砂が進行し，2016 年から 2019 年にかけて

平常時堆砂線まで堆砂が進行している。その後 2020 年にか

けて，計画堆砂線まで堆砂が進行している。 

4.2 飯島第 5 砂防堰堤の堆砂形状の

変化 

飯島第 5 砂防堰堤の縦断比較図を図 5
に示す。飯島第 6 砂防堰堤の竣工（2006
年）前は，計画堆砂勾配より急勾配で堆

砂しているが，飯島第 6 砂防堰堤の竣工

（2006 年）後，流出土砂量の低下に伴

い，2016 年にかけて河床高が低下して

いる。その後，飯島第 6 砂防堰堤の満砂

に伴い流出土砂量が増加し，2019 年，

2020 年にかけて再び河床高が上昇して

いる。 

4.3 砂防堰堤の中期的な堆砂形状の

変化 

飯島第 6 砂防堰堤から飯島第 3 砂防

堰堤といった流域内上流に位置する砂

防堰堤は，百閒ナギなどの源流域の土砂

生産や飯島第 6 砂防堰堤竣工・満砂によ

って，各堰堤の堆砂形状が変化すること

が認められた。 

一方，飯島第 2 砂防堰堤より下流に位

置する砂防堰堤は，勾配が緩く，上流の

土砂生産や飯島第 6 砂防堰堤の堆積状

況の影響が少なく，侵食と堆積の変動も

小さい傾向にあった。 

5.おわりに

与田切川流域では，百閒ナギなど源流

域での土砂生産が活発で，そこから流出

した土砂を与田切川本川に整備された

砂防堰堤等により捕捉してきたが，飯島

第 6 砂防堰堤が満砂状態となったこと

から下流堰堤へ流下する土砂量が以前

より増加する可能性がある。そのため，今後も継続的に航空レーザ計測等を実施し，与田切川における土砂移動

状況および各堰堤の堆積・損傷状況等を定期的に確認し，必要に応じて除石等の対策を行う必要がある。 

図 5 飯島第 5 砂防堰堤の縦断比較図 

図 4 飯島第 6 砂防堰堤の縦断比較図 

図 3 飯島第 6 砂防堰堤の標高差分図 

オルソ画像：2020.9

2019.10～2020.9の差分図 

飯島第 6 砂防堰堤 

差分解析による捕捉量：約 16 万 m3
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中小出水による山地から海岸への土砂流出事例 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 〇秋山怜子・宮田隆平
井口 慧・平川泰之 堀江岳人・赤川嘉幸・山口功人

株式会社エイテック 戸口伸二
日本大学 理工学部  野志 保仁

1.はじめに 

 近年、豪雨の極端化とそれに伴う流域の土砂移動現象の規模増大が懸念されている。特に中小河川では、土砂生産源で

ある山地から河口までの距離が短く勾配が急なため、一時的な土砂生産が短時間で河口付近や海岸における影響を引き起

こす恐れがある。これまでも、流砂系の遮断による長期的な海岸侵食、汀線の後退を中心的課題として、流域一貫の総合

土砂管理の必要性は指摘されており、安倍川（例えば行方,2018）などいくつかの河川では継続的に土砂動態モニタリング

が実施されてきた。一方、規模が小さい中小河川では、土砂流出による河口閉塞、河口テラスの侵食、再埋塞など現象が

複雑にもかかわらず、その実態は把握できていない。本稿では、令和3年7月3日の豪雨を例に、湯河原海岸に河口をも

つ千歳川及び新崎川の2河川対象に、山地～河川～海岸の土砂移動実態を整理した結果を報告する。 
２.対象地の概要 

対象河川の河床勾配はいずれも1/20～1/10程度であるが、河口

付近では、千歳川で1/54、新崎川で 1/34 となり、土石流～掃流へ

の遷移区間となる（図１）。流域の主な地質は、箱根火山群の湯河原

火山噴出物のうち城山溶岩類を基岩とし、上流域では砂防・治山工

事が進む。また、千歳川は周辺が温泉街となっていることもあり、

コンクリート三面張りの流路工区間が多い。一方、新崎川も護岸整

備が進むが自然河道が残る。いずれも、河川の計画規模（1/30）に

対して、流下能力が不足する区間は下流の一部区間のみであった。

宇多ら（2012）によると、湯河原海岸については、2007年の台風

9号により、汀線付近で水深4m付近までが侵食され、沖向き漂砂

となりその後短期間での岸沖変動が指摘されている。

３.令和３年７月３日集中豪雨の概要 

令和3年6月下旬から7月5 日にかけて、東海地方～関東地方

南部は、梅雨前線によって断続的に降雨が継続していた。7月3日

午前には、近傍の雨量観測所である気象庁小田原地点では、24 時

間雨量で228mm（5～10年確率規模）、48時間雨量で317mm（10
～20年確率規模）を記録した（図２）。湯河原市では道路の冠水、

護岸流出などの被害が報告されており、上流では土石流が発生し、

温泉旅館に土砂堆積被害が発生した。

４.流域での土砂移動実態 

１）航空ＬＰ計測による山地～河川における土砂生産・流出 

災害前後の令和3年5月28日と、災害後の令和3年9月24日の2度に

わたり航空LP計測を実施し、差分解析を実施した。新規の崩壊箇所とみら

れるのは２～３箇所のみであり、河道での土砂移動が中心であり、流域全

体の侵食・堆積土砂量より、河口から流出した土砂量として千歳川 24 千

m3、新崎川17千m3と算出された（表１）。 
２）数値計算を用いた河川における土砂堆積・侵食の傾向 

対象河川は土石流区間から河口までの連続した急勾配河川であるため、

国総研資料874号、1048号の手法に従って、数値計算による流出土砂量及

び河床変動状況を確認した。計算条件を表２に示す。出水後の現地調査で

は、上流付近での新たな土砂堆積等がほとんど確認されなかたため、給砂

無しの条件と、最大量給砂された場合の平衡給砂の条件と 2 ケースを実施

した。流路工整備区間も多く、その区間は固定床とし、侵食可能区間も、現

m3
侵食量 堆積量 流出量

千歳川 39,711 15,999 23,711
新崎川 32,402 15,137 17,265
合計 72,113 31,137 40,976

表１ 前後差分解析による地形変動量 

図１ 河床縦断図 
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図２ 対象流域の最大24時間雨量分布（R3.6.30～7.3） 

表２ 一次元河床変動計算条件 
項目 条件

計算モデル
国総研資料874号、1048号に準じる
（土石流～掃流までの一連モデル）

断面間隔 50 m

ハイドログラフ R3.7.3実績ハイドログラフ

給砂条件
①上流・支川からの給砂無し
②平衡給砂

河床材料
混合粒径（10粒径階）現地採取した
河床材料調査結果

侵食速度係数 0.0007

堆積速度係数 0.05

粗度係数 0.03～0.039

最大洗堀深 0.2 m

その他物性値 一般値
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地状況から最大侵食深を20㎝とした。 
その結果、給砂無しのケースについて、①災害後の現地

調査で確認した河床変動状況、②流出土砂量が航空 LP の

差分量と同程度であったこと、の 2 点から実態にあった計

算条件であると判断した。このケースについて、千歳川及

び新崎川の縦断方向の河床変動状況と累積流砂量を確認し

た結果、出水期間中に合流などにより河床が上昇しても最

終的には河床低下に転じ、移動床として設定した区間は最

低河床高まで低下する結果となった。累積流砂量も、砂防

堰堤を除き、ほぼ一様に上流から下流へ増加傾向を示して

おり、河川整備の進む急流河川であるため、土砂供給に対

してもほぼ直線的に河口付近まで土砂が流出していること

が推察される（図３）。

３）河口付近における土砂移動 

表３に示す災害前後の空中写真によると、災害前の 5 月

は、千歳川および新崎川ともに、河口付近は土砂が堆積し、

河口テラスが形成されていることが推察される。また、上

流方向に砂州が形成されており、河口周辺の土砂が遡上波

によって河口内へ押し込まれたことが要因と推察される。

災害後の 8 月では、掘削による流路の確保が伺われ、そ

の後9月には汀線側の砂州への再堆積が伺われる。これは、

7月の豪雨時の流量・流砂量の増加により、河口付近に堆積

していた土砂が一度フラッシュされた後、海浜流や波浪に

よる影響で砂州を再形成するという一連の現象が、短期間で発生したことが推察される。

５．考察－中小河川における山地からの土砂生産が海岸へ与える影響 

 流砂系、漂砂系としてみた場合、今回の豪雨時では、上流域の斜面、渓床で生産された土砂は、一部砂防堰堤への堆砂

が確認されたものの、一時的に河床が上昇したとしても、ほぼ堆積することなく、渓床を侵食しながら河口まで直接流出

したと推察される。河口に流出した土砂は、豪雨時の出水として河口の砂州を巻き込んで沖へ移動するものの、海浜流や

波浪による影響で砂州を再形成したと考えられる。すなわち、河川整備により、河道内への異常堆積・侵食による被害軽

減が図られた一方で、沿岸部では急激な土砂移動が促進されていることが推察される。このことは、河口テラスの破壊、

沿岸域の環境の変化要因となる。参考として、宇多（2012）と同様に海岸の汀線変化を表現するBGモデルによって、感

度分析的に河川からの供給土砂量を変えて汀線変化を検討した結果、年間数万m3の給砂条件では、汀線の前進は 0～2m
程度の範囲となるが、新崎川の汀線変化が湾内に収まるのに対し、千歳川は、左右岸に及ぶ結果となった。同一の漂砂系

においても汀線変化の傾向は異なり、漂砂系を一体とした把握が重要であることが示唆された。

６.おわりに 

 本稿では、これまで報告の少ない中小河川における出水時の土砂動態について山地～河川～海岸の連続性に着目して報

告した。山地上流域での土砂生産が、海岸環境へ及ぼす影響について定量的な評価、分析を進めたいと考える。

表３ 千歳川河口付近の推移 

R3.5.28 R3.8.10 R3.9.24 

引用文献：行方（2018）：安倍川流砂系における総合土砂管理の取り組み，砂防学会誌，Vol.71, No.3，p29－34，宇多ら（2012）：神奈川湯河原海岸の海岸
変形予測，土木学会論文集B3（海洋開発）,Vol.68, No.2, pI-630-I-635，国総研資料第874号，1048号 

図３ 一次元河床変動計算結果（給砂無し） 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

累
積

流
砂

量
（
m

3）

新崎川

0.053mm 0.0905mm 0.178mm 0.3375mm 0.6375mm 1.425mm 3.375mm
7.125mm 14.25mm 22.75mm 32mm 45.25mm 64mm 87.5mm

-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

河
床

変
動

高
（
m
）

最大河床変動

最終河床高

不透過型堰堤

（満砂）

不透過型堰堤

（満砂）

透過型堰堤

（未満砂）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

累
積

流
砂

量
（
m

3）

千歳川

0.053mm 0.0905mm 0.178mm
0.3375mm 0.6375mm 1.425mm
3.375mm 7.125mm 14.25mm
22.75mm 32mm 45.25mm
64mm 87.5mm

千歳川本川合流

藤木川

流路工整備済み

-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

河
床

変
動

高
（
m
）

最大河床変動

河床変動

藤木川

流路工整備済み

新崎川 

千歳川 

－ 604 －



1次谷流域における生産土砂量の定量的評価の試み 

朝日航洋株式会社 〇對馬美紗 

筑波大学  内田太郎 

1. はじめに

土砂・洪水氾濫対策において、生産土砂量の予測

が不可欠である。生産土砂量については、様々な

予測手法が提案されてきているものの、過去の実

績に基づく経験的手法例えば 1)が主流である。そのた

め、気候変動に伴い、近年増加傾向にあるこれま

でに経験のない豪雨への対応が難しいことが考え

られ、予測手法の開発が求められている。一方で、

土砂生産域にあたる山地源流域からの生産・流出

土砂量は空間的ばらつきが大きく、さらにそのば

らつきを生む要因については明らかとなっていな

いのが現状である。 

既往研究 2),3)では、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。その結果、対

象流域の全 1 次谷流域において、上位 5%の流域

の流土砂量と下位 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。また、条

件の程度がより同一であると考えられる隣り合う

複数の 1 次谷流域であっても、侵食土砂量には最

大で 6 倍程度の差がみられることを示した。これ

らの研究から、1次谷流域の生産・流出土砂量にば

らつきを生じさせると考えられる降雨・地質の影

響を取り除いた際の生産・流出土砂量のばらつき

が、定量的に評価された。しかし、そのばらつきを

生じさせるプロセスについて十分明らかに出来た

とは言い難い。 

そこで本研究では、1 次谷流域内の土砂生産に

おける①侵食・堆積の寄与の程度と、②土砂生産

源に着目し、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。 

2. 研究方法

2.1. 1次谷流域の作成

本研究では、主な土砂生産源である 1 次谷流域

のみを対象とした。集水面積と勾配の関係 4)より、

集水面積が 100,000m2以下の流域を 1次谷流域と

定義し、流域区分を行った。その際、災害前の航空

レーザ測量データから 10mDEM を作成し、GIS

による地形解析から 10m 格子ごとに集水面積と

勾配を算出した。さらに、集水面積を小さい順に

並べ任意区間ごとの平均勾配を整理した。区分の

結果、深成岩類域で 142 流域、変成岩類域は 117

流域であった。 

2.2. 生産土砂量の算出 

本研究では、1 次谷流域内の侵食土砂量から堆

積土砂量を差し引いた土砂量が、1 次谷流域から

下流への生産土砂量であるとした。 

災害前後の航空レーザ測量データを用いて差分

解析を行い、差分解析結果と傾斜量図を参考に斜

面崩壊や土石流などの土砂移動により標高に変化

があったと思われる範囲を判読し、土砂移動範囲

ポリゴンを作成した。差分解析結果から、土砂移

動範囲ポリゴン内の崩壊・侵食土砂量・生産土砂

量を 1次谷流域ごとかつ地質別に整理した。 

2.3. 地形区分 

 1 次谷流域における土砂生産の場の違いを整理

するため、2.1と同様に集水面積・勾配の関係 4)を

用いて、1次谷流域を①斜面域、②0次谷域（斜面

～渓流への遷移区間）、③1次谷域（渓流）の 3つ

に地形区分を行った。集水面積と勾配の関係は、

集水面積の区間ごとに傾きの異なる複数の直線で

表せること、それらの傾きの違いは地形の成因に

よるものであると考えられることが示されている

（図 1）。 

既往研究における地形区分結果とも比較を行い

分布傾向が概ね同様であると判断し、斜面域：－

1,000m2、 0次谷域：－10,000m2、1次谷域： －

100,000m2と区分した。さらに、地形区分結果は、

現地調査によってその妥当性の確認を行った。 

図 1 既往研究との比較 

（本整理結果を赤プロットでMontgomery(2001)に加筆） 
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3. 結果・考察

3.1. 1 次谷流域の生産土砂量における侵食と堆積

の傾向 

各 1次谷流域からの侵食・堆積・生産土砂量を、

累積頻度分布を用いて整理を行った（図 3）。生産

土砂量および侵食土砂量は 4.0×101～2.6×104m3

の間に分布し、その分布形は概ね一致していた。

堆積土砂量は 9.0×10-1～7.9×103m3に分布し、侵

食・生産土砂量と比較して 1 オーダー程度小さい

傾向であった。この傾向は、変成岩類域において

も同様であった。 

 また、１次谷流域ごとに堆積土砂量と侵食土砂

量の比を算出し累積頻度分布で整理した（図 4）。

深成岩類・変成岩類ともに、ほぼ全流域が 1 より

小さい値を示している。深成岩類域に分布する 1

次谷流域の約 4 割が、堆積土砂量は侵食土砂量の

1/100～1/10倍であった。これらのことから、1次

谷流域における土砂生産では、侵食が卓越する傾

向にあることがわかる。 

3.2. 1次谷流域における土砂生産の場の違い 

1 次谷流域内における土砂生産場を整理するた

めに、2.3で実施した地形区分に基づき斜面・0次

谷・1次谷ごとに生産土砂量と、1次谷流域からの

生産土砂量に対する各地形の生産土砂量の比を算

出した。さらに分布の傾向を把握するために、任

意区間の 1 次谷流域の生産土砂量と各地形からの

生産土砂量の比の平均値を整理した（図 5）。 

1 次谷流域からの生産土砂量と各地形からの生

産土砂量の比について、斜面域では 0.5～1.0にか

けて集中して分布しており、平均値は 0.8 程度の

値となった。0 次谷・1 次谷域では 0.0～0.5 にか

けて集中して分布しており、平均値は 0.1 前後で

あった。この傾向は、1次谷流域の生産土砂量の大

小によらず同様であった。 

4. まとめ

本研究では、航空レーザ測量データを用いて赤

谷川流域を対象に、1 次谷流域からの生産土砂量

が侵食・堆積により受ける影響と土砂生産源につ

いて定量的な評価を行った。その結果、以下のこ

とが明らかとなった 

◆侵食土砂量は堆積土砂量と比較して十分に大

きく、1 次谷の生産土砂量のばらつきは侵食土

砂量のばらつきによって決まっていた。

◆ 生産土砂量の大小は土砂生産場の違い（例えば

斜面崩壊等による崩壊土砂量）に依存するもの

ではなかった。

【参考文献】 

1) 打荻（1971）：ひと雨による山腹崩壊について，新砂防，
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2) 對馬ら(2020),砂防学会誌，Vol.73，No.3，p.25-34

3) 對馬ら(2021),2021年度砂防学会発表会 概要集，p.2-057
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図 5 1 次谷流域からの生産土砂量と各地形からの生産土砂量の比の関係 

図 2 地形区分結果 
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国立研究開発法人土木研究所 〇今森直紀・上森弘樹・小柳賢太・石田孝司

１．はじめに 

山地付近まで住宅開発が進んだ地域など土石流

が発生する場と人家が近接する場合，流域面積が小

さい渓流（以下，「小規模渓流」という）においても

人的被害が発生することがある例えば 1)。このような

小規模渓流における土砂災害の実態について，小柳

ら 2)は平成 30 年 7 月豪雨（以下，「H30.7 豪雨」と

いう）で土石流が発生した 7 箇所の小規模渓流を調

査し，多くの渓流で実際に流出した土砂量が計画流

出土砂量を上回ることを報告した。しかし，7 渓流

での検討であるため，他の小規模渓流でも同様の傾

向であるのか，検討が必要である。

また，土石流とともに流出する流木について，石

川ら 3)が 1982 年～1987 年に発生した 27 の土石流

災害における流木流出率を調査したところ，0.05～
0.95 であり，平均すると 0.6 程度であることを報告

している。値のばらつきは大きいものの，一部の渓

流で流木流出率が高く，発生流木量のほぼ全量が流

出している。ただし，調査対象は概ね 0.1km2 以上

の流域であり，それ以下の小規模渓流における流木

の流出実態は不明であり，実態の把握が必要である。 
そこで，著者らは既報の 7 渓流に 8 渓流を加えた

広島県内の 15 渓流の土石流・流木災害の実態を調

査し，流出土砂量と流木流出率について実際の値と

計画の値を比較した結果を報告する。

２．調査方法および結果 

 本研究では，砂防基本計画策定指針（土石流・流

木対策編）解説 4)（以下，「指針」という）に基づく

計画流出土砂量および流木流出率と，土石流により

実際に流出した土砂量および流木流出率を比較する

ため，指針に基づき現地調査等から得られる計画流

出土砂量および指針に例示された流木流出率と，航

空レーザー測量のデータ等から求めた実際の流出土

砂量および流木流出率を比較した。

調査対象は H30.7 豪雨で土石流が発生した流域

面積が 0.05km2 以下の小規模渓流であり，全ての渓

流で谷出口から上流は渓床勾配が概ね 10 度以上の

区間が連続している（表－１）。

計画流出土砂量は指針に基づき移動可能土砂量

と運搬可能土砂量を推定した。移動可能土砂量は災

害発生前の航空レーザー測量により得たデータ

（0.5m メッシュ数値標高モデル。以下，「DEM」と

いう）から作成した各渓流の縦横断図を用いて指針

に示す方法で推定した。運搬可能土砂量は広島県が

示す計画 24 時間降雨量 5)と，H30.7 豪雨の災害発

生前 24 時間降雨量（災害発生時間が不明な箇所は

最大 24 時間降雨量）から求めた。また，流木流出率

は指針に例示された 0.8～0.9 を比較対象とした。 
実際に流出した土砂量は，災害発生前後の DEM

から各メッシュの標高の差分値を計算し，メッシュ

の面積を乗じて流出土砂量を求めた。また，実際の

流木流出率は堆積流木量を発生流木量で除して求め

た。発生流木量は災害発生後の航空写真から各渓流

の崩壊地，土石流の発生・流下範囲を判読し，流木

が発生した面積を求め，サンプリング調査で得た各

渓流の単位面積あたりの幹材積を乗じて推定した。

堆積流木量は現地で谷出口より上流の渓床および渓

岸に堆積した流木の直径と長さを計測し，流木を円

柱と見なして計算して求めた。

また，実際に流出した土砂量等と谷地形の深浅の

程度の関係を分析するため，災害発生前の DEM か

ら各渓流内の地上開度 6)を計算し，各渓流の渓床部

における地上開度の平均値を求めた。

３．結果と考察 

3.1 計画流出土砂量と実際の流出土砂量の比較 

実際の流出土砂量と各計画流出土砂量の比を示し

たものが図－１である。15 渓流のうち 10 渓流で実

際の流出土砂量が移動可能土砂量を上回った。これ

は，既往の報告のとおり 2)，風化堆積物等が谷を埋

めていること等から災害発生前は谷が浅い地形を呈

しているためと考えられる。このような浅い谷地形

では，侵食幅および侵食深を精度よく評価すること

が困難であると推定される。そこで，実際の流出土

表－１ 調査対象とした 15 渓流の諸元 

番号
流域面積

(km
2
)

主流路長
(km)

平均渓床勾配
(°)

計画24時間

降雨量
5)

(mm)

発生前もしくは
最大24時間降雨量

（mm）

1 0.006 0.116 19.4 163.2 148

2 0.037 0.383 19.7 277.4 257

3 0.016 0.296 16.2 277.4 331

4 0.017 0.234 27.7 277.4 204

5 0.009 0.134 22.6 277.4 263

6 0.015 0.254 20.5 277.4 145

7 0.025 0.336 22.5 277.4 226

8 0.012 0.2 23.1 277.4 335

9 0.011 0.218 26.4 277.4 215

10 0.009 0.16 24.6 277.4 315

11 0.04 0.336 27.8 277.4 190

12 0.007 0.27 29.7 277.4 190

13 0.011 0.283 29.3 277.4 305

14 0.026 0.439 28.5 277.4 305

15 0.008 0.174 27.4 277.4 226
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砂量が移動可能土砂量を上回る条件を検討するため，

各渓流の渓床部における地上開度の平均値と，実際

の流出土砂量と移動可能土砂量の比の関係を整理し

た（図－２）。両者に相関関係は見られないが，渓床

部の地上開度の平均値が大きくなると，流出土砂量

と移動可能土砂量の比のばらつきが大きくなる傾向

が見られる。渓床部の地上開度が大きい渓流では指

針に示す侵食幅と侵食深の評価に課題があり，地形

から両者を推定して土砂量を求めた場合は実際の流

出土砂量が移動可能土砂量を上回る可能性があると

推定される。また，侵食幅や侵食深さを現地調査や

地形図から推定する場合，技術者の技量や経験に左

右される可能性もある。

一方，実際の流出土砂量が運搬可能土砂量を上回

った渓流は計画 24 時間降雨量の場合は 3 渓流，災

害発生前 24 時間降雨量の場合は 4 渓流であった。

値のばらつきはあるが，移動可能土砂量の場合と比

べ，実際の流出土砂量が運搬可能土砂量を上回るケ

ースが少ない。

3.2 計画流出流木量と実際の流出流木量の比較 

流木流出率は図－３に示す通り 15 渓流のうち 13
渓流で 0.95 以上であり，指針に例示された 0.8～0.9
と比べて高い。現地調査では，流木は崩壊地の滑落

崖および崖錐付近，渓流が湾曲する箇所で山腹へ乗

り上げたり，渓岸の立木へ引っかかったりして停止

していたが，大半は渓床に堆積せず谷出口より下流

へ流出していた。また，多くの渓流で土石流発生後

には渓床に基岩が露出し，渓岸部への土砂の堆積も

ほとんど見られなかったことや，全ての渓流で谷出

口より上流の渓床勾配が概ね 10 度以上であること

から，流木は谷出口付近まで土石流とともに流出し

たと推定される。このため，発生した流木は，渓流

内にほとんど堆積することなくほぼ全量が谷出口よ

り下流へ流出する可能性が高いと考えられる。なお，

図－３の●で示した 2 渓流では流木流出率が 0.83，
0.91 と全体よりも低いが，これらの渓流では発生流

木量がそれぞれ 6m3，19m3 程度であり，堆積流木量

はそれぞれ 1m3，2m3 程度と少なかった。 

４．まとめ 

調査の結果，以下のことが示された。

 土砂流出について，15 渓流のうち 10 渓流で実際

の流出土砂量が移動可能土砂量を上回り，既に報

告した結果 2)と同様の傾向となった。

 流木流出について，15 渓流のうち 13 渓流で流木

流出率が 0.95 以上であり，指針に例示された値よ

りも高かった。

引き続き平成 30 年 7 月豪雨以降に発生した災害

も対象として調査を継続するとともに，実際の流出

土砂量が移動土砂量を上回る条件について検討して

いく予定である。
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 国土交通省，林野庁および広島県からは各種資料
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に尽力頂いた。ここに記して御礼を申し上げます。

引用文献 

1) 国土交通省（2018）：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，2022.03.01 参照

2) 小柳ら（2021）：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，令和 3 年度砂防学会

3) 石川ら（1989）：土石流に伴う流木の発生及び流下機構，

砂防学会誌，Vol.42，No.3 

4) 国土技術政策総合研究所（2016）：砂防基本計画策定指針

（土石流・流木対策編）解説

5) 広島県（2021）：砂防技術基準，2022.03.01 参照

6) 横山ら（1999）：文開度による地形特徴の表示，写真測量

とリモートセンシング，Vol.38，No.4 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

60 70 80

流
出

土
砂

量
/
移

動
可

能
土

砂
量

渓床部の地上開度の平均値（°）

図－１ 実際の流出土砂量と
計画流出土砂量の比

図－２ 渓床部の地上開度の
平均値と流出土砂量/
移動可能土砂量の関係

図－３ 流木発生量と
流木流出率の関係

指針に例示された
流木流出率の範囲

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1 10 100 1,000

流
木

流
出

率

流木発生量（m3）

0  0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

流
出

土
砂

量
/
各

計
画

流
出

土
砂

量

渓流番号

流出土砂量/ 移動可能土砂量

流出土砂量/ 運搬可能土砂量（計画24 時間雨量）

流出土砂量/ 運搬可能土砂量（最大24 時間雨量）

－ 608 －



地震により発生した崩壊地からの地震後生産土砂量の 

時間変化と空間分布 

北村明希子（北海道大学大学院農学院） 

厚井高志（北海道大学広域複合災害研究センター） 

桂真也（北海道大学大学院農学研究院） 

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では、厚真町・安平町を中心として崩壊が多数発生し、大量の

土砂が河道等に供給された。こうした地震時に大面積で発生した崩壊土砂は、地震後も数十年以上に渡って下流域

へと流出し（Koi et al., 2008）、河床変動や河川環境に影響を与える。一方、地震時の崩壊斜面は裸地化してお

り、降雨等により表面侵食を受けやすくなっているため、こちらも地震後の重要な土砂生産源となる可能性があ

る。実際に胆振東部地震で発生した崩壊裸地斜面では、少量の雨でも斜面上で表面流が発生し、土砂が流出してい

ることが報告されている。久加ら（2020）や輿水ら（2021）は胆振東部地震による崩壊裸地斜面における土砂生

産の経年観測を UAV によって行なっているが、一斜面を対象とした検討にとどまっており、土砂生産が起きやす

い斜面の特性や時期を明らかにし、対策に生かすためには、長期に渡り複数の様々なタイプの崩壊裸地斜面からの

土砂生産を観測することが重要である。そこで本研究では、地震発生後から現在に至るまで、様々なタイプの斜面

における生産土砂量の時間変化と空間分布を明らかにすることを目的とする。  

2．分析方法 

対象地は厚真川水系ハビウ川上流域（面積 1.23 ㎞²,平均標高

185m,平均勾配約 28 度,図 1）である。この流域は樽前火山由来

のテフラと恵庭火山由来のテフラが堆積しており、胆振東部地震

により生じた多数の崩壊地では地震で崩れ落ちたテフラの一部や

すべり面より下位に存在していたテフラが基岩（新第三系堆積

岩）を覆って残存している。2021 年 6 月から 12 月に行った現地

調査では、こうしたテフラが降雨などにより侵食されてガリーが

発達し、基岩が露出している場所も見られた。 

調査対象地において UAV を用いて 2021 年 7 月 15 日、9 月 2

日、10 月 13 日、12 月 2 日の計 4 回、空中写真を撮影した。撮影

した空中写真から SfM(Structure from Motion)により得られた 1mDSM（数値表層モデル）と、地震発生直後の

2018 年 9 月に取得された航空レーザー測量データから得られた 1mDEM（数値標高モデル）を用いて、流域内の

28 崩壊地を対象にそれぞれの崩壊地で差分をとり、負の値（侵食）と正の値（堆積）を分けて足し合わせ、崩壊

地面積及び対象期間で除することで一斜面ごとのその期間の平均侵食／堆積深（mm/yr）を算出した。各崩壊地

内の侵食が見られた場所の下部に堆積域が必ず位置するという傾向は見られなかったため，侵食された土砂は崩壊

地外へ流出したと考えられる。対象とした崩壊地は面積（524～10020m²）、ArcGIS 上でメッシュを作成し、算出

した平均曲率（-1.7～0.45、断面曲率と平面曲率を平均したもの）、方位（北、南、東）が異なる斜面である。降

水量は対象地直下流に設置した転倒ます型雨量計と気象庁アメダス安平観測所（対象地から約 10km）のデータを

用いた。  

図 1 対象流域（赤枠 28 崩壊地） 
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3． 結果・考察 

3.1 崩壊斜面方位・形状に応じた土砂変動量 

2018 年 9 月から 2021 年 9 月における斜面方位ごとの平均

侵食深の箱ひげ図を図 2 に示す（✕は平均、〇は外れ値、矩

形中の中央の線は中央値、箱の上端は第三 4 分位、箱の下端

は第一 4 分位、ひげは四分位×1.5 の値を示す）。侵食（86 ㎜

/yr～）は北向き斜面で大きい傾向が見られ、南・東向き斜面

は同程度であった（図 2）。凍結融解の影響で南向き斜面の侵

食が大きくなる傾向があるとの報告（菱ら、2021）もある

が、本研究では北向きで侵食深が大きかった理由として、日

照時間が短く斜面が湿潤傾向にあり，表面流により侵食され

やすかったことが考えられる。一方，平均堆積深（図 3；～

34 ㎜/yr）は、南向き、東向きの斜面で大きく、北向きで小さ

いという結果であった。曲率については、負の曲率の斜面

で、曲率が小さい程、侵食が小さくなった（図 4）。つまり、

平滑地形になる程、侵食が大きくなるという結果を示してい

る。堆積においては、曲率の違いによる影響は見られなかっ

た。正の曲率についても、明確な相関は見られなかった。こ

のような結果となった理由として、平滑斜面であるほど一様

に表面侵食が起こりやすいことや、堆積は滑落崖からの土砂の

供給が原因と考えられ、どのような地形であっても差が生じ

ないことが考えられる。 

3.2 崩壊地からの土砂移動量の経時変化 

対象 28 斜面における 2018 年 9 月から 2021 年 9 月の侵食

量（体積）の合計（生産土砂量）は 2085.1m³であった。

2021 年 7 月 15 日～9 月 2 日、9 月 2 日～10 月 13 日、10

月 13 日～12 月 2 日という短い期間の平均侵食・堆積深を算

出すると、7 月 15 日～9 月 2 日で平均侵食深が大きくなっ

た。この 3 時期の侵食・堆積深と、降雨量の関係を見ると、平均

総雨量（各期間の降水量の合計を 1 か月換算した値）が多くなるにつれ、侵食・堆積深が大きくなるという関係

は見られなかった。一方で、1 時間最大降雨強度が大きくなるにつれ、侵食・堆積深が大きくなった。2021 年 7

月 15 日～9 月 2 日の 1 時間最大降雨強度は、8 月 10 日に観測された 32.5mm/h であり、地震発生後最大の降雨強

度となっていた。このことから、地震発生から 3 年近い時間が経過しても高強度の雨が降れば侵食・堆積が進む

ことが示された。以上より、崩壊裸地斜面からの土砂生産は経年的に発生していると考えられる。 

【謝辞】本研究を実施するにあたり、北海道胆振総合振興局森林室にご協力を頂いた。北海道開発局建設部からは

航空レーザー測量データを提供頂いた。本研究は JSPS 科研費 JP21H01581、河川基金の助成を受けたものです。 

【参考文献】Koi et al. (2008)、Geomorphology, Vol.101, pp.692-702；久加ら（2020）、北海道河川財団研究所紀

要、Vol.XXXI、pp153-178；輿水ら（2021）、エネルギー・環境・地質研究所研究報告，Vol.1，pp45-52； 菱ら

（2021）、九州大学農学部演習林報告、102、pp1-8 

図 2 斜面方位と侵食深（㎜/yr）

図 3 斜面方位と堆積深（㎜/yr） 

図 4 負の曲率と侵食深（㎜/yr） 
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池郷川流域における土砂動態の推定（２） 

国際航業株式会社 ○三浦元気，小泉和也，朴哉炫，笠原拓造， 

河合貴之，清水幹輝，渡辺隆吉，西川友章，堀大一郎 

奈良県県土マネジメント部砂防・災害対策課（現 水循環・森林・景観環境部景観・自然環境課） 愛須未紀 

1. はじめに

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が下流河道に堆積している

（河川測量成果より推定）。

本流域は急峻で狭隘な地形や土地利用等の制約の

ため，新たな砂防設備の設置が難しいこともあり，

奈良県による土砂撤去が継続実施されている。そこ

で，県では森林の土砂流出抑制効果に着目し，効果

検証及び総合土砂管理への活用を目指している。 
本研究では，朴ほか（2021）1）に引き続き，水

文・土砂流出観測を実施し，森林の土砂流出抑制効

果を検討した。既往研究で課題とされていた夏期の

観測データの追加，林床の被覆状況や林内・林外の

雨量の違いによる土砂流出状況の比較，表面侵食土

砂量の推定結果について報告する。

2. 水文・土砂流出観測

既往の令和 2 年 9 月~11 月（秋期）に加えて，令

和 3 年 6 月~10 月（夏期）の観測を実施した。観測

箇所・項目を図 2・表 1に示す。土砂捕捉装置によ

る流出土砂の捕捉は，上記に加え，令和 2 年 12 月

～令和 3 年 4 月（凍結融解に伴う土砂流出）を追加

した。

 
表 1 観測項目 

 
 

 

 

 

3. 林床の被覆状況

土砂捕捉装置を設置して

いる観測箇所①～④での林

床の被覆状況を整理するた

め，代表的な斜面で 1m×

1m の範囲を写真撮影（図 3

上）し，下層植生とリター

の割合を整理した（表 2）。

下層植生は初ほか（2010）
2）での Photoshop を用いた同

一色調の部分を抽出する方

法を用いて割合を算出した

（図 3中）。リターは，色調

で土壌との区別ができなか

った（図 3下）ため，土壌

の割合を目視で求めて（5％
刻み），下層植生と土壌の割

合から算出した。

全ての観測箇所で 50%以

上リターに覆われており，

特に③では全面がリターで

覆われていて土壌は露出し

ていない。

4. 林内雨量と林外雨量

観測箇所①～④で

は，林内雨量として樹幹

流（写真１上），直達

水・飛散水・滴下水（写

真 1下）の観測を実施し

た。観測においては，樹

幹流では土砂捕捉装置近

隣の代表的な樹木にシ

ートを巻いて観測し，

直達水・飛散水・滴下

水では，1m×1mのシー

トで雨水を集めて観測

した。また，林外雨量

の観測として上流と谷

出口に雨量観測所を設け

た（図 2）。加えて,土砂は地表流により運搬されるた

め（表面侵食），土砂捕捉装置にインターバルカメラ

を設置して，地表流の発生状況を観測した。

代表的な降雨イベントにおける林内と林外での雨

図 1 研究対象流域 

池郷川流域

図 3 林床状況（①） 

表 2 林床被覆率（％） 

写真 1 林内雨量計 

樹幹流 

直達水・飛散水・滴下水 

図 2 流域内の観測箇所 

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 

池郷川谷出口観測所 

谷出口雨量観測所 

上流雨量観測所 

北山川 

裸地 

水位計・濁度計 林外雨量計 林内雨量計 流出土砂捕捉装置
①針葉樹ー砂岩泥岩互層 〇 ー 〇 〇
②広葉樹ー花崗岩 ー ー 〇 〇
③針葉樹ー花崗岩 〇 ー 〇 〇
④広葉樹ー砂岩泥岩互層 〇 ー 〇 〇
池郷川谷出口観測所 〇 ー ー ー
上流雨量観測所 ー 〇 ー ー
谷出口雨量観測所 ー 〇 ー ー

下層植生 

リター 

林床状況 

観測箇所 ① ② ③ ④
下層植生 17.7 9.3 0.5 1.4
リター 57.3 75.7 99.5 68.6
土壌 25.0 15.0 0.0 30.0
計 100.0 100.0 100.0 100.0
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の降り始めまでの時間差，表面流発生までの時間・

林内雨量を整理した（表 3）。

イベントⅠ；降り始めの時間差は 10～160 分と観測

箇所で差があるが，林内降り始めまでの林外雨量は

0.5～1.5mm と差が小さい。②と④で表面流を確認

でき累積 55mm 程度で発生した。 
イベントⅡ；降り始めの時間差はいずれも 0 分であ

る。降り始めの降雨強度が強かったことから，時間

差が生じなかったものと推定される。 
イベントⅢ；降り始めの時間差は 0～30 分であり，

林内降り始めまでの林外雨量は 0～0.5mm である。

④で表面流を確認でき累積 290mm 程度で発生し

た。

表面流を確認したイベントⅠとⅢに着目すると，

土壌が占める割合が高い（＝下層植生・リターが少

ない）④で，表面流が発生する回数が多い（＝土壌

が侵食されやすい）結果となった。

 

 
※「-」は表面流発生が認められなかったことを示す。 

5. 表面侵食土砂量の推定

水文・土砂流出観測結果から，USLE 式

（Universal Soil Loss Equation）を用いて，表面侵食

土砂量を推定した。USLE 式とは，米国農務省土地

保全局が開発した土壌侵食量の推定方法であり，朴

ほか（2021）1）で当時の観測成果を基にパラメータ

を設定している。

1）USLE式のパラメータの更新 
土砂捕捉装置（写真 2）

の設置後は現場が攪乱さ

れている懸念があること

から，今回の報告におい

ては,設置年の観測値は使

用せず，令和 3 年 4 月～

10 月の観測値（A）と降

雨係数（R），観測箇所の

与条件として文献値 4)や地

形要素により，USLE 式に 
適用するパラメータ（表 4）を更新した。裸地では土

砂捕捉装置を設置できなかったため，ハンドヘルド

レーザ測量による時期差分から流出土砂量を求めて 

 

USLE 式のパラメータを設定した。 
2）USLE式の適用範囲 
朴ほか（2021）1）では，流域下端での水文観測結

果から表面流出土砂の流出率を推定したが，今回の

報告では表面侵食以外の土砂量（崩壊，河床変動

等）を極力排除することとし，土砂捕捉装置の直下

に水文観測機器を設置した①と④において（小渓流

単位），観測結果から推定した浮遊砂量との比較によ

り，USLE 式の適用範囲（渓流からの幅）を設定し

た。設定幅は河道から 10m の範囲とした。 
3）過去 10年間における表面侵食量の推定 

1)，2)の設定条件による USLE 式を用いて，平成

22 年～令和 2 年（大規模出水である紀伊半島大水

害が発生した平成 23 年を除く 10 年間）での流域全

体の表面侵食量を推定した。その結果，過去 10 年

間の表面侵食量は 34,813m3と算出された。 
4）森林による土砂流出抑制効果 
図 4に示す C（作物係数）に着目すると，針葉樹

や広葉樹の樹種・地質による差異は大きくないが，

流域内の裸地における C と比較すると，1000 倍程

度の差が生じる結果となった。

土砂流出（表面侵食）に対しては，森林（下層植

生やリター）の種類による差異は小さいものの，裸

地か森林かによる差異が極めて大きい。土砂流出を

減少させるためには，裸地（出水後の崩壊地等）を

そのまま放置せず，速やかに森林（地表面の被覆）

を回復させることが重要であると示唆される。

6. 今後の課題

・土砂流出に対する森林の効果として，降雨の降り

始めまでの時間差を発生させることや林床の被覆状

況による表面流発生の影響の可能性を見いだした

が，事例数が少ないため，観測の蓄積が望まれる。 
・土砂捕捉装置で捉えた土砂移動は，小斜面でのサ

ンプルデータであるため，流域の樹種－地質別の特

徴を十分に代表できていない可能性がある。今回の

報告では，渓流単位での浮遊砂観測結果との比較に

よる表面侵食量の推定を試みているが，他流域での

観測・研究成果の蓄積等も踏まえながら，検討手法

の精度向上に取り組みたい。

参考文献
1）朴ほか（2021），池郷川流域における土砂動態の推

定，令和 3 年度砂防学会研究発表会概要集 
2）初ほか（2010），丹沢堂平地区のシカによる林床植生

衰退地における林床合計被覆率と土壌侵食量の関係，

日林誌，92(5) 
3）小林ほか（2004），風化花崗岩地帯における崩壊地の

表面侵食と USLE によるその解析，日林誌，86(4) 
4）山瀬ほか（2010），間伐木を利用した筋工による森林

表土の流亡抑制，日緑工誌，36(1) 

表 4 USLE式のパラメータ 

表 3 林外と林内雨量の比較（時間，雨量） 

写真 2 土砂捕捉装置

図 4 C（作物係数）の算出結果 

0.0E+00 1.0E-02 2.0E-02 3.0E-02 4.0E-02 5.0E-02 6.0E-02

④広葉樹－砂岩泥岩互層

③針葉樹－花崗岩

②広葉樹－花崗岩

①針葉樹－砂岩泥岩互層

裸地

作物（植被）係数

樹種や地質による差が見られない。 

裸地と比較すると，1000倍程度 

Cの値が小さい。 

USLE式；A＝R・K・S・L・C・P

パラメータ 検討方法

A ：単位面積当たりの流出土砂 土砂捕捉装置の観測結果（R3.4～10）

R ：降雨係数 流域内の観測雨量と解析雨量から設定

K ：土壌係数
文献

4)
よりK=0.227とした。

裸地では、文献
3)
よりK=0.105とした。

S ：傾斜係数 流出土砂観測装置の上方の遷急線までの範囲で算出

L ：斜面長係数 流出土砂観測装置の上方の遷急線までの範囲で算出

C ：作物係数（被覆係数） A、R、K、S、L、Pから方程式で求めた。

P ：保全係数 文献
4)
よりP=1.0とした。

① ② ③ ④
林外と林内の降り始めの時間差 160分 20分 20分 10分
林内降り始めまでに観測した林外雨量 1.5㎜ 1㎜ 1㎜ 0.5㎜
降り始めから表面流発生までの時間 - 24時間 - 24時間
降り始めから表面流発生までの林内雨量 - 52㎜ - 58㎜
林外と林内の降り始めの時間差 0分 0分 0分 0分
林内降り始めまでに観測した林外雨量 0㎜ 0㎜ 0㎜ 0㎜
降り始めから表面流発生までの時間 - - - -
降り始めから表面流発生までの林内雨量 - - - -
林外と林内の降り始めの時間差 0分 0分 30分 20分
林内降り始めまでに観測した林外雨量 0㎜ 0㎜ 0.5㎜ 0.5㎜
降り始めから表面流発生までの時間 - - - 75時間
降り始めから表面流発生までの林内雨量 - - - 288㎜

イベントⅠ
令和2年

台風第14号
R2.10/7～10/10
イベントⅡ
令和3年
梅雨前線

R3.6/30~7/3
イベントⅢ
令和3年
秋雨前線

R3.8/12~21

観測箇所
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森林の表層崩壊防止機能の評価検討事例 

国際航業株式会社 ○笠原拓造，小泉和也，朴哉炫，三浦元気 

河合貴之，清水幹輝，渡辺隆吉，西川友章，堀大一郎 

奈良県県土マネジメント部砂防・災害対策課（現 水循環・森林・景観環境部景観・自然環境課） 愛須未紀 

1. はじめに

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が下流河道に堆積している

（河川測量成果より推定）。 
本流域は急峻で狭隘な地形や土地利用等の制約の

ため，新たな砂防設備の設置が難しいこともあり，

奈良県による土砂撤去が継続実施されている。そこ

で，県では森林の土砂流出抑制効果に着目し，効果

検証及び総合土砂管理への活用を目指している。 
本報告は，池郷川流域をモデル流域として，航空

レーザー測量成果を用いた森林解析結果及び令和 2
～3 年の 2 ヵ年で実施した水文観測成果等を用い

て，樹木の根系を考慮した斜面の安定性の評価方法

を検討し，森林の土砂流出抑制効果について定量化

を試みた事例を報告する。 
2. 土砂流出に対する森林の効果

一般に森林の土砂流出抑制効果として，根系の緊

縛力により表層崩壊を防ぐ効果があると考えられて

いる。池郷川流域における森林状況と崩壊の関係に

ついて実態を整理した。 
・植栽からの経過年数が15年未満の幼齢林は根系の

緊縛力が弱く崩れやすい（図 2，3）。 
・根系の発達とともに崩壊は減少・崩れにくくなり，

30～50年程度で斜面崩壊防止効果が最大となる。以

後その効果は継続する（図 3）。 
・ただし，全く崩壊がなくなることはない（図3）。
これは，成長に伴う自重の増加が崩れやすくなる方

向へ作用するものと考えられる。 
これらより，森林の表層崩壊抑制効果は一定では

なく，樹木の成長に伴う根系の発達や自重の増加等

により時間の経過とともに変化することがわかる。 

3. 樹木の根系を考慮した斜面の安定性評価方法

3-1. 樹木の効果を考慮した斜面安定解析モデル 
樹木の表層崩壊防止効果として，土塊が移動する

際に発生する引張亀裂の面

に作用する根系の水平方向

の粘着力増分と樹木の自重

による上載荷重の増分が作

用すると考えた。ここで，

樹木根系の粘着力増分を考

慮した無限斜面安定計算式 1)

図 1 検討対象流域 

池郷川流域

図 2 森林伐採後の荒廃状況の変化（池郷川流域） 

図 3 植栽からの経過年数と崩壊面積率の関係 

図 4 無限斜面安定計算 
式(1)～(3)の模式図 

図 6 降雨流出解析モデルの模式図 

図 7 降雨流出解析モデルによる予測と実測のハイドロ
の比較（2021年 8月 12日-23日降雨） 

図 5 植栽からの年数と樹高の関係（針葉樹） 
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を式(1)～(3)に，模式図を図 4 に示す。解析メッシ

ュの大きさは現地の崩壊地の大きさを考慮し 10m
メッシュとした。

3-2. レーザー測量成果を用いた森林解析 
令和 2 年(2020)冬季撮影の 0.5mDEM（Digital 

Elevation Model）と平成 30 年(2018)夏季撮影の

0.5mDSM（Digital Surface Model）を用いて国土地

理院の航空レーザー測量データを用いた樹高等のデ

ータ作成方法 2)を参考に立木の樹高（図5）と粗密度

データを作成した。現地コドラート調査よる樹高と胸

高直径の関係からレーザー測量で求めた樹高から胸高

直径を推定し，根系による粘着力増分(CrH)を(4)式で

推定した 3)。また，材積量に密度を乗じて樹木の上

載荷重を算定した。樹種別の回帰係数 a,bは，現地

状況より針葉樹はスギ，広葉樹はコナラと想定した

（表 1）。樹木からの水平距離(L)はレーザー測量成

果による粗密度データより求めた。 

林齢により樹高は変化する（図 5）ことから，そ

れに合わせて根系による粘着力増分(CrH)と上載荷

重も変化することがわかる。 
3-3. 地下水位の推定モデル 
斜面安定解析に用いる地下水位(h)は，令和 2 年

～3 年の 2 ヵ年で実施した水文観測成果 4)から，表

層 1 層，地下 3 層の分布型の降雨流出解析モデル

（10m メッシュ）を作成した（図 6）。地下 3 層の

層厚の比率と透水係数については，実測の降水量

（ハイエト）をモデルへ入力し，計算による予測と

実測の流量（ハイドロ）が整合するよう感度分析的

に求めた（図 7）。降雨流出解析モデルの過程で計

算される地下水位（地下水位 Aと Bの合計）を 3-1
の斜面安定解析モデルへ入力することで崩壊予測を

行う。 

4. 森林の表層崩壊抑制効果の試算

3 章で作成したモデルを用いて年超過確率規模

100 年の降雨が，現時点で襲来した場合と 50 年後

に襲来した場合の崩壊土砂量を比較した（表 2）。
崩壊土砂量は，計算安全率が 1 を下回る 10m メッ

シュに現地の実績の平均崩壊深（1m）と平均崩壊

幅（約 21m）を乗じて算出した（図 8）。 
池郷川における森林の 50 年の成長に伴う表層崩

壊抑制効果は，1km2当りの崩壊土砂量であらわす

と 29,800m3/km2から 24,500m3/km2へと 5,300m3/km2

（約 18%）の低減効果が見込まれた。

表 2 森林の斜面崩壊抑制効果の試算 

5. 今後の課題

今回，森林の成長に伴い時間とともに変化する表

層崩壊防止効果について定量化することを試みた。

これは，総合土砂管理において，人工林の間伐（密

度管理）や樹種の転換等の森林施業を流砂系一貫と

した土砂の生産抑制対策のひとつとして評価できる

ことから，効果的で実現性のある計画立案に役立つ

ともの考えられる。一方，今回の検討では，針葉樹

はスギ，広葉樹はコナラとして一律の樹種を想定し

た。特に天然林では多様な樹種が生育しており，同

じ樹種でも斜面の傾斜や表土層の状況によって根の

張り具合が違うと考えられる。今後の精度向上にお

いては，現地の植生状況や根系の強度等を広域に精

度良く把握する手法の開発が必要と考えられる。 

参考文献 
1)鳥居宣之ほか：豪雨を起因とする表層崩壊危険度評価手法の予測

精度向上化の検討～樹木根系の効果を考慮して～，第23回高専シン

ポジウム in Kobe 講演要旨集，D-026，2017． 

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の

データ作成，最終更新日：2015年2月1日 

(https://www.gsi.go.jp/chirijoho/chirijoho40069.html） 

3)林野庁：森林整備部 森林整備課 造林間伐対策室 平成26年度土

砂流出防止のための森林施業方法に関する調査委託事業報告書，

2015.  

4）朴ほか：池郷川流域における土砂動態の推定，令和3年度砂防学

会研究発表会概要集，2021． 

表土層厚（H）----斜面勾配と表土層厚の関係を把握（簡易貫入試験） 

地下水位（h) -----地下水の推定モデルを作成(3-3参照） 

土の飽和単位体積重量（ɤsat）----地質を考慮した一般値 

飽和土の水中単位体積重量（ɤ）---地質を考慮した一般値 

土の粘着力（C)---崩壊，非崩壊実績より推定（検証のため現地試験） 

土の内部摩擦角（φ）-------------地質を考慮した一般値 
樹木による上載荷重---------------立木の荷重を推定（3-2参照） 

根系による粘着力の増分（CrH）--立木の粘着力増分を推定(3-2参照) 
根系による粘着力の増分（CrV）--今回は 0,現地状況より根系がすべり

面より深くに達していないと想定 
すべり面（z）----今回は 0（表土層厚の基盤面に一致と想定） 

図 8 50年後の森林に年超過確率規模 100年の降雨
が襲来した場合の崩壊予測結果 

表 1 樹種別の回帰係数 林野庁資料 3)より 

拡大表示 
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流域面積の違いを考慮した土砂生産・土砂流出に関する分析 

国際航業株式会社 ○澤村朱美，佐藤匠，久保毅，皆川淳，朝比奈梨花

国土交通省国土技術政策総合研究所 山越隆雄，坂井佑介，西脇彩人，山田友

１．はじめに 
近年、気候変動による豪雨の激甚化・頻発化によ

り、土砂・洪水氾濫による被害が多発している。土
砂・洪水氾濫は、山地流域で大量の土砂が生産され、
河道に流出することで発生することから、土砂・洪
水氾濫の発生危険度を評価するためには、山地流域
における生産土砂量、山地流域から河道への流出土
砂量を把握することが重要であると考えられる。

一方で、土砂生産・流出現象は偶然的・認識論的
不確実性のために、例えば、実際に斜面崩壊や土石
流が発生した斜面・渓流と同じような条件とした斜
面・渓流であっても発生しない場合がある。一方で、
對馬ら 1)は、高次流域からの比流出土砂量ほど、流
域間の違いが小さくなる可能性を指摘している。こ
のことから、対象とする流域を広げながら分析する
ことによって、土砂の生産・流出に影響する要因を
適切に評価できると考えた。
本報告では、流域面積の違いを考慮して生産土砂

量・流出土砂量を整理することにより土砂生産・流
出現象に影響を及ぼす要因を分析することを目的と
し、地形・地質・降雨条件別に谷次数ごとの集水面
積と土砂生産・土砂流出の関係分析を実施した。

２．調査対象地域と被害概要 
調査対象地域は、平成 29 年九州北部豪雨により福

岡県朝倉市周辺で被災した佐田川流域、赤谷川流域、
北川流域の 3 流域とした（図 1）。当該流域では、
平成 29 年 7 月 5 日の昼頃から夜にかけて、線状降
水帯を伴う集中豪雨により、崩壊や土石流が集中的
に発生し、多量の土砂や流木が下流市街地に流出し
たことで、多数の人的被害や家屋被害が発生した。

 

図 1 調査対象流域および地質区分図 

３．調査手法  

３．１ 土砂移動範囲の判読 
災害時の生産土砂量および流出土砂量を把握する

ため、災害前後の航空レーザ計測データによる標高
差分図と空中写真を基図とし、土砂移動範囲の判読
を実施した（図 2）。判読範囲に含まれる災害前後の

標高差分値より、マイナス値を侵食量、プラス値を
堆積量として土砂量の集計を行った。

図 2 土砂移動範囲の判読例 

３．２ 谷次数ポリゴンの作成 
対象流域において、1 次谷～n 次谷（n は流域内の

最大次数）までの谷次数ごとに流域界を作成し、谷
次数ポリゴンとした（図 3）。 

作成した谷次数ポリゴンについて、集水面積およ
びポリゴン内の生産土砂量、比生産土砂量（生産土
砂量／集水面積）、流出土砂量、比流出土砂量（流出
土砂量／集水面積）を整理した。生産土砂量は（1）
において算出した侵食量とし、流出土砂量は侵食量
から堆積量を差し引いた値とした。
また谷次数ポリゴンごとに平均勾配および地質区

分を属性値として整理した。地質区分は 20 万分の 1
シームレス地質図を用いて、ポリゴン内で最も占有
面積の大きい地質を属性値とした。平均勾配は災害
前の航空レーザ計測データより 5 mDEM を作成し、
メッシュ毎の最急勾配をポリゴン内で平均して利用
した。

図 3 谷次数ポリゴンの作成例 

３．３ 降雨指標の整理 
気象庁解析雨量（1 km メッシュ）を用いて、災害

時の最大 n 時間雨量（n は 1～72 時間）による降雨
分布を整理した。さらに、対象流域に係る解析雨量
メッシュごとの確率規模を整理し、災害時最大雨量
の確率規模年を算出した。確率規模の算出には、解
析雨量の観測が開始された 1988 年以降の観測デー
タ（5 km メッシュ、2.5 km メッシュによる観測値
を含む）を使用した。
整理した災害時 n 時間雨量と確率規模年について、

谷次数ポリゴンごとに各雨量メッシュの面積割合か
ら流域平均値を算出し、属性データとして整理した。 

出典）20 万分の 1シームレス地質図 v2(産業技術総合研究所 地質調査総合センター) 

佐田川 寺内ダム上流域 

（約 50km2） 

赤谷川 

（約 20km2） 

北川 

（約 7km2） 

寺内ダム 
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４．結果と考察 
４．１ 集水面積と土砂生産・土砂流出の関係 
谷次数ポリゴンの集水面積を横軸、比生産土砂量

または比流出土砂量を縦軸としたグラフを図 4～図 
7に整理した。グラフは両対数グラフとした。 
また、作成したグラフについて、地形条件（平均

勾配）、地質条件、降雨条件（ここでは最大 24 時間
雨量とその確率規模年を使用）ごとに階級分けを行
い、さらに集水面積を 0.01、0.1、1、10、100 km2

で階級分けし、階級ごとの平均値から回帰式、最大
値の回帰式から上限包絡線を設定した。
各プロットを見ると、比生産土砂量・比流出土砂

量ともに集水面積が小さいとばらつきが大きく、集
水面積が大きくなると 10,000～100,000 m3/km2 の
範囲に収束する傾向が確認された。また平均値回帰
線・上限包絡線は、一部を除いて右下がりの傾向で
あった。これは、対象とする面積が小さいと、雨域
の小さい集中豪雨が全域に影響し、全域で大きな土
砂生産・流出が生ずる可能性が高まる一方、対象と
する面積が一定以上となると、集中豪雨の影響は部
分的になるので、流域平均の土砂生産・流出が小さ
くなりやすいためと考えられる。また、局所的な地
形・地質・降雨の条件等により規模の大きな崩壊が
生ずると、面積当たりの生産土砂量が非常に大きく
なる。対象とする面積が小さいほどこの影響が大き
くなり、上限値が大きくなりやすいが、平均値では
この影響は薄まるため、平均値回帰線に比べ上限包
絡線は傾きが大きくなりやすいと考えられ、グラフ
でもそのような傾向が表現されている。

４．２ 地形条件（平均勾配）による傾向分析結果
平均勾配 20 度未満では、20 度以上に比べ比生産

土砂量・比流出土砂量は小さくなる傾向となり、特
に比流出土砂量でその差は大きいことから、平均勾
配 20 度以上で土砂生産が生じやすく、勾配 20 度未
満で土砂の堆積傾向が強くなることが想定される。
一方、勾配 20 度～40 度では、勾配が変化しても比
生産土砂量や比流出土砂量は同程度となった。

４．３ 地質条件による傾向分析結果
生産土砂量・流出土砂量の各階級の平均値は全体

として花崗岩類が最も多く、次いで変成岩、火山岩
の順となった。一方で、変成岩では集水面積が小さ
い領域だと比生産土砂量・比流出土砂量の上限包絡
線が花崗岩類を上回っており、集水面積が大きくな
るにつれて、花崗岩類と同程度となる傾向となる。
これより変成岩地域の上流域では 1 箇所あたりの生
産土砂量が大きくなりやすく、大規模な崩壊が発生
しやすいが、花崗岩類の方が流域全体として崩壊や
土石流が多数発生しやすく、生産土砂量の総量は大
きくなりやすいと考えられる。

４．４ 降雨条件による傾向分析結果
最大 24 時間雨量では、全体として降雨量が多くな

るほど比生産土砂量・比流出土砂量は増加傾向にあ
り、600 mm 以上では同程度の傾向となった。一方
で、確率規模年による分布は確率年が大きい方が土
砂量は大きくなる傾向も見られるが、確率年によっ
ては逆転する場合もある。
最大 24 時間雨量が多くなると比生産土砂量・比流

出土砂量が増加する要因として、生産・流出する土
砂の体積の大小は、土砂を移動・運搬させる水の体

 
 
 

図 4 平均勾配毎の集水面積と土砂量の関係

 
 
 

 

図 5 地質区分毎の集水面積と土砂量の関係

 
 

図 6 最大 24 時間雨量毎の集水面積と土砂量の関係 

 
 
 

図 7 確率規模年（24h雨量）毎の集水面積と土砂量の関係 

積、すなわちその流域に降った雨の量に規定される
傾向が強いと考えられる。ただし、600 mm 以上で
同程度の傾向となった要因として、雨の量の増加に
対して生産場に存在する土砂の量が頭打ちになった
ことを示している可能性があると考えられる。

５．おわりに 
本報告では、対象とする流域を広げながら分析す

ることで、生産土砂量および流出土砂量が地形条件、
地質条件、降雨条件によりどのように変化するか概
ねの傾向を把握することができた。
今回の調査結果を踏まえ、今後、土砂生産形態別

の分析や分析指標の精査、事例の追加を実施するこ
とで、土砂が生産されやすい条件・流出しやすい条
件を整理するとともに、降雨量や地形・地質条件に
応じた生産土砂量・流出土砂量の予測精度向上を図
ることで、土砂・洪水氾濫についての被害予測や対
策計画立案に資することができるものと考えている。 

【参考文献】 
1）對馬ら，地形，地質および降雨条件が類似した山
地上流域からの豪雨による流出土砂量の空間的分布
特性，砂防学会誌，Vol.76，No3，2020.9 
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崩壊生産土砂量推定式のパラメータの地質による差異 

－2014年8月豪雨で発生した丹波地域及び広島地域の土石流災害の解析－ 

（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，下流域に甚大な

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。崩壊生産土砂量が膨大であると土石流の規模が大きくなりやすく，

また河道に大量の土砂が堆積するため二次災害の危険性も増すと考えられる。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，災害後の砂防基本計画を検討した

りする上で有用である。崩壊生産土砂量（V）は崩壊面積（A）を因子とした累乗式（V = αAγ）で近似できること

が知られ 1)，誘因（地震・降雨など）や素因（地形・地質・気候など）が異なっていても，同じパラメータα値・

γ値を使用し推定できるといわれる 2)。しかしながら，既存研究の崩壊深や崩壊面積の値が必ずしも正確ではない

ことや基礎データに崩壊面積の偏りが存在すること，地質分類が考慮されていないといった問題点がある。そこ

で本研究は，地質の異なる山地において，土石流災害発生前後の LP 地形データを用いた標高値の差分計算によ

り崩壊生産土砂量を求め，α値・γ値を計算した。その上で，α値・γ値に及ぼす崩壊深や地質の影響を検討した。 
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兵庫県丹波市市島町及び氷上町（以下，丹波

地域）と広島県広島市安佐北区・安佐南区（以下，広島地域）である（図－1）。地質は，20万分の1地質図幅に

よると，丹波地域が丹波帯頁岩砂岩（sl）・超丹波帯砂岩（gs）3)，広島地域が花崗岩類（Gh）・流紋岩類（T2）・
玖珂層泥岩（Ksm）・苅田層泥岩（Nm）である 4)。 
崩壊地の抽出はArcGIS Pro 2.8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 5)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，侵食部の面積Ae及び堆積部の面積Adを計算し，その両者を合算

した崩壊面積（A= Ad + Ae）を計算した。そして，崩壊地ポリゴン内における侵食量Veと堆積量Vdを差分計算

することで，崩壊地からの崩壊生産土砂量（V= Ve - Vd）を求めた。また，崩壊地ポリゴン内における侵食部の標

高値の変化量の平均値を崩壊深D（m）として求めた。 

図－1 崩壊地と地質の分布（左は丹波地域，右は広島地域。背景には基盤地図情報の 10 m DEMと道路縁

ラインデータ，国土数値情報の河川と鉄道のラインデータを使用し作成。等高線は 50 m間隔。地質の区分

には産総研シームレス地質図V2を使用し，地質分類は20万分の 1地質図幅を引用 3) 4)） 
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３．結果と考察 

３．１ 崩壊面積Aと崩壊深D 

各地質における崩壊面積 A と平均崩壊深 D の関係を図－2 上段に示す。ここでは，地質ごとに A と D を累乗

式（D= mAn）で近似した。mとnは係数である。AとDは分布のばらつきが見られるが，地質に関係なく正の相

関がある。この中で，丹波帯頁岩砂岩・超丹波帯砂岩・苅田層泥岩はn値が0.16以上と大きく，AとDの正の関

係が比較的明瞭である。また，丹波帯頁岩砂岩のようにn値が大きい地質は，m値が小さい傾向がある。

３．２ 崩壊面積Aと崩壊生産土砂量V 

崩壊面積Aと崩壊生産土砂量Vの関係及び，両者を累乗式（V = αAγ）で近似して得られたα値・γ値，決定係

数R2値をそれぞれ図－2下段に示す。R2値はいずれの地質においても0.996以上とかなり高いことから，地質に

関係なくAとVの正の関係は明瞭である。すなわち，全ての地質において，崩壊面積と崩壊生産土砂量の関係は

（V = αAγ）で概ね表現できていると考えられる。 

３．３ m値・n値とγ値の関係 

γ値に影響する要因を明らかにするために若干の検討を行った。崩壊生産土砂量Vは，崩壊地の侵食量Veの関
数であることから，γ 値には崩壊深が影響すると想像できる。そこで，崩壊面積と崩壊深に関連する m 値・n 値

と γ値の関係を図－3に示す。この図からわ

かるように，ばらつきはあるが γ値はm値・

n 値と正または負の関係にある。このこと

から，崩壊面積に対する崩壊深の増加割合

を示すn値が大きくなると，V = αAγの傾
きに相当する γ値が増大すると考えられる。 
謝辞 本研究は科学研究費助成事業（課題番号：

20K22595，19K04977）の助成金を使用し実施した。 
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図－3 m値・n値と γ値の関係（各線形は近似直線） 
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降雨量と生産土砂量の関係に関する一考察 
～ 阿武隈川水系における令和元年台風 19 号等の事例について ～ 

砂防エンジニアリング株式会社 ○尾崎順一 三府範子 遠藤弘樹

東北地方整備局 福島河川国道事務所 三浦英晃* 岩澤直也

１．はじめに 

気候変動に伴う甚大な土砂災害を軽減していくためには、降雨特性の変化に応じて災害の原因となる生産土

砂量を推定する必要がある。降雨と生産土砂量の応答は各流域の地形・地質等により複雑な関係を示すため、

基礎となる降雨や土砂動態実績データ（生産土砂量、流出土砂量等）の収集と蓄積・分析が当面の課題と考え

る。近年、レーザープロファイラ計測による詳細な地形データ（以降、LP と呼ぶ）が整備され、複数時期の

標高差分から詳細な土砂移動実績が把握されてきているが、一部地域の少数事例 1),2)に限られる。そのため、

阿武隈川水系を対象に土砂移動面積と崩壊生産土砂量等、降雨と崩壊面積率の関係を分析した事例を報告する。 

２．分析方法 

２.1 対象範囲・豪雨 

対象範囲は火山岩を主体とする阿武隈川水系の 3 流域

(松川、須川、荒川)約 250km2である。対象豪雨は令和元

年台風 19 号を主とした。流域平均 300～350mm/24hr の

豪雨により多数の崩壊や土砂流出が生じた(図-1参照)。 

２.２ 分析方法 

土砂動態を定量化するため、災害後の LP データ、オル

ソ画像を用いて「土砂移動実績図(図-2参照)」を作成した。

これを土砂移動範囲として災害前・後の LP データ差分(標
高差分)より生産土砂量を集計し、河床変動量を累加する

ことで流出土砂量を推定した。これらを基に土砂移動面積

と各土砂量の関係を分析した。また、降雨と崩壊面積率に

ついてはデータ数を補うため、同手法により 4 時期の崩壊

実績を整理し、各降雨指標との関係を分析した。

３．分析結果 

３.１ 土砂動態と土砂量の関係分析 

（１）土砂動態の推定

生産土砂量は約 40 万ｍ3、河床変動量(侵食)は約 33 万ｍ3、流出土砂量は両者を合計した約 73 万ｍ3と推定

した。生産土砂量の約 6割が崩壊生産土砂量であり、新規崩壊と継続崩壊の割合は 3：7となる（表-1参照）。 

表-1 土砂動態の推定結果(令和元年台風 19 号) 

各流域
生産

土砂量
河床※
変動量

流出
土砂量

松川 約19 ＋約13 約32

須川 約 9 ＋約17 約26

荒川 約12 ＋約 3 約15

全域（計） 約40 ＋約33 約73

※＋は侵食量（単位：万ｍ3）

（２）崩壊面積と崩壊生産土砂量の関係

各崩壊地を対象に、崩壊面積と崩壊生産土砂量につ

いて、崩壊地(形態・区分)、流域、地質の区分毎に関

係を整理した結果、新規・継続崩壊の区分毎に良好な

相関が確認できた（図-3参照）。また、秋田ほか(2021)

における広島花崗岩の関係式 2）とグゼッティ式は概

ね当実績の上限に相当し、西日本豪雨の関係式 1）と

は同等の関係が見られた。崩壊面積の増加に伴い崩壊

生産土砂量が増加するが、継続崩壊に比べ新規崩壊の

*現北上川下流河川事務所吉田川緊急治水対策出張所

図-１ 等雨量線図(令和元年台風 19 号：24 時間雨量) 

図-２ 令和元年台風19号の土砂移動実績図(松川：蟹ヶ沢拡大) 
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崩壊深が大きくなる傾向が確認できた。 

【崩壊生産土砂量 V(ｍ3)の関係式】 

V（新規）=0.134A1.2125(相関係数 R：0.86) 

V（継続）=0.262A1.0459(相関係数 R：0.87) 

ここで、A：各崩壊地の面積（ｍ2） 

（３）土砂移動面積と流出土砂量の関係

本・支川の谷出口における流出土砂量と集水域内の

土砂移動面積(崩壊や河床変動の累加面積）を集計・

整理した。地形開析度や土砂流出形態、砂防施設の整

備状況により関係に相違が見られ、流域毎で良好な関

係が確認できた。特に、砂防施設が本川に連続整備さ

れている荒川では松川や須川より土砂移動面積に対

する流出土砂量の応答が小さくなる傾向が確認でき

た(図-4参照)。 

【流出土砂量 V’(ｍ3)の関係式】 

V’＜松川＞ = 8.74A0.740(相関係数 R：1.00) 

V’＜須川＞ =10.34A0.740(相関係数 R：0.86) 

V’＜荒川＞ = 2.23A0.827(相関係数 R：0.99)  

ここで、A：土砂移動面積（ｍ2） 

＝崩壊面積＋侵食域面積＋河床変動面積 

３.２ 降雨と崩壊面積率の関係分析 

令和元年台風 19 号を含む 4 豪雨(S61,H1,H10,R1)

を 対 象 に 、 7 降 雨 指 標 ( 最 大 雨 量 ：

1hr,3hr,6hr,24hr,72hr, 実 効 雨 量 ： 半 減 期

1.5hr,72hr)の等雨量線図を作成し、各降雨指標と崩

壊面積率の関係を整理した。 

4 豪雨では最大雨量 6hr(相関係数:0.35)、実効降雨

半減期 1.5hr(相関係数:0.37)の降雨指標で弱い相関

が、豪雨毎では令和元年台風 19 号において、同指標

で高い相関係数が確認できた(図-5 参照)。しかし、

この関係式から降雨による崩壊の発生機構を解釈す

ることは困難であり、他指標の相関係数が全般に 0.5

以下と小さいため、良好な関係ではないと判断した。 

その他、降雨と崩壊の関係について、崩壊形態(新

規・継続)毎に素因を含め検討したが、重回帰分析等

の統計手法により明確な応答関係を示す降雨指標を

特定することはできなかった。 

４．まとめと今後の課題等 

令和元年台風 19 号で生じた土砂移動面積と崩壊生

産土砂量、流出土砂量を整理・分析し、他事例と同様

に良好な関係が確認できた。これら関係式は、同流域

における過去の判読結果に適用することで、豪雨時に

おける土砂動態の定量化・復元に有効に活用できると

考える。 

降雨と崩壊面積率等の関係については、今後、詳細

な土砂動態データの蓄積が望まれるほか、複数の降雨

指標(短・長期)を組み合わせた分析が課題と考える。 

【参考文献 1）気候変動を踏まえた砂防技術検討会資

料,第 3 回資料 2，国土交通省, p.27 ,2021.3、 2）
秋田ほか,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,令和 2 年

度砂防学会研究発表会概要集,ｐ.581-582,2021

図-４ 土砂移動面積と流出土砂量の関係 
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図-５ 降雨量と崩壊面積率の関係(令和元年台風19号) 
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図-３ 崩壊面積と崩壊生産土砂量の関係 
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生産土砂の粒度が粗い流域を対象としたフェーズシフトの適用性に関する検討 

国土防災技術株式会社 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  国土交通省 富士川砂防事務所 赤澤史顕 

1. はじめに
近年、豪雨により大規模な土砂生産が発生、大量の土砂が山地河道を流下し、下流域に土砂・洪水氾濫被害をもたらす事例

が数多く報告例えば 1）されている。このような事象に対して、土砂の流下プロセスにおいて流砂の一部が固相から液相に振る舞
いが変化するフェーズシフトが着目され、フェーズシフトする最大粒径（限界粒径Dc）の評価に関する研究が進められている。
水路実験による供給条件と堆砂勾配の関係から摩擦速度と沈降速度の比 u* / w0に係数を乗じてDcを評価した事例 2）があり、
河床変動計算を用いて大規模出水を対象に実現象を評価可能な係数の値が検討例えば 3）されている。同様に、無次元掃流力τ*と
Dcの関係を評価した事例４）があり、土石流を対象に適用性が検討 5）されている。一方、水路実験による供給条件と流動深の関
係から乱れ速度と沈降速度の比 vf / w0とDcの関係を評価した事例 6）があり、土石流を対象に適用性が検討 7）されている。 

 しかし、従来からフェーズシフトを考慮せずとも山地河川の土砂動態が再現された研究事例が多く存在し、これらの現象に
対してフェーズシフトを考慮すると、流出土砂量を過大評価することが懸念される。一方、これらの現象に対してフェーズシ
フトを考慮した計算であっても、水理条件や粒度分布に基づきフェーズシフトする量を評価し、フェーズシフトの影響が小さ
いと評価されれば、土砂動態が再現可能なはずである。しかしながら、フェーズシフトを考慮せずに再現可能な現象に対して、
フェーズシフトを考慮した計算が実施された例は見られない。 

 そこで本研究では、フェーズシフトを考慮せずに再現可能な春木川の土砂動態
に対して、フェーズシフトを考慮した計算を実施し、流出土砂量を過大評価するか
否か検証した。評価モデルには洪水現象を扱う事例が多い u* / w0に係数を乗じて
Dcを評価する方法 2）3）を採用した。なお、本研究ではフェーズシフトした土砂を
乱流状土砂、フェーズシフトしない土砂を層流状土砂と呼ぶ。 

2. 計算プログラム
本検討では、高橋の石礫型土石流のモデルを改良したモデル 8）に、フェーズシ

フトを考慮した。フェーズシフトするか否かの判定は下式で評価した。 

（フェーズシフトする条件） * 0PS diu w （式1） 

u*は摩擦速度、w0diは各粒径階の沈降速度、αPS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αPSは2～4の値となる。フェーズシフ
トの関連項目の評価は下記のとおりとした。 

 式1を満たす場合、対象粒径階の全土砂を乱流状土砂とし、満たさない場合は、
対象粒径階の全土砂を層流状土砂とした。 

 砂礫移動層の層厚を層流状土砂の濃度が0.24（=0.4 c*）となる値とした。 

 フェーズシフトは砂礫移動層内で生じるものとし、乱流状土砂の最大濃度（乱
流状土砂の量と砂礫移動層内の水量で決まる値）を0.45とした。 

浮遊砂の評価には既往理論や計算方法を利用し下記のとおりとした。 

 水流層のみに浮遊砂は存在するものとして、基準面高さを砂礫移動層と水流層
の境界高さとした。 

 沈降量は集団沈降を考慮した沈降速度×流れから見る基準面濃度とし、水流層
の平均濃度からLane-Kalinskeの濃度分布式を介して基準面濃度を算出した。 

 浮上量は芦田・道上式により評価し、これに用いる基準面濃度の最大値を砂礫
移動層の濃度（乱流状土砂と層流状土砂を合わせた砂礫移動層の土砂濃度）と
した。浮上量は河床から供給されるものとした。 

3. 一次元河床変動計算による再現計算
3. 1  対象とする土砂流出現象 

対象とした富士川水系の春木川流域の平面図を図－1に示す。春木川は集水面積が20.9 km2、河床勾配が流末で約2 ﾟ、大春
木沢下端で約10 ﾟであり、本川の多くの区間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m3の大規模土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生産土砂である。大春木沢の堆積土砂（生産土砂）の平均粒径が 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、生産土砂と河床材料の粒度の差が小さい（図－2）。 

3. 2  計算条件 

計算は既往検討 8）を基本とした case1、フェーズシフトを考慮してαpsを変化させた case2 と case3 を実施した。フェーズシ
フトを考慮しない場合はρ=1.0 g / cm3、上流端の河床勾配 15°による平衡濃度 0.387、フェーズシフトを考慮した場合は堆積
土砂濃度に近い値として 0.590 を供給濃度 Csupに設定した。そのうえで、各ケースの各分割流域で供給土砂量が実績値となる
ように、降雨流出波形の流量が大きな時間帯にのみ土砂供給を設定した。 

3. 3  計算結果 

図－3の case1から case3の結果より、フェーズシフトを考慮しない case1とフェーズシフトを考慮してαps = 5とした case2

は最終河床変動高や通過土砂量の実測値が再現された。対して、フェーズシフトを考慮してαps=2とした case3は x = 3,200 m  

図－1 春木川流域の平面図 

図－2 供給土砂の粒度分布 
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図－3 河床変動高と通過土砂量の計算結果（左図：河床変動高 右図：通過土砂量） 

より下流側では再現性が高いが、x = 3,200 mから
4,600 mの範囲で過大堆積、x = 4,600 mより上流側
で侵食傾向となった。最終河床変動高より履歴最
大河床変動高が大きいことは、土砂が一時的に堆
積し、後続流等により侵食されたことを示してお
り、case1と case2の結果から、春木川第二砂防堰
堤（以降、第二堰堤）より上流側が河道調節（一
時的な堆積）の顕著な範囲といえる。一方、case3

では第二堰堤より上流側が侵食され、同じ現象は
発生しにくい。なお、通過土砂量が同程度でも、
case1、case2、case3 の順で層流状土砂の割合が小
さく、乱流状土砂の割合が大きい。 

 αpsの値が小さいほど平衡濃度が増加し運搬可
能土砂量が増加するが、αps = 2とした case3は、
春木川第一砂防堰堤（以降，第一堰堤）の上流で
過大堆積し、それより下流で実績の通過土砂量を
過小評価した。第二堰堤上流では、平衡濃度増加
の影響により河床侵食し通過土砂量は他のケース
より増加する。第二堰堤下流側では、勾配が緩く
なり堆積に転じるが、αpsが小さいほど、勾配に応
じた平衡流砂量の減少量が大きくなるため堆積量が増加する。case1、case2 では第二堰堤上流の堆積土砂が後続流等により侵
食されたが、本手法に適用した移動限界 9）は勾配に強く影響を受け、第二堰堤の下流側では移動限界を上回りにくい。その影
響により、第一堰堤上流に堆積した土砂は、後続流による侵食量が非常に小さくなり、通過土砂量が減少した。 

 図－4に河床変動高時間変化の観測値（砂面計の計測値）と計算値の比較を示す。定量的な比較は困難であるが、case1と case2

は砂面計の堆積傾向を定性的に表現した。また、大春木沢では、case1の堆積時の時間変化が緩やかであるのに対して、case2で
はcase1よりも急激かつ断続的な時間変化となった。堆積高ピーク後の侵食についてはcase1よりcase2の河床低下速度が速い。
春木川第一砂防堰堤の堆砂域では、case1と case2の違いは小さく、case3で断続的な堆積傾向が発生した。 

4. おわりに
本研究では、大規模崩壊地から継続的な土砂流出があり生産土砂の粒径が比較的粗い春木川を対象として、フェーズシフト

を考慮せずに再現可能であることが確認されていた土砂動態に対して、フェーズシフトを考慮した計算を実施した。その結果、
αps = 5の条件で再現性が高いことを示した。αps = 5は日名ら 2）実験結果と比較するとやや大きな値であるが、フェーズシフ
トを考慮したモデルの一定の汎用性を示した。また、フェーズシフトを考慮した場合、河床変動速度が増加することを示した。 

参考文献 1）筑後川右岸流域 河川・砂防復旧技術検討委員会（2017）， 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，3）内田ら（2018）：

平成30年砂防学会研究発表会概要集，p.445-446，4）長谷川ら（2018）：第9回土砂災害に関するシンポジウム論文集，p.127-132，5）中谷ら（2019）：2019年度

砂防学会研究発表会概要集，p.151-152，6）Sakai.et al.（2019）：Journal of Hydraulic Engineering，Vol.45，No.5，06019004，7）堀田ら（2021）：2019年度砂防学会研

究発表会概要集，8）丹羽ら（2020）：砂防学会誌，Vol.73，No.1，p.3-14，9）高橋（1977）：京大防災研究所年報，第20号 B-2，p.405-435 
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図－4 河床変動高時間変化の観測値と計算値の比較 
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地質の違いに着目した土石流発生に寄与する地形因子の検討： 

沖積錐分布に基づく決定木分析 
北海道立総合研究機構 ○輿水健一・石丸 聡・川上源太郎 

静岡大学 農学部 今泉文寿 

1．はじめに

土石流は宅地開発された沖積錐上への流出による家屋倒壊（海堀ほか，2014）、あるいは流出した大量の土砂に

よる河道の閉塞、土砂・洪水氾濫（例えば，内田・坂井，2019）など、多大な人的被害を引き起こす。効果的・効

率的に土石流災害対策を推進するためには、土石流発生の危険性が高い流域を的確に把握することが重要である。 

土石流の発生により、山麓の谷の出口ではしばしば沖積錐が形成される。沖積錐を生じている後背流域の地形条

件を明らかにできれば、浸食や人工改変のため沖積錐が形成されていない流域においても、潜在的な土石流発生ポ

テンシャルを評価できる可能性がある。沖積錐の形成プロセスは、地質の影響を受けることにより、後背流域の地

形因子が異なると考えられるが、地質ごとに最も寄与する地形因子やその条件については具体的に明らかにされて

いない。

本研究では地質の物性が大きく異なる2つの地域（新第三紀堆積岩類地域と古第三紀付加体地域）を対象にして、

沖積錐分布に基づく決定木分析から、地質ごとに土石流発生に寄与する後背流域の地形因子とその地形量を明らか

にする。 

2．調査地概要 

調査地は、北海道日高地方の新第三紀堆積岩類地域（波恵川および

日高門別川水系）、北海道十勝地方の古第三紀付加体地域（西広尾川水

系・中広尾川水系・東広尾川水系）である（図-1）。新第三紀堆積岩類

地域は古第三紀付加体地域に比べ、岩石の風化が著しく、細粒になり

やすい特徴を持つ。個々の流域の地形量は両者で大きく異なり、流域

の最頻傾斜、起伏比はいずれも、古第三紀付加体地域の方が新第三紀

堆積岩類地域よりも大きい（図-2）。 

3．解析方法 

新第三紀堆積岩類地域と古第三紀付加体地域において、沖積錐の有

無を目的変数、後背流域の地形特性を説明変数として決定木分析を行

った。沖積錐は高瀬ほか（2002）に基づき、地形図やDEMを用いて、

後背流域の出口付近で扇形を呈する堆積地形のうち勾配が5～22°のものを抽出した。後背流域は10 m DEM を基に

してその範囲を求めた。後背流域の地形特性については、扇状地の形成因子(齋藤，1972）や土石流発生に関わる因

子（例えば、蒲原ほか, 2017）を参考に、6つの指標（①流域長，②比高，③最頻傾斜，④集水面積、⑤起伏比（比

高/流域長）、⑥

流域末端から

100 m上流区間

の沢の勾配）を

検討した。 

決定木分析

は、ワイカト大

学で開発され

たオープンソ

フトウェアで

あるWeka 3.9.5

を用いた。これ

によって、新第

三紀堆積岩類

地域と古第三

紀付加体地域

における沖積

錐形成に寄与

する地形因子

の決定木を作

成した。

図-1 調査位置図
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図-2 

(a):流域の最頻傾斜 

（新第三紀堆積岩類） 

(b):流域の最頻傾斜 

（古第三紀付加体） 

(c):流域の起伏比 

（新第三紀堆積岩類） 
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4．決定木の結果と解釈 

 地形判読の結果、新第三紀堆積岩類地域は 90 流域のうち 23 流域で沖積錐が確認され、67 流域は流域末端に沖

積錐が形成されていなかった。古第三紀付加体地域は、68 流域のうち 26 流域で沖積錐が確認され、42 流域は流域

末端に沖積錐が形成されていなかった。各流域の指標を用いた決定木分析に基づき，沖積錐の有無を判定した結果，

新第三紀堆積岩類地域は、全 90 流域のうち 76 流域となる 84 %が正しく判定された（図-3(a)）。古第三紀付加体地

域は、全 68 流域のうち 60 流域となる 88 %が正しく判定された（図-3(b)）。両地域ともに 80 %以上は正しい判定

となった。 

 決定木の最上位の因子（最重要地形因子）は、地質により異なった（図-3 (a),(b)）。新第三紀堆積岩類地域では「流

域長が 540m よりも長い場合」に沖積錐が形成されない判定となった（図-3 (a)）。「流域長」が長いほど崩壊した土

砂が土石流として流域外に流出しにくく、河道に一時堆積することにより、沖積錐が形成されにくかったと考えら

れる。新第三紀堆積岩類地域は、全流域の「流域の最頻傾斜」の中央値が 22°(図-2(a))、「起伏比」の中央値が 0.2

（勾配に変換すると 11°）（図-2（c））と緩やかな勾配を持つ流域が多かった。さらに、新第三紀堆積岩類は細粒に

なりやすい地質であった。以上のことから、流域外に流出しても、土砂流のように沖積錐を形成する勾配よりも緩

やかに堆積することにより、明瞭な沖積錐が形成されなかったと考えられる。古第三紀付加体地域では「流域末端

から 100 m 上流区間の沢の勾配が 5.1°以下の場合」に沖積錐が形成されない判定となった（図-3 (b)）。この要因

は、流域末端の勾配が緩くなるほど、流域出口よりも上流側で土石流が堆積しやすいことや、土砂が掃流砂、浮遊

砂として流域外に流出することにより、沖積錐よりも緩やかな勾配となり、明確な沖積錐が形成されないためと考

えられる。 

5．地質の違いによる沖積錐形成に支配的な地形因子 

新第三紀堆積岩類地域では、沖積錐形成に寄与する地形因子として、「流域長」のほか、「流域の最頻傾斜値」や

「流域の起伏比」が含まれていた（図-3(a)）。このことは土砂生産を促す傾斜に関する地形因子、さらには土砂生産

が流域出口まで達しやすい地形因子が沖積錐の形成に支配的であることを示す。 

古第三紀付加体地域では、全流域の「最頻傾斜値」の最小値が 25°、中央値が 33°と比較的急峻な地形が多く

（図-2(b)）、土砂生産が生じることは沖積錐形成の前提条件であると考えられる。一方、沖積錐形成に寄与する最重

要地形因子は、「流域末端から 100 m 上流区間の沢の勾配」となった（図-3(b)）。このことから、古第三紀付加体地

域における沖積錐形成は、土砂生産の有無はもとより、流域末端の勾配（河道の地形条件）が支配的であると考え

られる。 

6．まとめ 

 本研究では、地質の違いに着目し土石流発生に寄与する地形因子を検討するため、沖積錐分布に基づく決定木分

析を行った。決定木分析の結果、沖積錐形成に最も寄与する地形因子は新第三紀堆積岩類地域が「流域長」、古第三

紀付加体地域が「流域末端から 100 m 上流区間の沢の勾配」となり、沖積錐形成に支配的な地形因子は地質により

異なることがわかった。さらに、決定木分析により得られた沖積錐形成に寄与する後背流域の地形条件から、河川

の浸食や人工改変により沖積錐が見られない流域においても、潜在的な土石流発生ポテンシャルを評価できること

が示唆された。 

謝辞：本研究は、JSPS 科研費 21K05674(代表：輿水健一)の助成を受けて行われた。ここに記して謝意を表する。 

参考文献：海堀ほか（2014）：砂防学会誌, Vol.67, No.4, p.49-59．蒲原ほか（2017）：砂防学会誌, Vol.70, No.1, p.38-45．斉藤

(1972)：「日本の扇状地」, 古今書院, 280p. 高瀬ほか(2002)：地形, Vol.23, No.1, p.101-110．内田・坂井(2019)：2019 年度砂防

学会研究発表会概要集, p.7-8． 

流域長

≦540m >540m

No（37,1)
流域の傾斜最頻値

≦26° >26°

流域の傾斜最頻値

≦15° >15°

No（4,0) Yes（30,11)

流域の起伏比

≦0.37

No（16,1) Yes（3,1)

＞0.37

流域末端から100m
上流の沢の勾配

No（25,1)

≦５.１° >５.１°

流域の傾斜最頻値

Yes（14,2)

≦33°

流域長

>600m≦600m

No（6,0)

Yes（12,2) No（11,3)

>33°

流域末端から100m
上流の沢の勾配

≦17.7° >17.7°

流域長：説明変数
540:閾値
No:沖積錐なしと推定された流域
1:実際は沖積錐ありの流域数
37：推定された流域数

流域長

≦540m >540m

No（37,1)

凡例

図-3 (a)新第三紀堆積岩類地域の決定木, (b)古第三紀付加体地域の決定木 

(a) (b)

－ 624 －



桜島における CCTV カメラ画像からの流速及び流量算出の試み 

国土交通省 大隅河川国道事務所 （現 新潟県土木部） 岩男 忠明 

国土交通省 大隅河川国道事務所 久保 世紀, 靏本 孝也 

日本工営株式会社 〇倉上 健, 伊藤 隆郭, 田方 智, 古木 宏和 

1．はじめに

日本では，毎年のように土砂災害が発生しており，人命や家屋への被害が頻発している。土砂災害に

よる被害を軽減するためには，ハード対策だけではなく土砂災害の発生をいち早く検出し，避難のため

のリードタイムを確保するソフト対策も重要である。 

現在，ソフト対策の一つとして，CCTV（Closed Circuit Television）カメラを活用した，砂防設備監

視，土石流観測，監視を行っている。CCTVカメラは，連続

的で空間的な情報を高頻度で取得が可能である。一方，C

CTVカメラから取得した動画像からは水位・流速等の情報

を直接，取得できないため，技術者の目視によって水位・

流速等を読み取り，ハイドログラフの作成，ピーク流量，

総流量の算出を行う必要がある。また，動画像データは膨

大なデータ量であるため，時間的・人的コストを要する。 

そこで本研究では，土石流監視の省力化，効率化を目指

し，動体検出技術であるオプティカルフローを活用して，

CCTVカメラ動画像から土石流の流速を検出する。 

2．解析手法 

2.1 オプティカルフロー 

本研究では，土石流の流速の検出に動体検出技術であ

るオプティカルフロー1)を用いた。オプティカルフロー

とは，連続的な画像（動画像）から画像中の物体が単位

時間あたりに，どの方向に，何ピクセル動いたかを測定・

表示する手法である（図－2）。 

3．使用するデータ 

桜島の野尻川１号堰堤にて土石流発生時に撮影されたC

CTVカメラ動画像（2020年6月11日9時42分～2020年6月11日

9時43分）を用いた。動体検出技術では，見かけ上の流速

（ピクセル/sec）のみ取得可能である。そのため，流速検

出精度の検証実験を実施した。検証実験は，10m区間を事

前に設定した速度にて物体が等速で移動し，速度を測定し

た。同時に，CCTVカメラの撮影画角を土石流動画像と同様

とし，等速で移動する物体の撮影も実施した。 

4．解析結果 

野尻川１号堰堤にて撮影されたCCTVカメラ動画像に対して，オプティカルフローを適用した。 

4.1 等速移動する物体にオプティカルフローを適用 

流速検出精度の検証実験として，等速に移動する物体（人間）に対してオプティカルフローを適用し，

見かけ上の速度を検出した。検証実験では，平均移動速度3.3m/s-4m/sとなるよう，10m区間を2.5-3秒で

移動するよう速度を調整して，物体（人間）が移動した。また，動体検出範囲を広くとるため，赤白ポー

ルを鉛直方向に伸ばした状態で移動した（図-3）（図-4）。検証の結果，平均移動速度3.4m/sとなり，事

前に設定していた速度を検出できたため，動体とその速度を検出可能であることを確認した。 

図-2 オプティカルフローの概念図

図-1 検討フロー図
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4.2 土石流動画にオプティカルフローを適用 

2020年6月11日9時42分～2020年6月11日9時43分の土石流動画像に対して，オプティカルフローを適用

して，動画像から土石流の流速を検出した（図-5）。技術者の目視による流速の判読と本検討で検出し

た流速の比較を行った（図-6）。図-6中の誤差率（％）は以下の式より算出した。 

誤差率(％) = 100 × ( オプティカルフローの流速算出結果 −技術者の判読結果 /技術者の判読結果) 

技術者の目視による流速の判読は，堰堤水通し天端幅を指標に算出した。技術者の判読結果と比較し

て，最大で30％の誤差はあるものの，土石流の流速の検出が可能である事を確認した。誤差については，

土石流の波部分を誤検出して流速を過小評価している可能性が考えられる。 

5．動体検出技術を用いた流量算出への展望  

本検討で使用したオプティカルフローは，

動体と静態の判定への応用が可能である。動体である水域部と，静態である堰堤袖部の境界部分を検出

することが出来れば土石流時の水位の検出が可能であると考えられる。動画像から水位・流速・流下幅

を検出できれば流量の算出も可能になると考えられる。 

6．まとめ 

本研究では，土石流監視の省力化，効率化を目指し，動体検出技術であるオプティカルフローを活用

して，CCTVカメラ動画像から土石流の流速を検出した。流速の検証実験として，物体（人間）による等

速移動を撮影および測定し，見かけ上の速度と実際の速度を比較した。 

検討結果より動画像から，流速の検出が可能であり，動体検出技術であるオプティカルフローが土石

流監視の省力化，効率化に寄与できる可能性が示唆された。今後は，水位・流下幅の検出，得られたデ

ータの蓄積，流速計の観測結果との比較を行う予定である。 

引用文献 

1. B.K.P.Horn, B.G.Schunck Determing Optical Flow，Artificial Intelligence Vol.17 pp185-204,1981

図-3 等速に移動する物体へのオプティカル
フローの適用結果

物体の速度を検出 

土石流の波部分を

誤検出して流速を

過小評価している

可能性が存在 

図-5 土石流動画へのオプティカルフローの
適用結果 

解析範囲 

図-6 土石流動画へのオプティカルフローの適用結
果と技術者の目視による流速判読結果との比較

：オプティカルフロー適用結果 

：技術者による判読結果 

：誤差率 

図-4 オプティカルフローによって検出した速
度と平均速度 

：速度（m/s） 

：平均速度（m/s） 
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勾配変化点上下流の土砂移動形態に関する水路実験 

国土技術政策総合研究所  泉山寛明，山越隆雄  

株式会社建設技術研究所 ○奥山遼佑，松原智生，西口幸希

高橋佑弥，中島奈桜，安達郁哉

１．はじめに 
近年，平成 29 年 7 月の九州北部豪雨災害や平成

30 年 7 月豪雨による広島県での災害に代表される

ように土砂・洪水氾濫による被害が顕在化してお

り，数値計算による被害予測や対策施設の検討が

盛んに行われている。

これらの予測計算では，土石流，土砂流，掃流

砂・浮遊砂のように土砂の流送形態に応じた計算

手法を用いることが被害予測の精度を確保するう

えで重要である。それぞれの土砂移動形態に応じ

た流砂量式や土砂移動特性に関する研究はこれま

でに数多く実施されてきた（例えば高橋，1977）。
しかしながら，勾配変化点周辺における土砂移動

形態の変化に着目した研究事例は少なく土石流～

掃流砂まで連続的に計算を行うことの必然性は必

ずしも明確でない。

本研究では，勾配変化点における土砂移動形態

の遷移特性を把握し，河床変動計算の検証材料と

することを目的として水路実験を行い，勾配変化

点およびその上下流の河床位，水位，砂礫移動層

厚等のデータを取得し，砂礫移動層厚と流動深の

関係を整理した。

２．実験の概要 
2.1 実験条件 

実験水路は，国土技術政策総合研究所の所有する長さ

10 m，幅30 cm，高さ30 cmの二次元水路を用いた。本

水路は，縦断方向に2点で勾配を変更することが可能で

ある。なお，本実験では横断方向の偏流が生じないよう

に水路幅を10 cmに狭めて使用した。 
水路の勾配は，1箇所で変化させることとした。水路

勾配は土石流から土砂流への遷移を想定した 15 度-5 度，

土砂流から掃流への遷移を想定した5度-1度とした。 
実験砂は，混合砂と均一砂の2条件とし，混合砂は平

均粒径が 7 mm，3 mm となるように材料の混合比を調

整した。使用した実験砂は代表粒径1 mm，3 mm，7 mm，

12 mm，17 mmのものである。なお，実験砂は JIS規格

に準拠してふるい分けを行った土砂を使用した。 
土砂の供給は，水路床に実験砂を敷詰めて移動床とし，

上流から水を供給して土砂移動を発生させる方法とし

た。上流から供給する水の量は，定流3.5 L/sとした。通

水時間は，水路勾配に応じ2分および5分とした。 

2.2 計測項目および計測手法 

計測項目は，水位，河床位，砂礫移動層厚とした。 
計測は，水路側面に設置した3台のハイスピードカメ

ラにより通水中の流況を記録し，取得した動画をもとに

目視により判読した。ハイスピードカメラは，勾配変化

点およびその上下流約1 mの位置に各1台設置した。 
ハイスピードカメラは，Ximea 社製の MC031CG-SY-

UB，レンズはスペース社の JHF25Mを用いた。 

３．実験ケース 
実験のケース表を表-1に示す。実験は，水路勾配2条

件，実験砂6条件を組み合わせた計10ケース実施した。 

４．実験結果 
本研究では，土砂移動形態の特性を表す指標として，

流動深hに対する砂礫移動層厚hdの比hd/hを用いた。 
図-1，図-2にhd/hを時系列で整理した結果を示す。な

お，図中の点は，ある時間において各ケースで取得した

hd/hの値を平均したものであり，エラーバーはそれらの

値の標準偏差を表している。図-3に画像判読の例を示す。 
土石流から土砂流に遷移する水路勾配である 15 度-5

度の条件では，勾配変化の上流側の hd/h はおおむね 0.9
前後であり，水面付近まで砂礫が存在する土石流形態の

流れになっている。これに対して，勾配変化点より1 m
下流のhd/hは0.6程度であり，水流層と砂礫移動層が明

瞭に分かれた土砂流形態となっていることが確認でき

る。このことは，縦断的に見て勾配変化点から約1 mの

区間の間に土砂移動形態が土石流から土砂流状態に変 

表－1 実験ケース表

CASE 

勾配 材料 水供給 
上流 

度 

下流 

度 

実験砂の 
粒径構成 

平均 
粒径 
mm 

流量 

L/s 

継続 
時間 
分 

1 15 5 3mm, 17mm 7 3.5 2 
2 15 5 3mm, 12mm 7 3.5 2 
3 15 5 7mm 7 3.5 2 
4 15 5 3mm 3 3.5 2 
5 5 1 3mm, 17mm 7 3.5 5 
6 5 1 3mm, 12mm 7 3.5 5 
7 5 1 1mm, 17mm 7 3.5 5 
8 5 1 1mm, 17mm 3 3.5 5 
9 5 1 7mm 7 3.5 5 
10 5 1 3mm 3 3.5 5 
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図－1 流動深と砂礫移動層厚の比（hd/h）の時系列変化（水路勾配15度-5度） 

図－2 流動深と砂礫移動層厚の比（hd/h）の時系列変化（水路勾配5度-1度） 

化したことを示している。 
土砂流から掃流に遷移する水路勾配である 5 度-1 度

の条件では，2秒～4秒では勾配変化点およびその約1m
下流で hd/h が大きくは変化していない点が特徴的であ

る。実験ケースが少ないため検証が必要であるが，勾配

変化点周辺では，河床勾配1度の区間に土砂流が突入し

た後のしばらくの間は，土砂流に近い状態で流下してい

ると考えられる。 
図-4には水路勾配15度-5度，勾配変化点より1 m下

流地点のhd/hの変化を粒径別に示す。粒径3 mmのケー

スの hd/h の値は，平均粒径 7 mm のものと同程度であ

る。この傾向は水路勾配5度-1度でも同様であった。こ

のことから，今回設定した条件においては，粒径によっ

て土砂移動形態に差異がないことが確認された。 

５．まとめと今後の課題 
本研究では，ハイスピードカメラの映像解析を行うこ

とで，一部精度に課題はあるものの時々刻々変化する土

砂移動の特性（hd/h）を確認することができた。これに

より，土砂移動形態は勾配変化点から約1 m程度の区間

内で遷移することが示唆された。現時点では，実験ケー

スが少なく一般的な傾向とは言いがたいため，今後は土

砂の粒径条件や勾配変化量を変えた実験により土砂移

動形態の変化傾向を詳細に分析していく予定である。 
なお，本研究において取得した水位，河床位，濃度等

のデータは，再現対象現象が存在しない流域において数

値計算モデルを適用する際にそのモデルの妥当性を確

認するための検証データとする予定である。 

図－3 ハイスピードカメラによる勾配変化点周辺の流

況撮影状況の一例 

図－4 流動深と砂礫移動層厚の比（hd/h）の粒径によ

る違い（水路勾配：15度-5度） 

引用文献 
高橋保（1977）：土石流の発生と流動に関する研究，京

大防災研究所年報，第20号B-2，p.1-31 

←0.9程度 

←0.6程度 

←0.4程度 
←0.4程度 

水流層が発達 ←0.8程度 

←0.2程度 

CASE2：勾配変化点 
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土石流の発生・流出過程に関する数値解析手法(iRIC)の検証 

株式会社 パスコ 柴田 俊彦, ○張 暁兵, 松下 隆史, 山根 怜 

1 はじめに 

 砂防堰堤の設計では、土石流発生時の氾濫範囲、

災害規模の予測に数値シミュレーション手法がよく

利用される． 

本稿では,一般に無料で公開されている河川流

況・河床変動解析ソフトウェア iRIC を用い,山腹

崩壊により土砂平面分布状況を 2次元解析実施す

る．実験モデルの作成にあたり、国土地理院が提供

した数値標高モデル（5m メッシュ）を使用する,モ

デル場所は「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」に被災

された福岡県朝倉市赤谷川出口付近の 1渓流を選定

する． 

解析は同渓流内に複数箇所の斜面崩壊を仮定し、

算出土砂流出量により砂防堰堤の捕捉能力を検討す

る． 

2 土石流解析モデルの概要 

2.1 IRIC とは 

iRIC（International River Interface 

Cooperative）は、2007 年に清水康行教授（北海道

大学）と Jon Nelson 博士（USGS）の提唱によりは

じまった活動で,河川をはじめ水や土砂など水工学

に係る数値シミュレーションのプラットフォーム

（iRIC ソフトウェア）の開発やそれに係る情報発

信,講習会開催などを行っている団体です． 

iRIC は、二次元または、三次元の流況解析や河

床変動解析など様々なソルバを搭載しており,この

うち土石流・泥流解析については Morpho2DH ソルバ

を用いた． 

2.2 土石流・泥流モデル 

土石流・泥流モデルは 2000 年代より京都大学の

竹林洋史氏によって開発が開始され,2014 年 4 月に 

Nays2D と統合して Nays2DH となった． 

Morpho2DH は平面二次元の土石流・泥流モデルを

主体とした解析ソルバであり，斜面崩壊を初期条件

とした土石流・泥流の流動・堆積過程を表現可能な

モデルである．砂防ダム，堰，家屋などの構造物や

地盤の浸食深さの平面分布などを考慮した解析が可

能である．

2.3 基礎方程式 1) 

水及び土砂の混合物の質量保存則 2)は以下のようで

ある． 

∗
  (1) 

ここに，t は時間，h は土石流・泥流の流動深であ

る．u と v は x と y 方向における速度成分，𝑐∗
は静止堆積層の砂礫の堆積濃度，E は河床の浸食速

度であり，以下の江頭らの式 2)を用いる． 

√
=𝑐∗ tan 𝜃 𝜃    (2) 

ここに，は流動方向の河床勾配であり，以下の関

係がある． 

sin𝜃
√

(3) 

ここに，𝜃 は x 方向の河床勾配，𝜃 は y 方向の河

床勾配である．𝜃 は水及び土砂の混合物 中の鉛直

平均土砂濃度 c に関する流動方向の平衡河床勾配で

あり，図 1 のように，水と土砂の混合物に対して河

床近傍に層流域，その上に乱流域を有する二層流を

考え，c を一定とすると，以下の関係が得られる 

tan 𝜃 tan𝜑 (4) 

ここに，𝜑 は土砂の内部摩擦角である．

図 1 ⼆層流モデルの概念図 1) 

運動量保存則 2)は以下のようである． 

𝑔ℎ (5) 

𝑔ℎ  (6) 
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ここに，𝑔は重力，𝑧 は河床位である．P は圧力で

あり，静水圧近似を用いる． 𝜌 は以下の関係があ

る． 

𝜌  𝜎 𝜌 + 𝜌                        (7)

ここに，𝜌は水の密度，は土砂の密度である．𝜏

と𝜏 は x と y 方向における掃流力成分であり，

以下のようである． 

𝜏 𝜏 𝜌𝑓 𝑢 𝑣
√

(8) 

𝜏 𝜏 𝜌𝑓 𝑢 𝑣
√

(9) 

𝑓  は抵抗係数であり、以下の関係を用いる．

𝑓 𝛼      (乱流域)    (10) 

𝑓 𝑘 𝑘 1 𝑒  

(層流域)         (11) 

ここに，𝐶 は泥流の抵抗に関する係数であり，ユ

ーザーが泥流の流れ方を見ながら設定する値であ

る．𝑘 =0.16，𝑘 =0.0828，e は粒子の反発係数，d 

は土砂の平均粒径である．河床位方程式は以下のよ

うである． 

∗
(12) 

2.4 計算条件の設定および結果 

計算対象地域 

モデル場所は「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」に被

災された福岡県朝倉市赤谷川出口付近の 1渓流を図

2に示す．

出典：地理院地図 

（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html） 

図 2 解析モデル場所
解析は下記の仮定条件（図 3）を使用した． 

メッシュサイズ：5m；メッシュ数：68 列×64 行．

斜面崩壊：3箇所同時崩壊(崩壊深 1.5m)；渓床の最

大侵食深：0.2m；計算時間 100 秒。タイムステップ

0.01 秒．静止堆積濃度：0.6；砂防堰堤の有効高を

11.0m と仮定した． 

上記の条件で計算した結果，地盤標高変化を図４に

示す．変化量としては山腹崩壊及び渓床侵食量合計

-54 ㎥,砂防堰堤による捕捉量は約 84 ㎥（静止堆

積濃度 0.6）となり合理的な計算結果を得た。

出典：地理院地図 

（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html） 

図 3 計算条件

出典：地理院地図 

（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html） 

図 ４解析 14 秒時標⾼変動量
3 まとめ 

①土石流・泥流モデル（Morpho2DH）により，複数

の斜面崩壊及び砂防堰堤の捕捉効果の時系列を計算

可能であることが確認できた．

➁iRIC はポストプロセッサ,プリプロセッサの提供

により,モデルの構築及び結果の表現が簡便に実現

できた．

参考文献 

1) 竹林洋史，江頭進治，藤田正治：2013 年 10 月に

伊豆大島で発生した泥流の平面二次元解析，河川技

術論文集，第 20 券，2014.

2) 江頭進治，伊藤隆郭：土石流の数値シミュレー

ション，日本流体力学会数値流体力学部門 Web 会

誌，第 12 巻，第 2号, pp. 33-43, 2004 年．
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山地上流域における流木ダム形成箇所の特定と地形要因の評価：平成 29年 7 月九州北部豪雨の事例 

東京農工大学 〇宮﨑仁・宇田川理奈・五味高志 

1. はじめに

山地上流域での豪雨やそれに伴う斜面崩壊によっ

て流木が発生する。発生した流木は、滞留を繰り返し

ながら下流へと輸送される（清水，2009）。流木の滞

留において、土砂と流木の集積物である流木ダムは

重要な要素である（Andreoli et al., 2007）。アルゼン

チンの Tierra del Fuegoにある Buena Esperanza流

域（12.9 km2）では、滞留している流木の 40%が流

木ダムとして存在していたことが報告されている

（Mao et al.,2008）。また、清水（2009）は流木ダム

の高さが 4mであったことを報告している。

流木ダムの形成は、地形的な特徴とそれに関連す

る山地上流域内の流木の生産と輸送に依存している。

流木ダムの位置は、流木の生産源となる斜面崩壊の

位置に依存する（清水, 2009）。福岡県の赤谷川流域

では、流木の生産源となる斜面崩壊の 70%が斜度

20°以上の斜面で発生したことが報告されている

（矢野ら，2018）。また、長崎県の山地上流域（59ha）

の狭谷では、発生した流木が渓岸の立木に捕捉され

て停止し、流木が滞留したことが報告されている（水

山ら，1985）。 

LiDAR リモートセンシングは、地形の変化や特徴

を把握するのに有効である。Abalharth ら（2015）は、

米国の Elwha 川下流域で航空機 LiDAR を用いて流

木の滞留箇所を抽出した。Chen and Yu（2011）は、

LiDARデータを用いて土石流の発生に関する特性を

評価し、Stream Power Index（SPI）と地形湿潤指数

（TWI）が土石流の主因であることを特定した。し

たがって、LiDAR リモートセンシングは、流域内に

存在する多数の山地上流域における流木ダムの形成

とその地形的要因の特定にも適用可能である。 

本研究では、（1）LiDARリモートセンシングによ

る流木ダム形成箇所の特定、（2）流木ダム形成のた

めの地形要因の評価を目的とする。その後、山地上流

域の地形的特徴に基づく流木ダムの形成確率を提案

する。 

2. 調査地概要と研究手法

本研究は、平成 29年 7月九州北部豪雨で多量の流

木が発生した福岡県朝倉市の乙石川流域（596ha）お

よび赤谷川上流域（625ha）を対象とした。流域内に

存在する 143 個の山地上流域を選定した。1515 箇所

の斜面崩壊を確認し、崩壊面積率は 6.8％であった。 

本研究は、GIS 解析、現地調査、統計解析から構成

されている。流木ダムによる地形変化箇所を特定す

る た め 、 災 害 後 に 撮 影 し た Post-LiDAR

（2017/7/13~8/2）と災害前に撮影した Pre-LiDAR

（2017/1/26~2/3）を用いて 1m デジタル標高モデ

ル（DEM）の差（DoD）を算出した。DoD≧0を堆

積箇所、DoD＜-1 を侵食箇所として、流路沿いの地

形変化を把握した。また、堆積箇所では、最大差分を

算出した。その後、ArcGIS ver.10.6 のポリゴン体積

ツールを用いて、堆積量または侵食量を算出した。

各山地上流域の地形パラメータは、1mDEM を用

いて算出した。地形パラメータには、斜面および河道

における次のものが含まれる。起伏量、傾斜、Stream 

Power Index（SPI）、地形湿潤指数（TWI）、谷幅、

谷幅の変動係数（谷幅 CV）、屈曲度、流域の形状係

数、河道長、河道勾配である。 

流木ダムを現地で確認するために、6つの山地上流

域を選んで流木ダムの寸法を測定した。各流木ダム

では、高さ、幅、長さを測定した。流木ダムを構成す

る流木の体積を推定するために、各流木の直径と長

さを測定した。現地調査は、2021 年 9 月 25 日から

27日に実施した。 

統計解析は、以下の 3 つのステップで構成されて

いる。①相関分析、②線形回帰分析、③ロジスティッ

ク回帰分析の 3 段階である。相関分析では、地形パ

ラメータ間の多重共線性を確認した。次に、崩壊面積

率を流木生産量として、流路長さ当たりの侵食量を

流木輸送量として関連付けるパラメータを、AIC（赤

池情報量規準）を用いたステップワイズ選択法に基

づいて検討した。山地上流域における流木ダムの形

成確率をロジスティック回帰分析により検討した。

線形回帰分析で選択されたパラメータを説明変数と

してモデルに使用した（式 1）。選択は、AIC に基づ

くステップワイズ選択により行った。その後、式（2）

を用いて流木ダムの発生確率を算出し、確率が 0.5を

超えた場合、流木ダムが形成されたと仮定した。すべ

ての解析は、R.ver.4.1.0 を用いて 95%信頼区間に基

づいて行った。

𝑦𝑊𝐷 𝑑𝑎𝑚 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ 𝛽𝑟𝑥𝑟      (1) 

𝑃 =
1

1+exp (−𝑦𝑊𝐷 𝑑𝑎𝑚)
(2) 

β0：切片、βr：偏回帰係数、xr：説明変数、P：流

木ダム形成確率である。 
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3. 結果

LiDAR データに基づく堆積箇所のうち、8 箇所に

おいて、流木と土砂の堆積を確認した。流木ダムを構

成する流木の本数は、6~330 本（平均：107 本、SD：

99 本）であった。また、流木ダムは、0.1~135m3（平

均：31m3、SD：41m3）であった。流木の平均直径は

15.2～24.5cm（平均：21.8cm、SD：3.0cm）、平均長

さは 1.2～7.0m（平均：3.9m、SD：2.1m）であった。

流木ダムの堆積土砂量は 53～2890m3（平均：856m3、

SD：916m3）であった。 

 DoD の最大差分が大きいほど、流木ダムの背後に

ある堆積土砂量が増加した。また、DoDが大きいほ

ど、流木の本数が多かった。西井ら（2019）による

と、DoD は±1m 以下の時に誤差があるため、本研

究では DoD≧1m の堆積地を流木ダムとして検出で

きると定義した。143 の山地上流域のうち、65 の山

地上流域に流木ダムがあり、各山地上流域の流木ダ

ムは最大 5 箇所、最小 1箇所であった。

線形回帰分析によると、流木の生産量と関連する

崩壊面積率は、流域の形状係数、起伏量、TWI と関

連していた（R2＝0.36）。流木の輸送量と関連する河

道の侵食量は、河道勾配と谷幅 CVに影響された（R2

＝0.48）。流木ダムの有無は、起伏量、河道勾配、谷

幅 CV によって表現された。94個の山地上流域（全

山地上流域の 66％）では、流木ダムの形成確率が

50％以上であった（図 1）。このモデルに基づく流木

ダムの判別的中率は 71％であった。 

4. 考察と結論

LiDARリモートセンシングによる流木ダムの抽出

によって、豪雨後の流木ダムを特定することができ

た。既往研究では、流木の本数が多いほど、大きな流

木ダムを形成できることが示されている（Mao et al., 

2008）。また、1m以上の段差は、平均で 15 本の流木

によって形成されていることが報告されている

（Mao et al., 2008）。高さ 1.5~2.7 m の流木ダムは、

17~63 個の流木で形成されることが報告されている

(Andreoli et al., 2007)。一方、本研究では、流木ダム

を構成する流木の平均本数（155 本）が既往研究より

も多いことが示された。これは、斜面崩壊による流木

の発生量が多いことと、流木の直径が小さいことが

原因であると思われる。 

流木ダム形成確率のモデルでは、斜面崩壊の発生

と流木の輸送が流木ダム形成の重要な要因となる。

起伏量が大きくなると斜面勾配が増加し、せん断応

力が大きくなることで斜面崩壊の発生が誘発され

（三森， 2006）、結果として流木の生産量が増加す

ることが考えられた。 

流木の輸送では、河道勾配と谷幅 CV が流木ダム

形成の重要な要因である。勾配 10°以上の流路では、

一般的に土石流の発生を伴う高い物質輸送能力を持

つ（国土交通省、2016）。オレゴン州の Mark 川（6.0 

km2）では、高出水時、谷幅より短い流木は 10m 以

上流下したが、長い流木はその場に留まったことが

報告されており（Lienkaemper and Swanson, 1987）、

谷幅も流木の輸送に影響を与える。さらに、宮崎県の

山地上流域（86 ha）では、水深の減少によって谷幅

が減少することで、流木が流れなくなることが報告

されている（Haga et al., 2002）。 

広域スケールでの流木ダムの形成位置とその地形

的要因を明らかにした。本研究で開発した手法は、山

地上流域から下流への流木の流出度合いを把握する

のに役立つと思われる。このような情報は、流木が流

出しやすい山地上流域おける下流域での流木災害対

策に役立つと思われる。なお、本研究は令和 3 年度

（公社）砂防学会若手研究助成を受けている。 
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図 1. 流木ダムが形成される可能性のある 

山地上流域の推定 

0~50% 確率 

50~100% 確率 
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深港川で発生した泥流型土石流のせき上げのメカニズムに関する考察 

九州大学大学院 ○土谷麻菜（現国土交通省広島国道事務所）・水野秀明 

1. はじめに
平成 27年 7月 28日 12時 40分頃、鹿児島県垂水市

二川深港地区で土石流が発生した。この土石流は泥流
型土石流(以下泥流とする)であり、導流堤上流部でせき
上げ背水を形成した。泥流のせき上げ背水については、
次の研究がなされている。Coussot(1997）により、泥流は
狭窄部で跳水現象を起こし、その巨視的な特性は水の
流れと同様に数学的に説明できることが示唆されている。
また、水野ら(2001)は泥流がスリット堰堤を通過する際の
水面形の変化を、水理学的に構築した数理モデルにより
簡易的に示した。さらに、水野ら(2021)は泥流型土石流
の流れに 2 次元浅水流方程式を適用できることを明らか
にした。 
しかし、定量的に泥流のせき上げ背水のメカニズムを

明らかにするには至っていない。そこで、深港川で発生
した泥流型土石流の映像からその先頭部の速度と水深
を明らかにすること、そのせき上げ背水を 3 次元数値計
算により再現すること、その再現結果から 3 次元の流れ
の構造を明らかにすることを目的とする。 
2. 再現対象の泥流型土石流の流速と水深の計測
国土交通省大隅河川国道事務所により設置された監

視カメラは前述の鹿児島県深港川で発生した泥流の一
部始終を撮影した。また、同事務所は 7月 8日と 31日に
深港川流域のオルソ画像を撮影した。この映像とオルソ
画像から、泥流の先端部の速度と水深を計測した。 
図 1は「土石流の速度を計測するための区間」（以後、

AB 区間と呼ぶ）を示したものである。計測開始時点は上
流側の黄色の線 A に土石流の先頭部が差し掛かった時
点とし、同様に計測終了時点は下流側の黄色の線 B に
土石流の先頭部が差し掛かった時点とした。また、AB 区
間の水平距離はオルソ画像から QGIS を用いて測定した。
その結果土石流が AB区間を流れた時間は 13.2秒だっ
た。AB区間の水平距離は約136mだった。これによりAB
区間を流れる土石流の平均速度は 136m/13.2s＝
10.30[m/s]であったとわかった。 
土石流の水深は映像より A 地点で水路の高さとほぼ

同じであったため、水路の高さを土石流の水深とした。水
路の高さは護岸の法長と法勾配から求めた。これらにより、
水路の高さは 2.818m とわかった。また、流路の幅をオル
ソ画像から QGIS を用いて測定したところ約 10m であっ
た。よって流路の流積は 28[m2]と推定した。
3. 3次元数値計算による泥流型土石流の再現
3.1 3次元数値計算の基礎方程式
基礎方程式は質量保存則と運動量保存則からなる連

立微分方程式である。質量保存則を式(1)に、運動量保
存則を式(2)に示す。ここで、𝜌𝑚は空気と液体の混合物
の密度[𝑘𝑔 𝑚3⁄ ]、𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗は空気と水の混合物の３次元速度
ベクトル[𝑚 𝑠⁄ ]、𝑝は圧力[𝑁 𝑚2⁄ ]、𝜇𝑚は空気と液体の混
合物の粘性係数 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠]、𝑔 は重力加速度ベクトル
[𝑚2 𝑠⁄ ]を表す。なお、3 次元数値計算を行うにあたり、基
礎方程式は有限体積法を用いて離散化した。 

𝜕𝜌𝑚

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝜌𝑚𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 0⃗ ⋯⋯(1) 

𝜕(𝜌𝑚𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝜌𝑚𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)

= −∇𝑝 + ∇ ⋅ (𝜇𝑚∇𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) + 𝜌𝑚𝑔 ⋯⋯(2)

界面追跡法には VOF(Volume of Fluid)法を用いた。
VOF 法では単位体積当たりに含まれる液体の体積割合
(以下ボイド率と呼ぶ)に着目し、任意のボイド率を閾値と
することで界面を決定する。混合物の材料物性を次の式
(3)、式(4)のように与える。ここで、𝛼はボイド率 (0≦α≦1)、
𝜌𝑊は液体の密度[𝑘𝑔 𝑚3⁄ ]、𝜌𝐺は空気の密度[𝑘𝑔 𝑚3⁄ ]、
𝜇𝑊は液体の粘性係数 [𝑃𝑎∙𝑠]，𝜇𝐺は空気の粘性係数
[𝑃𝑎∙𝑠]を表す。

𝜌𝑚 = 𝛼𝜌𝑊 + (1 − 𝛼)𝜌𝐺 ⋯⋯(3) 
𝜇𝑚 = 𝛼𝜇𝑊 + (1 − 𝛼)𝜇𝐺 ⋯⋯(4) 

また、界面の移動はボイド率の移流方程式として式(5)を
解くことにより求められる。 

𝜕𝛼

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝛼𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 0⃗ ⋯⋯(5)

3.2 3次元数値計算による泥流型土石流の再現 
3 次元数値計算を行う計算メッシュを次の手順で生成

した。まず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計 

図 1 AB区間と計算結果 

図 2 XY平面上に投影した速度ベクトルの分布 
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図 3 YZ平面上に投影した速度ベクトルの分布 

図 4 ZX平面上に投影した速度ベクトルの分布 

算セルを作成した。計算セルの大きさは X 方向に 1m間
隔、Y方向に 1m間隔、Z方向に0.25m間隔で設定した。
これに平成 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、さ
らに導流堤を加えた。導流堤の高さは約 2.5[m]、天端幅
は約 3.5[m]とした。このメッシュを垂直上向きの Z 方向に
20層積み重ねた。 
泥流の供給は生成した計算メッシュのうち底面の一定

領域から行うこととし、この領域を流入面と呼ぶ。流入面
には計算メッシュの底面のうち 10m×10m の領域(経距で
−19790m から− 19780m、緯距で− 156198m から−
156188mで囲まれた矩形)を設定した。この流入面を図 7
に示す。水路の流積 28[m2]に対して、土石流の速度が
10.3[m/s]となるように、流入面から計算領域内に供給す
る泥流の質量の時間割合を288.4[𝑚3/𝑠]とした。
また、泥流の密度と粘性係数を測定した結果、密度は

1640[𝑘𝑔/𝑚3]、粘性係数は2.8[𝑃𝑎 ∙ 𝑠]であった。以上の
条件のもと、空気の密度を1[𝑘𝑔/𝑚3]、空気の動粘性係
数を1.480 × 10−5[𝑚2/𝑠]として泥流の流入開始から20
秒間の流れについて 3次元数値計算を行った。 
図 1 に 3 次元数値計算の結果を示す。これは泥流の

流入開始から 20 秒後における泥流の表面の地表面から
の高さ(以下泥流の深さとする)を表したものである。計算
結果の泥流の広がり方は映像を再現できた。 
4. せき上げ背水発生メカニズムの考察
速度ベクトル𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗を XY, YZ, XZ平面上に投影した 2次

元ベクトルを𝑈𝑋𝑌
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑈𝑌𝑍

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ , 𝑈𝑍𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗と記すことにし、各ベクトルの

長さを𝑈𝑋𝑌 , 𝑈𝑌𝑍 , 𝑈𝑍𝑋と書くことにする。図 2 は Layer0,
Layer2, Layer4, Layer6上における α≧0.9の𝑈𝑋𝑌

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗を示した
ものである。なお、層の名前は底面に接している層を
Layer0 とし、底面から Z方向に順に Layer0, Layer1, …と
名付けた。図 3 は平面 X=−19867.5m, −19861.5m 上に

おける𝑈𝑌𝑍
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗の各変化示す。図 4 は Y=−156216.5m,

−156210.5m上における𝑈𝑋𝑍
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗の各変化示す。

図 2を見ると、最下層の Layer0で、流路から右岸側に
あふれた流れは導流堤にぶつかり、斜面側では上流へ
向きを変え、導流堤の水通し部側では水通し部の方に向
きを変えた。𝑈𝑋𝑌

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗は水通し部に近づくにつれて上流側に
向くものがあった。また、その速度は水通し部に近づくに
つれて遅くなった。一方、水面付近のLayer4, Layer6で、
𝑈𝑋𝑌
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗は一様に下流側に向かい、その速度は流路の流れ
の速度を維持していた。 
図 3 を見ると、水通し部直上流の平面 X=−19867.5m

上の𝑈𝑌𝑍
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗は左岸付近(Y=−156217m~−156215m)で Z 軸

上向き、中央部付近(Y=−156213m~−156211m)で Z 軸
下向きであった。よって、左岸側の導流堤付近で、流れ
が渦を巻いていると考える。これに対して、水通し部から
6m上流の平面X=−19861.5m上の𝑈𝑌𝑍

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗はほとんど一様に
下降していた。 
図 4 を見ると、導流堤付近の平面 Y=−156216.5m 上

の𝑈𝑍𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗は導流堤の上流部(X=−19868m~−19862m)の下

層部で速度が遅くなっており、特に最下層部では上流側
を向くものもあった。一方、同縦断面の𝑈𝑍𝑋

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗は上層部で下
層部の遅い流れを乗り越えており、上流からの速さを維
持していた。これに対して、水通し部中央付近を通る平
面Y=−156210.5m上の𝑈𝑍𝑋

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗では上流側を向くほど遅い流
れは見られなかった。 

XY 平面上で𝑈𝑋𝑌
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗は、水通し断面に左右岸からの流れ

がぶつかって遅くなっていた。水通し部直上流で顕著に
遅かった。また、YZ 平面上で𝑈𝑌𝑍

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗は、左岸側で上昇、中
央部で降下していた。この傾向は水通し部に近いほど顕
著だった。さらに、ZX 平面上で𝑈𝑍𝑋

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗は、水通し部付近の
下層部の流れは上流側を向くものもあった。上層部の流
れは下層部の遅い流れを乗り越えた。以上のことから、
泥流は導流堤の水通し部の直上流で速度を落としせき
上げ背水を形成した。 
5. おわりに
本研究では再現対象の泥流型土石流について、その

速度は 10.3m、水深は 2.8m と推定した。この実際の泥流
から求めた値を用いて 3次元数値計算により泥流の再現
計算を行った。計算結果は概ね実際の土石流を再現し
ていた。 
再現計算の結果から、縦断方向で見ると、泥流は底面

付近で上流側に、水面付近で下流側に流れていた。横
断方向で見ると、泥流は左右岸からの流れが水通し部で
ぶつかり、左右岸でそれぞれ渦を巻いていた。このように
せき上げ背水が発生していると推察できた。 
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 
Philippe Coussot (1997): Mudflow Rheology and 

Dynamics, Routledge, p.185-197 
水野秀明・ボボリン ヴィットリオ・南哲行(2001):透過型砂
防ダムによる泥流型土石流のピーク流量減少効果に
関する研究, 砂防学会誌, Vol.53, No.6, p.45-54 

水野秀明・和田眞典・土谷麻菜・江藤稚佳子(2021):粘性
の高い液体を用いたダムブレーク現象の２次元数値
計算による再現と精度評価 , 砂防学会誌 , Vol.74, 
No.2, p.24-30 

湊明彦(2009):ア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 

－ 634 －



CCTVを活用した山地河川における土砂移動把握と流域監視に向けた取り組み 

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 植野利康・赤澤史顕

日本工営株式会社 〇五十嵐和秀・松岡暁・伊藤隆郭

京都大学 藤田正治・宮田秀介

三重大学 堤大三

筑波大学 内田太郎

1．はじめに
近年，様々な分野で画像解析技術やAIといった新技術が導入

されてきており，LSPIV・STIVを用いた河川表面流の流速計

測 1,2)，流下ｴﾘｱ推定や水位推定3)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

析技術の開発が進み実用化がされている。また，砂防の山地河

川においても，輝度差分映像による崩壊・土石流検知手法4)の

開発や土石流検知ｱﾗｰﾄｼｽﾃﾑ5)といった実用化も進められている。 
山地河川における画像解析を用いた土砂移動現象把握手法

として，濁水の評価に色情報（RGB値）を用いる手法6,7)がある。

本手法は濁度の増加傾向を把握することで，既往の他の画像解

析による土石流検知手法と比べ，土石流の前兆現象としての濁

水発生8)の早期検知という利点が期待される。また，色情報

（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7)。 
富士川砂防事務所では，現在，富士川流域 8 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9)。観測期間中に発生した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の検討が進められてい

る9)。 
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。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の流域監視利用を目的に，画像の

RGB値及びその単位ﾍﾞｸﾄﾙを用いて，土砂移動現象の把握手法
6,7)を検討した。本手法は，RGB単位方向ﾍﾞｸﾄﾙと濁度変化との

間に線形性が報告されており6)，富士川流域における中小規模

出水時のCCTV映像と濁度観測ﾃﾞｰﾀを用いて，同手法による濁

度変化の評価を行ったので，その結果を報告する。 

2．使用映像と特徴 
源頭部に大規模な崩壊地を有し，出水の度に流砂が観測さ

れやすい春木川を対象に，春木川第二砂防堰堤の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：

0.001lux以下，ｵｰﾄｱｲﾘｽ）を使用して解析・検討した。使用した

CCTV映像の期間は，近年で比較的規模の大きかった2019年10
月11日～10月12日の台風第19号出水と，それほど流砂が観測さ

れなかった2020年10月9日～10月10日の台風第14号出水の2期
間である（表-1，図-2）。この2期間において，出水時において

直接採水を実施しており，春木川第二砂防堰堤下流の栃原砂防

堰堤では水位計・濁度計による観測と自動採水器による採水， 

春木川橋ではﾊﾞｹﾂ採水を実施している。これらの出水で濁度計と

直接採水による濁度の分析結果を得られており，画像解析による

比較検証に供した。今回は，日中の映像のみを解析対象とした。

夜間時の映像は，照度不足により視認性が低く解析が困難であっ

たため，今回は解析対象外とした。 

3．画像解析手法 
収集したCCTV映像から得られる情報は，水面の画像の情報（輝

度・色）であり，表層の浮遊砂・ｳｫｯｼｭﾛｰﾄﾞの移動とみたてて検討

した。映像の水面に解析領域を設定し，解析領域の各画素の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．画像解析による濁度の評価結果 
図-3に2019年10月台風第19号における画像解析結果と流砂観測

ﾃﾞｰﾀ（水位・濁度・直接採水結果）を併記して示す。2019年10月
12日に濁水が発生すると，前日11日と比較して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，春木川においても

他河川における既往報告事例6)と同様の傾向を示した。また，2019
年10月12日の出水は春木川橋において，5:40~9:00に平均

0.0017cm3/cm3，9:00~13:00に平均0.0041cm3/cm3，13:00~17:00に平均

0.0080cm3/cm3の体積土砂濃度が観測され，これは図-3のrが相対的

に大きくなる傾向と一致する。ここで，栃原砂防堰堤の濁度計の

観測ﾃﾞｰﾀに頭打ちが認められたため，画像解析結果は直接採水に

よる分析結果と比較している。 
図-4に2019年10月台風第19号及び2020年10月台風第14号の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（①

②③④，⑨）～濁水発生後（⑥⑦⑧，⑩）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6)と同様の

傾向を示した。特に，

2019年10月台風第19号
出水時⑧の濁度は

0.0080cm3/cm3（平均）

であり，2020年10月台

風第14号出水時⑩の濁

度0.0006cm3/cm3（平均）

よりも体積土砂濃度が

多く，図-4では⑧は⑩よ

りも右下に分布し，画

像解析結果からも濁度

変化の傾向を確認でき

た。一方で，2019年10
月12日9:00~13:00⑦と

13:00~17:00⑧の濁度が 
2

春木川第二砂防堰堤CCTV

①西比良下流第6床固工

②流川第36床固工

③濁川下流第9床固工

④大武川第50床固工

⑤船山橋

⑥慶雲橋下流床固工

⑦榑坪堰上流

⑧栃原砂防堰堤

ハイドロフォン等による観測箇所

出水時の流砂量観測箇所

雨量観測所（国交省）

雨量観測所（気象庁）

▲ 砂防基準点

凡 例

0          5    10         20        30

図-1 流砂観測施設位置図 
□：検討対象
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表-1 対象としたCCTV映像の期間（2019年・2020年） 
No. 年月日 時間 映像から見られる渓流の特徴

① 14:37-14:48 霧が発生している。渓流は濁っていない。
② 14:48-16:22 流量に変化はなく，濁っていない。
③ 16:22-16:46 霧が発生している。渓流は濁っていない。
④ 16:46-17:00 流量に変化はなく，濁っていない。
⑤ 05:24-05:40 夜明け前。前日より流量が増えている。
⑥ 05:40-09:00 本堤水通しの右岸側を流下し、渓流が茶色く濁る。
⑦ 09:00-13:00 本堤水通しの流下幅が増加し，渓流は茶色く濁る。
⑧ 13:00-17:00 本堤水通しの全幅を流下し，渓流は茶色く濁る。
⑨ 2020/10/9 06:00-17:00 渓流は濁っていない。
⑩ 2020/10/10 06:00-17:00 渓流が薄く茶色く濁る。
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1.5
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体
積

土
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3 )
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)

水位（栃原砂防堰堤） 栃原砂防堰堤の濁度計

春木川橋の体積土砂濃度（バケツ採水） 栃原砂防堰堤の体積土砂濃度（自動採水器）

夜間

濁度計に水位が達していない

霧 霧

霧

日の出前 カメラ操作

画像データ
の切れ目

夜間

①

② ④

③

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

図-3 画像解析結果と観測ﾃﾞｰﾀの比較（2019/10/11-10/12） 

高い時間帯において，単位ﾍﾞｸﾄﾙの分布域で重複が認められる。解

析領域内で高輝度の白波が卓越し，領域内のﾋﾟｸｾﾙ情報の平均値を

引っ張ったため，ﾍﾞｸﾄﾙの位置が散在した。

5. まとめ
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，春木川においてCCTVと濁度ﾃﾞｰﾀとの比較を行

った。2019年10月台風第19号と2020年10月台風第14号の出水にお

いて，画像解析から濁度の変化を大中小程度で定性的に捉えるこ

とができた。 
本検討では，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定量的な推定等を行う場合 

r

g

b ①②④ ③

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

0.50

0.50
0.70

0.70

最⼩ 最⼤ 平均
① 14:37-14:48 − − −
② 14:48-16:22 − − −
③ 16:22-16:46 − − −
④ 16:46-17:00 − − −
⑤ 05:24-05:40 0.000940 0.000940 0.000940
⑥ 05:40-09:00 0.000830 0.002040 0.001727
⑦ 09:00-13:00 0.002040 0.006790 0.004091
⑧ 13:00-17:00 0.004530 0.009810 0.008000
⑨ 2020/10/9 06:00-17:00 − − −
⑩ 2020/10/10 06:00-17:00 0.000330 0.001020 0.000633

2019/10/11

2019/10/12

時間年⽉⽇
体積⼟砂濃度（cm3/cm3）
※バケツ採⽔試料の分析結果No.

には，光源条件を考慮した解析が必要である。また，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。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。今回の春木川第二砂防堰堤では，解析領域で高

輝度の白波が卓越し影響を除去せずに解析したが，これら白波と

いった白飛びをﾉｲｽﾞとして除去処理することで，濁度評価の精度

向上にも繋がると考える。 
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。 
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図-2 春木川第二砂防堰堤のCCTV画像（①②③④2019/10/11，⑤⑥⑦⑧2019/10/12，⑨2020/10/9，⑩2020/10/10） 

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

図-4 単位ﾍﾞｸﾄﾙのRGB成分の3次元分布（2019年・2020年）
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富士川流域における流砂量観測の取り組み 

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 植野 利康, 赤澤 史顕 

日本工営（株）松岡 暁, ○川瀬 遼太, 五十嵐 和秀, 橋本 憲二, 木村 詩穂, 伊藤 隆郭 

1. はじめに
富士川流域は七面山をはじめとした大規模な崩壊地が複数分布し,土砂生

産が活発な河川となっている1)。総合的な土砂管理や砂防基本計画への反

映,流域監視に向け,早川および釜無川において流砂量観測を実施している
2)3)4)。本稿では富士川流域における流砂量観測の概要と,特に重点的に観測

を行っている栃原砂防堰堤と大武川第50床固工での観測結果を整理し,今

後の課題の抽出を行った。 

2. 観測地点および観測方法
2.1観測地点

富士川砂防事務所では富士川の支川である早川および釜無川流域におけ

る8地点でハイドロフォン等を用いた観測を実施しており,3地点で出水時

流砂量観測を実施している(図1)。 

2.2 観測方法 

富士川流域における観測機器は,ハイドロフォン,水位計,濁度計を基本と

し,釜無川流域の大武川第50床固工ではピット式観測桝や流速計を組み合

わせ,観測を実施している(表1)。しかし,慶雲橋下流床固工のハイドロフォ

ンは2019年台風19号により流出し,水位計は2020年度に故障したため,以

後それぞれ欠測となっている。また,大武川第50床固工右岸の水位計,濁度

計は2021年度に故障が確認された。台風等による出水の際には大武川第50

床固工および春木川橋,栃原砂防堰堤において直接採水を実施している。 

3. 観測結果
3.1 栃原砂防堰堤・春木川橋での観測 

2005 年から 2010 年まで,早川において出水時

にバックホウを用いた直接採水や観測桝による

掃流砂の取得を実施していた 5)。現在は平常時か

らのハイドロフォン等による観測と,台風等の出

水時に春木川橋でバケツによる表層水の採水,電

波による流速・水位観測を,栃原砂防堰堤で自動

採水器による採水を実施している。 

早川流域では 2007 年よりハイドロフォン等に

よる観測を実施している。栃原砂防堰堤の濁度計

において,計器点検時には 4.5 V 程度の出力が確

認されているにもかかわらず,2019 年の台風 19

号の出水時にある一定の計測値(約 2 V)に達する

と,観測値が検出上限未満で頭打ちとなる現象が

確認された(図 2)。2019 年 10 月 12 日 17 時 20 分

頃に流量のピークとなり,濁度計を設置している

栃原砂防堰堤より 1.4 km ほど下流の春木川橋で

の直接採水結果では顕著な濁度の低下は認められ

ないにもかかわらず,栃原砂防堰堤での計測濁度

は低下している。なお,現地土砂を用いた室内計測

試験でも頭打ちとなる傾向が確認されている。原

因特定には至っていないが,他の流域では同様の

頭打ちは確認されておらず,地質や土砂濃度に起

因する春木川特有の現象である可能性がある。

2022年3月に栃原砂防堰堤に新たに濁度計(NEP-

5000)を併設し,今後,既設の濁度計(OBS-3+)の

計測結果と比較検討することで,濁度計測の精度向上を図る。また,栃原砂防堰堤では水通し部の摩耗が進行し,流

量の推定が困難であるほか,出水時のデータ取得が 5 年間と短いことや観測機器移設の影響から,浮遊砂や掃流砂に

観測地点 
観測開始

時期 

観測機器 

ハイドロフォン 

濁度計 水位計 流速計 ﾊﾟｲﾌﾟ型

(0.5m) 

ﾊﾟｲﾌﾟ型

(2.0m) 
ﾌﾟﾚｰﾄ型 

西比良下流 

第6 床固工 

2010 年 

9 月 
○ ○  ○ ○ 

流川 

第36 床固工 

2010 年 

9 月 
○ ○  ○ ○ 

濁川下流 

第9 床固工 

2010 年 

9 月 
○ ○  ○ ○ 

大武川第50 

床固工(右岸) 

2010 年 

9 月 
○ ○ ○ ○※1 ○※1 ○

大武川第50 

床固工(左岸) 

2013 年 

6 月 
○   ○ ○ ○ 

船山橋 
2010 年 

9 月 
   ○

慶雲橋 

下流床固工 

2010 年 

10 月 
○※1 ○※1  ○ ○※1

榑坪堰上流 
2010 年 

9 月 
   ○ ○  

栃原砂防堰堤 
2015 年 

5 月 
  ○ ○ ○※2

※1：令和4 年3 月現在故障中  ※2：別途設置の水位計による観測 

図 1 富士川流域における観測地点 

表 1 富士川流域の各観測箇所における観測機器 
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図 2 2019 年台風 19 号出水時の観測結果

流下方向 

大武川第 50 床固工 
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経年的な傾向は確認できない(図 3,4)。今後観測を継続的に行うことで,流域監視指標等の検討を行っていく。 

3.2 大武川第 50 床固工での観測 

2012 年以降,大武川第 50 床固工において出水時に可搬式掃流砂観測装置による流砂量観測を行っている。可搬式

掃流砂観測装置はバックホウの先端に取り付け,下面で掃流砂,水深25 cmごとに浮遊砂の観測を行う装置である2)。

また,大武川第 50 床固工右岸では土砂による埋没が著しかったピット式観測桝の嵩上げを 2021 年 3 月に実施し,併

せてその直上流にハイドロフォン(プレート型,パイプ型 0.5 m・2.0 m)を整備した。これにより,出水時にはピット

式観測桝で捕捉された土砂や直接採水結果とハイドロフォン等による観測結果,およびハイドロフォン同士の観測

結果を比較検討できる観測体制が整った。しかしながら,観測施設の改良後に顕著な出水を経験しておらず,今後継

続してデータの蓄積を行っていく必要がある。 

2011 年以降の大武川第 50 床固工でのハイドロフォン等による観測データを図 5,6 に示す。観測期間中では 2011

年の台風 9 号,12 号の影響から 2012 年の出水が掃流砂量・浮遊砂量とも大きい傾向を示しており,掃流砂量は翌年,

浮遊砂量は 2014 年以降に減少している。しかしながら掃流砂の観測値をみると,2021 年は顕著な出水が観測されな

かったにもかかわらず 2012 年と同等の流砂量が観測されている。この 2021 年の観測結果は 2021 年 3 月に実施し

たハイドロフォン更新による影響を受けていると考えられる。そのため機器更新以前のデータと比較する際には注

意が必要である。今後,詳細なデータの蓄積が必要となるほか,機器の更新による影響の比較検討を行う必要がある。 

4. まとめと今後の課題

富士川流域において,早川流域およ

び釜無川流域における流砂観測の現状

と課題について整理した(表 2)。 

大武川第 50 床固工では観測体制が

充実しつつあり,観測データの蓄積も

進んできているため,今後の流域監視

に向けた取り組みが求められる。また,

栃原砂防堰堤では堰堤の摩耗が進み,

流量の推定が困難であることや,濁度計が検出上限未満の値で頭打ちするなど課題がある。早川・釜無川いずれにお

いても砂防基準点での掃流砂計測ができておらず,今後既存のハイドロフォンに代わる横断構造物への設置を必要

としない新たなセンサーの開発や,出水時に現地作業員を必要としない掃流砂観測手法の開発が望まれる。
【参考文献】 1) 森山: 七面山大崩れ, 砂防学会誌, Vol.38, No.5, p.12-15, 1986、2) 熊沢・山田: 富士川水系における総合的な土砂管理の取組状況

について,砂防学会誌, Vol.62, No.1, p.80-82,2009、3)光永ら: 富士川砂防事務所管内における流砂量観測, 砂防学会誌, Vol.68, No.1, p.83-87, 

2015、4)萬徳ら: 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, 令和3年度砂防学会研究発表会概要集p.641-642, 2021、5) 吉川ら: 早

川流域における流砂形態に着目した流砂量モニタリング, 平成23年度砂防学会研究発表会概要集p.526-527, 2011 

観測地点 現状 課題 

早川 
浮遊砂観測のみ実施
(榑坪堰上流) 

・砂防基準点での掃流砂観測
・今後の流域監視に向けた観測手法・体制の確立

 栃原砂防堰堤 
浮遊砂(濁度)の計測
手法が多重化 

・濁度計(OBS-3+)が検出上限未満で頭打ち 
・観測データの蓄積が少ない

釜無川 
浮遊砂観測のみ実施
(船山橋)

・砂防基準点での掃流砂観測 

 大武川第50床固工 観測体制が充実 
・プレート型ハイドロフォンの掃流砂推定式の
精度向上

・流域監視に向けた取り組み

表 2 富士川流域の流砂量観測における現状と課題 

図 4 流量と浮遊砂量の関係(栃原砂防堰堤) 図 3 流量と掃流砂量の関係(栃原砂防堰堤) 

図 5 流量と掃流砂量の関係(大武川第 50 床固工) 図 6 流量と浮遊砂量の関係(大武川第 50 床固工) 

粗度係数：0.04 

粗度係数：0.04 
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砂防堰堤の基礎地盤流失から本堤破損に至る過程に関する一考察 

国立研究開発法人土木研究所 〇三浦光太郎，山田拓，石田孝司

1．はじめに

砂防堰堤の機能として「土砂の流出抑制あるいは調節」

及び「土石流の捕捉あるいは減勢」等がある 1) が，施設

点検の結果，損傷等によりこれらの機能が喪失あるいは

低下したと考えられる施設が見られる。こういった施設

は早期に補修を行う必要があるが，損傷の程度が著しい

場合には補修に相応の時間，コストや施工技術を要する

ため，損傷の程度が大きくなる前の段階で補修等の対応

を行うことが望ましい。

しかし，施設点検時に軽微な損傷や異常が確認された

時，その後施設の機能を喪失させるような損傷に至るか

否かの判断は難しいのが現状である。軽微な損傷や異常

が確認できた時点でこれを判断することができれば，早

期の補修等により機能喪失を未然に防ぐことが可能とな

る。

そこで，本調査では本堤部の機能喪失に至った誘因と

して砂防設備の基礎地盤流失に着目し，機能喪失に至る

過程とその初期段階に現れた変状を調査した。

2．調査方法 

筆者らは国土交通省砂防部が収集したコンクリート不

透過型砂防堰堤の損傷事例 118 事例を分析した。このう

ち，本堤部の機能喪失に直接的に影響すると考えられる

事象の 1 つである砂防施設の基礎地盤流失に着目し，こ

れが誘因となって本堤部の機能喪失に至ったと判断した

複数の事例を対象とし，損傷が発生した部位（本堤部，

袖部，水叩き，側壁護岸，副堰堤・垂直壁，護床工）と

その状態を写真で確認するとともに，本堤部の沈下によ

る機能喪失に至る間の施設変化の過程，および機能喪失

に至る過程の初期段階に現れる事象を考察した。

3．調査結果 

3.1 水叩き損傷から本堤部沈下（ナンノ谷砂防堰堤） 

岐阜県のナンノ谷砂防堰堤は，1895 年に発生した大

雨による大崩壊によって形成された天然ダム対策の 1つ

として1964年に河床勾配約2°の位置に設置されたが，

2018 年に垂直壁の一部沈下，水叩きの一部流失及び本

堤部の沈下が確認された（写真 1．④，⑤）。本堤部沈下

前の定期点検によると，2014 年には水叩きの一部流失

が確認された（写真 1．②）。また，垂直壁の沈下発生前

には，水叩きの損傷箇所に河川水が流入している（写真

1．③）。写真 1．②では水叩きに巨礫が確認されること

から，水叩きの一部流失が生じた原因として，水通し部

から巨礫が落下し，その衝撃による亀裂等の発生が考え

られる。以上より，①巨礫等が水通し部に流下，②巨礫

の落下による衝撃や礫による摩耗等によって水叩きが一

部損傷し流失，③河川水が流入，前庭保護工基礎地盤の

吸い出し，不安定化した前庭保護工が損傷，④本堤部基

礎地盤流失，⑤本堤部沈下という過程が推測される（図

1）。このパターンでは，水叩き部の亀裂等による損傷が

機能喪失に至る過程の初期段階に現れる事象であると考

えた。なお，写真 1．①のように周辺に巨礫がある場合

には注意が必要といえる。

写真 1．想定される損傷の段階別写真-1 

（番号：図 1 の損傷過程の順序に対応） 

①：細谷 10 号砂防堰堤（石川県） 

②，③，④，⑤：ナンノ谷 3 号砂防堰堤（岐阜県） 

図 1．水叩き損傷から本堤部沈下に至る概念図 

（番号：損傷過程の順序）
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3.2 前庭保護工下流の洗堀から本堤部沈下（南部川1号

砂防堰堤） 

和歌山県の南部川 1 号砂防堰堤は，1955 年に砂防指

定地内の河床勾配約 1 度の位置に設置されたが，2013

年に水叩きの流失と本堤部沈下が確認された（写真 2．

④，⑤）。この事例では，水叩き先端の基礎洗堀防止のた

めの垂直壁が未設置であったため，水叩き先端から底部

に洗堀が拡大して水叩きが損傷後に流失し，さらなる洗

堀の進行と基礎地盤流失により本堤部の沈下に至ったと

考えられる。なお，垂直壁が施工されていても，垂直壁

や護床工の基礎洗堀と損傷が確認された事例もある（写

真 2．①，②）。これらのことから，①護床工下流の洗堀，

護床工の基礎地盤流失及び損傷，②垂直壁の基礎地盤流

失及び損傷，③水叩きの基礎地盤流失及び損傷，④本堤

部基礎地盤流失，⑤本堤部沈下という過程が推測される

（図 2）。このパターンでは，写真 2．①のように護床工

の下流洗堀が機能喪失に至る過程の初期段階に現れる事

象であると考えた。

写真 2．想定される損傷の段階別写真-2 

①：スゴ谷第 1 号砂防堰堤（富山県） 

②：芽室川 3 号砂防堰堤（北海道） 

③：長者舎堰堤（神奈川県）

④，⑤：南部川 1 号砂防堰堤（和歌山県） 

図 2．護床工洗堀から本堤部沈下に至る概念図 

3.3 側岸侵食から本堤部沈下（左会津川砂防堰堤） 

和歌山県の左会津砂防堰堤は，1951 年に通常砂防事

業で河床勾配約 1 度の位置に設置されたが，2011 年に

堰堤右岸の側岸侵食，基礎地盤流失及び本堤部の傾動沈

下が確認された（写真 3．②，③）。この事例は，本堤部

が水通し天端から縦方向に割れ，側岸侵食が発生した右

岸側へ傾いていることから，基礎地盤流失後に本堤部が

傾動沈下したと考えられる。以上より，①側岸侵食が発

生，②側岸侵食の拡大に伴い，本堤部の基礎地盤流失，

③本堤部の傾動沈下という過程が推測される（図 3）。写

真 3．①では，本堤部に大きな損傷が確認されないが，

土石流が側岸を流下したことで側岸侵食が発生しており，

このパターンでは，写真 3．①のような側岸侵食が機能

喪失に至る過程の初期段階に現れる事象であると考えた。 

写真 3．想定される損傷の段階別写真-3 

①：笠松川砂防堰堤（香川県）

②：左会津川砂防堰堤（和歌山県）

図 3．側岸侵食から本堤部沈下に至る概念図 

（側岸を地山，堰堤下部を基礎地盤と区別した）

4．まとめ 

本堤部沈下という砂防堰堤の機能喪失事例から，それ

ぞれ 3 パターンの機能喪失に至る過程（図 1，2，3）を

推察した。また，機能喪失過程の初期に現れる事象とし

て，巨礫の落下等による水叩きの亀裂等損傷，前庭保護

工下流側の洗堀，砂防堰堤側岸部の侵食が考えられた。

謝辞：本調査を遂行するにあたり，事例の提供にご協力

頂きました国土交通省砂防部，北海道開発局，各地方整

備局，沖縄総合事務局，直轄砂防事務所及び都道府県の

砂防関係部局に感謝いたします。 

参考文献 

1）（社）日本河川協会編：国土交通省河川砂防技術基準 

同解説 計画編，国土交通省河川局監修，p.183，2005 
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河床変動計算による土石流対策計画策定に関する基礎的検討

国土技術政策総合研究所 泉山寛明 山越隆雄

日本工営株式会社 中島祐一 山崎祐介 松岡 暁

１． はじめに 

 土石流対策施設を計画する場合は「砂防基本計画策

定指針（土石流・流木対策編）解説」および「土石流・

流木対策設計技術指針 解説」（以下，指針と呼ぶ）を参

照することが多いと思われる。一方，指針に依ることが

不合理となる場合においては適用しないことができ，

また所期の目的を十分に達成するより適切な手法が存

在する場合はその採用を妨げるものでは無い。

流域の条件によっては指針に沿った検討が困難な場

合があり，その場合は河床変動計算の活用が考えられ

る。河床変動計算の適用については既にその有用性が

示され（水山ら, 1988），砂防堰堤の効果を評価できるよ

うになっていること（里深・水山, 2005a, b）からも実用

的に用いられてしかるべきツールといえる。

例えば，流路の途中が土石流堆積勾配となっている

場合の堰堤の規模把握や，設置した堰堤下流側での侵

食対策施設の規模把握のためには河床変動計算を実施

することが有効である。本稿では上記の条件で河床変

動計算を実施し，その有効性について検討を行った。

２． 検討方法 

 検討の対象として図-1 に示すような縦断形状を有す

る 2 流域を想定した。図-1(a)は流路の途中が 10 度以

下の区間となっている流域（流域 A と呼ぶ）で，最下

流端で堰堤を計画している流域である（いわゆる「親子

渓流」）。図-1(b)は最下流堰堤の設置地点から保全対象

まで距離があり，越流水による侵食が想定される流域

（流域 B と呼ぶ）である。実際の例を参考に計画流出

土砂量，土石流ピーク流量は流域 A でそれぞれ 2,000 m3 

程度，23 m3 / sec 程度，流域 B でそれぞれ 8,000m3程度，

130 m3 /sec 程度と想定した。 

土石流の構成則は江頭らのモデル（芦田ら, 2008），土

砂流のそれは流動抵抗係数として粗面対数則を用いる

こととした（山崎ら（2018）の式(20)）。計算は 1 次元で

流れは不定流計算であり，粗粒土砂，微細土砂それぞれ

で濃度の連続式を解いている（山崎ら, 2018）。ハイドロ

グラフは 3 角形波形とした。またどちらの流域でも代

表粒径は 0.2 m とした。 

流域 A では固定床（侵食可能深 0 m）とし，流域 B で

は堰堤設置地点上流側では固定床，下流側では侵食状

況を確認するために侵食可能深を 2 m とした。流域 B

では堰堤として No.51 の地点に透過型砂防堰堤（有効

高 14.9 m）を設置したが，堰堤直上流の河床高が天端標

高より低いときは、土砂全量が堆積し、堰堤が満砂した

際には、土砂全量が通過するものとした。

３． 検討結果と考察 

図-2に流域 A で上流から土石流を流下させた場合の

計算結果を示す。上流端（No.1）から発生した土石流が

緩勾配区間（No. 31：河床勾配 6°）に入ると土砂を全

層にわたって輸送することができなくなり，堆積が生

じて流量が小さくなり，No.31 の地点ではピーク流量は

13 m3 / sec まで減少し，土砂流状態となる。緩勾配区間
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図-1 モデル流域の縦断形状および河床勾配 

(a) 流域 A

(b) 流域 B

図-2 の範囲 

図-3 の範囲 
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で土石流が堆積することにより，No.58 の地点より下流

では河床勾配が 12°と再び急となるものの，No.97 の

地点まで土石流は流下せず，流動深は 0.2m 程度であっ

た。今回の計算結果により，モデル流域の縦断形状のよ

うに流路の途中に緩勾配区間がある場合は，その下流

まで土石流が流下する可能性が低いことが示唆された。

例えばこの「親子渓流」では「１波の土石流により流出

すると想定される土砂量 Vdqp」の算出時に，緩勾配区間

から上流の移動可能土砂量を控除してピーク流量を想

定する等の取扱いが考えられる。ただし，緩勾配区間の

延長，流域スケール，土石流ピーク流量，流出土砂量の

規模等の条件によっては下流まで土石流が流下する可

能性もあるので，本研究のような河床変動計算により

検証することが望ましい。

図-3 に流域 B で土石流を上流から流下させた場合の

結果を示す。No.51 に設置した堰堤により土石流に含ま

れる土砂を捕捉したことでピーク流量は 130 m3 /sec か

ら 40 m3 /sec と大幅に減少している。それより下流では

河床勾配が 7 度と土石流が堆積しうる勾配であるが，

粗粒土砂，細粒土砂ともに侵食が発生して平衡状態を

維持するよう下流端（No.106）まで土砂流として流下し

ている。下流端ではピーク流量が 30 m3/sec 程度である。

施設効果によって土砂濃度が低下した流れに対しては，

土石流堆積区間と考えられる区間においてもその勾配

に見合う平衡濃度になるように河床侵食が生じ得る。

最下流堰堤から保全対象まで距離がある場合には，必

要に応じて河床変動計算を行う等により合理的・効率

的な施設配置計画を検討する必要がある。

４． おわりに 

 本稿では，土石流対策計画を立案する上で河床変動

計算を導入することを試みた。数値計算は必ずしも正

確な定量的情報を提供するわけではなく，不確実性を

有する。河床変動計算の限界には注意しつつも計算結

果を踏まえた検討を行うことで，合理的・効率的な対策

計画の立案につながるものと考える。

参考文献 

芦田ら（2008）, 京都大学学術出版会, 274 pp. 

里深・水山（2005a）, 砂防学会誌, Vol. 57, No.6, p. 21 – 27 

里深・水山（2005b）, 砂防学会誌, Vol. 58, No. 1, p. 14 – 19 

水山ら（1988）, 新砂防, Vol. 40, No. 5, p.14 – 21 

山崎・江頭（2018）, 河川技術論文集, Vol.24, p. 71-76 

図-2 流域 A での計算結果（Q:土石流全体，

z：河床標高，h：流動深） 

図-3 流域 B での計算結果（Q:土石流全体，

z：河床標高，h：流動深） 
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Debris flow disaster in Yusui River, Taiwan, in August 2021 

○Chen-Yu Chen,  Pei-Yu Shih, Bai-Yi Kao, Wan-Yu Chan

Soil and Water Conservation Bureau, Taiwan (台湾水土保持局) 

1. INTRODUCTION

In 2009, Typhoon Morakot caused severe landslides in the central and southern mountainous areas of

Taiwan. A large amount of unstable sediments remain on the slope in partial watersheds. In the event of heavy 

rain, the unstable sediment on the slope may be converted into debris flow, directly threatening downstream 

residents and bridges. In August 2021, the heavy rainfall triggered by the intrusion of the peripheral circulation 

of Typhoon Lupit caused a debris flow disaster in Kaohsiung, Taiwan. The Minbaklu Bridge (WGS84: 

23.188205N, 120.788176E) at the confluence of Yusui River and Laonong River was washed away by water 

from a large amount of sediment. (Fig. 1) 

Fig. 1 The debris flow disaster occurred in the southern Taiwan, August 2021 

2. RAINFALL AND SEDIMENT DISASTER

While the Typhoon Lubit passed through the Taiwan Strait, it also drove the southwesterly flow that

caused the great amount of torrential rain in the beginning of August. According to the weather observation 

reports, the accumulative rainfall of 72 hours has reached to 1,362 mm, which is 58% of yearly value (average 

2,331 mm of 1960-2019) of Fuxing area (Fig. 2). Some ground vibration signals had caught by seismographs, 

and researchers inferred a large-scale landslide occurred at 9:17 am on August 7. Around 4 hours later, the 

debris flow damaged the Minbaklu Bridge in the downstream of Yusui River. 

Fig. 2 The rainfall distribution during 20217/31~2021/8/8 (NCDR, 2021). 
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Fig. 3 The change of unstable sediment on the slope in the upstream of the Yusui River. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
Comparing the DSM of pre-disaster and post-disaster, there was a large-scale landslide at the upstream

of Yusui River, which estimated 23.1 m depth and 8.51 million m3 sediment of erosion. In addition, it evaluated 

6.1 m height and 1.84 million m3 sediment of the deposit at the downstream. The alluvial fan is approximately 

11.9 m height, the maximum height is about 22.3 m, and the deposit volume is around 2.02 million m3. In 

general, the sediment production (erosion) is about 11.07 million m3, and the deposit quantity is about 7.13 

million m3 in total at the Yusui River watershed. 

Fig. 4 The change of terrain in the Yusui River after Typhoon Lupit in 2021 

4. CONCLUSIONS
The most disaster prevention of Taiwan was focused on the affected from the debris flow area or the

large-scale landslides where the protected targets located. However, secondary disasters derived from unstable 

sediment caused unpredictable disasters. Therefore, the regular inspections of unstable sediment at the 

upstream watershed will be the major work of preventions for the next years. 

Keywords: Debris flow, Large-scale landslide, Sediment disaster. 

－ 644 －



熱海市逢初川で発生した土石流の土質特性と流動性 

東京農工大学 ○石川 芳治、 若原 妙子 

1. はじめに

2021 年 7 月 3 日 10 時半頃に降雨により静岡県熱海市伊豆山地区を流れる逢初川で土石流が発生・流下し、

逢初川沿いにあった家屋等を破壊し、災害関連死を含めて 27 人の生命を奪い、1 人が行方不明になっている

（静岡県発表 2022 年 2 月 20 日現在）。ここでは、土石流発生後に崩壊部周辺およびその下流に残っていた土

砂を採取して土質試験を行い、その土質特性から崩壊土砂の流動化について検討を行った。 

2. 降雨状況

静岡県が設置した熱海雨量観測所（熱海市水口町）において、7 月 3 日 10 時までの 1 時間雨量は 24mm、

24 時間最大雨量は 260mm であった。24 時間最大雨量は盛土がほぼ崩壊前の状態になった 2011 年以降では

最大値であるが、1 時間雨量は 2016 年 7 月 20 日に 63mm を記録している。また、7 月 1 日 0 時～7 月 3 日

10 時までの期間雨量は 449mm であった 1),2)。 

3．流域および崩壊部の地形 

逢初川の流域面積は渓流部の出口付近（住家地区の上流端）で約 0.3km2であり、渓床勾配は、渓流部の出

口付近上流部で約 12.5°、下流部で約 10.5°と全体的な変化が少ない（図-1、図-2）。崩壊部より上流の流域

面積（集水面積）は約 0.04km2と狭い。崩壊する前の崩壊部斜面（縦断）勾配は設定した側線により異なるが

約 17°～18°であり、崩壊部直下の渓床部の勾配は約 12.5°であった。 

4. 崩壊部・流下部における土質特性と崩壊・流動化に与えた影響

4.1 土の試料の採取日と採取位置

土質試験に用いた試料（No.0 および No.1～No.7）の採取位置を図-1 および図-3～図-5 に示す。試料の採取

日は No.0 が 2021 年 7 月 16 日、No.1～No.7 が 2021 年 7 月 25 日である。試料 No.0 は砂防堰堤の左岸袖部

直上流の堆砂地内の堆積土砂である。 

4.2 粒度特性 

試料の粒径分布を図-6 に示す。砂分（0.075mm ～2.0mm）および礫分（2.0mm 以上）の割合が多く、細

粒分（0.075mm 未満）は少ない。試料毎に多少の変化はあるもののそれぞれの割合には大きな変化はない。 

4.3 現地（採取時）含水比、液性限界、飽和含水比 

試料の採取時の現地含水比と液性限界および飽和含水比を図-7に示す。No.1～No.4は飽和含水比＞液性限

界＞現地（採取時）含水比であり、一方 No.5～7 および No.0 は液性限界＞飽和含水比＞現地（採取時）含水

比である。No.0の現地（採取時）含水比が飽和含水比に近いのは、採取時が崩壊発生後 13日であり、まだ土

に水分が保持されていたためと考えられる。実際、調査時には No.0 付近の堆積土の上を歩くと長靴が全てめ

り込むほど軟弱であった。 

図-1 逢初川流域図と土砂の移動状況 
および土の試料の採取位置 

図-2 逢初川縦断面図 
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4.4 概略流動化指数（A.M.I.）と流動化 

各試料の流動化の指標として概略流動化指数（A.M.I.*Approximate Mobility Index）を算定した 3)。A.M.I.=

飽和含水比／液性限界である。Ellen らは、A.M.I.≧1 では容易に流動化する、１＞A.M.I.≧0.45 では流動化

のためには含水比の増加が必要、0.45＞A.M.I.では流動化しないと提案している。この考えに基づけば、図-8

から、上流部（崩壊部）では A.M.I.＞1.0 であり流動化し易く、流下部では 1.0＞A.M.I.であり流動化のため

には含水比の増加が必要となる。図-8 から A.M.I.と乾燥密度は反比例の関係があるように見え、上流（崩壊

部）から下流に向かって、乾燥密度が増加するにつれて A.M.I.は減少することが分かる。崩壊部の土は乾燥密

度が小さく（すなわち締固めが緩く）A.M.I.が大きいために、飽和含水比に近くなると流動化し易く、一方下

流の堆積物は乾燥密度が大きく A.M.I.が小さいためにむしろ流動化が抑制されていることを示している。 

5. おわりに

逢初川の崩壊部の土は乾燥密度が小さく（すなわち締固めが緩く）A.M.I.が大きいために、飽和含水比に近

くなると流動化し易く、一方下流の堆積物は崩壊部に比べて乾燥密度が大きく A.M.I.が小さいためにむしろ

流動化が抑制されていると考えられる。このことから、崩壊土砂の土砂濃度よりも谷出口上流の渓流部での土

砂濃度の方が大きく、このことが土石流が一気に下流にまで流下するのではなく、数波に分かれて段階的に下

流に到達して行った原因の一つと考えられる。 

参考文献  1)静岡県：第１回逢初川土石流の発生原因調査検証委員会資料、2021、2）静岡県：第 2 回逢初川土石流
の発生原因調査検証委員会資料、2021、3)山本悟司ほか：蒲原沢、針原川、八幡平で発生した土石流の土質特性と
流動性、砂防学会誌、Vol.51,No.5,p.28-34,1999 

図-3 崩壊部における試料（No.1～5）の採取位置 
図-4 試料（No.6、No.7）の採取位置 

(a)崩壊部下流 (b)谷出口上流

図-5 試料（No.0）の採取位置（砂防堰堤左岸） 
図-6 試料の粒径分布 

図-7 現地含水比、液性限界、飽和含水比 図-8 A.M.I.、乾燥密度、液性限界 
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平成 28 年 8 月出水時におけるペケレベツ川 2号砂防堰堤による土砂捕捉効果の検証 

いであ株式会社 〇永谷直昌 

国土技術政策総合研究所 砂防研究室 泉山寛明，山越隆雄 

京都大学防災研究所 竹林洋史 

１．はじめに 

平成 30 年 7 月西日本豪雨における大屋大川など、

近年の土砂災害では浮遊砂となる粒径の土砂が大量に

流出し、土砂・洪水氾濫の被害を助長している例が見

られる。このような浮遊砂がどれほど被害を拡大させ

るのかについては検討を要するものの、砂防堰堤によ

る捕捉機構や下流への影響を整理しておくことは除石

管理や総合土砂管理の観点からも重要である。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 1)。平成 28 年 8 月洪水では、

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

事例が見られる 2)。また、捕捉機能については浮遊砂

の一部も 2 号砂防堰堤に堆積するということも 1 次元

河床変動計算により知見が得られている 3)。そこで、

本研究では不透過型砂防堰堤の有無による下流河川へ

の影響を 1 次元河床変動計算から検証を行った。 

２．計算方法  

計算範囲はペケレベツ川 2 号砂防堰堤から上流 1km

地点を最上流地点、佐幌川との合流地点を最下流地点

とし、河幅の縦断方向変化を考慮した不等流計算を実

施した。河道は矩形とし、堰堤より上流での初期河床

高は S63 年時の縦断図を用い、堰堤より下流側は国土

地理院 10mDEM データより作成した。抵抗則にはマ

ニング則（堰堤より上流は粗度係数 0.05、堰堤より下

流は粗度係数 0.035）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 2.5、1.0 を使用した。

境界条件として与えるハイドログラフは図-1 のとおり

流出解析を実施して求め、計算期間は台風 7 号、9

号、10 号接近時の 2016/8/17 15 時～8/31 21 時とし、平

衡掃流砂量・平衡浮遊砂量も同時に与えた。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

給土砂、表層（交換層、遷移層）、下層で分けて与え

た（図-2）。計算ケースについては不透過型砂防堰堤

の有無の 2 ケースを実施し、計算結果から下流への堆

積の影響を検証した。

３．結果と考察 

堰堤ありの場合（図-3）では、下流河川に堆積する

ような土砂が堰堤に捕捉されるため、佐幌川合流点か

ら 4,000～5,500m の付近で侵食傾向となる。氾濫範囲

（実績）は佐幌川合流点から 1,800m～3,500m 地点と

なっており、その上流側では堆積傾向になっている。

また、佐幌川合流点から 800m 地点では堆積してお

り、最大堆積深は 0.52m 程度となっている。次に堰堤

図-1 対象とした洪水波形：平成 28 年（2016 年）8月 

図-2 1 次元河床変動計算に用いた粒度分布図 
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なしの場合（図-4）では堰堤で捕捉されていた部分の

土砂が下流に流出する結果となっている。4,000～

5,500m の付近では、堰堤なしの場合は、この付近で堆

積傾向になり、最大堆積深さが 0.85m となった。堰堤

ありにおいて、氾濫範囲となっていた箇所（1,800m～

3,500m）についてもその上流側では、堆積傾向が継続

している。また、佐幌川合流点から 800m 地点につい

ても堆積傾向が継続しており、堰堤ありでは、最大堆

積深は 0.52m であったが、なしでは、1.02m 程度とな

っており、堰堤がないことによって下流端付近での堆

積量が多くなる。

図-5 は堰堤ありと堰堤なしの通過土砂量の差分図で

ある。砂防堰堤付近では各粒径が捕捉され、4.75mm～

0.425mm については全量が捕捉されていた。堰堤がな

い場合、堰堤で捕捉されていた 2mm については下流

河川に堆積した。堰堤で捕捉されていた 0.85mm 以下

の粒径については、下流河川に堆積はするものの最下

流（佐幌川合流点）まで流出している。 

4．おわりに 

堰堤なしの場合には堰堤に堆積していた土砂(2mm)

が下流河川に堆積し、堰堤がある場合で侵食傾向とな

っていた地点が堆積傾向になる。また、堰堤で捕捉さ

れた土砂(0.85mm 以下の粒径)は下流河川に堆積するこ

となく、佐幌川との合流地点まで流出することが予想

された。結果として、砂防堰堤が細流土砂を捕捉して

下流河川の被害を軽減することが明らかとなった。
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図-3 初期河床からの変動高（堰堤あり） 

図-4 初期河床からの変動高（堰堤なし） 

図-5 通過土砂量差分縦断図：堰堤なし-堰堤ありの通過土砂量 
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泥流の堆積機構：二層モデルに基づく検討

宇都宮大学農学部　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

1 はじめに

土石流の堆積機構を明らかにすることは，土石流の到達範

囲を推定する上で重要である．比較的粗い粒径の土砂からな

る土石流（石礫型土石流）では，現在の土砂濃度に対応する

平衡河床勾配が存在し，これに近づくように侵食・堆積が生

じる 1)．このとき，平衡河床勾配は流れ底面での外力と粒子

間応力のつり合いを考えることで導出される．

一方，比較的細かい粒径の土砂からなる土石流（泥流）は，

石礫型土石流で想定される勾配よりも緩勾配まで流れること

が知られている．これは，泥流では粒子が乱流によって支持

されるようになるためと考えられるが，泥流の堆積機構は十

分に検討されていない．

泥流の堆積機構についても，石礫型土石流と同様に応力構

造に基づいて検討する必要がある．泥流の応力構造について

は，均一粒径からなる土砂を用いた水路実験での検討をもと

に，流れ上層で粒子が乱流によって浮遊し，下層では粒子が

層流状態で粒子間応力が卓越する二層構造の流れとなること

が指摘されている 2)．このことから，泥流を二層モデルで表

現することで，泥流の平衡河床勾配が理論的に導出されてい

る 3)．このとき，二層の境界の位置をどのように決定するか

が重要となるが，これには既往研究 4) において石礫型土石

流から泥流への流れの遷移を検討した結果を適用できる．

そこで本研究では，水路実験によって泥流の堆積機構を検

討し，二層モデルを用いることで泥流において土砂の堆積が

生じる条件の説明を試みた．

2 泥流の堆積実験

まず，泥流の堆積機構を検討するため，水路実験を行った．

実験には長さ 8 m，幅 0.1 mの矩形直線水路を使用した（図

1）．水路底面には粗度として粒径 2.9 mmの均一粒径の土砂

粒子が貼り付けられている．実験では，下流に設置したタン

クにおいて水と土砂を攪拌しながら混合し，サンドポンプで

吸い上げることで泥流（一定流量・土砂濃度）を上流端から

供給した．供給された泥流は水路を流下し，下流端からタン

クに戻るような循環システムになっている 5)．

実験の各ケースでは，上流端から供給する泥流の流量と土

砂濃度を実験条件として設定し，土砂の堆積が生じる水路勾

配と泥流の堆積過程を検討した．ここで，供給する泥流の流

量と土砂濃度には，定常状態の流れにおいて水路下流端での

直接採取によって計測した値を用いている．水路勾配 θ は，

初期条件として土砂の堆積が生じないような十分大きい勾配

に設定し，土砂の堆積が生じるまで 0.1°刻みで勾配を下げ

ていった．ただし，各勾配においては堆積が生じるかどうか

を十分な時間を置いて確認した上で勾配を下げている．

泥流の堆積過程を記録するために，2台のビデオカメラを

設置して泥流の流動の様子を側壁から撮影した．また，泥流

の水位変動を測定するため，超音波変位センサーを下流端か

ら 1 m 間隔で 6 台設置した．泥流の構成材料としては，東

北珪砂 8号（中央粒径 dは 0.11 mm）を用いた．ここで，土

砂粒子の比重は 2.6，内部摩擦角は 34°である．

3 二層モデルに基づく泥流の平衡河床勾配

ここでは，二層モデルをもとに泥流の平衡河床勾配を算出

する方法について述べる．泥流の流動モデルとして，図 2の

ような二層モデルを考える．流動深 hの流れに対し，河床か

ら高さ δ の位置を境界として，それより上層では乱れによっ

て土砂粒子が浮遊し，下層では粒子が層流状態で流れ，粒子

間応力が卓越する層が形成されるとする．定常状態の流れに

おいて，運動量保存則を考慮することで，以下のように平衡

勾配 θe が表される 3)．

tan θe =
(σ/ρw − 1)C

(σ/ρw − 1)C + 1

δ

h
tanϕs. (1)

θ

Mud flow supply

Mixing tank

Bed roughness
(2.9 mm grains)

PVC pipe

Circulation pomp Sand pomp

Suction hose

図 1 泥流の堆積実験．

Turbulent

Laminar

Interface

𝛿𝛿

ℎ

図 2 泥流の二層モデル：流れ上層は乱流，下層は層流．
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ここで，σは土砂粒子の密度，ρw は水の密度，C は断面平均

土砂濃度，ϕs は内部摩擦角である．ただし，式 (1)の導出の

際には土砂濃度の鉛直分布は一様としている．式 (1)は，全

層が層流の石礫型土石流（δ/h = 1に対応）では材料物性が

同一ならば平衡濃度と勾配が一対一に対応するのに対して，

泥流では流動深のうち粒子間応力層が占める割合（δ/h）も

影響を与えることを示している．

既往研究 2) より，δ/hは以下のように表される．

δ

h
=

√
ReDc

K(c)

ρm/ρw

d

h
. (2)

ここで，K(c)は土砂濃度 cの関数，ρm は土石流の密度であ

る．ReDc は石礫型土石流から泥流への遷移が始まる際の限

界レイノルズ数で，既往研究 4)の結果に基づきReDc = 3000

とする．式 (1)と式 (2)を用いることで，泥流の平衡河床勾

配が算出できる．

4 結果と考察

まず，実験の各ケースで共通してみられた泥流の堆積過程

について述べる．初期勾配から堆積が生じる勾配までは，泥

流が堆積層を形成することなく固定床上の流れを形成した

が，ある勾配まで水路勾配を下げると水路下流付近で堆積層

を形成し始めた．堆積が始まる時の水路勾配で固定しておく

と，形成した堆積層は上流側に徐々に発達した．その後，堆

積によって局所的に河床勾配が緩くなったところで跳水が発

生すると，常流部分で堆積が進み，上流進行する波長の長い

河床波を形成した．河床波は下流で発生して上流端まで到達

することを繰り返すため，局所的な河床勾配の変動は大きい

が，河床波を河床位の変動成分とみなすと，平均的には河床

勾配は一定で水路勾配と一致すると考えられた．そこで本研

究では，堆積が始まる時の水路勾配を泥流の平衡河床勾配と

みなして解析を行った．

図 3は，泥流の土砂濃度 Cexp（水路下流端で測定した値）

と堆積が始まる時の河床勾配 θe exp の関係を表したもので

ある．図には参考のため式 (1) において δ/h を変化させた

理論線も示している．泥流では，全層が層流の石礫型土石流

と異なり，土砂濃度と河床勾配が一対一対応しないことがわ

かる．また，流動深 hが大きいほど，同程度の土砂濃度に対

して平衡河床勾配が低くなる傾向がある．本研究では粒径 d

は固定しており，式 (2) より h が大きいほど δ/h が小さく

なるため，この傾向は式 (1)における関係と対応している．

実験で測定された平衡河床勾配 θe exp と，二層モデルに

よって算出された平衡河床勾配の理論値 θe cal の比較を図 4

に示す．ここで，θe cal の算出には断面平均土砂濃度 C を与

える必要があるが，単純化のため土砂濃度分布は一様として

Cexpを使用した．また，泥流の流動深 hとしては，泥流の堆

積が生じる直前の勾配において流れが定常状態になった際の

水位を使用した．図 4をみると，実験値と理論値は比較的よ

く対応しているが，理論値は実験値を系統的に過小評価する

傾向にある．これは，断面平均濃度に Cexp を使用したこと

に起因すると考えられる．水路下流端で測定された土砂濃度

は厳密には輸送濃度であり，濃度分布や流速分布の影響を受

ける．一般的に移動床では輸送濃度は断面平均濃度より小さ

くなるため，式 (1)で Cexp を用いると平衡河床勾配を過小

評価することになる．つまり，平衡河床勾配を厳密に求める

には断面平均濃度を用いる必要があるが，単純に濃度分布を

一様として輸送濃度を用いても，実際の平衡河床勾配を系統

的に過小評価することから，防災上は安全側の評価にはなる

と考えられる．以上のことから，二層モデルに基づく平衡河

床勾配は泥流の平衡河床勾配の推定に有効であるといえる．
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土石流の規模推定に向けた集水領域の指標化に関する研究 

京都大学大学院農学研究科 ○中谷加奈 辻淳基 小杉賢一朗 

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こと

から、被害の防止軽減のために土石流規模を適切に

予測することが重要である。土石流は土砂と水で構

成される流れであり、発生時には水の量に対応した

土砂量が流出する。実務上では土砂量を基に規模が

推定されることが多く 1)、土石流の水の起源や量に

着目した研究は少ない。従来、集水領域には二次元

的な地形の指標として流域が用いられる。しかし、

土石流発生時には山地渓流の流域への降雨量よりも

多い水流出が発生していると推測される事例も見ら

れ、隣接渓流からの移動や山体内部からの水の寄与

の影響が考えられる。

本研究は、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 2)とともに、土石流の規模

に影響する要因を明らかにすることを目的とした。

2. 2014 年 8 月の広島災害を対象とした検討

既往研究 2)-4)を参考に、2014 年 8 月に土石流が発

生した広島市安佐南区の阿武山の 18 渓流を対象と

した。各渓流からの流出土砂量 4)を基に、解像度 1m

の災害前 DEM（Digital Elevation Model）用いて

HyperKANAKO で 5)土石流シミュレーションを実施

した。このシステムは高橋モデル 6)を採用しており、

設定した土砂と供給した水に対して、渓流の勾配に

応じた土石流の侵食・堆積が表現される。

計算は急勾配の谷部を 1D 領域（計算点間隔 5m、

川幅 10m）、谷出口から下流を 2D 領域（1m メッシ

ュ）とした。災害で移動した土砂量を 1D 領域に均

一厚さで設定した。上流端から供給する水の総量を

（流域面積×雨量×流出率）により算出して、流域

面積は GIS で求めた値、高瀬観測所の 6 時間降雨量

189 mm、山地を想定して流出率 0.7 とした。供給ハ

イドログラフは台形形状として、継続時間は 350 秒

とした。詳細は既往検討 2)を参照されたい。

各対象では実災害を想定した土石流シナリオとし

て、一波で短時間の台形状の供給ハイドログラフや

移動可能土砂の飽和土層や 1D領域への均一な分布、

一律の代表粒径や液相密度を仮定した。異なる土石

流シナリオ、特にハイドログラフや複合的なシナリ

オによる影響の評価方法は今後の検討課題である。

3.結果と考察

計算結果から、流域へ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に、

渓流からの土砂の流出状況を実災害と比較した。1D

領域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(%)として各渓流で求めた（図 1）。なお

土砂が全流出した渓流は〇を記している。流域面積

を集水領域として降雨から算出した水の量では土砂

が流出しない渓流が多く、水が不足すること示され

た。地質との対応から、土砂残存率が高く水が不足

する渓流は花崗岩で構成される割合が多く、地質が

土石流を構成する水の量や起源に影響することが推

測される。流域面積が小さい 0.1 km2以下や、流域よ

り標高の高い上流側に別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。

次に土砂残存率が 10％を超えた 7 渓流について、

先述の方法で算出した水の量を基準値(1 倍)として、

他の計算条件は全て同じとして整数倍毎に増やした

水の量を供給した際に、残存率が 10%未満になる最

小値を求めた結果を図 2 に示す。例えば、最南西の

渓流の「×8」は、水の量を基準の 8 倍で供給した際

には土砂残存率が 10%未満となったが、7 倍の供給

までは残存率が 10％以上だったことを表す。 

土砂残存率が 10%未満となる水の供給量が、実災

害と同規模の土石流を発生させるために必要な水の

図 1 計算結果の土砂残存率（国土地理院 5 万分の 1 地質

図に、流域界、土砂残存率、凡例、方位、縮尺を追記）

P2 - 74 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 651 －



図 2 土砂残存率が 10%未満になる水の供給量（先述の方

法 2）を 1 倍）と 18 渓流全体を含む阿武山山体の抽出範囲

（背景は災害後オルソ）

量だと仮定して、全 18 渓流についての水の総量を合

計すると、1,160,000 m3で、この量を降雨から得るた

めに必要な面積は 8.77 km2 となった。一方で、流域

面積と降雨量を基に先述した方法で計算される水の

量の合計は 526,000 m3で、水の量が必要と考えられ

る量の半分以下の 0.45 倍であり不足傾向を示した。

降雨から水の量を算出する際に流出率 0.7 を用いた

ことを鑑みて、流出率 1.0 を想定した場合でも、算

出される水の量は災害規模の土石流が発生するのに

必要な水の量の 0.64 倍で、流域面積と降雨からの水

供給では不足傾向だといえる。

流域への降雨以外の水の供給過程には、隣接する

渓流からの移動や、山体内部に貯留された水の供給

などが挙げられる。後者は、流域の三次元的な体積

2)や地下水帯の分布や地下水挙動の把握により検討

出来ると考えらえるが、本検討では前者の隣接渓流

からの降雨による水の移動を想定した。阿武山につ

いて QGIS を用いて全 18 渓流を含むよう山体の範

囲を抽出した結果を図 2 に示す。この範囲の面積の

合計値は 8.48 km2で、必要な水の量から計算される

面積と比較すると 0.97 倍である。個々の渓流の流域

面積だけでなく、全渓流を含む広範囲の山体への降

雨からの水の供給量として考えると、必要な水の量

が概ね対応することが示された。

4. 2018 年 7 月豪雨を対象とした検討

2018 年 7 月豪雨 7)により広島市安芸区矢野東で発

生した土石流 14 事例を同様の手法で検討した（図

3）。対象地は花崗岩が分布して各渓流による差はな

い。災害の流出土砂量を 1D 領域に移動可能土砂と

して、流域面積に対して降雨量（2018/7/6 の災害発

生時刻までの連続 12 時間雨量 148 mm）と流出率 0.7

から算出された水を供給ハイドログラフとして土石

流シミュレーションを実施すると、土砂が 10%以上

残存する渓流が 2014 年災害より多かった。残存率が

10%未満となる水の量を算出（426,000 m3）して、必

要な面積を求めた。流域面積と降雨から計算される

水は 132,000 m3 で、必要な量の 0.31 倍であり 2014

年より不足傾向だった。図 3 に示す渓流全体を囲む

山体の範囲を抽出した結果から計算される水の総量

は 456,000 m3 で必要な水の 1.07 倍であり、2014 年

の検討と同様に、全渓流を含む広範囲の山体を考慮

する方が個々の流域面積より水の量が対応すること

が示された。今後は、他の土石流事例での検証なら

びに山体内部からの水の影響について検討を進める。 

図 3 矢野東の土砂残存率 10%未満になる水の供給量（背景は災害後オルソ）と渓流全体を含む山体の抽出範囲
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浅層電磁探査による渓床土砂堆積物分布状況把握の試み 
パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○伊藤 達哉、蔭山星、飛岡 啓之、舩山 淳 

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 鈴木 啓介※1、戸田 満※2、川邊 三寿帆 
※1 現所属：国土交通省 中国地方整備局 企画部、※2 現所属：国土交通省 北陸地方整備局 高田河川国道事務所 

１．はじめに：

 土石流・流木対策に係わる砂防計画を立案するうえで、計画流出土砂量の設定は合理的かつ効果的な配置計画や施設諸

元を決定するうえで重要な条件であり、精度よく推定する手法が求められる。計画流出土砂量は、土石流により想定され

る侵食幅と侵食深を現地調査により想定し、延長を掛ける手法 1）が一般的である。このうち侵食深の推定は、平常時の状

態を見て判断するため、技術者によるバラツキが多く、実際の災害時との相違が指摘されている 2）。渓床における侵食深

の精度向上を図るために、０次谷などでは簡易貫入試験が適用される事例 3）もあるが、流域が大きくなると多くの時間と

労力がかかるとともに、礫や玉石に試験機先端の貫入コーンが当たるとそれ以上の貫入が不可能となる場合が多く、侵食

深を一定の精度を保ちながら効率的に調査する手法とは言い難い。 

本稿では、湯沢砂防事務所管内において、20 万分の 1 日本シームレス地質図を参考に地質区分を行った上で、浅層電

磁探査により侵食可能深（渓床土砂の堆積深）の推定を行い、従来の手法と比較して有効性が確認されたので報告を行う。

２．調査方法：

本検討では、浅層電磁探査による比抵抗エッヂ抽出法（例えば、瀬戸ほか20164）など）を使用した。比抵抗エッヂ抽

出法は、微分フィルタを用いて深度方向の比抵抗の差分から比抵抗が急変する深度を求める方法である。類似した地質

が分布する同一地域においては、比抵抗が急変する範囲は、物性の変化が急変する位置を表すものと考えられ、それが

土層厚に相当するものと考えられている（野池ほか20175））。これまで本手法は山地斜面において表層崩壊を対象に崩壊

の恐れのある土層厚の検討等では用いられてきたが、本検討では渓床部の侵食可能深を把握する目的で調査を行った。 

2.1 調査手法の選定： 浅層電磁探査は、地中における誘導電磁場の応答から導電率や磁化率を測定する手法である。

浅層電磁探査は可搬性に優れ、測定時間も1箇所あたり十秒程度（定点

観測法）と、簡易貫入試験に比較し迅速な調査が可能である。また、渓

床部など、礫の多く分布する箇所においても調査が可能である。一方、

直接的に土層を確認する手法ではないため、地盤の比抵抗値を適切に解

釈するため、周辺の露頭の分布や地質調査結果等をもとに結果の妥当性

を確認することが重要である。

2.2 調査地の選定： 本調査は、砂防基礎調査において土砂災害警戒

区域等が設定されている渓流を対象に、社会的条件や分布地質を考慮し

て、主要な地質区分毎に各１渓流、合計４渓流を選定した。なお、検討

対象地域に分布する地質は、第四紀火山岩、古期（新第三紀以前）火山岩、中古生代堆積岩（以下、堆積岩）、花崗岩な

どの深成岩（以下、深成岩）である。ここでは特に、このうち露岩の分布から土層厚の妥当性が概ね確認できた堆積岩

分布域と、基盤の比抵抗値のバラつきが火山岩に比較し小さいと考えられた深成岩分布域について記載する。 

2.3 調査の考え方及び数量： 砂防基礎調査において設定された土石流基準地点より上流側に0次谷区間最下流部まで

40mピッチで渓床部における浅層電磁探査を実施した。各谷次数の代表断面においては横断方向の調査も実施した。 

３．調査結果と考察：

3.1 比抵抗断面： 図2及び図3に、堆積岩及び深成岩分布渓流の比抵抗断面を示す。比抵抗断面図より、堆積岩分布域

では500Ω・m以下、深成岩分布域では250~1500Ω・mを主体とし、深成岩分布域の方が堆積岩分布域よりも高い比抵抗

値を示す。また、いずれの断面も地表付近ほど高比抵抗となっている。なお、堆積岩分布域の比抵抗断面図より計測実

施地点の地形条件から厚く土砂が堆積する個所は深部まで高比抵抗となっている。 

3.2 比抵抗急変深度抽出結果： 比抵抗断面より、対象地においては堆積岩、深成岩分布域ともに地表付近の渓床堆

積物の比抵抗値が基盤岩よりも相対的に高比抵抗であった。このことから、深度方向に比抵抗値の減少率が最も大きく

なる深度を抽出し、これを比抵抗急変深度と設定した。堆積岩分布域は土層厚の急変深度が概ね一定の深度にプロット

され（図4）、計測値の地形条件により土砂が厚く分布すると想定された箇所を除くと平均約1.4mとなる。なお、この急

図 1 比抵抗値急変深度の抽出 
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変深度は、河床部で確認された露頭の分布状況から、概ね妥当な深度であると思われる。 

一方、深成岩分布域は急変深度のバラつきが大きく（図 5）、深度 10m 以浅に急変深度が抽出できない箇所もあり、堆

積岩とは異なる傾向を示す。これは、堆積岩は岩盤自体が一般的に低比抵抗とされており 6）、渓床堆積物との比抵抗値の

差が明瞭であり、比抵抗値の急変部が抽出されやすい一方、深成岩は岩盤自体が高比抵抗とされており、渓床堆積物との

比抵抗値の差が小さく、急変部が適切に抽出できないことが一つの要因であると考えられる。

なお、同様の調査を実施した第四紀火山岩分布域は、比抵抗急変深度がバラつく傾向を示した。この要因として、第四

紀火山岩分布域は火山砕屑物の固結度が小さく、溶岩分布箇所との固結度の差異により基盤岩分布深度にバラつきがある

こと等が考えられるが、直接確認はできていない。また、古期火山岩分布域は堆積岩分布域と近い傾向を示した。調査地

付近は火山砕屑岩（凝灰岩）が主体であり、基盤の比抵抗値が小さく比抵抗値の差が明瞭であった可能性があり、比較的

固結度の高い凝灰岩や凝灰角礫岩など火山砕屑岩を主体とする古期火山岩分布域では、本手法は有効と考えられる。

４．まとめ：

浅層電磁探査により渓床部の侵食可能深の推定を行い、以下のことが明らかとなった。

・堆積岩分布域では本手法を用い、予め土砂の堆積が厚いと予測された渓岸部の計測箇所を除き、比抵抗急変深度のバ

ラつきが小さい結果となったこと、現地の露岩状況からも概ね妥当な深度と判断されたことから、効率的に侵食可能

深の推定が可能であると考えられる。また、古期火山岩分布域でも同様であった。一方、深成岩分布域は浅層電磁探

査の適用が難しい可能性がある。第四紀火山岩分布域では渓床堆積物の分布深度がバラつく結果となったが、露頭等

で直接確認はできていない。

・本手法の適用が難しい地盤として、渓床堆積物と基盤岩の比抵抗値の差異が明瞭でない場合（基盤岩の岩種・風化程

度や風化特性・飽和度などにより比抵抗値の変化の境界が不明瞭である場合）が考えられる。

本手法を用いることで、特定の地質条件においては、比較的効率的に一定の精度を保ちつつ侵食可能深の推定が可能で

あると考えられる。ただし、同様の調査事例が少ないことから、多様な地質に応じて調査結果の蓄積と周辺のボーリング

データとの対比等により知見の蓄積を図ることで、地質に応じた侵食可能深の指標として活用されることが期待される。 
【参考文献】1)砂防計画策定指針（土石流・流木対策編）解説、国総研資料第 904 号、2016、2）花岡ら：土砂災害警戒区

域のための災害実態に基づく移動可能土砂量算定手法の検討について,平成 27 年度砂防学会研究発表会概要集、3）川邊

ら：広島西部山系（大町地区）における小規模渓流対応型施設検討について、砂防学会誌 VoI67,No.2,2014、4)空中電磁探

査を活用した崩壊するおそれのある 斜面における崩壊深度の推定手法に関する検討，平成 28 年 度砂防学会研究発表会

概要集，A-244-255，2016.，5)：電気探査による比抵抗分布及び微分フィルタを用いた土層厚推定手法の検討，平成 29 年

度砂防学会研究発表会概要集，P.614-615，2017， 6)：建設・防災・環境のための新しい電気探査法 比抵抗映像法 pp.1~206，

古今書院，1995 

図 2 比抵抗断面図（堆積岩分布域、土石流基準地点
より 560~1440m 上流区間を抜粋） 

図 4 比抵抗急変深度抽出結果（堆積岩分布域、土
石流基準地点より 680~1280m 上流区間を抜粋） 

図 5 比抵抗急変深度抽出結果 
（深成岩分布域）

（堆積岩分布域：深度15mまで着色） （深成岩分布域：深度15mまで着色） 

渓岸部の局所的に
土砂が厚く分布す
る箇所で計測

侵食可能深1.28~1.69m 
（平均1.42m） 

※深度方向に10倍強調 

侵食可能深
1.53~7.11m 

（平均2.59m） 
※深度方向に10倍

強調

渓岸部の局所的に土砂が厚
く分布する箇所で計測

比抵抗急変深度
が確認できない

箇所

図 3 比抵抗断面図（深成岩分布域） 

※図2の表示範囲のうち、
680~1280m区間を抜粋 

比抵抗値は概ね500Ω・m以下。 

比抵抗値は概ね250~1500Ω・m。 
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土石流先端部における流木の挙動に関する水路実験と数値計算 

（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 

近年，気候変動による極端降雨の増加が予想されている。

広範囲に豪雨が発生すると斜面崩壊が多面的に発生し，斜

面上の立木が流木となり激甚な災害となる恐れがある（例

えば，平成 29年九州北部豪雨など）。林野庁では，複合防御

型治山対策の推進しており，流下域において流木捕捉型治

山ダムによる流木対策を位置づけている。 

施設によって流木を捕捉する場合，流木が集積した状態

で捕捉することが効率的であると考えられる。これまでの

研究において流木が集積しやすい条件を検討したところ，

河床勾配が大きいほど，あるいは流木材料の摩擦力が小さ

いほど流木が先端部に集積しやすいことが明らかになって

いる。そのため，急勾配領域で集積した流木が緩勾配領域で

どのような挙動を示すかを明らかにする必要がある。 

そこで本研究では，流木が集積した状態で供給された場

合の挙動を明らかにするために，水路実験と数値計算を実

施した。 

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 まで土砂を敷き詰めた。

供給土砂量は 100 L である。流木混合条件では，供給流木

量を供給土砂量の容積の 1.0 %程度（680本）として土砂に

概ね均一に混合させた。流木塊条件はその半量の流木（340

本）を置土直下付近の固定床上に山状に設置した。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

を発生させた。置土下流端から１，３，５ｍ（以下，上流，

中流，下流とする）の地点の直上からビデオ撮影を行い，通

過する流木のタイミングを計測した（図―1）。流木が集積

している場合，重なって見えなくなる流木が存在する。その

ため全ての流木が通過するまでを計測したうえで，総流木

量が 340 本になるようにデータを補正した。なお，流木混

合条件は昨年度（鈴木ら，2021）に実施した実験をやり直し

たものである。昨年度は実験ケースごとに流下距離を変化

させたが，今年度は精度向上のために，上記の方法とした。 

３．数値計算方法 

 数値計算には粒子法を用いた。鈴木・堀田（2015）が開発

した土石流の構成則に基づいたモデルをベースに，流木は

粒子を連結した固体要素として取り扱う。流木の形状を保

つための方法はKoshizuka et al.（1998）の方法を用いている。 

流木の粒子は基本的に土石流粒子と同様に取り扱うが，

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が用い

られるが，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（摩擦力＝

固体粒子間の接触応力×摩擦係数）を導入した方法を用い

た（鈴木ら，2021）。 

丸棒と自然木材は摩擦係数を変化させることでその違い

を表現した。 

４．結果 

 流木混合条件では，昨年度と同等の結果が得られた。勾配

が大きいほど，あるいは流木材料の摩擦力が小さいほど先

端部に流木が集積する結果となった。集積が顕著な 20度：

丸棒・自然木，15 度：丸棒のグループ，修正があまり進行

しない 15度：自然木，10度：丸棒・自然木グループに分か

れているようであったが，今後詳細に検討する。 

 一方，流木塊条件では，流木混合条件における最大流木濃

度よりも高い集積状態で下流まで流下する様子が見られた。

図－１ 流木のカウント方法 
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図－２ 流木塊条件（20度，自然木）の実験の様子 

図－３ 流木混合と流木塊条件の比較（20度，丸棒） 

図－４ 流木混合と流木塊条件の比較（10度，丸棒） 

図－５ 数値計算例 

流木が集積状態を保ったまま下流まで流下する様子はほぼ

全ての条件で見られた。しかし，同条件でも土石流の偏流な

どの影響で流木が分散して流出する場合もあった。 

 図―２，３に具体例を示す。それぞれ丸棒かつ 20度，10

度の流木混合条件，流木塊条件の下流地点の結果を比較し

たものである。縦軸の単位時間当たりの流木通過本数は流

木フラックスに相当するものであり，流木通過時間間隔の

逆数として算出した。流木混合条件と流木塊条件では総流

木本数が異なるので総量としての比較はできないが，流木

混合条件よりも流木塊条件の方が明らかに先端部に集中し

て流木が流下している様子がわかる。 

 数値計算では，ほぼ全ての条件で，流木塊条件が流木混合

条件よりも高い流木濃度で下流まで流下する結果が得られ

た。数値計算では土石流の偏流は生じていない。図―４に

10度・丸棒の計算例を示す。流木混合条件では先端に流木

がほとんど集積していないが，流木塊条件では流木が集積

した状態で流下している様子がわかる。 

５．考察 

昨年度までの流木混合条件の検討では，流木が受ける摩

擦抵抗力と勾配による駆動力の関係によって集積のしやす

さが決まると考えられていた。つまり，勾配が小さいほど駆

動力が小さいため，流木の集積が進行しにくく，最大流木濃

度が小さくなるということである。今年度の流木混合条件

の結果も同様であった。したがって，それよりも大きな流木

濃度が供給された場合（流木塊条件）には，上記の最大流木

濃度に遷移するように流木が分散していくとの仮説もあっ

た。しかしながら，実験及び数値計算結果から流木があまり

分散せずに集積状態を保ったまま長距離を流下することが

明らかになった。 

流木の集積構造は流木同士の摩擦力によって維持されて

いると考えられる。つまり，集積構造における流木の摩擦力

を超えるような外力が働かないと，流木の集積構造が破壊

されにくいということだと考えられる。以上から，流木の集

積構造を形成する過程においても，流木の集積構造を破壊

する過程においても，流木の摩擦力を超える外力が必要で

はないかと考えられる。 

７．謝辞 
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掃流砂量観測と流砂理論に基づく全流砂量の推定 

㈱建設環境研究所 ○富田邦裕、叶正興、重村一馬

京都大学防災研究所 藤田正治

１．はじめに

掃流砂観測には現在パイプ型ハイドロフォンやプレート型ハイドロフォンが使われているが、測定できる粒径

範囲があるため掃流砂に限定しても全掃流砂量を計測できるわけではない。また、浮遊砂の観測は採水器や最近

では TDR を用いた方法が開発 1)されているが、掃流砂と浮遊砂の厳密な区別が観測ではできないので、掃流砂と

浮遊砂を観測しても全流砂量の把握にはつながらないと考えられる。一方、河床材料の粒度分布がわかれば、水

理量から流砂量公式を使って掃流砂量と浮遊砂量は計算され、全流砂量が求められる。ただし、洪水中の河床材

料の粒度分布が明らかでないのが問題である。このような問題の解決に向けて、掃流砂観測結果と掃流砂量式を

両方用いて、河床材料の粒度分布を推定する方法を示し、それから全流砂量を算定する手法について提案する。 

２．全流砂量を推定する方法 

2.1 基本的な考え方 

 河床材料の粒度分布を適切に決めると、流砂量式から浮遊

砂量と掃流砂量がある程度の精度で計算される。そこで、洪

水中の河床材料の粒度分布を推定する手法について考える。 

図１は、河川上流域の生産土砂の堆積物、堆積物より下流に

位置する流砂観測点における洪水中の河床材料の河床表層、

観測点においてアーマーコートが十分発達した河床表層の粒度分布を示したもので、それぞれ P、B、A とする。

土砂生産量が大きく、それが観測点に流出してくると B は P に近づいていく。また、上流からの土砂流出が少な

くなると、B は A に近づく。通常の B は P と A の間に位置する。そこで、本研究では生産土砂の堆積物の粒度

分布 fP(d)と十分アーマーコートが発達したときの粒度分布 fA(d)から、洪水中の河床材料の粒度分布を式(1)のよ

うに仮定する。

𝑓 𝑑 1 𝛼 𝑓 𝑑 𝛼𝑓 𝑑 1  

 ここに、：河床材料に占める生産土砂量の寄与率である。ただし、本来αは粒径ごとに異なることが考えられ

るが、ここでは粒径に依らないものと仮定する。 

2.2 解析ための調査項目 

解析に必要なデータは、①十分発達したアーマーコートと生産土砂の堆積物の粒度分布、②水理量（掃流力の

算定にため）、③パイプハイドロフォンによる掃流砂量の計測値である。①は図１のA、Pのように求められるが、

Pは流域の中で一定とは限らない。流域面積で平均化するなどの処理が必要である。Aは対象とする流砂観測点の

河床のアーマーコートが十分発達していれば河床材料調査から求められるが、そうでなければ過去最大の流量、

または年最大流量のとき混合粒径のすべての砂礫が移動限界状態になるという仮定から推定できる。②は観測地

点の水深と河床勾配のデータがあればマニングの式から推測できる。③の掃流砂観測はまだ技術的な課題もある

が、粒径範囲d1 < d < d2の測定値が正しくできていると仮定する。 

2.3 αの推定と全流砂量 

まず、従来の研究 2)より、掃流砂量が発生し始めるときの水理条件からその時の平均粒径 dm が求められるの

で、このときのαは A と P から幾何学的に計算できる。つぎに、洪水中のαは、粒径範囲 d1 < d < d2 の掃流砂量

の観測値と流砂量式による値が一致するように決められる。このαを用いると河床材料の粒度分布が求められる．

この粒度分布と水理量から、全流砂量とその粒度分布が計算できる。

図１ 生産土砂の堆積物、十分発達したアーマー

コート、洪水中の河床材料の粒度分布の模式図 
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3．土砂動態の監視への応用 

図 2 は点線のように水位が変化するときのαの時間変

化の典型的なパターンである。緑はアーマーコート化して

いた河床に上流から細粒成分が流れてきて、洪水ピーク前

にαが 1 近くになったが、その後再度粗粒化するパターン

である。土砂生産源に近い個所で見られると思われる。赤

は洪水の後半に土砂が流出し、細粒化するパターン、青は

上流からの土砂供給が少ないパターンである。その他、条件によ

り色々なパターンがあるが、これにより、流域の土砂動態の監視

が行える。

４．適用例 

上記までの考えを F 川に適応する。まず、P の粒度分布は F 川

上流の土砂生産源付近の河床堆積物とし、A の粒度分布は流砂観

測地点の河床のアーマーコートは十分発達していないので、過去

8年間の最大流量のとき混合粒径のすべての砂礫が移動限界状態

になるという仮定から推定した。図 4 にその結果を示す。 

次に、ある洪水中の水理量と式(1)から芦田・道上の式を用いて

掃流砂量を計算し、ハイドロフォンの掃流砂の観測値と一致する

ようにαを求めた。なお、ハイドロフォンでは計測可能な粒径が

4 ㎜以上となっている 3)ため、d1 は 4.75 ㎜、d2 は 20 ㎝とした。 

この αを用いて洪水中の河床表層の粒度分布を求め、図 4 に示

す。図 3 より、洪水ピーク前までαは概ね一定の範囲で変動し、

洪水後半に、αは減少している。この観測点付近では、洪水によ

り粗粒化が進行する傾向にあることが推察される。 

続いて、このαに基づきに推定される粒度

分布を図 4、これらの粒度分布から算定され

る掃流砂量を表 1 に示した。 

図 4 より時々刻々と粒度分布が変化して

いることが確認され、一出水の間でも河床表面の粒度分布が変化することが確認される。また、表 1 よりハイド

ロフォン観測結果を用いて、全粒径を対象として掃流砂量が算定でき、それが観測値よりかなり大きいことがわ

かる。また、この粒度分布を用いて浮遊砂量も算定できる。

５．おわりに 

本研究では、P、A の粒度分布、水理量、ハイドロフォンの観測値を利用して、洪水中の河床材料表層の粒度分

布を推定することが可能であり、それから全流砂量を推定することができることを示した。また、αの変化から

土砂生産域付近の堆積物の粒度分布が寄与する影響を把握することが可能であるため、αを活用して流域内の土

砂生産の活発さや土砂動態の傾向などを評価することが可能であると考える。

参考文献：1)内藤、宮田ら（2018）,TDR による土砂濃度計測を用いた山地河川での浮遊砂鉛直分布の観測,砂防学

会誌,Vol.71,No.4,P3-12,2)富田、藤田ら(2021)、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、砂防学会研究発表会概要集、p579-580,3)堤 (2019） ,ハイドロフォンによる掃流砂計測 ,砂防学会

誌,Vol.72,No.2,P36-39,4)内田ら（2015）,ハイドロフォンの衝突率に関する実験、砂防学会誌、Vol.67,No.5,P24-29 

図 2 洪水中のαの変化イメージ 

実線:α、破線：水位 

水位 

図 3 洪水中のαの変化の一例 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1
1
:0
0

1
3
:0
0

1
5
:0
0

1
7
:0
0

1
9
:0
0

2
1
:0
0

2
3
:0
0

α
、
⽔
深
（
ｍ
）

α

⽔深（ｍ）

図 4 P、A、洪水中の河床表面の粒度分布

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00

粒
径
加
積
曲
線
（
％
）

粒径(cm)

11:43

12:28

13:13

16:28

19:28

20:58

21:43

P

A

表 1 掃流砂量一覧表
11:43 12:28 13:13 16:28 19:28 20:58 21:43
0.69 0.81 1.01 1.20 0.99 0.89 0.55

ハイドロフォン 0.00070 0.00092 0.00094 0.00040 0.00067 0.00013 0.00005
全掃流砂量（芦⽥・道上の式） 0.00158 0.00213 0.00217 0.00086 0.00149 0.00026 0.00009

⽔深（ｍ）
掃流砂量
(m3/s/m)
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マルチスケール流域土砂動態モデルの開発と適用 

京都大学大学院工学研究科  ○西尾潤太 

京都大学防災研究所   藤田正治，竹林洋史，山野井一輝  

1. はじめに

土砂災害に関するハザードには，斜面崩壊や土石流，

土砂・洪水氾濫等が挙げられる．斜面崩壊は斜面スケ

ール，土石流は渓流スケール，土砂・洪水氾濫は流域

スケールと，これらの現象は異なる空間スケールで発

生する．このような異なる空間スケールの土砂移動現

象を統合的に解析することで得られる情報は土砂災害

対策に活用されることが期待できる．  

斜面崩壊による土砂生産を含む流域土砂動態を解析

するモデル SiMHiS1)では，流域を単位河道・単位斜

面・斜面要素に分割し，斜面崩壊予測から崩土の河道

への供給，河道における水・土砂の移動を統合的に解

析すること可能である．また，斜面における土砂の流

動化形態を得ることができる．しかし，土石流の流動

を表現することはできない．そこで，土石流・泥流モ

デルであるMorpho2DH2)を SiMHiSに統合して土石流に

よる地形変動を考慮した流域土砂動態を解析可能なマ

ルチスケール流域土砂動態モデルの開発を行い，2011

年台風23号により被害が発生した那智川流域に適用す

る． 

2. マルチスケール流域土砂動態モデル

マルチスケール流域土砂動態モデルでは， SiMHiS

により斜面要素における土砂の流動化形態を求める．

流動化形態の分類は表 1 のように最小安全率𝐹𝑆と表面

流水深ℎ𝑠𝑓により決定する．ここに𝑑𝑚は土層の平均粒

径である．安全率𝐹𝑠は限界土中水分量と土中水分量の

比に補正係数を乗じたもので，これが 1を下回った時

に崩壊したと判定される．パターン 1は斜面が安定状

態であるため流動化しない．パターン2-a,bは安全率が

1 近傍の臨界状態であり表面流が発生することから侵

食による流動化が発生するものとする．パターン 3は

安全率が低下するものの土層が不飽和状態であるため

流動化しにくい．パターン 4-a,bは安全率が 1を大きく

下回る加速状態で表面流が発生するため，崩土の流動

化が発生すると考えられる．以上より，斜面における

土砂の流動化の発生しやすさは，4-a>4-b>2-a>2-b>3 と

なり，1では発生しない． 

次に，Morpho2DH に流動化形態に基づいた SiMHiS

からの条件を与え，土石流の解析を行う．SiMHiS か

らの条件としてパターン 2では表面流による侵食を再

現するため高さ0.1mの水塊を斜面上に与え，パターン

3，4 では崩土の流動化を表現するため高さ 0.5m の水

と土砂の混合物を斜面上に与える．この時の土砂濃度

は SiMHiS によって得られる加速状態に遷移する時刻

の濃度を用いる．また，土石流発生時刻は，パターン

2-a,b では表面流水深が最大となる時刻，パターン 3,4-

a,bでは加速状態に遷移する時刻とする．  

土石流解析によって得られる地形変動量より，それ

ぞれの単位河道周辺の侵食量と堆積量を求める．侵食

量と堆積量の差に相当する河床変動量を各単位河道に

一様に与えることで，土石流による地形変動を考慮し

た流域土砂動態の解析を行う． 

表 1 流動化形態の分類 

パターン 最小安全率𝐹𝑠𝑚𝑖𝑛 表面流水深ℎ𝑠𝑓
1 𝐹𝑠𝑚𝑖𝑛 ≥ 1.05 - 

2-a 0.95 ≤ 𝐹𝑠𝑚𝑖𝑛 < 1.05 ℎ𝑠𝑓 > 1.4𝑑𝑚 

2-b 0.95 ≤ 𝐹𝑠𝑚𝑖𝑛 < 1.05 ℎ𝑠𝑓 ≤ 1.4𝑑𝑚 

3 𝐹𝑠𝑚𝑖𝑛 < 1.05 ℎ𝑠𝑓 = 0 

4-a 𝐹𝑠𝑚𝑖𝑛 < 0.95 ℎ𝑠𝑓 > 1.4𝑑𝑚 

4-b 𝐹𝑠𝑚𝑖𝑛 < 0.95 ℎ𝑠𝑓 ≤ 1.4𝑑𝑚 

3. 適用結果・考察

本研究では 2011年 9月 1日から 5日を対象期間とし

て解析を行う．降雨データは気象庁による解析雨量を

用いる．また，Morpho2DHによる土石流解析は尻剣谷

川流域を対象とした場合について述べる． 

(1) 流動化形態の分類

SiMHiSにより得られた流動化形態の空間分布を図 1

に示す．この時，斜面勾配が35度以上の斜面要素では

土層が存在しないものとし，流動化形態の判定から除

外した．流域全体でパターン 1は 258箇所，2-aは 171

箇所，2-bは 1箇所，3は 7箇所，4-aは 59箇所，4-bは

20箇所となった．また，尻剣谷川流域では流動化が発

生する斜面要素は 3箇所であった．いずれもパターン

2-aと判定され，土石流発生時刻は 9月 4日午前 4時で

ある． 

(2) 土石流解析

尻剣谷川流域における，SiMHiS によって得られた

情報を用いた土石流解析による堆積量の空間分布を図 

2 に示す．ここに，図中に示す赤線より上流を支川領

域，下流を本川合流部付近の領域とする．土石流によ

る各領域の堆積量と侵食量をそれぞれ表 2 に示す．こ

こに，堆積量と侵食量の差は，正のときに堆積量，負
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のときに侵食量が多いことを表す．合流部領域ではほ

とんど侵食が発生せず，堆積が卓越している．一方，

支川領域では堆積と侵食がどちらも大きいため，その

差は小さい値となった． 

(3) 土石流による地形変動を考慮した流域土砂動態

表 2 の差に基づいた河床変動を SiMHiS の単位河道

に与えることで，土石流による地形変動を考慮した流

域土砂動態の解析を行う．ここに，合流部付近の地形

変動は合流部下流の単位河道に，支川における地形変

動は尻剣谷川の単位河道に与えるものとした．また，

流域土砂動態を解析する時間スケールに比べて土石流

の流下時間は非常に短いと考えられることから，河床

変動は土石流発生時刻に瞬間的に発生するものとした． 

土石流を考慮した場合と考慮しない場合の合流部下

流の単位河道における初期河床位を基準とする河床位

を図 3 に示す．土石流による地形変動を考慮すること

で，約0.4mの河床上昇が発生した．また，同じ単位河

道における土石流流入時刻前後の河床位と水位を図 4

に示す．土石流の流入を考慮することで土石流発生時

刻に河床位と水位が上昇している．これより，土石流

流入に伴う氾濫の発生を再現できる可能性が示唆され

た． 

以上のように，マルチスケール流域土砂動態モデル

の開発により，土石流 の発生から流動，土石流を考慮

した流域内の土砂動態を統合的に解析することが可能

となった． 

4. まとめ

本研究では，流域土砂動態の解析が可能なモデル

SiMHiS と土石流の流動解析が可能なモデル

Morpho2DHを統合することで，土石流の発生から流動，

土石流に伴う河床変動を考慮した流域土砂動態を統合

的に解析可能なモデルを開発した．また，これを那智

川流域に適用することで，土石流が河川に流入するこ

とによる氾濫の発生を再現できる可能性が示された． 
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図 1 流動化形態の空間分布 

図 2 尻剣谷川の堆積量空間分布 

本川合流部 支川 

図 3 合流部下流河道における河床位の時間変化 

表 2 尻剣谷川周辺の堆積量と侵食量 

堆積量[m
3
] 侵食量[m

3
] 差[m

3
]

合流部 5254.5 2.2 5252.3

支川 19406.2 19697.1 -290.9

図 4 土石流流入時刻前後の河床位と水位 
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渡良瀬川における流砂量観測の現状と土砂動態の把握 

渡良瀬川河川事務所 清水 勉, 貝瀬 英樹(※現 利根川ダム統合管理事務所) 

国土技術政策総合研究所 山越 隆雄, 泉山 寛明, 西脇 彩人 

日本工営（株）松岡 暁, ○木村 詩穂, 菅沼 健, 伊藤 隆郭  

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いる1)。近年,流砂量観測ﾃﾞｰﾀの活用へ向けて,流域監視に資

するﾋﾙﾃﾘｽｽﾙｰﾌﾟ等のﾃﾞｰﾀ分析手法2)の検証や,経年的な土砂流出特性の変化による施設効果の検証3),流砂量観測ﾃﾞｰﾀと

水・土砂流出解析との比較検証4)等が実施されてきている。渡良瀬川河川事務所管内においても,平成22年度より流砂量

観測所が設置されており,ﾃﾞｰﾀが蓄積されてきているところである。本稿では,渡良瀬川河川事務所管内の流砂量観測ﾃﾞｰﾀ

を用いて,土砂動態の経年変化や,出水時の土砂流出特性を整理した。 

2. 渡良瀬川における流砂量観測
管内では図1に示す4箇所において流砂量観測が実施されてい

る。設置機器の一覧と現状,観測所の諸元を表1に示す。平成22

年度の機器設置以降,平成23年台風第15号の影響により多くの機

器に不具合が生じ,一時的にﾃﾞｰﾀが取得できなかった期間があった

が,その後補修を行い,令和元年台風第19号(足尾雨量観測所で50

年確率程度)等の比較的規模の大きい出水も経験してきた。なお,

管内では令和元年台風第19号時においても、顕著な土砂流出は認

められていない。 

3. 土砂動態の把握
3.1 分析手法  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。流量は表1に示す通

り,堰の公式やﾀﾞﾑ放流量等から算定した。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

測所設置されている2.0mと0.5mのﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝによる単位幅掃流砂

量(m3/s/m)の平均値に,便宜的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50%粒径を用いた平衡

流砂量式(MPM式,芦田・道上の式）及び,岩垣式による50%粒径と

95%粒径の移動限界流量を,観測ﾃﾞｰﾀと比較した。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。また,観測所毎の土砂動態の違いの把握の

ため,比流出土砂量とｽﾄﾘｰﾑﾊﾟﾜｰ 5)の関係を整理した。比流出土砂量

Qb/A,Qs/A は,1出水期間中の累積の土砂量Qs(浮遊砂量),Qb(掃流

砂量)を流域面積A で除して算出し,ｽﾄﾘｰﾑﾊﾟﾜｰ ARI は流域面積A と

1出水期間中の累積雨量R・勾配 I を乗じて算出した。

3.2流量と流砂量の関係 ここでは,ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝが設置されている足尾

砂防堰堤・中居砂防堰堤・川口川下流砂防堰堤は流量と掃流砂量

の関係(図2)を,ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝのない赤岩橋は流量と浮遊砂量の関係(図

3)を示す。足尾砂防堰堤は流砂量式と比較すると,流量が多いとき

に掃流砂量が少なくなっているのに対し,中居砂防堰堤は概ね流砂

量式に沿ったﾃﾞｰﾀ分布となっている。H23年のﾃﾞｰﾀとそれ以降のﾃﾞ

図 1 渡良瀬川流域内の流砂量観測所の位置図 

表 1 観測所諸元 

図 3 流量と浮遊砂量の関係 図 2 流量と掃流砂量の関係 
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ｰﾀの間に,ｾﾝｻｰを更新したため,一概に比較が困難だが,両者においては,各年とも概ね同程度の流量で掃流砂が発生してお

り,経年的に顕著に土砂流出が変化している様子は見られなかった。これは,河道内の堆積土砂や足尾～中居砂防堰堤間の

支川の土砂供給等,掃流砂が絶えず供給されている状態を示す可能性がある。一方,川口川下流砂防堰堤では,経年的に掃

流砂量が減少している。これは,川口川流域で経年的に土砂生産が減少していることを示唆する可能性や,ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの部分

的な埋没の影響を受けている可能性が考えられる。流砂量式との乖離が大きいが,粒径の調査年度が古く(表1),観測した

出水時の粒径とは異なっていた可能性がある。赤岩橋においては,平成24～30年で,わずかに流砂量が減少傾向にある。 

3.2比流出土砂量とｽﾄﾘｰﾑﾊﾟﾜｰの関係 掃流砂の比流出土砂量とｽﾄﾘｰﾑﾊﾟﾜｰの関係(図4)では,川口川下流砂防堰堤が最も多

く,次いで中居砂防堰堤,足尾砂防堰堤の順に大きい。また,細粒成分の比流出土砂量とｽﾄﾘｰﾑﾊﾟﾜｰの関係(図5)では,川口川

下流砂防堰堤と足尾砂防堰堤が同程度の流出となっており,次いで中居砂防堰堤,赤岩橋の順に大きい。細粒成分の土砂量

の多寡は,観測所上流域の荒廃状況や地質等と相関がある5)と考えられるため,足尾銅山跡地や赤城山の火山性地質の影響

を受け,足尾砂防堰堤や川口川下流砂防堰堤では比較的細粒分の土砂流出が多くなっていると考えられる。一方で,足尾砂

防堰堤では掃流砂の流出が抑えられている可能性がある。 

4. 足尾砂防堰堤における出水時の土砂動態
4.1出水時の土砂動態 足尾砂防堰堤における令和元年台風第19号出水時の時間雨量,水位,容積土砂濃度,単位幅掃流砂量

の時系列的な変化を図6に示す。水位・濁度のﾋﾟｰｸが1つであるのに対し,掃流砂量は,増水期に掃流砂が増加した後,水

位ﾋﾟｰｸ時に掃流砂が減少し,減水期に2つ目のﾋﾟｰｸがある。水位・濁度のﾋﾟｰｸが1つであるのに対し,掃流砂に2つﾋﾟｰｸが

ある特徴は,平成29年台風第21号出水時,平成23年台風第12号出水時等,比較的規模の大きい出水で同様に確認され,足

尾砂防堰堤における土砂動態の特徴となっている。これは,3支川の合流地点であることの影響も考えられるが,出水前半

の流出土砂を捕捉し,後半で堆積した土砂が流出している可能性があり,広大な堆砂敷をもつ足尾砂防堰堤の施設効果を示

唆していると考えられる。現時点では,このﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝによる掃流砂の移動特性の把握結果を裏付けるﾃﾞｰﾀが無いため,今

後,検証が必要であると考えられる。

4.2 ヒステリシスループの特性 既往研究2)は,掃流砂・浮遊砂の両方で,異常な土砂生産時に,反時計回りのﾙｰﾌﾟが見られ

たことを報告している。足尾砂防堰堤における出水時のﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟを整理すると,図7の通り,掃流砂量は8の字のﾙｰﾌﾟ

が,細粒成分の土砂量は一部の出水で反時計回りのﾙｰﾌﾟが確認された。掃流砂のﾙｰﾌﾟは,増水期と減水期の掃流砂量が同程

度の場合(図7①)と,減水期の方が掃流砂量が多い場合(図7②)があり,これらの違いの分析は今後の課題である。

5. まとめ
本稿では,渡良瀬川流域内の流砂量観測所の現状と,流砂量観

測ﾃﾞｰﾀの整理から確認された流域毎の土砂動態の違いや,足尾砂

防堰堤の施設効果について示した。今後,不具合が生じている機

器の補修や,より高度な観測のための機器の拡充等に取り組む予

定である。これにより,土砂動態を裏付けるﾃﾞｰﾀの取得や,砂防

計画への活用,地域防災への活用を検討していく予定である。 
【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) 赤沼ら:魚野川

流域における流砂観測の取り組み～台風19号出水時における土砂移動の観測～, 

2020年度砂防学会研究発表会概要集,p.197-198,2020、4)野呂ら: 常願寺川にお

ける単位河道ﾓﾃﾞﾙによる水・土砂流出解析と適用性に関する試行,2020年度砂防

学会研究発表会概要集,p.119-120,2020、 5)土木学会編:水理公式集（平成11年

度版）,p.170-171,1999 

図 4 比流出土砂量（掃流砂） 
とｽﾄﾘｰﾑﾊﾟﾜｰの関係 図 6 足尾砂防堰堤における令和元年台風 19 号時の観測ﾃﾞｰﾀ 

図 5 比流出土砂量（浮遊砂） 
とｽﾄﾘｰﾑﾊﾟﾜｰの関係 

図 7 足尾砂防堰堤における出水時のﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟの特性 
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大野原橋における異なるﾀｲﾌﾟの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※・中嶋邦博

日本工営(株) 〇麻生あすみ・松岡暁・伊藤隆郭・矢下誠人・松田悟 
（※現所属は国土交通省中国地方整備局企画部）

1．はじめに
湯沢砂防事務所管

内の魚野川本川上流

に位置する大野原橋

観測所では ,2004年7
月から流心でのﾊﾟｲ

ﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ（ﾊﾟﾙｽ

式）・観測桝・水位計・

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

施されてきた1)。 
2019年10月の台風19号により一部機器が被災した

が,復旧に合わせてこれまでに設置・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,観測を継続している状況である。 
新たに設置したﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの初年度の観測結

果2)と,令和3年度に観測した出水を踏まえ,ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲ

ﾄﾞﾛﾌｫﾝの設置経過及びﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝとの観測結果

の比較（①観測機器の違い）,加えてﾊﾟﾙｽ式と国総研式

の観測結果の比較（②観測方式の違い）について整理

した。

2．大野原橋観測所における観測体制概要 
（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,表-1に示す観測機器が設置さ

れている。ﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝは国総研式の0.5mと2.0m
を設置しており,このうち2.0mにてﾊﾟﾙｽ数の計測を実

施している。ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝはﾊﾟﾙｽ式での観測であ

る。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については,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

いる。

表-1 大野原橋設置観測機器諸元

（2）観測機器の違い（ﾊﾟｲﾌﾟ型・ﾌﾟﾚｰﾄ型の比較）

ﾊﾟｲﾌﾟ型とﾌﾟﾚｰﾄ型の比較を行うにあたり,観測ﾃﾞｰﾀ

から粒径別流砂量を算出した。算出にあたっては,観
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てい

る。また,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

に粒度分布の推定を行った3)4)。

粒度分布の推定を踏まえ,ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの令和2
年度と令和3年度の粒径別流砂量を算出した（表-2,表
-3）。令和2年度は大きな規模（流量100m3/s以上）の

出水が確認されず,最大でも全掃流砂量が70m³程度

となったが,令和3年度には3月21日出水にて400m³近

い掃流砂量が算出された（流量100m3/s程度）。両年と

もに2.0～4.75㎜が算出された最大の粒径であり,全体

的に粒径が小さい結果となった。

表-2 出水毎の粒径別流砂量と全掃流砂量（R2ﾌﾟﾚｰﾄ型） 

表-3 出水毎の粒径別流砂量と全掃流砂量（R3ﾌﾟﾚｰﾄ型） 

今年度のﾊﾟｲﾌﾟ型の粒径別流砂量の算出結果（表-4）
とﾌﾟﾚｰﾄ型の結果を比較すると,全掃流砂量はﾌﾟﾚｰﾄ型

の算出結果が大きくなった。一方で,最大粒径につい

てはﾊﾟｲﾌﾟ型の算出結果が1ｵｰﾀﾞｰ大きくなる結果

（4.75～9.5㎜）となった。要因として,ﾊﾟｲﾌﾟ型の方が

凸形状となっていることから礫の衝突が多いことが

考えられるが,ﾌﾟﾚｰﾄ型の全掃流砂量が多く算出され

ている点からもﾌﾟﾚｰﾄ型の感度の高さや礫の2度当た

りなどの影響が推測される。

算出結果の要因については現在も分析を行ってい

るところであるが,水における礫や流砂の流れ方や出

水中のﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝへの礫の当たり方について把握し,実
現象に近い形で応答試験を行うことで,より精度の高

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）
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
濁度計 OBS-3+

流心

左岸

ﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ

出水
全掃流砂

(合計)
～0.85

mm
0.85～2.0

mm
2.0～4.75

mm
4.75～9.5

mm
9.5～19

mm
19～26.5

mm
26.5～37.5

mm
37.5～53

mm

令和2(2020)年
3月9日出水

8.89 9.68 4.93×10-1 0 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
4月17日出水

40.2 18.47 16.6 0 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
5月18日出水

0.13 5.26×10-1 0 0 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
7月4日出水

0.77 10.78×10-1 0 0 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
7月8日出水

10.2 7.72 2.73 0 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
7月15日出水

0.12 4.01×10-3 1.19×10-1 0 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
7月29日出水

0.33 4.90×10-1 0 0 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
9月4日出水

4.91 1.47 3.49 0 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
9月9日出水

66.9 3.78×10-1 17.9 48.7 0 0 0 0 0

令和2(2020)年
11月20日出水

4.44 6.99 0 0 0 0 0 0 0

単位：m
3

出水
全掃流砂

(合計)
～0.85

mm
0.85～2.0

mm
2.0～4.75

mm
4.75～9.5

mm
9.5～19

mm
19～26.5

mm
26.5～37.5

mm
37.5～53

mm

令和3(2021)年
3月21日出水

382 276 114 14.5 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
3月28日出水

138 60.6 78.5 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
4月17日出水

239 67.6 173 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
4月29日出水

17.9 44.6 0 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
6月4日出水

29.6 16 14.3 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
6月24日出水

0.17 5.47×10-4 1.67×10-1 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
7月12日出水

0.35 0 0 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
8月14日出水

38.9 164 0 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
9月6日出水

0.86 9.38×10-1 0 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
11月9日出水

73.2 10.6 59.3 3.47 0 0 0 0 0

単位：m
3

図-1 魚野川流域の流砂量観測所位置 

竜光遊砂池

登川水位観測所

清水下流
砂防堰堤

大野原橋

30km0
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い粒径別掃流砂量の算出へつなげていく必要がある

と考える。

表-4 出水毎の粒径別流砂量と全掃流砂量（R3ﾊﾟｲﾌﾟ型） 

令和3年4月17日の出水における1時間ごとの粒径

別流砂量時系列グラフからは,出水のﾋﾟｰｸ時にﾊﾟｲﾌﾟ

型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝにて一時的に掃流砂量が落ち込む結果が

認められた（図-2 矢印箇所）。これは出水により流砂

量が増加することでﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝに衝突する数も増加し,
ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ管内で音が飽和している状態と考えられる。

一方で,同出水のﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの計測結果では,流
量の増加に伴い流砂量が増加する結果が認められた。

ﾌﾟﾚｰﾄ型はﾊﾟｲﾌﾟ型のように頭打ちすることなく計測

できており,大きな規模の出水に対してはﾌﾟﾚｰﾄ型に

よる観測がﾊﾟｲﾌﾟ型に比べ優れていることが考えられ

る。このような違いは計器の形状や感度によるものと

考えられ,大野原橋ではﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝとﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲ

ﾄﾞﾛﾌｫﾝを比較できる環境にあることから,引き続き観

測を継続し,傾向把握を行っていく。

図-2 令和3年4月17日出水の粒径別流砂量 

（上：ﾊﾟｲﾌﾟ型、下：ﾌﾟﾚｰﾄ型） 

（3）観測方式の違い（ﾊﾟﾙｽ式・国総研式の比較）

掃流砂量についてﾊﾟﾙｽ式及び国総研式それぞれの

観測ﾃﾞｰﾀ（令和3年4月17日出水）を用いて整理した（図

-2,図-3）。水位は観測桝に設置された水位計で観測し

た値,流量はﾏﾆﾝｸﾞ式から算出した値を示す。また,ﾊﾟ

ﾙｽ式では5分毎のﾊﾟﾙｽ数積算値と推定式（ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝで

観測したﾊﾟﾙｽﾃﾞｰﾀと観測桝のﾃﾞｰﾀや電圧値との関係

から作成したｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ式）を用いて掃流砂量を算出

した。国総研式ではﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで算出された単位幅掃流

砂量に川幅を乗することで掃流砂量を算出した。結果

として,ﾊﾟﾙｽ式で観測したﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ（2.0m）と

ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝについては,増水期から減水期にか

けて右回りのﾋｽﾃﾘｼｽﾙｰﾌﾟがやや認められたが,国総研

式のﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ（0.5m,2.0m）についてはﾙｰﾌﾟが

認められない結果となった。このことから,ﾊﾟﾙｽ式に

おいては,水位上昇に伴う流砂量の増加状況を観測で

きている可能性が考えられる。

図-3 流量と掃流砂量の関係（ﾊﾟﾙｽ式）2021/4/17出水 

図-4 流量と掃流砂量の関係（国総研式）2021/4/17出水 

3．おわりに 

大野原橋のﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝについて令和2年度に

引き続き観測ﾃﾞｰﾀの傾向分析を行った。過年度よりも

規模の大きい出水が観測されたものの,粒径別流砂量

が小さくなる結果となった。要因については今後も検

証を続ける。また今後観測を継続しながら,ﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊｲ

ﾄﾞﾛﾌｫﾝとﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ,ﾊﾟﾙｽ式と国総研式の観測

結果の比較を行うことで,設置地点の出水特性や観測

目的に応じた機器の適応性の検証を行うことが望ま

しい。
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出水
全掃流砂

(合計)
～0.85

mm
0.85～2.0

mm
2.0～4.75

mm
4.75～9.5

mm
9.5～19

mm
19～26.5

mm
26.5～37.5

mm
37.5～53

mm

令和3(2021)年
3月21日出水

154 3.44 63.6 81.1 5.67 0 0 0 0

令和3(2021)年
3月28日出水

88.8 25.7 4.55 52.4 6.82 0 0 0 0

令和3(2021)年
4月17日出水

94.7 28.6 4.04 47.1 15.7 0 0 0 0

令和3(2021)年
4月29日出水

9.29 4.33 2.23 3.4 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
6月4日出水

16.6 2.15×10-1 1.12 10.9 4.38 0 0 0 0

令和3(2021)年
6月24日出水

0.05 4.04×10-2 5.88×10-3 0 9.03×10-3 0 0 0 0

令和3(2021)年
7月12日出水

0.00 2.62×10-3 1.62×10-3 0 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
8月14日出水

20.7 3.04×10-1 6.55 13.8 2.65×10-2 0 0 0 0

令和3(2021)年
9月6日出水

0.28 1.89×10-1 2.71×10-2 9.84×10-2 0 0 0 0 0

令和3(2021)年
11月9日出水

80.3 5.03×10-2 3.30×10-1 11.3 68.5 0 0 0 0
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Q-Qb パルス方式（国総研2.0m/6mmプレート型） 6mmプレート 64倍 2.0m 16倍

No. 時刻 水位(観測桝)(m) 流量(m3/s) 時刻 パルス数(回/5分) 掃流砂量(m
3
/s) パルス数(回/5分) 掃流砂量(m

3
/s)

1 増水 2021/4/17 19:34 0.61 66.50 2021/4/17 19:34 1723.00 0.01809 787.00 0.01299

2 増水 2021/4/17 20:34 0.64 72.66 2021/4/17 20:34 2139.00 0.02246 1196.00 0.01973

3 増水 2021/4/17 21:34 0.70 85.41 2021/4/17 21:34 3701.00 0.03886 2025.00 0.03341

4 増水 2021/4/17 22:34 0.79 104.18 2021/4/17 22:34 3226.00 0.03387 1788.00 0.02950

5 増水 2021/4/17 23:34 1.10 178.76 2021/4/17 23:34 4332.00 0.04549 2533.00 0.04179

6 減水 2021/4/18 0:34 1.03 161.42 2021/4/18 0:34 4628.00 0.04859 2538.00 0.04188

7 減水 2021/4/18 1:34 0.99 151.62 2021/4/18 1:34 3555.00 0.03733 2316.00 0.03821

8 減水 2021/4/18 2:34 0.90 129.39 2021/4/18 2:34 2752.00 0.02890 1802.00 0.02973

9 減水 2021/4/18 3:34 0.82 110.16 2021/4/18 3:34 3366.00 0.03534 1830.00 0.03020
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No. 時刻 水位(観測桝)(m) 流量(m3/s) 時刻 単位幅掃流砂量(m3/s/m) 掃流砂量(m
3
/s) 単位幅掃流砂量(m3/s/m) 掃流砂量(m

3
/s)

1 増水 2021/4/17 19:34 0.61 66.50 2021/4/17 19:27 0.00016 0.00733 0.0000003 0.00001

2 増水 2021/4/17 20:34 0.64 72.66 2021/4/17 20:27 0.00044 0.01959 0.0000005 0.00002

3 増水 2021/4/17 21:34 0.70 85.41 2021/4/17 21:27 0.00167 0.07516 0.0000025 0.00011

4 増水 2021/4/17 22:34 0.79 104.18 2021/4/17 22:27 0.00025 0.01125 0.0000003 0.00001

5 増水 2021/4/17 23:34 1.10 178.76 2021/4/17 23:27 0.00198 0.08912 0.0000033 0.00015

6 減水 2021/4/18 0:34 1.03 161.42 2021/4/18 0:27 0.00163 0.07336 0.0000025 0.00011

7 減水 2021/4/18 1:34 0.99 151.62 2021/4/18 1:27 0.00085 0.03822 0.0000010 0.00005

8 減水 2021/4/18 2:34 0.90 129.39 2021/4/18 2:27 0.00056 0.02531 0.0000006 0.00003

9 減水 2021/4/18 3:34 0.82 110.16 2021/4/18 3:27 0.00066 0.02964 0.0000008 0.00004
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富士山大沢川における土砂流出実態把握に向けた取組み 

国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 藤平 大，村松 弘一，田中 僚※１，大幢 匠※２ 

アジア航測株式会社 西村 直記，○中村 圭裕，勝又 善明，臼杵 伸浩 

京都大学名誉教授  水山 高久 

※１：現 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

※２：現 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所

 はじめに 
富士山大沢川は富士山西側斜面に位置する国内最大規

模の崩壊地である「大沢崩れ」を源頭部に有する急流河川

である。大沢崩れでは、年間平均 10 万 m3以上の土砂が

斜面崩壊等により生産され、谷底に堆積した土砂が土石

流として大沢川扇状地まで流下している。国土交通省富

士砂防事務所では、1970年（昭和 45年）の開所以来、大

沢川における土砂災害防止のための砂防事業を実施して

いる。 

2021 年には、3 月 21 日と 8 月 18 日に大規模な土石流

が発生し、源頭部から扇状地下流までに設置されている

各種機器により観測された。本稿では大沢川に整備され

た観測機器によるデータを用いて、2021 年に発生した土

石流の流出実態の把握を試みた。また、源頭部に設置され

ているインターバルカメラ画像を用いて土砂流出検知手

法について検討を行った。 

 大沢川の土砂流出観測体制 
大沢川には土砂流出観測のために CCTV カメラ、水位

計、土石流検知センサー（LVPセンサー）、ハイドロフォ

ン等の機器が整備されている。また、大沢崩れの対策工事

現場周辺には 6 台のインターバルカメラが設置され、冬

季も含めて年間を通じて 1 枚/5 分の画像が取得されてい

る。また、大沢川扇状地の直上流の岩樋観測所には、荷重

センサーが設置され、超音波水位計のデータと荷重デー

タ等から流下する土砂量を算出する土石流監視システム

が構築されている。

図 1 岩樋観測所の観測機器設置状況 

 2021年の土石流観測実態 
2021年は 3月 21日と 8月 18日に大規模な土石流が発

生した。大沢川に設置された各種センサーでデータが取

得され、これらをもとに各出水における土砂流出実態に

ついて解析した。 

  2021年 3月 21日に発生した土石流 

3月 21日に発生した土石流は、航空レーザ計測（LP）

データの解析結果より、大沢川源頭域から 1 回の土石流

として観測史上最大となる 41.6万m3の土砂が流下し、岩

樋部から扇状地へ約 48.2 万 m3 の土砂が流下したことが

明らかとなった。源頭域の御中道雨量観測所では最大時

間雨量 21mm（3/21 11:00～12:00）、連続雨量 97mm（3/21 

03:00～13:00）を観測した。岩樋観測所での土砂流出状況

を把握するため、CCTVカメラ映像を 10分間隔で分割し、

各映像内で平均的な規模の出水場面 1分間をコマ送り（1

コマ=0.033秒）にして、水位・流速を読み取った。読み取

った水位・流速から、土石流のピーク流量は約 290.4m3/s

（水位 1.9m、流速 16.9m/s）、解析期間内（270分）の総流

量は約 88.0万m3となった。荷重センサーでは流量ピーク

の 20分前に約 4.0tを計測しているが、荷重センサーの底

面圧力（水頭）の観測に不具合があり、土石流監視システ

ムでは流下土砂量の計算ができなかった。そこで解析期

間内総流量（約 88.0 万 m3）で LP データ解析による流出

土砂量（約 48.2万m3）が流出したと仮定すると、当該土

石流の土砂濃度は 0.33 となった（粗度係数=0.1，空隙率

=0.6）。この時、扇状地下流に設置されたハイドロフォン

では、水位ピーク付近で観測されたパルスと同程度の値

が約 5 時間にわたって観測されていることから、扇状地

に堆積した土砂が後続流により流下し続けたものと推察

される。 

図 2 土石流の発生状況（2021年 3月 21日 14:30） 

図 3 水位とハイドロフォンパルス（2021年 3月 21日） 
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2021年 8月 18日に発生した土石流 

8月 18日に発生した土石流は、LPデータの解析結果よ

り、岩樋部から扇状地へ約 42.1 万 m3の土砂が流下した。

この時、上流の御中道雨量観測所では最大時間雨量 79mm

（8/18 06:00～07:00）、連続雨量 1,089mm（8/12 15:00～

8/18 10:00）を観測した。岩樋観測所の CCTV カメラ画

像から読み取った水位・流速から土石流ピーク付近の流

量を算出したところ、ピーク流量は約 255.2m3/s（水位 2.9m、

流速 9.2m/s）、解析期間内（270分）総流量は約 58.7万m3

であった。また、荷重センサーは流量ピークの 10分後に

約 1.5t を計測している。3月 21 日と同様に、解析期間内

総流量（約 58.7 万 m3）で LP データ解析による流出土砂

量（約 42.1万m3）が流出したと仮定すると、当該土石流

の土砂濃度は 0.43となった。3月 21日の土石流と比較し

てピーク時の水位は大きいものの、荷重センサー等で観

測されたデータから流下した土砂量は 3月 21日より少な

いものと推察され、これは LPデータ解析から得られた扇

状地への流下土砂量の多寡と整合的であった。この時、扇

状地下流のハイドロフォンでは、水位が上昇する前から

水位ピーク付近と同程度のパルスが観測された。これは 3

月 21日の土石流で扇状地に大量の土砂が堆積し、土砂流

出がしやすい状況にあったためであると考えられる。 

図 4 土石流の発生状況（2021年 8月 18日 10:30） 

図 5 水位とハイドロフォンパルス（2021年 8月 18日） 

 土砂流出の自動検知手法の開発 
大沢川源頭域（大沢崩れ）の対策工事現場周辺では、年

間を通じた土砂動態を観測するため、6台のインターバル

カメラが設置され、1 枚/5 分の静止画が取得されている。

これらの画像を用いて、深層学習による土砂流出の自動

検知手法を開発した。 

自動検出手法では、深層学習のうち主に画像認識に利

用されるニューラルネットワークの一種である、畳み込

みニューラルネットワーク（Convolutional Neural Network）

を使用した。大沢川は、平常時は流水がなく降雨時に流水

が生じる渓流で、流水発生時やその前後で土砂変動が確

認される。こうした流域の特性を踏まえ、抽出対象を流水

（清水・濁水）とし、物体検出を実施した。 

物体検出は、画像の中から物体の位置と定められた種

類（クラス）を判定する方法である。物体が写った画像と、

物体の位置を示す矩形領域およびクラス情報をペアとし

たデータ（アノテーションデータ）を多数準備して学習を

行い、学習済みモデルを用いて、未知の画像上の位置・ク

ラスを推定するものである。物体検出ネットワークは、

SSD の発展版である RefineDet [Shifeng Zhan+, 2017]を使

用した。 

学習データセットの一部を使いモデルを構築し、学習

に使用していない残りの画像で検証を行った結果、再現

率は清水が約 6割、濁水が約 8割という結果が得られた。

主要な澪筋は適切に検出されており、出水が起こってい

るか否かの判定は可能であることを確認した。 

図 6 深層学習による出水検知結果例 

さらにアノテーション作業をしていない画像について、

本手法を用いて推論を行った結果、清水および濁水を適

切に検出していることを確認した。今後、この手法をイン

ターバルカメラ画像の解析に用いることにより、土砂変

動箇所の抽出を大幅に効率化することが可能となると期

待される。 

 おわりに 
本稿では、富士山大沢川に設置された各種観測機器を

用いて、土石流等による土砂流出実態を把握する手法に

ついて検討した。大沢崩れでは、2021 年に発生した既往

最大規模の土石流により河床侵食が進行し、今後も土砂

流出が継続する可能性がある。既設機器によるデータを

蓄積するとともに、土砂流出実態に不明点が多い大沢崩

れにおける観測手法についても検討を進め、大沢川にお

ける土砂流出実態の解析を行うことが望まれる。また、深

層学習等の最新の解析手法を活用した土砂流出検知手法

を活用することにより、カメラ画像から土砂流出を検知

し、警戒避難や観測体制の強化の早期構築につなげるこ

とが期待される。 
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天然ダムに含まれる巨礫が越流侵食過程と洪水流出過程に与える影響 

静岡大学 農学部 ○高山翔揮・今泉文寿

1. はじめに

天然ダム材料は，一般的に幅広い粒度分布をも

つ．例えば，トルコのTorum川に形成された天然ダ

ムは，1.4×10-4–2.5×103 mm の粒径の粒子から構成

される（Duman et al., 2009）．通常の川の流れによ

っては輸送されない巨礫が天然ダムの越流侵食過

程と洪水流出過程に与える影響については，未解

明な部分が大きい．

従来の天然ダムの越流侵食過程に関する数値シ

ミュレーションモデルは，一様な粒径の天然ダム

を想定している．このことは，幅広い粒度分布で

構成される実際の天然ダムへの適用を難しくする．

 本研究は，水路実験により巨礫が越流侵食過程

と洪水流出過程に与える影響を解明し，混合粒径

の天然ダムに適用可能な数値シミュレーションモ

デルを構築した．

2. 実験方法

全長 360 cm，幅 10 cm の矩形断面水路を使用し

た（図-1）．実験水路に高さ 15 cm，天端幅 15 cm，

上流法面勾配 30°，下流法面勾配 20°の台形の天

然ダムを作製した．ダム天端には，水路側岸に沿

って深さ 2 cm の切欠きを設けた．天然ダム材料は，

ダムへの流入水により運搬されない礫（巨礫を模

擬）と運搬される砂を混ぜ合わせたものを使用し

た．天然ダムの巨礫の含有率，流入流量が異なる 6

ケースの実験を行った．実験の再現性を確かめる

ため，実験ケースごとに 3 回ずつ実験を行った．

3. 数値シミュレーションモデル

高橋・中川（1993）が提案した一様粒径の天然

ダムの越流侵食過程を再現する平面 2 次元の数値シ

ミュレーションモデルに，平野（1971）が提案す

る交換層モデルを導入することで，混合粒径の天

然ダム越流決壊の数値シミュレーションモデルを

構築した．このモデルは，粒子の移動条件式が導

入されており，選択的な粒子の輸送を表現するこ

とができる．また，流れ勾配に，河床勾配や水面

勾配ではなくエネルギー勾配を用いたため，流れ

の非定常性が侵食過程に与える影響を考慮する．

4. 結果と考察

実験開始後，湛水位は徐々に上昇し，湛水位が

ダム天端の切欠き部の高さに達すると，越流が生

じた（図-3）．越流水は，ダム下流法面を水路側岸

に沿って侵食し，決壊流路を形成した．この流路

は，越流水の侵食により深くなり，側岸の崩壊に

より拡幅した．その後，ダム天端は越流水によっ

て後方に侵食された．この後退侵食がダム上流法

肩に達した後，最大ダム高さが低下するために大

きな洪水流出が発生した．巨礫を含む天然ダムの

決壊流路には，複数の段差があった（図-3 の 30 s）．

一方で，巨礫を含まない天然ダムの決壊流路の縦

断形状は，滑らかであり，段差はなかった．

図-1 （A）実験装置縦断図．（B）ダム縦断

図．（C）ダム横断図 
図-2 (A)実験の礫と砂．(B)各ケースのダム材

料．ダム材料はこれらの礫と砂からなる． 
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本研究で構築したモデルは，実験で観察された

後退侵食のプロセスを適切に表現した（図-4）．越

流水は，ダム天端から離れるにつれて，流速が大

きくなり，河床せん断力は大きくなる．そのため，

ダム天端直下は，作用する河床せん断力は小さい

ために巨礫が移動せず，ダム天端から離れた地点

には大きな河床せん断力が作用するために巨礫も

移動する．これにより，ダム天端直下に急勾配な

流路が形成される（図-4 の 55 s）．この急勾配流路

が後退することにより，急激な最大ダム高の低下

が引き起こされ，大きな洪水流出が発生した．

実験と計算の両方において，巨礫を含む天然ダ

ムの流出ハイドログラフは，巨礫を含まない天然

ダムの流出ハイドログラフよりも，切り立った形

状をしており，流出ピーク流量は大きかった（図-

5）．この結果は，巨礫は，侵食パターンを変化さ

せることによって後退侵食を活性化し，最大ダム

高の低下速度を大きくするために流出ピーク流量

を増大する効果があることを示す．ただし，巨礫

には，越流水の掃流力による土砂輸送を緩やかに

する効果もあるため，必ずしも流出ピーク流量が

大きくするわけではない．

5. おわりに

本研究は，巨礫が，天然ダムの侵食パターンを

変化させることによって，流出ピーク流量を大き

くする効果があることを明らかにした．これは，

天然ダム決壊の洪水リスク管理において重要な意

味をもつ．また，本研究で構築した数値モデルは，

幅広い粒度分布をもつ天然ダムの決壊洪水を予測

する有効なツールになることが期待される．

参考文献 

Duman et al., 2009, Eng. Geol., 104, 66–79 

高橋・中川，1993，水工学論文集，37，699–704 

平野，1971，土木学会論文報告集，195，55–65 

図-3 巨礫を含む天然ダムの決壊過程の実験結果 図-4 巨礫を含む天然ダムの決壊過程の計算結果 

図-5 流出ハイドログラフの計算結果と実験結果（A）巨礫を含む Case 1，（B）巨礫を含まない Case 4 
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稲又谷川における河床変動計算の試行

国土技術政策総合研究所 ○坂田 剛・泉山寛明・山越隆雄

１．背景
深層崩壊に起因する土石流は,頻度は少ないものの発生した場合には規模が大きくなり,被害想定の実施は砂防計画

上重要である.土木研究所資料第 4240 号 1)では,深層崩壊に起因する土石流の数値計算手法がまとめられており,数値
計算に用いるハイドログラフの設定例(以下土研方式と示す)も示されている.土研方式は,「ピ―ク流量は最大で,継
続時間は最短な現象に近い」2)現象を想定しており,条件によっては実現象に対して過大な流量・流速が算出されて
しまう場合がある.      
土研方式では, 数値計算に崩壊地脚部でのハイドログラフを用いることを想定しており,崩壊開始直後から高橋の

抵抗則の断面平均流速で土塊が移動すると仮定して,崩壊地頂部から脚部までの移動時間(継続時間)を導いている 3).
しかし,実際には崩壊開始直後は土塊の移動速度が遅く,時間の経過とともに底面からの抵抗を受けながら定常速度に
至るはずである.そこで,本研究では流速の時間的な変化を考慮して継続時間を算出し,深層崩壊に起因する土石流の
数値計算を実施した場合の計算結果を比較することにより,数値計算に用いるハイドログラフ作成手法の検討を行う
ことを目的とする. 

２．研究方法
２．１ 対象とする現象

 数値計算の対象とする流域は,山梨県南巨摩郡早川町の稲又谷川とした(図 1).稲又谷川の上流には,「八潮崩れ」
と呼ばれる大規模な崩壊地が存在し,令和元年 10月の台風 19 号と令和 2 年 7月豪雨の出水によって拡大崩壊し,土
砂流出が確認された.災害前後の令和元年 8 月と令和 2 年 8 月に航空レーザー測量(以下 LP と示す)が実施され,そ
の結果 2 回の拡大崩壊による崩壊土砂量は 596.5 万㎥(空隙込み)と推定されている 4). 

２．２ 継続時間の算出
崩壊土塊の抵抗則に関する芦田ら 5)の式(1)を用い,崩壊地頂部から脚部(崩壊斜面長約 1579m)まで土塊が移動する

時間(継続時間)を求めた. 

𝒅𝒅𝑼𝑼𝒇𝒇
𝒅𝒅𝒅𝒅

= 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 − 𝝁𝝁k
(1-λ)(𝝆𝝆𝒈𝒈-𝝆𝝆) 

𝝆𝝆𝒇𝒇
𝒈𝒈cos𝒈𝒈 − 𝝆𝝆l𝒇𝒇

𝝆𝝆𝒇𝒇𝑨𝑨𝒇𝒇
𝒇𝒇𝒃𝒃𝑼𝑼𝒇𝒇

𝟐𝟐 (1)

ここに𝑼𝑼𝒇𝒇：土塊の移動速度,𝒈𝒈：重力加速度,𝒈𝒈：斜面勾配,𝝁𝝁k：固体動摩擦係
数,λ：土塊の空隙率,𝝆𝝆𝒈𝒈：土粒子の密度,𝝆𝝆：間隙水の密度,𝝆𝝆𝒇𝒇：土塊の平均密
度,l𝒇𝒇:土塊の長さ(崩壊斜面長),𝑨𝑨𝒇𝒇：土塊の断面積,𝒇𝒇𝒃𝒃：土塊の流体抵抗係数で
ある.LP の計測期間内に 2 回の拡大崩壊が発生しているが,それぞれの崩壊
による崩壊土砂量は不明であるため,崩壊土砂量の等しい崩壊が 2 回発生し
たと仮定した.ハイドログラフは三角形状で 2 波とし,1 波目と 2 波目の時間
間隔は 9 時間とした(図 2).計算結果を比較するため同一条件で土研方式で
もハイドログラフを設定した. 

２．３ 一次元河床変動計算
上記のハイドログラフ設定法を用い,土石流及び土砂流の一次元河床変

動計算を実施した.流れ全体の連続式及び運動方程式は,式(2),(3)の通りとし
た.土砂の連続式は式(4)の通りとした. ここに A：流れの断面積, 𝒖𝒖：流速,𝑬𝑬m

：侵食・堆積速度,B：流れの幅,H：水位,𝝉𝝉𝒃𝒃：河床せん断応力,𝝆𝝆𝒅𝒅:土石流全体
の密度,C：土石流全体の土砂濃度,𝑪𝑪∗：河床の堆積土砂濃度である.抵抗則に
は,高橋の抵抗則 6)を適用し,侵食・堆積速度の計算には中川・高橋らの式 7)

を採用した. 
計算に用いた地形データは,令和元年 8 月の LP データとした.計算区間の

上流端を八潮崩れの崩壊地脚部とし,下流端は雨畑川との合流点とした.計
算点間隔を 100m とし,表 1 の 8 通りの計算ケースについて各計算点での河
床位・ピーク流量等を計算した. 

𝝏𝝏𝑨𝑨
𝝏𝝏𝒅𝒅

+ 𝝏𝝏𝒖𝒖𝑨𝑨
𝝏𝝏𝝏𝝏

= 𝑬𝑬𝒎𝒎𝑩𝑩 (2),
𝝏𝝏𝒖𝒖𝑨𝑨
𝝏𝝏𝒅𝒅

+ 𝝏𝝏𝒖𝒖𝒖𝒖𝑨𝑨
𝝏𝝏𝝏𝝏

= −𝒈𝒈𝑨𝑨 𝝏𝝏𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏

+ 𝝉𝝉𝑩𝑩
𝝆𝝆𝒅𝒅
𝑩𝑩(3),

𝝏𝝏𝑪𝑪𝑨𝑨
𝝏𝝏𝒅𝒅

+ 𝝏𝝏𝒖𝒖𝑪𝑪𝑨𝑨
𝝏𝝏𝝏𝝏

= 𝑬𝑬𝒎𝒎𝑪𝑪∗𝑩𝑩(4)

３．研究結果
３．１ 河床変動高
図 3,図 4 にケース 1-3-1 の河床位とピーク流量及び河

床変動量の縦断変化を示した.図 3 では,破線が計算結果
の最終河床位,緑の実線が令和 2 年 8 月の LP による河床
位,赤の実線がピーク流量を示している.図 4 では,実線が
LP による令和 2 年 8 月の河床位から令和元年 8 月の河床
位を引いた差分値を示し,破線が計算結果の河床変動量
を示す.計算開始点直下では,侵食傾向を示し,計算開始点
から 1000～2000m付近に大部分の土砂が堆積する結果と

図 1 対象箇所の位置図 

表 1 計算ケース 

検討ケース
継続時間[s]
×2波

ピーク流量
[㎥/s]
×2波

投入した
(水＋土砂)の
総量[㎥]

投入した
土砂量[㎥]

土砂濃度 勾配[°] モデル

ケース1-1-1 95.1 62,723 5,965,000 2,982,500 0.50 17 芦田らμk0.45
ケース1-1-2 15.4 386,503 5,965,000 2,982,500 0.50 17 土研方式
ケース1-2-1 95.4 57,554 5,487,800 2,743,900 0.50 17 芦田らμk0.45
ケース1-2-2 17.5 313,521 5,487,800 2,743,900 0.50 17 土研方式
ケース1-3-1 92.3 64,626 5,965,000 2,743,900 0.46 17 芦田らμk0.45
ケース1-3-2 13.5 443,288 5,965,000 2,743,900 0.46 17 土研方式
ケース1-4-1 98.3 60,712 5,965,000 3,221,100 0.54 17 芦田らμk0.45
ケース1-4-2 17.9 333,948 5,965,000 3,221,100 0.54 17 土研方式

図 2 ハイドログラフの設定イメージ

(ケース 1-1-1 1 波分)
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なった.稲又第三砂防堰堤下流域では,ほとんど土砂が堆積しておらず,LP の差分値を良好には再現できていない. 
表 2 に数値計算による計算区間の堆積量,河床位の残差(計算の最終河床位-令和 2 年 8 月の LP による河床位)の

RMS,標準偏差及び絶対値の最大値を示した. 
 LP の結果より,計算区間の河道内に堆積した土砂量は,空隙込みで 442.7 万㎥(萬徳ら 4)の数値をもとに算出)であ

り,堆積土砂の空隙率を 0.3～0.4と仮定すると,堆積した実質の土砂
量は,約 265.6 万～309.9 万㎥となる.この堆積土砂量と比較すると,
ケース 1-4-1 と 1-4-2 以外は,LP から算出した堆積土砂量の範囲内
にある.

河床位の残差は,ケース 1-3-1 で RMS と標準偏差および残差の絶
対値の最大値が最小になっている

３．２ 流速とピーク流量
既往の研究 4)では,稲又第三砂防堰堤地点及び堰堤上流部の流速

とピーク流量が推定されている(表 3). 
数値計算による各地点での流速とピーク流量(表 4)を表 3 の推定

値と比較すると,稲又第三砂防堰堤地点の流速は推定値の 2.0～2.8
倍程度の値となっているが,ピーク流量はケース 1-1-1,1-1-2,1-3-1
及び 1-3-2 では,概ね推定値と一致する.一方堰堤上流 3.5km 地点で
は,流速が推定値の 1.9～7.0倍程度となり,推定値よりもかなり過大
になっている.この地点でのピーク流量は,0.7～5.6 倍程度となって
おり,推定値を下回るケースもあった. 堰堤上流 3.0km 地点では,流
速は推定値の 1.3～6.8 倍程度となっている.ピーク流量はケース 1-
1-1 と 1-3-1 では推定値の範囲内となっているが,土研方式では推定
値の 2.4～5.9 倍となっている.
芦田らと土研方式のピーク流量を比較すると,堰堤上流 3.5km 及

び 3.0km 地点では,土研方式の方が芦田らよりも 2～7 倍程度大き
な値となっている.稲又第三砂防堰堤地点では, 芦田らと土研方式
のピーク流量は概ね同じになっており, 崩壊地から離れるほど数
値計算に用いるハイドログラフの違いがピーク流量に及ぼす影響
は低減している. 

４．結論
土研方式とは異なる継続時間算出方法を用いてハイドログラフ

を設定することにより河床変動計算における河床位の再現性は,土
研方式よりも芦田らの結果の方が良好であった.一方で,どの計算結果
でも稲又第三砂防堰堤下流の堆積量が少なく,実際の堆積傾向と乖離
していた. 
ピーク流量は,稲又第三砂防堰堤地点と堰堤上流 3.0km 地点では

既往研究と整合する値が得られた.本研究では,崩壊した土塊が連続
的に土石流化すると想定したが,実際の崩壊土塊の運動はもっと複
雑であった可能性がある.今後は土塊の運動形態に着眼し,より実現
象を再現できるモデルを検討していく. 
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表 3 既往研究 4)による流速とピーク流量の推定値

検討ケース

堰堤上流
約3.5km
での流速
(m/s)

堰堤上流約
3.5kmでの
ピーク流量
（㎥/s）

堰堤上流
約3.5kmで
の流動深
(m)

堰堤上流
約3.0km
での流速
(m/s)

堰堤上流約
3.0kmでの
ピーク流量
（㎥/s）

堰堤上流
約3.0kmで
の流動深
(m)

稲又第三
砂防堰堤
での流速
(m/s)

稲又第三砂
防堰堤での
ピーク流量
（㎥/s）

稲又第三砂
防堰堤での
流動深(m)

ケース1-1-1 38.5 93,648 22.0 59.0 54,160 6.3 21.6 2,273 1.7
ケース1-1-2 101.5 445,069 39.7 171.6 421,360 16.8 21.8 2,377 1.7
ケース1-2-1 37.7 89,694 21.5 52.4 46,355 6.1 20.9 1,955 1.5
ケース1-2-2 90.1 353,615 35.5 146.9 323,383 15.1 20.9 1,975 1.5
ケース1-3-1 40.4 108,418 24.3 71.5 70,873 6.8 24.4 4,180 2.7
ケース1-3-2 138.1 665,129 43.6 183.1 513,816 19.2 24.7 4,386 2.8
ケース1-4-1 37.0 88,232 21.6 35.4 32,257 6.2 18.0 1,058 0.9
ケース1-4-2 78.8 243,829 28.0 115.1 210,776 12.5 17.6 973 0.9

表 4 流速とピーク流量の計算結果 

表 2 河床位の計算結果

検討ケース
計算区間の
堆積土砂量[㎥]

河床位の残差
のRMS[m]

河床位の残差
の標準偏差
[m]

河床位の残差
の最大値[m]

ケース1-1-1 2,990,094 10.78 10.70 27.3
ケース1-1-2 2,974,422 11.12 11.04 30.7
ケース1-2-1 2,754,030 10.27 10.13 25.5
ケース1-2-2 2,724,407 10.49 10.34 27.5
ケース1-3-1 2,763,864 9.46 9.31 23.3
ケース1-3-2 2,744,432 9.62 9.46 24.3
ケース1-4-1 3,220,988 12.25 12.21 31.5
ケース1-4-2 3,206,054 12.46 12.43 34.0

稲又第三砂防堰堤 

図 3 河床位とピーク流量の縦断変化の一例 
(ケース 1-3-1)

図 4 河床変動量と LP による差分値の一例 
（ケース 1-3-1）
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焼岳足洗谷における渓床堆積土砂量の変化と流出過程に関するシミュレーション 

京都大学大学院工学研究科（現：国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所） 〇小林正直 

京都大学防災研究所 藤田正治・宮田秀介・山野井一輝 

１． はじめに 

土石流発生に寄与すると考えられる渓床堆積土砂量は，

凍結融解作用や崩壊といった土砂生産現象によって増加

し経年的な降雨流出のほか土石流発生による侵食によっ

ても減少する．本研究では岐阜県高山市に位置する神通川

水系足洗谷を対象に，源頭部の焼岳が噴火してから 40年間が

経過して以降の土砂生産と降雨流出及び土石流による土砂流

出を念頭に置いた土砂動態モデルを用いて渓床堆積土砂量

の変化とその流出過程について検討する． 

２．既往モデルによる土砂動態解析 

凍結融解作用による土砂生産を泉山ら 1)が開発してきた

モデルで解析し，得られた土砂生産分布のほか降雨デー

タを基に土砂の河道への供給及び斜面における降雨流出

と河道における土砂輸送・流出及び蓄積を山野井ら 2)の開

発してきた土砂動態解析モデルの SiMHiS で解析する．

計算期間は 2003-2019 年の 17 年間であり，降雨データは

この流域から最も近いアメダス栃尾地点の時間降雨データ

を用いた． 

2003-2019 年における凍結融解作用による足洗谷全域

の生産土砂量は 11,234[m3]であり，土石流発生源である

源頭部斜面で特に多くなっている．図 1 に示すのが，得ら

れた土砂生産分布を考慮した 2003 年から 2019 年にかけ

ての 17 年間継続して土砂の生産・供給・流出を考慮したと

きの土砂動態の最終的な結果であり，2003 年時点の初期

河床に比べた 2019 年末の河床変動の値と河道脇に崖錐

として貯留された土砂の量で示している．これによると，土

石流発生源である黒谷及び白水谷の源頭部河道で河床

が大きく上昇しており，生産された土砂の大半が流出せず

源頭部河道に貯留される結果となっている．また，図 2 に

示す足洗谷全体で見た時の河道への供給土砂量(赤)と流

出土砂量(青)の差にあたる貯留土砂量の変化量(黒)は，計

算開始直後は負の値を示すものの，供給土砂の増加に伴

って増加し最終的に 17 年間で足洗谷全体の河道に供給

された土砂の内約 25%の 16,794[m3]の増加となり，土石

流ポテンシャルの増加を示した． 

３．河道土砂の安定解析を考慮したモデルによる土砂動

態解析 

経年的な土砂生産と降雨流出を考慮した解析により渓

床土砂は蓄積を続け，土石流ポテンシャルが上昇していく

ことが示されたが，解析による土砂の蓄積は実態よりも過剰

であると考えられ，実際には何らかのマスムーブメントによ

る土砂の流出が考えられる．そこで，本研究では流砂形態

として考慮している掃流砂と浮遊砂に加えて土石流の発生

を念頭に置いた新たな河道土砂流出モデルを提案して解

析を行う． 

土石流化の条件には無限頂長大斜面の安定条件式を

用い，河道における水深が河道堆積土層に対する安定限

図 1 河床変動解析結果(2003-2019) 

図 2 足洗谷全体における渓床堆積土砂量の変化 
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界費を超えた場合に河道土砂が全て流出するものとした．

各河道には堆積土層を流れる浸透流を定義し，浸透流量

に寄与する河道土層の透水係数:𝑘𝑐を変化させた各ケース

で河道内土砂の動態の解析を行った．図 3 は白水谷の源

頭部河道における堆積土層厚の変化を前項と同様の計算

条件で解析した図で，透水係数が比較的大きいケース(0.3

～0.5[m/s])では堆積土層が増加し続けているのに対し，小

さいケース(0.1～0.2[m/s])では土層が 1m に満たない範囲

で変動している様子が分かる．これは，透水係数が少なく，

浸透流量が少ない河道において大規模な降雨イベントの

度に土層が飽和しやすくなることから表面流を生起しやす

くなり，土砂あるいは土層の流出を繰り返していることが理

由である．図 4 の河道における(水深:ℎ/土層厚:𝐷)の比の

推移で示す通り，透水係数が小さいケースでは降雨イベン

トに対応して土層が飽和しやすい挙動を示しており，土砂

流出の限界水深比:(ℎ 𝐷⁄ )𝑐𝑟𝑖のこの河道における値である

0.7 を繰り返し超えて土砂流出と再びの土砂供給による土

層の回復とのサイクルを繰り返すことが分かった．一方で透

水係数が比較的大きいケースでは土層が飽和しにくいこと

から表面流による土砂の輸送あるいは土層の流出も発生し

にくくなっており，土砂が生産・供給されても輸送されない

ことから土層厚が上昇し，さらに土層が飽和しにくくなること

から土砂が溜まり続ける一方になるということが分かった． 

実際には土砂が溜まり続けるといった状況や土砂がほと

んどない状況といった両極端な状態を示し続けるようなこと

は考えづらく，流域内における河道の透水係数やその他

の状態変化について考慮することでより詳細な検討・解析

ができるものと考えられる． 

４．まとめ 

本研究では土石流発生域における土石流ポテンシャル

の要因としての渓床堆積土砂量の変化と土石流発生を念

頭に置いた河道土層流出モデルを用いた土砂動態解析

について検討した．凍結融解による土砂生産を考慮した解

析では，2003 年から 2019 年までの 17 年間で河道に供給

された土砂の半数以上が河道に貯留され渓床堆積土砂が

増加する傾向が明らかとなった．このような土砂は源頭部

に堆積していることで急激な降雨と水の供給及び侵食によ

って土石流化することが考えられる．一方で，河床変動量

としてはそれぞれの源頭部河道における値が実態よりもや

や過剰であると考えられ，なんらかのマスムーブメントによ

る土砂輸送があるものと推察された．そこで河道土層の流

出を考慮したモデルを用いて解析を行った結果，各河道

の透水係数といったパラメータにより河道における堆積土

層の変動傾向が著しく異なることが示され，透水係数が低

い場合では繰り返し土層が飽和して流出と回復を繰り返す

という結果，透水係数が大きい場合では土層が飽和しない

ことから土砂流出が少なくさらに土層が飽和しにくくなり土

砂が増加し続けるという結果となった．土石流発生源にお

ける土砂動態解析のさらなる発展が期待される． 

参考文献 

1) 泉山寛明・堤大三・藤田正治：地質を考慮した風化

基岩における凍結融解による土砂生産量の推定方

法，砂防学会誌，No.68，Vol.5，pp.10-20，2016．

2) 山野井一輝：土砂生産・土砂供給仮定を考慮した土

砂流出モデルの開発とその応用に関する研究，京

都大学学位論文，2017．

図 4 白水谷源頭部河道における河道(水深/土層厚)比

の推移 

図 3 白水谷源頭部河道における河道浸透流量及び

河道土層流出を考慮した時の河床変動の推移 
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湯沢砂防事務所の流砂観測に関する試み 

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所 鈴木啓介＊・中嶋邦博
(＊現所属は国土交通省中国地方整備局企画部) 

日本工営株式会社 〇矢下誠人・松岡暁・伊藤隆郭・麻生あすみ・松田悟・五十嵐和秀

1．はじめに
湯沢砂防事務所管

内では,魚野川本川上

流(大野原橋),登川補

助基準点付近 (登川

水位観測所),登川上

流 (清水下流砂防堰

堤),芋川補助基準点

付近(竜光遊砂地)の
計4箇所(図-1)におい

て ,ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ・水位

計・濁度計等機

器を用いた流砂

観測を実施し,観測値をもとに各流域の土砂流出の傾

向解析等を実施してきた。一方,出水時の礫衝突によ

るﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝの破損や,濁度計の異常値,幅の広い観測断

面における横断的な水位・流況の差異,装置上流の河

床状況の経年的変化等が確認されており,これらを受

けて,「より堅ろうな機器導入」,「補完的な観測手法

の検討」,「現況地形を用いた流況分析」等を試みた。 

2．登川水位観測所における流況分析
2.1.流況分析の目的と方法 
登川におけるﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ等機器を用いた流砂観測は,

幅70mの観測断面のうち,一部を対象としたものであ
り,断面全体を通過した時間当たり掃流砂量を推定す
るには,機器が「横断的に見て代表性のある箇所」に
設置されている必要がある。装置設置時には上記を鑑
み,機器を水・土砂が集まりやすい,床固工切欠部周辺
に配置した。一方,平成23年新潟・福島豪雨時に活発
な土砂生産・河床浸食が確認された1)ものの,近年河床
は堆積傾向であったものと考えられ,観測装置周辺で
は砂州が形成され,装置周辺の水・土砂の通過を妨げ
ている可能性が懸念された。そこで,(一財)砂防・地す
べり技術センター開発の「J-SAS」を用いて,流況分析
を実施した。地形ﾃﾞｰﾀは,最新のLP(令和1年実施)によ
る1mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀを用いた。計算条件は,土砂無し水の
みが流下する設定とした。対象流量は,ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ観測
の対象となる中小規模出水(3年及び10年確率規模の2
ｹｰｽ)相当とし,一定流量・1時間継続して流し,流れが安
定した状況を,「結果」として参照することとした。
2.2.結果・考察

計算結果を表-1及び図-3に示す。登川水位観測所の

流量ﾌﾗｯｸｽは,3年規模では,横断方向平均値の1.22倍(右
岸側装置)・1.13倍(左岸側装置),最大値の0.99倍(右岸

側)・0.92倍(左岸側)であった。10年規模では,平均値の

1.22倍(右岸側)・1.13倍(左岸側),最大値の1.00倍(右岸

側)・0.92倍(左岸側)であった。左右岸いずれの装置位

置も,横断方向平均以上の流量ﾌﾗｯｸｽであり,水が集ま

りやすく,横断的に見て代表性のある箇所であるもの

と考えられた。

表-1 観測断面におけるメッシュ毎流量ﾌﾗｯｸｽ(m2/ｓ)

（左：流量450m3/s,右：流量270m3/s） 
左岸 平均流量比 最大流量比
4.00 0.660 0.538
5.03 0.829 0.677
5.84 0.963 0.786
6.17 1.017 0.830
6.26 1.032 0.843
6.43 1.060 0.865
6.17 1.017 0.830
6.66 1.098 0.896
6.79 1.120 0.914

① 6.86 1.131 0.923
4.93 0.813 0.664
4.25 0.701 0.572
4.93 0.813 0.664
5.71 0.941 0.769
6.08 1.002 0.818
6.16 1.016 0.829
6.54 1.078 0.880
7.00 1.154 0.942
7.30 1.204 0.983

② 7.43 1.225 1.000
7.39 1.218 0.995
7.18 1.184 0.966
7.07 1.166 0.952
6.72 1.108 0.904
6.61 1.090 0.890
6.32 1.042 0.851
5.77 0.951 0.777
4.90 0.808 0.659
3.39 0.559 0.456

右岸 平均流量比 最大流量比

6.07 平均値
7.43 最大値

左岸 平均流量比 最大流量比 設置機器
2.84 0.768 0.628
3.45 0.933 0.763
4.18 1.131 0.925
4.34 1.174 0.960
4.34 1.174 0.960
4.42 1.196 0.978
4.12 1.115 0.912
4.39 1.188 0.971
4.50 1.218 0.996

① 4.17 1.128 0.923 ハイドロフォン・底面流速計
2.67 0.722 0.591
1.89 0.511 0.418
2.50 0.676 0.553
3.12 0.844 0.690
3.48 0.942 0.770
3.53 0.955 0.781
3.71 1.004 0.821
4.02 1.088 0.889
4.30 1.163 0.951

② 4.49 1.215 0.993 ハイドロフォン・底面流速計
4.52 1.223 1.000
4.40 1.191 0.973
4.35 1.177 0.962
4.07 1.101 0.900
3.90 1.055 0.863
3.57 0.966 0.790
3.17 0.858 0.701
2.72 0.736 0.602
2.02 0.547 0.447

右岸 平均流量比 最大流量比

3.70 平均値
4.52 最大値

観測装置設置位置は、砂州から外れてお
り、右岸・左岸とも、横断的に見て水が集ま
りやすく、観測に適した箇所であった

砂州が形成さ
れ、流量フラ
ックスが小さく
なっている

写真

右岸より流心を望む

図-2 登川 メッシュ毎流量フラックス(㎡/ｓ)と水深(ｍ)

2.3.今後の方針

令和1年時点では,装置箇所が横断的代表性を有し

ていたことが確認された。今後,他の観測所の検証を

行うとともに,登川についても,砂州拡大等が懸念され

るため,定期的な再分析が必要であると考える。 
3．ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝによる掃流砂観測 
大野原橋では,平成31年よりﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝを用

いた掃流砂観測を実施している2)。ﾌﾟﾚｰﾄ型は,ﾊﾟｲﾌﾟ型
と同じﾏｲｸ・ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟを,縦100×横500×厚さ6(㎜)のｽﾃ
ﾝﾚｽ製箱に内蔵した構造である(図-3)。河床から突き出
た構造のﾊﾟｲﾌﾟ型に比べ,ﾌﾟﾚｰﾄ型は礫衝突による変形
が生じづらいと考えられる。 
3.1.ﾌﾟﾚｰﾄ型記録可能ﾊﾟﾙｽ数
処理した電圧が一定値を

超えた回数(パルス数と呼称)
について,ﾊﾟｲﾌﾟ型では4,000
回/5分を超えるとそれ以上記
録できない特性が報告され
ている2,3)。令和3年3月21日
のｸﾞﾗﾌを図-4として示す。上のｸﾞﾗﾌ(ﾊﾟｲﾌﾟ型ﾊﾟﾙｽ数のｸﾞ
ﾗﾌ)では,特に大きい増幅率のﾌﾟﾛｯﾄは,土砂移動が活発で

図-1 魚野川流域の流砂量観測所位置 

竜光遊砂池

登川水位観測所

清水下流
砂防堰堤

大野原橋

30km0

図-3ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ 
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あったと考えられる3/21 19時・3/22 5時頃,ﾊﾟﾙｽ数3,000
回前後の時系列的に見てやや平坦な分布となった。一方,
下のｸﾞﾗﾌ(ﾌﾟﾚｰﾄ型)では,同時刻を頂点とした山なりの分
布が確認され,ﾋﾟｰｸ時には6,000回/5分以上のﾊﾟﾙｽ数が記
録された。このことから,ﾊﾟｲﾌﾟ型ではﾋﾟｰｸ時に記録でき
るﾊﾟﾙｽ数が飽和し,ﾌﾟﾚｰﾄ型では飽和せずに観測できたも
のと考えられる。
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ﾄ型ﾊﾟﾙｽ数(令和3年3月21日)

3.2.大野原橋 ﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ観測の課題
ﾌﾟﾚｰﾄ型で取得したﾊﾟﾙｽ数を掃流砂量に換算するには,

観測桝ﾃﾞｰﾀに基づく相関式が必要である。ﾌﾟﾚｰﾄ型設置
後取得したﾃﾞｰﾀをﾌﾟﾛｯﾄした図-5を以下に示す。2021年3
月21日のﾃﾞｰﾀ(黄色ﾌﾟﾛｯﾄ)は,2020年に取得できたﾃﾞｰﾀ
(紫・青ﾌﾟﾛｯﾄ)に比べ,観測桝掃流砂量に対するﾊﾟﾙｽ数が
多い傾向であったことが示される。

2020年ﾃﾞｰﾀと2021年ﾃﾞｰﾀの傾向の差異につい
て,2021年3月には大野原橋周辺で河道内工事が実施さ
れており,仮締切・河床掘削等が土砂の流送に影響し,生
じたものである可能性があると考えられる。

今後は,工事の影響のない,梅雨・台風による出水時の

ﾃﾞｰﾀを複数回取得し,降雨による土砂生産・土砂移動の

解析・傾向把握に適した相関式作成を試みる。
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図-5 大野原橋 ﾊﾟﾙｽ数-観測桝捕捉土砂量散布図 

4.竜光遊砂地における画像解析
平成16年に発生した新潟県中越地震により活発な

土砂生産が生じた芋川流域において,平成22年より機
器を用いた流砂観測を実施してきた。既往研究4)を参
考に,濁度計出力値に基づく浮遊砂量Qsや係数αに着
目すると,令和3年度を含め近年は,平成22年頃の値に
比べて浮遊砂量Qsが小さい傾向にある(図-6)他,係数
αが経年的に減少している(図-7)。これは,平成16年
以降土砂移動が落ち着き,地すべり対策事業等が進捗
した流域の状況と合致する傾向である,と考えられる。 
一方,濁度計では,検知部が土砂に埋もれる・草が絡

まる等が原因と考えられる異常値が数回記録された

ため,濁度計観測を補完する手法を検討した。 

画像解析は,既往研究5)と同様の方法を採用した。 
出水時(2019年10月12日,2020年7月7日,2021年7月

5日)の水面画像を解析した結果(図-8),いずれも,濁度

計に基づく土砂容積濃度が高い時間帯において，画像

の色情報のうちr成分が大きくなる傾向が認められ,r
成分に着目することで,「濁り」を定性的に捉えられ

る可能性があるものと考えられる。課題：今後は,rgb
成分と濁度の定量的評価手法を検討していく。 
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5．おわりに 
従来のﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ・濁度計を用いた流砂観測の堅ろう

化,横断的に見た装置設置位置の流況検証,補完的な観
測手法の試行等を実施し,それぞれ有用であることが
確認された。一方,確認された課題についても,今後の
観測を通じて,解決・改善策を検討する予定である。 
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土石流構成材料の粒径区分と先頭部粒度偏析との関係 

鳥取大学大学院工学研究科 ○虫明寛人，和田孝志，三輪 浩 

１.背景と目的 土石流は大小様々な砂礫で構成されており，流下に伴って比較的粒径の大きい砂礫が先頭部に集積

するという特徴（以下，先頭部粒度偏析と称する）がある．そのため，土石流が集落等へ到達すると大きな人的・

物的被害を与える．一方で，この特徴は透過型砂防堰堤での閉塞効果をもたらす等，防災上利用可能であるため，

先頭部粒度偏析メカニズムの解明は土石流被害の防止・軽減において重要である．先頭部粒度偏析メカニズムを解

明するため，これまで多くの水路実験や考察がなされてきたが，土石流構成材料に含まれる細粒成分や中間サイズ

の粒径成分が先頭部粒度偏析に及ぼす影響に着目した実験はなされていない．そこで，本研究では砂成分を含有す

る 3 粒径階の混合砂礫土石流に関する水路実験を行い，砂成分を含有していない同条件での既往実験結果 1)と比較

することで，砂成分または中間サイズの粒径成分が先頭部粒度偏

析へ及ぼす影響を検討する．

２.実験の概要 本実験では実験水路 A，B の 2 つを用いた．実験

水路 A は水路長 100 cm（移動床長 L = 90 cm），水路幅 7 cm，実

験水路 B は水路長 350 cm（固定床 50 cm，移動床長 L =300 cm），

水路幅 10 cm の直線水路である．本実験砂は，平均粒径 10.7 mm，

7.1 mm，3.0 mm，1.4 mm，0.6 mm の 5 つのほぼ一様な砂礫を用

いた．実験条件は，平均粒径 0.6 mm 以外の混合する 2 つの粒径

階と使用水路（流下距離）を変化させて表-1 に示す 12 ケースを

設定し，実験結果のばらつきを考慮して各ケースで同じ実験を 3

回実施した．全ケースで単位幅供給流量を 0.67 cm²/s，土砂の初期堆積厚を 5 cm，水路勾配を 15°に設定している．

なお，以下の考察では，3 つの粒径階を大きいものから，大粒子成分，小粒子成分，砂成分と称し，3 粒径階の総体

積に対するそれぞれの割合を PL，PS，Psandと定義する． 

３.実験結果と考察 図-1 は流下距離 300 cm，Case 2 の砂成

分含有・非含有条件における土石流先頭部の PLの時間変化を

示している．この図に示されるように，砂成分を含有するこ

とで先頭部の大粒子集積の進行が低下したこと，土石流の到

達時間が短くなることがわかる．前者は，砂成分を含有する

ことによって流動層内の平均的な粒子間距離が狭くなり，比

較的小さい粒子のパーコレーションによる土石流流動層内で

の逆グレーディングの形成が抑制されたためと考えられる．

また，後者は，砂成分の混入による全体の平均粒径の減少が，

流下時における砂礫間の摩擦・衝突等によるエネルギー散逸

を低下させ，土石流流速を増大させたことが原因と考えられ

る．加えて，この土石流流速の増大も流動層内のパーコレーションを抑制する要因となったことも考えられる． 

図-2は Case 1 と Case 2 における流下距離 300 cm での土石流先頭部の PL，PS，Psandの時間変化を示している．Case 1

と Case 2 では小粒子成分だけが異なっている．小粒子成分が比較的大きい Case 1 では，土石流先頭部の Psandはほ

ぼ 0 であり，PLが初期存在割合より増大し，PSが初期存在割合より減少する傾向がみられる．これは，砂成分を含

有しない既往実験結果 1)と同様の傾向であった．一方，小粒子成分が比較的小さい Case 2 では，土石流の最先頭部

では，Case 1 と同じく PLが初期存在割合より増大，PS，Psandが初期存在割合より減少するが，その直後からは PL

表-1 各実験Caseの実験砂粒度構成 

図-1 砂成分含有・非含有条件における先頭部大粒子

存在割合の時間変化 

（上図：本実験Case 2，下図：既往実験1）） 

Case
粒度構成

大小粒径
(mm)

大小粒径
配合割合

dm0

(mm)

Case 1
水路A

10.7, 7.1, 0.6

大16%
小64%
細砂20%

7.52
水路B

Case 2
水路A

10.7, 3.0, 0.6 5.96
水路B

Case 3
水路A

10.7, 1.4, 0.6 5.83
水路B

Case 4
水路A

7.1, 3.0, 0.6 4.21
水路B

Case 5
水路A

7.1, 1.4, 0.6 3.89
水路B

Case 6
水路A

3.0, 1.4, 0.6 1.83
水路B
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が初期割合に戻り，PS が初期割合より増大し，さらに後

続では PS が減少すると Psand が増加する傾向が見られた．

これらのことから，先頭部粒度偏析は比較的大きさの近い

2 つの粒径成分の存在割合の交換が連鎖的に重なって発

達していることが示唆された．また，最先頭部の Psand が

最も小さいことを踏まえると，パーコレーションは土石流

中のより小さい粒子から発生し，パーコレーション対象粒

子の次に大きい粒子の存在割合を一旦増加させるが，増加

した粒子もやがてパーコレーションの対象となり，さらに

その次に大きい粒子の増加に寄与するという過程を経て

先頭部粒度偏析が発達すると考えられた．このことは，土

石流粒度構成の中で比較的小さい粒径成分が先頭部粒度

偏析へより強く影響することを示唆している．なお，パー

コレーション対象粒子の次に大きい粒子が対象粒子に近

い粒径の場合はさらに大きい粒子のパーコレーションが

発現しやすい傾向も確認されており，この場合はパーコレ

ーション対象粒子とその次に大きい粒子の粒径が一体と

なったパーコレーションが発生すると考えられる． 

図-3 は，本実験および既往研究 1)2)における先頭部大粒

子存在割合 PLと無次元掃流力 τ*との関係を示している．

なお，本実験結果の PLについては既往研究結果と比較す

るため，砂成分を除いた 2 粒径成分の総体積に対する大

粒子成分の体積としている．この図から砂成分含有の有

無にかかわらず反比例の関係が確認でき，τ*では多様な

粒度構成の土石流における先頭部粒度偏析のパラメータ

として適していると考えられる．なお，比較的 PLが大き

い結果は主に宮本 2)の実験によるものであるが，宮本 2)

の実験では先頭部粒度偏析の発達を増大させると考えら

れる流下距離（L=12m）がその他の実験よりも十分大き

い．しかし，この結果の範囲には本実験や前田ら 1)の実験結果も含まれており，これらはいずれも大小粒子成分の

粒径が最も大きい組み合わせ（大粒子 10.7 mm，小粒子 7.1 mm）の結果である．これらの条件での PLが大きくなっ

た原因として，小さい粒径成分によるパーコレーションだけでなく，比較的大きい粒子同士の衝突による大粒子の

乗り上げが考えられ，パーコレーション以外の先頭部粒度偏析メカニズムも考慮する必要がある．また，宮本 2)の

水路勾配 22°の実験では PLが小さくなっているが，これは宮本 2)が確認しているように，水路勾配が大きくなるこ

とで重力の流下方向成分が大きくなり，水路鉛直方向のパーコレーションが発生しにくくなったためと考えられる． 

４.おわりに 本研究より，土石流が砂成分を含むことで先頭部粒度偏析の進行が低下することを確認し，砂成分が

先頭部粒度偏析に及ぼす影響を検討した．また，土石流流下に伴う 3 粒径成分の存在割合の変化過程から，先頭部

粒度偏析の発達過程について考察できた．しかし，本実験では土石流構成土砂の配合割合が 1 パターンのみであり，

土石流構成土砂の配合割合パターンを変更して実験を行うことで，本研究で得られた考察を検証する必要がある． 

 

参考文献 1) 前田ら：2021 年度砂防学会研究発表会概要集，pp.49-50，2021，2) 宮本：立命館大学博士学位論文，pp.73-94，1986  

 

 

図-2 中間サイズの粒径成分が異なる条件における 

各粒径成分存在割合の時間変化 

（中間サイズ粒径7.1 mm：Case 1，粒径3.0 mm：Case 2） 

 
図-3 本実験および既往実験における無次元掃流力τ*と 

先頭部大粒子存在割合PLの関係 
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連続的に発生する土石流における侵食について 

Erosion in the deposition of continuous debris flow 

神戸大学大学院海事科学研究科 

〇足利健介・片岡幹人・宮田秀介・Gomez Christopher 

〇Kensuke ASHIKAGA・Mikito KATAOKA・Shusuke MIYATA・Gomez CHRISTOPHER 

 The debris flow in the title is one of the natural disasters. Water, wind, earthquakes and so on are various factors 

of landslide disasters, and it is often seen to shave lands. Many people lose their lives and houses due to landslide 

disasters caused by sudden heavy rains and earthquakes. In the soil where rain has penetrated a lot due to heavy 

rain, there are many disasters such as debris flow, landslides, and cliff collapses, and these countermeasures are 

needed. In this study, we observed the debris flow which occurred continuously. The structure of sediments was 

observed by simulating debris flow. The eroding of debris flow into the soil and the height change of each layer 

were observed. The difference of erosion for each point was confirmed from the difference of the thickness of the 

soil after the occurrence of the debris flow. (143 words)

1．背景と目的

近年、激しい雨が局地的に降るゲリラ豪雨や、

梅雨時の大雨が増える等，我が国の降雨規模は増

大している。国土交通省の調べでは，雨量の増加

に伴って国内の土砂災害の発生件数も増加して

おり，激しい豪雨の際は甚大な被害を受ける場合

があることがわかっている（国土交通省，2018年）。

毎年 1000件前後の土砂災害が発生しており、2018

年 7 月豪雨では，土砂災害発生件数 2581 件，死

者 119人件となっていることから，土砂災害を防

止・軽減することが近年の重要な課題となってい

る。本研究では，これら土砂災害の一つである土

石流の堆積形状に着目している。先行研究の水路

実験では土石流堆積地に土砂は敷かれておらず

（高橋，1980），自然の土石流を考えた際、土石流

は地上の土砂を侵食しながら進んでいくと考え

たため，実験では土台に土砂を敷き，侵食の有無

や層の厚さ変化を観察した。 

2．実験の方法 

実験は宇治川オープンラボラトリーの幅 20cm，

長さ 519cm，勾配 19.41°の水路で行った。この水

路下流端（河口）は，土石流扇状地を模した縦

200cm，横 200cm，勾配 0.71°の水路（土台）に接

続されている。カラーサンドを用いて土石流のシ

ミュレーションを行い、堆積の様子を観察した。

土台に敷く土砂（厚さ 3cm）は赤色の土で統一し

た。土石流を 3回続けて発生させ、それぞれ実験

1(緑色のカラーサンドを使用)，実験 2(黄色),実

験 3(灰色)と名付けた。 

各実験の土石流が堆積した後に,堆積物全体の

連続写真を撮り, SfMソフト(Agisoft Metashap)

より3次元モデルを作り，DEMデータを作成した。

また，実験 3の終了後，堆積土砂の中央線にて土

台からの各層の厚さを断面より計測した。加えて，

堆積物のサンプルを採取し，間隙率を計測し各点

での侵食の程度と照らし合わせた。 

図 1：実験の堆積例 

3. 結果と考察

図 1 は土台土砂（赤色）と各実験の堆積にて，

上流から下流を結ぶ中央線の DEMデータを重ねた

ものである。グラフの色は土の色と対応しており，
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堆積の全長も見て取れる。図 3∼5は各層の土石流

堆積厚の分布示したものであり，図中の実線は各

実験終了後の厚さ，青の点は実験 3終了後のそれ

ぞれの層の厚さを示す。 

図 2：各実験後の厚さ 

図 3：土台土砂の厚さ変化 

 

図 4：実験 1の層の厚さ変化 

図 5：実験 2の層の厚さ変化 

 図 3∼5において土石流による侵食の影響が確認

された。図 3 に注目すると，河口からの距離が 0

∼0.2m では実測値が元の高さより低く，0.3∼0.6m

では実測値がグラフの値と同程度であることが

分かる。これは図 4、5でも見られ，土台土砂の層

と同様に侵食されていることが見て取れる。断面

ではカラーサンドの混合が見られ，視覚からも侵

食があったことが確認された。 

また，図 4、5に注目すると，土石流先端のエネ

ルギーの大きさが分かる。河口からの距離 0.4∼

0.5m では実測値がグラフより大きく土砂がたま

っていることが分かる。これは 0.2∼0.3m 付近で

侵食が起こったあと，下の層による摩擦で土砂が

停止し充填するからと思われる。図 6は実験 2の

間隙率であり，侵食が大きい 0.4m と土石流の先

端である 0.6mの値が小さいことが見て取れる。 

図 6：実験 2の間隙率 

4. 結論と今後の展望

土石流の堆積形状において，土壌の有無が大き

く関係していることが分かった。侵食の考慮は目

に見えない土砂量の変化を考えることにつなが

ると考える。また，下の層との摩擦があることか

ら，下の層の土砂を巻き込み，土砂量が大幅に増

える可能性も考えられる。本実験は土石流のシミ

ュレーションにおける堆積および流下土砂量の

補正につながると思われる。今後の展望としては

サンプル内の色の割合に注目し，流れた土石流が

扇状地のどこに大きな影響をもたらしたのか考

察することや，色をつけた棒を使い流木の影響を

考え，より自然に近い状況で実験を行うことなど

を考えている。 

5. 参考文献

・著：高橋保『土砂流出現象と土砂害対策』（2006）  

・著：高橋保『土石流の機構と対策』(2004)

・国土交通省，最近の土砂災害発生状況：

<https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/jir

ei.html＞，2022年 2月アクセス 
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流路勾配変化に伴う土石流流動特性の段階的遷移過程 

鳥取大学大学院工学研究科 ○三島大侃，和田孝志，三輪 浩 

１．はじめに 土石流被害をより厳密に予測するためには，山地渓流の出口より氾濫場に供給される土石流の性状

をより正確に捉える必要がある．このためには，縦断的に多様な勾配変化を有する山地渓流を流下する間に，土石

流の性状がこれらの勾配変化によってどのような影響を受け，どのように変化するかを把握することが重要である．

本研究では，2 種類の勾配を設定可能な変勾配水路を用い，水路上流側を土石流が発生・流下する急勾配（15°），

水路下流側を掃流状集合流動となる緩勾配（9°）にそれぞれ設定し，供給流量，土石流粒度構成の条件をそれぞれ

変化させる水路実験を行うことで，規模や粒度構成が異なる土石流の「流動形態（輸送土砂濃度，流動深）」と「土

石流内部の粒度偏析」が流路勾配変化によってどのような過程を経て

変化するかを把握した．

２．実験概要 実験に使用する水路は，図 1に示す水路長 350 cm，

水路幅 10 cm の変勾配水路であり，当該水路の下流から 150cm 地点

を境界として上下流の勾配をそれぞれ別個に設定可能である．本実験

では，上下流勾配を 15°一様，9°一様，15°→9°の変勾配に設定した．

なお，変勾配においては下流側の流下距離を 50 cm，70 cm，100 cm，

150 cm の 4 種類に変化させ，それぞれの下流端で 4 つの採砂箱を連

結した可動式連結土砂受けを用いて土石流を捕捉し，輸送土砂濃度お

よび各粒径砂礫の存在割合を計測した．また，勾配変化点から下流方

向を正として+10 cm，+50 cm，+70 cm，+100 cm の位置に超音波水位

センサーを設置し，土石流流動深を計測した．土石流の粒度構成は

表 1に示す 6 種類（Case 1～6）とし，供給流量は 2.0 L/sec，1.0 L/sec

の 2 種類とした．なお，上記条件の結果の一部には和田ら 1)2)の結

果を引用している． 

３．実験結果と考察 表 2は，粒度構成（Case）別の各計測地点（+50 

cm，+70 cm，+100 cm，+150 cm）における 4 つの採砂箱で捕捉した

土石流の平均輸送土砂濃度𝐶̅を供給流量別に示している．この表よ

り，全ての条件で勾配変化点からの距離が大きくなるほど下流側勾

配の輸送土砂濃度に遷移していることがわかる．また，粒度構成が

比較的小さく，土石流規模が大きいほど，上流側勾配の

輸送土砂濃度を維持していることがわかる．これは，土

石流の運動エネルギーが大きい場合は勾配変化点通過

後も流動層中の砂礫の分散が維持されるが，砂礫の運動

エネルギーが小さい場合は勾配変化により砂礫にかか

る重力の鉛直下向き成分が増加することで流動層中の

分散を維持できず土砂輸送形態が掃流状集合流動に早

く遷移するためと考えられる．  

平均輸送土砂濃度，4 つの採砂箱で捕捉した土石流の

平均大粒子存在割合，先頭部到達から 3 秒間の平均土石

流流動深について，一様勾配 15°および 9°の値𝐶1̅5°，𝐶9̅°，

表 1 実験条件 

Case 使用実験砂 
供給

流量 

設定水路

勾配 

Case 1 粒径 10.7 mmの一様砂 

2.0 L/s 

1.0 L/s 

(一様勾配) 

9°, 15° 

(変勾配) 

上流 15° 

下流 9° 

Case 2 粒径 7.1 mm の一様砂 

Case 3 粒径 3.0 mmの一様砂 

Case 4 粒径 1.4 mmの一様砂 

Case 5 
7.1 mm：3.0 mm＝4：1 

の混合砂 

Case 6 
7.1 mm：3.0 mm＝1：4 

の混合砂 

50cm 70cm 100cm 150cm

Case1 0.186 0.065 0.060 0.057 0.031 0.065

Case2 0.256 0.133 0.136 0.110 0.061 0.071

Case3 0.326 0.203 0.189 0.178 0.152 0.123

Case4 0.353 0.192 0.202 0.196 0.209 0.143

Case5 0.259 0.163 0.132 0.121 0.074 0.062

Case6 0.308 0.221 0.182 0.175 0.135 0.136

勾配9度一様の
輸送土砂濃度

一様砂礫

混合砂礫

勾配変化点からの距離
計測地点(cm)

勾配15度一様の
輸送土砂濃度

50cm 70cm 100cm 150cm

Case1 0.255 0.148 0.129 0.134 0.110 0.104

Case2 0.278 0.158 0.146 0.156 0.126 0.097

Case3 0.258 0.161 0.157 0.156 0.156 0.130

Case4 0.278 0.160 0.156 0.157 0.161 0.123

Case5 0.253 0.166 0.158 0.150 0.129 0.111

Case6 0.300 0.199 0.156 0.148 0.163 0.129

一様砂礫

混合砂礫

計測地点(cm)
勾配15度一様の
輸送土砂濃度

勾配変化点からの距離 勾配9度一様の
輸送土砂濃度

1.0L/s

2.0L/s

表 2 粒度構成別・供給流量別の平均輸送土砂濃度 

図 1 実験水路 

可動式連結
土砂受け

15度

勾配変化点
(+0cm地点)

給水

9度

15度

9度

水位センサー

給水

15度

9度

給水

15度

9度

給水
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𝑃𝐿̅̅ ̅15°，𝑃𝐿̅̅ ̅9°，ℎ̅15°，ℎ̅9°（流動深については高橋の土石流断面平均流速式
3)と連続式により算出）と各計測地点での計

測結果𝐶�̅�，𝑃𝐿̅̅ ̅𝑥，ℎ̅𝑥から以下の式を用いて，勾配変化点からの流下距離別の遷移完了割合𝐼𝐶̅𝑥，𝐼𝑃𝐿̅̅ ̅̅ 𝑥，𝐼ℎ̅𝑥を求めた． 

 図 2は，𝐶̅を指標とした供給流量別の遷移完了割合を表して

いる．輸送土砂濃度では，上述の通り，運動エネルギーが小さ

い条件（土石流規模が小さく，粒度構成が粗い条件）では流下

距離の増大に対する遷移完了割合の変化量が大きく，勾配変化

点より比較的近い距離で遷移が完了する傾向が見られる．反対

に運動エネルギーが大きい条件では流下距離によらず比較的

一定の輸送土砂濃度となり，遷移の進行が顕著でない．また，

どちらの供給流量の場合でも，勾配変化点から 50 cm の地点で

すでに 6～8 割程度遷移が完了していることが示唆される．図 3

は𝐶̅を指標とした供給流量 1.0 L/s での遷移完了割合を表してい

るが，粒度偏析においては勾配変化点から 100 cm～150 cm の

区間で大きく遷移が進行している．図 4に示すℎ̅を指標とした

供給流量 1.0 L/s での遷移完了割合をみると，バラつきは大きい

ものの，𝐶̅を指標とした場合と同様に，運動エネルギーが小さ

い条件ほど流下距離の増大に対する遷移完了割合の変化量が

大きく，勾配変化点より比較的近い距離で遷移が完了する傾向

が見られた．ただし，勾配変化点から 50 cm の地点での遷移完

了割合は𝐶̅と比較してやや小さく，ℎ̅の遷移は𝐶̅の遷移よりも遅

れて現れる可能性が示唆される．以上のことから，勾配変化に

伴って，まず土石流内部の砂礫移動厚（土砂濃度）が減少し，

流動深の減少，そして先頭部粒度偏析の増大へと移る過程を経

ることで土石流の流動形態遷移が進むことが示唆された． 

４．あとがき 本研究で行った実験結果から，土石流の運動エ

ネルギーと流動形態の遷移速度との関係が定性的に明らかにな

った．また，流路勾配変化によって，上流側勾配を流下した土

石流の輸送土砂濃度，先頭部粒度偏析，流動深がどのような順

序で変化し，下流側の流動形態に遷移するかについて把握でき

た．特に，先頭部粒度偏析の遷移は，勾配変化点通過後しばら

く経過してから遅れて発生する傾向が見られ，先頭部粒度偏析

への勾配変化の影響は輸送土砂濃度や流動深等の基本的水理量

の変化に伴う二次的なものである可能性が示唆された． 

 上記の推察は，輸送土砂濃度，先頭部粒度偏析，流動深の変

化過程を独立と見なしているが，これらはそれぞれ密接に関連

したものである．したがって，これらの推察の妥当性について

は土石流流動メカニズムに基づく更なる検証が必要である． 

参考文献 1) 和田・小林・三輪：第 10 回土砂災害に関するシンポジウム論文集，pp.139-144，2020．2) 和田・竹村・三輪：第

73 回土木学会中国支部大会発表概要集，pp.125-127，2021．3) 高橋：京都大学防災研究所年報第 20号 B-2，pp.405-435，1977． 
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河床条件が土石流挙動に及ぼす影響の定量的評価 

京都大学大学院農学研究科 〇井原直紀 中谷加奈 正岡直也 小杉賢一朗 

1. はじめに

日本は急勾配の山麓部にまで住宅地や道路が整備さ

れているため、近年頻発する豪雨で土石流が発生する

と流動・氾濫・堆積による被害が発生する。土石流被害

を軽減するためには、その挙動や被害範囲の正確な推

定や、適切な避難方法などの防災計画が求められる。 

既往の検討では、山間部の斜面や自然河道を想定し

て、構成材料や規模を変えた土石流挙動に関する実験

が数多く実施される。河床の状態は土石流が流下する

際の挙動に影響を与えることが推測されるが、住宅地

内の道路や流路を流下する場合と自然河道を流下する

場合の河床条件の違いによる土石流挙動の差について

の定量的な検討はほとんどされていない。 

土石流の影響範囲の把握には土石流シミュレーショ

ン（以降、計算と呼ぶ）が有効で、計算は上流の山間部

から下流の住宅地まで共通の粗度係数を用いることが

多い例えば 1),2)。しかし、山間部の自然河道と住宅地の道

路や人工的な流路では河床条件が大きく異なるため、

一律の粗度係数を設定した計算では、土石流の挙動や

被害範囲を適切に把握できるか疑問が残る。 

本研究では、河床の抵抗が小さな道路、構造物が設置

された流路、自然渓流の３種類を想定した粗度板を用

いて水路実験を行い、河床条件が土石流挙動に及ぼす

影響を検討して、土石流計算に役立つ知見を得ること

を目的とした。 

2. 実験方法

実験には、流路長 2 m、流路幅 7 cm の矩形断面の直

線水路を用いた(図 1)。勾配は 10 度及び 15 度である。

水路の底面には 3 種類の粗度板（Ｂ0：平滑面、Ｂ1：4 

mm 角アクリル材を 3 cm 毎に配置した桟状粗度、Ｂ2： 

5～7 mm 径白砂、3 号砂を全体に配置した礫状粗度）

を用いた（図 2）。B0 では河床の凹凸がほとんど無く、

B1 や B2 は構造物や土砂を設置した影響により、河床

の凹凸が大きい。 

図 1 実験水路の外観 

図 2 用いた粗度板(上から順に B0、B1、B2) 

実験には代表粒径 4 mm の混合土砂を用いた。一部

の土砂は判別を容易にするために、赤及び黄色に着色

した。水路の下端から 140 cm～160 cm 地点に混合粒径

の土砂を堆積させ、飽和するまで水を含ませた。その後

上流側からポンプで水を供給し、土石流を発生・流下さ

せた。供給する水量は約 480 cm3/秒、土砂量は気乾状

態で約 1300 g である。超音波センサを用いて 50 ms ご

との流動深を、ビデオカメラ(60 fps)の映像解析から流

速を測定した。比較対象として、水のみを流下させた条

件も流動深、流速を測定した。土石流が十分に発達した

時点での下流端の土砂濃度を直接採取により計測した。

実験は、同一条件において 2～3 回繰り返し行った。 

3. 結果と考察

3.1 実験結果 

図 3 に下流端での流動深の時間的変化の一例を示す。

図中の実線は、全ての土砂が流出した時刻を表す。勾配

15 度では 10 度より土砂が早く流出した。B0 は他の河

床条件 B1 や B2 より土砂流出が早く、B1 や B2 と比べ

て流動深は小さかった。一方、B1 や B2 は土砂流出す

るまでの時間が長く、流動深は大きかった。 
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図 3 下流端の流動深の時間変化(上：15 度、下：10 度) 

図 4 粗度板 B0~B2 と 10 度（左）、15 度（右）の流速 

図 5 下流端で採取した土砂濃度 

図 4 に流速を示す。水の流速は、供給流量、流動深、

流路幅から算出した。いずれの粗度板も勾配が 15 度で

流速が大きかった。B0 で流速が大きく、B1 や B2 で流

速が小さいのは、河床の凸凹の差によるものと推測さ

れる。土砂を含む条件と水のみの流速は近い値を示す。 

下流端で採取した流出物の土砂濃度を、図 5 に示す。 

河床の凹凸が小さい B0 で、また勾配が大きい 15 度で

土砂濃度が高かった。 

3.2 粗度係数 

河床の凹凸の程度を表現する方法として、水の流れ

の河床抵抗の表現に用いられる粗度係数を採用した。

土石流計算ではマニングの粗度係数 0.03（s/m1/3）が一

般的に用いられる 1),2)。3.1 の実験結果について、マニ

ングの式を用いて各条件の粗度係数を算出した。土砂

を含む流れの流動深の平均値を用いた計算結果を図 6

に示す。 

図６ 算出された粗度係数 

同じ勾配では凹凸が無い河床条件 B0 での粗度係数

が他の河床条件と比較したときに最小で、0.03 よりも

小さかった。B0 は舗装路等の河床を想定していること

から、土石流挙動を計算で検討する際は、山地の自然河

道（B2）や人工構造物の設置された流路（B1 等）とは

異なる粗度係数を領域毎に設定することが望ましいと

考えられる。一方で、勾配による影響や流動深の評価方

法については、今後の検討課題である。 

4. おわりに

実験から、水路底面の凹凸の違いは、流動深、流速、

土砂濃度などの土石流挙動に影響を及ぼし、粗度係数

にも差が生じることを確認した。今後は、河床の凹凸の

程度や、粒径、ハイドログラフを変えた検討や、横断的

な氾濫・堆積過程までを検討して、河床条件が土石流挙

動に及ぼす影響を把握した上で、得られた知見を土石

流計算に活用することを目指す。 

謝辞 本研究の一部は、JSPS 科研費 21H01594 の助成を受け

たものです。 

参考文献 1)長谷川祐治ら，土木学会論文集 B1（水工学），

Vol.75，No.2，pp.I_181-186, 2019, 2)中谷加奈ら，砂防学会

誌, Vol.69，No.5, pp.3 -10, 2017 

－ 682 －



土石流先頭部に集積する流木群の質量推定手法に関する実験研究 

北海道大学大学院農学院  ○金城伶奈

北海道大学大学院農学研究院  山田孝 

1.はじめに 

 山地渓流では土石流に取り込まれた流木が絡み合って土石流先頭部に集積し１つの群となって流下する現

象がみられる。本研究ではこの現象を「流木群」と呼ぶ。流木群は家屋への衝突や河道・橋梁の閉塞、砂防

施設の破壊を引き起こし、被害規模を拡大させる場合がある。そのため、流木群の発達規模を予測すること

が重要である。流木群の発達条件・規模に関する既往研究として、片山（2019）が勾配と流木長の比に着目

し流木群の発達条件を検討した。本研究では流木群の質量に着目し、その質量を、モデルの考察と水理模型

実験を通じて物理的に算出する手法を作成することを目的とする。 

2.研究方法 

片山（2019）や現地調査の結果より、流木群は図 1 のように土石流先頭

部に押されて流下すると考えられる。よって、運動方程式により、土石流に

よる「運搬可能流木群質量」を計算するモデルを検討した。流木群の規模を、

流木群に含まれる流木の総質量、すなわち流木 1本の質量に流木塊を構成す

る流木の本数を乗じたもので表すこととする。 

N本の流木から流木群が構成されるとすると、流木群の質量Mwは(1)式

により求まる。ただし、流木群の中には水や土砂は含まれないとする。 

𝑀𝑤 = (
𝑑

2
)

2

𝜋𝑙𝜌𝑤 ′𝑁 ・・・(1)

N：流木塊に含まれる流木の本数、d：流木の直径（cm）、l：流木の長さ（cm）、𝜌𝑤
′：流木の密度（g/cm3） 

流木塊の運動方程式を(2)式に示す。左辺は運動量変化，右辺第一項は流木群に作用する重力による推進力，

第二項は流木群中の流木を介して底面に伝えられる荷重による抵抗力，第三項は流木群に及ぼす土石流の圧

力，第四項は土石流から供給される運動量である。 

𝑑

𝑑𝑡
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2
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𝜋𝑙𝜌𝑤
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𝜋𝑙𝜌𝑤′𝑁 𝜇𝑔cos 𝜃 +
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2
𝜌𝑑 cos 𝜃𝐵𝑔ℎ2 + 𝜌𝑑(𝑣𝑑 − 𝑣𝑤)2𝐵ℎ…(2)

𝐵：流木群の幅（cm）、𝑣𝑤：流木群の速度（m/s）、𝑔：重力加速度（980cm/s2）、𝜃：勾配（°）、𝜇：流木群移

動時の抵抗係数、𝜌𝑑：土石流の密度（g/cm3）、ℎ：流木群を押す土石流先頭部の流動深（cm）、𝑣𝑑：土石流の

速度（cm/s） 

抵抗係数μは、剛体の滑動時の動摩擦係数に相当する係数である。本研究では、土石流先頭部が流木群を

押しているという考え方によっているので、流木群を構成している流木が直接渓床に接触し、渓床を構成し

ている礫に引っかかったり、あるいは渓床の中に流木先端の一部が埋まったりしながら移動しているものと

考えられる。そこで、単純に流木群の移動に必要となる水平荷重は、その垂直荷重の何倍の荷重が必要にな

るかに着目し、その係数を流木群移動時の抵抗係数と定義する。 

 ここで、土石流と流木が一体となって等速で移動する定常状態を考える場合，式(2)中の左辺と右辺第 4項

は 0となる。(2)式を整理し、(1)式を代入すると以下の(3)式が得られる。 

図 1 流木群が土石流に押

されて移動するモデル 

ℎ 

𝜃 

𝑣𝑤 

𝑣𝑑 

𝜌𝑑

𝑣𝑑  
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図 3 流木群質量実験値と計算値の比較 

 𝑀𝑤 =
𝜌𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝐵ℎ2

𝑑2

2
𝜋𝑙(𝜇𝑐𝑜𝑠 𝜃−𝑠𝑖𝑛 𝜃)

  …(3) 

流路実験は直線流路を用いて行った。流路の長さは 475㎝、流路幅(内寸)は 17.8㎝である。流路全体に 5

㎝厚で土砂（珪砂：平均粒径 1.7㎜、比重 2.5）を敷いており、上流から順に土石流区間（土砂のみ、200㎝）、

立木区間（立木モデルを等間隔で設置する、200 ㎝）、流下区間（土砂のみ、75 ㎝）とした。また立木区間

と流下区間との境目に手動による開閉式排水口を設置し、流下区間において土石流と流木群を分離して流木

群構成本数を明らかにできるようにした。流路の傾きは、片山（2019）において流木群が形成される勾配で

あり、かつ土石流発生～流下区間である 13 度に設定した。この流路の上端より給水し、土石流を発生させ

た。使用した立木モデルは直径 3mmのヒノキ丸棒である。立木長 4種（13.5，15.5，18，20.25㎝）・立木

本数 3種（150，120，100本）を用意し、これらの総組み合わせを 2回ずつ、計 24ケース行った。得られ

た流木群の構成流木本数を計測し、その総質量を算出するとともに、流木集積率α（＝流木群構成本数/立木

本数）を算出した。 

また流木群質量算出モデルを用いるにあたり、事前に設定が必要な流木群の抵抗係数μを測定した。珪砂

（平均粒径 1.7㎜、比重 2.5）を張り付けたアクリル板に、アクリル製のケースを置き、その中に流木群を移

す。水平にアクリル製ケースを引いたときの引張荷重を計測し、垂直荷重で除することにより抵抗係数μを

算出した。また、土石流の密度𝜌𝑑は、土砂濃度Cdにより算出した。

実験で計測した流木群質量と、実験条件を(3)式にあてはめて得られた計算値を比較し、モデルの妥当性を

評価した。 

3.結果と考察 

 流路実験では、すべてのケースで流木群の発達が確認できた。流木群質量は立木

長・立木本数の増加に伴って増大した。流木集積率α（流木群構成本数/立木本数）

について、全 24ケースの結果は図 2のようになり、0.64≦α≦0.89，平均 0.77と

なった。また、重回帰分析の結果、立木本数・立木長さと流木集積率αとの間に強

い相関は見られなかった。よって、区間内の立木本数を nとすると土石流先頭部の

流木群質量Mwは簡易的にMw＝0.77nと表すことができる。 

抵抗係数計測実験よりμ＝1.478 と設定し、(3)式によって流木群質量を算出し

た。図 3中の着色部分は、計算値（運搬可能流木群質量）＞実験値の領域で、発生

した土石流がモデル上運搬可能な流木群質量の範囲を示している。今回は 79.2％の

データがその範囲内に含まれていた。今回の実験条件では、流木群質量の実験値と

計算値が比較的よく近似したことから、運動方程式がある程度の精度で成立してい

ると考えられる。 

計算値（運搬可能流木群質量）を実験値が上回った５ケースで

は、モデルの適用範囲外であった可能性や、流木群の運動形態が

前提条件と異なっていた可能性が考えられる。流木群移動時の抵

抗係数も併せて今後詳細な検討を行う予定である。 

4.参考文献 

1）片山和紬・山田孝 (2019)： 土石流の発生・流下に伴う流木塊

発達に関する実験. 第 68 回 2019 年度砂防学会研究発表会概

要集: 459-460 

図 2 流木集積率

の分布(n=24) 
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	実験と計算の両方において，巨礫を含む天然ダムの流出ハイドログラフは，巨礫を含まない天然ダムの流出ハイドログラフよりも，切り立った形状をしており，流出ピーク流量は大きかった（図-5）．この結果は，巨礫は，侵食パターンを変化させることによって後退侵食を活性化し，最大ダム高の低下速度を大きくするために流出ピーク流量を増大する効果があることを示す．ただし，巨礫には，越流水の掃流力による土砂輸送を緩やかにする効果もあるため，必ずしも流出ピーク流量が大きくするわけではない．
	5. おわりに
	本研究は，巨礫が，天然ダムの侵食パターンを変化させることによって，流出ピーク流量を大きくする効果があることを明らかにした．これは，天然ダム決壊の洪水リスク管理において重要な意味をもつ．また，本研究で構築した数値モデルは，幅広い粒度分布をもつ天然ダムの決壊洪水を予測する有効なツールになることが期待される．
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