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平成24年11月13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24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23年度研究開発助成事業により実施
された研究7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244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
下に紹介します。
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河道閉塞（天然ダム）決壊過程に関する現地実験

　本研究は、河道閉塞（天然ダム）決壊過程に関する
現地実験を行い、数値シミュレーションの結果と比較
できるデータを収集するとともに、より大きな規模で
決壊実験を行うための観測方法や実験手順等について
確認を行った。天然ダムの設置は、側岸勾配や河幅な
どの平面地形のほか、施工性やカメラの設置場所、下
流への土砂流出への影響等に留意して選定した。また、
ダムサイトの測量を実施し、平面および縦横断地形を
確認した。実験は仮実験（下流法勾配1/2）、実験①（下
流法勾配1/3）、実験②（下流法勾配1/2）の計3回を実
施した。

　天然ダムの崩壊過程は、仮実験では天然ダム下流部
に水が浸透し、浸透部周辺から崩れ始め、ダム表面に
亀裂が生じた後、全体が崩壊した。実験①、②は天端
からの越流水によって表面に細い流路が形成され、そ
の後、流路を深く削り流速が増大していった。流速が
増加するごとに流路幅が広がり、侵食崩壊の規模が拡
大した。
　水位上昇は実験①、②で大きな違いは見られなかっ
たが、実験②の方が現象の進行が30秒程度早かった。
また、圧力水頭の変化は浸透速度に大きな違いは生じ
なかったが、河床に近い測点の変化量が大きかった。
また、実験①においてほとんど現れなかった浸透流が
実験②では確認された。
　天然ダムの決壊過程は、下流法勾配が急なほど早く
進行し、最大越流量が大きくなることが分かった。ま
た、実渓流における現地実験により安全に実験をする
ための手順が確認できた。
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集団的記憶としての土砂災害伝承の研究

３方向変位計測可能な傾斜計による
斜面崩壊発生予測のための斜面変形・破壊モデルの構築

　災害の経験や教訓を伝承していくことは、被害軽減
の可能性において重要なことであると考えられる。し
かし、人間の記憶には忘却が伴うことから、忘れ去ら
れている伝承があることもまた事実である。このよう
な忘却を防ぐために､ 災害現象やそれに対する行動に
ついての知識を記憶として定着させることが防災・減
災上重要となる｡ 本研究では、記銘時や想起時の条件
を統制することで実験的に個人および集団による記銘
や想起の効果を検証することを目的とする。
　今回は、大学生を対象として「記銘」と「想起」の

　山地における切土・盛土工事の安全管理のために、
のり面・斜面崩壊発生予測手法の高度化が求められる。
斜面モニタリング手法として小型傾斜計が用いられる
ようになっているが、せん断変形に起因する地中の1
方向の傾斜変化の計測のみでは、鉛直方向の変位量が
把握できない。このため3方向の変位が計測可能な傾
斜計を使用して多次元方向の変位を計測するための、
斜面の2次元ないしは3次元的な変形の経時変化を、計
測結果に基づいて予測するモデルの構築を目指した。
　本研究では砂質模型斜面に人工降雨を与えた際の斜
面内の体積含水率、サクション、地下水位、沈下量や

2回（２時点）にわたって行い、それぞれの時点におい
て「個人」と「集団」のグループに分けて実験を行った。
全体として､ 個人記銘よりも集団記銘のほうが、再生
成績が良い傾向が認められた。一方で、想起は問題に
よっては記銘時の条件による違いが認められる場合も
あるが、全体的には傾向の違いは認められなかった。
　多くの人が同じ状況下で、同時に災害を経験する方
が記憶に残りやすいと言え、その多くの人がいた中で
自分がどのように行動を取ったのかということに関連
付けて思い返し、周りの人と共有することが、災害伝
承に有効かつ重要であると考える。東日本大震災の後、
災害の記憶が薄れないようにするためには、今からで
も当時の記憶を語り合うことが災害の伝承という意味
で重要である。さらに、実際に災害に経験してない人
が災害について学ぶ時は、一人で学ぶより他者ととも
に学ぶことが記憶に残りやすい。

せん断変形を計測し、 斜面内の各深さにおける⑴せん
断ひずみ～間隙水圧の関係、⑵せん断ひずみ～圧縮ひ
ずみの関係、を検討した。
　上記⑴については、斜面内のせん断変形は不飽和状
態でもサクションの減少と共に発生するが、正の間隙
水圧の上昇と共に顕著に増大すること、そして斜面内
のせん断ひずみと間隙水圧の関係、ないしは地表面変
位と地下水位の関係は双曲線形で表されることが確認
され、その関係を用いた崩壊発生時刻の予測の可能性
が示唆された。
　⑵については、せん断ひずみが増加し、破壊が近づ
くに連れて、圧縮ひずみの変化が小さくなり、土が圧
縮・膨張しない「限界状態」に近づく。このように破
壊に向かって圧縮ひずみ増分が0に近づく特徴を利用
した崩壊発生時刻の予測が可能であると考えられる。
今後は様々な形状、条件を有する模型斜面の切土条件
下でこれを確認する必要がある。
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　支川の合流を考慮した土石流の一次元数値シミュレ
ーションモデルを検討した。構築したモデルでは、合
流点において本川・支川のそれぞれの河道からの流入
フラックスを合流後の本川河道に与えるという接続処
理をしている。なお、支川の合流角度は考慮しておら
ず、合流によって本川および支川の運動量を損なうこ
とはないとの仮定である。
　構築したモデルの検証のため、模型水路による水理
実験を実施した。合流角度については、実際に発生し
た土砂災害事例に関する資料からの平均値として45°

　深層崩壊発生予測に資することを目的として、岩盤
内地下水流動経路の探索とそのモデル化を次のように
実施した。
　当該流域では、降雨量の増加に伴い岩盤内地下水位
が上昇すると、岩盤内地下水の流動経路が変化するも
のと推察される。しかしながら，ここで示した岩盤内
地下水の流動経路はあくまでも現地観測結果に基づい
た推論であり、岩盤内での地下水の流動経路を定量的
に把握したものではないため、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
行った。当該流域ではトレーサー試験により、岩盤内

を設定した。また、天然ダムが形成されるような極端
なケースとして合流角度90°も設定した。本川および
支川の流量条件を変化させて実験を実施し、水位・堆
積厚変化を測定した。同一の条件で、構築したモデル
を用いた数値シミュレーションを実施して、実験結果
と計算結果を比較検証した。合流角度が90°かつ本川
流量が小さい場合には、特に合流点での堆積過程で実
験結果と計算結果が十分に対応しなかった。これはモ
デルでは平行に近いスムーズな合流を仮定していて、
合流による運動量の損失を考慮していないことによる
と考えられる。合流角度が45°の場合や90°でも本川流
量が大きい時は比較的良く対応した結果が得られてお
り、現地で報告されている平均的な合流角度30～70°
では本モデルが適用できる可能性が示された。
　今後は、合流角度90°で本川流量が小さい場合での
挙動を考慮できるようにモデルを改良していきたい。

地下水位が1,237mを上回った場合にボーリング地点2
から湧水地点1へと流下するすばやい岩盤内地下水の
流動経路の存在が明らかになった。また湧水地点での
トレーサー回収率から、ボーリング地点1からの岩盤
内地下水は、ボーリング地点2からよりも両湧水地点
以外へと流下（流出）する比率が高いといった事実が
明らかになった。
　これらの知見を踏まえ、当該流域内での岩盤内地下
水の流動経路について、岩盤内地下水が1,233.15m未
満の場合、1,233.15m以上1,238m未満の場合、1,238m
以上の場合の3パターンに分類し、それぞれ流動経路
の概念モデルを作成した。
　今後は、観測の継続と種々のトレーサー試験を追加
するとともに、これにより得られた知見を基に、岩盤
内地下水位と湧水量の再現モデル、ひいては予測モデ
ルを構築し、深層崩壊発生危険度予測へと研究を展開
していく予定である。
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支川合流を考慮した土石流の
一次元数値シミュレーション手法の検討

深層崩壊の発生予測手法確立のための
岩盤内地下水流動経路の探索とそのモデル化
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　現在、中山間地における過疎化・高齢化が一層深刻
となり、地域防災力の低下が懸念されている。そのた
め誰もが安心して暮らせるように、地域住民と行政が
一体的に施策を実施することが急務となっている。土
砂災害に対して、より安全な避難を考える際に重要と
なるのは、地域住民の自主的な意識であり、自分自身
で危険を察知して行動する必要がある。地域全体の防
災意識の向上や住民の避難行動を促すためにも防災教
育が重要である。
　本研究では、土砂災害防止教育の研究レビューに始
まり、防災学習会や災害遺構見学の効果把握のための

　2010年10月26日、インドネシア、ジャワ島中央部に
位置するメラピ山が噴火活動を開始した。今回の噴火
にともなう死者数は386名、避難者総数は一時約40万
人に達した。噴火活動継続中からメラピ山麓を流れる
河川では土石流が発生し、人家、道路、砂防施設等に
被害を及ぼした。本研究は、効率的な警戒避難とその
ために必要なデータの観測・解析法などを明らかにす
ることを目的とし、噴火に伴う土砂移動現象と発生し
た被害の実態を把握するとともに、警戒避難実態につ
いて調査した。

アンケート・聞き取り調査を実施した。また小・中学
校及び高齢者への防災教育事例からの今後の課題を検
討した。さらに、地すべり地域に住む住民の意識や知
識の調査を行い、住民による地域防災の実態と課題、
防災教育の必要性の二つの観点から、住民参加による
地すべり監視の可能性について検討を行った。
　その結果、小学生に対する防災教育は、早期からの
防災意識啓発、地域との連携性の高さからも有効であ
り、児童から保護者への防災知識の波及も期待できる
ことが分かった。今後、防災教育実施にあたり、行政
は防災学習会参加の呼び掛けや災害遺構等の整備、学
校においては教育、家庭や地域においては独自の防災
への取り組みを行う等、三者が一丸となって防災教育
に臨む姿勢が必要である。そのためには、基礎的な研
究データの蓄積に加え、地域と共に創りあげる防災啓
発プログラム手法の確立が求められている。

　今回の噴火では、警戒避難情報を発信しているにも
かかわらず、火砕流により多くの死傷者が出た。この
結果を踏まえ、今後は地元コミュニティへの聞き取り
調査等により、噴火当時にどのような警戒避難情報が
出され、どのように行動したかといった情報の収集・
整理を行い、警戒避難を促す防災情報の内容と伝達方
法上の問題点を把握することが重要であることを示し
た。
　一方、メラピ山麓には、まだ大量の火山噴出物が残
されており、噴火から１年経過後の雨期においても活
発な土砂移動が生じ、多くの土砂災害が引き起こされ
ている。今後、土砂災害による被害を軽減するために
は、西側斜面のPutih川やPabelan川で被災した砂防施
設の早期復旧を行うだけでなく、砂防施設の被災の直
接的な原因となった施設付近での著しい河床変動が生
じたメカニズムを明らかにする必要がある。
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地域とともに創りあげる防災啓発プログラム手法の開発

2010年メラピ火山噴火に伴う
複合土砂災害実態に関する調査研究
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