
平成 21年度

砂防地すべり技術研究成果報告会
開催報告

　平成 21 年 11 月 5 日午後 1 時 30 分より、砂防会館別館

シェーンバッハ・サボーにおいて「平成 21 年度砂防地すべり

技術研究成果報告会」が開催された。本報告会は，当センター

の公益事業の一環である研究開発助成事業により行われた研究

の成果を広く一般に公表し，関連事業及び今後の各方面での研

究活動に役立てて頂くことを目的として開催している。

　本年度の研究成果の発表は合計 6 課題であり、平成 20 年

度研究開発助成事業により実施された研究 5 題と、当財団が

実施した業務内容 1 題からなる。いずれの研究も、今後の砂

防事業の礎となる貴重な研究成果であり、会場には 187 名の

参加者を迎えて盛況のうちに終了した。下にはこれらの研究成

果の概要について紹介する。
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　土石流などによる下流への直接的な災害、流出土砂が
引き起こす河床上昇に伴う氾濫を防ぐためには、流出土
砂を砂防えん堤でコントロールする必要がある。土石流
対策は砂防えん堤の堆砂勾配で調節するとされ、土石流
を掃流に変化させるとされていたが、現在は貯砂容量で
対応する（捕捉する）という考えになった。さらに、総合
土砂管理、流砂系土砂管理として河川環境保全や海岸
侵食防止の観点から下流への土砂の連続性を維持する
必要性が議論されるようになった。これらの現状を踏ま

え、山地河川の土砂流出の特性と、下流の河床上昇防止
を考え合わせると必然的に貯砂のタイミングをコントロ
ールできるシャッター砂防えん堤に帰結する。
　本報告では、シャッター砂防えん堤の検討経緯を整理
し、次にシャッターえん堤の運用上必要となる流量・流
砂量のモニタリングシステムを議論し、砂防えん堤に適
したシャッターの構造を検討したうえで、最後にシャッ
ター砂防えん堤を運用するシステムを仮想の砂防えん堤
を対象に考察した。
　検討の結果、流入する流量と流砂量を入力値として
与えると、下流への影響がシミュレーションによって評
価でき、対象領域におけるシャッター閉塞時期を決定
できることがわかった。また、汎用土石流シミュレータ

「Kanako」が掃流区間においても、砂防えん堤を含む河
床変動計算にも有効であることが示された。

流量、流砂量をモニタリングして流出土砂をコントロールする
シャッター砂防堰堤の開発と運用に関する研究

水山 高久
みずやま たかひさ

京都大学大学院 農学研究科
教授

講
演
1

sabo vol.101 Jan.20101� sabo vol.101 Jan.2010



　宮崎県に位置する鰐塚山の北麓斜面において、平成17
年9月の台風14号により大規模な山体崩壊及び土石流が
発生した。この時の崩壊は深層崩壊が卓越しており、表層
崩壊がきわめて少ないことが特徴であった。その原因とし
ては、破砕岩盤から深層岩盤への透水性が小さく、30～
40㎜/h程度の降雨が長時間持続することで破砕岩盤が
飽和したことが挙げられる。崩壊発生の傾向は土層・岩
盤の透水性と関連付けられると考えられるが、それらの透
水性を定量的に評価することによって、実際の崩壊発生と

の関係を明らかにした研究はほとんどなされていない。
　本研究では深層崩壊発生のメカニズムの解明及び崩
壊地周辺の水文地形的な特徴の把捉を目的として、ボー
リングによる地質調査，ボーリング孔を利用した地下水
位観測（10ｍ井戸、40ｍ井戸）、河川や湧水の流量測定・
水質調査等を実施した。
　調査の結果、井戸水位逓減特性から判断した岩盤の
透水性は針原や宝川内崩壊の中間程度の値であること、
40ｍ井戸で観測された地下水と湧水のレスポンス及び水
質は類似していること、10ｍ井戸と比べて深い40ｍ井戸
で早い地下水位の上昇が確認されたこと等が確認された。
以上の結果から、今回発生した深層崩壊は、岩盤の透水
性というよりは、雨水浸透プロセスとは異なるメカニズ
ムにより深層地下水が上昇したことにより発生したもの
と推察された。

　山地河川における土砂の動態を把握することは、土砂
災害や洪水災害を防止するために重要な課題である。特
に山地部では、降雨分布、土砂生産・流出現象が複雑で
あり、定量的な土砂動態が把握できていないのが現状で
ある。
　本研究では、山地部における土砂動態の把握と土砂流
出の物理モデルを構築することを目標に、河床に設置し
た金属管に流砂が衝突する音を計測することで流砂量を

測定するハイドロフォンを用いた流砂観測を行った。流
砂観測は、神通川水系の足洗谷流域を対象に、5箇所の
観測地点を設け、各地点にハイドロフォンを設置、また
ピット流砂量計、水位計等を併設し、各観測結果の相関
を可能とした観測体制を整えた。その結果、各観測所に
おいて観測結果の相関性が得られた。特に平成21年6月
23日の降雨では、観測所5箇所において水位と降雨分布
と出力パルスの相関性が得られ、流域全体を通して高い
観測精度が得られた。計算モデルの構築は、ピット流砂
量計により得られた土砂量を基に、足洗谷流域の土砂流
出モデル基礎を構築した。
　今後は、得られた観測結果から、ハイドロフォン出力パ
ルスから流砂量への変換と、降雨分布の実測値を反映し
た流砂モデル計算方法の精度向上を実施する予定である。

地盤地中水の挙動の解析による
深層崩壊発生危険雨量推定手法の確立

恩田 裕一
おんだ ゆういち

筑波大学大学院 生命環境
科学研究科 准教授
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山地流域の解剖
──降雨浸透・流出、土砂流出の詳細調査とモデル化

堤 大三
つつみ だいぞう

京都大学 防災研究所 
穂高砂防観測所 准教授
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　平成19年度より土砂災害警戒情報が全国で運用が開
始され始めたが、情報の意味や違いが理解できていない
など周知度は低く、直接的な避難行動に結びついていな
いといった課題が指摘されている。現在、土砂災害避難
行動を誘発するコミュニケーション・プログラムは未開
発の状況である。そこで土砂災害の防災・減災を目的と
した平常時のリスクコミュニケーションとして、行政施

策としての大規模実施を見据え、ⅰ）適切な動機づけ、ⅱ）
わかりやすい情報提供、ⅲ）アンケートを活用した行動シ
ミュレーションで構成されるプログラムを構築した。
　本プログラムの効果の検証にあたっては、事前に動機
づけ冊子を配布し、アンケートによるコミュニケーショ
ンを図った実験群と、何も配布しなかった制御群とを比
較することとした。
　検証の結果、実験群において「災害を理解する」指標が
プログラムによって有意に活性化しており、行政機関へ
の「信頼」が土砂災害避難行動に大きな影響を及ぼすこ
とが明らかとなった。今後の課題として、ａ）実際の避難
行動につながるのか、ｂ）効果の持続性、ｃ）他地域への
応用可能性についての検証が必要である。

　砂防えん堤や住民の被害を防ぐため、土石流の挙動・
流体力および砂防えん堤の損傷・破壊を再現できる解析
手法の確立が不可欠である。
　本研究は、石礫型土石流が砂防えん堤に作用する荷重
評価を行うための基礎的な研究として、粒子法を用いて
巨礫混じりの混相流である石礫型土石流のシミュレーシ
ョン解析法を開発した。解析手法はMPS粒子法に礫同
士の衝突（DEM）および礫と床面との摩擦を考慮できる

数値モデルである。この提案した手法を用いて土石流モ
デルにより発生する荷重の評価として、清水および軽石

（ボラ）混じりの土石流モデルを用いた室内実験による比
較を行い解析法の妥当性を検証した。その結果、清水、
ボラ混じり土石流ともに、流動過程および荷重～時間関
係を良好に再現することができた。とくに、ボラ混じり
土石流については、ボラ（剛体）の数が土石流モデルの先
頭部の段波形成および荷重特性に影響を与えることが解
析からわかった。
　今後の検討課題として、①3次元モデルの開発とバネ
係数、摩擦係数の決定方法の検討、②MPS-DEMモデル
の数値的安定性の向上、③粒径分布が流動形態や荷重
～時間関係に与える影響の検討、④地形の影響の検討が
あげられる。

土砂災害に対する地域住民の態度変容を意図した
防災リスク・コミュニケーション・プログラムの構築

谷口 綾子
たにぐち あやこ

筑波大学大学院 
システム情報工学研究科 講師
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粒子法を用いた石礫型土石流シミュレーションによる
荷重評価に関する基礎的研究

別府 万寿博
べっぷ ますひろ

防衛大学校 建設環境工学科
准教授
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　土砂災害から人命を守ろうとする対策が国や都道府県
などによって実施されてるが、財政的理由からハード対
策が充分にできないこと、地球温暖化による豪雨の増加、
行政による防災対応の限界、災害に対する正常化の偏見
など、様々な要因によって毎年土砂災害により多くの人
命が失われている。そこで、土砂災害から人命を守るた
めに、現在の行政の警戒避難のシステムに加え、一般住
民や防災リーダを対象とした簡便な自主避難マニュアル
の作成が必要と判断し、豪雨時に土砂災害の発生を感知

し避難するためのチェックリストとその解説書をポケッ
トブックとして作成した。
　本報告は、警戒避難のポイントを示したうえで、ポケ
ットブック作成の背景やチェックリストの使い方、実際
に土砂災害に遭いながら地元住民の判断で無事避難が
できた事例や土砂災害に備えがないまま被災したケース
など、具体事例をもとに、チェックポイントをわかりやす
く解説した。
　土砂災害では、目の前に危険が迫ってくるまで、その
危険を認めようとしないで、危険が近づいていることを
知った後も、平常通りの判断や解釈を続け、事態を楽観
視する「正常化の偏見」といった心理が働く。チェックリ
ストのねらいは、この土砂災害という災害があることを
意識してもらうことである。

本年度成果報告会「講演 6」でテキストとして使用しました「土砂災害から命を守るポケットブック」

および　平成 12 年より例年開催されている本報告会論文概要集をご希望により頒布いたします。

いずれも在庫がなくなり次第頒布終了とさせていただきます。

お問合わせは、企画部企画情報課　☎ 03-5276-3271 まで

「土砂災害から命を守るポケットブック」につ いて

菊井 稔宏
きくい としひろ

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防部次長
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土砂災害から命を守る
ポケットブック
──地域防災力を高めるために

●砂防技術研究会 編
　送料込み ￥300

平成19～21年度
砂防地すべり技術研究
成果報告会発表論文集
●当財団編
　送料のみ
　（平成12年度～18年度は終了）

書籍頒布のお知らせ
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