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　平成23年11月15日（火）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23年度砂防地すべり技術研究成
果報告会」が開催されました。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
助成による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
立てていただくことを目的として、毎年実施
しているものです。
　本年度の発表は、平成22年度研究開発助成
事業により実施された研究6題であり、そのい
ずれもが今後の砂防事業の礎となる貴重な成
果であります。会場には228名の聴講の方々
を迎え、盛況のうちに終了となりました本報
告会の概要を以下に紹介するものです。
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山地流域の雨水流出、
土砂生産流出シミュレーター

　山地流域において、合理的に土砂流出のコントロー
ルを行うには、任意の雨量を与えて各地点での流量を
予測し、崩壊、土石流の発生、その後の土砂流出が推
定できるシミュレーターの開発が必要であり、これに
より、リアルタイムに入手できる降雨データから土砂
災害、洪水災害をリアルタイムに予測し通報すること
が可能となる。
　本研究では、山地流域の雨水流出、土砂生産流出シ
ミュレーター（SERMOW-II）を開発し、流砂が観測
されている足洗谷に適用した。この数値シミュレーシ
ョンを用いて、足洗谷流域における土砂移動現象を定
性的に分析することができた。流砂量や移動土砂の粒

度分布に関しては、河床材料の初期条件が不明確であ
ったために精度面に課題が残る結果となったが、出水
ごとに山地河川の土砂移動傾向が変化する理由が、移
動可能な土砂の存在する位置の初期条件から説明でき
ることが明らかになった。
　さらに、土砂の供給源と観測点の位置関係が、山地
河川で観測される流量に対する流砂量のヒステリシス
の要因の一つであることが示された。今後の課題とし
て現地観測に対する計算精度を向上させることが挙げ
られるが、適切な土砂生産シナリオの設定、現地の河
床材料の調査、河道の土砂供給過程の考慮、流域内の
高密度雨量観測による降雨分布の把握などを行い、適
切な初期条件を設定し、目的に応じたシミュレーター
の開発を行うことで、土砂移動量の定量的な予測が可
能になるものと考えられる。
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流木捕捉工の捕捉メカニズムに関する実験および
解析法に関する基礎的研究

　本研究では、掃流区間に設置される流木捕捉工の捕
捉性能について、平成22年７月、広島県庄原地区豪雨
災害で発生した流木の実態調査結果を参考に、水路実
験により捕捉性能を評価する手法を検討するととも
に、個別要素法による流木の挙動解析と流木捕捉率の
推定信頼性向上について検討した。
　平成22年７月、広島県庄原地区豪雨災害で発生した
流木の実態調査により、流木の特徴や長さ等の分布特
性が対数正規分布に従う傾向があり、流木の平均長と
平均直径はいずれも最大長と最大直径の半分以下とな
る傾向が確認された。水路実験により、流木長、捕捉
工間隔比（捕捉工間隔と最大流木長の比）、樹根の有

無といった流木の形状の違いによる流木捕捉率の変化
をみると、①同じ捕捉工間隔比においても流木長が短
くなると捕捉率は低下する、②捕捉工間隔比や最大流
木長が同じであってもいろいろな流木長が混在するこ
とにより捕捉率は低下する、③根付き流木は根なし
流木に比べて顕著に捕捉率が上昇することが確認され
た。また、この実験結果を踏まえて、掃流区間に単独
設置される流木捕捉工の捕捉性能を評価する推定式に
ついて、代表流木長を平均流木長に、捕捉工間隔を部
材の外側間隔に修正した推定式を提案した。
　流木捕捉シミュレーションでは個別要素法に円柱形
要素導入し、水の流れを流速分布モデルを用いて表現
することで流木捕捉工の閉塞挙動を解析する手法を提
案し、これにより流木捕捉時の流木の複雑な挙動や流
木長や捕捉工間隔比の変化に伴う捕捉率の変化を良好
に再現でき、根付き流木の挙動についても捕捉率の変
化も含めて概ね良好に再現できた。
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ゲーミング手法を活用した
土砂災害リスク・コミュニケーション

　地震災害を念頭に開発した防災ゲーム「クロスロー
ド」を、土砂災害を含む複合災害に適用し、土砂災害
に関する新たなリスク・コミュニケーション手法を開
発した。さらに、より継続的かつ地域に密着した、土
砂災害避難行動を誘発するリスク・コミュニケーショ
ン・プログラムの構築を目指して、小学校における授
業プログラムを構築、実践するとともに、その効果を
定量的・定性的に分析を行った。

　その結果、定量分析より、授業実施後に土砂災害の
リスク認知が高まったほか、専門家・行政依存や自主
性低減などの負の効果が低減したことが示された。ま
た定性分析では、自分のことだけでなく保護者のこと
を考慮したり、葛藤したことがうかがえる児童がいた
ことが示された。さらに授業内容についても担当教論
から概ね好意的に受け止められたことから、一定の効
果があったと考えられる。近年の災害事例で、「災害
情報あれど活用されず（避難せず）」という課題が続
発しているが、これは情報自体の性質よりも、各種ハ
ザードの専門家と実際に災害行動を行う自治体職員お
よび子供を含む地域住民が、災害情報をめぐって、ど
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ALOS衛星画像を用いた安倍川上流域の
土砂災害危険度の評価手法の開発

　陸域地球観測技術衛星「だいち」（ALOS）で撮影

された画像からDEM（DSM、10m×10mメッシュ）
を作成後、斜面安定解析ソフトを適用し、安倍川上流
域で土砂災害の発生危険度を相対的に評価したもので
ある。地盤の安定度評価に使用した分布型斜面安定解
析ソフトであるSINMAPは、DEMの各セルごとに入
力した標高データなどから、安全率を基にした斜面安
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地すべり土塊の３次元形状推定技術の開発

　地すべり土塊の領域と深さの特定を行うため、微動
が測定できる振動計を用いて、３次元的なすべり面形
状の短時間・低コスト・非破壊簡易調査法を開発した。
微動測定の信頼性、S／N比、波動源と波動の種類に
関して吟味できるような微動観測を行うとともに、複
数の地すべり地での観測を基にして研究を進めた。
　問題点である微動レベルが極めて小さい地すべり地
では、２つの方法（電気ノイズを差し引くこと、微小
地震観測の利用）を開発し、検証のために表面波探査
手法を用いた。その結果、微小地震観測が改善策にな
りうることを示した。
　その結果、以下６項目の結論を得た。
①�地すべり地の微動は振幅が低く、電気ノイズに埋も
れてしまうことが多いため、安易な微動探査は有効
に用いることができない。
②�微動が出現するところでは、水平動スペクトルを直

接用いて、電気ノイズのスペクトルを比較すること
でS／N比の観点から信頼度を高めて卓越振動数を
固有振動数と読み取ることができる。
③�微小地震観測による卓越は、微動観測における卓越
とほぼ同じ周波数で見られたため、地すべり地にお
ける卓越振動数の評価に有効である。また、周波数
応答特性や増幅特性の評価のためには主な周波数領
域でS／N比が2以上を見込める程度の大きさの微小
地震が必要である。
④�微動のフーリエスペクトルから得られる卓越周期と
表面波探査から得られるせん断波速度を、１／４波
長則に適用することで、地すべり深さの推定ができ
る可能性がある。
⑤�表層地盤のせん断波速度を利用し、すべり土塊を複
数横断するような測線に沿った微動観測により、３
次元のすべり土塊分布を推定することができる。
⑥�地すべりブロック外側の安定した地山を基準にした
時、ブロック内側の移動土塊部分の水平動スペクト
ル比（H／H比）は卓越振動数地震応答特性の評価
に有効である。

のような「関係性」にあるかという社会心理学的な問
題が重要な役割を果たしていると思われる。このよう
な課題の解決に、ゲーミング手法を活用した共同問題

解決型のリスク・コミュニケーションが大きな効果を
上げるものと期待される。
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2009年台風８号による台湾における
大規模複合土砂災害に関する調査研究

　2009年台風８号により、台湾南部の山岳地帯では総
降水量が2,000mm超に達し、洪水氾濫や土砂災害等が
多数生じた。特に小林村では、深層崩壊と、それに伴
う河道閉塞の形成・決壊によって壊滅的な被害が発生
した。
　本研究では、小林村での大規模複合土砂災害につい
て、深層崩壊の発生から崩壊土塊の運動、河道閉塞の
形成、決壊までの一連の現象を説明づけた。深層崩壊
の発生については、浸透流解析と斜面安定解析を組み
合わせて、降雨に対する斜面の応答を評価した。その
結果、崩壊時には土層はほぼ飽和状態にあったことが

定指数を算出し、斜面の安定性を相対的に評価するこ
とができる。
　安倍川流域は、急勾配な地形と複雑で脆い地質のう
え年降水量が多いという、土砂災害の発生しやすい条
件を備えている。このうち、有東木から門屋までの流
域面積181k㎡を解析範囲としている。解析結果をも
とに、安倍川上流域の地形と斜面安定性との関連を見
るために、標高、傾斜、斜面方向と安定度を比較した
ところ、標高との比較では、標高が高くなるに従って、

安定域の割合が減少していく傾向にあった。傾斜との
比較では、傾斜が急になるに従って危険域の割合が増
加し、40〜50°が最も高い範囲となった。斜面方位と
の比較では、極端な偏りはみられなかった。解析対象
地を小流域に区分して安定度を比較した結果、流域の
平均傾斜が大きくなるほど、危険な領域の割合が多い
ことがわかった。解析対象域で、相対的に危険なのは、
安倍川上流域と仙俣川・有東木・白沢流域で、安倍川
下流域や大沢川流域は相対的に安定と評価された。

示された。また、飽和状態で流動化した崩壊土塊の運
動を数値シミュレーションで評価し、崩壊の直撃を受け
た小林村の被災範囲と形成された河道閉塞の形状が、
生存者の証言や残存している河道閉塞の一部から推察さ
れるものとよく一致していることを示した。さらに、河道
閉塞の決壊に至るまでの時間を、湛水量と上流域の降雨
量から推定し、複数の証言や水位観測結果から示され
る時間（40分程度）と一致することを示した。
　このように、小林村での一連の現象については説明
することができた。しかしながら、崩壊発生時には小
林村内外の橋はすべて流失しており、仮に深層崩壊の
発生が予測可能であるとしても、事前の避難は不可能
であった。今後の防災対策を考えるうえで、小林村が
孤立する原因となった支渓（角埔渓）での土砂流出過
程等を把握することが重要であり、引き続き調査・研
究を継続することの必要性を示した。

＊報告会講演論文集を領布しております。お問い合わせは企画部03-5276-3271まで
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