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　平成25年11月12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25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、毎年実施しています。
　本年度の発表は、平成24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。国土交通省水管理・国土保
全局砂防部　大野宏之部長より来賓挨拶を賜り、200名を超
える聴講の方々の質疑応答も活発に行われ、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。

平成25年度
砂防地すべり技術研究
成果報告会
開催報告

（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部
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山地流域における森林の土砂災害防止機能を
考慮した土砂災害リスク評価手法の開発

　森林による表層崩壊防止機能（樹木根系による粘着力増
分）は従前から認識され、数多くの既往研究が存在する。
しかし、樹木根系による土質強度係数の粘着力増分の範囲
はその検討手法の違いや樹種等によって大きく異なることか
ら、信頼性を充分に担保するだけの成果が得られていなか
った。そこで本研究では、森林植生が崩壊発生に与える影
響の定量的評価に着目し検討を行った。
　本研究では宇都宮大学演習林内にあるヒノキの人工林を
解析対象地として、斜面安定解析及び地下水位算出モデル
の２要素から構成される、地下水の飽和側方流動過程を考
慮した分布型表層崩壊モデルを構築し、検討していくことと
した。また、検討を進めるに当たりいくつか課題があるため、

そのうち、
①（崩壊）発生場を構成する各素因の時系列変化に対応する
ことが難しい、
②物理的モデルに与える各素因に対応した設定値の取得法
及び信頼性に限界がある、
といった２つに着目し、「土壌雨量指数等の概念モデル」と
「飽和側方流動＋無限長斜面安定解析からなる素過程モデ
ル」を組み合わせたフレームを作成し、検討を進めることと
した。検討にあたり、DEMによる地形、アメダスによる降雨、
森林簿による崩壊分布と林相を基礎データとして逆解析を
行い、以下の課題解決を見出した。
①広域の土質強度情報の取得は可能である。
②素因の時系列変化に対応した未来への影響予測が可能
である。
　今後は崩壊を規定するパラメータの確率分布型を取り込
んだ評価が必要で、これに植生の影響を取り込んで評価す
ることができて、はじめてその信頼性と限界が提示可能な土
砂災害のリスク評価が可能になるものであると考える。

執印 康裕
しゅういん やすひろ

宇都宮大学農学部
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コミュニティ早期警報用機器の開発

土砂災害シナリオ（スクリプト）の解明
──減災のための行動変容手法の開発

講 演 会 報 告

　土砂災害は、局所的で短時間の集中豪雨により発生する。
土砂災害による被害を軽減するためには、その特殊性に鑑
み、行政からの情報を参考にしつつ、コミュニティ独自の観
測・警報システムによる迅速な行動が必要である。一方、開
発途上国では国の観測・警報体制が整っていないため、こ
のようなコミュニティ独自のシステムがいっそう必要である。
　本研究・開発はこのような内外の状況から、日本を含む
世界の土砂災害による被害の軽減に資することを目的とし、
安価で観測・維持管理が容易といったコミュニティ防災に
適した機器の開発・普及を図ろうとするものである。開発
にあたっては、VCEW（Volunteers	 for	the	Promotion	of	
Community	Early	Warning）というグループを作り、世界4

カ国にてVCEWが制作した雨量計・水位計をモデルとして、
その国で簡単に手に入る材料を使った機器の制作ワークシ
ョップを開催するとともに、多くの途上国に送りコミュニティ
防災に役立てもらい、さらに国際機関にも送り広報にも努め
ている。
　VCEWの機器は一応実用の域に達したと考えているが、
今後も改良を継続し、少しでも耐久性や機能面で優れたも
のを目指したい。しかし一方的に供与するのではなく、各コ
ミュニティがVCEW機器をベースに工夫しそれぞれに適した
機器に改善することを期待している。機器が有効に生かされ
るためには、住民の間で十分な話し合いが行われ、コミュ
ニティ防災全般について理解や意識が深まるとともに、基準
雨量・水位、機器の管理・運用、警報の伝達などについて
の合意が必要である。VCEWの普及活動はこれまで「拡大」
に重点を置いていたが、今後は有効活用のため「質的向上」
の面でも支援したい。また、2015年の防災世界会議に向け、
事例集の集大成を作成し、特に途上国の土砂災害の軽減に
貢献したい。

　本研究は、与えられた状況下での行動を規定する要因であ
るスクリプト（一般的かつ構造的な知識）の概念を援用するこ
とで、人々が持つ土砂災害のスクリプトの実態を把握し、スク
リプトをもとに土砂災害軽減のための行動変容手法を開発す
ることを目的とした。
　まず、土砂災害のスクリプトの実態を把握するために、過去
に土砂災害を受けた地域住民に対する面接調査を実施した。
さらに、土砂災害についての一般的な知識を明らかにするため
に大学生を対象に自由記述の質問紙調査を行い、これらの記

憶や知識がどの程度一般的に構造化されたものであるかを確
認する目的で、災害の専門家へインタビューを実施し比較した。
調査結果から、土砂災害に関する一般的な知識は、十分に構
造化されたものとはなっていないことが示唆された。実際に被
災した場合でも、将来の防災・減災行動に有効な意味化され
た記憶は不十分な状態に留まっていると推測された。また、災
害に対する知識の断片的な状況が災害時の合理的な行動を
困難にし、被災のリスクを高める要因になっていることも推測
された。
　これらを踏まえ、行動内容手法の開発を目的として、一般
市民が土砂災害における発生事象や適切な対処方法からなる
スクリプトを、楽しみながら獲得できるカードゲームを開発した。
開発したカードのゲーミングから、土砂災害の持つ基本的気
質への気づきやスクリプト的な知識が得られた一方、ゲームか
ら偏った学習が生まれることへの配慮等の課題も確認された。

大井 英臣
おおい ひでとみ

国際砂防協会

村越 真
むらこし しん

静岡大学教育学部
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大規模崩壊後の流砂系総合的
土砂管理手法に関する研究

豪雨に伴う深層崩壊発生予測のための
基岩内地下水位上昇の物理的推定手法の開発

　安全、利用、環境の視点から流域一貫して土砂を管理す
る流砂系総合的土砂管理では、土砂災害の対策の要素だ
けでなく、流域の土砂のアンバランスから生じる治水、利水
および環境上の問題を土砂の有効利用によって解消するとい
う土砂資源管理的な要素が含まれていると考えられる。
　インドネシア・メラピ火山地域では、噴火後の緊急河道掘
削が土砂災害対策として砂利採取事業と連動して行われて
いる。現地の社会・経済条件、また噴火が頻発する自然条
件を考えると一つの方法であるが、過剰な砂利採取による
河床低下が土砂災害の原因になっており、土砂災害対策と

連携した土砂資源管理が必要である。一方、我が国では、
災害時の過剰な堆積土砂の処理には、運搬費と土捨て場の
問題から十分に進めることができない。土砂生産の不確定
性と経済性の問題から土砂資源管理という視点が持てない
ことも、処理を難しくしている。土砂の資源的価値を見出す
ことが問題解決への一つの方法であると考えられる。
　大規模崩壊後の土砂の処理は緊急を要するが、一方、大
規模崩壊の時間スケールに応じた長期的な視点の土砂管理
も必要である。これに必要な解析ツールとして、本研究では、
従来のモデルを組合せた土砂動態解析モデルを提示した。
これを用いて、熊野川流域の長期的河床変動、特に二津野
ダムからの排砂量を変化させた場合の下流域の河床変動特
性を解析した。その結果、排砂量を調節し下流域で砂利採
取を行うことで、排砂と除石による持続的な土砂管理を行う
ことが有望な手法であることを示した。今後、このモデルを
用いて流域全体の土砂管理について検討したい。

　豪雨に伴う深層崩壊は、基岩内部の地下水位が上昇する
ことによって引き起こされるため、水位上昇の大きさとタイミ
ングの推定精度を向上させることが崩壊予測の鍵となる。ま
た、基岩地下水位の予測に際し、物理モデルを用いて高精
度で実施するには、基岩保水性・透水性、断層分布、境界
条件などの詳細な情報が整備されている必要があるが、そ
うした斜面はきわめて限られている。
　本研究では、基岩地下水位の変動予測を目的として、降
雨に伴う基岩地下水位を現地観測し、基岩への雨水供給プ

ロセスや基岩層内の鉛直浸透プロセスについて検討した。
さらに、基岩内地下水位変動を予測する簡便な手法として、
⑴降雨指標に基づく関数モデルと、⑵浸透計算に基づく物
理モデルを開発した。
　上記⑴については、半減期の長い実効雨量と半減期の短
い実効雨量のべき乗を独立変数とする重回帰モデルを提示
した。上記⑵については、降雨の一次元不飽和浸透プロセ
スを組み込んだ物理水文モデルを提示した。これらのモデ
ルを観測データに適用して、再現計算を実施した結果、ど
ちらのモデルも、長期的に緩やかな変動を示す基岩地下水
位を適確に表現できることが示された。
　今後は、より多様な流域で観測を実施し、得られた水文観
測結果の普遍化を図っていきたい。また、提示したモデル解
析手法の精度をさらに向上させて、信頼度の高い深層崩壊危
険度評価や崩壊発生時刻の予測へと発展させていきたい。

藤田 正治
ふじた まさはる

京都大学防災研究所

小杉 賢一朗
こすぎ けんいちろう

京都大学農学研究科
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大規模土石流の評価手法の構築に向けた
土石流の流下と地形条件・材料特性の相互作用に関する検討

　大谷崩一の沢を対象地として、発生域における土石流の
流下と微地形特性の相互作用を検討した。まず、現地観測
と測量、粒度分析から、土石流の流下によって河床の粒度
分布が時系列的かつ空間的に変化することが分かった。ま
た、その結果は地上レーザー測量によって検出された堆積域・
侵食域などの地形変化と対応していた。これらの結果は、
土石流により河床の微地形が変化しただけでなく、河床材
料も変化したことを示している。
　一方、土石流の再現計算では、用いる侵食速度式によって、
大規模な土石流が素早く流下する結果、小規模な土石流が

時間をかけて段波状に流下する結果という異なる結果が得
られた。この違いは両式の勾配依存性に起因する。前者の
式では河床勾配23度以上で一気に流動化し、これは安定
解析の考えに基づくと妥当であるが、大谷崩の土石流では
観測されていない。一般的な土石流の流下区間では、侵食
速度式による違いは局所的な地形の変化点でのみ生じるの
に対し、土石流の発生域では大きく異なる計算結果が得ら
れたことは、重要な結果である。
　また、用いる侵食速度式によって地形の起伏量に対する
応答が異なることも明らかになった。数メートル以下の起伏
量の違いによっても結果が異なることから、現地観測結果と
同様、計算結果からも土石流の流下と微地形条件の間に相
互作用が存在することが示唆された。すなわち、発生域で
の土石流の数値シミュレーションでは、複雑な微地形条件
下での土石流の挙動の評価が重要である。

堀田 紀文
ほった のりふみ

筑波大学大学院生命環境系

平成２６年度　砂防・地すべり技術センター
研究開発助成募集の御案内

　当センターでは、公益事業の一環として研究開発助成事業を実施しています。この事業は、砂防並びに地すべり
及びがけ崩れ対策技術の向上を図るため、これらに関する技術開発及び調査研究を対象として、特に問題意識が鮮
明で達成目標が具体的であるテーマで、かつ優れた人材を具え充分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等の研
究者に対して助成を行うものです。
　上記を踏まえ、平成26年度の研究開発助成の対象となる調査研究を下記の要領で募集いたします。応募方法及
び様式等については、当センターHP（http://www.stc.or.jp/）からご覧下さい。

記

１． 助成金額：一件につき、300万円以内
２． 助成対象の決定等：平成26年５月中に決定し、応募者宛に書面で通知
３． 報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書（Ａ4版20頁程度 日本語）を
 当センター宛に提出
４． 研究成果の帰属：助成対象者
５． 募集受付け期間：平成26年４月１日～30日
６． 募集要領請求先並びに問い合わせ先：（一財）砂防・地すべり技術センター　企画部　仲野
 〒102-0074 東京都千代田区九段南４丁目８番21号　山脇ビル　TEL 03-5276-3271
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