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石田孝司，石田哲也，〇伊藤隆郭，長山孝彦，

松田悟，水山高久 
147 
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工の検討 
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Case study of the debris flow 
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定の試み 

〇平田育士，山越隆雄，内田太郎 
163 

R2-014 
細粒土砂を含む土石流中の土砂の相変化

が侵食・堆積に及ぼす影響 

〇中谷加奈，麻野佑介，小杉賢一朗， 
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山田拓，柴田俊，木下篤彦，岡野和行， 
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井之本信 

191 

R2-028 
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中谷加奈，里深好文 
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〇長山孝彦，中西隆之介，藤田正治， 

宮田秀介 
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〇山野井一輝，川池健司，中川一， 

野口新之助 
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R4-005 
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R5-006 

人工衛星「しきさい」を活用した那智の滝

上流域の水源涵養機能に関する研究 

〇崎山朋紀，宮崎徳生，榎原伴樹，岸畑明宏，
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山田拓，柴田俊，木下篤彦，榎原伴樹 265 
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R5-011 
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271 
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熊本地震により亀裂が形成された斜面の

土壌水文応答 

〇荒田洋平，五味高志，齋藤広隆， 
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野口和義 
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〇堀口俊行，Guillaume Piton， 

Lise Marchal，Stephan Lambert 
305 

R6-012 
遊砂地における土砂処理機能の高度化に

関する実験 

〇原田紹臣，中谷加奈，里深好文，水山高久 
307 

R6-013 
礫衝突を受ける鋼管はり部材の変形特性

に関する一考察 

〇別府万寿博，濵田匠李，浅田泰男 
309 

R6-014 
阿蘇山周辺渓流での砂防ソイルセメント

流動タイプの活用検討 

〇井川忠，中濃耕司，小布施栄，山上直人，

宮元謙次 
311 

R6-015 
平常時に鋼製透過型砂防堰堤を通過する

土砂を対象とした堆積工 

〇嶋丈示，佐々木司 
313 

R6-016 
景観に配慮した透過型砂防ダムの安心感

の創出 

〇竹村庄平，里深好文 
315 

R6-017 

大規模な土石流が作用した場合の鋼製堰

堤での発生荷重の検討手法に関する一提

案  

〇石川信隆，堀口俊行，小松善治，嶋丈示，

石川芳治 317 

R6-018 
砂防堰堤の水平打継目における簡易的安

定性評価手法について（２） 

〇池田誠，安藤詳平，松本洋和，野呂智之，

後藤健 
319 

R6-019 
強靭ワイヤーネットによる土石捕捉効果

の検証 

星野久史，有田由高，野中拓，〇木村佳嗣，

玉井章裕，奥田峻 
321 

R6-020 
掃流区間における土砂捕捉機能向上のた

めの鋼製スリット検討事例 

坂本正己，石田翼，〇岡村祐介，中濃耕司，

上田龍一，嶋丈示 
323 

R6-021 
細粒分含有率に着目した砂防ソイルセメ

ントの品質に関する基礎的研究 

嶋丈示，堀口俊行，黒田一郎，〇小布施栄，

飯島遼 
325 

R6-022 
前庭保護工を利用したネット型流木捕捉

工 

〇鳴海正寿，嶋丈示 
327 

R6-023 

砂防堰堤の拘束条件および堰堤厚の影響

に関する3次元FEM解析 

藤田正治，水山高久，本田尚正， 

〇中村ゆかり，中野雅章，伊藤隆郭， 

長山孝彦，野呂智之，吉村明，村中俊之， 

宮下優 

329 

R6-024 
林道の暗渠の閉塞に関わる土砂停止過程

の解析 

〇原教介，江藤稚佳子，久保田哲也， 

水野秀明 
331 

R6-025 
老朽化した砂防堰堤（石積）の補強改築に

おける施工性の高度化に関する研究 

原田紹臣，〇渡辺拓也，佐藤厚慈，藤澤健一，

水山高久 
333 

R6-026 
放射性炭素年代測定による別所砂留の築

造および修復年代の特定 

〇樋口輝久，秋田哲志 
335 

R6-027 
既設砂防堰堤の腹付け改築補強における

袖部嵌入に関する施工性向上の提案 

〇藤本将光，原田紹臣，水山高久，小西成治，

疋田信晴，吉永憲次 
337 

R6-028 
既設堰堤に付加する張り出し型流木捕捉

工の設計 

〇石森久仁子，木村啓祐，森克味，上葛健太，

西條俊和 
339 

R6-029 
既設石積砂防堰堤の補強設計・施工事例 植野利康，〇中山貴士，加藤真雄，中居暁，

青木信彦 
341 

R6-030 
砂防堰堤堆積土砂の物性と強度のばらつ

きについての一考察 

〇溝口裕也，金野崇史，吉田圭佐，佐藤保之，

小布施栄，堀口哲夫 
343 

R6-031 砂防堰堤における３次元土工モデル 〇上葛健太，鳥居義仁，木村啓祐，森克味 345 



 
構造物 
論文番号 タイトル 著者名 ページ 

R6-032 

流動タイプ砂防ソイルセメントの砂防堰

堤への適用性検討事例について 

光永健男，村岡章，伊藤龍一，中川徳雄， 

浅野目和明，〇笹山隆，金野崇史，宇野澤剛，

溝口裕也 

347 

R6-033 
砂防堰堤の設計に用いる地質区分と床掘

形状の関係について 

池田誠，〇矢野孝樹 
349 

R6-034 
三次元流体解析を用いた砂防堰堤の前庭

保護工の機能検証事例について（2） 

池田誠，矢野孝樹，保坂幸一，〇小林泰士 
351 

R6-035 既設砂防堰堤袖部緩衝工に関する一考察 〇岩田健，小林瑞穂，松村和樹 353 

R6-036 
BIM/CIMを活用した砂防施設配置計画の

取組み 

〇菊池将人，飛岡啓之，花田良太， 

堂ノ脇将光 
355 

R6-037 

衝撃繰り返しを受ける貧配合コンクリー

トの表面損傷特性に及ぼす配合条件の影

響 

〇黒田一郎，堀口俊行 

357 

R6-038 
流木の形状と比重が山地河川における橋

の閉塞に及ぼす影響 

〇東谷卓哉，中谷加奈，小杉賢一朗， 

長谷川祐治，里深好文 
359 

R6-039 
汎用角形鋼管をいかした逆T型CFT防護擁

壁 

〇長野恒平，井幡英紀，水山高久 
361 

R6-040 
多様な現場条件に適合できるCFT応急対

策工 

〇本郷広，依田隆春，安田充範 
363 

R6-041 

コンクリート砂防堰堤の打設間隔短縮を

可能とする気候・配合等条件に関する考

察 

〇伊藤誠記，鈴木豊，桑原幹郎，北村保， 

油屋健，深見秀隆，町勉，伊藤健介 365 

R6-042 
汎用角形鋼管を活かした不透過型堤体の

CFT化 

〇時任基弘，牛窪光昭，水山高久 
367 

R6-043 
落下礫の衝突による底版コンクリートの

ひび割れに関する検討 

〇佐々木司，嶋丈示 
369 

R6-044 
新たな流木捕捉工開発のための基礎的研

究 -水路実験による捕捉機能の検証- 

〇武藤弘典，堤大三，内田太郎，鈴木拓郎，

堀口俊之 
371 

 
地震 
論文番号 タイトル 著者名 ページ 

R7-001 
火山地域における大規模地震後の時間経

過に伴う崩壊発生限界雨量の変化 

〇稲垣翔，平松晋也，髙橋和樹 
373 

R7-002 
平成30年北海道胆振東部地震に伴い発生

した表層崩壊の特徴について 

〇早川智也，梅谷涼太，永野統宏，三浦敏弘，

吉川契太郎，坂井祐介，古市剛久 
375 

R7-003 
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 

千代田和馬，〇佐藤和歌子，権田豊 
377 

R7-004 
観測地震波のスペクトル解析による土砂

災害の発生・非発生要因の分析 

〇坂井佑介，山越隆雄，中島祐一，小原大輔，

藤澤久子 
379 

R7-005 
地盤条件を考慮した地震時斜面崩壊危険

度評価に関する検討 

坂井佑介，山越隆雄，平田育士，〇種平一成，

藤原康正，橋尾宣弘，末冨岩雄 
381 

R7-006 

地震に起因した火山灰堆積斜面崩壊によ

る崩土の長距離移動実態の解明 ～2018 

年9 月北海道胆振東部地震による厚真町

の事例～ 

〇間片大地，山田孝 

383 

 
斜面崩壊 
論文番号 タイトル 著者名 ページ 
R8-001 2019年台風19号の豪雨特性と土砂災害 〇林拙郎，山田孝 385 

R8-002 
大規模地震後に崩壊が発生した斜面の地

形的特徴 

〇石川丈瑛，井良沢道也，林一成 
387 

R8-003 
樹木根系が有する崩壊抑制力の適正評価

に関する一考察 

〇林直希，土田海斗，平松晋也 
389 

R8-004 愛知県の土砂災害の歴史 〇今村隆正 391 



 
斜面崩壊 
論文番号 タイトル 著者名 ページ 

R8-005 
紀伊山地における重力変形斜面と水質の

関係 

小竹利明，木下篤彦，山田拓，柴田俊， 

〇小川内良人，横山修 
393 

R8-006 

衛星合成開口レーダ（SAR)における土地

被覆等の条件による後方散乱強度の特性

把握 

〇松田昌之，鈴木大和，野村康裕，中谷洋明，

引地慶多，本田謙一，浅田典親 395 

R8-007 
平成27年7月豪雨により発生した池ヶ谷

堰堤右岸部山腹崩壊地の復旧概要 

〇西岡孝尚，中澤圭一，南部啓太，大谷正彦，

有田由高，郷田正博，井上博義 
397 

R8-008 

栗平地区における断層の分布と地下水の

挙動に着目した2011年の深層崩壊発生原

因の検討 

〇木下篤彦，柴田俊，山越隆雄，中谷洋明，

加藤智久，河戸克志，奥村稔，三田村宗樹，

松井保 

399 

R8-009 
2015年ネパールゴルカ地震による崩壊発

生場と土地被覆の関係 

〇檜垣大助，持田七海，鄒青穎，林一成 
401 

R8-010 
令和元年台風第19号による関東地方にお

ける特徴的な斜面崩壊 

〇石川芳治 
403 

R8-011 
湧水流量を活用した地下水型崩壊発生の

警戒避難対応 

〇天野祐一朗，地頭薗隆，宮本祐成， 

加世堂収，田中康士朗，平林史宇，清崎淳子 
405 

R8-012 
奈良県赤谷西地区の重力変形斜面におけ

る岩盤内の地下水特性 

〇林幸一郎，窪田安打，小松慎二，小竹利明，

山田拓，柴田俊，木下篤彦，田中健貴 
407 

R8-013 
崩壊地判読手法等の違いが崩壊生産土砂

量算出に及ぼす影響の比較・検討 

〇西脇彩人，坂井佑介，山越隆雄， 

大場勝一郎，岡崎丈 
409 

R8-014 
0 次谷の頭部での崩壊による谷の上方伸

長と崩壊予測の可能性 

〇清水収，松本紘武 
411 

R8-015 
無降雨継続時間の違いに着目した斜面崩

壊誘発降雨の抽出 

〇經隆悠，Mtibaa Slim 
413 

R8-016 

斜面崩壊に伴う土砂移動を想定した室内

振動実験-高感度地震観測網における大

規模土砂移動時の地盤振動特性の再現- 

〇竹田海渡，谷田佑太，海原荘一，福島康宏，

木下篤彦，柴田俊，山田拓，小竹利明， 

金澤瑛，中谷洋明，藤本将光，里深好文 

415 

R8-017 
阿蘇立野地区を対象にした平成28年熊本

地震後の崩壊危険斜面の評価  

〇山口柊生，笠井美青，山田孝 
417 

R8-018 

地質境界付近の水文挙動が表層崩壊の発

生に与える影響 

〇榎原伴樹，筒井和男，﨑山朋紀，岸畑明宏，

坂口隆紀，木下篤彦，柴田俊，松澤真， 

田中健貴 

419 

R8-019 
荒川上流部で寛保2年洪水時に複数形成

された天然ダムの可能性 

〇町田尚久 
421 

R8-020 

台風19号における光学衛星画像の活用 永田雅一，後藤順一，風間宏，〇坂田剛， 

小更亨，野田敦夫，花田大輝，郡谷順英， 

吉川和男，照沼利浩，森田保成 

423 

R8-021 
細粒土砂流出防止構造を併用させた急傾

斜地崩壊防止施設に関する研究 

原田紹臣，〇山本和輝，高瀬蔵，藤本将光，

高森潔，河野和人，幸田英司，水山高久 
425 

R8-022 

令和元年台風19号により発生した土砂移

動の実態について 

山影修司，三上博司，〇滝澤雅之，荒井健一，

堀口礼顕，新井瑞穂，落合達也，北村啓太朗，

古賀勇輝 

427 

R8-023 
山形県向町カルデラにおける斜面変動の

特徴と2018年8月豪雨災害 

〇柴崎達也，三森利昭 
429 

R8-024 

AIを用いた斜面崩壊及び土砂洪水氾濫抽

出に関する検討 

〇宮崎真由美，下村博之，吉川和男， 

武田大典，島崎康信，柴山卓史，本多泰章，

森田保成，小林航 

431 

R8-025 
SAR強度画像による土砂災害判読精度の

特徴分析 

〇山下久美子，佐藤匠，浅田典親，本間信一，

鈴木大和，松田昌之，野村康裕，中谷洋明 
433 

R8-026 
埋没樹木を用いた年代測定による土砂移

動履歴の高精度復元について 

〇山田隆二，木村誇，苅谷愛彦，井上公夫 
435 

R8-027 
崩壊斜面における水みち形成領域の現地

観測 

〇梶昭仁，小森潤二，宮田英樹，前田泰志，

内田龍彦，河原能久 
437 

R8-028 
地震動が斜面の安定性および降雨浸透特

性に与える影響 

川島直人，Qin xin，藤本将光，里深好文 
439 



 
斜面崩壊 
論文番号 タイトル 著者名 ページ 

R8-029 

ボアホールカメラによる亀裂判読の結果

と破砕度区分を組み合わせた重力による

斜面の変形深度の評価 

〇山本望，平田遼，手塚咲子，石井靖雄， 

柴田俊，山田拓，小竹利明 441 

R8-030 

平成30年北海道胆振東部地震により崩壊

が多発したテフラ堆積斜面の降雨浸透特

性 

〇青木稔弥，桂真也，山田孝，厚井高志， 

田中健貴 443 

R8-031 
六甲山上における宅地，道路近傍で発生

した崩壊地の特徴 

〇岡崎敬祐，村上晴茂，林一郎，鏡原聖史，

根本信行，宮林周平，高橋良輔 
445 

R8-032 
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Qin xin，藤本将光，里深好文 
447 

R8-033 
数値標高モデルを用いた斜面の微地形分

類手法の検討 

〇林一成，井良沢道也，石川丈瑛 
449 

R8-034 
緩斜面でも崩壊・土石流等の発生が見ら

れた事例の共通特性 

〇海堀正博，長谷川祐治 
451 

R8-035 
地震による流動性の高い土砂移動現象の

要因について 

〇井上絵美，長谷川祐治，海堀正博 
453 

R8-036 
平成30年北海道胆振東部地震において発

生した崩壊形態別の崩壊深の特徴 

〇村上泰啓，水垣滋，西原照雅，藤浪武史，

秋田寛己 
455 

R8-037 

平成30年北海道胆振東部地震における厚

真川流域の災害前地形から見た崩壊現象

について 

〇齋藤はるか，安海高明，斎藤智仁， 

久冨祥子，石井将史 457 

 
斜面安定 
論文番号 タイトル 著者名 ページ 

R9-001 
平成29年7月5日に朝倉市寒水川流域で発

生した崩壊の時刻の簡易的な推定 

〇水野秀明，舟越駿，塩崎将司 
459 

R9-002 
火山地域での大規模地震が斜面安定性に

及ぼす影響 

〇高橋和樹，平松晋也，稲垣翔 
461 

R9-003 
森林の経年変化に伴う危険地区の予測

（その２） 

〇黒川潮，岡田康彦，野口正二 
463 

R9-004 

地震による斜面表層崩壊対策工の効果を

視覚的に理解する簡易な模型実験教材の

検討 

〇鏡原聖史，西原玲二，寺岡克己，川上博行，

佐柳武，菊地薫，杉井良平，田中秀幸， 

福井康弘，沖村孝 

465 

R9-005 

E.P.ルートパイル工法の高度化に関する

実験的研究 

〇高瀬蔵，山本和輝，藤本将光，原田紹臣，

里深好文，菖蒲香月，梨本英，小西成治， 

疋田信晴，吉永憲次 

467 

R9-006 
地震による地下水挙動の変化が斜面崩壊

に与える影響 

〇森田悠井，小杉賢一朗，正岡直也 
469 
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R10-001 
地すべり地における2019年度冬期の融雪

と地下水位の関係 

〇野坂隆幸，秋山一弥 
471 

R10-002 
活発な移動を示す地すべりの移動量と相

関の強い水文量の検討 

〇桂真也，関根猛 
473 

R10-003 

大規模地震による地すべりの発生機構と

崩壊源周辺の斜面変状：青森県津軽十二

湖地すべり地を例にして 

〇鄒青穎，檜垣大助，山邉康晴，桐生朋，笹

川考義，沼田修平 475 

R10-004 

令和元年台風19号によって群馬県富岡市

内匠地区で発生した崩壊性地すべりの地

形・地質的特徴 

〇杉本宏之，神山嬢子，竹下航，藤原一啓，

斎藤翼，和田佳記 477 

R10-005 
姫川流域における過去の土砂災害につい

て 

石田孝司，石田哲也，杉﨑亮太，井上公夫，

〇中根和彦，町田尚久，今村隆正，雨宮圭吾 
479 
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R10-006 
干渉SAR解析を用いた地すべり地形の活

動性に関する広域的な検討 

〇谷真志，今泉文寿，逢坂興宏 
481 
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R11-001 
岩盤内地下水位を指標とした深層崩壊発

生危険度予測手法の提案 

〇冨田美久，平松晋也，伊藤誠記 
483 

R11-002 
地区防災計画の現状と課題 ～土砂災害

に対する警戒避難体制構築に向けて～ 

〇後藤伶央，井良沢道也 
485 

R11-003 
土砂災害マイ・ハザ－ドマップ作成にお

ける避難場所の選定について 

西本晴男，〇伊藤達平，榊原弘，町田岳， 

竹下幸美，柏田すみれ，井堀雄介 
487 

R11-004 
住民主体の土砂災害ハザードマップ作成

方法 

〇佐藤丈晴，伊勢葵 
489 

R11-005 

防災学習が児童の意識に与える影響把握

～宮城県蔵王町の二つの小学校を対象と

して～ 

〇小泉瑳智，井良沢道也 

491 

R11-006 
線状降水帯検知を用いた土砂災害ポテン

シャル予測の改善 

〇野村康裕，中谷洋明，片山勝之，増田有俊，

渡邊良美，後藤祐輔 
493 

R11-007 
台風19号の降雨特性と土砂災害発生の関

係について 

〇中谷洋明，野村康裕 
495 

R11-008 
平成30年7月豪雨災害(広島地域)の被災

者支援とその評価 

〇山下祐一，青原啓詞，古川智 
497 

R11-009 
地形・地質条件が異なる地域の集中発生

崩壊現象に対する素因・誘因分析 

〇和田孝志，小谷諒，三輪浩 
499 

R11-010 

土砂災害をもたらす規模の豪雨事例を対

象とした気象庁MSM精度～阿蘇カルデラ

をフィールドとして～ 

山上直人，吉永一貴，山﨑稔，〇三浦悠， 

高田望，因幡直希，牧野裕至，藤田暁， 

野口和義 

501 

R11-011 
阪神大水害等における六甲山北麓側の被

災状況について 

佐藤敏明，西尾陽介，〇山田創太，田中秀基，

白髭一磨，山下牧子 
503 

R11-012 

数値標高モデル（DEM）を活用した土砂災

害防止法に基づく基礎調査の新規箇所抽

出手法の検討事例について 

川原友博，若林辰明，西真佐人，〇近藤正樹 

505 

R11-013 
土砂災害警戒区域の設定に対する深層学

習の適用事例 

〇倉本和正，西原尚輝，池田寛，小宮山賢太

郎，西田篤史，石井唯嵩，広兼道幸 
507 

R11-014 

住民による避難計画等の検討における複

合土砂災害シミュレータを活用した支援

方策について 

〇佐光洋一，西山幸治，矢下誠人，藤田正治，

山野井一輝，石田孝司，石田哲也，熊澤至朗，

堀博幸，林幸一郎，田渕圭 

509 

R11-015 

降雨・土砂移動実態の時空間変化に基づ

く避難タイミングの検証－平成29年7月

九州北部豪雨を事例として－ 

〇西内卓也，菊井稔宏，長井義樹，國田佳穂 

511 

R11-016 

警戒避難体制強化のための現地観測機器

の有効性について 

〇山本賢一郎，松木敬，佐々木一行， 

池田一平，緒続英章，金英樹，水山高久， 

黒川興及 

513 

R11-017 
TINを用いた表層崩壊発生危険度評価手

法の提案～DEMモデルとの比較～ 

〇近藤圭悟，鳥居宣之，野並賢 
515 

R11-018 
警戒避難に用いられる降雨指標における

流域貯留概念の比較 

〇秋山怜子，執印康裕 
517 

R11-019 
土砂災害を想定した避難判断訓練の取り

組み 

〇平川澄美，江川佳苗，早川知之，梶原誠也 
519 

R11-020 
和歌山県土砂災害啓発センターにおける

防災教育の取り組みについて 

〇坂口隆紀，岸畑明宏，榎原伴樹，崎山朋紀，

柴田俊，木下篤彦 
521 

R11-021 
既往最大値超過に着目した土砂災害誘発

降雨の解析 

〇小杉賢一朗，福田幹，正岡直也 
523 

R11-022 

土砂災害警戒区域内における要配慮者利

用施設と地域との連携強化に向けた取組

検討（事例報告） 

野呂智之，宮下優，荒井洋二，大井正一， 

酒谷幸彦，千葉幹，友野誠，〇藤澤誠二 525 
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R11-023 

昭和28年日高川流域での土砂災害教訓伝

承の取組み 

〇森川智，崎山朋紀，宮崎徳生，榎原伴樹，

岸畑明宏，坂口隆紀，伊奈高司，谷本展也，

木下篤彦 

527 

R11-024 
レーダー雨量を用いた2019年台風19号に

おける降雨実態について 

〇花田良太，飛岡啓之，五十嵐孝浩， 

黒川祐梨 
529 

R11-025 

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」） 

〇郡典宏，室﨑友輔，的場令基，金澤裕子，

松山雅洋，曽根武彦，中田康夫，植田雅人，

髙橋実芳子 

531 

R11-026 
天竜川水系における水害・土石流被害簡

易表示システムの開発（その3） 

伊藤誠記，鈴木豊，澤田宗也，〇坂口宏， 

梶原あずさ，黒岩知恵，吉野弘祐 
533 

R11-027 
微地形判読のハザードマップ・防災計画

への応用 

〇下河敏彦，清水勇介 
535 

R11-028 

半減期の異なる2つの実効雨量を用いた

危険降雨量の設定方法の検討～紀伊山系

における検討事例～ 

〇山田拓，小竹利明，木下篤彦，柴田俊， 

中谷洋明，野村康裕，倉本和正，池田寛， 

中田一騎，大上峻平 

537 

R11-029 

空振りの少ないCL対象災害の選定条件に

関する一考察 

山田拓，小竹利明，木下篤彦，柴田俊， 

中谷洋明，野村康裕，〇大上峻平，倉本和正，

池田寛，中田一騎 

539 

R11-030 
地区防災計画における高齢者の避難行動

に関する検討事例について 

植野利康，大森秀人，田島健，〇河合水城，

西山幸治，藤澤誠二 
541 

R11-031 

日置川水系、新宮川水系における放射性

炭素年代測定結果を用いた深層崩壊発生

頻度推定方法の検討 

〇岸畑明宏，坂口隆紀，﨑山朋紀，榎原伴樹，

木下篤彦，柴田俊，小山内良人，横山修， 

田中健貴 

543 

R11-032 
ニューラルネットワークによる土砂災害

危険度判定ツールの検討にむけて 

〇黒川祐梨，飛岡啓之，五十嵐孝浩， 

花田良太 
545 

R11-033 

近年発生した豪雨災害と降雨指標との関

係分析 

中谷洋明，野村康裕，菊池瞳，山野利勝， 

佐藤和利，海原荘一，〇吉野弘祐，柏原佳明，

船越和也 

547 

R11-034 
土砂災害に対する住民主体の警戒避難体

制構築の取り組み 

〇三崎貴弘，細見耕一，山本恵一，長澤晋司，

中山尚，葛西直樹，田中隆文 
549 

R11-035 
解析雨量および予測雨量を用いた既往最

大値超過に基づく土砂災害危険度評価 

〇福田幹，小杉賢一朗，正岡直也 
551 

R11-036 
奈良県赤谷西地区の重力変形斜面におけ

る降雨時のイオン濃度変化 

〇田中健貴，小竹利明，木下篤彦，山田拓，

柴田俊，小松慎二，窪田安打，林幸一郎 
553 

R11-037 
降雨指標の基準超過時間と土砂災害発生

タイミングに関する検討 

中谷洋明，野村康裕，〇海原荘一，髙田隆行 
555 

R11-038 

住民個人のための土砂災害タイムライン

作成支援に向けて-令和元年台風19号に

おける住民避難の実態- 

〇大村さつき 

557 

R11-039 

奈良県南部地域において実施した大規模

土砂災害を想定した避難行動確認訓練の

事例紹介 

桜井亘，追鳥裕樹，三谷耕太，堀大一郎， 

〇小林実和，竹島彰子，小泉和也，平川澄美，

内田太郎，山越隆雄 

559 

R11-040 
平成30年7月豪雨 愛媛県内で発生した土

砂災害の地形的特徴について 

清家伸二，洲之内聖二，久野浩司，武井是樹，

堀大一郎，〇竹島彰子，江川佳苗，坂下晴佳 
561 

R11-041 

リアルタイム流砂観測データのオンライ

ン化による流域監視等への活用の研究 

萬徳昌昭，一場敏，菊池瞳，小林幸博， 

山野利勝，藤田正治，〇富田邦裕，叶正興，

重村一馬，中村達博 

563 

R11-042 

多数の降雨指標を用いた平成28年熊本地

震後の警戒避難雨量基準の引き下げに関

する検討 

〇松永一慶，桂真也 

565 

R11-043 
斜面土壌水分の年内変動に着目した土砂

災害危険ポテンシャルの視覚化 

〇鈴木清敬，田中隆文 
567 

R11-044 
実効性のある地区防災計画の策定と啓発

手法について 

〇宮城昭博，三好岩生，山本有紗 
569 
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R11-045 

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－ 

〇鳥居宣之，中野光雄，沖村孝，中川渉， 

原口勝則，鏡原聖史 
571 

R11-046 

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 －降雨パタ

ーンによる崩壊特性の違いとその評価方

法－ 

〇沖村孝，鳥居宣之，中野光雄，中川渉， 

原口勝則，鏡原聖史 
573 

R11-047 

HyperKANAKOによる平成30年7月豪雨によ

る土石流の再現と被災家屋の分布につい

て 

〇柏原佳明，臼杵伸浩，吉野弘祐，高橋秀明，

太井正史，水山高久 575 

R11-048 
被災地目線の気象分析と気象モデルの課

題～阿蘇カルデラを事例として～ 

〇山上直人，吉永一貴，山﨑稔，牧野裕至，

藤田暁，野口和義，高田望，因幡直希， 

安藤滋人 

577 
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R12-001 
樽前山の流木対策計画に関する水理模型

実験 

〇飯田弘和，松原智生，川瀬樹一，福岡渉，

吉川契太郎，真野拓司，村井瞳 
579 

R12-002 

インドネシア・シナブン火山におけるレ

ーダー雨量計を用いたラハール発生前の

降雨の時空間分布解析 

松島望，〇今野光康，権田豊 

581 

R12-003 
簡易降灰量計の開発について 〇瀬戸秀治，ワンチャオウェン，松田慎思，

国居祐介 
583 

R12-004 
軽石を主体とする堆積物の降雨に対する

保水・排水特性（その２） 

〇藤沢康弘，小尾亮，小林拓也，池田暁彦 
585 

R12-005 
近年の火山噴火対応事例を踏まえた応急

的・緊急的な緊急ハード対策の検討 

〇前寺雅紀，小林拓也，永田雅一，後藤順一 
587 

R12-006 

火山噴火時の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） 

家田泰弘，潮見礼也，戸舘光，河野元， 

〇中村直登，熊井教寿，瀧川健一，黒木隆，

姫野徳人 
589 

R12-007 

融雪型火山泥流の発生機構に関する研究 

- 雪と火山噴出物の混合を考慮した予測

手法の高度化 - 

〇堤大三，本居絵子，山野井一輝 

591 

R12-008 

降灰厚・降雨分布を反映した土石流氾濫

リスク評価手法の開発 

〇林真一郎，山﨑祐介，平岡真合乃， 

石井靖雄，金子隆之，小澤拓，寺谷拓治， 

眞木雅之，菊井稔宏，熊井教寿 

593 

R12-009 

航空レーザ測量データを用いた桜島有村

川上流域における過去8年間の土砂移動

実態把握 

〇手塚咲子，山崎祐介，林真一郎， 

平岡真合乃，石井靖雄，吉栁岳志， 

上小牧和貴，靏本孝也 

595 

R12-010 
水無川流域における土砂流出量の予測に

向けて 

〇篠原慶規，堀田紀文， 

ゴメス・クリストファー，經隆悠 
597 

R12-011 
軽石を主体とする堆積物の降雨に対する

保水・排水特性（その１） 

〇小尾亮，藤沢康弘，小林拓也，池田暁彦，

熊井教寿，黒木隆，姫野徳人 
599 

R12-012 
火山噴火時におけるエンジン式固定翼 

UAV の緊急調査の適用性の検討 

野口暁浩，渡辺繁行，〇佐々木央，澤田悦史，

松田尚郎，北原一平，菊池将人，田邊誠治 
601 

R12-013 
浸透能調査・降灰量調査訓練の一事例に

ついて 

〇江頭勲，阿部征輝，篠崎嗣浩，羽山浩次，

松下博昭，八木彰 
603 

R12-014 
立入規制下の火山地域における降灰およ

び気象観測情報の面的な把握手法 

〇金井啓通，枦木敏仁，永田雅一，杵淵新一，

後藤順一 
605 

R12-015 
令和元年に御嶽山山頂部で起きた雪崩に

伴う土砂移動現象 

植野利康，大森秀人，田島健，〇藤田浩司，

荒井健一，廣谷志穂，三浦俊介 
607 

R12-016 
弾道計算ソフトを用いた湿潤な火山灰に

よる影響範囲の考察 

〇田中利昌，枦木敏仁，金井啓通，村上昭宏，

森永章祐 
609 
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R12-017 

雲仙普賢岳溶岩ドームの近年の地表面変

位について－LiDARデータを用いたCCICP

解析－ 

〇菅野拓矢，平川泰之，田村毅，宮脇正彦 

611 

R12-018 
御嶽山噴火をふまえた火山噴火緊急減災

対策砂防計画改訂 

植野利康，大森秀人，〇田島健，荒井健一，

藤田浩司，江川香 
613 

R12-019 
火山地域における無人化施工の適用の留

意点 

〇小林拓也，枦木敏仁，池田暁彦 
615 

R12-020 
御嶽山火山砂防に関する啓発活動 植野利康，大森秀人，田島健，〇戸谷千鶴，

江川香，荒井健一，藤田浩司 
617 

R12-021 
緊急時の観測機器の設置地点選定を目的

としたUAV飛行計画の効率化 

〇北原遼太，島田徹，永田直己，皆川淳， 

金崎裕之，銭谷彰 
619 

R12-022 

アメリカ・ハワイ州における溶岩流対策

に係る土砂管理手法の運用実態等に関す

る調査 

〇権田豊，厚井高志，丹羽俊一，樫野誠， 

山本望，吉本充宏，藤田英輔，藤平大， 

新堀賢志，金野誠 

621 

R12-023 
PPKを利用したUAV–SfMによる積雪深計測

の検証 

松芳健一，宇佐美淳，鴨志田毅，池上浩二，

内柴良和，〇河野元 
623 

R12-024 

火山砂防対策における噴石に関する留意

事項について 

〇松井宗廣，安海高明，江籐稚佳子， 

齋藤はるか，永吉修平，熊井教寿， 

上小牧和貴 

625 

R12-025 

火山噴火時のヘリコプター調査における

留意事項について 

〇安海高明，松井宗廣，高貫潤一， 

江籐稚佳子，齋藤はるか，熊井教寿，黒木隆，

姫野徳人 

627 
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R13-001 
平成２９年九州北部豪雨に伴う朝倉市奈

良ヶ谷川流域における流木収支の推定 

〇森晴香，江藤稚佳子，塩崎将司， 

久保田哲也，水野秀明 
629 

R13-002 

微地形 LP データを活用した土砂・洪水

氾濫対策における優先整備流域設定に関

する提案 

原田紹臣，村上宗隆，和田浩幸，池戸和司，

中谷加奈，〇里深好文，水山高久 631 

R13-003 
ソフト対策とハード対策の関係性につい

ての極めて単純な考察 

〇執印康裕 
633 

R13-004 
流木の発生量と発生しやすさを考慮した

流木生産ポテンシャル評価の試み 

赤沼隼一，淺野保夫，〇板野友和，本多泰章，

野田敦夫，川上誠博 
635 

R13-005 
山地河川における地質特性を考慮した斜

面崩壊と土石流発生の要因分析 

〇南部啓太，西岡孝尚，澁谷啓，山下大雅 
637 

R13-006 

粗石コンクリート堰堤における内部劣化

状況の調査事例 

光永健男，酒井公，矢ノ目健一，畠山徹， 

佐藤駿乃介，〇川崎巧，古山剛，奥野敏也，

池上浩二，宇野澤剛，中西宏彰 

639 

R13-007 

深層学習による空中写真からの浸食地形

判読ー桜島を教師データとした他火山へ

の適用性ー 

〇古木宏和，田方智，熊井教寿，黒木隆， 

姫野徳人 641 

R13-008 
浅水流方程式による暗渠内の流れの再現 〇江藤稚佳子，原教介，水野秀明， 

久保田哲也 
643 

R13-009 

平成30年7月豪雨により土砂・洪水氾濫被

害が生じた広島県総頭川における流木流

出実態 

〇平田遼，染谷哲久，平岡真合乃，山崎祐介，

石井靖雄，本田健，羽馬一希 645 

R13-010 
地元住民説明における 3Dモデル技術

（CIM）の活用 

川合康之，梅本武史，〇白井貴也，小島武子，

黒木沙貫，植弘隆 
647 

R13-011 

平成30年7月豪雨における立川川流域周

辺の土砂災害実態の分析 

星野久史，奥山悠木，藤澤芳信，福池孝記，

〇本間哲郎，片岡宏介，安田勇次，上杉大輔，

向井綾子，森田雅子 

649 

R13-012 

越美山系における深層崩壊に起因する土

砂災害に対するハード対策の検討事例

（その３） 

吉野睦，山村真司，大森徹治，荒木大輔， 

小池功晃，〇冨田康裕，坂口宏，勝又善明，

梶原あずさ，菊地慎太郎 

651 
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R13-013 
流木発生想定量調査の精度向上及び作業

効率化に向けた取り組み 

〇藤本拓史，安海高明，工藤裕之，田中隆洋 
653 

 
砂防事業 
論文番号 タイトル 著者名 ページ 
R14-001 砂防事業の効果説明方法の検討事例 〇宮瀬将之，淺野保夫，川邊三寿帆 655 

R14-002 
グラウンドアンカーを活用した既設砂防

堰堤の補強工事について 

〇山田勝彦，山下和信，稲垣裕之 
657 

R14-003 
深層学習による砂防堰堤の部位画像分類 〇荒木光一，藤田達大，三池力，伊藤隆郭，

古木宏和，清水隆博 
659 

R14-004 

衛星画像を用いた土砂移動実態の把握 

～平成30年6月小鍋谷で発生した土石流

を事例として～ 

岡田武，中川雅允，〇飛岡啓之，佐々木央，

黒川裕梨，伊藤力生 661 

R14-005 砂防史及び現状の日欧比較総論 〇西本晴男，梶昭仁，𠮷田喜高，高橋大地 663 

R14-006 
砂防堰堤におけるCIMの活用について 〇高橋源貴，河井恵美，上野麻由子， 

荒木義則 
665 

R14-007 

歴史的砂防施設の利活用の現状と課題に

ついて ～新潟県における歴史的砂防施

設の事例から～ 

〇澤陽之，井良沢道也，熊谷和馬，飯塚珠恵，

森隆彰 667 

R14-008 

地域の安全性向上とともに阿蘇草原再生

活動支援に資する砂防施設整備の検討 

山上直人，宮元謙次，吉永一貴，〇植弘隆，

山本卓郎，櫻井一也，吉永子規，黒木沙貴，

池本大輔，吉田真，城戸昭洋 

669 

R14-009 

数値計算モデルによる予測結果を用いた

対策検討 －紀伊山系滝川流域栗平地区

の事例－ 

小竹利明，山田拓，柴田俊，木下篤彦， 

臼杵伸浩，〇岡野和行，江口友章，井之本信，

水山高久 

671 

R14-010 

厚真川水系日高幌内川の河道閉塞対策工

に関する水理模型実験による検証 

山口昌志，岩田清徳，小山内信智，〇福岡渉，

松原智生，飯田弘和，古山剛，川俣英之， 

奥野敏也，長井斎，斉藤武 

673 

R14-011 
地域活性化に資する砂防設備の利活用の

取り組み 

〇渡邊尚，赤沼隼一 
675 

R14-012 
埼玉県小鹿野町栗尾沢の石積砂防堰堤群

における歴史的背景とその特徴 

樋口佳意，佐藤勇，〇深澤浩 
677 

R14-013 

春木川流域における短期及び中長期の土

砂移動傾向と今後の三次元計測データ活

用に関する考察 

〇久冨祥子，弓真由子，藤本拓史， 

櫻井由起子，萬德昌昭，一場敏，菊池瞳 679 
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R15-001 
法面吹付自動化に向けた吹付厚計測精度

に関する基礎的検証 

〇石垣幸整 
681 

R15-002 
防災用監視カメラを用いた降雨量推定手

法の検討 

〇金澤瑛，木下篤彦，中谷洋明，山田拓， 

柴田俊，海原荘一，井深真治 
683 

R15-003 
ライフサイクルコストを考慮した砂防関

係施設の長寿命化計画に関する提案 

〇星本真秀，原田紹臣，里深好文，水山高久 
685 

R15-004 

CIMモデルを用いた鋼製砂防構造物の健

全度評価手法及びUAVによる砂防施設の

点検事例 

〇横尾公博，長塚結花，児玉龍朋，佐島裕也，

吉川契太郎，真野拓司，村井瞳 687 

R15-005 
３次元モデルを活用した法枠工の出来形

管理 

〇藤田哲，蔵谷樹 
689 

R15-006 
鋼製砂防構造物に関する点検手法及び健

全度評価結果について 

〇長塚結花，横尾公博，児玉龍朋，関基， 

吉川契太郎，真野拓司，村井瞳 
691 

R15-007 
航空レーザ測深を活用した新たな河川管

理手法の事例報告 

〇宮下大明，宮山智樹，高橋弘，西村健児，

野々山善行 
693 
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R15-008 
砂防関連施設データの標準化および即時

的共有化 

中谷洋明，金澤瑛，〇照沼利浩，本田健， 

新藤建司，森弘慎治，福田英司 
695 

R15-009 

砂防施設点検を想定したUAV活用の留意

点について 

〇鈴木崇，筒井胤雄，石塚淑大，美土路哲也，

板野友和，吉野睦，山村真司，大森徹治， 

平野浩二，中野崚登 

697 

R15-010 

RTK搭載GPSポールを用いた砂防調査・管

理効率化ツール（SMARTSABO）の活用につ

いて 

和田紘希，國時正博，河口幸広，〇荒木義則，

猿渡雄二，山野亨，河井恵美，秦雅之 699 

R15-011 
流木対策調査における既存LPデータを用

いた樹木解析の活用 

岡嶋康子，南憲長，〇古山剛，川崎巧， 

奥野敏也，飯田弘和 
701 

R15-012 
急傾斜地崩壊対策施設の機能状況調査に

よる施設点検手法の検討 

金澤瑛，中谷洋明，〇長谷川陽一，柴崎達也，

寺田秀樹，山崎勉，佐藤亜貴夫 
703 

R15-013 

甚之助谷地すべり地における近年の変動

量の面的な把握－LP地形モデルを用いた

PIV解析と現地GNSS測量との比較－ 

岡嶋康子，藤田和恵，南憲長，〇平林大輝，

小島光平，大畑有緒，中西計友，野呂数馬，

村井渉，鈴木清敬，坂田剛 

705 

R15-014 
UAVを活用した広域コドラード調査の試

み 

赤沼隼一，淺野保夫，〇本多泰章，野田敦夫，

板野友和，山﨑渓 
707 

R15-015 

砂防調査・設計に有用なUAVレーザスキャ

ナによる三次元地形データ取得にあたっ

ての考察 

伊藤誠記，澤田宗也，〇中島一郎，田中洋治，

森村浩之，原田東鶴，代田竜介，宮下利一，

境澤昌志 

709 

R15-016 
UAV 搭載型レーザー計測システムを用い

た砂防設備の洗堀・湛水池の実地検証 

野口暁浩，渡邊繁行，〇澤田悦史，北原一平，

佐々木央，菊池将人，高取佑 
711 

R15-017 

航空レーザ計測データを活用した発生流

木量の把握 

田中秀基，白髭一磨，近藤浩明，矢野治， 

船越和也，岡野和行，江口友章，上杉温子，

〇吉安征香 

713 

R15-018 
航空レーザデータを利用した砂防堰堤の

施設効果の可視化の事例報告 

伊藤誠記，澤田宗也，〇高野正範，宮山智樹，

中山裕紀，猿渡辰也，宇野女草太 
715 

R15-019 
UAVを活用した火山地域における土石流

発生源の推定方法に関する考察 

〇池田暁彦，藤澤康弘，小林拓也， 

小尾亮 
717 

R15-020 
熊野川流域における流砂水文観測データ

に基づく土砂移動状況の把握（その２） 

小竹利明，山田拓，柴田俊，木下篤彦， 

〇井元成治，岡野和行，吉安征香，井之本信 
719 

R15-021 
輝度の差分映像による崩壊・土石流の検

知 

〇柴田俊，山田拓，小竹利明，木下篤彦， 

中谷洋明，金澤瑛，海原荘一，井深真治 
721 

R15-022 

ハイパースペクトルカメラを用いたコン

クリートの損傷抽出および強度推定の試

み 

〇田畑光涼，伊藤隆郭，古木宏和，中野雅章，

川村洋平 723 

R15-023 

花崗斑岩のコアストーン形成過程を表現

した3D露頭模型作成ー那智川の花崗斑岩

の事例ー 

〇鬼頭伸治，松澤真，十川尚廣，小竹利明，

山田拓，柴田俊，木下篤彦，榎原伴樹 725 

R15-024 

砂防堰堤の損傷特性を踏まえた補強対策

方法についての一考察 －ひび割れ変状 

での適用性について－ 

藤田正治，水山高久，本田尚正，野呂智之，

吉村明，村中俊之，宮下優，池田暁彦， 

長山孝彦，伊藤隆郭，〇三池力 

727 

R15-025 
衛星画像を使った土地改変分類手法の検

討 

酒谷幸彦，西真佐人，藤澤誠二，〇寺堀吉博，

古田竜一，清水考一，平松真宙，中田和輝 
729 

R15-026 

砂防堰堤に施工した補強アンカーの保守

点検事例 

吉野睦，山村真司，石原慶一，大森徹治， 

荒木大輔，〇小池功晃，筒井胤雄，美土路哲

也，鈴木崇，杉井大輔，佐々哲 

731 

R15-027 

山地渓流の土砂移動・森林に関する現地

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

～ 

〇河合貴之，清水幹輝，檀上拓也，桝本みな 

733 

R15-028 

簡易なRTK-GNSSモジュールを用いたフィ

ールドにおける計測精度の比較結果につ

いて 

〇太田敬一，後藤裕子，杉山実 

735 

R15-029 
UAVと水中ドローンを用いた砂防堰堤の

変状レベル評価について 

〇水流竜馬，小野寺智久，渡辺隆吉， 

西川友章，郡典宏 
737 
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R15-030 

ミュオグラフィによる砂防関係インフラ

の健全性分析技術の開発に関する研究

（その 1） 

森俊勇，〇酒谷幸彦，田中宏幸， 

Laszlo Olah，Dezso Varga 739 

R15-031 
六甲山系における砂防施設点検資料を用

いた堰堤形式別堆砂変化 

服部浩二，田中秀基，白髭一磨，矢野治， 

〇永田葉子，内田太郎，山越隆雄，泉山寛明 
741 

 

  



 

 

 

 

企画セッション 

 

テーマ別セッション 



橋台背面における越流浸食防止に関する研究 

立命館大学 〇石田優子，田﨑裕貴，高山翔揮，里深好文

1. はじめに

豪雨時の土砂災害に伴い，河川に流入した崩壊土石や流木が橋脚や桁で堰き止められて生じる落橋や周辺地盤

の越流浸食等の被害が報告されている．橋梁は，道路や鉄道等のライフラインを構成する一部であり，平常時は

もとより災害時には避難路，災害後には被災地復旧のための交通路として重要な役割を担う．今後予想される降

水量の増加や台風の激化による土砂災害の増加に備えて，橋梁においても防災対策が望まれる．本研究は橋梁被

害のうち橋台背面の越流浸食被害に着目し，セメント系固化材による浅層改良を提案するものである．本稿では

一連の研究のうち，橋台背面の埋め戻し材料について，洪水被害堤防の調査と水路実験結果を報告する．

2. 橋台背面の地盤材料

橋台の構築は，写真-1 に示すように河

川を締め切った中で行われ，一般に埋め

戻しには現地の掘削土砂すなわち堤防材

料がそのまま使用される．実際に決壊し

た堤防がどのような材料で構成されてい

るか調査した 2019 年台風第 19 号による

決壊堤防の状況を写真-2～6 に示す．写

真-2 は宮城県丸森町新川の堤防で，比較

的粒径が小さい均質な材料で構成されて

いる．写真-3,4 は宮城県丸森町五福川の

裏法面が浸食崩壊した堤防の遠望と近接

写真で，一様に真砂土で構成されている．

写真-5,6 は宮城県角田市江尻の堤防決壊

箇所で，粘性土層と砂分の多い層が互層

になっており，中には 10cm 弱の角礫が

混在する層もあり，均質な材料で構成さ

れていないことが分かる．いずれも試料

採取や土質試験を実施していないため詳

細データはないが，一見して被害堤防を

構成する材料は様々であり，どのような

材料で構成された橋台周辺地盤でも効果

のある対策工が必要といえる．

3. セメント系固化材を用いた越流浸食

防止対策

日本では老朽化した既存橋梁が多いことから，対策工の検討では①維持管理と同時に施工可能，②材料コスト・

施工コストが低いことを重視した．橋台背面アプローチ部の多くはアスファルトで舗装されており，一定期間で

修繕工事がなされることから，舗装の打換えと同時に施工が可能な路体下部のセメント系固化材による浅層改良

を提案する．池本ら 1)は，地震時の鉄道橋橋台背面盛土沈下抑制対策としてセメント系材料による柱状改良工法

を提案，効果検証し，JR 東日本が実用化している．筆者らはセメント改良地盤の越流浸食防止効果について，無

対策と対策工を施した比較水路実験を行った 2)．この実験では，幅 500mm，高さ 350mm の 1/15scale の水路を用

い，幅員 333mm（実スケール 5.0m）の橋梁に続く道路と，河川左岸の堤防上部を模擬した（写真-7,8，図-1,2）．

写真-6 角礫混じりで砂分の多い層 
(宮城県角田市江尻，2019.11.1 撮影) 

写真-5 互層状態の堤防 
(宮城県角田市江尻，2019.11.1 撮影) 

写真-2 比較的均質な材料の堤防 
(宮城県丸森町新川，2019.11.1 撮影) 

写真-3 真砂土の堤防 
(宮城県丸森町五福川，2019.11.1 撮影) 

写真-4 混在する花崗岩礫 
(宮城県丸森町五福川，2019.11.1 撮影) 

鋼矢板による締切内
で橋台が構築される

写真-1 橋台構築状況 
(京都府加悦奥川，2018.7.11 撮影) 
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珪砂 7 号（wopt＝10%,Dc＝90%）で堤防盛土を構築

し，橋台背面と側方の表層厚 80mm（実スケール 1.2m）

を高炉セメント B 種で改良し（最低添加量 3)

50.0kg/m3，養生期間 7 日，図-3），洪水時の流速 3.0
～4.0(m/s)を目標として設計基準流量 2.00×10-2

（m3/s）で実験した結果，改良部分は固結して一体

化し，十分な耐浸食性を示した（写真-9）． 

4. 異なる材料を用いた開水路実験の結果と考察

上記の先行実験 Case1 に対し，Case2 として堤防

材料（珪砂 7 号）に 15％の笠岡粘土を添加し（wopt

＝15.5%，Dc＝90%），その他は同条件の実験をし

た．橋台周辺の堤防流出状況を把握するために

GL-0.1ｍまで埋設した傾斜計の位置を図-3 に，各計

測点における傾斜角度の推移を図-4 に示す．Case1,2
とも浸食は下流側の未改良部①から始まり上流側⑤

に進行した．Case1 では堤防の浸食が早く，下流側

側方改良部②③の下位地盤が流出したため，改良部

②③は一体化したまま実験開始 90 秒後に落下した．

その後，浸食域は上流側に進行して未改良部⑧⑫が

流出し，上流側側方改良部⑩⑪も下位地盤が流出し

たため一体化したまま落下した．橋台背面改良部④

⑥⑦⑨の下位地盤も流出したが，一体化した改良部

は水路壁と橋台模型との摩擦抵抗で落下しなかった

（写真 9）．Case2 では粘土を混ぜたことで堤防の耐

浸食性が上がり，1 時間経過しても浸食が抑制され，

改良部②③④⑥⑦⑨⑩⑪に変位は生じなかった．本

実験材料に対してセメント改良による耐浸食効果は

顕著に認められた．今後の課題として，被災堤防の

ような種々の地盤材料での効果検証が必要である． 

謝辞：本研究は，JSPS 科研費 17H03299 の助成を

受けた．復建調査設計(株)中西典明氏には対策と実

験計画で助言をいただいた．記して謝意を表する． 
参考文献 

1) 池本宏文ら：橋台背面盛土の沈下抑制工法の開発，

JR EAST Technical Review，No.52，pp.41-46，2015.

2) Yuko Ishida et al.：Effect on prevention of soil
outflow on the back of bridge abutment by cement
soil stabilization, Proc. 9th Int. Conf. on GEOMATE,

pp.320-325, 2019.

3) ㈱高速道路総合技

術研究所：道路土

工の土質安定処理

技術，p.49，90，121， 

図-4 傾斜角推移(上段：Case1 珪砂,下段：Case2 珪砂+粘土) 

① ⑤

⑩⑪

⑧ ⑫②③

⑤①

図-3 改良範囲と傾斜計埋設位置平面図 
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進行性崩壊による天然ダム決壊過程に関する現地実験と数値シミュレーション  

立命館大学 理工学研究科 ○高山翔揮・藤本将光・里深好文

1. はじめに

著者ら 1)は，実験水路を用いて進行性崩壊による

天然ダム決壊過程に関する実験を行い，その過程

を再現する数値計算モデルを構築した。しかし，

この実験では、天然ダムの高さが0.15 mと小さく，

矩形断面の水路を用いており，より実際に近い条

件下でのモデルの妥当性検証が今後の課題であっ

た．そこで本研究では，実渓流に比較的大規模な

天然ダムを作製して進行性崩壊による天然ダム決

壊実験を行い，その実験結果との比較によりモデ

ルの妥当性を検証することを目的とした．

2. 天然ダム進行性崩壊に関する現地実験

2.1 実験概要 

図-1に示すように，神通川水系蒲田川足洗谷の支

流であるヒル谷流域を流下する実渓流に図-2に示す

台形形状でダム高 1 m の天然ダムを平均粒径 5 mm、

含水比 10%の非粘着性土砂を用いて作製した.ダム

作製を容易にするために，ダム底部には，平均粒

径 14 mmの砂礫を約 0.2 mの厚さで敷き均している.

その後，上流からほぼ一定の流量の水を供給して

ダムを決壊させた.ダム下流側に設置した複数のビ

デオカメラによりダム崩壊過程を記録し、その映

像を用いた SfMによりダム崩壊過程の 3次元座標デ

ータを取得した.また、図-2 に示すように圧力式水

位計を設置し，湛水位と地下水位の時間変化を計

測した.流出流量は，湛水位の計測値と地形データ

（図-1）とを用いて湛水量を算出し，流入流量から

湛水量の変化量を差し引いて求めた. 

2.2 実験結果 

 図-3にダム崩壊過程の実験結果を示す.図中の時

刻は，湛水位の上昇が開始してからの経過時間で

ある.0 sにおいて，透水層から浸透流が湧出してい

たが，ダム法面での崩壊は目視では確認されなか

った.78 sに浸潤面の上昇に伴ってダム法尻中央部

で小規模な崩壊が発生した.78-366 sにかけて，ダ

ム堤体で小規模な崩壊が繰り返し発生し，崩壊し

た土砂は湧出した水に取り込まれて徐々に流動化

したことで，法尻で生じた崩壊が縦横方向に拡大

した.この崩壊遡上に伴いダム高が低下し，366 s

に横断方向でダム高が最も低くなった箇所から部

分的な越流が生じた.その後，越流水はダムを急激

に侵食し，大規模な洪水流出が発生した.

図-3 ダム崩壊過程の実験結果

図-1 実験サイトの地形図（ダム作製後）

図-2 ダム縦断形状
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3. 現地実験の再現計算

3.1 数値シミュレーションモデルの概要 

進行性崩壊に関する解析では，二次元の Richards

方程式を解くことでダム内の浸透過程を予測し，

二次元簡易ヤンブ法を用いた斜面安定解析手法に

よりすべり崩壊の発生タイミングとすべり面形状

を評価し，土石流,掃流状集合流動,掃流砂を考慮し

た非定常流れに関する基礎方程式を解くことによ

りダム法面上の流れを追跡する．図-4に示すように,

すべり崩壊土はその直下の流れの平衡土砂量だけ

流出すると考えた．それを簡単に表現するために,

滑落崖直下の領域だけは等流を近似した．

3.2 計算条件 

第 2 章に示す実験にモデルを適用する．x 方向の

刻み幅は 0.05 m，z 方向の刻み幅は 0.05 m とした．

時間刻み幅は 0.0001 s としたが，斜面安定解析の時

間刻み幅のみ 0.01 s とした．ダムと透水層それぞれ

の飽和透水係数は実験結果と整合するように同定

して 3.0 cm/s,15.0 cm/s とした．その他のパラメータ

は一般値とした．まず,10800 秒間だけ実験開始前

に観測されていた湛水位を与えて計算を行い,その

結果を本計算の初期条件として与えた．

3.3 計算結果 

図-5 に越流が生じるまでのダム崩壊過程に関する

計算結果を示す．コンターは圧力水頭分布を示す．

ダム法面で小規模なすべり崩壊が繰り返し発生し

て越流が生じるまでの一連の過程が的確に表現さ

れている．図-6に崩壊遡上進行に関する計算結果と

実験結果とを示した．グラフの横軸は湛水位の上

昇が開始してからの経過時間を示し,縦軸はダム初

期形状の法尻からすべり冠頭部までの距離を示す．

崩壊遡上進行の計算結果と実験結果とは概ね一致

した．

4. おわりに

天然ダム進行性崩壊に関する現地実験を行い，

ダム崩壊過程の映像，ダム崩壊過程の 3 次元座標，

ダム内の地下水位の時間変化，湛水位の時間変化

のデータが得られた．進行性崩壊による天然ダム

決壊過程に関する数値シミュレーションモデルは，

本現地実験結果を的確に再現し，水路実験より実

際に近い現象に対しても妥当なモデルであること

が示された．

参考文献 

1. 高山翔揮・藤本将光・里深好文,進行性崩壊に

よる天然ダム決壊過程に関する研究,砂防学会

誌，Vol. 72，No.5，p．3-14，2020．

図-4 崩壊土の流動化に関する簡易モデル 図-6 崩壊遡上過程の計算結果と実験結果 

図-5 ダム崩壊過程に関する計算結果 
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我が国における近年の河道閉塞とその対策

国土技術政策総合研究所 〇水野正樹，西井洋史，山越隆雄，平田育士 

１．はじめに
 大規模な河道閉塞は、崩壊時の被害だけでなく、上流
域湛水による浸水被害、その決壊に伴い発生する洪水や
土石流による下流域の氾濫被害を生じさせる可能性が
ある。近年、日本で大規模な河道閉塞は、2004 年新潟
県中越地震，2008 年岩手・宮城内陸地震，2011 年台風
第12号による紀伊半島，2017年九州北部豪雨による大
分県日田市，2018 年北海道胆振東部地震による厚真川
等において形成されており、地震や豪雨により数年に一
度程度の頻度で発生している。 
 これらの日本における近年の大規模な河道閉塞事例
における発生状況、減災のための緊急対応状況、河道閉
塞対応方法の進展事項等について、報告する。 

２．近年の主な河道閉塞事例とその対応の変遷 
2000 年以降の日本の主な河道閉塞形成事例につ

いて、河道閉塞の発生状況や主な緊急対応状況、
河道閉塞対応方法の進展事項等を示す。

2.1 2004 年新潟県中越地震の河道閉塞 
2.1.1 大規模崩壊や河道閉塞等の発生状況１）２） 

10月23日、M6.8、最大震度7の地震により、河道閉
塞は52箇所（うち，9箇所は流出）、崩壊土砂量100万
ｍ３以上の大規模崩壊・地すべりは12箇所発生。 

2.1.2 河道閉塞の緊急対応状況２）３） 
・国総研及び土研は、芋川「山腹崩壊による天然ダム緊
急調査」に専門家を派遣し、河道閉塞の現地確認と対応
策への助言を実施。また、芋川本川の5つの地区で形成
された河道閉塞のうち規模の大きな2つ（寺野、東竹沢
（写真1））について、決壊の危険度を概略判定。 
・国の直轄事業により、２つの河道閉塞において、ポン
プ排水。仮設排水管で湛水の水位を下げつつ、仮排水路
等を整備。

2.2 2008 年岩手・宮城内陸地震の河道閉塞 
2.2.1 斜面崩壊や河道閉塞等の発生状況 
・6月14日、M7.2、最大震度6強の地震により、約3,000
箇所の斜面崩壊が発生。荒砥沢ダム直上流では大規模な
地すべりが発生。三迫川上流の東栗駒山の斜面を崩壊源
とした大規模な土石流が発生（駒の湯温泉被災）。 

・断層線付近にある地盤変位の急変領域に 14 箇所、そ
の他の地域に 1 箇所、全体では合計 15 箇所の河道閉塞
が形成した（図1）。 

2.2.2 河道閉塞の緊急対応状況４） 
・現地調査、越流時の流量調査等を実施。
・湯浜地区の天然ダムに対し、開発した土研式水
位観測ブイ（投下型）をヘリから投入して、天然
ダム湛水位を自動観測。
・一迫川に形成した天然ダムの危険度評価を実施。 

2.2.3 新潟県中越地震と岩手・宮城内陸地震の知
見を踏まえた河道閉塞への対応方法の進展事項
・2008 年 12 月、天然ダム監視技術マニュアル（案）、
土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム田
村圭司、山越隆雄、松岡暁、伊藤洋輔、田方智、柳町年
輝、土木研究所資料第4121号 
・2010 年 7 月,天然ダム形成時対応の基本的考え方(案)
（2013 年 12 月訂正）、国総研砂防研究室：改正土砂災
害防止法以前の対応方法をまとめたもの 
・2010 年 11 月、天然ダム対策工事マニュアル（案）、
国土交通省砂防部保全課、東北地方整備局河川工事課 
・2009年12月「特殊な土砂災害等の警戒避難に関する
法制度検討会」による提言。 
・2010年11月土砂災害防止法の一部改正が成立（衆院・
参院ともに全会一致）法律公布：大規模土砂災害（河道
閉塞・火山噴火に起因する土石流、地滑り等）に対する
危機管理体制の強化 
・2011年4月（事務連絡） 土砂災害防止法に基づく緊
急調査実施の手引き（河道閉塞による土砂災害対策編）
及び計算用プログラム

©JAXA 

△ 栗駒山 

磐井川 

宮城県 

秋田県 

岩手県 

震源 

変位量 〔m〕 

判読ｴﾘｱ 

崩壊地 

二迫川 

一迫川 

三迫川 

1.7m 隆起 

1.1m 沈下 
河道閉塞 

須川地区 
崩壊土砂量：約 390千㎥ 

産女川地区 
崩壊土砂量：約12,600千㎥ 

荒砥沢地すべり 
崩壊土砂量：約 450,000千㎥ 

湯浜地区 
崩壊土砂量：約 2,160千㎥ 

湯ノ倉温泉地区 
崩壊土砂量：約 810千㎥ 

沼倉裏沢地区 
崩壊土砂量：約 1,190千㎥ 

温湯地区 
崩壊土砂量：約 740千㎥ 

川原小屋沢地区 
崩壊土砂量：約 210千㎥ 

浅布地区 
崩壊土砂量：約 300千㎥ 

坂下地区 
崩壊土砂量：約 90千㎥ 

小川原地区 
崩壊土砂量：約 490千㎥ 

沼倉地区 
崩壊土砂量：約 270千㎥ 

小河原地区 
崩壊土砂量：約 20千㎥ 

槻木平地区 
崩壊土砂量：約 80千㎥ 市野々 原地区 

崩壊土砂量：約 1,730千㎥ 

2008 年 岩手・

宮城内陸地震

図1 河道閉塞の分布と地震断層による地盤の垂直

変位量（電子基準点併用ALOS 2.5次元解析） 

写真1 芋川流域東竹沢地区の河道閉塞 

(高さ約30ｍ) 

芋川 

2004年10月24日北陸地整撮影 
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・2011年5月1日施行 土砂災害防止法の一部改正 
・2014年9月，深層崩壊対策技術に関する基本的事項：
蒲原潤一，内田太郎，国総研資料第807号 

2.3 2011 年台風第 12 号による河道閉塞 
2.3.1 河道閉塞等の発生状況 
総降水量は、紀伊半島を中心に広い範囲で1000mmを

超え、紀伊半島の一部の地域では解析雨量で2000 mm
を超えた５）。奈良県、和歌山県内において合計17箇所
の河道閉塞が形成した。 
2.3.2 河道閉塞の緊急対応状況 
・ヘリ調査とともに、人工衛星SAR強度画像を用いて悪
天候時においても河道閉塞の形成を確認。 
・5箇所の大規模河道閉塞に対して土砂災害防止法に基
づき緊急調査を実施（法施行後、初となる事例）。緊急
調査結果等を踏まえ河道閉塞に対する土砂災害緊急情
報を関係する県、市町村に通知。 
・４箇所の天然ダムに対し、土研式水位観測ブイ（投下
型）を用いて、天然ダム湛水位を自動観測。 
2.3.3 河道閉塞への対応方法の進展事項 
・2012 年 6 月、大規模土砂移動検知システムにおける
センサー設置マニュアル（案）、土木研究所資料第4229
号、土砂管理研究グループ火山・土石流チーム
・2012年9月（2013年1月修正），深層崩壊に起因する
土石流の流下・氾濫計算マニュアル(案)：土研火山・土
石流チーム，土木研究所資料第4240号
・2013年11月，単偏波の高分解能SAR画像による河道
閉塞箇所判読調査手法（案）：水野正樹・神山嬢子・江
川真史・佐藤匠・蒲原潤一・林真一郎，国土技術政策総
合研究所資料 第760号
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0760.htm

・2014 年 6 月，２偏波SAR 画像による大規模崩壊及び
河道閉塞箇所の判読調査手法(案)：水野正樹・神山嬢
子・江川真史・佐藤匠・蒲原潤一，国土技術政策総合研
究所資料 第791号，
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0791.htm

・2016年3月一部改訂 土砂災害防止法に基づく緊急調
査実施の手引き（河道閉塞による土砂災害対策編）：平
成23紀伊半島の経験を踏まえた修正

2.4 2017 年九州北部豪雨による大分県日田市の
河道閉塞 

2.4.1 河道閉塞の発生状況 
・豪雨が弱まり、降雨強度（大分県上宮山観測所）が
10mm/h以下となってから10時間後の2017年7月6日

AM10頃に山腹が崩壊。死者１名、県道・家屋等を破壊
する被害とともに河道閉塞が発生。（写真2） 
・崩壊箇所は、2015 年 11 月 20 日～2016 年 2 月 26 日
ALOS-2データを用いて国土地理院が解析した差分干渉
SAR 画像で変動縞が出現、及び崩壊後現地調査結果か
ら、崩壊する前から地すべり滑動していたことが判明。 

2.5 2018 年北海道胆振東部地震の河道閉塞 
2.5.1 河道閉塞の発生状況 

9月6日、M6.7、最大震度7の地震により、斜面崩壊
部の移動量：:約 500m、斜面崩壊の幅：約 400m、天然
ダムの高さ：約 50m、閉塞部の長さ：約 1,100m の河道
閉塞が発生。（写真3） 

３．おわりに 
2004 年新潟県中越地震以降、日本では、豪雨や

地震で度々発生した河道閉塞に対して多数の緊急
対応の実績を蓄積し、河道閉塞への対応方法が進
展している。2010 年には、規模や保全対象人家数
等の一定の要件を満たす河道閉塞が形成した場合、
重大な土砂災害が急迫しているとして、国が緊急
調査を行い、住民の避難指示の判断等を適切に行
えるよう、土砂災害が想定される区域及び時期に
関する土砂災害緊急情報を提供することが土砂災
害防止法に規定された。
 今後も、切迫する南海トラフ巨大地震等の地震
や、地球温暖化の影響に伴う極端な気象現象の増
加により、河道閉塞の発生が懸念される。これか
らも河道閉塞対策の更なる継続的な進展が必要で
ある。

【参考文献】
1) 国土交通省砂防部保全課：平成１６年新潟県中
越地震に伴う斜面崩壊の発生状況について（続
報）,平成 17 年 1 月 13 日 
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/05/050113_.html 

2) 国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所：砂
防事業に関する調査・研究の動向（その７），国
総研資料 616 号，P112～130，2010/11

3) 国土技術政策総合研究所：平成 16 年（2004 年）
新潟県中越地震被害に係わる現地調査概要，国総
研資料第 248 号，p34～36，2005/5 

4) 国土技術政策総合研究所，土木研究所ほか：平
成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震被害調査
報告，国総研資料第 486 号，p34～71，2008/12 

5) 気象庁：災害時気象速報平成２３年台風第１２
号による８月３０日から９月５日にかけての大
雨と暴風，災害時自然現象報告書 2011 年第 3 号，
p1，平成 23 年 11 月 28 日

斜面長約300m 

幅約200m 

湛水 

九州地整2017.7.7撮影 

写真2 日田市小野地区の崩壊箇所 

2018.9.6撮影 

日高幌内川 

写真3 北海道胆振東部地震による河道閉塞 
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河道閉塞が引き起こす土砂災害シナリオと被害軽減対策の検討 

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所 星野久史，奥山悠木※1，藤澤芳信※2 

筑波大学生命環境系 内田太郎 

株式会社建設技術研究所 ○柳崎 剛，速見 智，松原智生，西島健二，福島和彦，佐伯響一 
※1現所属：国立研究開発法人土木研究所土砂管理研究グループ雪崩・地すべり研究センター

※2現所属：国土交通省四国地方整備局肱川緊急治水対策河川事務所

1. 緒論

河道閉塞に対するハード対策の基本的考え方に

ついては，「深層崩壊対策技術に関する基本的事項」

（国総研資料第 807号）で整理されている。しかし，

具体箇所における検討事例は少ないのが現状であ

る。そこで，上記を踏まえた対策手法を吉野川水系

祖谷川流域を対象として試行的に事例検討した。 

2. 土砂災害シナリオの整理

対象流域における土砂災害シナリオを整理する

ために，4つの崩壊規模（最大値，平均値（標準規

模） ，中央値，最小値），５つの形成位置を組み合

わせ，表-1に示す 20ケースの河道閉塞決壊解析を

行った。ここで，崩壊規模は蓋然性の高い深層崩壊

現象の抽出結果 1)より，崩壊土砂量を最大値 74.2

万 m3，平均値（標準規模）15.1万 m3，中央値 12.0

万 m3，最小値 2.6万 m3とした。河道閉塞の形状は，

崩壊土砂量の全量が閉塞部を形成するものとして

オベリスク式により設定した。河道閉塞の位置は，

既設堰堤の連続整備区間より上流，かつ既往実績の

95%が分布する河床勾配 1/62)より下流を対象区間

とし，勾配変化点，保全対象との距離，河道閉塞の

湛水量，深層崩壊跡地との位置関係を踏まえて選定

した（図-1）。また，数値解析には，河道閉塞決壊

解 析 機 能 を 実 装 し た 土 石 流 解 析 モ デ ル

HyperKANAKO3)を基本に，複断面化により施設諸元

を精度良く反映できる機能，コンクリートスリット

堰堤のスリット部の構造改良による洪水低減期の

土砂流出抑制効果を表現できる機能を付加した数

値解析モデルを使用した。

解析結果より，河道閉塞湛水容量と保全対象直上

に到達した決壊ピーク流量の関係を図-2 に示す。

最大規模は，流下距離 4,600m より上流では流入量

に対し湛水容量が大き過ぎるため降雨期間中には

決壊に至らず，3,700m 以下ではピーク流量が

10,000m3/s を超過した。整備対象とする土砂災害

シナリオとして，最大規模はピーク流量が非常に大

きく施設整備のみで対応しようとすると莫大な費

用を要するおそれがあるため，今回の検討の対象と

はせず，最下流の 1,800m における標準規模の決壊

流量約 5,000m3/s を上限として施設配置検討を行

うものとした。

3. 対策施設の概略検討

3.1 施設配置検討と効果評価

従来の砂防計画上の効果に加えて，深層崩壊のリ

スクの高い地域において河道閉塞の決壊流に対し

ても効果を発揮する施設配置とすることに着眼し，

落合谷川の整備率を 100％に高める過程で施設配

置を工夫することで，通常の土砂流出，決壊時の出

水の双方に効果を発揮する施設整備方法を検討し

た。具体には，土砂災害シナリオの検討結果を踏ま

え，最大規模を除く３つの規模と５つの形成位置に

対し，各既設堰堤の改良メニュー（除石，スリット

化，嵩上げ）を複合的に組み合わせた施設配置パタ

ーンを整理し，各パターンの整備後の流量を数値解

析により算定し，無害流量（535 m3/s）以下に低減

可能かを評価した。ここで，無害流量は，当該渓流

が掘り込み河道であるため既設護岸天端高もしく

は河道区間との境界を評価高として，等流計算で得

られる河道満杯流量の最小値を採用した。

標準規模における現行施設時のピーク流量と整

備後のピーク流量との関係を図-3 に示す。同図で

は，単独整備案は最も効果が大きい「落合谷第 2

堰堤の嵩上げ・スリット化案（H=22m）」，複合整備

案はさらに「落合谷堰堤のスリット化案（H=9m）」

を追加配置した案を示している。河道閉塞からの流

下距離 1,800m 地点では，現行施設時の決壊最大流

量 5,000m3/sに対し，複合整備案でも整備後最大流

量が無害流量を約 400 m3/s超過する。また，2,500m

より上流の施設効果に着目すると，複合整備案では

4,000 m3/s 程度，単独整備案では 2,000 m3/s 程度

であれば無害化できることがわかる。 

3.2 土砂災害シナリオに対する効果検証 

土砂災害シナリオとして崩壊規模と形成位置を

変化させた場合の単独整備案と複合整備案それぞ

れの施設効果を検証した。複合整備案における流下

距離と整備前後のピーク流量の関係を図-4 に，単

独整備案を図-5 に示す。両図では，図-3 で確認し

た無害化可能流量も図示した。標準規模以外のケー

スの数値解析を実施していないものの，無害化可能

流量と整備前の流量を比較することで，各ケースの

施設効果を類推することができる。複合整備案では，

1,800m 地点において標準規模の河道閉塞が形成し

た場合のみ整備後流量が無害流量を上回るが，その

他のシナリオでは無害流量まで低減する。一方，単

独整備案では， 1,800mでは全ての規模で無害流量

を上回るが，3,700m 地点では標準規模でも無害流

量を僅かに上回る程度である。したがって，3,700m

より上流で河道閉塞が生じるシナリオに対しては，

S-004
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単独整備案のみでであっても，一部区間で溢水が生

じるものの甚大な被害は回避できると考える。 

3.3 決壊流量に対する堤体の安定性評価 

落合谷第 2堰堤の改良（堤高 15mから 22mに嵩上

げ）を想定し，設計流量を超過する決壊流に対する

堤体の安定性を評価した。図-6は，設計流量（675 

m3/s）と決壊流量の比を表す流量指標に対する引張

応力度と滑動安全率の関係を示す。決壊流量が設計

流量を超過すると直ちに引張応力が発生し，約

4,500 m3/sを超過すると滑動安全率 4.0（岩着条件）

を下回ることがわかる。超過規模における設計手法

についてはまだ課題が多いが，土砂災害シナリオご

との対策効果を整理することで，河道閉塞の位置や

規模といった具体条件を想定して対策施設の構造

安全性能を評価できることを確認した。 

4. 結論

河道閉塞の規模と形成位置に着目して蓋然性の

高い土砂災害シナリオを整理し，既設堰堤の改良に

よる被害軽減効果と堤体安定性について検討した。

全ての被害を完全防止できなくても，規模や流下距

離の条件により被害を軽減できることを確認した。 

今回は 1渓流を対象に検討を行ったが，他流域に

おいては地形や流量条件が異なることから，異なる

対策が必要になる可能性がある。今後，検討事例を

蓄積することにより適用性を検証していくことが

有効と考えられる。 

参考文献 
1)林孝標,平澤良輔,尾嶋百合香，村上睦実，内田太郎,松本直樹，横
尾公博,大塚智久,長塚結花(2017)：深層崩壊に起因する被害想定
手法について, 平成 29 年度砂防学会研究発表会概要集，
pp.550-551 

2)内田太郎,桜井亘,鈴木清敬,萬徳昌昭（2017）：深層崩壊に起因す
る大規模土砂災害被害想定手法，国総研資料第 983 号，
ISSN1346-7328  

3)柳崎剛,岩浪英二, 堀内成郎,里深好文,中谷加奈,水山高久
（2014）：天然ダム決壊解析機能を実装した土石流シミュレーショ
ンシステムの開発, 平成 26 年度砂防学会研究発表会概要集，
pp.B220-221

表-1 河道閉塞形成の検討条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 河道閉塞と既設堰堤の縦断位置（標準規模）

 

 

図-2 河道閉塞の湛水容量と決壊ピーク流量の関係 

図-3 決壊流のピーク低減効果 

図-4 整備前後のピーク流量（複合整備案） 

図-5 整備前後のピーク流量（単独整備案） 

図-6 超過規模の決壊流量に対する堤体安定性評価 
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紀伊半島大水害の河道閉塞と対策 

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 ○小竹利明・山田拓・柴田俊 

1. はじめに
日本の国土は大規模な土砂災害が発生し

やすい自然条件であり、大規模な崩壊に伴
う河道閉塞による災害も過去から度々発生
してきた。近年では、2004年（平成 16年）
新潟中越地震や 2008年（平成 20年）岩
手・宮城内陸地震時に河道閉塞が形成され
たほか、2011年（平成 23年）九月の台風
12号による紀伊半島大水害においては奈良
県・和歌山県各地で深層崩壊により河道閉
塞が形成された。 
 新潟県中越地震や岩手・宮城内陸地震時
に形成された河道閉塞の対策を通して、河
道閉塞の対策工の手法が広く認知されると
共に、対策工事のマニュアル（天然ダム対
策工事研究会，2010）も作成されるなど、
河道閉塞対策の内容が整理され、対策手法
の技術向上に一定の成果が見られたほか、
工事用道路が無い場合でもヘリ空輸による
重機の搬入が可能となるよう、分解空輸可
能な重機が各整備局に配備されるなど工事
実施体制の整備も進むこととなった。 
しかし、紀伊半島大水害における河道閉

塞の閉塞高は，最大で 100mに達するなど，
閉塞高が最大でも 50m規模であるこれまで
の河道閉塞の規模を大きく上回ることか
ら、計画や施工がより困難になる上に、閉
塞箇所の高低差が大きいため、湛水池から
越流する流水の影響がはるかに大きく、更
に頻繁に土砂流出が発生する大規模な深層
崩壊斜面直下で対策を実施するなど、厳し
い条件下での対策を強いられることとなっ
た。（図１） 
そこで本発表では新潟県中越地震、岩

手・宮城内陸地震時の河道閉塞への対策に
言及するとともに、それと比較する形で紀
伊半島大水害における河道閉塞の対策を紹
介し、大規模河道閉塞における対策工の計
画のあり方を論じていく。これら近年の河
道閉塞対策の変遷をまとめることにより、
今後紀伊半島大水害と同規模の河道閉塞が
形成された際、速やかに対策が実施される
ことを目的とする。 

2. 河道閉塞に対し用いられる工法の変遷
河道閉塞対策の工法は大きく、仮設施設

と恒久施設に分類される。それぞれについ
て、新潟中越地震及び岩手宮城内陸地震の
際に用いられた主な河道閉塞に対する工法
と紀伊半島大水害の際に用いられた工法を
図にまとめた。（図 2） 
前述したように紀伊半島大水害で形成さ

れた河道閉塞は前の二つの災害によるもの
よりも規模の大きなものであった。（図 3）
そのため、崩壊した際に予想される土砂量
や湛水池の規模も大きく既往の工法を用い
ることは不可能、又は非効率であった。ま
た、河道閉塞の原因となった崩壊の規模が
そもそも大きいことや河道閉塞が発生した
場所の地質や水文状況が既往の災害のもの
とは違っていたということも、課題となっ
た。 
次の項では上記の課題を解決するため

に、実際に紀伊半島大水害で用いられた工
法を取り上げ紹介していく。 

3．紀伊半島大水害で用いられた対策手法 
先ほどの項で述べた課題を踏まえ、紀伊

半島大水害時に新たに取り入れられた手法
の一例を本項で紹介する。 
仮設施設の例としては、紀伊半島大水害で
は河道閉塞で生じた湛水池の水を排水する
ために、まず、2 年超過確率規模の洪水を排

図 1 各災害における最大規模の河道閉塞の諸元 
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平成16年
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地点 栗平 東竹沢 湯浜
高さ（m) 100 31.5 50
幅(m) 350 168 200

崩壊土砂量（m3) 23846000 655940 2160000

図 2 各災害における河道閉塞に対する工法の例 

図 3 紀伊半島大水害河道閉塞写真（栗平） 
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[ここに入力] 

水できる程度の、短期間で施工可能な仮排
水路を緊急的に設置した。既往の災害では
緊急的な対策としてポンプ排水が主に用い
られたが、紀伊半島大水害のように湛水容
量が大きい場合や湛水池への流入量が多い
場合には効果が限定的であり、コストや時
間の問題も生じるためである。なお、閉塞
高が 100m にも達するような規模の河道閉
塞においては、越流時に仮排水路下流部の
急激な洗堀が避けられないことから、仮排
水路末端部や脚部の洗堀防止対策は既往災
害時よりも入念に行った。 
さらに、施工可能な個所では暗渠排水管を
設置した。暗渠排水管の設置により、閉塞
天端の越流頻度を低減でき仮排水路への負
担も軽減できる。なお、暗渠排水管の設置
は後に実施する恒久施設の整備時において
も有効である。例えば、赤谷地区では通常
時の流水を暗渠排水管で流下させることが
できたため、砂防堰堤等の恒久施設をドラ
イな環境で施工でき、工事の安全性と効率
性の向上に役立った。（図４）
恒久的な対策としては、（ⅰ）越流破壊時
の洪水、土石流のピーク流量低減、（ⅱ）天
端部から流下する流水の減勢、（ⅲ）河道閉
塞部脚部や下流における対策施設の基礎洗
堀の危険性の減少という３点を目的として
越流標高の切り下げや湛水池の埋め立てを
行った。（図５）その際、切り下げ高は隣接
する崩壊地や崩壊土堆積地の安定を損なわ
ない範囲内において事業期間内で最大とな
るように、加えて施工中における越流の危
険性も考慮して決定した。 

4.紀伊半島大水害の河道閉塞対策工現状
現在、紀伊半島大水害から９年が経過し

ようとしている。（R2年 5月現在）現在も紀
伊山系砂防事務所においては紀伊半島大水
害の際に形成された深層崩壊や河道閉塞に
対し工事を行っているがその効果検証の一
つとして、栗平地区で施工した 1号砂防堰
堤を取り上げる。栗平地区では河道閉塞が
形成された後、出水による土砂の大規模な
流出を経験していくに従って、可動閉塞の
頂部は侵食され低くなり、その土砂が下流
に堆積していくという地形の変化がみられ
た（図 6）。図 6は、大規模な流出ごとに撮
影した LPデータから作成した縦断図であ
る。河道閉塞の地形が変化していくにした
がって、1号堰堤を起点としてなだらかな堆
砂勾配が形成されていく様子が見られ、1号
堰堤が河道閉塞の安定化に大きく寄与して
いることが分かる。一方で、可動閉塞頂部
付近に設置していた仮排水路は、大規模な
流出を経験するごとに破壊され、現在は完
全に流失してしまっている。このように、
仮排水路はあくまで仮設であり出水の規模
によっては比較的短時間で破壊されてしま
うことも想定するべきであり、恒久施設で
ある砂防堰堤を出来るだけ早期に整備する
ことが重要と言える。 
5.おわりに
今回の研究では近年発生した３つの水害

を元に、発生した河道閉塞の対策手法をま
とめた。特に紀伊半島大水害で生じた河道
閉塞はそれ以前の河道閉塞と比べて規模の
大きなものであり、対策工法に関して工夫
を行う必要があった。今後、気候変動に伴
い、大規模な崩壊が多発する恐れがある。
そのため、紀伊半島大水害と同規模、ある
いはそれ以上の規模の河道閉塞が起きる可
能性が十分あるため、紀伊半島大水害で生
じた河道閉塞の対策をまとめるとともに、
それらを体系化して行くことが重要であ
る。また、近年、無人化施工や ICT 技術な
どの進歩はめまぐるしいものがあり、そう
いった最先端の技術を河道閉塞の対策工に
組み込んでいくことも重要である。 
参考文献 

桜井亘：大規模河道閉塞の緊急工事の考え
方について，砂防学会誌,Vol.71,No.6,p.14-

20,2019 

櫻田ら：岩手・宮城内陸地震への対応とそ
の後について，砂防学会誌，
VoL63,No.3,p.54-59,2010 

図 4 赤谷地区における仮排水路（暗渠排水） 

図 5 天然ダムの切り下げ及び湛水池埋め戻し 図 6 栗平地区における出水期ごとの LP 縦断図
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Fine Sedimentation Infiltration Underneath Debris Flows: Preliminary Results 

神戸大学海事科学研究科砂防研究室 〇クリストファー・ゴメス 

1. Introduction

Debris-flow dewatering and mixing with underneath 

substratum is essential to understand distance travelled 

and potential impacts, as formulated by the relation 

between the surface slope of a deposit and the maximum 

travelled distance after a slope break, by notably taking 

into account water expelled at the surface during 

sedimentation. This work can be further extended by 

asking the question: what is happening underneath the 

deposit when the substratum is porous, and fluid escapes 

underneath? How much of the fine material, as part of 

the slurry [2] is escaping underneath, contributing to a 

modification of the Cu and C* [1]? These questions are 

essential as fines contribute to waxing the flow [2] and 

can have ambiguous roles either acting as part of the 

slurry or as part of the “dry-load” [3]. 

2. Objectives and Methodology

As the formulation has been generated from 

impermeable substratum experiments, the present 

contribution aims to test whether significant results can 

be obtained from laboratory analysis of infiltration and 

mixing of material.  

To reach this objective, a simple setup was created at 

Kobe University at the laboratory of sediment hazards 

and disaster risk, with a 2400 mm long and 100 mm wide 

ramp connected to a deposition box of 800 mm x 750 

mm, 60 mm deep. (Fig. 1). The flow was generated using 

a water container with 500 ml of water released by a 

mechanical valve onto the sediment previously placed on 

the inclined and mixed with water 500 ml +/- 50 ml 

(extra-water was sprayed to keep the material moist) for 

it sticks to the ramp that was covered with 0.125 mm 

sand for bed roughness. The material that composes the 

Fig. 1 The experimental setup, showing the ramp and receiving box inclination, the characteristics of the 

sediments, the sediment sampling process and the topographic data acquisition targets and total station. 

T1-001
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simulated debris flow is a mixture of 2-4 mm and 0.0625 

– 0.125 mm material with a respective mass-ratio 2/1.

The receiving box is made of 0.5 – 1 mm material. 

The topographic data before-&-after flow were collected 

using SfM and 11 targets (RMSEz = 2.3 mm), and the 

targets’ location was measured using a total station 

positioned 3 m from the tray. The topographic change 

was calculated using the Difference of DEMs method. 

The sediments were collected and sieved from a series of 

slices next to one another with a thickness between 5 cm 

and 15 cm starting from the snout of the debris-flow 

deposit and ending near the connection between the 

receiving box and the ramp. Vertically, the material 

above the original base topography and underneath were 

separated to measure any form of mixing and the 

samples then sieved using dry mechanical sieving. 

3. Results

Topographic change shows a typical debris-flow 

deposit with a snout and levees on the sides (Fig. 2). 

Fig. 2 Topographic change of experiment 2. 

The sediment analysis shows that the fine fraction of the 

material penetrated the subsurface (A on Fig. 3) with 

majority of the data below 10% of mass incorporated, 

although in experiment 1 tail flow erosion “replaced” the 

substratum and generated an artificial 50% of mass 

sample (B on Fig. 3). Substratum erosion also occurred 

as the top part of the outcrops also integrated between 

mass 60% and 80% of the substratum, even in 

experiment 2 where the flow tail was not consequent. 

Fig. 3 Ternary diagram of the different grain fractions 

used in the study, showing levels of mixing by mass. 

4. Conclusion

The preliminary experiments show that dewatering is 

occurring underneath the deposit (the substratum is 

wetted) and a portion of the sediment accompanies this 

transfer, with cases of substratum mixing and cases 

without mixing (pure percolation). A simple infiltration 

experiment of the slurry in a tube filled with sediment 

keeping the same grain-size distribution also showed 

that up to a threshold concentration, material is being 

transported as part of the fluid in the column, showing 

that the infiltration head controls the vertical 

progression of the fines in the substratum.  

References 

[1] Takahashi. T. 2019. Debris flows, Mechanics,

Prediction and Countermeasures 2nd Ed. 

[2] Sakai et al. 2019. Journal of Hydraulic Engineering

145-5, 6019004.

[3] Hotta et al. 2013. Journal of Mountain Science 2,

233-238
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掃流状集合流動領域の浮遊砂計算手法に関する一考察 

国際航業株式会社 ○久保毅，岩田幸泰，清水幹輝，青戸一峰

立命館大学 里深好文

筑波大学 内田太郎

１．はじめに 

山地で生産される土砂は、大きな礫から細かい

砂・泥までを広範に含み、下流河川まで勾配・川幅

が大きく変化する流路を流下する。土砂は、粒径や

水理条件に応じ、様々な土砂移動形態で運搬される

ため、上流から下流まで一連で河床変動計算を行う

場合、各々の形態に対応した計算手法を組み合わせ

ることになる。

従来、急勾配区間である土石流・掃流状集合流動

の解析手法は粗粒土砂の挙動に着目して解析され、

細粒土砂は濁りの成分(ウォッシュロード)として通過

するかたちで考慮されている場合が多い。一方、緩

勾配区間の解析は、掃流砂のみならず浮遊砂を含め

た解析が一般的に実施されてきた。これらを単純に

接続すると、急勾配区間で濁り成分として通過する

細粒土砂が、緩勾配区間では浮遊砂計算の対象とな

り、接続点で流砂量が不連続になる可能性がある 1)。

この問題への対応として、急勾配区間を土石流、

緩勾配区間を掃流砂・浮遊砂として計算を行い、遷

移区間である掃流状集合流動区間の水流層において、

浮遊砂計算を実施する方法が提案されている 2)3)4)。

本検討は､この手法をベースに､掃流状集合流動区

間の計算法について複数案を整理・検討し､試算を実

施した上で、結果について考察を行ったものである。 

２．浮遊砂計算手法の整理・検討 

掃流状集合流動区間の水流層中の浮遊砂は、掃流

区間の浮遊砂と連続した現象であるとすると、以下

の仮定が考えられる。 
(ｱ)水流層中の浮遊砂の鉛直濃度分布は、掃流区間の

浮遊砂理論を当てはめることができる。

(ｲ)水流層中の浮遊砂の基準面濃度は、掃流区間の浮

遊砂理論を当てはめることができる。

(ｱ)は、平野らの実験 5)等で確かめられており、本

論ではこの仮定を採用して検討を行う。一方、(ｲ)に
ついてはこれまで十分な検証がなされていない。

また掃流状集合流動区間の、浮遊砂と砂礫移動層

の濃度的連続性について、以下の仮定が考えられる。  
(1)水流層中の浮遊砂は、砂礫移動層の間隙流体中の

土砂(フェーズシフト 4)した土砂)と、濃度的に連続し

ている。

(2)水流層中の浮遊砂は、砂礫移動層中の全土砂と濃

度的に連続している。(このとき砂礫移動層の濃度

は河床勾配によらず等しく保たれ 6)、その濃度は

0.4C*、粒径比率は河床の粒度比率 7)とした) 

(3)水流層中の浮遊砂は、砂礫移動層中の土砂との濃

度的な連続性はない。

以上のうち、(ｲ)と(1)の仮定を採用すると、Ａ案(図
1)のような鉛直濃度分布を想定することになる。

これに対し、(ｲ)は採用せずに(2)を採用した、Ｃ案

(図 1)のような濃度分布も考えられる。 
また、(ｲ)と(3)を採用したＢ案(図 1)のようなモデ

ルもありうる。 
Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 

なおＣ案は、砂礫移動層が形成されている状況で

は一定の妥当性があるが、掃流砂領域では砂礫移動

層の明瞭な形成がないと考えると、基準面濃度は実

績のある芦田・道上式を利用することが妥当である。

その場合、掃流状集合流動領域と掃流砂領域とで、

浮遊砂基準面濃度に不連続が生ずることになる。

３．計算モデルと計算ケース 

図 1 に示した３つの案のうち、本検討では B 案と

C 案を計算モデルに組み込み、試算を行った。 
B 案については、基本的に既往の提案手法 3)4)に従

って計算モデルを構築した。

C 案については、B 案のモデルをベースに、掃流

状集合流動区間の浮遊砂基準面濃度の設定を変更し

た。具体的には下記の通りである。

高橋らによれば、土砂濃度 0.01 が掃流状集合流動

領域と掃流砂領域の境界条件とされている 5)6)ため

これを参考とし、土砂濃度 0.01 で急に切り替わる訳

ではないと考え、平衡土砂濃度 0.012～0.008 の区間

-で、浮遊砂基準面平衡濃度を、砂礫移動層濃度から

芦田･道上式算出値へ漸変させた。なお、芦田･道上

式による基準面濃度が砂礫移動層濃度より大きくな

る場合は芦田・道上式による算出値を基準面濃度と

した(ただし C*を上限値とした)。 
計算は、延長約 5kｍ、川幅 10ｍ、河床勾配が上流

の1/4(約14°)から下流の1/500まで連続的に変化す

る一次元のモデル河道を対象に実施した。

流量は 50m3/s、土砂濃度 25%の一定流量を５時間

図 1 掃流状集合流動区間の浮遊砂濃度分布(案) 

浮遊砂平衡濃度 
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インプットした。粒径は単一粒径(0.3mm、0.5mm
の２ケース)と混合粒径（0.1mm、0.3mm、1mm、

10mm、100mm を均等に 5%ずつ）を設定した。

計算では沈降速度は Rubey の式を用いるが、水流

層の濃度により補正した 8)。また、混合粒径のケー

スでは、フェーズシフト 4)を考慮したケースも実施した。 

４．計算結果と考察 

単一粒径(図 2)では､B 案ベースの場合､0.3mm では

多くの浮遊砂が計算された(CASE1)が､0.5mm では

浮遊砂が少ない結果(CASE2)となった。一方､C 案ベ

ースの場合､0.3mm(CASE3)､0.5mm(CASE4)共に､浮

遊砂により多くの土砂が運搬された｡ 

混合粒径(図 3)では、B 案ベースでフェーズシフトを考

慮しないと下流の土砂堆積は少なかった(CASE5)が、

フェーズシフトを考慮すると 1/200 の区間まで 1～5m
程度の土砂が堆積した(CASE6)。C 案ベースでは、フェ

ーズシフトを考慮しなくても 1/200 の区間まで土砂堆

積し(CASE7)、フェーズシフトを考慮すると 1/300 の区

間まで土砂が堆積した(CASE8)。
以上より、掃流状集合流動区間の浮遊砂計算を行

う場合、浮遊砂基準面濃度の設定が下流の河床変動

に大きく影響することがわかった。ただし、今回の

試算ケースは細かめ粒径で長時間の土砂移動を想定

した条件であり、粒径や計算時間によって結果の傾

向に違いが生ずる可能性があり、留意が必要である。 
５．おわりに  

掃流状集合流動領域の計算手法にバリエーション

をもたせ、急勾配領域から緩勾配領域一連の土砂移

動を試算したが、今後は、実験結果や災害実態につ

いて、整合性検証や再現計算の実施等を進め、実際

の土砂移動を適切に表現できる計算手法を探求する

ことが必要と考えられる。

また、ここで採用した手法は、広範にわたる土砂

移動を表現するための実用的手法として検討をした

ものであるが、流体の鉛直方向の流速分布を考慮で

きていない等、モデル上の課題もある。今後、実用

性と物理的妥当性の双方を念頭に置きながら、更な

る検討・改良が望まれる。

【参考文献】 

1）国総研資料 872 号（2015）p14／2)鈴木拓郎ら

（2013）砂防学会誌,66(2),p21-30／3)鈴木拓郎ら

（2013）砂防学会研究発表会概要集 B,p114-115／4)
内田太郎ら（2016）砂防学会研究発表会概要集

A,p34-35／ 5)平野宗夫ら（ 1997）水工学論文

集,41,p759-764／6)高橋保ら（1982）京都大学防災

研究所年報,25(B2),p327-348／7)高橋保ら（2000）
水工学論文集,44,p717-722／8)日名純也ら（2017）
砂防学会研究発表会概要集,p488-489

図 3 混合粒径ケースの計算結果 

図 2 単一粒径ケースの計算結果 

CASE１（Ｂ案，０.３mm） CASE２（Ｂ案，０.５mm） 

CASE３（Ｃ案，０.３mm） CASE４（Ｃ案，０.５mm） 

CASE５（Ｂ案，ﾌｪー ｽﾞｼﾌﾄなし） CASE６（Ｂ案，ﾌｪー ｽﾞｼﾌﾄ係数 ５．０） 

CASE７（Ｃ案，ﾌｪー ｽｼ゙ﾌﾄなし） CASE８（Ｃ案，ﾌｪー ｽｼ゙ﾌﾄ係数 ５．０） 
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桜島有村川渓流地形における，渓床の微細土砂含有率が 

土石流ハイドログラフへ及ぼす影響の数値解析 

国立研究開発法人土木研究所 〇山崎祐介 手塚咲子 1 平岡真合乃 林真一郎 2 石井靖雄 
1現 日本公営株式会社 2現 国土交通省 

１．はじめに 

土石流の対策施設設計やハザードマップの作成に

おいて，土石流のピーク流量や流出量をいかに適切に

推定するかは重要な課題である。土石流の数値モデル

を用いた解析によって土石流の流下過程の解析が行

われてきており 1)，経験則に基づいた従来の方法より

も，より詳細な土石流のピーク流量や流出量の推定手

法が期待される。土石流の数値モデルは，土石流およ

び渓床堆積物の質量保存則，運動量保存則を基礎とし

て考案されており，これらにおいて，抵抗則 2)及び浸

食・堆積速度 3)が重要な役割を演じている。抵抗則及

び浸食・堆積速度の評価式において，平衡勾配 3)は主

要な役割を担っており，間隙流体の質量密度，土砂濃

度，内部摩擦角に支配されている。間隙流体の質量密

度は，土石流に含まれる微細土砂が流体相へ遷移して，

水とともに間隙流体として振る舞うことで，水の質量

密度よりも大きくなると考えられている 4)。このこと

は，微細土砂の流体相の遷移が平衡勾配を通じて土石

流の流下機構に影響を及ぼすことを示している。よっ

て，土石流のピーク流量や流出量に及ぼす，微細土砂

の流体相へ遷移の影響を検討しておくことが重要で

ある。 

このことから，本研究では，微細土砂の流体相への

相変化を考慮した数値モデル 5), 6)を用いて，微細土砂

の含有率を変化させて感度分析を行い，微細土砂の含

有率が土石流のハイドログラフに及ぼす影響につい

て検討を行う。 

２.方法

2.1 土石流の数値モデル

2.1.1 質量保存則 
微細土砂の流体相への遷移後の間隙流体の質量密

度を与えるため，流体相へ遷移した微細土砂を質量で

設定する必要がある。土石流全体，粗粒土砂，および

微細土砂についての質量保存則 5), 7)を，水深平均 1 次

元で表すと，次式で表される。 

浸食過程： 

(1) 

(2) 

(3)

堆積過程： 

(4) 

(5) 

(6)

ここに，ℎは流動深，𝑡は時間，𝐵は川幅，𝑥は渓床に沿

う軸，𝑢は𝑥軸方向の水深平均の流速，𝐸は侵食・堆積

速度，𝑐∗は渓床堆積物の静止体積濃度，𝑐cは粗粒土砂

の水深平均の体積濃度，𝛾は土砂輸送補正係数，𝑝cは渓

床堆積物における粗粒土砂含有率，𝑐fは流体相におけ

る微細土砂の体積濃度，𝑝fは渓床堆積物における微細

土砂含有率で𝑝c + 𝑝f = 1，𝑐∗Dは堆積過程における粗粒

土砂静止体積濃度である。侵食・堆積速度は，次式で

表される 3)。 

(7) 

ここに，𝜃は渓床勾配，𝜃eは土石流の平衡勾配であり，

次式で表される 3)。 

(8) 

ここに，𝜎は砂礫の質量密度，𝜌は間隙流体の質量密度，

𝜙は砂礫の内部摩擦角である。平衡勾配の式における

間隙流体の質量密度𝜌は，流体相における微細土砂濃

度𝑐fを用いて次式で表される。

(9) 

ここに，𝜌wは水の質量密度である。これにより，微細

土砂の流体相への遷移により間隙流体密度が増加す

ることが表され，式（8）において，間隙流体密度𝜌の

増加と粗粒土砂濃度𝑐cの減少により，平衡勾配𝜃eが小

さくなることが表現されている。 

渓床堆積物の質量保存則は，次式で表される。 

(10) 

ここに，𝑧は渓床の標高である。

2.1.2 運動量保存則 
土石流の運動量保存則は，水深平均 1 次元で表すと

次のように記述される。 

(11) 

ここに，𝛽は運動量補正係数，𝐻は土石流の流れの表面

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
=

𝐸

𝑐∗

𝜕𝑐cℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝛾𝑐c𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= 𝑝c𝐸 

𝜕𝑐f(1 − 𝑐c)ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝑐f(1 − 𝑐c)𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= 𝑝f𝐸 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
=

𝐸

𝑐∗D
 

𝜕𝑐cℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝛾𝑐c𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= 𝐸 

𝜕𝑐f(1 − 𝑐c)ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝑐f(1 − 𝑐c)𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= (1/𝑐∗D − 1)𝑐f𝐸 

𝐸/𝑢 = 𝑐∗ tan(𝜃 − 𝜃e) 

tan 𝜃e =
(𝜎/𝜌 − 1)𝑐c

(𝜎/𝜌 − 1)𝑐c + 1
tan 𝜙 

𝜌 = (𝜎 − 𝜌w)𝑐f + 𝜌w 

𝜕𝑧

𝜕𝑡
= −

𝐸

𝑐∗ cos 𝜃 

𝜕𝑢ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝛽𝑢𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= −𝑔ℎ

𝜕𝐻

𝜕𝑥
−

𝜏b

𝜌m
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の位置で𝐻 = 𝑧 + ℎで表され，𝜌mは土石流の質量密度，

𝜏bは河床せん断力であり，次式で表される 2)。

(12) 

(13) 

ここに，𝜏yはクーロン型の降伏応力，𝑓bは流動抵抗係

数であり，土砂濃度に応じて，土石流 2)，土砂流 8)，及

び対数則 5)における𝑓bの評価式を採用する。

３. 結果

3.1 計算に用いたデータと計算条件

本検討で用いた地形モデルの縦断図を図－1 に示す。

地形データは 2013 年 10 月 17，26 日に桜島有村川を

計測した航空レーザー測量成果であり，これにより計

算空間刻み 10 m の地形モデルを作成している。計算上流

端は 2,500 m 地点,下流端は追加距離 0 m 地点，土石流

観測は 250 m 地点で行われており，ハイドログラフの

評価はこの地点で行っている。川幅𝐵及び堆積物厚𝐷は

便宜的に，それぞれ𝐵 = 10 m及び𝐷 = 1 mの一定値を与

えている。物性値等は，既往文献 5)をもとに，重力加速

度𝑔 = 9.8 m/s2，砂礫の質量密度𝜎 = 2.65 g/cm3，水

の質量密度𝜌w = 1 g/cm3，砂礫の内部摩擦角𝜙 = 37°，

反発係数𝑒 = 0.85，渓床における土砂の体積濃度𝑐∗ =

0.6，運動量補正係数𝛽 = 1，土砂輸送補正係数𝛾 = 1と

している。代表粒径𝑑については便宜的に𝑑 = 0.1 mと

し，渓床堆積物における微細土砂含有率𝑝fには，𝑝f =

0.1, 0.2, 0.3の値を与えて結果を比較検討する。計算開始時

には，渓床堆積物は水で飽和しているものとし，計算

上流端で， ℎ = 1，𝑢 = 0，𝑐c = 𝑝c𝑐∗，𝑐f = 𝑝f𝑐∗/(1 − 𝑐c)

を与えている。 

3.2 渓床の微細土砂含有率が土石流ハイドログラフ

へ及ぼす影響

図－2 に，𝑝f = 0.1, 0.2, 0.3を与えて計算した場合の図－

1 の 250 m 地点における土石流のハイドログラフを示

す。流量が急増する時刻を読み取ると，𝑝f = 0.1, 0.2, 0.3

における土石流の到達時間は，それぞれ計算開始から

4，1，1 分後である。ピーク流量はそれぞれ 15，56，

137 m3/s で，流出量はそれぞれ 2,560，6,670，12,380 m3

である。以上のように，𝑝fが0.1から 0.3に増加するとピ

ーク流量は，それぞれ3.7倍，9.1倍の値を，流出量は2.6倍，

4.8 倍の値を示している。以上のとおり，微細土砂含有率𝑝f

の増加により，ピーク流量及び流出量が増加し，到達時間が

早まることが示された。これは，より多くの微細土砂が流体

相へ遷移することにより，間隙流体密度の増加と粗粒土砂濃

度の減少が同時に発生し，平衡勾配が小さくなり，土石流の

流動性が増加したことを示している。 

４. おわりに

本研究の結果によると，渓床堆積物の微細土砂含有

率が増加すると，土石流のピーク流量や流出量が増加

した。このことは，微細土砂の含有率が増加すること

で，間隙流体の質量密度が増加し，さらに粗粒土砂濃

度が減少した結果、平衡勾配が減少し，土石流の流動

性が高まったことを示している。 

謝辞：大隅河川国道事務所には貴重なデータを提供い

ただいたので，ここに謝意を表します。 
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図－1 対象地形縦断図  図－2 土石流ハイドログラフ 

𝜏b = 𝜏y + 𝜌𝑓b𝑢2

𝜌m = (𝜎 − 𝜌)𝑐c + 𝜌
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粒径組成が土石流の流動機構に及ぼす影響

東京大学大学院農学生命科学研究科（現所属 京都大学大学院理学研究科） ○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 

現地で発生する石礫型土石流は幅広い粒度分布から

なり，混合粒径の効果により均一粒径の場合に比べて

流動機構は複雑化する。問題を単純化して二粒径で考

えると，小粒子が比較的大きい場合は固相として振舞

い流下に従って分級が生じるが，比較的小さい場合は

間隙水の乱れにより液相化すると考えられる。しかし，

小粒子の挙動が変化する条件や土石流の流動機構に与

える影響は十分に明らかにされていない。本研究では，

二粒径での土石流実験 1)に基づき，混合粒径土石流の流

動機構に小粒子の挙動が与える影響を明らかにする。 

2．二粒径からなる土石流の流速分布の検討 

 固定床実験において二粒径土石流の疑似定常状態を

対象とし，流動深・土砂濃度・流速分布を測定した 1)。

水路勾配は 15°とした。実験砂は，大粒子として粒径 2.9 

mmの粒子を用い，小粒子として粒径 1.3 mm，0.84 mm，

0.23 mm，0.11 mm の粒子をそれぞれ用いて混合比を 4:1，

1:1 と変化させた。以下では，実験条件を bi-1.3-4:1（小

粒子径 1.3 mm，混合比 4:1）のように表記する。 

解析では，小粒子の挙動に応じた 3 つのモデルをも

とに二粒径の効果を主に代表粒径と間隙流体密度に反

映し，石礫型土石流の構成則 2)に適用して流速分布を求

めた。まず，小粒子がすべて固相として振舞うとし，(i)

流れ全体で大粒子と小粒子がよく混合されている場合

として，代表粒径に大粒子と小粒子の体積平均粒径を

用いた（平均粒径モデル）。一方，(ii)分級が進んだ場合

として，上層が大粒径，下層が小粒径からなるそれぞれ

均一粒径の流れとした二層モデルを適用した（分級モ

デル）。このとき濃度分布は一様とし，上下層の層厚比

は混合比に一致する。次に，(iii)小粒子がすべて液相と

して振舞うとし，代表粒径に大粒子径を与え，小粒子は

間隙流体密度の上昇に寄与するとした（液相化モデル）。 

上記の 3 つのモデルに基づいて流速分布を計算し，

実測値と比較した結果を図 1 に示す。小粒子径が比較

的大きい bi-1.3-4:1 と 1:1，bi-0.84-4:1 では分級モデルに

よって比較的よく説明されており，これらは分級の影

響を受けていると考えられる。また，bi-0.84-4:1 は平均

粒径モデルによりよく説明されており，以上のケース

ではすべての小粒子が固相として振舞っていると考え

られる。一方，小粒子が比較的小さい場合には液相化モ

デルに近い振る舞いを示すと想定されるものの，特に

bi-0.23-1:1 と bi-0.11-1:1 の流速分布の実測値は，底面近

傍でむしろ平均粒径モデルや分級モデルに近い分布を

とっており，上層に向かって液相化モデルに近づく傾

向をもつ。既往文献 1)での抵抗係数による検討とも合わ

せて，bi-0.23-1:1，bi-0.11-4:1 と 1:1 では，すべての小粒

子が液相として振る舞うわけではなく，一部の小粒子

は固相として振舞っている可能性があると考えられる。 

3．レイノルズ数に基づく小粒子の挙動の検討 

本節では小粒子の挙動が固相から液相に変化する条

件を検討する。ここで，均一粒径土石流における層流か

ら乱流への流れの遷移は，以下のように定義される土

石流のレイノルズ数を用いて整理できる 3),4)。 

ReD =
𝜌𝑚 𝜌⁄

𝐾(𝑐)
(
ℎ

𝑑
)
2

        (1) 

ここで，𝜌𝑚は土石流の密度，𝜌は水の密度，𝐾(𝑐)は土砂

濃度𝑐の関数，ℎは流動深，𝑑は粒径である。既往の実験

において限界レイノルズ数ReDc = 3000を超えると層

流からの遷移が始まる 4),5)。次に遷移域の流れに対して，

清水乱流の粘性底層とのアナロジーから，下層が層流・

上層が乱流とした二層モデルにおける下層の層流層の

厚さ𝛿に関する無次元数が以下のように定義される 3)。 

N𝛿 =
𝜌𝑚 𝜌⁄

𝐾(𝑐)
(
𝛿

𝑑
)
2

(2) 

N𝛿が一意に決まれば𝛿を決定できるが，ここでは，ちょ

うど𝛿 = ℎのときN𝛿 = ReDcとみなせることからN𝛿 =

3000とする。式(1)・(2)から層流層の厚さの比𝛿 ℎ⁄ は, 

 𝛿 ℎ⁄ = √ReDc ReD⁄        (3) 

と表される。𝛿 ℎ⁄ > 1であれば全層が層流となり，𝛿 ℎ⁄ <

1ならば上層に乱流層が生じることになる。 

T1-004
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図 1流速分布の実測値(●：大粒子，○：小粒子)と理論線（実線：平均粒径，破線：分級，点線：液相化モデル）

ここで，小粒子が比較的大きい場合は分級モデルに

より流速分布を説明できたことに着目する。そのよう

な流れの下層は小粒子からなる均一粒径の層とみなせ

る。小粒子が比較的小さい場合も，液相化の影響をひと

まず無視すると基本的には分級により下層に小粒子か

らなる均一粒径の層を形成すると仮定し（この厚さをℎ𝑠

とする），小粒子層が層流状態を維持できるかの検討に

上述の均一粒径における流れの遷移の議論を適用する。 

図 2 は分級モデルの小粒子層に対するレイノルズ数

ReD（式(1)の𝑑に小粒子径を適用）と小粒子層における

層流層の相対的な厚さ𝛿𝑠 ℎ⁄ （式(3)から導出）の比較を

示している。これによると，bi-1.3-4:1 と 1:1，bi-0.84-4:1

と 1:1 は𝛿𝑠 ℎ⁄ > 1で，小粒子層は層流状の流れを維持す

ることができ，小粒子はすべて固相として振る舞うと

考えられる。一方，分級状態では小粒子層は底面近傍に

存在するため，𝛿𝑠 ℎ⁄ < 1であるからといって直ちに乱れ

の影響を受けるとは限らない。bi-0.23-4:1 は，混合比が

4:1 なので分級モデルにおける小粒子層厚の割合ℎ𝑠 ℎ⁄

が 0.2 であるのに対して𝛿𝑠 ℎ⁄ > 0.2であり，少なくとも

小粒子層厚分は層流状態を維持できる可能性がある。

一方，bi-0.23-1:1 はℎ𝑠 ℎ⁄ が 0.5 に対し𝛿𝑠 ℎ⁄ < 0.5で，小

粒子層は底面近傍では層流状態を維持できるものの厚

さ𝛿𝑠を超える部分で乱れの影響を受けて液相化する可

能性がある。bi-0.11-4:1 と 1:1 は両者とも𝛿𝑠 ℎ⁄ < 0.2で

bi-0.23-1:1 と同様である。以上のことは小粒子の液相化

に鉛直分布が生じることを示唆しており，流速分布の 

図 2 小粒子層に対するReDと𝛿𝑠 ℎ⁄ の関係 

検討結果で bi-0.23-1:1 や bi-0.11-1:1 において下層では

代表粒径が小粒子～平均粒径とした分布に近いのに対

して上層では代表粒径を大粒子径とした分布に近づく

ことに対応している。以上の議論は流れの構造をある

程度理想化した議論ではあるが，小粒子の挙動を理論

的に検討するために有用な視点だと考えられる。 

謝辞：本研究は平成 31 年度砂防学会公募研究会 (代表：堀田

紀文)の助成を受けて実施された。また，実験では国立研究開

発法人土木研究所の水路を使用させて頂いている。 

参考文献：1) Sakai et al. (2019), J. Hydraul. Eng., Vol.145, No.5, 

06019004. 2) Egashira et al. (1997), Proc. of 1st Int. Conf. on DFHM, 
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pp.895－900. 4) 堀田 (2010), 砂防学会研究発表会, O1-16. 5) 

Sakai and Hotta (2020), EGU General Assembly, EGU2020-4345 

(a) bi-1.3-4:1 (b) bi-0.84-4:1 (c) bi-0.23-4:1 (d) bi-0.11-4:1

(e) bi-1.3-1:1 (f) bi-0.84-1:1 (g) bi-0.23-1:1 (h) bi-0.11-1:1
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土石流の堆積時の挙動に着目した数値計算 

（株） 建設技術研究所 (筑波大学) ○西口幸希 

筑波大学生命環境系           内田太郎 

国土交通省国土技術政策総合研究所 山越隆雄 

（株）建設技術研究所           高橋佑弥 

１．はじめに 

崩壊に起因する土石流は長距離流下し、甚大な

被害が生じる場合がある。このような土石流の流

下メカニズムについては、現地観測、実験、数値

計算を用いた様々な研究が行われてきている例えば

1), 2）。また多くの研究において、土石流中の細粒土

砂は、間隙水と一体となって層流状態から乱流状

態となり液相として挙動する、いわゆるフェーズ

シフトを考慮することが重要であることが指摘

されている例えば 1), 3)。ところがフェーズシフトした

土砂の堆積時の挙動に着目した研究はほとんど

ない。高橋ら 4)は、フェーズシフトした土砂は液

相のまま堆積するとし、Uchida et al. 5)は、堆積直

前には間隙水の乱流の程度が小さくなり、固相と

して堆積すると仮定して、土石流の再現計算を実

施した。しかし、これらが土石流の到達範囲に及

ぼす影響の検討や、仮定の妥当性検証は行われて

いない。

そこで本研究では、土石流中でフェーズシフト

した細粒土砂の堆積過程に関する仮説を立て、細

粒土砂と粗粒土砂の 2 粒径の土石流計算モデルを

用いて、平成 27 年 7 月 28 日に発生した鹿児島県

垂水市深港川地区の土石流の再現計算を実施し

た。さらに、フェーズシフトした土砂の堆積過程

が土石流の流下や到達範囲に及ぼす影響を検討

するとともに、当該土石流の堆積過程の実態を推

定した。 

２．土石流の堆積過程の仮説 

Major 6)は、土砂堆積物の間隙水圧の時間変化を

計測し、堆積土砂は時間とともに液相から固相に

変化する可能性を示唆している。また粒径が大き

いほど、この相変化に要する時間が短いことを指

摘している。土石流を構成する粒径は様々である

ことから、本研究においても土石流中のフェーズ

シフトした土砂は、堆積過程で液相を維持する土

砂と、固相に変化する土砂が存在すると仮定し、

フェーズシフトしている土砂のうち、液相を維持

する土砂の割合を k（0～1）と定義した。また高

橋ら 4)の研究に従い、固相に変化して堆積する土

砂は河床の骨格を形成し、液相として堆積する土

砂はその骨格の間隙に貯留されると考えた。この

際、河床の間隙に貯留される土砂濃度は、堆積時

の土石流の間隙流体中におけるフェーズシフト

した土砂の濃度と等しいと仮定し、細粒土砂（フ

ェーズシフトした土砂）と粗粒土砂（フェーズシ

フトしていない土砂）の 1 次元の連続式は次式の

ように考えた。

𝐵 + = 𝑖𝐵𝐶
( )

    (1) 

𝐵
𝜕𝐶 ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝐶 𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= 

𝑖𝐵 𝐶∗
( )

( )
+ (1 − 𝐶∗ )   (2) 

ここで Cc：土石流中の粗粒土砂濃度、Cf：土石

流中の細粒土砂濃度、Cw：土石流中の清水の濃

度、u:流速、h:水深、B：川幅、C*ds:河床の骨格

を形成する土砂の容積濃度である。 

３．対象とする土石流 

本研究では平成 27 年 7 月 28 日に鹿児島の深港

地区で発生した土石流を対象とした。現地では同

日に無降雨の状態で 2 回の崩壊および土石流が発

生し、約 1.1 km流下・停止した様子が複数のCCTV
で記録されている 7）。CCTV の判読より、崩壊地

から 440 m の地点では、土石流に数 m の粗い礫や

細かい土砂が多量に含まれていたのに対し、1.0 
km 地点では、細粒土砂を多く含んだ液相主体の

乱流状態に近い流れが観察された。また LP 解析

より、当該土石流が流下した区間は、勾配に応じ

て侵食・堆積が顕著な区間（崩壊地から 0～610 m）

と、河床変動の空間変動が少ない区間（崩壊地か

ら 610～1060 m）に大きく分類された。以降、こ

れらの 2 つの区間をそれぞれ「本体流下部」、「液

相主体の流下部」と呼ぶ（図 1）。 

４．土石流の堆積過程の推定 

４．１手法 

Kanako-LS 5) の土砂の連続式に (1), (2)式を導

入したモデルを用いて再現計算を実施した。崩壊

地の下流端から約 1.1 km 区間を計算対象範囲と

した。供給ハイドログラフは、LP 解析結果および

CCTV 判読結果をもとに設定した。計算開始地点

における土砂全体に対するフェーズシフトする

土砂の割合（以降 PF）は、0, 0.2, 0.3, 0.4 の 4 ケー

ス、k は 0, 0.5, 0.75, 0.875, 1 の 5 ケースを設定し、
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計 20 ケースの計算を実施した。さらに、本体流下

部と液相主体の流下部の各々について、観測結果

と計算結果の累積通過流量の平均誤差Eを次式に

より算出した。 

𝐸 = × ∑
( )

  （3） 

Qsi, Qoi はそれぞれ計算地点 i における計算結果お

よび観測結果の通過土砂量、N は計算地点数で、

本体流下部は29、液相主体の流下部は 22である。 

４．２結果 

数値計算の結果、本体流下部の到達距離は k の
値に関わらず、PF＝0 のとき約 390 m、PF=0.2 の

とき約 550 m、PF＝0.4 のとき約 650 m と、PF の

増加に伴い長くなった（図 2）。また k=0 のとき、

土石流は本体流下部で停止したが k=0.25 以上の

とき、土石流はさらに下流まで流下した。k=0.25
～0.875ではこの液相主体の流下部の堆積に伴い、

累積通過流量は徐々に減少傾向であったのに対

し、k＝1 では通過流量は本区間でほとんど減少す

ることなく流下した。これより、本体流下部の流

下・堆積には PF の影響を、液相主体の流下・堆積

には k の影響を大きく受けることが分かった。そ

の結果、本体流下部は PF＝0.3 のとき、液相主体

の流下部は PF=0.3～0.4 かつ k＝0.75～0.875 のと

きに実績との再現性が高かった（図 3）。なお、再

現性の高いケースの液相主体の流下部における、

計算結果の細粒土砂の総流出土砂量は、土砂全体

の総流出量の約 70～100％程度であり、CCTV の

映像同様、計算においても細粒土砂を多く含む液

相主体の流れが生じていた。 

５．まとめ 

 本研究で対象とした土石流は、無降雨時の崩壊

土砂が土石流化したものであり、発生時の水分量

は、地盤の間隙率の測定から土石流全体の 30％程

度であったと考えられるのにもかかわらず、土石

流本体部が堆積した下流で液相主体の流れが生

じ、約 1.1 km 流下した。本研究より、土石流の堆

積過程において、フェーズシフトした土砂の一部

は、乱流状態を維持したまま河床の間隙に貯留さ

れ、一部は固相となり河床の骨格を形成すると考

えると、本体流下部下流の液相主体の流れも含め

て、土石流全体の流下・堆積状況を概ね再現する

ことができた。すなわち、崩壊起因の土石流の到

達範囲を推定するためには、土石流中のフェーズ

シフトした土砂だけでなく、その堆積プロセスに

着目する必要があることが明らかとなった。今後

は、細粒土砂を用いた土石流の実験なども行い、

細粒土砂の堆積過程や k の値の検証、これらが土

石流に及ぼす影響の検討が重要と考える。

【参考文献】1) Iverson et al.,2015, Earth and Planetary Science 
Letters 412, 2) Tai et al., 2019, Journal of Geophysical Research: 
Earth Surface,124, 3) Egashira et al., 2016, International Journal 
of Erosion Control Engineering, 9, 4)高橋ら, 2000, 水工学論
文集 44, 5) Uchida et al.,2013, International Journal of Erosion 
Control Engineering. 6, 6) Major, 2000, Journal of Sedimentary 
Research 70(1), 7) 綾織, 2017, 砂防学会誌, 70 

図 3 観測結果と計算結果の誤差 E の分布 

a）本体流下部、b)液相主体の流下部
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土石流の現地再現計算における微細土砂の液相化の影響 

東京大学農学生命科学研究科 ○戸部潤一郎 堀田紀文 

東京大学農学生命科学研究科（京都大学大学院理学研究科） 酒井佑一 

（株）建設技術研究所（筑波大学大学院） 西口幸希 

筑波大学生命環境系 内田太郎 

1．背景 

土石流から人家や山地領域を守るためには，発生・

流下の特性を適切に把握する必要がある。土石流の

流動特性を捉える上では細粒土砂の挙動を考えるこ

とが重要だ。大規模な土石流において，構成土砂の粒

度分布の幅が広かったり微細な土砂の割合が高かっ

たりすると，細粒土砂の一部が間隙水と一体となっ

て液相として振る舞うこと（液相化）が分かってい

る。液相化は土石流の数値計算に大きく影響を与え

ることが確認されている１）。 

また，数値計算の結果には微細土砂のみではなく，

侵食速度式や計算区間上端のハイドログラフも影響

を及ぼすことが分かっている１）2）。近年，水路実験に

より液相化のモデル化なども進んでおり 3）現地スケ

ールの再現計算における適用性も解明されつつある

4）が，侵食速度式やハイドログラフも含めた検討はさ

れていない。本研究では，これらを含めて総合的な感

度分析を実施することで微細土砂の影響を検討した。 

２．方法・対象地 

二種類の大きさの粒子を用いた水路実験において，

大粒子は全て固相として振る舞い，小粒子は固液両

方の振る舞いをすると考える。このとき，小粒子のう

ちで液相として振る舞う粒子の割合𝛼は式（１）のよ

うに表現できる事が分かっている 3）。 

𝛼 = 0.0167𝑣𝑡 𝑤𝑠⁄ − 0.0475 （１）

ここで，𝑣𝑡は乱れ速度，𝑤𝑠は沈降速度を表す。本研究

ではこの𝛼を用いて液相化を表現した。このモデル式

は二粒径を想定しているが，実際の土石流は粒度分

布を持っている。そのため，粒度分布のうちのある粒

径𝐷𝑐より大きいものを大粒子，小さいものを小粒子

と捉えて二粒径と見なした。定める𝐷𝑐によって大小

粒子の比率や粒径が変化する。 

本研究では一次元での数値計算を行い，リープ・フ

ロッグ・スキームによる差分法を用いた。設定する𝐷𝑐

によって数値計算の再現性が変化すると考えられる

ため，様々な𝐷𝑐を用いて計算し，各事例で𝐷𝑐の変化

に伴う再現性の変化を見た。侵食・堆積による河床変

動高を現地のデータと比較し，河床変動高の残差の

二乗平均平方根を再現性の評価基準とした。侵食・堆

積速度を表す式として江頭式，高橋式と呼ばれる２

種類の式を用いた。高橋式の侵食速度係数は 0.0007，

堆積速度係数は 0.1 とした。また，計算区間の上流端

の流入ハイドログラフとしてA, Bの２種類を使用し

て計算した（図１）。経過時間と流入量は各事例に応

じた値を用いた。

本研究で再現数値計算の対象としたのは，深層崩

壊が原因とされる土石流 6 事例である（表１）。これ

らの事例は粒度分布の幅が広いため，流下中に微細

砂が液相に取り込まれて土石流の流動特性に影響を

与えたと考えられている。

表 1：数値計算の対象とした土石流事例 

 土石流発生事例 発生年 流出土砂量(㎥) 流下距離(km) 平均勾配(°)

(ａ)熊本県集川 2003年 30,500 1.6 9.5

(ｂ)徳島県大用知 2004年 622,000 1.0 10.2

(ｃ)宮崎県片井野川 2005年 272,000 3.6 3.8

(ｄ)宮崎県七瀬谷 2005年 183,000 0.9 5.0

(ｅ)鹿児島県舩石川 2007年 19,000 0.6 8.6

(ｆ)鹿児島県深港川 2015年 91,000 1.1 6.8
図 1：計算に用いた流入ハイドログラフ 
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３．結果 

事例 b, c, f のそれぞれで 4 つの条件で計算した結果

を図に示す（図２）。図は設定した𝐷𝑐と，数値計算と

現地データの河床変動高の RMS（Root Mean Square）

の関係を表している。 

 事例 b では，江頭式を用いた時にはどの𝐷𝑐に設定

しても誤差が大きく再現性はあまり変化しなかった。

一方で，高橋式を用いた時には特定の𝐷𝑐において再

現性が高くなっていた。どちらの侵食速度式を用い

た場合でも，計算区間上流端における流入ハイドロ

グラフを変化させた時の誤差の変化は小さかった。 

 事例 c では，江頭式の流入 A の場合のみ，特定の

𝐷𝑐で再現性が高くなっている。それ以外の条件では，

どの𝐷𝑐でも誤差が大きくなっていることが分かる。

江頭式では流入ハイドログラフによって再現性が変

化する𝐷𝑐があるが，高橋式では流入ハイドログラフ

による再現性の変化はあまり見られない。 

事例 f では，どの条件でも誤差の小さくなる𝐷𝑐の

範囲が広くなっていた。侵食速度式を変えると誤差

の大きさも変化している𝐷𝑐があるが，再現性の高い

𝐷𝑐と低い𝐷𝑐はほぼ同じ範囲だった。どちらの侵食速

度式を用いても流入ハイドログラフの変化による誤

差の変化はほとんど見られなかった。 

４．考察 

 侵食速度式や流入ハイドログラフが再現性に与え

る影響は，事例によって異なることが分かった。事例

f では，様々な条件の下で数値計算をする際に微細土

砂の挙動を考慮することでよく再現できていた。こ

れは，液相化のモデル式で実際の現象を捉えること

ができていたからだと考えられる。一方で，事例 b, 

c のように条件によっては十分に再現できない事例

も存在した。条件によって適用性が変化したのは，本

研究で使用した液相化モデル式の適用性の問題であ

るか，一次元で数値計算を行い実際の地形状態を十

分に考慮できていなかったのか，本研究だけでは十

分な検討はできない。今後は二次元の数値計算をす

ることによって，地形条件の影響を考慮して議論を

進めていく必要がある。 

参考文献 

１）西口幸希（2014）京都大学学位論文

２）經隆ら（2105）地形条件が土石流の数値シミュ

レーションに及ぼす影響

３）Sakai Y.，et al.（2019）：Effects of Grain-Size

Composition on Flow Resistance of Debris Flows，Journal 

of Hydraulic Engineering 

４）戸部ら（2019）2019 年度砂防学会研究発表会概

要集 

図２：事例 b（上），事例 c（中），事例 f（下）

における境界粒径と残差の RMS の関係 
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阿蘇カルデラの地形と降雨特性および土砂災害と生活
国土交通省九州地方整備局熊本復興事務所 

山上直人 吉永一貴 山﨑 稔 
(株)ニュージェック 

〇牧野裕至 藤田 暁 野口和義 
(株)気象工学研究所 

高田 望 因幡直希 三浦 悠 

キーワード：土砂災害，降雨特性，地形性豪雨，土砂災害の再発，産業と生活

１．はじめに 

1.1 研究の目的 

阿蘇カルデラ（最高標高，阿蘇山髙岳 1592m ）内の熊本県

阿蘇市では，2012（平成24）年7月，阿蘇カルデラの東壁（最

高標高，妻子ヶ鼻917m ）を中心とした地域で，死者行方不

明者21名の激甚な土砂災害（以下，災害）を被った。 
阿蘇カルデラ内では，1990（平成 2）年 7 月，当時の一宮

町（現阿蘇市）で死者行方不明者 11名の災害を受けており，

災害が同一地区で発生することは，災害を発生させる豪雨（以

下「豪雨」）と地形の関係が疑われる。牧野ら（2019）は「地

形により暖湿流が収束・上昇し降雨が増幅（地形性豪雨）す

る」とし，災害を引き起こす豪雨における地形と暖湿流の風

向・風速の関係の重要性を指摘している。 
そこで，阿蘇カルデラの二度にわたる大災害から，阿蘇カ

ルデラ周辺の地形とそ

こから発生する地形性

豪雨の関係を解析し，

降雨特性が地域の災害

の歴史や土地利用形態

および人々の生活にど

のような影響を及ぼし

ているかを考察するこ

とを目的として，実施

した。 

2．研究方法 
2.1解析に用いた道具 

地形は国土地理院 1/2.5 万地形図，色別標高図を，降雨特

性は国土交通省解析雨量，高層天気図，気象庁 MSM，気象

モデル（WRF：Weather Research and Forecasting）を利用し，

地形と平成の2度の豪雨特性の関係を解析した。 
2.2 阿蘇カルデラに豪雨をもたらせる風向の分析 

阿蘇カルデラの降雨分布および2つの豪雨の最大時間雨量

時の 850hPa 気圧面の風向の関係を，気象庁ＭＳＭから解析

する。次にWRF を用い，気象場の湿度を 2012（H24）年災

害時の値で一定とし，風向を360°16方位＋「西」2方位，

変化させる数値実験（以下，単純化実験）により，阿蘇カル

デラに最大の降雨となる風向を把握し，その結果と既往豪雨

の風向とを比較することにより。阿蘇カルデラに豪雨をもた

らせる風向を分析した。 
2.3 降雨特性と土地利用等との関係解析 

 土地利用形態は平野と耕地を，生活実態は阿蘇の特産の蕎

麦屋の実態を，国土地理院地図と現地調査により確認した。 

3.成果 

3.1 降雨分布と降雨解析 

3.1降雨分布，土砂災害分布 

解析雨量の存在する2006（平成18）年以降，災害発生の閾

値である積算雨量 200mm,最大時間雨量 30m/hrを超える豪雨

を抽出した。抽出された上位 10 事例は全て前線性降雨とな

った。そこで，前線事例 32 事例の平均値の 1km メッシュ降

雨分布図を示す（図―2）。阿蘇カルデラ北部（以下，阿蘇谷）

の降雨が南部（以下，南郷谷）の降雨より多い。 

3.1.2阿蘇カルデラでの土砂災害 

阿蘇カルデラでの災害は， 1990（平成2）年，2012（平成

24）年と阿蘇谷の東壁のほぼ同じエリアで発生している。最

図－1 阿蘇カルデラと阿蘇山と雲仙岳
（国土地理院地図） 

雲仙岳(1483m) 

阿蘇 カルデラ 

阿蘇山(1592m) 

図－3上：被災写真，左：平成  2年土砂災害 （熊本県，阿蘇地域土砂
災害対策検討委員会）右：平成24年土砂災害 （阿蘇市，九州北部豪雨
阿蘇市災害記録）, 下：降雨分布（積算雨量） ：災害時の風向 

(mm) 

図－2  左：前線降雨分布，2006(平成18)年～2018(平成30)年 の
13年間32事例平均   黒丸：同期間の土砂災害発生箇所 
右：阿蘇カルデラの地形（地理院地図），番号：外壁からの開析箇所 

③ 

② 

① 

阿蘇谷 

南郷谷 

平成2・24年 
災害箇所 
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雨量強度時の風向は両災害豪雨共，気象庁MSM より「西微

南」, 風速は15～20m/sであった。 
3.1.3WRFによる風向別降雨特性の解析 
単純化実験では，前項で議論した「西微南」の風向, 風速

20m/sの場合，雲仙岳の風下となる阿蘇カルデラ入り口で暖

湿流（地表風）の収束が発生し上昇し，地形による上昇も加

わり豪雨となる。暖湿流は南郷谷比較し阿蘇谷に多く流入

し，カルデラ東壁でさらに上昇し東壁周辺は地形性豪雨と

なる。阿蘇地域には「雲仙腰巻き，阿蘇雨傘」との言い伝え

があるが，地域の言い伝えが実証される事例である（図―4）。 

3.2 降雨分布の差による地形や生活の差異 

3.2.1阿蘇カルデラの外輪山外部からの開析 

阿蘇カルデラ外輪壁の侵食は図－1，4の①～③の3箇所で

見て取れ，①～②は前線性の「西微南」風向成分の豪雨，③

は台風性の「南東」風向成分の豪雨で，それぞれ図－4 に示

す強降雨域と合致し，阿蘇の地形発達史に降雨が影響してい

ることが見て取れる。 
3.2.2 阿蘇カルデラ内部の地形発達の南北差 
阿蘇カルデラ壁の内部からの浸食による平地は，図－2 の

降雨降雨分布を反映ししていると考えられ，降雨量の多い阿

蘇谷が南郷谷に比較して広い面積を保有する（図―5）。 

3.2.3阿蘇カルデラ南北の生活の差異 

（１）耕地の南北差

平地の南北差は土地利用の南北差に反映され，阿蘇谷は市

街地や水田が，南郷谷は畑地が卓越する（図－6）。 

（２）蕎麦屋の数の南北差

阿蘇カルデラ南北の耕作物の差は，そば屋（蕎麦単独の店）

の数としても現れる。蕎麦は冷涼な気候，雨が少なかったり

水利が悪かったりする乾燥した土地でも容易に生育するため，

南郷谷で盛んに耕作され，特産となっている（表―1）。 
表―1  蕎麦単独のお店の数と人口

阿蘇市 南阿蘇村 高森町

蕎麦屋 (店数) 
（麦単独の店） ４ ８ 1 

人口 （人） 27,018 10,441 7, 081

蕎麦屋：Google Mapと現地調査 人口：平成27年国勢調査 

4 結論 
阿蘇カルデラの平成の2つの災害はともに梅雨前線性の豪

雨であった。梅雨期，太平洋高気圧に源を発する暖湿流は，

「西微南」の風の場合雲仙岳の下流で収束を起こし，阿蘇カ

ルデラの入り口の立野地点から阿蘇カルデラに流入する。そ

の際，南郷谷に比較して阿蘇谷に多くの暖湿流が流入する。 
収束により上昇する暖湿流は，阿蘇カルデラの入り口の立

野付近で地形により上昇が強化され，阿蘇谷西部は地形性の

降雨となる（図―2）。暖湿流の流速が20m/s程度と早い場合，

暖湿流は阿蘇谷の阿蘇カルデラ東壁まで達し，東壁によりさ

らに上昇して地形性豪雨が強化される（図―3, 4）。 
そのため，阿蘇カルデラ北部の阿蘇谷の東壁地域（旧一宮

町周辺）は，平成の時代に二度大規模な災害を被り，二度多

くの命が奪われ，二度地域は壊滅的な被害，となった。 
阿蘇の地形は変化しないため，阿蘇カルデラの降雨特性は

今後当分の間変化しないと考えられる。阿蘇カルデラの降雨

特性は，防災において前線の走向（「西微南」）等から読み解

く一定気象場に対する重点化や，警戒避難地域の重点化，お

よび砂防事業の重点区域の特定に有用であるのみならず，地

形の発達や人々の生活と産業にも深く関わっている。 

5 ．終わりに 
今研究が，普賢岳を含む阿蘇カルデラ周辺の地形が阿蘇カ

ルデラの降雨特性を規定し，降雨特性が阿蘇カルデラの地形

発達史や災害，人々の生活に深く関与していること，そして，

阿蘇地域が有明海を通じ暖湿流の発生源である太平洋と繋

がっていることが認識され，今後の阿蘇カルデラの砂防と防

災を考える一助になることを祈念する。 
最後に，平成 2 年，平成 24 年の災害で亡くなられた方々

のご冥福を心よりお祈りいたします。 

 

図－6 左：阿蘇谷     右：南郷谷（地理院地図） 

図－5 左：赤ハッチ：阿蘇カルデラの平地 （国土地理院地図）
右：平成24年7月九州北部豪雨土砂災害（九州北部豪雨阿蘇市災害記録：阿蘇市） 

阿蘇谷 88.0km2 

南郷谷 24.4 km2 

③ 

② 

①

「西微南」の方向 

(mm/hr) 

雲仙岳か
らの地表
風の収束 

図－4 風向別降雨特性   ：風向 上：左，「西微南」 右，「東南東」 

下：「西微南」の風による降雨，番号：外壁からの開析箇所：→：地表風 

被災箇所 

引用文献：牧野ら（2019）：詳細地形の影響を考慮したメソα ス
ケールの気象現象時間の降雨量予測に基づく土砂災害（土石流）
警戒判定について，砂防学会誌，Vol．72，No．4，p.3－14， 
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事前避難のための防災行動計画（タイムライン）テンプレートの提案 

応用地質株式会社   ○鈴木皐暉・三木洋一・林幸一郎・田渕圭・加地広美

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 千葉幹・西山幸治・河合水城 

1.はじめに 

平成 30年 7月豪雨による土砂災害の検証により，ま

ずは土砂災害に対する危険性の認知度を高めた上で，

住民主体の「地区防災計画」の新しい歯車を，これま

での行政主体の「地域防災計画」の歯車にかみ合わせ，

これまでよりも大きな防災力を生み出すことにより避

難の実効性を高めるとともに，平成 30年 7月豪雨によ

る土砂災害の特徴を踏まえた対策など，今後行うべき

施策が示された 1)。その上で，土砂災害の特殊性を考

慮して，土砂災害の警戒避難は，指定緊急避難場所へ

の避難が困難になった際に備え，“次善の策”としての

避難路・避難場所を考えた柔軟性のある計画をあらか

じめ策定することを原則とするべき，という考え方が

示されている。 

これらの避難計画の実効性を高めるためには，「ここ

の橋はいつ頃まで通過できるのか」，「どのタイミング

で避難を始めればよいのか」など，「いつ」，「どこで」

の情報を整理することが望まれる。これらの情報は，

土砂災害警戒判定メッシュ情報など専門的な知見に加

え，地区の特性を充分に反映することが重要である。

実際に地区防災計画に基づき構築された警戒避難体制

では，このような地区の住民でなければ気付きづらい

ような地区の特性を踏まえた避難計画が検討されてい

る事例がある。そのため，これらの取組みの推進には，

住民や支援者が利用しやすい避難計画のテンプレート

を作成しておくことも有効であると考える。 

本論では，内閣府の地区防災計画モデル事業報告 2)，

地区防災計画ライブラリ 3)等の事例を収集，整理し，

地区防災計画の作成において「この時点では指定緊急

避難所まで避難が可能」などを整理するベースとなる，

防災行動計画（タイムライン）のテンプレートを検討

した。 

2.検討方法 

2.1 検討手順 

検討は以下の手順で行った。 

①平成 30年 7月豪雨による土砂災害の検証結果 1)で

示された課題，および 2.2に示す資料から地区防災計画

の作成事例を収集し，土砂災害における事前避難のた

めの防災行動計画を作成するための課題等を抽出した。 

② 抽出した課題等を踏まえ，防災行動計画（タイム

ライン）テンプレート案を作成した。 

③ 作成したテンプレートの使用性を検討するため，

収集した事例から試行的に防災行動計画を作成し，利

点，使用上の留意点を整理した。 

2.2 収集資料 

以下の資料から地区防災計画の作成事例を収集した。 

1) 地区防災モデル事業報告－平成 26～28 年度の成

果と課題－，内閣府，平成 29年 3月 2) 44事例 

2) 地区防災計画ライブラリ 3)，内閣府，平成 31年 4

月 25日更新 162事例 

3.検討結果 

3.1 課題の抽出結果 

抽出された課題は以下の通りである。 

① 行政からの情報だけでは避難が間に合わない可

能性がある。 

② 特に中山間地では，避難経路となる道路が降雨に

より事前通行規制される場合や，避難経路上や避難所

が土砂災害警戒区域等の範囲に入る場合があるため，

“次善の策”を事前に決めておく必要がある。 

3.2 防災行動計画（タイムライン）のテンプレート案

の作成と使用時の利点 

図-1に，作成した防災行動計画（タイムライン）の

テンプレート案を示す。

避難行動にあたり，防災気象情報や避難勧告といっ

た行政が発信する避難のコントロールポイントを時間

軸で整理し，縦軸を時間の経過として示した。被災リ

スクを色分けで示し，時間とともに被災リスクが高ま

る様子を視覚的に示した。なお着色は，住民等が土砂

災害警戒情報等を目にすることを考慮し，黄色から濃

い紫色は土砂災害警戒情報等と同様の基準 4)で色分け

した。 

住民が避難行動を始めるきっかけとなる情報を，入

手方法で区別し，避難勧告など市町村などからプッシ

ュ型で発令される情報を青色右向きの矢印で，土砂災

害危険度判定メッシュ情報など住民が入手しにいくプ

ル型の情報を桃色左向きの矢印で示した。 

また，表の中央に「私たちの行動」として，避難行

動のきっかけを整理する欄を設けた。行政からの情報
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だけでなく，住民のみが確認できる災害の前兆現象等

を避難行動のきっかけに設定することでできる。 

表の右側を「避難場所」として，地区内と地区外の

避難先を整理する欄を設けた。また，避難場所につい

ては，避難経路も含めて相対的な危険度を色分けし，

避難のルールなど事前に検討することが望ましい事項

を青字で添記するようにした。 

地区の自然特性により，地区外への避難が困難にな

る事象が発生するケースが考えられることから，避難

行動計画を検討する上で議題にできるよう，テンプレ

ートの時点で地区内の一時避難所を検討できるよう記

載しておくこととした。 

テンプレート案の利点として，被災リスクととるべ

き避難行動が視覚的にわかりやすいこと，住民独自の

避難行動のきっかけを設定できること，テンプレート

案の項目を埋めるだけで防災行動計画を作成すること

ができることが挙げられる。 

3.3 テンプレート案の使用性の検討 

3 つの地区についてテンプレート案を用いて防災行

動計画を再整理した結果，それぞれの地区で避難行動

を制限する以下のようなコントロールポイントが認め

られた。 

・防災気象情報等だけではかなり早い段階での避難が

必要となり，空振りが多くなる可能性がある 

・避難行動要支援者を受け入れる避難先が地区外にあ

り，かなり早い段階で避難を開始する必要がある 

・地区内の一部の地域で，地区内から移動できなくな

った場合の一時避難所となりうる施設を決める必要

がある 

・川の左右岸で避難経路や地区外に避難が可能なタイ

ミングが異なり，避難行動単位ごとに別々に行動計

画を検討する必要がある 

防災行動計画として整理することで，このような地 

区の特性による避難上の問題点が抽出されることも期

待される。 

3.4 テンプレート案の使用上の留意点 

降雨の状況によっては，急速に危険度が高い段階に

移行する可能性があるため，必ずしもこの時系列通り

になるとは限らない点に留意し，危険度が高まったら

その段階に応じた行動をとるなど住民に理解を促す必

要がある。 

防災気象情報と避難情報が発表，発令された時点で

想定される事象をもとに避難行動計画を記載するよう

にしているが，必ずしもその時点までの避難経路等の

安全性を担保しているような情報でない点に留意し，

「この経路での避難が難しければ，次の段階の経路で

避難する」など，住民が次善の行動をとる参考とする

ことが望ましい。 

4.まとめ 

今後，地区防災計画策定などでの実用事例を重ね，

避難のタイミング情報や地区の特性に応じて住民が活

用できるようなテンプレートの作成を目指す。なお，

今回テンプレートの作成にあたって留意した内容は、

都道府県による技術支援 5)に当たっても十分考慮され

るべき課題であると考える。 

参考文献 

1) 実効性のある避難を確保するための土砂災害対策検討委員会：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，p.12，2019 

2) 内閣府（防災担当）：地区防災モデル事業報告－平成26～28年度の

成果と課題－，内閣府， p.91，2017 

3) 内閣府：地区防災計画ライブラリ，http://www.bousai.go.jp/ 

kyoiku/chikubousai/chikubo/chikubo/index.html（2020年4月3日参照） 

4) 国土交通省気象庁：土砂災害警戒情報・大雨警報（土砂災害）の危

険度分布，https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ 

bosai/doshakeikai.html（2020年 4月3日参照） 

5) 国土交通省砂防部：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 
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図-1 防災行動計画（タイムライン）のテンプレート案 
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砂防学会公募研究会「土砂災害に備える地区防災計画研究会」活動報告 

〇名古屋大学 田中隆文 玉野総合コンサルタント(株) 石垣勝之 

 香川大学 磯打千雅子 岩手大学 井良沢道也 

NPO法人ドゥチュウブ(株)エーアイシステムサービス 小穴久仁 

応用地質(株) 大村さつき 玉野総合コンサルタント(株) 蟹井 進 

(株)測設 酒井千富  福島工業高等専門学校 霜田宜久 

(株)パスコ 鈴木清敬  国土防災技術(株) 中村清美  

（一財）砂防フロンティア 整備推進機構 町田尚久 

1．はじめに 
土砂災害の発生は，地形・地質などの局地的な地勢

条件の影響が大きい。また，土砂災害は再起期間が長

いため，世代を超えた息の長い対応が必要である。さ

らに土地利用履歴と居住域の位置関係などの社会学的

な影響も大きく，個々の現場ごとのきめ細かな警戒避

難体制の構築が必要である。土砂災害防止法に基づき

警戒区域の指定が進められ，同法第 8 条が市町村に求

めている警戒避難体制の確保について実効性を高めて

いくことが必要である。また土砂災害は再起機関が長

いため，構築した警戒避難体制を長期にわたって維持

していく仕組みも必要である。 

平成 25 年の災害対策基本法の改正により登場した地

区防災計画制度は，１）市町村の地域防災計画とは異

なる空間スケールである地区の特性に応じた計画であ

ること，２）ボトムアップ型の計画であること，３）

継続的に地域防災力を向上させる計画であること，以

上の３つに特徴がある。砂防学会公募研究会「土砂災

害に備える地区防災計画研究会」は，土砂災害からの

避難計画の実効性を長期にわたって担保していくため

に，どのようにこの地区防災計画制度を活用していく

のかを議論することを目的として発足した。 

平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ国土交通省「実効性のあ

る避難を確保するための土砂災害対策検討委員会」が

設置され，講ずべき施策として「地区防災計画に基づ

く警戒避難体制の構築」や「地区防災計画と連携した

砂防施設の整備」などが挙げられている。そのため地

区防災計画制度の砂防分野での取り組みが盛んとなる

ことが期待される。本研究会では，単に同制度の砂防

分野への普及を図るだけではなく，土砂災害の特徴や

事情を踏まえ，砂防分野に適した防災計画のあり方を，

同制度を参考として新たに提案するという姿勢で臨み

たい。本報告では「土砂災害に備える地区防災計画研

究会」の平成 30 年度と令和元年度の活動を報告する。 

2．平成 30年度第１回研究集会 

第１回研究集会 キックオフミーティングは，『地区

防災計画制度への期待と戸惑い，問題意識の交換』を

テーマとし，平成 30 年 7 月 26 日（木）に名古屋大学 東

京オフィス（東京駅，三菱ビル）で開催し，以下の３

件の話題提供を頂いた。

・井良沢道也氏（岩手大学）「地区防災計画制度の普及

による地域防災力の向上を目指して」

・石垣勝之氏・蟹井進氏（玉野総合コンサルタント(株)）

「防災面から見た土砂災害の特徴と平時からの防災

まちづくり」 

・大村さつき氏（応用地質(株)）「阿見町における土砂

災害に対する地域防災力向上の取り組み事例」

地区防災計画の策定事例や防災まちづくりの事例が

報告され，25 名の参加者の討論から，土砂災害防止法

に基づく警戒区域内の避難計画の推進に地区防災計画

制度が有用であることや，避難計画の策定を牽引しそ

の実効性を高めるためにはハード対策との連関が重要

であることが指摘された。これらは，その後，国交省

の「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」第 2 回（平成 30 年 10 月 31 日）委員会資

料３「平成 30 年 7 月豪雨を踏まえた今後の土砂災害対

策」に盛り込まれた内容とも一致する。 

3．平成 30年度第２回研究集会 

第２回研究集会は『現在・過去・未来，惑いも，想

いも，夢も，重ねる。－地区防災計画の実効性と継承

性を高めるために－』をテーマとし，平成 30 年 11 月

11 日（日）に福島県いわき市平地区の城山公民館で開

催した。同地区は，既に地区防災計画の策定を成し遂

げた実績を有する。 

当日の第１部（午前）では，住民コミュニティの方

の参加を得て，カードゲーム EVAG<豪雨災害編>を試用

した。第２部（午後）では次の３名の話題提供者から

地区の特性を防災計画にどう盛り込むのか，カードゲ

ーム，まちづくり，WEB-GIS の視点から実践的な事例を

含めた報告がなされた。 

・中村清美氏（国土防災技術（株）技術本部）「地区防

災計画の普及啓発における課題と期待」

・霜田宜久氏（福島工業高等専門学校）「過去に経験し

た防災まちづくりと被災地を見て思うこと」

・小穴久仁氏（NPO 法人ドゥチュウブ（株）エーアイシ

ステムサービス）「Web-GISを用いた防災情報の可視

化と，その先に見えた地域防災力とは」

4．住民アンケート調査の実施 

 防災計画の次世代への継承について住民アンケート

を実施した。その実施状況を表－１に，設問の構成を

表－２示す。回答からは，住民コミュニティのまとめ

役には，防災の知識だけでなく日常における様々な資

質が必要であり，その人材は住民コミュニティの中か

ら輩出すべきという認識が，いずれの地区でも多かっ

た。まとめ役の立ち位置としては，自治会役員，自治

会の一構成員の割合が高く，次いで行政の嘱託が挙が

った。防災計画の『策定』という明確なゴール到達後 
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表－１ アンケートの実施状況 

----------------------------------------------- 
 〇アンケート調査              （８ページの冊子状で， 

設問数は多肢選択式が 18問，記入式が 10問，所要時間 15分） 

----------------------------------------------------  

A 地区（福島県いわき市平旧城跡地区）2018 年 10 月。  

回覧板班長 80 名を対象（町内会を通じて配布）。 

回収  59 通，回収率 73％（郵便投函で回収）。 

B 地区（岐阜県瑞浪市陶地区）    2019 年 1 月。 

 回覧板班長 70 名を対象（町内会を通じて配布）。 

回収  33 通，回収率 47％（郵便投函で回収）。 

C 地区（岐阜県郡上市西和良地区）  2019 年 2 月。 

全戸 205 戸を対象（郵便投函または町内会で回収）。 

回収 163 通，回収率 79％ 

D 地区（東京都あきる野市網代地区） 2019 年 3 月 

全戸 98 戸。地域配達郵便（町内会を通じて予告）。

回収 30 通，回収率 30％（郵便投函で回収）。 

E 地区（青梅市小曾木３丁目）    2019 年 3 月 

全戸 171 戸。地域配達郵便（町内会を通じて予告）。

回収 61 通，回収率 35％（郵便投函で回収）。 

----------------------------------------------- 

表－２ アンケートの設問の構成 

----------------------------------------------- 
設問１。回答者についての基本情報 

設問２。地区についてのよい点，悪い点の認識 

設問３。回答者の方の，防災意識 

設問４。土砂災害警戒区域についての理解 

設問５。地区防災計画制度についての理解 

設問６。この地区の防災の取組み実績について 

設問７。取組みに関わっていない次世代への 

防災の取組みの継承について 

設問８。コミュニティのまとめ役について 

----------------------------------------------- 

に始まる長期の息の長い『継承』というプロセスを持

続していくためには，日常生活の中で育まれる“構え

ない防災”として取り組んでいく必要があろう。 

5．令和元年度の自由集会の開催 

砂防学会研究発表会岩手大会で自由集会を開催した。 

企画のタイトル：砂防学会公募研究会「土砂災害に

備える地区防災計画研究会」のオープンな情報交換会 

日時：令和元年 5 月 22 日（水）12：30～13:30 （出

入り自由。中座ＯＫ） 

場所：いわて県民情報交流センターアイーナ（大会

会場内）８F 811 室（研修室） 

参加対象：オープン（大会参加者），実参加者 38 名 

企画のねらい：地区防災計画制度についての認識を

交換し，この研究会への期待を共有できる場としたい。 

企画の具体的な中身 

〇参加者に付箋を渡し，昨年度の本研究会の活動で

出た意見や今後の方向性を等についてコメントを記載

いただき，Ａ１程度の紙に貼って頂く。 

〇土砂災害に備える地区防災計画とは？というスト

レートな質問に対するキーワードを付箋にたくさん書

いて，Ａ１程度の紙に貼っていただく。

〇事例や困っていること，検討中なことなどの情報

交換や名刺交換。 

砂防学会メーリングリスト[sabo-ml:0536]で広報し

参加を呼び掛けた。広い層から 38 名の参加者を得たこ

とから関心の高さが伺われる。寄せられたコメントに

は，地区の特性をどう反映させるのか，避難のトリガ

ーをどうするのか，キーパーソンの有無をどう越える

のかなど，実効性に関わる指摘などがあった。 

6．令和元年度の自由集会の開催 

公開勉強会「地区防災計画の策定に向けて。～でも，

やはり，フルコース？単品，定食，はお呼びじゃない？

～」をテーマとして，令和元年 12 月 22 日（日）に，

砂防会館別館Ｂ３階 会議室「立山」で開催した。以

下の３件の話題提供を頂いた。 

・西山幸治氏（砂防フロンティア整備推進機構）「土砂

災害対策としての地区防災計画制度の意義と課題」

・坊農豊彦氏（地区防災計画学会事務局次長）「地区防

災計画の事例紹介 －土砂災害危険地域における策

定実例－」

・小穴久仁 氏（NPO 法人ドゥチュウブ，（株）エーアイ

システムサービス）「星崎はなぜ地区防災計画を作っ

た？  -原点は伊勢湾台風・高潮- 」

砂防学会メーリングリスト[sabo-ml:0560] および

[sabo-ml:0564]で広報し参加を呼び掛けた。今年度，

地区防災関連の取り組みに関わっている会員ら 20名の

参加者を得，フルコースの地区防災計画をめざす難し

さとその対応が議論された。 

7．再策定の動きの予備調査 
 元年度に被災した地区における地区防災計画の再策

定に関して予備調査およびヒアリングを実施した。 

8．最終年度に向けて 
警戒避難体制の構築においては，１）いつどのタイ

ミングで，２）だれがだれとともに，３）どこからど

こへ，という３点がポイントとなる。しかし，マイ避

難スイッチおよび土砂災害警戒情報の活用性，共助と

個人情報の兼ね合い，土砂災害警戒区域外を安全とみ

なすかどうかなどの認識の共有が容易でない場合もあ

り，これらは地区防災計画制度の実効性を妨げかねな

い。土砂災害警戒情報と土砂災害警戒区域という２つ

の重要な制度を，受信者側である住民の視点で位置付

けていく必要があろう。

 一方，令和２年度は新型コロナウイルスに世界中が

翻弄される中で始まった。この現代社会にとって未曽

有の災禍は，“３密を避ける”，ステイホーム，テレワ

ークの推進など今後の生活様式を大きく変えることは

間違いない。このコロナ禍を，単に住民ワークショッ

プの開催が困難となったと捉えるのではなく，居住者

が抱く居住域の捉え方，住民と地域との関り方，災害

避難のあり方などついて大きな変革をもたらすものと

して捉えねばならない。インターネットの普及と，近

い将来の自動運転の普及も，山間地への居住空間の拡

大に繋がろう。これらを踏まえた新しい時代の土砂災

害への対応について，戦略的な論議とともに，実効性

のある戦術的な議論が，必要となってくると思われる。 
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土砂災害による人的被害・家屋被害の実態 

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 ○千葉幹 

1. はじめに

土砂災害対策は、砂防堰堤などによるハード対策と開発抑

制や警戒避難などソフト対策からなる。土砂災害は、局地性が

高いうえ発生頻度が低く、特に住民自身の行動によるところが

大きい警戒避難を主とするソフト対策の効果は、災害ごとに一

様でない。またこれまでに、土砂災害の警戒避難と、土砂移動

現象の特徴や地形条件、土砂災害対策の実施状況などとの

関係について様々な知見が蓄積されているが、個々の災害か

ら得られた知見に関する場合が多く、統一的に整理された事

例は少ない。このため、限られた人員や予算を費やすにあた

り、ソフト対策実施箇所の優先順位や、対策の有効性等の検

討材料に乏しいなか、対策を進めざるをえない。 

こうした状況を踏まえ、土砂移動現象と被災状況の関係を

対策の効果という観点から考察することは、これまでに実施さ

れてきたソフト対策をより効率化する上で重要だと考えらえる。 

本研究においては、まず、ハード対策・ソフト対策相まって

の効果が反映されていると考えられる長期的・全国的な家屋

被害数や人的被害数の実態を把握した。 

2. 土砂災害の全国的・経年的な傾向に関する既往研究

土砂災害の全国的・経年的な傾向は、これまでにいくつか

研究されている。土砂災害の発生件数は、1970 年代以降

2000 年代後半にかけて、やや増加傾向にある 1)。一方で、被

害者数は、1970 年代前半の 200 人前後／年から 1990 年代

に入って 40 人前後／年へと減少し 2)、2000 年代に入ってか

らその傾向はやや鈍っているものの、減少している 1)。

また降雨による土砂災害の経年変動について篠原ら 3)は、

1983 年から 2013 年の期間、土砂災害発生 1 件あたりの全壊

戸数に有意な減少傾向が見られる（全壊戸数の代わりに全壊

戸数と半壊戸数の和を用いても同じ）が、全壊 1 戸あたりの死

者・行方不明者数は有意な経年変動は見られないことを示し、

中山間地域での人口減少もしくは、ハード対策の進行による

土砂災害発生件数に占める全壊家屋の割合の減少が死者・

行方不明者数の減少の要因と考えられることを示した。

篠原ら 3)の用いた、家屋被害数と人的被害数の関係につい

て、牛山ら 4)は、1999 年以降の豪雨災害における犠牲者数と

被害家屋数の関係を示し、死者・行方不明者数は、家屋被害

の多い事例で多くなる傾向がある程度見られるが、ばらつきも

かなり大きいことを示した。さらに土砂災害1件あたりの家屋被

害数に関し、土砂災害の被害状況は、家屋の位置、道路や主

流路との位置関係が影響することが確認されている（中谷ら 5））

ほか、内田ら 6）は、土砂移動現象の規模を表す指標である「土

砂移動マグニチュード」が同じでも、発生した場の条件が影響

するため被災家屋数に大きな差が見られることを示した。

以上のように、家屋被害数と人的被害数の関係、土砂災害

発生件数と家屋被害数の関係には、それぞれに、土砂災害対

策の効果や場の条件の影響など、災害ごとの特徴があると考

えられる。このため両方の関係について、全国的・経年的な状

況を把握する。

3. 検討方法

本研究では、（一財）砂防・地すべり技術センターによる「土

砂災害の実態」にある 1982 年から 2019 年の年ごとの土砂災

害発生件数、死者・行方不明者数、負傷者数、全壊件数、半

壊件数、一部損壊件数を用いた 7）。また誘因は、梅雨前の降

雨、梅雨、台風、梅雨明け後の降雨とされているものを「降雨」

による災害とし、計 36,024 件、地震によるものを「地震」による

災害とし、計 1,638 件（地震の記録があった 24 か年分）を対

象とした。これらのデータから、各年の、土砂災害1件あたりの

家屋被害数（以下、B/L という）と、家屋被害 1 戸あたりの人的

被害数（以下、H/B という）の関係を整理した。 

1） 家屋被害数

災害の被害認定基準は、1968 年以降統一されているが、

住家の全壊・半壊に係る認定基準は、2001 年に改正された 8）。

このため家屋被害数は、全壊・半壊・一部損壊の総数として扱

った。また家屋被害数は、発災箇所における人家の密集度合

いや家屋構造にもよる。ここでは、年ごとの住宅数及び木造化

率の推移を考慮することとし、住宅・土地統計調査 9）に基づき、

整理した期間に最も近い調査年の値を基準に、それぞれの年

もしくはその直前の調査年の値の、基準とした年の値に対する

割合で除した。

2） 人的被害数

家屋被害数に対する人的被害数を検討するにあたり、1 戸

あたりの居住人数の影響を除くため、国勢調査による1世帯当

たり人員 10）について、整理した期間に最も近い調査年の値を

基準に、それぞれの年もしくはその直前の調査年の値の、基

準とした年の値に対する割合で除した。1980 年から 2015 年

にかけて、1 世帯当たり人員は、3.22 人から 2.33 人へと減少

している。

4. 検討結果

降雨災害による土砂災害を対象に、1982 年の値を 1 として

整理すると、図 1 のようになった。大まかな経年変化を表現す

るため、整理した期間を前半期（1982 年～1998 年）・後半期

（1999 年～2018 年）に区分して示した。 
今回整理した期間において、B/L が小さくなる後半期にお

いて、H/B が 1 より大きい値へばらつきの幅を広げており、前

半期と後半期とでは、B/L、H/B ともに有意な差が見られた。

また H/B に影響しうる要素として、誘因を台風のみに限定した

事例と、それ以外とで比較したが、差は確認できなかった。

同様に地震による土砂災害について整理し、降雨による土

砂災害と比較した（図 2）。ここでは、1982 年を 1 とする処理

は行っていない。降雨による土砂災害と比べ、地震による土砂

災害は、B/L 又は H/B のいずれかが飛びぬけて大きい値の

年がある。また地震による土砂災害では H/B が 0 である年が

22 か年中 12 か年と半数以上を占めるが、平均値は降雨によ
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る土砂災害よりも大きい。 

 
図 1 土砂災害1 件あたりの家屋被害数（B/L）と家屋被害1 戸

あたりの人的被害数（H/B）の関係（1982 年を 1 とした場合） 

 
図 2 降雨による土砂災害と地震による土砂災害の比較 

5. 考察 
H/Bは、B/Lがほぼ一定の値まで減少した範囲で増加方向

へばらつきが広がっていることから、砂防事業の進捗等により

土砂災害のおそれがある範囲が減っていると予想されるもの

のそれが必ずしもH/Bの減少につながるようなソフト対策の強

化に繋がっていないことや、土砂災害によって被災する家屋

数の減少が避難行動の抑制に関連する可能性が推測される。

また台風を原因とする事例と、それ以外の降雨による事例とで

差が出なかったことは、いつ危険なのかという見通しのしやす

さや余裕時間の有無以外の要素も、避難による人的被害の軽

減に影響していることを予測させる。 
なお土砂災害警戒区域の指定区域で未指定区域よりも住

民の避難率が高い場合があることも報告されている11）が、H/B
が後半期で増加している点からは、指定の進捗の影響はあま

りない可能性もある。 
地震による土砂災害の場合、B/L、H/B ともに、降雨による

土砂災害と比較して極端に大きな値を示す年がある。地震に

よる土砂災害は、年ごとの発生件数のほとんどを特定の地震

に起因する場合が多く、降雨による土砂災害と比較して、発生

箇所が比較的狭い範囲に限定される。このため、発災箇所の

特性がより濃く影響している可能性がある。ただし HBB の平

均値が降雨による土砂災害よりも大きい点は、地震による土砂

災害において避難が困難なことに応じたものと考えられる。 
6. 今後の課題 

本研究では、全国の年ごとの土砂災害 1 件あたりの家屋被

害数（B/L）と、家屋被害 1 戸あたりの人的被害数（H/B）の関

係を整理したが、住宅戸数や木造率、世帯当たりの人員数を

考慮し、H/B を B/L との関係の面から考察した。その原因に

ついて、局地性が強いとされる土砂災害について、年ごと、全

国単位の集計値を用いて推定することには限界があり、個別

事例を確認する必要がある。 
なおH/Bに着目すれば、今回整理した期間での平均値（住

宅数等に応じた換算をしない値）は、0.1 人／戸となる。1 戸あ

たりの居住人員数が概ね 2 人として、平成 30 年 7 月豪雨の

例から危険区域内で自宅内避難を含め避難行動をとる人が概

ね 2 割程度だと仮定すると、半数以上は被災家屋内にいて被

災しなかった可能性があるとも考えられる。最近の研究成果か

らも避難行動の理由が多岐にわたると想定されるなか、避難

中や消防団等避難を呼びかける行動中の危険を考慮すれば、

避難実態の調査や、そこで得られた知見に基づく地域防災の

推進は重要であると考える。 

 

参考文献： 
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災害を対象として－、砂防学会誌、Vol.69、No.5、p.3-10、2017 
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7）土砂災害年報編集委員会、砂防・地すべり技術センター、p.3 
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千葉伸一：土砂災害警戒避難に関するデータ解析共同研究、

国土技術政策総合研究所資料、No.682、p.53、2012 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

19
82
年
を
1と

し
た
場
合
の
家
屋
被
害
1⼾

あ
た
り
の

⼈
的
被
害
数
（
H
/B
）

1982年を1とした場合の⼟砂災害1件あたりの家屋被害数
（B/L）

前半期（1982〜1998）
後半期（1999〜2018）H26

H23

H25

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

家
屋
被
害
1
⼾
あ
た
り
の
⼈
的
被
害
数
（
H
/B
）

⼟砂災害1件あたりの家屋被害数（B/L）

降⾬による⼟砂災害
地震による⼟砂災害

H20岩⼿宮城内陸地震

H30北海道胆振東部地震

S58⽇本海中部地震

S59⻑野県⻄部地震

30



土砂災害を対象とした防災マップの作成－長野県辰野町の事例－

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○伊藤 達哉，松澤 真，南 智好

長野県辰野町 井出哲也，白鳥智教

信州大学元教授 山寺善成

１．はじめに：

長野県辰野町では，崩壊危険個所の抽出や住民参加型の防災

マップ作成の取り組みなど，地域住民の土砂災害に対する理解

促進，および防災意識の向上を目的とした活動が進められてい

る 1）。本稿では，平成31年度に辰野町川島地区で実施された

住民参加型の土砂災害を対象とした防災マップ作成の事例につ

いて紹介する。

２．従来のハザードマップの問題点：

全国の自治体で整備が進められている土砂災害ハザー

ドマップの問題点として，以下の点が挙げられる 1）。

1）危険個所の見逃し 
土砂災害ハザードマップは，砂防基礎調査に基づく土砂災害

警戒区域等（通称；イエローゾーン，レッドゾーン）をもとに

作成されている。この土砂災害警戒区域等は，人家・公共的建

物のある土地や将来人家が立地する可能性のある土地を対象に

調査が実施されており，土砂災害の危険性が高い箇所を見逃し

ている可能性がある。

2）土砂崩壊発生源が不明  
災害を防ぐためには，土石流を引き起こす崩壊の発生個所を

示すことが重要であるが，現状の土砂災害ハザードマップには

記載されておらず，土砂災害の発生源が不明である。

3）深層崩壊は対象外  
深層崩壊は，一度発生すると甚大な被害が出る一方，技術的

に発生の予測やハード対策が困難であり，対象外となっている。 
4）避難経路が明示されていない  
緊急時に，地域住民が安全に避難行動をとるために必要な避

難経路等の情報が明示されていない。

３．住民参加型の防災マップ作成方法：

辰野町川島地区では，上記の問題点を踏まえ，住民参加型の

土砂災害ハザードマップ（以下、防災マップとする。）を，実際

の避難行動の単位を考慮し，川島地区全体の広域図と集落ごと

の詳細図として作成した。

1）事前調査・机上調査 
長野県辰野町では，平成 30 年度までに表層崩壊危険箇所，

表層崩壊跡地，深層崩壊危険箇所の抽出が完了している 2）。こ

れらをもとに，地形地質の概査や、辰野町立辰野図書館におい

て，災害記録や土砂災害に関する伝承等の調査を行った。

なお，辰野町川島地区では，地区の中央付近に「よけ」と呼

ばれる斜面があり，地域住民の間では昔から危険な斜面と認識

されていた。また，1mDEM3）を用いた地形判読の結果，線状

凹地等の微地形が明瞭であり，深層崩壊の発生が懸念される斜

面であることが明らかとなった。

2）対象地域の現地調査 
事前調査・机上調査の結果を踏まえ，地域の土砂災害特性等

を把握するため，専門知識を有する技術者が対象地域の現地調

査を行った。現地調査には，地質図や表層崩壊及び深層崩壊危

険個所の判読結果，土砂災害警戒区域等を整理した図面を用い，

崩壊危険個所，民家や避難場所の位置関係等から，土砂災害の

危険性が高い箇所を現地にて確認した。

なお，現地調査の結果，前述の「よけ」は，付加体起源の粘

板岩斜面に位置し，背後には破砕帯が，流れ盤となる走向・傾

斜で複数確認されることが明らかになった。また，脚部は河川

の攻撃斜面に位置し，脚部崩壊が発生した跡が確認されること，

「よけ」の斜面内部では滑落崖や線状凹地が明瞭であること等

が確認され，深層崩壊の危険性が非常に高い斜面であると判断

された。（図‐1） 

3）表層崩壊危険個所の土層厚調査 
表層崩壊の発生危険度が高く，崩壊が発生した場合の下流側

への影響が大きい箇所については，実際に土層厚を測定し，表

層崩壊の危険度を把握する必要がある。辰野町川島地区におい

ては，崩壊が発生した場合の下流側への影響が大きい表層崩壊

危険個所において，土

層強度検査棒を用い

て，地域住民と一緒に

土層厚の調査を実施し

た。なお，土層厚調査の

状況は，地元新聞（たつ

の新聞）に新聞記事と

して掲載された。

横川川 

図‐1 「よけ」 

付近の陰影起伏図 

写真‐1 土層厚調査の状況 

流れ盤を呈する破砕帯 
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4）土石流シミュレーションの実施 
 砂防基礎調査における土石流警戒区域の設定は，下流域の斜

面の傾斜等をもとに，全国一律の手法で設定されるため，現地

状況を十分に反映できていない可能性がある。従って，崩壊の

発生危険度が高い斜面は，土石流シミュレーション4）を実施し，

想定氾濫範囲を具体的に検討することが望ましい。

5）住民説明会の実施と防災マップの作成 
地域住民に地域の状況について知っていただき，危険な個所

や安全な避難方法の共有を図っていくことが地域の防災力強化

に繋がると考えられ

る。そこで，現地調査

結果の報告段階，住

民参加の土層厚調査

段階，防災マップの

作成段階において，

合計3回の住民説明

会を開催した。

防災マップの作成においては，避難所等の避難に役立つ情報

や，豪雨時や土砂災害発生時に危険となる箇所の情報をヒアリ

ングし，大判図面への書き込みを実施した。また，現状の避難

路や避難場所に課題がある場合には書き込み，それぞれの集落

において，安全な避難方法の共有を図った。住民説明会で出た

意見も踏まえ，辰野町川島地区では，「よけ」の上流側と下流側

の集落で避難の考え方を変え，集落ごとの安全な避難経路を反

映したマップを作成した。（図‐2） 

４．おわりに：

地域の防災力強化に取り組んでいくためには，地域住民の防

災意識の向上や土砂災害についての理解促進が重要である。そ

のためには，住民へのヒアリングや，過去の災害情報や地域に

伝わる伝承と実際の斜面との対比などを行い，防災マップにつ

いて地域住民の理解度や納得性を高める取り組みが有効と思わ

れる。また，地形・地質等の自然科学的な観点からの検討結果

も踏まえ，従来の防災マップよりも詳細な情報（避難経路，地

域特有の危険箇所，崩壊の発生源等）を載せることで，住民が

避難行動をとるための判断材料を提供することも重要であると

考える。

なお，土砂災害に対するハード対策（砂防堰堤の配置等）や，

深層崩壊など大規模土砂災害に対する調査・検討は単独の自治

体では対応に限界がある。こういった分野では，県や国とも連

携しつつ，地域の防災力強化を図っていくことが必要である。

【参考文献】

1) 松澤真, 住民参加型の土砂災害ハザードマップの作り

方,日本応用地質学会誌,第 60 巻，第 5 号，P.235-238，
2019，2) パシフィックコンサルタンツ株式会社，平成 30
年度崩壊危険個所抽出業務委託報告書，2019，3) 航空レ

ーザー計測 1m メッシュデータ（2008）天竜川上流河川

事務所提供，4) 蔭山星ら， 表層崩壊から土石流までを一

連で予測する数値解析手法の検討，平成 30 年度砂防学会

研究発表会

写真‐2 防災マップ作成状況 

【住民説明会において出た主な意見】

・専門家と地域住民とでは視点が異なるため，地域住民の

意見を取り入れることで，実用的なマップができると思う。 
・「よけ」は，改めて危険な斜面であることが分かった。豪

雨時には「よけ」の斜面下方から出水がみられることや，

平成 18 年に崩壊し通行止めとなったことがあり，避難時に

斜面の下方を通るのは危険である。

・現在利用している避難所は，土砂災害や河川の氾濫の観

点から危険と思われる。

「よけ」 

図‐2 作成した防災マップの例（左：川島地区全域の広域図，右：集落単位で作成した詳細図抜粋） 

「よけ」 

32



ＵＡＶの自動航行機能を用いた砂防施設点検の取組 

国土交通省 砂防部 保全課 倉本 洋平
※1

，国土交通省 北陸地方整備局 河川部 福田 光生
※2

，○後藤 健，中田 圭一
※3

国土交通省 北陸技術事務所 金子 雄司
※4

，日本工営株式会社 清水 隆博，三池 力，田中 靖政
※1 現 北海道開発局 札幌開発建設部 ※2 現 北陸地方整備局 企画部 ※3 現 神通川水系砂防事務所 ※4 現 阿賀野川河川事務所

１．はじめに 

令和元年 6月 21 日小型無人機に係る環境整備に向けた

官民協議会決定「空の産業革命に向けたロードマップ

2019～小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環

境整備～」1)では，令和元年度に「山間部等における目視

内での短距離巡視・点検の検証」，令和 2～3年度に「砂防

施設等の維持管理へのドローンを用いた点検の自動化に

着手」という方向性が示されている． 

全省庁としての施策に加え国土交通省北陸地方整備局

では，平成 30年 12 月 26日にチャレンジ砂防プロジェク

ト 2)を立ち上げ，砂防関係施設点検における UAV の活用

検討を行い，令和元年度に山間部における目視内，目視外

飛行の実証実験，2020年3月27日に「UAV点検要領（案）」

及び「砂防関係施設点検におけるUAV活用の手引き（案）」

（以下，UAV 点検要領等）の公表を行った．

本報告では，上記の取組の内，UAV 点検要領等の作成

及びUAVの目視外における自動航行機能に着目した取組

と今後の方向性を述べる． 

なお，ここでは無人航空機の総称として UAV

（Unmanned Aerial Vehicle）を用いる．

２．砂防関係施設点検におけるUAV 活用の必要性

砂防堰堤は山間部に設置されることから，斜面崩壊に

伴うアクセス路の断絶等によりアプローチが困難，ハイダ

ムや狭窄部の砂防堰堤は近接目視が出来ないため点検が

困難という課題があり，安全面の観点から定期点検に支障

が発生している砂防堰堤が存在する．さらに，今後想定さ

れる担い手不足の観点からも，砂防関係施設の点検に

UAV を用いることによる点検の省力化や簡素化が求めら

れている．一方，近年のUAV 活用の報告事例では，火山

噴火時の火山灰堆積厚調査等の緊急調査への活用 3)，災害

時の迅速な概況把握 4)，踏査困難な崩壊斜面の地形把握 5)，

小型レーザスキャナを搭載した高精度地形情報の取得 6)

に関するものがあるが，砂防関係施設の点検については，

これまでは撮影した画像による外観の把握程度であった．

これは，火山関係については法的根拠，地形情報について

は測量作業規程といった基準があり，取得する情報につい

て定量的な目標が設定出来るが，UAV を用いた砂防関係

施設の点検では基準が未策定であることから，定量的な目

標の設定が出来ず，検討が進めにくい状況であったためと

考えられる． 

３．UAV点検要領等の作成

そこで筆者らは，UAV を用いた点検及び健全度評価手

法を検討し，UAV 点検要領等を作成した．作成に際して

は，省力化，安全性向上の観点からUAV による点検を基

本としつつ，UAV と徒歩点検の比較（図-1）を行うこと

で使い分けを整理した． 

また，図-2 のように遠望撮影により概略把握後に，近

接撮影による詳細調査を実施し，健全性評価を行うフロー

を作成とした．また，遠望撮影時は汎用性の高いUAV の

撮影能力を整理し，対地高度約 50 mで十分な精度を持つ

ことを把握した．UAV を活用する際の課題としては，1

フライト目の遠望撮影時に自動航行によるインターバル

撮影行うと撮影数の増大に伴うデータ容量の増大及びそ

の整理に関する手間の増大である．それについては，デー

タ量が多いことで可

能な高度利活用（オル

ソ化や点群データの

作成）や AI による変

状レベルの自動判読

に関する技術開発等

の必要を整理した．一

方，2フライト目で近

傍撮影が可能な場合

は，機体と劣化部を確

認しながらの撮影と

なり，撮影数が限られ，

手間もかからない

ことが分かった．

図-1 徒歩点検と UAV 点検による安全性の差のイメージ 

図-2 UAV を用いた 
砂防関係施設の点検フロー 
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損傷 外観から見えない損傷外観から
見えにくい損傷

現在

外観から見える損傷

要対策の場合

詳細点検（スケール測定・画像判読等）

定期点検（近接目視・R1末からUAV活用可）

健全度評価

補修・補強対策検討

打音・コア抜等 接触・破壊検査

赤外線等 非接触・非破壊検査

今後

要対策の場合

非接触検査 赤外線・レーザー計測機器等をＵＡＶに搭載し実施
外観から見える損傷、外観から見えない損傷それぞれ技術は異なる可能性あり

スクリーニング技術

接触検査 非破壊検査で必要とされたもののみコア抜き等実施

画像診断
ＵＡＶ等により撮影した画像から判読
AI技術等を用いた自動診断

健全度評価
要対策の場合

下図 赤字
今後技術開発が望まれる技術

補修・補強対策検討

内閣府規制改革推進会議第３回成長戦略ＷＧ資料1-2-2 P17 を基に砂防関係施設を対象として作成

４．目視外における自動航行の取組 

UAV 点検要領等を作成することで，目標設定が可能と

なり，目視外における自動航行で砂防堰堤の健全度評価ま

で実施することが可能かどうかという尺度が設定出来た． 

目視外における自動航行について，航空法を遵守して

実施した．操縦者の目視外になる範囲には補助者を設置し，

常に地上からの目視を実施する状況を確保する，不具合発

生時に自動で帰還する機能を持つ機体を選定する等の対

処を行った．なお，今回の目視外での自動航行に当たって

は，事前に目視内飛行により実現可能性について十分確認

した上で実施している． 

目視外における自動航行を実施した結果，健全度評価

を実施することが可能であると評価出来たが，いくつか課

題が見られた．1つ目は，事前の目視内飛行でルートと高

度を推定，アプリで入力して自動航行を行うが，実際の高

度より低いことや想定したルートを飛んでいないことが

あり，実施者の習熟が必要なことが分かった．2 つ目は，

目視外の場合，飛行時の画像を確認出来ないため，砂防堰

堤をうまく撮影出来ないことがあり，内業での画像加工の

手間がかかることが分かった．そこから今後の蓄積により

自動航行時のポイントを整理することや自動航行中に微

修正する機能の技術開発が必要であることが分かった． 

自動航行に関しては制度面の議論がまだされていると

ころであるため，今後状況が変化

する可能性はある．それに向けて，

準備しておくことは，①各事務所

においてはUAV 点検対象施設検

討，個別施設の飛行計画の作成，

②業界全体としての技術開発が

あげられる． 

技術開発については，図-3 に

今後の砂防関係施設点検の方向

性と求められる技術開発（案）と

いう形で整理した．大きく分ける

と，UAV で撮影した画像の自動

処理技術（変状判読，撮影画像か

ら健全度評価に用いる画像の抽

出等）と補強対策検討に必要とな

る詳細調査が可能な技術（非接触

による外観劣化状況把握とその

結果に基づく内部劣化状況の推

定等）の 2つに分けられる．なお，

ここでは砂防分野以外での技術開発が期待されるUAV機

体そもそもの性能向上（リチウムイオンバッテリーの小型

大容量化等）といったものは除いている． 

５．おわりに 

本報告ではUAVの自動航行機能を用いた砂防施設点検

の取組を紹介したが，現在の検討の方向性が砂防関係施設

点検への UAV の活用のため UAV で解決する手法の観点

で整理した．さらなる利活用に向けて，今後は近接目視に

よらない点検手法という観点で複数技術のベストミック

スに関する技術開発も進めていく必要がある．さらに，

UAV を用いた砂防関係施設点検では副次的に得られるデ

ータがかなり多いことを活かした活用も考えられる．例え

ば SfM による 3次元モデルやオルソフォトの作成等が挙

げられるが，そのような得られる情報の活用策と解析技術

に関する整理を進め，UAV の自動航行のメリットを増や

していくことで，さらなる活用が期待出来ると考えている． 

引用文献 

1) 空 の 産 業 革 命 に 向 け た ロ ー ド マ ッ プ 2019, 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou12.pdf
2) チ ャ レ ン ジ 砂 防 プ ロ ジ ェ ク ト 特 設 サ イ ト ,
http://www.hrr.mlit.go.jp/river/sabo_challenge/index.html
3) 例えば堤ら(2019)，2019年度砂防学会研究発表会概要集，P699-700
4) 例えば杉原ら(2019)，2019年度砂防学会研究発表会概要集，P27-28
5) 例えば高山ら(2019)，2019年度砂防学会研究発表会概要集，P595-596
6) 例えば矢澤ら(2019)，2019年度砂防学会研究発表会概要集，P631-632

図-3 今後の砂防関係施設点検の方向性と求められる技術開発（案） 
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砂防事業でのＣＩＭ活用の課題と展望 

（株）オリエンタルコンサルタンツ 〇佐藤厚慈，井川忠，岩岸栄代 

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所 菊池瞳，山野利勝，小林幸博 

1．はじめに 

国土交通省では，社会資本整備に関わる計画・調査・

設計段階から３次元モデルを導入し，その後の施工・維

持管理の各段階においても情報を充実させながら一連の

建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・

高度化を図るための CIM（Construction Information 

Modeling/Management）の導入・普及を推進している． 

砂防事業では，航空レーザ計測や地上レーザ計測の普

及に伴う３次元データの活用が進み，近年では UAV レー

ザを活用した詳細地形データの取得も増加傾向にあるこ

とから，生産性向上へ向けて CIM 技術の更なる普及が期

待されている． 

ここでは，砂防堰堤の詳細設計で実施した CIM モデル

活用により得られた課題と今後の展望について報告する． 

2．CIMモデルの詳細度及びソフトウェア 

CIMモデルの詳細度(LOD)は，砂防編のCIM導入ガイド

ライン策定前であったため，共通編及びダム編を参考に

外形形状を正確に表現するレベル300とした．

表１ CIMモデルの詳細度 

 

 

 

表２ CIMモデル作成ソフトウェア 

3．CIMモデルの作成 

地形モデルは，広域の航空レーザ計測データ，設計範

囲の UAV 計測データを用いて解析処理を行い，現況地形

モデル・TINサーフェスモデル・地形モデル・構造モデル・

土工形状モデルを作成し，これらを統合したモデルを作

成した．

 

図１ 地形モデルの作成例 

構造物モデルは，フランジやベースプレートを含めた

鋼製部モデルと堰堤本体モデルを合成し，掘削形状のTIN

サーフェス，地質モデルをそれぞれ作成した．

 

図２ 構造物モデルの作成例 

図３ 掘削形状と地質・土質モデル 

各モデルを用いた統合モデルを作成し，コンクリート

や鋼製部の各種部材に対する属性情報を付与することで，

詳細な材料や体積，面積等を把握することができる． 

図４ 統合モデル作成例 

 

 

図５ CIMモデルの属性情報表示 

CIMモデル 詳細度(LOD) 備考

地形モデル（涸沢流域） 地図情報レベル500 H30釜無川流域砂防施設測量業務

地形モデル（黒桂沢流域） 地図情報レベル500 H30早川流域砂防施設測量業務

構造物モデル 300
構造物（ダム）を参考に設定
構造物の形状を正確にモデル化

施工ステップ 300 施工状況、重機配置を表現

統合モデル 300

CIMモデル名 対象 モデルの種類 ファイル形式 ソフトウェア名 バージョン

地形モデル 地形
サーフェス

（面-TIN形式）
LandXMLおよびdwg AutoCAD Civil3D 2019

地盤モデル
ボーリング柱状図

地質断面図
ソリッド IFCおよびdwg AutoCAD Civil3D 2019

土工形状モデル 基礎掘削線
サーフェス

（面-TIN形式）
LandXMLおよびdwg

IFCおよびdwg
AutoCAD Civil3D 2019

構造物モデル 砂防堰堤 ソリッド IFCおよびdwg AutoCAD Civil3D 2019

統合モデル 上記モデルを統合 サーフェス+ソリッド nwf、nwd InfraWorks・NavisWorks 2019

堰堤計画地点オルソ画像 TIN サーフェス

構造物モデル 鋼製部

F-01
 ----------------    ソリッド    ---------------- 

質量:      99.000 
体積:      99.000 
境界ボックス:            X: -16712.492  --  -16698.336 

  Y: -52924.571  --  -52910.380 
    Z: 685.500  --  686.500 

図心:                 X: -16705.399 
  Y: -52917.456 
  Z: 685.995 

慣性モーメント:          X: 277272046856.692  
  Y: 27674554855.690  

    Z: 304853425059.888  
慣性乗積:             XY: -87516715194.654  

   YZ: 3593809647.059  
   ZX: 1134522124.783  

回転半径:              X: 52921.902 
  Y: 16719.478 

    Z: 55491.689 
図心についての主慣性モーメントおよび X-Y-Z 方向:

  I: 817.593 方向 [0.789 -0.614 0.000]
  J: 833.247 方向 [0.614 0.789 0.001]
  K: 1634.346 方向 [0.000 0.000 1.000]

F-01 型枠下流側
 ----------------    リージョン    ---------------

面積:     10.595
周囲:     22.119
境界ボックス:        X: -16712.492  --  -16704.384

     Y: -52924.571  --  -52918.155
     Z: 685.500  --  686.500

図心:      X: -16708.438
     Y: -52921.363
     Z: 686.000
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4．CIM活用による効果 

4.1 砂防堰堤の根入れ照査 

３次元の場合は，一定の間隔に作成する堰堤軸の横断

図を作成しなくても地盤の傾斜を考慮しながら確実に根

入れを確保できているか視覚的に把握できる．このため，

２次元で作成した結果に比べて，短時間で精度の高い成

果が得られ照査精度の向上が期待できる． 

 

図６ 根入れの照査状況（土砂地盤） 

4.2 精度の高い掘削形状の確認 

２次元の図面作成では，地盤や構造物の変化点で堰堤

軸横断図を作成後，掘削形状・埋戻し形状を設定して平

面図に投影する．３次元の場合，構造モデル作成後に点

群から作成した土工モデルと結合し，土質に応じた掘削

勾配を入力することで現場の実態に近い掘削範囲・用地

範囲を考慮した図面を短時間で作成できる． 

また，３次元モデルを活用した場合に数量を確認した

ところ，構造物の数量は同様であるが，土工量について

は明らかな差が確認された． 

図７ ３次元モデルの掘削形状 

表３ ２次元，３次元の数量比較 

4.3 精度の高い埋戻し形状・構造物の配置検討 

３次元モデルを作成することで「設計の見える化」が

実現できる．例えば，カゴ枠工の設置範囲について，２

次元設計ではカゴ枠背面の埋戻し形状を軸横断図で表現

できないため，掘削範囲との隙間が生じる結果となった．

３次元空間では，視覚的に想定しづらい部位に対しても，

漏れなく設計照査を行うことができ，図面の作成漏れ，

数量の計上漏れを防止可能となる． 

図８ ３次元モデルによるカゴ枠の配置見直し 

4.4 仮設・施工計画シミュレーション 

施工時の仮設構造物や施工計画の検討では，３次元モ

デルを時間軸に従い変化させる4Dシミュレーションが可

能となる．施工順序の確認や施工重機の作業半径や支障

物の有無についても確認でき，施工工程ごとに工事費を

表示させた5Dシミュレーションも可能である． 

図９ 5Dシミュレーションイメージ 

5．CIM活用における現在の課題 

5.1 ２次元・３次元モデル併用による効率の低下 

現段階の設計手順では，３次元設計を実施する前段作

業として２次元図面を作成しているため非効率となって

いる．計測，設計から施工，維持管理まで３次元データ

を活用できる仕組みづくりが求められる． 

5.2 用地範囲の不一致 

２次元の図面は，地形測量で取得した平面図の等高線

に対して堆砂範囲や構造物形状・土工形状を記載し，そ

の結果から用地取得範囲を定めることとしている． 

３次元では点群から作成した精度の高い地形モデルを

使用するため，堆砂範囲や掘削範囲に差異が生じる．こ

のため，範囲の設定方法に関するルール化が必要である． 

 

図10 堆砂・水位の設定範囲 

5.3 ３次元による埋戻し・盛土の再現 

現在普及している主要なソフトウェアは，土工（掘削）

モデル，構造モデル，統合モデルの作成は可能である．

一方，使用したソフトウェアでは，埋戻し・盛土に関し

て地盤や構造物との標高差を立体的に計測することがで

きないため３次元数量の算定に限界があった．今後はソ

フトウェア開発に伴うモデル精度の向上が必要となる．

6．まとめ

設計段階では，CIM活用における課題がありつつも数量

算出の省力化や照査の精度向上等において導入効果が高

いと判断される．また，完成イメージや施工ステップの

把握においても有効であり，計測・設計から施工・維持

管理まで更なるCIM活用の推進が期待される． 

右岸側 左岸側 

球体（半径 2m）

２次元図面では 
表現できない範囲

掘削範囲まで
カゴ枠不⾜

①２次元 ②３次元 差分①-② 割合(%)

コンクリート m3 10,122.0 10,125.1 -3.1 100.0

外部型枠 m2 3,962.2 3,959.6 2.6 100.1

内部型枠 m2 1,017.5 1,017.4 0.1 100.0

掘削 m3 13,261.4 14,816.0 -1,554.6 89.5

部位 単位

数量

５Dステップ（概算工事費） 

４Dステップ（時間軸） 

計画高水位 

計画堆砂範囲

計画高水位

計画堆砂範囲

2 次元地形図 3 次元地形図
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令和元年台風 19号における土砂災害状況把握 

―災害初動対応における光学衛星画像解析の活用事例― 

株式会社 パスコ  〇徳武祐斗，柴山卓史，吉川和男，堀内成郎 

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所  萬徳昌昭，菊池瞳 

１．はじめに 

 令和元年台風 19 号は関東地域をはじめ東日本の多くの地

域に甚大な土砂被害をもたらした。豪雨等により広範な地域

で発生する土砂災害の概況を効果的・合理的に把握するため

にはリモートセンシングデータの活用が極めて有効であり，

中でも，緊急調査要件の河道閉塞を早期に覚知できる機械判

読手法の確立と精度向上は重要な課題である。 

 関東地方整備局では，各出先事務所が光学衛星データ等の

判読を実施し，いち早く被災概況を把握し，また関係する各

県へ情報を提供することで二次災害の防止に貢献した。特に

富士川砂防事務所では，近隣県を含めた土砂災害の概況を，

光学衛星データ（SPOT6/7 衛星データ）と AI（Artificial 

Intelligence）判読で短時間に把握し，近隣県へ迅速に情報を提

供することで災害対応に大きく貢献した。 

 AIによる土砂災害発生箇所の抽出にはまだ多くの課題が残

っており，今後は落水線データの活用や，下流の保全対象の

GIS データの活用，あるいは機械判読にさらにレイヤーをか

けるなど，精度向上のための取り組みが重要となる。 

本稿では判読結果を目視によりスクリーニングすることで

かなりの精度での抽出が可能となり，対応の迅速性・経済性

の面で今後大いに期待される結果が得られたので報告する。 

２．機械判読を活用した土砂災害抽出 

 本稿では，図 1に示す抽出フローの手順で土砂災害候補箇

所の抽出を実施した。機械判読では，NDVI（Normalized 

Difference Vegetation Index）とGSI（Grain Size Index）を用いた

AI判読１）を行った。AIで判読した結果に対しては，GISデー

タを利用した自動スクリーニングを適用した。使用した GIS

データは，国土地理院が公開している基盤地図情報の数値標

高モデルデータと，基本項目の建築物の外周線等である。こ

れらの自動抽出した結果に対して，明らかな誤抽出箇所を目

視判読により除外した。土砂災害候補箇所の抽出に使用した

衛星センサの諸元を表 1に示す。 

 富士川砂防事務所管内では，2019年 10月 23日の午前10時

頃に発災後の撮像が実施され，撮像結果の画像再生処理は24

日 15時頃に完了した。機械判読による土砂災害候補箇所の抽

出は同日 20時頃に完了し，目視判読による詳細なスクリーニ

ング作業は 25日 17時頃に完了した。判読に要した作業時間

だけに注目すると，判読作業は約１日で完了している。 

 図 1に示したフローのそれぞれの処理で抽出された土砂災

害候補箇所数を表 2に示す。機械的な抽出処理により，管内

全域（823.8㎢）に対して 1,801箇所まで絞り込むことができ

た。目視スクリーニングでは，発災前後の画像を比較し，明ら 

図 1 土砂災害候補箇所の抽出フローとタイムライン 

表 1 衛星センサの諸元 

項目 諸元 

衛星名 SPOT6/7 

運用機関 AIRBUS Defence & Space 

撮影日 2018/6/4，2018/8/27，2019/10/23 

バンド 赤，緑，青，近赤外 

分解能 1.5ｍ（パンシャープン） 

表 2 処理毎の抽出箇所数 

処理項目 抽出箇所数 

AI判読 16,851 

自動スクリーニング 1,801 

目視スクリーニング 189 

かに何らかの変化（例えば森林から裸地への変化）を確認す

ることができ，土砂移動が発生する可能性の高い地形（急勾

配斜面，崖の位置等）であることを基準として 189 箇所まで

絞り込むことができた。 光学衛星データを利用した緊急対

応は，利根川水系砂防事務所でも実施されており，群馬県及

び埼玉県山間部（8,087㎢）を対象として目視のみでの判読を

実施している２）。判読に要した日数は 24日であり，１日あた

りの作業面積は 337 ㎢であった。１㎢あたりの判読作業時間

に換算すると，機械判読では1.75分，目視判読では4.27分で
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あり，機械判読を用いることで１㎢あたり 2.5 分の短縮効果

が確認できた（表 3）。 

表 3 判読作業時間の比較 

機械判読を活用 目視のみ 

対象面積 823.8㎢ 8,087㎢ 

判読作業時間 １日 24日 

1日あたりの 

判読面積 
823.8㎢ 337㎢ 

１㎢あたりの 

判読作業時間 
1.75分 4.27分 

３．スクリーニングにおける課題 

 機械判読を活用したことにより，目視判読よりも短時間で

土砂災害候補箇所の抽出ができた一方，見逃しが無く，迅速

な抽出を重視したため，誤抽出が多くなる結果となった。富

士川砂防事務所での精査では，土砂災害候補箇所 189 箇所の

うち，実際に土砂災害が発生している可能性の高い箇所は約

１割程度であった。これらの箇所は，河道閉塞のおそれや下

流の砂防施設への影響，保全対象の存在等から絞り込まれた

箇所である。抽出箇所の一例を図 2に示す。誤抽出を減らし，

緊急性が高い箇所の的中率を向上させるためには，学習デー

タの追加や改良が必要である。 

図 2 抽出箇所の一例 

 また，本稿で使用した衛星データの入射角が 32.6度であっ

たように，災害時における緊急撮影では対象範囲の迅速な撮

影が求められるため，衛星からの入射角が大きい状況で撮影

される場合が多く，オルソ幾何補正時の位置ズレや歪みが誤

抽出の原因となる。さらに，撮影方向と逆向きの斜面につい

ては，画像上では影で暗く表現されるため，抽出漏れの原因

となる可能性がある。 

 さらに，機械抽出で除去することが困難であった箇所に共

通する要因として，農地の変化や，樹木の紅葉・落葉・枯死と

いった変化が土砂と類似した色調を有することが挙げられる。 

４．精度向上に向けた今後の取り組み 

 本稿で示した抽出フローには，目視スクリーニング作業の

自動化や，緊急性が高い土砂災害候補箇所のスクリーニング

精度向上といった改良の余地がある。 

 目視スクリーニングでは，農地や樹木の紅葉・落葉・枯死に

起因する変化の除去が必要である。農地については，数値標

高モデル等により抽出箇所内の平坦さを評価することで除去

が可能であると考えられる。また，樹木の紅葉・落葉・枯死に

ついては，土砂領域に比べて NDVI の値が高くなることが想

定されるため，発災後の衛星データから算出した NDVI 値を

利用したスクリーニングが有効であると考えられる。 

 緊急性の高い候補箇所抽出においては，数値標高モデルか

ら計算した落水線データを用いて，河道閉塞候補箇所が抽出

可能であると考えられる。さらに，下流に存在する保全対象

の有無については，落水線の終点から一定の範囲内に存在す

る建築物データ等により抽出箇所の緊急性を評価することが

可能であると考えられる。 

 衛星の撮影条件に対しては，オブジェクトベースの画像分

類手法により影領域を抽出し，その領域における本来の色調

を推定する方法や，HIS変換画像を取り入れることで，撮影条

件の違いに対して堅固な手法の検討が必要である。 

 これらの項目を勘案した教師データでのディープラーニン

グにより，AI判読の精度はさらに向上していくものと考えら

れる。 

 また，2020年度には我が国の先進光学衛星（ALOS-3）打ち

上げが予定されており，現在自動化されている処理部分につ

いても，広域かつ高分解能な大容量データを迅速に処理する

ための高速化を検討する必要もある。 

５．まとめ 

 本稿では，令和元年台風19号による土砂災害の，光学衛星

データと機械判読を使用した状況把握の即時性と課題の整理

を行った。従来の目視判読と比べて，機械判読では１㎢あた

り 2.5 分の時間短縮効果が確認できた反面，抽出した箇所数

に対する緊急性の高い箇所の割合にはまだ課題が見られた。

また，抽出処理の完全な自動化による，高速・汎用化も課題と

して挙げられる。 

今後は，影領域の色補正処理や，HIS変換画像を使用したテ

クスチャ解析，その他 GISデータを取り入れて機械判読の高

度化に取り組む予定であり，また，富士川砂防事務所では，管

内全域のレーザープロファイラ（LP）計測を予定しているた

め，LPデータを活用した抽出結果の検証を実施し，今後の高

度化に繋げていく予定である。 

【参考文献】 

１）小山内ほか（2010）：地球観測衛星ALOS（だいち）によ

る崩壊地の抽出手法について，平成 22年度砂防学会研究発表

会概要集，p490-491 

２）坂田ほか（2020）：台風 19 号における光学衛星画像の活

用，令和 2年度砂防学会研究発表会概要集，収録予定 

38



AI制御による不整地運搬車の自動走行技術の取り組み 

（株）熊谷組 〇飛鳥馬 翼，北原 成郎，古川 敦 

SOINN（株） 藤本 和也，小林 英仁 

１． はじめに 

平成 28年熊本地震や令和元年東日本台風（台風第 19号）に代表されるような近年の災害は，規模の拡大化

や複雑化する傾向にあり，災害現場に導入される無人化施工技術は現場への高度な適用性が求められている．

災害現場では時間の経過とともに状況が大きく変化するため，迅速に工事に着手することが課題となってお

り，砂防分野においても生産性の向上が求められている． 

災害地域での無人化施工を実施する上での課題の１つとして，熟練オペレータ不足ということが挙げられ

る．その中で作業効率を上げるには，オペレータの省人化が期待できる自動運転技術の導入が今後の重要な目

標である．本取り組みでは，掘削機械のオペレータ１名で複数の運搬機械の運行管理を実現する．人間の意思

を自動運転技術に結びつけるにはシステムの UI（ユーザインターフェース）の改良と共に AIの進化が求めら

れる．本報文では阿蘇大橋地区斜面対策工事（１）で導入した本技術のその後の改良状況について報告する． 

２． 本技術概要 

教示運転に基づく単独の自動走行技術と AIによる制御を組み合わせた制御技術であり，２台以上の車両の

スムーズな運行とコンピュータによる人の介在を少なくする省人化を可能にする技術である（２）．AIによる制

御フローを図－１に示す．

図－１ AI制御フロー 

本技術は阿蘇大橋地区斜面対策工事における

土砂運搬に導入され，実施工検証された（写真－

１）．オペレータ１名が遠隔操作式バックホウ 1

台と AI 制御式不整地運搬車２台を使用し，土砂

積載・土砂運搬・土砂搬出の一連の作業を実施し

た．走路条件としては，運行距離が片道約 300m，

走路幅が約 5m，走路勾配は最大 20%であった．

検証結果として，オペレータ１名が建設機械３台

を駆使して一連の土砂運搬作業ができることを

確認した．そして，その運搬能力は 24.6m3/hであ

った．                          写真－１ 実施工検証状況 

３． 現在の取り組み状況 

開発当初は作業目標に対して時間管理が最小となる運行パターンに従って自動走行を指令していたため，走
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行開始・停止の場所に制限は無かった．そこで運行管理の合理化のために，車両停止場所を任意に設定できる

ように UIの改良を図った．これにより，AIの計算負担を大幅に軽減し，建設機械の動きをスムーズに制御す

るように改善された．改良事項を以下に示す． 

①教示ステップ時，待避・離合させたい場所で車両を停止させることにより，待避・離合の候補点を生成する．

②分析ステップ時，AIが候補点に対して待避・離合できるかどうかを分析し，待避・離合点を生成する．

③実行・指令ステップでは、待避・離合点において車両を停止させるよう制御する．車両が停止しなくても衝

突の可能性がなければ待避・離合点を通過する．

４． UI改良結果 

UI 改良後に検証した結果のログを図－２に示す．不整地運搬車は土砂搬出場所から直進し，左旋回した後

スイッチバックし土砂積載場所へ向かう．土砂積載場所からは大きく左カーブを描き，図－２の①の１号機の

場所でスイッチバックし土砂搬出場所へ向かう．待機場所は図－２に示す場所に設定した． 

 図－２から分かるように待避場所で AI制御により車両が停止していることが分かる．③の配置では２号機

は土砂積載が終わった後，１号機が待避場所へ走行するまで停止した．その後，１号機が待避場所へ到達した

ことを判断し，２号機は土砂搬出場所へ向かった． 

 検証時の走行経路の全長は 200m 程度であったが，UI 改良の前後ではサイクルタイムに大きな差異は無か

った．ゆえに待避場所の自由度が広がるため，提案した UIは施工効率を落とすことなく合理性を向上する結

果となった． 

図－２ UI改良後の検証結果 

５． おわりに 

 提案した UIの改良を加えることにより，以前よりスムーズな制御が可能となった．オペレータから見て，

より自然な機械の動きとなって，心理的なストレスも軽減されている．災害時，オペレータや監督者は緊張状

態での作業が続くため，負担軽減は災害対応をより円滑に実現するために重要となる． 

砂防工事では急傾斜地対応や崩落地等の不安定な場所で，より精度の高い無人化施工技術が今後も求められ

ていくと考える．継続的に災害対応を安定して実現する技術の構築を目指していく所存である． 

参考文献 

（１）石濱茂崇，江口秀典，山上直人，“大規模崩壊斜面における対策工と CIMの実施‐阿蘇大橋地区斜面対

策工事における「のり面 CIM」の開発と適用‐”，建設機械施工，Vol71，No.10，pp.54-58，2019

（２）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．
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※1 現所属：国土交通省 北海道開発局 ※2 現所属：環境省 環境再生・資源循環局

砂防調査・管理効率化ツール(SMART SABO)の開発について 

国土交通省 中国地方整備局  ○河口幸広，和田紘希※2，國時正博 

国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部       倉本洋平※1 

中電技術コンサルタント(株)         荒木義則，山野  亨 

1 はじめに 

中国地方では，平成 26 年 8 月の広島豪雨土砂災害や

平成 30 年 7 月豪雨災害など相次ぐ土砂災害に見舞われ

多くの生命と財産が奪われた。 

国土交通省は，発災後ただちに全国の地方整備局等か

ら緊急災害対策派遣隊(以下，「TEC-FORCE」という。)を

派遣し，土石流危険渓流の緊急点検(以下、「緊急点検」

という。)による危険度の把握や二次災害防止のための

調査を実施，危険性の周知や緊急対応に役立てている。 

緊急点検は，迅速な実施が求められるとともに，発災

直後の危険な場所の活動となるため，TEC-FORCE 隊員自

らの安全確保が求められる。 

本稿では，緊急点検の活動実績から得られた課題を基

に，ICT を活用した SMART SABO(砂防調査・管理効率化

ツール)の開発や活用，今後の展開について紹介する。

2 TEC-FORCE 活動(緊急点検)における課題 

土砂災害発生後のTEC-FORCEによる緊急点検における

課題を抽出するため，緊急点検に携わった中国地方整備

局の職員に対するヒアリングを実施した(図-1)。 

図-1 土砂災害発生時の緊急点検における主な課題 

3 SMART SABO の開発 

3.1 課題解決に向けた方向性 

緊急点検における課題の解決に向け，平成 29 年度よ

り検討を進めた結果，ICT の活用が有効と考え，現地で

使用するモバイル端末と災害対策本部等の拠点で現地

情報を一元管理する PC 端末を一体的に用いることで作

業の効率化を図ることとした(図-2)。 

SMART SABO の開発にあたっては，次の機能を求めるこ

ととした。 

・ モバイル端末(現地)と PC 端末(拠点)の連携

・ 地図アプリに渓流等の位置情報を重ねて表示

・ 地図アプリによる経路案内

・ 現在地や移動軌跡の表示

・ モバイル端末での点検情報の登録

・ 登録した点検情報の帳票出力

・ 拠点の PC 端末での進捗状況の確認

・ 通信圏外(オフライン)でも機能するアプリ

図-2 モバイル端末(現地)と PC 端末(拠点)による運用イメージ 

3.2 SMART SABO の開発手法 

SMART SABO の開発手法は，配備した多くのモバイル端

末やPC端末のOSやバージョンアップへの対応等を考慮

し，専用アプリとしての開発ではなく，既存のプラット

フォームをベースとする開発手法を採用した。

既存のプラットフォームの選定にあたっては，GIS を

用いたクラウドサービスを提供し，かつ，オフラインで

も利用可能な現地調査ツール(アプリ)を有することを

必要条件とした。採用した既存のプラットフォームでは，

必要条件を満たすとともに，現地ナビゲーションや点検

結果記録のベースアプリが提供されていることから，こ

れらをカスタマイズしたものを SMART SABO として開発

することとした。 
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3.3 SMART SABO に備えた主な機能 

SMART SABO の主な機能を次のとおり紹介する。 

① 移動軌跡(トラックログ)発信アプリ

・ 現地調査員がモバイル端末(現地)の本アプリを

稼働している間の現在地や移動軌跡を表示

② ナビゲーションアプリ

・ ナビゲーション機能で現在地から目的地までの

道案内

・ 地図情報，渓流情報，点検対象渓流等を表示

③ 帳票作成支援アプリ

・ 点検目的に応じた様式による点検記録

④ 情報共有サイト

・ 拠点等の PC端末で現地のモバイル端末から登録・

送信された情報を地図情報に重ねて表示

・ 点検の進捗状況の表示

なお，現地のモバイル端末は，GPS 受信環境下で適正

に機能するとともに，データ通信時に限ってはオンライ

ン環境下である必要がある(オフライン環境下ではモバ

イル端末にデータ蓄積)。

4 SMART SABO の試行 

平成30年度末にSMART SABO のプロトタイプを完成させ，

令和元年度より全国の地方整備局等で試行を開始した。 

SMART SABO 試行では，各地方整備局等で訓練や研修等

での活用に加え，実際の災害時(佐賀県(令和元年 8月の

豪雨)，東北地方・関東地方(令和元年東日本台風))の緊

急点検で TEC-FORCE 隊員の一部が活用した(図-3)。 

試行では，使用者からアンケートをとり，導入効果を

確認するとともに改善意見に対しては改良を施した。 

○ 導入効果に関する主な意見(アンケートより)

・ GIS 情報の重ね合わせ表示により移動経路の検討

など事前準備に要する時間が短縮した。

・ 土地勘がなくても地図上から現在地を把握(現在

地と調査箇所の位置関係の確認)できた。

・ モバイル端末により現地で渓流情報等の参考情

報が確認できた。

・ 点検情報を現地で容易に登録することで点検結果

のとりまとめがシステム的に処理され，深夜まで

作業することなく大幅な時間短縮が図られた。

・ 拠点でリアルタイムに現地の進捗が確認できた。 

以上の意見から，SMART SABO の導入により，スムーズ

な現在地把握，大幅な時間短縮が図られるなど，一定の

効果が確認できた。 

○ 改善に関する主な意見(アンケートより)

・ アプリの使い方(使用タイミング，場面等)がわか

りにくい。

・ 国土交通省内で運用している統合災害情報シス

テム(DiMAPS)との連携ができない。

以上の意見，使い勝手の面では，既存のプラットフォ

ームを使用していることで複数のアプリを組み合わせ

て運用せざるを得ないことが原因であるため，構成やア

プリの操作・活用方法など情報の一元化を図る「SMART 

SABO ポータルサイト」を開設することで対応した。 

 また，統合災害情報システム(DiMAPS)については，

TEC-FORCE 隊員の移動軌跡(トラックログ)と撮影写真

(共有すべき写真を選択)を連携する機能を追加した。 

図-3 SMART SABO の試行状況(TEC-FORCE) 

5 今後の展開 

SMART SABOは，土砂災害発生後のTEC-FORCE活動(緊急点

検)を迅速かつ安全に遂行するための効率化ツールとして

これまでの開発を進めてきた。 

災害時には，SMART SABOを機動的に使いこなす必要があ

り，日頃からSMART SABOを活用して現地の現状や履歴情報

を蓄積しておけば，現地のモバイル端末上で即座に表示さ

れ，災害時の変状を理解するうえで役立つものと考える。ま

た，日頃からのSMART SABOによる情報の蓄積は，操作の習

熟にもつながると期待している。 

そのため，現在のSMART SABO開発は，平常時の活用場面

(砂防関係施設の点検や施工等)における情報共有や情報蓄

積機能の拡張・充実に向け進めている。 

将来的には，SMART SABOによる情報共有や蓄積を地方自

治体等が管理する砂防関係施設にも展開するとともに，

UAV(ドローン)等のICT機器とSMART SABOとの連携による

安全確保を含めた効率化の検討にも取り組んでいきたい。 

このたび開発した SMART SABO の活用，改良を重ねること

で，土砂災害発生直後の緊急点検の更なる効率化を図り，よ

り一層の地域住民の安全・安心の確保に寄与してまいりたい。 

最後に，SMART SABO の開発において，指導・助言・協

力いただいた皆様に深く感謝申し上げます。 

点検ルートの事前確認 ▶ 

◄ 点検場所と現在地の確認

点検場所への移動 ▶ 

◄ 点検情報の記録

点検結果の説明 ▶ 
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令和元年 10月台風第 19号等による東北地方の土砂災害の特徴について

井良沢 道也(岩手大学)，〇松尾 新二朗，池田 一(日本工営株式会社)，新井 瑞穂(アジア航測株式会社) 

佐藤 達也(国土防災技術株式会社)，多田 信之(株式会社タックエンジニアリング)，海堀 正博(広島大学) 

ほか令和元年台風 19 号等東北地域土砂災害緊急調査団員一同 

１．はじめに 

2019 年 10 月 12 日，大型で強い勢力を保ちなが

ら伊豆半島に上陸した台風第 19 号は，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。

1 都 12 県で大雨特別警報が発表され，多数の斜面

崩壊，土石流が発生し，台風に伴う土砂災害として

は，過去最大の発生件数（1982 年統計開始以来）と

なった。東北地方では岩手県，宮城県，福島県の太

平洋沿岸部に降雨が集中し，そこで多くの土砂災害

が発生した。この 3 県で人的被害は死者 54 名，行

方不明者2名となっている(2020年2月12日時点）。 

本稿は，図-1 に示す 9 地区を対象に 2019 年 11

月から 12 月にかけて実施した（公社）砂防学会

「2019年台風第19号等東北地域土砂災害緊急調査

団」の調査結果に基づき，この台風の影響による東

北地方の土砂災害の特徴を報告するものである 1)。 

図－1 調査対象箇所位置図 

２．地質概要と降雨状況 

調査対象の北上山地は古生代・中生代の地層が広

く分布し，部分的に花崗岩が貫入している。岩手県

の三陸沿岸地域は中生代ジュラ紀の付加コンプレ

ックス（チャート，粘板岩など）（釜石市佐須）と

中生代白亜紀の北上花崗岩類からなる（宮古市白

浜）。宮城県丸森町及び福島県相馬市，南相馬市は

前期白亜紀の北上花崗岩類や阿武隈花崗岩類が分

布し，一部新第三紀中新世の安山岩・玄武岩類が貫

入している（丸森町廻倉地区）。 

今回の台風に伴う東北地方の降雨は，阿武隈川流

域の宮城県丸森町筆甫で 594mm/日を記録してお

り，12 日午後に 1 時間降雨量約 10～60 mm の雨

が降り続き，ほぼ 12 時間で総降雨量が 400 mm と

なっている。また，岩手県沿岸では，前線の強雨域

より北側にあたる地域でも大雨となっている(岩手

県下閉伊郡普代村 466.5mm/日)。この地域では，台

風接近に伴って強まった北東からの風により多量

の水蒸気が流れ込み，地形などの影響で上昇流が形

成されて大雨になったと考えられる。 

図－2 台風第19号による東北地域の等雨量線図 
(気象台観測所2019年10月12日0時～13日24時) 

３．東北地方における土砂災害の特徴 

3.1 花崗岩類分布域での土砂・洪水氾濫 

宮城県や福島県の花崗岩類分布域では，河床勾配1/30

未満の掃流区間において，マサ土の著しい堆積による河

床上昇，土砂・流木による橋梁・カルバートの閉塞など

が数多く発生し，堤防や護岸を土砂流が越流する土砂・

洪水氾濫が発生している(写真-1)。特に，宮城県丸森地

区の内川と五福谷川，新川との合流点あたりは耕作地な

どに利用されている後背湿地と呼ばれる低平地であり，

そこに土砂・洪水氾濫による泥水が流れ込むことで内水

氾濫が生じていた(写真-2)。これは「土砂や流木に起因

する内水氾濫」とでも呼ぶべき特徴であった。 

3.2 津波対策施設の影響による氾濫・浸水 

岩手県沿岸部において被災した釜石市佐須地区や尾 

岩手県普代 

(466.5mm) 

宮城県筆甫 

(594mm) 
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写真－1 新川土ケ森地区の土砂・洪水氾濫状況

写真－2 五福谷川下流域の低平地状況

崎白浜地区，宮古市白浜地区，下閉伊郡山田町田の浜地

区などでは，東日本大震災による津波対策として流域の

出口となる湾岸部に津波堤防が施工されている。今回の

豪雨では，周辺の渓流から流出した多くの土砂や流木が，

流域の流末となっている津波堤防の排水口に集中的に

入り込み堆積した(図-3，写真-3)。特に，上記地区のう

ち山田町田の浜では，排水口が閉塞するなどにより津波

堤防の内陸側で泥水の氾濫・湛水が発生し，多くの家屋

が浸水した。東北地方では，これまで東日本大震災によ

る「海津波」への対策を進めてきたが，今後，東北地域

でも異常気象の影響による豪雨が頻発する危険性がこ

れまで以上に高まると予想され，海と山が接するリアス

式海岸域を中心に，土石流や土砂流などの「山津波」へ

の備えをこれまで以上に留意すべきである。 

図－3 釜石市佐須地区流域界と津波堤防

3.3 チャート・粘板岩分布地域での土砂移動現象 

中生代ジュラ紀のチャート，粘板岩が分布する

岩手県釜石市佐須地区や隣接の尾崎白浜地区では，土 

写真－3 津波堤防の排水口状況(釜石市佐須地区)
石流や土砂流の発生渓流において，土石流発生源と成

り得る目立った崩壊が少なく，渓床堆積物の二次移動

を主要因とした土砂移動現象が顕著であった。また，

渓岸侵食面では亜角～亜円礫で礫密度や基質の異なる

堆積物が確認でき(写真-4)，過去にも繰り返し石礫の

侵食・堆積を繰り返していると考えられた。 

なお，渓床堆積物の二次移動を主要因とした土砂移

動現象は，同じ地質が分布する岩手県岩泉町での2016

年台風第10号の土砂災害でも多く認められた。 

写真－4 尾崎白浜地区の渓岸侵食面の状況 

3.4 表層侵食とパイプ孔の存在 

 宮城県丸森町や福島県南相馬市などの花崗岩類分布

域での土砂流出渓流では，その源頭部や渓岸部の表層侵

食面から多数のパイプ孔(湧出孔)の存在が確認された。

また，花崗岩類分布域では，角のとれた丸い巨礫が多数

散在しており，一見，これらの巨礫が全て流下してきた

かのように見える。しかし，樹木の根がしっかりと残存

している部分もあり，表層侵食によって表土が流出し，

花崗岩地域特有のコアストーンが現位置で露出されて

だけの状態もあると考えられる。 

４．おわりに 

今回，延べ6日間にわたり，団長の井良沢先生をはじ

め，総勢23名の方々が現地調査に従事いただいた。ここ

に謝意を表する。 

引用文献 
1）井良沢ら：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.42－53，2020 

津波堤防

堤防排水口 
堆積土砂

礫密度の高い堆積物

基質が土砂主体の堆積物 

橋梁閉塞 
土砂・洪水氾濫域 

県道45号 
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2019 年台風 19 号による千曲川の氾濫と夜間瀬川扇状地の形成との関連について

（一財）砂防フロンティア整備推進機構 井上公夫 

１ はじめに 

2019 年台風 19 号の襲来によって，東日本各地で激甚な被害となり，長野県の千曲川流域でも大規模な

洪水氾濫となった。筆者は全国の歴史的大規模土砂災害を調査し，５年前の 2015 年４月から土木情報サ

ービス「いさぼうネット」で，シリーズコラム「歴史的大規模土砂災害地点を歩く」を連載している。こ

こではコラム 65 で説明したことを踏まえて、千曲川流域で発生した大規模氾濫の歴史と下流部に形成され

ている夜間瀬川扇状地の地形形成との関連について説明する。

２ 2019 年台風 19 号による千曲川下流域の洪水氾濫

令和元年（2019）10 月６日にマリアナ諸島で発生した台風 19 号は，12 日に静岡県伊豆半島に上陸した。

その後，関東地方や甲信地方，東北地方で記録的な大雨となり，激甚な被害をもたらした。図 1 は地理院

地図をもとに千曲川下流部の地域について，等高線毎に色分けした図である。台風 19 号時には千曲川左岸

の長野市穂保地区で破堤し，破堤地区から標高の低い西方に流下し、北陸新幹線車両基地を含めて広範囲

に湛水した。破堤箇所のすぐ北側の長野市津野には曹洞宗の玅笑寺がある（地点 1）。歴代の住職が江戸

時代から明治時代にかけて寺を襲った６回の床上浸水の水位を本堂の柱に墨で記している。玅笑寺境内に

はこの水位を示した標柱が建立されており，河川学や水文学・防災関係者に良く知られていた。

玅笑寺境内から北へ約 1.5km の北陸新幹線

長野車両基地付近に「善光寺平洪水水位標」（地

点 2）が存在する。この水位標は昭和 16 年

（1941），地元・赤沼の篤農家・深瀬武助さん

が豊野駅に向かう県道沿いの自分の水田の入

り口に建てたもので，最初は 50m ほど北にあ

ったが，新幹線の車両基地の建設で平成 4 年

（1992）に今の位置に移された。 
歴史洪水の最高水位の標高について，箱尺写

真を用いて測定した。地点の北緯・東経・標高

値は地理院地図から読み取ったが、文献によっ

て数値が少し異なり、正確な測量で確認する必

要がある。台風 19 号襲来後の玅笑寺周辺の人

家やリンゴ畑は 2m 以上の高さに洪水痕跡が残 
り，土砂が 10～30cm も堆積していた。玅笑寺は千曲川左岸の自然堤防上にあり，この付近では最も高い

場所である。この寺のすぐ南側が今回の破堤箇所（穂保地区）で，破堤から８日後の 10 月 21 日に現地調

査した時には応急の締切工事は終了していた。しかし，破堤箇所から西側の穂保地区などの人家やリンゴ

畑は，かなり高速の洪水流が流下して，土砂が堆積したため，家屋やリンゴ畑は激甚な被害を受けていた。

地点 2 は，北陸新幹線の車両基地付近の洪水の水位標（玅笑寺境内より 1.6m 低い）の位置である。高

さ 3.1m の位置にある善光寺地震時の洪水位とほぼ同じ位置までゴミが付着していたので，2019 年災害は

3.1m より高い位置まで洪水位が上がったと想定される。さらに 2.7m 上には，寛保二年（1742）の「戌の

満水」の洪水位標が記されている。「戌の満水」は江戸時代以降東日本を襲った最大の洪水災害である。

千曲川の右岸側の小布施町推羽地区は台風 19 号時には氾濫被害を受けなかったが，洪水水位標（地点 3）
が建立され，繰り返し洪水氾濫を受けていたことに警鐘を鳴らしている。

３ 夜間瀬川扇状地周辺の土砂災害史 

図 2 は夜間瀬川扇状地の災害状況図である。夜間瀬川は，志賀高原一帯の雨水を集めて，山ノ内町沓野

から中野地方（夜間瀬川扇状地）を襲うため，しばしば土砂災害を受けてきた。伝えられる夜間瀬川氾濫

の中で，その後の延徳田んぼにもっとも大きな影響を与えたのは，観応元年（1350）の洪水で，『延徳村

史』によれば，「夜間瀬川・松川などは増水のつど土砂を運ぶため，しだいに地盤が高くなる。観応元年

には夜間瀬川が氾濫し，小館の城を押し流す。その際一時に一丈余（3m 以上）の土砂が積り，千曲川は西

方に移動し、当地方は一大湖沼の状を呈す。遠洞湖とはこのことか。」と記されている。小館城は中野扇

図 1 長野市北部の千曲川河川付近の等高線図 
白線枠は台風 19 号の氾濫範囲，×洪水水位標地点
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状地の東端部で、鴨ヶ嶽（標高 688.3m）の西麓 300m に位置している。上記の伝承によれば，夜間瀬川は

かつて小館城を襲ったといわれ，地下には厚い土石の層が堆積している。

応永十三年（1406）の大洪水で，夜間瀬川は現在の扇状地北側の流路になったと伝えられている。暴れ

川の異名をもつ夜間瀬川はいくつもの氾濫伝承がある。その中で延徳元年（1489）の岩倉沢池（志賀高原）

の氾濫・崩壊についてみると，「延徳元年（1489），沓野の奥の岩倉沢池があふれ抜け，夜間瀬川が激流と

なって，南の遠洞湖へ流入してしまった。そのため，高梨氏は蟹沢と立ヶ花との間を掘り下げ，千曲川の

流れをよくした。その結果，湖の水もようやく干上がりはじめたのであった」（『中野古来覚書』）。岩倉沢

池は志賀高原の山中にある三所（岩倉沢・大沼・琵琶池）の一つで大きな池であったが，今は残っていな

い。角間川上流の田ノ原湿原がその残りと言われている。岩倉沢の氾濫・崩壊により，千曲川の流れがか

えってよくなった。その結果，湖の水も干上がりはじめたので，延徳田んぼの開拓がはじめられた。「遠洞

湖には，夜間瀬川・松川（小布施町）から洪水のたびに土砂が運ばれてきたので，広大な扇状地が形成さ

れた。延徳元年（1489）以降，ようやく沿岸の住民が耕地を開拓するようになった（延徳村誌）。延徳年

間，領主高梨氏（政盛の時代）が千曲川

を浚せつして，篠井川を掘り開き，耕地

にした」とも記されている（下高井郡誌）。

慶長十九年（1614），豪雨により高社山

で土石流が発生し，土石流は蛇礫（じゃ

がら）地蔵辺りまで流下した。

夜間瀬川はその後も毎年のように氾

濫を繰り返し，享保八年（1723）には旧

越村（現中野市越地区・夜間瀬川扇状地

北部）が被災し，北側の高社山麓に移り

住んだ。寛保二年（1742）の「戌の満水」

では，夜間瀬川の濁流が古遠洞湖への旧

流路に流れ込み，扇状地の田畑が埋没し

た。宝暦七年（1757）には横湯川が出水

し，旧上条村（現山ノ内町上條地区）の

河原湯が流失した。渋大湯の裏山が崩壊

し，大湯付近の家屋 20 余戸が倒壊・埋 
没した。

４ 夜間瀬川流域の砂防事業の経緯 

長野県は明治 39 年（1906）から夜間瀬川流域の砂防事業を開始した。砂防工事を行った横湯川上流部

には、落合地すべり（ビリクソ地区）があり，大変な難工事であった。明治 42～43 年（1909～1910）の

豪雨によって，建設されたばかりの砂防施設はすべて破壊され，中流部の河谷沿いに立地している渋・湯

田中・穂波などの温泉街も大きな被害を受けた。このため，明治 43 年 10 月に砂防事業は中止された。し

かし，被災した地元民からの強い要請があり，内務省は大正７年（1918）から信濃川上流域において，直

轄砂防事業を開始し，横湯川も施工対象の一つとなった。

横湯川の施工は新潟県土木出張所平隠砂防工場直営で昭和８年（1933）まで行われた。横湯川では 65
箇所の砂防設備が整備され，現存しているものも多い。練石積の堰堤や流路工が整備され，渋・湯田中・

穂波などの温泉街も次第に拡大していった。昭和７年（1932）に農村振興土木事業が企画されたのを契機

として，内務省から長野県に移管され，県の砂防事業が開始された。横湯川と角間川との合流点付近に多

くの流路工が施工された。昭和 25 年（1950）に穂波温泉街を襲う洪水災害があったが，温泉街付近では

流路工が整備され，安全性は増した。昭和 39 年（1964）には地獄谷野猿公苑が開設され，世界的に有名

となり，外国人を含め観光客が増加した。

５ むすび 

千曲川は河川地形が非常に複雑で，繰り返し土砂・洪水災害を受けてきた。特に，「仁和洪水」（888），
「浅間山天仁噴火」（1108），「戌の満水」（1742）」，「明治 29 年，43 年災害」（1896，1910）は，千曲川

流域に多大の影響を与えた。令和元年（2019）台風 19 号災害も上記と同様，歴史に残る大災害であった。

千曲川の総合的な災害対策を検討するためには，当流域で最も大規模な洪水であった「仁和洪水砂」の分

布（平面と深度）を遺跡調査や地質調査で調査する必要がある。

口絵 3 夜間瀬川扇状地の災害状況図（井上ほか，2018，
井上，2020 に仁和洪水砂の位置を追記） 
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熊野川流域における深層崩壊の発生を伴う土砂洪水氾濫の再現計算 

（株） 建設技術研究所 ○日名純也，片嶋啓介 

国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 小竹利明，山田拓，山下大雅，柴田俊 

筑波大学 内田太郎 

１．はじめに 
近年の豪雨で土砂・洪水氾濫による被害が多発し

ている．また，短期の土砂・洪水氾濫対策について，
河床変動計算を用いた合理的な計画策定が進められ
てきている． 
熊野川流域では，明治 22 年十津川大水害や平成

23 年紀伊半島大水害（H23 災害）によって，深層崩
壊・天然ダム等の異常土砂災害や短期の土砂・洪水
氾濫現象による甚大な被害が発生しており，これら
の土砂災害対策に関する計画を立案する必要がある． 

H23 災害では多くの深層崩壊が発生し，流域の土
砂動態に多大な影響を与えた．また，H23 災害は近
年の当該地域の豪雨としては降水量が卓越している
とともに土砂動態に関するデータが揃っている． 
しかし，深層崩壊の発生を伴う土砂移動現象の分

析においては，1 つの深層崩壊の影響が大きく，他
の現象を正しく評価できているか判断することが難
しい．よって，短期の土砂・洪水氾濫対策に用いる
河床変動計算では，深層崩壊の影響を極力排除し，
当該地域で将来生じるおそれのある土砂・洪水氾濫
に適した手法を再現計算により設定する必要がある． 
そこで本研究では，深層崩壊が多発した事例を対

象に，短期の土砂・洪水氾濫対策に資する計算手法
の検証方法について検討した． 

２．深層崩壊の再現計算上の取扱い手法 
2.1 深層崩壊の分類と土砂供給方法の検討 

H23 災害では 52 箇所の深層崩壊が発生したが，深
層崩壊の発生が土砂洪水氾濫現象に及ぼす影響につ
いては，崩壊箇所・規模，河道閉塞・越流決壊の有
無などにより様々であると考えられる． 
本研究では，深層崩壊を対象とした既往調査結果

1)をもとに，計算モデルにおける土砂供給の観点から
河道閉塞と越流決壊の有無に着目し，深層崩壊を現
象別にＡ～Ｃの 3 パターンに分類した．これらの現
象に対し，それぞれ計算上の合理的な深層崩壊の取
扱い手法について検討した（表 1）．
深層崩壊の分類結果および深層崩壊の影響を考慮

して再現計算区間を設定した結果を図 1 に示す．全
体の崩壊生産土砂量（35.1 百万 m3）のうち再現計算
を行わない区間の崩壊生産土砂量（6.1 百万 m3）は
約 18.3%を占めるが，流域全体の 80%以上の土砂生産
を考慮できることから，再現性の検証上問題ないと
判断した． 
2.2 深層崩壊の影響を考慮した再現計算 
前節で検討した深層崩壊の取扱い手法の有効性を

検証するために，国総研資料 2)3)に準拠した一次元河

床変動計算モデルを構築し，再現計算を実施した． 
(1) 深層崩壊からの土砂供給条件
土砂供給のタイミングは，深層崩壊が発生した時

刻が判明しているものは実績の発生時刻とし，不明
な場合には既往研究 1)より累積雨量が 600mm～
1,100mm に達した時刻に発生していることから，累
積雨量 1,000mm に達した時刻とした． 
供給土砂の粒度分布は，崩壊地調査結果によると

深層崩壊の粒度分布は調査地点によりバラつきが大
きいが，ここでは深層崩壊からは通常の崩壊地より
も大きな礫が多く含まれると仮定し，崩壊地調査結
果のうち最も粗い粒度分布を採用した． 
供給土砂濃度は，計算河道に直接流入する場合に

は土塊がそのまま流入し土石流化すると想定して
0.54 とし，計算河道外より流入する場合には供給地
点の渓床勾配により決まる平衡濃度とした． 
(2) 再現計算の実施と再現性の検証
本検討で設定した計算条件により再現計算を実施

した結果，実績の河床変動状況および流出土砂量を
概ね再現できたことから，本研究で検討した深層崩
壊の再現計算上の取扱い手法は有効であると考えら
れる． 
しかし，深層崩壊の土砂生産に起因すると推測さ

れる土砂堆積区間の一部では，実績と整合しない区 

図 1 深層崩壊の分類と再現計算区間の設定結果 

表 1 深層崩壊の分類と土砂供給方法の検討 
ﾊﾟﾀｰﾝ 河道閉塞 越流決壊 概要 計算上の取扱い 箇所数(例) 

Ａ 
非発生 
(発生) 

非発生 
(短時間で決壊) 

河道閉塞を生じていない，またはす
ぐに決壊した深層崩壊 

崩壊地から河道へ流出した土
砂量分を土砂供給する 

37 箇所 
(川原樋) 

Ｂ 発生 非発生 
河道閉塞が生じたが，越流決壊が生
じていない深層崩壊 

崩壊発生時刻から水・土砂の供
給を行わない 

10 箇所 
(赤谷,栗平) 

Ｃ 発生 
発生 

（非発生） 
異常土砂災害が各流域の土砂動態へ
著しい影響を及ぼした深層崩壊 

異常土砂災害の影響範囲では
再現計算を行わない 

5 箇所 
(清水(宇井)) 

河口 

旭ダム 

七色ダム 

ダダムム上上流流※※  

※※貯貯水水ダダムム上上流流でで

主主なな保保全全対対象象ががなな

いいたためめ検検討討対対象象外外  
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間がみられた．これは，深層崩壊の発生時刻や粒度
分布は崩壊地ごとに相違があるにもかかわらず，熊
野川流域全体で一律の土砂供給条件を設定したこと
が原因であると考えられる． 

３．深層崩壊の土砂供給条件に関する感度分析 
3.1 対象流域および深層崩壊の概要 
感度分析の対象は，熊野川支川の川原樋川流域（流

域面積 154.1km2，平均河床勾配 1/80）で発生した深
層崩壊（北股Ｃ）とした（図 2）．川原樋川本川の 2km
～12km 区間では，主に北股Ｃの土砂生産に起因する
と推測される広範囲の堆積が認められる（図 3）． 
北股Ｃは崩壊面積 5.3ha，崩壊生産土砂量 554 千

m3 の比較的大規模な深層崩壊で，合流点付近で発生
した深層崩壊（川原樋）を除くと，川原樋川の計算
河道に流入する上流域・支川等からの供給土砂量の
54%を占めている．北股Ｃを対象とした粒径調査は実
施されておらず，崩壊発生時刻は不明である． 
3.2 感度分析対象の土砂供給条件 
感度分析の対象とする土砂供給条件は，深層崩壊

の実態に関する情報が十分に得られなかった粒度分
布および崩壊発生時刻（供給タイミング）とした． 
(1) 深層崩壊の粒度分布
熊野川流域の深層崩壊を対象とした既往の粒径調

査結果を参考に，最も粗い粒度分布①から平均的な
粒度分布⑤，最も細かい粒度分布⑥まで 6 条件設定
した（図 4）． 
(2) 深層崩壊の供給タイミング
北股Ｃの崩壊発生時刻は不明であることから，既

往研究 1)を参考に，累積雨量が 600mm～1,100mm に達
した時刻の間で 100mm ずつの 6 条件設定した． 
3.3 感度分析結果 
感度分析の対象とした 2 項目 6 条件の計算条件で

36 ケースの再現計算を実施した． 
供給タイミングを累積雨量 1,000mm に達した時刻

とし，粒度分布を粒径①～粒径⑥に変化させた感度
分析結果を図 5 に示す．粒度分布が細かいほど，10km
～11km の過剰な堆積が改善され，下流へ流下した土
砂が 2km～6km に堆積することで再現性が向上して
いる．ただし，最も細かい粒径⑥では 3km～6km にお
いて土砂堆積せずに実績よりも過剰に流下している． 
次に，粒度分布を再現性が良好であった粒径⑤と

し，供給タイミングを累積雨量 600mm～1,100mm に変
化させた感度分析結果を図 6 に示す．累積雨量が小
さいほど，すなわち供給タイミングが早いほど後続
流による土砂移動の時間が長いため土砂が下流へ流
下する傾向がみられた．累積雨量が 600mm～700mm
の場合に 2km～11km の広範囲において再現性が良好
であった． 
再現計算において 1kmおよび 12km付近における局

所的な堆積が表現できていないが，河道内の一部に
残存した深層崩壊の残土であることから，再現性の
評価を損なうものではない．また感度分析結果から，
北股Ｃは累積雨量が 600mm～700mm に達した時刻に
崩壊し，崩壊土砂の粒度分布は平均的な粒度分布で
あったと推測される． 

４．おわりに 
本研究では，深層崩壊を現象別に分類した上で計

算上の合理的な取扱い手法を検討し，深層崩壊の発
生を伴う土砂洪水氾濫の再現計算の手法を示した．
さらに，流域全体で一律の条件設定とすることで再
現性が不十分となる場合には，深層崩壊の粒度分布

および供給タイミングを適切に設定することで再現
性が得られることが明らかになった． 
今後は，本研究で構築した計算モデルを用いて，

土砂洪水氾濫被害の軽減のために効果的な対策の検
討を進めていく． 

図 2 川原樋川の流域概要図 

図 3 川原樋川本川における河床変動状況 

図 4 深層崩壊の粒度分布の設定 

図 5 粒度分布の感度分析結果（累積雨量 1,000mm） 

図 6 供給タイミングの感度分析結果（粒径⑤） 

参考文献 1)奈良県：平成 23年紀伊半島大水害 大規模土

砂災害に関する調査・研究報告，2015，2)国総研資料 第

874 号，3)国総研資料 第 1048 号 

熊野川 

川原樋 

赤谷 

北股Ａ 

北股Ｃ 
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滋賀県大津市荒川地区における治水対策に関する研究 

立命館大学理工学部 〇井上雄登 里深好文 

1. はじめに

近年,集中豪雨による災害が多発しており, 2017 年の

７月九州北部豪雨, 2018 年の西日本豪雨, 2019 年の台

風 19 号で記録的な大水害が発生した。強烈な大雨が日

本列島にもたらされたことが災害発生の主な原因であ

る。災害に対して脆弱な日本の土地利用がその被害を

増大させたと考える。特に,中山間地域では, 洪水や土

石流発生のリスクが高い地域に住居区域が拡大してお

り, それに伴う災害脆弱性の増大が懸念されている。し

たがって, 河川堤防の嵩上げや砂防堰堤の設置などの

ハード対策が被害軽減のために必要不可欠であるが,

近年の豪雨災害の激甚化を鑑みると, ハード対策だけ

では治水対策として不十分であり, 脆弱な土地利用の

改善といったソフト面の対策を迅速に進めていく必要

があると考える。本研究では, 滋賀県大津市荒川地区を

対 象 地 と し , 汎 用 土 石 流 氾 濫 シ ミ ュ レ ー タ

「HyperKANAKO」により土砂・洪水氾濫解析を行っ

て災害リスクの高いエリアを把握し, 効果的な治水対

策を提案することを目的とする。 

2. 対象地の概要

滋賀県大津市荒川地区は比良山地の山麓に位置して

いる。この地域には淀川水系で 1 級河川の大谷川が位

置している。大谷川は流域面積が 7.2 𝑘𝑚2で, 河川勾配

は上流部で 9°, 下流部で 3°の河川である。この地域

の治水対策としては 1935 年の

土砂災害を契機として建設され

た高さ 30ｍの砂防堰堤と図 2.1

に示す獣害対策と土石流対策を

目的としたしし垣がある。 

しし垣が土石流対策として築

かれているのは全国的に珍しく,

どの程度氾濫を留めることができるのかは不明である。

図 2.2 に示すように， 荒川地区にある老人ホームは洪

水リスクが比較的に高い大谷川沿いに位置している。

要援護者の人々は迅速に避難することが難しいため, 

災害リスクの低いエリアに住むべきであり, 土地利用

を見直す必要性が考えられる。 

3. 流出解析

3.1 地形データの設定 

地形データは国土地理院基盤地図情報の数値標高 5

ｍメッシュ地形データをバイナリデータに変換して使

用する。地形図は縮尺が２万５千分の 1 である。 

流出範囲は図 3.1.1 に示すように設定し,2 次元領域は,

縦 1.7 ㎞、横 2.2 ㎞とする。

図 3.1.1 流出範囲 

3.2 ハイドログラフの作成 

本研究では,表 3.2.1 に示す 1935 年に発生した京都大

水害時の 1 時間降雨量と観測史上最大規模の 1 時間降

雨量のデータを用いる。 

図 2.1 しし垣 

図 2.2 老人ホームの位置 

2 次元領域 
1 次元領域 
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ハイドラグラフ作成にはピーク流量が必要となるた

め , 洪水時ピーク流量

と土石流ピーク流量を

合理式等を用いて算出

した。算出したデータからハイドログラフを設定する。 

今回の解析では,土石流流動継続時間を 2400 秒に設定

し,図 3.2.1 のような台形形状とした。 

今回の解析は,以下の条件の組み合わせを変えた 8 ケー

スにしし垣を設定した１ケースを加えた 9 ケース実施

する。 

・地形条件

① 砂防堰堤なし

② 砂防堰堤あり

・供給ハイドログラフに与える条件

❶京都大水害時の日最大 1 時間降水量＋土砂濃度０

❷京都大水害時の日最大 1 時間降水量＋土砂濃度 0.30

❸観測史上最大規模の 1 時間降水量＋土砂濃度０

❹観測史上最大規模の 1 時間降水量＋土砂濃度 0.30

3.3 パラメータの設定 

表 3.3.1 に計算に使用したパラメータの値を示す。 

表 3.3.1 パラメータ 

パラメータ 

計算の時間間隔（ｓ） 0.01 

砂礫の密度(kg/m^3) σ 2650 

流体相密度(kg/m^3) ρ 1000 

河床の容積濃度 C* 0.65 

計算時間（ｓ） 2400 

土砂の粒径（ｍ） 0.2 

4. 解析結果と考察

降雨量の違いが土砂・洪水氾濫範囲に解析結果に与

える影響を検討した。対象地域で発生した 1935 年の災

害を想定した京都大水害時の降雨量では, 砂防堰堤に

ほとんどの土砂が捕捉され, 洪水や土石流の氾濫は生

じないことが示された。しかし, 観測史上最大規模の降

雨が対象地域にもたらされると, 堤防の越水が生じる

ことが示され, 現在の対象地域の土地利用では, 想定

を超える大雨が降った場合に,被害が生じる危険性が非

常に高いと考える。次にこの地域における砂防堰堤の

被害軽減効果について検討する。砂防堰堤の有無に関

わらず谷出口の堤防右岸から越水した洪水が住宅地ま

で流出しているものの, 砂防堰堤がある場合の方が洪

水の氾濫範囲は大きく縮小されていることが示された。

しかし, 大谷川の下流地点で発生した堤防越水による

洪水氾濫の範囲は, 砂防堰堤の有無によって違いはほ

とんどない。したがって, 下流側で発生した堤防越水に

よる被害は砂防堰堤では軽減できないことが考えられ, 

この被害を軽減する 

治水対策を考えることが今後の課題となる。 

5． おわりに 

本研究では, 大谷川下流地点で発生した堤防越水に

よる洪水氾濫の被害軽減が課題となった。今回しし垣

を設定した解析は地形データが正確に変更できていな

いため, 正しく検討を行えなかった。しかし, しし垣は

被害軽減の効果を期待できるため, 今後は精度の高い

解析を行う必要がある。 

また, 本解析では, 荒川地区において住居集団移転

場所や避難場所として利用できる安全性が高いエリア

を的確に把握することができなかった。今後は本地区

における安全な土地利用について検討していく必要が

あると考える。

 

1)高橋 春成. (２０１０). 日本のシシ垣ーイノシシ・シカの被害から田畑を守

ってきた文化遺産. 千代田区: 古今書院.2)中谷 加奈, 古谷智彦, 長谷川祐治, 

小杉賢一朗, 里深好文. (２０１８). 細粒土砂の液相化が土石流挙動に及ぼす影

響とその要因に関する検討 . 砂防学会誌，Vol．７０，No．６ . 参照先 : 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sabo/70/6/70_3/_pdf/-char/ja3)中谷  加

奈, 美土路 哲也, 堀内成郎, 里深好文, 水山高久. (２０１４). 土石流数値シ

ミュレーションの一次元計算領域と二次元計算領域の設定方法の検討ーGIS と

連携した Hyper  KANAKO システムを活用してー . 自然災害科学 J－

JSNDS33 特別号. 参照先: https://www.jsnds.org/ssk/ssk_33_s_013.pdf 

京都大水害 46.5 ㎜

観測史上最大 153 ㎜

図 3.2.1 ハイドログラフの一例 

t(s) 

参考文献 

表 3.2.1 降雨量データ
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裸地斜面での凍結・融解に起因する土砂生産の実態把握と予測の試み 

信州大学農学部（現 岐阜県県土整備部） 〇河口 京一郎 

信州大学学術研究院農学系    平松 晋也 

国土交通省天竜川上流河川事務所    伊藤 誠記 

1．はじめに 

 渓岸崩壊地の裸地斜面で発生する凍結・融解に起因した土砂生産現象は，寒冷地のみで限定的に発生し，降雨や

地震に起因した土砂生産現象と比較して小規模であるものの，冬季には恒常的に渓流内へと不安定土砂を供給する

ことになる。本研究では，流域内での冬季土砂管理に資することを目的として凍結・融解による土砂生産予測モデ

ルを構築するとともにその実用化にむけて妥当性の検討を試みた。 

2．研究対象地と観測項目 

与田切川流域内の広葉樹林内（標高1,140m，傾斜

38°）に図-1に示す幅90cm×深さ180cmのモデル断

面を作製し，同地点で凍結・融解による生産土砂量を

はじめとして地温（奥行：0cm，5cm，10cm，15cm），

気温，体積含水率，風速，日射量，降雨量を観測し

た。 

3．凍結・融解による土砂の生産状況 

観測対象期間は2017年12月下旬～2019年4月中旬

の2.5年間であり，同期間内での計測結果を示す図-2

より，12月上旬～2月下旬は，気温

の低下により地表面地温が0℃を上

回ることがほとんどないため，降雨

による融解が発生した期間を除き，

土砂生産は少量であった。2月下旬

になると，気温・地温ともに0℃を

境に下降と上昇すなわち凍結と融解

を頻繁に繰り返すようになり，土砂

生産は活発化した。4月上旬以降

は，地表面地温は常に0℃を上回り

土砂生産は鎮静化した。 

定点カメラによる撮影画像判読に

より，観測断面でみられた凍結・融

解による土砂生産形態は，図-3に示す（1）霜柱の融解による土砂生

産，（2）亀裂の拡大による礫の落下，（3）礫周辺の土砂の侵食に伴

う礫の落下の3形態に分類される事実が確認され，（1）～（3）の土

砂生産現象が相互に関連しながら作用することにより土砂生産が活

発化する事実が明らかになった。しかしながら，土層断面内には礫

が不均一に存在しているため，（2）や（3）のような礫の影響を強く

受ける生産土砂量の予測は困難であるため，本研究

では，凍結・融解による土砂生産形態として（1）を

対象として取り扱うこととする。 

4．凍結・融解に起因した土砂生産の影響指標の設定 

 観測結果である日射量，気温，地表面地温，平均

風速を用いて正味放射量：Rnと顕熱輸送量：Hを算

出し， (1)式に示す熱収支式に代入することにより

大気から地表面への伝熱量：Gを算出した。 

220cm

180cm

90cm

60cm
55cm

25cm

定点撮影カメラ

生産土砂捕捉バケット

地温計(地表面，奥行き5cm，10cm，15cm)
気温計
土壌水分センサー
日射量計

地表面

20cm
土砂導流板

ロードセル 観
測
断
面

40cm

図-1 モデル断面への観測機器の配置状況（側面図） 

図-2 観測期間における各観測データの経時変化 
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(1)霜柱の融解による土砂生産

図-3 凍結・融解による土砂生産形態の分類 

(2)亀裂の拡大による礫の落下

不安定になり，
礫が落下する

礫の亀裂内の水分が
凍結し膨張することで

亀裂が拡大する
不安定になり，
礫が落下する

礫周辺の土砂が
侵食される

(3)礫周辺の土砂の侵食に伴う礫の落下
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Rn = H + IE + G･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ （1） 

本研究では，地表面地温と大気から地表面への伝熱量：Gを用いて，地表面地温が0℃を下回り，かつ大気から地

表面への伝熱量が負である期間の伝熱量の積算値の絶対値を「凍結熱量(Ec)」，地表面地温が0℃を上回り，かつ大

気から地表面への伝熱量が正である期間の伝熱量の積算値を「融解熱量(Ew)」とそれぞれ定義した。 

5．凍結・融解に起因する土砂生産予測モデルの構築 

本研究では，凍結熱量と融解熱量が連続して発生した期間を一つの土砂生産イベントとして定義し， 2017年12

月～2019年4月の観測期間内で計33イベントを解析対象イベントとして抽出した。「凍結熱量（KJ/期間）」や「融

解熱量（KJ/期間）」と同様に土壌の凍結・融解現象の支配要因となる土壌水分量としては，観測断面全体から土砂

生産が確認されている事実を考慮して，凍結熱量発生直前の40cm，60cm，90cm深度における体積含水率の平均値

（cm3/cm3）をそれぞれの土砂生産イベントに対する説明要因として使用した。本研究では，土砂生産形態（1）に

よる土砂生産を対象としているため， 19mmふるいを通過した土砂量を解析に使用した。 

本研究で提示する土砂生産予測モデルでは，「凍結熱量」と「融解熱量」，および「凍結熱量発生直前の体積含水

率」をそれぞれ説明変数として採用した。 

本観測において，地表面から伝導熱量が到達するのは深度15cm程度までであるという事実が確認されたため，土

層内に存在する水分量を全て凍結させるのに必要な熱量を考慮し，地表面から奥行15cm深度までに存在する水分量

を全て凍結させるのに必要な熱量を(2)～(3)式を用いて算出し，凍結熱量の上限値（𝐸𝐶𝑙𝑖𝑚
）として設定した。 

𝐸𝐶1𝑐𝑚
= 10,000・Q・θ・𝜌ｗ / 1,000 = 10・Q・θ・𝜌ｗ･･････（2），𝐸𝐶𝑙𝑖𝑚

= 15・𝐸𝐶1𝑐𝑚
･･････（3） 

ここに， Ec1cm：土層断面を奥行方向に1cm凍結させるのに必要となる単位面積当たりの凍結熱量（KJ/m2）， 

Q：水の凝固熱＝333.6（J/g），θ：凍結熱量発生直前の体積含水率

（cm³/cm³），ρw：水の密度=1.0（g/cm3）である。 

観測期間内には降雨が複数日確認された。降雨が発生すると大規

模な土砂生産現象が確認された事実から，降雨期間内の降雨伝熱

量:qr（cal/cm2/hr）を(4)式を用いて算出し，この値を正の伝導熱量

（融解熱量）に加算した。 

𝑞𝑟＝𝑇𝑟・𝑃 / 10･･･････････････････････････（4） 

ここに，qr ：降雨伝熱量（cal/cm2/hr），気温：𝑇𝑟（℃），P：一時

間積算降雨量（mm/hr）である。 

以上の操作により得られた「上限値適用後の凍結熱量：Ec」と

「降雨伝熱量を加算した上限値適用後の総融解熱量：Ew」，「凍結熱

量発生直前の体積含水率：θ」を説明変数として重回帰分析を行う

ことにより得られた土砂生産予測式を(5)式に示す。 

S = 5.62・102・𝐸𝐶
0.49・𝐸𝑊

0.28・𝜃2.69･･････････（5） 

ここに，S：凍結・融解に起因した生産土砂量（g/期間）で

ある。 

(5)式を用いて求めた生産土砂量の再現値と実測値との関係を

示す図-4より，(5)式はそれぞれのイベントに対する生産土砂

量を概ね良好に再現していることがわかる。また，観測を開始

した2017年12月以降の生産土砂量の実測値と再現値の累加状

況を比較した図-5より，(5)式は観測断面から凍結・融解に起

因して時々刻々と生産される土砂量を精度良く再現可能である

事実が確認された。 

6．おわりに 

「凍結熱量」と「降雨伝熱量を加味した総融解熱量」，および「凍結熱量発生直前の体積含水率」を説明変数とした土

砂生産予測モデルを用いて再現計算を行った結果，凍結・融解による実際の土砂生産現象を良好に再現し得る事実が

確認され，冬季における流域内での生産土砂量の予測や管理を行う上で，本研究で提示した土砂生産予測モデルは有

効な支援ツールとなる可能性が示唆された。しかし，本研究では図-3 に示す土砂生産形態（1）のみを対象としてい

るため，（2）,（3）に示す礫が関与した規模の大きな土砂生産現象は対象外となる。今後は，これらの課題を解決し，

礫が強く関係する土砂生産現象にも対応可能となる土砂生産予測モデルの開発へと研究を展開していく予定である。 

図-5 実測値と再現値の累加状況 

図-4 実測値と再現値の関係 
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富士山大沢川における土砂動態の観測

国土交通省 富士砂防事務所 加藤 仁志，荒木 孝宏，山田 裕介，上野 諒平
アジア航測株式会社 江口 友章，○西村 直記，勝又 善明

 はじめに 

富士山大沢川の源頭部に位置する「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 の大崩壊地である。富士砂防事務所では、昭和 45 年の開所以来、大沢川における土砂動態を把握するた
め、航空写真測量や現地踏査等を行ってきた。近年では、航空測量技術の発展に伴い、航空レーザ測量や高解像度デジ

タル航空カメラを用いた計測など、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。

本稿では、航空レーザ測量などにより把握された大沢川の地形変動・土砂動態を整理し、今後の大沢川における適切

な土砂管理に資する土砂動態観測の手法について考察したものである。

 航空レーザ測量データを用いた土砂動態の把握 

富士砂防事務所では、昭和 45 年から平成 18 年までの航空写真測量、平成 18 年からは航空レーザ測量により大沢川
における土砂変動量の調査・データ蓄積

が行われている。大沢川の土砂生産源は、

ほとんどが標高 3,000m 以上の大沢崩れ

の斜面であり、生産された土砂が谷底部

に堆積し、降雨を主な誘因として下流に

流出している。昭和 45年からの計測によ
ると、大沢崩れからは年平均 14 万 m3が

流出しているが、年によって流出土砂量

が大きく異なっている（図 1）。流出土砂
量は土石流や、降雪・融雪期のスラッシュ

雪崩（図 2）が発生した年に多くなってお
り、逆に土石流等が発生しない場合、流出

土砂量がほとんどない年も確認されてい

る。土石流の発生がない年は、大沢崩れの

谷底部での土砂堆積が進み、降雨等があ

ると、堆積した土砂が一気に流下するこ

とが、これまでの観測により明らかとなった。土石流やスラッシュ雪崩

の発生には、既往観測・調査においても指摘されているとおり、季節性

が大きく関係していると考えられる。源頭部での気温低下による「凍土

層」の存在により、積雪・融雪期には連続雨量 150mm・時間雨量 20mm
程度の降雨で土石流が発生した実績がある一方で、夏季では連続雨量

300mm・時間雨量 60mm程度から大規模な土砂流出が発生している。 
近年、これまであまり例のない集中豪雨の発生が全国で確認されてお

り、富士山においても連続雨量 500mm 程度の降雨が観測されている。

これらのことから、観測開始当時から近年までの降雨と生産・流出土砂

量の関係性を整理し、土砂移動の傾向を確認することが必要である。

 高解像度デジタル航空カメラを用いた開口亀裂モニタリング 

大沢崩れにおける土砂生産の多くは斜面崩壊や侵食によるものであり、特に、大沢崩れ稜線に多数存在する開口亀裂

を境として発生する崩壊は規模が大きく、大沢崩れにおける土砂生産へ大きく影響を及ぼしている。平成 20 年～平成
21年には長さ 20m、幅 5m、高さ数十mの規模の崩壊が発生している（図 3）。開口亀裂は、大沢崩れの稜線部にあり、
現地踏査では計測可能な範囲が限られ、また調査には危険が伴う。

富士砂防事務所では、高解像度デジタル航空カメラを用いた開口亀裂モニタリングを平成 20 年度より継続的に実施
している。今後も、安全かつ効率的に開口亀裂の変状を把握できるようモニタリングを継続する予定である。

図 2 スラッシュ雪崩の発生状況 

（2018年 3月 5日；大滝） 

図 1 過去 49年間の大沢崩れからの流出土砂量 
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図 3 開口亀裂を境界とした大規模な崩壊の発生例（平成 20年 11月～平成 21年 10月） 

 多様な機器を用いた土砂動態の観測 

大沢崩れでは、斜面崩壊、土石流やスラッシュ雪崩などの土砂生産・流出現象を観測するために多様な機器を設置し

ている。以下に、近年、実施した観測状況を示す。

 ＵＡＶによる急崖部の詳細地形の把握 

大沢崩れで発生する崩壊の要因の 1つとして、溶岩とスコリアの互
層となっている斜面で、侵食されやすいスコリアが抜け落ち、その上

層に存在する溶岩層が重力的に不安定になることが挙げられる。こう

した崩壊の発生機構は以前から知られていたものの、航空レーザ測量

では急崖部の地形を十分に取得できないこともあり、定量的な把握が

困難であった。そこで、源頭部調査工事現場周辺の限られた範囲にお

いて、UAVを用いて急崖部も含めた詳細地形データの取得を試みた。 
図 4にUAVにより撮影した写真から SfM（Structure from Motion）

技術により作成した 3次元点群データを示す。大沢崩れの土砂生産を
抑制するうえで重要な位置づけにある”滝”地形の斜面や滝つぼの地形
を詳細に把握することができた。計測範囲が限られることに課題はあ

るものの、計測を継続することにより、滝の侵食過程を定量的に把握

でき、大沢崩れにおける崩壊発生機構の解析や、生産土砂量の推定な

どに活用できることが期待される。

インターバルカメラによる土砂移動タイミングの把握

航空レーザ計測や航空写真により、約 1年間の土砂移動現象を精度
よく把握できるようになってきており、流域内に設置された CCTVカ
メラや水位計により、土石流などの発生タイミングを把握することも

概ね可能となっている。一方で、計測期間内に複数回の土砂生産イベ

ントが生じた場合に、どのタイミングで生じた土砂移動現象であるの

か把握が困難であった。

そこで、特に土砂生産が活発な大沢崩れにおいて、土砂生産タイミ

ングや土砂移動誘因を把握するため、源頭部対策工事現場周辺に 4台
のインターバルカメラを平成 29年度から設置し、観測を行っている。カメラは 15分に 1回の撮影が行われており、こ
れまでの観測で、降雨や地震がない状況で崩壊が発生した状況などが観測できた（図 5）。

 おわりに 

大沢崩れでは、今後も活発な土砂生産が発生すると予想され、下流域での被害を防止するためにも、土砂動態特性に

応じた対策を行うことが重要である。このためには、これまでに実施してきた観測を継続し、データや知見を蓄積する

ことが重要である。また、これまでの観測結果を踏まえ、潤井川流域一貫の土砂管理に向けて、大沢川源頭部から扇状

地部までの土砂動態を把握するため、より効率的な土砂動態モニタリング手法について検討を進める必要がある。

平成 21年 10月 平成 20年 11月 平成 22年 8月 

図 4 UAV計測で取得した 3次元点群データ 

図 5 インターバルカメラによる観測例 

54



解析雨量を用いた崩壊発生降雨の分析と比較 

日本ミクニヤ株式会社 ○佐藤 翔太 松本 舞恵 森 義将 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）では、積算雨量 300mm 程度以上
に達したときに多くの崩壊が発生すること、さらに積
算雨量 300mm 程度以上を超えると 30°未満の比較的緩
い斜面においても時間雨量30mm 前後の降雨で崩壊が発
生することが示唆された。これに対して、時間雨量 30mm
以上で崩壊が発生している地域の積算雨量や傾斜につ
いても検討すべきとのご意見があった。 

そこで本稿では、崩壊地の分布と積算雨量・時間雨
量、傾斜を含む地域特性との関連性を分析し、崩壊発
生の誘因となった降雨について考察を加えた。 

2. 積算雨量・時間雨量と崩壊地の分布

分析に使用したデータを表 1 に示す。
まず、平成 30 年 7 月豪雨時の解析雨量 1km メッシュ

を用いて、積算雨量 300mm 超過後に時間雨量 30mm の降
雨が発生した地域を特定した。次に、降雨メッシュに
崩壊地データを重ね合わせ、崩壊が発生した地域の降
雨状況を把握した。 

なお、分析範囲は崩壊地の判読範囲とした。さらに、
傾斜 10°未満の地域では崩壊がほとんど発生していな
い 2)ことから、傾斜データを用いて傾斜 10°未満の地
域を除外した。 

表 1 分析に使用したデータ 
データ 資料 作成者 

降雨 解析雨量（7月 5日 0時～7
日 23 時） 

国土交通省気象庁 

崩壊地 平成30年7月豪雨 崩壊地
等分布図（ライン） 

国土交通省国土地理院 

平成 30 年 7 月豪雨による
広島県の斜面崩壊分布（第
四報） 

広島大学平成30年7月豪雨
災害調査団（地理グループ） 

傾斜 国土数値情報 標高・傾斜
度5次メッシュデータ 

国土交通省国土政策局国土
情報課 

降雨メッシュと崩壊地の分布状況を図 1 に示す。積

算雨量300mm 超過後に時間雨量 30mm 以上の降雨が発生

したメッシュは東広島市、竹原市以西に多く、崩壊地

も同様に西側に多く分布している。 

分析範囲の降雨メッシュについて、積算雨量 300mm
超過後に時間雨量 30mm 以上の降雨の有無、崩壊地の有
無別にメッシュ数をカウントした結果を表 2 に示す。
積算雨量 300mm 超過後に時間雨量 30mm 以上の降雨が発
生したメッシュのうち、崩壊地と重なるメッシュは 67%
（1,000/1,493）を占めている。 

以上のことから、特に西側地域においては、「積算雨
量 300mm 超過後に時間雨量 30mm 以上の降雨」は崩壊発
生の一つの目安になると考えられる。一方で、三原市
以東の東側地域ではそれよりも少ない雨で崩壊が発生
しており、上述の降雨とは別の要因が崩壊発生に影響
したと考えられる。 

図 1 降雨メッシュと崩壊地の分布 

表 2 降雨メッシュと崩壊地の分布状況（単位：メッシュ数） 
崩壊地 

合計 
あり なし 

降雨※ 
あり 1,000 493 1,493 

なし 513 548 1,061 

合計 1,513 1,041 2,554 

※ 積算雨量300mm 超過後に時間雨量30mm 以上の降雨

3. 崩壊地の分布に影響する地域特性

積算雨量300mm 超過後に時間雨量30mm以上の降雨が
なかった東側地域で崩壊が発生した要因としては、傾
斜や地質といった地形特性による影響が考えられる。
そこで、積算雨量 300mm 超過後に時間雨量 30mm 以上の
降雨実績別に、表 3 に示すデータを用いて崩壊発生地
の地域特性を整理した。 

表 3 地域特性の整理に使用したデータ 
データ 資料 作成者 

標高 国土数値情報 標高・傾斜
度5次メッシュデータ 

国土交通省国土政策局国土
情報課 傾斜 

地質 20万分の1日本シームレス
地質図 

（国研）産業技術総合研究
所地質調査総合センター 

植生 自然環境保全基礎調査 環境省自然環境局 

結果の一例を図 2 に示す。図 2 は、降雨実績別に崩
壊発生地の傾斜区分を整理したものである。崩壊発生
地の傾斜は、降雨実績があった地域となかった地域で
大差なかった。他の地域特性についても同様に、降雨
実績による差違は見られなかった。 

 

図 2 崩壊発生地の降雨実績と傾斜区分 
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4. 崩壊発生要因の検討

崩壊が発生する主な要因として多くの場合、降雨の
ほか、地形、地質、植生が挙げられる。今回の対象地
域では、地域特性のいずれも大きな差異が認められな
かったため、降雨状況についてさらに詳細に分析を行
うこととした。 

まず、降雨強度の影響が考えられたため、積算雨量
300mm に達するまでの時間の地域差を調べてみた。その
結果、東側地域では西側地域に比べて積算雨量 300mm
に達するまでの時間は長く、弱い雨で崩壊が発生した
可能性が考えられた。 

ここで、降雨強度の弱い雨で崩壊が発生する要因の 1
つとして、豪雨履歴が考えられる。すなわち、豪雨履
歴が少ない地域では斜面の崩壊履歴が少なく、不安定
な土層が斜面を覆っているため、降雨強度の弱い雨で
も崩壊しやすいと考えられる 9)。そこで、気象庁の異常
気象リスクマップ 8)を参考に等確率雨量線図を作成し
てみたところ、図 3 に示すように、東側は西側に比べ
て確率雨量が少なく、降雨履歴に地域差が見られた。 

図 3 等確率雨量線図（50 年確率 24 時間雨量） 

そこで、災害発生時刻の推定できた災害発生地のう
ち、東側地域の代表例として「木原 6 丁目」に着目し
た。木原 6丁目（平均傾斜 30°未満）は、積算雨量 300mm
超過後に時間雨量30mm 以上の降雨があった地域に該当
するが、崩壊発生時刻（7月7日1:00）の積算雨量293mm、
24 時間雨量 195mm、時間雨量 6mm であり、時間雨量 30mm
を記録したのは崩壊発生 6時間後の 7：00 である（図 4
参照）。 

 
 
 

図 4 木原 6丁目におけるハイエトグラフ（7/5～7/7） 

このことから、豪雨経験の少ない東側では降雨強度
の比較的小さい時間雨量により、表層を覆っている不
安定な土層が崩壊した可能性があると推察される。そ
れを検証するため、50 年確率 24 時間雨量時間雨量
190mm を目安に、豪雨経験が多い地域と少ない地域を区
分するラインを引いた。結果は図 5 のとおりであり、

豪雨経験が少ない地域は、積算雨量 300mm 超過後に時
間雨量30mm の降雨がなくても崩壊が発生した地域と類
似している。 

図 5 豪雨経験の区分と降雨、崩壊地の分布 

5. まとめ

東広島市、竹原市以西の西側地域においては、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が少ないため、そ
れよりも少ない雨量で崩壊が発生した可能性が示唆さ
れた。ただし崩壊時刻が推定できる災害サンプル数が
少ないため、今後災害サンプル数を増やして検証した
い。 

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 2019-04-04
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年度 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) 国土交通省国土地理院：平成 30 年 7 月豪雨 崩壊地
等分布図（ライン）,
https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/201807H3007
gouu_hokaichiline_1/{z}/{x}/{y}.png
,参照 2019-04-04
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 2019-04-04
5) 国土交通省国土政策局国土情報課(2011): 国土数
値情報 標高・傾斜度 5次メッシュデータ,
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmpl
t-G04-d.html , 参照 2019-04-04
6) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所地質調査総
合センター：20 万分の 1日本シームレス地質図，
https://gbank.gsj.jp/seamless/, 参照 2020-03-30
7) 環境省自然環境局：自然環境保全基礎調査植生調査， 
http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-043.html, 参照
2020-03-30
8) 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 2020-03-30
9) 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
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陰陽橋(5.9 km2)

鳴子谷川県道
(0.54 km2)

源道橋
(14.8 km2)金山谷川2号堰堤

(0.6km2)

金山谷川左支川
(0.12km2)

金山谷川右支川
(0.31km2)

パラメータ 最小値 最大値

河道の粗度係数n 1 [m
-1/3

 s] 0.01 0.16

斜面の粗度係数n 2 [m
-1/3

 s] 0.1 3

飽和透水係数k a  [m / s] 0.0001 0.5

q eに相当する空隙の厚さd a [m] 0.001 10

q mに相当する空隙の厚さd m  [m] 0.001 5

飽和・不飽和透水係数比b 2 10

CCTVデータ等を用いた山地流域の流出特性の検討 

株式会社気象工学研究所 ○坂井大作、友村光秀 

国土技術政策総合研究所 山越隆雄、泉山寛明、平田育士 

1. はじめに

山地流域での土砂災害対策を行うためには、山地流域の土砂移動現象を規定する山地流域の洪水流出に関

する実態把握、および機構解明が必要不可欠である。これまで、直轄砂防事務所において CCTV により取得

された映像データ（以降、「映像データ」と表記）を用いて、山地流域の豪雨時の流出特性についての研究を

行ってきた 1) 2) 3) 4)。タンクモデルを用いた場合、適切にパラメータを設定すれば土石流、洪水流に関わらず

精度良くハイドログラフが推定できる可能性が示された（ただし土石流の場合は表流水起源と考えられる流

量）が、そのパラメータによって大小様々な規模の流出を再現できるとは言い難い。汎用性のある降雨流出

解析を目指す上では、降雨流出機構の解明を行う必要があり、できる限り物理的な特性を反映した流出モデ

ルによって検討を行うことが必要と考える。

そこで、本研究では、過去に山地洪水が発生した渓流のうち、映像データが存在する渓流および上下流に

水位計が設置されている渓流を対象に山地洪水のピーク流量等を推定し、分布型流出モデルを用いて一連の

出水中における流下特性について分析を行った。 

2. 解析方法

2.1. ハイドロ・ハイエトグラフの推定 

解析対象流域として、5流域を選定した（図-1）。那智川以外の 4

流域では、CCTV設置地点および流砂観測地点を 1つずつ含んでいる。

那智川流域では複数の地点で水位計が設置されている。 

選定した 5流域について、水位データを用いて各 3イベント、合計

15 イベントを抽出した。抽出したイベントにおいて、那智川以外の 4

流域では既往の H-Q 式を用いて水位から流量への変換を行った。那智

川流域に関しては、観測された流量データを用いた。 

また、流域の最寄りの雨量観測所（10 分間隔）を収集するとともに、

FRICS 同時刻合成解析雨量（略）を用いてハイドロ・ハイエトグラフ

を作成した。 

2.2. 分布型流出モデルによる再現計算 

2.2.1. 分布型流出モデルの設定 

分布型流出解析としては立川ら（2004）5)の流出モデル（GeoHyMoS 
6）, OHyMoS 7)）を用いた。まず、GeoHyMoS により、標高メッシュ

データの解像度に応じた地形モデルを構築した。図-2に一例として

那智川流域の河道網と部分流域図を示す。その上で降雨の時空間分

布をインプットデータとして OHyMoS に与え、対象流域下流端にお

けるハイドログラフの推定を行った。OHyMoS では河道部での洪水

流を、河床の抵抗則としてマニング則を用いたキネマティックウェ

ーブモデルにより計算する。斜面部では、土層内の飽和・不飽和

浸透流をダルシー則を用いて計算する。なお、地下水深の大小によ

り毛管移動水、重力水と透水特性を分けて取り扱っている。表面流

は河道部と同じ取り扱いである。パラメータとしては粗度係数（河

道部 n1、斜面部 n2）、飽和透水係数 ka、土層厚 dの有効間隙率qe分

の高さ da（=dqe）、毛管水として移動する空隙qm分の高さ dm（=dqm）、

飽和、不飽和透水係数比b（= ka / km; kmは不飽和透水係数）であり、

空間的に一様に与えている。 

2.2.2. 分布型流出モデルの解析の実施 

 環境省植生 3 次メッシュデータを用いて、流域を森林、丘陵・耕作地、裸地の 3 区分に分け、各区分の割

合を算出した。さらに各区分について、上記のパラメータを表-1に示す範囲で同定した。パラメータの同定

は、流域ごとに任意に選択した 1出水イベントを対象に、SCE-UA法を用いて同定を試みた。ただし 3 区分

のうち、丘陵・耕作地、裸地は面積が小さいことに加え、パラメータのバラつきが小さいと考えられること

図-1 選定した5流域 

図-2 那智川流域の河道網と部分流域図 
（標高メッシュ：50m×50m） 

表-1 SCE-UA法によるパラメータの 
探索範囲 
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から、代表値（初期値）で固定し、森林のパラメータのみ変化

させることとした。同定したパラメータを用いて、他にデータ

が取得できたイベントがある場合は再現計算を行い、パラメー

タの妥当性や適用限界について検証を行った。再現性が低い場

合は、パラメータを変化させて感度分析を行った。再現性は、

洪水波形の立ち上がり時刻、上昇速度、下降速度、ピーク流量

およびピーク時刻のずれの観点から評価した。

3. 解析結果と考察
一例として、那智川流域の源道橋における同定および再現結

果を示す。図-3は、SCE-UA法によるパラメータの同定過程を

示す。（対象イベントは 2017/6/18～6/24）。RMSEは 65 をや

や下回る値に収束するように見える。なお、他の地点、イベ

ントでは収束傾向を見いだせないものがあった。

図-4は、図-3の計算範囲内で RMSE 最小時（=63.7）のパ

ラメータを用いた時の再現結果である。同定対象イベント(a)

では、流量波形のおおまかな変化傾向は再現できるものの流

量増加量を過大評価し、その分最大値の再現性は悪い。また

降雨のある前後は再現性が悪く、基底流量あるいは中間流出

の取り扱いが不十分であることが分かる。同定したパラメー

タによって他のイベント（2017/10/19～10/25、2018/9/27～10/4）

についても、降雨に伴う流量の増減は大まかには再現できて

いるが、ピーク値が再現できていなかったり、基底流量の再

現が悪かったりすることが分かる。

 図-3の計算範囲内で得た RMSE を小さいものから順に並

べたときの上位 10 位について、推定されたパラメータの範

囲を見ると n1は 0.01～0.02、n2は 0.28～0.4、kaは 0.17～0.19 

m / s であった。また daは 0.24～0.29 m、dmは 0.09～0.13 m、

bは 2.1～2.7 であった。 

 n1については山地河道で良く用いられる値（0.04～0.1）と

比べて小さく、kaも非常に大きな値といえる。bは立川ら

(2004)によると 2～6程度の値とされ、この範囲に収まってい

る。なお、n1については再現性が低いものがみられるものの、

他の流域、イベントで同定された値はもう少し大きめの値を

示す。一方 kaについてはどの場合も数 cm / s～数十 cm/s と

いう同定結果であり、透水性の良い砂や礫などと同程度で系

統的に大きな値を示す。しかしながら、ここには示さないが

金山谷川上流右支川を対象に SCE-UA法によらず手動でパ

ラメータを操作すると、kaは 0.003m / s と小さな値を設定し

ても再現性の比較的高い結果が得られる。つまり SCE-UA法

によりパラメータは一意に決まらないことを示しているが、

降雨やパラメータを空間的分布するように与えておらず、そ

の影響が考えられる。

4. まとめと今後の課題

本研究では流域面積の小さい複数の山地流域を対象に分布型流出解析を実施した。その結果、再現性にば

らつきがあり、SCE-UA法でもパラメータが容易に決まらないことが分かった。今後は、パラメータを空間

的に分布するように与えた検討を行ったり、流出解析モデルで反映できていない現象を検討したりするなど

が必要である。 

【参考文献】 

1) 友村ら(2016)：平成 28年度砂防学会概要集、2) 坂井ら(2017)：平成 29 年度砂防学会概要集

3) 桜井ら(2018)：平成 30年度砂防学会概要集、4) 坂井ら(2019)：令和元年度砂防学会概要集

5) 立川ら(2004)：水工学論文集、第 48 巻、pp.7-12

6) http://hywr.kuciv.kyoto-u.ac.jp/geohymos/geohymos.html

7) http://hywr.kuciv.kyoto-u.ac.jp/ohymos/index.html

図-4 那智川・源道橋において、(a)SCE-UA
法によりパラメータ同定結果、b),(c)同パラ
メータを使用した場合の再現結果

図-3 SCE-UA法によるパラメータの同定過程 
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砂防堰堤内の堆積構造について 地中レーダ（GPR）を⽤いた検討 

神⼾⼤学⼤学院海事科学研究科 〇清⽔万莉⼦ ゴメス・クリストファー 
東京⼤学⼤学院農学⽣命科学研究科 堀⽥紀⽂ 東京⼤学⽣態⽔⽂学研究所 ⽥中延亮 

1. はじめに
⽇本では、地すべりや⼟⽯流が起きた際、“砂防堰

堤”により保全するのが⼀般的であり、19 世紀頃か
ら多くの砂防堰堤が建設されてきた。近年、気候変
動等の影響により豪⾬が増加し、それに伴い各地で
の⼟砂災害リスクが増加傾向にある。砂防堰堤の効
果や作⽤も建設時から変化していくと予想される。
流域は静的ではなく、⼟地被覆の変化や豪⾬の増加
に伴い、時間の経過により堆積物の動きは変化する。
砂防堰堤が効果的に使える期間をより正確に推定す
るには、埋積地形の調査だけではなく、何が堆積し
ていて、時間とともにどう変化したか知ることが重
要である。砂防堰堤内の堆積物の特性や層構造は地
下⽔の存在と微細な有機物質の⽣成を制御する。堆
積物の層から、以前に起こったイベントを分析して
いくことで⼟砂動態の⻑期的変化を理解することが
できる。地下⽔帯や礫の存在のためコアサンプリン
グにより直接的に堆積層の情報を得るのは⾮常に難
しいが、地中レーダを使うことでこの問題は解決で
きる。地中レーダを⽤いて砂防堰堤内の堆積物の層
と分布を理解することで、流域の⼟砂動態や砂防堰
堤の機能に関する考察が可能になる。 
2. 研究⽬的と⽅法

地中レーダ（GPR）を⽤い、砂防堰堤の堆積物の
データを取得し、堆積物の層について理解すること
を⽬的とする。 

GPR には 500MHZのアンテナを使⽤したため、
4.5 ㎝以上の礫が確認しやすい。対象とした堰堤に
おいて下流側から上流側に向かって 22.64ｍの探査
から得られた GPR データを分析に使⽤した。さら
に、堰堤の下流側から約 2m おきに①、②、③のボ
ーリングコアを取得し（それ以上上流側においては
⽔分量が多く調査不可であった）、GPR データと⽐
較した。得られたデータから、堰堤内の堆積物を空
間的に分析し、推定される堆積物の粒径、速さ、勾

配等から、何が⽌まり、何が流れているのか、堰堤
建設時と現在の効果や作⽤の違い、などについて考
察する。 
3. 研究地について

研究対象地は愛知
県名古屋市の東、瀬
⼾市にある東京⼤
学愛知県演習林（⽣
態⽔⽂学研究所，図
1 ） の⾚津研 究林
（745 ヘクタール，
図２）（標⾼ 244−
692m）である。平
均 傾 斜 度 は
25゜で、ほぼ全
域が中古⽣代の
花崗岩を基岩と
する⿊雲⺟花崗
岩と花崗閃緑岩
からなり、⾵化
は深層に及んで
いる。 

4. 結果
4.1 コアデータ 

コアサンプルの分析結果から、地表⾯に近づくほ
ど 0.025 ㎜以下の⼟砂が増える。より⼤きい⼟砂は
深くなるほど増加する傾向にあり、GPR データから
得られた結果と⼀致している。堰堤の下流側に近づ
くと層の数が増え、細かい堆積層や混合層が⾒られ
た。 

図 1：演習林位置図 
（⽣態⽔⽂学研究所HP より） 

図 2：対象流域陰影起伏DEM図 
（⻩丸：対象堰堤、⻘：その流域） 
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4.2 GPR(地中レーダ)データ 
 図３に結果を⽰す。表層近くの細砂の堆積層は⼟
⽯流の堆積ではないことを⽰している。濃淡が明瞭
な部分は流速の変化が⼤きく、粒度の細かい粘⼟層、
あるいは層構造に変化が⾒られる場所であることを
⽰唆し、細かい砂から砂利へと変化する層である。
堆積層の勾配は、深部に⽐較して表層近くでは緩や
かになっていた。 
4.3 降⽔量データ 
対象地では梅⾬時期である 6 ⽉より、台⾵時期の 7
⽉、9 ⽉の降⽔量が多い。図 4 から、降⽔量は増加
傾向にあるといえる（線形予測式：y = 2.3503x + 
1805.2 R² = 0.0048）。降⽔量が増加し⼟砂災害発
⽣リスクも⾼いと⾔える。 

5. 考察
GPR の結果から過去の堆積（⼟砂移動）は粗い⼟砂

が急激に溜まったもの、近年の堆積は微細な⼟砂が緩
やかに溜まったものである。（堆積勾配、層厚から推測） 
これは⼟砂動態の⻑期的な変化に対応していると考え
られる。 
また、降⾬⾃体は⻑期的に増加しているため、これは

⼟地被覆の変化に対応していると考えられる。事実、
対象地では、ハゲ⼭が森林に回復している。 
つまり、堰堤の建設時と現在とでは⼟砂移動の実態が

変化し、それに伴い堰堤の効果や作⽤が異なっている。
「⼟砂を溜める」という当初の⽬的が達成された後も、
緩勾配区間となっている堆砂域での掃流⼒の低下によ
り微細な⼟砂までトラップされることで、出⽔時の濁
⽔の抑制が可能となる。 
6. まとめ

GPR データの結果はボーリング結果と⼀致して
おり、正確性が確認された。両調査を⾏い、精度の
⾼い調査をしていくことが望ましいが、膨⼤な数の
砂防堰堤を管理していく上で、地⾯を滑らせるだけ
でかなり正確なデータを取得できる GPR 調査は今
後有効な調査⽅法となるであろう。 

GPR を⽤いることで従来⾒えていなかった内部
構造まで空間的に把握することができるため、堰堤
の寿命や流域への影響などを調べる上でもかなり重
要な⼿法であるといえる。砂防堰堤内の堆積物の粒
径が変化すると層の⼤きさや形も変化する。すると、
地下⽔の⽔の量も変化し、堰堤が満砂でない場合、
⽔がたまり、細かい粒径の堆積物や枝や葉などが層
を作る。この層は⽔を含みやすく、この層によりま
た、地下⽔の量が変化し、層の形や粒径が次の⼟⽯
流や流れに影響していく。⽔分量や粒径の⼤きさで
浸⾷も変化するからである。 

砂防堰堤を造る上での⽬的や有効な形状は場所に
より異なるが、GPR を使うことで堆積構造をある程
度パターン化して把握でき、砂防堰堤の管理につな
げることができる。 
参考⽂献 
・国⼟地理院基盤地図情報サービス・東京⼤学⽣態⽔
⽂学研究所・⽔理公式集（2018 年度版 ⼟⽊学会）・
Borobudur, a basin under volcanic in fluence: 361,000 
years BP to present(C.Gomez Journal of Volcanology 
and Geothermal Research 196(3) 2010.08)  

図 3：GPR データ（①~③ボーリング箇所、⾚曲線：流速が⼤きく変化する箇所、⾚丸：枝や巨⽯） 

図 4：年間・⽇最⼤降⽔量推移（1989~2019） 
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ペケレベツ川 2号砂防堰堤における 

事例を対象とした細粒土砂の堆積過程の考察 

国土技術政策総合研究所 砂防研究室 〇永谷直昌，泉山寛明，山越隆雄 

筑波大学 内田太郎 

１．はじめに 

 近年では平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨、平

成 28 年 8 月北海道豪雨、平成 29 年 7 月九州北部豪

雨や平成 30 年 7 月西日本豪雨などにより砂成分な

どの浮遊砂となる粒径の土砂が山地域、河道域から

流出し、河道に堆積して土砂・洪水氾濫などの災害

事例が発生している。砂防堰堤は土石流や土砂・洪

水氾濫を引き起こす土砂の捕捉をその機能の一つと

している。砂防堰堤の効果評価を河床変動計算によ

り行う方法としてこれまでいくつか提案がなされて

いるが例えば１）、粒径の大きな砂礫の捕捉・堆積過程

に焦点が当てられており、浮遊して流下し得る細粒

土砂の堆積過程については既往の解析手法で取り扱

うことの妥当性について検討が必要である。平成 28

年 8 月北海道豪雨では、十勝川水系佐幌川支川ペケ

レベツ川に設置されているペケレベツ川 2 号砂防堰

堤（高さ 13m、長さ 278m、水通し幅 60m、河床勾

配 1/35）に細粒土砂が大量に堆積する事例が見ら

れ、かつボーリング試験等の詳細な調査がなされて

いる。そこで本研究では、大規模な出水に伴って供

給された細粒土砂の堆積する粒径を明らかにするこ

とを目的に、簡単な手法を用いて検討を行った。 

２．2 号砂防堰堤に堆積している土砂の粒度分布 

宮崎ら 2)により、2 号砂防堰堤の上流側 6 地点で

ボーリング調査（Φ=116mm）が実施され、堆積土

砂の粒径分布状況が整理されている。2 号砂防堰堤

に堆積する粒径を下流から上流にかけて 200m 単位

で領域を設定し、それぞれの領域において粒径の存

在割合を比較した。図-2において、各領域とも粘

土、シルト成分は少なく 10%程度となっている。領

域①～③では砂成分の 0.106～0.85mm の粒径が多く

なっており、上流側の領域になるにつれて粒径が粗

くなる傾向になる。領域①では礫・石成分の粒径は

ほとんど存在していない。0.425mm の粒径が一番多

く存在している。領域④については 0.425mm、

0.85mm の粒径が多いものの、礫・石の成分の粒径

も多く存在している。 

図-1 ペケレベツ川 2号砂防堰堤の堆積状況 

（北海道庁撮影 H28.9.16） 

図-2 各粒径の割合 

図-3 沈降する深さのイメージ図 
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３．2号砂防堰堤に堆積する粒径の把握手法 

浮遊砂として挙動できる粒径の土砂が不透過型砂

防堰堤に堆積するかを判定した。ここでは、簡略的に

図-3 のように粒子の流下時間𝑇 が各粒子の沈降時間

𝑇 が等しいときに粒子が堰堤に到達する。 

𝑇 = 𝑇  ・・・(1) 

式(1)に𝑇 = 𝐿/𝑣、𝑇 = ℎ/𝑤 (𝑑)をそれぞれ代入し

た場合、式(1)は式(2)に変形することができる。すな

わち、式(2)は水平方向と鉛直方向の距離と速さの比

となる。 

𝐿(𝑑)/ℎ = 𝑣/𝑤 (𝑑) ・・・(2) 

ここに、𝐿(𝑑)：各粒径における流下距離(m)、ℎ：流

水層の水深(m)、𝑣：流速(m/s)、𝑤 (𝑑)：粒径𝑑の土砂

の沈降速度(m/s)とする。 

次に、ℎの算出は難しいため、ℎ = 𝑞/𝑣を式(2)に代

入して式(3)に変形した。 

𝐿(𝑑) = 𝑞/𝑤 (𝑑) ・・・(3) 

ここに𝑞：単位幅流量(m2/s)とする。 

各粒子が堰堤に到達する距離が実際の湛水域の流

下距離より短いと堰堤に土砂が堆積する。 

𝐿(𝑑) < 𝐿 ・・・(4) 

ここに、𝐿：実際の湛水域の流下距離(m)とする。河

道断面は矩形とし、単位幅流量は、ピーク流量

193m3/s を 2 号砂防堰堤の水通し幅 60m で除して算

出した。ピーク流量は流出解析を実施して算出した。

湛水域の流下距離𝐿は昭和 63 年測量と湛水域の水深

の交点となる位置を設定し、2 号砂防堰堤から 400m

とした。 

なお、ここでは砂防堰堤の湛水域内の水と土砂の

移動については以下のように仮定した（図-3）。 

・湛水域は流水層と湛水層に分ける

・湛水層から流水層に土砂は巻き上がらない

・浮遊砂の流下速度は流水層の流れの断面平均流速

に等しい

・浮遊砂が水面から沈降する

４．結果・まとめ 

 2 号砂防堰堤に流入した土砂が流下する間に湛水

域に堆積するかどうかを判定するために、図-4のよ

うに各粒径において q-L 線図を作成した。ペケレベ

ツ川 2 号砂防堰堤の堆砂区間の L=400m の時にはピ

ーク流量時は 0.106mm 以上の粒径が堆積する。ピ

ーク流量 1/2、ピーク流量 1/4 の時は 0.075mm 以上

の粒径が堆積する。 

図-2 に示すように湛水地の流下距離にあたる領域

①、②に堆積している土砂は 0.106、0.25、0.425、

0.85mm の粒径のものが多く堆積している。q-L 線図

をみると浮遊砂として挙動できる粒径は砂（0.075～

2mm）が堆積していることが確認できる。両者を比

較してみると 0.075mm は実績については堆積して

いる量が少ない結果となった。 

q-L 線図ではシルト・粘土（0.075mm 以下）につ

いてはピーク時の 1/4 未満の流量であっても、堆積

せずに流下すると考えられる。 

本研究では、浮遊砂が水面から沈降することを仮

定した。今後は浮遊砂の鉛直濃度分を仮定して、重

心となる高さから沈降する条件で検証する予定であ

る。 

５．謝辞 

 データをご提供いただいた北海道開発局、北海道

庁の方々には感謝致します。 
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図-4 土砂が流下する条件（q-L 線図） 
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那智川流域における土砂流出発生・非発生の分離の試み 

国際航業株式会社   ○ 小 泉 和 也 ， 島 田  徹 ， 渡 辺 隆 吉 ， 孝 子 綸 図 ， 水 流 竜 馬

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 小 竹 利 明 ， 山 田  拓 ， 柴 田  俊

1．はじめに 
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町に位置する那智川流域

（図－１）では，平成 23 年紀伊半島大水害（台風第 12
号）に伴い多数の表層崩壊が発生し，支渓流において大
規模な土石流が発生したことによって谷出口の保全対象
が直接的な被害を受けた．また，本川沿いの広い範囲で
浸水及び氾濫が生じ，甚大な被害が発生した．
この災害を契機に，那智川流域では平成 24 年（2012

年）より，土砂災害被害の低減を目指した警戒避難の高
度化検討のために，流域の総合的な水文過程および土砂
動態過程に関する観測データの取得を実施している．
本報告は，那智川流域における観測データを解析し，

観測データから土砂流出発生・非発生事例を分離できる
閾値の導出を試みた結果を報告するものである．

2．検討フロー 
本検討は，図－２に示したフローの通り実施した．

 

 

3．降雨の流出特性 

那智川流域における警戒避難に活用するため，降雨の

浸透－流出過程を時間的・量的に検討した．

使用した雨量データは，市野々雨量計（県）（図－１）

の観測データがそろう 2015 年 4 月 8 日～2019 年 12 月

15 日の期間における 24 時間雨量が 150mm 以上の降雨

を抽出して，15降雨とした．流量は流域最下流点の源道

橋（図－１）において水位流量曲線から算出した流量デ

ータを使用した．

3．1 降雨と流出の時間的応答に関する検討 

15の検討対象降雨のうち，全ての降雨に共通した特徴

を見いだすことができなかったため，降雨タイプを分類

した５降雨（前方集中型，後方集中型，後方集中型（２山

目），長雨型，短時間高強度型）について，ハイエトとハ

イドロのピーク時刻を比較した．

表－１より，前方集中型で流出遅れ時間が 80 分とな

り，後方集中型で最大 180 分の遅れとなった（図－３）． 
表－１ 降雨波形別の流出遅れ時間推定結果 

図－３ 検討対象降雨（No.5）後方集中型 

3．2 降雨と流出の量的応答に関する検討 

那智川の流出量に応答する可能性がある雨量指標とし

て，10 分間雨量や 60 分間雨量，1.5 時間半減実効雨量

（以降，1.5h実効雨量と表す）等の指標を算出し，ハイ

エトとハイドロが調和する雨量指標を検討した．

10分間雨量等の実測の雨量値と比べて，前方・後方集

中型では 3h 実効雨量，長雨型では 24h 実効雨量が流出

量と相関が高いことが分かった（表－２）．

表－２ 降雨波形別の降雨指標検討結果 

4．土砂流出事例の抽出 
那智川流域において観測開始（平成24年）以降に発生

した土砂流出（拡大崩壊や渓岸崩壊）について，インター

降雨No. 降雨開始日
最大時間雨量

(mm/h)
最大24時間雨量

(mm)
降雨波形

流出遅れ時間
(min)

5 2017/6/19 22:00 11 410 後方集中型 180

7 2017/9/16 2:20 6 166 長雨型 不明

8_1 2017/10/21 3:50 15 278 前方集中型(1山目) 80

8_2 2017/10/21 3:50 12 328 後方集中型(2山目) 110

9 2018/9/29 8:00 35 154 短時間高強度型 不明

降雨No. 降雨開始日
最大時間雨量

(mm/h)
最大24時間雨量

(mm)
降雨波形

流出量と相関の
高い雨量指標 相関R

2

5 2017/6/19 22:00 11 410 後方集中型 3h実効雨量 0.945

7 2017/9/16 2:20 6 166 長雨型 24h実効雨量 0.847

8_1 2017/10/21 3:50 15 278 前方集中型(1山目) 3h実効雨量 0.906

9 2018/9/29 8:00 35 154 短時間高強度型 不明 －

図-2 検討フロー 

観測データの収集・整理 

降雨の流出特性 土砂流出事例の抽出 

指標検討 

相関 

閾値による発生・非発生の分離 

警戒避難手法の改良へ 

START 

那智川流域の土砂流出特性 
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図－１ 研究対象流域 
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バルカメラの記録等から発生時刻が判明した事例を抽出
した．表－３に土砂流出が発生した時刻における観測値
を示した．土砂流出の抽出結果に対応して観測データが
存在する観測所は，平成23年紀伊半島大水害で発生した
崩壊地がある金山谷川流域の左支川と合流点観測所の２
箇所である（図－４）．

表－３ 土砂流出発生時刻の左支川と合流点の観測値 

 
 
 

5．土砂流出発生・非発生の分離 

流域内の土砂流出事例やこれまでに観測された濁度等

のデータを用いて，土砂流出発生・非発生を分離する閾

値を検討した．

5．1 指標の検討 

5．1．1 縦軸（浮遊砂量m3/s） 

那智川流域での浮遊砂量（SS）の観測結果から，顕著

な浮遊砂量（SS）を検知（＝前兆現象の観測）した後で

土砂移動が発生していることが確認されている．浮遊砂

量は，土砂移動発生前から濁度観測等で連続的に検知す

ることが可能であり，警戒避難を考える上で土砂移動の

直接的な指標となりうるため，縦軸の指標とした．

5．1．2 横軸（3h実効雨量mm） 

過年度の検討では，実績流量よりデータのばらつきが

少ないタンクモデルによる流量が採用されていた（図－

４左）．本研究では降雨の流出特性より，流量ピークは降

雨ピークより遅れることから，警戒避難をいち早く判断

できるようにするため，横軸の指標に降雨を採用した．

降雨データは，3h実効雨量が降雨と流出の量的に相関が

高いため，本研究では3h実効雨量を使用した． 
5．2 閾値の設定 

那智川流域内でのバケツ採水による試料を分析して

得られた浮遊砂量と，3h実効雨量のデータを整理し，さ

らに土砂流出事例におけるデータ（表－３）に注目して

閾値を設定した（図－５）．

金山谷川左支川観測所での

浮遊砂量とそれに対応する 3h
実効雨量の相関が高い（R2＝

0.824）ことから，左支川での近

似式（図－５の青線）を下限に

平行移動させて，土砂流出発生・

非発生を分離する閾値となる式

を設定した（図－４右）．

6．今後の課題 

・上流で発生した土砂流出による濁度等の変化が下流に

伝搬するまで，令和元年の台風第10号での出水だと金山

谷川左支川から合流点までに90分かかることから，警戒

避難に浮遊砂量（濁度）を用いると，伝搬時間の分だけ判

断が遅れる可能性がある．

・流域特性を取り入れた降雨による閾値を設定するため，

観測システムを高度化して採水試料の分析や濁度観測等

を継続し，土砂流出の発生・非発生時における観測デー

タの変化（特徴）と降雨の関係の解明を継続する．
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図－４ 土砂移動発生時における浮遊砂量とそれに対応する流量（左）と降雨（右）との関係における閾値 

浮遊砂量－流量による閾値（実線） 浮遊砂量－3h実効雨量による閾値（実線）

図－５ 土砂流出事例の分布 

左支川 

合流点 

青枠は，図-５の範囲 

図－４ 研究対象渓流（那智川流域内の金山谷川） 

金山谷川 

那智川 

左支川 

右支川 

合流点 谷出口 

観測所 

崩壊地 

観測日時 浮遊砂量 3h実効雨量 流量 観測日時 浮遊砂量 3h実効雨量 流量
2013/9/15 21:00 1.29E-04 117.0 0.26 2013/9/15 22:00 3.14E-04 90.6 0.39
2013/10/24 21:53 2.41E-05 19.1 0.02 2013/10/25 2:00 4.85E-04 23.4 0.21
2014/8/9 6:00 1.35E-04 87.5 0.12 2014/8/9 16:00 5.73E-04 87.5 0.63
2014/8/10 9:00 7.63E-05 38.1 0.06 2014/8/10 9:00 9.95E-05 38.1 0.52
2015/7/16 23:05 9.61E-05 44.1 0.17 2015/7/16 23:00 8.43E-04 43.4 2.48
2017/8/7 14:00 1.30E-04 64.5 0.11 201/8/7 14:00 2.69E-04 64.5 4.56

左支川 合流点
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大正関東地震における丹沢山地世附川流域の崩壊土砂量に関する一考察 

株式会社東京建設コンサルタント（前 筑波大学大学院生命環境科学研究科）吉田喜高 

１．はじめに 

 世附（よづく）川は，二級水系酒匂（さかわ）川（流域面

積：582km2）支川である．中川，玄倉（くろくら）川，世附

川の主要3川の合流地点に三保ダム（上流域面積：158.5km2）

が昭和53年に竣工しており，洪水調節，不特定利水，上水道，

発電の用に供されており，神奈川県西部における市民生活を

支えている（図1）． 

本流域では大正 12 年に関東地震が発生し，多数の崩壊地

が生じ流域が荒廃した．このうち世附川流域は，当時大日本

帝国憲法下であったわが国において，流域の約 2/3 が皇室財

産である御料地であった．御料地の範囲は「世附事業区」と

称され，関東地震後には当時の宮内省帝室林野局により「震

災復旧砂防工事」が昭和 2 年～昭和 10 年にかけて実施され

た．現在は林野庁により山地保全の事業が行われている． 

 震災復旧砂防工事に関する記録が東京帝国大学森林理水及

び砂防工学教室の教授であった諸戸北郎博士により残されて

いる．その内，当時の学生であった鹿庭清美氏の実習報告書

1)には震災復旧砂防工事の計画平面図が添付されており，崩壊

地状況が詳述に記載されている．本稿はこの計画平面図にお

ける崩壊地面積と，竣工後の三保ダムの堆砂状況をもとに，

崩壊土砂量および三保ダム堆砂状況に関する考察を行ったも

のである． 

図1 本研究の対象地域（流域図） 

２．震災復旧砂防工事平面図から判読できる 

崩壊地面積 

鹿庭の震災復旧砂防工事平面図は昭和7年時点のものであ

る．工事は昭和10年に完了しており，工事完成よりも以前に

作成された事業計画時点での図面であると考えられる． 

平面図に記載されている崩壊地を，震災復旧砂防工事を実

施した崩壊地の範囲（図2の青着色），崩壊地ではあるが震災

復旧砂防工事の中では対策を実施しない範囲（図2の赤着色），

崩壊地ではない山骨露出地（図2の紫着色）の別に整理した．

筆者がGISによる判読を行った結果，昭和7年の時点では震

災復旧砂防工事で崩壊地対策を行った範囲は305.7ha，対策を

行わなかった崩壊地の面積は 262.4ha となり，これらを合計

すると地震後の崩壊地面積は 568.1ha となった．これは，世

附事業区（47.1km2）の12%に相当する面積である．なお，本

平面図については，主要渓流は測量成果に基づき描画されて

いると考えられるが，小支渓の一部は概略的に描画されてい

ると考えられるため，小支渓の崩壊位置が厳密ではないこと

には留意しなければならない． 

 建設省土木研究所の報告書 2)では関東地震による崩壊面積

率を神奈川県西部で面的に算出しており，世附事業区では崩

壊面積率が10～20%の範囲としている．震災復旧砂防工事平

面図からの判読結果（12%）は，建設省土木研究所の内容と

比較して妥当であると判断できる． 

 また，帝室林野局の事業誌によると，山腹工を行った面積

は292.5haの対策を行った 3)とされており，GIS判読による面

積 305.7ha と大きな差異はないことから，図 2 の判読結果は

妥当であると言える． 

図2 実習報告書の震災復旧砂防工事平面図より 

読み取った世附事業区の崩壊地 

３．崩壊土砂量の推算 

 関東地震による三保ダム上流域の崩壊は，一般的に表層崩

壊であるとされている．本稿では，前述の崩壊地面積に崩壊
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厚を乗じることで関東地震による崩壊土砂量を推定すること

ができると考えた．崩壊厚に関しては，例えば次に示す資料

を参考にできる． 

①山口ら（1982）は，表土層の厚さ，地質，地形形状により

左右されるが，地震による平均崩壊深は一般的にはほぼ 1～

2m程度とみなせるとしている 4)． 

②国総研（2009）では，昭和47 年～平成11 年に発生した崩

壊規模の平均値を崩壊形態別（崩落，滑落）および誘因別（降

雨，地震，融雪）に整理しており，平均的な崩壊の深さとし

て1.1～2.1mとしている 5)． 

③国総研（2005）では，平成15年に発生した崩壊15事例の

諸元を収集しており，その最大崩壊深さとして，0.8～4.0mと

している 6)． 

④塚本ら（1991）では，表層崩壊の崩壊深は0.5～2mが大部

分を占める 7)とされている． 

これらを踏まえて表層崩壊における崩壊厚を 1～2m と仮

定すると，崩壊厚に関東地震での世附事業区の崩壊地面積

568.1haを乗じ，崩壊土砂量は5,681～11,362千m3になると推

算した．三保ダムのうち世附川筋では，竣工から37年経過時

点で約4,200千m3が堆積しており（図3），関東地震ではこれ

を上回る量の崩壊があったものと考えられる． 

４．三保ダムにおける世附川筋からの堆砂状況 

三保ダムでは昭和53年の竣工以降，世附川・中川・玄倉川

の支川毎に堆積土砂量の計測が実施されており，このうち世

附川では，平成 27 年までに約 4,200 千 m3が堆積しており，

年あたりに92千m3が堆積している状況にある（図3）． 

 長期的な土砂堆積量のデータを河道の土砂流送能の大小に

よって，土砂流出が長期・短期のいずれかになるかを説明す

る上では，堀田らの研究 8)を参考にできる．世附川に隣接す

る中川では，土砂流送能が小さく，土砂流出の経年変化が土

砂流送能により決定され，土砂流出のイベントが無い年にも

一定の流出土砂量があり，一度のイベントでの土砂流出は長

期に及ぶ「Transport-Limited型」に分類されるとしている．一

度のイベントでの土砂流出が長期に及ぶのか短期間で流出す

るのかを分類する際には，年平均流出土砂量の連続N年移動

平均値を求め，Nを横軸に，比流出土砂量の最小・最大値を

縦軸にとることで関係性を把握している． 

三保ダム世附川筋の流入土砂量で連続 N 年移動平均値の

最大・最小値を把握したところ，図4に示すように10年強で

平均値の 1/2 倍～2 倍の範囲に収束していることから，世附

川筋では隣接する中川と同様に世附川では土砂流送能が小さ

く，長期にわたって崩壊土砂が流出したものと考えられる． 

図3 三保ダム（世附川筋）の堆積土砂量（累計） 

図4 世附川での年平均比流出土砂量の連続 

N年移動平均値の最大・最小値の変動 

５．まとめ 

 本稿では，世附川における関東地震での崩壊土砂量を推算

するとともに，三保ダム就航後の世附川筋の流入土砂量デー

タを踏まえて，関東地震での崩壊土砂が長期に渡って流出し

たことを明らかにした． 

三保ダム堆砂量データ（図3，図4）は神奈川県企業庁酒匂

川水系ダム管理事務所に提供頂いた．ここに感謝申し上げる． 

参考文献 

1) 鹿庭清美（1932）：丹沢世傅御料林世附事業区砂防工事實行

ニ就テ，102pp. 
2) 建設省土木研究所（1995）：平成6年度地震時の土砂災害防

止技術に関する調査業務報告書（その3）－地震による土砂

生産，災害及び対策の検討－，p.108 
3) 帝室林野局（1939）：帝室林野局五十年史，帝室林野局，

p.795,p.806 
4) 山口伊佐夫，川邊洋（1982）：地震による山地災害の特性，

砂防学会誌，Vol.35，No.2，pp.3-15 
5) 小山内信智，冨田陽子，秋山一弥，松下智祥（2009）：がけ

崩れ災害の実態，国総研資料530号，p.121 
6) 小山内信智，内田太郎，曽我部匡敏，寺田秀樹（2005）：が

け崩れによる家屋被災範囲の設定手法に関する研究，国総

研資料第225号，p.8 
7) 塚本良則，小橋澄治 編（1991）：新 砂防工学，朝倉書店，

p.52 
8) 堀田紀文，厚井高志（2011）：山地からの土砂流出の変遷の

実態－流域の土砂貯留量の変化に着目して－，砂防学会誌，

Vol.63，No.5，pp.52-61 

昭53 昭60 平1 平5 平10 平15 平20 平25
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

流
入

土
砂

量
[千

m
3
]

世附川 92千m3/年

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

0 10 20 30 40
三

保
ダ
ム
（
世

附
川

筋
）
へ

の
土

砂
流

入
量

[m
3
/k
m

2
/年

]

n年移動平均

連続n年移動平均値の最大

連続n年移動平均値の最小

全期間平均値

全期間平均値の2倍

全期間平均値の1/2

66



側岸侵食および側岸崩落を考慮した河床変動計算による中期の土砂流出に関する研究 

国土防災技術株式会社 ○ 丹羽諭、何徳祝人、阿部美樹 

国土技術政策総合研究所 泉山寛明、山越隆雄、永谷直昌 

1. はじめに 

大規模な土砂生産後は、山地河川に大量に堆積した不安定土砂の侵食・流出に

より、下流域で二次災害を引き起こす危険性があり、平成29年 7月九州北部豪雨

後の対応では、一定規模の降雨に伴う土砂流出対策が必要と判断された 1)。よっ

て、大規模土砂生産後の中長期的な土砂流出を予測することは重要な課題である。

本検討では、横断方向の一部分に水みちが形成され、水みち範囲のみで河床侵食

され、それによる堆砂肩の側岸侵食が発生する土砂流出機構に着眼し、側岸侵食

と側岸崩落を考慮した１次元河床変動計算プログラムを開発した。本報告では、

浦川流域の再現計算を通して、開発したプログラムの再現性を確認し、矩形断面

と一般断面の違いが計算結果に及ぼす影響について考察した。 

2. 計算プログラム 

本プログラムは、丹羽ら（2019）2) の一般断面条件

で側岸崩落を取り扱う 1次元河床変動計算プログラム

に側岸侵食を考慮したものである（図－1）。丹羽ら

（2020）3) に基づき、河床侵食における移動限界の評

価には、限界掃流力による移動限界ではなく、山地河

川で支配的である河床のすべり破壊による移動限界を

適用した。また、すべり破壊の厚さを河床表層（交換

層）の平均粒径で評価した。 

 本モデルの一般断面では、横断方向に一定分割幅で

標高を設定する。横断方向の標高が低い計算点に流れ

が生じると仮定し、レジーム則による流れ幅を最大と

して流積から水位を決定した。水位、流速、乱流に取

り込まれた土砂の濃度、流れの粒度分布は横断方向で

一様として評価し、水深、河床高、河床の粒度分布、骨格応力に寄与

する土砂の濃度を横断方向の各計算点で評価した。 

 図－2 に対象とした側岸侵食現象と計算モデルでの取り扱いを示す。

本検討では、藤田（1979）4) の側岸侵食機構と一般断面の計算点を対

応させた計算フレームを構築した。側岸侵食速度式には、山地河川の

土砂動態評価に実績が多い芦田（1983）5)
 を採用した。 

3. 1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 

対象流域は、平成 7年 7月 10日からの豪雨により大規模な土砂生産

（以降，H7災害）が発生した姫川水系左支川の浦川流域である（図－

3）。浦川の流域面積は約21 km
2、下流端の河床勾配は約 5°である。

H7 災害では、唐松沢の河道に 10 万 m
3、浦川本川の河道に 86 万 m

3

の土砂が堆積、姫川本川に37万m
3の土砂が流出した。また、その後

の空中写真から、H7災害直後から 4年間で約 80万 m
3の土砂が河床

から流出したと推定された。河床変動計算では、H7災害直後から平成

12年の 5年 6ヶ月間のうち、出水期（各年の 6/15～11/15）の洪水を対

象とした。 

3. 2  計算条件 

図－4に計算グリッドを示す。H7災害で堆積域となった浦川下流第

6号砂防堰堤から唐松沢1号砂防堰堤の範囲にH7災害による堆積土砂

量を河床の不安定土砂として設定し、それ以外の範囲を固定床とした。

断面条件は、「一般断面」、「判読した流路幅を設定した矩形断面（矩形

ア）」、「流路幅に代表的な侵食幅を設定することをイメージした矩形断

面（矩形イ）」の3ケースとした。一般断面では、横断方向の分割幅を

5m とし横断方向に矩形断面と同じ河床高を一律で設定し、初期の水

みちとして中央の計算点のみ0.1m低い標高を設定した。矩形イでは、砂田ら（1996）6) による流路幅を設定し、河床の不安定

図－1 河床変動のイメージ 
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図－3 計算流路と領域分割 
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土砂量が変化しないよう固定床を修正した。 

 水の供給条件として、流出解析結果から、流砂

水文観測により土砂流出の発生が検知された流量

を超える 161の洪水波形を供給した。土砂供給条

件については、災害後の空中写真判読により推定

された生産土砂量を各年に割り振り、図－3 の分

割領域単位で、洪水流量が大きい時間帯に平衡濃

度で供給した。河床および供給土砂の粒度分布に

は災害後の調査結果を設定した。側岸侵食速度の

パラメータである側岸傾斜角には 30°、側岸崩落

のパラメータの安息角には水中安息角の 19.0°、

崩壊発生の比高に H7 災害後の現地写真で確認さ

れた最大の比高3mを設定した。 

3. 3  計算結果 

表－1 に河床変動量の推定値と計算値を示す。

主な侵食域であるエリア BCでは、一般断面の計

算値が推定値と最も一致し、矩形アより矩形イの

方が河床侵食量に対する再現性が向上した。図－5

に浦川の現地写真と計算による河床形状の経年変

化を示す。現地写真に見られた流路の一部の侵食、

側岸の崖状の堆砂形成、拡幅等の特徴が、一般断

面のケースで再現された。矩形アでは、上流域

（x=5200m）で H7 終了時に河床高が固定床に達

し侵食速度が実際より速い。上流域から多くの土

砂が流出する影響で、下流域の侵食速度は、一般

断面と比較して遅くなった。 

 図－6 による断面条件の違いによる洪水単位の

流出土砂量の比較を示す。

断面条件によらず洪水規模

に対する流出土砂量は経年

的に減少するが、一般断面

では、小規模洪水で土砂流

出が生じる特徴から両対数

グラフ上で傾きが減少する

傾向となる。対して、矩形

イでは小規模洪水で土砂が

流出しにくい傾向となった。

図－7 に断面条件の違いに

よる洪水単位の流出土砂平均粒径の比較を示す。一般断面で

は、側岸からの土砂供給により流出土砂の粒度分布が変化し

にくいが、矩形イでは、河床の粗粒化の影響を受け、40m
3 
/s 以

下の洪水ピーク流量では平均粒径が小さくなった。ただし、

流出土砂の平均粒径は、河床侵食や側岸侵食の各粒径階の取

り扱いに影響を受ける可能性があることに注意が必要である。 

4. おわりに 

本研究では、浦川の H7 災害後の土砂流出を対象に断面条

件を変化させた再現計算を実施した。その結果、「①一般断面

に側岸侵食と側岸崩落を考慮した本モデルは、大規模土砂生

産後の河床侵食による土砂流出の特徴を再現できること」、

「②一般断面の条件は、小規模洪水で土砂が流出しやすく、

流出土砂量の粒径が変化しにくい特徴があること」、「③矩形断面であっても、流路幅の条件を変更することで一定規模の洪水

に対して精度が向上すること」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）丹羽ら（2019）：2019年度砂防学会研究発表会概要集，p.172-173，

3）丹羽ら（2020）：砂防学会誌，Vol.73，No.2（掲載予定），4）藤田（1979）：京都大学防災研究所年報，第22号B-2，p.537-552，5）芦田ら

（1983）：京都大学防災研究所年報B-2，第26号，p.353-361，6）砂田ら（1996）：水工学論文集，第40巻，p.843-848 

表－1 河床変動量の推定値と計算値の比較 

エリアA エリアB エリアC エリアA エリアB エリアC

推定値 9.3 -32.7 -14.5 推定値 -25.1 -14.8 -2.8

一般断面 -0.6 -27.3 -16.4 一般断面 -0.8 -12.8 -1.2

矩形ア 4.3 -16.5 -22.0 矩形ア -0.8 -17.2 -0.1
矩形イ 3.2 -25.0 -19.0 矩形イ -2.0 -18.6 -1.7

*赤字数値：推定値と最も一致した値、赤色バー：堆積（最大値10万m3）、青色バー：侵食（最大値100万m3）

災害後1-2年目の2年間（H7.7.15～H9.7.19） 災害後3-4年目の2年間（H9.7.19～H11.10.21-26）

図－5 浦川の現地写真と計算による河床形状の経年変化 
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図 1 検討対象範囲
（背景には地理院地図を使用） 

勾配・集水面積が山地上流域からの生産土砂量に及ぼす影響の把握 

国土交通省国土技術政策総合研究所  〇對馬美紗 山越隆雄 

筑波大学 内田太郎 

1. はじめに

これまでの豪雨時の土砂・洪水氾濫被害に伴い、土砂

の流送・堆積過程について、河床変動計算等により施

設配置計画を検討・評価する手法等が開発されてきた

1)。過去の災害事例を対象に、再現計算による入力条件

や解析手法について十分に検証を行った場合でも、将

来生じうる現象に対する評価結果には多くの不確実性

が含まれる可能性があり、また、山地上流域からの生

産（流出）土砂量は河床変動計算では境界条件として

与える必要があるため、河床変動計算では評価できな

い。これまで、生産土砂量の推測について様々な研究・

解析が行われてきており、地形・地質・降雨等の様々

な要因から、流域の生産土砂量を予測する手法が提案

されてきているものの例えば 2),3)、地形・地質が一見同じ

に見える流域であっても、流域間の違いは大きい 4)。実

際の土砂移動現象は、斜面部では崩壊など重力を主た

る要因としたプロセスが支配的であるのに対し、河道

部では流水によるプロセスが支配的であり､大きく異

なっている。山地上流域からの生産土砂量は両者の影

響を受けて決まるものの、それぞれの影響について、

十分に分離され整理されてきたとは言い難い。そこで、

本研究では、山地上流域からの生産土砂量の予測精度

向上のための研究の一環として、山地上流域を斜面部

と河道部に区分し、それぞれの地形区分の土砂生産に

対する寄与度と、それぞれの地形区分からの土砂生産

が勾配・集水面積から受ける影響について、登川流域

（新潟県南魚沼市）を調査対象流域とし検討した。 

2. 研究方法

2.1. 検討範囲の設定 

本研究では、山地上流域における生産土砂量を対象

としていることから、谷次数区分による流域区分を行

い、土砂移動現象が最もシンプルである 1 次谷流域か

らの生産土砂量を対象とした。また、検討範囲の雨量

の差が小さくなるように、解析雨量の 1km 格子を縦横

2×2 メッシュとする 4km2を対象とした。その上で、1

次谷を多く含む

4km2 を検討範囲

とし、図 1 に示

す A～Cの 3つの

4km2 格子を設定

した。 

2.2. データ整理 

データの解析

を行うにあたり、

10m 格子ごとに

以下の項目を整

理・算出した。 

2.2.1. 土砂侵食状況の整理及び生産土砂量の算出 

土砂侵食状況は、災害前後の航空レーザ測量データ

（1mDEM）による差分解析結果から、10m 格子内の

差分値 100 点のうち、差分値がプラス値（堆積）とな

る点数が 50点以上であれば土砂移動状況は堆積であり、

49 点以下であれば侵食であるとした。生産土砂量は、

10m 格子内の差分値を合算し算出した。 

2.2.2. 集水面積及び勾配の算出 

集水面積及び勾配の算出には、災害前の航空レーザ

測量データ 1mDEMより作成した 10mDEMを用いた。

それぞれの値の算出には ArcGIS Pro の空間解析ツー

ルを使用した。なお、集水面積は、本ツールによって

当該格子より地形的に上流側に分布する格子の総数を

求め、それに 10m 格子の実面積（100m2）を乗じた値

とした。 

2.3. データ解析 

2.3.1. 集水面積及び勾配による地形区分 

1 次谷流域内に重心が含まれ、かつ 2.2.1 において土

砂移動状況が侵食となった 10m 格子を対象に、既往の

手法 5)を用いて集水面積及び勾配より地形区分を行っ

た（図 2）。集水面積の値が小さく勾配が大きいほど斜

面部を示し、集水面積が大きく勾配が小さいほど河道

部を示す。このことから、集水面積が大きくなるに従

R1-010
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図 4 1次谷流域・侵食範囲・生産土砂量の勾配及び集

水面積別の出現数の累積頻度（調査範囲Bの例） 

い勾配が単調に小さくなる傾向が見られる開始点が、

斜面と河道の境界であると仮定した。検討範囲 A～C

の分布の傾向が同様である範囲を抽出するため、集水

面積が 10,000m2以下を斜面部、30,000m2より大きい

場合を河道部とした。なお、集水面積が 10,000～

30,000m2の区間は、それぞれの検討範囲における斜面

から河道への遷移区間（斜面部と河道部の中間部）で

あると考え、今回の検討には含めないこととした。 

3. 結果・考察

3.1. 土砂生産における斜面部及び河道部の占有率 

検討範囲 A～C における、斜面部・中間部・河道部の

分布割合と侵食範囲・生産土砂量の占有率について、図 

3 に示した。1 次谷流域での斜面と河道の面積割合は、

検討範囲 A~C に共通して概ね 95%、3%であり、大半

は斜面に分類された。一方、流域の侵食範囲のうち河

道の占める割合は 25～35％であった。さらに、生産土

砂量でみると面積割合が 3％である河道部からの生産

土砂量への寄与は 30～45％であった。 

3.2. 土砂生産における勾配・集水面積の影響 

次に、斜面部と河道部に区分した上で、1 次谷流域・

侵食範囲・生産土砂量について、勾配及び集水面積別

に出現数をカウントし累積頻度を示した。ここでは、3

つの検討範囲のうち B を例に図 4 に示した。斜面・河

道に関わらず侵食範囲、生産土砂量の勾配に対する累

積頻度は 1 次谷全域の累積頻度と大きな違いはなく、

勾配による影響は比較的小さいものと考えられた（図 

4（ⅰ）・（ⅱ））。一方、集水面積の累積頻度は特に斜面

部において、侵食範囲や生産土砂量と 1 次谷全域の分

布状況に違いが見られた。例えば、累積頻度が 50%の

とき 1 次谷全域では集水面積が 2.0×102m2、侵食範

囲・生産土砂量では集水面積が 5.0～6.0×102m2であり

2～3 倍程度の差が見られ（図 4（ⅲ））、集水面積によ

る影響が大きい可能性が考えられた。これらの傾向は、

検討範囲 A および C においても同様に見られた。 

4. まとめ

本研究では、山地上流域からの生産土砂量の予測精

度の向上を目指し、土砂移動プロセスが大きく異なる

と考えられる斜面部と河道部に地形区分し、航空レー

ザ測量データを用いて新潟県登川流域を対象に、土砂

動態の解析を実施した。 

その結果、当該流域では山地上流域からの土砂生産

において、流域全体に対する河道面積は 3％と小さいも

のの、生産土砂量の 30～45％は河道起源であることが

分かった。また、斜面部・河道部のそれぞれで、集水

面積の大きい箇所の土砂生産が卓越していること、勾

配による影響が小さいことが示された。このように、

流域を斜面と河道に区分して解析することにより、土

砂動態の特徴を把握できる可能性があると考えられる。 

【参考文献】 

1) 国総研(2018),国総研資料 第 1048 号,

2) Gartner et al.(2014),Engineering Geology,176,p45-56

3) Raia et al. (2014),Geoscientific Model Development,7,p.495-514,

4) 對馬･内田(2019),平成 30 年度砂防学会研究発表会概要集,p.427

5) Montgomery (2001), American Journal of Science, 301, .432-454

図 2 勾配と集水面積による地形区分 

図 3 地形区分毎の占有率 
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豪雨に伴う新規崩壊による流域スケールの土砂生産量推定 

−沙流川水系パンケヌーシ川流域における平成 28年台風 10号の事例− 

（国研）土木研究所寒地土木研究所 秋田寛己○，水垣滋，村上泰啓 

１．背景と目的 

流砂系の総合的な土砂管理を検討する上で、豪雨イベントで生じた新規崩壊地から供給される土砂量は重要な

情報の一つである。崩壊地の生産土砂量を評価する手法として、レーザープロファイラ（LP）は高い精度で2時

期の地形変化量を推定できる反面、流砂系の広域スケールでの計測にはコストがかかる。より経済的な推定手法

として、写真・衛星画像判読等による崩壊地面積から生産土砂量を推定する汎用的な予測式（例えばGuzzetti et al., 

2009; 以下、Guzzetti式）の適用 1）が考えられるが、必ずしも適用地域における推定精度の検証は十分でない。崩

壊生産土砂量予測式の推定精度や適用範囲・条件が整理されれば、広域での土砂生産量推定や土砂収支の解析に

おいて有用であると考えられる。北海道の沙流川流域では、平成 28年 8月 30日～31日の台風 10号に伴う豪雨

により上流域で斜面崩壊や山地河道のかく乱が生じ、大規模な出水となって下流域で大量の土砂流出が確認され

たが 2)、山地上流域の土砂生産量はいまだ不明なままである 3)。そこで本研究は、衛星画像と2時期のLPデータ

を用いて、沙流川水系パンケヌーシ川流域（95.8 km2）を対象に崩壊生産土砂量の予測式を構築し、Guzzetti式で

計算される推定値との定量的な違いを明らかにすることを目的とした。 

２．方法 

本研究の解析フローを図1に示す。豪雨イベント後の新規裸地

を抽出するため、①台風10号前後の 2時期の衛星画像（Sentinel-

2：解像度10 m、2016年7月及び 2017年7月撮影）を用い、GIS

でNDVI値（正規化植生指数）を計算した。次に、新規裸地のう

ち崩壊地のみを抽出するため、②台風10号前の1 mDEM（北海

道開発局室蘭開発建設部：2012 年 9 月計測）から作成した 2 m

等高線と衛星画像（WorldView-2：解像度2.5 m、2017年6月及び

2018 年 8 月撮影）を判読し河道裸地と崩壊地を分離した。この

新規崩壊地のポリゴンデータを作成し、崩壊地面積を GIS で計

測した。その後、土砂生産量を求めるため、崩壊地分布が集中す

る中下流域の本川沿いにおいて、2019年 10月に台風 10号後の

地形変化量をLPで計測した（図 2）。これらの台風10号前後の 
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図2 パンケヌーシ川流域の地質と崩壊地の分布（秋田ら（2020）を一部改変） 

図1 本研究の解析フロー 

表1 新規崩壊地面積と個数 

流域
全体

LP計測
範囲内

流域
全体

LP計測
範囲内

火成岩類 379,891 116,661 174 47

堆積岩類 8,745 1,397 12 2

変成岩類 12,497 10,333 11 7

計 401,133 128,391 197 56

新規崩壊地

面積（m
2
）

新規崩壊地
個数（個）

地質
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2時期のLP計測データを重ね、1 mセルで差分解析した。崩壊深は崩壊地内で負の差分を示したセルの平均値と

し、これに負のセルの面積を乗じ崩壊地毎の崩壊生産土砂量を計算した。この差分解析の値を解とし、Guzzetti et 

al., (2009)と同様に、崩壊地面積から崩壊生産土砂量を累乗回帰して求めた推定値とを比較した。 

３．結果と考察 

３．１ LP計測範囲内での崩壊生産土砂量の計算 

図1の①～②の解析結果として、上流部の火成岩類エリアで 24h雨量

300 mm以上が集中し、崩壊地が多くなった可能性を既に報告した 4）（図

2 と表 1）。LP 計測範囲内には、流域全体の崩壊地個数の 3 割（56/197

個）があり（図2）、平均崩壊深は 9割（49/56個）が2 m未満に分布し

ていた（図3）。一部で2 mを超える大規模な崩壊地が見られたものの、

土砂生産源の主体は表層崩壊と考えられた。次に崩壊生産土砂量の予測

式を構築するため、計算した崩壊生産土砂量と崩壊地面積との関連を地

質別に調べた（図 4）。堆積岩類と変成岩類は N が少ないものの、累乗

式で回帰され、崩壊地面積から崩壊生産土砂量を推定できる可能性があ

った。崩壊地個数が多い火成岩類エリアでは、累乗の指数が 1.03 とな

り、堆積岩類（1.33）や変成岩類（1.56）、Guzzetti式（1.45）よりも小さ

く、これは面積サイズの大きな

崩壊地においても平均崩壊深が

2 m 未満と浅かったことが影響

していると考えられた。 

差分解析による崩壊生産土砂

量を解とし、本研究の地質別累

乗式と Guzzetti 式の推定値とを

比較した（図5）。地質別累乗式

の推定値は 1:1 の線形に近い一

方で、Guzzetti式の推定値は過大

評価になる傾向が見られた。 

３．２ 流域全体での崩壊生産

土砂量の推定 

LP計測範囲内にある崩壊地（N=56）の崩壊生産土砂量の合計値を地

質別累乗式とGuzzetti式で計算し、差分解析の解とを比較すると（図6）、

Guzzetti 式（2.8 倍）よりも地質別累乗式（0.7 倍）の方が解の結果に近

かった。さらに流域全体の崩壊地（N=197）から崩壊生産土砂量を計算

すると、地質別累乗式とGuzzetti式との間に 2.6倍の差があり、流域ス

ケールで考えると、両者の推定値が大きく異なることがわかった。 

４．まとめ 

今回の対象流域のように崩壊地面積が大きく、平均崩壊深が浅い崩壊

地が卓越したケースにGuzzetti式を適用すると、崩壊生産土砂量が過大

に推定されることが示唆された。また、地質別に推定式を構築すること

で、推定誤差を小さくすることができた。沙流川流域全体に適用する際

には、地質による崩壊深の違いを考慮する必要があり、さらにデータの

蓄積と地質別累乗式の妥当性の検証が必要である。 

参考文献 

1）Fausto Guzzetti, Francesca Ardizzonea, Mauro Cardinalia, Mauro Rossia, Daniela Valigi: Landslide volumes and landslide mobiliza

tion rates in Umbria, central Italy, Earth and Planetary Science Letters, 279, p.222-229, 2009. 2）水垣滋、捧雅章、小田島大祐：

鵡川・沙流川水系における2016年8月豪雨による浮遊土砂流出量, 第61回北海道開発技術研究論文, 防37(治), 2018. 3）早川

智也、村上泰啓、水垣滋、渡辺浩司：平成28年8月台風10号に伴う沙流川上流の土砂動態特性について, 第9回土砂災害に関

するシンポジウム論文集, No. 9, pp. 185-190, 2018. 4）秋田寛己、水垣滋、村上泰啓：平成28年8月30-31日の豪雨による

沙流川上流域での崩壊地分布, 第63回北海道開発技術研究論文, 防8, 2020. 

図 3 崩壊地面積と平均崩壊深

の関係 

図 4 崩壊地面積と崩壊生産

土砂量の関係 

図 6 崩壊生産土砂量の

合計値の比較 
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令和元年台風第 19号による尾崎白浜の沢の土石流災害について 

八千代エンジニヤリング株式会社 池田誠、矢野孝樹、○西ヶ谷友美、篠原雄人 

岩手県沿岸広域振興局土木部 平野隼一 

１．はじめに

令和元年 10 月 12 日に伊豆半島に上陸した台風

19号は、強い勢力を保ったまま、10月 13日未明に

東北地方の東海上に抜け、1都 12県に甚大な被害を

もたらした。関東甲信地方、東北地方の多くの地点

で観測史上1位の値を更新するなど記録的な大雨と

なり、各地で土砂災害が発生した。岩手県において

も多数の土砂災害が発生した。 

本報告では、岩手県沿岸部の釜石市大字平田に位

置する尾崎白浜の沢流域で発生した土石流災害につ

いて、特徴を整理・考察した結果を示す。 

２．流域特性

対象地は、北側から、尾崎白浜の沢 2、尾崎白浜

の沢 3、尾崎白浜の沢 4の 3渓流が隣接しており、3

渓流とも土石流危険渓流である。 

本報告においては、3 渓流のうち最も流域面積が

大きく（A=0.13km2）、流出土砂量が比較的大きい

尾崎白浜の沢 3に着目した。対象渓流の谷出口上流

の平均河床勾配は約 1/5.2～1/ 2と急勾配である。 

流域内には県道及び林道が位置しており、谷出口

下流には集落、公衆用道路、市道等が位置する。谷

出口から河口（釜石湾）までの距離は約 0.6kmであ

る（図－１、図－３）。 

地質は主に古生代釜石層のチャート・粘板岩の互

層であり、d50=30cmの礫が主体である。 

３．災害の概要

 当該地域では、10 月 12 日の 20 時頃から激しい

降雨が長時間続いた。近傍の釜石観測所（気象庁）

で観測された最大 24時間雨量は 299mm/24hrであ

り、当該地域の 100 年確率 24 時間雨量

326.2mm/24hrに差し迫る雨量であり、記録的な豪

雨であった。 

対象渓流では、今回の豪雨により崩壊跡地の再侵

食及び拡大、渓岸・渓床侵食が生じて土石流が発生

し、谷地形に沿って流下したとみられる。本川沿い

には林道が整備されているが、林道の上流端は支川

との合流点になっており、支川からの出水により林

道の上流端で小規模な崩壊が生じ、土石流となり、

短区間であるが林道を侵食し、流下したと推測され

る痕跡が確認された（写真－１左）。 

流域内からの流出土砂・流木は、大半が谷出口付

近で堆積している状況であった。谷出口の直下流に

は公衆用道路が整備されており、流出した土砂によ

り道路施設の一部が被災した（写真－１右）。しかし、

この道路下流に整備された人工水路（三面張り 

 

 

 

図－１ 尾崎白浜の沢 流域概要図（航空写真） 

図－３ 尾崎白浜の沢３ 災害後の流域状況図 

図－２ 尾崎白浜の沢３ 縦断図 

写真－１ 尾崎白浜の沢３ 谷出口近傍の道路 
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水路）および集落までは土砂・流木は到達していな

いと推測された。 

４．土石流の発生・流下・堆積に関する考察

本章では、「崩壊地」、「侵食・流下区間」、「堆積区

間」に着目し、各区間の特徴を整理・考察した（図

－２、図－３）。 

４．１ 崩壊地（写真－２）  

流域内には、県道下部の斜面に最大の崩壊地が位

置する他、3 箇所で崩壊地が確認された。現地踏査

により、これら崩壊地は災害発生以前からの崩壊跡

地であると推測されたが、今回の豪雨により再侵食

あるいは拡大が生じ、土砂・流木の発生源の一端と

なったと推測された。 

４．２ 侵食・流下区間（写真－３）  

崩壊地から流下した土石流は、渓岸・渓床侵食を

伴い流下したとみられ、本渓流の主な土砂発生源で

あることが推測された。また、被災後の渓床には礫

が広く堆積していたことから、土石流は侵食と堆積

を繰り返しながら流下したことも推測された。なお、

土石流流下後の渓床の堆積物は d50=30cm 程度の礫

が主体であり、細粒分はほとんど残っていない状況

であった。 

４．３ 堆積区間 （写真－４，５）  

流出流木・土砂が主に堆積している谷出口付近の

河床勾配は 1/5 程度であり、土石流の堆積区間に該

当する。実際に、対象流域において流出土砂・流木

は、谷出口付近に多量に堆積していた。 

一部の土砂は谷出口直下流の公衆用道路上を通過

したが、その下流の人工水路および保全対象までは

到達していない。渓流の谷出口には胸高直径 25cm

程度の立木が密生しており、災害後、倒木化してい

ないことから、河床勾配の変化に加えて、これら立

木群による堆積の促進があったとも推測される。 

５．まとめ

本災害は、当該地域の 100年確率雨量に差し迫る

記録的な豪雨が誘因であったと考えられる。 

本渓流では、豪雨により土石流が発生したが、流

出土砂・流木の大半が谷出口付近に堆積し保全対象

まで流下せず、道路等の被災はあったものの、人的

被害など大きな被害に至らなかった。 

土砂・流木の大半が谷出口付近に堆積した要因と

して、河床勾配が緩やかになる点に加え、谷出口付

近の立木群によって堆積が促進されたことも推測さ

れた。しかし、土石流規模・土石流外力が今回のイ

ベントを上回っていた場合には、立木群が倒木・流

木化し、土砂と一体となって集落に流出し大きな被

害をもたらした可能性がある。 

したがって、今後の豪雨に備え、本災害による不

安定土砂・流木の特徴を踏まえたハード対策、ソフ

ト対策について推進を図ることが重要である。

写真－２ 

図－４ 写真位置図 

写真－３ 侵食・流下区間の状況 

公衆用道路 

林道 

県道 

市道 

 尾崎白浜の沢3 

写真－２ 崩壊地の状況 

侵食幅：5.0m 

堆積深：1.0m 

侵食深：1.0m 

写真－３ 

写真－４ 

写真－５ 

崩壊幅：10 m 

県道 

河床勾配の変化に加えて、立木群に

よる堆積の促進があり、土砂・流木

が多量に堆積したと推測される。 

一部土砂が谷出口直下流の

公衆用道路を通過した。 

写真－５ 堆積区間の状況（上流より） 

写真－４ 堆積区間の状況（下流より） 
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令和元年台風 19号による岩手県釜石市佐須の沢流域の土石流災害について 

八千代エンジニヤリング株式会社 池田誠、矢野孝樹、西ヶ谷友美、○篠原雄人 

岩手県沿岸広域振興局土木部 平野隼一 

１．はじめに

令和元年 10 月 12 日に伊豆半島に上陸した台風 19

号は、勢力を保ったまま北上し 1都 12県に甚大な被害

をもたらした。東北地方においても多くの地点で観測

史上 1 位の値を更新するなど記録的な大雨となり、各

地で土砂災害が多発した。岩手県においても多数の土

石流災害が発生した。本報告では、岩手県釜石市佐須

地区の佐須の沢で発生した土石流災害について、特徴

を整理・考察した結果を示す。 

２．流域特性

佐須の沢流域は、流域面積が 1.13km2、谷出口上流

の本川の渓床勾配は約1/11.5～1/3.5である。谷出口は、

本川、右支渓流、左支渓流の 3 渓流が合流する地点で

ある。 

流域内には県道が整備されており、県道の上流には

浄水施設が位置している。また、本川の県道より下流

には、河道に沿って公衆用道路が整備されている 

（図－2、図－4）。 

地質は釜石層のチャート・粘板岩の互層を主体とし

ており、最大礫径 0.7m程度である。 

３．災害の概要

 当該地域では、10月 12日の 20時頃から 13日未明

まで激しい降雨が長時間続いた。釜石観測上（気象庁）

で観測された最大 24 時間雨量は 299mm/24h であり、

当該地域の100年確率24時間雨量326.2mm/24hに差

し迫る雨量であり、記録的な豪雨であった（図－1）。 

流域内には複数箇所に小規模な崩壊地が位置してい

る（図－2）。本災害では、これら崩壊地の再侵食と渓

岸・渓床侵食により土砂・流木が生産され、3 渓流か

ら土石流が発生した。土石流は図－3 に示す通り、谷

出口付近で公衆用道路を流下し、公衆用道路と接続す

る市道および市道沿いの人家 2戸が被災した。 

流出土砂・流木は、3 渓流が合流する谷出口付近で

堆積していた。本川上は、市道の盛土上流に土砂堆積

が多い。市道の盛土には φ＝1.5m の暗渠が設置され

ているが、暗渠は閉塞しておらず、流出土砂は一部が

下流河道で堆積していた（写真－1,2）。 

 

 

 

県道： 

公衆用道路： 

市道： 

崩壊地： 

浄水施設： 

図－2 佐須の沢 流域概要図 

写真① 写真② 

φ＝1.5m 

流域面積1.13km2 

図－1 気象庁釜石観測所で観測された台風19号の 

1時間降水量と累加雨量 

図－4 佐須の沢縦断図 

左支渓流 

右支渓流 

写真－1 下流水路の状況 

本川 

図－3 土石流が流下したと推測される範囲 

写真② 

河道 

市道 

左支渓流からの土石流 

本川からの土石流 

右支渓流からの土石流 

公衆用道路 

左支渓流 

右支渓流 

本川 

写真① 

幅：2m 

谷出口： 

堆積土砂： 

渓流： 

写真－2 暗渠の状況 
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４．流域下流の状況の考察（谷出口付近）   

土石流が流下したと推測される範囲を図－5に示す。

土石流は谷出口で氾濫し、人家 2戸に被害を及ぼした。

図－6 に示す谷出口付近の状況より、河道に沿って公

衆用道路が位置しており、谷出口下流で河道と直行す

る市道の下部には暗渠が設置されている（写真－2）。

土石流は、一部が暗渠を閉塞させることなく通過し下

流河道に流下し、堆積した（写真－5）。堆積状況より、

下流河道では氾濫は生じておらず、河道を流下した土

砂・流木は人家に被害を与えていないと推測された。

ここで、写真－3,4 より、谷出口において右支渓流か

ら流出したとみられる流木が、道路側から河道側に向

かってガードレールを閉塞していた。この様な状況か

ら、右支渓流の流出土砂・流木は、一部は流末のガー

ドレールを乗り越え河道に流下したが、一部はガード

レールが閉塞されたことにより矩形水路となった公衆

用道路を流下したと推測された。

５．まとめ

佐須の沢地区において、主に崩壊地及び渓岸・渓床

侵食により、多量の土砂が生産され、谷出口下流にま

で流出した。 

当該流域の谷出口は 3 渓流の谷出口の合流点である

が、右支渓流からの流出土砂・流木により流末のガー

ドレールが閉塞し、土石流が河道を流下できず一部が

道路を流下したことにより人家に被害をもたらしたと

推察した。 

土石流の発生が予測される渓流を横断する道路に関

して土石流流下時の流量・流向を踏まえ、被災時の流

況を推定し、カルバート等の道路構造物による対策も

視野に入れた十分な検討が求められる。 

図－5 土石流が堆積したと推測される範囲 

写真－6 市道の状況 

写真⑤ 

写真⑥ 

写真③ 

写真④ 

図－6 谷出口付近の流下状況イメージ図 

ガードレールの隙間が流木

により閉塞している。 

土石流が流下したと推定される市道 

土砂の一部は市道を横断し、

下流の水路へ流下した 

土砂の一部は市道を流下し、

沿線の家屋に被害を及ぼした 

右支渓流からの流出土砂の一部は流

末のガードレールを乗り越え河道に

堆積したとみられる。 

右支渓流 

本川 

公衆用道路 市道へ 

右支渓流 

右支渓流から流出し、ガードレール

を乗り越えたとみられる土砂 

本来の流路（河道） 

ガードレールが閉塞され、道路

部が後続流の流路となった。 

土石流が河道を流下できず、 

公衆用道路を流下した 

流木が道路側から河

道側に向けて閉塞 

写真⑥ 

写真③④⑤ 

河道 

市道 

堆積土砂 

公衆用道路 

左支渓流 

右支渓流 

本川 

谷出口： 

堆積土砂： 

土石流の動線（推定）： 

暗渠 

写真－3 谷出口の土砂堆積の状況 

 

写真－4 河道の堆積土砂・流木の状況 

写真－5 河道の堆積土砂・流木の状況 
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小礫捕捉部材を併用した透過型砂防堰堤の計画 

株式会社パスコ 〇井関登喜夫，向平拓司，菅原和宏 

１．はじめに 

 土石流対策施設として鋼製透過型砂防堰堤を採用

するにあたっては，砂防基本計画策定指針および土

石流・流木対策設計技術指針 1)（以下，指針），鋼

製砂防構造物設計便覧 2)に準拠した場合，土石流時

に開口部を完全に閉塞させ，土石流を 100％捕捉す

ることを目標に定めている。 

また，土砂とともに流出する流木等を全て捕捉す

るためには，透過型堰堤を有する施設を原則とする

こととなった。これは，土石流を捕捉する性能に加

えて，平常時における無害な土砂を流下させること

により，堰堤の捕捉量を確保できるものである。こ

の指針では，透過部断面における縦・横部材の純間

隔は，最大礫径の 1.0 倍程度で決めることとされて

いる。 

しかし，最大礫径が小さい場合には，一般の鋼製

スリットでは土石流がスリットをすり抜けることと

なり，対応製品はないのが現状である。

本稿では，その小礫を捕捉する透過型堰堤の工法

を採用し，計画土砂及び流木を捕捉する設計を行っ

た事例を紹介する。 

２．設計の概要 

本設計当初は，既往の全体計画を踏襲し最下流に

不透過型堰堤１基を配置するものであった。 

設計条件として砂防堰堤の型式は，秋田県の建設

交通部設計マニュアル 3)（以下，秋田県マニュア

ル）より，原則，不透過型堰堤を選定することとな

っていた。また，不透過型の上部に流木捕捉工を設

置する流木捕捉を目的とした部分透過型構造は，国

の指導により，認められない構造であった。

現地精査の結果，これらの条件を勘案すると，既

往全体計画の不透過型堰堤を１基配置する計画は，

流出流木量に対して捕捉量が不足する結果となっ

た。そのため計画の見直しに着手し，２基の不透過

型堰堤を配置する計画案を検討したが，流域状況か

ら施工性，経済性，環境面で非常に不利であった。 

そこで，透過型堰堤の適用について検討すること

としたが，本流域の最大礫径が 20cm と小さいた

め，既存製品での鋼製スリットを適用することが困

難であり，また，堰堤配置位置が最下流に限定され

るという制約条件もあった。 

これらの条件において，土砂・流木ともに捕捉可

能な工法を検討した結果，補助工法としてワイヤロ

ープを併用することで，透過型鋼製スリット堰堤を

適用し，最下流に 1基配置する計画とした。 

３．対策施設の検討 

まず，対策施設である透過型鋼製スリット堰堤に

ついて，記載する。 

透過型堰堤の鋼管フレーム構造は，さまざまな型

式が開発されており，土石流・流木捕捉を目的とし

て土石流区間に設置されている。 

また，鋼製砂防構造物設計事例集 4)に記載されて

いるスリット純間隔が最小の 30cm 程度以上である

が，各メーカーにおける最小スリット間隔の製品

は，下表の通り（設計当時のヒアリングより）であ

った。 

次に，この鋼製スリット堰堤にワイヤネットなど

を併用した場合は，下表の製品が候補として挙げら

れる。 

各工法の施工写真を写真-1，写真-2 に示す。 

写真-1 グリッドネット 

写真-2 コレッキリスクリーン 

これらの工法のうち，本流域の対象最大礫径 20cm

に適応可能な製品は，コレッキリスクリーン 5)とな

る。このコレッキリスクリーンは，製品としての実

堰堤型式 スリット間隔

格子型鋼製砂防堰堤 60cm

鋼製スリット堰堤Ｂ型 30cm

J－スリット堰堤 50cm

鋼製スリット堰堤Ｔ型 40cm

ＣＢＢＯ型砂防堰堤 30cm

製品名 特長

グリッドネット
（格子型砂防堰堤に適応）

φ30cmのリング状の
ネットを併用

コレッキリスクリーン
（鋼製ｽﾘｯﾄ堰堤に適応）

石礫に応じた部材間隔で
ワイヤロープを調整
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績は少なく，既設及び新設の鋼製スリットに設置し

た実績は各々1箇所であった。 

前述したとおり，設計条件を勘案すると秋田県マ

ニュアルでは，原則，不透過構造を選定するもので

あるが，このワイヤロープで小礫を捕捉する事によ

り，併用工法として採用するに至った。

鋼製スリットの型式としては，この製品が設置可

能（ＣＢＢＯ型は設置不可）で，本流域の対象礫径

20cm を考慮し，最も安全側なスリット間隔を小さく

設定できる 30cm の鋼製スリット堰堤Ｂ型を採用し

た。 

４．適用製品の概要および構造 

コレッキリスクリーン「中小石礫・流木捕捉部材

（以下，小礫捕捉部材）」は，土石流対策における

鋼製スリット堰堤をすり抜ける中小石礫や流木など

の流下物を捕捉するため，また，中小規模の礫や流

木の捕捉能力を向上させる製品として開発された。 

図-1 のように，鋼製スリット堰堤の左右両岸のコ

ンクリート部に定着して，スクリーン状に設置する

部材であり，新設・既設を問わず，さまざまなタイ

プの鋼製スリット堰堤に適用可能である。部材間隔

は，流下する石礫の径に応じて調整可能である。

構造は，図-2 のように，配置したワイヤロープを

左右両岸のコンリート部に水平方向に定着して， 

ワイヤロープの鉛直方向に間隔保持機能を設置する

構造になっている。

また，各所に配置した衝撃吸収機能を有する部材

が石礫や流木捕捉時に効果的に作用する。 

本工法の仕組みとして，ワイヤロープ本体のサグ

（たわみ）で衝撃を吸収し，水平方向に周回状に配

置したワイヤロープが可動して衝撃力を吸収する。 

さらに，ワイヤロープとコンクリート部を定着す

る連結部では，緩衝部材が衝撃力を吸収する。 

これらの作用により，堰堤の鋼管にワイヤロープ

がもたれかかることで中小石礫等を確実に捕捉する

構造である。 

５．おわりに 

鋼製スリットと小礫捕捉部材との併用工法を使用

するにあたり，鋼製スリットの鋼材純間隔に指定は

ないものであった。 

本設計では，予備設計という段階でもあり，最も

安全側とした鋼材純間隔が最小とできる製品を選定

した。今後は，捕捉部材の施工が数多く実施されれ

ば，捕捉効果の実態調査とともに，鋼製スリットと

捕捉部材とのバランスが把握できるため，経済的な

組み合わせ工法の選定が可能になると考える。 
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2) 鋼製砂防構造物設計便覧：（財）砂防・地すべり技

術センター,平成 21 年 9月

3)建設交通部設計マニュアル（砂防編）：秋田県建設

交通部,平成 15 年 1 月

4)鋼製砂防構造物設計事例集：一般財団法人砂防・地

すべり技術センター,平成 23 年版

5)中小石礫・流木捕捉部材（透過型鋼製スリット砂防

堰堤用）コレッキリスクリーン：株式会社プロテッ

クエンジニアリング
図-1 中小石礫捕捉部材設置のイメージ（正面）5) 

 
ワイヤロープ 

間隔保持材  

ワイヤロープ 

間隔保持材 

図-2 中小石礫捕捉部材の構造 5) 

78



H30.7 豪雨における砂防堰堤の堆積状況に関する調査 

国土交通省 中国地方整備局○國時正博 

筑波大学 内田太郎 

国土技術政策総合研究所 山越隆雄 

中電技術コンサルタント（株） 荒木義則，河井恵美 

1 はじめに 

 2018 年 7 月の西日本豪雨では，西日本を中心に広範

囲で記録的な大雨となり，広島県内では総雨量 400mm 以

上の地域を中心に 1,242 箇所で土砂災害が発生した。 

流出土砂量は約 800 万 m3と 2014 年 8 月広島土砂災害

の約 16 倍もの土砂が流出し，人的被害，家屋被害のほ

か，山陽自動車道，JR 山陽本線，国道など主要交通施設

においても多くの被害が発生し物流・経済にも甚大な影

響を与えた。 

一方，これまで整備された砂防堰堤が多くの土砂を捕

捉し下流への被害を防いでいる。 

本稿では，砂防堰堤にどの様に土砂が堆積しているか

航空レーザ測量データ（以下，「LP データ」と記載）を

活用し，調査を行った結果を報告する。 

2 調査対象砂防堰堤の抽出 

豪雨により土石流または顕著な土砂流出が発生した

流域を対象とし，災害発生前後の LP データの活用が可

能な範囲における砂防堰堤の抽出を行った（図-1）。 

対象とする砂防堰堤は，土砂移動がある砂防堰堤 116

基の内，他の砂防堰堤の影響を受けない 69 基とした。 

 砂防堰堤の堆積状況が地質，堰堤高，堆砂状況（満砂，

未満砂）により変化する可能性があることから，地質図，

砂防施設台帳等より砂防堰堤のデータ整理を行った。 

 また，LP データによる机上調査だけでは，現地の詳細

状況が把握できないことから，地質区分，堰堤高，堆砂

状況の違いによる現地状況調査（20 基）も合わせて行っ

た。 

3 LP データによる堆積状況の調査 

 災害発生前後の LP データより，土砂変動図・縦横断

図（図-2）の作成を行うとともに，元河床勾配の確認，

砂防堰堤の元河床の 1/2 勾配や元河床の 2/3 勾配の設

定，LP データの差分による土砂量の算定を行った。さら

に，堆積状況の分析に用いるために図-3 に示す土砂量の

算定を行った。 

 現地調査の結果等を踏まえて，信頼性の高い 35 基の

データを用いて分析を行った。 

項 ⽬ 分 類 調査対象 現地調査
花崗岩類 55基（80%） 16基（80%）
流紋岩類 13基（19%） 4基（20%）
その他 1基（1%） ー
10m未満 45基（65%） 13基（65%）
10m以上 24基（35%） 7基（35%）
未満砂 45基（65%） 13基（65%）
満砂 24基（35%） 7基（35%）

地質区分

堰堤⾼

堆砂状況

図-1 LP 範囲と砂防堰堤の抽出 

表-1 調査箇所抽出一覧 

図-2 土砂変動図・縦横図（例） 

図-3 堆積状況の分析に用いる土砂量（概念図） 

3.3m 
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4 調査結果のとりまとめ 

4.1 堆積勾配に着目した整理 

現地調査より，砂防堰堤の満砂・未満砂，上流の堰堤

の影響，土石流の越流の有無により，堆積勾配に違いが

生じている可能性がある。そこで，災害後の堆砂面の縦

断勾配と元河床勾配（ｉ）の関係について整理した結果，

以下①～④の通り分類された。 

4.2 元河床勾配と堆砂率の関係 

天端高の水平面より上にどの程度土砂が堆積してい

るのか，実態把握を行うために下記の分析手法を用いて

元河床勾配と堆砂率の関係を検討した。 

（分析手法） 

 元河床勾配の 1/2 勾配，2/3 勾配まで堆積すると仮定した

場合に堆積する土砂量の内，天端高の水平面より上に堆積

すると考えられる土砂量（Ｖｐ）と実績の天端高の水平面よ

り上に堆積した土砂量（Ｖ）を比較する。 

ここで，Ｖｐは，土砂流出時の堆積勾配を 

・元河床 2/3 勾配とした場合（手法Ａ）

・元河床 1/2 勾配とした場合（手法Ｂ）

 の２つの手法で算出する。ただし，いずれの場合も同空間

に災害前に堆積していた土砂量分は差し引いて算出。 

以下の式で堆積率（Ｐｓ）を算出。 

Ｐｓ＝Ｖ／Ｖｐ 

 算出された堆積率を用いて，元河床勾配との関係につ

いて整理を行った。 

元河床勾配と堆積率の関係については，手法Ａ，手法

Ｂともにバラツキがあるが，元河床勾配が緩いほど堆積

率が高い傾向にあることが見受けられる。 

5 おわりに 

砂防堰堤の堆積状況について LP データを活用するこ

とで堆積傾向や堆積状況を把握することができた。 

砂防堰堤の土砂堆積は，上流地形，渓床勾配，地質，

降雨条件などにより変化するものであり，今回実施した

調査により概略的な傾向の把握を行うことが出来た。今

後は，調査数を増やし堆積状況の分析精度の向上を図っ

て行く必要がある。 

今回の取り組みは，砂防堰堤の効果量という砂防にと

って重要なデータが蓄積されることにつながるととも

に，今後も様々な条件のデータをとっていくことが重要

である。 

最後に本調査の実施にあたり，広島県の協力に対した

謝意を申し上げるとともに今回実施した調査手法やと

りまとめ方法が今後の調査の参考になれば幸いである。 

0.100

1.000

10.000

0 5 10 15 20 25

堆
積
率

元河床勾配の分⺟値

⼿法A ⼿法B

図-4 災害後の堆砂面の縦断勾配と元河床勾配の関係 

図-5 元河床勾配と堆積率の関係 

① 災害前未満砂，上流堰堤影響無し，土石流の越流が無

い砂防堰堤は，元河床 1/2 勾配よりも緩く堆砂してい

る傾向にある。

② 災害前未満砂，上流堰堤影響無し，土石流の越流が有

る砂防堰堤は，元河床 2/3 勾配よりも緩く堆砂してい

る傾向にある。

③ 災害前満砂，上流堰堤影響無し，土石流の越流有り砂

防堰堤は，元河床 1/2～2/3 勾配となっている。

④ 災害前満砂と未満砂，上流堰堤影響有り，土石流の越

流が有る砂防堰堤は，元河床 1/2 勾配よりも緩く堆積

している傾向にある。

※この図は、災害前満砂の場合のイメージ図
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i：元河床勾配

1/2i：元河床1/2勾配

2/3i：元河床2/3勾配

1/2i 2/3i 
i

①
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④

③
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現地観測に基づく降灰裸地斜面における表面流および侵食土砂の発生実態の把握 

国立研究開発法人土木研究所 ○平岡 真合乃，手塚 咲子（現 日本工営株式会社），山崎 祐介 
林 真一郎（現 国土交通省），石井 靖雄 

１．はじめに 
火山噴火に伴う噴出物（以降，粒径 2 mm 以下のものを火

山灰と呼ぶ）の降下が土石流等の土砂移動現象に与える影響
を把握する上で，降雨時の斜面の水文環境に対する降下火山
灰の影響の解明が不可欠である。火山灰の降下が水文・侵食
過程に及ぼす影響を調べたこれまでの研究では，人為的に火
山灰を散布した斜面での現地散水実験から，火山灰の堆積後，
同程度の雨量に対する表面流や侵食土砂は増加するが，侵食
が進めば減少する 1)ことが確認されている。しかしながら，噴
火活動が長期化し，断続的に火山灰の降下が生じる場合の降
下火山灰量の時間的な変化が，表面流や侵食土砂の流出に及
ぼす影響は，よく分かっていない。 
鹿児島市桜島では，噴火活動を間欠的に繰り返しており，

1980～2000年の1年あたりの噴火回数に対する降下火山灰量
は，0.6～6.2 万トン 2)とばらつきがあることが分かっている。
これまでに，斜面の堆積火山灰の粒径が小さければ，対象領
域の浸透能・浸透強度などの低下 1)や表面流の発生しやすさ
が変化する 3)という報告はあるものの，間欠的に降下する火
山灰の量的な変化が水文・侵食過程に与える影響はほとんど
明らかでない。 
そこで本研究では，降下火山灰量が変化する期間を対象と

した斜面の表面流および侵食土砂の発生実態から，降下火山
灰量の変化が斜面の水文・侵食過程に与える影響を把握する。 

２．研究方法 
2.1 研究対象地 
本研究は，桜島の有村川流域（面積4.33 km2，平均傾斜30°）

を対象とした（図－1）。対象流域周辺の地質は，溶岩流と火
砕物の互層である 4)。1980～2019年の対象流域の平均年降下
火山灰量は，1980年代が47 kg/m2，1990年代が31 kg/m2，2000
年代が5 kg/m2，2010年代が25 kg/m2であった 5)。最近10年
間の傾向は，噴火回数は多いものの，降下火山灰量は1980年
以降の最多期の半分程度となっている。 
対象流域にはクロマツが生育しているが，裸地もしくは貧

植生の斜面もある 6)。アメダス鹿児島観測所における，2011～
2018年の年平均気温および年降水量の平均値は，19 °C，2649 
mmである。5～9月の月降水量は平均で352 mmであり，年
降水量の約66%を占める。桜島の山頂は標高1000 mを超え，
1970 年代から 2018 年まで，冬期に山頂付近で降雪が確認さ
れている。 

2.2 現地観測 
本研究では，火山灰の堆積した裸地斜面からの，降雨によ

る水および土砂の流出実態を把握するため，観測区画（幅：
約1.0 m，斜面長：約1.8 m）を設け（図－2），表面流および
侵食土砂の観測を行った。観測区画は，南岳山頂火口及び昭
和火口から約2 km離れた，南西向き裸地斜面（傾斜12°）に
設置した（図－1）。 
観測区画で発生した表面流および侵食土砂を定量的に把握

するため，斜面下方に貯留槽を設置した（図－2）。表面流は，
貯留槽内の水位と荷重の変化から流出水量をイベント単位（降
水量1 mm以上，無降雨期間24時間以上）で算出し，各イベ
ントにおける観測区画内の降水量に対する流出水量の割合を，
表面流の流出率（以降，流出率と呼ぶ）とした。侵食土砂は，
貯留槽内の火山灰を回収し，乾燥重量を期間日数で除し，平
均日侵食土砂量とした。観測は2012年1月から2018年12月
に行い，数か月に一度の頻度でデータ等を回収した。ただし，
2015 年 1 月から 2016 年 10 月中旬まで観測を中断していた。
降水量および降下火山灰量は，大隅河川国道事務所による，
図－1に示す観測点での計測値を使用した。 

３．結果および考察 
3.1 観測期間の降水および降下火山灰の傾向 
年降水量は 1355～3492 mm であった（図－3a）。月別降水

量は6月（平均値および標準偏差：688 ± 291 mm）と7月（358 
± 207 mm）が大きく，最大時間雨量は毎年6～9月の間で発生
していた（52 ± 18 mm/h）。年降下火山灰量は6～58 kg/m2の範
囲で，平均値は30 kg/m2であり，1990年代の降下量と同程度
であった。月別降下火山灰量は，2015年6月以降著しく減少
し（図－3b），2012～2015年が3.7 ± 1.3 kg/m2，2016～2018年
が1.3 ± 1.2 kg/m2であった。これらのことから，対象の7年間
は，年降水量に多寡はあるものの，月別降水量や最大時間雨
量の最大値の発生時期には大きな違いはなかった。一方，月
別降下火山灰量は，2015 年以前の方が 2016 年以降よりも平
均で約3倍多かった。 

3.2 少雨期・多雨期における降下火山灰，降水，表面流，侵
食土砂の発生状況 
図－4は，観測期間を多雨期（5～9月）と少雨期（10～4月）

に分け，平均日降下火山灰量（Wf），期間総降水量（P），平
均流出率（Qmean），平均日侵食土砂量（Wd）を示したもので
ある。以下では，全ての観測データが揃っている2012～2014
年（以降，2014年以前と呼ぶ），2017～2018年（以降，2017

図－1 南岳山頂火口および昭和火口，有村川流域，観測区画，降

水および降下火山灰の観測点の位置図．太実線は流域界，細点線

は主流路をそれぞれ表す． 

南岳山頂
火口 昭和火口

観測区画

降水・降下火山灰
観測点

有村川流域

図－2 観測区画および表面流・侵食土砂観測システムの概要 
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年以降と呼ぶ）を対象として，比較・考察する。 
Wfは，2014年以前の方が2017年以降より多かった（図－

4a）。前者は少雨期（0.19 ± 0.08 kg/m2）に多く，多雨期（0.07± 
0.003 kg/m2）に少なかったことから，桜島周辺の夏期と冬期
で異なる風向きの影響 2)が考えられる。一方，2017年以降の
Wf は，少雨期と多雨期の間に，2014 年以前ほどの差がみら
れなかった。 

P は，多寡はあるものの，いずれの年も少雨期と多雨期の
大小関係は変わらなかった（図－4b）。図示はしていないが，
降雨時に表面流が発生したイベントの割合は，各年の全観測
イベントの 31～55%であり，2018 年が最多で，次いで 2014
年（53%），2012 年（45%），2013 年（34%），2017 年の順に
多かった。 

Qmeanは，2014年以前（0.04 ± 0.02）より2017年以降（0.07 
± 0.06）の方が高かった（図－4c）。特に，2017年以降の多雨
期のQmean（0.11）は，少雨期（0.02）の5.4倍高く，少雨期と
多雨期の違いが小さかった2014年以前とは，傾向が異なって
いた。 

Wdは，2014年以前が0.18 ± 0.16 kg/m2，2017年以降が0.07 
± 0.04 kg/m2であった（図－4d）。また，2014年以前は少雨期
（0.04 kg/m2）より多雨期（0.33 ± 0.05 kg/m2）の方が平均で8
倍多いのに対して，2017年以降は少雨期（0.03 kg/m2）と多雨
期（0.10 kg/m2）の大小関係は変わらないものの，両者の差は
2014年以前より小さかった。 

降下火山灰量の違いによる降雨時の斜面での表面流および
侵食土砂の流出状況を把握するため，Wf と Qmeanおよび Wd
との関係を調べたところ，少雨期と多雨期で傾向が異なって
いた（図－5）。少雨期は，Qmeanも Wd も，Wf の増加に対し
て増減はほとんどみられなかった。一方，多雨期は，Wfの増
加に対して，Qmeanは減少傾向（図－5a），Wdは増加傾向がみ
られた（図－5b）。すなわち，Wfが多い多雨期は，Qmeanが比
較的低くWdが多い傾向を，少ない多雨期は，Qmeanは高くWd

は少ない傾向を示していた。 
以上の結果から，観測区画から流出する表面流および侵食

土砂は，少雨期より多雨期に多く，いずれも降水量の多い時
期に多い傾向がみられた。しかしながら，表面流と侵食土砂
は，降下火山灰の多寡に対して一様の傾向がみられたわけで
なく，侵食土砂は降下火山灰が多くなると流出量が多くなる
傾向がみられた。一方，表面流は降下火山灰量が少なくなる
と流出率が高くなる傾向がみられた。このことから，斜面か
ら河道への侵食土砂量，すなわち流出火山灰量は，降雨時の
表面流の流出率の高低だけでなく，降下火山灰の多寡によっ
ても変化する可能性が大きいことが分かった。 

４．おわりに 
降下火山灰量の異なる5年間の，降灰裸地斜面における表

面流および侵食土砂の観測結果から，降雨時に斜面で発生す
る表面流や侵食土砂の実態を把握し，降水量のみならず，降
下火山灰量との関連がある可能性を明らかにした。今後，表
面流および侵食土砂の発生状況と，降水諸量および降下火山
灰量との関係を詳細に分析するとともに，表面流と侵食土砂
の流出量の関係についても，さらに検討を進めていく。 
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図－3 観測期間の（a）月別降水量と（b）月別降下火山灰量 
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山間地域におけるＵＡＶによる自動巡回・画像取得の試行について 

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 小竹利明，山田拓，柴田俊 

国土交通省国土技術政策総合研究所  木下篤彦 

中電技術コンサルタント株式会社 〇河井恵美，能島佑佳，久家政治，荒木義則 

1. はじめに
平成 23 年紀伊半島大水害により、大規模な崩壊等が発生し、崩壊土砂が河道を閉塞することで、天然ダム

が形成された。天然ダムでは、緊急工事や対策工事により、砂防堰堤や落差工群等の施設整備が進められて
いる。しかしながら、現在でも梅雨や台風等の降雨により、崩壊斜面の拡大崩壊や河道内の堆積土砂の再移
動等が繰り返されており、下流に対する安全が十分に確保できていない地区は、緊急調査 1)が継続されてい
る。緊急調査では、「継続監視期」に被害の生じるおそれのある区域および時期の想定に関する調査として、
天然ダムに対する地上またはヘリコプターによる監視や各種観測機器等を用いた計測を行っている。 

本稿では、天然ダムの継続監視期における緊急調査手法について、現状の課題を整理し、 新のＵＡＶの
機能・性能を 大限に活用した新たな調査手法について、実現場に適用するための実証実験を行い、その有
効性を検証すると共に、実験結果をとりまとめた結果について報告する。 

2. 天然ダムの緊急調査における継続監視期の課題と対応策（案）について
天然ダムの発生した４地区（赤谷,長殿,栗平,熊野）について、既往の監視方法や天然ダムの経年的な状態

変化から監視範囲と着目点を整理し、継続監視期における現状の課題を抽出した。次に、３つの実現すべき
目標（①ＵＡＶを安全な場所から自律航行（全自動）で飛行できること。②１回のフライトで地区全体の
概略状態が把握できること。③概略状態の把握を踏まえた着目箇所について詳細にその変化が把握できる
こと。）を定め、 新のＵＡＶを活用して課題への対応策を検討した（図-1）。検討では、各地区の監視シ
ナリオ（各フェーズ）を設定し、土砂移動形態や地形特性に適合するように、試行錯誤による段階的な実
証実験を複数回行うことで、ＵＡＶの機能・性能が 大限に発揮できる新たな調査方法を模索した。

3.実証実験の概要（ＵＡＶによる自動巡回・画像取得）
ＵＡＶを活用した緊急調査の実証実験は、現地踏査を踏まえて安全な離発着場所を選定した。次に、操

縦者とＵＡＶ機体との位置関係に関する視認性（目視可能な範囲）や通信環境（制御信号,画像転送）の良
否を確認し、段階的に飛行ルートを調整することで各地区の諸特性を考慮した 適なフライトプランを設
定した。赤谷地区の事例を図-2 に示す。フェーズ１の監視は、飛行距離を少なくし、崩壊地全体を確認す
るために崩壊地の対岸側から動画撮影を実施した。次に、フェーズ２の監視は、詳細に変化を把握するた
めに静止画撮影等を実施することとした。 

 

 

天然ダムの監視範囲

◆土砂流出

◆拡大崩壊

◆湧水等

◆出水による天然ダムの状態変化の確認

◆応急復旧等の対策の状況確認等

斜 面 

◆湛水池

◆天然ダム頂部

◆応急復旧設備

◆観測機器

◆天然ダム下流

（本川交流点等） 

天然ダム 

継続監視期にお

いては、崩壊斜

面や渓流におけ

る状況変化の把

握が重要であ

る。そのため、

全体の概略把握

を迅速（1 フラ

イト）に行える

動画撮影を行

う。

【オルソ画像撮影】動画撮

影を踏まえて、予め設定し

た複数プランの中から、着

目箇所を選定し、静止画撮

影を実施。 

監視シナリオ_フェーズ１：遠望監視ﾌﾗｲﾄ 
（動画撮影） 

監視シナリオ_フェーズ２：近接詳細確認ﾌﾗｲﾄ 
（静止画撮影⇒定点,一定ﾙｰﾄ） 

【定点撮影】着目箇所と

UAV の位置関係について、

視認性を確認し、最適な定

点とカメラアングルを設定

する。 

図-2 ＵＡＶを用いた継続監視期の実証実験（赤谷地区の事例） 

渓流部：縦断 飛行計画 

継続鑑識の課題(既往実績) 

■防災ヘリが曇り等で出動できない。 

■現場内道路等の流出等により、地上

調査着手までに時間を要する。

ＵＡＶを活用した対策案（実現すべき３つの目標） 

①ＵＡＶ調査は、自律航行（全自動）を基本とし、安全な場所から離発着
する。

②1 回のフライトで天然ダム全体の現状等を迅速に概略把握するための
遠望監視調査（動画撮影等）を行う。（フェーズ１）
③動画撮影等を踏まえ、着目箇所を選定し、詳細にその変化を把握するた

めの近傍詳細調査（静止画撮影等）を行う。（フェーズ２）

天然ダムの監視範囲と着目点 ＵＡＶの適用・評価 

■天然ダム調査への具体的な

実践投入事例が少ない。

■機動性,安全性,品質,迅速性

図-1 天然ダムの監視範囲（着目点：赤谷地区の事例）と現状課題に対するＵＡＶを活用した対応策
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4. 継続監視期における実証実験の結果

4.1 遠方監視フライト（動画）
各地区とも、段階的な試行実験（５回程度）を行う

ことで、栗平地区を除き、1 回のフライトで崩壊斜面
を含む天然ダム全体を動画撮影できる飛行プラン（使
用機体：Mavic 2 Pro,撮影高度：対地 149m 以下,動
画：800 万画素,速度：30km/hr～45km/hr）が設定でき
た。赤谷地区の崩壊地（頂部）の状態を確認した画像
取得例を図-3 に示す。各地区の試行実験結果より、
機動性、安全性、品質、迅速性を勘案し、 適飛行プ
ランとして設定した。
また、各地区で実施した全ての遠望監視フライトの

飛行距離と飛行時間を関係を図-4 に示す。各地区の
天然ダムは規模の違いはあるものの、概ね比例関係と
なっている。今後、新たに天然ダム等が発生した場合
には、飛行距離と飛行時間（速度）設定の目安にす
ることができると考えられる。  
4.2 近接詳細確認フライト（静止画：ｵﾙｿ画像撮影） 

近接詳細確認（静止画：一定高度撮影）では、天然
ダムや大規模崩壊地の静止画撮影を行い、危険を伴う
現場内作業を行わないでオルソ画像を作成した。ま
た、撮影データの解析時間を短縮し、より迅速な調査
を実現するために、標定点の設置が不要でリアルタイ
ムオルソ画像を作成する新技術（使用機体：Phantom4
RTK）を試行した（図-5）。

赤谷地区では、エリア 1 においては、撮影と同時に
オルソ画像が作成できた。エリア 2 では、撮影データ
の送信距離が長くなり、電波通信環境が悪化したた
め、データ送信に遅延が発生し、リアルタイムオルソ
画像はできなくなることが確認できた。
4.3 近接詳細確認フライト（静止画：定点撮影）

近接詳細確認（静止画：定点撮影）では、砂防堰堤、
工事中の仮設構造物、崩壊地等の着目箇所に対する
適な定点位置とアングル設定を行った。また、全体把
握のための全天球撮影、湧水や漏水把握のための赤外
線撮影についても実施した（図-6）。 
4.4 全自動航行の実施に対する課題と対応 

上記撮影は、試行錯誤を踏まえて安全な場所から全
自動航行させた結果であり、全自動航行を実施する上
での主な課題(図-7(a),(b))と対応を以下に示す。 
機体とプロポとの通信不良の課題は、既往 LP デー

タ（3 次元）を活用することで機体とプロポの直線見
通しが取れる地点から離発着させることで解決した。
また、プロポ 2 台を使った通信リレーにより、撮影可
能距離が延長できることを確認した。

離発着を含む全自動による自律航行は、 低 8 機以
上 GNSS を捕捉する必要があり、衛星受信確認試験に
より、 適な離発着地点の選定を行った。GNSS を十
分捕捉できない場所から離発着させる場合は、離発着
を手動操作とし、上空に移動後、自律航行への切替え
を行うことで問題を解決した。 
5. おわりに
本稿では、天然ダム対策のための砂防事業が行われている４地区において、UAV を用いた自動巡回・画像取

得の実証実験を行った結果、従来手法の代替え手段となる新たな調査方法として、迅速・安全・高精度に実
施できることが確認できた。なお、実証実験の結果は、「手引き」2) としてとりまとめたものが公開されてい
るため、詳細については、参考文献を参照されたい。 
参考文献 
1)緊急調査実施の手引き（河道閉塞による土砂災害対応編）,国土交通省,平成 23 年 4 月.
2)UAVの自律飛行による天然ダムの緊急調査及び被災状況把握に関する手引き,国土交通省,令和 2年 3月.
https://www-1.kkr.mlit.go.jp/kiisankei/center/research1.html
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図-5 近接撮影による天然ダム等詳細把握
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〇 

図-6 近接撮影による画像取得例

(a)定点撮影 (b)全球撮影

(b)エリア 1:ﾘｱﾙﾀｲﾑｵﾙｿ画像
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図-7 全自動航行を実施する上での課題 
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西日本豪雨災害（広島県坂町）における土砂・洪水氾濫モデルの適用 

いであ株式会社 ○加藤陽平，樋田祥久，岡村誠司，越智尊晴，板谷越朋樹，三浦裕司，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．

土砂・洪水氾濫対策について各種の調査・検討１）が進められる中，氾濫

範囲の推定手法について高度化等が求められている．

このような背景から，本研究は土砂・洪水氾濫の再現性向上を図り，

事前防災の一助とするため，シミュレーションモデル構築を目的とする．

本稿では，平成30年7月西日本豪雨において広島県坂町の総頭川流域

で発生した土砂・洪水氾濫現象に着目し，土石流から掃流砂・浮遊砂ま

でを対象とした一次元河床変動計算と，平面二次元河床変動計算による

土砂・洪水氾濫の再現を試みた結果を示し，構築したモデルの有効性に

ついて述べる．

2. 土砂・洪水氾濫モデルの構築

2.1 モデルの概要

今回適用した土砂・洪水氾濫計算のフローを図-1 に示す．平野部の

氾濫計算を行うには流量や上流域からの流出土砂量が必要であり，本研

究では，それらを分布型降雨流出モデルと一次元河床変動モデルにより

算出する構成とした．

2.2 セル分布型降雨流出モデル

流域を25m×25mのセル（格子）の集合体としてモデル化し，最急

勾配法により落水線網（図-2 の灰色線部）を作成した．各セルの地盤

高は国土地理院基盤地図情報から作成した．雨量ハイエトグラフは，

XRAIN から抽出した 250m メッシュの 10 分間雨量とし，各セルに近

いメッシュ雨量を与えた．図-3はXRAINによる積算雨量（H30.7.5～
7.7）であり，総頭川流域平均では約440mmの降水があった． 
2.3 一次元河床変動モデル 

総頭川本川および支川渓流（図-2 の赤線部）を対象として，土石流

から掃流砂・浮遊砂までを一連で計算可能な一次元河床変動モデルを構

築した．流砂量・河床変動の計算式は中川ら 2)の手法に従った．現場で

採取した河床材料の粒度分布を与え，2.2で述べた流出解析による渓流

流量を供給し，流域全体の渓流の河床変動計算を行った．図-2 中に〇

印をつけた地点（本川上流・支川）における流量と土石流流下量を図-4

に示す．これら2地点の流量と土石流流下量を，2.4で述べる平面二次

元土砂・洪水氾濫モデルの境界条件として使用した． 

図-1 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（25mメッシュ） 

図-4 総頭川の推定流量・土石流流下量
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渓流の流量

②一次元河床変動モデル

平野部への土砂流出量

③平面二次元氾濫モデル

河道の流量

流域の地形
（基盤地図情報）
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図-3 XRAINによる広島・呉周辺の積算雨量（H30.7.5～7.7）
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2.4 平面二次元土砂・洪水氾濫モデル 

平面二次元土砂・洪水氾濫モデルの概要を表-1 に示す．掃流砂・

浮遊砂領域を対象とした基礎式をベースに，高濃度の土砂流へ適用す

るため，掃流力算出時の流水の密度に水と土砂の混合密度を使用する

ほか，干渉沈降を考慮した沈降速度式を用いる改良を行った．対象範

囲は図-2 中に○印をつけた地点の下流域とし，国土地理院基盤地図

情報（数値標高モデル）5mメッシュ標高データを用いて総頭川の本

支川河道と氾濫原を含めた 5m×5m メッシュの地形データを作成し

た．解析による総頭川の土砂・洪水氾濫結果は図-5に示すようであり，実績氾濫範囲 3)を概ね再現できている． 

3. まとめと今後の展開

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，総頭川下流域の土砂・洪水氾濫計算を行った．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，シミュレーションの有効性を示した．

総頭川流域では大規模な新規崩壊がなかったこと，土砂・洪水氾濫においても流木による閉塞はほとんど見られなかった

ことから，今回の計算では斜面崩壊による生産土砂量，流木の発生等は考慮していない．今後は，最新の知見等を反映した

土砂生産・流木生産・流木捕捉等のモデル化について検討し，再現性の向上を図る．また，本シミュレーションモデルを中

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

として活用するための研究を進める予定である．
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表-1 二次元土砂・洪水氾濫計算モデルの概要 
流水 平面二次元浅水流方程式

掃流砂
芦田・道上式（掃流力算出時に水と土砂の混合

密度を使用）

浮遊砂

浮上量： 板倉・岸の式（掃流力算定時に水と土

砂の混合密度を使用）

沈降速度：Rubeyの式（干渉沈降を考慮） 
土砂流送：浮遊砂濃度の平面二次元移流拡散方

程式

河床変化 流砂の連続式，混合粒径（交換層モデル）
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大規模土砂災害における無人航空機等を活用した初動調査について 

国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所 亀井稔，松岡和行※1，南口由行※2 

国土交通省国土技術政策総合研究所 木下篤彦 

中電技術コンサルタント株式会社 ○秦雅之，中田一騎，山野亨，河井恵美，荒木義則 

（※1：現 豊岡河川国道事務所，※2：現 大和川河川事務所） 

1. はじめに

地震や豪雨により生じた大規模な崩壊等により、崩壊土砂が河道を閉塞し、天然ダムが形成されること

がある。形成された天然ダムは降雨や渓流の流水により次第に侵食されることが多いが、天然ダムが決壊

すると上流に溜まった水を含む大規模な土石流が発生し、下流域の人家等に甚大な被害を及ぼす危険性が

ある。このため、天然ダムが形成された際に実施する緊急調査について「緊急調査実施の手引き（河道閉

塞による土砂災害対策編）平成 23 年 4 月」が策定されている。また、本手引きでは、地上またはヘリコプ

ターでレーザー距離計による計測等を行って緊急調査の必要性を判断すること、緊急調査では天然ダムの

形状の計測結果等を踏まえて被害のおそれのある区域及び時期を推定することなどが定められている。

本検討では上記手引きの初動対応「Ⅰ.緊急調査着手の判断」、「Ⅱ.初動期における被害の生じるおそ

れのある区域および時期の想定に関する調査」について、既往資料を基に課題を整理した上で、無人航空

機や ICT 機器（砂防調査・管理効率化ツール「SMART SABO」）を活用してそれらの課題を解決するための

実証実験を行い、その有効性を検証した。 

2. 大規模土砂災害における初動対応の課題と対応の方向性

既往の検討資料・実績を基に大規模土砂災害における初動対応の課題を抽出し、無人航空機や ICT 機器

を活用してその課題を解決するための対応の方向性(案)を検討した（図-1）。 

3. 無人航空機や ICT 機器を活用した初動対応の実証実験の概要

上記の課題とその課題解決の方向性(案)を踏まえ、平成 23 年の紀伊半島大水害で大規模な河道閉塞が発

生した奈良県五條市赤谷地区で無人航空機や ICT 機器を活用した初動対応の実証実験を行った（図-2）。 

 

図-1 大規模土砂災害発生時の初動対応の課題と課題解決の方向性(案)

大規模土砂災害(河道閉塞)の発生 

無人航空機[ヘリ代替]の活用

（写真撮影,レーザ計測） 

⇒迅速･正確に現地概況を把握

⇒緊急調査着手判断,氾濫想定

ICT[SMART SABO]を用いた調査

（TEC-FORCE 等の現地調査）

⇒迅速･安全に詳細状況を把握

⇒復旧計画･復旧対策検討

 

◆防災ヘリが曇り等で出動できない。

◆航空写真や LPデータがないと、緊急調

査着手の判断（土石等高さ 20m）や氾濫

区域の想定（QUAD モデル）ができない。

◆防災ヘリからの調査では、天然ダムの

越流開始点の判断が難しく、計測誤差

が大きい（数 mの誤差が生じ得る）。

◆TEC-FORCEの地上調査には危険が伴う。

◆地上調査では、調査場所･ルートの把

握、調査後の結果整理に時間を要する。

課題解決の方向性（案） 初動対応の課題（既往実績） 

写真･地形データを活用 

図-2 ICT 技術を活用した初動対応の実証実験（奈良県五條市赤谷地区）
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4. 初動対応の実証実験の結果

①緊急調査着手の判断

Step1 の固定翼（Birdie GEO）を用いた広域調査

（撮影高度：海抜 1,648m、撮影範囲：3.0km×4.4km）

の結果、赤谷地区の大規模崩壊地の 10 倍程度の広

さを撮影でき、天然ダムや周辺の崩壊地を含む災害

箇所周辺の全容を把握することができた。また、撮

影写真から PPK（Post Processing Kinematic：後処

理キネマティック方式）で位置情報を取得して 3 次

元点群モデルを作成することにより、1 日以内に仮

想天然ダム（実験では尾根部を設定）の概略形状（天

然ダムの高さ等）を計測できた（図-3）。これより、

防災ヘリ調査を実施できない場合も、固定翼を用い

た調査を行うことで、緊急調査着手の判断が可能に

なると言える。ただし、写真から作成した 3 次元点

群は樹木を含んだ地表のデータであるため、樹木の

高さ程度の誤差を含むことに留意が必要である。 

②初動期における被害の生じるおそれのある区域

および時期の想定に関する調査

Step2 の回転翼（Phantom4 RTK）を用いた垂直写

真撮影により、天然ダム周辺の詳細なオルソ画像を

作成し、天然ダムの湛水長を計測することができ

た。また、回転翼（Matrice600 Pro）を用いたレー

ザ計測（計測誤差：30cm 未満）により、QUAD モデル

による天然ダムの決壊シミュレーションに必要な

数値データ（天然ダムの位置・比高・下流側水平長・

越流までの水位差）を全て半日以内に計測すること

ができた（図-4）。これより、防災ヘリ調査を実施

できない場合も、回転翼を用いた写真撮影・レーザ

計測を行うことにより、従来より迅速かつ高精度で

天然ダム決壊に係る被害区域や決壊時期のシミュ

レーションを実施できると考えられる。

③砂防調査・管理効率化ツール「SMART SABO」を

活用した現地調査

Step3 では、②で作成した天然ダム周辺のオルソ

画像を「SMART SABO」の背景図として取り込み、TEC-

FORCE の初動対応を想定した地上での緊急調査を実

施した。その結果、調査場所・調査ルートの把握、

調査員の安全確認、調査の進捗管理、調査完了後の

データ整理等において、従来の調査方法と比べて格

段に負荷を軽減できることを確認した。また、

「SMART SABO」は別途作成した復旧計画(案)の CAD

図面や国土数値情報の土砂災害警戒区域等のGISデ

ータを取り込めるため、復旧計画と現地の各種情報

を確認しながら現地調査を行うことができるなど、

TEC-FORCE の初動対応のみならず、その後の復旧計

画・復旧対策の検討等にも非常に有益であることを

確認した（図-5）。 

5. おわりに

本検討では、既往の大規模河道閉塞の発生箇所（奈良県五條市赤谷地区）で大規模土砂災害発生時の初

動対応の実証実験を行い、無人航空機及び ICT 機器（砂防調査・管理効率化ツール「SMART SABO」）を活

用することにより、従来より初動対応を格段に迅速、安全かつ高精度で実施できることを確認した。本手

法は、当該地区のみならず他の多くの大規模土砂災害の初動対応に活用できると考えられるため、今後大

規模土砂災害が発生した際は、本手法を参考にして初動対応を実施されることを期待する。 

図-3 固定翼を用いた災害箇所の全容把握（Step1）

図-4 回転翼を用いた天然ダム形状の詳細把握（Step2）

図-5 SMART SABO を用いた現地の詳細把握（Step3）

湛水長

オルソ画像無人航空機による撮影

・フライト回数 ：1 回

・フライト時間 ：約 15 分

・点群データ解析：約 15 分（現場)

・計測高度 ：対地 80m 

・計測範囲 ：0.3km×0.6km

・点群密度 ：100 点以上/m2

・フライト回数 ：2 回

・フライト時間 ：約 30 分

・簡易オルソ作成：約 15 分（現場)

・オルソ画像作成：約 240 分

・撮影高度 ：対地 500m 

・撮影範囲 ：1.8km×2.2km

・フライト回数 ：5 回

・フライト時間 ：約 130 分

・簡易オルソ作成：約 70 分（現場)

・オルソ画像作成：約 480 分

・撮影高度 ：海抜 1,648m

・撮影範囲 ：3.0km×4.4km

・撮影枚数 ：約 950 枚 
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足洗谷流域における粒径別の土砂生産源推定

（国研）土木研究所寒地土木研究所 ○水垣 滋・谷瀬 敦・村山雅昭

京都大学防災研究所  宮田秀介

三重大学生物資源学部 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る。欧米では、微細土砂を対象に複数トレーサを用いた多変量混合モデルによる

fingerprinting（土砂生産源推定）が主流となっており（Walling et al., 1999; Collins et al., 2010）、生産源土砂のト

レーサ特性から、生産源の区分法と有効トレーサの組み合わせを統計的に抽出することで、信頼性の高い生産

源寄与度の定量評価を行っている。わが国では、古くから海岸砂や河床材料の生産源推定に岩種や鉱物組成、

元素組成などがトレーサとして用いられてきたが、生産源区分と有効トレーサの組み合わせを検討した事例は

極めて少ない（Mizugaki et al., 2012）。流砂系の総合土砂管理の観点から、幅広い粒径に適用できる生産源推定

手法の構築が望まれるが、使用するトレーサ特性に粒径依存性を有する場合が多く、微細土砂に用いるトレー

サ特性をそのまま砂礫に適用できない可能性がある。本研究の目的は、様々な粒径階に適用可能な土砂生産源

推定手法を構築することである。 

2. 方法

2.1 調査地及び野外調査 調査流域は、神通川水系蒲田川流域の

足洗谷（6.7 km2）である（図-1）。生産源土砂のトレーサ特性を調

べるために、地質図（原山, 1990）をもとに調査地点を 54箇所設

定し、裸地斜面の表層約 5 cm から土砂試料を採取した。流出土

砂は、下流端の観測水路（図-1）のスロットサンプラーで捕捉さ

れた土砂を 3深度から採取した（2017年 7月 8日回収）。 

2.2 分析方法 採取した土砂試料は、絶乾した後、a～e の 5 段

階（a: <0.075 mm、b: ～0.425 mm、c: ～2 mm、d: ～4.75 mm、e: 

～9.5 mm）に篩別し、b～eについては粉砕器で粉砕して均一化し

たものを分析試料とした。分析試料のトレーサ特性について、γ線スペクトロメトリーにより岩石由来の放射

性同位体（ウラン-238 系列、トリウム-232 系列、ウラン-235 系列、カリウム-40）及びセシウム-137、放射性

降下物の過剰鉛-210の 13種類を定量分析した（Mizugaki et al., 2012）。 

2.3 解析方法 流域内の土砂生産源をトレーサ特性により複数地域に区分するため、生産源土砂の採取地点

の地質区分とトレーサ特性に対して統計解析（Kruskal-Wallis検定及び判別分析: Walling et al., 1999; Mizugaki et 

al., 2012）を行った。また土砂生産源を定量評価するため、多変量土砂混合モデル（Collins et al., 2010）により

流出土砂に対する各生産源区分の寄与度を算出した。 

𝐸 = ∑ {
(𝐶𝑖 − (∑ 𝑃𝑠𝑆𝑠𝑖𝑍𝑠𝑂𝑠𝑆𝑉𝑠𝑖

𝑚
𝑠=1 ))

𝐶𝑖
}

2

𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

with  ∑ 𝑃𝑠

𝑛

𝑠=1

= 1, 0 ≤ 𝑃𝑠

ここに Ciは流出土砂のトレーサ iの濃度、Psは生産源 sの流出土砂に対する寄与度、Ssi及び SVsiは生産源 sに

図-1  足洗谷流域と流域内の生産源区分 

主な岩相

ヒル谷

割谷

白水谷

黒谷

観測水路

深谷
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おけるトレーサ i の平均濃度及び分散を考慮した加重、Zs 及

び Osは生産源 sの流出土砂に対する粒径及び有機物含量の補

正係数、Wiはトレーサ特性 iの判別力による加重、である。E

が最小となるような生産源 sの寄与度 Psを数値計算により求

めた。 

3. 結果と考察

生産源区分とトレーサ特性の組み合わせを探索したとこ

ろ、いずれの粒径階においても 5 種の放射性同位体（212Pb, 

214Pb, 214Bi, 228Ac, 40K）により 5 つの生産源区分を 94.4%～

98.1%の正答率で判別できることがわかった（表-1）。これらの

複数トレーサにより、流出土砂に対する各生産源区分（図-1）

の寄与度を精度よく推定できることを意味している。 

多変量土砂混合モデルを適用するにあたり、生産源土砂の

トレーサ特性について粒径依存性を調べたところ、同一岩種

であっても粒径階によってトレーサ濃度が異なり、その傾向

もトレーサ特性や岩相によって様々であることがわかった

（図-2）。このようにトレーサ特性の粒径効果は定式化が困難

であることから、粒径階別にモデルを適用することで

粒径補正係数を除外することとした。また生産源土砂・

流出土砂の有機物含量が小さく、有機物補正係数も除

外した。生産源区分内のトレーサ特性の平均値 Ssi, 分散

を考慮した加重 SVsi、各トレーサの正答率（判別力）に

基づくトレーサ特性の加重 Wi（表-1）を整理し、多変量

土砂混合モデルにより各生産源の寄与度を推定した。 

各生産源の寄与度は、粒径階によって大きく異なる

ことがわかった（図-3）。黒谷・白水谷に分布する蛇紋

岩・溶岩の寄与度はどの粒径階でも認められた。上流に

広く分布する火山岩類の寄与度は粒径階 b と d で大き

いが、他の粒径階では小さい。花崗閃緑岩も寄与度が顕

著な粒径階は限定的であった。付加体・流紋岩の寄与

度は粒径階 a と e で大きく、生産源土砂の粒径組成か

ら、前者は流紋岩、後者は付加体の寄与度が影響した

と推察される。花崗岩の寄与度はどの粒径階でも小さ

く、風化特性や流域内の面積割合を反映したと考えら

れる。今後、さらに事例を蓄積し、構築した手法の堅

牢性を検証する必要がある。 

【引用文献】Collins et al. 2010. Geoderma 155: 249-261.; 

原山智. 1990. 5万分の 1地質図幅「上高地」・上高地地

域の地質, pp. 175.; Mizugaki et al. 2012. IJECE 5: 60-69.; Walling et al. 1999. Hydrological Processes 13: 955-975. 

図-3 流出土砂の粒径階別の生産源寄与度（3深度の平均） 

粒 径 階

生
産
源
の
寄
与
度

a b c d e

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

生産源区分
蛇紋岩・溶岩
付加体・流紋岩
火山岩類
花崗閃緑岩
花崗岩

粒径階
a: <0.075mm
b: ～0.425mm
c: ～2mm
d: ～4.75mm
e: ～9.5mm

表-1 粒径階別の判別分析結果 

粒径階 選択
段階

選択された
トレーサ特性

積算
正答率

％

各トレーサの
正答率

%

各トレーサの
判別能力
による加重

Wi

a 1 228Ac 83.3 83.3 2.80

2 40K 85.2 61.1 1.00

3 212Pb 92.6 72.2 1.90

4 214Bi 92.6 68.5 1.60

5 214Pb 96.3 72.2 1.90

b 1 40K 77.8 77.8 1.80

2 212Pb 83.3 75.9 1.70

3 214Pb 87.0 68.5 1.30

4 214Bi 85.2 63.0 1.00

5 228Ac 94.4 68.5 1.30

c 1 40K 79.6 79.6 3.60

2 228Ac 74.1 31.5 1.00

3 214Pb 88.9 66.7 2.90

4 212Pb 92.6 48.2 1.90

5 214Bi 94.4 40.7 1.50

d 1 40K 68.5 68.5 1.50

2 214Pb 83.3 68.5 1.50

3 214Bi 92.6 59.3 1.00

4 212Pb 96.3 63.0 1.20

5 228Ac 98.1 66.7 1.40

e 1 40K 66.7 66.7 1.30

2 228Ac 83.3 66.7 1.30

3 214Bi 90.7 61.1 1.00

4 212Pb 90.7 68.5 1.40

5 214Pb 96.3 75.9 1.80

図-2  放射性同位体トレーサの粒径依存性 
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四国地方における平成 30 年 7 月豪雨時の土砂移動実態について 
国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所 星野久史・奥山悠木・藤澤芳信 

アジア航測株式会社             岡野和行・佐田一徹・○井之本信

１ はじめに

平成 30 年 7 月豪雨（以下，「H30.7 豪雨」）では，四

国地方の各地で土砂災害が発生した。立川
たちかわ

雨量観測所で

時間雨量111mm/h，累積1,790mmの降雨があった吉野

川上流域支川立川
たちかわ

川
がわ

流域（高知県大豊町）および行
なめ

川
かわ

・

栗ノ木川流域（同本山町）（以下，「立川川周辺流域」）や，

皆
かい

田
だ

雨量観測所で時間雨量91mm/h，累積701mmの降

雨があった愛媛県大洲市・宇和島市周辺（以下，「大洲・

宇和島地区」）では，大規模な崩壊や土石流，がけ崩れな

どが多発した（図1）。 
本稿では，H30.7豪雨前後に立川川周辺流域および大

洲・宇和島地区で実施された航空レーザ測量（以下，「LP」）
データをもとに，土砂移動実態（特に，崩壊地に着目）

を整理し，両地区を比較検証した結果を報告する。

２ 調査概要

2.1 調査対象地区の概要 
立川川周辺流域の面積は，約 114km2である。主な地

質は三波川変成岩類である。大洲・宇和島地区は，国土

地理院の崩壊地等分布図 1)を参考に，LPの実績がある範

囲をふまえて，本調査対象範囲（面積約 740km2）を設

定した。主な地質は四万十帯・砂岩となっている。

2.2 調査方法の概要 
両地区のH30.7豪雨前後のLPデータを用いた標高差

分・地形判読などで抽出した崩壊地（2)を引用，3)4)を参考）

を調査対象とした（表1）。各崩壊地について，素因・誘

因データとの関係を整理し，要因分析を実施した。

後述する素因・誘因別の階級別崩壊面積率は，対象範

囲の全メッシュ（1 メッシュ 1m2）に対して，素因・誘

因の値を算出し，階級別に，崩壊メッシュ数／全メッシ

ュ数を計算し，集計している。

表1 地区別LP取得時期・調査対象崩壊地数 
地区 LPデータ取得時期 面積 崩壊地 備考 

H30.7豪雨前 H30.7豪雨後 （km2） 数 
立川川周辺流域 2009～2010 2018 114 351 出典2) 

大洲・宇和島地区 2012～2013 2018 740 370 新規抽出 

３ 調査結果

3.1 崩壊発生状況の整理 
両地区の崩壊地は，ほぼ同数であるが，単位面積あた

りの面積・土砂量は立川川周辺流域が 3～4 倍程度大き

い（図2）。崩壊面積および崩壊土砂量の平均値・標準偏

差も，立川川周辺流域が大きい値となっている（図 3）。 

立川川周辺流域で発生した崩壊地の規模は，大洲・宇

和島地区より大きいことがわかる。

図1 調査対象範囲（出典：国土地理院に一部加筆） 

図2 両地区の崩壊発生状況 

図3 両地区の崩壊面積および崩壊土砂量の頻度分布 
（上：立川川周辺流域 下：大洲・宇和島地区）

3.2 素因データと崩壊発生との関係 
斜面勾配（素因データ）の崩壊面積率頻度分布をみる

と，立川川周辺流域では30°～40°付近が高く，大洲・

宇和島地区では35°～40°以上が高い（図4）。 
集水面積（素因データ）についてみると，立川川周辺

流域は，集水面積が大きい場合に，崩壊面積率が高くな

っている。集水性と崩壊発生とに関係性が高い傾向を示

している。大洲・宇和島地区は，集水面積と崩壊面積率

とに関係性がみられない（図4）。 

3.3 誘因データと崩壊発生との関係 
レーダー・アメダス解析雨量（誘因データ）と，両地

区の崩壊発生との関係（図 5）をみると，立川川周辺流
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域では，最大時間雨量・累加雨量ともに明瞭な関係はみ

られないが，崩壊地の多くは，累加雨量 1,000mm 以上

で発生している。大洲・宇和島地区では最大時間雨量と

の関係に2次の相関傾向がみられる（図6）。 

図4 両地区の斜面勾配・集水面積と崩壊発生との関係 
（上：立川川周辺流域 下：大洲・宇和島地区）

図 5 雨量状況（上:立川川周辺流域 下:大洲・宇和島地区） 

図6 各地区の雨量と崩壊発生との関係 
（上：立川川周辺流域 下：大洲・宇和島地区）

４ まとめ

素因・誘因データをふまえた分析より，両地区の崩壊

地について，次の特徴がみられる（表2にまとめを整理）。 
◎立川川周辺流域：やや緩勾配の集水面積が大きい斜面

で，大きい累加雨量（長期降雨指標）が影響し，崩壊

（規模・大）が発生

◎大洲・宇和島地区：やや急勾配の集水面積が小さい斜

面で，大きい時間雨量（短期降雨指標）が影響し，崩

壊（規模・小）が発生

従来から報告されている深層崩壊と表層崩壊の特徴と

照らし合わせて総合的に勘案すると，両地区の崩壊地の

特徴と類似する点が多いことがわかる。

両地区の崩壊特性の違いは，地質的な要因や経験する

降雨規模の違いなどに起因するものと考えられるが，さ

らなる分析が必要である。

【参考文献】
1) 平成30年7月豪雨に伴う崩壊地等分布図（大洲地区・宇和島地区）,国
土地理院技術資料D1-No.937 

2) 奥山ら：平成30年7月豪雨における立川川流域の土砂移動実態,2019年

度砂防学会研究発表会概要集,pp.511-512,2019. 
3) 木村ら：平成 30 年 7 月豪雨により愛媛県南予地方で発生した斜面崩壊

の分布特性,2019年度砂防学会研究発表会概要集,pp.195-196,2019. 
4) 和田ら：土砂災害警戒情報の高密度化に向けた土砂移動形態の分類と空

間分布特性の把握,2019年度砂防学会研究発表会概要集,pp.287-288,2019. 

表 2 H30.7 豪雨による両地区の崩壊地の特徴などのまとめ 
エリア 立川川周辺流域 【深層崩壊型】 大洲・宇和島地区 【表層崩壊型】

指標 発生傾向 崩壊規模 発生傾向 崩壊規模

全体

傾向

・崩壊地数 351 箇所

・崩壊面積率 0.6％
・単位面積当たり崩壊土砂量

約 15,900m3

・平均崩壊面積 1,740m2

・平均崩壊土砂量 4,416m3

・崩壊地数 370 箇所

・崩壊面積率は 0.2％
・単位面積当たり崩壊土砂量

約 600m3

・平均崩壊面積 430m2

・平均崩壊土砂量 1,186m3

斜面勾配 ・30°～40°（やや緩勾配）で多発 ・勾配（大）→崩壊規模（小） ・35°～45°（急勾配）で多発 ・勾配（大）→規模の変化小さい

集水面積 ・集水面積が大きい箇所で多発 ・集水面積（大）→崩壊規模（大） ・集水面積の大小→影響小さい ・明瞭な傾向はみられない

雨量

・累加雨量1,000mm以上で発生 
・雨量と崩壊面積率との関係は

明瞭でない

・雨量と崩壊規模との関係は不

明瞭

・時間雨量 40mm 以上で発生

・時間雨量と崩壊面積率との関

係が高い（2 次の相関傾向） 

・規模の大きい崩壊（2000m2 以

上）は 60mm/h 以上の箇所で発

生

特徴

・個別の崩壊規模は，面積は大きく，崩壊土砂量も多い

・大洲・宇和島地区と比較するやや緩勾配の集水面積が大きい斜

面で、累加雨量が大きい箇所で発生している

・時間雨量との相関性は、発生箇所も規模も高くない。

・深層崩壊が多く発生するといわれる条件で発生しており，個別崩

壊の規模が大きかったことと整合的である

・個別の崩壊規模は，面積は小さく，崩壊土砂量も少ない

・立川川周辺流域と比較するやや急勾配の集水面積が小さい斜面

で、時間雨量が大きい箇所で発生している

・発生箇所と規模は，時間雨量との関係がみられる。

・表層崩壊が多く発生するといわれる条件で発生しており，個別崩

壊の規模が小さかったことと整合的である
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天然ダムからの多量の土砂の供給を受けた河道における河床変動の特徴 

(株) エイト日本技術開発                   ○只熊典子・海原荘一・髙田隆行 
国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦・柴田俊・小竹利明・山田拓

北海道大学                                    田中健貴

1.はじめに
2011 年の台風 12 号による紀伊半島大水害では総雨

量 1,000mm を超える降雨により，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 1)，周辺地域に多大な被害を
及ぼし，災害復旧事業とそれに続く砂防事業が進めら
れている。 
紀伊山系砂防事務所では国総研資料「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」に準じた施設配置計画を検討しており，
短期の土砂流出に対応した河床変動計算による施設配
置を検討することとなっているが，山地河川の河道は
大きく蛇行し，支川の合流点も多く存在するなど，実
際には複雑な河道特性となっており，河道における侵
食・堆積の特性を河床変動計算では十分に評価できな
い可能性がある。河川の下流域を対象とした平面線形
や水利条件と砂州の形成については多くの研究事例が
あり 2)，山地河川を対象とした河道の平面・横断特性
と河道の土砂の侵食・堆積特性に関する研究としては，
土石流区間を対象とした流路の変動に着目した観測事
例 3)があるものの，河川区域と土石流区域の中間的区
域かつ深層崩壊斜面下流という顕著な土砂生産源に近
い場所における蛇行や合流といった河道条件と土砂の
侵食・堆積に関する研究事例としては，流出土砂量に
着目した研究 4)が数例あるものの，特に屈曲部の河床
変動実態に関する研究事例は殆ど存在しない。 
そこで，本研究では熊野川流域の深層崩壊斜面下流

の河道条件と土砂の侵食・堆積の関係を検討した。 

2.検討対象および検討方法
2.1 検討対象及び検討方法
検討対象は，新宮川水系熊野川流域のうち奈良県南

部の紀伊半島大水害により深層崩壊が発生し，発生後
で最も移動した土砂量が多い流域として，川原樋川，
神納川，滝川(右支川及び下流域)，西川の一部を対象
とし，下記 2.2 に示した方法で整理した河道諸元と土
砂堆積の関係を整理し，蛇行度や川幅と土砂堆積の関
係を把握した。 

2.2 河道諸元の算定方法 
本研究における河道諸元として，レーザープロファ

イラデータに基づいて，川幅については左右岸の遷緩
線を河床の左右端部として設定し，河床幅を 50m 間隔
で設定した。また，縦断勾配については 200m 区間の平
均勾配を設定した。蛇行度については図 1 に示す山本
の蛇行度の定義 2)により算定した。河道の土砂量につ
いては，50m 測線間隔で 2 時期のレーザープロファイ
ラデータによる差分土砂量を求めた。

3.河道の蛇行度及び川幅と土砂堆積・侵食特性
川原樋川，神納川，滝川，西川流域では，どの流域

も深層崩壊が生じているものの，河道諸元を整理する
と各流域で土砂の侵食・堆積に支配的となっている要

因はそれぞれ異なる。ここでは，蛇行度と川幅が支配
的となっている流域の例とその特徴を示す。 

3.1 神納川の中下流域における蛇行度と土砂の侵食・
堆積の関係（蛇行度が支配的な事例） 

神納川の中下流域は河道の蛇行度が大きく，その区
間は 0.5～3.0m 程度の堆積傾向となっている。図 2 の
神納川の中下流域の蛇行度と 50m 間隔の侵食・堆積量
の関係では，一部侵食傾向の部分はあるものの，蛇行
度が大きいほど堆積量が多い傾向となっている。川幅
と土砂堆積量の関係については、蛇行部分は直線区間
に比べて川幅も広くなっている傾向にあるものの，明
瞭な関係性は確認できなかった。また，神納川の蛇行
度の大きい区間とそうでない区間はともに河床勾配も
あまり大きな変化はないことから，神納川では蛇行度
が土砂の侵食・堆積の支配的要因となっていると考え
られる。 

3.2 西川流域(今西川)における川幅と土砂の侵食・堆
積の関係（川幅が支配的な事例） 

西川流域の今西川は，河床勾配は下流に行くほど勾
配が一定量ずつ徐々に緩くなる一般的な河床勾配の変
化となっているが，中流域の川幅の狭い区間は河床の
堆積量が少なく，その上下流で堆積傾向となっている。
図 3 の今西川における川幅と土砂の侵食・堆積量の関
係では，川幅が広いほど堆積傾向が強くなっている。
なお，蛇行度と土砂の侵食・堆積量の関係は巨視的に
は蛇行度が大きいほど堆積傾向が強くなり，土砂堆積 

図 1 蛇行度の定義 
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量は川幅ほどリニアな関係になっていなかった。この
ことから，西川流域の今西川は川幅が河床の土砂の侵
食・堆積の支配的要因となっている例として挙げられ
る。 

3.3 滝川流域(栗平川)における複数時期の川幅や蛇行
度と土砂の侵食・堆積の関係（時期により傾向が
変化する事例） 

滝川流域の右支川上流には大規模な河道閉塞部があ
り，紀伊半島大水害後の台風により越流侵食を繰り返
し，下流河道に多くの土砂を供給している。2018 年の
台風 20 号，21 号，24 号，2019 年台風 10 号でレーザ
ープロファイラーによる地形計測を実施しており，複
数期間の地形差分図から求めた河道の侵食堆積の土砂
量と川幅の関係を図 4，図 5，図 6に示す。図 4の期間
では河幅に関係なくほぼ一定の堆積量を示しているが，
図 5 の期間では，全体的には堆積傾向であるものの，
川幅によってばらつきの程度が大きい傾向となり，川
幅が狭いほどばらつきが大きくなった。図 6 の期間で
は全体的に侵食傾向となり，川幅が狭いほど侵食傾向
が強くなっている。また，図 5と図 6 から川幅の狭い
ほど侵食・堆積のばらつきが大きいという結果とな
っている。 

このように同じ河道でも一定の傾向を示すものでは
なく，期間毎に傾向が変化しているケースがあるとい

うことが明らかとなった。 
4.まとめ
本研究では，深層崩壊による土砂生産の活発な流域

における河道の蛇行度・川幅に対する河道の土砂の侵
食堆積の関係について検討した。河道の土砂の侵食・
堆積に支配的となっている要因については，蛇行度で
ある場合と川幅である場合とがあるなど，流域によっ
て異なり，また，同じ流域についても，時期(降雨イベ
ント)によっても傾向が変化することが明らかとなっ
た。今後は，その支配的要因の違いや侵食・堆積の経
時変化を左右する原因を究明していきたい。

参考文献 
1) 近畿地方整備局河川部：平成 23 年度台風 12 号に

よる河道閉塞への対応～紀伊半島大水害～，2012
2) 山本晃一：沖積河川学 堆積環境の観点から，山海

堂，1994
3) 沢田豊明・芦田和男・高橋保：山地河道の変動と

砂礫の流出に関する研究，第 26 回水理講演会論文
集，p.105-110，1982

4) 小竹利明・菅原寛明・木下篤彦・田中健貴・船越
和也・岡野和行・井之本信・横田潤一郎・望月沙
紀：熊野川流域における土砂動態特性，2019 年度
砂防学会研究発表会概要集，p.419-420，2019
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土砂・洪水氾濫が発生した流域における土砂堆積の要因分析について

株式会社建設技術研究所 ○潮見 礼也、大坪隆三、高橋佑弥

国土交通省国土技術政策総合研究所 西井洋史 坂井佑介、山越隆雄 

1. はじめに 

平成29年7月九州北部豪雨や平成30年7月豪雨、令和

元年東日本台風において甚大な被害をもたらした土

砂・洪水氾濫は、山地域で生産された土砂が下流域に

大量に流出することによって発生することが知られて

いる。このことから、土砂・洪水氾濫被害の発生する

リスクを事前に把握するためには、山地域における生

産土砂量の評価に加え、山地域から下流域への土砂の

流出しやすさ（土砂流出ポテンシャル）を把握する必

要がある。

そこで、筆者らは、土砂流出ポテンシャルは土砂流

下の接続性（コネクティビティ）によって評価できる

のではないか、と考えた。コネクティビティのイメー

ジを図1に示す。そして、このコネクティビティを評

価する手法のために、山地から下流域に接続する区間

における土砂流出量を減じる地形的要素の分析を進め

ている。

本稿では、山地域と下流域を接続する区間における

土砂流出量を減じる地形的要素、すなわち土砂が堆積

しやすい河道条件を把握するため、豪雨後の堆積状況

と豪雨前の河道の地形条件について統計分析を実施し

た結果について報告するものである。

図1 コネクティビティのイメージ図 
2. 分析手法

対象流域は、近年、土砂・洪水氾濫が発生した平成

29 年 7 月九州北部豪雨による筑後川右岸流域赤谷川

および平成 30 年 7 月豪雨の大屋大川とし、収集した

災害前の LP データから GIS により水系網を作成し、

50m 区間毎に説明変数とする河道の地形量を計測す

るとともに、災害前後の LP データから目的変数に活

用する堆積深を算出した。（表1） 
まず、どのような地形条件の河道で堆積が多く発生

しているかを把握にするために、1m 以上堆積してい

るか堆積していないかの2変数を目的変数とした分類

木解析を実施した。

次に、土砂堆積の度合い（量）に影響を及ぼす河道

の地形要因を把握するために、堆積深を目的変数とし

た重回帰分析を実施した。なお、分析に使用するデー

タは砂防堰堤の堆砂敷、斜面崩壊等の局所的な土砂堆

積が生じている河道は除外した。また、水系網を谷次

数区分し、その結果から 1～3 次谷が山地域の河道に

該当すると考えて分析を実施した。（図2） 

図2 分析方法 

表 1 計測した地形量および説明変数と目的変数 

 
3. 分析結果

3.1 分類木解析結果 

谷次数ごとの分類木解析の結果一覧を表2に示す。1
次谷については、赤谷川、大屋大川に共通する条件と

して合流点に近く渓床勾配が比較的小さい区間、大屋

大川では渓床勾配比が大きい区間など、合流点や渓床

勾配の地形条件によって堆積が優占する河道が分類さ

れる結果となった。（表2、図3、図4）また、大屋大川

については、川幅が大きい河道でも、堆積箇所の割合

が高くなっており、流域間での地形特性、土砂堆積特

性の違いによる影響も見られた。

2、3次谷について、赤谷川では、合流点や渓床勾配

に関する要因の他に湾曲角が小さい河道（屈曲してい

る）とで分類される結果となった。一方、大屋大川で

本川 

・分析目的
⇒どんな地形条件の箇所で
堆積が多く起きているか
・谷次数区分ごとに分析
⇒1、2＆3次谷
（谷次数をまとめ2区分）

・分析目的
⇒どんな地形条件の箇所で
堆積深が大きくなるか
・谷次数区分ごとに分析
⇒1、2＆3次谷
（谷次数をまとめ2区分）

分類木解析 重回帰分析

全河道要素

斜面崩壊、堆砂敷を除外

要素 計測した地形量 備考
平均勾配（m） 上下流端の標高データから算出
平均谷幅（m） 理論式により算出した土石流の流下幅
合流点との位置関係 合流点上流、下流、それ以外
合流点距離 合流点から何番目
上下流端の谷幅比 上流/下流（小さいほど拡幅している）
上下流端の勾配比 上流/下流（大きいほど急勾配から緩勾配に変化）
湾曲角 屈曲部の内角（小さいほど屈曲している）

目的変数（分類木解析） 顕著な堆積or堆積なし 堆積深1m以上を顕著な堆積
目的変数（重回帰分析） 堆積深 河道要素内の最大堆積深

説明変数
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は、湾曲角等の赤谷川と同様の地形条件との関係性を

有するNodeも見られたが（Node5等）、Node数が多く

川幅比で分類されるNodeも存在するなど、より多くの

堆積過程が存在することが考えれる。なお、堆積に影

響を与える説明変数の大小関係は全体的に整合する結

果となっている。

表 2 分類木解析結果一覧 

 
 

図3 分類木解析結果（赤谷川_一次谷） 

図4 分類木解析結果（大屋大川_一次谷） 

3.2 重回帰分析結果 
重回帰分析の結果を表3に示す。なお、説明変数は

表1の全てを使用し、増減法による変数選択の結果、

最も決定係数の高い重回帰式を採用した。

1次谷では、両流域ともに、渓床勾配、合流点位置、

渓床勾配比が有意な説明変数として取り込まれた重回

帰式が作成された。これは、合流点近傍で渓床勾配が

小さく、渓床勾配比が大きいほど堆積深が多くなる傾

向を表しており、急勾配から緩勾配に大きく変化する

合流点近傍の河道で、土砂が多く堆積することで下流

への土砂流出量が大きく減じられると考えられる。

2、3次谷については、渓床勾配等の1次谷と同様の

変数以外に、湾曲角、川幅との関係性が示された。こ

れは、1次谷と比較し流域規模の大きな2次谷では、川

幅で表せられる河道の土砂堆積空間の大きさが堆積深

と関係していること、また、湾曲部での局所的な堆積

が及ぼす影響が大きいと考えられた。

このように、重回帰分析で得られた堆積深に影響を

与える地形条件は、1次谷で合流点や渓床勾配に関す

るもの、2、3次谷で湾曲角や川幅に関するものであり、

分類木解析の結果と同様の傾向となった。

表 3 重回帰分析結果_作成された重回帰式 

4. まとめ

本研究により、分類木解析結果と重回帰分析結果か

ら、土砂が堆積しやすい河道条件として、以下に関す

る知見が得られた。

・1次谷では、主に合流点からの距離に関わる条件、

渓床勾配に関わる条件で堆積していることが挙げ

られる。

・2、3次谷では、合流点や渓床勾配に加え、湾曲角や

川幅に関する条件が影響するなど、土砂堆積が多様

な条件によって発生する。 

・上記の谷次数ごとの土砂が堆積しやすい河道条件で

は、地域の災害時の雨量、土砂生産状況が異なる赤

谷川・大屋大川のいずれでも、同様の傾向となった。 

今回は、１次谷と2、3次谷の区分で分析したが、今

後、土砂が堆積しやすい河道条件が同様の傾向になる

範囲を適切に区分する方法を検討する必要があると考

えている。また、他流域の事例を追加して精度向上を

図るとともに、土砂生産状況との関係性についてもよ

り詳細に検討を進めたいと考えている。

一次谷
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流域 谷次数 顕著な堆積箇所が
過半数のNode

Nodeに含まれる地形条件
（土砂が堆積する割合が高い条件）

1次谷 Node3 合流点距離：小、渓床勾配：小

Node3 合流点位置関係：上流、湾曲角：小

Node7 合流点位置関係：下流、その他、合流
点距離：小、渓床勾配比：大

Node2 渓床勾配比：大

Node7 渓床勾配比：小、渓床勾配：小、合流
点距離：小、川幅：大

Node5 川幅：大、渓床勾配：小、川幅比：
小、湾曲角：小

Node8 川幅：大、渓床勾配：小、川幅比：
小、湾曲角：大、渓床勾配比：大

Node12 川幅：大、渓床勾配：小、川幅比：
大、合流点位置関係：上流

Node14 川幅：大、渓床勾配：小、川幅比：
大、合流点位置関係：下流、その他

Node17 川幅：大、渓床勾配：大、川幅比：大

大屋大川

赤谷川
2,3次谷

1次谷
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1
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堆積深が大きくなる地形条件

P値 決定係数
（R2乗） （有意な説明変数のみ記載）

渓床勾配比：大、
合流点位置：合流点の直上下
流区間
渓床勾配：小

渓床勾配比、川幅：大

渓床勾配、合流点距離、湾曲
角：小
渓床勾配比：大、
合流点位置：合流点の直上下
流
渓床勾配、合流点距離：小

川幅：大

湾曲角：小

※下線部：両流域で共通する説明変数

赤谷川

大屋大川

流域

2,3次谷 Y=0.0071×（川幅）－0.0082×（湾曲角）
+1.6900 0.0046 0.0511

Y=－0.0058×（勾配）＋0.0417×（勾配比）－
0.0164×（合流点距離）＋0.3721×（合流点位
置）＋0.3158

1次谷 P < 0.001 0.1461

2,3次谷
Y=－0.0264×（勾配）＋0.0153×（勾配比）＋
0.0079×（川幅）－0.0843×（川幅比）－0.0768
×（合流点距離）－0.0091×（湾曲角）＋3.0539

P < 0.001 0.1045

谷次数 重回帰式
モデルの統計量

1次谷
Y=－0.0087×（勾配）＋0.0068×（勾配比）－
0.0287×（川幅比）－0.0134×（合流点距離）＋
0.7445×（合流点位置）＋0.9790

P < 0.001 0.1067
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筑後川水系赤谷川流域のまさ土を主体とした土砂流出現象に対する砂防施設効果の検証 

株式会社 建設技術研究所 ○髙橋 佑弥，長井 斎，奥山 遼佑，吉村 真，松原 智生

国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所 川合 康之，梅本 武史，福岡 薫* 

*: 現 長崎県土木部砂防課 

1. はじめに

筑後川水系赤谷川流域において平成 29年 7月九州北

部豪雨に起因する土砂流出では花崗岩が風化したまさ

土を主体とする土砂の流出が多く発生した。一般に、ま

さ土主体の河床材料は小さい粒径の占める割合が大き

く、砂防施設における堆砂勾配は緩くなることが特徴

として挙げられている 1)。赤谷川流域における発災後の

航空レーザー測量の解析によると、砂防施設背後に捕

捉された土砂の堆砂勾配は元河床勾配の 2/3～1/4 程度

と幅を持った状況であることが示された 2)。しかし、赤

谷川流域内で土砂流出時から平常時にかけての砂防施

設背後の堆砂勾配がどのように変化するかは定量的に

把握されていない。そこで、本研究では赤谷川流域にお

ける地形・地質・流量等の状況を踏まえた条件で水理模

型実験を実施し、出水時から平常時までの堆砂勾配の

変化を計測し、砂防施設効果について検証を行った。 

2. 実験条件

2.1 実験水路

実験水路は水路幅 10 cm、水路長 7 m、水路勾配は最

大 20°程度まで可変である矩形直線水路を用いた。実

験水路に取り付けられたポンプの吐出し量は 21.7 L/s

で全揚程は 10 m である。水路形状や給水能力の関係か

ら、想定する縮尺は 1/40 とした。水路勾配は砂防施設

計画が実施される範囲を想定し、15 度（土石流発生区

間）、10 度（土石流流下区間）、6 度（土石流堆積区間）

の 3 段階を設定した。 

2.2 実験砂

発災後の調査で流域内にはまさ土主体で玉石がほと

んど含まれない細粒土砂により構成された河床や直径

1.0 m級の巨石を含み表面が石礫でおおわれている河床、

およびその中間的な粒度分布を持つ河床が確認された。

このため、実験では既往の河床材料調査（平成 30 年 7

月）の粒度分布の範囲で上記の河床材料を想定する 3種

類の粒度分布を想定し、小粒径から順に A 砂、B砂、C

砂とした。ただし、既往調査では粒度分布に巨礫を含ま

ないため、調査箇所を対象に追加で線格子法による粒

径調査を実施し、既往調査結果に合成することにより

粒径加積曲線を想定した。また、実験では細粒砂は浮遊

状態となり河床変動に寄与しないことから 0.1 mm以下

の粒径を含まない配合とした。使用する実験砂の粒度

分布を図-1 に示す。 

図-1 配合した実験砂の粒径加積曲線

図-2 実験方法模式図

2.3 実験方法 

実験の初期条件は水路末端に砂防堰堤に見立てた高

さ 0.2 m（8.0 m 相当）の板を設置し、砂防堰堤上流側を

水平堆砂で埋め戻した状態とした。まず、この状態より

平衡土砂濃度で土砂供給を行い堆砂勾配が最も急勾配

になる時点まで給水し、この状態を出水時の最大堆積

勾配と想定して計測した。その後、清水のみを十分小さ

い流量で供給し、河床勾配の低下、あるいは河床表面の

アーマーコート化により土砂移動が生じなくなるまで

通水した。この状態を平常時の堆砂勾配と想定して計

測した。流量は定流にて供給し、水路最上流部に設置

（置き土）した実験砂の上面を通過させることにより

平衡給砂濃度で土砂を供給した。供給流量は実験砂粒

径での静的平衡勾配の変化が良く表れる範囲を想定し、

土砂供給時は 0.20 L/s（実スケール 0.5 m3/s/m）、0.40 L/s

（同、1.0 m3/s/m）、0.80 L/s（同、2.0 m3/s/m）、清水供給

時は 0.10 L/s と設定した。供給土砂量は堰堤上流側を水

路勾配の 2/3 勾配で埋設可能な土砂量の 2 倍の量とし

た。実験中は実験水路側面からビデオ撮影を行い、堆砂

勾配の時系列変化を計測した。実施した実験の模式図

を図-2 に示す。
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図-3 出水時から平常時までの河床勾配変動範囲

2.4 実験ケース

実験ケースは、実験砂 3 条件（A 砂、B 砂、C 砂）、

水路勾配 3 条件（6 度、10 度、15 度）、供給流量 3 条件

（0.20 L/s、0.40 L/s、0.80 L/s）を組み合わせた 27 ケー

スを実施した。

3. 実験結果

各実験ケースで得られた出水時から平常時までを想

定した河床勾配の変化範囲を実験水路勾配毎に整理し、

図-3 に示す。なお、細粒土砂を主体とした実験砂 A の

実験では、実験中河床が安定せず、周期的に河床形状が

変動するような状況であった。このような状況で瞬間

的かつ局所的な最大堆砂勾配を計測すると過大評価と

なるため、実験砂 A のケースでは、比較的直線的な堆

砂形状を示す、給砂・給水を終了した時点の河床勾配を

計測した。各実験砂について堆砂状況の特性を示す。 

① 実験砂 A（まさ土を想定した土砂）

粒径の小さいA砂の平常時堆砂勾配は水路勾配に

よらず 2 度以下（平均で 1.4 度）で安定した。堆砂

過程において河床波が形成されて堆砂形状が波打つ

ため、土砂移動が不連続になり出水時の最大堆砂勾

配を測定することは難しい。 

② 実験砂 B（石礫混じりを想定した土砂）

A 砂と同様に、平常時堆砂勾配は水路勾配によら

ず 3 度以下（平均で 2.4 度）で安定した。粒度分布

の幅が広いため、出水時堆砂勾配と平常時堆砂勾配

の変動幅が大きい。このため、土砂調節効果が大き

い河床材料と言える。 

③ 実験砂 C（巨礫混じりを想定した土砂）

水路勾配 6 度の条件では単位幅流量が 0.80 L/s 以

上の規模でないと土砂が堰堤模型まで十分に到達せ

ず途中で停止していた。言い換えれば、巨石混じり

の C 砂は勾配が 10 度以上の土石流流下区間で評価

すべき条件と考えられる。水路勾配 10 度以上の条

件では、単位幅流量が大きくなると出水時堆砂勾配

が急勾配になるが、平常時堆砂勾配は水路勾配(I)の

2/3I 勾配で安定した。 

砂防施設の効果量や施設配置計画を検討する際には、

元河床勾配(I)を基準に 2/3 I、1/2 I、1/3 I などの勾配を

設定している。しかし、河床材料の粒度分布によっては

既往の概念が適用できない場合があることが確認され

た。特に、まさ土を想定した A 砂による実験では平常

時堆砂勾配が河床勾配によらず平均で 1.4 度と緩く、既

往の概念が適用できない。しかし、現地で安定した河床

を形成している河床材料を対象とするならば、例えば

勾配 15 度区間は C 砂、勾配 10 度と 6 度区間は B 砂と

考えると 2/3 I ～ 1/3 Iの範囲に該当すると考えられる。 

4. おわりに

本研究では直線水路を用いて筑後川水系赤谷川流域

を想定した実験条件により、砂防施設上流に形成され

る堆砂勾配が出水時から平常時にかけてどのように変

動し、土砂の調節効果を発揮するか検証を行った。実験

結果から流量、粒径、勾配などの条件により、堆砂勾配

は出水時と平常時の間で変動することが確認された。

ただし、出水時堆砂勾配と平常時堆砂勾配は、砂防計画

上で一般的に述べられている 2/3 I ～ 1/3 I よりも変動

幅が大きいことが示された。このことから、計画堆砂勾

配は計画堰堤を配置する河床勾配と河床材料を主な指

標として、各流域の特徴に合わせて設定することが有

効であると考えられる。 
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近年の局所豪雨による土砂災害発生の発生時期と場の特徴 

Characteristics of occurrence and locations of sediment disaster by recent intense precipitation 

東京農工大学農学府 〇眞保 咲・五味 高志 

1. はじめに
近年，極端気象の発生が報告されており，50mm/時

間を超える降雨の発生頻度は，1976～1985 年と
比較して 2010〜2019年では約 1.4倍になってい
る（気象庁，2019）。また，世界に目を向けると，
大西洋で発生した 1995～2004年の台風の発生件
数は年間 13 件以上であり 1944～2004 年の８件
と比べて多いことが報告されている（ NOAA，
2005）。 

極端気象による豪雨の発生頻度の増加により，
土砂災害の多発や激甚化も予想されている（藤
田，2012）。例えば，2018 年７月西日本豪雨では，
最大時間雨量 63mm，最大積算雨量 650mm の降雨
により，広島県呉市を中心に 609 件の土石流が
発生し約 813 万 m3 の土砂が生産された（広島県，
2019）。また，2019 年台風 19 号では全国で 952
件の崩壊や土石流が発生し，宮城県丸森町では
最大時間雨量 80.5mm，最大積算雨量 607.5mm の
降雨で土砂・洪水氾濫が発生した（国交省， 
2019）。 

近年の土砂災害の発生傾向については，国内
外の災害報告の網羅的な解析から報告されてい
る。内田ら（2011）は，1978〜2007 年までの日
本の深層崩壊について調査し，1990 年代後半以
降深層崩壊が増加していることを示した。
Melanie et al.（2018）は，2004〜2016 年の世
界の斜面崩壊件数や被害者数は増減を繰り返し
ていることを報告している。 

しかし，近年の極端気象により土砂災害が多
数報告されているものの，直近 10 年を含む網羅
的な土砂災害の発生状況の研究は十分に行われ
ていない。特に，津口（2016）は，2010 年以降，
線状降水帯と呼ばれる降水域が甚大な土砂災害
を引き起こすことも指摘しており，地球温暖化
の進行により，土砂災害が頻発化・激甚化するお
それがある（社会資本整備審議会，2015）。そこ
で，本研究では，近年の土砂災害の発生場や発生
土砂量などの情報から，近年の土砂災害の特徴
を評価する必要があると考え，過去 30 年間の土
砂災害の情報を網羅的に収集し，近年の土砂災
害発生の特徴を把握することを目的とする。 

2. 研究方法
本研究は，1989〜2019 年の 30 年間に日本国

内で発生した土砂災害について，砂防学会誌，自
然災害学会および関連の論文から情報を収集し
た。国交省砂防部（2007）で定める土砂災害の種
類を基準として，降雨により発生した崩壊（がけ
崩れ，表層崩壊，深層崩壊を含む），土石流（土
砂流，地表流，泥流を含む），地すべりに分類し
た。また，上記の土砂災害が複合して発生してい
る地すべり性崩壊や土砂・洪水氾濫と呼ばれる
災害は複合災害とした。災害発生年月日，箇所

名，流域面積，地質，植生，標高，斜面勾配，降
雨強度や積算雨量，生産土砂量（崩壊の幅，長さ，
深さ，面積，体積）について，収集できる情報を
網羅した。ただし，文献によっては，一部データ
を収集できない項目もあるため，発生箇所の緯
度経度や地形情報は Google Earthを用いて確認
し，地質や降雨量も国や各機関が公表している
データを補足的に用いた。斜面勾配については，
崩壊の場合は崩壊発生地の斜面勾配，土石流の
場合は流下区間の河床勾配，地すべりはすべり
面の勾配を収集した。崩壊の面積については，崩
壊地の幅×長さ，土石流については，源頭部崩壊
地の幅×長さで算出した。生産土砂量について
は，崩壊は，崩壊面積×崩壊深，土石流は，源頭
部崩壊地の面積×崩壊深と土石流流下区間の侵
食断面積×土石流流下延長を足し合わせたもの
である。 

また，土砂災害の発生と降雨の関係を検討す
るために，土砂災害警戒情報の基準として 60 分
間積算雨量（短期降雨指標）と土壌雨量指数（長
期降雨指標）の設定（国交省・気象庁，2013）か
ら，各土砂災害の短期降雨指標として最大時間
雨量，長期降雨指標として積算雨量も把握した。 

3. 結果
3.1. 発生傾向と土砂移動形態

土砂災害総件数は 288件で，内訳は北海道２%，
東北 16%，関東・甲信９％，北陸６%，東海９％，
近畿８%，中国 18%，四国 10%，九州 22%であった。
土砂移動の形態としては崩壊 106 件（37%），土
石流 85 件（29%），地すべり 11 件（４%），出水・
洪水 26 件（９%），複合災害 49 件（17%），不明
11 件（４%）であった。ここでの複合災害とは，
2017 年九州北部豪雨や 2018 年に広島県で発生
した土砂・洪水氾濫がほとんどである。 

土砂災害の発生件数は年平均で 1990 年代
（1989〜1998 年）は 5.9 件（SD：7.5），2000 年
代（1999〜2008）は 10.0 件（SD：11.6），2010 年
代（2009〜2019）は 11.7 件（SD：6.2）であった
（図-１）。1990 年代と 2000 年代では，発生して

図-１. 土砂災害の発生件数の推移 
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いない年も断続的に存在していたが，2010 年代
では，毎年 20 件以上連続的に発生する傾向がみ
られた。 

各土砂災害の最大時間雨量は平均で，1990 年
代（1989～1998 年）は 75.5mm（SD：25.1），2000
年代（1999～2008 年）は 66.2mm（SD：32.6），
2010 年代（2009～2019 年）は 86.4mm（SD：25.0）
であった。また，積算雨量は平均で，1990 年代
（1989～1998 年）は 559.1mm（SD：251.8），2000
年代（1999～2008 年）は 473.6mm（SD：218.5），
2010 年代（2009～2019 年）は 616.9mm（SD：389.3）
となった。 

3.2. 発生箇所の地形的特徴と土砂量評価 
崩壊や土石流を発生標高別に整理すると，崩

壊 42 件（57%），土石流 64 件（64%）は標高約０
m から 400m の間で発生していた。また斜面勾配
別では，崩壊 17 件（44％）は勾配 30°から 40°，
土石流 13 件（37％）は 10°から 20°の間で発
生していた。崩壊面積と生産土砂量の関係では，
崩壊・土石流ともに面積に比例して生産土砂量
が大きくなる傾向が見られたが，土石流の一部
は，面積が 100m2で，生産土砂量が 10，000～100，
000m3 となる場合があり，源頭部崩壊面積の 100
倍から 1000 倍であった（図-２）。 

4．考察 
本研究結果では 2010年代に土砂災害の連続的

な発生傾向が見られた。これらの期間と降雨の
関係をみると，最大時間雨量や積算雨量も多く
なり，降雨の傾向が災害発生と関連しているこ
とが示唆された。内田ら（2011）は，2000 年代
まで，豪雨頻度の増加が土砂災害の発生件数の
増加に寄与していることを示しており，本研究
から，2000 年代以降も，降雨特性の変化が土砂
災害の発生件数の増減に関係していることが考
えられた。 

土砂災害の発生場の特徴として，近年の災害
は高標高の山間部ではなく，都市近郊などの低

標高帯で発生する傾向が示された。財城ら（2005）
は，日本の居住地の平均標高は 189.2m，斜面勾
配は 0.4°であると示しており，近年の災害の発
生場として，このような地域における災害対策
が重要であると考えられた。また，山地から住宅
地などへ土石流が発生する場合，崩壊面積に対
して生産土砂量が 100倍以上になる事例（５件）
もあり，うち３件は 2004 年福井県美山町の土石
流であった。この災害では，標高約 150ｍ・勾配
３°で土石流が発生し，土石流流下区間の侵食
土砂量が生産土砂量の６割以上を占めていた
（三好ら， 2006）。2018 年に広島県で発生した
土砂・洪水氾濫は緩斜面で多数の崩壊・土石流が
発生し（海堀ら， 2018），約 800 万 m3 の土砂が
生産されており，今後流域内の土砂生産場とそ
の分布，土砂流掃時における土砂量増加の特徴
を詳細に把握する必要がある。本研究成果で示
すように，近年の土砂災害の情報を継続的に収
集し更新することで，近年の土砂移動現象の傾
向を把握することができ，降雨の変化に対応し
た土砂災害対策の効果的な検討の一助になると
考えられた。 

引用文献 
藤田 （2012）：気候変化が土砂災害の素因・誘因に

及ぼす影響，砂防学会誌， 65， 1，14-20 
Guzzetti et al. （2009）：Landslide volumes and 

landslide mobilization rates in Umbria， 
central Italy， Earth and Planetary Science 
Letters， 279， 222-229 

広島県（2019）：平成 30 年７月豪雨災害， 1-61 
海堀ら（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，71， 4， 49-
60 

気象庁（2019）：大雨や猛暑日など（極端現象）の
これまでの変化，地球環境・気候，各種データ・
資料，気象庁 HP 

国交省（2019）：令和元年の土砂災害，1-50 
国交省・気象庁（2013）：土砂災害警戒情報につい

て，1-4 
国交省砂防部（2007）：土砂災害と対策の概要，第

1 回土砂災害対策懇談会，参考資料-1，1-15 
Melanie et al.（2018）：Global fatal landslide 

occurrence from 2004 to 2016，  Natural 
Hazards and Earth System Sciences， 18， 
2161-2181  

三好ら（2006）：2004 年福井豪雨における渓岸崩壊
の評価，砂防学会誌，59， 2， 30-36 

NOAA （ 2005 ）： Hurricane Katrina ，  NOAA’s 
National Climatic Data Center  special 
reports， Updated 29 December 2005， 1-7 

社会資本整備審議会（2015）：【本文】水災害分野に
おける気候変動適応策のあり方について，1-49 

津口（2016）：線状降水帯，天気，63，727-729 
内田ら（2011）：歴史的にみた近年の土砂災害の特

徴，砂防学会誌， 64， 2， 58-64 
財城ら（2005）：日本における居住地の分布と地形

との関係-GIS を利用した市区町村単位の検討-，
CSIS discussion Paper， 68， 1-13 

図-２. 土砂災害別崩壊面積と生産土砂量の関係 
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氷河湖決壊洪水(GLOF)の発生リスク評価法確立のための研究 

―現地観測結果を用いた数値解析― 

三重大学 ○鈴木 心，堤 大三 

立命館大学  里深好文，高山翔揮 

1. はじめに

近年，地球温暖化の影響で，高山地帯において氷河

の縮小が進んでいる。それに伴い，氷河湖の拡大が進

行しており，氷河湖決壊の発生頻度やそのリスクが高

まっている。氷河湖決壊が原因で発生する洪水を氷河

湖決壊洪水(GLOF：Glacial Lake Outburst Flood)とい

う。GLOF は，大量の水が土砂を巻き込み流下するた

め，下流域の自然やインフラ，人々の暮らしに大きな

被害をもたらす。 

GLOF 発生原因の一つに，モレーンの融解がある。

モレーンは構成材質・形状の点から非常に不安定であ

るが，堤体内部が凍結していることで強度が保たれて

いると考えられる。もし，地球温暖化によりモレーン

全体が融解する様な場合，その強度は低下し，GLOF

発生のリスクが高まると予想される。そのため，モレ

ーンの温度変化を把握することは，GLOF 発生の危険

度を評価するために非常に重要である。 

 本研究では，GLOF 発生の危険性が指摘されている

場所の一つである，ネパールの Tsho Rolpa を対象地

とする（図-1）。当該地のモレーンの比高は約 150 m あ

り，このような巨大なモレーンの内部温度を直接測定

することは困難である。そのため、モレーンの表面温

度をもとに熱伝導解析を行い、内部温度の推定を試み

る。本稿では、一年間現地にてモレーン表面温度の観

測を行い、その結果を用いて現地スケールの熱伝導解

析を行った結果を報告する。 

2. 現地観測

2.1 観測概要 

2018年 11月 18日から 2019年 11月 9日にかけて、

現地にて観測を行った。観測事項は，モレーン地表面

の温度，気温，気圧である。また，インターバルカメ

ラを設置し，湖面の様子のモニタリングも行った。す

べて 1 時間間隔で計測を行った（図-2）。 

 表面温度の観測は、計 8 地点９か所の温度を測定し

た。観測地点は、上流から No.1～No.8 とした。温度

計の設置方法２パターンあり、巨礫の表面に温度計を

露出させた状態で取り付けた露出型、地面に設置した

温度計に石礫を覆いかぶせた埋没型である。No.1、

No.8-1 が露出型で、No.2～No.8-2 が埋没型である。

最下流の地点 No.8 では、同じ地点で２パターンの温

度計測を行った。 

2.2 観測結果 

 観測温度の結果を表- 1 に示す。露出型の No.1 と

No.8-1 では、日射や風などの影響で温度変化の振れ幅

が大きく、平均温度が高くなる結果となった。一方の

埋没型では、比較的安定した温度変動となった（図-3）。

また、各地点の平均温度を比較すると、埋没型の平均

温度では、地点標高と温度に正の相関がみられた。 

図- 2 観測機器の設置場所 

表- 1 表面温度の観測結果（単位：℃） 

図- 1 Tsho Rolpa のモレーン 

air No.1 No.2 No.3 No.4

max 21.6 44.8 10.5 7.7 9.9

min -21.6 -18.8 -11.4 -9.2 -9.4

ave 0.4 4.9 0.4 0.5 0.8

No.5 No.6 No.7 No.8-1 No.8-2

max 13.0 19.2 14.6 33.3 12.8

min -9.5 -13.8 -12.7 -17.6 -11.1

ave 2.1 1.4 3.0 2.5 1.8
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3. 熱伝導解析

3.1 解析手法 

現地観測によって得られた表面温度を入力値とし

た、モレーン縦断面の二次元熱伝導解析を行った。こ

の解析では土層の凍結融解を考慮している。二次元熱

伝導方程式(1)と相変化時の熱収支式(2)を連立させ，

不凍水率θと凍結融解温度𝑇𝐿の関係式(3)を用いるこ

とで，水の相変化を伴う熱伝導を解いた。

・・・・(1)

・・・(2)

・・・・・・・・・(3)

ここで，𝑇は温度(K)，𝑇𝐿は凍結融解温度， Lw は水の

融解潜熱(J/m3)，𝜆は土層の熱伝導度(W/m/K)，C は土

層の熱容量(J/m3/K)，𝜙は凍結水率，𝜃は不凍水率，𝛥𝜙

は凍結融解体積変化量，𝑖 は節点番号，t は時間である。 

3.2 解析シナリオ 

全層凍結しているモレーンの表面温度が、100 年間

で 10℃上昇した場合、どのように融解するかを確かめ

た。融解挙動を確認するため、IPCC(2013)の報告の 10

倍以上の温度上昇ペースという非現実的な温暖化シ

ナリオを想定した。入力した表面温度は、埋没型の観

測結果の平均温度を標高によって配分し、0.1℃/year

のペースで温度を上昇させた。土層の水分条件は、上

流の湖水面から最下流地点の地下 20 m を結んだ直線

を地下水位と仮定し、砂質土の条件で含水率を与えた。

土層の間隙は 0.3 で一定とした。 

初期条件は、堤体内部温度を-0.3℃一定とし，全層

完全凍結した状態から解析を始めた。境界条件として，

モレーン表面には実測温度，湖水の温度を一定と考え、

湖水と接している上流面には 0.05℃，底面はフラック

ス０の条件をそれぞれ与えた。モレーンの断面を 1×

1 m の正方メッシュに区切り，時間ステップ１時間で

計算を行った。 

3.3 解析結果 

解析後のモレーン縦断面温度分布の一例を図- 4 に

示す。図中の線は０℃の等温線を示している。計算開

始から２０年ほど経過するまでに、地下水面より上の

不飽和土層の熱伝導が急激に進行した。その後、飽和

土層まで融解が進むと、融解速度が減少した。モレー

ンのトップ部は地下水位が低いため、最大で深さ 52 m

まで融解が進行した。 

4. おわりに

本研究で明らかとなった事項を以下に示す。

① 現地観測により、モレーン表面温度と標高に相関

がみられた。また、温度計を埋没させて観測する

ことにより、安定した表面温度変動を観測するこ

とができた。

② 観測結果を用いた、現地スケールでの熱伝導解析

を行うことができた。

 以上の結果を踏まえて，モレーン内部の温度変化を

考慮した GLOF 発生危険度評価法の確立を目指す。 

5. 参考文献

・IPCC 第５次報告書（2013）

𝜆 (
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
) + 𝐿𝑊

𝜕𝜙

𝜕𝑡
= 𝐶

𝜕𝑇

𝜕𝑡

𝛥𝜙(𝑖, 𝑡) = 𝐶 × {𝑇𝐿(𝑖, 𝑡) − 𝑇(𝑖, 𝑡)}/𝐿𝑊

𝑇𝐿 = 𝜃 − 0.4 

図- 3 埋没型の観測結果 

図- 4 計算開始化ら２０年後の結果(上)と 

１００年後の結果(下) 
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令和元年台風 19 号豪雨の土砂・洪水氾濫による家屋被害範囲の地形的特徴 

国土交通省国土技術政策総合研究所 西井洋史，山越隆雄，坂井佑介

国際航業株式会社 ○澤村朱美，島田徹，宮田直樹，小阪祐平，久保毅，前田知行

１．はじめに 
令和元年 10 月 12 日から 13 日未明にかけて、大

型で強い勢力の台風 19 号が伊豆半島より上陸し、関
東地方、東北地方を通過した。台風 19 号により東日
本の広範囲で記録的な豪雨となり、各地で河川氾濫
や土砂災害、浸水被害等が発生した。

宮城県丸森町では阿武隈川水系の内川下流域にお
いて、上流から流出した土砂が河道に堆積し、河床
上昇・河道埋没により土砂・洪水氾濫が発生した。
内川支川の五福谷川や新川では土砂・洪水氾濫によ
る家屋の流失や倒壊、家屋の埋没等、多数の家屋被
害が生じた。
本報告では、宮城県丸森町における土砂・洪水氾

濫による家屋被害状況を把握するとともに、被害発
生場所の地形的特徴について整理した。また、近年
の災害事例を用いて、土砂・洪水氾濫による被害家
屋の発生場の地形条件を比較・整理した。

図 1 調査対象範囲 

２．家屋被害調査  
内川流域において、土砂・洪水氾濫が発生したと

想定される範囲を対象に家屋被害状況を調査した。
家屋被害状況は、現地調査に加えて、表 1 に示す災
害直後に撮影されたオルソ画像や斜め写真、ヘリ動
画、UAV 撮影画像等を用いて把握した。また、災害
前の土地利用状況の確認には Google Earth の衛星
画像を使用した。

表 1 家屋被害状況調査使用データ 

以上の調査をもとに、図 2 に示すフローに基づき、
家屋被害程度の分類を行った。また、土砂・洪水氾
濫による被害家屋の分布を把握するために、災害直
後の撮影画像をもとに目視により判読を行い、土
砂・洪水氾濫による被害家屋の抽出を行った（図3）。 

調査家屋数は内川流域全体で 2,039 戸であり、そ
のうち土砂・洪水氾濫による家屋流失に該当する家
屋数は 21 戸、被害程度大に該当する家屋数は 102 

図 2 家屋被害分類フロー1), 2) 

戸であった。家屋数は流域別に集計を行い、支川と
の合流点付近においては、河道からの距離の中間地
点を目安とし、各流域からの流出による影響範囲を
考慮したうえで該当流域に分類した。被害家屋は五
福谷川で最も多く、氾濫開始点付近では家屋流失や
建物 1 階部分が土砂で埋没した家屋が複数確認され
た（図 3）。 

表 2 土砂・洪水氾濫による被害家屋数 

 

図 3 被害家屋分布図（五福谷川の例） 

３．被害家屋分布の整理結果  
土砂・洪水氾濫による被害家屋について、立地場

所の地形条件を整理した。整理した地形条件は、河
道との比高、河道からの水平距離、河床勾配、集水
面積の 4 項目である。各項目は国土地理院の基盤地
図情報 5mDEM を用いて算定した。河床勾配や集水
面積については、対象家屋から河道までの横断測線

種別 作成機関
オルソ画像（災害後） 国土地理院
衛星画像（災害前） GoogleEarth
斜め写真 国土交通省
ヘリ動画 国土交通省
UAV撮影画像 国土交通省

新川 

五福谷川 
内川（本川） 

阿武隈川 

五福谷川 

内川 

※背景に地理院地図を使用

※背景に国土地理院 2019/10/20 撮影のオルソ画像を使用

家屋流失 被害程度大 被害程度中～小 計

内川（本川） 0 19 29 48

五福谷川 19 57 94 170

新川 2 26 106 134

計 21 102 229 352

流域名
土砂・洪水氾濫による被害家屋数
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を作成し、河道ラインとの交点の値を集計した。
集計した地形条件ごとに、被害の程度が大きい家

屋（家屋流失・被害程度大）に着目し、被害家屋数
および家屋被害率（（家屋流失＋被害程度大）／該当
区分の全家屋）を整理した（図 4）。河道との比高を
見ると、1m～5m の範囲で家屋被害率が 2 割を超過
している。河道までの距離を見ると、被害家屋はお
よそ 250m 未満の範囲に集中し、家屋流失は 100m
未満で発生している。河床勾配はいずれの勾配にお
いても被害家屋が分布しているが、特に 1/150～
1/100 における被害が顕著となっている。集水面積
は 20～25km2 において家屋被害率が 60%程度と高
い値となっている。当該範囲は五福谷川の谷出口付
近（図 3）に立地する集落の被害に該当し、土砂・
洪水氾濫により、家屋の大多数に被害が生じている。 

 
 

 

 

 
図 4 地形条件と被災家屋数の関係 

４．近年の土砂・洪水氾濫被害事例との比較 
上記までの整理結果と近年発生した土砂・洪水氾

濫による被害事例（H29九州北部豪雨 1)およびH30.7
豪雨（広島）2)）を合わせた 3 事例について、土砂・
洪水氾濫による家屋被害発生場の条件を比較した。
家屋流失および被害程度大に該当する家屋について、
比高と距離および集水面積と河床勾配の組み合わせ
により、3 事例における被害家屋の分布を整理した
（図 5，図 6）。各事例において被害家屋数が 10 戸
以上分布する範囲について、色別に枠線で示した。

河道との比高・距離については、H29 九州北部豪
雨の事例は谷底平野において氾濫被害が生じており、
氾濫幅は狭いが、ある程度の高さまで被害が広がり
やすい傾向にある。一方、H30.7 豪雨の事例につい
ては、扇状地形となっており、被害範囲は比高 2m
未満、河道からの距離 300m 未満に集中し、比高は
小さいが、氾濫幅が広くなる傾向にある。今回の R1 

 

図 5 河道との比高・距離と被害家屋数の関係 

 

 

図 6 集水面積・河床勾配と被害家屋数の関係 

台風 19 号の事例は、河道からの距離 100m 未満に被
害家屋が集中するなどH29九州北部豪雨に類似して
いる点があるものの、比高は H29 九州北部豪雨と
H30.7 豪雨の中間的な範囲となっている。 
集水面積と河床勾配については、集水面積の分布

に明確な傾向は見られないが、河床勾配は概ね 1/150
以上において被害が集中している。被害家屋数は被
害家屋全体の 90%を占め、被害要因は土砂・洪水氾
濫による直接的な被害によるものである。勾配 1/150
未満の被害家屋は、河川堤防の決壊や盛土のせき止
め等による被害が多く、土砂・洪水氾濫による直接
的な被害は少ない。

５．おわりに 
本報告では、令和元年台風 19 号豪雨により発生し

た土砂・洪水氾濫による被害家屋の分布状況の把握、
及び被害家屋の地形条件の整理を行い、近年の土
砂・洪水氾濫による被害事例と合わせて、家屋被害
発生場の条件整理を行った。土砂・洪水氾濫による
被害家屋は一定の地形条件のもとに集中する傾向が
確認され、谷底平野および扇状地においては分布の
傾向に差が見られた。
今回の調査結果は、土砂・洪水氾濫対策における

被害範囲の推定についての基礎資料となり、今後の
土砂・洪水氾濫対策に活用可能であると考えられる。
今後は、データの解析を進め、被害発生状況の精査
を行い、土砂・洪水氾濫対策に貢献していきたい。

【参考文献】 
1）澤村ら：平成 29 年 7 月九州北部豪雨における土
砂洪水氾濫による被災家屋の分布とその特徴，平成
30 年度砂防学会研究発表会概要集，p177-178，2018 
2）澤村ら：平成 30 年 7 月豪雨の土砂・洪水氾濫に
よる家屋被害範囲の地形的特徴，2019 年度砂防学会
研究発表会概要集，p435-436，2019
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盛土のせき止めによる被害（H30.7 豪雨：総頭川） 

河川堤防の決壊による被害 
（H29 九州北部豪雨：大肥川） 

：被害家屋分布範囲（家屋 1 戸以上） 

：H29 九州北部豪雨 ：R1 台風 19 号 ：H30.7 豪雨 
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2019年に梓川上流支川で発生した土石流・土砂流について 

国土交通省松本砂防事務所 ○石田孝司,谷保和則,梅田ハルミ,杉﨑亮太,古澤立樹 

 信州大学農学部 平松晋也 

 （一財）砂防・地すべり技術センター 池田暁彦 

１ はじめに 

 梓川上流域は上高地に代表される山岳景勝地を有している。

一方で、周囲の山岳地帯からの永続的な土砂供給により梓川

本川の土砂堆積が進み、近年は梓川本川の河床上昇問題が

クローズアップされており、小梨平地区をはじめとする沿川各

地区では浸水や土砂・洪水氾濫による被害が懸念されている。

その原因として、支川から本川への土砂供給が活発であること

が挙げられる。松本砂防事務所では梓川上流域における土砂

移動の実態把握を目的として、2015 年 4 月より雨量・流量観測

を含む土砂移動モニタリングを行いながら、降雨流出や土砂

移動特性について検討している 1) 。2015 年のモニタリング開

始以後、土砂災害が発生するような顕著な土砂移動の発生は

なかったが、2019 年には6 月、8 月、10 月にそれぞれまとまっ

た降雨とこれに伴う支川での土石流等の土砂移動が確認され

たため、本稿ではこれらの現象と発生条件の概要を報告する。

２ 対象流域の概要

 上高地は信濃川水系千曲川支川犀川（梓川）の最上流域に

位置する。数万年前の焼岳の形成により梓川が堰き止められ，

その後の土砂堆積により大正池から横尾の間約 12km は河床

勾配約 1/100 の現在の形になったとされる。大正池より上流は

流域面積 112.4km2，流路長 17.0km，平均河床勾配 1/55 を呈

し，横尾谷，奥又白谷，徳沢，白沢，八右衛門沢などが合流し

ている（図1）。 

３ 2019年に発生した主な土砂移動 

3.1 6月27～30日の前線に伴う降雨と土砂移動 

 6 月 27 日から 30 日にかけて、日本列島に停滞する梅雨前

線の影響を受け、特に 6 月 30 日は梅雨前線上を低気圧が東

進したことによりまとまった降雨となった。これより、奥又白谷で

は 30 日に治山資材運搬道路を保護するために築かれていた

盛土導流堤が侵食・流出し、上流から流下した土砂とともに本

川へ移動した（図2）。同じ 30 日には下又白谷や徳沢でも土砂

移動が確認された。 

6 月27 日から 30 日にかけての連続雨量の等雨量線図を図

3(左)に示す。連続雨量は、奥又白谷と下又白谷の源流付近で

約 180mm、徳沢では約 150mm であった。また、最大時間雨量

を近隣の雨量観測局の雨量データで確認すると、奥又白谷・

下又白谷に近い西穂観測局で 30 日午前 7 時に 20mm/hr、ま

た徳沢に近い徳沢観測局でも同じ 30 日午前 7 時に 17mm/hr

であった。 

図3  梓川上流域での主な降雨イベント時の等雨量線図 

（左：2019年6月27日～6月30日） 

（右：2019年8月27日～8月31日） 図1 姫川上流域の主な支川（地理院タイルに加筆） 

図2  奥又白谷から梓川本川への土砂移動 
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3.2  8月27～29日の前線に伴う降雨と土砂移動 

黄海から西日本を通り東に延びる前線に向かって暖かく湿

った空気が流れ込んだ影響により、上高地ではまとまった降雨

が観測された。この降雨により、焼岳を源流とする上々堀沢と

上堀沢で土石流が発生した（図 4、図 5）。また、霞沢岳を源流

とする左支川八右衛門沢や中千丈沢でも土砂移動を確認した

（図6）。上々堀沢に設置してある土石流検知センサは 29 日の

4時30分に反応しており，また同日の4～5時頃にかけて焼岳

や霞沢岳周辺に降雨強度の強い雨域があったことから、前記

の土砂移動はほぼ同じ時間帯に発生したものと推察される。 

8 月27 日から 29 日にかけての連続雨量の等雨量線図を図

3(右)に示す。土砂移動が発生した上々堀沢・上堀沢や八右衛

門沢の源流付近の連続雨量は約200mm であった。また、最大

時間雨量は、上々堀沢・上堀沢の源流に近い焼岳観測局では

8 月29 日午前5 時に 35mm/hrを、また八右衛門沢・中千丈沢

の源流に近い霞沢岳観測局でも同じ 29 日午前 5 時に

29mm/hr であった。 

3.3 10月の台風19号ほかに伴う降雨と土砂移動 

 10 月 11 日から13日にかけて、伊豆半島に上陸し三陸沖

を北上した台風 19 号の影響による降雨により徳沢で土砂移動

が 発 生 し た （ 図

7）。また、同月 24

日から26日にかけ

て、東海から関東

沿岸を通過した低

気圧の影響による

降雨により、徳沢

では前記と同様の

土砂移動が発生し

た。

 それぞれの連続雨量の等雨量線図を図8 に示す。徳沢源流

付近での連続雨量は、11～13 日は約 250mm、24～26 日は約

110mm である。また最大時間雨量はそれぞれ 12 日 16 時に

16mm/hr、25 日9 時に 12mm/hr であった。 

４ 土砂移動発生特性について 

上々堀沢、上堀沢、八右衛門沢で発生した土砂移動は、発

生までの連続雨量が焼岳観測局で 109mm、霞沢岳観測局で

122.5mmであり、この後の30mm/hrを超える時間雨量がトリ

ガーとなった土石流形態での土砂移動であった。一方、土砂

移動が3回確認された徳沢では、連続雨量110mm、最大時間

雨量 12mm/hr 程度の降雨によって、渓岸浸食等により生産

された土砂が本川まで掃流力によって運搬された。同じ上

高地エリア内であっても、本川への土砂供給の形態や発生

条件は地質や地形、河床勾配など支川流域の特性によって

異なると考えられるため、今後は降雨要因に加えて素因的

な要素を加えながら土砂移動実態を明らかにする必要があ

る。 

５．おわりに 

 本稿では2019年に梓川上流の支川で発生した主な土砂移

動現象について発生時の降雨と併せて事例の報告を行った。

今後は土砂移動現象の発生条件についてさらに検討を進め

るとともに、移動量と移動範囲、本支川における侵食と堆積

の傾向分析を行い、効果的な河床上昇対策に繋げたい。 

参考文献 

1)池田ほか：梓川上流域(上高地)の降雨流量・土砂移動特性について,H30砂

防学会研究発表会概要集,pp.183-184,2018 加筆） 

図4  上々堀沢で発生した土石流の痕跡（堆積区間） 

図5  上堀沢で発生した土石流の痕跡（堆積区間） 

図7  徳沢から梓川本川への土砂移動 

図6  八右衛門沢で発生した土石流の痕跡（堆積区間） 

図8  梓川上流域での主な降雨イベント時の等雨量線図 

（左：2019年10月11日～10月13日） 

（右：2019年10月24日～10月26日） 
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妙寿砂防堰堤のシャッターによる土砂調節効果 

北陸地方整備局 立山砂防事務所 野呂 智之, 宮下 優 
日本工営(株) 長山 孝彦, 松田 悟,○古谷 智彦, 中西 隆之介, 伊藤 隆郭 

京都大学名誉教授 水山 高久  京都大学大学院防災研究所 藤田 正治 

1.緒論:妙寿砂防堰堤に可動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，2019 年 10 月 12 日には，出水が発生し，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. 
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(図-1 中の③④),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, 図-1②から④へ遷移する.

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(図-2).

2.3 2019 年出水:他の年の出水と異なり，水位が天端を越流すること

はなかったが，固定横桟の高

さ(水深 3m)を超える出水が

確認された.水中での土砂堆
積が観測されたが，水位低下
と共に流出した(図-3). 
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-3).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-3 は，2018・2019 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，堆積から浸食へ

と傾向が徐々に変化していくと考えら

れる.

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(2018 年出水) 

ｼｬｯﾀｰ開状態
(H30/7/6 4:30) 

水位低下と共に 
堆砂敷はほぼ流出 

2018 年 7 月 5 日出水 
最大時間雨量 30mm/h 
累加雨量 341mm(千寿ヶ原) 
ﾋﾟｰｸ流量 330m3/s
（妙寿堰堤の水位計 2 より推定 3)）

ｼｬｯﾀｰ操作無し（常時開放）

ｼｬｯﾀｰ開状態
(H30/7/6 12:00) 

図-3 水位変化と堆積・浸食傾向の関係 
(上:2018 年出水，下:2019 年出水)(※シャッター操作無し) 

図-1 各ｼｬｯﾀｰ操作時の土砂流出ｲﾒｰｼﾞ 
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また，妙寿砂防堰堤の上流側に位置する七

郎砂防堰堤(妙寿から1.5km上流)と下流側に

位置する空谷砂防堰堤(3.6km 下流)に設置さ

れた水位計及びﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝのﾃﾞｰﾀから，掃流砂

の伝播特性が分かる.図-4 に妙寿堰堤を含む

上下流の流砂状況を時系列で整理した.2018

年出水においては,出水後半における空谷砂

防堰堤での掃流砂の流下が継続するが,妙寿

のｽﾘｯﾄ・固定横桟での土砂調節効果により土

砂の流出ﾋﾟｰｸが平準化された影響と考えら

れ,掃流砂量はほぼ一定となった. 

2.5 細粒土砂の応答: 

図-5 に,空谷砂防堰堤における細粒成分(濁

度・ｳｫｯｼｭﾛｰﾄﾞ)の時系列変化として,水位と

濁度計ﾃﾞｰﾀ(電圧)のﾙｰﾌﾟを示す.ｸﾞﾗﾌは右回

りの滑らかなﾙｰﾌﾟを示していることから,出

水ﾋﾟｰｸを迎え水位が下がり始めるより早い

段階で活発に土砂が移動している傾向が示

唆され，細粒土砂の移動が固定横桟やｽﾘｯﾄに

よる土砂の貯留効果を受けていないことが

分かる.2019 年は濁度が小さくなっているた

め，上流において顕著な土砂供給が発生して

いなかったことが推測される. 

2.4 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)のﾙｰﾌﾟを図-6 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

うちに浸食され,空谷堰堤へと流出・伝播

したためと考えられる(図-2).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。 

一方，津之浦下流砂防堰堤(2019 年出

水)においてはﾙｰﾌﾟが認められない。2019

年出水の特徴は，3 回の出水ﾋﾟｰｸの合間に

水位低下が 2 回発生したことが挙げられ

る(図-3).出水期間中の2回の水位低下の

影響により，土砂の貯留が十分に行われ

る前に，妙寿砂防堰堤から土砂が流出し

たため，最後の水位低下時に掃流砂の移

動が集中するような2018年出水時の傾向

(左回りのﾙｰﾌﾟ)が検出されなかったと考

えられる. 

3.結論:常願寺川における土砂流出の制

御に資するﾃﾞｰﾀとして，妙寿砂防堰堤のｼ

ｬｯﾀｰ操作や,ｽﾘｯﾄによる土砂流出抑制の

効果などが明らかとなりつつある.一方

で,ｼｬｯﾀｰ開操作による下流域への土砂流

出の影響など,検討の余地が残されてい

る.縦断的な流砂観測ｼｽﾃﾑを活用し，ｼｬｯﾀ

ｰの試験運用により,土砂移動の監視及び

積極的な土砂流出のｺﾝﾄﾛｰﾙを進めていく

予定である.

参考文献: 1) 三上幸三ら：砂防学会誌, Vol.66, No.5, p.42-48, 2013. 2) 長山孝彦ら：平成 30 年度砂防学会研究発
表会概要集,p.196-197,2018. 3) 田方智ら：平成 26 年度砂防学会研究発表会概要集(B),p.34-35,2014.

図-5 水深・濁度のﾙｰﾌﾟ 
(空谷砂防堰堤)(左:2018 年出水，右:2019 年出水) 

図-4 妙寿砂防堰堤における土砂調節効果(2018 年出水) 

図-6 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:2019 年出水(津之浦下流))
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揖斐川上流域における地質の異なる流域の土砂流出特性 

国土交通省中部地方整備局 越美山系砂防事務所 吉野 睦※1 山村 真司※2 大森 徹治※3 荒木 大輔 小池 功晃 

日本工営株式会社 ○流川 遥平 西 陽太郎 

1. はじめに
揖斐川流域では、坂内観測所で2012年以降、白川観測

所で2015年以降ハイドロフォン・水位計・濁度計による
流砂量の観測が継続的に実施されている（位置図：図1）。
また、出水時にはバケツ採水による流水の直接採取も行わ
れている1）。 
上記2観測所は、直線距離では約2.5㎞しか離れていな

いが、地質条件の異なる流域に設置されており、これらの
土砂流出傾向の特徴を把握することは、他流域の土砂流出
状況を検討する場合の指標となる可能性がある。 
本検討では流域の土砂流出状況やその経年変化を把握

し、観測データを将来的に砂防計画や危機管理（土砂災害
の検知）に活用することを目的として、観測データを用い
た掃流砂およびWashloadの流出状況の分析を実施した。
また、坂内観測所上流の堰堤被災時のデータを分析し、観
測施設における土砂災害の発生検知の可能性を検証した。 

2. 観測地点の概要

坂内観測所（堆積岩流域）
坂内観測所は，揖斐川右支川の坂内川本川の砂防堰堤に

位置する（図1）。流域面積は93km2、堆砂敷の河床勾配は
1/127(=0.5°)、堰堤水通し幅は35m、代表粒径D60は
1.8cmである。観測所上流の地質は、主に中古生代美濃帯
の堆積岩である。観測機器として水位計、濁度計、ハイド
ロフォンが設置されている。計器設置以降の観測所上流の
土砂流出イベントとしては、2018年9月9日～10日の降
雨による、ナンノ谷砂防ダム3号の被災が挙げられる。

白川観測所（花崗岩流域） 
白川観測所は、坂内川右支川の白川の下流端、床固工に

位置する（図1）。流域面積は31km2、堆砂敷の河床勾配は
1/37(=1.5°)、堰堤水通し幅は15m、代表粒径D60は
6.0cmである。観測所上流の地質は中生代の花崗岩が主体
である。観測機器として水位計、濁度計、ハイドロフォ
ン、底面流速計が設置されている。計器の設置以降、観測
所の上流域では崩壊等のイベントは確認されていない。

3. 土砂流出の推定手法
掃流砂量、Washload 量と流量の関係について分析を実施

した。なお、Washloadは芦田（1985）2)を参照し、粒径0.2mm
未満の粒子とした。 
掃流砂はハイドロフォンの計測値（単位幅掃流砂量）に川

幅を乗じ全幅の掃流砂量（m3/s）とした。ハイドロフォンは
全長2.0ｍと0.5mの2種類の管が設置されているが、今回
は2.0m管のデータを分析対象とした。 
Washload 量（m3/s）は出水時に実施したバケツ採水試料

の浮遊物質量試験及び粒度分析結果より算出を行った。粒
度分析はレーザー回折/散乱法3)、浮遊物質量（SS）分析は、
ろ過重量法4)を用いた。 
流量は水位計（圧力式）の計測値をもとに、H-Q式を用い

て算出した。H-Q式は出水時の浮子による表面流速観測結果
をもとに設定したものである。 
4. 掃流砂の流出特性

坂内観測所（堆積岩流域）
坂内観測所における掃流砂量と流量の関係を図2に示

す。2012年以降で特徴的な4年間のデータを抜粋した。
2013、16、19のデータでは、融雪期や年当初の出水期に掃
流砂量が多く（平衡流砂量式に近い）、後半の出水期にな
ると掃流砂量が減少する傾向が確認できる。これは、流域
内の移動可能な土砂が少ないため、出水毎に流域内の土砂
が減少していくことが原因と考えられる。 
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図1 観測地点位置図 
国土地理院数値地図200,000｢岐阜｣、25,000「美濃広瀬」に加筆 

※1現 鹿児島県土木部 ※2現 退職 ※3現 中部地方整備局 富士砂防事務所 
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図2 掃流砂量と流量の関係（坂内観測所） 
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また、2018、19年のデータは低流量時に平衡流砂量に達
することがなく、高流量時（50m3/s以上）も2013、16年
のデータと比較して、掃流砂量が少ない特徴がみられた。
当該流域では、観測期間中に大規模な崩壊発生等が生じて
いないため、移動可能な土砂が減少している可能性があ
る。 
なお、2017年10/21-24の出水時にハイドロフォン上流

の護床ブロックが沈下している。上記に示した2018年以
降の掃流砂量の低下は、この局所的な現象が原因となって
いる可能性もあるため、今後の施設の補修やブロック沈下
による影響の検証が必要である。 

白川観測所（花崗岩流域） 
白川観測所測所における流量と掃流砂量の関係を図3に

示す。坂内観測所と異なり、出水のタイミングによる掃流
砂量の差は確認できなかった。また、経年的な傾向の変化
も認めれないため、流量に応じた掃流砂が流下していると
言える。観測を開始した2015年以降は、図3に示した以
外の年もほぼ同様の傾向であった。 
花崗岩流域である白川観測所上流域は、堆積岩流域であ

る坂内観測所上流域と比較して、渓流内の移動可能な土砂
が常に多い、土砂生産が活発な状況であると考えられる。 

 
 
 

5. Washloadの流出特性
坂内観測所と白川観測所のバケツ採水試料による

Washload量と流量の関係を図4に示す。両観測所ともに、
Washload量は流量の2乗と比例関係を示し、観測時期によ
る流砂量のばらつきが少ないことから、出水時は流量に応
じたWashload量が流下するといえる。 
また、2観測所のWashload量を比較すると、坂内観測所

は流量の2.2×10-6倍、白川観測所は4.8×10-6倍程度と 
 

なっており、花崗岩流域（白川観測所）では堆積岩流域（坂
内観測所）の2倍程度、流量に対するWashload量が多いこ
とが伺える。 
6. 流砂観測機器による被災検知の検証
流砂量観測施設による土砂災害の発生検知の可能性を把

握するため、2018年9月9日～10日に発生した、ナンノ谷
砂防ダム3号（堤高7.0m、堤長81.0ｍ）被災時の観測結果
を分析した。発災箇所の下流に位置する坂内観測所のハイ
ドロフォン、濁度計のデータを分析し、発災による土砂流出
が検知できているか確認を行った。 
発災後は本堤及び副堰堤において、基礎地盤の流出と本

堤の被災（0.6m×30ｍの亀裂）が確認されている5）。本堤は、
発災前は満砂しており、発災時に多量の土砂が流出したこ
とが推測される。 
ハイドロフォンの被災時のデータ（図2左下、

2018.9.9-11）については、特に他の出水時と比較して特
異な点は認められなかった。また、出水前後の濁度計計測
値と流量の関係（図5）をみても、砂防ダム被災による土
砂流出をとらえた傾向は確認できなかった。 
災害発生箇所から坂内観測所までは流路沿いに約8.5㎞

離れており、下流には複数の砂防堰堤が整備されている。
そのため、堰堤から流出した掃流砂は堰堤に捕捉され、観
測所まで到達しなかったと考えられる。また、Washloadは
下流で合流する八草川等からの流入により、濃度が薄めら
れたことが推察される。今後、発災箇所からの距離が近い
場合や、支川の流入がない場合における検知可能性の検証
が必要と考えられる。 

7. まとめ
地質の異なる 2 流域における、土砂流出傾向を確認した

結果、堆積岩流域（坂内観測所）の掃流砂量は、融雪期や出
水期の前半は量が多いが、出水期後半になると減少する傾
向が確認できた。一方、花崗岩流域（白川観測所）では掃流
砂は常に流量に応じた量が流れることが確認された。 
Washload量は両流域ともに流量の2乗と比例関係を示す

が、花崗岩流域の方が堆積岩流域と比較して、2倍程度、流
量に対するWashload量が多いことが判明した。 
また、坂内観測所上流の堰堤被災時のデータを確認し、流

砂量観測施設による発災の検知ができるか検証した。発災
箇所では土砂が流出しているものの、下流の観測機器では
特異な反応は見られなかった。被災箇所と堰堤の距離が離
れており、支川からの流入も多いことが原因と考えられる。 
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坂内 白川 

図3 掃流砂量と流量の関係（白川観測所） 

図4 Washloadと流量の関係 

図5 被災前後の濁度計計測値と流量 
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緩勾配区間を含む渓流における流木の流出実態 

-平成29年7月九州北部豪雨奈良ヶ谷川の事例-

国立研究開発法人土木研究所 ○染谷哲久※1，平田遼，山﨑祐介，平岡真合乃，石井靖雄 
※1現 アジア航測株式会社 

１．はじめに 

平成 29 年 7 月九州北部豪雨や令和元年東日本台

風による豪雨などでは，土砂・洪水氾濫が発生する

とともに流木が下流へと大量に流出し，被害を拡大

させる災害が発生している。これらの災害では複数

の土石流危険渓流や急勾配区間の支渓流から下流の

緩勾配区間の主渓流へと流木が流入したと考えられ

る。今後，効果的に流木対策を進めるため，流木の

運搬・堆積過程を考慮した対策計画を立案する手法

が求められているが，急勾配区間と緩勾配区間では

運搬・堆積量に大きな影響を及ぼす要因は異なるこ

とも推定される。

流木の流出実態を分析した既往研究では，急勾配

区間を対象とした事例はあるものの 1）～4），急勾配か

ら緩勾配まで流木の運搬・堆積過程を連続的に調査，

分析した事例は見当たらない。以上より，本研究で

は，平成 29 年 7 月九州北部豪雨により流木が発生

した奈良ヶ谷川の急勾配区間と緩勾配区間の双方を

対象に，流出流木量を算定する際に評価が必要とな

る流木の堆積箇所の特徴を，既往研究において渓流

内で流木が多く堆積する傾向が確認された箇所の地

形的特徴等と比較しながら分析した。

２．研究方法 

2.1 堆積流木の特徴分析の流れ 

堆積流木の特徴を分析した近年の既往研究 4）では，

急勾配区間における堆積流木の特徴として，土石流

に取り込まれた流木は地形条件が区間勾配 10°未

満で河道幅が拡大する区間に多く堆積したことが明

らかになっている。本研究では，奈良ヶ谷川の急勾

配区間においても同様の傾向となるのかを確認した。

また緩勾配区間においても，急勾配区間と同じ傾向

となるのかを確認し，異なる場合は他の要因の影響

を検討した。 

2.2 本研究における流木の分類 

本研究では，発生流木を発生原因別に崩壊と渓岸

渓床侵食の 2 つに区分した。また堆積流木は，既往

研究 5），6）と同様に枝葉が多く残存して土砂や洪水に

運搬されなかったと考えられるものを「倒木（残存

木）」に，枝葉や樹皮が少なく土砂や洪水に運搬され

たと考えられるものを「渓床堆積流木」に区分した。

2.3 緩勾配・急勾配区間の設定と流木量の調査方法 

本研究の対象流域は，福岡県朝倉市の筑後川右岸

に位置する奈良ヶ谷川（本研究の対象範囲の流域面

積は 2.25km2）とした。奈良ヶ谷川において谷次数

区分を行い，上流の 2 次谷までの流路のうち最長と

なる流路を主渓流に，主渓流に合流するその他の流

路を支渓流に区分した。主渓流の平均勾配は 4°で

あった。一方，35 の支渓流の平均勾配は 9.5～25.6°
であった。そこで，本研究では支渓流を急勾配区間

とし，主渓流を緩勾配区間として分析を行った。

流木量の調査を行うにあたり，まず土砂移動範囲

を把握した。土砂移動範囲は災害発生前後のオルソ

フォトから判読し，崩壊と渓岸渓床侵食に区分した。

そのうち流木が発生した範囲をオルソフォトや

DHM の差分値 7）から判読した。発生流木量は，判

読等により林相を区分し，林相ごとに現地において

単位面積あたりの材積量調査 8）を行い，これに発生

面積を乗じて算出した。また，堆積流木範囲を災害

発生後の斜め写真やオルソフォトから判読した上で，

現地調査により流木長や流木径等を計測し，堆積流

木量を算出した。なお，流域の概要や流木の発生お

よび堆積状況の調査方法等は，染谷ら 6）による。

2.4 流木収支による解析方法

流木堆積箇所の特徴は，黒岩ら 3）を参考に縦断的

な流木収支を算出して分析した。分析の対象とする

土砂移動範囲のうち，渓岸渓床侵食範囲は下流から

50m ごとの区間に分割し，区間ごとの発生流木量，

堆積流木量，流入流木量を求めて流木収支を算出し

た（図-1）。また，既往研究の結果 4）と比較するた

め，区間上下流端の標高差による区間勾配，区間の

面積を区間長で除した平均河道幅を求め，堆積した

流木との関係を分析した。

既往研究では緩勾配区間における流木の堆積，流

出には水深が影響している可能性があると指摘され

ている 9）。そこで，ここでは簡便に清水のピーク流

量を合理式 8）から算出し，断面を矩形で近似してマ

ニング式を用いて最大水深（50m 区間上下流の平均

値。以下，水深という）を算出した。また水深を堆

積流木の平均径で除した流木径相対水深も算出した。

なお急勾配区間では，流木は土石流状態で運搬され

図-1 流木収支の模式図 

V区入＝ V上入＋ V支入＋{（ V崩発－ V崩残）＋ V渓発－ V渓残 }
V下出＝ V区入－ V渓堆

V区入：区間流入流木量
V上入：上流区間からの流入流木量
V支入：支川からの流入流木量
V崩発：崩壊による発生流木量
V崩残：崩壊に起因する残存木量

V渓発：渓床渓岸侵食による発生流木量
V渓残：渓岸渓床侵食に起因する残存木量
V渓堆：渓床堆積流木量
V下出：下流区間への流出流木量

V支川

V渓発

V渓堆

V崩発 V崩残

V渓残

V区入

上流下流

50m

V上入＝V下出

流木発生範囲
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ると推定されるものの，緩勾配区間と比較するため，

急勾配区間においても水深を算出した。緩勾配区間

である主渓流には支渓流から多くの流木が流入する

ため，区間流入流木量が支渓流と主渓流で異なる（図

-2）。そこで，本研究では区間流入流木量の多寡が渓

床堆積流木量に影響を与えることを想定し，渓床流

木堆積率（＝渓床堆積流木量/区間流入流木量）を求

め，流木径相対水深との関係を確認した。

３．結果と考察 

3.1 急勾配区間と緩勾配区間の渓床堆積流木の特徴 

急勾配区間全体では，渓床堆積流木量および渓流

1m当たりの渓床堆積流木量を区間勾配10°未満と

10°以上および河道幅拡大と縮小の合計4区分に分

類して分析した結果，区間勾配 10°未満かつ河道幅

拡大区間が最も大きな値となった（図-3）。急勾配区

間における渓床堆積流木量と地形量との関係は，既

往研究 4）と同じ傾向が本研究においても得られた。 
一方，緩勾配区間全体では渓床堆積流木量は河道

幅拡大区間の方が多いものの，渓流 1m 当たりの渓

床堆積流木量では河道幅の拡大区間と縮小区間で目

立った違いは見られず，勾配による堆積量の変化も

見られなかった。緩勾配区間での流木の堆積は急勾

配区間より地形の影響を受けにくいと考えられる。

3.2 緩勾配区間の渓床堆積流木に影響を及ぼす要

因の分析 

流木径相対水深と渓床流木堆積率との関係を見る

と，緩勾配区間の渓床堆積流木率は急勾配区間と比

較して全体的に小さい値となった。また，緩勾配区

間では流木径相対水深が大きくなるにつれて渓床流

木堆積率が低下する傾向が見られた（図-4）。 
奈良ヶ谷川の主な植生はスギやヒノキであり，流

木の比重は 1.0 未満と推定される。このため，流木

径相対水深が 1.0 以上となる区間が多い緩勾配区間

では，50m 区間単位で見ると流入した多くの流木が

堆積せずに浮遊して下流へと流出した可能性がある。 

４．おわりに 

平成 29 年 7 月九州北部豪雨の奈良ヶ谷川におけ

る流木の流出事例において，急勾配区間では，土砂

や流水に運搬されたと考えられる流木は既往研究と

同様に区間勾配が 10°未満で河道幅が拡大する地

形条件を示す箇所に多く堆積していた。また緩勾配

区間では，急勾配区間よりも地形の影響を受けにく

く，流木径相対水深が流木の運搬・堆積に影響を及

している可能性が示された。今後，緩勾配区間にお

いて，水理量に着目してさらなる分析を行い，流出

流木量の予測手法の検討を進めていく必要がある。

参考文献 
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図-2 区間流入流木量の分布

図-3 急勾配区間における区間勾配と河道幅変化による区分

ごとの渓床堆積流木量と渓床1m当たりの渓床堆積流木量 

図-4 流木径相対水深と渓床流木堆積率との関係
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Characteristics of water and sediment discharge in Tansan-dani gully of Mt. Unzen 
Jihyeok Park 1*, Yoshinori Shinohara 1, Hotta Norifumi 2, Christopher Gomez 3  

1 Faculty of Agriculture, University of Miyazaki, Japan 
2 Graduate School of Agricultural and Life sciences, University of Tokyo, Japan 

3 Graduate School of Maritime Science, Kobe University, Japan 

Introduction 
To prevent sediment hazards and manage sediment, it is essential to be able to predict the occurrence 

of debris flow from rainfall data. Although several prediction indexes have been proposed, their 
efficiency depends on the areas. Recently, Kosugi (2015) proposed a method for distinguishing rainfall 
events triggering landslides from those without, using the concept of effective rainfall with various 
half-life times (HLTs), as increased pore-water pressure is one of the main cause of landslides. This 
method assumes that rainfall is directly connected to groundwater level change, but this assumption 
should be further examined in different environments.  
At Mt. Unzen, sediment discharge has been continued for >20 years after the cessation of volcanic 

activity. Although several studies have been conducted to predict the occurrence of debris flow in 
Mizunashi-gawa river, there hasn’t been a comprehensive answer to those issues. The objective of this 
study has been to verify the role of effective rainfall in the Tansan-dani gully in feeding the main 
Mizunashigawa valley (Fig. 1) in sediment. 

Material and method 
The present study was conducted in 

the Tansan-dani gully, at Mt.Unzen 
(Fig. 1). We first installed five time-
lapse cameras (TLC) and recorded 
sediment discharge and surface 
runoff at an interval of 1-min for the 
period 2016-2019. We set two 
monitoring points to be able to view 
the thalwegs as well as the talus for 
each TLC (T1-T10).  
The rainfall data come from the 

JMA (Japan Meteorological Agency) 
Unzen-dake station, 4km away to the 
West of the Tansan-dani gully. The 
10-minute rainfall data were used for
analysis using TLC, and for the 
longer time-span (2000 to 2019) 1-hour rainfall data were used for the analysis of effective rainfall. 
From this dataset, we calculated the effective rainfall 𝑋𝑋(𝑀𝑀, 𝑡𝑡)[mm] of various HLTs (M [h]) using the 

following equation: 

𝑿𝑿(𝑴𝑴, 𝒕𝒕) = 𝑿𝑿(𝑴𝑴, 𝒕𝒕 − 𝟏𝟏)𝒆𝒆𝜶𝜶 + 𝑹𝑹(𝒕𝒕)𝒆𝒆𝜶𝜶/𝟐𝟐 (1) 

where 𝑅𝑅(𝑡𝑡)[mm]  is rainfall between t-1 and t and α  [h-1]is the reduction coefficient, which is 
calculated as follows.  

𝜶𝜶 = 𝒍𝒍𝒍𝒍(𝟎𝟎.𝟓𝟓) /𝑴𝑴 (2) 

We calculated 401 HLTs between 0.1h and 2784h (Kosugi, 2015) for all events from 2000 to 2019. In 
addition, 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡), which is the ratio of 𝑋𝑋(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) to the historical maximum 𝑋𝑋(𝑀𝑀, 𝑡𝑡), was calculated for 
three events with debris flow from 2016 to 2018. 

Figure 1. Location of Mt. Unzen and Tansan-dani gully 
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Results and discussion 
For the period 2016-2019 a total of 3 debris flows 

and 32 surface runoff were recorded (Table 1), with 
the first debris flow of 2016 being prior to the TLC 
installation. On June 29th 2018, a debris flow was 
observed at both the mid-stream and down-stream 
survey sites (Fig. 2), providing an idea of the timing 
of the debris flow.  
Fig. 3 shows 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) for three events with debris 

flow for 2016-2018. For the event in 2016, heavy 
rainfall continued for only two hours. Rainfall 
intensity in the two hours (i,e, from 21:00 to 22:00 
and from 22:00 to 23:00 on June 20 were 97.0 and 
96.5, respectively. Therefore, 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) for short M [h] 
was larger than that for large M [h]. 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) was 1 
in the range of 1.0 < 𝑀𝑀 <2.45. On the other hands, 
for the events in 2017 and 2018, 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) was less 
than 60% for any M [h]. Although M [h] with peak 
of 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) was different in the three periods, the 
maximum 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡)  over the three periods was 
almost constant in each M [h]. 
At this stage, specific M [h] for distinguishing 

between events with debris flow and those without 
debris low. Further studies required to find 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡), 
which is possible to distinguish between them 
clearly. For that, the maximum 𝐸𝐸(𝑀𝑀, 𝑡𝑡) should be 
calculated not only for events with debris flow but 
also for events without debris flow. 

 Acknowledgement: This study was financially 
supported by a research project by MLIT. 
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Table 1. The number of events with debris flow 
and with surface runoff in each year 

Figure 3. Hyetograph and M [h]-E(M,t) plots of debris flows from 2016 to 2018 

Figure 2. Timing and duration of surface runoff 
and debris flow: rainfall on 29 June 2018
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平成 28 年 8 月北海道豪雨時の戸蔦別川における 

河畔林流失と河床剪断力 

北海道大学農学院 〇法覚俊 笠井美青 山田孝 

1 はじめに 

 河道内に河畔林が生育している河川では、大規模出水時に立木が流失して流木となり、下流の橋梁を閉塞さ

せ、破壊する事例も多い。そのような被害を軽減するためには、河畔林が流失するための水理条件を明らかに

し、洪水の規模に応じた発生流木量を推定することで、流木対策施設の配置計画を進める必要がある。本研究

では、平成 28 年 8 月北海道豪雨の際に河畔林の流失が報告された北海道十勝水系の戸蔦別川の 0.8km 区間に

おいて、出水時の河床剪断力(以下、剪断力)の最大値の分布を iRIC の Nays2DH ソルバー(1)を用いて求め、

河畔林の流失の実態と比較した結果を報告する。 

2 方法 

解析は北海道十勝水系の戸蔦別川中流部の中州(図-1□)を対象に実施した。この区間の平均勾配は 0.1°で

ある。北海道豪雨による出水前は、樹齢が少なくとも 34 年の河畔林が生育していた(国土地理院空中写真より

確認(2))。出水では、この中州より 2km 上流に位置する戸蔦橋流量観測所では、700m³/s の流量を観測した(国

土交通省水文水質データベース)が、その直後に観測機器が故障したため、以降の流量の記録はない。この出

水中の地形変化を、iRIC の Nays2DH ソルバーを用いて 5m メッシュで再現し、各所の剪断力の最大値を求

めた。出水前の地形データには、平成 25 年取得の LP データを用いた(北海道開発局提供)。また、ハイドロ

グラフには、機器の故障前の期間には、戸蔦橋流量観測所の雨量を用い、貯留関数法による推定値を用いた。

河床は均一粒径とし、現地計測による平均粒径の 4.75cm を与えた。出水の再現から得た地形変化量を、平成

25 年と 28 年に取得された LP データ(北海道開発局提供)による標高差分図と比較したところ、平均誤差が

0.22m であり、再現性が高いことを確認した。河畔林の流失状況は、出水前後のオルソ写真(図-1)から判読し

た。 

 図-1 対象地概要(背景：H28 年オルソ画像) 
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3 結果と考察 

図-1 から示されるように、河畔林は中州

の先頭部左岸側を除き、全て流失した。中州

先頭部における（図-2：オレンジ線より上流

部）出水中の最大剪断力は、河畔林が残存し

た部分では、流失した部分と比較して小さ

く、その差は顕著であった（図-3）。河畔林

が流失するには、90N/m²の剪断力が必要で

あるとの研究結果（舘ら(3)）があるが、対象

地では、それ以上の剪断力が作用しても、河

畔林は残存したことが推察された。その理

由として、河畔林が成熟していたため、流水に対する抵抗力が大きかったことも考えられる。河畔林が全て流

失した中州の下流側についても、河畔林が残存していた部分と比較して出水中の剪断力は大きかった（図-2,3）。

これらの図からは、最大剪断力が 200N/m²より高ければ、河畔林の流失が発生しやすいことが示唆される。 

iRIC による再現では、流水は中州右岸側の流路に集中し、中州先頭部の右岸部を侵食した後、中州上に広

がった。河畔林の流失部分と残存部分の剪断力の違いは、特に中州の先端部に表れており、前者の最大剪断力

は 253N/m²と推定されたのに対し、後者は 353N/m²であった。以上から、中州上の河畔林流失のプロセスと

して、上流部にあった河畔林が無くなることにより下流の立木に流水が直接作用し、連動的に流木となってい

くことが考えられる。今後はこのプロセスを考慮した上で、流木を生産する剪断力の時間的変化および閾値に

ついて検討を行う。 
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川辺川における平成16、17年災害の土砂動態に関する考察 

砂防エンジニアリング株式会社 ○尾崎順一 井戸清雄 佐藤承未

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 繁冨友也

１．はじめに 

平成 16 年 8 月の台風 16 号により、時間 40mm を超え

る豪雨が生じ、多数の山腹崩壊や国道 445 号崩落（約 200
ｍ）が生じた。翌年の平成17 年 9月の台風 14 号では前年

を上回る既往最大の豪雨が生じ、山腹崩壊や大規模崩壊、

家屋等の浸水被害、同国道の崩落（約 140m）により 1 ヶ

月以上の孤立被害が発生した。これら豪雨災害における大

規模崩壊や長期土砂動態の調査報告 1)はあるものの、災害

時の土砂動態については不明な点が多い。今後、有効な土

砂災害対策を実施するためには、土砂動態を分析し、災害

原因や過程を解明することが重要と考える。

他方、令和元年の「河川砂防技術基準計画編」改訂に伴

い、「国総研資料第 874号」等に準拠した一次元河床変動計

算モデルによる土砂・洪水氾濫対策計画の検討が進められ

ている 2) ,3)。そこで、同様の河床変動計算モデルを用い、既

往最大規模となる平成 16、17 年災害の再現計算を実施し、

土砂動態を考察した。

２．分析方法 

崩壊判読に

よる崩壊土砂

量、災害前・

後の測量デー

タから河床変

動量を算出し、

土砂収支を推

定 し た 。

それらを対象

に一次元河床

変動計算モデルを用いて再現計算を実施し、土砂動態を考

察した（図-1参照）。 

３．検討結果 

３.１ 土砂収支の検討 

崩壊土砂量（約230万ｍ3）と河道及び堰堤の災害前・後

における河床変動量を累加し、土砂収支を検討した。樅木

砂防堰堤、朴木砂防堰堤では約 43 万ｍ3の土砂が堆積し、

平川橋の計画基準点から約 70 万ｍ3（崩壊生産土砂量の約

30％）の土砂が流出したと推定した（図-2参照）。 

３.２ 再現計算 

（１）計算区間の設定及び河道データの作成

河床勾配 10°未満、流域面積 5ｋｍ2以上を基本に計算

区間及び流域区分を設定し、災害前の測量データ、LPデー

タより、矩形近似した河道データを作成した（図-3参照）。
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図-2 土砂収支図

図-3 計算区間と流域区分の設定図

【土砂収支】

（２）計算条件の設定

【土砂動態の分析】

【再現計算】

崩壊土砂量

災害前後の測量データ

（河道及び各堰堤）

崩壊判読図（H16,17）
（崩壊土砂量）

土砂収支の推定

（変動量、流出土砂量）

（１）計算区間の設

定及び河道データ

の作成

【災害時】氾濫開始点、

河床変動高、土砂収支
（３）土砂動態の再現

図-1 検討フロー

項　目 内　容

計算区間 約187ｋｍ

流域区分
245区分（上流端：26区
分 、支 川流 域： 87区
分、残流域：132区分）

計画基準点 

（平川橋） 
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（２）計算条件の設定

水・土砂、粒度、砂防堰堤等の計算条件を設定した。ハ

イドログラフは、平成16年8月、平成17年9月豪雨時に

加え、その間に生じた平成16年9月洪水を対象とした（図

-4 参照）。五木宮園、柳瀬の 2 観測所の実績流量を基準と

し、各流域区分(245 区分)に集水面積比率に応じて配分の

上、計算区間の上流端や各支川の各合流点等に供給した。
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図-４ 設定ハイドログラフ（200時間） 

（３）土砂動態の再現

水流出状況については、観測水位と氾濫実績（9地点）の

整合を確認した。土砂流出・堆積状況については、供給土

砂量とパラメータの堆積速度係数を変更した感度分析によ

り整合の高い計算条件を検討し、災害時の土砂動態を再現

した（表-1参照）。 

表-1 感度分析により設定した計算条件 

計算条件 内 容 

土砂供給方法 残流域を含め崩壊土砂量の全量を供給 

堆積速度係数 0.001（河床勾配1/200未満は0.05） 

３.３．土砂動態の分析 

土砂収支及び再現計算から検討した流出土砂量等の土砂

動態は表-2 とした。全体としては堆積傾向であるが、球磨

流点から朴木砂防堰堤（約 48.2ｋ）までの河床は平衡状態

であった。下流域の一部で生じた氾濫地点の河床上昇量は

区間平均で 40ｃｍ程度と小さくなった。朴木砂防堰堤、樅

木砂防堰堤が崩壊土砂量の約 2～4割を捕捉・調節した効果

は大きく、下流域の河床上昇を抑制し、氾濫被害の軽減に

効果を発揮したものと想定された（図-5参照）。 
表-2 土砂動態の分析（再現計算） 

崩壊 
土砂量 

河床 
変動量※ 

流出土砂量 

五木小川 
合流点 

計画 
基準点

球磨川
合流点

約230 約150 約119 約68 約63 

※砂防堰堤の堆砂量を含む（単位：万ｍ3）

その他、数値計算と河床変動実績との相違については土

砂移動痕跡や試算分析から次の原因が考えられた。

・ 災害前の測量実施時から災害時までの河床変動。

・ 取水堰の影響（ゲート放流による土砂流出等）。

４．まとめと今後の課題等 

災害時の土砂動態を、一次元河床変動計算により連続的

に再現することにより、土砂の流下・堆積、土砂・洪水氾

濫に至る過程が概ね把握できた。今後は、計画対象現象に

ついての数値計算や被害想定が課題と考える。 

【謝辞】計算条件や再現性について、立命館大学里深教授、

筑波大学内田准教授、東京大学堀田准教授より貴重なご意

見をいただきました。ここに記して感謝の意を表します。 

【参考文献】1) 例えば、堀江ほか（2015）川辺川上流域にお

ける長期の土砂動態に関する検討、平成 26 年度砂防学会研究

発表会概要集,B-26-27、2) 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、国総研資料第874号,H27.11、3) 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) ,国総研資料第1048号,H30.11

図-５ 河床変動の再現結果（災害実績と再現計算） 
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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 

北陸地方整備局 立山砂防事務所 野呂 智之,宮下 優 
日本工営(株) ○中西 隆之介,長山 孝彦,古谷 智彦,松田 悟,伊藤 隆郭 

京都大学防災研究所 藤田 正治,山野井 一輝 

1.緒論:山地河川における流水・流砂の観測が全国的
に実施されており 1)，砂防領域からの土砂流出量の
把握が進んできている。常願寺川上流域においても
掃流砂やウォッシュロードの連続的な観測が実施
されており，解析との組み合わせによる土砂流出の
検討 2)が実施されている。しかし，降雨流出及び土
砂生産ポテンシャルの検討が不十分であり，出水状
況に応じた土砂流出の再現には至っていない。

そこで，常願寺川流域の土砂流出状況の再現及び
単位河道モデルの適用性の検討を目的とし，2019 年
の降雨を対象に，水・土砂流出解析を試行的に実施
し，観測データとの比較を行った。 

2.解析モデルの設定：水・土砂流出解析に用いたの
は，江頭・松木の単位河道・単位斜面モデル 3)を基
礎とする数値計算モデル 4)である。対象流域は本宮
砂防堰堤を下流端とする特徴の異なる３支流が上
流域に位置する常願寺川上流域である(図-1)。図中には既往調査に基づき設定した土砂供給箇所を示す。
2.1 河道モデルの構築:各支流の土砂流出状況に基づき，土砂流出が活発な支流ほど集水域を細かく区分し，
単位河道及び単位斜面を設定した。モデル構築には基盤地図情報の 10mDEM を用いた。本解析モデルでは単位
河道の川幅をレジーム則により算定する。本宮砂防堰堤では 2014 年から 2019 年の期間に，毎年凡そ 400m3/s
規模のピーク流量が確認されているため，Q=400m3/sと仮定し，下記の式より川幅（Bi）を決定した。

ここに，i：単位河道の番号，α：レジーム係数(=5)，Bi：川幅，Q:本宮の出水時のピーク流量(=400m3/s)，
Ai :i 番の単位河道の集水面積(m2)，Atotal：本宮砂防堰堤の集水面積(m2)である。 
2.2降雨流出応答の解析:土砂流出状況を再
現するために重要な要素の一つが，降雨流
出の再現性である。2019年の初期河床材料
のデータがないため，河床状況を安定させ
る期間として予備計算期間を設け，各年の
降雨に対する解析パラメータを決定した。 

①予備計算期間：2016-2018 年

②水・土砂流出解析期間：2019 年

本解析モデルにおける降雨流出は
Horton型の多層モデルにより計算される。 
千寿ケ原の降雨観測データ（１時間単位）
を使用し，観測流量と解析流量が整合する
ように各パラメータを調整した。その結
果，出水時のピーク流量及びタイミングが
概ね再現された（図-2）。降雨流出応答解
析により，表-1に示す解析パラメータが得
られた。 

図-1 対象流域（常願寺川上流域）

単位河道・単位斜面モデルのイメージ3)

基盤地図情報 数値標高モデルより作成
（2009年，10 mメッシュ，国土地理院）

表-1 解析パラメータ 
解析に用いたパラメータ 2016-2018 2019

斜面上層の厚さ(m) 0.2 0.2

斜面下層の厚さ(m) 0.55 0.5

斜面上層の浸透係数(m/s) 0.5×10-3 0.5×10-3

斜面下層の浸透係数(m/s) 0.2×10-4 0.2×10-4

損失雨量(mm/hr) 0.5×10-4 0.5×10-5

斜面のマニングの粗度係数(m-1/3s) 0.3 0.3

流路のマニングの粗度係数(m-1/3s) 0.05 0.05

有効降雨係数 0.75~0.95 0.7

河床交換層厚さ(m)

河床堆積層厚さ(m) 1.3

1.3

(a)2016 年 7 月出水

(b)2017 年 7 月出水

(c)2018 年 7 月出水

(d)2019 年 10 月出水

図-2 各年の代表的な出水の降雨流出応答の例 
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3.予備計算による土砂生産ポテンシャルの推定:常願寺川上流域の
土砂生産ポテンシャル（比堆砂量）を推定するため，複数ケースで
予備計算を行い，上流域からの土砂供給と下流端（本宮砂防堰堤）
の土砂流出が動的平衡状態となる条件を求めた。その結果から，予
備計算後の河床材料の粒度分布を水・土砂流出解析の初期条件と
し，最適な比堆砂量を供給土砂量の設定へ反映させた。
3.1 土砂生産ポテンシャルの検討：土砂生産ポテンシャル（比堆砂
量）の算定には，以下の手法を用いた。

手法 A：流域面積と比堆砂量の関係 5) 
手法 B：ダム貯水池に着目した手法 6) 
手法 C：流域地形に着目した手法 7) 
各手法の計算結果を表-2 に示す。手法 A の計算結果

は，常願寺川本川の堰堤の堆砂量の調査データに基づい
ており流出する土砂は多いと推測されるため，本検討か
ら除外した。手法 B・C の算定結果から，対象流域の比堆
砂量は凡そ 10 の 3 乗オーダーと想定される。 
3.2 予備計算の結果:予備計算における供給土砂量とし
て，比堆砂量(m3/km2/year)①1,500，②3,000，③6,000の
３ケースを想定した。2016/1/1～2018/12/31 を対象とし
た 30 年分の繰り返し計算とし，土砂は単位斜面の面積
に応じて１年毎に河道に供給した。周期境界条件として
河床高は１年毎に初期状態に戻し，河床材料の粒度分布
は引き継いで計算した。計算に用いた河床材料及び供給
土砂の粒度分布を図-3 に示す。粒度分布は津之浦下流砂
防堰堤の現地河床材料を基に設定した。図-4 の結果よ
り，ケース①が対象流域に最適であると判断した。 
4.2019 年を対象とした水・土砂流出解析:2019/1/1～
2019/12/31 を対象に，水・土砂流出解析を実施した。ま
た，数値計算結果と津之浦下流砂防堰堤で観測した掃流
砂量及び浮遊成分量との比較検討を行った。 
表-3 に数値計算結果と観測値の月別集計を示す。観測

値の掃流砂量はハイドロフォンによる観測，浮遊成分量
は濁度計による観測で得られたものである。2019 年に確
認された比較的大きな出水イベントは 8/22，8/28，10/12
に発生した出水が挙げられる。津之浦下流砂防堰堤の観
測値からは，掃流砂の流出は 10 月が最大であったと推
測される。計算結果においても 10 月の掃流砂量が最も
多く，土砂量のオーダーが 10 の 3 乗であり，観測した出
水状況にも整合している。浮遊成分については，計算結
果の浮遊砂量，ウォッシュロード量のどちらとも整合し
ないが，１年間で 10 の 4 乗オーダーの土砂流出である
という点においては観測値と整合する結果となった。 
5.結論:単位河道モデル用いた水・土砂流出解析から，概
ね出水状況に応じた掃流砂量の再現が可能であることが
明らかとなった。浮遊成分量についても，2019 年の年間
流出量のオーダーは一致する結果が得られた。降雨流出
応答の再現性の向上や土砂生産ポテンシャルを解析的に
検討したことで，数値計算による土砂流出状況の再現性
も向上している。一方，浮遊成分に関しては流出時期が
整合しないため解析モデルの改良，浮遊砂の実態把握等
を視野に入れてさらに検討していく必要がある。
参考文献:1)国土交通省国土技術政策総合研究所，国総研
資料第 887 号，2016，2)古谷智彦ら：平成 29 年度砂防学
会研究発表会概要集，66，6-7，2017，3)江頭進治ら：水
工学論文集，44，735-740，2000，4)山野井一輝ら：土木
学会論文集 B1（水工学），Vol.70，No.4，I_925－I_930，
2014，5)芦田和男：京大防災研究所年報第 17 号 B，558，
1974，6)吉良八郎：農業土木学会論文集，78，16-23，1978，
7)岡野ら：平成 14 年度ダム水源地環境技術研究所所報，
31-37，2003. 

表-3 月別の流砂量観測結果（左）及び

数値計算結果の比較（右）（津之浦下流砂防堰堤） 

掃流砂量 浮遊成分量 掃流砂量 浮遊砂量 ウォッシュロード量

2019年1月 19 0 0 0 0

2019年2月 35 0 0 2 38

2019年3月 10 欠測 0 178 8,270

2019年4月 0 欠測 0 200 5,520

2019年5月 6 431 0 226 708

2019年6月 12 2,525 2 1,839 3,563

2019年7月 2 151 50 1,398 2,720

2019年8月 280 3,204 672 1,286 1,264

2019年9月 7 0 0 551 697

2019年10月 1,347 7,371 2,360 3,810 1,834

2019年11月 21 331 0 268 28

2019年12月 0 52 0 788 46

合計 1,739 14,065 3,084 10,548 24,687

津之浦下流

砂防堰堤

計算結果（m3）観測値（m3）

 

図-3 粒度分布の設定 

 

(a) ケース①：比堆砂量 1,500m3/km2/year

 

(b) ケース②：比堆砂量 3,000m3/km2/year

 

(c) ケース③：比堆砂量 6,000m3/km2/year
図-4 予備計算の結果（本宮砂防堰堤）
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表-2 土砂生産ポテンシャルの計算結果 

手法 比堆砂量(m3/km2/year) 

A 250 

B 4,280 

C 

湯川流域：5,050 

真川流域：1,260 

称名川流域：2,410 
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崩壊地（図4）

高屋沢

渋沢川下流域

図5

図6

長野県菅平
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北西約5.0km

神川

長野県上田市渋沢川における 2019年台風第 19号の土砂災害実態について 

長野県 建設部砂防課 藤本済，北原和樹 

長野県 上田建設事務所 荻原公寿，高橋哲朗 

日本工営株式会社 ○窪寺洋介,長山孝彦，横山隆，山下孝之，三池 力，渡部春樹 

1. はじめに
令和元年 10月に発生した令和元年東日本台風（台風第 19号）により関東甲信越地方か

ら東北地方まで甚大な被害が発生した。長野県内では長野市の千曲川の堤防決壊による氾
濫被害や土石流，地すべり，がけ崩れ等，多くの土砂災害が発生し，長野県内での土砂災
害発生件数は合計 43件（土石流：23件，地すべり：5件，がけ崩れ：15件）であった。 
本報告では長野県上田市北東部の渋沢地区に位置する信濃川水系神川支川渋沢川にお

いて発生した土砂災害の実態について現地調査結果，測量結果をもとに報告する。 

2. 流域の概要

渋沢川支川の高屋沢の流域面積は 2.39km2，渋沢川下

流域は 1.06km2である。高屋沢の谷出口から渋沢川下流

域における河床勾配は 1/11～1/15（3.8～5.1°）であ

る。河道幅は高屋沢では 5～10m と狭く，渋沢川は 10～

20m と比較的広い（表 1）。 

高屋沢中流域に治山施設（谷止工）が 1 基設置されて

いる。渋沢川本川から高屋沢流域では泥岩等の堆積岩や

安山岩や凝灰角礫岩などの火成岩が分布している。 

表 1 流域諸元 
流域面積 平均河床勾配 本川流路長 総流路長 河道幅

（km2） (1/●） （km) （km) （m)

渋沢川下流域 1.06 1/15.1（3.8°） 1.7 6.2 10～20

高屋沢 2.39 1/11.1（5.1°） 1.6 15.2 5～10

合計 3.45 - 3.3 21.4 -

流域名

3. 土砂災害の概要
3.1 降雨状況

渋沢川流域から北西約 5km に位置する菅平雨量観測所では，10 月

11 日の夕方以降，雨が降り続け 12 日の 13～14 時の間に最大時間雨

量 28.5mm を記録した。また総雨量は 285 ㎜を記録し，土石流が発

生した 12日 21時頃（推定）の時点で連続雨量は約 250mmであった。 

表 2 降雨の状況 
連続雨量（総雨量） 285 mm （10月11日17時～ 10月12日17時）

最大日雨量 274 mm （10月12日4時～ 10月13日4時）

最大時間雨量 28.5 mm （10月12日13時～ 10月12日14時）

菅平雨量
観測所

3.2 土石流の発生と被害状況 

 10月 12日 21 時頃に高屋沢源頭部での崩壊を発生源とした土石流が発生し（図 4），中流～下流域の河床

堆積物や立木を巻き込みながら下流に流出した（図 5）。人的被害は発生しなかったが，高屋沢と渋沢川の

合流部直下に位置する民家が全壊（1 戸），渋沢川下流において床下浸水 2 戸の被害が発生した（図 6）。 

図 4 高屋沢源頭部の崩壊地  図 5 高屋沢下流域の土石流流下跡  図 6 渋沢川合流部の被災状況 

上田市渋沢 

図 1 位置図 

図 2 流域概要図 

図 3 菅平観測所 降雨の状況 
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4. 土砂流出の実態
4.1 現地調査結果

被災後の現地調査の結果，高屋沢では最大礫径 D95 が 2.0m，渋沢川では

D95=1.8m の巨礫が多く確認された。また流木については平均直径 D=0.2～

0.4m，平均長 L=約 8m，最大流木長 Lmax=15m の比較的規模の小さい流木が高

屋沢下流域や渋沢下流域に流出・堆積した。現地調査の結果，渋沢川と高屋

沢合計の流木量は約 360m3であった。 

4.2 差分解析 

被災前（国土地理院 基盤地図情報による地形データ）と被災後（UAVレーザによる三次元測量の点群デ

ータ）の地形データをもとに差分解析を行い，5m メッシュの河床変動量を算定した。対象範囲は被災後の

UAV 測量を実施した神川合流点～高屋沢治山施設下流側までとした。結果は以下の通りである。 

 

 

 

図 8 被災前後差分解析図（背景：被災後 UAV 写真測量結果） 

5. 考察
(1)土砂流出の特徴として河道中央付近や河道屈曲部，谷出口（支川合流部）では土砂堆積が見られるが，

渓岸部分については全区間で侵食傾向が見られた。源頭部の崩壊に起因した土砂流出が渓岸や渓床の土砂

（河床堆積物）を巻き込みながら土石流化して下流に流出したものと考えられる。特に勾配変化点となる

高屋沢の中流域から下流では 1/10（5.7°）よりも徐々に勾配が緩くなり

堆積傾向が比較的見られているが，2m 近い巨礫を含む不安定土砂である

土石流堆積物が渓岸や渓床に多く堆積していたことから土石流の勢いが

衰えず，渋沢川下流域まで約 3km以上流下したものと推測される。 

(2)流木の特徴は，平均直径が 0.2～0.4m と細く，流木長は平均長 L=

約 8m，最大流木長 Lmax=15m であり，凡そ河道幅と同程度の流木長であっ

た。流域面積に対する発生流木量は，凡そ平均的な値であった（図 9）。 

6. まとめ
令和元年東日本台風（台風第 19号）により発生した長野県上田市渋沢川における土石流災害の特徴として，連

続 200mmを超える雨量と源頭部の崩壊をトリガーとし，流域内の渓岸や渓床の不安定土砂（河床堆積物）や立木

を巻き込みながら下流に流下し，渋沢川下流域で家屋への被害を及ぼした。また，1/10以下の勾配や谷出口，河

道屈曲部において土砂や流木の堆積が見られた。 
【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,国土交通省 国土技術政策総合研究所，2016，P24 

図 7 高屋沢の最大礫径(2m)
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山地流域でのパイプハイドロフォンとプレートジオフォンによる掃流砂観測結果の比較 

宮田秀介 1，Velio Coviello2，Michael Engel2，Gianluca Vignoli3，Andrea Andreoli2，Ricardo Carrillo2,4 
Rudi Nadalet5，Francesco Comiti2，東豊 6，堤大三 7，藤田正治 1 

1
京都大学防災研究所 2Faculty of Science and Technology, Free University of Bozen-Bolzano, Italy 

3CISMA S.r.l., Italy 4Department of Ecosystems and Environments, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile 
5Hydrographic Office, Province of Bolzano, Italy 6

京都大学大学院工学研究科 7
三重大学生物資源学部 

1．はじめに 

 流域の土砂管理および土砂災害防止軽減のために流域

内土砂移動の把握が必須であり，様々な流域で掃流砂およ

び浮遊砂の観測が行われている。掃流砂計測として，日本

では河床に固定した金属パイプに衝突する砂礫の音響シ

グナルを計測する方法（以下，ハイドロフォン），欧米で

は河床に固定した金属板に衝突する砂礫の振動シグナル

を計測する方法（以下，ジオフォン）が主に採用されてい

る（Gray et al., 2000）。ただし，この両者を直接比較した研

究例は非常に少ない（堤ら，2014）。観測対象地に適した

計測方法は経験的に選択されているのが現状である。そこ

で，本研究では同時にハイドロフォンとジオフォン観測お

よび掃流砂直接採取を実施することで両観測手法の特性

について検討する。 

2．観測地概要 

イタリア北部の東アルプス山脈に位置する Solda 
(Sulden) 流域において観測を行った。流域面積は130 km2，

標高は1109～3869 mである（Engel et al., 2019）。地形が急

峻な上に流域内の約 13％は氷河におおわれているため，

夏期の融雪，融氷河に伴う土砂流出が活発である。 
本流域では 2014 年より流域末端に設けられた量水堰に

おいて水文，土砂流出観測が行われている。掃流砂観測の

ためにはジオフォンおよびハイドロフォンが設置された。

ジオフォンは0.5×0.5 mの大きさで8台が流路横断方向に

並べられ，流路幅の右岸側半分を占めている。計測された

振動データは 5 つの異なる閾値を用いてパルスに変換さ

れ，記録された。一方，ハイドロフォンは長さ0.5 mのも

のが1台設置された。ハイドロフォンは計測した音響デー

タに6つの異なる大きさで増幅させ，さらにパルスへと変

換している。それぞれの異なる閾値もしくは増幅率のパル

スと後述する掃流砂直接採取結果から最も適切なものを

選択し，掃流砂量への変換式を構築した。 
観測は 2014 年 5 月に開始したが，ハイドロフォンは

2014年8月13日の出水中に破損した。そのため，本研究

では2014年5月～8月13日を解析対象期間とする。 
量水堰ではジオフォン，ハイドロフォンのキャリブレー

ションのための掃流砂直接採取を行った。掃流砂採取は

Bunte et al. (2004) で提案されたタイプの大型サンプラー

を用いた。サンプラーの流入口は幅 0.45 m であり，メッ

シュとなっている。サンプラーはクレーンで吊り下げて，

ジオフォン直下流の段落ち部で流砂を採取した（写真-1）。
掃流砂直接採取は解析対象期間中，6 月5 日および 8 月 6
日に実施した。採取した掃流砂は総量だけでなく，粒度分

布の計測も行った。 

3．結果と考察 

図-1に直接採取した掃流砂の粒度分布を示す。最小のふ

るいメッシュの22 mmよりも小さい粒径が多くを占めて

いた。 
ハイドロフォンのキャリブレーション式の検討結果を

表-1に示す。最も低い2倍の増幅率から求めたパルス数に

直線回帰式を用いたときの決定係数が最も高く，本研究で

写真-1 掃流砂直接採取の様子 

図-1 採取した掃流砂の粒度分布計測結果 
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はこれを採用した。ジオフォンは2014年，2015年，2017
年の掃流砂直接採取の結果を用いて良く用いられる累乗

回帰式により各閾値での決定係数を比較し，最も決定係数

の高かった最小の閾値を採用した。 
図-2に解析対象期間の河川流量，ハイドロフォン，ジオ

フォンそれぞれで観測した掃流砂量を示す。融雪の始まる

5月中旬から掃流砂の流出が始まった。気温の日変動に連

動した河川流出の小さな日変動に加え，季節的な気温変動

による融雪，融氷河により河川流量の変動が見られた。こ

れに加えて降雨時には河川流量が大きく上昇した（例えば

6月29日）。掃流砂も同様の日変動と季節的な変動が見ら

れた。 
ハイドロフォンおよびジオフォンで計測された掃流砂

量を比較すると，ハイドロフォンの方が比較的小さな出水

でも流砂を感知していた。一方，比較的大きな出水イベン

トで比較するとピーク流砂量はジオフォンの方が大きく

なっていた。例えば，7月6日のイベントでは，ハイドロ

フォンで観測されたピーク掃流砂量が5.5 kg/m/minである

のに対し，ジオフォンでは29.3 kg/m/minであった。これ

はキャリブレーション式の違いよりも，各計測方法が検知

できる対象粒径によるものと考えられる。ハイドロフォン

は粒径数 mm 以上の砂礫について計測できるが，ジオフ

ォンは約 20mm が最小の計測可能粒径とされている。今

回は直接採取された掃流砂全量を用いたキャリブレーシ

ョンを行ったが，異なる増幅率のパルス計測結果から粒径

別での流砂量を推定する東ら（投稿中）の手法をハイドロ

フォン，ジオフォン双方に適用することで，より詳細にそ

れぞれの計測の特徴を表すことができると考えられる。 

引用文献 
Bunte et al. (2004), Measurement of coarse gravel and cobble 

transport using a portable bedload trap, J. Hydraul. Eng., 30, 
879–893. 

Engel et al. (2019), Controls on spatial and temporal variability 
in streamflow and hydrochemistry in a glacierized catchment, 
Hydrol. Earth Syst. Sci., 23, 2041-2063. 

Gray et al. (2010), Bedload-Surrogate Monitoring Technologies, 
U.S.G.S. Scientific Investigations Report 2010-5091. 

東ら（投稿中）パルス法による山地河川おける流砂量推定

手法の高度化，砂防学会誌 
堤ら（2014）掃流砂観測におけるプレート型ジオフォンと

パイプ型ハイドロフォンの比較，京都大学防災研究所

年報，57(B) ，385-390. 

表-1 ハイドロフォンのキャリブレーション結果 
Amplifer 

×2 ×4 ×16 ×64 ×256 ×1024

Power function r2 0.65 0.46 0.08 0.01 0.00 0.00

 Y=aXb a 0.048 0.039 0.24 1.35 2.9 3.5

b 1.1 0.90 0.42 0.12 -0.005 -0.037

Linear r2 0.67 0.64 0.31 0.11 0.05 0.03

 Y=aX+b a 0.074 0.033 0.0109 0.0058 0.0039 0.0036

b -0.57 -0.66 -0.54 0.6 1.4 1.4

図-2 2014年5月～8月13日の河川流量，掃流砂量観測結果 
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航空レーザ測量による平成２９年 7月九州北部豪雨災害の土砂移動実態 

国際航業株式会社 〇坂下 晴佳，江川 佳苗 

１.はじめに

 平成 29年７月５日の昼頃から夜にかけて発生し

た「平成 29年７月九州北部豪雨災害」（以下，H29

災害とする）によって，土砂災害等の甚大な被害が

発生した．本稿では，H29 災害前後に撮影された航

空レーザ測量データ(以下，LPデータとする)を使用

し，福岡県朝

倉市・東峰村

における土砂

移動実態の把

握を試みたの

で，その方法

と問題点等に

ついて報告す

る． 

２.土砂移動実態の把握方法

 災害時の土砂移動実態を把握する方法として，以

下の２つが考えられる． 

・現地調査での計測

・LPデータの差分解析

災害時における現地調査では，安全を確保しつつ

迅速な対応が求められている．しかし，近年の土砂

災害は，広域かつ大規模なものが多いため，現地調

査は危険を伴い，時間と労力を要する．それに比べ

て，LPデータを使用して土砂移動実態を把握する方

法では，災害後の現地に出向く必要はない．また，

災害直後の撮影データを使用することで，広範囲の

土砂移動実態を効率的に把握することが可能である． 

本稿では，災害時において LPデータが土砂移動

実態の把握に活用可能かを判断するため，LPデータ

の差分解析結果を使用した．  

 図２に土砂移動のイメージを示した．本稿では，

災害時に生産され，流域内に残存した土砂（流域内

堆積土砂）に着目して検討を行った． 

 

３.LPデータによる流域内堆積土砂量の把握

 対象渓流は，福岡県朝倉市・東峰村の H29年災害

関連緊急砂防事業（以下，災関事業とする）対象渓

流とした．また，LPデータは，表 1に示す H29災害

前後に計測されたものを使用した． 

３.１ 各渓流の土砂移動範囲の把握 

 災害後に撮影されたオルソフォトを使用し，図３

のように渓流内の土砂移動範囲（侵食区間，堆積区

間）を判読することで，土砂移動範囲を把握した． 

３.２ 流域内堆積土砂量の算出 

 H29災害前後の LPデータから差分解析を行い，

３.１で判読した各渓流の土砂移動範囲内に残存す

る流域内堆積土砂量を算出した（図４）． 

本研究では，堆積土砂量

（赤色）のみ抽出 

図１ 対象位置図 

災害前地形 

災害後地形 

侵食土砂量 

（災害後侵食された土砂） 

堆積土砂量（災害後堆積した土砂） 

≒不安定土砂量 

崩壊面 

流域内 流域外 

図-2 土砂移動のイメージ 

流域界 

土砂移動範囲 

判読結果 

図３ 土砂移動範囲の判読結果 

図４ 流域内堆積土砂の把握 

測量期間 計測密度

災害前 2017(H29)年1月 1m

災害後
2017(H29)年7月13日

～
2017(H29)年12月28日

1m

表 1 LPデータの諸元 
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３.３ 流域内堆積土砂量と不安定土砂量の比較 

 ３.２で算出した流域内堆積土砂量と，各渓流の

砂防施設詳細資料（平成 29年 災関事業による砂防

施設詳細資料）から把握した不安定土砂量を表２に

まとめた．その結果，22渓流の７割の渓流の不安定

土砂量は，LPデータの差分解析から算出した

流域内堆積土砂量の 0.5～1.3 倍となることが分かった． 

また，表２の渓流に対する２種類の土砂量は，相

関係数（R²）が 0.69となった（図５）．このことか

ら，LPデータの差分解析によって算出した流域内堆

積土砂量と，不安定土砂量の間には，相関関係があ

ることが分かった． 

 

 

 

 

 

 

 

３.４ 問題点と解決策 

 本稿結果の中には，差分解析によって算出した流

域内堆積土砂量と，不安定土砂量の誤差が非常に大

きい渓流がある（No７，10，15，19，21，）．その原

因として，２時期の LPデータの僅かな位置ずれが

考えられる．特に崩壊地のような高低差の大きな地

形では，照射位置が少し異なるだけで差分解析によ

って算出されるデータの誤差が大きくなりやすい． 

 この問題の解決策の１つとして，変動ベクトル解

析（３D-GIV解析）を使用した DEM（Digital 

Elevation Model）補正が挙げられる．手順は，以

下の①～④，また，図６の通りとなり，この手法に

よって，自動処理で発生する傾向が強い「過剰補

正」を防ぐことが可能となる． 

【３D-GIV解析を使用した DEM補正の手順】 

①２時期の DEM間の変位を３D-GIV解析により検出

②現象に精通した技術者の分析により残すべき変位

と取り除くべき変位を判別

③差分違法性解析により３次元の位置ずれを算出

④位置補正が必要な範囲だけを的確に抽出し，補正

する

本稿では，３D-GIV解析を使用した DEM補正は実

施していないが，今後検証を実施していく予定である． 

４．まとめ 

LPデータを使用して算出した流域内堆積土砂量と

現地調査で把握した不安定土砂量の間には相関があ

り，LPデータを使用した土砂移動実態の把握は十分

可能と考えられる．しかし，２時期の LPデータの

僅かな位置ずれによって生じる誤差の問題があり，

３D-GIV解析等を使用して誤差の補正をする必要がある． 

LPデータを使用することで，現地への立ち入りを

最小限に抑えることができ，また，災害が広範囲に

及んだ場合でも，精度よく効率的に調査することが

可能となる． 

今後，土砂災害発生時において，土砂移動実態を

把握する際，現地調査による計測にとってかわる手

段の一つとして LPデータの活用が期待される． 

謝辞：本稿を作成するにあたり，災害関連データを

福岡県 県土整備部 砂防課より提供いただいた．こ

こに記して謝意を表します． 
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表２ 対象渓流の流域内堆積土砂量と不安定土砂量一覧 

図５ 対象渓流の流域内堆積土砂量と不安定土砂量の散布図 

図７ ３D-GIV解析を使用した DEM補正の例 

補正された部分 

複数時期の DEM 

①３D-GIV解析による

地形変位抽出 

②技術者の分析に基づく

位置誤差発生領域の設定

③差分異方性解析による

三次元補正量の算出

④DEM位置誤差補正の実施

図６ ３D-GIV解析を使用した DEM補正の手順 

DEMずれによる誤差

DEM間のずれ

DEMずれに
よる誤差

DEMずれによる誤差

DEM間のずれ

DEMずれによる誤差

DEM間のずれ

DEMずれに
よる誤差

No.
①流域内

堆積土砂量

②不安定

土砂量
②/① No.

③流域内

堆積土砂量

④不安定

土砂量
④/③

1 6,944 3,537 0.5 12 2,739 1,566 0.6

2 8,141 6,620 0.8 13 9,304 14,535 1.6

3 21,224 22,868 1.1 14 6,788 7,450 1.1

4 2,065 1,880 0.9 15 2,600 4,980 1.9

5 2,192 2,108 1.0 16 9,542 10,026 1.1

6 16,194 8,980 0.6 17 150,768 86,809 0.6

7 3,660 1,415 0.4 18 2,333 1,368 0.6

8 48,903 32,861 0.7 19 7,173 2,741 0.4

9 26,769 25,752 1.0 20 826 1,090 1.3

10 116,634 14,168 0.1 21 526 1,020 1.9

11 2,428 1,148 0.5 22 8,485 7,337 0.9
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滴下雨および表面流に対するスギリターの土砂移動抑制 

三重大学大学院生物資源学研究科 ○岡井優樹・沼本晋也 

三重県林業研究所 島田博匡 

三重大学生物資源学部 今井惣一朗・奥山隆也 

1. はじめに

森林斜面からの過度な土砂流出は，河川の濁りやダム堆砂等の問題につながるが，降雨時の雨滴による土砂

飛散や表面流による土砂流出に対し，下層植生やリターなどの林床被覆物には表層を保護し土砂移動を抑制す

る効果が期待される．ここでリターは気乾重量や被覆率が同程度であっても種類によって効果がばらつくこと

が報告されており 1），2），リター形質や斜面接地状態が土砂移動に及ぼす影響を検討する必要がある．既往研究

の多くは，ヒノキ林や広葉樹林を対象とした土砂流出や表面流に対する抑制効果を検討しているが，本研究で

は，被覆層がすべてスギリターで構成された実験斜面に対する散水実験を行い，雨滴および表面流に伴う土砂

移動抑制について評価した． 

2. 研究方法

スギリター被覆の程度が強雨による斜面土砂移動に及ぼす影響について散水実験を行い，雨滴衝撃による

飛散土砂と表面流による流出土砂をそれぞれ捕捉できる実験槽（W540×L485×D145 mm）により観測した（図

-1）．実験時は，エンジンポンプを用いて三重大学平倉演習林内のスギ樹冠中部に散水を行い，落下高約

12.5 m の林内雨を発生させ，滴下地点には傾斜 30 °で実験槽を設置した．実験槽には演習林内スギ人工林

斜面（乾性褐色森林土）で採取した表層土壌（深さ 5 cm 未満，φ5.66 mm 以下）を，風乾後 35 g/100cm3で

5 cm 厚に充填した．実験槽から雨滴により飛散する土砂を捕捉するため，槽の 4辺に飛散土砂キャッチャー

を取付けた。飛散した土砂は外周キャッチャーで捕捉・付着したものを回収した．また斜面下側の飛散土砂

キャッチャー側に 1.5 cm の隙間を空け，実験槽と下側の飛散土砂キャッチャーの隙間から流出する土砂を表

面流によって運搬された流出土砂とし，飛散土砂と流出土砂をそれぞれ分けて捕捉した．スギリター被覆率

は 0，25，50，75，100 %の 5パターンで配置した．滴下雨を受けて生じる飛散土砂量および流出土砂量，流

出水量の変化を確認するため，散水実験を 2回に分けて行った．開始から 3分間散水して樹冠通過雨と滴下

雨を発生させ，停止後 5分間は滴下雨の収束を待った後，捕捉土砂と流出水を回収した．この期間を TermⅠ

とし，TermⅠ終了 40分後，滴下雨を受けた湿潤表土上

に，TermⅠと同様の散水を行い TermⅡとした．TermⅠか

ら TermⅡまでのセットを，スギリター被覆条件を変え，

実験土を詰め直して繰り返した．なお，散水強度は 54.3 

mm/h であった． 

3. 結果と考察

スギリター被覆率と飛散土砂量の関係を示す（図-2）．指

数近似したとき決定係数が最大となり，TermⅠで R 2=0.87，

TermⅡで R 2=0.92 と強い負の相関がみられた。スギリター

被覆率と流出土砂量の関係を示す（図-3）．指数近似したと

き決定係数が最大となり，TermⅠで R 2=0.75，TermⅡで R 
図-1 散水実験槽上の土砂移動模式図 
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2=0.74 の強い負の相関がみられた．しかし，流出土砂

量はスギリター被覆率 0 %で 24.95 gであったのに対

し，スギリター被覆率 25 %では 32.97 gであり，低被

覆状態（25 %）で表面流により運搬される土砂量が被

覆の無い裸地斜面の約 1.3倍となったことを示してい

る．表面流量 1 mL あたり流出土砂量は裸地で 2.0×

10－2 g，低被覆状態で 3.5×10－2 gであった．つまり，

低被覆状態（25 %）では，裸地と比べて少ない表面流

量で多くの土砂が流出したことを示している．そこで

スギリター被覆率 25 %として，散水実験と同様に Term

Ⅰから TermⅡの順で行い表面流の流下状況を撮影し

画像観察したところ，TermⅡの実験槽内の表土でスギ

リターを避けて連続する表面流の流下を確認した．ま

た散水終了後，表土で表面流の掃流力による侵食跡を

確認した（写真-1）．表面流が発生した際には，斜面

上にあるスギリターはその流下過程に影響を及ぼし，

結果的に裸地以上に流出土砂量を増加させるケース

もあると考えられた． 

4. まとめ

強度の大きい散水により滴下雨を発生させ，樹冠下

に設置した実験槽内で起こる土砂移動に対するスギ

リターの影響を調べた結果，初回の散水（TermⅠ）と

湿潤状態となった表土への散水（TermⅡ）のいずれで

もスギリター被覆率の増加にともなって移動土砂量

は指数関数的に減少し，流出土砂量よりも飛散土砂量

において減少傾向が強くみられた．流出土砂量はスギ

リター被覆率の増加にともない減少する傾向であっ

たが，被覆の無い裸地斜面より低被覆状態（25 %）で

多くなる結果であった．スギリターの土砂移動に対す

る抑制効果は示された一方，斜面上のスギリターの有

無は表面流の流下過程に影響を与えることが考えら

れた．今後，スギリターによる土砂移動抑制について

評価する際，被覆率や気乾重量に加え，例えば斜面と

の接地状態も考慮する必要があると考えられる． 

参考文献（１）服部ら（1992）森林総研研報 362，1-34；

（２）恩田・山本（1998），日林誌 80（4），302-31，（３）

若松ら（2018）水文・水資源学会誌，Vol.41，No.5，399-

413

図-2 スギリター被覆率と飛散土砂量 

図-3 スギリター被覆率と流出土砂量 

写真-1 表面流による侵食跡 

128



流木の流下・堆積と被害の実態調査

砂防エンジニアリング株式会社 ○吉永子規，尾崎順一 
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，繁冨友也

1. はじめに

近年、平成 29 年 7 月の九州北部豪雨や平成 30 年 7

月豪雨など、流木による被害が多く報告されている。今

後、流木対策を進めて行く必要があるが、流木処理計画

や流木による被災想定を行う上で，流木収支や流木に

よる被害実態は重要な基礎資料となる。そのため，これ

らの情報を蓄積し整理，分析していくことが重要であ

る。本稿では平成 30 年 7 月豪雨において，流木を含む

土石流により橋梁が閉塞し，被害が発生した広島市の

大谷川を対象に実施した流木の流下・堆積および被害

の実態調査について報告する。

2. 対象流域と対象災害の概要

対象流域は，広島県広島市東区に位置する流域面積

は 1.29 ㎞ 2 の大谷川である。土石流源頭部から谷出口

までの渓床平均勾配は 13°程度で急峻である。地質は，

流域全体が中生代白亜紀の深成岩（広島型花崗岩）から

なる。植生図によると流域内はアカマツ群落，コナラ群

落，スギ・ヒノキ・サワラ植林が分布しているが，流路

沿いの大部分は広葉樹に一部アカマツが混じる。谷出

口付近には複数の堰堤工が連続して設置されている。

大谷川では，平成 30 年 7 月豪雨により，本川及び複

数支川の源頭部で崩壊が発生し，それらを起因とし土

石流が発生した。近隣の雨量観測所（温品観測所）での

連続雨量 430mm，最大 24 時間雨量 317mm，最大時間

雨量 40mm である。 

3. 調査手法

3.1 流域内の流木収支と流木流出率の算出 
谷出口上流（流域内）において本川沿いに 50m ピッ

チで横断側線を設け、流木量を算出、整理した。

発生流木量は災害後のオルソ写真等から設定した土

砂移動範囲の面積と流域内で実施された立木の材積調

査結果の積から推定した。流木堆積量はオルソ写真等

から流木堆積範囲の面積算出し，これと平成 29 年 7 月

の九州北部豪雨時に実施された調査を基に推定された

堆積面積と材積量の関係式 1）から推定した。流出流木

量は、推定した発生流木量と堆積流木量の差とし，発生

流木量と流出流木量の比から流木流出率を算出した。

また，レーザ測量データから区間の渓床勾配、河床幅

（流下幅），屈曲度を算出しあわせて整理した。

3.2 被害実態の把握 
レーザ測量データやオルソ写真等から，土砂移動範

囲を把握し，土砂移動範囲内の被災家屋を把握した。被

災家屋はオルソ写真等から被害ランク（被害程度）と被

害タイプ（想定される被災原因）を想定し集計した。そ

れぞれの判断基準は表-1，表-2 の通りとした。 

4. 流域内の流木収支と流木流出率

 流域内の流木収支と地形量の整理結果を図-1 に、谷

出口での流出流木率等の算出結果を表-3 に示す。

 流域内の流木の堆積は，支川内を含め合流点付近で

顕著であり、流出流木率は合流点を有する区間で若干

減少したものの、谷出口では 92％程度と高かった。ま

た、単位面積当たりの発生流木量は 2,126m3/㎞ 2、流出

流木量は 1,956m3/km2 であった。 

表－1 被害ランク区分 

※小松ら(2019)2）を参考に設定

表－2 被害タイプ区分 

被害ランク 判断基準（被害程度）
１ 家屋本体が確認できない
２ 家屋本体（外壁）の損壊が確認される
３ 家屋内への土砂の流入が確認される
４ 家屋の敷地内に土砂の堆積が見られる
５ 家屋の敷地内に土砂の堆積が見られない（被害なし）

被害タイプ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ-a 土砂と共に流下してきた流木が家屋等を破壊
Ⅲ-b 土砂とは別個に流下してきた流木が家屋等を破壊
Ⅲ-c 流木は家屋等の破壊に直接関与していない
Ⅳ
Ⅴ 流木による被害が極めて少ない被害

判断基準（想定される被災原因）
土砂と共に流下してきた流木が家屋等を破壊

土砂とは別個に流下してきた流木が家屋等を破壊

流木が橋梁
等を閉塞

その他の被害

図－1 流域内の流木収支
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5. 被災家屋の分類

土砂移動範囲内の家屋数は 86 戸であり、被災家屋数

は 82 戸であった。被害ランク別、被害タイプ別の被災

家屋数は表-3，表-4 の通りである。被災家屋 82 戸のう

ち、流木の影響を受けていると考えられる家屋は 67 戸

であり、そのすべてが、流木が橋梁を閉塞したことによ

る影響を受けていると考えられた。また、被害ランク２

の家屋は被害タイプⅢ-a の家屋であり、被害ランク３

の 5 戸のうち４戸は被害タイプⅢ-b の家屋であった。 

 土砂移動範囲と被災家屋の分布を図-2 に示す。図-2

の縦断図からわかるように、橋梁の閉塞に伴い上流約

270m 区間で土砂が堆積し、この区間では災害後の宅地

との比高が 1m 程度と低くなっていた（図-3）。 

被害ランク２・３の家屋の多くは土砂堆積区間の流

路沿いに位置し、「橋梁の閉塞→上流の土砂堆積→宅地

との比高の減少」が被害程度を大きくした一因と考え

られる。 

また、この土砂堆積区間では、右岸側へ広範囲に土砂

氾濫が生じた。右岸側への氾濫が生じた一因として宅

地との比高の減少が考えられる。被害ランクは４と被

害程度は小さいものの、橋梁の閉塞及び土砂の堆積に

よって被害範囲が拡大した可能性がある。

6. おわりに

本災害では、流木が橋梁を閉塞したことにより多く

の家屋が被災し、被害程度と被害範囲を拡大したと考

えられた。今後は，数値計算等により橋梁が閉塞しなか

った場合の氾濫範囲の想定、実際の氾濫範囲との比較

等を行い，流木による被害拡大の程度について検討を

進めたい。

7. 謝辞

 本検討において，国土交通省中国地方整備局からは

災害前後のLPデータをはじめ災害直後の貴重な資料を

ご提供頂きました。ここに記して感謝の意を表します。 
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表－3 谷出口地点での流出流木率 
流域面積 1.29 （㎞2）

基準地点勾配(災害前) 6.79 （°）

平均勾配(災害前) 13.00 （°）

生産流木量 2,743 （m3）

堆積流木量 220 （m3）

流出流木量 2,523 （m3）

2,126 （m3/㎞2）

1,956 （m3/㎞2）

91.98 （％）

流域条件

流木量

単位面積当たり生産流木量

単位面積当たり流出流木量

流出流木率

表－3 被害ランク別被災家屋数 

表－4 被害タイプ別被災家屋数 

ランク １ ２ ３ ４ ５ 計

被災家屋数（戸） 0 1 5 76 4 86

被害タイプ Ⅰ Ⅱ Ⅲ-a Ⅲ-b Ⅲ-c Ⅳ Ⅴ 被害なし 計

0 0 1 4 62 0 15 4 86

0 0 0 15 4 86
被災家屋数（戸）

67

図－3 氾濫開始点の災害前後の横断図 
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堆砂ピットの出水時観測によるハイドロフォン観測精度の検証 

関東地方整備局富士川砂防事務所 萬德 昌昭、一場 敏、菊池 瞳、小林 幸博、山野 利勝
京都大学防災研究所 藤田正治

株式会社 建設環境研究所 ○叶 正興、富田邦裕、重村一馬、荒木 隆

１．はじめに

現在、ハイドロフォン等の観測結果から実際の流下土砂量を推定するために、現地でハイドロフォンと

その直下流に設置した堆砂ピットによる出水時観測を行い、ハイドロフォンの観測データとピット堆砂量

の相関を検討する方法が行われているが、その精度や適用条件について検討された事例が少ない。

本報文では、富士川砂防管内大武川第 50 床固工に設置されたハイドロフォンと堆砂ピットのセットに

よる複数の出水時観測結果を用いて、様々な観測条件におけるハイドロフォン観測結果とピット堆砂量、

堆砂粒径の関係を整理、分析し、観測精度、課題等について考察を行った。

２．観測機器及び実施概要

(1)観測機器の概要

富士川水系・釜無川の右支川である大武川の下流端付近(第50床固工)において、平成22年からハイドロ

フォン・濁度計等の観測機器による流砂量観測が実施され、平成25年にはハイドロフォンの観測結果を検

証する目的として、ハイドロフォンと堆砂ピット(2m×2m×1.5m)のセットで出水時の流砂観測を始めた。

平成28年にさらなる精度向上を図るため、堆砂ピットに土砂流入調整装置（以降、調整装置と称す）を追

加し、観測を続けている(図-1参照）。

図-1 大武川第50床固工におけるハイドロフォンと堆砂ピットの設置状況 

(2)出水時観測の実施状況

堆砂ピットを設置した後、出水時調査を行った出水のうち、規模が比較的大きい 7出水（累計雨量 100mm
以上、水深 20cm 以上）を抽出し、比較検討を行った。対象出水と及び観測結果の概要を表-1 に示す。 

表-1 代表出水における観測結果の概要 

(3) 観測結果の分析・考察

1) 土砂流入調整装置の設置によるピット堆砂量の影響

調整装置がない場合とある場合の出水時におけるピット堆砂の時系列の１例を図-2 に示す。これによ

ると前者は、水位上昇の初期に堆砂が進み、ピーク水位到達の前にピットが満杯になる。一方、後者の方

ストッパー
ロープ
（扉制御用） 

前面扉 

ハイドロフォンハイドロフォン

堆砂ピット 

土砂流入口 

① 通常の堆砂ピット ② 調整装置装着の堆砂ピット ③ 調整装置の構造

Wp WH

ピット※
捕捉量
［㎥］

ハイドロフォン
累計計測量

［㎥］
1 台風18号(H25.9.16) 35 191 0.62 1.0 6.40 2.00 31.3 6.5 無し
2 台風26号(H25.10.15～16) 18 169 0.38 3.0 5.10 0.08 1.6 13.5 無し

H26 3 台風18号(H26.10.5～6) 22 188 0.40 3.0 5.00 0.05 1.0 8.5 無し
H27 4 台風18号(H27.9.9) 29 190 0.63 0.7 6.70 1.60 23.9 9.0 無し
H29 5 台風21号(H29.10.22～23) 31 263 0.82 0.4 5.80 2.00 34.5 19.0 あり
H30 6 台風24号(H30.9.30～10.1) 36 136 0.66 3.0 5.50 2.05 37.3 6.5 あり
R01 7 台風19号(R1.10.12～13) 43 389 1.24 0.4 6.60 3.00 45.5 4.0 あり

H25

最大降雨
強度
mm/h

累計雨量
mm

年次
主な出水

（出水時調査実施）
最大水深

[m]

検知粒径の
下限値d
[㎜]

WH/WP

［％］

水深20
㎝

以上
［時間］

調整装置
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は、水位の上昇が緩やかにもかかわらず、ピット堆砂量はほぼ水位上昇と共に増加し、水位のピークまで

の堆砂時系列を捉えている。その理由として、土砂流入の調整装置がない場合は、水位がある程度上昇す

ると、土砂はピット上流から流入するだけではなく、開口(スリット)の両側からも多くの土砂が入ってく

るものと推定される。なお、この側面からの流入土砂は、ハイドロフォンを通っていないため、ピット堆

砂量とハイドロフォン観測量の相関を考慮する時にその影響を除去する必要がある。

 

2) ハイドロフォン計測値とピット堆砂量の相関

代表７出水の観測結果について、ハイドロフォン観測堆砂量(WH)とピット堆砂量(Wp)の関係を図-4 に示

す。観測データが 1:1 直線の下側に位置するのは、ハイドロフォンでは流下土砂の全量を検知できないた

めである。ハイドロフォン観測量とピット堆砂量との比（WH /WP）と最大水深の関係を図-5 に示す。同

程度の水深条件で調整装置のない場合がある場合に比べて WH /WP の比が小さいのは、調整装置がない場

合は開口部(スリット)の側方から土砂流入の影響があるためと考えられる。また、各出水の最大水深と推

定するハイドロフォンの検知限界粒径の関係を図-6 に示す。調整装置の有無に関係なく、水深の増大に伴

いハイドロフォンの検知限界粒径が小さくなるような傾向が見られる。なお、ここにいうハイドロフォン

検知限界粒径は、ピットに入った土砂はすべてハイドロフォンに衝突（衝突率 1）したものとしてカウン

トし、各出水におけるピット堆砂の粒度組成に基づき、ピット堆砂量とその直上流に設置したハイドロフ

ォンによる土砂量の割合より推定したものである（図-3 参照）。 
 

 
3．結論と今後の課題  

堆砂ピットに土砂流入調整装置設置の有無による出水時のハイドロフォンと堆砂ピットを用いた流砂量

観測結果の整理と考察から以下のことが確認できた。

・現地設置のハイドロフォンとスリット開口式の堆砂ピットの観測結果によりハイドロフォンの流砂量換

算式を求める際に、スリット側方から流入する土砂の影響を受ける。その対応策として本文で報告するよ

うな側方からの土砂流入を防止する調整装置の設置が有効である。

・この分析方法では、ハイドロフォンの検知限界粒径が水深の増加に伴い小さくなる傾向が見られる。こ

れには掃流力の増大に伴い、土粒子運動量の増大やハイドロフォンへの衝突率の変化等も影響していると

考えられ、今後さらなる検証が必要である。

・様々の出水条件におけるハイドロフォンと堆砂ピットの観測データを蓄積、解析し、ハイドロフォン観

測結果と実際の流下土砂量の相関関係を確立するための調査・研究を続けること必要である。

図-2 調整装置の有無によるピット堆砂傾向の比較 
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セメント系固化材を用いた橋台背面土の流出防止に関する実験的研究

立命館大学 田﨑裕貴 石田優子 高山翔揮 里深好文 

１．はじめに 

近年の日本では、2017年の九州北部豪雨や 2016年の

北海道豪雨など全国各地で今までにないような大雨が

発生している。これらの豪雨被害の特徴は雨の量が今ま

でより多く、激しく降る事が挙げられる。このため土石

流や斜面崩壊が頻発し、河川に流木や巨礫が流入し、橋

梁に被害が多く発生している。橋が被害を受けると交通

網の遮断が問題になってくる。交通網が遮断されると被

災者が逃げられないだけでなく、その後の復旧にも影響

が出る。また橋梁そのものだけでなく橋梁付近の被害も

顕著になってきている。橋梁自身は流されなかったもの

の橋台背面の地盤が流出し被害が出たり、橋梁付近が流

されたりする被害が出てきている。橋台付近の対策は不

十分であり、また研究もあまり進んでいない。そこで本

研究では、橋梁被害の中でも橋台部分に注目し、橋台背

面の地盤改良により被害を軽減する方法を考える。橋台

部分をモデル化し、橋台背面をセメント系固化材で改良

することにより越流時に洗掘されにくい部分を作った。

本実験では河川増水による橋台背面越流時の橋台背面

上道路への被害軽減や侵食からの保護を目的とし、この

モデルの橋台背面の改良する際の改良の範囲、および改

良したときの周辺の堤防部が受ける影響を調べる。 

２．実験条件 

 実験モデルは護岸および橋台部分をアクリル板で作成

し、モデルの上流端、下流端を木版で締め切った。ア

クリル板と木版はボルトで固定した。アクリル板と木

版を設置し終えた後、水路とモデルの隙間をパテ止水

テープで埋め、土は 5㎝ずつ締固めを行いながら積

み，モデルを作成した。今回のモデルでは左岸側のみ

を再現した。 

図－１ モデルの平面図 

また、改良方法は珪砂 7号で堤防を作った後、橋台背

面土を取り出しセメントを混ぜ元に戻し締め固めた。

改良の範囲を変えることにより堤防の流出にどのよう

な変化があるか比較した。セメントは高炉セメント B

種を使用し、改良の範囲は 3ケースで比較した。改良

範囲は以降、Case1.2.3と呼ぶ。 

図－2 Case1 図－3 Case2 

図－4  Case3 

計測機器は株式会社緑測器の傾斜角センサ PMP-

S5HTを使用した。傾斜計とは傾斜角を電圧で出力され

るものであり今回使用したものは、±5度の範囲を 0～

5Vで表記できるものである。傾斜計の設置位置を図 5

～7に示す。今回の実験では、改良体やその周辺に埋め

た傾斜計の値が実験開始後に１度以上動くまでの時間

測定し、改良体の傾斜までの時間及び改良範囲外の土

砂の流失までの時間を測定した。実験中の堤防の様子

は濁って見えづらく、傾斜計が動くということを傾斜

計の周りの土砂の流出や改良体の効果の低下と考えた

ためである。 

図－5傾斜計の位置(Case1) 
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図－6傾斜計の位置 Case2) 

図‐7傾斜計の位置(Case3) 

流量は Case1では 2.0×10-2m3/s、Case2では 

1.71×10-2m3/s、Case3では 1.60×10-2m3/sであった。

図－8は Case3の実験中の様子である。左手が川上で

あり、下流側の未改良部から土砂の流出する様子がわ

かる。 

図－8 実験中の写真(左が川上・手前が河川側) 

3．実験結果の比較と考察 

3.1改良体範囲の変化による改良部分強度の比較 

 同じ位置にある傾斜計の傾斜角を比較した。Case1

では橋台背面の部分の CH3と CH8と Case2の CH3

と CH6、Case3の CH6と CH7改良部分を比較した。 

 

 

 

図－9Case1と Case2と Case3の橋台背面部の比較 

図－9を見てみると未改良の Case1では実験開始直後

に大きく変化している。また、Case3の傾斜計はほと

んど動いていないことが分かる。この結果より Case3

では改良体が十分に効果を発揮していると考えられ

る。また、Case2では CH3が実験開始後 190sで傾き

CH6は 196sで傾いていた。この結果より改良体は傾

斜する際にほぼ同時に全体が傾いていると考えられ

る。Case2と Case3とも下流側に設置している傾斜計

から傾いていることが分かった。これらより、セメン

ト改良により越流に対し橋台背面は流されにくくなり

道路の浸食を防止する効果がある事が分かった。ま

た、改良範囲を広くすることにより長時間の越流に耐

えることができるようになった。 

3.2改良体範囲の変化による範囲外の堤防土流出の比較 

 改良体を作った際の周囲への影響を改良部と未改良

部の境界部分である、Case1の CH2と CH9、Case2

の CH2 と CH7、Case3の CH1と CH12を比較し

た。 

図－10 Case1と Case2と Case3の未改良部比較 

図－10と図－9を比べると上流側と下流側とも改良範

囲が広くなると傾斜計が傾くまでの時間が長くなるこ

とが分かる。これは越流した水が流れる部分が改良さ

れることにより橋台背面部が守られているだけでな

く、周辺の浸食のスピードが抑えられているのではな

いかと考えられる。 

4．まとめ 

本実験では、橋台背面を 3種類の改良範囲でセメント

による改良を行い、比較実験をした。改良することに

より未改良よりも橋台背面部分が越流による浸食に対

し強くなり、また改良範囲を広げることにより浸食に

強くなり周辺への影響も少なくなったと考えられる。

今後は、浸食に強い改良範囲や、様々な土で同じよう

な実験結果が得られるか検討していきたい。 
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UAV で見た令和元年台風 19号土砂災害

井良沢 道也(岩手大学)，〇古賀 勇輝，新井 瑞穂，荒井 健一，戸谷 千鶴 (アジア航測株式会社) 

１．はじめに 

2019 年 10 月 6 日に発生した台風第 19 号は，大

型で強い勢力を保ちながら伊豆半島に上陸し，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。東北地方では岩手県，宮城県，福島県に降

雨が集中し，多くの土砂災害が発生した。 

（社）砂防学会で結成された「2019 年台風第 19

号等東北地域土砂災害緊急調査団」による現地調査

では，UAV（Unmanned Aerial Vehicle：無人飛行

機）撮影を行い，土砂災害発生プロセス等を現場で

推定する際，その映像・画像も活用した。 

本論は災害現場での UAV 活用例として報告する。 

２．使用機材 

UAV は DJI Mavic 2 Pro (DJI) を使用した。こ

の機体は小型軽量であり，ナップサック等で運搬で

きるため，流域内の調査に適している。また，飛行

時間も最大 31 分と比較的長く，地形などの周辺状

況を含めた災害発生状況の撮影が可能である。 

表-1 DJI Mavic 2 pro のスペック

３．UAV の撮影方針・撮影方法

UAV 調査は，二次災害発生リスクを低減できるう

え，土砂・流木の流出によって立入りが困難な場所，

急勾配の渓流上流側の状況を容易に確認できるメリ

ットがある。これらの点を踏まえ，本調査（土石流発

生域）は，以下の方針・手法で撮影を行った。 

〇撮影方針：土砂生産・移動実態を把握するため，「源

頭部」「流下域」「氾濫域」に分けて撮影する。必要に

応じて，周囲の地形条件との関連性を探るために，災

害発生渓流の周辺の状況も撮影する。 

〇撮影方法：全体像の把握や状況確認をする場合に

は動画で，詳細な形状の確認や計測が必要な場合は

静止画による撮影を行う。 

４．調査箇所 

本調査では，土砂災害発生箇所 9 箇所について現

地調査を行い，同時に UAV による撮影を行った。

このうち，土石流が発生した 2箇所（南相馬市原町地

区，丸森町薄平地区）について，UAV によって捉え

た特徴を報告する（図-1）。 

図-1 調査地点位置図 

５．土砂災害発生状況 

5.1 福島県南相馬市原町地区 

 当地区では，土石流・土砂流による家屋全壊 1

棟，半壊 1棟の被害が発生した。 

ここでは，下記点に留意し，UAV 撮影を行った。

・源頭部の確認（目視判断が困難であった）

・土砂流下区間の様子（浸食・堆砂状況）

治山堰堤群の被災状況（袖部破損した施設あり）

・土砂氾濫と被害状況（家屋倒壊の要因推定）

【源頭部】土石流の源頭部は，林道下斜面から発生

した表層崩壊であることが確認できた（写真-1）。 

写真-1 源頭部の状況 

【流下域】土石流は流木と最大径 0.3m 程度の礫を

伴い流下したことが確認できた。当渓流では 8基の

治山堰堤が整備されており，土石流によりこれらの

施設の袖や水通し部分が破損し，下流側へ流出して

いる様子も確認できた（写真-2）。 

【氾濫域】氾濫域は,家屋が被災した谷出口に加

え，その上流側(杉林直上流域)にも発生していた。

杉林の樹林内に土砂・流木が堆積し，流路沿い杉林

には堆積した流木が見られた(写真-3)。このことか

ら，杉林直上流域で土砂・流木による河道閉塞が生

じ，その後決壊したことが考えられる。決壊で勢い

297g
354mm
31分
20MP

全方向障害物検知

機体重量
機体幅

最大飛行時間（25km/h）

検知システム
有効画素数
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の増した土砂流が家屋へ直撃したため，家屋が全壊

したと推定できる。 

写真-2 治山堰堤の破損状況 

写真-3 原町地区の氾濫域の状況 

5.2 宮城県丸森町薄平地区 

 当地区では，五福谷川左支川からの土砂・流木の

氾濫に加え，氾濫域直下の本川で土砂・流木による

橋梁閉塞や土砂・洪水氾濫が発生し，多くの家屋が

流出・損壊するなどの被害が生じた。 

ここでは，下記点に留意し，UAV 撮影を行った。 
・土砂流下区間の様子（浸食・堆砂状況）

・氾濫域の被災状況（本川洪水氾濫との関連性）

・本川上流域の様子（道路寸断立入り不可のため）

【源頭部】土石流の源頭部は小規模な表層崩壊であ

り，尾根付近に確認できた(写真-4)。 

写真-4 左支川源頭部の状況 

【流下域】流下域は，深さ約 1m程度の渓岸浸食が

続き，直径 0.3m～1.5m 程度の礫が点在していた。 

【氾濫域】支川からの土砂流出と本川からの土砂・

洪水氾濫により，大量の土砂が堆積していた（写真

-5）。支川から流出した流木は，氾濫域の中央（家

屋）で停止していた。また，細粒土砂の上に堆積し

ていたことから，本川による土砂・洪水氾濫の後

に，支川から土砂・流木が流出したと推定した。

写真-5 薄平地区の氾濫域の状況 

写真-6 流木により閉塞した橋 

【周辺域】周辺域の撮影では、五福谷川本川上流の

渓岸浸食、複数支流からの土砂・流木が本川河道内

に流出していることを確認した（写真-7）。これら

本川上流（支川含む）から供給された土砂・流木

が，薄平集落沿いの橋梁閉塞，土砂・洪水氾濫を引

き起こしたと推定した。 

写真-7 本川上流部の土砂・流木流出箇所の状況 

6．おわりに 

今回の調査では，UAV の活用によって，現地踏査

では得られない知見を得ることができた。UAV 調査

には飛行時間や撮影アングル等の制約があるものの，

災害状況調査における幅広い活用が期待される。 

参考文献 
井良沢ら：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.42－53，2020 
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堆積した流木 
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ハイダムの透過型砂防堰堤を対象とした水理実験

北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 岡嶋康子，南 憲長 

日本工営株式会社 ○保谷智之，伊藤隆郭，長山孝彦，三池 力，窪寺洋介，渡部春樹，田畑光涼 

１．はじめに 

砂防施設の配置計画の中で，堤体最大規模 H=15.0m

以上となるハイダムの配置案が計画された。この砂防

堰堤は透過型の部分スリット(案)とし，スリット幅，

堰堤の弱点部の確認のために水理実験を行った。流木

を含む部分スリット周辺の流れ，土砂貯留効果につい

て報告する。 

２．水理実験 

実験は，直線水路実験(図１)を実施した。模型縮尺

はフルード相似則を用い，堰堤構造周辺の力学的影響

が把握可能なλL＝1/50とした。実験対象とする施設は，

表１に示すコンクリートスリットであり，模型取り込

み範囲は水通し幅と同じ 19m とした。実験条件につい

ては，表２に示す。 

表１ 検討対象堰堤の諸元 

項目 値 

水通し天端標高 E.L. 622.7m (スリット底面標高は 609.2m) 

堰堤高さ 27m(根入れを含む) 

水通し幅: 19.0m 

スリット諸元 幅 3.0m(粒径調査に基づく)×２門，高さ 13.5m 

その他諸元 勾配 1:32.5(元河床勾配)，水路幅 19m 

表２ 実験ケース・条件(原型値) 

1．清水実験 

/流木実験 

流量(清水)：計画流量 350m3/s(100年確率流量) 

流木諸元：直径φ=0.5m，流木長 L=5.0m 

給木条件：1.4本/s(水路幅流下可能最大量想定) 

2．土砂流 

実験 

流量(清水)：計画流量 350m3/s(100年確率流量) 

給砂量 2.11 m3/s(総量 2.90×105m3)(実質値) 

土砂の平衡輸送濃度：0.0060， 

模型砂諸元：土粒子密度ρs= 2.68 g/cm3，静止

堆積土砂濃度 c*=0.558，摩擦角＝33.1° 

粒度：30%粒径＝10～15mm，95%粒径＝70mm 

 ３．計測項目 

水理模型実験の計測項目は以下の通りとした。 

表３ 実験計測項目 
目的 検討項目 方法 

1. 堰堤形状の確認

1－1 堰上げ効果・土砂貯留調節

効果等の確認

1－2 流木の流出状況の確認

写真・動画 写真・動画撮影 

水位・河床位 ポイントゲージ（土研式）による計測 

2. 透過部周辺の弱点（高速流、負

圧、摩耗など）の把握

圧力 ピエゾメーターによるピエゾ水頭計測⇒圧力水頭へ変換 

流速 流速計での計測 

水位・河床位 ポイントゲージ（土研式）による計測

 

４．透過部の流況

計画流量(100 年確率流量)350m3/s(清水)時に，流木

が流れた場合の流況を確認した。流木模型は，立木調

査結果を踏まえ，原型値で直径φ=0.5 m,流木長 L=5m

とした。水に浮く針葉樹を想定し PE 押出丸棒(比重

0.98)を用いた。給木量は，幅 19.0m(原型値)の水路の

1断面に対して直径 0.5mの流木を一度に投入して流下

可能な最大本数の 1.4 本/s，合計 200 本投入とした。

その結果，スリットのせき上げ効果による水位上昇，

水面に浮く流木がスリット部入口・スリット部を閉塞

させず流下する状況を確認した(図２)。 

流況写真 条件・結果

Run1-1-2清水+流木 1.4 本/s

施設：スリット幅 6.0m×２門 

計画流量(定常流) 

流量 350  m3/s (原型値) 

流木諸元φ=0.5m,L=5m(原型値) 

流木供給量：1.4 本/s：(原型値) 

スリット部に引っかかった流木数は 0 本(全て通

過) 

Run1-2-2清水+流木 1.4本/s

施設：スリット幅 4.5m×２門 

計画流量(定常流) 

流量 350  m3/s (原型値) 

流木諸元：φ=0.5m,L=5m(原型値) 

流木供給量：1.4 本/s：(原型値) 

スリット部に引っかかった流木数は 0 本(全て通

過) 

Run1-3-2清水+流木 1.4 本/s

施設：スリット幅 3.0m×２門 

計画流量(定常流) 

流量 350  m3/s (原型値) 

流木諸元φ=0.5m,L=5m(原型値) 

流木供給量：1.4 本/s：(原型値) 

スリット部に引っかかった流木数は 0 本(全て通

過) 

図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.1 透過部の流況および流木による閉塞しないこ

との確認 図２ 透過部の流況確認(計画流量・流木) 

５．透過部における圧力水頭・流速の確認 

計画流量(100 年確率流量)350m3/s(清水)時にスリッ

ト部に孔を設けてピエゾメータで計測された圧力水頭

の分布図および流速を図３に示す。

実験の結果、スリットの流入部の隅角部に，水深相当

図 1 水路模型配置図 

流下方向 

項目 縮尺 原型 模型 

時間 λL
1/2 1 s 0.141 s 

流量 λL
5/2 100m3/s 5.66×10-3 m3/s 

長さ λL （λL=1/50） 100m 2.00 m 

流下方向 

水位 618.9ｍ (原型値) 
【せきあげ確認】 

【流木全数通過確認】 

下流端より上流を望む 堰堤周辺側面(ダム軸から 60mまで) 

中ノ川下流第1号砂防堰堤

中ノ川下流第3号砂防堰堤

中ノ川第3号上流砂防堰堤

中ノ川第4号上流砂防堰堤

【中ノ川第4号上流砂防堰堤】
堤高H=14.5m
スリット幅3.0m×2門×スリット高9.0m

【中ノ川下流第1号砂防堰堤】
堤高H=27.0m
スリット幅3.0m×2門×スリット高13.5m 【中ノ川下流第3号砂防堰堤】

堤高H=18.0m
スリット幅3.5m×2門×スリット高11.5m

【中ノ川第3号上流砂防堰堤】
堤高H=14.5m
スリット幅3.0m×2門×スリット高9.5m

5年確率対応

100年確率対応

100年確率対応

5年確率対応

19.0ｍ(原型値) 

模型取り込み範囲 
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よりも小さな水圧が作用し，その中の水面付近で‐

0.26mの負の圧力水頭が確認された。 

また、同時計測された流速について下記に示す。 

・スリット部で流速が増大，最大流速はスリット出口

底部で 12.5 m/s 、負圧発生域付近の流速は 2.93m/s。 

・ 流速分布は，スリットより上流では水面を最大とし，

スリット内では河床付近を最大とした分布となった。

図３ 透過部の圧力水頭流況確認(計画流量) 

６．透過部での水深 Hと流量 Qの関係(H-Q試験) 

スリット中心線における水位計測を行い，最大水深

H-流量 Q関係を得た。以下の図４に示す。 

図４ 最大水深 H－流量 Qの関係 

ここで，スリット部を有する堰堤の透過部について

大オリフィスの式 1)を用いて H-Q 式を作成した。  

…(式１) 

ただし，Q：流量，C：流量係数，b1：スリット幅又

は水通し幅(スリット幅除く)，袖小口勾配:tanθ＝0.5 

(b2=1/2 tanθ)g：重力加速度，h：水深 

実験結果より流量係数を逆算し，表３を得た。 

表３ 流量係数 

流量係数 C 

（実験結果） 

流量係数 C 

（既往実験値 2）より） 

スリット部 0.544 0.50 

水通し部 0.650 0.55 

本実験結果から得られた流量係数は,スリット上流

の湛水域の影響を受けて大きくなった可能性がある。 

７．土砂流実験 

計画流量 350m3/s(清水)を流すとともに，堰堤の現河

床勾配での土砂の平衡輸送濃度 0.006 に対する給砂を

水路上流端から与え土砂流実験を行った。 

実験の結

果，堆砂肩

が上流から

進み約６時

間 (原型値 )

でスリット

へ到達 (図

５)，通水後

の堆砂形状

の計画堆砂勾配，計画河床位との一致を確認した(図６)。

図７に各時刻までの，供給・流出土砂の積算値を示し

た。堆砂肩のスリットへの到達後の供給土砂量と流出

土砂量のグラフの二つの差分(図７中の両矢印)から土

砂貯留効果が示された。 

８．おわりに 

実験から下記の現象を確認した。 

・スリット部での水圧低下，負圧発生 (図３)

・スリット内での流速の増大(図３)

・計画された土砂貯留効果の発揮(図５、図６、図７)

スリット部入口，特に負圧発生領域での摩耗等に対

する補強・形状改良(隅切り等)等が考えられる。 

参考文献 

1)水山ら：スリット砂防ダムの流量係数と堆砂形状，

新砂防，Voi.42，No.4，Nov.，1989

2) 伊藤ら：種々の透過型砂防堰堤を対象とした土砂流
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●：H-Q試験での計測結果

―：H-Q関係式による推定結果 

水通天端 E.L.622.70m(水深 24.5m) 

C: 圧力水頭 ＜ 水深×2/3 

B: ０＜ 圧力水頭 ＜ 水深×1/3 

C：圧力水頭 ＜ 水深×2/3 となる領域 

A: ０＜ 圧力水頭 （負圧発生） 静水圧分布 

イメージ

(水深＝圧力水頭)

 

図６ 通水後の状況 

図５ 水位・河床位縦断 

着色部分の解説 

E.L.622.70m 

 

図７下流端の流出土砂量積算値 

約 6時間 

赤：計画堆砂線 

流下方向 

青：初期河床 

通水後の河床位 

(堆砂肩) 

    水位     河床位 

  水位  河床位 

2時間経過(実時間) 

6時間経過(実時間) 

堆砂肩(ダム軸から約 25m) 

堆砂肩(ダム軸から約 140m) 

最大流速 12.5m/s 

(スリット出口底部) 

流速２．９３m/s (スリット入口・

水面付近、負圧発生域周辺) 
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平成 27 年に鹿児島県深港川で発生した泥流の３次元計算による再現 

九州大学農学部 ○土谷麻菜, 江藤稚佳子，水野秀明, 久保田哲也 

1． はじめに 

日本国においては、土石流やがけ崩れ、地すべりに

よる土砂災害は毎年発生し、特に平成 30（2019）年では

合計 3459 件発生した。土砂災害による被害を防止・軽

減するためには、砂防堰堤や治山堰堤といった構造物

による対策（ハード対策）と警戒避難や土地利用規制な

どによる構造物によらない対策（ソフト対策）を効率的に

組み合わせることが求められる。 

本研究では、それらの対策のうちハード対策、特に、

土石流や泥流を都市域など保全対象域に氾濫させるこ

となく下流へ導流するための土石流導流工に着目する。

土石流や泥流は渓床勾配の変化、狭窄と拡幅といった

川幅の変化、湾曲といった線形の変化のような地形の変

化点を流れる際に、偏流、攪乱波、せきあげ背水のよう

に流れの表面の形状（水面形）を変える。そのため、土

石流や泥流を氾濫させることなく導流するためには、そ

のような流れの水面形の変化を考慮して流路を設計しな

ければならない。これまでに、砂や礫などの粗い粒子を

多く含む石礫型土石流の場合では，水面形の変化は桜

島・焼岳等での観測や水路実験により明らかにされてき

た。しかし、シルトや粘土などの細かい粒子を多く含む

泥流型土石流の場合、水路実験がなされているものの、

実際の渓流で発生した事例が少ないため、水面形の変

化は十分に解明されていない。 

そこで、本研究は平成 27 年 7 月 28 日に鹿児島県垂

水市深港川で発生した泥流(写真-１)を対象として、地形

の変化点での水面形の変化や速度ベクトル分布といっ

た流れの構造を明らかにすることを目標として、3 次元数

値計算により水面形を明らかにすることを目的とする。ま

ず、室内の実験水路における流れを再現して、3 次元数

値計算の適用性を明らかにする。次いで、深港川で発

生した泥流を再現して、3 次元数値計算の適用性を明ら

かにする。 

2.1 平成 27 年に深港川で発生した泥流の特徴 

平成２７年７月２８日に鹿児島県垂水市二川地区で撮

影された泥流の映像から、泥流の先端部の速度と水深

を観測した。まず、速度を計測するための区間（以後、 

写真-1 深港川の泥流例（大隅河川国道事務所提供） 

図-1 実験水路の側面図 

2. 3 次元数値計算による泥流の再現

「一定区間」と呼ぶ）を設定し、QGISによりその水平距離

を計測した。その結果、「一定区間」の上流端から下流

端までの距離は 136m であった。泥流の先端部が一定

区間を 13.2 秒程度で通過したことから 10.3m/s 程度で

流れたことが分かった。また、護岸の高さから泥流の深さ

は 2.8m程度であった。 

2.2 実験水路内における流れの再現 

図-1 は実験装置である。図中の実験水路は幅

0.030m、高さ 0.027m、長さ 0.500m のアクリル製である。

この実験水路を水平な台の上に乗せて、中央にゴム板

のゲートを設置し、左側に 0.027m、右側に 0.010m の深

さで所定の液体を入れた。実験水路の横から２台のビデ

オカメラで撮影し、水面形の時間変化を計測した。実験

に際しては、液体を入れたのち、ビデオカメラの撮影を

開始し、ゴム製のゲートを引き上げて、しばらくの間放置

した。なお、実験に用いた液体は水、２種のセンチストー

ク粘度液（1000cSt, 5000cSt、比重 0.904）の３種類とした。

3 次元数値計算はOpenFOAMを用いて行った。図-2

は、3 次元数値計算により得られた水深と実験により得ら 
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図-2 実験結果と計算結果の比較（実験水路） 

れた水深を水平方向で 5cmごとに比較した事例で、セン

チストーク粘度液(1000cSt)の場合である。なお、実験を

行った日の当該粘度液の温度より動粘性係数を計算す

ると、1023cSt であった。図-2 中の点は実験結果で、実

線は動粘性係数を 1023cSt とした場合の計算結果で、

点線は 4000cStとした場合の計算結果である。実際の動

粘性係数ではなく、動粘性係数を約 4 倍大きくした方が、

計算結果は実験結果を概ね再現できていた。この傾向

は 5000cSt の場合でも同様であった。なお、水の場合は

実際の数値を用いても、計算結果は実験結果を概ね再

現できた。 

2.3 深港川で発生した泥流の再現 

図-3 は、3 次元数値計算により得られた、時刻 13.2秒

における一定区間の下流端からの高さを比較した事例

である。深港川の泥流堆積物を用いて動粘性係数を調

べたところ、1950cSt 程度であった。この値で計算すると、

泥流の先端が一定区間の下流端に到達するまでに要し

た時間は 8.5秒程度で、観測した時間よりも速かった。そ

こで動粘性係数を 100000sCtとして計算したところ、その

要した時間が 13.2 秒程度で、観測結果と同じとなった。

このことから動粘性係数を実際の値よりも大きくすること

で、深港川の泥流を再現できることが分かった。 

3. 考察

動粘性係数を実際の値より大きくすれば再現性が高

まった理由は、3 次元数値計算に降伏応力が含まれて

いなかったからであると考えられる。加えて、実際の河床

には石礫が堆積しており、河床の表面には凹凸があっ

たが、今回の 3 次元数値計算では、河床を平面としてい

た。そのため、その凹凸による摩擦力が、3 次元数値計 

図-3 13.2 秒後の水位の比較（深港川） 

算に含まれていなかったからであると考えられる。 

4. 終わりに

本研究は平成 27 年 7 月 28 日に鹿児島県垂水市深

港川で発生した泥流を対象として、3 次元数値計算の適

用性を明らかにすることを目的とした。その結果をまとめ

ると次のようになる。まず、実験水路内における流れの再

現性については、3 次元数値計算は水の流れを精度よく

再現できた一方で、粘性の高い液体の流れをあまり精度

よく再現できなかった。これは計算結果が実験結果よりも

速く流れたことにより起因したもので、3 次元数値計算の

数理モデルの中に降伏応力を入れていないためと想定

される。なお、3 次元数値計算の結果は、動粘性係数を

約 4 倍程度大きくすることによって、実験結果を概ね再

現できることも分かった。次いで、深港川で発生した泥

流を再現したところ、同様の傾向を示し、計算結果が観

測結果よりも速く流れた。この理由は数理モデルの中に、

降伏応力に加えて河床の凹凸による摩擦を入れていな

いためと推察される。なお、3 次元数値計算の結果は、

動粘性係数を約 50倍程度大きくすることによって、深港

川で発生した泥流を概ね再現できることも分かった。今

後は、3 次元数値計算の数理モデルに降伏応力や河床

の凹凸による摩擦を加えて、再現性がどの程度向上す

るかを明らかにしていくとともに、平成 27 年 7 月 28 日に

発生した泥流の内部の速度ベクトルの分布を明らかにし

ていきたいと考えている。 

参考文献 
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2017年 7月 九州北部豪雨における福岡県朝倉市赤谷川流域の流木分布と 

それに基づく新たな災害危険区域設定の提案 

神戸大学  ○金井彩佳, 清水万莉子, Christopher Gomez

筑波大学  内田太郎

1. はじめに

近年、気候変動に伴う集中豪雨が日本各地で頻発

し、それに伴う災害が多く発生している。特に、

2017 年 7 月の九州北部豪雨では、福岡県朝倉市か

ら大分県日田市にかけて土砂・洪水災害、それに伴

う流木災害が多発し、多くの家屋が破壊された。現

在、朝倉市では土砂災害や洪水災害に関するハザー

ドマップは存在するが、今災害で被害の大きかった

流木災害の危険性については明記されていない。 

そこで、本論文では九州北部豪雨において特に流

木被害の大きかった赤谷川流域を対象とし、流木被

害の概要や実際の流木分布や長さを明らかにし流木

が家屋へ衝突した際の衝撃力を計算し、今ある土砂

災害警戒・危険区域のマップと組み合わせることで

新たな災害危険区域の設定を提案し、日本各地にお

ける今後の防災対策を検討する。 

2. 調査地の概要

本研究では、福岡県朝倉市杷木松末地区赤谷川流

域の主流である赤谷川と支流の中でも被害の大きか

った乙石川、小河内川を対象とした。主流である赤

谷川を中心とし、南北方向に 4.5 ㎞、東西方向に 4.0 

km の範囲を調査対象とし、南北方向に 1.5 ㎞ごとに

区間Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと区間分けを行った。 

流域面積は 20.1km²、河川延長は 15.5km、平均河

床勾配、1/35（1.6°）の河川である。今回の災害で

の崩壊面積率は約 3.1%、発生土砂量は約 290 万 m³

、発生流木量は約 3.9 万 m³であった。対象流域の

地質は、赤谷川や小河内川、乙石川流域では変成岩

類と深成岩（花崗閃緑岩）が主であり、大山川流域

では火山岩類が主であった。また、植生については

、根を深く張らないスギ・ヒノキが多かった。 

3. 調査方法

3.1  流木の分布・長さの調査方法 

 流木は災害直後の空中写真（2017 年 7 月）（国

総研より）を QGIS 上で拡大し、目視により判別で

きるものを対象とした。また、流域内での流木の分

布を示すために、各流木の長さと流木のある位置に

ついてのデータをすべて属性テーブルからデータ化

し、集計し、エクセルを使って統計分析を行った。 

3.2  流木の衝撃力の計算方法 

 数値解析ソフトウェアの MATLAB を用いてデータ

処理を行った。先行研究（清水ら,2018）を参考に

して、スギ・ヒノキの流木のデータから、マニング

式を用いて、流木を含んでいる土石流の流速を、土

石流の水深が 1, 1.5 m の 2 ケース、傾斜が 5, 10, 

15 度の 3 ケースについて計算した。流木の質量と

土石流の流速から、流木の運動量を、水深・傾斜の

各条件において算出し、流木の長さを X 値、算出し

た運動量を Y 値としたプロットを作成した。 

4. 結果

水深・傾斜の各条件における流木の長さと運動量

のプロットを示す(図-1)。清水ら(2018)の研究によ

ると、木造家屋が流木の衝突に耐えられうる衝撃力

の限界が 30 kN であり、衝突時間によっては、流木

の運動量が 1200 kg・m/gのときこの値を超えると

いうことがわかっている。それを参考にすると、流

木の長さが 12.3 m 以上のときに家屋を破壊する運
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動量を持つ条件があり、15.2 m に達すると全条件

で家屋を倒壊させる運動量を持つことが分かる。 

図-1. 流木の長さと運動量 

5. 考察

結果より、15.2ｍ以上の流木は無条件で家屋を破

壊するため、15.2ｍ以上の流木が 1 本でもあれば、

危険度が最大であると判定する。 

12.3ｍ以上 15.2ｍ以下の流木については、傾斜

や水深の条件によって、持つ運動量が異なり、傾斜

15 度・水深 1.5 m の条件のときに運動量が 1200 

kg・m/s を超えることから、流木の移動中の運動量

がそれぞれ異なるということになる。 

そこで、我々は、12.3ｍ以上 15.2ｍ未満の流木

に関しては各区間へのその範囲の長さの流木の到達

率から、危険度のランク分けを行い、既存のハザー

ドマップと組み合わせることを試みた。下流に近い

区間Ⅰには 12.3ｍ以上 15.2ｍ未満の流木本数の

３％しか存在しなかったため、この長さの流木によ

る危険度はかなり低いと考えられる。 

区間ⅡとⅢに関しては 46.91％、50％とその 2 つ

の区間にほぼ半数ずつ分布している。区間Ⅱは中流

部ということで区間Ⅲに比べて人家が建設されやす

く、家屋への被害もかなり大きいと予想される。そ

のため、到達率という数値の上では、区間Ⅲと区間

Ⅱに大きな差はないが、地形や標高、それに伴う家

屋の数等を考慮した時、危険度ランクとしては区間

Ⅱが最も高くなると考えた。従って、本論文では危

険度を上から A－B－C とした際に、区間Ⅱが A、区

間Ⅲが B、区間Ⅰを C と設定する。2019 年 4 月に朝

倉市役所から発行された水害と土砂災害を対象とし

た松末地区の自主防災マップと今回考察した、流木

災害による危険度設定を組み合わせた図を示す(図-

2)。これらを組み合わせてみてみると、我々が考察

した流木の危険度において区間Ⅱは最も高い危険度

A であるが、現存のハザードマップだけを見ている

と、区間Ⅲに比べて土砂災害の危険度は小さく、区

間Ⅱに住む住民は油断しやすいのではないだろう

か。一つのハザードマップだけでは表しきれない、

数多くの災害が起こりうることを住民はもっと自覚

しなければならない。今回の流木の危険度設定はそ

れを明示するのに大きく貢献すると考える。 

図-2. 既存ハザードマップと流木危険度を合わせたもの 
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粘性の異なる液体を用いたダムブレークの 2次元数値計算による再現

九州大学大学院 〇和田眞典 江藤稚佳子、九州大学大学院農学研究院 水野秀明、久保田哲也 

１．はじめに 

 平成 22(2010)年 7月 5日に鹿児島県南大住町船石

川で発生した土石流（水野・小山内、2011）、平成

27(2015)年 7月 28日に鹿児島県垂水市深港川で発生

した土石流、平成 28(2016)年 4 月 16 日に熊本県南

阿蘇村山王谷川で発生した泥流等にみられるように、

九州地方ではシルトや粘土などの細かい土砂を多く

含む泥流が豪雨や地震に伴って発生した。特に、本研

究で対象としている流れは、前述の事例にみられる

ように、和田ら（2019）にある沈殿しない、一様な流

れである。このような泥流による土砂災害を効率的

に防止・軽減するためにハード対策やソフト対策を

講じるためには、泥流の動きを精度良く予め想定し

ておく必要がある。 

泥流や土石流の動きを予測する手法の代表的なも

のに、浅水流方程式の数値解析手法があげられる。例

えば、新井・高橋（1992）は、粒子を含む流体塊の乱

れ応力と粒子の衝突による応力の総和をせん断応力

として導いた底面摩擦応力を、2次元浅水流方程式に

組み込んだ数理モデルを提案した。宮沢ら（2007）は

新井・高橋（1992）らの提案した数理モデルに侵食堆

積速度を新たに組み込んだ数理モデルを提案した。

水野ら（2002）は流れの底面での重力の斜面方向成分

が粘性と釣り合うとして求めた底面摩擦応力を浅水

流方程式に組み込んだ数理モデルを提案した。また、

宮田ら（2014）は底面摩擦応力をマニング型のものを

2 次元浅水流方程式に組み込んだ数理モデルを提案

した。このように、従来の研究では、泥流の運動を予

測するための数理モデルは 2 次元浅水流方程式を基

本としており、その違いは底面に作用する応力の考

え方にあることが分かる。これらの数理モデルは水

路実験や実際に発生した泥流に適用してその精度を

評価しているものの、浅水流方程式が持つ衝撃波や

希薄波の再現性に着目して精度を評価した研究は多

くない。また、跳水や段波といった、2次元浅水流方

程式の中で現れる衝撃波は泥流の氾濫に大きく影響

を及ぼすため、その衝撃波を精度良く予測すること

が求められる。 

そこで、本研究は、泥流をビンガム流体として浅水

流方程式を誘導し、その数理モデルによる衝撃波及

び希薄波の再現性を明らかにすることを目的とする。 

２．数理モデルの概要 

 本研究では質量保存則と運動量保存則を鉛直方向

に積分した 2 次元浅水流方程式を用いる。せん断応

力はビンガム流体を想定する。すると、2次元浅水流

方程式は 

𝜕(𝜌ℎ)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑈ℎ)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝜌𝑉ℎ)

𝜕𝑦
= 0 ⋯(1) 

𝜕(𝜌𝑈ℎ)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑈2ℎ)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝜌𝑈𝑉ℎ)

𝜕𝑦

= −
𝜕

𝜕𝑥
(
1

2
𝜌𝑔ℎ2) − 𝜌𝑔ℎ

𝜕𝑏

𝜕𝑥
+ 𝜇

𝜕2(𝑈ℎ)

𝜕𝑦2

−(𝜏𝑌 + 𝜇
𝜕𝑢

𝜕𝑧
)|

𝑧=𝑏
⋯(2)

𝜕(𝜌𝑉ℎ)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑈𝑉ℎ)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝜌𝑉2ℎ)

𝜕𝑦

= −
𝜕

𝜕𝑦
(
1

2
𝜌𝑔ℎ2) − 𝜌𝑔ℎ

𝜕𝑏

𝜕𝑦
+ 𝜇

𝜕2(𝑉ℎ)

𝜕𝑥2

−(𝜏𝑌 + 𝜇
𝜕𝑣

𝜕𝑧
)|

𝑧=𝑏
⋯(3)

となる。ここで、𝜌は泥の密度[kg m3⁄ ]、𝑈は流れの速

度の x 方向成分[m s⁄ ]、𝑉は流れの速度の y 方向成分

[m s⁄ ]、ℎは流れの深さ[m]、𝑔は重力加速度[m s2⁄ ]、

𝑏は河床位[m]、𝜏𝑌は降伏応力[N m2⁄ ]、𝜇は粘性係数
[Pa ∙ s]で、(𝜕𝑢 𝜕𝑧⁄ )|𝑧=𝑏は流れの底面における鉛直(z)

方向の x方向の速度の勾配、(𝜕𝑣 𝜕𝑧⁄ )|𝑧=𝑏は流れの底

面における鉛直(z)方向のy方向の速度の勾配である。

なお、xy 平面は水平面で、x 方向と y 方向は互いに

直交する。ここで、流れの底面近傍において、境界層

の形成を想定し、圧力が一様として流れの運動に影

響を及ぼさないと仮定して、せん断応力を考慮した

運動方程式を立ててとくと、速度勾配が流れの底面

から高さ𝑧、ある時刻𝑇において 

𝜕𝑢

𝜕𝑧
= 𝐶1 ∙ √

𝜌

𝜇𝑇
∙ EXP(−

𝜌 ∙ 𝑧2

4𝜇𝑇
) ⋯(4) 

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= 𝐶2 ∙ √

𝜌

𝜇𝑇
∙ EXP(−

𝜌 ∙ 𝑧2

4𝜇𝑇
) ⋯(5) 

と求まる。ここで、𝐶1, 𝐶2は積分定数である。式(4)と

(5)を z方向で積分すれば、速度が求まる。このとき

底面から高さα[m]において、

∫
𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝑑𝑧

𝛼

0

= 𝑈 ⋯(6) 

∫
𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝑑𝑧

𝛼

0

= 𝑉 ⋯(7) 

となるように、積分定数𝐶1, 𝐶2を定める。時刻𝑇は、底

面から高さα[m]で速度勾配が𝛽になると仮定して、 

𝐶1 ∙ √
𝜌

𝜇𝑇
∙ EXP(−

𝜌 ∙ 𝛼2

4𝜇𝑇
) = 𝛽 ⋯(8) 

𝐶2 ∙ √
𝜌

𝜇𝑇
∙ EXP(−

𝜌 ∙ 𝛼2

4𝜇𝑇
) = 𝛽 ⋯(9) 

を満たすように定める。 
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数値計算に際しては、Toro(2001)にあるように、式

(1)から(3)の連立偏微分方程式をxy平面上の固定し

た領域 S で面積分する有限体積法を用いた。領域 S

を閉じる曲線 C 上を通過する質量フラックスと運動

量フラックスは、曲線 C上の微小線分 dCに対して垂

直な方向で 1 次元のリーマン問題を解いて求める。

詳細は Toro(2001)を参照していただきたい。

３．水路実験への適用と考察

図－１は実験を行った水路である。水路はアクリ

ル製で、幅 30mm高さ 27mm、長さ 500mmで、水平な机

の上に設置した。中央にはゴム製のスルースゲート

を設置した。スルースゲートの左側で深さ 27mmにな

るまで液体を注ぎ、右側で深さ 10mmになるまで液体

を注いだ。水路の側面には 2 台のビデオカメラを設

置し、スルースゲートの左側と右側の水深の変化を

記録した。実験に際しては、所定の液体を注いだ後、

ビデオカメラの撮影を開始し、液体の温度を測定し

てから、手動でスルースゲートを引き上げ、衝撃波と

希薄波を発生させた。実験に用いた液体は水と動粘

性 1000cStc のセンチストークス液の 2 種類とした。

水深の時間変化は、ビデオカメラで撮影した動画よ

り静止画を 1 秒間に 60 枚程度抽出し、50mm 毎に 11

点において水面の位置を読み取った。なお、スルース

ゲートを引き上げた時刻を 0秒とした。

 図－２は水の場合における実験結果の水深と計算

結果の水深を比較したものである。水の粘性係数は

0.001Pa･sとし、水の密度は 1000kg/m3とした。実験

結果と計算結果を比較すると、その波形は段波の先

端部を除いて概ね一致した。平均絶対値誤差(MAE)は

0.2秒で 0.24022mm、0.4秒で 0.29115mmであった。

平均平方二乗誤差(RMSE)は 0.2 秒で 1.4041mm、0.4

秒で 1.6644mmであった。スルースゲートを手動で引

き上げたため、段波の先頭部の形が崩れた可能性が

ある。 

 図－３はセンチストークス液の場合における実験

結果と計算結果の水深を比較したものである。粘性

係数は 0.904Pa･s とし、密度は 904kg/m3とした。実

験結果と計算結果を比較すると、計算結果は実験結

果よりも高めになった。平均絶対値誤差(MAE)は 3.3

秒で 0.21724mm、6.6秒で 0.20116mmであった。平均

平方二乗誤差(RMSE)は 3.3 秒で 1.4050mm、6.6 秒で

1.8127mmであった。 

４．おわりに 

本研究では、泥流をビンガム流体として考えて浅

水流方程式を開発し、衝撃波と希薄波の再現性を明

らかにすることを目的とした。その結果、水の場合で

あれば、段波の先頭部では再現性が落ちたものの、計

算結果は実験結果の波形を概ね再現できたことが分

かった。一方、センチストークス液の場合、計算結果

は実験結果の波形よりも 2mm 弱程高めになったもの

の、概ね再現できたことが分かった。今後は鹿児島県

垂水市深港川をはじめとして泥流の発生した災害に

適用し、現象の再現性を明らかにしていきたい。本研

図－１ 実験装置の概要 

図－２ 実験結果と計算結果の比較(水) 

図－３ 実験結果と計算結果の比較(ｾﾝﾁｽﾄｰｸｽ液) 

究は国土交通省河川砂防技術開発公募地域課題の一

部として実施した。ここに記して感謝の意を表する。 
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二層土石流の PIV 計測 

京都大学 ○長坂香織

京都大学 山上路生

京都大学 岡本隆明

1. はじめに

土砂を含む流れは勾配により形態が大きく変化す

ることがよく知られている．1~2°未満の緩勾配流路

では各個運搬が主となる流れが，15°程度以上の急勾

配流路では，生産土砂が流動全層を占める土石流が

観察される．これらの遷移状態である掃流状集合流

動は，底面側の粒子密度が高い粒子流動層（高濃度

層）と水面側の水流層から形成される二層流である

(図-1)．  

掃流状集合流動の流速分布については既往研究に

よって理論的に求められている(例えば，高橋 19821)，

橋本・平野 19962))．等流仮定の下で，流体塊の作用

力のつり合い式を積分することで，高密度層と水流

層各々の時間平均主流速の水深方向分布が見事に導

出される．さらに実験結果を用いた妥当性の検証も

されている．

ただし，流れが複雑なためどうしても実験定数や仮

定の多用は避けられない．

図-1 掃流状集合流動の模式図 

そこで，本研究では基礎水理構造の実測を目的に，小

型水路における土石流実験を行い，この課題を再考

する．実験では勾配を系統的に変化させて，高速高解

像カメラによる撮影を行い，PIV アルゴリズムによ

って瞬間流速場を算出する．さらに輝度およびその

変動分布より，二層の境界面の底からの高さを計算

する方法を提案する．

2. 実験方法

実験は幅 3cm，長さ 2m の直線水路を使用した．ジャ

ッキによって勾配を 15°まで変化できる．路床には長

さ 2.8mm，径 5mm の丸棒を前面に並べた．その上に

比重 3.26，径 2mm のアルミナボールを 3cm の高さ

で敷き詰めた．PIV 用のトレーサー粒子をタンク貯

水に混ぜた．0.15ℓ/s の流量で通水し土石流を発生さ

せた．水路センターラインを光シートで可視化して

側方から高速カメラで撮影した．計測地点は上流か

ら 1.07m とした．得られた画像より PIV 法で流速を

解析した．また勾配を 1°,3°,5°,7.2°,9°,12°,14.2°と変化

させた．今回，短フェッチにおける計測を行ったため

流れが等流でない可能性がある．この検証のため，

θ=7.2°においてフェッチを𝑥 22，50，80，140と

変化させ，流速分布を比較した．

3．考察  

(1)流動層の判定法

時間平均輝度および輝度変動強度によって，3 つの境

界面（水面，二層境界面，高濃度層と静止砂礫層の境

界面）の判定を行う．図-2および図-3は例として掃

流状集合流動である勾配 7.2°のケースの時間平均主

流速 U(cm/s)，および時間平均輝度 c と輝度変動強度

c’の鉛直方向分布を示したものである．横軸 Y は鉛

直位置(mm)であるが原点は撮影画像の解析範囲上端

であり物理的意味はない．底面側の静止粒子層でゼ

ロ流速となる．ここを静止粒子層と高濃度粒子層の

境界とし y=0 とする．また水面側に進むと c’のピー

クが現れる．高濃度粒子層の表面における光シート

の反射によるものと思われ，ここを高濃度粒子層と

水流層の境界とする．水面側のピークは時間平均的

な水面によると考えられる．さらに Y=-11.6mm で U

はピークをとる．この位置をみかけの水面と定義す

る．このように決めた原点が 0 となるように y 座標

を導入する．
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図-4 は，水深に対する高濃度層の厚さの比ℎ ℎ⁄ と

路床勾配の関係である．勾配の増加にしたがい，高

濃度層の厚さが増大し，12°(tan 𝜃 0.21 以上では

ほぼ水面まで達する．この結果は各個運搬から掃流

状集合流動を経て土石流に至る形態変化に対応す

る．各個運搬のケースでも既往研究と同様の相対厚

さ(ℎ ℎ 0.2⁄ 程度)が得られた．

図-2 次元付き主流速分布 

図-3 輝度と輝度変動強度の分布 

図-4 高濃度層の相対高さと路床勾配の関係 

(2) 理論式との比較

既往の理論平均流速分布 1),2)は以下の通りである．

(高濃度層)

𝑢
𝑢∗

2
3
ℎ
𝑑

𝐾
𝜎
𝜌
𝐹 𝐶 1 𝐶 𝑎

ℎ
𝑑

/
1
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ここで、𝜂 𝑧 ℎ⁄ 、𝜂 ℎ ℎ⁄ 、𝑢∗ 𝑔ℎ sin𝜃 である。 
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図-5 は，掃流状集合流動の 7.2°のケースについて実

験値と理論値を比較したものである．高濃度層から

水流層にかけて勾配が小さくなる傾向が共通してみ

られる．一方で，高濃度層では理論式の方が勾配が大

きく，実験値との乖離が大きい．水流層では高濃度層

で計算された hd での流速値を境界条件とするため，

高濃度層のずれが水流層にも及ぶ．理論値と実験値

の乖離の原因として以下の 3 点が考えられる．各フ

ェッチ距離についてわずかに異なる流速分布が見ら

れたため，完全に等流ではないこと．計測されたレイ

ノルズ応力が小さく，乱流が未発達である可能性が

あること． 𝐶 が過小評価されている可能性が高いこ

と．以上のことを踏まえ，今後はパラメータも含め

て，従来モデルをベースに土石流発生直後の短フェ

ッチ条件における流速分布式の構築を目指したい．

図-5 無次元流速分布の既往理論と本実験値の比較 
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図-1 土石流荷重計（2019 年 8 月 29 日出水前後） 

上々堀沢で発生した土石流の観測-2019 年 8 月 29 日土石流を対象として- 

国土交通省 松本砂防事務所 石田孝司，石田哲也

 日本工営(株) ○伊藤隆郭, 長山孝彦, 松田 悟，京都大学名誉教授 水山高久 

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

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

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

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

図-3 レーダーによる雨域分布例 (8 月 29 日 4:00） 

図-4 地上雨量計による観測データ（焼岳, 2019 年 8 月 

27 日 0:00 から 8 月 31 日 12:00） 

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

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

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

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

一方，荷重計の鉛直，水平成分の計測値を見ると，鉛直
荷重に対する水平成分の計測値が小さく（1/10～1/6.7），
単純な摩擦角の関係ではない。土砂堆積や巨礫の摩擦・
衝突などの影響等，今後，検討すべき課題が多いが，河床
底面の流れ方向成分の荷重が計測されて意義は大きい。
また，既往研究 7) のように上流荒廃地の地形変動と土石流
流下とを併せた解析も必要である。
4. おわりに： 土石流荷重計等の機器設置後に，初めて取
得したデータを速報的に紹介した。今後とも維持管理
を継続して，継続的な計測を実施し，土砂濃度，比重
等の諸量を求め，河床底面に作用する水平成分の荷重
から抵抗等の情報を得ていく予定である。
参考文献： 1) 例えば，土木学会 編：水理公式集 H11
年版，丸善，2000, 2) 例えば，高梨 保：地質・砂防・土木
技術者/研究者のための土石流の機構と対策, 近未来社, 
432p.，3) McArdell B., Bartelt, P. and Kowalski, J.：Field 
observations of basal forces and fluid pore pressure in a 
debris flow，Geophysical Research Letters，Vol.34，L 07406，
2007, 4) 大坂 剛，髙橋英一，國友 優，山越隆雄，能和
幸範，木佐洋志，石塚忠範，宇都宮 玲，横山康二，水山
高久：桜島における土石流荷重計による単位体積重量測
定，砂防学会誌，65 巻，6 号，pp. 46-50，2013，5) Osaka, T., 
Utsunomiya, R., Tagata, S., Itoh, T. and Takahisa 
MIZUYAMA: Debris Flow Monitoring using Load Cells in 
Sakurajima Island, Proceedings of the Interpraevent 2014 
Pacific Rim, November 25-28, Nara, Japan, 2014, O-14.pdf 
in DVD, 6) 奥田節夫，諏訪 浩，奥西一夫，仲野公章，横
山康二：土石流の総合的観測 :その 3. 1976 年焼岳上々堀
沢，京大防災研憲法，第 20 号 B-1, pp.237-263, 1977，7) 
諏訪 浩，奥田節夫：土石流の頻発する焼岳上々堀沢の
地形変動，地形 1-1, pp. 43-55, 1980 

図-5 2019 年 8 月 29 日発生の土石流計測値の時系列 

図-6 土石流荷重計による計測値と比重・土砂濃度の算定値 
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格子法による流木混じり土石流の計算方法に関する検討 

（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所： ○鈴木 拓郎 

東京大学：  堀田 紀文 

１．背景及び目的 

平成 29年九州北部豪雨に代表されるように，近年極端豪

雨に伴う流木災害が発生している。極端豪雨は増加傾向に

あり，このような流木災害の被害を軽減するための対策が

必要である。施設対策の検討等には数値シミュレーション

が有効であり，発表者らは粒子法による土石流解析モデル

に流木要素を導入している（例えば，鈴木ら，2019）。しか

しながら，粒子法は計算要素が膨大であり，流域全体を粒子

法で解析するのは現実的ではない。鈴木・堀田（2018）は，

粒子法と格子法を結合した土石流のシミュレーション手法

を提案している。必要な区間のみに粒子法を適用し，その他

の区間は計算負荷の小さい格子法で計算するという考え方

に基づいている。 

本研究では，粒子法と格子法を結合したシミュレーショ

ン手法に流木要素を追加するために，格子法における流木

の計算手法を検討したものである。 

２．流木輸送濃度式の誘導 

(1) 考え方

流木は土砂と同じように各格子内における濃度として扱

い，流木体積濃度を定義する。ここで，流木は一般的には土

石流の比重より軽いため，表面付近を流れると考えられる。

したがって，流木の移動速度は土石流全体の移動速度より

も速い。そのため，流木輸送濃度は流木体積濃度よりも大き

くなると考えられる。反対に，土砂は一般的に河床近傍に近

づくにつれて濃度が大きくなるため，土砂輸送濃度は土砂

体積濃度よりも小さくなる。宮本・伊藤（2002）は 2 層モ

デルに基づいて土砂輸送濃度式を誘導している。 
本研究では，宮本・伊藤（2002）の 2 層モデルと同様の

考え方で，流木は水面からある一定の深さまで流木層を形

成して流れる状態を想定して流木輸送濃度を誘導する（図 

図－1 流木層の考え方 

―1）。自由表面よりも上に流木が浮いて存在する場合も考

えられるが，表面付近における深さ方向の流速の変化（歪速

度）が小さいため，その状態は考えない。また，流木が抵抗

則に与える影響も現時点では無視する。その上で，以下のよ

うな考え方に基づいて河床せん断応力の式，土砂輸送濃度

式を再構築したうえで，流木輸送濃度式を誘導する。 
① 粒子法と同じ江頭らの構成則を用いる。

② 高橋らのモデルに基づいた鈴木ら（2013）の手法をベ

ースに，江頭らの構成則を導入する。 
③ 流木層厚の中に土砂層が含まれるか否かで式を使い分

ける。流木層厚は流木層濃度によって算出される。

(2) 式の誘導

図－１における土砂層内の任意の高さ z におけるせん断

力とせん断応力の釣り合いの式からまず流速分布式を誘導

する。次に各成分の流量を算出して変形し，せん断応力式，

土砂輸送濃度式を誘導する。そして，流木層厚に応じて流木

輸送濃度式を誘導する。 

流木層の下境界位置zwが砂礫層に入っているかどうか
で，式を使い分ける必要がある

Qs

Qwu(hs)･(h-hs)

u

z

0

h

hs

0

u(hs)

砂礫層：土石流の抵抗則
（流速分布）を適用

清水の抵抗則（流速分布）として
マニング則（または対数則）を適用

θ

Qi
流
木
層 流
木
層

𝑧

𝑧

c*wd:堆積流木濃度
hs:砂礫層の高さ
σ:砂礫密度
ρ:水の密度
φs:内部摩擦核
θ:河床勾配
u:流速
kg:定数で0.0828
e:反発係数
kf:粒子間隙スケールの係数で0.16
cs:砂礫層の土砂濃度
d:粒径
κ:カルマン係数
cswd:流木層濃度

h:水深
Q:単位幅流量
E:侵食速度（負は堆積速度）
β:運動量補正係数
U:断面平均流速
g:重力加速度
H:水位
τ0:河床せん断応力
ρm:土石流の密度
𝑐:体積土砂濃度
ct:土砂輸送濃度
c*:堆積土砂濃度
𝑐wd:体積流木濃度
ctwd:流木輸送濃度
E*:流木侵食速度（負は堆積速度）
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３．試計算 

 勾配 10度一定の条件下で，上流端から 5秒間，流木混じ

り土石流を与えた。土砂は平衡濃度，流木輸送濃度は 0.01

として与えた。流木輸送濃度を考慮せずに流木体積濃度と

等しく与えた場合，流木層濃度＝0.3 とした場合で計算した。 

 図－２に下流端における輸送濃度の時間変化を示してい

る。輸送濃度＝体積濃度とした場合，流木輸送濃度は一定の

まま下流端に流下するが，流木輸送濃度式を用いると流木

が表面付近の速い流れに乗って先端部に集中する過程を再

現できる。この集中の程度は流木層濃度の設定によって変

化する。今後の検討が必要である。 

図－２ 試計算における下流端の流木輸送濃度の時間変化 

４．まとめ 

 流木層厚（または流木層濃度）を定義することにより，流

木輸送濃度式を誘導した。これにより，表面付近の速い流れ

に乗って流木が先頭付近に集中する過程を再現できた。流

木層厚の設定方法は今後の検討が必要である。例えば，流木

が土砂に巻き込まれ，表面付近に浮上していない場合には

流木層厚を大きく設定し，流木が表面付近に浮上していく

過程を流木層厚の変化（減少）によって評価できる可能性も

ある。今後の課題としたい。 
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土石流の流下距離に着目した先頭部粗粒化現象の感度分析 

鳥取大学大学院工学研究科 ○前田純平，和田孝志，三輪 浩 

１.背景と目的 土石流は大小様々な粒径の砂礫によって構成された流れであり，これらの砂礫は土石流内部で互

いに複雑に影響を及ぼし合う．この結果，土石流を構成する砂礫に粒度偏析が生じ，先頭部には比較的粒径の大き

い砂礫が集積する．この現象は巨礫を多く含む土石流の特徴的な現象の一つであり，土石流先頭部で集積した巨礫

が集落等に到達することで人的・物的被害が拡大する可能性がある．土石流先頭部での粗粒化現象については多く

の研究がなされているが，土石流の流下距離による先頭部粗粒化への影響については高橋 1）らによる研究はあるも

のの十分把握されているとは言い難い．そこで，本研究では，昨年度の実験 2）より流下距離を大きくした水路実験

を実施し，土石流の流下距離が先頭部粗粒化現象にどのように影響するかを検討する．

2.実験の概要 本研究で用いる実験水路は，水路勾配を 0°

～8°で設定可能な鉄製循環式直線水路の上に，水路長 350 

cm（移動床流下距離 300 cm），水路幅 10 cm の一様勾配水

路を設置することで作製した．本研究で用いる砂礫は，平

均粒径 10.7mm，7.1mm，3.0mm および 1.4mm の 4 粒径のほ

ぼ一様な砂礫であり，実験では 4 粒径のうち 2 粒径を表‐1

に示すように混合して用いる．水路勾配は作製

した水路（7°に設定）を鉄製循環型水路（8°

に設定）上に設置することで 15°の一様勾配を

作り出し，上流端給水量は昨年度実験 2）と同

じ単位幅流量となるように 0.67 L/sec とした． 

本実験の流れは次のようである．まず混合した実験砂を水路に敷き詰めた後，水路上流端より給水し，敷き詰め

た混合砂を侵食させることで土石流を発生させた．実験水路下流部では，連結させた 4 つの採砂箱を用いて，1～2

秒間隔で土石流の先頭部を 4 つの部分に分けて採取し，採取した各採砂箱内の水および各粒径の重量を計測した．

これらの各採砂箱の採取時間を計測するため，カメラで土砂の採取状況を撮影した．なお，結果のばらつきを考慮

して全ケースにおいて同一の実験を 3 回繰り返した． 

3.実験結果と考察 粒度構成および平均流速等に着目して実験結果を整理し，表‐2 に示す条件で実施された昨年

度 2）および宮本 3）の水路勾配 15 度での既往研究成果と比較することで，流下距離が土石流先頭部の粗粒化に及ぼ

す影響を検討した．先頭部粗粒化への影響分析を行いやすくするため，実験結果のうち先頭部の採砂箱，すなわち

1 つ目の箱で採取した大粒子存在割合 PLに対して，混合砂礫の体積平均径 dm，平均流速 Umおよび粒径比 dL/dSの，

3 つの指標との関係を整理した．なお，平均流速 Umは石礫型土石流の平均流速公式 4）を用いて計算した．

𝑈𝑚 =
2

5𝑑𝑚
[
𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝛼𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝛼
{𝐶𝑑 + (1 − 𝐶𝑑) (

𝜌𝑚
𝜎
)}]

1/2

{(
𝐶∗
𝐶𝑑
)
1/3

− 1}ℎ3/2 （1）

ここに，Um: 平均流速，dm: 平均粒径，g: 重力加速度，: 水路勾配，αおよび αi: 係数，Cd: 土砂濃度の実験値，ρm:

間隙流体の質量密度，砂礫の質量密度，C*: 河床堆積物の容積濃度，h: 流動深である．

 混合砂礫の体積平均径 dm，平均流速 Umおよび粒径比 dL/dSと先頭部大粒子存在割合 PLとの関係をプロットした

ものを図‐1 ～図‐3 に示す．図‐1 から，本研究と昨年度の結果では，混合する粒径が小さなものどうしの場合，

先頭部粗粒化の程度（PL）において流下距離による顕著な違いが見られなかった．これ以外での粒度構成では流下

距離が大きいほど PLが大きくなった．一方，本研究と宮本の結果を比較すると，流下距離が小さい本研究の方が流

下距離が長い宮本の結果よりも PLが大きくなった．これは，本研究と宮本の結果での先頭部の土砂の採集方法に違

67

宮本

12

1～3

10

100~300

20L分を採集取得方法 1～2sec間隔で4つ採集1～1.5sec間隔で4つ採集

水路長(m)

流量(cm3/sec)

水路幅(cm)

単位幅流量(cm2/sec)

本研究

3

670

10

67

昨年度研究

1

470

7

表‐2 宮本 3）・昨年度 2）・本研究の実験条件比較 

表‐1 本研究の実験砂の混合方法と実験条件

（mm） 体積平均径
(mm)

8.10 0.67 15 1 : 4

6.44 0.67 15 1 : 4

6.28 0.67 15 1 : 4

4.53 0.67, 1.0, 2.0 15 1 : 4

4.19 0.67 15 1 : 4

1.97 0.67 15 1 : 4

10.7:7.1

10.7:3.0

3.0:1.4

勾配
（°）

混合割合
流量
（L/s）

大粒径：小粒径

7.1:1.4

7.1：3.0

10.7：1.4
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い（表‐2 参照）があることに起因すると考えられる．宮本の実

験では先頭部 20 L 分を採集するため後続の小粒子も捕捉してい

た可能性があり，これにより大粒子存在割合 PLが小さくなった

と考えられる．ただし，単位幅流量が宮本の実験条件に近い場合

（供給単位流量 100cm
2
/s，200cm

2
/s の場合），概ね同じ PLとなっ

た．このことから，流下距離よりも供給流量の方が先頭部粗粒化

に及ぼす影響が大きいことが推察された．以上のように流下距離

や供給流量により dmに対する PLの変化傾向は異なるものの，こ

れら 3 つの実験に共通して dmが大きくなるほど PLが大きくなっ

たことから，dmと PLには正の相関関係があると考えられる． 

図‐2 に示す平均流速 Umと大粒子存在割合 PLとの関係より，本

研究と前年度 4）の単位幅流量 67 cm
2
/sec における結果では，平均流

速 Umが小さいほど大粒子存在割合 PLが大きくなった．単位幅流量

100 cm
2
/sec 以上の本研究および宮本の結果では，上記の結果とプロ

ットされる範囲が一致しないものの，Umが小さいほど大粒子存在割

合 PLが大きくなる傾向は上記の結果と同様であった．このことか

ら，流下距離が長いほど先頭部の粗粒化がより発達すると考えら

れる．なお，単位幅流量 67 cm
2
/sec と 100 cm

2
/sec 以上の条件で Um

と PLの関係が異なるのは，供給流量が大きいほど大粒子存在割合

が比較的少ない後続流が先頭部により多く到達するため，先頭部

粗粒化（PL）が発達し難くなることを反映していると考えられる．

図‐3 に示す大粒子存在割合 PLと粒径比 dL/dSの関係より，3 つ

の実験に共通して，2≦dL/dS≦4 の範囲で PLが最大となり，dL/dS≧

4の範囲では dL/dSの増大とともに PLが減少するという傾向が見ら

れた．これは，大粒子間隙への落ち込み「動的ふるい効果」がより発生しやすい条件（粒径比が大きい条件）では

先頭部粗粒化の程度が弱まることを示しており，先頭部粗粒化機構が「動的ふるい効果」以外に，粒子同士の衝突

や接触による大粒子の流動層上層への浮き上がり等にも起因する可能性があることを示唆している． 

4.あとがき 本研究，昨年度および宮本の実験結果を比較し，土石流の流下距離が先頭部粗粒化現象にどのように

影響するかを検討した．その結果，3 つの実験の中で流下距離が中程度の本研究の実験での先頭部粗粒化が最も顕

著となった．これは宮本と本研究での実験条件の違いに起因するところが大きいと考えられるが，単位幅流量が宮

本の実験条件に近い場合は先頭部粗粒化が同程度となったことから，流下距離よりも供給流量の方が先頭部粗粒化

に及ぼす影響が大きいことが推察された．一方で，3 つの実験に共通した傾向も見出すことができた．以上は，限

られた実験条件による実験から得られた結果をもとにした定性的なものであり，追加実験を行うことで本実験では

実施していない体積平均径 dm=9～12 mm または 1≦dL/dS≦2 となる粒度構成の土石流を対象とした実験，供給単位

流量を変化させた実験等が考えられる．今後は，本研究および昨年度実験により得られた知見を踏まえ，土石流先

頭部の粗粒化現象を再現可能な土石流数値計算モデルを構築する予定である． 

参考文献 1）高橋ら：京都大学防災研究所年報，Vol.33，B-2，pp.443-456，1990，2）前田ら：2019 年度砂防学会

研究発表会概要集，pp493-494，2019，3）宮本：立命館大学博士学位論文，pp.73-94，1986，4）高橋：ながれ，Vol.3，

No.4，pp.307-317，1984 

図‐1 体積平均径に対する先頭部の大粒子存在割合 
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図‐2 平均流速に対する先頭部の大粒子存在割合 
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図‐3 粒径比に対する先頭部の大粒子存在割合 
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個別要素法による土石流荷重の低減対策工の検討 

防衛大学校 〇嶋川理 小松善治 堀口俊行 香月智 

１．諸 言 

 近年，我が国では局所的かつ短期的な強雨により土砂災

害が頻発している．土砂災害の中でも土石流は数mに及ぶ

巨礫が流下することから生活区域に甚大な影響を及ぼす．

土石流の対策構造物として，鋼製透過型砂防堰堤が用いら

れている．鋼製透過型砂防堰堤は冗長性を有する頑強な構

造物として知られているが，近年の被災で破損・破壊した事

例も確認されている 1)．そのため，現行の設計荷重をレベル

Ⅰとして，より大きなレベルⅡの設計荷重を設定する動き

がある．しかし，レベルⅡ荷重が適用されると既存の構造物

の中に条件を満たさない堰堤が生じる可能性がある．その

対策として，既設の堰堤の部材を補強する方法や，堰堤の上

流側に副堤を設けて本堤に作用する荷重を低減させる方法

等が検討されている． 

 著者ら 2)は堰堤の前面に小規模の透過型砂防堰堤（以

下，低減対策工と呼称する．）を設置した際の荷重低減効

果について検討した．しかしながらそのメカニズムについ

ては未解明なままである．そこで本研究では，個別要素法

を用いて直線水路実験の再現解析を行い，透過型砂防堰堤

の上流側に設置した低減対策工が土石流衝突荷重を低減す

るメカニズムを解析的に検証するものである．  

２．実験の概要 

著者らは，図-1に示す可変勾配型直線水路の下流部に堰

堤モデルと，最大礫径を基準に高さを 1D～3D の間で高さ

を変化させた低減対策工を本堤からの離隔距離を 1D の位

置に設置し，土石流モデルを衝突させて最大衝撃荷重との

関係を調べた．図-2に最大衝突荷重と低減対策工の高さの

関係を示す．低減対策工を設置した場合，設置しない場合と

比較して概して荷重が低減されており，低減対策工高さが

高いほどより荷重が低減されている．この際，低減対策工を

設けない場合とh = 3D  では最大荷重に約 25 %程差が生じ

ている． 

３．解析手法 

 個別要素法は，まず各要素が接触状態にあるかを判定し，

接触したならば，要素間に仮想の接触ばねを与え，要素同士

の重なり量から接触力を算定し，時々刻々要素の運動方程

式を解くことにより，要素の変位を求め，その要素の運動を

追跡する手法である．解析モデルは，図-3に示すように礫

材として球形要素，堰堤モデルとして円柱形要素を複数組

み合わせて使用する．低減対策工も円柱形モデルを使用し

た．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を使用した．また，堰堤

の礫捕捉量によって堰堤前面の水深が深くなり，流速が変

化するように設定した． 

表-1に，解析諸元を示す．流速及び球形要素の粒径分布

は実験と同様とした．なお，土石流の配置の前段階として，

礫を落下法によって実験と同様の条件下にし，流速分布モ

デルで流体力を与えることで土石流モデルとして流下させ

た．そして，衝突直前で解析を中断して，これを初期配置と

した．この初期配置を図-4に示す．このようにすることで，

低減対策工以外の土石流荷重の条件を均一にすることがで

きる． 

４．解析結果 

 図-5に各ケースの荷重時間関係を示す．この時，低減対

策工に土石流モデルの先頭部の礫が衝突した時間をt = t0 s

500

流下水路

電動リフト

ラインポンプ

600

えん堤モデル

ゲート

（単位mm）

勾配11.4°

分力計，ロードセル（２つ）

底面粗度

水

礫

図-1 実験水路 

図-2 実験における最大衝突荷重 
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としている．低減対策工を高くすることで最大荷重は低減

されており，低減対策工を設けない場合とh = 3D では最大

荷重に約 20 %程差がある．礫の衝突の影響を確かめるため

に，堰堤に衝突した礫の運動量を確認する．図-6に，本堤

に衝突した礫の運動量～時間関係を示す．低減対策工の高

さが高くなると，本堤に衝突した礫の運動量も低減されて

いる．衝突荷重のピークと運動量のピークの時間が概ね等

しいことから，礫衝突の運動量が低減されたことにより衝

突荷重が低減されたと考えられる．そのため，運動量を構成

する要素の内，礫の総質量及び総速度の内，どちらが運動量

に与える影響が大きいか，低減対策工が無いケースと，

h = 3Dで比較すると，総質量は約 10 % 低減され，総速度は

約 20 %低減されていた．このことから，運動量の低減につ

いては速度の影響が大きく，礫は低減対策工の設置によっ

て何らかの減速効果を受け，その減速が礫の衝突に与える

影響が大きいと言える．礫同士の衝突については，一般的に

デッドゾーン 3)と呼ばれる減速・停止した領域との衝突があ

ると礫の速度は低減される．このため，本解析においても堰

堤に捕捉され，v≦0.3 m / sとなった礫をデッドゾーンとし

て，後続礫が堰堤に衝突するまでのデッドゾーンの衝突回

数を確認した．結果を図-7に示す．低減対策工高さが高く

なるとデッドゾーンとの衝突回数が顕著に多くなっている

ことがわかる．これにより礫が減速し，衝突荷重に影響を与

えていると考えられる． 

５．結 言 

 本研究は，個別要素法を用いた実験の再現解析により，低

減対策工が土石流衝突荷重に与える影響について検討した

ものである．その結果，次の知見が得られた．デッドゾーン

で捕捉された礫の影響で，低減対策工を高くすると，衝突礫

の速度が低下するだけでなく，衝突礫の総量（質量）も減少

し，衝突礫の総運動量を減少させる効果がある．低減対策工

により形成されたデッドゾーンは本堤に衝突する礫の速度

を低減する．これは，デッドゾーンと後続礫が衝突を繰り返

すためである．  
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図-4 初期配置 

図-5 荷重時間関係（解析） 

(b) 俯瞰図 

10～15mm 15～25mm 25～35mm

図-3 解析モデル 

(a) 礫モデル 

(a) 側 面 

図-6 運動量～時間関係 

項 目 値 

流水モデル 

流速(m/s) 2.0 

水深 (m) 0.15 

抗力係数 0.49 

堰堤モデル 
円柱要素 26 

球形要素 8 

水 路 

傾斜角(°) 11.3 

水路長 (m) 4.35 

水路幅 (m) 0.3 

礫モデル 

球形要素(10～15 mm 2120 

球形要素(15～25mm) 254 

球形要素(25～35mm) 726 

ばね係数 

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 解析諸元 
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図-7 デッドゾーンとの平均衝突回数 

(b) 堰堤及び低減対策工モデル 
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2018 年広島県呉市下流の川尻町における UAV 写真測量と地中レーダーを用いた 

土石流堆積物の内部構造 

  神戸大学海事科学研究科 〇今井健太 クリストファー・ゴメス 

1. はじめに

土石流堆積物による災害現場調査では地表面及び被

服変化に関係する堆積データと同様に地下データを収

集することがほとんどない。もし地下データを収集す

るならば、露頭と局所的なピットとコアを使用するこ

とになる。しかし堆積物の変動は、小規模の火山性土

石流でも非常に重要であることが実証されているた

め、地下構造と土石流の関係性を理解することが重要

であり、堆積モデルを改善して堆積物をより適切に解

釈する必要がある。目的として、本研究では UAV に

よる写真測量技術と地中レーダーを用いて、露頭がな

い場合においても空間的に収集可能な地下データを提

供できるかを検討する。 

2. 調査地の特徴と方法

研究調査地は広島県呉市下流の川尻町で 2018 年 6

月 28 日から 7 月 8 日までの期間に激しい雨が降り、7

月 3 日から 8 日までの累積雨量は 675mm にまで達し

た。また、呉市の地質特性と場所を図１に示す。 

図１.今回の調査地の地質図（①）と場所の地図（②） 

解析には国土交通省（MLIT）の既存の航空写真と災

害後の航空写真を使用して、UAV ベースの構造に由

来した現在の航空画像を生成した。UAV データは

Agisoft が商品化した SfM(Structure from Motion)や

Metashape Pro に変換し､モデルを作成し、DEM モデ

ルとのポイントとを比較して最適な表示を試みた。そ

してデータセットをメッシュ化して平面投影によりオ

ルソ画像が作成され、各場所の正射写真と DSM を作

成した。これらを基に地中レーダー（GPR）を用いて

図２のように地下構造を可視化する調査を行い、その

後、GPR によって得られた信号は比誘電率の数値分析

のため Matlab により以下の式で変換した。（𝜀𝑟 =
𝜀0

𝜀

〔無次元 F.m / F.m〕)

図２.地中レーダーによる計測位置の現場と方向（１）

土石流の影響を受けた堰堤を示す上流方向の写真。

（２）土石流によって運ばれたブロックと中央の航空

写真との対応。（３）道路近くの写真であり、土石流

堆積物を表す。（４）GPR 調査が行われた調査地域を

示す UAV 写真測量から得られた全体の正射写真。

（５）計９回 GPR で横断した地点を赤線で示す。

1,2,5,6 は 800MHz の周波数で計測し、7～11 は

500MHz の周波数で計測をする。 

R2‑009

155

2020年度砂防学会研究発表会概要集



3. 結果

GPR を使用した横断トランセクトでは表面近くの

10～20 ㎝に水平構造や傾斜角のあるセットが表示され

る。このセットは 2000～4000 の範囲の相対誘電率を

示している。（図３）これらの値は 2 つのグループを

定義しており、0～23ｍの低い地形では低い比誘電

率、高い地形では高い比誘電率を持ち、低い地形での

誘電体は真空誘電率に近い値を示す。比誘電率は自由

空間では 1 となり、淡水では 80、粘土で 4～40、湿っ

た砂で 20～30 であるため、高い地形の地質はより湿

っているか、より密度が高いこととなる。

図 3．GPR によるトランセクト 11 横断時の GPR デー

タとその特徴（１）地形特性と速度を補正したレーダ

ーによる断面図。（２）空間線形パターンに従う受信

信号振幅によって定義される単位で、レイヤは GPR

レイヤである。Si1 と Si2 は信号包絡線が追加された

位置 50 ㎝及び 5m の単一信号の 2 つの例を示してい

る。（３）縦軸はトランセクトに沿った異なる距離に

おいての単一信号の最大振幅の正の値、横軸は時間で

ありサンプル番号（1/0.16ns）として表記している。

また他のトランセクトでの結果を図 4 に示す。信号特

性を使用すると、トランセクト 7 及び８の岩盤は深さ

2ｍにあり、トランセクト 9 では 1.8ｍの深さで信号が

大きく異なっている。 

図 4. 500MHz 及び 800MHz での 6 つのトランセクト

地点の地中レーダー探査記録。図中内の赤点線部分を

切り取り、ズームした探査記録をその下に配置する。

黄色い点線は探査記録結果による地層境界と判断した

線である。 

４.考察

本研究では UAV による画像処理により土砂のタイ

プ（石、砂、岩など）の判別を行い、DEM や GPR に

よる結果と組み合わせて、それぞれの含有率を把握し

た。その含有率に応じて砂防堰堤を設置する場合、砂防

堰堤の種類も異なる。さらに、設置が数多く必要となる

場合、土石流の設置の優先順位を決定しなければなら

ない。地下構造を把握することで、土石流が発生した際

の被害の大きさが推定できることにより、優先順位を

決定する際の１つの要素とすることができる。今後の

展望はGPRデータの結果と実際の地下構造の整合性を

確認するために、各トランセクト付近でボーリング調

査を行う必要がある。 

参考文献 
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胆振東部地震で発生した吉野地区と高丘地区の泥流の流動特性の違い

京都大学大学院工学研究科 ○石川新 

京都大学防災研究所 竹林洋史・藤田正治 

1. はじめに

国土の約 7 割が山間部である日本では，土石流，泥流

等による土砂災害の発生頻度が高い．そのため，土石流，

泥流の数値シミュレーションによる被害の予測は，国

内の土砂災害の対策案を考える上で有効である．本研

究では，平成 30 年北海道胆振東部地震によって北海道

厚真町吉野地区，厚真町高丘地区で発生した泥流を対

象に数値シミュレーションを実施し，地形の違いが泥

流の流動特性に与える影響を考察した． 

2. 数値解析の概要

本研究では水と土砂の混合物を一つの流体として扱

った質量保存則，運動量保存則等を支配方程式とした，

竹林らの平面二次元土石流解析モデル 1) 2) 3)を用いる．  

 図 1 は数値シミュレーションに用いた斜面崩壊深さ

である．地形データは国土地理院による 5mDEM を用

いた．本研究では吉野を対象としたものを Case 1，高丘

を対象にしたものを Case 2 とした．吉野地区の斜面は

平行斜面であり，斜面下部に農地や宅地が存在してい

る．一方，高丘地区は谷地形となっており，渓流出口周

辺まで農地や宅地は存在しない． 

(a) 吉野地区 (b) 高丘地区

図 1 吉野地区，高丘地区を対象とした泥流シミュレー

ションの初期条件(吹き出し内は初期斜面崩壊深さ(m)．

背景画像は地理院地図より引用した．) 

3. 結果と考察

3.1 吉野地区のシミュレーション結果 

図 2 は Case 1 における流動深の時間変化の平面分布

である．泥流は斜面を平均流速は 13.5m/s で流下し，6

秒ほどで家屋に到達した．流出した土石流は農地に氾

濫し，30 秒ほどで最大流動域に達した．図 3 は実際の

泥流氾濫後の厚真町吉野を背景とした，Case 1 における

最大流動深の平面分布図である．北部の一部部分を除

き，シミュレーション結果は泥流氾濫範囲を評価でき

ている． 

Case 1 では，斜面の傾斜が約 30 度あることから斜面

崩壊発生からわずか 6 秒で宅地に泥流が到達したこと，

泥流が発生した斜面が平行斜面であり，泥流は斜面横

断方向約 1km の広範囲で流動したことから，泥流発生

後の避難は困難であったことが予測される．また本泥

流の発生起源は地震によるものであり，降雨予測やレ

ーダー降雨強度データなどがある豪雨起源の土砂災害

に比べると，事前に避難することは難しい．そのため，

泥流の到達が早いこのような平行斜面付近に，家屋を

建設することをなるべく避けることが対策として考え

られる． 

図 3 吉野地区を対象とした泥流シミュレーションの

最大流動深の平面分布(単位: m) 
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(a) 2 秒後 (b) 6 秒後 (c) 18 秒後

図 2 吉野地区を対象とした泥流シミュレーションの流動深の時間変化(単位: m) 

(a) 30 秒後 (b) 150 秒後 (c) 200 秒後

図 4 高丘地区を対象とした泥流シミュレーションの流動深の時間変化(単位: m) 

3.2 高丘地区のシミュレーション結果 

 図 3 は Case 2 における流動深の時間変化の平面分布

である．泥流は各支川から発生し，各支川から合流した

泥流が本川をゆっくり流下しており，150 秒後に谷出口

から農地に到達し，流速 3m/s で農地で氾濫している．

また泥流は 200 秒ほどで最大流動域に到達した．Case 1

に比べて，農地や人家がある平野部への泥流の到達が

非常に遅い．これは斜面の傾斜が約 30 度ある吉野地区

でのケースに比べて，高丘地区のケースでは，渓流本川

の平均河床勾配が約 4 度と非常に緩やかであるからで

ある．つまり，吉野地区でのケースと違い，泥流発生時

に避難を開始しても避難可能であることが分かる．ま

たこの泥流は谷地形で発生したものであるため，泥流

の流れてくる場所は渓流出口のみである．よって，渓流

出口付近から泥流流下方向の直角方向に数十メートル

離れた場所に家屋を建設すれば被災する可能性が非常

に低いことが考えられる． 

4. まとめ

本研究では平成 30 年北海道胆振東部地震によって厚

真町吉野地区，高丘地区で発生した泥流を対象に数値

解析を行い，泥流発生場所の違いによる流動特性の違 

いについて検討した．その結果，平行斜面である吉野地

区では，泥流到達時間が早く，避難は困難であることが

分かった．しかし谷地形である高丘地区では，渓流本川

の傾斜が非常に緩やかなため，泥流が渓流出口に到達

する時間が遅く，泥流発生時に避難を開始しても間に

合う可能性があること，また渓流出口付近から泥流流

下方向の直角方向に離れた場所に家屋を建設すれば被

災する可能性が非常に低いことが分かった．よって，同

じ厚真町内でも平行斜面の吉野地区と谷地形の高丘地

区では異なる防災対策を考えることが望ましい．  
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土石流発生源におけるハイドログラフの設定に関する一考察 

○山本歩 (アジア航測株式会社)

高山翔揮，里深好文 (立命館大学理工学部) 

1. はじめに

雲仙岳の噴火活動が終息して 25年経過した近年において

も，水無川流域の炭酸谷と極楽谷で，数年に 1 度の頻度で土

石流の発生が確認されている．平川ら１）は，タンクモデルを

用いた手法により，水無川流域における土石流の発生・非発

生を的確に予測できることを示した．しかし，土砂災害によ

る被害を軽減するためには，土石流の発生・非発生だけでな

く，土石流の規模を推定することも重要と考える．本研究の

目的は，タンクモデルを用いた土石流の規模を設定する新た

な手法を開発することである． 

2． 既往モデルによる検証計算 

平川ら 1）が用いた 2 段タンクモデル（図 1）を 2016 年６

月 20 日 22 時頃に水無川流域で発生した土石流に適用し，

このモデルの妥当性を検証した．赤松谷川本流・炭酸谷・極

楽谷の３渓流の合流地点における流量を計算した．平川ら 1）

は，水無川流域における土石流発生事例を基に，土石流発生

基準の指標値を貯留高（S1+S2）= 123 mm とした．雨量は

周辺の雨量観測所の 10分間雨量より算出した流域平均値を

用いた．計算時間は 2016 年 4 月 1 日から 8 月 1 日とした．

計算の刻み時間は 1 分間隔とした． 

図 2 は貯留高の時間変化の計算結果を示す．図 3 は流量

の時間変化の計算結果を示す．図 2 に示すように，貯留高

（S1+S2）が指標値 123 mm を超過した時刻は 22 時 7 分で

あった．実際の土石流発生時刻は 22 時頃と報告されている

ことから，平川ら 1)が提案した手法は，水無川流域における

土石流発生・非発生と発生のタイミングを的確に推定できる

ことが考えられる．しかし，計算と同じ地点におけるピーク

流量の観測値が約 309 m3/s であったにも関わらず，図 3 に

示すピーク流量の計算結果は 46 m3/s であり，大きく過小評

価した． 

3． 土石流の規模設定に関する検討 

図 4 に示すタンクモデルを用いた土石流の規模を設定す

る新たな手法を考案し，その妥当性を水無川流域における観

測結果との比較により検証した．山本 2)は，里深ら 3)の数値

計算モデルを用いて雲仙普賢岳炭酸谷における土石流の再

現計算を行い，無降雨時においても，新規火砕物と地山の境

界部には過去に降った降雨による地下水流動層が形成され

ており，強雨時には，堆積層内の含水率が増大し，限界を超

えると堆積層内の水が一気に湧出することを示した．これを
図 4. 提案概要 

図 1. 直列２段タンクモデル概念図・パラメータ 1) 

図 2. 貯留高の時間変化 

図 3. 流出ハイドログラフ 

1段目 ２段目

流出孔の高さ(mm) L1=40 L2=5

流出係数(1/hr) α1=0.30 α2=0.05

浸透係数(1/hr) β1=0.06 β2=0.02
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参考にして，3 段のタンクモデルを考え，１段目タンクは表層，２段目タンクと３段目タンクそれぞれは新規火砕

物，３段目タンクの底面は地山を表現する．このモデルでは，１段目タンクからの流出は表面流出，2 段目タンク

からの流出は中間流出，３段目タンクからの流出は地下水流出を表現する．しかし，一般的なタンクモデルでは，

水の移動は上から下のみであって，堆積層内に浸透しきれなくなった水が表面流として流出するといった現象を表

現することができない．そこで，タンクモデルの土石流発生指標値を超える際に，２段目と 3 段目タンクの貯留高

を１段目タンクに瞬時に移動させる手法を提案する． 

4． 新たなモデルによる検証計算 

タンクモデルのパラメータは，平川ら 1)のパラメータを参

考に，計算結果が合うように設定した（図 5）．雨量，計算

時間等の計算条件は 2 章と同じとする．指標値には，平川ら

1)の土石流発生基準の指標値である貯留高（S1+S2）= 123 mm

と同じものを採用した．本解析では，炭酸谷右岸側の滝上流

部の下流端，炭酸谷下流端，赤松谷川本流・炭酸谷・極楽谷

の合流点といった 3 つの流域を対象にタンクモデルを適用

し，流出流量を算出した． 

図 6 は，赤松谷川本流・炭酸谷・極楽谷の合流点における

流量の時間変化の計算結果を示す．ピーク流量の計算結果は

301 m3/s であった．これら３つの合流点の直下流に位置する

土砂堆積プールにおいて観測されたピーク流量は 309 m3/s

であることから，本手法は観測値を良好に再現できたと考え

る．表 1 は，計算結果と観測値のピーク流量を比較したもの

である．平川ら 1)のタンクモデルおよび図 5 に示す一般的な

3段タンクモデルでは土石流ピーク流量を十分に再現できな

いことが示された． 

5． おわりに 

土石流の規模を推定する新たなタンクモデルを構築した．

このモデルは，雲仙普賢岳水無川流域の炭酸谷で発生した土

石流のピーク流量を的確に推定できることが示された．今後

は，より多くの土砂流出事例に本モデルを適用し，その妥当

性を検証していくことが重要である．そのためには，現地で

観測されたデータと計算結果とを比較することが必要不可

欠であり，渓流に供給される湧水・表流水の量や土石流発生

時の流出流量等の現地観測データを増やし，知見の収集に努

めていく必要がある． 
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A = 0.11（ km
2
 ） A = 0.48（ km

2
 ） A = 4.54（ km

2
 ）

観測値 - - 309.3 m3/s

山本（2020）の数値計算結果 10.2 m3/s 30.4 m3/s -

3段タンクモデル 1.6 m3/s 7.1 m3/s 67.4 m3/s

7.3 m3/s 31.9 m3/s 301.5 m3/s

平川ら（2016）の

２段タンクモデル

提案モデル

土砂堆積プール

（赤松谷川本流・炭酸谷・極楽谷）

炭酸谷右岸側の

滝上流部
炭酸谷本流

1.1 m3/s 4.9 m3/s 46.2 m3/s

表 1.  観測値と計算結果のピーク流量比較

図 6. 流出ハイドログラフ

図 5. 直列 3 段タンクモデル概念図・パラメータ 

1段目 2段目 3段目

L1=40

L2=123

α1=0.30

α2=0.60

浸透係数(1/hr) β1=0.06 β2=0.02 β3=0.00

流出孔の高さ(mm)

流出係数(1/hr)

L3=5 L4=200

α3=0.05 α4=0.005
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Case Study of the Debris Flow Disaster and Influence Zone Simulation in Renhe Village, Taiwan 

Chia-Hsing Lin (林家興), Jyun-Wei Chen(陳均維), Kuo-Wei Chen(陳國威), Chen-Yu Chen(陳振宇) 

Soil and Water Conservation Bureau, Taiwan (台湾水土保持局) 

1. INTRODUCTION

On 16 Aug, 2019, a debris flow occurred at 5:40 AM and rush into downstream village in Nantou County and caused 5

residential house and 2 bridges were destroyed. The in-situ survey showed that the amount of deposited sediment was estimated 

45,000 m3. A two-dimensional debris flow model based on the constitutive equation derived from energy conservation and is 

suitable for debris flow and sediment laden flow was applied. To analyze the debris flow disaster and influence zone, this study 

uses the digital elevation model (DEM, Fig. 1) prior to the event was set as initial topographic data and field investigation data 

and the posterior DSM (Fig. 1) was produced by UAV aerial-photo to verified the simulation result. The numerical model can 

estimate the characteristics of debris flow hazard zone, flow velocity, and deposition depth. The simulated result can provide 

public agencies with necessary information for disaster prevention and mitigation plan  

Fig. 1 Location of the study area: (left) Digital Elevation Model, (right) Aerial-photo and Digital Surface Model. 

2. MATERIALS AND METHOD

(1) Site condition
The debris flow occurred in the early morning at 5:40 AM (August 16, 2019) and the precipitation was accumulated up to

274 mm (ZhongLiao Rain Gauge, C0H950) and 261 mm (MingJian Rain Gauge, C0I410) over two days. The landslide area was 

1.44 ha with 240 m in length, 60 m width, and about 5 m depth in averaged. The amount of landslide volume was estimated 

72,000 m3. The debris flow formed a deposition zone of 150 m long, 120 m width, and averaged deposition depth 4 m in 

downstream village. To analyze the debris flow influence zone, this study uses the digital elevation model (DEM, resolution 1 

m x 1 m) and high-resolution digital surface model (resolution 0.1 m x 0.1 m) data derived by UAV-photo.  

Fig. 2 Rainfall hydrograph: (left) MingJian Rain Gauge, (right) ZhongLiao Rain Gauge. 

(2) Scenario of debris flow simulation
This study applied the Hyper KANAKO 2D system for debris flow disaster simulation with consider the narrow notch

effect. The Hyper KANAKO model can be divided into three steps to setup debris flow numerical simulations. The geometry 

data was obtained from digital elevation model and convert into a gridded mesh format with considering altitude, river width, 

movable bed, and Sabo dam condition. The boundary condition is supplied hydrograph and sediment concentration at upstream. 

Once the simulation was complete, the model estimated result including flow depth, riverbed variation, and discharge of flow 

and sediment. The results can be viewed within QGIS for debris flow deposition thickness, flow depth, maximum value, and 

fluid force.     
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Table 1 Parameters of the simulation 

Case 

Number 

Deposition 

location 

Water supply 

discharge 
Model parameter 

𝑄𝑝 (m3/s) n d C 

Run 1 Location 1 10 0.03 0.001 0.2 

Run 2 Location 2 10 0.03 0.001 0.2 

Run 3 Location 3 10 0.03 0.001 0.2 

Note 

𝑄𝑝: Peak discharge; d: Diameter of material(m);

C: Concentration (-); n: Manning's roughness 

coefficient (s/m1/3) 

Fig. 3 Study map of the simulation domain 

The simulation has been made consider the different particle size and debris flow started to deposit location. Based on the 

field survey data, the simulation domain could be identified as Fig. 3. The parameters used in the model were listed in Table 1, 

the mesh size is 1 m x 1 m and the number of grid point is 39204. The hydrograph of the discharge could be estimated by the 

rational formula and imposed as the upstream boundary condition for debris flow influence analysis.  

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
The result of the simulation indicates that deposition fan is observed in the outlet of debris flow potential creek. The

maximum deposition thickness is near the narrow notch of the creek is about 9 m and in the village is 5 m. The result showed 

that the different deposition location affects the debris flow transport and deposition formation. The debris flow started to deposit 

upstream and near the narrow notch didn’t fit the field survey results and just near the downstream narrow notch fits well. In 

case Run 1, the deposition occurred above the narrow notch, the sediment trap mostly upstream of the notch. In case Run 2, the 

deposition occurred just about the narrow notch, the sediment trap evenly upstream and downstream of the notch. In case Run 3, 

the deposition occurred just downstream the narrow notch, the sediment transport along the creek and into the village (Fig. 4).   

4. CONCLUSIONS
Hyper KANAKO 2D has a graphic-user-interface combined with QGIS for debris flow disaster analysis and it can easily

setup the model to estimate impact of a potential debris flow creek. In this preliminary study, the simulating of deposited area, 

depth, flow velocity, and outflow were calculated. The result indicates that the narrow notch affects the debris flow deposition 

zone. Through this case study, the debris flow impact simulation depends on the detail field survey and also need to consider the 

effect of narrow notch and house. The simulation results can support necessary information for officials to planning evacuation 

plan.   

Fig. 4 The Hyper KANAKO simulation results: (up-left) Run 1, (up-right) Run 2, (down-left) Run 3, (down-right) Run 4 
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LPデータを活用した土石流ピーク流量推定の試み 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 〇平田 育士、山越 隆雄 

筑波大学 生命環境系 内田 太郎 

1.はじめに 

  土石流対策において、ピーク流量を予測することは重

要である。 

従来、土石流発生後の渓流におけるピーク流量の推定

は、現地調査による土石流流下痕跡の計測結果をもとに

行われる場合が多い。しかし、現地調査には労力を要す

るため、複数の地点での流下痕跡計測結果が得られてい

る渓流は限られている。近年、土石流発生前後の航空レ

ーザ測量成果データ（以下、LPデータと呼ぶ）が蓄積さ

れてきており、これらの差分解析結果（以下、LP差分デ

ータと呼ぶ）から土石流の流下痕跡を把握することで、

渓流内の多数の地点での流量の推定が可能になる。その

推定結果から、流量の増減に影響をおよぼす要因を分析

することができれば、ピーク流量の推定精度の向上につ

ながることが期待される。そこで本研究は、LP差分デー

タから土石流の流下痕跡を推定した際の精度を確認し、

流下痕跡をもとに流量の推定を行った。

2.方法 

2.1.LP差分データを用いた流下痕跡の推定精度 

土石流発生前後のLPデータが存在し、土石流の流下痕

跡の現地調査が行われている渓流を対象（表-1）に、LP

差分データによる流下痕跡の推定精度を評価した。 

表-1.対象地区および使用したLPデータ 

図-1.流下痕跡の判断方法イメージ 

LP差分データには誤差が含まれるため、差分値が土石

流による地形変化であるか、誤差であるかを判別する必

要がある。そこで、土石流発生前後のLP差分データから

差分断面図（図-1）を作成し、断面図上で標高方向に一

定の閾値を設け、これより変化量の大きい範囲の幅を痕

跡幅として推定することを試みた。閾値は0.1m刻みで0m

から0.5mまで設定し、閾値に応じた痕跡幅を推定の上、

現地調査結果と比較することで閾値の最適値を判断し

た。最適値は、現地調査結果を正とし、これと推定結果

との差を現地調査結果で除した誤差率を評価指標として

判断した。 

次に、得られた閾値の最適値によって痕跡幅を推定

し、左右岸の痕跡範囲の上端を結んだ線分と土石流発生

後のLPデータで囲まれた範囲の面積を痕跡断面積として

計測し、現地調査結果と比較して精度を評価した。評価

にあたっては、痕跡幅と同じく現地調査結果に対する誤

差率を用いた。 

2.2.流下痕跡をもとにした流量の試算 

大梨子沢、小梨子沢を対象として、LP差分データから

痕跡断面積を計測し、流速および流量を試算した。各渓

流に対し、土石流が発生した最長の流路に沿って縦断方

向に20m間隔で横断線を設定し、横断線ごとに差分断面

図を作成の上、流下痕跡を推定した。対象区間は、両渓

流とも大梨子沢と小梨子沢の合流点より上流とした。 

2.2.1.痕跡断面積の計測 

差分断面図から痕跡幅を推定し、痕跡断面積を計測し

た。この際、痕跡断面積は土石流発生前のLPデータを用

いた場合と、発生後のデータを用いた場合とをそれぞれ

計測した。 

2.2.2.流速および流量の試算 

流速も同様に、土石流発生前後のLPデータをもとに潤

辺を計測し、痕跡断面積と潤辺から径深を求めた上でマ

ニング式によって試算した。粗度係数は0.1（s/m1/3）を

用いた。さらに痕跡断面積と流速から流量を試算した。

3.結果と考察 
3.1.流下痕跡推定精度の評価結果 

差分断面図を作成したところ、土石流の堆積によって

標高が上昇しているものが確認された。これらはピーク

時の流下痕跡の推定が困難であると判断し、除外した。 

閾値に応じた痕跡幅の誤差率の変化を図-2.に示す。

閾値を0.2mとしたときに誤差率の平均値は最小となり、

また標準偏差も十分に小さいことから、閾値の最適値は

0.2mであると判断した。別途、対象渓流内のうち土石流

発生前後で標高の変化が無かったと考えられる範囲のLP

差分データの差分値の頻度を確認したところ、地区によ

らず-0.2mから0.2mの頻度が最も多かったため、このこ

とからもLP差分データは0.2m程度の誤差があることを考

慮して扱う必要があると言える。 

土石流
発生前

土石流
発生後

広島
（八木・緑井地区）

平成26年
8月豪雨

6 29 平成21年度 平成26年度 1m

南木曽
（梨子沢）

平成26年7月
台風8号

2 10 平成20年度 平成26年度 1m

日光
（芹沢地区）

平成27年9月
関東・東北豪雨

2 9 平成24年度 平成27年度 1m

渓流数
調査

地点数

LPデータ計測年度 LPデータ
メッシュ
サイズ

地区 災害名

土石流発生前LPデータ 
土石流発生後LPデータ 

差分断面図 

LPデータと、痕跡範囲上端を結んだ直線（点線） 

で囲まれた範囲を痕跡断面積とする 

侵 食 

堆 積 

±0m 

0.1m刻みで閾値を設け痕跡幅を判断 
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閾値の最適値を用いて痕跡幅、痕跡断面積を判断した

際の誤差率を図-3に示す。誤差率が大きいデータを確認

したところ、流下痕跡の境界付近でLP差分データの誤差

が大きく痕跡幅が過大に推定されたと考えられたため、

土石流発生前後のLPデータの地形変化をもとに修正し

た。その結果、痕跡断面積の誤差率は概ね±40%の範囲

におさまった。LP差分データを用いた場合、現地調査と

同等の精度で流下痕跡が推定できることが分かった。 

 

 

図-2.閾値に応じた痕跡幅誤差率の変化 

図-3.痕跡断面積の推定精度評価結果 

3.2.流下痕跡をもとにした流量の試算結果 

差分断面図より、大梨子沢、小梨子沢ともに全体の7

割程度の地点で流下痕跡が判断できた。残りの3割程度

の地点は、砂防堰堤の堆砂域などでの堆積等の影響で流

下痕跡が判断できなかった。 

3.2.1痕跡断面積の計測結果 

流下痕跡が判断できた地点において、差分断面図から

計測した痕跡断面積を図-4に示す。その結果、両渓流と

もに上流の勾配が概ね30°以上の区間では痕跡断面積が

流下するに従って次第に大きくなり、30°を下回る区間

では漸減する傾向が見られた。痕跡断面積がピーク時の

流下断面積であるかどうかは詳細な検証が必要である

が、ピーク時にも同様の変化の傾向があるものと予想さ

れる。 

3.2.2.流速および流量の試算結果 

流速および流量の試算結果を図-5に示す。試算した流

量は既存調査（現地調査）2）による推定結果と比べると

小さい傾向はあるものの、大きくは外れていないことを

確認した。ただし、急勾配区間では粗度係数が0.1より

も大きくなることが指摘されているなど3）、上流の急勾

配区間での流速および流量の試算結果は過大である可能

性がある。 

4.まとめと今後の課題 
 本研究の結果、LP差分データを活用することで、現地

調査と同等の精度で流下痕跡の推定が可能であることが

分かった。さらに、渓流内の多数の地点で流下痕跡を推

定することによって、痕跡断面積の縦断方向の変化を示

すことができた。 

今後の課題として、流速の推定方法を検討の上、得ら

れた流速や流量が妥当であるか、また流下痕跡から推定

される流量がピーク時の流量とどの程度の違いがあるか

について、詳細な検証を進めていく予定である。 

図-4.痕跡断面積の計測結果 

図-5.流速および流量の試算結果 

【参考文献】 

1) Ikeda et al.,2019,7th International Conference

on Debris-Flow Hazards Mitigation,p.709-715

2) 梨子沢流域砂防堰堤に関する検討会,2014, 梨子

沢流域砂防堰堤に関する検討会報告書

3) 浅野ら,2012,砂防学会誌,Vol.65,No.1,p.62-68
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細粒土砂を含む土石流中の土砂の相変化が侵食・堆積に及ぼす影響 

京都大学大学院農学研究科 ○中谷加奈 麻野佑介 小杉賢一朗 

広島大学大学院先進理工系科学研究科  長谷川祐治 

立命館大学理工学部  里深 好文 

1.はじめに

土石流は幅広い粒度分布の材料により構成される。

細粒土砂が多く含まれる土石流は、土砂の一部が液

相化することで流動性が高くなり土砂の到達範囲が

広がることが報告される 1)。土砂の液相化を評価す

る方法には土石流シミュレーションで液相密度を

大きく設定する方法が提案・適用されている例えば 2)。

一方で、液相密度の時間・空間的な変化までは考慮

されず、一律設定が殆どである。 

本研究では、液相化は流れ中の乱れにより発生す

るものとして、水理実験で得られた結果から液相密

度の推定手法を検討した。さらに、計算で液相密度

を時間・空間的に考慮する手法を提案して、一律設

定との比較検証を行い、土石流挙動への影響を検討

して効果的な対策に繋げることを目的とした。 

2.実験結果と液相密度の計算手法

既往研究 3),4)では、粒径が大きく異なる 2 種類の

粗粒土砂と細粒土砂を用いた水理実験から、細粒土

砂の濃度と、流れ中の乱れを示す*（無次元掃流力）

あるいは u*/w0（u*：摩擦速度、w0：沈降速度）を指

標として液相密度の値の推定手法を提案して、液

相化する細粒土砂の割合は*や u*/w0 が大きくなる

ほど増加することを示した。一方、土砂の液相化割

合が大きかった細粒と粗粒の粒径比が最も大きなケ

ースについて、水や土砂の供給量や混合割合などの

条件を広げて実施した実験からは 5)、*が大きくな

るほど液相化する割合が減少する傾向を示した。

式(1)で示される無次元掃流力*を指標として細粒

土砂の液相化した割合について、実験結果のプロッ

ト、並びに直線近似式を図 1 に示す。図中で液相化

した割合が 1 を超えるプロットは、細粒だけでなく

粗粒の土砂も液相化したと推測されるケースである。 

𝜏∗ =  
𝜌𝑤ℎ sin 𝜃

(𝜎 − 𝜌𝑤)𝑑𝑓

(1) 

ここに、w：水の密度、h：流動深、θ：勾配、σ：砂

礫の密度、df：細粒土砂の粒径である。 

細粒土砂が液相化する割合 R は、前者の研究結果

3),4)では式(2)の単調増加を、後者の研究結果 5)では式

(3)の単調減少を示す。

R = 0.0947τ∗ − 0.2286  (2) 

R = −0.1122τ∗ + 1.7648 (3) 

図 1 実験による*と細粒土砂が液相化する割合 

一方で、液相化は土砂の濃度だけでなく供給量と

も対応することが示され、流れ中の乱れが影響する

範囲に上限があることが推測される。このため、液

相化が𝜏∗の増加に伴い単調に増加や減少だけを生じ

る関係が実現象を表すとは考え難い。そこで、(2)、

(3)の直線が交わる𝜏∗ = 9.63を境界として、𝜏∗ < 9.63

で(2)、9.63 ≤ 𝜏∗で(3)を採用する混合式も検討した。

なお、液相化を考慮するシミュレーションでは、細

粒土砂のみが液相化に寄与するものと仮定して、

0 ≤ R ≤ 1を設定した。

計算は、高橋モデル 6)を用いた土石流シミュレー

タ KANAKO7)の手法を基とする。2 種類の粒径の土

砂を対象として、粗粒と細粒の粒径を dd、df、土砂

濃度を Cd、Cfとする。土砂濃度 C= Cd＋Cfである。

細粒土砂の液相化を考慮した液相密度は、次式

で示される。 

𝜌 =
(1 − 𝐶)𝜌𝑤 + 𝐶𝑓 ∙ 𝑅 ∙ 𝜎

(1 − 𝐶) + 𝐶𝑓 ∙ 𝑅
      (4) 

計算で用いる土石流中の土砂濃度 Csolid や平均粒

径 dmは、固相として挙動する土砂のみを対象として、

次式で示される。 

𝐶𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 = 𝐶𝑑＋𝐶𝑓(1 − 𝑅)  (5)

𝑑𝑚 = (𝑑𝑑 ∙ 𝐶𝑑＋𝑑𝑓 ∙ 𝐶𝑓(1 − 𝑅)) (𝐶𝑑＋𝐶𝑓(1 − 𝑅)⁄ )(6)

侵食堆積の計算には、勾配に応じて使い分けられ

る土石流(7)、土砂流(8)の平衡濃度式𝐶∞を用いる。
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𝜃𝑥 ≤ 𝜃 

𝐶∞ =
𝜌𝑡𝑎𝑛𝜃

(𝜎 − 𝜌)(𝑡𝑎𝑛𝜙 − tanθ)
(7) 

1.8 ≤ 𝜃 ≤ 𝜃𝑥 

𝐶∞ = 6.7 {
𝜌𝑡𝑎𝑛𝜃

(𝜎 − 𝜌)(𝑡𝑎𝑛𝜙 − tanθ)
}

2

  (8) 

ここに、：土砂の内部摩擦角、θx：設定したで式

(7)と(8)が一致する勾配（=1.0 g/cm3で θx=7.81 deg.）

である。平衡濃度式は流下形態が異なる境界で不連

続な値を示すことが指摘されるため、既往研究 3)，8)

の手法と同様に θxにより調整した。

3.適用例

2 章に示した計算手法で、2005 年に土石流が発生

した広島県宮島の白糸川を対象として、既往研究 9)

で計算した谷部について一次元土石流シミュレーシ

ョンを実施した。図 2 に縦断図を示す。計算点数 61

点、計算点間隔 20m、川幅 15m であり、移動可能土

砂 0.7m を均一厚さで設定した。 

上流から三角形状のハイドログラフを供給して、

侵食により土石流が発生･発達するシナリオを想定

した。ピーク流量を 100 m3/s、開始時 0 m3/s からの

増加とピーク後の減少に要する時間をそれぞれ 100

秒、継続時間を 200 秒とした。その他の計算に用い

たパラメータを表 1 に示す。 

表 2 に細粒土砂、液相密度の設定方法を示す。粗

粒土砂は既往研究で用いた 0.55m を採用した。河床

堆積物中の粗粒と細粒の割合は 1:1 とした。 

表 1 計算パラメータ 

パラメータ 数値 

計算時間(s) 600 

計算の時間間隔(s) 0.01 

砂礫の密度 (g/cm3) 2.65 

流体の密度(g/cm3) 1.0 

河床の容積濃度 0.65 

砂の内部摩擦角  (deg) 35 

侵食速度係数 0.0007 

堆積速度係数 0.05 

マニングの粗度係数 (s/m1/3) 0.03 

表 2 計算ケース 

case 細粒土砂 df (mm) 流体密度 (g/cm3) 

1 

30 

式(2)のみで計算 

2 式(3)のみで計算 

3 混合式で計算 

4 一律設定 1.0 

5 一律設定 1.2 

図 2 白糸川の縦断図 

液相化の影響による堆積物中の割合の時間・空間的

な変化も考えられるが、本検討では考慮しない。 

図 2 の 800m 地点 Obs の総流量（水＋土砂）のピ

ーク付近の結果を図3に示す。Obsより上流は侵食、

下流は堆積が卓越することや、実災害は Obs 付近か

ら被害が見られたことから、この地点で考察した。 

case2、1、3 の順に総流量合計が大きく 3、2、1 の

順にピーク流量が大きい。液相密度の最大値と平均

値は、case1 はそれぞれ 1.90g/cm3と 1.13 g/cm3、case2

は 1.04 g/cm3と 1.02 g/cm3、case3 は 1.90g/cm3と 1.07 

g/cm3になった。 

case2 では、𝜏∗が減少する 150 秒後において土砂が

顕著に液相化するため、case1、3 と比べ液相化が起

こる時間が 4 倍程度になる。この結果、総流量が最

大になったと考えられる。case3 は2.4 ≤ 𝜏∗ ≤ 15.7で

液相化し、case1 よりも液相化が起こる範囲が小さた

め、平均液相密度が case1 より小さく、総流量合計

が全ケースの中で最小になったと考えられる。 

case1-3 では平均液相密度が 1.0-1.2 の間の値をと

るが、総流量は case4、5 の間の値をとらない区間が

みられる。液相密度の時間・空間的な変化を考慮す

ると、土石流挙動の詳細な予測ができる可能性があ

り、効果的な防災対策に繋がることが期待される。 

図 3 Obs での総流量（水＋土砂） 

参考文献 1)里深ら：砂防学会誌, 71(4), 2018, 2)西口ら：砂防学会

誌 64(3), 2011, 3)中谷ら：砂防学会誌 70(6), 2018, 4)古谷ら：平成

28 年度砂防学会概要原稿集 B, 2016, 5) 長谷川ら：第 9 回土砂災

害に関するシンポジウム論文集 , 2018, 6)Takahashi T.:Balkema, 

1991, 7) 中谷ら:砂防学会誌 61(2), 2008, 8)鈴木ら：砂防学会誌

66(2), 2013, 9) 中谷ら：歴史都市防災論文集, 2010 
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昭和 37 年焼岳噴火後の足洗谷における土石流の発生

京都大学大学院工学研究科 ○小林正直 

京都大学防災研究所 藤田正治・竹林洋史・宮田秀介・山野井一輝 

日本気象協会 坂井紀之 

１． はじめに 

1962 年（昭和 37 年）の焼岳の噴火以後 20 年くらい

は足洗谷では土石流が頻発してきたが，最近はほとん

ど発生しなくなっていた．本研究では 2019年に約 20年

ぶりに発生した土石流について現地調査と数値解析に

よって実態を解明するとともに，発生時の降雨条件等

から土石流の発生プロセス及び発生ポテンシャルの変

化に関して検討する． 

２．1962年の噴火後の土石流発生の実態 

 過去の調査研究１)等によると，噴火後の年間土石流発

生回数と土石流発生時の最大時間雨量，2006 年以降の

年最大時間雨量の関係は図 1 のようである．焼岳噴火

直後は時間雨量が 5～20mm程度の雨でも土石流が発生

しているのに対し，最近約 20年間は，年最大時間雨量

の履歴で示す通り時間雨量 20～50mm の雨があるにも

かかわらず土石流が発生していない．これは噴火後土

石流の発生ポテンシャルが低下してきていることを示

すものである．土石流発生ポテンシャルに寄与する要

素としては，斜面の降水浸透能と渓床堆積土砂量が考

えられる．前者は噴火後の火山灰の堆積により一旦減

少するが，経時的に徐々に回復するものと考えられる．

後者は崩壊や侵食などの土砂生産現象により増加し，

土石流が発生すると減少する． 

３． 降雨条件 

 2019 年 8 月 29 日 4 時 30 分ごろ，焼岳周辺で土石流

が発生した．図 2 は焼岳山頂から足洗谷流域にかけて

の 4 時 10 分から 4 時 40 分までの降雨分布を示したも

ので，10 分間平均降雨強度分布で表している．この降

雨の最大時間雨量は 28mm，総雨量は 142mm であった

が，土石流発生時間帯では 10 分間平均降雨強度は

60mm/h と強く，さらに，この高降雨帯は足洗谷の源頭

部を通過している．最近，時間雨量 20～50mmでも土石

流が発生しないと述べたが，10 分間雨量が大きく，さ

らに源頭部付近に降ったことが土石流の発生ポテンシ

ャルが低下した中でも土石流が発生した原因であると

考えられる． 

４．土石流・土砂流出の実態 

 ３．の降雨条件により土石流を伴う大規模な土砂

移動が発生した．図 3はその概況を示したもので，土石

流の侵食領域（濃い灰色）と堆積領域（濃い茶色），洪

水による侵食領域（淡い灰色）と堆積領域（淡い茶色）

を示している．写真 1（左）は，神通川水系砂防事務所

図１ 昭和 37年の噴火後の土石流の発生と降雨条件

図 3 2019年 8月の土石流・河床変動の状況 

図 2 CX 10分平均降雨強度分布の移動 
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撮影の UAV映像から，図 2で示される通り強い短時間

降雨があった黒谷最上流部付近の状況を示したもので，

河床が侵食され，斜面には表面流が走った痕跡が認め

られる．図３に示す表面流の発生位置および土石流の

浸食領域は河床勾配がおよそ 16 度から 22 度に当たる

区間である．10 分間平均降雨強度が大きいことから，

降雨が斜面表面を流れ，一挙に谷に供給され，渓床堆積

物が侵食され土石流が発生したものと推察される．ま

た，流域 UAVの映像によると斜面崩壊の発生は認めら

れなかった． 

中流域においては土石流の堆積が確認された．写真 1

（右）は白水谷で発生した土石流を格子型砂防堰堤が

捕捉した様子である．黒谷においても発生した土石流

が砂防堰堤の上流で堆積した．堆積範囲は図 3 に示す

河床勾配が 5～6度の区間であった．図 4は渓床堆積の

厚さを 0.3m としたときの Morpho2DH による土石流の

シミュレーション結果を示したものである．白水谷の

土石流の挙動はほぼ再現されているが，黒谷の土石流

はでは少し下流まで達している．これは図 3 の調査結

果とほぼ一致するが，黒谷と白水谷の合流点付近では

現地調査では土石流流下の痕跡はなかったので，この

点はさらに検討する必要がある． 

 図 5 は図 2 に示す下流域の状況のスケッチのうち，

流砂観測水路付近における状況を抜粋して示したもの

である．下流域における河床では侵食と堆積が繰り返

し，河岸侵食や渓畔林の倒木も発生しているが，土石流

が通過した形跡はなかった．高水敷において樹木や林

が残存している点も多く見られた．星印で示した流砂

観測水路においては水深が 50cm 程度の洪水が通過し，

その結果流れてきた巨石が観測装置を破損・流失させ

た． 

５．まとめ 

 本研究では足洗谷における土石流の発生実態につい

て明らかになった．斜面の火山灰の堆積により降雨排

出率が上がり，時間雨量 5-20mm の雨でも土石流が発生

していたが，斜面の状況が回復すると時間雨量 20-

50mmの雨でも土石流は発生しなかった．度重なる土石

流の発生により渓床堆積物が減少していたことも土石

流の発生が少なくなった一因である．2019 年の降雨に

ついては，時間雨量はそれほど大きくないが，降雨強度

60mm/h 程度の強い雨が源頭部で 10 分程継続したこと

で斜面上に表面流が生じ源頭部の谷に集まって，徐々

に増加していた渓床堆積物を侵食して土石流が発生し

た．このような長期的な土石流発生ポテンシャルの変

化と土石流の発生プロセスについて今後も検討を進め

る予定である．なお，国土交通省神通川水系砂防事務所

から UAVの映像等の提供を得ました．ここに記して謝

意を表します． 

参考文献 

1) 京都大学防災研究所：神通川水系焼岳に発生する土

石流の観測および解析平成 13年度受託研究報告書，

2001

図 4 Morpho2DHによる土石流シミュレーション 

図 5 洪水通過後の河道状況の調査結果（一部抜

粋） 

写真１（左）斜面の表面流の痕跡と渓床の侵食，（右）

土石流の格子堰堤による堆積

黒谷・白水谷

合流点 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0

林・木々 

浸食地 
堆積地 
砂防堰堤 
護岸 

流砂観測水路 

Depth max [m] 

168



ハイドロフォンの劣化等が掃流砂観測結果に与える影響に関する研究

国⼟技術政策総合研究所 ○泉⼭ 寛明・⼭越 隆雄・⻄脇 彩⼈・李  基煥 

株式会社コルバック    吉村 暢也 

1．はじめに 

流砂量を観測することは、砂防計画⽴案や流
域監視等のために重要である。掃流砂量を間接
的に観測する機器としては例えばパイプ型ハイ
ドロフォンがあり、掃流砂量に変換する⼿法と
しては例えば⾳圧積算値から求める⽅法（以下、
⾳圧積算⽅式と呼ぶ）（鈴⽊ら 2013）があるが、
本稿はこの⽅法に関するものである。 

パイプ型はパイプの変形等があるため得られ
る⾳圧値が変化すると考えられるが、定量的に
は明らかでない。また、⾳圧積算⽅式の場合、
パイプに衝突した砂礫の全体積と⾳圧積算値の
間の⽐例係数を設定する必要があるが、この値
も⼤きな礫の衝突等によるパイプの変形等に応
じて経年的に変わるものと考える。したがって
⽐例係数は必要に応じて取得できることが望ま
しい。Mao et al. (2016)はパイプ型ハイドロフォ
ンについて Bunte-type sampler を⽤いた出⽔時の
現地実験による、Wyss et al. (2016a, b)はプレー
ト型ジオフォンについて室内実験によるキャリ
ブレーション法を提案しているが、現地で簡便
に実施できるようにすることも必要と考える。
本稿では、ハイドロフォンの⾳響特性が経年的
にどれほど変化するかを⽰す。また、⽐例係数
を簡便に取得する⼿法を検討する。
2．実験および解析方法

実験は表-1 に⽰す富⼠川砂防事務所管内、天⻯川上流河川事務所管内、六甲砂防事務所管内で⾏
い、全 11 個のハイドロフォンを対象として⾏った。実験では⼤きさの異なる試験球（ビー⽟、密度
=2.51g / cm3）3 ケース（直径 12.5mm、17mm、30mm）を⽤意し、簡易⽔路を現地に設置して試験球
を個別に衝突させる実験（以下、個別衝突実験と呼ぶ）を⾏った。坊主平では過年度にいくつか実験
結果があるため、その実験結果（鈴⽊ら, 2013; 井内ら, 2019）も収集した。⾳圧積算値 Sp [Vꞏsec / sec]、
試験球の衝突速度 vb を計測して式(1)でいう⽐例係数m [Vꞏsec / kg]を求めるとともに、取得した Sp を
簡易衝突実験の検証材料とした。簡易衝突実験でも Sp、vb を取得した。なお、式(1)ではを含むため
に鈴⽊ら(2013)の⽰す[Vꞏsec / m3]とは異なるが、をm に乗じることでを得ることができる。 

𝜌𝑄 𝜌 𝑑 𝑁 𝑣 (1) 

ここに、Qb ：掃流砂量[m3 / sec]、d :粒径[m]、Nb :パイプから上流側 1 m の範囲に存在する砂礫の個
数[1 / m] （本研究では 1）、R :検出率（本研究では 1）である。 

表-1 実験箇所一覧

図-1 簡易衝突実験の様子

No. 河川名 箇所名 

Bo-R 与田切川 坊主平砂防堰堤 右岸 

Bo-C 〃 坊主平砂防堰堤 中央 

Bo-L0.5 〃 坊主平砂防堰堤 左岸 

Bo-L2.0 〃 

坊主平砂防堰堤 左岸 

（L = 2.0 m） 

Om-R 釜無川支川大武川 大武川第 50 床固 右岸 

Om-L 〃 大武川第 50 床固 左岸 

Na 釜無川支川流川 流川第 36 床固 

Ni 釜無川支川神宮川 濁川下流第 9 号床固 

Ya-0.5 住吉川支川西谷川 安場砂防堰堤 

Ya-2.0 〃 安場砂防堰堤（L = 2.0 m） 

Ot 住吉川 大谷砂防堰堤 
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個別衝突実験とは別に、より簡便に試験球を個別に衝突させる実験（以下、簡易衝突実験と呼ぶ）
（図-1）を⾏った。簡易衝突実験では透明の塩ビ管の底⾯をハイドロフォンに押し当てた状態（⽔平
⾯から 30 度の位置）で管の上⽅からビー⽟を投⼊して落下させて、毎回同じ位置に衝突させる実験
を⾏った。⽤いたビー⽟の径は 12.5 mm、17 mm の 2 パターンとし、また衝突時の速度が変わるよう、
落下⾼さを 15 cm、20 cm の 2 パターンで実験を⾏った。したがって Qb としては 4 パターン得られる
ことになり、簡易衝突実験からも単回帰分析によりm が算出される。 

3．実験結果と考察 

坊主平砂防堰堤の左岸側に設置された⻑さ 0.5 m のハイドロフォンについては鈴⽊ら(2013)、井内
ら(2019)および本研究でそれぞれが求められ、m に換算すると 0.4×10-6、4.7×10-6、2.48×10-6 となる。
したがって、m は経年的に変化する可能性が⾼い。その要因としてはパイプの変形量（それぞれほ
ぼ 0 mm、最⼤ 1 mm、最⼤ 4 mm）が考えられる。ただし使⽤している試験球の材質に違い（それぞ
れ、現地の砂礫、アルミ球、ビー⽟）があることに注意を要する。これら試験球が発する衝撃⾳の波
形は材質に依存する可能性があり、今後、その違いを考慮した上で議論する必要がある。 

図-2 は個別衝突実験で得られた⾳圧積算値 Sp1 と、簡易衝突実験から得られた⾳圧積算値 Sp2 との
⽐（Sp1 / Sp2）を観測地点ごとにまとめたものである。なお Sp2 は簡易衝突実験から得られたm、個別
衝突実験で使⽤した試験球の d および vb から式(1)より得たものである。図を⾒ると、Sp1 / Sp2 の平均
値はいずれの箇所においても 1 を下回っており、0.36〜0.98 の範囲にばらついていることが分かる。
したがって、簡易打撃実験で得られたm に、観測地点ごとに異なる 1 以下の係数を乗じれば⽔路実
験をせずともm が推定できる可能性がある。Sp1 / Sp2 の平均値が 1 を下回っている理由としては、⻑
⾕川・宮本（2014）が⽰しているように、パイプへの衝突位置のばらつきが考えられる。すなわち、
個別衝突実験では試験球が転動・滑動・⼩跳躍のいずれかの形態で流下しており、場合によってはパ
イプにかするように衝突するため衝突⾳が⼩さくなる場合のあることが考えられる。⼀⽅、簡易衝突
実験では塩ビ管がガイドの役割を果たすために常に⼀定の衝突速度でパイプの同じポイントに衝突す
ることになるため、⾳圧積算値絶対値は⼩さくなりにくいものと考えられる。
4．おわりに

本研究において、⽐例係数m は経年的に変化しうること、また簡易衝突実験によって簡便にm が
得られる可能性のあることが分かった。今後、どれだけ変形すればm が⼤きく変わり得るのか、出
⽔の規模を踏まえ検討し、キャリブレーション実施の条件について検討していきたい。 

参考文献： 

⻑⾕川・宮本(2014): 砂防学会誌 Vol.66(5), 井内ら(2019): R1 砂防学会研究発表会概要集 Mao et al. (2016): 

Geomorphology Vol. 253, 鈴⽊ら(2013): 砂防学会誌 Vol.66(1), Wyss et al. (2016a): Water Resources Research Vol.52(10), 

Wyss et al. (2016b): Water Resources Research, Vol.52(10) 
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渓床堆積物再移動型土石流の発達過程 

北海道大学農学院（現日本工営株式会社） ○谷川安平 

北海道大学農学研究院   山田孝 

1．はじめに 

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

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

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

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

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

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

るまでの渓床侵食過程と土砂濃度・流量増加過程の考察を行った． 

2．研究方法 

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

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

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

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

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

度，23 度に設定した．本実験では土石流先頭部とは流路末端からの流出後最初

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

程(以下，土石流発達過程)に着目する．土石流発達過程の土砂濃度変化を明らか

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

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

の流路末端から流出する土石流を約 1 秒ごとに直接採取し土砂濃度と流量を測

定した．次に，土石流発達過程の渓床侵食変化を明らかにするため，土石流先頭

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

において，その時の渓床侵食深の時間的変化を流路側方からのビデオ撮影により

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

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

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

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

3．結果・考察

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

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

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

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

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

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

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

図-1 土石流の発生方法

表-1 実験ケース
流路実験 勾配 流下距離 測定項目

A-1 17度 20cm 土砂濃度・流量

A-2 〃 〃 〃

A-3 〃 50cm 〃

A-4 〃 〃 〃

A-5 〃 80cm 〃

A-6 〃 〃 〃

A-7 〃 110cm 土砂濃度・流量・侵食量

A-8 〃 〃 〃

A-9 〃 140cm 〃

A-10 〃 〃 〃

A-11 〃 170cm 土砂濃度・流量

A-12 20度 20cm 土砂濃度・流量

A-13 〃 50cm 〃

A-14 〃 80cm 〃

A-15 〃 110cm 土砂濃度・流量・侵食量

A-16 〃 140cm 〃

A-17 〃 170cm 土砂濃度・流量

A-18 23度 20cm 土砂濃度・流量

A-19 〃 50cm 〃

A-20 〃 80cm 〃

A-21 〃 110cm 土砂濃度・流量・侵食量

A-22 〃 140cm 〃

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の場合は侵食土砂量のほとんどが土石流先端部に供給されると考えられる． 

【参考文献】1）高橋保(1977): 土石流の発生と流動に関する研究, 京都大学防災研究所年報, 

第 20 号, B-2 , p.405-435，2）高橋保他(1986): 変勾配流路における土石流の形成, 京都大学防

災研究所年報, 第 29 号, B-2, p.343-460，3）谷川安平(2018): 渓床堆積物再移動型土石流の発

達プロセスに関する実験的研究, 第37回日本自然災害学会学術講演会講演概要集, p.147-148， 

図-5 侵食長 図-8 なだらかな侵食部 図-7 深ぼれ部 

図-3 発達規模 図-2 土砂濃度 

図-4 渓床侵食 

図-6 用語説明 

表-2 先頭部参加率 

侵食量 先頭部(箱1)

A-9 17 60.00 34.53 0.58

A-10 17 63.19 34.25 0.54

A-16 20 123.19 65.38 0.53

A-21 23 95.81 94.86 0.99

実験

ケース

土砂量(cm³) 先頭部参

加率K
勾配(度)

172



土砂の流出・氾濫・堆積の数値解析におけるハイドログラフの適切な設定方法の検討

日本工営株式会社（旧所属：京都大学大学院農学研究科）○林聖也

京都大学大学院農学研究科 中谷加奈・小杉賢一朗

広島大学大学院総合科学研究科 長谷川祐治

立命館大学理工学部 里深好文

1. はじめに

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

較により妥当性や有用性の検討を行う。

2. 対象地と手法

平成 30 年の西日本豪雨で土砂洪水氾濫が発生した広

島県呉市天応を対象とした。上流では土石流発生が報告

されており、上流で発生した土砂が大屋大川を長時間か

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

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

計算された流出土砂量は 5.1m3と過小であったため、以

降の解析では得られた水の流出流量のみを使用した。

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

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

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

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

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

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

流が降雨に対応して流下すると仮定し、Case2 では水文解析で得た発生

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

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

て発生した後、後続流の水により下流まで流下するシナリオを想定し

て、一定濃度 23.7%で土石流を想定した入力ハイドログラフに設定し

た。下流まで流下したのは粒径 1cm 以下の土砂が多いと報告されてい

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

とした。

パラメータ 値

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

図 1 計算領域（左：水文解析、右：土砂流出解析） 

↑ 
1 次元領域 

2 次元領域 

1km 500m 

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

図 2 水文解析に用いた雨量データおよび流出流量 

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

3. 解析結果と考察

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

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

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

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

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

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

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

て氾濫開始地点も予測可能となることが示唆された。

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

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

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

示唆されたが、詳細な設定方法は今後も引き続き検討することが必要である。

図 4 土砂流出解析結果の堆積厚（上段：領域全体、下段：下流域拡大） 

謝辞 本研究の実施にあたり、広島県土木建築局より、災害前後の LP データを提供頂きました。国土交通省中国地方整備局広島西部

山系砂防事務所より、現地調査の資料を提供頂きました。 
参考文献 1) 高橋保(2004)：土石流の機構と対策，近未来社, 2)高橋ら(2000)：山岳流域における土砂流出の予測，水工学論文集, 44, 3)
平澤ら(2012)：山地流域の雨水流出，土砂生産流出シミュレーター（SERMOW-Ⅱ）の開発と適用，砂防学会誌, 64(5) , 4) 堀内ら

(2012)：LP データを活用した土石流シミュレーションシステム「Hyper KANAKO」の開発，砂防学会誌，64(6) 
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一渓流に連続する２つの天然ダムの決壊に伴う洪水流出過程に関する研究 

立命館大学 理工学研究科 ○高山翔揮・藤本将光・里深好文

1. はじめに

2008 年の四川大地震や 2014 年の新潟県中越地震

では，一渓流に連続して複数の天然ダムが形成さ

れたことが報告されており，連続した複数の天然

ダムが決壊すると，単数の天然ダム決壊より大き

な規模の洪水が発生する場合があることがいくつ

かの研究で指摘されている.しかし，どのような条

件の場合に連続的な天然ダム決壊によって洪水規

模が増幅されるのかについて検討した研究は極め

て限られている.そこで本研究では，上下流のダム

規模の違いや下流ダムの湛水状況の違いが連続的

なダム決壊の洪水規模の増幅効果に与える影響を

調べることを目的とした.そのために，小規模な実

験水路に複数の天然ダムを作製し，決壊実験を行

った. 

2. 実験方法

図-1 に示すように，全長 7.0 m，幅 0.2 m，高さ

0.2 m の矩形断面水路の 2 箇所で平均粒径 0.25 mm

の珪砂を用いて含水比 10%，乾燥密度 1.4 g/cm3 の

土層を作製し，それらを図中に示すダム形状に整

えた．上流から 0.005 m3/s の流量で水を供給し，ダ

ムを決壊させた．ダム崩壊過程はビデオカメラに

より記録した.流出流量は，水路下流端に設置した

容器の水位変化を圧力式水位計で記録し，それを

基に算出した. 

表-１に実験条件を示す．Case 1-10 は上下流のダ

ム規模の比と下流ダムの湛水状況を変化させて２

つの天然ダムを決壊させており，Case 11-12 それぞ

れは下流、上流地点で単数のダムを決壊させた. 

3. 実験結果と考察

図-2 に Case 2 の下流ダムの崩壊過程を示す.図中

の時刻は上流ダムで越流が生じてからの経過時間

を示す.上流ダムの越流侵食に伴って多量の水が下

流ダムに供給され，15 秒に下流ダムで越流が発生

した.15-35 秒にかけて，下流ダムは越流水に侵食さ

れ，洪水流が流下した.全実験ケースで天然ダムは

全幅の越流侵食により決壊したことが確認された. 

図-3 に流出ハイドログラフの実験結果を示す.5 秒

間の平均的な流出流量の時間変化であり，横軸の 0

秒は水路下流端に洪水流が到達した時刻である. ピ

ーク流量が生じた時刻は 7.5-22.5 秒，ピーク流量は

0.00099-0.00216 m3/sであり，ケースによってハイド

ログラフの波形が大きく違っていた.

着目する天然ダムの上流に比較的に小規模もし

くは同じ規模の天然ダムがあり，それらが連続的

に決壊する場合に流下する洪水流の規模について

検討する.図-4 にピーク流量 Qpと上流ダム高さ Huと

の関係を示す.グラフの横軸は上流ダム高さ Hu と下

表-1 実験条件 

Upstream dam height, Hu

(m)
Downstream dam height, Hd

(m)
Reservoir condition of
the downstream dam

Case 1 Empty

Case 2 Full

Case 3 0.06

Case 4 0.04

Case 5 0.06

Case 6 0.04

Case 7 0.06

Case 8 0.04

Case 9 0.06

Case 10 0.04

Case 11 0.08

Case 12 0.08

0.08

0.08

Empty

Full

0.08

Empty

Full

図-1 水路実験の概要図 
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流ダム高さ Hd（=0.08 m）との比であり，縦軸は各

ケースのピーク流量 Qp を単体の天然ダムを決壊さ

せたCase 11のピーク流量 Qp_singleとの比である.上流

ダム高さと下流ダム高さが同じ場合は，下流ダム

の湛水状況に関わらずピーク流量は単体のダム決

壊より大きかった.上流ダム高さが下流ダム高さの

0.75 倍のとき，下流ダムが満水の場合はピーク流量

が単体のダム決壊より大きかったものの，下流ダ

ムに水が溜まっていない場合はピーク流量が単体

のダム決壊とほぼ同じであった.上流ダム高さが下

流ダム高さの 0.5 倍のとき，下流ダムの湛水状況に

関わらずピーク流量は単体のダム決壊とほぼ変わ

らなかった.これらの結果より，上流ダムの規模と

下流ダムの湛水状況は洪水規模に大きな影響を与

え，上流ダムが下流ダムより小さかったとしても，

下流ダムの湛水状況によってはピーク流量が単体

のダム決壊より大きくなることが示唆される. 

次に，着目する天然ダムの下流に比較的に小規

模もしくは同じ規模の天然ダムがある場合につい

て検討する.図-5 にピーク流量 Qpと下流ダム高さ Hd

との関係を示す.グラフの横軸は下流ダム高さ Hｄと

上流ダム高さ Hu（=0.08 m）との比であり，縦軸は

各ケースのピーク流量 Qp を単体の天然ダムを決壊

させたCase 12のピーク流量Qp_singleとの比である.下

流ダムの規模や湛水状況に関わらずピーク流量は

単体のダム決壊より大きかった.したがって，天然

ダムの下流に位置する比較的に小規模もしくは同

規模のダムの連続的な決壊は，下流ダムの規模や

湛水状況に大きく影響されず，洪水流の規模を増

幅させる可能性が考えられる. 

4. おわりに

本研究では，上下流のダム規模の違いや下流ダ

ムの湛水状況の違いが連続的な天然ダム決壊によ

る洪水規模の増幅効果に与える影響について検討

を行った.その結果，着目する天然ダムの下流に比

較的に小さな天然ダムがある場合，下流ダムの規

模や湛水状況に大きく影響されず，単体のダム決

壊より大きな洪水流が発生する危険性が示された. 

図-3 流出ハイドログラフの実験結果 図-5 ピーク流量 Qp と下流ダム高さ Hd との関係

図-4 ピーク流量 Qp と上流ダム高さ Hu との関係 図-2 下流ダムの崩壊過程の実験結果（Case 2）

176



掃流砂による河川合流部の河床変動について 

立命館大学理工学部都市システム工学科 〇北村一貴・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 小竹利明・山田拓・柴田俊 

国土交通省国土技術政策総合研究所(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 岡野和行・井之本信

1. はじめに

紀伊半島大水害では，奈良と和歌山両県の 16 箇

所で河道閉塞（天然ダム）が発生した．そのうちの

1 つである奈良県五條市大塔町赤谷地区の河道閉

塞では，深層崩壊斜面で再崩壊が幾度も発生し，そ

の後の豪雨に伴って多くの土砂が下流へ流出し，赤

谷川と川原樋川の合流部で土砂が顕著に堆積した

ことが報告されている 1)．河川の合流部では，本川

と支川との流量比や流量ピーク時が異なることに

起因して，急激な河床変動と水位変化が引き起こさ

れる傾向にある 2)．したがって，河川合流部は，洪

水氾濫の危険性が高く，効果的な対策を検討する必

要があると考える． 

 そこで本研究では，支川と本川とのピーク流量の

発生時間のずれが合流部の土砂堆積に与える影響

とその土砂氾濫に伴って生じる洪水氾濫の危険性

を明らかにすることを目的とした。そのために，川

原樋川と赤谷川の合流部を対象地として水理模型

実験を行った． 

2. 実験方法

図-1に実験水路の平面図を示す．実験前に，水路

床に 3 cm 厚で平均粒径 1 mm の珪砂を敷設した．

給砂量は，芦田・道上の平衡流砂量式により決めた．

実験ケースを表-1 に示す．case1 を基本のケースと

し，他のケースとの比較を行った．図-2 に case1 の

ハイドログラフを示す．他のケースのハイドログラ

フは，ハイドログラフの波形は変化させず，本川，

支川のピーク流量の発生時間をずらしたものであ

る.  

本研究では SfM 法で計測した河床高の差から河

床変動高を算出し，PIV 法により流向，流速分布 

を計算した．また，合流部付近にビデオカメラ 

を取り付け，本川，支川ともに合流部から上流 

10 cm の水位を 6 分ごとに目測した．  

3. 実験結果と考察

図-3 に case1 の支川ピーク時、本川ピーク時、

実験終了時それぞれの河床変動高を示す．図-4 に

case1 の支川ピーク時における河床変動高と流向・

流速分布を示す．図-5 にピーク流量の発生時間が

違うケースそれぞれの本川水位の時間変化を示す．

図-1 実験水路の平面図 

表-1 実験ケース一覧

表

図-2 case1 のハイドログラフ 
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図-3 に示すように，支川のピークが先行するケー

ス（case1,2,4）では，支川ピーク時に支川から流出

した土砂は一時的に合流点で扇状に堆積し，その後

の本川ピーク時にこの堆積土砂は本川下流まで流

出した．また，実験終了時点では，本川合流部より

上流側に土砂が多く堆積する傾向にあり，左岸側に

より多くの土砂が堆積した．図-4に示すように，支

川ピーク時において，合流部より上流の本川右岸側

では，合流部の土砂堆積による影響と支川からの流

水の影響を受けて，左岸側に比べて流速が小さかっ

た．また，合流部より下流の本川左岸側は流速が比

較的に大きく，河床の侵食が生じた．図-5に示すよ

うに，支川のピーク流量が先行するケース（case1）

では，支川ピーク時に合流部付近に土砂が堆積し，

合流部上流側で水位のせきあげが生じたため急激

な水位上昇が発生した． 

表-2に結果のまとめを示す．本実験で，本川と支

川のピーク流量のタイミングで合流部付近の流況

は大きく変わり，以下のことが明らかとなった． 

1） 合流部の河床は，本川，支川とのピーク流量の

タイミングの違いによって大きく変化する．

2） 合流部より本川下流右岸側に支川からの土砂

が堆積し，また支川のピーク流量時が早いほど

堆積が顕著である．

3） 支川のピーク流量が先行する場合では，合流部

より本川上流側，支川の土砂堆積が顕著である． 

4） 合流部付近の水位は，支川のピークが先行する

場合，支川ピーク流量時に大きく水位が上昇し，

洪水氾濫の危険性が高まる．

4. おわりに

河川の合流部では，土砂堆積，水位上昇の問題が

あることが分かった．特に，今回の実験のモデル対

象地のように，土砂流出の多い山地河川では合流部

の問題は大きいといえる．河川の合流部では，本川

と支川のピーク流量のみならず，合流角度やピーク

流量のタイミングのずれを調査し，それぞれの河川

の特徴を把握したうえで対策を検討していく必要

があるといえる．今後，数値解析を行い実験の妥当

性を検証したうえで，合流部における土砂堆積の対

策を検討していく予定である． 

参考文献 

1) 木下篤彦・田中健貴・桜井亘・内田太郎・臼杵伸浩・岡野和

行・井之本信：赤谷の深層崩壊後の土砂流出が川原樋川との合流

点に及ぼす影響 

<http://www.jsece.or.jp/event/conf/abstract/2018/pdf/248.pdf＞ 

2) 増田覚・水山高久・小田晃・大槻英樹：本支川の出水のずれに

よる合流点の河床変動に関する研究，砂防学会誌，Vol.61，

No.4，p27-31，2008 

図-3 case1 の河床変動高 

表-2 結果のまとめ 

図-4 case1 の支川ピーク時における河床変動

高と流向，流速 

図-5 ピーク流量の発生時間のずれのよる 

本川水位比較 
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土石流先頭部への流木の集中化

北海道大学農学院 ○片山和紬 

北海道大学農学研究院 山田孝 

１． はじめに 

土石流の先頭部には、流木が集中することが知られる。 

現在までに、Mazzorana ら（2011）や Ruiz-Villanueva ら（2014）など、洪水中の流木の運搬に関する研究は

いくつか見られるが、土石流中の流木の運搬に関する研究は少ない。片山（2019）では、流木の集中化によって形

成される流木群が発達する際の条件等を水理模型実験で検討したが、土石流先頭部への流木の集中化の実態やその

プロセスは明らかになっていない。 

そこで、本稿では、流木を含む土石流の先頭部付近を撮影した映像資料の解析や、水理模型実験を通じて、土石

流先頭部への流木の集中化の実態について考察した。 

２． 研究方法 

２．１研究の流れ 

 まず、流木を含む土石流の先頭部付近を撮影した映像資料を収集し、土石流先頭部での土石流や流木の定量的・

定性的な特徴を整理した。また、流木の集中化のプロセスや、流木群を構成する流木の変位について考察するため

に、水理模型実験を行った。 

２．２映像資料整理 

 流木を含んだ土石流先頭部を撮影した映像を AGU の Landslide Blog や YouTube 等から収集し、映像撮影箇所

の勾配・河道幅・河道の深さ・平均流速・流動深・流下幅を読み取った。また、流木群が見られたものに関しては、

流木群の幅・流木群の高さ・流木群の長さ・流れの先頭部付近での流木の長さ（最長と平均）を読み取った。さら

に、土石流や流木の動態について、各映像に見られた定性的な特徴を整理した。 

２．３水理模型実験 

 実地の渓流の約 1/100 スケールを想定した直線流路を用いて実験を行った。流路の長さは 475cm、流路幅（B：

内寸）は 18cm である。流路の勾配は渓床堆積物再移動型土石流の発生・流下区間を想定して 15°とした。流路上

端から 20 秒間給水（流量：約 1,100 ㎤/s）し、土石流（流量：約 4,000 ㎤/s）を発生させた。 

 実験条件は２．２の映像資料整理の結果や、2018 年に実施した福岡県朝倉市妙見川支川での流木群の堆積状況等

の現地調査の結果をもとに設定した。使用した立木モデルは直径 3mm の曲がりのない丸棒である。流路全体に 5cm

厚で土砂（平均粒径 1.7mm）を敷いており、上流から順に土石流区間（土砂のみ、225cm）、立木区間（立木モデ

ルを等間隔に設置、200cm）、流下区間（土砂のみ、50cm）とした。

実験の様子は流路直上の２箇所からハイスピードカメラ（LRH1540n、デジモ社）を用いて撮影した。

３． 結果・考察  

３．１映像資料判読結果 

国内・国外の 7 箇所の映像資料を判読した結果、次に示す特徴が見られた。 

①流木群は流れの先頭部付近に集中していた。

②多くの流木が土石流や土砂流の表面付近に分布していた。

③流木群を成して流下する流木は、位置的にあまり乱れなかった。

④土砂流が河道拡幅部に到達すると、流れは横方向に広がり、流木群は一部が分解し、流木群の高さが減少した。
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 上記①・②の結果から、流木群は流れの先頭部表面近くに形成されることが分かった。また、上記②・③の結果

から、流木群は土石流の流体内に取り込まれ乱されながら流下するのではなく、流れの表面に乗るようにしてあま

り乱されずに移動することが分かった。さらに、上記④の結果から、“流木の長さ”と“河道幅に規制された流下幅”

が、流木群の規模を決定する上で重要なパラメータの 1 つではないかと考えた。実際に、“河道幅に対する流木の長

さ”と“流木群の高さ（規模の指標）”には正の相関が見られた。 

３．２水理模型実験結果 

 流木の集中化のプロセスに関する実験結

果を示す。流路直上からハイスピードカメラ

で撮影した映像を用いて、PIV（Flow-PIV、

ライブラリー社）による解析を行った。fps が

片山（2019）で使用したビデオカメラよりも

大きくなったため、より詳細な解析結果を得

ることができた。図-1 に結果の一部を示す。

立木区間到達直前から終了直後までの

200cm を流下する間に、土石流先頭部の流速が小さい部分（減速部）の範囲が大きくなっ

ていることが分かる。流木の集中化が見られた他の実験ケースでも同様の傾向が見られた。

このことから、立木区間や流木群により土石流先頭部が減速し、後続の流れとの速度差が

発生することで、後続の流れに含まれる流木が先頭部の流木に追いつくことで、先頭部へ

の流木の集中化が発生すると考えられる。 

次に、流木群を構成する流木の変位に関する実験結果を示す。流木群が確認された実験

の様子を流路直上から撮影した映像を用いて、時間経過に伴う流木の変位と偏角を測定し

た（図-2）。測定する流木は、映像から軌跡が追跡できるもの、かつ、特定の箇所に偏らな

いものを選択した（流木 A~E）。図-3 は測定開始からの経過時間ごとの流木の変位（河道

の中心からの距離）を、図-4 は測定開始からの経過時間ごとの流木の

偏角の変化を表したグラフである。図-3 と図-4 の A・B・C・D・E は

同一の流木を指す。 

 図-3 を見ると、どの流木も、変位は大きくないことが読み取れる。 

グラフに示した以外の他の流木についても、同様の傾向が見られた。

このことから、流木は、流木群の他の流木によって移動がある程度制

限されているのではないかと考えられる。 

図-4 を見ると、流木 A・C・D は偏角に大きな変化はないが、流木

B・E は時間経過とともに偏角に変化が見られた。グラフに示した以

外の他の流木についても、偏角があまり変化しないもの、時間経過と

ともに偏角に変化が見られるものの 2 パターンが見られた。偏角にあ

まり変化がなかった流木は、流木群と強く絡み合い、動きが制限され

たのではないかと考えられる。一方、偏角に変化が見られた流木は、

流木群との絡み合いが比較的弱く、周囲の他の流木との衝突などによ

り偏角が変化したのではないかと考えられる。 

４． 参考文献 
１）B. Mazzorana et al.（2011）：Modelling woody material transport and deposition in alpine rivers, Nat Hazards, Vol．56，pp．425-449 ２）Ruiz-Villanueva et al.（2014）：Two-

Dimensional Numerical Modeling of Wood Transport，Earth Surface Process and Landforms，Vol．39，pp．438-449 ３）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，砂防学会誌，2019 年度砂防学会研究発表会概要集，pp．459-460 

図-2 流木の変位 

・偏角測定方法

図-3 土石流先頭部の流木の変位 

図-4 土石流先頭部の流木の偏角 

図-1 立木区間前後の流速変化（上：区間到達前、下：区間終了後） 

立木区間到達直前 

(下流端から 250cm) 

立木区間終了直後 

(下流端から 50cm)
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マルチシナリオによる扇状地の土石流ハザードリスクの評価方法の検討

京都大学大学院農学研究科 ○青柳昌憲・林聖也・中谷加奈・小杉賢一朗 

広島大学大学院先進理工系科学研究科 長谷川祐治 

立命館大学理工学部 里深好文 

1. はじめに

平成 30 年 7 月豪雨により広島県で発生した土石流による被害は、大部分は県の指定した土砂災害警戒区

域内で発生したが、一部は警戒区域外でも発生したことから、警戒区域の外縁付近や区域外にも危険な場所

があることが示された。災害前の想定とは異なる規模の土石流が発生して、被害が生じた地域もある。単一

の土石流シナリオのみで危険度を評価するのではなく、複数のシナリオによるリスクを把握して、その評価

方法を検討することが求められる例えば 1)。本研究では、異なる土石流の規模や建物の有無などのマルチシナ

リオを想定したシミュレーションを行い、流動深＋堆積厚の最大値となる最大水位、建物被害に影響する流

体力などを指標として、土石流の危険度分布の評価方法を検討して、防災対策に繋げることを目的とした。 

2. 対象地と条件の設定

広島市安佐北区口田南三丁目を対象に、高橋モデル 2)を採用した Hyper

KANAKO3)で土石流シミュレーションを実施した。地形データは 1) Digital 

Elevation Model (DEM) 解像度 1m×1m（1mDEM）、2) Digital Surface Model 

(DSM) 解像度 1m×1m（1mDSM）、3) 国土地理院が全国で公開する DEM

で解像度 5m×5m（5mDEM）を用いた。1)、2)は広島県提供のデータで、

1)、3)は建物高を除いた地盤高が表現され、2)は 1)に建物高が表現される。

1 次元領域は計算点間隔 5m、河道幅 10m に設定した。土砂は均一厚さで

移動可能土砂として 1 次元領域に設定し、上流から供給される水で土石

流が発生・発達するシナリオを想定した。図 1 に計算領域を示す。2 次元

領域は災害時の土砂堆積範囲を囲むよう設定して、計算格子は地形デー

タの解像度に合わせた。

検討する土石流シナリオとして、図 2 に示す台形形状の供給ハイドロ

グラフ（水のみ）を設定して、ピーク流量は 300、275、225、150、75(m3/s)

の 5 種類と土砂量（空隙込）は 20,000、16,000、12,000、8,000、4,000(m3)の 5 種類を組み合わせた 25 ケース

を、1)~3)の 3 種類の地形データで検討した。ピーク流量 150 ㎥/s、土砂量 8,000 ㎥が実災害規模である。 

本研究では、最大水位（流動深＋堆積厚の最大値）だけでなく 1)流体力も対象として閾値を設定して、全 25

ケースの結果で「閾値を超過する確率」を指標として危険度分布を検討した。さらに，1)と 2)を合わせた 50

ケース（1mDEM＋1mDSM と記載）についても，最大水位 1.0m，流体力

50(kN/m)を閾値として検討した。建物が全て破壊された場合（DEM）と建

物破壊がない場合（DSM）

を合わせることで、両者の

中間的なシナリオとなる

建物の一部破壊の状況を

評価するためである。

2次元領域 

1次元領域 

図 1：計算領域と災害時の土砂堆積範囲 

土
砂
堆
積
範
囲 

表 1：計算パラメータ 

パラメータ 値 

計算時間(s) 600 

計算の時間間隔(s) 0.01 

粒径(m) 0.2 

砂礫の密度(kg/m3) 2650 

流体相の密度(kg/m3) 1180 

マニングの粗度係数 0.03 

河床の容積濃度 0.65 図 2：供給ハイドログラフ（水のみ） 
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3. 結果と考察

図 3、図 4 に最大水位の閾値を 1.0m、2.0m にした、図 5 に流体力の閾値を 50kN/m にした危険度分布を示

す。超過確率 1 を示す領域は、全ケースで閾値を超えており、相対的な危険度が非常に高い。図 3 で 1mDEM

と 1mDSM を比較すると、建物を考慮する DSM の方が、1 に近い値を示す危険な範囲が北西方向に広がる。

一方、建物を考慮しない DEM は南側で 1 を示す範囲が広がり、建物の有無により土石流挙動が変わり、危険

度分布に違いが見られた。1m と 5m の DEM を比較すると、谷出口の危険度分布にあまり差はないが、南北

に伸びる線路付近で大きく異なる。線路盛土が表現される 1mDEM では、線路を超えた西方向への流れが少

なく、線路沿いとなる南方向に危険な範囲が広がる。線路を超えた西側で 0.72 以上を示す範囲は 1mDSM と

5mDEM では概ね共通し、1mDEM では 0.5 付近を示し、どのケースも周辺と比較すると高い危険度を示した。 

図 4 では 1mDEM は線

路西側では色付の危険な

範囲は見られないが、

1mDSMは建物が考慮され

ることで相対的に低い道

路に流れが集中する影響、

5mDEM は線路盛土の阻

害がない影響で、線路西へ

の流出により、一部で危険

な範囲が見られた。図 5 は

全てで危険な範囲は谷出

口 付 近 に 留 ま る が 、

1mDSM や (DEM+DSM)

は住宅地の北西方向に危

険な範囲が一部見られた。 

最大水位、流体力ともに

(DEM+DSM)の危険度分

布は、1mDEM や DSM の

中間的な値を示すが、50 ケースを対象として 1 を示す範囲は、建物が全て破壊された場合と建物破壊がない

シナリオのいずれでも閾値を超えることから、危険度が著しく高く警戒が必要な領域だと考えられる。

謝辞 本研究にあたり、広島県土木建築局より災害前後の LPデータを提供頂きました。ここに記して感謝致します。 

参考文献 1)長谷川ら(2019) :土木学会論文集 B1（水工学），75(2), 2) Takahashi T.(1991): Balkema, Rotterdam, 3)堀内ら

(2012): 砂防学会誌，64(6) 

図 4：最大水位 2.0m を閾値とした危険度分布（凡例は図 3と共通） 

図 5：流体力 50kN /m を閾値とした危険度分布（凡例は図 3 と共通） 

図 3：最大水位 1.0m を閾値とした危険度分布 

182



長野県辰野町全域における土石流危険度評価の試み

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○南 智好，松澤 真，伊藤 達哉 
辰野町役場 総務課 井出 哲也，白鳥 智教 

１． はじめに 

近年，全国的に大規模な土砂災害が発生しており，土砂災

害が増加傾向にある．本検討にて，土石流危険度評価の試み

を行った長野県にある辰野町においても例外はなく，平成

18 年の豪雨災害以降，人命に関わる被害は発生していない

ものの，一部の地域で斜面崩壊が発生している．そこで，本

検討では，土石流に着目し，辰野町全域において土石流が発

生する危険性が高い渓流を抽出し，各渓流の土石流の発生危

険度評価の検討を行った．既往の土砂災害の危険性を示すデ

ータは，渓流の下流部に人家が無い場所については，調査の

対象外となり，渓流の抽出漏れが生じるといという問題があ

る 1)．そこで，本検討では，これらを解消するため既往デー

タとGISを用いた地形解析（以下，「GIS解析」）を複合し，

予察的な土石流危険度評価を実施した． 
２．渓流の土石流発生危険度の検討方法および結果 

1）検討方針 

土石流の危険性については，各都道府県により土石流危

険渓流，土砂災害警戒区域などの情報が公開されており，土

砂災害の危険性について啓発が行われている．しかし，土石

流危険渓流や土砂災害警戒区域は人家が分布しない渓流や

斜面では指定の対象外のため，土石流の危険性があるすべて

の渓流が抽出されているわけではない．表層崩壊や土石流の

発生によって道路の寸断や河川の河道閉塞などの発生も想

定するには，検討地域全域を対象とした土石流発生危険度を

検討する必要がある．そこで，本検討では，簡易的な指標を

用い，谷出口より上流部の「崩壊の発生のしやすさ」，谷出

口より下流部の「被害の大きさ」を算出し，両者の関係から

土石流の危険性の概略評価を行った． 
2）「崩壊の発生しやすさ」と「被害の大きさ」の算出方法 

「崩壊の発生しやすさ」は，１.流域面積，２.想定土砂量，

３.表層崩壊危険箇所，「被害の大きさ」は，４.氾濫範囲，５.
氾濫範囲内の人家戸数という検討項目を設定することで行

った（表‐1）．なお，辰野町全域の渓流の想定流出土砂量を

算出するため，辰野町内の土砂災害警戒区域のデータ(谷次

数ごとの移動可能土砂量)を基にGIS 解析により，全ての渓

流の想定流出土砂量を算出した． 
3）土石流の発生危険度の評価方法 
各渓流の「崩壊の発生

しやすさ」と「被害の大き

さ」を組合せ，相対的な５

段階の区分で渓流の土石

流発生危険度（＝土石流

被害を受けるリスク）を

表した（図‐1）．５段階の

土石流発生危険度の区分

は，図-1 の左上をランク

１が最も土砂災害のリス

クが低く，ランク 5 が最

も土砂災害のリスクが高いという区分とした． 
4）検討対象の渓流の整理 

土砂災害警戒区域，土石流危険渓流の渓流区分も参考に，

辰野町全域にある土石流の発生する可能性がある渓流の抽

出を行った．その結果，検討対象の渓流は，①土砂災害警戒

区域が 142，②土石流危険渓流が 19，それ以外の範囲に 68
渓流(③本検討で抽出した渓流)の合計で 229 渓流となった

（図‐2）．なお，辰野町の南西部の山地には人家が分布して

いないため，本検討では抽出対象外とした． 

5）「崩壊の発生しやすさ」及び「被害の大きさ」の検討結果 

「崩壊の発生しやすさ」は，渓流の流域面積当たりの想定

流出土砂量と渓流の流域面積当たりの表層崩壊危険個所 2）

の2つの値を使って，それぞれの最大値を1.0とし正規化し

た(図‐3）．次に， 「被害の大きさ」は，渓流の下流部の本

検討で抽出した氾濫範囲（以降，被災区域面積）当たりの想

図-1 相対的な渓流の土石流

発生危険度の区分のイメージ

図-2 辰野町全域の渓流の抽出結果図 

検討対象外の範囲 

(人家の分布無し) 

※１データはそのまま使用せず
GIS解析を用いて整理した ※１

表-1 既往の渓流データとGIS解析による渓流データの比較 

※１
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定流出土砂量と被災危険区

域内にある人家戸数の二つ

の値を使って，それぞれの

最大値を 1.0 とし正規化し

た（図‐4）．図‐3，図‐4と
もに横軸と縦軸の値が大き

くなる渓流ほど危険度が高

くなる．そこで，「崩壊の発

生しやすさ」，「被害の大き

さ」基本統計量を求めてそ

れらの平均値と標準偏差を

用いて平均値－2σ未満を

ランク 5，平均値－2σ以上

平均値－1σ未満をランク

4，平均値－1σ以上平均値

＋1σ未満をランク 3，平均

値＋1σ以上平均値＋2σ未

満をランク 2，平均値＋2σ
以上をランク 1 として，相

対的な危険度を5段階で設定した． 
6）土石流危険度の検討結果 

前述の崩壊の「発生しやすさ」に関する検討結果を横軸と

し，「被害の大きさ」に関する検討結果を縦軸で組合せ，渓

流の土石流発生危険度を5段階で評価した．図の左上が最も

危険度が低く，図の右下が

最も危険度が高いと考え

ることができる．検討結果

は，最も危険と想定される

ランク 5 の渓流は確認さ

れなかったが，ランク4で
17箇所，ランク3で64箇
所を確認できた．以上の検

討結果を可視化するため，

渓流の抽出結果図を作成

した（図‐6）． 
３．まとめ 
辰野町全域の土石流発生危険度を簡易なパラメータを用

いて予察的な評価を行った．この結果を参考に危険度ランク

の高い箇所からの砂防堰堤の配置計画，里山の保全計画や危

険斜面の早期発見等に活用することが可能と考える．ただし，

今回の土石流発生危険度は，予察的な位置づけのため，今後

も危険度の評価精度を上げる検討を進める予定である． 
４．参考文献 

1) 松澤真ら，住民参加型の土砂災害ハザードマップの作り方，日本応用

地質学会誌，第60巻，第5号，P.235-238，2019． 
2) 辰野町，平成30年度 崩壊危険箇所抽出業務委託，2018． 
謝辞：本稿の作成にあたり，資料提供などのご協力を頂いた伊那建設事

務所に謝意を表します．

図-5 土石流発生危険度評
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図-6 辰野町全域の渓流の土石流危険度評価(案) 

検討対象外の範囲 

(人家の分布無し) 

図-3 「崩壊の発生しやす

さ」の検討結果 
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TDR を用いた土石流・土砂流・浮遊砂の濃度連続計測に関する水路実験 

◯藤木雄司（京大院工）・藤田正治・宮田秀介（京大防災研） 

長谷川祐治（広島大学大学院総合科学研究科） 

 

1. はじめに

 土石流は甚大な被害を起こす自然現象であり，その防災

として，これまで水路実験やそれに基づいたモデル構築，

数値解析により土石流に関する現象の理解と予測技術の

開発が進められてきた．しかし，基本的な情報である流動

する土石流の土砂濃度およびその鉛直分布は不明であ

る．本研究では，今後活用が期待されている TDR（time 

domain reflectometry）を利用した土砂濃度計測システムを

用いて，水路実験にて諸条件下のもとで水と土砂の混合流

体の土砂濃度を計測するとともに，実際の土砂濃度を計測

し両者を比較することによって土石流をはじめとする高濃度

な流れの土砂濃度連続計測への TDR の適用性の検討を

行う． 

 

2. TDR を利用した土砂濃度計測原理

 TDR は土壌水分の計測では広く用いられる手法である．

計測システムは，同軸ケーブルで接続されたケーブルテス

タ（測定部）およびプローブ（受感部）から構成される．ケー

ブルテスタが発信した電磁波パルスがプローブを往復して

返ってくるまでの時間と反射パルスの強度を計測しており，

計測結果は波形として表される．この波形を解析することで

対象の比誘電率を計測することが可能となっている．本研

究では，水路内の水と砂粒子の混合流体が計測対象であ

り，混合流体の比誘電率𝜀"#$の平方根は水（比誘電率：𝜀%）

と砂粒子（比誘電率：𝜀$）の体積ミキシングモデル（Dobson 

et al.1985）で表される． 

&𝜀"#$ = (1 − 𝐶)&𝜀% + 𝐶&𝜀$            

𝐶 = &./0&.123
&./0&.3

                      (2) 

ここで𝐶は体積土砂濃度であり，砂粒子の比誘電率𝜀$は

2.5〜3.5 の既知の値である．また水の比誘電率𝜀%は温度

の関数として表され，25℃の水の比誘電率は約 78.3 であ

る．したがって，水と砂粒子からなる混合流体の比誘電率

𝜀"#$と水温を計測すれば，混合流体の体積土砂濃度𝐶を求

めることができる．本稿では特に断らない限り，体積土砂濃

度を土砂濃度もしくは濃度と記述する． 

 本研究では後述のようにセンサープローブを底面に固定

した．そのためセンサープローブ部分は固定用パテや水路

壁面，水路底面などが近傍に存在している．さらに，混合

流体の水面より上の空気についてもプローブ近傍に存在

する．比誘電率𝜀"#$の計測結果は，水と砂の他にも，それら

プローブ周辺の物質の影響を受けている．Dobson et al．

（1985）のミキシングモデルを援用し，空気を除くパテなどの

物質の影響定数を𝐴5，水面より上の空気の影響定数𝐴6を

導入すれば，TDR により計測される比誘電率𝜀"#$は 

&𝜀"#$ = (1 − 𝐴5 − 𝐴6)𝐶&𝜀$ + (1 − 𝐴5 − 𝐴6)(1 − 𝐶)&𝜀%
+ 𝐴5&𝜀7 + 𝐴6&𝜀8 

𝐶 = &.12309:&.;09<&.=0(509:09<)&./
(509:09<)>&.30&./?

      (3) 

と表される．ここで𝜀7はパテや水路底面の比誘電率であり，

本研究では値を 3.0 とした．また𝜀8は空気の比誘電率であ

り，𝜀8 = 1.0である．ここで，水路勾配 0°のもとで水路下流

端に蓋をして水を貯めていき，様々な水深で比誘電率εを

計測した．その計測結果を図 1 に示す．図 1 より水深ℎが

40mm を超えると，𝜀"#$が 36.5 程度で一定となった．つまり

TDR によるプローブ周りの計測範囲は 40mm 程度であるこ

とが明らかとなった．さらにℎ − 𝜀の関係は非線形であり，プ

ローブの近くに位置する物質ほど比誘電率の計測結果

𝜀"#$に対して強い影響を持つと言える．

 

図-1 水深ℎと比誘電率𝜀の関係 
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3. 実験概要

 水路実験には京都大学宇治川オープンラボラトリーにあ

る天然ダム越流崩壊水路を用いた．長さ 475cm，幅 10cm

の可変勾配直線矩形断面実験水路であり，下流側 450cm

の区間を使用した． TDR の二線式センサープローブは，

水路下流端から 70cm の位置にパテで形成した台座（高さ

2mm，奥行き 5mm）上に設置した．水温計についても同様

のパテを用いて形成した台座（高さ 10mm，奥行き 7mm）上

に固定する形状で，水路下流端から 85cm の位置に設置し

た．水路下流端から 300-450cm の間に高さ 7cm，幅 10cm

で土砂を敷き詰めて，水路上流端から水を供給し，侵食に

より高濃度な水と砂粒子の混合流体を発生させる．実験に

は珪砂 2 号，珪砂 5 号，珪砂 7 号の三種類の砂を用い，表

1 の条件でそれぞれ実験を行った．TDR によって高濃度流

れの比誘電率および水温を毎秒計測して，一秒間隔の土

砂濃度𝐶DEFを式（3）より算出すると同時に，各実験で 7 回，

3〜6 秒程度間隔をあけて水路下流端で直接採取し，土砂

濃度𝐶9を実測した．  

 

4．結果と考察 

同時刻における𝐶DEFと𝐶9の散布図が図 2（Run1），図 3

（Run2），図 4（Run3）である． 

 Run1-7 は浮遊砂であった．図 2 のように，結果は𝐶DEF =

𝐶9の直線に近い値に分布しており精度よく測れていること

が確認できた．Run1-5 は土砂流であった．結果は図 2 のよ

うに，𝐶DEFが過大に評価されている．Run1-2 は土石流であ

った．Run1-5 ほどではないが，𝐶DEFが過大に評価される結

果となっている．これは土砂流と土石流が流れの性質上，

土砂濃度の鉛直分布が河床に偏ったためといえる． 

 Run2-7 は浮遊砂であった．結果は図 3 のように，𝐶DEF =

𝐶9の直線に近い値に分布しており精度よく測ることができて

いる．Run2-5 と Run2-2 はどちらも土砂流であった．勾配

15°のケースよりは精度よく計測することができている．こ

れは勾配 15°に比べ，流れに対して土砂濃度が均一な

流れであったためといえる． 

 Run3-7 は浮遊砂，Run3-2 は土砂流である．図 4 より，ど

ちらも𝐶DEFがやや過大評価された．Run3-5 は土砂流であ

る．𝐶DEFはかなり過大評価された．これらは勾配が緩いた

め，土砂分布が河床に偏った結果として𝐶DEFが過大に評

価されたためといえる． 

  Run1 Run2 Run3 

水路勾配［°］ 15 9 4 

流量［L/sec］ 0.857 0.933 1.61 

表 1 実験条件 

 

 

  

 

5．おわりに 

 水深 40mm 以下程度の水路実験スケールでは，浮遊砂

のように TDR の計測範囲内で土砂濃度の鉛直分布が一様

であれば𝐶DEFは精度よく計測可能であることがわかった．

一方で土砂流や土石流のようにプローブ近傍に流砂が偏

在すると𝐶DEFが過大に評価された．これは本研究で用いた

TDR がセンサープローブに近い物質ほど比誘電率εを高く

計測する特徴によるものである．しかし現地観測では計測

範囲 40mm 程度はほとんど無視できる大きさなので，複数

プローブを設置すれば実渓流における土石流などの流体

の鉛直濃度分布の把握は可能と考えられる． 

 

引用文献 

1) Dobson et al.:Microwave dielectric behavior of wet soil 

2) Pepin et al.:Temperature-dependent measurement 

errors in time domain reflectometry determinations of 

soil water 

3) 登尾浩助(2003):実践 TDR 法活用-土壌中の水分・塩
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富士山大沢崩れにおける凍土の季節変化と土石流発生の関係 

静岡大学大学院総合科学技術研究科 〇山本一樹 

静岡大学学術院農学領域 今泉文寿，逢坂興宏 

筑波大学生命環境系池田敦 

１ はじめに 

一般的に土石流は台風や集中豪雨の影響を受ける夏から秋において発生リスクが高いとされる。一方，富士山における

土石流は秋から春にかけての，大規模な降雨イベントの少ない冷涼な季節において多発している。この時期の土石流の発

生には凍土が関係するとされており，透水性の高い土層が凍結することにより難透水層と化し，土石流発生リスクを高め

るとされている（1）。しかし，既往研究では凍土の形成についての把握が十分になされておらず，凍土と土石流の発生と

の正確な関係を明らかにしているとは言いがたい。本研究は，富士山における土石流発生条件の季節変化の説明を目的と

し，現地観測により凍土の形成状況の把握を行った。そのうえで過去の土石流発生時における凍土形成の有無を推定し，

土石流の発生条件の季節的な変化の説明を試みた。 

２ 方法 

2.1．研究対象地概要 

調査対象地は，富士山西側斜面の大沢崩れとした。 大沢崩れは，長さ約 2.1 km，最大幅約 500 m，最大深さ約 150 m，

面積約１km2の崩壊斜面である。地質は火山砕屑物と玄武岩質溶岩の互層である。 

2.2．凍土形成期間の推定式の作成 

 凍土の形成期間には積雪による断熱効果が大きく関わ

るため，まず本研究では富士山における積雪期間の推定を

行った。大沢崩れ右岸 2380m を対象に，静岡県が 1 時間

おきに定点撮影しているライブカメラ富士山ビューの写

真画像（2017 年 11 月から 2018 年 5 月）を判読し積雪期

間を調べた（図－1）。そしてその結果をもとに，以下の

degree-day法（式①）における融雪係数を求めた（2）。 

SWEi=SWEi-1＋SFi－SMi 

SMi=TiK 

ここに SWEi：積雪水当量（mm），SWEi-1：前日の積雪水

当量（mm），SFi：降水量（mm），SMi：融雪量（mm），Ti：

日平均気温(℃)，K：融雪係数である。また，右岸側 3200 m

地点の深度（0.03 ，0.1 ，0.25 ，0.5 ，0.75 ，1.0 ，1.25 ，

1.5 ，1.75 ，2.0 m）に地温計を設置し 2017年 10月 1日から 2018年 10月 3日の期間で地温の観測を行った。各深度にお

いて閾値を 0℃として凍結の有無の判定を行うことで，凍結深および凍土消失深の変化を調べた。その結果から，積算寒

度をもとに最大凍結深を求める式②の凍結係数，および積算暖度をもとに凍土消失深さを求める式③の融解係数を求めた

（3）。 

𝐷𝑀𝐴𝑋＝𝛼√𝐹           ・・・②

𝐷ｂ＝𝛽√𝑇 ・・・③

ここに Dmax：最大凍結深(cm)，α：凍結係数，F：積算寒度，Dd：凍土消失深さ(cm)，β：融解係数，T：積算暖度である。 

2.3．凍土の季節変化と土石流の関係の検討 

前節で求めた推定式（式①~③）を用いて，過去の土石流発生降雨時（1996～2016年）の発生域（標高 3000m）にお

ける凍土の有無を推定した。推定には富士山頂のアメダスの気温データから逓減率 0.6℃/100mを用いて推定した気温

と，国土交通省富士砂防事務所から提供された御中道観測所（標高 2350m）における降水量データを用いた。春季の積

雪水当量がゼロとなった日を③式における融解の開始日とした。1996年から 2016年の期間において富士砂防事務所が観

・・・① 

図－1ライブカメラ富士山ビュー写真例 

R2‑025

187

2020年度砂防学会研究発表会概要集



測した土石流発生を対象とし，凍結進行期間（凍結開始後から地表面の融解開始までの期間），融解進行期間（地表面の

融解開始から凍土が完全に消失するまでの期間），無凍結期間それぞれにおいて土石流を発生させる降雨条件を求めた。 

３ 結果 

3.1．凍土推定式の作成 

図－2は融雪係数を 17として推定された積雪水当

量の推移を示す。写真判読によって得られた積雪の

存在する期間を白，存在しない期間をグレーとし

た。風の影響等による積雪の一時的な消失は反映で

きていないものの，凍土の融解の開始となる積雪の

消失日をおおよそ再現できている。 

図－3 は観測によって得られた深度ごとの凍土存在

期間と推定式（凍結係数 5.5，融解係数 5.9）から観測

地点の凍結深を推定した結果を比較したものである。

地表付近の凍土は下層の凍土が融解しても存在してい

るが，日周期の凍結融解によるものであり，土石流の発

生には関与しないと考えられる。深度 1 m 以下の深度

については地下水の浸透によると考えられる融解が起

きており，観測結果と推定結果が一致していない。凍土

が最も遅くまで残るのは深度 1 m であるため，本研究

では深度 1 m が融解したタイミングをもって融解進行

期間が終了したものとする。 

3.2．凍土の季節変化と土石流の関係の検討 

 凍結進行期間，融解進行期間，無凍結期間それぞれにおけ

る，土石流発生降雨と非発生降雨を図－4に示す。本研究で

は土石流発生に関する降雨条件の指標として，最大時間雨

量および連続雨量に注目した。凍結進行期間においては，最

大時間雨量 20 mm h-1前後，連続雨量 200 mm程度の降雨で

土石流の発生が見られた。無凍結期間では最大時間雨量 40 

mm h-1 を超える比較的大規模な降雨で土石流の発生がみら

れたが，50 mm h-1を超えるような降雨時であっても土石流

が発生しないという事例も多くみられた。融解進行期間は

凍結進行期間において土石流発生の多い 20~40 mm h-1程度

の降雨での土石流発生は少なく，最大時間雨量 40 mm h-1を

超える降雨でほぼ確実に土石流が発生している。このよう

に，融解進行期間の降雨条 

件は凍結進行期間と無凍結期間の中間的なものとなった。 

４ 結論 

富士山大沢崩れにおいて凍土の観測および推定式の作成を

行い，凍土の季節変化に伴う土石流発生条件の変化を検討した。その結果，土石流発生条件は凍土の状態の影響を大きく

受けて変化することが明らかとなった。今後も観測を継続していくことで推定式の精度を上げ，推定の対象とする期間を

広げることでより詳細な土石流発生条件と凍土の関係についての検討を行う必要がある。 

引用文献 
(1) 安間荘（2007）富士山で発生するラハール・スラッシュ・ラハール．富士火山．285-301
（2）小島賢治，本山秀明, 山田芳則（1984） 気温等単純な気象要素による融雪予測について．低温科学物理篇．42 ．101-

110 
（3）原田裕介・土谷富士夫・武田一夫・宗岡寿美（2009）：長期観測 に基づく積雪下の土の凍結融解特性．雪氷，

71 ， 241-251．  

図－4各凍土状態における降雨条件の比較 

図－3 観測により確認された各深度の凍結期間と推

定による凍結融解の比較(2017/10～2018/10） 

図－2 積雪判読結果と推定積雪水当量の比較

（2017/11～2018/4） 

〇 土石流発生 

× 土石流非発生 
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天然ダム進行性崩壊に関する現地実験 

立命館大学理工学部 中内聡哉，高山翔揮，藤本将光，里深好文 

1 研究背景・目的 

斜面崩壊が河道を閉塞し，天然ダムが形成される

ことがある．天然ダム決壊は下流域に甚大な被害を

及ぼす可能性があるため，この過程を解明し，被害の

低減に繋げる必要があると考える．これまで，天然ダ

ム決壊に関する研究 1)は数多く行われてきているが、

進行性崩壊に着目した研究は小規模実験 2)のものが

ほとんどであり，より実際に近い条件下での大規模

実験が望まれる． 

 本研究では，2018 年度に実施された「天然ダムの

現地実験」3)とは天然ダムの形状が異なる実験を行う．

図 1.1 に 2018 年度実験の天然ダムの形状を示す． 

2 実験概要 

 図 2.1 に示す岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾にあ

る京都大学防災研究所穂高砂防観測所内のヒル谷試

験堰堤より下流 100 m の区間で実験を行った．この

区間の天然ダム作製地点は，川幅が 5 m と狭く，側

岸が急勾配であるため，天然ダムの作製が比較的に

簡単であり，側岸部には平坦なスペースを確保でき，

効率よく作業ができる．また，上流域には試験堰堤が

設置されており，流量調節も可能である．  

 図 2.2-2.3 に示すように，天然ダムを作製した．実

渓流上に作製するため，透水層，排水ホース，排水パ

イプを設置し，含水比 10％の土砂搬入を行った．各

種測量機器を設置し，実験を行った． 

3 実験方法・結果 

本実験では，河道形状と天然ダムの形状をトータ

ルステーション，３D レーザースキャナ，SfM によ

り計測した．また，湛水位の時間変化とダム内の地下

水位の時間変化を圧力式水位計により計測した．そ

の結果を以下に示す． 

3.1 トータルステーションによる河道形状測量結

果 

 横断方向に５点，縦断方向に１７点の合計８５点

の測点を河道に設定し，トータルステーションを用

いて測量を行った．河道軸を一次元化し図 3.1.1 に示

す．河道全体図を DEM として図 3.1.2 に示す． 
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3.2 ３Dレーザースキャナによる三次元点群データ

取得 

本実験では実験前後の詳細な天然ダム形状のデー

タを得るために，３D レーザースキャナを用いた撮

影を行った．図 3.2.1 に示すように、３D レーザース

キャナにより、決壊前後における天然ダムの三次元

形状を得ることができた． 

3.3 SfMによる三次元座標データ取得 

 天然ダム崩壊過程の三次元座標データを得るため

に SfM を用いて実験の解析を行った．図 3.3.1 に

DEM として示す．まず，78s において，天然ダムの

法尻面中央部より小さな崩壊が発生した．その後 78s

～366s の範囲で，ダムの下流面で崩壊が遡上した．

その崩壊は，遡上が進むにつれ，範囲が拡大してお

り，大規模な崩壊へと進んでいることが見て取れる．

366s～436s の範囲では越流する水がダム中央部を大

きく侵食する様子を見ることができる． 

3.4 水位計による計測結果 

 湛水位とダム内の地下水位の時間変化を計測する

ために水位計を天然ダム縦断方向中央部に 5 つ設置

した．その結果を図 3.4.1 に示す． 

3.5 流出流量結果 

 本実験の目的でもある流出流量の計測結果を

2018 年度実験結果と比較し，図 3.5.1 に示す． 

4 考察・まとめ 

 本実験結果の流出ハイドログラフは，2018 年度の

流出ハイドログラフと酷似していたことから，天然

ダムの形状の違いが崩壊過程に大きくは影響しなか

ったと考える．しかし，天然ダム規模の差から湛水に

かかる時間に違いが生じて,それに起因してピーク流

量が大きくなったと考える．これらの結果から，天然

ダム進行性崩壊の崩壊過程を明らかにすることがで

きた．今後の課題としては，これに伴った下流域への

被害予測を検討することが挙げられる． 

参考文献 

1) 赤澤史顕，池田亮和，里深好文：天然ダム越流決

壊に伴う流出流量変動に関する研究，土木学会論文

集 B1(水工学)Vol.70，No,4，I_1027-I_1032，2014 

2) 鬼頭和記，高山翔揮，里深好文：天然ダム進行性

崩壊の研究，砂防学会研究発表会概要集 ISSN，PA- 

58，2017 

3) 高山翔揮，星山博紀，宮田秀介，藤本将光，里深

好文：進行性崩壊による天然ダム決壊過程に関する

現地実験，土木学会論文集 B1(水工学) Vol.75, No.2, 

I_847-I_852, 2019. 
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支川で発生した土石流による合流部の河床変動に関する実験的研究 

立命館大学 ○水野裕斗・北村一貴・里深好文 

国土交通省近畿地方整備局 小竹利明・山田拓・木下篤彦・柴田俊 

アジア航測株式会社 岡野和行・井之本信

1.はじめに

平成 23 年に発生した紀伊半島大水害では、支川で

引き起こされた土石流が河川合流部に堆積し、それ

に伴って堤防決壊・河川氾濫が生じたことにより、多

くの人命が失われた[1]。今後、効果的な土石流対策

を行うためにも、紀伊半島大水害で発生した現象を

明らかにする必要がある。しかし、山地河川におい

て、支川で発生した土石流が本川に流入した場合の、

合流部における土砂移動動態に関する研究は限られ

ている。そこで本研究では、支川から本川に土石流が

流入した際に発生する河床変動現象を明らかにする

ことを目的とし、山地河川における合流部での土砂

動態に関する模型実験を実施した。 

2.実験概要

水路長 17 m,水路幅 0.7 m,水路勾配 1/100 の水路

を本川として利用した。その水路の下流端から 2-3m

地点に支川を模擬した水路（水路長 3.5 m,水路幅 0.4 

m）を 90°の角度で合流させた（図 1）。それぞれの

水路には、平均粒径が 1 mm である珪砂 3 号を河床

厚 3 cm となるように敷きならした。そして、本川と

支川それぞれの水路上流部から水と土砂を供給した。

ビデオカメラで撮影した映像を基に、合流部付近の

河床変動、流速・流向分布、河床高・水位の計測を行

った。水路上流部からの供給流量は、計画高水流量の

流域面積配分、砂防計画の計画流量、2018 年台風 20

号時の実測流量それぞれを基に設定した。供給土砂

量は平衡給砂量を与えることとし、芦田・道上の式

[2]、水山の式[3]、高橋の式[4]を用いて算出した。

なお、Case 1 は、図 2 に示すハイドログラフに従っ

て水を供給した。Case 11、Case 12 では、本川 8.0 

L/s、支川 0.8 L/s の一定流量を供給した。表 1 に水

理条件を示す。 

図 1：実験水路概要 

図 2：Case 1 のハイドログラフ 

表 1:水理条件 

土砂形態 支川勾配 支川給砂量 

Case 1 掃流砂 約 2.3° 120 kg 

Case 11 土砂流 約 5.7° 120 kg 

Case 12 土石流 10° 120 kg 

3.実験結果および考察

図 3 に示すとおり、支川勾配が大きくなるほど合

流部において大規模な土砂堆積が発生した。また図

4（斜線部）と表 2 に示すとおり、支川勾配が大き

くなるほど土砂堆積の直上流で大規模な湛水・水位

上昇が発生した。これより、支川勾配が大きな河川

になるほど、本川の合流部直上流で大規模な湛水・

水位上昇が発生し、河川氾濫が発生する危険性があ
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ることがわかる。また、支川勾配が大きくなるほど

河川氾濫が生じる危険性が大きくなると考えられ

る。 

 図 4 に示すとおり、支川勾配が大きい河川では、

合流部付近で本川の流れが対岸側に偏る傾向、合流

地点での流向が合流部対岸方向に変化する傾向がみ

られる。これより、本川の流向の変化により、大き

な力が加わる合流部対岸側で堤防決壊が発生する危

険性があると考えられる。 

 表 2 に示すとおり、支川の合流部直上流では、支

川の勾配が大きくなるほど支川の河床高・水位が大

きく上昇した。これより、支川勾配の大きな河川に

なるほど、合流部付近の支川で大規模な河床上昇・

水位上昇が発生し、河川氾濫が発生する危険性があ

る。また、支川勾配が大きくなるほどその危険性が

大きくなると言える。 

 以上のことから、勾配が大きい支川と直角に合流

する河川において、支川で引き起こされた土石流が

本川に流入した場合、本川の合流部直上流、支川の

合流部直上流において河川氾濫の危険性が、本川の

合流部対岸側で堤防決壊の危険性があると言える。

したがって、図 5 に示す 3 エリアに民家や文化遺産

などの保護すべき対象が存在する渓流は、対策の優

先度が上がると考えられる。また、支川の勾配が大

きくなるほど災害が発生する危険性が大きくなると

考えられることから、支川勾配の大きさは対策規

模・優先度の設定に有効な指標であると言える。 

図 3：ケース間河床変動分布比較図 

図 4：ケース間流速分布比較図 

表 2：支川最高水位・最大河床高比較図 

支川勾配 最大河床高 最高水位 

Case 11 約 5.7° 9.0 cm 9.5 cm 

Case 12 10° 13.0 cm 14.0 cm 

図 5:合流部付近における危険エリア 

4.おわりに

本研究では、支川勾配を変化させた複数の実験結

果を比較し、合流点の河床変動現象の違いを明らか

にした。しかし、本川の勾配、粒径、流量、合流角

度など河床変動現象に大きな影響を与える可能性が

ある要素は多く、それぞれの要素による影響をさら

に検討することが今後の課題である。 
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降雨強度が河道網における土石流の発生・流下に及ぼす影響の数値解析 

国立研究開発法人土木研究所 〇山崎祐介 手塚咲子 1 平岡真合乃 林真一郎 2 石井靖雄 
1現 日本公営株式会社 2現 国土交通省 

１．はじめに 

火山噴火後には，土石流が噴火前には発生しなかっ

た少ない降雨でも発生することがある 1)。このような土

石流への警戒・避難のために，土石流がいつ，どの程度

の規模で発生するのかを予測することが重要である。

ある断面における土石流の流量は，その上流における

渓床堆積物の条件，水の給水条件，及び浸食・堆積過程

によって決定されると考えられている 2), 3), 4)。このため，

斜面と河道から構成される流域地形モデルにおいて，

降雨流出過程の解析によって斜面から河道への水の供

給を算出し，洪水流・土石流の流下過程の解析により河

道の洪水流・土石流の流量などを推定する方法が提案

されている 2), 3), 4)。これらのいずれの方法においても，

斜面は矩形等で表現され，一様勾配で河道に接続して

いる。このため，降灰の堆積厚の空間分布を考慮した，

微地形の設定及び浸透特性の空間分布の設定が難しい。 

また，土石流の発達・減衰を特徴付ける浸食・堆積速

度式には，土砂濃度と平衡濃度の差及び水深を含んで

いる。このため，急勾配区間を流下する土石流の土砂濃

度が平衡に近く水深も小さくなる場合に，同式による

浸食が過小に評価され，土石流の流量の予測が過小に

なるおそれがある。 

よって，本研究では，2 次元平面モデルにおいて降雨

流出解析を行い，1 次元河道網モデルへの流入量を算出

し，1 次元河道モデルにおける土石流の浸食・堆積速度

を，平衡勾配 5)と渓床勾配の差に基づく式 5)を採用した

解析モデルを提案する。また，同モデルにより，降雨強

度を変えて降雨流出及び洪水・土石流の発生・流下過程

の数値解析を行い，土石流の発生・流下に及ぼす降雨強

度の影響を検討する。 

２.方法

2.1 解析モデル

降雨流出解析においては，既存のモデル 6)を用いてい

る。洪水・土石流の流下モデルの質量保存則及び運動量

保存則を以下に示す。 

2.1.1 質量保存則 
渓床堆積物における浸透流水深は次式で表される。 

(1) 

ここに，ℎsは浸透流水深，𝑡は時間，𝜆は渓床堆積物の間

隙率，𝐵は川幅，𝑥は渓床に沿う軸，𝑞sは浸透流フラック

スでダルシー則によって求められる，𝑓sは 2 次元平面か

ら供給される単位面積当たり水流入フラックスである。

浸透流により堆積物が飽和し，次式で表す限界勾配𝜃c

が渓床勾配𝜃よりも小さくなると，堆積物全層が流動化

し，土石流が発生する。 

(2) 

ここに，𝜎は砂礫の質量密度，𝜌wは水の質量密度，𝜙は

内部摩擦角である。 

渓床堆積物の流動化により発生・流下する土石流の

全流体，粗粒土砂，および微細土砂についての水深平均

の質量保存則 8), 9)は次式で表される。 

浸食過程： 

(3) 

(4) 

(5)

堆積過程： 

(6) 

(7) 

(8)

ここに，ℎは流動深， 𝑢は𝑥軸方向の流速，𝐸は侵食・堆

積速度，𝑐∗は渓床堆積物の静止体積濃度，𝑐cは粗粒土砂

の体積濃度，𝛾は土砂輸送補正係数，𝑝cは渓床堆積物に

おける粗粒土砂含有率，𝑐fは流体相における微細土砂の

体積濃度，𝑝fは渓床堆積物における微細土砂含有率で

𝑝c + 𝑝f = 1，𝑐∗Dは堆積過程における粗粒土砂静止体積

濃度である。侵食・堆積速度は，次式で表される 5)。 

(9) 

ここに，𝜃eは土石流の平衡勾配で，次式で表される 5)。 

(10) 

ここに， 𝜌は間隙流体の質量密度である。間隙流体の質

量密度𝜌は次式で表される。 

(11) 

渓床堆積物の質量保存則は，次式で表される。 

(12) 

ここに，𝑧は渓床堆積物表面の標高である。

2.1.2 運動量保存則 
土石流及び洪水流の運動量保存則は，水深平均 1 次

元で表すと次のように記述される。 

(13) 

𝜕ℎs

𝜕𝑡
+

1

𝜆𝐵

𝜕𝑞s𝐵

𝜕𝑥
=

𝑓s

𝜆
 

tan 𝜃c =
(𝜎/𝜌w − 1)(1 − 𝜆)

(𝜎/𝜌w − 1)(1 − 𝜆) + 1
tan 𝜙 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
=

𝐸

𝑐∗
+ 𝑓s 

𝜕𝑐cℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝛾𝑐c𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= 𝑝c𝐸 

𝜕𝑐f(1 − 𝑐c)ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝑐f(1 − 𝑐c)𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= 𝑝f𝐸 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
=

𝐸

𝑐∗D
+ 𝑓s 

𝜕𝑐cℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝛾𝑐c𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= 𝐸 

𝜕𝑐f(1 − 𝑐c)ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝑐f(1 − 𝑐c)𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= (1/𝑐∗D − 1)𝑐f𝐸 

𝐸/𝑢 = 𝑐∗ tan(𝜃 − 𝜃e) 

tan 𝜃e =
(𝜎/𝜌 − 1)𝑐c

(𝜎/𝜌 − 1)𝑐c + 1
tan 𝜙 

𝜌 = (𝜎 − 𝜌w)𝑐f + 𝜌w 

𝜕𝑧

𝜕𝑡
= −

𝐸

𝑐∗ cos 𝜃 

𝜕𝑢ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝐵

𝜕𝛽𝑢𝑢ℎ𝐵

𝜕𝑥
= −𝑔ℎ

𝜕𝐻

𝜕𝑥
−

𝜏b

𝜌m
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ここに，𝛽は運動量補正係数，𝐻は土石流の流れの表面

の位置で𝐻 = 𝑧 + ℎで表され，𝜌mは土石流の質量密度，𝜏b

は河床せん断力であり，次式で表される 7)。 

(14) 

(15) 

ここに，𝜏yはクーロン型の降伏応力，𝑓bは流動抵抗係数

であり，土砂濃度に応じて，土石流 7)及び対数則 9)にお

ける𝑓bの評価式を採用する。

３. 結果

3.1 計算に用いたデータと計算条件

本検討では，2013 年 10 月に計測された航空レーザー

測量成果を用いて作成された桜島有村川流域（1.7 km2）

の 10 m のグリッドセル地形モデルを用いている。既往文献
9)をもとに， 𝑔 = 9.8 m/s2， 𝜎 = 2.65 g/cm3，  𝜌w =

1 g/cm3， 𝜙 = 37°， 𝑐∗ = 0.6， 𝛽 = 1， 𝛾 = 1としてい

る。微細土砂含有率𝑝f及び代表粒径𝑑の値は，便宜的に

𝑝f = 0.3及び𝑑 = 0.15 mとしている。流域全体に，降雨強

度 10 mm/h 及び 30 mm/h を定常で与えて，流域末端の

土石流の流量（水及び土砂）と流域における侵食領域の

空間分布を比較して検討を行う。

3.2 降雨強度が河道網における土石流の発生・流下に

及ぼす影響

図－1 に，流域末端における流出量の計算開始時刻か

らの変化を示す。10 mm/h 与えた場合には，1 時間 10

分後に流出が始まり，3 時間 30 分後から 4 時間 30 分

後にピーク流量が 40 m3/s から 60 m3/s 程度の流出が発

生している。30 mm/h 与えた場合には，20 分後に流出

が始まり，2 時間後までにピーク流量が 40 m3/s から 80 

m3/s 程度の流出が発生している。この値は，与えた降

雨から合理式により算出される流量の 10倍以上である。 

図－2 に 10 mm/h を 3 時間与えた場合（青）と，30 

mm/h を 1 時間与えた場合（赤）の浸食範囲を示す。両

者ともに 30 mm の降雨を与えているが，30 mm/h の場

合の方が，浸食が斜面の上部まで発生している。これは，

土石流の発生個数が増加したことを示している。これ

は，図－1 の 10 mm/h 与えた場合の 3 時間後までと，30 

mm/hの場合の 1時間後までのハイドログラフのピーク

の数を比較して，30 mm/h の方のピーク数が多くなって

いることとも対応している。 

４. おわりに

本研究では，平衡勾配を用いた侵食・堆積速度式 5)を

採用した，降雨流出及び洪水流・土石流の解析モデルを

提案し，降雨強度が発生・流下に及ぼす影響を検討した。

その結果，降雨強度が大きいほど，土石流の発生が早く

なり，ピークの数も増加することが示された。今後，既

往降雨による再現性の検討を行い，予測降雨を用いた

土石流の発生・流下予測や，警戒すべき規模の土石流発

生の降雨条件の分析などの検討に活用していきたい。 

大隅河川国道事務所には貴重なデータを提供いただ

いたので，ここに謝意を表します。 
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図－1 降雨強度ごとの流出量 

図－2 10 mm/hを 3時間与えた場合（青）と 

30 mm/hを 1時間与えた場合（赤）の浸食範囲 
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手取川流域における流域監視に資する流砂観測ﾃﾞｰﾀの利活用に関する検討 

国土交通省 金沢河川国道事務所 岡嶋 康子，南 憲長 

日本工営株式会社 ○松田 悟，中西 隆之介，古谷 智彦，長山 孝彦，伊藤 隆郭 

１．はじめに 

山地河道における流砂水文観測の目的には，流域の土砂

動態の概況把握・監視，砂防基本計画の策定・砂防事業の

効果評価，天然ﾀﾞﾑ形成時などの危機管理，総合的な土砂

管理手法の検討が挙げられている 1)．手取川においては総

合土砂管理に向けた取り組みの一つとして，砂防領域から

下流のﾀﾞﾑ領域（手取川ﾀﾞﾑ）及び河川領域への土砂の量と

質の把握を進めている．本発表では，流砂観測ﾃﾞｰﾀから上

流域での崩壊や土石流等の特異的な土砂生産，また，その

影響の検知・覚知に向けた流域監視への利活用に着目した

検討を行った． 

２．手取川における流砂観測の状況 

2.1観測地点 

手取川上流の 3 箇所（細谷

第 1 号砂防堰堤，白峰床固

群，瀬戸砂防堰堤，2020 年 2

月時点）で，掃流砂観測を実

施しており，取得したﾃﾞｰﾀを

基に移動礫の量と質（粒径）

の把握を試みている．とりわ

け白峰床固群と瀬戸砂防堰

堤は，それぞれ下流のﾀﾞﾑ領

域（手取川ﾀﾞﾑ）への流入，

下流の河川領域への流入を

把握できる位置にある（図-

1）．濁度の計測は河川領域も含めて実施しており，2015 年

5 月初旬に支川の尾添川上流の仙人谷の崩壊に伴う濁水の

発生 2)が確認された前後での観測ﾃﾞｰﾀが取得されている

（観測点：御鍋砂防堰堤，鶴来観測所）． 

2.2観測項目 

手取川上流域では，表-1 に示す通りﾊﾟﾙｽ式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ・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，ﾃﾞｰﾀは，1 分毎の計測値をﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰに記録して

いる．ﾊﾟﾙｽ式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝで得られるﾊﾟﾙｽ数からは、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，粒

径推定に必要な運動量に対するﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ出力電圧値の関

係は，現地応答試験により確認した．  

細粒成分の計測は，濁度計による計測（出力単位：㎎/L）

が行われており，1 時間ごとの値を取得している。同地点

での流量（m3/s）と砂の比重（2.6 g/cm3）を用いて体積ﾍﾞｰ

ｽでの細粒成分土砂量（m3/s）で推定した．

表-1 手取川流域の掃流砂観測地点諸元 

観測地点 
観測開始 

（年.月） 
観測機器 

流域面積 

（km2） 

河床 

勾配 

水通し幅 

（m） 

細谷第 1 号 

砂防堰堤 
2004.11 ﾊﾟﾙｽ式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ 14.1 1/12 40 

白峰床固群 2006.10 
ﾊﾟﾙｽ式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ，水位計， 

掃流砂観測枡 
139 1/70 60 

瀬戸 

砂防堰堤 
2019.12 

ﾊﾟﾙｽ式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ，水位計， 

掃流砂観測枡，底面流速計，
濁度計 

187 1/82 

50 

透過部幅

6m×2 門 

３．手取川における観測ﾃﾞｰﾀの利活用の検討 

周辺地域の土砂生産の発生や土砂災害の切迫性把握に

活用できる指標として「流量や流砂量の急激な変化」，「流

量と流砂量の関係の変化」が挙げられており 1)，これらの

視点で整理した． 

3.1掃流砂観測ﾃﾞｰﾀ 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝにより計測されたﾃﾞｰﾀ（出力電圧）から粒径の

推定が可能であるため 3)，流量や流砂量に加えて粒径につ

いてもその変化の把握を試みた．細谷 1 号及び白峰床固群

では，計測された水深と上流の流量観測地点の流量との関

係 4)から，瀬戸砂防堰堤では水理模型実験結果に基づく水

位-流量の関係 5)から流量を推定した．2019 年 6 月 30 日の

出水時の瀬戸砂防堰堤と白峰床固群における流量とﾊｲﾄﾞﾛ

ﾌｫﾝによる観測値から推定した 10 分毎の粒径別掃流砂量

の結果を図-2 に示す．ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ出力電圧（1 分毎に記録）

から推定した粒径をその存在率で粒径階毎に凡例分けし

ている．瀬戸堰堤では出水の後半（7/1 19:00 以降）に他の

時間と比べて大きな礫の割合が多いと推定され，出水期間

中の流砂の粒度分布の違いが示されており、ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝによ

る観測ﾃﾞｰﾀから出水ｲﾍﾞﾝﾄ後の徐々に流下してくる掃流砂

の量と質（粒径）の変化を把握するに資すると考えられる． 

図- 1 流砂観測所位置 

図- 2 瀬戸砂防堰堤及び白峰床固群における粒径別流砂量の時系列変化（2019 年 6 月 30 日～7 月 2 日の事例） 

R2‑029

195

2020年度砂防学会研究発表会概要集



3.2細粒成分土砂の観測ﾃﾞｰﾀ 

2015 年 5 月初旬に発生した仙人谷の崩壊に伴う濁水前

後の観測ﾃﾞｰﾀが取得されている鶴来観測所，御鍋砂防堰堤

の 2 地点について，流量と細粒成分土砂量の関係を示し，

実際の土砂生産ｲﾍﾞﾝﾄ前後の変化を確認した．図-3 中の破

線は，水理公式集 6)で示される河川での実測浮遊砂量 Q s

と流量 Q の関係をﾌﾟﾛｯﾄした範囲の上限：Q s= 6×10-6･Q 2

と下限：Q s= 4×10-8･Q 2を示したものである．鶴来観測所

における観測値も同様の傾きで分布している．流砂量が流

量の 2 乗に比例する Q s= α･Q 2として，係数αを流量に

対する細粒成分土砂の量の多寡を示す指標とした．図-3 中

の赤線は，各出水時の流量-細粒成分流砂量のﾌﾟﾛｯﾄﾃﾞｰﾀに

沿うようにαを定めた線である．各出水時のﾃﾞｰﾀから定め

たαの値を図-4 に示した．仙人谷の崩壊発生直後の 5 月 13

日の出水以降にαの値が大きくなり，8 月 30 日の出水を

ﾋﾟｰｸに徐々に小さくなる．流量と細粒成分流砂量の関係の

変化の指標として，ﾃﾞｰﾀの散布図と併せて，急激な濁り（細

粒成分を含む）の発生覚知に係数αも活用しうると考える． 

御鍋砂防堰堤においても同様に，崩壊発生前の 4 月のﾃﾞ

ｰﾀと比較して 8 月以降のﾃﾞｰﾀが流量に対して流砂量が大

きい分布となっており，全国河川での事例の上限を超える

範囲での分布を示す（図-5）．鶴来観測所では，崩壊発生以

降は 7 月から 12 月にかけて徐々に流量に対する流砂量が

小さくなる分布に移行するのに対して，上流の御鍋堰堤で

は 10 月の出水時でも 8 月と同程度の分布を示しており，

鶴来観測所のように 9 月以降に流量に対しての細粒成分

土砂量が減少する

傾向はなく，上流

の支川流域（御鍋

砂防堰堤）と下流

の本川（鶴来観測

所）での傾向の違

いが確認された． 

４．おわりに 

現在の手取川で

の流砂観測ﾃﾞｰﾀを

流域監視に利活用

する方法を検討し

た．今回，短期的

なﾃﾞｰﾀで検討し

たが，土砂生産の

発生や土砂災害

の切迫性の把握のためには，今後の継続的な観測ﾃﾞｰﾀの蓄

積により，流下する粒径や流量-細粒成分土砂量の関係の

平常時の状況を把握しておき，特異的な土砂生産の発生ま

たその影響と判断する閾値の検討が必要となる．また，現

時点では現地観測局に赴いてのﾃﾞｰﾀの回収を行っている

が，ﾘｱﾙﾀｲﾑで流砂観測ﾃﾞｰﾀを把握することが流域監視には

重要である．光回線等を活用して流砂観測ﾃﾞｰﾀを砂防事務

所で確認できる体制についても検討が必要である． 

【参考文献】 

1) 国土交通省国土技術政策総合研究所，国総研資料第 686 号，
2012．（題目省略，以下同様） 

2) 柳井清治・岡崎正規・瀧本裕士・一恩英二・高瀬恵次，石川県
立大学年報，2015 巻，pp. 8-27，2016． 

3) 松田悟・長山孝彦・田方智・伊藤隆郭・藤田正治・水山高久，
平成 29 年度砂防学会研究発表会概要集, pp. 311-312，2017． 

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) 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． 

6) 土木学会編，水理公式集（平成 11 年度版），pp. 170-171，1999

図- 5 仙人谷崩壊前後の流量と細粒

成分土砂量の関係（御鍋砂防堰堤） 

図- 4 仙人谷崩壊前後の出水時の係数α（鶴来観測所） 

図- 3 2015 年 5 月初旬の仙人谷崩壊前後の流量と細粒成分土砂量の関係 

（左：鶴来観測所・崩壊前，中：鶴来観測所・崩壊直後，右：鶴来観測所・崩壊後） 
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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～ 

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 赤沼隼一・長谷川真英・淺野保夫・樫田司紀

日本工営株式会社         〇五十嵐和秀・松岡暁・麻生あすみ・菅沼健・伊藤隆郭

1．はじめに 
山地河道における流砂水文観測が全国的に実施さ

れ流砂量観測ﾃﾞｰﾀが蓄積されてきている1)。湯沢砂防

事務所では，信濃川水系魚野川の上流域本川の大野原

において，2004年3月に流砂量観測を着手した。以降，

土樽上流砂防堰堤や登川，2004年新潟県中越地震で大

規模な土砂生産のあった芋川を流域とする竜光遊砂

池，清水下流砂防堰堤と順次整備を進めてきた2)。現

在，魚野川流域5観測所（図-1，表-1）において流砂量

観測を行っている。これまでに継続的な水文観測ﾃﾞｰ

ﾀが得られており，観測期間中に発生した地震や降雨

起因の土砂移動現象に対して，経年的な流砂の変化を

把握することが出来る可能性がある。今後の流砂観測

結果の活用手法の一つとして，降雨に対する流砂量の

応答，流砂の変化の度合い等を用いて流域監視を行う

ことが提唱されており3)，2004年新潟中越地震や2011
年新潟福島豪雨といったｲﾍﾞﾝﾄ後の流砂の変化が整理

されてきている4)。 
2019年10月の台風19号は，2011年新潟福島豪雨を超

える規模であり，いずれも約250mm～270mmとなる積

算雨量（2011/7/24-7/30 258mm/7日間，2019/10/12-10/13 
279mm/2日間；湯沢雨量観測所）と水位（2011/7/30 
05:00 0.88m，2019/10/12 17:30 1.19m；土樽上流砂防堰

堤）を記録し，魚野川上流域では近年まれにみる規模

の出水であった。台風19号により魚野川本川上流の大

野原橋と土樽上流砂防堰堤の流砂観測施設が被災し

てしまったが，水位上昇（2019/10/12 12:30）から機器

が流出するﾀｲﾐﾝｸﾞ（同日19:30）までのおよそ5時間の

ﾃﾞｰﾀを取得できた（図-2）。また，6月30日には，梅雨

前線の影響に伴い累積77mm（堀之内雨量観測所）の

降雨が観測され，直接採水による流砂観測を実施した。

竜光遊砂池においては，出水時における土砂濃度の鉛

直分布を把握するため，自給式ﾎﾟﾝﾌﾟを用いて深度別

の浮遊砂観測を試みた。

今回，観測地点上流域の土砂移動が，下流域の流砂

量の応答に及ぼす

影響を把握するこ

とを目的に，これま

でに蓄積されてき

た観測ﾃﾞｰﾀを整理

し，魚野川における

流砂の動態につい

て検討を行った。そ

して，それら検討結

果を踏まえ，湯沢砂

防事務所の流砂観

測における今後の

取り組みを示した。 

2．流砂観測 
2.1 大野原橋における掃流砂観測 
魚野川本川上流の大野原橋観測所では，表-1に示す観

測機器を用いて，2004 年から流砂観測を実施している。

ｼｽﾃﾑ構成及び掃流砂量と流量の算出方法は綱川ら5)に示

す通りである。図-3に2004年から2019年までの観測結果

を示す。赤沼ら4)，越智ら6)で示された通り，大規模な出

水ｲﾍﾞﾝﾄ（2004年，2011年）から4年程度を経過すると掃

流砂量が増加（2008年，2014年）しているが4)，2014年～

2016年は流量-掃流砂量の関係はほとんど変化しておら

ず，ｲﾍﾞﾝﾄ後の掃流砂が徐々に流下している。2017年には

梅雨前線に伴う断続的な降雨（6月30日-7月5日），台風21
号降雨（10月22日-23日）に伴う出水，2018年には台風24
号降雨（9月30日-10月1日）に伴う出水もあったが，掃流

砂量が大きく減少することなく，2017～2018年はほとん

ど変化がなかった。2011年から8年経過した2019年は，

2011年新潟福島豪雨を超える規模の出水があったが顕著

な土砂移動は認められず，2012～2013年ﾃﾞｰﾀの中間的な

領域に推移した。

2.2 竜光遊砂池における浮遊砂観測 
魚野川支川である芋川の竜光遊砂池においても，表-1

に示す観測機器を用いて，2010年から流砂観測を実施し

ている。観測機器を用いた浮遊砂量及び流量の算出方法

は赤沼ら4)に示す通りである。また，出水時（2019/6/30）
に直接採水による流砂観測を実施し，ﾊﾞｹﾂ採水による水

面付近の浮遊砂に加え，ﾎﾟﾝﾌﾟ採水により深度別に3層の

浮遊砂ﾃﾞｰﾀを取得した。なお直接採水時の流量は，浮子

による流速計測から求めた表面流速に，水位計の計測水

位から得られた流積を乗じて算出した。図-4，図-5に竜

光遊砂池の観測結果を示す。竜光に観測計器が設置した

2010年以降，年々浮遊砂量が減少している傾向が認めら

れ，2019年現在は1ｵｰﾀﾞｰ程度低い値が観測されている（図

-4）。また，2019年6月30日には流量の増加に伴い最大で

0.008m3/sの浮遊砂量が観測され，その後の減水期には浮

遊砂量が0.001～0.003m3/sと高い状態が続いた。浮遊砂量

ﾋﾟｰｸ時（AM11時）には，深度別の体積土砂濃度はいずれ

も0.0003cm3/cm3程度であり，ﾗｳｽ型の分布形ではなく，鉛

直方向にほぼ一様な分布であった（図-5）。
表-1 魚野川流域における流砂量観測箇所 

観測地点 
観測開始
（年.月） 観測機器 

流域面積
（km2）

河床
勾配

川幅
（m）

大野原橋 2004.3 
ﾊﾟﾙｽ式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ，水位計， 

濁度計，底面流速計，掃流砂観測枡，
音響式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ（2020.3～）

97.6 1/53 45 

土樽上流砂防堰堤※ 2005.11
音響式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ，水位計， 

濁度計，掃流砂観測枡 64.3 1/60 54 

登川水位観測所 2010.6 
音響式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ，水位計， 

濁度計，底面流速計 75.0 1/40 70 

竜光遊砂池 2010.6 
音響式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ，水位計， 

濁度計，電気伝導度計 38.2 1/150 33 

清水下流砂防堰堤 2013.3 
音響式ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ，水位計， 

濁度計 27.5 1/27 15 

※土樽上流砂防堰堤は2020年3月に大野原に統合運用図-1 流砂量観測位置 
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図-6 大野原橋の流砂観測施設の復旧 
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3. まとめ
大野原橋では，2019年台風19号による出水は2011年新

潟福島豪雨を越える規模であったが，出水の規模に見合

う掃流砂量は観測されなかった。一方，竜光遊砂池では，

2004年新潟中越地震後，年々浮遊砂量が減少している傾

向が認められ，砂防・地すべり事業の効果が示唆される。

また，出水時の浮遊砂分布には，深さ方向で体積土砂濃

度に大きな違いが観測されなかった。

4．おわりに 
魚野川流域におけるこれまでの流砂量の観測結果から，

掃流砂は出水後 4 年程度で増加し，その後数年間継続し

て流出することが分かってきている。2019 年台風 19 号

の影響で新たな土砂生産や再移動があった場合，今後，

掃流砂として流下してくる可能性が考えられ，魚野川上

流域の崩壊状況を調査・把握しておくことが重要である。 
浮遊砂観測は，現時点では出水時にﾊﾞｹﾂ･ﾎﾟﾝﾌﾟによる

直接採水を実施して，濁度計による観測値と比較するこ

とで実態把握を行っている現状である。今後も継続して，

異なる出水規模において多様かつ確実性の高い直接採水

手法によるﾃﾞｰﾀを取得し，濁度計による観測値と比較検

証することで，より精度の高い浮遊砂量の把握が可能と

なる。

2019年台風19号により大野原橋と土樽上流砂防堰堤に

おいて流砂量観測施設が被災した。その後，大野原橋で

はﾌﾟﾚｰﾄ型ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝやｺﾝｸﾘｰﾄ埋設型配管を整備し耐久性

を向上させ，出水時のﾃﾞｰﾀを確実に取得できるようにし

た（図-6）。水理・水文情報と流砂量の関係を将来的に流

域監視へと活用していくため，今後も観測を継続して検

討を行っていく。
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集．A，pp. A-141-A-142，2018 
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渓床堆積物の堆積状況と降雨条件が土石流段波の流動形態に及ぼす影響 

静岡大学大学院総合科学技術研究科農学専攻 ○大屋俊祐 

静岡大学学術院農学領域 今泉文寿, 逢坂興広 

1. はじめに

1 つの土石流イベントは複数の段波から構成されていることが多い。これまで土石流発生域では流れの

表面から河床まで間隙が泥水で満たされた飽和流と, 流れの上層の間隙が泥水で満たされていない不飽和

流の 2 つのタイプ（流動形態）の流れにより段波が構成されていることが確認されている 1）。しかし, 同

じ渓流であっても飽和流のみからなる段波や不飽和流のみからなる段波などが発生し, 土石流段波の流動

形態が何に支配されているのかを調べた研究は少ない。土石流災害を軽減するための対策を講じるうえで

は, 土石流がどういった条件で, どのような流動形態をとって発生・流下するのかを予測することが重要で

あると考えられる。そこで本研究では土石流発生域において土石流を観測し, 渓床堆積物の堆積状況と降

雨条件が土石流段波の流動形態にどのような影響を及ぼすのかを検討した。 

2. 調査地

調査地は静岡県中部を流れる安倍川の源頭部に位置する

大谷崩の「一の沢｣上流域である。地質は古第三紀層の四

万十層群に属し, 砂岩, 頁岩, および砂岩・頁岩の互層から

構成されている。「一の沢」上流域の流域面積は約 0.22 

km2, 流路延長は約 650 m, 平均渓床勾配は約 29°である。

3. 研究方法

発生した土石流段波を撮影するために, タイムラプスカ

メラ（Brinno, TLC200Pro, 以下 TLCとする）を図 1のよう

に流路に沿って縦断的に設置した（図 1は 2019年の設置状

況）。流域の上流から 20 m 間隔で判読地点 P1から P20を

設け, それぞれの地点を土石流段波が流下した時刻と流動形態を判読した。段波の

発生場所は TLCで初めて段波を撮影した判読地点とした。土石流段波の流動形態は

先頭部から後方まで不飽和流（図 2a）, 先頭部が不飽和流で後方が飽和流（図 2b）, 

先頭部から後方まで飽和流（図 2c）の 3 つのタイプに分類した。また, 圧力式水位

計（応用地質, S&DL mini）を W に設置し 1 分間隔で水位を記録した。雨量の観測

は 1 回転倒 0.2 mm 転倒枡型雨量計を R に設置することで行い, 前後 6 時間以上の

無降雨状態が続いたイベントを 1 つの降雨イベントとした。渓床堆積物の堆積状況

の把握には UAV（DJI, Inspire 2, Mavic 2, Phantom 4 RTK）を用いた。観測期間は 2016

年 4月から 2019年 10月までである。 

4. 結果および考察

観測期間中に発生した計 5 回の土石流イベント（合計 260段波）について段波の流動形態を調べた結果, 

2017 年 6 月 21 日の土石流イベントでは不飽和流のみからなる段波（図 2 a）しか発生・流下しておらず, 

2017 年 10月 29日の土石流イベントでは不飽和流のみからなる段波が発生・流下していなかった。それ以

外の土石流イベントではすべてのタイプの段波が発生・流下しており, 段波は発生時に不飽和流のみから

なることが多く, 流下とともに飽和流を後方に含むようになり（図 2 b）, さらには飽和流のみからなる段

波（図 2 c）へと変化する傾向があった。不飽和流のみからなる段波, 不飽和流と飽和流からなる段波, 飽

和流のみからなる段波, それぞれの発生回数と発生した場所の渓床勾配, 堆積厚との関係を図 3に示す。不

P1 

P20 
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C1, C2 

C3, C4, C5 
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R C8 

C9, W 

図 1: 調査地位置図 
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飽和流のみからなる段波は渓床勾配が 28°以上で堆積厚が 2 m以

上の場所で多く発生していた。また, 不飽和流と飽和流からなる

段波は発生のしやすさと渓床勾配, 堆積厚との関係は明確ではな

く, 飽和流のみからなる段波は渓床勾配が 30°以下で堆積厚が

3.5 m 以下の場所で多く発生していた。図 4 には各判読地点を流

下した不飽和流のみからなる段波の割合と渓床勾配, 堆積厚との

関係を示す。渓床勾配が 28°以上で堆積厚が 2 m 以上の場所で不

飽和流のみからなる段波が流下することが多く, それ以外の場所

では飽和流を含んで流下することが多かった。不飽和流のみから

なる段波が急勾配で堆積厚の厚い場所で発生・流下した理由とし 

ては，渓床勾配が急勾配であると段波に働くせん断力（重力によ

り流下しようとする力）が大きくなるため, 泥水が乏しく流動性

に乏しい不飽和流であっても流下可能なこと, 堆積厚が厚いと段

波に含まれる泥水が渓床堆積物の間隙に浸透し失われやすいこ

とが考えられる。 

各段波が発生時から不飽和流のみの段波として流下した距離

と発生直前の 5 分間雨量との関係を図 5 に示す。両者の関係は

R2=0.35 であるが, P 値が 0.01 より小さく有意であった。つまり, 

発生直前の 5 分間雨量が大きいほど, 発生時から不飽和流のみの

段波として流下する距離が長くなる可能性が示唆された。既往の

研究では, 水分を含んだ渓床堆積物上を段波が流下すると過剰間

隙水圧によって渓床面に水が現れ段波に働く摩擦力が低下するこ

とが示されている 2）。今回の結果もこれと同じように, 短時間の

強雨により渓床堆積物の含水率が急激に上昇した

状態で段波が流下したことで, 渓床面上に水が現

れ段波に働く摩擦力が低下し, 流動性に乏しい不

飽和流のみからなる段波の流下距離が長くなっ

たと考えられる。 

5. おわりに

大谷崩「一の沢」上流域において, 渓床勾配や

堆積厚といった渓床堆積物の堆積状況や降雨条

件が段波の流動形態に影響を及ぼすことが分か

った。ただし, 段波の流動形態に影響を与えるの

はこれらの条件だけではなく, 地表流の流量など

も考えられるので, 今後はこれらについても検討

し, 流動形態ごとに流速などの流動特性について

も検討する必要がある。 

参考文献 
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流木の幹形状が山地河川における橋梁閉塞に及ぼす影響 

広島大学総合科学部 ◯長谷川祐治 海堀正博 久世祐里奈

京都大学大学院農学研究科 中谷加奈

立命館大学理工学部 里深好文

1. はじめに

流木が流出すると橋梁などの横断構造物に閉塞して氾濫や土砂堆積などを拡大させることが広く知

られている 1)。山間部からの流木流出に関する検討は、大部分を針葉樹と想定して、流木の幹形状を直

線で表すことが殆どである。丸太形状と根付形状に着目した既往検討はあるものの、幹形状は直線であ

る。しかし、広葉樹が分布した斜面が崩壊して流木が流出した事例も確認されている。広葉樹は針葉樹

と比べて複雑な形状を持ち、曲がった幹形状も含まれるはずである。本研究は、2018 年 7 月豪雨におい

て東広島市で土砂・流木流出が発生した地域を対象に流木の幹形状に着目して調査を行った。また、水

路実験により流木の幹形状が橋梁閉塞に及ぼす影響を検討した。

2. 流木の幹形状の検討

調査対象は発災後から 2019 年 9 月まで工事等による人為的影響が少なかった地点、並びに人工林よ

りも自然状態に近い天然生林や、広葉樹が広く分布する地域を 3 箇所選定した。広島県の森林資源情報

から、対象地は天然生林のアカマツやクヌギ以外の広

葉樹、人工林のヒノキやスギが分布した地域である。図

-1 に上空からドローン（Mavic 2 PRO, DJI）で撮影した

河道に堆積した流木群の一例を示す。直線を青、曲がっ

た形状を赤で示す。調査した流木 486 本に対して、曲

がり流木の割合は 0.1（47 本）であった。この中から複

数アングルで形状が確認できる流木を選定して、地上

で写真撮影を行い、 AgiSoft 社の Metashape を用いて流

木形状の三次元データを取得した。三次元データを基

に側方（x-y）、上方（x-z）の画像から、流木の両端を結

んだ直線を基準線として、4 等分した 5 点の位置で計測

した。図-2に側方（x-y）を 4 等分した一事例を示す。

各計測点で基準線に対して曲がり流木の幅を直径で除

した相対長さ S で表すと、計測点（2, 3, 4）での S は

（2.18, 4.37, 4.37）である。11 サンプル中、半波長型を

9 サンプル、一波長型を 2 サンプル確認した。流木サン

プルを基に曲がり流木の形状の代表値を求めるため、半

波長型と一波長型を分けることにした。各型で数値を合

成して平均値を求めて代表値を得た。半波長型の S は、

x-z 方向では 1.0~6.9、x-y 方向では 1.0~5.0 である。一波

長型の S は、x-z 方向では-3.0~1.5、x-y 方向では-1.5~1.5

である。一波長型は両端を結んだ直線に対して、曲がり

が一方向のみではなかったため負の値も存在するが、曲

がりの大きさは S の絶対値で表されるため、半波長型の

方が一波長型よりも曲がりの程度が大きい。図-3に得ら

れた曲がり流木の形状を示す。

３．水路実験による検討

実験には、長さ 400 cm、流路幅 20 cm の直線矩形断面

水路を使用した。実験方法は既往研究と同様である 2)。

図-1 上空から撮影した写真による流木の直
線形状と曲がり形状の判別事例（青：直
線形状、赤：曲がり形状） 

図-2 流木の相対長さS 
を算出するため
の計測点の設定 

図-3 代表的な曲がり流木の形状（左：半波長
型、右：一波長型） 
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流木模型には長さ 10 cm、直径 0.5 cm、比重 0.8 の直線流木、比重 0.9 の曲がり流木（半波長型、一波長

型）を使用した。橋梁模型には橋脚は 2 本、横幅 20 cm 縦幅 8 cm、厚さ 2 cm を使用して、水路下流端

から 50 cm 上流の位置に設置した。現地調査では曲がり流木が全体の 0.1 であったが、本実験では幅広

い条件で検討するため、0.0（直線流木のみ）、曲がり流木の混合割合が 0.1、0.3、0.5、1.0（曲がり流木

のみ）とした。流木を水路上流端から供給して、橋梁 20 cm 上流の断面を流木が通過してから全ての流

木が通過するまでの時間で除した単位時間流木量 Qwd を指標とした。 

図-4に Qwdに対する橋梁閉塞・非閉塞の結果を示す。図中のプロットを確認しやすくするため、同じ

混合割合では、左側に一波長型を、右側に半波長型を表示した。図中の点線は直線で閉塞した Qwd の最

小値である。直線流木のみの結果では、Qwd が 75 cm3/s 以下は全て非閉塞の領域、75-170 cm3/s は閉塞

と非閉塞の混在領域、170 cm3/s 以上では全て閉塞する領域である。曲がり流木が含まれると、直線流木

のみと比べて小さい Qwd で閉塞が生じる。同じ混合割合

では半波長型の方が一波長型よりも小さい Qwd で閉塞

が生じる。10 割の条件は他の条件と比べて、非閉塞を

示す結果が少ない。曲がり流木の混合割合が増加する

と、小さい Qwd で閉塞が生じる傾向を示すが、最も小さ

い Qwd で閉塞するのは 3 割の条件だった。これらの傾

向は実験条件や試行回数による影響も考えられるた

め、更なる検討を要する。

表-1に Qwd=30-250 m3/s における曲がり流木の混合割

合に対する橋梁の閉塞率を示す。同じ混合割合では一

波長型より半波長型の方が閉塞率が高い。一波長型で

は混合割合が 0.1、0.3、0.5 のとき、閉塞率がほぼ同じ

値を示し、半波長型では 0.1 と 0.3 でほぼ同じ値を示す。

両型ともに混合割合が増加すると閉塞率が高くなる傾

向を示し、1.0 では閉塞率が著しく高くなる。本実験で

は直線流木のみよりも曲がり流木が含まれると閉塞が

生じやすく、曲がり流木の形状では半波長型の方が一

波長型よりも閉塞が生じやすい結果を得た。一般には

流木同士が重なり連結して集団化すると、橋梁に閉塞

しやすい条件となる。そのため、直線流木は表面の抵抗で

連結することもあるが、連結し難い形状である。一方で曲

がり流木は直線と比べて流木同士が引っ掛かりやすい形状

である。本実験では、特に相対長さ S が大きい半波長型の

方が曲がりの程度が大きいため、その影響が強く現れたと

推測される。

4. おわりに

2018 年 7 月豪雨で流出した流木調査を行い、幹形状に直線だけでなく曲がった形状があることを確認

した。また、曲がり流木の代表的な形状を検討し、2 種類の形状を求めた。これらを水路実験に用いる

と、直線流木のみと比べて曲がり流木が含まれると小さい Qwd で橋梁が閉塞することや、曲がり流木の

割合が増えるほど閉塞しやすいことを確認した。これらの結果は、流木捕捉工の機能を検討するときに

は曲がり流木が捕捉機能を過大に評価する可能性があることを示す。実態が明らかでなければ目的に応

じて流木形状を使い分けて検討する必要がある。

謝辞 本研究の一部は、国立研究開発法人森林研究・整備機構の流木災害防止・被害軽減技術コンソー

シアムの助成を受けたものです。ここに記して感謝致します。

参考文献 1) 財団法人河川環境管理財団企画: 技術堂出版, 2009. 2) 中谷加奈ら: 土木学会論文集 B1

（水工学）Vol.74, No.5, pp.I_1081- I_1086, 2018.
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表-1 曲がり流木の混合割合と閉塞率 

曲がり流木の

混合割合

閉塞率 

一波長型 半波長型

0.1 0.54 0.57 

0.3 0.55 0.56 

0.5 0.56 0.75 

1.0 0.72 0.89 

Average 0.59 0.69 

図-4 橋梁閉塞・非閉塞の結果 

* 0.0 は直線流木のみ、1.0 は曲がり流木のみを示す

202



富士川上流における降雨特性と掃流砂流出の関係把握 

嶺南大学校(韓国) ○李基渙 

筑波大学 内田太郎 

国土技術政策総合研究所 山越隆雄 泉山寛明 

国土交通省 富士川砂防事務所 萬徳昌昭 

1. はじめに

降雨量は山地流域の土砂流出システムにおける河川

流量及び斜面や土砂移動、そして植生被覆にまで幅広

く影響する重要な要素である。そのため、降雨量と流

砂量、流出土砂量に関する多くの知見が積み重ねられ

てきている。一方、富士川砂防事務所が実施してきた

流砂水文観測結果から、2011 年 9 月の台風 12 号(最大

日雨量:135mm)および台風 15 号(最大日雨量:206mm)に

よる連続的な豪雨の発生以降、河川の流砂量が一時的

に増加し、1 年以上多い状態が続いたことが確認され

た 1)。この点に着目して、本研究では富士川上流域で

の流砂水文観測結果を用いて、出水時の総雨量と掃流

砂流出量の関係及びその時系列変化を検討した上で、

数年周期で発生する豪雨イベントによる、山地河川の

掃流砂流出特性変化を定量的に分析した。

2. データの収集·整理

本研究では、富士川水系の釜無川上流域で実施され

た流砂水文観測結果から、多数の出水データが解析可

能な釜無川上流(西比良下流第 6 床固工:2010-2016)、

濁川(濁川下流第 9床固工:2010-2016)、大武川(大武川

下流第 50 床固工:2011-2016)の 3 流域を対象に選定し

た(表 1)。観測データの分析については、各流域内の

降雨データから降雨事象を抽出し、そのうち水位及び

ハイドロフォンに反応が見られた 140の大小出水(釜無

川上流:59 出水、濁川:35 出水、大武川:46 出水)を対

象として、出水の総雨量と総掃流砂量の関係を整理·

分析した。ここで、降雨事象は前後 24時間以上の無降

雨期間で区分された一連の降雨を抽出した。

一方、降雨事象別の総掃流砂量は、観測地点の長さ

0.5m と 2.0m のハイドロフォンから求めた単位幅掃流

砂量の平均値に河床幅を乗じて算出した。また、ハイ

ドロフォン上流の砂州や偏流による出水時の横断方向

での流砂量の差異を考慮するため、2013 年から観測箇

所の両岸で流砂観測を同時に実施している大武川の流

砂観測結果を用いて、降雨ごとに算出した両岸の掃流

砂量を比較した。その結果、両岸の流砂量は正の相関

を示した(図1)。左岸に対する右岸の割合は、約0.2倍

であり、左岸の単位幅掃流砂量が 0.001m3/s/m 以下の

出水で 1 オーダ程度の総掃流砂量の違いが見られた。

このような掃流砂量の違いは、主流が左岸に偏ってい

る現場特性の影響のためだと考えられる。しかし、右

岸と左岸の掃流砂量の相関が高いことから、補正した

掃流砂量を用いて観測点の掃流砂流出傾向の変化を把

握することは可能と考えられる。 

表 1. 対象流域の概要 

河川名 釜無川上流 濁川 大武川 

流域面積* 82.3km2 18.5km2 70.8km2 

河床勾配* 0.016 0.019 0.016 

河床幅 85m 25m 74m 

観測期間 2010.8-2016.12 2010.8-2016.12 2011.1-2016.12 
*各観測地点での測定結果

図 1. 大武川における右岸観測値と左岸観測値の関係 

3. 観測地点の掃流砂特性に対する豪雨の影響

図2に2011年台風12及び15号(以下、単に「台風」

と呼ぶ)の前後半における出水の総雨量と比掃流砂量

の関係を比較した。ただし、濁川データについては 20

12 年から出水中に断続的欠測が発生しているため、こ

こでは掃流砂量などの算出が可能な観測データのみを

示した。各観測地点の出水データは、台風以前(2010.

1-2011.9)及び台風直後(2011.10-2012-12)、そして 20

13 年以降(2013.1-2016.12)の 3 グループに区分できる。

回帰線(黒)は、台風以前における総雨量と比掃流砂量

の高い相関関係(r2>0.509)を示し、そのときの上下位

包絡線(赤と青)も一緒に表示させた。ここで、包絡線

は、傾きは回帰線の傾きと等しいとして表示した。20

11 年台風に伴う流域の掃流砂流出特性の変化は、2 つ

のパターンに分けることができる。

パターン 1:流域の通常状態(台風以前データの上位

包絡線)を超える出水イベントの発生直後、台風以前

と比べて同一の雨量に対する掃流砂流出量が増加し、

概ね 2013 年以降から台風以前の状態に戻る。 

パターン 2:流域の通常状態を超える出水イベントが

発生しても、観測地点の掃流砂流出特性は大きく変化

しない。 

前者は濁川と大武川が該当し、台風直後、大武川の

1 降雨当たりの掃流砂流出量は台風以前より総降雨量
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が同程度の場合、約 1-2 オーダ程度、濁川の場合は台

風以前より約 2-3 倍程度増加した。また、増加した掃

流砂流出量が一定期間経過した後、通常状態に戻る経

年的な変化が見られた。一方、後者は 2011 年台風が観

測地点の流砂特性に影響を及ぼさなかったとみられ、

この結果は釜無川上流に該当する。 

台風前後の掃流砂流出特性において差異がみられた

大武川(パタ-ン 1)と釜無川上流(パターン 2)を対象と

し、各降雨の総雨量と流砂の粒径を図 3 に示した。こ

こで、平均粒径はハイドロフォンで求めた各時刻の平

均粒径のデータ(davg)を各時刻の掃流砂量により加重

平均したものである(davg,e)。また、最大値、最小値は

出水期間中のハイドロフォンで計測した各観測時刻の

平均粒径の最大値(dmax,e)、最小値(dmin,e)である。大武

川の出水ごとの平均粒径は、3.3-59mm の範囲にプロッ

トされており、出水ごとの粒径は総降水量が同じ場合

であっても、釜無川上流より数倍-数十倍の幅で変化

している。また、台風直後では平均粒径が同程度の降

雨規模での台風以前のデータに比べ概ね 2-10 倍粗くな

っている。一方、釜無川上流については、平均粒径の

範囲が概ね 2.6-19mm と分布幅は小さく、観測期間中の

大きな変化は見られなかった。

4. 台風の影響期間に対する定量的な検討

2011 年台風の影響期間は、図 2 で台風以後、流砂量

が増加した出水イベントのデータが、再び通常状態

(台風以前データの上位包絡線)に復帰するまでの持続

時間(月)を把握して定量的に検討した。ここで、図 2

に示すとおり各流域の台風以前のデータにおいて、総

雨量(R)と比総掃流砂量(Qs)の関係は、Qs=kRa のべき法

則に従うことが確認されたため、本研究では、指数α

を固定して算出した係数 k を用いて、各出水イベント

の流砂特性を評価した。その上で、係数 k の時系列変

化を定量的に分析し、台風の影響期間(月)を評価した

(図 4)。なお、ここでは全期間に対する出水データの

取得が可能な釜無川上流と大武川を対象として分析を

実施した。大武川の出水データは、台風以後、係数 k

が減し、台風 15 号終了から約 24 カ月後、台風以前の

状態(4.7×10-4)に戻った。この間、経過時間と係数 k

の間には有意な相関がみられた(r2=0.644)。その反面、

釜無川上流の時系列データは大武川と異なり、有意な

傾向を見られなかった(r2=0.011)。以上のことから、

大武川では、台風により比較的粒径の大きい土砂も含

めて、移動しやすくなった結果、掃流砂量及び粒径が

大きくなったと考えられる。この移動しやすくなった

状況が徐々に元の状態に戻っていったと考えられる。

釜無川上流の場合、掃流砂の粒度分布は変化幅がもと

もと小さく、大規模な出水においても河床材料に顕著

な変化が生じなかったため、台風前後で掃流砂量の顕

著な変化が見られなかったと考えられよう。 

また、以上の結果から、水位や流量と同様に降雨と

掃流砂の関係を利用して、流域の状況の中期的な変化

を監視することが可能だと考えられる。 

図 2. 2011 年台風前半の総雨量と掃流砂量の関係 

図 3. 2011 年台風前後半の総雨量と平均粒径の関係 

図 4. 釜無川上流と大武川における豪雨影響期間の検討 

参考文献 

1) 内田ら: 流砂水文観測に基づく山地河川の流砂特性の把
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気象・地形要因が富士山大沢崩れの土石流発生場所に及ぼす影響 

静岡大学大学院総合科学技術研究科 ○山本 蓮 

静岡大学農学部 今泉文寿・逢坂興宏 

1. はじめに

土石流の発生場所の推定は, 土石流への対策を講じるうえで極めて重要な課題である。

既往の研究により土石流の発生条件が降水量や凍土層の有無などの気象要因により与えら

れることが明らかになっている。しかしながら, 気象要因や地形条件が土石流の発生場所

に及ぼす影響を明らかにした研究は少ない。そこで本研究では, 富士山大沢崩れにおいて

土石流の発生場所を航空レーザー測量データに基づいて特定し, 凍土層の有無や降水量, 
地形要因が土石流の発生場所に及ぼす影響について検討を行った。

2.研究対象地概要

研究対象地は富士山大沢崩れである

（図 1）。大沢崩れは富士山の西斜面の 
山頂直下から標高 2200 m まで延長約 
2.1 km にわたり, 最大幅約 500 m, 最大 
深さ約 150 m, 面積約 1 km2の崩壊斜面 
となっている。大沢崩れでは谷底に

大量の渓床堆積物が蓄積されており,  
それが土石流の主な材料となっている。

3. 研究方法 
2008 年から 2017 年までに行われた計 12 時期の航空レーザー測量データについて, GIS

ソフト(QGIS)で連続する 2 時期の差分解析を行うことで, 土石流の発生・流下に伴う地形

変化を調べた。

次に, 現地観測によって土石流が凍結期にしか発生していないことが明らかな 2014 年〜

2015 年の期間と, 非凍結期にしか発生していないことが明らかな 2011 年 9 月〜11 月の期

間について, 測量データをもとに横断地形の変化を解析し, 凍結期および非凍結期それぞ

れに発生した土石流による侵食痕の地形的特徴を調べた。そのうえで, 発生時期がわかっ

ていない土石流についても侵食痕をもとに発生時期を凍結期と非凍結期に分類した。その

後, 各時期に観測された降水量を整理し, 発生場所の地形的特徴との関係を調べた。 
抽出した土石流を山腹斜面の崩壊が起因となった土石流（山腹崩壊型）と渓床堆積物が

降雨に伴い流動化した土石流（渓床堆積物流下型）の 2 つのタイプに分け, 発生場所の地

形的特徴を調べた。

4. 結果および考察

4.1 土石流の抽出と発生時期ごとの分類

2008 年から 2017 年までの計 12 時期について差分解析を行った結果, 計 68 地点の土石

流発生場所を抽出した。発生時期が特定されている土石流の横断図を調べたところ, 凍結

期の土石流侵食痕は非凍結期の土石流侵食痕よりも深さに対する横幅が広いことがわかっ

た。この特徴から, 侵食深と侵食幅を比で表すと両時期の土石流を分類できるのではない

図 1大沢崩れ解析範囲（QGISで作成）
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かと考えた。そこで発生時期が明確な土石流

について侵食深/侵食幅を求めた（図 2）。図か 
ら, 侵食深/侵食幅が 0.26 よりも大きいところ 
に非凍結期, 0.26 よりも小さいところに非凍結 
期の土石流が分布していることがわかった。

これより, 0.26 を閾値として凍結期と非凍結期に 
分類できることが明らかになった。

土石流発生場所における渓床堆積物

の堆積厚と最大日雨量の関係を凍結期

と非凍結期それぞれにおいて対比した

（図 3）。その結果, 凍結期では両者の 
間に関係性がみられなかった。その一

方で,  非凍結期では弱いながらも正の 
関係性が見られた（図 3）。これは凍土 
層の有無が関係していると考えられる。

凍結期には難透水性の凍土層が存在して 
いるため表面流が発生しやすい状態にあり(花岡ら,2007), 堆積土砂量に関係なく凍土層よ

り上部の土砂が 侵食され土石流化しやすい。これに対して, 凍土層の存在しない非凍結

期は降雨が浸透しやすいため(花岡ら,2007), 堆積厚の増加に伴って土石流の発生に必要な

降水量も増加すると考えられる。

4.2 土石流発生メカニズムごとの分類

抽出した土石流を発生メカニズムごとに分類した結果,発生場所全 68 地点中 5 地点が山

腹崩壊型の土石流であることがわかった。5 地点中 3 地点が凍結期に発生し, 残りの 2 地点

は季節を特定できなかった。抽出した山腹崩壊型および

渓床堆積物流下型の土石流の発生場所の地形的特徴を調

べるために傾斜および堆積厚に注目し, 散布図を作成し 
た（図 4）。渓床堆積物流下型の土石流は堆積厚および 
傾斜の分布域が広いのに対して, 崩壊が起因した土石流 
の多くは, 傾斜が 35°以上の場所で発生していた。崩土 
が流動化するためには崩土に十分水が含まれ, かつ崩土 
の内部構造が破壊される必要がある。崩土は傾斜が大き

くなるほど滑動速度および滑動距離が大きくなり(芦田ら 
, 1983), 内部構造の破壊が促進される。このことが 35°以上の場所で多く発生していた原

因であると考えられる。

引用文献: 花岡ら（2007）大沢崩れと富士山の土石流, 富士火山（2007）, 407-425 ; 芦田ら

（1983）山腹崩壊土の流動機構に関する研究, 京大防災研究所年報, 第 26号 B-2, 315-327 

謝辞: 本研究は河川砂防技術研究開発による助成を受け, 研究を進めるにあたっては国土

交通省富士砂防事務所よりデータの提供等を受けた。ここに付記して感謝いたします。

図 2 最大深度と侵食深・侵食幅の対比 

0.26 

図 3 堆積厚と最大日雨量の対比 

(a)凍結期 (b)非凍結期

図 4 土石流タイプごとの堆積厚と傾斜 
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流砂量式等の取り扱いに着目した 1 次元河床変動解析の取り組みとその適用性 

北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 岡嶋康子，南 憲長 

日本工営(株) ○渡部春樹, 長山孝彦, 三池 力, 窪寺洋介, 伊藤隆郭 

京都大学名誉教授 水山高久，京都大学 藤田正治，立命館大学 里深好文 

1. はじめに

既報 1)において，図-1 に示すような土砂流

と浮遊砂流の混在する場も含めて，山地河川

において実用的に河床変動を解くための一手

法について検討した。土砂流や土石流等の土

砂移動現象では浮遊砂と掃流砂の層の区分が

明瞭でないことに加え，沈降速度w0と摩擦速

度 u*の比であるw0/ u*が既往実験データ2)が存

在する領域外になる。また，芦田・道上式と Lane-kalinske では 1 オーダー程

度の値の差があり，基準面濃度の設定方法は課題の一つとしてあげられる。一

方，掃流砂は，土砂の等移動性を仮定した上で，図-2 に示す EMI 式を

混合砂へ適用し，各粒径の掃流砂量を評価している。 

本検討では，実用的に混合砂の河床変動を解くことを念頭に置き，

①現地状況に則した浮遊砂量を評価するための基準面濃度の改良方法，

②混合砂計算へ向けた掃流砂量式の改良方法について示す。

2. 浮遊砂の基準面濃度の改良

山地河川のような摩擦速度u*が大きくなる場では，基準面濃

度Caeとw0/u*の関係が既往研究の実験データの領域外となる場

合が想定される。領域外では既往データの外挿線で基準面濃度

を推測することになるため，実現象から乖離した評価をする可

能性がある。実際に流下した浮遊砂成分量を把握するために，

観測データの確認を行った。観測データは手取川水系尾添川流

域の瀬戸砂防堰堤を参考とした（図-3）。図-4に瀬戸砂防堰堤

直上での河床材料調査結果（H17実施）を示す。この内，ハイド

ロフォンで検知可能な粒径（3mm）以下を浮遊砂成分とすると，

目開き2mmのふるいを通過する土砂量は総量の17.2％である。一

方，浮遊砂量は表-2に示す条件の下，算出した。浮遊砂量は(1)

式，浮上量は(4)式で算出され，両式において基準面濃度を評価

する必要がある。ここでは，摩擦速度が大きくなる場での基準

面濃度の設定として，新たに係数αの導入を試みた。

浮遊砂量式 𝑞 𝑐 𝑧  𝑢 𝑧  𝑑𝑧   

濃度分布式（ラウス分布） ∙

流速分布（粗面乱流）
∗

𝐴 ln    

浮上量   𝐸 α 𝐶  𝜔   
ここに，qs：浮遊砂量，h：水深，b：基準点高さ（=0.05h），

c(z)：高さ z の浮遊砂濃度，u(z)：高さ z の流速，Cek：基準面

濃度（z = b の浮遊砂濃度），u*：摩擦速度，Ar：係数（=8.5），
k：カルマン定数（=0.4），ks：相当粗度，Z：ω0/βku*，β：比

例定数（=1），α：係数，Esk：浮上量，ω0：沈降速度

係数αは現地状況に則した浮遊砂量とするた

め，先に示した観測データを基にした設定を行

った。今回対象とした尾添川流域では係数を

0.0667とし，図-5に算出した粒径別流砂量を示

す。全流砂量に対する浮遊砂量の割合は18％で

あり，観測データと凡そ同等の値である。なお，

今回設定した基準面濃度は図-6に示す関係が用いられており，芦田・道上式とLane-Kalinske式の間にプロッ

トされる。浮遊限界付近の基準面濃度に関する研究3),4)も行われており，w0/ u*が0.8～1.5の範囲内で濃度が3

オーダー程度変動する。浮遊限界付近の基準面濃度の設定に際して，摩擦速度と沈降速度を厳密に評価する

表‐2 計算条件（Run1，Run2）

項目 計算条件

計算範囲 5km
ピーク流量 352.5m3/s（定常流） 
継続時間 30 時間 

計算土砂量
流量に相当する平衡給砂量

1,321,000 m3（芦田・道上式） 

掃流砂量式
芦田・道上式（Run1，Run2） 
EMI 式（Run2） 

基準面濃度 芦田・道上式

粒径

流入土砂

d95 = 70.6 mm，d60 = 29.4 mm 
河床材料

d95 = 66.5 mm，d60 = 30.7mm 

河床勾配
1/30（中ノ川下流域の平均河床

勾配相当，丸め） 
水路幅 10m
土砂の密度 2.65g/cm3 
土砂の安息角 35.0° 
水の密度 1.0 g/cm3 
動粘性係数 0.01 cm2/s 

粗度係数
0.045 s/m1/3 

（山地流路の平均値相当）

静止堆積濃度 0.6 
移動床/固定床 移動床

等流水深 4.79m
摩擦速度 0.894m/s
無次元掃流力 1.68（流入土砂の d60相当） 

図‐2 掃流砂量の比較
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既報で適用した掃流砂量式

表‐1 計算ケース 

Run No. 備考

Run1 
浮遊砂の取り扱いの検討

・基準面濃度×0.0667 倍 

Run2 
掃流砂の取り扱いの検討

・流速係数に上限を設けない

・流速係数 8 を上限値に設定

図‐1 土砂移動形態別の流速分布及び

土砂の濃度分布に関する模式図

図‐3 尾添川流域概要図 図‐4 河床材料調査結果 
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必要があるが，今回の条件下ではこのような場は生じない。

3. 混合砂モデルにおける掃流砂量式の改良

既報で用いたEMI式では，無次元限界掃流力τ*cのパラメータ

を導入し，移動限界付近（τ*c=0.05付近）に漸近するような式

形に改良することで流砂量の連続的な取り扱いとした（図-2）。

式形は(3)式に示す通りである。 

＜ 掃流砂量式 ＞

⁄
𝑃 𝛼𝜏∗ 1 ∗

∗
(3) 

ここに，𝛽 2.5, 𝜏∗
∗

⁄
,𝛼 ,𝐾 ,𝐾

1
/

,
⁄

, 𝑓 𝑐 𝑘 1 𝑒 𝜎 𝜌⁄ 𝑐 ⁄ ,𝑓 𝑐

𝑘 1 𝑐 ⁄ 𝑐 ⁄
，

ここに，qbi：単位幅あたりの掃流砂量，σ：土砂の単位体積重量，ρ：水の単位体積重量，g：重

力加速度，Pbk：粒径階kの存在率，τ*ck：粒径階kの無次元限界掃流力，τ*k：粒径階kの無次元掃流力，

dk：粒径階kの粒径，u*：摩擦速度，θ：河床勾配，φs：砂粒子の内部摩擦角，cs：

流砂濃度(=0.5c*)，c*：静止堆積濃度，hs：移動層厚，ht：全流動深，kd, kf：実験

定数で0.0828， 0.16，e：砂礫の反発係数(=0.85)である。

ここでは，改良したEMI式の混合砂への適用と改良方法につい

て示す。計算条件を表-2に示す。図-7に芦田・道上式6)，7)および

EMI式を用いて算出した粒径別流砂量（掃流砂）を示す。EMI式

の場合は，芦田・道上式と比較し，細粒成分の1mmの占める割合

や全流砂量が大きい。図-8に水位・河床縦断，図-9に河床変動

量を示す。計算開始地点から2.0km地点の区間において，芦

田・道上式と比較し，EMI式の河床勾配が小さく（河床変動

量が大きく）なっており，流砂量式の違いが表れている。

いずれのケースにおいても供給土砂量は芦田・道上式で算

出される平衡給砂量としており，芦田・道上式と比較し，

EMI式で算出される各断面の掃流砂量の方が大きいため，河

床変動量や河床位に両式の差が出たものと考えられる。本

検討では江頭ら8)の抵抗則を用いている（図-10）。ht/dが20

以上の領域で江頭らの抵抗が粗面乱流（清水流）の抵抗よ

りも小さくならないような流速係数の設定が必要である。

今回は，流速係数に上限値を設定し対応した。流速係数8

を上限値に設定した粒径別流砂量を図-11に示す。図-7で示

すEMI式の流砂量と比較し，主として1mmの流砂量が小さく

なっている。 

4. おわりに

①山地河川での基準面濃度の取り扱いについて検討した。

現地状況に則した浮遊砂量を評価するために，基準面

濃度に観測データを参考にした係数をかける手法を

示した。②EMI 式の混合砂への便宜的な適用手法を検

討した。粗面乱流の抵抗よりも小さくならないように

流速係数に上限値を設ける手法を示した。また，EMI

式に限界掃流力に関するパラメータを導入すること

で流砂量を連続的に取り扱う試みを行った。幅広い土

砂移動現象を対象とした河床変動を実用的に解析す

る手法を構築した。砂防堰堤施設配置後の施設効果検

証等への適用が可能である。 
参考文献: 1)渡部春樹ら:平成 31 年度砂防学会研究発表概
要集,139-140, 2019, 2)芦田和男ら:京都大学防災研究所年
報 B, p.233-242，1970，3)芦田和男ら:土木学会論文集, 第 375 号,Ⅱ-6, p.107-116, 1986，4)Garcia,M et.al.:Jour. 
Hydraulic Engineering, 117(4), p.414-435, 1991, 5)吉川秀夫:流砂の水理学, 丸善, 1985, 6)水理公式集, 丸善, 1999, 
7)芦田和男ら:土木学会論文報告集, 第 206 号, p.59-69, 1972, 8)江頭進治ら:水工学論文集, 第 41 巻, p.789-794, 1997

図‐6 Caeと w0/u*の関係

参考文献 5)に加筆 

図‐10 抵抗則

参考文献 6)に加筆 

図‐8 水位・河床縦断形状（Run2） 

図‐9 河床変動量（Run2）
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図‐7 粒径別流砂量 

（Run2，掃流砂，左：芦田・道上式，右：EMI 式） 
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図‐11 粒径別流砂量（Run2，掃

流砂，EMI 式，v/u*=8 を上限値）
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単位：千m3

合計：442.4千m3

全流砂量：浮遊砂量＝29.9 万 m3：5.35 万 m3＝1：0.18 

  
図‐5 粒径別流砂量（Run1，基準面濃度×0.0667） 
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合計（浮遊砂量）：53.5千m3
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呉市南部における土石流の発生履歴について 

福山市立大学 ○加藤誠章 
復建調査設計（株） 中井真司、小笠原洋 

1.はじめに

土石流・崩壊の発生頻度は、崩壊斜面の風化速度や土
層の形成速度に着目した手法や、土石流の堆積により
生じた扇状地等の堆積物に着目した手法により推測が
なされてきた。前者の例として、下川（1983）は、複数
の時期に発生した表層崩壊跡地における、崩壊からの
経過年数と土層厚の関係より、紫尾山風化花崗岩にお
いて崩壊後 200 年で初期の表層崩壊発生時と同条件に
なるとしている。また、後者については多くの研究がな
されている。西山他（2015）は過去の推定手法について
堆積物の調査箇所及び年代推定法による分類、整理を
行っており、その中で、風化花崗岩に関しては、六甲山
地の流域における発生頻度 101 年に 1 回（六甲土石流
団体研究グループ：2001）が最も高頻度であると述べて
いる。 

土石流災害が懸念される流域には、多くの場合、1 つ
の流域内に複数の斜面が存在するため、土石流の発生
頻度と崩壊の発生頻度は異なり、また、ある豪雨による
土石流の発生の有無には、崩壊・土石流の発生の有無が
影響していると考えられる。現在運用している土砂災
害警戒情報の発表に用いられている基準雨量や多くの
研究では、過去の土砂災害の発生の有無
と降雨量の関係性に着目しているが、過
去の土砂移動の有無の影響は必ずしも
評価されているとは言えない。 

本研究は、過去の崩壊履歴・土石流の
発生履歴が次の土石流の発生の有無・規
模に及ぼす影響を明らかにし、土石流に
対するリスク評価の精度向上を図るこ
とを目的としている。 

土石流等の土砂災害の発生には、地
形、地質、植生、降雨（波形、分布）、土
地利用等多様な条件が影響を及ぼして
いると考えられるため、広域を対象とし
て過去の土砂移動イベントの影響の有
無を評価することは難易度が高い。一
方、地質・地形が均質で、雨量観測点か
らの距離が近い箇所を抽出すれば、考慮
すべき条件をある程度絞ることが可能
であると考えられる。 

本報告では、雨量観測点からの距離が
近く、1945 年以降の複数の土砂災害の分
布図が報告されている広島県呉市南部
を対象として、1945 年、1967 年、2018
年の空中写真判読を行った結果につい
て報告する。 

2.対象地域の概要

本研究では、休山（標高 497m）、高鳥山（標高 380m）
が縦断する長さ約 10km、幅約 4km の呉市中心部の東
側に位置する半島を対象範囲とした。広島県呉市にお
いては、過去に多くの土砂災害が発生しており、その中
でも、1945 年枕崎台風、1947 年 7 月豪雨、2018 年 7
月豪雨に関しては、土砂災害の分布図が公表されてい
る。小笠原（2019）は、同 3 イベントについて、既往判
読及び独自の判読により呉市周辺域の崩壊地分布の重
ね合わせを行っており、対象地区において、全 3 イベン
トでの土砂移動が確認されている。

本地区は花崗岩質の深成岩が広く覆っており、一部
の箇所で珪長質火山岩類が貫入している。 

3.空中写真判読結果

同地域を対象とする既往の判読結果や災害分布図は
精度や範囲が異なるため、本研究では、新たに空中写真
判読を実施した。1945 年災害については、1946、1947
年に撮影された米軍写真を、1967、2018 年災害につい
ては国土地理院撮影の空中写真をそれぞれ用いた。空

凡例

2018

1967

1945

対象範囲
0 1,000

m

図 1 呉市南部における 1945 年、1967 年、
2018 年災害時の土砂移動判読結果 
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中写真判読結果を図 1 に示す。なお、今回作成した判読
図においては、イベント前の状況を把握していないた
め、豪雨の発生以前から崩壊等が発生していた可能性
は排除できず、また、豪雨から空中写真が撮影されるま
での期間に発生した崩壊も含まれるため、時間的精度
については留意が必要である。 

空中写真判読により、以下の結果が得られた。なお、
崩壊判読結果の内、B、C に該当する例を図 2 に示す。 
A）複数のイベントにおいて、源頭部まで一致する崩壊

は極めて少ない（なお、先述の通り現時点の判読にお
いては豪雨イベント前の状況を把握していないため、
精度向上のためにイベント前の空中写真判読が求め
られる）。 

B）前回のイベントで崩壊が発生した源頭部のさらに上
部において崩壊が発生する事例が複数認められる。 

C）複数イベントに於いて同一渓流で土石流が発生して
いる場合、崩壊地が隣接している事例が複数認めら
れる。 

図 2 1945 年、1967 年、2018 年災害による土砂
移動痕跡の位置関係の例 

4.各イベントと崩壊地源頭部の勾配について

2018 年 7 月豪雨では、東広島市の広島国際大学近隣
斜面等、源頭部の勾配が 20°未満の極めて緩い勾配で
土石流が発生する事例が認められた。対象範囲におい
て、イベントごとに崩壊源頭部の勾配の違いを確認す
るために、判読されたそれぞれの崩壊地源頭部の勾配
を確認し比較を行った。勾配別の判読箇所数を図 3 に
示す。なお、勾配は現地形の LP データを用い、源頭部
から概ね 20m 程度の標高差に基づき算出した。図 3 よ
り、2018 年 7 月豪雨により発生した崩壊に関しては、
緩勾配の崩壊が相対的に多いことが確認された。 

5.まとめ

呉市南部における、1945 年、1967 年、2018 年の 3
回の土石流災害を対象として、空中写真判読により、そ
れぞれのイベントにおける崩壊地分布の確認と源頭部
の勾配に関する検討を行った。その結果、同一の斜面で
複数回の崩壊が発生した事例は非常に少なかった一方
で、過去の崩壊地の上流部や隣接する斜面を源頭部と
する崩壊・土石流が多数認められ、過去に土砂移動が生
じたことが影響している可能性が示唆された。また、過
去の 3 イベントの比較において、2018 年 7 月降雨によ
り生じた崩壊は、他の降雨によるイベントよりも緩い
勾配で発生していることが確認された。このことは、
AMeDAS 呉観測所の観測データの存在期間内において、
2018 年 7 月豪雨の最大 1 時間雨量が歴代 4 位である一
方で 12 時間、24 時間雨量が歴代 1 位となるような、長
期的に降雨が連続した降雨波形の特徴を反映している
可能性も示唆される。 

ある斜面が、過去の降雨ではなく特定の降雨で崩壊
に至る理由としては、ある指標においてその降雨が既
往最高記録を更新することや、過去の履歴最大となる
降雨以降、地形・植生・土地利用等の条件が変わったこ
と等が想定されるが、本事例のように過去の複数の降
雨履歴、崩壊履歴を確認することで、それらの影響を評
価することが可能になると期待される。今後は、今回判
読を行っていない 1999 年のイベントを追加するととも
に、判読された崩壊地の分類を行い、降雨波形の影響、
土地利用等の影響について定量的な評価を行う。 
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1945 年に発生した崩壊源頭部の上流において
1967 年に崩壊が発生している（本文 B に対応） 

1967 年、2018 年に同一渓流で土石
流が発生しているが、2018 年の源頭

部の崩壊地は 1967 年の土石流流下
域と隣接（本文 C に対応） 
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天竜川上流域における流砂量モニタリングについて

国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 伊藤誠記，澤田宗也，中谷真一

株式会社建設技術研究所 家田泰弘，内柴良和，池上浩二，〇戸舘光，清野真義，潮見礼也，中西宏彰

はじめに 
天竜川上流河川事務所では，天竜川支川の与田切川

や小渋川において，河床変動測量，河床材料調査，流砂
観測，流量観測等を実施し，流域全体の水・土砂動態の
解明に取り組んでいる．
特に小渋川本川においては，複数のハイドロフォン

や濁度計を設置し，流砂量の詳細な把握に努めてお
り，与田切川の坊主平砂防堰堤ではそれに加えてトロ
ンメルによる直接観測も実施している．これらの機
器，施設による長期間の観測により，データが蓄積さ
れてきており，観測箇所における土砂動態はある程度
把握できるようになりつつある．
一方で，流砂観測施設は限られた箇所にのみ設置さ

れているため，管内全域の土砂動態を詳細に把握する
ことは未だ困難であるといえる．
本検討では，近年の天竜川上流域における流砂観測

結果を報告するとともに，新技術による広範囲な流砂
量モニタリングの可能性について検討を行った．

検討方法 
図 1 に示す流砂観測施設による観測データから近年

の土砂動態を分析した．流砂観測施設には，ハイドロフ
ォン・濁度計・水位計のほか，坊主平観測所（与田切川）
には流砂を時系列的に採取して通過土砂の量と質を計
測可能なトロンメルが設置されている．これらのデー
タを整理し，土砂動態の傾向について過去のデータと
の比較を行った．
しかしながら，これらの観測機器は出水等により故

障することも少なくない．そこで，より広域的かつ簡便
に土砂動態を把握する手法として，近年砂防分野でも
適用事例が増えている UAV や IoT センサー，AI 等の
新技術を活用した土砂動態に関する計測・解析を行い，
流砂観測データと比較し，それらの適用性について検
証を行った．

検討結果 
3.1 モニタリング結果概要 
過去 4 年間の流砂観測データでは 2018 年が最も流

砂量が多く，2019 年は 2 番目に多い年となっている．
また，2019 年における主な出水は，7/4 の梅雨前線と
10/10～10/13 における台風 19 号によるものがあるが，
各観測所とも 7/4 の出水が最も規模が大きかった． 
また，坊主平観測所における土砂濃度/水位比（図 2）

を確認すると，2018 年 9 月～10 月にかけて土砂濃度/
水位比が顕著に大きい期間が継続しているが，この現
象は 2019 年には見られない．一方で，ハイドロフォン
により観測された掃流砂量は同じタイミングで増加し
ているが，2019 年でも増加傾向のままとなっている．
ここで考えられることとして，蒲原ら(2012)1)において
示されている通り，上流域において大規模な崩壊等に
より発生した土砂の影響であることが考えられ，実際
に観測地点上流のオンボロ沢において，大規模な崩壊
が発生した報告がある 2)．この崩壊は衛生画像等より
2018 年 5 月～10 月の間に発生した可能性が高いこと
がわかっている．また，坊主平砂防堰堤の上流にある飯

島第 6 砂防堰堤が 9 月に満砂したという記録があり，
オンボロ沢の崩壊土砂が移動し，堆砂したと考えると
状況として整合する．
ここで，トロンメル観測結果による水位-流砂量関係

（図 3）から，2019 年は低水位でも掃流砂量が多い活
発期にあることがわかる．このことも，2018 年 9 月以
降，飯島第 6 砂防堰堤に堆砂した大量の崩壊土砂の影
響によるものと推測できる．
以上から，オンボロ沢で発生した大規模崩壊により

生産された土砂は，9 月頃に坊主平観測所まで到達した
と推測され．その際に移動しやすい浮遊砂は掃流砂よ
り先に流れつくし，掃流砂については飯島第 6 砂防堰
堤に一旦留まり，その後少しずつ流出していると考え
られる．

図 1 流砂観測所位置図 

図 2 土砂濃度/水位比（坊主平 上：2018 下：2019） 

図 3 水位-流砂量関係（坊主平観測所） 
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3.2 検証データの検討 
これまでの観測データの蓄積により，流砂観測の精

度は向上してきているといえる．しかし，流域・水系単
位での土砂動態把握に対しては，より大きなスケール
での土砂動態把握の手法が必要となる．
そこで本検討では，表 1 に示す手法に対し，広域的

な土砂移動把握の可能性について検証を行った．

表 1 土砂動態検証手法

3.2.1 LP データによる差分 
広域的な土砂移動の把握手法として，従来より航空

レーザー測量結果の差分による解析が行われてきた．
本検討では，管内における最新の測量成果（令和元年

度）と基盤地図情報を用いて，与田切川流域における
2016 年～2019 年の 3 年分の河床変動量を算出し，流
砂観測データと比較した．
比較した結果は表 2 に示すとおり同程度のオーダー

に収まっており，流砂観測結果の検証データとなりう
ることが確認できた．

表 2 河床変動量と通過土砂量の比較（2016-2019） 
差分解析による河床変

動量

流砂観測データに基づく

通過土砂量

-131,344m3 139,144m3 

3.2.2 UAV 空撮による簡易差分 
UAV による空撮は従来のレーザー測量より簡易に実

施できる．そのため，流域内の堆砂変動を定量的かつ高
頻度で計測し，より時間分解能の高い情報を取得する
ことができる．
本検討では台風10号（8/15～8/16）の前後で高度50m，

GCP なしによる簡易な空撮を行った．現地での作業時
間は 1 回あたり 15 分程度であった．空撮画像から図 4
のような SfM 解析で作成した地形モデルの差分解析を
試み，簡易な UAV 空撮でも 0.5～1.0m 程度の河床変動
を計測可能であることを確認した．

図 4 飯島砂防堰堤における地形差分図 

3.2.3 IoT センサーを活用した計測 
坊主平観測所において，簡易な IoT センサー（超音

波式距離センサー）を試験設置し（図 5），水位・河床
変動の計測試験を試みた．
今回の試験期間中には顕著な河床変動や積雪は見ら

れなかった．しかし，小規模降雨による一時的な水位変
化を観測できていることが確認できた．これにより，
IoT センサーによる簡易で低コストな水位・河床変動の
遠隔観測手法の適用可能性が示唆された．

図 5 IoT センサー設置状況 

3.2.4 AI による流砂・水文データ予測 
CCTV カメラ画像を対象に，AI による画像解析を行

い，流砂・水文データの予測を試行した．AI による画
像解析は， 画像に含まれる色やパターン，形状を認識
できる畳込みニューラルネットワーク（CNN）を用い，
2019 年にみられた出水時の 10 分間隔の画像と流砂観
測施設による観測データを教師データとし，予測モデ
ルを構築した
対象箇所と期間，予測対象データは表 3 に示した． 
AI による水文データの予測結果は，図 6 に示すとお

り増加・減少の傾向を捉えることができた．しかし，実
数値の予測までには至らず，実際の観測に使用するに
は精度向上が必要である．

表 3 使用データの概要と予測対象データ 
観測地点 鹿塩観測所・坊主平測所

画像撮影日 2019/6/26～2019/6/29 
2019/8/15～2019/8/17 
2019/10/11～2019/10/14 

予測対象データ 水位・流量・掃流砂量・浮遊砂量

図 6 AI による水位予測値と実測値の比較（鹿塩） 

まとめ 
流砂観測データを収集・整理し，特に与田切川におけ

る土砂動態の変化について分析を行った．
また，より広域的な土砂動態把握に向け，LP データ

の差分解析といった従来手法に加え，UAV 計測や IoT
センサー，AI といった新たな技術を用いた手法につい
て一定の適用性が確認できた．今後はこれらの新手法
のデータ精度向上を図り，既設観測所における流砂観
測のみならず，管内を広域的にモニタリングする手法
として活用していくことが望まれる．
【参考文献】

1)蒲原ら(2012)天竜川水系与田切川における土砂移動特性に関する

考察，平成 24 年度砂防学会研究発表会概要集

2)与田切川（オンボロ沢）における大規模な土砂崩壊，天竜川上流河
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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

小渋ダムの土砂計測データや河床変動測量
データを活用して土砂収支推定に取り込む

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

カメラ画像解析
カメラ画像の解析により，流量や土砂濃度を推
定する。

LPデータの差分

UAV空撮による簡易差分

他機関データの活用

検証手法

簡易な観測手法

水位の上昇傾向

を捉えている

水位の下降傾向

を捉えている
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山地河川から流出する土石流の構成材料や河床容積濃度に関する研究 

京都大学大学院農学研究科 ○ 鈴木裕里・中谷加奈・小杉賢一朗 

広島大学大学院先進理工系科学研究科 長谷川祐治 

立命館大学理工学部 里深好文 

１．はじめに 

 土石流の構成材料について、先端部への巨礫や流

木の集中過程や、最近では細粒土砂を多く含有して

流動性が高い土石流を表現するための液相密度に着

目した研究が進む。しかし、土石流が発生・流動する

急勾配における斜面や山地河川の河床材料、すなわ

ち河床容積濃度や粒度分布の時間・空間的な特性を

考慮した研究は少ない。Sulaiman1) は粒度分布から

空隙率を数値計算によって求める粒子充填モデルを

開発して河床変動計算に適用しているが、山地河川

の河床容積濃度までは検証されていない。竹林ら 2)

は、京都府の木津川で砂州の横断・鉛直方向における

粒度分布及び空隙率を測定しているが、比較的緩勾

配の区間である。一方、土石流渓流を調査すると、上

流から下流にかけて河床材料が変わる事例が見られ

るが、殆どの土石流シミュレーションでは上流から

下流まで容積濃度に0.6～0.65の一定値を設定してい

る。本研究では、平成 30 年 7 月豪雨により土石流や

土砂流出が発生した山地河川、ならびに土砂流出が

起こらなかった土層を対象として、容積濃度や粒度

分布を調査して、その特徴を明らかにすることを目

的とした。 

２．調査地及び調査方法 

 2019 年 11 月は広島県呉市天応大屋大川と東広島

市温井川支川を、2020 年 2 月は広島県坂町総頭川、

坂町小屋浦と東広島畑賀川支川を対象として調査を

実施した。調査地を図１に示す。予備調査を基に、土

砂流出が発生した渓流の土砂堆積が確認された地点

で土砂を採取した。調査や計測の概要を図２に示す。

調査地点では、土砂を採取し、掘削した容積を写真測

量で計測した。土石流の幅広い粒度分布を考慮する

ために、掘削は数十 cm 立方のオーダーで行った。多

角度・多高度から撮影したデジタル画像を基に

AgiSoft 社の Metashape により三次元の地形情報を得

る SfM（Structure from Motion）を用いて、掘削前後

の DEM（Digital Elevation Model）を作成した。DEM

の差分から、掘削した土砂の間隙込みの容積を算出

した。採取土砂を実験室に持ち帰り、間隙を除いた土

砂の容積を算出した後に、7 種類の篩（50.8, 13.2, 4, 

2, 1, 0.2, 0.05,単位はいずれも mm）を用いて粒度分布

を測定した。含水比等を調べるために 100ml サンプ

ラーによる土砂採取を、掘削箇所の近傍で比較的細

粒が多い場所を選定して実施した。サンプラーでは、

掘削箇所周辺の土砂流出が発生していない自然状態

の土層からも土砂を採取した。 

図 1 調査地（国土地理院電子国土基本図に加筆） 

図 2 調査方法の概要 

F1,2 調査地 
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３．結果と考察 

11 月と 2 月の調査の土砂の計測結果を表１、２に、

掘削した土砂の粒度分布を図 3、4に示す。図 5には、

2 月に 100ml サンプラーで採取した土砂の粒径割合

を示す。なお、SfM を用いて DEM 差分から容積を算

出する本手法を、容量の明らかな容器を用いて検証

すると誤差は 2.6％に収まり、妥当性が確認されたと

考える。 

DEM 差分で得られた容積濃度 C*は 0.58~0.81 まで

広く分布した。一方、100ml サンプラーの容積濃度

（表中は計測で求めた容積濃度と記載）は、C*と比較

して小さく、0.53~0.63 の範囲だった。2 月に採取し

た自然状態の土層の C*は、同じ 100ml サンプラーで

採取した堆積土層よりも概ね小さく、最大で 0.57 だ

った。図 5 の結果から F5、6 地点では F1～4 地点と

比べてサンプル中の粒径割合は異なるが、C*に大き

な差はなかった。 

表 1、2 には代表粒径として d60を示すが、d60が小

さい N4、F5 は C*が小さく，d60が大きい N3、N6 は

C*が比較的大きい。粒度分布の分散を示す d86/d16 か

らは、d86/d16が小さい N4、F5 は C*が比較的小さく、

d86/d16が大きい N3、N5、F3 は C*が比較的大きい。 

図 3、４の粒度分布から、2mm 以上の礫分が多く 

表 1 2019年 11月に採取した土砂の諸元 

表 2 2020年 2月に採取した土砂の諸元 

含まれると C*が大きくなることが N3、N5、N6 から

示されるが、N1 ではこの傾向を示さない。1mm 以下

の細粒分が多くなると、C*は小さくなり、特に N4 や

F5 で顕著である。粒径の大きな土砂が多い方が、そ

の間隙に相対的に小さな土砂が多く含まれて C*が大

きくなることが推測される。 

d86/d16の方がd60と比べC*とより良い対応を示した。

一方、N2、F1、F2 では、d60、d86/d16、2mm 以上礫の

割合、が全て小さいが、C*は大きく、特に F2 は 0.79

を示す。このように、礫が多く含まれなくても、大き

な C*を示す場合があることがわかった。 

図 3 2019年 11月に採取した土砂の粒度分布 

図 4 2020年 2月に採取した土砂の粒度分布 

図 5 2020年 2月にサンプラーで採取した土砂の粒径割合 

参考文献 1）Sulaiman, M:京都大学学位論文，2008, 2）竹林

ら：土木学会第 67 回年次学術講演会，2012 

地点番号 N1 N2 N3 N4 N5 N6

土砂の体積（ml） 4488 1985 12796 1690 3173 2336

Meta shape

による差分（ml）
6840 2857 15768 2900 4413 2966

含水比（水重/全重：g） 0.028 0.11 0.037 0.10 0.035 0.030

DEM差分による容積濃度 0.66 0.69 0.81 0.58 0.72 0.79

計測で求めた容積濃度 0.57 0.56 0.53 0.53 0.55 0.63

d60（mm） 15 1.5 84 0.7 8.9 30

d86/d16 52 16 144 10 231 52

地点番号 F1 F2 F3 F4 F5 F6

土砂の体積（ml） 1300 1300 1666 1263 1010 1381

Meta shape

による差分（ml）
1788 1654 2363 1851 1613 2168

含水比（水重/全重：g） 0.055 0.074 0.054 0.061 0.076 0.047

DEM差分による容積濃度 0.73 0.79 0.71 0.68 0.63 0.64

計測で求めた容積濃度

周辺の自然斜面の容積濃度

d60（mm） 5.2 5.3 15 2.4 0.97 3.0

d86/d16 18 13 88 26 7.0 41

0.62 0.58 0.56

0.54 0.55 0.57
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電波を用いた流速・水位の同時観測機器（RQ-30a1））による山地渓流での水理量の計測と適用性 

東邦マーカンタイル株式会社 〇大井拓磨 日本工営株式会社 菅沼健, 伊藤隆郭 京都大学防災研究所 藤田正治, 宮田秀介 

１. はじめに
山地渓流における水理量を把握することは、流出土砂の
動態を知る上でも大変重要である。しかしながら、自然
条件や設置環境の厳しい山地渓流で⾧期間安定して使用
可能な水位・流速計は少ない。日本にもすでに電波によ
るドップラー効果を利用した電波式流速計が存在してい
るが、河川で使用されている固定型の装置 2）は高価であ
り、設置方法もデータ処理装置も大がかりで山地渓流で
の⾧期の運用には不向きである。一方可搬型の装置 3）は
固定しての通年観測用にはできていない。今回採用した
観測装置は、電波式水位計と電波式流速計が一体となっ
たコンパクトな装置であり、設置が容易であるため固定
しての通年観測の他に臨時観測にも利用できる強みもあ
る。これを写真 1 の通り京都大学防災研究所流域災害研
究センター穂高砂防観測所の足洗谷に設置して、山地渓
流での水理量の計測に使用した例を報告する。

２. 電波式水位・流速計の概要   
今回使用した電波式水位・流速計の仕様を表 1 に
示す。また、図 1 に示す通り本装置は電波式水位
計と流速計が 1 つの筐体に収められており非常に
コンパクトであり市販の単管パイプに容易に取り
付けることが出来る。装置は省電力設計であるの
でバッテリーと太陽光パネルがあれば DC 電源で
動作可能であり、低水位から高水位までを 1 台の
装置で観測することが可能である。今回はデータ
を 1 分毎にサンプリングし観測所内のパソコンで
1 分毎に収録した。装置内でデジタル化された物
理量が RS485 で出力され、スケーリング可能な 4-
20mA 出力も 4ch 用意されている。電波照射面前
を上から下へ横切る雨滴・雪片の動きは観測して
いる流速（上流向き）と逆になるために影響をス
ペクトルで分離除去できる。また、電波照射面に
直に噴霧した雨滴を模した水滴の観測への影響も
調べたが電波強度は低下するものの計測に問題は
無かった。一方、場所によっては流れ方向に対す
る設置に角度（左右・偏角）を必要とする場合が
あるが装置内に偏角（0～60°）を登録すれば自
動（計測された流速＝V 補正後の流速＝V1 偏角
＝θ V1＝V/cosθ）で補正を行うことが出来る。
ただし偏角は 30°以下が望ましい。また、水面に
対する設置角度（上下・俯角）は内蔵の傾斜計で
自動補正するが河川の表面の傾きも装置に登録し
補正することが出来る。

3．融雪期の観測例 
本現場における通常時の水位は 5～10cm 程度、流速は 2.5～3m/sec 程度である。図 2 に示す通り、2018 年 7 
月 9 日に足洗谷観測水路の 1 部に堰を設けて、水位の急激な変化を模擬させて、水位が 10 から 28cm の間で 
の急激な水位変化を計測できた。流速計は 7 月 9 日午後 3:06 に偏角を 0 から 25°に設定し、翌日 10 日午前 
10:09 に偏角を 25 から 0°に戻す実験を行った。偏角 25°の補正グラフは赤で示し、流速が補正可能である 

寸法と重量 338x333x154mm 5.4Kg 

保護等級 IP67 

供給電源 6～30VDC 

消費電力＠12VDC 待機時：約 1mA 測定時：最大約 140mA 

出力 RS485・SDI-12・4-20mAｘ4ch 

電波式水位測定部 伝搬時間差方式 

測定範囲 0.5～35m※1 

分解能 1mm 

精度 ±5mm 

電波式流速測定部 ドップラー方式 

計測範囲 0.1～15m/sec※2（電波到達距離 130m※3） 

分解能 1mm/sec 

精度 ±0.01m/sec 又は±1％FS 

流速観測用電波 

水位観測用電波 

154mm 

333mm 

33
8m

m
 

写真 1 設置状況（2019 年 7月 17 日） 

図 1 電波式水位・流速計 

表 1 電波式水位・流速計仕様（特定小電力） 

※1 水面までの距離 ※2 観測条件による ※3 電波流速計単体
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ことを確かめた。図 3 に融雪期の水位と流速の関係を示す。この現場では毎年融雪期の同時期に同じ様な変 
化が記録されている。雪解けが昼間に進み夜から深夜にかけて流量が増えると言われている様子が水位の計 
測分解能 1mm で 4mm の変化、流速の計測分解能が 1mm/sec で 20mm/sec の変化がそれぞれ日変化として 
高感度で安定したデータとして記録することが出来た。流速（青）・水位（オレンジ）が雪解け時期の終わり 
に向けて下がっていく様子も確認できた。 

 

 
 
 
 

 

４．土石流発生時の観測例 
2019 年 8 月 29 日未明、足洗谷上流にて土石流が発 
生した。上高地北西部では、8 月 29 日の午前 2:00 
～3:00 に降雨強度 25mm/h 以上の雨域が通過、焼 
岳周辺では、午前 4:00 頃に同様の雨域が通過し上 
高地側でも午前 4:33 頃に土石流が発生している。 
また、午前 4:00 には栃尾観測所（足洗谷下流域） 
では、14mm/h であった。その時の足洗谷の水位と 
流速の変化を図 4 に示す。午前 4:45 の水位のピー 
ク（約 60cm）に向けて大きく 3 回の水位の変化が
記録され、それに合わせて流速も 3 回の大きな変動
が起こりピーク（約 5m/sec）に達したことが水位
・流速を同時観測した連続データからわかる。写真
1 は土石流前の現場の様子、写真 2 は土石流直後の 
様子であり写真中の赤丸印を付したものが電波式の 
機器である。観測装置が設置されていた単管パイプの足場が土石流により破壊され、装置のケーブルが断線 
し計測が中断された。後日回収された装置は若干の変形はあったが電源を投入すると動作することが確認で 
きた。 

５．まとめ 
約 2 年間の稼働期間中、台風による豪雨や降雪も経験しているが、それら 
が障害となった欠測や異常値の出力は無く、連続した水位・流速データを 
得ることが出来た。山地渓流において、一般的な装置では分解能が足りず 
観測が難しい融雪期の水位・流速の小さな変化（水位 5.5～5.8cm・流速 
2.00～2.02m/sec）や土石流（水位 4.7～57.6cm・流速 2.19～5.07m/sec) 
のように、瞬時に水位・流速が変化する現象を計測できた。本装置は省電 
力でコンパクトに設計されており、上述の結果から山地渓流の厳しい条件 
下での観測に適している装置と言える。 

【参考文献】 
1) Sommer 社の URL： https://www.sommer.at/en/products/water/rq-30-rq-30a
2) 横河電子機器株式会社の URL： https://www.yokogawadenshikiki.co.jp/jp-ydk/ie/env/hyd/pdf/gs-wj7651-00.pdf
3) 横河電子機器株式会社の URL： https://www.yokogawadenshikiki.co.jp/jp-ydk/ie/env/hyd/pdf/gs-wj7661-00.pdf 

図 3 融雪期の水位と流速の関係(2019 年 5月 9日～14日) 

図 4 土石流発生時の水位と流速の関係（2019 年 8月 29 日） 

写真 2 土石流直後の現場（2019 年 8月 29 日） 

図 2 水位と流速の関係（2018 年 7月 9日～10 日） 
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無加川における掃流砂量計の観測事例 

日本工営株式会社 ○松山洋平・濱原能成・永野統宏・鎌田篤志・伊藤隆郭

国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部 治水課 今村雄一・河合崇＊）

北見工業大学 渡邊康玄

＊)現所属：国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 治水課 

１．はじめに 

近年，河床砂礫が流失し，基岩が露出してさらに

河床低下が進行する現象が各地で報告されている1)。

本州では新潟県信濃川河口の大河津分水路2)や宮崎

県小丸川3)の河床低下が報告されており，小丸川で

は掃流砂に着目した河床変動解析も行われている3)。

河床低下の原因は種々の議論があるものの，河川施

設の倒壊等，河川管理上の問題となっている。

北海道内では河床低下問題は河床形状の把握，地

質調査，数値解析等の手段により解析する試み4),5)

があり，河床低下問題は流域規模の土砂供給・輸送

問題と関わるとの指摘もある6)。流域の土砂移動動

態を解明し，適切な対策を講じるための基礎的な方

法として掃流砂観測があり，河床低下対策の検討や

数値解析結果の検証等にも用いることが可能である。

砂防区域では姫川，富士川等でパイプ式ハイドロフ

ォンによる掃流砂観測7)，足洗谷では音響法・観測

枡・重量計等による掃流砂観測8)が行われている。

北海道内では無加川に設置されている重量式掃流

砂量計が唯一の掃流砂観測事例である。寒冷地かつ

急流河川における掃流砂量計の適用性は未知の部分

もあり，本報告では重量式掃流砂量計の概要と，観

測結果，寒冷地河川への適用性について報告する。

２．無加川における河床低下 

北海道北見市内を流下する無加川は一級河川常呂

川水系の支川であり，流域面積536.1km2，幹川流

路延長74.6km，計画高水勾配は概ね1/180である。

無加川の計画高水流量は700m3/sであり，平成18年

8月には613m3/sの既往最大流量を観測している。 

無加川は全川を通じて単列砂州卓越領域で9)交互

砂州が発達し，一部の砂州上は樹林化が進行してい

る。近年，KP4.0～7.2では河床低下が顕著であり，

河床は基盤が露出している。KP4.0より上流では経

年的に河床低下が進行し，平成24年10月から平成

29年10月にかけて最深河床高，平均河床高がいず

れも3m程度低下している。平成24年にはKP5.2～

7.2区間に覆礫（d60=45mm程度）が行われている

ものの，河床低下は進行している。

最近では平成30年7月出水によりKP3.0～4.0区間

の河床は前年度からさらに低下し，平均河床高は最

大0.5m程度，最深河床高は最大0.7m程度の低下が

みられる。KP6.2より上流は平成29年時点と比して

堆積し，最大2.0m程度河床が上昇している。 

図-1 無加川における平均河床高の変遷

写真-1 河床低下による低水護岸損壊(KP3.4付近) 

３．掃流砂量計の概要 

無加川KP4.6付近に設置されている重量式掃流砂

量計はJFEアドバンテック・日本工営8)によって開

発されたものであり，4隅にロードセルが内蔵され，

単位時間当たりの流砂重量を計測して掃流砂の水中

重量と流下速度の時間積分値により掃流砂量を算出

するものである。また，同時に水位を計測し砂礫重

量の計測精度を向上することが可能である。構造の

模式図を図-2に示す。

図-2 掃流砂量計構造模式図

北見市は2019年2月には日最高気温が-9.7℃，日

最低気温が-28.2℃を記録するほど寒冷な地域であ

り，掃流砂量計には以下の防寒対策を行った。
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・リチウムイオンバッテリーの使用

・データロガー・センサーの防寒材による保護

・FOMA回線によるデータの常時チェック

・本体内部への凍結防止液の充填

４．計測事例 

令和元年8月8日～9日に最大時間雨量18.5mm/h，
総雨量90.5mm(留辺蘂)の降雨があった。図-3に示

すように，降雨前は0.25m程度であった水深がピー

ク時には0.9m程度となり，約±5kgの荷重が計測さ

れている。d60=0.04mとすれば，このとき＊=0.016
から0.06に上昇したこととなる。水位ピーク付近の

計測値の解析例を図-4に示す。8月9日12:00～12:
30を抽出すると，通過重量の累計が513,494kgf/m
(単位幅当たり)となるが，床止工上流は土砂の堆積

が進行しておらず，流砂の通過ではなく，流水の重

さの時間変化が累積したものと考えられる。

図-3 2019年8月降雨による計測値 

図-4 2019年8月降雨ピーク時付近の解析例 

写真-2 2019年8月降雨ピーク時・出水後の水面形 

５．適用性試験の実施 

寒冷地河川に設置された掃流砂量計は，寒冷な気

候であっても正常に稼働する必要がある。写真-3に

示す円柱形の錘，観測地点周辺の河床材料を使用し

て計測値の検証，寒冷時の性能の検証を行った。

水中重量5.0kgfの礫(群体)を0.35m/sの速度で移

動させた場合の計測値を図-5に示す。計測荷重の合

計値は約4.5kgf，計測値から算出される砂礫移動速

度は0.41m/sであり，概ね一致した。このことから

概ね良好な精度で掃流砂の観測が可能と考えられる。

写真-3 適用性試験に使用した錘・河床材料

図-5 試験時の荷重計測例

６．おわりに 

本観測事例より，重量式掃流砂量計を用いること

により寒冷地かつ急流河川においても掃流砂観測が

適用可能なことが示された。今後は掃流砂量の計測

を継続し，掃流砂観測資料を蓄積して無加川流域の

土砂移動特性を把握し，河床変動解析や河床低下対

策に資することが課題である。また，北海道内をは

じめとする他地域の寒冷地・急流河川に対しても流

砂量観測を行い，観測事例を蓄積していくことが望

ましい。
【参考文献】 
1)及川,清水,木村,山口：石狩川上流部の河床における粘板岩の摩
耗現象 ,平成21年度  土木学会北海道支部論文報告集  第66
号,2009.

2)常山,小川,見田,浅見,保要,丸山,福岡：大河津分水路床止め工群
改修の経緯と河床の安定化について,河川技術論文集 第19
巻,pp.93～98,2013.

3)宮﨑,橋本,原田：小丸川における河床変動計算と土砂収支に関
する一考察 ,第 4回土砂災害に関するシンポジウム論文
集,pp.191～195,2008.

4)及川,岩崎,山口,清水,井上：河床における岩盤上の流砂の集中
度合に関する実験的検討と数値シミュレーション,土木学会論
文集B1(水工学)Vol.68,No.4,pp.I-949～I-954,2012.

5)森田,川尻,渡邊,田中：河道水面下における表面波探査の適用性
に関する基礎的研究 ,土木学会論文集B1(水工学 )Vol.73,
No.4,pp.I-547～I-552,2017.

6)及川,岩崎,山口,清水,木村：流砂の摩耗作用による岩盤侵食に
関する実験的検討と数値シミュレーション,土木学会論文集
B1(水工学)Vol.67,No.4,pp.I-751～I-756,2011.

7)田中,内田,蒲原,桜井：近年の山地流域における流砂観測による
成果と課題,土木技術資料57-7,pp.22～25,2015.

8)後藤,長山,杉山,伊藤,宇都宮,横山,堤,水山,藤田：掃流・土石流
の石礫流下量の計測のための水中荷重計の開発と水理実験～
穂高砂防観測所における試験計測～,第62回砂防学会研究発表
会概要集,pp.B-96～B-97,2013.

9)例えば：第46北海道開発技術研究発表会(指定課題・河川部
門)(2003)河道特性の把握と新河道計画への活用(その3)
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土石流が頻発する地域において河床上昇後に発生する土石流のリスク想定 

(一財)砂防・地すべり技術センター ○太田 紘樹,枦木 敏仁 

国土交通省 九州地方整備局 雲仙復興事務所 田村 毅,宮脇 正彦 

1. はじめに

土石流が発生する地域においては,土石流により発

生する土砂を安全に捕捉したり,土石流の流向を制御

するなどにより下流域での被害を発生させないような

施設整備が進められている。また,土石流が頻発するよ

うな地域で,砂防施設における土砂堆積の進行が著し

い地域では,定期的な除石を行うことで,砂防施設の機

能を低下させないように維持していくことが有効であ

る。雲仙・普賢岳を源頭に持つ水無川流域の赤松谷川で

は,近年発生する土石流により床固工群に顕著な土砂

堆積がみられる状況があり,このような状況が継続す

れば,将来発生する土石流が施設外に氾濫して被害を

発生させることが懸念される。 

そこで本発表では,火山地域である雲仙・普賢岳山麓

で近年顕著な土砂流出により河床が上昇傾向にある赤

松谷川流域を対象とし,河床上昇後に発生する土石流

に想定されるリスクについて,複数の計算条件で流下・

堆積範囲を数値シミュレーションすることにより検討

する。 

2. 赤松谷川流域の状況

雲仙・普賢岳では,火山活動が活発な状況であった H3

年以降に土石流が顕著に発生するようになり,H4 年に

水無川で最大 13 回の土石流が発生した。現在は,年に 1

～2 回のペースで土石流が発生している状況で,いずれ

も,水無川流域の赤松谷川で発生している。赤松谷川で

は,近年でも H27 年,H28 年に土石流が計 3 回発生して

おり,H29 年には床固工に顕著な土砂堆積が確認されて

いる(図 1)。 

図 1 平成 29 年度の河床状況(出典：雲仙復興事務所) 

3. 数値シミュレーションによる検討ケース

土砂流出による影響で河床が上昇している状況では,

河床上昇時に発生する土石流によって,整備した施設

外での氾濫被害が発生する可能性がある。そこで,赤松

谷川を対象として現状よりも土砂の堆積が進行した状

態を想定した地形を作成し,数値シミュレーションを

用いて,河床上昇により想定されるリスクについて検

証を行った。数値シミュレーションの対象とする土石

流は,雲仙・普賢岳火山砂防計画上で設定されている土

石流とすることとし,物性値等の計算条件も同じ条件

で設定する。物性値等の計算条件を表 1 に示す。 

表 1 物性値等の計算条件 

表 2 には計算実施ケースを示す。火山地域の特徴と

して,噴火が発生した直後と噴火が沈静化して数年が

経過した場合では流域状況が異なり,土石流の流下・堆

積特性も異なることが想定される 1）。その状況を評価す

る変数としては,内部摩擦角に着目した。水無川で

は,H5 年に発生した土石流を対象とした再現計算では

内部摩擦角φ＝12.4°が,H27年,H28年に発生した土石

流を対象とした再現計算 1)では内部摩擦角φ＝22°が

再現性の高い値として確認されている。また,地形条件

として,現在(H29 年地形)に近年の土砂堆積に相当する

河床上昇を加えた地形とさらに10年間の土石流で想定

される河床上昇を加えた地形を設定した。 

表 2 計算実施ケース 

case名 地形 内部摩擦⾓
（度） 備考

case１-1 12.4 H5年に発⽣した⼟⽯流
の再現計算より

case１-2 18 12.4度と22度の中間値
程度

case１-3 22 近年の⼟⽯流より再現性
が最も⾼いとして設定した

case2-1
H29地形+近年の⼟
砂堆積地形+10年間
の⼟⽯流後

22 さらに河床上昇を想定した
状態

H29地形+近年の⼟
砂堆積地形

床固⼯に顕著に
⼟砂堆積 

⾚松⾕川 3 号導流堤 

項⽬ 単位 値 備考
泥⽔密度 g/cm3 1.2 既往研究より
砂礫密度 g/cm3 2.31 密度試験結果より
代表粒径 cm 10 粒度試験結果より

堆積⼟砂濃度 ― 0.6 ⼀般値

R2‑041
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4. 計算結果

計算結果の例として,case1-1,1-3,2-1 を図 2,3,4 に

それぞれ示す。また表 3 には計算結果一覧を示す。 

内部摩擦角の違いにより,赤松谷川3号導流堤付近か

らの氾濫状況に違いがみられた。また,case1-3 のみ氾

濫が発生しない。同じ地形条件であっても氾濫が発生

しないのは,設定した土石流条件では導流堤を越流す

るような流れにならず,河道内で収まるためである。し

かし,それでも,case2-1 まで河床が上昇することで氾

濫することが確認できた。 

表 3 計算結果 

5. 考察

以上より,計算結果を整理すると下記のことが言え

ることが分かった。 

 土石流の流下条件（ここでは内部摩擦角で表現）

によって氾濫被害が発生する場合やしない場合

がある。

 河床上昇が発生することで,氾濫被害を発生す

る可能性がある。

 河床高さによっては,氾濫被害が発生しないこ

ともある。

 河床上昇がより進むことで,氾濫被害は発生す

ることになる。

このように,河床上昇が続けば,どのような流下条件

の土石流でも氾濫が発生する可能性があるが,氾濫が

発生し始める河床高さは,土石流の流下条件の設定に

よって異なってくる。すなわち,ある流下条件で氾濫し

ないと判定された河床高さであっても,別の流下条件

では氾濫する可能性がある。以上より,数値シミュレー

ションにより土石流氾濫に対する河床上昇のリスクを

評価する場合は,土石流条件の流下条件として考えら

れる幅の中で複数の計算条件で流下・堆積範囲の検証

を行い,安全側の考えを持つことが重要になる。 

また,本発表では内部摩擦角φに着目して検証を実

施したが,その他条件を変数として取り扱った場合の

組み合わせ等も考慮した検討を行っていくことも必要

である。 

図 2 case1-1 の計算結果 

図 3 case1-3 の計算結果 

図 4 case2-1 の計算結果 

【参考文献】 

1)太田ほか：火山地域における土石流シミュレーショ
ンの計算条件設定時の留意点,令和元年度砂防学会研
究発表会概要集,P-022,2019

case名 内部摩擦⾓
（度） 氾濫の発⽣ 計算結果

case１-1 12.4 発⽣ 右岸側へ少量の越流・氾濫が発
⽣

case１-2 18 発⽣ 右岸側へ多量の越流・氾濫が発
⽣

case１-3 22 なし 河道内で⼟⽯流は流下していく

case2-1 22 発⽣ 堤外地の⼟砂堆積により右岸側
への越流・氾濫が発⽣

⾚松⾕川 3 号導流堤から
若⼲の越流が確認される

少量の越流が確認される 

,越流は確認されない 

少量の越流が確認される 
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流木を含む土石流の氾濫解析（その２）

株式会社建設技術研究所 ○大坪 隆三，山下 伸太郎，長井 斎，高橋 佑弥

1. はじめに

2014年8月広島豪雨災害や2017年7月九州北部豪雨など

土石流だけでなく流木の流出による被害拡大が度々発生し

ており，山地渓流・河川における流木の移動・堆積に関す

る予測精度の向上は，土砂災害のソフト対策や対策工の施

設効果を評価するうえで極めて重要になっている．しかし，

現在の土石流氾濫解析で流木を評価する場合，流木量を土

砂の一部として流出総量を割り増すなど，土砂・流木を一

体として評価するため，土砂の挙動に支配され，土砂から

の分離や流木のみの移動を評価することができない．

そこで，本稿では，既往の流木移動に関する調査・研究

をもとに，従来の土石流氾濫解析モデルに流木の連続式と

濃度式を組み込むことで，流木の移動範囲や集積状況を評

価可能な土砂・流木氾濫解析モデルを作成し，直線流路に

おける水路模型実験との比較検証（その１）に加え、扇状

地形における水理模型実験による土砂・流木氾濫解析モデ

ルの検証成果を報告する．

2. 土砂・流木氾濫解析モデルの概要

土石流区間における流木挙動の解析は、山崎・江頭20181)

を参考に，土砂の質量保存則に別途流木の輸送・貯留方程

式を弱連成させた二次元土石流流木輸送モデルの考え方を，

国総研資料第874号に準拠する弊社保有の二次元河床変動

計算モデルに適用した．流木移動に関する既往モデルへの

適用方法を表-1に示す． 

 

 

 

 

 

 
 

なお，流木の連続式は以下のとおりとした．

① E>0（侵食過程） 

② E<0（堆積過程） 

r は修正係数とし，①侵食過程時 r=1.0，②堆積過程時

r=1.0（h<hdrf）または r=0.0（h>hdrf）とした． 
ここで，E：侵食・堆積速度（高橋式），S：山腹斜面や

渓床の単位面積あたりの立木あるいは流木の体積，D：侵食

可能深，Cdrf：土石流の流れにおける流木の体積濃度，hdrf：

流木浮上限界水深である．

3. 扇状地形における水路模型実験

表-2に示す土石流・流木諸元（新庄河川事務所管内の銅

山川流域名向戸沢の計画諸元）を対象に、図-1の扇状地形

を有する水理模型実験（導水部の流路幅：0.3m，導水部の

勾配：25°，扇状地部の勾配：10°，流路延長：7.5m，縮

尺1/50）を実施した．なお，清水流量については流木が浮

遊することなく，水・土砂・流木が一体となって集合流動

する必要最低限の水量とした．

表-1 既往モデルへの流木移動適用方法 

項目 適用方法

E(侵食・堆積速度) 混合粒径の粒径別侵食・堆積速度の合計
値．侵食・堆積速度式は高橋式を採用．

D(侵食可能深) 全土層厚とした．

S(山腹斜面や渓床
の単位面積あたりの
立木あるいは流木の
体積) 

D(全土層)内の流木存在量＝D1(交換層
厚)×Fd1(交換層内の流木の存在比率)+ 
D2(下層厚)×Fd2(下層の流木の存在比率) 

侵食時の取り扱い ・修正係数r=1.0
・限界水深を下回る時,流木の一部は侵食に
より，河床から流水中に移動するが，着底し
ているので，隣接メッシュに移動はしない. 

堆積時の取り扱い ・修正係数h≧hdrf：r=0.0、h<hdrf：r=1.0
・全体の土砂が堆積傾向であっても，限界水
深を上回る時，流木は堆積しない．
・限界水深を下回る時，堆積(交換層に包含)
し，残りは流水中に存在(ただし，流木着底し
ているので，隣接メッシュに移動しない)．

隣接メッシュへの流
木の移流

当該メッシュの水深(流動深)が限界水深を下
回る時，当該メッシュから隣接メッシュへ流
木は流出しない．

河床における流木の
扱い

他の粒径の土砂と同じ．粒径を含めた土層
の存在率の合計は 1.0 とする． 

粒径分布のおける流
木の扱い

一番大きな粒径を流木として計算(ddrf：流木
の直径は実際の計算には未使用)． 

∂Cdrf h
∂t

∂Cdrf uh
∂x

∂Cdrf vh
∂y

E
S
D
r 

∂Cdrf h
∂t

∂Cdrf uh
∂x

∂Cdrf vh
∂y

ECdrf r 

写真-1 水理模型実験の状況（扇状地部） 

導⽔路幅
30 cm

扇状地幅
160 cm

扇状地⻑
150 cm

メッシュピッチ
20 cm

導⽔路勾配
25°

扇状地勾配
10°

図-1 水理模型実験の概略模型図 
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写真-2に水理模型実験の結果である通水後の扇状地部の

土砂・流木堆積状況を示す．流木は予測不能な集積を繰り

返しながら集合流動状態で下流へ流下し，扇状地部下端よ

り流出した流木は331本で流木流出率は68％程度となった．

水・土砂から分離して堆積する流木の大半は，非対称なが

らも扇状地部で扇状に堆積する土砂の縁（流動深が低くな

る場所）に集中することを確認した．

4. 流木氾濫解析モデルによる検証

水理模型実験の条件を実寸に展開した条件で土砂・流木

氾濫解析（メッシュ間隔5m）を実施した．計算に用いた条

件を表-3に示す． なお，計算モデルにおいて，流木の停止・

移流を支配する条件となる「流木浮上限界水深（hdrf）」は

0.1m，0.2m，0.3mと変化させた． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

流木浮上限界水深（hdrf）を0.1m～0.3mで変化させた計

算結果について，最終土砂堆積深分布図を図-2に，最終流

木堆積量分布図を図-3に示す．また，扇状地部下端から流

出した土砂・流木量の土砂・流木流出率について，計算結

果と実験結果を表-4に示す． 
土砂堆積深と流木堆積量の分布図より，水路模型実験と

同様に厚く堆積する土砂を避けるように外輪側に流木が停

止する傾向を再現することができた．また，流木浮上限界

水深（hdrf）が0.2mの場合は，土砂と流木の流出率が水路模

型実験と概ね一致し，流木が扇状地部で変化する流動深の

規模によって土砂から分離し，量的に流木の停止規模を追

跡できることを確認した．

 

 

 

 

 
 

5. まとめ

本検討によって得られた土砂・流木氾濫解析モデルによ

る評価結果の概要を以下に示す．

・扇状地部では，流木浮上限界水深（hdrf）を0.2m程度と

する場合が水路模型実験との再現性が高い．

・開発した土砂・流木氾濫解析モデルにより，土砂・流木

の規模や地形条件等に応じて，量的に流木の移動範囲や

集積状況を追跡できることを確認した．

・本モデルの精度向上には，様々な条件下における流木浮

上限界水深（hdrf）の設定検証が必要である． 
【参考文献】 
1) 山崎祐介・江頭進治：豪雨に伴う土砂・流木の生産と流下過

程に関する研究，河川技術論文集，第24巻，pp 71–76，
2018年6月 

表-2 土石流・流木諸元（実験条件）  
項目 数値 備考（実寸） 

土砂量 44 リットル 約5,500m3 
粒径分布 4 粒径 平均粒径17cm 
流木本数 486 本 － 
流木長 13cm 長さ 6.5m 
流木直径 6mm 直径0.3m 
材積量／流木1 本あたり － 0.459m3 
ハイドロ 清水流量 0.85 リットル/s 土砂・流木が集合流動

する必要最低限の水量
（約15m3/s） 

写真-2 扇状地部の土砂・流木堆積状況（通水後） 

図-3 最終流木堆積量分布図（流木浮上限界水深を変化） 

・流木流出率：68％ 
・土砂流出率：18％ 

表-3 計算条件一覧表 

項目 数値 備考 
内部摩擦角 30° 一般値 
水密度 1.0g/cm3 一般値 
土石流間隙流体密度 1.0g/cm3 初期値 
砂礫密度 2.65g/cm3 一般値 
堆積土砂濃度 0.6 一般値 
粗度係数 0.04 一般値 
侵食速度係数 0.0007 一般値 
堆積速度係数 0.05 一般値 
粒径分布 4 粒径 平均粒径17cm 
材積量/流木1 本あたり 0.459m3 長さ 6.5m、直径0.3m 
流木本数 486 本 名向戸沢の計画値 
土砂量 約5,500m3 名向戸沢の計画値 

ハイドロ 
清水流量 15.0m3/s 矩形 
土砂流量 16.5m3/s 矩形，濃度約50% 
流木流量 1.1m3/s 矩形，濃度約4% 

メッシュ間隔 5m
流木浮上限界水深（hdrf） 0.1～0.3m 流木の停止・移流の判定 

図-2 最終土砂堆積深分布図（流木浮上限界水深を変化） 

表-4 土砂・流木流出率（計算と実験） 

流木浮上 
限界水深
（hdrf） 

土砂流出率 流木流出率 
土砂・流木
氾濫解析 

水理模
型実験 

土砂・流木
氾濫解析 

水理模
型実験 

0.10m 15%

18% 

83% 

68% 0.20m 13% 67% 
0.30m 12% 57%

流木浮上限界水深（hdrf） 
0.1mの場合 

流木浮上限界水深（hdrf） 
0.2mの場合 

流木浮上限界水深（hdrf） 
0.3mの場合 

扇状地部 

導水部 

凡例
単位面積あたりの
堆積流木材積量

(m3/m2）

0.0 – 0.01
0.01 – 0.025
0.025 – 0.1

凡例
土砂堆積深(m)

0.0 - 0.5
0.5 – 1.0

1.0 – 3.0
3.0 - 5.0

扇状地部 

導水部 

流木浮上限界水深（hdrf） 
0.1mの場合 

流木浮上限界水深（hdrf） 
0.2mの場合 

流木浮上限界水深（hdrf） 
0.3mの場合 
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SiMHiSを用いた土砂・洪水氾濫解析 

京都大学大学院工学研究科(現 一般財団法人日本気象協会) ○鈴木豪太 

京都大学防災研究所 藤田正治・山野井一輝 

1. はじめに

近年の気候変動に伴って降雨の極端化が進んでお

り、甚大な豪雨に伴うハザードから人命や財産を守

るために、喫緊の対策が必要である．そのためにハー

ド、ソフト両面からの対策が考えられるが、住民に避

難を促すソフト対策は比較的安価で実施でき、正し

く実施されることで人的被害を抑えることができる．

筆者らはこれまでに降雨流出，斜面崩壊，土砂動態を

統合的に解析し，豪雨時に発生するハザード群を 4

段階のリスクレベルとして表現することで避難の必

要性を可視化する SiMHiS を開発してきた．本研究で

は、本モデルを山地河川における土砂洪水氾濫への

適用性を高めるためモデルに改良を加え、平成 29 年

九州北部豪雨における赤谷川の事例に適用した． 

2. 解析手法、条件

SiMHIS は江頭・松木の単位河道、単位斜面モデル

をベースとして、斜面を崩壊スケールにまで分割し

た斜面要素を加えた地形分割で計算を行う。 

単位河道については下流の河道で複断面形状を導

入するが、これは谷底平野の河道付近の平地を高水

敷のように扱うことで土砂による河道の埋塞を考慮

することを目的とするものである．なお簡便のため

断面は左右対称とする．流水断面が矩形とならない

場合については、流水断面を主流路と左右の高水敷

に分けて断面間でのせん断抵抗が存在しないものと

する、いわゆる断面分割法を用いて計算を行う。この

場合、河床近傍を流れる掃流砂は主流路のみを流れ

るものとして扱い、また高水敷部は非侵食として扱

う． 

Q = Q𝑚𝑐 + 2𝑄𝑓𝑝

Q𝑚𝑐 =
1

𝑛𝑚𝑐
𝑅𝑚𝑐

2
3 sin 𝜃

1
2𝐴𝑚𝑐

𝑄𝑓𝑝 =
1

𝑛𝑓𝑝
𝑅𝑓𝑝

2
3 sin 𝜃

1
2𝐴𝑓𝑝

ここに、Qは流量、n はマニングの粗度係数、𝑅は

径深、𝜃は河道の勾配、𝐴は流水断面積であり、添字

の𝑚𝑐は主流路の、𝑓𝑝は対称な左右の高水敷の片側断

面を表す． 

斜面要素は勾配 15 度以上の地点を対象に、実際の

斜面スケールとなるよう地形の尾根線と谷線を用い

て分割したもので、キネマティックウェーブ法を用

いて降雨流出を表現する．ここで、斜面要素に入らな

い領域においては田畑や住宅など排水設備を有した

領域が多くを占めるため、降雨は即座に河道に流入

するものとして扱う．斜面崩壊の判定と単位幅当た

り生産土量は斜面の土中水分量と限界土中水分量の

比を用いて計算し、崩土は単断面河道においては全

量が河道に直接流入し、複断面を有する河道では崩

土は河道に流入しないものとする．これは、下流の平

地を挟んだ領域では崩土が河道付近まで移動する可

能性が低いためである．この時崩壊幅は実態を参考

に 23m とし、崩壊発生後は崩壊幅分の土層厚を 0 と

して計算を行う． 

 流域地形の作成には被災前の 10m メッシュデータ

を利用し、降雨条件としてレーダー・アメダス解析雨

量を用いた．河道の幅と高さは実際の様子を参考に

設定する．また、高水敷部を含めた幅は、浸水域を参

考に①河道からの距離 100m 以内，②河 道からの比

高 5m 以内，③その地点の勾配 5° 以内，の 3 条

件を満たす領域を抽出し、これを各河道長で割った

値とした．土砂については、河床および生産土砂の粒

度分布を現地で採取した花崗岩と片岩のサンプルを

分析した結果より、表層地質に合わせて分布させた． 

3. 解析結果と考察

計算期間中で最大の浸水域を図 1 に示す．この結

果は実際の浸水域と比べるとやや小さいものの、斜

面崩壊を発生させずに同様の計算を行ったところ浸

水はほとんど見られなかったことから土砂と水を統

合して解析することの重要性を示していると言える． 

続いて、崩壊を考慮した計算としない計算につい
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て流量の変化を比較した図を図 3 に示す．この図よ

り、崩壊を考慮することでピーク流量が 2 倍以上に

なり、ピークの出現も早くなっている．これは多数の

斜面崩壊が短時間のうちに発生したことで崩土に含

まれる水が流量を増大させ、表土の流出により降雨

が地中に浸透せず表面流として流出したことが原因

である． 

最後に、生産土量と流砂量の分布を図 2 に示す．

流域ではおよそ 290 万𝑚3の土砂が生産され、系外に

流出した割合は 1 割程度にとどまるという結果が得

られた．これは実態と比較すると過小な値であり、崩

土が流動化することで一気に流下することを考慮で

きていないことが原因として考えられる．また、土砂

生産の割合が実態と比較して南東に寄っているが、

これは斜面崩壊を判定する回帰式において降雨強度

の寄与が過大である可能性が考えられる．今回の降

雨は最大で 170mm/h と非常に高く、これは斜面崩壊

の判定を行う回帰式の算出に用いられた既往および

仮想の降雨よりも大きな値であった．そのため回帰

式を範囲外にまで外挿することになっており、この

ことも崩壊地点の分布に影響を与えている可能性が

ある． 

４．おわりに 

 本研究では土砂洪水氾濫現象への適用性を高め

ることを目的として SiMHiS に改良を加え、平成 29

年九州北部豪雨における赤谷川に適用した．今後は

流動化した崩土の斜面浸食による生産土量の増大な

ど、土砂洪水氾濫のプロセスをより精密に表現する

ための改良を続ける予定である．

図 1 浸水の発生した領域(国土地理院 2)に加筆) 

図 2 崩壊を考慮しなかった場合との流量の比較 

図 3 河道への供給土量及び流砂量 

参考文献 

1) 山野井一輝，藤田正治：豪雨時の水・土砂 災害に関

わるハザード群の発生リスク評価， 土木学会論文集 

B1(水工学)，Vol172，2016 

2) 国土地理院：平成 29 年 7 月九州北部豪雨に伴う被

害状況判読図 

 http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H29hukuoka_oita-

heavyrain.html
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1. はじめに

豪雨に伴って発生する土石流が中小河川へ流入し

た場合、流入した土砂が河道内に堆積して河積が小

さくなる。その結果、洪水流の河道での流下が阻害

され、氾濫被害が発生するリスクが上昇する。この

ような現象は一連であるにも関わらず、土石流と掃

流砂・浮遊砂による河床変動解析は別々に扱われて

きた。そのため、土石流が河川へ流入した時の下流

河川での洪水氾濫リスクについては未だ十分な知見

が得られているとは言いがたい状況である。

そこで、本稿では土石流の河川への流入を考慮し

た掃流砂・浮遊砂域の河床変動解析を実施し、土石

流が河川へ流入した場合の洪水氾濫リスクの評価を

試みた。

2. 対象の現象

2011 年台風 12 号の那智川流域で発生した井関地

区の洪水氾濫は同時多発的な土石流発生により、那

智川本川へ土砂・流木が供給されたことにより助長

されたと考えられている。

住民の目撃証言によれば、洪水氾濫被害の規模が

大きかった井関地区では、2011 年 9 月 4 日午前 2:30 
~ 3:00 頃に急激な水位上昇が確認されており、同一

時刻に井関地区上流の渓流である尻剣谷川から那智

川本川へ土砂・流木が流入し、大量の土砂と流木の

流下・堆積によって源道橋で河道閉塞が発生し，井

関地区の氾濫被害を助長したと考えられる。(図-1) 

3. モデル化

(1) 土石流による河床変動解析モデル

水及び土砂の混合物の質量保存則、運動量保存則、

流体中の土砂の質量保存則、河床の侵食速度式は江

頭ら 1)の式を用いた。また、細粒土砂が水と混合す

ることにより水と土砂の混合物として液相のように

振る舞う相変化と層流域上に乱流域を考慮した平面

二次元土石流モデルを用いた 2)。

(2) 掃流砂・浮遊砂による河床変動解析モデル

河床変動解析には、iRIC の Nays2DH を用いて

いた 3)。Nays2DH は平面 2 次元ソルバーであり、

直交座標系の基礎式を一般座標系に変換した基礎式

を用いている。河床材料は混合粒径として扱い、掃

流砂と浮遊砂が考慮されている。

 
 

図-1 災害実態 

(3) モデルの結合方法

モデルの結合イメージを図-2 に示す。まず，土石

流計算を実施し、那智川本川内の土石流による土砂

の堆積厚分布や土砂の流入時間を計算する。次に、

那智川本川で掃流砂・浮遊砂の河床変動解析を実施

し，ハイドログラフのピーク流量時に土石流計算で

得られた土砂が堆積した範囲に土砂を堆積させ始め，

土石流計算で得られた土砂の流入時間で全ての土砂

を河床に堆積させた．なお、土石流による土砂流入

中の河床は移動床とした．

図-2 モデルの結合イメージ 

土石流の河川への流入を考慮した洪水氾濫リスク評価 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○蔭山星、飛岡啓之、平川了治

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

京都大学防災研究所 竹林洋史

尻剣谷川
土石流流入
(9/4 2:30頃)

井関地区
・2:30~3:00頃に急激な水
位上昇が発生
・背割堤を飛び越えて巨
礫・流木が井関地区に流入

那智川本川

源道橋
・流木が閉塞し、土砂の堆
積遡上を引き起こした

尻剣谷川

那智川本川

・一定速度で土砂を堆積させる
・流入土砂量分の土砂を供給

河床変動計算の横断イメージ
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4. 計算条件

計算ケースは，土石流流入を無視（case1）と考慮

（case2）の 2 つであり、土石流が那智川へ流入し

た場合の洪水氾濫リスクの評価を行う。

掃流砂・浮遊砂による河床変動計算で利用したハ

イドログラフを図-3 に示す。本ハイドログラフは降

雨流出解析により得られたものである。また、那智

川本川の河床変動計算で利用する粒度分布は，現地

調査により得られた平均的な粒度分布を採用した。

一方、土石流として流入した土砂の粒度分布は不明

であるが、現地調査結果から渓流内の平均粒径・最

大粒径が那智川本川よりも大きいため，それを考慮

した粒度分布とした(図-4)。

図-3 ハイドログラフ 

 

図-4 粒度分布 

5. 計算結果

土石流計算における最終堆積深を図-5 に示す。災

害前後の空中写真判読による土砂収支から算定され

た尻剣谷川における実績流出土砂量は 28,987(m3)だ
った。一方、土石流計算により算出した河道への流

出土砂量は 21,600(m3)である。実績値には土石流発

生後の 2 次移動も含まれていることを考えると、概

ね実績を評価できていると考えられる。

各ケースにおけるピーク流量時の流動深分布を図

-6 に示す。case1 および case2 を比較すると、土石流

の流入を考慮した case2 の氾濫範囲が広く，流動深

も深いことが分かる。井関地区は谷底平野に位置す

るため、上流からの氾濫流量が増えることで浸水の

リスクが著しく高まる。本検討においても、case1
と case2 を比較すると家屋付近で最大 30cm 程度、浸

水深に差が生じている。

6. まとめ

本稿では土石流が河川へ流入した場合の洪水氾濫

リスクを評価した。

検討の結果、土石流の流入を考慮することで、洪

水氾濫範囲は広がり、浸水深が大きくなることを確

認した。なお、本検討では流木が橋梁に閉塞する影

響を評価していないが、当該影響を考慮した場合、

氾濫の規模は更に拡大する。

参考文献 
1) 江頭 進治ら：土石流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 2004 年 11 月

2) 竹林洋史：広島市で発生した土石流の数値シミュレ

ーションの事例と対策，地盤工学会誌，Vol.64，No.4，
pp12-15、2016．

3) iRIC, Nays2DH：https://i-ric.org/solvers/nays2dh/

case1 

図-6 ピーク時における流動深分布(河床変動計算結果) 図-5 最大堆積分布(土石流計算) 
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足洗谷流域における出水時の土砂移動実態－2019 年 8 月 29 日出水を対象として－ 

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 浅井 誠二,渡邊 剛*,岡田 武,中川 雅允** 
日本工営(株) ○長山 孝彦,中西 隆之介 

京都大学防災研究所 藤田 正治,宮田 秀介 
（*現 松本砂防事務所，**現 立山砂防事務所） 

1.はじめに:足洗谷流域は北アルプスの活火山焼岳を源頭部に有
し，神通川右支蒲田川に注ぐ流域である（図-1）。当流域では土砂
生産が活発であり，2019 年 8 月 29 日の出水時にその上流域で土
石流が発生した。流域には複数の砂防施設が整備されており，足
洗谷上流域（白水谷・黒谷）に位置する砂防堰堤が出水時に土石
流を捕捉したことが確認されている 1)。

本要旨では，土石流を捕捉した白水谷の砂防堰堤に着目し，堰
堤構造，降雨状況，捕捉土砂の調査結果を整理し，2019 年 8 月 29
日の出水を対象に土砂移動実態についてとりまとめる。 
2.足洗谷流域の特徴:足洗谷上流域は白水谷第２号砂防堰堤が位
置する白水谷を含む５つの谷に分岐している。天正 13 年(1585 年)
の大噴火以来，荒廃が著しく進んでおり，火山噴出物の堆積層が
広く分布している。神通川水系砂防事務所の観測資料 2)には，1970
年頃には年間少なくとも 2～3 回の土石流が発生していたと記され
ている。また，当流域では 1988 年以降，約 30 年間土石流が発生し
ていないことも確認されている。
3.白水谷第２号砂防堰堤の概要:白水谷第２号砂防堰堤（完成：昭
和 57 年）は比較的大規模な土石流を対象とし，かつ足洗谷への流
出を調節，河床安定を図ることを目的として整備された堰堤である
（図-2）。構造は鋼製立体格子型であり，平常時の出水による土砂
は通過させ，常に貯砂容量を確保し，土石流発生時は巨礫を捕捉
する土砂調節機能を有する。透過型堰堤の実験結果（例：上原ら
3），池谷ら 4)等）に基づき，設計時の現地調査結果である最大礫径
凡そ 2.0m に対して，土砂調節機能が最も効果的に発揮される条件
としてスリット幅/最大礫径≒2 を採用，水通し部スリット幅は 4.0m で
設計されていた。また袖部については，平均粒径の最大値凡そ 1.5
ｍを「阻止」するものとして幅 3.0ｍで設計されている。「出水時には
土砂を捕捉し，後続流で徐々に堆積土砂を下流に供給しようとする」土砂コントロール効果を想定していた。 
4.足洗谷流域の土砂移動実態

4.1 2019 年 8 月 29 日の降雨状況:図-3 に焼岳（神通川）雨量観測所で観測された降雨状況を示す。土石流は午前
3 時～4 時に発生したと推測される。最大時間雨量は午前 4 時時点で 25mm であり，連続雨量（6 時間無降雨状態）
は凡そ 145mm である。過去の降雨観測値と比較すると，対象期間の降雨状況は 2～3 年に一度発生する程度の規
模の降雨である。一方で，焼岳雨量観測所（図-4）及びレーダー雨量（図-5）の観測状況を参照すると，降雨強度とし
て 30mm/h 以上の数値が対象流域周辺で確認される。過去の観測資料 2)では，当時の見解として土石流履歴から降
雨強度 30mm/h を超えた場合に土石流が発生することを述べている。近年の降雨強度は当時と異なるが，今回の土
石流発生も同じ傾向にあると考えれば，ごく短時間での集中的な豪雨が土石流発生の誘因として考えられる。

図-3 降雨状況（焼岳（神通川）観測所） 

図-5 土石流発生時のレーダー雨量 

（国土交通省リアルタイムレーダー） 図-4 降雨状況（焼岳観測所） 

図-1 流域図 （地理院タイルに加筆） 

図-2 白水谷第２号砂防堰堤（2012 年 7 月撮影） 
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4.2 白水谷第２号砂防堰堤の土砂捕捉状況:土石流発生前後の土砂捕捉状
況を図-6，図-7 に示す。土石流発生前は堰堤水通し上部から２段目まで土砂
が堆積していたが，土石流発生後は水通しの内部まで土砂が詰まった状態で
あり，満砂状態になったことを確認した。白水谷第２号砂防堰堤が出水時に捕
捉した土砂量は LP 差分解析より凡そ 4,800m3 であった。また，図-8 に示すよう
な 1m～2m 級の巨礫が堰堤上流部及び格子内部に複数捕捉されたことを確認
した。堰堤格子内部を対象に実施した礫径調査では，捕捉礫径は最大 2.3m
程度であり，D95 相当の礫径は 1.3m であった。 
4.3 土砂移動実態:土石流が発生した白水谷及び黒谷に着目し，LP データの
差分により土砂移動状況を解析した。用いたデータは，平成 30 年 11 月及び
令和元年 11 月に計測されたものである。図-9 に LP 差分解析結果を示す。顕
著な崩壊や流木は確認されず，上流域の河道が浸食傾向にあることから，本
土石流の生産源は，河道の不安定土砂の再移動であることが推測された。また
白水谷，黒谷上流域から流出した土砂のほとんどが，白水谷と黒谷の合流部
に位置する黒谷第３号砂防堰堤より上流域で堆積していることが推察された。 

そこで白水谷・黒谷流域にて，土砂収支の確認を行った（図-10）。解析対象
期間の土砂収支状況では，移動土砂を不安定土砂と仮定した場合，少なくとも
約 37,000m3 の不安定土砂が上流域に残存していると考えられる。これらの不
安定土砂は今後平常時の出水でも移動し，下流域へ流出すると想定される。 
5.今後の方針:2019 年 8 月 29 日の出水による足洗谷流域の土砂移動は，上
流域の不安定土砂の再移動が土石流の土砂供給源であることが推測された。
その土石流のほとんどが白水谷及び黒谷に位置する堰堤で捕捉されており，
白水谷第２号砂防堰堤では設計時に想定していた礫径 2m 程度の巨礫を捕捉
していた。以上より，堰堤は土石流対策としての機能を果たしていたと言える。

一方でこの出水では，下流側の足洗谷に位置する京都大学穂高観測所の
流砂観測水路（本堰堤より 2km 下流）でも，河道の首振りにより，水路構造物な
らびに観測機器が大きく破損した。同区間も上流域と同様，斜面からの一次的
な土砂生産に起因する土砂移動では無く，多くは出水とそれに伴う河床の再
移動によるものであることが想定された。今後は，それら河道内不安定土砂の
流出による下流域へ影響を把握し，流域を通した土砂移動現象を明らかにす
るために，発生源より縦断的かつ連続的な流砂水文観測や河床材料調査を実
施していく必要があると考える。また今回の土砂移動は，ごく短期間に発生した
出水の影響を大きく受けていた。このような山地における短期間降雨に対する
出水の応答並びにその検知に備えるため，流域を通して流域監視の体制を整
え，且つ土石流実態を把握するための調査，解析も実施したいと考える。 

また，白水谷第２号砂防堰堤は現行基準と異なる構造（格子間隔）を有して
いるため，捕捉土砂のトレンチ調査や除石時の応力解放による変形の解析などの多角的な手法を検討し，土石流の
捕捉実態把握に努めるとともに堰堤効果の検証も合わせて実施するのが望ましい。現状，満砂状態である堰堤につ
いては，前述した調査，解析などを検討しながら管理する方針である。 
参考文献: 

1) 神通川水系砂防事務所：http://www.hrr.mlit.go.jp/jintsu/outline/gaiyou/sisetu.html（アクセス日：2020 年 5 月 14
日），2) 神通川水系砂防事務所：神通川水系足洗谷流域土石流調査報告書，昭和 58～60 年度，3) 上原信司ら：
第 27 回昭和 53 年度砂防学会研究発表会概要集，1978，4) 池谷浩ら：新砂防 114,37-44，1980.

図-6 土石流発生前の堆砂域状況 

（2018 年 6 月 7 日撮影・堆砂域） 

図-7 土石流発生後の土砂捕捉状況 

（2019 年 9 月 3 日撮影・下流より） 

図-8 堆砂域内の捕捉礫径 

図-9 LP 差分解析結果（H30-R1） 図-10 土砂収支状況（H30→R1）
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平成 30 年 7 月豪雨データに基づく土砂生産予測と不確実性を考慮した堆積場推定 

京都大学防災研究所  ○山野井一輝、川池健司、中川一

関西電力 野口新之助

1. 研究の背景

土砂災害の危険性を住民に知らせるための方法と

して，我が国では土砂災害警戒情報や土砂災害危険

区域が運用されている．これにより，住民は土砂災

害の危険性が高まった際にその危険性を知り，避難

行動等に結び付けることが可能であるが，あくまで

も定性的な情報である．仮に “発生確率”のような

定量情報とすることができれば，例えば鉛直避難を

含めてどこに避難するのが最適であるか，などをリ

アルタイムに把握でき，また確率を数値で表すこと

で“避難率”も向上する可能性がある．

このような定量化を行うためには，物理的手法や

統計的手法によって土砂災害の発生を精緻に予測す

ることが求められる．物理的手法を用いる場合，正

確な地下の物理パラメータを与えることができれば，

斜面崩壊等の発生を予測することが可能と考えられ

るが，そのパラメータを広域で測定すること自体が

困難であるため，発生するかどうかの予測に使うの

は容易ではない．逆に，発生後の運動は，既に多数

提案されている土石流シミュレーション等の手法に

よって予測することはできると考えられる．

対して統計的手法は，十分なデータが与えられれ

ば，土砂移動現象がどのような確率で発生するかま

では，予測することが可能と考えられるが，十分な

データが得られる機会が稀であること，また得られ

てもどこで被害が生じるかまでは精緻に分からない

ことに問題がある．

以上の背景から，本研究では，平成 30 年 7 月豪雨

によって花崗岩の領域で多数の斜面崩壊・土石流が

発生した広島県に着目し（図 1），土砂生産量を予測

する統計モデルの確立と，土砂移動モデルと組み合

わせた土砂通過確率の導出を行った．

2. 研究手法と結果

2.1 順序 Logistic Regression による土砂生産量の推

定モデルの構築

本研究では，災害前後の LiDAR 差分から得られる

侵食量を土砂生産量と定義し，この規模を降雨と地

形因子から推定する順序ロジスティック回帰モデル

を構築した．解析の空間スケールは用いた降雨デー

タ（XRAIN）と同一の 250m メッシュとし，そのメ

ッシュ内で生産された土砂量を表-1 のように 4 段階

(Y=1,2,3,4)で表現し，それぞれのカテゴリが生起す

る確率を平均勾配，最大 60 分間積算雨量，最大土壌

雨量指数の 3 変数から推定するモデルを構築した．

構築した統計モデルは式(1)と表-2 で表される．

𝑃𝑟 𝑌 𝑗 | 𝑥  
1

1 exp 𝛼 𝛽𝑥

1

1 exp 𝛼 𝛽𝑥  
(1) 

本モデルにより，広島県坂町周辺を検証領域とし

て，平成 30 年 7 月豪雨における各カテゴリの発生

確率を推定したものを図-2 に示す． 

表:1 メッシュ内土砂生産量 V のカテゴリ区分 

𝑌 1：大規模生産 (102) 6,037 𝑉 

𝑌 2：中規模生産 (204) 3,241 𝑉 6,037 

𝑌 3：小規模生産 (713) 0 𝑉 3,241 

𝑌 4：生産なし (2,135) 𝑉 0 

図 1. 対象とした広島県の斜面崩壊の分布（崩壊地等分布図 GeoJSON（国土地理院技術資料 D1-No.935）よ

り作成）．A.1 は検証領域
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表-2 順序ロジスティック分析の結果 

係数 𝑝値 

定数項𝛼 : 𝑃𝑟 𝑌 3 |𝑥  -9.6842 0.0001未満 

定数項𝛼 : 𝑃𝑟 𝑌 2 |𝑥  -11.3731 0.0001未満 

定数項𝛼 : 𝑃𝑟 𝑌 1 |𝑥  -12.5874 0.0001未満 

平均勾配𝑥  0.0810 0.0001未満 

最大60分間積算雨量𝑥  0.0389 0.0001未満 

最大土壌雨量指数𝑥  0.0223 0.0027 

図-2 提案モデルによって推定された，平成 30 年

7 月豪雨での坂町周辺における各土砂生産カテゴリ

の発生確率

2.2 簡易土砂移動モデルを用いたモンテカルロシミ

ュレーションによる土砂通過確率の推定

次に，図-2 で得られた確率の分布と 100 パターン

の疑似乱数のセットを組み合わせ，疑似的な土砂生

産データを 100 パターン構築した．これを入力条件

とした，土砂移動シミュレーションを 100 回試行し，

100 回のうち何回土砂が通過したかを，土砂通過確

率として定量化した．なお，まずは簡単な計算方法

で有効性を判断するため，土砂の移動シミュレーシ

ョンには簡易的な手法を用いた．すなわち，ここで

は堆積角度を一定（𝜃 ）で与えた上で，生産土砂を

ある初期位置に設置し，最急勾配が𝜃 よりも大きい

場合はその方向に少量の土砂を配分していき，全て

の位置で堆積角が𝜃 を下回った場合に停止する，と

する手法を用いた． なお，この土砂移動部分は 10m

メッシュの空間解像度で実施している．

𝜃 4.5°とした場合に得られた土砂通過確率の

推定結果を図-3 に示す．坂町市街部に向けて流下す

る谷筋それぞれで異なる土砂の通過確率が定量化さ

れたことや，谷出口付近でも位置に応じて異なる確

率が算出されたことがわかる．これは，土砂の発生

場とその量がある確率に従ってランダムに発生した

場合に，その地点で被害が生じる確率，と言い換え

ることができ，妥当性の検証は必要ではあるものの，

既往の手法よりも定量性の高い情報とみることがで

きる． 

ただし，本来𝜃 は一定ではなく，土砂濃度の関数

であるため，下流部では小さい値になる．したがっ

て，この手法では坂町中心部で生じた洪水氾濫領域

までは十分に評価されていない．これを解決するた

めに，今後土砂移動の部分を土石流シミュレーショ

ンに置き換えて，より実現象に即した被害発生確率

の推定を目指す予定である． 

図-3 土砂通過確率の推定結果 

謝辞：本研究で使用した XRAIN の観測データは，

文部科学省の委託事業により開発・運用されるデー

タ統合解析システム(DIAS)の下で，収集・提供され

たものである．また本研究は，科研費（課題番号：

19K15105）の助成を受けて実施された．また，研究

には広島県提供のデータを利用した．ここに記して

感謝申し上げる．
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南アルプス亜高山帯で 2017年 2月に発生した雪崩による森林の倒壊状況と雪崩発生条件の推定 

○ 石澤 淳（信州大学大学院）

福山 泰治郎，平松 晋也（信州大学学術研究院）

平島 寛行（防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター） 

1. はじめに

2017 年 2 月に，南アルプス・仙丈ヶ岳の北東に位置

する薮沢左岸の北東向き斜面で大規模な雪崩が発生し

た。雪崩の発生時期は衛星画像から 2 月 16 日～2 月 25

日の間とみられる。雪崩は馬ノ背尾根の三角点付近を

発生区として薮沢本川まで流下し，南アルプス林道付

近の治山ダムに堆積した（図 1）。 

この雪崩により，傾斜の緩やかな段丘面（約 19°）に

生育するコメツガやシラビソ，トウヒなどの針葉樹を

主体とした天然林が根返りや幹折れといったかく乱を

受け（図 2），約 615 m3 の流木が発生し，立木の根返り

に伴って窪地（ピット）が形成され，約 2,000 m3 の土砂

が生産された。そこで樹木の折損形態と森林の被害範

囲を調査し，森林被害の評価を行った。また，雪崩の発

生条件を推定するために，雪崩発生区の地形・植生条件

と発生時の積雪・気象条件を調査した。雪崩の発生が確

認されたのは融雪後であるため，雪崩発生時の積雪条

件は不明である。そこで，積雪変質モデル（SNOWPACK）

1)を利用して雪崩発生時の積雪条件の推定を行った。

2. 方法

空中写真判読と現地調査によって雪崩の流下経路と

森林の被害状況を調べた。3 時期（2014 年 1 月・2014

年 12 月・2017 年 5 月）の空中写真を比較し，雪崩によ

って樹木の折損が生じた森林の被害範囲を判読した。

現地調査では，森林被害地にプロットを設置し，損傷木

の位置と損傷形態（幹折れ・剥皮・枝折れ），損傷木の

サイズや損傷位置（胸高直径，幹折れ高，剥皮高，枝折

れ高）を計測した。さらに，樹木の折損状況をもとに雪

崩速度の推定を行った。雪崩速度は，竹内ら（2014）と

同様に，幹折れ高直径が最大であった立木の曲げ破壊

強度を，速度の 2 乗に比例する雪崩による衝撃力の下

限値とすることで次の式から求めた。 

𝐹 =
1

2
𝜌𝐶𝑑𝐴𝑣

2

ここで，F：雪崩の衝撃力（N），ρ：雪崩密度（kg m—

3），Cd：抵抗係数，A：樹木の投影面積（m2），v：雪崩

速度（m s—1）である。雪崩の密度は，雪崩層のうち，雪

面近傍の高密度の「流れ層」の密度を 300 kg m—3，その

上層の「雪煙層」を 30 kg m—3 とした 2)。雪崩発生時の

積雪深や流れ層厚は不明であるため，積雪深は 1.0～1.5 

m3)，流れ層は 1.0～2.0 m2)の範囲で計算を行った。また，

樹木の曲げ破壊強度には折損木と近縁種のオオシラビ

ソの値 48 ± 4 MPa2)を用いた。

続いて，雪崩の発生条件を推定するために地形・植

生・積雪・気象条件の調査を行った。雪崩発生斜面の傾

斜や斜面長は，1m メッシュの DEM を用いて求めた。

植生は，現地調査と空中写真判読によって調べた。また，

積雪変質モデル SNOWPACK を用いて，雪崩発生時の

積雪条件の推定を行った。雪崩発生地点の条件を，標高

2,500 m，北東向き斜面，傾斜 35°と設定し，気象データ

はアメダス伊那（標高 633 m）の気温・降水量・風速・

日照時間を使用した。雪崩発生地点の気温は，減率を—

0.65℃/100 m2)として標高補正した。 

3.結果

空中写真判読の結果，図 3a に示すように，2014 年 1

月以前から標高 2,100 m 以上の斜面では雪崩道と考え

図 1 雪崩発生地点の位置 

図 2 2017 年 2 月の雪崩による森林の被害状況 
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られる低木帯が存在し，2014 年にも標高 2,000～2,150 

m付近の平均傾斜30°以上の急斜面で，雪崩による 0.51 

ha の森林かく乱が発生していた。 

到達範囲の様子を示した図 3a より，2017 年の雪崩は

標高 2,200 m 以上の急斜地を発生区として斜面を流下

したのちに，大部分が直進して森林を倒壊し，一部が左

右の渓流に流入したこと，流木が林道付近の治山ダム

まで到達した事実が明らかになった。この雪崩による

森林のかく乱範囲は 3.53 ha であった。雪崩発生区にお

ける積雪の上部破断面を三角点（2,716.1 m）付近の尾根

部とすると，雪崩の流下距離は 1,604 m，比高は 866 m，

見通し角は 33°であった（図 3b）。樹木の折損状況を調

べたところ，最大で直径 80 cm のシラビソが幹折れし，

高さ 11.1 m の位置に枝折れが見られた。これらの樹木

の折損状況から，雪崩の速度は，109 km h—1～151 km h—

1 以上と推定された。 

雪崩の発生区周辺は，2017 年の雪崩発生以前から裸

地や疎林・低木帯であり，平均傾斜は 41°と急こう配で，

雪崩が発生しやすい条件であった。雪崩発生時期であ

る 2017 年 2 月 16 日～25 日の降水と，SNOWPACK で

計算した雪質や積雪安定度（以下 SI とする）の変化に

着目すると，2 月 17 日，20 日，23 日にそれぞれ 18.5 

mm，17.5 mm，22 mm の降水があり，17 日と 23 日に降

った新雪による上載荷重の増加によって，新雪と旧雪

の境界（積雪表面からおよそ 30 cm）に弱層となりうる

「こしもざらめ雪層」が形成され（図 4a），SI が雪崩発

生の目安とされる 1.52)を下回った（図 4b）。すべり面と

なる弱層が積雪層内に形成され，雪崩発生時に融雪が

生じていないことから，2017 年の雪崩は面発生乾雪表

層雪崩であったと考えられる。 

4. 考察

2017 年に発生した雪崩の発生区は，裸地や疎林・低

木帯の急斜面という立地であり，降雪後に形成された

弱層の SI が 1.5 を下回っていたことから，発生区の地

形・植生，および発生時の積雪・気象条件のいずれにお

いても雪崩が発生する可能性は高かったと考えられた。

また，2014 年 1 月以前から斜面上部に雪崩道が存在し

たことや，2014 年に雪崩による倒木が発生していたこ

とも 2017 年の雪崩発生や規模に影響した可能性がある。

雪崩は尾根付近の急斜面で発生し，雪崩道を流下する

過程で積雪を巻き込んで加速し，緩斜面に成立してい

た森林の雪崩減勢効果を上回る規模で林内に流入した

ことで，3.53 ha の森林被害を生じさせたと考えられた。 

＜引用文献＞ 
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2) 竹内由香里ほか：岩手山で 2010-11 年冬季節に発生

した大規模雪崩による亜高山帯林の倒壊状況と雪

崩速度の推定，雪氷 76(3), 221-232, 2014

3) 長野県警察：https://www.pref.nagano.lg.jp/police/

sangaku/fuyuyama/minamialps.html（2020/03/17 アク

セス）

図 4 SNOWPACK で推定した雪質(a)と積雪安定度(b)

の時系列 

図 3 雪崩流下範囲の平面図(a)と縦断図(b) 
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砂防施設に設置する魚道の考え方 

Installation of Fish Passage in Sabo Works 

日本大学理工学部土木工学科○安田陽一 

1．はじめに 
河川および渓流に生息する水生生物の移動環境を確

保するために，河川横断構造物に魚道が整備されてい
る．同時に，土砂災害からの防災対策が求められ，堤防，
護岸，河川構造物（ダム・床固工・水制など），砂防施
設（砂防ダム・床固工（流路工）・帯工など）が整備さ
れている．河川法の制定趣旨から，これらのバランスが
重要とされているが，実態は防災主体で整備されるこ
とが多く，環境面は罰則規定がないことから予算処置
の可能な範囲で対応することがほとんどである．特に，
魚道整備については附帯構造物であり，平水時，洪水時
の両面から魚道の機能（流れの物理環境・生態行動など
の把握）および維持管理（出水後の機能回復，澪筋の確
保，魚道前後の河床形態）を考慮して計画・設計・施工
が実施されることがあまりない 1)． 

2019 年に発生した台風 19 号の影響を受けて，河川・
渓流・山間部，治山施設，砂防施設，河川構造物，橋梁
など様々な災害に見舞われた．魚道施設も機能が喪失
した箇所も無視できない． 

ここでは，富士川水系砂防事務所管轄の大武川，利根
川水系砂防事務所管轄の神流川に設置された砂防施設
に整備された魚道施設で災害が生じた状態について災
害前と比較して考察できることおよび今後の改善につ
いて検討したことを報告する． 

2．大武川に設置された床固工群に設置された魚道 
 大武川には，明治 40 年以来，昭和 38 年台風 7 号に
よる大災害を受けて，砂防整備事業が本格的に行われ
るようになり，さらに，昭和 57 年台風 18 号の大型災
害を受けて 2)の復旧整備事業が行われている．この他に
も毎年生じる洪水によって大量の礫が輸送され，平水
時でも砂礫の移動が見られる暴れ川である．現在 50 か
所以上の床固工が整備され，同時に魚道整備が行われ
ているが，令和 1 年度に台風 19 号が発生し，大量の礫
が輸送され，中でも 1 m を越える多数の大礫の移動が
見られ砂防施設および河床形態に大きな影響を与えた．
写真 1, 2 は床固工に整備された異なる形式の魚道を平
成 26年（2015年）12月に記録したものと令和 2年（2020

年）1 月に記録したものを比較できるように示した．写
真 1に示す魚道は平成 26年度に整備された台形断面魚
道であるが，写真 1 a)に示されるように，洪水流によっ
て河床に堆積している礫が振動し，礫の堆積状態に影
響され，河床変動によって，魚道下流端で水面差が完成
当初より大きくなる場合もあった．台形断面魚道は国
内で多く採用されているアイスハーバー型魚道（写真 2）
と比べて，側壁および隔壁が台形断面を有するため，コ
ンクリートの体積が大きいため，輸送される礫による
侵食が発生しても，本体の構造が維持されやすい状態
になっている．写真 1 b)に示されるように，昨年の台風
19 号によって，大量の礫が輸送されたため，魚道下流
側の礫が堆積され，連続性の確保が保たれている．アイ
スハーバー型魚道の場合，写真 2 に示されるように，礫
の衝撃によって，魚道内の構造が破壊される．

a)2015年 12月 9日の記録

b)2020年 1月 22日の記録
写真 1 大武川の床固工に設置された台形断面魚道の

経過状態 

a)2015年 12月 9日の記録

b)2020年 1月 22日の記録

写真 2 大武川の床固工に設置されたアイスハーバー
型魚道の経過状態 
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写真 3 神流川柏木堰堤に整備された台形断面魚道 

（2019 年 7 月 12 日記録） 

写真 4 台風 19 号の出水後間もなくの状態 

（2019 年 10 月 18 日記録） 

写真 5 柏木堰堤全体の状態（2019 年 11 月 9 日記録） 

写真 6 柏木堰堤に設置された石組み魚道 

（2018 年 3 月 23 日記録） 

写真 7 洪水後の石組み魚道の状態 

（2019 年 11 月 20 日記録） 

3．神流川の柏木堰堤に設置された魚道 

神流川は明治 40 年，43 年，昭和 13 年，15 年，22 年

52 年，57 年，平成 11 年，19 年など大きな災害に見舞

われ 3)砂防事業が行われている．下久保ダムより上流側

の砂防整備区間の最下流側の堰堤である柏木堰堤にお

いて，連続性確保の観点から魚道整備が行われている．

写真 3 は平成 29 年（2017年）7 月に完成した台形断面

魚道を示す．令和 1 年（2018 年）10 月に発生した台風

19 号によって，神流町で一部床上浸水が生じるくらい

の大洪水が生じ，巨礫の流出が見られ，写真 4, 5 に示さ

れるように，堰堤本体の越流面の一部が欠損し，天端が

50 ㎝程度低下した．この影響で台形断面魚道の導流壁

および隔壁の一部摩耗は認められる程度であったが，

魚道下流側で大量の礫の堆積が生じた．写真 6 は巨礫

を用いた石組み魚道 4)であり，この大洪水後でも写真 7

に示されるように，損傷が全くない状態であった． 

4．まとめ 

 富士川水系の大武川および利根川水系の神流川に整

備された魚道について，昨年発生した台風 19 号によっ

て，魚道機能が失われる場合があることを示した．コン

クリート構造物では摩耗破壊につながり，石組みの構

造物では埋め込み式と異なり，石組みされた礫が強固

な構造となることを確認した．今後は，砂防施設前後の

河道整備によって，魚道機能の喪失有無について検討

する． 

参考文献 
1) 安田陽一, 技術者のための魚道ガイドライン，コロ
ナ社，144 pages，2011.

2) 富士川砂防事務所，砂防と災害，国土交通省，関東
地方整備局，
https://www.ktr.mlit.go.jp/fujikawa/fujikawa00012.html,
2020 年 3 月 18 日閲覧�

3)

4)

利根川水系砂防事務所，神流川 防災ブック，国土交
通省，関東地方整備局，https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr

_content/con-tent/000648221.pdf 2020 年 3 月 18 日閲覧

安田陽一，石組みを利用した減勢工に関する実験から
実務への適用とその成果，土木学会河川技術論文集，第 
23 巻，pp.639-644, 2017.
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地すべり土塊中の懸濁物質がもたらす魚類への影響評価
応用地質(株) ○岡野 浩幸、山根 誠、池上 忠、野々山 一彦、岡野 肇、伊藤 正美、

林 良幸、鈴木 洋一郎、村上 みなみ
京都大学 竹林 洋史

1.はじめに

内水面漁業の盛んなＢ川においては,近年,その一支渓であるＡ沢を発生源とする濁水が深刻化し,地元漁

業協同組合をはじめとする地域の問題となっていることから,その防止に向けた対策が求められている.

B沢にある発生源は, 幅100m,延長200mの地すべりに誘発される大規模崩壊地であり,その頭部から側縁部

に分布する熱水変質帯が,地すべりの活動化および白色粘土化した懸濁物質生成の素因となっている.

本報は,大規模崩壊地における地すべり機構と濁水発生の要因に対する調査結果を整理するとともに,河川

氾濫解析による崩壊発生に伴う土砂流出危険度の判定および河床変動解析による懸濁物質の下流到達濃度と

魚類への影響評価を行い,これらを基に濁水防止のための効果的な対策を検討したものである.

2.対象地の概況

空中写真および地

形図によるＡ沢の地

形判読結果を図-1 に

示す.流域の源頭部を

中心に複数の地すべ

り地形が分布してお

り,そのうち断層に挟

まれた位置にあるの

が問題となる大規模

崩壊地である.

2015 年～2019 年の

間に顕著な地すべり

変位と拡大崩壊が認

められており, 本川との合流点では,降雨に伴い高濃度の濁水発生が確認されている.

3.地すべりの特徴と濁水発生機構および懸濁物質

地表地質踏査を基

に,対象地の地質断面

図(図-2)を作成し,濁

水の発生機構を推定

するとともに,濁水流

出に繋がる誘因の発

生頻度により,地すべ

り領域に対する濁水

発生リスクのポテン

シャルを検討した.

地すべりは移動体

の基底部に発達する熱水変質帯を弱部として滑動しており,押出域および側壁部で地上に露出した粘土鉱物

TN

図-1 Ａ沢(大規模崩壊地周辺)における地形判読図および荒廃状況

Ｂ
川
本
川

沢Ａ

写 1

写1

Ｂ川本川

Ａ沢

図-2 大規模崩壊地の濁水発生機構と領域の濁水発生リスクポテンシャル

断層・
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が濁水発生リスクの最大の要因と推測した.また, 現地粘土鉱物の分布や特性を把握するために行った X 線

回析分析では,複数の懸濁物質が同定された上,特に魚類に高い毒性をもつカオリナイトが,主に押出域の粘土

中に含まれていることが明らかになった.

4.懸濁物質の下流への影響

大規模崩壊地を発生源とする被害形態として,「崩壊発生時の土砂流出型」および「濁水流出型」を想定し

た 2 パターンの解析モデルを用いて, 下流域への影響度評価を行った.

二次元氾濫解析では,拡大崩壊による生産土砂の流下範囲(図-3)から,濁水の発生形態を予測した.

一次元河床変動解析では,崩壊により生産された懸濁物質の本川への流出と流下の過程における濃度変化

を予測し(図-4),河川魚類に対する

濁水の影響度を評価した.

5.対策の方針

「濁水流出型」の一次元河床変動解析において予測した下流域 SS 濃度(60mg/L)を無施設時の初期値として,

Ｂ沢における渓流施設の配置をモデルに組み込んだ複数のケースによる SS 濃度の低減効果を予測し, 濁水

濃度と河川魚類の応答との関連性において濁水防止を効果的とする対策工の計画方針を検討した(表-1).

参考文献

1) 芦田和男，道上正規(1972): 移動床流れの抵抗と掃流砂量に関する基礎的研究, 土木学会論文報告集，

第 206 号 pp.59-69.

2) 永瀬恭一，道上正規，檜谷治(1996)：狭窄部を持つ山地河川の河床変動計算，水工学論文集，第 40 巻.

3) 萱場祐一,川幸雄,小野田幸生,末吉正尚,箱石憲昭,石神孝之,中西哲,本山健士(2016):ダム下流におけ

る濁水の流下過程とその影響に関する基礎的研究,土木研究所,自然共生研究センター水理チーム.

4) 村岡敬子・天野邦彦・土居隆秀・久保田仁志・三輪準二(2011)：高濃度濁水下におけるアユの生存率

と懸濁物質の粒度組成の関係魚類学雑誌58(2),141-151.

支川合流本川に合流

支川合流

支川合流

支川合流

支川合流

支川合流

下流集落

支川合流

支川合流

Ａ沢→ →Ｂ川本川
崩壊土砂上を流下
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0
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浮
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砂
濃
度
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g
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)

図-3 大規模崩壊地崩壊後の最大流
動深分布図(二次元氾濫解析結果)

図-4 下流 8.7km 区間における懸濁物質の流下に伴う SS 濃度変化
(一次元河床変動解析結果)

沢Ａ「

大規模崩壊地「

表-1 濁水濃度と魚類の応答との関連性および渓流施設配置時の下流 8.7km 地点における SS 濃度

③ ② ① ⓪
Ａ沢内部の濃度

ケース⓪：無施設時 SS=60mg/L→ 施設配置ケース①：SS=21mg/L→ 施設配置ケース②：SS=15mg/L→施設配置ケース③：SS=0mg/L
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国立公園内の砂防工事に伴う植物移植８年後の状況と課題 

青森県上北地域整備部 ○金
こん

俊之，鹿内修，小笠原透，浅利崇仁 

いであ株式会社 菅野宗武，小畑洋道 

（一財）沖縄美ら島財団 米倉浩司（前 東北大学植物園） 

１．背景 

青森県では、十和田八幡平国立公園（自然公園法）に指定される十和田湖周辺の外輪山に位置する土石流危険渓

流において、これまで火山砂防事業を進めてきた。当地域は、国立公園特別地域のほか「特別名勝及び天然記念物 

十和田湖および奥入瀬渓流」、「鳥獣保護区・鳥獣保護区特別保護地区」、「国有林野及び緑の回廊」など各種法

指定が存在し、砂防事業の実施にあたっては多様で豊かな自然環境への配慮が求められている。 

平成 20 年度に着手した東湖南沢（ﾄｳｺﾐﾅﾐｻﾜ）では、事業着手後に動植物調査を行った結果、植物の重要種（国

立公園指定種も含む）が認められたことから施工に先立って「移植による代償措置」を行った。移植後３年間のモ

ニタリング調査を行い、最終年での生育状況、それまでの遷移状況から移植した植物は活着したと評価した。

一般的に植物移植の評価は、移植後３年程度のモニタリング調査によって行うことが多く、それ以降の状況を把

握している事例は少ない。東湖南沢では、最終調査から５年経過し、また事業も完了していることから比較的長期

間、自然状態が保たれていると考えられる。今回、東湖南沢における先行事例を近傍で新たに進めている砂防事業

での環境保全措置の参考とするため、移植８年後の状況を再調査したことから調査結果を報告する。また調査時に

環境保全措置に関する課題が認められたため、これについても併せて報告する。 

２．砂防事業・移植概要 

２．１ 砂防事業の概要 

東湖南沢火山砂防事業の事業期間は、平成 20年度から平成 29年度までの 10年であ

り、内、工事は平成 26年度から４年間実施している（図１）。計画施設は砂防堰堤１

基、保全対象は人家 11 戸、公共施設１棟（ポンプ場）、県第２次緊急輸送路の国道

103 号、市道である。施工箇所周辺に学校施設があるものの、砂防堰堤竣工後は施設

点検以外、立ち入ることがほぼない奥まった場所となっている。 

２．２ 移植概要 

平成 23 年度までに砂防堰堤や取付水路の砂防設備区域、堆砂敷、工事用道路など施工時に影響が想定される区

域を網羅する範囲に 100ｍのバッファを設けた約 10,000m2を調査区域として、植物相調査を３度行っている。 

表１に一連の調査を通して確認された重要種の一覧及び確認状況、環境保全措置を示す。調査区域で合計 17 種

の重要種が認められ、重要性、個体数の多少、確認された地点と区域との重複状況から合計９種を移植することと

した。また各区域内に含まれないものの、施工時に踏み荒らさないなどの注意喚起を目的に「マーキングによる現

状保全」を行った。 

表１ 移植後の重要種の生育状況及び環境保全措置 

移植先は、砂防指定地内かつ堆砂の影響を受けない上流側において、周辺に同一種が生育する場所を選定した

① ② ③ 砂防設備 堆砂敷 施工時影響

1 エゾフユノハナワラビ 指定 ○ 移　植

2 キクザキイチゲ 指定 ○ ○ ○ 広範囲で生育

3 ヤマシャクヤク ＮＴ Ｂ ○ マーキング 施工時に注意

4 ウメガサソウ 指定 ○

5 ギンリョウソウ 指定 ○

6 ジンヨウイチヤクソウ 指定 ○

7 クルマユリ 指定 ○

8 オオユリワサビ Ｃ ○ ○ ○ 移　植 ワサビの可能性有

9 エンレイソウ 指定 ○ ○ ○ 広範囲で生育

10 シロバナエンレイソウ 指定 ○ ○ ○ 移　植

11 サルメンエビネ ＶＵ Ａ 指定 ○ ○ ○ 移　植

12 アオチドリ 指定 ○ マーキング 施工時に注意

13 サイハイラン 指定 ○ 移　植

14 シュンラン 指定 ○ ○ 移　植

15 アケボノシュスラン 指定 ○ 移　植

16 イイヌマムカゴ ＥＮ Ａ ○ 移　植

17 コケイラン 指定 ○ ○ ○ 移　植

備考

③「国立、国定公園特別地域内指定植物図鑑－東北編－（1981年3月  環境庁自然保護局）」

②「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータブック（2010 年  改訂版）－（2010年3月  青森県環境生活部自然保護課）」
絶滅（EX），最重要希少野生生物（A），重要希少野生生物（B），希少野生生物（C），要調査野生生物（D），地域限定希少野生生物（LP）

①「哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、植物Ⅰ及び植物Ⅱのレッドリストの見直しについて（2007年、環境省報道発表資料）」
絶滅（EX），野生絶滅（EW），絶滅危惧ⅠA 類（CR），絶滅危惧ⅠB 類（EN），絶滅危惧Ⅱ類（VU），準絶滅危惧（NT），情報不足（DD），絶滅のおそれのある地域個体群
（LP）

No. 和名
H23d選定基準

環境保全措置
個体数
少ない

区域

図１ 事業位置図
十和田湖 

事業位置 

青森県 
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（図２）。移植時期は、対象種の状況を踏ま

え、個体数の少ないサルメンエビネは花期を

避けて秋季（H23.9 末）に、それ以外は春季

（H23.5）に実施した。移植後、今後のモニ

タリング調査を考慮して移植範囲または植物

にテープを付した（写真１）。

３．調査結果および考察

移植後３年間及び移植８年後のモニタリン

グ調査の結果を表２にまとめる。モニタリン

グ調査最終年、移植した９種の個体数は減少しているものの、種の確認という点で移植時と同数確認できたことか

ら定着したと評価した。今回調査で確認できた種は７種であり、移植時に比べて２種の減となっている。また個体

数でみても総じて減少している。一方、モニタリング調査の最初１年でアケボノシュスランは個体数 120から 3 ま

で大幅に消失しており、最終年には 2 まで減少し、今回調査ではやや増加に転じたものの、移植当初に比べると約

９割が消失したことが明らかとなった。また、コケイランやイイヌマムカゴは今回調査で確認できなかった。これ

らは菌根菌と共生する種であることから、移植先でうまく定着しなかったものと推測される。菌根菌と共生する種

の移植については、菌根菌・菌従属栄養植物（コケイランやイイヌマムカゴ）・菌根性樹木（マツ類やナラ類等）

との三者共生を構築できれば理論上は可能である。ただし、この構築のためには、菌の分離培養や菌根性樹木への

菌根菌の植え付け、菌従属栄養植物の寄せ植え等、比較的おおがかりな措置が必要となる。 

このように対象個体が移植先に定着せずに消失するリスクは、田島ほか（2015）も指摘しており、また移植先の

撹乱や遺伝的撹乱等のリスクも国総研(2016）により示されている。 

今後、当地域のように多様な自然環境を有する地域で環境保全措置としての移植を検討・採用する場合には、一

般的な３年程度で評価するのではなく、今回の調査結果及び考察を踏まえ、通常よりやや長めのモニタリング期間

を設定し、継続的に確認していくことが適当と判断される。 

表２ ３年間のモニタリング結果及び今回調査結果 

４．課題 

今回の再調査では、調査区域の数地点で外来種等の侵入が認められた。以下にその概要をまとめる。 

・ 工事用道路跡地において、当該地域であまり見られない外来種：ハルジオンの侵入・繁茂が認められた。

・ 砂防堰堤間詰工は、設計・施工において自然環境に配慮して「自然侵入促進工（無播種配合）」を採用してい

たが、現状で外国産ヨモギの繁茂が認められた。

これらの種が侵入してきた要因として、工事用道路施工時の樹木伐採等によって光環境が変化し、先駆種である

ハルジオンが工事関係者や車両へ付着して侵入してきたものと推測される。また外国産ヨモギは、間詰工の一部で

のみ確認されたことを踏まえると、当該施工で使用した購入土あるいは施工業者が仮設的に設置した土のうに種子

が含まれており、これらが工事後に定着した可能性が示唆される。これらはいずれも、すぐに周辺の樹林植生内に

拡がる種ではないことから今後、適時状況を観察することとしている。また、施工時の留意点として改めて外来種

等が侵入しない措置を施工業者等と検討・実行し、自然環境への影響を極力抑えた事業を進めていきたい。 

参考文献 
田島ほか(2015)：既往ダム事業における環境保全措置としての植物移植の現状と課題,（一般財団法人）ダム水源地環境整備センター,平成 25
年度所報,pp.44-49. 

国総研（2016）：道路環境影響評価の技術手法「13.動物、植物、生態系」における環境保全のための取り組みに関する事例集(平成 27 年度
版),国総研資料,No.906. 

H23d

個体数 前回との差 個体数 前回との差 個体数 前回との差 個体数 前回との差 個体数 割合(H23d比)

1 エゾフユノハナワラビ 11 13 2 13 0 11 -2 13 2 2 118%

2 オオユリワサビ 7 8 1 8 0 8 0 3 -5 -4 43%

3 シロバナエンレイソウ 9 6 -3 6 0 6 0 5 -1 -4 56%

4 サルメンエビネ 2 3 1 3 0 3 0 1 -2 -1 50%

5 サイハイラン 23 9 -14 13 4 15 2 3 -12 -20 13%

6 シュンラン 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 100%

7 アケボノシュスラン 120 3 -117 2 -1 2 0 14 12 -106 12%

8 コケイラン 2 2 0 0 -2 1 1 0 -1 -2 0%

9 イイヌマムカゴ 7 7 0 6 -1 3 -3 0 -3 -7 0%

確認種の遷移 9種 9種 0 8種 -1 9種 1 7種 -2

移植当初(H23d)と
今回(R1d)との差No.

R1dH26dH25dH24d

（8年後）（3年後）（2年後）（1年後）和名 移植
実施

最終調査から

５年経過

写真１ 移植直後の状況

砂防堰堤 

図２ 施工区域図

堆砂敷 

砂防指定地 
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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、2018 年度にコウモリガによる樹木被

害を確認した状況を受け、GB 整備事業におけるコ
ウモリガによる樹木被害の発生状況を把握した。

２ 試験結果

2.1 コウモリガによる樹木被害の発生状況 

2.1.1 試験地の概要 
GB整備事業では、樹林整備後のモニタリング調

査として、整備範囲内の任意の地点に調査コドラ
ート(100 ㎡)を設置し、植生調査及びコドラート
周辺に植栽されている植栽木を 100 本選定し生育
状況のモニタリング調査を実施している。モニタ
リング調査は、樹林整備を実施した翌年から 5 年
間継続する。この間、維持管理作業としてササ類
の刈り取りを実施している。

2.1.2 試験地の選定 

① ネザサの回復状況による試験地の選定
モニタリング調査を実施する 5 年間は、維持管

理作業によって、ネザサの草丈は低く抑えられて
いる。しかし、維持管理作業終了後 3 年程度でネ
ザサの草丈は 2m程度に回復する。 
コウモリガは、幼虫がネザサを登って植栽木の

上部から幹内に侵入し、根元に向かって材を食い
進むと言われている。 
このようなコウモリガの生態的特徴を考慮して、

試験地は維持管理作業終了と 3 年程度を経過した
地点を選定した。 

➁ 樹林整備前に成立していた植生
GB 整備事業では、ニセアカシア群落、ススキ-

ネザサ群落、竹林などの植生を整備している。
維持管理作業終了後のネザサの繁茂状況は整備

前の植生タイプに依存すると予測された。 
このため、試験地選定の際は整備前の植生タイ

プが異なる地点を選定した。 

➂ 調査地の選定
調査地は、2011 年度に整備を実施し、2012～

2016 年度にモニタリング調査及び維持管理作業
を実施していた地点を選定した。 
モニタリング調査終了時における植栽木の生存

本数は 33～38本だった。また、整備前に成立して
いた植生も 3 地点それぞれ異なるタイプを選定し
た。選定した調査地を表 1 に示す。 

表 1 調査地一覧 

  

 

2.1.3 調査結果 
調査の結果、各調査地において 2～6本の植栽木

が消失しており、コウモリガによる樹木被害が考
えられた。調査結果を図 2 に示す。 

 

➀ 火の谷①地区
火の谷➀地区は、2011年度にモウソウチク－マ

ダケ群落を整備している。 
今回の調査時は、送電線の維持管理作業による

下刈が行われており、下草はほとんど存在しなか
った。刈り痕からネザサが優占する状況ではない
と考えられる。 

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 田中秀基、白髭一磨、近藤浩明、矢野 治 

兵庫県立大学 服部 保 

株式会社環境総合テクノス ○藤井禎浩、山内昌之、梅迫泰年 

図 1 調査地（グリーンベルト対象区域） 

5km Ａ Ｂ Ｃ 合計

火の谷① No. 132 モウソウチク－マダケ群落 25 9 1 35
住吉① No. 138 ススキ－ネザサ群落 26 7 5 38
北畑⑤ No. 141 ニセアカシア群落 26 7 33

77 23 6 194

地区名
活力度

整備前の植生

合計

地点
番号火の谷➀ 

北畑➄ 

住吉➀ 

図 2 調査地別植栽木生育状況 
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ⅰ)コウモリガによる食痕の発生状況 
2016年度のモニタリング調査では 35本植栽木

が生育していた。 
今回の調査で植栽木は 33 本生育しており、2

本が消失していた。ただし、消失した 2本は 201
6年度調査の際に生育状況が不良だった個体のた
め、コウモリガによる樹木被害で枯死した可能性
は低い。また、生存木の内、1本(クリ)でコウモ
リガの食痕が確認された。

ⅱ)植栽木以外のコウモリガによる食害
植栽木以外の自生木に対しては、実生由来のク

サギにコウモリガの食痕が多数確認された。

➁ 住吉①地区
住吉➀地区は、2011 年度にススキ－ネザサ群

落を整備している。 
ネザサは概ね 1m 程度の高さまで回復していた。

ネザサの加えて先駆性のクサギやノイバラが生
育していた。

ⅰ)コウモリガによる被害の発生状況 
2016年度のモニタリング調査では 38本植栽木

が生育していた。 
今回の調査で植栽木は 33 本生育しており、5

本が消失していた。消失した 5本の内 3本は 201
6年度調査時に生育不良だったためコウモリガに
よる樹木被害で枯死した可能性は低い。2本は生
育良好だったためコウモリガによる被害のため
枯死したと考えられる。また、生存木の内、1本
(エゴノキ)でコウモリガの食痕が確認された。

ⅱ)調査地周辺におけるコウモリガ被害の発生
コドラート周辺に生育する自生木の内、実生由

来のクサギがほとんどの個体(50 個体以上)でコ
ウモリガによる食痕が確認された。
このため、コドラート周辺に生育しているクサ

ギを任意に 10 本抽出し、コウモリガによる食痕
の数を測定した。測定結果を図 3に示す。 
食害箇所数は最大で 22箇所であり、食痕が 10

箇所以上確認された個体が 4個体あった。 
一般的に、コウモリガは食害する樹種の選択性

は少ないと言われているが、住吉➀地区では、ク
サギに被害が集中していた。

➂ 北畑➄地区
北畑➄地区は、2011 年度にニセアカシア群落

を整備している。 
ネザサは概ね 1m 程度の高さまで回復していた。

ネザサの加えて先駆性のクサギやノイバラが生
育していた。
また、隣接して小学生による植樹が行われてお

り、この範囲はササ刈りが現在も継続している。 

ⅰ)コウモリガによる被害の発生状況 
2016年度のモニタリング調査では 33本植栽木

が生育していた。 
今回の調査で植栽木は 27 本生育しており、6

本が消失していた。消失した 6本の内 3本は 201
6年度調査時に被圧などの影響を受けていた個体
でありコウモリガによる樹木被害の可能性は低
い。3本は生育良好だった個体のためコウモリガ
による被害のため枯死したと考えられる。また、
生存木の内、4本(クリ 3本、ウラジロノキ 1本)
でコウモリガの食痕が確認された。 

ⅱ)隣接地区におけるコウモリガの食害状況 
北畑➄地区に隣接する、小学生による植樹場所

において、植栽されたブナ科の樹木（コナラ、ア
ベマキ、クヌギ）でコウモリガによる食痕が確認
された。このため、現在生存している植栽木すべ
てに対してコウモリガによる被害の発生状況を
確認した。調査結果を図 4 に示す。 
コナラ及びアベマキでコウモリガによる食痕

を多数(25％程度)確認した。現時点で枯死してい
る個体は確認されないものの、今後被害が継続的
に発生することで、幹折れなどによって枯死する
可能性がある。 

 
 
 

３ コウモリガによる樹木被害防止対策の現状 
今回の調査で、コウモリガによる樹木被害が各地

区で確認されたため、対策を検討する必要がある。 
一般的に、コウモリガは幼虫が高茎の植物を登っ

て樹木に侵入すると言われているため、下草刈りを
実施することで被害を防止することが可能と言わ
れている。 
しかし、北畑➄地区における小学生による植栽地

は、下草刈りが行われており、対策済みだった。 
さらに、北畑➄地区では、誤伐防止のため幹ガー

ドも設置されていた。ツリーシェルターはネザサな
どの草本と植栽木の接触を防ぐことでコウモリガ
の侵入を防止する考えられが、コウモリガによる被
害を防ぐ効果は低かった。 
このため、今後、

コウモリガによる樹
木被害の効果的な防
止対策を検討すると
ともに、食害を受け
た植栽木の生存率に
着目してモニタリン
グ調査を実施する予
定である。

1）木下篤彦,岡本敦,藤井
禎浩,梅迫泰年,山内昌之:六甲山系グリーンベルト整備事業に
おける植生調査－効果的な樹林整備を目指して－,砂防学会

誌,Vol.64 No.3,p.68－74,2011.9

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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ツリーシェルターで保護した

苗木における食痕 

図 4 コウモリガによる食痕の発生状況 
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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と防除対策効果 

国土交通省水管理・国土保全局 田中秀基

国土交通省近畿地方整備局    白髭一磨

国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所  近藤浩明

（現 奈良県橿原市まちづくり部）

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所  矢野治

アジア航測株式会社 ○池田欣子・船越和也・横田潤一郎・山賀由貴・望月沙紀

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

ガとする）が集団的にコナラ等のブナ科樹種に穿入し，

ナラ菌を感染させることで発生するナラ類の伝染病

であり，六甲山地では近年その被害が激化している． 

 六甲山地では，六甲山系グリーンベルト整備事業

（以下，六甲 GB事業とする）としてコナラを中心と

した樹林整備を進めているため，平成 22年度から継

続的にナラ枯れ被害拡大防止対策を進めている．六甲

GB事業地でのナラ枯れ被害抑制対策効果やナラ枯れ

激害化が植生に与える影響を把握した結果を報告す

る．

2.六甲ＧＢ事業地でのナラ枯れ被害の変遷

六甲 GB事業地でのナラ枯れ被害は，平成 22年に初

めて確認されて以降，経年的に増加した． 

 

図 1 六甲 GB 事業地とその周辺のナラ枯れ被害分布の推移 

平成 29年度，平成 30年度が最も被害が多く枯死木

だけで 4,000本を超えた．令和元年度には，ナラ枯れ

枯死木がまとまって発生する激害地（六甲 GB事業地

における激害地は，樹林地 1ha当り 4本以上のナラ枯

れ枯死木が確認された箇所としている）は残るものの，

六甲 GB事業地では被害が減少した．また，令和元年

度は過年度まで被害が多かった六甲山系東方で枯死

木が減少傾向である一方，被害の少なかった六甲山系

西方で被害が増加し，被害発生の地域的推移がみられ

た． 

六甲 GB事業地ではナラ枯れ被害が激害化し枯死木

が多く発生した地域があることから，激害化後のリタ

ー量など林床や植生変化およびカシナガの穿入被害

を受けたものの枯死しなかった被害生存木への再度

被害状況を調査し，今後の六甲 GB事業に対するナラ

枯れの影響について考察した． 

3.ナラ枯れ激害化後の林床環境の変化

ナラ枯れ枯死木増加による高木層の減少は，林床の

リターマットや A0層の衰退につながり，さらには表

層の侵食を進行させる可能性がある．平成 30年度に

実生調査や地表面の落葉量調査を行い，ナラ枯れ被害

によって常緑樹林化が加速している可能性があるこ

とや，ナラ類の実生発生量の減少，林床にスポット的

な表土露出の可能性があること等を把握した．

実生や植生等は枯死木の発生や増加の影響を受け

て年々変化するため，令和元年度は，ナラ類の落葉の

自然供給量を把握するリタートラップ調査を実施す

るとともに，実生調査・植生調査を継続実施した． 

トラップは 1ｍ四方の大きさとし，ナラ枯れ激害地

3地点と未被害地 4地点に，令和元年 8月～令和 2年

1月にかけて設置した．  

落葉量は未被害地で多く，ナラ類の落葉量は激害地

の 1.6倍であった（図 2）．落葉量の多くはナラ類で

あり，激害地の枯死率は約 45％であるが，さらに多

くのナラ類に枯死が発生した場合，落葉量は大幅に減

少し，林床への落葉供給を大きく削減すると考えられ

る． 

H26 年度 

H29 年度 

R01 年度 

図 2 採取した落葉量（個/ｍ3）

ナラ枯れ枯死疑い木

経年共通撮影範囲 
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 次に，10m四方のコドラート内の樹木の実生の種類

や個体数をみると，ナラ枯れ激害地では，未被害地と

比較して，コナラを主としたナラ類の実生が大幅に少

なかった（図 3）．一方，激害地ではクスノキやヤブ

ツバキ等の常緑樹の実生が多いことから，枯死木が増

加することで，植生遷移に影響する可能性が認められ

た．

図 3 各調査地点で確認した実生個体数 

また，植被率をみると，ナラ枯れ激害地での植被率

は，落葉樹が未被害地の 25％程度と低下し，常緑高

木樹の植被率が未被害地の 2倍程度であった（図 4）． 

この結果は，ナラ枯れによる落葉樹の減少と同時に，

常緑樹の実生の増加や，常緑高木樹種が成長したこと

による種構成変化を示しているものと考えられる．

図 4 植被率合計値（生活型） 

4.被害生存木の再度被害発生状況と効果

カシナガの穿入を受けても枯死しなかった被害生

存木は，その後しばらくの期間はナラ菌に対する抵抗

作用を発揮するため再度被害を受けにくいことが指

摘されている．このため，被害生存木が多いナラ林で

は，ナラ枯れ被害の激化や拡大を抑制する効果が期待

される可能性も考えられる． 

六甲山系 GB事業地でカシナガ個体数を抑制する等

のナラ枯れ被害対策を行った地区は，対策を行わなか

った地区と比べて激害地が少なく，枯死木の発生が抑

制されている傾向が確認された．これは，カシナガ抑

制対策によって，樹木内への穿孔被害程度を緩和する

ことにより，穿孔被害を受けるものの枯死に至らず被

害生存木にとどまるナラ類が増加したことが要因の

一つと考えられる．すなわち，枯死に至る被害を抑制

して被害生存木にとどめる対策を推進した結果，ナラ

枯れ被害の激化程度が抑えられている可能性がある

と考えられる． 

上記より，六甲 GB事業地における被害生存木の再

度被害状況を把握するため，ナラ枯れ被害が顕著に確

認された被害地を対象としてナラ類の総本数と経年

被害状況，および被害後の再度被害状況の単木調査を

行った． 

調査結果から，平成 22年度からの調査地全体の経

年被害率と枯死率に対し，被害生存木の再度被害状況

を比較した（図 5）．枯死率は，調査対象地で確認し

たナラ類のうち，ナラ枯れによる枯死が確認された割

合とした．被害率は，調査対象地で確認したナラ類の

うち，カシナガ穿入被害が確認されたナラ類の割合と

した．その結果，被害生存木の再度被害の平均発生率

は 13.3％となり，調査地内全体の平均被害率（39.3％）

の 1/3程度と低い傾向を示すことが確認された．また，

被害生存木の再度被害における枯死は今回の調査地

では確認されなかった（図 5）．このことから，カシ

ナガ個体数を抑制して枯死に至らない被害生存木に

とどめていく対策は，再度被害の抑制効果につながっ

ていると考えられる．

 
 

 
 
 

図 5 再度被害と全体被害の被害傾向比較 

5.おわりに

今回の調査から，ナラ枯れ被害が激化することによ

り，ナラ林の常緑樹林化が急速に進行する可能性があ

ることが確認された．一方で，カシナガ個体数抑制対

策を実施して被害生存木を増加させることで，ナラ枯

れの再度被害に対する耐性が高まる可能性が確認さ

れた．六甲山系におけるナラ枯れ被害は，現在も継続

して西方に拡散していることから，ナラ枯れ被害の継

続的なモニタリングとともにカシナガ個体数抑制対

策等を継続し，ナラ枯れへの耐性を高めたナラ類とナ

ラ林の保全に向けた検討を進めていく必要がある．
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透過型砂防堰堤の渓流環境への負荷軽減効果に関する予備的調査 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○五十嵐 勇気，國田 佳穂，嶋 丈示 
弘前大学農学生命科学部 工藤 誠也，鄒 青穎，東 信行 

１．はじめに 
 透過型砂防堰堤は，土石流や流木の捕捉効果に加

え，通常時に渓流の連続性を保つ観点から，渓流環

境への負荷軽減効果もあると考えられている。そこ

で本研究では，透過型砂防堰堤の渓流環境への負荷

軽減効果の確認と渓流環境の保全に配慮した透過

型砂防堰堤のあり方や構造等の検討を目的に，今年

度，予備的に砂防堰堤の上下流において生物調査と

物理環境調査を実施したためその結果を報告する。 
２．調査概要 
２．１ 調査箇所 
調査は，東北地方を流れるH川とT川の 2渓流で

行った。H川には，左支川と右支川にそれぞれ河口

から約 2.9kmの位置に不透過型砂防堰堤（H=8.0m）

と鋼製透過型砂防堰堤（H=10.0m）が設置されてお

り，今回 6箇所で調査した（図 1）。堰堤の堆砂状況

は，不透過型砂防堰堤は満砂，鋼製透過型砂防堰堤

は未満砂である。T 川には，河口から約 0.9km の位

置にコンクリートスリット砂防堰堤（H=10.5m）が

設置されており，堰堤上下流の2箇所で調査した（図

2）。堰堤の堆砂状況は未満砂である。いずれの砂防

堰堤も最下流堰堤である。 
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，電気ショッカーによる直接採捕と環境DNA
分析により魚類生息の有無および魚種を確認した。

環境 DNA 分析は，水中等の環境中に存在している

生物由来のDNA（環境DNA）を分析することで，

生物の在不在や生物量・個体数等のデータを得ることが可能な技術である。直接採捕や目視調査を補完する技術とし

て，砂防域における有効性も確認されている 1)。 
物理環境調査は，水深，流速，浮き石率，河床材料の表面粒径を調査した。水深，流速，浮き石率は対象範囲をメ

ッシュ状に分割し，メッシュ毎に計測した。水深は直尺，流速はプロペラ式流速計により水面から 6割水深で計測し

た。浮き石率は，メッシュ内で無作為に 10個の礫を抽出し，直接浮き石かはまり石かを確認した。河床材料の表面粒

径は調査範囲内の代表的な箇所で確認した。いずれの調査も 2019 年 10月に実施した。 
３．調査結果と考察 
図 3 にH川における電気ショッカーによる直接採捕結果を示す。H川では，ドジョウ，ルリヨシノボリ，イワナが

確認された。ドジョウとルリヨシノボリは堰堤より下流のみで確認されており，不透過型砂防堰堤上流および鋼製透

過型砂防堰堤上流では確認されなかった。なお，H-st6 のイワナについては，大部分がエゾイワナタイプであったが，

一部ヤマトイワナのような個体が存在しており，人為移入の可能性が考えられた。H 川の環境 DNA 分析では，イワ

ナ，ルリヨシノボリ，ウグイ，コイが確認された（表 1）。環境DNA 分析では各種ヨシノボリはヨシノボリ類までし

か分類されないが，直接採捕ではルリヨシノボリのみが確認されているため，本報告では，ヨシノボリ類をルリヨシ

ノボリとして整理している。環境 DNA 分析においても，下流で確認されたルリヨシノボリは不透過型砂防堰堤，鋼

図 1 H川調査位置図

図 2 T川調査位置図 
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製透過型砂防堰堤の上流では確認されなかった。ルリヨシノボリが

両側回遊魚であることや生息域が川の中流から上流域であること

を鑑みると，H川の不透過型砂防堰堤と鋼製透過型砂防堰堤は，現

状で生息域分断の一要因となっていることが考えられる。図 4 にT
川における直接採捕結果を示す。T川ではイワナ，ヤマメ（サクラ

マス），ルリヨシノボリ，カンキョウカジカが確認された。T 川で

は，コンクリートスリット砂防堰堤上流で大型のヤマメ（サクラマ

ス）とイワナが確認されており，堰堤上下流で魚類の往来があるこ

とが確認された。しかし，T 川でも，ルリヨシノボリは堰堤の上流

で確認されていないことや（図 4，表 1），堰堤上流では大型個体し

か確認されていないことから，T川のコンクリートスリット砂防堰

堤は小型の魚類に対しては遡上の障害となっていることも考えら

れた。特に，大型のヤマメ（サクラマス）はメスの確率が高いこと

から（今回確認された個体も雌の産卵個体），コンクリートスリット

砂防堰堤が小型の魚類の遡上の障害となっている場合，小型の河川

残留型のオスはコンクリートスリット砂防堰堤を遡上できないこ

ととなり，上流にオスの個体がいない場合は繁殖が成功せず，種の

存続の危機が生じる可能性が考えられる。 
図5にH川の鋼製透過型砂防堰堤上下流の物理環境調査結果

の比較を示す。鋼製透過型砂防堰堤上流で下流に比べて水深が

深いメッシュが増加している等の物理環境の違いが見られた。

しかし，この違いは魚類の生息に影響を与えるようなクリティ

カルな違いとまではないっていないと考えられる。また，河床

材料の表面粒径は堰堤上下流どちらも 5cm 程度と同程度であ

った。このことから，H 川の鋼製透過型砂防堰堤は，魚類の遡

上の阻害要因とはなっているが，魚類の生息場環境の連続性に

ついてはある程度保全する機能を有していると考えられる。 
今回，堰堤が魚類の遡上の阻害要因となった原因として，H

川の鋼製透過型砂防堰堤では，捕捉した流木により生じていた 1m 程度の落差が一つと考えられる。また，T 川のコ

ンクリートスリット砂防堰堤では，2 つあるスリットのうち 1 つのスリットが流木により閉塞していたため，もう一

方のスリットに流れが集中し，スリット部の流速が局所的に速くなってたことが原因の一つと考えられる。また，大

浜ら 2)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，今回の調査対象堰堤についても同様の状況が生じていたことも考えられる。 

４．おわりに 
 今回の調査より，透過型砂防堰堤は，不透過型砂防堰堤に比べて渓流環境への負荷軽減効果をある程度有すること

が確認された。また，今後，透過型砂防堰堤の渓流環境への負荷軽減効果をさらに高めるためには，維持管理方法や

透過部底版や水叩き等の構造について検討が必要であることも考えられた。 
＜参考文献＞ 

1) 横山ら（2018）：応用生態工学会第 23回全国大会予稿集，p102； 2)大浜ら（2009）：応用生態工学，12（1），p.49-56

図 3 H川直接採捕結果 

図 4 T川直接採捕結果 

表 1 環境 DNA分析結果 

図 5 H川における各調査箇所の総メッシュ数に対する観測メッシュ数の割合 

H-st1 H-st2 H-st3 H-st5 H-st6 T-st1 T-st2

サケ ●

イワナ ● ● ● ● ● ● ●

ヤマメ（サクラマス） ● ●

ルリヨシノボリ ● ● ●

ウグイ ●

コイ ●

カンキョウカジカ ●

※環境DNA分析結果はヨシノボリ類と分類されたが，直接採捕調査結果で
ルリヨシノボリのみが確認されたため，ルリヨシノボリとした。

種名
H川 T川
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沖縄県漢那ダムにおける魚道の生態系保全機能の効果検証 

沖縄大学経法商学部 〇糸数 哲 

立命館大学理工学部   藤本将光，西村萌， 

菖蒲香月，里深好文 

１. はじめに

沖縄県では，梅雨や台風シーズンの降水量が少ない年には水不足や干ばつに見舞われることがあり，沖縄本

島では過去に大渇水により 24 時間隔日断水が実施されたこともあった。安定的な水資源確保のため貯水ダム

が建設され，沖縄本島の水の安定供給体制が確立されたため，平成 6（1994）年度以降は給水制限は実施され

ていない。このように，ダムの設置は島嶼地域での水不足の解消につながるものの，その一方で，河川の連続

性が阻害され，魚類や甲殻類等の遡上・降下に影響が及ぶ。漢那ダムには，エビやカニなどの通し回遊型生物

の遡上・降下用に魚道が設置されており，回遊型生物の遡上・降下への配慮がなされている。本研究では，漢

那ダム魚道を遡上する回遊型生物の種類および活動時間帯，魚道への放水が遡上行動に与える影響を調査し，

漢那ダム魚道の生態系保全機能について検討した。 

２. 方法

２. １ 調査地の概要

 沖縄県国頭郡宜野座村漢那に設置されている漢那ダムにおいて調査を行った。漢那ダムは平成 5年 3月に完

成した多目的ダムで，魚道が設置されている本ダムの堤高は 45.0 ｍである。漢那ダムは，漢那福地川河口か

ら約 1.0 km 上流に位置し，沖縄本島北部に設置された国管理のダム（9 ダム）の中では，河口からダム堤体

までの河道長が最も短い。漢那ダム魚道は，国内で初めてハイダムに設置された魚道で，おもに匍匐して遡上

するエビ・カニ類を対象としている。魚道勾配が最大で 1/5～1/1.2 と急なため，遡上時の足がかりとなるよ

うに魚道底面に自然石が配置されており，小段ごとに休息場も設けられている。エビ・カニ類は,遡上の際に

多くの流量を必要としないため，魚道への放水流量は小さく，水路表面上が常時濡れている程度に流量管理さ

れている。魚道に放水する水は，ダム堤敷にかかる揚圧力を軽減するために設置されている基礎排水孔からの

漏水を利用しており，漏水が一定量溜まると放水するしくみとなっている。 

２. ２ 調査方法

 魚道の下流および中流に昼夜撮影可能なカメラ（HykeCam SP2）を設置し，1 分ごとに静止画の撮影と 10秒

間の動画撮影を行った。魚道の撮影は，2019年 8月 20 日（夏季）および 10 月 4 日～6日（秋季）に行った。

撮影した静止画および動画から魚道を遡上する回遊型生物の種類と個体数を確認した。また，魚道への放水時

刻を確認し，放水前後の個体数の変化を調べた。 

３. 結果と考察

 今回の調査では，エビ，カニ，ハゼの遡上行動が確認された。エビの個体数が最も多く，日没後に遡上行動

を開始し，おもに深夜０時頃まで遡上行動がみられた。中流では，下流に比べ遡上個体数が少なく，秋季（10/4）

には遡上個体数がほとんどみられなかった（表-1，表-3）。エビと同様に

カニも日没後に遡上行動を開始し，夜間に遡上行動を行っていた。カニの

遡上個体数は少ないが，下流と中流で遡上個体数に大きな差はなく，夏季

と秋季の遡上個体数にも大きな変化はなかった（表-2，表-4）。エビおよ

びカニはおもに夜間に遡上行動がみられたのに対し，ハゼは日中に遡上行

動がみられた。ハゼの遡上行動が確認されたのは下流であるが，現地観察

の際に中流で遡上または降下途中と考えられる個体も確認された。エビ，

カニともに，下流だけでなく，中流でも遡上行動が確認されたことから，

漢那ダム魚道は匍匐型動物を対象とした魚道として機能していることが

（単位：匹）

下流 中流

18時 0 0

19時 176 18

20時 50 8

21時 30 14

22時 10 1

23時 12 13

0時 11 2

表-1　エビの遡上数（8月20日）
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確認された。 

 魚道への放水回数と時刻は表-5に示した通りで，8月 20日（夏季）が６回，10月 4日（秋季）が７回であ

った。ダム堤敷に設置された基礎排水孔からの漏水量が一定でないため，放水時間間隔は一定ではなく，約１

時間（夏季）から約２時間（秋季）となっており，短い場合は約 20分で魚道への放水があった。表-5に示し

た放水前後の下流でのエビの存在数の変化を図-1 および図-2 に示す。下流では，放水前後でエビの存在数が

減少する傾向がみられ，放水がエビの遡上に影響していることが示唆された。なお，中流では放水前後のエビ

の存在が確認されないケースが多かったため，中流での放水の影響は確認できなかった。漢那ダム魚道のよう

な勾配の急な匍匐型魚道では，流量が

多い場合には魚道機能が低下すること

が指摘されていることから，放水流量

が大きいために魚道機能が十分に発揮

されていない可能性がある。エビやカ

ニの遡上行動が活発な夜間に放水の回

数や流量を抑えることで魚道機能が向

上することが考えられるため，夜間の

放水間隔を長くすることや，放水の一

部を排水する排水路等を設置すること

でエビやカニに対する魚道機能が向上

し，ダム上下流での生態系保全機能が

さらに増すことが考えられる。 

 本研究を行うにあたり，内閣府沖縄

総合事務局北部ダム統合管理事務所，

および漢那ダム管理支所に協力いただ

いた。ここに謝意を表します。 
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存
在
数
（匹

）

1分前 1分後

図-１ 放水前後のエビの存在数（8 月 20 日） 

※横軸の数字は，表-５の 8 月 20 日の放水回

存
在
数
（匹

）

1分前 1分後

図-２ 放水前後のエビの存在数（10 月 4 日） 

※横軸の数字は，表-５の 10 月 4 日の放水回

（単位：匹）

下流 中流

18時 0 0

19時 0 0

20時 1 0

21時 0 1

22時 1 2

23時 0 1

0時 0 0

表-2　カニの遡上数（8月20日）
（単位：匹）

下流 中流

18時 94 0

19時 64 0

20時 43 0

21時 14 0

22時 13 1

23時 10 1

0時 21 0

1時 12 0

2時 11 0

3時 9 0

4時 1 0

5時 1 0

6時 0 0

7時 0 0

8時～17時 1 0

表-3　エビの遡上数（10月4日）

（単位：匹）

下流 中流

18時 0 1

19時 1 0

20時 2 0

21時 1 0

22時 0 0

23時 0 0

0時 0 0

1時 0 0

2時 0 2

3時 0 0

4時 0 0

5時 0 0

6時 0 0

7時 0 0

8時～17時 0 0

表-4　カニの遡上数（10月4日）

8月20日 10月4日

1 19時31分 18時45分

2 20時33分 19時21分

3 21時36分 21時34分

4 22時39分 23時45分

5 23時41分 1時56分

6 0時44分 2時19分

7 4時33分

表-5　魚道への放水時刻
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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 中部地整  天竜川上流河川事務所 伊藤誠記 澤田宗也 中谷真一 小澤朋晃 前同 鈴木 豊 

 信州大学農学部 福山泰治郎 平松 晋也, 東京農工大 五味 高志 

明治コンサルタント(株) ○花岡正明 滝口 潤  

1．はじめに  天竜川上流域では20年前からニホンジカ(以下「シカ」)が急増し、植生の減少･地表攪乱が確認されてい

る。石川農工大名誉教授による丹沢地区におけるシカ食害に伴う土砂流出に関する研究を参考に､シカによる環境変化と

土砂流出の実態把握のため流出量現地計測に2016年に着手し、植生被覆,シカ活動など影響因子の関連調査を実施してい

る。丹沢と比べ当該流域の土砂流出は量的及び降雨との相関性が非常に低く、流出土砂の粒径及び表土層の相違が要因と

指摘された。また下層植生においてシカの生息及び土砂流出抑制に関

してササ類が非常に重要な影響因子と考えられ、昨年はこれらの実態

を数量的に把握した調査結果を報告した。本稿は①豪雨が多発した

2019 年土砂流出並び土砂粒径を考慮した検討結果、②重要な影響因

子でされるササ類の実態調査･評価手法について、概略的に報告する。 

2. 流出土砂計測と影響因子検討 (1) 調査概要と既往調査成果

表-1 に示した調査項目に関しシカ道分布･痕跡調査,センサーカメラ映

像解析等を含め実施した調査成果から、降雨との相関、植生被覆 

, シカ侵入状況も合わせた時系列的な関連性等を分析してい

る。捕捉計測は着手以来、計17回に及び降雨量と捕捉表面水

量は良い相関関係にあるが、土砂流出との相関性は高くない。

降雨単位は長期降雨(累加雨量)に相関性高い傾向と、植生被

覆度が少ない斜面からの流出量が多い傾向がみられたが、降

雨,シカ侵入などの誘因となる外力と植生被覆度など要因に対

する 流出土砂の関連性は明らかでない。一方 2018 年は植生が繁茂した

山室③では、ほとんど計測されなかった土砂量が 16 倍に急増し、逆転現

象が発生した。捕捉土砂は細粒分が多く、この課題に対し粒径を考慮した

分析が必要と考えられた。また丹沢地区との土砂流出現象の相違につい

ては丹沢の表土層は最大粒径2mm程度で腐植層が形成されておられず、

雨滴,表面流により侵食されやすく斜面から流出した土砂が連続的に渓流

まで流出すると考えられる。 (2) 2019 年土砂流出状況と流出土砂の粒

径を考慮した分析 2019年は 1時間雨量55.5mm(7月31日)、連続雨量

232.5mm(10月12日：台風19号)の計測開始以来最も大きな強度の降雨が

頻発した。計測を山室地区に集中し、前年に流出土砂が激増した山室③

は８月に山室⓪と同程度流出したが、10月豪雨に対応した土砂流出がみら

れず、2017年以前の静穏状態になっている。 

計測期間毎の粒径階別捕捉量を図-1 に示した

が、細粒分に注目し分析した結果、植生被覆によ

る侵食に対し安定性が確保され細粒分が 2018 年

の豪雨時に流出したとの仮説が裏付けられ、さら

に 2019年 10月豪雨には流下可能な細粒分が少

なかったと考えられる。 

(3) 土砂流出に関わる影響因子の総合的な

分析 表面流による移動が難しい大粒径を順次除

いた流出土砂データで、山室地区における回収

期間毎の降雨と土砂の相関性を再整理したところ、

相関性が向上した事例が多かった。高相関事例

を抽出し(図-2上段)、下段に相関係数(R²)の最大粒径設定による変化を示した。 

プロット名
ﾌﾟﾛｯﾄ特性

地表被覆度(％)
植生状況

山室第2 ⓪ アカマツ

イネ科sp

 45° スゲ属sp

L=20m45°

植生被覆極小
2.4%

山室第2③ カラマツ

シダ科sp

39° スギゴケ

L=30m～ ササ属sp

植生被覆　大

96.5%

表-1 調査項目と実施概要 

2016 2017 2018 2019

1) シカ道分布調査 シカの生息状況把握 シカ道痕跡分布調査 冬 6～7月,冬 7月,冬 1月

9～11月 4～12月 5～12月 5～12月

気象状況把握 雨量･地温観測 8～3月 4～3月 4～3月 4～2月

表土層の性状把握 表土土壌調査 － 9月 7月 7月

コドラート調査 10月 7,10月 7～8,11月 11月

ｻｻ･地上ﾊﾞｲｵﾏｽ調査 － 10月 7～8,11月 11月

地下茎ﾊﾞｲｵﾏｽ調査 － － - 11月

食痕･獣害調査 10月 7,10月 1～12月 1～11月

ササ健全度評価調査 - - 11月

シカ侵入・行動把握 センサカメラ調査 8～3月 4～3月 4～3月 4～3月

高採食圧地実態把握 高採食圧地域実態調査 － － 6月～ 9月～

越冬地現地実態 植生,ﾊﾞｲｵﾏｽ,痕跡,ｾﾝｻｶﾒﾗ調査 － － 10～11月 11月～

項目 調査目的 小項目
調査時期

食害･獣害把握

4） 食害･獣害地域
実態調査

2) 流出土砂
捕捉量調査

土砂流出実態計測 土砂捕捉計測調査

3)関連因子
現地調査

植生状況把握

表-2 ﾌﾟﾛｯﾄ特性 

図-3 捕捉土砂量と影響因子の時系列分析 （山室地区） 

図-１ 流出土砂量の変化 （回収毎,粒径別） 

図-2 降雨量と捕捉土砂量の相関性 （山室地区） 
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図-4 バイオマス調査 調査成果 

山室地区における 2018-19 年の気象条件に加え、植生被覆度,シカ侵入頭数等の影響因子との関連を時系列的にまとめ、総

合的な分析した(図-3)。凍結融解の影響が卓越すると考えられる当該地区において、春先と初冬に多めの土砂流出がみられ、

シカ侵入の影響評価において共同調査である信州大による人工降雨実験による「踏み荒らし」に伴う土砂流出計測結果では

10%程度の増加とされ、侵入頭数から直接的に相関づけられず、植生被覆度との関連性にもタイムラグがある。影響する要因は

多様で複雑に関連し、表土侵食･流出移動は一気に完結せず数段階のプロセスを経る不可逆的な現象で、直接的な誘因外力

である降雨強度との直接的な相関に対し、季節性もあり「バラツキ」が生じる。 

3．ササ類を中心とする下層植生実態調査と｢ササ類健全度｣評価の導入  

(1) ササ類のシカ生息･土砂流出特性と既往調査 シカにとって冬期食物資源

は生育地域の選定及び個体数を強く規定し、森林土壌侵食において下層植生及

び根系は重要な要因で、特にササ類の生態上の特性：葉（冬期残存,大型）桿（密

生,堅固）地下茎（茎太,堅固,ネットワーク状伸展）は、流出抑制効果も含め他の植

生と異なる大きな影響を及ぼす。2018年にササ類被覆状況を数量的に把握するた

め、現存量計測(1×1m 桿高,桿数,葉数･食痕,乾重)を実施した。シカ食害が著しい

南アルプス(「南ア」)地区座頭沢上流等及び近年シカが侵入した中央アルプス(「中

ア」)地区･中田切越冬地等で実施したところ、南ア地区は影響を受けやすいスズタ

ケを中心にササ類の矮小化は急速に進行し、食害の影響が少ない

中ア地区とのエリア間の相違が明瞭になった。 

(2) 地下茎バイオマス調査の試行 2019年は新たに土砂流出

に影響を及ぼす根茎等の状況を数量的に把握する「地下茎バイオ

マス調査」を導入した。地上部調査プロット内でサンプル(20x20 

x20cm)を数カ所で表土層全量採取し、根系,リター,土砂に分別し、

乾重を計量した。ササ類に注目した測定結果を、採取プロット毎

の地上部(葉と稈)及び地下部のバイオマス重量を示したが、地下茎部が地上部に比べ格段に

大きい3.8～13倍と算出された。 

(3) ササ類を指標としたシカ影響の評価手法の試行 小山らは、シカ生息状況の結果とし

てのササ現存量と食害影響の簡便な評価手法を考案した 1）。ササ類種名,平均稈高,植被率,

食害強度を調査し、健全な場合を100として指数化し平均した「ササ健全度」を算出し、

県内でシカ生息密度の異なる地域で調査事例を多数収集し、食害程度を示す指標の適合性

を検証し森林被害を推定した。2019年は中田切越冬地,座頭沢上流地区,山室地区において

実施し、現存量調査による平均稈高, UAV写真画像処理による植被率算定等で精度を上げ

た(表-3)。図-6に評価項目等をチャート図にしたが、「中ア」地区と「南ア」地区の相違が顕著となっている。またシカ

生息密度を推定は非常に難しいが、小山らはササ健全度調査を実施した地点の近隣でシカ生息密度も調査し、相関図にま

とめている。図-7にササ健全度,シカ生息密度相関図を示したが、今回評価した3地区の平均値をプロットし、生息数(頭

/㎢)を逆算してみたところ、座頭沢上流地区で14.1,山室地区で22.2と推定され既存調

査と整合し、,中田切越冬地で0.5となった。このように本手法により、シカによる土砂

流出影響因子としての注目すべきササ類へのシカ害の影響を簡便に把握できた。 

4．おわりに 森林土壌侵食･流出に影響する要因は、「侵食の季節性」,「土壌粒径」,

「林相植生」,「落葉層･腐食層」,「根系」等とされ、多様な要因が複雑に関連し、いく

つものプロセスを経る不可逆的な現象で、短絡的な相関づけに注意しなければならない。 

新たに実施したササ類を中心とした地下茎も含めた現存量調査の結果解析から、採食

圧が著しい地区におけるササ類の急速な矮化の実態が明らかになり、丹沢地区と同様に消滅に至ると危惧され、今後の変

化の継続的な把握が強く望まれる。その際に、今回導入した「ササ類健全度」評価手法による個体数や下層植生への影響

に関わるデータ蓄積は、非常に有効と考えられる。本稿は概要報告であり詳細な検討成果を来年度報告したい。調査に関

る情報及び調査地をご提供いただいた林野庁,長野県,伊那市など関係機関と、ご指導いただいた石川名誉教授, 信州大竹

田教授,瀧井助教, 長野県林業総合センター小山研究員に、心からお礼を申し上げます。  

参考文献 1）小山「二ホンジカの食害による森林被害の実態と防除技術の開発」（2010 長野県林業総合センター研究報告 24，

表-3 ササ類健全度調査 実施プロットと結果 

図-5 ササ健全度 調査結果チャート図 

図-6 ササ健全度によるシカ生息密度推定 

上流1-G-H30-1 カラマツ 北西 29° スズ・ミヤコ 24 65 24 81 60 55

上流1-G-H30-2 カラマツ 南南東 19° スズ・ミヤコ 23 72 23 90 60 58

上流2B-G-H30-1 カラマツ 南 28° スズタケ属 16 43 16 54 40 37

上流2B-G-H30-2 カラマツ 南 22° ミヤコ・スズ 14 37 27 46 40 38

上流3A-G-H30 カラマツ 南南西 40° スズタケ属 25 50 25 63 40 43

上流3B-G-H30 カラマツ 北西 12° スズタケ属 23 64 23 80 40 48

中流-G-H30-1 カラマツ 北西 22° スズタケ属 16 55 16 69 40 42

中流-G-H30-2 カラマツ 南南西 8° スズタケ属 14 24 14 30 40 28

山室2-B(b) カラマツ 西 24° スズタケ属 13 37 13 46 20 26

山室2-C アカ・カラ 西北西 28° スズタケ属 11 3 11 4 20 12

簫ノ笛山尾根 カラマツ 南西 38° ミヤコザサ節 58 78 100 98 80 93

簫ノ笛東南尾根-A コメツガ 西 34° ミヤコザサ節 34 52 60 65 80 68

簫ノ笛東南尾根-B カラマツ 南東 12° ミヤコザサ節 71 78 100 98 80 93

鼠川源頭部 カラマツ 北 8° ミヤコザサ節 54 70 100 88 80 89

凡例

中田切

上流

稈高

健全度

植被率

健全度

食害強度

指数

ササ類

健全度

座頭沢

上流

山室第2

堰堤左

岸

林相 斜面方位 傾斜度 種別
平均草高

(cm)

植被率

(%)
調査区 プロット名

健全度75～ 40～75 40未満
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風化物が粘土化する蛇紋岩山地源流域における降雤流出機構 

北海道大学大学院農学院 〇吉野 孝彦 

北海道大学大学院農学研究院 桂 真也 

１．はじめに 

 基岩の風化物が粘土化する流域では，表土層と基盤岩の間に形成される風化層（粘土層）が水文学的基盤面とし

て働くと考えられる。しかし，厚い粘土層が形成される蛇紋岩流域では，降雤時には粘土層の上（表土層内）を水

が横流れし表土層から大量の水が流出することが示されている¹⁾一方で，表土層が過湿である²⁾こと，粘土層内部

も降雤に対し水位変動する³⁾ことが示されており，表土層のみならず粘土層もまた流域の降雤流出過程に影響を与

えていることが示唆される。そこで本研究では粘土層の水移動に焦点を当て，風化物が厚い粘土層を形成する蛇紋

岩山地源流域における降雤流出機構を明らかにすることを目的とした。 

２．方法 

２．１ 調査流域 

 調査流域は北海道中川町天塩川支流北海道大学中川研究林 17 林班に位置する山地源流域（流域面積 2.12 ha）で

ある。調査流域には厚さ 40 cm 程度の表土層の下に厚さ 150 cm 程度の粘土層が分布している。調査流域の標高は

240 m～263 m である。 

２．２ 水文観測および現地調査 

 調査流域の末端部に堰を設置し，渓流の流量と電気伝導度（EC）の経時変化を計測した。また，調査流域内の０

次谷沿いの上部と下部の二か所に井戸を設置した。一か所につき表土層内のみの水位を計測する井戸と，粘土層内

のみの水位を計測する井戸の計２本を設置した。全ての井戸に温度計付き水位計を設置し，水位と水温の経時変化

を計測した。現地調査時に井戸と土壌水（表土層の間隙に不飽和貯留された水）を採取し，EC を計測した。調査

流域内にトレンチを掘削した後，表土層の異なる深度から５個，粘土層の異なる深度から４個試料を採取し透水性

（飽和透水係数）と保水性（水分特性曲線）を計測した。水分特性曲線は，pF 試験の結果に Kosugi（1996）のモ

デル⁴⁾を当てはめて描いた。さらにテン

シオメータを２深度（30 cm（表土層），

50 cm（粘土層表層部））尾根部に設置し，

フラックスを計算することで降雤水の鉛

直浸透を分析した。降水量は最寄りのア

メダス中川を用いた。観測期間は 2019 年

５月 15 日から 11 月２日で，渓流の EC

の経時変化のみ 2019年９月 30日から 11

月２日である。 

３．結果と考察 

図１に降水量，地下水位，比流量，水

温の経時変化を示す。調査期間中の総降

水量は 468.5 mm，最大時間降水量は 28 

mm であった（図 1a）。本調査流域では，

表土層内と粘土層内にそれぞれ異なる反

応を示す別個の地下水位が観測された（図 図１ 降水量，地下水位，比流量，水温の経時変化 

R5‑001

249

2020年度砂防学会研究発表会概要集



1b，1c）。表土層の地下水位と流量は降雤に対して鋭

敏に反応した一方で，粘土層の地下水位は降雤に対

して緩慢で小さな反応を示した。また，流量は無降

雤時に著しく減尐するものの，枯れることは無かっ

た（図 1d）。渓流水温は下部の表土層の地下水温と

ほぼ一致していた（図 1e）ことから，渓流水は降雤

の有無に関わらず表土層と同じ深さから流れてきた

水で形成されていると考えられた。表土層-粘土層境

界に最も近い試料の水分特性曲線を図２に示す。飽

和透水係数と水分特性曲線から，表土層は飽和透

水係数が大きい（10ˉ² cm/sec オーダー）こと，粘

土層は飽和透水係数が小さく（10ˉ⁴ cm/sec オー

ダー）保水性が高いことが分かった。図３に現地

調査時の EC の計測結果を示す。渓流水の ECは，

粘土層内地下水の EC と土壌水の EC の中間の値

を示すことが分かる。この粘土層内の地下水の EC

と土壌水のEC，渓流水のECの経時変化を用いて，

渓流水の成分分離を行った。その結果，粘土層由

来の水は無降雤時には渓流水の最大 76％に達し降

雤時（流出ピーク時）には 31％を占めた。フラッ

クスの計算結果を図４に示す。テンシ

オメータを設置した尾根部において

は，降雤時などの表土層内の地下水位

が高い期間は表土層から粘土層へ鉛

直下向きのフラックスが発生した一

方で，表土層内の地下水位が低い比較

的乾燥した期間は粘土層から表土層

への鉛直上向きのフラックスが発生した。本調査地ではこうした上向きのフラックスが計測期間 171 日間中 102 日

間程度発生しており，長期間粘土層内から表土層へと水の供給が行われていたことが分かる。 

以上から，風化物が粘土化する本調査流域では，①難透水性の粘土層上，つまり表土層内に地下水位が形成され

ることで降雤時に素早い流出が発生する，②粘土層の高い保水性により粘土層内に貯留された水が乾いた表土層内

に供給されることで，無降雤時であっても表土層内は比較的湿潤で渓流水も枯れることなく形成されると考えられ

る。 
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 本研究に際して，北海道大学中川研究林の皆様には多大なご協力をいただいた。本研究は JSPS 科研費
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図２ 水分特性曲線（theta が実測値，theta-cal が

Kosugi（1996）を用いた計算値） 

図４ フラックス計算結果

図３ EC 計測結果 
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樹木根系が花崗岩斜面内部で生じる雨水の挙動に及ぼす影響に関する現象論的研究 

信州大学農学部（現 アジア航測株式会社） 〇筒井 千遥 

信州大学学術研究院農学系  平松 晋也 

天竜川上流河川事務所 伊藤 誠記 

1．はじめに 

山腹斜面を構成する表層土は表層崩壊の発生源として位置付けられ，土層内には樹木根系や大小の孔隙（パイプ），転石，ク

ラック等の不均一要素が多数存在している。表層崩壊の予測精度向上のためには，これらの不均一要素が土層内部での水移動

に及ぼす影響を定量的に把握する必要がある。しかしながら，森林土層内で最も一般的かつ多量に存在する「樹木の根系」に焦

点を当てた研究事例は，変成岩地域を対象とした宮前（2004）や本研究と同一斜面で現地散水実験を実施した夏目（2015）の事

例を除いてほとんど存在しないというのが現状である。本研究では，高い透水性を有する花崗岩地域に生育する樹木の根系が

土層内部で生じる雨水の挙動に及ぼす影響を定量的に把握することにより，土層内部での水移動予測モデルを構築することを

目的として自然降雨を対象とした現地水文観測を行った。 

2．現地水文観測の概要 

研究対象地は，長野県上伊那郡飯島町に位置する与田切川流域内の小流域（流域面積 1.33ha）の尾根付近で，植生はカラマ

ツが大部分を占め，林床にはササが見られる。深さ140cm×幅160cmのトレンチ断面を設け，図-1に示すように根系部（活性

根（Root，10箇所）と腐朽根（Decayed，５箇所））とマトリ

ックス部（Matrix，８箇所）の計23箇所に採水装置を設置し，

土層断面からの流出水量を計測した。採水装置は，樹木根系

を覆うように断面へと内径 5.3cmの塩化ビニル製円筒を挿し

込み，断面からの流出水量が転倒マス型流量計やポリビンへ

とビニルホースを介して導かれる構造となっている。根系周

辺部からの流出水は転倒マス型流量計により自動計測され，

マトリックス部からの流出水は少量であることからポリビン

に溜め，降雨終了後に手動計測した。また，降雨量（林内雨）

はトレンチ断面近傍で，土層内の水分状態は図-1中に示す土

壌水分計とテンシオメータを用いてそれぞれ計測した。 

3．観測結果 

観測期間は，2018年3月26日～2019年 11月

20日の604日間である。一連続降雨の前後に24

時間以上の無降雨期間を有し，総降雨量が

10.0mm以上を記録した降雨イベントの内，土層

断面からの流出がみられたイベントを解析で対

象とする「流出イベント」と定義し、計45イベ

ントを抽出した。図-2 に示す解析対象データの

総流出水量の経時変化より，降雨量の増加ととも

に総流出水量も増加する傾向が認められる。ま

た，１イベントにおける各採水部からの総流出水

量は，マトリックス部では0～869cc，活性根周辺

部では0～2,788cc，腐朽根周辺部では0～3,604cc

の範囲の値を示し，マトリックス部と比較すると

樹木根系採水部からの流出水量の方が多量であ

るといった注目に値する事実が確認された。 

図-1 土層断面への計測機器の設置状況 
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図-2 解析で対象とした「流出イベント」の各流出部からの総流出水量の経時変化 
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観測期間中に流出が確認されたイベントNo.30での各採水部から

の流出水量の経時変化を一例として図-3に示す。同イベントではマ

トリックス部からの流出が確認されなかったのに対し，多くの根系

周辺部で流出が観測された。また，深度 70cm の根系周辺からの流

出がより浅部に位置する深度 25cm の根系周辺（腐朽根）とほぼ同

時刻に開始しているといった事実は注目に値する。この事実は，表

層部から深層部へと向かう速い流れ，すなわちバイパス流（根系流）

の存在を示唆するものであり，これらの傾向は他の流出イベントに

対しても概ね同様に確認された。 

4．樹木根系周辺部からの流出水量の再現 

根系採水部からの流出水量にはマトリックス部からの流出水量

が含まれているため，(1)式を用いて根系の周面に接した流れのみを

抽出し，これを根系流量：⊿QRと定義した。 

⊿QR＝QR-{QM・（A1-AR）/A2}] ・・（１） 

ここに，⊿QR：根系一本あたりの根系流量（cc），QR：根系周辺部

からの流出水量（cc），QM：同一深度のマトリックス部からの流出水

量（cc），A1：樹木根系が存在する採水部の断面積（cm2），AR：採水部内に存

在する根系の断面積（cm2），A2：マトリックスのみの採水部の断面積（cm2）

である。本研究で抽出したほぼ全てのイベントで⊿QR＞０となり，根系の存在

が土層内部での水移動に大きな影響を及ぼしている事実が確認された。 

「Rt：各根系採水部からの流出終了時までの連続雨量（mm）」と⊿QRとの関

係を示す図-４より，連続雨量の増加とともに根系流量も増加する傾向が認め

られる。また，「θ：降雨開始直前の体積含水率」，「S：根系の円周長（cm）」と

⊿QRとの関係を示す図-5 より，降雨開始直前の体積含水率や根系の円周長の

増加とともに根系流量も増加する傾向が認められる。根系流量との関係性が認

められたRt，S，θ，Z（根系の出現深度（cm））を説明変数として構築した  

⊿QR予測式を（２）式に示す。 

⊿QR＝1.17・10-2・Rt0.95・θ0.90・Z0.91・S1.70 （n＝240）・・・（２） 

説明変数（Rt，θ，Z，S）のべき乗値を比較すると，θ＜Z＜Rt＜Sとなり，

⊿QRは根系の円周長：Sに大きく支配される事実が確認された。イベント毎

の総根系流出水量の実測値と（２）式による再現値の総量との関係を示す 

図-6 より，（２）式による再現値には少なからずバラツキが認められるもの

の，根系流の流出傾向を概ね良好に再現していることがわかる。 

5．おわりに 

土層内に存在する樹木根系周辺部には雨水の選択的な流れが存在し，その流出水量

（根系流量）には根系の円周長，連続雨量，降雨開始直前の体積含水率，根系の出現深

度が影響を及ぼしている事実が明らかになった。しかしながら，本研究で提示した  

⊿QR予測式の精度については必ずしも良好と言えない場合も散見された。このため，今

後は，観測断面を掘削し土層の内部構造を詳細に把握することにより精度を低下させて

いる要因を明らかにし，これらの要因の影響を⊿QR予測モデルに組み込むなど，モデル

に改良を加えていく予定である。将来的には，不均一要素を加味した表層崩壊発生予測

モデルを構築し崩壊現象の予知・予測問題へと研究を展開していきたい。 
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図-3 各採水部からの流出水量の経時変化（イベントNo.30） 
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図-6 流出イベント毎の⊿QRの 

  実測値と再現値との関係 
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大起伏山地における洪水流出特性－大井川水系東河内沢の事例－ 

筑波大学生命環境科学研究科 〇北本 楽 

筑波大学生命環境系 山川 陽祐 

筑波大学生命環境系 内田 太郎 

筑波大学生命環境科学研究科 輿水 康二 

1. はじめに

 近年、中山間地域では水土砂災害が多発し、深刻な被害が

生じている。こうした災害は豪雨における水や土砂の移動が

要因であり、土砂災害の発生予測精度向上には水土砂の流出

機構の把握が必要である。洪水流出の既往研究は対象流域面

積が 1 km²以下の山地流域がほとんどで、1 km²～10 km²の

流域で起伏率が 0.3 を超えるような大起伏山地流域を対象に

した観測は乏しい (図 1 赤枠領域)。流域面積 1 km²以下の既

往研究で示された洪水流出特性が、流域面積を大きくしても

適用されるかはいまだ不明である。本研究では ①洪水流出

特性の検討が不足している 1 km²～10 km²の大起伏山地流域において、降雨量と流量の観測によって洪水流出

特性を明らかにし、 既往研究で示された流域面積 1 km²以下の洪水流出特性と比較すること、 ②既存の降雨

流量データを用いて 1 km²～10 km²の低起伏山地流域の洪水流出特性を明らかにし、 表面地形条件の違いと

洪水流出特性の関係を検討することを目的とした。 

2．対象地および手法 

 1 km²～10 km²の大起伏山地流域として静岡県大井川水系上流に属す

る東河内沢（図 2）を選定した。雨量計、超音波水位計、電波流速計を

設置して降雨量、流量を観測した。洪水発生有無の確認のためカメラを

併用した。既往研究で明らかにされた洪水流出特性の例として岡山県竜

の口山試験地北谷流域で行われた研究結果 1を引用した。1 km²～10 km

²の低起伏山地は、東河内沢と流域面積および地質が類似し、起伏率が小

さい流域を対象にして、水文水質データベースより降雨量、流量データ

を使用できることを条件にして中筋川、長谷川の 2 流域を選定した（表

1）。各流域のハイドロハイエトグラフにおいて、無降雨継続時間を 12 時

間とし 1 洪水イベントと定義したのち、洪水イベント中の流出総量をハ

イドログラフから抽出した。基底流量と洪水流量の分離には Hewlett の

分離線 2を用いた（図 3）。降雨総量および流出総量の関係から洪水流出

特性を明らかにし、比較した。降雨総量と流出総量は単位面積あたりの

水頭表示にした。表面地形条件は、GIS および国土地理院が整備した 10 

mDEM を使用し、各流域の平均斜面長、平均勾配、単位面積当たりの比

高を計算した。 

結果と考察 

 東河内沢の観測では、流量観測データの乏しい大起伏・中流域において, 大規模降雨イベント（降雨総量 

433 mm）時を含む洪水イベントを観測することに成功した（図 4）。既往研究により竜の口では降雨総量と

流出総量の関係から示される洪水流出特性（図 5 暖色系プロット）の特徴として以下のことが挙げられてい

図 1 既往研究の流域面積と起伏率

図 2 大井川水系東河内沢 

図 3 洪水流量の分離 

水系名 流域名 流域面積 (km²) 起伏率 設定条件 地質年代・岩種

静岡県大井川 東河内沢 9.03 0.295 1 km²～10 km²の大起伏山地流域 後期白亜紀付加体

竜の口試験地北谷流域 0.07 0.393 1 km²以下の大起伏山地流域 ペルム紀付加体

高知県渡川 中筋川 11.4 0.057 東河内と同じ流域面積・地質岩種で低起伏 中期始新世 -前期漸新世付加体および泥岩

山口県小瀬川 長谷川 11.8 0.089 東河内と同じ流域面積・地質岩種で低起伏 中‐後期ジュラ紀付加体

表 1 流域の選定条件 
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る。①降雨総量が 150 mm 以下の小中規模降雨では初期流量の大小、

すなわち降雨開始前の流域の乾湿程度に応じて流出総量は大きくなる。

②降雨総量が十分に大きい場合は流域が降雨中に湿潤状態に到達する

ため、初期流量にかかわらず、流出総量が増加する。③洪水流出開始に

必要な降雨総量は 25 mm 以上である。東河内沢で観測された洪水イベ

ントの解析から、①、②において同様の洪水流出特性を示すことがわか

った（図 5 四角形プロット）。また、③の洪水流出開始に必要な降雨総

量は 50 mm 以上であった。竜の口と東河内沢の比較から、大起伏山地

流域では流域面積が大きくなったとしても洪水流出特性は類似するこ

とが明らかとなった。低起伏山地流域である中筋川と長谷川の洪水流出

特性は東河内沢と同様の傾向にあり、洪水流出開始に必要な降雨総量も

50 mm 以上と同程度であった。降雨総量と流出総量を降雨総量で除し

た流出率の関係を線形近似によって推定したところ、線形近似直線の傾

きは東河内沢、中筋川、長谷川がそれぞれ 0.00203、0.0317、0.00267 と

なり東河内沢が他の 2 流域に比べて傾きが緩かった（図 6）。3 流域の比較から、大起伏山地流域は低起伏山

地流域に比べて同じ降雨総量時に降雨が流出しにくいことがわかった。GIS を用いた地形解析では、単位面

積あたりの比高は竜の口が最も小さく、東河内沢は中筋川、長谷川よりも 2 倍程度大きいことがわかった（表

2）。単位面積あたりの比高が小さいことは、降雨浸透流出過程に寄与する流域体積が小さく、流出までに損

失が少ないと考えられる。竜の口が他の流域に比べて洪水流出開始に必要な降雨総量、すなわち損失雨量が

小さいのは流域体積が小さいからであろう。一方で、東河内沢は単位面積あたりの比高が中筋川や長谷川よ

りも約 2 倍大きい。降雨浸透流出過程において, 雨水が地下構造を経由する距離は長いと考えられるため、

流域体積の大きい大起伏山地では低起伏山地に比べて流出しにくくなると考えられる。流域面積や表面地形

条件などの流域ごとの特徴が洪水流出特性と関係があることが示唆された。より高精度な洪水流出予測を行

うためには、表面地形だけでなく斜面の内部構造（土層・地質構造）まで考慮した洪水流出特性の検討が必

要である。 

参考文献 

1）Tani M., Abe, T., (1987) Analysis of stormflow and its source area expansion through a simple kinematic wave

equation: In Forest Hydrology and Watershed Management, IAHS Publ., 167, 609-615

2）Hewlett J. D., Hibbert A. R. (1967) Factors affecting the response of small watersheds to precipitation in humid areas:

In International Symposium on Forest hydrology (Sopper, W.E. and Lull, H.W., eds.) pp. 275-290, Pergamon, Oxford.

図 5 降雨総量と流出総量の関係（竜の口; 暖色系、東河内沢; 四角形、中筋川; 三角形、長谷川; 丸形） 

中央値 平均値 中央値 平均値

東河内 0.295 130 151 38 38 88.2

竜の口 0.393 60 69 26 26 25.6

中筋川 0.057 82 93 28 28 41.1

長谷川 0.089 79 89 27 27 37.3

流域名 起伏率
斜面長 (m) 斜面勾配 (°) 単位面積あたり

の比高 (km)

図 6 降雨総量と流出率の関係（赤線分は線形近似直線） 

表 2 表面地形条件の計算結果 

図 4 大規模降雨による出水の様子
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間隙の連結性を考慮した森林土壌における降雨浸透の解析 

京都大学大学院農学研究科 ○村上智哉・小杉賢一朗・正岡直也 

1 はじめに 

森林斜面において土壌の水分特性、つまり

保水性や透水性を的確に把握することは、森林

斜面における水循環機構や斜面崩壊の発生機構

を解明する上で重要な課題である。土壌の水分

特性のうち、保水性は各大きさの間隙がどれだ

け存在しているかという間隙の分布特性に支配

されていると考えられる。これに対し、土壌の

透水性は間隙の分布特性に加え、間隙のひず

み・屈曲の度合や、異なる大きさの間隙の連結

確率といった間隙の透水性に関する特性も関与

していると考えられる。しかしながら、従来の

研究において土壌水分特性は間隙の分布特性の

観点のみから説明され、間隙の透水性に関する

特性についてはほとんど検討されてこなかっ

た。一方で小杉・大手（1992）はこの間隙の透

水性に関する特性を統括して間隙の連結特性と

よび、これを解析する手法の検討を行った。本

研究では、改良型蒸発法（Masaoka and 

Kosugi, 2018）による土壌の不飽和水分特性の

計測データと小杉・大手（1992）の解析手法を

用いて土壌間隙の連結特性を解析する手法を検

討し、さらに 1次元浸透計算によって土壌間隙

の連結特性が森林土壌における降雨浸透に及ぼ

す影響を検討することを目的とした。 

2 方法 

2.1 間隙の連結特性解析 

解析対象として、国内 4地点（大分、北海

道、滋賀、千葉）の森林土壌で 5サンプルずつ

採取された計 20サンプルの蒸発法データを用い

た。まず、間隙の連結特性を定量的に評価する

ために、間隙径 r の間隙の透水係数に当たる物

理量として間隙のコンダクタンス C(r)を導入

し、間隙と同じ半径 r の円管のコンダクタンス

の理論値 Cp(r)との比 C(r)/Cp(r)を間隙の連結特

性を示す指標として、各サンプルの C(r)/Cp(r)を

算出した。 

2.2 蒸発法 

  土壌の不飽和水分特性を計測する手法とし

て、改良型蒸発法(Masaoka and Kosugi, 2018)

を用いた。蒸発法は、土壌サンプルを飽和させ

た後、水分の蒸発に伴う重量変化と動水勾配の

変化を計測することで、保水性を表す体積含水

率θ-圧力水頭ψ関係（水分特性曲線）と、透水

性を表す透水係数 K-圧力水頭ψ関係の双方を算

出する手法である。改良型蒸発法は、従来の蒸

発法と比べて、差圧センサーによる高精度化

や、下面蒸発による他手法への応用性などが特

徴である。 

2.3 1次元浸透計算 

 不飽和水分特性を表す従来の関数モデルに

おいて不飽和透水係数は間隙系分布から推定さ

れることが多く、そこでは間隙の連結特性が不

飽和透水係数に及ぼす影響は考慮されていな

い。そこで本研究では間隙の連結特性が森林土

壌における降雨浸透に及ぼす影響を検討するた

めに、従来の不飽和透水係数の関数モデルに

C(r)を導入し、この関数モデルを用いて 1次元の

浸透計算を行った。浸透計算は鉛直浸透を表す

基礎方程式であるリチャーズ式を用いて、

150cmの土壌に 1ヶ月間の自然降雨を降らせる

条件のもとで行い、現実的に想定される範囲で

のパラメータの変化や、森林土壌の発達に伴う

間隙の連結特性の変化が降雨浸透に及ぼす影響

を検討した。 

3 結果・考察 

蒸発法の結果から各サンプルの間隙のコン

ダクタンス C-r 関係を算出した結果、両対数軸

において直線的な傾向を示した（図 1）。このこ

とから、C-r 関係を単純なべき関数 C(r)=Brnで
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近似できるとし、全 20サンプルのデータに対し

て最小二乗法で C(r)をフィッティングしたとこ

ろ、フィッティングパラメータ B、nはそれぞれ

101～103、1.5～3.5の範囲内に収まった。 

全サンプルから得られた土質パラメータの平

均的な値を用いて 1次元浸透解析を行った。さ

らに、土壌の保水量に有効な間隙量を表すパラ

メータである有効間隙率θeと、間隙の連結特性

に関するパラメータ B についてそれぞれ全サン

プルの範囲内で増減させ、各パラメータが降雨

浸透に及ぼす影響をそれぞれ 1次元浸透計算に

よって解析した（図 2）。 

この結果において、θeが大きくなるほど、

また Bが小さくなるほど、ピークの流量は小さ

く、かつタイミングは遅くなった。また、この 2

つのパラメータの変化に伴うピークの流量とタ

イミングの変化量に大きな差は見られなかっ

た。この結果より、間隙の連結特性は有効間隙

率と同程度に森林土壌の降雨浸透特性に影響を

及ぼす可能性があることが示唆された。 

また、実際の森林土壌を解析して得られた

水分特性のパラメータを用いて 1次元浸透計算

を行った結果、森林土壌の発達に伴う間隙の連

結特性の変化がある場合は、ない場合と比べて

降雨流出がわずかに緩やかになっており、森林

土壌の発達に伴う雨水貯留機能の向上には、間

隙の分布特性の変化だけでなく間隙の連結特性

の変化も寄与していることが確認された（図

3）。 

参考文献 

1) 小杉賢一朗・大手信人, 森林土壌の透水性の

評価における土壌間隙の連結特性の解析 ,
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図 2.  各パラメータを増減させたときの 1 次元

浸透計算の結果（上:θe, 下:B） 

図 1. 全サンプルの間隙のコンダクタンス 

図 3.  1 次元浸透計算による森林土壌の発達が

降雨流出に及ぼす影響の検討 
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堆積岩山地における降雨流出特性の空間変動 

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、谷知幸 

沖縄大学経法商学部 糸数哲 

1. はじめに

災害の相次ぐ今日、土砂災害の発生機構の解明は喫緊の課題である。そのためには山体内部における水の挙動を

知る必要がある。花崗岩山地においては様々な先行研究がなされてきた（例えば、Fujimoto et al., 2008; 宮田ら、

2003）が、堆積岩山地については比較的研究されてこなかった。堆積岩山地の降雨流出について、酒井ら（2009）

は花崗岩山地では考慮する必要のない走向・傾斜という地質構造の影響を指摘した。一方、降雨流出には地形の影

響が支配的であると考えられてきた（Beven & Kirkby, 1979）。そこで本研究では山地源流域において地形と地質構

造が降雨流出に与える影響を観測データに基づいて考察した。 

2. 方法

滋賀県甲賀市にある 1 つの山頂（標高 565.2m）を中

心とする 12 の放射状の流域（図 1）において流量観測

を行った。各流域の末端にステンレス製の三角堰を設

置し、圧力式水位計（自作）を用いて水位を観測した。

観測は 5 分ごとに行い、観測データはデータロガー

（HIOKI LR5042）に記録した。得られたデータを用い

て 1 時間当たりの比流量を算出した。 

また、S04 流域近傍の開けた地点において雨量の観測

も行った。観測には 0.5mm 転倒マス式雨量計を用い、

観測データはデータロガー（Onset 社、RG3-M）に 10

分ごとに記録した。観測データから総降水量が 60mm

程度のイベント 2 つを抽出し、流量の比較を行った。 

図 1 観測地の地形図。等高線は 5m 間隔。 

3. 結果と考察

S03 流域と S09 流域（山頂の東西）では基底流量が多く、それ以外の流域では基底流量は比較的小さいことが分

かった。さらに、山頂の南側の流域では降雨時の流出が相対的に早く、山頂の北側の流域では降雨時の流出は相対

的に遅いことが分かった。全流域のハイドログラフを示すと煩雑になるため、以上の傾向を代表する 3 流域（山頂

の東西：S03 流域、山頂の南側：S06 流域、山頂の北側：S12 流域）のハイドログラフをそれぞれのイベントのハイ

エトグラフとともに図 2 に示す。

これらの特徴と地質構造との対応を考える。観測地における走向は平均 N 101.6°E、傾斜は 55°N であり、山

頂の東西は走向方向、山頂の南側は傾斜と逆方向、山頂の北側は傾斜方向にそれぞれ当たる。つまり、降雨流出が

地質構造に規定されている可能性が示唆されたと言える。 

一方、QGIS（ver. 3.4.12）の SAGA プラグインを用いて各流域における TWI（Topographic Wetness Index）

（Beven & Kirkby, 1979）の分布を調べ、地形の影響を考察したところ、全流域で似たような分布となり、流域全体

の地形の影響は少ないと考えられた。 
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図 2 (a)(d)S03、(b)(e)S06、(c)(f)S12 流域のハイドログラフ。(a)～(c)、(d)～(f)はそれぞれ同じイベント。 

 走向方向の流域で基底流量が多くなったのは、堆積岩の透水異方性（末永ら、2002）により層理面に沿った流れ

が形成されやすいこと、また、観測地の傾斜が 55°と大きく、そのような流れが地表と交わる機会が少ないためで

あると考えられる。さらに、降雨時の流出の相対的なタイミングのずれは斜面勾配の影響を受けていると考えられ

た。各流域において集水面積と斜面勾配の関係を調べたところ、山頂南側の流域は急な傾向にあるのに対し、それ

以外の流域は緩やかな傾向にあることが分かった。つまり、山頂南側の流域は急な勾配に従って直接流出が発生し

やすいため降雨時の流出が相対的に早いと考えられた。従って、走向方向の流域では地質構造が直接的に影響し、

その他の流域では斜面勾配が直接的に影響していることが推測される。斜面勾配も地質構造に影響されて決まる因

子であるため、堆積岩山地における降雨流出には大枠で地質構造が影響しており、走向方向以外の流域については

斜面勾配を通して間接的に地質構造が影響していることが分かった。 
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人工衛星「しきさい」を活用した那智の滝上流域の水源涵養機能に関する研究 

和歌山県土砂災害啓発センター      ○崎山朋紀・宮崎徳生・榎原伴樹・岸畑明宏・坂口隆紀

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター  柴田俊・木下篤彦

株式会社パスコ   鈴木清敬

国土交通省国土技術政策総合研究所  鈴木大和・中谷洋明

1. はじめに

本研究の目的は，流域の流量を年間通して恒常的に安定

させるための方策の検討に役立てるため，森林施業の有無が

流域の水収支に及ぼす影響を把握することである． 
既往文献 1)-5)から，間伐等の森林施業は森林の水源涵養機

能に影響を及ぼすことが推察される．また，流域の水文状態

の把握に流域スケールを定期的に観測可能な人工衛星を活用

できれば効率的であり，人の立ち入りが困難な場所でも対応

できるなど利点がある．そこで本研究では，森林施業の有無

と森林活性度や土壌水分量を示す衛生画像データの関係性を

検討し，水源涵養機能を示す指標が得られるか検討を行う．

さらに，それらの結果を用いて蒸発散量を推定するなどによ

り流域の水収支を算出し，森林施業の有無が流域の水収支に

及ぼす影響を検討する． 
今回，気候変動観測衛星「しきさい」（GCOM-C）の取

得データから算出した森林活性度と森林施業の関連性を検討

したので報告する． 

2. 調査方法

2.1. 調査地の概要

調査地は，和歌山県東牟婁郡那智勝浦町内にある那智の

滝上流域である（図-1）．二級河川那智川（流域面積 24.5
㎢，幹線流路延長約 8.5km）の上流部に位置し，流域面積

は概ね 4.7 ㎢，地質は熊野酸性岩，植生の大部分はスギ・ヒ

ノキ植林である． 
2.2. 間伐の有無と森林活性度の関係性の検討

対象範囲を森林簿，造林施業履歴などを参考に，林班内

の 2017 年間伐箇所内外と林班外（構造物及び植生を含む）

の３つの領域に分割し，間伐の有無と森林活性度の関係性を

検討した．森林活性度には正規化植生指数（NDVI，
Normalized Difference Vegetation Index）を用いた．NDVIは次

式から算出できる（式1）． 
NDVI=（NIR-R）/（NIR+R）･･･（式 1） 
ここで，NIR(Near Infra-Red )は近赤外バンドであり，

R(Red)は赤バンドである． 
NDVI の算出には，GCOM-C（分解能 250m，画像取得周

期 2～3 日）の取得データ，プロダクト：Level-2，陸：植生

指数を用いた．比較のため，GCOM-C よりメッシュサイズ

が小さい Landsat-8（分解能 30m，画像取得周期 16 日）の

取得データ（Band4(Red) ，Band5(NIR)）を併用した．デー

タの取得時期は 2018 年 4 月～2019 年 3 月，画像枚数を表-1

に示す．なお，被雲画像は対象外とした． 

3. 調査結果と考察

3.1. GCOM-CとLandsat-8の比較（GCOM-C１セル当たり）

衛星間の分解能等仕様

の相違による NDVI 値

への影響を把握するため，

各領域において GCOM-
C の 1 セルの NDVI 値
とそのセル内の Landsat-
8 の NDVI 平均値を比較

した（図-2）．その結果，

林 班 内 に お い て ，

GCOM-C と 比 較 し

Landsat-8 の NDVI 平均

値が 0.15 程度低いこと

が確認された．これはメッシュサイズの違いにより Landsat-
8 は，山影や道等 GCOM-C では分割できない NDVI 値の低

い箇所を観測するためだと考えられる．また，この傾向は夏

季（2018年6月25日）と冬季（2019年1月3日）で大きな

差がないことが確認された．林班外は植生以外の構造物を含

むためNDVI値は低かった． 

図-2  GCOM-CとLandsat-8の１セル当たりのNDVI平均値の比較. 

図-1  調査地位置図. 

那智の滝 

表-1 検討に使用した衛星画像枚
数. 
撮影月 GCOM-C Landsat-8

2018.4月 5 1
2018.5月 2 1
2018.6月 2 1
2018.7月 2 0
2018.8月 5 0
2018.9月 0 0
2018.10月 3 0
2018.11月 6 0
2018.12月 5 0
2019.1月 12 2
2019.2月 6 1
2019.3月 8 1
合計 56 7
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3.2. NDVI平均値の経年変化の比較 

各領域の NDVI 平均値の経年変化を比較した．その結果，

GCOM-C を用いて算出した NDVI 平均値の経年変化では，

林班内の 2017 年間伐箇所内外において大きな差が算出され

なかった（図-3）．一方，Landsat-8を用いて算出したNDVI
平均値の経年変化では，林班内の 2017 年間伐箇所内外にお

いて，GCOM-C と比較した場合，差があると考えられる．

差は最大で 0.024程度であり，2017年間伐箇所内の方が高い

値を示した（図-4）．また，各領域の GCOM-C の 1 セル当

たりの NDVI 平均値の経年変化を比較したところ，両衛星

ともに前述の結果と大きな差はなかった． 
3.3. NDVIのヒストグラムの比較 

林班内の 2017 年間伐箇所内外の NDVI をヒストグラムに

より比較した．その結果，GCOM-C では，NDVI 値は夏季

（6-8 月）に高く，冬季（12-2 月）に低いことが読み取れる．

夏季に植生が活性化することが確認できた．また，図より間

伐を行った範囲の方が間伐を行っていない範囲よりも森林の

活性度が高い範囲が広いことが確認された（図-5）．一方

Landsat-8では，NDVI値は4月と6月は1月より高い．また，

間伐を行った範囲の方が間伐を行っていない範囲よりも森林

の活性度が高い範囲が広いことが示唆された（図-6）． 

4. まとめ

本研究で得られた結果を以下に示す． 
・「しきさい」を用いて算出した NDVI 平均値の経年変化

では，2017 年間伐箇所内外の森林において大きな差が算出

されなかった． 

・Landsat-8 を用いて算出した NDVI 平均値の経年変化では，

2017 年間伐箇所内外の森林において，「しきさい」と比較

した場合，差があると考えられる．差は最大で 0.024 程度で

あり，間伐箇所内の方が高い値を示した． 
・NDVI ヒストグラムの比較を行った結果，「しきさい」と

Landsat-8 の両方で，間伐を行った範囲の方が間伐を行って

いない範囲よりも森林の活性度が高い範囲が広いことが示唆

された． 

5. 今後の検討事項

森林活性度から那智の滝上流域の年間蒸発散量を推定し，

これを用いて那智の滝上流域の水収支（降雨－流出―蒸発

散の関係）を算出する． 
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図-3  GCOM-Cから算出したNDVI平均値の経年変化. 図-4  Landsat-8から算出したNDVI平均値の経年変化. 

図-5  GCOM-Cから算出した間伐の有無による 
NDVIのヒストグラムの比較図. 

図-6  Landasat-8から算出した間伐の有無による 
NDVIのヒストグラムの比較図. 
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花崗岩山地における風化基岩内の亀裂が雨水浸透に及ぼす影響

京都大学大学院農学研究科	 寺山祐司・正岡直也・小杉賢一朗

1．はじめに 
森林土壌は降雨を一時的に貯留する機能を果たすと言われてきたが，その研究の中心は山地表面の厚さ 1～2ｍ程度の土

壌であった。だが，近年では，その下の基岩層の涵養機能が注目されている 1)2)。山体浅部の強風化基岩は構成粒子の一部

が土壌化し，水がマトリックス（組織）の間隙内を移動することが近年の研究で確認された 3)。また，花崗岩地質の森林

における研究で，基岩の透水性が土壌に比べて低い値であることが報告されている。しかし，ボーリング孔内の水位の観

測によると，数十メートルの深さでも降雨に対し素早く水位が上昇することがあ

る。こうした矛盾の原因として考えられるのが亀裂を伝った雨水浸透である 4)。

ボーリングコアの観察から，花崗岩流域には山体の浅い部分に多数の亀裂が存在

していることが分かっているが，亀裂が鉛直浸透にどの程度の影響を与えるかは

分かっていない。そこで，本研究では，地表付近の風化基岩内の亀裂を伝った不

飽和鉛直浸透プロセスの解明を目的とする。

2．観測地諸元	 

観測地である不動寺試験地は，滋賀県大津市の田上山地に位置している。今回，

観測には工事によって基岩が露出した露頭を用いた（写真 1）。地質は田上花崗岩

地質で，植生は天然林とヒノキ人工林である。年平均降水量は 1,972mm，年平均気温は 10.9℃

である。露頭の基岩にある亀裂は，中が土砂で詰まった 1mm程度の裂け目であった。 

3．研究手法	 

写真 1の場所には，二種類のテン

シオメータを埋めた。露出した基岩

に埋めたものを基岩内テンシオメー

タ，基岩の上の森林土壌に埋めたテ

ンシオメータを土層内テンシオメータとする。花崗岩の強風化基岩の露

頭を整形し，基岩の組織の部分（M1～M3）と亀裂の部分（C1～C4）の

それぞれにハンドドリルで横に穴を開けて，基岩内テンシオメータを挿

入した（図 1）（写真 2）。これらのテンシオメータの位置関係は図 2の通

りである。土層内テンシオメータに関しては，基岩の露出した場所から

少し離れた土壌に，地表から垂直に 30cmの深さに S1を，55㎝の深さ

に S2を埋めた。林外雨量は，観測地近傍に設置した転倒ます式雨量計

を用いて計測した。C1から地表面，基岩面までの距離はそれぞれ 100cm，

60cmである。測定インターバルは5分，観測期間は2019/7/30～2019/12/10

である。

4．結果と考察

	 それぞれのテンシオメータにおいて測

定した数値から，圧力水頭を算出した。

図 3では，このうち，観測期間中で最大
規模だった 10月 12日の降雨イベントにつ

いて解析した。10月 12日の 0時時点では，

土壌も基岩も乾燥した状態であった。その

7時間後，降雨ピークの時，地表面境界か

写真1	 観測地風景 

図1	 基岩内テンシオメータ設置断面図 
写真2	 基岩内テンシオメータ 

図2	 亀裂と地表からの深度

図3	 10月 12日の降雨イベントにおける圧力水頭 
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ら基岩面境界までは圧力水頭が上昇しているが，基岩はまだ乾燥している。午前

11時ごろに亀裂への水浸透が始まり，C1における圧力水頭が上昇し始めた。そ

れから 1時間もかからないうちに C1の圧力水頭は最大になった。C2の圧力水頭

はここで上がり始めており，この降雨イベントでは亀裂への浸透が組織部分より

早く起こっている。17時になると，M1,M2,C4の圧力水頭が上がり始めた。これ

以降は，13日が始まるころまでの間 C3,M3の圧力水頭がゆっくりと上昇した。

それからは，10月 13日の 0時の時点で，全ての場所の圧力水頭が緩やかに下が

りながら，ほとんど同じ値に収束していることが分かる。

図 4では，亀裂への素早い浸透が見られた降雨イベントと，亀裂への素早い浸

透が見られなかったイベントを，総雨量と C1 前の圧力水頭の二つの軸で比較し

た。総雨量 40mm以上の降雨ではすべてのイベントで水浸透が確認された。総雨

量 20mmから 40mmの降雨では降雨前の圧力水頭が高い場合に限り水浸透が確認

された。また，20mm以下では亀裂への水浸透は見られなかった。 

図 5では，地表から 100cmほどの深さにある C1とM1の圧力水頭の

伝播速度を散布図にまとめ，比較した。伝播速度は，地表から各テンシ

オメータまでの距離を，圧力水頭のピーク時から降雨ピーク時までの時

間で割ったものである。亀裂への降雨が多いほど C1 の伝播速度が大き

くなる傾向で，亀裂への早い浸透が見られた 7イベント中どのイベント

もM1より C1の伝播速度が大きかった。地表から 140cmほどの深さに

あるC2とM2の圧力水頭は，ほとんど同じ速度であった。

降雨時の条件として，総雨量ごとに亀裂への浸透有無を確認すること

で，20mm以下では亀裂への浸透が見られず，20～40mmの降雨では土

壌が予め湿っている時のみ浸透が見られ，それ以上の降雨では浸透が確

認された。

深度の条件として，C1,M1（地表から約 100cm）までは亀裂による浸

透ピークの違いが確認されたが，C2,M2（地表から約 140cm）からはそ

のような違いが確認されなかった。

基岩で深部まで水浸透が起きなかった原因の考察として，地表近くの強風化基岩では亀裂に土砂化した岩が詰まってお

り，開水路よりは透水性がさほど高くなく，基岩の深部までの素早い浸透が起きなかった，と推測できる。

5．結論と課題	 

	 花崗岩山地の表層付近の基岩においては，水の浸透は基岩の組織部分の透水係数だけで説明でき，不均質な亀裂分布を

考慮しなくていい可能性が示された。

	 今後の課題としては，具体的な水の浸透過程を明らかにするために，染色液を用いたトレーサー実験や岩石の採取によ

る透水性の測定をする必要がある。

参考文献	 

1）K.Kosugi, M.Fujimoto, S. Katsura, H.Kato, Y.Sando, and T.Mizuyama（2011）：Localized bedrock aquifer distribution explains 

discharge from a headwater catchment, WATER RESOURCES RESEACH,Vol.47,pp.1-16 

2）C.P.Gabrielli, J.J.McDonnell, and W.T.Jarvis（2011）：The role of bedrock groundwater in rainfall-runoff response at hillslope and 

catchment scales, Journal of Hydrology,Vol.450-451,pp.117-133 

3）S.Katsura, K.Kosugi, T.Mizutani, and T.Mizuyama（2009）：Hydraulic Properties of Variously Weathered Granitic Bedrock in 

Headwater Catchments, Vadose Zone Journal,Vol.8,No.3,pp.557-573 

4）R.Salve, D.M.Rempe, and W.E.Dietrich（2012）：Rain, rock moisture dynamics, and the rapid response of perched groundwater in 

wathered, fractured argillite underlying a steep hillslope, WATER RESOURCES RESEACH,Vol.48,pp.1-25 

図4	 亀裂への浸透条件 

×：亀裂への早い浸透が見られない 

〇：亀裂への早い浸透が見られる 

図5	 C1とM1における伝播速度の比較 
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国有林・民有林の森林簿を用いた広域蒸発散量推定手法の開発 

Estimating Regional-scale Evapotranspiration from Forest Inventory GIS data 

〇小柳 賢太※，Chiu Chen-wei，五味 高志（東京農工大学） 

Sean Andrew Hudson，恩田 裕一（筑波大学） 

※現 土木研究所

1. はじめに

森林からの蒸発散量(ET)を定量化することは，降雨

の流出過程を理解し，持続的な水資源管理を行う上で重

要である 1）。6.0 ha の滋賀県桐生試験地における 33 年

間の水収支観測 2)では，平均年降水量 1646±281 mm/

年のうち，749±69 mm/年が ET での損失であることが

報告されている。また，2.6 ha の熊本県鹿北試験地の事

例 3）では，ET による損失が年間を通じて月降水量の約

5 割に相当していた。 

 このような水収支観測は，1900 年代前半から欧米諸

国や日本で始まり，主に 1 km2 以下の小流域を対象に行

われてきた 4)。これにより，森林の水循環を構成する基

本的な水文プロセスが明らかになり 5)，樹種の転換が水

流出に与える影響（例えば Komatsu et al6）；流域面積

2.5～3.1 ha）や，間伐が水循環に与える影響（例えば

Dung et al.7）；流域面積 0.2～0.4 ha）なども評価されて

きた。一方で，これら小流域研究の研究成果を，森林施

業や水資源管理を行う上で重要となる 10 km2 以上のス

ケールに繋げることの重要性も指摘されている 8)。

広域スケールへの拡張としては，気象観測に基づく蒸

発散モデル 9)や，表流水モデルと地下水モデルを組み合

わせた GETFLOWS などの広域水循環解析モデル 10)な

どが検討されてきた。しかし，これらの手法では，森林

の水循環に影響を及ぼす，多様な森林の分布状態や，個

別の林分における森林状態（立木密度や樹種など）が反

映されないという課題もある。 

 森林の水循環に影響する要因としては，遮断損失(Ei)

と蒸散(Et)が特に重要であり，それらについては立木密

度などの森林状態に依存することが既往研究で報告され

ている。例えば，小松 11）は針葉樹人工林の立木密度と

降雨に占める遮断の割合の関係性を示した。また，ヒノ

キ単木の樹高と蒸散の負の相関関係 12)や，トウヒ林の

立木密度と蒸散の正の相関関係 13)も示されている。 

 このようなことから，水収支観測データの得られない

流域であっても，立木密度や樹高などの森林状態と蒸発

散の相関関係を用いることで，広域かつ多様な森林状態

を考慮した水循環の評価が可能であると考えられる。特

に，日本では各都道府県や国有林が森林簿を整備してお

り，森林簿に記載された樹種・林齢などの基本情報から

立木密度などの森林状態を推定し，広域の水循環評価も

可能と考えられた。そこで，本研究では森林簿から得ら

れる森林情報と既往の研究レビューの網羅的解析から，

広域スケールでの蒸散と遮断による水の損失量評価手法

を開発することを目的とした。 

2. 方法

本研究は，東京農工大学の演習林が位置する栃木県

（森林面積：3,490 km2）を対象に行った。栃木県の国

有林・民有林データを ArcGIS（v10.7.1）上で統合し，

林齢情報から樹高と立木密度を推定した。樹高推定は，

主に森林総合研究所の収穫表調製業務研究資料 14)-20)か

ら得られた地域・樹種別の林齢-樹高関係式を用いた。

立木密度の推定は，森林総合研究所の収量比数(Ry)計

算プログラムから得られた樹種・Ry 別の樹高と立木密

度の関係式を用いた。ここでは，対象とする栃木県内の

森林が一律で収量比数 Ry = 0.8 と仮定した。 

 蒸発散(ET)は，遮断損失(Ei)，蒸散(Et)，林床面蒸発

(Ef)の 3 要素に分け，既往研究のレビューから得た樹種

別の回帰式・平均値（表１）をまとめた。これらの結果

を，森林計画図で得られた樹種情報から各林班に該当す

る Ei/Pg と Et/Pg を計算するとともに，5ｘ5ｍに内包し

た。次に，1981-2010 年の平均年降水量データ（国土数

値情報平年値 1km メッシュデータ）を内挿した値を Pg

として，重なり合うセルの Ei/Pg および Et/Pg と乗じる
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ことで，各セル上の Ei と Et を算出した。林床面蒸発

(Ef)については，樹種に関係なく数値を与えた。 

3. 結果および考察

栃木県内の森林簿データから樹高 17.7±4.8 m と立木

密度 1734±2123 本/ha が算出された。特に，東京農工

大学の唐沢山演習林の 2 林班と 3 林班では，平均樹高

と立木密度の推定値は 14.5±2.3 m，14.3±2.3 m，

2038±621 本/ha，2073±602 本/ha であり，実測値の

10.0±3.6 m，9.4±2.8 m，2198±1236 本/ha，

2190±1351 本/ha とそれぞれ同程度であった。ただし

ここでは,  収量比数 Ry などについて，個別の林分の管

理履歴などを考慮していないことや，特異的に値が高い

箇所や低い箇所があり，今後は LiDAR 等を用いた森林

計測との組み合わせも必要である。 

 本データに用いた栃木県内各メッシュの年平均降水量

は 1568.5±232.1 mm/年であり，遮断損失 325.7±62.9 

mm/年，蒸散 270.7±87.5 mm/年，林床面蒸発

195.5±52.0 mm/年であった。これより，年蒸発散量は

791.8±162.4 mm/年と推定された(図 1)。Thornthwaite

法による栃木県北部の年可能蒸発散量 800 mm/年 21)で

あり，森林状態を考慮した本研究結果と同程度であっ

た。ただし，本研究は蒸発散の 3 要素（遮断損失，蒸

散，林床面蒸発）を個別に広域で評価できることから，

より森林状態や森林管理による森林状態変化の影響を反

映できる可能性があると考えられる。 

 本研究で得られた計算結果と実測値 22)を佐野市に位

置する東京農工大学唐沢山演習林の 32 年生ヒノキ林プ

ロット（156 ｍ2）で比較すると，実測の遮断量 414.8

mm/年に対して計算値は 348.6 mm/年，実測の蒸散量

441.0 mm/年に対して 405.5 mm/年の計算値，実測の林

床面蒸発 124.0 mm/年に対する計算値の 179.0 mm/年

など整合性が高かった。今後は，季節変動性なども考慮

することで，本手法による季節的な森林の水循環評価も

可能と考えられた。 

4. まとめ

本研究では，栃木県の森林簿を用いて，広域スケール

での蒸発散推定手法を検討した。演習林の現地観測結果

との比較から，本手法を用いて森林の水循環を簡易的に

再現できる可能性が示唆された。今後は，本手法の広域

適用可能性をより詳細に検討することで，間伐などの森

林管理が広域スケールの水循環・水資源に与える影響に

ついて評価することが可能になると考えられた。 

5. 引用文献

1) 篠原ら (2013). 日本森林学会誌. 2) Kosugi and

Katsuyama. (2007). J. Hydrol. 3) Kumagai et al. (2014). J. 

Hydrol. 4) 福嶌. (1992). 水文・水資源学会誌. 5) 小松ら.

(2007). 日本森林学会誌. 6) Komatsu et al. (2008). For. Ecol. 

Manag. 7) Dung et al. (2012). J. Hydrol. 8) 野口・藤枝.

(2007). 森林総合研究所研究報告. 9) Komatsu et al. (2008). J. 

Hydrol. 10) 西村ら. (2017). 地下水学会誌. 11) 小松. (2007).

日本森林学会誌. 12) 鶴田ら. (2008). 水文・水資源学会誌.

13) Alsheimer et al. (1998). EDP Sciences. 14) 林野庁・林業

試験場 (1955). 15) 林野庁・林業試験場 (1961). 16) 林野庁.

(1952). 17) 林野庁・林業試験場. (1955). 18) Shugart et al.

(2010). Biogeosciences. 19) 中川ら. (1990). 岐阜県林業セン

ター研究報告. 20) 國崎ら. (2007). 岩大演報. 21) 檜山・鈴木.

(1991). 日本水文科学会. 22) Sun et al. (2017). Trees.

表 1 樹種別の遮断、蒸散、林床面蒸発の算出方法 

図 1 栃木県の年蒸発散分布図 (mm/年). 
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散水実験によるコアストーンの水文特性への影響検討ー那智川の花崗斑岩の事例ー 

パシフィックコンサルタンツ株式会社  ○松澤 真・鬼頭伸治・田村友起夫

紀伊山系砂防事務所 小竹利明・山田 拓・柴田 俊 

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 

和歌山県土砂災害啓発センター(現所属 和歌山県日高振興局建設部) 榎原伴樹 

1. はじめに

2011 年 9 月の台風 12 号の豪雨により那智川流域で

は土石流が多発し，下流域では甚大な被害が発生した．

土石流は，上流部で発生した表層崩壊を起因としたも

のが多く，表層崩壊の崩壊面付近には，コアストーン

が多く分布することが指摘されている 1)．これは，コ

アストーンが含まれる不均質な土層では，豪雨時に水

の流れがマサ土のように均質な土層とは異なることが

崩壊の原因となった可能性がある．また，近年，コア

ストーン等の巨石が土石流に含まれると衝撃力等の外

力が増加する恐れがあることも指摘されており 2)，コ

アストーンの土砂災害への影響が注目されている．

筆者らは，昨年，コアストーンが分布する斜面にて

予察的な散水実験を実施し，高密度電気探査の比抵抗

の差分図の解析により，水の流れを推定できることを

確認した 3)．そこで，今年は，コアストーンが分布す

る斜面と，コアストーンが分布しないマサ土斜面の 2

斜面で散水実験を実施し，コアストーンの雨水の浸透

過程への影響について考察した． 

2. 調査地

本調査は那智川流域に隣接する和歌山県那智勝浦町

口色川地区の切土斜面で実施した(図-1)．地質は熊野酸

性岩類の花崗斑岩から構成される．散水実験は，その

中のコアストーンが多い斜面（T-1）と相対的に均質な

マサ土が分布する斜面（T-2）で実施した．

3. 調査方法

コアストーン斜面 (T-1)の現地状況と観測機の配置状

況を図-2 に，マサ土斜面(T-2)を図-3 に示す．散水実験の

調査方法についての詳細は，榎原ほか 4)に示すが，概要

を以下に示す． 
散水用の長さ 4m の有孔塩ビパイプは，切土法面に対

し水平方向となるように斜面上部に配置した．水の浸透

過程を把握するため，横断方向に 2 測線(L-1，L-2)，
縦断方向に 1 測線(L-3)の合計 3 測線の高密度電気探査

を二極法により実施し，比抵抗の差分を解析した．ま

た，地下のコアストーンなどの分布状況を把握するた

め横断方向の L-1 と L-2 測線では，散水実験前に表面

波探査を実施した．さらに，3 測線ともに土層強度検

査棒による土層厚調査も実施した．散水実験は，それ

ぞれの斜面で長期降雨と短期集中降雨を想定した二つ

のパターンにより行った．長期降雨については

30mm/h から 2 時間ごとに強度を 10mm/h 上げ，最大

60mm/h を 想

定した流量を

合計 8 時間，短

期降雨につい

ては 100mm/h
を想定した流

量を 4時間散水

した．  
図-1 調査位置図(T-1：コアストーン，T-2：マサ土) 
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図-2 T-1：コアストーン斜面の観測機器配置図
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図-3  T-2：マサ土斜面の観測機器配置 

4. 調査結果

コアストーン斜面およびマサ土斜面の長期と短期降雨

の散水実験結果(主に電気探査結果)は，榎原ほか 4)にて報

告した．本稿では紙面の関係上，長期降雨の散水実験に

絞り，表面波探査および土層強度検査棒の結果を踏まえ，

水の浸透過程と土層構造との関係について報告する． 
4.1 コアストーン斜面(T-1)の人工散水結果 

人工散水時の想定される浸透範囲と土層境界を図-4 に

示す．想定される浸透範囲は，電気探査結果の差分(調査

前-測定時)のうち-10％以上の変化範囲を抽出した． 

T-2

T-1

0     100m
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地層境界は，物理探査結果から想定しており，①表土(地
表から 1m 以内の比抵抗値 6,000Ω・m 未満)，②強風化

頑(Vs=300ms/未満または比抵抗値 12,000Ω・m 以上の)，
③中風化岩(①，②を除くVs=300m/s 未満)，④弱風化岩(①，

②を除くVs=300m/s 以上)から推定し，それぞれの境界を

青線で示した．また，土層強度検査棒による貫入限界深度

を土層と基岩の境界と想定し，その境界を赤線で示した． 
浸透範囲と地層との関係をみると，散水による水の大部

分は，L-1測線では強風化帯と中風化帯の境界まで浸透し，

これより下位には浸透しない．しかし，一部では，地表か

ら 3m 程度に目玉状に浸透範囲が分布することから，局所

的な水みちを通って浸透している可能性がある(図-4a)．
L-2 測線では，左側に目玉状の浸透範囲が確認されたが，

これは L-1 と連続している可能性がある(図-4b)．しかし，

表層部では，顕著な浸透範囲が認められないことから，水

の多くは，L-2 測線に達していないと推定される．また，

散水後から 0.5 時間後に水が右から流れてきているが，こ

れは，風化が進んだルーズな範囲を選択的に水が流れた可

能性がある．L-3 測線は，L-1 およびL-2 測線と整合的で

あり，L-1 測線付近までは地表部が浸透しているが，浸透

範囲は部分的で，L-2 測線までは達していない(図-4c)．ま

た，散水後から 0.5 時間後に急激に浸透範囲が広がってい

るが，これは，L-2 測線の右側からの水が到達したと推定

される． 
4.2 マサ土斜面(T-2)の人工散水結果 

 L-1 測線では，散水パイプの中央部に浸透範囲が集中し

ており，一部では弱風化帯に到達している(図-4d)．現場の

土層(GL-0.2，と-0.4m)で透水試験を実施した結果，マサ

土斜面は 1.1～1.8E-05(m/s)，コアストーン斜面は 5.3～
7.3 E-05(m/s)であったこと，また土壌硬度もマサ土斜面の

方が低いことから，鉛直浸透が発生しやすかったと考えら

れる．マサ土斜面のL-2 測線では，左側に目玉状の浸透囲

が確認されたが，これはL-1 と連続している可能性がある

(図-4e)．L-3 測線では，散水パイプからの水は，1m 程度

鉛直に浸透後，土層と基岩の境界付近を通り，L-1 測線付

近まで到達している(図 4-f)． 
5. まとめ

本調査にて，明らかになった点を以下にまとめる．

・マサ土斜面の土層は，コアストーン斜面に比較し透水係

数が高く，土壌硬度も低いため鉛直浸透が発生しやすい． 
・両方の斜面ともに，水は，地表面に沿って一様に浸透せ

ず，局所的な水みちを通って浸透することが分かった．特

にコアストーン斜面では，水が地表面の傾斜方向に移動せ

ず，尾根方向に移動した可能性が示唆された． 
・今後は，短期の散水実験結果の検証，また封入空気など

の影響も考慮し，コアストーン斜面の地下水の浸透過程を

検討する予定である． 
参考文献 
1) 石川ら：平成 23 年台風 12 号による三重県熊野酸性火山
岩類における土砂災害の状況報告，応用地質，55(6)p317-324，
2015.
2) 林野庁：「平成 30 年 7 月豪雨を踏まえた治山対策検討チ
ーム」中間とりまとめについて，林野庁 HP, 60(9)，2018.
3) 野池ら：パイピング孔周辺における人工散水による水の
浸透過程の検討，2019 年度砂防学会研究発表会概要集，
p559-560，2019.
4) 榎原ら：コアストーンが分布する斜面の水文特性に関す
る研究，河川技術論文集，p6，投稿中.

a) T-1：L-1測線 b) T-1：L-2測線 c) T-1：L-3測線

d) T-2：L-1測線 e)  T-2：L-2測線 f) T-2：L-3測線

凡例

【想定浸透範囲】

＊電気探査結果の差分をとり-10％
以上の変化があった領域

コアストーン
コアストーン

比
高

差
(m

)

比
高

差
(m

)

比
高

差
(m

)

比
高

差
(m

)

比
高

差
(m

)

比
高

差
(m

)

散水パイプ

散水パイプ

散水パイプ

散水パイプ

L1 5m

L2 5m

L2 5m

L1 5m

L3 9m

L3 9mL3 6m

L3 6m
図-4 長期降雨を想

定した人工散水時の

想定浸透範囲と土層

構造 

上図：コアストーン斜

面(T-1) 

下図：マサ土斜面

(T-2) 

266



複数地域の流出特性を考慮した汎用タンクモデルの構築方法の提案

国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所  山田 拓、小竹利明 

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、柴田 俊 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 中谷洋明、野村康裕※ 

中電技術コンサルタント株式会社  ○池田 寛、倉本和正、中田一騎、大上峻平 

（※現 富山県砂防課） 

1 はじめに 

土壌雨量指数は、図-1に示す 3段タンクモデルによっ

て計算される土壌の水分量を表した指数であり、全国的

に土砂災害の危険度評価に用いられている。しかし、土

壌雨量指数は、花崗岩地域に適したタンクモデルパラメ

ータを全国一律で採用しており、地域特性が考慮されて

いないことが課題である。 

この課題に対し、個別の流域に対して研究がなされた

事例がある（例えば、杉原ら 1））。しかし、すべての流域

に対してタンクモデルを構築することは困難であるため、

今後は、複数地域に適用可能なタンクモデルを構築する

必要があると考えられる。 

本検討では、このような背景を踏まえ、複数地域の流

出特性を考慮した汎用性のあるタンクモデルの構築を試

み、そのモデルの精度を検証した。 

2 検討方法 

本検討では、図-2に示す素因特性が類似する 5つの隣

接流域について、個別流域の流出特性のみを考慮した個

別モデル（5 ケース）と全流域の流出特性を考慮した汎

用モデル（1ケース）を構築した。 

構築した計6ケースのモデルおよび気象庁モデルを用

いて、各流域の比流量を算出・比較し、汎用モデルの汎

用性や精度を検証した。 

3 解析手法および解析条件 

タンクモデルパラメータの同定において、解析手法に

は、比較的容易に最適解が探索可能な SCE-UA 法 1)を用

いた。SCE-UA 法のアルゴリズムのパラメータは、杉原

らの研究 1)と同様とした。 

タンクモデルパラメータの探索範囲は、同定したタン

クモデルパラメータの値が上限に達しないように、試行

錯誤で決定した。 

誤差評価関数には、高水部の適合度を重視する際に一

般的に用いられるRMSE（式(1)参照）を用いた。 

RMSE ∑ 𝑄 𝑄 𝐴⁄ ・・・式(1)

ここで、Qci：計算流量、Qoi：観測流量、A：流域面積、

N：データ数である。 

制約条件は、同定したタンクモデルパラメータが物理

的に不都合な値とならないように、以下の 3つとした。

なお、以下の条件を満足できない場合は、誤差評価関数

に十分に大きな値を加算した。 

① 流出孔α11とα12の高さが逆転しない（L11＜L12）。 

② タンクの貯留量が負値とならないように、流出孔αi、

浸透孔βiの和は 1以下。 

③ 水収支（式(2)参照）がバランスしている（藤原らの

研究 2）を参考に水収支誤差を 2%以内まで許容）。 

Water balance error
∑ ∑

∑
・・・式(2)

解析における収束判定条件は、RMSE が 1.0×10-6

（mm/hr）以下とした。なお、当該判定条件を満足でき

ない場合は、RMSEが収束していることを確認し、繰り

返し計算 5,000 回で計算を終了した。 

4 解析に用いたデータ 

タンクモデルパラメータの同定では、タンクに観測雨

量を入力し、タンクから排水される計算比流量と観測比

流量の誤差（RMSE）が小さくなるように解析を行う。 

その際、入力値となる雨量データには流域平均雨量を

用い、出力値（計算比流量）と比較するデータには、ダ

図-1 3段タンクモデル  図-2 対象流域 

図-3 解析に用いた雨量・流量データ（九尾流域の例） 
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ム流入流量を流域面積で除した比流量を用いた。 

ただし、川迫（最上流）以外の流域の場合、図-3に示

すように、入力値となる雨量データおよび出力値と比較

するデータには、ダム区間の流域平均雨量および比流量

（「当該ダム流入流量－上流ダム放流流量」を流域面積で

除した比流量）を用いた。また、ダム区間の比流量の算

出においては、中小河川計画の手引き（案）を参考に、

上流ダム放流流量の遅れ時間を考慮した（図-3中のT2）。 

なお、解析に用いるデータは、大雨時の流出特性をよ

り反映できるように、個別モデルの場合、当該流域の総

雨量上位10イベントとし、汎用モデルの場合、各流域の

総雨量上位10イベント（計50イベント）とした。 

5 解析結果および精度検証 

タンクモデルのパラメータを同定し、各流域における

RMSEを算出した結果を図-4に示す。なお、図中の棒グ

ラフ上端の数値は、RMSEの順位（小さい方が精度が高

い）を示したものである。また、個別モデルは、「パラメ

ータ調整で対象とした流域名」＋「モデル」（例えば、川

迫モデル）とモデル名を表記している。 

この図より、各個別モデルは、パラメータ調整で対象

とした流域に対して、順位が 1位と精度が高いことがわ

かる（図中〇）。しかし、その他の流域に対しては、順

位が 4 位～7 位と低くなる場合があり、汎用性が低いと

考えられる。 

一方で、汎用モデルは、順位が 1位となる流域がない

ものの、すべての流域に対して 2 位～3 位の高水準の精

度を有していることがわかる（図中〇）。また、気象庁

モデルよりもRMSEが低いことも確認できる。 

これらの結果より、汎用モデルは、汎用性が高く、気

象庁モデルよりも高い精度を有していると推察される。 

次に、比流量の立ち上がりやピーク時等の状況につい

て精度を確認した。観測値、川迫モデル、二津野モデル、

汎用モデルの比流量の比較図を図-5に示す。 

図-5(1)より、川迫流域の場合、川迫モデルや汎用モデ

ルは、全体的に比流量の推移を表現できているが、二津

野モデルは、比流量の立ち上がりが遅く、ピーク後に大

きな誤差が生じていることがわかる。 

また、図-5(2)より、二津野流域の場合、二津野モデル

は、全体的に比流量の推移を表現できているが、川迫モ

デルは、比流量の立ち上がりが早く、ピーク前に大きな

比流量の誤差が生じていることがわかる。なお、汎用モ

デルは、これら双方のモデルの中間の比流量を示してお

り、川迫モデルよりも誤差が小さいことがわかる。 

これらの結果より、個別モデルは、他流域に適用する

と、比流量に大きな誤差が生じる可能性があるが、汎用

モデルは、比較的大きな誤差が生じる可能性が低いと想

定される。 

6 おわりに 

素因特性が類似する5つの隣接流域を対象に、個別流

域のみの流出特性を考慮した個別モデルと対象流域すべ

ての流出特性を考慮した汎用モデルをSCE-UA法を用い

て構築し、精度の比較を行った。 

その結果、対象流域すべての流出特性を考慮すること

で、汎用性が高く、一定の精度を確保した汎用モデルを

構築できる可能性が示唆された。 

今後は、さらに多数のデータを活用し、素因特性が類

似する地域のうち、隣接しない地域での汎用モデルの適

用性などを検討したいと考えている。 

【参考文献】 
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図-4 各流域におけるRMSEの算出結果 

(1) 川迫流域（2011年 9月 2 日～3日） 

(2) 二津野流域（2007年 7 月 14日～15日） 

図-5 比流量の比較図 
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深層集水地形の可視化による斜面崩壊の水文的評価

国土交通省 国土技術政策総合研究所  ○鈴木大和、中谷洋明 

日本工営株式会社 河合政岐  大日本コンサルタント株式会社 奥村 稔 

1 はじめに

降雨による深層崩壊は基岩等の深層内部に存在する山体

地下水が影響して発生すると考えられている．さらに，小杉

ほか（2012）は基岩からの地下水が表層崩壊を誘発させる影

響について示し，地形に依存した集水性から斜面崩壊を予測

することの限界を指摘している． 

このように，斜面崩壊の発生を精度よく予測するために水

文や土質的な特性を反映した予測モデルによる警戒技術が

提案されてきている（例えば小杉ほか，2013）．一方で，深

層の山体地下水の流出や集水しやすい場所を特定し，斜面単

位で危険度評価できる技術も必要である． 

本研究では，山体深層の集水地形の規模を推定するため，

地盤比抵抗データを使って可視化した．また，推定した集水

規模と渓流水の水文調査結果との対応を比較した． 

2 調査地の概要

本研究の調査地は，鹿児島県肝属郡南大隅町に位置する

（図 - 1）．この地域は大隅半島南西部の丘陵地であり，年間

降水量の平年値が2,637 ㎜（アメダス田代観測地点，統計期

間 1981～2010 年）と非常に多雨であることから，しばしば

豪雨によって斜面崩壊が発生する．調査地についても図 - 1

に示す船石川では，2007年および2010年に大規模な斜面崩

壊が発生している（武澤ほか，2009；下川ほか，2010）． 

2．1 調査地の地形・地質・土地利用 

調査地の地形と地質を図 - 1に示した．調査地は西側を錦

江湾に面し，南部側は最大標高500m以上になる急峻な山地

である．北部側は周縁との比高差100m以上の急崖となり，

標高250m程度の高さに比高差が小さな平坦地が広がった台

地を呈す．地質は，標高100m～200m付近には未固結状態の

火砕流堆積物であるシラスが分布し，さらに標高200～250m

程度には固結度の高い火砕流堆積物である溶結凝灰岩が広

がる．これらは 12 万年前の阿多火砕流由来の堆積物である

（九州地方土木地質図編集委員会，1986）．南部には大隅半

島東部なから南部にかけて最大標高900mに達する中期中新

世に形成された花崗岩山地の一部が分布し，本研究の調査地

はこの地質境界付近に位置する．また，調査地の丘陵地は樹

林，台地上部は茶畑や果樹園等の農地，谷底低地は耕作地や

住宅地として利用されている．谷底低地は主に水田が広がっ

ていることから，台地の周縁から地下水の流出が豊富である

ことが示唆される（鹿児島県，2013）． 

2．2 調査地の水文特性 

調査地内点 a～u の各流域に対する地下水賦存量を確認す

るため，先行降水量が少なく，当日に降雨がなかった 2019

年 1月 9日に水文特性を調査した（図 - 2）．渓流水の現場

状況に応じて容器法等で計測した流量とポータブル水質計

（東亜DKK製）で電気伝導率（EC）を測定した．調査地の中

で西側に流出する流域は EC が高く，点ｆの流域（船石川）

は比流量が大きいことが特徴である． 

また，図 – 2に示す点S上流域の湧水地点において水文観

測を行い，2019年6月下旬～2020年3月末までのEC，水素

イオン濃度（pH），水温を測定した．降水量と気温はアメダ

ス田代観測地点で記録された値である．多雨期である7月～

10月にかけてECが高く，pHが低い傾向が継続している（図 

- 3）．和田ほか（1995）の結果と同様に，台地上の土壌に含

まれる肥料成分を溶解しながら流出しているものと推察さ

れる．

0 500 1,000
m

調査地

船石川

調査地

鹿児島県

200m

100m

300m

400m

火砕流堆積物

花崗岩

図 – 1 調査地の概要 

比抵抗が大きい流域

流量がない流域

ECが高い流域

図 – 2 調査地の水文特性 
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図 – 3 調査地の水文観測結果 

3 地盤比抵抗の取得および解析方法 

図 - 1に破線で示す範囲について空中電磁法によって地盤

比抵抗を取得した．（社）物理探査学会（2008a）に従い，ヘ

リコプターで曳航した電磁センサー（NE-RESOLVE 空中電

磁法システム）から送信した1次磁場の強度と1次磁場によ

って地盤で生じる2次磁場の強度との割合を求め，測線間隔

100m で磁場が透入した深度までの地盤比抵抗を取得した．

本研究では地盤比抵抗の季節的変化から山体地下水の存在

様式を推定するため，2019年5月15～16日（渇水期）およ

び2019年10月16日（豊水期）に同じ測線で地盤の比抵抗

を取得した．また，電磁センサーのコイルが水平配列された

5周波数（140,000Hz，31,000Hz，6,900Hz，1,500Hz，340Hz）

によって得られた地盤の比抵抗について解析対象とした．山

体地下水の変動は，地盤比抵抗の変化を間隙水の飽和度お

よび水質を説明指標として分析した． 

4 結果および考察

地盤比抵抗の変動性から作成した深層の集水地形を表し

た地形モデルを示す（図 - 4）．図 – 2に示した渓流水の調査

を実施した標高50m地点に対する集水地形である． 

比流量が大きい点 f，q，s，ｔ等の流域は台地内部

に奥深く伸びた凹地形が存在することが確認できる．

点ｆの場合，台地内部の凹地形が東西方向に分布し，

点 n や p の地表面流域下に存在する深層の山体地下

水を集め，点 f 上流域で流出しているものと推察さ

れる．これによって，点 n や p の流域の比流量は小

さくなっていると考えられる．したがって，2007 年

および2010年に大規模な斜面崩壊が発生した船石川

は，下川（2010）の調査結果と同様に山体深層の集

水地形に規制された地下水が影響した可能性が示唆

される． 

また，図 – 4 の台地急崖部に着目すると，流域規

模が小さい点 a や b では急崖部あるいは崖端部に凹

地形が存在する．一方で，同等の流域規模の点 c や d

の上流部では地表面は明瞭な谷地形を呈しているが，

深層の集水地形は平衡斜面であると言える．このよ

うな流域は地下水賦存量が少ないため，渇水期に実

施した水文調査時には流量が確認できなかったと考

えられる． 

集水地形の標高 低 高

図 – 4 標高50m地点に対する山体深層の集水地形 

5 おわりに

本研究では，地盤比抵抗データを使って山体深層

の集水地形を可視化し，推定した集水規模と渓流水

の水文調査結果との対応を比較した．その結果，過

去に大規模な斜面崩壊が発生した流域の背後には，

山体深層に集水地形が存在し，これに支配された地

下水の集中が崩壊に影響した可能性が示唆される． 

今後は山体深層の集水地形の規模を定量化して流

量との対比を行う予定である．また，本調査で取得

した地盤比抵抗から推定できる最深部の集水地形を

示した．現場ではより標高が高い場所からの地下水

流出も確認できていることから，それらの可視化・

定量化した上で考察したいと考えている． 
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ブナ壮齢林内における樹冠通過雨量の分布特性 

東京農工大学 ○若原 妙子、アジア航測株式会社 石川 芳治 

東京農工大学 白木 克繁、神奈川県自然環境保全センター 内山 佳美 

１．背景および目的 

日本では急傾斜で起伏に富んだ山地が国土面積の約 7割を占め、その殆どが森林に覆われている。森

林は多様な公益的機能を持ち、中でも水源涵養機能および山地災害防止機能に対しての寄与が大きく評

価されている 1)。また河川へ流出する水の殆どは上流域の森林への降雨由来であり、水循環は森林の種

類と深く関係する 2)。 

森林への降雨の一部は直接地面へ到達するが、大半は樹冠に捕捉される。捕捉された雨水の一部は再

度地面に滴下し、一部は枝や幹を伝って地面に到達し（樹幹流）、残りは樹冠から大気中へと蒸発する

（樹冠遮断）2)。樹冠遮断量が多いと林床に至る雨量が減少するため、大雨時は洪水緩和機能として働

く一方、少雨の際には水不足の要因となる。樹冠遮断量は流域水収支や河川の洪水流量の把握に必要だ

が、林内の雨水分布は林外と比べて不均一な特性を示す。また樹種や樹齢、林分構造によって異なるた

め、樹冠通過雨量の代表値を推定することは困難であり、樹冠遮断量把握時の問題点となっている。 

そこで森林内部における樹冠通過雨量の実態を把握するため、日本の代表的な落葉広葉樹であるブナ

林を対象に、林内に格子状に設置した複数の雨量計を用いて、樹冠通過雨量の分布特性を調べた。また

降雨捕捉の要因である上空の開空度および風向・風速の影響を解析した。 

２．調査地および調査方法 

調査地は神奈川県東丹沢堂平地区の壮齢ブナ天然林（樹高約 25-30m）である（図 1）。ニホンジカの

過密化による過採食により低木層は衰退し、林床にはシカの不嗜好性植物が目立つほか、林床の一部は

裸地化している。落葉広葉樹であるため季節によって開空度が大きく変化する。堂平地区の比較的平ら

なブナ林内に 25m×25m のプロットを作成し、樹冠通過雨量（5 行 5 列の間隔 5m の格子点状に 25 個

の転倒マス型雨量計を配置、）および風向・風速を測定した。ブナ林の樹冠投影図を作成するとともに、

毎月 1 回、雨量計の設置個所上空 25 地点の開空率を測定した。比較のため林外の 3 地点 A, B, C にて

林外雨量、開空率、風向・風速を測定した。雨量計および風向風速計は 10 分毎に記録した。観測は 2013

年から 2016 年までの 4 年間、3 月末から 12 月初めまでおこなった。 

３．結果および考察 

N

●

図 1 調査地：神奈川県東丹沢 

雨量計

風向風速計

照度計

0        5(m)

×風向風速計 

× 

・ 
図 2 樹冠投影図および測器の配置 
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図 6 開空度・風速と樹冠通過雨 

3.1 ブナ林内外の開空度変化 

 ブナ林内の天頂角 30°の平均開空度お

よびブナ林外の平均開空度の変化を図 3

に示す。林内の開空度は 9月に最小値（平

均約 20%）、3-4 月および 11-12 月に最大

値（平均 70-80%）を示し、変化率は 50-60%

であった。2015年、2016年も同様の傾向

を示した。そこで着葉期を 5-10月、落葉

期をそれ以外の月として扱った。 

3.2 ブナ林内外の風向・風速の特徴 

 ブナ林内の月別風速を図 4 に示す。着葉期

に相当する5-10月は風速が弱まる傾向が見ら

れ、落葉期と比べ平均値で 32%少なかった。風

向の傾向は見られなかった。一方、林外では

年間を通して林内よりも風が強く、特に北西

の風が卓越した。5-10月の平均風速は他の月

に比べ約 25%少なかった。本調査地の風速は、

季節変化による 5-10月の風の減少に加え、林

内ではブナの着葉によって更に減少した。 

3.3 林外雨および樹冠通過雨の分布 

ブナ林内外の降雨を一降雨イベント毎に比較した（図5）。

林内 25 地点で観測した雨量は林外 3 地点の雨量よりバラ

つきが大きく、ブナ樹冠通過雨量の不均一性を示した。し

かし林外雨・林内雨の各平均値をプロットすると y=1.008x 

(R2=0.994)で近似され、ほぼ 1:1の関係を示した。また降

雨イベントによっては林内雨量が林外雨量を超えること

もあった。林外では強風により雨量計の降雨捕捉率が低下

し、林内雨量との差が少なく見積もられた可能性がある。 

3.4 開空度と風速が樹冠通過雨に与える影響 

 1 時間毎の降雨強度（林内平均雨量）、25 地点の樹冠

通過雨量のばらつき具合（降雨の分散）、風速の強弱、

開空度（着葉期・落葉期）との関係を解析した。落葉期

では風速が樹冠通過雨量の分散に与える影響は少なく、

分散は雨量に正比例した。一方、樹冠が閉鎖する着葉期

では、落葉期に比べ樹冠通過雨量の分散は大きく、特に

弱い風速で林内雨が大きくばらついた。樹冠通過雨量の

分布は季節性を持ち、ブナ林では着葉期・弱風という条

件下で林内雨の不均一性が増した。 

参考文献 

1) 日本学術会議(2001)地球環境・人間生活に関わる農業および森林の

多面的な機能の評価について（答申） 2) 塚本良則 森林水文学(1992)

図 3 ブナ林内外の平均開空度変化 
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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 

水文地形特性の検討 

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 〇輿水康二 

筑波大学 生命環境系 山川陽祐 

筑波大学大学院 生命環境科学研究科(現 国土交通省九州地方整備局)   北本楽 

筑波大学 生命環境系 内田太郎 

筑波大学 生命環境系 大澤光 

１．はじめに 

 降雨を誘因とする斜面崩壊は，地形条件や地質条件，水文条件が主である。地すべりや深層崩壊といった

斜面崩壊が，どのような場所でどの程度の規模で発生するかについて，地形図や空中写真を用いた判読技術

があり，近年では高解像度な微地形や深層崩壊の発生箇所に固有な地形的特徴，地盤内の層構造，河川や湧

水の流量に着目した新たな指標が導入されてきている。上記のような地形条件や地質条件，水文条件から斜

面の不安定性に直接的に言及した研究が報告されている一方で，各条件同士の影響を考慮した研究も報告さ

れている。例えば，酒井ら（2009）1）は受け盤構造と流れ盤構造の異なる地質条件下で水文観測を行ってい

る。しかしながら，このような地質構造に着目した調査事例は少なく，地質条件が水文条件に与える影響を，

流域ごとに解明できていない。そこで，本研究は大規模崩壊の主要な発生場である付加体堆積岩地域を対象

とし，受け盤構造と流れ盤構造という地質条件の違いが存在する場であることを踏まえて，水文情報を整理・

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 17 渓流を

検討対象とした（図 1）。大井

川本川右岸側は受け盤構造の

流域，大側本川左岸側は流れ

盤構造の流域であることが知

られている 2）, 3）。また，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（図 2）。 

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。地形解析に

は，地形量のデータとして

5mDEM（国土地理院：基盤地図

情報・数値標高モデル），を用いた。なお，流域面積は流量観測を行った地点を流域末端地点として算出した。 

さらに，水文観測で得られたデータが，受け盤構造と流れ盤構造という地質構造の違いによって差が生じ

ているかを「Welch の t 検定」を用いて評価した。水文（比流量・EC）の各指標の標本データ（17 流域）を

『受け盤構造』と『流れ盤構造』の 2 つグループに分類し，このグループ間の有意差について考え，分類し

た際に，両者に有意差が生じれば，その条件は標本の集団分けに関与していることがわかる。なお，今回は

有意水準を 0.05 とした。 

3． 結果と考察 

水文指標について，全流域を t 検定した結果，比流量では有意差が確認できず（p 値：0.14），電気伝導度

（EC）では有意差が確認できた（p 値：0.05）（図 3，図 4 を参照）。 

図 1 研究対象地と地質概況 図 2 地すべり地形(移動体)の分布
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地すべり地形が発

達している流れ盤流

域の左岸側において，

移動体占有率が大き

くなると比流量が小

さくなる傾向がみら

れる（図 5）。ここから，

流れ盤構造の流域で

は，斜面土塊移動現象

に伴う不安定な土塊

（移動体）が存在し，

地中水はその土塊を

地中深部へと浸透し

ているものと考えら

れる。流れ盤構造の流

域では，この深部に浸

透する地下水の損失

度合いが高いと考え

られるため，比流量の

値が小さい流域が多

い結果となったと考

えられる。 

酒井ら（2009）の手

法を用いて比流量の

大小関係を整理する

と，交差角が大きくな

る（流向が走向に対し

て直交する）につれ

て，比流量が小さくな

る傾向が確認でき，地

中水の流れは層理面

に規制されていると

予想できる（図 6）。 

したがって，地中水は流れ盤構造や受け盤構造といった地質

構造に規制された単純な流れだけではなく，流域の流向と走向の

関係にも規制されていると考えられる。 

 地頭薗（2014）4）や関ら（2001）5）では，EC は基岩内に地中

水を貯留している場合や深層を経由した場合に高い値を示すこ

とを述べている。このことから，地すべり地形が発達している流

れ盤構造の流域では，地中水が基岩内に貯留されていたり，深層

を経由したりしたため，EC が高くなったと考えられる。 

あるいは，そのような流れ盤構造の左岸側に，EC を高めやす

い岩種が多く分布していたため（図 7），結果的に EC の値が大き

くなったことも考えられる。 

参考文献 

1) 酒井ら（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

2) 建設省中部地方整備局長島ダム工事事務所（1983）: 大井川

長島ダム広域地質図

3) 久田健一郎（1990）: 井川演習林内の地質（予察)

4) 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

5) 関ら（2001）: 関東平野における深層地下水の性状

図 3 各流域の比流量 図 4 各流域の電気伝導度（EC） 

図 5 移動体占有率と比流量 図 6 流向と走向の交差角と比流量 

図 7 岩種の地質調査結果 
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蒸発法と流出法の組み合わせによる土壌不飽和水分特性の迅速な計測手法 

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

森林土壌で起こる水移動現象は、豪雨時を除け

ばその大部分が不飽和状態で起こっている。不飽

和土の水分移動特性は「水分特性曲線(𝜃-ℎ)」と「不

飽和透水曲線(𝐾-ℎ)」とで与えられ、これらは降雨

浸透に伴う洪水流出や斜面崩壊を予測するうえ

で必要不可欠な情報である。𝜃-ℎは加圧板法など

による直接測定が比較的容易である一方、𝐾-ℎの

測定には多くの時間や専門的な装置と技術が必

要となる。直近の研究 1)において、比較的簡易な

測定法である「蒸発法」を改良し透水係数の測定

可能レンジを拡大した「改良蒸発法 (Improved 

evaporation method, IEM)」が開発された。本稿で

は IEMの装置を元に開発され、さらに迅速で正確

な測定を可能にした「連続流出蒸発法(Continuous 

outflow evaporation method, COFEM)」について、

装置の概要と実際の測定事例を紹介する。 

2. 研究手法

2.1 実験装置と手法 

開発した COFEMの実験装置を図 1に示す。土

壌サンプラー(100 ml)の側面から 2 本の小型テン

シオメータを挿入し、負圧計と差圧計に接続して

圧力水頭ℎと動水勾配𝑖を測定する。装置全体は自

記式の電子天びんに載せてある。実験中にアタッ

チメントを付け替えることで、後述する２手法を

連続して行うことが最大の特徴である。 

第一に、流出法(Outflow method, OFM)実験を行

う。図 1aのように装置にOFMアタッチメント（ポ

ーラス板）を取り付け、濾紙を介して供試体を置

く。ポーラス板にはチューブと三方バルブを介し

て定水位タンクと排水管が接続されている。実験

前にはポーラス板と定水位タンクを接続し、土壌

の圧力水頭を約-3 cm で定常化させておく。実験

開始と同時にポーラス板と排水管を接続し、水頭

差ΔH（初期値 80 cm）により供試体から排水させ

る。排水量は排水管の水位を圧力式水位計で測定

し算出する。排水速度がゼロに近づいたら OFM

を終了する。 

第二に蒸発法(Evaporation method, EM)実験を行

う。供試体を軽く持ち上げながらポーラス板アタ

ッチメントを外し、EM アタッチメント（金属メ

ッシュ）に付け替え、供試体下面を大気に開放し

て自然蒸発させる。以降は電子天秤の重量変化か

ら蒸発速度を算出し、供試体内の平均圧力水頭が

-500 cmを下回るのを目安に実験を終了する。

本研究で用いた供試体は花崗岩山地の森林土

壌－風化基岩遷移層から採取した自然土壌であ

る。同じ供試体に対し、加圧板法による pF 試験

ならびに IEM 試験を行い、比較を行った。

2.2 計算方法と注意点

排水量・蒸発量からフラックス𝑞を算出し、ℎ, 𝑖

の時系列データから非定常の直接的算出法によ

り𝜃-ℎ, 𝐾-ℎを算出する。本稿では計算式は省略す

る（既往研究 2), 1)を参考にされたい）。 

飽和含水率と飽和透水係数 Ks は事前に測定し

ておく。実験中は土壌だけでなく濾紙からも水分

が流出・蒸発するので、濾紙の水分特性曲線を用

いた補正を行う。 

図１ 装置の概略(a)流出法(b)蒸発法 
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3. 結果と考察

3.1 測定値の時系列変動 

 図２a に上下テンシオメータの圧力水頭(ℎup, 

ℎlow)と、排水・蒸発量から算出した体積含水率𝜃の

時系列変化を示す。比較のため COFEM と IEM

の両方の結果を同じ図中に示している。IEMでは、

ℎ平均が約-390 cm、𝜃が約 0.202 に達するまで約

6.3 日を要した。一方、COFEMで同じ値に達する

までに要した時間は約 1.6 日であり、4 分の 1 程

度に短縮された。そのうち OFM に要した時間は

約 0.07日（1 時間 40分）と非常に短く、ℎ平均は

約-54 cm、𝜃は約 0.282に達していた。 

 図２bに動水勾配𝑖の時系列変化を示す。既往研

究 1)を参考に、𝑖の最小分解能の 10 倍である 6.64

×10-2以上を𝑖の有効範囲とした（図２b 中に破線

で示す）。EM 実験で𝑖が有効範囲内の値を示すの

は開始から約 4日後であった。これは蒸発フラッ

クス𝑞が小さいため、K の大きい湿潤レンジで

Darcy則から𝑖が極めて小さくなるためである。一

方、COFEM では全区間で有効範囲にあった。こ

れは、排水によるフラックス𝑞が蒸発に比べはる

かに大きいため、湿潤レンジでも動水勾配𝑖が小さ

くなりすぎず保たれたと考えられる。 

3.2 水分特性曲線と不飽和透水曲線 

 図３a に得られた水分特性曲線(𝜃-ℎ)を示す。

IEM と COFEM に加え、加圧板法で測定したデー

タも併せて示す。COFEMの２手法（OFMと EM）

から得られたデータは連続的であり、従来法であ

る IEMの結果と良好に一致していた。また加圧板

法の結果ともよく一致していたが、飽和付近のℎ 

=-5, -10 cmの２点では若干の誤差がみられた。こ

れはテンシオメータ挿入等の作業で大孔隙の破

壊が起こったことが原因と考えられる。 

 図３b に不飽和透水曲線(𝐾-ℎ)を示す。COFEM

のデータは良好に測定され、従来法である IEMの

結果とよく一致していた。さらに、湿潤側の不飽

和透水係数 K の測定レンジが IEM では K < 2.08

×10-4 cm/sec (ℎ< -30.1 cm)であるのに対し、

COFEMでは K < 1.89×10-2 cm/sec (ℎ< -5.1 cm)ま

で拡大された。これは図２bで示したように、OFM

により湿潤域の𝑖が欠けることなく測定できたた

めと考えられる。 

4. まとめ

以上のように本稿では OFM と EM を連続的に

行う COFEM 法を紹介した。EM が苦手とする湿

潤レンジ（ℎ> -30 cm程度）に対し OFMを行うこ

とで、より広いレンジで𝐾-ℎを測定でき、さらに

時間を大幅に短縮できることが示された。今後は

多様な土壌に対する適用性を検討し、手法の確立

を目指していく予定である。 

図２ 測定値の時系列データ 

図３ (a)水分特性曲線 (b)不飽和透水曲線 
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熊本地震により亀裂が形成された斜面の土壌水文応答 

Soil-water responses of a hillslope with fissures formed by the Kumamoto earthquake 

東京農工大学大学院農学府 〇荒田洋平・五味高志・斎藤広隆 

中央アジア大学 Roy C. Sidle 

京都大学防災研究所 王功輝

1. INTRODUCTION

Fissures are one of the major earthquake-induced

topographic changes observed around the world. Fissures

are defined as ground surface deformations, which are

typically observed in convex topography and/or around

ridgelines (Owen et al., 2008). Hart et al. (1990) found that

fissures < 0.8 m wide concentrated on ridgelines after the

1989 Loma Prieta earthquake, San Francisco, USA. Mean

fissure width and depth formed along a ridgeline during the

2016 Kumamoto earthquake were 1.4 m and 0.4 m,

respectively; length-based density was 0.42 m/m2 (Arata et

al., 2020).

Hillslopes affected by fissures are usually assumed to be 

unstable because slope stability may decrease due to 

changes in topography and physical conditions (Marc et al., 

2015). Because fissures formed at a slip surface similar to 

landslide surfaces during the Kumamoto earthquake (Arata 

et al., 2020), soil blocks between fissures may be unstable 

during subsequent rainfall. Based on numerical simulation, 

Chen et al. (2020) showed that fissure formation reduced 

tensile strength at the top of hillslopes after the 2008 

Wenchuan earthquake, China. Furthermore, disruption of 

soil blocks by fissure formation may provide paths for 

preferential flow during rainfall and could induce the rapid 

development of perched water tables (Sidle et al., 2018). 

Despite the likely instability of fissure-affected 

hillslopes, soil-water response, which is essential for 

evaluating the stability of slope with fissures (e.g. Sidle 

and Ochiai, 2006), has not been investigated thoroughly. 

Therefore, the objectives of this study are: (1) to 

investigate soil-water responses within fissures to rainfall 

inputs; and (2) to examine characteristics of soil water 

responses in various soil layers. Findings of this study will 

provide a basis for assessing slope failure risk of 

earthquake-affected areas and support for sustainable 

resource management (UNISDR, 2017). 

2. METHODOLOGY

This study was conducted in a 6 × 20 m plot with 10º

gradient located at the Aso central volcanic cones. Seven

fissures (0.3 to 0.8 m in depth and 0.4 to 2.2 m in opening

width) formed parallel to the ridgeline. Soil blocks

remained with intact vegetation (Miscanthus sinensis)

between fissures, while mineral soils were exposed within

fissures. Mean annual precipitation and temperature

around the study site are 2990 mm and 13 ℃, respectively.

We monitored changes in soil pressure heads using 

tensiometers (Daiki and EMJ) and soil volumetric water 

contents using soil moisture sensors (TDR, Daiki) at 

various depths within fissures and between fissures. These 

sensors were installed at depths of approximately 0.4, 0.8, 

1.1, and 1.3 m below the original ground surface. These 

depths correspond to shallow andisol (the 1st andisol), 

shallow tephra (the 1st tephra), deep andsiol (the 2nd 

andisol), and deep tephra (the 2nd tephra), respectively 

(Arata et al., 2020), while shallow soil layers were absence 

within fissures. When tensiometers and TDRs were 

measured at the same soil depths, we could develop in-situ 

soil water retention curves to examine soil water responses 

in the soil layers. Both sensors were calibrated after 

monitoring. Rainfall was monitored using a 0.2-mm 

tipping bucket rain gauge (Onset) located at the ridgeline 

within the plot. All data were collected at 10 min intervals 

during a 1-year period from Apr. 28, 2018 to May 16, 2019. 

For analysis of storm events, a single rainfall event was 

defined as having an interval of at least 6 h with no rainfall. 

3. RESULTS

3.1 Soil-water responses within fissures

Pressure heads along the ridgeline responded to rainfall

inputs. In the same soil layer, response of pressure head to

rainfall within fissures was generally more rapid compared

to the response between fissures. For instance, in the storm

on Aug. 30 and 31, 2018 with 22.6 mm/h and 3.1 mm 7-

day antecedent precipitation index (Event 1: Fig. 1),

pressure head at the 2nd andisol layer within the fissure

responded abruptly 2 h after the rainfall, while response

Figure 1. Pressure head responses within a fissure and 
between fissures. 
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between fissures was 49 h after the rainfall. During the 

subsequent storms (Events 2 to 4; Fig. 1) with increasing 

wetness, the time lag for pressure head responses to rainfall 

was shorter than during the first storm event. Furthermore, 

initial pressure heads in the 1st and 2nd andisol layers within 

the fissure and between fissures were nearly positive (≈ -

100 and ≈ -50 cmH2O, respectively) during the progressive 

storm events.  

3.2 Water responses in soil layers 

Volumetric water contents (VWC) monitored by TDR at 

the ridgeline differed depending on soil layers on Aug. 14, 

2018 when no rainfall was observed for 9 days. The 1st 

andisol layer (0.4 m depth) had VWC of ≈ 0.49 cm3/cm3, 

whereas VWC at the 1st tephra layer (0.8 mdepth) was ≈ 

0.53 cm3/cm3. The 2nd andisol layer (1.1 m depth) had 

higher VWC (≈ 0.58 cm3/cm3), while the 2nd tephra layer 

(1.3 m depth) had lower VWC (≈ 0.51 cm3/cm3). 

In-situ soil water retention curves differed for each soil 

layer (Fig. 2). The 2nd andisol layer had distinctively higher 

water contents, and soil water was highly variable when 

pressure heads were greater than -30 cmH2O. Furthermore, 

the 2nd andisol layer had consistently higher pressure heads 

of above -150 cmH2O, whereas the pressure heads of the 

1st andisol layer decreased below -200 cmH2O. 

4. DISCUSSION

Water in soil matrix behaved differently within the fissures

compared to between the fissures. Within the fissures,

because of the absence of surface soil layers (1st andisol

and tephra), rainwater directly reached to the 2nd andisol

layer and then infiltrated into the 2nd tephra layer. In

contrast, rainwater between the fissures fell on the grass-

covered soil surface and infiltrated through shallow to deep

soils. Some of soil water in the 1st andisol layer between

fissures could be transpired by silver grass. Consequently,

soil-water responses within the fissures were much faster

than those between the fissures, particularly when the soil

matrix was relatively dry (Fig. 1). In contrast, during wet

conditions, water from subsequent rainfalls (Events 2 to 4) 

rapidly propagated into deeper soils between the fissures, 

likely due to high hydraulic conductivity associated with 

relatively high initial pressure heads in the soil matrix 

(Torres et al., 1998) and arrived more rapidly at the 2nd 

andisol layer (Fig. 1). 

Water that infiltrated into the 2nd andisol layer was 

retained longer based on the slow recession (Fig. 1) and 

slowly drained due to the high water holding capacity (Fig. 

2). The low bulk density and high organic matter in the 2nd 

andisol layer (Arata et al., 2020) likely supported the 

storage of soil water. Other investigations have noted that 

aggregated soils with large pore volumes can store 

abundant soil water (Nanzyo, 1993; Nanzyo et al., 2002). 

Such attributes probably caused the high water retention 

capacity in the 2nd andisol layer at our site. Findings of this 

study showed that changes in processes of water 

propagation and duration of water storage in the different 

layers of the soil matrix affect the temporal availability of 

water in a specific soil layers (i.e., andisol) and possibly 

alter the stability of fissure-affected hillslopes. 
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Figure 2. Soil water retention curves of andisol and 
tephra layers based on field monitoring. 
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大起伏堆積岩山地における水質を基にした流向・流速計測による地下水流動経路の把握 

京都大学農学研究科 〇谷知幸, 正岡直也, 小杉賢一朗 

1.研究背景

近年、豪雨による土砂災害が多発しているが、特に深層崩壊は大規模かつ広範囲に及ぶ災害となりうるため

発生機構の解明は喫緊の課題である。深層崩壊の発生には基岩内に存在する地下水が関与していると考えられ

ているが、深層崩壊発生頻度が高いとされる中古生層堆積岩では、地下構造が複雑で、研究事例も少ないこと

から、多くの不明な点が残されている。そこで本研究では堆積岩を基岩とする山地源流域において、水質を基

に地下水の性質を把握しさらに地下水の水位変動との関係を考察する。 

2.観測地と方法

調査地は滋賀県大津市葛川の

安曇川上流の右岸斜面に位置す

る(図1)。 

地質は中古生層堆積岩で花折断

層に付随する断層破砕帯が分布

しており、主に砂岩・泥岩・チ

ャートから成る。調査地には同

一斜面に61本のボーリング孔

が高密度に掘削してあり、地下

水位を連続して測定した。また

各地下水・湧水を2017年10月

11日に採水し電気伝導度計と

イオンクロマトグラフィーによ

る水質分析を行った。 

3.結果と考察

図2に地下水の電気伝導度と

深度を示す。図2より地下水の

電気伝導度と深度には目立った

関係がみられない。そこで場所

ごとに分けて考察をしていくと

斜面上部の地下水は深度にかか

わらずECが小さくなってい

る。断層破砕帯下の地下水は深

度が小さくてもECが非常に大

きくなっている。斜面下脚

部の地下水はECの大きい地

下水とECの小さい地下水の

図 1:調査地と d0 との相関係数の 2 乗 
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2種類が存在していた。また同地点で複数の深度に地下水があっ

た場所では深度の大きい地下水がECの大きい地下水になってい

る。 

次に水位変動の仕方を見てみる。図3にはd0と各地点の水位波

形との相関をとりその2乗をとったものを示す。基岩地下水が確

認されたすべての地点の地下水の水位の平均をとったものをd0

と比較したところ相関係数が0.96と高い。そこでd0の水位波形

が調査地を代表する水位波形であると考え、d0の水位波形と各

地点の水位波形との相関をとった。相関分析には地下水位絶対

値の相関が直線近似できるとは限らないことから、順位相関を

選択した。図3に各地点の標高と順位相関による相関値を2乗し

たものを示す。まず全体を見ると半数以上が相関係数の2乗が

0.6より高いため、調査地内の多くの地点が降雨に対してd0と似

た反応を示していることがわかる。水質と同様に場所ごとに考

察をしていくと斜面上部の地下水は相関係数の2乗が0.4より大

きくなっておりd0に似た水位波形を持つものが多いことが分か

る。一方で断層破砕帯下の地下水はd0との空間的位置は近いも

のの相関係数が小さいものが多いことが図1よりわかる。ただし

断層破砕帯下の地下水にもd0との相関が高いものも存在してお

りはっきりとした関係はみられない。斜面下脚部の地下水につ

いても電気伝導度の小さい地下水は相関係数の2乗が0.4より大

きいが、電気伝導度の大きい地下水は相関係数に大きなばらつ

きが見られる。 

また水質と水位波形の関係を図 4 より考察すると水質と水位

波形にははっきりとした関係はみられない。堆積岩の地下構造

は 1 地点ごとに微細に異なっているおり、それが浸透に影響を

及ぼすため、水位波形は 1 地点ごとに異なってくるのに対し、

地質の化学成分は 1 地点ごとには大きく変わらないため、電気

伝導度は場所ごとにまとまった性質があったと考えられる。電

気伝導度の小さい地下水は相関係数の 2 乗が 0.4 より大きくな

る傾向を有している。d0 は降雨の時に頻繁に反応しており無降

雨時は緩やかに水位が減少しており鉛直浸透と横流れの両方が

起きていると考えられる。電気伝導度の小さい地下水も d0 と同

様に鉛直浸透と横流れの両方が起きていると考えられる。一方

で電気伝導度の大きい地下水は d0 と大きく異なる水位変動をす

るものと似た水位変動をするものの両方が存在している。d0 と

大きく異なる水位変動をしている地下水は鉛直浸透が弱まって

いるものや横流れが強くなっているということが考えられる。 

図 2:電気伝導度と EC 

図 3:標高と d0 との相関係数の 2 乗 

図 4:EC と d0 との相関係数の 2 乗 
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災害時生活用水確保に向けた、山地流域の地形・水流出特性の評価 

Topographic and runoff characteristics of headwater catchments for daily-life water use under natural disaster 

東京農工大学 〇猪越翔大・Chiu Chen-wei・小柳賢太・五味高志・白木克繁 

筑波大学 恩田裕一 

（株）地球科学研究所 浅井和由 

1. はじめに

地震や豪雨に伴う災害では、水道施設の被災や停電により、広域かつ長期の断水がもたらされる。2019年の台風

19号では13都県で合計17万2千戸が断水し、福島県相馬市など復旧までに最大1ヶ月を要した地域もあった。すなわ

ち、災害時の長期的断水に対応するため、地域の状況に応じた水確保の手段を検討する必要がある。内閣府は各家

庭の水備蓄として一日あたり3ℓ/人を3日分確保することを推奨している。しかし、生活用水の確保には一日あたり

20ℓ/人が必要とされ（平山, 2015）、災害備蓄や自治体からの応急給水として確保する飲料水より多くの水量が必

要となる。これらの生活用水源として、地域ごとに井戸の整備が進められている。しかし、2007年の新潟県中越沖

地震では、柏崎市に整備されている井戸の20％が損傷し活用できなくなった。すなわち、井戸以外の身近な水源と

して、山地周辺地域などでは河川流出水や湧水を災害時生活用水源として利用することも検討する必要がある。し

かし、山地からの流出水は場所や時期によって流量が変化すること（Komatsu and Onda, 1996）が示されており、

災害時生活用水源として必要量を確保できる場とその水量の安定性評価が重要である。とくに、低水時の流量に及

ぼす影響の要因として、同一の地質である場合は地形が考えられ、例えば浅野ら（2018）は流域面積が10ha以上に

なると、流域間の流量の差異が小さくなることを示している。そこで本研究では、同一地質の山地から集落の立地

する平野部へ流入する河川を対象とし、災害時に利用可能な生活用水源の確保に向け、山地流域における流量とそ

の分布を流域地形特性との関係から評価した。 

2. 調査地と方法

本研究は岐阜県揖斐郡池田町・揖斐川町に位置する標高約900mの山体から濃尾平野に続く山地流域を対象とし

た。対象地域の年平均気温は15.6℃、年平均降水量は2520mmである（アメダス揖斐川2000～2019年）。地質は主

に中生代堆積岩で、一部石灰岩も分布している。調査地域の土地利用は標高100m以上では、20〜100年生のスギ

（Cryptomeria japonica）・ヒノキ（Chamaecyparis obtusa）、コナラ属（Quercus）、標高50~100mは主に茶畑や住

宅地、標高50m以下は主に住宅地と水田である。調査地域では、2004年や2008年に洪水や土砂災害、1891年には国

内最大の内陸型地震である濃尾地震（M8.0）の被害を受けている。今後30年以内に70~80％の確率で発生が懸念さ

れている南海トラフ巨大地震（M8~9）でも、調査地域は大きな被害（震度6弱以上）を受けると予想されている。 

 現地調査は2019年9月16～20日、10月30日～11月1日

で実施した。それぞれの期間の7日前先行降雨量は、

0.0mmと18.3mmであるものの同一箇所での2回の調査

では流量に違いがなく、本研究は2回の調査結果をま

とめて解析した。25000分の1地形図から、山地から平

野へ流出する河川を抽出し、各調査地点での緯度・経

度・標高を記録し、水深と川幅から流水断面積の算出

および流速の計測から流量を把握するとともに、水サ

ンプルを採取した。採取された水は、表層土壌からや

岩盤からなどの流出経路の評価を目的（Mulholland,

1993）としたイオンクロマトグラフィーによる溶存イ

オン濃度分析を行い、本研究では堆積岩流域にて地下

水が岩盤中を流れることにより濃度が高まるCa2+に注

目した。また、降水が表層土壌や岩盤から流出水とな

るまでの滞留時間の評価（Asano et al., 2002）を目的

とした酸素・水素安定同位体比の分析を行った。各調 図 1. 流域面積と比流量
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査地点の地形情報として、2013年11月～14年1月に撮影されたLiDARデータから2mDEMを作成し、流域面積、比高

差（最大標高－調査地点標高）を算出した。 

3. 結果

59箇所で調査を実施し、40箇所で流出があり（内湧水8箇所）、流量の無い河川は19箇所であった。流量有の河

川流量は17～9361m3/日（平均：1132m3/日；SD：2015 m3/日）であった。流域面積は、2.0×10-2～352.7ha（平均：

26.6ha；SD：57.2ha）、比高差は、25～850m（平均：341m；SD：194m）であった。流域面積≧40haかつ比高差≧

500m（以下、大流域）は、流量が1000m3/日以上あり、これより小さい流域（以下、小流域）は流量が0~1732m3/

日となり、流量0の流域も36％存在し、流量のばらつきも大きい傾向にあった。比流量は、大流域の平均3.5mm/日

（SD：1.6mm/日）に対して、小流域は平均2.6mm/日（SD：2.9mm/日）となり、値が小さく、かつばらつきも大き

かった（図１）。 

湧水のCa2+濃度は源頭の0字谷流出（湧水）は平均1.9mg/ℓ（SD：1.3mg/ℓ）となり、岩盤湧水は平均10.6mg/ℓ

（SD：2.5mg/ℓ）であった。大流域では平均9.3mg/ℓ（SD：1.4mg/ℓ）、小流域では5.6mg/ℓ（SD：1.6mg/ℓ）であっ

た。酸素安定同位体比（δ18O）は0字谷からの湧水は平均-7.2‰（SD：0.1‰）、岩盤湧水は平均-7.6‰（SD：

0.1‰）、大流域は平均-7.7‰（SD：0.1‰）、小流域は平均-7.5‰（SD：0.2‰）であった。 

4. 考察

流域面積≧40haかつ比高差≧500mの大流域は、流量が1000m3/日以上と大きく、河川に維持すべき流量である維

持流量の全国平均値（0.63mm）よりも十分に大きい比流量を有していることから、安定した水量を確保でき、災

害時生活用水源として利用可能と考えられた（国土交通省河川局河川環境課, 2007）。このような大流域は、今回

の調査範囲内に8箇所存在し、池田町・揖斐川町の山地周辺に位置する指定避難所7か所に対し1km以内に存在して

いることから、曾布川・野原（2008）が示すように避難所からの生活用水源としても適切であると思われた。一

方、豪雨災害時にはこれらの流域は土砂災害の発生場となることも考えられ、実際に大流域はすべて土砂災害警戒

区域となっており、砂防堰堤も設置されている。すなわち、土砂災害時には、災害対象地となることから生活用水

としての確保が難しくなる可能性があるものの、地震による災害時には水確保が可能であり、今後、災害シナリオ

の検討による生活用水源としての可能性の検討が必要である。 

流域面積や比高差の違いによる流量の変化は、それぞれの流域サイズに応じた流域内部の水文プロセスと関連し

ている。小流域では、土壌から岩盤への浸透と流出が、岩盤の構造（亀裂の存在や風化の程度）などによって異な

り、結果として流出量や比流量に大きなばらつきが生じていたが、大流域になると小流域で発生した流域間の差異

は平準化され、かつ岩盤からの復帰流などで流量や比流量のばらつきは小さくなったと考えられる（浅野ら

2018）。このような違いは、Ca2+濃度と安定同位体比の結果からも説明ができる。とくに、岩盤からの流出寄与が

大きい、岩盤湧水や大流域のCa2+濃度は小流域と比較し濃度が高くなり、既往研究の岩盤の流出寄与と一致した

（Mulholland, 1993）。また、岩盤湧水や大流域のδ18Oが相対的に低く、滞留時間の長い「古い水成分」を含む割

合が高いと考えられた（Asano et al., 2002）。このように、山体における地形特性と水流出特性を評価すること

が、災害時の山地からの流出水の利用を検討するうえで重要と考えられる。 
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梓川流域の降雨特性と土砂災害 

国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所  石田孝司、石田哲也

株式会社ニュージェック ○藤田 暁、牧野裕至、野口和義

１．はじめに 

梓川流域（図-1）は信濃川水系の上流部に位置し、松本砂防

事務所による直轄砂防事業の対象流域の1つとなっている。流

域内では、活火山・焼岳の東斜面において火砕流堆積物の侵食

谷が形成され、土石流が頻繁に発生している。また、その観測・

調査が継続的に行われており、土石流現象の解明に大きな役割

を果たしている。しかし、この焼岳東斜面以外にも梓川流域で

は火山性堆積物や花崗岩類が広く分布し、急峻な地形も相まっ

て、土石流が多く発生している（図-2）。

 また、このような地質・地形的な側面以外に、気象的な特性

も梓川流域の土砂災害の発生に影響していると考えられ、本研

究では、そのような梓川流域の降雨特性について解析を行う。 
２．実績データから見た降雨分布特性 

図-3は、梓川流域に大雨をもたらす気象要因を「前線」「前

線＋台風」「台風」「低気圧」「大気不安定」の 5 つに分類し、

その要因別の発生回数を集計したものである。大雨の基準とし

て、総雨量 80mm かつピーク雨量 20mm/hr（注意閾値）、お

よび、総雨量 120mm かつピーク雨量 35mm/hr（警戒閾値）

を設定し、平成元年度以降、その基準に達した回数を、流域内

から選定した雨量観測所 6地点について集計した。 
 図より、各地点とも前線による大雨が卓越し、台風の事例は

少ないことが分かる。また、番所地点については、他地点に比

べ台風、低気圧による大雨の割合も比較的高い。

図-4は、気象庁による 1kmメッシュの解析雨量データが整

備された平成 18 年以降を対象に、管内で上記の注意閾値を超

えた大雨事例を抽出し、降雨要因別に一雨あたりの雨量の分布

を図示したものである。図中には、図-2に示した近年の土砂災

害の発生位置も合わせて示している。

図より、梓川流域では、前線・台風・低気圧の各事例とも、

流域の西側（北アルプス沿い）へ行くほど雨量が多いことが分

かる。降雨要因別にみると「前線＋台風」の雨量が多く、これ

は、台風が日本南海上の遠方にある時点から降雨が続き、一雨

の期間が長いことによる。また、台風単独や低気圧の雨は、前

線による雨に比べ、雨量が小さい。

 土砂災害発生位置と降雨分布の関係について見ると、土石流

が多く発生している焼岳東斜面から上高地南部にかけては、一

雨あたりの雨量が多いエリアとも重なっていることが分かる。 
３．風向別降雨シミュレーション 

 流域の西側で雨量が多い理由として、風向の影響が挙げられ

る。前線性の雨では、停滞前線に沿って暖かく湿った空気が西

から流入し、それが北アルプスにぶつかることで上昇流が生じ、

降雨が発生しやすい。

 図-5は、雨量観測所「下千丈」「番所」を対象に、図-3の大

雨発生時の大気下層の風向のデータを整理し、その出現状況を

図-1 梓川流域の地形（国土地理院の色別標高図を使用）
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示したものである。下千丈においては西南

西～西の風が卓越し、また、番所において

は南西の風が卓越していることが分かる。 
図-6は、気象モデル WRF により 16 方

位から湿潤な風を一様に与える降雨発生

シミュレーションを行い、風向別の降雨特

性を解析したものである。

図より、西南西～西北西の風向の場合、

北アルプス西方の岐阜県内を谷沿いに流

入した風が、北アルプスの山稜にぶつかり

降雨が生じていることが分かる。また、番

所地点付近では、他地点に比べ、南南西や

南西の風による雨域も掛かり、図-5の状況

に合致している。

４．おわりに 

 実績の雨量データおよびシミュレーシ

ョンにより梓川流域の降雨特性を調査し、

梓川流域では西寄りの風による前線性の

雨量が流域の西側で多くなること、また、

番所地点等、地形の影響により、流域内に

おいても地点ごとにも若干の降雨特性の

違いがあることが明らかとなった。

(mm/hr) 

図-6 風向別降雨シミュレーション 

対象範囲の地形 

単純化実験 
米国の気象シミュレ
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方の領域を対象とす
る気象シミュレーショ
ンを実施した（計算メ
ッシュは、中心部約
100km四方は1kmメ
ッシュ、それ以外は
5kmメッシュ）。 
過去の降雨事例の再
現計算を行い（再現
実験）、モデルの精
度を確認した上で、
16方位から仮想的な 

湿潤な風を一様に与えるシミュレーションを実施した（単純化実験）。
仮想的な湿潤な風の温度や湿度はH23.6.22降雨時の輪島の高層観測
データに基づき設定し、風速は、前線性の降雨時の風速を想定した
15m/sとした。 

図-4 土砂災害降雨実態図（○災害発生位置） 
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現地モニタリング結果に基づく木製治山ダムの構造安定性 

秋田大学理工学研究科（現 秋田県立大学木材高度加工研究所） ○野田 龍 

秋田大学理工学部（現 中央コンサルタンツ(株)） 小林 夕莉 

(一社)秋田県林業コンサルタント 三浦 靖浩 

1. はじめに

日本を代表する森林県である秋田県では、径 300mm を越える大径材の有効利用と大量利用を目的として、

木材使用率を堤体の 90%以上にしたオールウッド型木製治山ダムが開発され 1)、これまでに約 50 基が施工

されている。比重の軽い木材を大量に使用して

いるため、堤体には浮力が生じることが想定さ

れた。そこで、堤体に作用する浮力および土圧、

水圧等を評価するため、2003 年から現地モニタ

リング調査を行っている 1)。これまでに 4 基の

木ダムを対象に観測を行い、現在はそのうち 2

基で観測が行われている。

本研究では、これまでに得られたモニタリン

グデータを基に、堤体に作用する外力の特徴お

よび現設計法の妥当性について検証を行った。 

2. 調査概要

本研究で対象としたオールウッド型木製治

山ダムは、2006 年度に秋田県大仙市内に設置さ

れたもので、設置直後の 2006 年 12 月から現在

までモニタリングデータが得られている。本研

究ではデータの値が安定したと判断した 2011

年 11月～2018年 10月までの 7年分のデータに

ついて検討を行った。 

モニタリングの計測項目は雨量、温湿度、土

圧、間隙水圧、堤体内・外水位で、1 時間ごと

にデータを収集している。計測機器の取り付け

位置は図-1 に示すとおりで、土圧計 4 か所（E-1

～E-4）、間隙水圧計 3 か所（P-1～P-3）、水位計

3 か所（W-0～W-2）を取り付けている。データ

の解析には 1時間ごとのデータをそのまま使用

した。また、24 時間ごとのデータとして、毎日

0時から 24時までの最大値をその日のデータと

して解析に用いた。 

3. 結果・考察

(1) 1 時間ごとのデータ

図-2 に最大時間雨量と降水継続時間の関係

を示す。降雨イベントが発生することによって、

①4 か所すべての土圧の値が低くなる場合と、

写真-1 オールウッド型木製治山ダム 
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②下流基礎部（E2）の値は低くなり上流基礎部（E1）の値は高くなる場合の 2 パターンに大別できること

が分かった。①すべての土圧が低くなる場合は、降水継続時間が 5～38 時間と長いが、最大時間雨量は概

ね 10 ㎜以下と小さいことが分かった。つまり、弱い雨が降り続くような場合に起こる現象であると考えら

れる。この要因として、長時間の降雨により堤体内に水が浸透し、浮力の作用が大きくなったためと考え

られる。一方、②下流基礎部の値は低くなり上流基礎部の値は高くなる場合は、降水継続時間は 0.5～15

時間程度と短いが、最大時間雨量は 8～32 ㎜と大きいことが分かった。つまり、短時間に大量の降雨があ

るときに起こる現象であると考えられる。この要因として、堤体に作用する浮力による自重の減少よりも、

堤体上流側の埋め戻し土砂が水を含むことによる重量増加の方が大きく、結果として堤体が上流側に傾く

挙動を示していると考えられる。

(2) 24 時間ごとのデータ

図-3 に堤体下流側基礎部に設置した土圧計の年別の推移を示す。年によって値に変動はあるものの、例

年 12 月中旬以降から数値が上昇し、2 月末～3 月初頭にかけて最大値を記録し、その後急速に低下してい

くことが分かる。これは、積雪の影響を受けていると考えられ、1 年を通して積雪期に最も構造物に負担

が生じていると言える。しかし、現在の設計では雪荷重は考慮されていない。そこで、雪荷重を考慮した

ときの構造安定性について検討を行った。オールウッド型木製治山ダムでは、図-4 に示すように、堤体の

自重と水圧、堆砂圧、揚圧力を組み合わせて安定計算を行っている。ここに、雪荷重を新たに加えること

とした（図中破線 S1, S2）。雪荷重の単位体積重量を 3.5 kN/m3 2)、積雪深を 4 m と設定し試算した結果、安

全性を十分に満たしていることが

分かった。また、水位（揚圧力の対

象範囲）や木材の含水率など、モニ

タリングデータから考え得る数値

を用いて安定計算を行ったが、いず

れのパターンにおいても安全性を

満たしていることが確認された。 

4. まとめ

現地モニタリングデータを解析

した結果、弱い雨が降り続く場合と

短時間で強雨がある場合で堤体に

作用する外力の特徴が異なること

が分かった。また、オールウッド型

木製治山ダムでは従来想定してい

なかった積雪の影響を受けている

ことが明らかとなった。しかし、雪

荷重を考慮して安定計算を行った

結果、構造体としての安全性を十分

に満たしていることが分かった。 
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砂防堰堤袖部掘削に伴う既設トンネルへの影響検討について 

大日本コンサルタント株式会社 ○清野耕史・太原 晶・田邊央羽・志鹿達哉 

岡部康成・阿部征輝・篠崎嗣浩 

1. はじめに

当砂防堰堤は、富山県小矢部市の最南端に土石流災害から下流人家を保全するために計画したものである。当砂防堰堤の

実施に際し、計画堰堤が既設トンネル（北陸自動車道高窪トンネル）に近接することから、有限要素法（以下、ＦＥＭ）を 

用いた地盤解析を行い、砂防堰堤設置（袖部掘削・コンクリート築造）に

よる影響を検討し、既設トンネルの安全性の精査、砂防堰堤の安全施工の

ための検討を行ったものである。 

 

表-1 解析概要 

項目 工種／種別 概要 

設計業務 
ＦＥＭ解析 二次元非線形弾性解析（解析計画、条件設定、解析9ステップ：現況～各施工ステップ） 

計画砂防堰堤 堤高8.5ｍ、堤長38.8ｍ（解析検討時）、不透過型・重力式コンクリート、土石流対策 

2. 有限要素法による地盤解析

2.1 解析条件

2.1.1 解析手法

本検討は、ＮＥＸＣＯ中日本・高窪トンネルに対して、砂防堰堤施工時の影響を二次元ＦＥＭ解析によって予測し、既設

トンネル覆工の評価を行う。解析手法は非線形弾性解析とする。（参考：※1）

2.1.2 解析モデル 

解析モデルは、境界条件の影響を受けないよう設定した。 

側方領域は、「トンネル掘削面より５Ｄ」と、堰堤掘削影響

領域（45°ライン）」を包括する範囲で設定した。また、下方

領域は「トンネル下端より２Ｄ」を設定した。 

メッシュ割については、変位やひずみを詳細に確認する必要

のあるトンネル周囲を細かく区切るとともに、インバート・覆

工の実際の厚みを取り入れた。 

2.1.3 構造物・地盤のモデル化 

表-2 構造物・地盤の物性値（参考：※2、※3、※4） 

項目 構造物 要素モデル モデル化の考え方 物性値の項目 

構造物 
既設トンネル ビーム要素 覆工図心を通る梁要素でモデル化 

変形係数E、断面2次モーメントI、
断面係数Z 等 

堰堤躯体 平面ひずみ 平面ひずみ要素でモデル化 弾性係数E、ポアソン比ν 等 

項目 地質名 モデル化の考え方 物性値の項目 

地盤 
崖錐堆積物、砂岩、 

砂質泥岩、凝灰質砂岩等 
ボーリング、三軸圧縮試験、 
孔内水平載荷試験の結果より想定 

単位体積重量、変形係数、粘着力、 
内部摩擦角、ポアソン比 

2.1.4 解析ステップ 

施工手順を考慮し、①初期応力解析、②～⑦既設トンネル施工（既設トンネル掘削の各段階～インバートコンクリート設

置）、⑧堰堤掘削（応力開放率100％）、⑨堰堤構築（構造物荷重載荷）のステップ解析を実施した。 

図-3 解析モデル 

図-1 堰堤・トンネル横断図 写真-1 堰堤・トンネルの関係 図-2 位置図 
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表-3 解析ステップ 

ＳＴＥＰ－１ 
初期応力解析 

ＳＴＥＰ－２～７ 
既設トンネル施工 

ＳＴＥＰ－８ 
堰堤掘削 

ＳＴＥＰ－９ 
堰堤構築(構造物荷重載荷) 

2.1.5 評価基準 

既設トンネルへの影響は、トンネルの二次覆工及びインバートの発生応力に着目し、これらの許容応力との対比から評価

した。（参考：※1） 

表-4 点検結果の判定区分 表-5 覆工応力の許容値の目安 

判定 
区分 

一般的状況 

ＡＡ 
損傷が著しく、交通の安全確保、または第三者に対し、支障となっ
ているか、もしくはその恐れがあり、緊急補修の必要のある場合。 

Ａ 損傷が大きく、補修するかどうかの検討が必要な場合。 

Ｂ 損傷は小さいが、補修するかどうかの検討が必要な場合。 

ＯＫ 損傷がないか、もしくは軽微で、補修する必要がない場合。 

既設ﾄﾝﾈﾙ覆工の 
健全度判定区分 

圧縮応力 
（N/mm2） 

引張応力 
（N/mm2） 

Ｂ，ＯＫ 
0.3σck

（5.4） 
0.06σck

（1.08） 

Ａ 
0.2σck

（3.6） 
0.04σck

（0.72） 

ＡＡ 
0.1σck

（1.8） 
0.02σck

（0.36） 

2.2 解析結果（軸力・曲げモーメント） 

2.2.1 堰堤掘削（STEP-8） 

引張応力  0.25N/mm2 ＜ 許容引張応力 0.36N/mm2 OK 

圧縮応力 -0.07N/mm2 ＞ 許容圧縮応力 -1.8N/mm2 OK 

許容応力内（許容値の7割程度）となるため、堰堤掘削時の既設トンネルへの影

響はないと判断する。なお、設定した許容応力は安全側を考慮して上記の判定区分

ＡＡで設定しているため、許容応力は十分満足すると想定される。 

2.2.2 堰堤構築（STEP-9） 

引張応力  0.12N/mm2 ＜ 許容引張応力 0.36N/mm2 OK 

圧縮応力 -0.12N/mm2 ＞ 許容圧縮応力 -1.8N/mm2 OK 

許容応力内（許容値の3割程度）となるため、堰堤構築時の既設トンネルへの影

響はないと判断。 

2.3 解析結果（変位） 

堰堤構築時の変位ベクトル図を右に示す。 

➢ 堰堤部周辺は自重作用による沈下挙動。水平方向についても堰堤側に引張挙動。

堰堤下部地盤は自重により鉛直方向につぶされ、水平方向へは押し広げられる。

➢ トンネルは時計回りに回転する挙動を示す。ただしその変位量は最大1.5mm。

3. 考察及びまとめ

➢ （堰堤掘削時） 上記より、掘削時の既設覆工の発生断面力は、下半部の引張による曲げが顕著となる。軸力については

堰堤側への引張り挙動により、特にインバート部の引張が顕著となる。ただし、これらの影響は小さく、曲げと軸の合成

応力は覆工の許容増分応力度内に収まる。 

➢ （堰堤構築時） 堰堤構築時のトンネル周辺地山は時計回りの回転挙動を示す。トンネル覆工は、右肩部は外曲げ、左肩

部は内曲げが生じる。軸力についても左肩部に引張力が生じ、右肩部とその対角線の左隅角部に圧縮力の大きい箇所がみ

られる。ただし切土時同様に堰堤構築による影響は小さく、曲げと軸の合成応力は覆工の許容増分応力度内に収まる。

解析結果より、堰堤掘削時・構築時の軸力、曲げモーメント、変位を求めたが、いずれも許容範囲内

に収まっており、砂防堰堤設置による既設トンネルへの影響は特に問題ない。 

【参考文献・基準書】 ※1．「設計要領 第三集【トンネル保全編】」 平成28年3月 （株）高速道路総合技術研究所 

※2．「コンクリート標準示方書【設計編】」 平成30年3月 （公社）土木学会 

※3．「道路土工－盛土工指針 平成22年度版」 平成22年5月 （社）日本道路協会

※4.「トンネルの標準設計に関する研究報告書－数値解析と施工実績の分析－」日本道路公団試験所 

図-4 堰堤掘削（STEP-8）の 
軸力・曲げモーメント図 

図-5 堰堤構築時（STEP-9）の 
変位ベクトル図 

掘削応力解放率100％ 

288



鋼製透過型砂防堰堤に関する基礎研究成果について 

砂防鋼構造物研究会 ○飯塚幸司 國領ひろし 山内秀基 

防衛大学校 堀口俊行 

1. はじめに

平成 11 年に鋼製砂防構造物の関する課題やその有効

性を検証する目的で砂防鋼構造物研究会（以下，研究会）

が設立された．研究会は，鋼製透過型砂防堰堤に関する

基礎研究から現地調査，水理実験および解析など多岐に

わたり実施してきた．研究会の技術ワーキングでは，学

と民が一体となって研究テーマの発掘や解析方法の開

発を進めている．当初は，基礎的段階として透過構造を

有している堰堤に対する現地調査や災害時における捕

捉効果が多くを占めていたが，基礎実験や解析手法の発

展により，実スケールにおける性能評価を検討する段階

まで検討を進めることができた．その成果は，学会，研

究会主催の講習会へ報告するまでに至っている． 

そこで本報告は，他の分野と比べても明確に，砂防政

策の課題に対して，同じ考えを目指しているものと考え

られ，基礎研究の変遷を知ることがニーズの理解に役立

つと考え，鋼製透過型砂防堰堤に関する基礎研究成果に

ついて整理したので報告する． 

2. 研究成果の分類と変遷

2.1 研究成果の分類

これまで研究会が関係した学会発表成果は 124 テー

マである．砂防学会へ 98 テーマ，土木学会には 9 テー

マ,外国語論文について 21テーマを発表・投稿している． 

表-1 に，これら研究成果について研究内容から 7 つ

のカテゴリーに分け，それぞれの研究テーマ数を示して

いる．カテゴリー(1)からカテゴリー(5)までは鋼製透過

型砂防堰堤に関する研究成果で，そのテーマ数は 105 件

と全体の 85 %を占めている． 

2.2 研究成果の変遷 

図-1に，研究会が行ってきた研究成果の変遷について

示している．設立当初の研究テーマは，コンクリート砂

防堰堤や鋼製枠および土石流荷重モデルなど多様なテ

ーマを研究していた．その後，様々な鋼製透過型砂防堰

堤が開発され，全国各地で採用されたことから，平成 18

年頃から鋼製堰堤の設計に関わる礫径調査や腐食摩耗

調査等の研究が行われた． 

平成 19 年 3 月に土石流・流木対策設計指針の改定以

降，透過型砂防堰堤が土石流・流木対策施設の基本であ

ると位置づけられた頃から，鋼製透過型砂防堰堤の研究

が加速した．平成 21 年頃から土砂移動のモデル化・シ

ミュレーション等の数値計算・実験に関する研究が進ん

だことで，より実際に近い土石流荷重モデルを可能とし

た．この解析技術を応用として流木捕捉工に関する研究

が進んだ．その後も度重なる土砂災害に対して鋼製透過

型砂防堰堤の土石流の捕捉が多数報告されるようにな

った．このような状況で鋼製堰堤の損傷事例が発生し，

超過外力を想定した土石流衝撃力や鋼管継手に関する

研究が集中した． 

平成 28 年に改定された土石流・流木対策設計指針に

示されている小規模渓流対策について，構造モデルを提

案し，設計方法や構造，適用性について検討している． 

これらの研究成果は，社会的背景やそれに対応した砂

防政策を考慮して，研究の主眼を置いていることが確認

できる． 

3. カテゴリー別の研究成果

ここでは，鋼製透過型砂防堰堤に関する研究であるカ

テゴリー(1)からカテゴリー(5)の特長といくつかの研究

成果を紹介する．なお，カテゴリー(6)は研究成果が少な

いこと，カテゴリー(7)は主にコンクリート堰堤をテーマ

とした研究であるため紹介は省いた． 

3.1 カテゴリー(1)現地調査と実態調査

鋼製透過型砂防堰堤に関する現地調査・実態調査は18

テーマがある．特に鋼製透過型砂防堰堤が土石流を捕捉

した際には，土石流の捕捉，部材の損傷および堆砂状況

カテゴリー
No.

分 類 内 容
砂防
学会

土木
学会

外国語
論文

件数

（１） 鋼製透過型砂防堰堤に関する現地調査・実態調査 17 0 1 18

（２） 鋼製透過型砂防堰堤の用途開発と機能向上に関する研究 10 0 0 10

（３） 鋼製透過型砂防堰堤の耐荷性能に関する研究 36 2 11 49

（４） 鋼製透過型砂防堰堤の捕捉性能に関する研究（水理実験編） 9 0 1 10

（５） 鋼製透過型砂防堰堤の捕捉性能に関する研究（解析編） 9 7 2 18

（６） 鋼製枠に関する研究 4 0 0 4

（７） 砂防構造物の設計全般に関する研究 13 0 6 19

98 9 21 128合計

表-1 カテゴリー別の研究テーマ数
図-1 研究成果の変遷

図-2 土石流捕捉の状況 1)

  和暦 H11 H12 H16 H20 H24 H28 R2
（西暦） (1999) (2000) (2004) (2008) (2012) (2016) (2020)

・H11広島豪雨災害 ・H16新潟・福島豪雨 ・H23紀伊半島大水害 ・H29九州北部豪雨

・H16新潟中越地震 ・H23東北地方太平洋沖地震 ・H30西日本豪雨

・H12有珠山噴火 ・H24九州北部豪雨

・H15熊本水俣豪雨災害 ・H26広島土砂災害

・H20岩手・宮城内陸地震 ・H28熊本地震

・H12土石流対策技術指針(案) ・H19土石流・流木対策設計技術指針

・H12流木対策指針(案) ・H28土石流・流木対策設計技術指針

・H13鋼製砂防構造物設計便覧 ・H21鋼製砂防構造物設計便覧

・鋼製枠の耐荷性能の研究 ・部分透過型の捕捉性能の研究 ・小規模渓流の研究

・土石流荷重モデルの研究 ・想定外荷重の研究

研究会の ・鋼製堰堤の流木捕捉機能の研究 ・鋼管継手の耐荷性能の研究

主な研究内容 ・鋼製堰堤の除石調査 ・不透過型の高機能化(ｽﾘｯﾄ化)の研究

・鋼製堰堤の腐食摩耗調査 ・礫衝突の研究

・礫径調査の研究

・H11砂防鋼構造物研究会発足

・H15研究開始(技術ワーキング） ・R1技術ワーキング第150回

主な技術基準

研究会の動き

主な土砂災害
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を継続的に調査し報告している（図-2）． 

平成19年3月に土石流流木対策設計指針の改定以降，

維持管理のための除石計画が必須となった．当時は，除

石に関する研究や報告が非常に少ない状況で，除石の実

態調査を報告しており，その成果は各事業者や実務者に

おいて活用されている．一方，鋼製透過型砂防堰堤の腐

食および摩耗状況を数年にわたり継続調査している．鋼

製透過型砂防堰堤の部位ごとに土石流時や常時に晒さ

れる環境を考慮し，鋼材の余裕しろを提案している．こ

れらの成果は後の鋼製砂防構造物設計便覧へも反映さ

れている． 

3.2 カテゴリー(2)用途開発と機能向上に関する研究 

用途開発と機能向上に関する研究は 10 テーマがある．

本カテゴリーの研究テーマは，これまでの基礎研究を応

用し，鋼製透過型砂防の新しい設置方法などの用途開発

や，鋼製透過型砂防の機能向上に関して研究を報告して

いる． 

例えば，既設の不透過型砂防コンクリート砂防堰堤を

改築・改良の際に，鋼製透過型砂防を活用している実態

を調査している(図-3)．その結果，スリットの有効性を

示すとともに，部分透過型への改築では，水理模型実験

の研究成果を踏まえ部材間隔の適切な設置の必要性を

示している． 

3.3 カテゴリー(3)耐荷性能に関する研究 

耐荷性能に関する研究は，49 テーマと最も多い．本カ

テゴリーの研究テーマは，土石流流体力，礫衝突などの

衝撃解析は他の分野にない重要なテーマである． 

 近年の計画規模を超える荷重の発生リスクが高まっ

ていることから，想定外荷重を扱う研究の重要性が増し

てきた．現行の計画規模の土石流荷重に対して決定した

砂防堰堤に，土石流ピーク流量を変化させ土石流荷重を

算出し，安定上限界となる極限状態の土石流荷重を求め

ている．この極限状態の土石流荷重を用いて，3 次元有

限要素法にて衝撃解析を行い，鋼製透過型砂防堰堤の全

体の応答より局部的な応答が支配的であることが確認

された（図-4）． 

3.4 カテゴリー(4)捕捉性能に関する研究(水理実験編） 

 捕捉性能に関する水理実験の研究は 10 テーマがある．

本カテゴリーは，主に水理実験にて流木混じり土石流に

関する捕捉性能を検証している． 

平成 25 年の伊豆大島土石流災害では巨礫の捕捉が少

ないにも関わらず後続流の土砂を捕捉した．これまでの

礫と流木混じり土石流とは異なる捕捉形態に着目し，土

砂と流木混じりにおける捕捉効果について，実験的に検

討している(図-5)．流木モデルは，幹のみ，根付き流木

などを表現し，土砂と流木モデルを混合し土砂捕捉率の

影響を検討している． 

3.5 カテゴリー(5)捕捉性能に関する研究（解析編） 

捕捉性能に関する解析的研究は 18 テーマがある．本

カテゴリーは，耐荷性能に関する研究とは異なり，水理

実験を解析的に検討し，捕捉過程をシミュレーションす

ることを目的としている． 

鋼製透過型砂防堰堤の礫と流木混じり土石流の捕捉

の水理実験から，流木を円柱形要素によってモデル化し

た個別要素法を用いて，流木捕捉工周辺における流木の

流れおよび流木捕捉工の閉塞挙動の解析を行っている．

その結果，流木捕捉工の捕捉効果を解析する手法を開発

している． 

4. まとめ

本報告を通して，砂防分野の歴史的な推移とニーズに

ついて示すことができた．このことから社会基盤整備が

限定的である状況のなかで，既存の砂防施設をいかに効

率的に維持し，機能発揮させることが求められているこ

ともわかる．今後もこれらのニーズに対応するためにも，

基礎研究の重要性を認識し，今後も国土保全に資する研

究を進めていきたい． 
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図-3 改良の設置事例 2)

図-4 解析モデル 3) 

図-5 水理実験の状況
4)
 

図-6  水理実験の状況と解析結果
5) 

290



流木の衝突を模擬した弾性チェーンの実験的研究流木の衝突を模擬した弾性チェーンの実験的研究流木の衝突を模擬した弾性チェーンの実験的研究流木の衝突を模擬した弾性チェーンの実験的研究    

シバタ工業株式会社 ○山口聖地、宮松宣隆、西村佳樹、西本安志

防衛大学校 別府万寿博

１．はじめに１．はじめに１．はじめに１．はじめに    

 鋼製チェーンとゴムを複合一体化した図－1 に示す

弾性チェーンは、コンクリートスリット堰堤の土石流

捕捉効果を向上させる目的で横桟 1)として使用された

実績がある。さらに、その実績を応用して写真－1に示

すように流木捕捉を目的として、鋼製チェーンと組み

合わせたネット構造物とした。ここで、弾性チェーン

は流木による衝突エネルギーの吸収を期待するととも

に、流木捕捉後の静的外力に対して弾性チェーンが伸

びることでネットを構成する水平部材がたわみ、発生

する引張力を低減できる柔構造となる。そのため構成

部材がコンパクトかつ軽量となる特長を活かして、主

に材料の搬入や重機の使用に制限があるような条件で

の活用が期待される。 

これまで弾性チェーンの評価は、一軸方向の動的引

張実験や静的な曲げ実験 1)を実施しているものの、弾性

チェーンと鋼製チェーンを連結した梁に対して、実際

の流木衝突を模擬した動的実験は実施していない。 

そこで本研究では、流木を模擬した重錘を弾性チェ

ーンと鋼製チェーンを連結した梁に衝突させることで、

その梁に作用する衝撃力などの動的特性を評価するこ

とを目的とした。 

写真－1 弾性チェーンを使用した流木捕捉工の事例 

２．弾性チェーンの構造２．弾性チェーンの構造２．弾性チェーンの構造２．弾性チェーンの構造    

 弾性チェーンは、図－1に示すように鋼製チェーンを

緩ませた状態で配列させ、ゴムで被覆一体化した構造

である。よって、引張力が作用した場合は、チェーン

リンク間のゴムが圧縮変形することで全体的に伸びが

図－1 弾性チェーンの構造 

発生し、衝突エネルギーの吸収効果や緩衝効果、さら

に梁として使用した場合はたわみを発生させ、引張力

を低減させる特長を有するものである。

３．３．３．３．流木衝突を模擬した落錘式衝撃実験流木衝突を模擬した落錘式衝撃実験流木衝突を模擬した落錘式衝撃実験流木衝突を模擬した落錘式衝撃実験    

 本実験では、弾性チェーンと鋼製チェーンを連結し

た梁に対して、流木を模擬した重錘を落下させ、鋼製

チェーンに発生したひずみから応力を換算し構造全体

としての健全性を評価した。

3.13.13.13.1    実験方法実験方法実験方法実験方法    

 実験は防衛大学校が所有する重錘落下試験機を使用

した。重錘質量は 300kg とし、写真－2に示すように鋼

製重錘の先端に直径 300mm、厚さ 100mm の木材を設置す

ることで、流木の衝突を模擬した。重錘質量は、流木

の直径 300mm、単位体積重量 330kg/m3とした場合、流木

長 13m に相当するもので

ある。 

実験装置は写真－3に示

すように弾性チェーンの

両端に鋼製チェーンを連

結し、支点間隔 1840mm

の梁として設置した。 

弾性チェーン弾性チェーン弾性チェーン弾性チェーン    

鋼製チェーン鋼製チェーン鋼製チェーン鋼製チェーン    

ゴムゴムゴムゴム    

鋼製チェーン鋼製チェーン鋼製チェーン鋼製チェーン    

木材木材木材木材((((杉杉杉杉))))

鋼製鋼製鋼製鋼製    

写真－2 重錘(質量 300kg) 

鋼製チェーン鋼製チェーン鋼製チェーン鋼製チェーン    
ガイドガイドガイドガイド    

支点支点支点支点    

ひずみゲージひずみゲージひずみゲージひずみゲージ    

1840mm1840mm1840mm1840mm    

ひずみゲージひずみゲージひずみゲージひずみゲージ    

写真－3 実験装置 

弾性チェーン弾性チェーン弾性チェーン弾性チェーン    

重錘重錘重錘重錘    
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測定項目は、支点側の鋼製チェーン端部各 1リンク

にひずみゲージ(共和電業製) を 2 箇所設置し、合計 4

箇所のひずみ値とした。 

 弾性チェーンは、図－2に示すとおり鋼製チェーン径

19mm(材質 SCM 鋼,降伏応力 685MPa)、ゴム径 100mm、ゴ

ム長 684mm である。その静的引張性能は、図－3に示す

ように許容引張荷重 225kN 時に伸び量約 170mm、吸収エ

ネルギー量約 4kJ を有するものである。

実験ケースは表－1 に示すとおり落下高さ 0.1m から

1.25m に設定した。 

図－2 弾性チェーンの形状 

図－3 弾性チェーンの静的引張性能 

備考）衝突速度は� � ����、衝突エネルギーは� � �	
、g：重力加

速度(9.81m/sec2)、H：落下高さ、m：重錘質量(300kg)で算出した。 

3.23.23.23.2    結果結果結果結果と考察と考察と考察と考察    

 本実験で得られた作用時間とひずみの関係の一例を

落下高さ 1.25m として図－4 に示す。図－4に示す 4箇

所のひずみのうち各々の最大ひずみを平均したひずみ

値を用いて発生応力(σ)を(1)式で算出した。 

σ＝ε・� ・・・�� 

ここで、ε：最大ひずみ、E：縦弾性係数(2.06×105MPa),

である。 

(1)式から算出した各落下高さと発生応力との関係

を図－5に示す。図－5より、弾性チェーンの許容引張

荷重時の吸収エネルギー量約 4kJ に相当する衝突エネ

ルギー3.7kJ(落下高さ 1.25m)を載荷しても発生する応

力は約 160MPa であり、許容引張応力 397MPa より小さ

い値を示した。また、弾性チェーンの永久ひずみ等も

発生せず、十分な耐力を有することが確認された。 

図－4 落下高さ 1.25m の作用時間とひずみの関係 

図－5 落下高さと発生応力との関係 

４．まとめ４．まとめ４．まとめ４．まとめ    

 弾性チェーンと鋼製チェーンを連結した梁に対して、

流木の衝突を模擬した落錘式衝撃実験を実施した。重

錘質量は、流木の直径 300mm、単位体積重量 330kg/m3

とした場合、流木長 13m に相当し、衝突速度は最大

4.9m/s に相当する衝突エネルギーを載荷しても鋼製チ

ェーンに発生する応力は許容引張応力より小さい値を

示し、十分な耐力を有することが確認された。 

参考文献参考文献参考文献参考文献    

1) 西村佳樹、小野田忠弘：鋼製チェーン式弾性型水平

部材の横桟付きコンクリートスリット砂防えん堤

への適用について、平成 19 年度砂防学会研究発表

会概要集、464-465

落下高さ(m) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.75 1.0 1.25 

衝突速度(m/s) 1.4 2.0 2.4 3.1 3.8 4.4 4.9 

衝突エネルギー 

(kJ) 
0.3 0.6 0.9 1.5 2.2 2.9 3.7 

φ100 

ゴム 

684 

鋼製チェーン(φ19) 

許容引張応力許容引張応力許容引張応力許容引張応力 397MPa397MPa397MPa397MPa    

表－1 実験ケース 
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既設落石防護柵の維持管理の課題と補修補強方法の検討 

岩手大学 〇松嶋秀士・井良沢道也

（株）寒河江測量設計事務所 堀 和彦

1．はじめに 
わが国における落石対策は，昭和 34 年にスタートした道路整備 5 ヵ年計画によって，道路の新設およ

び改良が進み，山間部の道路側が斜面の場合には落石対策用のワイヤロープ金網式落石防護柵 (以下，既

設落石防護柵) が設置されてきた。これらの既設落石防護柵は，設計寿命に近いものも多く，落石危険地

帯では，今後 5 ～ 10 年の間に一斉に更新を余儀なくされると想定される。また，国の施策であるイン

フラ長寿命化基本計画（平成 25 年 11 月 29 日）においては，インフラの安全性の向上と効率的な維持管

理を実現することとされている。このようなことから，既設構造物の補強工法などが必要となってきた。 
2．落石防護柵の維持管理の現状と課題 

道路災害（事故）における落石の割合（図‐1）は，4 番目

に多く対策が必要と考えられる。落石対策便覧 1)の制定が昭和

58 年であり，それ以前に設置されたものは基準がなく落石の

飛び越えや損傷が見受けられる。平成 29 年度の一般道路事業

費の内，トンネルや橋梁を除くその他の修繕費が4％しかなく，

その中で落石防護柵に割り当てられる予算は限られている。ま

た，国土交通省における道路構造物の定期点検要領に落石防護

柵の項目はなく，点検方法の確立と，橋梁点検と同様にコスト

及び判断する技術者不足が課題であると考えられる 3) 。

3．既設落石防護柵における補強工法の検討 
落石防護柵の維持管理・修繕に関しては予算の関係もあり，対策

の優先順位はどうしても後になってしまう現状が考えられる。そこ

で，コストをかけず短工期で対策できる補強工法を開発したので紹

介する。

3．1 工法の概要 
H 鋼を用いた落石防護柵の問題点として，H 鋼の断面性能問題が

ある。強軸方向に対し弱軸方向の断面性能が 1/5 程度で，落石の衝

撃力により，ねじれ座屈を起こし，急激に耐力を

失う（図‐2）。そこで，ねじれ座屈を抑える仕組

みとして，支柱基部にねじれを拘束する部材と支

柱上部に支柱同士を 2 本のバーでつなぐ構造にす

ることにより，ねじれ座屈を抑えることができる

と考えた（図‐3）。 
3．2 実験方法について 

重錘鉛直落下実験は，架台に防護柵スパン 3m
を 5 スパン，柵高 H=2.0m の支柱 6 本を水平に取

付け，その上にワイヤロープと金網を設置する（図‐4）。 
そして，既存防護柵に 0.65t の重錘を 7.85m の高さから落下させた，重錘エネルギーが 50.0kJ，緩衝

衝突前 

衝突時

図‐3 ねじれ座屈補強の仕組み 

図‐2 支柱のねじれ座屈事例

図‐1 事故態様別発生状況 2） 
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金具を有する補強防護柵に 0.78tの重錘を高さ 13.07mから落

下させた 100.0kJ の 2 ケースについて比較検討を行う。この

時，エネルギーロスを極力少なくするため，重錘をクレーン

で鉛直に吊り上げ，落石作用位置となる支柱固定端から 2/3
の位置（図‐4 の④と⑤付近）に落下させた。 
測定項目は，重錘の加速度，ワイヤ張力および高速度カメ

ラによる支柱頭部の変位である。

3．3 実験の結果 
3．3．1 支柱の変形 

図－5A は，既存防護柵に 50kJ の重錘を落

下させた場合の衝突スパンの両側の支柱の変

形を，図－5B は補強防護柵に 100kJ の重錘を

落下させた場合の変形を示している。

この変形状況より，既存防護柵は重錘落下に

より，支柱が回転すると同時に，支柱下端が座

屈し，重錘衝突スパンの両側の支柱先端が広が

ることが分かる。一方，補強防護柵の重錘衝突

スパン両側の支柱は回転することなく，鉛直下

方に変形している。これにより，支柱下端の座

屈変形も小さく，耐力が増加していると考えら

れる。

3．3．2 ワイヤ張力について 
重錘の落下位置は，ワイヤロープ 4 本目と 5

本目の間（前出図-4 の④，⑤）であり，それぞ

れのワイヤロープ張力の実験結果を図‐6 に示

す。既存防護柵では，5 本目が破断しており，

計測したワイヤ張力も破断強度を超えている。

これに対し，補強防護柵では，緩衝金具を有し

ており，重錘エネルギーが 100kJ であるにもか

かわらず，すべてのワイヤロープの張力は，

30kN にとどまり，張力がワイヤロープの広い

範囲に分散していることが分かった。

4．まとめ 
実験の結果より，既設の落石防護柵に簡単な補強部材を追加することで，約 2 倍の落石吸収可能エネル

ギーが見込まれ，コストをかけず短工期で維持管理が実現でき，さらに安全性の向上を図ることが期待で

きると考えられる。

文献

1) 日本道路協会：落石対策便覧／社団法人日本道路協会，2017.12． 
2) 平成30年度道路管理統計／国土交通省，2020.2． 
3) 第9回道路技術小委員会配布資料／国土交通省社会資本整備審議会，2018.11． 
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図－4  落石防護柵の落石作用位置 

図－5 支柱の変形状況 

図‐6 ワイヤ張力の経時変化 
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鋼製透過型砂防堰堤の耐荷性能に関する研究 

防衛大学校 〇小松喜治 堀口俊行 香月 智 

砂防鋼構造物研究会 浅田 泰男 

1．緒 言 

近年，大規模な土石流による砂防構造物が損傷した

事例が報告されている．これらの損傷事例では，現行の

設計荷重の想定を超える外力により損傷したことが判

っている．これに伴い，現行の設計荷重レベルより大き

な設計荷重レベル（以下，レベル II 荷重と呼ぶ．）での

設計体系で検討する気運が高まっている． 

特に，鋼製透過型砂防堰堤（以下，透過型と呼ぶ．）

は，土石流や堆砂を想定した設計荷重に対して静的解

析を行い，構造物に作用する断面力に安全率を確保し

た設計が行われているが，レベル II 荷重の設計荷重と

する設計法が導入された場合，構造物は弾塑性応答で

の構造応答が求められることになる．1) 

そこで本研究は，弾塑性解析を目的とした数値解析プ

ログラムを用いて，構造物に作用する設計荷重を徐々

に大きくした際の構造応答について，解析的に検討す

るものである．

2．解析の概要 

2.1 解析モデル 

 図－1に，解析モデルを示す．解析モデルは通常建設

されている透過型の構造形式を模したものである．解

析モデルは，底面が固定されており，その高さは 11.5 m，

幅 5.1 m，奥行き 3.0 m の構造モデルである．通常，透

過型には継手が存在するが，本解析モデルでは継手部

については考慮せずに全てを同一断面の部材を使用し

た解析モデルとした．解析モデル前面（上流面）は，1.0 

m の間隙となるように柱と横材を配置している．鋼管

材料は STK400 とし，図－2に示す直径 D = 609.6 mm，

管の厚さ t = 22 mm とした． 

2.2 解析パラメータ 

 本解析で用いた解析パラメータは，断面分割法を用

いており，断面の主として曲げモーメント～曲率関係

を求めた．まず，図－3(a)のように断面を細かく分割し

たうえで，図－3(b)のように分割断面の分布を求める．

さらに，任意の曲率 φ を図－3(c)のように与える．本

研究では，平面保持の仮定を用い，そのうえで，材料の

応力～ひずみ関係を図－3(d)のように与える．図－3 

(c),(d)の関係を基に図－3(e)のように断面内の応力

分布を求め，図－3(d)の分割断面を乗ずることによっ

て図－3(f)のように細分化された分割断面力(�̅�𝑖 )が求

められる．これを，単純に積算すると全断面の引張力

（圧縮力）が求まるが，これを 0 とするように，図－3 

(c)の中立軸位置を上下させて収束させる．中立軸の位

置が求まった後に，中立軸周りの曲げモーメントを各

分割断面力による中立軸に対する曲げモーメントとし

て積算して曲率 φ に対する曲げモーメントとする．こ

の要領を用いて，曲率 φ を 0 から徐々に大きくするこ

とによって，図－4のような曲げモーメント M ～ 曲率

φ関係が求まる．この考え方を応用すると，軸力～伸び

関係およびねじりトルク～ねじり率関係は図－5，6 の

ようなる．

2.3 解析要領 

本解析では弾塑性解析プログラムを用いており，弾

性限界を表す関数Φy（以下，降伏関数と呼ぶ．）および

塑性化を表す関数ΦP（以下，塑性化関数と呼ぶ．）を次

式として，関連流れ則による塑性変形を求めた． 

x

y

Δy

y

φ

中立軸

y

図－3 断面分割法の概要 
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図－1 解析モデル 
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図－4 曲げモーメント～曲率関係 
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Φy = (
𝑀1

𝑀𝑦
)
2

+ (
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𝑁
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ΦP = (
𝑀1
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)
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+ (
𝑁

𝑁𝑃
)
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+ (
𝑇

𝑇𝑃
)
2

− 1.0 ≤ 0  (2) 

ここで，M1，M2，N，T：断面主軸および回りの曲げモ

ーメント，軸力，ねじれ，MY，MP，NY，NP，TY，TP：

それぞれ図－4～6 で示す降伏モーメント，塑性モーメ

ント，降伏軸力，塑性軸力，降伏ねじれ，塑性ねじれで

ある．

図－7に荷重分布モデル 2)を示す．当初，堰堤の下部

に堆砂圧荷重を台形分布として一定に作用させ，上部

は土石流流体力を等分布に徐々に増加させ作用するも

のとして，静的な構造応答を求めた． 

3．解析結果 

図－8に，解析モデルの変形応答図を示す．図－8(a)

は，堆砂圧のみを作用させたものである．前面下部の柱

部材がわずかに変形し，小さな断面力での弾性応答と

なっている．図－8(b)の荷重係数 α = 3（土石流流体力 

F = 2500 kN ）は，弾性限界のときであり，前面と後面

を繋ぐ横材および後面下部の柱部材が弾性限界（Φy = 0）

に達している．図-8(c)の荷重係数 α = 4（土石流流体力 

F = 3400 kN ）のとき，前面および後面の全ての柱材の

下部は塑性変形し，構造物が最大耐力に達して，いわゆ

る塑性流れ状態に達しつつあることがわかる． 

図－9に，頂部変位が 50 cm（堤体高の 5 %）までの

荷重係数～頂部変位関係を示す．ここで，荷重係数 α = 

1.0 は，現行設計法における設計荷重である．解析モデ

ルは荷重係数 α = 3 までは弾性応答であるが，その後，

柱部材が弾塑性状態となり構造物全体が降伏し，頂部

変位 15 cm まで耐力は増加する．やがて，頂部変位 40

cm で荷重係数 α ≒ 4.3 に達すると，その耐力を維持し

続けている．すなわち，既設砂防堰堤の保有耐力は，設

計荷重の 4.3 倍といえ，また鋼構造物として粘り強さ

が発揮されていることがいえる． 

4．結 言 

本研究の成果を以下のように示す． 

1) レベル II 荷重設計における検討を静的弾塑性応答

によって評価するものとし，レベル II荷重の限界状態

を構造全体の最大耐力とする考え方に基づく検討法

を示した．

2) 継手部を考慮しない静的解析において，透過型の保

有耐力は設計荷重の 4.3 倍となり，鋼製構造物として

の粘り強さが発揮されている．

3) 今後の課題として，透過型の継手部を考慮した解析

を行うことが望ましい．

謝辞：本研究は，令和元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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図－5 軸力～ひずみ関係 
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図-1 製品図 

図-2 栗平地区位置図 

写真-1 落差工設置状況 

写真-2 床固工設置状況 

多用途ブロックのかみ合わせ効果に関する一考察 

国土交通省 近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所    小竹 利明 

国土交通省国土技術政策総合研究所    

兼 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 

共和コンクリート工業株式会社   神野 忠広,近藤 和仁,橋口 聡太郎,○佐藤 哲也 

浅利 修一,秋野 淳一 

1. はじめに

1.1 開発経緯
 北海道南部の渡島半島東に位置する北海道駒ケ岳では、平成 8(1996)年の噴火を契機に火山砂防工事事業が着手

された。この際、積雪期に発生するおそれのある融雪型火山泥流を暫定的に防ぐことが出来、また、他の用途でも

使用が可能で、無人化施工にも対応するコンクリートブロック製品が求められた。そこで、この要請に答えて開発

したのが、コンバリア S(以下多用途ブロックと称す)である。 

1.2 多用途ブロックの特長
垂直積みが可能で、いろいろな目的・用途に応じて多数の組み合わせや

配列が可能。 

ブロック上下の凹凸がかみ合い、多方向からのせん断抵抗が増加する。 

中央の孔は専用アタッチメントにより無人化施工が可能。 

遠隔操作カメラで容易に認識できるよう、ブロックには目印の溝がある。 

有事の災害時には様々な工法に適用・転用が可能で、備蓄材として適す

る。 

2. 紀伊山系砂防事務所管内での設置事例
平成 23 年(2011 年)9 月の台風 12 号に伴う豪雨により、紀伊半島では多数

の河道閉塞が発生した。特に奈良県十津川村に位置する新宮川水系左支川滝

川右支栗平川(流域面積約 9.0km2)において発生した河道閉塞は閉塞高約 100m,

縦断長 750m,横断長 350m,天端長約 400m,閉塞土砂量約 24,133m3と大規模なも

のであった(以下、栗平地区)。 

 栗平地区では河動閉塞直後から緊急対策として仮排水路を整備したが、毎

年発生する台風や豪雨により、仮排水路下流端部より洗掘・侵食が拡大 

・進行している状況であった。そこで、下流端部の洗掘・侵食防止のため、

端部固定の落差工を多用途ブロックにて設置することとなり、2018 年 6月

から 7月にかけ、多用途ブロック 580 個を 13 段積の落差工として施工した。

多用途ブロック設置後、2018 年 8月 23～24 日(台風 20 号、近畿南部での 

総雨量 550mm)の出水で落差工として設置していた多用途ブロックは右岸の 

一部で流出し仮排水路も 90ｍ以上流出した。しかし、流出しなかった左岸側 

は一部形状をとどめていた。 

仮排水路流出後の渓床侵食防止対策として、現地に残っていた従来根固ブ 

ロックと前述の多用途ブロックを用いて床固工を施工した。従来根固ブロッ

クが 2.0ｔ級、多用途ブロックが 3.0ｔ級と規格に違いはあったが、その後

の出水による被災状況には大きな違いが生じた。これは規格の違い以上に

かみ合わせの違いによる差が影響していると考えることができると思われる。

2018/7/10 の状況 

2018/8/27 の状況 

流出箇所 
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写真-7 土石流模型実験状況 

図-3 崩壊した底面角度 

写真-3 傾斜台、堰堤状況   写真-4 模型 写真-5 堤体軸角度 写真-6 底面角度 

3. 模型実験結果と考察
3.1 傾斜模型実験
多用途ブロックのかみ合わせ効果を検証するため、傾斜台に模型を千鳥状に積み上げ崩壊する角度を計測した。

実験に使用した傾斜台は任意の角度に傾斜させることが可能である(写真-3)。傾斜台にはストッパーを設け、最下

部が滑動することを防いだ。 

実験に用いた模型はいずれも縮尺は 1/25、多用途ブロックのほか、多用途ブロックかみ合せなし、従来根固ブ

ロック、直方体型ブロックとした(写真-4)。各ケースのブロックをほぼ同一形状の堰堤高に積み、傾斜台を堤体軸

角度(θｘ)0度、30 度、60度、90 度と変化させ(写真-5)、堰堤が崩壊した底面角度(θy)を傾斜台に設置した分度

器で読み取った(写真-6)。実験回数は実験条件毎に各 5回とし、平均値を用いてグラフを作成した(図-3)。

3.1.1 傾斜模型実験結果
直方体ブロックはいずれの堤体軸角度でもわずかな底面角度で崩

壊した。 

多用途ブロックは、堤体軸角度に関わらず、他の模型よりも崩壊

する角度が相対的に大きく安定していた。このことから、多用途

ブロックは縦断方向・横断方向ともに突起による滑動抑止効果を

有していると考えることが出来る。 

従来根固ブロックは、堤体角度 0 度、30 度では、多用途ブロック

よりも安定していたが、60 度、90 度では相対的に小さな角度で滑

動により崩壊した。これは、多用途ブロックより突起高さが大き

いためと考える。 

3.2 土石流模型実験
多用途ブロックの土石流への効果を検証するため、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にて小規模な水路を用いた簡易的な土

石流模型実験を行った。実験に用いた水路は水路長 100 ㎝、幅 7cm、深さ

16cm で、水路勾配は 5 度刻みで最大 30 度まで傾斜させることが可能である。

実験では多用途ブロックの模型（縮尺 1/40）を数段積み上げ、水路底面に幾

つかの粒径の玉石を敷き詰めた後、水路の上流から一定量の水や小型の角材

を流した（写真-7）。 
3.2.1 土石流模型実験結果 

流水は堰堤天端を越水せずに、模型間を透過することが確認された。 

角材は玉石と一緒に堰堤の上流側に堆積することが確認された。

4.まとめ及び今後の課題
本模型実験結果より得た知見や課題を以下にまとめる。

(1)傾斜模型実験結果より、多用途ブロックの突起による噛み合わせは堰堤角度に関わらず有効に働いていると思

われる。

(2)土石流模型実験より、多用途ブロックによる砂防えん堤では、土砂は捕捉するが流水は越流することなくブロ

ックの間を透過し、土砂と混じった流木も捕捉する効果も見られた。このことから多用途ブロックによる砂防

堰堤は透過型えん堤と同じ機能がある可能性があり、今後更に検証していきたい。

(3)ブロック砂防えん堤に関しては、土石流の衝撃力に対する検討が十分されていないため、今後知見を深めてま

いりたい。

［参考文献］1)池田ら：栗平地区における河道閉塞対策の実態と今後のあり方，平成 27年度砂防学会研究発表会概要集，P02-064 

 2)岡野ら：紀伊山系栗平地区における地形変化と流出土砂量について(その 2),平成 31 年度砂防学会研究発表会概要集,R06-027 
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改良型弾性波探査を用いた砂防堰堤の健全度評価 

－六甲砂防管内における石積堰堤を例として－ 

国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 田中 秀基※1、紅粉 昭一、白髭 一磨※2  

八千代エンジニヤリング株式会社 ○福塚 康三郎、佐藤 敏明、石丸 元気、後藤 宏二 
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1．はじめに 

平成 30 年 7 月豪雨(西日本豪雨)では、広島県で戦後間もなく建設された石積砂防堰堤が複数被災し、一部の渓

流では堆積土砂が下流域に流出した。広島県での事例を踏まえ、六甲砂防事務所においても平成 31 年度から石積

砂防堰堤の健全性を確認するためのボーリング調査が開始された。しかしながら、対象施設の一部はアクセス困

難な山間部に位置し、ボーリング調査の実施も困難となっている。本発表ではボーリング調査が困難な堰堤を含

む延べ4基の石積砂防堰堤において、改良型弾性波探査等を用いて健全度評価を実施した事例について報告する。 

2．調査概要 

2.1 対象施設 

六甲山系に設置されている砂防堰堤のうち、戦前および戦後に完成した以下の 4 基を調査対象とした(表-1)。 

対象施設のうち、ボーリング調査が困難な砂防堰堤(J 堰堤)では改良型弾性波探査のみを行い、ボーリング調査

が可能な3基の砂防堰堤においては改良型弾性波探査とボーリング調査等を組み合わせて健全度評価を実施した。 

表-1 対象施設一覧表（いずれも石積砂防堰堤） 

2.2 改良型弾性波探査の概要 

本調査では、特許技術「堰堤の弾性波探査方法および堰堤の健全度診断支援装置並びにプログラム(特許番号：

第 6396074 号)」および新技術「コンクリートトモグラフィによるマスコンクリートの健全度可視化技術(NETIS

登録番号：KT-190137-A)」を用いて実施した。本技術は、複数の点で弾性波を発振および受振し、それぞれの伝

播時間から構造物内部の弾性波速度分布を計算・解析することにより、弾性波速度構造の把握を可能とするもの

である。本調査では、対象堰堤を取り囲むように発振点および受振点を設定し、堤体コンクリート内を縦横に通

過した弾性波を解析することにより、弾性波速度構造を面的に可視化し、かつ定量的に評価した(図-1、写真-1)。 

図-1 改良型弾性波探査の概念図 写真-1 改良型弾性波探査の実施状況例 

3．調査結果(健全度評価) 

3.1 改良型弾性波探査結果 

中谷ら(2014)によれば、改良型弾性波探査では構造物の劣化が進み間隙が多く存在する場合やその間隙が浸透

水により満たされる場合は弾性波速度が遅くなる傾向が得られ、反対に間隙が少なく健全な構造物では弾性波速

度が速くなる傾向が得られるものとされている。本調査の結果、改築(グラウトによる堤体補強)が行われた U 堰

堤では全体にバラツキの少ない高速度(平均弾性波速度3.5km/s以上)の速度構造であることが確認された(表-2)。 

堤高
（ｍ）
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（ｍ）

天端幅
（ｍ）

堰堤形式
改良型

弾性波探査
ボーリング

調査

J堰堤 1950 69 - - 1.00 未満砂 有り（出水期には越流） 14.00 72.00 1.80 不透過 コンクリート ○ －

O堰堤 1941 78 - - 0.20 満砂 無し 5.00 30.00 2.00 不透過 コンクリート ○ ○

K堰堤 1939 80 - - 6.03 満砂 有り（常時越流） 16.00 75.00 2.70 不透過 コンクリート ○ ○

U堰堤 1942 77 1977 42 0.38 未満砂 有り（出水期の越流無し） 20.00 67.00 1.60 不透過 コンクリート ○ ○
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表-2 改良型弾性波探査結果等一覧表 

これに対して、改築が未実施の砂防堰堤(J 堰堤、O 堰堤、K 堰堤)における平均弾性波速度は 2.7～3.1km/s である。

特に、J 堰堤と K 堰堤では弾性波速度が急変する箇所(速度コンターが密になる箇所)が見られた。O 堰堤では弾性

波速度のバラツキは小さく、概ね均質な速度構造を呈しているものの、平均弾性波速度は改築済堰堤よりも遅い。 

3.2 弾性波速度構造と目視点検結果との関係 

 J 堰堤と K 堰堤の弾性波速度が急変する箇所には遊離石灰の顕著な析出が確認されており、速度構造と目視点検

結果は概ね一致している。K 堰堤において熱赤外線画像解析を実施した結果、弾性波速度が急変する箇所において

漏水が確認された。なお、速度構造にバラツキが少ない O 堰堤と U 堰堤では目視点検で健全と評価されている。 

3.3 弾性波速度構造とボーリングコア形状との関係 

 ボーリング調査の実施が困難な J 堰堤では、改良型弾性波探査実施後に低速度・中速度・高速度の代表的な箇

所においてコア抜き調査(L=1m)を実施した。その結果、低速度(1.7～1.8km/s)を示した箇所では、コアの一部に

ジャンカを伴う空隙や礫状コアが確認された。なお、速度構造にバラツキが少ない O 堰堤と U 堰堤のボーリング

コアの 90％以上は柱状コアであるが、速度構造にバラツキの見られる K 堰堤では柱状コアの割合がやや少ない。

4．おわりに 

 弾性波速度構造と目視点検結果およびボーリングコア形状には有意な相関が認められた。このため、改良型弾

性波探査結果により得られる平均弾性波速度と弾性波速度構造、目視点検結果およびボーリング調査結果等を組

み合わせることにより、砂防堰堤の健全度を面的に可視化し、かつ定量的に評価することが可能と考えられる。 

引用文献 

・中谷洋明・鈴木豊・荒井良介・福塚康三郎・佐藤敏明・若林栄一・永冨大亮・小林海央・内藤好裕・羽佐田葉

子(2014): 弾性波探査(改良型)を用いた砂防堰堤コンクリートの構造変質の評価について、平成 26 年度砂防学

会研究発表会概要集，B-408～B-409.
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待受式擁壁の挙動推定における各要因の影響度比較

国土技術政策総合研究所 金澤 瑛，中谷 洋明  

国土防災技術株式会社 ○遊佐 直樹，長谷川 陽一，寺田 秀樹 

１ はじめに

急傾斜地崩壊対策施設における待受式擁壁の

設計は，静定な力の釣り合いにより滑動，転倒，

支持力の安定性により照査を行っているものの，

施設の安定性は様々な要因が影響を及ぼしてい

るため，荷重の時間変化や基礎地盤の状況によっ

ては，過大に安全側の設計になっている可能性が

考えられる。 

内田ら 1)は，地盤の変形を考慮できる数値解析

手法の１つである有限要素法（FEM）を，崩壊土

砂の衝突により発生した擁壁被災事例へ適用し，

実現象を概ね再現できることを確認している。 

そこで，FEM 解析を待受式擁壁の安定性評価

の照査に適用することも視野に入れ，崩壊土砂の

衝撃力作用時に擁壁安定性に影響を与える要因

を把握することを目的として，計算条件を変化さ

せてその影響の程度を比較した。 

２ 検討手法と計算条件

 検討手法は内田ら 1)による方法と同様に，計算

プログラムは Yoshida2)による手法を用いた。地

盤の応力―ひずみ関係は双曲モデルを用い，地盤

と擁壁背面の境界面は擁壁が変位することによ

り過度の引張応力が作用することを防ぐため，擁

壁と地盤は剥離した状態で計算を実施した。崩壊

土砂による外力は， 0.5 秒でピーク荷重

40.08kN/m2 となり１秒で０kN/m2 となる三角形

の波形を与えた。また，条件やパラメータは，土

質試験値や一般値から設定した。対象地は，粘着

力 3.2kN/m2，内部摩擦角 36度の試験結果が得ら

れている地盤を対象とした。 

また，間隙水圧の影響を評価するため有効応力

解析により検討を行った。破壊の状態は解析手法

に依らず同じになると考え，静的解析により全応

力解析と概ね同じ結果が得られるパラメータを

逆算し，有効応力解析時のせん断強度定数は

c=8.3kN/m2，φ=36度とした。上記の設定を標準

ケースとする。

３ 検討結果

3.1 解析法の影響

図-１に，標準ケースの動的解析における，最大

変位と残留変位の比較結果を示す。計算結果では，

ピーク荷重時（0.5 秒）に変位量が最大となり，

除荷された後に残留変位が発生する結果となっ

た。このとき，擁壁天端における水平方向の最大

変位は 3.37cm，残留変位は 2.51cmとなった。ま

た，図-２に，ピーク荷重時における有効応力解析

と全応力解析の鉛直応力変化量を比較した。また，

図-３に間隙水圧変化量を示す。有効応力解析の鉛

直応力変化量は全応力解析と比べて小さくなる

ものの，荷重が過剰間隙水圧により受け持たれて

いることと，地盤全体に広く伝わることが確認さ

れた。 

図-１ 変位図（標準ケース） 

図-２ 鉛直応力変化量の比較 

有効応力解析 

全応力解析 

+20kN/m2 

-20kN/m2 

+20kN/m2 

-20kN/m2 

有効応力解析 

図-３ 間隙水圧変化量 

+20kN/m2 

-20kN/m2 
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3.2 感度分析 
 安定性評価時に影響を及ぼす項目の影響の程

度を把握することを目的として感度分析を行っ

た。擁壁の安定性へ影響を及ぼす項目として，地

盤の安定性に関する項目と衝撃力に関する項目

が考えられる。表-１に，安定性評価に影響を与え

る要因と FEM 解析における考慮方法の関係を整

理した。ここで示すように，感度分析項目は，粘

着力，内部摩擦角，単位体積重量，地下水位（間

隙水圧），根入れ部（擁壁前面セル）の影響，荷

重のピーク荷重・作用時間とし，標準ケースから

10％程度上下方向（前面セルは１方向に２段階）

に変化させて感度分析を行った。 

 計算結果の評価は，擁壁天端における水平方向

の変位量に着目して行った。図-４に標準ケースで

の変位量（3.37cm）を基準に，各項目を影響の大

きい順に示した。変位量への影響は，ピーク荷重

の影響が最も大きく，次いで間隙水圧（地下水

位），粘着力，単位体積重量，前面セル，荷重作

用時間，内部摩擦角の順となった。 

 荷重についてはピーク荷重と作用時間（三角形

の高さと底辺幅）について感度分析を実施した

が，ピーク荷重の影響が大きく，作用時間の影響

が小さい結果となった。崩壊土砂による衝撃力

は，標準ケースでも擁壁重量による鉛直方向の荷

重に近い値で比較的大きいことが影響している

と考えられる。 

せん断強度定数については，粘着力の影響が大

きく，内部摩擦角の影響が小さく現れた。これは

解析対象が地表付近の地盤を対象としているた

め，有効拘束圧の小さい領域であることが影響し

たと考えられる。 

４ おわりに 
検討の結果、以下の結論を得た。 

各項目の影響は，ピーク荷重の影響が最も大き

く，次いで間隙水圧（地下水位）の影響が大きい

ことが確認された。 

荷重の影響は，静的な設計ではピーク荷重のみ

を考慮しているが，荷重の時間変化が推定できれ

ば，ピーク荷重と作用時間等を踏まえた評価が

FEM解析では可能になる。 

また，このような手法を用いることにより根入

れ部（擁壁前面セル）の影響など，通常設計では

考慮されていない効果を評価することにより，設

計と実際の現象でずれが生じた際に待受式擁壁

の安定性について検討が可能になると考えられ

る。 

さらに，FEM 解析は地盤の塑性変形を評価す

ることができるため，設計上不安定となる場合に

ついて，詳細に検討をする上で有効な手法である

といえる。そのため，擁壁安定性評価における照

査方法としても利用ができると考えられ，そのた

めに，今後は転倒の基準など判定基準の設定に関

する調査・事例蓄積が必要と考えられる。 

【参考文献】 
1) 内田ら：崩壊土砂の衝突に対する待受け式擁壁

の変位推定手法の検討，第 54 回平成 17 年度砂
防学会研究発表会概要集，2005

2) Yoshida.N：STADAS, Report Soil Dynamics Group,
The University of British Columbia, 1993

図-４ 感度分析結果（影響度順） 
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表-１ 感度分析項目 

標準 上方 下方 単位

8.3 9.1 7.5 kN/m2
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単位体積
重量
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地下水位
（間隙水圧）

地表 冠水
底面
-0.4m

-

根入れ部
（擁壁前面）
の影響

擁壁の設計で擁壁前
面の根入れ部の抵抗
に関する効果は安全
側をみて考慮されて
ないが効果はあると
考えられる。
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間は長くなる。また，
斜面末端からの水平
距離や擁壁背面の容
量によっては擁壁へ
の作用時間が変化す
る可能性がある。

作用時間 1.0 1.1 0.9 秒
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礫衝突を受ける鋼管継手の耐荷性能に関する一考察 

砂防鋼構造物研究会 ○國領ひろし，飯塚幸司，山内秀基 

防衛大学校  堀口俊行 

1. はじめに

鋼製透過型砂防堰堤（以下，透過型）は，土石流等を捕

捉する砂防構造物であり，土石流中の巨礫等の衝突を受け

ることが想定される構造物である．本構造物では，各部材

の連結に接合ボルトによる鋼管継手（フランジ継手）が採

用されている．フランジ継手は，構造の一体性を保つうえ

で重要な部材であるが，透過型のフランジ継手を対象とし

た動的な実験や解析などの研究はあまり見当たらない． 

そこで，本研究では透過型に用いられているフランジ継

手を対象に，礫衝突荷重に対する耐荷性能とその安全性を

解析的に検討するものである． 

2. 解析条件

2.1 解析モデル

解析は，有限要素法による非線形解析汎用ソフト（Marc）

を用いて実施した．解析モデルは，図－1(a)に示すような両

端固定はりモデル（継手に礫が直撃するタイプ）と図－1(b)

に示すような片持ちはりモデル（鋼管に礫が衝突するタイ

プ）の 2タイプである．各部材の断面寸法は，表－1に示す

とおりで，継手の強度（曲げ応力度）は，腐食しろ（0.5 mm）

控除後の鋼管断面に対し，降伏点 σyの 75 %以上 1)となる仕

様とした．要素は，3次元ソリッド要素で，支点となるはり

端部は完全固定の境界条件とした．接触条件（摩擦係数）

は，鋼材と鋼材および鋼材と接合ボルトの接触面は 0.4，鋼

材と礫の接触面は 0.3に設定した． 

表－2に，荷重モデルを示す．荷重モデルは，静的載荷（ボ

ルト 1 本が破断に至る（破断ひずみ）までの漸増載荷）と

直径 d = 1.0, 2.0 mの礫が速度 10.0 m/sで衝突する動的載荷

の 2 ケースとした．なお，ボルトには初期張力として設計

ボルト軸力 205 kNをあらかじめ導入した． 

2.2 材料特性 

表－3 に，解析時の材料物性値を示す．鋼管は STK490，

フランジプレートはSM490，接合ボルトは高力ボルト（S10T）

で，礫は球状弾性体とした．鋼製材料の構成則は，バイリ

ニア型の応力～ひずみ関係を与え，降伏応力には von-Mises

の降伏条件を適用し，等方硬化するものとした． 

3. 解析結果

3.1 両端固定はりモデル

図－2に，両端固定はりモデルの相当塑性ひずみ分布を示

す．図－2(a)の静的載荷，図－2(b)の動的載荷ともに，載荷

点のフランジプレート，鋼管はり支点付近およびフランジ

プレートとの接合部付近の鋼管で塑性化が進行しているこ

とがわかる．なお，フランジプレートの開きは，載荷部（継

手上部）と継手下部の両方で確認され，とくに引張側とな

る継手下部で顕著であった． 

図－3に，接合ボルトの相当塑性ひずみ分布を示す．ボル

トの破断は，両載荷とも継手下部のボルトで認められた．

一方，継手上部のボルトでも相当塑性ひずみ値が大きくな

っている．これは，載荷に伴い継手上部のボルト孔が圧縮

されて変形し，ボルトに荷重が作用したためと考えられる． 

図－4に，荷重～変位関係を示す．なお，図中の×印は接

合ボルトが破断に至った時点を示している．まず，図－4(a)

の静的載荷では，ボルト 1 本が破断に達した時の最大荷重

は 5,622 kNで，載荷点変位は 51 mmとなる．ここで，設定

した継手強度から継手部に作用する理論上のはりの最大荷

礫 

鋼管 

フランジプレート 
接合ボルト 

［完全固定条件］ 

［完全固定条件］ 

支点 

支点 

(a) 両端固定はりモデル 

図－1 解析モデル（対称性を考慮した 1/2モデル）（単位：mm） 

(b) 片持ちはりモデル 

ケース 
解析 

モデル 

外力 

モデル 
載荷条件 

CASE1-1 
両端固定 

はり 

静的 
ボルト1本が破断に

至るまで載荷 

CASE1-2 動的 
礫径d：1.0 m, 2.0 m, 

速度v：10.0 m /s 

CASE2-1 
片持ち 

はり 

静的 
ボルト1本が載荷に

至るまで載荷 

CASE2-2 動的 
礫径d：1.0 m, 2.0 m, 

速度v：10.0 m/s 

表－2 荷重モデル 

名称 材質 単位体積重量 ヤング係数 E ポアソン比 ν 降伏点 σy 引張強さσb 伸び 

鋼管 STK490 77.0 kN/m3 2.0 × 105 N/mm2 0.30 315 N/mm2  490 N/mm2 23 %（管軸方向） 

フランジプレート SM490 77.0 kN/m3 2.0 × 105 N/mm2 0.30 315 N/mm2  490 N/mm2 23 % 

接合ボルト S10T － 2.0 × 105 N/mm2 0.30 900 N/mm2 1,100 N/mm2 14 % 

表－3 解析に用いる材料特性 

名称 断面寸法 

鋼管 D 500.0 × t 17.0（径厚比D / t = 29） 

フランジプレート φ 700.0 × t 45.0 

接合ボルト M 22 × L 125 × 16本 

表－1 断面寸法（単位：mm） 

［完全固定条件］ 

礫 

接合ボルト 

フランジプレート 

鋼管 

支点 

R6‑010

303

2020年度砂防学会研究発表会概要集



重Pa1を求めると，Pa1 = 2,846 kN（= 8・0.75σy・Z / L，ただ

し，Z：断面係数，L：スパン長）となり，約 2倍（= 5,622 kN 

/ 2,846 kN）の荷重でボルトが破断したことになる．一方，

図－4(b)の動的載荷では，礫径 1.0 mではボルトの破断には

至らず，礫径 2.0 mで最大荷重 6,890 kNとなり，変位が 55 

mmとなった時点でボルトの破断が認められた． 

3.2 片持ちはりモデル 

図－5に，片持ちはりモデルの相当塑性ひずみ分布を示す．

図－5(a)の静的載荷，図－5(b)の動的載荷ともに，載荷点で

は鋼管のへこみ変形が発生し，鋼管はり支点付近では局部

座屈が生じていることが確認された．なお，フランジプレ

ートの開きは，引張側となる継手上部のみで発生している． 

図－6に，接合ボルトの相当塑性ひずみ分布を示すが，図

－6(a)の静的載荷では，継手上部のボルトで破断が確認され

たが，図 6－(b)に示す動的載荷では，礫径 2.0 mの場合でも

ボルトの破断は認められなかった． 

図－7に，荷重～変位関係を示す．なお，図中の×印はボ

ルトが破断に至った時点，△印は鋼管が破断ひずみに達し

た時点を示す．まず，図－7(a)の静的載荷では，鋼管が先行

して局部座屈が生じ（荷重 1,113 kN），ボルト 1本が破断に

至った時の荷重は 1,569 kN，変位は 523 mmとなる．ここで，

理論上のはりの最大荷重Pa2は，Pa2 = 712 kN（= 0.75σy・Z / x，

ただし，x：載荷点から継手までの距離）となり，約 2倍（= 

1,569 kN / 712 kN）の荷重でボルトが破断したことがわかる．

一方，図－7(b)の動的載荷では，礫径 1.0 m, 2.0 mの場合と

もに，ボルトの破断には至らず，礫径 2.0 m の場合に荷重

1,164 kN，変位 394 mmで鋼管の局部座屈が確認された．す

なわち，片持ちはりモデルの場合では，ボルトが破断に至

る前に支点付近の鋼管が局部座屈を起こすことがわかる． 

4. まとめ

本研究の成果をまとめると，以下のようになる． 

1）本解析条件では，継手部に設定した強度の 2倍程度の耐

荷性能を有していることが確認された． 

2）礫径 1.0 m，速度 10.0 m/s程度の礫衝突では，ボルトは

破断せず，継手は安全であることが認められた． 

3）礫径が 2.0 mと大きくなると，継手直上に載荷する両端

固定はりモデルでは，ボルトは破断することが確認された． 

4）本解析での片持ちはりモデルでは，鋼管支点付近の局部

座屈が先行し，継手には大きな影響がないことがわかった． 

5）本解析条件は一例であり，今後，スパン長や継手位置の

違いによる影響など，さらなる検討が必要であると考える． 

参考文献 

1) 鋼製砂防構造物委員会編集：鋼製砂防構造物設計便覧，（財）
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図－3 接合ボルトの相当塑性ひずみ分布（両端固定はりの場合） 

図－4 荷重～変位関係（両端固定はりの場合） 

(a) 静的載荷 (b) 動的載荷 

図－6 接合ボルトの相当塑性ひずみ（片持ちはりの場合） 

図－7 荷重～変位関係（片持ちはりの場合） 
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図－5 相当塑性ひずみ分布（片持ちはりの場合） 
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砂防構造物における流木捕捉効果と流出現象における実験的検討 

防衛大学校 ○堀口俊行 

Univ. Grenoble Alpes Guillaume Piton, Lise Marchal, Stéphane Lambert 

1 緒 言 

 透過構造を有した砂防堰堤は，急流河川に土石流が発

生したとき大量の土砂と流木を捕捉できることを期待

されている．特に，近年頻発する大量の流木が含まれた

土石流は，その捕捉効果を発揮している．一方で，砂防

堰堤は，蓄積された流木がカーペット上に浮遊して後続

の流れのレベルを抑えることでエネルギー散逸を起こ

し，大量に捕捉されていることがある 1)．しかし，この

原因によって堰堤の天端付近まで水深が上昇しても，流

木が流れを抑えるために掃流土砂輸送が適切に行われ

ずに，流木と土砂がさらに蓄積することで水深が上昇し

ている．その後，ある水深を境に一気に流木が流れるこ

とがある．このような原因は，透過部分の大小の影響で

生起しやすいことがわかっているが，大量の流木が一気

に流れる解放の条件や，そのメカニズムは不明確な部分

がある．そのため，不透過型や透過型堰堤を用いて，大

量の流木が留まる条件下から一気に流木が流れる現象

について実験スケールで行う必要がある． 

 そこで本研究は，不透過型と透過型を有するそれぞれ

の堰堤を用いて水通し部に堆積する流木の堆積と解放

条件について実験的に検討するものである． 

2 透過部を有する堰堤が保有できる流量について²) 

 文献 1)により流木に関連するエネルギー散逸を考慮

した無次元量 βiについて示す． 

ℎ = ℎ0 + Δℎ = ℎ0 (1 +
Δℎ

ℎ0
 ) ⇔ ℎ0 =

ℎ

(1+
Δℎ

ℎ0
 ) ℎ≈𝐻
⇔  

Δℎ

ℎ0
= 𝛽𝑖 (1) 

上記の関係式は図-1 に示している通りである．さらに， 

H:流れのエネルギー；H=h+V²/2g = h(1+Fr²/2) (m), V：流

速 (m/s), g :重力加速度である． 

次に，Q1は以下のように示す． 

𝑄1 = 𝑁𝜇1𝑊1
2

3
√2𝑔 ((

ℎ

1+𝛽1
)
1.5

− (
ℎ−ℎ1

1+𝛽1
)
1.5

) (2) 

ここで，N：同形状の開口部の数，µ1：オリフィス流出

係数, W1：開口幅(m), h：上流側の水深(m), h1：開口部の

高さ(m)，β1：堰堤を通過した流出量における流木に関連

する損失水頭を考慮した係数. 

 また，水通し部の流量 Q2は Deymierらの研究 3)を参考

に以下の式を示す． 

𝑄2 =  𝜇2 (𝑊2√2𝑔 (
ℎ−𝑧2

1+𝛽2
 )
3

+
0.8

tan𝛷
√2𝑔 (

ℎ−𝑧2

1+𝛽2
 )
5

 ) (3) 

ここで，µ2 ：越流係数, W2 ：水通し部の水平幅 (m), z2 ：

流出位置(m), β2：堰堤を通過した流出量における流木に

関連する損失水頭を考慮した係数，Φ：水平から天端の

角度（ここでは，45 °とする．）.  

さらに，堰堤の総流量は以下のように合計する． 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 (4) 

3 実験要領および考察 

3.1 実験要領 

 実験水路は，長さ 6.0 m，幅 0.4 m，深さ 0.4 mである．

水路勾配は 0.02とした．なお，水路には 2.0 mおきに水

深を計測するために赤外線センサーを設置した．同時に，

流速も計測している．また，流下要領は，4 分間，流量

を一定にして流木の流出を確認できなければ，Q = 0.5 L/s

ごと増すこととした．図-2に，実験で使用した堰堤の模

式図を示す．また，不透過型の水通し部までの高さと，

透過型の高さを同じにしている．図-3に，流木モデルを

示している．ここでは，4 種類の流木長の異なるモデル

と枝モデルとして変形が容易な材料を混ぜている．流木

長の平均は 83 mm，径の平均は 8.3 mmである． 

3.2 結果と考察 

 図-3は，不透過型における流木の流出過程を示してい

る．水通し部分から 20 mmほど水深が増すと，流木が流

図-1 砂防構造物周りの諸元

流木モデル
200 mm : 10 % (20)

150 mm : 20 % (65)

100 mm : 35 % (131)

50 mm : 35 % (332)

枝モデル：100 g

図-2 堰堤モデル 

(a) 不透過型モデル

(b) 透過型モデル

図-3 流木モデル 

R6‑011

305

2020年度砂防学会研究発表会概要集



出することがわかる．徐々に天端あたりに流木が集まる

ことで水深を増すが，流木がとどまことができずに一気

に流下する．最大でも水通し部の 30 mm上昇すると堆積

していた流木が一気に流下する．また，堆積の過程とし

て，流木が混在して密集するような場合は，水深上昇と

ともに容易に流下する．一方で，流木がアーチングしな

がら堆積すると幾何学的に流木が安定形状を保ち，容易

に流下しなくなる． 

図-4は，透過型の流出過程である．流木明瞭に捕捉さ

れ，堰堤高さより 30 mm 以上高く流木が堆積している

が，容易に流出することはない．図-4 (b)に，流木の流出

後を示している．ここでは，流木がかなり捕捉された後，

流量を Q = 9.5 L/s以上大きくすると流出する．さらに，

捕捉された流木がすべて流出することはない．これは，

流量からすると不透過型の 3倍以上の流量まで防げるこ

ととなる． 

 図—5は，不透過型における水深から流量関係を示して

いる．なお，水のみを流した時の実験から越流係数 µ2＝ 

0.364 とした．この値は，式(4)においても同様にして使

用している．さらに，この結果は流木が混入すると水深

が高くなることも示しており，最大で堰堤の高さの半分

まで水深が増すことを示している．この傾向は，式(3)に

おいて β2 = 0.05と β2 = 0.4を用いると，ほとんどのデー

タがその領域に入ることがわかる．また，不透過である

ため β1は計測されていない．さらに，流木流出の可能性

が増加するに従い，わずかに β2 が増すことわかる．ま

た，流木の流出時の流量は，Q = 1.5 L/s～2.5 L/sのあい

だであり，Q＞2.0 L/s で多くの場合，流木が流出する．

このデータを蓄積することで，無次元化係数のみで流木

の流出現象を評価できることが示唆される．

図—6は，透過型における水深から流量関係を示してい

る．オリフィス流出係数は実験結果から µ1= 0.81 とし

た．さらに，水の流出は最初から流れており，水深が

天端部を超えるには流量が 6.0 L/s以上必要である．こ

れは，流木が堰堤部全体に堆積するまでの水深が堰堤

を堰上がらないことを示している．式(4)で使用する β1 

= 0.5と β2 = 0.5が下限値，β1 = 1.1と β2=2.0が上限値

となった．このことから流木は，不透過に比べると遥

かに流出の生起が難しいことがわかる． 

4 結 言 

 本研究では，不透過型と透過型における流木の流出現

象のメカニズムについてオリフィスの流出係数と越流

係数を基に検討したものである．これは，大量の流木が

カーペット上に並べて堆積する現象から一気に流出さ

せる現象における無次元化を試みたものである． 

今後の課題として，様々な開口部を有する砂防構造物

に対して検討を進め，透過構造の適切な開口部について

の性能評価を検証する． 

参考文献 

1) Piton G, Recking A.：Design of sediment traps with open check

dams. II: woody debris. Journal of Hydraulic Engineering 142,
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2) Piton G, Marchal L, Lambert S.：Etude des interactions barrages

filtrants / transport de flottants et risque de relargage - étude
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遊砂地における土砂処理機能の高度化に関する実験 

○原田 紹臣，中谷 加奈（京 都 大 学 大 学 院）

里深 好文（立 命 館 大 学）

水山 高久（京都大学名誉教授）

1, はじめに 

近年，土砂災害の一つとして，細粒土砂や流木等の流出

に伴って下流域で発生する土砂・洪水氾濫による被害が，

新たに定義された 1）．これを受け，遊砂地の整備等による

対策の推進 2）が示された．なお，遊砂地の施設効果や形状

に関しては，これまで実験や数値計算により議論されてき

た例えば，3), 4)．しかしながら，現場の設計実務者が必携する設

計マニュアル 5）においては，遊砂地の設計に関する詳細な

記述や処理機能について不十分であり，遊砂地の細部構造

に関する更なる知見の整理が望まれている． 

そこで，本研究では，今後の土砂・洪水氾濫対策の推進

を目的に，土砂等の輸送を調節させる遊砂地を対象に，水

路を用いた基礎的な水理実験により，遊砂地の細部構造等

の違いが土砂の処理機能に与える影響について考察し，新

たに遊砂地における機能の高度化に関して考察する． 

2, 遊砂地の土砂処理機能に関する実験概要 

実験に使用した遊砂地（ただし，谷出口付近に設置を想

定）を設けた水路を図-1に示す．図-1に示すとおり，実規

模に対して約 1/100 程度の縮尺を想定して，遊砂地を配置

させた平面氾濫台（ただし，傾斜角 θp=2 度：土石流の最

大到達最小勾配 5））に接続させた直線水路（傾斜角 θw=10

～15 度 8），長さ Lw，幅 Ww=10cm）の上流から，水（qin），

土砂（Vs_in，珪砂：1～5 号）を供給し，遊砂地（長さ

Lp=45cm，幅 Wp=10～30cm）を通過して，下流へ流出した

土砂の量（Vs_out）を計測している．なお，供給土砂 Vs_in は，

予備実験の各条件における遊砂地で捕捉された最大量と同

じ程度の量としている．そして，その土砂を直線水路上部

の底面に敷き詰め，更にその上流からの供給された流水に

より侵食させて，下流に運搬させている．ここで，給水に

ついては，上部の敷き詰められた土砂が全て侵食されて下

流へ流出した時点までとし，停止している．また，遊砂地

最大幅（Wp_max=30 cm）については，予備実験により，遊砂

地（側壁）が存在しない場合における堆砂幅と同じ程度と

し，遊砂地長（Lp=45cm）については，実際の施工におけ

る一般的な用地条件を考慮して，幅 Wpの 1.5 倍程度までと

想定して設定した．ここで，予備実験において水路長 Lwの

違いによる影響有無について確認し，Lw=2mとしている． 

各条件の違いが遊砂地における土砂処理機能や堆砂形状

に与える影響を把握するため，上部からの供給水量 qin や遊

砂地幅 Wpに加えて，これまで経験的に設けられてきた隅角

部 5)の設置有無（図-2）ならびに遊砂地（下流）開口幅

Wp_out 等を変化させて，それぞれの条件での土砂処理効果を

比較している（図-1）．また，実験結果におけるバラツキ

を考慮するため，同じ条件にて 3 回実施し平均化している． 

3, 実験結果と考察 

遊砂地における土砂処理効果に関する実験結果について，

P

θw= 10〜15deg.

Waterway

Flood plain

Sediment Vs_in

Water qin

θp= 2deg.Sediment Vs_out

Sediment
basin

図-1 実験概要（実験水路の概要） 
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図-2 遊砂地平面図（左：隅角部有，右：隅角部無） 

写真-1 実験状況（左：実験装置，右：土砂処理状況）
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Conditions
Water discharge q in : 0.8 ℓ/s

Waterway inclination θw: 15 deg.

Flood plain inclination θ p : 2 deg.

Silica-sand Type: No.3

Corner setting (45deg.) : －

Waterway out-width Wout : 10 cm

Sediment basin width Wp : 30 cm

○: Capture rate f s  (%)
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図-3 隅角部設置有無の違いによる土砂捕捉率の変化 

Conditions
Water discharge q in : 0.8 ℓ/s

Waterway inclination θw: 15 deg.

Flood plain inclination θ p : 2 deg.

Silica-sand Type: No.3

Corner setting (45deg.) : Nothing

Waterway out-width W out : - cm

Sediment basin width Wp : 30 cm

○: Capture rate f s  (%)
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図-4 遊砂地（下流）開口幅の違いによる土砂捕捉率の変化 

遊砂地内における土砂の捕捉率 fs は， 

f s = （Vs_in － Vs_out）/ Vs_in  (1) 

と表される（図-1）．以降に，得られた実験結果（例えば，

写真-1）の中から，特徴的な結果に対して考察する． 

遊砂地内の上下流において設置される隅角部（図-2：た

だし，隅角部の角度は一般的な 45 度 5））の設置有無の違

いによる土砂捕捉率 fsの変化を図-3 に示す．図-3 に示すと

おり，隅角部が設置されていない遊砂地（Corner: : NO）と，

新たな用地取得が不要となる隅角部（ただし，上流部）が

設置された遊砂地（Up）における土砂捕捉率 fs との間では，

顕著な差が確認されなかった．一方，下流側に設置

（Down）された場合，隅角部を設置しない場合と比較して，

土砂捕捉率 fs が約 10%程度の機能が低下する傾向が示され

た． 

さらに，遊砂地（下流）開口幅 Wp_out の違いによる土砂

捕捉率 fsの変化を図-4 に示す．図-4 に示されるとおり，遊

砂地への流入幅（ただし，直線水路幅 Ww）に対して遊砂地

開口幅 Wp_out を漸縮させた場合，顕著に土砂捕捉率 fs が向

上（例えば，Wp_out=1cm の場合，fs≒100％；写真-2）した． 

ここで，実験中の観察による遊砂地形状の違いに伴う流

況及び土砂処理機能に関する変化の概要を図-5 に示す（た

だし，流速は約10m/s）．図-5（左）に示すとおり，沈砂 

写真-2 堰上げ効果による土砂処理（捕捉状況）の例 

UpDown UpDown

図-5 遊砂地形状の違いによる流況及び土砂処理機能の変化 

地開口幅 Wp_outが広く（ただし，Wwと同じ幅）,更に下流側

に隅角部を設置した場合，遊砂地内において，上流から下

流に向けた円滑な流れが発生し，結果として，多くの土砂

が遊砂地より下流に流出したものと考えられる．一方，下

流の遊砂地開口幅 Wp_out が狭く，更に隅角部が設置されな

い場合（図-5：右）では，遊砂地内（特に，下流側付近）

において発生する平面的な渦流に伴って流速が小さくなり，

結果として，多くの土砂が堆砂したものと考えられる． 

これらの結果より，遊砂地における土砂処理機能に関し

て，遊砂地の形状（例えば，隅角部の設置有無）や，下流

開口幅の漸縮流による湛水部における背水効果が，土砂処

理機能（捕捉効果）に影響を与える可能性が示された．な

お，給水条件（例えば，流量の時間的変化）や給砂条件，

縦断の勾配変化（θw/θp）等の違いが土砂処理機能与える影

響や流木の捕捉について，更なる詳細な検討が望まれる． 

参考文献 

1) 国土交通省：河川砂防技術基準 計画編（改訂），2019． 
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3) 松村恭一・石川芳治・小山内信智・前田昭浩：遊砂地における

土砂の堆積過程に関する実験的研究，砂防学会誌，Vol. 54, No.4, 

p.33-42, 2001. 

4) 里深好文・高橋 保：網状流路の流路変動に関する数値シミュ

レーション，土木学会年次学術講演会講演概要集，Vo.54，pp. 

342-343，1999． 

5) 国土交通省：砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解
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礫衝突を受ける鋼管はり部材の変形特性に関する一考察 

防衛大学校 ○別府万寿博 濵田匠李 砂防鋼構造物研究会 浅田泰男 
１．緒 言 

鋼製堰堤の部材間隔は，最大礫径 D95 の 1.0 倍程度と

して設定するため，スパンが短い（以下，短スパン）構

造部材に巨礫が衝突することが想定される 1)．著者ら 2)

は，これまでに短スパン鋼管に対する衝突解析を行った

ところ，短スパン鋼管はりには，はり変形が生じないこ

とがわかった． 

そこで本研究は，スパン 1.0 m～6.0 m の鋼管部材を対

象とし，数値解析により鋼管はりの変形特性について検

討するものである．なお，数値解析には衝撃解析ソフト

AUTODYN を用いている． 

２．礫の押込みによる鋼管部材の変形解析 

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 の鋼管部材モデルを作成して，礫を鋼

管部材に押込む解析を行った．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，スパンの相違がへこみ変形やはり変形に及ぼす影響

を調べるため，スパンは 1.0 m，2.0 m，4.0 m および 6.0 

m とした．礫の変位速度は，0.1 m/s とした．図-1 に示す

鋼管中央部の衝突点とその真裏の変位（はり変形）を出

力した．鋼材の塑性判定は，Von-Mises の降伏条件に従う

ものとした．

2.2 変形特性 

図-2 に，各鋼管における押込み量（へこみ量）10～30 

cm の鋼管部材の塑性化状況を示す．図中の緑は弾性，赤

が塑性化した範囲を示す．図から，スパン 1.0 m および

2.0 m の場合は，礫と鋼管の接触部から塑性化が始まり

（へこみ量 10 cm），載荷部のへこみ変形がひょうたん型

となるに従って載荷部裏側の塑性化が進行する．最終的

には，固定端部まで塑性化が進展して最終状態に至る．

図-3 に示すはり変位から，載荷部には，はり変位が発生

していない．スパン 1.0 m も同様の結果であった．すな

わち，スパン 2.0 m 以下においては，へこみ変形とはり

上部の塑性変形で終局状態となることを示している．ス

パン 4.0 m および 6.0 m の場合は，スパン 2.0 m の場合と

同様に，載荷部の塑性化が進行する（へこみ量 10cm）．

その後，へこみ量が 20 cm を超えると，載荷部と固定端

部に塑性ヒンジが形成される．図-4 に示す鋼管の変位応

答から，スパン 4.0 m 以上になると，はり変位が発生することがわかる．すなわち，スパン 4.0 m 以上にな

ると，載荷部のへこみ変形とともにはり変形が生じ，現行設計法で仮定した変形特性を示すことがわかる． 

３．巨礫の衝突解析

図-1 に示した 4 種類の長さの鋼管に対して，直径 1.0 m の巨礫を衝突させた．衝突速度は 10 m/s とし，衝

突による鋼管の変形と，押込み載荷の場合の変形を比較する．図-5 に，スパン 2.0 m および 4.0 m の鋼管の

塑性化状況を示す．図から，スパン 2.0 m の場合は，衝突後 5.0 ms では衝突部にへこみ変形が生じるが，ス
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パン中央部の全断面が塑性化することはなく，はり上

部の要素に塑性化が集中した．最終的には，固定端にお

いてもはり上部の要素のみが塑性化した．図-2 に示し

た押込み解析結果と比較すると，衝突解析では図-6(a)

に示すように時刻 17 ms で最大で 95 mm のへこみが生

じ，残留変形は 88 mm であった．図-2 に示すように，

押込み 10 cm では載荷部と固定端部の上部のみが塑性

化しており，礫衝突解析の結果と類似している．

スパン 4.0 m の場合は，図-5(b)に示すように，衝突後

5.0 ms～15 ms で衝突部にへこみ変形が生じるが，スパ

ン中央部の全断面が塑性化することはなく，はり上部

の要素に塑性化が集中した．その後，時刻 20 ms になる

と，載荷部の断面が塑性化するとともに，端部の上端側

も塑性化した．図-7(a)から，時刻 17 ms で 100 mm の最

大変位が生じ，残留変位は 90 mm であった．図-2 に示

した押込み解析と比較すると，10 cm の押し込み時と類

似した塑性化状況を示している．

図-6(b)および図-7(b)に，衝突解析で得られたスパン

2.0 m および 4.0 m の荷重～へこみ変形関係を示す．図

中には，図-3 および図-4 で得られた押込み解析結果も

示している．図から，衝突解析と押込み解析結果はほぼ

一致することがわかる．また，スパン 2.0 m および 4.0 

m のへこみエネルギーは，それぞれ 69.9 kJ および 70.4 

kJ であった．今回の解析条件では，スパン 2.0 m ではは

り変形が発生しなかったこと，またスパン 4.0 m ではは

り変形が小さかったため，いずれもへこみ変形により

同程度のエネルギーを吸収したものと考えられる．

以上の解析結果から，礫の運動エネルギーがはりの

終局へこみエネルギー以下の場合には，鋼管長によら

ず礫の運動エネルギーははりのへこみ変形で吸収され

る．終局へこみエネルギー以上の礫の運動エネルギー

の場合には，本解析条件では，スパン 2.0 m 以下の短ス

パンでははり変形は発生せず，はりの上部のみが塑性

化してエネルギーを吸収する．スパン 4.0 m 以上のスパ

ンでははりの曲げ変形が発生し，塑性ヒンジによって

エネルギーを吸収する．

４．結 言

 本研究では，短スパンでははり変形は発生せず，はり

の上部のみが塑性化してエネルギーを吸収し，4.0 m 以

上のスパンでは，はりの曲げ変形が発生し，塑性ヒンジ

によってエネルギーを吸収することを示した．

謝辞：本研究は，令和元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

て謝意を表します．
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図-4 スパン 4m 鋼管の変位応答 

（押込み解析） 

(a) 変位～時間関係 (b) 荷重～へこみ変形関係
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図-5 鋼管の塑性化状況（衝突解析） 
(a) スパン 2.0 m (b) スパン 4.0 m
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図-6 スパン 2.0 m 鋼管の変位応答

（衝突解析） 
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(a) 変位～時間関係 (b) 荷重～へこみ変形関係
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平常時に鋼製透過型砂防堰堤を流下する⼟砂を対象とした堆積⼯ 

⼀般財団法⼈砂防・地すべり技術センター ○嶋 丈⽰、佐々⽊ 司 

1. はじめに 
鋼製透過型砂防堰堤（以下、透過型）は、100 年確率

規模の⼟⽯流に対して設計されており、それ以下の確率
規模の⼟⽯流にならない⼟砂流出は捕捉対象にしていな
い。すなわち、平常時の流⽔に混⼊する礫径は⼩さく、
透過型の部材間隔をすり抜ける。この⼟⽯流時の⽯礫を
捕捉し、平常時で流下した⼟砂を通過させることで、透
過型砂防堰堤は⼟⽯流発⽣まで上流ポケットを確保する
ことができる。しかし、⼟⽯流区間なの⾕出⼝で保全対
象の直上流に設置される堰堤の下流に、⼗分な流下能⼒
を持たない場合がある。例えば、⼩規模渓流や⺠家が密
集している地域で道路側溝しかない場合、透過型砂防堰
堤を設置すると平常時で流下した⼟砂が道路や⺠家の庭
先に堆積する可能性がある。このような現地条件のもと
でも透過型を安⼼して設置するためには、計画規模未満
の⼟砂に対しても下流域への影響を極⼒抑える必要があ
る。そこで、透過型砂防堰堤の捕捉機能が発揮しないよ
うな規模の⼟砂流出に対して、透過型砂防堰堤の下流に
堆積⼯を設け⼟砂を貯留できれば問題は解決される。た
だし、堰堤の下流に新たに堆積⼯を設けるのが難しい場
合もある。そこで、透過型砂防堰堤の底版コンクリート
を活⽤することが考えられる。その規模を想定するため
の⼟砂量の求め⽅及び形状を検討したので、ここに報告
する。 

2. 堆積⼯の容量検討について 
2.1 透過型堰堤の規模 

検討対象とする堰堤は、⼟対針テキスト(ケース１:整
備率 100％渓流の最下流に計画する透過型砂防堰堤）１）

図１ 検討対象の流域(⼟対針テキスト:ケース１) 

を⽤いた。運搬可能⼟砂量＞移動可能⼟砂量のため,計画
流出⼟砂量（2,950 ㎥）として透過型砂防堰堤を設計す
ると図２のような捕捉容量 3,578 ㎥の規模の堰堤（透過
部⾼さ 4.5m、透過部幅 10.5m）となる。 

図２ 透過型砂防堰堤の施設効果量(⼟対針テキスト:ケース１) 

2.2 通過⼟砂量の設定 
透過型堰堤及びその下流に堆積⼯の規模であるが、以

下の①と②を⽐較して⼩さい値を堆積⼯の容量とする。 
①運搬可能⼟砂量（3 年確率降⾬,⼟砂濃度 2％） 

運搬可能⼟砂量：運搬可能⼟砂量算出式は⼟⽯流・流
⽊対策技術指針２）に⽰される運搬可能⼟砂量の次式を⽤
いた。 

dy2
10 𝑃𝑝 𝐴

1 𝐾𝑣
𝐶𝑑

1 𝐶𝑑
Kf2 

この式は⼟⽯流が発⽣した場合の算定式であり、今回
のような⼟⽯流が発⽣しない降⾬で⽣産される⼟砂の算
定には過⼤すぎる。しかし、⼟⽯流区間における運搬可
能⼟砂量を求める式がないため、これを流⽤することに
した。通常、移動可能⼟砂量＜運搬可能⼟砂量であり、
運搬可能⼟砂量で決定されることは希であるが、ここで
は運搬可能⼟砂量を求める確率降⾬を平常時として３年
確率降⾬とした。表１は降⾬の確率年を 100 年と３年で
計算したのである。ここで,⼟⽯流濃度は、0.3≦Cd≦0.54
であるが、⼟砂移動形態は⼟⽯流ではないため掃流状態
の上限として２％を⽤いて再計算すると、運搬可能⼟砂
量 280 ㎥である。 

表１ 運搬可能⼟砂量

※ケース 1〜3 は⽇降⾬量、ケース 4 は 3 時間降⾬量 

検討

ケース
確率年

降雨量※

Pp(mm)

土砂濃度

Cd

流域面積

A(km2)

渓床勾配

θ(°)

流出

補正率

Kf2

運搬可能土砂量

Vdy2(㎥)

1 100 406.6 19,610

2 5,782

3 280

4 48〜66 112～154

120.0
3

0.15 8.50 0.45

0.30

0.02
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ここでは、⼟⽯流形態とならない⼟砂流出の⽬安とし
て、24 時間降⾬量ではなく、⼟⽊研究所の⽔⽂研究グル
ープの確率降⾬量の計算プログラム３）を⽤いて３時間降
⾬量を計算すると、概ね 24 時間降⾬量の 40〜66％とな
った。その結果、運搬可能⼟砂量は 280 ㎥×40〜66％＝
112〜154 ㎥となった。 
②捕捉容量の 5％ 

建設技術審査証明（砂防）において、透過型砂防堰堤
の⼟砂捕捉機能を⽔理模型実験によって検証し、堰堤の
捕捉容量の 90％以上を捕捉するものとしている（捕捉率
90％）。つまり、堰堤の捕捉容量の 10％までは誤差の範
囲として許容しているが、実際の透過型の捕捉実験では
捕捉率 95％程度であるので、ここでは、実態に近い５％
とした。その結果、捕捉容量 3,578 ㎥×5％＝179 ㎥とな
る。ここで、堰堤１基で⼟⽯流を捕捉するものとすれば、
「堰堤の捕捉容量≧移動可能⼟砂量」である。移動可能
⼟砂量の 5％なら平常時の捕捉容量としては妥当であろ
う（移動可能⼟砂量 2,950 ㎥×5％＝148 ㎥）。 

上記の①と②を⽐較して⼤きい⽅を堆積⼯の捕捉容量
とすると、②148 ㎥となる。 
①運搬可能⼟砂量 112〜154 ㎥ 
②捕捉容量 3,578 ㎥×5％＝179 ㎥ 
（移動可能⼟砂量 2,950 ㎥×5％＝148 ㎥） 

3. 透過型に設置する堆積⼯の留意事項 
この⼟砂量をもとに堆積⼯の規模を設定する。⽔通し

幅10.5m とすれば、堆積⼯の⽬安は幅11m×延⻑14m×
深さ 1m≒148 ㎥位となる。堤⾼に対する捕捉容量の５％
を鋼製便覧の除⽯容量グラフ４）をもとに調べると、
H=7.5m、10m、12.5m、15m で 3,500 ㎥、7,000 ㎥、
10,000 ㎥、14,000 ㎥となり堆積⼯の規模を求めるために
決定した⼟砂量よりかない多い。今回想定しているよう
な⾕出⼝に１基のみ設置される堰堤に対しては、この堆
積⼯の規模でよい。しかし、堰堤の規模が２波、３波と
数回と複数回の⼟砂量で満砂するような規模の堰堤は、
堆積⼯もかなり⼤きなものとなる。 

実際には、規模の⼤きい透過型砂防堰堤は、下流に流
下能⼒のある施設が必要と考えるが、地形的に施設延⻑
が確保しにくい場合もある。そこで、このような施設延
⻑が必要になる場合井には、底版の形状を⼯夫すること

が考えられる。 
図３及び図４は、昨年度発表した「⽼朽化した不透過

型砂防堰堤を透過型に改良する場合の⼀提案」に⽰した
ものである。図３は、従来の不透過型砂防堰堤の前庭部
を堆積⼯に⾒⽴てたものである。透過型砂防堰堤は最上
流⾯の部材とそれを⽀える構造部材から構成される。こ
のため、堤⾼が⾼くなるほど、下流へ鋼製フレームが伸
びる。結果的に鋼製部を⽀える底版コンクリートも伸び
ることになる。最上流⾯で⼟⽯流を捕捉することから、
鋼製フレーム内は⼟⽯流捕捉後も空の状態となる。この
ため、図４に⽰すように底版コンクリート⾃体を堆積⼯
のとして活⽤すれば施設延⻑を抑えることができる。 

図３ 前庭部に堆積⼯の機能を持たせる 

図４ 透過型の底版に堆積⼯の機能を持たせる 

4. おわりに 
透過型砂防堰堤は、効率的に⽯礫を捕捉し、⼟砂捕捉

量も⼤きい施設規模に対して有利である。しかし、未だ
に透過型砂防堰堤に対する不安感もあり、これを払拭す
ることが課題の⼀つである。今回の提案は、その課題の
⼀つを払拭するものと考える。 
参考⽂献 
１）砂防基本計画策定指針（⼟⽯流・流⽊対策編）および⼟ 

⽯流・流⽊対策設計技術指針に基づく計画・設計事例の 
解説：PP2-1

２）⼟⽯流・流⽊対策技術指針 
３）https://www.pwri.go.jp/jpn/results/offer/ amedas/ 

/ top.htm
４）鋼製砂防構造物設計便覧 21 年度 

現渓床勾配σ0
計画捕捉量V

計画堆砂勾配σp

V１

現渓床勾配σ0
計画捕捉量V
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景観に配慮した透過型砂防ダムの安心感の創出 

立命館大学大学院理工学研究科 ○竹村庄平 

立命館大学理工学部  里深好文 

1. はじめに

砂防ダムは大きく分けて透過型砂防ダムと不透過

型砂防ダムの 2 種類に分類される．透過型砂防ダム

は，不透過型砂防ダムとは違って高い流木捕捉機能

があるなど，機能面で優れていることが知られてい

る．しかしながら，透過型砂防ダムはその導入に際

し、住民から不安がられる傾向にあるように思われ

る．竹村ら（2019）は,防災効果を維持しつつ歴史的

景観保全や安心感の創出をするにはどういった構

造が良いかについてアンケート調査を行った.その

結果,透過型砂防ダムが土石流を捕捉した際に,下流

側から礫や流木が見えることから不安感が発生す

ることが分かった.そこで本研究では,不透過型砂防

ダムが与える安心感を維持しつつ,透過型砂防ダム

のような機能性を維持するためにはどのような構

造が良いかを水路実験によって検討する. 

2. 実験概要

幅 10 cm,長さ 5 m,勾配 14°の矩形断面水路を使

用した．水路下流端から 3 m上流地点に堆積させた

土砂を砂防ダムの模型へ流下させて,その捕捉量を

計測する.堆積土砂の材料は,珪砂 4 号（平均粒径

1 mm）と珪砂 1号（平均粒径 3 mm）を使用する.図

1 に砂防ダムの模型を示す． スリット幅は 20 mm,

スリット壁は 40 mm,格子間隔を 10 mmとした.本構

造は透過型砂防ダムの捕捉機能を維持しつつ下流

側からは捕捉した後の土石流が見えないことを目

的としている.水路上流端からの流入流量は,珪砂の

平均粒径 3mm のケースでは 0.657 L/ｓ,珪砂４号の

ケースでは 0.515 L/s とした.各ケースとも 3 回ずつ

行った. 

図 1 実験で使用した砂防ダムの模型 

3. 結果と考察

砂防ダムでの土砂捕捉率 Fc,堰堤下流への流出土

砂量 Fout はそれぞれ以下の式で表す． 

Fc ＝ Mc / Mg 

Fout = Mout / Mg 

と表す. ここで,Mc は砂防ダムで捕捉された土砂の

質量、Moutは砂防ダム下流へ流出した土砂の質量、

Mg は投入された土砂の質量である. 

 表 1 に実験材料の土砂の平均粒径が 3  mm のケ

ースにおける土砂捕捉率 Fc の実験結果を示す.砂防

ダムに流下した土砂の 8 割が捕捉されており,土石

流中の礫の平均粒径が格子間隔の 0.3 倍程度の大き

さを有していれば,本研究で提案する新たな砂防ダ

ムは,十分な捕捉機能を発揮することが考えられる．

図 2 と図 3 に砂防ダムによる土砂の捕捉状況を示

す.図 2 に示すように,土砂は格子の高さまで堆積し

ており,土石流が格子やスリット壁の天端を越流す

るまでは,砂防ダムが土石流を的確に捕捉したと考

えられる.また,図 3 に示すように,砂防ダム下流側

からは捕捉された土砂がほとんど見えない.したが

って,本研究で提案する砂防ダムは不透過型砂防ダ

ムと同程度の安心感を有する可能性が考えられる.

20mm40mm

40mm

40mm
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表 1 平均粒径 3ｍｍのケースの捕捉結果 

図 2 平均粒径 3ｍｍのケースの捕捉状況（側面） 

図 3 平均粒径 3ｍｍのケースの捕捉状況（下流） 

表 2 に実験材料の土砂の平均粒径が 1 mm のケー

スにおける砂捕捉率 Fcの実験結果を示す.図 4と図

5 に砂防ダムの土砂の捕捉状況を示す.砂防ダムに

流下した土砂の 3 割の土砂しか捕捉されなかった．

したがって,土石流中の礫の平均粒径が格子間隔の

0.1 倍程度と小さい場合は,本研究で提案する砂防ダ

ムは十分な土砂の捕捉機能を発揮しなかったと考

えられる．しかし,図 6 に示すように,土砂が砂防ダ

ムに一時的に捕捉されたことにより,土石流のピー

ク流量が減少した可能性が考えられる．

表 2 平均粒径 1ｍｍのケースの捕捉結果 

図 4 平均粒径 1ｍｍのケースの捕捉状況（側面） 

図 5 平均粒径 1ｍｍのケースの捕捉状況（下流）

図 6 平均粒径 1ｍｍのケースの捕捉状況（側面・

途中） 

4. おわりに

 土石流中の礫の平均粒径が格子間隔の 0.3 倍程度

の大きさを有していれば,本研究で提案する砂防ダ

ムは十分な土砂の捕捉機能を発揮することが確認

された.また,透過型砂防ダムとは違って,砂防ダムの

下流側からは捕捉された土砂がほぼ見えず,従来の

透過型砂防ダムより安心感のある構造と考えられ

る． 

 一方で,土石流中の礫の平均粒径が格子間隔の 0.1

倍程度と小さければ,本砂防ダムは十分な土砂の捕

捉機能を発揮しなかった．しかし,土砂は砂防ダムに

一時的には捕捉されており,流出土砂量のピークを

低減した可能性が考えられる． 

 今後は,模型の条件や土石流の粒径を変更した場

合の検証を行う必要があると考える． 

捕捉（％）

1回目 81%

2回目 83%

3回目 81%

平均 82%

捕捉（％）

1回目 30%

2回目 34%

3回目 16%

平均 26%
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大規模な土石流が作用した場合の鋼製堰堤での発生荷重の検討手法に関する一提案 

防衛大学校名誉教授 〇石川信隆  防衛大学校 堀口俊行 小松善治 

（一財）砂防・地すべり技術センター 嶋丈示  東京農工大名誉教授 石川芳治 

１．はじめに 

近年，気候変動による集中豪雨により，大規模な土石流

の発生が多くなってきた．例えば，平成 26 年 8 月の広島

地方での豪雨や令和元年の台風 19 号等により大規模な土

砂災害が発生している．特に，平成 26 年 7 月の南木曽町

梨子沢地区で発生した土石流は，多量の巨礫を捕捉したも

のの，いくつかの砂防堰堤が損傷を受けている 1)事例もあ

り，大規模で連続的に流れる土石流が作用した場合の鋼製

堰堤における発生荷重の検討手法の開発が望まれている． 
そこで本研究では，大規模な土石流の荷重（以下，レベ

ル II 荷重）が作用した場合の鋼製堰堤における発生荷重

の検討手法を提案し，強靭な砂防施設の開発のための資料

を提供するものである．

２. 大規模な土石流の礫衝突時の荷重評価

2.1．剛体壁に対する土石流の礫の流下モデル

ここでは, 図-1 に示すような平成 26 年 7 月の南木曽で

発生した土石流発生後の礫径調査による礫径頻度分布曲

線を採用する 1). 礫群を，図-1 のように 3 グループに分類

し（総堆積流下土砂量を 5000 m3 としてグループ毎に乱数

を発生させて個数を決めた）, 個別要素法（DEM）を用い

て, 図-2 のような平均河床勾配 11.3 度で幅 12m の水路を

設定して流速 10 m/sec で流す. その際, 鋼製堰堤の代わ

りに剛体壁（直径 10 cm の鋼球を高さ 120 個, 幅 120 個, 
合計 14400 個の球形要素を配置）を設置して, 剛体壁に衝

突する荷重を算定するものである. 一般に, 荷重の値は構

造物の材質（剛か柔の違い）によって変化するので, 剛体

壁という一定の材質に作用する荷重を算定する. その際

に用いた DEM の基本諸元は表-1 のとおりである.  
2.2 剛体壁の荷重-時間曲線 

図—3 は, 剛体壁に作用した土石流モデルの荷重－時間

曲線（ここでは, 剛体壁荷重と呼ぶ．）を示したものであ

る. 図—3 (a),(b) は，剛体壁の下から上へ 1.0 m ごとの荷重

－時間曲線を示し，見やすくするため 1.0～5.0 m 間，6.0

～10.0 m 間の 2 つに区分した．図—3(c)は，その合計（高さ

全体の合計）を表している．図—3 (b)で高さ 6.0 m の荷重が突出しているが, これは, 礫径 C グループが段波的に壁

面と衝突したためと推察される.  
2.3 大規模な土石流の荷重モデル 
大規模な土石流の荷重(レベル II 荷重）とは, 現行の設計荷重（100 年降雨超過確率, レベル I 荷重）を越えた場

図-1 礫径頻度分布曲線(※ABC の３つのグループに区分) 

表-1 DEM のパラメータ 

項 目 値 

流水 

流速(m/s) 10.0 
水深 (m) 3.3 
抗力係数 Cn 0.49 

礫モデル 

（球形要素） 

礫径 A グループ（20-100 cm） 8246 個 
礫径 B グループ（100-160 cm） 1512 個 
礫径 C グループ（160-300 cm） 609 個 

要素間 

法線方向ばね Kn(N/m) 1.0x107 

接線方向ばね Ks (N/m) 3.5x106 

減衰定数 0.8 
摩擦係数 0.404 

計算条件 時間刻み 1.0x10-6 

図-2 剛体壁に衝突するレベルⅡ荷重 

図-3  剛体壁の荷重―時間曲線 

(a) 剛体壁荷重：1.0 m 毎(1.0～5.0m) (c) 剛体壁荷重:合計(b) 剛体壁荷重：1.0 m 毎(6.0～10.0m)

 剛体壁幅=12.0 m 

 堰堤幅＝10.9 m 
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合 (例：500 年降雨超過確率) の土石流荷重をいう．ここでは，
図-4のように堰堤のポケットが空の状態で土石流が堰堤を襲う
場合を想定し, 図-4 (a)のように堰堤の下部から上部へ順に作用
する場合と図-5(a)のように全等分布荷重が一挙に作用する場合
を想定した. 
３．剛体壁荷重モデルを鋼製堰堤に作用させた場合の解析結果 
剛体壁荷重モデルが，鋼製堰堤へ作用する 2 つの条件下にお

いて検討した． まず，図-4(a)のように堰堤の下から順に 1.0 m
毎に作用する荷重（図-3(a), (b)）の場合，図-4(b)のような破壊メ
カニズムとなった．一方, 図-5(a)のように堰堤高さに対して，一
様に全等分布荷重として図-3(c)の剛体壁荷重モデルの合計が作
用した場合は, 図-5(b)のような破壊メカニズムとなった．これ
は，前者の場合と異なるが，終局荷重はいずれも図-6 の赤破線
の時に生じ, F = 26,000 kN/10.9 m = 2,385 kN/m であった．また，
剛体壁荷重モデルに低減係数 α を掛けて，堰堤の天端変位が安
定するまで計算すると，図-7 のように α = 0.2 となり．この時の
安定耐力は，図－8 より F=8,000kN/10.9m=734kN/m となった.

４. 土石流流体力が作用した場合の発生荷重との比較
一方, 土石流流体力の式は，次式のように表われされる 2)．

𝐹 = 𝐾 𝐷  𝑈  (1) 

ただし，F：単位幅当りの土石流流体力，Kh：係数(1.0), U：土石
流の流速（m/s）， Dd：土石流水深（m），γd：土石流の単位体積
重量（kN/m3）である． 
ここで, 図-5 (a)のようにポケットが空の状態で全等分布荷重

が作用すると想定して水深 Dd = 10.5 m,（堰堤高さ）および流速
U = 10 m/sec を式(1)に代入すると F = 1.766 kN/m となり, これ
は, 剛体壁荷重が鋼製堰堤へ作用した値の約 74%に相当した.  
５．おわりに 
本研究は，大規模な土石流の礫群が鋼製堰堤に衝突した場合

に鋼製堰堤において発生する荷重の検討手法を提案したもので
ある．これより，①レベル II 荷重として, 図-4 (a) のように下か
ら 1.0 m 毎に荷重を作用させなくても, 図-5(a)のように鋼製堰
堤に全等分布荷重に図－3(c)を用いて作用させれば良いことが
認められた,また②剛体壁荷重－時間曲線に低減係数を掛けて，
鋼製堰堤の安定耐力を求めることが可能となった. 今後，さら
にこのレベル II 荷重に対する鋼製堰堤の安全性照査を行うこと
を別途検討していく予定である． 
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図-5 剛体壁荷重（図-3(c)）を作用させた鋼製堰堤 

(t=2.35sec で終局荷重 F = 26,000 kN/10.9 m = 2,385 kN/m) 

(a) 下から 1.0 m 毎に作用 (a) 全等分布荷重を作用

図—4 剛体壁荷重（図-3(a), (b)）を作用させた鋼製堰堤 
（t=2.35sec で終局荷重：F = 26,000 kN/10.9 m =2,385 kN/m） 

(b) 破壊メカニズム (b) 破壊メカニズム

図-6 剛体壁荷重－時間曲線（赤破線のとき破壊: 
α=1.0, F=2.6×104 kN/10.9m=2,385kN/m） 

図-7 天端水平変位－時間関係

(α:剛体壁荷重に対する低減係数)

      時間（sec） 

図-8 荷重－時間曲線（α＝0.2）破壊なし 

荷
重

（
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砂防堰堤の水平打継目における簡易的安定性評価手法について（２） 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○池田誠
国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 安藤詳平，松本洋和

国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 野呂智之
国土交通省 北陸地方整備局 河川部 後藤健

１．はじめに 
砂防堰堤の被災事例の調査結果によると，堰堤

堤体が内部破壊した事例が見受けられる（たとえ
ば 2017 年 京都府 朝根川※1）．内部破壊は基礎地
盤の「滑動・地盤反力」の安定条件より相対的に
危険度が高い場合があると推測されている．※2

本検討では水平打継目が劣化してせん断強度・
引張強度がゼロまで低下した場合を想定し，作用
外力の規模による安定性への影響，簡易補強策と
して補強鉄筋による効果の評価手法について試
行的に検討を行った．

２．検討条件 

２．１ モデル砂防堰堤 
簡易的な補強対策により安定性を確保するこ

とを念頭においたモデル砂防堰堤及び外力条件
を設定した．検討条件は表 1 の通りとした． 

表１ モデル砂防堰堤の検討条件

項目 検討条件

外力条件
土石流ピーク流量 ：30 m3/s 

（単位幅流量：6 m3/s/m） 
最大礫径     ：0.5 m 

地形条件
渓床幅 ：5 m 
渓床勾配 ：1/6 
堆砂敷き ：満砂

コンクリート
強度（健全）※3

せん断強度 ：τc ＝2,760 kN/m2 
内部摩擦係数 ：f＝0.7（φ35°） 
短期引張強度 ：σc＝900 kN/m2 

コンクリート
強度（劣化）

せん断強度 ：τc ＝0 N/mm2 
内部摩擦係数 ：f＝0.7（φ35°） 
短期引張強度 ：σc＝0 kN/m2 

堰堤形状

堰堤高 ：14.5 m 
水通し天端幅 ：3.0 m 
袖高 ：1.5 m 
下流のり勾配 ：1:0.2 
上流のり勾配 ：1:0.45 
縦継ぎ目間隔 ：10 m 

２．２ 水平打継目の安定性の照査手法 
水平打継目の内部応力は，鉛直方向 0.5m ごと

に堤体内部の水平打継目の照査面を設け，その上
部に作用する外力に対して安定計算を行い，次の
2 つの手法で安定性を照査した（図 1）．水平打継
目が劣化した場合の短期引張強度σc，せん断強度
τc は 0 と想定した． 
（１）照査面の転倒に対する照査手法
照査面の下流端部を原点として，水平荷重によ

る転倒モーメント（Mo）と，鉛直荷重による抵抗
モーメント（Mr）の比で転倒安全率を算定した． 
なお，後述の補強対策の効果は鉄筋設置位置に

より影響を受けるため，モーメント比率による評
価手法を採用し，計算原点は下流端に設定した． 

n= Mr＋B2×σc／2
Mo 

（２）照査面のせん断に対する照査手法
Henny の式によって，照査面のせん断（滑動）

安全率を算定した．

n= f×V＋τc×L
H 

H 

1.
5m

 
1:

0.
2 

1:0.45 

3m 

土石流 V 

B 

礫

Mo Mr 

h 

照査面 

図１ 水平打継目の安定性の評価手法 

３．モデル砂防堰堤の水平打継目の安定性 
水平打継目の応力状態の特徴を把握するため，

次の 2 種類の荷重に対する安定性評価を行った． 
荷重①：現行基準の本堰堤の安定計算と同等

 （土石流流体力，静水圧，堆砂圧）
荷重②：現行基準の袖部の安定計算と同等

（荷重①に，礫の衝撃力を加えた荷重） 
（１）転倒に対する安定性
堤体内部の合力作用位置を整理すると，荷重①

では全てミドルサード内（図 2 の破線）に収まっ
ているが，荷重②は礫の衝撃力によって堤体内に
は収まるがミドルサードを外れている．

図２ 合力の作用位置の分布 
続いて，転倒安全率を検討した．
水平打継目が健全の場合，水平打継目の引張強

度によって転倒安全率はいずれの荷重に対して
も n=20 以上と，十分な安定性を有していた． 

一方，水平打継目が劣化した場合，大幅にせん
断安全率は低下し，荷重②においては礫の衝撃力
によって転倒破壊に至らないものの水通しより
1m 下位でも n=1.4（＝352kN/m・m／246kN/m・
m）と低い安全率であった（図 3）．

図３ 水平打継目劣化時の転倒安全率 
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（２）せん断に対する安定性
水平打継目が健全の場合，水平打継目のせん断

安全率はいずれの荷重に対しても n=50 以上と，
十分な安定性を有していた．
一方，水平打継目が劣化した場合には大幅にせ

ん断安全率は低下し，荷重②においては広い範囲
で n=1 を下回り，せん断破壊することが想定され
た（図 4）．一般的な袖部補強鉄筋下端より下位と
なる，水通しより 1m 下位でも n=0.8（＝0.7×
190kN/m／149kN/m）と低い安全率であった． 

図４ 水平打継目劣化時のせん断安全率 

４．外力変化による影響評価 
3 章の検討の結果，水平打継目が劣化した場合

には，転倒に比べてせん断による破壊が懸念され
る結果が得られた．また，水通しより低い位置ま
でせん断破壊の可能性がある結果が得られた．
ここでは，水通しより 1m 下位の位置において，

外力変化による安定性の影響について検討した． 
外力条件は河床勾配（1/6 を変化），流量（単位

幅流量6m3/s/mを変化），最大礫径（0.5mを変化）
の 3 項目についてそれぞれ感度分析を行った． 

単位幅流量，最大礫径が大きい施設では水平打
継目が劣化した場合の安定性への影響が多大で
あり，いずれの条件においても，転倒に比べてせ
ん断破壊の方が安全率は低い傾向にあった（図 5）． 

図５ 外力による安定性の感度分析 

５．簡易的な補強対策の効果 
水平打継目が劣化

した場合，転倒破壊・
せん断破壊が懸念さ
れた．ここでは，予防
保全対策として水平
打継目への補強鉄筋
対策を検討した．
水通しより 1m 下

位で，仮に図 6 の位 
置に補強鉄筋（SD345 
：D16@250）を設置した場合の安定性に対する効
果を安全率で評価した．
破壊しない限界条件として評価を行うこと，補

強鉄筋は予防保全的な対策であることから，補強
鉄筋は安全率を見込まない降伏強度を用いた．

（１）転倒に対する効果
鉄筋配置による，単位長さ当たりの引張抵抗力

（P）は次式の通り 274 kN/m である．
P＝σs×As×ns
＝345N/mm2×1.986cm2×4 本＝274kN/m 

σs：鉄筋の引張強度 
補強鉄筋の下流端からの距離を L とした場合，

補強鉄筋による抵抗モーメントを考慮すると安
全率は次式の通り， 1.4 から 4.6 に向上した． 

n= Mr＋P×L = 352＋274×2.9 =4.6 Mo 246 
（２）せん断に対する効果
鉄筋配置による，単位長さ当たりのせん断抵抗

力（P）は次式の通り 159 kN/m である． 
P＝τs×As×ns 
＝200N/mm2×1.986cm2×4 本＝159kN/m 

τs：鉄筋のせん断強度 
As ：鉄筋の断面積 
ns ：奥行 1m 当たりの鉄筋本数 

安全率は次式の通り，0.8 から 1.9 に向上した． 
n= f×V＋P = 0.7×190＋159 =1.9H 149 

６．おわりに 
本検討の結果，堰堤の水平打継目が劣化し，仮

に付着力が見込まれないほど劣化した場合には
安定性が低下することが明らかとなった．特に，
転倒破壊に比べてせん断破壊に対する安全率は
低くなる傾向が確認された．
また，単位幅流量・礫径の厳しい外力条件によ

っては，転倒破壊の安全率も 1 を下回る可能性も
懸念された．
簡易的な補強鉄筋は，上流側寄りに配置するこ

とによって，せん断破壊を防止する効果に加えて，
転倒破壊に対しても大きな効果を得られる可能
性があることを確認した．

参考資料 
※1 武澤ら(2018)：京都府綾部市で発生した土

石流による砂防堰堤の破壊実態の調査（速
報），2018 年度砂防学会研究発表会概要集，
p.79-80

※2 池田ら(2019)：砂防堰堤の水平打継目にお
ける簡易的安定性評価手法について，2019年
度砂防学会研究発表会概要集，p.89-90 

※3 「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策
編）および土石流・流木対策施設設計技術指
針に基づく計画・設計事例の解説」H31.4.3，
一般財団法人 砂防・地すべり技術センター
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強靭ワイヤーネットによる土石捕捉効果の検証 

国土交通省四国山地砂防事務所 星野 久史，有田 由高 

構営技術コンサルタント株式会社 野中 拓 

東亜グラウト工業株式会社 ○木村 佳嗣，玉井 章裕，奥田 峻 

1.はじめに 

強靭ワイヤーネット（以下「RWN」という。）をはじ

めとする柔構造物工法は、高エネルギーを有する落石

から崩壊土砂捕捉ができる技術として主に実物大実験

を経て開発が進んできた。一方、土石流に対しては従

来、砂防堰堤工事中にその上流に設置する仮設安全対

策工法として使用されてきたが、平成26年の南木曽

町、広島市での豪雨災害以降、短期間での施工が可能

なことから土砂災害発生後の仮設応急対策として設置

が進み現在では約100箇所以上の施工実績を有する。 

ここでは、高知県栗ノ木川支川に設置されたRWNの

土石捕捉事例および他の事例を検証した結果と今後の

課題、課題解決に向けた提案を行う。 

2．栗ノ木川支川へのRWN設置概要 

栗ノ木川支川は高知県長岡郡本山町に位置する吉野

川水系の砂防渓流で流域面積

0.39km2、河道幅が2m～5m程

度で、平成30年7月豪雨に

より発生した土石流による被

害を受けて、再度災害防止、

新規生産される土砂の流出抑

制等を目的として、直轄砂防

災害関連緊急事業が採択さ

れ、本設の砂防堰堤完成まで

の緊急対策としてRWNがその

上流約100mに位置に設置さ

れた。（図-1）その構造は透

過型の柵構造で下記の主部

材から構成される。（図-2） 

① リングネットRN：高強度鋼線を束ねたネット面

② 支柱：H型鋼の末端に接続具を溶接加工

③ ワイヤロープWR：支柱とアンカーを接続

横断方向：サポートロープSR

縦断方向：リテイニングロープRR

④ アンカーA：それぞれのワイヤロープに接続する

アンカーおよび支柱基礎反力体（ロックボルト）

⑤ ブレーキリングBR：円形緩衝装置

設計手法は土石流衝突時の土石流流体力および堆砂

土圧に対して、柵の変形後の各部材に作用する力の釣

り合いから許容応力度法で部材決定を行っている。  

各部材の安全性については、想定外の外力に対して、

部材の一部が破断しても全体の崩壊に繋がらないよ

う、設計計算上、部材別の安全余裕度（安全率/許容

応力度割増係数）を「RN＞A＞WR」の順にしている。 

また、支柱とRRは柵の形状保持が目的であるた

め、RRが全て破断しても、前述する荷重条件に対して

SRは耐えうることを設計の前提としている。 

3．豪雨による土石・流木の流出と土石の捕捉および

RWNの挙動 

 RWN設置後の令和元年7月の台風5号と梅雨前線に

伴う降雨による土石流が発生した。当降雨の規模は

1/5年確率規模であったが、流出土砂量が計画規模の

約2倍の量であった。現地調査の結果、RWN周辺の流

出土砂量2,379m3中、2,010m3がRWNで捕捉され、

369m3がその下流に流出したが、家屋等への被害を避

けることができた。（図-3） 

しかし、柵自体は

大きく変形し、支柱

のはずれ・流出と

RRの破断が確認さ

れため、現地調査を

踏まえて発生土石流

の諸元を再現し、計

画と比較した。 

国土交通省HPより抜粋･加筆 

図―１ 計画概要 
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さらに、調査結果に基づきRWNの部材に作用したと

考えられる張力を再現計算した。（表ｰ 1） 

表-1 RWN計画諸元と発生土石流比較 

計画降雨

確率年 

1波の土

石流量 

土石流ピ

ーク流量 

単位幅あ

たり流体

力 

単位面積

あたり流

体力 

計画 1/5年 1,200m3 22.0m3/s 8.8kN/m 15.5kN/m2 

発生 1/5年 2,379m3 42.0m3/s 17.9kN/m 23.2kN/m2 

リングネットおよび各ワイヤロープの張力比較（満砂時） 

RN SR RR端末 RR中間 STR 

許容値 25 kN 602 kN 229 kN 120 kN 204 kN 

計画 13 kN 506 kN 210 kN 105 kN 170 kN 

発生 15 kN 583 kN 242 kN 121 kN 170 kN 

また、各部材の変形状況を図-5に示す。 

部材の破断・変形状況から、①設計規模を大きく上

回る量の土石流が発生。②満砂時に計画を大きく上回

る流体力が発生。③越流する状況が発生し満砂時以上

の力が柵に作用したと考えられる。 

これらから、設計を大きく上回る荷重を受けて最初

にRRが破断し、通常発生する支柱への軸力が引抜力

に変わり、支柱の接続部が外れたものと考えられる。

（図-6）これは、RRのBRの大半が大きく作動してい

たことから想定される。 

 一方、SR・アンカーの破断・引抜けが確認できなか

ったことから、安全余裕度の低い部材RRが破断し

た。この原因は柵の大きな変形と越流によるものと考

えられる。 

SRには1本あたり16個のBRが装着されており、そ

の多くの作動量が大きく、WR自体の伸びと合わせて1

本当たり（左岸～右岸

間の延長）約16%の伸び

量となった。 

これらから、RRが破断

した場合、延長が長い

RWNでは支柱の傾倒によ

る柵高減少が大きくな

ることが分かる。（図-7） 

4．他箇所におけるRWNの土石捕捉事例 

RWN施工箇所の大半は横断方向延長（以下「延長」）

25m以下となっており、同事務所管内でも、工事用の

安全対策として設置されたRWNの満砂まで土石を捕捉

した事例（図-8）

があり、有害な部

材変形・損傷は見

受けられなかっ

た。その他の土石

捕捉事例でも同様

の傾向がある。

5.まとめ 

 以上の設計の基本事項と調査・検証・設置事例等を

考慮し、そのまとめと今後の対策を以下に示す。 

① 今回のケースではワイヤロープの一部が破断した
が、発生した土石の大部分（設計：1,200 m3に対
して、捕捉量：2,010 m3）を捕捉できた。

② 想定以上の外力作用により、リテイニングロープ
の破断はあったが、リングネットとアンカーには
破断や引抜けがなく設計上想定される範囲であっ
たが、冗長性を高めるため以下の工夫・改良が必
要と考える。
・支柱の外れ・流出に対して、部材接続部等の改
良を行って、流出しないこと。
・延長が長いRWNを計画する場合は柵自体の変形
量を小さくするため、柵を分割する等。

③ 土砂災害発生後、早急に設置する必要性が高い場
合に備え、一定の土石流規模を想定した材料備蓄
を行うことが有効と考える。

参考文献 
1) 国土交通省国土技術政策総合研究所：土石流・流木
対策設計技術指針解説,平成28年4月
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掃流区間における土砂捕捉機能向上のための鋼製スリット検討事例 

国土交通省 川辺川ダム砂防事務所  坂本 正己，石田 翼（現：宮崎河川国道事務所） 

東亜コンサルタント（株）        ○岡村 祐介，中濃 耕司，上田 龍一

（一財）砂防・地すべり技術センター 嶋 丈示 

１．はじめに 
 掃流区間に配置されるコンクリートスリット砂防堰堤は，洪水時の堰上げにより，流速を一時的に低減させて掃

流力を小さくし，土砂を捕捉する機能を有する。しかしながら，洪水後半の減水期にスリット（開口部）から急激

な土砂流出が生じる場合があることが知られている 1)。 

透過型砂防堰堤の計画・設計に関する参考資料 1)では，開口部からの土砂流出の対応として，下流への砂防堰堤

の配置や河道内での堆砂空間の確保等が示されているものの，土砂の捕捉機能の向上を図るための透過部断面の設

定等については示されていない。 

 川辺川ダム砂防事務所が計画する小川第２砂防堰堤では，新設のコンクリートスリット堰堤の開口部に鋼製スリ

ットを配置する複合構造を採用し，土砂捕捉機能の向上のみならず，流木捕捉機能を付加するものとした。本稿で

は，小川第２砂防堰堤で実施した各種の検討結果を報告する。 

２．対象堰堤の概要 
 小川第２砂防堰堤は，熊本県球磨郡五木村の平瀬集落の直上

流に計画される砂防堰堤であり，確実な土砂捕捉が望まれる。

加えて，計画地点は釣り客が多く訪れる地点であり，中山間地

の活性化のため，渓流環境の保全に配慮が必要である。 

当該堰堤の計画概要等を表-1 に，当初計画の越流部模式図

を図-1 に示す。水通し幅 30m に対し，当初，設定されたコン

クリートスリット幅は 16m と広く，出水中や後続流等に伴う土

砂の二次移動が懸念された。またスリット位置は，水通し中央

部に１門であり，堰堤整備後，流況の変化が懸念された。

３．複合構造の採用に関わる課題 
3.1 検討条件 
コンクリートスリットと鋼製スリットの複合構造による土砂

捕捉イメージを図-2～図-4 に示す。 

計画流出土砂は，コンクリートスリットによる堰上げ効果に

より捕捉することを基本とし，後続流等による二次移動土砂を

捕捉するため鋼製スリットを配置した。 

3.2 複合構造の採用に関わる課題 

複合構造は，現行の設計基準に規定のない新たな構造である。

このため次の 2 項目が大きな課題であった。 

3.2.1 鋼製スリットの部材間隔の設定 
 鋼製スリットの部材間隔を設定する際の課題は以下のとおり

である。 

①対象礫径の設定

堰上げによって堆積した土砂が二次移動することを想定した

場合，どの程度の捕捉対象礫径を設定すべきか。 

②鋼製スリット間隔の設定

平常時には閉塞せず，中小～計画出水時に各個運搬される礫

を捕捉するため，スリット間隔をどう設定するべきか。 

3.2.2 コンクリートスリットの開口部の設定 
スリット開口部の設定のための課題は以下のとおりである。

①コンクリートスリット幅・位置の設定

計画規模の出水により堰上げが発生する幅と，渓流環境の保

全を両立する幅・位置をどのように設定すべきか。 

②流木捕捉への対応

コンクリートスリット砂防堰堤に流木捕捉機能を付加させる

ため，どのような構造を採用すべきか。 

表-1 計画概要等 
計 画 値

流域面積58.1km2 / 河床勾配1/45

土砂量 23,290ｍ3

流木量 820ｍ3

中小規模 362ｍ3/ｓ

計画規模 1,150ｍ3/ｓ

水通し幅 当初30.0ｍ / 本検討30.0ｍ

スリット幅 当初16.0ｍ / 本検討12.0ｍ

スリット高 当初 8.0ｍ / 本検討 4.5ｍ

堰堤諸元

項　目

設計流量

計画流出量

流域諸元

図-1 越流部模式図：当初計画 

常 時

図-2 出水前 

出 水 時

図-3 出水時（堰上げによる土砂捕捉時） 

図-4 出水後（二次移動土砂の捕捉時） 
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４．検討結果 
4.1 鋼製スリットの部材間隔の設定 
4.1.1 対象礫径の設定 
 計画地点上下流及び，計画地点の約 250m 下流に位置する既設の平瀬砂防堰堤堆砂敷での礫径調査結果を表-2 に

示す。調査の結果，最大礫径Ｄ95は計画地点上下流で 1.5m，堆砂敷で 1.0m，最多礫径はいずれもＤ60に相当した。 

 現行の設計基準 2)では，土石流区間の鋼製スリットの水平及び鉛直純間隔は，最大礫径Ｄ95 等に基づき決定する

ことが有効とされている。しかしながら，鋼製透過型砂防堰堤に関する過去の研究 3)では，確実な捕捉を想定した

場合，最大礫径よりも最多礫径を考慮することの重要性が

示されている。 

表-2 に整理したように，堆砂敷における最大礫径 1.0m は，

計画地点上下流での最多礫径 1.1m 以下の礫径となる。加え

て，この堆砂敷の石礫は，中小出水等により流出し堆積し

たものと想定されることから，対象礫径を 1.0m に設定し，

二次移動する有害な礫を確実に捕捉する計画とした。 

4.1.2 鋼製スリット間隔の設定 
 前述した過去の研究では，礫が各個運搬される掃流区間

では，石礫の捕捉を目的とした場合，最多礫径の 1 倍程度

の礫径を捕捉対象とすることが妥当であることが示されて

いる。この研究結果に基づき，鋼製スリットの鉛直純間隔

を対象礫径の 1 倍（1.0m 以下）に設定した。 

一方，小川第２砂防堰堤では，下流域での河床低下を防

止するため，礫径が小さく有害でない土砂を下流へ流出さ

せ易くすることが重要である。平常時に石礫を閉塞させに

くい配慮として，鋼製スリットの水平純間隔を対象礫径の 2

倍（2.0m 以下）に設定した。当該堰堤での鋼製スリット間

隔の設定模式図を図-4 に示す。 

4.2 コンクリートスリットの開口部の設定 
4.2.1 コンクリートスリット幅・位置の設定 
 計画地点の河床幅は 30m 程度，現況流路幅は最小 6.0m～

最大 12.5m 程度であった。ここで，堰上げ効果のみに着目

すれば，当初設定された幅 16m，１門のコンクリートスリッ

トの採用も可能である。

しかしながら，計画地点の流路は地形的に右岸側に形成

される傾向にあるため，渓流環境の保全に配慮し，現況流

路と同地点に１門，幅 12.0m（≒現況流路の最大幅）のコン

クリートスリットを設けるものとした。

このコンクリートスリット幅 12m においても，透過部の

流下断面積，限界水深や損失水頭等に基づき，計画規模の

出水時に堰上げが発生することを確認した。 

4.2.2 流木捕捉への対応 
既往の設計基準 4)では，コンクリートスリット断面のみ

で水通し部を利用しない「非越流タイプ」(図-5a)が示されているが，流木捕捉機能を付加するため，水通し部を

利用する「越流タイプ」(図-5b)の構造を採用した。図-4 に示した土砂捕捉区間（≒コンクリートスリット高）は

堆砂肩より，流木捕捉区間は堰上げ水深より設定した。当該堰堤での流木捕捉への対応模式図を図-6 に示す。 

５．おわりに 
 以上の検討結果より，適切な礫径，鋼製スリット間隔等を設定することで，掃流区間においても土砂捕捉のため

の鋼製スリットの配置は可能かつ妥当と考える。小川第２砂防堰堤での検討結果が，今後，掃流区間における効果

的な施設整備の参考となることを期待する。 

［参考文献］1)透過型砂防えん堤の計画・設計上の留意点（案），平成 15 年，p20，p.23 
2)国土交通省 国土技術政策総合研究所：土石流・流木対策設計技術指針 解説，平成 28 年，pp30-32

3)田畑茂清，嶋丈示共著：鋼製透過型砂防堰堤，2019，pp16-20，p65

4)建設省 砂防部 砂防課：透過型砂防堰堤技術指針(案)，平成 13年，pp13-15

表-2 礫径調査結果 
調査範囲 計画地点上下流 平瀬砂防堰堤堆砂敷

最大礫径　Ｄ95 1.5m 1.0m

最多礫径　Ｄ60 1.1m 0.6m

最多分布 1.0～1.1 m 0.5～0.6 m
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細粒分含有率に着目した砂防ソイルセメントの品質に関する基礎的研究

一般財団法人 砂防・地すべりセンター  嶋 丈示

防衛大学校    堀口俊行 黒田一郎

株式会社本久 〇小布施栄 飯島 遼

1 はじめに 
大規模な土砂災害が頻発し，現地発生土砂の有効

活用，早期復旧の観点から砂防ソイルセメント堰堤

の建設が多くみられるようになってきた．また，災害

での発生土砂や除石を含む残土の処分は重要な事業

課題となり，発生土砂の有効活用に向けて更なる知

見の蓄積が求められている．これまで，最小管理強度
1)以上の砂防ソイルセメント堰堤は，施工技術が確立

し，設置数も多く見られる 2)．しかし，基礎的な段階

として，土砂の物性のバラツキに伴う影響を排除し

た砂防ソイルセメントの強度評価や土石流における

衝撃力に対する性能評価について未解明な部分が多

くある．さらに，最小管理強度未満（2.0 N/mm2未満）

の低強度の砂防ソイルセメントに着目した研究事例

はあまり見当たらない．そこで本研究は，細粒分含有

率に着目し，圧縮強度試験で細粒分が砂防ソイルセ

メントの強度に与える影響について整理し，さらに，

重錘落下実験を用いて衝撃荷重に与える影響につい

て検討するものである．

2 試験概要 

2.1 実施試験 

細粒分含有率を 5～25 %とした 5 種類の母材を作

製し，転圧タイプと流動タイプの砂防ソイルセメン

トについて供試体を作製した．本試験は，Stage I とし

てφ125×250㎜の標準供試体を用いた一軸圧縮強度試

験と，Stage II として一辺が 420 ㎜の立方体供試体へ

の重錘落下による衝撃荷重実験である．

2.2 母 材

セメントによる改良効果に対する影響要因は，単

に細粒分の多少が規定要因となるのではなく，粗粒

分の質や粒度構成，細粒分に含まれる有機不純物，粘

土鉱物の成分，イオン交換の大小，粘性といった物性

要因に加え，水和反応に必要な水の量の適否，練混ぜ

や締固めの良否など施工要因によるものが複雑に影

響しあう．本研究では，全体を構成する母材の粒度の

うち礫混入による強度への影響，細粒分の質や細粒

分の粘性に起因する品質影響を排除するために，JIS
コンクリート規格に適合する洗砂と，粘土鉱物を工

業処理したシルト分を主体とする土木用乾燥粘土を

混合した合成母材を用いた．

2.3 配合方法

配合方法は，従来実施されている転圧タイプと流

動タイプの配合方法に準じた．表-1 に，配合条件を

示す．一軸圧縮強度試験では，砂防ソイルセメントに

おける低強度から配合強度程度の強度領域が得られ

るように，細粒分含有率を変えた 5 ケースの母材に

対し高炉セメントを 3 水準で添加した．重錘落下試

験の供試体は，転圧タイプと流動タイプについて，配

合試験によって得られた材齢 28 日強度から 1.0 
N/mm2 程度の最小管理強度未満でセメント水和反応

が明瞭でない低強度となるよう配合量を求めた．

2.3 一軸圧縮強度試験 

一軸圧縮強度試験は，JIS A 1216 に準じ 28 日材齢

にて実施し，強度特性および圧縮ひずみの測定によ

る変形特性を調べた．

2.4 重錘落下試験

重錘の質量は 287 kg で，重錘の供試体に接触する

先端部は球面（R = 90 mm）に加工され，貼付された

ひずみゲージを用いて衝撃荷重を計測した．載荷方

法は，最初に重錘速度 1.0 m/s で落下衝突させた後で

重錘速度を 0.5 m/s ずつ漸増させながら破壊に至るま

で繰り返し載荷した．

3 試験結果 

3.1 一軸圧縮強度試験

図-1～4 に一軸圧縮強度試験の結果を示す．転圧タ

イプ，流動タイプとも細粒分含有率 15 %まで圧縮強

度は増加し，細粒分含有率 15 %をピークに圧縮強度

は減少する傾向がみられる．細粒分含有率 15%まで

は密度も増加していることから，圧縮強度と密度に

相関関係があることを示唆している．一方，細粒分含

有率が 20%を超える領域では，同じ細粒分含有率で

あっても流動タイプの方が強度低下の傾向は小さい．

さらに，細粒分が多くなることに伴う，セメント添加

量の増量に対する強度の伸びが転圧タイプに比べて

大きく，水和反応による効果が確認できる．図-5に，

それぞれの細粒分含有率の応力-ひずみ曲線を示す．

最小管理強度以上の領域では，細粒分含有率に関わ

らず明瞭なピークが認められる．また，圧縮強度およ

び密度が最大となる細粒分含有率 15 %のケースにお

いて，ピーク時の曲線の形状が転圧タイプと流動タ

イプで異なり，流動タイプに粘り強さが窺える．細粒

分含有率 25 %になるとピーク付近の曲線の形状が不

規則で脆弱的な形状を示すものも現れることから，

均質性に影響が生じている可能性がある．最小管理

強度未満の低強度の領域では，転圧タイプにおいて，

細粒分含有率 10～20 %のケースでピークが認められ

るのに対し，流動タイプは明瞭なピークがなく，細粒

分含有率に関わらず比較的柔らかい性状であると考

えられる．

表-1 配合条件 

CASE CASE
1 

CASE
2 

CASE
3 

CASE
4 

CASE
5 

細粒分含有率 （％） 5 10 15 20 25 

転圧 
タイプ 単位 

セメント量 
（㎏/m3） 

50・100・150 

流動 
タイプ 80・130・180 
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3.2 重錘落下実験 

表—2 に，各供試体への重錘落下荷重と圧縮強度の

関係について実験結果を示す．供試体は，低強度とな

るようセメント量を調整している．図-5 は，供試体

の圧縮強度と最大衝撃荷重の関係を示したものであ

る．低強度（ここでは 1.5N/mm2 以下）においては，

流動タイプの方が転圧タイプより衝撃荷重が小さい

ことがわかる．密度は，概ね一軸圧縮強度試験と同じ

傾向を示し，細粒分 15～20 %のケースの密度が大き

いものの，密度の違いによる衝撃荷重への影響は認

められない．細粒分含有率の違いによる差異につい

ては，同程度の強度で比較すると，細粒分含有率の多

い方が，衝撃荷重が小さい傾向があるものの，細粒分

含有率との関連は少なく，衝撃荷重の大きさは細粒

分含有率や密度よりも圧縮強度に依存している傾向

が認められる．

4 まとめ 

本研究は，細粒分含有率に着目し，圧縮強度試験と

重錘落下試験を行い，それぞれの強度特性について

検討したものである．以下に，その成果を示す．

(1)細粒分含有率が増加すると強度や密度が小さくな

るとされるが，細粒分含有率 15 %までは圧縮強度や

密度が増加し，細粒分含有率 15 %をピークに圧縮強

度や密度が減少する傾向がみられる．

(2)低強度の領域では，転圧タイプと流動タイプで圧

縮ひずみの曲線の形態が異なり，流動タイプのほう

が柔らかい性状であり，衝撃荷重実験においても衝

撃荷重が小さく抑えられる傾向がみられる．

(3)衝撃荷重の大きさは，細粒分含有率や密度よりも

圧縮強度との関連が大きいと考えられる．

 おわりに，低強度に着目した衝撃効果や破壊形態

について検討した例は少なく今後の課題が多く残さ

れている．今後は，実験数を重ねて衝撃緩衝効果や更

なる品質特性の把握について検討を進めていく予定

である．

参考文献 

1)嶋丈示，秋山祥克，水山高久：INSEM 材の水和反

応を保証する最小管理強度の導入，砂防学会誌，

Vol.68，No.2， pp.14-22，2015． 
2)（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 年版），2018．
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図-1 一軸圧縮強度試験 
（転圧タイプ） 

図-2 一軸圧縮強度試験 
（流動タイプ） 

図-3 湿潤密度 
（転圧タイプ） 

図-4 湿潤密度 
（流動タイプ） 

図 5 応力－圧縮ひずみ曲線 
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1.0m/s 1.5m/s 2.0m/s
% kg/m3 N/mm2 g/cm3

CASE1 5 51 1.4 1.943 56.3 96.3 131.5
CASE2 10 45 1.3 1.933 50.4 100.2 142.4
CASE3 15 40 1.1 2.026 49.7 89.8 129.6
CASE4 20 32 1.0 2.056 48.1 83.9 102.2
CASE5 25 118 2.6 1.957 54.8 107.9 147.2
CASE1 5 85 0.8 1.952 39.2 62.9
CASE2 10 71 0.6 1.974 35.1 53.3
CASE3 15 54 0.4 1.979 25.7 39.0
CASE4 20 64 0.7 1.977 28.2 45.7
CASE5 25 73 0.9 1.963 26.5 42.2
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前庭保護工を利用したネット型流木捕捉工 

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター 〇鳴海 正寿、嶋 丈示 

1．はじめに 

既設の不透過型砂防堰堤に流木捕捉機能の付加を考えたとき、古い堰堤は管理用道路が設置されていないこ

とが多く、重機の進入が難しいケースがある。この場合、流木捕捉工の設置と部材搬入を目的とした道路敷設

が必要となり、付加する流木捕捉機能に比べて工事が大規模になる場合がある。そこで、計画捕捉流木量が少

なく、堰堤の規模も小さい場合、工事もそれに合わせて小さく対応できれば、費用対効果につり合うものと考

えられる。今回、上記二点を考慮し、計画捕捉流木量が数 m3程度と極めて少ない堰堤を対象に、人力で搬入

と施工が可能な新たな流木捕捉工の開発を行ったので報告する。この工法はネット型の流木捕捉工で、礫の衝

突があるとネットを構成する索材の径が大きくなり、施工の容易性が損なわれることから、土砂整備率 100％

を満たす堰堤など、土砂の混入が少ないことを前提としている。 

2．ネット型流木捕捉工について 

本工法は、堰堤下流側法面と前庭保護工の上部空

間に、ワイヤロープを鋼索として格子状に配置した

ネット型の流木捕捉工である。構造は大きく二つに

分かれる。流木を捕捉部分まで導流するネット（以

下、導流ネット）と、導流ネットより導かれた流木を

捕捉するためのネット（以下、捕捉ネット）である

（図-1）。設置方法は、堰堤法面および側壁護岸の天

端に、アンカーとボルトによる固定部を設け、シャッ

クルおよびターンバックルを用いてワイヤロープを

張ることで行う（図-2）。 

図-1 ネット型流木捕捉工 

 

図-2 固定部（例） 

3．構造および機能 

3.1 導流ネット 

導流ネットは、前庭保護工の上部空間へ導く部材

である。透過構造であるため、水はそのまま落水し、

流木のみが導流ネット上を通過して捕捉ネットに運

ばれる。また、導流ネットは角度を調節することで、

流木を流水の軌道から下流外側に遠ざけることがで

きるため、捕捉後の流木へ作用する水衝を避けるこ

とが可能である（図-3）。流木は堆積しないことから、

流木の衝突エネルギーのみで設計を行う。 

図-3 流木の導流と捕捉 

3.2 捕捉ネット 

 捕捉ネットは、導流ネットを通過した流木を捕捉

するための部材である。水は前庭部の水叩きへ落下

し、流木のみを堆積させる。流木捕捉後の流木の自重

のみで設計を行う。 

導流ネット 

シャックルターンバックル

ワイヤロープ 側壁護岸 

捕捉ネット 

捕捉後、落下水は

作用しない 
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4．実験による捕捉の確認 

4.1 方法 

1/50 縮尺の水路模型において流木捕捉実験を行っ

た。ネット型捕捉工は、メッシュ幅 3.2cm の金網を

おり曲げ、側壁護岸の天端レベルで設置した。本堤の

上流側において、勾配 2°に設定した幅 20cm の矩

形断面水路に、流量 2.36 ℓ/s で通水し、横から見た

ときに導流ネットの範囲で流水が落下していること

を確認した（写真-1）。その後、直径 6 mm、長さ 8cm 

の円柱状の木材を１本ずつ流し、捕捉機構を確認し

た。 

写真-1 流木捕捉実験全景 

4.2 結果 

流木は様々な角度で流下するが、横方向で流下す

る流木は、導流ネットの内２本の縦方向の索材に沿

うように捕捉ネットに導流された（写真-2）。 

縦方向で流下する流木は、横方向の索材に一度衝

突し、その一つ上に位置する索材に支えられながら

横に倒れ、縦索に沿って捕捉ネットに導流された（写

真-3）。以上より、流木捕捉は導流から捕捉まで２つ

の索材に流木が接していることが重要である。この

ため、従来の流木捕捉工と同程度の確率で流木を捕

捉するためには、少なくとも流木長の 1/2 以下の間

隔のメッシュが必要であることが分かった。 

写真-2 横方向の流木の捕捉機構  

写真-3 縦方向の流木の捕捉機構 

5．まとめ 

ネット型流木捕捉工の特徴は以下の通りである。

①水通し断面は常に確保されているため、既設堰

堤の改築が不要である。 

②施工は、堤体の法面に導流ネットを固定するた

めの足場の組み立て、固定部の設置（アンカーボルト

の設置）およびシャックルによるネットの設置であ

り、部材も比較的軽量であることから、搬入から施工

まで人力でも行える。 

③計画捕捉流木量が数 m3程度と少なく、流速や水

深、渓床勾配などの諸条件が比較的緩やかな堰堤で

あれば、設置が可能である。 

ただし、従来の流木捕捉工に取って代わるもので

はなく、一度流木が接触するとワイヤロープを構成

する素線の断線も考えられることから、流木が捕捉

される度にネット部分の交換が必要となる可能性が

高いことに留意する必要がある。したがって、計画

捕捉流木量が少なくても、あらかじめ頻繁に流木が

流出すると判明している箇所や、管理用道路が既に

整備されている箇所には不適当と考える。 

近年、自然災害が激甚化している中で、既存砂防

施設の改築および用地買収が不要である張り出しタ

イプ 1)や、流路へ設置するスクリーン型 2)など新た

な工法が開発されており、砂防事業に貢献してい

る。費用対効果に対する考え方は、今後より一層厳

しくなってくるものと考えられ、安全性と機能性に

ついて他工法と厳密に比較された上で、ネット型流

木捕捉工が砂防事業の一助になれば幸いである。 

参考文献 

1) 既設コンクリート堰堤への流木捕捉機能追加に関

する実験的研究，平成 30 年度砂防学会研究発表会

概要集，V-034

2) 土砂が混在した場合のスクリーン型流木捕捉工の

特性について, 平成 31 年度砂防学会研究発表会概

要集, P-146

②回転して捕捉①索材に衝突

①索材に沿って流下 ②そのまま捕捉
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砂防堰堤の拘束条件および堰堤厚の影響に関する 3 次元 FEM 解析 

京都大学防災研究所 藤田正治 京都大学名誉教授 水山高久 東京農業大学 本田尚正

日本工営株式会社 〇中村ゆかり，中野雅章，伊藤隆郭，長山孝彦

国土交通省 立山砂防事務所 野呂智之 ，吉村 明，村中俊之，宮下 優

1. はじめに

砂防堰堤は長期的に土砂災害防止・軽減機能を発揮することが求められており，その長寿命化は近年の重要な課

題である．今後限られた予算の中で多数の堰堤の補強・補修を実施するためには，事業の低コスト化とそれを可能

にするための設計法や工法の開発を行うことが急務である．数十年前に建設された既存堰堤の設計基準は，現在と

は異なるため，堰堤の安定性評価においては，現行設計基準を満たすか，または実際上の安定性を保証されること

が必要となる．この要件は堰堤の長寿命化対策の高コスト化につながる要因の 1 つであるため，より合理的な評価

が求められている 1)．

本稿では，砂防堰堤の長寿命化対策技術の確立を目指すにあたり，堰堤の補修・補強の要否を決定する既設堰堤

の安定性評価において，堰堤供用下の基礎地盤や側方岩盤との境界条件を考慮することによる変形や応力状態への

影響を検討した．底面や側面の境界条件を考慮するために，従来の安定性評価で用いる堰堤中央断面の 2 次元モデ

ルではなく，3 次元モデルによる FEM 解析を行った 2)．

2. 3 次元でのモデル化および解析条件

本検討では，一般的な堰堤形状を対象とするために図 1 に示す堤高 23.0m の台形断面

の堰堤とした．本検討における解析条件および解析物性値を表 1 に示す．ひび割れ発生の

目安となる引張強度は圧縮強度の 1/10 とした．荷重の組合せは，「河川砂防技術基準（案）

同解説 設計編」に準拠し，堰堤の高さと型式から洪水時荷重として考慮されている「静

水圧（洪水時水深），堆砂圧（満砂），揚圧力」とした．各 Case の境界条件および解析モ

デルを表 2 に示す．従来の安定性評価では 2 次元モデルのため，底面の

摩擦力しか考慮されていない．しかし，堰堤の側方部は岩盤に根入れ

されており，摩擦力だけでなく拘束の影響もあると考えられる．本検

討では，3 次元モデルを用いて底面と側方の境界条件を反映した．底面

の拘束は，自由，堤底と地盤が離れる方向には抵抗しない，堤体自重

による摩擦の 3 条件とした．側面は，根入れを考慮しない場合は側方

岩盤と剛結（固定）または自由とし，根入れ部は，支持力のない岩盤で

拘束なし（地盤ばね 0 MN/m3）と堅固な岩

盤（立山砂防管内の堰堤の地層

段丘砂礫層の 10 倍相当の剛性）

で拘束あり（地盤ばね 2,150 

MN/m3）とした．なお，解析に

は セ ン チ ュ リ テ ク ノ 社 の

ISCEF を用いた． 

3. 堰堤底面と側方の境界条

件に対する検討結果

Case1 では，堰堤底面と側方の境界条件に対する検討を行った．Case1-3 は従来の 2 次元断面での設計条件と比

較ケースとした．解析結果の一部を図 2 に示す． 

図 1 対象堰堤形状

a (天端)：4 m

b (堤底幅)：21.25 m

H：23.0m 

(堰堤⾼)

表 2 境界条件と解析モデル 

表 1 解析条件および解析物性値 

材料
単位体積

重量
(kN/㎥)

弾性係数
(kN/㎟)

ﾎﾟｱｿﾝ比
圧縮強度
(N/㎟)

引張強度※1

(N/㎟)

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24 21.05 0.2 7.644 0.764

※1　圧縮強度の1/10（ひび割れ発生の目安）

材料

単位体積

重量※2

(kN/㎥)

弾性係数
(kN/㎟)

ﾎﾟｱｿﾝ比
粘着力
(N/㎟)

せん断
抵抗角
（度）

堆砂 8 1.92 0.35 0 25

※2　水中重量

μ＝0.36

揚圧力分布

クーロン土圧（満砂）
土圧係数 Ce=0.41

堆砂圧分布

静水圧分布
越流水深6.8m

水圧分布
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Case1-1 では，左右岩着部の両端固定梁としての挙動に

起因し，上流面の側方と下流面の堤体下部に引張応力が

発生し，上流面の側方では引張強度を超過する結果であ

った．Case1-2 は，底面の一部で法線方向に引張力が発生

したが，堤体自重および水重，泥重が大きく，底面はほぼ

剛結状態であったため，引張応力の発生範囲および発生

応力が低減され，上流面側方の発生応力は Case1-1 の 1/2

以下となった．Case1-3 は拘束がないため，堤体全体が下

流側にスライドするように変形し，平面ひずみ状態に近

い応力状態であり，面内の相対ひずみは小さいため応力

も小さい結果であった．

3 次元のモデル化により堰堤一部が大きくたわむ場合

や堰堤全体がたわむ場合の引張応力の発生位置や範囲，

発生応力といった堰堤の弱点部を明らかにすることで変

形状態から損傷の要因分析を行えると言える．

4. 堰堤側方の拘束条件（根入れ）の影響に対する検討結

果

前章の結果より，3 次元でのモデル化により堰堤内の弱

点部や変形状態から損傷の要因を分析できることが明ら

かとなった．Case2 では，側方の拘束条件をより現実的な

ものとするため，基礎地盤や側方岩盤に貫入されている

ことを考慮した．根入れ深さは 3m と 1m，根入れ部はほ

ぼ支持力のない岩盤（拘束なし）と堅固な岩盤（拘束あり）とした．解析結果の一部を図 3 に示す．Case2-1 は，

根入れ部の拘束がないため，Case1-3 と同様な傾向であった．Case2-3 は，Case2-2 より根入れ深さが浅いため，

最大主応力は若干増加したが，ほぼ同程度であり安定性評価に影響を及ぼすレベルではなかった．

5. 堰堤厚さへの影響に対する検討結果

Case3 では，3 次元で堤体をモデル化し側方の根入れや底面の拘束条件を考慮した場合の堰堤の堤体厚さへの影

響を検討した．Case2-3 より堤体が 3m 薄く，断面性能が低いため，堰堤上部が大きく変形し Case2-3 の 3 倍近い

変形量であった．また最大主応力は，下流面根入れ部でCase2-3の約 3倍（0.54MPa），上流面上部で約 6倍（0.76MPa）

となり，上流面ではわずかに引張強度に達しない結果であった．つまり，本検討対象の堰堤においては，側方や底

面の拘束条件を考慮することで全体的に堤体を 3m 薄くした場合でも安定性が確保できる可能性があると言える． 

6. まとめ

既設堰堤の安定性評価において，堰堤が基礎地盤や側方岩盤に貫入されている状況を 3 次元モデルを用いて境界

条件，拘束条件として考慮する方法を検討した．3 次元でモデル化することで堰堤内の弱点部や変形状態から損傷

の要因を分析することができ，また供用条件を考慮することで，根入れ部拘束効果を見込んだ既設堰堤の安定性評

価が可能となる．これにより，補強・補修を必要とする対象の絞り込みや補修・補強規模の縮小を合理的に行うこ

とができ，砂防堰堤の長寿命化対策における低コスト化につながるものと考える．

参考文献：1) 藤田正治ら：砂防堰堤の損傷特性に及ぼす流域諸元の影響,2019 年砂防学会研究発表会概要集,p.109-

110,2019.4 2) 渡邉正一ら：大源太川第 1 号砂防堰堤の安定性照査および補強対策基本設計，2018 年砂防学会研

究発表会概要集,p.101-102,2018.4 

上流面 下流面
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-1

 

1.88MPa 0.72MPa
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0.77MPa  0.11MPa 

C
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0.25MPa 0.05MPa
図 2 Case1 の解析結果（最大主応力） 

Case2-1 Case2-3

上
流
面

0.22MPa 0.13MPa
図 3 Case2 の解析結果（最大主応力）
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林道の暗渠の閉塞に関わる土砂停止過程の解析 

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 久保田哲也・水野秀明 

1．はじめに 

 林道は、林業や住民の生活、物流等において重要で

あるのに加え、災害時の避難経路としての役割も担

っている。しかし、林道は山間部に作られるため、渓

流を横断したり雨水を排水したりする際に暗渠を用

いる必要のあるケースが多い。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

林道の暗渠が閉塞してしまう事例が起きている(写

真 1)。暗渠の閉塞は適切な排水を妨げるため、溢れ

てしまった水や土砂により林道が破壊され、その役

割を果たすことができなくなる。このような被害を

軽減するためにも暗渠が閉塞するメカニズムを明ら

かにすることは重要である。 

これまでに行われた林道の暗渠の閉塞の研究とし

て、江藤ら(2019)の水路実験がある。これによると、

林道でみられるような屈曲した暗渠模型(実験では

直角)に水を流し、そこに土砂に見立てたガラスビー

ズを加えると、流れが急激に変化する屈曲部でガラ

スビーズが減速し後続のガラスビーズと衝突するこ

とで閉塞が発生した。しかしこの研究では水の流れ

の速度ベクトルの分布といった流れの構造を明らか

にできておらず、暗渠の閉塞メカニズムが定量的に

評価できていない。そこで、本研究では特に流れの変

化が大きく閉塞が起きやすいと考えられる暗渠の屈

曲部について、暗渠内で土砂が停止する過程を明ら

かにすることを目標として、そこを流れる水の挙動

を 3 次元数値計算によって明らかにすることを目的

とした。 

2．解析手法 

3次元数値計算には数値流体力学(CFD)ソフトウェ

アである OpenFOAM を利用した。これは有限体積法

を中心とした流体解析ソルバ及びツール群である。

今回はその中でも多相流体解析用ソルバの interFoam

を使用した。また、OpenFOAM で得られた計算結果

の可視化と解析ソフトウェアには ParaViewを用いた。 

3．解析条件 

 解析に際して、流路の大きさ(図 1)と流量は江藤ら

(2019)の実験を参考にした。流路形状は屈曲部が

90°のものを用意し、流路の大きさは上流、下流共に

屈曲部まで流心の長さが 0．235m、流路断面は 0.03m

×0.03m、流量は 201.74×10-6m3/s、流入時の水深は跳

水が前述の江藤の実験とほとんど同じ位置(流入口

から 10cm程度)で起こるように調整し、0.75cmとし

た。また、屈曲部が 75°、60°、45°の場合も同じ条件

で計算した。 

図１ 流路形状(左：平面図、右：断面図) 

4．結果と考察 

速度の水平分布を図 2 に示した。流速は跳水部で急

激に減少し、屈曲部の壁面付近では速度が 0 に近く

なった。流入時点では 0.9m/s であった流速が跳水部

を通過すると 0.4m/s 程度まで変化しており、土砂が

 写真１ 閉塞した暗渠の事例(岩手県) 
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流入速度と同程度の速度で流れ込んだとすると、こ

の速度差によって抗力がかかり、土砂の減速に影響

すると思われる。 

図 2 中に示した一点破線上の等圧面を図 3 に示し

た。圧力は跳水による水深増加に伴い増加し、流水が

屈曲部の壁面に衝突する部分でさらに大きくなった。

水面を江藤ら(2019)の実験の写真と比較し、それとよ

く合うような水の体積率(alpha.water)=0.5の等値面と

した。跳水部では等圧面が水深の増加に伴ってカー

ブを描いており、これによって等圧面の法線方向に

発生する浮力が土砂の進行方向に対して後方に働く

ことで水中の土砂が減速すると考えられる。 

屈曲部が 75°、60°、45°で計算を行った場合でも屈

曲部における水深の増加、圧力の上昇、流速の減少は

見られたが、60°、45°では 90°や 75°程に顕著な跳水

が見られないため、屈曲角度を 90°に設定した江藤

ら(2019)の実験とは異なる流砂の挙動になる可能性

もある。 

5．まとめ 

 本研究では、OpenFOAM を用いて暗渠内を流れる

水についてシミュレーションを行い、土砂の停止に

関わる要因を解析した。屈曲部が 90°の場合は跳水が

起こった地点から屈曲部の間において流速が減少し、

水深の増加に伴い圧力が増加した。流速の減少は水

中を流れる土砂に抗力を与えて土砂を減速させると

考えられる。また等圧面が弧を描くように分布して

いたことから土砂の進行方向に対して後方に浮力が

かかると考えられ、土砂が減速し停止すると考えら

れる。このように抗力と浮力によって土砂の速度が

減衰し停止に至ると考えられるが、抗力と浮力が実

際に土砂の停止に十分であるのかは検討を行ってい

ないため、別の方法で数値計算を行う必要がある。ま

た、屈曲部が 90°以外の角度の場合における土砂停止

過程の詳細な検討を行う必要もある。今後は 3 次元

数値計算により砂に作用する力の解析を進めるとと

もに、実際に土砂によって閉塞した暗渠の事例の再

現計算を行いたいと考えている。 

引用文献 

江藤稚佳子ら(2019) 「暗渠内における流れと流砂の

停止過程の再現 」, 2019 年度砂防学会研究発表会

概要集, 155 

福岡捷二(1979) 「層流中を運動する球に働く揚力と

抗力」, nagare11 巻 2 号, p.1-9 

栗原崇ら(1998) 「砂礫堆積層を伴う水平管路流れの

抵抗と流砂量に関する研究」, 土木学会論文集

1998 巻 607 号, p.45-54 

図 3 図 2中の一点破線上の等圧面(p[Pa]) 

図 2 底面から 2mm 高さの流速分布 
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老朽化した砂防堰堤（石積）の補強改築における施工性の高度化に関する研究 

原田 紹臣（三井共同建設コンサルタント株式会社）

○渡辺 拓也，佐藤 厚慈（株式会社オリエンタルコンサルタンツ）

藤澤 健一（日本ジッコウ株式会社）

水山 高久（京都大学名誉教授）

1, はじめに 

近年，老朽化した既設砂防堰堤（石積）の崩壊等により，

その下流域において発生した土砂・洪水氾濫による被害 1）

を受け，この様な老朽化した既設砂防堰堤（石積）に対し

て，コンクリート付加打設等による補強や改築の推進が望

まれている．その際，「粘り強い」構造体とするため，一

般的に，既設石材と新たに打設するコンクリート打継ぎと

の接着面における継目処理の高度化 2）が望まれる． 

そこで，本研究では，既往石材とコンクリートの接着面

における施工性の高度化等を目的に，筆者らが提案する接

着材（繊維補強ポリマー・セメント系接着材 3）：図-2）の

処理効果（耐荷性）と，石材への適用性について，基礎的

な室内実験により検証するものとする． 

図-1 既設砂防堰堤（石積）等の倒壊に伴う土砂・洪水氾濫被害 1) 

START

Surface preparation: remove foreign bodies

Sparge: wet concrete surface

Mixing: powder, admixuture & water

Coating: coating thickness (2-4 mm)

Placing of new concrete : after hardening (1-14 days) 

END

図-2  繊維補強ポリマー・セメント系接着材の打継目処理方法 3) 

2．接着材の打継目処理効果(耐荷性)に関する実験 

本検討では，図-3 に示すせん断強度試験 4)により検討す

るものとする．なお，実験に用いた供試体は，打継目が存

在する供試体（4×4×14.5cm×3 体）と，一体型（Plain）の供

試体をそれぞれ作成している．ただし，試験装置の制約よ

り小規模な実験となり，せん断応力への骨材の影響が顕著

になることが考えられる．そこで，本実験においては，一

般的なモルタル（ただし，普通ポルトランド・セメント：

標準砂＝1：3，水セメント比＝50％）を用いる．また，旧

供試体については角柱（4×4×14.5cm）を湿布養生にて作

成し，接着面（約 50cm2）に対して，同様にワイヤー・ブ

ラシや接着材の塗布等の処理を行う．その後，2 つの供試

体と型枠（スペーサー）を用いて，図-3 に示す形状となる

ように新モルタルを打設する．なお，旧供試体及び新供試

体の材齢はそれぞれ 84 日，28 日とし，オープン・タイム

は 3 日とする．その際の旧供試体及び新供試体の圧縮強度

は，それぞれ，Fc=70N/mm2，Fc=36 N/mm2である． 

新旧接着面における処理工法の違いがせん断強度に与え

る影響について，写真-1及び図-4に実験結果を示す．なお，

各処理工法における強度の違いを把握するため，プレーン

供試体の強度との割合であるせん断強度比 rs は，  

rs  = τfi  / τf  × 100     (1) 
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図-3  せん断強度試験 1)の概要 
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図-4各表面処理方法の違いがせん断強度に与える影響

Construction 
joint

写真-1  破壊状況（繊維補強ポリマー･セメント） 

である．ここに，τfi は各処理工法における破壊時における

せん断強度（N/mm2），τf は打継目を有しないせん断強度

（N/mm2）である．図-4 に示されるとおり，ワイヤー・ブ

ラシによる簡易な清掃やチッピングにより処理された供試

体はプレーン供試体と比べて，顕著にせん断強度が低下し

ていた．一方，接着材（繊維補強ポリマー・セメント系）

で処理された場合は，せん断強度が顕著に向上していた．

ここで，写真-1 にも示されるとおり，本接着材で処理され

た破断面は，新モルタルと接着材との界面付近における，

低強度である新モルタル内部での破壊であった．これより，

繊維補強ポリマー・セメント系接着材により処理された場

合，チッピング処理のみと比較して，せん断強度が向上す

ることが分かった． 

最後に，既設砂防堰堤（石積）への適用性について，実

験により検証する．なお，実験に用いる石材（写真-2）に

ついては，一般的に石積み構造に用いられる現地発生材料

（ただし，汚れ除去のため研磨処理）とし，その表面に打

設したモルタル（ただし，養生期間は 14 日）について，鉛

直方向に引張り，接着強さを把握する．なお，石材とモル

タルの接着面の間における繊維補強ポリマー・セメント系

接着材の塗布有無の違いについて，それぞれ比較している． 

 実験結果として，接着剤無しの場合を図-5 に，接着剤あ

りの場合を図-6 に示す．図-5 及び図-6 に示されるとおり，

接着剤を塗布しない場合は石とモルタルの接着面において 

写真-2  実験に用いる石材 

条件1)石の汚れを除去した面に直接JIS ﾓﾙﾀﾙを打継

ぎ、14 日間養生後、接着強さ試験（1.24N/m ㎡）破断

状態：石とJIS ﾓﾙﾀﾙとの界面

図-5  実験結果（汚れ除去，直接打継ぎ：1.24N/mm2） 

条件2)石の汚れを除去した面にJB を塗付し5 日後に

JIS ﾓﾙﾀﾙを打継ぎ、14 日間養生後、接着強さ試験

（2.36N/m ㎡）破断状態：JIS ﾓﾙﾀﾙの層内

図-6  実験結果（汚れ除去，接着剤 JB3）塗布：2.36N/mm2） 

破断した．一方，塗布した場合は新たに打設したモルタル

内で破断し，約2倍程度の強度向上が確認された．  

これらの結果より，今後，老朽化した既設砂防堰堤（石

積）におけるコンクリート付加打設による腹付け改築等に

際しては，繊維補強ポリマー・セメント系接着材を併用し

た更なる施工性の高度化（補強）が望まれる． 

参考文献 

1) 国土交通省 砂防部 web site 

2) 社団法人 土木学会：コンクリート構造物の補強指針（案），

1999. 

3) 日本ジッコウ(株)：打継部の処理効果試験結果報告書，2012. 

4) 西林新蔵・小柳 洽・渡邉史夫・宮川豊章：コンクリート工学

ハンドブック，朝倉書店，2009． 

Condition 1: Surface preparation: yes, coating of 

fiber reinforced polymer cement: no 

Condition 2: Surface preparation: yes, coating of 

fiber reinforced polymer cement: yes 
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放射性炭素年代測定による別所砂留の築造および修復年代の特定 

岡山大学大学院環境生命科学研究科 ○樋口輝久、秋田哲志 

１．はじめに 

広島県福山市の別所砂留は、地域住民によって発

見された近世最大規模の砂留群で 1)、民有地内に存

在することから住民団体の「別所砂留を守る会」に

よって保存整備作業が行われている 2､3)。築造年代は

宝暦 14(1764)年の國頭家文書に記載があることか

らそれ以前と推測されるが、数多くの砂留で嵩上げ

や修復の痕跡を確認することができる 4)。なお、水

通しを有する大型の砂留は 14 基現存しているが、

古文書には 13 基しか記載されていないため、1 基は

宝暦 14(1764)年以降に新設されたものと推測され

る。そこで、現存する砂留の実測値と破堤、修復の

痕跡および古文書に記載された情報を照合すること

によって、七番と八番砂留は天保 11(1840)年の洪水

で破損し修復されたこと、六番砂留は弘化 3(1846)

以降に築造されたものと推測した 5)。本研究では、

その推測を科学的に裏付けるために、石積の間から

生えていた樹木、堆積土中の炭化物、石積の基礎部

に用いられていた木杭の放射性炭素(14C)年代測定

を行い、別所砂留の築造および修復年代を特定した。 

２．試料の採取 

2.1 石積に生育した樹木(切り株) 

四番砂留では嵩上げ部分ではない築造当初の鎧積

の部分、六番砂留(写真-1)では水通し部分にあった

切り株から木片を採取した(2019 年 2 月 20 日)。こ

れらは、別所砂留が 2009 年に発見されて以降、整

備作業で伐採された際の切り株である。切り株とな

った樹木の生育直後の年代が判明すれば、その年代

以前に砂留が築造されていたことが分かる。 

2.2 堆積土中の炭化物 

四番砂留上流側の右岸側堆積部で、地表面から

1.0m 及び 1.4m 地点に含まれていた炭を採取した

(2019 年 2 月 27 日)。炭化した年代が判明すれば、

いつ、その層が洪水によって堆積したのか推測でき、

その高さに相当する嵩上げ部分の年代が特定できる

はずである。 

2.3 基礎部の木杭 

五番砂留左岸側の水通し下端部の土中に打ち込ま

れていた木杭(14 年輪)を採取した(2019 年 2 月 27

日)。芯部の生育年ならびに樹皮の最終形成年輪の 2

点から木杭に使用された木材の伐採年が判明すれば、

水通しを築造した年代が特定できる。ただし、水通

しの石材がずれるのを防止するために、後年に打ち

込まれた木杭である可能性も否定できない。 

七番砂留上流側を掘削し、石積の基礎部分から木

杭を 2 本採取した。土砂が堆積した上流側の基礎部

分の木杭であるため、木材の伐採年代が判明すれば、

石積の施工年代が明らかになる。後述するように 1

本目(2019年 3月 1日)は芯部と表皮の 2点で測定を

行ったが、12 年輪で年代が絞り込めなかったため、

45 年輪ある 2 本目(写真-2)を採取し(2019 年 11 月

19 日)、5 年輪ごとに 5 点から年代測定を行った。 

３．放射性炭素(14C)年代測定による結果 

放射性炭素(14C)年代測定とは、14C の半減期 5568

年を利用し、動植物内の 14C 濃度を計測することで

年代測定を行う方法である。過去の宇宙線強度や地

球磁場の変動による大気中の 14C 濃度の変動および

半減期の違いを較正する必要がある(暦年較正)。1σ

暦年代範囲は 14C年代誤差に相当する 68.2％信頼限

界の暦年代範囲であり、同様に 2σは 95.4％である。

別所砂留で採取した試料の放射性炭素年代測定およ

び暦年較正の結果は表-1の通りである。 

四番および六番砂留の石積に生育した樹木につい

ては、加速器質量分析法(AMS 法)による放射性炭素

年代測定を行った。2σ暦年代範囲はそれぞれ

1983-85 年が 49.2％、1979-80 年が 68.7%で、戦後、

砂留が管理されなくなってから生育した樹木である

ことが判明した。測定結果に矛盾はないものの砂留

の築造年代を特定するには至らなかった。 

四番砂留上流側の堆積土中に含まれていた炭の加

速器質量分析法(AMS 法)による放射性炭素年代測

定を行った。深さ 1.0mの炭は861-970年が82.6%、

1.4mの炭は 1205-65年が 94.4%の高確率であった。

砂留は江戸時代以降の築造であるため、あまりにも

古い結果となった。9～10 世紀、13 世紀に炭化した

ものが江戸時代以降に起こった洪水で上流から流出

し堆積したものと推測される。したがって、今回採

取した炭化物では嵩上げの年代は分からなかった。 

五番砂留の木杭については、芯部と樹皮の 2 点に

よるウィグルマッチング法で求めた結果、最外試料

年代は 1708-33 年が 23.6%、1826-51 年が 22.1%、

1901-29 年が 40.9%であった。14 年輪しかなかった

ため、特定は困難であるが、明治中期から昭和初期

に石材のずれを防止するために打ち込んだ可能性が

高い。七番砂留の木杭(12 年輪)についても同様の方

法で測定した結果、1817-1905 年が 65.1%で約 80

年の幅があった。そこで年代を絞り込むために後日、

同じ基礎部分から 45 年輪の木杭を採取し、芯部、

樹皮、中間部 3 点の計 5 点によるウィグルマッチン

グ法で測定した。その結果、1850-74 年が 30.1%、

1897-1906 年が 22.0%、1911-37 年が 36.0%であっ

た。2 本の木杭は同じ七番砂留の基礎工であるため、

同時期に施工されたことを考慮すると 1850-74年に

伐採された可能性が高い。 
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４．おわりに 

七番砂留の木杭の放射性炭素年代測定ならびに古

文書の情報と実測値の結果から総合的に判断すると、

七番と八番砂留の水通しは、天保 11(1840)年の洪水

で破損し 1850-74 年頃に修復されたもの、六番砂留

は同時期に新しく築造されたものと言えよう。一方、

今回の調査では石積に生育した樹木の切り株ならび

に堆積土中の炭化物から砂留の築造および嵩上げ年

代を特定することはできなかった。 

今後、他の砂留で基礎部分の木杭などや堆積土中

からの炭化物の採取をすすめ、各々の砂留の築造、

嵩上げ、修復年代を科学的に明らかにしたい。 
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表-1 放射性炭素(14C)年代測定の結果 

箇所 測定番号 
δ13C 

(‰) 

暦年較正用年代 

(yrBP±1σ) 

14C 年代 

(yrBP±1σ) 

14C年代を暦年代に較正した年代範囲 

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲 

四番樹木 
PLD-38205 

試料No.BS-4-1 
-25.27±0.13 

-1596±18

F14C: 

1.2199±0.0028 

-1595±20
1960-1961 cal AD (23.7%) 

1983-1984 cal AD (44.5%) 

1959-1959 cal AD ( 6.5%) 

1960-1961 cal AD (38.2%) 

1983-1985 cal AD (49.2%) 

1985-1985 cal AD ( 1.5%) 

六番樹木 
PLD-38206 

試料No.BS-6-1 
-29.11±0.14 

-1937±18

F14C: 

1.2728±0.0029 

-1935±20 1979-1980 cal AD (68.2%) 

1961-1962 cal AD ( 7.6%) 

1979-1980 cal AD (68.7%) 

1981-1981 cal AD (19.1%) 

四番炭化物

(深さ 1.0m) 

PLD-38447 

試料No.BS-1 
-25.25±0.17 1148±17 1150±15 

784-786 cal AD ( 1.5%) 

878-901 cal AD (28.4%) 

920-953 cal AD (38.4%) 

777-791 cal AD ( 5.5%) 

806-843 cal AD ( 7.4%) 

861-970 cal AD (82.6%) 

四番炭化物

(深さ 1.5m) 

PLD-38448 

試料No.BS-2 
-28.40±0.16 812±17 810±15 1220-1250 cal AD (68.2%) 

1193-1198 cal AD ( 1.0%) 

1205-1265 cal AD (94.4%) 

五番木杭 

(14年輪) 

PLD-38443 

試料No.BS-5-W1 
-28.46±0.20 77±17 75±15 

1707-1719 cal AD (13.6%) 

1820-1822 cal AD ( 1.8%) 

1826-1832 cal AD ( 7.3%) 

1882-1914 cal AD (45.3%) 

1954-1955 cal AD ( 0.3%) 

1696-1726 cal AD (23.8%) 

1813-1837 cal AD (17.0%) 

1843-1853 cal AD ( 2.8%) 

1868-1873 cal AD ( 1.0%) 

1876-1918 cal AD (50.4%) 

1954-1955 cal AD ( 0.5%) 

PLD-38444 

試料No.BS-5-W2 
-26.56±0.36 112±19 110±20 

1693-1708 cal AD (10.2%) 

1718-1727 cal AD ( 6.3%) 

1812-1826 cal AD ( 9.5%) 

1832-1888 cal AD (37.8%) 

1912-1919 cal AD ( 4.4%) 

1684-1733 cal AD (27.5%) 

1807-1895 cal AD (55.4%) 

1903-1928 cal AD (12.3%) 

1954-1955 cal AD ( 0.2%) 

最外試料年代 

1719-1730 cal AD (15.5%) 

1832-1846 cal AD (16.8%) 

1905-1923 cal AD (35.9%) 

1708-1733 cal AD (23.6%) 

1826-1851 cal AD (22.1%) 

1855-1867 cal AD ( 4.0%) 

1871-1873 cal AD ( 0.4%) 

1880-1887 cal AD ( 1.7%) 

1888-1897 cal AD ( 2.8%) 

1901-1929 cal AD (40.9%) 

七番木杭 

(12年輪) 

PLD-38445 

試料No.BS-7-W1 
-28.59±0.28 113±19 115±20 

1693-1708 cal AD (10.3%) 

1718-1728 cal AD ( 6.4%) 

1812-1826 cal AD ( 9.5%) 

1832-1888 cal AD (37.8%) 

1913-1919 cal AD ( 4.1%) 

1684-1734 cal AD (27.5%) 

1806-1895 cal AD (55.3%) 

1903-1929 cal AD (12.3%) 

1954-1955 cal AD ( 0.3%) 

PLD-38446 

試料No.BS-7-W2 
-27.27±0.19 98±16 100±15 

1696-1725 cal AD (24.8%) 

1814-1835 cal AD (17.8%) 

1846-1848 cal AD ( 1.2%) 

1877-1894 cal AD (14.2%) 

1905-1917 cal AD (10.2%) 

1693-1727 cal AD (27.4%) 

1812-1898 cal AD (54.9%) 

1901-1919 cal AD (12.8%) 

1954-1955 cal AD ( 0.2%) 

最外試料年代 

1700-1723 cal AD (24.3%) 

1820-1836 cal AD (16.0%) 

1844-1851 cal AD ( 5.6%) 

1869-1872 cal AD ( 2.8%) 

1877-1894 cal AD (19.5%) 

1696-1728 cal AD (28.7%) 

1817-1905 cal AD (65.1%) 

1914-1919 cal AD ( 1.5%) 

七番木杭 

（45年輪） 

PLD-40561 

試料No.8 

外側から 1～5年輪

目 

-24.95±0.15 58±19 60±20 

1710-1717 cal AD ( 7.6%) 

1828-1831 cal AD ( 3.2%) 

1890-1909 cal AD (55.6%) 

1954-1955 cal AD ( 1.7%) 

1697-1724 cal AD (16.2%) 

1815-1835 cal AD (11.0%) 

1848-1849 cal AD ( 0.2%) 

1878-1917 cal AD (66.3%) 

1954-1955 cal AD ( 1.8%) 

PLD-40562 

試料No.8 

外側から 11～15年

輪目 

-27.08±0.15 131±20 130±20 

1682-1698 cal AD (10.7%) 

1721-1736 cal AD ( 8.6%) 

1759-1760 cal AD ( 0.6%) 

1805-1817 cal AD ( 7.3%) 

1834-1879 cal AD (28.3%) 

1916-1936 cal AD (12.3%) 

1954-1954 cal AD ( 0.3%) 

1679-1712 cal AD (15.6%) 

1716-1764 cal AD (17.8%) 

1774-1775 cal AD ( 0.3%) 

1800-1892 cal AD (45.2%) 

1908-1939 cal AD (15.4%) 

1952-1955 cal AD ( 1.1%) 

PLD-40563 

試料No.8 

外側から 21～25年

輪目 

-25.32±0.22 89±17 90±15 

1699-1721 cal AD (21.1%) 

1817-1833 cal AD (15.0%) 

1879-1898 cal AD (17.6%) 

1901-1916 cal AD (14.4%) 

1694-1727 cal AD (26.8%) 

1812-1839 cal AD (20.2%) 

1841-1855 cal AD ( 5.7%) 

1857-1862 cal AD ( 1.4%) 

1867-1918 cal AD (41.0%) 

1954-1955 cal AD ( 0.3%) 

PLD-40564 

試料No.8 

外側から 31～35年

輪目 

-27.55±0.14 43±20 45±20 
1892-1907 cal AD (65.3%) 

1954-1955 cal AD ( 2.9%) 

1699-1704 cal AD ( 1.2%) 

1705-1720 cal AD ( 8.7%) 

1817-1833 cal AD ( 6.7%) 

1879-1916 cal AD (75.7%) 

1954-1955 cal AD ( 3.2%) 

PLD-40565 

試料No.8 

外側から 41～45年

輪目 

-22.61±0.30 73±20 75±20 

1701-1701 cal AD ( 0.4%) 

1707-1719 cal AD (13.0%) 

1820-1823 cal AD ( 2.4%) 

1825-1833 cal AD ( 7.2%) 

1881-1915 cal AD (44.9%) 

1954-1955 cal AD ( 0.3%) 

1695-1726 cal AD (23.4%) 

1813-1838 cal AD (17.0%) 

1842-1854 cal AD ( 3.5%) 

1868-1918 cal AD (51.1%) 

1954-1955 cal AD ( 0.5%) 

最外試料年代 

1850-1854 cal AD ( 6.8%) 

1855-1855 cal AD ( 0.6%) 

1856-1863 cal AD (15.8%) 

1897-1903 cal AD (20.1%) 

1914-1917 cal AD ( 2.6%) 

1922-1929 cal AD (22.3%) 

1848-1872 cal AD (30.1%) 

1878-1884 cal AD ( 3.2%) 

1886-1894 cal AD ( 4.0%) 

1895-1904 cal AD (22.0%) 

1909-1935 cal AD (36.0%) 

最外年輪年代 

1852-1856 cal AD ( 6.8%) 

1857-1857 cal AD ( 0.6%) 

1858-1865 cal AD (15.8%) 

1899-1905 cal AD (20.1%) 

1916-1919 cal AD ( 2.6%) 

1924-1931 cal AD (22.3%) 

1850-1874 cal AD (30.1%) 

1880-1886 cal AD ( 3.2%) 

1888-1896 cal AD ( 4.0%) 

1897-1906 cal AD (22.0%) 

1911-1937 cal AD (36.0%) 

写真-1 六番砂留の切り株 

写真-2 七番砂留基礎部分の木杭 
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既設砂防堰堤の腹付け改築補強における袖部嵌入に関する施工性向上の提案 

○藤本 将光，原田 紹臣（立 命 館 大 学）

水山 高久（京都大学名誉教授）

小西 成治，疋田 信晴，吉永 憲次（ヒロセ補強土株式会社）

1, はじめに 

現在，想定される土石流外力に対して，構造物の安定性

や安全性が確保されていない既設砂防堰堤等を対象に，コ

ンクリート増厚（腹付け補強：例えば，図-1）による，緊

急的な改築対策の実施が推進されている．同様に，想定さ

れる土石流の流量に対して，既設砂防堰堤本体の水通し部

における流下断面の不足も考えられ，堰堤袖部の越流や本

体における構造安定性の不足が懸念される．そのため，腹

付け補強とともに，袖部の嵩上げ改築での水通し断面の拡

大による流下能力断面の確保が必要となり，施工規模が大

きくなることが考えられる． 

腹付け補強に伴って，新設時と同様水準で設計する場合，

堰堤袖部の地山等への嵌入が必要と考えられる．ここで，

「堰堤袖部の両岸（地山等）への嵌入」の目的は，洪水流

等の外力や異常な洪水や土石流による越流に伴う袖部の破

壊や下流部の洗掘等に対処するため，ダム（堰堤）基礎と

同程度の安全性を有する地盤まで行うものとされている．

ただし，袖部の嵌入に必要となる地山掘削施工に際して，

その上部における斜面崩壊の発生（図-2）が懸念され，鉄

筋挿入工による補強等が必要となる．また，腹付け補強時

の袖部嵌入予定場所には，既設袖部嵌入の上下流において

は，余堀掘削によるコンクリート埋戻し（間詰め）部が存

在しており，これらの掘削が困難となることが懸念される． 

そこで，これらの腹付け補強時の袖部補強における施工

性の向上等を目的に，これまで多くの実績を保有する鉄筋

を網状的に地山に配置する網状鉄筋挿入工 1), 2)（図-3）を活

用した対策工を提案する（図-4及び図-5）．図-4及び図-5

に示すとおり，網状鉄筋挿入工を腹付け部と連結させて地

山内に仮想壁体を構築し，洪水流等の外力や異常な洪水等

による越流に伴う袖部の破壊を低減させるものとしている．

なお，施工規模が顕著に大きくなるため，網状鉄筋挿入工

の圧縮補強に対する更なる設計手法の効率化や合理化が望

まれる．そこで，本稿では，網状鉄筋挿入工の圧縮補強効

果や機構に関して更に把握するため，基礎的な実験を行う． 

2，網状鉄筋挿入工の圧縮補強効果に関する実験 

実験で用いた実験装置の概要を図-6に示す．図-6に示す

とおり，水槽内（W=250mm，L=370mm，H=200mm）に土

砂を敷き詰めて，その土層内に供試体を配置している．地 

Debris flow

Existing Sabo dam

Additional
concrete 

thickening

図-1 既設砂防堰堤における腹付け改築補強の概要（断面図） 

Existing Sabo dam

Slope collapse

Countermeasure 
against slope 
collapse: soil 

neiling

Additional
concrete 

thickening

図-2 既設砂防堰堤における腹付け改築補強の概要（正面図） 

Pile cap

Restrained 
top of pile

Applied axial load

Compressive stress 
applied to soil due 

to bending of 
flexible micro pile

Restrained top of 
pile

Soil Reaction

図-3 海外で考案された網状鉄筋挿入工法（網状地山圧縮補強）

の補強効果に関する概要図 3) 

R6‑027
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Virtual 
wall 

structure

Additional concrete thickening

Poot pile 
by soil
neiling

Compression reinforcement

図-4 網状鉄筋挿入工による袖部嵌入部補強に関する提案(正面図) 

Debris flow

Additional concrete thickening

Virtual wall structure

Poot 
pile by 

soil
neiling

図-5網状鉄筋挿入工による袖部嵌入部補強に関する提案(平面図) 

Manual 
handle

Displac
e-ment

Reaction 
force 
meter

Root pile
(Φ, l1)

Soil:
Masado

200
mm

100
mm

P

図-6 実験装置の概要 

盤内の杭（供試体）の径および長さは φ=6mm，l1=100mm

とし，同様に杭の設置角 θ1 はそれぞれ変化させている（図

-7）．杭の配置については，群杭密度の違い等が補強効果

に与える影響について把握するため，平面配置（n=5，10

及び杭無）を変化させている．そして，配置された供試体

の上部からほぼ一定の力で鉛直荷重 Pn を載荷し，予備実験

での荷重と変位との傾向より得られた一定の変位値

（30mm）までにおける鉛直荷重の変化について，荷重計を

用いて連続的に計測している．使用する土砂については一

般的な信楽産真砂土とし，現地で想定される条件（含水比

10%，乾燥密度1.60 g/cm3，湿潤密度1.72 g/cm3）で締めて 

82mm

100
mm

100
mm

100
mm

85mm 125mm

(A0=16,400mm2)

40mm
(A1=7,300mm2) (A2=14,110mm2) (A3=20,750mm2)

θ1=20 deg. θ2=20 
deg.

TYPE Ⅰ TYPE Ⅱ TYPE Ⅲ TYPE 0

P

(A0=16,400mm2)

図-7 杭の断面配置形式 

 TYPE A TYPE B TYPE C

図-8  杭表面における摩擦粗度（溝切り）状況 

n=10

n=5

y = 0.0786x + 2692.8
R² = 0.8184

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

P
n
(N

)

An(mm2), A0(mm2)

TYPE A
TYPE B
TYPE C (n=5, 10)
TYPE 0

図-9 杭配置型式の違いが補強効果に与える影響 2) 

いる． 

表面摩擦抵抗（図-8）が異なる杭をそれぞれ配置させた

群杭（図-7）と杭無し（TYPE 0：フェーシングのみ）にお

ける鉛直方向の最大荷重 Pn に関して，群杭先端部で形成さ

れると考えられる仮想改良底面積（A1～3：図-7）に着眼し

て整理した結果を図-9に示す．図-9に示されるとおり，最

大荷重 Pn と仮想改良底面積 An とはほぼ比例することが確

認された．また，杭無し（TYPE 0）のフェーシング部の面

積（A0：図-7）と最大荷重 Pn との関係は，仮想改良底面積

Anと最大荷重Pnとの関係に内挿されることが確認された． 

今後，本稿で得られた成果等の補強機構を活用し，更な

るコスト縮減（鉄筋挿入工延長の低減等）が期待される． 
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既設堰堤に付加する張り出し型流木捕捉工の設計 

いであ株式会社 ○石森久仁子、木村啓祐、森克味、上葛健太 

紀伊山系砂防事務所 西條俊和 （※2020年3月末時点） 

1．はじめに 

近年発生している大規模な集中豪雨により，山間部の渓流内の流木が市街地内の河川に流下し，河道閉塞による土砂氾濫を引

き起こしている。流木対策として，市街地内に流入する前に山間部の渓流内で捕捉することが重要であるが，透過型堰堤の整備

はコストがかかり，事業を開始するまでの用地買収，工事の長期化により，早期に対策効果が得らない。これに対し，既設砂防

堰堤に設置する流木捕捉工として現在普及しつつある張出しタイプの流木捕捉工は，用地買収が不要で施工期間も短期で事業

費も安価である。これまでに張出しタイプの流木捕捉工の設計手法及び施工方法についての研究論文が発表されているが 1)2)，

渓流特性および既設堰堤の構造特性による適用の可否については検討されていない。当論文では，張出しタイプの流木捕捉工の

適用にあたっての渓流特性及び既設堰堤の構造特性等の課題や問題点を整理し，土石流危険渓流に整備されている井手結馬砂

防堰堤を対象に適用の可否を検討した。 

2．張出しタイプの適用における課題と問題点 

適切な流木対策形式の設定 

既設堰堤に流木対策機能を付加する方法は，従来工法とし

て，「本堤のスリット化（部分透過型）」，「副堤もしくは本体

水通し部に流木捕捉工の設置」があるが，新工法として，「張

出しタイプの流木捕捉工」がある。「本堤のスリット化（部分

透過型）」は水通し部の切欠き，「副堤に流木捕捉工の設置」

は前庭保護工の改築，「本体水通し部に流木捕捉工の設置」は

せき上がりによる袖部の嵩上げ等により工事規模が大きい。

一方，「張出しタイプの流木捕捉工」は本堤上流面に直接設置

するため改築が不要である。しかし，渓流特性，構造特性等

を踏まえ，適切に選定する必要がある。 

2.1.1 土砂移動形態の把握 

張出しタイプは，本体上流面に設置する流木捕捉工であり，

掃流状態で流木が流下することで捕捉機能を発揮する。した

がって，土石流堆積区間（1/6～1/30）では流木捕捉機能を発

揮できないため，現況渓床勾配，渓流内の土石流堆積状況を

把握し，堰堤上流の土砂移動形態を把握する必要がある。 

2.1.2 流木整備の緊急性 

 既設堰堤は，竣工当時に堰堤周辺および堆砂高＋H.W.L 範

囲を用地買収されていることが多い。袖高の嵩上げ，スリッ

ト化による堰堤の改築，それに伴う堆砂敷掘削，せき上げ等

が生じる対策施設の整備を行った場合は，工事規模が大きく，

追加用地買収が必要となり、工事が長期化する。したがって，

流木整備率が低い渓流や流木災害の発生により，緊急的に流

木対策を行う必要がある場合は，簡易で追加用地買収を必要

としない対策方法を選定する必要がある。 

張出しタイプを設置する本体の安全性照査 

古い年代に施工された既設堰堤は，天端幅やコンクリート

強度が現行基準を満たしていない場合が多い。このような堰

堤に流木捕捉工を設置した場合は，流木捕捉工設置後の一体

構造としての本体の安定性，安全性が確保できない可能性が

ある。したがって，現行基準4）に準拠した安定性照査やコン

クリートの健全性調査を実施し，必要に応じて腹付け等の検

討を行う必要がある。 

3．井手結馬砂防堰堤の概要 

対象とした井手結馬堰堤は，土石流危険渓流（A=0.27km2）

の最下流に位置しており，堰堤形式は不透過のコンクリート

堰堤（H=14.0m，L=45m）で，下流には副堰堤が整備されてい

る。昭和60年に竣工され，堰堤上流は概ね満砂状態となって

いる。当流域は透過構造の施設が整備されていないため，計

画流出量及び施設効果量を算定した結果，流木整備率は10%

程度と低い。また，当堰堤は，天端幅が2.0mであり，コンク

リート強度は，16N/mm2で設計されているため，現行基準を

満たしていない状況であった。 

4．検討結果 

流木対策形式の選定フロー 

流木対策型式の選定にあたり、前述の課題を踏まえた選定

フローを作成し，次項以降の適用結果を踏まえて「張出しタ

イプの流木捕捉工」を選定した（図-3）。

4.1.1不完全閉塞を考慮した土砂移動形態の把握 

堰堤上流は概ね 1/20 の勾配で堆砂し，掃流区間に近い堆

積区間となっている。土石流は発生しているが, 巨礫は中流

域に堆積しており，堰堤の堆砂土砂は砂が主体であった。こ

のため, 土石流フロント部は堰堤に到達しないと推定される

図-1 既設堰堤の現状 
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ことから「本堤のスリット化（部分透過型）」では不完全閉

塞の恐れがある。 

4.1.2整備状況による流木整備の緊急性の把握 

当堰堤の用地買収範囲は堰堤周辺および堆砂域である。

「副堤に流木捕捉工の設置」の場合，前庭保護工の整備が必

要で, 「本体水通し部に流木捕捉工の設置」はせき上げによ

りH.W.L影響範囲が広くなるため, いずれも追加買収が必要

で整備完了までに時間を要す。 

一体構造とした堰堤の安定性照査 

現行基準では洪水時は堆砂圧を考慮しないが，現在は概ね

満砂状態であるため，現況堆砂高を考慮し安定計算を行った。

その結果，現況天端幅2.0mであるがスリット有無のいずれも

安定している結果となった。また，袖部においても目地毎の

ブロックにて土石流や礫の衝撃力に対する安定計算を行った

がスリット設置により土石流が直撃しない堤冠部の小さいブ

ロックのみ安全性を満たさない結果となった。(図-4，図-5)

 

堤体の健全性照査 

スリットは本体にアンカーボルトを設置して固定するが，

既設堰堤の設計圧縮強度は 16N/mm2であり，アンカーボルト

の母材の必要圧縮強度 18N/mm2を満たしていないため，袖部

と堤体部で供試体をサンプリングし，圧縮強度試験を行った。 

この結果，圧縮強度は堤体部で24N/mm2, 袖部で32N/mm2あ

り，母材としての必要圧縮強度18N/mm2を満足していたため，

アンカーボルトを適用した。なお，供試体の状況は，亀裂や

空隙はなく健全な状態であった。 

5．まとめ 

当論文は，土石流危険渓流における「張出しタイプの流木捕

捉工」の適用方法について検討項目を整理し、選定フロー作

成した。これにより，既設堰堤の流木対策についての検討方

針を示すことができた。近年、流木被害の多く発生している

一方で流木対策が行われていない流域も多く存在することか

ら，土石流や流木を確実に捕捉でき，経済的で早期に流木整

備率が向上できる流木対策を提案していくことが望まれる。 

参考文献1）吉田一雄，山口聖勝，水山高久，田村圭司，小林

徳茂，東康治，中村かおり，嶋丈示；既設コンクリート堰堤

に流木捕捉機能を付加した張り出しタイプ（未満砂型）の施

工事例についてR1.5 参考文献2）中村かおり，東康治，田

村圭司，山口聖勝，吉田一雄，水山高久，嶋丈示；既設コン

クリート堰堤に流木捕捉機能を付加した張り出しタイプ（未

満砂型）の設計事例についてR1.5 参考文献3）国土交通省

水管理・国土保全局砂防部事務連絡H29.10.20；流木対策にお

ける既設砂防堰堤の有効活用に関する具体的手法について 

参考文献 4）砂防基本計画策定指針 H28.4 土石流・流木対策

設計技術指針H28.4 

図-3 流木捕捉工設置形式選定フロー 

図-2 既設堰堤上流の縦断勾配 

図-4(2)堤体の安定性照査モデルと計算結果（非越流部） 

図-4(1)堤体の安定性照査モデルと計算結果（非越流部） 

図-5 袖部の安全性照査 
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既設石積砂防堰堤の補強設計・施工事例 

国土交通省中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 植野利康 

玉野総合コンサルタント株式会社 ○中山貴士，加藤真雄，中居暁 

株式会社 加藤工務店 青木信彦 

1.はじめに：

平成 30 年 7 月豪雨において，西日本を中心に広範囲

に渡って記録的な大雨を記録し，広島県では，各地の雨

量観測所で観測史上最大の日雨量が記録され，河川の

氾濫や浸水害，土砂災害等により，自然災害としては戦

後最大級の甚大な被害が発生した．山間地では，広島県

の広い範囲で土石流等による土砂災害が発生している

中で，既設の砂防堰堤が土石流や流木を捕捉する等，施

設整備に一定の効果が確認されている．しかし，その一

方で，石積砂防堰堤の被災する事例が見られた． 

こうした事態を踏まえ，平成 30 年 7 月豪雨に伴う石

積砂防堰堤の被災に対する検証チーム 1)が立ち上げら

れ，被災原因の分析，補強・改築等の対策がとりまとめ

られている． 

本研究では，平成 30 年 7 月豪雨での被災事例を踏ま

え，木曽川砂防管内の中津川流域（四ツ目川）内に整備

された既設石積砂防堰堤を対象に，土石流等に対する

補強，及び変状に対する健全性の回復を目的とした対

策工の設計・施工事例を報告する． 

2.対象石積砂防堰堤の状況：

対象とする穴ヶ沢第1砂防堰堤は，流域面積0.7km2，

現況渓床勾配I＝1/8である下平次沢の支渓である穴ヶ

沢に，昭和 24 年に完成した石積砂防堰堤である．堰堤

の形状は，堰堤高 8.0m，堤長 28m，水通し天端幅 2.0m

であり，水通しは，幅 8.0m，高さ 2.0m で，現在，満砂

状態である．これまでに実施された砂防関係施設点検

において，本堤の下流側に，石積間の目地開きや漏水が

各所に確認される他，写真-2 に示すように，右岸側の

下部には，孕み出しが発生している． 

写真-1 堰堤全景  写真-2 孕みだしの状況 

3.補強対策工法：

(1) 土石流等に対する補強対策

「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」のとりまとめ結果 1）より，石積砂防堰堤の被

災のメカニズムとしては，まず，土石流等の衝突による

堤体上部の破壊，もしくは巨礫の衝突や土石流の流下

に伴うせん断力の作用による堤体天端部の積石の欠落

等がトリガーとなり，その後の後続流等により，積石や

中詰め材が流出，堤体の侵食が拡大し，場合によっては

施設全体の流出に至るものと推定されている． 

以上の被災実績より，堤体天端部の損傷，または積石

の欠落等に端を発していることを踏まえ，土石流等に

対する補強として，次の①②を基本とする対策が提案

されている． 

①堤体上部及び袖部の上流側への緩衝材の設置

②堤体天端の保護（堤冠コンクリートによる置換等） 

本設計では，上記に基づき，①に対しては，図-1 に

示すように緩衝材の設置を検討した．緩衝材の設置箇

所について，土石流等の流下が想定される本堤水通し

部では，土石流の流下に伴う堆積土砂の侵食を考慮し，

堆積土砂を掘削した上で，図-1(b)のように，水通し天

端から深さ2mの範囲を緩衝材で置き換えるものとした．

また，袖部では，土石流等の衝突を考慮し，図-1(c)の

ように，堆砂面を基礎として緩衝材を設置した．なお，

左岸袖部上は道路であり，道路盛土が渓流に張り出し

ているため，袖部への土石流の直撃はないものとして，

緩衝材は右岸側のみとした．緩衝材については，現地の

巨礫を活用した粗石コンクリートを使用している． 

(a) 正面図

(b) 越流部側面図 (c) 非越流部側面図

図-1 緩衝材構造図 

(2) 変状に対する健全性の確保

石積の構造物は，石とのかみ合わせを中心として安

定した構造体を造り出しているものであり，変状等に

より，かみ合わせに不備があると安定性の低下につな

がることとなる．前述のとおり，本堰堤では目地開きや
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孕み出し等の変状が確認されており，常時の作用によ

る石積み全体のすべりや積み石の中抜けによる倒壊等

が想定され、健全性を回復するための補修・補強を検討

する必要がある．また，土石流等の作用に対しては，全

壊しにくく，全壊に至る時間を少しでも延ばすことが

できる粘り強い構造とすることが考えられる．そこで，

石積堰堤の一補強対策として，形状変更や大規模な改

築を伴わず，比較的簡易な工法で緊急時における活用

も想定し，落石の予防工等の斜面安定対策で実績のあ

る高強度ネットを用いた工法を試行した． 

設計にあたり，高強度ネット工に求める機能・効果と

しては，石積の自重による全体のすべり破壊と補強材

間の狭い範囲で発生する局部的な崩壊に対する積石の

中抜けの抑止である．前者は，必要抑止力に対して，補

強材（全ねじ異形棒鋼 SD345，D19）の長さ（L=1.5m）を

設定した上で，補強材の引き抜き抵抗力を加味して安

定性を確保するものであり，後者は，高強度ネットの引

張力で抵抗させるものである． 

また，高強度ネット工の設置にあたっては，流水や礫

等によるネットのめくれを防止するため、ネットを堤

体及び袖部の上流面まで堤体を囲うように設置し、前

項で述べた緩衝材で抑え込むこととした．これにより，

上述した土石流等に対する補強対策②（堤体天端の保

護）に対しても効果を期待している．さらに，流水や石

礫の落下の影響を受けやすい越流部には，比較的強度

の高いネットを使用し，その他非越流部には，越流部で

使用するものよりも強度の低いネットを使用した．高

強度ネット工の配置は，図-2 に示すとおりである． 

(a) 正面図

(b) 越流部側面図 (c) 非越流部側面図

図-2 高強度ネット工構造図 

4.施工上の課題とその対応：

以上の補強対策工について，現地における施工状況

は，写真-3 に示すとおりである．高強度ネット工を用

いた石積砂防堰堤の補強における施工上の主な課題及

びその対応を以下に示す． 

写真-3 補強対策の施工状況 

(1) 目地開き・孕み出し箇所の施工

堤体の内部構造が不明であり，堤体削孔時やグラウ

ト注入時の作用により，石積の崩壊が懸念された．そこ

で，比較的健全度の高い箇所から順に高強度ネットを

設置した上で，最後に孕み出しの大きい箇所を実施し

た．その際，積石の変位計測を実施しつつ，目地開き箇

所にはモルタル充填による積石間の補強を行った．

(2) 積石の凹凸を考慮した支圧プレートの設置

積石表面の凹凸により，補強材の締付時に圧力が均

一にかからず，積石の破損・変形が懸念された．その対

応として，ざぶとん材を積石と高強度ネット工の間に

取り付け，セメントミルクを注入することでざぶとん

材が膨らみ，凹凸を埋めた上で，締付を実施した． 

(3) 補強材の頭部処理

補強材頭部が突

出するため，落下

礫等により頭部の

損傷が懸念され

た．その対策とし

て，ナット一体型

のキャップを提案

し，補強材頭部の

保護を行った． 

(4)削孔時における孔壁の自立性

補強材設置に伴う堤体削孔時において，ロッド引き

抜き時に孔周囲の礫が孔内に崩れ落ちるケースや削孔

コアが孔内に取り残されるケースがあった．その際に

は再削孔や手作業による孔内の残石処理を行った．今

後の実施にあたっては，事前のボーリング調査による

堤体内部の状況確認や必要に応じて二重管による施工

等を検討する必要がある．

5.おわりに：

高強度ネット工を用いた石積砂防堰堤の補強は，全

国的に初の試みであり，その効果を検証するため，経年

的なモニタリングの実施が必要である．モニタリング

にあたっては，本工事の施工前後において 3D レーザー

スキャンによる堤体の計測を実施しており，補強材頭

部等のポイントの座標化や基準線の設定により，積石

の変位や全体の挙動を把握する方法等が考えられる．

参考文献：1) 「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（平成 31 年 1 月 25

日，国土交通省砂防部） 

写真-4 ざぶとん材・ｷｬｯﾌﾟ付きﾅｯﾄ 

緩衝材 

高強度ネット工 
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砂防堰堤堆積土砂の物性と強度のばらつきについての一考察 

（株）建設技術研究所 ○溝口裕也,金野崇史,吉田圭佐 

国土交通省 関東地方整備局 日光砂防事務所  佐藤保之 

（株）本久  小布施栄,堀口哲夫 

１.はじめに

2007年3月の土石流対策指針改訂以降，土石流・流木

対策施設の基本は透過型砂防堰堤と位置付けられた． 

透過型砂防堰堤は常時は土砂を流すため，堆砂空間が

維持されるが，土砂・流木を捕捉した場合，除石・除

木が必要となり，これらの処分については，受入先の

確保，コスト，また環境への影響等の課題が顕在化す

る．一方，砂防ソイルセメントは現地発生土砂を活用

することができ，堆積土砂は有効な材料となり得る．

しかし，土砂の堆積状況によっては物性のばらつきに

より品質管理や施工管理が困難になる可能性がある． 

本発表では堆積状況に着目し，砂防堰堤に堆積した

土砂の砂防ソイルセメントへの有効利用を目的とし，

堆積土砂の鉛直方向や水平方向など分布状況による物

性や強度のばらつきを検証し，今後の堆積土砂の活用

における留意点として報告するものである． 

２. 試験土砂の採取位置

対象とする砂防堰堤は日光市芹沢に位置する田茂沢

第1砂防堰堤である．本堰堤は2013年に堤高12.5m，堤

長43.0mの鋼製透過型砂防堰堤として建設され，2年後

の2015年9月の関東・東北豪雨に伴う土石流で発生した

土砂・流木を捕捉しており，今回の除石・除木に合わ

せ，試験土砂を採取(2018年11月実施)するものとした． 

試験土砂の採取位置は平面的には図１のとおり，堰

堤位置より上流側に10,20,40m離れた左岸，中央，右岸

の各位置で，鉛直方向では図2，図3のとおり，堆砂面

から表，中，深層の位置とした． 

採取方法はバックホウを主体として，一部を人力と

した．なお，都合により予定していた測点No.4+10の表

層2か所(中央，左岸)，測点No.5の中層1か所(中央)は

採取できず，同測点表層の中央,左岸は土砂を混合した． 

３. 田茂沢第1砂防堰堤の堆砂状況

吉田ら(2019)1)は，今回の除石・除木に合わせ，土砂 

流木の堆積分布状況等について

検証している．図３をもとに，

以下のように考察する． 

流木は概ね堰堤から上流10m付近まで多く混入して

おり，特に堰堤より上流5mが非常に多く分布する． 

下層と上層に分布し,下流側に流木が多く混入した

範囲があり,下層は礫分が多くその上は砂層となる．こ

れは，崩壊に伴う流木の流出と土砂の流出が上流域で

発生し，土砂に混じった流木が先に透過部に到達し閉

塞させ土砂礫が堆積し,後続流で土砂が流れて礫上に

堆積した結果と考える．その後,同じパターンで土砂に

混じった流木が先行し透過部上部を閉塞させ土砂礫が

堆積し、後続流もしくは透過部が閉塞することにより

湛水し，そこに砂分が堆積するような流木・土砂移動

の現象が説明できる．

No.4 

No.4+10 

No.5 

No.6 

採取位置  ※測点間隔 20m

図 1．田茂沢第 1 砂防堰堤と試験土砂採取位置 

図 2．各横断面での試験土砂採取位置 

図 3．堆積縦断面の調査結果 

　NO.4+10.0

NO.5 NO.6

採取位置 

No.4+10 No.5 No.6 

〇採取位置 

凡 例 

砂分の堆積 

堆積土中の礫が多く分布 

堆積土中に流木が多く分布

堆積
ほぼ流木の堆積(礫無し) 
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４ 試験概要および結果 

４．１ 試験概要 

試験は，物理試験として含水比，粒度，乾燥密度の

測定と有機不純物試験を実施した．また一軸圧縮強度

試験では，φ50mm×H100mmの小径供試体を作製し，圧

縮強度と単位体積重量を計測した．なお今回の試験は，

砂防ソイルセメント転圧タイプ（以下，転圧タイプ）

を想定し，一軸圧縮強度試験に用いるセメントは，一

般的な高炉セメントB種（以下，高炉），単位セメント

量150kg/m3を基本とした．また，一部の土砂で有機質

土用セメント系固化材（単位セメント量250kg/m3）（以

下，GS225）でも試験し，これに加えて砂防ソイルセメ

ント流動タイプ（高炉およびGS225）(以下，流動タイ

プ)での試験を実施した． 

４．２ 試験結果 

今回，試験供試体数が多いため，測点方向，深度方

向，横断方向で物理試験結果および圧縮強度試験結果

につき平均値を用い下表に整理した．また，GS225 を

使用したケース，流動タイプにつき合わせて整理した． 

なお，全試験土砂の粒度試験結果を粒径加積曲線，

また自然含水比と圧縮強度の関係を相関図で整理した． 

５．考察 

①測点方向：上流側に向かうに従い，含水比が小さく

なり乾燥密度が増え，圧縮強度が発現しやすい．この

傾向は流木堆積に伴う有機不純物に依存すると考える． 

②深度方向：深くなるに従い含水比が大きくなり，圧

縮強度は発現しづらい．この傾向は①同様に流木堆積

に伴う有機不純物に依存すると考える． 

③横断方向：右岸側から左岸側にかけて圧縮強度が発

現しやすい傾向にある．堆積後は左岸側に澪筋が形成

され，流水による有機分流出の影響もあると考える． 

④粒径：全体的に粒度分布が悪く砂分が多い．中礫範

囲のばらつきがNo.4+10 で顕著であり，No.6 で少なく

なる傾向は土石流の流下形態に依存するものと考える． 

⑤自然含水比：自然含水比と圧縮強度では相関性が得

られ，含水比が多ければ強度は低下する傾向にある． 

今回，土砂の堆積過程を踏まえ，同一の堆積空間内

で物性がばらついて存在していることが確認できた．

見た目は同じであっても流木堆積に伴う有機不純物や

含水比が強度発現に大きく影響する．堆積土砂を砂防

ソイルセメントして扱う場合，その堆積状況に合わせ，

採取位置を設定し，適切な材料選定やセメントの増量

を行うなど対策講じることで活用することが可能とな

り，除石土砂の処理問題解決の一助になると考える． 

終りに，試験土砂採取場所をご提供いただいた国土

交通省日光砂防事務所に深甚の感謝を表します． 

【参考文献】1)吉田ら，鋼製透過型砂防堰堤の捕捉実態に関する一

考察，2019年度砂防学会研究発表会概要集，P.125～126，2019 

試験項目 単位 NO.4+10(表層) NO.5(表層) No.6(表層) 

圧縮強度 

流動高炉 

N/mm2 

6.12 5.40 5.37 

流動GS225 12.0 11.1 11.5 

転圧GS225 8.77 7.23 7.59 

単位体積 

重量 

流動高炉 

g/cm3 
2.088 2.068 2.167 

流動GS225 2.091 2.081 2.099 

転圧GS225 2.052 2.084 2.108 

試験項目 単位 NO.4+10 NO.5 No.6 

含水比(ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法) % 16.7 13.2 10.6 

礫分(2mm以上75mm未満) % 46.1 42.2 47.4 

砂分(0.075mm以上2mm未満) % 53.9 57.8 52.6 

細粒分(0.075mm未満) % 3.3 2.4 2.6 

湿潤密度 g/cm3 2.010 1.999 2.089 

乾燥密度 g/cm3 1.724 1.767 1.889 

有機不純物 - 暗赤褐色 暗赤褐色 暗赤褐色 

圧縮強度 N/mm2 2.0 2.8 4.0 

単位体積重量 g/cm3 2.010 2.040 2.105 

試験項目 単位 表層 中層 深層 

含水比(ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法) % 10.8 15.6 16.8 

礫分(2mm以上75mm未満) % 40.4 48.5 48.8 

砂分(0.075mm以上2mm未満) % 59.7 51.5 51.3 

細粒分(0.075mm未満) % 3.1 2.8 1.9 

湿潤密度 g/cm3 1.997 2.038 2.097 

乾燥密度 g/cm3 1.802 1.767 1.797 

有機不純物 - 暗赤褐色 暗赤褐色 暗赤褐色 

圧縮強度 N/mm2 3.5 2.8 1.9 

単位体積重量 g/cm3 2.060 2.040 2.050 

試験項目 単位 右岸 中央 左岸 

含水比(ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法) % 12.8 16.0 13.1 

礫分(2mm以上75mm未満) % 45.4 47.3 51.4 

砂分(0.075mm以上2mm未満) % 54.6 52.7 48.6 

細粒分(0.075mm未満) % 2.8 2.7 2.4 

湿潤密度 g/cm3 1.969 2.090 2.077 

乾燥密度 g/cm3 1.747 1.807 1.838 

有機不純物 - 暗赤褐色 暗赤褐色 暗赤褐色 

圧縮強度 N/mm2 2.4 2.8 3.0 

単位体積重量 g/cm3 2.015 2.074 2.054 

表 1．土質試験結果および圧縮試験結果（測点方向） 

表４．流動タイプおよび GS を使用した圧縮強度試験結果 

図５．自然含水比と圧縮強度の関係 

表２．土質試験結果および圧縮試験結果（深度方向） 

表３．土質試験結果および圧縮試験結果（横断方向） 

図４．全試験土砂の粒径加積曲線 
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砂防堰堤における３次元土工モデル 

いであ株式会社 ○上葛 健太，鳥居 義仁，木村 啓祐，森 克味

1． はじめに 
BIM/CIM（Construction Information Modeling/Management）は，計画・調査・設計段階から３次元モデルを

導入し，その後の施工・維持管理段階においても「一貫したモデル」を連携・発展・共有することにより，受発注

者双方の業務効率化・高度化を図るものである．国土交通省では，令和 2 年 3 月に『CIM 導入ガイドライン（案） 
第 10 編 砂防編』を拡充するなど，i-Construction の施策のひとつである「ICT の全面的な活用」に対して，BIM/CIM
の活用を積極的に推進している．1） 

砂防事業では，狭隘な施工スペースや法面の崩壊の危険性が高いこと等の現場特性から安全性の向上が求められ

ており，そのための無人化施工に向けて CIM モデルの活用が期待されている．しかし，現状では設計段階で作成

する３次元モデルが２次元の図面をベースに作られており，床掘り端部では実際の施工に適さないモデルとなって

いることから，施工時に改めて部分的な３次元モデルを作成するなど，「一貫したモデル」が作成出来ていない状況

にあり， CIM モデル活用の障害となっている． 
昨年の増田ら（2019）2）の検証結果では，砂防堰堤の３次元設計により，数量算出や施工計画で一定の効果が得

られるものの，これまで施工段階で行っていた“現場合わせ”をどのように設計で考慮し，どのようにモデル作成

するかが今後の課題であると提言している． 
そこで本論文では，施工時に“現場合わせ”を行わないで済む

ような３次元土工形状モデルの作成方法を検討し，そのモデルを

導入することによる波及効果について整理した．また，今後，フ

ロントローディングを実践していくために必要となる検討課題と

その解決策や検討の方向性について取りまとめた．

２． 砂防土工における土工形状モデルの作成 
砂防土工における土工形状モデルの基本的な考え方は，ガイド

ライン 3)で道路土工を例として示されている．しかし，道路土工

と砂防土工では，縦断方向や延長，断面変化点，勾配等で条件が

大きく異なるため，ガイドラインの手順通りに線形モデルから作

成した場合，①断面変化点，②現況地形との境界，③切り盛りの

境界 等が適切に反映されない問題があった．（図-1：Ａモデル）

そこで，最初から３次元地形を基にモデルを作成する方法を検

討した．まず，堰堤底面の掘削面を決めて，縦横断方向に中心線

を引き，それぞれで横断形を設定する．さらに，縦断と横断の間

を分割するような方向にも断面方向を設定して同様の処理とする．

これを地形に合わせて放射線状に設定していくことで，複雑な地

形に合わせたモデル作成を可能とした．（図-2：Ｂモデル） 

３． 土工形状モデルで求める効果と現状の課題 
３次元土工形状モデル（Ｂモデル）を作成することにより，こ

れまで部分的にしか適用されていなかった情報化施工を一層拡大

して適用出来ることになる他，無人化施工や，現場不一致による

条件変更が少ない施工が可能になると考えられる． 
また，それらによって求める効果を，生産性向上や品質確保，

安全性向上，担い手確保などに分類して整理した．（表-1） 

 

 

表-1 Ｂモデル作成による効果と課題 

図-1 ガイドラインに基づくモデル（Ａモデル） 

図-2 ３次元地形から直接作るモデル（Ｂモデル） 

実現可能となる内容 効果の分類 求める効果 現状の課題

・測量などの計測作業の合理化

・建設機械の自動制御による品質、精度の向上

・丁張なしの施工による施工効率の向上

・各種帳票作成作業や出来形管理の効率化

・機械施工による施工品質のバラつき低減

・任意点計測による出来形管理の精度向上

・人と機械の分離による安全性の確保

・災害時や危険箇所における迅速な対応

担い手確保 ・女性や高齢者等の多様な人材の活用

生産性向上 ・手戻り防止、条件変更による作業中断の防止

担い手確保 ・”現場合わせ”に対応した熟練技術者以外の人材登用

条件変更の少ない施
工の実現

現場合わせの解消
（過掘り、経験）

情報化施工の適用範
囲の拡大

生産性向上

詳細データの取得
（地形、地質）

現場不一致の解消
（地形、取付け）

品質確保

無人化施工の実現
安全性向上

形式・基準の統一
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、納品形式）

放射線状に設定した中心線 

横断形 

地形の間に隙間 
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４． 土工形状モデルを作成するための課題に対する解決策 
実際の砂防堰堤詳細設計で，３次元土工形状モデル（Ｂモデル）を作成した結果から明らかになった課題や，今

後，派生して生じる影響について，調査・計画・設計・積算・施工の各段階に分けて整理した．（表-2） 
（１）調査段階：起工測量や施工中に大きな設計変更が生じないように，高精

度な地形モデルの作成や，３次元的に地層を把握する必要がある．（図-3）

ただし，単に精度向上を図ると調査期間や費用が増大するため，変更が生

じやすい範囲のみ重点的に行うなどメリハリをつけることが重要である．

（２）計画段階：谷幅が狭く急峻な地形である程，過掘りを考慮した場合の掘

削影響が大きくなるため，不経済となることが考えられる．透過型砂防堰

堤の場合，袖嵌入による止水が必要ないため，人工地山工法（図-4）を適

用して谷幅が広い箇所を候補地とする等，考え方の転換を図る必要がある． 
（３）詳細設計段階：設計－施工で一貫したモデル（図-5）とするため，施工

時に現場条件の不一致により掘削影響等が変わらないように，事前に考慮

して設計する必要がある．特に，切土勾配の変更や斜面崩壊による斜面の

切り直しや，法面対策工をあとから追加施工することは大きな手戻りとな

り，無人化施工を行う上でも大きな障害となるため，調査・設計費にコス

トをかけて，十分精査・検討しておく必要がある．

（４）モデル化の段階：地形変化点等で地形モデルとの間に隙間が生じて作図

エラーとなりやすい．そのため，最初から３次元地形ベースで設計する必

要がある．その結果，納品形式である LandXML 形式 4)ではモデルを表現

しきれないため，手引き 5)等の改定も合わせて検討する必要がある．また，

簡単にモデル修正が出来るツールの開発（モデリング手法の改善，地層に

応じた自動勾配設定による作図機能など）も必要である． 

（５）積算・施工段階：労働安全衛生法の切土勾配の基準に適合しない切土端

部で生じる急勾配の法面については，これまで過掘り対応等で施工業者に

委ねられていたが，過掘り形状を標準とすることにより，労働安全衛生法

を順守・徹底することが可能となり，労働災害の減少などの労働安全災害

防止効果が得られると考えられる．

 

 

５． 今後の展望 
本論文では，砂防事業特有の３次元土工形状モデル（Ｂモデル）を作成することによる影響・課題と，想定され

る今後の解決策の方向性について，調査から施工までの各段階で取りまとめた．特に，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，施工時に生じる変更内容をあらかじめ想定してモデルに反映しておくことが重要で

ある．今後も積極的に３次元モデルを利用することで，少しずつでも課題解決を図り，設計・施工段階における品

質向上や生産性向上に向けた取り組みを推進していく． 
【参考文献】 

1）『3 次元データ利活用方針』，平成 29 年 11 月 国土交通省 

2）増田ら：砂防堰堤における CIM の活用事例，2019 年度砂防学会研究発表会概要集，R6-017

3）『CIM 導入ガイドライン（案）第 2 編 土工編』，令和元年 5 月 国土交通省

4）『LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）』，平成 31 年 3 月 国土交通省大臣官房技術調査課

5）『CIM 事業における成果品作成の手引き（案）』令和元年 5 月 国土交通省大臣官房技術調査課

表-2 各段階における課題と解決策 
段階 現状の課題 解決策、今後の検討の方向性

・高精度な地表面データが必要である ・計画堰堤付近および掘削影響範囲の点密度を上げる
・３次元的に地層を把握する必要がある ・３次元地盤モデル作成や３次元地層解析等を実施・反映する

・ボーリング調査（上流側斜面等）や物理探査（弾性波探査等）を追加する
計　　画

（概略・予備）
・谷幅が狭く、急峻な地形では、堰堤の掘削影響が非常に大き
くなる

・袖嵌入の必要がない人工地山工法の適用を検討する

・施工時に現場条件の不一致による変更が生じないように設計
する必要がある
（施工時に変更となりやすい事項は以下の通り）

・変更を見越した対応・対策を事前に考慮して設計する

①地層区分の見直しにより、緩い勾配に切り直す ①地質調査で３次元的に地層を把握する
②軟弱地盤の出現により、再度上段から切り直す

地盤によっては、法面対策工をあとから追加施工する
②床掘り時の斜面安定計算を必ず実施する

切土斜面頭部は切土補強（鉄筋挿入、吹付工）を標準とする
③切土端部での擦り付けを現場合わせとする ③細かな取り合い部まで隅切り形状を考慮して設計する

・地形変化点や取合い部で作図エラーが発生するため、線形モ
デルからの３次元モデル化が困難である

・線形モデルから作成せずに、3次元地形から直接モデルを作成する

・線形モデルから作成しない場合、納品形式であるLandXML形
式に適合しない

・実情に合わせてガイドライン（案）や基準・規定を改定する

・土工形状モデルの修正に手間（コスト、時間）がかかる ・容易に修正可能なモデリング手法やCADの自動作図機能を開発する

積算・施工
・切土端部で急勾配面が生じるため、労働安全衛生法で定める
「掘削面勾配の基準」に適合しない

・過掘りを考慮した土工形状モデルを標準とする
・擦り付け端部の隅切り形状を考慮してモデルに反映する

調　　査

設　　計
（詳細）

設　　計
（モデル化）

図-3 ３次元地盤モデルの例 

図-4 人工地山工法の事例 

図-5 設計-施工モデル（土工形状＋堰堤） 
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流動タイプ砂防ソイルセメントの砂防堰堤への適用性検討事例について

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所 光永 健男※1，村岡 章※2，伊藤 龍一，中川 徳雄，浅野目 和明
(株)建設技術研究所 ○笹山 隆，金野崇史，宇野澤 剛，溝口 裕也

(*1：現 六甲砂防事務所，*2：現 最上川ダム統合管理事務所)

はじめに

砂防領域における現地発生土砂は，他事業を含め

た近隣での利用ニーズの少なさ，利用地までの搬送

費が嵩むことなど，利用が難しいことが多い．現地発

生土砂活用策の一つに砂防ソイルセメントとしての

利用がある．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．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．

本検討は，今後想定される大規模崩壊への対応の

ため改築予定の最上川水系立谷沢川流域の潜岩第 2

砂防堰堤(以下，潜 2)を対象として，現地発生土砂が

多量にある現状を踏まえ，流動タイプの適用性を確

認すべく配合試験を行い，その結果を考察したもの

である．

母材候補の選定

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，十分な賦存量がある

ことを前提に表 1 の 4 地点で母材候補を採取した．

母材選定は良好な施工性の確保やコストなどを考慮

して行い，「③濁沢第 8 砂防堰堤(以下，濁 8)上流」

「④潜 2 下流」を選定した．③は④に混合すること

による物性改善効果を確認する意図で選定し，①は

④と同等の物性だが潜 2 から最も遠いこと，②は粘

性が強く混合・締め固めが困難なため選定しなかっ

た．

表 1 母材候補の分析結果

図 1 母材候補採取位置

砂防ソイルセメントのタイプ選定

瀬場から下流に保全対象があるが，瀬場から大規

模崩壊想定地点までの約 6.5km の区間に治山施設と

発電施設も含め 12 基の横断構造物が密に配置され

ていることから砂防堰堤の新設は困難であり，既設

堰堤の中で構造・費用対効果より大規模崩壊にも対

応できるよう改築可能な施設は潜 2 のみである．

改築後の潜 2 は透過型のためソイルセメントの適

用は非越流部に限られるが，非越流部は両岸合計で

約 60m と短く，堤長が長く施工量が多いほど効率が

増す転圧タイプのメリットが期待できない．転圧タ

イプは粒径 150mm までしか利用出来ないため，

500mm 程度まで利用できる流動タイプが現地発生

土砂活用の観点から有利である．また転圧タイプと

異なり端部を内部と同じ機械で突き固める流動タイ

プの方が，施工管理上は堤体全体の均質性を確保し

やすく強度のばらつきが生じにくいため，大規模崩

壊の外力に対応する潜2の堤体材料として望ましい． 
ただし流動タイプを堤体全体に適用した事例は少

なく，最適な配合を検討する際の基準等も少ないた

め，配合試験等により流動タイプの適用性を検証す

るものとし，転圧タイプは参考として検討した．

予備配合試験の実施

搬送距離より潜 2 下流土砂のみ用いることがコス

ト面で有利であるが，細粒分が少なく材料分離が懸

念された．そこで配合試験の前に，材料分離の有無や

ワーカビリティ確保の確認を目的に，細粒分を適度

に含む濁 8 下流土砂を混合したケースを設定した予

備配合試験を実施した．試験結果を表 2 に示す．

1. CASE①は当初想定された材料分離を生じない

結果であった．ただし硬練りとなったためセメ

ントミルクの水セメント比を 73％まで加水した．

この結果スランプ 10cm となり，この状態でも材

料分離は認められず良好な結果となった．

2. CASE②③は 2 箇所の土砂を混合したケースで

ある．濁 8 上流土砂は粘性が大きく塊になりや

すいため，一般的な混和剤(高性能減水剤)または

水による粘性改善効果を確認した．配合は，濁 8

上流土砂の単位体積重量が小さいため，計算値

の 95％で 18.6kN/m3を得られる混合率とした．

3. 混和剤を用いる CASE②は適度なワーカビリテ

ィが得られ，材料分離も認められない良好な結

果となった．この性状であればφ300～500mm程

度の粗石の 2 次混合も問題なく可能となる．

4. 混和剤を用いない CASE③は CASE②と比べ練

り混ぜ時の粘性が強く，CASE②より多くの水を

必要とした．この多加水状態でも粘性が高く，施

工性が CASE②より劣る．

この結果，濁 8 上流土砂はセメント量を増すか混

和剤を使えば活用できる可能性があることが判った． 

①立谷沢渓

流保全工

②伝五沢残

土処分地
③濁8上流 ④潜2下流

河床材料 掘削残土 堆積土砂 河床材料

6.4 45.9 23.7 6.4

礫分2～75mm 76.7 10.3 45.0 75.9

砂分0.075～2mm 22.4 47.4 28.8 22.8

細粒分0.075mm以下 0.9 42.3 26.2 1.3

2.207 1.685 2.047 2.239

2.072 1.155 1.655 2.104

自然含水比(%)

湿潤密度(g/㎝
3)

乾燥密度(g/㎝3)

粒度
(%)

採取個所

　試験項目

① 

④ 
立谷沢川 

② 

③ 

最上川 

瀬場 

大規模崩壊想定地点 潜岩第 2 砂防堰堤 

(改築対象) 
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表 2 流動タイプ 予備配合試験結果

配合試験ケースの設定

試験ケースは以下の考え方で設定した．

1. セメント添加量は，最低添加量が発現強度のみ

ならず混合性や練上がり後のコンシステンシー

確保の観点から 200kg/m3とされていることを踏

まえ，200kg/m3とした．なお流動タイプは砂分・

細粒分が少ない場合に材料分離する恐れがある

ため，細粒分に相当するセメントの添加量を増

やすことによる材料分離抵抗性を確認するため

250kg/m3のケースも実施した．

2. 流動タイプを堤体全体に適用した事例は少ない

ため，施工時の懸念事項になると想定される練

り混ぜ後の性状や施工性に重点を置いて調査し，

施工時の課題解決の一助となる情報を得られる

ようケースを設定した．予備試験結果より濁 8 下

流土砂を混ぜると粘性が強くなるため，土砂混

合率は，セメント増量の影響を把握するため予

備試験時同等の CASE7,8 および濁 8 下流土砂を

より多く使用出来るか確認する CASE9,10 とし

た．CASE7～10 ではセメントの増量・濁 8 下流

土砂の混合比率に応じて単位水量や混和剤使用

量を変えて性状の違いを確認した．設定したケ

ースは試験結果と合わせ表 3 に示す．

3. 設計基準強度は，安定計算で求めた堤体内部に

発生する最大圧縮応力 0.46N/mm2 に安全率 4 倍

以上を見込んだ 3.0N/mm2 とした．配合目標強度

は，先行工法である ISM 工法マニュアルを踏ま

え割増率 1.97 を乗じた 5.91N/mm2とした．また

スランプ管理値は既往文献 1)より，練上がり後

10cm 以上，30 分経過後 5cm 以上とした．

配合試験結果

試験結果を表 3，写真 1 に示す．

1. 潜 2 下流土砂を 100%とする CASE5,6,11 の圧

縮強度はセメント量 200kg/m3で目標強度を満足

する．また CASE5,6 よりセメントの増量に応じ

強度は増すが，スランプは小さくなりいずれも

スランプ管理値を満たさない．

2. CASE5,11 より同一セメント量で単位水量を増

やせばスランプ管理値と強度を満たせる．

3. CASE11 は材料分離していないがスランプ値が

目標を大きく超過している．この結果より単位

水量は 230kg/m3が上限と考えられる．混和剤を

使って単位水量を下げるとコスト増になるが，

単位水量を増やして施工性を上げれば圧縮強度

と単位体積重量は小さくなる．このため実施配

合試験では，施工性と強度・重量を考慮しつつ単

位水量を減らし，施工性確保のために必要な場

合は混和剤の使用を検討することが望ましい．

4. 濁 8 下流土砂を 30%混ぜる場合は，セメント・

混和剤を増量する CASE8 で良好な施工性を得

られた．50%混ぜる場合は，CASE9 は配合目標

強度を満たさず，セメント・混和剤を増量する

CASE10 はスランプ管理値を満たさない．この

結果より，濁 8 下流土砂の使用は 30%が活用の

目安と考えられるが，搬送コスト・材料費が増す

ため，残土処分費も含めた比較により活用の是

非を検討する必要がある．

表 3 配合試験ケースと結果

※CASE1～4は転圧タイプの参考ケースのため省略する． 
※灰塗りは基準値を満たさない評価項目．

写真 1 流動タイプスランプ試験状態

改築コストの比較

潜 2 改築概算工事費を比較(本堤のみ)した結果を

表 4 に示す．流動タイプの方が安価となる．形状は，

下流法勾配は 1:0.2 で固定，上流法勾配は 1:1.0 を上

限，天端厚は 3.0～4.0m として安定計算により最小

断面とした．

表 4 改築概算工事費(本堤のみ)比較

今後の課題

現場発生土砂の有効活用に加えコスト面でも流動

タイプが有利なことが判った．

大規模崩壊による外力を前提とした打継ぎ部のせ

ん断強度の確認，セメントと水の使用量が多いこと

を踏まえた温度応力によるひび割れ防止のための適

切な目地間隔の検討など，本施工に向けて，品質確保

のために検証すべき課題もある．また積雪寒冷地で

の施工となり，流動タイプを堤体全体に適用した事

例も少ないことから，想定外の課題が生じる恐れが

ある．このため試験施工により課題を抽出し，解決策

を検討する必要がある．
【参考文献】1)八木澤ら(2017) 砂防学会研究発表会概要集,2017,R03-3.

CASE② CASE③

潜2下流 65 65

濁8上流 35 35

63 73 73 92

1.5 0

良好 粘性強い
3 10 16 11

無し 無し 無し 無し材料分離

母材
混合率(%)

セメント添加量(kg/m3)

セメントミルク水セメ
ント比(%)

混和剤(%)

混合性
スランプ(cm)

項目

0

200

良好

0

CASE①

100

CASE5 CASE6 CASE7 CASE8 CASE9 CASE10 CASE11

潜2のみ 潜2のみ
潜2 70%
濁8 30%

潜2 70%
濁8 30%

潜2 50%
濁8 50%

潜2 50%
濁8 50% 潜2のみ

200 250 200 250 200 250 200
200 200 230 230 260 260 230

- - 1.5 2.0 1.5 2.0 -
粘性強

(難)
粘性強

(難)
粘性強

(難) 良好 良好
粘性強

(難)
良好

(緩)
無 無 無 無 無 無 無

練上がり後

10cm以上
4.5 4.0 9.0 14.0 14.0 7.5 20.5

30分後

5cm以上
1.0 1.0 3.0 10.5 6.0 4.0 15.0

9.59 11.7 7.44 11.2 4.64 10.9 7.7

21.3 21.3 20.5 20.7 19.8 20.1 20.8

土砂混合率

セメント添加量(kg/m3)

単位水量(kg/m3)

混和剤(%)

施工性

(混合時ハンドリング)
材料分離

スランプ

(cm)

圧縮強度試験(N/mm2)
5.91N/mm2

以上

単位体積重量(KN/m3)

流動タイプ 全コンクリート

堤高(m) 14.5 14.5

天端幅(m) 3.0 3.0

下流法勾配 1:0.20 1:0.20

上流法勾配 1:0.95 1:0.90

概算工事費(億円) 3.56 5.03

CASE5 CASE11 
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砂防堰堤の設計に用いる地質区分と床掘形状の関係について 

八千代エンジニヤリング株式会社 池田誠、〇矢野孝樹

１. はじめに

 砂防堰堤の床掘は、現地盤線または施工基面から土砂等を掘り下げ、埋戻（基礎も含む）を伴う範囲であ

り、床掘面の安定はコンクリート等により堤体構築する上で重要な設計項目である。そこで、弊社が保有す

る都道府県の砂防の技術基準やマニュアルに記載される地質区分に応じた床掘形状の考え方を収集し、地質

区分と床掘形状の関係を整理し、砂防堰堤の設計時及び施工計画時の留意事項について取りまとめた。

２. 地質区分の傾向

37 道県の技術基準に記載される床掘形状は地質区分で異なり、大きく【土砂相当】と【岩相当】の 2 つに

大別された。共通して、一般的に砂防堰堤の設計によく用いられる［粘性土］、［砂質土］、［礫質土］、［岩塊

玉石］が多く、【岩相当】では［軟岩Ⅰ］、［軟岩Ⅱ］、［中硬岩］、［硬岩］が多い傾向にあった。本報告では、

これらの地質区分を対象として、「地質区分と床掘形状の傾向」について整理した。

３. 地質区分と床掘形状の傾向

地質区分と切土高と床掘勾配の関係性を整理した。

【土砂相当】では切土高 5m 未満、5m 以上で床掘勾配を分離して設定させており、5m 以上の床掘勾配は

1:0.6 とするケースが多い傾向にあった。 
【岩相当】では、［軟岩Ⅰ］、［軟岩Ⅱ］は 1:0.3、中硬岩、硬岩は直～1:0.3 となり、岩級区分が堅硬になる

につれ、床掘勾配は急となる傾向にあった。［中硬岩］、［硬岩］では切土高 5m 未満、5m 以上で床掘勾配を

分けているが、一方、［軟岩Ⅰ］、［軟岩Ⅱ］では 5m を境界として床掘勾配は変化させておらず、岩級区分に

かかわらず 5m 以上は床掘勾配 1:0.3 とされる傾向にあった。 
なお、切土高 1m 未満では床掘勾配を直とする技術基準等も確認されたが、図－1 では省略した。 

 
 

４.「道路土工の切土勾配」と「砂防堰堤の床掘勾配」の傾向

道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版）の切土に対する標準のり面勾配※1と前章の整理結果

を対比した結果を表－1 に、「道路土工の切土勾配」と「砂防堰堤の床掘勾配」の範囲の重ね合わせを図－2
に示す。【土砂相当】では、「道路土工の切土勾配」の最急勾配 1:0.8～1:1.2 に対して、「砂防堰堤の床掘勾配」

は 1:0.5～1:0.6 と急勾配となっている。【岩相当】においても、「道路土工の切土勾配」の最急勾配 1:0.3～
1:0.5 に対して、「砂防堰堤の床掘勾配」は直～1:0.3 と急勾配となっている。 

岩相当 土砂相当 

図－１ 地質区分と床掘形状の傾向 

直 
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砂防堰堤の床掘勾配

切土高 勾配 勾配

砂 密実でない粒度分布の悪いもの 1：1.5～

5m以下 1：0.8～1：1.0

5～10m 1：1.0～1：1.2

5m以下 1：1.0～1：1.2

5～10m 1：1.2～1：1.5

10m以下 1：0.8～1：1.0

10～15m 1：1.0～1：1.2

10m以下 1：1.0～1：1.2

10～15m 1：1.2～1：1.5

粘  性  土 10m以下 1：0.8～1：1.2

5m以下 1：1.0～1：1.2

5～10m 1：1.2～1：1.5

硬  岩 1：0.3～1：0.8

道路土工の切土勾配

岩塊または玉石
混じりの粘性土

地山の土質

砂利または岩塊
混じり砂質土

砂  質  土

軟  岩
 5m未満　1：0.3
 5m以上　1：0.3

 5m未満　直～1：0.1
 5m以上　1：0.3

 5m未満　1:0.5
 5m以上　1:0.6

密実でないもの

密実なもの

密実なもの、または粒度分布
のよいもの

密実でないもの、または粒度分布
の悪いもの

1：0.5～1：1.2

 

 

 

５. 設計時の留意事項について

地質区分毎に設定されている床掘勾配は概ね、【土砂相当】で

1:0.5～1:0.6、【岩相当】で直～1:0.3 であり、道路土工の切土勾配と

対比して、急勾配に設定されていることが明らかとなった。

道路土工では永久法面に対する切土勾配が提示されているが、砂

防の技術基準やマニュアルにある切土勾配は床掘を対象とされて

いることから、一時的な切土法面であり、施工中に埋め戻されて切

土法面は覆われることが前提であることに留意が必要である。この

ため、砂防堰堤の床掘に起因する永久法面の勾配については、道路

土工等の技術基準を参考にすることが求められる。

床掘勾配は一時的な切土法面であるが、「地下水位線と床掘面の

位置関係の把握」、「土壌硬度計試験」、「周辺地山のガリー侵食状

況」、「周辺での工事実績」などに留意した勾配の設定が望ましい。 
６. 施工計画時の留意事項について               

適切な設計で決定された床掘形状は、施工中の切土法面の安定を確保するものであり、降雨、融結凍解等

による切土法面の表面侵食に対する安全性が担保されるものではない。そこで、本体掘削後に本堰堤打設・

間詰工の施工までに、一定期間切土法面が放置される場合には、図－3 に示すように吹付モルタルによる保

護、やむを得ない場合でもブルーシート（図－4 参照）による保護を計画し、これらを施工時の留意事項とし

て報告書、設計図への記載することも、安全な床掘計画の有効な手法と考える。

※1 道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版）平成 21 年 6 月 社団法人日本道路協会 p.136

図－４ ブルーシートによる保護 

図－３ 吹付モルタルによる保護 

表－１ 「道路土工の切土勾配」と「砂防堰堤の床掘勾配」の傾向 

図－２ 「道路土工の切土勾配」と「砂防堰堤の床掘勾配」の傾向 

勾
配

 
1
：ｎ

 

土砂相当 岩相当 
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三次元流体解析を用いた砂防堰堤の前庭保護工の機能検証事例について（2） 

八千代エンジニヤリング株式会社 池田誠，矢野孝樹，保坂幸一，〇小林泰士 

1. はじめに
堰堤高が15ｍ未満の砂防堰堤は本副間距離・重複高

は一般的に経験式より算定されるが，経験式は係数に
幅が設けられており，係数の選定は技術者の経験や過
去の事例によって決まる場合が多く，定量的な使い分
けの基準はない．既往の三次元流体解析を用いた検討
結果では，本堰堤の堰堤高を14.5mとした場合，現行基
準の経験式1)の後述の係数小を用いて前庭部保護工を
計画すると，本堰堤の越流水深が3m以上になると，前
庭部に水褥池が形成されず，十分に減勢されない可能
性があることが確認されている2)．本検討では，越流水
深が3mの場合を対象とし，本堰堤の堰堤高及び経験式
の係数による影響を明らかにするため，現行基準の経
験式に準拠して計画した砂防堰堤について三次元流体
解析を行い前庭保護工の流況と機能について検討した． 

2. 水理解析モデル
2.1  検討ケース 

本検討では，越流水深（3.0m），水通し幅（20ｍ），
袖小口勾配(1:0.5)に対して，本堰堤の堰堤高を14.5m，
12.0m，10.0mと変化させ，本副間距離及び重複高を決
定する係数を変化させて現行基準の経験式より算定し，
本堰堤・前庭部・副堰堤が一体となった三次元モデル
を作成した．以降，本副間距離と重複高の係数の組み
合わせを表１に示す名称する．概略図を図１，検討ケ
ースを表２に示す．

本副官距離： = (1.5~2.0) × ( + ℎ ) (1) 
重複高 ： = (1/3~ 1 4⁄ ) × (2) 
水叩き厚さ： = 0.1 × (0.6 + 3ℎ − 1.0) (3) 

表１ 係数の組み合わせと名称 

名称 本副間距離 重複高 
係数小 1.5 1/4 
係数大 2.0 1/3 

図 １ 概略図 
表２ 検討ケース 

Case H 係数 L H2 t 
1 

10.0m 
係数小 18m 2.5m 1.4m 

2 係数大 24m 3.4m 1.4m 
3 

12.0m 
係数小 21m 3.0m 1.5m 

4 係数大 27m 4.0m 1.5m 
5※

14.5m 
係数小 24m 3.7m 1.6m 

6 係数大 32m 4.9m 1.6m 
※Case5は既往の検討結果である2)。

2.2   三次元流体解析手法
 本検討で用いた三次元流体解析には等温・非圧縮・
不混和流体の2相流（水・空気）モデルを用いた．この
モデルの基礎方程式は，連続式とNavier-Stokes方程式
であり，離散化手法には有限体積法，自由水面の解析
にはVOF法を用いている． 

2.3   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0.125m），上部は粗く設定している．
境界条件は，堰堤部及び底面はNoslip，領域側部はslip，
上部は開放，上流端は水を一定流入，下流端は自由流
出させた．また，左右対称のモデルであるため，右岸
半分を解析範囲とし，中央部での境界条件を対称面と
した．計算時間は各ケースで流況が定常状態となる秒
数，計算時間間隔は自動制御（最大クーラン数0.5）と
した．乱流モデルは，LES(Large Eddy Simulation)の
標準Smagorinskyモデルを採用した． 

3. 三次元流体解析結果
実施した三次元流体解析結果の評価を行った．例と

してCase5(H=14.5m，係数小）とした場合の三次元流
体解析結果を図２に示す．

図 ２ Case5(H=14.5m,係数小)三次元流体解析結果

3.1   流況の評価
 本堰堤の堰堤高及び経験式の係数の変化に伴う前庭
保護工の流況の評価を行った．解析結果を図３に示す．
各図には，水と空気の境界線及び流速コンター，流速
ベクトルを表示した．
 係数小の場合，本堰堤の堰堤高に関わらず，本堰堤
から落水した鉛直下向きの流れは直接水叩きに衝突し，
副堰堤の越流水深より水褥池水深が低い状態で水叩き
を這うように高速流が発生し，副堰堤に衝突すること
で上向きの流向となり，大きく跳ね上がる流れを伴い
ながら副堰堤を越流している．

係数大の場合，本堰堤の堰堤高に関わらず，副堰堤
の越流水深と同等程度の水褥池が形成され，本堰堤か
ら落水した高速流は，副堰堤近づくにしたがって徐々
に分散し，係数小の場合に発生している跳ね上がる流
れは概ね解消している．

これらのことから，越流水深が3ｍの場合の前庭保護
工の流況は本堰堤の堰堤高の変化による影響は小さく，
経験式の係数の条件による影響が大きいことが確認さ
れた．

本堰堤 

副堰堤 
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図 ３ 水褥池内の流況及び流速の解析結果 

3.2  減勢機能の評価

（１）評価手法

本堰堤の堰堤高及び経験式の係数の変化に伴う前庭
保護工の機能の評価を行った．既往の検討結果では十
分に減勢された場合，副堰堤の越流水深及び越流部流
速は本堰堤と同等程度となることが確認されている 2)． 

副堰堤の越流水深h2を本堰堤の越流水深h1で除した

無次元量 h2/h1と，本堰堤の堰堤高 H の関係を図４に
示す．副堰堤の越流部流速 V2を，本堰堤の越流部流速
V1で除した無次元量 V2/ V1と，本堰堤の堰堤高 H の関
係を図５に示す．ここで，V2，V1は x,y,z 方向の合成流
速である．

（２）評価結果
係数小の場合には，h2/h1は 1.5～1.8 程度，V2/ V1は

1.2～1.4 程度となり，副堰堤の越流水深及び越流部流
速は本堰堤と比較して大きく，十分に減勢されていな
いと判断される．

係数大の場合には，h2/h1は 0.9～1.1 程度，V2/ V1は
1.0～1.2 程度となり，副堰堤の越流水深及び越流部流
速は本堰堤と同等程度となっていることから概ね減勢
されていると判断される．

これらのことから、越流水深が 3ｍの場合の前庭保護
工の機能は経験式の係数の条件による影響が大きく，
経験式の小さい係数を用いると，越流水深・越流部流
速ともに大きい状態で副堰堤を越流することが確認さ
れた．

図 ４ 越流水深比に対する本堰堤の堰堤高 

図 ５ 越流部流速比に対する本堰堤の堰堤高 

4. まとめ
現行基準の経験式を用いて，係数及び本堰堤の堰堤

高を変化させて三次元流体解析を実施し，前庭保護工
の流況及び機能について検討した．越流水深が3ｍの場
合には本堰堤の堰堤高（10m≦H≦14.5m）に関わらず，
経験式の係数の条件による影響が大きく，経験式の小
さい係数を用いると十分に減勢されない可能性がある
ことを確認した．今後は，越流水深・堰堤高・係数の3
つの変数の組み合わせについて，三次元流体解析を実
施し傾向を把握したい．

参考文献
1)建設省河川砂防技術基準（案）  同解説  設計編Ⅱ

(1997)：建設省河川局監修 
2)小林ら(2019)： 三次元流体解析を用いた砂防堰堤の

前庭保護工の機能検証事例について, 2019 年度砂防
学会研究発表会概要集，p.339-340

Case1(H=10.0m，係数小) 

Case2(H=10.0m，係数大) 

Case3(H=12.0m，係数小) 

Case4(H=12.0m，係数大) 

Case5(H=14.5m，係数小) 

Case6(H=14.5m，係数大) 
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既 設 砂 防 堰 堤 袖 部 緩 衝 工 に 関 す る 一 考 察 

（株）インバックス技術研究所（ITR） 

〇岩田 健、小林瑞穂、松村和樹 

１．はじめに 

平成 30 年 7 月豪雨に伴い広島県呉地方で石積

み砂防堰堤の損壊が多発した。これを受け、現在

全国的に石積み砂防堰堤の改築検討が実施され

ている。 

石積み砂防堰堤の改築・補強に関しては、国土

交通省より石積み砂防堰堤の緊急的な対策手法

の例として砂防ソイルセメントによる緩衝工の

例が示されているが、設計にあたっての具体的な

思想や検討方法については、設計者に委ねられて

いる。しかし、砂防ソイルセメントによる緩衝効

果については、これまでに実験等により確認され

た研究成果等はなく、設計にあたりその効果につ

いての標準的な考え方がないことは、設計者にと

って悩ましい状況であることから、砂防ソイルセ

メントの緩衝効果についての研究に着手するこ

ととした。なお、本発表は研究の基礎現状で記述

できる既往文献等を参考に考察を行ったもので

ある。 

図-1 石積砂防堰堤の補強対策の例 
※ 国土交通省公表資料 1）より

２．石積み砂防堰堤の被災メカニズム 

石積み砂防堰堤の被災は、堤体破壊をもたらす

事象の発生と、堤体破壊発生後の巨礫等による堤

体の侵食破壊から生じる。すなわち、堤体の侵食

破壊に繋がるような堤体の損傷が発生しなけれ

ば、堤体そのものの破壊は防ぐことができる。 

このため、緩衝工の設置で石積砂防堰堤の構造

体の損傷を発生させる作用外力を減衰させるこ

とができれば、堤体破壊につながる損傷の発生と

侵食破壊を防止することが可能となる。 

損傷のトリガーとなる土石流やそれに伴う巨

礫の衝突は、水通し天端部や袖部に生じる危険性

が高いため、これらの部位に対する補強は有用で

あると考える。 

図-2 石積砂防堰堤の被災メカニズム 
※ 国土交通省公表資料 1）より

３．一般的な堤体補強対策 

コンクリート製の砂防堰堤では、袖部の補強対

策は一般に補強鉄筋の配置により対処すること

が多い。また、現行基準に適合する安定性や天端

幅等の確保を目的とし、腹付けコンクリートによ

る補強対策を行うことが一般的である。 

しかし、既設の石積砂防堰堤等の改築では、

袖・堤体部ともに内部材料に空隙が存在する可能

性があり、この場合補強鉄筋の定着に課題が残る。

また、補強鉄筋で袖部と堤体部を一体化させるこ

とにより、袖部に作用した外力が堤体そのものの

倒壊に繋がる危険性もある。 

したがって、既設石積砂防堰堤の袖部補強では、

新設の砂防堰堤と同様の補強対策を適用するこ

とは必ずしも適切であるとは言えない。 

４．緩衝工の設置事例 

既設砂防堰堤の補強対策は、一般に腹付けコン

クリートによるものが多く、作用外力に対しての

抵抗力を向上させることを基本に考えられてい

る。一方で、この作用外力自体を減衰させるため

の緩衝工の設置事例は少ない。 

これまでに設置された緩衝工の事例として、①

砂防ソイルセメント、②タイヤ、③土砂の事例を

以下に挙げた。 
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写真-1 砂防ソイルセメント緩衝工の事例 

写真-2 タイヤによる緩衝工の事例 

写真-3 中詰土砂による緩衝工の事例 

５．緩衝工設置における留意事項 

緩衝工の設置においては、使用する材料やその

緩衝効果について十分に検討し、確実に緩衝工と

しての機能を発揮させるとともに、周辺環境への

影響等も考慮することが必要である。 

緩衝工の材料は、以下の点を考慮して選定する

ことが望ましい。 

① 平常時や中小出水時に流出する危険性が

ないもの（未固結の材料は設置しない）

② 現地材料を利用する（山間地における材料

調達、景観面への配慮）

６．緩衝工材料による緩衝効果 

６.１ 既往研究成果 

緩衝工の緩衝効果は、用いる材料の弾性係数等

によって大きく異なる。既往研究成果 2)による材

料別の緩衝効果として、以下がある。 

・ 砂 ：設置していない場合の 9～ 33％

・ ゴム：    〃     24～ 83％ 

・ 木材：    〃     67～125％ 

上記のとおり、これまでの既往研究では、砂や

ゴム、木材等の材料を対象に緩衝効果の研究はさ

れているものの、砂防ソイルセメントによる緩衝

効果に関する実験は実施されていない。 

６.２ 砂防ソイルセメントの緩衝効果 

砂防ソイルセメントの緩衝効果に関する既往

研究 3)では、礫衝突時の衝突荷重と時間の関係が

示されている（図-3）。 

コンクリートに作用する最大衝撃力が約

5,200kN、砂防ソイルセメントでは約 2,000kN と

なっている。砂防ソイルセメントの最大荷重は、

コンクリートに対して 4割程度であり、十分な緩

衝効果があるものと判断できる。 

となっており、 

（コンクリート）   （砂防ソイルセメント） 

図-3 衝撃力～時間関係 

ただし、これらは机上の応答解析の結果に基づ

くものであり、この傾向が実際の実験でも得られ

るか否かを確認するため、今後衝撃実験等を実施

して検証を行っていく必要がある。 

７．終わりに 

本考察では、砂防ソイルセメントの緩衝効果に

ついて研究の第一段階として考察した。 

今後、動的載荷試験等により砂防ソイルセメン

トの緩衝効果を検証するとともに、コンクリート

との対比、母材となる現地発生土砂の土質の違い

による緩衝効果の違い等も検証し、緩衝工設計の

基礎資料としてとりまとめたい。 

－参考文献－ 

1）国土交通省公表資料,「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

2）土木研究所資料第 2169号,昭和 60年 3月：土

石流衝撃力に対する緩衝材に関する実験およ

び解析報告書 

3）別府万寿博,中村徹,牛窪光昭,石川信隆：巨礫

の衝突を受ける砂防ソイルセメントえん堤の

衝撃挙動に関する基礎的考察，土木学会構造工

学論文集 Vol.55A,2009.3 

約 5,200kN 約 2,000kN 
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BIM/CIMを活用した砂防施設配置計画の取組み 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○菊池 将人・飛岡 啓之・花田 良太・堂ノ脇 将光 

１．はじめに 

 国内では建設現場の生産性向上を図る i-Construction の取組みにおいて、CIM を導入することで受発注者双方の業務効

率化・高度化が推進されており、令和 2年 2月「CIM導入ガイドライン 第 10編 砂防編」が公開された。 

 当社では、近年砂防分野を対象に多くの BIM/CIM 活用業務を実施してきた。しかし、各設計基準に基づき従来の手法

で作成した 2次元図面をもとにその都度 3次元モデルを作成しており、本来の BIM/CIMの目的である設計作業（設計、

作図、数量算出）時間の短縮による業務効率化が図られているとは言い難い。この問題の主な理由としては、元来土木構

造物は場所によって地形や地質が異なり、基本的には現場ごとの単品生産であるため、一度作成した 3次元モデルを再利

用することができないためである。 

一方で、近年我が国では土砂災害発生件数の増加や激甚的な土砂災害が頻発しており、発災後には多くの場所で、災害

復旧に向けた早急な施設計画・設計が求められる。しかし、施設規模の設定などにおいて繰り返しのトライアルを必要と

することから、作業上の労力が大きく、早急に災害復旧を進める上での支障となっている。 

 以上を踏まえ、本来の「BIM/CIM活用による業務効率化・高度化の達成」を目標として、2次元設計を介さない 3次

元モデルによる砂防施設配置計画、砂防堰堤設計を試みた。 

２．３次元パラメトリック設計の適用 

本検討には、ダッソー・システムズ株式会社の 3次元ソフトウェアであるCATIAを採用した。その理由としては、「3D

モデルの要所にパラメータ（変数）を紐付け、数値と形状を連動させることが可能（パラメトリック設計）（ダッソー・

システムズ株式会社 HP から引用）」なためである。この機能を利用し、砂防施設の要所にパラメータを紐づけ、パラメ

ータに値を入力することで 3次元堰堤モデルを設計できるよう開発した。 

３．３次元パラメトリック設計を用いた砂防施設配置検討 

 堰堤位置と堰堤高（有効高）をパラメータとして設定し、これらの値を入力することで設定した堰堤地点からの現河床

勾配を自動計算し、立積で効果量を算出するモデルを構築した（図 1、図 2）。このモデルにより、堰堤位置や堰堤高を変

更しても、自動的に効果量を再計算することができる。そのため、従来のような堆砂範囲の縦横断図を作成し平均断面法

で施設効果量を算出していた方法と比較し、10秒程度で効果量を算出することが可能となった。 

 また、効果量の算出に加え、その堰堤位置における地形に合わせた堰堤形状も基準に則った形状で自動的に生成される

ように構築しており、その堰堤形状時のコンクリートボリュームも算出することが可能である。そのため、従来の手法よ

り短時間で経済的な堰堤配置の最適案を決定することができ、B/Cに優れる施設配置を短時間で求めることが可能となっ

た。 

堰堤高8m

堰堤高12m

効果量:4230m3

効果量:12730m3

図 1 堰堤高を変更したときの効果量算出概要図 

効果量:12730m3

コンクリートボリューム:1800m3

効果量:6216m3

コンクリートボリューム:1956m3

40m

図 2 堰堤位置を変更したときの効果量及びコンクリートボリューム算出概要図 
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４．３次元パラメトリック設計を用いた砂防堰堤予備設計 

 前章では、パラメトリック設計による施設配置計画について紹介した。当社が開発しているBIM/CIMモデルでは、堰

堤位置や堰堤高以外もパラメータとして設定しているため、現象や地域ごとの設計基準に沿って、モデルを作成すること

ができる。さらに、パラメータで施設形状が設定されているため、作成したモデルを他の場所にも適用することが可能で

あり、適用するモデルに対し現象や地質などの諸条件に合わせてパラメータを入力すれば、極めて短時間で設計すること

が可能である。また、堰堤高や水通し幅、根入れ距離などをパラメータ化しているため、形状を数値入力し変更すれば、

副堤や水叩（プール）といった付帯構造物のモデルも連動して修正される。同時に堰堤自体のコンクリート量も算出する

ことができ、概算工事費の比較にも役立てられる。これにより、3次元で地形等を確認しながらパラメータを入力し、施

設を設計することが可能となった。（図 3） 

５．今後の展望 

 本検討では、パラメータを組み込

んだBIM/CIMモデルを活用するこ

とにより、パラメータ（堰堤高や堰

堤位置）を変化させたときに効果量

やコンクリートボリュームも自動的

に算出することができ、B/Cに優れ

る施設配置を短時間で検討すること

が可能となった。そのため、発災後

のような早急な対応が求められると

きに、このBIM/CIMモデルは解決

の一助となると期待できる。 

また、効果量に関して、従来では

設定されている計画流出量を満足す

るため堰堤高や位置を試行し決定し

ており、作業労力が大きかったが、

今後は、このような課題解決に向け、

計画流出量をパラメータとして、これを満足する堰堤高や施設位置を自動的に算出できるモデルも開発する予定である。

また、透過型砂防堰堤や部分透過型砂防堰堤、副堤＋流木止め設置タイプ等の各種堰堤形式に対してもパラメータを組み

込んだモデルを準備し、適用範囲拡大に繋げる予定である。 

 さらに、計画から設計までを一元的に確認することができるような、流域全体のBIM/CIM化についても今後検討を進

め、現地調査等で得られる諸条件（例えば平均渓床幅や堆積土砂深、年確率雨量）をそのモデルに入力すれば設計が一旦

完結するようなモデルを開発していく予定である。 

平均渓床幅、堆積土
砂深、etc…の入力

設計諸元の算出

最適な堰堤位置の自動化

計画で扱う土石
流・流木諸元

施設配置計画

予備・詳細設計

自動化

流域全体のBIM/CIM化

図 4 流域全体のBIM/CIM化概要図 

図 3 水叩き勾配を例としたパラメトリック設計 
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衝撃繰り返しを受ける貧配合コンクリートの表面損傷特性に及ぼす 

配合条件の影響 

防衛大学校 ○黒田一郎，堀口俊行 

1. はじめに

ソイルセメントは現場で発生した土砂をセメント

で固化させることによって有効活用し，山間部の砂

防構造物の構成材料として有用性が期待される．砂

防構造物においては土石流の衝突による衝撃力を考

慮する必要があるが，ソイルセメントの耐衝撃性は

まだ充分に解明されていない状況にある．ソイルセ

メントのコンクリートとの差異を特徴づけるのは、

細粒分を多く含んだ土砂を骨材として使用すること

と，単位セメント量が少ない貧配合であることであ

る．本研究では，後者の貧配合であるという特徴に

着目し，貧配合コンクリート供試体に対する繰り返

し衝突実験を行ない，表面損傷や耐衝撃性に及ぼす

配合条件の影響を調べたものである． 

2. 実験の概要

供試体は一辺が200mmの立方体の無筋コンクリ

ートである．配合と実験時の圧縮強度，弾性係数を

表-1に示す．配合は，早強ポルトランドセメントを

使用して，細骨材率70%，水セメント率100%，単位

セメント量150kgを基準とし，パラメータ毎に3水準

（細骨材率は36, 70, 100%，水セメント比は66, 100, 

150%，単位セメント量は75, 150, 300kg）を設定して

いる．通常のコンクリートに比べて水セメント比が

大きく，単位水量が少ないのは前述した通りソイル

セメントの配合を模したためである．打設後14日間

の水中養生の後に気乾養生し，材齢28日を過ぎてか

ら実験に供した．同一条件での供試体数は3体を基本

とし，一部の供試体で2体である． 

コンクリート床上の上にロードセルを置き，その

上に鋼板，供試体の順で設置し，重錘落下装置を用

いて供試体上面に鋼製重錘を自由落下させ衝突させ

た．重錘の質量は10kg（付属部品を含めて10.57kg）

であり，落下高さは0.6mとした．実験は，供試体が

割裂するまで衝突を繰り返し，衝突によって表面に

生じたクレータ状のへこみの体積（以下，損失体積

V）と，供試体からロードセルへ伝達される伝達衝撃

力PCを測定した．損失体積Vの測定は，衝突を受ける

供試体表面をメッシュに分割して，その格子点にお

けるへこみの深さをノギスで計測した上で数値積分

によって算出した．ここで，伝達衝撃力に着目した

理由は，既存の構造物を衝撃から防護する材料とし

てソイルセメントを使用する場合を想定して，既存

表-1 供試体一覧 

 図-1 細骨材率の影響 図-2 水セメント比の影響 図-3 単位セメント量の影響 

供試体名 細骨材率 水セメント比 単位セメント量 圧縮強度 弾性係数 供試体数

s/a (%) W/C (%) C (kg) (N/mm
2
) (N/mm

2
)

 sc70-100-75 70 100 75 0.71 229 3

 sc70-100-150 70 100 150 5.68 1246 3

 sc70-100-300 70 100 300 21.84 16802 2

 sc70-66-150 70 66 150 3.48 1280 2

 sc70-150-150 70 150 150 5.03 1562 3

 sc36-100-150 36 100 150 15.58 25204 3

 sc100-100-150 100 100 150 1.79 437 3

0

10

20

30

40

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100 125

単
位
ｴ
ﾈ
ﾙｷ
ﾞ
ｰ損

失
体
積

R
V

(m
m

3
/J

)

伝
達
衝
撃
力

P
C

(k
N

)

細骨材率 s/a (%)

3体とも

破壊

◇PI (左軸)

○RV (右軸)
0

10

20

30

40

0

25

50

75

100

0 50 100 150 200

単
位
ｴ
ﾈ
ﾙｷ
ﾞ
ｰ損

失
体
積

R
V

(m
m

3
/J

)

伝
達
衝
撃
力

P
C

(k
N

)

水セメント比W/C (%)

◇PI (左軸)

○RV (右軸)

0

10

20

30

40

0

25

50

75

100

0 100 200 300

単
位
ｴ
ﾈ
ﾙｷ
ﾞ
ｰ損

失
体
積

R
V

(m
m

3
/J

)

伝
達
衝
撃
力

P
C

(k
N

)

単位セメント量 C (kg)

3体とも

破壊

◇PI (左軸)

○RV (右軸)

R6‑037

357

2020年度砂防学会研究発表会概要集



構造物へ伝播する衝撃力を低減する効果が期待でき

るかを調べるためである． 

3. 実験結果

図-1～図-3は各供試体の第1回の衝突時の単位エ

ネルギー損失体積RV，伝達衝撃力PCと各配合パラメ

ータ（細骨材率s/a，水セメント比W/C，単位セメン

ト量C）の関係を示したものである．ここで，単位エ

ネルギー損失体積RVとは、損失体積Vを重錘の運動

エネルギーで除した値である．

水セメント比W/Cと単位セメント量Cを変化させ

ずに一定として，細骨材率s/aの影響を比較した図-1

では，細骨材率s/aが100%の供試体sc100-100-150は3

体ともすべて1回の衝突で割裂し損傷が激しかった

ため損失体積は枠外に表示する．細骨材率s/aが伝達

衝撃力PCに及ぼす影響は明白ではないが，細骨材率

s/aが大きくなるほど単位エネルギー損失体積RVは

大きくなっており，細骨材率s/aの及ぼす影響が顕著

である． 

細骨材率s/aと単位セメント量Cは一定のまま，水

セメント比W/Cを変化させた図-2では，伝達衝撃力

PC，単位エネルギー損失体積RVの両方に対する水セ

メント比W/Cの影響は明らかでない．

細骨材率s/aと水セメント比W/Cが一定で，単位セ

メント量Cを変化させると(図-3)，単位セメント量

の増加に伴って単位エネルギー損失体積RVが著しく

低減し，その一方で伝達衝撃力PCは増加傾向を示し

た．

 次に圧縮強度fc'で，伝達衝撃力PCと単位エネルギ

ー損失体積RVを整理し，図-4と図-5にそれぞれ示す． 

 圧縮強度は，最も小さくて1N/mm2に満たない値で

あり，最大の供試体で約22N/mm2であった(表-1参

照)．圧縮強度fc'が大きくなるほど伝達衝撃力PCは大

きくなる傾向を示していて，伝達衝撃力を抑制する

ためには圧縮強度fc'を小さくする方が有利であると

いう結果となった．一方，単位エネルギー損失体積

RVは，圧縮強度fc'が小さいと大きくなり，これを抑

制するためには圧縮強度fc'を大きくする必要がある．

ソイルセメントで既存構造物を被覆保護する場合を

想定すれば，衝撃の作用に因ってソイルセメント自

体が損なわれることを防ぐためには圧縮強度fc'を大

きくすることによって単位エネルギー損失体積RVを

抑えることが望ましいが，一方で，伝達衝撃力PCを

小さくするためには圧縮強度fc'を小さくすることが

有利であり，両者はトレードオフの関係にある． 

 重錘の落下衝突は，供試体が破壊するまで繰り返

した．図-6は，細骨材率s/aを70%，単位セメント量

Cを150kgで一定とし，水セメント比W/Cを66～150%

に変化させた場合の，損失体積Vと累積重錘エネル

ギーEAの関係を示したものである．ここで，累積重

錘エネルギーEAは，重錘の1回の落下衝突での運動エ

ネルギーに衝突回数Nを乗じたものである．累積重

錘エネルギーの増加に伴って損傷体積が増えている

様子がわかる．供試体が破壊するまでの衝突回数N

を，破壊衝突回数NDと定義し，耐衝撃性能の指標の

一つとして圧縮強度fc'との関係を図-7に示す．破壊

衝突回数NDは，圧縮強度fc'と密接な関係にあり，圧

縮強度fc'が大きいほど大きな数となっている． 

4. まとめ

(1) 水セメント比と伝達衝撃力，表面損傷の関係は

明らかでなかったが，単位セメント量はこれらと明

白な関係を示し，単位セメント量が大きくなると表

面損傷が抑えられる一方で伝達衝撃力は大きくなる． 

(2) 圧縮強度を指標として，伝達衝撃力低減効果と

耐衝撃性能を評価すれば，両者はトレードオフの関

係にある． 

 図-4 PC - fc' 関係 図-5 RV - fc' 関係 図-6 V - EA 関係 
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流木の形状と比重が山地河川における橋の閉塞に及ぼす影響 

京都大学大学院農学研究科 ○東谷卓哉・中谷加奈・小杉賢一朗 

広島大学大学院先進理工系科学研究科 長谷川祐治 

立命館大学理工学部 里深好文 

１．はじめに 

近年、土砂災害時に発生した流木により、下流の橋が閉塞して河床・水位が上昇することで、被害が

拡大する事例が報告される 1)。流木の流出により全ての橋が閉塞するわけではない。既往研究 2)では、

山地河川に設置される橋脚のない橋を対象に、流木の流下濃度に着目して実験から流木による閉塞の発

生条件を検討している。流木の既往研究の多くは、幹のみの丸太形状を対象として、針葉樹等を想定し

た 1 より小さな比重を採用している。一方で実際の災害は、丸太状だけでなく根付きの流木形状や、比

重が 1 よりも大きな流木が発生する事例も報告 3),4)されている。本研究は、形状や比重の異なる流木に

着目して、流木の流出が橋の閉塞に及ぼす影響を検討することを目的とした。 

２．実験方法 

実験は、既往検討 2)と同様

に、水路長 400cm、幅 20cm、

勾配 2°の直線水路を用いた

（図-1）。橋模型は、橋の上流

側を下流から 50cm 位置にな

るよう配置した。上流端から

定常的に水を供給して、上流

端より 30cm 下流の位置から

流木を一度にまとめて投入

した。投入時のばらつきを考慮するため、同一条件での実験を 10回繰り返した。水理条件は流量 3.37l/s、

水深 14mm、平均流速 1.2m/s である。橋脚のないワンスパンの橋模型（縦断幅 8cm、幅 2cm）を作成し、

水面から橋桁下面までの高さ（余裕高）を 2mm、5mm、8mm に変化させた。 

実験は 2 台の高速ビデオカメラ（300f.p.s.）を用いて撮影した。カメラは、水路上空から橋とその上流

50cm までが映る位置と、橋模型を真横から撮影できる位置に設置した。水路上空のカメラからは流木

が橋に到達する流れの状況を把握して、橋上流での流木流量を求めた。側面からのカメラは水位上昇に

よる閉塞状況を記録した。本研究での閉塞は、橋の上流側の水位が上昇している場合と定義した。 

実験の流木の条件を表-1 に示す。幹のみの丸太形状と根付きの 2 種類を用いた（写真-1）。根付形状は

3D プリンタにより ABS 材で作成し、比重 0.8 は中心部に空洞を設けて調整した。丸太形状は、比重 0.8

は木製の棒を、比重 1.2 ではアクリル製の棒を用いた。予備実験から市販のアクリル棒をそのまま用い

ると、比重 0.8 の丸太では閉塞確率が 0.9 に相当する流木濃度を供給しても全く閉塞しなかった。実験

観察から、一時的に複数本が重なり合ってもアクリル棒の表面が滑らかなた

めにすぐにバラバラになり、ジャム状の閉塞が継続して起こらないことが要

因と推測される。そこで、アクリル棒の表面に粒径 0.5mm の珪砂 5 号を 1 本

あたり 0.1~0.2g貼り付けて凹凸を付ける処

理を行った。この処理を行うことで、複数

本の流木が重なりあった際に閉塞が継続

して発生することを確認した。以降の実験

では、表面に凹凸をつけたアクリル棒を比

重 1.2 の丸太状模型として用いた。 

実験後に上空からの映像を解析して、橋

の直上流での流木流量を求めた。水の供給

形状 根付 丸太

長さ(mm) 50/70

径 (mm) 5 

比重 0.8/1.2 

投入本数 3～110 20～370 
写真-1 流木模型 

表-1 流木の条件

図-1 実験の概要（水路概観、撮影状況） 
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流量と合わせて流木濃度を算出して、実験の閉塞・非閉塞の結果と合わせてロジスティック回帰分析を

行い、閉塞確率を算出した。 

３.結果と考察

図-2 に余裕高 8mm の根付形

状で、流木長 7cm と 5cm、比重

0.8 と 1.2 の実験結果を示す。閉

塞が起こり始める最小の流木

濃度は、流木長 7cmでは比重に

よる違いは殆どない。一方、流

木長 5cm では比重が小さい流木

の方が、より小さな流木濃度の

0.026で閉塞が発生し始める。流木

長が大きい場合は、流木の比重に

関わらず水面から飛び出た状態

で流下するため、橋桁に衝突し始

める流木濃度に差が生じない。そ

のため、閉塞を起こし始める流木

濃度は比重による差が生まれない

と考えられる。 

 図-3 には丸太形状で流木長 5cm の条件で、余裕高が 2mm と 5mm について流木の比重 0.8 と 1.2の実

験結果を示す。根付形状とは異なり、比重 1.2 の方がどちらの余裕高でも閉塞が始まる最小の流木濃度

が小さい。また、比重が小さな丸太形状は、比重が大きな丸太と比べた場合に同じ本数の流木が流下し

ても流下にかかる時間が短いという結果が得られた。これは、比重の大きな丸太形状では水中に沈んで

一部は河床と接触しながら流下するため、比重が 1より小さく水面に浮いて流れる流木と比べて流下速

度が遅くなるからである。流下速度が遅いと橋付近での各流木の滞留時間が比重の小さなものより長く

なるため、小さな濃度でも閉塞が起こり始めると考えられる。 

図-4 ロジスティック解析で得られた閉塞確率（Cw:流木濃度、SG:比重、log:丸太形状、root:根付形状、

Hc:余裕高、lw:流木長） 

図-4 は各ケースの流木長 5cm の結果を、ロジスティック回帰分析を用いて解析した結果である。比重

1.2 では根付も丸太も余裕高が大きくなると、非閉塞から閉塞の遷移幅が狭く傾きが急になる。比重 0.8

根付も同様だが、比重 0.8 丸太では逆に余裕高が大きくなると傾きが小さくなる。この傾向は他のケー

スとも比較して考察を進めていく。

今後は橋脚有りの橋での閉塞条件について、流木の形状や比重に着目して検討を進める。また、直線

の幹形状だけでなく曲がった幹形状の影響や、異なる形状を混合した条件について検討を進める。 

参考文献 1)石川芳治ら，砂防学会誌，66(5), 61-72, 2014, 2)中谷加奈ら，土木学会論文集 B1（水工学）74(5), I_1081-1086, 

2018, 3)久保田哲也，水利科学，62(6), 10-22, 2019, 4)小松利光監修，山本晃一編集：流木と災害 発生から処理まで，技報

堂出版株式会社，203-225，2009 

図-2 実験結果（根付形状、余裕高 8mm） 

図-3 実験結果（丸太形状、流木長 5cm） 

図-3 実験結果（丸太形状、流木長 5cm） 
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１. はじめに

令和元年に全国に多大な被害をもたらした台風 19

号など、昨今の異常気象による豪雨によって斜面の落

石及び崩壊が多発しているため、土砂災害の発生危険

性が高い斜面において崩壊土砂対策が一層注目されて

いる。 

現在、崩壊土砂対策工として待受式コンクリート擁

壁工が多く使われているが、擁壁断面が大きいため用

地の確保や設置にかかるコストが大きな負担となって

いることや、設置後も崩積土砂の除去作業がしにくい

ことなどの問題を抱えている。これらの理由から実施

自体が難しく対策が進まないという地域も存在してい

る。 

このような崩壊土砂対策における現状を受けて、上

記の課題を解決する新しいタイプの崩壊土砂対策工で

ある逆 T 型 CFT 防護擁壁を開発した。 

２. 基本構造と特長

当工法の基本構造は、従来工法において崩壊土砂を

受け止める機能を果たす重力式コンクリートにあたる

部分を角形 CFT ( Concrete Filled Steel Tube:コン

クリート充填鋼管)に置き換えた逆 T 型構造である。こ

れにより、図-2 に示すように崩土ポケットを広く確保

することで擁壁高を低くすることが可能となった。ま

た支柱である角形CFTは密に(標準0.76m間隔)配置さ

れており、支柱間の阻止面には土砂や礫を捕捉するの

に十分な剛性があり部分的に破断しても伝線のないエ

キスパンドメタルを使用し、必要な機能を満足できる

構造となっている。 

以下に当工法の特長を挙げる。 

① コンクリート量及び切土量の削減

図-2 に示すように崩土ポケットを前面に出すことが

でき、従来の待受式コンクリート擁壁工と比べ壁高及 

 

び擁壁断面を小さく抑えられる。 

これにより、コンクリート量と斜面の切土量を最小限

に留めるだけでなく、狭小なスペースにおいても崩壊土

砂対策工の施工が可能になる。 

② 容易な堆積土砂除去作業の実現

逆 T 型 CFT 防護擁壁は崩土ポケットの底面幅が広い

ため、小型重機を使った崩積土砂の除去作業が可能であ

り維持管理が容易になる。また、支柱である角形 CFT は、

着脱することが可能な構造となっており、崩積土砂を除

去する際は、支柱の取り外しを行うことで、維持管理作

業をさらに容易にすることができる。 

③ コスト縮減

斜面勾配を 50°、斜面高さを 30m など標準的な急傾

斜地崩壊対策の設計条件を用いて断面形状を検討して、

待受式コンクリート擁壁と概算直接工事費について比較

を行ったところ表-1 の結果が得られた。 

 逆 T 型 CFT 防護擁壁は待受式コンクリート擁壁と比

べて約 17％のコスト縮減となり、従来工法よりも安価な

崩壊土砂対策工であることが分かった。 

汎用角形鋼管を活かした逆 T 型 CFT 防護擁壁 

株式会社 共生 ○長野恒平・井幡英紀 
京都大学名誉教授      水山高久 

図-1 逆 T 型 CFT 防護擁壁の基本構造 
図-2 従来工法との断面形状の比較 

表-1 待受式コンクリート擁壁とのコスト比較 
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３．実物大衝突実験による性能確認 

当工法において捕捉機能を担う CFT 支柱とその支

柱間の阻止面となるエキスパンドメタルの性能につい

て、以下の落石の衝撃力を想定した実物大衝突実験に

よって確認を行った。なお、崩壊土砂の衝撃力に対し

ては安定計算による照査によって性能確認を行う。 

1) 実験方法

CFT 柱□-200×200×6 を 0.76m 間隔で 4 スパン

(3.04m)配置し、それに長さ 2.0m のエキスパンドメタ

ルEX—50×152.4×4.5×7を取付けたCFT防護柵を水

平に設置し、そこに所定の高さまで吊上げた重錘を落

下させ変形状況を確認した。

2）実験結果 

【CFT 支柱】 

 CFT 支柱には礫径 0.7ｍに相当する 520 ㎏の重錘を

高さ 15ｍから落下衝突させた。そのときの曲げ変位は

165mm、曲げ変形角は 6.0°であった。衝突箇所に局

部座屈はみられるもののまだ限界には至らなかった。 

【支柱間阻止面(エキスパンドメタル)】 

エキスパンドメタルには、直撃する可能性のある最

大クラスの約 0.4ｍの中規模落石に相当する 106 ㎏の

重錘を高さ 10ｍから落下衝突させたところ、EX—50×

152.4×4.5×7 を使用することで貫通することなく捕 

捉できることが確認できた。ストランドに一部破断が 

あっても、金網と違い伝線することがないため、破壊に至

らず捕捉機能を維持できることがわかった。 

3）実験結果の評価 

 本実験ケースは単純梁で行われ、重錘の衝突エネルギ

ーは 76.4kJ である。これを実際の構造である片持ち梁に

置き換えると、衝突エネルギーは単純梁の 1/2 として

38.2kJ となる。なお支柱は限界に至っていないため、よ

り大きい衝突エネルギーの吸収を期待できる。一方で待

受式コンクリート擁壁工の支柱に使われている H 形鋼

H-200×100×5.5×8 の可能吸収エネルギーが 11.4kJ 程度

であるため、CFT 支柱が高いエネルギー吸収性能を有し

ていると評価することができる。 

４．おわりに 

崩壊土砂対策工は、限られた予算の中でいかに効果的

な対策を施すかに加え、現場の人手不足もあり設置後の

維持管理のし易い対策工が求められている。逆 T 型 CFT

並列防護擁壁はこれらのニーズに十分に応えることので

きる新しいタイプの崩壊土砂・落石防護擁壁といえる。 

 

 

図-3 支柱の変形状態のモデル 

写真-2 支柱の変形状況 

参考文献 

1)新・斜面崩壊防止工事の設計と実例－急傾斜地崩壊防

止工事技術指針－本編 , （一社）全国治水砂防協

会,1989,344p

2)落石対策便覧,公益社団法人 日本道路協会,平成 29 年 

写真-3 エキスパンドメタルの捕捉状況 

写真-1 実験の状況 
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多様な現場条件に適合できる CFT 応急対策工

株式会社 共生 〇本郷広、依田隆春、安田充範 

１．はじめに 

我が国日本は、今や地球規模の気候変動によって、

毎年至る所で頻発する土砂災害に直面して久しい。 

令和元年末以降、平成 30 年 7 月豪雨以後の土砂災害を

踏まえ、二次被害等が懸念される箇所等について、応

急対策工の迅速な実施が求められている。 

既存の応急対策工は、大型土嚢、コンクリートブロッ

ク、ブロック積堰堤、強靭ワイヤーネット工等挙げら

れるが、どれも一長一短あり、機能・コスト・工期面

全てに秀でた工法がないのが実情である。

本稿では、それらに代わる工法として、工期短縮お

よびコスト縮減が図れる CFT 応急対策工を紹介する。 

２．既存工法の課題 

即応性のある大型土嚢は、あらゆる災害発生直後に

設置されるが、二次災害で下流への土砂流出に対する

備えには、強度的に不十分である。大規模災害では、

大型土嚢以外のものが主に使用されているが、それら

は製作に数ヶ月掛かるため、各地方整備局等において、

応急対策用資機材の備蓄が促進されている。 

しかし保管スペースや管理が別途必要となる。 

また強靭ワイヤーネット工は、アンカー工等の専門技

術者が必要となり、地場の土木業者だけで施工が出来

ないという問題点もある。 

３．CFT 応急対策工 

3.1 基本構造 

並列に配置した角形 CFT 柱(コンクリート充填角形

鋼管：Concrete Filled Steel Tube)と、それを支える

底版コンクリートからなる逆 T 型の片持ち梁であり、

角形 CFT 柱は着脱可能な鞘管方式を採用している。 

鋼管の純間隔は、土石流の捕捉だけではなく細かい

砂礫等の流下も阻止出来るように、間隔は 0.2～0.3m

程度と密な配置としている。(図-1) 

3.2 特長 

 CFT 構造とすることで、鋼管とコンクリートの相

互拘束効果により、土石流衝撃力・巨礫の衝突に

対して、靭性(粘り強さ)が高められ安定性が保持

出来る。

 流通性の高い角形鋼管を素のままで使用し、鋼材

加工度を極度に減らすことで、大幅なコスト縮減

を実現している。

 鋼管柱の建て込み並びに鋼材組立が容易なことか

ら、大幅な工期短縮が可能である。

 資材調達が容易なため、基本的に備蓄する必要は

なく、鋼管柱は脱着して転用が可能となる。

 エキスパンドメタルを付設することで、更に細か

い土石の流出を阻止することが出来る。

3.3 コスト縮減と工期短縮 

高さ H=3m の対策工を対象とし、強靭ワイヤーネッ

ト工との比較検討を行った。

その結果を表-1 に示す。

コスト面を大幅に削減出来るだけでなく、施工日数

の短縮も図れ、全体的なコスト縮減効果が得られた。 

その上シンプルな構造ゆえに、一般土木作業員だけ

で施工が行える。 

比較結果は、2 週間から 1 ヶ月程度において、十分対

策可能な工法であることを示している。 

なお比較工法は、アンカーの反力が支持出来る強固な

地盤を必要とするが、当工法は砂礫地盤でも設置が可

能である。 

写真-1  下流から見た全景 図-1 CFT 応急対策工の基本構造 
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４．施工事例【令和元年東日本台風(台風 19 号)】 

この台風被害対策で完成した事例を紹介する。 

本事例は図-2 に示す通り、下流に透過型砂防堰堤が計

画されており、本施設完成までの仮設であるが、撤去

せずに本堤を補完し、連携して機能させる予定である。 

【施工手順】 

①型枠設置→②基礎コンクリート一次打設→  

③基礎鋼材設置→④二次コンクリート打設→  

⑤鋼管柱設置→⑥充填コンクリート打設→⑦脱型

(写真-2～4 参照)

【施工規模および日数】 

鋼管高さ Hs=2.0m，鋼管本数 N=20 本，延長 L=8.8m 

実作業日数(養生を除く)は一週間程度であり、応急対策

工として良好な施工性が実証された。 

その内訳を以下に示す。 

・掘削・基面整形・型枠設置：1.5 日

・基礎コンクリート 1 次打設：1 日

・基礎部鋼材設置：1 日

・基礎コンクリート 2 次打設：1 日

・鋼管柱建込み・充填コンクリート打設：1.5 日

・脱型・片付け：1 日

●実稼働日数：7 日

５．おわりに 

CFT 応急対策工は、シンプルな構造で専門技術者や

専用機材を用いずに施工出来ること、資材調達が容易

に行えることから、応急対策工として求められている

短期間での施工に対し十分期待に応えるものとなって

いる。 

また、コストにおいても、従前の工法と比べ費用対耐

力の観点から段違いな優位性を持っている。 

今後も多発すると考えられる大規模土砂災害におい

て、CFT 応急対策工は二次災害を防ぐ役割を十分果た

していくと考えられる。 

参考文献 
1) 蒲原潤一・岩尾忠明・蔵元洋平・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

2) 坂場義雄・鈴木正己：角形 CFT を活かした鋼管林
立型砂防堰堤，土木施工，Vol.62，No.6 2020

写真-2  基礎鋼材・型枠設置 

写真-4  充填コンクリート打設状況 

写真-3  鋼管建込み状況 

図-2 本施設の計画を含めた平面図 

表-1 強靭ワイヤーネット工との経済比較 
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コンクリート砂防堰堤の打設間隔短縮を可能とする気候・配合等条件に関する考察

国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所 ○伊藤 誠記・鈴木 豊・桑原 幹郎・北村 保・油屋 健

大日コンサルタント（株） 深見 秀隆・町 勉・伊藤 健介

1.はじめに 

本研究は，砂防工事の生産性向上を目的とし，施工で大きな割合を占める生コンクリートの打設間隔（次のリフトの生コンクリートを打

ち継ぐまでの日数）を短縮する方法を普及させるため，本方法の適用可否を気候・配合から簡便に判定できる手法を検討したものである．

砂防堰堤の生コンクリートの打設間隔を規定する基準として，土木工事共通仕様書第8編（砂防編）1)（以下，共通仕様書）には，「受注

者は，旧コンクリートの材齢が，1.0m以上～1.5m未満のリフトの場合は4日（中3日）に達した後に新コンクリートを打継がなければな

らない．」（要旨）との記載があり，コンクリートのひび割れに対する安全性の確保が図られている．しかし一方では，一定期間施工ができ

ないため，砂防工事の生産性向上のボトルネックにもなっている．

これに対して，既存の研究 2)により，打設間隔を短縮して砂防工事の生産性を向上させながら，従来基準と同等の品質が確保できる養生

等の施工条件が，温度応力解析を用いた検討により明らかにされている．そして，試験施工によりその妥当性も確認されている．

しかしながら，温度応力解析には時間とコストを要するため，本方法を砂防工事全体に普及させるためには，解析等を用いない簡便な検

討手法が必要である．

そこで本研究では，季節条件とコンクリート配合条件を変化させた温度応力解析を行い，打設間隔を短縮してもひび割れ安全性が確保で

きる条件を明らかにする．対象となる砂防工事が，この条件を満足する場合は，個別に解析を行うことなく簡便に打設間隔短縮可能と判定

することができる．したがって本研究の成果は，打設間隔を短縮する方法の普及，そして砂防工事の生産性向上に繋がると考える．

2.検討概要 

2.1 検討方法 

 既往の研究 2）から，気温によりコンクリートのひび割れ指数は大き

く変化することがわかっている．また，セメントの発熱に伴う膨張・

収縮がひび割れの原因であるため，単位セメント量の多少が安全性に

直結する．これらを踏まえ，打設する季節及び単位セメント量を変化

させて打設間隔を短縮（中２日打設）したときのひび割れ指数が，以

下の1)または2)に該当する場合には安全であるとして検討を行った． 
1) ひび割れ指数1.0以上となる場合 
2)共通仕様書に基づく施工（中３日打設）でのひび割れ指数と同等

以上のひび割れ指数となる場合

2.2 検討ケース 

本研究では，単位セメント量の異なる 3 種類の配合に対して，春夏

秋冬の各季節について中2日打設の検討を行った．また，2.1.2)の閾値

を算定するため，中 3 日打設の場合の堤体の表面部と中心部のそれぞ

れにおいて，ひび割れ指数が最小となる季節条件と配合条件を検討し

た． 

2.3コンクリート配合の設定 

コンクリート配合は，長野県及び岐阜県の直轄砂防堰堤工事の工事記録から収集した，呼び

強度 21N/mm2，スランプ 5cm，高炉セメント B 種の配合をもとに，単位セメント量を変化

させた表-1に示す3種類とした．

2.4 外気温と打設時期の設定

本研究では 1 年の寒暖の差が比較的大きい長野県辰野の気象庁観測データ（2015～2018年

の旬平均気温データ）を用いた．解析で用いた外気温の設定温度を図-2に示す． 
打設時期は，春（4～5月），夏（7～8月），秋（10～11月），冬（1～2月）の4ケースとし

た．なお，冬においては，当該リフトの養生温度が5℃を下回らないように保温養生を前提と

して，平均気温が5℃を下回る期間については，外気温を5℃に設定した．なお，保温養生は，

共通仕様書に基づき，各リフト5日間行うこととした． 
2.5 解析概要 

解析は，当事務所にて施工中のH=約10mの砂防堰堤を対象とした．当該砂防堰堤のリフト割を図-2に示す．解析にあたって，コンクリ

ートの基本的な物性は，土木学会「2017年制定 コンクリート標準示方書」3)に示された推奨値を，またコンクリートの断熱温度特性は「マ

スコンクリートのひび割れ制御指針2016」4)による評価式を用いた． 
また，コンクリート上面の熱伝達率は，養生マットによる養生を前提として 5(W/m2℃)とした．一方，コンクリート側面の熱伝達率は，

コンクリート製の残存型枠の使用を前提とした上で，気中養生中は風の影響を考慮した 11(W/m2℃)とし，冬季の保温養生中の 5 日間は無

風状態と仮定した4(W/m2℃)とした．温度応力解析は，3次元FEM温度応力解析プログラム「ASTEA-MACS」により行った． 

692

614

1306

1526

配合
パターン

A配合

B配合

C配合

岐阜県内

岐阜県内

使用位置

岐阜県内

f'ck(i)
(N/mm2)

最大
骨材径
（mm）

26358.9 155 853 1040 21

W C S

スランプ
(cm)

W/C (%)

5

5

5

単位量 (kg/m3)

40

G

21

21

40

80

55.0

57.5

125

108

227

188

使用セメント：高炉セメントB種 

表-1 コンクリート配合の設定 

図-2 砂防堰堤のリフト割図（正面図） 

図-1 外気温と打設時期の設定 
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3.結果と考察 

3.1打設時期による温度ひび割れ指数の変化 

打設間隔を短縮した場合の温度応力解析結果の一例として，図-3にC配

合の堰堤断面における温度ひび割れ指数コンター図を示す．図より冬は，

6L の表面部にて温度ひび割れ指数が材齢 11.2 日で最小となる．一方，春

夏秋においては，6L 中心部の温度ひび割れ指数が材齢 182 日から 362 日

で最小となり，秋春夏の順でひび割れ指数が低い結果となった．

 冬打設の表面が厳しくなる原因は，保温養生期間後に外気温が急激に下

がることにより，既設リフトとの材齢差による外部拘束応力に加え，表面

部と中心部の温度差による内部拘束応力が増大するためである．一方，春

夏秋打設の中心部が厳しくなる原因は，堰堤の冷却による収縮が徐々に進

行するに伴い，中心部で内部拘束による引張応力が増大するためである．

3.2打設間隔短縮を可能とする季節・配合条件の考察 

3.2.1 中心部のひび割れに対する最大単位セメント量

図-4 に，単位セメント量と中心部のひび割れ指数との関係を示す．

図より，単位セメント量が大きくなると，ひび割れ指数は小さくなる．

秋，春，夏は，いずれの単位セメント量でもひび割れ指数は1.0未満と

なる．一方，冬では全体的にひび割れ指数は大きいが，単位セメント量

増大に伴う指数低下の割合は大きい．

現行の共通仕様書に基づく打設で最もひび割れ指数が低くなる，「秋

季，配合A」でのひび割れ指数（0.86）を2.1.2)の基準における閾値と

した．図より，いずれの季節でも単位セメント量とひび割れ指数は直

線関係にあると判断できるため，これを一次関数で近似し，前述の閾

値（ひび割れ指数 0.86）との交点のセメント量を，当該季節における

ひび割れに対する安全な最大単位セメント量とした．表-2 に，季節ご

との最大単位セメント量を示す．

3.2.2 表面部のひび割れに対する最大単位セメント量

図-5 に，表面部における単位セメント量とひび割れ指数の関係を示

す．図より，表面部においては冬に単位セメント量が大きくなるとひび

割れ指数が1.0未満となる一方，秋春夏は，いずれの単位セメント量に

おいてもひび割れ指数は十分大きいことがわかる．現行の共通仕様書

に基づく打設で最もひび割れ指数が低くなる，「冬季，配合A」でのひ

び割れ指数（0.80）を 2.1.2)の閾値とした．3.2.1 同様にして求めた季

節ごとの最大単位セメント量を表-2に併記する．  
3.2.3 堰堤全体のひび割れに対する最大単位セメント量

中心部及び表面部双方のひび割れに対する最大単位セメント量を，

表-2 中に併記する．表から，中心部においては季節により最大単位セ

メント量が大きく変化するが，秋において最も小さくなる．一方表面部

においては，冬に最大単位セメント量が最も小さくなり，他の季節は安

全であることがわかる．中心部，表面部双方のひび割れに対する最大単位セメント量も，季節により変化す

る．セメント量が218㎏/m3以下であれば，いずれの季節であってもひび割れ指数は閾値以上になることか

ら，従来（中3日）に比べ同等以上のひび割れ安全性が確保できると考えられる． 
なお，最大単位セメント量を超える場合であっても，養生方法などを工夫することによりひび割れ指数が

向上する場合があるので，個別に温度応力解析及び対策検討を行うことが望ましい．

4.おわりに 

本研究は，砂防工事の生産性向上のため，生コンクリートの打設間隔を短縮（中2日）する方法の普及を目的として，本方法の適用可否

を気候・配合から簡便に判断できる手法を検討したものである．気候と配合をパラメータとした温度応力解析により，従来法（中3日）と

同等以上のひび割れ安全性を確保できる気候条件と配合条件を提示することができた．ただし，今回の結果は，限られた条件下での検討か

ら得られたものであるため，今後はさらにさまざまな気候条件，単位セメント量，堤体規模等での解析を蓄積し，本手法の適用性と判定精

度の向上を図る必要がある．

謝辞 本検討結果の考察に際し，岐阜大学森本博昭名誉教授に貴重な御意見・御助言を賜った．ここに感謝の意を表す．

［参考文献］1) 土木工事共通仕様書第8編（砂防編）第1章第8節8-1-8-1 2)  2) 町勉ほか：打設間隔を短縮して試験施工した砂防堰堤

垂直壁の温度応力解析とモニタリング，土木学会第74回年次学術講演会, 第6部門，pp.701-702, 2019.9 
3) 土木学会「2017年制定 コンクリート標準示方書」 4) 日本コンクリート工学会「マスコンクリートのひび割れ制御指針2016」 

図-3 ひび割れ指数コンター（C配合） 
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１．まえがき 

重力式コンクリート堤体は、いまでも不透過型堰堤では

もちろんのこと、透過型堰堤の非越流部でも、堰堤形式の

主流である。 

一方、作業員の人手不足や高齢化が進み、コンクリート

堰堤工事の省力化が求められている。また、最近では大規

模で深刻な土砂災害が多発し、早期に復旧できるように砂

防堰堤の工期短縮も望まれる。さらに、人家密集地域をと

おり資材搬入することも多く、周辺住民の生活環境保全に

注意する必要がある。 

ここでは、そのようなコンクリート堤体にまつわる課題

を解消するため、ほぼ全断面を逆 T 型の汎用角形鋼管を活

かしたCFT（Concrete Filled steel Tube）柱構造体とする

不透過型堰堤あるいは透過型堰堤の非越流部堤体を提案す

る。 

なお、この CFT 柱堤体は、20 年程度前に検討され施工

例もある鉄筋コンクリート堤体の省力化を段ちがいに図っ

た発展形ともいえるものである 1),2)。 

２．重力式コンクリート堤体の現状と課題 

最近の全国における砂防堰堤の建設基数のうち、コンク

リート堰堤の占める割合は 70%以上だと言われている。そ

のように砂防堰堤の形式の主流であり続けるコンクリート

堤体でも、材料がコンクリートであるが故のいろいろな課

題を有する。 

 現場施工の面では打設量の制約や養生期間の規定がある

など、現場条件によっては施工の長期化につながってくる。

また、コンクリートの打込みや締固め作業は、昔からかわ

らず今でも人力中心である。材料運搬の面からみると、生

コンクリート運搬車などの工事車両が住宅地域を往来する

ことも多くなり、周辺住民へ与える騒音、振動、粉塵など

環境保全の面からも好ましくない。 

さらに、品質管理の面からみると、水平打ち継ぎ目処理

あるいは打設時の気温、養生時の温度管理など、堤体の品

質確保のために要求される事項が多い。 

３．角形ＣＦＴ柱堤体の構造概要 

そのようなコンクリート堤体にまつわる課題を解消ある

いは最小化するためには、コンクリート量を極力削減する

ことが必要になる。そのため、図-1 に示すように堤長のほ

ぼ全区間にわたり角形CFT柱による連続壁の堤体を構築す

ることを考えた。 

角形CFT柱堤体の基本構造は、以下のとおりである（図

-2参照）。 

 角形CFT柱と底版コンクリートからなる逆T型構造

 片持ちばり式のCFT柱を連続配置

 CFT柱の純間隔は20cm程度

 CFT柱を上下につなぐ場合には鞘管継手の使用

 脱着機能をもつ鞘管基礎構造

柱材に角形CFTを使用した理由は、まず円形鋼管よりも

角形鋼管のほうが断面特性にすぐれ、曲げ抵抗性が大きい

こと。また、角形鋼管をCFT化する効果は、鋼管とコンク

リートの相互拘束作用によって中空鋼管に比べて曲げ剛性

や軸剛性が増加することと、局部座屈が抑えられ靭性（粘

り強さ）が高められることによって塑性化領域での耐力と

変形性能が向上することにある。 

CFT部材の衝撃性能に関する既往研究によれば、図-3に

模式図を示すように、終局限界に至るまでの吸収エネルギ

ーは中空鋼管の3倍以上あることが確認されている 3)。また、

CFT柱であれば、礫等の衝突に対してへこみ変形を生じさ

せない部材となるため、断面性能の低下がなく繰り返しの

衝突に対しても耐力低下の心配はない。 

基礎部の構造は、角形CFT柱よりもひと回り大きな角形

鞘鋼管と支持材、アンカー鉄筋で構成される。事前に底版

コンクリート内に設置された鞘鋼管に角形CFT柱を連続的

に建込むことで堤体を構築することができる。 

CFT柱の純間隔は、基礎鞘鋼管の設置上20cm程度あく

ことになる。この若干の隙間からの流出水については、越

流部で問題になるようなことはなく、非越流部でもその集 

汎用角形鋼管を活かした不透過型堤体のＣＦＴ化 

株式会社 共生 ○時任基弘・牛窪光昭 
京都大学名誉教授 水山高久 

図-1 角形CFT柱堤体の構造概念図 図-2 角形CFT柱の構造 
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水処理が施されてあれば問題ないと考えられる。たとえば、

集水処理の 1 例としては、図-4 に示す底版コンクリートの

上端の下流端にコンクリートあるいは鋼材による低壁を設

置することがあげられる。 

４．角形ＣＦＴ柱堤体の特長 

角形CFT柱堤体は、単純な構造ゆえに以下の特長を有す

る。 

―― 片持ちばり形式によるシンプル構造 

―― 汎用の角形鋼管使用のメリット 

―― CFT化による耐力向上 

―― 工期短縮・コスト縮減 

―― 除石など維持管理の容易さ 

―― 適用範囲：H≦10m 

表-1には、施工性や経済性の面からCFT柱堤体を通常の

重力式コンクリート堤体と比較した結果を示す。なお、堤

体の底部についてはコンクリート数量が同程度であるので、 

柱部にあたる 5m 高さの部分を対象にしている。ただし、

CFT柱堤体では底版コンクリート内の基礎構造部分も含ま

れる。 

CFT柱堤体の施工性については、角形鋼管を連続的に建

て込み、コンクリートを充填するだけで構築されることか

ら、コンクリート堤体に比べ約 85%の工期短縮ができる。

経済性については、汎用性があり調達しやすい角形鋼管を

素のまま登用していることや、角形鋼管の単価を素材価格

並みに設定していることなどから約10％のコスト縮減がで

きる。環境保全については、コンクリート量の削減に伴い、

運搬車用の通行量を85％削減できることによって工事箇所

の周辺住民の生活環境を保全することができる。 

５．あとがき 

 気候変動による豪雨災害の激甚化・頻発化が今後も予想

される。その対策事業において、角形CFT柱堤体は今後の

新たな堰堤型式として切札のひとつとなるにちがいない。 

 特に、堤長の長い堰堤あるいはコンクリートを運搬しづ

らい堰堤、また復旧に対して迅速化が要求される堰堤など

では、CFT 柱堤体による効果が十分に発揮される。また、

越流部においては柱間隔を広げることで、容易に透過型へ

変身することもできる。 

 砂防堰堤の非越流部を含みほぼ全断面にわたり角形CFT

柱堤体とすることによって、工期短縮、コスト縮減、環境

保全という三位一体による設計施工の合理化が図れ、かつ

鋼材の活用領域も格段に拡がることが期待される。 

参考文献 

1） 下田義文・水山高久：オーストリアにおける鉄筋コン

クリート（RC）砂防ダムの技術,新砂防,Vol.46,1993

2） 北陸地方建設局立山砂防工事事務所：砂防ダムの RC

（鉄筋コンクリート）化について,月刊メディア砂

防,1999

3） 日本建築学会：コンクリート充填鋼管構造設計ガイド

ブック,2012

図-3 角形CFT柱の曲げ抵抗特性 

図-4 角形CFT柱の基礎部構造詳細 

表-1 重力式コンクリート堤体とCFT柱堤体の特長比較 

断 面 

平 面 
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落下礫の衝突による底版コンクリートのひび割れに関する検討

（一財）砂防・地すべり技術センター  ○佐々木司 嶋 丈示

1. はじめに

堰堤背面が満砂すると水通し天端を通過した礫は水叩き

に落下する。水叩きの設計について，洪水や土石流の後続流

により洗掘される場合を想定して検討することとされてお

り1)，落下礫の衝突に関する具体的な記載は無い。また，鋼

製透過型砂防堰堤（以下，透過型）の場合は，上流側最前列

部材で土石流を捕捉した後に天端から落下した礫が底版コ

ンクリートに衝突する可能性があるが，水叩き同様，落下礫

の衝突に関する検討は行わない。

しかし実態としては，落下礫の衝突によってコンクリー

ト表面にひび割れが生じた場合，その後の流水により摩耗・

浸食するリスクが増大することが考えられる（写真 1）。本

稿では，現行指針を参考にして，透過型の底版コンクリート

に礫が落下・衝突した際のひび割れについて検討した上で，

その対策方法について言及する。

写真1 底版コンクリートが摩耗した事例 

2. 検証方法

「落下礫による衝撃力」と「コンクリートの許容支圧応力

度」を比較することにより検証を行った。なお，礫は堰堤天

端から自由落下するものとし，空気抵抗は無く,直接底版コ

ンクリートに衝突することとした。落下高さは，5.0m・9.5m・

12.5m・17m・22mの5ケース，落下礫（球体）の礫径は1.0m

とした。

2.1 落下礫による衝撃力の算出

土石流・流木対策設計技術指針 第 4 節「4.2 礫の衝撃

力」を参考として，落下礫が底版コンクリートに与える衝撃

荷重を求め，衝突時の凹み面積を想定して除すことにより，

単位面積あたりの衝撃力（N/mm2）を算出した。算出結果は

表1のとおりとなった。 

表1 衝撃力算出結果 

(N/mm2) 

図1 衝撃力の考え方 

2.2 底版コンクリートの許容支圧応力度の算出 

道路橋示方書・同解説 Ⅲコンクリート橋編「許容支圧応

力度」を参考に，部材に局所的な荷重が加わる際の許容支圧

応力度を算出した。算出は下記式による。 

σba 0.25 0.05
𝐴𝑐
𝐴𝑏

𝜎𝑐𝑘 ≦ 0.5𝜎𝑐𝑘

σba：コンクリートの許容支圧応力度（N/mm2） 

Ac：局部載荷の場合のコンクリート面の全面積（mm2） 

Ab：局部載荷の場合の支圧を受けるコンクリート面の面積（mm2） 

σck：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

ここで，局部載荷の場合のコンクリート面の全面積（Ac）

に対して，落石により支圧を受けるコンクリート面積（Ab）

は非常に小さい。また，σba≦0.5σckであるため，底版コ

ンクリート（無筋）の許容支圧応力度をσba＝0.5×18＝9.0

（N/mm2）とした。

3. 検証結果と考察

3.1 検証結果

 今回の検討ケースにおいて，落下高さ 12.5m 以上の場合

に許容支圧応力度σba を越える値となった。12.5m 前後の

高さから直径1.0mの礫が落下すると，ひび割れの可能性が

生じるといえる。一方，落下高さ9.5mでは許容支圧応力度

以下となったため，今回の条件下ではひび割れは発生しな

い。そこで，「礫の衝撃力＝許容支圧応力度」となる礫径を

ひび割れリスクの生じる礫径として，落下高さ毎に試算し

た。算出結果は表2のとおりとなった。 

表2 ひび割れリスクの生じる礫径 

5.0m 9.5m 12.5m 17m 22m

5.60 8.24 9.72 11.69 13.641.0m

礫径
落下高さ（透過部高さ）

落下高さ 5.0m 9.5m 12.5m 17m 22m

礫径 1.27m 1.05m 0.96m 0.88m 0.81m
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このように，落下高さが高くなると，礫径が小さい場合に

おいても底版コンクリート表面がひび割れる可能性が生じ

ることが伺える。 

3.2 考察 

図 2 は，今回の検討で参考とした現場の礫径累加曲線で

ある。堰堤の設計条件となる最大礫径（D95）は，上流200m

区間において2.9mであった。また，下流200m区間では1.7m

であった。いずれも本検討で算出したひび割れリスクの生

じる礫径と比べると非常に大きな値である。しかし，最大礫

径に相当する礫は数が少なく，巨礫先頭型の土石流時には

満砂する前に捕捉されるため，満砂後に越流して流下する

可能性は低くなる。 

ここで，改めて図 2 をみてみると，本現場の最多礫径帯

は1.0m前後であることがわかる。満砂後に越流して落下す

る礫の多くは，これら中小礫であると予測できる。本現場で

は実際に底版コンクリートが破損している。破損の原因は

定かとなっていないが，満砂後に水通し天端を通過した多

量の中小礫がコンクリート表面に連続して衝突することに

より損傷し，摩耗が促進して破損に至った可能性は十分に

考えられる。 

図2 礫径調査による累加曲線 

4. 対策案

落下礫による底版コンクリートの損傷に関する対策方法

として，①鉄筋コンクリートの採用 ②コンクリートの増

厚 ③ゴム等の衝撃吸収性材料（緩衝材）の併用 等が挙げ

られる。しかし，いずれも経済性低下や工期の延長の要因

となることが予測され，解決策として最適とは言い難い。

そこで，大きなコストアップや工期延長につながらない対

策方法として，以下の対策案を検討した。

4.1 H型鋼（縁切り材）の敷設 

写真2は，耐衝撃性能の向上を目的として，底版コンク

リート天端部にH型鋼を敷設した例である。無処理のH型鋼

をコンクリート面に這わせるだけなので，材料費も手頃

で，施工手間にも大きな差異はない。また，鋼材の衝突エ

ネルギー吸収効果だけでなく，コンクリート面を縁切りす

ることによってひび割れや摩耗の範囲を低減する効果も期

待できる。

写真2 H型鋼の施工例 

4.2 堆砂による緩衝効果の期待 

底版コンクリートの勾配は，水平もしくは現河床に合わ

せて設定されることが多い。そこで，堰堤下流部に河床よ

り若干高い副堰堤を配置することにより，底版コンクリー

ト面への土砂堆積を促進させるような設計をおこなう。自

然堆積した土砂の緩衝効果により，落下礫及び流水が底版

コンクリートに及ぼす影響を低減することができる。

・副堰堤無し

図3 堆砂による緩衝効果の期待 

5. おわりに

透過型の底版コンクリートには，鋼製部材を安定させる

とともに，河床を固定して渓流の連続性を保つ機能が求め

られる。近年，大規模な土石流が砂防堰堤を乗り越えて下流

に流下する事例が発生している。現場条件や想定される被

災形態をもとに設計を工夫することによって，より維持管

理が少なく，長期間にわたり効果を期待できる砂防施設の

設計が可能になると考える。 

参考文献 

1) 国土交通省国土技術政策総合研究所：砂防基本計画策

定指針（土石流・流木対策編）解説，土石流・流木対策

設計技術指針解説，2016.4.

最多礫径帯

・副堰堤有り
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新たな流木捕捉工開発のための基礎的研究 

-水路実験による捕捉機能の検証-

   〇武藤弘典，堤大三（三重大学），内田太郎 （筑波大学） 

 鈴木拓郎（森林総合研究所），堀口俊之（防衛大学校） 

1. 緒言

流木が橋梁などの河道狭窄個所を閉塞し，後続の土砂や水が越流・氾濫することで被害が拡大する現象

が近年の土砂災害で多発し種々の流木捕捉工が提案され設置されている。これらの流木捕捉工は河川上流

部の砂防ダムや遊砂池に併設されることが多く設置場所が限られる。また，流木捕捉後の管理が難しい側

面もある。また，日本の砂防施設等の整備率は約 22%と少なく，整備されていない河川でも橋梁閉塞が発

生している。そこで本研究では，水平に梁を設置することで河川の上流部及び下流部のどちらに設置して

も，機能が発揮できる新たな流木捕捉工を開発することを目的とする。上流部では，既存の捕捉工の補助

的役割や，ダムに流入する流木の捕捉することを期待し，下流部では小規模河川における橋梁閉塞の防止

を期待する。これまでに，様々な流木捕捉工の効果が水路実験などによって検証されているが（例えば，

渋谷ら：2010)，本研究で提案するような水平梁構造の捕捉工の検討は報告されていない。ここでは，ま

ず河川勾配の比較的大きい土石流区間を対象とした水路スケールでの基礎的な実験を行い，この流木捕捉

工の効果を検証する。 

2. 実験概要

実験概要を図 -1に示す。実験水路は，長さ3.0 

m，幅0.1 m，高さ0.1 mの矩形型のものを使用し

た。また，水路勾配は5.0 °とした。流木捕捉工模型

を図- 2で示す。捕捉工は，全長が55 cm(梁の長さ

44 cm)で，梁部分はアルミロッドで作成した。捕

捉工は下流から40 cm地点に，最下流部の高さが5 

cmになるように設置した。流木模型は直線型流木

（竹製，直径2 mm)： 10cm，6cmと形状が直線

に統一されていない不均一型流木（クスノキ及び

ケヤキ製，直径2 mm)：6 cmの計3種類を使用し

た。実験実施時には，電動ポンプにより一定流量

の水を水路に供給し続け，水路上流部にベルトコ

ンベアを用いて流木模型を投入し，流木捕捉工の

効果を検証した。各実験において捕捉率（=捕捉

本数/投入本数）を算出し，捕捉効果の検証に用

いた。 

3. 実験条件

実験は捕捉工条件（梁3本，5本，梁表面の粗度抵抗の有無），流木条件（直線型6 cm，10 cm，不均一型の

3種類），投入条件（区間一定方法，本数一定方法）の3つの条件を変化させて，すべての組合せをそれぞれ

10回ずつ繰り返して実施した。投入条件の詳細は，区間一定は流木を設置するベルトコンベア上の区間を10 

cmで一定とし，その区間に設置する流木本数を10本～50本と変化させた方法で，本数一定は設置する本数を

50本で一定とし，設置する区間を10 cm～50 cmと変化させた方法である。 

図 -1 実験水路の概要図 

図- 2 流木捕捉工の模型 
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4. 実験結果

実験結果の一部を図 -3，4，5に示す。図 -3は，

梁5本，粗度なし，区間一定条件下における流木種類

別の捕捉率を比較している。全体的な傾向は，どの

流木タイプでも供給本数が増加すると捕捉率も増加

した。流木のタイプごとの結果を比較すると，直線

型10 cmで捕捉率が最大となり，直線型6 cmの捕捉率

が最小となった。図 -4は，梁3本，粗度なし，区間

一定条件下における流木種類別の捕捉率を比較して

いる。直線型10 cmでは投入本数の増加に伴い捕捉率

も増加しているが，ほかの流木タイプでは捕捉率が

低く，投入本数による捕捉率の変化は見られない。

図 -3と図 -4を比較すると，流木タイプにかかわら

ず梁3本では，全体として捕捉率が低くなった。特

に，流木長が6 cmでは捕捉率がほとんど0に近い値

となった。ここでは結果は示さないが，梁表面に粗

度をつけた場合，直線型の捕捉率はほとんど変化し

なかったが，不均一型の捕捉率は上がった。図 -5

は，梁5本，粗度なし，直線型10 cm条件下における

投入方法の違いによる捕捉率を比較している。本数

一定の場合は，投入速度によって捕捉率が変わら

ず，区間一定の場合は投入速度の増加に伴い捕捉率

も増加した。 

5. 結論

結果より，捕捉工の梁本数は多いほど捕捉率が大きく

なることが分かった。さらに，直線型10 cmで捕捉率が

最大になった。これらは，流木長に対する捕捉工の梁の

間隔が関係しており、梁の間隔に対して流木長が大きく

なると捕捉されやすくなると考えられる。一方で，直線

型6 cmと不均一型6 cmを比べると，流木長が同じでも不

均一型のほうが捕捉率は大きい傾向がみられた。このこ

とから流木の形状も捕捉率に影響していると考えられ

る。投入速度が同じでも，供給本数が多い方で捕捉率が

大きくなることが分かった。これは投入本数が多くなると流木が塊になって流下しやすくなるためであると

考える。つまり、捕捉工は流木塊であるほうが捕捉しやすいといえる。本実験では基礎的な検討を行った。

今後は土砂と共に供給するなど，より実現象に近い条件下で実験を行う必要がある。また，河床勾配の緩い

掃流区間でも同様の実験をしていく。 

6. 参考文献

渋谷一・香月智・大隅久・石川信隆・水山高久：流木捕捉工の捕捉性能に関する実験的研究，砂防学会誌，Vol.63，

No.3，p.34-41，2010 
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火山地域における大規模地震後の時間経過に伴う崩壊発生限界雨量の変化 

信州大学大学院 〇稲垣 翔 

信州大学学術研究院 平松晋也 

1．はじめに 

 近年，2016 年に発生した熊本地震や 2018 年に発生した北海道胆振東部地震など，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。地震を対象とした研究は，崩壊発生メカニズムやその立地条件を議

論したものが大部分であり，地震発生後の経過時間と斜面の安定性の変化(回復)を議論した研究事例はほとん

どみられないというのが現状である。本研究は，火山地域で発生する大規模地震時の加速度が土質強度や斜面

の安定性に及ぼす影響とその影響期間を明らかにすることを目的として実施したものである(図-1)。 

2．研究対象地域と土質実験用供試体の採取 

 研究対象地域は，M6.7，最大震度 7(最大加速度 1.83G)を記録し 94 件(厚真町 89 件)の土砂災害が発生した北

海道胆振東部地震発生時に崩壊の集中した厚真町幌内地区である。土質実験用の不撹乱供試体は，調査対象地

の崩壊地源頭部周辺のすべり面と判断された深度 200 ㎝地点の粘土層(Ta-d 風化層)内で採取した。 

3．土質実験の概要 

地震時に作用した加速度が土質強度に及ぼす影響を把握するため，加速

度試験と一面せん断試験を実施した。北海道胆振東部地震時には 300gal 以

上の加速度が 10.71 秒間継続した事実を勘案し，試薬撹拌用振とう機を使用

して供試体のせん断面に対して水平方向に加速度(0.85G,2.2G,3.0G )を 9 秒

間与えた。その後，加振前後の供試体と加振後に所定の期間(1.0 ヶ月,3.0 ヶ

月)屋外に埋設した供試体とに対して，「一面せん断試験」を実施し土質強

度(粘着力：C，内部摩擦角：φ)の変化を把握した。 

4．地震時に作用した加速度とその後の経過時間が土質強度に及ぼす影響 

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，加速度が増加しても

内部摩擦角：φ には大きな変化は認められな

かったものの，粘着力：C は加速度の増加と

ともに大幅に減少する結果となった。とく

に，北海道胆振東部地震で観測された最大加

速度と同等の加速度(2.2G)を与えた場合に

は，加速度を与えない場合(0G)と比較し，加

振直後には粘着力が 80%以上も低下すると

いった注目に値する事実が明らかになった。 

加速度を与えた直後(0M)に大幅に低下し

た粘着力：C は，1.0 ヶ月(1M)～3.0 ヶ月(3M)経過すると，0.85G の加速度を与えた場合にはほとんど変化がみら

なかったのに対し，2.2G の加速度を与えた場合には 4.98kN/m²(加振前)→0.84kN/m²(0M)→1.26kN/m²(1M)→

2.43kN/m²(3M)へと回復傾向を示していることがわかる。さらに，3.0G の加速度を与えた場合には 4.98kN/m²(加

振前)→0kN/m²(0M)→0.07kN/m²(1M)→4.05kN/m²(3M)と加速度を与えてから 3.0 ヶ月経過すると，粘着力が加振

前の 80%程度にまで回復するといった興味深い結果が得られた。 

5．地震発生後の斜面安定性の変化 

地震時に作用する加速度が斜面の安定性に及ぼす影響を定量的に把握するため，既往研究(尾藤ら,2001)で示

された｢雨水浸透過程を加味した斜面安定モデル｣を用いて地下水深を求め，無限長斜面に対する斜面安定解析

を実施した。斜面安定解析は，崩壊地源頭部の土層断面調査結果を勘案して土層厚：D=2.1m とし，2016 年 8

月 15~23 日に厚真町で観測された実績降雨波形を基に作成した中央集中型降雨波形を入力降雨として設定し，

図-2 地震発生後の時間経過にともなう土質強度の変化 
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表-1 に示す加速度：3 パターン，斜面勾配：6 パターンと，供試体に与える加

速度と埋設期間を変化させた場合の土質強度：10 パターンをそれぞれ組み合

わせた合計 60 ケース実施した。 

解析結果の一例として，調査対象地の斜面勾配(β=28°)と同様の斜面勾配

β=25°とした場合の地下水深と安全率の経時変化を図-3 に示す。加振前(0G)に

は安全率が 1.0 を下回ることがなかったのに対し，加振直後には全ケースで崩

壊に至る結果となった。また，0.85G と 2.2G の加速度が作用した場合，加振後

1.0 ヶ月~3.0 ヶ月経過しても顕著な回復傾向がみられないのに対し，3.0G の加

速度が作用した場合には加振後 3.0 ヶ月経過すると斜面勾配 β=25 °の場合に

は最小安全率が Fs=1.08 を示し(図-4)，斜面の安定性が急激に回復する事実が 

明らかになった。 

6．大規模地震発生後の崩壊発生限界雨量の変化 

斜面安定解析において安全率が 1.0 を下回った時点での累加雨量

を崩壊発生限界雨量と定義し，解析の結果得られた崩壊発生限界雨

量を基に，地震発生前(0G)を基準とした崩壊発生限界雨量の低下率

を(1)式を用いて求めた。 

崩壊発生限界雨量の低下率(％)   =  
𝑅𝑐 (𝛼𝐺,𝛽−𝛾)−𝑅𝑐 (0𝐺,𝛽)

𝑅𝑐 (0𝐺,𝛽)
× 100・・(1) 

ここに， 𝑅𝑐 (𝛼𝐺,𝛽−𝛾)：勾配が β(°)の斜面に加速度 α(G)が作用した

後 γ ヶ月が経過した場合の崩壊発生限界雨量(mm)，𝑅𝑐 (0𝐺,𝛽)：勾配が

β(°)の斜面に加速度が作用しない場合の崩壊発生限界雨量(mm)であ

る。 

加振後の時間経過にともなう崩壊発生限界雨量の低下率の変化を

示す図-5 より，勾配が β=25°の斜面では加振直後の崩壊発生限界雨

量の低下率は，加速度の増加とともに 8.9%(0.85G)→-30.8%(2.2G)→ 

-72.8%(3.0G)へと大幅に低下することがわかる。また，0.85G と 2.2

G の加速度が作用した場合には，加振後 1.0 ヶ月~3.0 ヶ月経過して

も明瞭な回復傾向がみられないのに対し，3.0G の加速度が作用した

場合の崩壊発生限界雨量の低下率は加振後 3.0 ヶ月が経過すると加

振前(0G)と同程度(低下率：0％)にまで大幅に回復する結果となっ

た。この時間経過にともなう回復傾向(度合い)は，斜面勾配の増加

とともにより顕著に認められた。

7．おわりに

火山地域の斜面を構成する土壌に北海道胆振東部地震(最大加速度

1.83G，震度 7)と同規模の加速度(2.2G )が勾配 β=25°の斜面に作用

した場合の加振直後の崩壊発生限界雨量は，地震発生前と比較して

30%以上も低下し，加振後 3.0 ヶ月経過しても低下率が 25.8%にとど

まりわずかに回復する程度であった。国土交通省は，降雨による土

砂災害への警戒を高めることを目的として警戒避難基準雨量の暫定

的な引き下げ基準を示し，「震度 5 強を観測した地域では 2 割，震

度 6 弱以上を観測した地域では 3 割減ずる(国土交通省 HP)」とする

運用方針を示した。この運用方針と本研究で得られた β=25°の場合

の結果を比較すると，概ね妥当と判断されるものの(ただし，運用期間は 3 ヶ月以上必要)，斜面勾配の増加と

ともに限界雨量の低下率が増加することになるため，震度のみならず地形条件等を加味した基準の設定が必要

となる。 

図-3 土質強度の回復にともなう 
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図-4 加振後の時間経過にともなう 
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表-1 斜面安定解析入力条件 

斜面勾配 埋設期間 加速度
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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、基盤岩上

に堆積していた火山灰層を主とした表層崩壊が多

数発生し(図-1)、甚大な被害が発生した（小山内

ら 2019）。Kasai(2019)は崩壊地の地形的研究に

より崩壊は斜面勾配 20°～25°と比較的勾配が

緩く、谷地形～平滑斜面に多く発生しているとし

ている。また石丸ら(2019)は、崩壊は Ta-d 層（9ka）

で発生しやすく、北部地域では En-a 層（19～21ka）

の崩壊が分布するとしている。それを受けて千木

良ら(2019)は、露頭の詳細な観察により、すべり

面は Ta-d 層の基底部に形成された細粒軽石層の

ケースが最も多いと指摘している。本研究では、

上記研究に加え、崩壊面積率の濃淡分布による傾

向分析、すべり面の土質特性等により、胆振東部

地震に伴う表層崩壊の発生条件について考察する。 

図-1 頗美宇川における表層崩壊発生状況 

2.崩壊面積率の分布的特徴

崩壊地の分布的特徴を把握するため、地域メッシ

ュ（第 3 次）毎に崩壊面積率を算出した。第 3 次

メッシュは約 1 ㎞四方となる。崩壊地については、

地震直後のオルソフォト(2018.9.10-11 北海道開

発局撮影)を用い、GIS 上で、崩壊・堆積に区分し

た形で判読を行い、崩壊ポリゴンから崩壊面積を

求めた。なお、平坦地を除くために勾配 5°未満の

範囲を第 3 次メッシュから除外している。その結

果である崩壊ポリゴン及び崩壊面積率を図-2 に示

した。それをみると、東和川沿い、知決辺川上流、

近悦府川上流、頗美宇川上流、厚幌ダム下流右岸、

厚真ダム下流左岸付近に崩壊面積率 30％を超える

地域が見られ、それに隣接して 10％程度の地域が

分布し、一連の地形においても崩壊面積率の程度

に有意な差が生じている。

図-2 崩壊面積率の分布 

3.地震最大加速度との関係

胆振東部地震は 2018/9/6 3：07 に最大震度 7

を伴い発生し、同時に表層崩壊が発生している。

その地震について防災科学研究所の地震選択＆ダ

ウンロード（https://www.kyoshin.bosai.go.

jp/kyoshin/quake/）から K-NET 及び KiK-net の

強震データを取得し、崩壊面積率との関係につい

て評価を試みた。近傍で観測された 3 成分（E-W 成

分、N-S 成分、U-D 成分）の最大加速度から単純空

間補間し、第 3 次メッシュにその位置の値を付与

した。その比較結果を図-3 に示す。

図-3 最大加速度と崩壊面積率の関係 

 U-D 成分は 200～450gal に集中し、1300gal を

超える範囲で分散している。N-S 成分は 500～

700gal 程度に集中し、E-W 成分は 700～800gal 程

度に集中していると読み取れる。また、平均値は

それぞれ U-D 成分が 432gal、N-S 成分が 628gal、

E-W 成分が 742gal となった。これらのことから水

平成分の加速度が強い地震動が崩壊発生範囲に発
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生しており、特に E-W 成分は卓越していることが

わかる。これは、2016 年熊本地震においても水平

成分の最大加速度が卓越していたと報告されてお

り（谷本ら 2018）、共通した特徴が見られた。 

4.現地調査からみた発生メカニズム

図-4 に崩壊地の分布を立体的に示した。判読し

た崩壊地は地形的に谷状の斜面に多いことがわか

る。ここで斜面の着色は開度率の区分を示し、任

意の 5m メッシュに半径 50m という条件で処理し

た開度率 80％以下のメッシュを「白」で表示して

いる。ここで開度は半径 50m 以内に見える空の広

さを現わし、「白」の地点は谷状の地形を意味する 

図-4 崩壊地と開度率 80%以下の分布(立体鳥瞰） 

 崩壊面積率と開度率 80％以下のメッシュ割合と

の関係をみると崩壊面積率が高くなるほど、開度

率 80％以下のメッシュ割合が増えている傾向であ

ることがわかる（図-5）（ただし、近悦府中流のよ

うに平滑斜面の崩壊が多い地点は除く）。 

図-5 開度率と崩壊面積率の関係 

 崩壊地の縁の露頭を

図-6に示した。崩壊面

からの対比により、

Ta-d 層の下部に見ら

れる風化した細粒火

山灰層がすべり面と

同定できる。すべり面

の土層をサンプリン

グし、塑性限界試験、

液性限界試験、自然含

水比試験を行った。同

様の調査を図-1 に示

す 20 地点で実施して

いる（図-7）。その結果、

すべり面の土層の含水比は、液性限界より高いか、

液性限界と塑性限界の間に位置することがわかる。

いずれのケースも現地調査を行った平常な状態で、

「液状」あるいは「塑性状」と土質強度が低いもの

であり、現地調査ですべり面としたことを裏付け

る結果となった。地形的に谷状斜面であることが

含水比を高める素因である可能性が高い。 

図-7 すべり面のコンシステンシー限界 

5.地震に伴う火山灰層の崩壊の条件の考察

上記の結果から地震に伴い火山灰層の崩壊が高

い頻度で発生するには、①水平成分の最大加速度

が卓越した地震動が発生すること、②谷状斜面に

おいて風化が進行した火山灰が斜面に堆積してい

ることが条件として推察される。 

①については崩壊を引き起こす地震動を絞り込

めることを示唆しており、その因果関係について

は解明が望まれる。②については谷状斜面では火

山灰層にすべり面となりうる風化した含水比の高

い細粒火山灰層が形成されやすいことが示唆され

る。その結果、対象地域の谷密度が高い地形特性

が谷状斜面の頻度を高め、崩壊面積率 30％を超え

る結果を引き起こしたと考えられる。 
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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 

新潟大学農学部 千代田和馬，◯佐藤和歌子,権田 豊 

1.はじめに

わが国は国土の 7 割が山地で占められており，大

規模な地震や豪雨の際には，土砂災害が頻発する．わ

が国において土砂災害による被害を最小限にとどめ

るためには，地震による崩壊の危険性がある場所を

予測し，崩壊に対する警戒避難を事前に呼びかけた

り，被害が少なくなるようインフラの配置を変更し

たりすることが必要である． 

しかし，各地震による崩壊地の特性解析を行い，その

結果に基づいて崩壊発生危険度を評価するモデルが

提案されているものの（篠田ら，2018），複数の地震

による崩壊地の特性を同一の視点から評価した研究

はほとんど行われておらず，汎用性のある崩壊発生

危険度評価式は存在しない． 

そこで本研究では，汎用性の高い崩壊発生危険度

評価式の構築を最終的な目的とする．その第 1 段階

として，地震による崩壊の発生に寄与する要因を明

らかにすることを目的に，複数の地震による土砂災

害地域を対象とし，全国的に配布されているデータ

を用いて，統計的な手法で崩壊地の特性解析を行っ

た．  

2.研究対象地と解析方法

研究対象地は，新潟県中越地震の際に崩壊・地すべ

りが頻発した芋川流域と，北海道胆振東部地震の際

に崩壊が頻発した厚真川流域である．芋川流域では，

崩壊地と地すべり地が混在しているが，厚真川流域

では，崩壊が卓越した．このため，芋川流域では崩壊

と地すべり，厚真川流域では崩壊の特性について解

析した．解析に用いる環境因子として，対象地の標高

値，傾斜角度，傾斜方向，断面曲率，平面曲率，地質，

植生のデータを準備した．これらを ArcGIS 上で重ね

合わせ，格子状に発生させたポイントで各環境因子

のデータを抽出し，各因子と崩壊・地すべりの関係を

単解析または数量化理論により解析する際に用いた．

この 2 種類の解析を通じて各解析対象地の特性を比

較し，その違いが生じる要因について考察した． 

3.解析結果

各対象地で特筆すべき特徴がみられた単解析の結

果を述べる．芋川流域の斜面崩壊地においては，傾斜

角度と占有面積率には正の相関が見られたが，厚真

川流域においては，傾斜角度と占有面積率の間に明

瞭な相関はみられなかった．両解析対象地ともに，砂

岩と泥岩を含む地質において，崩壊・地すべりの占有

面積率が最大だった．植生については，厚真川流域に

おいては針葉樹の崩壊占有面積率が大きかった（図

1）．一方芋川流域では，広葉樹の崩壊占有面積率が比

較的大きかった． 

次に数量化理論の解析結果について述べる．芋川

流域の斜面崩壊地では，傾斜角度とカテゴリースコ

アに相関がみられた（図 2）．各因子のカテゴリース

コアの最大値と最小値の差であるレンジを算出した

結果，傾斜角度（レンジ 2.988），地質（レンジ 1.065），

植生（レンジ 0.708）の順に大きくなった．これらが

この流域における崩壊の発生に関わる主要因子であ

る．厚真川流域の解析対象地においては，傾斜方向

（レンジ 2.2621），傾斜角度（レンジ 1.1947），標高

値（レンジ 1.0916）の順に大きかった．これらがこの

流域における崩壊の発生に関わる主要因子である． 

4.考察

数量化理論Ⅱ類による解析結果から，崩壊が発生

している地域によって各環境因子の崩壊への寄与度

が異なることが判明した．また各対象地において，崩

壊に大きく関与する主要な因子で共通のものは少な
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いこともわかった．芋川流域と厚真川流域における

崩壊地の比較に関しては，崩壊地面積の規模が大き

く異なっていため，そもそも各対象地域の崩壊を支

配する要因が異なっている可能性がある． 

5.おわりに

本研究では、汎用的な崩壊の発生危険度評価基準

の作成の研究に資すことを目的として，芋川流域と

厚真川流域の 2 つの対象地域において，単解析や数

量化理論Ⅱ類を用いた統計的な解析を行った．各対

象地の特性を比較した結果を踏まえると，地震によ

る崩壊を対象とする場合、汎用性のある危険度評価

基準を作成することは厳しい可能性がある．今後の

崩壊発生危険度予測を進展させるためには，さらな

る研究対象（熊本地震など）を増やすこと，各研究対

象地の崩壊予測式をそれぞれの対象地に当てはめて

みること，新たなデータや使用するデータの取捨選

択をして環境因子を追加・変更することも必要であ

る． 

 

引用文献 

篠田昌弘，宮田喜壽，中村晋（2018）：広域的な地震

時斜面崩壊危険度図の作成方法，土木学会論文集 C

（地圏工学），Vol74，No.2，p.177-191 

図 1 各研究対象地の占有面積率（植生） 

図 2 数量化理論Ⅱ類による解析結果（芋川流域）  図 3 数量化理論Ⅱ類による解析結果（厚真川流域） 
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観測地震波のスペクトル解析による土砂災害の発生・非発生要因の分析 

国土技術政策総合研究所 ○坂井佑介 山越隆雄

日本工営株式会社 中島祐一 小原大輔 藤澤久子

１．はじめに 

地震直後に土砂災害の規模が推定できると、地震によ

る土砂災害への緊急対応の迅速化・効率化に資するもの

と考えらえる。そのためには、地震直後に多数の土砂災

害を引き起こすような地震であるかどうか判断できるこ

とが望ましい。 

これまで、地震動と土砂災害の発生・非発生の関係に

ついて、伊藤ら（2009）は震度 5 強以上で土砂災害の発

生頻度が高くなること示した 1)。一方で、2019 年 6 月18

日に発生した山形県沖地震のように、震度 6 強を観測し

たにも関わらず、土砂災害がほぼ発生しなかった事例も

ある。この要因の一つに、地震動の卓越周期と地盤の固

有周期の関係などの地震動の特性の違いが考えられる 2)。 

そこで、本研究では、地震直後に土砂災害の発生・非

発生を推定する技術を検討することを目的として、土砂

災害が多発した地震と多発しなかった地震の加速度応答

スペクトルを比較・分析する。加速度応答スペクトルは、

観測地震波のスペクトル解析によって算出したものであ

り、固有周期を考慮したときの最大の加速度応答値をス

ペクトルで表したものである。また、加速度応答スペク

トルは、地震直後に（国研）防災科学技術研究所の強震

観測網等に公開される観測地震波を取得し、数時間で算

出が可能であることから、地震直後の判断に活用可能で

あると考えている。 

２．調査方法 

２．１ 対象地震 

土砂災害が多発した地震（以下、「多発地震」という）

として、平成 16 年新潟県中越地震、平成 20 年岩手・宮

城内陸地震、平成28年熊本地震、土砂災害が多発しなか

った地震（以下、「非多発地震」という）として、平成27

年の茨城県北部の地震、平成30年の大阪府北部地震、令

和元年の山形県沖地震を選定した。選定した地震の諸元

と土砂災害発生件数を表－1に示す。なお、海溝型地震は

土砂災害が広範囲に広がる傾向にあり、観測地震波を取

得する強震観測点を絞り込むことが困難であったことか

ら、本研究では震源周辺に土砂災害が集中する傾向にあ

る内陸型地震を対象とした。なお、土砂災害発生件数は、

国土交通省砂防部で集計された件数である。 

２．２ 強震観測点の選定 

観測地震波を取得する強震観測点の選定を行うにあた

り、軟弱地盤ではその地盤で固有の周期帯の地震波が卓

越する可能性があることから、地盤条件を統一するため、

比較的硬質な地盤であることが判明している観測点、具 

表－1 地震の諸元と土砂災害発生件数 

表－2 選定した強震観測点の諸元 

体的には、道路橋示方書において最も硬い地盤とされる

Ⅰ種地盤上の観測点を選定した。また、一定程度以上の

地震の規模を有していることを条件とするため、震度 5

弱以上を記録した観測点を選定した。（表－2）。 

２．３ 解析手法 

表－2 の強震観測点より取得した観測地震波データか

ら、大崎（1994）に示されたプログラムに基づき、減衰

定数は 5%として、加速度応答スペクトルを算出した 3)。

各固有周期の加速度の最大応答値をNS（南北）、EW（東

西）、UD（上下）の 3 方向で算出した。その上で、強震

観測点毎の加速度応答スペクトルを比較・分析した。 

３．調査結果 

全ての加速度応答スペクトルを図－1に示す。図－1よ

り多発地震と非多発地震では、特に長周期に違いが表れ

る傾向にあることがわかる。また、振動方向による違い 

分類 地震名 発⽣年⽉⽇
最⼤
計測
震度

気象庁マ
グニ

チュード

断層型（逆、
正、横ずれ） 震源経度 震源緯度

震源深さ
（km）

⼟砂災害
発⽣件数

新潟県中越地震
2004年

10⽉23⽇
7 6.8 逆断層 138.867 37.293 13.1 242

岩⼿・宮城
内陸地震

2008年
6⽉14⽇

６強 7.2 逆断層 140.881 39.030 7.8 54

熊本地震
2016年
4⽉16⽇

7 7.3 横ずれ断層 130.762 32.753 12.0 190

⼤阪府北部地震
2018年
6⽉18⽇

6弱 6.1
逆断層, 右
横ずれ断層

135.622 34.843 13.0 2

⼭形県沖地震
2019年
6⽉18⽇

6強 6.7 逆断層 139.478 38.607 14.0 2

茨城県北部
の地震

2016年
12⽉28⽇

6弱 6.3 正断層 140.573 36.720 11.0 0

⾮
多
発
地
震

多
発
地
震

分類 地震名
選定した
観測点

最⼤加速度
(⽔平2成分合成）

計測震度相当値
地盤
種別

観測機関
震源もしくは
断層からの最
短距離（km）

⼩千⾕ 1,500.7 6.73（震度7） Ⅰ種 K-NET 6.3

⼩出 639.3 5.55（震度6弱） Ⅰ種 K-NET 10.1

湯之⾕ 438.1 5.28（震度5強） Ⅰ種 KiK-net 12.1

川⼝町川⼝ 1,669.2 6.51（震度7） Ⅰ種 地⽅⾃治体 2.8

⼩千⾕城内 974.9 6.33(震度6強） Ⅰ種 気象庁 7.7

⼀関東 1,171.4 6.07（震度6強） Ⅰ種 KiK-net 9.7

鳴⼦ 266.6 5.02（震度5強） Ⅰ種 KiK-net 8.3

椿台 420.9 5.26（震度5強） Ⅰ種 K-NET 14.1

鳴⼦ 528.2 5.52（震度6弱） Ⅰ種 K-NET 6.7

⼤津 575.4 5.7（震度6弱） Ⅰ種 K-NET 6.2

⽩⽔ 167.2 4.84（震度5弱） Ⅰ種 KiK-net 13.1

⼀の宮 379.1 5.54（震度6弱） Ⅰ種 K-NET 13.7

⾼槻 802.6 5.64（震度6弱） Ⅰ種 K-NET 13.3

⻲岡 473.6 5.04（震度5強） Ⅰ種 K-NET 23.9

四條畷 354.3 5.04（震度5強） Ⅰ種 K-NET 17.3

⽣駒 294.4 4.9（震度5弱） Ⅰ種 K-NET 21.5

鶴岡 269.7 5.33（震度5強） Ⅰ種 K-NET 24.0

温海 652.6 5.25（震度5強） Ⅰ種 K-NET 15.9

東成瀬 373.1 5.01（震度5強） Ⅰ種 KiK-net 110.4

朝⽇ 188.0 4.56（震度5弱） Ⅰ種 KiK-net 28.2

⾼萩 283.8 4.79（震度5弱） Ⅰ種 K-NET 1.9

⼗王 469.5 4.69（震度5弱） Ⅰ種 KiK-net 9.4

多
発
地
震

熊本地震

岩⼿・宮城内陸地震

新潟県中越地震

茨城県北部の地震

⼤阪府北部地震

⼭形県沖地震
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を見ると、特に UD 方向で多発地震と非多発地震で違い

が表れる傾向にあることがわかった 

次に、最大計測震度が共に 6 強であった岩手・宮城内

陸地震と山形県沖地震の加速度応答スペクトル解析結果

を個別に比較する（図－2）。図－2より、加速度応答スペ

クトルの短周期成分では、水平方向において山形沖地震

が岩手・宮城内陸地震を上回っている場合がある。一方

で、UD 方向及び水平方向の長周期成分では、総じて岩

手・宮城内陸地震が山形県沖地震を上回る結果となった。 

４．考察 

既往の研究では、表層地盤の固有周波数はシラス：2Hz、

花崗岩：6Hz～7Hz、四万十層群：15～20Hzとされている
4)。このことから、短周期の地震動が表層地盤で増幅され、

土砂災害に影響を及ぼしやすいと考えられるが、図－1・

2より、特に水平方向の短周期の地震動は土砂災害が多発

しなかった山形県沖地震の方が大きい場合もあった。こ

のことは短周期の地震動、すなわち最大加速度の特徴を

表している小刻みな地震動のみで土砂災害の発生・非発

生が決まるものではない可能性があることを示している。 

また、川邊（2009）は、最大加速度がほとんど同じ 2 つ

の地震で災害に大きな差が生じたのは最大速度の違いが

原因であることを指摘している 2)。最大速度はエネルギー

を表す尺度として、よりゆっくりとした揺れである長周

期成分の特徴を表している。図－1・2 では、多発地震と

非多発地震の違いは長周期成分に違いが表れていること

から、川邊（2009）の指摘と同様の傾向を示しているこ

とがわかる。このことから、土砂災害が多発するか否か

は、1秒程度以上の長周期の地震動の方がより明確に判定

出来る可能性があると考えられる 

以上を踏まえ、スペクトル解析を用いた土砂災害の発 

 

 

 

生・非発生の判定イメージを図－3 に示す。図－3 では、

UD方向の1秒以上の加速度応答スペクトルについて、多

発地震と非多発地震のそれぞれの平均値の近似直線を境

界に、多発・発生・非発生を仮に設定している。 

５．おわりに 

 今後は、土砂災害の発生・非発生の判定について、閾

値もしくは境界線の設定手法をより詳細に検討する予定

である。また、地震事例を増やすとともに、速度応答ス

ペクトルや変位応答スペクトル等を用いた分析も進めて

いたいと考えている。

参考文献 

1)伊藤英之ら：地震による崩壊発生箇所と震度分布の関係,砂防
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2)川邊洋：斜面災害発生に影響を与える地震動の諸性質，森林科

学、Vol.56，p23-26，2009 
3)大崎順彦：新・地震動のスペクトル解析入門、1994、p.251-254 
4)川邊洋ら：1997年鹿児島県北西部地震域における余震と微動

の観測による地盤の震動特性，砂防学会誌、Vol.51、No.5、
p.12-18、1999 

図－1 多発地震と非多発地震の加速度応答スペクトルの比較 
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図－2 岩手・宮城内陸地震と山形県沖地震の加速度応答スペクトルの比較 
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図－3 土砂災害の発生・非発生の判定イメージ 
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地盤条件を考慮した地震時斜面崩壊危険度評価に関する検討 

国土交通省国土技術政策総合研究所 坂井佑介，山越隆雄，平田育士 
エイト日本技術開発 ○種平一成，藤原康正，橋尾宣弘，末冨岩雄

1. はじめに

近年の大規模地震では，表層崩壊に加え深層崩壊など

の大規模な斜面崩壊が発生しており，被害拡大の原因の

ひとつとなっている。このため，地震時の斜面崩壊の予

測においては，小規模から大規模な崩壊まで包括的に危

険性を評価できる手法の構築が必要と考えられる。大規

模な斜面崩壊とその他の崩壊では，崩壊発生場の地形・

地質的特徴や地震動特性が異なる可能性があり，本研究

では，これまで様々な地形条件，地盤条件，地震動特性

と崩壊面積率の関係について分析を行ってきた。本稿

は，これまでに得られた知見をもとに，地形条件，地盤

条件，地震動特性，崩壊規模を考慮した地震時斜面崩壊

危険度評価式の提案を行う。 

2. 検討対象

対象とする地震は，地震前後の LP データが存在する

2016 年熊本地震を用い，検討範囲は，斜面崩壊が多発

した阿蘇カルデラ周辺とした(図-1)。崩壊地は，地震前

後の空中写真判読等により，ポリゴンデータを作成し，

深層崩壊の規模の目安(土木研究所，2009)を参考に，ポ

リゴンの面積が 1ha 以上の崩壊を「大規模崩壊」，1ha

未満を「その他崩壊」とした。

3. 評価式の検討方法

3.1 目的変数と説明変数

地震による崩壊確率(＝崩壊面積率)は最大加速度と斜

面勾配を独立した 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)，本研

究では，この式形を地質によって区別して作成すること

とした。地質区分は阿蘇火山地質図(地質調査総合セン

ター，1985)の分類をもとに，岩種や岩質，地質年代等

から図-1 に示す 6種類にまとめた。

3.2 評価式検討の手順

評価式の作成手順は，大きく以下の①～⑤である。こ

こで，内田ら(2017)では bは係数であるとされている

が，bは最大加速度によって変化することから，本研究

では f(a)とした。①対象範囲内の斜面勾配，地質，最

大加速度を 10m メッシュデータとして整理する。②地質

毎に斜面勾配は 5°毎，最大加速度は 50gal 毎に階級別

崩壊面積率を算出する。崩壊面積率は，各階級に属する

10ｍメッシュの重心が崩壊地ポリゴン内に属するメッシ

ュ数を当該階級に属する全メッシュ数で除して求めた。

③斜面勾配と階級別崩壊面積率の関係を片対数グラフに

表示し，近似する直線の傾きから係数 kを設定する。

④最大加速度の階級毎に斜面勾配と崩壊面積率の関係か

ら f(a)を設定する。④-1 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。④-2 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。④-3 最大加速

度の各階級の中央値と切片を片対数グラフに表示する。

④-4 最小二乗法により直線近似式を求め，これを関数

f(a)とする。⑤これらを合成して式-1を求める。

logP＝k･I＋f(a) ・・・式-1 

ここで，Pは崩壊面積率，Iは斜面勾配(°)，kは係

数，f(a)は最大加速度の関数，aは最大加速度(gal) 

4. 評価式の検討結果

4.1 斜面勾配と崩壊面積率の関係および係数 kの傾向

3.2 節の手順③では，いずれの地質ともほぼ直線関係

が認められた。図-2 に火山灰・軽石と溶岩・火砕岩の

例を示す(当図に最大加速度の階級は考慮していない)。

図-2 より地質や崩壊規模によって係数 k(＝直線の傾き)

に違いがみられ，「大規模崩壊」は地質により係数 kの

値が大きく異なるが，「その他崩壊」は，地質が異なっ

ても係数 kの差は比較的小さく，「大規模崩壊」では地

質による区分がより効果的であることがわかる。 

図-1 検討範囲と地質区分 

図-2 斜面勾配と崩壊面積率の関係 
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4.2 最大加速度と崩壊面積率の関係および f(a)の傾向 

3.2 節の手順④より，地質別・規模別に最大加速度の

関数 f(a)を設定した。図-3 に火山灰・軽石と溶岩・火

砕岩の例を示す。いずれの地質・崩壊規模とも最大加速

度が大きくなるほど崩壊面積率(斜面勾配＝0)は高くな

り，火山灰・軽石の「その他崩壊」が最も顕著となって

いる（傾き 0.0049）。また，両地質では，「大規模崩

壊」の傾きは同等ながら，「その他崩壊」では顕著な違

いがみられる。このように関数 f(a)についても地質や

崩壊規模によって異なる傾向が得られた。 

4.3 評価式の作成と適中率の確認 

地質別，崩壊規模別に設定した係数 kと関数 f(a)を

合成し，表-1 に示す評価式が得られた。表-1 の評価式

より，10m メッシュ毎に崩壊面積率を求め，実際の崩

壊・非崩壊に対する適中率と捕捉率がともに 70%以上と

なるように閾値を設定した。内田ら(2004)による評価結

果と比較すると(適中率 49～51%，捕捉率 69～91%)，適

中率は全体的に高く，捕捉率は同等の結果となってい

る。式-13 については，適中率・捕捉率ともに 70%を下

回っており，これは 250gal 前後の低加速度域で発生し

た大規模崩壊が影響し，関数 f(a)の傾きが非常に小さ

くなったためである。これらの大規模崩壊は，いずれも

北外輪山内壁の長大斜面で発生しており，大規模化に関

わる別の要因(例えば斜面高など)の影響が大きい可能性

も考えられる。 

5. 地質条件が異なる地域での適合性

2004 年新潟県中越地震は，崩壊地の大部分が堆積岩

分布域にあたり，熊本地震とは地質条件が異なる。堆積

岩地域に適用した場合の適中率と捕捉率を求め，図-4

に最も整合性の高かった火山灰・軽石と溶岩・火砕岩を

示す。「その他崩壊」を対象とする式-7 や式-10 では，

適中率と捕捉率がともに 50～60%であり，地質条件が異

なる場合でもある程度の適合性が認められる。一方，

「大規模崩壊」を対象とする式-6 や式-9 では，適中

率・捕捉率のいずれかが 30～40%であり，適合性は低い

結果となっている。ここで，中越地震の崩壊形態と規模

に着目すると，主な崩壊形態として①堆積岩の流れ盤構

造に起因する岩盤すべりや②ケスタ地形の急斜面側での

表層崩壊が挙げられ，①は比較的大規模で②は比較的小

規模なものが多い。熊本地震で作成した「その他崩壊」

の評価式は，急斜面での火山砕屑物の崩壊など，②と崩

壊形態が類似するものを含んでいる。一方，「大規模崩

壊」の評価式は①のタイプを含まず，遷急線付近の縦断

的凸部が下方斜面とともに広範囲に崩壊した事例が主体

となっている。このように地質や崩壊形態の類似性は評

価式の適合性に影響し，「大規模崩壊」ではこれが顕著

となり易いと考えられる。 

6. まとめと今後の課題

評価式の適合性の検討により，「その他崩壊」は地質

条件が異なる場合でも一定の適合性が得られるものの，

「大規模崩壊」については，地質や崩壊形態別に評価式

を設定する必要性が高いことが示された。また，先阿蘇

火山岩類の「大規模崩壊」では，適中率が低い結果とな

り，勾配・最大加速度以外の要因の検討を行うととも

に，熊本地震との類似性が高い火山地域において「大規

模崩壊」の評価式を検証する予定である。 

表-1 地質別・崩壊規模別の評価式 

参考文献 

土木研究所 火山・土石流チーム(2009):「深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」に関するよくある質問と答え,p.1
内田ほか(2017)：地震による斜面崩壊危険度評価手法について，防災科学技術研究所研究資料 第 411 号 pp.119-122
内田ほか(2004)：地震による斜面崩壊危険度評価手法に関する研究，防災科学技術研究所研究資料 第 204 号 pp.41-55

崩壊 非崩壊
全崩壊 logP=0.0992I+0.0066a-9.300 (式-1) -3.00以上 -3.00未満 93% 98%
大規模 最大加速度が1階級のみ - - - -
その他 logP=0.0989I+0.0065a-9.248 (式-2) -3.00以上 -3.00未満 93% 98%
全崩壊 logP=0.0556I+0.0011a-4.948 (式-3) -3.25以上 -3.25未満 86% 84%
大規模 最大加速度が1階級のみ - - - -
その他 logP=0.0714I+0.0012a-5.433 (式-4) -3.00以上 -3.00未満 93% 84%
全崩壊 logP=0.0469I+0.0050a-6.544 (式-5) -1.25以上 -1.25未満 71% 75%
大規模 logP=0.0732I+0.0028a-6.815 (式-6) -2.25以上 -2.25未満 79% 90%
その他 logP=0.0457I+0.0049a-6.431 (式-7) -1.25以上 -1.25未満 70% 74%
全崩壊 logP=0.0465I+0.0014a-4.188 (式-8) -2.00以上 -2.00未満 72% 83%
大規模 logP=0.0330I+0.0023a-5.117 (式-9) -2.50以上 -2.50未満 76% 70%
その他 logP=0.0543I+0.0009a-4.142 (式-10) -2.00以上 -2.00未満 75% 81%
全崩壊 logP=0.0728I+0.0010a-5.692 (式-11) -2.50以上 -2.50未満 86% 89%
大規模 崩壊なし - - - -
その他 全崩壊と同じ - - - -
全崩壊 logP=0.0502I+0.0013a-5.143 (式-12) -2.50以上 -2.50未満 70% 75%
大規模 logP=0.0288I+0.0004a-3.655 (式-13) -2.50以上 -2.50未満 55% 69%
その他 logP=0.0652I+0.0014a-5.913 (式-14) -2.50以上 -2.50未満 77% 79%

備考
閾値（logP）

適中率 捕捉率評価式

火山灰・
軽石

降下
火山灰

崖錐・扇
状地堆積
物等

Aso1-4

溶岩・火
砕岩

先阿蘇火
山岩類

崩壊規模地質

崩壊 非崩壊

崩壊 ① ② C

非崩壊 ③ ④ D

A B E合計

・適中率（%）：(①+④)／E×100

・捕捉率（%）：①／C×100

適中率・捕捉率の算出方法
予測

合計

実
際

適中率：

予測が的中した確率

捕捉率：

実際が「崩壊」であったときに、

正しく「崩壊」と予測できた確率

赤字は2004年中越地震との適

合性を示す（図-4）

図-3 最大加速度の関数 f(a)
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図-4 適中率と捕捉率 
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地震に起因した火山灰堆積斜面崩壊による崩土の長距離移動実態の解明 

～2018年 9月北海道胆振東部地震による厚真町の事例～ 

北海道大学農学院 ○間片大地 

北海道大学農学研究院 山田孝 

１． はじめに 

平成３０年 9 月６日午前３時 7 分に北海道胆振地方中東部を震央としてマグニチュード 6.7 の地震が発生

した。現行の土砂災害警戒区域の対象となる斜面の勾配よりも緩い勾配で相当数の山腹崩壊が発生し、被害の

及ぶ想定距離を超えて土砂が到達した事例が多い。地震による崩土の長距離移動実態についてはいくつかの

先行研究があるが、降下火砕物堆積箇所のすべり面剪断面付近の堆積構造が、崩土の長距離移動にどのように

影響するのは不明な点が多い。本研究では、平滑斜面での滑動タイプの崩壊を対象とし、すべり面剪断面付

近・流下場の堆積層構造の組み合わせと、等価摩擦係数（みかけの動摩擦係数）との関係について明らかにす

ることを目的とする。。 

２． 研究方法 

２．１自然停止型崩土の抽出 

崩積土の形状が自然停止型（山腹の崩壊地から流出した土砂が、対岸地形や他の崩積土の影響を受けずに平

坦地に自然停止しているもの）となる平滑な崩壊地を、空中写真を利用し、厚真町において発生した崩壊 6600

か所から 59 か所抽出した。抽出した崩壊地 59 カ所それぞれにおいて「崩壊発生場」、「流下場」、「氾濫・堆

積場」の三つに区分けした。その後、ArcGIS を用いて地形解析を行った。そして、現地調査可能な箇所を、

抽出した 59 カ所からさらに 19 カ所選別した。19 カ所の現地アクセス可能事例において、崩壊深、堆積層、

層構造、崩土の上に存在する立木群の攪乱状況などを調査した。 

２．２崩土の長距離移動に関わる要因の考察 

とくに崩土が長距離移動した事例のうち３箇所については、トレンチ調査により崩土の内部構造を調べ、特

徴的な堆積層に着目し、崩土の長距離移動の要因について考察した。それぞれの崩壊地において、崩壊発生場、

流下場、氾濫・堆積場における諸々のデータを用いて、崩土の長距離移動に関わる要因の検討・考察を行った。

用いたのは、以下の５つの指標である。 

①「位置エネルギー=mgh(J), m:崩土の質量,σ(g/cm³)：土粒子の密度=2.6,g(m/s²):重力加速度,h(m):崩壊地

の比高,土壌の空隙率:0.4」 

②｢摩擦速度=u*=(ghsinθ)^(1/2)(m/s), H(m):流動深（本研究では滑落崖の高さ）, g(m/s^2):重力加速度,θ:

斜面勾配（崩壊発生場の勾配を参照）」 

③「勾配変化率」崩壊流下場（流下場がない場合は崩壊発生場）と氾濫・堆積場の勾配の比

④「等価摩擦係数=H/L ,H(m):崩壊地の比高 L(m):崩壊源の最上端を基点として崩土の先端までの水平距離 

⑤「流下比＝ｌ／H（l:流下・堆積部の長さ,H:崩壊部の比高（本研究では崩壊発生場の比高）」

その後、現地調査可能な崩壊地 19カ所から、崩土の形態を「滑動タイプ」と「流動タイプ」に分類した（崩

土の上に存在する立木群がほとんど乱れずに存在する場合は「滑動」、立木群が倒伏・枯死している場合は「流

動」とみなした）。そのうちの滑動タイプ 7カ所から、崩土の内部構造を観察するための調査トレンチ箇所を

等価摩擦係数の値に着目して、比較的等価摩擦係数の値が小さな 2カ所（朝日地区（等価摩擦係数 0.17）、東

和地区（等価摩擦係数 0.14））と、比較的等価摩擦係数の値が大きな桜丘地区（等価摩擦係数 0.35）を選定し

た。 

R7‑006

383

2020年度砂防学会研究発表会概要集



滑動タイプ 3 カ所について、崩壊滑落崖での堆積層序、崩土流下場での旧地盤の堆積層を調べるとともに、

崩土氾濫・堆積場でのトレンチ掘削によって崩土堆積層内の不攪乱状況を確認し、旧地盤との境界付近でのす

べり層の観察・試料採取を行った。 

３． 結果・考察 

３． １実態 

L/H(L:斜面法尻から崩土の先端までの水平距離,H:斜面の鉛直高)と

Lとの関係図に、抽出した５９カ所の崩土のデータを入れた結果、59カ

所の多くが崩壊斜面の勾配が 30度未満、30度以上にかかわらず、現行

の土砂災害警戒区域の領域から外れて長距離移動したことが分かった。 

３．２崩土の長距離移動に関わる要因の考察 

等価摩擦係数が小さいほど流下比が大きくなる傾向があること(図-1)、

厚真町の 19箇所の事例は、石川のデータ（1999）よりも小さな位置エ

ネルギーと摩擦速度で、同じ程度あるいはそれ以上の流下比を示すこと

(図-2,3)、滑動タイプの崩土の方が流動タイプのものよりも大きな流下

比を示す場合があることが明らかになった。そこで崩土の滑動タイプ 3

事例(東和地区：等価摩擦係数 0.14，朝日地区：等価摩擦係数 0.17，桜

丘地区：等価摩擦係数 0.35)を対象として、崩壊発生場、崩土の流下場、

氾濫･堆積場のすべり面ならびに崩土の運動時の崩土底面境界付近の堆

積層構造に注目した。トレンチ調査対象の三箇所のいずれの層も攪乱さ

れておらず、それぞれの層境界は明瞭であった。こうした実態から、ト

レンチ掘削した 3 箇所での崩土の移動形態は滑動タイプとみなすこと

が可能であり、単純な質点滑動モデルで表現できると考えられる。その

場合の崩土の移動に影響する要因は、動摩擦係数(等価摩擦係数)とな

る。東和地区の崩壊発生場、流下場、氾濫・堆積場のすべり面、崩土底

面境界層の堆積層は、いずれもTa-d風化軽石層と泥岩風化層である。

朝日地区の崩壊発生場と流下場は、Ta-d風化軽石層と褐色粘土層、氾

濫・堆積場はTa-d風化軽石層と風化泥岩層である。これらに対して、

桜丘地区では(流下場はない)、崩壊発生場はTa-d風化軽石層と円礫を

多数含む段丘堆積層、氾濫・堆積場は Ta-d 風化軽石層と褐色土壌(旧

地盤)である。東和地区、朝日地区では、高含水状態の風化泥岩あるい

は褐色粘土層が崩土のすべり台であり、崩土の底面は高含水状態のTa-

d軽石風化層であるため、崩土の滑動時に動摩擦係数が小さくなり、地

震動や滑動時の振動によって間隙水圧が上昇してすべり面液状化のよ

うな現象が発生し、結果として長距離移動したと考えられる。それに

対して、桜丘地区では、崩土の底面直下位層に粗度の大きな段丘堆積層

が存在するため、動摩擦係数か大きくなった可能性がある。 

４．参考文献 
１）森脇寬（1987）：崩土の到達距離予測, 地すべり, 第 24 巻, 第２号, 24-2 ２）石川芳治（1999）：地震による土石流の発生に係わる地形,地質条件 砂防学会誌,Vol.51,No.5,p.35-

42,1999 

３）○小山内信智・海堀正博・山田孝・笠井美青・桂真一郎・桂真也・古市剛久・柳井清治・竹林洋史・藤浪武史・村上泰啓・伊波友生・佐藤創・中田康隆・阿部友幸・大野宏之・武士俊

也・田中利昌・小野田敏・本間宏樹・柳井一希・宮崎知与・上野順也・早川智也・須貝昂平：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 2019年 71巻 5号 p.54-65 

５）○臼杵伸浩・田中義成・水山高久：移動距離の長い地すべりの実態 砂防学会誌, Vol. 57, No. 5, p.47-52, 2005 ６）佐々恭二（2007）：地すべりダイナミクスの発展 京都大学防災研

究所年報 第50号A 平成19年4月pp.93-109 ７）宮本邦明(1992)：土石流流動のメカニズム(1) 砂防学会誌45巻4号p.40-45 ８）荒井信行・清水康行：現場のための水理学(3)-掃流

砂と河床変動-（1998年1月、北海道開発局土木試験所河川研究室にて発行）p35-50 ９）近堂祐弘（1985）：北海道の特徴的な土壌―１≪火山性土壌①≫火山灰の起源と分布 アーバンク

ボタ NO.24 JUNE 1985 株式外車クボタ p2-5 １０）千木良雅弘・中筋章人・藤原伸也・阪上雅之（2012）：2011年東北地方太平洋沖地震による降下火砕物の崩壊性地すべり 応用地

質,第52巻,第6号,222-230貢,2012 １１）佐藤達樹・千木良雅弘・松四雄騎（2017）：2016年熊本地震により発生した阿蘇カルデラ西部における斜面崩壊の地形・地質的特徴 京都大学防

災研究所年報 第60号B平成29年 pp.431-452  

図-1 等価摩擦係数と流下比の関係図 

図-2位置エネルギーと流下比の関係図 

図-3 摩擦速度と流下比の関係

図
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2019 年台風 19 号の豪雨特性と土砂災害 

○林 拙郎(静岡大(客員))・山田 孝(北大農学研究院)

１．はじめに 

土砂災害を発生させた豪雨の時間特性や空間特性については，発現した現象から調べることが可能であ

る。筆者らは，昨年来，土砂災害の発生豪雨に対する時間特性の分類を行い，各豪雨は，時間的特性に基づ

き，激性豪雨・活性豪雨・長大豪雨に分けられることを示した（林ら，2019）。2019 年の台風 19 号は，10
月 12 日に伊豆半島に上陸後，関東を通過し，13 日にかけて東北に豪雨をもたらした。この間，神奈川県・

埼玉県・宮城県他に土砂災害を発生させた。ここでは，台風 19 号による豪雨に対し，研究対象地域である

箱根・相模原・秩父・丸森周辺における各降雨の時間的特性と豪雨度を求め，豪雨の活動特性や豪雨量の特

性と土砂災害の特性について検討する。 

２．2019 年台風 19 号豪雨の活動・時間特性 

2019 年台風 19 号の豪雨特性（豪雨の継続時間，豪

雨強度，トリガー雨量，地域雨量，豪雨度）は，図-１

のようにまとめられる（下図の台風の進路，解析累積

雨量はウエザーニュース(2019)による）。図中の豪雨特

性を以下，順次説明する。それぞれの詳しい用語は

徐々に述べることとし，概要をまず述べる。 

2.1 豪雨の継続時間 td と豪雨 3 種

豪雨継続時間の特性より，次の分類がある。 

激性豪雨・活性豪雨・長大豪雨(林ら,1019，図-2) 

図-1，図-2 より，台風 19 号の豪雨特性は，箱根，

相模原，秩父，丸森周辺のすべてが活性豪雨に該当

し，以前に良くみられた中間的な豪雨に相当する。 

2.2 豪雨強度 i と基準化(豪雨)強度 I 
豪雨強度 i は，豪雨の継続時間 td内の総雨量 RHを td

で除したものであり，図-1 に各地域の代表値が示され

ている。各豪雨強度の最大値は，今回日雨量が最大と

なった箱根（アメダス）において発生した。 

 基準化(豪雨)強度 I は，豪雨強度 i に対し，次章で説

明する地域雨量を時間雨量に直した因子より次式で求

められる。 I＝i /(R1/2/24) 
この因子 I を対象地域の豪雨に対し示したものが

図-3 である。この図より丸森（県笠松雨量）の値が

少し大きいが，ほぼ従来の領域に入る値である。 

2.3 活性豪雨の特徴 

以前の研究（林ら，2019）によれば，2017 年と

2018 年の各地の豪雨は，激性・活性・長大の豪雨特

性をもつ。今回の対象地域は，活性豪雨に該当する

が，今回と従来の豪雨の時間特性は図-4 に詳しく表

示されている。過去の顕著な活性豪雨は，伊那谷・

長崎・東海・宮川・伊豆大島の各豪雨が該当する。 

図-１ 2019 年台風 19 号の豪雨と特性 

図-2 土砂災害を発生させた豪雨の分類 
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３．2019 年台風 19 号の豪雨度と土砂災害 

3.1 地域雨量 R1/2

各地の大雨の降りやすさを示す地域雨量 R1/2（2
年に 1 度の確率雨量）を調べると，やはり，箱根

が最大で，以下，相模原，秩父，丸森の順に少な

く，箱根は丸森の約 1.9 倍である（図-1）。 

3.2 トリガー雨量 R0-1 と先行雨量 R2-15

2 週間の先行雨量 R2-15 は，各対象地域とも少な

く，箱根(アメダス)61.5mm，丸森（県笠松）34，
相模原 16，秩父（県曽根坂皆野町）が 9 である。 

一方，先の図-1 に示した土砂災害の発生日を含

む２日間のトリガー雨量 R0-1 をみると，各対象地

域の発生状況は，箱根が最大で，以下，秩父・相模

原（県下関戸）・丸森の順に少なくなっており，箱

根は丸森の約 1.8 倍多い雨量である。しかし，丸森

の被害が激しいのに対して，箱根の被害が少ないの

は，単に雨量だけを比較しても意味の無いことを示

している。これに対処するには，上で述べた地域雨

量を考慮することが必要となる。 

3.3 豪雨度 H による大雨の評価 

豪雨度 Hは，先行雨量 R2-15 とトリガー雨量 R0-1

を地域雨量 R1/2 によって「豪雨量」を基準化したも

ので，地震の震度に相当する指標である。 

1)算定法 豪雨度・豪雨階の算定は次のように行

う。上で述べた R2-15と R0-1 は，豪雨の偏在性を考慮

し，地域雨量 R1/2を用いて基準化すると，次の２因

子（先行水分度 xR，トリガー度 yR）が設定される。

つまり次式となる。 ｛xR(R2-15/R1/2)，yR(R0-1/R1/2)｝

豪雨度 H は次式で表される。 H={xR
2＋yR

2}1/2

図-5 は，顕著な土砂災害豪雨の豪雨度・豪雨階を示している。

2019 年台風 19 号の豪雨は，図中左上の 4 つの△が xRと yRを示し

ており，左側に寄っているのは，先行降雨がほとんど無いためであ

る。同図には 2017 年と 2018 年の大雨のデータが表示されている。

2)T19 号の豪雨度 H  今回，豪雨度は南の箱根から丸森まで，ほ
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ぼ，4 程度で，地域によってそれ程大きく違う値ではない。これ
は，箱根の地質等の特性が崩壊に対し強い耐性をもつのに対し，丸 筆甫

国土地理院
森の地質が崩壊に対し，脆弱であることを示している(図-6�参照)。 図-6 丸森の豪雨度と崩壊地(地理院)

謝辞 降雨データ入手にあたり，神奈川県と同企業局，国交省相模川

水系管理事務所，埼玉県，宮城県の各職員の方々の通常の仕事を煩わした。ここにお礼を申し上げる。
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図-4 近年発生豪雨の特性分類 

激性豪雨 活性豪雨 長大豪雨
3h～12h 12h～36h 36h～63h

1967佐世保 1961伊那谷(飯) 1938六甲(神戸)
1983島根(浜田) 1967六甲(神戸) 2004徳島(沢谷)
1999広島(魚切ダ) 1982長崎 2005鰐塚
2003水俣(深川) 1998福島(真船) 2011紀伊風屋(同)
2004美山 2000東海(稲武) 2011紀伊那智(色川)
2009防府(真尾) 2004宮川(宮ダ) 2018年7月(野呂ダ)
2010庄原(大戸) 2013大島(茶屋) 2018年7月(熊野町)
2010八百津(伽藍) 20187月(呉) 2018年7月(宇和島)
2012阿蘇(阿城山) 2018年7月(警固屋) 2018年7月(宇和)
2012大津(大石) 2018年7月(吉田)
2014広島(上原) 2019年丸森(県笠松)
2017九州北部(鶴) 19年県曽根坂皆野町
2017九州北部(北) 2019神奈川県下関戸
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大規模地震後に崩壊が発生した斜面の地形的特徴 

岩手大学農学部森林科学科砂防学研究室 〇石川丈瑛 井良沢道也 

奥山ボーリング株式会社 林一成 

1，背景と目的 

 大規模な地震動による影響を受けた斜面は地震後しばらくたって崩壊に至る現象が発生することがある。

地震後にはそれ以前よりも崩壊が生じやすい状況が生じ、通常は崩壊が発生しないレベルの降水量であって

も崩壊が発生する。こうした地震発生後の二次被害の軽減の観点から大規模地震後の経年の崩壊発生状況を

把握し、二次的な崩壊発生の地形特性を考えることは重要である。そこで本研究では、2004 年 10 月 23 日に

発生した新潟県中越地震（震度７）発生により、斜面崩壊が特に多かった新潟県長岡市（旧山古志村）の芋

川流域を調査対象とした。地震後において空中写真と航空レーザー測量データを活用し、Arc GIS ver10.4 を

用いて地震発生後の二次的崩壊発生斜面の地形的特徴を中心に検討を行った。 

２，研究対象地と方法 

 芋川は信濃川水系魚野川の支川で、流域面積は約 38 ㎢、地質は第三紀層中新世・鮮新世の堆積岩類で、流

域は東山丘陵という過去に地すべりが多発した地域に広がる。（財）砂防・地すべり技術センター（2007）

による経年の崩壊地分布図を参照し、表層崩壊を抽出した。さらに地震発生後 7 年後の 2011 年の新潟・福

島豪雨災害時の表層崩壊も対象とした。解析に用いた数値標高データ（DEM）は平成 10 年撮影の空中写真

による DM データ（空間解像度 5m メッシュ；朝日航洋（株），2007）である。数値標高データによる地

質、傾斜（崩壊地ポリゴン内の平均傾斜）、地形分類（尾根，遷急線，直線状の斜面，遷緩線，谷，平坦面）

等を行った。崩壊地データとの両者の地形的な位置を判読し、崩壊が発生した斜面の特徴を検討した。ま

た、現地調査を行い、崩壊地の分布状況について確認した。 

３，結果と考察 

 解析をおこなったのは地震時（H16 年）に発生した崩壊 1110 個、地震翌年（H17 年）に発生した崩壊

866 個、2 年後（H18 年）に発生した崩壊 1897 個、7 年後（H23 年 7 月新潟・福島豪雨災害時）に発生した

崩壊 788 個である。2004 年新潟県中越地震により発生した崩壊地およびその後の 2 年間の融雪期に発生した

崩壊地のデータを用い、これらの崩壊発生前の数値標高データによる地形等の結果から崩壊地の地形的特徴

に関する分析を行った。昨年度実施した 2008 年岩手・宮城内陸地震の同様の研究結果ともあわせて以下に

示す。なお、2011 年の新潟・福島豪雨災害時の崩壊は地震による二次的な崩壊の特徴と類似していた。 

①地震後に発生した二次的な崩壊のほとんどは，地震から 2～3 年以内に発生していた。すなわち，地震動

により緩みが生じるなど不安定化した斜面の大半は，その後 2～3 年程度以内の間に崩壊に至っていると考え

られる。 

②二次的な崩壊の規模は地震時の崩壊に比べ小さい。

③二次的な崩壊の勾配は地震時の崩壊に比べ緩やかであった。

④二次的な崩壊は地震時の崩壊地と隣接して斜面中腹・下部に拡大するものが多くみられた。

R8‑002
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⑤地震による崩壊の残存した不安定土砂が再移動するケースも見られた。

⑥芋川流域では地震により発生した崩壊地と，翌年の崩壊地は，尾根や遷急線に分類される凸型斜面での

崩壊地がやや優勢な点が共通している一方で，地震から 2 年後の崩壊地では，遷緩線や谷などの凹型斜面で

の割合がやや大きくなっている。 

崩壊斜面の上部には谷地形や集水地形が多くみられ、崩壊地の形状が沢地形に沿って斜面下方に縦長のも 

のが多いことから、崩壊の発生には地下水の集中が強く関係しているといえる。 

図１ 各時期の崩壊面積率と傾斜 

図 2 各時期の崩壊面積率と地形 

今後は，芋川流域において地震の発生していない斜面との対比や、1995 年に発生した兵庫県南部地震や

2016 年熊本地震など、他地域との対比を行っていきたい。 
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樹木根系が有する崩壊抑制力の適正評価に関する一考察 

信州大学農学部（現 長野県建設部） 〇  林 直希 

信州大学学術研究院農学系  平松 晋也 

1. はじめに

樹木根系が有する崩壊抑制力の評価には「引き抜き抵抗力」が使用され, 従来の研究では, 個々の根系

が示す引き抜き抵抗力の時間変化を考慮することなく, 個々の根系の最大値の積算値を崩壊抑制力として

いるため, 実際の根系の効果を過大評価していることになる。本研究は, このような樹木根系の崩壊抑制

力を評価する上での問題点を勘案し, 根系の引抜き抵抗力の時間変化を考慮することにより, 根系の崩壊

抑制力を適正かつ定量的に把握することを目的として実施したものである｡ 

2. 試験地の概要と試験方法

信州大学農学部付属手良沢山ステーション内の 46 年生ヒノ

キ林内に図-1 に示すように, 斜面の傾斜方向に位置する 2 立木

の中央にトレンチ断面を作成し, 断面内での根系の出現位置,

断面直径:D₁(mm), 伸長方向を計測した後に, 断面直径 1.0mm

以上の斜面上流方向に伸長した根系を対象として根系の引き抜

き試験を実施した。根系の引き抜き試験では, 図-2 に示すよう

に電動ウィンチを用いて 1.3cm/s の一定速度で引き抜いた。根

系が示す抵抗力の時間変化をロードセルで計測し, データロガ

ーに保存した。引き抜き試験終了後, 根系の破断位置と破断直

径:D₂(mm)並びに土層中に残った根系の長さと表面積を計測し

た。

3. 根系の引き抜き試験結果

引き抜き試験は林内の 7 断面で実施し, 合計 51 本の上流方

向に伸長した根系の引き抜きデータを取得した。根系の引抜

き形態は「引き抜け」と「破断」に大別されるが, 本研究で

は, 全ての根系が「破断」する結果となった。引き抜き試験

結果の一例を示す図-3 より, 破断直径: D₂の増大とともに根系

の引き抜き抵抗力は増加し, 破断時間:Tmaxは遅くなる事実が

確認された。本研究では, 根系が破断する際に発揮する最大

の抵抗力を「破断強度:Fmax」, その抵抗力を発揮する時間を

「破断時間:Tmax」とそれぞれ定義し, 次章以降で引き抜き抵

抗力の時間変化のモデル化を行った。 

4. 上流方向の根系の抵抗力の時間変化モデル

図-3 に示した個々の根系が示す抵抗力の時間変化に対し, 個々

の根系の抵抗力は破断強度: Fmax(kN)に達するTmax(s)時点まで一

定傾向で増加するものと仮定し, 図-4 に示すように個々の根系の

有する抵抗力の時間変化をモデル化した。 

破断強度: Fmaxは断面直径:D₁を用いて近似される場合が多い

が, 本研究で得られた破断強度: Fmaxは, 図-5 に示すように根系

の破断部(破断直径:D₂)での値であるため破断直径 D₂を用いて破

断強度: Fmaxを近似することとした。しかしながら, 根系の引き抜き試験を実施しないと破断直径:D₂が不

明なため, 予測問題へと研究を展開しようとした場合, 事前に D₂と D₁の関係を把握しておく必要が 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0 5 10 15 20 25 30

引
き
抜
き
抵
抗
力

(k
N

)

時間 (s)

上流方向D₂:13.0mm

上流方向D₂:7.0mm

上流方向D₂:2.3mm

破断強度:Fmax

破断時間:Tmax
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ある。本研究で得られた上流方向に伸長した根系に対する断

面直径:D₁(mm)と破断直径:D₂(mm)との関係を図-6 に示す。

断面直径:D₁は, 破断直径:D₂を説明変数として(1)式で近似可

能となる｡ 

D₁=0.99・D₂
1.15

･･････････････････････････････････(1)

上流方向に伸長した根系に対する破断直径:D₂と破断強

度:Fmaxとの関係を図-7 に示す。同図中には下流方向に伸長し

た根系に対する試験結果も併記した。破断強度: Fmaxは, 破断直

径:D₂を説明変数として(2)式で近似可能となる。 

Fmax=1.01・10−2・D₂2.28･･･････････････････････････(2)

上流方向に伸長した根系では, 分岐した側根が複数存在し, 破

断時間を特定するのが困難であったため, 断面直径:D₁を用いて

破断時間: Tmaxを近似することとした。上流方向に伸長した根系

に対する断面直径:D₁と破断時間: Tmaxとの関係を図-8 に示す。破

断時間: Tmaxは, 断面直径:D₁を説明変数として(3)式を用いて近似

可能となる。 

Tmax=8.00・ln(D₁)+3.31･･･････････････････････････････(3)

 以上の結果得られた(1)~(3)式を図-4 中のFmaxとTmaxに適用する

ことにより, トレンチ断面に出現する各根系に対して抵抗力の時

間変化の再現が可能となる。 

5. モデルの妥当性の検討

引き抜き試験を実施した No.7 断面の場合を例として, (1)~(3)式

をトレンチ断面に出現する上流方向の全ての根系(計 8 本)に対し

て適用することにより抵抗力の時間変化を求め, 同時刻での全て

の根系の抵抗力を合計することにより得られた当該断面での崩壊

抑制力の時間変化を図-9 に示す。同図中には, 比較のため, 従来

モデルによる崩壊抑制力と現地試験により得られた実測値も併記

した。実測値と(1)~(3)式より得られる計算値を比較すると, 本モ

デルによる崩壊抑制力のピーク値やピーク値の出現時間の再現精

度は概ね良好であることがわかる。特に, 崩壊抑制力の実測値が

7.62kN であったのに対し, 従来モデルでは 13.16kN と実測値の

1.73 倍と大きく過大評価しているのに対し, (1)~(3)式より得られ

た崩壊抑制力は, 7.73kN と実測値との差位は 0.09kN とわずかであ

った。以上の結果, 樹木根系の抵抗力の時間変化を考慮した本モ

デルを適用することで, 従来モデルによる崩壊抑制力の過大評価

を大幅に是正可能となる事実が確認された。

6. 終わりに

本研究で新たに提示した根系の抵抗力の時間変化を加味した再

現モデルを調査を実施した 7 断面全てに適用したところ, 従来の

手法では実測値に対して 1.38~2.3 倍となった過大評価を本モデル

を用いることにより 0.90~1.61 倍へと減少させることが可能とな

った。本研究成果は, 花崗岩地域で生育するヒノキ林に対して得

られたものである。今後は, 他の地質や樹種に対して同様の研究

を実施し, 根系の崩壊抑制力に対する地質や樹種の影響を定量化

していく予定である。 
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愛知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発生した土砂災害の調査研究を続けている．本発表は，2020 年 砂防学会研究発

表会の会場である愛知県の事例について，これまでの調査成果を発表するものである． 

愛知県は日本のほぼ中央に位置し，東西約 106km，南北約 94km，面積は 5169 ㎢であり，古くから政治や産業・経

済等を支える交通網が整備され，東西交通の要衝として発展してきた． 

愛知県の地形は，西北部に尾張丘陵，東部及び北東部には三河山地が，西部には濃尾平野，中部には岡崎平野， 

東部には豊川平野，南部には知多半島と渥美半島があり，その間には三河湾，三重県との間には伊勢湾がある． 

地質構造は，県東部を流れる豊川に沿って，中央構造線により西南日本内帯，西南日本外帯と区別され，豊川以

北には新第三紀，第四紀の堆積岩類，領家帯の花崗岩類，以南には三波川帯の結晶片岩が分布し，丘陵地の古生層

周辺には広く砂岩泥岩を主体とする洪積層が分布する． 

気候区分としては，太平洋岸気候区に入り，暖候期は高温・多雨，寒候期は小雨・乾燥する特徴がある．特に県

の南側は，太平洋に面しているため，低気圧などの通過時には，南海上から暖かく湿った気流が入りやすく，梅雨

期や台風が接近・通過する時には，南斜面を中心に大雨になることがある． 

２．地震の記録と土砂災害 

愛知県に被害を発生させた主な歴史地震は，主に南海トラフで発生する海溝型巨大地震が多く，内陸直下型地震

においても，天正地震（1586）や濃尾地震（1891）といった最大級の内陸地震にも見舞われており，県全域が「南

海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されている．しかし，地震を誘因とした大規模な山崩れ（100 万㎥以上の

土砂量）やそれに伴う土砂災害の記録は確認されていない． 

愛知県に被害を発生させた主な歴史地震は以下の通りである（Ｍ＝7.5 以上の地震）． 

（1）天正十三年十一月二十九日（1586.1.18）天正地震（Ｍ≒7.8±0.1）

（2）慶長九年十二月十六日（1605.2.3）慶長地震（Ｍ＝7.9）

（3）宝永四年十月四日（1707.10.28）宝永地震（Ｍ＝8.6）

（4）安政元（嘉永七）年十一月四日（1854.12.23）安政東海地震（Ｍ＝8.4）

（5）安政元（嘉永七）年十一月五日（1854.12.24）安政南海地震（Ｍ＝8.4）

（6）明治 24 年（1891）10月 28日 濃尾地震（Ｍ＝8.0）

（7）昭和 19 年（1944）12月 7日 東南海地震（Ｍ＝7.9）

（8）昭和 21 年（1946）12月 21 日 南海地震（Ｍ＝8.0）

３．降雨を誘因とした土砂災害 

愛知県は，洪水災害の記録は数多く残されているが，降雨を誘因とし

た土砂災害の記録は少ない．大規模な山崩れの記録は少なく，多くは梅

雨前線や台風等の大雨を誘因として発生した中小規模の山崩れである． 

（1）明和四年七月十日〜十二日（1767.8.4～6）

「瀬戸市赤津万徳寺前の山崩れ」

瀬戸市赤津万徳寺前の山が大きく崩れ，赤津川を堰止め，赤津村 

は沼状となった．後に天然ダムは決壊し，下流の山口や菱野では多数 

の死者と家屋流失の被害が発生した．また，この時，雲興寺門前付近 

の山や猿投山も崩壊した． 

（2）明治 37（1903）年 7 月 10 日「新城市四谷の山崩れ」

長雨と台風の影響により，海老町四谷で山崩れが発生．死者 11人， 

負傷者 4人，家屋流失 6戸，全壊 5戸の甚大な被害が発生した． 写真 1 四谷の山崩遭難供養塔 
（2020 年，今村隆正撮影） 
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かしゃげ峠には，「山崩遭難供養塔」が建立さ 

れている． 

（3）昭和 47（1972）年 7 月 12～13日

「47・7 豪雨災害」

愛知県西三河地方の山間部を中心として山崩れ， 

土石流などが多数発生．豊田市の旧小原村では死者

32人，旧藤岡村でも死者 22人といった大災害であ

った．現在の小原支所に隣接する「ふれあい公園」

や喜佐平集落には，この災害にまつわる石碑が建立

されている． 

４．まとめと課題（愛知県の土砂災害の歴史と特徴） 
愛知県は，過去（2009～2018）の土砂災害発生件

数のランキングでみると，47 都道府県中 35 位ほど

であり，中部地方の他の県と比べると順位が低い．

また，歴史記録に残るような大規模な山崩れ（崩壊

土砂量が 100万㎥以上程度）による土砂災害の事例

は確認されない． 

これは，愛知県の面積のうち約 55％が標高 100ｍ

以下であり，木曽川や庄内川によって形成された濃

尾平野や岡崎平野等の平野部の面積が県土の約

60％近くを占めていることも大きな要因であろう． 

大規模な土砂災害の記録こそ少なかったが，江戸

時代から現代に至るまでの膨大な歴史資料を調査

するとともに現地調査を行った結果，山崩れが川を

堰止めて天然ダムを形成した事例，土石流で数十人

が犠牲になった事例，土砂災害の供養塔が建てられ

ている事例なども確認することができた． 

誘因のほとんどは降雨によるものであり，地震を 

誘因とした大規模な土砂災害の記録は確認されてい

ない．しかし，南海トラフの巨大地震や中央構造線

の存在もあり，液状化や津波による被害ばかりでは

なく，山間部では，土砂災害発生の可能性も十分に

注意する必要がある．また，降雨を誘因とする土砂

災害は，歴史記録にも確認されるよう，今後も繰り

返し発生する可能性が高い．  

５.文献

愛知県（1970）：愛知県災害誌，548p． 

愛知県豊田市（2018）：新収豊田市史，別編，自然，710p. 

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． 

地震調査研究推進本部 WEB，愛知県の地震活動の特徴． 

都道府県別土砂災害発生状況（国土交通省砂防部）． 

尾張旭市誌編さん委員会（1971）：尾張旭市誌，620p． 

幡山村誌編纂委員会（1992）：幡山村誌，472p． 

総務省統計局（2020）：統計でみる都道府県のすがた， 

2020，164p． 

図 1 愛知県の歴史災害による主な土砂災害発生地点図 
（丸番号は表 1と対応） 

発生年月日 誘因
災害

発生地点
被害概要 位置

1904

明治37年5月27日
降雨

設楽町

折立沢谷

設楽町折立沢谷の山崩れ，8戸が被

害を受け，死者8人． ②

新城市

海老町

四谷

南設楽郡海老町四谷で山崩れ．死者

11人，負傷者4人，家屋流失6戸，全

壊5戸．山崩遭難供養塔建立．
③

設楽町

三都橋

北設楽郡段嶺村三都橋で山崩れ，死

者3人，住家全壊4戸，半壊5戸． ④

1906

明治39年7月16日
降雨

豊田市

桑原

北設楽郡武節村桑原で山崩れ．高さ

140m幅50m．家屋全壊1戸，死者5人． ⑤

1932

昭和7年8月8日
降雨

瀬戸市

泉町

名古屋と多治見を結ぶ狭い地域に集

中豪雨があり，高蔵寺・志段味方面の

山では山崩れなどで山容が一変した．

瀬戸市泉町では，土砂災害による死

者22人．慰霊碑が残る．

⑥

1957

昭和32年9月7日
降雨

設楽町

栗島

梅久後

栗島の梅久後地内で約2町歩の山崩

れ．3,600㎥の土砂は約800m下の河

合宅及び付属建物を栗島川まで押し

流し，一家全員死亡．

⑦

1972

昭和47年7月12～13日
降雨

豊田市

小原

愛知県西三河地方の山間部を中心に

崩壊や土石流が多数発生．旧小原村

（死者32人）や旧藤岡村（死者22人）で

の被害が大きかった．

⑧

赤津万徳寺前が山崩れし，赤津川を

堰止め，赤津村は沼状となり，後に決

壊し下流の山口や菱野では多数の死

者と家屋流失．この時，雲興寺門前の

付近や猿投山も崩壊した．

①
1767.8.4～6

明和四年七月

十日〜十二日

降雨

1903

明治37年7月10日
降雨

瀬戸市

赤津

万徳寺前

表 1 愛知県における主な歴史災害年表 
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紀伊山地における重力変形斜面と水質の関係 

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 小竹利明・木下篤彦・山田 拓・柴田 俊 

国土防災技術株式会社 ○小川内良人・横山 修 

はじめに 
紀伊山地では，平成 23 年 9 月台風 12 号の豪雨により，大規模な深層崩壊が多発し，17 箇所の天然ダムが形成された。こ

のような深層崩壊による被害を軽減するためには，深層崩壊の発生のおそれのある斜面を抽出し，保全対象の重要性を勘案し

た上で深層崩壊の発生を抑制する有効なハード対策とソフト対策とを組み合わせた事前予防対策が重要である。紀伊山地では，

広範囲な重力変形斜面に関する地形解析により，深層崩壊の発生のおそれのある斜面が抽出されているが，対象斜面が多く

個々の斜面の相対的な危険度は把握されていない。これまで危険斜面を抽出する手法の1つとして，電気伝導度が危険斜面抽

出の指標となることが示されている 1）。紀伊山地では，重力変形斜面の湧水やボーリングコアを利用した溶出試験から，電気

伝導度が Ca2+，HCO3-，SO4-濃度と相関が高いこと，電気伝導度と斜面の比高との関係が危険度評価の指標となる可能性が

指摘されている 2）が，水質と危険度評価の関係は課題となっている。 
本研究では，電気伝導度に寄与する溶存イオンを把握すること，深層崩壊跡地や重力変形斜面の電気伝導度と比高の関係に

着目して，水文調査を利用した紀伊山地の重力変形斜面の危険度評価手法を検証することを目的とした。

研究方法 
2. 1  調査対象斜面の選定と地形解析 
調査対象とする重力変形斜面は，今森ら 2）の研究で電気伝導度と比高との関係に着目した結果や地質との関係も考慮して，

白亜系と第三系が分布する地域の重力変形斜面について，ＬＰデータ利用して作成した地形表現図で微地形判読を行った。選

定にあたっては，対象地へのアクセスしやすい箇所を優先し，白亜系分布域で9箇所，第三系分布域で8箇所を選定した。選

定した斜面について，木下ら 3）を参考に重力変形斜面のひずみ率の計測を行い，千木良 4），千木良ら 5）を参考に斜面の危険度

評価（Ⅰ～Ⅳ区分）を判定した。

2. 2  採水・水質分析 
対象斜面について，現地で水温，pH，電気伝導度を測定し，湧水を 0.45 μm メンブレンフィルターによりろ過した試料

をポリエチレン製容器およびテフロン製容器に採水した。今回は，化学風化による粘土鉱物生成に関する定量的議論を行う目

的でAl3+を分析することとした。沈殿物がAl3+値に影響を与えるのでフィルター処理して採水した。 
水質分析は，主要陽イオン（Na+，K+，Ca2+，Mg2+）を原子吸光法，陰イオン（Cl-，NO3-，SO4-）をイオンクロマトグラ

フ法，アルカリ度（HCO3-濃度に相当）はGran法を終点決定法と

する酸滴定，溶存ケイ酸（シリカ SiO2）はモリブデン黄吸光光度

法により分析した。Al3+は，テフロン製容器に0.1 mol/Lとなるよ

うに高純度濃硝酸（和光）を加えた試料を ICP-MS法を用いて分析

した。

検討結果 
3. 1  水質分析結果 
水質分析用の試料は，白亜系分布域で9試料，第三系分布域で8

箇所の内，電気伝導度が比較的高い5試料の湧水を採水した。 
溶存イオンは，白亜系の重力変形斜面が第三系の斜面よりも濃度

が高い傾向があった。図-2にCa2++Mg2+濃度とアルカリ度（HCO3-

濃度に相当）の関係を示す。ほぼ原点を通る直線上にプロットされ，

Ca2++Mg2+濃度 とアルカリ度は1:2の関係となっている。これは，

一般的に鉱物の溶存二酸化炭素による溶解（化学風化）が関与する

ときに見られる。

図-3 に今森ら 2）で示された紀伊山地の白亜系が分布する重力変

形斜面の電気伝導度とHCO3-濃度の関係図を示す。電気伝導度は，

HCO3-と高い相関性が示されている。他のイオンでは，Ca2+，SO4-

濃度と電気伝導度との相関が高いことが報告されている。

対象域の四万十帯の地層には，炭酸塩鉱物の脈や硫化物が多いこ

と，砂岩層に長石類が含まれることから，これらの風化により，地

下水中のCa2+とHCO3-は供給されている可能性が高い。すな 

図-1調査位置図 

図-1 調査位置図

R8‑005

393

2020年度砂防学会研究発表会概要集



わち，HCO3-，Ca2+，SO4-濃度が高くなると対象斜面が

風化や粘土鉱物の形成も進んでいることが示唆され，電

気伝導度も値も大きくなると考えられる。

そこで，水質分析結果を利用してCa－モンモリロナ

イトなどの粘土鉱物の飽和指数を求めた。USGS が開

発した化学平衡計算プログラムPHREEQCを用いて関

与する化学種の有効濃度（活量）を計算した。その結果，

全ての重力変形斜面はCa－モンモリロナイトの飽和指

数が正になっていることから過飽和であり，粘土鉱物が

生成される地下水環境となっており，斜面ごとの飽和指

数の大きさが異なることが判った。

3. 2  電気伝導度と比高，斜面の危険度の関係 
図-4に平成23年深層崩壊斜面，深層崩壊跡地，重力

変形斜面について，湧水の電気伝導度と斜面の比高をプ

ロットした結果を示す。深層崩壊跡地は電気伝導度と比

高が高い領域にあり，平成23年深層崩壊斜面と同じ領

域にプロットされ，重力変形斜面の危険度は，Ⅲ～Ⅳが

多い。白亜系の深層崩壊跡地のプロット領域の下限は右

肩上がりとなっているが，第三系の斜面は崩壊跡地と重

力変形斜面のプロットされる領域に大きな差が無く，今

後，事例を増やして検討する必要がある。

まとめ 
紀伊山地の既往研究結果と本研究結果をまとめる。

① 平成23年深層崩壊斜面や深層崩壊跡地，重力変形

斜面の電気伝導度は，周辺の沢や湧水に比べて電

気伝導度が高い傾向がある。

② 平成23年深層崩壊斜面の湧水は，周

辺の沢に比べて比流量が大きい。

③ 平成 23 年深層崩壊斜面や重力変形

斜水は，周辺の沢や湧水に比べて溶

存イオン濃度が高い。電気伝導度と

Ca2+，HCO3-濃度の相関性が高いこ

とから，風化により溶出していると

考えられる。

以上のことから，電気伝導度に着目する

ことは，崩壊発生危険度評価の重要な指標

となる。更に，電気電導度と比高との関係

から，相対的な斜面の危険度を判定の指標

となることが示唆される。

今後は，比流量の情報やCa－モンモリ

ロナイト，カオリナイトなどの粘土鉱物の形成状況も考慮して，危険度評価手法の精度の向上を図りたい。

【引用文献】

1) 地頭薗 隆：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，66-6，P. 56-59，2014
2) 今森直紀・田中健貴・木下篤彦・高原晃宙・森 加代子・林 幸一郎・小川内良人・横山 修：紀伊山地における重力変

形斜面と水文・水質特性の関連性ついて，平成29年度砂防学会研究発表会概要集，P. 236-237，2017
3) 木下篤彦ら：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，土木研究所資料第

4333 号，2016
4) 千木良雅弘：深層崩壊の場所の予測と今後の研究展開について，応用地質，56-5，P. 200-209，2015
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衛星合成開口レーダ（SAR)における土地被覆等の条件による後方散乱強度の特性 

国土技術政策総合研究所土砂災害研究室 〇松田 昌之，鈴木 大和，野村 康裕，中谷洋明 

国際航業株式会社            引地 慶多，本田 謙一，浅田 典親  

1. はじめに

大規模・広域的・突発的な自然災害に対する初動時の情報

空白時間を解消し，迅速かつ的確な被災状況の把握を目的と

して，国土技術政策総合研究所では，夜間や悪天候時にも観

測可能な合成開口レーダ（以後SARと称す）等による衛星

画像を利用した土砂災害等の判読調査手法の検討を行って

きた．近年は，衛星SAR画像による災害前後の二時期の強

度変化を活用した判読手法等の研究・提案が行われている

（鈴木ほか，2019など）。二時期の強度変化による土砂移動

箇所の判読手法では，斜面方向と衛星の位置関係に加え，斜

面への電波の入射角（局所入射角）により，判読精度が異な

ることが明らかになっている（山下ほか，2019）。 

今後打ち上げ予定のALOS-4（だいち4号）では，分解能

を保ったまま観測幅が4倍となり，判読範囲の増加と撮影頻

度の増加が予想される。初動時に活用するためには，機械学

習等による自動判読等の判読作業の効率化及び手法の高度

化が不可欠である。そのための基礎資料として，観測条件や

地形的要因による観測結果への影響や特性を把握する必要

がある。そこで本研究では，Lバンドの衛星SAR（AlOS-2）

による様々な土地被覆における後方散乱係数の分布特性に

加え，観測条件や地形的要因等の影響を分析・把握した。 

2. 研究方法

表 1 に示す対象地

域に対して，空中写真

判読による土地被覆

分類を実施し，土地被

覆毎に 10m間隔の格

子点の検証点を設定

した。設定した検証点

毎に地形要因や観測

条件等の情報に加え，

対となる後方散乱係数を

取得し，ヒストグラムや散布図等により土地被覆毎の後方散

乱係数の特性を把握した（図1）。 

2.1. 土地被覆分類 
衛星画像を用いた土地被覆分類については一般的な衛星

等を用いた土地被覆分類をベースに，砂防的観点から分割・

統合し，表2に示す土砂移動の把握に必要な１８種類に再分

類した。 

2.2. 使用データ 
使用した衛星SAR画像データは，多くの時期で取得され

ている平成28年の熊本地震の熊本地域を中心に，平成29年

の九州北部豪雨，平成 30年の西日本豪雨，胆振東部地震の

４地域で合計１７日分の観測データである。なお，田・畑・

森林（針葉樹・広葉樹）については季節的変化を把握するた

め，季節別のデータも活用した（表1）。後方散乱強度係数デ

ータは，3×3 のメジアンフィルターによりノイズ除去を実

施した。本研究で区分した土地被覆分類と分類毎に設定され

た検証点数を表2に示す。各検証点では，後方散乱係数だけ

でなく，観測条件を示すオフナディア角，衛星進行方向のほ

か，地形的条件を示す相

対方位角や局所入射角を

整理した。ここで，衛星と

斜面方位の相対的な方位

差を『相対方位角』，観測

地点に対するマイクロ波

の入射角として，斜面の

法線ベクトルと衛星方向

のベクトルとのなす角を

『局所入射角』として定

義される。（図2）。 

3. 研究結果
3.1. 季節的な変化
農地や草地などの植生による土地被覆の季節的な変動を

整理した。対象は熊本地域である。 

 農地（水田）では，稲が成長する8月ごろに後方散乱係数
が高く，ばらつきも増加している。草地では，後方散乱係数
が春にやや高くなるが，夏に低下（平均値で 3dB 程度）し
ており，牧草の刈り入れによる影響が考えられる。 

 広葉樹では，落葉後に後方散乱係数の減少が予想されたが，
針葉樹と同様に，年間を通じて大きな変化は生じていない。

図2 相対方位角と局所入射角の概念 

地域 災害 観測日数 備考

熊本 － 9
オフナディア角別　5日分
季節別　4日分

熊本 熊本地震 2

朝倉市周辺 九州北部豪雨 2

広島市 西日本豪雨 2

厚真町周辺 胆振東部地震 2

17 -合計

災害前後2日分

表1 使用した衛星SARデータ 

No. 判読事例項目 観測日数 検証点数 No. 判読事例項目 観測日数 検証点数

1 建築物(市街地) 5 11,625 9 静水面 5 18,675

2 建築物(郊外) 5 5,115 10 河川 3 32,398

3 駐車場・平坦地 5 3,725 11 草原・荒原等 4 42,072

4 道路 5 4,570 12 崩壊地 8 (4災害) 3,730

5 鉄道 5 4,380 13 堆積域 8 (4災害) 4,162

6 橋梁 5 15,509 14 針葉樹 4 9,840

農地(水田） 5 6,515 15 広葉樹 4 37,804

〃　（四季） 4 3,148 16 伐採地 8 (4災害) 17,444

農地（畑） 5 7,940 17 採石場・裸地 3 1,275

〃　（四季） 4 3,076 18 火山 3 2,487

7

8

表2 土地被覆分類と検証点数 

図1 本研究のフローチャート

図3 植生の影響を受ける土地被覆での後方散乱係数の季節変化 

農地（水田） 

森林（広葉樹） 

草地 

森林（針葉樹） 
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これは，森林域では，波長の長い L バンドの
電波が葉による表面散乱よりも，幹や枝によ
る散乱が卓越する可能性が考えられる。 
3.2. 局所入射角と後方散乱係数の関係整理 
土地被覆毎に設定された検証点における局

所入射角や相対方位角と対応する後方散乱係

数について，ヒストグラムや散布図に整理し

た。複数の土地被覆において，局所入射角の増

加に伴い，後方散乱係数が減少する負の相関

が確認された（図4）。 

そこで，全体的な傾向の把握方法として，土地被覆毎に局

所入射角を5°間隔に区分し，区間毎に後方散乱係数の平均

と標準偏差を算出した（図 5）。この結果は，表 3 に示すよ

うに，大きく3つのタイプに区分可能である。 

タイプ1は平均値，標準偏差ともに局所入射角との相関は

ないか弱い。このタイプは畑や伐採地など人工的で滑らかな

面が該当し，鏡面反射が卓越し後方散乱強度が小さくなる。 

タイプ2は，平均値，標準偏差ともに局所入射角に対して，

負の相関を示す。平坦地では，市街地や道路などの近くに構

造物を有する土地被覆が該当する。山間地では，崩壊地や伐

採地など地表面の凹凸が比較的大きい土地被覆が該当する。 

タイプ3は平均値が負の相関を示すが，標準偏差にはほと

んど変化がない。森林のみで見られるタイプである。森林で

は，葉による表面散乱と比較して，幹や枝による散乱・反射

する体積散乱の影響が非常に強く，入射角が変化しても，体

積散乱が一様に発生するため，標準偏差に差が生じないと考

えられる。 

ここで，山間地に着目すると，後方散乱係数の平均値は

概ね大きい順に①森林（針葉樹）＞①森林（広葉樹）＞②

堆積域≒③崩壊地＞④伐採地＞⑤採石場という関係が確認

される（図6）。これらの差は地表面の凹凸の程度や樹木等

の体積散乱の違いによるものと理解できる。 

また，災害発生前の斜面の多くは森林である。森林域で崩

壊が発生すると，樹木による体積散乱が喪失するが，地表面

の凹凸の増加に伴い後方散乱が増加する。一方で，伐採地で

は，地表面の凹凸変化はなく，樹木の体積散乱の喪失により

後方散乱強度が低下する。これにより，崩壊地よりも伐採地

の後方散乱強度が小さくなると理解される（図7）。 

4. おわりに
本研究の結果，Lバンドの

衛星SARによる局所入射角

と後方散乱係数の分布特性

が明らかとなり，大きく3つ

のタイプに区分できた。分布

の重なりのため，厳密な区別

はまだ難しいが，傾向とし

て，平均値では土地被覆毎の

違いが確認できた。また，災

害時に生じる後方散乱係数

の変化モデルが構築された。

今後，統計的処理より伐採地

の可能性の高いエリアを抽

出するなど，今まで衛星

SAR の強度差分画像による

判読では困難であった崩壊

地と伐採地の判定支援が可

能となると考えられる。 
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27.  

図4 後方散乱係数のヒストグラム及び散布図整理例 

図7 森林域の崩壊と伐採地の
後方散乱係数の変化モデル

図5 局所入射角と後方散乱係数の平均値と標準偏差の関係 

区分
局所入射角と後方

散乱係数の関係

局所入射角と標

準偏差の関係
土地被覆等の特徴

タイプ
1

相関なし 相関なし
水面・畑・草地・採石場など人工的で
滑らかな地表面の土地（表面散乱小）

タイプ
2

負の相関 負の相関
市街地・橋梁・崩壊地・伐採地など構
造物や凹凸の多い土地（表面散乱や多
重反射が主体）

タイプ
3

負の相関 相関なし
森林（針葉樹・広葉樹）で、地表面の凹凸に
よる表面散乱に加え、樹木による体積散乱・
多重反射が多い

表3 後方散乱係数の平均値と標準偏差のタイプ分類結果 

図6 伐採地の可能性エリア設定方法 

平野部 山間部 
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平成27年7月豪雨により発生した池ヶ谷堰堤右岸部山腹崩壊地の復旧概要 

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 

国土交通省四国地方整備局 四国山地砂防事務所 大谷 正彦 有田 由高 郷田 正博 井上 博義 

1. はじめに

平成26年8月豪雨により発生した愛媛県東温市の重信川上流麓谷川池ヶ谷の山腹崩壊は、土量1万㎥を超えるい

わゆる初生的な大規模崩壊である。筆者らは令和元年度において、最新の測量結果をもとに崩壊の規模やメカニ

ズムなどの性状を明らかにするとともに、今後の復旧方法を検討した。本稿はその概要を紹介するものである。

2. 大規模崩壊の性状

2.1 崩壊発生の経緯

平成16年度の池ヶ谷堰堤竣工後、約10年を経て、平成26年8月豪雨で大規

模な崩壊が発生した。その後、現地確認と監視を継続していたところ、平

成27年7月台風11号の降雨で2度目の崩壊が発生した。以降、土砂流出防止

の応急対策を行って、さらに監視を継続し、平成29年度より恒久対策の工

事を開始している。

2.2 空中写真判読と地質踏査 

概査として昭和50年と平成22年の空中写真を判読した。その結果、明瞭

な地すべり地形や崩壊地形、さらに異常な地形は認められず、発生した崩

壊は初生的な崩壊と解釈される。特異な事象として池ヶ谷堰堤の築造が挙

げられるが、竣工後の平成22年の空中写真では目立った変状はなく、因果

関係は認められない。

踏査で確認した崩壊地の地質を図-1に示す。地質凡例を表-1に示す。 

 

2.3 3次元差分解析 

崩壊前、1次崩壊、2次崩壊それぞれのLPデータから3次元地形を再現し、前後の差分から形態を把握した。そ

の結果、1次崩壊は下流側の主崩壊と上流側部の2つの崩壊が複合するものであることが分かった。いずれも中央

が最も深く崩れ、前者で7～8m、後者で4m程度の崩壊深である。2次崩壊は、標高490～500mの頭部が拡大したも

ので、その規模は小さい。すなわち、1次崩壊は浅層部が広く崩れ、2次崩壊は源頭部が深くえぐれ、発生した土

砂が斜面を流下する過程で1次の崩壊面を侵食していったことが分かった。崩壊土量は、1次崩壊が約11,000㎥、2
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Ⅳ
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写真-1 崩壊地の全景 

表-1 地質凡例 

表-3 ブロック毎の対策工 

図-1 崩壊地の地質とブロック区分 

被覆層 工事掘削ズリ mi 切土掘削の土や岩塊

崩壊堆積物上部 cdu 不安定な崩積土

崩壊堆積物下部 cdd 安息角で堆積する崩積土

残留崩壊堆積物 rcd 斜面上に残留する崩壊土砂

表層土 sf 土壌化したもの

崩積土 dt 崩壊前の崖錐堆積物

基盤岩 強風化岩 HWAlt DH級相当 
風化砂泥互層(泥岩優勢) WAltm CL級相当 
風化砂泥互層(砂岩優勢) WAlts CL級相当 

ブロック区分と対策工の凡例

法枠工＋鉄筋挿入工(対策済み)

法枠工＋鉄筋挿入工(＋斜面整形工)

アンカー工＋法枠工/鉄筋挿入工＋法枠工/(＋斜面整形工)

クモの巣ネット工法(＋斜面整形工)

排土工＋山腹緑化工

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ-1

Ⅵ

法枠工(＋斜面整形工)Ⅲ

対　　策　　工記号

上部斜面

上部側側部

中

上部斜面直下

上部斜面直下下流側

中央部

下方斜面部

間

部

区　　分

クモの巣ネット工法(＋斜面整形工)Ⅴ-2

排土工＋山腹緑化工Ⅴ-3

工事用道路＋管理用道路復旧
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次崩壊が約3,000㎥で、計約14,000㎥である。一方、崩壊前と現況の差分は約16,000㎥で、土量変化率1.14で、崩

壊後の土砂流出を考慮すると礫質土の土量変化率1.20と矛盾しない。 
2.4 3次元安定解析 

地質調査結果を用いて3次元地質モデルを作成し、3次元差分

解析から発生した崩壊の安定を3次元で確認した1)。地表面付近

まで地下水位が上昇したと想定すると、発生した崩壊のすべり

面強度は表-2の通り推定される。図-2は、1次崩壊の主崩壊と2
次崩壊のバランス図である。⬤は滑動力が抵抗力を上回る箇所

で、その程度を大きさで示している。⬤はその逆で抵抗力が滑

動力を上回る箇所である。

安定解析の結果、すべり面は一定の粘着力を有し、1次崩壊は、

崖錐堆積物や風化残積土および土砂～礫状の風化岩の崩壊である

ことが裏付けられる。2次崩壊は、1次崩壊で不安定となった頭部が

拡大したもので、規模は異なるがメカニズムに大きな違いはない。

図-2のように、すべり周縁部は粘着力が効いて抵抗力が優勢である。

すべりの範囲が狭いと周縁部の抵抗力の影響が大きくなる2)が、2次
崩壊は幅が狭いので深い部分に高い水圧が作用して発生した可能

性が高い。2次崩壊部やその周辺に水みちがあるとこのような現象

が起きると考える。解析結果から崩壊が深い中心部で滑動力が大き

く、中央に抑止対策を計画することが効果的であると結論づけた。 
2.5 ブロック区分 

地質特性と3次元差分解析および安定解析結果に基づき、崩

壊地を6つのブロックに区分した（図-1に併記）。標高490～510m
の崩壊地頭部（Ⅰブロック：以下、ブロックは省略）は、切土

工と法枠工＋鉄筋挿入工で対策中である。直下の上部中央（Ⅱ）
は強風化した砂泥互層が見られ、下流側部の上部（Ⅲ）は軟岩

相当の亀裂質岩が露出している。上流側部（Ⅳ）は最大層厚約

8mの落ち残り土塊で古い段差地形が見られる。中央部（Ⅴ）に

は崩積土や崩壊堆積物の残留土塊が分布する。Ⅴブロックはさ

らに3つに区分でき、Ⅴ-1は中央の滑動域で落ち残りの強風化岩

が約2mの層厚で分布する。Ⅴ-2は崩壊堆積物が残留する箇所で、

不安定土層（Nc≦20）が層厚約1.5mで分布する。Ⅴ-3は1次崩壊

で崩れた侵食域の上に2次崩壊の崩積土が堆積し、下部（Ⅵ）

には厚い崩積土が分布する。

3. 対策工の概要

対策工は、表-3に示すように、ブロック毎に今後発生が予想される崩壊の規模を推定して立案し、安定解析で

その規模を定めた。Ⅱ・ⅢはⅠの対策工との連続性を考慮した。落ち残り土塊であるⅣはアンカー工で抑止するこ

ととした。Ⅴ-1・2は施工性を考慮し、鉄筋挿入工とワイヤー部材からなる、無足場で施工できる工法とした。Ⅴ-3・
Ⅵは堆積域に該当し、安息勾配以下で礫質土が堆積するため、安定度は高い。よって、表層約1mの不安定な土層

を砂防堰堤の堆砂敷へ欠き落とし、山腹緑化工により恒久的な安定を図ることとした。

崩壊地脚部に分布する厚い堆積土は無人化工法で排土し、砂防堰堤堆砂敷へ一旦仮置きする計画である。不透

過型堰堤のため平常時堆砂勾配まで土砂を貯留できる。工事用道路は堰堤の管理用道路を復元し、順次、堆砂敷

の土砂を搬出する計画である。道路の復元は一定の切土が生じるが、3次元安定解析で復元後のすべりを解析した。

その結果、大規模なすべりの安全率は高く、小規模な表層崩壊を除き、一定の安定が確保できると考えられる。 

4. おわりに

池ヶ谷大規模崩壊地では、これらの復旧計画を順次、実施予定である。今後、進捗を確認し、その効果や施工

性について、次年度以降、再度、報告したいと思う。 

参考文献 

1) 中村浩之・他(1985)：Hovland法による地すべり3次元安定解析手法，土木研究所資料，No.2265
2) 太田英将・林義隆(2001)：周縁部摩擦力を考慮した地すべりの3次元安定解析、地すべり・Vol.38.No.3・p95-100

すべり 
単位体積重量

γ（kN/m3） 

内部摩擦角 

φ（deg） 

粘着力

c（kN/m2） 

１次崩壊・主要部
19 35 

22.6 

1次崩壊・上流側部 18.6 

2次崩壊 19 35 23.4 

図-2 安定解析バランス図 

表-2 発生した崩壊のすべり面強度の推定

1次崩壊・主崩壊 

1次崩壊・上流側部 

●：滑動部

●：抵抗部
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栗平地区における断層の分布と地下水の挙動に着目した 2011 年の深層崩壊発生原因の検討 

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  柴田俊

国土交通省国土技術政策総合研究所  山越隆雄・中谷洋明

中央開発株式会社  加藤智久

大日本コンサルタント株式会社   河戸克志・奥村稔

大阪市立大学  三田村宗樹

大阪大学   松井保

1. はじめに

2011 年 9 月の台風 12 号により，紀伊半島では多数の深層崩

壊が発生した 1)．著者らはこれまで地形・地質・水文等様々な

観点から深層崩壊箇所の調査を行ってきた 2)．また，他にも多

くの研究者が多様な角度から深層崩壊箇所の研究を行い，成果

を残している 3)．一方で，検討が十分なされていないのは，誘

因である降雨とそれが崩壊に至るまでに斜面の水文過程に及ぼ

した影響である．本研究では，栗平地区を対象に，断層沿いの

地下水の流入に着目して，深層崩壊発生原因を分析する．

2.栗平地区で発生した深層崩壊の概要と実施した調査について

栗平地区は，熊野川上流の栗平川流域に位置している(写真-

1)．地質は，白亜系四万十帯である日高川層群が分布してい

る．2011 年台風 12 号では，7 日間の総降水量が紀伊半島の広

い範囲で 1,000mm を超え，栗平地区で深層崩壊が発生した．そ

の規模は，幅 600m，高さ 450m，長さ 650m で，約 2,385 万 m3

にのぼり，崩壊土砂が河道を閉塞し，現在も湛水池を形成して

いる．特筆すべきは，写真-1に示すように，崩壊斜面周辺に多

数の断層が分布していることである．また，断層周辺では地下

水の湧出が常時見られる．

著者らは，災害直後から，深層崩壊のメカニズム分析を目的

として様々な調査を実施してきた．崩壊斜面周辺でボーリング

調査を行うとともに，図-1に示すようにボーリング孔を用いた

地下水位の長期的な観測を行っている．また，災害の翌年の

2012 年 11 月には，大まかに地下の断層分布や歪み，地下水位

の分布を探査する目的で，空中電磁探査を実施した．さらに，

2019 年には，崩壊斜面に流入する地下水と断層との関係を詳細

に調査する目的で，斜面の断層が集中する場所で出水期の 8 月

と乾燥期の 12 月に電気探査を実施した． 

3. 空中電磁探査による比抵抗分布から推定される地下水位の

大まかな分布について

図-2に空中電磁探査による，周波数 140kHz(地下約 10m)の
比抵抗の平面分布を示す．崩壊斜面下部の広い範囲で低比抵抗

となっていることが分かる．低比抵抗となるのは，主に粒径の

細かい粘土を多く含む，もしくは地下水位が高い，のどちらか

である 4)．図-3に図-1中の 5 つのボーリング孔での約 5 年間の

孔内水位の変化を示す．唯一崩壊斜面内にある主-3W 孔は他の

4 孔と比べて孔内水位が高いことが分かる．この結果と図-2の

比抵抗分布から，崩壊斜面下部は広く地下水位が高いエリアが

分布していると考えられる．

4. 電気探査による豪雨時の斜面への地下水流入経路について

断層に沿って斜面に流入する地下水の状況を把握する目的

で，出水期(2019 年 8 月)と乾燥期(2019 年 12 月)の 2 時期に電気

探査を実施した．なお，8 月の電気探査については，2019 年 8  

写真-1 崩壊斜面周辺の断層の分布．撮影日は

2011 年 9 月 10 日である．白い点線は図-4 での

電気探査の測線を表す．矢印は流向を示す． 

崩壊斜面

栗平川

水位観測孔 H24-4 

水位観測孔 H24-3 

水位観測孔 H24-2 

水位観測孔

主-3W 

水位観測孔 H24-1 

図-1 栗平地区の災害後の地形図と水位観測孔の

配置図．矢印は流向を示す． 

図-2 栗平地区の空中電磁探査結果．2012 年 11
月 19 日実施．140kHz(地下約 10m)での比抵抗平

面分布．白点線は図-4での電気探査実施位置．

矢印は流向を示す．

崩壊斜面

栗平川

従弟谷
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月 12～16 日の台風 10 号(積算雨量

901mm)のおよそ 4 日後に実施してい

る．図-4(a)・(b)の線で囲ったエリア

のうち，実線で囲ったエリアについ

て，乾燥期には乾燥しており，高比抵

抗ゾーンも見られるが，出水期には，

広く地下水の通り道となっている．点

線で囲ったエリアについては，断層が

集中しているゾーンであり，断層によ

り亀裂が集中している箇所が豪雨時に

地下水の通り道になったと考えられ

る．このように，断層等に伴う亀裂に

よる高比抵抗ゾーンが豪雨時に地下水

の通り道となり，深層崩壊につながっ

た可能性があることが分かった．

5. おわりに

本研究から，断層等の亀裂が豪雨時

に地下水の通り道となり，深層崩壊に

つながったと考えられる．今後，深層

崩壊リスク評価の一手法として，比抵

抗分布から危険度を評価する手法を確

立していきたい．

参考文献：1) 松村ら：2011 年 9 月台風 12 号による紀伊半島で発生した土砂災害，砂防学会誌，Vol．64，No．
5，pp．43-53，2012，2) 木下ら：平成 23 年台風 12 号で発生した深層崩壊の地質的素因と崩壊面の土質特性，砂

防学会誌，Vol.66，No.3，pp.3-12，2013，3) Chigira ら：Topographic precursors and geological structures of deep-seated 
catastrophic landslides caused by Typhoon Talas, Geomorphology, 201, pp. 479 – 493，2013，4) 公益社団法人物理探査学

会：物理探査ハンドブック増補改訂版, pp．497-503，2016． 

H24-2(崩壊斜面側部) 
H24-4(崩壊斜面上部) H24-3(崩壊斜面上部) 

H24-1(崩壊斜面側部) 
主-3W 孔 

(崩壊斜面内) 

台風 11 号 
総雨量 473.5mm 

主-3W 
(崩壊斜面内) 

台風 11 号 
総雨量 665mm

台風 21 号 
総雨量 468mm

台風 20 号 
総雨量 360.5mm 

台風 18 号 
総雨量 490.5mm 

台風 21 号 
総雨量 304mm

台風 5 号 
総雨量 322mm

図-3 栗平地区の 5 つのボーリング孔の地下水位の変動(2013 年 8 月～2019 年 3 月)．降水量は，栗平地区に設置

した雨量計のデータである．

図-4 (a)2019 年 12 月の乾燥期の電気探査結果．(b)2019 年 8 月の台風 4
日後の電気探査結果と(a)との比抵抗比．

(b)2019 年 8 月の台風 4 日後と(a)の比抵抗変化量 A

A’ 

F.1 断層F.2～5 断層F.7 断層

F.9、10

断層

(a)2019 年 12 月 3～5 日(乾燥期)

A’ 

AF.9、10

断層

F.7 断層 F.2～5 断層 F.1 断層
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2015 年ネパールゴルカ地震による崩壊発生場と土地被覆の関係 

○檜垣大助 1)・持田七海 2)・鄒青頴 3)・林一成 4)

1)日本工営㈱, 2)国土防災技術㈱, 3)弘前大学, 4)奥山ボーリング㈱ 

Keywords：ゴルカ地震，ネパール, 斜面崩壊，土地被覆分類，傾斜 

１． はじめに 

2015年 4月 25日に発生したネパールゴルカ地震（Mw=7.8）では，約 8900人の犠牲者が出て，山岳地帯に１万 3千

箇所以上の斜面崩壊が発生した1）。ネパールヒマラヤの海抜約 3000m以下の地帯では，斜面に広く人が居住し農地が

広がっている2）。本研究では，当地震によりどのような土地被覆の場所で地震による斜面崩壊の被害が生じたかを調

べ，ヒマラヤ地域で今後の地震による斜面災害発生危険場所を考える基礎資料とした。 

２. 調査地域の概要

この地震による斜面崩壊では，ヒマラヤ山脈を穿つ河川沿い

の斜面に集中域が見られた 1)。また，崩壊の多くは 35°以上の

急傾斜地で発生していた。その中で，本震の震源に近い集中域

であるゴルカ地域にある 49km2（海抜 750-2500m）の地域（図 

1）で，崩壊発生場の土地被覆とそれらに関係すると想定され

る地形の傾斜条件について調べた。 

３． 調査方法 

地震後公開された Google Earth の衛星画像を用いた崩壊地

判読では，崩壊地の輪郭だけでなく，その中の表面テクスチュ

アや崩壊地が概ね最大幅をなす所を下限としながら，崩壊源と

移送堆積域を分けた。小規模崩壊地ではこの判読は困難なた

め，対象地域では面積 1000m2以上のものを調査対象とした（総

数 223箇所）。 

土地被覆については地震発生前の 2014年 12月 12日の同画像

で判読して，裸地，草地・低木地，農地，森林地，河川(流路と

氾濫原)に区分し，崩壊地の大きさを考慮して 100ｍメッシュの

中で最も占有面積の大きい土地被覆を，そのメッシュの土地被覆

とした。また，住宅や学校などの建造物については，現地調査で

見られたそれぞれの大きさを考慮して，一般住宅・小屋とみられ

る場合, その中心から半径 8m，学校・診療所など公共建物の可

能性がある場合半径 12mの円を描き，各範囲を建造物エリアとし

た。図 2 に対象地域の一部について崩壊地と土地被覆・建造物

エリアの分布を示す。傾斜条件については，AW3D 5mDEM（㈶リモ

ートセンシング技術センター）から ArcGIS を用いて，5mメッ

シュの傾斜を5°刻みで設定した傾斜ランクに分類した。

４．調査結果 

崩壊地・崩壊源・移送堆積域の傾斜別頻度分布(図 3)では，崩

壊地と移送堆積域は傾斜 40°～50°で割合が高く，崩壊源では

図 2 Gorkha 郡 Arughat 地域の崩壊地分布と 
土地被覆（100m メッシュ） 

図 1 2015 年ゴルカ地震震源周辺の地形と調査域 
（傾斜度図は AW3D から作成，黄枠内：対象地域） 
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50°～55°ランクにかけても高い割合を占める。この

地域の傾斜頻度分布では，傾斜 30°～45°の面積割

合が 41%を占めることを考慮すると，地震による崩壊

は，40°～55°の斜面で起こりやすかったといえる。 

土地被覆ごとの崩壊発生率として，崩壊地に重なり

がある土地被覆（100m）メッシュの各土地被覆別のメ

ッシュ数に占める割合を調べた（図 4，図 5）。崩壊地, 

崩壊源，移送堆積域のいずれも，裸地と草地・低木地

ではその他の土地被覆に比べ崩壊発生率が大きい。ま

た，森林地の割合は概ね平均程度，農地は調査地平均

の崩壊発生率を大きく下回った。建造物エリアで崩壊

地に直接の重なりがあるものはわずか 4 箇所であっ

た。 

各崩壊地・崩壊源・移送堆積域と各土地被覆別の傾斜分布を箱ひげ図に表した(図 6)。箱の上端～下端の幅は分類別

の全数の 50％が存在する範囲を表す。その幅は崩壊地や裸地で狭い傾斜範囲に集中しており，傾斜条件に依存して分

布する性質が強い。一方で，農地や建造物は崩壊地の傾斜別の分布傾向と重なる部分がごく少ない。つまり，傾斜条件

の面から考えると，農地や建造物は，今回の地震では崩壊が起こりくい傾斜の場所に立地していたといえる。 

５．まとめ 

乾季末期に起こったネパールゴルカ地震での斜面崩壊は, 大

河川沿いの谷中谷の上端にある遷急線付近から下あるいは稜線

直下の 40°以上の急斜面で発生が多く，地すべりはほとんど無

かった 1)。ゴルカ地域では，崩壊土砂が発生・移動堆積した場所

のほとんどは, 農地や建造物の立地しない場所であることが分

かり，崩壊による住民の生業への影響は少なかったといえる。

今後, ネパールゴルカ地震による他の崩壊集中域でも同様の検

討を行う必要がある。さらに, 共通した地形・地質条件にある

他のヒマラヤ地域の土地被覆と傾斜等地形条件の関係も調べ, 

道路建設や地震時の避難場所や含めた地震対策を考えていく必

要がある。 

参考文献 
1 Tsou et al,（2017）, Landslides, DOI10.1007/s10346-017-0913-9. 
2 WECS, (1987): Erosion and Sedimentation in the Nepal Himalaya, 

 Kefford Press, Singapore. 

図 3 崩壊地・崩壊源・移送堆積域の傾斜ランク別箇所数 

図 6 各崩壊地・各土地被覆別の傾斜分布 
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令和元年台風第 19 号による関東地方における特徴的な斜面崩壊 

アジア航測株式会社 ○石川 芳治

1. はじめに

2019 年 10 月 12 日に静岡県伊豆半島に上陸し

た「令和元年台風第 19 号」（Hagibis）は関東地

方、甲信地方、東北地方などで記録的な豪雨をも

たらし、甚大な被害を発生させた。政府はこの台

風の被害に対して激甚災害、特定非常災害、大規

模災害復興法の非常災害の適用を行った。関東地

方、1都 6県においても死者・行方不明者 26名を

はじめとして、家屋や公共施設等に甚大な被害が

発生した。ここでは特に、特徴がある 3つの斜面

崩壊について述べる。 

2. 調査対象箇所と気象の概要

調査対象としたのは比較的大きな斜面崩壊に

より家屋に被害が発生した、神奈川県相模原市緑

区牧野地区、同緑区上青根地区、群馬県富岡市内匠地区の 3箇所である。神奈川県内では気象庁の 4観測所で

24 時間降水量（相模湖;604.5mm、相模原中央;371mm、丹沢湖;527mm、箱根;942.5mm）が観測史上 1 位となっ

た。図-1 にアメダス相模湖観測所の時間雨量と累加雨量の変化を示す。群馬県内では 10 月 12 日には台風本

体の雨雲の影響で非常に激しい雨となった。富岡市から西へ約 20km 離れたアメダス西野牧観測所では 11 日

00 時から 14 日 00 時までの総降水量が 496.5mm となった。また、群馬県内では気象庁の 7観測所で 24 時間降

水量（沼田;167mm、田代;416mm、前橋;234.5mm、黒保

根;247mm、西野牧 474.5mm、藤岡 353.5mm、神流 442.5mm）

が観測史上 1位となった。 

3. 斜面崩壊の概要と主な特徴

3.1 神奈川県相模原市緑区牧野地区

  崩壊部の基盤地質は安山岩溶岩であり、その上に載る 

安山岩角礫および火山灰土が崩壊したと考えられる。10 

月 12 日 21 時 45 分ごろに山腹斜面が高さ約 30m、長さ約 

50m、幅約 60m、最大厚さ約 6mにわたって崩壊した 

（図-2,-3）。死者 2名、全壊家屋 1戸の被害が発生した。 

流下部には土砂が薄く堆積したが、一部では浸食も発生 

しており、崩壊土砂および倒木の大部分は下流の河川内 

に流入した。河川内において崩土が

停止・堆積したこともあり、等価摩

擦係数μは 0.38 であった。 

3.2 神奈川県相模原市上青根地区 

崩壊部の基盤地質はデイサイト、

流紋岩であり、その上に載る火山灰

土および表土が崩壊したと考えられ

る（図-4,-5）。10 月 12 日夜に山腹

斜面が高さ約 25m、長さ約 50m、幅約

50m、最大厚さ約 3m にわたって崩壊

した。崩壊した土砂は崩壊部末端か

ら約 30m～60m、120m～130m 下流にあ

った家屋 4棟を破壊した。崩壊部（道

路から上部）の山腹斜面勾配は約
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24°と比較的緩く、崩土の堆積部には家屋、田畑があり、

勾配は約 6°と緩い。等価摩擦係数μは 0.20 であった。 

3.3  群馬県富岡市内匠地区 

崩壊部の地質は上から表土層、ローム層、降下軽石層、

透水性の低い軟弱な降下軽石層、その下に固結層の順で存

在していた 1)（図-6）。軟弱な降下軽石層上部から湧水が出

ており、この軟弱な降下軽石層付近においてすべりが発生

したと推定される。内匠地区では 10 月 12 日 16 時半ころ、

河岸段丘台地の縁のとなり合う 2箇所（北側、南側）の 

斜面で崩壊した。崩壊部の高さはほぼ同じで約 12m、 

幅は北側の崩壊では約 20m、それより

約 30m離れた南側の崩壊でも約 20mで

あり、崩壊部の長さは両方とも約 30m、

最大深さもほぼ同じで約 2.5m であっ

た（図-7）。崩壊した土砂は緩斜面を流

下し、南側斜面では崩壊部末端から約

30m 下流の家屋を破壊し、死者 3 名、

負傷者 3名、全壊 1戸、半壊 1戸の被

害が発生した。等価摩擦係数μは 0.24

であった。 

3.4 主な特徴 

上記の3地区の斜面崩壊の特徴を整

理すると次のようになる。 

(i)3 地区の崩壊部の勾配は 22～30°

と比較的緩い。(ii)3地区共に崩壊した部分の主な地質は

表土を含む火山灰土であり、最大厚さは約 2.5m～6m と表

層崩壊としては比較的厚い。(iii)3 地区共にすべり面付

近から湧水がみられ、地中流、パイプ流の影響を強く受

けて比較的緩い斜面にもかかわらず崩壊が発生したと考

えられる。(iv)多量の水を含んだ火山灰土が崩壊土砂と

なったため流動性が高まったと考えられる。(v)崩壊部の

末端から、緩勾配の斜面が連続していたために、流動性

が高い崩壊土砂が長距離(75m～270m)流下したと考えら

れる。(vi)3 地区の斜面崩壊の等価摩擦係数μは 0.20～

0.38（見通し角 12°～21°）と崩壊土砂量が小さい割に

は小さく、土石流に近い値を示した。

4. おわりに

今回報告した斜面崩壊は、いずれも特

殊な条件を有しており、このため土砂災

害警戒区域には指定されていなかった。

このよう特殊な条件を有する斜面崩壊に

よる災害について、どのように危険区域

を設定して住民に認識していただくかが

今後の課題と考えられる。 

参考文献 
1） 日経BPマーケティング:土砂災

害、20度の緩い斜面でも崩落リス
クあり、日経コンストラクショ
ン、11月11日号,p.22-27，2019
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湧水流量を活用した地下水型崩壊発生の警戒避難対応 

鹿児島大学農学部 ○天野祐一朗・地頭薗隆・宮本祐成・加世堂収・田中康士朗・平林史宇 

CROSS-ENGINEERING 清﨑淳子

１．はじめに 

近年，記録的な大雨の増加に伴い地下水型崩壊（深い地下水が関与した崩壊）が目立つ。地下水が集中す

る地下構造をもつ斜面は，地下水の排水システムが地下侵食で破壊されたり，排水能力を超える地下水が集

中したりすると，斜面の基盤岩内で地下水圧が上昇して大規模な崩壊の危険性が高まる。地下水が集中して

いる斜面からの湧水流量を指標にして地下水型崩壊発生を評価する装置（湧水センサー）を開発し，南九州

火山地域において地下水型崩壊の警戒対応に関する実証実験を行っている。ここでは，地下水型崩壊の警戒

対応の考え方を提案し，2019 年 7 月に鹿児島県が記録的な大雨に見舞われた時の警戒対応を検証する。 
２．地下水型崩壊の警戒対応の考え方 

火砕流台地周縁やカルデラ壁などの透水性の異なる地層が重なる斜面が分布する地域において，地下水が

集中している箇所では地下水型崩壊が発生している。このような地域が記録的な大雨に見舞われた場合，表

層崩壊や土石流による土砂災害の危険性が高まった時に発表される土砂災害警戒情報に基づく警戒対応に加

えて，地下水型崩壊への警戒対応も行わなければならない。

図１は，渓流水や湧水の水文調査に基づいて，地下水型崩壊が発生する恐れのある流域や斜面を抽出し，

警戒避難対応を行うフローである。まず，火砕流台地周縁などに流域面積が数 km2 未満の小流域を設定し，

流域下流端の伏流していない地点で降雨が一週間以上なかった後に基底流量を測定する。同時にポータブル

電気伝導度（EC）計を用いて渓流水 EC を測定する。EC は渓流水中の溶存イオンの総量であり，地下水が

流動する過程で岩石から溶出するイオンを取り込むことから，深い地下水が流出している付近の渓流水は EC
が高くなる。渓流水 EC が高くて比流量が大きい流域は，地形的流域界を越えた地下水が流域内に流入して

いる可能性があり，地下水型崩壊が発生する恐れのある流域として抽出する（図１の A）。次に，抽出された

流域内で湧水の分布を調査する。湧水流量が多い斜面の背後には地下水が集中する地下構造が推定され，地

下水型崩壊が発生する恐れのある斜面と判断する（図１の B）。この斜面からの湧水を湧水センサーにより監

視して警戒避難対応を行う（図１の C）。 
湧水センサーによりインターネットを介してリアルタイムで得られる湧水流量の変化から，次のような警

戒対応を考えている（地頭薗ら，2014）。湧水が増加中の場合は，雨が止んだ後でも斜面内の地下水位が上昇

中であり，崩壊の危険性も増加中と判断する。湧水が多いまま頭打ち状態が続く場合は，地下水排水システ

ムの能力を超えた地下水が集中している可能性があり，崩壊の危険性が継続していると判断する。また，湧

水が急激に減少した場合は，地下水排水システムが地下侵食で破壊された可能性があり，斜面内の地下水位

が急上昇して崩壊発生の恐れがあると判断する。警戒対応の解除は，湧水流量が初期の状態にゆっくり戻っ

た時と考えている。

３．2019 年 7 月鹿児島大雨時の警戒対応

2019 年 7 月，6 日間で総雨量 700mm を超える記録的な大雨に見舞われた鹿児島県南大隅町の火砕流台地

（図 2）に設置している湧水センサーのデータから，地下水型崩壊の警戒対応を検証した。火砕流台地の地下

構造は，上層が透水層の役割をしている亀裂の多い溶結凝灰岩，下層が難透水層の非溶結凝灰岩となってい

る。台地に降った雨は浸透して地下水となり，これらの地層境界を流動して台地周縁の斜面から湧出してい

る。図１の A および B の調査を行った結果，火砕流台地周縁に多量の地下水が湧出している斜面が抽出さ

れ，2010 年にはそのひとつで大規模な崩壊が発生している。この地下構造に 1 段タンクモデルを適用して，

雨量と湧水センサーの湧水流量の応答を解析し，2010 年崩壊時の湧水流量を求めると 10L/s の値が得られた

（図 3）。この値を地下水型崩壊発生の危険性が高まる湧水流量とし警戒避難対応の判断基準とした。 
図 4 は，2019 年 7 月大雨時の湧水ハイドログラフと土砂災害警戒情報の発表や解除の基礎データとなる

土壌雨量指数の変化を示したものである。湧水流量は，雨が止んで 2 日程度は警戒避難基準 10L/s を超過し

ており，土砂災害警戒情報が解除された後も地下水が多い状態が続いていたことがわかる。当時，南大隅町

の防災担当者は，土砂災害警戒情報の解除後も火砕流台地周縁の集落に対して自宅周辺の湧水に急激な変化

が見られないかを呼びかけ状況変化の把握に努めた。

図 4 には土壌雨量指数を計算するタンクモデルの第 3 タンクの貯留高の変化も示しており，湧水ハイドロ

グラフと調和的である。その変化は地下水型崩壊の警戒対応の指標に使える可能性があり，今後検討する。

末筆であるが，本研究の一部は，国土交通省河川砂防技術研究開発制度および（公財）鹿児島県建設技術

センター助成事業によるものである。ここに記して謝意を表します。
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図 1 地下水型崩壊発生の警戒対応 図 2 湧水センサーの検証地点 

図 3 2010 年崩壊発生時の雨量から湧水流量を求めて警戒避難基準策定 

図 4 2019 年 7 月大雨時の南大隅町火砕流台地周縁における警戒対応 
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奈良県赤谷西地区の重力変形斜面における岩盤内の地下水特性 

応用地質株式会社  ○林幸一郎・窪田安打・小松慎二

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 小竹利明・山田拓・柴田俊・木下篤彦 

北海道大学広域複合災害研究センター    田中健貴 

1.はじめに 

深層崩壊による被害を軽減するためには，崩壊が発

生する場所と規模を予測し，事前対策を検討する必要

がある。これまでの研究により，崩壊前の斜面には重

力変形が生じている場合があること 1) ，崩壊斜面は深

層の地下水が集中する地下構造があること 2) などが明

らかになっており，深層崩壊発生前の地盤の特徴を整

理し，崩壊が発生する危険度を評価する手法が検討さ

れている。 
赤谷西地区では，微地形判読で抽出された重力変形

斜面である 赤谷西 1，赤谷西 2（図-1）において，地

中変位が観測されている 3) 。一方，地下水と地中変位

との関係が分かっていない。そこで，重力変形と岩盤

内の地下水流動の関係性を明らかにするため，より変

位速度が大きい赤谷西 2 の地下水の涵養域とみられる

背後斜面でのボーリング調査，ならびに赤谷西 1，赤

谷西 2 での地中変位および地下水観測を実施した。 

2.調査方法 

2.1 調査対象 

平成 23 年に発生した深層崩壊箇所（赤谷地区）の西

側に抽出されている重力変形斜面（赤谷西地区）を対

象とした（図-1）。いずれの斜面でも，斜面上方の尾根

には，重力変形により生じたと考えられる幅約10 m の
線状凹地が存在する。Ak-5 地点では，変形領域である

深度 67.75 m まで特徴的な破砕と開口亀裂が分布して

おり 4) ，これまで赤谷西 1 で 0.6 mm / 年程度，赤谷西

2 で 1.1 mm / 年程度の地中変位が確認されている 3) 。 
2.2 岩盤性状の調査 

赤谷西 2 の涵養域とみられる背後斜面の Ak-9 地点

（図-1）でボーリング調査（深度 90 m，孔径 86 mm）

を実施した。ボーリングコアを用いて地質，風化，破

砕状況等の岩盤性状を確認し，ボアホールカメラ（応

用地質㈱製，深度方向の分解能 0.5 mm，円周方向の分

解能 360 px）で得られた孔壁画像で地中での亀裂の開

口状況を確認した。また地下水分布状況の調査は，削

孔中の孔内水位を毎日の作業前後で測定し，試錐日報

解析による水理地質の鉛直分布の調査 5) を行った。 

2.3 地中変位および地下水観測 

地中変位は，それぞれの地点に埋設したガイド管の

変形を挿入式孔内傾斜計（応用地質㈱製デジタルQ テ

ィルト）で測定し，2019 年 1 月を初期値とし深度 0.5 m 
区間ごとの変位を 1～3 ヶ月間隔で観測した。 
地下水は，上下に遮水構造を設けた区間水位の観測

孔で，水圧式水位センサ（㈱オサシ・テクノス製DS-1）
により 1 時間間隔で観測した。地点ごとの観測深度は，

Ak-1：72～78 m，Ak-4：32～46 m，Ak-5：64～74 m，

Ak-7：46～47 m ，56～70 m，Ak-9：75～85 m である。 

3.調査結果 

3.1 岩盤性状ならびに地下水分布状況 

涵養域とみられる背後斜面では，開口亀裂が発達し

た岩盤内（深度 0～85.5 m）に裂罅水とみられる地下水

層が少なくとも 3 層存在することを確認した（図-2）。 
3.2 重力変形と地下水流動の関係性 

重力変形斜面内では，それぞれ地中の変位速度が赤

谷西1は0.7 mm / 年程度（Ak-1地点，深度78～79 m），

赤谷西 2 は 2.0 mm / 年程度（Ak-7 地点，深度 47～54.5 
m），であった。これまでの観測結果の通り，赤谷西 2
の方が地中の変位速度が速く，また降雨に伴い一時的

に加速する傾向が確認された（図-3）。 
また，赤谷西 2 の変位速度が加速した期間の降雨

（2019 年 8 月 13～16 日，累積雨量 361.5 mm（赤谷地

図-1 調査対象位置図 

TN

－ ： 段差地形 
□ ： 重力変形斜面 
〇 ： ボーリング地点 

500m
Ak-9 

Ak-4 

Akadani 
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区））の前後では，赤谷西 2（Ak-7 地点）の地下水位の

方が，赤谷西 1（Ak-1 地点）よりも降雨後の水位低下

が緩やかであった。さらに Ak-7 地点では，深度 56～
70 mの地下水位の方がその傾向は顕著であった（図-4）。 

4.考察とまとめ 

調査結果から，赤谷西地区においては，より変位速

度の速い斜面は，① 背後斜面の岩盤内に地下水層が存

在し，② 地下水位の上昇に伴いひずみ速度が加速する

傾向がみられ，③ 降雨後の地下水位上昇の影響が比較

的に残り易い斜面であることが明らかとなった。 
また，より地下水位上昇の影響が残り易いAk-7 地点

深度 56～70 m の地下水位は，観測期間中の最低水位

が深度 44.21 m と観測区間より高く，より高い標高の

地下水の影響を受けている可能性が考えられる。 
今後は，水文特性（地形・地盤特性，水質）による

評価方法を検討する上で不明確な点が多い，地下水流

動経路や水質形成のプロセスと崩壊の危険性との関係

性を明らかにするため，トレーサー試験，水質分析を

合わせた検討を行う。 

参考文献 

1) 千木良雅弘：深層崩壊の場所の予測と今後の研究展開につ

いて，応用地質，Vol.56，No.5，p.200-209，2015 
2) 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行芳：深層崩壊発生場予測法の

提案－鹿児島県出水市矢筈岳山体を例にして－,砂防学会

誌，Vol.59，No.2，p.5-12，2006 
3) 木下篤彦・田中健貴・桜井亘・内田太郎・林幸一郎・窪田

安打・河戸克志・奥村稔：赤谷西地区岩盤クリープ斜面の

変動と空中電磁探査による比抵抗分布特性について，2019
年度砂防学会研究発表会概要集，p.327-1328，2019 

4) 林幸一郎・武澤永純・石井靖雄：破砕度と開口亀裂の評価

に基づく奈良県赤谷西地区における重力変形領域の推定，

平成 30年度砂防学会研究発表会概要集，p.167-168，2018 
5) 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべり

チーム：部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の手引き

（案），土木研究所資料第 4283 号，21p，2014 
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図-3 観測結果 (a) 赤谷西 1 地下水位，(b) 赤谷西 1 地
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図-4 2019 年 8 月 13～16 日の降雨に伴う地下水位変化 
(a) 赤谷西 1 地下水位，(b) 赤谷西 2 地下水位，(c) 雨量（赤

谷地区） 

図-2 赤谷西 2 の背後斜面（Ak-9 孔）での地下水分布調査結果（水理地質判定の青色が地下水層） 
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崩壊地判読手法等の違いが崩壊生産土砂量算出に及ぼす影響の比較・検討

国土技術政策総合研究所 〇西脇 彩人 坂井 佑介 山越 隆雄

日本工営株式会社 大場 勝一郎 岡崎 丈  

1 はじめに 

土砂災害への効果的・効率的な対策のためには、災

害の際に発生する生産土砂量をより正確に把握する必

要がある。

近年、航測技術の発達により航空レーザ測量から得

られた差分解析結果を用いて災害時の生産土砂量の算

出が行われている（松岡他（2009）など）。一方で、現

在でも、災害直後の応急対策等のため、現地調査結果

又は空中写真判読を基にした生産土砂量算出が行われ

ている（村上他（2005）など）。このように様々な手法

によって生産土砂量算出を行う場合、調査手法の違い

が算出結果に及ぼす影響を把握することが重要である

が、それぞれの手法から算出される生産土砂量を比較

した事例は少ない。

本研究では、現地調査と空中写真判読、レーザ計測

の差分解析によって算出した生産土砂量の比較を行う

とともに、調査手法の違いが算出結果に及ぼす影響に

ついて予察的に検討するものである。なお、検討対象

は災害時の主要な土砂生産源の一つである崩壊生産土

砂量としている。

2 検討手法 

本研究では、災害前後の航空レーザ測量データが存

在し、かつ主要道路に近く、災害後に迅速な道路啓開

等により崩壊地へのアクセスが容易であったことから、

令和元年度東日本台風によって土砂災害が発生した宮

城県丸森町西部地域を対象地域として検討を行った。

対象地域内に存在する 18 カ所の崩壊地について、表

－1 の方法で崩壊生産土砂量を算出した。具体的な手法

は下記の通りとした。

 ケースⅠ：航空レーザ計測の差分解析

災害直後の空中写真と災害前後のレーザ計測に

よる差分解析結果を組み合わせて斜面崩壊の発生

域の判読を行った。その上で、判読した発生域の

差分から算出される体積を崩壊生産土砂量とした。 

 ケースⅡ：空中写真判読

災害直後に撮影された空中写真から斜面崩壊の

発生域の判読を行った。その上で判読した発生域

の面積（以下崩壊面積と呼ぶ）から、グゼッティ

式を用いて崩壊生産土砂量を算出した。グゼッテ

ィ式は原著(Guzzetti et al,2009)にならい、以下の式

とした。

崩壊生産土砂量(V)＝0.074×崩壊面積(A)^1.45 

 ケースⅢ：現地調査

崩壊発生現場において、斜面崩壊の発生域を推

定し、簡易測量等から面積を算出した。その上で、

推定した面積に滑落崖の高さから推定した崩壊深

を乗じて算出した堆積を崩壊生産土砂量とした。

3 つの検討手法から算出した崩壊面積および崩壊生

産土砂量について、今回、より正確な値であると想定

されるケースⅠを基準にして、比較・検討を行った。

3 結果 

まず、ケースごとに算出した崩壊地 18 カ所の崩壊面

積と崩壊生産土砂量について、それぞれの合計値を算

出した（表‐2）。この表より、ケースⅡは他のケースよ

りも、面積・土砂量ともに半分近く値が低く算出され

ている。同時に、ケースⅠとケースⅢで算出した値は、

面積・土砂量ともにほぼ同じ値となっている。

表－１ 崩壊生産土砂量の算出方法

ケース 使用する資料 算出手法 

Ⅰ 
空中写真、差分

解析結果 
差分解析による体積 

Ⅱ 空中写真 
発生域の面積とグゼッテ

ィ式より求まる体積 

Ⅲ 現地調査結果 
発生域の面積と崩壊深×

面積法より求まる体積 
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次に、崩壊生産土砂量の算出過程で求めた崩壊面積

と崩壊生産土砂量について、ケースⅠによる算出値と

ケースⅡ・Ⅲによる算出値との 1:1 線を基準線（図中の

黒線）とおいて、3 つの判読方法による値を比較した（図

－2 および図－3）。この 2 つの図から、算出した個々の

面積・土砂量について、ケースⅡでは基準線よりも低

い値を示し、ケースⅢでは基準線に対してのばらつき

が生じていることがわかる。 

4 考察 

崩壊生産土砂量について、図－3 よりケースⅡの崩壊

生産土砂量は他のケースと比べて低くなる。これは、

図－2 で、ケースⅡの崩壊面積の値がケースⅢよりも低

い値となっている上、崩壊生産土砂量が崩壊面積に依

存するグゼッティ式を用いたことから、崩壊生産土砂

量にも同様の傾向が出たものと考える。一方、ケース

Ⅲについて、図－3 のとおり個々の値はばらつきが生じ

たものの、表‐2 のとおり崩壊面積・崩壊生産土砂量の

合計値はケースⅠとほぼ等しい値となった。これは、

個々の値のばらつきは大きいものの、ケースⅡのよう

に系統的に偏向しないことから、集計するとケースⅠ

の値とほぼ等しくなるためと考えられる。ただし、こ

の結果は、18 カ所という限定された現地調査結果と差

分解析結果によるものであり、地形・地質特性や崩壊

形態等により、算出される崩壊生産土砂量の傾向が変

化する可能性があることに留意する必要がある。

5 おわりに 

 本報では、最近の斜面崩壊が多発した事例を対象と

して航空レーザ計測の差分解析・空中写真判読・現地

調査から崩壊面積、崩壊生産土砂量を算出し、予察的

に比較・検討した結果を報告した。今後は、比較事例

を増やし、調査手法の違いが算出結果に及ぼす影響の

検討を進めていく予定である。

6 引用文献 

松岡暁他(2009)：LiDAR データの差分処理による流域

土砂動態把握の試み，砂防学会誌，Vol.62，No.1，p.60-65 

村上泰啓他(2005)：豪雨による斜面崩壊で生産された土

砂量の推定と河道における動態，水工学論文集，第 49

巻

Guzzetti et al (2009)：Landslide volumes and landslide 

mobilization rates in Umbria, central Italy, Earth and 

Planetary Science Letters, No.279, p.222⁻229 

図－3 ケースⅡ・Ⅲの崩壊生産土砂量とケースⅠの崩壊

生産土砂量との比較 
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表‐2 ケースごとの崩壊面積・崩壊生産土砂量の合計値とそれ

ぞれのケースⅠとの差分値

ケースⅠ

(基準ケース) 
ケースⅡ ケースⅢ

崩壊面積

（㎡）
5668.3 

3302.3 

(−2366.0) 

5451.2 

(−217.1) 

崩壊生産

土砂量（㎥） 
6825.5 

2760.3 

(−4065.2 ) 

7044.8 

(＋219.3) 

※括弧内の数字は各ケースの基準ケースとの差分値を示す。
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0次谷の頭部での崩壊による谷の上方伸長と崩壊予測の可能性 

―平成 29年 7月九州北部豪雨による崩壊の事例― 

宮崎大学農学部 〇清水 収 松本紘武 

1. はじめに

塚本(1998)によると，0次谷流域では降雨による崩壊が活発に起こっており，雨による表層崩壊を 0次谷流域の

谷地形の発達作用と位置付けている。清水・帆足（2018）は平成 29年 7 月九州北部豪雨で発生した崩壊を調査

し，妙見川流域の 0次谷の頭部において崩壊発生により谷が斜面上方へ伸長したと考察した。そこで本研究では，

妙見川流域の 0 次谷の頭部において，平成 29 年 7月九州北部豪雨により発生した崩壊に伴う地形変化を詳細に調

べ，谷が発達したことを実証することにした。そして，谷地形の発達の観点から，0次谷における崩壊予測を検討

することを目的とした。 

2. 方法

妙見川上流域において，0次谷斜面で発生した崩壊深さの大きい崩壊地の中から 7 つを調査地に選び，災害前後

に実施された航空レーザー測量による 1mメッシュ DEM とオルソ画像を用いて，各調査地の崩壊の状況，谷線上に

おける縦断形状の崩壊前後の変化，新たに形成された谷の深さを調べた。 

3. 結果

谷線上の縦断形を調べた結果，6 つの調査地において，崩壊域の縦断形

が，崩壊前の時点では上に凸の形状となっていたが，崩壊後には下に凸ま

たは直線状の形状になっていた（図－1 の上図）。縦断図で傾斜を調べる

と，崩壊前には，崩壊域下端となる地点を境にその上方が下方に比べ急傾

斜になっており，崩壊域下端となる地点は遷緩点をなしていた。しかし，

崩壊後，この地点は遷緩点ではなくなり，崩壊域の下方から崩壊域上端ま

で，傾斜が途中で急激に変化することなく連続的に変化する縦断形になっ

た（図－1の下図）。 

次に，横断図を作成して谷の深さを調べた。崩壊域下端より上方の横断

形をみると，崩壊前には，崩壊域下端から上方に向かって次第に谷が浅く

なっている。しかし，崩壊後にはそれらの谷が深くなり，崩壊域下端にお

ける深さと同じかそれ以上の深さの谷となった。これによって，崩壊域下

端における谷と同等の深さを持つ谷が，崩壊前よりも斜面上方に

出現したという結果になった（図－2，図－3）。 

4. 谷地形の発達と崩壊予測の可能性

地形発達の観点から今回調べた崩壊を考察すると，「谷線上の

縦断形における遷緩点より上方が崩壊で崩れたこと」と，「この

遷緩点の位置における谷地形と同等の深さを持つ谷が上方に形成

されたこと」の 2点から，谷線上の縦断形における遷緩点が谷地

形の成長点であり，この地点を起点として，成長点における谷と

同等の深さを持つ谷が斜面上方へ伸長した，と考えられる。 

したがって，ある 0次谷における谷線上の縦断形を見たとき

に，上記のような遷緩点があればそこは谷の成長点とみなせ，その上方が崩れると予測されることから，崩壊発生

場所を特定できる。また，崩壊後の縦断形は，崩壊域の下方から崩壊域上端まで傾斜が連続的に変化していたこと

から，崩壊の際に崩壊域下端となる成長点よりも下方の縦断形を上に向かって延長することにより，崩壊後に予想

される縦断形を推定できる。そして，崩壊後に想定される縦断形と崩壊前の縦断形との標高差分より，崩壊の深さ

を予測することができる。さらに，成長点における谷の横断形を基にして，成長点よりも上方で新たに形成される

谷の横断形を推定することも可能と思われる。これらに基づき，崩壊の発生場所のみならず，崩壊の規模も予測で

きると考えた。 

図－1 調査地 85 の崩壊前後の縦断形

と区間ごとの傾斜分布 
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図－2 調査地 85 の崩壊前後の横断形 
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無降雨継続時間の違いに着目した斜面崩壊誘発降雨の抽出 

（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所 ○經隆悠，Mtibaa Slim 

1. 研究の背景と目的

平成 29 年 7 月九州北部豪雨や平成 30 年 7 月豪雨による災害のように，近年広範囲で大量の斜面崩壊が発

生しており，その対策が求められている。発生のトリガーである降雨は，最大降雨強度や累積雨量といった

様々な降雨指標によって特徴づけられる。これらの災害を引き起こした豪雨は，比較的降雨継続時間が長い

という特徴があるため，この継続時間の中で雨がどのように降ったのかという降雨パターンが崩壊誘発降雨

を特定する上で重要な指標になると推測される。通常，各降雨イベントは，連続した降雨記録から何らかの

無降雨継続時間を設定することで抽出される。この無降雨継続時間の違いに応じて，抽出された各降雨イベ

ントの降雨継続時間と総雨量が変化するため，結果的にある降雨イベントの降雨パターンを評価する降雨指

標（例えば，平均降雨強度）も変化することが推測される。つまり，最適な無降雨継続時間を設定すること

で，崩壊誘発降雨の特徴をより明確に抽出できる可能性がある。そこで本研究では，近年の 3 つの豪雨を対

象として，設定する無降雨継続時間の違いが，崩壊誘発降雨の降雨パターンの抽出に及ぼす影響を調べた。 

2．方法 

 解析の対象とするのは，平成 28 年 8 月北海道

豪雨，平成 29 年九州北部豪雨，平成 30 年 7 月

豪雨の 3 つの豪雨である。解析には，それぞれ

の豪雨により高密度に斜面崩壊の発生した領域

の近隣に設置された，新得・朝倉・東広島の 3 か

所の気象庁アメダスの雨量観測所の降雨データ

を用いた（図‐1）。降雨データは 1976 年から

2019 年までの 1 時間解像度の記録を使用した。

これらの記録から，無降雨期間が設定した無降

雨継続時間に達した前後を異なる降雨イベント

と定義し，各降雨イベントを抽出した。無降雨継

続時間は，1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 時間

の計 13パターンの異なる設定を検討した。まず，

各対象の豪雨において，崩壊誘発降雨の最大 1時

間降雨強度および総雨量が既往最大値であるか

どうかを比較した。次に，降雨強度（I）と降雨

継続時間（D）の関係を用いた降雨閾値である ID

法を参考に，各降雨イベントの降雨継続時間と平均降雨強度の関係を両対数軸上で比較した。これにより，

崩壊誘発降雨が降雨パターンによって特徴づけられるかどうかを調べた。 

3．結果と考察 

無降雨継続時間を 1 時間として，各降雨イベントを抽出した場合，平成 28 年 8 月北海道豪雨は，最大 1 時

間降雨強度・総雨量ともに既往最大値以下であり，これらの降雨指標では崩壊誘発降雨を特徴づけることが

できなかった。一方で，平成 29 年九州北部豪雨は，最大 1 時間降雨強度が 100 mm，総雨量が 500 mm を超

図-1 解析対象の降雨観測所
図-1 解析対象の降雨観測所 
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えており，両者ともに既往最大値を更新する著しく激しい降雨であった。また，平成 30 年 7 月豪雨は，対象

として東広島観測所においては，総雨量は既往最大で約 350 mm と非常に大きかったものの，最大 1 時間降

雨強度は約 40 mm で既往最大値以下であった。これらの降雨指標に関する各豪雨における関係性は，無降雨

継続時間の違いによらず同様であった。つまり，このような豪雨災害は必ずしも過去最大の最大 1 時間降雨

強度・総雨量でなくても発生し得ることが示唆された。言い換えれば，降雨の瞬間的な強さや総量のみでは，

広域で崩壊を誘発する降雨を特徴づけることが難しいことが分かった。 

降雨パターンを示す平均降雨強度と降雨継続時間の関係は，無降雨継続時間の違いによって変化した。こ

れは，平均降雨強度と降雨継続時間の両方が，無降雨継続時間の違いによって変化するためである。無降雨

継続時間を大きくとった例として，図‐2 に無降雨継続時間 24 時間の例を示す。いずれの崩壊誘発降雨（赤

プロット）においても，降雨継続時間・平均降雨強度ともに相対的に高い傾向が見られる。この特徴は無降

雨継続時間を小さくした場合に，より顕著にあらわれた。図‐3 に示すように，無降雨継続時間を 1 時間とし

た場合，いずれの崩壊誘発降雨も継続時間が最大級であり，20 時間を超えている。また，平均降雨強度も 10

時間を超える降雨の中では顕著に高い傾向が見られた。使用した降雨データが 1 時間解像度であることを考

慮すると，この結果は，崩壊誘発降雨は 1 時間も止むことが無く，20 時間以上ある程度の降雨が降り続けて

いたことを意味する。そのため，対象とした豪雨災害においては，瞬間的な降雨強度だけでなく，降雨の継

続性が崩壊の誘発において重要な役割を果たした可能性がある。 

謝辞 本研究は農林水産技術会議・戦略的プロジェクト研究推進事業（流木災害防止・被害軽減技術の開発）

の助成を受けた。 

図-2 無降雨継続時間が 24 時間の場合の降雨継続時間と平均降雨強度の関係 

（a）新得観測所，（b）朝倉観測所，（c）東広島観測所

図-3 無降雨継続時間が 1 時間の場合の降雨継続時間と平均降雨強度の関係 

（a）新得観測所，（b）朝倉観測所，（c）東広島観測所
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斜面崩壊に伴う土砂移動を想定した室内振動実験 

-高感度地震観測網における大規模土砂移動時の地盤振動特性の再現-

(株) エイト日本技術開発              ○竹田海渡・谷田佑太・海原荘一・福島康宏 

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦・柴田俊・山田拓・小竹利明 

国土交通省国土技術政策総合研究所                     金澤瑛・中谷洋明 

立命館大学                               藤本将光・里深好文 

1.はじめに
高感度地震観測網による大規模土砂移動の発生検知

は，新たな災害監視手法として期待されている。また，
過去の大規模土砂移動時に取得した高感度地震観測網
の振動データの解析結果に基づく土砂移動と振動特性
との関係についても多くの知見が得られている 1)-3)が，
大規模な土砂移動現象は発生頻度が低く，少ない観測
事例でしか確認できておらず，それが実験でも再現で
きるかどうかについては十分検討されていないため，
室内振動実験を実施した。 
本研究の実験目的は，過去の大規模土砂移動時に取

得した高感度地震観測網の振動データの解析(以下，
「観測データに基づく既存知見」と表記する)で得られ
た下記の 3 つの知見を室内実験で再現することである。 
① 土砂移動プロセスと振幅増大タイミングの関係：

振幅の増大のタイミングは河床への衝突時または
対岸への衝突時であること 1)

② 波形の形状と土砂移動形態の関係：崩土が対岸に
衝突しない場合より衝突する場合の方が波形の立
ち上がり勾配は急になること 1)

③ 低周波成分の卓越：深層崩壊に伴う地盤振動の卓
越周波数はほとんどが 1～4Hzに含まれていること
1)なお，2011年赤谷地区の深層崩壊発生時の巨大ブ
ロックの移動・衝突により 0.01～0.1Hz の超低周
波成分の波形も確認されている 3)。

2.実験方法
2.1実験装置と使用機器
水路流下時の土砂移動の振動を地盤に直接伝達する

ため，図-1に示すようにコンクリートブロックを階段
状に積み，コンクリートブロックと水路底面の隙間は
モルタルで充填し，土台を作成した。また，対岸見立
てた壁をコンクリートブロックで作成した。振動セン
サーは図-2 に示す配置で据置型のサーボ型加速度計
（白山工業 JU410，3成分計測）を 4台使用した。
2.2実験ケース
実験ケースは，表-1 に示す対岸の壁の有無（2 ケー

ス）×土砂量変化（4ケース）の合計 8ケースとした。
土砂は大礫（直径 5～10 ㎝程度）と中礫（直径 1 ㎝程

度）を混ぜ合わせ，水を加えたものを使用した。深層
崩壊の巨大ブロックが破砕せずに衝突することを再現
するため，鉄球を加えたケースを追加した。鉄球は直
径 10cm，重量 5kg/個のものを 3個使用した。 

3.実験結果
3.1土砂移動プロセスと振幅増大タイミングの関係
壁あり・壁なしのいずれの実験条件においても，図

-3に示すように斜路移動時の振幅より，斜路より下流
移動時または壁衝突時の振幅が大きくなっており，観
測データに基づく既存知見と同様，振幅の増大のタイ
ミングは斜路より下流移動時（河床への衝突時）また
は壁衝突時（対岸への衝突時）であることが確認でき
た。また，3 成分の中では壁あり・壁なしともに鉛直
成分の振幅が最も大きいという結果となった。
3.2波形の形状と土砂移動形態の関係
土砂移動形態と地盤振動の振幅波形の違いを表現す

る指標として，波形の立ち上がり勾配の緩急を確認し
た。具体的には既存知見 1)と同様に，勾配は土砂移動
開始時の振幅と最大振幅の時刻差により定義した。実
験結果としては，観測データに基づく既存知見と同様，
図-4に示すように明瞭ではないもののセンサーの位置
に関係なく，壁ありのケースが壁なしのケースと比較
して勾配が急になっていた。 

水路

隙間はモルタルで充填 対岸に見立てた壁

30°

コンクリートブロック

仕切板

土砂

2600

1700

300

図-1 実験装置の模式図（単位：mm） 

大礫
(直径5～
10cm程)

中礫
(直径1cm

程)

鉄球
(直径

10cm・重
量5kg/
個)

水

1 10 10 － 20 40
2 20 20 － 20 60
3 30 30 － 20 80
4 30 30 15 20 95
5 10 10 － 20 40
6 20 20 － 20 60
7 30 30 － 20 80
8 30 30 15 20 95

使用材料(kg)

総重量
(kg)

実験
条件

実験
番号

壁なし

壁あり

表-1 実験ケース 

壁 斜路(2.0 m) 仕切板

上流下流

加速度計
(地点①)

0.9 m

加速度計
(地点②)

0.9 m

加速度計
(地点③)

1.0 m

加速度計
(地点④)

1.0 m

図-2 振動センサーの配置 
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3.3低周波成分の卓越 
 図-5に示す鉄球を加えたケースで低周波成分が卓越
していることが確認できた。これは鉄球のバウンドに
よる波形の立ち上がりが影響していると考えられる。
鉄球を加えた他の実験ケースでも上記の低周波成分が
確認されたが，図-6に示す鉄球を加えていないケース
では低周波成分は卓越していなかった。つまり，観測
データに基づく既存知見と同様，深層崩壊の移動土砂
のうちで巨大ブロック（=鉄球）が低周波を発生させて
いる可能性があると推察される。なお，実験施設の床
面の固有周期については，図-5,6のバックグラウンド
ノイズに示しているように,2～40Hzの範囲では比較的
フラットな特性であるが，その中でやや高くなってい
るところ約 20Hzとなっていた。

4.結論
本実験の目的であった｢土砂移動プロセスと振幅増

大タイミングの関係｣，｢波形の形状と土砂移動形態の
関係｣，「低周波成分の卓越」については，観測データ
に基づく既存知見と水路実験で同じ傾向を再現するこ
とができた。さらに，「低周波成分の卓越」については，
深層崩壊の巨大ブロックが低周波を発生させている可
能性があることを推察できた。これは，数少ない事例
で調査されている大規模土砂移動時の土砂移動形態と
地盤振動特性の関係を立証する 1 つの材料であると考
えられる。今後は 2011年紀伊半島大水害における奈良
県五條市大塔町の赤谷地区の深層崩壊時に発生した
0.01～0.1Hz の超低周波の変位波形と斜面移動方向が
一致する事象等 3)についても再現を検討していきたい。 

参考文献 
1) 木下篤彦，海原荘一，山路広明，廣瀬昌宏， 只熊

典子，浅原裕：崩壊時の地盤振動特性に着目した
大規模土砂移動の検知に関する研究，河川技術論
文集,第 23巻，p.441-446，2017

2) 海原荘一，浅原裕，木下篤彦，田中健貴：高感度
地震観測網による土砂移動発生箇所近傍の地盤振
動特性，第 9 回土砂災害に関するシンポジウム論
文集，p.197-200，2018

3) 高原晃宙，木下篤彦，水野秀明，長谷川真英，梅
田ハルミ，海原荘一，浅原裕：振動センサデータ
による大規模土砂移動現象発生タイミング及び移
動プロセスの解明について，河川技術論文集，第
22巻，p.43-48，2016
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阿蘇立野地区を対象にした平成 28年熊本地震後の崩壊危険斜面の評価 

北海道大学農学院流域砂防学研究室 ○山口柊生 笠井美青 

1. はじめに

大規模な地震が発生すると、亀裂や段差といった線状地形が各所に出現する。そのような斜面では、

土塊のせん断応力が低下したことで、地震後も崩壊する可能性がある（以下、崩壊危険斜面）。従っ

て、線状地形が新たに出現した場所を地形図や航空写真を用いて抽出する作業が、大規模地震後には

速やかに実施される。しかし、この作業は広域であるほど、時間と労力を有する。また、線状地形の

出現箇所は、必ずしも崩壊危険斜面を示唆していない。そこで本研究では、2016年 4月に発生した熊

本地震（M7.0）で被災した阿蘇郡立野地区内の 2 km2を対象に、地震による線状地形の出現を示す数

値地形指標、DCI（Dense Crack Index）をまず提案する。そして、地震後の崩壊危険度評価を（A）DCI

と他の地形指標を考慮したケースにて実施し、その精度について検討する。また、（B）他の地形指標

のみ考慮したケースでも同様の解析を行い、DCI を考慮した場合の精度の向上について検討を行う。 

2. 解析対象地概要

対象地は、第三紀から第四紀の輝石安山岩および同質の火山砕屑岩類からなり（小野・渡辺, 1985）、

スギに覆われる。熊本地震による最大加速度は 400 galであり（防災科学技術研究所, 2016）、76個の

表層崩壊が発生した。地震後 4ヶ月間では計 1870 mmの降雨があり、最大日雨量は 179.5 mm（7/13）

に達した（アメダス南阿蘇観測所, 2016）。その間、地震による表層崩壊に隣接した斜面では 31 個、

離れた斜面では、32個の崩壊が発生した。本研究では、後者の崩壊を対象とする。現地調査に基づく

立野地区亀裂検討対策委員会報告書（2019）によると、勾配が 40°以上、遷急線付近、凹地形を呈す

る斜面で地震後に崩壊が多く発生している。

3. 解析方法

3.1 DCIの提案

 崩壊地と線状地形の判読には、2015年 2月（地震前）、

2016 年 4 月（地震直後）と 8 月に取得された航空写真お

よび航空レーザー測量データ（提供：九州地方整備局）を

用い、現地確認も行った。118ヶ所の線状地形と、線状地

形以外の 117 ヶ所については、航空レーザー測量データ

から、地表粗度の変化を以下の式より求めた。 

𝜎𝑠 𝑐ℎ𝑔  =  𝜎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡  − 𝜎𝑠 𝑝𝑟𝑒 

ここで𝜎𝑠は近傍の 3×3のセルにおける斜面勾配の標準偏

差であり、Frankel and Dolan（2007）によって示された粗

度指標である。本研究では、セルサイズを 1 mとした。𝜎𝑠 𝑝𝑟𝑒は地震前、𝜎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡は地震直後の値を示す。

𝜎𝑠 𝑐ℎ𝑔がある値（Cm）以上の斜面では線状地形が出現するとし、検索半径を 10 mとして𝜎𝑠 𝑐ℎ𝑔 ≥ Cmと

なる場のカーネル密度を求めた。そしてこの値を DCIとした。地震によりせん断応力が低下した一帯

では DCI値が高くなると想定された。 

3.2 崩壊危険度評価 

 本研究での崩壊危険度評価には、各地形因子と崩壊発生との関連の強さをWc値の大きさとして表

すWeight of Evidence法（Bonham-Carter, 1994）を用いた。ここでWc値が正であれば、その事象に対

して因子の階級との相関がある。またセルごとに与えられている各因子の Wc 値の和が大きいほど、

そのセルにおける崩壊の可能性は高い。解析に用いた地形因子とその階級を表 1に示す。DCI以外の

地形因子の選択は、上述の報告書を参考にした。また、土壌の湿潤度である TWI（Topographic Wet 

図 1：𝜎𝑠 𝑐ℎ𝑔の度数分布

𝜎
𝑠

 𝑐
ℎ

𝑔

線状地形 線状地形以外

Cm= 2
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Index）も加えた。VIF（Variance Inflation Factor）

は 1.03 から 1.13 であり、因子間の独立性が確

認できた。解析にあたり、無作為に選択した 23

個の崩壊を訓練データ、9個を試験データとし、

ケース A と B について、崩壊危険度評価を行

った。ROC（Receiver Operating Characteristic）曲

線下の AUC（Area under Curve）値で検証した。

Swets（1988）によると判定の精度は 0.8-0.9 が

good, 0.7-0.8が fairとされる。なお本研究では、

対象地の面積が小さいことから、地質、降雨量、

地震加速度の条件は同じであると仮定する。

4. 結果と考察

 図 1 より、本研究ではCm=2 とした。この値から DCI

を求めた結果、値が大きくなるほどWc値は大きくなっ

た（表 1）。また地震後の崩壊に最も強く関連する因子は、

0.6以上の値をとる DCIであった。なお勾配や遷急線（断

面曲率：-4 から 0）も崩壊の発生と関連があり、上記の

報告書の結果と一致した。一方で、凸型斜面（平面曲率：

0から 4）のWc値が高く、報告書とは異なった。この理

由は現在不明であり、更なる検討が必要である。 

ケース Aにおける、地震後の崩壊危険度評価マップを

図 2に、ケースAと Bの ROC曲線を図 3に示す。ケー

スAでは訓練データと試験データの AUC値は 0.81と 0.76で

あり、ケース Bについてはそれぞれ 0.76と 0.77であった（図

3）。従って訓練データでは、崩壊危険度をより精度よく推定で

きたが、試験データについては、ケース Bの方がAUC値は若

干高かった。表 1 は、DCI を崩壊危険度評価に組み込む重要

性を示唆していることから、この結果は解析に使用する崩壊

数の少なさに起因するとも考えられる。

 現在まで、地震後の崩壊危険斜面を統計的に評価した研究

は少ない。今後は分類器の選択などを含め改善を重ねること

で、迅速かつ精度の高い大規模地震後の崩壊危険斜面評価を

行う統計的な手法を検討する。 

5. 謝辞

本研究は国土交通省河川砂防技術研究開発公募の助成を受け実施した。
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地形因子 階級 Wc値 地形因子 階級 Wc値

DCI 0－0.2 -1.297 平面曲率 －-6 -1.315

0.2－0.4 0.798 -6－-4 -0.536

0.4－0.6 1.226 -4－-2 0.176

0.6－ 1.909 -2－0 0.130

斜面勾配(°) －20 -2.908 0－2 0.361

20－25 -1.976 2－4 -0.229

25－30 -1.182 4－6 -0.555

30－35 -0.162 6－ -1.965

35－40 0.289 断面曲率 －-6 -2.273

40－45 0.677 -6－-4 -1.179

45－50 0.695 -4－-2 0.315

50－ 0.229 -2－0 0.565

TWI －2 0.327 0－2 -0.216

2－4 -0.390 2－4 -0.812

4－6 0.136 4－ -2.170

6－8 -0.057

8－ -1.574

表 1：地形因子における階級別の𝑊𝑐値 

図 3：訓練・試験データの ROC 曲線 

図 2：崩壊危険度評価マップの一部 

（陽性：モデルにより崩壊地と
判定されたセルが、実際に崩壊

地上に位置する） 
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地質境界付近の水文挙動が表層崩壊の発生に与える影響 

和歌山県土砂災害啓発センター       ○榎原伴樹・筒井和男・﨑山朋紀・岸畑明宏・坂口隆紀

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 木下篤彦・柴田俊 

パシフィックコンサルタンツ株式会社   松澤真 

北海道大学広域複合災害研究センター   田中健貴 

１.はじめに

平成 23 年 9 月の台風 12 号に伴う豪雨により，和歌山県那智

川流域では斜面崩壊や土石流が多発し，大きな被害を受けた 1)．

那智川流域では堆積岩である熊野層群（砂岩泥岩互層）に熊野酸

性岩（花崗斑岩）が貫入しており，特異な地質構造や水理構造が

崩壊発生の原因となった可能性が報告されている 2)．このような

流域では従来の危険斜面評価手法 3)では適正に評価されない恐

れがある．これまで地質境界が存在する斜面での表層崩壊危険斜

面の抽出手法を提案することを目的に，斜面の地下水の排水性と

空中電磁探査の結果に着目した検討がなされている 4)．また，崩

壊のメカニズムを検討するための地質境界付近の表層土層内の

水文挙動に関する検討は，観測期間が短く，十分になされていな

い．本研究では，表層土層内の水文観測結果と斜面の地下水位の

観測結果を元に，表層崩壊危険斜面の特性の把握を行った．

２．調査箇所と調査方法の概要 

那智川流域の左岸支渓の平野川を対象として調査を行った．那

智川流域では崩壊の多くが地質境界付近の熊野酸性岩分布域で

発生しており 5)，平野川もその特徴を有する．右岸側の崩壊が多数確

認できる斜面（以下，崩壊斜面）においてテンシオメータ等による地

質境界付近の表層土層内の水文挙動の観測を実施し，崩壊斜面およ

び左岸側の崩壊の発生が確認できない斜面（以下，非崩壊斜面）のそ

れぞれにおいて地質境界を貫入した観測孔で斜面の地下水位の観測

を行った．平野川流域の概要図と観測点を図-1，2 に示す． 
表層土層内の水文観測は，斜面上部から花崗斑岩分布域（TH-1），

地質境界付近（TH-2），泥岩分布域（TH-3）の 3 箇所で行った．それ

ぞれの観測点において図-3 に示すようにテンシオメータと土壌水分

計を表層土層の中間部（40cm）と下部（80cm）に，地下水位計を下

部（80cm 付近）に設置し観測を行った．また，地下水位の観測は，

それぞれの観測点で，上位の花崗斑岩層に 2 深度，地質境界付近と下

位の熊野層群の泥岩層にそれぞれ 1 深度の合計 4 深度で行った．  

３．調査結果 

図-4 に崩壊斜面および非崩壊斜面の地下水位の観測結果を示す．崩壊

斜面では深度の異なる複数の地下水頭が確認され，非崩壊斜面と異なり浅

層部の地下水観測孔において地下水位が上昇しやすい傾向が見られた． 

図-5 に表層土層内の水文観測結果の内，観測期間中の最大降雨イベン

ト時（2019 年 10 月 17 日～26 日，総雨量 629mm，最大時間雨量 50mm/h）
の結果を示す．全ての観測点で降雨に伴い体積含水率の上昇が確認できる

が，地質境界付近の TH-2 のみ最大 29cm 程度の地下水位が観測された．

また，全間隙圧については TH-2 では高くなっている期間が比較的長い傾

向があることが確認できた．

上記の降雨イベントの降雨前とピーク時の観測結果を基に作成した，水

理水頭線および水分フラックスの状況を図-6 に示す．降雨イベント前は

全層が不飽和の状態で蒸発が生じているため水分フラックスは深部から地表面の方向となっている．一方，ピーク

時には全層が飽和の状態となり，斜面の上方では上向きのフラックスが，斜面の下方では斜面と並行のフラックス

が生じている状況が確認できた．このことから，斜面の下方では地表面に沿って斜面方向に流下しているが，斜面

の上方では地質境界により地下水の動きが制御され，上向きの地下水の動きが発生している可能性が考えられる． 

図-2 テンシオメータの配置図 
（図-1 中四角で囲ったエリアの拡大図） 
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図-1 平野川流域の概要．四角（点線）で囲った 
エリアは図-2 に拡大図で示す．矢印は流向
を表す．
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図-3 表層土層の観測機器設置概要図 
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４．おわりに 

本研究で得られた結果を下記に示す． 
・崩壊斜面の表層土層内において，降雨の際に

地質境界付近では斜面の方向と異なる上向きの

水の動きが発生している可能性がある．

・斜面の地下水位の観測結果から，崩壊斜面で

は非崩壊斜面と比べて浅層部の地下水位が上が

りやすい傾向がある．

 これらのことが斜面崩壊の大きな原因になっ

ていると考えられる．今後も観測を継続し，斜

面崩壊を誘発する水文プロセスの把握に努めた

い． 
参考文献 

1) 松村ら：2011 年 9 月台風 12 号による紀伊半島で
発生した土砂災害：砂防学会誌，Vol.64，No.5，pp.43-53，2012．2）田村ら：平成 23 年台風 12 号で崩壊した金山谷川・鳴子谷
川における斜面崩壊発生機構について，砂防学会概要集，2013．3) 独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ 火山・土石
流チーム：表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニュアル（案），土木研究所資料，2009．4) 榎原ら：表層崩壊危険斜
面における空中電磁探査解析と地下水位の変動に関する研究，第 9 回土砂災害に関するシンポジウム論文集，pp.43-48，2018．
5) 千東ら：平成 23 年台風 12 号の那智川流域の水文・水質特性と崩壊メカニズムに関する研究，砂防学会概要集，2015．
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図-5 豪雨イベント時（2019 年 10 月 17 日～26 日）の各種水文観測結果の比較．上段から、 
時間雨量、全間隙圧、体積含水率、表層土層内地下水位、深層地下水位．

図-6 水理水頭線図（左：豪雨イベント前、右：ピーク時．赤破線は
等ポテンシャル線、→はフラックスの方向、青色ハッチは飽和領域）
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荒川上流部で寛保 2 年洪水時に複数形成された天然ダムの可能性 

（一財）砂防フロンティア整備推進機構・名古屋大学 客員研究員 町田 尚久 

1. はじめに

寛保２年災害(1742年)は，関東甲信地方を中心に旧暦７

月 27 日から８月１日に台風によって発生した江戸時代最

大の水害である．埼玉県長瀞町樋口地区にある当時の洪水

位標（寛保洪水碑磨崖標）は，天然ダムと土砂災害の発生

が指摘されている(町田，2011)．本研究では，長瀞町で高

水位をもたらした要因を明らかにすることを目的に，洪水

位標の下流側の矢那瀬地区で実態から天然ダム形成につい

て再考した．対象地域は，埼玉県長瀞町樋口地区と矢那瀬

地区（標高約119ｍ）で荒川の上流部に位置する．寛保洪水

位磨崖標は，標高約128ｍである．また上流側の皆野町下田

野地区には安政６年洪水標（標高約144ｍ）がある． 

2. 災害状況及び地名の整理

災害状況を明らかにするために文献調査とヒアリング調

査を実施した．その結果，文献調査で得た地番図では，矢

那瀬地区に上破崩（上破崩山），下破崩（下破崩山）があり，

下破崩山の寄居町末野地区に破崩という地名があったため，

山本（1934）の古文書メモの「内はぐれ大道欠け」は，地 

名の状況と資料の出所が長瀞町の某家という点から「内はぐ

れ」の「内」を矢那瀬地区側と推定した．さらに古文書メモ

には，1742年，1859年，1910年，1947年であったことが読

み取れる．原田・西川（1989）の中家文書の資料では，上破

崩と下破崩で元文から寛保年間に崩壊の発生が示唆された．

また流出家屋名の記載があり，地元に残る地名（川面，はぐ

れ 等）から流出範囲を特定及び推定した． 

ヒアリング調査では岩田地区の満光寺で過去に洪水にあ

って流されたと言い伝えがあった．特に寛保２年洪水と関係

するのは，「一面湖」，「住民が流された」，「流木と一緒にお

札が流れてきた」，「はぐれに巨木が根のついた状態で流れて

きてひっかかった」という言い伝えが住民から得られた． 

以上の結果から，①滑動斜面は２か所，下破崩では大道（秩

父往還）に影響する崩壊，上破崩では年々土木工事が増加，

②人名から流出家屋の位置の特定，③洪水時に家（段丘面上）

で釣りができたとの言い伝え，④川面の住民が上流側に流さ

れて久保の生垣に漂着（生死不明）したとの言い伝え，⑤湛

水して流木があった等の言い伝えが明らかとなった． 

3. 高水位の推定と流積による検証

検証には GIS を用いた．５ｍDEM から断面図を作成して

流積を求めた．また標高は国土地理院地図から，当時の河

床高を想定して２ｍ河床高を上げて検討した．なお，検証

では水位を標高で表す．野上地区では，下流側で蛇行して

いるため，上流側の類似地点で断面図を作成した． 

3.1. 水位の検証（矢那瀬地区） 

洪水位の記録が残っていない矢那瀬地区の水位を推定

し，検証することでダム化の可能性を検討した．樋口地区 

 図2 災害状況及び地名位置図（国土地理院地図に加筆） 

図1 位置図（国土地理院地図に加筆） 
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の水位は128ｍ，矢那瀬地区は

標高119ｍ（段丘面）であるこ

とから９ｍの水深となる．こ

の高水位が矢那瀬地区でも発

生したとすれば，流出家屋は

11軒以上となる． 

一方，「川面の住民が上流側

に流されて久保の生垣に漂着

（生死不明）した」という言

い伝えと，古文書の中家（標

高 121ｍ）に浸水記録がない

ことから，標高約 121ｍ以上

には達していない水位であっ

たと判断できる．これにより，

矢那瀬地区は段丘面上最大で

２ｍの水位であると推定した．

この水位であれば，流木の漂

着，中家文書に災害実態がな

いことも理解できる． 

3.2. 流積の検証（樋口地

区，矢那瀬地区，野上地区，

下田野地区（皆野町）） 

町田（2011）などの先行研

究を参考に，洪水位の推定が 

できる４地区の流積比較から流下阻害について再検討す

る．樋口地区の洪水位標（約128ｍ）で約2,730m2，矢那瀬

地区の水位（約121ｍ）で約2,480 m2と近い値であるが，

上流側の下田野地区の安政６年洪水位標（標高144ｍ）で

約 1,610m2（要因不明）や野上地区（下野上神社近隣：標

高 130.5ｍ）で約 1,920m2となるため，各水位に達するに

は要因が存在する．また下野上神社は 1810 年に再建した

ことや周辺の状況から，洪水位が131ｍにならないと解釈

した．さらに樋口地区にある寛保洪水碑磨崖標と同一地点

で明らかなカスリーン台風（1947年）の流積約1,400m2が，

寛保２年当時に流下していたとすれれば，樋口地区で

1,330m2，矢那瀬地区で1,080m2の阻害があったことになる． 

4. 天然ダムの形成と周辺環境の推定

閉塞状況は，上破崩山・下破崩山の両方で崩壊が継続的に 

発生したと認められた．それに加えて矢那瀬地区では，洪水

時に下破崩山の斜面で大道を壊す崩壊が発生し，洪水位（仮 

称：下破崩湖）になったと推定した．また樋口地区では，記 

録に残らない程度の崩壊が上破崩山で発生し，下流側の閉塞

に伴った水位上昇，さらに湛水の影響により河床上昇が発生

したとことで洪水位（仮称：上破崩湖）となったと推定した．

一方，天然ダム形成や湛水時間の記載や資料が確認できない

ことから，ほぼ同時に湛水し，すぐに決壊した可能性がある． 

この２つのダム化は，①河岸沿いの斜面崩壊の影響（閉塞

環境形成），②上流側からの土砂供給の影響，③下破崩湖形

成の影響（上破崩湖のみ）の要因が複雑に関連して，２地域

で高水位となったとすることが適当である．また近隣の災害

状況から，流木や掃流土砂は多く，閉塞環境の形成に二次的

に影響していた可能性がある． 

このような状況でその後の洪水時に段丘面上で釣りがで

きた要因は，天然ダム形成と上流側からの土砂供給による河

床上昇と考えられる．これは，ある河床高を基準面に高水位

化したものと判断され，一定期間は河床高が高いまま維持さ

れたものと推定される．しかし，明治中期の治水三法や明治

後期の秩父鉄道の整備，さらに大正時代頃から始まる砂利採

取等によって，高水位の要因が消滅したことで，段丘面上で

の洪水時の釣りは消滅していったと考えられる． 

5. おわりに

洪水災害として知られる寛保２年災害は，日々の継続的な

斜面変形による土砂災害と寛保２年洪水時の降雨による土

砂災害の発生が示唆された．天然ダムは，ほぼ同時に２つ形

成した可能性が高い．さらにダム化の影響は，その後の段丘

面上の氾濫にも影響が及んでいると示唆される．このことか

ら寛保２年災害は，複合災害であろう．今後は，当時の社会

環境や山林の状況などの流域環境を理解し，土砂の動態を復

元しながら総合的に高水位をもたらした実態を明らかにす

る予定である． 

参考文献 

原田 信男，西川 武臣（1989）：武州秩父郡矢那瀬村中家 

文書目録稿，三上日出夫・秋田俊一先生定年退職記念 

号，札幌大学女子短期大学部紀要，14，p.173-201． 

山本 一信（1934）：第五十七回秩父郡樋口村・野上村・長瀞 

見學，雑報，埼玉史談，埼玉郷土会，5，6，p.429-434. 

図3 湛水範囲と 

閉塞箇所 

（ QGISにより作成） 
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台風 19 号における光学衛星画像の活用 

国土交通省  利根川水系砂防事務所  永田 雅一，後藤 順一，風間 宏 

株式会社パスコ 〇坂田 剛，小更 亨，野田 敦夫，花田 大輝，郡谷 順英， 

吉川 和男，照沼 利浩，森田 保成 

1. はじめに

令和元年台風 19 号では，東日本を中心に 20 都県にわた

り 952 件の土砂災害が発生し，台風に伴う土砂災害として

は過去最大となった 1)。群馬県・埼玉県においても土砂災害

が広域にわたり同時多発的に発生しており，効果的な災害

対応を行うためには行政の枠を超えた被災状況の全体像を

早期に把握することが重要であった。 

このため，利根川水系砂防事務所では管内のみならずそ

の周辺を含めた広域を対象に，災害発生直後に撮像した光

学衛星画像（SPOT6/7）を用いて崩壊等の土砂移動現象発生

箇所を判読により抽出した。 

 本報告では，台風 19号通過直後に実施した光学衛星画像

に基づく判読調査の概要を述べるとともに，その特徴と今

後の課題等について考察した結果を報告する。 

2. 対象範囲

光学衛星画像の判読調査は，群馬県全域及び埼玉県の山

間部を対象とし， 約 8,087km2の範囲で実施した（図 1）。 

基図は国土数値情報ダウンロードサービスの行政区域を使用
2)
。

図 1.対象範囲 

3. 光学衛星画像

判読には，AIRBUS Defence & Space社の光学衛星（SPOT6/7）

の画像を使用した。 

SPOT6/7は，地上分解能 1.5mで，観測幅が 60kmと広いた

め，雲の影響がなければ 1 シーンで広域をカバーできる特

徴がある。また，前夜にオーダー（観測登録）することで，

翌日に撮像，画像の入手が可能であり，被災状況の早期把握

に有効である 3)4)。判読に使用した画像（SPOT6/7）の諸元を

表1に示す。発災後の画像は雲の影響が少ないものを選び，

2019年 10月 16日，同月 23日に撮像したものを使用した。 
表 1.衛星画像諸元 

項目 諸元 

衛星名 SPOT6/7 

運用機関 AIRBUS Defence & Space 

撮影日時 2018年 5月 16日～11月 30日（発災前） 

2019年 10月 16日，10月 23日（発災後） 

バンド 赤，緑，青，近赤外 

分解能 1.5ｍ（パンシャープン）

4. 判読手法

判読は，取得した衛星画像を GIS 上に展開し，複数の技

術者が目視で土砂移動現象（崩壊，土石流，地すべり，顕著

な土砂堆積等）が発生した可能性のある箇所（以下，土砂移

動箇所という）を抽出する手法をとった。また，判読にあた

っては発災前後の２時期の衛星画像（表１）を比較すること

で，台風 19号の影響により新規に発生した現象を抽出する

こととした。判読結果から抽出された土砂移動箇所は shape

データ（point）として記録した。 

5. 判読結果

判読作業は，画像取得後に体制準備・各種調整等を行い，

11月 21日までに完了した。準備期間等を除く実質の判読作

業期間は 24日間となった。判読結果から抽出された土砂移

動箇所は，群馬県で 350箇所，埼玉県で 193箇所の計 543箇

所となった（表 2）。抽出された箇所の分布位置は群馬県で

は県西部，埼玉県では秩父市周辺に比較的集中する傾向が

確認された（図 2）。 

判読結果が,災害対策本部や現地等で特定のGISソフトが

無くても閲覧できるように，shapeデータに加え PDF形式の

図面を作成・提供した。また，利根川水系砂防事務所では所

内で運用されているシステムに衛星画像・判読結果を登録

し，地形や砂防関連情報等との関係が確認できるように整
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備した。 

表 2.判読結果から抽出された土砂移動箇所数 

図 2.判読結果全体図 

6. 土砂移動箇所と雨量との関係

気象庁の降雨量データ 5)によると，群馬県・埼玉県におけ

る台風 19号発生時の日雨量はいずれも 2019年 10月 12日

に最大値を記録している（群馬県：西野牧観測所 471mm，埼

玉県：浦山観測所 635㎜）。同日の気象庁各観測所の観測値

に基づき，日雨量の等雨量線を作成した結果を図4に示す。

同図より，台風 19号発生時には群馬県西部から埼玉県山間

部付近に強い雨域が分布する傾向が伺える。また，日雨量

300 ㎜を超える範囲に衛星画像判読から抽出された土砂移

動箇所が多く分布する傾向が確認される。 

本稿で報告した衛星画像判読の抽出精度については，現

段階では検証材料が不足しているため,十分な検証を経て

いない。しかし，抽出箇所の分布傾向と降雨状況との関係は

概ね調和的であることから，本判読結果は実際の土砂移動

現象発生箇所の全体傾向をとらえている可能性が高い。 

図 3.等雨量線図（2019年10月 12日 日雨量） 

7. 考察

本稿で報告した衛星画像判読作業では，画像取得に 2 日

間 （≒4,041km2/日），判読作業・報告までに 24 日間 

（≒337km2/日）を要した。この作業効率は従来の空中写真

撮影・判読手法等に比べて高いことから，本手法は広域を対

象とした被災状況の早期把握を行う上では有効であったと

いえる。一方，衛星画像に基づく判読の精度は，画像解像度

等の影響により，従来手法と比べ低くなる傾向にある。この

ため，本判読結果については他の調査結果等を用いた検証

を実施し，抽出精度を確認していくことが望ましい。 

また，今回は目視による判読を実施したが，被災状況のさ

らなる早期把握を図るためには，機械による衛星画像の自

動判読技術を開発・実装化することが望まれる。そこで，本

作業で活用した発災後の衛星画像について，人工知能（AI）

による自動判読を試行したが，一部の土砂移動箇所は抽出

できたものの，誤抽出となった箇所も散見された(図 4)。同

技術については，今後も精度向上を図る取組を実施し，災害

対応に実装化できるように検討を進めたい。 

図 4. 人工知能（AI）による自動判読の事例 

（埼玉県秩父ミューズパーク周辺，左：目視，右：AI判読結果） 

参考文献 
1) 国土交通省 砂防部(2019):令和元年台風19号に伴う土砂災害概要（2019年12月24日時点）

http://www.mlit.go.jp/river/sabo//jirei/r1dosha/r1typhoon19_gaiyou191224r.pdf

2) 国土交通省 国土政策局：国土数値情報ダウンロードサービス 行政区域
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

3) 徳武ほか(2020):令和元年台風19号における土砂災害状況把握―災害初動対応における光学衛星画像解析の活
用事例―，令和2年度砂防学会研究発表会概要集，収録予定

4) 宮崎ほか(2019):平成30年北海道胆振東部地震における取り組みと解析事例，令和元年度砂防学会研究発表会
5) 気象庁:過去の気象データ・ダウンロード

http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php

分類 群馬県 埼玉県 総計
崩壊関係（箇所） 317 186 503
地すべり関係（箇所） 5 1 6
土砂堆積関係（箇所） 28 6 34
総計 350 193 543

ⓒAirbus DS / Spot Image 2019 

ⓒAirbus DS / Spot Image 2019 

ⓒAirbus DS / Spot Image 2019 

凡例 
AI判読結果

西野牧 

浦山 
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細粒土砂流出防止構造を併用させた急傾斜地崩壊防止施設に関する研究 

原田 紹臣（京 都 大 学 大 学 院）

○山本 和輝，高瀬 蔵，藤本 将光（立 命 館 大 学）

高森 潔，河野 和人，幸田 英司（東京製綱株式会社）

水山 高久（京都大学名誉教授）

1, はじめに 

近年，落石防護柵を発展させた鋼材によるコンパクトな

柵構造の対策工が多数提案（例えば，写真-1）されており，

これまで施工が困難であった箇所においても急傾斜地対策

が可能となった．ただし，大径礫や流木等による閉塞がな

い場合，流水に取り込まれた細粒土砂が柵透過部をそのま

ま通過して下流へ流出することが懸念される．本研究では

斜面崩壊土塊の含水比や柵網目寸法の違いが細粒土砂の捕

捉等に与える影響について，基礎的な実験により考察する． 

2,含水比の違いが土砂の移動や捕捉機能に与える影響 

2.1 実験条件 

実験装置の概要を図-1に示す．図-1に示すとおり，急傾

斜地の最小勾配（θ=30度）で傾斜させた斜面の上部に，含

水比を調整させて仮置きした一般的な信楽産真砂土を，引

き上げ可動式のゲート構造の操作により斜面内を移動させ，

斜面法尻に設置した柵構造（ただし，壁構造による完全不

透過柵，網目寸法10mmまたは16mmによる透過性柵）で捕

捉し，それらの捕捉状況や衝撃力を把握している．なお，

含水比（w/c）については，既往の室内実験結果2)より真砂土

において崩壊しやすいとされているw/cを参考に，約10～

30%に変化させて，それらの違いによる影響を把握している．

ここで，使用した真砂土（ただし，w/c=約10%）の一面せん

断試験結果を図-2に参考に示す．また，土砂の移動に影響

を与えないように，斜面内の表面粗度（滑面）やゲート引

き上げ操作の速度等に配慮している． 

写真-1 既往の実物大による土砂捕捉実験の状況1） 

2.2 実験結果 

含水比（w/c）の違いが土砂移動に与える影響とて，w/c

が約 30%の場合における土砂移動及び捕捉状況を図-3 に示

す．図-3 に示すとおり，w/c が約 30%の場合には殆どの土

砂が捕捉されずに，網目を通過したのが確認された． 

次に，斜面土塊内の含水比の違いや柵網目寸法（径，大

きさ）の違いが土砂捕捉機能（細粒土砂の抜けだし等）に 

θ = 30 deg.

L =1,000 mm
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 =

 7
00
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m

Wall

図-1 実験装置の概要図 
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図-2 一面せん断試験結果（ただし，w/c=10%）

図-3 流動化（w/c≒30%）時における土砂移動および捕捉状況

（ただし，網目16mm） 
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与える影響について，その捕捉状況等を図-4 に示す．図-4

に示されるとおり，w/c が小さく（ただし，最小 10%程度

まで）なるに伴って，透過性柵の網目間を細粒土砂が顕著

に抜け出す傾向が確認された．なお，w/c が 20%程度の場

合においては，殆どの細粒土砂が捕捉されることが確認さ

れた．これは，w/c が 10％程度の場合，移動土塊が柵構造

に到達した際に生じる土塊内部における土粒子の内部破壊

の影響を受けたことによるものと考察される． 

斜面土塊内の含水比や柵網目寸法（径）の違いが柵構造

への衝撃力（無次元化された衝撃力）に与える影響を図-5

に示す．図-5 に示されるとおり，含水比が大きく（ただし，

約 10％から 20％まで）なるに伴って，土塊が柵構造に与え

る衝撃力が大きくなることが確認された．これは，上述の

土粒子の内部破壊による影響を受けたことによるものと考

えられる．なお，一般的には完全不透過性（d=0mm）の構

造の方が透過性柵と比較して衝突時に衝撃力を受けること

が考えられる．ただし，w/c が約 20%の場合，完全不透過

柵よりも透過性柵（d=10mm）の衝撃力の方が大きくなる

興味深い結果を得た．今後，土砂の移動速度と w/c との関

係について，更なる検証を行う予定である． 

3,既往構造を活用した細粒土砂の流出対策構造の提案 

 これらの結果を踏まえて，従来の透過性柵（例えば、図-

6）3)の一部を改良した対策案の概要を図-7に示す．図-7に

示すとおり，従来の対策工の下部に，不透過性部材（細粒

土砂捕捉付属版）を併設した構造にすることにより，下部

からの細粒土砂を捕捉させる構造である．さらに，対策工

の上部において，一定の水平距離を確保することにより，

土砂の移動による力の低減が期待できる． 

参考文献 

1) http://www.hp-fence.com/hef.html 

2) 久田裕史・中田幸男：細粒分に着目したまさ土の降雨崩壊特性, 

土木学会論文集C（地圏工学）, Vol. 72, No.4, pp.368-376, 2016. 

3) 東京製綱(株)：https://www.tokyorope.co.jp/product/eg/rakuseki_s/ 
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図-5 含水比や柵網目寸法(径)の違いが柵への衝撃力に与える影響 

図-6 従来の透過性防護柵（急傾斜地崩壊防止対策工） 

図-7 細粒土砂捕捉付属版併設による対策 
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Mesh size d =16mm
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図-4  含水比や柵網目寸法（径）の違いが土砂捕捉機能に与える影響 
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令和元年台風 19 号により発生した土砂移動の実態について 

国土交通省東北地方整備局 山影修司 三上博司

アジア航測株式会社 ○滝澤雅之 荒井健一 堀口礼顕 新井瑞穂

落合達也 北村啓太朗 古賀勇輝

１．はじめに 

2019 年 10 月 6 日に発生した台風 19 号は，発生後

まもなく急速に発達し，勢力を弱めることなく関東

甲信地方と東北地方を通過した．東日本と東北地方

を中心に広い地域で記録的な大雨となり，全国での

土砂災害発生件数は 952 件 1)(過去最大の発生件数)

を記録した．宮城県南部に位置する丸森町では，土

砂・洪水氾濫が発生し，甚大な被害となった．

被害の大きかった丸森町の土砂移動実態を把握す

るため，内川流域を対象に，災害前後の航空レーザ

計測データ（以下 LP データと称す）の差分解析を実

施し，生産土砂量等を推定した．本論では，これら

の結果について報告する． 

２．対象流域・使用した LP データの概要 

内川流域は丸森町の西に位置する面積約 105km2

の流域である．流域内には，新川・五福谷川・内川

が流下しており，合流した後阿武隈川へ流入する．

地質は流域全域に白亜紀後期の丸森複合花崗岩類

が，西の分水嶺等に第三紀の安山岩類が分布し，一

部変成岩類が貫入している（図 1）． 
検討には，計測年 2006 年(対象流域北域：発災前)，

2012 年(対象流域南域：発災前)および，2019 年(対
象流域全域：発災後)の LP データを用いた．データ

はデータ間の誤差が最小限となるよう調整用基準点

で調整した．

図１ 対象流域の概要図 

３．降雨特性 

対象流域周辺の雨量観測所における最大 24 時間

雨量は，大内観測所(国交省)604.0mm(12 日 3 時～

13 日 2 時)，筆甫観測所(気象庁)587.5mm(12 日 4 時

～13 日 3 時)，丸森観測所(気象庁)420.5mm(12 日 3

時～13 日 2 時)であった(最大時間雨量は，それぞ

れ 77.0，74.5，60.0mm)。今回の降雨量は，100 年

超過確率日雨量 388mm(丸森観測所)2)を上回る規模

であった． 

図２ 災害時のハイエトグラフ(大内観測所） 

４．崩壊特性 

4.1 崩壊箇所数 

被災後のオルソ画像等を用いて，土砂移動範囲の

判読を行った．判読にあたっては，被災後の地形形

状から崩壊地と流下・堆積域(河道・洪水氾濫範囲)
に区分して行った．また，崩壊地の中で渓岸が崩壊

している箇所は渓岸崩壊に，それ以外を山腹崩壊に

分類した．その結果，山腹崩壊 1,923 箇所，渓岸崩

壊 661 箇所が確認された． 
4.2 崩壊地の最大傾斜 

山腹崩壊を対象に，崩壊斜面の最大傾斜を算出し

た．山腹崩壊の多くが 30°以上の斜面で発生して

おり，その割合は 91%であった． 
4.3 推定崩壊深

山腹崩壊を対象に崩壊深を算出した．崩壊地内に

おける差分解析による変動量の合計値を崩壊土砂

量と想定し，崩壊土砂量を崩壊面積で除した値を推

定崩壊深として算出した．算出した崩壊深のヒスト

グラムを図３に示す．崩壊深は 1.0m が最も多く，

0.5～1.5m の崩壊深で 78％を占める． 

図３ 推定崩壊深のヒストグラム
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4.4 崩壊面積率 

産業技術総合研究所が公表しているシームレス

地質図の地質分類毎に山腹崩壊の崩壊面積率を算

出した(表１)．横田 3)が取りまとめた値と比較する

と，花崗岩類，変成岩類で崩壊面積率が高くなった． 
表１ 地質別崩壊面積率

５．土砂動態 

5.1 判読区分毎の土砂変動量の推定 

流域内の土砂動態を把握するために，土砂移動範

囲を崩壊地(山腹崩壊・渓岸崩壊)，河道(土石流区間・

掃流区間)，洪水氾濫範囲に区分した．区分毎に，差

分解析結果の(-)値を侵食量，(+)値を堆積量として

集計し，土砂変動量を推定した(図４)． 
侵食量は，山腹崩壊が約 600 千 m3 と最も多く，

次いで河道(土石流区間)が約 450 千 m3，渓岸崩壊

が約 400 千 m3 となっており，河道(土石流区間)や
渓岸崩壊からも多くの土砂が生産されている．

河道(土石流区間)では，侵食量が堆積量を大きく

上回った．現地確認した土石流危険渓流で残存土砂

が僅かであったことから，多量の出水で大きな掃流

力が働き，ほとんどの土砂が流出したと考えられる． 
一方，河道(掃流区間)では堆積量が侵食量を上回

った．砂防堰堤の堆砂敷や，閉塞したと思われる橋

梁の直上流で，堆積が顕著な箇所があったことから，

砂防堰堤の調整効果や橋梁の閉塞の影響により土

砂が滞留したことが一因と考えられる(図５)． 

図４ 区分毎の変動量 

図５ 堆積が顕著であった砂防堰堤の堆砂敷 

5.2 流域内の土砂変動量の推定 

流域内の侵食量の合計値を生産土砂量，堆積量の

合計値を残存土砂量と考え，流域内の土砂変動量を

推定した(表２)．流域全体で約 1,600 千 m3 の土砂

が生産され，約 700 千 m3(生産土砂量の 47％)が流

域内に残存する結果となった．また，洪水氾濫範囲

の侵食量と堆積量の差分から，洪水氾濫で河道外へ

流出して田畑等に堆積した土砂量を推定した．その

結果，約 400 千 m3の土砂が洪水氾濫により，河道

外へ流出している結果となった．

記録的な豪雨により，過去の崩壊面積率 3)より高

い密度で山腹崩壊が発生したことなどにより，生産

土砂量が約 1,600 千 m3の大規模な土砂災害になっ

たと考えられる．また，生産土砂の多くは，「5.1」
で示した通り，河道内に残存すると考えられる．

表２ 土砂量の区分及び推定値の算出方法 

６．まとめ 

2019 年の台風 19 号は記録的な豪雨をもたらし，

丸森町では土砂・洪水氾濫による甚大な被害が発生

した． 

本検討では，台風 19 号により丸森町の内川流域

で発生した土砂移動の実態を，LP データの差分解

析から確認した．土砂移動の特徴としては次の５点

が確認できた．①山腹崩壊は，崩壊深が 1m 程度で

あり，ほとんどが 30°以上の急斜面で発生する表

層崩壊であった.しかし，発生箇所が広域かつ多数

であったため，生産土砂量は 600 千 m3以上と大き

くなった．②渓岸崩壊も多数発生しており，多くの

土砂を生産した．③河道(土石流区間)では侵食によ

る土砂生産も多く，河道の残存土砂は少ない．④河

道(掃流区間)では，侵食量より堆積量が多かった.一
部の砂防堰堤で確認された施設の土砂調節効果が

一因と考えられる．⑤下流域では，土砂・洪水氾濫

が発生し，田畑等の河道外へ多量の土砂が流出した． 

本検討では，内川流域全域の土砂移動の実態を把

握し，上記の特徴を確認した．しかし，勾配が 30°
未満の斜面で発生した崩壊の発生要因の検討等，詳

細な検討を必要とする事象がある．今後は，事象毎

に詳細な調査を実施して実態を把握していく必要が

ある．
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山形県向町カルデラにおける斜面変動の特徴と 2018 年 8 月豪雨災害 

国土防災技術株式会社 ○柴崎達也 
つくば言語技術教育研究所  三森利昭 

1. はじめに

山形県の北東部に位置する最上町では，2018 年 8 月に，アメダス向町・瀬見気象観測所で昭和 51 年観測開始以降最

大となる降雨量の豪雨を 2 度も経験した（瀬見観測所で 8/5-6 に 310mm，8/30-31 に 216mm の連続雨量）。町内では

土石流や河川氾濫が発生し，住宅の床上浸水や河岸崩壊などの被害を生じた。カルデラ北部に位置する東法田地区では，

土砂災害危険箇所に指定されている斜面・渓流で表層崩壊や土石流が発生し，渓流の氾濫による住宅の床上浸水，道路

への土砂流出や農業用水路の土砂の埋積など，住民生活に大きな影響を及ぼした。本報告では，現地調査の結果に基づ

いて，最上町内の地形や地質の特性から考察される斜面変動の特徴について整理した結果を報告する。 
2. 地形・地質概要

最上町の地質に関しては，NEDO の地熱開発調査 1)による大深度ボーリング調査，大竹 2)による一連の赤倉カルデラ

の成因に関する詳細な研究があり，近年町の地形・地質に関する総説書も出版されている 3),4)。最上町は，向町カルデ

ラと赤倉カルデラと呼ばれる２つのカルデラを抱え，四方の外輪山の山々に囲まれている(図-1)。向町カルデラ内では，

集落や農地として利用されている低地と丘陵地にかつてのカルデラ湖を埋積した月楯層と，それを不整合で覆う一刎層，

満沢層が分布する。月楯層は，凝灰質シルト岩，同質砂岩からなる比較的細粒の堆積物で，亜炭を介在し，シルト層は

層理が発達する。西部に位置する瀬見峡谷の浸食に伴い湖水の水位が低下すると，周囲からの河川性堆積物の砂礫層（一

刎層）が一部陸化した月楯層を浸食しながら堆積した。東法田・源佐原地区の土取場には，扇状地前面で堆積したと推

察される傾斜 30°弱の大規模な前置層が発達した砂礫層露頭がある。月楯層と一刎層には，カルデラ壁崩壊に伴う岩屑

なだれ堆積物や角礫岩層も報告されている。上位の満沢層は向町カルデラの北東に隣接する鬼首カルデラから 39 万年

前にもたらされた火砕流堆積物とされる。最上小国川を挟んだ南側には満沢層の分布域が広がっており，一部は溶結凝

灰岩となって柱状節理が発達する。カルデラ内のこの特徴的な三つの地層は，その後浸食による地形開析の影響を受け

て渓流や斜面を形成し，土砂災害の発生危険箇所を抱えている。

3. 向町カルデラ内の代表的な斜面変動地形

3.1 土石流扇状地 

 東法田地区北部の窓塞集落は大規模な土石流扇状地の先端にあり，円弧状に住居が並ぶ（図-2a）。平成 9 年に堤高

14.5m の砂防堰堤が整備され，土石流への対応が図られている。上流の沢は，カルデラ壁側の火山岩の岩体と一刎層の

地層境界に沿って発達し，土石流堆積物は一刎層起源の円礫と火山岩体の崩壊堆積物の角礫から構成される。2018 年豪

雨で堰堤に溜まった土砂はわずかであった。つまり，この大規模な土石流扇状地は，有史以前の観測記録を遥かに超え

る豪雨イベントで形成された可能性が高い。東法田地区の一刎層（礫層）斜面に発達する谷の出口には，小規模な土石

流扇状地が多数みられる。過去の土石流発生時期の特定なども地域の土砂災害リスクを評価する上で重要と考えられる。 
3.2 一刎層斜面の表層崩壊群 

東法田地区の西向きの一刎層斜面は，土砂災害危険箇所（急傾斜）に広く指定されている（図-2b）。2018 年豪雨では

林内で多数の表層崩壊が発生し，礫主体の崩土が道路に押し出し，農業用水路を埋めるなどの被害を与えた。法尻付近

の同じ標高点で崩壊が多発した箇所もみられた。危険箇所に指定された斜面の平均傾斜は 34～38°で，土取場で確認

される前置層の堆積角度 30°弱に比べるとやや急である。水路実験で形成される砂錐の下流側斜面（前置層）の傾斜角

は 25～30°といわれている 5）。かつて（約 80 万年前以降）北側から運搬されてきた河川堆積物がカルデラ湖内の水中

で扇状地を形成し，その前面の斜面の安息角が 30°弱であったと考えられる。表層崩壊を生じた現状の斜面傾斜はそれ

よりも急で，風化した一刎層（砂礫層）の安息角に近い勾配にあると考えられる。豪雨時に地盤の飽和度が高まれば崩

壊リスクが高まるとの防災上の認識が必要である。 
3.3 一刎層と月楯層の地層境界に規制された大規模崩壊地形 

東法田地区の大在家集落では，一刎層の斜面末端に幅 300m 区間にわたり，高さ 5m 程度の台地状の高まりが続く（図-2b）。

かつて崩壊した堆積物と考えられ，土砂生産源となった斜面の後退も地形的に確認できる。崩壊堆積物の左右には湧水が確認

され，地元では生活水や庭の融雪水にも利用されている。水温の季節変動があまりなく，滞留時間のやや長い地下水であること

が示唆される。周辺の露頭から，一刎層と月楯層の地層境界が確認されており，透水性のよい礫層の下位に不透水層が分布す

ることが，かつて大規模な崩壊を起こした素因となっている可能性が高い。 

3.4 月楯層の地すべり 

法田中地区の東向き斜面には，明瞭な地すべり地形が確認される（図-2c）。斜面を構成するのはシルト主体の泥質堆

積物からなる月楯層である。末端は水田として利用されている。集落から離れていることから地すべりの災害リスクは

小さいが，泥質岩の分布域では低角度のすべり面をもつ地すべりの発生に対する用心が必要である。 
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図 1 最上町周辺のカルデラ地形 

図 2 向町カルデラ内の代表的な斜面変動地形 

（a:土石流，b:表層崩壊、c:地すべり） 

3.5 カルデラ壁後退に伴う斜面の重力変形 

カルデラの外輪山では，カルデラ壁の崩壊や浸食により，地形的な後退が

進む。向町カルデラの北西に位置する八森山（1098m）～火打岳（1238ｍ）の

稜線を歩くと，カルデラ側の斜面が反対側と比べて急で，土砂生産が活発で

あることが実感できる。露岩斜面も多く，冬は全層雪崩の巣で森林の発達が

みられない箇所も多い。鳥帽子山（標高 1032m）と槍ケ先（1050m）間の稜線

には，大規模な線状凹地がみられ，カルデラに向かって南向き斜面全体が

重力変形を起こしている。表面浸食だけでなく，このような深層崩壊がカルデ

ラ壁の後退に大きく関わっていることを示唆する。また，月楯層や一刎層の一

部を構成するとされるカルデラ壁の崩壊堆積物も，このような斜面の崩壊を起

源としている可能性がある。また，赤倉カルデラ側にもカルデラ壁の崩壊地

形が認められる。赤倉スキー場はカルデラ壁そのものをゲレンデとして利用さ

れ，その南東側斜面には明瞭な崩壊地形と流山が確認できる。発生頻度は

低いが，将来崩壊が起きる可能性について防災上認識が必要である。

4. 地域の防災・地域振興上の提言

発災から 1 年後，土砂災害が起きやすい場所の地形・地質の特徴や土砂

災害に強い森づくりについて関心を持つ東法田地区の住民から専門家の

話を聞きたいとの要望を受け，主発表者が地元出身という縁もあり地区

主催の防災講習会に参加した。約 30 名の参加があり，向町カルデラ内

の地形の特徴や地質の特性を踏まえて表層崩壊・土石流・地すべりが起

きやすい場所を解説し，土砂崩れからの避難の留意点等などを説明した。

また，共同発表者から森林の持つ土砂災害防止機能と森林管理に関する

話題提供を行った。町では土砂災害危険箇所を示したハザードマップを

各家庭に配布しているが，危険箇所の指定状況や位置情報のみでなく，

地域の地形や地質の成り立ちを含めて土砂災害のリスクを住民に啓蒙す

ることの重要性を認識した。また，今回表層崩壊が多発した一刎層の斜

面には，巨木ブームを背景に観光スポットにもなっている「東法田の大アカマ

ツ」があり，観光マップや看板，散策路が整備されてきた。しかし昨年枯死状

態となり県指定天然記念物から外れるなど，地域のシンボル喪失に地域が落

胆している状況がある。一方で，地質の専門家からみると，向町カルデラ周

辺はジオサイトとしての魅力に富む場所でもあることも実感する。カルデラの

地形景観もさることながら，その主要な形成史は今話題のチバニアンの時代

（77.4～12.9 万年前）が舞台である。上で紹介した大規模な前置層や火砕流

堆積物，湖底地すべりの露頭，鉱山跡地，温泉など含め興味深い地学教材

がある。そこで，「ローカル地質百選」を選定し，観光資源・地域興しにも活用

してはどうかというアイディアを紹介した。農業関係者向けに，カルデラ米とし

てブランド化している阿蘇の事例なども説明した。土石流扇状地・地すべり

地・崩壊地など，地域の典型的な土砂災害形態を説明する地質現象も含め

て住民参加で百選を選定すれば，住民の地学教育・防災意識向上にもつな

がるのでないかと考えている。

【謝辞】 最上町役場の菅嶋常也氏には土砂災害の状況に関する情報提供

を頂き，防災講習会開催に尽力頂いた。国土防災技術株式会社山形支店の

佐藤恒治氏には，防災講習会にて森林資源の利活用に関する話題提供を

頂いた。地形図の作成には，国土地理院の数値標高モデル（5m および

10mDEM）を利用した。

【引用文献】 1) NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）(1990) ：地熱開発

促進調査報告書 No.23「最上赤倉地域」  2)大竹正巳・玉生志郎（2011）：地熱井デー

タから推定されるカルデラ陥没盆地の堆積環境と地熱ポテンシャル : 地熱開発促進

調査「最上赤倉」地域の例．日本地熱学会誌，33，1，15-27  3) 八木浩司（2014）：最

上町の地形．最上町の自然．1-8  4) 大場總・長澤一雄・阿部弘也・阿部龍市

（2014）：最上町の地質と生い立ち．最上町の自然．9-106 5)平朝彦（2004）：地質学２ 
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AIを用いた斜面崩壊及び土砂洪水氾濫抽出に関する検討 

株式会社パスコ ○宮崎 真由美，下村 博之，吉川 和男，武田 大典，島崎 康信， 

柴山 卓史，本多 泰章，森田 保成，小林 航 

１. はじめに

近年，日本における豪雨の発生件数は増加傾向にあり，毎

年のように大規模な土砂災害が発生している。災害発生後，

速やかに復旧・復興活動を行うためには，迅速に被災状況を

把握することが不可欠である。最近では，被災状況の即時把

握のため，緊急時における斜面崩壊等の判読は，目視判読か

ら画像解析や深層学習による自動判読に変化しつつある 1)。 

 本研究では，被災状況の即時把握を目的に，深層学習の手

法のひとつである畳み込みニューラルネットワーク

（Convolutional Neural Network，以下CNNという）を用

いて，斜面崩壊及び土砂洪水氾濫領域を抽出し，その検出精

度について検証を行った。 

２．対象地域及びCNNモデル 

本研究では，図-1及び表-1に示した6つのエリアにおいて，

光学衛星画像と，それらの画像から目視により土砂移動範囲

を判読した正解画像，数値標高モデルより作成した傾斜デー

タを用いてCNNモデルの作成し，精度検証を行った。 

この 6 つのエリアのうち，CNN モデルの学習に使用する

学習用データとして，平成 30 年北海道胆振東部地震，平成

30年 7月豪雨（愛媛県西予市・宇和島市周辺），平成29年7

月九州北部豪雨，平成28年熊本地震，平成28年6月熊本豪

雨の5地域（図-1：No. 1～5）を設定した。 

また，学習済みモデルの精度評価に用いる検証用データと

して，学習データに使用していない，平成 30年 7月豪雨発

災後の東広島市及び呉市周辺地域（図-1：No. 6）を設定した。 

図-1対象範囲 

図中の数字は表-1に対応する。 

表-1光学衛星画像の諸元 (1) 

 

 

 

 

表-2光学衛星画像の諸元 (2) 

図-2 学習用データ及び検証用データ 

（光学衛星画像と正解画像の重ね合わせ図） 

(a) 学習用データの例（1：平成 30 年北海道胆振東部地震，2：平成 30 年 7

月豪雨，3：平成 29年 7月九州北部豪雨，4：平成 28年熊本地震，5：平成

28年6月熊本豪雨）．(b) 検証用データの例。 

３. 本モデルの評価

本モデルによる土砂移動範囲の自動抽出結果と目視判読結

果（正解画像）の重ね合わせ図を図-3に示す。 

 自動抽出結果と目視判読結果を比較したところ，本モデル

の適合率は59.7%，再現率52.1%であった。図-3(a)をみると，

谷幅の広い谷底平野を流下する土砂や大規模な土砂堆積につ

いては，概ね検出できており，災害規模を把握するには十分

な検出結果であると言える。一方で，図-3(b)をみると，検出

漏れや誤検出も多くみられる。以下に，その詳細を述べる。 

３.１ 検出漏れ 

 検出漏れが発生した領域の多くは，樹木等により土砂移動

範囲が隠れている領域（図-4(a)），緩傾斜地における土砂移

動の領域（図-4(b)），土砂洪水氾濫の領域（図-4(c)）であっ

た。土砂洪水氾濫領域については，そのほとんどが検出でき

ていない。この土砂洪水氾濫領域の検出漏れの原因として，

土砂洪水氾濫領域を示す学習データが少ないことが考えられ

る。学習データのエリアとして，表-1に示す5つのエリアを

選定したが，そのうち土砂洪水氾濫領域を含むものは1エリ

ア（平成 29年 7月九州北部豪雨）のみであった。また，今

回の学習においては，斜面崩壊領域と土砂洪水氾濫領域を区

別せずに学習を行った。この2つを分離させることによりさ

らなる精度向上が見込まれる。 

３.２ 誤検出 

 誤検出が発生した領域の多くは，伐採跡地（図-5(a)），山

麓の造成地（図-5(b)），河川敷（図-5(c)），平野部のグラウン

ド等（（図-5(d)）の領域であった。そのなかでも特に多く誤

検出が認められた領域は，山麓の造成地である。この誤抽出

の原因として，発生要因の異なる斜面崩壊を区別せずに学習

衛星名 SPOT6 / SPOT7

分解能 1.5 m

プロダクト パンシャーン（4バンド）

(a) 学習用データ

No 災害名 地域 発生日 撮影日

1 平成30年北海道胆振東部地震 北海道勇払郡厚真町周辺 2018/09/06 2018/09/20

2 平成30年7月豪雨 愛媛県西予市・宇和島市周辺 2018/06/28-07/08 2018/07/14

3 平成29年7月九州北部豪雨 福岡県朝倉市周辺 2017/07/05-07/06 2017/07/13

4 平成28年熊本地震 熊本県阿蘇市周辺 2016/04/14 2016/04/29

5 平成28年6月熊本豪雨 熊本県阿蘇市周辺 2016/06/20 2016/07/29

(b) 検証用データ

No 災害名 発生日 撮影日

6 平成30年7月豪雨 広島県東広島市・呉市周辺 2018/06/28-07/08 2018/07/15

R8‑024

431

2020年度砂防学会研究発表会概要集



を行ったことが考えられる。一般に降雨による斜面崩壊は，

集水面積の大きい凹型斜面で発生するのに対し，地震動によ

る斜面崩壊は平行型や凸型斜面でも発生することが多い。地

震動による斜面崩壊を除いて学習させることで，図-5(b)に示

すような平行型や凸型斜面における誤抽出を防ぐことができ

ると考えられる。 

図-3 自動抽出結果と目視判読結果（正解画像）の比較 

赤色は自動検出結果，黄色は正解画像を示す。 

４. おわりに

本研究では，CNN を用いて斜面崩壊及び土砂洪水氾濫領

域を抽出し，その検出精度について検証を行った。 

本モデルは，谷幅の広い谷底平野を流下する土砂や大規模

な土砂堆積について概ね検出できており，災害発生直後の速

報値として利用するには十分な精度を有していることがわか

った。しかし，検出漏れや誤抽出のあった領域に関して，さ

らなる改良が必要であり，今後は異なる季節（紅葉時期等）

に撮影された光学衛星画像への適用の可否についても検討を

進めていく必要があると考える。 

なお，本研究の一部は，戦略的イノベーション創造プログ

ラム（SIP）「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」にお

いて実施されたものである。 

参考文献 

1) 小林ほか（2019）：第 67 回（令和元年度秋季）学術講演

会論文集，（一社）日本リモートセンシング学会，p.133-134． 

図-4 検出漏れの例 

赤色は自動検出結果，黄色は正解画像を示す。 

図-5 誤検出の例 

赤色は自動検出結果，黄色は正解画像を示す。 
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SAR 強度画像による土砂災害判読精度の特徴分析 

国際航業株式会社  ○山下 久美子、佐藤 匠、浅田 典親、本間 信一

国土技術政策総合研究所  鈴木 大和、松田 昌之、野村 康裕（現 富山県土木部）、中谷 洋明

1 はじめに 
近年、豪雨や地震に伴う大規模崩壊や被災範囲が広域にわ

たる土砂災害が多く発生しており、被害状況を迅速に把握す

るための広域監視技術が求められている。その中で、夜間・

悪天候時にも観測可能な人工衛星に搭載された合成開口レー

ダ（以下、SAR）画像を災害初動時に活用し、迅速な被災状

況の把握や的確な現地対応につなげることが目指されている。

平成30年7月豪雨や平成30年北海道胆振東部地震では、SAR

強度画像（SARから照射されたマイクロ波の後方散乱強度を

白黒で画像化したデータ）を用いた土砂災害箇所の判読結果

が、現地での調査計画策定などの災害対応に役立てられた1)。 

SAR は斜め下方にマイクロ波を照射して観測するため、

SAR強度画像判読による土砂災害の視認性は、地形条件や観

測条件、土砂災害の規模に大きく依存し、判読精度にも影響

することが分かっている 2) など。しかし、これらの特徴を定量

的に整理・分析した事例は少ない。本研究では、近年発生し

た大規模かつ広域にわたる土砂災害を対象に SAR 強度画像

判読調査を行い、観測条件や地形条件、災害誘因の違いによ

る土砂災害判読精度の特徴を分析することを目的とした。 

2 研究方法 
本研究では、「平成 28 年熊本地震」、「平成 29 年 7 月

九州北部豪雨」、「平成 30 年 7 月豪雨」、「平成 30 年北

海道胆振東部地震」で発生した土砂災害（崩壊・堆積）

を対象とした。

まず、災害後に撮影された空中写真等から判読され

表-1 検証対象の選定基準 

表-2 判読調査に用いたSAR画像の諸元 

図-1 SAR強度画像判読調査フロー 

図-2 SAR強度画像判読事例（崩壊が判読できる事例）

た、実際の土砂移動範囲を示す GIS ポリゴンデータを

利用し、判読精度分析に用いる土砂災害箇所（以下、

検証対象という）を災害毎に 100 箇所程度選定した。

検証対象は、GIS ポリゴンデータの面積（正射面積）、

斜面方位角（北を 0°として時計回りに 360°で計算）、

斜面勾配が特定の値に集中しないよう選定基準を定め

た上で選定した（表-1）。斜面方位角および斜面勾配は、

国土地理院の基盤地図情報数値標高モデル（DEM デー

タ 10 m メッシュ）を基に算出した。なお、SAR 画像

特有の不可視領域（レイオーバやレーダシャドウ部）

に含まれる土砂災害箇所は、本研究では除外した。

次に、検証対象が SAR 強度画像判読調査によって斜

面崩壊または崩壊による土砂の堆積が判読できるか否

かを判定した。判読には、斜面災害の観測に適したオフナ

ディア角（衛星の鉛直直下と衛星のマイクロ波照射方向のな

す角度）30°程度で、ALOS-2/PALSAR-2が災害前後に観測

した単偏波SAR画像、およびそれらをカラー合成した強度差

分SAR画像を使用した（表-2）。判読可否の判定は図-1のフ

ローに沿って行った（参考文献 3）のステップ1での判定）。

項目 分類方法 分類数

面積 500 ㎡ 刻みで分類、2,000 ㎡ 以上は統合 5

斜面方位角 60°刻みで分類 6

斜面勾配 ～15°, 15°～25°, 25°～35°, 35°～ で分類 4

対象災害 観測日
オフナディア角

（°）
軌道方向 マイクロ波照射方向

災害前　2016/3/7

災害後　2016/4/18

災害前　2016/4/29

災害後　2017/7/7

災害前　2018/3/17

災害後　2018/7/21

災害前　2018/8/23

災害後　2018/9/6

衛星進行方向　右

衛星進行方向　左

衛星進行方向　右

平成30年
北海道胆振東部地震

平成30年
7月豪雨

平成29年7月
九州北部豪雨

平成28年
熊本地震

32.4

32.4

29.1

32.4

南行

北行

南行

南行

衛星進行方向　右

強度差分SAR画像ⒸJAXA 災害前SAR単画像ⒸJAXA 災害後SAR単画像ⒸJAXA

赤の変状 窪んだようにみえる
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多少の位置的な誤差や崩壊全体に対する断片的な検出につい

ては、定性的に評価することとした（図-2）。検証対象のうち

「崩壊」や「堆積」が判読できた箇所（検出対象）の割合を

「検出率」として、面積、斜面方位角、斜面勾配、相対方位

角（マイクロ波照射方向を0°として±180°で表現）、局所

入射角（斜面の法線とマイクロ波照射方向のなす角度）の5

項目（以下、判読影響因子という）から、SAR 強度画像判

読による土砂災害判読精度の特徴を分析した。 

3 研究結果 
それぞれの判読影響因子における土砂災害判読調査の検出

率を図-3 に整理した。災害事例毎の検出率の傾向は、どの判

読影響因子においても類似していた。また、斜面方位角と斜

面勾配は、値の違いによる検出率の明瞭な傾向は見られず、

判読精度に直接影響する因子ではないことが確認できた。

面積は、1,000 m2 以下の土砂災害は2割程度の検出率だが、

2,000 m2 以上の土砂災害はおおよそ7割程度の確率で、SAR

強度画像から土砂災害が判読でき、規模が大きいほど検出率

が高くなる傾向が見られた。単偏波SAR画像では、平面投影

面積が概ね 10,000m2 以上の大規模斜面崩壊等に起因した河

道閉塞箇所を抽出できることが報告されているが 4)、強度差

分SAR画像を活用することで、より小規模な土砂災害箇所を

検出できる可能性が高くなると考えられる。

相対方位角は、0～±60°のとき検出率が15～25 %と低い

が、±120～±180°のとき検出率が検証事例全体で約 50～

60 %と高くなる傾向が見られる。相対方位角が小さい斜面は

マイクロ波照射方向に正対する斜面となり、レイオーバが発

生しやすくなるため検出率が低下するものと考えられる。相

対方位角が大きい斜面はマイクロ波照射方向の裏側に位置す

るため、SAR画像の倒れこみにより変状が引き伸ばされ視認

性が上がり、検出率も向上したものと考えられる。

局所入射角は、値が大きくなるにつれて検出率が上昇し、

45～60°で検出率が検証事例全体で約 5 割と最も高くなる。

それ以上の局所入射角では、検出率は下がる傾向が見られる。 

局所入射角が大きい斜面では後方散乱強度が弱く、二時期の

後方散乱強度差が小さいため、崩壊・堆積による変化が不明

瞭になる。また、マイクロ波が斜面に遮断され地表面まで到

達しないレーダシャドウの領域が大きくなるため、検証対象

数・検出対象数ともに少なくなるものと考えられる。

相対方位角と局所入射角の関係については、九州北部豪雨を

対象とした解析で±120～±180°の斜面向き（相対方位角）

かつ局所入射角が大きい（45°以上）の場合、判読精度が高

くなることが報告されている 2)。今回の検証により、相対方

位角と局所入射角の違いによる判読精度の影響は、災害現象

や地域特性に関係なく、同様の傾向が見られることが明らか

となった。

4 まとめ 
本研究では災害誘因の異なる複数の土砂災害事例で SAR

強度画像の判読精度分析を行い、以下の知見を得た。

 強度差分SAR 画像を用いることで、面積 2,000m2の狭小

な変化の半数以上を検出できる可能性がある

 斜面災害に適した観測条件のとき、相対方位角が±120～

180°、局所入射角が45°以上になると検出率が高まる 

 斜面方位、斜面勾配、災害誘因は判読精度に影響しない

判読調査時に光学画像を併用する等、判読結果の信頼性を

高める方法を実践することで、さらなる判読精度向上が期待

できる 3)。現在、強度差分SAR画像による土砂災害判読調査

の所要時間は、土砂災害発生の危険性が生じてから 0.5～1.5

日程度となっているが 3)、迅速な災害対応に寄与できるよう

更なる研究開発が必要と考える。

【参考文献】

1）鈴木ほか（2019）：SAR画像の後方散乱強度変化による土砂災害

調査手法の適用，土木技術資料，61(12)，pp.16-19 

2）山下ほか（2019）：二時期SAR強度画像を用いた土砂移動箇所判

読精度の検証‐平成 29 年 7 月九州北部豪雨の事例‐，砂防学会誌，

71(6)，pp.21-27 

3）鈴木ほか（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，No.1110 

4）水野ほか（2013）：単偏波の高分解能SAR画像による河道閉塞箇

所判読調査手法（案），国土技術政策総合研究所資料，No.760 

図-3  SAR強度画像による

土砂災害判読調査の検出率 
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埋没樹木を用いた年代測定による土砂移動履歴の高精度復元について 

防災科学技術研究所 ○山田 隆二

愛媛大学 木村 誇 

専修大学 刈谷 愛彦

砂防フロンティア整備推進機構 井上 公夫

１．はじめに 

 深層崩壊などの大規模土砂移動現象の被害軽減対策を講じるためには，崩壊発生履歴を再構築し，その地域にお

ける発生頻度，規模などを定量的に見積もることが必須である。崩壊発生年代の推定では，深層崩壊跡地で採取さ

れる埋没樹木の材化石試料等の年代測定が基本となる。埋没樹木の材化石試料の年代測定に基づいた深層崩壊の発

生履歴復元は，おおよそ，試料採取，年代測定，枯死年の推定，崩壊に関連する過程の復元という手順で行う。全

体を通して最も基本となるのは，試料採取時に産状を十分に記載し，目的とするイベントの検出に適した試料と手

法を用いて，得られた年代値の意味するところを考慮しながら年代値を解釈することである。産状として記載すべ

き事項は，試料が産出した地形面に関する記載と，樹木の部位，樹皮の有無など材化石試料の観察記録である。

本稿では，平成 27～29 年度砂防学会研究助成「巨大（深層崩壊）の高精度編年研究会（井上，2018）」にて実

施した，赤石山地北東部で発生したドンドコ沢岩石なだれ（苅谷，2012, 2013）と八ヶ岳東麓で発生した大月川岩

屑流（河内，1983）の調査結果に基づいて行われた，歴史時代に発生した土砂移動履歴の高精度復元の過程を題材

として，産状の記載が果たす役割の重要性について検証する。

２．調査地と研究手法 

苅谷（2012, 2013）は，赤石山地地蔵ヶ岳の東面を流れるドンドコ沢沿いに 3.6 km 以上にわたって分布してい

る大量の花崗岩巨礫を含む厚い礫層が，地蔵ヶ岳の斜面が大規模崩壊を起こしたために発生した岩石なだれ堆積物

と考え，ドンドコ沢岩石なだれ（Dondokosawa rock avalanche: DRA）と命名した（図－1）。また，河内（1983）
は，八ヶ岳東麓を流れる大月川から千曲川の中流域にかけて連続的に分布する谷埋め状の段丘を構成する堆積物が，

岩塊・火山礫などを基質とする無層理・無淘汰の混在層であることから，大月川源頭部の斜面が大規模崩壊を起こ

したために発生した岩屑流と考え，大月川岩屑流（Ohtsukigawa debris avalanche: ODA）と命名した（図－2）。 
 両地域から，踏査やトレンチ調査によって採取した材化石試料のうち，保存状態の良い大径樹幹については酸素

同位体比年輪年代測定を行い，いくつかについては放射性炭素（14C）年代測定を行った（図－3）。複数の試料に

ついて両手法によるクロスチェックを行い，測定結果の信頼性を確認した。なお，個々の試料記載，年代測定手法

および結果と解釈については，山田ら（2020）を参照されたい。 

3．産状の記載と年代値の解釈 

 産状の記載が重要な役割を果たす局面の一つは，年代値から枯死年を推定する時点である。すなわち，辺材の一

部が剥離した樹幹試料や破断された樹木片から得られる年代値は枯死年を表さないことを踏まえる必要がある。

たとえば，DRA 堰止湖堆積物のトレンチ内から，同一イベントで堆積したと判断される複数の樹幹材化石を採取

した（図－1 柱状図）。そのうち L-5 は，2 つの手法による年代測定結果は整合的だが，他の試料より 500 年ほど

古い（図－3）。これらの材化石が同時に枯死したとすると，その枯死年との差を説明するには，L-5 の外部に 500
年分の欠損が必要である。しかし，小口面の観察によりそれは否定され，以前のイベントで枯死した材化石の再堆

積が示唆された。これは，年代値と枯死年の差を解釈する際に，材化石試料の観察記録が鍵となった事例である。 

図－1 ドンドコ沢岩石なだれ調査地位置図（山田ら，2020 を修正）；左：堆積物の分布域と試料採取地点，中央：下部堰止湖周辺

（［Ｌ］）の試料採取地点；右：下部堰止湖トレンチ近傍（上中央図の四角内）の地質柱状図，基図は地理院地図を使用
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また，成層した湖成層堆積物露頭（木村

ら，2019）から採取した U-1，U-6，U-7 の

うち，U-6 の年代測定結果は他の 2 試料と

は有意に異なり（図－3），上流域のどこか

に既に堆積していた枯死木が洗掘され再

堆積した可能性で示唆される。これは、堆

積層序と年代値の逆転を解釈する際に，露

頭記載が鍵となった事例である。

 産状の記載が重要な役割を果たす局面

のもう一つは，枯死年からイベント発生年

を推定する時点である。試料が産出した地

形面に関する記載は，枯死年が土砂移動現

象の発生年代を直接的に示すかどうかの

判断材料となる（Lang et al.，1999）。 
たとえば，ODA 堆積物から採取された

試料の年代測定結果は，直接的に ODA 発

生年代を直接的に示すことが期待される。

しかし，14C年代範囲はおおよそAD0-1300
と広く分布し，特に年代値が集中する時期

は見当たらず（図－2,3），一つの時期に絞

り込むことは困難である。このことは，

ODA 堆積物が単一の大規模土砂移動現象

により形成した崩積土であることを前提

にした判断が誤っており，複数のイベント

によって形成された可能性を示唆する。

 また，深層崩壊跡地で採取される埋没樹

木の材化石試料から複数の年代範囲が得

られる場合があると言うことは，言い換え

ると，年代測定を単独の試料で行った場合

には，深層崩壊発生以前に枯死した樹木試

料の年代値を発生年代と誤認する可能性

があると言うことである。従って，複雑な

前後関係を読み解くためには，試料採取時

に産状を十分に記載することに加えて，一

つの露頭の異なる層順から複数の試料を

採取することが望まれる。
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図－3 14C 年代測定とδ18O 年輪年代測定結果（山田ら，2020） 

図－2 八ヶ岳大月川と千曲川合流点付近の試料採取地点（山田ら，2020 を修

正），基図は地理院地図を使用
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崩壊斜面における水みち形成領域の現地観測 

株式会社東京建設コンサルタント ○梶 昭仁，小森潤二，宮田英樹 

広島大学 前田泰志※1 ，広島大学大学院 内田龍彦，河原能久 
 (※1現 東京都) 

1. はじめに

筆者らは，土石流発生の起因となる斜面崩壊の発

生予測手法の高度化に向けて，雨水の浸透・流出過

程のメカニズムを解明することを目的に，土石流が

発生した林地斜面における現地観測を行った． 

平成 29 年に実施した現地観測結果 1）では，斜面

崩壊源頭部において，鉛直下向きに雨水が浸透する

だけでなく，降雨強度が高まると，間隙構造やパイ

プが存在する層に水が供給され，土壌が下から浸潤

している可能性を確認した．また，平成 30 年に実施

した現地観測 2）では，平成 29 年の観測時と比べて

累加雨量が多く記録的な降雨が発生した 7 月豪雨時

の土壌内の水理特性変化を確認した．平成 30 年は，

地中温度の変化に着目し，累加雨量の多い降雨波形

に対して遅れて起こる地下水位の上昇は，温度の低

い深層の地下水の挙動であったことを示した． 

過年度の現地観測では，崩壊した斜面の源頭部直

上などのすでに崩壊している斜面の外部に観測機器

を設置していたが，引き続き実施した平成 31 年（令

和元年）度の観測では斜面内部にも観測機器を設置

し地下の水理特性変化について観測を実施したので，

報告する． 

2. 現地観測の概要

現地観測は，前報 1）2）と同じ斜面を対象とした．

広島市安佐北区に位置する斜面で，平成 26 年 8 月豪

雨で土石流が発生した箇所である．令和元年の観測

は 5 月 13 日から 12 月 13 日まで行っている．観測機

器の設置場所を図-1 に示す．今年度の観測では，崩

壊した斜面内外の浸透現象の変化を明らかにするた

め，崩壊した斜面内に圧力式水位計を 3 箇所（A1，
B1，B2 地点）追加した．斜面内に，径 30mm・深さ

約 1ｍの観測孔を削岩機により掘削し，圧力式水位

計を設置している． 

さらに，過年度の観測で土壌の下からの浸潤や地

中温度の変化が確認された崩壊地源頭部直上の M1
地点の周辺に水位計を近接して複数追加した． 

3. 観測結果と考察

3.1 降雨の状況

 降雨量は対象斜面下流の林外に設置した雨量計に

より計測した．観測期間中の主な降雨を表-1 に示す． 

表-1 主要降雨一覧 

最大降雨強度は 8 月 15 日 18 時に記録した 24mm/hr
であり，24 時間を無効雨期間とした累加雨量の最大

は 7 月 18 日～7 月 23 日に記録した 178ｍｍである．

平成 30 年 7 月豪雨（最大降雨強度 29.5mm/hr，累加

雨量 362.5mm）と比較して小規模な降雨量であった． 

3.2 斜面内外の変化 

主要地点の地下水位と温度の時間変化を図-2 に

示す．-1ｍ程度となる初期水位は地表面からの水位

計の設置深さを示す．7 月 18 日~23 日(降雨 No.1)と
8 月 27 日~9 月 2 日(降雨 No.4)の降雨では，崩壊し

た斜面内の A1 地点で地下水位が上昇し，地表面（水

位 0ｍ）まで達すると伴に温度が急激に低下してい

る．これは平成 30 年 7 月豪雨時に M1 地点で観測し

た温度の低い深層の地下水の挙動と同様の現象が

A1 地点に現れたと考えられる．

A1 地点の温度が低下した 2 降雨と比べて降雨強

度が強く累加雨量が少ない 8 月 15 日~16 日(降雨

No.2)，8 月 18 日~23 日(降雨 No.3)では温度の低下

が確認されなかった．降雨特性の違いによる温度変

化の反応は過年度の観測結果と同じ傾向である． 

図-1 観測機器の設置場所 

拡大図

No. 降雨期間
最大降雨強度

（mm/hr)
累加雨量

（mm)

1 7/18-7/23 10.0 178.0

2 8/15-8/16 24.0 52.0

3 8/18-8/23 23.0 74.0

4 8/27-9/2 11.5 146.5

拡大図
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A1 地点と同様に斜面内に位置する B1 地点では地下

水位の上昇を確認できるが温度の急激な変化を確認

できなかった．平成 30 年 7 月豪雨時に温度の低下が

確認できた崩壊源頭部直上の M1 地点では A1，B1
地点と比べて水位上昇の変化が少なく，今回は温度

の低下を確認できなかった．今回温度の低下を確認

した 2降雨の累加雨量が平成 30年 7月豪雨時と比べ

て少ないため，降雨により蓄えられた上流側の高い

水頭をもった地下水の圧力が B1 地点，M1 地点まで

伝わらなかったと考えられる． 

3.3 水みち形成領域 

M1 地点上流の M1′地点には水平方向に 0.5m の間

隔をとって水位計を 2 基（M1′右，M1′左）設置した．

No.1 と No.4 降雨において，水位，温度ともに両地

点で反応が確認できるが，No.2 と No.3 降雨では，

M1′右地点の水位変化がなく，温度変化も少ない．

水理特性変化の差異は，縦断的に設置する M3～M1
地点間においても降雨毎に生じている．これは水み

ち形成領域内の近傍計測地点においても特性が異な

る，または変化し，水みちが複雑に形成されている

ためと推察する． 

4. おわりに

対象斜面内では，降雨強度が小さな降雨であって

も累加雨量が多い場合，深層の地下水位が上昇し，

降雨終了後も斜面の下流側では高い水位が一定時間

継続していることを示した． 

また，今回観測した降雨時には，M1 地点で温度

が上昇し，A1 地点では累加雨量が比較的多い場合に

温度が低下したが，斜面内の B1 地点では水位の反

応に伴う温度の急激な変化が確認されなかった．斜

面内でも A1 と B1 で水理特性が異なり，斜面外の

M1 地点とも異なる．対象斜面内の水の流れは，温

度上昇となる雨水の鉛直下向き浸透，温度低下とな

る深層地下水の噴出および間隙に蓄えられ温度変化

が少ない水の 3 形態が存在すると考えられる．

参考文献 
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図-2 観測結果（降雨量、地下水位、温度） 
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図 1 サンプル採取点と地下水位測定位置 

Case 1 Case 2 Case 3 Case 4

その他 一面せん断試験 地下水位測定

加速度 0.5 G

振動数 22 Hz

加振時間 50 秒

加速度 0.5 G

振動数 22 Hz

加振時間 50 秒

強度 50 mm/hr

雨量 50 mm

強度 50 mm/hr

雨量 50 mm
なし なし

なし なし振動

降雨

表 1 実験ケース一覧 

地震動が斜面の安定性および降雨浸透特性に与える影響 

立命館大学大学院理工学研究科 〇川島直人，Qin xin 

立命館大学理工学部 藤本将光，里深好文 

１．はじめに 

1995 年兵庫県南部地震の発生から 9 ヶ月間，平年並みの降雨であったにも関わらず，900 件の降雨に伴う

新規崩壊と崩壊拡大が発生したことが報告されている 1)．強い地震動がその後の降雨に伴う斜面崩壊の発生リ

スクを引き上げた可能性があり，地震動が斜面強度に与える影響を明らかにすることは防災上重要な課題であ

る． 

地震動が斜面強度に与える影響を検討した研究は山本ら 2)と鳥居ら 3)によるものがある．山本ら 2)は，模型

斜面を壁に衝突させることで，地震時の盛土破壊機構の再現を試みた．鳥居ら 3)は，同じサンプルであっても，

不攪乱状態に比べて攪乱状態における土質強度が低下することを示し，地震動によって土粒子間の骨格構造が

変化することで斜面強度が低下することを指摘した．しかし，1G 場での模型振動実験を行った研究はほとん

どなく，実現象に対して供試体のスケールが小さい研究が多いといえる． 

そこで本研究では，1G 場に作製した模型斜面に振動および降雨を与え，地震動が斜面強度と降雨浸透特性 

に与える影響に関して検討を行った． 

２．実験方法 

幅 60 cm，奥行き 100 cm，高さ 70 cm の土槽に，斜面勾配 45°の模型斜面を作製した．材料にはまさ土を

用い，含水比 10 %，乾燥密度 1.6 g/c𝑚3とした． 

表 1 に示す 4 種類の条件で実験を行った．振動は，1995 年の兵庫県南部地震の観測データを参考に，相

似比を 1/100 として計算を行い，土槽の奥行き方向に一次元的に加えた． 

一面せん断試験に用いるサンプルは図 1 に示す 6 ヵ所から 3 個ずつ不攪乱状態で採取し，地下水位は圧力

水位計を用いて法尻部，法面中部，法肩部の 3 ヵ所それぞれで測定を行った． 

３．実験結果と考察 

写真 1 に示すように，加振によって，模型斜面の法肩部にクラックが発生し，模型斜面全体が 2-3 cm 沈下

した．図 2 に Case 3 と Case 4 それぞれの模型斜面法肩部における地下水位の結果を示す．Case 4 は Case 

3 より地下水位が上昇するまでの時間が短かった．この結果から，加振によって模型斜面の透水性が高くなっ

たことがうかがえる．これは，振動によって，模型斜面にクラックが生じたことに加え，斜面表層と中層部が

緩んだことにより，雨水が浸透しやすくなり，振動を加えない場合に比べて地下水位の上昇が速まったためで

あると考えられた． 

表 2 に Case 1 と Case 2 の一面せん断試験の結果を示す．Case 2 の模型斜面の多くの箇所で，Case 1 と

比べて，粘着力は大きく，内部摩擦角は小さかった．したがって，加振によって，模型斜面の粘着力は増大し，
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写真 1 加振後の模型斜面の様子 

図 2 No.3 における地下水位の変化 

Case 1 Case 2 Case 1 Case 2

① 14.37 36.92

② -5.40 57.43

③ 0.77 52.97

④ 4.82 48.68

➄ 7.91 48.16

⑥ 8.87 44.75

 粘着力 内部摩擦角 [°]

-4.21 53.17

 𝑚 

表 2 粘着力と内部摩擦角の値 

内部摩擦角が減少したことが示唆される．図 3 に示すように，採取点の位置が高いサンプルほど，加振によ

って内部摩擦角が大きく減少する傾向にあった．これは，模型斜面の上部ほど，上載荷重が小さくなることと，

加振に伴うモーメントの影響が大きくなることが原因と考えられる．このことに加えて，模型斜面下部は，模

型斜面の沈下に伴って生じた圧縮力によって締め固められたために，②，③における内部摩擦角の変化は特に

小さくなっている．地震時の斜面崩壊は，地震動に伴って斜面上部で大きなモーメントが働き，急勾配斜面の

法肩部で崩壊が発生する傾向にあることが経験的に知られており 4)，本実験結果は，経験的に知られていた現

象を裏付けているといえる．一方で，既往の研究成果 3)とは異なり，加振後に粘着力が増加した．これは，加

振によって生じた模型斜面全体の沈下に伴って，土中に占める空気の体積が減少して含水比が上昇したこと

で，粘着力が見かけ上増加したためと考える． 

４．まとめと課題 

本実験より，振動によって斜面表層部の強度は低下し，斜面の降雨浸透は速くなることが示された．したが

って，地震発生後の斜面は強度が低下するだけではなく，地震発生前よりも降雨による崩壊の危険性が高まっ

ているため，長期的な警戒が必要である． 

今後は，さらに詳細なメカニズムの解明が必要であるとともに，発災後の警戒をいつまで続けるべきか，危

険度が時間の経過とともにどのように回復するのかに関して検討を行うことが重要である． 

参考文献 
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第 34 巻， 第 3 号， 1997 

図 3 サンプル採取点の高さと内部摩擦角の変化量

440



ボアホールカメラによる亀裂判読の結果と破砕度区分を組み合わせた重力による斜面の変形深度の評価 
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１．はじめに 

深層崩壊による下流へのリスクを評価するためには，

その規模の推定が必要であり，変形領域の深さを推定す

るために，例えばボーリング調査により地形・地質構造

や地盤の破砕状況を調査し，破砕度区分評価 1)等を行っ

て変形下端深度を評価することも考えられる。2011 年

に深層崩壊が発生した奈良県五條市赤谷地区の西側斜

面（赤谷西地区）は，砂岩・頁岩互層からなり，斜面の

上部に線状凹地が認められ重力斜面変形が生じている

と推定される。ボーリング調査の結果，岩盤の破砕が少

なく，砂岩層に石英脈の溶脱が認められ，破砕度区分評

価が難しい区間がみられた。そこで本研究は，ボアホー

ルカメラによる亀裂判読に基づく亀裂性状の評価を行

い，破砕度の評価に反映する手法を検討した。 

２．研究方法 

本研究では，赤谷西地区における３孔の調査ボーリン

グ（Ak-5，Ak-7，Ak-9）のうち，最も破砕が大きかった

斜面中腹で掘削された Ak-5 孔を対象とした（図-1）。検

討では，ボーリングコアを用いて破砕度区分評価を実施

したほか，ボアホールカメラによる亀裂の本数，傾斜・

開口量の判読を行い，亀裂の性状を評価した。その上で，

亀裂の性状から重力斜面変形により破砕された可能性

の高い区間を評価する指標を検討し，破砕度区分評価結

果と亀裂の性状を評価した結果を組み合わせ，破砕度を

評価する手法を検討した。 

破砕度区分の評価は，脇坂ら 1)等による方法を用いた。

Ak-5 孔では，砂岩層に石英脈が溶脱し開口したと見ら

れる区間がある一方，重力斜面変形によって開口したと

見られる区間もあり，破砕度区分評価が難しい区間があ

った。そこで，評価が難しい区間は暫定的に Cr1a’とい

う区分とした。Ak-5 孔の掘進長は 85m であったが，孔

内傾斜計の計測結果より，変形下端深度が 68.0m と評価

された（図-2(a)）。そこで，変形区間と非変形区間を設

定して，ボアホールカメラ画像より亀裂の本数，傾斜・

開口量の判読を行い，両区間での結果を比較して，重力

斜面変形により亀裂が開口した可能性の高い区間を評

価する指標を検討した。変形区間と非変形区間は，68.0m

より上部 10m 区間（深度 53～63m）と下部 10m 区間（深

度 68～78m）とし，Cr1a’と評価された区間を対象とし

た。ボアホールカメラによる亀裂判読結果は，深度 1m 毎

に集計した。 

検討した指標に基づき重力斜面変形によって亀裂が

開口したと評価される区間は，破砕度区分評価の難しか

った Cr1a’から Cr1a に評価区分を変更する。このよう

に，破砕度区分評価と亀裂性状の評価結果を組み合わせ，

破砕度区分評価する。 

３．研究結果 

3.1 変形区間と非変形区間の比較による変形区間に見

られる特徴 

破砕度区分評価結果を図-2(d)に示し，コア観察にお

いて認められた亀裂の特徴を表-1 に示す。変形区間は

破砕の程度が小さく，石英脈の溶脱が認められたため，

評価が難しく Cr1a’とした。非変形区間も破砕の程度

が小さく，石英脈の溶脱が認められたため，無破砕～

Cr1a’とした。変形区間では，石英脈の溶脱と見られる

亀裂の本数が多く，開口量も大きい。亀裂は高角度のも

のが顕著に認められた。また，形状は鋸歯状をなすもの

が多く，Cr1aに相当すると見られる区間も認められた。

一方，非変形区間では石英脈の溶脱と見られる亀裂の本

数は，変形区間と比べて明らかに少なく，開口量も小さ

い。また，亀裂の形状は平滑であった。このように変形

区間では，石英脈の溶脱の程度が大きく，亀裂の本数が

多く，開口量も大きく，また，亀裂は高角度をなし，鋸

歯状の形状を示す特徴を有していた。 

亀裂の本数，開口量を比較すると，変形区間の開口亀

裂本数及び傾斜 60°以上の亀裂開口量は非変形区間の

それらよりも，それぞれ 2～3 倍，2～6 倍程度大きい特

徴を有していた（図-2(b),(c)，表-1）。 

以上の変形区間と非変形区間におけるコア観察によ

図-1 研究対象地点位置図 
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る亀裂の特徴の違いと亀裂の本数，開口量の比較結果か

ら，変形区間で顕著に認められた亀裂は，重力による斜

面変形の影響を受けていることが推定された。 

3.2 破砕度区分と亀裂の本数，傾斜・開口量を組み合わ

せた破砕状況の評価手法の検討 

前節の調査結果をふまえ，重力斜面変形による可能性

の高い区間を評価する指標として，(ⅰ)1m 当りの開口

亀裂本数，(ⅱ)傾斜 60°以上の 1m 当りの亀裂開口量を

用いる。変形区間と非変形区間における両指標の分布を

図-3 に示す。開口亀裂本数は，変形区間と非変形区間を

完全に区分できない（図-3(ⅰ)）。亀裂性状の評価は破

砕を評価する上での補足情報として活用することから，

基準値は変形区間を過大評価しないために誤判別が発

生しない値とした。亀裂本数については，非変形区間の

最大値より大きい 6 本/1m を用いることとした。また，

同様に傾斜 60°以上の亀裂開口量は，非変形区間の最

大値より大きい 20mm/1m とした（図-3(ⅱ)）。 

亀裂性状の評価結果を組み合わせた破砕度評価は， 

(ⅰ)，(ⅱ) の指標値を満たす Cr1a’を Cr1a に変更し

た。その結果は図-2(e)に示すとおりである。深度 30～

34m区間のうち，31～32，33～34m区間で Cr1a’から Cr1a

に評価区分を変更した。また，深度 52～63m 区間のうち，

52～53，54～56，58～61，62～63m区間で Cr1a’から Cr1a

に変更した。30～34，52～63m 区間内の全ての区間が

Cr1a に再評価されるわけではないが，亀裂の性状の評

価指標を用いることで，コア観察により重力斜面変形に

よる可能性の高いと評価された区間が Cr1a と評価され

るようになった。 

本研究で検討した手法を用いた図-2(e)によると，深

度 68.0mより上部で Cr1a以上の評価域が大部分を占め，

孔内傾斜計の計測結果が得られるよりも前の段階に，

68.0m が重力斜面変形の下端深度と容易に推定される。 

４．結論 

ボーリングコアを用いた破砕度区分評価結果に，ボ

アホールカメラの判読による亀裂性状の評価結果を加

えることで，岩盤の変形・破砕が少なく岩盤中の鉱物

脈の溶脱が認められる岩盤においても，容易に変形領

域を評価できる可能性が示された。今回の指標値は

Ak-5 孔での孔内傾斜計の計測結果に基づき設定したも

のであるため，今後，今回得られた亀裂の評価指標の

他孔への適用性を検討する。 
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図-2 Ak-5 孔の変位観測結果と 
破砕状況及び亀裂状況価結果 
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2017/9/6の観測結
果を初期値とした
時の2019/3/4の観
測結果との差分値

亀裂本数
開口亀裂
密着亀裂
基準値

亀裂開口量
傾斜≥60°
傾斜<60°
基準値

破砕度区分
無破砕 Cr2～Cr4
Cr1a’ 崩積土
Cr1a～Cr1b 判定不能

図-3 変形区間と非変形区間のそれぞれ 
1m 当たりにおける頻度分布図 
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(ⅱ)傾斜60°以上の
亀裂開口量

度
数

表-1 変形区間と非変形区間における 
亀裂及びコアの特徴 

変形区間 非変形区間 

コア観

察によ

る亀裂

の特徴

破砕度 ・Cr1a’ ・無破砕～Cr1a’

石英脈

の溶脱

の程度

と亀裂

の特徴 

・溶脱の程度が

大きい

・高角度のものが

顕著

・亀裂の形状は

鋸歯状である

ものが多い

・溶脱の程度は

比較的小さい

・亀裂の形状は

平滑

亀裂の

本数・

開口量

の状況 

開口亀

裂本数 

・3～10本/1m

・区間平均値：

7.5 本/1m

・1～5 本/1m

・区間平均値：

2.4 本/1m

傾 60° 

以上の

亀裂開

口量 

・10.9～38.7mm/1m 

・区間平均値：

26.4mm/1m

・0.0～18.1mm/1m

・区間平均値：

4.7mm/1m
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平成 30年北海道胆振東部地震により崩壊が多発したテフラ堆積斜面の降雨浸透特性 

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・田中健貴 
1. はじめに

平成 30 年 9 月 6 日午前 3 時 8 分頃に発生した北海道胆振東部地震は厚真町・安平町を中心に斜面の崩壊を

6000 か所以上で引き起こし、崩壊面積の合計は 43.4 ㎢ 1)に達した。崩壊のほとんどは斜面に厚く堆積したテ

フラ(降下火砕物)が崩壊したもので、谷型斜面で多く発生した 2)、すべり面付近は水を多く含んでいた 3)、と

いった特徴が報告されている。また、地震発生の約 25～27 時間前に台風 21 号の接近に伴い、計 11 ㎜の降雨

(以降地震前降雨とする)が観測されたことも踏まえると、崩壊の多発への水の関与が推察されるが、その実態

は明らかとなっていない。そこで本研究では、崩壊に対する水の影響を検討する第一歩として、テフラ堆積斜

面の降雨浸透特性を調べた。

2. 研究方法

調査地は北海道厚真町高丘地区北部に位置し、

崩壊が多発した胆振管理区道有林 111 林班内にあ

る平均勾配 22°の未崩壊斜面の谷部とそれに隣

接する尾根部(図 1)である。調査地周辺の基盤は

新第三系の振老層(砂岩泥岩互層)4)で、それを覆

って樽前火山由来の Ta-a(1739 A.D.)、Ta-c(2.5 

ka)、Ta-d(8.7-9.2 ka)、恵庭火山由来の En-a(19-

21 ka)5)といったテフラが堆積している。調査斜

面の層構造は上位から Ta-a 層、Ta-c 層、Ta-d 層、

風化砂岩泥岩層となっており、尾根下部のみ Ta-d

層と風化砂岩泥岩層の間に粘土化した En-a 層が

存在していた。谷部の Ta-d 層は中部から下部

(60 cm 程度)にかけて非常に風化が進行してい

た。テフラ層厚は谷部で 1.8～2.0 m 程度、尾根部

では 1.2～1.6 m 程度である。周辺崩壊地や多くの

調査報告 6)7)等による崩壊のすべり面は Ta-d 層基

底、En-a 層基底が主であったため、調査斜面の谷部が崩壊した場合の潜在すべり面は Ta-d 層基底つまり Ta-

d 層と風化砂岩泥岩層境界付近と想定される。そこでテンシオメータを谷上部・下部(図 1)それぞれ 6 深度(Ta-

a 層、Ta-c 層、Ta-d 層上部、Ta-d 層風化軽石、Ta-d 層と風化砂岩泥岩層境界(潜在すべり面)(谷上部のみ)、

風化砂岩泥岩層)、尾根上部・下部(図 1)それぞれ 2 深度(風化砂岩泥岩層)に設置し、圧力水頭の経時変化を長

期観測した。降水量は調査地と最も近い(西南西約 9.5 km)アメダス安平のデータを用いた。観測期間は谷部が

2019 年 7 月 10 日から 11 月 5 日、尾根部が 2019 年 9 月 5 日から 11 月 5 日である。さらに各層ごとに土のサ

ンプルを採取し、pF 試験により水分特性曲線、飽和透水試験により飽和透水係数を求めた。

3. 結果・考察

Ta-a 層、Ta-c 層、Ta-d 層上部、Ta-d 層風化

軽 石 、 風 化 砂 岩 泥 岩 層 の 水 分 特 性 曲 線

(Kosugi(1996)のモデル 8)を適用)を図 2に示す。

深い層ほど曲線がなだらかで、Ta-d 層風化軽石

や風化砂岩泥岩層は特に保水性が高く、圧力水

頭が低下しても水が抜けにくいことが分かる。 

次に谷上部の観測結果を図 3に示す。Ta-a層、

Ta-c層の圧力水頭は降雨に対して鋭敏に反応し

変化幅も大きい傾向にあるが、Ta-d 層以深の圧

力水頭は反応がより緩やかで降雨終了後も圧力

水頭が低下しにくい傾向が見られた。観測期間

中における谷上部の圧力水頭の変化幅(最大値

と最小値の差)を水分特性曲線(図 2)より体積含水

率の変化幅に直すと、Ta-a 層が約 29％、Ta-c層が約 27％、Ta-d 層上部が約 13％、Ta-d 層風化軽石が約 4％、

風化砂岩泥岩層が 0％となり、Ta-d 層風化軽石以深は水分変化量が非常に小さかった。これらの傾向は谷下部

図 2 各層の水分特性曲線

110 120 
130 140150 

谷上部 

谷下部 
尾根下部 

尾根上部 

崩壊地 

調査斜面 

図 1 調査斜面 LP 図 等高線 5m 間隔 

R8‑030

443

2020年度砂防学会研究発表会概要集



でも同様であった。Ta-d 層と風化砂岩泥岩

層境界(潜在すべり面)、風化砂岩泥岩層は常

時飽和に近い状態あるいは降雨後に(谷上部

の風化砂岩泥岩層は常時)飽和状態となって

いたが、これはテフラ層厚が大きいこと、風

化砂岩泥岩層上位に保水性の高い Ta-d 層風

化軽石(図 2)が厚く存在している(60 ㎝程

度)こと、さらに風化砂岩泥岩層の透水性の

低さ(飽和透水係数：4.0×10-5 cm/s)が関与

していると推察される。また地震が発生した

約 1 年後である 2019 年 9 月 6 日午前 3 時の

Ta-d 層と風化砂岩泥岩層(潜在すべり面)の

圧力水頭に着目すると約-2 ㎝となってお

り、2018 年の地震発生前直近 3 ヶ月の降雨

量が 2019 年より非常に多かった(表 1)こと

を考慮すると、調査地と類似する谷型斜面で

は地震発生時にすべり面付近が飽和してい

た可能性が高い。 

次に尾根部の観測結果を図 4 に示す。尾根

部では風化砂岩泥岩層は観測期間中におい

て 1 度も飽和することはなく、大きな降雨

(50 mm程度)がない期間が続けば圧力水頭の

低下量が大きくなっており、谷部の風化砂岩

泥岩層の方が常時水の多い環境にあることが

分かった。これより、尾根部と比較して谷部で

は風化砂岩泥岩層直上のテフラの風化がより

進みやすく、すべり面付近は圧力水頭の高い状

態(飽和あるいは飽和に近い状態)が維持され

やすくなると推察される。また、Li ら(2020)9)

の調査では、風化した Ta-d 層は他の層よりもせん断抵抗力が低く、地震動に対して液状化しやすいという結

果が示されている。これを踏まえると谷部では地震動に対して脆弱な層が形成されやすいとも考えられる。 

 地震前降雨については、11 ㎜程度の降雨(降雨時に Ta-a 層、Ta-c 層が顕著に湿った状態でない場合)ではす

べり面付近の圧力水頭は変動しておらず、地震前降雨以前の 4 日程度はほとんど降雨がなかったことも踏まえ

ると、調査地と類似する斜面において、崩壊に対する影響は小さいと考えられる。しかし、地震前降雨時には

平均風速 15 m/s 程度の風が吹いていたためアメダスの降水量計の捕捉率が低下し実際には降雨量が観測値よ

り多かった可能性がある。また地震前降雨の影響として、(1)2018 年 6 月～8 月は降雨量が多かった(表 1)た

め、すべり面上位の層がより湿った状態で降雨浸透が速くなり、地震発生時に雨水がすべり面付近まで到達し

ていた、(2)地震前降雨によってすべり面上位の層の重量が増加しそれが崩壊に関与した、などが考えられる

ため、より詳細な検討が必要である。 

4. おわりに

本研究では崩壊の多発に大きく関与したと推察されるテフラ堆積斜面の降雨浸透特性として、調査地と類似

する谷型斜面の谷部では(1)すべり面付近が常時飽和に近い状態あるいは飽和しており、常時尾根部よりも水

が多い環境にあること、(2)地震発生時にすべり面付近が飽和状態であった可能性が高いこと、が分かった。

今後は以上を踏まえ、水が崩壊に与えた影響を検討していく必要がある。 
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表 1 2018、2019 年降雨量(mm)比較 

図 3 谷上部 圧力水頭の変化 

図 4 尾根部 圧力水頭の変化 

年 6 月 7 月 8 月 総降雨量(6~8 月) 

2018 191.0 213.5 288.5 693.0 

2019 72.5 79.0 209.0 360.5
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六甲山上における宅地,道路近辺で発生した崩壊地の特徴 

株式会社ダイヤコンサルタント○岡崎 敬祐 
兵庫県神戸県民センター六甲治山事務所 村上 晴茂・林 一郎 

株式会社ダイヤコンサルタント 鏡原 聖史・根本 信行 
宮林 周平・高橋 良輔 

１. はじめに
近年,頻発する豪雨によって全国で土砂災害の発生

件数が増加している.兵庫県の六甲山においても,平
成 26 年 8 月豪雨（強雨型）や平成 30 年 7 月豪雨（長

雨型）を経験し,自然斜面の表層崩壊や土石流に加え

て,道路や宅地等の人工改変地近辺斜面においても多

くの崩壊が発生した 1). 
六甲山は,標高 931m（六甲最高峰）を有する山塊

で,山上部には平坦地が広がっており,この平坦地を

観光や避暑として利用するため開発がなされている.
このような箇所では一般的な自然斜面とは異なり,人
工改変地からの地表面流の影響で崩壊が発生する可

能性が高い. 
そこで,本報告は六甲山上周辺における崩壊発生の

場の地形的特徴を分析するとともに,実際に現地で確

認できた崩壊事例を紹介する.また,1mDEM（Digital 
Elevation Model：以下セル）から作成された水系網

図を活用して,道路や宅地を流れる地表面流と崩壊地

の関係について分析し,人工改変地近辺で発生する崩

壊地の特徴について述べる. 

２. 崩壊発生箇所の地形的特徴
調査地は兵庫県神戸市の六甲山山上部であり,山上

部の道路からのバッファ 100m 以内を調査対象範囲

とした.調査対象範囲における平成 26 年 8 月豪雨と

平成 30 年 7 月豪雨時に発生した崩壊地の分布を図 1
に示す.また,六甲山の地形的特徴を考慮し,遷急線か

ら上部の人工改変された平坦地を山上緩斜面,遷急線

より下部の急崖な斜面地を遷急線下斜面と定義した. 
以上の条件をもとに,災害時の資料や現地確認を行

って崩壊地の発生箇所を自然斜面（斜面地,谷頭凹地,
渓流内）,道路谷側斜面,道路谷埋盛土,宅地下部斜面

に区分して崩壊地の整理を行った.整理結果を図 2 に

示す. 

図 1 崩壊地分布図 2) 

崩壊地は調査対象範囲内で 62 箇所が確認され,山
上緩斜面で 17 箇所,遷急線下斜面で 45 箇所であっ

た.遷急線下斜面で発生した崩壊は 57.8％が自然斜

面で発生しており,崩壊数の半数以上を占めた. 
一方,山上緩斜面では,自然斜面で発生した崩壊の

割合が遷急線下斜面よりも 35.3％減少しており,宅
地下斜面に対しては 2.0％,道路近辺斜面で 32.1％の

崩壊発生割合の増加が認められる.  
このことから,遷急線下斜面は人工改変地の影響が

少なく,急俊な自然斜面での崩壊が多いという特徴が

確認できた. 
一方,山上緩斜面での崩壊箇所は,遷急線下斜面と

は対照的な結果となっており,道路や宅地等の人工改

変地からの地表面流が近接斜面へ流れ出て崩壊する

ケースが多い特徴が確認できた.

図 2 崩壊地の特徴整理 

３. 人工改変地近辺の崩壊事例
図 3 は,道路の谷側斜面で発生した崩壊地の事例で

ある.崩壊が発生した箇所は道路のカーブ地点であり,
図に示すようにカーブ奥側は坂道で縦断勾配が急な

箇所であった. 
また,カーブ地点における道路横断勾配は山側に傾

斜していたが,豪雨時には路面を流れる地表面流がカ

ーブを曲りきれず谷側斜面へ流出し,その影響で道路

谷側の急な斜面が崩壊したものと推察された.なお,
現在は道路の谷側にアスカーブが新設され,集水桝と

暗渠管の設置により谷側斜面に適切に排水される構

造に改修されている. 
 図 4 に,宅地下部斜面における崩壊事例について示

す.当該箇所は,宅地直下の斜面で崩壊が発生してお

り,宅地からの流水に加えて,屋根の水や生活排水を

集めて排水パイプにより斜面に放流していたことが

原因と思われる.六甲山域に建設されている宅地の多

くは,宅地排水の流末処理が未整備であり,崩壊事例

は他にもいくつか確認できた. 

山上緩斜面 

遷急線下斜面 
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図 3 崩壊事例①（道路谷側斜面の崩壊） 

図 4 崩壊事例②（宅地下部斜面の崩壊） 

４. 水系網図の活用
人工改変地近辺で発生している崩壊地は,人工改変

地からの水の流れが影響して崩壊している特徴が認

められた.そのため,道路や宅地などに降った水の流

れと崩壊地の関係を調べることとした. 
ここで,地表面流の流れは,崩壊前に六甲山系で計測

された航空レーザー計測データ 3)を活用し,地形を

1m 格子のセルに分割,セルの最急勾配方向を求め,隣
り合うセル同士の最急勾配方向の線を繋ぐことで斜

面や道路面を流れる地表面流の流下方向を表現した

水系網図を作成した.この水系網図を用いることで,
現地で確認した崩壊地との関係を調べた. 
 図 5に崩壊事例①近辺の 10m格子の地形勾配と水

系網図を示す.現地にて水系網図を確認した結果,道
路を流れる水系網が崩壊地を通過して斜面へ流れ出

ている状況が示されており,現地との整合が確認でき

た. 
また,図 6 に崩壊事例②近辺の 10m 格子の地形勾

配と水系網図を示した当該箇所においても宅地から

の流水が崩壊地に流入している状況が把握できた.な
お,排水パイプからの排水については,地形計測デー

タからは判断できないため,表現できない.
以上から,水系網図を用いることで,人工改変地近

辺の斜面で,地表面流の影響で崩壊する可能性のある

箇所を机上で確認することができ,事前に危険箇所を

抽出できると示唆された. 

図 5 崩壊事例①近辺の水系網図 

図 6 崩壊事例②近辺の水系網図 

５. おわりに
六甲山系における崩壊発生の場の特徴について整

理したところ,遷急線下斜面のみならず,山頂緩斜面

においても人工改変地近辺の斜面で多くの崩壊が発

生していた.現地では道路や宅地から流出した水の影

響があることが確認された.また,1mDEM を用いて

作成した水系網図を利用することで,今後崩壊しやす

い箇所を抽出できる可能性があることを示した.本調

査地では,土地利用を見直す計画があり,今回作成し

た水系網図を用いて今後開発するエリアで事前に危

険箇所を指摘できるよう検討を進めたい. 
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水系網
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H23崩壊地

【凡例】

宅地

遷急線

宅地盤の排水 

排水パイプの排
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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 

立命館大学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、里深好文 

1. 背景と目的

日本は急峻な地形が多いため、斜面崩壊などの土砂災害が多発している。避難体制の強

化や人命を守る効果的な施設整備を検討するため、斜面崩壊の発生箇所や発生時刻を高精

度に予測する技術の確立が急務となっている。本研究では斜面内部変位の経時変化、斜面

崩壊時の地下水位に対する検討、斜面崩壊発生時期の予知の可能性について検討した。 

2. 実験方法

人工降雨装置を用いて降雨イベント中に発生する斜面崩壊を再現し

た。斜面表面の崩壊形態は、ビデオカメラにより2か所(図-1内AとB)

から撮影を行い、水位変化は、水位計(図-1内①～③)より1分単位で

計測を行った。また、内部変位は、図-1内❶～❻に設置した変位計に

より1/6秒単位で記録を行った。図-2にモデル斜面に対する加速時計

の三軸方向を示す。 

実験装置は降雨装置、土槽（斜面モデルを生成用）、および斜面モ

デル内部に設置される計測機器装置から構成される。斜面は含水比

5%、密度1.88g/cm3の真砂土で作成した。斜面の高さは50cm、斜面部の

奥行きは68cm、排水高さは10cm、斜面勾配は30°である。上方面から

平均降雨強度50mm/hの降雨を与え、豪雨イベントによる法外現象を再

現した。 

モデル斜面の基盤土層の想定と密度の異なる4つのCASEを対象とし

て実験を行った。CASE1とCASE2は密度が1.4g/ cm3と1.6 g/ cm3の真砂

土を用いて作成し、CASE3とCASE4は異なる密度（1.4g/ cm3と1.6 g/ 

cm3）の表面層の下で平行に同土試料から比較的密度が高い基盤土層層

と緩い表面層の二段構造にした（図-3）。なお、基盤土層層の密度は

1.8g/ cm3とした。 

3. 実験結果と考察

図-4にCASE毎の斜面内

部の地下水位変化と初期

ひび割れの発生時間を示

す。 CASE1、 CASE2及び

CASE4では図-4内①と②

の水位変化が定常状態に

至った後、モデル斜面表

面の中間部分でひび割れ

が発生し、進行性崩壊が

ρ=1.4 &ρ=1.8 

CASE1 CASE2 

CASE3  CASE4  

ρ=1.4 ρ=1.6 

ρ=1.6 &ρ=1.8 

図- 3 実験ケース 
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観測された。一方、CASE3においては、初期のひび

割れが発生した時点までに地下水帯発生は認めら

れなかった。 

CASE3の結果を考慮すると、崩壊の兆候を評価す

る上で、飽和状態は一つの指標となるが、飽和状態

と地下水位の変化だけでは「崩壊の兆候」と判断す

るには不十分であると考えられる。 

 CASE1～CASE4において加速度変化については同様

の結果が得られたため、代表としてCASE1の結果を

示す。CASE1において、崩壊は降雨開始後75分時点

前後で発生し、78分(01:15:00)時点前後までに全面

的に拡大した。図-5に、CASE1において崩壊発生前

後の各加速度計が計測した三軸の加速度変化を示

す。 

今回使用した加速度計センサーは、一定時間動

作が計測されなかった場合には休眠状態になる。

電波受信などの技術問題の改善が求める一方で、

崩壊が起こす休眠状態から実行状態に回復するこ

とは崩壊発生前に内部で変位が生じたことを意味

している。 

各加速時計においてデータ計測の回復時と顕著な

変化が確認され始めた時間にはばらつきが生じてい

ることが確認された。また、設置場所の選定はデー

タの有効性と直接関係することが示された。

映像より外部から❷と❸が位置している斜面の右

下部分が同時に動く様子が、グラフより異なる加速

度変動が確認された。加速度センサーの計測結果は

土層の移動を的確に反映することを意味している。 

崩壊の進行に伴い、土層の滑り落ち現象は、❹に

おいては1:16:22時点、❶においては1:16:30時点で

確認され、斜面表面部より加速度計が露出した(図-

7のカラー部分内の白い点は加速度計である)。図-6

に初期ひび割が発生した前後で加速度計❶と❹が計

測した三軸の加速度変化を示す。露出される前は、

両方の加速度には顕著な動きが計測された（図-6内

ⒶとⒷ）。また、三軸の加速度の変化は時間経過に

伴って増加傾向にあり、映像より観測された土層の

移動方向と一致している。 

上記の加速度計の計測結果より、内部の変位がひ

び割れ発生の数分前から比較的顕著な変動示した。

内部変位の測定結果より崩壊現象の予知の可能性が

高いことが明らかになった。
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図- 5 CASE1における崩壊前後の各位置の加速度変化 
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数値標高モデルを用いた斜面の微地形分類手法の検討

奥山ボーリング株式会社 ○林一成

岩手大学農学部 井良沢道也 石川丈瑛（アジア航測株式会社）

１．はじめに

斜面の不安定度や崩壊・地すべりの発生を予察するために，空中写真や航空レーザー測量データを用いた地形判

読調査が行われる。この際，谷頭部のゼロ次谷や地すべりブロックなど，斜面の不安定領域を抽出するために，遷

急線や遷緩線，ガリー，凹地などの地形要素を抽出し，これらの分布を基に地形の成因を判読することが行われる

（例えば，土木研究所，2016）。著者らは数値標高モデル（DEM）から遷急線を自動的に抽出する手法を検討してい

る（林ほか，2016）が，ここでは本手法のアルゴリズムを修正することで精度の向上を図り，DEM を用いて斜面の

地形判読に資する基本的な地形要素の抽出・分類を行う手法を検討した。

２．DEM を用いた斜面の微地形分類手法 

ここでは格子状の DEM を用いて中心節点 A の地形分類を行う際に，任意の距離 d 離れた近傍節点を N‐S 方向

および E‐W 方向に 2 点ずつ設定し，さらに A を中心とした 2×d 四方の領域の四隅を構成する節点を用いて NE‐

SW 方向および NW‐SE 方向にも近傍節点を 2 点ずつ設定した（図-1）。次に，中心節点 A と 2 点の近傍節点から

なる断面形状を用いて，N‐S，E‐W，NE‐SW，NW‐SE の 4 方向の各断面における傾斜の変化量（図-1 の δφ）

を求め，その絶対値が最も大きくなる（勾配の変化率が最も大きくなる）方向を抽出し，これを代表断面として地

形分類を行った。具体的には，「中心節点 A を傾斜の変化点であるとみなす角度の閾値（θ）」を設定し，代表断面

における傾斜（φa，φb）および傾斜の変化量（δφ）と閾値（θ）との比較において，表-1 に示すような分類条件を設

定した。分類結果を中心節点に与えて，DEM のすべての節点を中心節点とした計算を繰返し行うことで，対象地域

全体を平坦面・谷・尾根・遷急点・遷緩点・直線状の傾斜地の 6 種類に分類した。 

３．試行結果

国土地理院の基盤地図情報数値標高モデル 5ｍメッシュを用いて，上記の方法で地形分類を試行した結果を図-2

に示す。このアルゴリズムの変数は「中心節点 A から近傍節点までの距離（d）」と「中心節点 A を傾斜の変化点で

あるとみなす角度の閾値（θ）」である（図-1，表-1）。d を小さくすると細かい地形変化を捉えるようにでき，逆に

大きくするほど詳細な微地形は無視され，マクロな地形変化を反映するようになる。また θを小さくするほど微小

な傾斜変化を傾斜変換点とみなすことになり，大きくするほど傾斜の変化がないと定義されるカテゴリ（平坦面な

いし直線状の斜面）に分類される節点が多くなる。θ は 20°程度以下の範囲が適当と思われることから，ここでは

θ=10°として，d を 5m（DEM のセルサイズと同等），15m（セルサイズの 3 倍），25m（セルサイズの 5 倍）とした

場合の結果を示す。図-2 は幅 600m，長さ 500m 程度の規模の地すべり地形とその周辺を分析した結果であるが，地

すべり頭部の主滑落崖や内部の副滑落崖の形成による遷急線や遷緩線の分布を良く抽出できていると思われる。ま

た，対岸の谷・尾根が発達した非地すべり性の集水地形との対比が顕著である。以上から地すべり地形判読の際の

補助的な役割を果たすことが期待できるが，今後，崩壊など他の斜面変動様式に関する適用性も検討したい。

参考文献

（国研）土木研究所 土砂管理研究グループ 地すべりチーム（2016）：航空レーザ測量データを用いた地すべり地形

判読地図の作成と判読に関する手引き（案），土木研究所資料，38p. 

林一成・井良沢道也・佐藤翔汰（2016）：DEM を用いた遷急線の自動抽出の試み，第 65 回 平成 28 年度 砂防学会

研究発表会概要集，pp.B-286-287． 
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表-1 断面形状による地形分類 

図-1 中心節点（A）と近傍節点の配置

（上図）およびその断面形状（下図）

から求める傾斜の変化量（δφ） 

中心節点から一方の傾斜を φa，他

方を φb としてその差（φb‐φa）を δφ

とする。傾斜の符号は左回りの場合が

プラス，右回りがマイナスとなるよう

に設定した。

図-2 基盤地図情報数値標高モデル（5m メッシュ；航空レーザ測量）を用いた試行結果 
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緩斜面でも崩壊・土石流等の発生が見られた事例の共通特性 

広島大学総合科学部 海堀正博・長谷川祐治 

１．はじめに 

 平成 30 年 7 月豪雨は、特に、広島県において犠牲者 109 人(関連死を除く)、行方不明者 5 人という甚大な被害

をもたらした。死者のうち 87 人が直接の土砂災害犠牲者と言われており、あらためて広島県における土砂災害の

影響の大きさがわかる。誘因となった降雨は、7 月 5 日に降り始め、6 日夜と 7 日未明の二度の強雨時間帯を経て、

8 日にかけて降り続いた。瀬戸内海寄りの呉市内の 2 箇所の観測所で広島県にとっては極めてまれな総雨量 600mm

超を記録するなど、県内東南部の広い範囲で 400mm を超える状況となった。ただし、多くの死者を伴う崩壊・土

石流等の発生は 6 日夜と 7 日未明の強雨の時間帯で起きている 1)。 

２．平成 30 年 7 月豪雨による崩壊・土石流等の特徴 

 最大の特徴のひとつは以下に挙げるように、崩壊・土石流等の発生開始位置周辺にあると言える。①稜線や山頂

の近くの流域・小流域の縁部に多くの土砂移動開始点が見られること、②それらは勾配が 20゜以下のかなり緩い斜

面部でも起きていること、③崩壊・土石流等の発生後も水が湧き出し続けた痕跡が認められるものが多いこと、す

なわち、湧き出し口から始まるリル・ガリが顕著に認められること、である。それらの典型例として、東広島市黒

瀬町本岳(標高 393m)の山頂近辺から起きた崩壊・土石流のうちの一つの現地の状況写真を挙げておく(図 1)。 

このリル・ガリはメインの崩壊や土石流が発生した時点ではできていなかったはずで、源頭部の崩壊面が露出し

た後の水流の継続によって形成されたと考えられる。水の湧き出し量はおそらくメインの崩壊・土石流等の発生時

が流出量としても湧出水圧としても最も大きかったであろう。特に、この源頭部崩壊の発生地点の勾配は 15゜程度

と緩いことや(d)に見られるように堰を切ったような侵食地形が形成されていること、また、その直上部の稜線まで

の 20m ほどは土層が隙間だらけで立木があちこちの方向に傾いており、しかもウラジロの群生も見られ、もともと

水を大量に含んでいたようなところであるように思えた。 

 これらの崩壊・土石流の発生に関与した水やその後継続的に湧き出し続けた水の供給源が今回の降雨のみによる

ものかは確認できていないが、あまりにも集水エリアが小さく、しかもたくさんの崩壊・土石流の発生につながっ

ていることも考えると、降雨以外の供給源があったのかもしれない。 

 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 

図 1 平成 30 年 7 月の西日本豪雨で東広島市黒瀬町本岳周辺に発生した崩壊・土石流 
(a)本岳山頂近辺から崩壊・土石流が発生している状況(国土地理院 7 月 14 日撮影写真より抜粋引用) (b)ヘリから見た本

岳山頂付近の状況(7 月 10 日海堀撮影) (c)先の写真の〇印付近を下流から見たもの (d)先の写真の〇印部分の土砂移動

開始部の状況 (e)源頭部崩壊のすぐ上の稜線近くの状況((c)～(e)7 月 21 日海堀撮影)
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 平成 30 年 7 月豪雨によって特に東広島市域で起きた多数の崩壊・土石流の源頭部崩壊が非常に勾配の緩い、し

かも、山頂や稜線の付近に開始点があることから、単に降雨によって地表付近まで飽和したとしても崩壊の発生条

件が満たされることはなく、共通して、水の噴き出し・湧き出しによる土塊の押し出し等を発生メカニズムの中に

取り入れて考える必要があると思われる。ただし、現時点ではどのくらいの水量・水圧がどのくらいの時間継続的

に作用したかについてはまったく不明である。 

３．2010 年 7 月 16 日発生の庄原災害の調査で見られた同様な現象 

 豪雨による崩壊・土石流調査の際、山裾での湧水だけでなく、途中の土石流流路や源頭部にもパイピング痕跡が

認められることが多い。それらはいずれも、そこからリル・ガリの形成につながっていたり、細粒分が洗い流され

粗粒部が目立つようになっていることから、明らかに水の湧き出しが崩壊・土石流等の発生後も続いていたと考え

られるものである。メインの崩壊・土石流が発生した時点ではおそらくかなりの激しい噴き出しや湧き出しがあっ

たのではないかと考えられる。 

 たとえば、2010 年 7 月 16 日に広島県庄原市で局地的集中豪雨によって崩壊・土石流が多発したときの状況も特

徴が同じである 2)(図 2)。 

 図 2 の(a)や(b)に写っている崩壊・土石流はいずれも開始点付近から泥水が湧き出しているかのように見える。

しかも比較的稜線に近いところのものが多い。この時のヘリ調査は発生してから約 40 時間余り経過後であるが、

実際、メインの崩壊・土石流等の流下幅に比べてずっと小さい幅であったがまだ流水が確認でき、(c)の写真からも

その部分が深く侵食されていることがわかる。すなわち、それ以外のメインの土砂移動で形成された茶色い筋の大

部分が源頭部の崩壊土砂が土石流化して流下する際に植生を押し倒しながら、浅く侵食されただけのような状況で

あったことがわかる。この地域は流紋岩類の風化土が分布しており、しかも表層はもともと黒ボク土壌層で覆われ

ていた。風化土や黒ボク土の粘着力が大きかったことにより、メインの土砂移動による深い侵食は受けなかったこ

とがわかる。これらのことから、崩壊・土石流等の発生時に源頭部の開始点付近で水の噴き出しや湧き出しが強く

作用したのではないか、さらに、水の湧き出しはしばらくの期間継続的に起きていたものと思われた。ただし、誘

因となった集中豪雨は 15 時半頃から 18 時過ぎまでの 3 時間足らずの間に降った 173mm(県管轄の大戸観測所)で

あり、直前までの過去の雨の影響の 72 時間半減期で算出した実効雨量値も約 135mm であったことから、合計して

も 300mm 余りであり、さらに、崩壊・土石流等の集中発生は 17 時頃には起きていたと思われることから、これら

に関与した水が当時の降雨だけから説明できるとは思えないことは課題のままである。 

４．その他の事例と共通した特徴 

 2013 年 7 月 28 日に山口県萩市須佐と島根県津和野町で発生した崩壊・土石流等にも同様なメカニズムと思われ

る特徴的な土砂移動挙動が認められていた 3)。源頭部の崩壊だけが植生を根こそぎ崩すような深さで起き始めてお

り、周辺には水の噴き出し・湧き出し痕跡があり、さらに土石流化して流下する際には流路にあった植生を押し倒

したり、樹林の根もと付近でせん断しながら、高速で移動した痕跡が認められた。特に、崩壊・土石流等が起きず

に残った樹林帯の中の林床でも、水の湧き出しや 10cm 超の深さの表面水流の痕跡も認められた。 

 以上の事例は、山頂や稜線に近い、特に勾配が緩いところでも起きており、単に降雨による土壌層の飽和に至る

プロセスだけでは崩壊・土石流等の発生は説明が難しい。源頭部周辺での水の噴き出し・湧き出しやそれらが継続

したこと、さらには流下経路においても同様な現象があったことを考えないと、広い幅で浅く侵食しながらのメイ

ンの土石流等の流下状況は説明できないと思われる。さらに、近年の災害で頻発している土砂・洪水氾濫にもつな

がるのではないか。ただし、これらの水の起源や、水量・水圧および作用する継続時間等については明確ではない。

引用文献： 1)海堀・長谷川ほか(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、71(4)、

49-60. 2)海堀ほか(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、

63(4)、30-37. 3)海堀ほか(2010): 2013 年 7 月 28 日に山口県東部および島根県西部で発生した局地的集中豪雨に

よる土砂災害、砂防学会誌、66(4)、48-55.

図 2 2010 年 7 月 16 日庄原豪雨による崩壊・土石流等の集中発生状況 
(a)(b)庄原市篠堂川沿いでの発生状況 (c)流下経路の特徴的な状況 

いずれも 7 月 18 日ヘリより海堀撮影 

(a) (b) 

(c)
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地震による流動性の高い土砂移動現象の要因について 

広島大学総合科学部 ◯井上絵美 長谷川祐治 海堀正博

1. はじめに

地震による土砂移動現象は、一般に傾斜 20°以下での斜面での発生が少なく、その流動性は低いとさ

れる 1)。しかし、熊本地震（2016 年）や北海道胆振東部地震（2018 年）では、流動性の高い土砂移動現

象（以降、流動現象と呼ぶ）が多発し、20°以下の緩斜面で発生した事例も見られた。地震により緩斜面

で発生した流動現象のうち、活火山地帯で発生したものの中には、すべり面物質から膨潤性粘土鉱物で

あるハロイサイトが検出されたものがある 2), 3)。本研究ではこの鉱物に着目して、活火山地帯での流動

現象に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

2. 方法

活火山・非活火山地帯の地震をそれぞれ複数

選出し、流動現象の発生状況を調べた。流動性

の原因となる斜面地盤の土中水分量について検

討するため、アメダスの降水量データから実効

雨量（半減期:72 時間）を計算し、微地形を地形

図から読み取った。アメダスのデータが利用可

能な 1976 年以降の地震から、最大震度 5 弱以

上を記録しているものを抽出した。結果を表-1

に示す。流動現象が発生している場合、すべり

面が形成された層の層準や含まれる粘土鉱物を

調べた。比較的最近発生した熊本地震と胆振東

部地震については、試料の X 線回折試験を実施

して、現地観察により崩壊斜面における地中の

水分状態の分布を推測した。

3.結果及び考察

熊本地震では、阿蘇山起源の草千里ヶ浜軽石

層と黒ボク層の間に存在する白色粘土層を、胆

振東部地震では、樽前山起源の降下火砕物堆積層をすべり面とする流動現象が発生していた。それぞれ

の地震について実施したすべり面物質の X 線回折試験の結果を図-1、2 に示す。図中の矢印はハロイサ

イトのピークを示している。熊本ではハロイサイトの明瞭なピークが見られる。北海道では、ピーク値

が小さいものの熊本と同じ位置でピークが現れており、ハロイサイトが含まれていることがわかる。既

往検討では、他の活火山地帯で発生した流動現象でも、火山砕屑物起源の土層にすべり面が形成されて
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おり、その層に膨潤性粘土鉱物が含まれ

たことが報告されている 4), 5)。熊本地震

の現地において、白色粘土塊に手で振動

を加えると容易に液体状になる様子（写

真-1）が見られたことや、熊本・胆振と

もに緩斜面での現象が多かったこと、さ

らに土塊の撹乱が少ない地すべり的な

現象が多かったことから、強震動により

特定の土層がクイッククレイ的な挙動を示し、流動化したと推測される。他の活火山地帯での流動現象

についても同様のメカニズムが働いたと考えられる。ハロイサイトは一度乾燥すると膨潤性を失うため、

膨潤性粘土鉱物として機能するためには、斜面地盤が常に高含水状態である必要がある。しかし、本研

究で対象とした現象では、実効雨量が小さく、降水の影響は小さかったと考えられる。流動現象の発生

した斜面は、谷を降下火砕物が埋めてできていたり、湧水が観察されたりといったことから、地下水が

豊富だったと推測される。そのような場所では、ハロイサイトが検出された土層は、常に高い水分量を

保持していたと考えられる。例えば、宮城県沖地震（2003 年）による流動性崩壊は地下水位が存在して

いた範囲など比較的飽和度の高かった領域のみ液状化したと報告されている 6)。また、熊本地震では、

流動現象の原因とされる白色粘土層が上位の層ではすべり面とならず、下位の層ではすべり面となって

いた 7)。このように、鉱物の有無だけでなく水分状態が重要である。 

一方で、非活火山地帯で発生した流動現象では、何れも砂質土層中にすべり面が形成されており、す

べり面で膨潤性粘土鉱物が検出された報告はない。これらの崩壊は、河川の斜面や谷埋め盛土など、水

が集中しやすい場所で発生していた。すべり面における土粒子の破砕によって体積収縮が生じ、過剰間

隙水圧が発生する現象すなわち「すべり面液状化」8)が原因と見られる点も共通している。非活火山地帯

で流動現象が起きなかった場所は、地震の規模が小さかったことや、すべり面液状化が発生する条件の

斜面ではなかったことが原因と考えられる。活火山地帯と非活火山地帯の違いについて、活火山地帯の

流動現象の原因はハロイサイトをはじめとする膨潤性粘土鉱物であるとしたが、ハロイサイトは花崗岩

地帯など、非活火山地帯でも見られる鉱物である。両地帯の流動性の違いは、ハロイサイトの分布形態

の違いによると考えられる。活火山地帯のハロイサイトが広く面的な粘土層の形で分布する一方で、花

崗岩地帯のハロイサイトは、粘土細脈の形で存在しており、層の形はなしていない。よって、ハロイサ

イトが存在するだけでなく、成層構造が形成されていることが流動化の原因に繋がると考えられる。

4.おわりに

活火山地帯では火山砕屑物の分布域で、常に高含水状態であるハロイサイト等膨潤性粘土鉱物を含む

土層が存在する場所、非活火山地帯ではすべり面液状化の起こりやすい、砂質土の谷埋め盛土などの場

所で、地震時に流動現象が発生する危険性が高い。今後、さらに地震の事例を増やして、上で述べた各

地帯での条件が当てはまるか確かめるとともに、加速度の大きさや震動の継続時間といった地震の要素

に関する検討、流動現象に関与する特殊な粘土がどういった作用で生成するのかについての研究、また、

本研究ではすべり面物質に膨潤性粘土鉱物が含まれるか含まれないかにとどまったが、さらにその量に

ついての検討が必要と思われる。

謝辞 国土交通省河川砂防技術研究開発助成研究「大規模地震とそれに伴う地盤の劣化に起因する連鎖

複合型土砂災害の発生機構と対策」（研究代表者：丸谷知己北海道大学特任教授）の研究予算を使わせて

いただきました。ここに記して感謝します。

参考文献 1) 土屋智：日本地すべり学会中部支部設立 10 年記念講演, 2018 2) 吉田昌弘ら：応用地質, 

Vol.52, No.6, pp.213-221, 2012 3) 田中耕平：土と基礎, Vol.33, No.11, 1985 4) 木下篤彦ら：砂防学会誌, 

Vol.65, No.2, p.3-11, 2012 5) 千木良雅弘ら：応用地質, Vol.52, No.6, pp.222-230, 2012 6) 井良沢道也ら：

砂防学会誌, Vol.56, No.2, p.23-31, 2003 7) 谷本進ら：第 9 回土砂災害に関するシンポジウム論文集, 

p.161-166, 2018 8) 佐々恭二：京都大学防災研究所年報 No.39A, 1996

写真1 ⽩⾊粘⼟が流動化する様⼦（2018/12/20 撮影）
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平成 30 年北海道胆振東部地震において発生した崩壊形態別の崩壊深の特徴 
国研）土木研究所寒地土木研究所 ○村上泰啓、水垣滋、西原照雅、藤波武史

防災科学技術研究所 水・土砂防災研究部門 秋田寛己
１、 はじめに 

平成 30 年 9 月 6日に北海道胆振地方東部、鵡川町
を震源とする震度 7の地震が発生 1)し、厚真町を中心
に 6300 箇所を超える斜面崩壊が発生した。既に国、
自治体が防災対策に着手しており、急激な土砂移動の
危険性は著しく低減している。しかしながら、崩壊斜
面自体のガリ侵食やテフラ由来の崩壊土砂からの濁質
流出が現地で観察されており、今後、流域からの土砂
動態を評価する上で、初期値として流域全体で発生し
た土砂量の見積もりが重要となる。厚真川流域周辺の
航空レーザー測量（以下 LP という）は北海道開発局
と北海道庁で、図－1に示される範囲で実施されてい
る。今般、北海道庁実施分の被災前後 LP データを入
手したことで、斜面崩壊形態別の崩壊深を調査するこ
とが可能となった。ここではその精査の結果を報告す
る。 

２、 検討手法と結果 
 崩壊地が表層崩壊なのか、地滑り性崩壊なのかにつ
いては、これまでも被災後の LP 成果を QGIS に読み込
んで作成した陰影図、傾斜度図で判別していた。しか
しながら、流域で生産された土砂量の推定のために
は、崩壊地個々の崩壊深を見積もる必要がある。この
ため、ここでは被災前に北海道庁で実施された LP 成
果を用い、表層崩壊と地滑り性崩壊の崩壊深の把握を
試みた。図-2 左上は被災前地形、左下は被災後地形
の陰影図である。この両者の差分を図—2 右上に示
す。これを見ると、表層崩壊は概ね一定した色合いで
標高を減じている様子が読み取れる。一方、地すべり

図-２ 被災前、被災後の陰影図比較、差分、等高線図（図－１内の黒実線枠） 

被災前地形(2012) 
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差分地形(赤：標高増、青：標高減) 

等高線 

表層崩壊 

図－１ 厚真川流域の崩壊地分布及び被災前後の航空レーザ
ー測量範囲（赤：表層崩壊、青：地すべり性崩壊） 
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性崩壊では、崩壊地上方で標高の減、下方で標
高の増が認められる。この差分地形に対して等
高線を作成したものが図—２右下である。表層崩
壊領域では-2～-4m 程度の等高線が認められ、地
すべり性崩壊では-16ｍ～+10m といった、大きく
開きのある標高の変化を示していることが分か
る。図-2 に示した領域は、被災前後の比較が可
能なごく一部の領域であるが、同様の傾向は他
の領域でも認められる。同様の作業を 2012 年
2006 年の被災前 LP データに対して行い、さら
に、表層崩壊地の領域内に分布する差分地形量
を集計することにより、表層崩壊地の平均値を
求めることができる。図-3 は表層崩壊深の頻度
分布である。1.8ｍ付近にピークを持つ標準偏差
分布を示していると把握された。一方、地すべ
り性崩壊の崩壊深については、個々の崩壊の形
態に差があり、机上で崩壊深の推定を行うことは
できなかった。 
 北海道庁より提供頂いた被災後 LP 成果を用
い、厚真川流域外の崩壊地についても形状や面
積の精査が可能となった。筆者らはこれまでも
喜多 2）の公開データを用いて崩壊地形状の精査
を進めていたが、被災後の北海道の LP データが
入手できたことで、崩壊地全域の精査が可能と
なった。この結果を図－１、表―1に示す。これ
により、本震災で発生した表層崩壊は全体で
7,093 カ所、地滑り性崩壊は 874 カ所となり、総
崩壊面積は 44km2に及んだことが明らかとなっ
た。 次に、厚真川流域内および周辺で発生し
た表層崩壊地がどのような斜面角度で崩壊した
かについて、QGIS 上で解析を行った。国土地理
院で公開している 10m メッシュ標高を被災前地
形と仮定し、崩壊地個々が有する斜面勾配を
QGIS で解析した結果を図－４に示す。これによ
れば、本震災により発生した表層崩壊地は平均
斜面角度にして、概ね 27 度付近にピークを持つ
正規分布を呈することが把握された。 

３、おわりに 
 今般の震災により、厚真川流域及び周辺で
7,000 箇所以上の表層崩壊が発生し、崩壊深は
1.8±0.63m であると推定された。被災前後の LP
成果を利用し、フリーライセンスの QGIS で解析を行うことで、崩壊地の特性を詳細に解析することが可能になっ
た。 

最後に、この度の「平成 30 年北海道胆振東部地震」によりお亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り
するとともに、被害に遭われ、今もなお不自由な生活を余儀なくされている全ての方々に心からお見舞いを申しあ
げる。また、現地の復興に尽力されている関係者の皆様に深甚なる感謝を申し上げる。今回の検討を進めるにあた
り、一般財団法人北海道河川財団主催の厚真川土砂流出研究会、室蘭建設管理部、株式会社パスコ、株式会社タナ
カコンサルタントのご協力を賜った。ここに記して謝意を表する。

参考文献 
1) 平成 30 年北海道胆振東部地震の関連情報：気象庁, https://www.jma.go.jp/jma/menu/20180906_iburi_jishi
n_menu.html（最終確認日:2020/5/18）
2) 喜多: 2018 年 9 月 6日発生 北海道胆振東部地震 正射画像のトレース,https://github.com/koukita/2018_09
_06_atumatyou（最終確認日:2020/5/18）

図-3 表層崩壊深の頻度分布 
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図-4 表層崩壊地の平均斜面勾配頻度分布 

表－１ 厚真川及び周辺の崩壊地箇所数及び面積

崩壊地箇所数 総崩壊地面積（km2） 

表層崩壊 6,219（4,516） 35.5（27.6） 

地滑り性崩壊 874（ 299） 8.5（4.0） 

計 7,093(4,815) 44.0(31.6) 

※カッコは厚真川上流域集計分

456



平成 30 年北海道胆振東部地震における厚真川流域の災害前地形から見た崩壊現象について 

  朝日航洋株式会社 〇齋藤はるか、安海高明、斎藤智仁，久冨祥子 

株式会社北海道朝日航洋 石井将史 

1. はじめに

平成 30（2018）年 9月 6日、北海道胆振

地方中東部を震源とする平成 30年北海道胆

振東部地震の発生により厚真川流域を中心に

大規模な地すべり及び斜面（山腹）崩壊が広

域に発生した。 

土砂災害発生後には、①復旧工事における

土砂搬出量の把握、②復旧工事上流域の状態

把握、③記録として残すために、災害前後の

航空レーザ計測データを用いた標高差分解析

を行うことが多いが、対象エリアでは災害前

のレーザデータは存在しない。そこで、本対

象地において災害前地形情報(DEM: Digital 

Elevation Model)の作成を行った。 

本稿では、航空レーザ計測データが存在し

ていないエリアにおける過去の航空写真によ

る三次元地形情報の推定モデル（災害前地形

モデル）の作成手法と、災害前地形モデルを

用いて崩壊現象が発生した地形の特徴を明ら

かにすることを目的とした。 

2. 研究方法

研究対象地は、北海道胆振地方に位置する

厚真川流域 10.2km2である（図 1）。この地域

では 2018年 9月 6日 3時 7分に発生した東

北東－西南西方向に圧力軸を持つ逆断層型地

震の平成 30年北海道胆振東部地震（M6.7）

により、震度 7の強い揺れに見舞われ、多数

の斜面崩壊が発生した。 

本検討で使用する災害前地形モデルは、災害

後早急に前述の①～③に活用するため、「短期

間に」、精度に関しては「客観的に広域の概算

の土砂量を算出する」ことが求められた。短期

間に広域の確実性のある災害前地形モデルを

作成することを優先し、比較的

入手しやすく高解像度である

災害前の航空写真を用いた、図

化判読による標高成分の取得

を行った。取得した標高情報か

ら内挿手法を用いて災害前地

形モデルの作成を試みた。 

できる限り堆積域を排除し

て災害後の航空写真から、目視で崩壊地を判

読した。作成した災害前地形モデルを用い

て、傾斜角と曲率を求め、崩壊現象が発生し

た地形の特徴を検討した。 

3. 結果及び考察

災害前地形モデルを等高線のみから作成す

ると尾根・谷部の再現性が低いことが確認さ

れたため、判読可能な水涯線等を適宜追加

し、補正データとして用いた。図化情報とし

て等高線に加えて、道路、橋梁、水涯線を 3

次元情報として整備した。生成された災害前

図 2 災害前地形モデルの再現 

実施手順

図 1 対象地
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地形モデルの例を図 2に示す。尾根・谷部に

着目し、崩壊前の地形形状が概ね再現されて

いることが確認された。加えて、縦断図も作

成した結果、崩壊地・堆積地の傾向に不整合

がないことが確認できた。 

災害後の航空写真より判読した崩壊地は、

439箇所であった（図 3・図 4）。災害前地形

モデルを用いて崩壊地の元地形の傾斜角、曲

率を作成した（図 5・図 6）。 

厚真川を境に崩壊が多く見られた傾斜角に

違いがあった。厚真川の右岸側のエリアでは

25-30°、厚真川の左岸側のエリアでは 30-

35°で崩壊が多いという傾向が見られた。

一般的に地震での斜面崩壊は凸地形で多い

とされており、縦断方向に凸かつ横断方向に

凸の斜面で崩壊が多いと想定された。しか

し、本対象地域では縦断曲率は 0に近く平滑

型で横断方向では凹型の斜面で崩壊が多く見

られた。図 7より、災害前地形モデルの等高

線を見てみると、縦断方向に平滑かつ横断方

向でやや凹となっている箇所、すなわち開析

が進んでいない箇所で崩壊が多く発生してい

た。これは、開析が進んでいない箇所では他

の凸地形の箇所などよりも土層厚が厚いた

め、地震の強振動により崩壊が多く発生した

と考えられる。 

4. まとめ

近年の航空レーザ等の三次元計測データ普

及により土砂生産や流下現象の定量的な評価

が進む中、災害前航空レーザ計測データがな

かった厚真川流域で、災害前航空写真を用い

た災害前地形モデル作成を行った。本事例

は、砂防分野の調査手法の一つとして、将来

に残してゆくべき重要な試みと考える。 

図 3 崩壊地判読結果 

図7 対象地での崩壊地の災害前地形モデルの例 

崩壊地：439箇所

図4 厚真川左岸側の崩壊地の一部拡大図 
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図 6 崩壊地の災害前地形モデルの曲率 

図 5 崩壊地の災害前地形モデルの傾斜角 
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平成 29年 7月 5日に朝倉市寒水川流域で発生した崩壊の時刻の簡易的な推定 

九州大学大学院農学研究院 〇水野秀明、九州大学農学部 舟越駿、九州大学大学院 塩崎将司

１．はじめに 

 平成 29年 7月九州北部豪雨が福岡県朝倉市及び大

分県日田市周辺で発生し、山腹斜面の多くの個所で

崩壊が発生し、土石流や流木が下流へ流出した。その

豪雨に伴って生じた土砂災害は、同年 8月 31日現在

で九州全体で 307 件発生し、そのうち福岡県朝倉市

で 163 件、東峰村で 62 件、大分県日田市で 29 件発

生した。また、土砂災害による人的被害は死者20名、

負傷者 2 名、物的被害は全壊 99 戸、半壊 63 戸、一

部損壊104戸であり、非常に大きな被害は発生した。 

 平成 29年 7月九州北部豪雨の特徴の一つに、非常

に強い降雨強度の降水が長時間続いた点を挙げられ

る。気象庁のアメダス観測所（朝倉）での観測結果に

よれば、一連の降雨は平成 29年 7月 7月 4日 7時か

ら始まり、同月 10 日 0時までの 138時間継続し、累

計 654.5mmとなった。その中でも、同月 5日 12時か

ら 21 時までの 9 時間で累計 507.0mm の降水量が生

じ、累計降水量の 78%程度が集中した。同アメダス観

測所での 1976 年から 2016 年までに観測された時間

雨量の年最大値に対してGumbel分布を適用したとこ

ろ、400年超過確率規模の時間雨量が 93.7mm/h、200

年超過確率規模の時間雨量が 87.4mm/h、100 年超過

確率規模の時間雨量が 81.0mm/hであった。同月 5日

12時から 21時までの 9時間で、100 年超過確率規模

を上回る時間雨量が 7月 5日 13 時に 88.5mm/h 、16

時に 106.0mm/hの 2回発生した。特に、106.0mm/hの

時間雨量は 400 年超過確率規模の時間雨量を上回る

もので、非常に稀な現象であったと言える。 

 このような非常に稀な降雨に伴って生じる土砂災

害を効率的に防止・軽減するためには、いわゆる砂防

堰堤や治山堰堤などの構造物によるハードな対策と、

危険な時期には安全な場所へ避難するといった警戒

避難や危険な場所にすまないといった土地利用規制

によるソフト対策の両対策を組み合わせなければな

らない。一方で、ハード対策は一般的に 100 年超過

確率規模の降水量を対象として計画・設計されるた

め、稀な降雨に対してはソフト対策がより重要とな

る。厚井ら(2019)の報告によれば、朝倉市の住民は、

土砂災害警戒情報や避難勧告が発令された 5日 14時

頃より、避難を開始したことが明らかになっている。

このことから、土砂災害警戒情報や避難勧告の発令

のタイミングが警戒避難を機能させるための重要な

要素となる。そのためには、森林の山腹斜面の崩壊時

刻を高精度かつ短時間で予測する必要がある。 

 そこで、本研究では、Rosso et. al.(2006)が提案

した簡易的な物理モデルを朝倉市寒水川流域で発生

した崩壊に適用し、その崩壊時刻の精度を明らかに

することを目的とする。 

２．崩壊時刻の簡易的な推定 

2.1 数理モデル 

Rosso et. al.(2006)は、雨水が地中の不飽和領域

を安直浸透、飽和領域を基盤面に平行に Darcy 則に

従って流れることを想定し、時々刻々変化する地下

水位を考慮して無限長斜面の斜面安定解析を行って、

崩壊時刻を簡易的に推定する手法を提案した。但し、

Rosso et. al.(2006)は降雨強度の時間変化がないと

いう仮定を導入していることから、現実の降雨に適

用する場合には、その修正を行う必要がある。そこ

で、本研究では次のように数理モデルを修正した。 

まず、ある時刻𝑡𝑡における降雨強度𝑝𝑝(𝑡𝑡)は、アメダ

ス観測所での数値を用いることから、ヘビサイト（階

段）関数で表せるので、

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝 ≡ 𝑝𝑝0 +�{∆𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑖𝑖) ∙ 𝑢𝑢(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑖𝑖)}
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

⋯ (1)

とかく。ここで、𝑝𝑝0は降雨開始時刻の前の時刻の降雨

強度、∆𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑖𝑖)は時刻𝑡𝑡𝑖𝑖における降雨強度の差で𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑖𝑖)−
𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑖𝑖−1)の値、𝑢𝑢(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑖𝑖)はヘビサイト（階段）関数で𝑡𝑡 ≤
𝑡𝑡𝑖𝑖のとき 0、𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤  𝑡𝑡のとき 1となる関数、𝑛𝑛はアメダス

観測所で計測した時間雨量の数値の個数である。 

 次に、斜面内の水の流れは、Rosso et. al.(2006)

が示した数理モデルと同様に、質量保存則より 

𝑎𝑎𝑝𝑝 − 𝑞𝑞 = 𝑎𝑎
𝑒𝑒

1 + 𝑒𝑒
(1− 𝑆𝑆𝑟𝑟)

𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝑡𝑡

⋯ (2)

と、運動量保存則としての Darcy 則より 
𝑞𝑞 = 𝑏𝑏ℎ𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝜃𝜃 ⋯ (3)

により表される。ここで、𝑎𝑎は斜面を水平面上に投影

したときの面積、𝑞𝑞は飽和層内の流量、𝑒𝑒は斜面の土

層中で単位体積当たりの空隙の体積を単位体積当た

りの砂の体積で除した比率（間隙比）、𝑆𝑆𝑟𝑟は土層中の

空隙中に水の占める割合（飽和度）、ℎは地下水深、𝑏𝑏
は斜面を水平面上に投影したときの幅、𝐾𝐾は透水係数、

𝜃𝜃は斜面勾配である。

 最後に、時刻 tにおける斜面の安定性は、Rosso et. 

al.(2006)が示した数理モデルと同様に、無限長斜面

を想定して、 

𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑡𝑡) =
𝑐𝑐 + (𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ cos2 𝜃𝜃 − 𝛾𝛾𝑤𝑤ℎ ∙ cos2 𝜃𝜃) ∙ tan𝜙𝜙

𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ cos𝜃𝜃 ∙ sin 𝜃𝜃
⋯ (4)

で判定する。ここで、𝑐𝑐は粘着力、𝛾𝛾は土層の単位体積

重量、𝛾𝛾は土層厚、𝜙𝜙は内部摩擦角、𝛾𝛾𝑤𝑤は飽和層の単

位体積重量である。土層の単位体積重量は 
𝛾𝛾𝛾𝛾 = 𝛾𝛾𝑢𝑢(𝛾𝛾 − ℎ) + 𝛾𝛾𝑤𝑤ℎ ⋯ (5)

で計算できる。𝛾𝛾𝑢𝑢は飽和層の単位体積重量である。

 一階線形微分方程式（式(2)）に式(1)、(3)を代入

し、ℎについて解き、それを式(4)に代入すれば、斜面

の安定性を時々刻々で評価できる。なお、ℎは解析解
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図-1 研究で対象とした崩壊の位置 

図-2 計算結果 

図-3 Rosso et al(2006)との比較 

で表せられるので、陽的に解ける。 

2.2 寒水川流域の崩壊への適用 

 図-1 は本研究で対象とした崩壊地の位置を示した

もので、大分自動車道杷木インターチェンジから西

に 1km程の箇所にある。 

計算に用いた数値は武田ら(2019)を参考に𝐾𝐾 =
8.26 × 10−4[𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ] 、  𝑐𝑐 = 7.50 × 103[𝑁𝑁 𝑚𝑚2⁄ ] 、 𝛾𝛾 =
3.9[𝑚𝑚]、𝜃𝜃 = 34[𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑. ]、𝑒𝑒 = 0.89、𝑆𝑆𝑟𝑟 = 0.87、𝛾𝛾𝑊𝑊 =
1.81 × 104[𝑁𝑁 𝑚𝑚3⁄ ] 、 𝛾𝛾𝑢𝑢 = 1.75 × 104[𝑁𝑁 𝑚𝑚3⁄ ] 、  𝜙𝜙 =
38[𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑. ]とした。

 図-2 は計算結果である。図中の破線は地下水深の

時間変化で、実線はアメダス観測所（朝倉）における

時間雨量で、一点破線は式(4)で Fs=1 となす地下水

深である。安全率が 1を下回る時刻は 7月 5日 13:40

から 13:50 の間となった。この時刻は厚井ら(2019)

の報告によれば、家や建物に被害が生じ始めた時刻

とおおむね同じであった。 

３．考察 

 図-2 の結果は斜面勾配、土層厚、透水係数、粘着

力の数値を崩壊跡地で得られた値とし、そのほかの

変数を一般的な値として得られたものである。寒水

川流域での崩壊の発生時刻は正確に判明しているわ

けではないが、朝倉市の住民からの聞き取りから 7

月 5日 14時以降に被害が生じ始めたという結果（厚

井ら(2019)）を踏まえると、図-2 より、本研究で提

示した数理モデルはおおむね妥当な結果を示したと

言える。但し、土層厚は崩壊の発生前だと正確に分か

らないため、今後、崩壊深の頻度分布を全国の事例か

ら作成し、その頻度分布を本研究の数理モデルに含

めた数理モデルの開発が必要である。 

 図-3 は本研究で提案した数理モデルで計算した斜

面の安全率と Rosso et al.(2006)の数理モデルで求

めた斜面の安全率を比較したものである。図中の点

線は Rosso et al(2006)の方法で計算した地下水深

の時間変化で、そのほかは図-1 と同じである。両者

の数理モデルの違いは降雨強度の関数であり、本研

究では式(1)のようにヘビサイト（階段）関数とした

一方、Rosso et al(2006)では一定値を連ねた不連続

な関数とした。そのため、Rosso et al(2006)の数理

モデルにより計算した地下水深は降雨強度が変化す

る際に大きく変わるという特徴を有する。計算の結

果、安全率が 1 を下回る時刻は 7 月 5 日 12:50 から

13:00の間となった。この時刻は、厚井ら(2019)の報

告と比べると、崩壊が生じた時刻より前であると考

えられる。このことから、本研究で示した降雨強度の

関数は崩壊時刻の精度を向上させたと言える。

４．おわりに

本研究では、Rosso et. al.(2006)が提案した簡易

的な物理モデルを朝倉市寒水川流域で発生した崩壊

に適用し、その崩壊時刻の精度を明らかにすること

を目的とした。その結果、本モデルで示した数理モデ

ルを朝倉市寒水川流域で発生した崩壊に適用したと

ころ、厚井ら(2019)が報告した時間帯に斜面の安全

率が 1 を下回ることが明らかとなり、簡易的な物理

モデルが適用できることが分かった。また、Rosso et

al(2006)のように降雨強度を一様と考える方法と比

べて、本研究で示した降雨強度の関数は崩壊時刻の

精度を向上させることが分かった。今後は別の土砂

災害の事例に適用して、簡易的な物理モデルの適用

性を明らかにしていきたいと考えている。本研究は

JSPS科研費 19H00812の助成を受けたものです。
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火山地域での大規模地震が斜面安定性に及ぼす影響 

信州大学農学部  〇高橋和樹 

信州大学学術研究院 平松晋也 

１．はじめに 

 近年，我が国では平成 28 年熊本地震や平成 30 年北海道胆振東部地震などに代表される大規模地

震が相次いで発生し，斜面崩壊や地すべりなどによる土砂災害が多発するようになった。地震時に

崩壊発生に至らなかった斜面においても，地震によって発生した斜面変状や土質強度の低下は長期

間継続することになるため，地震強度に応じて警戒避難基準雨量を 7～8 割に引き下げるといった

対応がとられている。警戒避難基準雨量の引下げや解除は，経験的に行われているというのが現状

であり，地震時に作用した加速度が土層の土質強度や透水性に及ぼす影響を考慮した上での物理的

根拠に基づいた設定手法の確立までには至っていない。本研究は，火山地域で発生した大規模地震

を対象として，地震時の加速度が土質強度や斜面の安定性に及ぼす影響を定量的に把握することを

目的として実施したものである。 

2．研究対象地の概要  

 2018 年 9 月 6 日の北海道胆振東部地

震により崩壊が多発した厚真川流域内

の幌内地区に研究対象地を設定した(図

-1)。崩壊地周辺で斜面調査用簡易貫入

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て土壌物

理試験を実施した。崩壊のすべり面は， 

Nc 値と飽和透水係数の深度分布並びに

現地での土層断面調査より， En-a 層上部に 10 ㎝程度存在する粘土質の Ta-d 層内(深度:200cm)に位

置するものと推察された。

3．地震時に作用する加速度が土質強度に及ぼす影響  

 地震時に作用する加速度が土質強度に及ぼす影響を把握

するため，現地で採取した不かく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 300gal 以上の加速度が 10.71 秒間継続し，1796.1gal(≒

1.83G)の最大加速度を記録した。ここでは，加速度の相違に

よる土質強度(粘着力：C，内部摩擦角：φ)の変化を把握す

るため，4 種類の加速度(0G・0.85G・2.2G・3.0G)を供試体に

与えた後，一面せん断試験を実施した。  

 垂直応力とせん断応力の関係を示す図-2 より，加速度の

値如何に関わらず内部摩擦角はほとんど変化しないのに対

し，胆振東部地震と同規模の 2.2G の加速度が作用すると粘

着力は 4.93kN/m²(0G)から 0.84kN/m²(2.2G)へと 83%も低下

するといった注目すべき事実が明らかとなった。 

4．地震による加速度が斜面の安定性に及ぼす影響  

 大規模地震により低下した土質強度が斜面の安定性に及ぼす影響を定量的に把握するため，二次

元飽和・不飽和浸透流解析と斜面安定解析を実施した。解析には，厚真町で過去に観測された最大

の実測降雨波形(気象庁厚真気象観測所：2016 年 8 月 15 日～23 日，累加雨量 253mm)を 48 時間の

中央集中型降雨波形へと変形し，降雨強度を 1.5 倍(累加雨量 378.75mm)に引き延ばすことにより得

図-2 垂直応力とせん断応力の関係  
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られた降雨波形(図-5)を使用した。

解析対象範囲は，図-3 に示す高さ

31.8m，水平距離 68.0m の斜面であ

る。斜面の安全率は，図-3 に示す解

析対象区間を水平距離 1mの間隔で

66 分割し，分割した単位ブロック

ごとに修正フェレニウス法を用い

て算出した。 

ブロックごとの最大地下水深と

最小安全率を示す図-4 より，遷緩点

直上流に位置する区間 B では最大

地下水深と最小安全が大きく変化

し，下流ブロックほど最大地下水深

は増加し，最小安全率は低下していること

がわかる。最大地下水深が 1.42m と最も高

い値を示した No4 ブロックでは，加速度の

増加とともに最小安全率が 1.06(0G)→

0.86(0.85G)→0.7(2.2G)→0.59(3.0G)へと大

きく低下する事実が明らかになった。加速

度の影響による安全率の変化が顕著にみ

られた区間 B・C の下流端ブロックの地下

水深と安全率の経時変化を示す図-5 より，

No4(区間 B)ブロックでは地震による加速度 (0.85G・

2.2G・3.0G)の影響により土質強度が低下することで安全

率が 1.0 を下回り崩壊する結果となった。No4 ブロック

の 7m 上流に位置する No11(区間 C)ブロックでは，0.85G

の加速度が作用しても崩壊には至らなかったものの，

2.2G と 3.0G の加速度が作用すると崩壊が発生する結果

となった。さらに，No4 ブロックに 2.2G と 3.0G の加速

度が作用した場合の崩壊発生時刻は，0.85G の加速度が

作用した場合よりそれぞれ 1 時間 35 分と 2 時間 25 分早

くなる結果となり，加速度の影響により崩壊発生の有・

無だけではなく発生時刻も大きく変化するといった注

目に値する事実が明らかとなった。  

5．おわりに 

 大規模地震時に斜面に作用する加速度は崩壊発生の

有・無や発生時間に大きな影響を及ぼし，胆振東部地震

と同規模の加速度(2.2G)が作用した場合，斜面全体の最

小安全率は地震前 (0G)と比較して 2.22～1.06⇒1.79～

0.69 へと 19％～34％も低下する事実が明らかとなった。

本研究では，地震による加速度が土層の透水性に及ぼす

影響については考慮していないため，今後は，地震発生

後の警戒避難基準雨量の引き下げ幅の設定に資することを目的として，本研究と透水性の変化とを

併せた総合的な評価へと研究を展開していく予定である。  

図-3 解析対象範囲
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森林の経年変化に伴う危険地区の予測（その２） 

（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所九州支所 ○黒川潮 

（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所 岡田康彦・野口正二 

１．はじめに 

 近年の気候変動に対応して国民の安全・安心確保に寄与するためには、山地災害のリスクを低減することが必要

となる。そのためには森林の土砂崩壊・流出防止機能の特性を可視化／数値化し、防災機能の経年変化を予測した

上で的確な対応を行うことが不可欠である。 

このような観点から、著者らは森林が有する力学的および水文学的防災特性値をパラメータ化して解析手法に導

入し、森林の防災機能についての経年変化予測を試みてきた（黒川ら（2019））。本報告ではこれまで考慮されてこ

なかった樹木の重量による防災効果について検討を行った。また、地下水位の変動に関しても検討を行った。 

２．研究方法 

森林の防災機能の経年変化予測に当たっては計算対象地（約 4km×4km、平均傾斜 25 度、最大傾斜 60 度）を設

定し、黒川ら（2007）の手法に基づいてメッシュ単位で無限長斜面の安全率を計算した。計算に必要なパラメータ

のうち、地下水位に関しては飽和状態として最も危険側の条件とした。樹木根系による崩壊防止機能に関するパラ

メータについて、森林の経年変化に伴うせん断抵抗力補強強度の増加分は阿部（1997）のスギを対象とした結果を

用いた。また、伐採後の経過年数と抵抗力の低下割合については、北村・難波（1981）のスギ抜根抵抗力の結果を

参考に低下割合を算出し、せん断抵抗力補強強度の値と掛け合わせ

ることで伐採後の効果を検討した。樹木重量の算出に当たっては林

野庁・林業試験場（1959）における地位 2 の結果をもとに、以下の

手順で算出した。 

①主林木、副林木の幹材積（図－１）にスギの気乾比重 0.38 g/cm3

を掛けて地表部の樹木重量を算出。 

②T-R 率=4.0 として、主林木、副林木それぞれの根系重量を算

出。 

③主林木の重量と副林木の根系重量の合計により、1m2当たりの

樹木重量を算出（図－２）。 

3．結果 

 地上部の植生はすべてスギとし、以下の４つのケースを設定して

検討を行った。 

・ケース 1：初期条件は無植生（裸地）とし、スギを植林して森林

の成長に伴って発揮されるせん断力補強強度のみを考慮した場

合。

・ケース 2：50 年生の森林を伐採した直後を初期条件とし、スギ

を植林して残存した根株のせん断抵抗力補強強度も考慮した場

合。

・ケース 3：初期植生は無植生（裸地）とし、スギを植林して森林

の成長に伴う樹木重量の増加のみを考慮した場合。

・ケース 4：50 年生の森林を伐採した直後を初期条件とし、スギ

を植林せず残存した根株のせん断抵抗力補強強度のみを考慮し

た場合。

設定したパターンに基づき、５年間隔で森林の防災機能の経年変

図－1 スギの林齢と幹材積の関係 

図－２ 算出したスギの林齢と重量の関係 
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化について計算を行い、危険地区数との関係をまとめた結果が図－

３である。ケース１では初期状態の危険地区数が最大でその後徐々

に減少していく。ケース２では５年後、10 年後は危険地区数が増加

するが、15 年以降は危険地区数が減少していく。森林を伐採した直

後は残存した根株によるせん断抵抗力補強強度があるが、経過年数

を経るにつれて腐朽により強度が低下する一方で、森林の成長に伴

うせん断抵抗力補強強度は植林後 10 年以降に発揮されてくるため、

結果として 15 年以降は危険地区数が減少しているものと考えられ

る。また、ケース３においては、森林の成長によって樹木重量が増加

するが、危険地区数の変化に対する影響はほとんど見られないこと

がわかった。さらにケース 4 では、せん断力補強強度が根株の腐朽

により徐々に失われるとともに危険地区数が増加することが確認で

きた。 

樹木重量の算出に当たり、単位体積重量に気乾重量（含水率 15%）

を与えたが、生木では樹木の成長に水を必要とするため、含水率が

様々に変化することがわかっており、スギの場合 40～260%の範囲

で含水率が変化することが報告されている（森林総合研究所

（2006））。これに基づいて樹木重量を計算すると図－４となる。ケ

ース 1 の条件に加え、スギの含水率を 40、100、260%の 3 パターン

設定し、危険地区の判定を行った結果が図－５である。この場合も

樹木重量の影響がほとんど見られず、含水率による違いも乾重との

差が最大で 3 倍以上あるにもかかわらず違いはごくわずかであっ

た。したがって、森林の持つ防災機能において危険地区の変化に寄

与する影響度は、根系によるせん断抵抗力補強効果が非常に大きく、

それに対して樹木重量の影響は含水率の変化を考慮しても極めて小

さいということがわかった。 

地下水位との関係については図－６に示す。地下水位を 0、1/2H

（土層深の半分）、H（土層深）の 3 パターン設定したところ、地下

水位が上昇するに従って危険地区数が大きく増加している。結果と

して危険地区の変化に影響をもたらす度合いは、地下水位＞根系の

せん断力補強強度＞樹

木重量の順と推定され

る。 
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地震による斜面表層崩壊対策工の効果を視覚的に理解する簡易な模型実験教材の検討 

ロープネット・ロックボルト併用工法研究会

○鏡原聖史，西原玲二，寺岡克己，川上博行，佐柳 武

菊地 薫，杉井良平，田中秀幸，福井康弘，沖村 孝

1.はじめに
近年，地震や豪雨によって自然斜面が表層崩壊することを予防する対策工として，樹木を残したまま

自然斜面を補強できるロープネット・ロックボルト併用工法 1)（以降，本工法）が施工されるケースが

増加している．この工法は，通常の支圧板と鉄筋挿入工にネットまたはワイヤーを併用することで地盤

変形の追随性を高め地盤の崩壊に至る変形を抑制する工法である．大変形を抑止する工法であることか

ら，各部材の働きを理解する上では地盤の変形に追随して対策の効果がどのように発現されるかを理解

することが重要である．著者ら 2,3)は，簡易な土層を傾斜させる模型装置を作製し，対策工の効果を視

覚的に理解できる一般向け教材として活用している．本稿は，新たに地震による対策効果を視覚的に理

解できるよう簡易な加振式傾斜土層模型装置の検討を行い，作製したので，報告する． 

2.本工法の概要
本工法は，ロックボルトを斜面直角方向に打設し，その頭部を支圧板とロープネットによって連結す

ることにより斜面安定を図るもので樹木を残したまま斜面を補強できる特徴がある（図 1 参照）．この

工法は，豪雨，地震時において，斜面の変形および破壊状態に対応して各部材が効果を発揮することに

より，変形抑制する機能を有する構造で，変形の度合いにより安定性を判断する設計手法を採用してい

る特徴 4)がある． 

3.模型教材の作製
これまでの検討から土層材料は，Kinetic Sand5)と呼ばれる特殊な砂を用いた．この材料は，2016 年

から繰り返し使用しているが，経年変化はなく，長期間利用できている．また，ボルト・支圧板はトタ

ン釘（長さ 450mm），ネットは防鳥ネット（250mm 目合）を用いた．斜面基盤をイメージした傾斜板

には，コルクマット（厚さ 10mm）を設置した．

このコルクマット上に土層を置き，トタン釘の

先端がマットに刺さることで対策工が固定され

る．

 模型構造は，図 2 に示すように傾斜土層部、

中間可動部（回転テーブル）と加振部を組み合

わせたものである．傾斜土層部は，幅 285mm，

長さ 340mm，高さ 55mm で，これまで利用し

てきた装置 3)と同様に無対策土層と対策工を設

置した土層を傾斜板に載せ，ゆっくり傾斜させ

る装置とした．この傾斜装置は，ボールねじに

可動式のヒンジを傾斜板に固定ヒンジをそれぞ

れ設置して，それらを梁で接続し，ボールねじ

を回転させることで可動式のヒンジが移動し，

傾斜板が上昇する構造とした．なお，傾斜板の

傾斜角は 0 から 45 度まで可変できる．また，実

験土層が落下する距離を設けることで，土塊の

移動の妨げになる端部の影響をなくし対策工が

土塊の移動で変形抑止効果を観察しやすくした．

加えて，落下した土塊の移動スピードや落下す

る土量の違いを視覚的に観察できる特徴を有し

ている． 
つぎに傾斜土層部下の加振部における加振装

置は，図 2 に示すように，幅 250mm，長さ

400mm，高さ 100mm である．スライドする振

動台と円盤をクランクで接続する往復スライダ

クランク機構とした．傾斜土層部の重量を考慮

図 1 対策工施工斜面の状況 

図 2 模型装置の概要 
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しつつ，振動台が加振方向にスムーズに移動できるよう 2 本のシャフトにベアリングを付けた．また，

φ90 の加振回転円盤には，回転半径を変えられるように半径 15mm，25mm，35mm の位置にボルト

固定用穴を設置し，同じ回転で周期を変えるよう工夫した．さらに振動を斜面方向，斜面直行方向の 2
方向から加えられるよう図 2 に示すよう中間可動部（回転テーブル）を設け，傾斜土層を載せる台を 90
度回転，固定させる構造とした．この中間可動部は，幅 300mm，長さ 500mm，高さ 70mm である． 図
3 に中間可動部を回転したイメージ図を示した． 

以上，すべて手動で傾斜変更，加振できる模型装置とし，傾斜土層部の重さや振動を考慮しステンレ

ス製の模型を製作した．あわせて，傾斜，加振実験が毎回同様な条件で実験ができるよう実験土層作成

用の箱（130mm×225mm×40mm×2）を製作し，箱内に Kinetic Sand を敷き詰めることで，毎回同様

な土の量で実験ができるよう工夫した．対策工の設置は，箱内に Kinetic Sand を敷き詰めたのち，突

起を付けた実験土層作成用の箱の蓋を用意し，その蓋を Kinetic Sand に押し当て対策工の設置位置を

マーキングでき，すばやく決められた位置にトタン釘が設置できるようにした．このような工夫を行う

ことで，実験の熟練者でなくとも素早い実験準備が可能となっている．

 さらに，実験装置が運搬できるよう外寸幅400mm×
長さ 700mm×高さ 300mm の梱包箱にすべて収めら

れるようにした．重さは，およそ 20kg で容易に運搬

が可能である． 

4.新しく製作した模型装置を用いた実験
製作した模型装置を用いて実験を行った．まずこれ

までと同様 3)，加振しない状態で，無対策斜面と対策

工斜面の崩壊角を確認したところ，無対策斜面は，こ

れまで同様 35 度以上になると急激に滑動することを

確認した．一方，対策斜面では 45 度にしても急激に

滑動することなく，徐々に変形し，小規模な土砂が崩

落することを確認した．つぎに，加振実験を行い，無

対策斜面と対策斜面の状況を確認した．傾斜は，無対

策斜面が滑動しない 34 度に合わせ，斜面方向に加振

させた．加振後すぐ，図 4 に示すように無対策斜面が

滑動した．また対策斜面は，加振を続けても大きな変

状は認められなかった．斜面直行方向に加振した場合

も同じであった．このことから，地震による斜面崩壊

に対して，対策工の崩壊防止効果が確認できる実験が

行えた．  

5.おわりに
新しく製作した模型実験装置は，傾斜実験と異なり，

傾斜土層が振動し，動きのある実験であり，かつ崩壊や

対策工の効果が視覚的にわかりやすいと考える．今後，

この装置を活用し，地震時の斜面崩壊と対策工の効果に

ついて，多くの方に見ていただきたい．最後に，模型設

計，製作に関して，TM3D Design 高橋氏のご協力を

いただきました．ここに記して深く感謝致します． 
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E.P.ルートパイル工法の高度化に関する実験的研究 

立命館大学大学院理工学研究科 ○高瀬蔵，山本和輝 

立命館大学理工学部 藤本将光，原田紹臣，里深好文，菖蒲香月，梨本英 

ヒロセ補強土株式会社 小西成治，疋田信晴，吉永憲次

1，研究背景 

 昨今，山間部において地山の掘削および盛土工事を

伴う多くの建設現場では，アンカー工や鉄筋による斜

面安定化，補強土工による盛土の補強により対策が講

じられてきた．特に，鉄筋を用いた地山や盛土の補強に

おいて，膨張性グラウドの活用により地山との密着性

を高めた E.P.ルートパイル工法は，施工性や経済性か

ら今後の更なる現場への適用が期待される１）． 

一方，この工法は国内に導入されて以降，主に，機能

や効果に関する概略的な議論が多く，補強原理や設計

の考え方に対する更なる合理化が望まれている．その

ため，E.P.ルートパイル工の設計において，施工時のコ

スト削減や利用の展開などを検討する場合，杭の挿入

形態や杭配置等の詳細な条件における検討は非常に重

要となる．これまで，筆者らは，E.P.ルートパイル工法

に関して，鉛直，水平方向の外力について実験により検

討してきた．しかしながら，実現場では斜め方向の外力

も多く，これらの外力に対する補強効果の検討が必要

である．本研究では，E.P.ルートパイル工の更なる高度

化を図るため，斜め方向の外力に対して，杭配置や杭の

挿入角度が補強効果に与える影響について，室内実験

により把握することを目的とする． 

2，実験概要 

本実験で用いた実験装置の概要を写真-1，図-1 に示

す．供試体上部に傾き 45°の板を設置し，上部の鉛直荷

重を斜め荷重に変換させることで，杭に対して斜め方

向に載荷させた．本研究では信楽産真砂土を用い，含水

比 10％，乾燥密度 1.6g/cm³，湿潤密度 1.72g/cm³として

実験を行った．容器内に土層（W=400mm，L=400mm，

H=220mm）を準備し，その土層上に供試体を設置した．

地盤内の杭の直径と長さ，挿入間隔は，それぞれ 5mm，

100mm， 26mm とする．杭の挿入角度の違いが補強効

果に与える影響を把握するため，4パターンを設定した 

写真-１ 実験装置  図-1 装置の模式図 

写真-2 杭の挿入（傾斜）形態パターン 

図-2 杭の挿入配置パターン 

（写真-2）．次に，杭の挿入位置の違いが与える影響を

把握するための条件を設定した（図-2）．以上の条件に

おける，供試体の鉛直及び水平方向の変位を計測した． 

3，実験結果，考察 

 本実験では，各条件の違いが与える影響を把握する

ため，鉛直，水平方向の変位については，1,000N の荷

重が載荷した場合の変位を代表させて示している．杭

配置毎における変位（水平，鉛直）の実験結果を図-3～

図-6 に，杭の傾斜と配置の違いが変位に与える影響を

図-7，図-8に示す．図-7，図-8より，杭配置による影

響は確認されるが，杭の傾斜（挿入）形態と変位に顕著
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な関係性は見られなかった．これより，杭の挿入形態が

補強効果に与える影響は小さいと考えられる．TypeC

の杭配置に関して，水平変位では全ての挿入形態で最

小の変位であり，鉛直変位についても小さな変位の傾

向であった．一方で，TypeC と同じ杭本数であるが， 

TypeB の杭配置では傾向が異なっていた．しかしなが

ら，同じ杭本数で異なる杭配置である TypeDと TypeE

では，顕著な変位の差は見られなかった．これは，TypeB

と TypeCでは山側谷側で杭本数に顕著な差を設けてい

るのに対して，TypeD と TypeEでは，山側谷側におけ

る杭本数の差が小さかったことが要因と考えられる．

この結果から，斜め方向の荷重に対して谷側の杭が，補

強効果において有効である可能性が示唆された． 

図-3 Type1の杭配置における鉛直，水平変位の違い 

図-4 Type2の杭配置における鉛直，水平変位の違い 

図-5 Type3の杭配置における鉛直，水平変位の違い 

図-6 Type4の杭配置における鉛直，水平変位の違

い

図-7 鉛直方向の変位に関する散布図 

図-8 水平方向の変位に関する散布図 

４，結論 

 谷側の杭の本数が多くなるにつれて斜め方向の荷重

に対して抵抗がより発揮され，変位が小さくなる．逆に，

山側の杭の本数が多いと荷重を加えた際に，回転が発

生しやすくなり顕著に不利になることが示された．ま

た，Type1 と Type4 の変位を見ると，Type1 の方が全

体的に変位は小さくなる．このことから，杭の挿入角度

は 90°が最も抵抗が発揮されることが示された． 

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
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地震による地下水挙動の変化が斜面崩壊に与える影響 

森田悠井，小杉賢一朗，正岡直也

1. はじめに

地震が発生すると，地震の揺れや地殻変動により地下水挙動が変化することが多数報告

されている。地下水挙動が変化し地下水圧が上昇した場合，斜面の崩壊や地すべりが誘発さ

れる可能性がある。そのため，地震動の地下水圧への影響を解明することは，地震発生後の

斜面防災において重要となる。本研究では，2016年に発生した平成 28年熊本地震において，

深度 6 弱を観測した斜面を対象地とし，地震発生前後の地下水挙動の変化と斜面崩壊に与

える影響を検討した。 

2. 対象地

対象地の斜面上には東から順に測線 1，測線 2，測線 3 の，3 本の測線が設定されている。

測線 1上には 3つの調査孔 H-1，H-2，H-3，測線 2上には 3つの調査孔 G-1，G-2，G-3，測

線 3 上には 2 つの調査孔 G-4，G-5 が設置されている。また，G-1，H-1 が斜面下部，G-2，

G-4，H-2 が斜面中部，G-3，G-5，H-3が斜面上部に位置している。

3． 検討手法 

3．1 地震動が地下水挙動に与える影響についての検討手法 

対象地内の各調査孔に設置されている自記水位計から，2014年～2018年の地下水位の記

録を用いた。ただし年ごとに降雨は異なっているため，地震動の影響のみを評価するために

半減期 72 時間の実効雨量と各調査孔の地下水位の相関から，地震発生前後の地下水挙動の

変 化 を 検 討 し た 。 時 間 雨 量 デー タは ， 国 土 交 通 省 水 文 水 質 デ ータ ベー ス

（ http://www1.river.go.jp/ ） の 寺 床 の も の を 使 用 し ， 欠 測 は ア メ ダ ス

（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）の湯布院のデータで補完した。 

3．2 地震が斜面崩壊に与える影響についての検討手法 

地震前後での斜面安定性を比較するために，まず，測線 2上の 3 つの調査孔の，地震直前

である 2015 年と，地震直後である 2016 年の地下水位に対して，最適な半減期を用いて算

出した実効雨量でフィッティングを行った。そして，同じ期間（2018/6/30～2018/7/14 の

15 日間）の降雨に適用し想定される地下水位を算出した。斜面断面図で，地すべりブロッ

クの下端と各調査孔において想定された地下水位を直線で結び，地下水位を内挿した。また，

調査孔 G-3よりも上方では調査孔 G-2―調査孔 G-3間の直線を延長したものを地下水位の外

挿値とした。算出された地下水位を用いて，この期間での斜面の安全率を 24時間毎に算出

し，地震前後での斜面安定性を比較した。計算では円弧状滑りを想定した簡易 Bishop 法を

用い，風化が進んだ基岩の強度定数として粘着力 4 tf/m2，内部摩擦角 30°（石井正之『土

木 地 質 調 査 の た め の 基 礎 知 識 』 北 海 道 地 質 調 査 業 協 会 http://www.do-

geo.com/adviser/survey/index.php を参照。閲覧日 2020 年 1 月 21 日。）を仮定した。 

4． 結果および考察 

4．1 地下水位観測結果および考察 
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測線 2 上の調査孔の，半減期 72時間実効雨

量と地下水位との相関は図 1．のようになっ

た。測線 1，測線 3 についても同様の傾向が

みられ，斜面上部の地下水位は地震後に低下

し，斜面下部の地下水位は地震後に上昇して

いた。斜面中部の地下水位は地震後に低下も

しくは地震前後で変化しない結果であった。 

 1995年兵庫県南部地震では，淡路島におい

て，標高が高い地点の地下水位が低下し標高

が低い地点の湧水量が増加したことが観測さ

れており，この地下水挙動の変化は地震動に

より斜面の透水性が向上したことで説明され

ている（佐藤努・高橋誠，「1995 年兵庫県南

部地震後に生じた淡路島の湧水その 2：自噴

量の変化」，『地質ニュース』，506，24-28，1996；

徳永朋祥，「地震時の地下水変動から推定され

る淡路島北部地域の水理特性」，『応用地質』，

40，99-106，1999）。本研究の斜面上部，中部

における地下水位低下はこの先行研究と同様の結果であるが，斜面下部においては地下水

位の上昇が観測された。これは，斜面下部では透水性の増加が抑えられたこと，もしくは逆

に透水性が低下したことを示唆している。 

4．2安全率計算結果および考察 

地震発生前である 2015 年の地下水位から想定される斜面の安全率と，地震発生後であ

る 2016年の地下水位から想定される斜面の安全率は，図 2.のようになり，地震後の地下

水位から想定される安全率が，いずれ

の日についても低かった。これは，斜

面下方の土圧による支持が得られにく

い，斜面下端部に位置している調査孔

G-1における地震発生後の地下水位の

上昇の影響だと考えられる。 

5． まとめ 

  地すべり地で観測された地下水位

は，地震動の影響を受けた後，斜面の上部や中部において低下し，斜面の下部において上

昇する傾向がみられた。その結果として斜面下部の局所的な崩壊が発生すれば，土圧の開

放によって，連鎖的に斜面中部・上部の崩壊が起きることが考えられる。 

本研究の実施に当たり大分県からデータを提供していただいた。記して謝辞を表する。 

雨
量
(
m
m
/
24
h
) 

安
全
率

 

地
下
水
位
(
G
L-

,
m)

半減期 72 h実効雨量(mm) 

図 1. 半減期 72h実効雨量と地下水位の相関 

図 1. 安全率と 24時間雨量
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地すべり地における 2019年度冬期の融雪と地下水位の関係 

国立研究開発法人 土木研究所 〇野坂隆幸、秋山一弥※）

※）2020 年 4 月より一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 

１． はじめに 
 新潟県などの積雪地域では、毎年融雪期に地すべ
りが発生しており、時に甚大な被害が発生している。
融雪による地すべりに備えるためには、広域的に融
雪水量の時空間的な分布情報を把握し、地すべり発
生リスクを評価することが重要である。 
雪崩・地すべり研究センターでは、融雪地すべり

の発生リスク評価手法の提案を最終的な目標として、
2020 年 1 月 10 日～3 月 18 日の間、高田平野辺縁の
地すべり地にて、冬期間の気象観測および水位観測
を実施した。本稿では、その観測結果を報告する。 

２． 観測地とした地すべり地の概要 
 観測箇所は、新潟県柿崎市街地の東南東約 10 ㎞
に位置し、柿崎川中流域の右岸にあたる沢西地すべ
りの G ブロックで実施した（図１）。 

図１ 観測位置図（妙高砂防事務所提供資料に加筆） 
 沢西地すべりでは昭和 12～13 年・18 年と平成 2
年に地すべりの発生が報告されている。現在では目
立った活動は確認されていないが、地下水排除工に

より地すべりを安定化させる方針に沿って、平成 29
年度から集水井工の施工が順次進められている。 

３． 観測の概要 
 気象観測機器は沢西地すべり地内の遮蔽物のない
平らな場所（標高 152.3ｍ）に、水位計は４箇所の水
位観測孔（BV28-1~4）に設置した（図１）。観測項
目を表１に、気象観測機器の設置状況を図１に示す。 

表１ 観測項目 

図２ 気象観測機器の設置状況 
今回使用した観測機器のうち、小型ウェザース

テーションは１台で多様な要素の観測が可能な
機器である。雨量については、一体型の光学式雨
量計がセンサー表面に接触した雨粒の大きさと
接触回数を元に自動的に観測する仕組みになっ
ている。 

観測要素 単位 設置高さ 観測機器等
日射 W/m2
反射 W/m2

アルベド ー
放射収支 W/m2 3.3m 放射収支計（NR-LITE2）

気温 ℃
相対湿度 ％

気圧 hPa
風速 m/s
風向 度
雨量 mm

露点温度 ℃
積雪深 cm 3.5m 超音波積雪深計（SR50A）

地下水位 m ー 絶対圧水位計（S&DL mini）

小型ウェザーステーション
（MaxiMetGMX-600）

アルベドメーター
（PCR-01N）

3.3m

4.5m
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 なお、観測頻度は全項目で 10 分間隔とした。
積雪表面の融雪量は、観測した気象要素から熱収
支法 1)～3)を用いて推定を行った。 

４．結果 
2020 年 1 月 10 日～3 月 18 日の沢西地すべりに

おける観測結果と、熱収支法で算出した積雪表面の
融雪量の経時変化を図３に示す。沢西地すべりと同
程度の標高で、沢西地すべりから約 16km の距離に
ある気象庁安塚観測所（標高 126m）において、最深
積雪の 30 年間（1981 年～2010 年）の平年値は、1
月で 147cm、2 月で 164cm、3 月で 138cm である
が、2020年の最深積雪は 1月で 14cm、2月で 46cm、
3 月で 1cm であった。安塚観測所での平年値と比較
した結果や、沢西地すべりの今冬期の積雪期間が合
計でわずか 3 週間程度しかなかったことから、今冬
期は記録的な小雪であると考えられた。 

熱収支法で算出した融雪量は、各積雪期間中は小
さく、積雪期間の終わり頃に大きくなっていること
を確認することができた。 
地下水位については、高い水位（GL-0.1～0.3m）

で推移する BV28-4 を除く３孔で、降雨に応じた水
位の上昇が見られた。降雨と水位のピークのずれは
数時間～1 日程度であった。また、2 月 14 日、2 月
21 日、2 月 29 日頃の地下水位の上昇は積雪深が減
少した時期と概ね一致しており、地中に浸透した融
雪水が地下水位の上昇に寄与したと考えられた。 

５．おわりに 
 今後は沢西地すべりでの継続観測や観測地点の追
加を行うなどしてデータを蓄積し、熱収支法の改良
（少ない観測項目での融雪量の推定、直接観測して
いない地点への広域的な適用）のほか、積雪層内お
よび地中の融雪水浸透の詳細な検討が課題である。 

図３ 2020 年 1 月 10 日から 2020 年 3 月 18 日までの観測結果と融雪量（計算値）の経時変化 

参考文献 
１）松浦純生ら（1994）：豪雪地帯の地すべり地における熱収支法を用いた融雪水量の予測，地すべり，第 31
巻，第 2 号，pp.9~16 
２）瀧本裕士ら（2014）：熱収支法による積雪・融雪プロセスの分析―特に，地下からの熱フレックスの役割
について－，農業農村工学会論文集，No.292，pp.9~18
３）近藤純生（1994）：水環境の気象学－地表面の水収支・熱収支－，株式会社朝倉書店，p.130
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活発な移動を示す地すべりの移動量と相関の強い水文量の検討 

北海道大学 ○桂真也・関根猛＊ （＊：現・日本工営株式会社） 

1. はじめに

地すべりは雨水や融雪水が地下に浸透して地下水位が上昇し，すべり面に作用する間隙水圧が上昇し

て土塊の安定性が低下することで引き起こされる。これまで，降雨量から計算可能で斜面内部の水分状

態を表すと考えられる各種水文指標や地下水位／間隙水圧が地すべりの移動量と良い対応関係を示す

ことが各地の地すべり地で報告されている。しかし，これら各種水文量（各種水文指標，地下水位／間

隙水圧）のうちどれが地すべり移動量と最も対応が良いのかといった検証はこれまでほとんど行われて

いない。本研究では，活発な移動を示す地すべり地を対象に多数の水文量を取り上げ，地すべりの日移

動量と相関が最も大きい水文量を提示した上で，そのような結果となった理由について考察を加えた。 

2. 研究対象地

本研究の対象地は，北海道沙流郡平取町岩知志地区の一級

河川沙流川右岸に位置する地すべりブロックである（図 1）。

本ブロックは勾配 10～30°程度の南東向き斜面に位置し，

幅約 125m，斜面長約 230m である。ブロック内には活発な

移動に伴う新鮮な亀裂・段差や樹木の傾倒，倒木が多数見ら

れる。基盤は白亜～先白亜紀の沙流川層を構成する泥岩で，

それを覆って貫入岩の蛇紋岩が分布している。地すべりのす

べり面は最大深度 15m 程度に位置し，それより上位が地す

べり崩積土（軟質な強風化～風化蛇紋岩が主体）である。ブ

ロックの末端部は沙流川の流路に近接しているが，すべり面

の標高は沙流川の水面よりも上方に位置しており，洪水時で

も沙流川の流水が末端部を直接侵食することはない。 

3. 方法

3.1 地すべり移動量および地下水位 

地すべり移動量として，北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部が拡散レーザー変位計 L-1（図 1）に

より計測した日地すべり移動量（圧縮（土塊が沙流川流路に向かって滑落する方向）を正とする）を用

いた。地下水位は，同部が観測した B-1 孔および B-3 孔（図 1）の日最大地下水位を用いた。掘削深度

はいずれも 35m で，すべり面はそれぞれ GL-12.1m，GL-15.6m 付近に存在する。両孔とも地表面から

GL-0.5m までは無孔区間で，それ以深は全深度にわたってストレーナーが設けられている。 

3.2 水文指標の算定 

研究対象地では冬期に降雪・積雪が見られるため，融雪水も含め最終的に地表面に到達したすべての

水の量を「地表面到達水量」と定義し，桂ら（2017，日本地すべり学会誌，Vol.54，No.3，p.25-31）の

方法を参考に，積雪期の積雪層の水収支と積算暖度法に基づき，1 時間ごとの地表面到達水量 MR を算

出した。算出にあたって必要な積雪深のデータは本ブロックから約 1.5km 南西に位置する国土交通省

北海道開発局仁世宇観測所（標高 91m），降水量は約 7km 北東に位置する最寄りのアメダス仁世宇のデ

ータを用いた。気温は筆者らが図 1 に示す位置（標高 170m）に設置した温度計により観測した。そし

て，①日 MR，②前 n 日（当日を含む）の平均 MR（AveMRn），③日最大土壌雨量指数（日最大 SWI），

④半減期 H（日）の実効 MR（EMRH）の 4 つの水文指標を算出した。

図 1 研究対象地すべりブロックの平面図 

（数値は標高（m）を表す） 
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3.3 各種水文量と地すべり移動量の相関係数の算出 

同一日の各種水文量と移動量との間に直線関係を仮定し，相関係数を算出した。相関係数を求める解

析対象期間は，すべての水文量を観測・算定することができた 2018 年 2 月 23 日から平成 30 年北海道

胆振東部地震が発生する前日の 2018 年 9 月 5 日までの約半年間である。 

4. 結果・考察およびまとめ

各種水文量と日移動量の関係を図 2 に示す。相関係数 r もあわせて示した。なお，AveMRnについて

は n＝9，EMRHについては H＝4 が最も r が大きくなったため，これらの値を採用した。 

地下水位については，B-1 孔では水位の上昇に伴い日移動量も大きくなる傾向が見られたが，相関は

弱かった（r＝0.43）。また，B-3 孔は日移動量との間に相関は見られなかった（r＝－0.06）。このよう

な結果となった理由として，①観測孔にすべり面以外の深度から地下水が流入していた，②観測孔が地

すべり移動に寄与する地下水流脈をとらえ切れなかった，③地下水流脈周辺の土砂の侵食・運搬による

土塊の不安定化の影響が大きかった，等の可能性が考えられる。 

一方，各種水文指標を見ると，日 MR 以外の比較的長期の MR の影響を表す 3 つの指標はいずれも r

＝0.79 以上の強い相関を示した。このことから，本研究対象ブロックの日移動量は，日々の MR の増減

ではなく，その日までの比較的長期の MR にコントロールされていると言える。r だけを見ると，EMR4

が最も大きく（r＝0.85），水文量から日移動量を把握する上で最適と言える。しかし，EMR を採用する

には日移動量を観測した上で日移動量との相関が最も強い半減期を求める必要があり，逆に言えばそう

した自由度の高さが相関を強くしているとも言える。このことは AveMR9にもあてはまる。一方，日最

大 SWI は，こうしたパラメータの調整を行わずとも r＝0.82 の強い相関を示した。以上から，日移動量

を把握するための水文量としては，パラメータの調整により最も強い相関を示す EMR や，相関の強さ

はやや劣るもののパラメータの調整が不要な日最大 SWI を用いるのが適していると考えられる。 

今後，他の地すべり地でも同様の検討を行い，地すべり移動量との相関が強い水文量に関する情報を

蓄積していけば，水文量から移動量を把握して地すべり対策に活用する上で非常に有用であろう。 

【謝辞】北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部および日高振興局産業振興部には資料の提供等のご協力

をいただいた。本研究は JSPS 科研費 JP16K16376，JP18H03819 の助成を受けたものです。 

図 2 (a)B-1 地下水位，(b)B-3 地下水位，(c)日 MR，（d）AveMR9，(e)日最大 SWI，（f）EMR4と日移動量の関係 
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大規模地震による地すべりの発生機構と崩壊源周辺の斜面変状： 

青森県津軽十二湖地すべり地を例にして 

〇鄒青穎 1)・檜垣大助 2)・山邉康晴 3)・桐生朋 3)・笹川考義 3)・沼田修平 3) 
弘前大学 1)，日本工営 2)，(株)興和 3) 

1. はじめに

「津軽藩御国日記」によれば，青森県・秋田県の日本海沿岸地域では，1704 年（宝永元年）5 月 27 日に発生し

た M7.0 の岩館地震により多くの山崩れが発生した（今村，1935；宇佐美，1975；羽鳥，1978）．この地震により

崩山（海抜 940m）西側の尾根状の斜面で崩壊が起こり形成されたとされる斜面は, 長さ約 2 ㎞，幅約 2.5 ㎞もあり，

地すべり移動体の水平投影面積は約 4.4×10７m2に及ぶ. 津軽十二湖地すべり地は，規模としては国内有数でるとと

もに歴史的地すべりと位置付けられる（清水ほか，1985；古谷ほか，1987）．地すべり移動体上には，十二湖と呼

ばれる湖沼地域があり，実際には大小 33 個の湖沼から成る湖沼群をもつ（吉村ほか，1934）．地すべり移動体にお

ける地形分布の把握は，従来，空中写真判読によって行われてきている．例えば，古谷ほか（1987）や八木・井口

（2008）によれば，地すべり移動体における物質移動に伴う引張・圧縮で生じた二次滑落崖・凹地・流山を形成し

た地すべりの運動や範囲を示す痕跡が各所に見られる．しかし，植生の被覆で, 空中写真判読による地すべり地形の

把握が，困難になる場合がある．そこで，本研究では，航空レーザー測量データから作成した高精度 DEM データ

（LiDAR-DEM）による地すべり地形判読や現地調査により，地すべり地形の分布を把握し，その発生機構および

崩壊源周辺の斜面変状を考察した. ここでは, 紙数の都合で，その概略を述べておきたい。 

2. 津軽十二湖地すべりの発生機構と崩壊源周辺の斜面変状

地すべりの主滑落崖は，全体として西側に開いた北西―南東から北東―南西の延びる馬蹄状の滑落崖を持ち，そ

の最大比高は約 400m である．滑落崖と地すべり移動体の境界付近に南北に走る断層が存在し，この地域に分布す

るは中新世の大戸瀬層下部層の安山岩質凝灰角礫岩（東側）と中新世の大童子層十二湖凝灰岩（西側）を分けてい

る（盛谷，1968）．十二湖凝灰岩相当の酸性軽石凝灰岩は，地すべり移動体の西縁から流出する濁川による侵食で

形成された日本キャニオンと呼ばれる屏風状の急崖を構成する．  

この地すべりの特徴の１つは，大崩の西斜面 650m 余に頂点を有する滑落崖と標高 400〜500m に発達する滑落

崖を有する 2 つの滑落崖に分かれ，それぞれの滑落崖に対応して地すべり移動体が滑落崖直下に存在する（以下，

北側のブロックと南側のブロックを称する）（図-1）．北側のブロックには，比高 3〜80m，長さ 30〜350m，幅 30

〜250m の長円形の流山状の小丘が多数分布する．このような小丘状の流山地形は，大規模山体崩壊による安山岩質

凝灰岩質の岩屑なだれ堆積物に見られるものである（八木・井口，2008; Roberti et al., 2017）．また，地すべりの

先端部付近と考えられる側部湖沼列（北部では鶏頭場ノ池から王池東湖盆などを経て日暮ノ池まで）付近では，圧

縮リッジや末端肥厚部の地形を分布し，それらの形成は，崩山から発生，流下した岩屑なだれ堆積物は末端部へ流

下し，地すべりの末端部が圧縮され，また下方の岩盤（十二湖凝灰岩）にのしあげることにより土塊の厚さを増す

ことで形成される地形と考えられる．湖沼列では，岩屑なだれ堆積物が岩盤（十二湖凝灰岩）を覆っている露頭も

観察でき，岩屑なだれ堆積物の到達範囲を示している．また，地すべりの末端部へ伸びる西北西方向の舌状小尾根

地形が広域に存在することも確認できる．これは，地すべりの運動機構がすべりだけではなく，流動もあったこと

を示す．地すべりが流動化した原因について，地震発生当日を含む前 4 日間の先行降雨があったとの記述が「むら

の昔話」に収録されているよう（宇都宮，2014）で，降雨が地震による地すべりの運動に関与している可能性があ

る．一方で，南側のブロックには，幅 50∼100m の陥没や分離崖によって分離されたブロックから構成される．それ

らのブロックは，東北東方向の分離崖（比高 10∼50m）によって分離しているように見える．また，地すべりの末

端部には圧縮帯とされる末端肥厚部や南北方向に伸びる圧縮リッジが見られる．末端部付近では，露頭が植生で覆

われているため，地質の観察に適した露頭が少ないが，安山岩質凝灰岩質の角礫を伴う淘汰の悪い地すべり堆積物

が見られる．これらの地形特徴から，地すべりの運動機構は，北側の地すべりと異なることを示唆する．また，以

上の地形からは運動形態として Varnes（1978）のスライドが該当するが，南・北のブロックの運動形態の違いは今

後の課題になる． 

一方，八木・井口（2008）の解析結果では，移動体の構成は南北二つブロックに区分でき，それぞれ，北側のブ

ロックが小丘状の流山，南側のブロックが南北走向の細い尾根状の流山地形と小地溝の地すべり地形を判読してい

る．この一部は本研究の判読結果と一致する．しかしながら，本研究が認定した北側のブロックにある舌状小尾根
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地形や南側のブロックの末端部にある

圧縮リッジや末端肥厚部について判読

されておらず，例えば，南側のブロック

の末端部においては，南北走向の細い尾

根状の流山地形が存在するとしている。 

崩壊源周辺の地形特徴について，崩山

の西側斜面の斜面（図-1）を検討した．

この斜面では，主滑落崖が明瞭に分布す

る．これが，斜面内部で滑らかに連続し

たすべり層が形成されている可能性が

あることを示唆する．また，背後には主

滑落崖に平行する段差を伴う冠頭部の

亀裂が見られる．移動体の上部の北と南

斜面には，異なる地形特徴が分布する．

移動体の上部の北斜面には，北東方向に

伸びる谷向き崖が見られ，密集して皺状

の形態になる．一方で，その南斜面には，

大規模な滑落崖がある．斜面の下部には

副次滑落崖が分布し，末端部では谷頭侵

食によって切り取られた構造があり，侵

食を受けるなどすると斜面が重力によって徐々に変形し，不安定化になることが考えられる．また，末端部では津

軽十二湖地すべりの冠頭部が分布することから，津軽十二湖地すべり発生あるいはその地すべり頭部の拡大による

斜面の不安定化とも考えられる．  

3. まとめ

約 300 年前の歴史地震によってできた津軽十二湖地すべり移動体は，北側と南側二つのブロックから構成され

る．北側のブロックには，流山状の小丘や圧縮リッジや末端肥厚部の地形が分布する．また，西北西方向へ伸びる

舌状小尾根地形が存在することから，地震に加え降雨の影響で地すべりが流動化した可能性を示唆している．南側

のブロックには，陥没や東北東方向の分離崖が見られ，末端部には圧縮帯とされる末端肥厚部や南北方向に伸びる

圧縮リッジも見られる．そこから推定される運動形態はスライドに該当する．一方，崩山の西側斜面では，重力変

形が見られ，斜面下部が切断されことがその原因の可能性がある.．  

本研究の一部は，弘前大学「戦略 1」事業及び同事業のもと開始した株式会社興和との共同研究と国土交通省河

川砂防技術研究開発公募課題「大規模地震とそれに伴う地盤の劣化に起因する連鎖複合型土砂災害の発生機構と対

策」（研究代表者：丸谷知己）で行った．また，本研究成果の一部は JSPS 科研費 16K20893，19K15257 の助成を

受けたものである．国土交通省青森河川国道事務所には LiDAR-DEM データを提供頂き，津軽森林管理署に入林許

可を頂いた．記して謝意を表する． 

参考文献：古谷ほか（1987）津軽十二湖を形成した大崩壊について，昭和 61 年度文部科学省自然災害特別研究（1）．

報告書（新藤静夫編）；羽鳥（1987）西津軽・男鹿間における歴史地震（1964~1810）の震度・津波調査，地震研

究所彙報，62；今村（1935）西津軽十二湖の成因．地質学雑誌，42；盛谷（1968）地域地質研究報告 5 万分の 1 地

質図幅 深浦 青森（5）第 26 号．地質調査所；清水ほか（1985）地すべり地形分布図 深浦．防災科学技術資料 

No. 96，国立防災科学技術センター；宇佐美（1975）日本被害地震総覧．東京大学出版会；宇都宮（2004）昔話の

中の地形学ー津軽十二湖を例に．人文論叢（三重大学），21；八木ほか（2008）空から見る日本の地すべり地形シ

リーズ―7―1704 年羽後・津軽地震に伴って発生した巨大山体崩壊としての十二湖崩れ．日本地すべり学会誌，45；

Roberti, G. et al. (2017) Rheological evolution of the Mount Meager 2010 debris avalanche, southwestern British 

Columbia. Geosphere, 13；Varnes, D. J. (1978) Slope movement types and processes. R.L. Schuster, R.J. Krizek (Eds.), 

Special Report 176: Landslide: Analysis and Control, Transportation Research Board, National Academy of Sciences, 

Washington DC. 

図―1 津軽十二湖地すべり地と崩山の下方の斜面の地形 
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令和元年台風 19 号によって群馬県富岡市内匠地区で発生した 
崩壊性地すべりの地形・地質的特徴

国立研究開発法人土木研究所 ○杉本宏之、神山嬢子、竹下航、藤原一啓、斎藤翼、和田佳記

１．はじめに

群馬県富岡市内匠地区では、令和元年台風 19 号（令

和元年東日本台風）の大雨によって崩壊性地すべりが

発生し、死者３名の重大な被害となった。崩壊性地すべ

りが発生した斜面では、明瞭な地すべり地形は見られ

なかった。今後の防災対策を考える上でも、この様な斜

面の特徴を明らかにすることは重要である。本稿では、

当該箇所について地形・地質的特徴を調査した結果に

ついて報告する。

２．災害の概要 

群馬県富岡市内匠で発生した崩壊性地すべりは、台

風に伴う大雨が降り続く 10 月 12 日 16:30 頃、図 1 に

示す A-1、A-2 ブロックの 2 箇所（赤実線の範囲）で発

生した。崩土は斜面下方の家屋を破壊し、死者 3 名、負

傷者 3 名、全壊 1 戸、半壊 5 戸、非住家全壊 1 戸の重

大な被害となった。流動化した土砂はさらに勾配のつ

いた道路に沿って流出した（赤点線の範囲）。

図 1 発生位置（富岡市撮影写真をオルソ化） 

図 2 降雨状況 
群馬県の富岡雨量観測所では、連続雨量 494.5mm

（10/11 14:00～10/12 23:00）、最大時間雨量 48.5mm
（10/12 12:00～10/12 13:00）で、災害発生直後の 12 日

17 時までの連続雨量は 397mm であった（図 2）。 
３．調査方法 

地形調査として、発生箇所周辺斜面の現地踏査及び

災害発生前後の LiDAR データを用いた GIS 解析を行

った。災害発生前の LiDAR データは利根川水系砂防事

務所の H21 撮影データ、発生後は群馬県の R1 撮影デ

ータを用いた。地質調査として、地すべり地の滑落崖や

側方崖に露出した地質断面を観察し、層序毎の性状を

調査・記載するとともに山中式土壌硬度計によって支

持強度を測定した。

４．調査結果 

４．１．地形的特徴 

図 3 に発生前後の標高差分及び縦断図を示す。崩壊

性地すべりは鏑川沿いの段丘崖 1)の上部で発生してお

り、崩れた深さは最大で 3～4m である。図 4 に発生前

の地形の傾斜量を示す。点線で囲った発生域は 15～25
度の比較的緩い斜面であった。LiDAR データからは明

瞭な地すべり地形や谷地形は認められない。発生斜面

の上位には段丘起源の緩斜面が広がり、図 5 に示す通

り、崩壊性地すべりが発生した斜面の集水面積は

3600m2、6100m2 であり、周囲の 1000～2000m2 より

も大きい。南側に隣接する斜面の集水面積は 6400m2 で

あるが、段丘崖斜面に谷地形が認められ、上位の緩斜面

まで浅い谷地形が及んでいる点が異なる。

４．２．地質的特徴 

図 7 に A-1 ブロックの滑落崖及び北側の側方崖で観

察した地質断面及び支持強度を示す。段丘礫を含む明

褐色粘土の上に淡橙色風化軽石と橙色軽石が載り、そ

の上に砂質火山灰土が載っている。群馬県のボーリン

グ調査によれば粘土層の下位は段丘礫層である。すべ

り面となった淡橙色風化軽石層は、風化によって軟弱

な状態で支持強度も小さい。側方崖では斜面に沿って

斜めに流れ盤で堆積しているのが観察された。風化軽

石層の上位は比較的透水性が高い軽石及び砂質火山灰

土、下位は透水性が低い粘土であり、透水性の境界にな

っている。仮に斜面に多量の水が浸透した場合は、風化

軽石層に間隙水圧がかかりやすい条件になっている。

発生 3 日後の 10 月 15 日の現地調査では、図 6 に示す

R10‑004

477

2020年度砂防学会研究発表会概要集



ように滑落崖の風化軽石層付近にパイプと推定される

複数の穴、粘土層などからの湧水が確認され、すべり面

付近に多量の水が集中したことが伺われた。群馬県の

調査によれば、段丘礫層内の地下水位が高く、段丘礫層

を経由しての地下水流入も指摘されている。

図 3 発生前後の標高差分（前：H21、後：R1） 

図 4 発生前地形の傾斜量（発生前：H21） 

図 5 発生前地形の集水面積（発生前：H21） 

図 6 パイプと湧水の状況（10 月 15 日） 

図 7 地質断面及び支持強度 
５．崩壊性地すべりの発生に係る要因 

崩壊性地すべりが発生した斜面は、明瞭な地すべり

地形が認められなかったことから、通常では土砂災害

の発生が想定しにくい箇所である。今回の調査によっ

て明らかになった本斜面に特徴的な地形・地質的特徴

は、次のとおりである。

① 軟弱な風化軽石層が斜面に沿って堆積しており、急

な勾配ではないが、流れ盤の弱層が存在していた。 
② 豪雨の際には、上位の広い緩斜面からの多量の水の

供給が推定される。

③ 軟弱な風化軽石層は、軽石・砂質火山灰土層と粘土

層の透水性境界に位置し、間隙水圧がかかりやすい

条件であった。

 このような条件を兼ね備えた斜面に対して、台風に

よる豪雨が作用して崩壊性地すべりが発生したと推定

される。

図 8 崩壊性地すべりの発生に係る要因 
６．おわりに 

今後は、すべり面となった風化軽石層への水の供給

プロセスや崩壊発生メカニズムを調査するとともに、

このような土砂災害の危険性のある斜面の調査方法に

ついて検討を進めたい。最後になりましたが、調査に協

力していただいた群馬県、富岡市、利根川水系砂防事務

所、関係各位に感謝申し上げます。

参考文献 

貝塚ら編（2000）日本の地形 4 関東・伊豆小笠原，

p194-198． 
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姫川流域における過去の土砂災害について 

国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所 石田 孝司・石田 哲也・杉﨑 亮太 

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・町田 尚久 

株式会社防災地理調査 今村 隆正・雨宮 圭吾 

１．はじめに 

姫川（流路長 60km，流域面積 722km2）は、長野県北部か

ら新潟県西部を通り、日本海に注ぐ「糸魚川－静岡構造線」

（フォッサマグナ西縁）に沿って流れる日本有数の土砂災

害の絶えない河川である。また、日本三大崩れに位置づけ

される稗田山崩れをはじめとした深層崩壊（地すべり）・天

然ダムの形成・決壊現象が頻繁に発生した河川である。 

本研究は、姫川流域における歴史的大規模土砂災害を対

象とし、規模の大きい天然ダムの位置とその規模の関係を

まとめた。また、姫川の支川である中谷川に注目し、古く

から記録のある清水山の地すべり・天然ダムや、姫川流域

などに伝わる抜け止め杭の神事について報告する。 

２．姫川流域の主な天然ダムの位置と規模 

図 2 は姫川と支流の河床縦断面図で、7 箇所（岩戸山 約

2 万年前含む）の天然ダムの位置を示している。文亀元年

十二月（1502.1）の越後南西部地震では、姫川本川右岸の

真那板山が崩壊し、天然ダムが形成された。また、同年に

清水山でも地すべりに伴う天然ダムが形成されている。正

徳四年三月（1714.4）の信州小谷地震では、岩戸山が崩壊し、天然ダムが形成された。明治 44 年（1911）

8 月 8 日、台風通過から 3 日経過した晴天時に、突如、稗田山崩れが発生し、崩壊土砂が姫川左支川の浦

川を流下し、姫川との合流点付近で、天然ダムが形成された。さらに、昭和 14 年（1939）4 月 21 日に風

張山、昭和 42 年（1967）5 月 5 日に赤禿山が崩壊し、天然ダムが形成された。 

1911

1502

1502

1939
1714

1967

1911：発生年
約2万年前

図 2 姫川流域河床縦断図における大規模崩壊と天然ダム湛水範囲位置図 
稗田山崩れ 100 年事業実行委員会（2011）に加筆 

図 1 姫川流域位置図
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３．清水山地すべりの天然ダム 

清水山は養老二年（718）から地すべりの記録が残されており、以来、慢性的に変動を繰り返してきた。

文亀元年（1502）の地すべりでは、押出した土砂が中谷川を堰止め、天然ダムが形成された（図 3 参照）。

災害発生誘因は不明であるが、文亀元年十二月十日（1502.1.28）に発生している越後南西部地震の影響と

推定される。地元の言い伝えでは、天然ダムの湛水は田中地区イカリ地籍（この小字の位置は不明）に及

んだとされている。地すべり深度を考慮したダム高 60m の湛水域は、この災害で移転したとされる神宮寺、

この災害で地名ができたとされる「沖」地区、上流集落の多くが水没しないことを踏まえ、適当と考える。 

４．戸隠神社の抜け止め杭 

姫川流域では、地すべりよけとして、戸隠神社から祈祷された「抜け止めの杭」を亀裂などに打つ呪い

（まじない）の風習があり、越志（2004）・中村（1934）によれば、信州新町や小谷村、新潟県の地すべり

地帯（糸魚川市蒲池など）で行われていた。戸隠神社は水を恵む神である九頭龍を祀っており、洪水除け、

地すべり除けの神としても信仰されていた。小谷村上手村（わでむら）地区（図 3 参照）では現在もこの

風習を受け継ぎ、杭打ちが行われている。 

上手村は清水山対岸の尾根を越えた緩斜面地の集落で、地すべりの土砂災害警戒区域に指定されている。 

５．おわりに 

姫川流域、特に中谷川流域には地すべり地形が多く分布しており，過去に大規模崩壊が発生したと考え

られる箇所は多く存在する。今後もこれらの調査を進めるとともに，過去の土砂災害と砂防の歴史を地域

住民に啓発することで，防災教育に活かす予定である。 

参考資料 

越志徳門（2004）川と民話-川とともにあった人々の生活を今に伝えるもの-、河川文化 河川文化を語る会

講演集、その十六 

小谷村教育委員会（1979）小谷民俗誌、p.182 

記念誌編集委員会（1992）姫川砂防事務所開設 50 周年記念誌、180p.  

稗田山崩れ 100 年事業実行委員会（2011）稗田山崩れ 100 年シンポジウム、40p. 

中村慶三郎（1934）山崩、254p. 

図 3 清水山地すべりによる天然ダム湛水域 
地理院地図に災害状況等を追記 
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干渉 SAR解析を用いた地すべり地形の活動性に関する広域的な検討 

静岡大学大学院総合技術科学研究科 ○谷 真志 

静岡大学学術院農学領域 今泉文寿，逢坂興宏 

1 はじめに 

 干渉 SAR解析は，地球表面の変動を捉える技術

で，マイクロ波レーダー観測を地表の同一地点で

2 回実施し，反射波の位相差をとることで，数 10 

kmという広範囲の地表変動を数 cmの精度で面的

に捉えることができる。既往の研究では，現地観

測が行われている特定の地すべり（石塚ら，2017）

などでその有効性が示されている。しかし，干渉

SAR 解析を広域的に行うことで各地質帯における

活動地すべりの発生状況を捉えた研究は少ない。

そこで本研究では，静岡県内における主要な地質

帯ごとに干渉SAR解析を広域的に用いて活動地す

べりを抽出した。さらに地形要因に着目し，地す

べり地形移動体末端部の河川または道路の存在，

平均地上開度，移動体の平均傾斜の 3 つの指標と

地すべりの活動性との関係性を検討した。 

2 解析方法 

 解析対象は，静岡県の西部・中部・東部それぞれ

において設定した範囲内に存在する地すべり地形

である（図－1）。範囲の設定は産総研「20万分の

1日本シームレス地質図 V2」の地質をもとに行っ

た。西部は三波川変成帯に属し泥質片岩である。

中部は静岡県内の付加体で地すべり地形が最も集

中している三倉層群である。東部は第四紀安山岩

である。解析に用いた画像はマイクロ波レーダー

「PARSAR-2」であり，干渉 SAR 解析ソフト

「RINC(Ver.0.40)」を用いて干渉処理を行った。干

渉画像は，静岡県西部・中部・東部それぞれの地域

で各 2 枚，計 6 枚を作成し，観測期間には地すべ

り活動の活発な梅雨期・台風期が含まれるように

した。次にそれぞれの地質帯において，防災科研

「地すべり地形 GIS データ」上に地すべり地形の

活動性の有無を干渉画像の判読により推定した。

判読の結果，地すべり地形を「活動性あり」，「活動 

図－1 解析対象地 

性なし」，「判別不可（干渉性が悪いため判別が困

難な部分）」の 3つに分類した。移動体内部の変動

量とその周囲を比べて変動量に変化が認められな

かった場合，その地すべり地形は「活動性なし」，

変化が認められた場合「活動性あり」と定めた。 

4 結果と考察 

4.1 地すべり地形活動性の判読結果 

地すべり地形活動性の判読結果を表－1に示す。

変成岩帯，火成岩帯では，2枚の干渉画像共に活動

性ありと判断された地すべり地形が存在しなかっ

た。両地質帯の地すべり地形の多くは，過去に活

動していたものと考えられる。付加体では 2015年

6 月～2016 年 6 月観測の干渉画像で 7 箇所（図－

2），2016 年 3月～11月観測の干渉画像で 1箇所の

地すべり地形が活動性ありと判断された。 

4.2 地形要因の検討 

4.2.1 地すべり地形の活動性と傾斜の関係 

 本節では，7箇所の地すべり地形が活動性ありと

判断された 2015 年 6 月～2016 年 6 月観測の付加

体の干渉画像を対象に，活動性ありの地すべり地

形および活動性なしの地すべり地形（1276 箇所）

の地形的特徴について検討する。 

地すべり地形活動性と傾斜の関係を図－3 に示
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す。傾斜には地すべり地形の移動体内部の平均傾

斜を用いた。活動性ありと判断された地すべり地

形は 25°～32.5°の傾斜で発生しており，他の地

域と比べて急勾配であった。これは，本研究の対

象地域の地形が急峻であったため，地すべり地形

の傾斜も高くなった可能性がある。t 検定を行った

結果，活動性ありと活動性なしの間で傾斜の分布

の違いに関する明確な有意差はなかった（P>0.05）。

表－1 地すべり地形の活動性の判読結果 

図－2 2015年～2016年観測の干渉画像結果に 

おける活動性あり地すべり地形 

図－3 地すべり地形活動性と傾斜の関係 

4.2.2 地すべり地形の活動性と末端部の河川ま

たは道路の有無の関係 

国土地理院の標準地図を用いて地すべり地形の 

移動体末端部に河川または道路が存在するか調べ，

地すべり地形の活動性との関係を検討した。結果

は，活動性あり地すべり地形において，移動体末

端部に河川または道路の存在する割合は 57%，存

在しない割合は 43%であり，活動性なし地すべり

地形の河川または道路の存在する割合は 24%，存

在しない割合は 76%であった。このことから，移

動体末端部に河川または道路などの末端部を削る

要因が存在する場合，地すべり地形が活動しやす

い傾向にあると考えられる。 

おわりに 

地すべり地形の活動性を広域的に明らかにする

ため，干渉 SAR解析を用いて静岡県内の主要な地

質帯上に存在する地すべり地形の活動性を確認し

た結果，2015～16年に付加体が分布する地域を観

測した干渉画像結果において，7箇所の地すべり地

形で活動性が確認された。また，その画像結果で

活動性を判読した 1348 箇所の地すべり地形につ

いて，活動性ありと活動性なしの間で傾斜の分布

の違いに関する明確な有意差がないこと，移動体

を削る要因が存在する場合に地すべり地形が活動

しやすいことが確認された。 

謝辞 

東大地震研特定共同研究 B（2018-B-02）「SAR を用いた多角

的な地殻・地表変動研究」によるデータの提供を受けた。こ

こに付記して感謝いたします。 

参考文献 

石塚ら（2017）: 干渉 SAR 解析によって推定した地表変動

と地すべりブロックとの関連―白山甚之助谷周辺の地すべり

を例に―，応用地質，Vol.57，No.6，289-294 

観測期間 活動性なし 活動性あり 判別不可

マスター スレーブ （日） 地すべり数 地すべり数 地すべり数

2017/06/20 2017/11/21 155 252 0 17

2019/05/24 2019/11/08 168 269 0 0

2015/06/26 2016/06/24 364 1269 7 71

2016/03/01 2016/11/08 253 1319 1 28

2018/05/22 2018/10/23 155 252 0 0

2019/05/19 2019/11/03 168 252 0 0

変成岩

付加体

火成岩

269

1348

252

地質
観測年月日

地すべり地形数

482



岩盤内地下水位を指標とした深層崩壊発生危険度予測手法の提案 

信州大学農学部（現 長野県林務部） ○冨田 美久 

信州大学学術研究院農学系     平松 晋也 

天竜川上流河川事務所 伊藤 誠記 

１．はじめに 

 本研究では，深層崩壊の発生予測に資することを目的とし，対象流域内で岩盤内地下水位と湧水量を観測するとともに，同

観測地点での電気伝導度の経時変化を観測した。そして，岩盤内地下水位や湧水量の降雨応答特性について考察するととも

に，原位置トレーサー試験を実施し，岩盤内地下水の流動経路のモデル化を試みた。さらに，明らかになった知見を基に岩盤

内地下水位変動予測モデルを作成し，岩盤内地下水位の再現を試みた。 

２．研究対象流域と観測概要 

 対象流域は，長野県上伊那郡飯島町に位置する与田切川流域内の小流域（Y-1流

域：図-1）であり，流域内上流に位置する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。 

３．岩盤内地下水位と湧水量の降雨応答特性

 岩盤内地下水位と湧水量の経時変化を図-2に示す。観測期間内に出現した降雨（図-

2）の内，①降雨に対する岩盤内地下水位と湧水量に明

瞭な反応がみられ，かつ②降雨の前後に無降雨期間が24

時間以上続いたイベントを解析対象イベント（39イベン

ト）として抽出した。 

 Gw1とGw4地点の降雨応答特性は類似しており，と

もに降雨に対する反応が緩慢である事実に対し，Gw2地

点は鋭敏に反応しているため，Gw2地点とGw1&Gw4

地点の地下水の供給水源は異なるものと推察された。一

方，流域最上流部に位置するGw3地点では，無降雨期

間が続いてもほとんど水位低下がみられず，降雨による

地下水位上昇もほとんどみられない。また，Sw1とSw2

地点は近接しているものの，Sw1地点の湧水量はSw2地

点よりも降雨に対する応答が鋭敏であるため，Sw1地点

とSw2地点へと至る岩盤内での地下水の流動経路は異な

るものと推察される。 

４．岩盤内地下水の流動経路 

 Y-1流域内での岩盤内地下水の流動経路を定量的に把握するため，原位置トレーサー試験を既往研究と合わせて計22回実施

した。その結果，トレーサー投入時の岩盤内地下水位の相違により，トレーサーの到達の有無やその所要時間に差異がみられ

た。トレーサー試験により得られた知見を基に，降雨応答が鋭敏なGw2地点を基準として①Gw2地点の岩盤内地下水位が

1,140.39m未満の場合，②Gw2地点の岩盤内地下水位が1,140.39m～1,142.55mの場合，③Gw2地点の岩盤内地下水位が

1,142.56m以上の場合の3ステージに区分し，各ステージに対応したY-1流域内での岩盤内地下水の流動経路を図-3に示す。

Gw2地点～Gw3

地点でのステー

ジ①と②～③の

地下水の流動方

向の相違より，

Gw2地点と

Gw3地点間の岩

図-1 研究対象流域 

●：地下水位計， 

  電気伝導度計 

■：三角堰 

▲：雨量計 

図-2 岩盤内地下水位と湧水量の経時変化 
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図-3 岩盤内地下水の流動経路 
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盤内地下水の移動は，動水勾配に依存しているといった興味深い事実が明らかになった。また，Gw2地点の岩盤内地下水位の

上昇とともに，Gw2地点→Gw4地点，Gw2地点→Gw1地点へと向かう岩盤内地下水の流動経路の存在が確認された。 

５．岩盤内地下水位変動予測モデルによる岩盤内地下水位の再現 

Gw1～Gw4地点で確認されたトレーサー試験結果を基に，岩盤内地下水

位の再現を目的とした岩盤内地下水位変動予測モデルの構築を試みた。本

モデルでは，降雨に対する地下水の貯留と流出を再現可能となるタンクモ

デルを基本とし，各地点の岩盤内地下水位は，図-4に示す各タンクの貯留

水深（Gw3地点：HGw3，Gw2地点：HGw2，Gw1地点：HGw1，Gw4地点：

HGw4）を用いてそれぞれ再現した。タンクに設けた側方流出孔の高さと孔

径は，現地観測結果とトレーサー試験から得られた知見を基にそれぞれ決

定した。たとえば，Gw2地点の地下水位が1,140.39mの時にトレーサーを

投入するとGw4地点で到達が確認されたため，モデルの貯留水深：HGw2

が1,140.39mに相当する高さに達するとGw2地点からGw4地点へと流出

するように側方流出孔の高さを設定した。本研究で提示した

岩盤内地下水位変動予測モデルによる再現結果を示した図-5

より，Gw4地点での再現性は若干劣るものの，Gw1，Gw2，

Gw3地点の岩盤内地下水位を概ね良好に再現していることが

わかる。 

６．深層崩壊発生危険度予測手法の提案と今後の課題 

Gw2地点の岩盤内地下水位は降雨に対し鋭敏に反応してい

る事実や，Gw2地点の岩盤内地下水位変動予測モデルによる

再現性は概ね良好であるといった事実を勘案し，Gw2地点の

岩盤内地下水位を指標とした深層崩壊発生危険度予測手法の

検討を行った。本研究で提示した手法では図-6に示すよう

に，Gw2地点の岩盤内地下水位を常時監視することにより，

実測値（Gwobs.）と岩盤内地下水位変動予測モデルによる再

現値（Gwcal.）との差異（Gwobs.(t)－Gwcal.(t)：以下，⊿Gw(t)と

呼ぶ）をリアルタイムで算出することになる。⊿Gw(t)＞0と

なった場合は外力の作用により岩盤内での地下水の流動経路

が変化し，これまで以外の経路からの地下水の追加流入によ

り地下水量の増加にともなう下流部での安定性の低下が懸念

される。逆に⊿Gw(t)＜0となった場合はGw2地点上流の岩盤内の水

みちが閉塞し，上流域での岩盤内地下水位の急上昇が懸念される。時々刻々

と変化する値として得られる|⊿Gw(t)|と過去に記録された|⊿Gw(t)|の最大値

（以下，Gwlimitと呼ぶ）を比較し， |⊿Gw(t)|がGwlimitを上回ると深層崩壊発

生の危険性が従来よりも高まったものとみなすことになる。また，|⊿Gw(t)|

＞Gwlimitとなったものの岩盤内での変動がみられなかった場合には，この時

の|⊿Gw(t)|の値を以後のGwlimitとして運用することになる。ここで提示した

評価手法は，学習型の評価法であり，今後データ（⊿Gw(t)）を蓄積すること

によりその精度の向上を画ることになる。 

今後は観測データを蓄積することにより，Gwlimitの更新を重ね，予測精度

の向上を図ることになる。また，現時点では，Gw2地点の岩盤内地下水位の

ピーク値は良好に再現できているものの，Gw4地点は危険度予測手法を実際

に適用し得るまでの精度には至っていない。将来的には，本研究で提示したGw2地点での手法を他の地点の岩盤内地下水位に

も適用し，Gw1，Gw2，Gw4地点での岩盤内地下水位を指標とした複合的な観点から深層崩壊の発生危険度を評価し得るモデ

ルの構築へと研究を展開していきたい。 

図-6 深層崩壊発生危険度評価の概要 

Gwobs.(t)：時刻tでの岩盤内地下水位の実測値

Gwcal.(t)：時刻tでの岩盤内地下水位の再現値

Gwlimit：過去に記録された岩盤内地下水位の実測値と再現値の差の最大値

NO

入力値

岩盤内地下水位の実測値Gwobs.(t)と再現値Gwcal.(t)との比較
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図-4 岩盤内地下水位変動予測モデル 
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図-5 岩盤内地下水位変動予測モデルによる再現結果 
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地区防災計画の現状と課題 

～土砂災害に対する警戒避難体制構築に向けて～ 

岩手大学農学部 〇後藤伶央  井良沢道也 

1．背景と目的 

 近年の豪雨による土砂災害における住民の避難行動について検証した結果，市町村から発信される避難や

災害のリスクに関する情報が正しく理解できていないために避難行動にうまく結びついていない等の課

題が浮き彫りとなった。これを受けて国土交通省では，実効性のある避難の確保のために，地区防災計画の

策定に基づく警戒避難体制の強化を図っていくこととしている。1）しかし，土砂災害を対象とした避難計画や

策定後に計画が機能した事例等の研究は少ない。２）

そこで本研究では，土砂災害を想定した地区防災計画策定後，平成 30年 7月豪雨の際に住民の自主避難に

成功した先進事例調査からその効果や今後の課題等について検討を行った。 

2．調査地と調査方法 

調査対象地は岐阜県下呂市小坂町落合地区とした。世帯数 74 戸，人口 198 人，高齢化率約 50％と過疎高

齢化が著しく進んでいる。土砂災害や洪水，融雪型火山泥流による被害が想定されることなどから，平成 28

年から地区防災計画の策定に着手し，平成 30年 7月

豪雨では，避難準備・高齢者等避難開始情報や避難

勧告が発令される前に住民が自主避難を行った。２） 

1）地区防災計画の内容等について地区長および

下呂市役所職員を対象に聞き取り調査を行った。 

2）同地区住民を対象に，平成 30年 7月豪雨時の

避難行動や防災意識，地区防災計画への取り組み状

況等について戸別訪問による聞き取り調査（質問数：

21）を行った。 

3．結果と考察 

1）聞き取り調査結果より，落合地区では地区防災計画の取り組みとして近隣の 3軒から 5軒程度の小グル

ープで，災害時に避難時に声がけや避難の手助けを行う「少人数声がけ避難」が行われていた。また，地区内

の住民の避難支援が難しい要支援者に対して，地区の役員や防災リーダーを中心とした避難支援が行われてい

た。なお，図上演習等は行われたが避難経路などの検討や自主ハザードマップの作成は行われていなかった。 

２）調査の結果（有効回答数：64）から，平成 30年 7月豪雨の際の落合地区の自宅外避難の割合はおよそ

2割であり，避難した過半数の住民は周辺環境の変化がきっかけで避難行動を行っていた。また，地区防災計

画に取り組んでいる住民とそうでない住民とでは避難の有無および声がけの実施の有無に有意な差はみられ

ず，住民の避難行動に対する効果はみられなかった。一方で，避難した住民の家族構成については，「夫婦・

家族と同居」と「独居」では後者のほうが有意に高く，地区の防災リーダーを中心とした要支援者への避難支

援の効果が表れたものと考えられる。 

図 1 調査対象地 地形図  （国土地理院 HPより） 
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また，避難場所の認識率は 100％と非常に高い結果が得られた。地区防災計画は地区の住民に広く認識され

ている結果が得られた。 

加えて，地区内の土砂災害のリスクについての認識率や地区の防災体制への課題意識は地区防災計画に取り

組んでいる住民とそうでない住民では前者が有意に高く，地区防災計画の取り組みにより，防災意識の向上に

はある程度効果があったと考えられる。 

4．まとめ 

 本地区では，地区内の災害リスクや防災の課題の把握，災害時の要支援者の支援を実行しており，地区防災

計画の取り組みが防災力向上に一定の効果があることを示した。しかし，防災リーダーとその他の住民との意

識の違いや災害時の避難行動の実効性等の課題も明らかになった。今後はさらに地区住民個々の自助および地

区全体の共助を高めていくために，継続的な防災訓練等の活動および地区防災計画の定期的な見直しを行って

いくことが必要であると考えられる。行政としては，今後防災リーダーの育成支援や地区防災計画や地域の防

災を見直すきっかけづくりを行っていくことが求められる。 

【謝辞】 
本研究を進めるにあたって，下呂市職員の皆様ならびに落合地区住民の皆様にご協力いただきました。深く

感謝申し上げます 
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１）国土交通省(2019) ＜http://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_jikkousei/190529/hokokusyo.pdf＞

２）阪本真由美 小山真紀：地区の主体性回復と災害時の避難に関するー考察

－下呂市小坂町落合地区における地区防災計画と平成 30年 7月豪雨―， 

地区防災計画学会誌，vol.15，p34-42，2019 
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土砂災害マイ・ハザ－ドマップ作成における避難場所の選定について 

西本晴男 1)、〇伊藤達平 1)、榊原弘 2)、町田岳 2)、竹下幸美 2)、柏田すみれ 2)、井堀雄介 2) 

1.はじめに 

1.1 土砂災害マイ・ハザ－ドマップとは 

(1)背景と目的 

土砂災害からの警戒避難のあり方は、世帯

の家族構成、災害時要配慮者の有無、自宅と

土砂災害(特別)警戒区域との位置関係や指定

避難所までの距離により異なる。また、土砂災

害は、斜面や渓流毎に災害の発生状況が異な

るため、それぞれ個別の対応が必要である。 

本取り組みの目的は、個々の斜面や渓流、

斜面や渓流の近辺に居住する世帯の特徴を考

慮し、状況に合った避難方法を見つけ出し、そ

れを反映したハザ－ドマップを作成すること。 

作成を通じてリスク・コミュニケ－ションを図り、

土砂災害への防災意識を高めることにある。 

(2)作成手順 

STEP1：世帯毎の状況や警戒避難の考え方を

聞き取り、状況に応じたマップ案を作成。 

STEP2：まち歩きと避難訓練により自宅や避難

路の状況を再確認し、マップを見直した。 

1.2 対象地区の概要 

対象地区は、以下の条件を満たす図 1.2.1 に

示す 4地区(6町)とした。 

①(特別)警戒区域の指定が完了した地区

②地区内の世帯数が概ね 20～30世帯

図1.2.1 対象地区(4地区[6町]) 

2.避難所の種類・避難路の選定の考え方 

今回の取り組みでは以下の 3 種類の避難場所

のうち、(2)、(3)について参加住民と話し合い、設

定した。 

(1)指定避難場所：自治体が指定した避難場所 

(2)自主避難場所：自宅より安全で指定避難場所

より近い施設 

(3)時間に余裕がない場合の避難場所：自宅周り

で最も安全な場所 

図2.1.1 各避難所のイメ－ジ 

2.1 避難路選定の考え方 

・土砂災害(特別)警戒区域、後述する注意が必

要な箇所を通過するル－トは避ける

・移動手段は徒歩を基本とするが、避難路の道

路幅が広く、視界が良く、避難場所に駐車場

がある場合は自動車による避難も可

2.2 土砂災害への注意が必要な箇所の抽出 

本取り組みでは、土砂災害(特別)警戒区域だ

けでなく、“過去に土砂災害が発生した箇所”、

“普段とは異なる異常な現象”が発生した箇所

を住民から聞き取り、“土砂災害への注意が必

要な箇所”としてマップに記載した。 

こういった情報は、地区の重要な共有知識で

あり、過去の小規模災害や異常な現象が将来

的に規模の大きい土砂災害につながる可能性

があると考え、マップに記載した。 

2.3 自主避難場所選定に関する考え方の違い 

4 地区全てで同一手法により、マイ・ハザ－ド

マップを作成したが、立地状況、(特別)警戒区域

の指定状況により、自主避難場所に関する考え

方の相違があった。その内容を、表 2.3.1 に示す。

なお、同一の地区では、住民間で多少の相違は

あるが、同じ施設に避難することが多い。

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 

v

自　宅
自主避難所

時間に余裕がない

場合の避難場所
指定避難所
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2.4 地区の状況に応じた避難所・避難路の選定 

自主避難場所を選定する際のキ－ワ－ドを表

2.4.1に示す。 

表2.4.1 自主避難場所選定時のキ－ワ－ド 

 

 

 

「自宅から避難所までの距離」は、1.0km 以上

離れた施設でも普段使用していれば、そこへの

避難に抵抗のない地区があった。「開錠の可否」

は、市の施設で、職員が地区内に住んでいる場

合は、そこへの避難に抵抗がなかった。 

なお、未指定であるが注意が必要な斜面下に

ある集会所を自宅に近いという理由で自主避難

場所とする地区があったため、周辺の状況を説

明し、別施設を自主避難場所とするよう提案した。 

以上に示す住民意見により、自主避難場所は、

自宅から原則 0.5～0.7km 以内の施設とし、橋梁

や過去の災害発生個所、土砂災害警戒区域等

を通らない避難路により避難するマップとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 自主避難場所が選定できない場合の対応 

今回の取り組みでは、自宅周辺に自主避難場

や時間に余裕がない場合の避難場所に適した

施設がない場合は、“適切な避難施設なし“とし、

「指定難場所へ早めの避難を心掛ける」と記載し

た。しかし、D 地区では全住民の自主避難場所

が“避難所としての適地なし”となったため、参加

住民から指定避難場所よりは近い隣接市の施設

を“自主避難場所”にしたいとの要望が出た。 

地域住民が土砂災害からの警戒・避難という

観点から地区の現状を見直し、自らの避難場所

に関して代替案を提案することも、本取り組みの

成果と考える。 

3.まとめ 

一連の取り組みにより、作成したマイ・ハザ－ド

マップに関して、参加住民へのアンケ－ト調査を

行った結果、9 割近くの住民が有益であったと回

答している。

なお、マイ・ハザ－ドマップは個人の避難の在り

方を取りまとめたものであり、この他に地区全体で

の土砂災害からの警戒・避難に関する取り決め

(地区防災計画など)が必要である。また、地区の

取り決めによりマイ・ハザ－ドマップの内容を見直

すことでマップの実効性が高まると考える。 

謝辞 

末尾になったが、一連の取り組みにおいて愛知

県砂防課や建設事務所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。 

表2.3.1 立地条件や避難路の状況による自主避難場所の選定 
地区名 立地状況 避難路の状況 自主避難場所候補 過去の災害 異常現象 土砂災害への警戒・避難の考え方

A地区

・1級河川沿いの山間部
・山間部の集落、川沿
いの集落、平坦地の
集落に分類可能

河川沿いに県道、地方主要道が
ある
指定避難所までは2ｋｍ以上離
れている

地区内に2箇所(公民館、
福祉施設)の自主避難場所
がある
公民館裏は未指定の崖地

23事例
崖崩れ9事例
土石流8事例
その他6事例

10箇所
がけ崩れのお
それなど

・2箇所の自主避難場所の近い方を選択
・公民館から最遠の住民までは1km程度
であるが、普段使用しているため、抵
抗がない

B-1
地区

比較的広い県道がある
指定避難所までは0.5km以内

町内に指定避難所有り
町の集会所は特別警戒区
域内

11事例
崖崩れ5事例
その他6事例

12箇所
河川増水など

・指定避難所を自主避難所とする住民
が多いが、橋梁部を通る場合は別施
設を選択することもある

B-2
地区

指定避難所までの道に災害事例
が多く、1km以上離れている

町の集会所は未指定のが
け下にある

10事例
崖崩れ7事例
その他3事例

18箇所
がけ崩れのお
それなど

・自宅周辺の施設(警戒区域外の納戸)を
自主避難場所とする

・指定避難所までのル－ト上に多くの災
害発生個所があり、そこへの避難には
抵抗がある

B-3
地区

比較的広い県道がある
指定避難所までの県道に災害事
例が多く、1km以上離れている

町の公民館は特別警戒区
域内

3事例
崖崩れ2事例
土石流1事例

13箇所
土砂流出のお
それなど

・自宅周辺の施設(県道沿いの平地)を
自主避難場所として一時待機

・自主避難場所が設定できない世帯有

C地区

・丘陵地の地区
・集落は斜面下にある
・町の中央に小河川が
ある

指定避難所までに国道・県道が
あり、0.5～1.5km程度の距離
指定避難所までの道路に崩壊事
例を有する斜面有

地区内に自主避難所の適
地が2箇所(公民館、寺院)
ある
公民館前の崖(3.5m程度)
に崩壊事例有

19事例
崖崩れ6事例
土石流2事例
その他11事例

5箇所
倒木のおそれ
など

・指定避難所への避難も考慮している
・集落毎に異なり、2箇所の自主避難場
　所へ避難
・町の中央を流れる川を渡ることに抵抗
がある

D地区
・山間部の地区
・地区全域が区域指定

地区内は、斜面・渓流沿いの狭
い道路が多く、指定避難所まで
は10km程度離れている

地区内に自主避難場所の
適地がない

25事例
崖崩れ25事例

26箇所
がけ崩れのお
それなど

・自主避難場所は設定できない
・隣接市の施設への避難を要望

・山間部の自治区
・小河川沿いの集落、
山間部の集落に分類
可能

種別 項目 内容 備考
自宅からの距離 概ね0.5～0.7km未満 例外有
警戒区域等 指定されていないこと
過去の災害事例 災害発生事例がないこと
施設の構造(RC造) 特に拘らない
施設の階層 特に拘らない
開錠の可否 地区で鍵を管理している施設 例外有
駐車場の有無 駐車場の有無は気にしていない

道路状況
坂道や登り階段,橋梁を通るル－ト
は選定しない

警戒区域等
警戒区域内を通過することは
気にしていない

過去の災害事例
過去の災害事例がある箇所は
通過しない

避難
場所

避難
経路
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住民主体の土砂災害ハザードマップ作成方法 

 岡山理科大学 ○佐藤丈晴

西日本高速道路株式会社  伊勢 葵

１．はじめに

西日本を襲った平成 30 年 7 月豪雨を契機に，今後の水害・土砂災害からの避難に対する基本姿勢として，

住民は自らの命を自ら守る意識を持ち，行政はそれをサポートする社会を目指す方針が示された（平成 30

年 7 月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ（2018））。住民が主体となった地

域の避難に関する取り組みとして，いつどこに避難をすべきかを確認するため，ハザードマップの作成と周

知が必要となった。岡山県では，県内 12,578 箇所について土砂災害警戒区域の指定については完了した。

しかし，土砂災害危険箇所でない斜面においても，土砂災害が発生することもある。ハザードマップの作成

は，避難所や避難経路についても安全性を考慮しなければならないが，土砂災害危険箇所でない場所は，通

常基礎調査が実施されず，土砂災害警戒区域が設定されない。本研究では，平成 30 年 7 月豪雨における被

災事例を基に，土砂災害の被災範囲と土砂災害警戒区域との関連性から，住民主体のハザードマップの基図

を作成する試みを行った事例を報告する。 

２．平成 30 年 7 月豪雨における岡山県の被災状況 

図－1 は被災箇所が土砂災害危険箇所であった割合を調査した結果で

ある。岡山県が実施した 12,578 箇所の基礎調査箇所と比較した結果，

44％が土砂災害危険箇所以外の場所で土砂災害が発生した。 

続いて土砂災害危険箇所において発生した土砂災害の流出土砂の範囲

と土砂災害警戒区域を比較した（図－2）。ほとんどの災害が土砂災害警

戒区域内で収まっていることが確認できる。 

３．想定土砂災害警戒区域の設定

前章のとおり土砂災害警戒区域は，適切に設定されているが，土砂災

害危険箇所でない場所は，土砂災害が発生しないということではない。

しかしながら，住民視点では，土砂災害警戒区域が設定されていないこ

とは，土砂災害の危険性が相対的に小さいと判断していることが，被災

者の証言から読み取れた。平成 30 年 7 月豪雨の被災地では，隣の斜面

が土砂災害警戒区域として設定され，この斜面は設定されていないのに

なぜこちらが崩壊するのかという指摘をいただいた。地形的に危険度の

高い場所をすべて表示していないこの課題を改善しない限り，避難経路

や避難場所の適切な設置において問題となる。そこで，平成 30 年 7 月

豪雨において岡山県内の土砂際危険箇所以外で発生した 44%（24 箇所）

について，手動で地形図を用いて土砂災害警戒区域に相当する区域の設

定を試みた。本研究では，この区域を想定土砂災害警戒区域と記し，土

砂災害警戒区域と区別する。想定土砂災害警戒区域と土砂災害の流出土

砂の範囲を比較した（図－3）。24 箇所すべてにおいて想定土砂災害警戒

区域内に被災地域が収まっていたことから，岡山県においては，土砂災

図－2 平成 30 年 7 月豪雨 

における岡山県内 

の被災箇所のうち 

流出土砂が土砂災 

害警戒区域外に 

達した割合

図－1 平成 30年 7月豪雨に 

おける岡山県内の 

被災箇所の割合
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害警戒区域の地形的条件は，適切な条件設定であることを確認した。ま

た保全対象などの社会的条件を外した地形条件のみの想定土砂災害警

戒区域の設定によって，斜面崩壊および土石流について対応可能なハザ

ードマップの基本図作成の可能性を示した。自治会などで作成するハザ

ードマップは，本手法で提案する土砂災害警戒区域などが示された基本

図に過去の経験や斜面の状況などを加えてそれぞれの地区で独自のも

のであり，かつ地区の現実を踏まえたものとなる。本手法は，その直前

の基本図面を作成する位置づけに用いられるものである。 

４．想定土砂災害警戒区域を設定したハザードマップ基本図の作成方法

前章の方法を用いて，岡山県の

N 地区についてハザードマップ

基本図を作成した（図－4）。中山
間地に位置する N地区では，土砂
災害危険箇所が二箇所しかない

ことから，住民視点では比較的安

全な地域であると錯覚する可能

性がある地域である。しかしなが

ら，町内別地区で平成 30年 7月
豪雨による土砂災害が発生した

ことから，地域の防災講座で問い

合わせがあり本検討を実施した。

図－4より山間地を抜ける道路
のほとんどが想定土砂災害警戒区

域に該当した。これらの道路を避難路に用いることをどう

評価するか考える必要があり，また避難所の位置を整理す

る必要がある。今後この基本図を用いて，住民個別の経験・

見解を加えた地区独自のハザードマップを作成する予定

となっている。

ここで用いた等高線間の距離について，表－1にまとめた。この表を用いれば，定規を用いて等高線間の
傾斜角を計測することができる。ハザードマップを作成する基本となる地図を準備する。まず傾斜度 30度
の急傾斜地を計測する。一つ一つの等高線の間を定規で計測し，表－1の該当箇所の距離よりも短ければ，
30度以上として赤色で着色する。この作業をすべての等高線で実施し，赤色の分布から急傾斜地を特定す
る。特定した急傾斜地から想定土砂災害警戒区域を設定し黄色で着色する。続いて危険渓流を設定する。

谷沿いに 15 度以上の箇所がある渓流について，流域を設定する。谷出口から直線方向を図示し，両側 30
度の角度で扇形を作成する。本提案手法は，防災教育現場において，指導者（専門家）の下，地域住民が主

体的に想定土砂災害警戒区域を設定し，ハザードマップの作成に寄与できればと考えている。

※本研究報告は，砂防学会誌 Vol.73，No.1，2020の技術報告で掲載予定です。詳細な内容につきましては，
学会誌をご確認ください。

図-4 岡山県 N 地区で制作したハザードマップ基本図

図－3 流出土砂と想定土砂

災害警戒区域の関係

等高線の
間隔

角度 水平距離
地図上の距離
（縮尺1:2000）

(m) (度) (m) (mm)

2 38.168 19.1
15 7.448 3.7
30 3.464 1.7

2

表－1 地図上での傾斜地の角度計測表
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防災学習が児童の防災意識に与える影響の把握 

～宮城県蔵王町の二つの小学校を対象として～ 

岩手大学農学部森林科学科砂防学研究室 〇小泉瑳智・井良沢道也 

1．はじめに 

1-1．本研究の背景

日本は、その地形や立地、気候などの条件により災害が発生しやすい国、いわば災害大国と言われている1。

災害大国である日本では地震や火山災害など非常に多くの災害が毎年発生している。中でも近年、平成 30 年

7 月豪雨（広島県）や北海道胆振東部での事例など土砂災害は急激な増加傾向にある2．現在の日本人における

土砂災害への防災意識は高いとは言えない．しかし他災害に比較して局所的に発生する土砂災害は適切な避難

行動により死者数を減少させることが可能であると考えられている3．そのため，人命を守るには防災意識を

高めていくことが急務である．殊に子供が防災意識を持つことで子供を媒介者として知識が広まり地域全体の

意識の向上につながることがわかっている4。また学校教育は国民の普遍的な機会であることから防災教育の

場として注目されている．しかし一方で防災教育には課題が多く残されている。例えば、防災学習の継続や始

動が困難であることや、防災学習を行った結果が避難行動に現れないことなどがあげられる。 

1-2．本研究の目的

本研究では，今現在行われている防災教育について継続されている活動、新規の活動の双方の調査を行い、

「防災教育を進めるうえでの課題、その解決策を探ること」と「児童に対して行った防災教育が児童の防災意

識に与えた影響を明確にすること」を目的としており，持続可能な防災教育に関する提言をすることにより，

防災教育活動の普及率上昇へ，効果的に防災意識を向上させる防災教育の形への提言から防災意識変化に直結

する防災学習提供へとつながると考えられる． 

1-3．調査対象および調査方法

本研究における調査対象校は蔵王町立永野小学校、同遠刈田小学校の２校である。蔵王山の噴火があった際

には融雪型火山泥流などの警戒区域に当たる。同小学校は 2019 年６月より「火山砂防フォーラム」での発表

を最終目標に防災学習を開始している。授業は週１回の「総合」の時間を利用して行われた。月に１度、外部

講師により、講義が行われた。対象学年は小学校５年生である。また、各小学校は現地見学も行っている。 

調査では、①児童へのアンケート調査、②児童の感想文テキストマイニング分析、③教員への聞き取り調査、

④参与観察を実施した。①児童アンケートでは、時間経過による防災意識の変化も見たかったため、(ⅰ)学習

会参加前、(ⅱ)開始から 2 か月後(ⅲ)最終発表直前の 3 期間の状況を問う形式とした。 

また，学校を主体にして行われている活動と学外で行われている活動、継続されている活動と新規で始まっ

た活動の比較を行うため下記の表１のように各調査地、奥州市立前沢中学校，八幡平市立安代中学校、中里市

民センター放課後子ども教室にアンケート調査や聞き取り調査を行った。 

新規活動 継続されている活動 

学校教育 永野小学校・遠刈田小学校 

安代中学校 

前沢中学校（2008年岩手・宮城内陸地震災害遺構

見学） 

学外教育 中里市民センター放課後子供教室 

表 1 調査対象の概要 
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3、調査結果と考察 

アンケートは、児童の防災意識および興味の変化について調査し、児童の感想文の分析は字数制限及び記述

内容に制限はなく児童が自由に記述したものを、KH コーダーの共起ネットワークにより統計を行った。感想

文の分析により、児童の児童にとって印象的である事項、覚えている内容や専門用語の増加やつながりを調査

した。結果について、それぞれのポイントを整理した。①については、感想文の分析から、専門用語に結び付

いている言葉として頻出し、さらにアンケート結果から楽しいと感じた児童は、学習内容の定着に関連がある

ことがわかった。②については自主学習の増加や、避難行動に関する自主性からみられ、またこれらの行動が

見られる児童は学習内容の定着率がχ二乗検定より有意に高いことがわかった。③については中里市民センタ

ー放課後子ども教室のアンケート結果および蔵王の小学校の感想文分析結果（図２参照）より、現地見学の重

要性が考えられた。④ついても最終アンケートの結果から災害について会話する機会が増えている児童ほど学

習内容の定着が有意に高まった。（図１参照）また反復学習は安代中学校のアンケート結果より、小学校時代

に行った防災学習内容を中学校で反復して学習することにより学習内容を思い出すこと、また何度も教わった

内容（避難所や、避難の合言葉など）は記憶に定着していることがわかった。 

一方、教員への聞き取り調査から、授業の実践方法や、継続の困難性、地域との連携の大きく三つのカテゴ

リーの課題がわかった。それぞれの課題への解決案として上記⑤～⑧を提言したい。

防災学習会は、災害の多発している現代において災害の死者数を減少させる重要な一手となるはずである。

今後、本研究の提言を現実化し、児童にとって効果的で有意義な防災学習会を普及していきたい。 

効果的な防災学習会に向けて 持続的な防災学習会の普及に向けて 

① 「楽しく」「珍しく」「新しい」 ⑤ 地域との連携

② 自主的に考えること ⑥ 理科・社会などの教科学習の利用

③ 現地見学 ⑦ 学校教員への学習支援

④ 災害について会話する機会・反復学習 ⑧ 専門家支援

謝辞：蔵王町立永野小学校、蔵王町立遠刈田小学校、土砂災害防止広報センターはじめ関係者の皆様には大変

お世話になりました。 

〈参考文献〉 

1 広辞苑 第 6 版 
2 国土交通省 ２１世紀の土砂災害対策を考える懇談会 資料、2003 年 
3 檜垣大助ほか「土砂災害と防災教育」、朝倉書店、2019 年 p.3 
4 豊沢純子ほか「小学生に対する防災教育が保護者の防災行動に及ぼす影響:—子どもの感情や認知の変化に

注目して—」 2010 年 

ハザードマップ

火山噴火 

現地見学や実験 
発表準備 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく話すようになった

雨が降った時など時々

地震があった後など時々

学習会参加後

あまり変わらない

学習内容を覚えているか×会話機会

(ｎ=31)

ほとんど覚えている 半分以上覚えている 半分も覚えていない

図 1 学習内容・会話機会結果 図 2 小学校感想文全体結果 共起ネットワーク図 
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線状降水帯検知を用いた土砂災害ポテンシャル予測の改善 

国土技術政策総合研究所 ○野村康裕、中谷洋明 

(一財)日本気象協会 片山勝之、増田有俊、渡邉良美、後藤祐輔 

1. はじめに

強雨域を自動抽出することは土砂災害に対する警

戒避難の実効性を高めるために不可欠である。風上

で発生した積乱雲が次々と流れ込むバックビルディ

ング型をはじめとする線状降水帯等が形成された場

合、数時間にわたって激しい雨が降り続き避難でき

なくなることと相俟って、甚大な土砂災害の被害が

発生している（平成 29 年 7 月九州北部豪雨、平成 26

年 8 月豪雨など）。現状では、これらの強雨域は、数

値予報では数時間～十数時間前に予測精度が確保さ

れていない。 

土砂災害に対して警戒を呼びかける情報としては、

都道府県が気象庁と共同で発表している土砂災害警

戒情報（以下、警戒情報）がある。警戒情報に対し

ては災害捕捉率は高いが空振りが多く、避難行動に

必ずしも結びついていないとの指摘が多い。さらに

局所的な集中豪雨の場合、警戒情報発表から災害発

生までの時間が短い等の課題がある。このことから、

國友ら(2016)は気象庁が配信するリアルタイムでの

解析雨量等を用いて重大な土砂災害を引き起こすバ

ックビルディング型の線状降水帯等に伴う集中豪雨

の自動抽出手法の研究を行った。 

先行研究の結果を踏まえ、停滞性を加味した線状

降水帯の自動抽出システムを開発し、最近 3 カ年の

降雨イベントに適用した結果を報告する。 

2. 検討手法

 ここでは表-1 に示すように、50mm/h 以上の降雨を

含み、かつ 20mm/h の降雨領域が楕円に近似できる

場合を線状降水帯とみなした。これは國友ら（2016）

での検討条件を基本としつつ近年の大規模な土砂災

害が発生した際の雨量条件を考慮したものである

（野村ら, 2018）。楕円の大きさは 95%の確率長円（強

雨域を 95%の確率でカバーする楕円）とした。軸比

（長軸/単軸）は線状という形状を表す要件として津

口・加藤（2014）において線状降水帯の判定に用い

られている値を参考とした。また、ここでは、バッ

クビルディング型等の線状降水帯を対象とするため、

中層風の風向と楕円の走向がほぼ同じであることも

条件を加えた。線状降水帯の抽出イメージを図-1 に

示す。バックビルディング型の線状降水帯等では風

上側に新たな降水セルが発生し、発達しながら下流

に移動する特徴がある。X バンド MP レーダの三次

元観測値を活用することで、線状降水帯等の風上側

に位置する降水セルの発達段階（ライフステージ）

を判別することができ線状降水帯等の抽出精度の向

上が期待出来る。ここでは MP レーダの観測値から

推定した降水セル内部の粒子の構成状況から降水セ

ルの発達段階の判別を行う増田（2016）の方法を用

いた。また、気象庁が配信している高解像度ナウキ

ャストデータを用いることで、2 次元の実況値で抽出

された線状降水帯の強雨域が 1 時間後も同じ地域に

停滞するかどうかを予測値で確認し停滞するものを

線状降水帯として抽出する手法を開発した。これら

の線状降水帯抽出手法を用いて最近 3 カ年（平成 29

年～令和元年）の出水期における降雨イベントに適

用した。線状降水帯を抽出し土砂災害発生の的中率

図-1 線状降水帯の抽出 

表-1 線状降水帯の定義 

項目 値

線状降水帯の面積 ≧ 200km2

線状降水帯を定義する雨量 ≧ 20mm/h

線状降水帯内に必要な最大雨量 ≧ 50mm/h

軸比（長軸/短軸） ≧ 2.4

長軸の長さ ≧ 40km

楕円の走行と雨域の移動ベクトル※の差 22.5度

20mm/h以上の面積 /楕円面積 ≧ 40%

高ポテンシャル域の定義 豪雨危険度12点以上の領域
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を算出した。発生時刻不明の土砂災害も多いことか

らここでは線状降水帯抽出と同日の土砂災害は的中

と評価した。さらに警戒情報発表地域において、抽

出時の楕円内でかつ警戒情報発表地域内で土砂災害

が発生したものを、的中とみなして評価した（図-3）。 

3. 結果および考察

 最近 3 カ年の出水期に線状降水帯が抽出された際

の土砂災害（土石流、がけ崩れ）に対する的中率を

算出した。その結果を表-2 に示す。気象庁レーダに

よる抽出手法では 27.7％で、警戒情報と重なった場

合は 45.1％、X-MP レーダの 3 次元データによる抽出

手法では34.6％で、警戒情報と重なった場合は47.2％、

高解像度ナウキャストによる抽出手法では 42.1％で、

警戒情報と重なった場合は 51.7％である。 

線状降水帯抽出については、高解像度ナウキャス

ト、X-MP、気象庁レーダの順に的中率が高くなり、

警戒情報が発表されている地域に線状降水帯が抽出

されると線状降水帯抽出だけの場合より的中率が約

1.6 倍高くなる場合があった。予測雨量を用いた雨域

の停滞性評価や三次元データによるセルの発達状況

の評価を加味することで、線状降水帯によって発生

する土砂災害のポテンシャル評価が改善されること

を示している。また、既存の警戒情報と組み合わせ

ることで、降水短時間予報による予測を量や場所に

関して補完し、停滞性の局所豪雨により警戒情報の

基準雨量を超える可能性が高い地域を絞り込めるこ

とを示している。

 上記の検討と並行し、令和元年の出水期に全国の

都道府県やモデル市の防災担当者を対象に線状降水

帯抽出システムを試行運用した。その結果、警戒避

難を検討する上で線状降水帯の抽出が土砂災害の切

迫感を分かりやすく共有できる効果を確認できた。

警戒情報に加え線状降水帯抽出手法を活用すること

で、実効性の高い警戒避難を支援できると考えられ

る。 

4. おわりに

今後は線状降水帯抽出技術を地形、地質等の土砂

災害の素因特性と組み合わせ、災害的中率を確認す

ることで、土砂災害ポテンシャルの高い地域の絞り

込みをさらに行っていく予定である。 

【参考文献】 
1) 国土交通省：第 2 回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資料、2018
2) 國友 優、渡 正昭、神山嬢子、池田 寛、増田有俊、

片山勝之：土砂災害発生予測の精度向上に向けた集中
豪雨生起ポテンシャル評価の試み、平成 28 年度砂防
学会研究発表会概要集、B184～185、2016

3) 増田有俊：Ｘバンド偏波レーダによる積乱雲の構造解
析を基礎にした降水セルのライフステージ判別と局
地的豪雨予測手法の開発に関する研究、2016、京都大
学学位論文

4) 野村康裕、神山嬢子、野呂智之：土砂災害警戒避難の
ための線状降水帯等の自動抽出システムの開発、土木
技術資料、第 60 巻、第 12 号、2018図-3 土砂災害警戒情報発表地域に線状降水帯が抽出され 

土砂災害が発生した例（令和元年 7 月 20 日大分県） 

図-2 X-MP レーダの三次元データを用いた線状降水帯抽出例 
（平成 26 年 8 月広島県） 

表-2 線状降水帯抽出と土砂災害警戒情報発表 
による土砂災害の的中率 
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台風19号の降雨特性と土砂災害発生の関係について 

国土技術政策総合研究所土砂災害研究室 〇中谷洋明，野村 康裕，

1. 台風第19号の降雨等の特性 
台風第19号(以下，「T1919」と略す)は2019年10 月

6 日に南鳥島近海で発生した．同月12 日 19 時前に大
型で強い勢力で伊豆半島に上陸，関東地方を通過し，13 
日 12 時に東北地方沖で温帯低気圧に変わった．T1919
の接近・通過に伴い，広い範囲で大雨となった．同月10 
日から 13 日までの総降水量は，神奈川県箱根で 1000 
ミリ以上，東日本を中心に17 地点で500 ミリ以上であ
った．静岡県や新潟県，関東甲信地方，東北地方の多く
の地点で3，6，12，24時間降水量の観測史上1 位の値
を更新しており，その意味で記録的であった．降水量の
観測史上1位の更新は，6時間降水量は89地点，12 時
間降水量は120地点，24時間降水量は103地点，48時
間降水量は 72 地点と多く，広い範囲にわたって数～十
数時間の積算降雨が多い台風であった．風速，潮位，に
ついても1位が更新されており，大型で強い台風であっ
たと言える．総雨量の分布を図-1 に示す(気象庁予報部, 
2019a)．他方，これまで十分強調されていないが，土砂
災害の発生にとって極めて重要な短時間強雨を1時間降
水量で見ると更新は7地点であり，総雨量の割には短時
間強雨が少なかったと言える．

実況に対する予測の適合性について考える．まず，気
象庁による進路及び強度予報は図-2の通りであり，予報
誤差で見ると概ね過去より小さかった(気象庁予報部, 
2019b)．但し，実際の経路は進路予報よりも，東北地方

へと北偏していたことが分かる．強度の予想は密な観測
体制のある本土であることもあり，ほぼ実況を捉えてい
た．他方，雨量については，11 日時点，12 日時点，13
日時点と，日を追うごとに，総雨量に注意を喚起する地
域が北東方向に延伸された．東北地方では前日に総雨量
が400ミリとされていたが，実際には550～600ミリと
なるなど，関東甲信や東北地方で予測を上回る「極端な
雨量」であり(前掲)，北関東から東北地方太平洋側にお
いては，実況に対して予測雨量が約 2/3 と過小評価とな
っていた．

T1919への警戒を効果的に呼び掛けるために，気象庁
では事前に1958年狩野川台風について表-1の3項目を
示して報道機関等を通じて警戒を呼び掛けた．
表-1: 事前呼び掛け時に挙げられた狩野川台風の特徴 
東京で日降水量371.9mmを観測するなど、東海地方と関東
地方では大雨となり、土砂災害や河川の氾濫が相次いだ。 
伊豆半島中部では、特に集中して雨が降り、大量の水が流
れ込んだ狩野川が氾濫。 
神奈川県や東京都でも、市街地の浸水や造成地のがけ崩
れなどにより、大きな被害があった。 
東京都の日雨量は類似しており，神奈川県箱根で1000

ミリ以上降ったことは，伊豆半島中部で集中して豪雨が
降ったことと対応していた．しかし，主たる大雨地域が
「東海・関東」が北陸も含んで「関東・東北」である等，
地域はずれていた．狩野川台風時に「市街地の浸水や造
成地のがけ崩れ」があった神奈川県・東京都でもT1919
による被害はあった．しかし，大河川の破堤，また，大
規模浸水の集中発生地域は，長野県東信地方，埼玉県南
部，福島・宮城両県等となるなど，発生地域はずれてい
た．流域規模での土砂災害のあった伊豆半島では降水量
は同程度であったが，土砂災害発生規模は異なっていた．
また，狩野川台風への対応として「宅地造成規制法」が
制定されたこともあり，T1919では顕著な造成地のがけ
崩れも見られていない．特定の台風名を挙げることも，
予測の一種と理解すれば，予測としては一定の当たり外
れがあることは前提として許容する必要がある．
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2.T1919に伴って発生した土砂災害の特徴 
T1919 関連では土石流 407 件(42.8%)，地すべり 44

件(4.6%)，がけ崩れ 501 件(52.6%)，土砂災害合計 952
件(国土交通省砂防部)と多数の災害が発生した．東日本
を中心に強雨域となった地域では，河川沿いでは土砂・
洪水氾濫が見られた一方で，河川から距離のある台地周
辺部を中心に，斜面としてはそれほど急峻ではない箇所
で災害があった．台風経路と土砂災害発生状況を図-3に
示す(国交省砂防部, 2019)．2003年以降の全発生数で見
ると土石流，がけ崩れの比率はそれぞれ22.5%, 67.0%，
同じく，基礎調査箇所数に占める比率はそれぞれ32.0%, 
65.9%であることから，土石流の比率が全体平均より高
く，がけ崩れの比率はやや低かった．これはT1919時の
多くの地域で総雨量の方が短時間強雨よりも卓越した降
り方であったことと調和的と言える．

3. 降雨特性と土砂災害発生との関係
土砂災害警戒情報に用いられる長期降雨指標(土壌雨

量指数)と短期降雨指標(60 分間降雨量)に基づいて運用
されている．各指標の最大値と災害の発生状況の関係を，
警戒情報の発表区域と合わせて示すと図-4(長期降雨指
標)と図-5(短期降雨指標)の通りである．T1919は本土接
近前に前線帯を刺激して降水をもたらしたため，総雨量
に相当する長期降雨指標は広範囲で大きくなった．即ち，
防災上の見地からは，長期降雨指標により見逃しは防が
れている．他方で，災害の発生との適合性は短期降雨指
標の方が高くなっていた．予測可能性の観点からは，先
行降雨を含む長期降雨指標の方が予測性は高く，短期降
雨指標の方が予測性は低い．T1919は総雨量が多く，数
日前から予測されていた．即ち，避難の前提となる予測
性は一定程度確保されていた．他方で，T1919に伴って，
60分間の短時間強雨の多い地域で人的・物的被害を伴う
災害が多く発生した．短時間強雨が崩壊・流動の最終的
な引き金となって被害をもたらしたことになる．即ち，
立ち退き避難を行うためには，短時間強雨に関して警戒
すべき地域を特定し，事前に情報を提供することが前提
となる．実際に被害が多発したことから，短時間強雨に
関する予測性の前提条件が成り立っていたか真摯な検証
が必要となる．

4. まとめ
T1919の進路と強度の予想は比較的的確であり，警戒

避難のための呼び掛けも相当程度行われていた．その意
味で，比較的警戒避難体制を取りやすい台風であった．
しかしながら，1.で述べたように，実際の強雨域を時間
と場所を特定した量的予報には依然として課題がある．
土砂災害警戒情報は2時間先の予測値に基づいて発表

されている．事前の立ち退き避難のためには，降水短時
間予報等，実況と直前予測となるナウキャストの改善が
前提となる．この点，運用されている土砂災害警戒情報
を様々な手段で適切に補足・補完する必要がある．その
ためにも，国土技術政策総合研究所で国土交通省砂防部
と共同でプロトタイプとして運用している「土砂災害危
険度評価システム」の改善が必要である．現在既に利用
可能なナウキャストや数値予報に含まれる情報を十分に
活用し，一層の技術開発に取り組む必要がある．

＜参考文献＞

気象庁予報部(2019a):台風第 19 号の事例における雨量等の予測 
と実際の状況等について（速報）, 報道発表資料, 2020年11月 
気象庁予報部(2019b): 令和元年台風第 19 号とそれに伴う大雨な

どの特徴・要因について(速報), 報道発表資料, 2019年10月24日 
国土交通省砂防部(2019): 台風第１９号は台風に伴う土砂災害とし

て過去最多を記録  ～令和元年の土砂災害発生件数の速報値を公

表～, 報道発表資料, 2019年12月25日 
国土交通省砂防部(2019): 第1回社会資本整備審議会土砂災害対策
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平成 30 年 7 月豪雨災害(広島地域)後の被災者支援とその評価 

(株)テクニコ 〇山下祐一 シンワ技研コンサルタント(株) 青原啓詞

中電技術コンサルタント(株) 古川 智 

１．はじめに 

 平成 30 年 7月 6日～7日の西日本豪雨災害は、広島県内で、死者 108 名、行方不明者 6名、土砂災害

484 件など大きな被害が発生した。この災害により被災した住民への支援のうち、応急復旧後の熊野町

の川角地区の大原ハイツの避難マップ作成支援について報告する。 

２．被災者支援の概要 

災害の被災者支援は「広島県災害復興支援士業連

絡会(以下士業連絡会)」を通して行った。士業連絡

会は、弁護士など法律系、社会福祉士などの福祉系、

技術士・建築士の技術系の 14団体が加盟している。

災害直後から、①災害ボランティア受け入れ支援

(2018 年 7月 10 日～8月 12 日)、②広島市、広島県

からの依頼による被災者相談活動(2018年 8月～11

月)を行い、これについては前年度に報告した。そ

の後の災害地の応急復旧対策が行われた後熊野町

川角の大原ハイツの避難マップ支援を行うととも

に、その他広島県支え合いセンターからの相談にも

対応している。                     図－1 大原ハイツ防災勉強会の計画 

３．広島県安芸郡熊野町川角地区「大原ハイツ復興の会」の避難マップ作成支援 

 「大原ハイツ」は 113 世帯の小さな団地で、今回の災害

で、土石流が 2 カ所、斜面崩壊が 1 箇所発生し、土石流で

12 名の方がなくなり、全壊 17棟、半壊・一部損壊 15 棟の

被害を受けた。 

「大原ハイツ」への支援は、2018 年 8 月 19 日の熊野町

体育館に避難していた人の相談から始まった。士業連絡会

では「大原ハイツ」の住民が今後の復旧・復興に対して署

名活動を行い、安心して暮らすことのできる団地の実現に

取り組みを行うことを目的に支援することとなった。     図－2 避難マップの作成準備 

まず、「大原ハイツ」の住民に、1)今困っている事、即対

応してもらいたいこと、2)将来に希望することはなんです

か、3)行政に対する意見・要望について、アンケート調査を

行った。次に、復興の会の代表と役員の方と意見交換を行う

とともに、アンケート調査や過去の災害の現地調査・意見交

換等を取りまとめ、10月 16 日、11 月 27 日と 2回の会合を

開き、様々な意見交換を行うとともに、意見を集約して熊野

町への要望等も行った。11 月 7 日には応急復旧工事が終了

し、広島県と林野庁から災害関連緊急事業等による説明会

が開催された。                      図－3 避難マップの作成・発表 
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これを受けて、士業連絡会では５回の防災勉強会を開催すること

を提案し、大原ハイツ復興の会の了解を得て、実施することとなっ

た。その内容は図－1 の通りである。勉強会の第 1 回は災害の発生

メカニズム、対策の考え方を理解してもらうこと、第 2回は避難マ

ップの作成の方法、手順などを説明した(図－2)。第 3 回は午前中

3 班に分かれて防災まち歩きを行い、危険個所、避難路を確認し、

午後に避難マップの作成を行い、各班の発表と取りまとめを行った

(図－3)。第 4 回は住民が現地を確認して作成した避難マップ(図－

4)を説明・確認するとともに、大原ハイツの土砂災害警戒避難マニ

ュアルについても説明した。第 5 回は作成した避難マップを使って

の避難訓練を実施し(図－5)、被災住民の支援とした。避難マップ

の作成や避難訓練の成果として、その後の豪雨時の避難の割合は高

く、それなりの成果は出ているものと考えている。 

この 5回の防災勉強会を通じて、アンケート調査を行った。そ 図－4 完成した避難マップ 

の結果は、図－6 の通りである。突然の災害に見舞わ

れた住民に災害に対する理解や避難マップの作成な

ど易しくわかりやすく説明したつもりであるが、まだ

まだ不十分な対応もあり、今後の支援に生かしていき

たいと考えている。 

４．おわりに 

平成 30 年 7 月豪雨による被害を受けた「大原ハイ

ツ復興の会」への支援について説明した。その後、2020

年 3 月には砂防堰堤(透過型)が完成し、安全性は向上

したと考えられるものの、住民の土砂災害に対する不     図－5 避難訓練の実施の様子 

安は十分に除去できていないこと、また避難マップも砂防堰堤が完成したことによる修正、豪雨時に土

砂が出てきた時の団地内の排水処理の問題が住民から提示されており、今後も対応する予定である。 

 図－6 防災勉強会のアンケート結果 
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地形・地質条件が異なる地域の集中発生崩壊現象に対する素因・誘因分析 

鳥取大学大学院工学研究科 〇和田孝志，小谷 諒※1，三輪 浩 

※1 現所属：鳥取市水道局 

1. はじめに

平成 30 年 7 月豪雨では，総降雨量が非常に大きい降雨が広範囲で発生し，広島県や愛媛県を中心に甚大な

土砂災害となった。本災害では，人的被害が発生した箇所のうち約 70%で発災前に土砂災害警戒情報が発令

されていたにもかかわらず，多くの犠牲者が出る結果となった。これは，現在の土砂災害警戒情報が km 単

位のメッシュを対象としており，住民が災害発生の逼迫をより身近に感じる小規模スケールでの情報となっ

ていないことが原因の一つと考えられる。このことから，避難等において効果的に活用できる情報として，

現在よりも細かいスケールを対象とした土砂災害警戒情報を提供する必要がある。 

本研究では，細かいスケールを対象とした土砂災害

警戒情報の基礎データ取得を目的として，地形・地質

条件が異なる広島県南部および愛媛県南予地方で発生

した平成 30 年 7 月豪雨による崩壊に対して，前年度と

同様の崩壊規模の分類分け 1)を行った。加えて，標高

データ（国土地理院 DEM データ；15 m×15 m メッシ

ュ）および降雨データ（XRAIN データ；350 m×350 m

メッシュ）を用いて，崩壊規模と素因（地形）または

誘因（降雨）との関係を空間的に整理し，両地域の崩

壊発生および規模に対する素因・誘因の影響について

傾向を比較した。

2. 地域別の崩壊規模分類

国土地理院が提供する「崩壊地等分布図」

の崩壊始点プロット（広島県南部地方：3,999

箇所，愛媛県南予地方：809 箇所）2)を対象

として，災害後航空写真より判読した崩壊

地点の崩壊面積および土地利用より，崩壊

規模を表－1に示す5つのタイプに分類した。

図－1 はこの分類に基づいて作成された広

島県南部および愛媛県南予地方の崩壊規模

分類結果である。広島県南部地方では上流

部に明確な崩壊地が見られない Type 5 が多

く確認されたのに対し，愛媛県南予地方で

はほとんど確認されない。また，崩壊規模

が大きい Type 1 および Type 3 の割合は愛媛

県南予地方の方が多い。 

3. 崩壊規模と斜面勾配との関係

表－2 に広島県南部と愛媛県南予地方の

崩壊規模別，発生地点斜面勾配別の崩壊発

生率（＝対象メッシュ総面積に対する崩壊

地点を含むメッシュ総面積の割合）を示す。

同表より，愛媛県南予地域の Type 2, 4 およ

び Type 5 は斜面勾配が急になるほど崩壊発

生率が高くなり，平成 16 年 7 月新潟・福島

豪雨で発生した斜面勾配と崩壊発生率との

関係を整理した山岸ら 3)の調査結果と同様

であった。ただし，Type 1, 3 は勾配 10 度の

緩斜面での崩壊も見られ，斜面勾配と崩壊

発生率との関係が明確ではなかった。一方，

分 類 名 崩壊面積 土地利用 

Type 1 大規模崩壊 1,000 m2以上 山林 

Type 2 小崩壊 1,000 m2未満 山林 

Type 3 
斜面耕作地の 

大規模崩壊 
1,000 m2以上 

斜面耕作地 

（ミカン畑） 

Type 4 
斜面耕作地の 

小崩壊 
1,000 m2未満 

斜面耕作地 

（ミカン畑） 

Type 5 
渓床材料の 

侵食 

100 m2未満 

(上流に明確な崩壊地が無い) 
山林 

表－1 崩壊規模の分類

図－1 地域別の崩壊規模分類結果（赤枠は図－2，3の範囲） 

斜面勾配(度)

崩壊規模分類

呉市

福山市

尾道市

府中市

三原市

竹原市

東広島市

熊野町

坂町

江田島市

広島市

海田町

広島県南部

斜面勾配(度)

崩壊規模分類

宇和島市

西予市

八幡浜市

大洲市
愛媛県南予
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広島県南部地方では，全 Type で 20～30 度の比較的緩

斜面での崩壊が顕著となり，斜面勾配と崩壊発生率と

の関係が明確ではなかった。このことから，広島県南

部地域の崩壊は斜面勾配以外の要素（降雨，地質等）

の影響が強いと考えられる。また，Type 1, 3 の大規模

崩壊については両地域ともに緩斜面でも発生する傾向

が見られたが，これは大規模崩壊が山頂・尾根など勾

配が小さい範囲まで及ぶことが原因と考えられる。 

4. 崩壊規模と降雨との関係

表－3，4 に広島県南部と愛媛県南予地方の総雨量別

または最大時間雨量別の規模別崩壊発生率をそれぞれ

示す。これらの表より，両地域ともに各降雨指標メッ

シュでの崩壊発生率が斜面勾配で分類した崩壊発生率

よりも高いことがわかる。表－3 に示す総雨量別の崩壊

発生率を見ると，広島県南部地方では概ね全 Type で総

雨量が大きくなるほど崩壊発生率が高くなる傾向が見

られ，総雨量 450 mm を超過すると 10%以上の高確率

で崩壊が発生した。このことは，図－2 に示す広島県呉

市周辺の総雨量と崩壊規模の平面分布からも確認でき

る。一方，愛媛県南予地方では総雨量と崩壊発生率と

の関係が明確ではなかった。表－4 に示す最大時間雨量

別の崩壊発生率については，両地方ともに最大時間雨

量が大きくなるほど崩壊発生率が高くなり，愛媛県南

予地方では最大時間雨量 80 mm を超過すると 30%以上

の高確率で崩壊が発生したことがわかった。このこと

は，図－3 に示す愛媛県宇和島市吉田町周辺の総雨量と

崩壊規模の平面分布からも確認できる。以上より，

XRAIN 降雨データを用いることで，100 m オーダーの空

間精度で降雨指標に対する崩壊発生の可能性を推定で

きることが示唆された。

5. おわりに

本研究では，高空間分解能の地形および降雨データを

用いて，広島県南部および愛媛県南予地方の崩壊規模と

地形または降雨との関係を空間的に整理した。その結果，

対象地方によって斜面勾配と崩壊発生率との関係が異

なり，表面地形以外の要素（地質等）の影響も考慮する

必要があることが明らかとなった。降雨指標と崩壊発生

率との関係については，両地域ともに最大時間雨量が大

きくなるほど崩壊発生率が高くなり，350 m×350 m のメ

ッシュ単位では 10%オーダーで崩壊が発生し，地形指標

よりも高確率で崩壊発生を推定できる可能性が示唆され

た。今後，これらの降雨空間データを活用してメッシュ

毎の短期長期降雨指標を算出し，高空間精度の崩壊発生

推定手法を検討する必要がある。また，他の土砂災害に

も本手法を適用し，その妥当性を検証する必要がある。

参考文献 1)和田ら(2019)：2019年度砂防学会研究発表会概要集，pp.287-288 2)
国土地理院HP：URL : http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H30.taihuu7gou.html#5 3)山岸
ら(2008)：日本地すべり学会誌，Vol.45，No.1，pp.57-63 

なお，本研究で利用した XRAIN データは国土交通省より提供されたものであり，

利用したデータセットは文部科学省の委託事業により開発・運用されているデー

タ統合・解析システム(DIAS)の下で収集・提供されたものです。

表－3 総雨量ごとの規模別崩壊発生率 

大規模崩壊
（Type 1, 3）

小規模崩壊
（Type 2, 4）

渓床侵食
（Type 5）

大規模崩壊
（Type 1, 3）

小規模崩壊
（Type 2, 4）

渓床侵食
（Type 5）

0～50mm

50～100mm

100～150mm

150～200mm 0.0000% 0.2946% 0.0000%

200～250mm 0.0000% 18.7530% 0.0000% 0.0478% 0.5740% 0.0000%

250～300mm 0.2032% 3.0479% 1.6256% 0.0685% 0.2912% 0.0000%

300～350mm 0.0509% 1.3745% 0.8145% 0.3476% 4.4915% 0.0267%

350～400mm 0.0071% 2.7499% 3.6477% 0.9092% 6.6675% 0.5556%

400～450mm 0.1307% 5.7675% 9.0652% 0.6392% 2.8411% 0.5682%

450～500mm 0.5321% 13.4354% 22.0819% 0.0000% 0.2172% 0.0000%

500～550mm 0.0000% 12.4492% 12.4492% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

550mm～ 0.0000% 0.0000% 0.0000%

総雨量

メッシュ無し

メッシュ無し

メッシュ無し

メッシュ無し

広島県南部地方 愛媛県南予地方

メッシュ無し

メッシュ無し

メッシュ無し

メッシュ無し

表－2 斜面勾配ごとの規模別崩壊発生率 

大規模崩壊
（Type 1, 3）

小規模崩壊
（Type 2, 4）

渓床侵食
（Type 5）

大規模崩壊
（Type 1, 3）

小規模崩壊
（Type 2, 4）

渓床侵食
（Type 5）

0～10度 0.0001% 0.0012% 0.0013% 0.0001% 0.0006% 0.0000%

10～20度 0.0002% 0.0088% 0.0088% 0.0007% 0.0036% 0.0001%

20～30度 0.0002% 0.0188% 0.0269% 0.0006% 0.0088% 0.0002%

30～40度 0.0002% 0.0123% 0.0257% 0.0009% 0.0150% 0.0005%

40～50度 0.0001% 0.0037% 0.0093% 0.0005% 0.0157% 0.0005%

50～60度 0.0000% 0.0124% 0.0062% 0.0000% 0.0034% 0.0000%

60～70度 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

70～80度 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

80～90度 0.0000% 0.0000% 0.0000%

斜面勾配

広島県南部地方

メッシュ無し

愛媛県南予地方

表－4 最大時間雨量ごとの規模別崩壊発生率 

大規模崩壊
（Type 1, 3）

小規模崩壊
（Type 2, 4）

渓床侵食
（Type 5）

大規模崩壊
（Type 1, 3）

小規模崩壊
（Type 2, 4）

渓床侵食
（Type 5）

0～ 10mm/hr

10～ 20mm/hr 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.9336% 0.0000%

20～ 30mm/hr 0.4285% 7.8473% 6.0375% 0.0488% 1.9275% 0.0000%

30～ 40mm/hr 0.2090% 8.6750% 5.8407% 0.9153% 2.1798% 0.0000%

40～ 50mm/hr 0.3251% 10.8438% 13.1829% 0.0000% 0.7863% 0.0000%

50～ 60mm/hr 0.8038% 18.3229% 23.2114% 0.1089% 2.5054% 0.0545%

60～ 70mm/hr 0.0000% 19.6067% 31.5964% 0.6945% 7.9872% 0.2777%

70～ 80mm/hr 0.0000% 15.0917% 15.0917% 2.1239% 11.9755% 1.5445%

80～ 90mm/hr 5.1271% 32.4265% 2.5631%

90～ 100mm/hr 16.2770% 65.1166% 8.7209%

100～ 110mm/hr

110mm/hr～

最大時間
雨量

メッシュ無し

メッシュ無し

メッシュ無し

メッシュ無し

広島県南部地方 愛媛県南予地方

メッシュ無し

メッシュ無し

メッシュ無し メッシュ無し

崩壊規模分類

呉市

東広島市
熊野町

坂町

広島市

海田町

４日間総雨量
(mm)

図－2 広島県呉市周辺の総雨量と崩壊規模の平面分布 
崩壊規模分類

宇和島市

西予市

最大時間雨量
(mm/hr)

図－3 愛媛県宇和島市吉田町周辺の最大時間雨量と 
崩壊規模の平面分布 
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土砂災害をもたらす規模の豪雨事例を対象とした気象庁 MSMの精度 

～阿蘇カルデラをフィールドとして～ 

国土交通省熊本復興事務所工務第一課 山上直人, 吉永一貴, 山崎 稔 

(株)気象工学研究所 〇三浦悠, 高田 望, 因幡直希 

(株)ニュージェック 牧野裕至, 藤田 暁, 野口和義 

1. はじめに

気象庁から提供される各種降雨の予報情報は,高解

像度化,予報時間の延長などの高度化が年々行われて

おり,現行の降水短時間予報による土砂災害警戒情報

に加え,砂防事業や防災分野への活用が期待されてい

る。 

本研究では,気象庁の「メソ数値予報モデル(MSM)」

(空間解像度:5kmメッシュ,3時間毎 39時間先まで(1日

2 回は 51 時間先まで),以下 MSM),および 2019(令和元)

年より運用が開始された「メソアンサンブル数値予報

モデル GPV(MEPS)」(以下 MEPS)の利用拡大を研究目的

として,2012(平成 24)年に土砂災害を経験した阿蘇カ

ルデラ地域(図-1)を対象とし,事例検証および統計的

精度検証を行った。

図-1. 精度検証の対象範囲 

2. MSMの事例検証

2.1 2012(平成 24)年九州北部豪雨の検証

2.1.1 豪雨の概要

 2012(平成 24)年 7 月に発生した九州北部豪雨では,7

月 11日から 14日にかけて,本州付近に停滞した梅雨前

線に向かって南から非常に湿った空気が流れ込み,阿

蘇カルデラ周辺を中心に豪雨となった。阿蘇カルデラ

内では坊中雨量観測所で観測史上第 1 位となる時間雨

量 124mmを記録するとともに,5雨量観測所(立野,内牧,

坊中,湯ノ谷,色見)において 3 時間雨量が観測史上第 1

位を記録した 1)。この豪雨により阿蘇カルデラ内では多

くの土砂災害が発生した。この豪雨の発生を MSM の予

報時間内(半日～1 日程度前)に予測出来れば事前の避

難等の対応が可能となる。そこで,多くの土砂災害をも

たらしたこの豪雨における防災・減災対応への気象庁

の MSM予報雨量の利用可能性について検討を行った。 

2.1.2 分析結果 

2012 年当時の気象庁の MSM の予報時間は 33 時間先

までであった。図-2に平成 24(2012)年 7月 11日 18時

から 33 時間の実績積算雨量分布を,図-3 に同期間の

MSMによる 33時間積算雨量分布を示す。ここで,実績雨

量には国土交通省解析雨量(1kmメッシュ)を用いた。こ

れらの図から MSM はこの豪雨の予報においては十分な

精度を有していないことが分った。 

2.2 MSMの統計的精度検証 

2.2.1 分析方法 

2012(平成 24)～2019(令和元)年の出水期(6/1～

10/31)を対象とし,スレットスコア(TS:Threat Score)

による MSM の統計的精度検証を行った。TS は稀な現象

を条件合致／非合致の 2 値のカテゴリで予測手法の性

能を評価する指標の 1 つである。実績雨量には国土交

内ノ牧
標高479m

大鶴
標高935m

坊中
標高535m

阿蘇乙姫
標高487m

湯ノ谷
標高715m

立野
標高328m

久木野
標高390m

南阿蘇
標高394m

新町
標高480m

高森
標高555m

阿蘇山
標高1142.3m

色見
標高670m

10km
■：雨量観測所（国交省）
■：雨量観測所（気象庁）

図-2. 2012(平成 24)年 7 月 11 日 18 時～13 日 3 時の 

解析雨量の 33 時間積算雨量分布図 

解析雨量 積算雨量
2012/07/11 18:00 – 07/13 03:00

図-3. 2012(平成 24)年 7 月 11 日 18 時初期時刻の 

MSM の 33 時間積算雨量分布図 

メソ数値予報モデル（MSM） 積算雨量
2012/07/11 18:00 – 07/13 03:00

R11‑010

501

2020年度砂防学会研究発表会概要集



通省解析雨量(1km メッシュ)を,予測雨量データには実

績雨量メッシュに対応する MSM 予報雨量メッシュのデ

ータを用い,1km メッシュ毎に実績雨量と予報雨量の対

応を整理して検証に用いた。精度検証に用いた対象範

囲は ,図 -1(右図 )に示す範囲である。気象庁で

は,50(mm/3hr)≒17(mm/hr)程度を閾値として TSを算出

し,MSM等の予報モデルの評価を行っている 2)。一方,阿

蘇カルデラ周辺で土砂災害をもたらす降雨は,2012(平

成 24)年以降の災害実績から時間雨量 30(mm/hr)以上か

つ積算雨量 200(mm/hr)以上の降雨であることが分って

いる。TS の算出条件は,33 時間内の最大 1 時間雨量の

閾値超過と 33時間積算雨量の閾値超過の AND条件とし,

最大 1 時間雨量の閾値には 10,15,20,30(mm/hr)を,33

時間積算雨量の閾値には 25,50,…,225,250(mm)を設定

した。 

2.2.2 結果 

図-4 に 33 時間積算雨量(横軸)と TS(縦軸)の関係を

示す。折れ線グラフは最大 1 時間雨量の強度毎のグラ

フである。最大時間雨量の閾値を 10(mm/hr)に設定した

場合の TS は 30％前後で推移しているのに対し,土砂災

害をもたらす最大時間雨量 30(mm/hr)を閾値に設定し

た場合の閾値は,7％程度で推移しており,両者は大き

く異なっていた。また,33時間積算雨量が 250mm になる

といずれのケースでも TS は 3％程度となり,このよう

な雨は MSM では予測が非常に困難であることが示唆さ

れた。また,いずれの降雨強度の閾値設定においても TS

の極大値が存在し,33 時間積算雨量が少ないほど TS が

大きいという結果にはなっていない。この結果は,積算

雨量が多い大雨ほど予測が難しいという側面と,積算

雨量が少ない降雨は降雨継続時間が短いケースが多く

短時間での強雨は長時間に渡る降雨と比較して予測が

困難である側面の両面を示していると考えられる。

3. MEPSの精度検証

気象庁は 2019(令和元)年 6 月 27 日から MEPS の配信

を開始した 3)。MEPS では 21 通りの予報データが 1 日 4

回配信される。複数の予報からその信頼度や確率情報

などが得ることが可能になる。2019(令和元)年 6 月 30

日に阿蘇乙姫アメダスで総雨量 220.5mm(最大 1 時間雨

量 38.5mm/hr)の豪雨を観測した事例を対象に,MEPS に

よる積算雨量分布の検証を行った(図-5)。阿蘇カルデ

ラ内のほぼ全域で 200mm を超える雨量が観測されてい

たが,MSM では阿蘇カルデラ西部で 200mm を予報してい

た。MEPSでは,21メンバー中 9メンバーが,阿蘇カルデ

ラ西部で 200mmを超える総雨量を予報していたが,南東

部の 200mmを超える降雨は予報できていなかった。MEPS

の利用方法としては,例えば,対象とする流域や地点の

予報雨量の最大値・最小値から,「最も雨が降った場合

(最大値)」と「最も雨が降らなかった場合(最小値)」の

両方の対策を立てること等が考えられる。

 砂防や防災分野で MEPS を活用するには,降雨の検証

を引き続き行いながら,その精度に応じた活用の検討

が必要であると考える。 

4. まとめ

阿蘇カルデラ地域に多くの土砂災害をもたらした

2012(平成 24)年 7 月の九州北部豪雨を対象に気象庁

MSM の精度検証を行った結果,MSM では豪雨を予測する

には不十分な精度であったことが分った。ま

た,2012(平成 24)～2019(令和元)年の期間を対象に土

砂災害を発生させる規模の豪雨を対象として MSM 予報

雨量の統計的精度検証を行った結果,MSM予報雨量の TS

は 3％と程度と非常に低いことが分った。MEPS等,気象

庁からは新たな予報プロダクトが提供されているため,

これらの「気象庁の予報」が砂防事業や土砂災害の防

災・減災にどのように役立てることが出来るか,今後検

討を継続していきたい。 

参考文献 

1)国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所 HP

2)気象庁（2017）,数値予報について～概要と近年の

改良に伴う特性の変化～

3)気象庁（2019）,メソアンサンブル予報の紹介

図-4. 阿蘇カルデラ地域を対象とした MSM33 時間予測
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図-5. 2019(令和元)年 6 月 29 日 15 時を初期時刻とした

MSM の 39 時間積算雨量分布図(左下)と,同期間の

解析雨量(左上)・MEPS(右)の 39 時間積算雨量分布
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阪神大水害等における六甲山北麓側の被災状況について 

八千代エンジニヤリング株式会社 佐藤 敏明 西尾 陽介 〇山田 創太 

国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所 田中 秀基 白髭 一磨 山下 牧子 

１．はじめに 

六甲山地では昭和 13（1938）年７月３日から同年７月５日にかけて発生した阪神大水害により甚大な被害

を受けた。総降水量は六甲山山頂周辺で 400m から 600mmに達し、六甲山植物園では 615.8mm となった。この

ため六甲山地の各地で斜面崩壊や土石流、土砂洪水氾濫が発生し、六甲山山麓において家屋の流出、倒壊、埋

没といった未曽有の被害が生じた。 

当時港町として栄えていた六甲山南麓側では被災者による言い伝えや災害時の記録として書籍等による伝

承が多く行われている。そのなかでも住吉川を中心とした災害状況は「表六甲地方の山津浪 昭和 13 年 8月

実地調査」1）「本山村水禍録」2）等の多くの書籍によって整理されている。一方、六甲山北麓側では、当時の

土地利用の多くは農地や山林であり人口も現在に比べ少なかったため、阪神大水害時の記録が少なく、被害状

況が集約されていない。 

このような実災害に関する知識を集約し整理することは、地域の持つ固有の災害特性や潜在的な危険性を把

握するうえで重要である。そこで、本稿では、六甲山北麓側の有馬川流域を対象として阪神大水害による被災

状況について既往文献に記載された災害時の記録を整理し、阪神大水害による有馬川での土砂流出状況や土砂

洪水氾濫被害を明らかにするとともに地域の持つ固有な災害特性を明らかにすることを目的とした。 

２．対象地域の概要 

 六甲山北麓側の中でも被害の大きかった有馬川流

域を対象とした。有馬川は六甲山を源流とする滝川と

六甲川（瑞宝寺谷）の合流点から武庫川との合流点ま

での河川であり、十八丁川合流点に砂防基準点が設定

されている。流域内の地質分布は南側では主に花崗岩

と石英閃緑岩から構成されているが、北側では主に砂

岩と凝灰岩で構成されていて流域内南北で地質特性

が異なっている。南側を構成している花崗岩は風化作

用によるマサ土化が著しく、豪雨時には斜面崩壊を起

こしやすい原因となっている。当時の様子としては、

有馬川流域西側の滝川と六甲川の合流点付近は温泉街として当時から栄え人家が密集していた。一方で流域東

側の十八丁川流域は人家等が少なく大部分を山林地帯が占めていた。 

３．対象地域の被害状況整理 

３．１．被害状況 

 阪神大水害時の有馬観測所の降水量 4）は、７月 3日 143.0ｍｍ、４日 203.0ｍｍ、５日 27.0ｍｍとなり、３

日間の合計では 373.0ｍｍであった。流域内の降雨分布（図 1）は有馬川上流部である流域内南側での降雨量

が特に多く、最大で 500ｍｍに達していた。 

有馬町での被害は死傷者 3名、家屋の流出 2戸、家屋の全壊 16戸、家屋の半壊 18戸であった 4）。 

既往文献 5）での記述では「裏六甲の山くずれ、有馬川の氾濫によって町内の鼓ヶ滝以西の川沿い一帯は、土

砂と流木のため、川は全く埋没してしまった。」とされている。鼓ヶ滝より下流は流出土砂によって河道が埋

図 1 有馬川流域と総雨量等雨量線図 3)
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没し、土砂洪水氾濫が生じていたと考えられる。 

３．２．氾濫状況 

鼓ヶ滝より下流に位置する有馬温泉街の写真（図 2）では河床上昇

に伴う土砂洪水氾濫が発生している状況が確認された。一方、有馬

療養所付近の写真（図 3）では、床下部分が残っていることから、温

泉街付近と比較して氾濫による被害は少なかったと考えられる。 

３．３．土砂堆積状況 

有馬温泉街では、民家の１階部分の半分が土砂で埋没している状

況が確認されている 7)ことより、地盤高からおおよそ 1ｍ程度、現在

の河道の比高（図 1）から推定すると約 4ｍ程度の土砂が堆積してい

たと考えられる。 

有馬療養所付近の写真（図 3）では河道が埋没している状況が確認

できる。堆積物には礫経 30cm～40cm程度の礫も見られ、細粒土砂が

多く見られることから、花崗岩地帯で崩壊が発生し流出したと考え

られる。 

有馬温泉街と有馬療養所の位置関係より推測すると、有馬温泉街

では河道が完全に埋没し地盤高から１ｍ程度まで土砂が堆積したこ

とにより、大規模な土砂洪水氾濫が生じたが、下流に流下するにし

たがって被害が減少し、有馬療養所付近では河道の埋没と部分的な

氾濫程度であったと考えられる。 

４．考察 

このような被害が生じた要因として複数の要因があげられる。降雨及び地質的な要因として総雨量等雨量線

図（図 1）より、有馬川流域の降雨量が特に多い流域南側が花崗岩地帯であることから、風化作用を受けて崩

壊が生じやすくなっていたところに大量の降雨を受けて流域上流部の山腹で多数の崩壊が発生し下流に流出

したため、有馬川の氾濫および土砂洪水氾濫が生じたと考えられる。 

また地形的要因として縦断勾配の変化があげられる。有馬川の縦

断図（図 4）を見ると、氾濫開始点と考えられる鼓ヶ滝付近では河床

勾配が急勾配から緩勾配へと変化している。また、有馬温泉街には

暗渠も存在していた。このことから、鼓ヶ滝付近の勾配変化点より

下流の緩勾配区間で流下能力が低下し、鼓ヶ滝から有馬温泉街一帯

の河床が上昇し、土砂洪水氾濫が発生したと考えられる。一方、有

馬療養所付近は上流の有馬温泉街よりも縦断勾配が急勾配になっており、上流と比較して土砂堆積高が小さく

なったことから、有馬療養所付近の被害は有馬温泉街より小さかったと考えられる。 

５．おわりに 

阪神大水害による有馬川の被害状況について整理した結果、降雨及び地質的な要因による土砂流出と、河床

の勾配特性および温泉街の土地利用による土砂洪水氾濫被害の特性が明らかとなった。このような過去の災害

情報から地域の固有な特性を明らかにして開示することで地域住民の防災意識が向上し土砂災害による被害

の軽減につながっていくことが期待される。 

【参考引用文献】1)兵庫県工業学校：表六甲地方の山津浪 昭和 13 年実地調査 2）本山村役場,本山村水禍録 3）兵庫縣救濟
協會,昭和十三年兵庫縣水害誌,昭和 15 年 3 月 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）井五市〇神戸 
千佳子様,50 年前の「有馬と私」 6）大阪鐵道局,昭和十三年水害記録,昭和 15 年 12 月 7)朝日新聞 DIGITAL,【特集】1938 阪
神大水害, http://www.asahi.com/gallery/hanshin_daisuigai1938/vol1/20151107P0973AREG.html 

図 3 有馬療養所の被害状況 6)

図 4 有馬川縦断図（H28 時点） 

図 2 有馬温泉街の被害状況 3)
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数値標高モデル（DEM）を活用した土砂災害防止法に基づく 

基礎調査の新規箇所抽出手法の検討事例について 

新潟県土木部砂防課 川原 友博*)，若林 辰明 

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 西 真佐人，〇近藤 正樹 

*)現所属：新潟県防災局防災企画課 

1.はじめに

土石流等から国民の生命及び身体を保護する

ために平成 13 年 4 月 1 日に施行された土砂災害

防止法の規定による基礎調査については，令和 2

年 3 月末に全国で１巡目の調査が終了した． 

土砂法基本指針では，｢2 巡目の基礎調査につい

ては，概ね 5 年毎に，各区域における地形や土地

利用の状況等を確認し，変化が認められた箇所等

については，現地確認を行うなど，詳細な調査を

行うもの｣と記載されている． 

今後は，“①「既指定区域」において対策事業

や地形改変（災害を含む）があった場合，事業実

施自治体や開発者からの申出等により，「区域の

解除」または，「区域の変更に伴う再指定」を行

うための再調査”，“②法 4 条 1 項に基づき，都道

府県が「おおむね 5 年ごと」に行う「既指定区域」

の再調査”，“③地形条件を満たす未調査箇所にお

ける新規開発や宅地化等に伴う新たな基礎調査”

が実施されることになる． 

新潟県では，当初は既往の土砂災害危険箇所，

その後，その周辺の地形条件を有する箇所も含め

て基礎調査を実施し，令和 2 年 3 月末時点で約 1

万 4千箇所が指定されており，当機構において①，

②，③の調査手法等について検討を行った．

本発表では，その中で検討した，基礎調査（土

石流）対象渓流の数値標高モデル（DEM）を用い

た新規抽出方法についてその概要を報告する． 

2.従来の抽出方法と新規抽出の必要性

全国地すべりがけ崩れ対策協議会が全都道府

県向けに実施したアンケート結果によれば，全国

における基礎調査（土石流）対象渓流の抽出方法

は概ね以下の３通りに分類される． 

(1)「土石流危険渓流および土石流危険区域調査

の実施について」（H2.9.25 建設省）に基づき，

国土地理院の 1/25,000 アナログ地形図を利用

図 1.従来の抽出手法 

（ａ＜ｂの場合が谷） 

し，机上調査で抽出された既往の土石流危険渓

流のみ． 

(2)(1)に加え，砂防基盤図の図化範囲内など近隣

の渓流を抽出． 

(3)図１に該当し，保全対象もしくは開発可能性

のある土地を有する渓流を全て抽出．

このため，特に(1)や(2)により調査された地域

においては，経年に伴う新規開発や宅地化等によ

り，保全対象を有していながら未調査となってい

る渓流が存在する可能性がある． 

3.基礎調査（土石流）対象渓流の抽出手法

3.1 抽出方法

従来の抽出方法（前記 2.(1)）による全県下で

の地形再判読にあたり，不足範囲の砂防基盤図追

加図化や LP による図化等，高精度の地形図を利

用して抽出を行うことは，コスト面での負担が大

きい．そこで，出来る限り機械的，定量的かつ合

理的に抽出するため，国土地理院の基盤地図情報

（数値標高モデル）を利用し，下図に示す累積流

量による手法を採用した． 

累積流量は DEM のメッシュ（格子点）毎に標高

値を利用して水が流れてくるメッシュ数を累積

していくものであり，あるメッシュにおける累積

流量（上流側となるメッシュ数）が一定値以上と

なった部分を谷と見なす．これを全メッシュで解

析し累積流量を得るものである． 

例えば周囲の一定数のメッシュ以上から水が

集まるメッシュを谷として，周囲最大値のメッシ

ュを結線すると流路（下図の⇒部）が，0 値を結

線すると流域界がそれぞれ得られる． 

図 2.累積流量の決定 

（出典：ArcGIS Desktop 

ヘルプ（Esri 社））

R11‑012
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抽出対象とするメッシュ数については，モデル

調査を行った地域において，抽出結果を地理院地

図（1/25,000）や CS 立体図上に落とし，(i)土砂

災害警戒区域に指定された渓流が確実に抽出さ

れること，(ii)谷の過剰抽出が少ないこと，を念

頭に決定した． 

3.2 利用データ 

使用した数値標高モデルについて，5ｍメッシ

ュデータ（1/2,500 精度，以下「DEM5」という．）

が新潟県下全域には整備されていなかったため，

県全域を網羅する同 10ｍメッシュ（1/25,000 精

度，以下「DEM10」という．）を用いることとした. 

実施にあたっては，DEM5 が整備されている地域

で精度検証を行い，DEM10 を用いても抽出される

精度に支障が無い事を確認した． 

4.結果

4.1 DEM10 利用の場合の最適メッシュ数

抽出対象とする上流のメッシュ数は 100 から

1,000 までの間で変化させて検討した． 

最小値の 100は土石流危険渓流とされる流域面

積の最小値（0.01km2）から実施したものであるが，

地形図上で明らかに図 1の地形条件に該当しない

箇所が多数抽出された一方，1,000 では土砂災害

警戒区域の一部や明らかな谷地形が抽出されな

かった（図 3）． 

 

 

 

4.2 DEM5 による解析結果との比較 

DEM10 を利用して抽出した場合と DEM5 を利用

して抽出した場合で，抽出結果にどのような差が

生じるか確認を行った．DEM5 と DEM10 いずれもメ

ッシュ数 500 で実施した結果，DEM5 の方がより多

くの谷が抽出されたが，土砂災害警戒区域に指定

された渓流と明らかな谷地形は DEM5，DEM10 とも

に全て抽出されたため，DEM10 の利用による抽出

精度は問題ないと判断した（図 4）． 

 

 

5.おわりに

最適メッシュ数は，従来の土石流危険渓流相当

を抽出できる精度としたが，地形条件や抽出する

谷のレベル，どの程度の抽出精度を求めるかによ

って，最適値をトライアルで決定する必要がある． 

実際の作業にあたっては，今回の手法を用いて

抽出された谷について，さらに地形条件や開発可

能性（保全対象）の無い谷を除外する必要がある． 

また，基図等の作成時期とのタイムラグなど机

上作業だけでは限界があることから，基礎調査経

験がある技術者による現地確認作業により最終

的な抽出箇所を確定することが望ましいが，その

際には，②「既指定区域」の再調査とセットで行

うことで効率的に実施できると思われる． 

今回の手法は，利用ソフト，データ共に無料で

公開されているものを使用しており，一市町村程

度の面積であれば瞬時に谷（流域，谷筋）を解析

（抽出）できる． 

国土交通省の社会資本整備審議会 河川分科会 

土砂災害防止対策小委員会で検討中の土砂災害

対策基本方針変更案においても，実施すべき対策

(案)の一つとして“数値標高モデル等の高精度な

地形情報を用いて引き続き「箇所の抽出」を行う

ことを基本とすべき”とあるが，今回紹介した GIS

と DEM を利用した累積流量解析は，集水地形の抽

出において有効な手法であり，例えば避難路の安

全性の検討などにも活用できると考える． 

-以上-

図 3.上流メッシュ数（累積流量）と解析結果 

左がメッシュ数 100，右が 1,000 
背景図は CS 立体地図 
100では 1次谷に該当しない箇所が多数抽出され

た一方，1,000 では抽出されない 1 次谷があった． 

図 4.DEM5 と DEM10 との解析結果の比較 

左：CS 立体地図，右：地理院地図(1/25,000) 
DEM5 と DEM10 のいずれも，土砂災害警戒区域

に指定された渓流(実線○)は全て抽出された． 

1 次谷が抽出 
されない 

土砂災害警戒区域に
指定された渓流はどち
らでも全て抽出された 

明らかに谷で無い地形
は DEM5 の方が DEM10
より多く抽出された 
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土砂災害警戒区域の設定に対する深層学習の適用事例

中電技術コンサルタント株式会社○倉本和正、西原尚輝、池田寛、小宮山賢太郎 

関西大学  西田篤史、石井唯嵩、広兼道幸 

1.はじめに 

土砂災害警戒区域の基礎調査は、令和元年度までにすべ

て完了予定であるが、その後も各区域で地形や土地利用等

の変化が認められた場合等には、概ね 5 年ごとに詳細な調

査を行うとされている 1)。それらを踏まえて、著者らは、基

礎調査に関わるコスト縮減と作業の効率化を目的に、深層

学習を用いた土砂災害警戒区域（土石流）（以下、警戒区域）

の自動抽出モデル（以下、検討モデル）を開発した。その結

果，検討モデルでは、高い精度で警戒区域を設定でき、自動

化・効率化への可能性を示すことができた 2)。 

しかしながら、その一方で、入力が地形データのみである

ため、谷地形であれば、保全対象の有無にかかわらず、警戒

区域を抽出するという課題も明らかになっている。 

本検討では、上記課題を解消することを目的に、建築物デ

ータを用いたフィルタリング手法を追加することによる検

討モデルの適合率向上を試みた。 

2. 使用データの概要 

深層学習に用いたデータは、地形データと氾濫開始地点デ

ータの 2 種である。ここで、地形データには、国土地理院の

「5mメッシュ数値標高モデル（以下、5mDEM）」を用いた。

また、氾濫開始地点データには、広島県 HP（土砂災害ポー

タルひろしま）より抽出した氾濫開始地点（9,203 地点）を

用いた。なお、氾濫開始地点データは、5mDEM と対応する

ようにした（図-1 (a)参照）。 

また、フィルタリングに用いる建築物データには、国土地

理院の「建築物の外周線」を用いた。なお、建築物データは、

「建築物の外周線」を 5mDEM に割り付けて作成した（図-1 

(b)参照）。 

(a) 地形および氾濫開始地点 (b) 建築物 

図-1  検討に用いる各種データ（代表例） 

3. 検討方法 

本検討では、5mDEM から氾濫開始地点を自動で抽出する

U-net3)を参考に構築したニューラルネットワークと当該地

点から警戒区域を設定する再帰的アルゴリズムを組み合わ

せたモデルを用いた。本検討の検討フローを図-2に示す。 

ここで、再現率、適合率の定義は、以下のとおりである（表

-1参照）。なお、表中の TP、FP、FN は、予測区域、評価用

区域の面積を用いて算出している。 

表-1  混同行列 

再現率
𝑇𝑃

𝑇𝑃 𝐹𝑁

適合率
𝑇𝑃

𝑇𝑃 𝐹𝑃

また、既指定の氾濫開始地点に対して再帰的アルゴリズム

で警戒区域を設定した結果は、図-3に示すとおりである。図

より、指定済区域と評価用区域は非常によく一致しており、

当該アルゴリズムでは、実際に設定されている警戒区域を概

ね再現できると推察される。 

図-2  検討フロー 

(a) 指定済区域              (b) 評価用区域 

図-3  指定済箇所と評価用区域の比較 

ニューラルネットワーク（ANN）による学習
①地形データ（5mDEM）、② 氾濫開始地点データ

学習したANNによる氾濫開始地点の予測

学習したANNに対する地形データ（未学習）の⼊⼒

再帰的アルゴリズムによる
フィルタリング後の氾濫開始
地点に対する⼟砂災害警戒区
域（予測区域）の設定

氾濫開始地点(予測)の周辺100メッシュ以内に建築物
がないものを削除（フィルタリング）

再帰的アルゴリ
ズムによる既指
定の氾濫開始地
点に対する⼟砂
災害警戒区域
（評価⽤区域）
の設定

⼟砂災害警戒区域（予測区
域）内に建築物がないものを
削除（フィルタリング）

予測区域と評価⽤区域を⽤いた検討モデルの性能評価
（再現率、適合率の算出）

 ：氾濫開始地点 ■：建築物 ■ 

有 無

有 True Positive

 (TP)

False Positive

 (FP)

無 False Negative

(FN)

True Negative

 (TN)

評価⽤区域

予
測
区
域
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4. 検討結果 

(1) フィルタリングによる効果の評価 

図-2に示す方法により算出した結果を図-4、表-2に示す。

なお、図-4、表-2では、フィルタリングの効果を評価するた

めに、フィルタリングを行わない場合の結果も併記してい

る。なお、図中の■、■、■は、それぞれ予測区域、評価用

区域、両区域の重複部分である。 

(a) フィルタリング無 (b) フィルタリング有 

図-4  モデルによる出力結果（代表例） 

表-2  フィルタリングの有無によるモデル性能の比較結果 

図、表より、フィルタリング無の場合、非常に多くの予測

区域が示されており、その結果、再現率は学習・テストデー

タともに 80%を超える高い値を示している。しかしながら、

適合率は、学習・テストデータでそれぞれ 29.0%、17.5%と

いう低い値となった。 

それに対して、フィルタリング有の場合、図中の〇で示す

範囲で予測区域が出力されておらず、適合率は、学習・テス

トデータとも、フィルタリング無に比べ 10%程度向上して

いる。ただし、依然として評価用区域上流における予測区域

が多く、適合率が再現率を大幅に下回っており、さらなる精

度向上が望まれる。 

  また、再現率は、いずれも 3%程度低下する結果となった

が、これは使用した建築物データの精度（基礎調査で人家と

判断された建築物が建築物データにない場合など）による

影響が考えられる。 

(2) 検討範囲の限定効果の評価 

本節では、上記で示した建築物データの影響を除外する

ために、建築物データが集中して存在する範囲に限定して、

図-2 の方法により再度検討を行った。なお、建築物データ

は、その精度を勘案し、外周線を割り付けた各メッシュをそ

れぞれ 5×5 メッシュ（25m格子）に拡大した（図-5参照）。 

  検討結果を表-3に示す。表には、比較のため、前節での検

討結果（フィルタリング有の場合）も併記している。 

(a) 範囲拡大前 (b) 範囲拡大後 

図-5  建築物の分布（代表例） 

表-3  範囲限定の有無によるモデル性能の比較結果 

表より、検討範囲を限定することにより、限定しない場合

に比べ、再現率が 3%向上することが確認された。これは、

評価用区域内に建築物データが存在しなかった場合の影響

を回避できたためと考えられる。したがって、検討範囲をあ

る程度限定することで、フィルタリング実施後も、再現率を

低下させることなく、適合率を向上させることが可能とな

った。 

  なお、この検討では、適合率も約 10%向上することにな

ったが、これは検討の対象範囲を狭めたことにより、山間部

等における予測区域の出力を抑制したためであると考えら

れる。 

5. おわりに

本検討では、開発した検討モデルにフィルタリング手法

を追加し、当該モデルの適合率向上を試みた。また、検討範

囲を限定することにより、フィルタリング実施後も再現率

を低下させることなく、適合率の向上が可能であることを

示した。 

しかしながら、現状では、検討モデルで適合率が十分とは

言い難く、引き続き、適合率向上に向けた検討を行う必要が

ある。また、既指定区域についても、見逃すことがないよう

に、再現率のさらなる向上も必要である。 
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Networks for Biomedical Image Segmentation, MICCAI 

2015, LNCS, 9351, pp.234-241, 2015. 

Case 種別 再現率(%) 適合率(%)

学習ﾃﾞｰﾀ 85.4 29.0

ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ 83.5 17.5

学習ﾃﾞｰﾀ 82.6 38.6

ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ 80.3 26.3

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ無

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ有

Case 種別 再現率(%) 適合率(%)

学習ﾃﾞｰﾀ 82.6 38.6

ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ 80.3 26.3

学習ﾃﾞｰﾀ 86.0 55.4

ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ 83.2 37.7

範囲限定無

範囲限定有
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住民による避難計画等の検討における 

複合土砂災害シミュレータを活用した支援方策について 

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構：○佐光洋一，西山幸治，矢下誠人 
京都大学 防災研究所：藤田正治，山野井一輝 

松本砂防事務所：石田孝司，石田哲也※１（※１：現 北陸地方整備局） 
広島西部山系砂防事務所：熊澤至朗，堀博幸 

応用地質株式会社：林幸一郎，田渕圭

1．はじめに 

平成 30 年 7 月豪雨では，土砂災害発生件数は過去最

高を記録するとともに，多量の土砂の流出（土砂災害

警戒区域の外へ）や土砂・洪水氾濫(土砂の堆積等によ

る洪水氾濫被害の拡大)，広域災害，交通網への影響等

が特徴である．また，避難行動が不十分で，土砂災害

警戒区域内で多くの住民の方が亡くなっている． 

上述の課題等を踏まえ，人的被害等を軽減するため，

京都大学防災研究所山野井一輝助教らが開発した複合

土砂災害シミュレータ(SiMHiS)を活用し，対象地区に

おいて発生する可能性のある現象（斜面崩壊や土砂・

洪水氾濫等）を時系列で把握し，その結果(事前検討)

を住民へ分かりやすく伝えることで，土砂災害に対す

る意識の醸成や具体的な避難行動等の事前の検討など

への活用が期待できると考えられる． 

本発表では，土砂災害に備えた取り組みとして，住

民による警戒避難（避難タイミング，避難場所・経路

等）に関する検討を支援するため，同シミュレータを

用いて 3地区（長野県北部の 1地区（小谷村千国地区），

広島県の 2 地区（呉市天応地区，広島市安芸区上瀬野

地区））で検討した結果を紹介するとともに，今後の支

援・活用方策についての考察する． 

2．複合土砂災害シミュレータ（SiMHiS）の概要 

複合土砂災害シミュレータ（SiMHiS）とは，降雨時

に発生する土砂災害や多様かつ避難を阻害しうるハザ

ード群に着目し，その発生危険度を評価可能なシミュ

レータ（Storm Induced Multi-Hazard Information Simulator）
のことである※．具体には，任意の降雨条件と地形条件

に対し，降雨・崩壊・洪水に関連するハザード群の発

生危険度を 4 段階のリスクレベルで時空間的に評価で

きる．関連するハザード群とは，下記の通りである．

・降雨：豪雨に起因する圧迫感や恐怖感，路面冠水 等 

・崩壊：斜面崩壊，土石流，土砂流出 等

・洪水：溢水，洪水氾濫，橋梁の破壊，堤防の決壊 等

SiMHiS のメリットは，「いつ」，「どこで」，「どのよ

うな危険」が迫っているのか直感的にわかること，流

域・地域との連続性がわかりやすいことである． 

3．SiMHiS による解析結果事例 

SiMHiS を用いた解析は，地形データの作成→パラメ

ータの設定→シミュレーションの実行→H30.7 災の記

録と同定分析を行い，解析結果を時系列変化の紙芝居

の作成や河道区間での危険度レベルや水位・河床変動

のグラフ化する手順で実施した．解析結果の一例を次

図等に示す．また，同結果を踏まえ，警戒避難の計画

検討に活用できるかの考察を行った． 

H30.7 豪雨時の防災気象情報の発表タイミングとシ

ミュレーション結果を比較した図 3 より，土砂災害警

戒情報(18：10)の発表がされた時点で急激に水位が上

■流域地形モデル

流域を単位河道，単位斜面，斜面要素に
分割
下流の単位河道では平野部を複断面に見
立てて氾濫を定量評価

■土砂生産，供給モデル

斜面崩壊:土中水分量と限界土中水分量の
比で判定

𝑅𝑠𝑡 ≥ 1で崩壊，𝛾は補正係数

土砂供給：単位斜面ごとに堆積可能な土
砂量(GISから算出)を超えた分が全て河道
に供給

■斜面での降雨流出モデル

表面流，中間流統合型キネマティック
ウェーブ法

α
𝜕ℎ𝑟
𝜕𝑡 +

𝜕𝑞𝑟
𝜕𝑥 = 𝑟 − 𝑓 cos𝜃

計算は斜面要素で行う

■河道での水，土砂輸送モデル

水の質量保存則

土砂の質量保存則

図 1 SiMHiSのモデル概要 

■ハザードの危険度指標

降雨

指標:降雨強度I[mm/h]
評価単位:単位斜面

Level1:0≤ 𝐼 <20
Level2:20 ≤ 𝐼 < 50
（「強い雨」・

「激しい雨」）
Level3:50 ≤ 𝐼 < 80
（「非常に激しい雨」）
Level4:80≤I
（「猛烈な雨」）

斜面崩壊

指標:斜面崩壊指標の最大値
𝑅𝑠𝑚𝑎𝑥と平均値𝑅𝑠𝑎𝑣𝑒

評価単位:単位斜面

Level1:𝑅𝑠𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.9
Level2:0.9 ≤ 𝑅𝑠𝑚𝑎𝑥 < 1
Level3: 𝑅𝑠𝑚𝑎𝑥  ≥ 1,𝑅𝑠𝑎𝑣𝑒 < 1
（一部の地点で崩壊発生）
Level4: 𝑅𝑠𝑚𝑎𝑥 ≥ 1, 𝑅𝑠𝑎𝑣𝑒 ≥ 1
（単位斜面全体が崩壊の危険)

氾濫

指標:
水位と溢水水位の比ℎ∗

評価単位:単位河道

Level1: ℎ∗  <0.8
Level2:0.8 ≤ ℎ∗ < 1.0
Level3:1.0 ≤ ℎ∗ < 1.2
（氾濫発生）
Level4:1.2≤ ℎ∗
（大きな氾濫が発生）

Level1: ハザード発生の危険が少ない状態
Level2: ハザード発生の危険が高まっている状態
Level3: モデル上でハザード発生と判定された状態
Level4: Level3よりさらに危険な状態

図 2 ハザード Level 

必要なデータ 必要性 目的 備考

地形データ 〇 リスク評価 LPデータ等

主な保全対象 △ リスク評価 危険度リスクの時間的変化表示箇所

災害時降雨データ 〇 パラメータの設定 時間雨量、10分間雨量等

災害状況 △ パラメータの設定 災害の位置と発災時刻等

トラブルスポット △ パラメータの設定 氾濫の危険度が高い箇所と河道断面

粒度分布 △ パラメータの設定 既往の調査結果

層厚等 △ パラメータの設定 既往の調査結果

表 1 シミュレータ解析に必要な情報 
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昇しており，大雨特別警報(19:40)の発表前後には水

位・河床ともに想定流路高さを超え，避難困難または,

既に被害が発生していると予想される結果となった． 

図 4 は，7 月 6 日 18 時頃（紙芝居の一部）の結果で

ある．各タイミングの結果を時系列で確認すると，15：

00 の時点で 1 斜面の斜面崩壊リスクが上昇し始め，

16：00～17：00 で複数の斜面崩壊リスクが上昇し，土

砂災害警戒情報の時点では上流域に斜面崩壊リスクが

レベル 3 に，氾濫リスクもレベル 3 に達する河道が生

じている．18：35 には下流河道の氾濫リスクが最高の

レベル 4 に達し，計算上は氾濫していることを示す結

果となった．その他の 2 地区においても，上述と同様

に時系列でのリスクレベルの変化や設定した河道区間

毎の水位変動やリスクレベル変化が把握された． 

4．SiMHiS の警戒避難検討への活用 

本解析結果を活用した住民による避難計画等の活用

支援について，考察した．以下にメリットや活用に際

しての留意点を整理した． 

(1)活用のメリット

 流域の状況を踏まえて，自主避難の必要性や安全な

避難の可否，安全に避難するためのタイミング等の

判断に資する情報として活用できる．

 詳細な降雨条件や予想降雨等の条件が得られれば，

準リアルタイムに地域の危険度レベルを把握する

ことが可能（さらなる精度向上が必要）．

 危険度レベルが時空間的に示されるため．住民等が

直感的に解りやすい．

(2)住民等へ解析結果を提供する際の留意点等

 本モデルで，表現できること，できないこと，再現

の限界（精度の限界），想定しうるハザード群等に

ついて，解りやすく明示する必要がある．

 地域で過去に発生した災害事例を対象として，再現

計算を実施した際の結果と，対象事例の降雨波形を

参考として提供することにより，過去の災害時との

比較ができるよう工夫する．

 適切な避難行動のタイミング（早めの行動）等を踏

まえて，避難の必要性等に関する助言を可能な範囲

で示すこと，安全な避難が困難と考えらえる場合の

次善の策についても，記載する等の対応が望ましい． 

 解析結果図等へ流域内の主な施設や道路等を示す

ことにより，住民が直感的に位置を解りやすく，ま

た，避難の際のリスクが把握できるよう配慮する． 

 解析図，グラフ等や文章だけでは伝わりづらい状況

が生じることから，図上に解りやすく注釈等を書き

込むなどに心掛けることが望ましい．

5．おわりに 

本発表は，住民よる防災力向上を支援するための一

方策について検討した結果である． 

今後は，実際に SiMHiS による解析結果を，住民によ

る避難検討時の助言等へ活用していくことを想定して

いる．その際には，提供を受ける住民の反応や意見，

指摘を踏まえ，より解りやすい資料を作成し，適切な

警戒避難に資する支援策の一つとしたいと考えている． 

※引用文献: 山野井一輝, 藤田正治,豪雨時の水・土砂

災害に関わるハザード群の発生リスク評価, 土木学会

論文集 B1（水工学）2016, 72 巻 4 号 p.I_1291-I_1296 

図 3 雨量・水位等の推移グラフ（天応地区の事例） 
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（
天
応
）

防災気象情報(気象庁、県)
大雨警報(土砂)　7/6　5：40～
洪水警報　7/6　10：06～
土砂災害警戒情報　18：10～

図 4 危険度分布図（天応地区の事例）
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降雨・土砂移動実態の時空間変化に基づく避難タイミングの検証 

－平成 29 年７月九州北部豪雨を事例として－ 

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター ○西内卓也 菊井稔宏 長井義樹 國田佳穂

1. はじめに

土砂災害発生時において，降雨や土砂移動の時空間

変化の実態を把握することは，防災情報発表や住民避

難のタイミングを決めるうえで重要な検討課題と考え

られる。

土砂移動の時空間変化の整理事例については，厚井

ら 1)が，平成 29 年（2017 年）７月九州北部豪雨（以下，

平成 29 年 7 月豪雨という。）における赤谷川流域の災

害を対象として，住民へのアンケート調査等を基に土

砂移動時系列を推定し，避難実態との対比を行ってい

る。また，西内ら 2)は，同じ平成 29 年７月豪雨におい

て，赤谷川流域に周辺流域を含めた小流域単位での土

砂移動時系列の整理を実施している。

本報告では，平成 29 年７月豪雨を事例として，西内

ら 2)が整理した土砂移動時系列を基に，XRAIN（250m
格子）による詳細な降雨分布と対比して，降雨と土砂

移動の関係について分析した。また，分析結果を踏ま

え，降雨状況に基づく避難タイミングについて検証し

たものである。

2. 対象流域の概要

対象流域は，福岡県朝倉市にある筑後川右支川の赤

谷川流域と，佐田川流域内の黒川流域ならびに疣目川

流域である。それぞれの流域諸元を表１に，流域の位

置図を図１に示す。図１には，平成 27 年国勢調査にお

ける小地域区分（町丁・字等区分 GIS データ；ただし，

黒川流域と疣目川流域は単一区分のため，地図上の地

名表記に基づき細分した。）を重ねて示した。

3. 降雨及び土砂移動状況の時空間変化の整理

対象流域における，降雨並びに土砂移動等の異常現

象の時空間変化を整理した（表２，図２）。期間は，

７月５日午前 10 時～午後 11 時である。なお，10 分間

雨量については，雨量強度をイメージできるよう，

１時間雨量換算値で表している。

3.1赤谷川流域における時空間変化 

赤谷川流域の右支川である乙石川流域では，13 時台

に累加雨量 100mm 付近に達したが，同じ 13 時台には

下流側の元ノ目・疣目口地区において川の溢水等が確

認されている。15 時台には 150mm/hr 相当の 10 分

間雨量が記録され，累加雨量が 200mm を超えると，

がけ崩れ，土石流が発生し始めた。また，17 時台と 

表１ 対象流域の諸元 

図１ 対象流域の位置図 

18 時台に，地響きのような音がしたとの証言があり，

左岸側山腹において大規模崩壊が発生したと推定され

る（図２参照）。

赤谷川本川の上流域では，13時台に累加雨量 100mm
付近に達し，14 時台から川の溢水等が発生し始めた。

がけ崩れ・土石流は 15 時台から 19 時台にかけて多発

したが，この間 15 時台と 17 時台には，それぞれ

130mm/hr，120mm/hr 相当の 10 分間雨量を記録した。 
赤谷川本川の中～下流域では，13 時台より川の溢水

等が発生し始めたが，累加雨量が 100mm を超えたのは

14 時～15 時台であった。また，15 時台には 80mm/hr
相当以上の 10 分間雨量が記録され，かつ累加雨量

200mm 近くとなり，がけ崩れ・土石流が多発し始めた。 
3.2黒川流域における時空間変化 

黒川流域では，累加雨量が 100mm を超えた 13 時台

から濁水や溢水等が発生し始め，14 時台からはがけ崩

れ・土石流が多発するようになった。14 時台以降は累

加雨量 200mm を超え，80mm/hr 相当以上の 10 分間

雨量が断続的に記録された。

3.3疣目川流域における時空間変化 

疣目川流域では，12 時台に川の溢水等が発生し始め，

累加雨量 200mm に達した 14～15時台に土石流等が発

生した。一方，17 時台以降においては，異常現象の発

生は少ない。

流域名 赤谷川 黒川 疣目川

流域面積(km2) 19.9 12.8 6.1 
流路延長(km) 9.4 7.9 4.0 
平均河床勾配 1/60 1/35 1/17 

筑後川 

佐田川 

R11‑015
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表２ アンケート調査等に基づく異常現象の発生状況（平成 29 年 7 月 5 日） 

流域 小地域区分 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台

赤谷川 乙石川 乙石 ● ●● ●● ● ●

流域 流域 中村 ● ● ●● ●●

石詰・杷木松末 ● ●●● ●●● ●

本川 杷木赤谷 ● ● ●●● ●● ●● ●● ● ●

上流域 本村 ●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●

小河内 ● ● ● ● ●

本川 真竹 ●●● ● ●● ●● ●●● ● ● ●

中～ 獺ノ口 ● ●●● ● ●● ●

下流域 正信 ●● ●● ●●● ●● ●● ●●

池ノ迫・杷木星丸 ● ● ●●● ● ● ●●●

黒川流域 真竹・黒松 ● ● ● ●

馬場・宮園 ● ●● ●●● ● ●● ●

北小路・黒川 ● ●● ●● ● ●● ● ●●

元ノ目・疣目口 ● ● ●●● ●● ●

疣目川流域 疣目 ● ● ●● ●

藪 ●●

図２ 対象流域における降雨状況の推移（平成 29年 7 月 5 日） 

4. 土砂移動発生状況等に基づく避難タイミングの検証

土砂移動の発生は，各地域とも，累加雨量が概ね

200mm に達し，かつ 80mm/h 相当以上の 10 分間雨量

が記録された時間帯（表２の赤色網掛け）に集中して

いることがわかった。また，その１時間程度前に累加

雨量 100mm を超えており，土砂移動発生状況等に基づ

く避難タイミングとしては，累加雨量 100mm を超える

タイミング（表２の青色網掛け）が適当と考えられる。

しかしながら，累加雨量 100mm を超えた時点で，既

に河川の溢水等が始まっている地域があり，場所によ

っては避難所への移動が困難だったことが想定される。

このため，近隣への避難先を確保しておくことが重要

と考えられる。

今回集計した異常現象の発生タイミングは１時間単

位の精度であった。異常現象の発生タイミングを更に

細かな時間精度で整理できれば（例えば 10 分単位），

避難タイミングの精度がより向上すると考えられる。

また，雨が概ね降り止んだ 21 時台以降に土砂移動の

発生が散見されていることから，避難解除のタイミン

グについては，土中の水分量に相当する指標（タンク

モデル等）を参考にする必要があると考えられる。

今後とも，避難タイミングの判断の一助とするため，

他事例における，詳細な降雨データと土砂移動状況と

の突合せによる検証を蓄積する所存である。

＜参考文献＞ 

1) 厚井ら，平成 29年 7月九州北部豪雨における土砂

移動現象発生箇所の時空間的な分布の推定と避難実

態，砂防学会誌（投稿中）

2) 西内ら，平成 29年 7月九州北部豪雨における降雨・

土砂移動時系列の推定，砂防学会誌（投稿中）

最大 10分間雨量 13時台 最大 10分間雨量 15時台 最大 10分間雨量 17時台 

累加雨量 14:00まで 累加雨量 16:00まで 累加雨量 18:00まで 

●川での異常現象発生（溢水，流木の流下），●山での異常現象発生（地鳴り，倒木，湧水など），●土石流・がけ崩れの発生
累加雨量が 100mmを超えた時間帯， 累加雨量が 200mmを超え，かつ 80mm/h相当以上の 10分間雨量を記録した時間帯 

※対象地域内のみ雨量分布を表示している

異常現象発見位置 
●川で発生 ， ●山で発生 
●土石流・がけ崩れ発生 

異常現象発見位置 
●川で発生 ， ●山で発生 
●土石流・がけ崩れ発生 

異常現象発見位置 
●川で発生 ， ●山で発生 
●土石流・がけ崩れ発生 

異常現象発見位置 
●川で発生 ， ●山で発生 
●土石流・がけ崩れ発生 

異常現象発見位置 
●川で発生 ， ●山で発生 
●土石流・がけ崩れ発生 

異常現象発見位置 
●川で発生 ， ●山で発生 
●土石流・がけ崩れ発生 

17時台・18時台 
乙石川流域で

大規模崩壊発生
 

17時台・18時台 
乙石川流域で

大規模崩壊発生
 

※雨量強度をイメージできるよう 
１時間雨量換算値で示している 

※雨量強度をイメージできるよう 
１時間雨量換算値で示している 

※雨量強度をイメージできるよう 
１時間雨量換算値で示している 
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警戒避難体制強化のための現地観測機器の有効性について 

 

NPO 法人 土砂災害防止広報センター 山本 賢一郎, 松木 敬，佐々木 一行,  

池田 一平, 緒続 英章, 金 英樹, 水山 高久，黒川 興及 

 

１．はじめに 

令和元年台風第 19 号は，現地観測システム「サキ

モリ」（雨量計・水位計）を試験設置１）した栃木県大

田原市須賀川地区（押川流域）を含む関東地方，甲

信・東北地方などに大雨をもたらした．幸い当地区

では土砂災害や河川洪水氾濫等大きな災害にはなら

なかった．前年 12 月に実施した「サキモリ」活用に

向けた防災学習会に引き続き，台風通過後の令和元

年 11 月に 2 回目の学習会を開催したところ，地区

の防災リーダー（組長３名,防災担当 1名）が「サキ

モリ」を活用していたことが判明した.そこで，台風

19 号時の活用実態を整理し，気象庁と「サキモリ」

観測値の比較検証を踏まえ，観測値の見易さの観点

から住民自らが自宅周辺の観測値を確認できる効果

を明らかにしたのでこれを報告する. 

 

２．台風 19 号の降雨と警報等の発令状況 

2.1 気象庁観測所とサキモリの観測値 

須賀川地区付近の地域気象観測所（アメダス）は

大田原市大田原(以下，「A1」という)と茨城県大子町

大子（以下，「A2」という）があり,旧須賀川小学校

地点（以下，「S1」という）から A1 まで 18.0km，A2

まで 10.0km 離れている.また S1 ともう一つの新波

止橋地点（以下，「S2」という）は 2.7km 離れている

（図-1）．台風 19 号時，両アメダス観測所の一連の

降雨は，10 月 12 日 8 時から降り始め,翌 13 日 2 時

に終了している（図-2）.この間の降水量は A1 で

302mm(13 日 2 時まで),A2 で 270mm（同日 1 時まで）

となっている.また時間雨量のピークは A1 で 20 時

（40.0mm）、A2 で 19 時（39.5mm）となっている.こ

れに対して,S1 では 7 時から降り始め、翌日 2 時で

終了し,この間の総雨量は128.0mmで,S2ではアメダ

ス同様 8 時から降り始め,終了は同様で総雨量は

165.0mm となっている.また時間雨量のピークは S1

では 18 時(18.8mm),S2 では 19 時（24.6mm）となっ

ている.  

 

2.2 気象情報の発令・解除状況 

 宇都宮地方気象台が発表した気象情報等の発令・ 

解除状況を表-1に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 対象流域と観測所位置図（大田原,大子ほか） 
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図 2 気象庁観測降雨とサキモリ観測データ 
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2.3 須賀川地区における観測データの検証 

 図-2のとおり，サキモリの観測値は気象庁の A１・

A２が同程度の降水量ピーク値・累積値であるにも関

わらず半分程度である．サキモリを挟む気象庁の両

観測所とは 10km 以上離れてはいるが，サキモリが地

区の降雨実態を捉えているか検証が必要である． 

そこで，12 日 8 時から 13 日 1 時を対象とし，1km

メッシュの解析雨量値との比較を行った．図-3は 12

日 15 時以降の解析雨量を抜粋した結果である．図中

★印がサキモリの位置であり，押川流域の周辺のみ

降水量の少ない状況が継続していたことが確認でき

た．サキモリの観測値は直上の解析雨量値と概ね一

致するが，解析雨量の精度と利用上の注意２）によれ

ば，解析雨量は対象となるメッシュのみの降水量だ

けで評価するよりも隣接メッシュも含めた大雨の有

無判断が有効であり，対流性降雨においては風の影

響や３次メッシュ合成の際に生じる誤差を考慮する

ことである領域の地上雨量計の平均値と一致するこ

とが示されている．今回の比較をもって厳密にサキ

モリの観測雨量値の検証とはならないが，設置地点

の周辺 9メッシュ程度の平均値と大きく乖離しない

ことから概ね妥当と考えられる．

10 月 12 日 15:00

図中の★印：須賀川地区 

サキモリ雨量計の位置

12 日 20:00 

 

12 日 19:00

12 日 21:00 

３．住民による監視状況 

押川流域には，上組・中組・下組と押川に沿

った３つの地区が並び，防災学習会には各地区

の組長と住民が参加した．学習会の中で最上流

の山間部の上組組長は以下のように述べた。 

「（台風 19 号時）防災無線は聞こえなかった．

災害時には組長と地区の防災委員長の2人で最

前線を動かないといけない.「サキモリ」の数値

は当然みていた．17 時以降水位が一気に上がり

始め，一気に 30ｃｍ上がった時があった．その

時，避難指示が出た．よほどひどい状況になっ

ていると感じて急いでパソコンで大田原市の

河川ライブカメラを見たが夜は暗くて確認で

きなかった．その後は地区では降雨も落ち着き

河川氾濫もなく住民の無事も確認できた．」 

４．現地観測する意義と地区防災計画への課題 

テレビが流す情報は，全国や広い地域向けの情報

であるため，自分の身近な土地の危険性が分からな

い３）．従って自分たちで観測する意義があることは

須賀川地区組長の「サキモリ」監視状況から明らか

である.特に多種な画面の情報が多くなると，自分達

が必要となる情報が分かりにくくなる．現在降って

いる雨の量と河川水位をスマホでリアルタイムかつ

ピンポイントに確認できるサキモリの有効性は高い．

今回，地区の防災担当責任者が地区の観測機器を監

視していた実態は把握された．しかしながら危険検

知のタイムラグを避けるためにも，住民ひとりひと

りが地区の降雨や水位を確認でき，自ら避難等を判

断することが望ましい.通信環境整備が一層進みつ

つあり，ピンポイントの雨量・水位情報で避難のタ

イミングを判断する「サキモリ」のような監視装置

を各地区で実装することがより現実的になった．ま

た，個々の住宅の立地や家族構成は戸別に異なって

おり，事前の備えとして実施すべき内容や実際の避

難行動も異なってくることが想像される．きめ細や

かな警戒避難の実現に向け，検討を進めたい． 

＜参考文献＞ 

1)山本ら：現地観測機器活用による警戒避難体制の

強化について, 2019年度砂防学会研究発表会概要集

p.182-183.

2)牧原康隆：気象防災の知識と実践[１] 4.6.3 解析

雨量の精度と利用上の注意, 朝倉書店, 2020.2 

3)西澤雅道:台風 19 号等を受けたいくつかの論点,

地区防災計画学会・京都大学防災研究所共同シンポ

ジウム資料 pp.17-19,2019.12. 

6:19 2:20

13:44 3:25

15:41 4:58

19:50

解除状況【13日】

大雨特別警報解除

土砂災害警戒情報解除

大雨警報（土砂災害）解除

大雨警報（浸水害）

洪水警報

大雨特別警報（土砂災害，
浸水害），大田原市避難者
数14箇所241名（23時時点）

発令状況【12日】

大雨警報（土砂災害）

表-1 気象情報の発令・解除状況 

図 3 解析雨量（1km メッシュ）とサキモリ観測の比較 

★ 

★ 

★ 

★ 

サキモリ周辺解析雨量:5-10mm

サキモリ周辺解析雨量:20-25mm

サキモリ周辺解析雨量:15-25mm

サキモリ周辺解析雨量:10-15mm
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TINを用いた表層崩壊発生危険度評価手法の提案～DEMモデルとの比較～ 

神戸市立工業高等専門学校 都市工学専攻 〇近藤圭悟，都市工学科 鳥居宣之，野並賢 

１．はじめに 

 豪雨を起因とする表層崩壊による災害を軽減させるため

には，降雨浸透による表土層内の地下水位の変動とそれに伴

う表層崩壊の危険度の変化を定量的に評価する必要がある．

一般的な表層崩壊発生危険度評価手法(1)では，数値地形モデ

ルとしてグリッドモデル（Digital Elevation Model）が用いら

れてきたが，本研究では，より詳細な地形を表現するため，

三角形要素網モデル（Triangulated Irregular Network）(2)の導入

を提案する．表層崩壊の発生に影響を及ぼす要因の 1 つで

ある傾斜は，DEM モデルでは格子の 4 点の座標からなる曲

面を平均の面（一次傾向面）に置き換えて算出しており，急

斜面が実際よりも緩勾配で表現されている．TIN は特徴的な

任意の点を用いて不規則な三角形網で地形を表現するため，

実地形に即した地形表現が可能になる．また，現段階の表層

崩壊発生危険度評価手法は，地下水位算出において，各要素

重心の基岩の高低差から動水勾配を算出している（基岩勾配

モデル）ため，重心間の高低差が小さい場合，流出量は少な

くなる．TIN を用いた場合，流出方向が最大 3 方向であり，

エレメントが不規則であるため，斜面傾斜方向と重心間を結

んだ方向が乖離する場合も存在する．したがって，TIN の作

成方法により地下水が流れにくいエレメントも存在するこ

ととなる．そこで，本報では基岩勾配から動水勾配を算出す

るのではなく，各要素重心の基岩と地下水位の合計の差から

動水勾配を算出する（全水頭モデル）ことで，動水勾配を改

善し，連続的な地下水位の分布を表現できると考えた．これ

を用いて従来のDEM モデルとの比較を行う． 

２．地下水位算出結果 
図-1に示す斜面において，降雨（図-2参照）に伴う地下

水位の変化を全水頭モデルならびに基岩勾配モデルで算出
する．また，比較対象として従来のDEM モデルでも解析を
行った．なお，TIN における各三角形要素の地下水位の算
定には，地下水位算定式(1)，(2)を用いた． 

ℎ ℎ
∑ 𝑞 𝑙
𝐴 ∙ 𝜆

𝑟
𝜆

(1) 

𝑞 ℎ 𝑘𝐼  (2) 

ここで，h(t)：t 時間における地下水位（m），𝑞 𝑖 1~3 ：
三角形要素の各辺の断面の単位時間当たりの単位幅流量
（m /h），𝑙 𝑖 1~3 ：各断面の幅（m），𝐼 𝑖 1~3 ：各
方向の動水勾配，A：三角形要素の面積（m），λ：有効間隙
率，r：降雨強度（m/h），k：透水係数（m /h） 

降雨終了時（13 時間目）と降雨終了から十分に時間経過

した 50 時間目の地下水位分布を図-3，図-4，図-5 に示す．

図-3，図-4，図-5 より，地下水は谷に沿って流れ下る様子

が確認できる．十分に時間が経過しても谷部分には地下水位

が高いエレメントが存在しているが，斜面部分にはほとんど

地下水が残っていないことが分かる．基岩勾配モデルでは，

部分的に湛水しているエレメントが見られたが，全水頭モデ

ルでは湛水部分がほとんど見られなかった．また，全水頭モ

デルは隣接するエレメントとの水位差も小さいため，地下水

の面的な流れをうまく表現していると考えられる．次に，湛

水状態を解消できる全水頭モデルを用いて安全率の計算を

行う． 

図-1 解析対象地 

図-2 入力降雨データ 

(a)13時間目     (b)50時間目 

図-3 地下水位分布（TIN基岩勾配モデル） 

(a)13時間目     (b)50時間目 

図-4 地下水位分布（TIN全水頭モデル） 
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(a)13時間目     (b)50時間目 

図-5 地下水位分布（DEMモデル） 

３．安全率算出結果 

表層崩壊の発生危険度である安全率の計算には，無限長斜

面安定解析式(3)，(4)，(5)を用いた．斜面安定解析モデルは，

一定の傾きと厚さで均質な土層が分布する無限長斜面とし

て安定性を評価しているため，メッシュの形に依存せず式

(3)，(4)，(5)により計算を行うことが可能である．しかし，

TIN を用いた場合の斜面勾配は，緩傾斜と急傾斜にはっき

りと分けることができることから，DEMを用いた場合との

結果の違いが得られる． 

𝐹𝑠 𝑡
𝑐 𝑐 𝐴 𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑

𝐵 𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽
(3) 

𝐴 𝑡 𝛾 𝛾 ∙ ℎ 𝑡 𝛾 ∙ 𝐻 ℎ 𝑡  (4) 

𝐵 𝑡 𝛾 ∙ ℎ 𝑡 𝛾 ∙ 𝐻 ℎ 𝑡  (5) 

ここで，Fs(t)：t 時間における安全率，H：基岩面からの表
土層深 (m)，cs：土の粘着力 (kN/m2)，cr：根系による粘着力 
(kN/m2)，φ：土の内部摩擦角 (°)，γsat：土の飽和単位体積重
量 (kN/m3)，γt：土の湿潤単位体積重量 (kN/m3)，γw：水の
単位体積重量 (kN/m3)，β：斜面勾配 (°) 

木之下(3)の行った検討に用いられた表-1 に示す条件で経

過時間ごとの安全率を算出した． 木之下は，根系による粘

着力に水平方向の粘着力と鉛直方向の粘着力の値を与えて

いるが，本研究の安全率算出モデルでは水平方向の粘着力を

考慮することができないため，鉛直方向の粘着力 2.0kN/m2

のみを一様に与えた．図-6 は解析対象範囲の傾斜分布であ

る．DEM はエレメントを構成する 4 点の座標から一次傾向

面に置き換えて傾斜を算出するため，急傾斜部分を実際より

も緩く表現してしまっている．各エレメントの表土層深は傾

斜と表土層厚の関係から決定した． 

表-1 解析対象領域の土質条件 

透水係数 k（m/s） 0.00056

飽和状態の土の粘着力 cs（kN/m2） 0.0 

根系による粘着力 cr（kN/m2） 2.0

内部摩擦角 φ（度） 40.0

土の湿潤単位体積重量 γt（kN/m3） 14.5 

土の飽和単位体積重量 γsat（kN/m3） 17.0 

水の単位体積重量 γw（kN/m3） 9.8

各エレメントにおいて最小の安全率が1.0を下回るエレメ

ントと崩壊位置を比較すると，TIN では崩壊位置を見逃さな

かったことが分かる（図-7参照）．このように，実地形に即

した傾斜表現に長けている TIN は急傾斜地の局所的な危険

を見逃さないという点で DEM よりも危険度予測に適して

いるといえる．しかし，TIN はDEM に比して急傾斜部分の

最大角度が大きいため，崩壊を予測するエレメントの数が多

く，空振りも多くなっている．現在の安全率算出モデルは粘

着力を十分に考慮できていないため，これを改善することで

空振りを減らし，精度の向上が期待できる． 

(a)TIN    (b)DEM 

図-6 傾斜分布 

(a)TIN全水頭モデル   (b)DEMモデル 

図-7 崩壊予測エレメントと崩壊地の比較 

４．まとめ 

 地下水位算定モデルにおいて湛水状態を解消するために

は動水勾配算の算定に全水頭モデルを用いることが必要で

あるといえる．しかし，動水勾配の算定には地形分割の影響

も大きく全水頭モデルを用いれば必ず湛水状態を回避でき

る訳ではなく，適切な地形分割法を提案することも必要であ

る．安全率算出結果より，TIN を用いることで実地形に即し

た傾斜表現が可能となり，崩壊地の見逃しを無くすことがで

きた．今後は，空振りを減らすために評価手法を改善してい

く予定である． 

参考文献 
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警戒避難に用いられる降雨指標における流域貯留概念の比較 

（株）オリエンタルコンサルタンツ ○秋山 怜子
宇都宮大学 執印 康裕

1.はじめに 

我が国では1980年代以降、土砂災害に対する警戒避難

のための降雨指標についての研究が進められてきた。これ

らの研究を大別すると、（1）異なる半減期の実効雨量や

係数の異なる土壌雨量指数など、降雨指標そのものの適合

性を比較する研究、（2）縦軸に短時間、横軸に長時間の

降雨指標を設定する２軸の評価や、単一の降雨指標による

評価など評価方法に対する研究、（3）土砂災害の発生・

非発生を分離する警戒避難基準を、統計的または力学的に

設定しようとする研究に大別することができる。

2007 年以降、土砂災害警戒情報が全国で整備され、縦

軸に60分積算雨量、横軸に土壌雨量指数をとった2軸の

平面において、発現頻度から CL（土砂災害発生基準線）

を設定する方法が採用されているが、災害履歴の少ない地

域におけるCL設定方法は依然課題のひとつといえる。 
本稿では、降雨の貯留量を斜面の力学的な安定条件に関

連付けた力学的概念モデルに基づく CL の設定手法検討

の基礎的な検討として、これまで使用してきている実効雨

量、土壌雨量指数における流域貯留概念を比較し、各降雨

指標のもつ降雨流出プロセスと CL 設定に向けた課題に

ついて整理する。

２.降雨指標の想定する降雨流出プロセス

土壌雨量指数では 3 段のタンクモデルを採用するが、

最も単純化したモデルとして 1 段タンクモデルで考える

と、図 1 及び式 1 のとおりとなり、貯留関数法における

係数 p を 1 とした場合に対応する。貯留関数法が 1 流域

を計算単位とし、流域全体への有効降雨量を入力すること

で短期の降雨流出をモデル化の対象としているのに対し、

タンクモデルは単位面積をモデル化すると同時に、複数重

ねることで、中長期の流出の表現も可能とした。

ここに、rsは平均時間雨量、Sは流域貯留量、Aは上流

流域面積、α、K、pは係数である。ここで、式（3）は、

一定降雨強度下での地下水深上昇モデル（Rosso et 
al ,2006)である。 

h は斜面上の水深、e は間隙比、Srは飽和度、Ks は飽

和透水係数、bは流出幅、Iは斜面勾配である。 
崩壊発生地点を下流端とする流域を水深が一定の 1 つ

のタンクとみなした連続式としている点で、式（1）、式

（2）と同様に集水範囲をタンクと見立てた連続式に基づ

いている。

一方で、実効雨量の場合、基礎式は式（4）であり、式

（1）の連続式に合わせて書き直すと、式（5）となる。 

ここに、t は時刻、i は時刻 t からの遡り時間、T0は半

減期を示す。

前述までのモデルと違い、第 2 項の流出量（q に相当）

は累積された貯留量の関数ではなく、時系列の降雨の関数

となっている点に特徴がある。式（1）、（2）のパラメー

タは、例えば式（3）をもとに場の条件と関連づけること

が可能である。一方で、実効雨量の唯一のパラメータであ

る半減期を関連づけることは容易ではない。

これまで、異なる降雨指標を２軸とする平面上での評価

が多くみられるが、両軸の組み合わせは様々であり、両軸

の組み合わせでもって地下水位を表現しているとは限ら

ない。また、半減期の異なる実効雨量を２軸平面上に取る

ことと、流出パラメータの異なるタンクを３段重ねること

は同義ではないことに注意が必要である。

そこで、これらの降雨指標を比較し、場の条件から降雨

指標のパラメータを設定する場合の課題、数値標高モデル

を用いた空間的な崩壊発生場との比較を試みた。

３.解析方法

平成 25 年台風 26 号による伊豆大島で発生した土砂災

害の例について、土壌雨量指数、土壌雨量指数の各タンク

値、1段のタンクモデル（式1）、Rosso et al(2006)の水深

（以下、水深h とする）、実効雨量を比較する。1 段のタ

ンクモデルは土壌雨量指数と同様に単位面積あたりを想

定したモデルであるため、流出のパラメータαは、式（3）
との比較により KssinI とし、勾配 I は崩壊地の代表的な

斜面勾配として 40°を仮定し、土壌雨量指数と同様に式

（6）で計算した。 

 
式（3）による地下水深は、上流流域面積と流出幅が必

・・・式（1） h αh
・・式（2）

一段タンクモデル

貯留関数法

図1 1段タンクモデル

Rosso et al.(2006)

・・式（3）

実効雨量

・・式（4）

・・式（5）

・・式（6）
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要となる。流出幅 b は河道幅程度を想定し、流域面積は

感度分析的に比較するため、100、500、1000m2とした。

また、h0は 1 時間ごとに更新し、0<t<3600 の間は60 分

間積算雨量を均等に配分した定常降雨と仮定した。

 
その他のパラメータは、飽和透水係数Ks=3.1×10－5m/s、
e=1.439、Sr=0.3076(いずれも福山ら,2014)とした。加え

て、実効雨量についてここでは半減期を1.5時間、6時間、

24時間で比較する。なお、式（7）で求められる水深は間

隙率を考慮した水深であり、それ以外の土壌雨量指数や実

効雨量については、間隙率を考慮しない貯留高となる。そ

のため、得られた貯留高を間隙率で除して、間隙率を考慮

した水深として比較する。また、初期雨量の影響をなくす

ため、計算開始は2010年の1月1日とした。 
４.結果及び考察

各降雨指標の時系列変化を比較すると、土壌雨量指数の

2段目タンク、3段目タンクを除き、いずれの指標も上昇

の傾向は同様で、降雨ピークの1時間後の15日5：00ま

たは 6 時でピークを示す(図２)。土壌雨量指数の 2 段目、

3段目タンクは、タンクの貯留高にその時刻の降雨ではな

く、上段タンクを流入量としているため、下段にいくほど

降雨ピークに対して貯留高のピークが遅れる。それに対し

て実効雨量は、異なる半減期であっても、ピークの時間は

すべて降雨のピークと同じ時刻であり、半減期は低減速度

に影響を及ぼす。次に、降雨指標の絶対値（水深換算）と

して1段タンクモデル、水深h、土壌雨量指数を比較する

と、1段タンクモデル、土壌雨量指数と比較して、水深h
の上昇速度が非常に速い。両者の違いとして、対象とする

上流流域面積と流出幅の有無、すなわち貯留範囲の概念を

有しているかの差といえる。この災害では、斜面の土層厚

は概ね0.5～1.0m、土石流による被害発生が深夜2時～2
時30分であったこと（秋山ら、2014）が確認されており、

16日2：00に土層厚に相当する水深に達しており、斜面

崩壊の発生危険度の最も高い条件が成立した時刻となる。 
これらを比較すると、土壌雨量指数は 3 層のタンクを

有することで、斜面内の異なる流出特性を表現する点で優

れている一方で、地下水位を支配する集水範囲を考慮して

いないことにより、崩壊発生条件となる水深として評価で

きず、例えば無限長斜面安定解析等から求められる崩壊発

生条件となる地下水深と比較することができない。1段の

タンクモデルについても同様で、パラメータαを飽和透水

係数と斜面勾配から設定可能である一方で、土壌雨量指数

と同様の問題がある。一方で、式（7）による水深hにつ

いては、対象面積及び流下幅の設定として、どのようなス

ケールを対象とすればよいか課題といえる。

国土地理院の5mDEMを用いて、10mグリッド単位で

の斜面勾配と集水面積をもとに時系列で式（7）の水深 h
を追跡した。その結果、24：00 時点では図３のとおりと

なり、崩壊範囲と水深1.0m以上の領域の一致が認められ

るが、それ以降非崩壊範囲も含み計算領域のほぼ全域が水

深1.0以上となる。崩壊発生条件として、表層土層の飽和

（h/D≧1.0）は最も崩壊危険度の高い状態であり、寺嶋

ら（2014）の指摘する条件とも一致する。このように降

り始めから一定時間後に地下水深が上昇する降雨では、こ

のような地下水モデルに基づく降雨指標が扱いやすい。し

かしながら、地下水深の発生以前に短時間で崩壊が発生す

る現象の再現性について、今後検討が必要といえる。

図２ 降雨指標の時系列変化 

図３ 式(7)による水深の面的分布（着色領域のみを計算） 

５.おわりに

本稿では力学的な発生条件によるCL設定に向けて、従

来の警戒避難基準における降雨流出概念を整理し、簡単な

計算によりその性質を比較した。従来の 2 軸平面での評

価の有効性、短時間の集中豪雨で発生する降雨に対する崩

壊プロセスの評価など今後の課題としたい。

引用文献：福山ら(2015)：平成26年度砂防学会研究発表会要旨集B, p.100-101, 秋山ら（2014）：砂防学会誌, 67(4), p3-12, 寺嶋ら（2014）：京都大学防

災研究所年報，57A, p.17-24. 
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土砂災害を想定した避難判断訓練の取り組み 

国際航業株式会社 〇平川 澄美，江川 佳苗 

福岡県県土整備部砂防課  早川 知之，梶原 誠也 

１．はじめに 

 平成 30 年７月豪雨災害の甚大な被害をうけて

設置された、避難対策強化を検討するための防災

対策実行会議下のワーキンググループは、今後の

避難対策として、住民は「自らの命は自らが守る」、

行政は「住民が適切な避難行動をとれるよう全力

で支援する」ことを提言している※1。 

 福岡県では平成 28年以降、行政が主体となって

自治体及び地域住民を対象に「避難判断訓練（以

下、「行政主体訓練」とする）」を毎年実施し、住民

が適切な避難行動をとれるよう支援している。し

かし、１年で実施可能な行政主体訓練の回数は限

られているため、訓練の普及が課題となっている。

また、行政主体訓練に参加した住民からは、行政

を介さずに訓練を開催したいとの要望※2 も挙がっ

ている。そこで、行政を介さずに住民が都合の良

いタイミングで実施でき、広く普及させていくた

めの仕組みとして、住民が主体となって運営でき

る訓練（以下、「住民主体訓練」とする）を検討し

た。ここではその取り組みについて報告する。 

２．行政主体訓練の概要 

 行政主体訓練は、土砂災害が発生する可能性が

高まった時にとる行動を、自ら適切に「判断」でき

るようになることを目的としている。 

 行政主体訓練は机上訓練になっており、参加者

は画面に表示される、時系列に沿った１時間毎の

気象情報を参考に、自分がとる行動を判断してい

く。訓練後は、自分の判断結果について自己評価

を実施し、適切な判断の考え方を学ぶ（図１）。 

行政主体訓練の参加者は自治体と住民である。

自治体は画面に表示される気象情報（雨雲レーダ

ーや予測）を参考に、発令する避難情報を選択し、

住民に提示する。住民はスクリーンに表示される

気象情報(雨雲レーダーや屋外の様子)及び自治体

が発令した避難情報を参考に、どのような行動を

とるかを判断する（図２）。 

 行政主体訓練の流れは、ガイダンス（土砂災害

の知識・訓練説明）、訓練 1回目、自己評価 1回目、

訓練 2 回目、自己評価 2 回目としている（図３）。 

３．住民主体訓練の検討 

3.1検討方針 

 行政主体訓練を住民主体訓練として「行政主体

訓練同様、気象等の情報を基にどのような行動を

とるか判断する訓練」「訓練を運営したことが無い

住民も容易に実施できる訓練」とするためには、

主に下記３点の課題がある。 

①自治体に代わる避難情報の提供方法

②訓練形式の簡易化

③訓練未経験である訓練運営者のサポート

3.2検討結果 

①自治体に代わる避難情報の提供方法

行政主体訓練では自治体の訓練も併せて行って

おり、自治体が避難情報の発令内容・タイミング

を判断している。しかし、住民主体訓練では自治

体が参加しないため、避難情報はあらかじめ設定

した内容・タイミングで、気象情報と併せて住民

に提供することとした。 

②訓練形式の簡易化

行政主体訓練では福岡県砂防課が司会及び解説

を担当し、運営補助複数名がＰＣ操作（パワーポ

イント）・タイムキーパー・資料配布・説明補助を

担当している。機材はＰＣ２台・プロジェクター・

スクリーン・モニター・マイク・スピーカー等を使

用している（図４）。

住民主体訓練の場合、これらの人員・機材の準

備が困難であることが想定されるため、簡易的な

訓練形式にする必要がある。 

図４ 行政主体訓練の実施体制イメージ 

図２ 行政主体訓練の様子（左：住民、右：自治体） 

図１ 行政主体訓練イメージ 

図３ 行政主体訓練の流れ(質疑応答等省略) 
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住民主体訓練では、簡易的な訓練形式としてパ

ワーポイント（気象情報等）及び音声（司会の解説

や効果音）を動画として収録したＤＶＤを再生す

ることとした（図５）。他に紙芝居や冊子で気象情

報を提供し、運営者が説明文を読む形式も検討し

たが、紙芝居・冊子の管理や運営者の負担軽減を

考慮してＤＶＤを採用した。ＤＶＤのメリットと

して、一般的に普及している機材を使用するため

比較的容易に操作可能・再生するだけでほぼ自動

的に訓練を進行可能・雨音等の効果音が使用可能・

配布や複製が容易であることが挙げられる。

また、行政主体訓練ではチェックシートと評価

シートが別紙になっており、参加者が誤って解答

を見ないよう、訓練後に評価シートを配布してい

る。住民主体訓練では評価シート配布の手間を無

くすため、チェックシートに評価シートの解答を

追加し１枚にまとめることとした。

③訓練未経験である訓練運営者のサポート

住民主体訓練の運営者は訓練未経験者であるこ

とが想定されるため、訓練の概要や運営方法・注

意点をまとめたマニュアルを作成することとした。 

４．住民主体訓練用ツールの作成 

 住民主体訓練用のツールとして、ＤＶＤ・チェ

ックシート・マニュアルを整備した。 

4.1ＤＶＤの作成 

動画は、行政主体訓練で使用しているパワーポ

イントのスライドを活用した。住民主体訓練では、

ＤＶＤによる自動進行となるため、行政主体訓練

のように司会者が参加者の状況に応じて適宜説明

を追加する等の臨機応変な対応ができない。そこ

で参加者がＤＶＤの説明だけでも理解しやすくな

るよう、アニメーションを追加した（図６）。

 音声は司会・アナウンサー・タイムキーパーの

声、臨場感が出るよう雨音や警告音を収録した。 

4.2チェックシートの作成 

チェックシートに別紙となっていた評価シート

の情報を追加し、１枚にまとめた。１枚にまとめ

ると、参加者が誤って解答を見る可能性があるた

め、評価シートは折り曲げて解答が見えないよう

にした（図７）。 

4.3マニュアルの作成 

 訓練の概要、準備、注意すべきポイントをまと

め、マニュアルとした。 

５．まとめ 

 本報告では、福岡県で実施してきた訓練の普及

に向けた取り組みについて報告した。 

 今後は住民主体訓練を普及していくとともに、

住民の意見を訓練に反映するなど、より効果的な

訓練となるよう継続的に改善していく。 

〈参考文献〉 

※１中央防災会議 防災対策実行会議 平成 30

年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難

に関するワーキンググループ（2018）：平成

30年７月豪雨豪雨を踏まえた水害・土砂防

災からの避難のあり方について（報告） 

※２江川ほか（2019）：土砂災害に対する地域防

災力向上のための取組みと今後の課題につい

て，令和元年度砂防学会研究発表会概要集 

図５ 住民主体訓練の実施体制イメージ 

図６ アニメーションの一例 

図７ チェックシートと評価シート 
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和歌山県土砂災害啓発センターにおける防災教育の取り組みについて 

和歌山県土砂災害啓発センター     ○坂口隆紀・岸畑明宏・榎原伴樹・崎山朋紀

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 柴田俊・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．）では紀伊半島大水害から得た教訓を後世に継承す

る活動の一環として，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が取り組んでいる地域主導を目
指した土砂災害に関する防災教育 1)-3)に参画し，防災教育のノウハウを吸収し，現在はこれらを活用し，主に近隣
の小学校と連携・協働して土砂災害に関する防災教育を行っている． 

本報告では，センターが那智勝浦町内の小学校と協働して実施した令和元年度の授業の事例として，その実施計
画から児童らによる成果発表まで一連の取組を紹介する．また，授業後の教員らの感想・意見を分析し，今後の土
砂災害に関する防災教育の展開に向けて抽出した課題について報告する． 

2. 那智勝浦町における土砂災害に関する防災授業の実施状況
センターは平成 28 年度から令和元年度まで，那智勝浦町内にある全小学校 6 校において土砂災害に関する防災授

業を実施した（図-1）．
那智勝浦町教育委員会では防災教育において，学校などの主体が当

事者意識を持って防災意識に携わること，組織的に防災教育を進める
こと，学んだことを発信することを重視している．

これら 3 点を踏まえ，土砂災害に関する防災授業の実施にあたって
は，児童らが「自分ごととして考え・行動する．」ことを学習目標に
取組を展開している．

3. 防災授業の計画と内容
センターは防災授業の計画段階において，児童たちの興味・関心を

引き出すことを狙いに，実験・体験を多く組み入れた学習メニューを
提案し，担当教員と打合せを進め学習メニューの組み合わせを決定す
る（図-2）．学習時間は現地見学(約 30 分)を含めて 90～120 分程度で
ある．また，学習内容には専門用語が多く含まれるため，事前の教員
との学習内容の事前打合せ，学校への啓発ビデオの提供の他，必要に
あわせて担当教員らを対象とした土砂災害に関する基礎学習を行っ
ている． 

図-2 学習内容 

図-１ 防災授業の実施状況（那智勝浦町） 
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4. 防災授業への教員の
感想・意見の整理と課題
の抽出

令和元年度の防災授
業後，教員に感想・意見
を記入する用紙を配布
し，11 名から感想・意
見を得た．これについて，
那智勝浦町教育委員会
の防災学習実施方針を
主眼とした 3 点（①教員，
児童，地域が当事者意識
を持って取り組むこと
ができる学習内容とな
っているか．②センター，
教育委員会，学校が円滑
に協働して防災教育を
実施できているか．③児
童が学んだ内容を自主
的に発信できるような
学習内容，体制となって
いるか．）から整理を行
った．（表-1）

整理した感想・意見
から①について，映像
やクイズ，学校区の地
理情報，現地見学を活
用した授業内容は児童
の主体的な学習につな
がるとの意見があった
が，一方で，センター
で実験する際に面積の
制限から集団で実験す
ると後ろから見ること
になった児童が見づら
いこと，紀伊半島大水
害は児童が生まれる以
前のため他人事のように感じてしまう，との課題が確認された．②については，教育内容が教科書に沿ったもので
あること，学校との打ち合わせによる授業時間割の調整が事前に行われていることで，円滑に防災教育を実施でき
ているとの内容であった．③については，グループワーク等をより効果的に用いることで，児童が学習した内容を
より積極的に地域へ発信できるようにするべきとの課題が確認された．最後に④その他の課題として，教員自身の
知識不足により防災教育を学校が自主的に行うことが難しいとの課題が挙げられた． 

5. 抽出された課題への対応事例
前章で抽出された課題について，小学校の取り組みで対応された事例（市野々小学校）について紹介，分析を行

う．市野々小学校では学校独自の取組として，防災授業で学んだ事を地域へ発信し，学んだ知識を深めるため，保
護者や地域住民を対象とした発表会を行っている（図-3）． 

同小学校は，平成 28 年にセンターと協働して防災教育と啓発ビデオ制作に関わった経緯があり，教員がセンター
で土砂災害に関する研修会を受講したり，教員が土砂災害に関する教材についての相談をセンターにしたりといっ
たセンターと緊密な関係が構築されており，これらは前章の②の点についての協働体制の強化，④に関する課題の
教員自身の知識の向上が図られている．また，土砂災害等に関してセンターが作成した教材等を用いて，児童達が
協働して市野々地区について学んだ内容をとりまとめて発表するという総合学習を実施しており，③に関する課題
であるグループワークや学んだことを発信する場を学校自ら構築している． 

6. 最後に
本研究にご協力を頂いた那智勝浦町教育委員会，各小学校関係者に感謝するとともに，今回抽出された課題を参

考に，より効果的な土砂災害に関する防災教育活動を行えるよう，今後も継続して取り組みを進めたい．また，セ
ンターの近隣に位置しない小学校へも同様の活動を広めていきたい．

参考文献 

1) 犬丸ら：土砂災害に対する警戒避難意識向上に向けた教育コンテンツの検討，平成 29 年度砂防学会研究発表会概要集，pp.274-275，2017．
2) 吉村ら：土砂災害に対する警戒避難意識向上に向けた教育カリキュラムの検討，平成 30 年度砂防学会研究発表会概要集，pp.681-682，2018． 
3) 小竹ら：土砂災害に関する防災教育の地域波及支援について，2019 年度砂防学会研究発表会概要集，pp.749-750，2019．

図-3 市野々小学校での取り組み 

表-1 防災授業への教員の感想・意見 

522



既往最大値超過に着目した土砂災害誘発降雨の解析 

京都大学大学院農学研究科 
○小杉賢一朗・福田幹・正岡直也

1. はじめに

令和元年台風第 19号は，10月 6日の発生後に急速に発達し，10月 10～13 日に東日本および東北日本

を中心に大量の降水をもたらした。この降雨により多数の土砂災害が発生し，その数は 11 月 25 日の段

階で合計 962 件に達していた。これは昭和 57年に統計を開始して以来，台風に伴う土砂災害としては過

去最大の発生件数であった（国土交通省，2019）。甚大な被害が発生した宮城県伊具郡丸森町では，付近

の気象庁アメダス観測点（筆甫）において，10月 11～13 日に 607.5 mmの雨が観測されている。本研究

では，この降雨の異常性について，過去の降雨データと照らし合わせることにより検討を行った。 

2. 方法

降雨の解析には，小杉（2015）の方法を用いた。この方法では，まず，過去に観測されたすべての時

間雨量データを使用して，横軸と縦軸の双方に実効雨量を用いたスネーク曲線（図-1 の灰色丸印）を計

算し，右上の端に位置するデータ（図において中抜きの丸印で周囲を囲んだ灰色丸印）を全て抽出する。

そして，それらを図中の水色の点線のように結んだ線をスネーク曲線既往最大値と定義する。この既往

最大値について，それを超過しない領域は図中の領域 N に対応する。一方，既往最大値を超過する領域

は図中の A～D に区分けできる。領域 B は，横軸の実効雨量が，この実効雨量だけで見た場合の既往最

大値を超過している領域である。また領域 C は，縦軸の実効雨量が，この実効雨量だけで見た場合の既

往最大値を超過している領域である。さらに領域 D は，横軸の実効雨量と縦軸の実効雨量の両方が，そ

れぞれの既往最大値を超過している領域である。一方領域 A では，横軸の実効雨量と縦軸の実効雨量の

いずれもが，単独ではそれぞれの既往最大値を超過していないが，両者の組合せで見るとスネーク曲線

既往最大値を超過している領域である。本手法では，以上のような領域区分を行った上で，解析対象の

降雨イベントのスネーク曲線を描き，各時刻にスネーク曲線がどの領域に属しているかを解析する。さ

らに，降雨を多角的視点から評価するために，様々な半減期の実効雨量を組合せた種々のスネーク曲線

に対して上記の解析を実施する。 

 本研究では，気象庁アメダス筆甫における 1981/1/1 1:00～2019/10/11 0:00 の期間の時間雨量データを使

用して既往最大値を計算した上で，令和元年台風第 19号による降雨（10/11 0:00～10/14 0:00の期間）の

既往最大値超過状況を解析した。また，実効雨量の半減期を，0.1～2784 h の間で，対数値が等間隔にな

るように 24 通り設定した。縦軸実効雨量の半減期は横軸実効雨量の半減期以下の値となるため，検討を

行ったスネーク曲線の種類数は 300 となる。なお，実効雨量の計算は 1977/11/4/13:00 から行い，実効雨

量の初期値が既往最大値の計算に及ぼす影響を抑制した。ただし，筆甫の降雨データが存在しない

1977/11/4～1978/11/10の期間，ならびに筆甫において降雨データが欠測となっている期間については，近

くにある気象庁アメダス丸森のデータを使用した。この際，丸森のデータも欠測している場合には，付

近にある別のアメダス観測地点のデータで補完した。 

3. 結果

結果を図-2，3に示す。10 月 12日 17時までは，いずれ

のスネーク曲線においても既往最大値超過は発生してい

なかった。10 月 12日 18時の結果を示した図-3a において

は，横軸半減期＝2.3 h，縦軸半減期＝2.3 h の座標を持つ点

が領域 D を示す赤丸となっている。これは，半減期 2.3 h

の実効雨量が，この実効雨量だけで見た場合の既往最大値

を超過していることを意味している。この半減期 2.3 h の

実効雨量を縦軸に持つスネーク曲線は，横軸半減期の値に

かかわらず領域 C に属する。このようなスネーク曲線は，

図-3a におけるオレンジ丸に対応している。一方，半減期

2.3 h の実効雨量を横軸に持つスネーク曲線は，縦軸半減期 

Area N A B

DC

横軸実効雨量

縦
軸
実
効
雨
量

最大値

最
大
値

既往
範囲内

Ａ B

C D

N

図-1 スネーク曲線の既往最大値 
（小杉（2015）の図を元に作成。） 
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の値にかかわらず領域 Bに属する。このよ

うなスネーク曲線は，図-3a における黄緑

丸に対応している。さらにこの時刻には，

横軸実効雨量の半減期が 3.5～470 h，縦軸

実効雨量の半減期が 0.1～1.4 hの範囲のス

ネーク曲線において，領域 A の既往最大

値超過が起きていた（図-3a の灰色丸）。そ

して，領域 A～Dのいずれかにおいて既往

最大値超過を起こしていたスネーク曲線

は，全 300種類のうち 108 種類となってお

り，割合は 36%であった。この割合を以下

では「超過組合せ率」と呼び，各時刻にお

ける既往最大値超過度合いの指標とする。

図-2bには，この超過組合せ率の時系列を，

領域 A～D に区分した割合の積み上げグ

ラフとして示している。

10月 12日 19時になると，半減期 0.6～

8.6 h の実効雨量が，それぞれの実効雨量

だけで見た場合の既往最大値を超過して

おり，これらの実効雨量を組合せたスネー 

ク曲線では領域 D の既

往最大値超過が発生し

ている（図-3bの赤丸）。

そして，18 時に比べ，

より多くのスネーク曲

線において既往最大値

超過が起きており，超

過組合せ率は 66%に増

加した（図-2）。さらに

時間の経過とともに超

過組合せ率は増加を続

け，10 月 12 日 22時に

最大値である 89%とな

った。このようにアメ

ダス筆甫では，台風第

19 号のもたらした豪雨

によって，大半のスネ

ーク曲線において過去

約 40年間の最大値を超

過していたことがわか 

った。この結果は，異なる降雨応答を示す種々の斜面において，地下水位が既往最大値を超過して上昇

した可能性を示しており，今回の降雨により多くの斜面で崩壊が発生した原因の一つと推察される。 

本研究の一部は，平成３１年度河川砂防技術研究開発公募制度の助成を受けて実施した。 

引用文献 

国土交通省砂防部，令和元年台風第１９号に伴う土砂災害の概要，http://www.mlit.go.jp/river/sabo/ 

jirei/r1dosha/r1typhoon19_gaiyou191129r.pdf，2019（2020 年 5月 16日閲覧）． 

小杉賢一朗，斜面崩壊の誘因となった降雨の評価手法，砂防学会誌，67(5)，12-23，2015. 

図-3 各種半減期の組合せにおけるスネーク曲線既往最大値超過状況
（2019年 10月 12日の結果。A～Nは図-1の各領域に対応。）
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図-2 令和元年台風第 19 号におけるアメダス筆甫の時
間雨量ならびに超過組合せ率の時系列 
（図-2bの A～Dは図-1の各領域に対応。） 
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土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設と地域との連携強化に向けた取組検討 

（事例報告） 
立山砂防事務所 野呂 智之、宮下 優、荒井 洋二、大井 正一

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 酒谷 幸彦 、千葉 幹、友野 誠*、○藤澤 誠二 
＊現国土防災技術株式会社

1.はじめに
平成 29 年 6 月の土砂法改正により、土砂災害警

戒区域内に立地する要配慮者利用施設の避難確
保計画の作成並びに避難訓練の実施が義務化さ
れた。しかしながら依然として避難確保計画を作
成し避難訓練の実施している施設は少なく、引き
続き、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を
促進が求められている。
一方、平成 30 年７月豪雨を受け設置された「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」においては、「要配慮者への対応も
含め、地区の住民自らが地区や個人の実情を踏ま
えた上で、ハザードマップや地区防災計画の作
成・見直しを通じて警戒避難体制の強化を図り、
実効性のある避難を確保するべき１）」と示された。
これを踏まえ、国土交通省ではモデル地区におけ
る取組支援を検討し、その事例をとりまとめて
『地区防災計画等の作成を支援するためのガイ
ドライン』を作成した 2）。立山砂防事務所では土
砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設及
びその周辺地区を対象に要配慮者利用施設及び
地区住民らによる警戒避難体制の強化に向けた
取組支援を行った。
本発表では、土砂災害発生時の県、市町村、地元

住民等との連携における立山砂防事務所の取組支援
について検討したので、その結果を報告する。

2.避難確保計画の作成
立山町内の土砂災害警戒区域に立地する要配

慮者利用施設のうち、大規模土砂災害（天然ダム）
発生の危険度の高い施設３施設を選定し、避難確
保計画（案）作成の検討を行った。そのうち、１
施設を選定し、施設及び国、県、町と施設の属す
る自治会との連携強化に向けた取り組みの検討
を行った。
モデル地区の位置を図１に示す。当該地区の居

住域は、標高 350～400m 程度の山地に囲まれた
河川沿いの平野部にあり、ほとんどが土砂災害警
戒区域に指定されている。地質はおもに海成層の
堆積岩からなる。
過去には、当該地区を流れる河川の決壊により

浸水被害が発生している。平成 25 年 8 月に発生
した大雨災害では、当該地区内の渓流から流木や
土砂が流出し、周辺地域では避難準備情報が発令
され 3）、一部の住民が「声掛け」で避難した。

図１ モデル地の概要 

3.地区住民との連携強化に向けた取り組み
施設及び周辺住民との連携強化を目的に、地区

住民と施設管理者を対象とした土砂災害に関す
るワークショップ（勉強会、話し合い）を実施し
た（図 2 参照）。 
施設管理者および地区住民らによる話し合い

では互いに過去の災害履歴を共有するとともに、
「地区内に高齢者が多く、平日日中の避難をどう
すべきか」や「行政から発表される避難情報等の
地区内での伝達方法がない」など警戒避難に係る
課題の共有を行った。
話し合い後は、住民意見を基に地域の危険箇所

や避難行動時の課題等を示した防災マップとし
て取りまとめた（図３参照）。
話し合い後に実施した住民意識調査（アンケー

ト）では、当該地区では『地区周辺の土砂災害の
危険性を認識している』と答える住民がほとんど
であり、『情報収集方法（情報収集先）や危険を
感じた時に支援を依頼したい相手』として近所の
人と回答する住民が最も多いなど共助の意識が
高い住民が多い傾向がみられた。
また、自由意見としてのコメントでは『地区で

防災について話し合いをするべき』『年配者が元
気なうちに地区の災害年表を作っておくべき』等
の意見も挙がった。

図２ 話し合いの様子 

図３話し合いでの意見を基に作成した防災マップ 

モデル
地区

要配慮者
利⽤施設
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4.避難確保計画検証のための机上訓練の実施
作成した避難確保計画の実効性の検証を目的

に、要配慮者利用施設における机上の危機管理対
応訓練を実施した。
訓練には要配慮者施設の施設管理者のほか、町、

県、国が参加した。また、県からは今後の県内へ
の水平展開を鑑み、砂防ボランティアの方にも参
加いただいた（図 4 参照）。 
訓練は机上演習による学習型方式を採用し、進

行役（ファシリテーター）と参加機関との質疑応
答を繰り返すことで回答者以外の参加者も各機
関がどのような対応を行うのかを確認できる方
法をとった（図５参照）。
訓練により確認した施設及び行政機関の状況

を表１に示す。各機関の主な対応を検証し『土砂
災害リスクのある要配慮者利用施設への情報伝
達が確立されていない』、『地区内での声掛け、助
け合いが必要となる』、『天然ダムの撤去等応急対
策が長期化した場合は、施設営業休止期間が長期
化することになる』等の課題を抽出した。

5.避難確保計画の見直し
避難訓練による実地検証及び地区住民らとの

話し合いを踏まえて、避難の実効性を高めるため
の避難確保計画の見直しを行った。
計画には施設管理者が『施設利用者家族への事

前連絡（雨が降った場合、営業時間を短縮する）
を行うこと』や『区長への状況確認を行う（区長
に問合わせる）こと』などを新たに盛り込むとと

図４ 訓練の様子 

図５ 学習型方式の訓練方法 

表１ 施設及び各機関の警戒避難に関する対応 

機関 警戒避難に関する対応 

施 

設 

□大雨が予想される際は、早期営業中止を判
断している
□平成 25 年 8 月の大雨災害を教訓に、急な
大雨等に対応できるよう、朝の送迎時に利用
者家族に対して早期営業休止の承諾をもらっ
ておき、営業中止判断後の避難行動（自宅へ
の送迎）を迅速に行っている

町 

□避難情報、災害情報に関しては防災行政
無線や HP のほか、各地区区長へ電話により
伝達する

県 

□土砂災害警戒情報支援システムによりメッ
シュ情報での雨量、危険度を HP で公開してお
り、またメール配信サービスも行っている

国 

□天然ダム発生等、異常な状況を県、町に伝
達。これに合わせ町は避難情報を発表する。
□状況の変化を逐次県、町に伝達し、町は県
と調整し広域避難等を検討する。

もに、『大規模土砂災害発生時の対応についてど
のように情報が伝達されるか』などを加えた。
また、本訓練参加者である町や県への意見照会

を行い、意見の反映を行った。
さらに、検討した避難確保計画を基に、県内の

ほかの施設向けに利用できるよう通所型要配慮
者利用施設における避難確保計画のひな型を作
成した。
6．まとめ 
今回実施した取組みにおける成果は以下の通り。
①当該地区での初めての試みとして、施設管理者
と住民とが合同で勉強会や話し合いを実施し
たことにより、地区の災害リスクや警戒避難に
おける課題を共有することができた。

②施設の警戒避難体制の強化を検討する際は、施
設だけでなく、地区の住民や行政機関との連携
が必要不可欠であることを確認した。

③同取組を水平展開するための一環として、砂防
ボランティアにオブザーバーとして参画いた
だくとともに、通所型施設向けに避難確保計画
のひな型を作成することができた。

今後、当該地区においては、地区内での情報共有
に関する検討を進めていくことが望ましい。
また、今後は入所型（滞在型）施設においても同

様の取組支援を行う必要がある。入所型施設では、
職員の少ない夜間時の対応や寝たきりの方など施設
外への避難が困難な利用者への対応等に留意した検
討を行うべきと考える。
さらに、同様の取組みを他施設へ展開していくた

めには、地区の防災リーダーの育成、専門家として
のアドバイザー（県砂防部局など）の配置、砂防ボ
ランティアとの連携、行政機関における砂防・防災
部局と福祉部局との連携強化など、取組支援の枠組
みを検討することが重要と考える。

【参考文献】 
1）「実効性のある避難を確保するための土砂災害対

策検討委員会」報告書（令和元年 5 月、国土交通
省）

2）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） 

3）立山町地域防災計画資料編（平成 26 年 3 月）
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昭和28年日高川流域での土砂災害教訓伝承の取組み 

和歌山県県土整備部砂防課 ○森川 智

和歌山県土砂災害啓発センター 崎山朋紀・宮崎徳生・榎原伴樹・岸畑明宏・坂口隆紀

日高川町防災センター  伊奈高司・谷本展也

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

昨年の東日本を縦断した台風 19 号による土砂・洪

水氾濫等，近年，大規模な土砂災害が頻発している。

和歌山県でも毎年土砂災害が発生しているが，幸いに

して被害はそれほど深刻ではない。

しかし，平成 23 年のような大規模土砂災害への備

えを平常時から行うことは災害を軽減するためにも非

常に重要である。本県における大規模土砂災害として

は，明治 22年，昭和 28年，平成 23年と約 60年周期

で発生しており，これは一生に一度程度遭遇する間隔

である。このため，土砂災害に備えるためには，「過去

の災害に学び・生かす」取り組みが大切であり，全国

的な事例については井上 1)らが調査を行っている。

本研究では，日高川町において昭和 28 年に発生し

た災害に関する写真，自然災害伝承碑，ヒアリングの

成果を用いて講演することで，災害の教訓が聴講者に

与える影響について検証を行ったので報告する。

2. 昭和28年水害の教訓伝承のための準備

昭和 28 年水害の教訓伝承を試みるにあたり，以下

の調査を実施し成果をとりまとめた。

2.1. 昭和28年水害当時の写真と現在の比較 

 比較写真の撮影は，入手した当時の写真を基に，船

津から川原河周辺エリアで実施した（図-1）。代表的な

比較写真を写真-1～3 に示す。当時被災したところに

家や道路が再建されているところが多い。

2.2. 自然災害伝承碑に関する調査 

文献 2)，住民への聞き取り調査に基づき現地を確認

したところ，明治 22 年水害，昭和 28 年水害，平成

23年紀伊半島大水害に関する伝承碑を確認できた。平

成23年以降に建立された伝承碑の中には昭和28年と

平成 23 年の 2 つ水位を示したものもあった。代表的

なものを写真-4～7に示す。

2.3. 当時の様子を知る住民へのヒアリング調査 

昭和 28 年水害当時の様子を知る住民 2 人のヒアリ

ング調査を実施した。

2.3.1. 弥谷の山津波に関する証言（T氏） 

 美山村史 3)によると，被害が大きかった弥谷地区で

は幅 150m 高さ 400m の山津波が発生し，人も家も田

畑ものみ込んでしまった。この山津波で23戸が全滅，

82名が生き埋めになったとある。 
今回，当時の様子を知る T 氏（当時 24 歳）に慰霊

碑の前でお話しを聞いた（写真-8）。当日は，山津波（水

害）昭和 28年 7月 18日当時迄の弥谷部落のイラスト

マップをご持参頂いた。弥谷出身のデザイナーが作成

写真-2  昭和28年水害当時の写真と現在の比較.日高川町船津
地内.（左）S28年水害時．（右）2019.12.24撮影. 

写真-3  昭和28年水害当時の写真と現在の比較.日高川町原日
浦地内.（左）S28年水害時．（右）2019.12.25撮影.

写真-1  昭和28年水害当時の写真と現在の比較.日高川町船津
地内.（左）S28年水害時．（右）2019.12.24撮影. 

図-1  船津～川原河周辺エリアの位置図. 

日高川町

船津～川原河周辺エリア 
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し，裏側にはこの惨禍に関する作者の手記が貼付され

ている（写真-9）。ご同席頂いた弥谷区長の藤本憲一氏

によると，弥谷地区ではこのイラストマップを災害教

訓の伝承に活用している。

T氏の主な証言は次のとおりである。 
・山津波は複数回発生した。初回の山津波の後，偵察・

救援に向かったT氏の弟達が犠牲になった。 
・対岸の人家は山津波の前に川の増水で流された。住

人は増水前に裏山に避難し助かった。

・昭和 21年昭和南海地震を境に，普段洗濯などに利

用していた谷水が透明から米のとぎ汁の様な色に変わ

った。

2.3.2. 佐井地区における災害体験者の証言（S氏） 

役場職員として昭和 28 年水害後の復旧業務に携わ

った経歴をお持ちのS氏（当時高校生）の主な証言は

次のとおりである（写真-10）。

・昭和 28年水害当時，床下浸水した自宅の２階に避

難していた。

・雨が強く降り始めたので，飼っていた牛の避難に出

かけ，その帰り道に家に着く頃には膝上まで水嵩が上

がっていた。その後，米を運び出せと言われ，きつい

作業をした。

・近所の 2 人は，対岸の田の様子を見に出かけ，そ

の帰り道でつり橋を渡っている時に橋が壊れて流され

た。

・避難しようとは思わなかった。

・当時は，戦後の食糧難の時代であり，米，牛を避難

させた。

3. 講演会における災害教訓の伝承とその効果の検証

講演会は，令和元年 5月に完成した日高川町防災セ

ンターにおいて実施した（写真-11）。講演会では，昭

和 28 年水害当時の写真と現在を比較した画像，自然

災害伝承碑，昭和 28 年水害に関する証言により災害

教訓の伝承を試みた。

昭和 28 年水害に関する講演内容について聴講者の

アンケート調査を実施した結果，全体の 88％の人が災

害に対する意識向上や避難の参考になったと回答した

（図-2）。また，全体の 88％の人が，家族・友人など

誰かに話したいと思うと回答した（図-3）。 

4. おわりに

本研究では，昭和 28 年水害の被害実態，当時の警

戒避難意識や行動実態を把握できた。昭和 28 年水害

から 66 年が経過し，当時の様子を知る方々が高齢化

しているが，貴重な画像・証言記録を収集できた。ま

た，地域の災害教訓により講演会を実施した結果，警

戒避難意識の向上，災害教訓の伝承について一定の効

果が確認できた。地震の分野では歴史地震研究会 4)が

活動しているように，減災のため土砂災害の歴史を研

究することも大切であると考える。

参考文献 

1) 井上公夫：歴史的大規模土砂災害地点を歩く, 丸源

書店, 2018.
2) 清水長一郎：日高路の石碑巡礼, 御坊文化財研究会,

1998.
3) 美山村史編纂委員会：美山村史通史編下巻, 美山村,

p1414, 1997.
4) 磯田道史：天災から日本史を読みなおす, 中公新書,

2014.

写真-4  旧高津尾小学校南側
の畔にある明治22年水害水位
標. 

写真-5  下阿田木神社階段横
にある昭和28年水害水位標. 

写真-6  高津尾バス停付近に
ある昭和28年水害水位標. 

写真-7  坂野川集会場前に建
てられた昭和28水害と平成23
年の水害2つの水位を示すモ
ニュメント.

図2. アンケート結果．昭和28
年水害の講演内容について，災
害に対する意識向上や避難の参
考になったか. 

写真-11  講演会の様子. 

図3.  アンケート結果．昭和
28年水害の講演内容について，
家族・友人など誰かに話したい
と思ったか. 

写真-10  昭和28年水害に関
するヒアリング状況. 

写真-8  弥谷の山津波に関す
るヒアリング状況. 

写真-9  イラストマップの裏
側に貼付された手記. 

88%

6% 6%

とても・まあまあ参考になった

あまり参考にならなかった・ならなかった

無回答

N=136 
88%

8%
4%

思う 思わない 無回答

N=136 
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レーダー雨量を用いた 2019 年台風 19 号における降雨実態について

パシフィックコンサルタンツ 株式会社： ◯花田 良太、飛岡 啓之、五十嵐 孝浩、黒川 祐梨 

１．はじめに 

令和元年東日本台風は広域の降雨で、各地で洪水被害などをもたらし、宮城県

丸森町等では土砂・洪水氾濫が発生した。一方、中山間地域では雨量計、水位計

などの観測機器の設置密度が少なく、降雨実態や被災の可能性を把握するため

には、レーダー雨量データが重要となる。これまで解析雨量により 1.0km メッシ

ュで 30 分間隔で公表（速報版解析雨量は 10 分間隔）され、これらを用いて土砂

災害危険度情報なども提供されている。一方で、250m メッシュ単位で 1 分間隔

で取得できる XRAIN や、250m メッシュ単位で 5 分間隔で取得できる高解像度降

水ナウキャスト（以下、ナウキャスト）なども公表されている。本検討では、令

和元年東日本台風時の中山間地域における降雨実態を各種レーダー雨量により

把握することで、今後の警戒避難等への一助とするものとした。 

２．検討手法 

降雨は令和元年東日本台風時の 2019 年 10 月 11 日～15 日を対象とする。エリ

アは、群馬県嬬恋村の吾妻川上流域を対象とした。本地域は、川沿いの道路崩落

などを要因として宿泊施設で孤立が生じていた地域である。用いる雨量データは、地上雨量計（田代、鹿沢、鳥居

峠、地蔵峠）と、解析雨量、XRAIN、ナウキャストを用いた。 

３．降雨実態の把握 

3.1 地上雨量計とレーダー雨量の降雨比較 

地上雨量計のデータと比較すると、最大降雨強度も累加雨量も XRAIN がやや小さく、ナウキャストがやや大きい

結果となった。解析雨量では地上雨量計と比較的近い値となっている。鹿沢観測所に該当するメッシュの XRAIN は

明らかに半数程度で少なく、強雨によるレーダーの減衰・消散により正確に観測できていないものと考えられる。 

表-1 各観測データによる最大降雨強度と累加雨量の比較 

項目 最大降雨強度（mm/h） 累加雨量（mm） 
観測所 田代 鹿沢 鳥居峠 地蔵峠 田代 鹿沢 鳥居峠 地蔵峠 
地上雨量計 36.0 50.0 41.0 38.0 398.0 503.0 378.0 411.0 
解析雨量 42.3 55.7 55.7 55.7 397.2 517.9 421.3 517.9 
XRAIN 28.7 21.3 28.0 14.6 276.7 244.1 263.2 164.7 
ナウキャスト 42.3 58.3 41.7 41.3 429.5 521.0 517.9 399.6 

図-2 2019 年 10 月 11 日～14 日の降雨状況（鹿沢、該当メッシュ） 図-3 XRAIN のレーダー遮蔽状況 

図-1 検討対象範囲 

本検討エリア 
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3.2 高解像度ナウキャストによる降雨の把握状況 

レーダーの減衰・

消散の影響が少ない

と考えられたナウキ

ャストの総雨量分布

図、最大降雨強度分

布図を図-4に示す。 

最大降雨強度は、

100mm/h 以上のメ

ッシュが点在してい

るが、総雨量では単

元流域 3,4,7,8 など

で多くなっているこ

とが分かる。 

図-4 2019 年 10

月 11 日～15 日の降雨状況（ナウキャスト） 左：総雨量、右：最大降雨強度 

単元流域で総雨量を整理した結果を図-5 に、単元流域及び各メ

ッシュの総雨量と最大降雨強度との関係を図-6に示す。 

レーダー雨量のデータは瞬間値や 1 時間雨量などはリアルタイ

ムには公表されており、土砂災害危険度などの情報はあるものの、

累積雨量を把握できるような資料は少なく、住民のみでなく行政に

おいても連続した強降雨域を把握しにくい状況となっているが、メ

ッシュもしくは単元流域ごとに示すことで、どの流域で特に危険度

が高のか、どの

エリアの下流

域で土砂・洪水

はん濫が生じ

やすい状況に

あるのかを把

握しやすくな

ると考えられ

る。 

４．おわりに 

本検討では、2019 年台風 19 号時の群馬県嬬恋村吾妻川上流域を対象にレーダー雨量を用いて降雨実態の把握を

行った。結果、レーダー雨量によりメッシュ単位や流域単位で単純に累積雨量などを把握するだけで、特に強い降

雨域が分かるため、土砂洪水はん濫の可能性が高い流域やその影響の可能性がある下流域を推定しやすく、住民へ

の危険度情報として分かりやすい情報が提供可能になると考えられる。特に、中山間地域においては、雨量や水位

の観測密度が低いことから有効と考えられる。今後はレーダー雨量を用いた土砂災害警戒情報やリアルタイムはん

濫解析などの解析データの提供が警戒避難に必要と考えられる。 

図-5 単元流域における総雨量 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0

総
雨
量
（

m
m
）

最大降雨強度（mm/h）

各メッシュ

流域平均

図-6 単元流域及び各メッシュの
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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」） 

NPO 法人 兵庫県防災士会：○ 郡 典宏,室﨑 友輔,的場 令基,金澤 裕子 

松山 雅洋,曽根 武彦,中田 康夫,植田 雅人,髙橋 実芳子 

1. はじめに

土砂災害防止法に基づく砂防基礎調査の進捗に伴い、土砂災害警戒区域や同特別警戒区域が公示されている。またこ

れを踏まえて、ハザードマップ等が関係機関で作成され、紙ベース及びインターネット等で積極的に発信されている。 

しかし近年各地で頻発した土砂災害では、避難行動の遅れや避難率の低さ等がソフト対策の課題となっている。その要

因として、警戒避難の趣旨・目的・方法等が、地域住民に十分浸透していない状況があると考えられる。 

本報告は土砂災害対策の地域住民への周知活動の事例として、神戸市危機管理室からの委託事業として兵庫県防災士

会が実施した「わが家の避難マップづくり」のワークショップについて、活動の実態、及び成果や課題を報告する。 

2. ワークショップ（以下：WS と称する）開催までの仕組み

2.1. 目的と方法

神戸市民を対象として、土砂災害からの適切な避難方法や避難行動を啓発する

ことを目的に実施する。

具体的には、自治会等の地域団体からの申し込みを受け付け、WS 希望団体が

確保した自治会館等の会場にて、土砂災害の基礎知識、適切な避難行動や、地域

の実情を反映した避難先や経路の考え方について説明する。

2.2. 実施までのプロセス

(1) 神戸市危機管理室が自治会長宛のチラシ郵送や HP 等で、WS を希望する自

治会等の地域団体を募集する。（原則として 10 人以上の団体）

(2) 希望地域団体は、WS の希望日時、場所、参加人数等を窓口の防災士会の

理事（以下担当理事）に連絡する。

（委託事業であり、この段階で窓口は防災士会となる。）

（また開催日時は団体の希望を優先し第二、第三希望まで記入し、土

日曜の休日、また時間帯も制限なしで OK、フレキシブルに対応）

(3) 担当理事は、参加人数に応じてメインの講師、及びサブの講師を募集、

選定する。（講師人数＝1名／参加人数 20 人、…５名／100 人、‥）

（講師は研修を受けた防災士で、かつメイン講師は経験者で、初心者

はサブの講師として参加し OJT でスキルアップを図る。）

(4) メイン講師は希望団体の責任者に連絡し、WS に向けて会場や地区周

辺の下見、及び資料確認や説明スライドのカスタマイズ等を準備する。 

（会場の広さや設備、必要なマップ範囲や資料の部数確認、及び当該

地区内の危険個所等の下見、地域特性を反映した資料編集）

2.3. 神戸市の提供資料

WS 当日に参加者に配布する教材資料として、担当理事は参加者人数

分を印刷準備しメイン講師に発送する。内容は、「当該地区のハザードマ

ップ」、「避難マップの作成手順」、「土砂災害現象の解説資料」等である。

（全戸配布の神戸市のくらしの防災ガイドがベース、マイタイムライン

を追加）

3. ワークショップの実施

3.1. WS 当日のスケジュール

本 WS は、WS のみで開催されるケースもあるが、自治会の定例会や

地区清掃等に併せて、時間延長で実施されるケースも多い。

図-２ WSの申込みの事例 

図-1 WS の募集チラシ 

土日の 20 時
～21 時 30 分

を希望

図-３ ハザードマップの事例 

マイタイムラ

インの追加
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タイムスケジュールは 1時間～1時間 30分程度で、概ね以下の内容である。
① スライドによる説明、② 実際の避難マップの作製、③ 質疑応答、④ アンケ

ート記入 等 これより長時間だと参加者の負担が大きいようだ。

3.2. 説明用スライド

WS における説明内容について講師間で一定レベルの水準を確保するため、土
砂災害の映像(気象庁、国土交通省等)や神戸市のハザードマップ等を活用し説
明用スライドを作成した。

これは基本的事項の説明等

WS の共通事項をまとめた
PPT資料で、メイン講師は、現
地で撮影した写真を組み込むな

ど地域に特化した資料を作成

し、当該地区向けのオーダーメ

イドの説明用資料とした。

4. 活動の実績

4.1. 実施実績

平成 31年度におけるWSの実施実績を以下に示す。
説明会の実施期間：令和元年 7月 19日～令和元年 12月 20日まで実施した。
実施結果 説明会実施回数：47回（参加者 970名） 平成 30年度：実施回数 69回（参加者 1,507名）
平成 30年度は、神戸市内や広島で土砂災害が頻発し、WSの開催を希望する団体が多かった。
区ごとの実施結果を表-1 に示すが、土砂災害危険個所の多い北区、東灘区が多いほか、申し込み団体では自
治会からが 39団体と圧倒的に多い。（北区、東灘区は特別警戒区域：レッドゾーンが公示されている。）
平成 31年度の講師派遣人数：延べ 98.5名であった。

4.2. WS 実施後の対応

WSの終了後に参加者にアンケートを配布し、担当講師で手分けして整理、集計した。
この際 google ドライブに設置したエクセルベースのスプレッドシートを活用し、集計
作業及びグラフ化までの作業を自動化したほか、併せて委託業務の成果報告書としての品

質水準を確保した。参考のため、自動作成したグラフの事例を図-５に示す。

（自宅が、土砂災害警戒区域、特別警戒区域にあるかの集計結果である）

4.3. アンケート結果からの考察

参加理由や知りたいことについては、「土砂災害への不安」、「自宅の危険性」、及び

避難する場所やタイミング」が上位で、例年と同じ傾向である。

また最近の地域、及び自治会活動の現状を反映して、60代以上の参加者が多い。
なお約 9割の参加者が、全体的に「よく分かった」「分かった」と評価している。

5. 課題と対応

安全な避難場所までの距離がある地区では、開催時間内では実質的な避難マップの作成が困難なケースがある。

垂直避難や、近隣の安全な友人宅への避難等も含めた個々の避難先を確認することの重要性を説明した

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）が公示されている地区での説明について。

神戸市域では平成 28 年度から一部の地区で特別警戒区域の公示が開始されており、該当地区では危険度や
避難の重要性について重点的に説明した。

しかし建替え時の制限や不動産評価を考慮し、戸別家屋の危険性に関する説明は控えた表現を心掛けた。

6. 終わりに

本報告の発表及び資料利用について、許可をいただいた神戸市危機管理室に深謝の意を表します。

(参考資料:平成 31年度 土砂災害からの避難に係る啓発業務 実施報告書:神戸市危機管理室、兵庫県防災士会) 

写真－１ 実際の WS の会場状況 

図－４ 説明用スライドの冒頭部分 

表－１ 区ごとの実施状況 

図－５ グラフの事例 
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天竜川水系における水害・土石流被害簡易表示システムの開発（その３） 

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 伊藤誠記，鈴木豊，澤田宗也

アジア航測株式会社 ○坂口宏，梶原あずさ，黒岩知恵，吉野弘祐

1, はじめに

水害・土砂災害の危険性を住民の方々にわかりやすく伝える手法としては，普及が急速に進んでいるス

マートフォンなどから，自分のいる場所の危険性を簡易に確認できる仕組みを構築することが有効である。 
筆者らは，スマートデバイスの GPS 機能を活用し，任意地点で水害・土石流被害の危険度判定を行うシ

ステムを構築した。本稿では，一般住民向けの公開版システムにおける危険度表現方法の検討および人的

被害の定量化に関する検討例について報告する。

2, 公開版システムの検討

公開版システムについては，情報発信者となる天竜川

上流河川事務所の関連各課の意見とともに，情報取得者

となる「一般住民の意見」を集約し決定することとした。 
一般住民の意見収集については，主要市町村（伊那市、

駒ケ根市、飯田市）にご協力いただき，「自治会の会合」

「地区の消防団の会合」「防災士講習会」において，シ

ステム説明およびアンケート調査を実施し，公開版シス

テムの表現方法検討の基礎資料として活用した。

2.1, アンケート調査結果

本システムのターゲット層は，スマートフォンを日常

的に活用し，地区の防災リーダーとして期待できる年代

となる「30 代～40 代」であるため，アンケート調査の

分析は，30 代～40 代に絞って評価することとした。 
アンケート調査結果では,システムの表示内容や見や

すさ，判定プロセスに問題無いことが確認できた（図 1）。 
また，危険度表現としては，イメージ図や模式図等の

一目で危険性の程度がわかる表現が好まれる傾向にあ

り，数値等の詳細情報は一般住民向けには不要であるこ

とがわかった。

2.2, 公開版システムの危険度表現方法 
前項のアンケート調査結果および事務所意見を踏ま

え公開版システムの危険度表現方法は以下に示すとお

りとした（図 2）。 
① 水害については，浸水想定

区域の「浸水深」について

イメージ・テキストを用い

わかりやすく表現する。

② 土石流については，イメー

ジ・模式図・テキストを組

み合わせることで危険度

の強弱を表現する。

③ ア ニ メ ー シ ョ ン 画 像

（APNG 形式）により，イ

メージ・模式図表現に動き

をつけることで，危険度判

定結果の視覚表現効果を

高める。

３０代

４０代

図 2 公開版システムの危険度表現 

図 1 一般住民へのアンケート結果 

表示画面の内容 回答者の年代 

※総回答数=56 人（飯田市 27 人 伊那市 7 人 駒ケ根市 22 人）

内、30～40 代の回答者は 24 人

見やす

い
67%

どちらで

もない

25%

見にくい
8%

適切な

表示

87%

表示して欲

しい内容有

13%

スムースに

実施

86%

わかりに

くい
14%

0%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

イメージ図 模式図 テキスト 数値 写真 動画

16

11

16

5

7
8

危険度表現方法 

表示画面の構成 危険度判定の流れ 

危険性の程度が一目でわ

かる表現が上位を占める 

～20才
0%

20～30才
23%

30～40才
29%40～50才

14%

50～60才
16%

60才～
18%

40 代
30 代

・「浸水深」をわか
りやすく表現

・表現方法は，「イ
メージ」と「テキス
ト」のみ

・メッシュ単位の
浸水深を用いる
が危険度表示で
は「各レンジの最
大値」を示す。

・水位上昇や水の
揺らぎをアニメー
ション化（視覚効
果の向上）

水害の危険度表現 土石流の危険度表現 

・「流動深」を用い

て危険度を判定
・表現方法は，「イ
メ ー ジ 」 「 模 式

図」「テキスト」
・テキストと組み合
わせる こと で危
険度を細分化

・イメージ図の土
石流の動きや模
式図のメーター
上昇をアニメー
ション化（視覚効
果の向上）

・ 事 業 説 明 等 の
動画を配置

※危険度表現で
はない
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3, 人的被害の定量化のための検討 
筆者らは，土石流における人的被害を定量的に表現するための基礎検討として，建物の倒壊に着目し「土

地の勾配と建物倒壊限界流動深の相関式」を導き出している。本稿では，平成 26 年広島災害の災害実績と

上記相関式の関係を分析し，人的被害の定量化への活用について検討を行った。

3.1, 土地の勾配と建物倒壊限界流動深の相関式 
土砂災害防止法の大臣告示式となる「土石流流体力」「建

築物耐力」の両式を連立させることにより，土地の勾配θ

を変数とする建物倒壊限界流動深 h の関係式（式(1)）とし

て表すことができる。

式(1)は，明示的に解を求めることができな

いため，横軸に流動深，縦軸に建築物耐力お

よび土石流流体力とするグラフを作図した

（図 3）。次に，図 3 のθの範囲を 1～20°と

して 0.1°刻みで，二分法を用い上記の交点

を求め，土地の勾配と建物倒壊限界流動深の

相関式となる下式を導き出した。

3.2, 平成 26 年広島豪雨災害時の家屋被害の状況 
池谷ら 1)は，広島土砂災害を事例に山麓傾斜

地に開発された住宅地の土砂災害の危険性に

ついてその課題と対策について報告している。 
この中で，土石流の流体力と家屋被害との関

係を知るべく，調査対象渓流において土石流が

直撃するような場所の土石流の流動深（流れの

痕跡）とその上流側の道路勾配を現地で計測し

ている（図 4）。マニング式を用いて流速を計

算すると，流速が 10m/s，流体力で 10t/m を超

す領域では，土石流の直撃により木造家屋が全

壊する恐れが大きいことが示されている。

3.3, 建物倒壊限界流動深の相関式と災害実態との関係 
平成 26 年広島豪雨災害における土石流が直撃するよう

な場所の土石流の流動深（流れの痕跡）と，その上流側の

道路勾配のデータを，建物倒壊限界流動深と土地の勾配の

相関式図にプロットした（図 5）。 
結果，全壊家屋と一部損壊家屋は建物倒壊限界流動深を

境界として分離される結果となった。そのため，建物倒壊

限界流動深の相関式は，全壊家屋と一部損壊家屋の発生を

区分できる可能性がある。今後は，家屋倒壊と人的被害の

関係を災害実績ベースで整理することで，想定される流動

深と地盤勾配の条件のみで，定量的な人的被害の予測につ

なげることも可能と考える。

4, おわりに 
本稿で紹介したシステムは，スマートフォンやタブレット PC により，任意地点で水害や土石流被害の

危険度を表示可能な仕組みとなるが，本システムをベースとして機能追加を検討することで，キャンプ場

など観光客への水害等の危険性周知や，小中学生に対する防災学習での利用等での活用が可能と考える。

そのため，今後は，大学等も含め産官学が一体となった情報発信の仕組みの検討が必要である。

参考文献 1) 池谷浩・二村由宇也：2014.8 広島災害を考える，機関誌「SABO」vol.118，pp.22-27，2015 
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ここに  h ：土石流の高さ（流動深） 

θ ：土地の勾配（°） 
 ρ = 1.2t/m3 φ = 35° n = 0.10 

図 3 流動深と建築物耐力及び土石流流体力の関係図 
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ここに  hlim ：建物倒壊限界流動深（m） 

θ ：土地の勾配（°） 

図 4 流動深と建築物耐力及び土石流流体力の関係図 
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微地形判読のハザードマップ・防災計画への応用 

○下河敏彦(株式会社環境地質)・清水勇介(株式会社環境地質)

1．はじめに  

近年の広域かつ複合的な豪雨災害が発生して

いる。このため、「自助」「共助」「公助」の重要

性が高まり、地域防災力全体の向上や（中島他；

2019）、土砂災害タイムラインに基づく避難行動

の高度化に関する取り組みも行われ（大村・三

木；2019）、ハザードマップも整備されている。 

ハザードマップに記載される警戒区域や避難

経路は、既往災害の土砂・洪水氾濫の実態や、そ

の地形・地質的背景を反映させることが重要であ

る。例えば、2019 年 10 月に発生した台風 19 号

では、避難所が土砂災害や洪水の危険箇所に立地

していたことが報告されているが（朝日新聞デジ

タル；2019/11/6）、このような事態を避ける的確

な計画を策定しなければならない。

また、近年は 5ｍ以上の解像度を持つ高精度地

形情報が普及し、微地形と既往災害土砂移動実態

からみた危険（安全）性や（下河；2018、小林他；

2018、稲垣他；2016）、ハザードマップの検証が

行われている（黒木；2019）。本報告では土砂及

び洪水災害の痕跡を示す微地形が分布する静岡

県気田川流域の地区を事例に、微地形解析とハザ

ードマップ・防災計画への適用法を検証する。 

2．対象地域 

 調査対象は，静岡県の天竜川水系気田川沿いの

及び令和元年度東日本台風による土砂流出のあ

った栃木県の山間盆地である。 

3．ハザードマップの作成 

3.1 微地形判読  

静岡県は、1ｍDEM に基づく CS 立体図を公開

している。本報告では、CS 立体図に国土地理院

発行の 5ｍDEM から作成した 2ｍ間隔の等高線を

重ねて判読した。 

栃木県の事例は、国土地理院発行の 5ｍDEM か

ら作成した 2ｍ間隔の等高線の判読及び災害後の

地表踏査により地形を判読した。 

このことにより、100 年確率で発生しうる地形

形成営力と規模で形成される微小地形や堤防の

断面も判読、表現が可能となるため、崩壊、土石

流、地すべりによる土砂災害だけでなく、洪水氾

濫に対するリスクも検討できる。 

3.2 微地形分布からみた避難所・避難経路  

（1）静岡県の事例

河川の攻撃斜面側に位置する。旧河道も判読さ

最も災害リスクが高く、避難を優先すべきは 

C 地区である。沖積錐末端と旧河道が接するなど、

内水氾濫と土石流氾濫のリスクが混在し、安定し

た比高を持つ平坦面がほとんど存在しない。避難

経路は国道である。XRain や土壌雨量指数をもと

に、豪雨発生が予測された時点で数時間前から早

めの避難行動が望まれる。優先すべき避難場所は

A 地区の小学校である。  

A 地区の小学校が受け入れ困難な場合、B 地区

の寺院付近が安定した地形面であるが、避難経路

に表土層の不安定化した急斜面が確認されたた

め、崩壊対策が望まれる。 

安定した地形面は、E 地区対岸の段丘面や A 地

区北部の寺院敷地があげられるが、現在のところ

避難所となる施設はない。また、段丘化していな

くても、C 地区北部の後背低地に段丘面と流路と

の比高と同じくなるような盛土を行った上で、避

難施設を造成することも有効である。 

（2）栃木県県の事例

東流する河川の北側から沖積錐が発達する。土

石流が落水線を通りやすいことを考慮した表現

とした。沖積錐末端及び河川の侵食段丘の間は、

土石流及び河川の洪水を受けにくい安定した地

形面である。しかし、実際には避難所が土石流の

谷出口直下に位置するなど、最も危険な場所に避

難所が位置している。 

5. おわりに - わかりやすい表現 -

現行のハザードマップは「平面図」に表現され

ている。このため、地域住民が災害のリスクを実

感しにくい表現になっている。本報告では、高さ

方向を強調表現し鳥瞰図を作成することで、地形

発達史もわかりやすく表現し（図-1）、ハザード

マップ有効利用の一例を示した。
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図-1 詳細の地形表現と微地形判読による避難経路の検討事例（静岡県） 

図-2 詳細の地形表現と微地形判読による避難所の検証事例（栃木県） 
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半減期の異なる2つの実効雨量を用いた危険降雨量の設定方法の検討 
～紀伊山系における検討事例～

国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 〇山田 拓、小竹利明 
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、柴田 俊 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 中谷洋明、野村康裕※ 
中電技術コンサルタント株式会社 倉本和正、池田 寛、中田一騎、大上峻平 

（※現 富山県砂防課） 

1. はじめに 
平成 29年九州北部豪雨、平成 30年 7月豪雨、令和元年台風第

19号に伴う大雨など、近年においても大規模な土砂災害は頻発し

ており、土砂災害のハード対策の重要性が高まっている。また、

それと並び警戒避難体制充実などのソフト対策の重要性もますま

す高まっている。 
市町村長が避難勧告を発令するための目安の 1つに土砂災害警

戒情報がある。しかし、土砂災害警戒情報は、発表基準（危険降

雨量：CL）がRBFネットワークを活用して作成されるため、そ

の解析の複雑性や専門性から、住民にとってわかりにくいものと

なっている。そのため、当該情報が発表されても、自主避難に繋

がりにくいことが懸念される。 
この課題に対し、小杉は、「既往最大降雨を経験すると土砂災

害が発生する危険性が高い」という住民にもわかりやすい考えに

基づき、半減期の異なる 2つの実効雨量を用いて、見逃しのない

土砂災害危険度評価手法を提案している 1)。 
しかし、土砂災害は、様々な要因が影響して発生するため、必

ずしも既往最大降雨で発生するとは限らないと考えられる。ま

た、大雨を経験した場合、雨量基準を更新する必要があると考え

られるが、基準の更新時期についてまだ検討がなされていない。 
本稿では、紀伊山系を対象に、小杉の手法を活用してCLを設

定するにあたり、CLの適切な設定水準や更新時期を検討した。 
2. 検討方法 
検討地域は、紀伊山系において、降雨特性の異なる 3つの地域

を対象とした（図-1参照）。 
また、実効雨量の計算に用いる時間雨量は、気象庁の解析雨量

より整理し、検討に用いる土砂災害は、国土交通省砂防部の土砂

災害DB より整理した。 
なお、小杉の手法では、既往最大降雨を探索するため、災害発

生前に一定期間の雨量探索期間が必要であり、また、災害発生時

刻が特定されている必要がある。そのため、本検討では、1996年
～2018年の解析雨量を整理し、土砂災害は 2006年～2018年に発

生した災害発生時刻が判明している災害を対象とした。 
検討地域ごとに適切な実効雨量の半減期の組み合わせを検討す

るため、整理した時間雨量を用いて、土砂災害発生箇所の実効雨

量を計算した。実効雨量の半減期は、小杉の研究 1)と同様に、

0.1hr～2,784hrの間で 24ケースとした（表-1参照）。 
算出した実効雨量を用いて、小杉の研究 1)と同様に、2次元判

定図（図-2参照）を作成した。また、検討地域ごとに、図-3に

示すように 2次元判定図の〇の数を集計し、その 2次元判定図の

図-1 検討地域および土砂発生位置 

表-1 検討に用いた実効雨量の半減期 

図-2 2次元判定図（C地域代表例） 

図-3 2次元判定図（C地域代表例） 

No 半減期(hr) No 半減期(hr) No 半減期(hr)
1 0.10 9 3.5 17 124
2 0.16 10 5.5 18 193
3 0.24 11 8.6 19 301
4 0.38 12 13 20 470
5 0.59 13 21 21 733
6 0.93 14 33 22 1,143
7 1.4 15 51 23 1,784
8 2.3 16 79 24 2,784
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集計結果を基に、土砂災害危険度評価において有効性の高い実効雨量の半減期の組み合わせを検討した。 
この実効雨量の半減期の組み合わせを踏まえ、小杉の手法を用いたCLを設定した。小杉の手法では、既往最大値

を用いてCLを設定するが、本検討では、CLの設定水準を 6ケース（履歴順位 1位、10位、20位、30位、40位、50
位）、CLの更新時期を 3ケース（①災害発生ごとに更新、②災害発生または 6年経過で更新、③災害発生または 3年
経過で更新）設定し、合計 18ケースのCLを設定した。 
設定した各CLについて、2006年～2018年の 13年間を対象に、災害捕捉率、空振り率、空振り降雨数を算出し、

CLの設定ケースごとにこれらの結果を比較して、CLの適切な設定水準や更新時期を検討した。 
3. 検討結果 
検討地域ごとに実効雨量の半減期の組み合わせを検討した結果、A地域では 5.5hrと 1,784hr、B 地域では 13hrと

2,784hr、C地域では 51hrと 733hrの組み合わせが選定された。この結果を基に 18ケースのCLを設定し、災害捕捉

率、空振り率、空振り降雨数を算出した結果を図-4および図-5に示す。 
図-4は、CLの更新時期を①とした場合に、CLの設定水準ごとの災害捕捉率等を比較した結果である。 
この図より、CLの更新時期にかかわらず、災害捕捉率は、履歴順位 20位まで増加する傾向であるが、履歴順位 30

位以上では概ね一定であることがわかる。また、空振り降雨数は、履歴順位に比例して増加する傾向であることがわ

かる。これらの結果より、CLは、対象とする災害や空振り頻度に応じて、履歴順位 1位～20位の間で設定すること

が有効と考えられる。 
図-5は、CLの設定水準を履歴順位 1位～20位とした場合の結果である。 
この図より、履歴順位 10位以下でCLを設定した場合、災害捕捉率および空振り率は、CLの更新時期にかかわら

ず概ね一定であるが、更新間隔を短縮するほど、空振り率が減少する傾向であることがわかる。一方、履歴順位 1位
でCLを設定した場合、更新時期の短縮に伴い、空振り率だけでなく災害捕捉率も減少していることがわかる。した

がって、履歴順位 1位（既往最大降雨）でCLを高頻度に更新することは、災害捕捉の観点からはリスクが高いと考

えられる。 
4. おわりに 
本検討結果より、小杉の手法を活用してCLを設定する場合、対象とする災害や空振り頻度に応じて、履歴順位 1

位～20位の間で設定することが有効と考えられた。また、CLの設定水準に応じて適切なCLの更新時期が異なる可能

性があることが確認された。 
今後は、より多くの事例を用いて、CLの設定水準や更新時期の詳細な設定方法を検討するとともに、他地域での適

用性についても検討することが重要であると考えられる。 
【参考文献】 
1) 小杉賢一朗：斜面崩壊の誘因となった降雨の評価手法，砂防学会誌，Vol.67，No.5，p.12-23，2015

(1) 更新時期① (2) 更新時期② (3) 更新時期③ 

図-4 災害捕捉率、空振り率、空振り降雨数の算出結果（更新時期①～③） 

(1) 履歴順位 1位 (2) 履歴順位 10位 (3) 履歴順位 20位 

図-5 災害捕捉率、空振り率、空振り降雨数の算出結果（履歴順位 1位～20位） 
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空振りの少ない CL 対象災害の選定条件に関する一考察 

国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所  山田 拓、小竹 利明 

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、柴田 俊 

国土交通省 国土技術政策総合研究所  中谷 洋明、野村 康裕※ 

中電技術コンサルタント株式会社  ○大上 峻平、倉本 和正、池田 寛、中田 一騎 

（※現 富山県砂防課） 

1 はじめに 
  土砂災害警戒情報の発表基準（以下、CL）は、「市

町村長が防災活動や住民等への避難勧告等の災害応

急対応を必要とする土石流および集中的に発生する

がけ崩れ（以下、対象災害）」1)を捕捉するように設

定されている。しかしながら、対象災害の選定条件

は、あまり明確にされておらず、現状では、各自治

体で様々な選定条件が設定されている。

  その結果、自治体ごとにCLの設定水準が異なり、

その精度（捕捉率、空振り率等）にも大きな差異が

生じている 2)。 
本検討では、それらの課題を踏まえて、標準的な

対象災害の選定条件を検討するために、まず都道府

県ごとの選定条件と空振り頻度の関係性を分析し、

空振り頻度の低減効果が期待できる選定条件を抽出

した。

2. 検討方法

  本検討の流れは、図-1 に示すとおりである。対象

期間は、2009 年～2018 年（10 年間）とした。 
  図-1 に示すとおり、選定条件と空振り頻度の関係

分析にあたっては、事前に国内の全 5km 格子に対し

て、CL の空振り頻度を算出した。ここで、空振り頻

度は、5km 格子ごとに CL 超過降雨から土砂災害の

発生降雨を差し引いて算出した空振り降雨数を対象

期間で除して算出した。

また、その結果から、都道府県ごとに空振り頻度

の高い上位 3 位の格子を抽出し、それらの格子を用

いて空振り頻度の平均値を算出した。

他方、各都道府県における対象災害の選定条件は、

それぞれの CL 設定業務報告書から抽出した。ただ

し、選定条件は、都道府県ごとに表現が異なるため、

それらを統一的に取り扱えるように、以下の項目ご

とに分類整理した。

災害種別、災害発生件数、崩壊規模、

人的被害有無、建物被害規模、降雨規模

3. 検討結果

  算出した空振り頻度（上位 3 格子平均値）の分布

を図-2 に示す。なお、対象期間内に CL（連携案方

式）の運用期間が 5 年未満の 7 自治体（図中の■）

は、対象外とした。

  本検討では、図-2 に示す空振り頻度と対象災害の

選定条件（項目）の関係を検討した。検討結果を表

-1 に示す。

ここで、表中の「空振り頻度」は、各カテゴリー

に該当する自治体の空振り頻度の平均値である。ま
各都道府県の
土砂災害資料

の整理

各都道府県
における
選定条件
の収集

全5km格子ごとの空振り
頻度の算出

全5km格子の
CL超過判定
結果の整理

空振り頻度が高い格子の抽出
および平均値の算出

（都道府県別上位3格子）

選定条件の
分類整理
（6分類）

空振り頻度と対象災害選定条件の関係分析

図-1  検討フロー 

空振り頻度
(降雨数/年)

■ 3.50～3.99
■ 3.00～3.49
■ 2.50～2.99
■ 2.00～2.49
■ 1.50～1.99
■ 1.00～1.49
■対象外

図-2  空振り頻度（上位 3 格子平均値）の分布 
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た、表中の■は、空振り頻度が 2 降雨／年未満にな

るカテゴリーである。

表より、「災害種別」では、対象災害を大規模な現

象に絞り込む（道路災害やがけ崩れを除外する）こ

とにより、空振り頻度が減少する傾向がみられた。

「災害発生件数」では、一定の範囲（ブロック、

市町村など）で 2 件～10 件程度発生する土砂災害を

対象災害としても、空振り頻度の軽減にはあまり効

果がみられなかった。しかしながら、「1 メッシュで

20 件以上」という条件を設定した自治体では、空振

り頻度を大幅に低減できている。

「崩壊規模」では、いずれの条件でも空振り頻度

委は概ね一定であり、対象災害を崩壊規模で選定し

ても空振り頻度の低減には効果がみられなかった。

ただし、「崩壊規模」については、流出土砂量 50m3

以上のカテゴリーが最大であったため、それよりも

厳しい条件であれば、空振り頻度の低減につながる

可能性があると考えられる。

「人的被害有無」では、人的被害の有無にかかわ

らず、空振り頻度にほとんど差異がなく、当該条件

では、空振り頻度の低減への効果がみられなかった。 
「建物被害規模」では、建物被害の有無や規模に

かかわらず、空振り頻度は、概ね一定であり、当該

条件では、空振り頻度の低減に対する効果が確認で

きなかった。

  「降雨規模」では、一定以下の RBFN 出力値で発

生した土砂災害を選定することで空振り頻度の軽減

が期待できる。また、「時間雨量 40mm/h かつ連続雨

量 200mm」のような大規模な降雨以上で発生する土

砂災害を選定することも空振り低減に効果があった。 
以上を勘案すると、空振り頻度の低減に効果があ

る項目は、「災害種別」、「災害発生件数」、「降雨規模」

であり、「崩壊規模」、「人的被害規模」、「建物被害規

模」では、その効果が限定的であると推定される。

4. おわりに

本検討では、対象災害の選定条件と空振り頻度の

関係性を分析し、空振り頻度の低減効果が期待でき

る選定条件を抽出した。今後、標準的な対象災害の

選定条件の検討に向けては、地域ごとに異なる地形・

地質特性も考慮しながら、より詳細に分析していく

ことが重要である。

参考文献

1) 国土交通省河川局砂防部、気象庁予報部、国土交通省

国土技術政策総合研究所：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）、2005.6. 

2) 国土交通省国土技術政策総合研究所、筑波大学：土砂

災害警戒避難に関するデータ解析共同研究、国土技術

政策総合研究所資料 共同研究報告書、No. 682、2012.3.

表-1  空振り頻度と選定条件の関係整理結果 

(a) 災害種別

(b) 災害発生件数

(c) 崩壊規模

(d) 人的被害有無

(e) 建物被害規模

(f) 降雨規模

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 土石流、がけ崩れ、道路災害 2 2.60

② 土石流、がけ崩れ 35 2.35

③ 土石流のみ 3 1.76

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 8 2.08
② 市町村・ﾌﾞﾛｯｸ等で2件以上 2 2.02

③ 9ﾒｯｼｭで2件以上 17 2.57

④ 1ﾒｯｼｭで2件以上 9 2.14

⑤ 1ﾒｯｼｭで4件以上 1 2.60

⑥ 市町村・ﾌﾞﾛｯｸ等で10件以上 1 3.07

⑦ 市町村・ﾌﾞﾛｯｸ等で20件以上 1 2.27

⑧ 1ﾒｯｼｭで20件以上 1 1.17

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 25 2.31
② 小規模な災害を除外 10 2.30

③ 10m3以上 1 2.40

④ 30m3以上 2 2.10

⑤ 50m3以上 2 2.70

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 32 2.30

② 人的被害あり 8 2.40

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 19 2.25

② 全壊、半壊、一部損壊 15 2.31

③ 全壊、半壊 6 2.56

No 条件

該当 空振り頻度
自治体数 (降雨数/年)

① 条件なし 34 2.35

② 県内全域で数日間継続した降雨 1 2.93

③ 土壌雨量指数80mm以上 1 2.50

④ 土壌雨量指数100mm以上 1 3.17

⑤ RBFN出力値0.8以下 1 1.37

⑥ RBFN出力値0.6以下 1 1.63

⑦
時間雨量40mm/h以上
かつ連続雨量200mm以上

1 1.40

No 条件
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地区防災計画における高齢者の避難行動に関する検討事例について 

国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 植野 利康，大森 秀人※1，田島 健 

（一財）砂防フロンティア整備推進機構：○河合 水城，西山 幸治，藤澤 誠二 

（現所属 ※1：天竜川上流河川事務所） 

1. はじめに

高齢者等の要配慮者の避難の実効性の確保（平成 30

年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり

方について、 H30.12：中央防災会議）では、「高齢者等

の要配慮者を誰が避難時に支援するかについて、一人ひ

とりの状態を知る方と一緒に普段から決めておくことが

必要である」こと等が今後の水害・土砂災害からの避難

対策として提言されている。 

また、土砂災害等に対する地区防災計画の取り組みに

は、要配慮者の避難の実効性が高まるよう、ケアマネー

ジャー等福祉関連との連携した地区防災計画づくりが

重要である。 

本研究では、岐阜県中津川市尾鳩地区の要介護者８名

（自宅療養）を対象に、地区長、ケアマネージャー、福

祉事業所等との協議結果を踏まえて、避難行動計画等を

検討した事例を報告する。 

2. 検討対象地域の特徴

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相対的な危険度がやや高い渓

流が分布する土砂災害の危険度が高い地域である。その

ため、地区の指定避難所は地区外の施設（サンライフ：

車で10分弱の距離）となっている。 

他の中山間地同様に尾鳩地区は、平日は日中の労働人

口が減るため、より高齢化率が高くなる。また、要介護

者の具体的な症状や介護のケア内容については、家族以

外では担当のケアマネージャーが把握している。 

3. 現状の課題と支援内容

尾鳩地区の地区長、社会福祉協議会等と協議した結果

から、要介護者の避難判断、避難行動、避難所生活等に

関する現状の課題を把握することができた。その結果を

表-1に示す。 
要介護者は在宅率が高く地域とのコミュニケーション

もとりづらい状況にあり、地域住民の認知度も低いため、

要介護者の状況を把握している地域住民が非常に少ない

ことから、避難情報の提供、判断、避難所への移動等に

関する支援は家族やケアマネージャー等の限られた者し

か対応できないことが分かった。 

表-1 避難に関する課題 

項目 避難に関する課題 

避難判断 

・要介護者本人が判断することができない

・地域で要介護者の状況を把握している住民がほ

とんどいない 

避難行動 

・避難行動を要介護者本人のみで行うことができ

ない 

・平日の日中は地区の高齢化率が高いため共助に

よる避難支援が困難である 

避難生活 
・介護用の設備が必要なため指定避難所であるサ

ンライフでの避難生活は困難である

要介護者の具体的な状況やケアマネージャーができる

支援内容を把握するため、要介護者のケアプランを作成

し、介護状態等に関する情報を把握しているケアマネー

ジャーにヒアリングを行った。その結果を表-2に示す。 
要介護者の避難支援についてケアマネージャーができ

ること（避難先の確保調整等）、できないこと（避難所へ

の移動等）が分かった。 

表-2 ケアマネージャーへのヒアリング結果 

上記に基づき地区長、社会福祉協議会等と再度協議し

た結果、以下に示したように、尾鳩地区における要介護

者の避難支援は地域住民ではなく主に家族が行うこと

（一部、ケアマネージャーによる支援対応）になった。 

① 避難関連情報の入手や避難判断は主に家族が行うが

ケアマネージャーによる支援も可能であること

② 避難所への移動支援は基本的に家族が行うこと

③ 地区外への避難は施設等に事前避難行うことが前提

で、その調整を家族等がケアマネージャーに依頼す

ること
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4. 要介護者の避難行動計画

要介護者の家族等及びケアマネージャーによる避難支

援内容を踏まえて、要介護者の避難行動計画をとりまと

め、図-1に示した。 
今回検討した避難行動計画は、台風のような長期的な

降雨を対象に、事前の準備ができる長期的な気象情報と

土砂災害警戒情報、避難勧告等をトリガーとして、本人

や家族等の時系列的な避難行動等の流れを分かりやすく

示したものである。 
平時からの事前準備段階として、避難情報の入手手段

の確認、確保を家族がケアマネージャーと確認して確保

することにした。次に、台風予報をTV等で確認した場

合に避難先、避難方法の調整段階として、ケアマネージ

ャーへの調整依頼、移動手段の確保等を行うことにした。 
さらに、市から避難準備情報等が発令された場合に避

難行動を開始することにしたが、避難開始できず避難勧

告等が発令された場合に、避難リスクが高まった状況で

あることを家族等が認識し一時避難として指定避難所

（サンライフ）に地区住民と避難することを位置付けた。 

なお、地区外に逃げ遅れた場合は近くの地区内の比較

的安全な場所に避難する計画とした。 

5. おわりに

本研究では、尾鳩地区の要介護者は家族もしくはケア

マネージャーによる支援対応が可能な方々のみであった

ため、地域の共助による支援対応を考慮していない。し

かしながら、家族等のさらなる高齢化が進行した場合は

地域住民による共助や支え合いを考慮していく必要が生

じると考えられる。 

また、ケアマネージャーが土砂災害関連情報の収集へ

の理解度が低いことから、平時からの事前準備として、

土砂災害の専門家によるケアマネージャー等へ土砂災害

に関する情報や避難判断等に関する指導を行うことも重

要と考える。 

今後は、検討した避難行動計画（案）に基づき避難訓

練等による検証を行い、本行動計画のブラッシュアップ

を実施するとともに、他の地区への地区防災計画策定支

援等、中津川市や岐阜県等による具体的な支援内容につ

いても検討する必要があると考える。 

参考文献 1）河合水城，亀江幸二ら：土砂災害に対する

地域防災力向上に関する提案，砂防学会誌，Vol69,No.6

図-１ 尾鳩地区における要介護者の避難行動計画（案） 
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日置川水系、新宮川水系における放射性炭素年代測定結果を用いた深層崩壊発生

頻度推定方法の検討 

和歌山県土砂災害啓発センター           ○岸畑明宏・坂口隆紀・﨑山朋紀・榎原伴樹

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター  木下篤彦・柴田俊

国土防災技術株式会社  小川内良人・横山修

北海道大学広域複合災害研究センター   田中健貴

1. はじめに

平成 23 年台風第 12 号での豪雨により，和歌山県の日置

川水系，新宮川水系においては深層崩壊による被害が発生し，

現在も熊野地区，三越地区で国土交通省による対策事業が行

われている．両水系には，対策事業箇所と同じ古第三紀の付

加体が分布しており，深層崩壊跡地が複数存在している 1)が，

明治 22 年の水害以前の記録は少ない．近年の豪雨発生回数

の増加に起因する土砂災害発生頻度増加が懸念されており，

両水系における深層崩壊発生頻度を算定することは，深層崩

壊発生リスクの評価や水系での砂防事業の計画策定を行う上

で重要であり，明治 22 年以前の深層崩壊箇所においても放

射性炭素年代測定を行うことで，文献調査が対象とする期間

以前における深層崩壊発生年代を踏まえた深層崩壊発生頻度

の評価を行う． 

2. 調査対象地と年代測定箇所の設定と試料採取

2.1. 深層崩壊跡地の判読

対象範囲において航空レーザ測量データを用いて深層崩

壊跡地の判読を行った．その際に，1889年の明治十津川水

害，2011年の紀伊山地大水害の崩壊地については既往の崩

壊跡地判読成果を用いた．また，新たにこれらの崩壊地を除

外した上で対象範囲の地形判読を行い，その他の深層崩壊跡

地を抽出した（図-1）．なお，判読基図には地形表現図

（SL3DMap）を使用した． 
2.2. 崩壊跡地の分類 

既往文献 2)から，斜面崩壊発生頻度が風化速度や土層成長

速度の影響を受けることが示唆されており，本研究では滑落

崖輪郭の明瞭さが崩壊跡地の風化・浸食・堆積作用の影響度

に関連するものと想定し，崩壊跡地の滑落崖輪郭の明瞭さを

判読結果である GIS データの属性（明瞭・不明瞭）として

保存し，明瞭・不明瞭それぞれにおける崩壊年代推定を行っ

た． 
2.3. 放射性炭素年代測定対象箇所の設定と試料採取 
放射性炭素年代測定の対象箇所には，年代測定用試料と

して炭化物，木片及び花粉のうちのいずれかが採取できる必

要があり，試料が採取可能であることを示す崩壊跡地の状況

としては，炭化物や木片では立木を含む崩壊土砂で，河道閉

塞跡地の堆積物が，花粉については土壌中に含まれ，河道閉

塞跡地の堆積物が望ましい．以上を考慮した上で，放射性炭

素年代測定対象箇所を以下の3点から選定し，現地での試料

採取を行った． 
①崩壊土砂末端が開析され，露頭が確認できる． 
②崩壊跡地の対岸に河道閉塞跡地が残っている．

③崩壊跡地の上流側に，河道閉塞時に堆積したと考えられる

土砂が確認できる． 

3. 放射性炭素年代測定方法

放射性炭素年代測定にはAMS法を採用し， IntCal13デー

タベース，OxCalv4.2較正プログラムに基づく暦年較正年代

を算定した 3),4)．また，算定された暦年較正年代のうち2σ暦

年代範囲の年代を参照し，その中で最古の年代と最新の年代

の平均値を概略年代とし，これを崩壊発生の推定年代とした．

なお，炭化物を漏れなく採取するために同一崩壊跡地で複数

の試料を採取し，それぞれの概略年代を算定した場合には，

近似した複数の測定年代がある範囲を対象とし，その上で，

新しい方の年代を概略年代とした. 

4．放射性炭素年代測定結果 

新宮川水系では，炭化物を採取できた3か所で放射性炭素

年代測定を行った．そのうち1か所では，採取した炭化物が

比較的近年に混入したものと判明した．その他2か所は滑落

崖輪郭が明瞭な箇所で，AD 1,287年～1,394年，AD 1,670年
～1,888年という分析結果であった． 
一方，日置川流域においては，8か所で放射性炭素年代測

定を行い，そのうち1か所で採取した炭化物が近年に混入し

たものと判明した．また，滑落崖輪郭が明瞭な6か所では，

BC 894年～795年，AD 1,416年～1,449年，AD 1,451年～

1,632年，AD 1,680年～1,763年，AD 1,282年～1,391年，

AD 1280年～1389年という分析結果で，滑落崖輪郭が不明

瞭な1か所では，BC 23,612年～23,176年という分析結果で

あった（表-1）．これらを基に，各水系での滑落崖輪郭が明

瞭・不明瞭な場合の崩壊概略年代を，表のとおり選定し，新

図-1 平成23年，明治22年，地形判読結果による崩壊跡
地の分布 
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水系 場所 明瞭さ 概略年代

和歌山県田辺市本宮三越 明瞭 AD 1670 － 1888 1779

和歌山県田辺市本宮町静川 明瞭

和歌山県田辺市本宮町大瀬 明瞭 AD 1287 － 1394 1341

和歌山県田辺市平瀬 明瞭 BC 894 － 795 845

和歌山県田辺市平瀬 明瞭 AD 1416 － 1449 1433

和歌山県田辺市平瀬 明瞭 AD 1451 － 1632 1542

和歌山県田辺市平瀬 明瞭 AD 1680 － 1763 1722

和歌山県田辺市合川 不明瞭 BC 23612 － 23176 23394

和歌山県西牟婁郡白浜町鹿野 明瞭 AD 1282 － 1391 1337

和歌山県西牟婁郡白浜町鹿野 明瞭 AD 1280 － 1389 1335

和歌山県西牟婁郡白浜町鹿野 明瞭

1試料のみ 年代が重複する区間 採用した年代

新宮川 Modern

日置川

Modern

BC
2000

BC
4000

BC
6000

BC
20000暦年較正年代

AD
2000

AD
1500

AD
1000

AD
500

AD
0

十
津
川
大
水
害
（

18
89
）

表-1 新宮川，日置川水系における放射性炭素年代測定結果 

宮川水系の滑落崖輪郭が明瞭な箇所については崩壊概略年代

がAD 1,341年，日置川水系の滑落崖輪郭が明瞭な箇所につ

いては，AD 1,335年，不明瞭な箇所については，BC 23,394
年とした．また，新宮川水系の滑落崖輪郭が不明瞭な箇所に

ついては，放射性炭素年代測定結果が得られなかったものの，

滑落崖輪郭が明瞭な箇所において両水系における崩壊概略年

代が近接していたため，本研究では日置川水系と同じBC 
23,394年を採用した．また，深層崩壊発生頻度は次式1に
従って求めた． 

F=Y / N…（式1） 
ただし，F は深層崩壊発生頻度（年/回）を，Y は頻度推

定対象期間（年）を，Nは対象期間における深層崩壊発生数

（回）を示す． 
また，各水系における 1 回あたりの深層崩壊発生面積を

次式2に従って算定した（表-2）． 
A=∑Ai / N…（式2） 
ここで A は各水系での発生 1 回あたり の深層崩壊発生

面積（ha）を，∑Ai は頻度推定対象期間で発生した深層崩壊

の面積総計（ha）を示す． 
頻度推定対象期間 Y は，放射性炭素年代測定結果から最

古の崩壊概略年代である滑落崖輪郭が不明瞭な箇所の BC 
23,394 年から AD 2019 年現在とした．深層崩壊発生数 N 及

び面積総計∑Aiは，平成23年，明治22年，地形判読結果に

基づく深層崩壊発生箇所の抽出結果から別表の通り求めた．

以上から，新宮川水系における深層崩壊発生頻度 F は 157
年，日置川水系においては 110 年と算定され，1 回あたり深

層崩壊発生面積は新宮川水系で 3.2 ha，日置川水系で 3.7 ha
と算定された．文献調査においては，深層崩壊に限定しなけ

れば，AD 775年からAD 2,011年の間に 27回の風水害によ

る大災害が発生しており（表-3），これは 46 年に一回の頻

度に値し，深層崩壊の発生頻度はこの 2～3 分の 1 程度と推

定された． 

5. まとめ

本研究で得られた結果を以下に示す． 
・放射性炭素年代測定結果から滑落崖輪郭が明瞭・不明瞭な

箇所における崩壊概略年代を推定した． 

 

 
 

 
 

 

・平成23年，明治22年の崩壊箇所と地形判読結果に基づく

崩壊跡地の分布と崩壊概略年代から各水系の深層崩壊発生頻

度と1回あたりの深層崩壊発生面積を求めた． 

6. 今後の検討事項

両水系およびその周辺で今後実施される年代測定結果を

用いて，今回の推定方法やその結果の精度向上を行いたい． 

参考文献 

1)小竹利明，木下篤彦，菅原寛明，田中健貴，小川内良人，横山修，

藤原美波：放射性炭素年代測定を利用した紀伊山地における深層崩

壊発生頻度の調査方法について，2019 年度砂防学会研究発表会概要

集，pp.189-190，2019. 2)西山賢一，若月強：日本の山地斜面にお

ける豪雨に起因した斜面崩壊・土石流の発生頻度，応用地質，55，
第 6，pp.325-333，2015．3) Bronk Ramsey, C.：Bayesian analysis of 
radiocarbon dates，Radiocarbon 51(1)，pp.337-360， 2009．4) Reimer， 
P.J. et al.：IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves，0-
50,000 years cal BP， Radiocarbon 55(4)，pp. 1869-1887，2013． 

表-2 新宮川，日置川水系における深層崩壊発生頻度の推定結果 

新宮川水系

発生年 深層崩壊面積 (ha) 深層崩壊発生数 (回) 備考

BC 23,394 274.2 73 地形判読箇所　滑落崖が不明瞭

AD 1,341 182.7 62 地形判読箇所　滑落崖が明瞭

AD 1,889 52.7 23 明治22年災害箇所

AD 2,011 13.2 4 平成23年災害箇所

○ 深層崩壊発生頻度 F=(2,019 - -23,394) / (73+62+23+4)=157 (回 /年 )
○ 1回あたり深層崩壊発生面積 A=(274.2+182.7+52.7+13.2) / (73+62+23+4)=3.2 (ha)

日置川水系

発生年 深層崩壊面積 (ha) 深層崩壊発生数 (回) 備考

BC 23,394 610.1 163 地形判読箇所　滑落崖が不明瞭

AD 1,335 210.6 63 地形判読箇所　滑落崖が明瞭

AD 1,889 6.3 3 明治22年災害箇所

AD 2,011 25.5 4 平成23年災害箇所

○ 深層崩壊発生頻度 F=(2,019 - -23,394) / (163+63+3+4)=109 (回 /年 )
○ 1回あたり深層崩壊発生面積 A=(610.1+210.6+6.3+25.5) / (163+63+3+4)=3.7 (ha)
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ニューラルネットワークによる土砂災害危険度判定ツールの検討にむけて

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○黒川 祐梨・飛岡 啓之・五十嵐 孝浩・花田 良太 

１．はじめに

近年の集中豪雨等に伴う土砂災害を受けて，砂防施設整備等のハード対策に加え，警戒避難体制の整備や土砂災害警戒

情報の発表等のソフト対策が推進されてきた．一方で，平成 30 年の土砂災害発生件数は昭和 57 年の集計開始以降，過

去最多を記録しており 1），土砂災害による被害を低減するためにさらなる対策が求められている．

ソフト対策として，市町村長の避難勧告の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するよう，「土砂災害警戒情報」を

都道府県と気象庁が共同で発表しているものの 2），昨年発生した令和元年東日本台風では，土砂災害警戒情報が発令され

た市町村のうち，土砂災害が発生しなかった市町村は約 7 割と空振り率は決して低くなく，警戒情報の正確度には改善の

余地がある 3）．既往の土砂災害警戒情報発表の判定基準は，経験的手法が取られており，降雨量（1.0km メッシュ単位で

30 分間隔），過去の災害発生有無を基本に設定されている． 
しかし，近年降雨観測技術の精度は向上しており，高分解能・高頻度の雨量情報であるXRAIN（250m メッシュ単位，

1 分間隔）等が公表されており，高精度な降雨観測技術を活用することで土砂災害警戒情報判定の向上が期待される．さ

らに，斜面崩壊及び斜面崩壊に起因する土砂災害の場合，地形条件等の素因を考慮した判定が行われるべきである．

そこで，高精度な降雨データ及び地形条件を用いた危険度判定の精度向上の可能性について，AI の一種であるニュー

ラルネットワークを用いて検討した．

２．検討手法

2.1 使用データ 

使用データを表-1に示す． 

 

2.2 モデル構造

順伝播型のニューラルネットワークモデルの多層化を用いた．

モデル構築において検討する項目を表-2 に示す．

2.3 入力データ形式

極端に数値が大きい項目の影響を受けやすくなるため，各入力データの最小値が 0，最大値が 1 となるよう正規化を行

い，入力データのスケールを合わせた．

各データの処理方法を以下に示す．

 最大傾斜角：各メッシュの最大傾斜角を 90 度で除する

 土地利用,表層土壌,地質：

主要区分の崩壊発生メッシュ数／主要区分のメッシュ数を算出

※各メッシュの主要区分：メッシュ内面積が最大となる区分

 最大 1 時間雨量,土壌雨量指数：全メッシュ内の最大値で除する

誘因条件として，降雨の時間変化を考慮するために図-3 に示す

スネークラインを用いた 3 指標を用いることとした．また，本検討

では閾値を「半径 0.5 の半円及び傾き 0.2 の直線」と想定した（図

-3 赤線）． 

使用データ 備考 
対象降雨 2018/6/28～2018/7/8 H30.7 豪雨を対象 

対象エリア 広島県西部（図-1 緑枠内） 250m メッシュ単位 
降雨データ XRAIN 最大 1 時間雨量，土壌雨量指数 
素因データ 最大傾斜角 250m メッシュ単位 

国土数値情報(国土地理院)よりデータ入手 
土地利用，表層土壌，地質 国土数値情報(国土地理院)よりデータ入手 

崩壊箇所 H30.7 豪雨災害の広島県 
崩壊地判読結果 

崩壊が１か所でもあれば崩壊ありメッシュ
とした．国土地理院の公表結果を使用 

入力 
項目数 

隠れ 
層数 

各隠れ層 
ユニット数

出力項目数 ドロップアウト 

3～7 2 100 2(崩壊有，無) ドロップアウト率 0.5 

表-1 使用データ 

図-1 検討対象範囲（緑枠内） 

図-2 モデル 概念図 

表-2 モデルの構造 

図-3 スネークラインを用いた評価指標 
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３．ニューラルネットワークによる予測結果

全メッシュの中から無作為に崩壊有,無メッシュ数が 1：1 となるよう学習データ及び評価データを抽出（配分 7：3）
後，学習データを用いて正解値(崩壊実績)と一致しやすくなるようにモデルを更新し，最終的に学習に寄与しない評価デ

ータを用いて学習モデルをテストし，正答率を評価した．ニューラルネットワークによる崩壊判定結果を表-3 に示す． 

地形や地質などの素因のみ(No.1)と降雨量などの誘因のみ(No.2)の予測結果を比較すると，誘因のみのケースでは精度

が低いことが確認できた．一方，素因と誘因を組み合わせた場合(No.3)，素因のみに比べ精度が向上し，80％程度の正答

率が確認できた． 
次に，正答率の高かったNo.3 の学習モデルを用い

て，対象エリア全メッシュについて検証した結果(表
-4)と，崩壊予測率（1 に近いほど発生しやすいと判

定）の平面分布を示す（図-4）．結果，崩壊発生あり

と予測した中で約 27％が空振りとなっているが（適

合率），実際に崩壊ありの箇所の約 90％を予測におい

ても崩壊ありと判定できており，見逃しは 10％程度

となっている．

実績有無で分けた場合（図-5），崩壊予想率は 0.6～
0.9 に集中しており（81%），実績のある箇所について

は非常に高い予測ができている一方，崩壊なしの箇

所については，崩壊予想率 0.0～0.1 で約 45％である

が，それ以外のランクも同程度の割合となっている．

これは，崩壊の可能性があるにも関わらず実際には

崩壊しなかった地点が存在することを示している

が，崩壊の発生・非発生の差異は様々な要因が影響す

るため発生・非発生を確実に区分することは困難で

ある．そのため，今後，評価値に応じて発生確率など

で危険度を表現していく必要がある．

４．おわりに

 本検討では，高精度降雨データ及び地形条件を用

いた危険度判定の精度向上の可能性について，ニュ

ーラルネットワークを用いて行った結果，正答率

80％程度と高い精度の予測判定となった．また，素

因及び誘因を組み合わせることで予測精度があがる

ことも確認できた．今後は，地域や降雨特性の異なる

他の災害について検討を進めていく予定である．

参考文献

1) 令和元年の土砂災害発生件数が確定しました～令和元

年は過去 4 番目に多い発生件数を記録～ 国土交通省報道発

表資料（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001334184.pdf） 
2) 土砂災害警戒情報・大雨警報（土砂災害）の危険度分布（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html）

3) 土砂災害の防止のための対策に関する基本的な方針のあり方について 答申(案) 令和 2 年 3 月 社会資本整備審議会河川分科会

土砂災害防止対策小委員会     

１回⽬ ２回⽬ ３回⽬ 平均
No.1 4項⽬ 2256 最⼤傾斜⾓、⼟地利⽤、表層⼟壌、地質 素因の影響検討 0.715 0.730 0.737 0.727

No.2 3項⽬ 2256
⾬量⼟壌スネークライン最⼤値、⾯積値、
有効率 誘因の影響検討 0.635 0.653 0.661 0.650

No.3 7項⽬ 2256
最⼤傾斜⾓、⼟地利⽤、表層⼟壌（詳
細）、地質（詳細）、⾬量⼟壌スネークラ
イン最⼤値、⾯積値、有効率

素因に誘因を加味
した場合の精度検
討

0.800 0.797 0.788 0.795

No 項⽬数 データ数 項⽬詳細
テストデータ正答率

⽬的

表-3 各検討ケースの学習精度一覧 

表-4 No.3 学習モデルによる予測データ精度 

図-5 崩壊実績有無別の各崩壊予想率ランク集計結果 

図-4 No.3 学習モデルによる崩壊発生予想率の平面分布 

※正答率：崩壊実績ありメッシュを崩壊，一方，崩壊非発生メッシュを非発生と正しく判定した割合

⾒落し率（実際に崩壊発⽣ありの中で予測でなし） 10.2 %
再現率（実際に崩壊発⽣ありの中で予測でもあり） 89.8 %
誤認率（実際に崩壊発⽣なしの中で予測であり） 33.5 %
再現率（実際に崩壊発⽣なしの中で予測でもなし） 66.5 %
適合率（崩壊発⽣ありと予測した中で実際に崩壊あり） 72.6 %

（https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001331531.pdf）
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近年発生した豪雨災害と降雨指標との関係分析

国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷洋明 野村康裕

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所 菊池瞳 山野利勝 佐藤和利

株式会社エイト日本技術開発 海原荘一

アジア航測株式会社 ○吉野弘祐 柏原佳明 船越和也

1 はじめに 

土砂災害警戒情報（以下、「警戒情報」と記載）は、市町村長

が発令する避難勧告の判断支援や、水平避難や垂直・屋内避

難の選択等、自発的避難を含め警戒避難を効率的・効果的に

行うために重要な役割を担っている。さらに、平成29年11月に

「土砂災害警戒情報の発表の判断に用いる基準の見直しにつ

いて」の事務連絡が通達され、土砂災害警戒情報の発表の判

断に用いる基準について「継続的な見直しに努める」とともに、

この見直しに積極的に取り組むことが重要とされている。

本検討では、近年発生した豪雨災害を対象に、降雨指標との

関係を整理するとともに、高解像度化された土壌雨量指数や

CLについての精度検証を行った。 

2 検討内容 

2.1.解析対象 

近年の代表的な豪雨災害として、梅雨前線と台風7号の影響

により西日本を中心に甚大な被害を与えた「2018年7月豪雨災

害」と、東日本を中心に甚大な被害を与えた「2019年台風19号
災害」の 2事例とした。なお、土砂災害と降雨指標との関係分析

においては、降雨のピークから遅れて発生する災害も評価でき

るように、降雨終了後もある程度余裕を持って設定した。

（1） 2018年7月豪雨：災害発生が2018.7.1～2019.7.14であ

るため、2018.7.1(台風発生)～2018.7.20とした。

（2） 2019年台風19号：災害発生が2019.10.12～2019.10.16
であるため、2019.10.6(台風発生)～2019.10.20とした。

2.2.使用データ 

解析においては、以下のデータを用いた（表1）。 
（1） 解析雨量：1km メッシュ単位のデータであり、実況値は速

報版解析雨量、予測値は速報版降水短時間予報を用いた。

（2） 土壌雨量指数（SWI）：5km メッシュ単位のデータは従来

から用いられている実績値・予測値であり、1km メッシュ単位の

データは、高解像度化されたデータを用いた。

（3） 災害データ：国土交通省砂防部の整理したデータ基本に、

位置情報の精査等を行ったものを用いた。

なお，捕捉率・空振り率の検討においては、計算間隔は 1 時

間間隔とした。

2.3.検討方法 

2.3.1.降雨指標の整理 

対象とする 2降雨イベントについて、降雨指標と災害発生個 
表1 使用データ 

データ メッシュサイズ 頻度 備考 
速報版解析雨量 1kmメッシュ 30分 実況 

速報版降水短時間予報 1kmメッシュ 30分 予測値 

土壌雨量指数
5kmメッシュ 
1kmメッシュ 10分 実績値・予測値

災害データ － － － 

所（がけ崩れ、土石流、地すべり）の関係を整理した。

降雨指標は、短期降雨指標として（1h 雨量）、中長期降雨指

標として（24h雨量、72h雨量、連続雨量）、降雨パターン（前方

集中・中央集中・後方集中の区分）、土壌雨量指数の 6 項目で

整理した。

2.3.2.土砂災害警戒情報の精度検証 

対象とする2降雨イベントについて、市町村単位、1kmメッシ

ュ単位におけるCLの捕捉率と空振り率を整理した。 
なお、土壌雨量指数については 5km メッシュ、1km メッシュ

とで比較を行うとともに、解析雨量については、実況値のほか、

予測値（1時間先、2時間先、3時間先）に基づく結果を整理し、

それぞれの土砂災害警戒情報の予測精度を検証した。

3 降雨指標の整理 

対象とする2降雨イベントの災害発生率（それぞれの総メッシ

ュ数に対する災害発生メッシュの割合）を表2に示す。 
このうち 2019 年台風 19 号において良い相関が確認された降

雨指標のうち 24 時間雨量と災害発生個所の関係を図 1 示す。

2019年台風19号については、短期雨量指標が大きいメッシュ

と長期雨量指標が大きいメッシュが同傾向であることから、短

期・中長期降雨指標とも災害発生箇所の相関が高い結果となっ

た。また、降雨パターン（降雨期間を単純に 3 分割し、最も雨量

が多い期間で分類して）は後方集中型で発生しているところが

ほとんどであった。

一方、2018 年 7 月豪雨では、巨視的には短期雨量指標より

も長期雨量指標の方が災害発生箇所の相関が高いものの、指

表2 災害発生率（上表：2019年台風19号、下表：2018年7月豪雨） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

がけ崩れ 土石流 地すべり

0 ～ 10 0.00 0.00 0.00

10 ～ 20 0.01 0.01 0.03
20 ～ 30 0.21 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00
30 ～ 40 0.63 0.20 0.02 0.02 0.02 0.01
40 ～ 50 0.99 0.56 0.04 0.19 0.11 0.01
50 ～ 1.31 1.52 0.03

24h 72h 連続 SWI 24h 72h 連続 SWI 24h 72h 連続 SWI
0 ～ 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 ～ 200 0.03 0.02 0.02 0.11 0.02 0.01 0.01 0.05 0.03 0.01 0.01 0.03
200 ～ 300 0.43 0.33 0.33 0.83 0.22 0.17 0.17 0.43 0.03 0.05 0.05 0.01
300 ～ 400 0.76 0.77 0.77 2.57 0.35 0.32 0.32 3.35 0.02 0.02 0.02 0.22
400 ～ 500 0.96 0.89 0.89 0.00 0.74 0.72 0.72 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00
500 ～ 2.49 2.10 2.10 2.32 1.88 1.88 0.21 0.16 0.16

後方集中型

データ区間
（mm） 1h

地すべり土石流がけ崩れパターン

がけ崩れ 土石流 地すべり

前方集中型
中央集中型

データ区間
（mm）

がけ崩れ 土石流 地すべり

0 ～ 10 0.00 0.00 0.00

10 ～ 20 0.11 0.03 0.01
20 ～ 30 0.25 0.04 0.03 0.25 0.05 0.01
30 ～ 40 0.58 0.13 0.05 0.26 0.05 0.02
40 ～ 50 0.82 0.10 0.03 0.04 0.00 0.00
50 ～ 1.83 0.37 0.07

24h 72h 連続 SWI 24h 72h 連続 SWI 24h 72h 連続 SWI
0 ～ 100 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 ～ 200 0.22 0.03 0.20 0.12 0.04 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01
200 ～ 300 0.74 0.28 0.54 0.82 0.13 0.02 0.08 0.18 0.05 0.01 0.04 0.05
300 ～ 400 1.41 0.62 1.05 1.48 0.40 0.10 0.24 0.12 0.11 0.04 0.04 0.11
400 ～ 500 2.33 0.89 1.10 0.74 0.27 0.24 0.47 0.12 0.21 0.05 0.15 0.12
500 ～ 0.64 1.14 1.54 0.32 0.31 0.23 0.16 0.15 0.10

地すべり

前方集中型
中央集中型
後方集中型

データ区間
（mm）

がけ崩れ 土石流

データ区間
（mm）

パターン がけ崩れ 土石流 地すべり

1h

（いずれも単位は%） 

（いずれも単位は%） 
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図1 2019年台風19号における 24時間雨量と 
災害発生個所の関係

標値との関連性が低い箇所も多い。また、降雨パターンは前方

集中型で発生しているところがほとんどであり、2018 年 7 月豪

雨は梅雨前線であり、降雨の分布が極端に変わらないものと考

えられる。

4 土砂災害警戒情報の精度検証 

検討例として、市町村単位での予測雨量を含む精度検証結

果を図 2、表 3 に示す。捕捉率については CL 超過後に災害

が発生した一連降雨数ベースと CL 超過後に発生した災害数

ベースの 2 パターンで整理した（図 2 は前者で作成）。5km メ

ッシュ（5kmSWI）と 1kmメッシュ（1kmSWI）とでは、空振り率

は 2 降雨イベントともその差はほとんど見られず 58～65％の

値を示した。一方、CL の捕捉率は 75～91％の値を示し、

1km メッシュ（1kmSWI）の方が若干大きい結果となった。 
一方、1kmメッシュ単位での予測雨量を含む精度検証結果 

図2 土砂災害警戒情報の捕捉率と空振り率【市町村単位】 

図3 2019年台風19号における的中・空振りの分布【実況】  
では、5km メッシュ（5kmSWI）と 1km メッシュ（1kmSWI）と
では、空振り率は市町村単位よりも大きく 99％の値を示し、捕

捉率は市町村単位と同程度の 77～87％の値を示した。  
5 おわりに 

捕捉率、空振り率いずれも2018年7月豪雨に比べて 2019
年台風 19号が大きい値を示した。2018年 7月豪雨は梅雨前

線の影響により長期にわたり比較的強い降雨を記録したのに

対して、台風19号は概ね 24時間で非常に強い降雨を記録し

たものである。本検討での差は、このことが影響していることも

考えられるが、地質・地形等といった土砂災害の素因となりうる

要素は考慮していないため、今後はこのような点を含め検討を

行う予定である。

表3a 精度検証結果【市町村単位】【5kmSWI】 

 
 

 
 
 
 

表3b 精度検証結果【市町村単位】【1kmSWI】 

 
 

 

異常気象名 備考
対象期間

災害数(土石流) ※1
災害数(がけ崩れ) ※1

災害数(合計) ※1
対象メッシュ数 ※2

市町村数 ※3
土砂警発表市町村数 ※4

【実況】捕捉率分子(降雨数ベース) 130 89.66% 139 77.65% ※5
【1時間先】捕捉率分子(降雨数ベース) 127 87.59% 134 74.86% ※5
【2時間先】捕捉率分子(降雨数ベース) 125 86.21% 141 78.77% ※5
【3時間先】捕捉率分子(降雨数ベース) 123 84.83% 137 76.54% ※5

捕捉率分母(降雨数ベース) ※6
【実況】捕捉率分子(件数ベース) 775 97.73% 819 92.13% ※7

【1時間先】捕捉率分子(件数ベース) 769 96.97% 814 91.56% ※7
【2時間先】捕捉率分子(件数ベース) 763 96.22% 827 93.03% ※7
【3時間先】捕捉率分子(件数ベース) 762 96.09% 822 92.46% ※7

捕捉率分母(件数ベース) ※8
【実況】空振り率分子(降雨数ベース) 210 60.34% 286 64.27% ※9
【実況】空振り率分母(降雨数ベース) ※10

【1時間先】空振り率分子(降雨数ベース) 199 59.58% 261 62.14% ※9
【1時間先】空振り率分母(降雨数ベース) ※10
【2時間先】空振り率分子(降雨数ベース) 186 58.13% 250 61.58% ※9
【2時間先】空振り率分母(降雨数ベース) ※10
【3時間先】空振り率分子(降雨数ベース) 181 58.01% 245 61.25% ※9
【3時間先】空振り率分母(降雨数ベース) ※10

392
474
866

316,447
1,719
449

167
941

1,108
316,447
1,719

348 445

334 420

320 406

312 400

2019年台風19号

666

2018年7月豪雨
2019.10.6～10.20 2018.7.1～7.20

145 179

793 889

異常気象名 備考
対象期間

災害数(土石流) ※1
災害数(がけ崩れ) ※1

災害数(合計) ※1
対象メッシュ数 ※2

市町村数 ※3
土砂警発表市町村数 ※4

【実況】捕捉率分子(降雨数ベース) 130 89.66% 140 77.78% ※5
【1時間先】捕捉率分子(降雨数ベース) 132 91.03% 138 76.67% ※5
【2時間先】捕捉率分子(降雨数ベース) 132 91.03% 142 78.89% ※5
【3時間先】捕捉率分子(降雨数ベース) 131 90.34% 140 77.78% ※5

捕捉率分母(降雨数ベース) ※6
【実況】捕捉率分子(件数ベース) 776 97.61% 822 92.36% ※7

【1時間先】捕捉率分子(件数ベース) 778 97.86% 824 92.58% ※7
【2時間先】捕捉率分子(件数ベース) 774 97.36% 827 92.92% ※7
【3時間先】捕捉率分子(件数ベース) 773 97.23% 828 93.03% ※7

捕捉率分母(件数ベース) ※8
【実況】空振り率分子(降雨数ベース) 211 60.46% 289 64.22% ※9
【実況】空振り率分母(降雨数ベース) ※10

【1時間先】空振り率分子(降雨数ベース) 202 59.41% 266 62.30% ※9
【1時間先】空振り率分母(降雨数ベース) ※10
【2時間先】空振り率分子(降雨数ベース) 192 58.01% 258 61.72% ※9
【2時間先】空振り率分母(降雨数ベース) ※10
【3時間先】空振り率分子(降雨数ベース) 185 57.63% 249 61.48% ※9
【3時間先】空振り率分母(降雨数ベース) ※10

392 167
474

349 450

340

2019年台風19号 2018年7月豪雨
2019.10.6～10.20 2018.7.1～7.20

866 1,108

795 890
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1,719 1,719
449 666

145 180

※1 本省が取りまとめた災害データベースのうち災害種別、発生日が不明となっているもの等を除外したもの。2018 年 7 月豪雨については広島県内の災害データがごく一部だけ反映されている（その他の都道府県のデータは

含まれている。）、※2 CLの除外メッシュを除いた全国の1kmメッシュの数、※3 総市町村数は気象庁の発表区分のもの、※4 土砂災害警戒情報の発表回数（複数回発表を含む延べ発表回数）、※5 CL超過後に災害が発生した

一連降雨数（複数の災害が発生している場合は最初に発生した災害を評価対象としている）、※6 災害が発生した一連降雨数、※7、CL超過後に発生した災害数、※8 一連降雨（無降雨時含む）期間中に発生した災害数、※9、
CL超過したが一連降雨（無降雨時含）を含む一連降雨期間中に災害が発生しなかった一連降雨数、※10 CL超過した一連降雨数 
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土砂災害に対する住民主体の警戒避難体制構築の取り組み 

株式会社 建設環境研究所 ○三崎貴弘，細見耕一，山本恵一，長澤晋司，中山 尚，葛西 直樹 

名古屋大学大学院 生命農学研究科 田中隆文 

１．はじめに 

1999年から2017年の風水害による犠牲者数1,011人の内，土砂災害による犠牲者数は454人であり，全体

の45%を占めていた。また，平成30年（2018年）7月豪雨における犠牲者数231人の内，土砂災害による犠

牲者数は125人であり，全体の54%を占めていた1)。土砂災害への対策として，①土砂災害が発生するおそれ

のある箇所におけるハード対策の実施，②地方自治体が土砂災害ハザードマップ作成等の警戒避難体制の整

備を行い，豪雨の際に，土砂災害警戒情報等の発表に基づき避難勧告の発令，等が挙げられる。しかしなが

ら，①ハード対策の完了までには長い時間を要すること，②行政による避難勧告の発令が必ずしも住民の避

難行動に結びついていないことが課題となっている。 

このような状況の中で，平成30年7月豪雨において，住民主体の避難行動により土砂災害から命を守るこ

とができた事例2)があった。この事例では，過去に発生した土砂災害の被災経験を基に，地区住民が自主的

に避難計画を作成し，土砂災害に備えていたこと，及び作成した避難計画をもとに避難訓練を実施し，地区

の住民間で，土砂災害の発生前の行動を確認していたことなどが指摘された。このため，土砂災害の被災経

験はないが，土砂災害が発生するおそれのある地区において，土砂災害に対する住民主体の警戒避難体制が

構築されれば，避難行動により土砂災害から命を守ることが出来る可能性が高いと推察される。 

本報では，土砂災害が発生するおそれのある地区において，土砂災害に対する住民主体の警戒避難体制構

築の取り組みを行ったものであり，その取り組み内容と取り組みを経た住民の認識について報告する。 

２．取り組みについて 

２．１ 取り組みを行った地区 

 取り組みを行ったA地区は，都市部より自動車で1時間30分程離れた場所にあり，地区の正面には1級河川

と幹線道路が位置し，背後は山に囲まれている。地区内の交通を分断するように山地から渓流河川が流れ，

この河川が溢れると地区内での徒歩や車での移動が困難になり，幹線道路に迂回して移動する必要がある。

地区の人口は，49世帯117人（令和元年8月21日時点）であり，地区住民の多くは顔見知りであり，自治会活

動も定期的に行われていた。地区のコミュニティセンターは土砂災害に対する指定避難所とされているが，

住宅地よりも背後の山に近く，土砂災害警戒区域に指定されていた。 

２．２ 取り組みの内容 

A地区のコミュニティセンターで，2019年10月，11月，12月及び

2020年1月の土曜日9時から11時の2時間で，4回のワークショップ

（以下，WSとする）を開催した（表‐1参照）。本取り組みでは，

WS終了後に，地区住民が主体となって継続的に避難訓練を実施し，

ハザードマップ・避難計画・避難訓練計画の見直しを行うことを促

す内容とした。このため，自治体が公表している土砂災害ハザード

マップに，住民が認識している危険箇所・避難基準・避難先・避難

経路等の避難行動に必要な情報を書き加えた地区独自のハザード

マップの作成と、自分たちで決めた避難ルールに基づき実際に避難

訓練を行うこと、これにより、避難訓練を自分たちだけで実施でき

るという自信をつけること、さらには、避難することに対する心理

表-1 ワークショップの内容 

日付 ワークショップの内容
●土砂災害に備える防災講演会の実施
●自治体公表ハザードマップによる

 地区の警戒区域と住居の位置を確認
●公表ハザードマップに地区住民が

 認識している危険箇所の追記・共有
●前回追記したハザードマップ上での

 危険箇所の共有
●土砂災害の危険性、防災情報、

取得方法、利用方法の確認

●追記したハザードマップに地区住民
が避難基準、避難先や経路の追記

●具体的な災害時の避難ルールの
共有・避難行動計画の作成

●追記したハザードマップを確認しつ
つ、危険箇所を歩いて確認

●確認した内容について、追記した
ハザードマップで修正があるか確認

●避難訓練の計画を作成

●避難訓練の実施

●避難訓練の振り返り

●地区独自のハザードマップの完成

第1回
（2019年10月）
参加者：34名

第2回
（2019年11月）
参加者：33名

第3回
（2019年12月）
参加者：31名

第4回
（2020年1月）
参加者34名
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的ハードルを下げることを目指した。このマップの利点は，

自治体が把握しきれない地区住民だけが知る独自の情報を

含めることができること，及び使用する住民にとって見や

すいサイズの地図の範囲や大きさにすることができること

という特徴がある。本取り組みを行うにあたり，著者らは，

地区住民より意見を引き出しつつ，参加者の意見がまとま

るように進行を行った。WS参加者の意識を確認するため，

第4回WS終了時にアンケート調査を実施した。アンケート

項目は，WS参加者の年代，第1回から第3回のWSへの参加

状況，土砂災害への理解度，地区内の危険箇所への理解度

についての選択式設問，及び今後心掛けたいことやWSの感想・意見の記述式設問で構成した。 

２．３ アンケートの集計結果 

アンケートの回収数は27であり，回収率79.4%であった。第4回WSの参加者の年代構成は，～19歳0名，

20～49歳1名，50～59歳6名，60～69歳11名，70歳以上9名であった。第4回WS参加者の60%以上は，過去

3回のWSに参加しており，WS参加者は比較的に安定していた。 

設問『WSに参加して土砂災害への理解は深まったと思うか』に対する回答では，「大変そう思う」は12名，

「そう思う」14名，「あまりそう思わない」0名，「全くそう思わない」0名，未回答1名であった。設問『地

区の危険個所についての理解は深まったと思うか』に対する回答では，「大変そう思う」は11名，「そう思う」

13名，「あまりそう思わない」2名，「全くそう思わない」0名，未回答1名であった(図‐1参照)。両設問への

肯定的な回答である「大変そう思う」と「そう思う」の回答者数を足すと，それぞれ全体の96%と89%とな

った。設問『今後心掛けたいこと』に対する回答は，「地区内の危険箇所への理解」，「避難時に必要なもの

の準備」，「周辺住民や高齢者への声掛け」，「早めの避難開始」，「WSの経験と避難訓練の継続の重要性」が

挙げられた。また，WSの感想・意見として，「昔の土砂災害の状況、自分が知らなかった地域の災害等、年

代を越えて状況共有ができてよかった」，「土砂災害による人的被害をなくしていこうという気持ちで地域が

ひとつになれたことがよかった」,「行政からの一方通行ではなく、住民から自主的な考えが反映されるので

いいと思いました」，「住民が協力して避難訓練を年に何回かした方がいいと思う」等が挙げられた。 

３．おわりにと今後の課題  

本報では，土砂災害に対する WS を 4 回実施し，地区独自のハザードマップや地区住民だけで行う今後

の避難訓練の役割分担を決めるまでの成果を得た。また，アンケート結果では，土砂災害と地区の危険箇所

への理解は，全体の 96%と 89%が肯定的な意見であり，土砂災害に対する住民主体の警戒避難体制構築の

取り組みの必要性は認識されたものと推察された。今後の課題は，今回報告した取り組みの回数を増やすこ

と，及び他地区に広げていく効果的で効率的な手法の確立を検討していくことである。 

謝辞：本取り組みの実施にあたり，WS に熱心に参加頂いた自治会長をはじめ地区住民の皆様及び行政職員

の皆様には，大変お世話になりました。ここに記して，感謝の意を表します。 

【参考文献】 
1) 2018/10/16 平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ，第1回

ワーキンググループ資料「平成 30(2018)年 7月豪雨による人的被害等についての調査 (速
報)(2018/10/16版)」静岡大学防災総合センター 牛山素行（2020年3月27日時点）http://www.bousai.
go.jp/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/dai1kai/siryo6.pdf (アクセス日：2020年4月1日)

2) 国土交通省水管理・国土保全局砂防部，平成３０年の土砂災害についてとりまとめました～過去最大
の土砂災害発生年を記録と記憶に残すため～, 平成31年4月24日報道発表，http://www.mlit.go.jp/
common/001287382.pdf (アクセス日：2019年8月26日)

図-1 設問『地区の危険個所についての理解 
は深まったと思うか』に対する回答 
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解析雨量および予測雨量を用いた既往最大値超過に基づく土砂災害危険度評価 

京都大学大学院農学研究科 〇福田幹・正岡直也・小杉賢一朗 

1. 背景と目的 

 近年、平成 30 年 7 月豪雨や 2019 年台風 19 号、九州北

部豪雨などの大規模な降雨において多くの土砂災害が発生

している。土砂災害の主要な原因である降雨の評価はその

発生の予測において重要である一方、警報から実際の災害

発生までのリードタイムの必要性や、警報の空振りの多さ

が指摘されている（例えば国土技術政策総合研究所(2016)）。 

 土砂災害の危険性を予測する方法として、小杉ら(2014)

ではスネーク曲線の両軸に異なる半減期を用いた実効雨量

を、危険を判断する基準(以下CLと表す)として既往最大値

を用いる方法が提案されている。また、小杉ら(2013)では特

定の半減期の組み合わせのスネーク曲線によって地下水位

が表現できることが示されている。 

 一方、この方法の既往研究ではアメダスをはじめとした

各観測地点における実測値が計算に用いられており、局地

的な降雨を捉えられない可能性がある。また、予測雨量を用

いたリードタイムの検証は行われていない。 

そこで平成30年7月豪雨時の広島県、岡山県、愛媛県の

土砂災害発生事例に対し、解析雨量およびメッシュ形式の

降水予報データを用いて複数の実効雨量によるスネーク曲

線を利用した土砂災害危険度の評価手法について検証した。 

2. 計算手法および対象 

2.1 計算手法 

半減期mの実効雨量を以下のように定義する。 

{
X(m, 1) =  r1

X(m, t) =  0.5
1

m ∙ X(m, t − 1) + rt

ここで、tは計算開始時刻を1とし、1時間ごとに1増え

る整数値である。 

用いる半減期m は-4から17までの整数 iに対して10i 5⁄  

[h] の22 通り（0.16[h]から2512[h]までを対数で21 等分

したもの）に設定し、この半減期の組み合わせ231通り(同

じもの同士の組み合わせを除く)に対して災害発生期間以前

のスネーク曲線を作成する。この中で「ある点に対して、第

一軸、第二軸の両方の値がその点を上回るような点が存在

しない点」を既往最大となる点としてCLを設定し、災害発

生期間にプロットされる点と比較する。 

また、災害の発生した斜面には通常地下水位のデータが

存在せず、小杉(2013)のように地下の状況を表現する最適

な組み合わせの半減期(以下最適な半減期と表す)を決定す

ることはできない。一方、全組み合わせのうちCLを超過し

た半減期の組み合わせが多いほどその中に最適な半減期が

存在する可能性が高い。そこで、今回は全組み合わせのうち

CLを超過したケース数の割合を危険度として定義する。 

2.2計算対象 

検証の対象及び雨量の計算期間は以下の通り。 

CLの作成に用いる雨量の計算期間 

2006/1/1 ～ 2018/7/4 

CLとプロットを比較する期間（災害発生期間） 

2018/7/5 ～ 2018/7/8 

 国土交通省から提供を受けた土砂災害の情報のうち、広

島県、岡山県、愛媛県の比較的発生した時刻が詳しく分かる

48例を対象地点とした。 

3. 結果と考察 

3.1解析雨量のみを用いた結果 

 解析雨量から求められた実際の災害発生時刻の危険度の

状況を図1に示す。 

図 1 計算対象地点の災害発生時刻における危険度 

 7割以上の地点で危険度が0.8を超え、土石流が発生した

地点ではすべての点で危険度が0.5以上であった。また、計

算した中では危険度が 0 のものはなく、全てのケースで既

往最大値の超過が確認された。 
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3.2予測雨量を用いた結果 

次に予測雨量を用い、災害の発生以前に予測され得た危

険度の変化を検証した。 

ある時刻に対して得られる結果は図 2 のように時系列に

沿った一次元的な形をとる。現在時刻の直前 1 時間分は実

際の雨量を用いて得られた危険度であり、その先で15時間

分予測雨量を連結して求めた危険度を表す。各時刻に対し

て求められた一次元の結果を時間ステップ分ずらしながら

重ねていくと図 3 のような階段状の二次元の図が得られ、

この図の水平方向は図 2 と同様の各時刻における各時刻の

予測の履歴、垂直方向はある特定の時刻の危険度に対する

予測の履歴となる。 

図 2 ある時刻に対して計算される危険度のイメージ図 

図 3 予測される危険度の推移のイメージ図 

図 4 予測状況の一例（広

島市安佐北区口田南） 

 実際に計算された予測状況の例を図5-3に示す。白線は災

害発生時刻、両軸の数字は 2018/7/5 0 時からの経過時間、

縦軸は同時に降水量[mm/h]も表す。このケースの場合、災

害発生時刻付近での超過の予測が 6 時間程度前からなされ

ており、比較的よく予測された例ということができる。一方

で、遠い時刻の予測の精度が低く実際に超過が発生するよ

りかなり早い時刻から超過が予測される例も多く存在し(図

5 左)、反対に実際の超過発生まで予測がされない例も少数

ながら存在する(図5右)。 

図 5 問題のある予測状況の例 

（左: 三原市大和町、右: 呉市天応東久保） 

 予測雨量は6時間後まで(降水短時間予報データ)と7-15

時間後まで(降水15時間予報データ)のものでメッシュサ

イズが異なり、また今回は特定のメッシュの予測雨量のみ

をそのまま計算に用いている。予測精度向上のためにはこ

れらの取り扱いや危険性の判定方法などにさらなる検討を

要すると考えられる。 

4. 謝辞 

 解析雨量の利用に関しては株式会社エイト日本技術開発から参考

となるデータを頂きました。土砂災害の発生データは国土地理院地

理院地図、国土交通省、広島県から提供を頂き、またそのデータ処

理においては東京大学空間情報科学研究センター(東大 CSIS)の

CSV アドレスマッチングサービスを利用させて頂きました。本研

究の一部は，平成３１年度河川砂防技術研究開発公募制度の助成を

受けて実施しました。 

5. 参考文献 

1)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(2016) 

「土砂災害予測に精度向上に関する研究」 

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/bousai_6/6_bousai_siryou_7-1-

1.pdf 

2)小杉賢一朗 藤本将光 山川陽祐 正岡直也 糸数哲 水山高久 木下篤彦

(2013) 「山体基岩内部の地下水位変動を解析するための実効雨量に基づく

関数モデル」 砂防学会誌，Vol.66，No.4，p.21-32 

3)小杉賢一朗 水山高久(2014) 「2014年7月9日に発生した長野県南木曽

町の土石流災害の誘因となった降雨イベントの解析」 砂防学会誌，Vol.67，

No.4，p.18-22 
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奈良県赤谷西地区の重力変形斜面における降雨時のイオン濃度変化 

北海道大学 広域複合災害研究センター ○田中健貴 

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 小竹利明・木下篤彦・山田拓・柴田俊 

応用地質株式会社 小松慎二・窪田安打・林幸一郎 

１． はじめに 

 深層崩壊は，発生頻度は低いが，天然ダム形成・決壊

による土砂流出などをもたらし，被害は大きくなるおそ

れがある。深層崩壊による被害を防止，低減するために

は，深層崩壊が発生するおそれのある斜面（以後，危険

斜面）を，事前抽出する必要がある1)。危険斜面抽出方法

として，渓流や湧水の電気伝導度（以後，EC）を活用す

る方法2)があるが，実際に活用する上で，危険斜面周辺で

ECが高い機構を解明する必要がある。これまで紀伊山地

で実施されたボーリングコア溶出試験では，岩盤に

CaCO3が多く含まれ，ここから溶出するCa2+, HCO3
-がEC

の上昇に寄与している可能性が示唆された3)。一方で，実

際の斜面で地下水のECが高まる時間的・空間的プロセス

は明らかになっていない。そこで本稿では，重力変形斜

面を危険斜面と考え，降雨後に地下水の水質分析を行い，

ECや溶出イオン濃度の分布を調査した。 

２． 調査方法 

調査は奈良県五條市赤谷地区に位置する2斜面（赤谷西

1，赤谷西2と呼ぶ）で実施した（図-1）。千木良（2015）

による微地形に基づく危険度評価4)では，赤谷西1は危険

度Ⅳ，赤谷西2は危険度Ⅱである。また斜面の変形の程度

を示すひずみ率5)は，赤谷西1が4.1%，赤谷西2が2.7%であ

る。また，採水は図-1に示すボーリング孔利用した。ボ

ーリング孔の深さは，Ak-2は78m，Ak-4は53m，Ak-6は85m，

Ak-8-1は70m，Ak-8-2は47m，Ak-10は85mである。 採水

は2020年1月11日に実施した。採水前の最大時間雨量は1

月8日午前8時の14.5mm/hrである。水質分析はNa+, K+, Ca2+, 

Mg2+, SO4
2-, NO3

2-, HCO3-, CL-, SiO3
-2, pH, ECである。 

３． 調査結果 

１）ECの分布

赤谷西1のECは，斜面上方10.6 mS/m，斜面下方10.5 

mS/mであり，斜面上方と下方でECは同程度である。赤谷

西2ではAk-10で4.7 mS/m，Ak-6で3.3 mS/m，Ak-8-1および 

図-1 調査地概要 

Ak-8-2では深い孔のAk-8-1で11.2 mS/m，浅い孔のAk-8-2

で4.4 mS/mであった。渓流での採水は，赤谷西1では沢

地形は認められたが，流水は見られなかった。赤谷西 2

では渓流上部で3.3 mS/m，渓流下部で4.4 mS/mであった。 

２）溶出イオン濃度

イオン当量濃度を図-2に示す。赤谷西 1 のボーリング

孔Ak-2，Ak-4はともに他のイオンと比較してCa2+, HCO3
-

が相対的に多い。赤谷西2では，Ak-10はHCO3
-が相対的

に多いが，Ak-6 は，特徴的に多いイオンは見られない。

Ak-8-1，Ak-8-2はAk-2，Ak-4と同様にCa2+, HCO3
-が相対

的に多く，深い孔であるAk-8-1で溶出イオン濃度が多い

傾向が見られる。次に，Ca2+とHCO3
-について，イオン当

量濃度とECの関係を図-3に示す。Ca2+とHCO3
-の溶出量

が大きくなるとECが大きくなる傾向が見られた。 

４． 考察 

 赤谷西1では斜面全体でECの値に大きな変化はなかっ

たが，赤谷西2では斜面下方でECや溶出イオン濃度が上

昇する傾向が見られた。溶出イオン濃度の結果から，EC

を上昇させている主な溶出イオンはCa2+, HCO3
-であると
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考えられる。なお，赤谷西 1 においても，斜面上部と斜

面下部の溶出イオンの傾向はCa2+, HCO3
-が多く，ECの上

昇に影響を与えていることが示唆される。これらの結果

は既往研究で示された岩盤に含まれる CaCO3から溶出し

たCa2+, HCO3
-がEC を上昇させている可能性が考えられ

る。さらに，赤谷西 2 の斜面上部では，Ca2+, HCO3
-はと

もに少ない傾向であるが，斜面下部では赤谷西 1 と同様

にCa2+, HCO3
-が多い。このことから，赤谷西2では斜面

中腹よりも下部あるいはより深層において溶出イオン濃

度が増大するプロセスがあると考えられる。 

５.まとめ

今回の調査では，ボーリング孔から採取した地下水の

EC上昇にCa2+, HCO3
-が影響している可能性が示された。

一方で，渓流水の水質形成に平面的な地下水の流入・流

出経路が与える影響については明らかではない。今後，

地下水流動のトレーサー試験を通じた推定や，継続した

地下水と渓流水の水質分析を行う予定である。 

参考文献： 

1)蒲原潤一, 内田太郎:深層崩壊対策技術に関する基本的事項, 

国総研資料第807号, 2014. 

2) 独立行政法人土木研究所（2008）：深層崩壊の発生の恐れのあ

る渓流抽出マニュアル（案），土木研究所資料，No.4115 

3) 田中健貴ほか（2019）：重力変形斜面の岩盤に発達する亀裂が

溶出特性に与える影響，日本地すべり学会誌，Vol.56, No.1, pp.1-7 

4) 千木良雅弘（2015）：深層崩壊の場所の予測と今後の研究展開

について，応用地質，Vol.56，No.5，p.200-209 

5) 千木良雅弘ほか（2012）：2011 年台風 12 号による深層崩壊，

京都大学防災研究所年報，No.55 A，p.193-211 

図-2 各ボーリング孔で採取した地下水のイオン当量濃度 

図-3 各ボーリングで採取した地下水のイオン濃度とECの関係 (a)Ca2+濃度，(b)HCO3
-濃度 
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降雨指標の基準超過時間と土砂災害発生タイミングに関する検討 

国土交通省国土技術政策総合研究所 中谷洋明・野村康裕(現富山県) 
(株) エイト日本技術開発        ○海原荘一・髙田隆行

1.はじめに
2018年7月豪雨災害では西日本を中心として全国

で 2,581件の土砂災害が発生し，2019年には台風第
19号により東日本を中心として 952件の土砂災害が
発生するなど大規模な災害が頻発している 1)。土砂
災害警戒避難基準雨量（以下，「CL」と言う。）とし
ては市町村単位での空振りが約 6 割程度であるなど
改善の余地を指摘されている 1)。また，発表から発災
までの時間が長いケースで，その間の危険度の高ま
りを示せていない。土砂災害の公式なリアルタイム
情報として改善が必要とされている 2)。CLには定量
的な解除基準規則がない課題もある。これまで，CL
の超過時間に応じた災害発生状況は整理されていな
い。そこで，本検討では全国を対象とし，実況降雨を
用いて CL の超過時間等と災害発生タイミングとの
時間的関係を検討した。

2.検討方法及び検討条件
全国の約 38 万の 3 次メッシュのうち水域や平野
部，人口のないもの，CL の設定対象外(いわゆる除
外メッシュ)を除く 225,865メッシュを対象とし，解
析雨量の品質が地上雨量による校正過程の改善によ
り安定した 2003年 6月から 2018年 12月までの約
15年間を対象として，各府県が設定した CLに対し，
下記の 3つの CL超過に関する時間数（以下，「時間
指標」と言う。）を求めた。（①～③は図-1の中に表
示した番号を示している。）
・ CL 超過合計時間：①CL超過～②CL下回りまで
の時間数

・ CL 超過から発生までの時間：①CL超過～③発生
までの時間数

・ 災害発生から CL 下回りまでの時間：③～②まで
の時間数

なお，災害データについては，災害報告等をベースと
して国土交通省砂防部で整理したもの等を再整理し
たものを用い，CL超過した降雨イベントの災害を対
象としているが，いわゆる CL 対象災害には分類さ
れない散発的がけ崩れ等を含んでいる可能性はある。

また，災害種別については，土石流・がけ崩れ・地すべ
りに分けて検討した。 

3.検討結果
3.1 時間指標の統計量と災害発生の関係
各災害種別の「CL超過合計時間」，「CL超過から

発生までの時間」，「災害発生から CL 下回りまでの
時間」の累積頻度を表-1に示す。
「CL超過合計時間」については，土石流及びがけ

崩れについては 1～2 時間のような短時間の降雨で
発生する災害が全体の 30％（30パーセンタイル，以
降省略）程度を占めている。これは非発生を含めた降
雨自体が短時間付近に集中しているデータの性質が
一因と考えられる。地すべりでは他の災害に比べや
や継続時間が長い側に偏る傾向も認められる。
「CL超過から災害発生までの時間」は CL到達前

に発生したものは時間数をマイナス表示としている
が，土石流，がけ崩れ共に CLに到達するまでに 10
～15％前後発生している。逆に，CL 到達以降に 85
～90％前後の災害が発生している。
「災害発生から CLを下回る時間」においては，マ
イナス表示は CL 下回り後に災害が発生しているこ
とを意味する。土石流で CL 下回り後に発生した災
害が5％以上，がけ崩れで15％以上，地すべりで 30％
以上となっている。地すべりについては，明らかに
CL超過後に遅れて発生していることから，降雨後も
注意が必要である。

図-2に CL超過合計時間による捕捉率・空振り率
の変化を示す。災害種別によらず同じ傾向を示して
いることが分かる。

図-1 土砂災害警戒避難基準雨量の超過時刻の定義 

表-1 災害種別ごとの発生累積頻度と時間指標の関係 

※1 累積頻度は発生件数ベースである。
※2 「CL 超過から災害発生までの時間」では CL 到達前に

発生したものは時間数をマイナス表示としている。

※3 「災害発生から CLを下回る時間」においては CL下回
り後に災害が発生しているものは，時間数をマイナス

表示としている。
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CL超過合計 1時間時点で 100％近い空振り率は，
2 時間時点で約半減しているが，捕捉率も同じ傾向
で低下しており，見逃しが増えることとなる。

表-1及び図-2では災害発生件数の割合が相対的に
高い範囲はどの災害種別でも約 50 時間以内である。

3.2 一連降雨外で発生する災害について 
 警戒情報の解除を念頭に置いて，一連降雨外で発
生する災害数を集計したものを表-2に示す。どの災
害種別でも CL 超過降雨については，一連降雨外で
発生する災害はわずかであった。表-3に災害種別ご
とに一連降雨外で災害が発生している地質区分を示
す。どの災害種別でも相対的に堆積岩系と中古生界
深成岩の発生数が多くなっていた。

4.まとめ
土石流及びがけ崩れ災害については，CL超過数時
間で発生しているものが多くなっていた。他方，地す
べりについては相対的に CL 超過より発生までの時
間が長いものが多くなっていた。降雨終了後に発生
する土砂災害は堆積岩系や中古生界深成岩で多い傾
向が確認された。降雨終了後に発生する土砂災害は
絶対数は多くはないものの見逃しとなるため注意が
必要であろう。今後はこれらの結果を踏まえて具体
的な CL 超過後の危険度の時間的変化や警戒避難の
解除規則の設定，それらの検証を行うことが望まれ
る。

参考文献 
1) 土砂災害防止対策小委員会：社会資本整備審議
会（答申）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，令和 2
年 3月，
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/conten
t/001342249.pdf，参照 2020-5-18

2) 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，
https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_ji
kkousei/190529/hokokusyo.pdf，参照 2020-5-
18

図-2 CL 超過合計時間による捕捉率・空振り率の変化

（上：土石流・中：がけ崩れ・下：地すべり） 

表-2 一連降雨内外・CL 超過と災害発生数

※ この表の「遅れ災害」とは降雨後 24時間後の時刻，もしくは CLを下回ってから 24時間後の時刻のうち，遅い方までとしている。

表 3 時刻データありでのうち一連降雨外で発生し

た事例における地質区分ごとの発生件数
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住民個人のための土砂災害タイムライン作成支援に向けて 

-令和元年台風 19 号における住民避難の実態-

応用地質（株）大村さつき 

1．はじめに 
平成 30 年度砂防学会研究発表会において、住民個人

のための土砂災害タイムライン作成補助ツールの検討

について報告した。報告では今後の課題点として、同

様の事例を積み上げ、より使いやすいツールに更新し

ていくことを挙げていた。本検討では、平成 30 年に報

告した住民個人のための土砂災害タイムライン作成補

助ツールの継続検討結果ついて報告する。 

2．個人向けタイムライン作成支援の課題 
家族構成が多様化している現状では、地域で作成す

るタイムラインだけでなく、住民一人ひとりが作成す

るタイムラインが重要となる。このような個人向けタ

イムラインは、国土交通省関東地方整備局下館河川事

務所が 2016 年 10 月から行っている「みんなでタイム

ラインプロジェクト」で使用されているマイ・タイム

ラインが知られている。

平成 30 年の報告時点では、同様な個人向けタイムラ

インはほとんど検討されておらず、筆者は住民個人の

ための土砂災害タイムライン作成補助ツールの検討を

実施した。その後、マイ・タイムラインの取組が全国

に広がり、それらの知見をツールにも取り入れるべき

であると考えられるが、とりまとめ事例はない。

また、作成補助ツールを利用する上で、具体的にど

のような避難行動をとればよいのか、逆にどのような

行動をとっては危険なのかを提示することが必要とな

っている。ただ、過去の災害時に、「避難に成功した」

「避難に失敗した」個人の動きについて、集合的に扱

った研究はあるものの、一人ひとりの動きを扱った検

討は行われていない。 

そこで本検討では、土砂災害タイムライン作成補助

ツールの検討に資するため、全国のマイ・タイムライ

ンへの取組状況のとりまとめと、令和元年台風 19 号時

の個人の避難・被災状況について検討を実施した。

3．全国のマイ・タイムラインの取組状況 

3.1調査方法 

47都道府県の Webページにおいて、タイムライン、

マイ・タイムラインの扱われている状況について調

査した。調査方法は、各都道府県の Web ページにお

いて、「タイムライン」「マイ・タイムライン」を検

索し、「ページを作成している」「ページは作成して

いないが、掲載されている資料等に掲載されている」

「掲載なし」の確認を行うものとした。

 次に、マイ・タイムラインについて扱っている、

市町村・都道府県・国の機関について調査した。調

査方法は、Webの検索サイト（Googleを使用）で、「マ

イ・タイムライン」の検索を行い、検索された Web

ページをもとに、機関名、掲載ページタイトル、掲

載日、タイムラインが扱う災害の種類、Webページの

概要、Webページの URL等について取りまとめた。ま

た、ページで掲載されている資料について収集を行

った。 

3.2調査結果 

 「タイムライン」については、47 都道府県のうち、

全ての都道府県で掲載が確認され、そのうち 15 都府県

で紹介ページが作成されていた。「マイ・タイムライン」

については、26 都道府県で掲載が確認され、そのうち

8 都府県で紹介ページが作成されていた。また、「マイ・

タイムライン」について、Web上で確認したところ、全

部で 76 件確認でき、市町村で 64 件、都道府県で 8 件、

国の機関で 4 件確認された。

マイ・タイムライン掲載ページの内容は、記入様式、

記入例を掲載し、Web ページの本文や解説書でタイムラ

インやタイムラインの作り方を説明するものがほとん

どであった。「みんなでタイムラインプロジェクト」の

ページや資料を引用するパターンも確認される。東京

都の区市については、都が作成したマイ・タイムライ

ン資料配布のお知らせが主となっている。情報の掲載

日については、全 76 件のうち、55 件が 2019 年以降と

なっており、直近の 2 年間で急増していることが確認

された。

対象としている災害は、台風・洪水が多く、土砂災

害については風水害としてまとめて扱われることが多

く、岩手県盛岡市のような土砂災害のタイムラインと

明記されたものはほとんどなかった。台風・風水害以

外に、愛媛県松山市の高潮に関する表記が記載されて

いる事例や、石川県野々市市の大雪に対するマイ・タ

イムラインの掲載も確認された。

記入様式については、タイムラインのみのものだけ

でなく、香川県丸亀市のようにタイムラインを考える

上での前提条件を合わせて記載する様式も見られた。

行動内容については、神奈川県相模原市のように、選

択肢として、タイムラインに張り付けるシールを合わ

せて掲載している市町村も見られた。タイムラインの

時系列は、縦方向に時系列を示すものがほとんどで、

東京都のように横方向に時系列を示すものは少数であ

った。 

図 1 都道府県の Web ページにおける掲載状況 

（2020 年 5 月 6 日時点） 

タイムライン マイ・タイムライン
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4．住民避難の実態 

4.1調査方法 

2019 年 10 月 12 日から 11 月 30 日までの朝日新聞朝

刊の記事から令和元年台風 19号に関する記事を収集し

た。その中で、「住民の避難・被災状況に関する記事」

で「時間の表記があるもの」を抽出した。 

抽出した記事について、場所、避難・被災者の情報

（名前・年齢・性別等）と、避難・被災状況を時系列

表記で取りまとめ、検討を行った。 

時間帯については明確に記載されていない場合、気

象庁の定義に基づき、未明（0：00～3：00）、明け方（3：

00～6：00）、朝（6：00～9：00）、夕方（15：00～18：

00）、夜遅く（21：00～0：00）として検討した。 

避難・被災状況については、避難（事前に避難し、

被災しなかった事例、避難所の状況に関する事例）、被

災未満（浸水被害、土砂災害被害に遭っているが、死

亡せずに済んだ事例）、被災（浸水・土砂災害により被

災して死亡した・死亡したと考えられる事例）の 3 パ

ターンに分けて検討を行った。

4.2調査結果

4.2.1全体
収集した記事から抽出した結果、56事例が抽出できた。 

都道府県別では、茨城県3事例、神奈川県4事例、群馬

県 2 事例、埼玉県１事例、静岡県 4 事例、千葉県 3 事例、

東京都 9 事例、栃木県 4 事例、長野県 10 事例、福島県 9

事例、三重県 1事例、宮城県 6事例、であった。 

避難・被災状況では、避難 13 事例、被災未満 25 事例、

被災 11 事例、被災未満および被災 7 事例（対象が複数人

の事例）であった。 

4.2.2避難 
 避難勧告よりも前に避難した事例が千葉県で 1例あり、11

日の夜から避難所へ移動している。東京都で避難事例が 4

例あるが、一番早い避難時間でも避難勧告から 2時間半が

経過しており、他の 3例では、避難指示（緊急）後 1時間以

上経過してから避難を行っている。避難所の混雑状況の事

例についても、避難指示（緊急）後に混雑が見られ、避難

指示（緊急）後に避難者が増えたことが推測される。また、

一度避難してから、避難勧告が出ている中で、自宅に物を

取りに帰るという行動が行われている事例も確認された。 

避難勧告時すぐに避難できるような事前の準備が必要で

あることを示す事例となると考えられる。 

4.2.3被災未満 
 避難しようとした際に土砂災害が発生した事例、2 階に寝

ていて気付かないうちに浸水していた事例、浸水に気づい

て緊急退避をして難を逃れた事例、避難の移動中に被害

に遭った事例が確認された。一家族の中で被災未満と被

災が分かれる事例も生じている。緊急退避をした事例や避

難の移動中に被災した事例も、外の様子を気にしていたり、

ラジオをかけていたりといった行動が見られるため、災害に

対して無関心であったわけではないと推測される。避難の

移動中に被災している事例は、特別警報発表後に移動を

開始していた。

 被災の経験談として、また、そのような状態になる前に避

難することの必要性、緊急時の次善の策の事例として示す

ことができると考えられる。 

4.2.4被災 
 直前まで知人と連絡を取っていることにより、被災時前の

行動が確認されている事例が多い。事例の中には、同居し

ている家族が避難して、避難先から避難するよう呼び掛け

ても避難せず被災したような事例がある中で、避難所の対

応をしていた職員や、地域住民の避難誘導を行っていたよ

うな防災意識が高いと思われる人が被災している事例も見

られた。前者は業務終了後帰宅途中に、後者は地域の避

難誘導後、ペットがいるため避難所には行かず、親族の家

で被災している。 

 被災の経験談として、親族宅や避難先の安全性や、家族

の状況的に避難所に行くことが難しい場合を考える事例と

して、また、自宅以外にいた場合の行動を考えるための事

例として利用することが可能であると考えられる。 

表 1 避難の実態取りまとめ例（宮城県丸森町） 

5．まとめ 

全国のマイ・タイムラインの事例を収集することに

より、土砂災害タイムライン作成補助ツールの検討に

有用な情報収集が行えた。 

新聞記事の災害事例における個人の行動に着目する

ことで、住民個人のタイムライン検討の上で検討すべ

き課題の事例収集を行うことができた。 

6．今後の課題 

マイ・タイムラインの取組については、今後も全国

で進むことが予想されるため、継続的に情報の収集を

行い、土砂災害タイムライン作成補助ツールの検討に

つなげることが必要である。住民避難の実態について、

は、今回一社の記事のみを使用しているが、他社の記

事では新たな情報を入手できる可能性があるため、他

社の記事についても収集を行い検討を深めることも必

要である。 

参考文献 

大村（2018）：住民個人のための土砂災害タイムライン

作成補助ツールの検討、平成 30 年度砂防学会研究発表

会概要集 

里村ほか（2018）：住民の水防災意識の向上に向けたマ

イ・タイムライン開発のための社会実験,土木学会論文

集 B1（水工学）, Vol.74,No.3,p.83-94

避難 被災 被災未満 被災未満

78 92、70、63、67 30代 66

日付
時
間

気象情報
警戒避難情報

12日 0
男性は近くの廻倉地区の区長。12日は家々
を訪ねて無事を確認し、避難所に誘導した。

12

正午過ぎ、自宅の外から避難を呼びかける
声を耳にしたが、阿武隈川まで1㎞以上離れ
ている。「風は弱いし大丈夫だろう」と、テレビ
を見て横になる。

15
15：20町は避難
勧告を発令

16
午後4時頃、軽自動車で役
場に避難。軽自動車水没。
自宅周辺は1階まで浸水。

18

18：45　台風19
号が上陸。大雨
特別警報、茨
城、栃木、新
潟、福島、宮城

男性が、午後6時ごろいったん帰宅（11/12の
記事によると、別の区長が「避難所に来たら」
というと「犬がいるので」と自宅に向かったと
のこと）。別の区長に「自宅の電気がつかなく
なり、妻の実家に来た。心配しないでくださ
い」と電話。

19

19：50町は町内
全域に最高警戒
レベルの災害発
生情報を出す

町役場周辺の中心部は浸水し始めていた。

21
午後9時には家族が隣家の女性に電話で「大
丈夫」と話す。

午後9時ごろ家の電気が消
えた。懐中電灯で外を見る
と、地面を水が覆ってい
た。残ったほうが安全だと
判断し家にとどまった。

午後9時ごろ、そばの扇風機が倒れる音で目
が覚めると、水が畳の上にあふれていた。
水は床下からみるみるわいてきた。慌てて玄
関を開けると、外は濁流が流れていた。床が
30㎝高いトイレにかけこんで、梁に両手でし
がみついた。水はあごの下にまで迫った。水
の中でつま先立ち。

22 30分後水が引き始め一命をとりとめる。

13日 0

5
13日午前5時ごろ近くを通りがかった人が「家
がなくなっている」と異変に気付いた。

6

午前6時ごろ外を見ると大
量の泥や砂利で道路が埋
まっていた。「家のほうに流
れていたらつぶれてい
た。」

8
8：40全地域の大
雨特別警報解除

状況

年齢
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奈良県南部地域において実施した大規模土砂災害を想定した避難行動確認訓練の事例紹介

奈良県 砂防・災害対策課 桜井亘，追鳥裕樹，三谷耕太 

国際航業株式会社 堀大一郎，〇小林実和，竹島彰子，小泉和也，平川澄美 

筑波大学 内田太郎 

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

奈良県では平成 23 年紀伊半島大水害の教訓から深層崩壊への取り組みを実施しており、深層崩壊の発生危険度を示した

「奈良県深層崩壊マップ（奈良県，2016）」や集落単位で深層崩壊による被害リスクを示した「深層崩壊危険性評価マップ（仮

称）」を作成するなど、警戒避難体制強化に資する検討を進めてきた。 

本報告は、これまでの検討成果を活用してモデル地区において深層崩壊に至る災害シナリオを作成し、住民参加の避難行

動確認訓練（マップ・タイムラインの作成）を実施した事例を紹介するとともに、他地区への展開を想定した防災コンテン

ツの作成など、奈良県の取り組みについて報告するものである。 

2. 奈良県南部地域を対象に蓋然性の高い深層崩壊現象を整理

「奈良県深層崩壊マップ（奈良県，2016）」の作成範囲全域について、

蓋然性の高い深層崩壊現象の整理を行った。検討手法は「深層崩壊に起

因する大規模土砂災害被害想定手法（国総研：2017）」に準拠した。 

等質と見なせる領域の検討では、検討結果を市町村単位の警戒避難

体制強化の基礎資料とすることを考慮し、検討要素として地形、地質、

降雨に行政界も加えて 20 の等質領域を設定した。概ね 100 年以内の深

層崩壊は、明治十津川大水害（M22）、伊勢湾台風（S34）、紀伊半島大

水害（H23）の 3 災害を対象とし、代表的な災害概要には「吉野郡水災

誌」や「紀伊半島大水害大規模土砂災害アーカイブ」から、できるだけ

具体的に被害状況等を整理した（図－１）。整理した蓋然性の高い深層

崩壊現象については、「土砂災害地域防災マップづくり事例集」を改訂

し、地域で起こりうる深層崩壊現象として追加した。 

3. モデル地区における避難行動確認訓練

3.1 深層崩壊による被害予測シミュレーション 
県南部地域から深層崩壊による被害リスクの高い集落３地区をモデル

地区に選定して被害予測を行った。検討は「深層崩壊に起因する大規
模土砂災害被害想定手法（国総研：2017）」に準拠し、モデル地区に最
も近い深層崩壊跡地を発生地点とし、領域ごとの蓋然性の高い深層崩
壊が発生する想定で被害予測を行った。 
計算に用いる地形データには航空レーザ計測データを使用し、近年に

河床状況が変化していないかをUAV計測で確認した。深層崩壊による
被災形態は、崩壊土量や河川合流地点の地形確認から河道閉塞の決壊
を想定することとし、シミュレーションにはHyperKANAKOを使用した
（図－２）。シミュレーションの諸条件は可能な限り紀伊半島大水害時
の状況に合わせることとし、降雨データは、地区住民の記憶にある平
成23年紀伊半島大水害時の降雨（風屋）を使用した。シミュレーショ
ン結果は災害実績と比較し、妥当性を確認した上でシナリオに反映した。
3.2 大規模土砂災害を想定した災害シナリオの検討 
シミュレーションの結果を参考に、モデル地区ごとに避難行動計画の検

討を行うための災害シナリオの検討を行った。 
災害シナリオは、深層崩壊に特化せず、紀伊半島大水害でも確認された

複合土砂災害（中小規模の土砂災害が発生した後に大規模な土砂災害が発
生する）を想定して作成する方針とし、紀伊半島大水害時の実際の降雨と
災害発生時刻に想定の前兆現象やYR 区域での表層崩壊発生、道路途絶な
どを事象として加えることで現実的なシナリオとした（図－３）。また、
今後の広域展開も想定し、深層崩壊のリスクが低い奈良県北部地域等にお
いても土砂災害や小規模な河道閉塞による湛水被害などの複数の災害シナ
リオを地域の特性に応じて自由に組み合わせができるよう作成した。 

 

図-1．蓋然性の高い深層崩壊現象の検討 

(1) UAV で河床状況を確認 
(2) 現地状況の確認と反映 

(1) 

図-2．被害予測シミュレーションの実施 

図-3．災害シナリオ 

20 領域

(2) 
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3.3 避難行動確認訓練の内容 
モデル地区において、住民参加の避難行動確認訓練を実施した。訓

練では、深層崩壊が発生するような降雨が続く場合に、“危険な場所”
“いつ・どのような避難行動をとるべきか”を、現地確認も実施した
うえで、マップやタイムラインに整理しながら地区ごとに話し合いを
行った（図－４）。訓練の中では、シミュレーション結果を動画で確認
することで避難行動の時間が短いことや、過去に地区で発生した土砂
災害とシミュレーション結果が概ね合致していることなど、住民から
活発な意見が出され、地域の実情に合った避難行動について活発な話
し合いが進められた（表－１）。 

3.4 避難行動確認訓練の結果 
参加者にアンケート調査を行った結果、訓練全体に対して約 9 割が“分かりやすかった”“ためになった”と回答し、他

地区でも開催して欲しいとの前向きな意見が多く寄せられた。本検討で初めて実施したタイムライン作成についても“作成
することで行動が分かりやすくなった”との高評価を得た。 
今後の改善点として、避難行動確認訓練の準備・開催の中で挙げられた意見を以下に整理した。 

 

4. 広域展開を想定した防災コンテンツの作成

奈良県では、本検討での取り組みを県全域に展開することを想定し、市町村担当者や防災リーダーが主体的に取り組む
ことができるよう、深層崩壊や土砂洪水氾濫を含む土砂災害全般に関する様々な防災コンテンツを作成して、順次市町村へ
の情報提供を進めている（表－２）。 

 
分類 資料名 分類 資料名 

住民参

加型訓

練の支

援資料 

土砂災害地域防災マップづくり ガイドライン 土砂災

害に関

す る 啓

発資料 

紀伊半島大水害大規模土砂災害アーカイブ 

土砂災害地域防災マップづくり 事例集 広報用展示パネル 

災害シナリオ（複数） 掲示板や標識柱を活用した看板設置のための雛形 

座学説明用スライド マグネットシール、チラシ作成のための雛形 

タイムライン作成用雛形 ＹＲ区域・深層崩壊閲覧簡易ビューワ 

5. おわりに

本報告事例では、地域で起こりうる大規模土砂災害を具体的にイメージして、避難行動のタイミングや避難先につい

て、状況に応じた複数案を住民自らが話し合うことができた。参加者の意見からも、このような取り組みは地域の防災力向

上に有効であると考えられる。奈良県では、これからも深層崩壊も含めた土砂災害全般に対する警戒避難体制の強化を市町

村と連携して進めていく予定である。今後も新たな知見を積極的に取り込み、定期的に深層崩壊に関する情報発信をしてい

くことで、紀伊半島大水害の教訓を風化させず、警戒避難体制の維持・強化を図りたい。 

開催地区 
参加人数 

訓練の内容 訓練の様子 

東吉野村麦谷地区 

21名 (住民・消防団) 

【座学（土砂災害・深層崩壊）】 40分 
①土砂災害の基本事項を説明 

②深層崩壊の被害シミュレーションは動画で説明 

→UAV 鳥瞰画像に情報を記載し位置関係を分かりやすく説明 

【現地確認】 30分 
③深層崩壊による被害予測を現地で確認 

④過去の災害実績、地域の危険箇所を確認 

【マップ・タイムラインづくりで避難行動を確認】 30分 
⑤災害シナリオの確認 → 複合土砂災害のイメージを共有 

⑥地域の危険箇所の確認、⑦タイムラインの作成 

→“状況”“行動”のシールを選んで貼り付ける等、気軽に実施 

天川村五色地区 

17名 (自主防災会) 

十津川村神納川区 

18名 (住民・消防団) 

表- 1．避難行動確認訓練の実施概要 

① ② 

③④ 

⑤⑥ 

図-4．タイムライン（イメージ図） 

■参加住民の声（自由回答）

・今回参加してグループワークが大切だと思った。 
・タイムラインを作成することにより行動が分かりや

すくなった。 
・ 深層崩壊後の決壊の恐ろしさを改めて知った。 
・理想論とは思いつつ、日頃心がける事が肝要である。 

■今後の改善点

・本事例では2時間程度で講習、現地確認、マップ・タイムライン作成を実施したため、すべ

てが駆け足となった。今後は、①講習、②現地確認、③マップ・タイムライン作成を数回に

分けて実施するような運営が望ましい。 
・タイムライン作成の際、段階ごとの状況説明を口頭で行ったが、動画や音声で状況が想像で

きるようなコンテンツを作成してDVD等で流せると状況のイメージが湧くと考えられる。 
・ マップやタイムライン作成をパソコンで清書できるようなツールがあれば、完成版の掲示や

配布をすることができる。 
・本事例では各モデル地区におけるシミュレーションを実施しているが、他地区で実施す場合

はシミュレーションなしとなるため、過去の災害実績を再度確認する、近隣の被災実績から

推定する、などの地元自治体が簡易にできる手法について検討する必要がある。 

表- 2．奈良県が作成している防災コンテンツ 

①座学 

②現地確認

③ﾏｯﾌﾟ･ﾀｲﾑﾗｲﾝ作成

【 理 解 度 】 

⑦ 
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平成 30 年 7 月豪雨 愛媛県内で発生した土砂災害の地形的特徴について 

愛媛県土木部河川港湾局砂防課 清家伸二，洲之内聖二，久野浩司，武井是樹 

国際航業株式会社 堀大一郎，○竹島彰子，江川佳苗，坂下晴佳 

１．はじめに 

平成 30 年 7 月豪雨において、愛媛県で発生した土砂災害 413 箇所のうち約 2 割は土砂災害警戒区域
（以下、Y）の範囲外であった。本検討は、今後の警戒避難体制強化に資する基礎検討として土砂災害危
険箇所の抽出基準に着目し、土砂災害発生箇所の地形的特徴を航空レーザ計測データ等から詳細に確
認するとともに、数値地形解析を活用して災害実績を反映した土砂災害危険箇所の抽出を定量的かつ効
率的に実施する方法を試行したものである。 

２．地形的特徴の確認方法 

地形的特徴の確認は、災害後の平成 30 年 9 月から 11 月に撮影された航空レーザ計測データ（林野庁）、
砂防基盤図、国土地理院 25000 地形図を用いて行った。 

地形的特徴の確認作業は、災害発生 413 箇所に対して、詳細地形情報の有無や Y 内外で分類して図－
１の流れと数量に対して実施した。地形的特徴は現象別に以下の諸元を確認した。 

 

３．土砂移動現象別地形確認 

3.1 全ての土砂災害発生箇所の地形的特徴 
災害発生 413 箇所のうち、災害後撮影の空中写真で土砂移動現象を確認かつ標高データ整備済であ

った箇所は土石流 69 渓流、急傾斜 182 箇所であった。地形的特徴を確認した結果、土石流の抽出基準
に関連する流域面積 0.01km2、渓床勾配 10°、1 次谷等の条件を満たす事例が概ね 80%以上であり、急
傾斜では勾配 30°高さ 5m の条件を満たす事例が 90%以上であったことから、従来の抽出基準であっても
平成 30 年 7 月豪雨の災害箇所を一定度は想定できることが分かった。 

 

計測した地形諸元及び保全対象までの距離を組み合わせ、災害実態を反映した閾値設定を試みたが
（例えば、土石流の流域面積×谷次数比率と直近保全対象までの距離を比較）、明瞭な関係性は見出せ
なかった。 
3.2 土砂災害警戒区域外で発生した土砂災害に限定した場合の地形的特徴 

3.1 で確認した箇所のうち、Y 外で発生した箇所に限定すると土石流 19 渓流、急傾斜 62 箇所であった。
地形的特徴を確認した結果、土石流では小規模な流域や 1 次谷を呈さない緩い谷型斜面での発生事例
が多く、既存の条件だけで災害箇所を包括して抽出する基準設定には課題があることが分かった。急傾斜
では全災害箇所と同様の傾向が見られ、地図精度を向上させて地形条件を確認すれば概ね抽出できるこ
とが分かった。 

 

＜土石流 69 渓流の特徴＞ 

・ 災害発生渓流の流域面積は、61 渓流（88%）が 0.01 ㎢以上

・ 災害発生渓流の渓床勾配は、58 渓流（84%）が 10°以上

・ 谷次数比率は、LP コンターで計測した結果、比率 0.6 で 61 渓流（88%）、比率 0.8 で 58 渓流（84%）、比率 1.0 で 56 渓流

（81%）の災害発生渓流を含む

・ 建物被害が発生した谷出口と建物の離隔は平均 100m

＜急傾斜 182 箇所の特徴＞ 

・ 災害発生地点を含む斜面 170 箇所（93%）は LP コンターで傾斜度 30°以上、高さ 5m 以上の急傾斜地の条件を満たす

・建物被害が発生した崩壊地と建物の離隔は平均 10m

＜土石流 19 渓流の特徴＞ 

・ 災害発生渓流の流域面積は、15 渓流（79％）が 0.01 ㎢以上

・ 災害発生渓流の渓床勾配はすべて 10°以上

・ 谷次数比率は、LP コンターで計測した結果、比率 0.6 で 12 渓流（63%）、比率 0.8 で 10 渓流（53%）、比率 1.0 で 8 渓流

（42%）の災害発生渓流を含む

＜急傾斜 67 箇所の特徴＞ 

・ 地形図の精度向上に比例して、災害発生斜面が急傾斜地の条件（30°以上・5m 以上）に合致

・ 災害発生斜面のうち 60 箇所（90%）が LP コンターで急傾斜地の条件を確認できる

原因地 土砂移動区間

土石流
・流域面積、氾濫開始点、勾配
・谷地形（コンター奥行き・幅）
・谷地形比率（奥行き÷幅）

・被災建物までの水平距離（投影）
・土砂到達範囲末端までの水平距離

急傾斜
・崩壊地（高さ・幅・勾配）
・背後斜面（高さ・勾配）

・被災建物までの水平距離
・土砂到達範囲末端までの水平距離

表-1 現象別確認諸元

図-1 急傾斜の確認諸元 図-2 土石流の確認諸元
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４．数値地形解析を活用した追加抽出手法の検討 

これまでは技術者が個別に地形判読で確認していた谷次数区分等について、数値地形解析を活用した
高精度・定量的・効率的な抽出作業の検討を行った。 

数値地形解析を実施した要素は勾配・比高・集水域・曲率とし、要素を組み合わせて「地形的滑動力示
数」（F 値）の試算を行った。なお、本検討では 5mDEM、GIS ソフト「Arc GIS ver.10.5」を使用した。 
4.1 曲率 

曲率は縦断的な断面曲率と平面的な平面曲率を組み合わせて算出されるが、谷次数区分（コンター奥
行÷幅）を表現する数値は平面曲率が近いため、本検討では平面曲率を抜き出して算出した。 
4.2 地形的滑動力示数（F 値） 

地形的滑動力示数（F 値）とは、羽田野（1974）の研究が代表的であり、物理プロセスに着目して崩壊等
の発生のしやすさを表すものである。本検討においては、F 値の概念に基づき、DEM から取得が困難な W
（崩壊下端部の幅≒流下幅）に類する地形量として平面曲率 C を代替とする方法を用いて F 値を求めた。
平面曲率 C が大きいとき、谷は狭窄し流水が集中する、逆に 1/C は小さくなるので、流下幅が減少するこ
とを表現できる。 

F＝Tan(θ)／ (A×C) -0.1 A：集水面積（km2）、C：平面曲率、θ：勾配（°） 

4.3 数値地形解析結果 
土石流 69 渓流を対象とした数値地形解析結果を表‐2 に、急傾斜 182 箇所を対象とした数値地形解析

結果を表‐3 に示す。 

 

土石流では、平面曲率は平均値-0.42、中央値-0.18 とマイナス値となっており、集水型地形であることが
分かる。F 値は流域全体では 0.25 程度であり、急傾斜と近い数値となる。一方、流域内 大値は 0.75 程
度であり、概ね土石流の起因となった崩壊地付近の数値は急傾斜より大きい。 

急傾斜では、平面曲率は平均値-2.41、 大値 5.52、 小値が-11.68 と値の幅が大きく、局所的に尾根
型地形でも崩壊が発生していたと推測される。F 値は斜面全体では 0.3 程度、斜面内 大値の平均も 0.4
程度である。崩壊発生の起点が急傾斜や水の集まりやすい地点と想定されるため、 大値に着目すると
0.4 程度（ 大値の上位 90%平均）を閾値として崩壊地の指標とすることが考えられる。 
4.4 数値地形解析結果を活用した追加抽出手法の検討 

 F 値は急勾配斜面や水の集まりやすい斜面で数値が大きくなる指標であるため、平成 30 年 7 月豪雨
のように短時間に集中した降雨などで崩壊する斜面との関連性が高いことが推測される。 

図‐3 には、F 値 0.4 以上の 5mDEM のみを着色した図面を
添付した。災害発生地点周辺の F 値が高いことは識別できる
が、周辺にも F 値の高い非発生斜面が分布することから、F 値
だけで災害箇所を分離することは困難である。時間雨量や累
積雨量の等雨量コンターとの重ね合わせなど、今後事例を重
ねて検討を進める必要がある。 

土石流については、平面曲率の谷次数区分への活用が考
えられる。本検討より、土石流が発生した 69 渓流の谷次数比
率をみると、全体の 80%以上が谷次数比率 0.8 を満たすことが
分かったが、平面曲率（ 小）の上位 80%平均値は-19.15 で
あることから、-20 程度が閾値ではないかと考えられる。 

５．おわりに 

航空レーザ計測データを活用した詳細地形確認により、平成 30 年 7 月豪雨の土砂災害箇所が従来の
抽出基準であっても 8～9 割抽出できることが確認できた。 

数値地形解析を活用した抽出手法の検討では、急傾斜地斜面は概ね自動で抽出することができ、土石
流は一定度の集水地形や発生源の有無、谷次数（曲率換算）を可視化して重ね合わせた抽出基図を作成
することで、相当に高精度・定量的・効率的な抽出ができると考えられる。 

今後は、数値地形解析や新たな指標等を加えて、高精度かつ効率的な抽出手法の確立が望まれる。 

図-3 地形的滑動力示数試算結果（宇和島市）

崩壊下端部の幅
W

崩壊下端部の幅
あたりの集水面積

a

１／C

a＝A×C

W

a＝A／W

羽田野1974 本検討
コンター曲率（C）の

逆数

集水面積（A）とコンター
曲率（C）の逆数の積

平面曲率

（平均） （平均） （最大） （平均） （最大）

平均値 35.8 12.9 -2.41 29.0 79 0.29 0.39
上位90％平均値 37.3 13.7 -1.75 31.9 88 0.30 0.41
上位80％平均値 38.7 15.2 -1.28 35.6 98 0.31 0.42
中央値 36.0 8.0 -2.06 14.0 29 0.28 0.38
最大値 59.9 79.0 5.52 759.0 873 0.51 0.72
最小値 11.8 2.0 -11.68 0.4 1 0.06 0.16

182箇所

勾配
（平均）

比高
（m）

集水メッシュ 地形的滑動力示数

（平均） （最小） （平均） （最大）

平均値 32.3 169.4 -0.42 -21.96 3912 0.25 0.72
上位90％平均値 33.1 184.2 -0.14 -20.41 4341 0.26 0.75
上位80％平均値 33.7 198.6 -0.11 -19.15 4851 0.27 0.78
中央値 32.7 130.5 -0.18 -21.49 1355 0.26 0.66
最大値 39.2 596.7 0.23 -5.36 29635 0.32 1.93
最小値 24.5 9.6 -9.82 -37.73 32 0.17 0.33

集水メッシュ
（最大）

地形的滑動力示数

69箇所

勾配
（平均）

比高
（m）

平面曲率

表-3 崩壊地内 5m メッシュごとの数値集計結果 表-2 土石流流域内 5m メッシュごとの数値集計結果 
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リアルタイム流砂観測データのオンライン化による流域監視等への活用の研究

関東地方整備局富士川砂防事務所 萬德 昌昭、一場 敏、菊池 瞳、小林 幸博、山野 利勝
京都大学防災研究所 藤田正治

株式会社 建設環境研究所 ○富田邦裕、叶 正興、重村一馬、中村達博

１．はじめに

富士川砂防事務所では平成22年から水位、濁度計、インパクトセンサー（ハイドロフォン）等を用いた

流砂観測が開始され、令和元年度は8地点で、定期的に流砂観測データが回収され、それらのデータを利

活用して流域監視等の検討が実施されてきた。また、同年度には栃原砂防堰堤から事務所までの観測デー

タの転送システムと事務所での表示システムを設計しており、将来的に流砂観測データを用いた警戒避難

方策への利活用や土砂流出実態の把握による砂防施設配置計画への活用が期待される。

本稿では、このシステムが整備されたときにおける出水時流砂観測データの活用方法や流域監視方法に

ついて検討を行った。

２．流砂観測データの利活用方法

(1)システムの概要

 設計した本システムは、富士川の支川早川に流入する二次

支川春木川の栃原砂防堰堤に設置されているハイドロフォン

等のデータロガーと事務所内PCのWEBサーバーを光ファイ

バーで接続してオンライン化したもので、これにより事務所

内で流砂観測データをいつでも見ることができる（図‐1参

照）。さらには、観測データを整理して流域の状況を一目で見

やすく把握出来るように図表等で表示することが出来る。

(2)水位・流砂観測データをリアルタイムで把握

砂防区域においては、水位計等が設置されているところが

少なく、事務所でリアルタイムに水位を把握することができ

なかった。観測所近傍の雨量データが出水時の唯一の情報であり、今回、流砂観測データをオンライン化

することにより図-2 に示すように出水時の水位と単位幅掃流砂量が把握でき、また、雨量と水位の経時変

化を確認することで今後水位が上

昇するのか、低下するかを予測す

るための基礎資料となる。また、

流砂観測データは水位が低下して

も流砂量が多い状態が確認される

など、時間差はあるものの水位・

雨量と概ね連動した情報である。 

(3) 水位と土砂容積濃度との相

関図より土砂災害の発生の監視

（試案）

内田・桜井1）らは、水位と土砂

容積濃度の相関図に土石流の発生

の有無をプロットして、その相関

図-1 構成イメージ図
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図-2 観測データの経時変化の事例 
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図から土石流発生の有無を判断する閾値を検討し

た。ここでは、これに倣って富士川支川大武川で

得られたデータから相関図を作成し土砂災害の発

生の閾値を検討した。（図-3参照）。なお、大武川

では、流砂観測を開始した平成22年以降、大規模

な土砂災害（土石流を含む）が発生しておらず、

閾値を設定する対象となるプロットがないので、

洪水時の水位と土砂容積濃度について相関図を作

成し、現在のところ土砂災害が発生しないと思わ

れる包括線を引いた。図‐3に示す包絡線（赤点線）の下側が大規模

な土砂災害の発生していない領域であり、これをもとに土砂災害発生

の危険が想定される閾値が検討され、赤点線の上側が現時点での危険

領域と考えられる。

(4) 土砂流出の活発度の評価

富田、藤田ら2)は観測値と理論値の比較から土砂流出の活発度の評

価方法を提案した。この方法により土砂流出が活発であるかどうかを

判断することができる（図‐4参照）。出水時の観測値をリアルタイム

でここにプロットし、現在のプロットがどのあたりにあるのかを見る

ことにより、上流域の土砂流出が活発であるかどうか、また、その変

化が読み取ることができる。オンライン化することにより、過去のプ

ロットと現在のプロットを比較し、上流域での土砂生産の活発度の変

化を知ることができる。

(5) 無次元掃流砂力と無次元掃流砂量に関する理論式との比較

掃流砂量の理論曲線と観測値との関係から土砂流出状況を評価する

ことも可能である。観測値が理論曲線より右側にプロットされる場合

は、大きい掃流力に対し理論曲線で求まる流砂量より小さく土砂流出

は砂防堰堤等の効果で抑えられており、逆に左側にプロットされる場

合は、上流で土砂崩壊等が発生し理論値よりも多量の土砂が流出した

と考えることができる。（図‐5参照） 

3．今後の展望と課題

本研究では、出水時におけるリアルタイムでの流砂観測値の活用方法についての検討事例を報告した。

今後、さらに分析方法および実現象との照合について検討するともに、他の流域での流砂観測データにつ

いても流域特性を考慮した分析方法を検討することにより、リアルタイム流砂観測データを用いた土砂流

出監視方法の精度が向上し、実用化につながると思われる。さらには、出水等の災害時に自治体にどのタ

イミングでどのような情報を提供するかなど、これらで得られた知見をもとに検討を深め、土砂災害警戒

情報等に関する情報がより的確に提供できるよう更なる検討が必要である。

【参考文献】 
1) Taro Uchida, Wataru Sakurai, Takuma Iuchi, Hiroaki Izumiyama, Lisa Borgatti, Gianluca Marcato c,
Alessandro Pasuto：Effects of episodic sediment supply on bedload transport rate in mountain rivers. Detecting
debris flow activity using 25 continuous monitoring，Geomorphology, Vol. 306, 1, pp.198-209, 2018.
2) 山地河川における流砂量観測手法による上流域の土砂移動状況の把握について、富田邦裕、叶正興、
藤田正治、光永健男、守谷武史、大浦二朗、第63回平成26年度砂防学会研究発表会概要集、pp.A184-185 
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多数の降雨指標を用いた平成 28年熊本地震後の 

警戒避難雨量基準の引き下げに関する検討 

北海道大学大学院農学院  ○松永一慶

北海道大学大学院農学研究院 桂真也 

1.背景 

土砂災害警戒情報は、短期降雨指標の 60 分間積算雨量と長期降雨指標の土壌雨量指数(SWI)の組

み合わせ(以下、現行の組み合わせ)により発表基準線(CL)を設け、スネークラインが 2 時間先まで

に CL を超過すると予測された場合に発表される。また、大規模地震後は亀裂や地盤の緩みの影響

で土砂災害が発生しやすくなるため、全国一律で CL を横軸方向 7～8 割に引き下げている¹。しか

しこうした手法は、全国の土砂災害発生の平均的な傾向を捉えるために設定されたものであり、他

の降雨指標も考慮した地域ごとの引き下げ率を検討する必要があると考える。そこで本研究ではま

ず、平成 28 年熊本地震の影響を受けた阿蘇地域を対象に、地震前後の降雨による土砂災害の発生

状況を整理した。そして現行の組み合わせで用いている指標の他に、様々な半減期の実効雨量を加

えた多数の降雨指標の組み合わせから、地域・時期ごとに地震後土砂災害に対して有効な CL の引

き下げ率を検証した。また、引き下げた地震後 CL の経時的な引き上げ方法についても検討した。 

2.方法 

対象範囲は、平成 24 年 7 月九州北部豪雨(24.7)、平成 28 年熊

本地震から 5 日後の 4 月の降雨(H28.4)、同年 6 月の降雨(H28.6)

により、土砂災害を含む土砂移動現象(対象イベント)が発生した

4 つの 5km メッシュ A~D とした(図 1)。H28.4 による対象イベン

トは A,C,D で、H28.6 による対象イベントは全メッシュで発生し

ており例えば２など、各イベントの発生時刻についても整理した³。ま

た、平成 28 年熊本地震の際に全メッシュで震度 6 弱が観測され

た。各メッシュの平成 30 年までの約 30 年分の解析雨量から、短

期降雨指標(時間雨量、半減期 i 時間の実効雨量

(i=1.5,3,6))と長期降雨指標(半減期 i 時間の実効雨

量(i=24,48,72,120)、SWI)を算出した。そして、

RBFNプログラム (CL作成支援ツール)を用いて、

短期・長期の降雨指標の全組み合わせに対し、図

2 のように地震前の土砂災害非発生時の降雨プロ

ットが超過しない最も内側の等RBFN出力値線に、

夕立等の短期降雨が超過しないよう下限値(長期

降雨指標ごとに設定)を設けて、通常時の CL を設

定した。そして、0.5 割刻みで横軸方向に CL を引

き下げ、地震後の対象イベント発生時の降雨プロットが CL を超過する最大の割合を引き下げ率と

して短期・長期の降雨指標の全組み合わせ、メッシュに対して設定した。 

地震後 CL の引き上げ方法は現行の組み合わせについて検討した。まず、地震直後に CL を 0 割

まで引き下げる。次にある 1 か月の間で、対象イベントが発生した場合は前述の方法により引き下

げ率を設定し、対象イベント非発生の場合は通常時の CL を 0.5 割刻みで横軸方向に移動させ、そ

の 1 か月間の全降雨プロットが CL を超過しない最小の割合をその月の引き下げ率とする。そして

図 2:CL作成・CLの引き下げの概念図

図 1:対象の 5kmメッシュ A～D 
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各月の引き下げ率が前月の引き下げ率を下回った場合は、前月の引き下げ率を継続させることとす

る。以上のルールに基づき、地震発生の翌日からH30.12までのCLの引き下げ率の変化を整理した。 

3.結果・考察およびまとめ 

メッシュ C において、対象イベントが発生し

た H28.4、H28.6 に対して短期・長期降雨指標の

全組み合わせで設定した引き下げ率をそれぞ

れ表 1,2 にまとめた。「時間」は時間雨量を、「1.5h」

等はその半減期の実効雨量を表している。現行

の組み合わせ(時間×SWI のセル)での引き下げ

率に注目すると、表 1 の H28.4 に対しては 1 割

であり、現行の暫定基準 7 割(震度 6 弱以上)を

大きく下回った一方、表 2 の H28.6 に対しては

9 割であり、現行の暫定基準で捕捉可能であっ

たことが分かる。また、H28.6 に対しては組み

合わせにより引き下げ率は 4.5～10 割とばらつ

きがみられたが、いずれの組み合わせにおいても H28.4 の引き下げ率を上回る結果となった。これ

らの結果はメッシュ A、D でも同様であり、メッシュ B においても H28.6 の引き下げ率はメッシュ

C と同様のばらつき具合であった。これらより、地震により大きな揺れに見舞われた地域では、地

震直後は地震前と比べて極めて小さい降雨で土砂災害が発生する場合があり、通常時の CL を大き

く引き下げる必要性が示唆された。また、対象範囲では地震から 2 か月経過すると、地震直後では

土砂災害が発生したような降雨でも土砂災害は発生していないことから、地震 2 か月後には CL を

通常時に近づけることが可能である。この CL の経時的変化は土壌の土質強度の回復が主な要因と

して考えられる。今後は H28.4 による対象イベント発生の有無に影響を与えた要因について検討す

る必要がある。 

メッシュCについて引き上げ方法を検討した

結果を図 3 に示す。青の棒グラフは各月の引き

下げ率で、赤の線は地震後 CL の引き下げ率の

経時変化を表す。これより、地震発生から H28.6

まで経時的な CL の回復傾向がみられたものの、

それ以降 CL を引き上げることができるほど大

きな降雨は H30.12 までみられなかった。この傾

向は、他のメッシュでも同様であった。このよう

に、本研究で試みた CL の引き上げ方法は地震後の降雨状況次第となるため、土質強度の回復など

も考慮した経時的な地震後 CL の引き上げ方法を今後検討する必要がある。 
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表 1: メッシュ Cの H28.4に対する引き下げ率(割) 

表 2: メッシュ Cの H28.6に対する引き下げ率(割) 

図 3:メッシュ Cの地震後 CLの引き上げ

566



斜面土壌水分の年内変動に着目した土砂災害危険ポテンシャルの視覚化

名古屋大学生命農学研究科 鈴木清敬 田中隆文

1．はじめに 
豪雨による土砂災害から逃れるためには、早いタイ

ミングでの避難が重要である。豪雨が始まってからの

避難は危険を伴う可能性が高い。例えば、平成 26 年の

長野県南木曽町の土石流災害では、土砂災害警戒情報

発表の前に土石流が発生しており 1)、避難行動のトリガ

ーとなる情報から避難行動を完了させるまでの時間的

猶予が少ないあるいは全くない場合がある。

一方、実効性のある避難を確保するためには、住民

が主体的に避難を判断でき、避難行動を実行に移せる

ような警戒情報のあり方を探求していく必要があり、

それには半日あるいはそれ以上のゆとりが望まれる。 

現在の土砂災害警戒情報の横軸に使用されている土

壌雨量指数は、降雨後に頻繁にほぼゼロに戻ってしま

い、降雨後も斜面内に残存する水分を考慮した指標と

なっていないことが考えられる。 

以上のことから、本報告では、降雨後も斜面から湧

水が流出し続けるという観測結果に注目し、湧水の観

測データに基づいてタンクモデルのパラメータを調整

した「長期斜面雨量指数」を提案し、算出した「長期

斜面雨量指数」と実災害と比較検証することを目的と

した。 

2. 方法

2.1 長期斜面雨量指標の提案と計算

愛知県稲武町にある名古屋大学附属稲武演習林内の

小流域（流域面積 1.28ha）にて観測された湧水および

雨量の観測結果（田中、1989）を用い、流出解析によ

り土壌雨量指数の計算に用いられているタンクモデル

の第 3 タンクのパラメータ値の調整を試み、第 3 タン

クの水位を「長期斜面雨量指数」と名付けた。

2.2 指標の検証

上記で調整したタンクモデルのパラメータを用いて、

実災害時における長期斜面雨量指数の変動状況を計算

し、長期斜面雨量指数の適用性について検証した。検

証は近年に土砂災害が発生した相模原・鹿児島・郡上・

南木曽の 4 箇所を選定した。検証は、土砂災害の記録・

土砂災害警戒情報の発令状況・長期斜面雨量指数の変

動状況を比較した。検証対象箇所は、比較的降雨が多

い地域を選定した。これは本報告の指標が蒸発散を考

えていないためである。

3. 結果

3.1 長期斜面雨量指数の計算結果
 図 1a は 1988 年の稲武流域での日雨量を、図 1b の赤

線は湧水流量の観測結果を、緑線は日雨量から計算し

た土壌雨量指数を示す。図 1b より土壌雨量指数の計算

値は、湧水流量観測結果に比べて降雨終了後非常に速

く減衰することがわかる。図 1c の青線はタンクモデル

の第 3 タンクのパラメータを変更した流出解析結果を

示す。図 1c より計算値と観測値を比較すると、流出ピ

ークの値に差があるものの、流出フローの減衰期間の

値はほぼ一定と思われる。なお、第 3 タンクのパラメ

ータは図 2b に示すとおり底部からの流出を 2桁低減し、

第 3 タンク側方の水穴の高さを 1 桁以上増加させ、各

タンクの容量の上限値は未設定とし、計算時間間隔は

石原・小葉竹（1979）のモデルに従い 20 分として計算

している。図 1d には長期斜面雨量指数（＝第 3 タンク

の水位）の計算結果を示す。これより、長期斜面雨量

指数の計算結果は 200mm を超える場合があるが、 稲武

流域では、土壌の厚さが 3mを超えると報告されており、

土壌の空隙率を 65％としても、200mm の水位上昇は許

容範囲内であると考えられる。ただし、他の流域での

観測結果にも適用し、タンクの上限設定などをさらに

確認する必要がある。

3.2.長期斜面雨量指数の適用性の検証
図 3 に相模原市、図 4 に鹿児島、図 5 に郡上、図 6

に南木曽における 2013 年から 2019 年までの 7 年間の

降雨量データから算出した長期斜面雨量指数の計算結

果を示す。図 3～8 の上段は、各地区の最寄りの気象庁

の雨量観測所における日降水量を、下段は日雨量から

計算した長期斜面雨量指数の計算結果を、横軸付近の

三角印は、土砂災害警報情報が発令された時刻を、赤

矢印は土砂災害の記録があったタイミングをそれぞれ

示している。

図 3～8 より、長期斜面雨量指数の値が特徴的なピー

クをもつ（概ね 200mm）の場合または土砂災害警戒情

報が発令されていた場合の 52 イベントを整理すると概

ね以下のことがわかる。

(1)長期斜面雨量指数ピークありかつ土砂災害警戒情

報ありかつ災害実績あり：13 事例

(2) 長期斜面雨量指数ピークありかつ土砂災害警戒情

報ありかつ災害実績なし：12 事例

(3) 長期斜面雨量指数ピークありかつ土砂災害警戒情

報なしかつ災害実績あり：1 事例

(4) 長期斜面雨量指数ピークありかつ土砂災害警戒情

報なしかつ災害実績なし：18 事例

(5) 長期斜面雨量指数ピークなしかつ土砂災害警戒情

報ありかつ災害実績あり：0 事例

(6) 長期斜面雨量指数ピークなしかつ土砂災害警戒情

報ありかつ災害実績なし：6 事例

4.終わりに
以上のことから、長期斜面雨量指数は、現行の土砂

災害警戒情報と同等程度には土砂災害の発生を予測す

ることが可能であると考える。 

 その一方で、長期斜面雨量指数においても空振り（土

砂災害発生予測時に災害非発生）の問題は解消が十分

ではない。この問題を解消するためには、地域別地質

別等に長期斜面雨量指数の災害発生の閾値等を設定す

ること、雨量観測所の空間分解能の問題を解消するこ

と、蒸発散を組み込んだモデルを検討すること等を検

証していくことが必要であると考えられる。 

 近年、降雨予測技術の発展に伴い、ニュース等で「今

後 24 時間以内に 200mm 程度の降雨が予想される」等の
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情報を耳にすることも多い。その際に本報告の長期斜

面雨量指数を用いて、土砂災害が発生しうる程度の降

雨であるか否か等を可視化し、住民の早めの避難を促

すトリガーの一つになる可能性はあると考えられる。 

【引用文献】 
1)平松晋也・福山泰治郎・山田 孝・逢坂興宏・中谷加奈・松

本直樹・藤村直樹・加藤誠章・島田 徹・久保 毅・松尾新二

朗・西尾陽介・吉野弘祐（2014）平成 26年 7月 9日長野県南

木曽町で発生した土石流災害．砂防学会誌 67(4), 38-48, 

2014-11

図 1 稲武渓流流量を用いた３段目タンクパラメータ同定結果
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図 5 郡上における長期斜面雨量指数の変動

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

図 6 南木曽における長期斜面雨量指数の変動

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

図 3 相模原における長期斜面雨量指数の変動

図 4 鹿児島における長期斜面雨量指数の変動

a b

 0.00065 
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図 2 タンクモデルのパラメータ

a （左図）： Ishihara & Kobatake 
（土壌雨量指数に採用）

b（右図）：稲武渓流で同定したパラメータ
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実効性のある地区防災計画の策定と啓発手法について 

元京都府立大学大学院 〇宮城昭博 

京都府立大学 三好岩生 山本有紗 

1. はじめに

自然災害の多くは地形や住民の社会属性ごとに特徴的で，災害危険性は場所によってかなり既定される（増

田ら，2006）。土砂災害に対しては，近年の気象条件の局地化や激甚化により，特に地域の特性を考慮する必

要があり，平成 25 年の災害対策基本法の改正において，地域での共助による防災活動の推進を目的とし，市

町村内の地区の住民が行う自主的な防災活動の計画（地区防災計画）が防災計画の体系内に位置付けられた。

地区防災計画では，災害に関する情報をもとに自ら行動する（自助）に加え，地区内の自主的な防災活動（共

助）と公的な防災活動（公助）との連携の強化や防災活動が継続的かつ発展的に実施されることが期待されて

いる。 

そこで，本研究では，地区住民の社会属性等を考慮し，自助・共助・公助の機能を充実させた実効性のある

地区防災計画の策定手法とその啓発手法について，実際の地区防災計画の策定過程でのアンケート調査等の結

果を基に分析・考察した。 

2. 研究対象地と研究方法

本研究は京都府福知山市において，「マ

イ防災マップ作成」，「現地見学会」，「避

難行動タイムライン作成」の 3段階の地

区防災計画策定過程において，ワークシ

ョップを実施した。ワークショップの実

施前後において，アンケート調査と聞き

取り調査を行い，地区防災計画策定に影

響を与える地区住民の防災意識について

分析し，地区防災計画の実効性を高める

ために必要な条件等を考察した。

研究の対象地である地区は，平成 26年

と平成 30年に豪雨に伴い発生した土砂災

害を経験している地区であり，住民主導

での防災活動が活発な地区である。 

3. 結果

実施したアンケート調査における回答者の社会属性を

図 2に示す。ワークショップ実施時のアンケート調査で

あるため，比較的年齢層の高い男性の回答率が多くなっ

た。また，居住年数についても 30年以上前から住んで

いる人の割合が 56％と半数以上を占めていた。世帯人

数の結果も合わせて考えると，30年以上前から地区内

で生活している世帯主を主な対象とした調査結果である

と考えられ，地区の被災履歴やこれまでの防災活動の内

容を理解しており，地区防災計画策定や啓発手法への課

題等に関するアンケートの対象としては適していると考

える。 

地区防災計画策定ワークショップでは，まず「マイ防

災マップの作成」を実施した。マイ防災マップとは，住

民が過去に発生した災害の情報や避難所までの経路，避

難経路上の危険箇所，必要な防災対応などを自らの手で地図に記述したもの（「マイ防災マップ・マイ防災プ

ラン作成の手引き」：国土交通省 近畿地方整備局,平成 23年 8月）である。マイ防災マップを作成すること

による住民の防災意識への影響は，地区防災計画の基本的な情報である「土砂災害警戒区域等の指定状況」

についてワークショップ実施前には認知度が 6割弱であったが，実施後 9割以上（ワークショップに参加し

ていない住民も含む）の認知度となった。つまり，マイ防災マップ作成には，地区の住民自身が地区内の災

図 2 アンケート回答者の社会属性 

図 1 研究対象地の土砂災害警戒区域等の指定状況 
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害発生危険性や危険箇所の再認識を促す

効果を有しており，災害発生時の避難行

動の実効性に影響を与えると考える。 

しかしながら，災害時の避難行動に対

する意見としては，図 3に示すように，

緊急避難所への意識として 6割程度が考

えていないもしくは，考えているが場所

が未確認であり，家庭内での避難場所や

連絡方法も 4割程度が決めていない。つ

まり，ワークショップによって地区の災

害危険性についての認知度は向上した

が，どのように警戒・避難するかについ

ては，啓発が不十分であった。 

そこで，マイ防災マップに記載された

既往の災害発生箇所や危険箇所等を実際

に現地において確認する「現地見学会」

を実施した。 

また，「避難行動タイムライン作成」

では，「いつ」・「どこへ」避難するべき

かを「事前避難」と「緊急避難」の 2段階に分け，それぞれの段階で住民が取るべき避難行動とその段階へ

の移行を判断するための情報（土砂災害警戒情報等の防災情報）について，「避難行動タイムライン（図

4）」を作成した。「避難行動タイムライン（図 3）」では，緊急時に判断の材料となる情報の種類と「共助」

の主体となる自主防災組織がとるべき行動の指針および地区の住民一人ひとりがとるべき行動の指針を取り

まとめている。 

4. 考察

本研究における地区防災計画の策定とその

啓発においては、土砂災害警戒区域および土砂

災害特別警戒区域の把握等，地区の災害発生リ

スクについては，マイ防災マップ作成プロセス

の中で認知度を高めることが可能であり，実効

性のある地区防災計画に向けた啓発活動の効

果を得られるものであると考えられる。併せ

て、地区コミュニティー内でのマイ防災マップ

の作成や現地見学会といった防災活動の開催

は、活動の参加者以外の防災意識向上にも影響

を与えるものであると考える。

一方で，ワークショップ実施後においても，
今後は避難指示等の発令によって避難する

かという設問では、「避難する」と答えた割

合の値が低いままで変化が小さく、避難行

動につながるような実効性のある地区防災

計画およびその啓発には至っていないと考

える。今後は、避難行動タイムラインなど

の時間的手法について、さらに詳細な勉

強会等の実施を進め、住民の理解を深め

ていくことが必要だと考える。 

【参考文献】 

増田・村山（2006）：自然災害科学，Vol.25，

No.2，p146-151 

図 4 避難行動タイムライン（緊急時の行動） 

図 3 アンケート調査結果（避難行動）

図 5 ワークショップ等の啓発効果 
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兵庫県箇所別土砂災害危険度予測システムの活用に向けた取り組み

－兵庫県リアルタイムハザードの今後の展開に関する一考－

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 中野光雄

一般財団法人建設工学研究所 沖村 孝，中川 渉，原口勝則，鏡原聖史
1．はじめに
兵庫県では，警戒避難活動に資するため，土砂災害警戒区域毎の

危険度をリアルタイムで予測する「箇所別土砂災害危険度予測シ
ステム」（以下，システム）を表六甲山系において構築し，平成 24
年 4 月より試験運用を開始してきた 1)．その後，現在までに県内
13 市町への導入が進んでいる．しかし，兵庫県において土砂災害
警戒区域が存在する市町は 38 市町あり，運用開始から 8 年が経過
した現在，25 市町（約 66％）が未だシステム導入に着手できてい
ない現状にある．本報告では，導入が進まない理由（マイナス要
因）とシステム導入の利点（プラス要素）を考察し，県下全域への
システム導入を促進するための今後の展開方法について検討した.

2．システム導入促進におけるマイナス要因 
2-1．システム導入の進捗が進まない理由

システム整備は，現在，県と市町の共同で行われており，市町に
整備費用の一部負担が有る等の費用的な理由以外に，市町が導入
に踏み切れない大きな理由として，システムの信頼性（精度）への
不安が背景にあることがヒアリング結果等からわかった．土砂災
害警戒情報が整備され，危険度分布で 1km メッシュ単位の危険度
情報が把握できる中で，更なる詳細情報として，場所と時間を絞り
込み，土砂災害警戒区域毎の危険度情報を提供するシステムには，
高い精度が期待され，特に防災情報として活用するためには，「災
害の見逃し」については許容しがたいというものがあった．

現在，システム構築にあたっては，過去の豪雨の再現計算にお
いて，実際に発生した崩壊地の 8 割以上を予測できること（捕捉
率 8 割以上）を目標値に設定し，当該市町の土砂災害特性の調査
を行い，地形や地質別あるいは解析セル（10m×10m）毎の地盤条
件等の設定方法や調整方法を検討してきた．この経緯を踏まえ，こ
れまでの予測精度に関する説明に約 8 割以上という数字を用いてきたが，この説明が逆に約 2 割は見逃す可
能性があるという見方の原因となってしまったことが開発側の反省点としてあげられる．過去の豪雨検証に
おける捕捉率 8 割以上という指標は，あくまで予測モデルの土砂移動現象の再現性の確認やモデル設定・調
整にける改良事項の洗い出しのための指標という位置づけ（開発者側の視点）であり，システムを利用する
側からの視点で警戒避難システムとしての精度を説明するには不十分な指標であった．
2-2．システム導入促進における改善事項
以上のことから，システムの精度に関する説明について，下記の対応が必要と考えられる．

・警戒避難システムとしての精度指標の検討（システム利用者側にわかりやすく誤解のない指標の検討）
実際の被災箇所（人的・物的の被害を伴うもの）や土砂災害警戒区域に絞る等，利用者が具体的に精度

をイメージできる指標を別途検討する．システム整備後に発生した災害で精度を示すのが説得力があるが，
該当する災害事例が少ないという問題がある．

・検証対象災害についての認識の共有
利用側（市町）と開発側で土砂災害の定義（災害事例として認定するか否かの基準）に溝がある．シス

テムは自然斜面における表層崩壊現象を想定しているが，市町では，例えば土砂災害警戒区域内で発生し
た擁壁の倒壊等の人為的な原因の土砂移動も土砂災害して計上する場合がある（丁寧な説明とお互いの歩
み寄りが必要である）．

3．システム整備促進のプラスの要素（市町における利点） 
元来，このシステムは崩壊発生機構に基づいた物理モデルを基礎として構築している．これは経験モデル

とは異なり，これまでに経験したことのない豪雨を想定とした場合でも，降水量や降雨強度，地形などの特
性に応じて崩壊の発生場所や発生時刻を計算で予測できるということである．これは，近年の豪雨の激化を
見据えた地域防災計画の立案や避難訓練のシナリオ検討等，警戒避難対策（ソフト対策）を的確で効率的に
進めるための基礎ツールとしての活用が期待できる．このように，システム導入は市町にとって多くの利点
があると考えられるが，現状ではリアルタイムの危険度予測のみの利用にとどまっている．今後，システム
の整備促進にあたっては，システムの利活用方法を拡充する具体的な提案やそのための仕組みづくりの検討
が必要であると考えられる．

図-1 兵庫県システム整備状況 
年別導入市町数の変遷 

土砂災害警戒区域 

のない市町（3 市町） 

図－1 システムの整備状況 
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4．今後のシステム展開方法 
4-1．未整備市町全体を対象とした段階的な整備
現時点でシステム整備済の市町は 13 市町であるが，県の

北部から南部にかけて分布しており，モデル構築にかかわる
地形・地質条件や気象条件等の地勢的な条件はおおよそ
網羅していることから，これまでのノウハウや経験の蓄積が未
整備市町にも活かせると考えられる．そこで，前述の新たな
精度検証（検証事例を増やす）や利活用の提案，仕組みづ
くりについて，県全体での議論が早期に実現できるような整
備方法を検討した．具体的には，これまで市町毎に図-2 の
順序で進めていた流れを，順を組み替えて未整備市町全体
を一体として整備するものである．なお，現在のところシス
テムは行政の支援システムとして一般への公開は行ってい
ないが，今後，土砂災害警戒情報を補足する情報として一
般公開を目標に進めており 2)，公開化においても県下全域
で足並みのそろった情報の提供が望まれる．
4-2.段階ごとの整備レベルの検討
全県でシステムの精度検証や利活用の提案，仕組みづく

りの議論が実現できる整備レベル（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
について検討した（図-3）．初期整備モデルとして早期実現
の観点から，机上調査を中心とした項目に絞り込んだ．初
期整備モデルの実用性を検証するためにシステム未整備で
あった宍粟市について，平成 30 年 7 月豪雨の事例を用い
試算を実施した（図-3）. 
・検証対象となる災害事例は少ないが，土砂災害警戒区域
で発生する人的被害を伴う規模の災害に対して見逃しは
なく，この初期整備モデルで早期に全県展開することは
運用の信頼性向上において有効であると推察できる．

・その上で，整備段階毎に全県一体で精度を評価すること
で，近隣の市町や他市町の検証結果が有効に活用でき，豪
雨の経験を全県で共有しながらシステム整備，展開が進められると考えられる. 

・段階を揃えて整備することで，これまでのシステム構築の経験やノウハウを広く活かすことができ,調査・
検討を計画的に効率よく進めることができる.

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），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-警戒避難システムとしての現状と課題，

公表へ向けての取り組み-，平成 30年度砂防学会研究発表会概要集，2018.

災害発生2.5時間前 2018.7.6 21:30
危険度判定(黄)：２時間後に崩壊予測

災害発生1.5時間前 2018.7.6 22:30
危険度判定(橙)：１時間後に崩壊予測

災害発生 2018.7.6 0:00
危険度判定(赤)：実況で崩壊予測

・災害発生箇所１箇所はシステムで捕捉できた（災害発生前に判定あり）

災害発生箇所：１箇所（土砂災害警戒区域内で発生）

災害の見逃し：０カ所 [災害捕捉率：100％＝1÷1×100]

・試算範囲（2km×2km）内の土砂災害警戒区域 11 箇所中，10 箇所では災害は発生しなかった

空振り判定：１箇所 [空振り率：10％＝１÷10×100]

拡大図 

被災状況 
2018.7.7 未明発生 
(死者 1 名) 

7/6 21:30(黄)
7/6 22:30(橙)

7/7 0:00(赤)

３．既往災害の検証による調整

(1)既往災害調査（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)

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成（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．地域的・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)

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

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

１

２

３

４

５

１

２

３

従来

段階的整備

初期

必要に応
じて実施

適宜

図－2 システム整備フロー 

崩壊 

■崩壊判定(10×10m)

□土砂災害警戒区域

崩壊発生 

空振り判定 

崩壊判定（捕捉） 

（宍粟市一宮町公文） 
兵庫県 CGハザードマップ防災学習<土砂編>過去の土砂災害記録 
http://gakusyu.hazardmap.pref.hyogo.jp/bousai/dosha/history/2018 07.html 

図-3 初期整備モデルによる再現計算結果（平成 30 年 7 月豪雨の事例） 
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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

－降雨パターンによる崩壊特性の違いとその評価方法－

一般財団法人建設工学研究所 ○沖村 孝
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 中野光雄
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 
 近年は，各地で豪雨による崩壊に起因して多くの人命が失われている．これによる被害を抑えるためには，１）防災
構造物の施工などハード対策や，２）土砂災害警戒区域の設定・土砂災害警戒情報の発信などによる避難体制の確
保，３）避難行動に役立つ訓練の実施に加えて，４）危険場所での開発や立地抑制等のソフト対策などが考えられる．
しかし，1）と 4）の手法では，早急な効果が期待できず，現状では，2）と 3）の手法が効果的であると思われる．避難の
ためのリスク情報の把握は，ハザードマップの作成など日常時にできる危険空間情報の把握と，避難行動に移行する
ための緊急時のハザードのリスク情報の把握があるが，豪雨が崩壊の原因となる場合は，降雨が主たる原因となるた
め，雨の強さや降り方などの緊急時のリスク情報の把握が重要と考えられる． 

これに対して，筆者らは兵庫県と共同して 10ｍメッシュのＤＥＭをベースにした「リアルタイムハザードシステム」の構
築を進め，過去の崩壊発生場所の再現が 80%になることを目指した活動を進めている 1）． 
近年では，短時間に，局所的に大きな降雨強度の出現に由来する崩壊や，2018 年 7 月に出現した 3 日間降雨量

が過去最大を記録（兵庫県）するような長雨の降雨に伴う崩壊が発生するなど，誘因である降雨の多様性に由来する
災害も出現している．このような変化に対応するためには，本来なら浸透メカニズムから考察していく必要があるが，本
手法のように広域を対象とした場合には激しく変化する誘因に対応することが困難であり，危険時刻の予報ができず
，モデルの信頼性が不安となる現状にある．このため，本報ではメカニズムそのものは従来の飽和浸透型を用いて得
られた結果（安全率）から様々な降雨特性を反映させる手法を提案し，危険度予測時刻の信頼度の向上を目指した． 

２．降雨特性の違いを「表層崩壊リアルタイムハザードシステム」に反映するために

本システムは，住民のリスク認知の向上と避難行動への移行を速やかに実行できることを意図しているものであり，
時間的な見逃しを避けるためシステムから得られるアウトプットを最大限に活用する．すなわち，安全率の値と，その
変化率を活用することであると思われ，既に二軸方式を提案している2）．二軸方式とは，安全率の絶対値のみで危険
度を判定するのではなく，近年の急激に大きな強度が出現する降雨状況に対応するため，安全率の時間変化を取り
入れ，縦軸に安全率，横軸に安全率の変化率を取り，この二つのパラメータで危険度を判定しようとするものである． 

３．土砂災害発生降雨パターンと二軸方式の特性

過去に兵庫県で発生した主要な土砂災害より，総降雨量が同程度（約400～500mm）の事例を抽出し，ハイエイトグ
ラフと安全率とその変化率の時間推移グラフ，二軸方式のスネーク曲線を整理した（図-1）．

事例１は，昭和42年に六甲山系で，土石流や崩壊（3,755カ所3））が多発し甚大な被害が発生した事例である．事例
2は，昭和36年に，同じ六甲山系で，高度成長政策の影響による造成中の斜面や段丘崖の崩壊が発生した事例であ
る．崩壊は287カ所4)と昭和42年と比して1/10にも満たなかった．両者の降雨パターンを比較すると，どちらのハイエイ
トにもピークがふた山あり，事例１はピーク間の時間が短く（約4時間），事例2では長い（12時間以上）ことがわかる．事
例１の二軸方式のスネーク曲線をみると，最初の降雨ピークで安全率が1付近まで降下した後，降雨が弱まり安全率
の下降速度は小さくなったが，まだ1付近に留まっている状態で次の降雨ピークが襲来し，一気に安全率１未満の領
域に突入している．事例２のスネークは，最初の降雨ピークで安全率１付近まで降下するが，その後の中休みで安全
率は上昇し，ピーク前の始めの位置まで回復している．このため第二の降雨ピークが襲来しても安全は１付近までし
か降下しなかった．このように二軸方式のスネークは，降雨の中休みの影響（先行降雨の影響）や土砂災害の切迫度
があらわされたものとなっており，避難や避難解除を判断するための情報のひとつとして役立つと考えられる．

事例３は，平成30年7月豪雨の三田市における崩壊事例で，システムの崩壊判定基準としていた安全率1未満の条
件に達する前に崩壊が発生した事例である．降雨強度は30mm/h程度とそれほど強くないが降り止むことなく長時間
継続したことで非常に大きな総降水量を記録した．この降雨で発生した災害は，近隣市町の事例を含め，自然斜面
の崩壊は少なく，擁壁など人工構造物の影響を受けた小規模の山腹崩壊や市街地内の人工斜面の崩壊，道路や宅
地の排水不良に起因する崩壊が多い傾向が見られた．長雨の影響として考えられることは，表土層内では，基岩近
傍では飽和流が常に存在し，表面付近では不飽和層が分布していると考えられる．このような状況が長時間継続する
と，飽和流により細粒分が流亡し，あるいは目詰りを起こすことが考えられる．河川工学の分野では，2018年の岡山県
倉敷市真備町での堤防決壊の原因として，堤防が長時間飽和状態にあると堤体の安全率が低下することも考えられ
るとの報告があった5）．堤体は人工工作物であるためこのような理由が考えられるかもしれないが，自然斜面でも強度
が低下することは考えられる．また，表層崩壊のすべり面付近が長時間飽和状態にあると，第三紀層の粘性土等の場
合，膨潤が考えられ，計算上の安全率が1より大きくても崩壊が発生する可能性を無視することは出来ないと思われ
る．このような長雨の場合には，従来考えられなかったメカニズムを新たに設定する必要があるかもしれない． 

事例３の二軸方式のスネーク曲線をみると，安全率1.1～1.0の範囲にしばらく（12時間以上）滞留した後に，比較的
大きな降雨ピークを迎え，安全率の変化率が大きく降下した直後に崩壊が発生している．この滞留を表土層内の長
時間の飽和状態とみなし，前述の河川工学で提案されている地盤強度の低下の考え方を導入し，安全率が1.1～1.0
の範囲に12時間以上滞留した場合に強度が低下する現象として，システムの崩壊判定のしきい値を安全率１未満か
ら，安全率1.02未満かつ安全率の変化量が-0.03未満の条件へ変更する方法を提案した． 
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事
例
１

事
例
２

事
例
３

図-1 主要土砂災害のハイエイトグラフ・安全率とその変化率の時間推移グラフ・二軸方式のスネーク曲線 

４．おわりに 

本システムは，降雨の表土層内への浸透，表土層内の水位の上昇，有効応力の低下というメカニズムにもとづき崩
壊発生の危険度を評価している．そのアウトプットである安全率を用いる二軸方式は，土砂災害の切迫度が表現され
ることから，避難や避難解除を判断するための情報のひとつとして役立つものと考えられる． 
しかし，近年，大規模な災害で話題に上る線状降水帯に伴う豪雨が出現してきており，このような長雨で総降雨量

の非常に大きいタイプの豪雨は，これまでシステムでは想定していなかった.これに対し，本報告では，水工学が堤防
の安定で考慮しているメカニズムの考え方を導入した予測手法を提案した．このように，様々な降雨特性の下では，
表土層内の水位上昇による有効応力の低下のみではなく，別の崩壊メカニズムも想定する必要があろうと思う．なお，
以上述べた成果は現在考慮中であり，今後，検証降雨を増やすなど検討を進めていく予定である．この取り組みは，
危険予想時刻の信頼度の向上に資するものと考えられる． 
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HyperKANAKOによる平成30年7月豪雨による土石流の再現と被災家屋の分布状況について 

アジア航測株式会社  柏原佳明、臼杵伸浩、吉野弘祐、高橋秀明、太井正史

京都大学名誉教授   水山高久 

１． はじめに 

平成30年 7月豪雨では、全国で961件の土石流災害が発

生している。土石流により犠牲者の発生した渓流では家屋被

害の多くは土砂災害警戒区域で発生しているものの、土砂災

害警戒区域外で発生したものも存在する。広島県によると、

「流出土砂量が想定よりも少なかったことにより地形拘束

の影響を受けた」、「流動性の高い土石流が発生した」等を土

砂災害警戒区域外で家屋被害が発生した要因としている。 

土石流による土砂災害警戒区域は、砂防技術者が経験的に

想定した流下方向がベースとなり設定されるものであるが、

近年では堀内ら（2012）等による HyperKANAKO の開発

もあり、土石流による氾濫範囲や流体力を比較的簡易に数値

シミュレーションすることが可能となってきている。そこで、

本研究では、平成 30 年 7 月豪雨で発生した土石流現象を

HyperKANAKOで再現計算し、被災家屋位置による流体力

等を整理した。 

２． 対象箇所及び計算条件 

2.1 対象箇所 

再現計算の対象箇所は、広島県内の土石流発生箇所のうち、

「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（以下広島県委員会）」および「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」によ

り家屋の被災状況が調査されている 11渓流とした。 

2.1 計算条件および計算方法 

 土石流の再現計算は HyperKANAKO を用いた。

HyperKANAKOでは、土石流ハイドログラフ、地形データ、

その他パラメータを与えることで、土石流シミュレーション

が可能となる。ここで、土石流のハイドログラフは、流出土

砂量と土石流基準地点の勾配から計算される土砂濃度から

土石流総流量を算出し、実績のピーク流量が頂点となるよう

な三角形のハイドログラフを想定した。流出土砂量は広島県

委員会資料から引用し、基準地点勾配は基礎調査調書の値を

用いた。なお、流出土砂量はLP計測の差分結果から算出さ

れてものであるため、複数波の土石流発生や、後続流による

侵食などを含むものであると考えられるが、本研究では、1

回の土石流で土砂が流出したものと仮定している。実績ピー

ク流量は中国地方整備局による調査結果を用いた（一部砂防

学会調査結果を引用）。各渓流で想定した土石流ハイドログ

ラフの諸元を表－1 に示す。また、計算では水の密度は

1,400kg/m3、粒径は0.01m、その他パラメータは一般値を使

用した。HyperKANAKOは、一次元計算から二次元計算を

連続して計算するシミュレーションモデルであるが、今回の

計算は、土石流の二次元的な流下状況の再現を主目的として

いるため、一次元計算の計算断面は最小限の断面を固定床条

件で計算し、二次元計算区間（5ｍメッシュ）に想定した土

石流ハイドログラフが流入するようにした。 

３． 計算結果および考察 

3.1 土石流による氾濫範囲の再現状況 

 土石流の再現計算事例として、図‐1に矢口川支川と小田

川の例を示す。図には、シミュレーションによる水深分布と、

空中写真判読による土砂移動の範囲、土砂災害警戒区域及び

特別警戒区域を合わせて示している。基礎調査による基準地

点の位置は、矢口川では谷出口（勾配 15.4 度）に、小田川

では谷底部（勾配 10.2 度）に設定されている。基礎調査に

よる警戒区域と写真判読による土砂の移動範囲を比較する

と、矢口川では土砂の移動実績は警戒区域内に収まっている

が、小田川では、警戒区域を越えて土石流が流下しているこ

とがわかる。これは、実際の土石流が地形なりに流下したこ

とに対し、基礎調査の流下方向設定が、直線的な方向を想定

していたためと思われる。 

再現計算による土石流を確認すると、矢口川支川では、谷

出口で右左の地形制約がなくなることにより、扇状地（宅地、

農地）をやや広がりを見せて流下している。小田川は基準点 

表－１ 対象とした渓流の基礎調査調書による諸元と想定した土石流諸元 
実績

流域面積 1波土砂量 基礎調査ピーク流量 基準地点勾配 流出土砂量 土砂濃度 土石流総流量 ピーク流量 流量継続時間
(km2) (m3) (m3/s） (度） (m3) (m3) (m3/s） (ｓ）

矢口川支川（6204隣） 準-1-9-6204隣 0.017 2,807 31.2 15.4 3,900 0.54 4,333 84.5 103

小田川（33） Ⅰ-1-9-33 0.271 13,692 277.6 10.2 7,900 0.30 15,800 66.9 472

神長川（13） Ⅰ-2-23-13 0.0495 6,038 69.1 25.8 7,100 0.54 7,889 70.8 223

神長南川 Ⅰ-2-23-14 0.0721 6,696 76.8 14.9 3,700 0.52 4,245 62.7 135

背戸川支川（90d) Ⅰ-3-81-90d 0.4494 22,034 691.2 7.3 9,800 0.30 19,600 133.2 294

背戸川支川（90ｆ) Ⅰ-3-81-90ｆ 0.0153 4,800 53.3 21.3 2,700 0.54 3,000 12.8 471

西福地川（312） Ⅰ-3-186-312 0.21 11,241 124.9 15.4 9,400 0.54 10,444 47.4 441

二河川支川21（61） Ⅰ-2-3-61 0.05 4,868 54.1 15.4 12,100 0.54 13,444 135.6 198

天地川支川 Ⅰ-3-77-81 0.1604 11,689 205.4 11.3 7,400 0.34 13,005 66.8 390

天地川（82-2） Ⅰ-3-77-82-2 0.3529 27,400 606.6 9.6 27,400 0.30 54,800 222.9 492

冠崎川（143） Ⅰ-3-106-143 0.042 4,022 44.7 26.4 1,700 0.54 1,889 52.4 72

推定値基礎調査調書
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付近の谷地形が明瞭であるため、土石流は谷底沿いを流下し

た後、一部は直進しているものの、大部分は地形なりに左岸方

向に屈曲し、その後扇状地形部で氾濫している。これらのいず

れの渓流も写真判読による土砂の移動範囲と再現計算による

土石流の氾濫範囲は良好に一致している。今回紙面の都合で 2

例のみの例示となったが、表－1に示すその他の渓流について

も、再現計算により、空中写真判読による土砂移動範囲を良好

に再現できていた。 

3.2 被災家屋位置の特徴 

 基礎調査調書による警戒区域内の家屋位置の水深、流速を

整理した（図－2）。これらは、全家屋（1,236戸）と被災家屋

（全壊：65 戸、半壊 34 戸）で整理し、被災率（被災家屋/全

家屋）を計算した。 

 水深、流速ともに値が大きくなるほど家屋の被災率が大き

くなっていることがわかる。水深は0.5m以上、流速は2.5m/s

を超えた場合、被災率が 20％以上となっている。全壊家屋と

半壊家屋で比較すると、全壊家屋数のほうが絶対数が多いた

め、各カテゴリとも全壊家屋数が多い傾向にあるが、流速で

4.0m/sを超えた場合に全壊の割合が特に高くなっている。 

図－3には同様に家屋位置の流体力を整理した。再現計算の

精度もあり、2kN/m以下で多くの被害が確認されるが、この

カテゴリを除いた場合、半壊家屋の多くは 10kN/m 以下とな

っており、これを超えた場合、全壊家屋の割合が大きくなって

いる。 

今回の再現計算では、被災家屋位置の流体力が小さい値と

なっているケースが多い結果となった。土砂災害防止法の考

え方と同様に、流体力と建築物の耐力を比較し流体力のほう

が大きかった家屋位置（土砂災害防止法での特別警戒区域に

相当）を確認すると、99例中 19事例（全壊で15事例、半壊

で 5 事例）で 2 割弱程度であった。今回の再現計算をまとめ

ると、土石流の流下方向や氾濫範囲については比較的良好な

結果となっていたが、家屋被災との関係分析については検討

の余地がある結果となった。 

４． おわりに 

 HyperKANAKOを用いて平成30年7月豪雨災害で発生した

土石流11事例について再現計算を行い、被災家屋位置の流体力

等を整理した。平成30年 7月豪雨災害では、発生した土石流の

流出土砂量やピーク流量などの整理がされていることもあり、再

現計算では、比較的良好に実績の流下方向や氾濫範囲を再現する

ことができた。特に、土砂災害警戒区域外に土石流が流下した事

例についても、土石流氾濫範囲の再現ができている。土石流によ

る土砂災害警戒区域は、砂防技術者が経験的に想定した流下方向

がベースとなり設定されるものであるため、特に扇状地形におけ

る流下方向の設定の判断に迷う場合が多い。このような場合には、

今回のような土石流シミュレーションを用いて、流下方向設定の

参考にすることも考えられる。また、土石流をシミュレートする

ことで、土石流流体力まで想定可能であるため、特別警戒区域設

定等の参考になるものと考えられる。 

 本研究を遂行するにあたり、中国地方整備局から発生した

土石流のピーク流量に関するデータの提供を受けた。ここに

記して感謝の意を表します。 

参考文献 

堀内ら（2012）：GIS と連携した土石流シミュレーションシ

ステムの開発，平成 24 年度砂防学会研究発表会概要集, 

pp.178-179 

広島県（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 

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

(2019)：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 

図－1 再現計算による水深分布と実績土砂移動範囲 

図－2 家屋位置の水深、流速と被災率 

図－3 家屋位置の流体力と被災率 
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１．はじめに 

阿蘇カルデラは，中央に標高 1,500m級の阿蘇五岳（中央

火口丘）を擁し，カルデラ西部の立野付近を唯一の切れ目と

して，標高 900m～1,000m 級の外輪山が周りを囲う独特の

地形を有している。 

阿蘇カルデラ内では，平成 2 年 7 月，平成 24 年 7 月に，

カルデラ北東部を中心に集中的な土砂災害が発生している。

同一地域で土砂災害が繰り返される事例は阿蘇に限らず，

例えば，平成 26 年に南木曽町梨子沢で土石流が発生した木

曽川流域では，土砂災害を発生させる豪雨と，地形や風向と

の関係が研究されている１）。阿蘇においても，その特徴的な

地形が，豪雨特性に影響を及ぼしていることが推測される。 

本研究ではまず，土砂災害の実績から阿蘇カルデラにお

ける豪雨要因を推定した。次に，詳細な地形情報を取り込む

ことが可能であり，他地域における土砂災害発生事例にお

いて高い精度で豪雨を再現実績 2)のある気象モデル WRF

を使用し，過去の豪雨の再現計算を行った。さらに，気象モ

デルの気象場の気温・湿度の鉛直分布を水平方向および時

間方向に一様として風向を変化させる単純化実験を行い，

阿蘇カルデラで最大雨量となる風向と過去の豪雨時の風向

を比較した。これにより，阿蘇カルデラに豪雨をもたらす暖

湿流の流入方向を解析し，豪雨特性を分析した。 

２．阿蘇カルデラにおける豪雨要因分析 

２．１ 豪雨要因と降雨実態図 

現況の雨量観測データが保存されている昭和 55 年以降

について，カルデラ内の豪雨要因分析を行った。土砂災害の

発生実績から設定した条件（総雨量 200mm かつピーク雨

量 30mm/hr）を満たす豪雨を抽出したところ，全 12 地点

で６月中旬から７月下旬までの前線による豪雨が卓越して

いることが分かった。また，平成18年以降の前線による豪

雨事例について，1 事例あたりの雨量（メッシュ毎に降雨要

因毎の大雨事例の全雨量を積算し，事例数で割った雨量）を

算出したところ，特に，カラデラ内北西部で雨量が多いこと

が分かった（図-1）。 

２．２ 前線による豪雨メカニズム 

阿蘇で土砂災害が発した平成 2 年 7 月，平成 24 年 7 月

の豪雨と，福岡県朝倉地方で土砂災害が多発した平成29 年

7月の豪雨はいずれも前線性の豪雨である。同じ前線豪雨で

あっても微妙な気象条件の違いにより豪雨の発生場所や規

模が異なると推察される。 

そこで，阿蘇カルデラに大雨をもたらす気象条件を絞り

込む目的で昭和55年以降の豪雨について，阿蘇カルデラと

前線の位置関係や，風向に影響を及ぼす等圧線の走行，寒気

の入り具合等を整理した。その結果，JRA-55 から「850hPa

気圧面の「西南西～西」の風向と 15～20m/s の早い風速，

および 345K 以上の高い相当温位」が共通事項として抽出

された（図-2）。 

３．気象モデル WRFによる豪雨再現計算 

日本国内の他地域での土砂災害発生事例について高い精

度での再現性が確認されている気象モデル WRF の阿蘇周

辺への適用性評価を行った。再現対象事例は解析雨量のあ

る平成 23 年 6月および平成 24 年7 月の豪雨（阿蘇乙姫：

被災地目線の気象分析と気象モデルの課題～阿蘇カルデラを事例として～ 

国土交通省九州地方整備局熊本復興事務所 

○山上直人，吉永一貴，山﨑 稔

(株)ニュージェック

牧野裕至 藤田暁 野口和義 

(株)気象工学研究所 

高田望，因幡直希，安藤滋人 

抽出期間：平成18(2006)年～平成30(2018)年 13年間 

抽出基準：警戒閾値(総雨量200mmかつピーク雨量30mm/hr) 

大雨事例数：39事例(前線：32，台風：3，大気不安定：4) 

図-1 降雨実態図（前線） 

図-5 WRF単純化実験結果と実績データ分布の比較 

WRF単純化実験 西微南 20m/s 

最大1時間雨量と地上風 

7月12日3時 

1時間雨量(解析雨量)と地上風(MSM) 

図-2 850hPa高層天気図（JRA-55風向，風速，相当温位（ｋ）） 

平成2年7月豪雨 平成24年7月豪雨 
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総雨量 508.5mm および 725.5mm）を対象とした。WRF

の計算への初期値・境界値には，気象庁提供のGPV（MSM，

GSM）と米国NCEPが提供するGPV（FNL）を用いた計

算をそれぞれ行った。再現計算の結果，平成23年豪雨の再

現計算では，気象庁 MSM を入力データとする WRF によ

り，比較的良好な再現結果が得られ，米国FNLを入力デー

タとする WRF は再現性が落ちる結果となっ

た（図-3）。一方，平成24 年豪雨ではGSM，

MSM を用いた計算による降雨分布は実績降

雨分布と大きく乖離していたのに対し，FNL

を用いた計算では比較的実績降雨分布に近い

降雨分布が再現されていた（図-4）。以上のこ

とから，WRF計算の精度は初期値・境界値に

用いるGPV の精度に依存すること，いずれの

事例に対しても精度の高いGPVを特定するこ

とは出来ないこと，精度の良い初期値・境界値

を用いれば WRF により詳細な降雨分布を再

現できることを確認した。

4．単純化実験と平成 24年豪雨の関係解析 

前章で構築した気象モデル WRF を用い，阿蘇カルデラ

の豪雨の共通事項「850hPa 気圧面の「西南西～西」の風向

と風速」を確認するための単純化実験を行った。 

具体的には，360 度16方位+2方位（西微南，南西微西）

の一様な風を与えた地形性降雨シミュレーションを実施し

た(WRF 単純化実験) （図-5）。風速は，土砂災害が発生し

た平成 24(2012)年7 月豪雨を参考に，20m/sとした。 

WRF単純化実験の 16 方位+2方位のうち，最も雨が強か

った「西微南」と「平成 24 年豪雨」を比較したところ，平

成24年豪雨も同様の風が卓越しており，管内付近で大雨で

あった。 

単純化実験と平成 24 年豪雨で概ね同様の傾向が得られ

ていることから，阿蘇カルデラ内で最も危険な風向は「弱い

南成分を持った西寄りの風」であることが分かった。また，

雲仙普賢岳で北と南に気流が分かれた後，阿蘇カルデラ入

り口付近で合流し，合流時の風の収束により降雨が発達す

ると考えられることから，雲仙普賢岳の存在が阿蘇の豪雨

に影響を及ぼしていることが推察される。阿蘇地域には「雲

仙腰巻き，阿蘇雨傘」との言い伝えがあるが，地域の言い伝

えが実証された事例である。 

5．今後の課題 

近年繰り返される災害を背景に，行政や報道機関が協働

し，災害情報の充実が図られている。その一方で，それらが

避難行動に結びついていないことが問題視されている。 

解決策の一つとして，「自分が住んでいる場所では，どの

ような時に豪雨になり，災害が起こりやすいのか」というこ

とが，災害の被害を受ける地域の目線で理解され，個々人の

腑に落ちていることが，避難行動を起こす手助けになると

考えられる。 

従って，今回整理された阿蘇地域の豪雨特性や，それらを

引き起こす気象メカニズムを分かりやすく説明し，自治体

の防災担当者や，地域住民の理解を深めて行くことが今後

の課題である。 

【参考文献】 

1) 杉本ら（2017）：多治見砂防管内における土砂災害発生降雨要因

について，平成29年度砂防学会研究発表会概要集 

2)牧野ら(2019)：詳細地形の影響を考慮したメソα スケールの気

象現象時間の降雨量予測に基づく土砂災害（土石流）警戒判定に

ついて，砂防学会誌，Vol.72，No.4，p.3-14 

図-3 平成23年豪雨の再現結果 

図-4 平成24年豪雨の再現結果 

図-5 WRF単純化実験結果と実績データ分布の比較 

(mm/hr) (mm/hr) 

WRF単純化実験 西微南 20m/s 

最大1時間雨量と地上風 

平成24年7月12日3時 

1時間雨量(解析雨量)と地上風(MSM) 
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樽前山の流木対策計画に関する水理模型実験 

(株) 建設技術研究所 ○飯田弘和，松原智生，川瀬 樹一，福岡 渉 
国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 苫小牧河川事務所 計画課 吉川契太郎，真野拓司，村井瞳

1. はじめに

平成 29 年 7 月の九州北部豪雨では、大量の土砂

や流木が発生し、甚大な被害が発生している。今後

の砂防事業においては、土砂災害に合わせ流木災害

への対策も重要となっている。 

樽前山では、火山噴火に伴い融雪型火山泥流が発

生し、多量の泥流と共に流木の流下が想定される。

覚生川流域では現在、覚生川及び熊の沢川で複数の

砂防堰堤を整備しているが、流木捕捉工は未整備で

ある。当該流域は河床勾配が緩くかつ２渓流が合流

する箇所であり、流木の挙動が複雑であることが想

定される。 

そのため、平成 30 年度に覚生川 3 号遊砂地及び

覚生川砂防堰堤群において無施設時、現況整備時、

流木捕捉工設置時の流木の挙動・流木捕捉効果を水

理模型実験で検証し、各支川最下流に効果的な流木

捕捉工の検討を行った。 

本報告では、平成 30 年度に課題となっていた各支

川に計画した流木捕捉工より下流へ流出する流木及

び覚生川 3 号遊砂地堆砂域より発生する流木への対

策を水理模型実験で検討した結果について報告する。 

2. 水理模型実験概要

2.1 模型概要

昨年度は各支川最下流の覚生川 1 号砂防堰堤及び

熊の沢川 1 号砂防堰堤下流に流木捕捉工を計画した。

今年度は覚生川 3 号遊砂地下流において流木捕捉工

の検討を行った（図 1）。

図 1 模型概要 

2.2 実験条件 
2.2.1 模型縮尺と相似則

模型縮尺は 1/100 とし、相似則はフルードの相似

則を用いた。

2.2.2 流量供給条件 
実験で対象とする流量は、融雪型火山泥流（計画

規模及び中規模）のハイドログラフを対象とした（図 

2）。供給地点は、覚生川上流、熊の沢川上流、中の

沢川上流の計 3 箇所とし、泥流は清水に置き換えて

実施した。

図 2 ハイドログラフ（左：計画規模、右：中規模） 

2.2.3 流木の供給条件

発生流木量は、覚生川 3 号遊砂地上流から発生す

る流木量を対象とし、計画規模の発生流木量：

14,349m3、中規模の発生流木量：6,800m3 とした。

使用する流木長は、立木調査結果より 15m、10m、

5m の 3 種類、直径は 18cm とした。流木長の供給

割合は立木調査結果と整合させた。

今年度計画する流木捕捉工の効果を検証するには、

覚生川 3 号遊砂地に流下する流木の条件を各実験で

同一とする必要があるため、H30 計画流木捕捉工下

流より昨年度の実験条件と同様となるよう給木する

こととした。

2.2.4 流木捕捉工

流木捕捉工は、覚生川 3 号遊砂地から下流の右岸

保全対象の間の 60m 区間に流木捕捉工を計画した

（図 3）。

2.2.5 実験ケース

実験は表 1に示す 14 ケースを実施した。 

表 1 実験ケース 

5,710m3/s 

2,616m3/s 

CASE 実験名 目的
火山泥流
規模

流木捕捉工
覚生川3号

遊砂地スリット

1
緊急減災効果確

認実験

火山噴火緊急減災対

策計画の効果検証
計画規模 H30計画流木捕捉工 閉塞工あり

2
流木捕捉工原案1

実験Ⅰ
〃

H30計画流木捕捉工

覚生川3号遊砂地直下流
閉塞工あり

3
流木捕捉工原案1

実験Ⅱ
〃

H30計画流木捕捉工

覚生川3号遊砂地直下流
閉塞工なし

4
流木捕捉工原案2

実験Ⅲ

流木捕捉工計画原案

2の効果検証
〃

H30計画流木捕捉工

覚生川3号遊砂地から少

し下流

閉塞工なし

5 改良案実験Ⅰ
ケース2～4に対する

改良案の効果検証
〃

H30計画流木捕捉工

改良案①
閉塞工なし

6 改良案実験Ⅱ
ケース5に対する改

良案の効果検証
〃

H30計画流木捕捉工

改良案②
閉塞工なし

7 改良案実験Ⅲ
ケース6に対する改
良案の効果検証

〃
H30計画流木捕捉工
改良案③

閉塞工なし

8 改良案実験Ⅳ
ケース7に対する改

良案の効果検証
〃

H30計画流木捕捉工

最終改良案
閉塞工なし

9
流木捕捉工の効

果検証実験Ⅰ
中規模 〃 閉塞工なし

10
流木捕捉工の効

果検証実験Ⅱ
〃 〃 閉塞あり

11
流木捕捉工の効

果検証実験Ⅲ
計画規模 〃 閉塞工なし

12
流木捕捉工の効
果検証実験Ⅳ

〃 〃 閉塞あり

13
流木捕捉工の効

果検証実験Ⅴ
中規模 〃 閉塞工なし

14
流木捕捉工の効

果検証実験Ⅵ
〃 〃 閉塞あり

現況施設の流木捕捉

効果がない場合の流

木捕捉工の効果確認

中規模融雪型火山泥
流に対する流木捕捉

工の効果確認

流木捕捉工計画原案

1の効果検証

覚生川 3 号遊砂

覚生川 1～3 号
砂防堰堤

熊の沢川 1～3 号
砂防堰堤

R1 流木捕捉

工検討範囲

H30 計画流
木捕捉工

H30 計画流
木捕捉工
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3. 実験結果及び考察

3.1 流木捕捉工の改良

3.1.1 位置 

流木捕捉工の位置は原案で比較した C3、C4 におい

て流木捕捉工効果が同程度である（図 4）ことから、

流木捕捉工の鋼材量（直下案：69 本、下流案：71 本）

やキャンプ場からの距離を考慮し直下案を採用した。 

図 3 流木捕捉工配置案 

3.1.2 配置 

直下案位置を基本に流木捕捉工の純間隔等を改良

し流木捕捉工の機能向上策を検討した。 

改良案を実施したが直下案に対し流木捕捉率に大

きな変化はない（表 2、図 4）。 

表 2 流木捕捉工の改良案の評価 

ケース 改良内容 捕捉率 評価
C3 直下案 純間隔4m 70.5％ ○
C5  改良案

① 
純間隔4m→2.5m(北海
道砂防技術指針の最小
値） 

63.7％ ○

C6  改良案
② 

流木捕捉工上流に流向
制御用捕捉工配置 

37.9％ △

C7  改良案
③ 

純間隔4mで千鳥配置 
67.2％ ○

C8  改良案
④ 

流木捕捉工上流に流木
流向制御用捕捉工配置 
（純間隔2.5m千鳥配
置） 

71.1％ ○

（捕捉率＝流木捕捉量/流入流木量） 

図 4 流入流木量と流木捕捉率 

3.2 流木捕捉工最終案

覚生川 3 号遊砂地による流木捕捉率は約 77％～

88％となっている。 

覚生川 3 号遊砂地下流に流木捕捉工を設置したこ

とにより覚生川3号遊砂地と流木捕捉工で約93％の

流木捕捉率となっており、覚生川 3 号遊砂地の流木

捕捉機能に不確実性があっても下流に整備した流木

捕捉工によって安定した流木捕捉効果を発揮できて

いることがわかる（表 3、図 5）。 

ちなみに、覚生川 3 号遊砂地で閉塞工を実施した

場合、融雪型火山泥流と流木を捕捉することで、流

木捕捉率は約 90％～95％となる。これは覚生川 3号

遊砂地下流に流木捕捉工を整備する効果よりも高い

効果を発揮する場合もあるが不確実性があり、流木

捕捉工で流木を捕捉するより捕捉効果が低下する場

合もあることから、流木捕捉工が有利といえる。 

表 3 覚生川 3 号遊砂地、流木捕捉工の効果 

図 5 覚生川３号遊砂地及び流木捕捉工の効果 

4. おわりに

実験結果から、掃流区間における透過型砂防堰堤

の流木捕捉効果があることが確認できたが、その効

果の発現は不確実性のある効果であることも明らか

となった。これに対し、流木捕捉工による効果の発

現は安定した効果を期待でき、保全対象への影響を

考慮すると、流木捕捉工を整備し確実に流木捕捉す

ることが重要であることがわかった。 

また、通常の砂防施設の効果では掃流区間の流木

捕捉効果はないことになっているが、模型実験を実

施することにより、河道に堆積する流木量や流木捕

捉量効果を踏まえた流木捕捉工の要整備流木量を設

定することで、流木対策施設の規模を最小化するこ

とによりコスト縮減が達成できたと考える。 

火山噴火に伴い発生する融雪型火山泥流は泥流の

総水量が多いことから発生流木量も多くなる傾向と

なっており、流木対策の目標値を適切に設定するこ

とで現実的な流木対策計画を立案できる。

C3 C4 C5 C6 C7 C8
計画規模 計画規模 計画規模 計画規模 計画規模 計画規模
なし なし なし なし なし なし

直下案
（純間隔
4m)

下流案
（純間隔
4m)

直下案
（純間隔
2.5m)

直下案
（純間隔
4m)＋上
流4基

直下案
（純間隔
4m、千
⿃配置)

直下案
（純間隔
4m、上
流千⿃配
置)

971 971 971 971 971 971
覚⽣川3号遊砂地 747 769 778 855 767 724
流⽊捕捉⼯ 158 130 123 44 137 176
合計 905 899 901 899 904 900
覚⽣川3号遊砂地 76.9% 79.2% 80.1% 88.1% 79.0% 74.5%
流⽊捕捉⼯ 70.5% 64.4% 63.7% 37.9% 67.2% 71.1%
合計 93.2% 92.6% 92.8% 92.6% 93.1% 92.6%

流⽊捕捉
量(m3)

流⽊捕捉
率(%)

融雪型⽕⼭泥流
覚⽣川3号遊砂地ｽﾘｯﾄ閉塞

流⽊捕捉⼯

流⼊流⽊量(m3)

現況の土地
利用から流
木捕捉工設
置が現実的
でない範囲 

砂防指定地

キャンプ場
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インドネシア・シナブン火山における

レーダー雨量計を用いたラハール発生前の降雨の時空間分布解析

新潟大学農学部 松島 望，◯今野光康，権田 豊 

はじめに 

火山噴火により，火山灰等が流域斜面に堆積する

と流域斜面の浸透能が著しく低下し，小規模な降雨

でもラハールが発生する危険性が高まることが知ら

れている（田村ら，2010）。ここでラハールとは，火

山噴火に伴って発生する火山泥流や洪水流を総称し

た用語である。本研究の対象地であるインドネシア・

シナブン火山では，2010 年の噴火活動開始以来ラハ

ールが頻発しており，ラハールの発生予測システム

の構築が求められている。 

インドネシアでは，ラハールの発生予測を目的と

して，地上雨量計による観測網が構築されている事

例があるが，熱帯地域特有の局所的な豪雨を捕捉し

きれず，ラハールの発生を見逃してしまうことがあ

る（Gonda et al.，2018）。シナブン火山では，広範囲

の降雨を高い時空間分解能で観測できるレーダー雨

量計（X-Band MP レーダー）が 2017 年に導入され，

この観測データに基づいて，信頼度の高いラハール

発生予測システムを構築しようとしている．しかし，

レーダー雨量計によって取得されたデータの解析は

不十分で，現地の降雨特性やどこに降る降雨がラハ

ールを発生させているのか判明していない．そのた

め，ラハールの発生予測システムを構築するために

レーダー雨量のデータの活用方針が定まっていない。 

そこで，本研究では，ラハールが発生した 5 日間

の降雨データを用いて，現地の降雨特性を解析した

後，流出解析を実施することにより，ラハール発生に

寄与度の高い流域を解明する。 

研究対象地及び研究の概要 

シナブン火山は，インドネシアのスマトラ島北部

に位置する標高 2460m の活火山である。近年では，

2017 年 12 月 27 日，2018 年 2 月 19 日，4 月 6 日，

2019 年 6 月 9 日に噴火している。木村（2018）は，

現地にカメラを設置し 2017 年 7 月から 2018 年の 8

月にラハールの観測を行い，カメラが正常に動作し

ていた 282 日間に 29 回のラハールを観測した。 

本研究では，2018 年 4 月 21 日，5 月 6 日，5 月 18

日，5 月 19 日,5 月 21 日に発生したラハールを対象

とした解析を行う。観測カメラの設置地点を基点と

する流域を 16 の小流域に分割し，各小流域において

降雨の時空間分布解析およびキネマティックウェー

ブ法を用いて流出解析を行い、ラハール発生に寄与

度の高い流域を検討する（図 1）。ラハールの発生時

刻，ピーク時刻，ピーク流量は現地に設置したカメラ

の映像を用いて概略の値を求める。 

3.結果及び考察

3.1 降雨の空間分布 

 降雨の時空間分布を解析した結果，山の斜面に位

置する流域1～5と上流に位置し山頂から離れた流域

6～16で大きく降雨特性が異なっていた。そこで，以

後、流域 1～5 をまとめて領域 A，流域 6～16 をまと

めて領域 B と称し、それぞれの領域別に解析結果を

説明する。 

解析対象とした 5 日間では，領域 A においては，

ラハール発生前に強い降雨強度の雨が観測されるこ

とは少なかった。一方，領域 B においてはラハール

発生前に強い降雨強度の雨が観測された。5 月 19 日

のラハールを引き起こした降雨イベントの積算雨量

を見ると領域 B に含まれる流域で領域 A と比べ多量

の雨が降ったことが分かる（図 2）。他の 4 日間にお

いても類似した結果が得られていた。 

3.2 流出解析 

流出解析では，カメラを設置した流域下流端での

ハイドログラフを算出した。降雨解析の結果から領

域 A に降る降雨は，ラハール発生に影響が少ないこ

とが予測される。そこで，流出解析を行う際には全流
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域のハイドログラフと領域 B に降った降雨のみを与

えて算出したハイドログラフを比較し，領域 A に降

った降雨が，流域の出口のハイドログラフに及ぼす

影響を検討した。流量が 100 ㎥/s を超える大規模な

ラハールが発生した 5 月 6 日は，領域 B からの流出

のみでおおよその規模，発生・ピーク時間を再現する

ことができた。領域 A の降雨を加えて算出した場合

でも、ピーク流量やピークの発生時刻にほとんど変

化は見られなかった（図 3）。4 月 21 日，5 月 19 日，

5 月 21 日においても類似した結果が得られた。一方，

流量が 18㎥/sと河川が濁る程度の流量だった 5月 18

日は領域 B のみの結果と領域 A を追加した結果とハ

イドログラフの波形の差異が大きかった。これは，ラ

ハールの流量が少なかったため領域 A からの流出が

ハイドログラフに与える影響が大きくなったためと

推測される。 

 おわりに 

本研究では，レーダー雨量計により得られるデー

タを用いてラハール発生に寄与度が高い流域の検討

を行ってきた。対象とした 5 日間のラハールは，山

の斜面に降雨が集中しており，流出解析の結果から

も，火砕物が堆積し透水性が低くなった斜面に降っ

た雨が原因でラハールが発生したと考えられる。こ

のことは，ラハールの発生予測をおこなう上で，火砕

物が堆積し透水性が低下した場所を特定することが

重要であることを示唆している。しかし，今回は解析

した降雨データ数がラハールの発生時の 5 日間のも

のに限定されている。これ以外の日のデータを解析

し，今回得られた解析結果と調和しているかどうか

を確認する必要がある。 

参考文献 

・木村(2018)：インドネシア・シナブン火山におけ

るラハール発生時の降雨，2019年度砂防学会研究発

表会概要集，p.65-66 

・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 1 16分割した流域 

図 2 5/19の 15時～16時の 1時間積算雨量 

図 3 5/6のハイドログラフ 
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簡易降灰量計の開発について

応用地質株式会社 〇瀬戸秀治・ワンチャオウェン・松田慎恩・国居祐介

1．はじめに

火山噴火に伴う降灰に覆われた山地斜面を流域と

する渓流では，小規模な降雨であっても土石流が発

生しやすくなる．このような噴火後の土石流に対し

て警戒避難を的確に実施するためには，降灰厚さを

正確かつ迅速に把握することが必要である．従来の

降灰量測定では，複数人が現地において直接計測す

る手法や，計量容器を用いて計測する手法が用いら

れていたが，噴火直後の調査は危険であり，計測精

度が不統一であるという問題があった．現在では，

これらの問題に対応することを目指して機械による

モニタリング計測手法の開発がすすめられており，

自動降灰・降雨量計 1）を用いた観測が実施されてい

る状況である．しかしながら，自動降灰・降雨量計

は高精度ではあるが高価であり，多点観測を実施す

るためには，多額の費用が必要となる．そこで我々

は，多点観測を実現することを目的として必要な精

度を確保した安価な簡易降灰量計を開発し，その検

証として桜島に設置して計測を実施したのでその結

果を報告する．

2.簡易降灰量計（アッシュモニター）の概要

簡易降灰量計は，1 辺 20cm の正方形の開口部から

火山灰を採取し，開口部の大きさに対応した降灰厚

さの目盛がついたアクリル樹脂製降灰升を，ケース

に固定したカメラで撮影する手法を採用した（写真

-1）．降灰升の開口部にはステンレス製ネットを設置

し，落ち葉や虫等が混入しないようにした．降灰升

は最大 5.0cm まで測定可能な形状とし，1.0cm まで

はより精度よく計測するためにより細い形状とした．

表-1 簡易降灰量計の性能一覧表

カメラは4G回線網を用いて1,200万画素の画像デー

タを配信することができる仕様のものを選定した．

降灰升の下部と側壁上部には排水口を設け，ガラス

ろ紙で作成した排水フィルターを設置し，雨水を排

水可能な構造とした．電源は 6V バッテリーを 2 個

用いた．このバッテリー仕様では，双方向通信でき

る状態で 4 回/日計測した場合，6 ヶ月間計測可能で

ある．サイズは 72cm×50cm×28cm，総重量は 14kg
であり，人力運搬が可能な装置である（表-1）．

3.簡易降灰量計の設置および計測結果

簡易降灰量計は，桜島南岳火口から西北西 2km 程

度のサイトに設置し，2019 年 7 月 30 日から 4 回/

日の頻度で写真を撮影してデータ転送を実施した．

計測開始直後の 8 月 1 日～9 日にかけて，昼間の

写真-1 簡易降灰量計（アッシュモニター）の外観
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通信で欠測が認められた．カメラに設置された温度

計では，欠測前後に 60℃を超えており，高温による

カメラの通信機能障害が発生したと考えられる．8

月 10 日以降は問題なく通信できており，欠測は 11

月 6 日の 1 回だけであった．

写真撮影およびデータ転送は 2020 年 2 月 7 日ま

で確実に行われており，簡易降灰量計を設置してか

ら 6 ヶ月間は正常に機能している状態を確認した。

転送された画像を確認すると，経時的に火山灰が

採取されている状況がわかる．また，火山灰が堆積

する際，壁面との摩擦により凹状に堆積する傾向が

認められた（写真-2）．そのため，本研究で降灰厚さ

を読み取る際には，最低値を読むこととした．

降灰厚さの増加傾向を確認するため，降灰厚さ（最

低値）と桜島の噴火回数・高層風（1,500m 付近）

との関係を整理した（図-1）．桜島の噴火回数は気象

庁の「火山の状況に関する解説情報」より整理し高

層風（1,500m 付近）は鹿児島気象台のデータをか

ら，東南東・東・東北東の 3 方向を抽出して整理し

た．降灰厚さは，噴火回数・高層風と概ね良い相関

があるといえる。

4.おわりに

本研究では簡易降灰量計を開発し，活発な火山活

動を継続している桜島に設置して検証試験を実施し

た．検証試験期間中，降灰を採取することができ，

降灰状況下でのデータ通信が確実に実施できること

がわかった．今後は今回の検証結果を生かして，改

良の際に反映させる予定である．

謝辞

本研究にあたり，簡易降灰量計の設置場所をご提

供頂いた京都大学防災研究所火山活動研究センター

に深謝する．
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写真-2 転送された画像データの事例（降灰採取状況）

図-1 降灰厚さと噴火回数・高層風の関係
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軽石を主体とする堆積物の降雨に対する保水・排水特性（その２） 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○藤沢 康弘、小尾 亮、小林 拓也*、池田 暁彦 
*現 国立研究開発法人 土木研究所

１．はじめに 

 火山噴火による降灰があると、その地域では、降灰のない地域あるいは降灰のない時期に比べ、より少な

い降雨で土石流が発生する傾向となることが知られている（池谷ら，1995）。近年では、細粒火山灰が堆積

した三宅島 2000 年噴火時に、少ない降雨で土石流が発生した一方、軽石主体の噴出物が堆積した新燃岳

2011 年噴火では、少雨では土石流が発生していない。このことに着目した藤沢ら（2018）は、近年国内で

発生した噴火降灰後の土石流発生事例を収集し、データ数は少ないものの、堆積物が細粒火山灰でなく軽石

主体である場合、土石流発生の急迫性は相対的に低くなる傾向があることを示した。

そこで本研究では、降雨に対して火山灰がどのような保水性・排水性を示すのかを把握するため、軽石を

含む堆積物でも火山灰特性が異なる複数の火山灰試料を用いた室内散水調査を実施した。

２．調査手法および試料 

 本研究では、噴火直後の降雨を想定して、乾燥さ

せた火山灰土層に散水を行い、その吸水量および排

水量を測定した。散水の降雨強度は、10 mm/h、20 
mm/h、30 mm/h とした。調査手順および調査装置

は、「軽石を主体とする堆積物の降雨に対する保

水・排水特性（その 1）」と同様である。 
使用した試料は、北海道駒ヶ岳 1929 年噴火によ

る火砕流堆積物（火山灰主体で軽石を含む堆積物）

（以下、駒ヶ岳火砕流）、樽前山 1739 年噴火による 
降下軽石堆積物（以下、樽前山降下軽石）、富士山 1707 年噴火（宝永噴火）による降下スコリア堆積物（以

下、宝永スコリア）である。「軽石を主体とする堆積物の降雨に対する保水・排水特性（その 1）」の大正軽

石を加えた 4 試料の粒度分布を図 1 に示す。これら火山灰試料の中央粒径で比較すると、駒ヶ岳火砕流が最

も細粒で、大正軽石および宝永スコリアが最も粗粒である。また駒ヶ岳火砕流は 1mm 以下の比較的細粒な

火山灰が全体の約 60%を占めるのに対して、宝永スコリアでは 1%程度、大正軽石では約 10%と細粒な火山

灰はほとんど含まれない。樽前山降下軽石は、粒形および細粒分の割合ともに中間的な特徴を示す。

３．調査結果 

散水による火山灰土層（4000cm3）の重量変化を図 2 に、4 試料の吸水量、排水量および保水量等を表 1
に示す。これらから読み取れる結果は以下のとおりである。

① 雨量強度の違いについて、どの火山灰試料でも降雨強度が大きいほど飽和にかかる時間が短くなる。

また吸水量および保水量は、降雨強度の大小による傾向は認められず概ね一定である。一方排水量は、

降雨強度が大きいほど多くなる傾向が認められる。

② 火山灰試料の違いによる吸水量は、駒ヶ岳火砕流が多く（平均約 1300g）、樽前山降下軽石（平均約

890g）、宝永スコリア（平均約 870g）および大正軽石（平均約 870g）が比較的少ない。

③ 火山灰試料の違いによる排水量は、駒ヶ岳火砕流（平均約 18g）および樽前山降下軽石（平均約 36g）
が少ないのに対して、宝永スコリア（平均約 95g）、大正軽石（平均約 74g）では倍以上となる。

④ 火山灰試料の違いによる保水量は、駒ヶ岳火砕流が多く（平均約 1280g）、樽前山降下軽石（平均約

860g）、宝永スコリア（平均約 770g）および大正軽石（平均約 790g）が比較的少ない。

４．考察 

火山灰試料の違いによる吸水量、排水量および保水量の結果から、以下のことが考えられる。

① 樽前山降下軽石、宝永スコリアおよび大正軽石（軽石・スコリアが主体である堆積物）の吸水量に対

して、駒ヶ岳火砕流（火山灰を主体として軽石を含む堆積物）の吸水量が多いのは、軽石自体への水

の浸透による吸水だけでなく、細粒な火山灰の粒子間に水が保持されるためと考えられる。また前者

図 1. 粒 度 分 布 図
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駒ヶ 岳火砕流 樽前山降下軽石 宝永スコリ ア 大正軽石

10mm/hr 1337.0 905.4 828.2 877.3

20mm/hr 1279.8 899.6 876.1 839.9

30mm/hr 1276.3 871.6 890.6 888.1

10mm/hr 9.5 29.7 76.4 63.5

20mm/hr 14.5 42.6 103.2 77.3

30mm/hr 28.9 35.9 104.4 79.9

10mm/hr 1327.5 875.7 751.8 813.8

20mm/hr 1265.3 857.0 772.9 762.6

30mm/hr 1247.4 835.7 786.2 808.2

吸水量
（ g）

排水量
（ g）

保水量
（ g）

 

 

 

3 試料の吸水量が平均 870～890g と概ね同じであることから、樽前山降下軽石、宝永スコリア、大

正軽石と、駒ヶ岳火砕流の大きな違いである、粒径 0.4mm 以下の細粒な火山灰の含有量の違いが吸

水量に影響している可能性が考えられる。

② 火山灰主体の駒ヶ岳火砕流の排水量が、軽石・スコリア主体の宝永スコリアおよび大正軽石より少な

いのは、細粒な火山灰の粒子間に一度保持された水は排水しにくいためと考えられる。樽前山降下軽

石の排水量は駒ヶ岳火砕流と近く、宝永スコリアや大正軽石との違いである粒径 2mm 以下の火山灰

の含有量の違いが影響している可能性が考えられる。

③ 粒径 2mm 以上の粒子が吸水可能な軽石・スコリア、それ以外が火山灰と仮定し、各試料の火山灰含

有量と保水量の関係をみると（図 3）、火山灰土層（4000cm3）が全て軽石・スコリアの場合は保水量

約 680g、全て火山灰の場合は保水量約 1300g となり、火山灰は軽石・スコリアの約 2 倍の保水量が

あると推定される。ただし、試料数が少なく、粒度組成や軽石の発泡度等の火山灰特性がどの程度保

水量へ影響を及ぼすか不明のため、現時点では保水量の定量的な評価は難しい。

５．まとめと今後の課題 

噴火後の初期降雨に対して、軽石・スコリア主体、火山灰主体の堆積物ともに雨水を吸水するが、そのメ

カニズムは軽石・スコリア内の孔隙への水の浸透によるものと、細粒な火山灰粒子間（空隙）での水の保持

が考えられる。また火山灰の含有量（特に粒径 0.4mm 以下の細粒な火山灰の含有量）が、吸水、排水に影

響を及ぼしていると考えられる。さらに保水量は、軽石・スコリアよりも火山灰の方が多く、約 2 倍程度

の保水量となる可能性がある。

以上のような火山灰特性の違いによる雨水の吸水、排水、保水量を定量的に把握できれば、火山灰等の堆

積量による初期降雨に対する損失雨量の算出や、土石流が発生しにくい状況を累積雨量等で評価できる可能

性がある。しかし、細粒な火山灰は吸水による圧密で浸透能が低下して表面流が発生する危険性があること

や、軽石主体の堆積物は比較的粗粒のため表面流が発生しにくいことなど、土石流発生を評価するためには

多様な火山灰特性の試料による多くのデータ収集し、時系列で考察が必要となる。そのため、まずは軽石内

への浸透を除くために、内部へ浸透しない緻密な試料を用いて、粒径の違いによる降雨に対する保水性等を

把握することが必要である。

<引用文献>池谷ら(1995):火山噴出物の被覆による浸透能の減少-雲仙における比較試験-,砂防学会誌,Vol.48,No.2,P22-26. 
藤沢ら(2018):火山噴出物の特性および降雨特性に着目した土石流発生形態に関する一考察,H30 年度砂防学会研究発表会概要集,P769-770. 
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図 ２ .  各 試 料 に お け る 散 水 に よ る 吸 水 量 の 時 系 列 変 化

表 １ .  各 試 料 に お け る 吸 水 量 、 排 水 量 、 保 水 量

図 ３ .  各 試 料 に お け る 火 山 灰 の 割 合 と

保 水 量 の 関 係
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近年の火山噴火対応事例を踏まえた応急的・緊急的な緊急ハード対策の検討 

（一財）砂防・地すべり技術センター  ○前寺 雅紀  小林 拓也 

国土交通省 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所  永田 雅一  後藤 順一 

１．はじめに 

現在、国内では火山噴火に伴う土砂災害による被

害をできる限り軽減（減災）するため、2007 年 4 月

に公表された火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガ

イドラインに基づき、全国の火山地域で火山噴火緊

急減災対策砂防計画（以下、緊急減災計画）の策定

が進められている。しかし、火山噴火は発生頻度が

低い現象であり、緊急減災計画に基づき対策が行わ

れた事例は少ない。このため、緊急減災対策の実効

性に関する知見は十分とはいえない。

そこで、近年、火山噴火対応が実施された 3 火山

（霧島山新燃岳 2011 年噴火、御嶽山 2014 年噴火、

浅間山 2015 年）を対象に、緊急ハード対策に係る工

事資料（工期、工種、資機材、使用重機等）を収集

し、緊急ハード対策（仮設堤工、除石工、導流提工）

の実績について整理した。 

さらに、整理した実績に基づき、施工日数と日施

工可能量の関係について工種毎に整理した。その上

で、時間的・空間的制約下において実施可能な施設

規模を迅速かつ簡易に算定する方法について検討し

た。以上の結果について報告する。 

２．緊急ハード対策の実績整理 

2.1 対象３火山の噴火対応事例の概要 

・霧島山新燃岳（2011 年 1 月噴火）

緊急減災計画(2010 年 3 月策定)に基づき、国内で

初めて緊急対策が行われた火山である。降灰後土石

流への緊急対策として、仮設堤工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)、除

石工、導流堤工(大型土のう)等が実施された。 

・御嶽山（2014 年 9 月噴火）

緊急減災計画(2011 年 7 月策定)に基づき、降灰後

土石流への緊急対策として約 1 ヵ月程度の施工期間

で仮設堤工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)が 1 基施工された。また、

治山部局において治山ダムの除石工が実施された。 

・浅間山（2015 年 6 月噴火）

緊急減災計画(2012 年 3 月策定)に基づき、噴火に

伴う土砂災害の発生（特に積雪期の融雪型火山泥流）

に備え、緊急対策として仮設堤工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)等が

実施された。 

2.2 施工効率（日施工量）の整理 

表-1 に収集整理した緊急対策施設を示す。なお、

実績として整理した施工日数は、施工後の資料がな

かったため、工事当初の計画値である。 

1）仮設堤工（コンクリートブロック）

新燃岳、御嶽山、浅間山の 3 火山で実施されてい

る。日施工量は 23～47 個/日であり、平均すると 33

個/日であった。 

2）除石工

新燃岳と御嶽山の 2 火山で実施されている。新燃

岳では砂防堰堤 8 基(11 回)で実施され、日施工量は

190～600ｍ3/日、平均すると 450ｍ3/日程度であった。

御嶽山では治山ダム 4 基で実施されており、日施工

量は 400ｍ3/日であった。以上より、除石工の日施工

量は 400～450ｍ3/日程度である。 

3）導流提工（大型土のう）

新燃岳と浅間山の 2 火山で実施されている。日施

工量は、新燃岳で 127 個/日、浅間山で 70 個/日であ

った。しかし、新燃岳のパーティ数が不明であるこ

と、浅間山では大型土のうの製作が 90 個/日であっ

たことを考慮すると、導流堤(大型土のう)の日施工

量は 70 個/日程度である。 

表-1 収集整理した緊急対策施設 

火山 仮設堤工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)

除石工 導流堤工 

(大型土のう) 

新燃岳 1 基 8 基(11 回) 1 基 

御嶽山 1 基 4 基 － 

浅間山 5 基 － 3 基 

３．実施可能な施設規模の算定方法（案） 

緊急ハード対策施設は、噴火シナリオのケースご

とに、発生が想定されている現象に対して、時間的・

空間的な制約条件の下で、泥流等の捕捉・導流など

の効果を最大限発揮できる箇所に計画される。 

しかし、噴火に伴い発生する現象は、例えば、外

的要因（噴火口、発生現象、規模）が変化すれば、

保全対象（人家、道路等）や作業性（施工可能期間、

アクセス、安全性等）が変化するなど、その時々の

火山活動状況により、事前の想定から相違すること

もある。また、想定どおりに噴火が推移した場合に

おいても、「用地の確保」、「資材の確保」、「工事用道

路の確保」等が支障となって、緊急対策の施工箇所

や工種等の計画変更が必要となる状況も想定される。 

以上を考慮すると、火山噴火という特殊な条件下

において、緊急ハード対策の実施箇所や工種等の変

更を迅速に行うためには、計画変更に要する検討時

間を極力短縮することが重要となる。 
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よって、前述の対象 3 火山の施工実績より整理し

た日施工量を踏まえて、準備工なども含めた各工種

の一連の施工日数及び施工可能な施設規模を迅速か

つ簡易に算定する方法について検討した。 

算定早見表は、仮設堤工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)、除石工、

導流堤工(大型土のう)の 3 工種について作成した。

図-1 に仮設堤工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)の算定早見表を示す。 

施工日数の算定は「STEP①：準備工」と「STEP②：

対策工」に区分した。また、算定する上での前提条

件は図中に示したとおりである。ここでは施工条件

として、施工箇所までの工事用道路の整備延長が 50

ｍ、施工ヤードの整備面積が 700ｍ2 となる箇所に、

堤長 40ｍの仮設堰堤を整備する場合を想定した。 

算定の結果、「STEP①：準備工」に要する期間は 7

日と算定される。また、準備工を含めた全施工期間

の目標を 1 ヵ月と設定した場合、残りの 23 日間で

施工可能な堤高は、施工日数と施工延長の関係図か

ら 4ｍと迅速かつ容易に読み取ることが可能となる。 

４．おわりに 

本報告では、近年の火山噴火対応で実施された緊

急ハード対策の施工実績を整理するとともに、限ら

れた時間内で実施可能な施設規模を迅速かつ簡易に

算定する方法について示した。 

しかし、本検討で収集した火山噴火対応事例は少

ないことから、算定方法の精度においても、まだ課

題が残る。今後は、算定方法の精度向上や算定可能

な工種の増加等を図っていくためにも、日単位の施

工量などの算出の基礎となる資料を蓄積していくこ

とが望ましい。 

図-1 施工日数及び施工可能な施設規模の算定早見表【仮設堤工(コンクリートブロック)のケース】 

＜前提条件＞ 

※1：使用する重機はバックホウ、ブルドーザ、ダンプトラック、トラッ

クレーンを 1 パーティとする。

※2：工事用道路整備に要する期間を 20 日間程度※4と想定して算出した

延長（400m の場合：伐木 5 日、除根 3日、整地 4 日、工事用道路 7

日・・・計 19 日）

※3：施工ヤード整備に要する期間を 20 日間程度※4を想定して算出した

延長（6,000m2の場合：伐木 8 日、除根 6 日、整地 7 日・・・計 21 日）

※4：20 日間を想定したのは御嶽山の実績より。

※5：伐木、除根、整地の日当たり施工量は土木工事積算標準単価 2019

版に基づく以下の値とした。

･伐木;768(m2/日)、･除根;1,160(m2/日)、･整地:880(m2/日)

※6：工事用道路の単位長さ当たりの施工量は、下図の通りとした。

1：2.01：
2.0

工事用道路イメージ

6㎡

4.0m

8.0m

1.0m

※7：伐木、除根、整地の日当たり施工量は土木工事積算標準単価

2019 版の各日当たり施工量を、単位長さ当たりの施工面積

（8m2/m）で除した値とした。

・伐木：768（m2/日）/8（m2/m）=96（m/日）

・除根：1,160（m2/日）/8（m2/m）=146（m/日）

・整地：880（m2/日）/8（m2/m）=110（m/日）

※8：工事用道路の日当たり施工延長は土木工事積算標準単価 2019

版の日当たり施工量（盛土：350m3/日）と単位長さ当たりの施工

量（6m3/m）で除した値とした。

・工事用道路：350（m3/日）/6（m3/m）=58（m/日）

※9：コンクリートブロック

は 3t、備蓄済を想定

※10：コンクリートブロックの

高さ別の「単位長さ当りの

必要個数」と「堤低幅」は、

任意の 3 種類のブロック毎

に断面図を作成し、それらの

平均値を用いた（右表）。

※11：施工ヤードの面積は、施工

延長、堤底幅、重機移動幅を

考慮して設定した。 

堤高

（m）

個数

（個/m）

堤底幅

（m）

2.0 7 5.53

3.0 11 6.45

4.0 17 7.14

5.0 23 8.64

6.0 32 10.28

7.0 39 11.08

8.0 52 12.55

9.0 61 14.08

10.0 80 15.49

①工事用道路 （ 50 ）m　・　・　・　・　・　・　・ 　4 日

・伐木
※6

 ・ ・ ・ ・ ・ 50 m/ 96 m/日・ ・ ・ 1 日

・除根
※6 

・ ・ ・ ・ ・ 50 m/ 146 m/日・ ・ ・ 1 日

・整地※6 
・ ・ ・ ・ ・ 50 m/ 110 m/日・ ・ ・ 1 日

・工事用道路
※8

・ ・ 50 m/ 58 m/日・ ・ ・ 1 日

②施工ヤード （ 700 ）m
2
・　・　・　・　・　・　・　・ 3 日

・伐木※6 ・ ・ ・ ・ ・ 700 m2/ 768 m2/日・ ・ ・ 1 日

・除根
※6 

・ ・ ・ ・ ・ 700 m
2
/ 1,160 m

2
/日・ ・ ・ 1 日

・整地※6 
・ ・ ・ ・ ・ 700 m2/ 880 m2/日・ ・ ・ 1 日

③合計　（ ① + ② ） 7 日

：入力値（　）

STEP①：準備工 STEP②：対策工 

（ａ） ７日 （ｂ） ２２日 計（ａ+ｂ）２９日 

【短期間(1 ヶ月以内)で施工完了させたい場合】 

工事用道路の整備が 400m※2以内、または施工ヤー

ドの整備が 6,000m2※3以内となる箇所を選定する

ことが望ましい。 

施工延長（堤長）が 40ｍとなる箇所に

おいて、１ヵ月以内に施工を完了させ

る場合に施工可能な施設規模を算定

すると約４ｍとなる。 

40ｍ 

22 日 
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火山噴火時の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） 

株式会社建設技術研究所 家田 泰弘、潮見 礼也、戸舘 光、河野 元、○中村 直登

国土交通省九州地方整備局九州技術事務所 熊井 教寿、瀧川 健一、黒木 隆、姫野 徳人

1. はじめに
火山噴火時には、砂防部局として土石流発生域

における降灰状況や降雨の浸透状況の変化等の
把握が必要となる。しかし、火山噴火時や噴火警
戒レベル引き上げ等により、直接調査地点に立ち
入ることができない場合において、遠隔地からそ
れらの情報を継続的に取得する方法が課題とな
る。
そこで、2017 年度に UAV で運搬する調査ユニ

ットを開発し、UAV による遠隔設置や、降灰環境
下での遠隔監視が可能なことを確認した 1)。2018
年度は、調査ユニットの稼働安定性の向上、調査
可能箇所の拡大に対応する改良を行うとともに、
調査ユニットの運用手順や体制を確立するマニ
ュアルを作成した 2)。調査ユニットは降灰厚およ
び表面流の発生の有無を把握できる。また、UAV
と調査ユニットは開発した把持装置により接続
し、運搬する(写真 1)3)。 

2019 年度は、これらの調査手法の実用化に向け
て、第三者の意見を反映するための実証実験①お
よび実地での実用性を確認するための実証実験
②を行った結果を反映し、運用手法、調査機材の
改良を行った。本稿ではこれらについて報告する。 

 
 

 

 

2. 実証実験①
2.1 実証実験内容

九州技術事務所において、UAV を用いた調査に
精通する複数の技術者を対象に、過年度作成した
マニュアルを用いた調査ユニットおよび把持装
置の仕様・機能の説明、UAV による調査ユニット
の運搬・設置およびデータ計測までの作業手順を
実演し、課題や改良点についての意見を聴取した。 
2.2 実証実験結果に基づく改良 

運用手法に関しては、予備知識のない第三者で
も運用可能なように過年度作成のマニュアルを
修正した。
調査機材に関しては以下の 3 点の改良を行った。 
1) UAV が降下する際に、調査ユニットが把持

装置から浮かないように把持装置に抑え棒
の追加(写真 2 左上の赤矢印)。

2) UAV による調査ユニット設置時や観測期
間中に調査ユニットの転倒を防止するため
に、調査ユニットに転倒防止アームの追加
(写真 2 右上の赤矢印)。

3) 高高度から UAV を降下する際のバッテリ
ー消費を抑制するため、対地高度を確認し
つつ降下速度を調整できるように UAV へ
下方距離センサーの追加(写真 2 下の赤丸)。 

写真 1 開発した調査機材(左上：調査ユニット、

右上：調査ユニットの構成、左下：把持装置、

右下：UAV と調査ユニットの接続状況) 

①降灰量調査 
(圧力センサー) 
②浸透状況調査

③降灰量調査 
(赤外線センサー) 
④堆積構造調査

① 
②

③ 

④ 

写真 2 調査機材の改良(左上：浮き防止の抑え金

具、右上：転倒防止のアーム、下：下方距離セン

サー)
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3. 実証実験②
3.1 実証実験内容 

新燃岳において 2011 年噴火を想定シナリオと
し、UAV による調査ユニットの遠隔設置・観測
調査の一連の行動を対象にした実証実験を行っ
た。調査ユニットの設置は、想定火口から 4km の
想定立入禁止区域外の UAV 発着地点から想定火
口から 3km 付近の想定立入禁止区域内の地点に
運搬・設置した。UAV 発着地点と調査ユニット
設置地点間の水平距離は約 2,000m、標高差は約
400m であり、設置地点は 3m×4m 程度の平坦面
とした。調査ユニットの運搬は、目視外飛行にな
ることから自動運航で実施した。調査ユニット設
置後、人工的に降灰・降雨させデータを取得した。 

図 1  発着地点・設置地点の位置図 
3.2 実証実験結果 
(１)調査ユニットの遠隔運搬・設置

調査ユニットの運搬・設置は 2 回行った。1 回
目は、目標地点(平坦面の中心)から 1m 程度ずれ
たものの平坦面に調査ユニットを設置すること
ができた(写真 3)。一方、2 回目の運搬は、目標
地点から 2.5m ずれ、平坦面外の斜面に着陸した。 

 
(２)調査ユニットでの観測
調査ユニットのセンサーは人工的な降灰・降雨

に反応し、降灰厚および表面流の発生の有無が計
測可能なことが確認された(図 2、写真４)。 
また、センサーの種類や電波状況によるが概ね

1 ヶ月程度継続的にデータ取得可能なことが確認
された。

図 2 人工的降灰厚の観測結果 

3.3 実証実験に基づく改良 
調査機材に関しては、実証実験①で行った改良

に伴い、調査ユニットの把持装置からの落下・設
置地点での転倒に対する安定性が向上すること
および UAV 降下時の対地高度に応じて降下速度
が調整できることを確認した。
一方、運用手法の面では、課題が確認された。

調査ユニットの遠隔設置の平坦面への設置に成
功した 1 回目と失敗した 2 回目では、GNSS 衛星
の配置状況による水平方向の位置精度劣化度で
ある HDOP 値が異なっていた(1 回目の HDOP 値：
0.67、2 回目：0.87)。このことから、2 回目の設置
に失敗した原因の一つにGNSS衛星の分布状況が
考えられる。そこで、マニュアルに、「設置可能
範囲が狭く数 m 程度の誤差を許容できない場合
は、GNSS の飛来状況や HDOP 値等を考慮して飛
行タイミングを決定することが望ましい」旨を追
記した。

4. まとめ
本稿は、火山噴火時の立入困難地域の状況把握

に向けた調査手法の実用化に向けた取組の紹介
である。複数の技術者を対象とした実証実験①を
通じ、調査機材の改良および第三者が利用可能な
ように運用手法の改良を行った。また、現地での
一連の実証実験②を通じ、本稿の手法が現地で実
用可能であることの確認および運用手法の改良
を行った。
今後、他地域での実証実験などにより、更なる

調査機材、運用手法の改良を行い、適用可能箇所
の拡大が望まれる。

参考文献) 
1)家田ら(2018)：火山噴火時立入困難地域の状況把握のための

遠隔調査ユニットならびに UAV を用いた運搬手法の開発

への取り組み, 平成 30 年度砂防学会概要集

2)家田ら(2019)：火山噴火時立入困難地域の状況把握のための

遠隔調査ユニットならびに UAV を用いた運搬手法の開発

への取り組み（その２）, 令和元年度砂防学会概要集

3)熊井ら(2019)：火山噴火後の UAV による流域状況調査手法

の開発, 土木技術資料, Vol.61, No.12, p32-35 

写真 3 UAV での調査ユニットの運搬・設置

写真 4 人工的降灰状況
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融雪型火山泥流の発生機構に関する研究 

- 雪と火山噴出物の混合を考慮した予測手法の高度化 -

三重大学 〇堤大三・本居絵子 

京都大学 山野井一輝 

1. はじめに

積雪のある火山が噴火した際，融雪水が火山噴出

物などを巻き込んで泥流化し，被害が発生する場合

がある。我が国には，積雪地域にも多くの火山があ

り，このような融雪型火山泥流の発生が懸念されて

いる。最近では，多くの火山における噴火時の減災

対策の一環として，融雪型火山泥流発生を想定した

事前の対策が検討されている。 

筆者らもこれまで，融雪型火山泥流の発生プロセ

スについて実験的手法によって検討し，融雪から泥

流発生までのモデル化を行ってきた（村重ら，2015；

山口ら，2019）。これらの検討において，火山噴出

物が積雪層の上に堆積することを想定し，熱伝導や

融雪を観察しモデル化してきたが，実際に火砕流等

が積雪層に到達する際は，積雪層内に石礫が貫入し，

積雪と混ざり合いながら流下・堆積すると考えられ，

積雪と火山噴出物が層状に静置される状態を想定す

ることは適切ではないとの指摘もある。

そこで，本研究では，これまでと同様の実験的な

手法を用い，積雪層と火山噴出物との接触条件を変

えて融雪プロセスの観察を行い，異なる接触条件下

で融雪プロセスがどのように変化するかを検証した。

その結果をもとに，異なる条件下での融雪のモデル

化を行った。 

2. 積雪・高温砂礫の接触条件を変えた融雪実験

実験は，京都大学防災研究所穂高砂防観測所にて2

019年3月に実施した。融雪挙動を観察できるように

前面を耐熱ガラスで作成した箱形の容器に現地で採

取した雪（約3,000cm3，空隙率約0.4）を充填し，そ

こに，高温に加熱した砂礫（1,175 cm3，空隙率0.47）

を供給し，融雪の過程を観察した。その際，容器全

体を電子天秤の上に設置し，積雪からの蒸発・昇華

による損失重量を計測した。砂礫の粒径は7‐25 mm

の範囲であり，これを約600℃まで加熱して使用した。

積雪層と高温砂礫との接触条件を変化させるため，

積雪面を（1）フラット型，（2）V字型，（3）凹型，

（4）フラット型に供給した高温砂礫上に雪を投入，

の4ケースに分けて実験を行った（図－1）。上記4ケ

ースにおいて，接触面形状の違いの影響を明確にす

るため，用いる雪の量は統一した。ケース（1）は，

従来の実験と同等の条件である。 

全ての実験ケースにおいて，高温砂礫によって積

雪層が融解し，時間の経過と共に融雪水が積雪層に

浸透する様子が観察された。ただし，各ケースでそ

の進行速度は異なり，（1）<（2）<< (3) < (4)の順に

進行が速い結果となった。特に，ケース(3)，(4)で融

雪が早かったのは，高温砂礫の上に雪がのることで，

下層の積雪層の融解で発生した水蒸気が上層の積雪

層の融解を促進し，その融雪水が高温砂礫に供給さ

れると水蒸気が急激に発生し，上層の融雪をさらに

促進するサイクルが生じたためと考察される。この

ことから，実際の火砕流等が積雪面に到達する際に

積雪と石礫が混合する場合は，既往の研究で積雪と

砂礫を層状に接触する場合を想定した熱伝導・融雪

図－1 各接触ケースでの融雪実験開始直後の様子 

1）フラット型，2）V字型，3）凹型，

4）フラッツ型＋雪追加供給

1） 2） 

3） 4） 
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プロセスよりも早い速度でプロセスが進行すると推

測される。 

3．積雪と砂礫の完全混合を想定した融雪モデル 

 実験ケース（3），（4）で観察されたような，砂礫

と融雪水の混合による熱伝導をモデル化するため，

個々の砂礫粒子を球形と仮定し，高温砂礫から積雪

に供給される熱量を Fourierの熱伝導法則と熱収支式

による球面座標系熱伝導方程式を用いて計算した。

半径方向の一次元球面熱伝導方程式を以下に記す。 

ここで T：砂礫温度[℃]，k：砂礫の熱伝導率[J/m/s/K]，

c：砂礫比熱[J/kg/K]，：砂礫密度[kg/m3]，r :半径座

標[m]，t：時間[s]である。また，砂礫表面における熱

流束 q [J/m2/s]は，以下の式で表される。 

この解析結果から，一定時間経過後の粒子内部の

温度変化は，砂礫径が小さい程大きく一定量の高温

砂礫から供給される熱供給量速度，すなわち融雪速

度が大きくなることが分かった（図－2）。これまで

の融雪モデルでは高温砂礫を集合体として熱伝導を

扱っていたため，砂礫径の影響は無視していたが，

積雪と砂礫が混合する場合は，砂礫粒径も重要な要

素であることがわかった。 

4．岩木山を対象とした泥流発生プロセスの検討 

 青森県西部に位置する岩木山は，弘前市に近

接しており，その南東斜面から流れ出る後長根

沢，蔵助沢は弘前市に達するため，これらを解

析の対象とした。はじめにDEMデータから，To

potubeによる対象流域の分割を行った。次にTop

otubeに対し，Diffusion Wave法による降雨流出

解析を行い，斜面崩壊と表面侵食を想定して発

生する地形変化を求めた。降雨流出解析に与え

る水量として，1）三角形入力，2）既往の融雪

モデル（鉛直一次元熱伝導），3）混合融雪モデ

ル（球面座標熱伝導）の3ケースを想定した。

3ケースの t = 960 sでの地形変化を図－3に示

す。3ケースとも侵食が見られるが，その程度は

異なり，3）での地形変化が著しい。斜面からの

泥流発生量の違いを，異なる融雪モデル3ケース

で比較した結果を図－4に示す。融雪水量の供給

の違いによって，流出土砂量に大きな違いが生

まれることが分かった。積雪の上に火山噴出物

が静置されるモデルより，混合されるモデルの

方が，三角形ハイドログラフに近く，現実的で

あるように思われる。ただし，積雪深や密度，

火山噴出物の温度条件によって融雪水の発生速

度やピークなどは異なるため，一概に一次元熱

伝導で与えた融雪水量では，流出が過少になる

とは限らないため，これらの諸条件を踏まえた

うえで詳細な検討が必要である。  

5．おわりに 

実験的手法と数値モデルによる検討で，積雪

と火山噴出物の接触条件によって，融雪速度が

異なり，火山噴出物の粒径も融雪挙動に対して

大きな影響を与えることが明らかとなった。こ

のことを今後の融雪型火山泥流の予測において

考慮する必要がある。  

参考文献  

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（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 積雪と石礫の混合を想定した融雪速度の 

砂礫径への依存性 

図－3 異なる融雪モデルでの地形変化の比較 
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降灰厚・降雨分布を反映した土石流氾濫リスク評価手法の開発 

土木研究所 ○林真一郎，山﨑祐介，平岡真合乃，石井靖雄 東京大学地震研究所 金子隆之 

防災科学技術研究所 小澤拓 日本気象協会 寺谷拓治 鹿児島大学 眞木雅之 

砂防・地すべり技術センター 菊井稔宏 国土交通省九州技術事務所 熊井教寿 

１．はじめに 

 2011 年新燃岳，2014 年御嶽山の噴火は小規模であったが土石流氾濫範囲の予測に 10 日程度を要した。土石流氾濫

範囲の予測に必要な降灰厚分布の把握は，現状，地上・ヘリ調査に基づき，ほとんどが人手に頼り全体の把握に時間

を要している。住民の避難行動時間の確保のためには，降灰厚分布を衛星等のリモートセンシング技術により迅速に

把握し，その結果に基づく土石流氾濫シミュレーションにより避難の必要性の高い範囲を迅速に予測することが求め

られる。筆者らは，戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」の衛星

データ等即時共有システムと被災状況解析・予測技術の開発のうち，火山降灰等シミュレーション広域被害予測技術

開発において，上記の一連の内容について研究を実施している。本稿は，研究期間 5年のうち 2年目までの研究・技

術開発成果を報告する。 

２．研究の概要 

 降灰厚分布を衛星等のリモートセンシング技術により把握する技術開発として，火砕流による降灰分布を把握する

手法として光学衛星しきさい 1)・ひまわり（熱異常検知），SAR 衛星ALOS-2（ピクセルオフセット）を，降灰厚分布

を把握する手法として ALOS-2（コヒーレンス解析）2)，船舶レーダー3)，X バンドレーダー4) を活用した手法の技術

開発に取り組んでいる。また，これらの技術により把握された降灰厚分布と XRAIN 等により得られる高分解能降雨

分布を取り込み，分布型土石流流出解析モデルにより土石流ハイドログラフを作成するシステム 5)の開発を行ってい

る。その土石流ハイドログラフを入力し，国土交通省九州地方整備局九州技術事務所に整備された火山噴火リアルタ

イムハザードマップシステム 6)により，土石流氾濫解析を行うシステムの開発を行っている（図－1）。 

３．各技術の諸元と技術開発の状況 

 表－1 に降灰厚分布を把握する各技術の諸元

と技術開発の状況として，データ取得・解析・結

果送付に要する時間の評価結果を示す。 

これまでの主要な成果は以下のとおりであ

る。光学衛星しきさいでは，JAXAより最新の画

像データをダウンロードし，補正・解析処理を行

い，処理結果をWeb に表示するシステムを開発

した 1) （図－2 a）左）。また，2019年ロシア・

シベルチ火山での火砕流の観測を行い，噴出地

点や火砕流堆積物の分布状況を確認できること

を確認した（図－2 a）右）。 

SAR 衛星 ALOS-2 では，口永良部島を対象に

定常的なコヒーレンスの時間変化についてモデ

ル化し，コヒーレンス画像にモデルを適用することにより，定常的な時間変化を除去し，降灰範囲の抽出精度が向上

した 2)（図－2 b））。 

船舶レーダーについては，桜島を対象に噴煙の試験観測を実施し，活用の可能性が確認された 3)（図－2 c））。 

X バンドレーダーについては，桜島を対象に火山灰落下実験結果 4)を踏まえた 1 時間先までの降灰ナウキャストシ

ステムを開発し試行した（図－2 d））。 

土石流ハイドログラフの作成システムについては，分布型土石流流出解析モデルを開発し，降雨強度の違いが土砂

動態・土石流ハイドログラフに与える影響を把握した（図－2 e））。 

降灰厚分布を把握する各技術の解析・データ送付に要する時間，分布型土石流流出解析モデル・火山噴火リアルタ

イムハザードマップシステムの解析時間（約 1時間）に着目すると，降灰厚分布を把握のための解析・土石流ハイド

図－1 研究の概要 
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ログラフの作成・土石流氾濫解析の一連の作業の終了までに，現時点では 1.2～4.5 時間程度を要すると推計された（表

－1）。 

４．おわりに 

本稿は SIP で実施する「火山降灰等シミュレーション広域被害予測技術開発」の研究期間 2 年目までの成果をとり

まとめたものである。上記の他に，令和元年度は，現時点の各機関の解析により得られた火砕流・降灰分布に関する

情報を、土木研究所に集約し、国土交通省と情報共有を行う体制を構築した。研究期間 3年目にあたる令和2 年度は，

降灰厚分布の把握について試験運用と並行し技術開発を継続するとともに，観測結果から得られる降灰厚・降雨分布

を反映できる土石流発生リスク評価システムのプロトタイプを完成させ，社会実装先である国土交通省九州地方整備

局九州技術事務所に整備された火山噴火リアルタイムハザードマップシステム（令和元年 10 月に土木研究所・九州技

術事務所間の使用に係る接続が完了）への連結を試行する予定である。 

参考文献 

1) 金子ら（2019）：日本火山学会 2019 年度秋季大会予稿集，P086；2) 小澤ら（2019）：日本火山学会 2019 年度秋季大会予

稿集，P087；3) 眞木ら（2020）：令和元年度京都大学防災研究所研究発表講演会，B04；4) 坂井ら（2020）：砂防学会誌，Vol. 

72，No. 6，p.35-41；5) 山﨑ら（2019）：土木技術資料，Vol. 61，No. 12，p.8-11，6) Kumai et al.（Accepted）：Interpraevent 2020

表－1 降灰厚分布を把握する各技術の諸元と技術開発の状況 

図－2 技術開発の事例 

対象現象 技術 衛星名 回帰日数 解析範囲 空間分解能
データ取得・解析・結果送付に要する時間
（単位：時間，データ取得/解析/結果送付）

※R2.3月時点の推定値を含む
研究機関

しきさい 2～3日 約150km2 約250m 15～50 / 3 / 0.5

ひまわり 10分 約196km2 約2km 3～4 / 2 / 0.5

SAR衛星 ALOS-2 14日 約2,500km2 約3m 5～74 / 2 / 0.5

SAR衛星 ALOS-2 14日 約2,500km2 約3m 0.7～1.75（解析・結果送付） 防災科研

船舶
レーダー

- 1.25秒
約25～

400km2

観測：約12m
解析結果：

約50～250m
0.6 / 2 / 0.5 鹿児島大学

Xバンド
レーダー

- 5分 約10,000km2 約250m 0.1 / 0.1 / 0.1 日本気象協会

光学衛星
東大地震研

降灰厚

溶岩流
・火砕流
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航空レーザ測量データを用いた 
桜島有村川上流域における過去 8 年間の土砂移動実態把握 

国立研究開発法人土木研究所 〇手塚咲子(現 日本工営株式会社)，山崎祐介，林真一郎(現 国土交通省)，平岡真合乃，石井靖雄 

国土交通省九州地方整備局 大隅河川国道事務所 吉栁岳志(現 国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所)，上小牧和貴，靏本孝也 

1. 研究背景

火山噴火に伴い降灰の影響を受けた流域の土石流の被害

区域の想定においては，土石流解析モデルが活用されてい

る。噴火・降灰が継続し，また，土石流が継続的に発生し

ている桜島有村川流域では，これまでに土石流観測が実施

され 1)，観測から得られた水深や流速データ等を用いてモ

デル解析による再現計算を実施するなど，土石流解析モデ

ルの検討を行ってきた 2)。しかしながら，上流域での土砂

移動実態が十分に明らかでないために，モデル上取り扱う

土砂移動現象や土砂供給条件の設定は仮定に依らざるを得

ないという課題があった。桜島では近年，約 1 年ごとに航

空レーザ測量が実施されており，地形の経年変化を把握す

ることが可能である。そこで本研究では，桜島有村川上流

域を対象として，2010 年～2018 年の過去 8 年間に蓄積さ

れた航空レーザ測量データの差分解析を行い，まず地形の

経年変化を把握したのち，対象流域内の主な土砂供給源と，

想定される土砂流出過程について考察した。

2. 研究対象

対象地は桜島有村川の有村川 3 号堰堤より上流域（面積

1.7 km2）とした（図-1）。当流域は桜島の主要な噴火火口

である南岳山頂火口および昭和火口の南東斜面に位置する。

当流域は本川・支川 1・支川 2 流域から成る。本研究では，

支渓流の合流状況や源頭部の谷地形を考慮して，流域内を

さらに 8 つの小流域に分割して検討を行った。 

対象流域下流端の有村川 3 号堰堤から約 600 m 下流には

ワイヤーセンサが，さらに約 400 m 下流にはドラム缶方式

の降灰量計が設置され，それぞれ土石流の発生回数と月別

降灰量を計測している。近年約 10 年間の桜島の噴火は，

2009 年～2017 年 10 月頃は主に昭和火口で発生し，2017 年

11 月以降は主に南岳山頂火口で発生している。対象とした

2010 年から 2018 年のうち，2016 年以降の 3 年間はそれ以

前と比べて噴火回数および降灰量が減少している。 

3. 研究方法

3.1 使用した LP データ

使用したデータは，国土交通省九州地方整備局大隅河川

国道事務所が 2010 年～2018 年に取得した 9 時期の LP デ

ータである（表-1）。計測日は毎年 9 月末～11 月で，メッ

シュサイズはいずれも 1 m，計測精度は水平垂直±0.15～

0.3 m（機器性能）である。

3.2 データ解析

本研究では，まず 2010 年～2018 年のLP データの差分

解析から 8 期間の地形の経年変化を明らかにし，対象流域

内で主に侵食が発生している箇所を明らかにした。次に，

後述のとおり流域内を複数の斜面・降灰斜面・河道に区分

して堆積・侵食・流出土砂量を算出し，それらの収支計算

を行うことで，流域ごとおよび対象流域全体からの期間ご

との流出土砂量を算出した。最後に，期間ごとの降雨・降

灰量の大小関係を踏まえて，対象流域内で想定される土砂

流出過程について考察した。降雨量は対象地から約 10 km

西方に位置するアメダス鹿児島観測所のデータを用いた。 

斜面・降灰斜面・河道の区分は，GIS を用いた地形解析

および地形判読により行った。差分解析の結果，その地点

より上流に侵食が見られないにも関わらず堆積傾向を示す

範囲は降灰による堆積域と解釈して，降灰斜面に区分し，

ここでの地形変化量は流出土砂量の算出に用いなかった。

河道は，GIS を用いた地形解析により縦断勾配が 20°以下

程度の河道網を抽出し，河道網に隣接する傾斜 30°以下程

度の地形面を対象とした。 

図-1 対象流域の位置と流域分割 

表-1 使用した航空レーザ測量データの 

計測年月日(左)と諸元（右） 

計測年月日

2010/10/22,23

2011/9/27,29

2012/10/19,20,21

2013/10/17

2014/10/24,26,27

2015/11/5,6

2016/10/20

2017/10/23

2018/10/22,24

諸元 2010年 2011年 2012年～2018年

メッシュサイズ 1 m 1 m 1 m

航空機体
小型有人

ヘリコプター
有人

ヘリコプター

対地高度 150～300 m 600～1000 m

飛行速度 37～75km/h 74～130 km/h

レーザ照射頻度 8 kHz 100～240 kHz

スキャン角度 80度 60度

スキャン頻度 20Hz 65～85 Hz

測定密度 1/0.5 m 1/0.5 m

パルスモード ラストパルス マルチパルス

ビーム径 0.25 mrad 0.5 mrad

計測精度
(機器性能)

水平誤差±0.30m 以内
垂直誤差±0.15m 以内

水平誤差±0.30m 以内
垂直誤差±0.15m 以内

(2017,2018:平均 25 cm未満)
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4. 結果と考察

4.1 主な侵食箇所とその特徴

差分解析の結果，主に侵食が発生していた流域は，本川

源頭部の流域 1 と支川最上流域の流域 2～4，本川河道を含

む流域 6 であった。対象期間のうち，比較的降灰量の多い

2015 年 11 月までは，図-2 a), b)に示すように主に流域 1 で

経年的な侵食が発生していた。降灰量が減少した 2015 年

11 月以降は，図-2 c)に示すようにそれまで堆積傾向だった

流域 2～4 でもリル・ガリーが発達し，侵食が進んでいた。 

流域 1 は，対象期間当初の 2010 年の時点で侵食や崩壊

が進んだ荒廃地であり，ガリーの谷頭・側岸崩壊や斜面上

部での崩壊による古い火砕物の侵食や，崖錐・河床堆積物

等の侵食が発生していると考えられた。流域 2～4 は，2009

年以降の昭和火口噴火に伴い，2015 年 11 月までに箇所に

よっては 10 m 以上の厚さで新規の火砕物が堆積したと考

えられ，2015 年以降は主に新規の火砕物が侵食されていた。 

4.2 流出土砂量の経年変化と土砂流出過程 

各流域からの期間ごとの流出土砂量は，流域 1 は 10

～82 千 m3，流域 6 は 0～23 千 m3，流域 2～4 は 0～151

千 m3 であり，流域 1～4 からの流出土砂量が対象流域

全体の 6 割～9 割を占めていた。対象流域全体からの流

出土砂量は 18～267 千 m3であり，その増減の傾向は流

域下流での土石流発生回数と概ね調和的であった（図-

3）。2011 年～2012 年および 2014 年～2015 年の流出土

砂量は，土石流発生回数が同程度であった他の期間と

比べて小さかった。地形の経年変化から流出土砂量を

算定する本手法では，断続的な堆積・侵食を繰り返す降

灰斜面からの土砂流出は考慮できない。よってこれら

の期間では，降灰による堆積から降雨による下流への

流出までが 1 つの差分解析期間内に生じることで，本

手法での流出土砂量が過小に算定された可能性がある。 

対象流域における侵食は大部分が斜面で発生してい

たが，2013 年～2014 年は他期間と比べて河道での侵食

が顕著だった（図-2）。前年の 2012 年～2013 年は他期

間と比べて降灰量が大きい一方で降雨量が小さかった

（図-3）。このことから，2013 年～2014 年は斜面で侵食

された土砂が河道への土砂移動に留まり河道における

堆積が進み，翌 2013 年～2014 年の降雨で，河道から下

流へと顕著な侵食が生じた可能性が考えられる。 

5. まとめ

有村川上流域では，本川源頭部の流域 1 と支川最上流域

の流域 2～4 が主な土砂供給源であり，流域によって主に

侵食している堆積物や侵食形態が異なっている可能性が考

えられた。また，降灰斜面からの土砂流出や河道侵食など，

期間によって主な土砂供給源や流出過程が異なる可能性が

推察された。今後は，UAV 等を用いた高頻度の地形把握か

ら降雨ごとの土砂供給源や土砂移動実態を把握することで，

解析モデル上の土砂供給条件の設定に資する必要がある。 

参考文献 1) 大坂ら(2013), 砂防学会誌，Vo.65, No.6, p.46-50， 

2) 山崎ら(2019) , 2019 年度砂防学会研究発表会概要集，p.146-147

図-2 差分解析による侵食・堆積深分布の例（流域 1～4および 6） 

図-3 降雨・降灰量および対象流域全体からの流出

土砂量と対象流域下流における土石流発生回数 
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水無川流域における土砂流出量の予測に向けて 

○篠原慶規（宮崎大学），堀田紀文（東京大学）

ゴメス・クリストファー（神戸大学），經隆悠（森林総合研究所） 

1.はじめに

砂防計画を策定する上で，流出土砂量（土砂生産量）を予測することは極めて重要であるが，新規火

山堆積物で覆われた流域では，地形条件，水文環境が時間と共に変化し，その予測は困難である。この

ことが，新規火山堆積物で覆われた流域において，高度な砂防計画を策定する際の課題の１つとなって

いた。雲仙岳の水無川流域においては，著者らのこれまでの研究等により，土石流発生域が特定され，

土石流発生有無を予測するモデルの構築が行われたが，流出土砂量の予測には至っていない。そこで本

研究では，水無川流域のうち，近年の土砂移動が顕著な炭酸谷・極楽谷を対象として，土砂流出量を予

測するモデルを構築するための道筋を提示することを目的とした。

2.方法

2016 年～2019 年の降雨期（主に 6 月～10 月）にインターバルカメラを炭酸谷と極楽谷の 8～11 地点

に設置し，1 分間隔で撮影を行った。撮影した画像を 1 枚 1 枚確認し，それぞれの地点における出水及

び土石流の発生を記録した。また，文献踏査を行い，炭酸谷・極楽谷で発生したと考えられる土石流の

日付と規模を調べた。1990 年～1995 年の噴火活動後に土石流が頻発する期間が終了した 2000 年以降を

対象期間とした。

次に，航空機レーザー測量（2003 年 8 月，2006 年 12 月，2012 年 1 月，2014 年 2 月，11 月，2015 年

11 月，2016 年 11 月，2018 年 8 月，11 月）及び著者らが行った UAV 測量の成果（2017 年 6 月，7 月，

9 月，2018 年 5 月）を用いて 2003 年 8 月～2018 年 11 月

の 12 期間において土砂貯留量の変化を調べた。GIS 上に

おいて，それぞれの期間のオルソフォトから，炭酸谷と

極楽谷のそれぞれで，ガリーの範囲を設定し（図 1），そ

の範囲で，1 時期前の数値標高モデル（DEM）との差分

を算出し，土砂貯留量の変化を計算した。

なお本研究では，雲仙岳（気象庁）の降水データもあ

わせて解析に用い，24 時間の無降雨期間でイベントを区

別した。対象地域と雲仙岳は 4 km 程度離れているが，対

象地域の降水量と雲仙岳の降水量は比較的近いと予想さ

れることは予め確認している。

3.結果と考察

文献踏査によって 12 イベントの土石流発生が確認され，インターバルカメラによる計測から 2 イベ

ント（2017 年 7 月 4 日，2018 年 6 月 29 日）の土石流発生が確認された。土石流発生イベントの 1 時間

最大降水量は 39 mm～115 mm であった。インターバルカメラによる計測から，小規模なものも含む土

石流の発生有無は，概ね 1 時間最大降水量で予測できることがわかった。

DEM を用いて土砂貯留量の変化を調べた結果，概ね期間を通して，土砂貯留量はマイナス（侵食傾

図 1 対象とした炭酸谷と極楽谷の範囲（2018 年

11 月の例） 

炭酸谷極楽谷
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向）であったが，2016 年 11 月～2017 年 6 月は土砂貯

留量が大きくプラス（堆積傾向）であった。また，炭

酸谷と極楽谷の土砂貯留の減少量には強い正の相関

があった（図 2）。 

炭酸谷と極楽谷の土砂貯留の減少量の合計は，2003

年 8 月～2006 年 12 月を除いては，報告されている土

砂流出量と同程度であった（図 3）。そのため，炭酸谷

と極楽谷の土砂貯留の減少量を予測することで，炭酸

谷と極楽谷からの土砂流出量を把握することができ

ると判断される。

インターバルカメラの計測より 1 時間最大降水量

が 39 mm 以上の降雨イベントで土石流が発生すると

仮定した。このようなイベントを抽出した上で，各イ

ベントの 1 時間最大降水量－39 mm を計算し，土石流

の規模を示す降水指標とした。降水指標を DEM の差

分を取った期間で合計し，炭酸谷・極楽谷の土砂減少

量と比較した（図 4）。なお，この際，降水指標が 0 の

期間は解析から除外した。その結果，降水指標と炭酸

谷・極楽谷の土砂減少量には正の相関があることがわ

かった。このことから，炭酸谷と極楽谷の土砂減少量

すなわち流出土砂量は，降水指標から推定できる可能

性が高いと考えられる。

4.おわりに

本研究によって，降水指標から炭酸谷・極楽谷の土

砂流出量を予測するモデルを構築できる可能性が示

された。今後，下記の点を明らかにすることで，精度

向上が期待される。

（１）本研究で用いた降水指標以外に，流出土砂量を

予測する上で，さらに効果的な指標が存在する可能性

がある。様々な半減期の実効雨量やより短期間の降雨

強度など，数多くの指標と炭酸谷・極楽谷の土砂貯留

の減少量との関係を調べることが望まれる。

（２）降水指標と炭酸谷・極楽谷の土砂減少量の関係

において，ばらつきを生み出す要因を解明することが望まれる。2016 年 11 月～2017 年 6 月は，大規模

な降雨イベントがないものの土砂堆積が進んでいることからもわかるように，現地では，土石流発生に

起因しない土砂移動も活発に起こっている。詳細な地形解析などを行うことで，土石流の規模に影響を

与えている要因を抽出できる可能性がある。

謝辞：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）の支援を受けました。 

図 2 炭酸谷と極楽谷の土砂貯留の減少量の

関係．点線は回帰直線を示す
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図 4 降水指標と炭酸谷・極楽谷の土砂貯留の

減少量との関係．点線は回帰直線を示す
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図 3 炭酸谷・極楽谷の土砂貯留の減少量の合

計と流出土砂量の関係．●は 2003 年 8 月～

2006 年 12 月のデータを示し，回帰直線（点

線）作成の際は除外した．実線は 1:1 の線を

示している．なお，土砂流出量は複数のイベ

ントを合計したものも含まれる
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軽石を主体とする堆積物の降雨に対する保水・排水特性（その１） 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○小尾 亮，藤沢康弘，小林拓也＊，池田暁彦 

国土交通省 九州地方整備局  九州技術事務所 熊井教寿，黒木 隆，姫野 徳人 
＊現 国立研究開発法人 土木研究所 

1. 背景と目的

火山噴火による降灰があると，その地域では，降灰

のない地域あるいは降灰のない時期に比べ，より少な

い降雨で土石流が発生する傾向となることが知られ

ている（池谷ら，1995）。 

近年では，細粒火山灰が堆積した三宅島 2000 年噴

火時に，少ない降雨で土石流が発生した一方，軽石主

体の噴出物が堆積した新燃岳 2011 年噴火では，少な

い降雨では土石流が発生しなかった。このことに着目

した藤沢ら（2018）は，近年国内で発生した降灰後の

土石流発生事例を収集し，データ数は少ないものの，

堆積物が細粒火山灰でなく軽石主体である場合，土石

流発生時の時間雨量，連続雨量共に大きくなる傾向が

あることを示した。このメカニズムとして，軽石主体

の堆積物は浸透能が高いため，小雨時には降雨の大部

分が浸透し，表面流が発生しにくいといった特性が関

与していると考えられている（厚井ら，2013）。 

そこで本研究では，表面流の発生に関わる軽石の保

水性や排水性といった特性を詳細に把握するため，軽

石に対する室内散水調査を行い，降雨時の軽石堆積物

の働きについて時系列の観測を行った。 

2. 調査手法

室内装置にて軽石に散水を行い，軽石の状況を観察

のうえ，吸水量および排水量を測定した。 

装置を図－2に示す。軽石試料には，桜島の 1914 年

大正噴火による降下軽石堆積物（大正軽石）を使用し

た。手順は以下の通りとした。 

 底面を水が透過する槽に，現地の自然状態と同じ

堆積密度（0.69 g/cm3）に調整した軽石試料を設置。 

 降雨に見立てた散水を開始。

 軽石試料の質量変化を測定。

 散水をしばらく続けると，軽石からの排水が発生。 

 散水量と排水量が一定になった時点（軽石が飽和

した時点）で散水を停止。

 散水停止後の軽石試料の質量変化を継続測定。

図－1 軽石試料および測定概略図 

図－2 散水装置概要 

3. 測定

散水は，噴火直後の乾燥した軽石に対する 1回の降

雨（ケース 1）とその後の繰り返し降雨（ケース 2）

を想定した。降雨強度は 10 mm/h，20 mm/h，30 mm/h

の 3 種類とし，繰り返し降雨では 10⇒20⇒30 mm/h と

一連で変化させた。 

測定結果のグラフ（図－3，図－4）では，縦軸を含

水比[%]および降雨強度[mm/h]，横軸を時間［min］と

して，各降雨強度の散水における軽石の含水比の測定

値を示した。折れ線グラフの立ち上り点は散水開始時

刻にあたり，上に凸の左肩遷急点は軽石からの排水発

生時刻，右肩遷急点は散水停止時刻にあたる。 

4. 結果

ケース 1

A) 軽石は自身の質量の 40 %強相当の水を吸収した。 

B) 散水を終えると，軽石の質量はピーク吸水時の質

量の 87～90 %相当にまで減少した。すなわち，散

水中の最大吸水量に対しての最終的な保水率は

約 9割，排水率は約 1割となった。

C) 1 回の降雨（ケース 1）では，降雨強度が強い方

が吸水スピードが早く，飽和するまでの時間が短

い。しかし，降雨強度が強くても吸水量は大きく

変わらない。

軽 石

軽 石 質 量

排 水 質 量

散 水 （ 一 定 強 度 ）

電 子 天 秤
電 子 天 秤
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ケース 2

D) 繰り返し降雨（ケース 2）では，降雨強度 10 mm/h

散水後の含水比は 41.6 %だが，20 mm/h 後は

46.2 %，30 mm/h 後は 49.6 %と増加していく。

5. 考察

5.1. 軽石の時系列的な応答変化 

今回の測定結果からは，軽石は初期の散水に対して

は水を吸収し（結果 A），散水が止んだ後も吸収した水

の多くを保持していることがわかる（結果 B）。 

散水停止直後に排水された水を除くと，軽石に保持

された水は，時間を経てもほとんど排水されていない。

そのため軽石は，2度目の散水からは少しの水を吸収

するのみとなり，散水されたほとんどの水をそのまま

通過させ排水している。 

5.2. 軽石粒子の保水・排水メカニズム 

測定結果では，1度の散水で飽和したように見えた

軽石でも，繰り返し散水を行うと，より多くの水を吸

収していく現象が見られた（結果 C，D）。これは，軽

石粒子の内部に，水が浸透していない空間（深層部）

が存在するためと考えられる（図－6の①～③）。 

図－6 軽石層の降雨に対する応答イメージ 

① 散水中の軽石は，軽石表面と表層部に水が保持

される。

② 散水を停止した軽石は，表面の水が排水され，

表層部の水は保持したままとなる。

③ 表層部の水は，時間を経て深層部へと浸透し，

表層部には水を吸収する空間が生じる。これに

より，次の散水で吸水量を増やすことができる。 

6. まとめと今後の課題

軽石主体の堆積物は，噴火後初期の降雨を吸収した

後，ほとんどを排水させず，大部分を保水した状態と

なる。その後の降雨により軽石内部への少量の浸透は

認められるものの，その大部分は軽石層を通過して地

中へ浸透するため，表面流は発生しにくい。雨水の通

過は，軽石主体の堆積物が比較的粗粒であることが影

響していると考えられる。 

本研究の今後の課題として，本研究データを，多様

な噴火様式に対応した避難基準等の議論に向け，降雨

流出解析時の初期損失雨量等として考慮できるよう

検討を進めていきたい。そのために，今後より多くの

測定データを収集していく必要がある。 

また，軽石は噴火により性質が異なるため，各地の

軽石の比較測定結果を示すことが必要である。この課

題に対しては「軽石を主体とする堆積物の降雨に対す

る保水・排水特性（その２）」と題して発表を行った。 

<引用文献>池谷ら(1995):砂防学会誌,Vol.48,No.2,P22-26.
藤沢ら(2018):H30 年度砂防学会研究発表会概要集,P769-
770.厚井ら(2013):砂防学会誌,Vol.65,No.6,P37-45.

30mm 散水停止 
20mm 散水停止 10mm 散水停止 

散水開始 

含水比 50% 
＝1907ｇ（散水前の軽石）×0.5 
＝953.5ｇの水を吸収 

10mm 
散水開始 

30mm 散水停止 
20mm 散水停止 

10mm 散水停止 

20mm 散水開始 30mm 散水開始 

図－3 散水時の軽石含水比測定結果（ケース 1：1 回の降雨） 

図－4 散水時の軽石含水比測定結果（ケース 2：繰り返し降雨） 図－5 軽石粒度分布 
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火山噴火時におけるエンジン式固定翼 UAVの緊急調査の適用性の検討 

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 調査一課 野口暁浩（現：東北地方整備局）・渡邊繁行 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 〇佐々木央・澤田悦史・松田尚郎・北原一平・菊池将人 

フジ・インバック株式会社 田邊誠治

1. はじめに

火山噴火時に実施される緊急調査のうち、噴火後の

地形把握、火口周辺の状況把握及び降灰を含む堆積物

の範囲の把握は、その後の対応を決定するうえで重要

な基本情報となる。

噴火時から初動時における降灰範囲の把握は、人工

衛星や有人航空機、無人航空機（以下、「UAV」とす

る）、監視カメラ等の画像（もしくは動画）を通常時と

比較し、降灰による地表面色調の変化に基づいて判断

することとなっている 3)。また、これまでの火山噴火

時における初動対応で最も活用されているのはヘリコ

プターによる上空からの撮影であり、その機動性の高

さと撮影画像の直感的な判断が可能な点に優位性があ

る。また、近年の UAV 技術の急速な開発及び普及に

より、汎用性の高い回転翼 UAV も緊急調査への活用

が進められている。

しかしながら、実際に火山噴火時における緊急調査

を想定した場合、以下の 3 点が課題として挙げられる。 

【課題①】ヘリ調査では搭乗員の安全確保の観点から、

噴火時に火口付近まで近接することは困難

【課題②】ヘリ調査は周辺状況の把握を目的とした空

撮のみであり、平面的な降灰範囲の広がりを

判断しづらい

【課題③】回転翼 UAV では撮影可能範囲、高度が限

定的となっている

そこで本検討では上記した課題への対応策として、

エンジン式固定翼 UAV を用いた緊急調査への適用性

について実証試験を実施した。

UAV はエンジン（ガソリンまたは灯油）式とバッテ

リー式、飛行形態は固定翼と回転翼に大別され、エン

ジン式固定翼は高出力かつ長距離、高高度での飛行が

可能という特徴を有する。

図 1 使用したエンジン式固定翼 UAV 

2. 実証試験の概要

実証試験の概要を以下に整理する。

検証目的  平常時における火山周辺状況の空撮
実施

 撮影画像の活用方法の検討
 緊急時に実施する際の課題整理

対象地域 秋田駒ケ岳、噴火警戒レベル 3（火口か
ら 2km）の範囲

撮影日 2019年 12月 9日
使用機材 表 1に示す通り
離発着地点 たざわ湖スキー場 銀嶺第 1 駐車場 

表 1 使用機材一覧 

3. 対象地域における電波干渉の発生

当初の計画では、秋田駒ケ岳の噴火警戒レベル３（火

口から 2km）の範囲を飛行及び撮影する予定であった

が、UAV と衛星通信の電波干渉が生じた。これにより

自動航行による目視外飛行が不可能となったため、目

視内飛行が可能な秋田県側のみの飛行となった。

なお、これまでに同機体による飛行時にこのような

電波干渉が発生した事例はなく、衛星通信を管理する

プロバイダにも通信障害が時折発生していることが報

告されているのみであり、具体的な原因を解明するこ

とはできず、秋田駒ケ岳特有の課題と言える。

図 2 電波干渉の概要 

項目 内容

機材名 フジ・インバック社　W-2A型

寸法 D:3,570mm W:4,360mm H:830mm

エンジン 250cc 2サイクルレシプロエンジン

速度 最大180km/h、巡航110～120km/h

飛行高度 700m～2000m（撮影高度500m)

カメラ FUJIFILM GFX100

有効解像度 約1億200万画素

レンズ フジノンレンズ GF23mmF4 R LM WR

地上分解能 80mm/pix

撮影範囲（短辺） 715m

撮影範囲（長辺） 950m

電波干渉を
おこした箇所

UAV

Inmarsat Satellite
（衛星）

Land Earth Station

GPS Satellites

測位情報

カメラ映像、UAVの状態等の情報
（位置、速度、高度等）

オートパイロット：自律飛行に
必須となる通信

目視外飛行を実施するための航空法・安全上で必要な通信
（オートパイロット：自律飛行上は不要）

経路変更指示等

地上局

UAV機体には自律飛行のルートが記録されている
ため、GPSの位置情報をもとに指定したルートを
自動で飛行することができる。

衛星通信システム
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飛行経路

調査対象範囲

50m等高線

凡例

図 4 秋田駒ケ岳周辺のオルソ画像 

4. 実証試験結果及びその活用

飛行時間は 1 時間程度、写真撮影枚数は 700 枚程度

であった。

4.1 3D モデル、DSM による地形変化の把握 

UAV の空撮画像は、フライトログから生成した位置

情報を 1 枚ごとに割り当て、3D モデルリングソフト

ウェア（Context Capture）を用いて画像解析を行っ

た。

撮影当日は秋田駒ケ岳山頂一帯が積雪で覆われてい

たが、3D モデルは問題なく作成することが可能でき

たため、噴火時に降灰が観測された場合においてもモ

デル化が可能と考えられる。

作成した 3D モデルの地形情報をもとに数値表層モ

デル（以下、「DSM」とする）を作成し、既往の測量

成果と比較した。今回の解析では、一般的な航空写真

測量で活用される対空標識や電子基準点等は活用して

いないため、数メートル程度の誤差が確認された。し

かし、噴火時における火口付近の中～大規模な地形変

化や土砂移動現象の面的な把握には十分な精度を持っ

ていることが確認できた。

4.2 オルソ画像による降灰範囲の把握 

作成した 3D モデルからオルソ画像を作成し、降灰

を想定した積雪範囲の抽出を行った。前述したように

山頂付近では積雪があったものの、周辺地域も含め明

確な色調の変化が確認することができたことから、火

山噴火時においても撮影画像を基にした降灰及び積雪

範囲の把握（判読）は可能と考えられる。

5. まとめ

課題①及び③は、エンジン式固定翼 UAV を採用す

ることにより、バッテリー式回転翼 UAVと比較して、

長距離かつ高高度飛行が可能となる。火山噴火時にお

いても火口付近までの飛行及び撮影が実現可能となり、

搭乗員の安全性にも配慮することができる（ただし、

噴石の衝突、噴煙等による機体落下のリスクは伴う）。 
課題②及び③は、エンジン式固定翼 UAV で撮影し

た連続写真を画像解析することで解決可能である。現

時点で、航空測量と同様の精度を担保すること困難、

かつ、実際の火山噴火時に精度向上のための対空標識

を山体全体に配置することは現実的ではない。

したがって、現段階におけるエンジン式固定翼 UAV
活用方法は、噴火時における火口近傍を含む火山周辺

の概査と位置付けられ、中～大規模な地形変化及び土

砂移動現象の把握と言いえる。

これらの課題に対して、高解像度カメラ及び PPK
（Post Processing Kinematic：後処理キネマティック

方式）を併用することで従来の航空写真測量と同程度

の精度を確保できると考えられており、今後検証する

必要がある。また、上記が実証できれば、より高精度

の計測が可能となり、火口を含む周辺の精査及び地形

変化の把握が可能になると考えられる。

機材の運用に関する課題として、現状では運用可能

な企業が限定的であり、実際の噴火対応時に活用可能

な仕組み、体制づくりが構築されていないことが挙げ

られる。

また、今回の検討範囲である秋田駒ケ岳周辺では、

前述の通り、衛星との通信障害が確認されたため、当

初の飛行範囲を撮影することができなかった。今後は

有人機等を用いて、事前に現地の通信状況を確認する

とともに、各火山における通信状況の確認や留意事項

を蓄積するとともに、測定精度の向上、解析作業の効

率化を図っていく必要がある。

参考文献 

1) 浅間山における無人航空機の試験飛行,坂島ら,平成

23 年 5 月,砂防学会研究発表会概要集,P.486-487
2) 霧島山新燃岳における無人航空機を活用した計測,

坂島ら,平成 24 年 5 月,砂防学会研究発表会概要

集,P.202-203
3) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴

火による降灰等の堆積後の降水を発生原因とする

土石流対策編）、平成 23 年 4 月、国土交通省 砂防

部 砂防計画課

4) 秋田駒ケ岳火山噴火緊急減災対策砂防計画、平成

22 年 3 月、国土交通省 東北地方整備局 岩手河川

国道事務所及び湯沢河川国道事務所

図 3 3Dモデルによる鳥瞰図 
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浸透能調査・降灰量調査訓練の⼀事例について 

大日本コンサルタント（株） ○江頭勲，阿部征輝，篠崎嗣浩，羽山浩次，松下博昭，八木彰

1．はじめに 

2011年 5月に，土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（土

砂災害防止法）が施行された．これに伴い，火山噴火により緊急調査着手の要件（河川勾配 10 度以上の区域の

概ね 5 割以上に 1cm 以上の降灰等が堆積した場合）を満たした場合，国交省が緊急調査（降灰量調査や浸透能

調査）を実施することが義務付けられている．  

本発表では，国内の活火山において，噴火した際に円滑な緊急調査が実施できるよう，浸透能調査および降

灰量調査の実施方法の確認と，手順の習得を目的として実施した「浸透能調査・降灰量調査実地訓練」の一事

例を示す．また，浸透能調査（冠水型試験）を複数地点で実施し，土壌の違いによる浸透能の変化を分析した

結果を報告する． 

2.浸透能調査および降灰量調査の手法，手順

（1）浸透能調査手法，実施手順 

 浸透能調査は，火山灰の堆積による浸透能を確認し，

土石流発生の切迫性を確認することを目的として，以

下の 2 手法の調査訓練を実施した． 

・冠水型試験：地面に差し込んだ円筒に注水し，水位

の変化から時間当りの浸透量を求める手法

・散水型試験：単位区画を設定し，区画全体に均一に

じょうろにより散水した後，区画から流出する表面流

の流量を計測する手法 

なお，浸透能調査地点は，以下のとおり設定した． 

・基本的には 1 渓流 1 地点以上選定した．

・国道または道道からのアクセスの良い地点とした．

・噴火時は降灰量調査も実施するため，降灰量調査地

点（設定済み）の位置も考慮して選定した．

 上記手法による訓練の結果、火山灰散布後の方が浸

透能が小さくなることが確認された． 

（2）降灰量調査手法，実施手順 

降灰量調査は，降灰の厚さ 1cm に達するか否かを把握することが目的であることから，現地ではまず既定の

降灰量調査地点において火山灰を採取する．採取した火山灰は，重量を測定して単位面積当たりの堆積厚を計

算し，等降灰量線図を作成する．

本訓練では，火山灰堆積後を想定して，火山灰の採取方法について確認した．

＜降灰量調査実施手順＞

①降灰地点にプラスチック版（30cm×30cm）を設置し、板の周囲の灰を除去

②板を外して灰を集める

③採取袋に入れる

3.土壌の違いによる浸透能の変化について 

 浸透能調査は，火山灰堆積前後でどの程度変化があるか確認することが重要である．そこで，火山灰堆積前

の土壌が異なる複数の浸透能調査地点において，冠水型試験を実施し，浸透能を算出した． 

冠水型試験では，管の内側に水位が測れるようにメジャーを円筒内に立て，1 リットルの水を注いだ後，20 秒

ごとにメジャーの水位目盛を読み取る．この作業を，水位降下幅がほぼ一定になるまで繰り返した． 

この場合，降下速度が一定になった水位幅が，そのまま浸透能として表わされる．

浸透能＝水位降下幅／時間 

図1．浸透能調査実施手順

図2．降灰量調査実施状況
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冠水がなくなるまでの時間または水位降下幅を記録した用紙をもとに，時間と水位変化量の関係を図表にと

りまとめ，浸透能を整理した． 

表１．浸透能調査結果一覧 

【調査結果】

土壌内に軽石が混在している場合は，透水性が高い

ため，浸透能は大きく，水位降下幅にはバラつきが見

られる（A 川，B 川），一方，土壌が発達している場合

は，透水性が低いため，浸透能は小さく，水位降下幅

に極端な変動は見られない（土壌内の空隙率が低いほ

ど浸透能が小さくなることを確認）（C 川，D 川） 

4.まとめと今後の課題

（1）浸透能調査について 

浸透能調査（冠水型試験）について，火山灰を地表に散布して試験を実施した結果，水位降下幅が散布前と

比べて極端に小さくなることが確認された．これは，1996 年の駒ケ岳噴火時に火山灰堆積厚が数 cm 以上の斜

面で約 10mm/hr(0.06mm/20s)という数値が得られている 1)ように，平常時と火山灰堆積時は極端に水位降下幅

が異なることが本試験により確認できた．また，調査方法に関して，冠水型試験は，散水型試験に比べて必要

機材が小型であり，持ち運びが容易であることや，使用する水量が少ないことから，緊急時には効率的に調査

が可能であることが確認された．

今回は，対象とする火山の 4 河川について調査を実施したが，今後は，全ての河川について同様に調査を行

い，全体でどのような傾向があるか検証することも必要と考えられる．

（2）降灰量調査について 

降灰量調査について，調査道具（プラスチック版，ホウキ，チリトリ，採取袋）を用いて，採取方法を確認

した．降灰厚が数 cm 以上である場合，外枠を設置した板が有効であることが確認された． 

参考文献

1) 「田村ほか（2009），火山灰堆積厚が土砂流出に与える影響に関する考察，砂防学会研究発表会概要集,P-246」 

図3．20秒毎の水位降下幅【A川】

図4．20秒毎の水位降下幅【B川】

図5．20秒毎の水位降下幅【C川】

図6．20秒毎の水位降下幅【D川】 
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火山灰）
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B川
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C川
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A層（土壌が発達）

軽石および
火山灰

5 900

D川
A0層厚（約５cm)、
A層（土壌が発達）

輝石安山岩
質軽石

5 900

冠水型試験結果
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立入規制下の火山地域における降灰および気象観測情報の面的な把握手法 

一般財団法人砂防・地すべり技術センター ○金井啓通、枦木敏仁 

国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所 永田雅一、杵淵新一*、後藤順一 

（＊現 国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所） 

１．はじめに 

火山噴火に伴い発生する土砂移動現象である降灰後

土石流、融雪型火山泥流の影響範囲を噴火発生後に迅

速に予測するためには、降灰状況や降灰後土石流が発

生する恐れのある渓流の源頭部付近の時間雨量、山体

周辺の積雪状況（積雪深、積雪密度）を迅速にかつ、

面的に把握することが重要である。しかしながら、噴

火警戒レベルの引き上げにより立入が規制された火山

において、立入規制範囲内の降灰状況、時間雨量、積

雪状況を把握することは困難である。そこで本発表で

は、これら火山噴火に伴い発生する土砂移動現象の影

響範囲予測に必要な情報を立入規制範囲外から把握す

る手法について検討し、それらを緊急時に実施する上

で事前に準備が必要な項目等について考察した。 

２．観測手法の検討 

 降灰状況、時間雨量、積雪深の既往の把握方法を調

査および解析の 2 種に分類し、そのうち調査手法はさ

らに緊急設置型とリモートセンシング型に分類した

（表１）。緊急設置タイプは、近年研究が進む無人航

空機（Unmanned Aerial Vehicle(以下、UAV)）等を用

いて観測機器を立入規制範囲内に運搬設置し、携帯電

話回線等を介してデータを継続的に取得する手法であ

る(NEDO,2016.永谷ほか 2019.堤ほか 2019)。各観測対

象項目は山体の地形、標高等により均一に堆積等しな

いことが考えられるため、面的に情報を取得する必要

がある。そこで本検討では、表１に示した既往の調査

手法を組み合わせ、緊急設置した機器により観測した

点的なデータやリモートセンシングにより取得したデ

ータを基に、推定式や関係式を作成し、必要な情報を

迅速かつ面的に取得する手法を検討した（図１、表

２）。 

降灰厚さの観測では、立入規制範囲内は緊急的に設

置した降灰センサー等の観測機器で得られた値を、規

制範囲外は緊急調査等で得られた値を基に、火口から

の距離と厚さの推定式を使用して、降灰の分布を推定

する。時間雨量は、緊急的に設置した雨量観測機器に

よる雨量と既設雨量計および XRAIN による解析雨量の

結果を総合的に判断し、面的な雨量を推測する。積雪

深では、緊急的に設置したカメラによるスケール撮影

表１.降灰状況、雨量、積雪状況の既往の把握手法 

図１.各観測の概要 
（上段：降灰厚さ、中段：雨量、下段：積雪状況） 

手法 調査手法 解析手法 

タイプ 緊急設置 リモートセンシング 推定式や相関式による推定 

降灰 
厚さ 

・無人機械（UAV 等）によるカメラやス
ケール、降灰厚センサーの設置、計測 

・空撮によるスケール撮影（UAV） 
・SFM・LP（UAV）・衛星（光学、SAR） 

早川式など 

雨量 
・UAV による簡易雨量計設置 
・可搬型気象レーダー（マイクロレイン） 

・気象レーダー（X-MP） 

積雪 
・UAV によるスケールとカメラ設置、
計測

・気象レーダー（X-MP）（但し降雪観測） 
・SFM、LP（UAV）：非積雪期との差分解析 
・衛星（SAR L-band）：後方散乱強度の差分解析 

既往観測データと緊急的に把握した積雪
データを基に標高-積雪深相関式を作成 

【積雪期のLP計測・現地調査による差分解析】 

XRAIN 解析雨量 

【現在の雪(気象庁)による積雪深情報】 
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により点的な積雪深を把握し、近隣の既設積雪量計、

気象庁公表の積雪深分布（現在の雪）などから標高と

積雪深の相関式を作成することで、積雪深を面的に推

定する。 

なお、これら観測手法を用いる場合の条件として、

携帯電話回線の通信状況（緊急時設置機器のデータ伝

送）、観測機器の設置が可能な箇所（可能な限り平坦

な箇所、高い上空開口度等）の有無、山体近傍の立入

規制範囲外における UAV 離発着候補箇所の有無などが

考えられる。さらに雨量観測では、XRAIN のデータを

用いて面的な雨量分布を予測するため、XRAIN の解析

対象範囲内である必要がある。 

３．事前準備が必要な項目 

 緊急時に本手法を実施するために必要な準備事項を

表３に整理した。緊急時にはより迅速な対応が求めら

れるため、表３中の実施項目の中でも検討に時間を要

することが想定される『緊急設置機器の設置箇所の選

定』および『UAV 飛行に関わる離着陸箇所、飛行ルート

等の検討』は特に事前に実施しておくことが望まし

い。また、雨量に関しては、火山地域周辺の既設雨量

計と XRAIN による解析雨量との相関関係を把握してお

くことで、緊急設置した雨量計の観測結果を XRAIN の

情報と照合させ面的な雨量分布を推定する際の精度を

向上させることが期待できる。さらに、緊急時により

多く立入規制範囲内の情報を取得する必要があるた

め、いずれの観測対象でも共通の項目として、公共機

関が設置するカメラ（気象カメラ、道路カメラなど）

の他に、民間の設置するカメラ（スキー場ライブカメ

ラなど）の情報を整理しておくことも有効と考えられ

る。

４．平常時からの機器整備の必要性 

 緊急的に実施するこれらの手法は、平常時から設置

する観測機器（積雪量計、転倒升雨量計、自動降灰量

計など）に比べ現状では観測精度が劣る。従って、よ

り観測精度を上げるために、平常時から積雪量計、転

倒升雨量計、自動降灰量計等を設置する等し、そこに

緊急時に実施する調査により得られたデータを組み合

わせ情報を取得することが望ましい。 

参考文献 
NEDO,2016,土石流予測を目的としたセンシング技術とリアルタイ
ムデータベースの開発 
永谷ほか,2019,飛行ロボットで運搬する観測カメラの設置点計画
と設置試験,第19回建設ロボットシンポジウム 
堤ほか,2019,火山噴火時立入困難地域の状況把握把握のための遠
隔調査ユニットならびにUAVを用いた運搬手法開発への取り組み
（その２）, 令和元年度砂防学会研究発表会概要集 

対象 項目 細目 

降
灰
状
況 

UAVによるカ

メラ・スケー

ル・センサーの

設置 

 機器の選定 

 ★スケール、カメラの設置箇所の検討 

 ★UAV飛行に関わる離着陸箇所、飛行

ルート等の検討 

 UAV飛行に関わる申請等の準備 

 平常時からの試験飛行 

UAV・LP・衛

星による画像

比較 

 手法の選定 

 噴火前の画像データの取得 

 噴火後のデータ取得体制の構築 

雨
量 

UAVによる雨

量計の設置 

 機器の選定 

 ★雨量計の設置箇所の検討 

 転升型雨量計との計測値整合確認 

 ★UAV飛行に関わる離着陸箇所、飛行

ルート等の検討 

 UAV飛行に関わる申請等の準備 

 平常時からの試験飛行 

可搬型気象レ

ーダーによる

雨量観測 

 機器の選定 

 レーダー設置箇所の選定 

 ★既設雨量計とXRAINの相関関係把握 

積
雪
深 

UAVによるカ

メラ・スケール

の設置 

 機器の選定 

 ★カメラ・スケール設置場所の検討 

 ★UAV飛行に関わる離着陸箇所、飛行

ルート等の検討 

 UAV飛行に関わる申請等の準備 

 平常時からの試験飛行 

UAV・LP・衛

星による画像

比較 

 手法の選定 

 噴火前の画像データの取得 

 噴火後のデータ取得体制の構築 

共
通 

 公共、民間の設置するカメラの有無と画郭等の整理 

表３.事前準備事項（★：優先検討事項） 
）

表２.UAVによる緊急設置の概要 
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令和元年に御嶽山山頂部で起きた雪崩に伴う土砂移動現象 

国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 植野 利康，大森 秀人，田島 健 
アジア航測株式会社    〇藤田 浩司，荒井 健一，廣谷 志穂，三浦 俊介 

１. はじめに

御嶽山は，長野・岐阜県境に位置する標高 3,067m の活火山である。山頂部

には，過去の噴火や崩壊で形成された火口や崩壊地形が数多く分布しており，

複雑な地形となっている（図 1）。令和元年(2019 年)5 月下旬に，これら火口

跡のひとつである二ノ池付近で，雪崩を起源とした土砂移動が発生した。今

回，この雪崩と土砂移動現象について，発生時の資料収集と現地調査及び関

係者からの聞き取りを行い土砂の流下状況と発生機構を推定した。 

２. 雪崩発生に関する情報

二ノ池付近で発生した雪崩は，5 月 22 日に山小屋関係者が発見し，長野県

木曽町役場三岳支所に通報された。通報を受けた木曽町役場三岳支所の職員

が 5 月 23,24日に現地調査を行い，雪崩の発生を確認した。 

３.雪崩発生時の気象状況

御嶽山中腹の王滝村田ノ原に設置されている

気象庁のアメダス御嶽山観測点の気象データと

山頂付近の気温を推定するために石川県輪島観

測所の高層気象データ（上空 3,000m）を収集し

た（図 2）。雪崩発生時の気象状況を下記に示す。 

① 2019 年 4～5 月は気温が低く，御嶽山の山頂

付近は氷点下となっていた可能性が高い

② 4月中～下旬にかけて中腹のアメダス観測点

で降水が観測されており，山頂付近では新た

に雪が積もったと考えられる

③ 5 月 20 日の夜から 21 日の午前にかけて，

連続雨量 101.0mm（時間最大降水量 19.5mm）

の降水が観測されている

④ 輪島上空約 3,000m でのデータでは，上記③

の降水時の気温は，20 日 9 時が+7.2℃，21

日 9 時が+2.3℃であることから，御嶽山山頂付近でも雪ではなく雨となっていた可能性が高い 

４. 関係者からの情報収集（二ノ池山荘）

4.1 雪崩発生時の状況（図 3，写真 1）

・二ノ池東側に位置する火口壁（尾根）に積雪は無く，雪崩発生地

点上部の一ノ池方面には積雪があった。

・雪崩は一ノ池東側の沢で発生しており，全層雪崩のようだった。 

・発生した雪崩は二ノ池東側を直線的に流下，一部が二ノ池東側尾

根を乗り越えた。 

・山荘周辺では，1～4m の雪玉状となっていた。

4.2 二ノ池山荘への被害

・尾根を乗り越えた雪崩により，尾根上の送水施設が破損した。

・建物南東側（入口側）の窓が割れ，一部客室にも雪が流入してい

た。

・入口上部のひさしが雪によってもぎ取られ，二ノ池側に運ばれて

いた。 

・建物南西側（二ノ池側）への被害はなかった。
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図 2 2018年 10 月～2019 年 5月の御嶽山付近での気象状況 
(気象庁アメダス御嶽山観測点と輪島観測所での高層気象データをもとに作成) 

凡 例
雪崩と土砂の
流下範囲

一ノ池

二ノ池

二ノ池山荘

火口壁
(尾根)

図 3 二ノ池周辺での雪崩流下状況 

写真-1の 
撮影位置 

図 1 御嶽山山頂付近の地形 
(赤色立体地図から作成) 

二ノ池 

一ノ池 

剣が峰(山頂) 

御岳ロープウェイ 
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写真 1 雪崩発生当時の現地状況（二ノ池山荘提供写真に加筆） 

５. 現地調査結果

雪解け後の雪崩発生箇所及び下部に土砂や砂礫が多く堆積していないことから，雪崩発生時には礫は

多く含まれていなかったと推定できる。一方，二ノ池から 1km程度離れた下流部には土砂混じりの雪が

堆積していたことから，雪崩が周辺の土砂や砂礫を巻き込みながら流下したと考えられる（写真 2,3,4）。 

６. 土砂流出規模の推定
雪崩発生時に撮影された写真や今回実施した現地調査を

もとに土砂が流下した範囲を判読した。判読結果からは，ニ
ノ池火口縁からの土砂流下距離は約 1.2kmと推定される。今
回の土砂流出は到達範囲に未確認箇所があるものの，流下面
積は図上で計測すると約 20,000m2となる。

７. まとめと課題
2019 年 5 月に発生した雪崩は，春先の低温時に積もった

雪が低気圧通過に伴う気温上昇と降雨により発生したと考
えられる。発生した雪崩は，流下経路にあたる二ノ池の積雪
や湖水を巻き込み，東側の尾根を越えて谷沿い少なくとも約
1.2km流下したと推定される（図 5）。 
泥流が流下した渓流下部には，ロープウェイの施設があり，

雪崩の規模が大きい場合には氾濫等で影響が出る可能性も
ある。今回の土砂移動は，これまで想定されていなかった現
象であり，同様な積雪や気象条件となった場合（春～初夏の
新雪・豪雨）には，雪崩発生に警戒する必要がある。 

８. 謝辞
二ノ池山荘関係者の皆様には，現地調査及び雪崩発生時のヒアリング時に大変お世話になり，雪崩発生

時の写真も提供いただきました。ここに，感謝申し上げます。 

二ノ池
二ノ池山荘

一ノ池

東

火口壁(尾根)

図 5 今回発生した雪崩・土砂の流下メカニズム 

写真 3 流下した土砂の堆積状況（二ノ池下流） 

雪崩発生地点 

雪崩で運ばれた礫 
二ノ池 

写真 2 雪解け後の雪崩発生地点及び下部二ノ池の状況 写真 4 写真 3 の土砂堆積域の状況（雪解け後に UAV で撮影） 

土砂・砂礫が堆積 

図 4 現地写真の撮影位置（丸番
号が写真番号と一致）と雪
崩・土砂の流下範囲 

① 

② 

③
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弾道計算ソフトを用いた湿潤な火山灰による影響範囲の考察 

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 〇田中利昌 枦木敏仁 金井啓通 
北海道 胆振総合振興局 室蘭建設管理部 登別出張所 村上昭宏＊ 森永章裕 

＊現：北海道 胆振総合振興局 室蘭建設管理部 維持管理課 

1. はじめに
火山噴火における降灰の影響範囲を把握すること

は、火山防災対策や避難を検討する上で重要である。
そのため、多くの火山で降灰シミュレーションが実施
されハザードマップ等が作成されている。これらのシ
ミュレーションでは、過去の噴火事例などから、規模
としては市街地等へ影響が想定される中～大規模噴火
(降灰量が数 100 万 m3以上)が対象とされることが多
い。そのため、計算モデルは、高層風などの影響も把
握可能な乾燥粒子を想定した移流拡散モデルでの検討
が多い傾向にある。
一方、近年に発生した本白根山噴火(平成 30 年)や御

嶽山噴火(平成 26 年)などは、降灰量が数 10 万 m3規
模であった。このような小規模噴火は、影響の小ささ
から事前に降灰分布を把握されることは少ない。 
また、実際の噴火では、火口近傍に含水率の高い湿

潤した火山灰が厚く堆積することが確認されている。
これらの湿潤した火山灰は、乾燥粒子より比重が大き
く、ある程度は塊状を呈し、弾道軌道による飛散が想
定される。これらの噴出物は、大規模噴火では全体量
に対して小さな割合と考えられるが、小規模噴火では
堆積分布に影響を与える可能性が考えられた。 
そこで本報告では、小規模噴火における湿潤した火

山灰の噴出を想定して、弾道飛散と移流拡散を組み合
わせた降灰の影響範囲について考察した。 

2. 倶多楽火山における降灰分布の再現計算
2.1 検討対象地
検討対象地は、北海道の倶多楽火山を対象とした。

倶多楽は、日本有数の温泉地であり、想定火口からは
しばしば泥混じりの熱湯が噴出する現象が報告されて
いる。そのため、噴火時には湿潤な火山灰が噴出する
可能性は高いと考えられた。 
倶多楽の最新の噴火は約 200 年前に日和山－大湯沼

－地獄谷火口列で発生したとされており（Goto ほ
か,2015）、降灰実績は各火口から半径約 200～500ｍ程
度と狭い範囲である(図 1)。 

図 1 約 200 年前の水蒸気噴火による降灰範囲（左上）と粒径分
布(右上)(Goto ほか,2015)、地獄谷火口における降灰分布の再現(下) 

2.2 検討方法 
本報告では、地獄谷火口を対象とし、弾道飛散と移

流拡散を組み合わせて降灰分布の再現計算を行った。
地獄谷火口の降灰分布は、図 1（左上）の降灰分布か
ら再現し、その層厚分布から総噴出物量は 18,000m³
とした。 
計算に用いるソフトウェアは、弾道計算には地形デ

ータを反映でき、噴出物の数を設定することが可能な
オープンソースのソフトウェア「Ballista」を使用し
た。移流拡散は「Tephra2」を使用した。
弾道飛散と移流拡散の区分は、計算に用いる粒径と

した。それぞれの計算モデルの適用性から、粒径 5cm
以上を弾道計算、5cm 以下を移流拡散の対象とした。
また、それぞれの噴出量は、既往の粒径分布(図 1
（右上）)の面積比から下記のとおりとした。 

Ballista：2,798m³  Tephra2：15,202m³ 
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2.3 パラメータの設定 
 紙面の都合上、本項では Ballista の計算で設定し
たパラメータを示す(表 1)。 
パラメータを設定する上で課題となったのは、噴出

物の初速度であった。火山噴出物は、一般的に大きい
粒径の噴出物は火口近傍、小さい粒径の噴出物は遠方
まで到達する傾向にある。一方、Ballista は、運動方
程式による弾道運動を基礎としているため、粒径の大
きい噴出物ほど遠方へ飛散する結果となる。そのた
め、Ballista で一定の初速度を設定し、粒径毎に計算
を実施すると、実現象との逆転が生じる。 
そこで、本報告では既往研究の粒径分布をもとに再

現計算を行い、粒径毎の初速度を設定した。 

2.4 Ballista による降灰厚の算出 
Ballista では、個々の噴出物の飛散位置が結果とな

る。そのため、降灰厚は次の手順で算出した。 
① 粒径分布(Goto ほか)の面積比から各粒径の対象量

を設定
② Ballista により粒径毎の飛散範囲を計算
③ ②をメッシュ分割(10m×10m)し、分布割合を算出
④ ③から、対象量を基にメッシュ毎の分布体積を算出
⑤ ④の体積が、均一に堆積すると仮定し厚さを算出
⑥ 各粒径における層厚を算出し、足し合わせた。
上記の手法で計算した粒径 5㎝の降灰範囲を図 2

に示す。その結果、降灰分布は、おおむね実績の飛
散範囲と整合した。 

2.4 再現計算の降灰厚の算出 
前述した手法で算出した Ballista と Tephra２の降

灰分布を足し合わせ、降灰分布図を作成した(図 3)。 

 その結果、Tephra2 だけでは火口近傍の降灰厚が実
績とは適合しなかったが、Ballista の計算を足し合わ
せることで、火口周辺の降灰厚 20～30cm の範囲が実
績範囲と概ね整合する結果となった。 

図 3 BallistaとTephra2による降灰分布 
3. おわりに
本報告では、倶多楽の地獄谷火口を想定して

Ballista と Tephra２を組み合わせた降灰分布を検討
し、火口近傍における再現性が確認できた。また、弾
道飛散を考慮することで、移流拡散モデルではあまり
対象とされない粒径(5 ㎝以上)の噴出物も対象にした
降灰分布を検討することができた。 
 今後は、弾道飛散の分布が降灰厚に影響する噴火規
模や初速度の設定方法について課題として検討する必
要がある。 
《引用文献》Goto ほか(2015), Multiple vent-forming phreatic eruptions after 
AD1663 in the Noboribetsu geothermal field, Kuttara Volcano, Hokaido, Japan, 
Bull. Volcanol. Soc. JapanVol. 60 (2015) No. 2, pp241-249 

表 1 Ballistaの設定パラメータ 
パラメータ 入力値 備考 

地形データ 10mDEM を使用 － 

噴出物の密度

(kg/m³)
1.5kg/m³ 湿潤した火山灰を想

定 

噴出物の直径

(m) 

粒径 20cm、15cm、10cm、

5cm を設定 

Gotoほか(2015)を参

考 

火口位置の変

位(m) 
最大：40m、標準偏差：15m 

Gotoほか(2015)を参

考 

初速度(m/s) 

粒径 20cm：11m/s 

粒径 15cm：18m/s 

粒径 10cm：25m/s 

粒径 5cm ：40m/s 

再現計算より 

射出角(°) 63° 最大投射角 

射出方向 16 方位 － 

風速(m/s) 無風 － 

抗力係数 0.8 一般値 

図 2 Ballistaによる粒径 5㎝の降灰分布 

Tephra2による結果 Ballistaによる結果 

Ballista+ Tephra2による結果 
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雲仙普賢岳溶岩ドームの近年の地表面変位について－LiDARデータを用いた CCICP 解析－ 

アジア航測株式会社  〇菅野拓矢，平川泰之※

国土交通省 九州地方整備局 雲仙復興事務所  田村毅，宮脇正彦 

現所属 ※株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

1. はじめに

 雲仙普賢岳は長崎県南部の島原半島に位

置する活火山で，1990-95 年の噴火により

山頂に溶岩ドームが形成された．このうち

東斜面に定置した第 11ローブは，1997年

からの 22 年間で 1. 3m 程度，東南東側へ

の変位が観測されている．また最近では，

第 11 ローブの変位速度は全体で一様でな

く，P9と呼ばれる光波測距観測点付近で，

その他のエリアよりも速い変位速度が観測

されている(雲仙復興事務所, 2020)．この原

因の解明は，溶岩ドーム崩壊の予測・対策を推進する上

で重要であり，雲仙・普賢岳溶岩ドーム崩壊ソフト対策

検討委員会においても，その重要性が以前から指摘さ

れている．そこで我々は，CCICPの手法を用いて地表

面変位分布を詳細に解析し，上述の問題の解明を試み

た． 

2. CCICP解析

2.1. 解析手法

 CCICP (Classification and Combined Iterative 

Closest Point)解析は，もともとは MMS (Mobile 

Mapping System)で同一箇所を複数回スキャンする際

の点群の微妙なズレを解消するために開発された技術

である（高井ら 2013，Takai et al., 2013）．2回の計測

による点群データの位置合わせをした上で，その 3 次

元的な変位量を求めることが可能であることから，本

解析へ適用することで 2 時期間の地形変位傾向を 3 次

元的に把握することができると考えた．本検討で解析

に使用したのは 2009年と 2017年の２時期の計測デー

タで、解析期間は 8.57年間である。なお、解析は 50m

メッシュで行った．

2.2. 解析結果 

 解析の結果を図 1 に示す．矢印の長さは 1 年間の変

位速度(=累積変位量/年数)である．なお，図中でノイズ

と判断される局所的な大変位は除去して示している。

概ね，溶岩ドーム頂部及び第 11ローブで東向きに移動

しつつ沈降していることが確認できる．一方で，周囲の

崖錐堆積物では大きな変位が確認できない．局所的に，

上記の傾向とは異なる方向に大きな変位が確認できる．  

3. 光波測距データとの比較

 第 11ローブ上に設置されたプリズムについて，山麓

の 2 箇所からの光波測距観測が行われている．この観

測から 2 方向への見かけ変位速度が得られるが，視通

線の俯角は 15度程度であり，それだけでは水平変位速

度を求めることができないため，平川ら(投稿中)は鉛直

変位速度を仮定して水平変位速度成分を算出する手法
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を提案した．そこで，CCICP解析で

算出された鉛直成分を同手法に適用

して P1～P8の水平成分を算出した．

図 2 の矢印がその結果である．

CCICPの結果と比較すると，両方の

解析により得られた水平ベクトルの

大きさ及び方向がよく一致してお

り，実際の地表面変位を表している

可能性が高いと考えられる．以上の

結果をもとに，溶岩ドームの地表面

変位のメカニズムについて考察す

る． 

4. 第 11ローブの変位メカニズム

 地表面変位分布と地形の関係を探るため，噴火前後

の地形との比較を行った．具体的には，地表面変位分

布と現況及び噴火前の地形図を重ね合わせ，地表面の

変位方向と現況及び噴火前それぞれの地形の最急勾

配が概ね整合的なエリアを抽出した(図 3)．その結果，

地表面変位には，現況地形の最急勾配方向と整合的な

エリアだけでなく，噴火前地形の最急勾配方向と整合

的なエリアも存在することが分かった．これは，現在

観測されている地表面変位が，噴火前の地形にコント

ロールされている可能性があることを意味している． 

次に，地表面変位分布と地下構造の関係を探るた

め，藤田ら(2016)による第 11ローブの縦断図と地表面

変位分布を比較した(図 4)．その結果，P9付近を境に地

表面変位の傾向が異なり，P9より斜面下方では鉛直成

分が大きくなる事が分かった．これは，P9より斜面上

部には地下に固い溶岩ローブが埋没しているのに対し，

斜面下部には比較的変形・圧縮しやすい新鮮な火砕流

堆積物が埋没していることに起因している可能性があ

る．また，図 4の解析結果から，P9付近ではその下方

よりも視通線方向に近い角度で変位していることが読

み取れる．従って，光波測距の P9付近で大きな変位速

度が観測されていたのは，P9周辺が視通線方向に近い

角度で変位しているため，みかけ上の変位速度が大き

くなっていることが原因であると考えられる．  

5. おわりに

 本研究では，LiDARデータを用いた CCICP解析に

より，溶岩ドーム周辺の 3次元的な地表面変位が明ら

かになった．また，この分布は噴火前地形及び第 11

ローブの内部構造により制約されている可能性が示唆

された．今回の結果を基に，現在の応力やひずみの発

生状況を推定できれば，豪雨・地震時の挙動予測につ

ながる可能性がある． 

参考文献 

1) 雲仙復興事務所(2020)：第 10回 雲仙・普賢岳溶岩ドーム崩壊ソフト対策検討委員会討議資料．

2) 藤田ら(2016)：地形発達状況を考慮した雲仙岳溶岩ドームのブロック区分．第 66回砂防学会講演予稿集．

3) 平川ら(投稿中) ：2 方向からの測距観測によって地表面変位ベクトルを推定できるか‐雲仙普賢岳溶岩ドー

ムにおける TS 観測の事例‐．砂防学会誌．

図 4 地表面変位分布と地下構造の関係 

612



Key

1．はじめに 
御嶽山火

嶽山の噴火

平成23年 

(2014年) 

基づき、各

今般、長野

学 平松晋

年の御嶽山

改正、活火

和2年2月に

御嶽山の

地元自治体

想定と同じ

おいて想定

石流」と

した。想定

時に複数箇

必要である

果は限定的

には平時か

化が重要で

2．シミュレー
計画を見直

設配置と警戒

１）施設配
シミュレ

10mへ細分

近い条件で

性や施工計

図１ 施

御嶽

yword︔⽕⼭

火山噴火緊急

火に起因する

(2011年) 7月

9月27日の御

各機関が連携

野県、岐阜県

晋也 座長）

山噴火時の対

火山法の改正

に改訂したの

の火山噴火緊

体の御嶽山火

じく「御嶽山

定されている

「融雪型火山

定されている

箇所で氾濫防

る。ただし、

的であること

からの取り組

である。 

ーションの⾼精度
直すにあたり

戒避難に役立

配置検証のため
レーションの計

化することで

で検討が可能

計画ルート立

施設配置検証は

嶽⼭噴⽕を

⼭噴⽕緊急減災

急減災対策砂防

土砂災害を軽

月に策定した

御嶽山噴火時に

携して減災対策

県とともに検討

での討議を経

対応や、土砂災

正等を踏まえて

ので報告する。

緊急減災対策砂

火山防災避難計

山火山ハザー

土砂移動現象

山泥流」を対象

泥流量は膨大

防止や減勢等の

限られた時間

から、実効性

組みと関係機関

度化を対策内
、現実的かつ

立つ情報提供

めの数値計算
計算メッシュ

で（図1）、実

能になり、施設

立案に役立つ

は地形解像度を

をふまえた⽕⼭

国⼟交通省
アジア航測株

災対策砂防計

防計画は、御

軽減するため

た。平成26年

には、計画に

策を実施した

討会（信州大

経て、平成26

災害防止法の

て同計画を令

。 

砂防計画は、

計画における

ドマップ」に

象「降灰後土

象として計画

大であり、同

の緊急対応が

間での対策効

性向上のため

関との連携強

容に反映 
つ効果的な施

供に留意した。

算⽤地形変更 
ュを20mから

実際の地形に

設配置の妥当

情報となった

を⾼めて解析 

⼭噴⽕緊急

省多治⾒砂防国
株式会社 

計画 融雪型⽕

御

め、

年 

に

た。

大

6

の

令

る

に

土

画

同

が

効

め

強

施

。 

に

当

た。 

２）
融雪

渓流に

数渓流

ある。

影響を

へ流れ

砂防・

グラム

計算

単一渓

した後

かった

象付近

ある。

けでな

被災ポ

直避難

してし

流

急減災対策砂

国道事務所 

⽕⼭泥流 対

⽕砕流が複数
型火山泥流の

にかかる付近で

流を泥流が流れ

このとき、泥

を比較した。

れ込むときと

地すべり技術

ムJ-SASを使用

の結果、複数

渓流のときと比

後の氾濫範囲や

た。ただし、流

近における流量

また、今回泥

なく、木造建屋

ポテンシャル把

難を考える場所

しまい、高台避

図２ 同箇

流動深で表現し

砂防計画改

植野利康・⼤
荒井健⼀・藤

対策カルテ 流体

数⾕を流下する
の発生誘因で

で起きた場合

れ下り、下流

泥流が単一渓

なお、火砕流

同量とした。

術センターの

用した。 

数渓流を流下

比べて低下す

や流動深に大

流下経路の違

量のピークが

泥流の影響を

屋へ作用する

把握に努めた

所であっても

避難が必要な

箇所の同じ融雪型

た場合と流体⼒

改訂 

⼤森秀⼈・○⽥
藤⽥浩司・江川

体⼒ 実効性

る場合の影響確
である火砕流が

合には、ほぼ

流で合流する

渓流を下った

流の発生量は

。影響想定に

の二次元氾濫

下するときの流

するものの、

大きな違いは

違いに応じて

が複数回訪れ

を流動深や到

る流体力でも

た。流動深想

も、流体力に

な場所も判明

型⽕⼭泥流影響

⼒で表現した場合

⽥島 健 
川 ⾹ 

向上 

確認 
が、複数

ぼ同時に複

可能性が

た場合との

は単一渓流

には（一財）

濫解析プロ

流動深は

再び合流

はみられな

て、保全対

れる場合が

到達時間だ

確認し、

想定から垂

により流失

明した(図2)。

響を 

合の違い 
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3．平成26年
御嶽山の

計画」策定

国的にみて

火後に実施

を計画に反

した課題の

緊急的に実

計画でINS

に変更した

いた箇所は

とした。さ

教訓をふま

ブロック堰

ット工も敷

みとして、

資材備蓄保

これらの

策箇所ごと

確にした

た（図3,図

対策の流れ

備しておけ

り込んだ。

図3 

図4 
なお，本

所ホーム

年９⽉の噴⽕
のように、「

定後に、火山

ても数少ない

施した緊急ハ

反映した。噴

の整理と解決

実施する対策

EM使用として

たほか、大型

は原則コンク

さらに、昨今

まえて、流木

堰堤計画箇所

敷設する計画

山麓複数箇

保管場所・保

の方針に基づ

とに対策内容

「緊急減災対

図4）。施工担

れに沿った目

ける事項と緊

 

緊急減災対策

平時に使う図
本発表で紹介

ムページで公表

⽕及び噴⽕時の
「火山噴火緊急

山災害を経験し

い。この経験を

ハード・ソフ

噴火後に関係機

決方針の検討結

策メニューを見

ていた箇所を

型土のうで護岸

リートブロッ

今の対策効果実

木対策や施工時

所の上流側には

画とした。平時

箇所にネットや

保管方法も整理

づき、約20カ所

容を見直して様

対策カルテ（案

担当者が理解

次と構成とし

緊急時の安全対

策カルテの箇所別

表も含めたカルテ
した御嶽山火

表しています

の対応を反映 
急減災対策砂

した火山は、

をふまえて、

ト対策の内容

機関合同で抽

結果をふまえ

見直した。既

をブロック堰堤

岸嵩上げとし

ック積みの計

実績や土砂災

時安全のため

は強靭ワイヤ

時からの取り

やブロック等

理・図示した

所抽出した要

様式を定めて

案）」を作成

解しやすいよ

し、平時から

対応基準等を

別構成例 

テ形式例 
火山噴火緊急

す。https://

砂防

全

噴

容等

抽出

えて、

既存

堤

して

計画

災害

めに

ヤネ

り組

等の

た。 

要対

て明

成し

よう、

ら準

を盛

4．緊急
緊急

に応

アルタ

定」等

つ情報

を行

に整備

テムの

シス型

前述の

認・訓

この

目的

続的に

要集）

5．実効
緊急

として

とを基

ふまえ

よる

継続的

また

に使用

整・確

地域

今後

平常時

新に

係機

（参考
・戸谷

令和元

・御嶽

山火山

急減災対策砂防

/www.cbr.mli

急ソフト対策の
急ソフト対策

じて「監視・

タイムハザー

等を実施し、

報の提供や緊

うこととした

備しているリ

の活用に加え

型ハザードマ

の緊急減災対

訓練等に活用

のほか、関係

とした防災教

に実施してい

）。 

図5 プレ

効性向上に向
急減災対策に

ては、実施予

基本とした。

えて締結した

「相互連携に

的な連携・情

た、噴火対応

用する可能性

確保の重要性

との連携も進

後は、本計画

時からの準備

より実効性を

関との連携を

考文献） 
千鶴・ほか（

元年度砂防学会

山火山噴火緊

山噴火緊急減災

防計画の令和

it.go.jp/ta

の内容 
策計画として

観測機器の

ードマップ等

地元自治体

緊急ハード対

た。なかでも

リアルタイム

えて、御嶽山

マップも充実

対策カルテ（

用できるよう

係機関との連

教育や広報活

いく（例えば

レアナリシス型ハ

向けた取り組み 
についての関

予定箇所の管

緊急時には

た国・県・市

に関する申合

情報共有に努

応経験をふま

性のある用地

性を理解し、

進めていくこ

画に基づき、

備を進め、砂

を確保してい

を強化してい

2020）御嶽山

会概要集. 

急減災対策砂

災対策砂防計画

和元年度版は

jimi/sabo/o

ては、火山活動

の緊急的な設置

等による氾濫範

体等の警戒避難

対策施工時の安

、国土交通省

ハザードマッ

山におけるプレ

実化をはかり平

（案）に反映し

にした（図5

連携や情報共有

活動等の取り組

ば、戸谷他,20

ハザードマップの例

み 
関係機関との役

管理機関が実施

は平成26年噴火

市町村等の関係

合せ」も活用

努めることとし

えて、緊急時

地と資機材の事

近隣火山計画

とを明記した

関係機関それ

砂防計画の継続

いくこと、なら

いくことが重

火山砂防に関

砂防計画検討会

画. 

は，多治見砂防

ontake/ 
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置」「リ

範囲の想
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安全管理

省が全国
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020 本概
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施するこ

火対応を

係機関に

用しながら、
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時に対策

事前調
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れぞれが

続した更

らびに関
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関する啓発活動

（2011）御嶽

防国道事務

動. 

嶽

614



火山地域における無人化施工の適用の留意点 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○小林 拓也、枦木 敏仁、池田 暁彦 

1.はじめに
現在、全国 44 の火山で火山噴火緊急減災対策砂防

計画が策定あるいは検討されており、緊急ハード対策
については施工計画などより具体的かつ現実的な対
策を検討する段階に入っている。火山噴火時には火山
周辺への立ち入りが規制されるため、規制が予想され
る区域内での緊急減災対策工事等に際しては、無人化
施工の活用が期待されている。 
しかしながら、現在の情報通信技術でも無人化施工

による工事には機器性能等による制約がある。一方、
火山地域においては、火山噴火時には影響が広範囲に
及ぶこと、それに伴い比較的広範囲にわたる立入規制
の実施等が想定されるなど、特徴的な自然・社会条件
もあるため、実際の諸条件に照らすと無人化施工の適
用が困難な場合がある。 
そこで、本研究では、現在の技術で無人化施工によ

る工事を実施する場合の機器配置と要件について整
理するとともに、無人化施工計画の検討事例を基にそ
の課題を抽出し、火山地域において無人化施工の適用
する場合の考え方や留意点についてとりまとめた。 

2.無人化施工の種類と火山噴火時における適用事例
無人化施工の方式は大きくは 2 種類に分類される。

一つは、直接目視による無人化施工で、無人化重機を
目視主体で操作する方式であり、崩壊跡地や河道内な
ど土砂移動による影響範囲が限定的であるなど、施工
箇所近傍でオペレータの安全が確保可能な場合に適
用される。もう一つは、映像伝送システムを用いた無
人化施工で、オペレータが車載カメラ映像や外部カメ
ラによる無人化重機の映像をモニターで見ながら遠
隔操作する方式であり、土砂移動による影響範囲の特
定が困難な場合や広域に及ぶ場合などに適用される。
緊急減災対策工事に際しては、噴火による影響範囲が
広域に及びかつその予測が困難であることから、後者
の方式のうち、特に施工現場から遠く離れた場所に操
作室を設置し、目視ができない条件下で無人重機を稼
動させる無人化施工方式（以下、便宜的に「長距離無
人化施工」とする）の採用が想定される。
過去の火山噴火災害において、無人化施工が採用さ

れたのは、雲仙普賢岳（1990 年）、有珠山（2000 年）、
三宅島（2001 年）、御嶽山（2016 年）である。このう
ち有珠山では、高出力の建設無線装置（特例措置）を
用いることによって、操作室から約 1.2 ㎞離れた現場
での無人化施工を実現した。一方、 近の事例である
御嶽山においては、新規工事用道路敷設等は有人施工
で行い、コンクリートブロック堰堤のブロック据付に
際して直接目視による無人化施工が実施された。

長距離無人化施工による施工事例はほとんどなく、
火山噴火時における適用としては有珠山の事例が直
近である。また火山噴火災害における無人化施工の適
用事例はあるが、いずれも噴火発生後の復旧を主体と
した工事であり、噴火前の緊急減災対策工事として無
人化施工が適用された事例は未だないのが現状であ
る。

3.長距離無人化施工による最新施工事例と機器構成
火山地域における長距離無人化施工の事例として

は有珠山の事例があるが、20 年が経過している。そこ
で、 新の長距離無人化施工の事例として、2016 年
熊本地震による阿蘇大橋の崩落現場における復旧工
事の事例を基に、現在の情報通信技術により長距離無
人化施工を実施する場合の機器配置とその要件を整
理した。整理に際しては、同工事を実施した株式会社
熊谷組より情報提供いただいた。
 基本的な構成は、操作室、通信設備（光ケーブル）、
無線中継局、監視カメラ、無人化重機とそれらの基盤
となる電源設備である（図 1、表 1）。通信技術の発達
により、光ケーブルの一部を高速無線通信で代替する
ことや、GNSS 等よる操作補助や出来高管理等の ICT
施工により施工効率の向上なども別途図られている。 
一方で、重機の給油や整備・点検については、1 日

に 1 回程度の頻度で、有人作業で行わなければならな
い。そのため、モータープールは立入規制範囲外に設
置する必要があり、また実施工においては、モーター
プールから施工現場までの無人化重機の移動（往復）
が必要となる。したがって、モータープールから施工
現場までの移動距離ないしはその所要時間が、施工効
率に大きく関与することとなる。

図 1 機器配置のイメージ図 

表 1 配置機器等の概要と要件 
機器名称 概要 要件・仕様

操作室 重機や監視カメラを操作するため部
〇監視カメラ映像を表⽰するディスプレイ及び遠隔コントロー
ル設備を設置するスペースがある
〇作業員の安全が確保できる

通信設備
操作室内の遠隔コントロール設
備と現場の無線中継設備間の
ネットワーク設備

〇既設の光ケーブルが存在する場合はそれを最⼤限活⽤
する
〇断線の恐れのある個所などでは、⾼速無線による中継も
考えられる

電源設備
通信設備、無線中継設備、監
視カメラ設備等を稼動させるため
の電源

〇既設商⽤電源が存在する場合はそれを最⼤限活⽤する
〇商⽤電源が敷設できない場合は、発電機等の独⽴電
源で運⽤する

モータープール 無⼈化重機の給油・整備及び
駐機をするためのスペース

〇給油・整備は有⼈作業のため、⽴⼊規制範囲外にある
〇平坦な地形で、無⼈化重機のすれ違いができる程度のス
ペースがある
〇施⼯ヤードから近い（500m以内が望ましい）

無線中継設備 建設機械と通信設備との間を無
線回線で中継するための設備

〇施⼯範囲（モータプール、アクセスルート含む）を無線エ
リアにできる
（無線通信可能距離は⾒通しで300ｍ程度）
〇固定の無線中継設備が設置できない場合には、無線中
継⾞で補完する

監視カメラ設備
建設機械の操作補助として、無
⼈化施⼯箇所やアクセスルート
に設置するカメラ

〇旋回・ズーム（場合により広⾓映像撮影）が可能である
〇施⼯範囲全体を監視できる
〇操作が⾏いにくい箇所（アクセスルートのカーブ部等）を
監視できる
〇固定カメラが設置できない場合には、移動カメラ⾞を配置
する

無⼈化重機 無⼈化施⼯をするための重機

〇対象とする⼯種・⼯法を実施するために必要な機能を有
する
〇無線回線で接続し、映像、重機操作等のデータを伝送
するための設備を有する
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4.火山地域における長距離無人化施工の懸念点
前述のように、長距離無人化施工の機器配置に際し

ては、有人・無人の施工境界と対策箇所の位置関係が
重要となる。火山地域における有人・無人の施工境界
としては、気象庁による噴火警戒レベルに基づく火口
周辺の規制、火山防災協議会による火山防災計画等に
基づく避難勧告/指示区域の境界及び通行規制、災害
対策基本法に基づく警戒区域などが想定され、火山噴
火時には数～十数㎞などの広範囲に規制が設定され
る可能性がある。一方、長距離無人化施工における無
人化重機の移動に要する時間は、カーブなど操作の難
しい箇所の有無にもよるが、500m ほどの移動に 30〜
1 時間を要したとされる。さらに、その移動経路を網
羅する無線中継設備の整備と維持も必要となる。した
がって、有人施工として計画していた緊急減災対策工
事を無人化施工で実施する方針とした場合、モーター
プールを立入規制範囲外に設定することを考慮する
と対策箇所までの移動距離・時間・準備が膨大となり、
施工効率が大きく低下する、あるいは現場での施工時
間がなくなり施工困難となる場合が多い。

例えば、岐阜県と長野県の県境に位置する焼岳では、
山体直近の保全対象の下流約 15 ㎞の地点で通行規制
が計画されている。緊急ハード対策は保全対象の周辺
で計画されているため、対策箇所までの移動が困難で
ある。また、桜島のような島嶼火山では全島避難の可
能性があり、また島内の移動経路も周回道路が主とな
るため、重機の上陸方法と移動が課題となる。

以上のように、火山地域における長距離無人化施工
では、モータープールから施工現場までの重機の移動
がボトルネックとなり、移動距離が長大となる箇所で
の適用は困難である。これまで、一般的な無人化施工
の適用場面は、崩壊跡地やがけ崩れの恐れのある箇所
など、危険の区域が限定的な箇所が主であったが、火
山地域ではそれに限るものではなく、現在の技術でも
普遍的に長距離無人化施工が適用できるものではな
いことに留意が必要である。

5.無人化施工を想定した緊急ハード対策
前述のように、有人施工を想定した緊急対策工事を

無人化施工で代替することは困難を伴う場合が多い。
しかしながら、住民の避難後等で有人施工が困難とな
った場合でも、無人化施工による可能な限りの対策や
重要施設を保全するための対策などの実施が求めら
れる場合があると考えられる。

そこで、火山地域における無人化施工については、
有人施工による緊急対策とは別に、無人化施工を想定
した緊急ハード対策を検討しておくことが重要と考
える。無人化施工による緊急ハード対策の検討に際し
ては、先の無人化施工の機器配置を基本として考える
と、機器等の配置条件及び想定される立入規制範囲か
ら、緊急ハード対策が可能な箇所を抽出するという手
法が有効と考えられる（図 2）。規制範囲の想定からモ
ータープールの位置を 初に仮定し、そこから移動可
能な範囲（ここでは、有珠山の実績を考慮して 1 ㎞と
仮定した）での対策を検討することで、実現性の高い
計画となると考える。ただし、規制範囲は火山活動状
況により時間変化すること、無線機器等の設置は有人
作業となるため事前の準備が必要であること、対策箇
所等については土地利用者との協議・調整が必要であ
ることなどに留意した検討が必要である。

図 2 無人化施工を想定した緊急ハード対策の考え方 

6.総括
火山噴火緊急減災対策砂防計画における緊急減災

対策工事等においては、工事従事者の安全確保の観点
から無人化施工が有効と考えられるが、火山噴火に伴
う影響（立入規制）範囲の広さと、無人化施工の現在
の技術的限界や重機の移動に伴う施工効率の低下を
考慮すると、有人施工として計画していた対策工事を
無人化施工により実施することは困難である場合が
ある。また、同様に、噴火の拡大に伴い有人施工から
無人化施工に切り替えるような対策計画は、適用でき
る箇所が限定的となる。 
 そのため、火山地域において無人化施工を適用する
場合には、有人施工の代替手段としてではなく、予め
無人化施工を想定した対策及び施工計画を検討する
ことが不可欠と考える。さらには、無人化施工による
対策計画を念頭に置いた有人施工計画を検討するこ
とも有効と考えられる。また、無人化施工は基本的に
は住民の避難後に適用されることが想定されるため、
避難計画を踏まえた配置計画や機器整備等の準備の
タイミングも併せて検討することが好ましい。
一方で、上記のボトルネックは、モータープールか

ら施工ヤード間の無人化重機の移動に要する機器の
配置・維持管理と移動時間である。これらが改善され
れば無人化施工の適用範囲は大きく広がると考えら
れることから、無人化重機の移動補助機能や遠隔給油
などの技術開発が望まれる。 
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（1）モータープールの位置設定
想定される⽴⼊規制の区域外（規制境界の近傍が好ましい）

で、緊急時に無⼈化重機のすれ違いができる程度の⾯積のある平坦
地の確保が可能な箇所を選定する。 

（2）対策可能箇所の抽出
モータープールからの距離が 1 ㎞程度の範囲内で、⼟砂移動による

影響が想定され、かつ緊急ハード対策が可能な⼟地利⽤条件（公
園、河川敷、道路、空き地など）の箇所を抽出する。 

（3）移動経路の確認
モータープールから対策箇所までの経路を設定し、無⼈化重機の移

動が可能であることを確認する。移動が不可と判断される場合には、
当該の対策箇所は不適と判断する。 

（4）対策⼯種・⼯法の設定
無⼈化施⼯で実施可能な⼯種・⼯法（掘削、盛⼟、コンクリート

ブロック積堰堤⼯、導流堤等）から、対策候補箇所において実施する
対策の⼯種・⼯法を設定する。 

（5）機器配置計画の検討
表 1 の機器配置要件に基づき、無線中継設備や監視カメラ設備

等の配置を検討する。要件を満たせない場合には、当該の対策箇所
は不適と判断する。 
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図 1 御嶽山火山防災だより vol.22 

多治見砂防国道事務所 HP

「https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/sabo/ontake/tayori.html」より引用 

御嶽山火山砂防に関する啓発活動 

国土交通省多治見砂防国道事務所 植野利康 大森秀人 田島健 

アジア航測株式会社 ○戸谷千鶴 江川香 荒井健一 藤田浩司

１.はじめに

御嶽山において平成26年９月27日に起きた噴火では、

山頂火口周辺で多くの登山者が犠牲になった。地域住民

にはあまり知られていないが、当時台風が接近していた

こともあり、国土交通省は降灰後の土石流による二次災

害を防止するため対策を実施した。 

御嶽山の火山噴火緊急減災対策砂防計画（以下「減災

計画」とする）は、噴火前の平成 23年に策定済であっ

たが、噴火対応の経験を踏まえて、平常時の準備の重要

性を再認識した。平常時からの砂防施設整備の必要性は

さることながら、整備を推進するための地域の理解と協

力が大切である。たとえば、減災計画の内容を平常時か

ら地域へ発信していくことで、地域と一体になった砂防

事業の推進や地域防災力の向上が期待される。 

本報では、多治見砂防が取り組んでいる地域への発信

事例として「御嶽山火山防災だより」（以下「たより」

とする）や地域住民との現地での意見交換会などを報告

する。 

２.御嶽山火山防災だよりの発行

2.1.作成・発行状況 

たよりは主に地域住民向けに、火山砂防に関すること

や噴火に備えた取り組み状況に関する情報を提供して

いる。減災計画策定に向けた検討委員会での議論をきっ

かけとして、平成 22年度から発行を開始し、令和２年

２月の第 22 号まで継続して発行している。 

2.2.掲載内容 

これまでのたよりでは、以下の３点を繰り返し発信し

ている。 

１．減災計画の内容や検討状況 

２．火山や地震の基礎知識や御嶽山の噴火履歴 

３．火山に関連した地域の見どころ、首長や地域で 

活躍している方による火山にまつわるコメント 

火山を中心に地域に関する自然現象と減災対策に関

心を抱いてもらえるような内容としている。小学生でも

読めるようできるだけ平易な言葉を使用し、写真などを

多く取り入れることで視覚的に興味がわくよう工夫し

ている。 

平成 30年度からは、地域住民でもある御嶽山火山マ

イスターと連携して、「マイスター通信」を掲載してい

る。御嶽山火山マイスターは、御嶽山周辺地域において

火山防災に関する啓発活動を担う方々である。 

３.勉強会開催や資料作成

3.1.勉強会の目的 

令和元年 12 月、長野県木曽町・王滝村において、減

災計画に関する勉強会を開催した。開催目的は以下の２

つである。 

◎噴火時に実施する緊急対応に関する認識を、被害想

定エリアの地域住民と共有し、意見照会すること 

◎火山砂防に対する知識・情報を提供し、災害対応等

住民の理解・協力を得て連携強化につなげること 

今回の勉強会には、御嶽山地域の小学校教諭や信州登

山案内人、役場職員等、計６名の住民が参加した。 

3.2.実施内容・結果 

3.2.1.室内での情報共有・実験方法の紹介 

御嶽山の減災計画の内容を紹介した上で、参加者との

質疑応答を通じて認識共有をはかった。その後、噴火に

617

R12-020 2020年度砂防学会研究発表会概要集

https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/sabo/ontake/tayori.html


表 1 情報共有・実験内容および結果 

図 2 情報共有・実験の様子 

図 3 現地意見交換会の様子 

図 4 御嶽山噴火を想定した取り組みに関する説明資料 

伴う土砂移動現象をよりイメージできるよう、身の回り

にあるものを使って降灰に伴う浸透能低下に関する実

験を行った。 

実施内容 結果

＜情報共有＞

火山噴火緊急減災
に関する基本知識

・御嶽山、火山現象について
・火山砂防計画とは
・火山噴火緊急減災対策砂防計画の概要

主な質問
・御嶽山にあるワイヤーセンサー
が切れた原因と再設置について
・役場のモニターの確認について

＜実験＞

食材を用いた
浸透能低下実験

・降灰後の土石流とは
・火山灰（抹茶パウダー、ココアパウダー）

と雨（コーヒー牛乳）を降らせてみよう

参加者に手を動かしてもらい、持
ち帰れるアイデアを提供したこと
で、噴火後の砂防の必要性を理解
してもらえた。

3.2.2.現地意見交換会 

平成 26年噴火時に、実際に長野県等が緊急ハード対

策を実施した既設砂防施設や大型土のう配置箇所を見

てまわり、今後の噴火緊急時に実施する可能性のある対

策案について意見交換した。 

主な意見内容 

・現状の減災計画において、下流側の住民を守るため

に上流の堰堤付近で氾濫させることはあるのか

・御嶽山火山マイスターは噴火に備えた事前の取り組

みはできるが、噴火後は何ができるのか

・噴火でイメージされるのは噴煙であり、泥流等のイ

メージも住民に伝えていく必要がある

3.2.3.説明資料の作成 

火山砂防に関する基本事項や、減災計画の概要につい

て、今後も地域の一般住民向けに説明することを想定し

資料を作成した。 

４.今後の課題

今後、減災計画の実効性向上に向けた取り組みをさら

に推進していく上での課題をまとめる。 

4.1.噴火現象へのなじみ 

たより発行の継続により、噴火現象をはじめとする御

嶽山の火山に関する情報に定期的に触れてもらう機会

を提供していくこととする。また、たよりの発信媒体や

活用方法の改良も必要である。今回紹介した勉強会のよ

うな取り組みは岐阜県側でも実施していきたい。さらに、

噴火現象になじみの薄い緊急ハード対策等に関わる建

設業者に対しても、火山砂防に関する啓発活動を実施し

たい。 

4.2.緊急減災対策砂防計画のありかた 

噴火に伴う土砂災害の砂防による対策には限界があ

り、減災計画を推進する上で、住民による適時・適切な

避難行動が前提にあることを伝えていくことも必要で

ある。今後も地域住民を対象とした現地意見交換会等を

実施・継続することで、計画の理解を共有し連携強化に

つなげていきたい。 

（参考文献） 

・林信太郎：チョコやココアで噴火実験 世界一おいし

い火山の本，株式会社小峰書店，2016年４月５日 

・廣谷志穂・荒井健一・岸本博志・小川紀一朗・今井一

之：火山噴火緊急減災対策砂防の平常時準備事例～地域

へのたより～，日本火山学会予稿集，p.187，2011 

・多治見砂防国道事務所：御嶽山火山防災だより，

https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/sabo/ontake/tay

ori.html，2010～2020 

・多治見砂防国道事務所：御嶽山火山噴火緊急減災対策

砂防計画，2018 年３月 

平成 26 年噴火後に長野県が緊急ハード対策として既設堰堤の除石

をした場所（王滝村鈴が沢） 
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緊急時の観測機器の設置地点選定を目的とした UAV 飛行計画の効率化
国際航業株式会社 ○北原遼太，島田徹，永田直己，皆川淳，金崎裕之

株式会社イームズラボ 銭谷彰 
1. はじめに
火山噴火時は，火山灰等の堆積によって平常時より少ない雨量でも土石流（降灰後の土石流）が発生しや

すくなる．そのため，降灰後の土石流の被害を軽減するために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入制限区域内となるため，火口近傍に源頭部をもつ渓流については遠隔からの迅速
な降灰状況の把握が求められる．近年では遠隔地からの降灰状況等の確認手法として，無人航空機
（Unmanned Aerial Vehicle，以下 UAV）の活用が期待されている． 

永谷ほか（2019）では，UAV 空中写真の SfM（Structure from Motion）解析で作成した 3 次元データ
の地形情報や，地表植生の有無を示す色情報を基に，観測カメラの設置可能領域の抽出手法を報告してい
る．同報告では，立入制限区域外から迅速に降灰・土砂移動状況を確認する手法として，制限区域内にカメ
ラ等の観測機器を運搬する方法も検討されている．一方で火山噴火時には迅速な現地状況把握が必要となる
ことから，3 次元データの取得に必要な UAV 空撮と SfM 解析に要する時間の低減が課題となっている． 

そこで筆者らは，緊急時の設置可能領域の抽出における課題の解決を目的として，①UAV 飛行経路の間
隔変更によりサイドラップ率（以下，SL）を調整し，②撮影写真の等間隔抽出によりオーバーラップ率
（以下，OL）を調整することで，撮影飛行を短縮しつつ，3 次元地形データを取得できる飛行計画を検討
した．

2. 実施した場所と飛行計画
本研究は，群馬県と長野県の県境浅間山の東側に位置する小浅間山

と，浅間山から東北東に位置する片蓋川砂防堰堤施工現場で UAV による
空中写真撮影を行った．撮影範囲は小浅間山で 0.5km2 ，片蓋川の施工
現場では 0.3km2程度である．空中写真の撮影には，株式会社イームズラ
ボ社製 UAV LAB6106FL を使用した（図 1）． 

UAV 飛行ルートは空中写真の SL が 30，50，80%となる 3 つのルー
トで実施した．飛行時間等は以下の表 1 に示す．

 

3. 解析手法
SfM 解析には，Pix4D 社製ソフトウェア Pix4Dmapper を使用し，オルソ画像と DSM（Digital Surface 

Model）を作成した．SfM 解析に使用する空中写真は SL を 30，50，80%，OL を 30，50，80，93%と変
化させ，12 通りの組み合わせで実施した．図 2 は，ラップ率の最も高い SL80%・OL93%の空中写真から
作成したオルソ画像である．図中の赤枠が対象とした撮影範囲となる．なお本研究では「UAV を用いた公
共測量マニュアル（案）」の三次元点群作成用の空中写真撮影の場合の要件を満たすことから，SL80%・
OL93%で作成した DSM を後述する差分解析比較の基準データに用いた． 

得られた DSM は ESRI 社製ソフトウェア ArcGIS を用いて，同一地点の標高差分解析を行った．ただ
し，作成した DSM のうち，撮影範囲内で欠損が認められるものは，地形情報の取得不十分とし，効率化検
討の対象外とした．差分解析は”任意の SL・OL により作成した DSM”と”SL80%・OL93%”の DSM を比較
した．差分解析の手順として，作成した各 DSM を撮影範囲でクリップし，撮影範囲外の DSM は比較の対
象より除外する．その後 SL80%・OL93%のメッシュサイズに合わせてその他の DSM を共 1 次内挿法によ
るリサンプリング処理を行い，差分解析を実施した．

小浅間山 片蓋川

飛行時間 飛行回数 飛行時間 飛行回数

SL30% 17 分 1 回 10 分 1 回 
SL50% 20 分 1 回 14 分 1 回 
SL80% 56 分 4 回 31 分 2 回 

相対対地高度 100m 
地上解像度 2cm 
撮影間隔 1 枚/s 
飛行速度 7m/s 

※撮影間隔・飛行速度は相対対地高度

100mでOL93%となるように設定． 

図 1：UAV機体 

図 2：作成したオルソ画像（左図 小浅間山 右図 片蓋川） 

表 1：サイドラップ率ごとの飛行時間 
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4. 結果
上記の手法により作成した結果を図 3 に示す． 
図ごとに示される時間は，UAV 飛行時間と

Pix4Dmapper の解析時間の合計を示す．SL・OL
が増加することに伴い，使用する写真枚数も増え
る事から解析時間は増加する（表 2・表 3）． 
 

 

OL80%の SfM 解析は，片蓋川ではすべての SL
で撮影範囲全体の作成ができたものの，小浅間山
では，SL30%・50%では 3 次元データの欠損が確
認された．

OL93%では小浅間山・片蓋川ともすべての SL に
おいて，撮影範囲内の DSM を作成することができ
た．OL93%の DSM 作成に要する時間を比較すると，SL30%は SL80%の 4.5 倍速く，SL50%は SL80%の
3.2～4.4 倍速く解析を終えた． 

例として“SL30%・OL93%” と “SL80%・OL93%”の差分解析結果を図 4 に示す．裸地や砂防堰堤
の範囲では差分値が±1cm 範囲内に収まり，植生部では±20cm の差がみられた．なお，SL50%・
OL93%でも同様の結果が得られた． 

5. 考察
各 SL・OL93%で作成した DSM では小浅間山・片蓋川ともに撮

影範囲内を網羅することから，SfM 解析による DSM の作成は，SL
より，OL に影響されると考えられる．OL の違いは写真を間引くこ
とにより生じる一方で，SL の違いは飛行コース間隔により生じる
ことから，緊急時の UAV 飛行時間を低減できる． 

3 次元データの結果より，植生部では±20cm の誤差が生じたも
のの，観測機器の設置可能領域の算出においては，植生部は適地か
ら除外される．その他地点においては差分が±1cm の範囲にあるこ
とから，SL30%・OL93%，SL50%・OL93%で作成した DSM を用
いることにより，設置可能領域算出の効率化を図れると考えられる． 

6.今後の課題
今回の計測対象面積（0.3~0.5km2程度）では，OL93%の条件で，SL30%の SL50%に対する時間短縮

効果が UAV 飛行時間で 3～4 分程度，解析時間で 10 分程度（片蓋川）~2 時間程度（小浅間山）であっ
た．引き続き，機器設置可能領域の抽出精度と撮影・解析時間のバランスを考慮した SL，OL を検討す
る必要がある．さらに，植生や計測面積等の調査地域条件に対して，必要精度を確保しつつ，空撮から
領域抽出までの一連の実施時間が極力短時間となる効果的な飛行計画の検証を進めていく予定である． 

7. まとめと謝辞
Pix4Dmapper を用いて作成する DSM は，SL30%・OL93%，SL50%・OL93%で撮影範囲の地形状況を取

得することができた．緊急時の観測機器設置可能領域の抽出では，SL を調整することで UAV の飛行から
SfM 解析までの効率化を図れる可能性が示唆された． 
本研究は河川砂防技術研究開発地域課題分野委託からの支援により実施できた．また，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，ここに厚く御礼を申し上げる．

【参考文献】
永谷圭司，清水寛子，銭谷彰，金崎裕之，島田徹，皆川淳，森山裕二，“飛行ロボットで運搬する観測カメ

ラの設置点計画と設置試験”，第 19 回建設ロボットシンポジウム，p.14，2019．

 30% 50% 80% 93% 
30% 28/92 64/132 250/306 917/918 
50% 33/106 76/151 246/352 1021/1055 
80% 200/288 307/410 846/954 2849/2856 

 30% 50% 80% 93% 
30% 44/50 64/71 154/164 492/492 
50% 64/71 88/101 229/236 707/707 
80% 132/152 197/217 492/505 1514/1514 

図 3：作成DSMの高度段彩図 傾斜量図
(上図 小浅間山 下図 片蓋川)

片蓋川 

図 4：差分解析結果（片蓋川） 

小浅間山 

表 3：片蓋川での写真マッチング数 

表 2：小浅間山での写真マッチング数 

OLSL 

※分子はマッチング枚数，分母は実際の撮影枚数

OLSL 
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アメリカ・ハワイ州における溶岩流対策に係る土砂管理手法の運用実態等に関する調査

新潟大学農学部 ◯権田 豊 北海道大学 厚井高志 国土交通省中部地方整備局 丹羽俊一・樫野 誠 

土木研究所 山本望 山梨県富士山科学研究所 吉本充宏 防災科学研究所 藤田英輔 

砂防地すべり技術センター 藤平 大 火山防災推進機構 新堀賢志・金野 誠 

１．はじめに 

富士山をはじめとする日本の多くの火山では，溶岩流が重要な災害として考えられている．溶岩流は，流

下速度が遅いため人命の損失はないが，建物・構造物などの被害は避けられない．これまで，砂防分野で

は，火山災害に関する緊急時の対策として，砂防えん堤のかさ上げ，遊砂地，導流堤などの緊急ハード対策

に加え，火山監視機器の緊急整備，リアルタイムハザードマップによる危険区域の想定などの緊急ソフト対

策を行うことが検討されてきたが，これらは主に，火砕流，火山泥流などを対象としたものであり，溶岩流

に対しては，十分な検討がなされているとは言い難い．将来的に溶岩流が発生した場合の備えの参考とする

ための情報を収集・分析することを目的として，国土交通省と砂防学会では，2018年に大規模な溶岩流を経

験した米国ハワイ州における溶岩流対策の現状については，ハワイ州およびハワイ郡の計画・技術基準を収

集・分析するとともに，2020年 2月にハワイ州政府危機管理局(HI-EMA)，ハワイ郡政府市民防衛局(CDA)，

米国地質調査所(USGS)ハワイ火山観測所(HVO)関係者へのヒアリング調査と現地調査を実施した．本稿では，

溶岩流対策を実施している組織，溶岩流対策の実状に関する調査結果の概要を報告する． 

２．米国における火山災害対応の組織体制・溶岩流対策 

米国において，国家レベルで火山防災に対応する組織としては，災害対策，災害対応全般を統括している

FEMA（連邦緊急事態管理庁）と，火山研究を実施している USGSがある． 

FEMAは，各省や研究機関からの情報のとりまとめや災害対策に関する調整を行っている 1)．米国では，自

然災害などの非常事態の初動対応は，市町村や郡などで対応することが原則となっている．事態が郡では対

処できない状態になった場合は州政府に，より事態が深刻になった場合は，FEMAに支援を要請する．FEMA

は，地方政府や各州への予算的な支援や，地方政府に設置されている緊急オペレーションセンター（EOC）へ

リエゾンを派遣し助言を行うなどの支援をする．避難指示等の具体的な判断に関与することはない．

USGSは，内務省所管の研究機関として，地震や火山噴火、地すべり等に関する地質調査やその評価、警報

発表を担当している．災害時においては、各種の警報を発表するとともに、FEMAに対して科学的な知見から

の助言を行うとともに、大規模災害時には、大統領へ直接説明を行う．USGSには本部の他に５つの火山観測

所が設置され，全 169火山を観測している．さらに活火山の中で特に危険度が高い火山を選定しハザードマ

ップを作成している．火山に関する防災計画は，地方政府の関心が高い火山で策定するが，FEMAは策定には

関与しない．USGSは法律によって守られており，災害の警報が外れた場合でも責任は問われない． 

３．ハワイにおける溶岩流対策 

ハワイ州の策定する 2018 Hazard Mitigation Plan2)によると，ハワイ州において過去 200年の火山活動は

ハワイ島のみである．ハワイ島にはマウナロア山，マウナケア山，キラウェア山，フアラライ山の４火山が

存在する．全島の約 66%が溶岩流のハザードエリアとされている．想定される火山災害のうち，溶岩流の流

出，海岸線の崩壊，火山ガス(VOG)の放出等が主に警戒されている．

ハワイ郡の Multi-Hazard Mitigation Plan3)によれば，ハワイ島における火山噴火等の危機管理対応は，

初動においてはハワイ郡が対応し，CDAが中心となって EOCを立ち上げ，警察，消防・救急等の関係機関と

協働で対応にあたることになっている．EOCには，HVOやその他の機関からの危機に関する情報が集約され

る．それらの情報をもとに EOCは，郡の市長に避難勧告や強制避難命令を発令するよう助言する．事態や規

模が拡大した場合にハワイ州政府への支援を要請する． 

CDAは，様々なメディアを活用し，市民に対する情報発信を行っている．ハワイ郡市長のキム氏によれ

ば，情報の錯綜を防ぐために，EOCにもっとも最新で正確な情報を集約し関係機関で共有すること，市民へ

の情報提供にあたっては，噂で混乱が生じないように，できる限り早く，正確でわかりやすい情報を伝える

ことを心がけているとのことであった．郡では，EOCに併設されているラジオ放送施設を利用して，25年以

上にわたり，市民への定期的な情報提供を行っている．ハワイ郡の HPでは，避難情報，溶岩流の流下状況

図，道路の封鎖状況等の防災情報が公開されている．2018年のキラウェアの噴火時には，これらの情報は毎

日 1回の頻度で更新された．また，CDAでは SNSの Flickrを利用して，最新の空撮動画や鮮明な画像を公開

された．さらに HVOと連携し島内の各地で，公共ミーティングを週 1回の頻度で開催し，HVOからは現在の
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火口の位置，危険な場所，次に予測される現象，CDAからはそれらに対する政府の対応等を市民に情報提供

した．このミーティングは政府と市民の信頼関係を築くのに効果的であった． 

４．HVOの役割について 

HVOは，ハワイ島，マウイ島をあわせて６つの火山の監視を担当している．100以上の野外観測点におい

て，地震，地殻変動，火山ガス，電波探査，溶岩流の流動方向，地下のマグマ量および視認される噴火推移

などの情報を収集・分析するとともに，地球観測衛星からの地殻変動，地表温度などの情報も収集・分析し

ている．HVOの職員は．観測データが示す変動の兆候に応じて，より詳細なデータ計測や現地調査を実施

し，火山活動の大きな変化が予測される場合には，公式な情報発信を行う． 

2018年の噴火の際は，噴火の兆候を観測後，CDAと連携しながら準備をすすめ，噴火の２日前から住民の

避難のための情報提供を始めた．その時点では噴火の位置や，溶岩流の流向をおおまかにしか予測できなか

ったため，地形の勾配のみを考慮した簡便な流下モデルを用いて，溶岩流の流下する危険性がある範囲を大

まかに予測し，結果をハザードマップとして市民に公開した．噴火後は，ヘリコプターやドローン，衛星画

像などを駆使した観測を実施し，頻繁にマップを更新した．別途，より精密な溶岩流モデルを用いた流下シ

ミュレーションも実施していたが，結果を誤って解釈される危険性があったため，市民には公開せず，関係

機関で共有するのみとした．2018年の噴火の際は，観測と観測結果の速やかな分析・公開に加え，EOCへの

助言等の行政対応も行う必要があっため，USGSの他の部署からの応援を受け，通常 30名のスタッフを，噴

火の２日前には，米国本土からのリモート支援を含めて 100名に増員して対応した．また，海外の研究者の

助力を得て，噴火に関する誤った情報がインターネット上で拡散されるのを防いだ．

５．溶岩流に対するハード対策について

ハワイ郡の火山災害対策に関する基本方針には，①ハザードエリアの決定，②警報システムに加えて，③

構造物による防護等が挙げられている．③に関しては過去に，建設重機による仮設の導流堤の建設，空爆，

放水等により溶岩流の方向や速度をコントロールする試みが実施されてきたが，いずれも効果は少なかった
4).これらの経験から，溶岩流の流向の制御はコストの割に効果の少なく，割に合わないものと認識されてい

る．1986年にアメリカ海洋大気庁のマウナロア観測所を溶岩流から守る導流堤が建設された場合のように，

非常に重要な保全対象を守る場合を除けば，溶岩流対策の合理的な選択肢とはなりえない．近年では，2014

年の噴火の際に，送電が停止するのを防ぐために，民間の電力会社が溶岩の流路にある木製電柱の根元に土

を盛って，電柱の燃焼を防止した例は報告されてるが，2018 年の噴火の際を含めて，公共機関によるハード

対策は実施されていない． 

ハワイにおいてハード対策が実施されない理由には，ハワイの土着の信仰の存在も理由として挙げられ

る．ハワイには，キラウェア火山のハレマウマウ火口には女神ペレが住んでおり，ペレの怒りが火山噴火を

引き起こすという神話が存在する．このため，溶岩流の流下を阻害することは神の意志に逆らう悪いことで

あると考え，導流堤の建設に反対意見する人が少なくないようである．また，特定の対象物を守るために溶

岩流の流向を変えた場合に，導流された側に被害が出ると行政訴訟につながる危険性があることも理由の一

つとして挙げられる． 

６．おわりに 

本調査により，溶岩流対策を実施している組織，溶岩流対策の実状について，以下のことがわかった． 

①ハワイ郡における溶岩流対策は，郡の CDAが中心となり HVO を初めとする諸機関と連携しながらすすめら

れている．②HVOは，溶岩流対策において，観測および結果の解析，溶岩流の推移の予測など，警戒避難に

必要となる情報を EOCに提供する役目を担っている．③ハワイ郡における溶岩流対策は，ソフト対策に重点

が置かれている．警戒避難に必要な情報を，素速く，正確に，市民にわかりやすく提供することが重要視さ

れている．④過去に溶岩流の流向を制御するためのハード対策は試みられたが，費用対効果の低さや，土着

の信仰の存在等の理由により，現在はほとんど実施されていない．

７．参考文献

1)内閣府（2017）: 平成 29 年 3 月 28日 火山防災対策会議（第５回）資料，

http://www.bousai.go.jp/kazan/taisakukaigi/pdf/dai5kai/20170328shiryo3.pdf

2)HI-EMA: State of Hawaii 2018 Hazard Mitigation Plan,

https://dod.hawaii.gov/hiema/files/2018/11/State-of-Hawaii-2018-Mitigation-Plan.pdf, 2018

3)ハワイ郡: Multi-Hazard Mitigation Plan, http://records.hawaiicounty.gov/weblink/DocView.

aspx?dbid=1&id=82052&cr=1,2015

4)Poland, M. P. et al.: Characteristics of Hawaiian volcanoes, U.S. Geological Survey, 442p, 2014
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PPK を利用した UAV – SfM による積雪深計測の検証 

国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所 松芳健一、宇佐美淳※１

 (株）建設技術研究所 鴨志田毅、池上浩二、内柴良和、○河野元 

1. はじめに 

火山噴火時には土砂災害防止法および緊急減災対策砂防

計画に基づく緊急調査を実施し、被害が及ぶおそれのある区

域等に関する情報を迅速に発表する必要がある。 

しかし、実際の火山噴火発生時には、火山現象によって調

査員が被災する可能性があるだけでなく、噴火警戒レベル引

き上げに伴う火口周辺・入山規制や居住地域での避難勧告・

指示等によって、緊急調査を実施することが困難なケースも多

い。安全かつ効率的な緊急調査手法として、無人航空機

（UAV：Unmanned aerial vehicle）の利用が有効と考えられ、実

際に活用されている事例もある（例：草津白根山, 2018年の噴

火など）。 

今回対象とした福島県に位置する安達太良山では、冬季噴

火時の融雪型火山泥流による甚大な被害が想定されており、

融雪型火山泥流のリアルタイムシミュレーションを実施するた

めの火口付近の積雪量把握が重要であると考えられる。 

2. 検証の目的

前述のように、冬季における安達太良山の噴火では、融雪

型火山泥流が発生するおそれがある。融雪型火山泥流の正確

な被害想定のためには、火口周辺の積雪量を安全かつ迅速

に計測する必要があるが、安達太良山山頂付近では積雪観測

が実施されていないため、この点においてUAVの活用が期待

される。そこで、緊急減災対策の行動計画検討の一環として、

UAVによる実効的な積雪量計測を確立することを目的に検証

を行うこととした。 

3. 既往の研究

UAVで撮影した画像からSfM（Structure from Motion）により

三次元モデルを作成し、積雪前後の地形モデルとの差分によ

り積雪量を把握する研究が雪崩の研究分野等において実施さ

れている。特に積雪面のSfMでは、一面が白く表面テクスチャ

ーが乏しいため、写真間の特徴点不足がネックとなるが、これ

を解消するためには、RAW画像（色や明るさを補完・補正する

前）を利用することが推奨されている（図-1：内山・他, 2014）。 

図－１.RAW画像とSfMを活用した積雪深推定の例 

4. 検証内容

4.1 検証のポイント 

積雪前の地形モデルとの差分解析を行うためには、SfMによ

り作成するモデルに正確な位置情報を付与する必要がある。

位置情報は、地上基準点（GCP）を設置して精度を高めている

が、火口周辺の積雪調査の場合、GCPを設置することは極め

て困難である。そこで、本検証では、GCPを設置せずに高精

度の位置座標を取得できる技術であるPPK※２を利用し、火山

調査において実用的なUAVによる積雪量観測手法について

検証を行った。 

図－２.PPKを搭載したUAVと解析対象（駐車場） 

※２：PPK（Post Processing Kinematic）→地上基準点（GCP）

を設置しなくても高精度に位置座標を取得できるシステム。

UAVに搭載する高精度のGNSS受信機と電子基準点に基づく

仮想基準点を用いることで、高精度の座標を持った写真を撮

影できる（水平、垂直誤差＝±3cm）。 

4.2 検証手順 

使用した機体はPPKシステムを搭載したDJI社製のInspire2

であり、解析対象は安達太良山山腹の母成駐車場（約50m×

100mの範囲）とした（図-2）。焦点距離35mmのカメラでRAW画

像を取得し、解析ソフトはAgisoft Metashape Professionalを使用

した。検証の概要を以下に示す。 

(1) 高度100mからの空撮 

・高度100m で空撮を行った。

・空撮画像の SfM 処理により積雪期地形モデルを作成し、

H20LP との差分解析により積雪状況を計測する。 

(2) 高度50mからの空撮 

・高度による積雪期地形モデルの計測精度を検証するため、

高度50m で空撮を行った。 

・その他の条件は、検証(1)と同じ。

(3) 人工的な地形改変後の高度50mによる空撮 

・地形変化の測定精度を検証するために、人工的な積雪面

の改変を行った後に高度50m から空撮を行った。 

・検証（2）の地形モデルとの差分解析により、地形変化測定

精度を検証する。 

安達太良山 
母成駐車場PPKシステム

積雪前の地形

積雪後の地形 
（内山・他, 2014） 

RAW画像から作成した地形モデル

※１：現・仙台河川国道事務所
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5. 検証結果

各検証におけるSfMとH20LPを用いた三次元モデルの差分

解析の結果では、駐車場の縁石に吹きたまっている積雪が表

現される等、駐車場内の積雪分布は概ね表現されていること

が確認できた。各検証の結果を以降に示す。 

図－３.H20LPと高度100mのSfM地形モデルの差分

5.1 高度100mからの空撮 

撮影画像94枚で解析を行った。複数点において当日実測し

た値とSfM計測値を比較した図-4を見ると、その差は平均数cm

以内であり、融雪型火山泥流の規模検証としての精度は十分

確保できていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 
図－４.実測値と計測値の比較（高度100mとH20LP） 

5.2 高度50mからの空撮 

撮影画像234枚で解析を行った。図-5に当日実測した値と高

度50mと前述の高度100mによるSfM計測値の比較を示す。両

高度による空撮での差は、1～4cm程度であり、高度100mとの

差は大きくないと言える。 

 

 

 

図－５.実測値と計測値の比較（高度50mと高度100m） 

5.3 人工的な地形改変後の高度50mによる空撮 
雪面を人工的に改変した後に高度50mで空撮を行った。図

-6に示すのが改変後に空撮した写真から作成した地形モデル

あり、図中①～④で改変箇所を明瞭に把握できる。 

 

ｔいｋｔ 

図－６.地形改変前後の差分図と積雪深の解析結果 

図-6の地形改変後の地形モデルの差分解析図から、改変

地のサイズに対してSfMで作成した地形モデルで計測した平

均深さや容積も概ね実測に近似した値が得られている。UAV

空撮によるSfM差分解析では、少なくとも10cm程度の精度で積

雪深の把握は可能と判断される。 

6. 検証の成果

PPKを活用したUAV検証の成果を以下に示す。 

・UAV 測量の緊急調査への適用に最大のネックとなるのは地

上基準点（GCP）の設置であるが、PPK 方式を採用することで

基準点設置を省略しても十分な精度を有する画像取得が可

能であることが明らかとなった。

・積雪面の地形モデルを精度よく作成するためには、既往文

献のとおり RAW 画像を取得して解析することで解決できる。 

・高度の違いによる地形モデル作成精度の差は小さく、高度

100m でも十分な精度の地形モデルが作成可能である。

・既存LPとの差分により、積雪深を10cm以下の誤差で計測可

能であり、融雪型火山泥流の発生規模を予測するための他

の積雪深把握手法としては、十分な精度を有していることが

確認できた。 

・安達太良山のように山頂付近で積雪観測されていない火山

でも、既存の LPデータとの比較によって、実質1 日程度あれ

ば計測可能である（積雪前の UAV による事前の地形データ

取得の時間や火口付近まで調査員が赴くリスクやを回避）。 

これらのことから、冬期の火山緊急調査において、UAVを用

いて積雪深を安全かつ迅速に把握することが可能であると考

えられ、より迅速なリアルタイムハザードマップの作成のため

に有効な手段になる可能性がある。 

【引用文献】内山正一郎、他（2014）：SfMによる積雪環境

の三次元モデリングと積雪深推定, 雪氷研究大会（2014・

八戸）予稿集

実測値 SfM 差
1 17 14.2 -2.8
2 20 17.1 -2.9
3 9 8.4 -0.6
4 12 8.7 -3.3
5 14 5.2 -8.8
6 10 11.8 1.8
7 14 16.1 2.1
8 14 8.0 -6.0
9 15 10.6 -4.4
10 13 13.3 0.3
11 15 16.9 1.9
12 8 11.1 3.1
13 12 12.5 0.5

No
積雪深(cm)

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

積
雪
深

（c
m
）

実測点No

実測値 SfM計測値

① 

② 

③ 

④ 

縦 横 深さ 平均深さ 容積

(cm) (cm) (cm) (cm3) (cm) (cm3)
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写真-2 金毘羅火口の噴石によ
り被害を受けた建物１）

火山砂防対策における噴石に関する留意事項について 

朝日航洋株式会社   〇松井宗廣,安海高明,江藤稚佳子,齋藤はるか 
   砂防エンジニアリング株式会社       永吉修平 

国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所  熊井教寿 
国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 上小牧和貴 

１,はじめに 
日本は世界的にも有数の火山国であり,過去から多くの火山災害を経験してきた。近年でも

1992年雲仙普賢岳噴火，2000年有珠山噴火（以下，単に有珠2000年），同年三宅島噴火，2011
年霧島山新燃岳噴火，2015年御嶽山噴火，同年口永良部島噴火，2018年草津白根山噴火など
火山災害が繰り返されている。火山噴火時には降灰等による不安定土砂が生産されるため降
雨の都度，土石流となって流出し山麓周辺の人家や公共施設等に被害が生じる。被害の防止・
軽減のため火山が活動中であっても各種の対策工事の実施が求められる。 
火山活動中の工事実施における危険な火山現象には「火砕流」「融雪型火山泥流」「溶岩流」

「噴石」「火山灰」「火山ガス」「土石流や泥流」「山体崩壊」がある。本稿は上記のうち工事
実施にあたって最も危険な現象の一つである「噴石」について工事実施時の安全対策，留意
事項等を示したものである。研究方法は噴石に対する工事安全対策事例，参考文献の収集，
および身近に噴石が飛来した経験を持つ，または噴石落下の可能性のある現場の担当技術者
等へのヒアリング結果を整理したものである。なお，対象火山は有珠2000年と継続的に活発
な噴火活動を続けている桜島とした。 
２,有珠 2000 年 
2.1, 噴火の概要 
2000年3月27日から火山性地震が頻発していた有珠山は，3月31日13時10分頃西山西

麓から噴火した【写真-1】。その後火口群を形成しながら断続的に噴火活動を続けたが，7月
には一連のマグマ活動は終息に向かっているとの見解が，翌年5月にはマグマ活動の終息宣
言が火山噴火予知連絡会から出された。周辺市町村では，臨時火山情報が発表された3月28
日から自主避難がはじまり，最大で6,874世帯，15,815人が避難指示，勧告の対象２）となっ
た。この噴火活動に伴う降灰，噴石，地殻変動，熱泥流により一般家屋や河川・砂防・道路
等の公共施設に甚大な被害が生じた【写真-2】。 
2.2，火山砂防対策と噴石 
 噴火に伴う火砕流，噴石の危険があるため普賢岳で開発された無人化施工により泥流の流
れを阻害している橋梁の撤去，熱泥流の堆積物の除去が計画された。堆積物の性状や工事個
所までの間に市街地が存在するなど雲仙と異なる無人化施工条件であることから建設省（当
時），北海道開発局，北海道，虻田町，自衛隊等8機関合同による「立ち入り禁止
区域」内の特別現地調査が2000年5月31日に実施された【写真-3】。 
2.3，ヒヤリハット事例 
 特別現地調査に参加した調査員は装甲車により「立ち入り禁止区域」に入り，小
有珠川を渡った地点からは歩行により調査を行った【図-1】。調査員のうち砂防関係
の3人は徒歩により上流約200m付近に存在する熱泥流による堆積物の性状等を調
査した。この時，噴石による重大事故になりかねない状況に遭遇した。 
調査員からのヒアリング結果は「調査中にたまたま顔を上げたところ，噴石が飛

んできたのが偶然見えた。その噴石は我々の居る数mのところに落下して熱泥流堆
積物のなかにスポっと入った。」「空中に飛んでいる噴石が見えた時の噴石までの
距離は20～30mと思われる。」「噴石が熱泥流堆積物の中にめり込んだ痕跡からす
ると噴石の大きさは10～20cmと思われる。」というものであった。 
なお，3人のうち2人の調査員が共にこの噴石を視認している。この事例は一歩

間違えば重大事故につながりかねないインシデントであったと言える。 
３,桜島 
3.1, 噴火の概要 
桜島は姶良カルデラの南縁部に位置する成層火山で，北岳，中岳，南岳の3峰か

らなり，人口が密集する鹿児島市の市街地に近接している。有史以降の桜島の山頂
噴火は南岳に限られる。南岳山頂火口は1955年(昭和30年)の爆発以来，今日まで
長期間にわたって活発な噴火活動を継続しており，噴出物(火山ガス・火山灰・火
山礫・噴石など)や 爆発時の空振，二次災害としての土石流などにより各方面に被
害を及ぼし続けている３）。 
3.2, 桜島における噴石の実績 

鹿児島地方気象台の遠望カメラ映像による噴石落下地点の計測によれば，昭和
火口近傍に落下した噴石を除く水平距離で概ね800m以上飛散した噴石については
火口から2km 以上になると噴石落下地点数は大きく減少する傾向にある４）【図-2】。 
3.3, 安全対策の留意事項 
噴石は，①発生時期，②噴石の規模（噴石の大きさ），③到達距離及び方向が不

確実であることに留意する必要がある。 
噴石の発生時期を特定することは不可能であるが，大隅河川国道事務所は先進的な安全対策として後述する観測坑を設置

し火山活動時の微少な地形変動及び火山性地震等の観測を行い，大規模噴火の兆候の確認，工事関係者への注意喚起による 

写真-1 噴火は最大3 キロメート
ルの範囲に噴石を降らせた１）。

写真-3 自衛隊の装甲車による特
別調査の出発１）

図-2昭和火口からの噴石の落下地点４）

1㎞

2㎞

図-1装甲車，歩行ルートと噴石落下地点

500m 

噴石落下位置 

装甲車ルート 

歩行ルート
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噴石を含む工事中の安全確保を図っている。桜島では1986（昭和31）年11月23
日，直径約2m，重さ約5トンの噴石が南岳火口から約3.2km，標高差約850mにあ
る古里温泉の旅館に飛来した実績がある。この噴石は，旅館の鉄板の屋根と厚さ約
15㎝のコンクリート床に直径3mの穴を開け地下倉庫にまで達し6人が重軽傷を負
った５）【写真-4】。 
火山ハザードマップにおける噴石の到達距離は2～3㎞とされることが多いが，

1783年浅間山噴火では約6km離れた浅間牧場付近まで噴石が到達した６）。これら
は噴石の規模と到達距離が不確実であることを示す実例であり工事の安全対策上
特に留意が必要である。 
3.4, 噴石に対する安全対策実例 
3.4.1, 噴火警戒レベルに応じた安全対策の強化 
 噴火警戒レベルが2から3に引き上げられた場合，大隅河川国道事務所では出張所長から
工事実施中の各社に対して注意喚起（爆発監視員への指導，避難壕の設置，避難経路の確認，
プロテクターや防護版の備え等）の文書が発出される。なお，桜島の砂防工事では施工者が
作成する「施工計画書」において噴火警戒レベルが4となった場合は工事中止となる。 
3.4.2, 恒久的な噴石に対する安全対策 
桜島では全島的に火山砂防対策工事を継続して実施してきているため恒久的な安全対策としての避難壕の整備が進めら

れてきた。全島的に52か所の避難壕が設置（平成27年5月時点）されている７）【写真-5】。 
3.4.3, 工事現場での噴石に対する安全対策 
 桜島の火山砂防工事現場における噴石に対する安全対策は①噴石見張
り所【写真-6】を設定し噴石監視員が直視にて噴火を監視【写真-7】，②風
向を常時チェック，③噴火レベルと風速は日々の朝礼時に作業員に伝達，
④爆発による噴石を確認した場合，作業員は直ちに工事箇所近傍に設置し
た避難壕【写真-8】に避難し全員の退避を確認する，⑤噴石監視員は噴石
を確認した場合，サイレンを鳴らし周知する，⑥避難壕からの移動は防護
板を使い避難車両により移動，⑦建設作業機械のオペレーターには無線を
携行させ避難の連絡をする。⑧工事中におけるバックプロテクター【写真

-9】の装着，⑨定期的な避難訓練などを実施している。
3.4.4, 火山噴火活動の監視・観測
 噴石は火山噴火に伴って生じる現象であるため火山活動状況を常時モニタリン
グし火山の爆発を監視カメラ等により監視・観測する必要がある。大隅河川国道事
務所は土石流を含めて火山活動に関する情報を「桜島国際火山砂防センター」で集
中監視し，地元自治体や工事関係者に情報提供している。 
3.4.5, 観測坑による安全対策の先進的取り組み 
 また，同事務所は桜島南東部の有村地先に観測坑を設置【図-3】，水管式傾斜計及
び伸縮計で桜島の火山活動の微少な地形変動及び火山性地震等を観測，鹿児島地方
気象台及び京都大学とデータ共有し観測精度を向上させ，大規模噴火の兆候を把握，
工事関係者への注意喚起による噴石を含む工事中の安全確保を図っている。 
計測結果により火口周辺地盤の隆起・膨張を検知した場合は「噴火準備」，「沈降・

収縮」を検知した場合は「噴火中」と判断【図-4】，隆起量に応じて3 種類の警報
が発出８）され，その情報が噴石に対する有用な安全対策となっている。 
このような噴火の兆候把握は全国的に類例を見ない先進的な安全対策である。 

４,おわりに 
本稿では火山活動中の砂防対策工事の「噴石」に対する安全対策について，有珠

2000年のヒヤリハット事例，桜島における噴石の飛来実績，噴石に関する留意事項，
具体の安全対策事例を示した。有珠のヒヤリハット事例は火山活動中の火口周辺の
調査のあり方に一石を投じる事例で，一歩間違えば事故につながりかねない事例で
もある。当時としてはやむを得なかったと考えられるが，火口から1㎞と離れてい
ない地点に立ち入ること自体，現在の火山砂防対策では考えにくい。現在ではより
技術が向上した無人化施工，進展著しいドローン技術等の手段があり，施工前に立
ち入り規制区域内に人が立ち入ることはないであろう。 
噴石は全ての火山噴火で起こるものではなく，火山の噴火特性（ブルカノ式噴火等）に応じて生じる現象であるが，発 

生時期，規模等が不確実であるため，工事の安全対策上は厄介な現象であることを改めて認識する必要がある。 
本稿が噴石に対する工事の安全対策を検討するうえで一助になれば幸いである。 
おわりに,有珠2000年噴火及び桜島における火山砂防対策について，聞き取り調査，資料収集に快く協力頂いた関係各 

位に記して深く感謝します。 
【参考文献】 
1) 有珠山の砂防－2000年噴火災害と砂防事業の記録－(2009年3月，北海道室蘭土木現業所）P‐Ⅰ‐1，4 ,12
2) 平成12年（2000年）有珠山噴火（2020年3月4日, 胆振総合振興局建設管理部室蘭建設管理部）P-1
3) 気象庁ホームページ,知識・解説, https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/fukuoka/506_Sakurajima/506_index.html
4) 活火山における退避壕等の充実に向けた手引き（平成27年12月,内閣府（防災担当））P-18
5) 桜島大正噴火100周年記念誌(平成26年1月12日,桜島大正噴火 100 周年事業実行委員会)P-95
6) 火山噴火と災害（1997年12月10日,東京大学出版会） P-63
7) 桜島砂防管内避難壕マップ（平成27年5月）
8) 京都大学防災研究所付属火山活動研究センター桜島火山観測所

写真-４ 噴石による旅館の床の破壊状況５）

写真-5 引ノ平川の避難壕７）

写真-6 写真-7

写真-8 写真-9

図-3南岳，昭和火口と有村観測坑位置図

破線は火口から半径 2
㎞の立ち入り禁止区域

有村観測坑

図-4地盤変動状況を示すパソコン画像８）
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火山噴火時のヘリコプター調査における留意事項について 

朝日航洋株式会社 ○安海高明，松井宗廣，高貫潤一，江藤稚佳子，齋藤はるか 

 国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 火山防災減災課 熊井教寿, 黒木隆, 姫野徳人 

1. はじめに

 火山噴火による災害形態は多様であるとともに，

場の自然条件，社会条件により被害の様態も異なる。

また噴火災害時には噴火現象の形態・規模が刻々と

変化する中で，迅速な対策が求められる。噴火活動

中は降灰等による不安定土砂が生産されるため，噴

火直後から早急な現地状況の把握が求められる。こ

の際の有効な手段の一つとして有人のヘリコプター

による上空から調査が行われているが，飛行にあた

り噴石の衝突や火山灰，火山ガス等の活動中の火山

特有のリスクが生じる。そこで本稿では，近年の火

山噴火時のヘリ調査の事例をもとに具体の課題を明

らかにし火山噴火時のヘリ調査時の安全管理上の留

意事項を報告する。 

なお本稿は，火山噴火時における調査・工事の安

全性を向上させることを目的として実施した火山砂

防事業における安全対策の事例についての資料収集

と聞き取り調査の結果をもとにしている。 

2. 安全対策の留意事項

火山砂防事業において噴火に伴うヘリコプター調

査は，火山活動が活発化することで生じる噴石，火

山灰，火砕流等の噴火堆積物の堆積状況や降雨によ

る流出状況を把握するタイミングに実施される。 

図.1 噴火活動とヘリ調査実施時期 

 噴火活動中のヘリ調査におけるリスクには，飛行

中の噴石の衝突，火山灰によるエンジン障害，乗員

の火山ガス吸入があげられる。 

2.1. ヒヤリハット事例 
 噴火活動中の火山におけるヘリ運航時のヒヤリハ

ット事例を示す。 

有珠 2000 年噴火時の飛行中に，偶然にも小さな

噴火の初動を確認したため飛行を中断した（図.2）。

後に検証したところ，最初に噴火した火口の直上を

噴火の 8 分前に飛行しており，噴火に気付かずに飛

行を続けていた場合には，後方からの噴煙に巻き込

まれていた可能性があった。 

撮影日時：2000年3月31日13時7分

小規模な噴火を確認

図.2 噴火開始直後の空撮画像(有珠 2000年噴火) 

雲仙岳では 1991 年 6 月，報道関係者が搭乗した

自衛隊ヘリが飛行中のエンジン出力低下で緊急的に

予防着陸した。エンジンの出力低下の原因は，飛行

中や離発着時の火山灰吸入と考えられた。 

ヘリコプターのエンジン内部に火山灰が付着し飛

行基準を満たさなかったため 2基のエンジンを交換

した事例がある。2011 年 3 月に配備された宮崎県警

のヘリコプター「ひむか」は 2015 年 11 月の定期点

検でエンジン 2基とも出力が低下していることが分

かり交換した。エンジン内部を調べた結果「二酸化

ケイ素」が付着したことが原因であることが分かっ

た。エンジン交換後，2016 年 5 月から火山灰の飛

散状況を確認しながら運用していたが，同年 12 月

にエンジンに火山灰の付着を防ぐフィルターを装着

し 2017 年 3 月から運用を再開している。 

3. ヘリ調査における安全対策事例

3.1. 有識者アドバイスと地上観測情報の共有 
有珠山 2000 年噴火においては，噴火現象に詳し

い有識者を調査用ヘリと地上の監視場所に各々配置

した。機体からは地表面のクラックや噴火の僅かな

兆候に留意し，地上からは噴煙等が確認された場合

に直ちに機体との無線連絡が可能な体制をとった。 

浅間山 2004 年噴火においては，研究機関と連携

し，火山活動の状況をリアルタイムに把握すること

でリスクを低減させた。火山体周辺に設置された地

最初の噴火

噴火活動活発 鎮静化

⇒断続的噴火 ⇒降灰と降雨による土砂流出

応急対策 恒久対策

平常時平常時

ヘリコプター調査
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震計や傾斜計，空振計などの観測機器の情報をリア

ルタイムでモニターし，緊急時には上空のヘリに直

ちに無線連絡可能な体制をとった。また，計測飛行

前に予備飛行として火山学者に搭乗依頼し，上空か

ら火口内の状況，山体周辺の異常について目視およ

び赤外線カメラによる確認を行った。 

3.2. 監視用ヘリの配置 
ヘリ調査中に搭乗員が視認できない機体の後方か

らの急激な噴煙上昇等に対応するため，監視用ヘリ

の配置を採用するケースがある。有珠山 2000 年噴

火や三宅島噴火時の調査飛行では監視用ヘリを採用

した。監視用ヘリには火山専門家に同乗を依頼し，

計測機体と火山体が同時に視認できる位置に配置し，

監視ヘリと調査ヘリの相互のやり取りは無線で実施

した。その結果，調査ヘリ後方の死角を他機の視点

から補うことで安全対策をより強固なものとしてい

る（図.3）。 

図.3 監視ヘリの配置イメージ 

3.3. 火山灰対策 
ヘリコプターのエンジンはタービンエンジンのも

のが多く，吸気口から火山灰を取り込んだ際にはエ

ンジン停止に陥る場合や火山ガスによる金属腐食と

いったリスクが生ずることがある。そこで火山灰の

濃度の高い空域の飛行や，火山灰が堆積したヘリポ

ートの使用を避けるといった運航上の安全対策とと

もに，機体の吸気口に火山灰の侵入を防ぐフィルタ

ーの設置が採用されるケースがある。 

3.4. ガス検知器の装備 
ヘリコプターのコクピットは外気が容易に流入す

る構造となっているため，機内にガス検知器を装備

した。三宅島 2000 年噴火においては，上空での火

山ガス対策として，複数種類の火山ガス検知機を装

備した。機内で SO2（二酸化硫黄）および H2S（硫

化水素）の検知をし，規定値以上でアラームが鳴る

が，ヘリ機内ではエンジン音によりアラーム音が確

認しにくいため，アラートを LED 表示できるタイ

プの機器を使用した。 

3.5. ヘリ運航企業の安全基準の共有 
活動中の火山調査時に同乗する調査機関職員が飛

行経路や調査地点をリクエストする場合は，ヘリ運

航企業が独自に定める運航規程等を前提に飛行の可

否を判断する必要がある。飛行前に予め，調査機関

と運航企業が火山上空の飛行のルールを取り決め共

有しておくことで，意図せず危険な飛行をおこなう

ケースを減らすことができる。表.1 にヘリ運航企業

の活火山運航時の規定の一例を示す。

表.1 活火山上空の運航規程（例） 

安全対策

の場面 

安全対策の内容 

フライト

計画時

飛行前に火山・気象情報を入手し空域の風上側を飛

行するよう計画する 

現場滞留時間を短時間で終了するように調整する 

雲や霧の影響で火山灰状況が把握できない場合は

火山に近づかない計画とする 

夜間飛行は月明かりで山稜が明瞭に確認できる事 

飛行中 噴火中の火山付近の雨雲には火山灰が含まれるた

め近づかない 

意図的な火山灰浮遊区域の飛行は禁止 

飛行中に火山ガスの臭気を感じたら直ちに離脱 

飛行制限区域外でも危険を感じた場合は作業中止 

着陸時 降灰地域への着陸は原則として禁止 

着陸後 噴火活動中火山の周辺を飛行後は機体への火山灰

付着を確認 

4. まとめ

近年の噴火活動時のヘリ調査の事例をもとに，安

全管理上の留意事項についてとりまとめをおこなっ

た。近年は有人のヘリに替わり無人航空機（ドロー

ン）を用いて危険を伴う噴火活動中の火山上空から

の調査に利用されているが，航続距離や自動航行の

課題を解決する必要があり，有人機の代替えにはい

まだ至っていない。今後，有人のヘリ調査時の安全

確保のため，3.5で述べた様にヘリコプター運航企業

内に留まらず調査機関等を含めた包括的な安全対策

の検討が望まれる。本稿が噴火活動中の有人ヘリ調

査の安全性向上の一助となれば幸いである。 

謝辞 本稿をとりまとめるにあたり噴火活動時の

ヘリ調査の事例や，留意事項について多くの関係者か

ら聞き取り調査をさせて頂くとともに関係資料の収

集に快く協力頂いた。ここに深く感謝申し上げます。 

参考文献 
太田一也, 「雲仙普賢岳噴火回想録」，2019

監視ヘリは噴火口の監視を実施、緊急

時には相互に無線でやり取りし離脱
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平成２９年九州北部豪雨に伴う朝倉市奈良ヶ谷川流域における流木収支の推定 

九州大学農学部 ○森晴香 

九州大学大学院生物資源環境科学府 江藤稚佳子 塩崎将司 

九州大学大学院農学研究院 久保田哲也 水野秀明 

１． はじめに 

 近年、豪雨に伴う土砂災害、流木災害が頻発に起

こっている。中でも、流木は流水、土砂と一体とな

り災害を拡大させる主な要因の一つである。流木災

害を効率的に防止・軽減するためには、流木の生産、

堆積、流出の機構を明らかにしなければならない。

ところが、その機構は非常に複雑な物理的プロセス

で構成されるため、未だ十分に解明されていない。

そのため、過去の流木災害を分析して、流木の生産、

堆積、流出の実態を収集し、傾向を明らかにしてい

く必要がある。 

過去の流木災害を見ると、平成 25年 10月台風 26

号による伊豆大島豪雨災害では、約 3700ｔの流木が

発生し、そのほとんどが橋桁で堆積したことが報告

された。また、平成 23年 9 月台風 12 号による和歌

山県那智川災害では、599~5177 ㎥/㎢の流木が発生

し、流木流出率は 50.4~90.5%であることが報告さ

れた。昭和 62 年 8 月山形県温海町における豪雨で

は、流木流出率が一次谷出口では 40~48%、二次谷

出口では 4~52%であることが報告された。 

平成 29 年 7 月九州北部豪雨は、甚大な被害をも

たらした。その中でも福岡県朝倉市奈良ヶ谷川流域

では、土砂と流木を多く含んだ洪水が発生し、流木

による被害が顕著であった。しかし、今後の流木災

害の対策を検討する上で重要である流木収支が、本

流域では未だに明らかにされていない。そこで、本

研究の目的は、平成 29 年 7 月九州北部豪雨におけ

る朝倉市奈良ヶ谷川流域のうち上流域での流木収支

を明らかにすることとする。 

２． 奈良ヶ谷川流域の概要と流木の計測 

奈良ヶ谷川は朝倉市内を流れる、筑後川支流であ

る。植生の構成は、スギ・ヒノキで 63.3%、アカマ

ツで 27.4%、コナラで 6.7%、果樹園で 2.5%、シイ・

カシで 0.1%であった。なお、果樹園での崩壊面積は

他の植生より著しく少ないため、本研究では果樹園

を対象から外した。また、奈良ヶ谷川の砂防堰堤よ

り上流の流域を 33 の小流域に分割した(図 1)。

まず、流域全体の流木生産量 Y(m3)を求める式を

以下に示す。 

Y =∑{∑(𝑊𝑗 ∙ 𝐴𝑖𝑗 ∙ 𝑉𝑗)

𝑛𝑉

𝑗=1

}

𝑛𝐵

𝑖=1

⋯(1) 

ここで、iは小流域番号、j は植生番号、nBは小流域

の総数(=33)、nV は植生の総数(=4)、Wjは植生 jの

立木密度(本/m2)、Aijは小流域 iの崩壊・流下範囲の

うち植生 j の占める面積(m2)、Vjは植生 j の立木材

積量(m3/本)である。Aijは 2017 年 7月 13 日撮影の

航空写真より作成したオルソ画像（朝日航洋株式会

社提供）から読み取った。Vjは、立木幹材積表（日

本林業調査会）の材積式を用いて計算した。材積式

中の胸高直径は現地調査の結果を、樹高は朝日航洋

株式会社所有の softplotter を使用して、航空写真測

量より求めた平均樹高を用いた（表 1、図 3）。また、

Wjはオルソ画像から QGIS を用いて計測した。 

表 1 流木生産量推定のための諸元 

 次に流域全体の流木堆積量D(m3)を求める式を以

下に示す。 

D =∑(
𝑇𝑖
𝐻𝑖
∙ 𝑉𝑖)

𝑛𝐵

𝑖=1

⋯(2) 

ここで、Tiは小流域 i に堆積した流木の長さの総和

(m)、Hiは小流域 iにおける代表植生の平均樹高(m)、

j 植生

崩壊・

流下面

積(㎡)

立木密

度(本/

㎡)

胸高直

径(cm)

平均

樹高

(m)

1本当たり

の材積(㎥

/本)

1
スギ・

ヒノキ
267384 0.053 30~40 22.5 0.66~1.28

2 コナラ 22827 0.036 18 27.9 0.35

3
アカマ

ツ
69181 0.055 30~40 18.6 0.58~1.00

4
シイ・

カシ
1246 0.025 18 18.0 0.23

図 1 奈良ヶ谷川流域 上流域 
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Viは小流域 iにおける代表植生の立木材積量(㎥/本)

である。代表植生は、小流域 i 内において最も多い

植生とした。Ti は、QGIS でオルソ画像から流木を

線分化して求めた(表 2)。 

表 2 立木堆積量推定のための諸元 

 流出量は、発生量と堆積量の差とし、各小流域で

整理した。図 2には、流域全体の流木収支図を示す。 

図 2 奈良ヶ谷川上流域の流木収支 

３． 考察 

流出流木率（発生した流木の谷の出口への流出率）

は、流木生産量に対する流木流出量として算出した。

最大値と最小値の 2 通りで計算したが、どちらも

0.94 だった。材積量が固定値である広葉樹の割合が

針葉樹に比べて非常に小さかったため、流出率には

大きな影響を与えなかったのではないかと考えられ

る。流木流出率は、土石流・流木対策施設が無い場

合で一般的に 0.8~0.9 程度、今回の災害時の赤谷川

上流の流域では 0.83 であった。これらの値より大き

い値であることから、本流域では過去の事例よりも

多くの流木が流出し、被害が甚大であったことが考

えられる。流出量が多かった理由は、集中豪雨によ

る本川の流量の急激な増加で、水深が深くなり、流

木が水面に浮いたことが推測される。さらに、流木

が最も堆積しやすいのは 5°付近であり、それより

小さいと流木は浮力で流されやすい傾向にある。本

流域の水路勾配は、約 3.7°であるため、地形の観点

からも浮力で流されやすい状況であった。これらの

流木の動きついては、更なる検討が必要だ。 

また、航空写真測量の結果に考慮すべき値がある。

現地調査で、一部の広葉樹において樹幹が湾曲して

いるものがみられた(図 3)。この場合、実際の樹高よ

りも大きい値が算出されるため、材積量が本来の値

より大きくなった可能性がある。 

図 3 樹幹が湾曲した広葉樹 

４． まとめ 

以上をまとめると、奈良ヶ谷川流域のうち上流域

における流木生産量 1.2×103~2.2×103(m3)、流木堆

積量 7.7×102~1.4×103(m3)、流木流出量 1.1×

103~2.1×103(m3)であったことが分かった。今後、

地形条件に注目し、発生から流出までのメカニズム

について解明したいと考えている。さらに、奈良ヶ

谷川下流域、隣接する妙見川についても同様に解析

を行う予定である。 

本研究を進めるにあたり、現地調査や調査方法等

のご指導を賜った森林保全学研究室、久保田哲也教

授及び水野秀明准教授に心より御礼申し上げます。

また、航空写真と softplotter の使用をご快諾いただ

いた朝日航洋株式会社横溝和則氏、安海高明氏をは

じめ関係諸氏に対し感謝致します。 

本研究は JSPS 科研費 JP18H04152, JP19H00812

の助成を受けたものです。 
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j 植生
流木長の

総和(m)

平均

樹高

(m)

推定本

数(本)

1本当たり

の材積(㎥/

本)

堆積量

(㎥)

1
スギ・

ヒノキ
22562.6 22.5 1000 0.66~1.28 660~1300

2 コナラ 2951.2 27.9 110 0.35 37

3
アカマ

ツ
2253.1 18.6 120 0.58~1.00 70~120

4
シイ・

カシ
0.0 18.0 0 0.23 0
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微地形 LP データを活用した土砂・洪水氾濫対策における優先整備流域設定に関する提案

原田 紹臣，村上 宗隆，和田 浩幸（三井共同建設コンサルタント株式会社）

池戸 和司（愛知県建設局砂防課）

中谷 加奈（京 都 大 学 大 学 院）

○里深 好文（立 命 館 大 学）

水山 高久（京都大学名誉教授）

1, はじめに 

近年に発生した九州北部豪雨（H29.7）や広島豪雨（H30．

7）1）等では，山腹斜面や渓流における多数の斜面崩壊・土

石流等の発生に伴って，大量の土砂の生産，流下・氾濫等

により，甚大な被害を受けた．その後（H31.3），「河川砂

防技術基準（基本計画）」が大幅に改訂され，これまでの

水系砂防計画から土砂・洪水氾濫対策計画が新たに位置づ

けられ，数値計算 2)による検討が示された．一方，広島豪

雨で発生した土砂・洪水氾濫を対象に，汎用化された解析

モデル（一次元河床変動及び二次元土砂・洪水氾濫解析モ

デル）を用いて再現計算 1）し，モデルの妥当性を検証され

ている（図-1）．これらの背景を受け，愛知県では，近年

に整備された管内一円のLPデータを活用して，地先砂 

図-1  広島豪雨（H30.7）を対象にした現地LP 計測結果と計算結

果との比較（土砂・洪水氾濫や土砂堆積状況の比較）1) 

START

基本事項の整理

各水系における危険度評価

(一次元河床変動解析及び二次元土砂・洪水

氾濫解析による簡易検討)

土砂・洪水氾濫対策優先整備流域の設定

解析モデルの高度化による詳細評価、検討

対策工法の検討、設計（沈砂池、基幹堰堤等）

維持管理の検討

END

※    ：本稿（本検討）の対象範囲 

図-2 土砂・洪水氾濫対策の流れと本稿（本検討）の対象範囲 

防に水系砂防を一定範囲含めた土砂・洪水氾濫対策計画を

新たに策定するために，管内の砂防流路河川等流域を対象

として，優先整備流域を設定している状況である（図-2）． 

本稿では，今後，他都道府県の管理者等が，新たに「土

砂・洪水氾濫対策検討」を進めていく上での議論の活性化

のため，微地形 LP データと既往汎用解析モデル 1)を活用し

た簡易的な「優先整備流域設定」手法について提案する． 

2, 土砂・洪水氾濫対策対象渓流の抽出手法の提案 

今回，提案する「土砂・洪水氾濫対策優先整備流域」設

定の流れを図-3に，対象流域の抽出（一次抽出：机上）に 

対象外

START
・既往砂防基本計
・施設台帳
・洪水氾濫実績等
・LP

対象流域の一次抽出(机上)

【計画準備・資料収集整理】

【基本事項の整理】

対象

判定ルール①
人家戸数、河勾配

等
【既設施設等の土砂収支の整理】

【概略対策計画】

【現地調査】

対象流域の二次抽出(現地)

【河床変動・土砂・洪水氾濫解析】

【対策計画の優先整備流域の設定】
判定ルール③
被害リスク等

END

対象

対象外

【計算モデル】
高橋・里深らの
基礎式を採用し
たHyper Kanako1)

判定ルール②
事業実現可能性等

図-3 今回提案する土砂・洪水氾濫対策優先整備流域設定の流れ 

表-1 今回提案する対象流域の設定における着眼点及び抽出条件 

着眼点 抽出条件(基本)

河床勾配 i を用いた河道対象区間の抽出 
（一般的に，土砂・洪水氾濫が想定される河床勾配） 

1/100≦i＜1/30
(0.6°≦i＜2) 

上流集水域の流域面積A を用いた対象流域の抽出 
（一定以上の土砂移動が生じると想定される面積） 

A ≧ 3km2 

保全対象地盤高と河床との比高差 h を用いた被害想

定範囲の抽出（被害が生じると想定される比高差） 
h ＜ 5m 

土砂・洪水氾濫被害の保全対象家屋数 n を用いた流

域の抽出（被害規模が顕著であると考えられる家屋数 ） 
n ≧ 50 戸 
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START

・既往砂防基本計
・施設台帳
・洪水氾濫実績等
・LP

河床勾配i の河道区間

砂防流路等河川流域（法指定河川流域）

の整理

END

対象：1/100≦i＜1/30

上流集水域※1の流域面積A

保全対象家※2屋数n

対象流域の一次抽出（机上）

（現地調査による二次抽出）

優先整備流域の設定

対象：A≧3km2

A＜3km2

対象：n≧50戸

n＜50戸

本検討対象外

流域

1/100＞i, 1/30≦i

※1 ただし，河床勾配 i が 1/30 より急勾配である河道の流域範囲を対象． 

※2 ただし，河床からの比高差が 5m 未満に存在する 50m2以上の家屋を対象． 

図-4 今回提案する本対象流域の抽出・設定（一次抽出：机上）の流れ 

図-5 今回提案する河床変動計算の実施区間設定に関する概要 

おける着眼点を表-1及び流れを図-4にそれぞれ示す．図-3

及び図-4 に示すとおり，微地形 LP データを活用した地形

条件や保全対象状況等の把握より机上にて一次抽出を行い，

抽出された流域における事業実現可能性（例えば，計画基

準点付近における基幹堰堤等の整備が可能な用地条件等）

について，現地調査より抽出（二次）する．なお，最終的

に抽出された流域を対象に，数値計算を行うものとする． 

3, 河床変動計算及び土砂・洪水氾濫計算手法の提案 

対象流域内における河道部での土砂堆積状況を把握する

ための一次元河床変動計算と，河道部での土砂堆積に伴う

河床上昇により発生する土砂・洪水氾濫を予測するための

土砂移動も考慮した二次元土砂・洪水氾濫計算を実施する．

なお，解析モデルについては，検討目的（管内における優 
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図-6  入力ハイドログラフの算出例（H12 東海豪雨を基本） 

図-7  計算結果の一例 

先整備流域の設定）等より，これらの現象を同時に計算で

きる簡易的な汎用化されたモデル 1）を基本としている．こ

こで，河床変動計算の実施区間設定に関する概要を図-5 に

示す．図-5 に示すとおり，便宜上，最下流に計画する主た

る基幹堰堤を含んだ位置等を計算区間の上端としている．

また，計算区間の下流端は，土砂・洪水氾濫が発生すると

想定される下流域付近としている．一方，計画規模は，検

討目的や下流河川整備計画との整合等より，同一降雨条件

（平成12年 東海豪雨）を用いて比較する．ただし，地形

条件の違いが降雨特性や降雨分布等に与える影響を考慮す

るため，近隣の雨量観測所で記録した観測データを用いて，

合成合理式3）により入力条件を設定する． 

これらの条件等より，計算した結果の一例を図-7 に示す．

なお，これらの被害リスク（家屋数）等を用いて，最終的

に「土砂・洪水氾濫対策の優先整備流域」を設定すること

を基本としている．なお，本稿で示した手法については，

本投稿時点での提案であり，今後，変更する可能性がある． 

謝辞：本内容に関して，資料提供及び活発な議論をさせて

頂いた，国際航業(株)，日本工営(株)，(株)日建技術コン

サルタントならびにその他の関係各位に感謝致します．
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ソフト対策とハード対策の関係性についての極めて単純な考察

執印康裕（宇都宮大学） 

１．はじめに 
降雨を誘因として引き起こされる自然災害に対

して，いわゆる構造物によるハード対策と土壌雨量

指数をはじめとする警戒・避難等のソフト対策の両

者は自然災害による被害を軽減するという同一の

目的を有している。これらの事は今更論ずるまでも

ないことであるが，両者の性質の違いを考慮すると，

その対策効果の発現の仕方は大きく異なる。この点

に関し牛山(2015)は，【ハード対策とソフト対策は，

設計・施工→システム完成というところまでは共通

だが，ハード対策はその後すぐに効果が発揮できる

のに対して，ソフト対策の場合はその後に「利用者

による理解・利用」という，ハード対策にはなかっ

たプロセスが，1段階多く存在しているのである。】

と指摘している。この事はソフト対策においては，

「利用者による理解・利用」というプロセスが介在

することにより，対策効果の検証がハード対策と比

較して定量化し難いといった性質を有することを

意味している。例えば，ハード対策の効果について

国交省(2018)は，ハード対策の複数の効果事例を具

体的に示している。一方でソフト対策の効果は，牛

山（2015）が指摘した「利用者による理解・利用」，

誤解を恐れずに言えば，いわゆる普及・啓発事業等

の対策による利用者の「防災リテラシーの向上」に

よって事業効果が検証されるのがこれまでの流れ

と言えるのかもしれない。 

 以上が，ハード対策とソフト対策の両事業効果の

発現の仕方および検証方法の違いであるが，本報告

では少し違った視点から，両事業の関係から見える

課題について，極めて単純な検討を行ったのでここ

に報告するものである。 

２．両事業の関係から見える課題 

 「はじめに」で述べたように，両事業の目的は同

一（すなわち自然災害による被害を軽減する）であ

るものの，見方によっては両事業の方向性は異なる

と言える。この点について以下に記述する。 

ソフト対策においては，警戒システムを構築の以

外にシステムを利用する人々の「防災リテラシーの

向上」が必要である。この点についてソフト対策事

業の一部を列挙すると, 

① リテラシー向上のための各種イベント開催

② 警戒情報のレベル化と避難行動の紐づけ，

③ 住民が参加するハザードマップの作成，

④ 地域防災リーダーの育成，

等があげられる。これらの事業が「防災リテラシー

の向上」に資することは間違いない。さらにソフト

対策事業の背景には，防災技術者からみて自然災害

が発生する危険性が高い状況にあったとしても，

人々が必ずしも避難行動をとるとは限らない事実

がある。これは私自身も含めた人間の「認知」と「行

動」の間に少なからずギャップがあることに起因し

ている。したがってソフト対策事業の方向性は，こ

のギャップ（距離）を少しでも小さくすること（解

消することは不可能であるが）にある。前述した②

の「警戒情報のレベル化と避難行動の紐づけ」は自

然災害発生に対する危険性「認知」と避難「行動」

のギャップ(距離)を小さくする方向性を端的に示

したものであると言えよう。また，この「認知」と

「行動」の距離は，時代の変化によって変わること

も自明である。例えば現在と比較して自然災害が多

発（その発生頻度が高い）していた時代においては，

両者の距離は狭まっていたと言えよう。 

 一方でハード対策事業についてみると，自然災害

の発生危険度が高い豪雨等の極端自然事象に対し

て50年確率や100年確率の計画値を設定した上で事

業が実施される。このことから明らかなように, ハ

ード対策においては自然災害の発生頻度を下げる

こと（すなわち対象とする地域の安全性を向上させ

ること）が事業の方向性と言える。ここで，ハード

対策事業の方向性と前段に述べたソフト対策事業

の方向性を対比させると，両事業の方向性は必ずし

も一致するとは限らないことに気づく。ハード対策

事業によって地域の安全性が向上することは目的

に合致することではあるが，その結果（つまり発生

頻度が減少した結果），自然災害発生危険度への認

知が低下し，避難行動を取り難くなる場合があると

言える。極端な言い方をすれば,ハード対策事業と

ソフト対策事業の方向性において，両者の目的は同

一にも関わらず逆方向である可能性があり，そこに

課題が存在しているのかもしれない（図-1参照）。

３．課題の解決に向けて

3.1 危険性認知のズレについて

 ここまで，両者の関係から見える課題を，ハード

対策による自然災害の発生頻度の減少が，見方によ

ってはソフト対策による「防災リテラシー」の向上

を阻害する可能性がある事を，危険性認知と避難行

動の距離という観点から記述した。ここで危険性認

知そのものに着目すると，防災技術者による認知と

図-1：両事業の関係 

災害発生頻度の低下 防災リテラシーの向上

危険性認知と避難行動
の距離の縮小

危険性認知と避難行動
の距離の増大

？

課題

？

ハード対策 ソフト対策
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地域住民による認知の２つに区分される。これまで

のソフト対策は利用者の「認知」と「行動」の距離

を近づけることを主体に実施されているが，両者

（すなわち防災技術者と地域住民）の「認知」には

ズレが生じている。このことは前章の下線部で示し

たソフト対策の背景【防災技術者からみて自然災害

が発生する危険性が高い状況にあったとしても，

人々が必ずしも避難行動をとるとは限らない事実

がある。】にも通じているであろう。この両者のズ

レを完全に解消することは難しいが，防災技術者は

少なくとも，認知と避難行動への紐づけとは別に，

危険性の認知自体を，地域住民に分かりやすく説明

する必要があるし，このことが課題の解決につなが

る一つの道かもしれない。次節においてはソフト対

策の一つである現行の土砂災害警情報を対象に，両

者のズレの解消に向けて，極めて簡単に検討した事

例について紹介する。

3.2 認知のズレの解消に向けて－現行の土砂災害

警戒情報を対象に－

 危険度認知を行う評価指標として，いわゆる極値

解析による再現期間を設定した。これは地域住民に

とって土砂災害発生の非日常性を具体的に説明す

るのに有効であると考えたことによる。 

現行の土砂災害警戒情報システムの基本概念を

図-2に示す。現行のシステムは本図に示すように，

時々刻々と変化する降雨状況を，横軸に土壌雨量指

数(SWI)，縦軸に60分積算雨量(CHR)とする2次元平

面上にスネークライン(SL)として表示し，この平面

上に設定された基準線（CL）とSLの関係から構築さ

れている。CLは土砂災害（SRD）の出現確率が高い

領域と低い領域を区分するものであるが，現行の出

現確率は極値解析による再現期間にそのまま対応

するものではない。ただし図-2を単純にみれば原点

からの距離が増大するほど，土砂災害出現確率が大

きくなることが分かる。従って，この原点からの距

離に対して，極値解析を適用して再現期間を算出し

た。なお図-2の両軸は実次元の単位を有するため，

(1)～(3)式による基準化を行い，(4)～(5)式によっ

て再現期間を求めている。 
NCHR = CHR/CHR2          ・・・・(1) 

NSWI = SWI/SWI2 ・・・・(2)

NDFCO = 𝑁𝐶𝐻𝑅２＋𝑁𝑆𝑊𝐼２ ・・・・(3)

F(x) = exp −[ 1 − (𝑥 − 𝑐)] /  ・・・・(4) 

RP = 1/{1 − 𝐹(𝑥)} ・・・・(5)

但し，RPSL：再現期間(year)，CHR：60分積算雨量 

(mm/h)，NCHR：正規化60分積算雨量，SWI：土壌雨量

指数(mm)，NSWI：正規化土壌雨量指数，CHR2：60分

積算雨量の2年確率値(mm/h)，SWI2：土壌雨量指数

の2年確率値(mm)，NDFCO：基準化SLが描かれた2次

元直交座標系原点からの距離，F(x)：一般化極値分

布の確率密度関数，k, a, c：確率分布パラメータ 

である。 

 広島県呉市で1999年6月29日に発生した土砂災害

を事例として適用した結果を図-3に示す。なお降雨

データは呉特別気象台のものを，確率分布パラメー

タの算出および基準化には1981年～2010年の各年

最大値を使用している。当日の土砂災害発生は図-

3に示す再現期間のピーク(89年)付近の時間帯で発

生していることを確認しているが，これは現行のス

ネークラインを使用した土砂警戒情報に再現期間

が適用できる可能性があることを示唆している。

４．おわりに
ハード対策およびソフト対策の関係から見える

課題と，その解決に繋がる事例として土砂災害警戒

情報に再現期間を適用した結果について紹介した。

土砂災害警戒情報に再現期間を用いる利点は， 

① CLを設定する場合，その根拠が明確になる事

② 地域住民への危険度の説明がしやすくなる事

の2点であり，以上の事が自然災害発生危険度に対

する防災技術者と地域住民の認知のズレの解消に

つながる可能性があると考える。さらに再現期間の

場合，特にCLを設定せずとも，地域住民の各自がそ

の数値をもとに避難行動を判断する事が可能であ

るのかもしれない。これは防災の基本が自助である

事と整合的である。無論，紹介した結果は一事例に

過ぎず，有効性の検証のためには，さらなる検討が

必要であるが，これについては今後の課題である。 

引用文献 
国交省(2018)：砂防施設の効果事例，
https://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/koukajirei.pdf 
牛山素行(2015)：ハード防災対策とソフト防災対策，
http://disaster-i.cocolog-nifty.com/blog/2015/07/post-
9652.html 

図-2：土砂警戒情報の基本概念図 
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流木の発生量と発生しやすさを考慮した流木生産ポテンシャル評価の試み 

国土交通省 湯沢砂防事務所 赤沼 隼一※，淺野 保夫 

株式会社パスコ ○板野 友和，本多 泰章，野田 敦夫，川上 誠博 

※現 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部

１．はじめに 

流木は，山腹斜面の崩壊や出水時の渓岸や渓畔林での

侵食などの土砂移動に起因して発生することが多いため，

砂防流域においては荒廃した流域の方が発生しやすい．

一方，流木災害は，流出する流木の量に応じて甚大化する

傾向があるため，植生が乏しい荒廃地よりも賦存量の多

い針葉樹植林地等で発生した場合に下流への流下量が多

くなり，被害も甚大化することが指摘されている 1),2),3)．し

たがって，流木災害の起こりやすさは，流木の発生しやす

さと発生量の両者を踏まえて評価する必要があるが，確

立された評価手法がないのが現状である． 

本検討では，流木の発生しやすさを多変量解析により

把握し，流木発生量を植生調査より把握することにより，

流木発生量を考慮した流木発生のしやすさ（流木生産ポ

テンシャル）の評価を試行した．

２．解析対象流域 

対象流域は，湯沢砂防事務所管内の下記流域とした． 

図 1 対象流域位置図 

３．解析手法 

３．１．解析手法の概要 

山間地では生産される流木の多くが崩壊に関連して生

産されるため，本検討では「流木の発生しやすさ ≒ 崩壊

のしやすさ」と考えた．また，流木の発生量は崩壊した場

所にあった立木の量に支配されることから，流木化する

立木の量を材積量で評価することとした．これにより，流

木生産ポテンシャルは以下のように表現できる． 

・流木生産ポテンシャル

＝ 流木の発生しやすさ × 流木発生量 

＝ 崩壊の発生のしやすさ × 材積量 

検討の流れを図 2に示す． 

図 2 解析実施フロー 

３．２．多変量解析による崩壊しやすさの評価 

崩壊の発生しやすさは，崩壊と斜面が持つ複数の素因

との関係を統計的に評価可能な多変量解析を用いること

とした．また，解析で取り扱うデータ等の形式から，目的

変数を「崩壊の発生のしやすさ」，説明変数を「複数の崩

壊発生素因」とした数量化 II 類を採用し，解析単位毎に

算出されるサンプルスコア（カテゴリ毎のスコアの合計）

を用いて崩壊のしやすさを評価した． 

以下，手法と各変数の設定方法を示す． 

表 1 手法と変数の設定 

項目 内容 
解析手法 多変量解析（数量化Ⅱ類） 
解析単位 25mメッシュ 
目的変数 崩壊地，非崩壊地 

説明変数 
崩壊地との相関，多重共線性を踏まえ，以下
の 3変数とした． 

地形勾配 航空レーザ測量の標高データを変換 
植生 オルソフォトの AI技術を用いた自動判読

表層地質 シームレス地質図を解析単位に変換

図 3 カテゴリスコアの算出結果（中津川の算出例） 

背景図：地理院地図 
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図 4 サンプルスコア（中津川）   図 5 比材積（中津川） 図 6 流木生産ポテンシャル（中津川） 

３．３．材積量（比材積）の算出 

立木の材積量は，航空レーザ測量データ（以下，LP デ

ータという）を用いて樹種・樹高を区分し，両者の組み合

わせによる林相区分別に現地調査（コドラート調査）を実

施して設定した． 

樹種は AI 技術を用いた樹種の自動分類により区分し，

LP データの樹頂点解析から求めた立木密度を加味して林

相を区分した 4)．樹高は，DSMと DTMの差分とした． 

求めた単位面的当たりの材積量は，流木の生産ポテン

シャルを表現しやすいように，最も分布面積の大きい林

相を 1とした場合の比（比材積）で表現した． 

表 2 林相区分毎の比材積 
樹種区分 比材積 樹種区分 比材積 樹種区分 比材積 

広葉樹自然林 1.00 スギ中高木・疎 1.32 カラマツ中高木・密 0.59 
広葉樹二次林 0.39 スギ中木・密 1.27 カラマツ中高木・疎 0.45 
自然低木林 0.16 スギ中木・疎 0.77 カラマツ中木・密 0.39 
針葉樹自然林 0.93 スギ幼木・密 0.45 カラマツ中木・疎 0.18 
スギ高木・密 2.39 スギ幼木・疎 0.18 カラマツ幼木・密 0.23 
スギ高木・疎 1.30 カラマツ高木・密 1.05 カラマツ幼木・疎 0.07 
スギ中高木・密 1.09 カラマツ高木・疎 0.68 植生なし 0.00 

３．４．流木生産ポテンシャルの評価 

サンプルスコアに比材積を乗じて流木生産ポテンシャ

ルを評価した．なお，多変量解析は流域単位で実施してい

るため，評価結果は，各流域内での相対的な評価となる． 

４．結果と考察 

中津川流域の解析結果を例示する．スコアの算出結果

を図 4，比材積の算出結果を図 5，スコアに比材積を乗じ

た流木生産ポテンシャルの評価結果を図 6に示している． 

図 3のカテゴリスコアから，中津川流域においては，自

然低木林・草原，および急傾斜地において崩壊が多く発生

しやすい傾向がある．そのため，図 4の下方中央部付近で

サンプルスコアが高く表現されている．一方，自然低木

林・草原は材積が少ないため，高標高域のこれらの植生の

分布域はポテンシャルが低く表現されている． 

流域東部や南東部にかけての山腹斜面は比較的勾配が

急で，主に針葉樹林が分布する．また，流域中流域の河道

沿いの斜面中腹も，同様の素因を持つ斜面が分布する．こ

のような場所は，比較的崩壊がしやすいのに加え，材積量

が多い林相のため，ポテンシャルが高く表現されている． 

５．おわりに 

本検討では，山間地では流木の多くが崩壊に起因して

生産されることに着目し，崩壊の発生しやすさと崩壊が

発生した際に流出する流木の量から流木生産ポテンシャ

ルを評価した．この結果は，広い流域内で流木災害の発生

しやすい流域を定量的に把握する際の基礎資料となるた

め，水系内の土砂・流木処理計画の検討等において，重点

的に流木対策を実施すべき場所が効率的に把握可能とな

る． 

一方，生産された流木が，どこまで流下するか，どのよ

うな被害が生じるかは，降雨条件，土砂移動形態，流木発

生域から保全対象までの地形条件等に大きく影響を受け

る．今後は，これらの条件も追加し，流木災害のリスクに

ついて評価する手法についての検討が必要である． 

６．参考文献 

1) 筑後川右岸流域河川・砂防復旧技術検討委員会，130 pp.，

2017，2) 石川ら，砂防学会誌，Vol.66 No.5，p. 61-72，2014，

3) 佐藤ら，平成 28年度砂防学会研究発表会概要集，p. B-

284-285，2016，4) 川上ら，平成 30年度砂防学会研究発表

会概要集，p. 469-470，2019
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山地河川における地質特性を考慮した斜面崩壊と土石流発生の要因分析 

協和設計株式会社 ○南部啓太，西岡孝尚 

神戸大学大学院 澁谷啓 

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所 山下大雅 

1. はじめに

近年，2018 年 7 月豪雨や 2019 年台風 19 号など，斜面崩壊が頻発し，崩壊土砂が下流域に流出して土石流となって，

広範囲で被害を及ぼしている。被害を軽減するためには，斜面崩壊や崩壊に伴う土石流の発生箇所の予測精度の向上が

重要な課題である。しかしながら，とりわけ急峻で広大な山地河川では，斜面崩壊や土石流の発生を予測することは困

難である。そこで，筆者らはこれまで，2011 年台風 12 号豪雨で 213 箇所の斜面崩壊が発生した広大な山地河川を抽出

し，集水面積や斜面傾斜度，地質などの各種要因の分析に取り組んできた 1),2)。本論文は，これまでの研究成果を踏まえ

て，斜面崩壊の影響が大きい地質特性に着目して，地形曲率を組み合わせて斜面崩壊や土石流の要因分析を行い，火成

岩類と地質境界領域で曲率との相関性に大きな違いが認められるなど，特徴的な分析結果が得られた結果を報告する。 

2. 研究対象地

本研究の対象流域は，2011 年台風 12 号豪雨災害で 213 箇所の斜面崩壊が発生した流域面積 A=45km2の広大な山地河

川である。図1に示すように，流域の大部分は火成岩類が占めており，流域中心部の南北方向に泥岩や砂岩を主体とし

た堆積岩類が分布する。これらの地質境界域は明瞭であり，堆積岩類の外郭環状に地質境界が分布する。地質特性は「産

業技術総合研究所：シームレス地質図」を参照している。

3. 研究方法

斜面崩壊の要因を分析するために，「深層崩壊の発生する恐れのある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」3)を参考にして検討した。具体的には，斜面崩壊発生実績に対して地質と地形曲率

を組み合わせて，斜面崩壊箇所に対するカバー率，的中率，的中率比を算出し，的中率比の大きさに応じて「大」「中」

「小」の斜面崩壊危険度に区分した。これまでの研究,2)では，地質と地形曲率のみでは，明確な違いが表れなかったた

め，斜面崩壊との相関性が高い斜面傾斜度をさらに組み合わせて，斜面崩壊危険度の要因の評価精度の向上を図った。 

つぎに，地形曲率は，地形の最大傾斜角と並行方向を示す断面曲率，垂直方向を示す平面曲率に対して行った。曲率

値の境界区分は，メッシュ数が概ね同等となるように，凸型（-0.5 以下），直線型（-0.5～0.5），凹型（0.5 以上）（平面曲

率では正負は逆）の 3 種類に区分して，斜面崩壊に及ぼす影響を評価した。なお，堆積岩類での斜面崩壊は 2 箇所で全

体の 1%でありサンプル数が不足しているため，分析の評価精度が確保できず検討からは除外した。

4. 結果と考察

4.1 地質区分における断面曲率に関する斜面崩壊との相関性

表1に示すように火成岩類では，凸型では斜面傾斜度 40°以下の

すべての領域で的中率比が 1 を下回る結果となり，斜面崩壊危険度

は低い結果である。

一方で，直線型と凹型では，斜面傾斜度が 25°以上となると的中率

比が 1 を上回る結果となった。集水地形を呈する凹型は凸型に比べ

て，流水による侵食や地下水位の上昇などに伴い表層地盤の不安定

化が進むため，崩壊しやすいことを示していると考えられる。

しかしながら，25°以上の範囲では，的中率比の大きさは同程度で

あり，斜面傾斜度の大きさに斜面崩壊の危険度は比例していないこ

とが確認できた。斜面が急勾配になると，斜面表層崩壊の対象とな

る崖錐堆積物や風化残積土などの表土層が分布しにくくなり，斜面

崩壊が発生しなくなることが指摘されている 4)。また，本研究対象地

は，日本有数の豪雨地域であり，2011 年台風 12 号においても累積雨量 1,400mm 以上の豪雨が発生している。そのため，

山地部が常に降雨の影響を受けており，他の地域に比べて表土層が堆積しにくい環境下にあり，とりわけ火成岩類は流

域の大部分を占めていることから，その傾向が大きく表れた可能性が考えられる。

地質境界では，火成岩類では認められなかった凸型で斜面傾斜度 35°以上で的中率比が増加し，40°以上では 1.86 と急

激な増加を示した。直線型も同様の傾向を示し，40°以上では 2.63 まで増加している。一方で，凹型では斜面傾斜度 30°

以上から的中率比が 1 以上を示したが，火成岩類と同様に斜面傾斜度が大きくなっても，的中率比は 1 前後で増減を繰

図1 研究対象の流域図 
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り返す結果となった。地質境界は，斜面傾斜度の傾斜変換点付近に位置していることを確認しており 2)。傾斜変換点付

近では下部斜面で侵食が発生し上部斜面が凸型のように急斜面化して，その周辺では崩壊が多発する傾向が示され 4)，

本流域も，地形変換点付近の地形特性によって，凸型斜面での斜面崩壊の的中率比が高くなった可能性が考えられる。 

4.2 地質区分における平面曲率に関する斜面崩壊との相関性 

表 2 に示すように火成岩類では，的中率比が 1 を上回る斜面傾斜度が凸型は 35°以上で最も高く，直線型で 25°以

上，凹型で 20°以上であり，凹型になるにつれて斜面傾斜度が低い領域で斜面崩壊の危険度が高くなる傾向が明らかと

なった。この傾向は，断面曲率でも同様のことが示されている。凹型の谷地形を呈する箇所で，斜面傾斜度 20°以上の

領域は，土石流発生区間と同等の傾斜角であり，塚本 5)が示した土石流発生の源頭部の 0 次谷付近の特徴を捉えたもの

と考えられる。 

 一方で，地質境界は，いずれも斜面傾斜度30°以上で的中率比が1を上回る結果となり，低角度での火成岩類での曲

率と斜面傾斜度との相関性は認められなかった。しかしながら，的中率比は火成岩類に比べて大きな値を示しており，

斜面傾斜度40°以上では約2以上を示し，斜面崩壊危険度がとりわけ大きい結果となった。 

5. おわりに

各地質における地形曲率と斜面傾斜度を組み合わせた斜面崩壊や土石流の要因分析の結果，火成岩類での斜面傾斜度

20°以上の谷地形で，土石流発生の源頭部となる斜面崩壊が発生しやすいことや，地質境界で凸型斜面での斜面崩壊の

危険度が高いことなど，各地質での特徴的な斜面崩壊特性を捉えることができ，本分析手法の有効性を示した。 

参考文献 1）南部・他（2018）：平成 23 年台風 12 号豪雨により発生した斜面崩壊の要因分析，砂防学会研究発表会概

要集，2）南部・他（2019）：地質特性を考慮した平成 23 年台風 12 号豪雨による斜面崩壊の要因分析，砂防学会研究発

表会概要集，3）土木研究所（2016）：土木研究所資料 No.4333，4）地盤工学会（2006）：豪雨時における斜面崩壊のメカ

ニズムおよび危険度予測，5）塚本：侵食谷の発達様式に関する研究(Ⅰ)，新砂防

表1 各地質における断面曲率の斜面崩壊危険度分析結果 

(a)火成岩類 

(b)地質境界 

表2 各地質における平面曲率の斜面崩壊危険度分析結果 

(a)火成岩類 

(b)地質境界 

凸型(-0.5以下)

傾斜度
崩壊

メッシュ

凸型
崩壊

メッシュ

凸型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 8 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 32 0.00 0.00 0.00
15～20 1 0 85 0.00 0.00 0.00
20～25 22 4 240 0.18 0.02 0.56
25～30 60 12 558 0.20 0.02 0.72
30～35 111 14 891 0.13 0.02 0.53
35～40 132 30 1,077 0.23 0.03 0.93
40～ 139 36 1,172 0.26 0.03 1.03

直線型(-0.5～0.5)

傾斜度
崩壊

メッシュ

直線型
崩壊

メッシュ

直線型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 27 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 33 0.00 0.00 0.00
15～20 1 0 126 0.00 0.00 0.00
20～25 22 10 365 0.45 0.03 0.92
25～30 60 27 827 0.45 0.03 1.09
30～35 111 57 1,443 0.51 0.04 1.32
35～40 132 66 2,038 0.50 0.03 1.08
40～ 139 72 1,954 0.52 0.04 1.23

凹型(0.5以上)

傾斜度
崩壊

メッシュ

凹型
崩壊

メッシュ

凹型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率
比

～10 0 0 19 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 48 0.00 0.00 0.00
15～20 1 1 105 1.00 0.01 0.32
20～25 22 8 268 0.36 0.03 1.00
25～30 60 21 568 0.35 0.04 1.24
30～35 111 40 880 0.36 0.05 1.52
35～40 132 36 1,046 0.27 0.03 1.15
40～ 139 31 1,086 0.22 0.03 0.95

凸型(-0.5以下)

傾斜度
崩壊

メッシュ

凸型
崩壊

メッシュ

凸型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 7 0.00 0.00 0.00
15～20 0 0 7 0.00 0.00 0.00
20～25 0 0 26 0.00 0.00 0.00
25～30 2 0 59 0.00 0.00 0.00
30～35 18 2 107 0.11 0.02 0.62
35～40 29 6 177 0.21 0.03 1.13
40～ 46 12 216 0.26 0.06 1.86

直線型(-0.5～0.5)

傾斜度
崩壊

メッシュ

直線型
崩壊

メッシュ

直線型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率
比

～10 0 0 73 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 79 0.00 0.00 0.00
15～20 0 0 107 0.00 0.00 0.00
20～25 0 0 128 0.00 0.00 0.00
25～30 2 1 142 0.50 0.01 0.24
30～35 18 10 247 0.56 0.04 1.35
35～40 29 16 417 0.55 0.04 1.28
40～ 46 29 369 0.63 0.08 2.63

凹型(0.5以上)

傾斜度
崩壊

メッシュ

凹型
崩壊

メッシュ

凹型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 28 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 34 0.00 0.00 0.00
15～20 0 0 45 0.00 0.00 0.00
20～25 0 0 57 0.00 0.00 0.00
25～30 2 1 106 0.50 0.01 0.32
30～35 18 6 135 0.33 0.04 1.49
35～40 29 7 201 0.24 0.03 1.16
40～ 46 5 188 0.11 0.03 0.89

凸型(0.5以上)

傾斜度
崩壊

メッシュ

凸型
崩壊

メッシュ

凸型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 6 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 23 0.00 0.00 0.00
15～20 1 0 90 0.00 0.00 0.00
20～25 22 4 260 0.18 0.02 0.51
25～30 60 16 680 0.27 0.02 0.79
30～35 111 28 1,106 0.25 0.03 0.85
35～40 132 48 1,479 0.36 0.03 1.08
40～ 139 50 1,481 0.36 0.03 1.13

直線型(-0.5～0.5)

傾斜度
崩壊

メッシュ

直線型
崩壊

メッシュ

直線型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 44 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 68 0.00 0.00 0.00
15～20 1 1 142 1.00 0.01 0.24
20～25 22 8 374 0.36 0.02 0.72
25～30 60 21 690 0.35 0.03 1.02
30～35 111 36 1,075 0.32 0.03 1.12
35～40 132 43 1,382 0.33 0.03 1.04
40～ 139 44 1,341 0.32 0.03 1.10

凹型(-0.5以下)

傾斜度
崩壊

メッシュ

凹型
崩壊

メッシュ

凹型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 4 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 22 0.00 0.00 0.00
15～20 1 0 84 0.00 0.00 0.00
20～25 22 10 239 0.45 0.04 1.40
25～30 60 23 583 0.38 0.04 1.32
30～35 111 47 1,033 0.42 0.05 1.52
35～40 132 41 1,300 0.31 0.03 1.05
40～ 139 45 1,390 0.32 0.03 1.08

凸型(0.5以上)

傾斜度
崩壊

メッシュ

凸型
崩壊

メッシュ

凸型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 1 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 12 0.00 0.00 0.00
15～20 0 0 9 0.00 0.00 0.00
20～25 0 0 35 0.00 0.00 0.00
25～30 2 1 82 0.50 0.01 0.41
30～35 18 6 175 0.33 0.03 1.15
35～40 29 9 275 0.31 0.03 1.09
40～ 46 16 287 0.35 0.06 1.86

直線型(-0.5～0.5)

傾斜度
崩壊

メッシュ

直線型
崩壊

メッシュ

直線型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 98 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 93 0.00 0.00 0.00
15～20 0 0 126 0.00 0.00 0.00
20～25 0 0 132 0.00 0.00 0.00
25～30 2 0 141 0.00 0.00 0.00
30～35 18 6 188 0.33 0.03 1.07
35～40 29 12 290 0.41 0.04 1.38
40～ 46 15 261 0.33 0.06 1.92

凹型(-0.5以下)

傾斜度
崩壊

メッシュ

凹型
崩壊

メッシュ

凹型
メッシュ

カバー
率

的中率
的中率

比

～10 0 0 2 0.00 0.00 0.00
10～15 0 0 15 0.00 0.00 0.00
15～20 0 0 24 0.00 0.00 0.00
20～25 0 0 44 0.00 0.00 0.00
25～30 2 1 84 0.50 0.01 0.40
30～35 18 6 126 0.33 0.05 1.59
35～40 29 8 230 0.28 0.03 1.16
40～ 46 15 225 0.33 0.07 2.23
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粗石コンクリート堰堤における内部劣化状況の調査事例 

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所 光永 健男※1, 酒井 公, 矢ノ目 健一, 畠山 徹※2, 佐藤 駿乃介 
株式会社建設技術研究所 ○川崎 巧, 古山 剛, 奥野 敏也, 池上 浩二, 宇野澤 剛, 中西 宏彰 

※1 現所属：近畿地方整備局六甲砂防事務所
※2 現所属：東北地方整備局宮城南部復興事務所

１．はじめに 
 平成 30 年 7 月豪雨に伴う広島県の石積堰堤の被災
を受け、国土交通省や自治体では石積堰堤の調査、補
強対策が進められている。 

石積堰堤は昭和 30 年頃に多く施工され、その堤体
内部は主に粗石コンクリートが使用されている。施工
技術等の影響もあり、堤体内部の粗石コンクリートに
は脆弱なものがある。これらの内部状況を把握するた
め、堤体ボーリングや弾性波探査等の非破壊調査が実
施されている。 
 堤体ボーリングや非破壊調査等の内部劣化状況調査
を実施し砂防施設の健全性評価をした事例には山中
（2011）1)等があるが、対策要否判定事例は少ない。 

本検討では、新庄河川事務所管内の粗石コンクリー
ト堰堤を対象に堤体内部の劣化状況等を調査し、山中
（2011）等を参考に対策要否を判定した事例について
紹介する。

２．調査の概要 
２.１ 対象施設の抽出 
 堤体ボーリング、非破壊調査等により対策要否を検
討する対象施設を抽出した。抽出にあたっては、管内
の粗石コンクリート堰堤の目視点検を実施し、変状の
有無、対策の有無等を確認した。また、管内の評価基
準に基づき健全度評価を実施した。 
平成 30 年 7 月豪雨で被災した石積堰堤には、健全

度評価 Bの施設が含まれていたことが報告されている
2)。そのため対象施設は健全度 B も含めて抽出した。

対象施設は漏水や堤体への植生侵入等が生じ、内部
劣化が疑われる粗石コンクリート堰堤 9基とした。 

２.２ 調査手法 
 本検討では「目視では確認困難な外観変状の確認」
と「堤体内部の劣化状況の確認」を主な目的として、
表 1 の調査を実施した。なお、対象施設に既往調査結
果がある場合は、それを活用した。 

表 1 本検討で実施した調査 

２.３ 調査結果 
２.３.１ 赤外線カメラ撮影 
対象施設 9 基中 2 基で赤外線カメラ撮影を実施し

た。調査の結果、目視調査では視認できない漏水箇所
を検知した。 

２.３.２ SfM 多視点ステレオ写真測量による差分解析 
対象施設 9 基中 2 基で SfM 多視点ステレオ写真測量

による差分解析を実施した。解析の結果、2基とも構

造の歪み、孕みがないことを確認した。 
なお、構造物表面に植生が被覆する場合、本手法で

は植生部分を捉えてしまい、その背面にある構造物を
解析できない。精度向上のためには、撮影前に可能な
限り植生を除去することが望ましい。 

２.３.３ 堤体ボーリング、ボアホールカメラ撮影 
 対象施設 9基中 2 基でボーリング調査を実施し、採
取したコアの劣化状況（礫状化・空洞化等）を確認し
た（図 1）。また、ボアホールカメラ撮影により孔内を
観察し、亀裂の状況を確認した。 

図 1 ボーリング調査結果の例 

２.３.４ 弾性波探査 
対象施設 9 基で弾性波透過法を実施し、うち 4 基で

弾性波トモグラフィを実施した。弾性波透過法は単測
線での測定結果であり、比較的簡易な手法であるが、
一次元的な結果となる。一方、弾性波トモグラフィは
複数の受振点、起振点により調査領域を取り囲むよう
に調査し、二次元的な結果を得られるが、透過法に比
べ作業時間を要する。 

弾性波速度の最低値は、弾性波透過法で
2.7km/s 程度、弾性波トモグラフィで 2.0～
2.2km/s 程度であった（図 2）。 

図 2 弾性波探査結果の例 

２.３.５ 電気探査（比抵抗法２次元探査） 
対象施設 9 基中 1 基で電気探査（比抵抗法２次元探

査）を実施した。見掛けの比抵抗分布図を作成した結
果、弱部と考えられる高比抵抗部が検出された。 
ただし、逆解析計算時に電極を接地した袖天端から

くさび型の高比抵抗部（異常値）が検出されたことか
ら、活用にあたっては接地抵抗低減が課題である。 

３．弾性波速度による評価基準の検討 
 対象施設の内部劣化程度を評価するため、弾性波速
度による内部劣化程度の評価基準について検討した。 

礫状化・空洞化している箇所

調査⽬的
① ⾚外線カメラ撮影
② SfM多視点ステレオ写真測量による差分解析
③ 堤体ボーリング、ボアホールカメラ撮影
④ 弾性波探査（透過法、トモグラフィ）
⑤ 電気探査（⽐抵抗法２次元探査）

⽬視では確認困難
な外観変状の確認

堤体内部の劣化状
況の確認

調査内容
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３.１ 既往研究による評価基準 
 山中（2011）では、砂防施設の健全度を簡便に判定
することを目的として、弾性波探査結果を活用した維
持管理手法が提案されている。山中（2011）では、粗
石玉石コンクリート造及び純コンクリート造の砂防堰
堤 40 基を対象に弾性波透過法を実施し、表 2 に示す
評価基準を設定している。 

表 2 弾性波速度による健全度評価基準(山中(2011)) 

３.２ 本検討における評価基準 
３.２.１ カテゴリー区分 
 本検討では、弾性波速度の評価基準の設定にあたっ
て主堤本体の下流法面処理に着目し、対象施設をカテ
ゴリー分類した（表 3）。 

表 3 下流面処理の違いによるカテゴリー区分  

３.２.２ 弾性波透過法による評価基準 
 先ず、ボーリング調査結果から、調査対象の各部位
（越流部・非越流部）の内部劣化状況を、既往調査結
果を参考に「大」、「中」、「小」の 3段階で評価した。 
 次に、上記の評価が「中」または「大」の施設・部
位を抽出し、カテゴリー毎に弾性波透過法の最低速度
を整理した（図 3）。 

カテゴリーⅡの施設・部位の内部劣化程度はいずれ
も「中」で表 2 の「やや不良」に区分された。一方、
カテゴリーⅠの施設・部位の内部劣化程度は「大」と
「中」があったが、いずれも表 2 の「概ね良好」に区
分された。
弾性波の伝搬速度は、一般に、物体が硬質緻密なほ

ど速い。当時の施工技術を踏まえると、堤体内部の状
態が同様であれば下流法面処理がコンクリートである
カテゴリーⅡよりも石積であるカテゴリーⅠの方が、
弾性波の伝播速度が速いことが想定される。
そこで、本検討ではカテゴリーⅠとⅡで評価基準を

分けるものとし、カテゴリーⅠについては、山中
（2011）で提案された「やや不良」と「概ね良好」の
評価閾値を 2.8km/s から 3.0km/s に見直した。 

図 3 カテゴリー別の弾性波速度と評価区分 

３.２.３ 弾性波トモグラフィによる評価基準 
弾性波トモグラフィの速度基準は、弾性波透過法

の基準を基に設定した。弾性波透過法の低速度値と弾
性波トモグラフィの低速度域を比較した結果、弾性波
トモグラフィの方がやや低い速度であった。本検討で

は、弾性波透過法と弾性波トモグラフィの低速度域の
速度差を考慮し、弾性波トモグラフィの速度基準は弾
性波透過法の「やや不良」と「概ね良好」の評価閾値
を 0.2km/s 低く設定した（表 4）。 

表 4 弾性波速度による内部劣化程度の評価基準 

４．対策要否の判定 
 調査結果を基に粗石コンクリート堰堤の対策要否を
判定した。対策要否は流下形態別に評価方法を設定
し、「内部劣化状況」、「外観変状と内部劣化の連続
性」、「基礎付近の評価」により判定した（図 4）。「内
部劣化状況」の評価は、ボーリングの劣化程度「中」
と弾性波速度による「やや不良」を B（弱部あり）、ボ
ーリングの劣化程度「大」と弾性波速度による「不
良」を C（顕著な弱部あり）と区分した。 
検討の結果、9 基中 5 基を要対策と判定した。 

図 4 対策要否の判定フロー 

表 5 堤体内部の劣化状況及び基礎部付近の評価 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．おわりに 
 本検討では、粗石コンクリート堰堤を対象に内部劣
化状況調査を実施し、対策要否を判定した。今後、調
査事例の蓄積や改築時の堤体内部の観察等により、内
部劣化状況調査の精度向上を図る予定である。 
【参考文献】1) 山中僚；非破壊調査による既設砂防
堰堤の健全度評価, 砂防学会誌, Vol.63, No.5, 
p.73-77, 2011 2) 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 資料 1 平成 30 年 7 月豪雨災害における
被災堰堤一覧表, 広島県砂防課, 平成 30 年 9 月 10 日

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

内
部
劣
化
程
度

弾性波速度(km/s)Ⅰ Ⅱ

⼤

中

不良 やや不良 概ね良好 良好

ｶﾃｺﾞﾘｰ 主堤本体の下流⾯処理 備考
Ⅰ ⽯積 概ねS30以前竣⼯
Ⅱ コンクリート 概ねS30以降竣⼯

ｶﾃ
ｺﾞﾘｰ 不良 やや不良 概ね良好 良好
Ⅰ 2.0km/s未満 2.0〜3.0km/s 3.0〜3.3km/s 3.3km/s以上
Ⅱ 2.0km/s未満 2.0〜2.8km/s 2.8〜3.3km/s 3.3km/s以上
Ⅰ 2.0km/s未満 2.0〜2.8km/s 2.8〜3.3km/s 3.3km/s以上
Ⅱ 2.0km/s未満 2.0〜2.6km/s 2.6〜3.3km/s 3.3km/s以上

内部の劣化程度

トモグ
ラフィ

透過法

調査
⼿法

不良 やや不良 概ね良好 良好
2.0km/s未満 2.0〜2.8km/s 2.8〜3.3km/s 3.3km/s以上

堤体の健全度

項⽬ 評価 評価基準
A 堤体内部に弱部等が確認されない
B 堤体内部に弱部等が確認される（やや不良・劣化程度中）
C 堤体内部に顕著な弱部等が確認される（不良・劣化程度⼤）
A 基礎部付近に弱部等※が確認されない
B 基礎部付近に弱部等※が確認されるが、前庭保護⼯有り

C 基礎部付近に弱部等※が確認され、前庭保護⼯が設置されていない
または設置されているが顕著な損傷有り（変状レベルc相当）
※堤体内部劣化が疑われる変状
カテゴリーⅠ；基礎洗掘、ひび割れ、漏⽔、積⽯⽋損等
カテゴリーⅡ；基礎洗掘、著しい断⾯⽋損等

堤体内部
劣化状況
の評価

基礎部付
近の評価
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図 2 桜島火山の空中写真（上）・ 
ラプラシアン地形解析図（中）・

凹地形表現図（下） 

図 1 土石流発生場把握における人工知能を用いる利点 

図 4 雲仙岳のﾗﾌﾟﾗｼｱﾝ地形解析図例 

深層学習による空中写真からの侵食地形判読-桜島を教師データとした他火山への適用性 

日本工営（株）○古木宏和， 田方智 

国土交通省九州地方整備局 九州技術事務所 熊井教寿，黒木 隆，姫野徳人 

1．はじめに 

火山噴火に伴い火山灰や火砕流が堆積した流域

では，噴火後の降雨時に土石流が発生するようにな

ることが指摘されている1)。これは，火山灰で覆わ

れた地表面が降雨に伴う表面流により斜面や河道

を侵食するためである可能性が指摘されている2)。

このため，図1に示すように降灰を伴う噴火後に，

リル・ガリーの形成・発達箇所を迅速に把握するこ

とで土石流に対する緊急的な対応や効果的な予防

等の災害リスクを低減できる可能性がある。 

堤ら3）は，リル・ガリーの形成・発達場を迅速か

つ効率的に把握することを目的として，深層学習を用いて空中写真から

リル・ガリー地形の判読試み，一定の正解率でリル・ガリー地形の自動

抽出が可能であることを示した。この継続研究として筆者らは，桜島で

作成した教師データを霧島や雲仙岳において，リル・ガリー地形の抽出

結果を比較することで桜島教師データの適用性を検証し，汎用的な学習

データとするための考察を行った。

2．学習データの作成 

2.1 教師データ 

教師データは，堤ら3）で用いた鹿児島県桜島のレーザープロファイラー

地形測量から作成したものを用いた（図2）。リル・ガリー地形は，ラプ

ラシアンの値を色調表現した。図2（中）のラプラシアン地形解析図は青

が凸状地形，赤が凹地形として表現されている。図2（中）から，凸状地

形を除外し，平坦～凹状地形として0～プラス値のみが表示されよう加工

し，凹状地形のみを表示したものが図2（下）となる。図郭のスケールは

測量図の精度とリル・ガリー地形の規模を踏まえて，1辺約200mとした。

また，教師データは，汎用性を考慮し，図を分割する際，スライド，回

転等で教師データの拡充を行い，20000枚とした。 

2.2 検証データ 

検証データは，霧島と雲仙岳の平成18～30年度のデータを用いた。桜

島と同様に，レーザープロファイラー地形測量データとなる。桜島で作

成した教師データ画像とスケール，ピクセル数が同様となるよう調整し，

画像を分割した。図3に分割範囲の例を示す。霧島・雲仙岳ともに，検証

データは黄色の枠で示す範囲とし，検証のためのラプラシアン地形解析

図も，図2の桜島と同様の計算条件にて算出し，図4のように作成した。 

1km 

図 3 雲仙岳，霧島の画像分割イメージ（左：雲仙岳，右：霧島） 

オルソフォト ラプラシアン
地形解析図
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3．画像生成結果 – 桜島教師データを他火山へ適用 

本検討において，深層学習による画像生成には，画像系のAIとして知

られるpix2pix4）を用いた。pix2pixは，図5のように，対となる画像の

関連性を学習した上で，「画像で入力」し，「画像で出力」する事で，

視覚的に認識している特徴を持った画像をそのまま学習させることが

できる利点がある。pix2pixの学習と推論の実行環境や，設定したパラ

メータは堤ら3）を参照した。

pix2pixにより生成された推論画像を，図6に示す。降灰・侵食サイク

ルが大きい(新しいリル・ガリー地形が形成されやすい)と考えられる火

口付近の画像について，地形解析図との対比を行ったと

ころ，色調が濃い，すなわち曲率が大きな部分は比較的

良く凹状地形が抽出できていた。対して，地形解析図に

おいて色調が薄い(曲率が小さい)箇所の再現性は低い

結果となった。正解率は，6～7割程度であった。

4．考察 - 地形解析図とAI推論画像の差異 

雲仙岳，霧島は，桜島と比べて正解データとしたラプ

ラシアン値の分布は低い値が広い面積を占めているた

め，全体に白色を帯びた画像となっている。これは，地

形地質，侵食環境，降灰厚，火山灰の性質等が異なるた

めであると考えられる。桜島の教師データは，降灰から

間もない（植生が繁茂していない）比較的新しい時期の

裸地斜面の明瞭な侵食地形を抽出しやすい傾向がある。

このため，降灰後の降雨直後に形成される明瞭なリル・

ガリーへの適用性が高くなる可能性がある。より汎用性

の高いデータとする場合の課題は，侵食地形を抽出した

い範囲やラプラシアン値の閾値設定，降灰前地形（古い

尾根，谷地形等）との差分を検討するなどが考えられる。 

5．まとめ 

本検討では，桜島で作成した教師データの他火山への

汎用性の検証として，霧島・雲仙岳への適用を試みた結

果，桜島特有の降灰斜面の明瞭なリル・ガリー地形が6

～7割程度の精度で抽出された。桜島教師データは，降

灰後の降雨により形成される，比較的新しく明瞭なリ

ル・ガリー地形を捉えるに適した学習モデルであると考

えられる。汎用性の面では，火山噴火後の降灰斜面等範

囲の絞り込み，閾値の設定などが考えられる。

一方で，本研究を含む一連の検討でリル・ガリー地形の形成場の抽出が可能となったことから，今後はその

面積から土砂量への換算等，定量的な評価・検証を行い，地形抽出からの土石流発生場予測，リスク評価等，

実用化に向けた取り組みを進める。

引用文献 
1. 例えば，池谷浩：雲仙・水無川の土石流発生機構について，新砂防，Vol.47，No.2，p.15-21，1993.
2. 山越隆雄・仲野公章・渡正昭・水山高久・千葉達朗：2000 年三宅島噴火後の雄山山腹斜面におけるガリー形成特性，砂防

学会誌，Vol.55，No.5，p.40-48，2003.
3．堤宏徳，岡崎敏，山本陽子，古木宏和，田方智，地形解析図を教師とした深層学習による空中写真からの侵食地形抽出の

試み，2019 年度砂防学会研究発表会概要集，p709-710, 2019. 
4. Phillip Isola・Jun-Yan Zhu・Tinghui Zhou・Alexei A. Efros,： Image-To-Image Translation With Conditional Adversarial

Networks”, CVPR2017, pp.5967-5976, July 2017.

図 6 生成画像例 ※背景に空中写真を重ねたもの

入力画像 AI 推論画像※ 地形解析図※ 
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図 5 教師画像例（桜島） 

画像Ａに対応する 

ラプラシアンで表現

した侵食地形分布

画像 A 画像 B 

空中写真 

（1 辺約 200m） 
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浅水流方程式による暗渠内の流れの再現 

九州大学大学院生物資源環境科学府 〇江藤稚佳子・原 教介 

九州大学大学院農学研究院 水野秀明・久保田哲也 

1．はじめに 

山間地域において，多量の土砂流出を伴う洪水が林道

や道路の下に設けられた暗渠に流れ込むと，それらの中

で流砂が堆積して閉塞する。すると，洪水は林道や道路

上を流れ始め，舗装や路盤を浸食したり，住宅地に流れ

込んだりすることで，災害を引き起こす。 

例えば，2017 年 7 月 5 日から 6 日にかけて生じた平

成 29 年 7 月九州北部豪雨での事例では，福岡県朝倉市

奈良ケ谷川流域を通る市道のカルバートが土砂で閉塞

したため，洪水と流砂が舗装上に流れ出し，舗装，路盤

を侵食した（図－1，江藤ら，2019）。2017年 9月 17日

に大分県津久見市で発生した事例（図－2）では，台風 19

号に伴った豪雨によって流出した土砂が住宅地内を流

れる暗渠内で堆積したため，洪水や土砂が住宅地内に氾

濫した。このように暗渠の閉塞に伴って生じる洪水や土

砂災害を防止するためには，暗渠の閉塞の可能性と閉塞

した場合における洪水や土砂の氾濫範囲を推定するこ

とが求められる。 

暗渠内での流砂の挙動はあまり明らかになっていな

い。しかし，暗渠内で流れの速度や水深が急変すると，

抗力や浮力を含めた圧力といった流砂に作用する力が

急に変化するため，流砂が停止する可能性が高いと考え

られる。暗渠内の水の流れを対象とした数理モデルは，

暗渠内の流れを定常（例えば，中村ら，2004）とするこ

とが多い。一方で，山地流域の渓流では，降雨中に流量

ハイドログラフが大きく変化するため，暗渠内の流れは

非定常として扱う必要がある。そのため，2 次元浅水流

方程式といった非定常な流れを追跡できる数理モデル

の適用が求められる。しかし，今のところ暗渠の中に 2

次元浅水流方程式を適用した事例はほとんどない。 

そこで，本研究は，暗渠内の流れに起用できる 2次元

浅水流方程式を開発するとともに，水路実験による暗渠

内で急変する水の流れの再現計算を行い，その再現性を

明らかにすることを目的とする。 

2．水路実験による流れの挙動 

図－3は実験に用いた流路である。流路はアクリル製 

図－1 カルバートの閉塞の事例 

図－2 暗渠の閉塞の事例（津久見市役所提供） 

図－3 実験に用いた水路の概要 

で，水平に設置した。カルバート等の暗渠は一般にコン

クリートや鋼材，塩化ビニール等で作られる。そこで，

本研究では，流路を固定床でなるべく滑面のものとした。

また，暗渠内で流れを急激に変化させるために，流路の

下流側を 90 度に屈曲させた。実験に際して，水を水路

の上流端から 201.74cm3/s で供給し，流れが定常化した

後，ビデオカメラで水深の変化を撮影した。 

水路実験の結果，暗渠の入口から 0.12m程度の位置で

水深が急激に深くなり，流れの表面は暗渠の上面に達し

た。 
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3．浅水流方程式による暗渠内の流れの再現計算 

3-1．2次元浅水流方程式を用いた数理モデル

3 次元の質量保存則及び運動量保存則から 2 次元浅水

流方程式を誘導する際，本研究では暗渠が満管状態の場

合にも適用できるように，流れの表面に作用する圧力を

考慮する。 

開水路では，流れは非圧縮性と仮定して 2次元浅水流

方程式を誘導する。本研究では，開水路から暗渠へ連続

した状況へ適用させるため，暗渠内が満管状態となる状

況を考慮し，水は流れの表面に作用する圧力に応じて僅

かに圧縮すると仮定する。これにより，自由水面を持つ

開水路と自由水面を持つ管水路，満管状態の管水路を統

一して計算できるようになる。満管状態の管水路の場合，

2 次元浅水流方程式をさらに展開した Water Hammer

の数理モデルを適用した。このとき，密度と圧力の関係

は，式(1)となる。 

𝑝𝑠 = 𝐸 ∙ log𝑒

𝜌

𝜌0

+ 𝑝0   ･････････････････････････ (1)

ここで，𝑝𝑠は流れの表面に作用する圧力，𝜌0は大気圧，

𝑝0は水の密度（1000[kg m3⁄ ]），𝐸は流れの体積弾性率

（2.17 × 109[Pa]）である。 

計算に際して，水路を約 0.005m メッシュの論理構造

格子に分割し，暗渠の高さは 0.027m とした。暗渠の流

入口からの 201.74cm3/s 割合で，水深 0.0085m，速度

0.79m/s で供給した。また，水は下流端から計算領域外

へ流出するものとした。 

3-2．再現計算の結果

図－4 は暗渠の屈折部より上流側の区間における水深

の実験結果と計算結果を比較したものである。実験結果

より読み取った水面形は水の存在を認められる範囲で，

流水に含まれる泡や壁付近での表面張力による盛り上

がりも含んだ高さである。また，0.22mから 0.25mの位

置において流路は屈曲している。 

計算結果では，流入口から 0.12m付近で水深が上昇し

た。段波の発生箇所から 0.25m にかけては，計算結果の

水深が 0.027m で一定であるのに対し，実験結果の水深

は段波の発生箇所の下流側で 0.005m 程度低くなる。こ

れは，段波で発生した泡の下面の高さを取得したためで

あると考えられる。また，流入口から 0.10mにかけての

水深は，実験結果の方が 0.002m 程度上方に位置した。 

図－4 暗渠内における水深の変化の比較 

これは，表面張力による盛り上がりを読み取ったことに

より，計算結果に比べて実験結果の水深が高くなったと

考えられる。このように，実験結果の水深の読み取りの

誤差は見られるものの，計算結果は実験結果の段波の位

置といった水面形の変化を再現できたと考えられる。 

4．おわりに 

本研究では，開水路と満管状態を含む暗渠に適用でき

る 2次元浅水流方程式の数理モデルを開発するとともに，

その数理モデルを用いて，暗渠内で流れが急激に変化す

る場合における流れの水路実験の再現計算を行い，その

再現性を検証した。その結果，本研究で提示した 2次元

浅水流方程式を用いた数理モデルは，開水路だけでなく，

自由水面持つ管水路から満管状態の管水路を統一的に

計算できることが分かった。この数理モデルを用いて水

路実験の結果を再現したところ，暗渠内での水深の空間

的な変化を再現することができた。 

今後は，暗渠における閉塞過程を明らかにするために，

流砂の挙動に関する数理モデルの開発を行い，暗渠内の

流れと流砂の停止過程を表す物理モデルを構築してい

きたいと考えている。 

貴重な資料を提供して頂いた津久見市役所の関係各

位に感謝の意を表します。 
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平成30年7月豪雨により土砂・洪水氾濫被害が生じた広島県総頭川における流木流出実態 

国立研究開発法人土木研究所 ○平田 遼，染谷 哲久※，平岡 真合乃，山崎 祐介，石井 靖雄

株式会社パスコ 本田 健，羽馬 一希
※現所属 アジア航測株式会社

１．はじめに 
平成 30 年 7 月豪雨では，西日本を中心に広い範

囲で記録的な大雨となり，広島県，愛媛県等の広域

で土砂災害が発生した。この大雨により土砂・洪水

氾濫が発生した広島県安芸郡坂町の総頭川では，広

葉樹が主体の流域から大量の流木が発生，流出し，

橋梁の流失や閉塞等の被害が生じている。近年発生

した特徴的な流木災害としては平成 29 年 7 月九州

北部豪雨によるものや平成 23 年台風第 12 号によ

る和歌山県那智川流域で発生したもの等が挙げら

れるが，これらはスギ等の針葉樹が比較的広く分布

する地域における災害 1）,2)である。そこで，本稿で

は下流域で土砂・洪水氾濫の発生した広島県総頭川

を対象に，広葉樹を主体とする流域における流木の

発生，堆積及び流出の実態を報告する。

２．調査方法 
2.1 調査対象流域の概要 

総頭川は全流域面積 4.2km2，総延長約 4.5km の

二級河川で，流域全体の平均勾配は約 7°，主な地

質は後期白亜紀の広島花崗岩類の呉花崗岩 3)である。

河口から約 2.6km 付近で総頭川本川へ右支川大判

川が合流している。流域内の植生は，クヌギ等の落

葉広葉樹やヤブツバキ等の常緑広葉樹が広く分布

し，一部にスギやマツ等の針葉樹が見られる。

流木の実態調査は，総頭川流域のうち，復旧作業

に伴う流木撤去等が少ないと考えられた総頭川本

川と右支川大判川との合流点より上流（図-1，集水

面積約 1.4km2，以下「総頭川上流域」という）を対

象に行った。

図‐1 総頭川流域と調査対象範囲 

2.2 土砂，流木の発生範囲および発生土砂，流木

量等の算出方法 

発生土砂量，堆積土砂量は，災害前後の航空レー

ザ測量データによるDEMデータの差分およびオル

ソフォトから土砂移動範囲を判読し，算出した。ま

た，土砂移動範囲のうちオルソフォト及びDHM デ

ータの差分等から広葉樹，針葉樹の林相別に流木の

発生範囲を判読した。土砂移動範囲は土砂移動形態

の分類式 4）を参考に概ね 22°以上の範囲を崩壊，

その他を渓岸渓床侵食に分類し，これに基づいて土

砂及び流木の発生要因を崩壊・渓岸侵食の別に区分

した。また発生流木量は，流域内の広葉樹４箇所，

針葉樹３箇所の合計７箇所でコドラート調査を行

った上で単位面積当たりの流木材積量を算出 5)し，

これに林相別の流木発生面積を乗じることにより

求めた。

2.3 流木堆積形態の分類と堆積流木量および流木

流出率の算出方法 

堆積流木は，オルソフォト等からその位置を把握

した上で，2019 年 4 月から 7 月にかけ，現地で確

認できた径 10cm 以上の堆積流木全てを調査した。

堆積流木は，崩壊地付近に堆積しその向きが崩壊土

砂の移動方向に平行なもの，枝葉や樹皮が多く残存

しているものを「残存木」に，渓流内に堆積して枝

葉や樹皮が少なく水や土砂に運搬されたと考えら

れるものを「渓床堆積流木」に分類した。堆積流木

量は，現地で残存木，渓床堆積流木の長さ，直径を

計測することにより１本毎に材積量を算出し求め

た。渓床堆積流木は，塊を成して堆積している箇所

が５箇所あった。このうち２箇所は１本ごとに流木

の長さ等を計測することが困難であったため，他の

３箇所で算出した流木容積率を用いて材積量を求

めた。流木流出率は，2.2 で算出した発生流木量と

堆積流木量の差分から流出流木量を算出し，流出流

木量に対する発生流木量の百分率とした。

2.4 堆積流木と地形要因との関係分析 

流木の堆積と地形条件との関係を分析するため，

総頭川の右支川大判川の流路を概ね 50m 間隔に分

割し，上流から区間毎に流木収支を算出 7）した。ま

た，地形要因として区間ごとの平均渓床勾配，平均

河道幅，屈曲度等の地形量を算出し，堆積流木量と

地形量との関係を分析した。

３．調査結果
3.1 土砂，流木収支とその発生実態

本災害における総頭川上流域からの発生土砂量

は約100,500 m3，発生流木量は約1,580m3だった。

土砂流出率は 81％，流木流出率は 89％だった。流

木流出率を支川別に見ると，総頭川本川では 83％，

右支川大判川では 93％であった。 
流域面積と発生流木量との関係を既往災害例と

調査対象範囲■
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比較 6）すると，総頭川上流域からの発生流木量

は，広葉樹を主体とする流域としては最大規模

であった（図-2）。 

図-2 流域面積と発生流木量 

土砂や流木は崩壊，渓岸渓床侵食の双方の要

因により発生している。その量を発生要因別に

見ると，土砂，流木共に渓岸渓床侵食に起因す

る量が約 73％，崩壊に起因する量が約 27％であ

り，渓岸渓床侵食により発生した流木量の方が多

かった。発生要因別の流木発生面積率を過去の流

木災害の報告と比較 2）すると，総頭川上流域では

渓岸渓床侵食による流木発生面積率の高いことが

特徴的であった（図-3）。 

図-3 流域面積と要因別流木発生面積率 

3.2 流木の堆積実態

発生流木量のうち残存木量として水や土砂等に

運搬されず，崩壊地直下や渓岸等に残ったのは約

2％程度であり，既往災害事例 7）と比べて発生流木

量に対する残存木量の割合が低かった。また，堆積

流木量をその形態別に見ると，残存木よりも渓床堆

積流木が約４倍多く，残存木の方が多い平成 29 年

九州北部豪雨等の既往災害事例とは異なる 1）,8)結果

であった。右支川大判川について，縦断図と 50ｍ区

間ごとの縦断的な渓床堆積流木量，地形量を図-4 に

示す。渓床堆積流木量の最も多い区間は，河道幅が

拡大し，かつ勾配が 10°未満の区間であり，この結

果は既往災害事例 7）と同様の傾向であった。

図-4 大判川の縦断図と渓床流木堆積量，地形量 

４．おわりに 
平成 30 年 7 月豪雨により総頭川上流域で発生し

た流木災害は，広葉樹が主体の流域の中では既往災

害と比べて最大規模の発生流木量であった。流木流

出率は約 89％であり，土石流危険渓流において流木

対策計画を立案する際に想定する流出率 6）と同程度

であった。発生流木量は渓岸渓床侵食に起因するも

のが７割以上であった。このことから，土石流危険

渓流で流木対策計画を立案する際に推定する土石

流発生時の平均侵食渓床幅 6）を適切に設定すること

が重要であると言える。また，渓床堆積流木は，既

往の研究 7）と同様の地形量を有する区間で多かった。 
 今後は，より勾配の緩やかな渓流における流木堆

積の特徴を明らかにした上で，地形量等に応じた流

木流出量推定手法の検討に取り組む予定である。
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2） 黒岩ら：平成 23 年台風 12 号土砂災害における和歌山

県那智川支流域の流木の発生と流出実態，第 8 回土砂災
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ンター 地質図Navi, https://gbank.gsj.jp/geonavi/ 
4） 高橋保：土石流の停止・堆積機構に関する研究（3）－土

石流扇状地の二次侵食－，京都大学防災研究所年報，第
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地元住民説明における 3D モデル技術（CIM）の活用 

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 川合康之，梅本武史

砂防エンジニアリング株式会社 〇白井貴也，小島武子，黒木沙貫，植 弘隆

1. はじめに

近年，国土交通省では建設分野の生産性向上を目

的として，計画・調査・設計・施工・維持管理の各

段階で 3 次元モデル（以降「3D モデル」と称す）を

連携させることにより一連の建設生産システムの効

率化・高度化を図る CIM（Construction Information 

Modeling / Management）の導入が進められている。 

CIM の導入効果としては，①情報の利活用（設計の

可視化），②設計の最適化（整合性の確保），③施工

の高度化（情報化施工）と判断の迅速化，④維持管

理の効率化・高度化，⑤構造物情報の一元化・統合

化，⑥環境性能評価・構造解析等が挙げられている。

また，2012 年度以降の試行事業により，①では設計

の可視化による関係者協議・合意形成の迅速化，②

では数量算出作業・照査作業の効率化といった様々

な効果が認められている 1)2)。 

本稿では上記①に関連して，砂防施設計画の地元

住民説明を目的とした CIM の活用事例を紹介すると

ともに，CIM のメリット及び留意点について考察する。 

2. 対象箇所・施設計画の概要

福岡県南部に位置する筑後川水系赤谷川流域では，

平成29年 7月九州北部豪雨により多数の山腹崩壊が

発生し，大量の土砂や流木が広範囲に流出するなど

して多数の人的被害や家屋被害が生じた。流域内に

は現在も大量の不安定土砂や流木が残存している状

況にあり，二次災害防止を目的とした砂防事業によ

り，砂防堰堤・渓流保全工・管理用道路等，各種施

設の設計及び施工が進められている。 

本稿で取り上げる地元住民説明の対象箇所は，赤

谷川右支川の乙石川に流下する 2 本の土石流危険渓

流（乙石 19；中村川，乙石 20：上中村谷）の谷出口

であり，砂防堰堤・渓流保全工・管理用道路の整備

や宅地・農地造成，河川・道路の復旧整備等，複数

事業が計画されている箇所である（図- 1 参照）。 

乙石20

撮影日：2019.7.31

乙石19

乙石20砂防堰堤

乙石20管理用道路

乙石19渓流保全工

乙石20渓流保全工

乙石19砂防堰堤

図- 1 砂防施設の計画イメージ 
※UAV 空撮写真に加筆。

3. 3D モデル・立体模型の作成

CIM データとして，2次元の設計図面より計画施設

モデルを，数値地形図データファイルと航空写真よ

り計画地周辺の地形モデルを作成した。また，CIM

を応用した取り組みとして，これらのモデルデータ

より，3D プリンターを用いて立体模型を作成した。 

3D モデルを図- 2～図- 3 に，立体模型を写真- 1

にそれぞれ示す。 

表- 1 使用ソフト一覧 

ソフト名 主な用途 

TREND-POINT TIN データ※の作成 

Autodesk Civil 3D 
図面の作成，3Dモデルの作成，
数量（面積・体積等）の算定

Autodesk InfraWorks 3D モデルの統合・出力 

※ 点群データを 3D 表示するために各点を三角形網で表
現したデータ

図- 2 乙石 20 砂防堰堤・渓流保全工の 3D モデル

本堰堤 

垂直壁 

ボックスカルバート（道路横過部）

渓流保全工 
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図- 3 Autodesk InfraWorks で出力した 3D モデル 写真- 1 3D プリンターで作成した立体模型 

4. CIM のメリット・留意点

今回の取り組みを踏まえた，地元住民説明における CIM のメリット及び留意点を表- 2 に整理する。

表- 2 地元住民説明における CIM のメリット及び留意点 

メリット 留意点 

● 計画イメージの正確な伝達が可能

計画施設や周辺地形が立体的に可視化されること

で，図面の解釈に不慣れな地域住民に対しても，計画

イメージをより正確に伝えることが可能となる。

● 質問事項への柔軟な説明対応が可能

表示内容の固定された図面やイメージパースとは

異なり，「Autodesk InfraWorks」のようなコンセプト

デザインソフトでは，視点の移動，拡大・縮小表示，

不要なモデルの非表示，光源位置・陰影の変更といっ

た様々な表現方法に対応している。 

これにより，「自宅から計画施設はどのように見え

るのか」，「視覚的な圧迫感はどれ程のものなのか」，

「計画施設との間隔を把握したい」等の様々な質問に

対し，作成した 3D モデルで網羅されている範囲内で

あれば，その場で柔軟に回答することが可能となる。

● 施設形状の修正対応が容易

CIM のコンセプトデザインソフトは，個別に読み込

んだ 3D モデルを統合して表示させている。 

したがって，説明資料の準備中に施設形状の見直し

が生じた場合も，当該モデルを修正して再度読み込ま

せるのみの対応で済むことから，イメージパースより

も修正が容易となる。 

● 設計者間の連携

施設設計は複数のコンサルタント企業が分担して

実施する場合も多い。 

そのため，説明対象施設が複数に及ぶ場合，設計方

針・図面データの共有や 3D モデルの集約作業を視野

に入れた工程管理・日程調整等，設計者間の連携が求

められる。また，集約作業の効率化や成果品質の均一

化を図るためには，レイヤーの使い分けやテクスチャ

ーの使用画像等，3D モデルの作成方法を予め各社で

統一させておくことが重要である。 

● 既設構造物の取扱い

人家や道路等の既設構造物は，航空写真を地表面の

テクスチャー画像に用いることで，ある程度の形状や

位置関係を示すことは可能である。しかしながら，ビ

ジュアル的な臨場感を高めたり，施設計画上のコント

ロールポイントとして示すためには，これらの既設構

造物も併せて 3D モデル化することが望ましい。 

したがって，準備作業を円滑に進め，説明会をより

有意義なものとするためには，3D モデルの作成対象

とするのか，どのレベルまで正確に形状を再現するの

かといった既設構造物の取扱いについても，発注者・

設計者間で予め協議し，決定しておく必要がある。 

参考文献
1) 国土交通省 CIM 導入推進委員会: CIM 導入ガイドライン（案）第 1編共通編，2017.

2) 国土交通省: i-Construction の推進状況，2018 年 10 月 12 日 i-Construction 推進コンソーシアム第 4回企画委

員会資料-1，2018.

乙石 20

乙石川

砂防堰堤

渓流保全工 乙石 20

乙石川 砂防堰堤

渓流保全工
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平成 30 年 7 月豪雨における立川川流域周辺の土砂災害実態の分析 

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所 星野久史、奥山悠木※1、藤澤芳信※2

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 福池孝記、○本間哲郎、片岡宏介、安田勇次

株式会社建設技術研究所 上杉大輔、向井綾子、日本ミクニヤ株式会社 森田雅子

１．はじめに 

平成 30 年 7 月豪雨により、高知県大豊町及び本山町

に位置する吉野川水系立川川流域周辺では、多数の山

腹崩壊や土石流が発生した。立川川流域、行川流域及び

栗の木川流域における土砂移動実態については奥山ら

（2019）1)、横尾ら（2019）2)等が報告しており、本山

観測所における 24 時間雨量は最大で 602mm3)、推定崩

壊土砂量は約 155 万 m3 1)であった。この豪雨によっ

て、多量の土砂及び流木が河道へ流出するとともに、崩

壊地内や河道内では多くの流木が堆積していた。平成

29 年 7 月九州北部豪雨をはじめとする近年の土砂災害

では、山腹崩壊に伴う流木の流出が下流域において甚

大な被害を及ぼす事例が確認されている。

そのため、流木対策を考慮した施設配置計画の立案

や施設改築が喫緊の課題となっている。その際に重要

となるのが、流木発生量や流出量の想定である。しかし、

現状では土石流区間から掃流区間までを含めた流木の

発生・流出に関する知見や事例に基づく調査結果の蓄

積が十分に実施されているとは言い難い状況である。

そこで、本検討では平成 30年 7月豪雨を対象として、

代表的な崩壊地内の残存流木、主要河道内に堆積した

流木に着目した調査を実施し、発生流木量や堆積・流出

流木量を整理することで流域全体の流木流出率を算定

した。

２．流域概要 

対象流域は、吉野川上流域左支川に位置する立川川

流域（面積 73km2、流路延長 17km）、行川流域（面積

18km2、流路延長 9km）、栗の木川流域（面積 7km2、

流路延長 5km）である。当該流域は、大半が人工林で

構成される。当該地域の森林簿・林班図等により整理し

た植生状況では、スギ人工林が森林域全体の 60%程度

を占める。次いで、ヒノキ人工林が 20%程度、広葉樹

の天然林が 18%程度である。 

３．調査手法及び流木量の整理方法 

現地調査と航空レーザ計測結果等を用いた机上調査

により流木の発生・堆積・流出量を整理した。現地調査

は、災害発生から約 1 年後の令和元年 7～8 月にかけて

実施した。活用した航空レーザ計測データは、平成 21
～22 年計測データと災害後の計測データを使用し、差

分解析結果に基づく崩壊面積や土砂量を整理した。

３．１ 崩壊地からの流出流木量の整理

（１）崩壊地からの発生流木量

崩壊地の発生流木量は、災害前後の航空レーザ計測

より判読された崩壊地面積に、森林簿等より整理した

箇所毎の単位面積当たりの幹材積を乗じて算出した。

（２）崩壊地内残存流木量

選定した代表崩壊地 6 箇所において、崩壊地隣接斜

面での毎木調査と UAV を用いた空撮を実施した。UAV
の空撮画像より SfM 処理ソフトを用いてオルソ画像を

作成し、その画像から判読できる残存流木の長さと直

径を GIS ソフトで計測した。残存流木を円柱とみなし

て、計測した長さと直径から残存流木量を算出した。

また、現地調査を行った 6 箇所の崩壊地の発生流木

量は、毎木調査により把握した単位面積当たりの幹材

積に崩壊地面積を乗じて算出した。崩壊地内残存流木

量と崩壊地の発生流木量との比から崩壊地内残存流木

率を算出した。

図-1 崩壊地内残存流木及び河道内堆積流木調査箇所 

（３）崩壊地からの流出流木量

調査箇所以外の崩壊地からの流出流木量は、前項の

現地調査結果による崩壊地内残存流木率を用いて算出

した。

３．２ 河道内堆積流木量の整理

現地調査により、対象流域の主要河道内において確

認できた堆積流木を現地で計測（計測項目：本数、長さ、

直径）した。ただし、複数の流木が複雑に絡み合い目視

による計測が困難な流木集積箇所は、その容積を計測

した。実材積はその容積と現地でのサンプル調査で把

握した空隙率を用いて算出した。サンプル調査におけ

る空隙率は 78％であった。また、前記の崩壊地調査 6
箇所の崩壊土砂流下区間における堆積流木量は崩壊地

内残存流木と同様の手法で把握した。

また、現地調査以前に自治体等により回収・撤去され

た流木量があるため、ヒアリング調査等により、除木量

を把握した。

４．流木量の整理結果 

調査を行った崩壊地の崩壊土砂流出率と流木流出率

の関係を図-2 に示す。流木流出率は、平均で 90%であ

※1 現 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 ※2 現 肱川緊急治水対策河川事務所
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った。土砂流出率よりも流木流出率が若干高い傾向が

確認されたが、一部の箇所では流木流出率が土砂流出

率よりも低くなる結果となった。

図-2 崩壊地における土砂流出率と流木流出率の関係 

河道内における残存流木量と除木量の整理結果は表-
1 のとおりであった。 

表-1 河道内堆積流木量の整理結果 

次に、崩壊地における発生・残存・流出流木量と河道

内の堆積・除木流木量の整理結果から、流域全体におけ

る流木流出率を検討した。立川川については、堆積流木

量が把握できた 3 次谷区間 2 支川を対象とし、4 次谷

への流出率は、2 支川の平均値を流域全体に適用した。 
表-2 流木流出率の試算 

（上表：3次谷区間、下表：4次谷区間） 

既往の流木災害実績では、流木流出率は流域面積（数

～数十 km2）に応じて変化することが報告されている

（例えば、板野ら（2019）4)）。これは、流木の流出形態

が土石流区間と掃流区間で異なるためであると考えら

れる。本稿では、流木の流出率は土石流区間では概ね一

定の値を示し、掃流区間においてばらつきが生じるも

のと仮定して現地調査範囲外も含めた流域全体での流

木流出量の推定を試みた。対象流域の 2 次谷以下を土

石流区間、3 次谷を土石流から掃流に遷移する区間、4
次谷を掃流区間と仮定して分類し、現地調査に基づく

主要河道内の堆積流木量より谷次数別の流木流出率を

算出した。その結果、流木流出率は 3 次谷区間、4 次谷

区間ともに概ね 85%前後となった（表-2、図-3）。 

図-3 領域ごとの流木流出率 

５．おわりに 

平成 30 年 7 月豪雨後に現地調査等を実施し、土石流

区間から掃流区間における流木流出率について検討を

行った。検討の結果、崩壊域では約 90%、土石流区間

～掃流区間への遷移区間では約 85％（65～95%）、掃流

区間では約 85％の流木流出率となった。なお、区間ご

との流木流出率は 85～90%であるが、図-4 に示す通り、

発生流木量に対する流域全体での流木流出率は 65%で

ある。ただし、本検討における現地調査は、災害発生か

ら 1 年以上経過していることや調査範囲が流域全体に

及んでいないことが課題である。災害発生から調査実

施までの期間には、中小出水も発生しており短期現象

での流出率は今回の算定値よりも低いと予想されるこ

とにも留意する必要がある。掃流区間における流木流

出率については知見が少ないため、今後も事例を抽出

し、分析を行うことが望まれる。

図-4 本事例における流木流出率の推移 

【参考文献】 
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 越美山系における深層崩壊に起因する土砂災害に対するハード対策の検討事例（その３） 

国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 吉野睦＊1，山村真司＊2，大森徹治＊3，荒木大輔，小池功晃 

アジア航測株式会社 ○冨田康裕，坂口宏，勝又善明，梶原あずさ，菊地慎太郎

＊1：現 鹿児島県土木部，＊2：退職，＊3：現 中部地方整備局富士砂防事務所 

1. はじめに

越美山系砂防事務所管内では，根尾西谷川流域を

対象に天然ダムタイプ（短期決壊型）の深層崩壊現

象に対する事前のハード対策を検討し，不透過型砂

防堰堤（ローダム）を 1 基新設することで堰堤下流

域の氾濫被害を大幅に低減でき，かつ費用対効果も

高いことを明らかにしている。本稿では，その後の

検討として，深層崩壊に起因する土砂災害に対応す

る砂防堰堤の施設設計検討について報告する。 

2. 不透過型砂防堰堤の効果

不透過型砂防堰堤は，堆砂影響により，天然ダムのピークを軽減する以下の効果が期待できる。 

① 山脚固定効果

深層崩壊対象斜面の下流に計画施設を配置することで，山脚固定

による深層崩壊発生の抑制・抑止。 

② 天然ダム高を減ずる効果

堆砂域の効果（川幅の拡幅，河床勾配の緩傾斜化）により，天然

ダムの高さの低減。 

3. 施設設計検討

3.1, 設計方針 

深層崩壊対応施設として計画施設を検討するにあたって，“国立研究開発法人 土木研究所”に意見聴取を行

い，その結果を踏まえ計画施設の設計方針を以下のとおりとした。 

① 設計外力の設定方法

深層崩壊対応のハード対策として新たな知見は得られていないため，安定計算に用いる外力については，

LADOF モデルによる一次元河床変動計算結果を用いる。 

② 本堰堤の安定条件

堰堤が堆砂するまでの期間に天然ダムが形成・決壊する場合を想定し，本堰堤は「天然ダムの決壊時の設計外

力」に対し安定する構造を確保する。 

③ 袖部及び前庭保護工の安定条件

満砂後は，深層崩壊対応施設として期待する効果（天然ダム決壊流量のピークカット）は発現しており，天然

ダムの形成・決壊時においても本堰堤は安定する構造を有し堆砂した土砂の流出は防止することができるため，

袖部及び前庭保護工は，通

常の水系砂防計画で想定す

る規模を設計外力とする。 

④ 堆砂条件

満砂までの期間を試算す

ると 30 年以上を有する想

定されることから，深層崩

壊想定斜面の直下への計画

的な土砂投入による強制堆

砂についても検討を行う。 

根尾西谷川 20 

計画施設：西谷川第 2砂防堰堤 

根尾西谷川砂防堰堤 

根尾西谷川 34 

根尾西谷川 15 

倉見砂防堰堤 

図 1 検討対象施設と深層崩壊想定斜面の位置 

①山脚固定効果 ②天然ダム高を減ずる効果

③天然ダム決壊高の低減効果図 2 不透過型堰堤に期待する効果 

図 3 計画施設の設計方針 

時 間 経 過

深層崩壊対策施設としての効果発現

未満砂 満砂

本業務の予備設計の範囲

・袖部 ⇒ 水系砂防計画対応の形状
・前庭保護工 ⇒ 水系砂防計画対応の形状

水系砂防施設としての効果発現

・本堰堤（本体工）⇒ 深層崩壊対応（「天然ダムの決壊時の設計外力に安定」する構造を確保）

・袖部 ⇒ 破損した場合は補修
・前庭保護工 ⇒ 破損した場合は補修
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3.2, 設計外力 

計画施設は，堰堤高が 14.5m（15m 未満）であること

から，考慮する設計外力は静水圧とする。なお，静水圧

は，一次元河床変動計算により求めた天然ダム決壊流量

に対する最大水深を用いて算出した。 

天然ダムの決壊時は，満砂状態にあることを想定していることから，静水圧に加え堆砂圧が設計外力として作

用すると考えられる。しかし，一般的に堆砂圧を考慮した方が安全となることから，不測の事態を考慮して堆砂

圧を考慮する場合としない場合の 2 ケースの設計外力を想定することとした。 

3.3, 安定計算結果 

本堰堤は，天然ダムの決壊時に安定する構造となるよ

うに，安定計算により断面形状を決定した。安定計算に

よる天端幅と上流のり勾配の関係を表 2 に示す。これに

よると，天端幅を狭くして上流勾配を緩くするほど断面

積が小さくなる傾向がみられることが確認された。 

4. 費用対効果の検討

4.1, 費用対効果の分析ケース 

深層崩壊に起因する土砂災害に対する砂防堰堤の施設設計検討を踏まえ，仮に根尾西谷川流域のみを対象にし

た水系砂防施設を整備した場合と，深層崩壊対応施設を整備した場合を想定した費用対効果分析（以下，B/C）を

実施し，施設の整備効果を比較した。B/C 算出ケースは下記の A～C ケースを基本とし，便益の発現タイミング

を変化させた計 10 ケース検討した。 

4.2, 費用対効果分析結果 

費用対効果分析は，「砂防

事業の費用便益分析マニュ

アル（案）」を踏まえ直接被

害抑止効果及び間接被害抑

止効果を計上した。

現場状況を反映した工事

用道路・転流工等の仮設工

事費を含めた費用対効果分

析を検討した結果，ケース

A，ケース B では B/C＜1 であったが，事業評価上で水系砂防上の効果がある砂防施設としての位置づけができ

れば，深層崩壊対策としての効果を確認したケース C で B/C≧1 となることが確認された。 

5. おわりに

本検討により，深層崩壊対策施設としての砂防堰堤の実現性について確認することができた。今後は土砂洪水

氾濫対策計画で位置付けられた砂防施設を対象に，堰堤周辺の深層崩壊危険斜面の分布や保全対象との位置関係

を勘案し深層崩壊対応の可否を検討することが，事業評価上での位置づけも含め重要な視点であると考える。 

崩壊規模 ： 150 万 m3

決壊タイプ ： 短期決壊型（24 時間以内に越水） 

天然ダムの決壊流量 ： 10,741m3/s 

設計水深 ： 14.1m（最大水深） 

表 1 一次元河床変動計算結果 

図 4 費用対効果分析結果 

堰堤高14.5m，下流のり勾配1：0.2の場合 単位：m2

1：0.90 1：0.85 1：0.80 1：0.75

2.50 151.89 146.63 141.38 136.12

3.00 159.14 153.88 148.63 143.37

3.50 166.39 161.13 155.88 150.62

4.00 173.64 168.38 163.13 157.87

不安定領域 安定領域

天端幅（m）
上流のり勾配

表 2 断面形状別の断面積の比較 

ケース A：
深層崩壊対応施設を整備し
た場合と整備しなかった場合
の比較

ケース B：
水系砂防施設を整備した場
合と整備しなかった場合の
比較

ケース C：
水系砂防施設を整備した場
合と深層崩壊対応施設を整
備した場合の比較

0.94 0.78
0.41 0.64 0.83 0.70

6.63

5.51

2.75

4.51

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

ケースA-1 ケースA-2 ケースA-3 ケースA-4 ケースB-1 ケースB-2 ケースC-1 ケースC-2 ケースC-3 ケースC-4

費
用
効
果
便
益
比

（
B

/

C
）

評価内容
深層崩壊

対応施設

深層崩壊

対応施設

深層崩壊

対応施設

深層崩壊

対応施設

水系砂防

施設

水系砂防

施設

深層崩壊対策

効果のみ

深層崩壊対策

効果のみ

深層崩壊対策

効果のみ

深層崩壊対策

効果のみ

キャッシュ

フロー
再評価と同様 完成後に発現

完成33年後

に発現

完成10年後

に発現

（強制堆砂）

再評価と同様 完成後に発現 再評価と同様 完成後に発現
完成33年後

に発現

完成10年後

に発現

（強制堆砂）

事業を実施しない場合
（WITH)

事業を実施した場合
（WITHOUT）

B/C検討
ケース

便益キャッシュフロー設定内容

ケースA-1 事業評価と同手法
ケースA-2 施設完成後に便益が発現

ケースA-3
施設完成33年後に全ての便益が発現
（強制堆砂無し）

ケースA-4
施設完成10年後に全ての便益が発現
（強制堆砂あり）

ケースB-1 事業評価と同手法
ケースB-2 施設完成後に便益が発現
ケースC-1 事業評価と同手法
ケースC-2 施設完成後に便益が発現

ケースC-3
施設完成33年後に全ての便益が発現
（強制堆砂無し）

ケースC-4
施設完成10年後に全ての便益が発現
（強制堆砂あり）

ケースC
深層崩壊対応
施設を整備

水系砂防施設
を整備

水系砂防施設
を整備

現況施設時

深層崩壊対応
施設を整備

現況施設時ケースA

ケースB

表 3 費用対効果分析ケース 
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流木発生想定量調査の精度向上及び作業効率化に向けた取り組み 

朝日航洋株式会社 ○藤本拓史，安海高明 

国土交通省北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 工藤裕之，田中隆洋 

1. はじめに

 平成 29 年 7 月九州北部豪雨をはじめ，近年流木を

伴った災害が発生しており、その対策が必要とされて

いる。 砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）

ではサンプリング調査法が標準として示されている

が、現地調査が通常必要であること、また林相が複雑

な場合等に調査精度の確保が難しい側面がある。 

 神野ら※1は、航空レーザデータを用いて流木量の全

数調査を実施したが、特に広葉樹の場合の算出精度等

に課題が残った。そこで本研究では、航空レーザデー

タを用いた別の手法で広葉樹域での精度向上を図っ

た。また地域毎のデータの蓄積と直近のレーザデータ

活用により、現地調査なしで全数調査を行う等、今後

の流木量算出における最適手法の検討を行った。

2. 研究方法

 飯豊山系砂防事務所管内（以下、事務所と称す）

の熊出川流域を対象地とした。事務所では、令和元

年に航空レーザ測量を実施し、その成果を用いて下

記流れにて発生立木量の調査を行った。 

 林相区分は、レーザ測量成果のオルソ図とレーザ

表層データ（DSM）、地盤データ（DTM）を用いて

効率的に行った。立木量は、サンプリング調査法で

は樹種毎に代表箇所を設定し、その範囲内の毎木調

査を行うが、レーザ解析法では流域全体の毎木調査

を机上で行うこととし、本研究では針葉樹では単木

抽出、広葉樹では総体積法（現地材積とレーザによ

る空間体積の関係式を作成して現地材積を推定する

手法）と使い分けることで精度向上を図った。 

 さらに、流木発生域を設定することで、発生想定

立木量を算出し、サンプリング調査法等従来手法と

精度や効率性を検証した。 

図 1 流木量調査の流れ 

図 2 針葉樹の立木量算出法（単木抽出） 

図 3 広葉樹の立木量算出法（総体積法） 

3. 林相区分

レーザ表層データ（DSM）、地盤データ（DTM）

を差し引くことで樹高データを算出し、その樹高図

と、レーザ測量成果のオルソ図を用いて樹種（林相）

を区分した。針葉樹エリアのうち一部で、伐採と植

林が実施されたエリアが存在した。 

図 4 樹種区分図 

図 5 樹高区分図 

伐採および新規植林エリア 
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4. 樹種毎の立木量算出

当流域では針葉樹と広葉樹が混在していたため、

異なる手法を用いて樹種毎の立木量を算出した。 

 針葉樹では、DSM データを用いて図 2 に示すよ

うに単木の位置を算出した（図 6）。立木量算出のた

めには、樹高、直径が必要となるが、樹高はレーザ

解析結果を用い、直径は流域内でサンプル調査を実

施した上で樹高と直径の関係式を作成し、適用した。                        

 広葉樹では、既往研究により単木抽出では調査精度

が低い可能性が指摘されていたため、本研究では総体

積法を用いた。流域内でサンプル調査し、同箇所をレ

ーザ解析して空間体積を算出することで関係式を作

成した（図 7）。流域内の広葉樹エリアの樹高解析結果

をもとにしたレーザ材積と関係式から、流域内の広葉

樹材積（立木量）を算出した。 

 なお、サンプル調査は同事務所にて H26 年にも実

施されていたため、同じく関係式に展開した結果、R1

年の調査結果とほぼ同様であり、それらを合併した関

係式を適用した。 

図 6 単木抽出結果（樹木位置） 

図 7 レーザ材積と現地材積の関係式 

5. 流木発生域の設定と発生流木量の算出

 流域内の流木発生域を設定することで、4 章で算出

した立木量のうち発生域内を想定発生立木量とする。

事務所では、崩壊による発生域は崩壊発生面積率を用

いているため、流域内の全立木量に発生面積率を乗じ

て、想定発生流木量を算出した。 

6. 精度等検証と最適手法の検討

レーザデータを用いた流木量調査の算出精度と効

率性について考察する。 

 現地サンプル調査位置での、レーザ解析の立木本数

と樹高について精度検証を行った結果、針葉樹と比較

して広葉樹は現地結果と乖離が生じた（図 8、図 9）。

既往研究成果と同様の傾向であり、広葉樹は本研究で

用いた総体積法の方が適することが裏付けられた。 

 表 1に精度と効率性についてとりまとめた。レーザ

解析法は、針葉樹と広葉樹の手法使い分けにより精度

が向上でき、また全数調査のため、特異な植生が混在

しても算出精度が担保しやすい。総体積法の関係式や

樹高・直径の関係式は、一度作成すれば同地域では継

続的に活用可能であるため、机上にて流木量算出が完

結でき効率性も確保できる。現地に立ち入りできない

場合等の、机上での流木量調査の有効な 1手法である

ことが確認できた。 

図 8 針葉樹の立木本数と樹高の精度検証 

 

 

図 9 広葉樹の立木本数と樹高の精度検証 

表 1 流木量調査の精度と効率性まとめ 

※1 サンプリング調査結果が算出済みの場合、机上解析が最小限となり、航空レーザ解析より効率的 

参考文献 

※1 神野忠広・吉田俊康・石田哲也・宮原靖・藤本拓
史・守岩勉（2010）：流木量算出のための林相区分お
よび材積量算出への航空レーザ計測データの活用方法，
平成 22年度砂防学会研究発表会概要集， p131-132

レーザ解析結果図
（赤枠が現地調査位置、 
黒点が樹木位置） 

レーザ解析結果図
（赤枠が現地調査位置、 
黒点が樹木位置） 

樹木本数 10本
平均樹高 26.3m

樹木本数 6本
平均樹高 29.4m

現地調査

レーザ解析（単木抽出）

樹木本数 10本
平均樹高 8.2m

樹木本数 2本
平均樹高 15.7m

現地調査

レーザ解析（単木抽出）

※広葉樹は総体積法を用いたが、 

検証のため単木抽出も実施

針葉
樹

広葉
樹

サンプリング
調査法

〇 〇
△or

◎
※1

・新規植林エリアが広く存在するなど特異な植
生を含む場合に留意が必要である。
・サンプリング調査結果算出済の場合でも、今
後、樹木の成長や林相の変化に応じて、追加現
地調査が必要となる。

航空レーザ解析

単木抽出 〇 △ 〇

総体積法 - 〇 〇

・広葉樹の単木抽出は精度が悪く不適である。
・レーザ解析が必要であるが、今後の追加現地
調査が不要である。
・急勾配エリアでの樹高補正など精度向上に課
題は残るが、レーザデータ活用により精度よく
全数調査できる。

精度
効率
性

課題

広葉樹のみエリアのため 

単木抽出を実施していない 
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砂防事業の効果に関する説明方法の検討事例 

（一財）砂防・地すべり技術センター ○宮瀬将之 

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所 淺野保夫、川邊三寿帆 

１．はじめに 

 砂防事業は、土砂・洪水氾濫や土石流などの土砂災害を

防止することで、地域の安全性（治水安全度）を高めること

で、社会的・経済的な基盤の下支えを行っている。砂防事

業の事業効果については、事業評価等で一般的に使われ

る費用便益比（B/C）や、アウトカムといった表現手法を用い

られることが多い。また近年では、「ストック効果」を用いて

公共事業の効果を説明する方法が試みられている。 

 本報告では、ストック効果を「整備された施設が機能して、

長期的にその地域の生産性や安全性を高める、環境を改

善するなどの効果を生み出す」ものと考えて、信濃川下流

水系砂防事業を対象に検討した事例を報告する。 

２．信濃川下流水系砂防事業の概要 

 信濃川下流水系砂防事業は、信濃川右支川の魚野川・清

津川・中津川を対象に事業展開している。流域内には、上

越新幹線、JR 上越線、関越自動車道、国道 17 号などの重

要交通網と、魚沼市、南魚沼市、十日町市、湯沢町、津南

町などの市街地が分布している。直轄砂防事業は、昭和 12

年から着手し、平成 28年時点で基本計画に対して約 44％

の土砂整備率となっている。 

３．ストック効果の検討 

3.1検討の基本的な考え方 

 砂防事業は、防災事業のため、一般的に各種インフラ整

備の下支え的な要素が強く、ストック効果を表現しにくいと

考えられる。そこで本事例では、砂防事業のストック効果に

ついて、“各種統計データ等の変化”と“地域の産業等の分

布状況”に着目して、どのような説明が可能か検討した。 

3.2各種統計データ等の変化による検討 

 砂防事業の進捗により流域の治水安全度が向上したこと

でインフラの整備に結びついた効果として、以下のような仮

説を立てて、種々の統計による根拠を持った説明が可能か

検討した。 

（1）水系の安全性が向上したことによる仮説 

 流域内市町村の人口、世帯数が増加した。

 交通網が発達し、観光客が増加した。

 企業や工場を誘致し、事業所や就業人口が増加した。

 農地の土地改良が積極的に進められたことで、収穫量

が増加した。

 物流が活発になり交通量が増加した。

（2）統計データに基づく説明の可能性 

 仮説に対して、以下の統計データを収集整理し、ストック

効果としての説明が可能かどうか検討した。 

表-1 統計データ項目と出典 

項 目 出 典 
人口・世帯数 国勢調査 
農業 耕地面積 農林業センサス 

収穫量 
面積当たり収量 

作物統計 
県統計年鑑 

農業出荷額 生産農業所得統計 
漁業 内水面漁業高 内水面漁業生産統計調査（新潟県

統計年鑑） 
財政 歳入額 地方財政状況調査 

財政力指数 地方財政状況調査 
市町村内総生産・成
長率 

新潟県統計年鑑 

産業 製品出荷額 工業統計（経済センサス） 
卸売・小売業年間商
品販売額 

商業統計（経済センサス） 

観光 観光客数 県統計年鑑 
交通 地点交通量 道路交通センサス 

○人口・世帯数：人口は全体的に減少傾向であるが、流域

内の自治体の減少率より県全体の減少率の方が大きい。

世帯数は、わずかに増加か横ばい傾向である。

図-1 流域内市町村及び新潟県の人口変化 

○農業：耕地面積・農業出荷額は減少している。一方、面積

当たり収量は増加している。

○漁業：信濃川の漁獲量は減少している。

○財政：財政力指数を見ると湯沢町は低下しているが、そ

の他の自治体は概ね横ばいで推移している。

○産業：各市町村とも新潟県全体と同様の傾向を示してお

り、バブル崩壊及びリーマンショックにより落ち込んだもの

の、近年増加傾向を示している。

○観光：バブル崩壊以降、全体的に減少傾向を示している。

○交通：地点別に見ると、国道 17 号は減少傾向であるが、

その他の道路は横ばい傾向を示している。

これら統計データを見ると、“事業の進捗に伴って増加傾
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向を示す”と言えるものは見いだせなかった。これは、統計

データの最小単位が市町村となり、事業による影響が見え

にくくなっていること、全国的な中山間地域の特徴として、

多くの項目が減少傾向であることなどが、原因と考えられる。 

3.3地域の産業等の分布状況による検討 

（1）地域特性を勘案した仮説 

 信濃川下流水系砂防事業を主に展開している地域は、関

東地方と新潟県を結ぶ交通の要衝、魚沼産コシヒカリに代

表される米どころである。また上質かつ豊富な地下水があ

ることから、酒造りが古くから行われているほか、食料品製

造工場等が多数進出している。これら地域の産業と砂防事

業の関係について以下に示す仮説を立てた。 

 砂防堰堤や渓流保全工の整備に伴い治水安全度が向

上したことで、道路整備等のインフラの高度化が進展し、

工場団地などの企業誘致の基盤整備が進んでいる。

 また、農業やその他産業が活性化する。

 地域コミュニティの維持、観光産業の下支えに寄与して

いる。

 流域に分布する企業が被災することで、市民生活への

影響や、サプライチェーンに支障が生じる。

（2）仮説に対する地域の状況 

①インフラの高度化 

国道・主要地方道などの保全により地域間の交通が維持

されている。また関越自動車道の開通により関東地方と新

潟県内の自動車交通網が高度化したことや、大和スマート

IC の開設（H17）により利便性が向上した。大和スマート IC

周辺には、魚沼基幹病院、工業団地、ワイナリー等が立地

しているため、開設以降、利用台数は増加している。 

図-2 大和スマート ICの平均利用台数変化 

②農業・その他産業の活性化 

治水安全度が上がったことで土地改良事業による圃場整

備（大規模化）が進展した。また、登川流域の大福寺工業団

地、水無川流域の水の郷工業団地などの基盤整備が進め

られ、食料品製造業などの工場が誘致されることで、地域

からの雇用確保など、地域経済の活発化に寄与している。 

図-3 登川下流域の土地利用状況変化 

図-4 工業団地と河川公園の整備 

③地域コミュニティ・観光産業の維持・下支え

例えば“秋山郷”といった山間集落が保全され、観光地と

して維持されることで、コミュニティの維持、就労の確保など

がなされている。 

④サプライチェーンへの影響 

食料品製造業（冷凍うどん等）、工作機器などの高シェア

製品を生産する工場が分布している。砂防基本計画で対象

としているよりも大きな規模の災害が発生した場合、サプラ

イチェーンへの影響が懸念される。

４．まとめと課題 

 各種統計データ等の変化よる検討では、①主要統計の多

くが市町村単位（一部旧市町村）で整理され事業実施によ

る影響範囲と必ずしも整合しないこと、②砂防事業の対象と

なる中山間地域は、ほとんどの統計データで減少傾向か横

ばいであること、などから右肩上がりのグラフとして示しにく

い状況にある。 

 一方、地域の産業等の分布状況による検討では、時系列

的な変化を示すデータが少ない、または系統的に整理され

ておらずデータの入手が困難な場合もあるが、適切な仮説

と説明するデータの組合せにより、感覚的にわかりやすい

表現は可能であると考えられる。 

 今後の検討課題は、①広域的な統計データ利用時の工

夫、②地域特性を説明するための時系列データの調査、な

どが考えられる。 

利用台数出典：スマート IC大和地区協議会 

1/5万地形図（昭和29年発行） 1/2.5万地形図（最新） 

●河道の安定による土地改良事業の推進 
→効率的な農作業、大規模化・機械化 

河川公園

大福寺工業団地

登川 

昭和57年の状況 登川流路工整備後

656



グラウンドアンカーを活用した既設砂防堰堤の補強工事について 

株式会社エスイー ○山田勝彦 

株式会社風組 山下和信

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 白峰砂防出張所 稲垣裕之

（※所属は 2020 年 3 月末時点）

１．はじめに 

金沢河川国道事務所では 2005 年に管内の既設砂防堰堤を対象に現行
基準に基づいて安定性評価を行い，重要な砂防堰堤については 2008年よ
り補強対策工事を順次実施しているところである。

基幹堰堤の一つである市ノ瀬砂防堰堤は白山国立公園内にあり，1954
年に完成した本堤 17mのハイダムであるが，基礎は岩着していない砂防
堰堤である。現行基準に基づく安定計算で平常時，洪水時，土石流時のい

ずれにおいても転倒，滑動の安定条件を満足していないことが判明した。

さらに，市ノ瀬砂防堰堤は満砂状態で貯砂量約 40万 m3が仮に堰堤倒

壊により下流へ流出した場合，直下流の市ノ瀬ビジターセンター，白山温泉等の保全対象への直接的被害，及び白

峰集落への溢水被害など間接的被害が想定されることから，2014年より補強対策に着手した。
本稿では，市ノ瀬砂防堰堤の補強工事についてグラウンドアンカー工法の内容を中心に補強工法の比較や施工前

の事前調査，施工などの報告を行う。

２．補強工法の比較検討 

本堰堤の補強工法は①下流腹付け案，②上流腹付け案，③上下流腹付け案，④グラウンドアンカー案，⑤下流杭

腹付け案，⑥地盤改良案，⑦地盤改良複合案の 7案の中から，施工性，経済性，維持管理性，および実績を考慮し
て選定した。

④のグラウンドアンカー案ではグラウンドアンカー工法を用いるが，グラウ

ンドアンカーの緊張力によって，砂防堰堤に水平力および鉛直力を作用させる

ことで堤体の滑動や転倒に対する安全率の不足分を補完するもので，本工法の

採用により，一般的には従来の補強工法である腹付コンクリートを最小厚（も

しくは不要）とすることができるため，副堰堤との距離の確保や経済性，施工

性を向上させることができるといった効果が期待できる。 

グラウンドアンカーによる堰堤の補強はまだ実績がそれほど多くはないが，

前述の効果に加え工期短縮や経済性でも他案と比較して優れているという結

果となったため，補強工法としてグラウンドアンカー案を採用することとした。

３．施工前の事前調査 

グラウンドアンカー工を実施するにあたっては事前に調査を行うのが一般的である。調査には地形や土地利用状

況の確認などを行う一般調査，地盤調査，基本調査試験があり，更に今回は既設堰堤の補強ということもあり，既

設コンクリートの強度試験なども必要となってくる。

本堰堤では前述した事前調査は全て行い、特に基本調査試験のうち引抜き試験に関しては削孔・グラウト注入な

ど施工可否確認も含めて入念に行った。引抜き試験はグラウンドアンカーの設計に用いる地盤の極限摩擦抵抗（τ

値）の確認を主目的に行う試験である。本堰堤ではグラウンドアンカーの定着地盤として N値 50以上の玉石混じ
り砂礫層を想定したが、地下水の影響などによりグラウトが流出または希釈され十分な摩擦抵抗が得られないこと

も考えられた。しかし引抜き試験の結果、削孔およびグラウト注入も問題無く対応でき，τ値についても設計時に

想定したτ=0.45N/mm2を上回る結果となった。この結果をうけてτ値を見直し最終的な配置およびグラウンドア

ンカー仕様を決定した。
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４．グラウンドアンカーの施工 

補強工事は 2016年より開始されたが，施工箇所の市ノ瀬地区は豪雪地帯というこ
ともあり施工可能な期間は 5月中旬から 11月中旬の約 6か月間という限られた期間
となる。

グラウンドアンカーの施工に先立ち腹付けコンクリートの施工から開始した（図-1
側面図の堰堤下流側着色箇所，腹付コンクリート厚 1.5m）。本堰堤は，石積の砂防堰
堤で当地は白山登山の玄関口ということもあり登山者等の目に触れる場所にあるこ

とから，腹付コンクリートの修景において石積模様の残存型枠を用いた。残存型枠の

選定においては，グラウンドアンカーの再緊張を想定し箱抜きしたアンカーヘッド部

のカバープレートとしての使用実績がある CFRC （炭素繊維強化セメント）人工岩
パネルを採用した。

2017年よりグラウンドアンカーの施工が開始されたが，図-2の施工フローに示す
通り順次進められており，2019年までの 3年間で図-1の正面図右岸側の着色箇所の
施工を完了している。グラウンドアンカーの施工に関しては削孔時の異常出水等は無

いが慎重に施工を進めている状況である。

５．グラウンドアンカーの定着時緊張力および荷重管理 

砂防堰堤補強アンカー工法では，設計アンカー力の 100％を導入することを標準としている 1)。定着時緊張力（＝

初期緊張力）は，クリープ，リラクセーション，摩擦などを考慮して，供用期間中の有効緊張力が設計アンカー力

を下回らないように割り増して設定することが一般的である。よって本工事では，施工に先立ち長期試験を実施し

この割り増し値を設定した。長期試験はグラウンドアンカーに作用しているテンドンの残存引張力が時間の経過と

ともに減少する大きさを求める試験で，一般的な斜面対策で施工されるグラウンドアンカーではあまり行われてお

らず，本工事のように構造物の安定をはかるために残存引張力を管理する必要があるグラウンドアンカーで実施さ

れるものである。

また本堰堤では，維持管理を考慮し施工中および供用期間中の残存引張力を把握するために，ひずみゲージ式荷

重計を設置している。設置は図-1 に示す 5 箇所（越流部に 3 箇所，非越流部の左右岸に各 1 箇所）に計画してい
る。荷重計設置済みの右岸側 3箇所に関しては計測を続けているが，気温との相関性のある周期的な残存引張力の
増減はあるものの，異常な動きは確認されていない。

６．まとめ 

今回は施工中の市ノ瀬砂防堰堤のグラウンドアンカー補強工事について報告した。右岸側の工事が完了しており，

引き続き左岸側の工事を行っていく中で施工済みグラウンドアンカーの残存引張力を確認しながら進めていく。

[参考文献] 

1)「砂防堰堤補強アンカー工法」設計・施工マニュアル，平成 30年 2月，一般社団法人砂防・地すべり技術センタ
ー，P63 

図-1 本堰堤正面図・側面図 図-2 施工フロー
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深層学習による砂防堰堤の部位画像分類 

◯荒木光一 藤田達大（五大開発株式会社）

三池力 伊藤隆郭 古木宏和 清水隆博（日本工営株式会社） 

1 はじめに 

 砂防堰堤の点検では、砂防堰堤毎に点検カルテを作

成するため、各砂防堰堤において全景や水通しなど非

常に多くの写真を撮影する。また、UAV で砂防堰堤を

連続的に撮影した場合、写真枚数は膨大となる。この結

果、これらの中から、点検カルテで利用する写真を選択

する作業に多くの時間を要してしまう。 

 本研究では、発展が著しい深層学習によって膨大な

写真の中から点検カルテで利用できそうな写真をピッ

クアップし、人間がピックアップされた写真から最終

的な選択を行うことで、点検カルテ作成の省力化を目

指している。本稿では、この基礎検討として、深層学習

による（1）砂防堰堤の部位画像の分類と（2）UAV画

像からの砂防堰堤の部位検出について検討する。 

2 部位画像の分類のデータ作成と学習 

部位画像の分類項目は砂防堰堤の左岸、右岸、水通し、

袖部と全景とし、既存の点検カルテからそれぞれ 34枚

を取得した。各部位の 34 枚のうち 20 枚を教師データ

とし、14 枚を評価データとした。したがって、全体で

教師データは 100枚、評価データは 70枚となる。 

部位画像の分類には VGGNet[1]を採用した。図 1に、

VGGNet による部位画像分類の学習概要を示す。

VGGNet を学習させるには教師データが非常に少ない

ため、公開されている学習済みのモデルを用いて再学

習を行った。また、再学習中に教師データの画像をリサ

イズ後に、ランダムにクリッピングし、コントラストと

明度をランダムに変更することで、教師データ数を増

加させた。複数の分類器の結果を元に画像分類するこ

とで、分類精度が向上することが知られている。そこで、

今回は VGGNetのモデルを 3つ作成した。 

3 UAV画像からの部位検出のデータ作成と学習 

 UAV で撮影された多量の画像から、教師データとし

て、砂防堰堤が映っている画像を 122 枚を取得した。

そして、各画像に対して袖部、水通しと全景のラベル付

けを行った。各部位のラベル数は、袖部では 126、水通

しでは 135、全景では 47となった。 

 UAV 画像からの部位検出には Mask R-CNN[2]を利

用し、公開されている学習済みのモデルを用いて再学

習した（図 2）。ここでは教師データは増加させず、作

成した Mask R-CNN のモデルは 1つとした。 

図 1部位画像分類の学習 

図 2 UAV 画像からの部位検出の学習 

表 1 各部位画像の分類の正解率 

左岸 右岸 水通し 袖部 全景 

78.6% 78.6% 92.9% 71.4% 85.7% 

4 評価結果 

4.1 砂防堰堤の部位画像分類の評価 

 評価データの分類は、まず、分類する 1 枚の画像に

対してランダムに 5 回クリッピングし、クリッピング

画像を 5 枚作成する。次に、各クリッピング画像を

VGGNetの 3つのモデルに入力し、分類項目毎に 15個

の尤度を取得する。そして、分類項目毎に平均尤度を算

出して、平均尤度が最も高い分類項目に分類する。 

 表 1 に、評価データの正解率を示す。正解率は全体

で 81.4%となった。5つの分類項目の中で、袖部の正解

率は最も低くなった。図 3 に、評価データの左岸と袖

部における各分類項目の平均尤度を示す。なお、右岸、

水通しと全景は、左岸と同じ傾向であった。図 3（a）

から、左岸として正しく分類された画像の左岸の平均

尤度は非常に高いことがわかる。したがって、学習で左 
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図 3 左岸と袖部の平均尤度グラフ 

図 4 VGGNetの学習で抽出した特徴 

（左：左岸 中央：水通し 右：全景） 

岸の特徴を概ね正確に抽出できたといえる。一方、図 3

（b）において、袖部の平均尤度は他の分類項目の平均

尤度と大差がない傾向がある。これは、学習において袖 

部の特徴を十分に抽出できていないといえる。この解

決には、袖部の代表的な特徴が映っている画像を教師

データに含めて、教師データを増やす必要がある。 

 図 4 に、Grad-CAM[3]で教師データから抽出した左

岸、水通しと全景の特徴を示す。赤色の部分が特徴とし

て抽出した部分である。各部位の特徴を概ね抽出でき

ていることが分かる。植生が特徴として抽出されてい

るが、植生の映り込み方を特徴として抽出していると

考えられる。 

4.2 UAV画像からの部位検出の評価 

 評価データは、教師データとは別の現場で連続的に

撮影された 63 枚の UAV 画像とした。図 5 に、Mask 

R-CNN による検出結果の一例を示す。

表 2に、UAV画像 63枚の評価結果を示す。Mask R-

CNNが検出した袖部の数は 111個であり、このうち 88

個が正解と一致した。したがって、袖部の正解率は

28.8%となった。誤検出した 23 個は水通しを袖部とし

て検出していた。検出できなかった袖部は、撮影場所か

ら遠方にあり、UAV 画像において小さく映ったもので

あった。水通しと全景の正解率は、それぞれ 2.7%と

1.1%と非常に低い結果となった。水通しの原因は、逆 

図 5 UAV画像からの各部位の検出結果 

表 2  UAV画像からの部位検出の結果 

袖部 水通し 全景 

正解の個数 306 149 95 

Mask R-CNN の検出数 111 21 5 

正解と検出結果が 

一致した個数 
88 4 1 

台形の形状でラベル付けをしなかったことが考えられ

る。逆台形の形状でラベル付けすることで、水通しの正

解率向上だけでなく、誤検出した袖部の正解率も向上

すると思われる。全景は教師データのラベル数が少量

であったことが原因だと考えられる。 

5 まとめ 

本稿では、点検カルテ作成の省力化を図るをために、

この基礎検討として、深層学習による砂防堰堤の部位

画像分類と UAV画像からの部位検出を行った。部位画

像分類は、最終的に人間が点検カルテで利用する画像

を選択することを考慮すれば、尤度を元に候補となる

画像をピックアップでき、省力化できる可能性がある。

UAV 画像からの部位検出に関しては、点検カルテ作成

の省力化につなげるためには、水通しと全景のラベル

付けや教師データ数を見直す必要がある。 

 今後は、深層学習による分類と検出で、点検カルテ作

成がどの程度省力化できるのかについて調査する。ま

た、UAV画像から砂防堰堤の各部位を検出できた場合、

検出した部位を切り取った画像から、ひび割れを画像

処理や AIで検出できれば、さらなる効率化につながる

ため、これに関しても検討する予定である。 

参考文献 
[1]K. Simonyan and A. Zisserman, “Very Deep Co

nvolutional Networks for Large-scale Image Re

cognition”, ICLP, 2015

[2]K. He, G. Gkioxari, P. Dollar and R. Girshick,

“Mask R-CNN”, ICCV, 2017

[3]R. R. Selvaraju, M. Cogswell, A. Das, R. Veda

ntam, D. Parikh and D. Batra, “Grad-CAM: Vi

sualExplanations From Deep Networks via Gr

adient-Based Localization”, ICCV, 2017
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衛 星 画 像 を 用 い た 土 砂 移 動 実 態 の 把 握 

～平成 30 年 6 月小鍋谷で発生した土石流を事例として～ 

国土交通省  神通川水系砂防事務所 岡田 武， 中川 雅允 1) 
パシフィックコンサルタンツ株式会社 〇飛岡 啓之， 佐々木 央， 黒川 祐梨，伊藤 力生

1)現 国土交通省 立山砂防事務所

1. はじめに：

災害時における人工衛星の活用は，近年の技術開発

により空間分解能や各種センサーの精度向上に加え，

衛星の周期性や広範囲にわたる観測幅を活かした初動

時における被害状況の把握や継続的な監視・モニタリ

ングで多くなされている。特に高解像度画像の取得が

容易となったため，各種災害時における判読精度の向

上に大きく貢献している。

土砂災害分野についても同様に発災時の初動対応と

して被災地域の概況把握，ヘリ調査のルート検討等に

活用 1）されている。一方で，これまでの活用範囲は発

災時の概略的な状況把握にとどまっており，土砂移動

の定量的な実態把握に活用されている事例は少ない。

そこで，本事例においては，平成 30 年 6 月に高原

川水系小鍋谷流域で発生した土石流を事例として，人

工衛星から取得した 2 時期のオルソ画像及び数値地形

モデルを用いて，土砂流出状況，ならびに流出土砂量

の定量的な把握を試みたものである。

2. 小鍋谷で発生した土石流の概況：

2.1 流域概要 

小鍋谷は岐阜県高山市奥穂高温泉郷神坂に位置して

おり，流域面積は約 5.4km2，西穂高岳を源頭として西

流し，高原川に合流する。当該流域は不透過型の既設

砂防堰堤 11 基が連続的に配置されている。小鍋谷流

域における地形及び既設堰堤の配置図を図-1 に示す。 

2.2 土石流の発生状況 

土石流は、砂防堰堤工事施工業者のヒアリング等よ

り，平成 30 年 6 月 28 日明け方にかけて発生したと推

察される。流出した土砂は，流域最上流に整備された

小鍋谷第 11 号堰堤（発生前未満砂）でほぼ全量が捕捉

され，下流への土砂流出は認められてない。堰堤によ

る土石流の捕捉状況を図-2に示す。

第 11 号堰堤の捕捉量は，土石流発生前後における

路線測量結果を用いた平均断面法から，約 9,800m3と

推定された。

2.3 土石流発生時の降雨状況 

降雨状況は、直近の国土交通省小鍋谷雨量観測所の

データによれば，6 月 27 日 1：00 の降り始めから 6 月

28 日 11：00 の降り終わりまでの連続雨量が 110mm、

最大 24 時間雨量が 92mm であった。（図-3） 

今回の一連の降雨について、確率評価を実施した結

果，最大時間雨量は 5 年確率規模，最大 24 時間雨量

は 2 年確率規模程度であり，特段，大きな降雨が観測

されたわけではないことが言える。

 

 

 

 

 

 

土石流を捕捉した 

小鍋谷第 11 号堰堤 

図-1 小鍋谷流域における既設砂防堰堤の位置図 

図-2 小鍋谷第 11 号堰堤における土石流捕捉状況 

図-3 小鍋谷観測所における降雨量 

出典）国土交通省 水文水質データベースより作成 
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3. 衛星データを用いた 2 時期の差分解析：

3.1 衛星データの諸元 

今回の土砂移動の実態把握の比較検討のため使用し

た衛星データの概要を表-1 に示す。対象地域が山間部

であるため解析に使用可能な既往観測結果が少なかっ

たことに加え，光学衛星での撮影は天候（日照条件や

雲量等）にも影響を受けるため，土砂災害発生直前及

び直後の画像は入手できず，使用したオルソ画像及び

数値地形モデル（以下、DTM）は 3 年程度異なる。 

3.2 解析手法 

土石流発生前後の 2 時期におけるオルソ画像の判読

により上流域における発生源の抽出，同画像から地形

を復元した DTM（解像度 2.0m）を用いた地形変化量

の差分解析を実施した。 

3.3 解析結果 

（1）土石流発生源の抽出

2 時期のオルソ画像比較及び DTM による差分解析

の結果を図-4に示す。土石流発生源となり得る明瞭な

崩壊箇所を確認することはできず、一方，河道内の一

部区間において 2m 程度の河床低下傾向を示す箇所が

確認できた。

（2）流出土砂量の定量評価

土石流発生前後における DTM を用いた差分解析の

結果，第 11 号堰堤により捕捉・堆積した土砂量は約

12,000m3と推定された。 

（3）考察

解析の結果，新たな崩壊地の発生が確認できなかっ

たこと，また，観測された降雨規模が大きなものでは

なかったことから，今回発生した土石流は崩壊起因で

はなく，渓床堆積土砂が流水増加によって流動化した

ことにより発生したと推察される。

また，流出土砂量としては，平均断面法による実績

9,800m3 に対し， DTM による差分解析結果が

12,000m3であり，精度として大きく乖離するものでは

なく，土石流区間における河床変動の実態や土砂量の

定量評価において人工衛星による取得データを用いた

解析が有用であると言える。

4. おわりに：

今回の検討で得られた光学衛星画像から地形を作成

する際の課題として，以下の 2 点が挙げられる。 

【課題 1】植生の影響（測量技術に共通する課題） 

光学衛星画像を基にした地形作成では，ある程度の

範囲（50m 四方程度）の裸地部が広がっている場合，

直接地盤を計測できることから精度良く地盤高を測定

できる。しかし，山間部等の植生の多い地域では一般

的に樹高補正を用いて地盤高を推定しているため，正

確な地盤高の測定が困難である。

【課題 2】画像データの不足（人工衛星全般に関する課題） 

光学衛星画像の利活用状況及び需要の違いから，都

市部と比較して，山間部は画像取得数が少ないことが

課題として挙げられる。

土砂災害分野における活用に向けた課題はいくつか

残るものの，今回の検討で，山間部における土砂移動

現象について，危険個所の現地調査を実施することな

く机上解析のみで，一定程度の精度で定量的評価が可

能なことが分かった。これは，同時多発的に土砂移動

現象（地すべり，土石流等）が発生する大規模な土砂

災害において砂防事業（砂防施設）の効果を効率的・

定量的な評価が可能であり，発災時における概略の基

礎資料として有用かつ十分な精度を持っていると考え

られる。

現状における土砂災害発生後の現地状況把握手法は、

有人航空機（ヘリコプターや航空測量），無人航空機、

人工衛星，現地踏査等，多岐にわたる。今後の展望と

しては、これらの調査手法における精度，コスト，所

要時間、得られる成果等を考慮の上，目的に応じた最

適な手法を選定し実施していくことが必要となる。

5. 参考文献：

1）災害時の人工衛星活用ガイドブック 土砂災害版，

宇宙航空研究開発機構・国土交通省，平成 30 年 3 月

表-1 比較に使用した衛星データ諸元 

図-4 DTM による差分解析結果 

項目 土石流発生後

撮影日 H27.10.14～10.19 H30.11.15

取得方法

画像処理

解像度

解像度

高さの種類

2.0m

JGD2011

土石流発生前

オルソ画像

光学衛星

0.3m

オルソパンシャープン

数値地形モデル（DTM:Digital Terrian Model）

第 11 号堰堤に
よる土砂捕捉  

著しい河床
低下 

662



砂防史及び現状の日欧比較総論 

株式会社東京建設コンサルタント ○西本晴男、梶 昭仁、 田喜高、高橋大地

1．はじめに 

筆者は、機会あってここ約 10年間、欧州の土石流対策を主とした砂防現場を訪れ、砂防堰堤、堆積工、流路工、
山腹工などの整備の状況を見ることができた。訪問した国（地域）は、フランス（アルプス地方、ピレネー地方）、オ

ーストリア（ほぼ全域）、イタリア（北中部、北東部、中部）、スイス（中部）、クロアチア（沿岸部）、モンテネグロ（沿

岸部）、チェコ（西部）などである。これらの国・地域の多くでは、19世紀後半から現在に至るまで営々と砂防工事が
実施されてきている。その態様は、地域の特徴を生かしながら様々であるが、現在の砂防堰堤の基本的構造については、

共通する考え方が見られるとの印象を持った。

筆者は先般、欧州における 19世紀末から 20世紀初頭にかけての砂防技術を紹介した 1)。本発表では，現在の欧州に

おける砂防について、砂防堰堤の構造を中心とした砂防技術の特徴を日本の砂防技術と比較しつつ述べるとともに、砂

防事業の実施体制についてもふれる。欧州の砂防については、これまで技術面の紹介が中心になされてきており、実施

体制については総括的な整理がなされていない。現地視察等においてカウンターパートから十分なヒヤリングをしてい

ない部分もあるが、あえて調査を通じて筆者なりに把握できた範囲で実施体制（事業主体、施工態様、用地対応）を記

載した。これについては、一部に錯誤等の可能性もあると思われる。なお、

本稿はスぺ－スの関係上から図と写真を多用したものとなっている。

2．砂防計画の基本 

日本の砂防は、直接形態流域対応と間接形態流域対応の両方があると言わ

れている 2)。この考え方に照らすと、欧州の砂防は直接形態流域対応であり

（図-1）、さらにこれを①両岸が急峻な谷底地形の場合と②丘陵地形の場合

に分けることができる（図-2、図-3）。 

3．砂防堰堤の基本構造及びその安定計算手法 

欧州の砂防堰堤は、鉄筋コンクリートを使用していることから、横断面形

状が日本と異なる。下流の法勾配は2分で日本と同様であるが、上流側は鉛

直としているために、天端厚は堤高に依存し概ね1～2ｍ程度である(図-４、

図-5)。このため、堰堤上流には土石流の衝撃から堤体を保護する対策とし

て、緩衝材（保護工）を設けている(図-6)。 

。 

図-１  砂防計画の基本（ 3）より）

図-2  谷底地形

図-3  丘陵地形

図-4  砂防堰堤の基本的構造（ 4）より）

図-6  堰堤上流側の保護工 図-5  堰堤の横断形状
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4．透過型砂防堰堤の透過部形状 

鋼材を使用した透過型砂防堰堤では、鋼

材部分の形状によっては、鋼材部分が堤体

より上流側に飛び出したものと、堤体面内

に収まっているものがある(図-7、図-8 )。 

5．砂防堰堤水通しの構造特性（下流基礎部の洗堀対策） 

堰堤の下流法面を石礫混じりの落下水から保護するため、庇を設けることにより落下水を堤体基礎部から離れた位置

に落としており、水通し部の天端の摩耗・損傷対策として、石張りを多用しており、高強度コンクリート、鋼材を使用

いている場合もある(図-9～図-13)。

6．砂防事業実施体制 

 国により、歴史的背景や災 

害対策における土砂災害対

策の政策上の比重の違いに

より、実施主体、施工者、用

地の扱いが異なっている。こ

れらと、前述の技術的特徴を

表-1にとりまとめた。 

7．まとめ 

日本と欧州の砂防技術を

比較すると、鉄筋コンクリー

ト使用、透過型砂防堰堤の鋼

材部の形状、水通し部の庇な

どに相違がある。近年、政府

間レベルで日本と欧州諸国

との定期的な情報交換が行

われるようになった。砂防事

業の実施体制も含めて、より有益な情報交換がなされることが望まれる。

<参考文献> 

1 )西本晴男：“諸戸北郎の欧州留学の足跡を通した”19世紀末から20世紀初頭における欧州の砂防技術，砂防学会誌，Vol.72，No.5，2020 
2) 山口伊佐夫：砂防工学、地球社、1985
3) Guillaume PITON：Sediment transport control by check dams and  open check dams in Alpine torrents，Universite de Grenoble,2016

4）Konrad Bergmeister et all：Schutzbauwerke gegen Wildbachgefahren，BetonKalender，2008

図-7  鋼材部部が堤体上流へ出た堰堤 図-8  鋼材部分が堤体内にある堰堤

図-9  砂防堰堤水通し部の庇部の構造（ 4）より） 図-10  水通し部全体に庇を設置

図-11  水通し部底部のみに庇を設置
図12  水通し部中下段に庇を設置 図-13  水通し部中下段に庇を設置

表-1 砂防事業実施体制・砂防堰堤技術各国比較
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砂防堰堤における CIM の活用について 

中電技術コンサルタント株式会社 ○高橋 源貴、河井 恵美、上野 麻由子、 荒木 義則 

１．はじめに 

国土交通省では、すべての建設生産プロセス（調査・

測量、設計、施工、維持管理）において、ICT等を活用

するi-Constructionを推進し、建設現場の生産性向上を目

指している。i-Constructionにおける取り組みの一環とし

て、調査・設計段階から3次元モデルを導入し、施工・

維持管理の各段階に連携・発展させることで、一連の

建設生産システムの業務効率化や高度化を図るCIMの

導入を推進している1)。 

砂防堰堤の設計においては、CIMの活用事例は少ない

が、制定されたガイドライン2)に基づき、今後は積極的

にCIMを導入し、普及推進していくことが求められる。 

本稿では、砂防堰堤の設計における現状と課題を整

理した上で、その対応策としてCIMを試行的に導入し、

活用した事例とその成果について報告する。 

２．砂防堰堤の設計における現状の課題 

表-1 に砂防堰堤の設計における現状と課題について

整理したものを示す。今後、i-Construction を推進し、

生産性を向上するためには、これらの課題を解決する

ことで、効率化を図る必要がある。 

３．課題を踏まえた対応策～CIM 導入による効果～ 

３．１ UAV レーザを用いた地形図作成（測量） 

従来の TS を用いた測量の効率化においては、UAV

レーザを用いた地形測量が有効である。UAV レーザを

利用することで、詳細設計で要求される地図情報レベ

ル 500 の精度を有した地形データを人の立ち入りなし

で迅速に取得できる。更に、UAV レーザによって取得

した地形は 3 次元データであるため、3 次元設計への展

開が可能である。

ここでは、UAV レーザを用いて堰堤計画に必要な地

形データ（面積：0.100km2）を取得した。その結果、堰

堤周りの地物や植生等により生じた未測エリア（面

積：0.015km2）が発生したため、TS を用いた測量で補

完することで、通常測量作業に比べて工期短縮（約 1

ヵ月）と安全性の向上が図れた。

３．２ CIM モデルを用いた 3次元構造の確認（設計） 

砂防堰堤の 3 次元構造の確認は、取得した 3 次元の

地形データをもとに、図-1に示す各 CIM モデルを作成

し、図-2 に示す全体の統合モデル 3)として組み合わせ

たもので行った。

CIM モデルを活用することで、砂防堰堤の根入れや

袖の嵌入、床掘や仕戻しの形状といった砂防堰堤特有

の 3 次元構造が、従来の 2 次元の図面よりも視覚的に

分かりやすくなるため、より効率的に設計の妥当性を

確認することが可能であった。

 

 

図-1 CIM モデルの一例 

図-2 統合モデル 

土工形状モデル（管理用道路） 

構造物モデル（堰堤） 

地形モデル 

線形モデル（管理用道路） 

上流側から望む 

左岸側から望む

下流側から望む

表-1 砂防堰堤の設計における現状の課題 

項目

測量

2次元の図面による検討設計

TSを用いて地形を計測

現状 課題

・急峻な地形を成している現場が多く危険を伴うため、測量作業に時間を要する。

・砂防堰堤は3次元的に複雑な構造を有しており、設計の妥当性検証において多くの図面
（平面図、上下流正面図、縦断図等）を同時に確認する作業が求められるため、煩雑である。
・施工ヤード位置の設定、クレーンと堰堤の離隔等3次元的な施工上の課題把握が難しい。
・景観検討にあたり、周辺環境との調和の確認が2次元図面では困難である。
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３．３ 仮設・施工計画検討への活用（設計）

施工計画の検討において施工上ネックとなりやす

い事項（表-1：施工ヤードの位置・標高の設定,クレ

ーンと堰堤の干渉等）は、2 次元的な検討だけではミ

スが発生する場合が多い。これは施工時の大きな手

戻りとなるため、解消すべき課題である。

そこで、作成した CIM モデルを組み合わせて図-3

に示すような施工ステップ図を作成した。CIM モデ

ルを利用することで、施工段階に応じた施工ヤード

や転流工の切り回し、クレーンの設置位置と堰堤の

離隔等、3 次元による確認を行った。また、視覚的に

も 2 次元の図面に比べ施工ステップを確認しやすい

ため、施工上ネックとなる課題を設計段階で事前に

解消し、それを成果に反映することができた。

更に施工計画に CIM を導入する効果として期待さ

れるのが、河川管理者等の関係機関との調整である。

段階的な施工計画についても 3 次元で可視化するこ

とで視覚的に分かり易い説明が行えるため、事業の

円滑な遂行が期待できる。

３．４ 景観検討への利用（設計）

砂防堰堤は、近隣住民から視認できる人家等保全

対象の直上流や、国立公園等豊かな自然環境を有し

た景観的な配慮が必要となる箇所に計画される場合

が多い。そのため、砂防堰堤設計では、景観検討を

実施し、周辺環境との調和を確認する必要がある。

従来は、2 次元設計図を基に、視点場を決めたパース

やフォトモンタージュ等を作成していた。

ここでは、予め設定した視点場から UAV による斜

め写真を撮影し、構築した CIM モデルを用いて図-4

に示すフォトモンタージュを作成し、堰堤の完成形

を可視化した。作成した 3 次元モデルは、アングル

の変更や拡大縮小が容易であるため、様々な視点場

からの砂防堰堤の見え方を確認でき、更に斜め写真

に当て込むことで、周辺環境との調和等含め景観検

討を効率的に実施できた。

また、作成したフォトモンタージュは発注者や関

係機関協議、住民を対象とした説明会等にも有効で

ある。建設事業を効率よく円滑に進めるためには、

発注者との合意形成、関係機関や地元住民等の理解

促進を迅速に図る必要があるため、CIM モデルを活

用したフォトモンタージュの利用は効果的であり、

その有効性も高いことが確認できた。

４．おわりに 

UAV レーザを用いた 3 次元測量、砂防堰堤の 3 次元

設計（CIM 統合モデル）を一連で実施した結果、以下

のことがわかった。

砂防堰堤の計画地点は、左右岸等の地形が急峻な場

 

 

 

合が多い。UAV レーザ測量は、現場作業を短時間に効

率的に実施できるだけでなく、現場作業員が危険な場

所に立ち入ることが不要となるため、安全性の向上も

期待できる。また、未測エリア等については、地上 TS

測量を補備測量としてハイブリッドに組み合わせるこ

とで良質な成果を得ることが出来た。

砂防堰堤の設計では、CIM を導入することで、3 次元

的に複雑な構造も視覚的に分かりやすくなり、仮設・

施工計画、景観検討等において品質向上に繋がること

が確認出来た。

砂防分野は、航空レーザ測量による３次元データが

概ね整備されていること等もあり、事業計画、砂防堰

堤の概略・予備・詳細設計、堰堤工事、維持管理等の

各段階において全てのプロセスで 3 次元データを有効

活用し、i-Construction を推進していく必要があると考

える。

【参考文献】 

1) BIM/CIM 活用ガイドライン（案） 共通編 令和

2 年 3 月 国土交通省

2) BIM/CIM 活用ガイドライン（案） 第 10 編 砂防

編 令和 2 年 3 月 国土交通省

3) CIM 事業における成果品作成の手引き（案） 令

和元年 5 月 国土交通省 大臣官房技術調査課

図-3  施工ステップ図 

図-4 作成したフォトモンタージュ 

【ステップ0】現況

【ステップ1】
・道路、ヤードの設置
・左岸側の掘削・床掘

【ステップ2】
・左岸側のコンクリート打設
・右岸側の掘削・床掘

【ステップ3】
・道路、ヤードの設置
・右岸側のコンクリート打設

【ステップ4】
・工事用道路、ヤードの撤去
・鋼製スリット、護床ブロック設置

【ステップ5】完成
・工事用道路、ヤードの撤去
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歴史的砂防施設の利活用の現状と課題について 
～新潟県における歴史的砂防施設の事例から～ 

岩手大学大学院連合農学研究科（アジア航測株式会社）  ○澤 陽之 

岩手大学農学部 井良沢道也 ，岩手県 熊谷和馬，日本工営株式会社 飯塚珠恵，国土交通省日光砂防事務所 森隆彰 

１ はじめに 

歴史的砂防施設は，現役の防災施設として地域を土砂災

害から守りながら，地域の歴史や災害との付き合い方を現

在に伝える文化財として，また，観光資源として地域の活

性化のために活用されている。歴史的砂防施設については，

他の文化財や土木遺産と異なり，山奥にあって，意匠性に

乏しく，自然と同化したようなものであり，概して人目に

つきにくいものである。それを踏まえ，歴史的砂防施設を

「歴史遺産」「地域活性化の核」として十分活用するため

には施設が有する価値に留意し，それを引き出す工夫が必

要である。歴史的砂防施設の活用を考えるうえでは，施設

を「見る」，「学ぶ」という来訪者の体験を基本とし，活用

の考え方とその内容を活用計画として取りまとめておく

ことが重要であると指摘されている。

歴史的砂防施設の活用については，アンケートから利活

用実態を調査した事例では，必ずしもその価値を十分に認

識して活用が行われているわけではない。また，利活用施

設の整備による来訪者の増加の傾向がみられるが，地域活

性化までの効果は明らかではなく，アクセスなどへの配慮

や広報・PR 活動が不足しているという傾向が見られる。

そのような状況の中で，歴史的砂防施設を有する地域にお

いて，歴史的砂防施設を中心とした地域を中心とした活動

やイベントの開催により，多くの人々が砂防施設を訪れ，

地域活性化につなげている事例がある。

本研究では，新潟県の万内川・日影沢（妙高市）と鎌倉

沢川（南魚沼市）を対象に，歴史的砂防施設の建設経緯お

よび技術的背景に関する研究成果および，アンケート・ヒ

アリング調査から，建設後の歴史的砂防施設の利活用状況

を把握し，利活用状況の違いから，歴史的砂防施設の利活

用の課題や持続可能な施設の保存活用，維持管理，地域活

性化について考察した。

２ 歴史的砂防施設の利活用の現状について 

これまで，新潟県の登録有形文化財に登録された歴史的

砂防施設を対象に，活用計画の策定状況や，施設管理者や

地域住民の利活用の取り組み状況が報告されている。万内

川・日影沢は，登録有形文化財に登録後，活用計画に基づ

き砂防施設を中心に地域活性化に取り組んでいる。また，

鎌倉沢川は，豪雨災害を契機に歴史的砂防施設としての価

値が再認識され，石積堰堤の保存に配慮した復旧工事を実

施し，登録有形文化財に登録されている。両砂防施設の技

術的特徴および利活用状況を表-1に整理した。 

表-1 万内川と鎌倉沢川歴史的砂防施設の利活用状況 

2.1 万内川・日影沢（新潟県妙高市） 

万内川・日影沢は，1921 年（大正 10 年）に新潟県で初

めて砂防工事が実施され，複数の砂防堰堤が建設された。

建設された砂防堰堤は，登録有形文化財に登録され，文化

財として保存（石積堰堤の補修・維持管理）と活用（歴史

的砂防施設による地域活性化・防災教育の推進）が進めら

れている。 
2.2 鎌倉沢川（新潟県南魚沼市） 

鎌倉沢川は，新潟県における2番目の砂防事業として，

昭和2年（1927年）から工事がはじまり，複数の石積砂防

堰堤と流路工が建設された。砂防事業の開始から80年余り，

土砂災害から地域の安全を守ってきたが，平成23年7月新

潟・福島豪雨により多くの施設が被災した。新潟県は，復

旧後の文化財登録を見据え，施工当時の外観保持，石積技

術の保存を行いつつ復旧工事を実施し，平成26年度に概成

し，2015年（平成27年）8月に8基の砂防施設が登録有形

文化財に登録された。 

３．歴史的砂防施設の利活用状況に関する調査 

 万内川・日影沢および鎌倉沢川を対象に，地域住民を対

象としたアンケート調査，関係者へのヒアリング調査を実

施した。 

3.1 住民に対するアンケート調査 

1)基本属性 

万内川・日影沢および鎌倉沢川におけるアンケート回答

者の基本属性については，両対象箇所ともに、回答者の50%
以上が60歳以上の高齢者であり，居住年数が20年以上の

回答者が90%を超えていた。 
2)登録有形文化財の認知度 
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歴史的砂防施設の登録有形文化財登録については，万内

川・日影沢では92%（回答数：35/38）という高い割合で認

知されている。一方，鎌倉沢川では60%（回答数：84/141）
にとどまっている（図-1）。鎌倉沢川では，81%（回答数：

114/141）の住民が集落の上流に砂防施設が存在することは

認識しており，砂防施設が登録有形文化財に登録されてい

ることを知らない住民が多く存在している。万内川・日影

沢と鎌倉沢川における登録有形文化財の認知度の差につい

ては、χ二乗検定を行い確認した。その結果，P値＜0.001
となり，万内川・日影沢と鎌倉沢川では登録有形文化財の

認知度には有意な差があった。 

図-1 砂防施設の登録有形文化財の認知度 
3)河川への興味・関心の有無 

 歴史的砂防施設が設置されている河川への興味・関心に

ついて，家族・知人と川を話題に話をするか尋ねたところ，

万内川・日影沢では87%，鎌倉沢川では59%の住民が話題

にすると回答した（図-2）。万内川・日影沢の住民の方が河

川に関する関心が高い傾向があった。万内川・日影沢と鎌

倉沢川では，河川への興味・関心の有無の差について、χ

二乗検定による検定を行い確認した。その結果，P値＜0.001
となり，万内川・日影沢と鎌倉沢川では，河川への興味・

関心の有無には有意な差があった。 

図-2 河川への興味・関心の有無 
4)砂防事業に対する評価  

 砂防事業に対する評価については，両対象箇所ともに「大

変評価できる」「まあまあ評価する」を合わせた肯定的な回

答が9割を占めた。万内川・日影沢と鎌倉沢川では，砂防

事業に対する評価の差について、χ二乗検定を行い確認し

た。その結果，万内川・日影沢と鎌倉沢川では，砂防事業

に対する評価に差があるとは言えず，ともに砂防事業に対

する評価は高いと推測できる結果となった。 
5)砂防施設の利活用の必要性 

鎌倉沢川では，砂防施設の利活用の必要性について調査

しており，回答者の85%（回答数114／135）が歴史的砂防

施設の利活用が必要であると回答している。また，利活用

の内容として，「歴史的砂防施設の PR」「防災教育の場と

しての利用」「技術伝承の場としての活用」の回答が多かっ

た。 
3.2 歴史的砂防施設に関する関係者への聞き取り調査結果 

歴史的砂防施設に関する関係者への聞き取り調査結果に

ついて，主な内容と発言者を以下に示す。 

1)万内川・日影沢 

・ サマーフェスティバル等の利活用に向けた取り組みに関

しては，最初は県や市が主体ではあったが，徐々に地元住

民主体の取り組みになってきた（新潟県）。

・ 高齢化の問題はあるが，高齢者も元気でまだやれると考え

ている。徐々に若者への引継ぎが行われている部分もある

（妙高市）。

・ 砂防施設周辺の草刈りなどの維持管理を年1回実施してお

り，地域の評価もよい（妙高市）。

・ 地元小学生や他地域の住民団体を招待して歴史的砂防施

設の見学会や，地元観光施設における見学ツアーの開催し

た（妙高市観光施設）。

2)鎌倉沢川 

・ 鎌倉沢川下流のかまくら桜ケ丘公園には愛護団体が存在

する。活動範囲を上流の歴史的砂防施設周辺にも広げるべ

き。砂防施設の利活用は地元の協力が不可欠である（南魚

沼市建設会社）。 
・ 防災教育は，新潟県の「防災教育プログラム」を活用して

実施している。授業時間の確保が課題である。鎌倉沢川は

登録有形文化財の登録から日が経っておらず，知名度が低

く，教材化が進んでいない（南魚沼市内小学校）。

４．まとめ

本研究では，万内川・日影沢および鎌倉沢川の事例とし

て，歴史的砂防施設の利活用の現状と課題について，アン

ケート調査結果に基づき，現状と課題について考察した。 
○ 万内川・日影沢については，活用計画に基づき，地域

と行政機関，ボランティア等の外部団体が一体となっ

たイベントが開催され，地域住民・イベント参加者の

砂防に対する関心が高まり，砂防事業に対する評価も

高まる傾向があることが分かった。一方で，イベント

単独では，防災や砂防について学ぶ場として不十分で

あることから，イベント内容（コンテンツ）の検討や

防災教育的な内容を補完する別途手法が必要である。 
○ 鎌倉沢川については，登録有形文化財の登録から日が

浅いため，まず活用の第一段階である「知ってもらう」

ことに主眼をおいた取り組みを実施していく必要があ

る。歴史的砂防施設に関する重要な施設を活用し，地

域への周知を図り，より関わりを増やす取り組みを実

施していく必要がある。 
○ 共通の課題となる利活用の担い手不足・高齢化対策に

ついては，歴史的砂防施設が存在する地域内にとどま

らず，外部から人材投入による活性化事例を参考に，

住民団体としての組織，拠点施設の整備，定期的なイ

ベント開催により，砂防施設への関心を高め，施設周

辺の除草・清掃等の維持管理を通じて，持続可能な砂

防施設の利活用を進めていくことが可能となる。砂防

施設は地域のものという認識を持つことが重要である。 
■本研究については、新潟県妙高市および南魚沼市の住民の皆様，新

潟県土木部砂防課ならびに同県上越地域振興局妙高砂防事務所、同南

魚沼地域振興局地域整備部の皆様にご協力をいただきました。御礼を

申し上げます。 

60%

92%

40%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鎌倉沢川

万内川・日影沢

知っている 知らない

知っている 知らない

値 35 3

％ 92% 8%
値 84 57
％ 60% 40%

万内川・日影沢

鎌倉沢川

14.215 1 0.000163 p < 0.01 **

χ二乗値 自由度 p値 判定

*：p<0.05 **：p<0.01

59%

87%

41%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鎌倉沢川

万内川・日影沢

話題にする 話題にしない

話題にする 話題にしない

値 33 5

％ 87% 13%
値 83 57
％ 59% 41%

万内川・日影沢

鎌倉沢川

9.998311 1 0.001567 p < 0.01 **

判定

*：p<0.05 **：p<0.01

χ二乗値 自由度 p値

668



地域の安全性向上とともに阿蘇草原再生活動支援に資する砂防施設整備の検討 

国土交通省 九州地方整備局 熊本復興事務所 山上 直人＊1，宮元 謙次，吉永 一貴 

砂防エンジニアリング株式会社 〇植 弘隆，山本 卓郎，櫻井 一也，吉永 子規，黒木 沙貴

株式会社有明測量開発社 池本 大輔，吉田 真，城戸 昭洋
＊1 現：国土交通省 九州地方整備局

1. はじめに

熊本県阿蘇地域では過去に土砂災害が繰り返し発

生し、現在も熊本地震や地震後の降雨により土砂災

害の危険性が高まっていることから、地域の安全性

向上のため砂防事業が鋭意実施されている。 

また、阿蘇地域では、草原再生や世界文化遺産登

録に向けた活動が進められている。 

草原再生には、野焼きの継続が必要であるが、広

大で起伏に富んだ草原は、維持管理の上では、機械

化しにくいなど不利な条件が多く、高齢化や後継者

不足により、従来のやり方で続けていくことが困難

になっている。 

ここでは、砂防堰堤予備設計検討の一環として、

牛を放牧する牧野周辺での砂防事業の実施にあたり、

地域の安全性向上とともに、現在進められている阿

蘇の草原再生や世界文化遺産登録活動の推進に寄与

できる砂防施設整備の可能性について検討した。 

2. 牧野組合への聞き取り調査

砂防堰堤計画箇所周辺の牧野管理の実態を把握す

るため、当該箇所を管理する牧野組合員に対して現

地で聞き取り調査を行い、下記の事項を確認した。 

1）放牧の実態

・牧草地だけでなく、林地内も牛の避暑、風雨時

の避難所として必要な区域である。 

・牛は斜面に登って斜面上の草も食べている。

2）野焼きの実態

・ボランティアの協力を得て、野焼きを実施して

いる。ただし、野焼きを 20 年ほど実施していない箇

所は、雑木が繁茂し草地面積が減少した。 

・窪地周辺は雑木の伐採や草の刈払い等の野焼き

の作業が困難である。 

・牧野内に舗装された作業道があれば、重機が入

って伐採作業等の維持管理が可能になる。 

3）牧野内の窪地

・大雨の後、土砂が流出し窪地が深くなり、牛の

滑落事故が懸念され、昨年も 1頭滑落した。 

写真- 1 牧野管理者等との現地聞き取り調査 

3. 阿蘇草原再生活動支援に資する方策案

牧野周辺での砂防事業の実施にあたり、阿蘇草原

再生に必要な牧野管理を省力化するための支援方策

案として、以下の事項を挙げる（図-1）。 

① 透過型砂防堰堤の管理用道路を牧野の維持管

理にも利用可能とする。

② 建設発生土砂の敷均しや渓流保全工の整備に

より窪地を解消する。

③ 砂防堰堤の埋戻し盛土を緩勾配化し、堰堤上流

側への牛の通行を可能にする。

なお、②の建設発生土砂の敷均しによる牧野内窪

地の解消による草原支援再生は南阿蘇村において実

施実績がある。 

写真- 2 牧野の窪地事例 

4. おわりに

今後の砂防堰堤詳細設計段階で、上記の支援方策

の詳細検討と、牧野組合との意見交換が必要である。 
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現況 計画 

施設整備の必要性 牧野の実態 計画施設 
牧野管理の省力化

（案） 

① ・透過型砂防堰堤の管理

用道路が必要。 

・作業道があれば重機が入っ

て維持管理が容易になる。 

・部分的な舗装でも恒久輪地

（防火帯）となる。 

・管理用道路の整備。 ・牧野の維持管理時に

管理用道路を利用。 

② ・土砂流出により窪地の

侵食が進行し、土砂生産

源となっている。 

・窪地沿いは雑木伐採・野焼

きが困難。 

・窪地内への牛の滑落。

・砂防堰堤下流に渓

岸・渓床の洗掘防止の

ため渓流保全工整備。 

・窪地への建設発生土

砂の敷均し。 

・窪地の解消。

③ ・砂防堰堤の埋戻し盛土

の整備が必要。 

・牧草地以外に、計画地上流

の林地内も牛の避暑、風雨時

避難場所に必要。 

・牛は平地以外に、斜面上の

草を食べる。 

・砂防堰堤の埋戻し盛

土を緩勾配とする。 

・牛が緩勾配の盛土を

通行することで、砂防

堰堤上流へ通行確保

できる。 

図- 1 阿蘇草原再生に必要な牧野管理を省力化するための砂防事業における支援方策案 

2501000 0250

278001050 0227 00

61000

3
0
0
0

平　面　図
DL=730.0

1：
1.
8

A-A'断面

9000 2000 3000 2000 4300

10
0
0

5
0
0

牛転落の恐れがある窪地 牛が利用する林地 

①管理用道路の整備

③砂防堰堤袖部の盛土の緩勾配

化

②渓流保全工の整備

窪地の埋め立て 

670



数値計算モデルによる予測結果を用いた対策検討 －紀伊山系滝川流域栗平地区の事例－

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 小竹利明・山田 拓・柴田 俊 

国土交通省国土技術政策総合研究所（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 臼杵伸浩・岡野和行・江口友章・井之本信

京都大学名誉教授 水山高久

１．はじめに

平成 23 年台風 12 号により紀伊半島では大規模

な斜面崩壊が多数発生した．熊野川水系十津川左

支川滝川流域栗平川の左岸斜面では，面積，土砂

量ともに最大規模の深層崩壊が発生し，崩壊土砂

が下部の河道を閉塞することによって，高さ約

100m の天然ダムが形成された（図１）． 
栗平地区では，天然ダムの侵食とそれに伴う土

砂の流出防止を目的として，天然ダムの下流約

2km の区間に 4 基の砂防堰堤を計画し，最下流の

栗平砂防１号堰堤は，平成 29 年 2 月に竣工して

いる．

その一方で，栗平地区では，台風等の影響で，河

道閉塞部に建設されていた仮排水路工や仮設ブロ

ックが流出するなど，近年も大規模な侵食と土砂

の流出が発生している．

ここでは，多くの実施事例が報告されている数

値シミュレーションモデル HyperKANAKO（中

谷ほか 2018）を用いて，計画されている砂防堰

堤の施工時の課題を抽出するとともに，その対策

と有効性を検討した．

２．計算モデルと計算条件

HyperKANAKO は，土石流から掃流砂までの土

砂移動形態に対応した河床変動モデルであり，河

道における侵食・堆積と扇状地等における氾濫を

同時に解くことが可能な 1 次元 2 次元結合型のシ

ミュレーションモデルである．ただし，本検討は河

道部を対象としているため，1 次元河床変動計算の

みを実施した．

計算区間は，砂防堰堤計画区間を含む，深層崩壊

下部から下流約 5km とした．2 号堰堤から 4 号堰

堤までの施設施工時に昨年度と同等の降雨があっ

た場合の被害予測と，その対策検討を目的とした

予測計算を実施した．

計算ケースは，令和元年台風 10 号後の LP 計測

データに計画施設を下流から 1 基ずつ設置した状

態を想定したもの，堰堤直下の侵食防止を目的と

して，計画堰堤間に前庭保護工，床固工，小規模砂

防堰堤を設置した対策案，計画堰堤完成後の堆砂

地埋戻し勾配を 1/20（4 号砂防堰堤は，1/20 では

元地形と交差しないため 1/28）としたものを実施

した．また，比較のために既設堰堤のみのケースも

実施し，計 8 ケースとした（表２，図３，図４）． 
流入流量は，令和元年台風 10 号時栗平地点で観

測された雨量データをもとに貯留関数法で推定し

たハイドログラフ（ピーク流量 75m3/s）とし，上

流端から平衡給砂で土砂を流入させた．

 

 

 

 

No. 目的 計画施設
堆砂地

埋戻し勾配
計画堰堤下流の

侵食対策

既設のみ 比較
無し

（既設1号堰堤のみ）
- -

case1 2号堰堤完成 水平 なし

case2 2号,3号堰堤完成 水平 〃

case3
2号,3号,

4号堰堤完成
水平 〃

case4
2号,3号,

4号堰堤完成
水平

前庭保護工設置
（堰堤前面の30m区間）

case5
2号,3号,

4号堰堤完成
水平

計画堰堤間に2基ずつ
床固工を設置

case6
2号,3号,

4号堰堤完成
水平

計画堰堤間に1基ずつ
堰堤を設置

case7
2号,3号,

4号堰堤完成
1/20

（4号堰堤は1/28）
〃

対策施設
施工中の
被害検討

注）黄色着色は、各ケースの特徴となる条件

構造物
直下流の
侵食対策

検討

表１ 計算条件 

図１ 対象地区の位置 

表２ 実施した計算ケース 

計算区間
仮排水路上流端
 ～栗平取水堰上流部

計算間隔 10m

平均粒径
0.0375m（河道閉塞部の
 河床材料調査平均粒径）

侵食可能深
平成23年台風12号以前の
 河床を参考に設定

砂礫密度 2,650 kg/m3

間隙流体密度 1,000 kg/m3

内部摩擦角 37.0°

堆積速度係数 0.05

侵食速度係数 0.0007

マニングの粗度係数 0.03

1km 
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３．計算結果

3.1 計画堰堤施工中の被害 

図５(a)を見ると，令和元年台風 10 号時に侵食

がみられた深層崩壊下部付近（図３：追加距離

4,000m～5,000m）にかけて，既設のみの予測計

算では侵食が予測されているのに対し，計画堰堤

完成後(case3)は侵食が抑えられる傾向にあり，

計画施設が効果を発揮する傾向がみられる．一

方，各砂防堰堤設置後のいずれのケースも設置が

完成し概成時に近づくほど，堰堤直下の侵食が深

刻になることが分かった(case1～case3)． 
3.2 計画堰堤直下の侵食対策 

図５(b)を見ると，計画堰堤直下の侵食を防止す

るために，前提保護工の設置(case4)，床固工の設

置(case5），小規模堰堤の設置(case6)を実施したい

ずれのケースも，対策施設部およびその上流の侵

食が抑制される一方で，施設の直下流が大きく侵

食されることが分かった．

3.3 計画堰堤堆砂地の埋戻し 

図５(c)を見ると，計画施設の堆砂地を元河床勾

配の約 1/2 で埋戻すと，4 号砂防堰堤の直下流で

2.8m 程度侵食するものの，それ以外の堰堤では

1m 未満しか侵食されない結果となった(case6)．
水平に埋戻す条件では堰堤堆砂地に捕捉されてい

た土砂が，埋戻し勾配 1/20 とした場合には下流に

流出したため，堰堤直下での土砂濃度が大きくな

り，侵食が防止されたと推察される．

予測計算結果をもとに，計画堰堤を水平より大

きい勾配で埋戻すとともに，4 号砂防堰堤をはじ

めとした堰堤の直下は，復旧が比較的容易な小規

模な施設等で侵食防止を行い，状況に応じて復旧

を行うなどの対策が有効であると考えた．

４．おわりに

HyperKANAKO を用いて様々な条件を想定し

た数値シミュレーションを実施することで，栗平

地区における計画施設施工時の課題と対策効果を

検討できた．今後、中長期的な施工後の課題を確認

するとともに、予測結果と実際の現象を比較し，手

法や条件設定等を検証，改善していく必要がある

と考えている．

数値シミュレーションは，比較的安価に様々な

条件の予測を行うことが可能である．近年，広範囲

で航空レーザ測量が実施され，高精度の地形デー

タ作成が可能であることから，これらを活用した

数値シミュレーションによる対策の検討をさらに

進めることが有効であると考えられる．
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図３ 計画堰堤および対策施設の位置 
※着色は令和元年台風10号前後の差分解析結果

図５ 予測計算による河床変動高 
（(a)計画堰堤の被害，(b)侵食対策の効果 

(c)堆砂地埋戻し勾配の影響） 

図４ 計算前の河床高 

Case3 Case4
Case5 Case6

Case3
Case7

2 号堰堤↓ 

3 号堰堤↑ ↑4 号堰堤 

2 号堰堤↓ 

3 号堰堤↑ ↑4 号堰堤 

2 号堰堤↓ 

3 号堰堤↑ ↑4 号堰堤 

床固工
小規模堰堤

(a) 

(b) 

(c)
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厚真川水系日高幌内川の河道閉塞対策工に関する水理模型実験による検証 

国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 厚真川水系砂防事業所 山口昌志，岩田清徳

政策研究大学院大学 小山内信智

(株) 建設技術研究所 ○福岡渉，松原智生，飯田弘和，古山剛，川俣英之，奥野敏也，長井斎，斉藤武 

1. はじめに
平成 30 年９月に北海道胆振地東部地震が発生し、

厚真川水系日高幌内川では、大規模斜面崩壊による
河道閉塞（延長約 1,100m、高さ約 50m）が発生し
た（図 1）。河道閉塞部で越流が生じた場合には、河
道閉塞土が侵食され、下流保全対象での大規模な被
害が発生する恐れがあった。このため、河道閉塞部
の安定化を図るため、緊急対策工では、河道閉塞土
を切り下げ、掘削土を閉塞部下流側に盛土した後に
仮水路工の設置を実施し、恒久対策工では、河道閉
塞部天端の水路工、河道閉塞部下流側の渓流保全工、
脚部固定を期待した基幹堰堤を計画している。

本報告では、計画の恒久対策工について水理模型
実験を実施し、その施設効果についての検証事例を
報告する。

図 1 日高幌内川の河道閉塞 

2. 日高幌内川の恒久対策工
恒久対策工の計画原案は、河道閉塞土天端の切土

区間の水路工、河道閉塞土下流側盛土区間の渓流保
全工、河道閉塞土下流の基幹堰堤、および基幹堰堤
と渓流保全工間の堆砂敷（以下、強制堆砂区間と呼
ぶ）である（図 2）。水路工は、河道閉塞土の侵食防
止を目的とし、施工時の安全性を確保するため、緊
急対策工の仮排水路を活用した三面張り水路とし、
100 年超過確率規模の計画流量が流下可能な断面を
確保した（河床勾配 1/80）。渓流保全工は、盛土区間
の侵食防止および減勢を目的として、計画河床勾配
1/30、低落差の床固工を６基計画した。基幹堰堤は、
堤高11.5mの不透過型砂防堰堤とし、堆砂敷区間は、
河道閉塞土の脚部固定と流水の減勢を図るため、勾
配 1/160 で土砂を埋め戻す方針とした。 

3. 水理模型実験概要
3.1 実験の目的と着眼点
実験では、水路工、渓流保全工、基幹砂防堰堤と

強制堆砂区間の施設効果の確認を目的として以下
の着眼点で実施した。

①水路工区間では、溢水が生じないこと

②渓流保全工区間では、溢水することなく流れを減
勢させること
③強制堆砂区間は、盛土脚部が洗掘を受けないこと

3.2 実験条件 
(1) 模型縮尺と相似則
模型は縮尺が 1/25、総延長が約 908m（模型値で

約 36m）である。相似則はフルードの相似則を用い
た。

(2) 流量条件

実験では、ハイドログラフの総流量が一致するよ
うに階段波形を設定し、流量階を 52.7m3/s（1/3 年）、
88.3m3/s（1/20 年）、130m3/s（1/100 年）とした。 
(3) 実験ケース
実験は、恒久対策工の計画原案と課題が生じた箇

所に改良を加えた全 8 ケースを実施した（表 1）。 

図 2 計画原案の平面図・縦断図 

表 1 実験ケース表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 実験結果
4.1 水路工
水路工屈曲部では、100 年超過確率規模流量以下

の流量時においても溢水が生じた。水路工の屈曲部
の左岸側では、直進してきた流水が地山へせり上が
る現象が確認された（写真 1）。 

基幹堰堤

I=1/80I=1/30I=1/160

4
号

 

5
号

 

1
号
床

固
工

 

2
号

 
3
号

 

6
号

 
帯
工

水路工

渓流保全工強制堆砂区間
屈曲部②

屈曲部①

CASE 実験名 ⽬的 ⼟砂供給
渓流保全⼯
下流端部処理

C1 計画原案① なし -
C2 計画原案② あり -
C3 予備実験 渓流保全⼯の課題解消のための対策⼯別効果検証 なし -

C4 改良案①
床固⼯6基に対し、前庭部を斜路、側壁⼯を河道側

に出した場合の溢⽔対策効果検証
なし 洗掘対策実施

C5 改良案②
床固⼯を4基にし、前庭部に⽔褥池を設けた場合の

減勢効果検証
なし 洗掘対策実施

C6 改良案③
C5の上流端床固⼯副堤の⽔通しを拡幅した場合の

減勢効果・流況改善効果検証
なし 洗掘対策実施

C7 改良案④
床固⼯を5基に⽔褥池を設け、上流端床固⼯副堤の

⽔通しを拡幅した場合の減勢効果検証
なし -

C8 最適案 ⼟砂を流下させた場合の施設効果確認 あり 洗掘対策実施

計画原案の施設効果と課題確認
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写真 1 屈曲部の流況（100 年超過確率規模流量） 

上流からの土砂流入を想定したケース（C2）では、
せり上がり水位は C1 と概ね同様であったが、せり
上がり範囲は C1 より拡大した。特に屈曲部①より
上流側では、土砂が水路工の河床勾配より緩い勾配
で堆砂し水位が上昇したため、対策範囲は C2 の条
件で設定する必要があることを確認した。
せり上がりの防止には、水路工断面の拡幅や、折

れ点部分に曲率を持たせる等の対策が考えられるが、
いずれも河道閉塞土の再掘削が必要となり、掘削に
伴う崩壊部の再崩壊や施工上の安全確保のため、せ
り上がり範囲を張りコンクリートで保護する方針と
した。

4.2 渓流保全工 
100 年超過確率規模流量時、上流側の床固工２基

では、湾曲による右岸側への偏流が生じ、右岸側の
側壁工が水衝部となり溢水が生じた（写真 2 左）。
下流側の床固工４基では、本堤－垂直壁間が縮流に
なることによる側壁護岸からの溢水が生じた。また
最下流の帯工流出時の流速は、最上流の１号床固工
流入時より 27%程度加速した（図 3）。これは、床
固工地点の落差による流速の増大を本副間および
水路区間で十分減勢できないためと推測された。こ
のため計画原案（C1）の渓流保全工では、溢水によ
る河道閉塞土の侵食リスクを高めること、流水の加
速による強制堆砂区間の洗掘で、河道閉塞土脚部の
不安定化につながる恐れがあることが解った。
そこで渓流保全工の改良案（C6）では、流水を減

勢させるため、床固工前庭部に水褥池を設け垂直壁
を副堤型式とし、かつ偏流区間で確実に減勢させる
ために本副間距離を長くとり、基数を６基から４基
に減らし、各床固工で十分減勢させることを期待し
た。また上流部における右岸側への偏流による溢水
をなくすため、１号床固工の副堤水通しを右岸側へ
拡幅した。その結果、各床固工の水褥池で流水が減
勢され、帯工流出時の流速は、１号床固工流入時か
ら 5%程度減勢した。また１号床固工副堤水通しを
拡幅したことで、上流部の偏流が改善され、渓流保
全工からの溢水が解消できた（写真 2 右）。 

写真 2 1 号床固工流況（左：C1、右：C6） 

図 3 流速縦断図（C1、C6） 

4.3 強制堆砂区間 
強制堆砂区間では、帯工下流側の広い範囲で洗掘

が生じた（写真 3）。帯工直下が洗掘を受けると、
渓流保全工の破損や河道閉塞土の不安定化が懸念
されることから、先に述べた渓流保全工内での減勢
に加えて、護床ブロックによる帯工直下流の河床洗
堀防止と鋼矢板打設による帯工基礎部保護を行う
方針とした。

実験では、C1 の洗掘状況を踏まえて帯工の直下
流に護床ブロック（連接ブロック想定）を縦断距離
10m で敷設した。その結果、最大洗掘の発生位置
が下流側へ移動し、帯工直下の洗掘を抑えられた。
渓流保全工内で減勢させることで護床工のブロッ
クの軽量化が可能となり、緊急対策工のブロックを
活用できることを確認した。

 

 

写真 3 護床ブロック有無の洗掘状況比較（C6） 

5. おわりに
水理模型実験結果を踏まえ、水路工、渓流保全工、

強制堆砂区間の対策方針を立案した。
特に計画原案の渓流保全工は机上で施設形状を検

討したが、実験では溢水や渓流保全工で減勢効果が
発揮できない等の課題が確認された。課題解消のた
めの水褥池、副堤水通しの拡幅等を行い、施設の目
的に対し効果的な最適形状を得ることができた。
このように河道閉塞対策のような特殊かつ重要な

施設設計や、平面計画が複雑な形状で数値シミュレ
ーションによる現象予測が困難な場合は、水理模型
実験による検証を加えながら最適形状を決定するこ
とが望ましいと考えられる。

屈曲部②

流水のせり上がり

側壁工からの溢水が発生

溢水の解消・偏流の改善

帯工直下流では堆砂敷の過剰な洗掘が発生

護床ブロックなし

帯工直下流の洗掘は抑えられる

C.L

護床ブロックあり
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地域活性化に資する砂防設備の利活用の取り組み 
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 ○渡邊  尚 

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 赤沼 隼一※1 

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、この堰堤
により形成された「大源太湖」や、背後の「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、地域の人々や観光客にも親しまれている。 
現在、大源太川第一号砂防堰堤では老朽化対策

としての補強工事が行われている。本報告では、
この補強工事と並行して検討した、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．魚野川流域での災害と直轄砂防事業 
魚野川流域は古来より洪水・土砂災害に見舞わ

れており、昭和 5、6、10、12 年に大水害が発生
している。特に昭和 10 年の大水害では「堤防破
壊百数間、冠水集落 59、田畑の冠水 600町歩に至
り、道路、橋梁、電信電話等の被害は数えきれず、
東京新潟間の上越線が長期に亘り不通となる」甚
大な被害が発生し、これを契機として魚野川流域
の直轄砂防事業が開始された。特に大源太川流域
では、大源太川第一号砂防堰堤、板木砂防堰堤、
猪小屋砂防堰堤の 3 基の砂防堰堤が設置された。 

３．大源太川第一号砂防堰堤の概要 
大源太川第一号砂防堰堤は昭和 14 年に竣工の

粗石コンクリート構造、定半径アーチ形式の砂防
堰堤で、本体と袖の天端・上下流面に石材が用い
られている。施工当時はセメント等の材料は現在
よりも高価・貴重であり、その節約と工費削減の
ため、この構造・形式が採用された。わが国にお
ける最初期のアーチ式砂防堰堤（表-１）の１つ
として高く評価され、登録有形文化財や土木学会
の選奨土木遺産に選定されている。 

 

 
 

 

４．大源太川第一号砂防堰堤周辺の概要 
大源太川第一号砂防堰堤が整備された旭原地

区は、石器や土器類の出土にみられるように古く
から集落が形成されていたが、江戸時代中期
（1782年）天明の大飢饉の発生により一旦耕作地
は放棄され、昭和 22 年に海外引揚者が「新潟県
開拓基地農場」として入植し、現在に至る。 

昭和 30 年代には朝檜原地区を含む湯沢地域は
観光開発が行われ「東洋のマッターホルン」と称
される大源太山や大源太川第一号砂防堰堤によ
り出現した「大源太湖」周辺のレクリエーション
施設（キャンプ場、ハイキングコース等）の開発
も進み、観光拠点としての「大源太キャニオン」
が形成され、地域活性化の一翼を担っていた。 
近年はバブル崩壊や少子高齢化に伴う過疎化

の進展等により「大源太キャニオン」の利活用の
衰退が懸念されている。現在も秋の紅葉シーズン
には毎年多くの観光客が来訪するが、これら観光
客のおよそ半数は県外から観光バスやマイカー
等を利用した来訪者であり、湯沢地域の観光行政
や観光協会でも来訪者の実態を十分に把握でき
ていないのが実態である。これら観光客の定期的
な取り込みと「大源太キャニオン」周辺の活性化
には、①新たな利活用方策・メニュー、②利活用
に伴う安全管理、③広報・啓発の手法、④関係機
関の役割分担、等の検討が必要である。 

大源太湖と大源太山 

河川名 所在地 工 期 規 模 
名 称

幹 川 支 川 都道府県 市町村 着 工 竣 工
堤高 

(ｍ) 

堤長 

(ｍ) 

備  考

芦安堰堤 釜無川 御勅使川 山梨県 芦安村 不明 昭和 5 22.7 66.6 嵩上げ部:アーチ式 
沓沢堰堤 釜無川 御勅使川 山梨県 芦安村 不明 昭和 12 22.0 24.2 土砂に埋没

釜ヶ渕上流堰堤 信濃川 梓川 長野県 安曇村 昭和 11 昭和 19 29.0 79.0 

大源太川第1号堰堤 魚野川 大源太川 新潟県 湯沢町 昭和13 昭和 14 18.0 33.0 

宮街道堰堤 犀川 薄川 長野県 松本市 昭和 13 昭和 14 15.0 34.0 

箱繕堰堤 夜間瀬川 横湯川 長野県 山の内町 昭和 13 昭和 18 18.0 40.0 

土合堰堤 利根川 湯桧曽川 群馬県 水上町 昭和 15 昭和 16 11.0 112.0 

大井滝堰堤 武庫川 仁川 兵庫県 西宮市 昭和 16 昭和 16 8.5 29.6 

大源太川第一号砂防堰堤（左岸下流から） 

表-１ 戦前に竣工したアーチ式砂防堰堤 

旭原地区の開拓者たち 

※１令和元年度時点の所属 
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５．施設の特性に配慮した対策工事 
大源太川第一号砂防堰堤は竣工後 24 年を経た

昭和 38 年に堤体嵌入部の岩盤と堤体内部からの
漏水が著しくなり、漏水対策工事が行なわれた。 
近年、再び漏水の発生とセメント分の流出痕が

確認され、内部の空洞化と施設の機能・性能の低
下が懸念されたため「大源太湖周辺部の利活用の
継続」、「堤体の機能・性能の維持」、「施設の外観
や周辺部の自然環境・景観の保全」等に留意した
て仮排水トンネル併用の上流腹付け工事が、令和
2年度の竣工を目指して現在も実施されている。 

①
登録有形文化財としての価値（外観や歴史的意義など）や、

観光拠点としての役割を継続的に確保できるよう配慮する。 

②
アーチ式石積み堰堤の外観保全のため、堰堤上流部へのコン

クリート腹付けにより、空洞部の充填、漏水対策を実施する。 

③

大源太湖に生息する多くの魚類や、カヌーやパドルサーフィ

ンなどの湖面利用への影響軽減のため、堰堤近傍に仮締切を

設置した上で、仮排水トンネルによる転流を行う。

６．地域活性化に資する利活用の取り組み 
湯沢砂防事務所では前述の対策工事に加えて、

湯沢砂防事務所と湯沢町を事務局とし、また利活
用関係機関（行政、観光協会、大源太キャニオン
周辺の利活用資源の管理者等）を検討メンバーと
するワーキング会議を開催し、令和 2年度の工事
完了後の大源太キャニオン周辺の地域活性化に
資する砂防設備の利活用のあり方について検討
を行った。ワーキングは平成 30年 12月～令和元
年 12 月にかけて延べ 3 回開催し、大源太川第一
号砂防堰堤の補強工事の完了後に実施すべき利
活用方策として、表-3に示す事項の合意に至った。 
特に要望の強い「仮排水トンネルの利活用」に

関しては、仮排水トンネルを維持管理の点検設備
として工事完了後も残し、砂防事業の啓発や砂防
教育のための見学に限定した利活用が可能とな
るよう、砂防行政側で調整を図るとともに仮排水
トンネルの転用案を作成した（図-2）。
また、打ち放し仕上げで計画されていた上流腹

付けコンクリートは、文化財砂防施設の外観維持
と豊かな周辺環境への配慮のため、表面仕上げを
石材に変更する案をワーキング対応事項の一つ
として検討した。この検討に際しては、文化庁行
政と別途協議を行い、文化財としての価値評価に
影響を与える恐れのある工事内容や、所要の事務
手続き等についても併せて確認した（図-3）。 

懸案事項 ワーキングによる決定事項

活性化の検討は湯沢
町の観光戦略と大源
太キャニオンの位置
付けの明確化が必要。 

・検討の範囲は大源太地区内までとする。 
・大源太キャニオンを含む土樽エリアの観
光戦略は「湯沢町観光振興計画」に示され
ている方向性に従う。

大源太キャニオンの
自然環境や利活用資
源等の魅力の効果的
な PR が必要。 

・利活用資源の管理者と町・観光協会等が
連携し魅力向上と情報発信力強化を図る。 
・各利活用資源の管理者が連携し、魅力や
情報を発信する機会を定期的に開催する。 

新たなツアー企画や
地域と連携した景観
整備等、新たな魅力の
検討が必要。 

・大源太の観光コンテンツのツアー企画に
より 2次交通の弱さの補完を検討する。 
・温泉旅館とキャンプ場の宿泊連携等につ
いても今後の検討の参考とする。 

利活用資源は点在す
るため周遊性を高め
一つのエリアとして
連携することが必要。 

・利活用資源の管理者と町・観光協会が連
携し魅力向上と情報発信力の強化を図る。 
・エリア内の案内看板等は情報が古いため
工事後に現地の変遷を踏まえて更新する。 

大源太川第 1 号砂防
堰堤等の施設効果や
魅力を後世に伝える
ことが必要。 

大源太川第 1号砂防堰堤の仮排水トンネ
ルの有効活用とあわせて、観光施設の施設
運営者と町、観光協会による連携の中で、
今後検討を行う。

補強工事の仮設備で
ある排水トンネルの
有効活用を検討して
ほしい。 

・定期点検用の設備に転用することを検討
する。自由使用のような一般開放は行わ
ず、特定の日にインフラツアーのような限
定的な利活用を行う。 

来訪者動線（周遊性）
の検討や大型バスの
駐車対応についての
検討が必要。 

・路線バスについて引き続きバス事業者と
検討、協議を行う。 
・補強工事の跡地利用として駐車場の整備
を行うこと検討する。 

 

７．おわりに 
本稿で紹介した取り組み事例では地域活性化

に資する砂防施設の利活用に向けて、仮排水トン
ネル等、新たな利活用資源を創出した。今後の継
続的な利活用の実現のためには、既存の利活用資
源も含め、具体的な利活用メニューや利活用手法、
利活用に伴う安全確保方策、広報啓発手法、利活
用の実施における関係機関や地域との連携・役割
分担、等について、対策工事の進捗と並行して引
き続き検討してゆくことが必要である。

表-2 補強工事における主要な留意点 

仮締切工

充填材注入工

コンクリート堰堤工

仮排水路トンネル工

仮桟橋工

■ 事業期間：平成26年度～平成32年度(予定)
■主な工種：
コンクリート堰堤工（上流側腹付） 1式
充填材注入工 1式
仮締切工 1式
仮排水路トンネル工 1式
仮桟橋工 1式
仮設物撤去工 1式

大源太川

大源太湖

平面図

図-1 補強工事平面図 

表-3 ワーキングでの決定事項(要約) 

図-2 利活用に向けた仮排水路トンネルの転用案 

図-3 施設の外観や周辺環境へ配慮した仕上げ 
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埼玉県小鹿野町栗尾沢の石積砂防堰堤群における歴史的背景とその特徴 

  埼玉県県土整備部河川砂防課  樋口佳意 

 砂防エンジニアリング株式会社 佐藤豊，○深澤浩 

1 はじめに 

埼玉県の砂防事業は，明治 43 年の台風に伴う大規模土砂災害(山地

崩壊 2,870 箇所，死者・行方不明者 347 名)を契機として始まった 1)。

大正 5 年に特に被害の集中した県西部山間地の小鹿野町(旧倉尾村)及

びときがわ村(旧大椚村)に内務省は秩父・大椚砂防工営所を開設し、

赤平川(栗尾沢)・吉田川(藤倉川)・都幾川(七重川)水系の３渓流で砂

防工事が着手された。 

その中で、大正 4 年に県内で初の砂防指定地に指定された栗尾沢(図

1)は、同年に同じく指定を受けた七重川の巨石空石積堰堤群が「土木

学会近代土木遺産」に認定(平成 19 年度)されていることなどと比較し

て、施設配置の経緯等について相対的に整理がなされていない

のが現状である。

本報告では、栗尾沢の石積砂防堰堤群について、施設の現状

と歴史的背景を調査・整理した結果を報告する。  

2 栗尾沢流域の砂防施設 

栗尾沢は、流域面積 1.0km2 を有する砂岸泥岩互層(秩父古生

層)を基岩とする 2 次谷の直線状谷である。図 2 は、大正 1 年に

測量された旧版地形図を基図にして、砂防施設の位置を示して

いるが、国道 299 号の横過箇所が下流につけ変わったこと、流

域内の道路が主流路沿いになったこと、中流区間に渓岸露出の

凡例が見られること以外に大きな土地利用、地形等変化は確認

できない。砂防施設群は主に下流の主要街道直上流区間及び赤

平川との合流点直上に集中的に配置されていることがわかる。 

施工年度 基数 堤高 解説

大正５年 ２基 下流4.0m,上流6.3m 県内で最初に着工された切石積堰堤

昭和８年 ６基 2.5m～4.5m
大正5年堰堤の上流区間に施工され

た練石積床固工群

昭和９年 １基 5.0m
赤平川との合流点直上に施工された

練石積堰堤

昭和１０年 １基 不明 位置不明

昭和５５年 １基 5.5m
大正5年堰堤の直下流に施工されたコ
ンクリート堰堤(満砂)

表1 栗尾沢の砂防施設現況

3 栗尾沢流域の砂防施設の施工経緯と特徴 

(1) 契機となった土砂災害との関係

栗尾沢流域における砂防施設群の下流区間での連続的配置が行わ

れた背景を砂防事業着手の契機となった明治 43 年土砂災害との関

係から考察する。 

米軍撮影空中写真から近年の空中写真を用いて微地形判読を行っ

てみても、中・上流域において土石流の発生源となるような地形痕

跡を確認することは出来なかった。また、現地調査においても同様

であり、旧版地形図に示されてある渓岸崩壊（侵食）痕跡も現地で

は確認できず、渓床勾配 3.2°よりなる緩傾斜の中流区間には土石

流堆積物の痕跡も確認できなかった。 

そこで、当時の状況を伝聞で把握しておられる方への聞き取り調

査を行い、以下のような貴重な証言を得られたので、簡潔に列挙す

る。対象者は下流の飯田地区に住まわれ、代々栗尾沢流域の木材の

切り出しに従事されていた古老(80 歳台)の方である(親等からの伝

⼩⿅野町

栗尾沢

明治４３年台⾵による
⼭地崩壊時発⽣エリア（推定）

埼⽟県

国土地理院 旧版地形図
「1/50,000万場」

大正1年測図
大正4年5月30日発行

石積砂防堰堤群(T5～S10)
：大正５年竣工(２基)
施設群延長 約650ｍ

国道299号

赤平川

図 2 流域図 

図 1 位置図 

写真 1 切石積砂防堰堤(大正５年) 

写真 2 練石積砂防堰堤(昭和 8年) 
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聞による)。 

①明治 43 年の土砂災害は、上流から鉄砲水が土石流のように

流下してきたものではなく、砂防施設群最上流部左岸斜面(公

園「みどりの村」の西端)が大規模崩壊が発生したものである

(図 3)。

②崩壊土砂は渓流をしばらくの間堰き止めた(天然ダムおよび

湛水池の形成)。崩壊土砂の末端は大正 5 年竣工の切石積堰堤

付近まで到達した。堆積した天然ダムの対処は、当時の栗尾沢

の流量が上流の木材を筏にして流せるほど大きかったため、瀬

換えをしながら、下流へ自然と徐々に流すようにした。

③栗尾沢の砂防事業は、上記のような渓床への異常土砂の対策

として実施されたものだと聞いている。

明治 43 年崩壊地について現地確認したところ、崩壊跡地と

みられる凹地の源頭部を確認した。崩壊跡地上端の遷急線から

規模を推定したところ、最大幅約 13m、斜面崩壊長約 70m、平

均崩壊深 3.0m、崩壊形態から流下土砂量 2,730m3 と見積もった。 

 渓床堆積土砂の再移動を制御するため、災害時の堆積範囲に

床固効果をねらった砂防施設群について昭和初期まで設置事業

を継続したものと推定される。 

(2) 石積堰堤の構造

切石積み堰堤は、砂泥互層の褶曲した急勾配(1/4.5)の渓床

基盤に岩着して連続して施工されている。天端の欠落や微量の

漏水、目地の補修歴は確認できるものの、亀裂等の重度の変状

は確認されない(図 4)。 

(3) 石積砂防施設の変遷

石積砂防施設の変遷を参考文献 3)を基に整理した。特に大正

5 年の切石積堰堤について東日本では事例が少ないように推定

される。今後の調査を継続したい。 

1 5 10 1 5 10 20 30 40 50 60

関連出来事
明治43年大規
模土砂災害

昭和13年
吉田川土
砂災害

昭和22年
カスリーン
台風被害

技術導入 ■昭和9年頃より粗石コンクリート堰堤

栗 尾 沢 ●大正5年切石積堰堤2基 ●昭和8～10年 練石積堰堤
ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ
堰堤

埼 玉 県 ●七重川　巨石空石石積堰堤 ●昭和22年：施工箇所5箇所●昭和13年10箇所

時代(和暦)
大正 昭和

明治後期

■西日本を主として明
治期後半まで布積形式

■大正5年竣工芦安堰堤（日本
初の練石積施設）

4 まとめ 

本報告では、栗尾沢の石積砂防施設の現状と事業経緯を整理し、事業の具体的経緯が推定できる情報を得ること

が出来た。今後は石積施設の外観調査に加えて詳細内部調査を実施し、構造について健全度評価を行い、対策に結

び付けていくことが重要と考えられる。 

〈参考文献〉 
1) 埼玉県土木部砂防課，埼玉県治水砂防協会 監修：

砂防事業埼玉 70 周年記念 埼玉の砂防，1985
砂防事業 100 周年記念 埼玉の砂防，1981
埼玉の砂防（さいたまの砂防），1962・1990・1995・2006

2) 埼玉県土木部河川課(1952)：昭和２６年砂防調査崩壊地調査報告書(No.1)
3) 財団法人砂防フロンティア整備推進機構：歴史的砂防施設の工法とその変遷技術資料(案),平成 17 年 5月,149pp

図 3 砂防施設と崩壊地との位置関係 

切石積堰堤(T5)

練石積堰堤(S8)

明治43年崩壊地

指定流下距離
L=210m

みどりの村(公園)

崩壊跡地遷急線

図 4 大正 5年堰堤の石積状況 

一辺 300mm 方形(奥行

400mm)に整形された切

石を使用し水平方向に

積み上げられている。 

表 2 石積砂防施設の変遷 
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春木川流域における短期及び中長期の土砂移動傾向と今後の三次元計測データ活用に関する考察

朝日航洋株式会社 〇久冨祥子、弓真由子、藤本拓史、櫻井由起子

 関東地方整備局富士川砂防事務所 萬德昌昭、一場敏、菊池瞳

1. はじめに

富士川砂防事務所管内を流れる春木川流域は、七面山崩れをはじめとした大規模崩壊地を有する土砂生産が

活発な流域であり、その土砂移動量算出や土砂の侵食・堆砂状況把握のため、定期的な航空レーザ測量が実施

されてきた。本研究では、それら複数年の航空レーザ測量データ（以降、LP データ）を用いた河床変動解析

を行い、当該流域における過去 10 年の中長期的な土砂移動傾向を明らかにした。また、令和元年 8 月の夏季

出水前後に取得した UAV レーザ測量データを用いた短期的な河床変動解析結果との比較により、土砂移動状

況把握における測量データの必要精度に関する考察を行った。

2. LP データと UAV レーザ測量データを用いた河床変動解析

当該流域においては、H21～H30 では 3 年に 1 度の航空レーザ測量が実施され、近年では R1 年 8 月に航

空レーザ測量と UAV レーザ測量が実施されてきた（表 1）。LP データを用いた河床変動解析では、中長期の

解析ペアを用いて標高値の差分から堆積土砂量・侵食土砂量を算出し、最上流の七面山崩れから早川合流点ま

でを含む 6 区間（区間①～⑥）ごとに集計した。UAV レーザデータを用いた標高差分解析では、R1 年 8 月と

10 月に取得した夏季出水前後を短期解析ペアとし、大春木川第三砂防堰堤から仲島砂防堰堤までを含む４区

間（区間②～⑤）で土砂収支を求めた。

表 1 河床変動解析に用いた測量データ年表 

計測種別 

H21 

(2009) 
H22 H23 

H24 

(2012) 
H25 H26 

H27 

(2015) 
H28 

H29 

(2018) 

H30 

(2019年 8月) 

H30 

(2019年 10月) 

航空レーザ測量 ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ○ ○ ― 

UAVレーザ測量 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

3. 春木川流域における短期～中長期の土砂移動傾向

土砂収支算出結果を表 2 に示す。区間①は七面山源頭部を含む区間であり、過去 10 年間どの変動時期でも

侵食傾向がみられ、継続的に崩壊および侵食が発生していることが分かった。源頭部区間①からの生産土砂が

顕著に多かった H24-H21 では（表 2 下段）、例年侵食傾向が多い下流区間が堆積傾向に転じているが、変動

幅は小さく、砂防堰堤が効果を発揮していると考えられる。

表 2 春木川流域の河床変動傾向 

地点名

区間

仲島砂防
えん堤

～
春木川

第一砂防
えん堤

～ 七面山崩れ

区間⑥ 区間⑤ 区間④ 区間③ 区間② 区間①

早川合流点

合計

春木川
第二砂防
えん堤

～
大春木

砂防えん堤
～

大春木上流
第三砂防
えん堤

～～

10,000 2,000 9,000

侵食傾向 堆積傾向 侵食傾向 侵食傾向

10,000 32,000

H30(2019.10)-
H30(2019.8)

変動時期

変動なし傾向 侵食傾向 侵食傾向

228,000

H27(2015)-
H24(2012)

15,000

侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向

3,000

11,000 1,139,000

堆積傾向 堆積傾向 堆積傾向 堆積傾向 堆積傾向 侵食傾向

63,000 2,000 23,000

53,000 352,000 125,000 122,000

0 45,000 78,000 53,000

2,000 274,000

侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向 侵食傾向

10,000

侵食傾向 堆積傾向 堆積傾向 堆積傾向 侵食傾向 侵食傾向

38,000
H29(2018)-
H27(2015)

差分量
（m3）

352,000

218,000

476,000
H24(2012)-
H21(2009)

4,000

15,000 37,000 9,000 142,000
H30(2019)-
H29(2018)

短期変動 中 長 期 変 動 

業務年度

（計測年）

短期 

中長期 
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短期～中長期の土砂移動傾向をまとめると、春木川

流域においては、1 出水では 1 万 m3 程度の変動、1
年から 3 年では数万～数十万 m3 程度の変動を示す

ことが確認できた。さらに、堰堤区間③～④など中流

部では侵食と堆積を繰り返していることから、土砂移

動サイクルは 1 年程度で短いことも分かった。 

4. UAV レーザの土砂移動管理への活用について

春木川流域においては、令和元年（2019 年）8 月の

ほぼ同時期に航空レーザ測量と UAV レーザ測量を実

施していることから、それぞれ 2018 年 LP データと

の標高差分解析を行い、土砂量算出結果の検証を行っ

た（表 3）。検証区間は区間②～⑤である。 
 検証の結果、②～⑤区間全体の流出土砂量で比較す

ると、約 11,000m3 の乖離が生じた。この乖離分

11,000m3を土砂量算出面積 222,700m2で除すると、

0.05m（5cm）の標高較差が生じている計算となる。

この標高較差は、航空レーザの測量精度の標準誤差以

内であり、算出限界ともいえる。算出量のオーダーお

よび変動傾向が一致していることから、今後、土砂移動

状況の把握において、UAV レーザ測量を実施し LP データと比較することは差し支えないと判断できる。 
表 3 LP データと UAV レーザデータの土砂量算出結果検証 

約 11,000m3 生じた乖離についてさらなる検証として、ほぼ同日計測である 2019 出水前 UAV レーザと

2019LP 間で標高差分図を作成したところ、渓床部を中心に 0.2m～0.5m 程度の微小な乖離が生じていること

がわかった（図 2）。これら地形の変換点や渓床部の微小な起伏において生じる較

差は、LP データと比べて UAV レーザデータの地形再現性が極めて高いために生

じたとも考えられる。

今後、土砂移動解析において UAV レーザデータを LP データとの比較データ

として用いる場合には、航空レーザ測量レベルまで地形をスムージングするなど

データ間引きを行うことで、より精度向上できる可能性が考えられる。

5. まとめ

他時期の LP データと UAV レーザデータを組み合わせ、春木川流域における

土砂移動傾向を明らかにした。流出土砂量の検証を含めて、本事例は土砂移動状

況把握における今後の三次元計測データ活用に向けた貴重な検討事例である。本

検討結果が、今後の土砂移動モニタリング手法向上の一助になれば幸いである。 

解析の組み合わせ データ計測日 データ計測日 区間②～⑤の土砂量 

2019LP―2018LP 
令和元年（2019年）8月 4日～6日 

航空レーザ測量 

平成 30年（2018年）6月 

航空レーザ測量 
59,000m3 

2019出水前 UAV―2018LP 
令和元年（2019年）8月 6日～7日 

UAVレーザ測量 

平成 30年（2018年）6月 

航空レーザ測量 
48,000m3 

区間① 

区間⑥ 

区間②
区間③ 

区間④

区間⑤ 

図 1 H24(2012)-H21(2009)の土砂移動状況 

図 2 渓床部の微小な乖離 
（大春木川砂防堰堤付近を拡大）

七
面
山

早川合流点
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法面吹付自動化に向けた吹付厚計測精度に関する基礎的検証

日特建設（株）石垣幸整

1. はじめに

モルタル吹付工や植生基材吹付工等の法面吹付工

事が我が国に導入されて以来，種々の使用機械，使用

材料の改良や変更がなされてきたが，大幅な生産性

向上を目的とした改良事例はほとんど見られない．

近年，公共工事において ICTを活用した施工管理

や出来形管理が推進される中で，法面吹付工事にお

いても生産性向上や労働環境の改善を目的とした

ICT 化は積極的に図られるべきだと考えている．そ

の手法の一つとして考えられるのが，自動計測シス

テムを備えた吹付ロボットの導入であり，山岳トン

ネル工事にて多数の実績がある手法である．

国内の法面吹付工事への普及が進んでいない要因

としては，施工単価が比較的安価であるため，イニシ

ャルコストの高い吹付ロボットは費用対効果が期待

しにくいことに加え，吹付厚が比較的薄く，吹付面の

形状が多様であるため，施工管理上必要な計測精度

が得にくいこと等が考えられる．そのため，法面吹付

工事に吹付ロボットを導入し，広く普及させるため

には，その能力や採算性だけではなく，より精度の高

い吹付厚の計測が重要だと考えられる．

そこで，自動車の運転支援技術として近年急速に

用いられるようになった LiDAR（Light Detection

and Ranging）を用いて厚さの異なる発泡プラスチッ

ク断熱材を設置した模擬斜面を計測し，リアルタイ

ムでの吹付厚計測精度が実用上十分なものになるか

について検証し，その可能性について考察した．

2. 試験方法

試験に用いた模擬斜面を写真 2-1に示す．模擬斜

面の角度は 62°であり，発泡プラスチック断熱材

（910×910mm）を用いて図 2-1に示すように厚さ

50 mm及び 100 mmの凹凸を模擬した．

表 2-1 は計測に用いた LiDAR の諸元を示したも

のである．吹付厚の計測に用いる距離センサとして，

LiDAR の他，ステレオカメラ，パターンプロジェク

ションカメラ等の使用が考えられるが，情報化施工

への導入実績，計測精度，将来性等を考慮してLiDAR

を選定した．本試験では 2 種類の LiDAR を用いて，

その適性についても確認した．

計測は LiDAR を三脚により静止設置し，約 9mの

距離から発泡プラスチック断熱材設置前後の 3D デ

ータを取得することで行った．また，LiDARの絶対

位置・姿勢の検出方法はトータルステーションを用

いた．なお，計測システムは日本コントロールシステ

ム（株）のGREEEN×LIDAR を使用し，発泡プラス

チック断熱材 1枚のサイズ毎に領域を分割し，10 フ

レームの平均を用いて計測結果を算出した．

写真 2-1 模擬斜面全景

表 2-1 LiDARの仕様

図 2-1 模擬斜面概要

100mm 50mm

910mm

910mm

HDL-32E VLP-32C

測定距離 100m以内 200m以内

測定精度 ±2cm ±3cm

走査線 32本 32 本

水平視野角 360° 360°

垂直視野角 41.33° 40°

水平解像度 0.08°〜0.33° 0.1°〜0.4°

※両機種共に Velodyne 社製
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3. 結果及び考察

試験結果を表 3-1 に示す．HDL-32E の計測誤差

は最大で-12.4mm，絶対値の平均誤差は厚さ 50mm

で 5.1 mm，厚さ 100 m で 6.2 mmとなった．一方，

VLP-32C はHDL-32E に対し，計測誤差が大きくな

る結果となった．図 3-1 は計測領域毎（発泡プラス

チック断熱材 1 枚毎）の計測結果を示したものであ

る．VLP-32C の計測誤差は比較的上部が大きくなっ

ていることがわかる．これは，HDL-32E の走査線が

一様に分布しているのに対して，VLP-32C は水平方

向に集中しており，上部の走査線が粗になっている

ために生じたものだと考えられる．図 3-2，図 3-3は

両機種の3Dデータ概観を示したものである．なお，

両機種共に左側の誤差が大きくなっているのは，障

害物（単管手摺り）の影響を受けたものと推測され

る．

また，両機種共に符号付き値の平均誤差は，絶対

値の平均誤差よりも小さくなり，発泡プラスチック

断熱材の厚みによる誤差の顕著な違いはみられなか

った．

日本におけるモルタル吹付工事の吹付厚が本設工

事では一般的に 80〜100 mm1）であることを考慮す

れば，計測誤差の少なかった HDL-32E の平均誤差

（絶対値）はおおよそ 5〜8 ％の誤差範囲であり，実

用上十分な精度を有していると考えられる．また，材

料使用量の管理に関係する符号付き値の平均誤差に

関しても，おおよそ 3 ％以内の誤差となっており，

吹付のはね返りロス率が 10 ％程度であることを考

慮すれば適切な管理ができる精度であると考えられ

る．

ただし，吹付厚が薄くなれば誤差割合が大きくな

るため、植生基材吹付工等，比較的薄い吹付厚となる

工種に関しては，留意が必要であると考えられる．ま

た，実現場への計測においては，LiDAR の観測距離

や垂直視野角等の性能が，現場条件に適合しないこ

とが想定され，計測精度が本試験結果よりも劣る可

能性がある．現段階では，これらのことを考慮しても

十分な計測精度だと考えられるが，今後は，実現場で

の計測試験や，LiDARの設置方法等の検討を重ねる

必要があると考えられる．

4. おわりに

本検証試験の結果，走査線が一様に分布する

HDL-32E の計測結果が良好で，実用上十分な計測精

度を有することがわかった．今後は実現場の計測試

験を通じて，LiDAR の適切な設置方法等を検討して

いく予定である．

参考文献

1）全国特定法面保護協会：のり面保護工施工管理

技術テキスト（改訂版），2007 年．

表 3-1 計測結果

図 3-1 発泡プラスチック断熱材 1枚毎の計測結果

図 3-3 VLP-32Cの 3Dデータ概観

誤差範囲

（mm）

平均誤差（mm）

絶対値 符号付き値

HDL

-32E

50

mm

-12.4〜

+6.2
5.1 -3.1

100

mm

-9.7〜

+10.3
6.2 -2.3

VLP

-32C

50

mm

-26.6〜

+7.2
8.7 -6.0

100

mm

-15.0〜

+9.3
5.9 -3.8

-8.7 -5.7 -2.3 -3.3 -2.8

+0.3
+9.3 +6.2

+9.3

+3.4

-9.7 -5.2 -3.0 -4.0 -8.1

-12.4 -５.4 -0.4 -2.5 -10.0

-12.6 -26.6 -8.9 -8.2 -5.0

-0.7 +1.4 +7.2

+10.3

+6.6

-15.0 -7.6 -1.5 -1.5 -4.7

-19.0 -0.7 -6.3 ±0 -3.4

HDL-32E

VLP-32C

図 3-2 HDL-32Eの 3Dデータ概観
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防災用監視カメラを用いた降雨量推定手法の検討

国土技術政策総合研究所 ○金澤瑛､木下篤彦、中谷洋明 
国土交通省近畿地方整備局 山田拓、柴田俊

株式会社エイト日本技術開発 海原荘一

株式会社ブレインズ 井深真治

1. はじめに

土砂災害に対する効果的な警戒避難体制を整備するためには、高い時空間解像度の気象・水文情報の把握が

不可欠であり、地上部特に観測網が整備されていない山間部での気象・水文観測体制の強化が必要である。これま

で、山間部に設置された防災用監視カメラ（以下、CCTV と称す）の映像の解析から渓流の水位、濁度、流況などを

定量的に評価する研究はなされていることから、降雨量観測についても CCTV の画像解析技術を適用できる可能性

がある。他方、画像認識の分野では、降雨の写る画像から雨滴部分のみを除去する画像補正に関する研究 1)も行わ

れている。そこで、本研究では CCTV 映像から得られる画像情報をもとにした降雨量推定手法を検討したので、その

結果を報告する。

2. 降雨が映る画像の特徴量抽出手法

降雨時の CCTV の映像には、降雨が同一方向を向いた筋状の線として映り

込む。特に夜間の降雨は、輝度（グレースケール）の高低が顕著に表れた映像

となる（図-1）。そこで、降雨の特徴が輝度の変化つまり縞模様に表現されると考

え、輝度画像から輝度の縞の特徴（以下、輝度差分降雨特徴量と称す）を抽出

した。輝度差分降雨特徴量の算定方法は図-2 のとおりである。 
CCTV 映像から切り出した静止画像を輝度画像に変換した後、2 次元周波数

解析（FFT：高速フーリエ変換）により、空間周波数成分としての輝度パワースペ

クトルを取得する。単一方向の正弦波状の輝度変化を持つ画像の周波数解析

図-1 夜間の降雨の映り込み 

図-2 輝度画像から輝度差分降雨特徴量の算定方法 

方向性フィルタ（1度ごとに180個）

方向性フィルタを乗じて

パワースペクトル成分
を抽出

抽出したパワースペクトル成分の総和
＝方向性ベクトル（1度ごと）

0 90-90

正規化して1度ごとに
ヒストグラム化

ヒストグラムのピーク値を半値全幅
（FWHM：最大値の半分の値となるス

ペクトル幅）で除した値

＝輝度差分降雨特徴量

方向性ベクトル

-90°の
方向性フィルタ

-81°の
方向性フィルタ

X方
向

輝
度 高

低

輝度（グレースケール）画像低高

X軸

Y軸

Y方向輝度

高

低

高

高
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方向性ヒストグラム
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では、輝度パワースペクトルは原点対称な輝点となり、輝点間を結ぶ直線の角度は、変換元画像の縞の角度となる。

2 次元周波数解析では、周波数成分の線形結合として、無数のパワースペクトル輝点が生成される。そのパワースペ

クトル輝点分布を取得することで、元画像内にある方向性成分の強度を得ることができる。次に、2 次元周波数解析

で得たパワースペクトル輝点分布に対して、1 度ごとの 180 個の方向性フィルタを乗じて 1 度ごとの輝度パワースペク

トル成分を抽出し総和（方向性ベクトルと称す）をとる。方向性ベクトルを正規化し、ヒストグラム（方向性ヒストグラムと

称す）に表す。ヒストグラムのピーク値を半値全幅（FWHM：最大値の半分の値となるスペクトル幅）で除した値を、輝

度差分降雨特徴量とする。

なお、CCTV 画像には、降雨以外の背景、構造物、樹木などが含まれ、その中には降雨と同じ鉛直方向に近い成

分が含まれる。実際の降雨の画像には高周波から低周波まで幅広い帯域の成分が含まれており、背景の影響を除

外するため、ガウシアンフィルタを用いて高周波成分を除いた画像とその処理を行わない画像から求めた方向性ベク

トルの差分を求めることで高周波成分のみを抽出し、方向性ベクトルおよび方向性ヒストグラムを求めた。

3. 輝度差分降雨特徴量の適用事例

紀伊山系砂防事務所管内赤谷地区の崩壊斜面箇所に

設置した CCTV の映像を用いて、輝度差分降雨特徴量と

観測雨量との関係を比較した。降雨時の画像は、表-1 に

示す 2019 年の 5 つの降雨イベントの画像を用いた。降雨

時画像の 2次元周波数解析結果の例を図-3に示す。図-3
から降雨の線による縞模様から輝度パワースペクトルを抽

出できていることがわかる。

図-4 上図には、昼間の降雨ピーク時（9mm/10min）
と夜間の降雨ピーク時（3.5mm/10min）の画像を示し

た。図-4上図から、昼間は明るさが十分に確保されて

おり、シャッタースピードが早いことから、降雨を確認

しにくい映像となるが、夜間は照明による影響で降雨

が映像に映り込みやすいことが分かる。図-4 下図に

は降雨イベント 1 期間における輝度差分降雨特徴量と１０

分間雨量の関係を示し、表-1には5つの降雨イベントにお

ける輝度差分降雨特徴量と 10 分間雨量の相関係数を夜

間のみと昼間・夜間全体に分けて示した。図-4 下図から、

輝度差分降雨特徴量は昼間の降雨ピークを捉えきれてい

ないが、夜間の降雨ピークを捉えていることが分かった。

また、表-1 から相関係数は全体で平均 0.41、夜間が平均

0.53 であり、夜間の方が高いことが分かった。これらのこと

から、本手法は画像内の降雨の特徴を輝度差分降雨特

徴量としてある程度抽出できていると考えられ、特に夜間

においてはその精度も向上すると考えられた。

 今後、適用する事例を増やして、本手法の適用性につ

いてさらなる検証を進める。

参考文献

1)Kshitiz GARG and Shree K. NAYAR(2007)：Vision and
Rain, International Journal of Computer Vision, Vol. 75, Issue 1, pp. 3-27.

表-1 検討に用いた降雨イベントにおける

輝度差分降雨特徴量と観測雨量の相関係数 
名称 降雨期間 相関係数
(全体) 相関係数
(夜間のみ)

降雨イベント1 2019/07/18 15:10 ～ 07/19 21:20 0.32 0.63

降雨イベント2 2019/08/14 09:00 ～ 08/16 06:20 0.27 0.56

降雨イベント3 2019/08/23 01:30 ～ 08/24 06:30 0.28 0.29

降雨イベント4 2019/08/30 01:50 ～ 08/80 08:40 0.71 0.70

降雨イベント5 2019/10/18 17:20 ～ 10/19 22:40 0.49 0.49

平均値 0.41 0.53

図-3 降雨時画像の 2 次元周波数解析例 
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夜間降雨ピーク
（7/18 21：30 3.5mm/10min）
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図-4 輝度差分降雨特徴量と 10 分間雨量の関係 
（降雨イベント 1） 
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ライフサイクルコストを考慮した砂防関係施設の長寿命化計画に関する提案

○星本 真秀，原田 紹臣（三井共同建設コンサルタント株式会社）

里深 好文（立 命 館 大 学）

水山 高久（京都大学名誉教授）

1, はじめに 

近年，砂防関係施設の長寿命化計画策定において，修繕

等の対策にかかるライフサイクルコストの縮減や各年の対

策に要する費用の平準化を図りつつ，確実に施設の機能を

確保していくこととなった 1), 2)．そこで，本稿では，先行研

究 3)の老朽化した施設の健全度に対する定量的な評価手法

を活用し，ライフサイクルコストを考慮した長寿命化計画

策定に関する検討手法について提案するものとする． 

2, ライフサイクルコストを考慮した検討手法の提案 

2.1 提案する長寿命化計画（年次計画）策定の流れ 

ライフサイクルコストを考慮した長寿命化経過計画策定

における劣化予測（経過年数と健全度との関係予測 2)）に

際しては，健全度として変状レベルの健全度指数 Vd
 3)（例

えば，表-1）を用いる．ここに，一般的な劣化予測に対応

させるため，健全度指数 HI (Health Index)例えば 4)として表す． 

HI = Vd_max –  Vd （1） 

なお，Vd_max は健全度指数 Vd における最大値(=100)である． 

砂防関係施設の特性や点検要領 1)に示された点検内容

（変状区分やレベル）を考慮した長寿命化計画の策定に関

する本検討の流れを図-1に提案する．図-1に示すとおり，

ライフサイクルコストを縮減させるため，健全度評価にお

いて「経過観察 2)」として評価された施設を対象に，健全

度指数HI を用いた将来における劣化予測を行い，最終的に

ライフサイクルコストが最小となる最適な対策時期につい

て検討するとした予防保全型の維持管理を基本としている．

しかしながら，これまでの砂防関係施設については，一般

的に点検の実施や予防保全措置等が十分でなく，事後保全

型の維持管理等に基づいて修繕等の対策が講じられてきて

おり，多くの「要対策 2)」施設が存在している． 

そこで，当面の対応として，これらの「要対策」施設を

対象に，これまでと同様に，健全度や保全対象との位置関

係等を考慮した対策優先順位 3)に基づいて早急に対策を講

じ，今後，順次に予防保全型に移行していくこととした． 

2.2 「経過観察」施設における対策時期決定手法の提案 

ライフサイクルコストの縮減を図った予防保全型の維持

管理に向けて，前述の健全度指数 HI と経過年数との関係 2)

予測に基づいた検討手法について提案する．ここで，一般

的に，砂防関係施設における変状は，建設当時等からの経

過年数に伴って，進行または他の変状に遷移・拡大するこ

とが知られている．一方，変状の発生に伴って，変状の進

行が鈍化または停止することも知られている．しかしなが 

表-1 砂防堰堤における主な変状に関する分析結果 3)の一例 

部 位 1) 変状レベル（概要）1) 健全度指数 Vd

本 堤

副 堤

床固工

垂直壁

天端

摩耗

鉛直方向の摩耗（深さ：１リフト程度未満）:b 32 

鉛直方向の摩耗（深さ：１リフト程度以上）:c 49 

ひび

割れ

水平方向のひび割れ（ブロック幅の 1/2 未満）:b 50 

水平方向のひび割れ（ブロック幅の 1/2 以上）:c 83 

洗掘
基礎部の洗掘（堰堤基礎面に未到達）:b 54 

基礎部の洗掘（堰堤基礎面に到達）:c 89 

漏水
部分的な漏水:b 50 

本体の広範囲にわたる漏水等:c 84 

経過観察(B)

要対策(C)

END

健全度や保全対象との位置関係等を考慮した修繕等の

対策優先順位の検討（当面の対応）

提案する評価値Vd による

定量的な健全度評価

START

対策不要（A)

健全度指数HIを用いた施設毎の劣化予測

年次計画の策定（修繕等にかかる費用の平準化等）

ライフサイクルコストの最小化となる最適な対策時期の検討

：予防保全型の維持管理

定期的な点検の実施

施工条件の確認、修繕等にかかる工事費の概算

施工条件の確認や修繕等に要する費用の算定

長寿命化計画の策定

（A)

（B)

（C)

図-1 提案する長寿命化計画策定(優先度検討等)までに関する流れ 
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ら，現在の点検要領 1)においては，点検時における変状の

進行度に対する評価が 2 段階 1)（b, c）であり，一般的に詳

細な対策時期の検討は困難であると考えられる．

そこで，これらの砂防関係施設の特性や現状を考慮した

ライフサイクルコストの基本となる劣化予測手法の概念図

を図-2 及び図-3 に提案する．ここで，ガイドライン 2)にも

示されるとおり，「経過観察」施設に要す修繕等の費用と，

大規模な修繕・改築等が必要となる「要対策」施設に要す

費用とが大幅に異なることが考えられる．そこで，現時点

で確認されている変状（ただし，「経過観察」）が将来に

亘って，現時点（tn）と同じ速度（現時点の健全度指数 HIn

と前回点検時の HIn-1 との関係）で劣化すると仮定し，「要

対策」（例えば，変状レベル c 1)）の健全度指数HIn-c’まで

の進行に要する期間（時期：tn_c’）を推定する（図-3）． 

ここで，点検要領 1)に示されている変状毎に，「経過観

察」と「要対策」の変状レベル（健全度指数 Vd 
3)）との関

係性がそれぞれ異なり，更なるライフサイクルコストの縮

減を図るため，予測する変状の進行途中において「経過観

察」から「要対策」への遷移前までに要す期間（時期：

tn’）を推定し，各評価時における修繕等に要する費用をそ

れぞれ算出する． 

なお，劣化予測に際して，評価する際に過去における複

数年の点検結果が存在する場合は，それらの結果を踏まえ

た近似曲線による予測が望まれるが，不足する場合は，現 

健
全

度
指

数
H

I

要対策

39

tn-2 tn tn'

×

現時点n-1回目点検

（前回点検）

n回目点検

（今回点検）

HIn-1

HIn

HIn-2

n-2回目点検

tn-1

0

経過年数 t（年）

t0

図-2  劣化予測手法の概念図 

健
全

度
指

数
H

I

要対策

39

tn_c'tn tn'

×

現時点

HIn-1

HIn

HIn_c'

100

tn-1

修繕（必要に応じで更

新）等に要する費用
Cn_c'

修繕等に要

する費用
Cn_b'

修繕等に要

する費用
Cn_b

t0

経過年数 t（年）

変状■の

変状レベル:b（健全度：B）

変状■の変状レ

ベル:c（健全度：C）

変状■の健全度

がB→Cへの遷移前

変状▲

図-3  各評価時における修繕等に要す費用算出の概念図 

時点（tn）の点検結果（HIn）と前回（tn-1）の点検結果（HIn-

1）との関係を用いて予測する（図-3）．ここで，ライフサ

イクルコストを最小化させるため，新たに，ライフサイク

ルコスト指数LCIを提案する． 

LCI = C /  t （2） 

ここに，C は修繕等に要する費用，t は各評価時までの経過

年数（修繕サイクル）である．なお，この LCI の最小化に

より，効率的な対策時期の設定が可能となる（図-4）． 

最後に，「経過観察」として評価された施設を対象に，

ライフサイクルコスト指数 LCI を算出し，この LCI が最小

化となる修繕等の対策時期決定の一例を，参考として表-2

に示す．なお，各施設の各時期の修繕に要する費用 C，経

過年数より，ライフサイクルコスト指数 LCI を算出し，最

小化となる対策時期をそれぞれ決定している． 
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

コ
ス

ト
指

数
L

C
I 

=
 C

/ t

tn_c'tn tn'

×

LCIn

0

LCIn'

LCIn_c'

経過年数 t（年）

図-4  効率的なライフサイクルコスト時期の概念図 

表-2 「経過観察」施設の対策時期に関する検討結果事例 

施設名

現時点 tn 
（経過観察：B）

要対策遷移前 
 tn’ （経過観察B） 

要対策時 tn_c’ 
（変状b→c） 

対策 
時期 

T 年後 
(t  - tn) Cn_b t0 - tn LCIn Cn_b

’ t0 - tn’ LCIn Cn t0 - tn_c LCIn

施設② 10 50 0.20 20 60 0.33 30 80 0.38 0 (50-50)

施設④ 2 10 0.20 5 50 0.10 20 70 0.29 40 (50-10)

施設⑧ 40 30 1.33 50 40 1.25 100 100 1.00 70(100-30)

施設n2 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

C (百万円), t0: 建設当時期(または対策時), 各評価時期  t(年), LCI（百万円／年） 

参考文献 

1) 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部：砂防関係施設点検要

領（案），2019 

2) 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部：砂防関係施設の長寿

命化計画策定ガイドライン（案），2019. 

3) 原田紹臣・小杉賢一朗・里深好文・水山高久：老朽化した砂防

関係施設の健全度及び対策優先度に関する定量的な評価手法の

提案, 河川技術論文集, Vol.21, pp.183-188, 2015. 

4) Shepard, R. W. and Johnson, M. B. : California Bridge Health Index, 

Technical Report, Caltrrans, 1998. 
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CIM モデルを用いた鋼製砂防構造物の健全度評価手法及び UAV による砂防施設の点検事例 

八千代エンジニヤリング株式会社 ○横尾公博，長塚結花，児玉龍朋，佐島裕也
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 吉川 契太郎，真野拓司，村井瞳

１．はじめに 
砂防施設は，出水や地震などの外的要因による損

傷や時間経過による劣化が生じる一方で，求められ
る機能や性能を長期にわたって維持・確保していく
必要がある．H31.3 に改訂された点検要領 1)や長寿
命化ガイドライン 2)により，砂防施設の点検を統一
した視点で実施し，適切な維持管理や長寿命化計画
の策定が求められている．

しかしながら，要領 1)では砂防施設の多くを占め
る堰堤型式であるコンクリート構造物を主な対象と
しているため，鋼製砂防施設の点検項目や変状レベ
ルの評価手法が確立されているとはいえない．
本検討では，北海道苫小牧市に位置する樽前山直

轄火山砂防流域内にある既存鋼製砂防施設２基を対
象として，3Ｄレーザースキャナを用いて対象砂防
施設 A の壁面材形状を詳細に計測するとともに，対
象砂防施設Bのアクセス困難箇所における変状レベ
ルを UAV を用いて評価した事例を報告するもので
ある．対象施設は，表１に示すとおりである．

表１  対象砂防施設 

施設 構造 堰堤長 堰堤高 竣工年

A セル/DW 570.5m 14.5m H17 
B セル/DW 234.0m 14.5m H29 

２．3D レーザースキャナを用いた鋼製砂防構造物
の詳細計測 
2.1  計測概要 

鋼製セル型砂防堰堤の
変形量を簡易的に計測す
る手法として下振り法に
よる計測があげられる（図
１）．しかし，下振り法で
はセル下端が基礎工によ
り拘束されていると仮定
した場合のたわみ幅を測
定可能である一方，セルが安定性を確保しているか
の照査をすることはできない．鋼製セル型砂防堰堤
の外殻は直線鋼矢板を千鳥状に配置することで構築
されており，鋼矢板継手部の嵌合代分の変形は生じ
うると考えられる．ここで，直線鋼矢板の幅は，1
枚当たり 500mm である一方で，鋼矢板間の継手嵌
合部を最も押し込んだ状態とすると 1 嵌合部当たり
5mm の余裕が生じ，鋼矢板の幅は 495mm となる
（図２）．すなわち，仮に変形が認められる場合でも
嵌合代の内数であれば変状レベルとしては「a:損傷
なしもしくは軽微な損傷（要領 1））」といえる．

従って，鋼製セル型砂防堰堤の健全度を評価する
ためには，その周長を計測することで，鋼矢板や継
手に変状が生じていないかを把握する必要がある．
本計測では，高精度の分解能を有する 3D レーザー
スキャナを用いて立体的な形状を計測し，3 次元モ
デルを作成することで，鋼製セル型砂防堰堤の変形
量を高精度に把握した．計測には Leica Geosystems
社製のスキャナ搭載型トータルステーションである
「MS60」を使用した．点群データは約 5mm 間隔で
取得し，同社製の測量ソフトである「Leica infinity」
を用いて取得データを点群データに変換した．変換
した点群データを「Wing Earth」を用いて樹木等の
除去を行い 3 次元モデルを作成した上で，
「AutoCAD Civil 3D」を用いて可視化及び周長の
計測を行った（図３及び図４）．可視化及び周長の計
測は，施設 A のアークセル「C3 セル上流面」と独
立した単独セル「C4 セル下流面」の２面で実施した． 

セル周長

計測位置

拡大

図３  セル周長の詳細計測概念図

図４  施設Ａにおける 3 次元モデルの作成結果

2.2  詳細計測結果 
セルの設計値（鋼矢板のかみ合わせによる幅の範

囲）と本計測でのセル周長を比較した．ここで，対
象砂防施設は，直線鋼矢板継手のかみ合わせ部の余
裕代を考慮せず，1 鋼矢板当たりの延長を 500mm
として設計・施工されている．従って，鋼矢板 1 枚
当たりの延長を 500mm とし，円周方向の列数を乗
じることで，セル周長の最大値とした．また，直線
鋼矢板のかみ合わせを最小とした場合の鋼矢板 1 枚
あたりの周長は 495mm であるため，最大値と同様
に円周方向の列数を乗じることで，セル周長の最小
値とした．すなわち，計測値が設計値（周長の最小
値～最大値）の範囲内であれば変状は生じていない
と判断することができる．施設 A のアークセル「C3
セル」と独立した単独セル「C4 セル」について，詳
細点検で得られた周長の最大値を比較した結果，限
界周長以下となったため，鋼矢板の安全性は確保さ
れていると考えられる（表２）．

図１ 下振り法による計測 

離隔を計測

図２ 継手の嵌合代 

鋼矢板嵌合代
かんごうしろ

:5mm 
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表２  ３次元モデルを用いた計測結果

セル
詳細点検による 

最大周長 

鋼矢板設計値 

(嵌合代の範囲) 

C3 セル上流面 
（アークセル）

24.988m 24.75m～25.0m 

C4 セル下流面 
（単独セル）

31.937m 31.68m～32.0m 

2.3  今後の展開 
高精度の分解能を有する 3D レーザースキャナを

用いてセル形状を計測し，設計値の範囲内であるこ
とを確認することができた．したがって，対象とし
た砂防施設の現在の変形は，壁面材の変状（延伸や
継手の破損等）によるものではなく，嵌合代によっ
て，変形が生じたものと考えられる．一方で，本計
測手法では，周長の計測が可能であるものの，部材
1 枚ずつの変状は測定することができない．このた
め，計測機器による調査のみではなく，巡視や定期
点検による目視確認を実施することで，機能及び性
能の低下現象を把握することが望ましい．また，下
振り法による壁面材の最大変形量計測結果と，本計
測による変形量を比較した結果，誤差±5cm 程度で
あり，下振り法によっても変形量(下端からのたわみ
幅)を把握可能であることが明らかとなった．このこ
とから，より簡便な手法である下振り法を用いて経
年的な変状を把握することも有益と考えられる．
３．UAV を用いた点検調査 
3.1 調査概要 
対象砂防施設 B の水通し天端は，中詰め材の保護

を目的として天端コンクリートが施工されている．
天端コンクリートの変状は，中詰め材の流亡につな
がる恐れがあることから，変状レベルを把握するこ
とが求められる．しかしながら，施設 B の水通し天
端と袖部天端との比高差は 6m 程度あり，昇降用の
設備が設けられていないことから，袖天端から水通
し天端へのアクセスが容易にできない状況にある
（図５）．要領 1)及びガイドライン 2)によれば，「ア
クセスの困難や危険が伴う場所等における点検にあ
たっては，UAV 等の活用により作業の効率化及び安
全性の向上を図ること」が示されている．従って本
調査では，UAV を活用した点検調査を行うことで，
アクセス困難箇所における変状レベル評価を試みた．
なお，UAV は DJI JAPAN(社)製の「Phantom4
pro」を用いた．

図５ 対象砂防施設 Bの平面及び正面写真 
3.2 調査結果と今後の活用事例 
対象砂防施設Bの水通し天端コンクリートについ

て，UAV を用いて空撮点検を実施した結果は表３に
示すとおりである．天端コンクリートの点検項目は，

「ひび割れ・摩耗・目地の開き・沈下」の４項目と
した．また，その他の点検項目として，水たまりが
認められた箇所については凹地として評価した．結
果として，拡大写真①に示すように目地の開き及び
段差が認められた．しかしながら，開きの幅や段差
の高さを空中写真から評価
することは困難であった．また，摩耗については，
空中写真からその変状レベルを定量的に評価するこ
とは困難であった．一部では凹地によると考えられ
る水たまりが認められた．

表３ UAV を用いた点検結果

セルNo.

※□：拡大範囲

ひび割れ 摩耗 目地の開き 沈下 凹部

無し - 有り 無し 有り

UAV空撮
点検結果

全　　景

拡
大
写
真

余　　白

コンクリート その他

C3セルの空中写真

flow

①

目地部の開き・段差 凹部（水たまり）

②

４．おわりに 
3D レーザースキャナを用いた点検では，高精度

の計測機器により壁面材形状の詳細な計測を実施し
た．本計測では，点群データの計測間隔を 5mm と
したが，1 面：280m2（高さ 11m，円弧長 25.5m）
を計測するのに約 1 日の時間を必要とした．今後，
同手法を他施設や他の部位に適用するにあたっては
計測時間が課題となる可能性がある．このため，点
群データの計測間隔は，変状の評価が可能なように
精度を確保しつつ，効率的に計測を実施しうる間隔
とすべきである．また，樹木等を事前に伐開する必
要があるため，調査箇所については,進入路や土地の
利用状況を事前に確認することが望ましい．
アクセスが困難な水通し部の天端コンクリートに

対して UAV による空中写真を活用した点検を実施
した結果，定性的な変状（沈下，ひび割れ，目地の
開き）は確認可能であり,アクセス困難箇所における
点検作業の効率化及び安全性の向上を図ることがで
きた．一方で,定量的な評価については空中写真から
3次元化を試みる等の試行錯誤を行ったが,有益な結
果は得られなかったため,今後の検討課題としたい． 
参考文献； 
1)砂防関係施設点検要領（案）H31.3 国土交通省砂防部保全課

2)砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）H31.3
水管理・国土保全局砂防部保全課

アクセス困難箇所（約６m）

① ② 
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３次元モデルを活用した法枠工の出来形管理 

日特建設株式会社 ○藤田哲、蔵谷樹 

1. はじめに

近年、工事に従事する作業者の減少が社会問題となっており、生産性や安全性の向上を目指し国土交通省を中心に

ICT の活用が推進されている。法面工事においても例外ではなく、従来からのロープにぶら下がり巻尺等を使用した出

来形計測作業には少なからず危険が伴い、安全性の確保、効率化を目的に TS、UAV、レーザースキャナ等の様々な 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 次元モデルの 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 1), 2)。現在、ICT 活用は土工については本格的に運用されているも

のの、法面工事における事例は少ない。本報告では、吹付法枠工を対象とした ICT 活用工事現場において、UAV、地

上型レーザースキャナ、ハンディスキャナによる測量を行い、使用機器の違いによる 3 次元モデル上の寸法精度を比較

検証した。また、計測者の違いによる測定誤差、計測手法毎の歩掛りの比較について報告する。

２．試験の概要および実施方法 

対象とする法枠は国土交通省関東地方整備局相武国道事務所発注の

H30 吉野地区（その 3）工事（神奈川県相模原市）で、3 段の既設法枠

の上部に法長 10m 前後、法勾配 45°の 2 段の法枠工を施工している。仕

様は法枠工枠断面 300mm×300mm、枠間隔 1500mm、交点に補強土工を

併用している。面積は上段 618m2、下段 798m2、梁延長は上段 935m、

下段 1146m である。UAV 写真測量には、Mavic Pro（DJI 社製）で、搭

載カメラ（横×縦：4000×3000 画素）を使用した。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。撮影は、以下の CASE1～CASE3 の 3 つの条件で

手動により行い、撮影した画像から写真測量ソフトウェア

（Pix4Dmapper）により 3 次元モデルを作成した。

CASE4 は地上型レーザースキャナ（S350 FARO 社製）を使用し、上

段と下段の間の小段で 2 箇所、下段の仮設ステージで 4 箇所、下部の道

路待避所で1箇所計測を行った。 

CASE5 は手持ち測定が可能なハンディスキャナ（VLP-16 Velodyne
社製）を使用して、法枠上段の小段及び下段の仮設ステージ（幅 4.5m,

延長 60m）を歩き計測を行った。

・CASE 1  UAV写真測量 距離：10m、撮影方向：法面に垂直（-45°）
撮影枚数：318枚、点群総数：24,425,586点

・CASE 2  UAV写真測量 距離：20m、撮影方向：法面に垂直（-45°）
撮影枚数：138枚 、点群総数：6,487,456点

・CASE 3  UAV写真測量 距離：20m、撮影方向：上面から下向き（-90°） 
撮影枚数：100枚、点群総数：4,590,205点

・CASE 4  地上型レーザースキャナ計測 7 ショット、点群総数：43,747,501 点

・CASE 5  ハンディスキャナ計測  2 ライン：本体 30°傾斜、歩行速度：0.8m/秒、点群総数：4,452,611 点

得られた3次元モデルについて、以下の項目について寸法を測定して精度を評価し、適用性を検討した。3次元モデル

上での寸法値の読み取りには点群処理ソフトCloud Compare V2.10.2を使用した。

2.1 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、幅・高さの管理項目がある。本試験ではその 1 つである枠の

中心間隔について、上段法枠 9 箇所、下段法枠 10 箇所の 19 箇所の縦横の枠間隔の現場計測値と比較を行った。

2.2 計測者の違いによる測定値の比較 

図－１ CASE1 におけるのり枠間隔計測結果 

写真－１ 地上型レーザースキャナ計測状況 
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 点群表示ソフト上で法枠の端部の点群の中から任意の点を選択し、個

人差の度合いの検証を行う。3 人の計測者により Cloud Compare で枠の

中心間隔（縦横 1 組×19 箇所）を計測し記録し、CASE1～CASE3 の写

真測量における三者のデータ比較を行った。 

2.3 各種計測手法による歩掛りの比較 

 各種計測手法において、法枠の出来形計測に関わる作業の所要人数と

計測精度の評価の比較を行った。 

３．結果及び考察 

3.1 法枠中心間隔の計測結果 

法枠中心間隔を対象としたUAV写真測量による計測結果を図－1に示す。

写真測量での計測誤差は、法面に正対方向の撮影条件では撮影距離10mの

CASE1で現場実測値との差分の絶対値平均が7.3mm（0.49%）、撮影距離20m
のCASE2では17.4mm（1.16%）であった。また、上面から下向きに20m離

れで撮影したCASE3は31.8mm（2.12%）であった。横梁下端の点群が不明

瞭となり任意の点を選択しにくいのがCASE1、CASE2に比べ誤差の大きい

要因の一つであると考えられる。また、CASE4の地上型レーザースキャ

ナ計測（写真－1）では現場実測値との差分の絶対値平均が5.9mm（0.40%）

とUAV写真測量に比べ高精度となった。一方、CASE5のハンディスキャナ

計測（写真－2）では絶対値平均が14.2mm（0.95%）と写真測量と比べて

精度が落ちる結果となった。ハンディスキャナ計測画面を図－2に、CASE1、
CASE4、CASE5の枠中心間隔の現場実測値との差を表したグラフを図－3
に示す。

3.2 計測者の違いによる測定誤差

CASE1～CASE3 において 3 人がそれぞれ Cloud Compare 上の画面を拡

大し、巻尺の計測位置に近い任意の点群を選択し、各 38 データの現場実

測値との比較を行った。現場実測値と各モデル間での三者の各測定値の最

大差の絶対値平均はCASE1で14.9mm（1.00%）、CASE2で23.6mm（1.58%）、

CASE3 で 40.1mm（2.68%）となり、3 次元モデルの精度や出来ばえが低

いほど計測誤差は増す傾向が認められた。

3.3 各種計測手法による歩掛りの比較 

従来のロープワークによるテープ測量と UAV 写真測量やレーザース

キャナ計測に代表される多点計測技術との所要人数の比較を表－1 に

示す。施工面積などの現場条件の違いに左右されるが、従来測量に比べ

4～5 割の省力化となると考えられる。

４．まとめ 

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、そして撮影方向が正面からのほうが上面

から下方に比べて精度が良くなることを確認した。地上型レーザースキャナは今回のような法面に小段やステージがあ

る条件では精度も高く有効である。ハンディスキャナ計測は手軽に行なうことが出来るが、点群データの出来ばえにお

いて点群に実色が無く任意の点を選択しにくい。また、点群総数も少なく精度が落ちるので出来形計測よりはUAVの飛

行が難しい現場での概略数量の把握に適していると言える。 

工事完成時に要求精度を満たした3次元モデルを作成することは、計測誤差を少なくした出来形確認、完成検査への

対応が現場で実測することなく安全に行うことができ、省力化にもつながると考えられる。今後も多様な条件の法面工

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。本研究にあたり、国土交通省関東地方整備局相武国道事務

所、株式会社ヤマイチテクノ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・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. 

2）藤田・宇次原ほか,法面における３次元モデルの施工管理及び維持管理への活用,土木学会全国大会講演集（DVD）, 2019

写真－２ ハンディスキャナ計測状況 

図－３ 枠中心間隔の現場実測値との差 

項目 従来測量 写真測量 レーザー ハンディ
準備工 2 1.5 1 1
測量 4 1 1 0.5
データ作成 0.5 0.5 0
出来形資料作成 1 1 1 1
精度 - 〇 ◎ △

計 7 4 3.5 2.5

図－２ ハンディスキャナ計測結果 

表－１ 計測方法による所要人数比較（人）
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鋼製砂防構造物に関する点検手法及び健全度評価結果について

八千代エンジニヤリング株式会社 ○長塚結花，横尾公博，児玉龍朋，関基
国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 吉川契太郎，真野拓司，村井瞳

１．はじめに
砂防施設は，出水や地震などの外的要因による損傷

や時間経過による劣化が生じる一方で，求められる機
能や性能を長期にわたって維持・確保していく必要が
ある．平成 30 年度に改訂された点検要領 1)や長寿命化
ガイドライン 2)により，砂防施設の点検を統一した視点
で実施し，適切な維持管理や長寿命化計画の策定が求
められている．

しかしながら，要領 1)では砂防施設の多くを占める型
式であるコンクリート構造物を主な対象としているた
め，現状では鋼製砂防施設の変状レベル評価や健全度
評価の手法が確立されているとはいえない．

本検討では，北海道苫小牧市に位置する樽前山直轄
火山砂防流域内にある既存鋼製砂防施設（計 9 基）を
対象として，変状レベル評価・健全度評価を実施した
結果を報告するものである．

点検対象施設は，現地発生土砂を中詰めした鋼製セ
ル型砂防堰堤（セル），鋼製ダブルウォール型砂防堰堤
（DW），越流部をセルで非越流部を DW で構成してい
る砂防堰堤（セル/DW）の 3 種類である（表 1）．本対
象施設は，火山泥流対策であり，既往実績によると平
常時に大きな外力は作用していないという特徴にある．

表１ 点検対象砂防施設

No 構造 堰堤長 堰堤高 竣工年

1 セル/DW 187.5m 6.5m H19

2 DW 76.5m 4.5m H22

3 セル/DW 95.9m 5.0m H22

4 DW 45.9m 4.5m H21

5 セル/DW 176.6m 6.0m H21

6 セル/DW 570.5m 14.5m H17

7 セル/DW 480.1m 14.5m H14

8 セル 342.6m 14.5m H27

9 セル 234.0m 14.5m H29

２．点検手法及び変状レベル評価
2.1 点検項目及び点検手法

鋼製砂防施設の点検項目及び点検手法は，同流域内
で過年度に行われている定期点検項目 3)に倣って実施
した．具体的な点検項目は，表 2 に示す事項である．
また，本点検は定期点検と位置づけ，目視または検測
ポールやコンベックス等を用いた簡易な計測を主とし
て実施した．
2.2 変状レベル評価手法の検討

本検討では，各点検項目に対して，鋼製砂防施設で
認められる損傷等の変状レベル評価の評価基準を設定
した．変状レベル評価の基準を設定するにあたっては，
点検項目毎に設定根拠を明確化させたうえで，次の 4
種類に区分した（表 2）．特に分類 4 については，本変
状の進行により，泥流発生時に砂防施設の機能や性能
が確保可能であるか否かという点に着目して設定して
いる．例えば天端コンクリートの摩耗やひび割れは，
水通し天端上を泥流が流下した場合，中詰め土砂の吸
い出しや流出が起こるかという観点で設定した．また，
「壁面材の変形」については，詳細点検（別途発表）
の結果及び、鋼材を用いた維持管理マニュアル 4)を準用
して設定した．
1. 点検要領（案）に準拠して評価基準を設定した点

検項目．
2. 点検要領（案）のうち，他形式の基準を準用して

評価基準を設定した点検項目．
3. 定期点検や詳細点結果を踏まえて評価基準を設定

した点検項目．
4. 各調査項目の機能・性能に着目して評価基準を設

定した点検項目．
なお，変状レベル評価は，要領 1)で示されている「a:

損傷なしもしくは軽微な損傷，b:損傷があるものの現時
点での対策は必要なし，c:損傷があり当該部位の性能上
の安定性や強度の低下が懸念される状態」の考え方に
準拠した．

表２ 点検項目毎の変状レベル評価設定根拠

変状レベル：a 変状レベル：b 変状レベル：c

沈下 沈下なし、もしくは軽微な沈下 沈下により壁面材の内側が部分的に露出 沈下により壁面材の内側が完全に露出 4 泥流発生時の壁面材の折れや破損に着目して設定

摩耗 摩耗なし、もしくは軽微な摩耗 鉛直方向の摩耗深さがコンクリートの高さ程度未満 鉛直方向摩耗深さがコンクリートの高さ 程度以上 4 中詰め土砂の流亡に着目して設定

ひび割れ ひび割れなし、もしくは軽微なひび割れ ひび割れはあるが、中詰め材の流出なし 水平方向ひび割れによって、中詰め材の流出が生じている 4 中詰め土砂の流亡に着目して設定

目地の開き 目地の開きなし、もしくは軽微な開き 目地の開きはあるが、中詰め材の流出なし 目地の開きによって、中詰め材の流出が生じている 4 中詰め土砂の流亡に着目して設定

沈下 沈下なし、もしくは軽微な沈下 沈下により壁面材の内側が部分的に露出 沈下により壁面材の内側が完全に露出 4 泥流発生時の壁面材の折れや破損に着目して設定

摩耗 摩耗なし、もしくは軽微な摩耗 鉛直方向の摩耗深さがコンクリートの高さ程度未満 鉛直方向摩耗深さがコンクリートの高さ 程度以上 4 中詰め土砂の流亡に着目して設定

ひび割れ ひび割れなし、もしくは軽微なひび割れ ひび割れはあるが、中詰め材の流出なし 水平方向ひび割れによって、中詰め材の流出が生じている 4 中詰め土砂の流亡に着目して設定

天端盛土
沈下 沈下なし、もしくは軽微な沈下 沈下により壁面材の内側が部分的に露出 沈下により壁面材の内側が完全に露出 4 泥流発生時の壁面材の折れや破損に着目して設定

壁面材 摩耗・腐食 摩耗なし、もしくは軽微な摩耗 鋼材の摩耗の進行が確認される場合 鋼材の余裕しろがない 3 定期点検・詳細点検結果から設定

変形 変形なし、もしくは最大水平変位が堤高の2%未満 最大水平変位が堤高の2%以上6%未満 最大水平変位が堤高の6%以上 3 定期点検・詳細点検結果、別基準4)から設定

破損 破損なし、もしくは軽微な破損 部分的な破損、断面の欠損がみられる 壁面材の一部が破壊・損壊している 4 中詰め土砂の流亡に着目して設定

継手の開き 継手の開きなし 開口はあるが、中詰め材の流出が認められない 開口があり、かつ中詰め材の流出が認められる 4 中詰め土砂の流亡に着目して設定

漏水 漏水なし、もしくは軽微な漏水 部分的に漏水している
広範囲にわたる漏水、基礎底面部からの漏水、両岸地山と砂防
設備の境界面からの漏水 2 点検要領（コンクリート堰堤 本体漏水）を参考に設定

吸い出し防止
材

変状なし、もしくは軽微な変状
吸い出し防止材の変状により、中詰材に若干の流出が局所的に
認められる

中詰材の多量の流出がいたるところで認められる 4 中詰め土砂の流亡に着目して設定

破損 破損なし、もしくは軽微な破損 部分的な破損、断面の欠損がみられる 水抜き暗渠の一部が破壊・損壊している 4 上流への湛水・中詰め土砂の流亡の着目して設定

土砂堆積 土砂堆積なし 土砂堆積によって断面が減少（概ね25％以下） 土砂堆積によって断面が減少（概ね25％以上） 2 点検要領（集水井工 集水管の閉塞）を参考に設定

流出 流出なし、もしくは軽微な流出 移動・ずれの変状がみられる 流亡している 4 基礎地盤の洗掘に茶目して設定

沈下 沈下なし、もしくは軽微な沈下 沈下が護床ブロックの基礎面に達していない 沈下が護床ブロックの基礎面に達している 4 基礎地盤の洗掘に茶目して設定

摩耗 摩耗なし、もしくは軽微な摩耗 摩耗が水叩きの基礎面に達していない 摩耗が水叩きの基礎面に達している 1 点検要領（水叩き 摩耗）

ひび割れ ひび割れなし、もしくは軽微なひび割れ ひび割れがブロックの幅もしくは高さの概ね1/2程度未満 ひび割れがブロックの幅もしくは高さの概ね1/2程度以上 2 点検要領（コンクリート堰堤 本体ひび割れ）を参考に設定

河道
洗掘 変状なし、または軽微な洗掘 洗掘が護岸の基礎面に達していない 洗掘が護岸の基礎面に達している 2 点検要領（渓流保全工 洗掘）を参考に設定

土砂堆積 変状なし、または軽微な土砂等の堆積 一部に土砂が堆積しているが、溢水はない状態 土砂等の堆積によって、溢水している 2 点検要領（水路工 水路の土砂等の堆積）を参考に設定

護岸
護岸の変状 変状なし、または軽微な変状 該当なし 変状が生じている 2 点検要領（渓流保全工）を参考に設定

安全対策
施設

腐食・損傷
変状なし、または損傷・変形、腐食・劣化はあるが使用可
能

該当なし
損傷・変形、腐食・劣化によって使用できない、または機能してい
ない 1 点検要領（安全設備）

道路法面状況 変状なし 軽微な損傷はあるが、車両通行への影響はない 法面上に変状が生じており、安全な車両通行が困難である 4 道路の車両通行に着目して設定

渓流横過部状況 変状なし 一部に土砂が堆積しているが、溢水はない状態 土砂等の堆積により、路面上に溢水している 2 点検要領（集水井工 集水管の閉塞）を参考に設定

周辺の法
面

変状
変状なし、または軽微な損傷はあるが表土の風化・侵食・崩壊の
拡大防止が図れている

該当なし 斜面上に変状が生じている 2 点検要領（山腹工の損傷）を参考に設定

魚道 摩耗 変状なし、または軽微な磨耗 磨耗が基礎面に達していない 磨耗が基礎面に達している 2 点検要領（渓流保全工 摩耗）を参考に設定

土砂堆積 変状なし、または軽微な土砂等の堆積 一部に土砂が堆積しているが、魚道機能に影響は生じていない 土砂等の堆積によって、魚道の機能に影響が生じている 2 点検要領（水路工 水路の土砂等の堆積）を参考に設定

設定根拠
変状レベル評価の基準 点検基準

根拠の分類

維持管理
用道路

護床ブ
ロック

水抜き暗
渠

調査項目 点検事項
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2.3 変状レベル評価結果
表 2 に示した変状レベル評価基準に基づいて，対象 9

施設の点検・変状レベル評価を行った．変状レベル評
価は，部位毎の評価を行う前に，点検項目毎に実施す
ることとした．点検項目別の変状レベル評価結果は，
表 3 に示すとおりである．

変状レベル b 評価が確認された箇所は，水通し・袖
天端で 11 箇所と多く，「沈下」や「コンクリートのひ
び割れ」及び「目地の開き」が項目として挙げられる．
壁面材では，中詰め土砂の流出はないものの「継手の
開き」が 3 施設で確認された．変状レベル c 評価は，
安全対策施設の損傷のみであり，砂防施設本体に関わ
る変状は確認されなかった．

表３ 変状レベル評価結果

沈下 a b a a a - b - -

摩耗 a a a a a - - - -

ひび割れ b a b a b - - - -

目地の開き b a b a b - - - -
袖部 沈下 b a b a

摩耗 - - a a

ひび割れ a - - a a
天端盛土 沈下 b a a a a

摩耗・腐食 a a a a a a a a a

変形 a a a a a b a a a

破損 a a a a a a a a a

継手の開き a a b a a b a b a

漏水 a a a a a a a a a

吸い出し防止材 a a a a a

破損 a a

土砂堆積 b a

流出 a - - a a

沈下 a - - a a

摩耗 a - - a a

ひび割れ a - - a a
共通 洗掘 a a a a a a a a a

土砂堆積 a a a a a a a a a
護岸 護岸の変状 a - a - a
安全対策施設 腐食・損傷 a a a a a c a a

道路法面状況 a a a a a a a a a
渓流横過部状況 a

周辺の法面 変状 a a a a a a a a a
魚道 摩耗 a

土砂堆積 a

5 6 7調査項目
施設No

点検事項
1 2 8 9

本体及び
袖部

前庭部

水通し天
端

天端コンクリー
ト

天端コンクリー
ト

壁面材

水抜き暗渠

護床ブロック

3 4

河道

維持管理用道
路

変状レベル：a 変状レベル：b 変状レベル：c 点検困難箇所

３．健全度評価
3.1 健全度評価の考え方と結果

要領 1)によれば，砂防施設の健全度評価は，部位ごと
の変状レベルを評価した上で，流域や施設周辺の状況
も踏まえ，総合的に健全度を評価するものである．例
えば，砂防堰堤では，本堤基礎，水通し部，本体，袖
部，前庭部の部位に区分して，それぞれの部位（水通
し天端，袖天端，壁面材，水抜き暗渠，前庭部，付帯
構造物）の変状レベルを評価した上で，当該砂防堰堤
の総合的な健全度を評価する．

上記を踏まえ，本検討での対象とする鋼製砂防施設
の健全度は，次の手順で評価した．①点検項目別の変
状レベル評価のうち，最も危険側の結果を部位の変状
レベルとして評価．②部位の変状レベル評価のうち，
砂防施設本体（主要構造形式）の変状レベルを図 1 の
フローに従って評価．③施設周辺の状況を整理．④上
記の①～③を総合的にとりまとめて，砂防施設の健全
度を評価．（①～④は図 2 中の数字と一致）

No

No

No現状では損傷等が拡大・進行していない、あ
るいは軽微な補修で機能回復が可能であり、
対策（詳細点検等）は不要である。

変状レベル a 変状レベル b 変状レベル b- 変状レベル c

定期巡視点検・臨時点検 定期巡視点検・臨時点検 定期巡視点検・臨時点検 詳細点検など

Yes

当該部位に損傷（変形、破損、沈下、継
手の開き等）が発生しているが、問題とな
る性能の劣化が生じていない。

Yes

Yes

S T A R T

損傷は発生していない、もしくは軽微な損傷
が発生しているものの、当該部位の性能の劣
化が認められない。

図１ 主要構造形式変状レベル評価 検討フロー

健全度評価は要領 1)で示されている「A：対策不要，
B：経過観察，C：要対策」に準拠して評価することと
した．健全度評価の結果，評価 A が 6 基，評価 B が 3
基となった（表 4）．具体的な実施例として，施設 No.3
の健全度は，図 2 に示すとおりである．

表４ 健全度評価結果
健全度 基数 該当施設 No

A：対策不要 6 基 No.1,2,4,5,7,9

B：経過観察 3 基 No.3,6,8

C：要対策 0 基 ―

図２ 健全度評価検討例（施設No.3）
3.2 健全度 B 評価施設の整理

砂防施設の健全度を B（経過観察）と評価した砂防
施設は，No.3,6,8 の 3 施設である．当該施設で共通し
て確認された変状としては，砂防施設本体壁面材の「継
手の開き」である．今年度の点検時においては，確認
された開きから中詰め土砂の流出は認めらなかったた
め，現状では中詰め土砂の流出に伴う砂防施設の機
能・性能の劣化は起きていないものと考えられる．

一方で，当該砂防施設は中詰め土砂の重量で安定性
を確保している砂防施設である．そのため，「継手の開
き」が進行し，中詰め土砂が流出した場合は，砂防施
設の安定性に必要な自重が確保されず，発災時に機能
や性能を損なう恐れがある．以上のことから，「壁面材
の開き」が変状レベル評価 b の施設については，健全
度 B と評価し，「継手の開き」の経年的な変化や中詰め
土砂の流出状況を確認することが望ましい．
４．おわりに

本検討では，鋼製砂防施設に対して，砂防施設の機
能や性能の劣化現象を考慮した上で，変状レベル評価
の基準を設定した．また，各砂防設備の健全度評価を
行うことで，健全度評価のプロセスを明らかとし，今
後経過観察していく項目について整理した．

対象砂防施設は，平常時に大きな外力が生じていな
いことから，変状と竣工からの経過年数や施設規模と
の関係に特徴的な傾向は確認されなかった．そのため，
引き続き本流域での点検データを蓄積するとともに，
全国の同様な形式の砂防施設点検状況や変状レベル評
価の基準・健全度評価の考え方を整理し，鋼製砂防施
設の点検や長寿命化計画を検討する上での課題や方針
を整理することが望ましいといえる．
参考文献；
1)砂防関係施設点検要領（案）H31.3 国土交通省砂防部保全課
2)砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）H31.3

水管理・国土保全局砂防部保全課
3) 火山砂防地域における鋼製砂防構造物の点検調査及び変状レベル
の評価手法 H30 年度 砂防学会研究発表会

4) 主に鋼材を用いた砂防施設の維持管理マニュアル R01.12.25
（一財）砂防フロンティア整備推進機構

点検項目毎 部位単位

沈下 a
摩耗 a

ひび割れ b
目地の開き b

袖天端 土砂(盛土) 沈下 a a
摩耗・腐食 a

変形 a
破損 a

継手の開き b
漏水 a

吸出し防止材の変状 a
洗堀 a

土砂堆積 a
護岸の変状 a a
腐食・損傷 a a
道路法面状況 a a
変状 a a周辺の法面

施設周辺の状況（参考） 本流域は二次泥流の発生が想定されており、砂防堰堤3基で概成となる計画である。

施設の健全度

施設健全度の考察 施設の総合評価

今年度の定期点検では、天端コンクリートのひび割れや目地の開き、継手の開きが認められた。
これらの変状のうち、継手の開きはセル・DW部ともに確認され、現時点では中詰め土砂の流出は確認されていな

いものの、本変状が進行した場合は中詰め土砂が流出し、砂防設備の機能や性能を損なう恐れがあることから、健
全度評価を「Ｂ：経過観察」とした。

B

共通

河道 a

護岸

安全対策施設

維持管理用道路

本体及び
袖部

壁面材 b

鋼製
砂防
堰堤

水通し天
端

コンクリー
ト b

構造
形式

調査項目 点検事項

変状レベル

主要構造形式（鋼製砂防堰堤）の変状レベル評価フロー

※注：判定が不明の項目（点検困難箇所等）は評価から除外

No

No

No

c 当該部位に損傷が発生しており、性能上の安定性や強度の低下が懸念されるため、対策が必要である。

a 軽微な損傷が発生しているものの、損傷等に伴う当該部位の性能の劣化が認められない。

b
b 当該部位に損傷が発生しているが、問題となる性能の劣化が生じていない。

b- 現状では損傷等が進行していないため、対策は不要と判断するが、今後も損傷等を経過観察する必要がある。

定期巡視点検・臨時点検 定期巡視点検・臨時点検 詳細点検など

変状レベル 損傷等の程度 変状レベル評価

現状では損傷等が拡大・進行していない、あるい
は軽微な補修で機能回復が可能であり、対策
（詳細点検等）は不要である。

Yes

変状レベル a 変状レベル b 変状レベル b- 変状レベル c

定期巡視点検・臨時点検

Yes

当該部位に損傷（変形、破損、沈下、継手の開き
等）が発生しているが、問題となる性能の劣化が
生じていない。

Yes

S T A R T ■変状レベル評価の選定根拠
本施設では、水通し天端コンクリートや本体壁面材に継手の開きが認められた。

現状では、天端コンクリートや継手から中詰め土砂の流亡は認められない。ただし、
継手の開きの変状が進行した場合は、中詰め土砂が流亡し、砂防設備の機能や性
能を損なう恐れがあることから、主要構造形式の変状レベルを【b評価】とした。

損傷は発生していない、もしくは軽微な損傷が発生し
ているものの、当該部位の性能の劣化が認められな
い。

①
②

③

④
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航空レーザ測深を活用した新たな河川管理手法の事例報告 

中日本航空株式会社 ○宮下大明，宮山智樹，高橋弘，西村健児，野々山善行

1. はじめに

近年、航空レーザ測深（Airborne LiDAR 
Bathymetry）（以下、「ALB」という）が普及し

はじめており、砂防、河川、海岸等の各方面で

の利活用が進んでいる。ALB による計測は、緑

色レーザパルスにより、陸域・水域両方の三次

元点群データを同時取得する事を可能とし、高

効率かつ安全に地形データを取得できる。ALB
による三次元データは、地形変化や土砂移動等

の監視への利活用に適しており、生産性の向上

が期待されているシステムである。

本稿では、事例が少ない二級河川において、

ALB による新たな河川管理手法の事例につい

て報告する。

2. ＡＬＢによる地形データの取得

2.1 ＡＬＢシステム

太田川の ALB 計測では、表１の計測諸元に設定した。本作業では、緑色レーザパルスのほかに、ビーム広がり角

が狭く陸域地形の再現性が優れている近赤外レーザパルスも同時照射し、品質向上を図っている。

項目 設定諸元 備考 使用機器
搭載航空機 AS350B(AS 社) 回転翼機 

ALB 計測システム 
SAKURA-GH 

（RIEGL 社 VQ-880-GH 搭載） 
最大測深 1.5 セッキ 

データ記録方式 波形記録方式

レーザ製品分類 Laser Class 3B JIS C 6802 (2005) 
レーザパルス

発射回数

緑色レーザパルス 550,000Hz

近赤外レーザパルス 145,000Hz

ビーム広がり角 
緑色レーザパルス 1.3mrad ビーム広がり角 

近赤外レーザパルス 0.2mrad 

レーザスキャン角度 ±20°（全角 40°） スキャン幅約 442m

対地飛行速度 約 100km／h 

対地飛行高度 約 610m 計測基準面より 

計測点密度 

（計測単コース当り） 

緑色レーザパルス 26 点／m2 

近赤外レーザパルス 5 点／m2 

計測コース間重複度 50％ コース間隔約 221m

2.2 地形データ取得における留意点 

 緑色レーザパルスによる水域地形の取得可

能深度は、計測時の水質状況が重要な要素と

なる。取得深度状況を把握するため、計測時期

に同期した水質調査（表２参照）を実施した。 
また、河口部は感潮域のため、欠測率の低下

対策として干潮時計測となるよう配慮する必

要があった。

2.3 三次元点群データの取得 

計測範囲は約 10km2 であったが、２フライトで完了した。取得点密度は 25cm 格子間隔内に１点以上の取得（平

均欠測率 2.33%）ができており、高密度計測が実現できた。

また、調整用基準点による絶対標高の精度確認において、標

準偏差が 0.02m であり高精度計測も実現できた。 
水底地形は光の特性（水中は空中より速度が遅延する・入

射角が傾斜した場合は光路が水面で屈折する）を考慮した補

正処理が必要となる。この補正処理により、水面下河床等の

三次元計測データが正しい水平位置および高さとなる。

図２ 現地計測箇所 

（静岡県太田川） 

表１ ＡＬＢシステムの諸元 

図１ レーザパルスの違い 

凡 例

：計測範囲

表２ 水質調査結果 

図３ 屈折処理補正例 

凡 例

：地形データ（補正前）

：地形データ（補正後）

AS350B 

VQ-880-GH 

背景：地理院地図
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3. ＡＬＢデータの利活用

3.1 主題図の作成（データの面的利活用）

ALB データの処理完了後、河川管理分野におけるレーザデータの利活用を検討し、図 4 に示す主題図を作成し

た。主題図の作成にあたり、都市計画データを借用し、図面に反映させた。オルソ図の背景に使用した写真画像は、

航空レーザ計測時に同時取得する数値写真を用いている。搭載しているカメラは、対地高度に依存するが、最大 5cm
程度の解像度で写真画像を作成することができる。標高段彩図は河川と堤防、堤内地標高の関係性を視覚的に把握

できるように工夫した。また、河川中心線と横断測線も図示した。

3.2 縦横断図の作成（データの線的利活用） 

ALB 計測で取得した陸域・水域一体の地形デ

ータから横断図を作成した。さらに作成した横

断図より、必要な縦断情報を抽出し、縦断図を

作成した。横断図作成では変化の無い構造物は

過年度横断図から複写し、現況地形の再現性が

高い横断図を作成した。

3.3 三次元ビューワの整備 

ALB 計測データを誰もが容易に閲覧・編集 
できるように三次元ビューワソフトを導入し

た。導入ソフトは、インストール不要であるこ

とや、発注者側で las や txt などの点群データ、

tiff(tfw)などの一般的な画像データや、各種災

害履歴等のデータベースも取り込めるのが特

徴である。これにより、１業務の成果ビューワ

としてではなく、水系の河川管理として利活用

の高いビューワソフトとなった。

4. 課題

本計測は、一部の深い箇所等で水域地形が欠測と

なった。ALB 計測では、全ての水域地形を取得する

ことは困難であるため、ラジコンボート型ナローマ

ルチビーム測深による補備測量を実施した。ラジコ

ンボート型による測深は、水浅部の計測が可能であ

ることや、陸上操作による安全面の確保、大型計測機

材に対して安価であることがメリットである。

今後は欠測箇所の補備測量や、用地情報の取得も考慮して、航測業者と地元実測業者による連携が必要と考える。

三次元ビューワを活用した複数業者の連携により、河川管理に重要となる河川基準点や用地管理、災害対応等にも

発展させ、河川管理の高度化に寄与していくことが重要である。

５．おわりに 

今後、ALB 計測の需要はさらに普及し、国土交通省発注の河川定期縦横断測量にも適用されていくものと考えら

れる。また、本事例は河川管理への活用であるが、砂防分野においても適用可能であり、三次元データを活用した

土砂変動地形変化の監視のほか、砂防施設周辺の地形変化特性の把握、堰堤の堆砂管理（空き容量状況の確認）、ICT
工事等の施工前地形データとしても有効活用できるため、適用検討も進めていく予定である。最後に本報告は、静

岡県袋井土木事務所発注の計測データを利用させていただいた。ここに記して謝意を表します。

横断図 縦断図

図６ 三次元ビューワ例 

断面表示（点群重ね） データベース表示 

凡 例 ：H30 横断測線  ：ラジコンボート型による測深データ

：水底地形欠測範囲 

図７ ラジコンボート型による測深データ例 

オルソ図 標高段彩図 

図４ 主題図例 

図５ 縦横断図作成例 
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砂防関連施設データの標準化および即時的共有化 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 中谷洋明、金澤瑛 

株式会社パスコ ○照沼利浩、本田健、新藤建司、森弘慎治、福田英司

1. はじめに

国土交通省では、大規模災害発生時に地方自治体を

支援するため、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を

派遣している。TEC-FORCE の迅速な展開のためには、

発災状況の早期把握と併せて、都道府県が所管する砂

防関連施設（砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべ

り防止施設）の資料を即時的に収集し、共有化を図るこ

とが不可欠となる。近年、都道府県では土砂災害警戒区

域等とともに、砂防関連施設に関する資料のデジタル

化が進んでおり、データとしての共有化が可能となっ

ている。しかし、都道府県ごとにデータの項目や形式が

不統一であるため、複数都道府県にまたがる災害の場

合、その調整作業に時間を要する等の課題がある。また、

大規模災害時は都道府県庁舎が被災する事態も想定さ

れ、データ自体が喪失するおそれがある。そこで国土技

術政策総合研究所（以下、国総研）では、将来的な砂防

関連施設データの標準化を目指し、データをバックア

ップする方法を検討した。さらにデータを即時的に共

有化し、TEC-FORCE 等が活用する方法を検討したの

で、ここで報告する。

2. 砂防関連施設データの標準化

2.1 TEC-FORCE が必要とする情報

砂防関連施設データの項目を検討するにあたり、

TEC-FORCE が必要とする情報を、TEC-FORCE の過

去の活動事例、TEC-FORCE 経験者へのヒアリング、

各種基準書の調査により把握した。表 1 に砂防設備（砂

防堰堤、渓流保全工等）の調査結果を示す。「TEC-
FORCE が必要とする情報」欄が、調査によって把握し

た情報であり、「利用場面」欄が情報の利用場面である。

概査：緊急点検（概査調査）、詳細：緊急点検（詳細調

査）、応急：砂防施設の応急対策、災関：砂防施設に関

係する災害関連緊急砂防事業等の調査を意味する。ま

た、各項目の値は、○：利用実績ありもしくは今後必要

な場面がある、△：利用実績はないが可能であればほし

い、×：利用実績はなく今後も不要、を意味する。

 概査調査では、設備の管理所管や位置等のみ利用し

ている。これは、概査調査では数多くの設備を対象に限

られた時間で被災の有無を把握することが目的であり、

最小限の情報のみ必要となるためである。一方、応急対

策や災関調査では、ほとんどの項目に○が付いている。

これら全ての情報を常に利用するわけではないが、設

備の詳細な情報が必要となっていることが分かる。

表 1 TEC-FORCE が必要とする情報（砂防設備） 

2.2 都道府県が所持している情報 

2.1 で把握した情報に関して、都道府県での所有状況

（紙資料を含む）をアンケート調査により把握した。ア

ンケート対象は 2 県である。調査結果を表 1 の「県の

所有状況」欄に示す。値は、○：2 県とも所有、△：1
県のみ所有、×：所有していない、を意味する。調査の

結果、アクセスルートや工事情報、用地情報は両県とも

所有していないことが分かった。

2.3 砂防関連施設データの標準化 

2.1 および 2.2 の結果を踏まえ、砂防関連施設データ

の標準項目を検討した。考慮すべき点は、TEC-FORCE
は必要としているものの、都道府県では所有しないア

クセスルート等の情報であり、これらは情報の空白域

となる。これらの情報を標準項目から外すことは可能

であるが、それにより TEC-FORCE は特に必要として

いない、と判断されるおそれがある。そこで、これらの

情報も標準項目として選定した上で、今後都道府県も

概査 詳細 応急 災関

[基本諸元]

設備番号 × △ △ △ ○ ○

設備名、設備名よみがな △ ○ ○ ○ ○ ○

管理所管 ○ ○ ○ ○ ○ ○

砂防設備台帳 △ ○ ○ ○ △ ○

[設備位置]

水系名、河川名、渓流名 △ ○ ○ ○ ○ ○

県名、市町村名、地名 △ ○ ○ ○ ○ ○

緯度、経度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

アクセスルート ○ ○ △ △ × ○

[設備構造]

工種 ○ ○ ○ ○ ○ ○

構築材料 × △ ○ ○ ○ ○

構造形式 × △ ○ ○ △ ○

透過・不透過の区分 × △ ○ ○ ○ ○

設備高（本堤）、設備長（本堤） × △ ○ ○ ○ ○

[工事]

着工年度、竣工年度 × × ○ ○ ○ ○

施工者 × × ○ ○ × ○

施工区分 × ○ ○ ○ × ○

[法指定区域]

砂防指定地 × × ○ ○ ○ ○

土砂災害警戒区域（土石流） × × ○ ○ ○ ○

[用地]

用地区分 × △ ○ ○ × ○

地権者 × △ ○ ○ × ○

[設備状態]

点検実施年度 × ○ × × ○ ○

健全度 × ○ × × ○ ○

点検台帳 × ○ ○ ○ △ ○

[利用場面]TEC-FORCEが必要

とする情報

県の所

有状況

標準

データ
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しくは TEC-FORCE等が値を適宜更新する運用とする

こととした。選定した標準項目は、表 1 の「標準デー

タ」欄に示したとおりである。

3. 砂防関連施設データの即時的共有化

3.1 即時的共有化の前提条件

砂防関連施設データを即時的に共有化するにあたっ

ての前提条件は、以下のとおりである。

・ 砂防関連施設データの標準項目を、全都道府県共通

のデータ仕様で予め準備する。

・ 作成したデータを暗号化圧縮してインターネット上

のクラウド環境にバックアップする。

・ 災害発生時には、クラウド環境に格納したデータに

ついて、API 等を経由して緊急的な利用権限につい

て合意形成を図る。

3.2 バックアップデータ仕様 

全都道府県共通仕様で作成した砂防関連施設データ

を、ここではバックアップデータと呼ぶことにする。バ

ックアップデータは、砂防関連施設の諸元をまとめた

テキストデータ、施設の位置・範囲を示す GIS データ、

台帳や写真等のファイルデータの 3 種類を、以下の要

件を満たす交換フォーマットで作成する仕様とした。

・ データの汎用性：特定のソフトウェアに依存せず、

多くのソフトウェアで入出力が可能であること。

・ データ作成の容易性：入出力が可能なソフトウェア

でデータ作成が可能であること。

これらの要件を満たすため、バックアップデータの

形式はテキストが CSV、GIS が GeoJSON、ファイル

が PDF 等とし、これらのデータ形式で作成することを

前提としたバックアップデータ仕様（案）を作成した。

3.3 バックアップ方法 

作成したバックアップデータをクラウド環境にバッ

クアップする際には、データを暗号化圧縮した上で、イ

ンターネット経由でアップロードする。データの暗号

化圧縮は、セキュリティおよび利便性の確保の観点か

ら都道府県が鍵管理（パスワード管理）する共通鍵方式

で、暗号化圧縮の形式は Zip AED-256bit、サーバ側で

暗号化圧縮する方法が適していると考えられる。  

なお、データアップロードの際には、セキュリティ上

の制約で都道府県から直接クラウド環境にアップロー

ドできない事態を想定し、国総研にデータを送付して

アップロードする方法等、複数パターンを考えている。 
3.4 バックアップデータの利用方法

バックアップデータは、平常時はクラウド環境で暗

号化圧縮した状態で管理するが、災害発生時には緊急

的に復号化し、TEC-FORCE 等の災害対応関係者が利

用することを想定している。その際、データ利用の方法

を 1つに限定すると、その方法が不可となった場合に、

データの即時的共有化ができなくなる。そこで、データ

利用の冗長化を確保する意味で、複数のデータ利用方

法を検討した。その方法の 1 つが API を活用する方法

である。API とは、システムの一部機能を汎用化して外

部公開し、別システムから機能を利用するための仕組

みである。API で提供するのは、データを暗号化圧縮す

る機能、データを検索・表示する機能等であり、その結

果を砂防施設 API 仕様（案）としてまとめた。 
4. まとめ

図 1 に示す通り、都道府県所有の砂防関係施設デー

タをバックアップし、TEC-FORCE 等が迅速・確実に

使用できる環境を整備するため、砂防関連施設データ

を標準化し、バックアップデータ仕様（案）を作成した。

また、バックアップ方法を検討し、データを API 経由

で利用するための仕様を検討した。今後、検討内容を精

査した上で関係都道府県と協議を進め、大規模災害等

の対応のための砂防施設のバックアップデータおよび

APIの整備に必要となる準備を進めたいと考えている。 
5. 謝辞

飯豊山系砂防事務所、松本砂防事務所、利根川水系砂

防事務所、富士砂防事務所には TEC-FORCE 経験者へ

のヒアリングの際にご協力いただいた。また、一部の県

には、県が所持している情報のアンケート調査でご協

力いただいた。ここに感謝の意を表する。

図 1 砂防関連施設データの即時的共有化のイメージ 
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砂防施設点検を想定した UAV活用の留意点について 

株式会社パスコ：○鈴木 崇・筒井 胤雄・石塚 淑大・美土路 哲也・板野 友和 

国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 

吉野 睦＊1・山村 真司・大森 徹治＊2・平野 浩二＊3・中野 崚登 
＊1現：鹿児島県庁 
＊2現：国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所  
＊3現：国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所  

1. はじめに

近年、大型台風や局地的な集中豪雨による土砂災害は激甚化の傾向にあるが、

少子高齢化による労働力人口が減少傾向にある中で、土砂災害から地域住民の

生活基盤を守る砂防施設の新設および維持管理に掛かる費用は潤沢に保障され

ている訳ではない。土砂災害の激甚化が予想され、かつ資金が限られている状況

の中で、砂防施設の維持管理を効率良く進めるためには、その時点における砂防

施設の機能を適切に評価する必要がある。 

砂防施設の機能評価のために施設点検作業を実施する際は、目視を原則とし

ている。しかし施設の周辺が急峻な地形を呈している場合、滑りやすい流路の横

過や急崖斜面直下への近寄る際には、作業者が滞在する時間と空間によっては

安全の確保を妨げる事前由来の要因が数多く出現する。危険回避の観点からこ

うした箇所への立ち入りに備えた点検作業の効率化は急務である。 

点検作業者の安全確保および作業効率化の１手法として、近年技術革新が著

しい自律飛行型 UAVの活用が検討されている。UAVを活用することで、人が近寄

らなくても現地写真の撮影が可能であり、点検者の安全確保に一役担うことが

できる。飛行プログラム機能を活用することで、同じ視点での写真撮影の手間と

時間の縮減が期待できる。 

本発表は、自律飛行型 UAVによる砂防堰堤の点検を試行した結果から、UAVを

活用する際の留意点を整理したので、ここに報告する。 

2. 対象箇所

対象として砂防堰堤は岐阜県揖斐郡揖斐川町の揖斐川支川のナンノ谷第 2 砂

防堰堤（設備番号 1-51）である。位置を図 1 に示す。堰堤の全景を写真 1 に示

す。施設の有効高は 8.0m、堤長は 130mである。水通し幅が約 40m、谷幅が約 150m

と谷が開けており、堰堤周辺は立木に覆われておらず見通しが効いている。 

3. 作業方法

作業の流れを以下に示す。 

＜準備作業＞ 

①台帳写真の確認：点検写真は令和元(2019)年 5 月に実施されている点検

台帳を活用した。この台帳を基に定点写真撮影方向、点検前飛行計画を立

案した。

②点検前の飛行：点検用の飛行計画作成のため UAVにより画像を取得した。使

用した UAVは DJI社製 Phantom4 Pro（搭載カメラ有効画素数：2,000万画

素）である。

③画像処理、三次元モデルの作成：SfM技術により飛行記録と取得画像を使っ

て三次元モデルを作成した。三次元モデル作成に使用したソフトはストリー

トファクトリーである。作成した三次元モデルと点検台帳の写真を目視で比

較して、台帳写真と比較するための定点写真撮影ポイントを設定した。飛行

計画は「ライチ(Litchi)」（アプリ）を使用して作成した。

＜点検作業＞ 

④点検時の UAV飛行：設定したプログラムを使って定点写真の撮影および三次

元画像を取得するための撮影を実施した。

⑤画像処理、三次元モデルの作成：取得した画像から三次元モデルを作成した。 

⑥比較検討：点検台帳の写真と UAVで撮影した定点写真、三次元モデル画像と

を比較した。この作業において三次元モデルの表示には PascoViewer

（Skyline TerraExplorer Pro）を使用した。

徳山湖 

揖斐川町 

ナンノ谷
第 2砂防堰堤

揖斐川町 
坂内振興事務所 

図 1 位置図 

写真 1 ナンノ谷第 2砂防堰堤 
(下流から上流を望む) 

図 2 作業フロー 

地理院地図(電子国土
Web)を加工して作成 
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4. 結果

台帳写真と UAVで撮影した画像を比較した結果の一例を以下に示す(写真 2)。写真 2左が台帳写真、写真 2中央が UAVによ

る定点写真、写真 2 右が三次元モデルの表示画像である。どの画像も明瞭であり堰堤上流の堆砂形状や堰堤の形状が確認で

きる。各写真の撮影方向を見ると、写真 2 中央の UAV による定点写真が台帳写真よりも高高度からの視点となっている。こ

れは周辺の立木に UAVの衝突防止機能が反応して飛行高度を下げきれないことが原因であった。 

作成した三次元モデルを三次元表示システムで表示した

画面キャプチャーを以下に示す(図 3)。システム上では任意

の視点で画像を表示することができるため、台帳写真とほぼ

同じアングルで点検写真の比較が可能である(写真 2 左と写

真 2 右)。点検対象の堰堤全体を死角が無いように撮影して

三次元モデルを構築することで、障害物等で UAVの撮影高度

を下げることが困難な場所で定点写真に近い画像が取得で

きる（写真 3）。 

5. まとめ

遠望からの目視点検同等以上の精度を得るには以下のこ

とに留意する。 

(1)点検の観点 

本検討では砂防堰堤の点検写真撮影を UAV の飛行プログ

ラム機能を使って試行した。定点写真撮影では事前飛行で取

得した画像から撮影ポイントを設定するも

のの、事前飛行時と点検時とで立木の枝葉の

状況が異なり、UAV の衝突防止機能が働いて

飛行高度が下がりきらず、台帳と同じアング

ルでの撮影が困難な場合があった。

この対応として、立木の高さよりも高い高

度から撮影した画像から作成する三次元モ

デルの活用が有効である。三次元モデルとす

ることで、モデル上で定点写真とほぼ同じア

ングルで状況確認が可能であった。モデル化

することにより定点で確認している範囲以

外の部位も確認が可能となり、現地で見えに

くい部位や確認に流路を横過が必要な部位

の確認には UAVの活用が有効と考える。画像の三次元化

が現地作業の安全性向上および作業効率化に寄与する

ことが確認できた。

(2)操作上の観点

UAV 撮影にあたり、天気が良すぎると、日陰の部分の

画像取得が困難となる。曇天がベストである。点検対象

とする砂防堰堤周辺に立木が密に分布するなど、上空か

ら堰堤が見通しにくい場所では、UAV が近づけず定点写

真が撮影できないばかりでなく、画像マッチングでき

ずに三次元モデルが作成できない場合が多い。自動点

検に向けた UAV の活用には、事前の飛行経路設定、現

地での障害物確認といった飛行前作業の実施が重要であるとともに点検技術者の操縦技術の向上が重要である。 

以 上 

＜台帳の写真＞ ＜3Dモデルの画像＞ 

写真 2 画像比較 

写真 3 画像比較 

台帳の写真 UAV自動飛行の写真 三次元モデルの画像

図 3 作成した三次元モデルの画像 

698



RTK 搭載 GNSS ポールを用いた砂防調査・管理効率化ツール（SMART SABO）の活用について 

国土交通省中国地方整備局 和田紘希※1，國時正博，河口幸広 

中電技術コンサルタント株式会社 〇荒木義則，猿渡雄二，山野亨，河井恵美，秦雅之

1. はじめに

中国地方は、平成 26 年 8 月の広島豪雨災害や平成 30 年 7 月西日本豪雨災害など、相次ぐ土砂災害に見舞われ多

くの生命と財産が奪われた。また、近年、全国的にも土砂災害が頻発しており、緊急災害対策派遣隊（以下，「TEC-
FORCE」と呼ぶ）による土砂災害発生後の緊急点検が毎年のように行われている。 

砂防調査・管理効率化ツール（以下，「SMART SABO」と呼ぶ）は、土砂災害発生後の TEC-FORCE 活動を迅速か

つ安全に遂行するための効率化ツール（現地調査用アプリ）として開発された。「SMART SABO」は、災害時の調

査だけでなく、平常時から利活用することで「操作の習熟」と「情報の蓄積」に繋がることが期待されている。

本稿では、平常時の巡視点検や砂防施設点検に「SMART SABO」を活用するにあたり、新たに開発した「RTK 搭

載 GNSS1)ポール」を周辺機器として組み合わせることで、調査位置の精度向上や i-Construction（維持管理）への展

開を視野に入れた 3 次元空間情報（3 次元点群データ）の活用等に関する試行実験を行った結果について報告する。 

2. 試行実験の概要

「SMART SABO」は、各種モバイル端末にアプリをインストールして利用するため、撮影写真や現在地等の位置

情報は、利用端末に内蔵された GPS 測位の精度の影響を受ける。通常、モバイル端末に内蔵されている GPS の測

位方式は、「単独測位」であり、上空視界の開けた良好な場所であっても、±5～10ｍ程度の誤差が含まれる。また、

森林・渓流・砂防堰堤（構造物）等の周辺は、上空視界が悪い場合が多く、測位精度の低下や測位そのものが出来

ない場合もある等、劣悪環境下での測位精度の向上が課題となっている。

試行実験は、「SMART SABO」の“測位精度の向上”と“維持管理の高度化”を図るために、平成 26 年 8 月の広

島豪雨災害で土石流が発生した広島市安佐南区八木地区の渓流において、砂防堰堤（水叩き部,側壁部,袖部,本体天

端部等）、工事用道路、被災した治山ダム（袖部,本体天端部,本体下流面,水叩き部）、渓流（土石流堆積物）等を対象

とし、予め設定した巡視点検ルートを使って、巡視点検と施設点検を行った。実験ケースとその概要を表-1に示す。

ここで、「RTK 搭載 GNSS ポール」とは、赤白ポールの上端に GNSS 受信機を付けたもので、現在市販されている

測量用の機器ではなく、最新の可搬性に優れるローコストマルチバンド受信機 2),3)を使って新たに開発したもので

ある。測位方式は、測位精度の向上を図るために「RTK 測位」とした。RTK（Real Time Kinematic）測位とは、基準

局と移動局の 2 つの受信機を利用し、リアルタイムに 2 点間で情報をやりとりすることで、高精度での測位を可能

にする手法であり、基準局と移動局の距離（基線長）が 10 ㎞程度であれば、衛星配置によって Fix 解（水平誤差：

数 cm 程度）、Float 解（水平誤差：20cm～数ｍ程度）、単独測位解（水平誤差：数ｍ程度以上）が得られる。 
RTK 測位を実現するための機器構成を図-1に示す。基準局は、中国地方整備局の屋上にアンテナを設置（三脚で

仮設置）し、移動局は RTK 搭載 GNSS ポールを使い現地調査員が巡視・点検調査を実施した。実験では、1 秒毎の

測位（x,y,z）データを記録し、巡視・点検ルートと RTK 測位により記録された結果の関係を確認した。 

図-１ 高精度衛星測位（ＲＴＫ測位）の機器構成（移動局：ＧＮＳＳポール，基準局：屋上） 

インター

ネット

中国地方整備局(屋上) 基準局 

GNSS ﾎﾟｰﾙ 

移動局 

※１現所属：環境省 環境再生・資源循環局

表-１ 実証実験ケースとその概要 

ケース 名 称 利用機器 内 容 

１ 巡視点検ルー
トの移動軌跡
の測位精度の
確認

スマートフォン端末
RTK 搭載 GNSS ポール
（長尺：２m）

◆GNSS ポール（長尺）を持って、砂防堰堤周辺の巡視点検ルートを歩き、移
動軌跡（１秒に１回の座標データ取得）を記録する。
◆移動軌跡と砂防堰堤設計図（1/500）を重ねて表示する。
◆SMART SABO で撮影した写真とその位置座標を確認する。
◆測位場所（上空視界の程度）と測位精度との関係を確認する。

２ GNSS ポール
（長尺）を組
み合わせた点
検調査 

スマートフォン端末
RTK 搭載 GNSS ポール
（長尺：２m）

◆GNSS ポール（長尺）を持って、被災した治山ダムおよびその周辺を点検し
ながら歩き、移動軌跡（１秒に１回の座標データ取得）を記録する。
◆移動軌跡と地形図（被災後の治山ダムや土石流堆積物等の測量成果）を重ね
て表示する。
◆SMART SABO で撮影した写真とその位置座標を確認する。

３ GNSS ポール
（短尺）を組
み合わせた構
造物のクラッ
ク調査

タブレット端末
RTK 搭載 GNSS ポール 
（短尺：0.5m） 
３D レーザスキャナー 

◆GNSS ポール（短尺）を持って、被災した治山ダムのクラックを現場でトレ
ース（１秒に１回の座標データ取得）する。
◆タブレット端末に、トレースしたクラックの 3 次元座標を自動で取り込む。
◆別途、３D レーザスキャナーで治山ダムの形状等を３次元計測する。
◆３次元空間モデル（点群）に計測したクラックを重ねて表示する。
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3.試行実験の結果

3.1 巡視・点検ルートの移動軌跡の測位精度

の確認（ケース１）

RTK 搭載 GNSS ポールを持った調査員は、

巡視点検ルート（水叩き,側壁下部,本堤下流

面,側壁階段,天端）を通常点検と同じように

歩き、移動軌跡を記録した。また、「SMART 

SABO」により記録写真を撮影した。

砂防堰堤設計図（1/500）と移動軌跡を重

ね合わせたものを図—2に示す。図中の「点」

は、自動記録された 1秒毎の測位データであ

り、例えば、階段部や天端部等の移動軌跡が

正確に記録されている。また、堰堤下流面は、

上空視界の悪い場所であるが、同様に精度の

高い（Fix 解が多い）測位結果が確認された。 

3.2 SMART SABO と GNSS ポール（長尺）を組み

合わせた点検調査（ケース２） 

治山ダムは、土石流により袖部（打ち継ぎ

目）の破損、堤体下流面の縦クラック等が発

生している。また、下流側には土石流堆積物

等の異常堆積が確認される。RTK 搭載 GNSS
ポールを使った移動軌跡や撮影写真の位置を

現況地形図と重ね合わせたものを図—3 に示

す。図—3 より、構造物の変状（袖部破損,ｸﾗｯ
ｸ）箇所と現況地形図は良く整合していること

を確認した。特に、主要な変状箇所は、RTK 測

位により全て Fix 解となり、誤差数 cm の測位

精度が得られた。 

3.3 GNSS ポール(短尺)を使った構造物のｸﾗｯｸ調査(ｹｰｽ 3)  

治山ダムは、堤体に複数のクラックが発生していることか

ら、RTK 搭載 GNSS ポール（短尺）を使ったクラック調査

を行った。クラック調査は、現場でクラックを直接トレース

（なぞる）するだけで、３次元計測され、タブレット端末に

自動で取り込まれる。また、端末では、CAD 図面（現況地

形図）に計測したクラック線がリアルタイムで表示されるこ

とから、計測結果をその場で確認することができる。次に、

３D レーザスキャナーを用いて、被災した治山ダムの３次元

点群データを取得し、３次元空間データを作成し、クラック

調査の結果を重ね合わせて表現したものを図-4に示す。図-

4より、現地で直接計測したクラックは、３次元空間データ

に正しく反映されていることが確認できた。このことから、

本調査手法は、i-Construction（維持管理）における 3次元デ

ータの活用策の一つとして、現場作業の効率化（手書きスケ

ッチや内業トレース作業の削減や転記ミス等の防止）につ

ながると考えられる。 

4.おわりに

「SMART SABO」は、砂防現場における様々な調査・管理を効率化するために、災害時だけでなく平常時からの

利活用が期待されている。本稿では、「SMART SABO」を利用する際に重要となる位置情報に関する“測位精度の

向上”と i-Construction（維持管理）における 3次元データを活用した “維持管理の高度化”を目指して新しく開発

した周辺機器の試行実験の成果を示した。今後は、開発技術の適用限界や性能評価について、さらなる検証を進め、

データ蓄積を行うと共に研究成果をとりまとめた情報発信を行う予定である。また、UAV（ドローン）等の様々な

ICT 機器との連携を図り、安全確保を含めたさらなる効率化の検討にも取り組んで行きたい。 
＜参考文献等＞ 

1) GNSS(Global Navigation Satellite System)：QZSS(準天頂衛星ｼｽﾃﾑ),GPS,GLONASS,Galileo 等の衛星測位ｼｽﾃﾑの総称． 
2)大泉拓也他 (2019)災害調査での RTK 受信機利用に向けた性能評価,応用測量論文集,JAST_Vol.30,p.119-128．
3)桐山魁他(2019)災害調査システムに用いる RTK 受信機の性能評価,土木情報学シンポジウム講演集,Vol.44,p.17-20． 

図-２ GNSS ポールを使った移動軌跡,着目箇所の調査事例（ケース１） 

GNSS ポール 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ端末

（SMART SABO） 
赤白ﾎﾟｰﾙ先端 
(座標取得) 

RTK 測位の軌跡 
●：Fix
●：Float
●：単独測位

開空状況 
（少ない） 

図-３ GNSS ポールを使った移動軌跡,着目箇所の調査事例（ケース２） 

RTK 測位の軌跡 
●：Fix
●：Float
●：単独測位 

袖部破損箇所 下流面縦クラック箇所 

土砂堆積箇所

位置情報転送 

③３次元空間モデル（点群）に現場で計測
したクラックを重ね合わせて表示する。

②クラックの
３次元座標を
自動で取込む。 

３Ｄﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ-
の活用 

図-４ GNSS ポール（短尺）を使ったクラック調査の事例(ケース３) 

GNSS ﾎﾟｰﾙ 
(短尺ﾀｲﾌﾟ) 

クラック

タブレット端末

①クラック
を現場でト
レースする。
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流木対策調査における既存ＬＰデータを用いた樹木解析の活用

国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所 岡嶋 康子，南 憲長

株式会社 建設技術研究所 ○古山 剛，川崎 巧，奥野 敏也，飯田 弘和

1. はじめに

平成 29 年 7 月九州北部豪雨等により流木対策の

社会的な要請が高まる中、金沢河川国道事務所管内

の尾添川及び牛首川流域において流木対策計画を策

定するため、現地状況を反映した流木量の算定が求

められた。対象流域は、中ノ川、柳谷など全国的に

も崩壊面積率が高い荒廃地を抱えるため、発生が想

定される流木の約 8 割が山腹崩壊に伴うものである。

そのため、発生流木量の算定は山腹の立木の調査精

度が重要であるが、対象範囲は約444km2と広大な上、

山腹は急峻で現地調査を実施できない箇所が多い。 

写真 1 中ノ川流域の崩壊地  

そこで、既存のレーザプロファイラデータ（以下

「LP データ」）を用いた樹木解析を活用して発生流

木量を算定したため、検討結果について報告する。 

2. 検討概要

樹木解析には、平成21年度のLPデータに平成28、

30 年度に計測された一部箇所を合成したデータを

使用した。DSMとDTMの差分処理により作成したDCHM

（Digital Canopy Height Model）から局所最大値フ

ィルタ法（LMF 法）を用いて立木の単木抽出を行い、

樹高を計測した（図 1）。 

図 1 LMF 法による樹冠範囲及び樹頂位置の検出 

発生流木量を求める際の材積の算出に必要な項目

は、①立木本数（密度）、②胸高直径、③樹高である

が、このうち、②胸高直径は LP データを用いた現在

の手法では計測できないため、現地サンプリング調

査の結果から樹高との相関式を作成して換算で求め、

これらから材積、発生流木量を算定した（図 2）。 

図 2 樹木解析による発生流木量算定フロー 

3. 試験地での精度検証と補正方法

3.1  精度検証結果 
対象流域のうち牛首川流域内に林相・地形別の検

証区画（20m×10m）を設け、樹木解析と現地調査（コ

ドラート調査）の結果を比較検証した。検証の結果、

立木本数、樹高ともに樹木解析の値の方が大きく、

その要因は表 1 に示すとおりであった。 

表 1 精度検証結果のまとめ 
項 目(※) 要 因 

立木本数 

(解析＞現地) 

樹冠の形状や枝分かれ等によって樹木

解析では立木1本に対し複数の樹頂点を

抽出する場合がある 

樹高 

(解析＞現地) 

現地では樹形に応じて計測するのに対

し、樹木解析では鉛直方向の差分を計測

するため、傾斜地では根曲がり等によっ

て基準となる地盤がずれる場合がある

（下図） 

現地での目視計測に対し、樹木解析は枝

先までの高さを計測するため生じる誤差 

(※)解析：樹木解析結果、現地：現地調査結果

樹頂位置 低     高 

樹冠範囲（密度補正前） 
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3.2  補正方法 
前項の検証結果をもとに、樹木解析の単木抽出で

は、樹形モデル等を参考に以下の条件で樹頂点の密

度補正を行った。 

針葉樹：樹頂点からの半径が樹高の 15%未満 

かつ地下開度 45 度未満 

広葉樹：樹頂点からの半径が樹高の 25%未満 

かつ地下開度 60 度未満 

図 3 樹頂点の密度補正に用いた樹形モデル

樹高は現地調査の計測値を正とし、枝先部分の差

分を控除するため樹木解析の計算値に係数 0.8 を乗

じて補正した。 

図 4 計測方法による樹高の補正 

根曲がりの多い広葉樹の樹高は、以下の傾斜補正

を行った。傾斜度には解析範囲の平均値を使用した。 

樹高＝樹木解析の樹高×cosθ（θ：傾斜度）

図 5 地盤の傾斜による樹高の補正 

上記の補正により、表 2 に示すとおり樹木解析の

値と現地調査結果は概ね一致したため、これを全体

に適用した。なお、対象流域全域のデータ量は膨大

となるため、解析はオルソ画像から各単元流域にお

いて林相ごとに樹木分布の疎密を包含できる一定範

囲（1,000m2以上）を選定して実施した。

表 2 解析値補正結果まとめ 
検証 

区画 

林相 

区分 

立木本数(本) 平均樹高(m) 

現地 解析 補正後 現地 解析 補正後 

1 針葉樹 17 29 19 18 25 20 

2 広葉樹 15 18 10 11 19 13 

3 広葉樹 12 34 15 18 22 18 

平均値 15 27 15 16 22 17 

4. 胸高直径の換算と材積の算定

樹木解析による樹高から胸高直径を換算するため、

針葉樹林 19 箇所、広葉樹林 46 箇所の現地サンプリ

ング調査（10m×10m）のデータを用いて樹高と胸高

直径の相関式を作成した。対象流域の樹高と胸高直

径の関係を他地域の事例データ 2)と比べると相関の

傾向は概ね同様であることを確認した（図 6）。

図 6  樹高と胸高直径の関係（牛首川の例） 

上記までに求めた樹高と胸高直径から、砂防基本

計画策定指針 3)に示される下式により単木材積（Vwy）

を算出し、林相別に積算して林相別材積を算定した。 

Vwy＝π×Hw×Rw
2×Kd／4 

ここで、Hw：樹高、Rw：胸高直径、Kd：胸高係数

である。 

5. 発生流木量の算定と流木対策計画への適用

対象流域では、山腹崩壊による発生流木量は下式

で算出した。 

山腹崩壊による発生流木量＝流域面積(m2)×崩壊

面積率×(1-残土率)×Σ(林相別面積率×林相別材

積(m3/m2)) 

上式の林相別材積に樹木解析結果を使用した場合

と従来の現地サンプリング調査結果を使用した場合

とを比較すると、発生流木量は前者の方が全体で約

2 割減少した。これは、樹木解析が現地立入りでき

ない上流域をカバーしていることに加え、林相ごと

の解析範囲（1,000m2以上）が現地調査（100m2/箇所）

に比べて広域なことで、樹木分布が疎な箇所を含め

て流域全体を適切に評価した結果と考えられる。 

6. おわりに

今回、流木対策調査に樹木解析を活用することで

山腹崩壊による発生流木量の推定精度を向上するこ

とができた。しかし、渓岸部については地形変化が

大きく樹冠も不均一で解析精度を確保できず、従来

通り現地サンプリング調査結果を適用した。今後、

様々な樹形に対応した単木抽出の精度向上、地形に

応じた補正計算の検討が課題である。

【参考文献】 

1)小谷英司ほか(2013)；低密度 LiDAR データによる

人工針葉樹林の林分パラメータの推定，写真測量と

リモートセンシング 52 巻 2 号 p.44-55，2)航空レー

ザ測量データを用いた樹高等のデータ作成，国土地

理院 HP，3)砂防基本計画策定指針(土石流・流木対

策編)解説，国土交通省国土技術政策総合研究所
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急傾斜地崩壊対策施設の機能状況調査による施設点検手法の検討 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 金澤瑛，中谷洋明

国土防災技術 ○長谷川陽一，柴崎達也，寺田秀樹，山崎勉，佐藤亜貴夫

１ はじめに

国土交通省ではがけ崩れ災害の防

止・軽減を図るために施工された急

傾斜地崩壊防止施設（以下，防止施

設）の長寿命化を目指しており，国

土技術政策総合研究所では防止施設

の維持管理手法の確立を目指し，防

止施設に付属した排水設備の機能評

価手法の検討を行っている。本稿で

は，防止施設における排水設備の排

水機能に影響を及ぼす環境因子等に

ついて実態調査を行った結果から防止施設の点検手法を検

討したので，その結果を報告する。

２ 調査地概要

本検討では，梅雨期に降雨が多いA県と，台風襲来期に

降雨が多いB県にて実態調査を行った。表-１に，各地区に

おける机上調査および現地調査にて把握した調査地および

施設の諸元を示す。

【A県】直近11年平均の年間降水量が1990mmで，

20mm/h以上の短時間強雨が年間9.1回ほど発生してい

る。震度３以上の地震は直近11年間で２回のみである。短

時間強雨に曝される回数が多く，がけ崩れ災害も多く発生

している地域である。

実態調査を行ったa～d地区の施設の工種はのり枠工と張

工であり，a地区の施設は施工から18年程度，b地区は34
年程度，cおよびd地区は詳細が不明であるが20～30年程

度経過していると考えられる。

【B県】直近11年平均の年間降水量が1475mmで，

20mm/h以上の短時間強雨が年間4.3回発生している地域

である。震度３以上の地震は2011年に103回発生し，直近

11年で毎年３回以上発生している。直近11年平均の１月の

日最低気温が-0.5℃で，日照時間が206.5hと長い。コンク

リート構造物の劣化（クラック，凍害など）が発生しやす

い環境と考えられる。

実態調査を行ったe，f地区の施設の工種は擁壁工とのり

枠工であり，施工から32～34年程度が経過している。 
３ 防止施設の機能状況調査

実態調査では，排水工（側溝）の配置や損傷状況および

降雨時の排水状況，水抜き管の目詰まり・損傷状況（管内

検査カメラによる調査）および降雨時の排水状況，施設の

損傷・漏水状況，施設背面地盤の状態（管内検査カメラお

よび熱赤外線カメラによる調査），施設および施設周辺の植

生状況，について把握した。

A県では斜面上部からの水や植生に関連する施設の劣化

がみられ，B県では地震動によると思われる亀裂とそこか

らの漏水が多くみられた。両県の施設状況について，特徴

的なものを以下に示す。

3.1 A県でみられた特徴 
a地区ののり枠工からは常時の排水・漏水が認められ，植

生が繁茂していた（写真-１）。施設は後背斜面の沢地形直下

に位置しており，水が集まりやすい箇所となっている。ま

た，斜面上部には宅地造成盛土があり，そこの暗渠管から

常時の排水が認められるが，斜面中腹部から施設上部にか

けて排水工が配置されていないため水は中腹で伏流してい

た。これらの要因による浸透水がのり枠工の水抜き管や亀

裂から排水・漏水しており，そこに植生が繁茂することで

施設の劣化（コンクリートの剥離や鉄筋の露出など）が発

生している。なお，これらの調査は渇水期に実施している

が，施設および斜面法肩，法尻部において湿生の植物であ

るアシが繁茂しており，豊水期の水の多さがうかがえた。

c地区でも，斜面上部に位置する道路からの排水が集まる

所で，張工の背面地盤に空洞化がうかがわれる箇所があり

（写真-２），豊水期に排水工から漏れた水が空洞化の原因と

なっていると考えられた。

a，b地区の水抜き管には背面地盤に由来する土砂や施設

前面にある畑からの土壌が堆積している箇所もあったが，

土砂が堆積していない箇所でも管内検査カメラで背面地盤

が湿っている様子や風化して脆くなっている様子が観察さ

れた（写真-３）。 
b地区の熱赤外線調査ではのり枠工枠内のコンクリート張

部分に土砂化・空洞化を示す傾向が見られる箇所が複数あ

り，検証調査を行った施設では，該当部分のコンクリート

張にはらみだしと亀裂が確認された（写真-４）。 
のり枠工枠内のコンクリート張にズレが生じている箇所

（b，d地区）があるほか，小段の排水工に割れ等の損傷が

あり，そこに植生が繁茂している箇所（b地区）がみられた

（写真-５）。高木の木本類であるアカメガシワなどは，人力

で引き抜くことができないほどコンクリート張の隙間から

背面地盤に根を張っていた（写真-６）。 
3.2 B県でみられた特徴 

E地区の擁壁工に幅が１～５mm程度の縦方向の亀裂が

複数箇所でみられ，これらの亀裂や打ち継ぎ目でエフロレ

ッセンスが発生している施設があった（写真-７）。ここでは

常時の排水・漏水はみられないものの，降雨時には亀裂か

都道府県
地区名 a b c d e f

施設工種 のり枠工 のり枠工 張工 のり枠工 擁壁工 のり枠工

事業実施年度 平成13～14 昭和60 昭和60 昭和61～62

急傾斜地面積(ha) 9.30 2.51 1.63 1.58 1.12 1.89
地盤の状況 軟岩 崩積土 軟岩 硬岩 風化頁岩 風化砂岩
崩壊履歴 あり なし なし なし あり なし

斜面傾斜（度） 38 38 49 44 33 31
施設の方位 南西 南東 南西 東 西南西 東

集水面積(m2) 9,354 1,571 9,785 1,500 868 347

水抜き管設置密度

(m
2
/個)

1.4 1.0 3.4 1.5 1.6 1.3

不明
（平成11年に点検）

B県A県

表-１ 調査地および施設の諸元 
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らの漏水が確認された。

また，f地区ののり枠工でははらみだしと亀裂がみられ，

亀裂から漏水が確認された箇所があった（写真-８）。この施

設の斜面上部は寺院・墓地として利用されているが，そこ

から浸透した水が施設下部から排水されているようであっ

た。f地区ののり枠工には全体的に微細なものを含め亀裂が

多く，枠内の吹付け部分にエフロレッセンスも多く発生し

（写真-９），亀裂からの漏水がみられる箇所も複数あった。 
４ 防止施設の点検手法の検討

実態調査により得られた現地状況から，防止施設の点検に

おける着目点と点検項目および留意点を整理した。

4.1 施設に漏水や多量の排水が認められる場合（聞き取りに

よる情報含む）

着目点①：斜面上部の他施設からの予想していない排水が

のり面保護工等の施設の損傷の原因となることがある。

着目点②：斜面上部の土地からの浸透水がのり面保護工等

の施設の損傷の原因となることがある。

【点検項目①：斜面上部の土地利用を把握】

【点検項目②：施設周囲の排水処理状況を確認】→法肩部や

小段の排水施設，施設上部の排水施設の結合点を確認し，雨

水が適切に排水されるか評価する。施設点検のために植生の

伐採が必要となる場合もある。

【点検項目③：施設上部の地盤の緩みや植生（特に湿生植物）

の繁茂状況を確認】→常時の排水・湧水が確認されなくても，

豊水期に水が溢れることがあるかどうかを評価する。

4.2 施設の微細なクラックから漏水やエフロレッセンス（遊

離石灰の付着）が発生している場合

着目点①：遊離石灰が付着している箇所は漏水が発生して

いる可能性が高い。

着目点②：（漏水の凍結による）凍害により施設の損傷が拡

大する可能性がある。

【点検項目：漏水やエフロレッセンスの発生位置や数の把握】

→どの程度から危険と判断するかは今後の課題である。

4.3 施設にはらみだしや亀裂が認められる場合 
着目点：施設背面の空洞化や土砂化による表層のすべりに

より施設が損傷している可能性がある。

【点検項目：施設背面の状態の把握】→熱赤外線調査や水抜

き管からの目視あるいは管内検査カメラによる調査（背面地

盤との間に吸出し防止材等が無い場合）が比較的安価に行え

る手法である。

4.4 施設に植生の意図せぬ繁茂が認められる場合 
着目点：亀裂等に侵入した植生が施設の損傷の原因となる

ことがある。

【点検項目：施設周辺も含めた植生調査で樹種の把握および

生態情報の取得】→植生は特に高木の木本類の根の生長によ

り施設の劣化（亀裂やズレ）が拡大するおそれがある。問題

となる植生の侵入経路（散布様式）についても把握するとよ

い。

５ おわりに

防止施設の点検については河川砂防技術基準１）や砂防関係

施設点検要領（案）２）にも点検の考え方や項目が示されてい

るが，本稿では実態調査で得られた具体的な現場状況を示し

たうえで，点検における着目点や留意点について述べた。

地盤の浸透水によって施設背面地盤が風化していたとし

ても，斜面上部が土地利用されている場合は浸透水の防止対

策が容易に行えないため，工法選定の段階から斜面の不安定

化を考慮した工種（例えば，すべりによる土圧を考慮した擁

壁工）を選定するなど検討が必要であると考える。このよう

な設計・計画段階からの検討項目についても今後整理を行っ

ていきたい。                  以上

【参考文献】

１）国土交通省水管理・国土保全局：河川砂防技術基準計画

編，2019 ２）国土交通省砂防部保全課：砂防関係施設点検

要領（案），2019 
 

写真-１ 常時漏水と植生 写真-２ 張工背面空洞化 
 

写真-３ 水抜き管からみた背面地盤 

 

写真-４ はらみだし 写真-５ 割れと植生繁茂 

 

写真-６ 隙間に根を張る植生 写真-７ 亀裂と遊離石灰 

 

写真-８ 亀裂からの漏水  写真-９ エフロレッセンス 

a地区 c地区 

a地区 b地区 

b地区 b地区 

d地区 e地区 

f地区 f地区 
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甚之助谷地すべり地における近年の変動量の面的な把握 

－LP 地形モデルを用いた PIV 解析と現地 GNSS 測量との比較－ 

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 岡嶋 康子、藤田 和恵、南  憲長 
株式会社  パスコ 〇平林 大輝、小島 光平、大畑 有緒、中西 計友 

野呂 数馬、村井 渉、鈴木 清敬、坂田 剛 

1．はじめに 
手取川水系牛首川上流域には、流域面積 0.7km2 の荒

廃渓流である甚之助谷があり、甚之助谷には、標高
1,400m～2,000m の高標高域に大規模な地すべり地帯が
存在している。甚之助谷地すべり地では、排水ボーリ
ング工や排水トンネル工等の地すべり対策事業が実施
されているものの、現在も地すべりブロックは滑動し
ている。地すべりの挙動を監視するため、近年は GNSS
測量による定点観測や孔内傾斜計を用いた観測が実施
されており、年間平均 10cm 超程度の大きな移動が確認
されている。これらの観測結果は点での観測のため、
地すべりブロック全体の面的な挙動を把握することは
困難である。

一方で、当該地すべり地区では、荒廃地における土
砂生産・土砂移動量等の把握を目的とした航空レーザ
測量が定期的に実施されており、標高差分による変動
量解析が行われている。ただし、地すべりブロックの
動きは、垂直成分の動きよりも水平成分の動きが主と
なるため、標高差分による変動量解析では、その動態
を十分に把握することができない。そこで本発表では、
画像解析（PIV 解析：Particle Image Velocimetry）を用い
て、甚之助谷地すべりの水平移動量の把握を試行し、
GNSS 測量での点での観測結果と PIV 解析による面的
な観測結果を比較し、甚之助谷地すべりの面的な動き
を把握することを試みた。
2．現地 GNSS 測量結果 1) 
2.1 観測概要 

現地 GNSS 測量は、ま
ず骨格基準点として国
土地理院が設置した電
子基準点を与点とする
2 級 GNSS 測量を行い、
次に下流側の骨格基準
点を基準として、3 級
GNSS 測量により移動
点の座標観測を実施し
ている。

図-2  地すべりブロックと現地 GNSS 観測点（移動点） 

2.2 現地 GNSS 測量による水平移動量の結果 

平成 15 年から令和元年（16 年間）の水平移動量の結
果を表-1に示す。また、平成 28 年～令和元年に着目し
た移動ベクトルを図-3 に示す。中間尾根ブロックと、
中間尾根ブロック末端付近にて大きな変動が観測され
ている。各観測点での移動ベクトルの方向は、観測年
によらず概ね一定方向のベクトルとなっており、毎年
ほぼ同じ方向に変位している。また、変動量が大きい
年と、小さい年があることが確認できる。

表-1  現地 GNSS 測量による水平移動量結果 

図-3  現地 GNSS 測量による移動ベクトル 
(H28～H29,H29～H30,H30～R01の各移動ベクトルを重ねて表示) 

3．気象条件の整理 2) 
変動状況の要因を確認するため、地すべり地周辺の

図-1  骨格基準点及び 
移動点測量範囲 

単位：mm 

累積変動量（H28～R01） 

(A)BV79 :85.8cm

(B)C407G :75.9cm

(C)BV69 :59.6cm

(A) 

(B) 

(C) 
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雨量等観測所「甚之助」「風嵐」における雨量・水位・
最大積雪深データを整理した。「甚之助」観測所は地す
べり地の概ね中央にあり、雨量が観測されている。「風
嵐」観測所は地すべり地帯の約 20km 下流にあり、雨
量・水位・積雪が観測されている。2015 年～2019 年の
気象データを整理した。

「甚之助」における整理期間内の日雨量の最大値は、
平成 29 年台風 5 号の 321mm（2017 年 8 月 8 日）、次点
は、平成 30 年西日本豪雨時の 230mm（2018 年 7 月 5
日）である（※冬季は観測がされていない：図-4 左）。
「風嵐」における日雨量の最大値は、平成 30 年西日本
豪雨時の 194mm（2018 年 7 月 5 日）である（図-4 右）。
また、平成 27 年（2015）、平成 29 年（2017）、平成 30
年（2018）における 4 月～7 月の期間では水位が高いま
ま維持されており、雪融けにより基底流量（地下水位）
が増加したことが示唆される。また、平成 27 年（2015）
は積雪深が高い期間が長く、平成 30 年（2018）は整理
期間内の最大積雪深となっている（図-5 左）。

GNSS 測量による中間尾根ブロックの変動量は、平成
29 年～平成 30 年にて最大の変動量（中間尾根ブロック
にて平均 30.5cm）を示している。また、最大積雪深の
大きい年の雪融け時に地すべり変動量が大きくなって
いる傾向がある（図-5 右）。
以上のことから、最大積雪深と地すべり変動量には

必ずしも相関があるものではないが（令和元年は積雪
深が小さいが、変動している）、最大積雪深が大きい年
の雪融け時に地すべりが大きく変動している可能性が
あると考えられる。これは、雪融け時期（4 月～6 月）
の基底流量（地下水位）の増加による可能性が考えら
れ、甚之助谷地すべりの変動は概ね雪融け時期に発生
している可能性が考えられる。

図-4  観測データ「甚之助(雨量)」及び「風嵐(雨量・水位)」 

図-5  「風嵐(水位・積雪深)」及び中間尾根ブロック変動 

4．PIV 解析を用いた甚之助谷地すべりの解析結果 2) 
4.1 PIV 解析概要 

粒子画像流速測定法（PIV：Particle Image Velocimetry）
を用いて地すべり地の変動量の面的な解析を試みた。
PIV 法とは、ビデオ等の動画（のコマ送り画像）を用い
て、流速ベクトルを解析する技術であり、砂防分野で
は、土石流流速の計測や、地すべりの挙動の把握時に
使用された実績がある。具体的には、2 時期の航空レー
ザデータから傾斜区分図（50cm メッシュ）を作成し、
その画像上の pixel 輝度パターン（例えば 5×5pixel）を
用いて、前時期の画像における輝度パターンが後時期
の画像ではどこの位置に移動したかを判別している。

PIV 解析対象とした航空レーザ計測成果は、平成 28
年 10 月、平成 29 年 9 月、平成 30 年 7 月、令和元年 10
月を使用した。PIV 解析のソフトウェアは、デジモ社製

MV ファイル生成 ver7.001、イメージトラッカー（PIV）
ver10.002 を使用した。 
4.2 PIV 解析結果と考察 

H28～R01（3 年間）の PIV 結果を示す。中間尾根ブ
ロックの上部およびその上部ブロックが変動している
結果となった。変動方向の傾向は地上実測結果とほぼ
同じである（図-3 と図-6 との比較）。一方、中間尾根
ブロックの上部および末端部では、PIV 変動量が地上
GNSS 測量結果よりも 20～30cm 程度過大となっており、
中間尾根ブロックの中腹部では、PIV 変動量が地上
GNSS 測量結果よりも 10～20cm 程度過小となっている
結果となった。

図-6  PIV 解析による移動ベクトル（H28～R01） 
また、PIV 解析対象の時期を H29～R01（約 2 年間：

図-7 左）および H30～R01（約 1 年間：図-7 右）に限
定して解析を実施した。前者では全体的な下方への変
動、後者では特に現地 GNSS 測量観測点の少ない中間
尾根ブロック最上部で変動が大きくなる結果となった。
移動量としては 1m程度とGNSS測量結果よりも過大と
なっていた。
以上のことから、PIV 解析を用いて地すべり変動量を

面的に捉えることは可能である。一方で、航空レーザ
計測のメッシュサイズ、PIV 解析時のメッシュサイズ、
実際の地すべり変動量によって解析結果に乖離が出る
可能性はあり、これらを考慮して感度分析等を行う必
要性があることがわかった。

図-7  PIV 解析による移動ベクトル結果 
（左：H29～R01、右：H30～R01） 

5．おわりに 
本手法は、解析対象時期や計算メッシュサイズの感

度分析等の課題はあるものの、実測地点間の移動方
向・量の補完へ活用可能であると考えられ、特に地上
からの調査が困難である地域における地すべり変動状
況を面的に確認・監視する手法として活用が期待でき
ると考えられる。
参考文献  1)金沢河川国道事務所、令和元年度甚之助谷地すべり移動
測量業務 報告書、令和元年 12 月  2)金沢河川国道事務所 令和元年
度手取川上流域航空レーザ測量業務 報告書、令和 2 年 1 月 
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UAVを活用した広域コドラート調査の試み 

国土交通省 湯沢砂防事務所 赤沼 隼一※，淺野 保夫 

株式会社パスコ ○本多 泰章，野田 敦夫，板野 友和，山﨑 渓 

※現 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 

1．はじめに 

砂防計画における流木量の算出は，対象とする流域の

植生別の面積を植生区分図から求め，それに植生別の単

位面積当たりの材積量を乗じて算出することが一般的で

ある。近年，航空レーザ計測データや AI を活用し，詳

細な植生区分図が作成されている（例えば，川上ほか，

2019）。一方で，単位面積当たりの材積量は，ほとんどが

現地でのコドラート調査により把握している。しかしな

がら，砂防流域は急峻な地形を呈していることが多く，

急斜面での調査は困難である。また，既往のコドラート

調査は調査単位が 10m×10mと狭く，立木諸元にばらつ

きのある林相ではコドラートの設定によって調査結果に

大きな差異が生じる恐れがある。 

そこで，本研究では現地調査困難箇所への立ち入りを

せず，広範囲の立木を調査することを目的に，UAVを活

用した広域コドラート調査（調査単位 50m×50m）を試

みた。 

2．調査対象箇所 

信濃川水系中津川流域及び清津川流域内の 6箇所で調

査を実施した（図-1）。調査箇所はスギ，カラマツ，広葉

樹の樹種区分ごとに 2箇所ずつ設定した（表-1）。 

図-1 調査対象箇所 

表-1 調査対象箇所の樹種区分 

樹種区分 中津川流域 清津川流域 

スギ
2 箇所 

（NK-1,NK-2） 
- 

カラマツ -
2 箇所 

（KY-1,KY-2） 

広葉樹 
1 箇所 

（NK-3） 
1 箇所 

（KY-3） 

3．調査手法 

3.1 UAV計測 

UAV 計測に使用した機器及び計測時期等を表-2 に示

す。広葉樹の調査箇所（NK-3，KY-3）については，6月

の計測と併せて紅葉時期（11月）の計測も実施した。UAV

から取得した空中写真を SfM（Structure from Motion）解

析し，3次元点群データ，オルソ画像，DSM（Digital Surface 

Model）を作成した（図-2）。 

表-2 使用した機器及び計測時期等 

使用した UAV 機器 PHANTOM 4 RTK（DJI 社） 

UAV 計測時期 
2019/6/25～26 
2019/11/6（NK-3,KY-3 のみ） 

使用した SfM 解析ソフト Pix4Dmapper（Pix4D 社） 

図-2 UAV計測結果の例（NK-1） 

（上図：3次元点群データ，下左図：オルソ画像，下右図：DSM） 

3.2 広域コドラートの設定と樹頂点の抽出 

調査箇所ごとに 50m四方のコドラートを設定し，UAV

計測による 3次元点群データ，オルソ画像，DSMを活用

し，コドラート内の立木の樹頂点を抽出した（図-3）。ま

た，各樹頂点において，UAV計測による DSMと既往の

航空レーザ計測による DEM（Digital Elevation Model）の

差分から樹高を設定した。 

図-3 樹頂点抽出の例（NK-1） 
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3.3 胸高直径の推定 

立木の胸高直径は UAV 計測結果から把握することが

できないため，湯沢砂防事務所管内における既往の現地

コドラート調査結果（205 箇所）より，樹種ごとの樹高

と胸高直径の関係を整理し，相関式を設定した（図-4）。

3.2 で求めた樹高と設定した相関式より胸高直径を推定

した。

図-4 現地コドラート調査結果による樹高と胸高直径の関係 

4．結果と考察 

4.1 広域コドラート調査による材積量 

3.2及び 3.3で求めた広域コドラート内の立木の樹高と

胸高直径より，立木 1本ずつの材積量を算出し，各コド

ラートにおける単位面積当たりの材積量を算出した（表

-3）。スギとカラマツの調査地点では，コドラート内の立

木の諸元や分布状況が似ているため，調査地点ごとの材

積量は近い値となっている。一方，広葉樹の調査地点で

は，コドラート内の立木の諸元や分布状況が異なる

（NK-3に比べて KY-3は樹高の低い立木が多く，立木の

分布も疎である）ことから，調査地点ごとの材積量のば

らつきが大きくなっている。

表-3 広域コドラート調査結果 

樹種区分 スギ カラマツ 広葉樹 

調査地点 NK-1 NK-2 KY-1 KY-2 NK-3 KY-3 

本数 
（本） 

102 79 124 122 50 84 

最小樹高 
（m） 

15.0 8.0 16.0 10.0 5.0 5.0 

最大樹高 
（m） 

35.0 38.0 24.0 26.0 36.0 14.0 

平均樹高 
（m） 

26.1 26.8 20.1 17.0 20.8 8.4 

材積量 
（m3/m2） 

0.068 0.060 0.028 0.019 0.023 0.004 

4.2 現地コドラート調査結果との比較 

本手法により算出した材積量の妥当性を検討するため，

中津川流域及び清津川流域における既往現地コドラート

調査による材積量と比較した（表-4）。比較の結果，スギ

とカラマツでは，本手法による材積量は現地コドラート

調査による材積量の樹種ごとの平均値と近い値となった。

これは，現地では樹高階級ごとにコドラートを設定して

いるため樹高の高低により材積量の大小が生じるが，本

手法では広範囲に設定したコドラート内に様々な樹高の

立木が含まれることによるものではないかと考えられる。 

一方，広葉樹では，本手法による材積量は現地コドラ

ート調査による材積量と比較して小さい値（現地サンプ

ルの材積量の最小値付近）となった。この要因として，

広葉樹は幹が複数に分岐していることや樹冠が丸みを帯

びていること，UAV計測データからは中層や下層の立木

を抽出できないことなどから，樹頂点の抽出精度が針葉

樹に比べ低くなっていることが考えられる。 

表-4 現地コドラート調査と本手法による材積量の比較 

樹種区分 

現地コドラート調査 本手法 

サンプル
数

材積量 
（m3/m2） 

材積量 
平均 

（m3/m2） 

材積量 
（m3/m2） 

スギ
 幼齢林(1) 
 中 木(3) 
 中高木(0) 
 高 木(12) 

16 
0.023 

～ 
0.142 

0.064 
[NK-1]0.068 

[NK-2]0.060 

カラマツ
 幼齢林(2) 
 中 木(6) 
 中高木(4) 
 高 木(4) 

16 
0.003 

～ 
0.048 

0.021 
[KY-1]0.028 

[KY-2]0.019 

広葉樹 
樹高≧15m 主体 

10 
0.026 

～ 
0.095 

0.056 [NK-3]0.023 

広葉樹 
樹高＜15m 主体 

10 
0.002 

～ 
0.051 

0.017 [KY-3]0.004 

※幼齢林：樹高 10m 未満，中木：樹高 10～15m，中高木：樹高 15～20m，高木：樹高 20m 以上
カッコ内はサンプル数

5．おわりに 

今回の調査では，同一地点における UAV 計測による

コドラート調査結果と現地コドラート調査結果との比較

ができていないため，算出した材積量の精度検証は今後

の課題である。しかし，これまでの現地調査に比べて，

本手法は現地立ち入りの制約が少なく，急峻な地形を呈

している砂防流域では有効な調査ツールとなり得る。ま

た，UAVを活用することで広範囲の計測が短時間で実施

可能となり，既往の現地コドラート調査と比較し，広範

囲でのコドラート調査を行うことができる。それにより，

立木諸元にばらつきのある林相においてもコドラートの

設定による材積量のばらつきを抑えることができると考

えられる。 
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図 1.UAV レーザスキャナ 

図 2.基準点の標識

図 3.標識の計測結果
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1. はじめに

国土交通省では、生産性革命をめざした新たな社会

資本整備として、三次元データを基軸とする建設生産・

管理システムを実現するため BIM/CIM の取り組みを推

進しています。 

BIM/CIM にて調査、設計段階から三次元モデルを導入

することで、施工や管理段階まで品質を確保し、生産性

を向上することが求められています。さらに、近年の大

規模な土砂災害への対応として、安全かつ迅速に三次

元地形データを取得することが重要です。

本稿では、UAV レーザスキャナを中心とした三次元で

地形を測量する技術とその精度管理の手法を追究する

とともに、砂防調査や設計での有効な利用方法につい

て考察します。 

2. 砂防事業地を対象とした他の三次元測量との比較

2.1 三次元測量の比較 

砂防事業地を対象とした三次

元測量を多数実施した経験から、

UAV レーザスキャナ（図 1）と地

上レーザスキャナ、UAV写真測量、

航空レーザ測量を地形データ精

度の信頼性、効率性、経済性、安

全性の観点から比較、考察した

結果を表 1 に示す。 

 

表 1よりUAVレーザスキャナによるデータ取得が相対

的に優位と考える。  

2.2 UAV レーザスキャナの特徴的な優位点 

①上空からの観測は、死角が無いうえレーザの入射角が

大きいため、植生下であっても充分にレーザが到達す

る

②UAV は低高度、低速度であり、渓流等の谷地形でも高

密度にて地形データを取得することが可能となる

③計測作業および点群解析に要する時間が大幅に短縮

され、コストも縮減される

④急勾配地など危険箇所への立入りが省略できる

3.精度管理上の課題への対処

3.1 UAV レーザスキャナの特性と精度管理上の課題 

トータルステーション（以下 TS）や GNSS 衛星測量機

での観測では、基準点に測量機を設置し計測すること

で目標点の座標値、標高値を確定できる。一方で UAV レ

ーザスキャナは、「レーザスキャナが空中を移動し照射

部分が不随意に回転する」という特性上、任意の目標点

を狙って測定することはできない。 

 UAV レーザスキャナによる測量の精度管理は、従来の

測量機による基準点の観測値との較差が許容範囲内で

あるかを確認する。したがって三次元点群の中から基

準点を判別する必要がある。しかし、どの点が基準点を

測定しているかを明確に判別することはできない。 

 つまり、UAV レーザスキャナの基準点として「円錐形

の頂点」等の特徴点を測定し、従来の測量機での観測結

果と合致させたとしても、その特徴点が頂点をとらえ

ていたかどうかは、偶然の可能性

を否定できず、データ集合の中か

ら都合のよいデータを抽出する

こととなり、論拠的に精度を管理

できない。 

このため、基準点に設置する標

識の形状と計測した後のデータ

処理が精度管理上の課題となっ

ていた。 

3.2 基準点標識としての専用平板 

 前節より、特徴点で精度を管理

するのではなく、測定対象物を形

成する点群をひと塊として計測

することを考案した。 

中心を測量三脚に固定できる 

よう加工した正方形（0.90m× 

0.90m）の平板を製作し、図 2 の 

ように地表面と水平に基準点上に設置する。 

砂防調査・設計に有用な UAV レーザスキャナによる三次元地形データ取得にあたっての考察 

国土交通省 天竜川上流河川事務所  伊藤 誠記, 澤田 宗也 

株式会社ゼンシン ○中島 一郎, 田中 洋治, 森村 浩之,  

原田 東鶴, 代田 竜介, 宮下 利一, 境澤 昌志 

表 1. 砂防事業を対象とした三次元測量の比較 
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図 4.基準点標識の計測イメージ 

表 2. 精度管理表（抜粋）TS 観測との較差 

基準点名 計測点数 ΔX（ｍ） ΔＹ（ｍ） ΔＨ（ｍ）

HK1 262 0.053 -0.065 0.024

HK2 361 0.043 -0.041 0.018

HK3 477 0.039 -0.024 0.011

HK4 392 0.028 -0.055 0.019

HK5 191 0.047 -0.072 0.031

HK6 245 0.078 -0.045 0.022

0.048 -0.050 0.021平均変位  

図 5.UAV レーザによる全計測 
の平均と基準点(HK3)の較差 

図 6.砂防事業の三次元モデル作成例(視線を変えた 2 画面) 

森林内の設置であっても、三次元点群からレーザの反

射強度で平板を特定できるよう、白色塗料を上面に塗布

している。 

天竜川上流直轄砂防管内の新宮川流域での砂防事業

計画地にて、平成 30 年 1 月に三次元測量を実施する際

に、この専用平板を採用し精度を管理した。 

基準点標識の設置数は、公

共測量作業規程の航空レーザ

測量の欄を準用し、点数は計

測対象面積（km2）を 0.25 で割

った値に 1を足した値とし、最

低数は 4点とする。可能な限り

計測対象全域で均等に配置す

る。 

図 4 のとおり、標識を設置

後、平板中心の座標・標高値を

TSにて測定したうえで、UAV レ

ーザスキャナで三次元測量す

る。平板に照射された計測点

群は、図 3のように容易に判別

することができる。 

3.3 UAV レーザスキャナ測量 

の精度管理 

図 5 のとおり、平板内の全

計測点の座標・標高値を平均

し、これを精度管 

理の対象とした。 

理論上、平板の

計測点数が増え

るほど、その平均

値は平板の中心

に近似する数値

となり、検証の確

度が高くなる。 

3.4 精度管理結果と今後留意する事項 

 表 2 に示すように、座標較差は平均で 50mm 以内、標

高較差は 21mm となり、専用平板を使用し、精度管理し

たことで、UAV レーザスキャナシステムの高密度な計測

と高精度な点群解析を裏付ける結果になった。また点

検として地上レーザにて計測した三次元地形データと

の検証を行い、整合していることを確認している。 

ただし UAV レーザスキャナシステムは普及途上であ

り、従来の測量機器と違い、客観的に機械器具の検定を

実施し証明する機関が存在しない。したがってシステ

ムの中のレーザスキャナ、GNSS、IMU、UAV 機体のうち

何れかが劣化し、調整を要する事態になったとしても

気付かない可能性がある。

その対処として日頃の整備や適時に行うキャリブレ

ーションを基本とし、全ての計測につき前節までの精

度検証を適切に実施することが不可欠である。さらに

点検測量として、測量機器検定を受けた測量機器によ

り、地形測量や横断測量を適当な範囲で実施し、三次元

地形データとの整合を確認することが望ましい。 

4.砂防調査、設計での有効利用

砂防事業では、概略、予備、詳細と順を追って設計が

進められている。UAV レーザスキャナ測量にて三次元地

形データを取得しておけば、以降の設計で必要な縦横

断図等は、自由に展開が可能となる。図 6 のように施設

の検討位置や道路ルート位置の追加、変更があっても

即座に地形形状を確認でき、スムーズかつスピーディ

ーで経済的な設計が行える。 

 

このためには、専用平板を活用した UAV レーザスキ

ャナ測量を精度よく実施することが必要となる。砂防

事業地の場合には、周辺に細かな構造物がさほど存在

しないため、地盤面の変化を主に把握することができ

れば砂防施設設計には有効である。これに必要な点群

データ密度の取得が十分に可能と考える。 

5.おわりに

今回は、砂防の調査・設計にあたり UAV レーザスキャ

ナにより三次元で地形測量する優位性を述べるととも

に、主に専用平板を活用した精度管理について論じた。 

なお実施にあた

っては、流域内の

森林の粗密、下草

の程度、範囲内の

構造物の状況、航

行時の安全確保に

よる制約等によっ

ては、十分な点群

データが得られな

い場合もある。こ

のような場合に

は、図 7 のように

他の三次元測量と

の併用や精度向上

のためのフライト

計画等を十分検討したうえで実施する必要がある。 

今後も生産性革命を担う、UAV レーザスキャナによる

三次元地形測量とその活用の向上に向け、改善検討を

引き続き進めたい。

 図 7. UAV レーザと地上レーザの
併用による作業計画例  

レーザスキャナ
による計測点 

専用平板の中心座標値・ 
標高値を TS にて測定

堰堤

堰堤

工事用・管理用道路 

工事用・管理用道路 

凡 例 
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UAV 搭載型レーザー計測システムを用いた砂防設備の洗堀・湛水池の実地検証 

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 野口暁浩（現：東北地方整備局）・渡邊繁行 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ○澤田悦史・北原一平・佐々木央・菊池将人 

テラドローン株式会社  高取 佑 

１．はじめに 

砂防関係施設点検要領（案）（平成 31 年 3 月 国土

交通省砂防部保全課）によると、砂防設備についての

点検項目は、「本体、構造物取付部、堆砂地を含む設備

周辺等の漏水・湧水・ひび割れ・洗掘・亀裂・破損・

地すべり等の有無、設備および施設に直接影響を与え

る周辺地域の状況」であり、目視点検が基本とされて

いる。この点検項目のうち「洗掘」については一般的

に常時流水があるため、水深が深い箇所は目視点検で

は洗掘の有無しか確認できない。また、洗堀の点検の

みならず、砂防施設の堆砂地の状況把握は堰堤上流面

が湛水している場合、目視点検では堆砂状況を定量的

に把握することが困難となる。これらの洗堀や湛水状

況を把握するために潜水等で目視点検を実施すること

も可能であるが多大な労力と危険性を伴うことになる。 

本発表では砂防設備の洗掘や湛水池状況を把握する

ための新たな手法として、UAV 搭載型グリーンレーザー

計測システムを用いた水域内の地形計測に関する実地

検証を行った。 

２．実地検証の概要 

（１）計測日：令和元年１２月２６日

（２）計測箇所

東北地方整備局 湯沢河川国道事務所管内に設置さ

れている下記の砂防堰堤を対象とした。 

【小先達川１砂防堰堤】 【先達川第３砂防堰堤】 

堰堤上流の湛水池 堰堤下流側壁下部の洗堀 

（３）UAV に搭載したレーザー計測システム

本業務では、グリーンレーザー（レーザ測距装置・

GNSS/IMU）には ASTRALiTe 社の edge システムを使用し

た。edge システムの仕様と測定の概念図を下記に示す。 

ASTRALiTe 社カタログより引用 

なお、グリーンレーザーはレーザーの波長特性から

水域における計測に適しており、地上部での計測には

不向きという性質がある。一方、近赤外レーザーは地

上部における計測に適している。今回の実地検証では

水域部以外の地表面を把握するため近赤外レーザーに

よる計測も合わせて実施し、水域内と地表面の地形お

よび砂防設備の形状を把握した。 

（４）使用したＵＡＶ

今回搭載するグリーンレーザーの重量が 5.0kg であ

るため小型の UAV ではペイロード（積載可能重量）の

関係から搭載することが困難である。このため中型の

UAV：Matrice 600 Pro（DJI 社）を使用した。 

（５）飛行経路

 飛行経路は周辺の障害物（樹木等）にＵＡＶが接触

しない安全な経路とし対地高度は約 30ｍとした。 

図-1 飛行経路図（先達川第３砂防堰堤の例） 

（６）計測箇所の濁度

グリーンレーザ

ーは水中の透過し

やすい波長を照射

することで水中の

底面を計測する仕

組みとなっている。

このため、実地検証

前に計測箇所付近

の水を採取し濁度

を計測した。濁度は

先達川第 3 砂防堰

堤で 1.74、小先達  

川第 1砂防堰堤で 

2.48 であった。 

この濁度の計測結果から計測可能な水深の理論値は

図-2 によると先達川第 3 砂防堰堤が 0～5m、小先達川

第 1砂防堰堤が 0～4m と推定される。 

システム重量 5.0kg 

大きさ 26.7 cm x 22.9 

cm x 18.3 cm 

視野角 ±15 度（30 度） 

精度 0.5cm 

図-2 計測可能水深と濁度の 
関係（対地高度 25ｍ） 
出典：ASTRALite 社資料
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３．計測結果の解析 

グリーンレーザーと近赤外レーザーで取得した点群

データを用いて 3 次元モデルを作成し計測結果の解析

を実施した。以下に先達川第３砂防堰堤の事例を示す。 

図-3 水域と地表面の点群データの重合わせ 

図-4 3 次元モデル化 

４.計測結果の考察

点群データから作成した３次元モデルを用いて各砂

防堰堤計測箇所の横断図を作成した。横断図から得ら

れた考察は次の通りである。 

（１) 先達第 3砂防堰堤

【計測範囲】当該堰堤の左岸側は樹木が河床側に張出

しておりＵＡＶ飛行の障害となった。このため、前庭

側壁の洗堀の可能性がある左岸側の水域の一部が取得

できなかった。 

【計測深度】左岸側の一部を除く当該堰堤の前庭保護

工の計測箇所すべてにおいて水域底面が計測できる結

果が得られた（最大 2.5ｍ程度）。 

図-5 先達川第 3砂防堰堤の前庭部横断図（抜粋） 

（２）小先達第１砂防堰堤

【計測範囲】湛水地をＵＡＶで飛行する際に障害物が

なかったため、湛水地の水域部について点群データを

両岸ともに取得することができた。 

【計測深度】湛水池の底面（最深部）について部分的

な計測はできたものの全体の計測はできなかった。 

これは水中深部に向かうにつれて濁度が高くなりレ

ーザー計測の限界となった可能性ある。取得できた水

域底面の深さは最大で 4ｍ程度となり、濁度による計測

可能水深（図-2）と概ね一致した。 

 

図-6 小先達川第 1砂防堰堤の湛水池横断図（抜粋） 

５．今後の課題と解決策 

（１）データ計測範囲に関する課題

樹木と UAV の離隔は飛行の安全を考慮し 10ｍ程度

離す必要がある。計測範囲を広げるためには支障とな

る樹木を伐採する等の措置を行うことが望ましい。

（２）データ取得深度に関する課題

①流水の濁度：今回の実地検証では、図-2 に示す理論

値どおりの計測が概ねできたと考えられる。ただし、

同じ計測箇所でも計測時期により濁度が変化する可能

性があるため、できるだけ出水期を避けた計測が望ま

しいと考えられる。

②飛行速度：飛行速度は、今回は標準的な平均 5m/s で

飛行した。速度を下げレーザーの照射を密にすること

で深部までの計測ができる可能性も考えられる（ただ

し、飛行速度は最低でも 4m/s）。 
（３）計測データの精度

 全箇所ではないがグリーンレーザーによる計測精度

は概ね現地状況を反映した結果が得られた。ただし、

現地でポールにより確認した結果と計測誤差が部分的

に確認されるため、現時点で計測結果の設計への反映

は参考程度とすることが望ましい。

６.今後の展望

今回、ＵＡＶに搭載したグリーンレーザーは近年開

発された新技術であり日進月歩で今後、開発・改善が

進められる技術である。

このため、現時点で本技術を施設設計等に用いる場

合、グリーンレーザーと近赤外レーザー計測の２種類

のレーザーを組みあわせて地上部・水部含む全体の現

況を把握し、設計上重要な座標点については TS や

GNSS 測量等で精緻に観測するなど、用途に応じた使

い分けをすることが有効と考える。 

水深 3.7ｍ 

水深 4.2ｍ 

計測できなかった範囲 

水域 

水域 

計測できなかった範囲 

水深 2.5ｍ 
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航空レーザ計測データを活用した発生流木量の把握

国土交通省水管理・国土保全局 田中秀基

国土交通省近畿地方整備局 白髭一磨

国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所 近藤浩明

（現 奈良県橿原市まちづくり部）

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 矢野治

アジア航測株式会社 船越和也・岡野和行・江口友章

・上杉温子・○吉安征香

１．はじめに

六甲山地では、豪雨により土砂災害が繰り

返し発生しており、近年では、平成 26 年台

風 11 号や平成 30 年 7 月豪雨等で多くの斜

面崩壊が発生している。これに対し、六甲砂

防事務所では平成 28 年および令和元年に航

空レーザ計測（以下、LP 計測）を実施し、

災害前後の地形変化とともに、樹林の植生被

覆状況を 3 次元データとして取得している。

ここでは、LP 計測を活用して、崩壊等によ

る土砂移動実態を把握するとともに、土砂移

動域の立木量から発生流木量を把握した事

例を報告する。

２．平成 30 年 7 月豪雨における生産土砂量

平成 30 年 7 月豪雨による新規・拡大崩壊

地（1,390 箇所）（図１）を対象に、平成 28
年（災害前）計測の DEM（数値標高モデル）

と令和元年（災害後）DEM の差分より、崩

壊地毎の生産土砂量を算出した（図２）。生

産土砂量の最頻値は 20～40m3、平均値が

137.3m3となっており、小規模崩壊が多数を

占めており、このうち崩壊土砂量 1,000m3以

上の崩壊地は 32 箇所が確認された。 

３．LP 計測による立木材積量の算出 
六甲山地に分布する林相をマツ、スギ・ヒ

ノキ、広葉樹の 3 林相（いずれも混成林）に

分類し、六甲山地で調査されてきた 1,018
地点の毎木調査結果による 10m×10m 範囲

の平均樹冠高と平均材積の相関式を作成し

た（表 1）。 

 

 
 
また、LP計測で取得した1m×1mのDSM

（数値表層モデル）と DEM を用いて、両者

の標高差分から六甲山地の DHCM（樹林域

の樹冠高モデル）を作成し、これと相関式か

ら六甲山地における 10m メッシュ単位の平

図１ 平成 30 年 7 月豪雨時の崩壊地分布 

図２ 平成 30 年 7 月豪雨による生産土砂量 

平均値：137.3m
3

図３ 崩壊箇所における LP 差分解析断面事例 

表１ 樹冠高-材積相関式（10m×10m 平均） 

V:材積 H：樹冠高 

林相 樹冠高－材積　相関式

マツ林 V　＝　12.064・H
1.4889

スギ・ヒノキ林 V　＝　17.753・H
1.3186

広葉樹林 V　＝　14.391・H
1.2491

DHCM 
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成 30 年 7 月豪雨以前の想定立木量を算出し

た（図４）。その結果、六甲山地では、300～
400m3/ha 前後の樹林域が広く分布する傾向

を示すとともに、露岩地や禿赦地などの樹林

被覆の少ない地点（0～100m3/ha）も多い傾

向を示した。

４．崩壊により発生した流木量の推定

推定した 10m メッシュ単位の立木量を用

いて、崩壊域に存在していた立木量を算出し、

この結果を崩壊により発生した流木量とし

た。この結果、平成 30 年 7 月豪雨により六

甲山地全域で発生した崩壊地（全 1,390 箇所）

で発生した流木量は 4,587m3 となり、全生

産土砂量（190,810m3）の 2.4%という結果

が得られた。

５．生産土砂量と発生流木量の関係

平成 30 年 7 月豪雨で発生した全ての崩壊

地（1,390 箇所）について、生産土砂量と発

生流木量の関係を整理した。その結果、発生

流木量が生産土砂量の 2％以下となる崩壊

地は 464 箇所（33.6％）、10％以下となる崩

壊地は 1,243 箇所（89.9％）となり、30％以

下で全崩壊地が包括される結果となった（図

５）。崩壊規模 1,000m3以上の崩壊地（32 箇

所）で見ると、発生流木量が生産土砂量の

2％以下となる崩壊地は 23 箇所（71.9％）、

4％以下となる崩壊地が 30 箇所（93.8％）と

なり、10％以下で全てが包括される結果と

なった（図６）。

この結果から、六甲山地で発生した

1,000m3以上 10,000m3以下の崩壊地は、発

生流木量が生産土砂量の2～4%以下となり、

黒岩ら（2016）1)による平成 23 年台風 12 号

の生産土砂量と発生流木量の関係と同様な

傾向を示していると考えられる。

一方で、六甲山地で多く見られる生産土砂

量が 1,000m3 以下の小規模な崩壊地は発生

流木量の割合がより大きくなることが確認

された。

６．おわりに

ここでは LP 計測による 3 次元データか

ら、地形のみならず被覆植生の詳細データを

把握することで、崩壊地からの生産土砂量と発生流木量の関係を明らかにすることを試みた。今後は、

複数時期の LP 計測データを活用し、同時多発的な土砂災害発生時の生産土砂量を迅速に把握していく

と同時に、崩壊発生前の立木量分布から発生流木量を迅速に把握していくことが有効と考える。

参考文献

１）黒岩知恵，藤村直樹，木下篤彦，水野秀明，今森直紀，福田和寿：平成 23 年台風 12 号土砂災害にお

ける和歌山県那智川支流域の流木の発生と流出実態，第 8 回土砂災害に関するシンポジウム論文集，

2016 年 9 月，2016

図４ 発生流木量の頻度分布 

図５ 生産土砂量と発生流木量（全崩壊地） 

図６ 生産土砂量と発生流木量（1,000m3以上） 

図４ 六甲山地全域の想定立木量面積確率分布 
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航空レーザデータを利用した砂防堰堤の施設効果の可視化の事例報告 

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所   伊藤誠記，澤田宗也 

中日本航空株式会社 ○高野正範，宮山智樹，中山裕紀，猿渡辰也，宇野女草太 

1. はじめに
既設砂防堰堤の施設効果を把握することは，流域の

土砂管理及び今後の砂防計画等において重要な事項で

ある。これまで堰堤の堆砂状況は，中心線形上の縦断図

と 10～50m程度の間隔で設定された距離標を基準とし

た横断測量で把握されてきた。近年，ICT技術の発展に

伴い，三次元データの利用が普及してきた。本件では航

空レーザ測量による標高グリッドデータ（三次元地形

モデル）を用いた堆砂状況把握の事例を報告する。

2. 堆砂勾配調査
2.1 調査対象

調査対象施設は，天竜川

上流河川事務所の管轄す

る竜西流域内の砂防堰堤

で，古いものは昭和 30 年

代に竣工したものから，現

在も一部施工中のものま

で様々な年代に建設され

た 21基の砂防堰堤（表 1）

とした。流域毎の内訳は，

太田切川流域が 9基，中田

切川流域が 4基，与田切川

流域が 8基である。 

2.2 調査方法 

2.2.1 使用データ 

施設効果を確認するう

えで，計画に対して現状がどうであるかを同一次元で

把握することが重要であり，縦断図による計画堆砂勾

配と現況の堆砂勾配を比較した。施設計画時の計画堆

砂勾配及び元河床勾配は，天竜川上流河川事務所所有

の竜西流域砂防施設台帳の施設諸元表より確認した。

現況地形は，航空レーザ測量データ（2019 年 10 月計

測の 1mグリッド標高データ）を用いた。 

2.2.2 縦断線形の復元 

施設台帳の付属資料（施設配置計画図等）と現況地形

を CAD 上で重畳し，現況地形上に中心線形をトレース

した。この際，計画年代が古い施設については，位置が

確認できる座標情報等の資料が少なく，中には縮尺が

不明なものや，標高基準の整合が取れないものも存在

した。それら施設について，計画図内の等高線形状や堰

堤の配置図により平面位置及び標高の整合を図り線形

を設定して復元した。（図 1） 

2.2.3 現況河床勾配算出区間 

 計画時の縦断図と現況縦断を重畳し，現況河床勾配

の算出区間を次のとおり設定した。 

①：現在の堆砂高の回帰直線と元河床の交点，もし

くは現在の堆砂高が元河床勾配に近接した点か

つ勾配変化点（図 2） 

②：①の交差地点が上流側に設置された堰堤より上

流となった場合は上流堰堤直下とする区間（図 3） 

2.3 調査結果 

各堰堤の元河床勾配，計画堆砂勾配，現況河床勾配は

表 2 のとおりである。現況河床勾配について，未満砂

および砂利採取・除石が行われた堰堤を除き，最大勾配

は太田切流域の黒川第 2 砂防堰堤の 1/14.6，最小は同

流域名 砂防堰堤施設名

太田切砂防堰堤

太田切第2砂防堰堤

中御所砂防堰堤

中御所第2砂防堰堤

黒川砂防堰堤

黒川第2砂防堰堤

黒川第3砂防堰堤

黒川第4砂防堰堤

本谷砂防堰堤

中田切砂防堰堤

中田切第2砂防堰堤

中田切第3砂防堰堤

中田切第4砂防堰堤

坊主平砂防堰堤

飯島砂防堰堤

七久保堰堤

飯島第2砂防堰堤

飯島第3砂防堰堤

飯島第4砂防堰堤

飯島第5砂防堰堤

飯島第6砂防堰堤

太田切川流域

中田切川流域

与田切川流域

表 1 調査対象砂防堰堤 

図 1 既存資料と現況地形モデルとの重畳例 

図 2 現況河床勾配算出区間設定例① 

図 3 現況河床勾配算出区間設定例② 

堰堤箇所横断図と点群データの重畳 

対象堰堤 

対象堰堤 上流側堰堤 

勾配確認区間 

勾配確認区間 

現在の堆砂高 元河床 

現在の堆砂高 元河床 
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図 6 二時期差分による堆砂状況の可視化 

（想定元河床～現況地形 飯島第 6 砂防堰堤） 

じく太田切流域の黒川第 3砂防堰堤の 1/26.8であった。

現況勾配が計画勾配を超えた堰堤は，太田切川流域の

太田切第 2 堰堤の 1 基であった。また与田切川流域は

8基の堰堤のうち 6基で砂利採取が行われていた。図 4

は元河床勾配の急な順に並べた散布図で，砂利採取が

行われた堰堤を除くと，元河床勾配が緩い箇所では現

況河床が計画堆砂勾配に近く，元河床が急な箇所では

現況勾配は緩くなる傾向となった。 

 

 

 

 

3. 三次元データによる確認事例

今回は，堰堤の堆砂前の地形モデル（2016年計測の

0.5m グリッド標高データ）を変動前の河床と想定し，

堆砂後の地形モデル（2019 年 10 月計測の 1m グリッ

ド標高データ）との比較により堆砂状況の可視化画像

を作成した。図 5 は，それぞれの地形データを可視化

した画像（地形起伏図）である。地形起伏図は，微地形

の表現に優れており，同一箇所の地形形状の違いを目

視確認できる。図 6 は，二次期の地形データの標高差

分解析を実施して作成した差分画像で，堆砂・堆積を暖

色系，侵食・崩壊を寒色系で差分量に応じたグラデーシ

ョンで表現している。これにより堰堤上流側の堆砂状

況が視覚的に確認できる。 

二つの三次元データを用いた解析では，従来の平均

断面法等の手法に比べ短時間で精度のよい堆砂量の算

出ができる。また，計画時に設定した平常時堆砂勾配や

計画堆砂勾配から三次元モデルを作成し，現況地形と

の差分解析による画像及び空き容量等を容易に確認す

ることが可能となる。三次元設計モデル等が作成され

る新しい施設では，三次元データを活用することで堆

砂状況を詳細に確認できる有効な手法となる。 

4. 課題と展望

既存施設の多くは縦横断図を基に計画及び管理され

てきており，堆砂量の算出方法も平均断面法等で行わ

れてきた。縦断図での比較では，澪筋が変化する堆砂敷

においてどのように堆砂勾配を設定するかが課題であ

る。堆砂状況の確認は，澪筋の変化を含めた，偏堆砂や

局所洗堀がどこに発生しているかを把握することも重

要で，縦断形・横断形に加え，平面形も用いて総合的に

評価しなければならない。これらの変動は，土砂流出毎

に大きく異なり，特に土石流直後では大きな堆砂が発

生する。今回の調査結果は，平常時の堆砂状態に近いも

のと推測するが，土砂流出時の変動が本来の堆砂状況，

施設効果を発揮している状況と考えられるため，複数

期の三次元データにより確認することが有効と考える。 

5．おわりに 

 本報告では，航空レーザ測量データを利用し現状の

堆砂状況を調査し，縦断図による線的な比較により各

勾配を整理した。また今後の ICT の発展を想定し，二

時期の三次元データを用いた解析により，堰堤での土

砂捕捉状況の可視化について試行した。このような三

次元情報を用いて堆砂状況を定期的にモニタリングす

ることで，現況施設の持つ機能を確認し適切な土砂管

理を行うことが重要である。 

流域名 砂防堰堤施設名 元河床勾配 計画堆砂勾配 現況河床勾配

太田切砂防堰堤※1 1/14.6 1/21.9 1/ 33.8

太田切第2砂防堰堤 1/12.5 1/18.8 1/ 15.6

中御所砂防堰堤 1/ 8.4 1/12.6 1/ 15.6

中御所第2砂防堰堤 1/ 9.3 1/14.0 1/ 18.9

黒川砂防堰堤 1/ 8.0 1/12.0 1/ 23.5

黒川第2砂防堰堤 1/ 9.4 1/14.1 1/ 14.6

黒川第3砂防堰堤 1/ 8.0 1/12.0 1/ 26.8

黒川第4砂防堰堤※2 1/ 9.2 1/13.8 1/ 13.3

本谷砂防堰堤 1/ 7.7 1/11.6 1/ 22.7

中田切砂防堰堤 1/ 8.7 1/13.1 1/ 16.6

中田切第2砂防堰堤 1/12.6 1/18.9 1/ 21.4

中田切第3砂防堰堤※1 1/ 9.5 1/14.3 1/ 25.8

中田切第4砂防堰堤 1/12.0 1/18.0 1/ 20.2

坊主平砂防堰堤 1/12.6 1/18.9 1/ 22.5

飯島砂防堰堤※1 1/16.4 1/24.6 1/309.2

七久保堰堤※1,※3 1/19.4 1/29.1 1/177.5

飯島第2砂防堰堤※1 1/14.3 1/21.5 1/ 31.9

飯島第3砂防堰堤※1 1/14.0 1/21.0 1/ 39.0

飯島第4砂防堰堤※1 1/11.8 1/17.7 1/ 24.2

飯島第5砂防堰堤※1 1/12.0 1/18.0 1/ 20.2

飯島第6砂防堰堤 1/ 9.3 1/14.0 1/ 19.4

※3：七久保堰堤の元河床勾配及び計画堆砂勾配は現況地形より推定

太田切川
流域

中田切川
流域

与田切川
流域

※1：砂利採取，除石あり

※2：黒川大4砂防堰堤は未満砂

表 2 調査対象砂防堰堤 図 5 地形可視化画像（飯島第 6砂防堰堤） 

（左 2016年，右 2019 年） 

対象堰堤 

2016～2019 の概算堆砂量 

約 180,000ｍ3
【メッシュ法】 

対象堰堤 

勾配 1/n 

未
満
砂
 

砂
利
採
取
 

除
石

 

砂
利
採
取
 

砂
利
採
取
 

砂
利
採
取
 

砂
利
採
取
 

砂
利
採
取
 

砂
利
採
取
 

100以上 

図 4 元河床，計画堆砂，現況河床勾配比較 
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UAVを活用した火山地域における土石流発生源の推定方法に関する考察 

(一財)砂防・地すべり技術センター ○池田暁彦 藤沢康弘 小林拓也* 小尾 亮 
（*現 国立研究開発法人 土木研究所） 

１．緒 論 

火山が噴火して火山灰が山腹斜面に堆積すると浸透

能がそれ以前に比べて極端に小さくなり，その結果表面

流が発生しやすくなって，それまで土石流が発生しなか

ったような小さな雨で土石流が発生する傾向がある 1)，2)．

このため，火山噴火後の地形変化，流域内の火山灰の堆

積範囲・堆積厚などを調査し，土石流発生の急迫性やそ

の影響範囲を迅速に把握する必要がある．

火山噴火後は多量の火山灰を含む渓床堆積土砂の侵

食・流出によって土石流が発生すると考えられる．一般

的に土石流発生区間は河床勾配 15°以上が目安となっ

ている 3)．土石流発生区間における渓床堆積土砂は，小

規模な流量でも移動し，河床勾配の変化点（特に遷緩点）

などで不安定な状態で堆積して多量に蓄積された後，流

量の増加などによって土石流となって流下する可能性

が示唆されている 4)．このため，火山噴火後は土石流発

生区間における火山灰の堆積範囲等に加え，山腹斜面の

リル・ガリー侵食状況とともに，渓床堆積土砂の移動（侵

食・堆積）状況や河床変動状況を把握することが重要と

考えられる．

国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所では

火山噴火とそれに伴う土石流が多く発生する桜島野尻

川を対象に，各種観測機器による土石流発生条件（降雨，

降灰量等）や流下特性（流量，土砂濃度等）の観測・解

析，LiDAR による土砂移動量（河床変動量，流出土砂

量等）などを調査している．しかし，土石流の流下状況

は観測機器によって把握することは可能だが，土石流の

発生源と推定される斜面・河床勾配が急な範囲は噴火口

周辺となることが多いために，土石流の発生状況を噴火

中・噴火直後に短時間で調査することは困難である．こ

のため，近年では噴火後や土石流発生後にUAVを活用

した調査を展開している．

本発表では，2019 年に桜島野尻川で発生した土石流

を対象に，各種観測・調査結果に基づいて噴火状況，土

石流の発生状況等を整理した上で，UAV 撮影映像を活

用して土石流発生源の推定を試み，UAV の有用性と活

用方法について考察したので報告する．

２．野尻川流域の概要 

野尻川は桜島の南西に位置する流域面積2.99km2，平

均河床勾配 6.3°（野尻川河口～野尻川 8 号砂防堰堤），

南岳（標高 1040m）を源頭部とする流域である．野尻川

には大隅河川国道事務所によって 8 基の砂防堰堤と最

下流の野尻川 1 号砂防堰堤から河口までは流路工が整

備されている．また，土石流の発生検知や流量・流送土

砂量の時系列特性を把握するためのワイヤーセンサー，

監視カメラ，水位計，流速計，土石流検知センサー（荷

重計・加速度計・圧力式水位計）などの観測機器が砂防

堰堤の水通し部や橋梁に設置されており，野尻川流域全

体の降雨・流量特性や土石流発生と噴火の関係を把握す

るための雨量計と降灰量計が流域全体を網羅するよう

に設置されている．各種観測機器の観測データと解析結

果は大隅河川国道事務所のHP に適宜公開されている． 

３．UAV撮影データ 

(1) UAV撮影映像の概要

UAV による動画の撮影範囲は野尻川の河口から上流

約 4.5km 地点の桜島山腹までの河道沿いとなっている．

UAV による調査は比較的大きな噴火や土石流の発生後

に実施しており，流域状況とともに砂防堰堤の土石流捕

捉効果等についても調査している．UAV は自動飛行と

なっており，飛行ルートは河口から上流に向かって上流

方向を撮影した後，最上流地点から同じルートを下流に

向かって飛行して下流方向に撮影している（図－1）． 

(2) 2019年の土石流発生状況

本研究では，大隅河川国道事務所より提供いただいた

2019年 4月 23日，7月 4日，10月 24日に撮影された3

回の UAV 撮影映像を解析した．当該期間では野尻川 1
号砂防堰堤地点において 4 月 23 日までに 5 回，4 月 23

日～7 月 4 日に 5 回，7 月 4 日～10 月 24 日に 7 回の土

石流の観測が確認され，3 月 3 日，7 月 14 日，10 月 2

日は土石流ピーク流量が200m3/s以上が観測されている． 

４．土石流発生源の推定 

野尻川の河口から野尻川 1 号砂防堰堤までは流路工

が（平均河床勾配 4.2°），野尻川 1号砂防堰堤から最上

流の野尻川 8 号砂防堰堤までは砂防堰堤が連続的に整

備されているため（平均河床勾配 6.3°），土石流の発生

源は野尻川 8 号砂防堰堤上流の自然河道区間と推定さ

れる．そこで，本研究では，野尻川 8号砂防堰堤上流の

自然河道区間を対象に4月23日撮影映像を基本として，

7 月 4 日，10 月 24 日撮影映像における時系列的な土砂

堆積・侵食状況等の変化に着目して解析した． 
以下に解析結果を示す． 

 野尻川 8 号砂防堰堤から左右支渓合流点（累加距離

4300m）までの区間では両岸での渓岸崩壊地の拡大，

新たな渓岸崩壊が発生している．崩壊土砂は崩壊地

の直下に一部残存している． 

 同区間の渓床では土砂堆積と土石流による二次侵食

が連続的にみられ，両岸には部分的に段丘（土石流

の侵食崖）が形成されている． 
 累加距離 3700m，4020m付近で左支渓が合流して土

砂が本川に流出している．支渓の渓岸には崩壊・侵

食がみられる． 

 左右支渓合流点では土砂堆積と流出（侵食）が顕著

にみられ，その河床変動幅は下流域と比べて大きい

（図－2，3）．両支渓の渓岸には崩壊・侵食がみられ， 

717

R15‑019 2020年度砂防学会研究発表会概要集



合流点と同様に土砂堆積と侵食（流出）が顕著

となっており，10月 24日時点でも土砂が残存し

ている． 
野尻川8号砂防堰堤から左右支渓合流点の平均河

床勾配は 8°であり，土石流の流下・堆積区間 3)に

区分される．本区間では土砂堆積と土石流による二

次侵食が連続的にみられるものの，大規模な土砂流

出や河床勾配の変化はみられない．一方，土砂堆積

と侵食（流出）が顕著な左右支渓合流点付近では平

均河床勾配は15°と急勾配に変化しており，土石流

発生区間に区分される．さらに，UAVの撮影映像で

は確認できなかったが，過去の LiDAR に基づく河

床縦断図をみると合流点上流 200m 地点に落差

100mの滝が確認される． 

これらのことから，両支渓の上流域（滝の上流を含む）

から恒常的あるいは土石流によって流出した土砂は，左

右支渓合流点に一旦堆積し，流量の増加などによって土

石流となって流下した可能性が示唆される．すなわち，

野尻川においては左右支渓合流点が土石流発生源であ

ると推定された．なお，過去のLiDAR に基づく地盤変

化解析結果や河床変動解析成果からみても当該区間で

は堆積と侵食を繰り返しており，その河床変動幅は他の

区間に比べて大きい傾向を示していることからも裏付

けられる． 

５．おわりに 

複数回の土石流が対象ではあるが，UAV 撮影映像を

活用してその発生源の概略位置を推定することができ，

UAV の有用性が明らかとなった．現状では火口に近い

斜面や支渓はUAVの飛行が困難であることから，厳密

な土石流発生源の特定には至っていないため，今後はよ

り高い飛行高度や噴火中でも撮影可能となるように工

夫することが課題であると考えられる．

今回はUAVの撮影映像のみで土石流発生源の推定を 

 

試みたが，映像と同時にLiDAR等による地形情報が取

得できれば河床変動も併せて解析して土石流発生源の

詳細な位置を把握することが可能と考えられる．しかし，

1回の噴火の降灰範囲とその後の土石流発生状況を迅速

に調査することが必要だが，野尻川のように土石流発生

頻度が高いとLiDAR等による地形情報の取得コストが

大きくなるので，SfMなどを活用することも考えられる． 

最後に，UAV 撮影映像を提供していただいた国土交

通省九州地方整備局大隅河川国道事務所に謝意を表し

ます．
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図－2 UAV撮影映像の比較 

（左右支渓合流点：累加距離4300m） 

図－1 野尻川流域の概要とUAV飛行ルート 

左支渓 

図－3 野尻川の河床縦断図と推定された土石流発生源 

土石流発生源：左右支渓合流点 

（累加距離4300m） 

左支渓 

平均河床勾配 8 . 0 °

平均河床勾配 15 . 0 °
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熊野川流域における流砂水文観測データに基づく土砂移動状況の把握（その２）

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 小竹利明・山田拓・柴田俊

国土交通省国土技術政策総合研究所（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 ○井元成治・岡野和行・吉安征香・井之本信

1. はじめに

平成 23 年 9 月の紀伊半島大水害では，熊野川水

系川原樋川流域では多数の深層崩壊が発生し，多量

の土砂が生産された．その後の継続的な LP 計測に

より，池津川合流点より上流では，生産された土砂

の流出に伴い一時的に上昇した河床が，平成 24 年か

ら 29 年にかけて低下傾向になっていることが分か

っている 1）．深層崩壊による多量の土砂生産が見ら

れた流域において，土砂の流出及びそれに伴う河床

変動の経年変化の傾向を把握することを目的の一つ

として，流砂観測，インターバルカメラによる動画

撮影及び UAV による画像撮影等を実施した．ここ

では，令和元年台風 10 号時の流砂観測結果と，台風

10 号の前後に実施した UAV による計測結果を紹介

する．

2. 流砂観測機器の整備

川原樋川・赤谷川合流点付近（以下，赤谷川合流

点とする）及び約 5km 上流に位置する川原樋川・池

津川合流点付近（以下，池津川合流点とする）の 2
箇所に流砂観測機器を整備した．それぞれの機器の

設置箇所は，合流点より下流の横断構造物天端とし

た．整備した観測機器は，プレート型ハイドロフォ

ン，濁度計，水位計（赤谷合流点は既設のものを活

用）及びそれらのデータを収集するデータロガーで

ある（図 2，図 3）．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 5 分間隔で取得した． 

図 1.流砂観測機器設置位置 

3. 川原樋川における流砂観測

3.1 流砂観測機器による川原樋川の流砂観測

川原樋川流域では，令和元年台風 10 号により，最

大時間雨量 35mm/h，総雨量 409.5mm の豪雨がもた

らされた．赤谷雨量観測所の雨量と，池津川合流点

観測所及び赤谷川合流点観測所の水位，濁度及び掃

流砂量の観測結果を図 4 に示す． 
台風 10 号時の水位を見ると，下流に位置する赤谷

川合流点のピークが池津川合流点に先行していた．

赤谷川合流点の水位は，8 月 15 日 20 時頃から急激

に水位が上昇し，ピーク後 10 分程度の短時間で再び

水位が低下していた．赤谷川からの流水の影響を受

け，一時的に水位が上昇した可能性がある．

濁度の観測結果を見ると，両観測点ともに，水位

のピークに先行して，8 月 15 日 5 時頃に大きく上昇

している．豪雨に伴う水位上昇により，冠水頻度が

低い砂州や渓岸の表面に付着した細粒土砂などが洗

い流され，濁度が一時的に上昇した可能性がある．

また，2 つの観測地点の濁度の波形は非常に類似

している．池津川合流点上流から流下した浮遊砂や

ウォッシュロードが，両観測地点間をそのまま流下

し，赤谷川合流点下流に流下していると推察される． 

図 2.流砂観測機器設置状況（赤谷川合流点観測所） 

図 3.流砂観測機器設置状況（池津川合流点観測所） 

プレート型ハイドロフォン 

県道高野辻堂線 

池津川合流点観測所 

赤谷川合流点観測所 

赤谷地区深層崩壊地 

データロガー 

県道高野辻堂線 

水位計・濁度計 

プレート型ハイドロフォン 

水位計・濁度計 

データロガー 

赤谷雨量観測所 

対象地域 
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図 4.流砂量観測データ（令和元年台風 10 号） 

掃流砂量の観測結果を見ると，池津川合流点では，

水位のピークを迎える前に掃流砂量が非常に小さく

なっているのに対し，赤谷川合流点では，出水の終

了まで掃流砂の流出が観測されている．多量の土砂

が生産された平成 23年台風 12号から 8年が経過し，

池津川上流からの供給土砂が減少していると推察さ

れる． 

3.2 UAV 撮影による川原樋川の河床地形計測 
令和元年台風10号の前後で，赤谷川合流点付近か

ら池津川合流点付近にかけての約5kmの区間のUAV
撮影を実施した．撮影した写真から，SfM2）技術を用

いて1mメッシュの3次元地形データを作成した．そ

れらを用いて標高差分解析を実施し，台風10号前後

の標高差分図を作成した（図5）． 
図5を見ると，池津川合流点から赤谷川合流点まで

の区間は概ね侵食傾向であった．この結果は，池津

川合流点の掃流砂量が出水初期で終了するのに対し，

赤谷川合流点では出水期間の最後まで掃流砂量が存

在するという観測結果と整合的である．また，赤谷

川合流点付近は土砂の堆積が見られた．ただし，台

風10号による出水以前に掘削工事が行われており，

その影響を受けている可能性も考えられる．

図 5.川原樋川の標高差分図（令和元年台風 10 号前後） 

図 6.川原樋川の縦断形状 

図6に示した赤谷川合流点から池津川合流点まで

の河床高を見ると，平成29年に最も高くなっており，

その後やや減少傾向となっている．池津川合流点上

流では，平成21年の河床高付近まで河床が低下して

いるのに対し，池津川合流点から赤谷川合流点まで

の区間は，平成21年と比較すると未だ河床が高い状

態にある．令和元年台風10号時と同様に，今後も河

床低下に伴う土砂の流出が継続すると推察される．

4. おわりに

赤谷川合流点及び池津川合流点の流砂観測と

UAV撮影によるその間の河床変動の把握を行った．

その結果，濁度は上下流で非常に類似した波形を示

したのに対し，掃流砂量は上流で少なく下流で多い

傾向にあり，区間内の河床が侵食傾向であったこと

と整合していた．ただしこの区間には，赤谷川とい

う大きな支川が存在しており，上下流の観測結果を

正確に比較するためには，赤谷川からの流入量及び

流砂量を合わせて観測することが望ましい．昨年度，

赤谷川の堰堤及び床固工の設置工事が終了したこと

から，支川を含めた観測を継続的に行い，土砂の流

出傾向の経年変化を把握していくことが課題である． 

参考文献 
1）木下篤彦ほか：合流点の河床上昇に着目した，平成23年の深層

崩壊後の赤谷川流域からの過剰な土砂流出が下流域の川原樋川

に及ぼす影響，第9回土砂災害に関するシンポジウム論文集，2018 
2）岡野和行：SfMを用いた3次元計測，砂防学会誌，Vol.72，No.6， 
2020 
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輝度の差分映像による崩壊・土石流の検知 

国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター 柴田俊・山田拓・小竹利明 

国土交通省国土技術政策総合研究所 木下篤彦・中谷洋明・金澤瑛 

  (株) エイト日本技術開発  海原荘一 

(株) ブレインズ  井深真治 

1．はじめに 
国土交通省では，台風時等の警戒体制時に現地状況

を確認できるように河川の要所や崩壊箇所，重要な対
策施設などの監視のため CCTV の設置台数を増やして
いる。また，2011 年の紀伊半島大水害時では，国土交
通省が大規模河道閉塞箇所等について早期に CCTV を
設置して，衛星通信等のネットワークにより現地映像
を関係者で共有する等，CCTV の監視映像が災害現場
でも活用されている 1)。また，監視映像は，映像データ
に基づく自動監視は人手不足やヒューマンエラーの防
止を解消する有効な手段の１つであり，道路分野にお
ける逆走車両等の自動検知や 2)，河川水位の検知 3)等で
は既に実用化されている。 

砂防分野においても，RGB 値の R 値とその単位ベク
トルに着目した濁水の発生検知や水位の計測 4)，MPEG

画像の動ベクトルに着目した土石流の検知 5)，PIV や映
像のマッチングによる崩壊検知 6,7)が研究されているが，
計算負荷量が大きいなどの課題がある。そこで，本研究
では過去の崩壊や土石流の映像データ 8)を基に，計算処
理が軽く，モノクロ映像や日照条件等の映像の経時変
化に対応しやすい崩壊・土石流の検知方法を試行した。 

2.検討内容
2.1ＣＣＴＶ映像による崩壊・土石流の検知方法の検討

における着眼点と検討方法 
 CCTV 映像データは 1 秒間で 30 フレームという多
くの枚数の映像データで構成されており，映像におけ
る粒子の移動を追跡して流速を計測する PIV 法
（Particle Image Velocimetry）6)や監視映像をブロッ
ク分割し，時間の異なるブロックとの差分から最適値
を求めるブロックマッチング法 7)による検知では，多く
の計算資源を必要とする。しかし，図-1のように崩壊・
土石流の発生時の映像では土砂移動の範囲の色調は大
きく変化しており，細かい映像の変化を追跡するので
はなく，簡易な演算かつ計算対象のフレーム間隔を長
くして，大まかな映像の変化を把握することで，計算資
源が少なくても，発生を検知できる可能性がある。そこ
で，本研究では時間軸の差分画像における監視映像の
輝度の経時変化に着目した方法を検討した。なお，崩
壊・土石流の発生は非常に稀に発生する現象であるた
め，既存の映像を対象として解析することとした。
2.2輝度差分映像崩壊・土石流の検知の原理
検知の原理としては，図-2に示すように，30 フレー

ム/1 秒の画像から時間軸方向の差分画像（フレーム間
差分）を生成し，閾値により土石流・崩壊の発生を判断
するものとした。CCTV 映像による監視映像では，日照
の経時変化や夜間の照度不足によるカラー映像から白
黒映像への切り替え（夜間モード等），夜間の照明に集
まる昆虫や雷光，ワイパーの動作の影響など，瞬間的な

輝度差分値が増大する可能性はあるが，それらの変化
は長時間継続するものではないため，値の経時変化に
着目することで解決が可能と考えられる。この検知方
法では，周波数解析などの複雑な計算が不要であり，差
分映像のフレーム間隔を大きくする，映像の解像度を
下げるなど計算処理を軽くすることができ，スマート
フォン程度の CPU でも処理可能な方法という利点が
ある。

2.3既存の崩壊・土石流映像の輝度差分の変化
過去の崩壊・土石流の映像及び紀伊山系砂防事務所

管内の 2 回の深層崩壊斜面の再崩壊映像の時間差分値
の変化を図-3～6に示す。なお，図中のグラフは輝度差
分値を標準偏差にしたものを示している。 
2013 年台風 18 号後の赤谷地区の再崩壊映像の事例

(図-6)以外の事例では，土砂移動時の輝度差分値が増
大していることがわかる。この 2013年の赤谷地区の再
崩壊の映像は，無降雨時の崩壊映像であるが，不鮮明で，
肉眼でも崩土の移動状況はわかりにくいものとなって
おり，輝度差分値が増大しない直接的な原因である。 
この崩壊・土石流の検知における輝度差分値の検知を
判定するための閾値については，様々な環境の変化を 

図-5(d) 2014 年台風 11 号の赤谷地区の再崩壊映
像での 解析事例（解像度 1/2，モノクロ
映像） 

図-2 輝度の差分による崩壊・土石流の検知方法 

図-1 崩壊・土石流発生前後の映像の変化 
(a)：揖斐川町東横山の崩壊 
(b)：姫川水系浦川の土石流の事例 

a 

b 
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踏まえた長期の映像により，誤検知等が生じにくく，発
生の見逃しもない閾値を設定する必要があるが，簡易
な画像処理方法で自動的に検知できる可能性を確認で
きた。 

3.まとめ
本研究では計算処理が軽く，日照等の条件変化に対応
しやすい輝度差分値による CCTV映像に基づく崩壊・土
石流の自動検知手法を検討した。既存の崩壊・土石流映
像で検討した結果，多くの事例で土砂移動時に輝度差
分値が上昇し，適切な閾値を設定できれば自動検知が
可能と考えられる結果となったが，映像品質が検知の
可否を左右することが示唆された。 
今後は長期の映像で輝度の差分解析を行い，誤検知

が少なく，見逃しもない適切な閾値を設定することが
必要となる。また，雷光や昆虫の飛来によって急激な輝
度の変化を統計的手法等により土砂移動と区分する等
の検討を今後実施する予定である。また，CCTV の映像
は豪雨時における降雨の映り込みや夜間の照度不足に
より監視映像の品質が低下し，監視対象を視認しにく
いケースも多少なくない。CCTV の映像により土砂移
動を検知するためには，まず，映像の品質向上を図る必
要があり，本研究ではこの他に照明機器の設置方法に
よる夜間及び降雨時の画像鮮明化に関する検討も行っ
たが，紙面の関係上，割愛した。崩壊・土石流の検知は
画像の鮮明化と併せて検討する必要があり，今後もそ
の両方の研究を並行で進める予定である。 

参考文献 
1) 近畿地方整備局河川部：平成 23年度台風 12 号によ

る河道閉塞への対応～紀伊半島大水害～，2012
2) 金澤文彦，鈴木彰一，田中良寛，佐治秀剛：CCTV画

像を用いた危険事象検知システムの低コスト化, 土
木技術資料，Vol .55，No. 9, pp.26-29, 2013.

3) 上田昌治，芦田泰, 野村拓光：映像セキュリティ技
術の最新動向,5. 防災•広域監視, 映像情報メディ
ア学会誌, Vol.70,No. 1, pp. 70-74, 2016

4) 五十嵐和秀，水谷佑，木下篤彦，井深真治，肥後明
豪，池島剛，秋田寛己，水野秀明：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，砂防学
会誌，Vol.71, No.6, pp.28-34, 2019

5) 小山俊彦, 稲葉宏幸, 板倉安正, 笠原正雄：MPEG画
像を用いた土石流の発生検知システムの提案,映像
情報メディア学会年次大会講演予稿集,ITE98 , pp.
382-383,1998

6) 柳原幸希，寺田秀樹，近藤浩一，小野田敏，高山陶
子，大鋸朋生：粒子画像流速測定法（PIV）を用いた
崩壊の動画像解析，砂防学会誌，Vol.59，No.1,
pp.33-38, 2004

7) 井深真治，水谷佑，五十嵐和秀，高原晃宙，福田昌
宏，池島剛，木下篤彦：高コントラスト被写体を用
いた単眼カメラ画像解析による高精度距離検出，平
成 29 年度砂防学会研究発表会概要集，pp.724-725,
2017

8) NPO 法人砂防広報センター（企画：社団法人全国治
水砂防協会）：土砂動態(DVD)，2009

図-3 手取川別当谷の土石流映像での解析事例 

図-4 揖斐川東横山における崩壊映像の解析
事例（モノクロ映像） 

図-5 2014 年台風 11 号の赤谷地区における再崩壊
映像の解析事例（モノクロ映像） 

図-6 2013 年台風 18 号後の赤谷地区の再崩壊映
像解析事例（モノクロ映像） 
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図 3  水・セメント比の異なる供試体 

図 1 橋梁の定期点検期間と 50年経過施設の割合 1)

図 3  スペクトルデータ取得状況の概略図（左） 
実際のデータ取得状況（中） 
取得したスペクトルデータ（右） 

 

ハイパースペクトルカメラを用いたコンクリートの損傷抽出および強度推定の試み

日本工営（株）○田畑光涼，伊藤隆郭，古木宏和，中野雅章 

秋田大学 大学院国際資源学研究科 資源開発学専攻 川村洋平 

1．はじめに 

現在、橋梁などのコンクリート構造物の定期点

検は目視を基本として行われている。橋梁の定期

点検は供用開始後2年以内に行い、2回目以降は、5

年に1回の頻度で行うことを基本としているが、橋

梁の環境条件、供用年数、損傷の発生状況によっ

ては、定期点検の期間を短く設定する必要がある。

日本国内には約73万橋の橋梁があり建設後50年経

過した橋梁の割合は約18％であり、10年後には約43％、20年後には67%となることが指摘されている（図１）1)。

しかし、点検は手作業が主で、多くの時間がかかること、技術者が不足していることから、効果的、効率的な

コンクリート構造物の点検方法の確立が急務である。

今日、画像解析技術の発展に伴い、土木業界での画像解析技術の適用が注目されている。ハイパースペ

クトルカメラという特殊なカメラと深層学習を用いて、鉱石種の同定を試みる研究もされている1)。本検

討は、コンクリート構造物定期点検の省力・効率化、迅速化を目的に、物体の光学情報を詳細に取得できるハ

イパースペクトルカメラを用いて、強度推定のために水・セメント比の異なるコンクリート供試体のスペクト

ルデータを取得した。その後、ディープラーニング（深層学習）による解析を行い、コンクリート供試体の分

類を行った。 

2．機器仕様 

 本研究は、物体が反射するスペクトル強度をハイパースペクトルカメラという

特殊なカメラを使用して取得した。ハイパースペクトルカメラは、通常のRGBカ

メラとは異なり、x,y方向の2次元の平面データに加え、100以上に分光された

バンド帯を持つ波長データを取得可能なカメラである。今回使用したのはSpe

ctral Imaging社のSpecim IQ（図2）で、400nm～1,000nmまで、可視光領域か

ら近赤外線領域の一部の光の波長を204個の波長帯に分光することが可能

である。 

3．実験手法 

3.1 実験対象 

骨材量を同じにし、水・セメント比を変えたコンクリート供試体3種類

（WC45,WC55,WC70）を作成し、すべての供試体からスペクトルデータを

取得した。 

3.2 撮影方法 

直接太陽光が当たらない室内において、対象のコンクリート供試体をハロゲンライトでカメラ左右2方向か

ら照らし、コンクリート供試体が反射したスペクトルデータをハイパースペクトルカメラで取得する。ハロゲ

ンライトは、今回使用したカメラが取得する400～1,000nmまでの波長帯領域を一様に照らすことが可能であ

る。一回のスペクトルデータ取得に1分ほどの時間を要し、取得したスペクトルデータはx軸が波長、y軸

スペクトル強度の波長データとして表示することが可能である。なお、照度条件はすべて一様とした。

図 2Spectral Imaging社の Specim IQ 
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図 5 教師データの作
成方法の違い 

図 4 WC45コンクリート供試体のスペクトルデータ（左） 
    WC55コンクリート供試体のスペクトルデータ（中） 
    WC70コンクリート供試体のスペクトルデータ（中） 

図 6 教師データの作成(2)の場合
の分類結果 

 3.3 深層学習による解析 

(1)深層学習のための教師データ、検証データの作り方

深層学習に用いる教師データは、ハイパースペクトルカメラによって取得し

たスペクトルデータの数値データとした。ハイパースペクトルカメラで取得

できる情報は、512×512ピクセル、204バンドとなる。 

図4にコンクリート供試体から取得したスペクトルデータを示す。コンクリ

ートは、骨材とその間を充填するセメントとの面積比による影響を考慮する

ために、撮像画像を一定の面積で分割し、その範囲の平均スペクトルをプロ

グラミング処理で作成し、これを教師データとした。教師データの作成（デ

ータの分割方法）は以下の2通りの方法とした。 

(1)分割するpixelサイズを32×32ピクセルとし、そこに含まれる値の平均スペ

クトルを算出し、教師データとする方法。

(2)分割するpixelサイズを128×128ピクセルとし、そこに含まれる値の平均ス

ペクトルを算出し、教 師データとする方法。 

また、教師データは、上記ピクセルの取得範囲を16ピクセルずつオーバーラッ

プさせつつスライドさせ、拡充処理（オーギュメンテーション）した。 

以上のような方法で学習データを用意し、学習に用いなかったデータをテスト

データとした。それぞれの作成方法で学習・分類を行い、結果の違いを比較した。 

教師データの作成(1)の場合、正答率は約60%と低精度の結果となった。 

教師データの作成(2)の場合、図6のような結果になり、誤答はなく正答率100%となった。 

4．おわりに 

本検討では、ハイパースペクトルカメラによって取得したスペクトルデータと深層学習を用いて、水・セメ

ント比が異なるコンクリート供試体の分類・学習を行った。人間の目では違いが判別できないものでもハイパ

ースペクトルカメラを用いることにより、正答率は100%となり、高い精度での分類が可能であることが明らか

となった。分割ピクセル数を大きくしたほうが正答率が上がった要因として、32×32ピクセルだとコンクリー

ト供試体に含まれている骨材の粒形に大きく影響していることが考えられる。一方、128×128ピクセルに分割

すると、各ピクセルでセメント部分のスペクトルデータを包含できていることから、正答率が上がったと考え

られる。今後は、実際のコンクリート構造物のスペクトルデータから定量的な評価検証を行い、実用化に向け

た取り組みを進める。 

引用文献 

1. 国土交通省：道路構造物の現状（橋梁）, https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobo1_1.pdf

2. 岡田夏男：選鉱プロセスにおけるハイパースペクトルカメラと深層学習を用いたヒ素含有鉱物の分類, 秋田大学卒業論文, 2019

3. Sinaice. B., Youhei. K., Takeshi. S., Jo. S., Hibiki. Y., Yutaka. I., Shinji. U., (2017). Development

of a differentiation and identification system for igneous rocks using hyper-spectral images and a con

volutional neural network (CNN) system., Sapporo Journal of MMIJ Vol. 4, No.2 
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花崗斑岩のコアストーン形成過程を表現した 3D 露頭模型作成ー那智川の花崗斑岩の事例ー 

パシフィックコンサルタンツ株式会社  ○鬼頭伸治・松澤 真・十川尚廣

紀伊山系砂防事務所 小竹利明・山田 拓・柴田 俊 

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 

和歌山県土砂災害啓発センター(現所属 和歌山県日高振興局建設部) 榎原伴樹 

1. はじめに

花崗岩系の岩種では，風

化する過程において未風

化部にコアストーンが形

成される場合があること

が知られている． 

那智川流域で発生した

平成23年 9月の台風12号

による災害では，表層崩壊

や土石流が発生し，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な氾濫や洪水が引き起こされたと考えられている 1）． 

那智川地域には，広く分布する花崗斑岩に，こうした被害拡大の要因となり得るコアストーンが多く存在して

いる．災害による被害を少なくするためには，地域特有の災害要因となっているコアストーンの存在について広

く地域住民に情宣し，防災意識の向上を図ることが重要である． 

そのため本研究では，コアストーンについて地域住民の理解を深めやすくするため，露頭模型の展示物作成を

試みた．展示物は，風化によって岩盤の形態が変化しコアストーンが形成される過程について，特徴が視覚的に

捉えやすくできるよう，風化過程の進捗に合わせた 3つの時期について，3次元の立体模型（3D 模型）とした． 

2. 花崗岩の風化過程

深成岩の一種である花崗岩には，一般的に，「割れ目」が特

徴的に形成されている．その代表的な割れ目は，マグマが冷

却して固化する際に生じる初生的な「節理」と，地下深く圧

力を受けた花崗岩が，地表近くに表れて圧力の解放を受けて

形成される緩傾斜の「シーティング節理」である（図-1参照）． 
風化は，気温・水・風などの作用によって，地表面から進

行するほかに，節理を介して岩盤深部まで進行していく．そ

のため花崗岩の岩盤内部では，風化部と未風化部を形作り，

風化部は「マサ」と呼ばれて岩石組織が残るものの砂状に変

化し，未風化部は「コアストーン」として，マサに囲まれ角

が取れた球状となって新鮮な状態を保持している．

3. 模型作成のモデル露頭選定

那智川流域に広く分布する花崗斑岩についても，花崗岩に特徴的な風化過程が確認されている．本地域におけ

るコアストーン形成に至る風化過程について，進行の程度に分けた三段階を仮定し，その代表的な露頭を 3D 露頭

模型のモデル地として選定した（表-1 参照）． 
・露頭①（弱風化）：縦横方向の節理沿いに風化が進行し，未風化部ではブロック状を呈し始めている．

・露頭②（中風化）：節理沿いの風化が進行して周縁部がマサ化している．未風化部では，コアストーンの原形

（核）となる部分を中心として同心円状に皮殻が形成し始めている．

・露頭③（強風化）：露頭全体がマサ化しており，未風化部のコアストーンが土中で浮いた状態を呈している． 

写真-1 台風12号による源道橋付近の

被災状況（和歌山県提供） 

写真-2 土石流により源道橋付近まで

運ばれたコアストーン（和歌山県提供）

マサ

開口した節理

地表面

閉じた節理

弱風化 

中風化 

強風化 

シーティング節理

コアストーン

図-1 花崗岩の風化形態模式図（2）引用加筆）
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4. 3D 露頭模型作成

立体模型作成には三次元のデータが必要であるため，複数の露頭写真から地形データを取得した．地上から撮

影した写真のみでは死角が生じ，点群データの取得率が劣ることから，多角度から撮影可能な UAV(無人航空機)
を用いた空中写真撮影を行った．写真データは，画像解析ソフト「Contextcapture」によりキャリブレーション

補正（歪み補正）処理を行い，三次元点群データに変換した．3D 露頭模型は，三次元点群データに写真をテクス

チャとして貼り付け処理を行って，フルカラー3D プリンターにて出力を行った（表-1 参照）．模型の大きさは，

手に持って微細を確認できるよう，小型のものとして 1 辺 20cm 程度の縮尺 1/30 で作成した．

5. おわりに

UAV による空中写真撮影により，容易に高精度な三次元点群データの取得が可能となり，3D プリンターの技

術も進歩し低価格化が進んでいるため，高精細な立体模型制作が身近なものになりつつある．防災教育や地域住

民への啓発活動の手法として，写真や動画などの視聴覚教材を補佐するため，視覚的にインパクトがあり手に取

って触れることができる立体模型は，今後，教材や展示物等としての活用機会が増えていくもの思われる．

また，取得した三次元点群データについては，VR（バーチャル・リアリティー）技術を用いた可視化体験など

への応用も可能であるため，災害シミュレーションとしての活用も期待できる．

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) 横田修一郎：花崗岩山地におけるフラクチュアーと岩盤レベルでの風化・劣化過程，「地球環境と応用地質」日本応用地質
学会関西支部創立 20 周年記念論文集，p247-254，1991.

露頭① (弱⾵化) 露頭②（中⾵化） 露頭③（強⾵化）

花
崗
斑
岩
の
露
頭

⾵化
程度

低 ⾼

画像解析結果①（弱⾵化） 画像解析結果②（中⾵化） 画像解析結果③（強⾵化）

三
次
元
点
群
デ
ー
タ

＋
オ
ル
ソ
写
真

3D露頭模型①（弱⾵化） 3D露頭模型②（中⾵化） 3D露頭模型③（強⾵化）

⽴
体
模
型

表-1 花崗班岩の風化過程を示す露頭・画像解析結果・3D 露頭模型
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砂防堰堤の損傷特性を踏まえた補強対策方法についての一考察 

 －ひび割れ変状 での適用性について－ 

京都大学防災研究所：藤田正治 京都大学名誉教授：水山高久 東京農業大学：本田尚正 
国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所：野呂智之，吉村明，村中俊之，宮下優 

（一財）砂防・地すべり技術センター：池田暁彦 
日本工営(株)：長山孝彦，伊藤隆郭，○三池力 

１．はじめに：
これまで多数のコンクリート製砂防堰堤が建設されて

いるが，時間経過とともに水通し部の摩耗，前庭保護も
含めた下流の侵食・底抜け，土砂の吸い出し，ひび割れ
等の問題を抱えている堰堤が多く見られる。コンクリー
ト製砂防堰堤の多くは摩耗，ひび割れ，底抜け等の問題
を抱えており，限られた予算で多数の堰堤の補強・補修
を行うためには，事業の低コスト化とそれを可能にする
新たな設計の考え方と工法の開発が求められている。こ
のような状況の中，今後，多数の堰堤の補強・補修を実
施するためには，損傷の進行速度や発生特性を踏まえ，
堰堤の長寿命化対策技術の確立を目指すことが急務であ
る。本報告では，ひび割れ変状に着目した低コストの補
強・補修策の考え方と工法を提案する。

２．研究概要：
砂防堰堤の損傷形態は，①構造体そのものの損傷（ひ

び割れ，漏水，積み石の欠損，全体の変形等）と，②流水
範囲における損傷（天端摩耗，洗掘，天端石欠損等）に大
きく分類できる 1)。①は構造体の経年変化（劣化），②は
流水・土砂流出が主な要因であると考えられる 2)。 
本研究では，変状レベル 3)が大きい既設堰堤を対象に，

損傷形態と要因について①と②に着目して整理し，降雨
イベントと変状進行との要因分析を行った。
補強・補修の判断手法は，対象となる堰堤に対して，

砂防堰堤の現地調査結果をふまえ，要対策 4)と判断され
る堰堤で，かつ，緊急性・優先性が高い堰堤に適用が求
められる。さらに，従前の 2 次元台形断面によるモーメ
ントの釣り合いによる堰堤安定性の評価以外の評価も可
能となる。これにより，従前の下流側への腹付コンクリ
ートだけではなく，新たな補強・補修対策案への選択肢
が広がり，安全性の評価から実現可能で低コストの補強・
補修の判断手法及び工法へと繋がる。

３．補強・補修の必要な損傷の要因分析：
立山砂防事務所管内に近接する神通砂防事務所管内に

おける過去の主な降雨イベントについて，日最大雨量，2
日最大雨量，24 時間最大雨量，48 時間最大雨量，連続雨
量について整理するとともに年超過確率規模評価を行っ
た。土砂量については，昭和 33 年 7 月，昭和 36 年 8 月，
昭和 54 年 8 月の代表的な 3 つの降雨イベントについて，
空中写真判読結果に基づく崩壊生産土砂量について整理
した。また，管内で経年的な損傷履歴が確認される堰堤
の点検データから，損傷の変位量を時間変化と降雨イベ
ントとの関係について整理した。なお，損傷の変位量は
既往施設点検写真を用いた画像解析を行った 5)。 
竣工年を基点に横軸に時間をとった変位量の対数グラ

フを作図した結果，竣工から主な降雨イベント発生以前
では有意な変位はなく，降雨イベント後に変位が累積し
ていく傾向が見られた。また，降雨イベントの降雨スパ
ンと損傷種別との関係について検討した結果，摩耗は長
期間の降雨イベントで変位量の進行開始が見られるが，
ひび割れは，降雨イベントが無い，もしくは，僅かな期
間でも変位が進行し始めていることが示唆された（図-1）。
更に，本川と支川においては，同じ降雨イベントにおい
ても，流量の多寡や流砂環境の違いが現れている。支川
における変状の進行が早く，本川では上流域の変状の進

行が早いものと推察される（図-2～4）。 

４．堰堤本体に作用する内部応力の解析：
立山砂防事務所管内（中流域）での堰堤への外力条件

を用いて，堰堤の 3 次元 FEM 数値解析を行い，堰堤本体
の内部応力構造，変位を計算した 6)。堰堤の安定性は維持
されたが，堤体にひび割れ発生の危険個所が確認された
（図-5）。この結果は現地で見られる下流面のひび割れ現
象と調和的であ。なお，ここで言うひび割れ現象とは，
「割れ」に近いものと思われる。
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図-1 ひび割れ劣化曲線の例（降雨ｲﾍﾞﾝﾄ:日最大降雨量） 

図-2 支川堰堤の摩耗劣化曲線（降雨ｲﾍﾞﾝﾄ:連続最大降雨量）
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図-3 本川下流堰堤の摩耗劣化曲線（降雨ｲﾍﾞﾝﾄ:連続最大降雨量）
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また，この解析方法を用いることにより，コンクリー
ト腹付けなどを行わなくても堰堤の安定性は十分であり，
一方で堰堤天端から底面へのアンカー等の締付補強を施
し，ひび割れを防止することで安定性が保たれることが
示唆された。

５．新たな考え方による補強・補修：
堰堤の補強・補修の対応方針を考えるにあたっては，

従前のように，堤体の安全性を著しく損なう変状・損傷
の有無が，まず，補強・補修の判断材料となる。
 天端摩耗の補修の場合には，耐摩耗のような対策で良
いが，一方，堤体の安全性を著しく損なう損傷に対する
補修・補強の場合には，現在の設計基準に基づく方法に
加え，低コスト化や新たな設計の考え方を盛り込んだ検
討を進めることが望ましい。新たな設計の考え方には，
現行の設計基準との整合性を確認し，施設点検や流域調
査情報等の利用や極限設計法による検証の上で，低コス

ト化がなされているか判断する。その上で 3 次元有限要
素法などの数値解析法を盛り込んだ考え方と，地盤反力
に対する対策が不可されることで有効となる。これらの
流れを図-6 に示す。このメインのフローと，新たな設計
手法による検討を加える場合に必要なフロー（図-7）の適
用を提案する。図-6,7 のフローに従った場合，地盤改良以
外の堰堤への補強対策として，新たに側岸の間詰コンク
リートへの引張対策が想定される。また，引張対策工法
について，コスト面も考慮し適用可能な具体的な補強対
策工法の一例を表-1 に示す。 
謝辞：本検討の堰堤の損傷事例収集にあたり，国土交

通省北陸地方整備局立山砂防事務所の皆様には多大なご
協力を頂いた。心より御礼申し上げます。

６．参考文献：
1) 三池ら，堰堤の損傷事例に関する実態調査，平成 30
年度砂防学会研究発表会概要集，2018，2) 長山ら，砂
防堰堤の損傷特性に及ぼす流域諸元の影響，平成 31 年
度砂防学会研究発表会概要集，2019，3) 国土交通省砂
防部保全課，砂防関係施設点検要領（案），2019，4) 国
土交通省砂防部，砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイ
ドライン，2019，5) 三池ら，砂防堰堤における損傷劣
化現象の時系列的変化について，平成 27 年度砂防学会
研究発表会概要集，2015，6) 中村ら，砂防堰堤の拘束
条件および堰堤厚の影響に関する 3 次元 FEM 解析，令
和 2 年度砂防学会研究発表会概要集，2020（投稿中）
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別フロー検討結果：●別フロー検討結果：■

図-6 対象堰堤の補修補強検討フロー（案）

図-7 新たな設計の考え方を準用する際の設計検討フロー（案）（図-4 中の別フロー） 

【上流面】   【下流面】 

図-5 最大主応力（）に関する解析結果

[計算Case]根入れ：1m，側面拘束：有，底面：摩擦 
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⇒引張対策工法

●側岸に拘束させる補強対策
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三 次 元 F E M 解 析
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別フロー（※1）
による判断

：補強対策の実施における対策メニュー（案）

表-1 堤体内部の上流面の引張応力に対する補強対策工の例
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衛星画像を使った土地改変分類手法の検討

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 酒谷 幸彦、西 真佐人、藤澤 誠二、〇寺堀 吉博

一般財団法人リモート・センシング技術センター 古田 竜一、清水 孝一、平松 真宙

北海道大学低温科学研究所 中田 和輝

1. はじめに
砂防指定地内での無許可の伐採、土砂掘削・盛土構造

物の設置等の違法行為案件が、全国各地で発覚してい
る。中には、違法行為が原因で土砂災害が発生した事案
も報告されている。

こうした中、砂防指定地の管理者は、適切な砂防指定
地管理を行うために指定地の違反行為を早期に発見し
是正措置を講じる必要があり、土地改変の状況を広域、
簡易に把握する方法が求められている。
本研究は、砂防指定地管理の効率化に繋がる方策とし

て前年度開発した違法行為の発見抽出プログラムの課
題克服のため実装を目指している土地改変分類機能の
検討について述べる。

2. 昨年度開発したプログラムの課題
前年度開発したプログラムは、緑植生の茂り具合を

示す正規化植生指標(赤色、近赤外バンド使用)を利用
し、二時期の変化抽出を行う手法を用いて、植生から裸
地への変化を抽出している。そのため、裸地以外の土地
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）を行うには、土地改変を分類する方法の検討が
必要である。 

3. 土地改変分類機能の開発手法
本研究では、土地改変分類機能追加のため、前年度使

用した Landsat-8 の Band3（赤）、Band4（近赤外）に加
え他のバンドの情報も活用することで土地改変の分類
ができないか試行した。多数のバンドを使用するため、
多変数、多クラス分類を行う必要があり統計的集約が
困難であること、また、適切な分類アルゴリズムの構築
が困難であることから AI の種類の一つである機械学習
を使用することとした。高い精度の機械学習を行うた
めにはより良い分類器を作成する必要があるため、分
類器を作成する上で重要である学習データの収集、学
習データのスペクトル特性、特性を踏まえ作成した分
類器の精度について検討を行った。

図 1 土地改変分類機能の開発手法 

表 1 使用した Landsat-8 のバンド 

バンド 説明 波⻑（μm） 解像度(m) 
B1 Band1（⻘） 0.435-0.451 30 
B2 Band2（⻘） 0.452-0.512 30 
B3 Band3（緑） 0.533-0.590 30 
B4 Band4（⾚） 0.636-0.673 30 
B5 Band5（近⾚外） 0.851-0.879 30 
B6 Band6（短波⾚外） 1.566-1.651 30 
B7 Band7（短波⾚外） 2.107-2.294 30 
B10 Band10（熱⾚外） 10.60-11.19 100 
B11 Band11（熱⾚外） 11.50-12.51 100 

4.データ取得地点の決定と学習データの収集
宅造地、太陽光パネル設置等の土地変状を Google

Earth の画像から確認を行い、確認できた箇所を対象に
衛星画像（Landsat-8）から目視により、負例(非変化箇
所)を含めて 574 個の学習データを収集した。なお、目
視による判別のため、Landsat-8 の１画素（30m）内に収
まっていない箇所は、収集した対象物の大きさ、形状に
よっては、ミクセルを含んだ学習データとなっている。
分類項目は、非変化箇所及び変化箇所(崩壊地・伐採・
植生域から構造物への変化・裸地域から構造物への変
化)とし、前年度開発業務の中で使用した Landsat-8 変化
前後ペア画像を対象とした。
図 2 は宅造地、裸地への土地変状が確認できる事例

（人工改変による裸地・構造物への変化箇所）について、
変状前後の 2 時期のカラー画像を比較し分類した結果
である。

 
 
 
 
 

図 2 目視判読による分類結果 

(Landsat-8 画像：2017 年 9 月 1 日) 

学習データとして使⽤したポイント 
⾚ … 森林→裸地 
⽔ … 森林→構造物 
⻘ … 裸地→構造物 
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表 2 学習データ収集内容及び結果 

 

5. スペクトル差分特性に基づいた学習設定
収集した学習データを用いて、各クラスのスペクト

ル差分特性（図 3、4）を調べ、使用する学習データや
分類項目について検証を行った。
その結果、「森林から裸地」の変化である Landslide と

Deforestation のスペクトル差分特性はおおよそ同じ傾
向を示すことがわかったため、機械学習を行う際には、
同じクラスにまとめ合計 135 個の学習データとした。
同様に、No Change（Forest-Forest）と No Change（Bare-
Bare）のクラスは不変化箇所のクラスとしてまとめ、合
計 103 個の学習データとした。他の分類項目とは異な
るスペクトル差分特性を持つ Construction for Forest の
クラスは合計 108 個の学習データ、Construction for bare 
soil のクラスは合計 228 個の学習データとした。  
今回試行した分類器には、日照量や温度などといっ

た季節的な変化による変動の影響が過大であるという
先行研究の知見を踏まえ、Landsat-8 データのバンド 1
から 7 までの可視、近赤外および短波長赤外域を使用
し、バンド 10，11 の熱赤外波長は、今回の分類には使
用しなかった。

図 3 各クラスのスペクトル差分特性(B1～B5) 
各変化事象における反射率の平均値、標準偏差を示してい
る。（平均値：プロット、標準偏差：バー） 

図 4 各クラスのスペクトル差分特性 
(B6、B7、B10、B11) 

6. 分類器の作成と精度検証
機械学習の手法として、RBF カーネルを用いた

SVM（Support Vector Machine）を適用した。分類器の
作成の際に、収集した学習データのうち訓練データを
70%、テストデータを 30%として使用し、学習モデル
の作成及びテストデータによる精度検証を行なった。
その結果を表 3 に示す。 

その結果、正解率（総合精度）0.85 を示し、概ね高
い精度で分類可能であることが分かった。クラス別で
見ると、森林から裸地への変化が適合率（precision）、
再現率（recall）ともに 0.95 と高い値を示した。一方、
森林から構造物への変化のそれらは相対的に低いこ
とが分かった。また、裸地から構造物への変化は概ね
総合精度に近い値を示した。
この結果から、今回検討した分類器は変化箇所の抽

出を行うにあたり十分な精度を有していると考えら
れる。

表 3 SVM による分類結果 

Class precision recall f1-score 

森林から裸地への変化 0.95 0.95 0.95 

森林から構造物への変化 0.67 0.69 0.68 

裸地から構造物への変化 0.86 0.82 0.84 

変化なし（森林−森林，裸地−裸地） 0.88 0.94 0.91 

総合精度 0.85 

7.まとめ
本研究では、土地改変分類機能の実装に際して、学習

データの収集、スペクトル特性、特性を踏まえ作成した
分類器の精度について検討を行った。
検討の結果、学習データのスペクトル特性に関して

は、崩壊地や伐採地、不変化箇所（森林-森林、裸地-裸
地）の項目では、おおよそ同じスペクトル差分特性を示
した。一方、森林から構造物への変化クラス、裸地から
構造物への変化のクラスでは他の分類項目とは異なる
スペクトル差分特性を示した。以上の結果を踏まえて、
分類項目を調節した。
分類器の精度検証については、森林から構造物への

変化を除いては、高い分類精度を有していることがわ
かった。全体の総合精度は 0.85 であり、砂防指定地の
変化箇所の抽出を行うにあたり十分な精度を有してい
ると考える。
今回は、伐採に対するデータ数が少ないこと、伐採地

と崩壊地が同様のスペクトル差分特性をもつことの２
つの理由により崩壊地と伐採地を単一クラスとして分
類した。しかし、違法な伐採を検出するという観点から
は、それらを別のクラスとして分類することが望まし
い。今後は、今回少なかった伐採に対するデータ数を増
やすことに加え、各クラスの特性を示す特徴量を検討
するなどの改善を図っていきたい。

【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) 望月 翔太他：機械学習法を用いた SPOT5/HRG デ
ータの土地被覆分類とその精度比較，統計数理，pp
93–103，2016 年 6 月

分類項目 データ数
Forest-Forest 67
Bare-Bare 36
Landslide 123
Deforestation 12
Construction for Forest 108
Construction for bare soil 228
合計 574
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1.はじめに

近年、既存の砂防施設では、維持管理を目的に砂

防堰堤の補強が行われており、一般的にコンクリー

トの腹付けが行われることが多い。現場条件によっ

ては腹付けが困難な箇所があり、代替え案として堰

堤前面にグラウンドアンカーを配置して補強する場

合があり、矢中谷第二砂防堰堤では、本堤に補強ア

ンカーが施工されている。砂防堰堤のグラウンドア

ンカー補強事例は少なく、施工後の維持管理報告も

少ない。したがって、本報告ではグラウンドアンカ

ーの維持管理の一環として実施した、矢中谷第二砂

防堰堤におけるリフトオフ試験結果を報告する。 

2.経緯

矢中谷第二砂防堰堤は岐阜県揖斐川町の東部、揖

斐川横山ダム上流の左支川である矢中谷に位置する

部分透過型の砂防堰堤である。

矢中谷第二砂防堰堤は S.49～S.51にH=20.0mの不

透過型堰堤として施工された。矢中谷の S 字曲線部

に設置され、右岸側はやせた尾根に袖が陥入されて

いる。H.24 に流木対策を目的に本堤に鋼製スリット

が追加されることとなった。そのため、砂防堰堤の

安定確保が必要となり、グラウンドアンカーで補強

することとなった。グラウンドアンカーは H.25 に

23 箇所、2 段に施工され、そのうち上段の右岸より

と左岸よりの 2 箇所が荷重計により管理されている。 

H.30.8.14 右岸側の荷重計に異常値が確認され、グ

ラウンドアンカーの健全度の確認を目的にリフトオ

フ試験を行った。

 

3.試験対象アンカーの検討

試験対象アンカーは、次のように選定した。右岸

側荷重計設置アンカーが機能していない場合、周辺 

 

 

 

のアンカーに負担増加が懸念されるが、負担増加の

影響範囲が不明確である。したがって、試験対象ア

ンカーは荷重計設置箇所(1-3)、隣接 4 箇所

(1-4,1-2,2-3,2-2)及び影響範囲確認用 2 箇所

(1-1,1-2)の計 7 箇所とした。 

4.試験方法

試験は以下の方法で行った。

①砂防堰堤に設置されている鉄板蓋を外す。アンカ

ー頭部の保護キャップを取り除きマンションを露出

させ、目視詳細点検を行う。

②目視詳細点検後、ジャッキをアンカー傾角やアン

カー水平角に合わせてテンドンにせん断力が加わら

ないように固定する。

③試験 大荷重は予備載荷で確認する概略リフトオ

フ値の 1.1 倍程度を目安とするが、設計荷重の 1.2
倍かつテンドン降伏荷重の 0.9 倍の両方を超えない

荷重とする。

③リフトオフ試験管理システム（Licos：NETIS
No.SK-100011-VE）を用いて、油圧ジャッキをパー

ソナルコンピューターで制御する。

図.4 リフトオフ試験管理システム（Licos）概要 

 

矢中谷第二砂防堰堤 

荷重計位置 
(左岸) 

荷重計位置
(右岸) 

2020.8.14荷重計 
に異常値

調査範囲 

ラムチェア

テンドン

変位計

テンションナット

油圧ホース 支圧板

受圧構造物

油圧ジャッキ

テンションバー

特殊治具

油圧ポンプ アンカーヘッド

圧力変換器

バルブ
ユニット

管理装置制御信号

無線通信

Licos

コントロールPC

図.3 試験対象アンカー位置図と調査状況

図.1 位置図

図.2 荷重計位置図と 
荷重計グラフ

図.5 リフトオフ試験状況

砂防堰堤に施工した補強アンカーの保守点検事例 

国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所 吉野睦※1、山村真司、石原慶一、大森徹治※2 
荒木大輔、〇小池功晃 

※1 現：鹿児島県庁、※2 現：富士砂防事務所
㈱パスコ ：筒井胤雄、美土路哲也、鈴木崇、杉井大輔、佐々哲

出典：中野 亮；ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰの維持管理技術「Licos Akimos」中国地方
建設技術開発交流会 2013 民間技術発表論文 
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5.試験結果

5.1 荷重計点検と目視詳細点検結果 

リフトオフ試験に先立ち、荷重計の点検とアンカ

ーヘッドの目視詳細点検を行った。荷重計点検結果

は、荷重計とデータロガーを繋ぐチェンネルの故障

を確認し、荷重計値の急激な低下原因を特定した。 

目視詳細点検結果は防錆油の漏れ、劣化が確認され

たが、アンカーヘッドにわずかな錆程度でアンカー

機能の低下を示す変状は認められなかった。

5.2 リフトオフ試験結果 

荷重計値の急激な低下はアンカー緊張力の異常を

示したものではなかったが、当初に設定とした 7 箇

所で試験を行った。

 

 
 
 
 

リフトオフ試験の結果、本載荷リフトオフ荷重が

614～1297(kN)となり、Rtd にして 47.6～115.3％の

バラツキが確認された(表.1)。アンカー健全度は残存

引張り力とアンカー健全度の目安(表.2)を参考に、A
～D の評価とした。定着時緊張力付近を保っていた

健全度 A 評価のアンカーは 1-1、2-1、2-3 であった。

残存緊張力が定着時緊張力より低下し、健全度 B 評

価のアンカーは 1-4、2-2 であった。残存緊張力が定

着時緊張力より大きく低下し、健全度 C 評価のアン

カーは 1-2 であった。残存緊張力が定着時緊張力よ

り大きく上昇し、健全度 D 評価のアンカーは 1-3 で

あった。

健全度 C 評価の 1-2 アンカーは機能が大きく低下

していると考えられるが、予備載荷（1212kN）と

本試験載荷 1（608kN）ではリフトオフ荷重が大き

く異なる結果となった。そのため、本載荷試験 2、3
を追加し、それぞれ 610(kN)、614(kN)のリフトオ

フ荷重を確認した（図.7）。本載荷試験 2、3 の荷重

―変位量グラフは本載荷試験 1 とほぼ同じ挙動を示

していたこと、本載荷試験 1～3 に異常を示すよう

な挙動も認めらないこと、残留変位量が 0mm で、

1mm 以下の基準内に収まっていたこと、以上のこと

からアンカー本体は正常であると評価した。

健全度 D 評価の 1-3 アンカーは、残存緊張力が

1297kN であり、設計アンカー力（1125kN）や定着

時緊張力（1163kN）を上回るリフトオフ荷重で過緊

張状態にあった。そのため、放置した場合に鋼材を

痛めることが懸念され、応急対策として、除荷・再

緊張を実施した。

再緊張後の残存緊張力は荷重計で 1072(kN)を示

し、健全度評価は D から A に改善した。 
6.おわりに

リフトオフ試験の結果、残存緊張力にバラツキが

あり、1-3アンカーについては過緊張が認められた。

そのため、除荷・再緊張の応急対策を施し、健全度

評価は D から A に改善することができた。左岸側の

アンカー状況については、左岸側よりのアンカー1-1、
2-1 が正常であったこと、左岸側の荷重計計測値に

異常が見られないことから正常と判断した。 

砂防堰堤補強アンカー工法は通常ののり面の施工

と異なり、施工条件、自然条件が厳しいことから、

アンカー頭部の防錆剤の劣化や施工後残存緊張力に

バラツキの発生する場合があることが確認された。 

今回の結果から砂防堰堤補強アンカー工法は日々

の荷重計によるモニタリングが重要である。さらに、

適切な時期にリフトオフ試験を行う等の維持管理を

行っていくことも必要である。 

左：防錆油の劣化、右：アンカーヘッド 
図.6 アンカー2-2 目視点検状況

表.1 リフトオフ試験結果

表.2 残存緊張力とアンカー健全度の目安

(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ設計･施工基準、同解説 P.206より)

アンカー
規格

設計アン
カー力
Td(ｋN)

定着時緊
張力

Pt(ｋN)

許容アン
カー力Ta
(0.6Tus(ｋ

N))

許容アン
カー力

0.9Tys(kN)

1-1 F230TA 1290 1340 1368 1744 1281 99.3% A 健全　（0.96Pt）

1-2 F230TA 1290 1340 1368 1744 614 47.6% C
機能が大きく低下

（0.46Pt）

1-3 F200TA 1125 1163 1163 1484 1297 115.3% D
危険な状態になる恐れあり

（1.12Ta）

1-4 F200TA 1125 1163 1163 1484 775 68.9% B （0.67Pt）

2-1 F230TA 1290 1340 1368 1744 1188 92.1% A 健全　（0.89Pt）

2-2 F230TA 1290 1340 1368 1744 702 54.4% B （0.52Pt）

2-3 F200TA 1125 1163 1163 1484 1115 99.1% A 健全　（0.96Pt）

アンカー
No.

アンカー諸元 本載荷
リフトオフ

荷重
Pe(kN)

Rtd
=Pe/Td(%)

健全度
評価

健全度 状態 対処例

経過観察により対策の必要性を検討

対策を実施

対策を実施

緊急対策を実施

経過観察により対策の必要性を検討

0.1Pt 

破断の恐れあり

危険な状態になるおそれあり

健全

健全

機能が大きく低下している

機能していない

1.1Ta 

許容アンカー力 Ta 

設計アンカー力 Td 

定着時緊張力 Pt 

0.8Pt 

0.5Pt 

A

A

B

C

D

残存引張り力の範囲

0.9Tys 
E

D

C

B

図.7 1-2アンカー 荷重―変位グラフ
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山地渓流の土砂移動・森林に関する現地調査におけるハンディ・レーザスキャナの活用 

～奈良県池郷川流域を事例として～ 

国際航業株式会社 ：○河合 貴之、清水 幹輝、檀上 拓也、桝本 みな

１．はじめに 

土砂移動が活発な山地渓流において、土砂移動発生箇所の地形の特徴や斜面・渓流内の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り、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。また、植生が斜面の表面侵食を抑制する機能をもつことが指摘されており 1,2)など、その機能を評価するにあたり、

森林現況を調査することは、森林の機能を活用した治山砂防の効果を高める上で重要である。

但し、急峻な山間部や夏季の広葉樹林等において、航空レーザ計測では地表面を正確に計測できない場合や、据付式の

トータルステーションでは測量作業時に安全性の制約が強い場合がある。最近、ハンディ・レーザスキャナについて、砂

防施設点検において構造物の変状や地形横断面形状等の迅速かつ効果的な把握に活用した例がある 3)などが、土砂移動・堆

積状況や森林現況の調査における試行例が殆どない 4)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渓床の状況や森林現況の情報取得を試行した。対象とした地域は、奈良県南東部

の下北山村内に位置する、熊野川水系北山川支流の池郷川流域であり、土砂流出が活発で天然の広葉樹やスギ・ヒノキ植

林が混在している。今回の計測では、斜面・渓床の傾斜変換点や立木の樹冠をとらえ、データの特性を検証した。この検

証は、渓流・森林現況の高精度かつ効率的な調査や、森林のもつ土砂流出抑止機能等についての解明に資すると考える。 

２．ハンディ・レーザスキャナの概要 

計測には、Geo SLAM社製ZEB-HORIZON（Velodyne VLP-16搭載）を使用した。本機は重量約1.3kgと小型であり、携帯

して対象地物の周囲を歩くことで形状を計測でき、計測点数は300,000点/秒、最大計測距離100mである（カタログ値）。

データ取得はSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)の技術により、3次元レーザ、IMU(Interial Measeurement 

Unit)のデータを統合処理して自己位置推定を行い、計測と同時に撮影した動画を参考に点群の色付け等の処理を行う。

相対精度は±3cm（カタログ値）で、据付式のトータルステーションの精度（±2mm）5)には劣るが、計測時にデータ取得

から合成までを現場において実施した上でのデータ確認が可能であり、従来の計測手法と比べて作業効率が非常に高い。 

３．山地渓流における現地試行 

国総研(2016)6)に準拠した渓床・森林現況の現地調査項目を以下に示す。今回の計測試行では、これらのうち計測作業

によってデータ取得が可能なもの（下線付きのもの）を対象とした。 

・渓床調査：土石流発生時に侵食が予想される平均渓床幅・平均深さ

・崩壊地調査：出水時に土砂流出が予想される崩壊地の平均幅・平均深さ

・流木調査：樹高あるいは伐木・倒木・流木の長さ・胸高直径・胸高係数

現地試行にあたり、堰堤の堆砂敷において垂直に立てた2mポ

ールを最大20m離れた位置から計測し（図-1）、1.99mであった。

誤差値はカタログ値と同程度であり、土砂移動や森林現況を考

察する上で十分小さいことが確認された。これを踏まえ、以下

に渓床・林床や森林現況の計測試行事例を示す。 

（1）渓床・林床内の土砂堆積状況 

 広葉樹が優占する崖錐斜面においては、林床の表面や樹

冠等の樹木の部位の形状を三次元的に捉えることができ

た。林床の表面については、尾根に挟まれた範囲内におい

て、斜面の傾斜変換点が複数確認でき（図-2）、出水時の

崖錐の移動が繰り返されていたことが推定できた。 

 また、樹冠の形状を詳細に計測でき、樹冠同士の重なり

など、航空レーザ計測データ解析において考慮できない
7,8)事象を客観的に把握できた。 

コドラート位置 

主な傾斜変換

図-2 広葉樹林内の崖錐斜面の計測において取得した点群 

図-1 2mポールを用いた計測精度の確認状況 
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（2）樹高・胸高直径と林内崩壊地 
 広葉樹が優占する渓岸斜面におい

ては、樹林の現況や崩壊地の形状を

三次元的に捉えることができた。樹

林の現況については、樹高や胸高直

径を毎木調査と遜色ない精度でより

客観的に計測できた（図-3上段）。 

 また、崩壊地については夏季に計

測された航空レーザ計測データでは

とらえられなかったものを約50m下

方の安全な場所からの計測によって

位置・形状を把握することができた

（図-3下段）。 

（3）樹林の樹冠構造 

スギ植林地においては、樹冠等の

樹木の形状を三次元的に捉えること

ができた。但し、一部の樹木につい

て、葉面積や枝の広がりが小さい場

合など、地上における計測では照射

光が反射せず樹冠形状を正確に捉えられないものがみられた（図-4）。 

４．まとめと今後の課題 

 今回、山地渓流においてハンディ・レーザスキャナによる計測を試

行し、土砂移動状況・森林現況に関して得られる情報について検証し

た。それに基づいて調査項目別にハンディ・レーザスキャナの有用性

を評価し、表-1のように整理した。 

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 9)。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。 

表-1 調査項目別のハンディ・レーザスキャナを用いた計測試行の検証結果 

謝辞：奈良県砂防・災害対策課には今回の検証にあたり、航空レーザ計測データを提供頂き、現地調査にあたって様々に

便宜を図って頂きました。ここに感謝の意を表します。 

文献:1)北原(1998)森林科学 22,p.16-22. 2)阿部(1998)森林科学 22,p.23-29. 3)畠山ら(2018)砂防学会発表要旨

集,p.241-242. 4)新子ら(2019)砂防学会発表要旨集,p.635-636. 5)国土地理院(2016)「測量機器性能基準」国地達第7号. 

6)国総研(2016)「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説」国総研資料第 904 号. 7)Persson ら

(2002)Photogrammetric Engineering and Remote Sensing68, p.925-932. 8)田口ら(2008)日本リモートセンシング学会

誌28,p.331-341. 9)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」学位論文,東京大学.

事象 現地調査項目 評価 利点 課題点

流出
土砂量

渓床・林床内の
土砂堆積・崩壊

状況
◎

・照射範囲内で傾斜変換点等を安全な場所から確認可能。
・航空レーザ計測ではとらえられない樹林内の崩壊地等も
把握可能。

・計測距離が航空レーザより短く、広範囲の迅速な計測が困難。
・地物の背後などはレーザ光を照射できるよう機器移動が必要。

樹高・胸高直径 〇
・従来の毎木調査手法よりも客観的・高精度な計測が可能。
・樹種の情報と合わせると、高精度で材積量を算出可能。

・計測距離が航空レーザより短く、広範囲の迅速な計測が困難。
・地物の背後などはレーザ光を照射できるよう機器移動が必要。

樹冠構造 △
・樹冠の形状を三次元的にとらえられる。
・航空レーザ計測ではとらえられない樹冠の重なりを三次元
的にとらえられる。

・計測距離が航空レーザより短く、広範囲の迅速な計測が困難。
・地物の背後などはレーザ光を照射できるよう機器移動が必要。
・葉面積や枝の広がりが小さい針葉樹等は樹冠形状を正確にはと
らえられない場合がある。

流木量等

図-4 スギ植林の計測において取得した点群 

樹冠形状を正確に 

計測できなかった部分 

航空レーザ計測データでは把握できなかった崩壊地 

図-3 広葉樹とその内部の崩壊地の計測において取得した点群 
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図-1 ZED-F9P 開発ボード 

図-2 基地局のアンテナの設置状況 

図-3 RTKNAVI の動作状況 

簡易な RTK-GNSSモジュールを用いたフィールドにおける計測精度の比較結果について 

日本工営株式会社 ○太田敬一 後藤裕子 杉山実 

1．はじめに 

準天頂衛星みちびきを用いたシステムが 2018 年より 4 機体制で運用が開始されるなど、近年、センチメー

トル級の高精度な測位精度を得られる環境が整備されつつある。また高精度な測位には、以前は数百万円程

の受信機が必要であったが、安価な価格帯の受信機を提供する受信機メーカーの市場への参入により、ハー

ドウェアの面からも高精度な測位の普及に向けた動きが進んでいる。

そのような衛星を用いた測位を取り巻く環境とハードウェアの整備状況を利用し、ソフトウェアの面から

高精度の衛星測位技術を実現する１つとして、Real Time Kinematic(RTK)と呼ばれる方法の利用が挙げられ

る。これは地上に設置した基準点からの位置情報を用いて、自局を測位する方法で、既に 2005 年には国交省

から「ネットワーク型 RTK-GNSS を利用する公共測量作業マニュアル」1)がまとめられるなど、安価な受信機

の普及と相まって、建設現場の施工管理や情報化施工に利用されている。また砂防の分野でも、斜面や構造

物の動態計測に利用されている事例がある 2)。更に近年普及の著しいドローンを砂防の現場で用いるケース

では、写真測量による地形図の作成の際に必要な地上基準点の設定に、従来のトータルステーションではな

く RTK-GNSS などを用いるケースも見受けられる 3)。 

上記のような状況を踏まえた場合、我々砂防に従事する技術者でも、高精度な測位システムを直接取り扱

える環境が整備されつつあると考えられる。そこで、自らのフィールドで測位システムを運用させ操作性や

精度を確認し、今後の様々な利用用途を検討するため、安価で容易に入手可能かつ、パソコン等で比較的簡

易に操作可能な受信機である専用のモジュールを用いて動作確認した。動作確認に際しては、RTK-GNSS を利

用するため、「①弊社敷地内に基準局を設置したケース」、「②通信会社から配信される基準局のデータを利用

したケース」を想定した。なお①、②共に国内では利用しやすい環境ではあるが、特に②は海外の現場で利

用できない。そこで参考ケースとして、「③全世界に設置された 100 基余りのモニター局からの補強データを

用いて測位する仕組みを利用したケース」を試みた。以下にそれらに結果を示す。 

2.測位システムの構成

RTK-GNSS の利用に際し、受信機は u-blox 社のモジュール

「ZED-F9P」が搭載された開発ボードを用いた。開発ボードは様々

なメーカーから発売されており、数万円程度で入手可能である。図

-1 に今回利用した開発ボードを示す。弊社敷地内の建物の屋上に

設置した基地局のアンテナは、測量用 2 周波 RTKGPS/GNSS アンテナ

JCA228 を用いた。図-2 はその設置状況を示したものである。この

アンテナの座標は、単独測位データに近傍の茨城県阿見町の電子基

準点の衛星観測データ、軌道データを加えた後解析で設定した。

ソフトウェアは東京海洋大学の高須氏が開発した RTKLIB を

Windows10 パソコンにインストールして利用した。図-3 は RTKLIB

に同梱されている RTKNAVIを起動させ、測位中の画面を示したも

のである。画面上段が自局、下段が基地局での衛星の数と受信し

た信号の大きさを示したものである。なおここに示した受信機と

ソフトウェアを用いた RTK-GNSS の設定方法は、雑誌などで紹介

されている記事を参照した 4)。

通信会社から配信される基準局のデータを利用したケースで

は、NTT ドコモの「高精度 GNSS 位置情報サービス」を利用した 5)。

ま た 補 強 デ ー タ を 用 い た 測 位 は 、 PPP （ Precise Point 

Positioning）としてグローバル測位サービス株式会社がβ配信サ

ービスとして提供している MADOCA-PPP6)を用いた。 

3.動作確認方法

先ず、入手したモジュールを用いた RTK-GNSS の動作確認として、

複数の固定点を自局に見立て、その固定点の座標を得ることを実

施した。固定点には開発ボードに同梱されていた amotech 社の 2

周波アンテナを三脚に固定し、モジュールとパソコンを接続し、

RTK-GNSS の測位を実施した。測位に際しては、図-4 に示すつく

ば市内の公園の平場にて、No.1～3 の３箇所に固定点を設定し、

この固定点の座標を RTK-GNSS により測位した。 

次に、砂防などの現場での利用を想定し、自局を移動点として移動させ、その際の座標を得ることを実施

した。移動に際しては図-5 に示すように、アンテナをヘルメットの頂部に固定し、人が移動することとした。
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図-4 公園内での固定点の設定 図-5 移動点 

図-6 No.1～3 の固定点の測位結果 

図-7 移動点の測位エリア 

図-8 移動点の高さ方向の測位結果 

なお測位に際しては、砂防の現場状況を模擬した箇所として、

樹木が生い茂るエリアを選定した。 

4.動作確認結果

固定点の測位結果を図-6 に示す。図中には①弊社敷地内の

基準局を利用したケースと、②NTT ドコモのサービスを利用

したケースの測位結果の内、高さ方向の測位結果とそれらの

平均値をプロットした。各測位結果は、計測開始から 1 分程

度で測位精度数センチメートルを保証する精度フラグが得ら

れた以後の結果をプロットしている。 

測位結果の精度を確認すると、平均値の上下 2cm 程度の範

囲に測位結果がプロットされている。各グラフの１目盛は1cm

である。RTK-GNSS の場合、一般的に水平方向の測位精度は約

2cm、高さ方向は水平方向の 2 倍程度と言われており、それぞ

れの測位結果が 4cm の範囲に分布している点から、3 点の固

定点のそれぞれの測位精度は確保されていると言える。また

①と②での差は、固定点 No.1 で約 13cm、No.2 と 3 で 2～3cm

となっており、やや No.1 で他の固定点より差が大きくなった

が、概ね整合する測位結果が得られたと考えられる。

なおこれらの点について、③MADOCA-PPP を用いた場合、①

や②に対し、50cm～2m ほどの差が生じた。PPP の水平方向の

測位精度は測位時の環境にもよるが、10cm 程度と言われてお

り、今回はそれに対し大きな誤差となった。測位時の条件に

依存する部分があるものと考えられる。 

移動点の測位は、弊社敷地内の基準局を利用し、図-7 に示

すエリアを移動した。同図には移動時の水平方向の測位結果

を赤線で示した。また図-8 に示した高さ方向の測位結果は、

移動点に数メートルの標高差が分布すること示している。そ

れに対し現地は一部窪んだ地形があるものの概ね平坦であ

り、よって高さ方向の測位結果は現地状況と整合しなかった。 

5.まとめ

安価なモジュールを用いて RTK-GNSS による測位を実施し

た結果、固定点は数センチの精度で得られることが分かった。

よって現場の構造物の位置の把握やドローンを利用した際

の地上基準点の設定に役立てられる。一方、移動点の測位結

果は、今回、期待したほどの結果が得られなかった。また

MADOCA-PPP による固定点の測位結果は、他の測位結果に対し

50cm～2m ほど差が生じた点から、利用には留意が必要である。 

参考文献 

1)https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/network_r

tk-gps/302zenbun.pdf

2)斜面ネット研究会 http://www.shamen-net.org

3)DJI TERRA https://www.dji.com/jp/dji-terra/info

4)トランジスタ技術 2018年 1 月号など

5)docomo IoT 高精度 GNSS位置情報サービス

https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/highprecision_gnss_positioning

6)GPAS インターネット配信サービス https://www.gpas.co.jp/service_madoca.php
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ＵＡＶと水中ドローンを用いた砂防堰堤の変状レベル評価について 

国際航業株式会社 〇水流 竜馬、小野寺 智久、渡辺 隆吉、西川 友章、郡 典宏 

1．はじめに 

 砂防堰堤の点検は、堤体等の部位に発生する亀裂や

剥離等の損傷・劣化から機能や性能に与える影響度を

変状レベルとして評価し、対策の可否を決定する。最

新の点検要領では、目視に加えＵＡＶ点検も基本手法

となった。 

 本報告では、石積砂防堰堤における施設点検におい

て、デジタルカメラによる目視点検とＵＡＶ等を用い

た点検による変状レベル評価に関する課題や留意点等

について整理した。 

2．ＵＡＶ等における点検について 

 昨今、ＵＡＶを用いた砂防堰堤の点検手法として、

航空レーザ計測による高精度数値地形モデル（DEM：

Digital Elevation Model）を用いた解析を実施し、 

①3 次元モデルを用いた堰堤の損傷位置の把握や②堰

堤に堆砂している土砂の把握と差分解析が提案されて

いる。（岡野，2016）（長谷川，2018）

 本調査では、水通し部の損傷把握は近接調査が難し

く危険度が高い、また基礎部浸食も水褥池により目視

調査は不可能で潜水士やボート等の調査が必要と考え

た。そのため、ＵＡＶと水中ドローンによる調査に切

換えて、変状レベルの把握を行った。 

 ＵＡＶ調査（Mavic Air）では、堆砂敷に発着地点

を置き、堤体や袖部等の部位を写真撮影し、変状レベ

ル評価の基礎資料を収集した。また、損傷等の範囲や

割合などから総合的に評価する俯瞰撮影を行った。水

中ドローン調査（Power Ray）は堰堤下流に発着地点

を置き、水中航行して基礎部の動画と写真撮影を行っ

た。基礎部の浸食は水通しの安全な位置からリボンロ

ッドを降下してスケールとした。

写真.1 調査箇所の状況 

3．目視点検とＵＡＶ点検の相違点等について 

3.1 目視点検とＵＡＶ点検の点検結果 

 水通し部の点検（写真.2）は、目視点検では幅、高

さ、深さなどが直接スタッフで計測できた。ＵＡＶ点

検では撮影写真を使い、台帳で把握できる水通し部の

長さから損傷の規模を推定できた。 

 堤体の点検（写真 3）は、目視点検では木々が邪魔

しているが堤体の様子は確認でき、表面の剥離や内部

の侵食、堤体の漏水が確認できた。ＵＡＶ点検では正

面から障害物が無い状態で撮影が出来ており、目視点

検では確認できなかった、右岸の堤体の漏水も確認す

ることができた。 

 堰堤基礎部の点検（写真 4）は、陸上からの目視で

は、水中は洗堀の有無程度の確認しかできなかった。

水中ドローンによる点検では、広範囲での洗堀の規模

が把握できた。 

写真.2 水通し部損傷写真 

（上：目視点検 下：UAV 点検） 

写真.3 堰堤本体全体状況 

（上：目視点検 下：UAV 点検） 

ＵＡＶ点検 

目視点検 

目視点検 

ＵＡＶ点検 
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写真.4 水中ドローンによる洗堀状況写真 

（上：目視点検 下：水中ドローン点検） 

3.2 変状レベル評価の相違点等について 

①変状レベルの評価主眼

目視点検は構造物を直接・間接的に点検し、各部位

の近接写真や寸法等を記録して、部分的に変状レベル

を評価するのに対して、ＵＡＶ点検は踏破困難な箇所

や樹木等の障害物を避け、各部位の近接写真と俯瞰写

真から総合的に部位を評価する過程の違いが見られ

た。 

②変状レベル評価結果

（1）水通し部・堤体

水通し部と堤体の損傷状況は、目視・ＵＡＶ共に損

傷規模が大きいため得られた情報に差異はなく、変状

レベル C とした。しかしながら、本堤の右岸側非越流

部の漏水は、目視点検では確認できる視点場がなく、

評価外になる恐れが見られた。

（2）基礎部（洗堀）

水中ドローンによる損傷把握では、動画撮影により

広範囲の洗堀が確認でき、目視点検よりも多くの損傷

情報を得ることができた。変状レベル評価は、目視点

検による局所的な洗堀状況把握でも、水中ドローンに

よる洗堀状況把握でも、評価結果に差異はなく変状レ

ベル C と評価した。 

③経過観察を必要とする変状レベル評価

経過観察が必要な部位の変状レベル評価は、経年劣

化の状況を把握することが最も重要なポイントとなる

が、目視点検では、点検位置（撮影位置）を記録する

ことは難しく同一写真の撮影に手間を要した。その

点、ＵＡＶ点検は点検時の飛行記録を保存し、再現性

のある調査により、経年変化を捉えた変状レベル評価

が可能になる。 

④点検作業時間と安全性

作業時間は目視点検に約 1 時間を要したのに対し、

ＵＡＶ点検では約 20 分（設置時間を含まない）で各

部位の撮影と俯瞰写真撮影を終了することができ、水

中ドローンによる点検も 15 分程度であった。作業効

率の面からＵＡＶ等の優位性が見られた。また、安全

面では、監視員を立てながら、水通しの危険箇所を避

けて調査を行ったが、ＵＡＶでは、転落等危険性がな

く調査に自由度があった。 

3.3 課題・留意点 

 今回の調査箇所は、損傷状況を概ね目視で確認でき

ていたため、ＵＡＶの撮影ポイントや飛行ルートをそ

の場で指示することができ、ＵＡＶの有効性を発揮し

やすかった。しかし、初めて調査する施設やＵＡＶ目

視飛行の出来ない施設では、ＵＡＶの有効性が発揮し

づらい。そのため、衝突防止機能やハンドキャッチな

どの補助機能および技術が必要であると感じた。 

本調査の水中ドローンは水深 0.6ｍが必要で、最大

航行速度よりも早い流れでは調査が不可能であった可

能性がある。そのため、調査事例を増やしてその有効

性を把握する必要があると考えられる。 

 変状レベル評価は、ＵＡＶでしか確認できない損傷

箇所がない場合は、ＵＡＶ点検と目視点検で大きな差

異は生じない。しかし、調査員以外の砂防技術者が点

検内容の照査を実施する場合、ＵＡＶ点検による俯瞰

的な情報は、「損傷箇所が堰堤の持つ機能や性能に大

きな影響を与えているのか」を判断する材料を多く含

んでいると考えられる。 

4.終わりに

施設点検は点検者の知識や経験、感覚などによりバ

ラつきが生じ易く、砂防技術者による変状レベル照査

が必要であると考える。その場合、点検記録は損傷状

況とその規模や周辺状況などを整理保存することが重

要で、ＵＡＶ点検に優位性があると考える。今後、部

分透過型堰堤や透過型堰堤など様々なタイプの堰堤に

おいてＵＡＶ点検を実施し、その効果検証を行いなが

らＵＡＶ点検手法などを確立することが望まれる。

 また、目視点検は植生や流水等により調査地点が限

定されやすいが、損傷部に近接できる場合はその状況

を詳細に計測・把握することが可能で評価の信頼度が

高い。そのため、点検票への取りまとめ方法を工夫す

るなどの取り組みが重要と考える。 

 施設点検者が不足する現状において、ＵＡＶ点検は

有効な手段の一つである。このため、今後は点検結果

に定量性を求めるため、写真測量技術を応用し、水通

し幅等の堰堤形状から損傷規模や位置を把握するなど

の方法や損傷状況を竣工図等に整理するなどの工夫が

求められると考える。また、構造計算などを組合せた

高度な変状レベル評価などの開発が期待される。 

5.謝辞

 本検討は和歌山県県土整備部 河川・下水道局 砂

防課内での堰堤改築業務の一環として実施させていた

だいたものである。ここに記し、謝意を表します。 
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ミュオグラフィによる砂防関係インフラの健全性分析技術の開発に関する研究（その 1）

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 森俊勇・○酒谷幸彦 

東京大学 田中宏幸・László Oláh 

Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary Dezső Varga 

はじめに 

ミュオグラフィは、素粒子ミュオンを使って巨大

な物体の内部を描き出す最先端の技術である。 

その原理はX線レントゲン撮影法とほぼ同じであ

る。X 線は物体が 1m を超えると透過できないが、

ミュオンは1,000m 単位の物体も透過することがで

き、直進性が高くしかも無害であるため扱いやすい

ことから, 火山から地震断層、洞窟、氷河、地下鉱山

資源などの調査への応用可能性が急速に広がり、近

年ではインフラの内部透視にも対象が拡大し、原子

炉、溶鉱炉、道路床版の内部透視技術として応用す

る研究が始まっている。

砂防関係では、古い砂防堰堤の健全度を調べる場

合、まず、目視して外見の状態で判断しているが、

目視ではわからない堤体内部の健全度を非破壊で調

べる手段として「弾性波トモグラフィ」を使う手法

がある。しかしながら、この調査にも相当な経費と

時間を要しているとともに、堰堤を越流する水の処

理や堰堤下流法尻からの起震など技術的にも困難な

課題を抱えている。 

そこで、古い砂防堰堤の健全度を非破壊で調べる

手段としてミュオグラフィは利用できるのか確認す

るため、稲荷川筋滝尾砂防堰堤に検出器を設置し観

測、分析を行った。 

１．ミュオグラフィの原理 

ミュオンは宇宙を構成する 12 個の素粒子の一つ

で、超新星の爆発などにより常時高速で飛来する宇

宙線が地球の大気中で二次的に生産する素粒子であ

る。その数は１m2 当り 1 秒間に 100 個程度である

が、必ずしも安定的に飛来しているわけではない。

あらゆる方向から飛来しており水平に近い方向から

飛来してくるミュオンも利用できる。ミュオンは物

体の密度に応じて貫通量が減ってくるので、物体を

透過してくるミュオンの数からミュオンが通ってき

た経路に沿った物質量（密度）を見積もることがで

きる。 

今回使用するミュオン検出器は、「多線式比例計数

管」（Multi- Wire Proportional Chamber MWPC）

である。MWPC は検出器が特殊なガスで満たされて

おり、この中をミュオンなどの荷電粒子が通過する

とガス分子をイオン化する。検出器の中にある細い

ワイヤーに高電圧を流すことで周辺に高い電場勾配

を形成する。ガスのイオン化でできた電子がワイヤ

ーに寄ってくると電場からエネルギーをもらって加

速される。加速された電子は他のガス分子を電離す

ることでさらに多くの電子を発生させる。MWPC は

このような過程を繰り返して電子を増幅させ、通過

ミュオンを電子パルスとして取り出す粒子検出器で

ある。

２．MWPCを用いた観測システム 

 今回、日光砂防事務

所の現場では 40cm× 

40cm の サ イ ズ の

MWPC を 6 枚使用し、

これにデータ収集、解

析装置 DAQ を含め、

三方 50cm のポリカ

ー ボ ネ ー ト の 箱

（MMOS）にセット

した（写真－1）。重さ

は約 60kg である。装

置は鉄製の倉庫に入 

  れ風雨等を防いだ（写

真－2）。消費電力は時間 5-6W である。ガスは不燃

性で環境に対し無害の Ar 80%、CO2 20％を使用し

ている。0.05MPa で MWPC に供給し、使用量は 3 

L/h 程度であった。 

写真―2 観測倉庫と滝尾砂防堰堤 

検出したデータは USB に一時保存され、3G の電

波で伝送される。検出範囲は検出器中心から水平、

垂直方向に 45 度の範囲である。 

３．ミュオン検出結果 

 これまで 3 ケースの検出を行った。Case-1 は試行

として行ったので、ここでは Case-2 と 3 の結果を

述べる。Case-2 は堰堤正面向き上方 30°向き、写

写真―1 MMOS 
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真-2 の赤枠で示す部分を対象に、Case-3 は堰堤に向

かい右 45°に振り、上方 13.1°向き、写真-2 白枠

で示すように水通し部全体をカバーするように配置

した。表-1 に測定期間とミュオン検出数、6 枚の

MWPC の内 5 枚通過数(有効軌跡数)を示す。Case-

3 では検出器の中心方向が左岸を向き、ミュオンが

地中を長距離通過するため、観測期間に比べ有効軌

跡数が少なくなっていると推測される。 

表―1 各ケースの検出期間とミュオン軌跡数 

  測定により Case-2 では 56×56 メッシュの密度

長(水深換算深さ:m.w.e.(meter water equivalent)、

Case-3 では 28×28 メッシュの密度長が得られた。

密度長はミュオンが透過する物体の密度×透過長を

表すので、砂防堰堤を透過する直線距離をメッシュ

毎に算出し、各メッシュの相対的な密度を求めた。  

ミュオンは、上流護岸工より川側の袖部はコンクリ

ートのみを透過し、水通しより下部は堰堤本体と堆

砂している土砂の部分も透過しているが、堆積土砂

の浅い部分を透過しているので、堆積土砂の分離は

行わず、堰堤断面の透過のみとして透過長とした。

 位置分解能は、角度分解能×検出器と対象物との

距離であり、Case-2 では MWPC の中心方向では約

12cm(tan(90/56)× 4.5m)。Case-3 では中心方向で

は約 32cm(tan(90/28)×5.7m)となる。角度が鉛直、

堰堤軸方向に振れると堰堤との斜距離が変わり、そ

れに伴い位置分解能が異なってくる。 

 また、密度長は大気のみを通過してくる方向では

15程度、日光山系の山体を通過してくる方向では50

－100 の値を示している。このため絶対密度ではな

く相対的な密度として分析した。 

  Case-2 及び Case-3 の相対密度分布を図―1、図

－2 に示す。各メッシュの相対密度を堰堤軸の垂直

面をミュオンが通過する位置に円として示した。濃

い円は相対密度が大きく、薄い色の円は小さいこと

を示している。袖部では表面から 2ｍ程度が内部よ

りも値が大きくなっている。これは表面に施工して

ある自然石の影響と思われる。また水通し小口の部

分については相対密度階が 10 以上に分類されるた

めに図-2 右側に 10 から 15 までを 0.5 刻みで細分化

した。相対密度は細かく変化しており、水通し袖部

に施工された石材の材質等の変化による密度の変化

を表していると推定される。 

Case-3 では袖の部分は Case-2 と同じような相対

密度分布が表現される。ここでは幅 45ｍの水通し断

面すべてをカバーするように検出器を設置したので、 

図－1 Case-2 における相対密度分布 

右岸から離れるほど分解能は大きくなり、左岸側に

13ｍ離れた地点では 1 メッシュの分解能が 1ｍとな

る。位置分解能を高めるためには角度分解能を細か

くするか検出器を近づけるか検討する必要がある。 

図－2 Case-3 における相対密度分布 

４．考察 

①ミュオン検出により、堰堤コンクリートの相対的

な密度分布を把握することができることが分かった

が、有効軌跡数を確保するため計測時間、渓岸の地

形を考慮した設置方法を検討する必要がある。

②精度を上げるため堆砂土砂や地山の透過を考慮し、

堰堤に周辺地形、地質を含めた分析を検討する。

③堰堤の部位により相対密度は 5 倍の差異があった。

他の方法との比較評価など検討を行う。

④山岳地帯での使用に適した開発、設置方法、分析

方法の整備を行う必要がある。

 最後に、本計測では検出器の MWPCを Wigner RCP

からお貸し頂いた。また、試験場所、電力の提供な

ど国土交通省日光砂防事務所にご協力いただいた。

ここに謝意を申し上げます。 
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Case-2 240 時間 13,728,372 2,119,010 

Case-3 214 時間 9,108,433 661,314 

740



六甲山系における砂防施設点検資料を用いた堰堤形式別堆砂変化 

国土交通省 近畿地方整備局 服部浩二＊１ 

国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 田中 秀基＊２・白髭 一磨＊３・矢野 治＊４ 

国土防災技術株式会社 〇永田葉子 

筑波大学 内田太郎 

国土技術政策総合研究所 山越 隆雄・泉山 寛明 

＊１ 現：福知山河川国道事務所 ＊２ 現：水管理･国土保全局 ＊３ 現：近畿地方整備局  ＊４ 現：琵琶湖河川事務所 

1. はじめに

計画上除石が必要な砂防堰堤が十分機能を発揮するた

めには，堆砂状況等の点検が必要とされており，その経

年変化の把握が重要である。特に土石流発生・非発生時

（平常時）のそれぞれで砂防堰堤の形式による堆砂変化

の詳細が望まれるが，そのような検討事例は少ない。 

六甲山系では1938(S13)年の阪神大水害以降，砂防堰

堤の整備が進み，2016(H28)年では約540基の砂防堰

堤が設置されている（図１・表１）。これらの堰堤の管

理のため1992(H4)年から砂防施設点検が実施され，点

検時に各堰堤の堆砂状況について記録されている。本稿

では，砂防施設点検時の堆砂状況の確認結果を用い，堰

堤の形式別の堆砂量変化について検討を行った。 

2. 土砂移動が少ない時期の堰堤堆砂状況

土石流非発生時の堆砂状況を把握するために，六甲山

系で土砂移動が少なかった時期である 1967(S42)年の水

害以降に施工された堰堤を対象として検討を行った（図

1）。堰堤の形式は不透過型と透過型に分け，鋼製枠，低

ダム，部分透過型，除石が実施された堰堤などは対象外と

した。また，満砂となっている堰堤は満砂以降の堆砂変化

が判らないため，これも除外した（表１）。 

 砂防施設点検では天端から堆砂面までの高さを測定し

ている。砂防堰堤の有効高（ここでは不透過型は堤高から

2m引いたものとし，透過型は透過部の高さとした）と堆

砂面からの天端までの高さの差を堆砂高とした。 

表 1 砂防堰堤の整備状況 

既報（石塚ら・2018）のとおり，2014(H26)年台風11

号により六甲山系北部では多くの土砂移動が発生した。

また2018(H30)年の出水においても六甲山系全域で多く

の土砂移動が発生している。そのため，検討に用いた堆砂

高は六甲山系北部の武庫川流域の有野川，有馬川，船坂川

の堰堤では 2013(H25)年，それ以外は 2017(H29)年の

砂防施設点検結果から算出した。 

算出した堆砂高を堰堤の施工年ごとに整理し，ほぼ10

年ごとにまとめ，図２，表２に示す。不透過型堰堤は施工

から年数が経つほど堆砂高が多い傾向にあるのに対し，

透過型堰堤は施工からの年数と堆砂高に関係が見られず，

いずれも堆砂が進行していない。 

1968～1977年に施工された堰堤の標準的な諸元・堆

砂高平均から堆砂量の概算を求めると 9,000m3 である

（図3）。これは約200m3/年となる。透過型堰堤のうち

最も堆砂が多い堰堤（1995年施工）の堆砂高は2.5mで

あり，この堰堤の諸元を用いて同様に堆積土砂量を求め

ると580m3となり，25m3/年程度となる。粗い計算では

あるが，大きな土砂移動がないときの透過型堰堤が捕捉

する土砂量は不透過型堰堤の1/8以下となる。 

1939～
1967年

1968～
1977年

1978～
1987年

1988～
1997年

1998～
2007年

2008～
2016年

全数

不透過型 154 70 113 80 17 14 448

透過型 1 13 3 17 34
鋼製枠・低ダム 19 14 33
部分透過型 1 2 3 2 4 8 20

85 4 6 1 0 1 97満砂となっている堰堤

堰堤竣工年

構造

図 1 六甲山系の砂防堰堤の整備状況 
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図 2 堰堤の竣工年と堆砂高 

表 2 堰堤の形式別の堆砂高 

図 3 竣工後40～50年程度の標準的な堰堤の堆砂量 

3. 土砂移動が発生した渓流の堆砂の変化

2014(H26)年台風 11 号は，六甲山系に大雨をもたら

し，有野川，有馬川，船坂川流域を中心に崩壊・土石流が

発生した。特に，有野川支流奥山川流域の上流の土砂移動

は顕著であり，堰堤の異常堆積も生じている。奥山川の上

流には，部分透過型堰堤（２基）と不透過型堰堤が交互に

設置されている区間がある。この区間に着目し，堰堤の形

式と堆砂状況について検討を行った。これらの堰堤の

2008(H20)年から 2019(H31･R1)年の堆砂高の推移と

堰堤の配置を図４に示す。 

 部分透過型であるシラケ谷堰堤は，2014(H26)年台風

11号時に透過部も含めて満砂し（写真1），年度内に除石

されている。その下流の仙人谷第二堰堤もこのとき大き

く堆砂が増加している。これ以降は，部分透過型の２基は

透過・不透過の境界で堆砂変化が止まっているが，不透過

型堰堤は2015(H27)年以降も堆砂の増加がみられる。特

に仙人谷堰堤より下流の不透過型の２基は上流側の堰堤

より堆砂の変化が遅れて現れているように見える。 

奥山川上流では 2014(H26)年台風 11 号出水後も土砂

移動は継続しているものの，土石流時を除くと部分透過

型堰堤の透過部には土砂が堆積しておらず，下流へ流れ

ているものと考えられる。 

図 4 奥山川流域の堰堤の堆砂変化 

写真 1 2014年台風11号後のシラケ谷堰堤 

4. 考察

六甲山系では，竣工からの経過年数に応じて不透過型

砂防堰堤では堆砂が進行しているのに対して，透過型堰

堤では堆砂の進行が遅く，最も堆砂の多い透過型堰堤で

も平均的な堆砂状況の不透過型堰堤に比べて，堆砂速度

は約1/8以下であり，その他20～30年経過した透過型

堰堤でもほとんど堆砂が進んでいないことが確認された。 

また，部分透過型堰堤と不透過型堰堤が交互に直列に

設置された区間の各堰堤の堆砂状況を見ると，不透過型

堰堤で堆砂が進む一方で，部分透過型堰堤では，土石流発

生時には大量の土砂を堆積させるものの，その他の平常

時には堆砂高は透過部まで上がることがなく，（捕捉容量

を維持して）土砂を通過させていることが，堆砂状況調査

で詳細に確認された。 

以上より，土石流の発生時に行う緊急除石以外の除

石，すなわち、定期的な点検に基づく除石は透過型・

部分透過型堰堤においては、必要性はかなり低く、除

石の頻度は相当低くなるものと考えられる。 

【参考文献】石塚ら(2018)：六甲山系における近年の土

砂移動状況の検討，平成 30 年度砂防学会研究発表会概

要集(pp.453-454) 
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（
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竣工年

古い 新しい

不透過型

透過型

堰堤基数

1968～
1977年

1978～
1987年

1988～
1997年

1998～
2007年

2008～
2016年

全数

堆砂高平均（m） 6.7 6.4 5.1 4.8 3.1 5.9

検討堰堤基数 58 104 78 16 11 267
堤高平均（m） 14.4 16.1 16.2 16.2 12.9 15.6
流域面積平均(km2) 0.90 0.35 0.42 0.18 0.07 0.47
堆砂高平均（m） 0.0 0.5 0.2 0.4 0.4
検討堰堤基数 1 13 3 17 34
堤高平均（m） 13.3 13.1 17.2 14.4 14.1
流域面積平均(km2) 0.18 0.65 0.21 0.18 0.36
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研究発表会をご支援いただいた砂防関係団体、法人の皆様 

申込順に掲載させていただきました。 

玉野総合コンサルタント株式会社 

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 

中央開発株式会社 

株式会社ハイドロテック 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

国土防災技術株式会社 

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 

株式会社共生 

大日本コンサルタント株式会社 

一般社団法人斜面防災対策技術協会 

ヒロセ補強土工株式会社 

共和コンクリート工業株式会社 

株式会社パスコ 

株式会社エイト日本技術開発 

応用地質株式会社 

株式会社フジヤマ 

アジア航測株式会社 

協和設計株式会社 

株式会社ニュージェック 

日本工営株式会社 

砂防エンジニアリング株式会社 

株式会社建設技術研究所 

朝日航洋株式会社 

国際航業株式会社 

 



〜明⽇へつなぐ
未来をつむぐ〜

�住⺠⽣活をまもる地域の「しなやかな」強靭化

わたしたちは⾃然と共存共栄し、整備された社会インフラの恩恵の下、くらしてきました。しかし、我が国の
社会インフラは、⾼度経済成⻑期に整備されたものが多く、今後急速に⽼朽化することが懸念されます。また、
我が国では、毎年のように地震、⽔害・⼟砂災害等の⾃然災害が発⽣しています。

わたしたちTAMANO ができること―
様々な社会インフラの⽼朽化対策、防災・減災の各種対策により、地域の強靭化（レジリエンス）を
コンサルティングします。



一般財団法人 砂防・地すべり技術センター

 

STC は技術と経験で挑みます 

〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-5　砂防会館５階

TEL:03-5276-3271 ㈹　　HP ： http://stc.or.jp/

計画策定等のための各種業務・委員会の運営支援

土石流対策 流木対策

大規模崩壊対策天然ダム対策

地すべり対策

急傾斜地崩壊対策 小規模渓流対策

集落雪崩対策

土砂・洪水氾濫対策砂防・地すべり基本計画

砂防・地すべり施設配置計画

火山噴火緊急減災計画 事業計画及び評価

渓流環境調査・整備計画
および評価

土砂動態解析
J-SAS、New-SASS

（数値シミュレーション）

技術指導・講師派遣

流域総合土砂管理

国際技術協力

災害対応・災害調査

土砂災害や火山災害、流木災害から
生命・財産を守る

令和元年台風 19 号で被害を受けた宮城県丸森町の調査 ドローンを用いた調査

適切な施設整備のための技術指導技術者によるディスカッション



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【NETIS 登録】 

KT-130093-A 

自然及び人工斜面は、緩みやすべり等を要因として、徐々に傾斜変
動していきます。「感太郎」は、この傾斜変動を捉えることを目的として
開発された傾斜センサー(計測機器)です。従来の計測機器と比較し
て、設置の簡素化と多点化が可能になり、自動監視システムとの組み
合わせによって、斜面災害に対する迅速な情報提供を可能にします。 

 

【初期状態】 【変状発生後】 

計測機器：傾斜センサー 

高品質を追求し未来を創造するオンリーワンカンパニー 

中央開発株式会社 
https://www.ckcnet.co.jp 

■技術サポート 

  ソリューションセンター 

        ジオ・メンテナンス事業部 

 〒332-0035 埼玉県川口市西青木3-4-2 

TEL:048-250-1481 FAX:048-250-1482 

 

 採用 
技術提案 

 豊富 
実績 

 不要 
手間

監視システム 
 

【NETIS 登録】 

2007～2016 年度 

現場で計測したデータを現地通信基地局に集
約し、携帯電話回線を使用して標準 10 分間隔で
弊社サーバーに送信します。サーバーで計算処
理・図化されたデータを、インターネット（WEB）を通
じてユーザーに配信します。 

 

実 績 
■官 庁 ： 国土交通省、農林水産省、県 
■民 間 ： ゼネコン、建設会社 国内 900 基突破！ 

海外 300 基突破！ 

※国内外での数サイトにて
崩壊した実績に基づく、弊
社推奨の 3 段階に分けた
「管理基準値」があります。 

 ※民間会社では、「技術提案」として採用し、
優良表彰を受賞した会社もあります。 



流砂量測定装置(ハイドロフォン) HydroTeck 

 

本装置は掃流砂量を連続モニタリングする装置で、京都大学大学院農学研究科、水山教授のご指導によ

り開発いたしました。音響測定センサー（マイクロフォンとプリアンプ内蔵）、パルス変換器、データロガー、

電源装置で構成されており、通信装置を組込めば、遠隔監視も可能です。測定原理は、河床を転がるよう

に流れる流砂が、河床に設置されたステンレス製のパイプ又はプレートに衝突する時に発生する衝突音を

マイクロフォンで検出します。変換器により信号処理され、１０段階の強度に分けて、衝突回数をデータロ

ガーに収録します。  電源は太陽電池とバッテリーでも連続動作が可能ですので、商用電源のないとこ

ろでも観測できます。ハイドロフォンは、パイプ型とプレート型があります。 

従来のパイプ型ハイドロフォンは、大規模な出水時パイプの凹みがひどく、変形したパイプの交換が必要

でした。プレート型のハイドロフォンは、変形しないので、礫径が大きくパイプの変形が頻繁に起こる現場に

は適しています。 又、比較的変形しにくい肉厚型（厚さ 7．5mm）のパイプも製作しております。 

 

 

※ 京都大学防災研究所穂高砂防観測所の足洗谷に設置された各種ハイドロフォン（2020 年 5 月） 

 

 

← 2014 年 3 月 30 日の足洗谷観測データ 
パイプ・プレート型ハイドロフォンの１０分間積算パルス数の比較
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（製造・販売） 

株式会社ハイドロテック 

滋賀県蒲生郡日野町上野田 876 

TEL 0748-52-1748 FAX 0748-53-1485 

http://www.hydro2.jp/ 







砂防フロンティア整備推進機構一 般
財団法人

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館6F
TEL（代）：03-5216-5871 FAX（代）：03-5216-5871 HP：http://www.sff.or.jp/

ISO9001:2015 認証登録



逆T型CFT並列防護擁壁
━設計施工の合理化を追求した落石および崩壊土砂対策工━

株式会社共生 https://www.kyosei-kk.co.jp
〒160-0022東京都新宿区新宿1-23-1 新宿マルネビル
TEL：03-3354-2554/FAX：03-3354-2659

コンクリート充填
角形鋼管(CFT)

支柱間阻止面

底版コンクリート

従来型とのコスト比較例

従来型 逆T型

壁 高(ｍ) 5. 5          4. 3

直工費(千円/m) 300          250

注）ポケット容量を9㎥/ｍとした場合

①ポケット容量の確保し易さ

②壁高の低減

③斜面掘削の削減

④底版コンクリートの縮小

⑤土砂排出の容易さ
（着脱式鞘管基礎）

①

③

②

④
⑤

従来型待受式コンクリート擁壁 逆T型CFT並列防護擁壁





 

7,100円/会員3,600円 
（税込、送料別） 



 



北海道営業部 TEL 011-736-0192  FAX 011-736-0187  東北営業部 TEL 022-221-2387  FAX 022-224-8649 
関東営業部 TEL 03-6907-3728  FAX 03-6907-3732 中日本営業部 TEL 052-582-7091  FAX 052-551-0815 
西日本営業部 TEL 06-6390-2415  FAX 06-6390-2416  九州営業部 TEL 092-262-5755  FAX 092-262-5775 

Kyowa Concrete Industry Co.,Ltd 

ホームページ http://www.kyowa-concrete.co.jp 

札幌本社 060-0808 札幌市北区北 8条西 3-28 札幌エルプラザ 11F TEL 011-736-0181  FAX 011-736-0187
東京本社 170-0005 東京都豊島区南大塚 3-10-10 いちご南大塚ビル 3F TEL 03-6907-3721  FAX 03-6907-3730

【コンバリアＳ】は、上下左右の堅固な噛み合わせ構造を実現し多様な積み方が可能

な《 多用途コンクリートブロック 》です。

製品斜視図 

ブロックえん堤イメージ図 

落差工事例 

防災用備蓄材事例 導流堤事例 

仮設堰堤事例



■2019年10月 台風19号豪雨災害
（左） 光学衛星（SPOT７）による写真撮影宮城県丸森町・角田市の河川氾濫

総合的な土砂管理

災害緊急撮影・計測

３次元空間情報の管理・活用

砂防施設の状況把握（ＵＡＶ)

お問い合わせ

（右上）航空機（固定翼）による写真撮影 群馬県吾妻郡嬬恋村で発生した河岸斜面崩壊
（右下）航空機（固定翼）による写真撮影 群馬県富岡市内匠地区で発生した斜面崩壊

容易に立ち入りできない砂防堰堤の施設や堆砂域の状況
をUAVによって把握。SfM解析により3次元モデルを作成
することで効率的な維持管理をサポートします。

※SfM(Structure from Motion): 多視点ステレオ写真測量

© Airbus DS / Spot Image 2019

携帯型斜め写真撮影システム(PALS)
による災害状況の把握

航空レーザ計測結果を活用した
河道閉塞シミュレーション

高分解能衛星Pléiadesによる
土砂災害被害の広域把握

UAVで撮影した写真から
作成した砂防堰堤の3Dモデル

地震及び豪雨等にともなう大規模崩壊の発生等、
土砂移動現象に関する諸問題に対し、測量および
GISをコアとしたシステム技術を用いてその実態を
適格に把握。流砂系全体の土砂管理をサポートします。

大規模災害発生時に迅速な被害状況の把握を目的とした
航空機や人工衛星による緊急撮影や空中・地上からの
各種計測を実施。被害情報を収集・解析し提供します。

航空レーザ計測結果などの複数の3次元空間情報を
GISシステムにより一元管理するとともに、管理情報
をシミュレーション等へ活用可能なサービスを提供
します。

〒153-0043 東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル
https://www.pasco.co.jp/

© 2018 CNES - Distribution Airbus DS

災害緊急撮影事例集『語りかける国土』WEBブックはこちら
https://www.pasco.co.jp/ebook/kokudo/

https://www.pasco.co.jp/
https://www.pasco.co.jp/ebook/kokudo/


本店／〒7008617岡山市北区津島京町3丁目1番21号 本社／〒164-8601東京都中野区本町5丁目33番11号

TEL（086）2528917、FAX（086）2527509 TEL（03）5341-5111、FAX（03）5385-8500

ホームページアドレス http://www.ejec.ej-hds.co.jp

E・Jグループ
インフラ・ソリューション・コンサルタント

「価値ある環境を未来に」

お客様のニーズに合わせ、調査・解析・計画・設計・維持管理の分野からの
総合的な視点によるワンストップ・ソリューションを提供します。

◆砂防関係施設設計
・BIM/CIM、3Dモデリングを活用した視覚的な設計。
・大規模崩壊(深層崩壊、天然ダム)における対策施設設計(堰堤、法面工、排水工等)。

◆砂防関係施設の計画、維持管理
・砂防関係施設長寿命化計画(砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり対策施設)。
・包絡分析法(DEA)による客観的な施設整備優先度検討。

◆調査・観測・解析
・深層崩壊斜面の調査、天然ダム水位予測、土石流区間における流砂・水位観測。
・ラフ集合による災害発生条件の検討。
・ＵＡＶ、ＡＵＶによる地形情報取得と地形データの作成

【砂防関係業務紹介】

【3次元地層モデルによる深層崩壊斜面解析】【天然ダム対策堰堤設計・3Dモデリング】

【CIMを活用した砂防堰堤工事用道路計画】【CIMを活用した掘削形状と施工ヤード】







ISO9001 認証取得 
ISO14001 認証取得 

「エコ・ファースト制度」認定企業 

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合21 
TEL 
E-mail 
URL 

：044-969-7230（代表） 
：service@ajiko.co.jp 
：http://www.ajiko.co.jp/ 

当社公式フェイスブックページでも情報を発信しております 
⇒ http://www.facebook.com/AsiaAirSurvey  

 

 
 

アジア航測はアジア航測はトータルコンサルティングトータルコンサルティングで
安全安全・安心・安心な社会社会の実現の実現に貢献しますに貢献します

アジア航測オリジナルキャラクター

令和元年東日本台風(台風第19号) 令和元年7月九州南部豪雨
C アジア航測(株)・朝日航洋(株)C アジア航測(株)・朝日航洋(株)

C アジア航測(株)・朝日航洋(株)C アジア航測(株)・朝日航洋(株)

C アジア航測(株)・朝日航洋(株)C アジア航測(株)・朝日航洋(株)

C アジア航測(株)・朝日航洋(株)C アジア航測(株)・朝日航洋(株)

C アジア航測(株)・朝日航洋(株)C アジア航測(株)・朝日航洋(株)

アジア航測はトータルコンサルティングで
安全・安心な社会の実現に貢献します



協和設計株式会社
防災グループ

 

「上へ、その向こうへ」 







 

技術職員積極採用中 

代表取締役社長 藏重 俊夫 

本  社 〒350-0033 埼玉県川越市富士見町 31-9              

九州支社 〒862-0972 熊本県熊本市中央区新大江 2-12-1  

支  店／青森・栃木・神奈川・北陸・岐阜・関西・中国・福岡・宮崎・鹿児島 

3 つの事業活動 

≪調査・計画≫ 

 

 

 

 

 

≪設   計≫ 

 

≪研究・開発≫ 

 

・微地形解析調査－流域荒廃特性の把握— 

・砂防基本計画—微地形解析の基づく土砂移動危険箇所の想定－ 

・砂防施設配置計画－土砂移動危険箇所に着目した施設配置－ 

・砂防事業評価検討（火山含む） ・深層崩壊関連業務 

・長寿命化計画関連業務 

・土砂,洪水氾濫計算による施設配置計画 

・砂防施設の設計（補強・改築設計実績多数） ・コスト縮減 

・施工計画（無人化含む）   

・新技術,新工法の研究 ・地形解析手法の研究 

・維持,管理への斜面監視、衛星画像でのリスク評価  

・民生用デジタルカメラによる写真測量システムの研究 

災害を防ぎ 安全・安心な社会づくりを目指す 

☎049-226-7807 📠049-227-7075 

☎096-375-7401 📠096-375-7402 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社・東京本社〒103-8430 東京都中央区日本橋浜町 3-21-1 

               (日本橋浜町 F タワー) TEL.03-3668-0451 

    砂 防 部〒300-2651 茨城県つくば市鬼ヶ窪 1047-27 

               (研究センターつくば) TEL.029-847-0265 

    砂 防 室〒541-0045 大阪市中央区道修町 1-6-7 

               (北浜 MID ビル) TEL.06-6206-5555 

 http://www.ctie.co.jp/ 

安全で安心して暮らせる社会を目指します。 

砂防実験場 
河川実験場 

ダム実験場 

 
研究センターつくば 

世界に誇れる国づくりのために 

私たちができること。 

流砂量観測調査 土砂・流木災害調査 

渓流保全工実験 

砂防 

調査 

 

土砂 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

砂防 

計画 

砂防施設

配置計画 

砂防水理

模型実験 

砂防施設

設計 

砂防堰堤実験 



私たちは航空機に搭載した様々なデジタルセンサーで高品質な三次元

データを迅速に提供するとともに、地形・森林解析、シミュレーション、

評価の技術を駆使して砂防領域のコンサルティングに取り組みます。

https://www.aeroasahi.co.jp

中部空情支社 名古屋支店 〒461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町12-19 OZヒメノビル TEL 052-930-3431
空間情報事業本社 〒350-1165 埼玉県川越市南台3-14-4 TEL 049-244-4141

▶ 火山噴火緊急減災対策や土砂災害ハザードマップ等の警戒避難対策支援

▶ 土砂移動モニタリング、立体可視化図、微地形判読、衛星データ解析

▶ 航空レーザ・カメラ、ALB（航空レーザ測深）を用いた計測と解析

▶ 土石流・流木施設配置計画・設計・長寿命化計画、ＣＩＭ導入の支援

▶ 土石流シミュレーション、流域の流木ポテンシャルの把握や危険度評価

▶ 土砂災害防止法に用いる基盤図作成から警戒区域等の設定
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	掃流区間に配置されるコンクリートスリット砂防堰堤は，洪水時の堰上げにより，流速を一時的に低減させて掃流力を小さくし，土砂を捕捉する機能を有する。しかしながら，洪水後半の減水期にスリット（開口部）から急激な土砂流出が生じる場合があることが知られている1)。
	透過型砂防堰堤の計画・設計に関する参考資料1)では，開口部からの土砂流出の対応として，下流への砂防堰堤の配置や河道内での堆砂空間の確保等が示されているものの，土砂の捕捉機能の向上を図るための透過部断面の設定等については示されていない。
	川辺川ダム砂防事務所が計画する小川第２砂防堰堤では，新設のコンクリートスリット堰堤の開口部に鋼製スリットを配置する複合構造を採用し，土砂捕捉機能の向上のみならず，流木捕捉機能を付加するものとした。本稿では，小川第２砂防堰堤で実施した各種の検討結果を報告する。
	２．対象堰堤の概要
	小川第２砂防堰堤は，熊本県球磨郡五木村の平瀬集落の直上流に計画される砂防堰堤であり，確実な土砂捕捉が望まれる。加えて，計画地点は釣り客が多く訪れる地点であり，中山間地の活性化のため，渓流環境の保全に配慮が必要である。
	当該堰堤の計画概要等を表-1に，当初計画の越流部模式図を図-1に示す。水通し幅30mに対し，当初，設定されたコンクリートスリット幅は16mと広く，出水中や後続流等に伴う土砂の二次移動が懸念された。またスリット位置は，水通し中央部に１門であり，堰堤整備後，流況の変化が懸念された。
	３．複合構造の採用に関わる課題
	3.1　検討条件
	コンクリートスリットと鋼製スリットの複合構造による土砂捕捉イメージを図-2～図-4に示す。
	計画流出土砂は，コンクリートスリットによる堰上げ効果により捕捉することを基本とし，後続流等による二次移動土砂を捕捉するため鋼製スリットを配置した。
	3.2　複合構造の採用に関わる課題
	複合構造は，現行の設計基準に規定のない新たな構造である。このため次の2項目が大きな課題であった。
	3.2.1　鋼製スリットの部材間隔の設定
	鋼製スリットの部材間隔を設定する際の課題は以下のとおりである。
	①対象礫径の設定
	堰上げによって堆積した土砂が二次移動することを想定した場合，どの程度の捕捉対象礫径を設定すべきか。
	②鋼製スリット間隔の設定
	平常時には閉塞せず，中小～計画出水時に各個運搬される礫を捕捉するため，スリット間隔をどう設定するべきか。
	3.2.2　コンクリートスリットの開口部の設定
	スリット開口部の設定のための課題は以下のとおりである。
	①コンクリートスリット幅・位置の設定
	計画規模の出水により堰上げが発生する幅と，渓流環境の保全を両立する幅・位置をどのように設定すべきか。
	②流木捕捉への対応
	コンクリートスリット砂防堰堤に流木捕捉機能を付加させるため，どのような構造を採用すべきか。
	４．検討結果
	4.1　鋼製スリットの部材間隔の設定
	4.1.1　対象礫径の設定
	計画地点上下流及び，計画地点の約250m下流に位置する既設の平瀬砂防堰堤堆砂敷での礫径調査結果を表-2に示す。調査の結果，最大礫径Ｄ95は計画地点上下流で1.5m，堆砂敷で1.0m，最多礫径はいずれもＤ60に相当した。
	現行の設計基準2)では，土石流区間の鋼製スリットの水平及び鉛直純間隔は，最大礫径Ｄ95等に基づき決定することが有効とされている。しかしながら，鋼製透過型砂防堰堤に関する過去の研究3)では，確実な捕捉を想定した場合，最大礫径よりも最多礫径を考慮することの重要性が示されている。
	表-2に整理したように，堆砂敷における最大礫径1.0mは，計画地点上下流での最多礫径1.1m以下の礫径となる。加えて，この堆砂敷の石礫は，中小出水等により流出し堆積したものと想定されることから，対象礫径を1.0mに設定し，二次移動する有害な礫を確実に捕捉する計画とした。
	4.1.2　鋼製スリット間隔の設定
	前述した過去の研究では，礫が各個運搬される掃流区間では，石礫の捕捉を目的とした場合，最多礫径の1倍程度の礫径を捕捉対象とすることが妥当であることが示されている。この研究結果に基づき，鋼製スリットの鉛直純間隔を対象礫径の1倍（1.0m以下）に設定した。
	一方，小川第２砂防堰堤では，下流域での河床低下を防止するため，礫径が小さく有害でない土砂を下流へ流出させ易くすることが重要である。平常時に石礫を閉塞させにくい配慮として，鋼製スリットの水平純間隔を対象礫径の2倍（2.0m以下）に設定した。当該堰堤での鋼製スリット間隔の設定模式図を図-4に示す。
	4.2　コンクリートスリットの開口部の設定
	4.2.1　コンクリートスリット幅・位置の設定
	計画地点の河床幅は30m程度，現況流路幅は最小6.0m～最大12.5m程度であった。ここで，堰上げ効果のみに着目すれば，当初設定された幅16m，１門のコンクリートスリットの採用も可能である。
	しかしながら，計画地点の流路は地形的に右岸側に形成される傾向にあるため，渓流環境の保全に配慮し，現況流路と同地点に１門，幅12.0m（≒現況流路の最大幅）のコンクリートスリットを設けるものとした。
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