
講
演
会
報
告

　平成26年11月11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26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25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26年度

砂防地すべり技術研究
成果報告会 （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

発
表
１

日本とスイスの掃流砂計測手法の比較研究

　山地流域における土砂動態に関して、観測される流砂
量は土砂生産・供給源の規模や季節変動に依存し、流量
の増減のみに依存するわけではないことが知られている。
このため、流域の総合的な土砂管理や土砂・河川災害の
防止・軽減のためには、流砂量の実測が不可欠である。
　これまで、日本ではパイプ式ハイドロフォン（音響セ
ンサー）、スイスやオーストリア、イタリアといったヨ
ーロッパ諸国ではプレート式ジオフォン（振動センサー）
による掃流砂観測手法が個別に開発され活用されてきた。
　本研究では，定性的な比較が行われてきたこれらの観

測手法について、日本の足洗谷とスイスのErlenbachの
２観測地にパイプ式ハイドロフォンとプレート式ジオフ
ォンの両方を設置し、土砂移動イベント時の同時観測を
行うことで、定量的な比較検討を実施した。それに加え、
双方の特徴を取り入れた新たな流砂量観測装置であるプ
レート型ハイドロフォンを開発し、先行の２装置と比較
することで、設置のしやすさ、耐久性や検知可能な土砂
粒径等、各機器の特徴を確認した。
　掃流砂観測の実施にあたっては、様々な観測条件に合
わせて最適な計測機器を選択し、または複数を組み合わ
せることが肝要である。
　なお、定量的な掃流砂量の推定のためにキャリブレー
ションが必要となるが、水理条件、粒度分布、土砂濃度
の垂直・水平分布等の影響を検討し、精密に実施するこ
とが望まれる。

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

開会挨拶 来賓挨拶
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表
２

発
表
３

深層崩壊発生地域における渓流・湧水中の水質に関する一考察

北海道の大規模災害解明のため、地名・市町村災害記録・
アイヌ伝説などからの資料収集及び現地調査

講 演 会 報 告

　深層崩壊が起こる斜面は、強風化し、節理群や不連続面
の交差による楔形の地質構造が地下水を貯留しやすいとい
う共通の特徴がある。つまり、深層崩壊が起こる可能性の
ある斜面からの湧水はシリカ濃度が高い地下水を含んでい
る可能性がある。そのため、深部からまとまって地下水が湧
出している場所があれば、周辺の渓流水と水質を比較する
ことによって、その場所の同定が可能であると考えられる。
　本研究では深層崩壊が発生した十津川水系赤谷川、長
殿川、さぬき市門入支川を対象とし、渓流水や湧水のシリ
カ濃度に着目した水質調査を行い、深層崩壊の危険性を

持つ斜面および流域の抽出方法について検討した。さらに、
深層崩壊発生危険個所の同定の可能性やソフト対策に資す
ることを目的とし、地質構造や降雨がシリカ濃度に与える
影響を検討した。
　調査・解析結果より、渓流水や湧水のシリカ濃度の変化
を測定することで、深層崩壊発生場の予測が可能であるこ
とが示唆された。しかし、崩壊地付近で上昇したシリカ濃度
はすぐに上昇前と同程度に戻る傾向が見られた。そのため、
シリカ濃度の変化点を見つけ深層崩壊の危険性のある個所
を抽出するには、渓流を細かく区切り調査する必要がある。
　今後、地形、地質、降水量等条件の異なる状況で発生
した深層崩壊地やその周辺で調査を行い、シリカ濃度によ
る解析に限らず、その他の斜面水文学的アプローチと比較
することにより、深層崩壊が発生する危険性のある条件の
より正確な解析がされることに期待したい。

　北海道における明治以前の災害記録は、大部分の土地
が明治以降に開拓されたこと、先住民であるアイヌ民族
が文字を持たなかったこと、から極めて乏しいのが実情
である。そこで本研究では大規模な土砂災害の事例を、
市町村史・アイヌ伝承の文献調査や現地調査からひもと
くことにした。
　例えば、洞爺湖町（旧虻田町）の町史によると、町内
には「トコタン」という地名がある。これはアイヌ語で
いう「廃村」という意味で、文政５年の有珠山噴火によ
る火砕流でアイヌ集落が全焼したために名付けられたと
されている。

　また、金田一京助氏や久保寺逸彦氏らのアイヌ伝承の
記録・研究に関する著書等の文献調査をすると、アイヌ
語の「オキムンペ」を山津波（土石流や鉄砲水）と訳して
いる。日高地方静内川には、「川の上流の神々から『２,３
日は誰も川に近づかないようにすること』と告げられた
のち、雨も降らず風も荒れないのに激しい山津波が起こ
り、ものすごい土砂崩れが押し下ってきて、お告げを信
じず川に近づいた人は流されて亡くなった」という伝承
がある。これは、静内川上流域が深層崩壊の発生頻度の
高い地域に含まれており、比較的大規模な土石流（山津
波）及び被害の発生履歴を伝えるものと考えられる。
　発生時期や具体的な場所の特定まではできなくとも、
明治以前の北海道においても火砕流や土石流などの大規
模な土砂災害が発生していたことがわかった。さらに、
伝承を手がかりとして地形や地質等の自然科学的な調査
や災害に関連したアイヌ地名の研究・集落の形成などの
人文科学的な調査を進めることは、北海道の土砂災害履
歴の解明に有効であることもわかった。

松村 和樹
まつむら かずき

京都府立大学大学院
生命環境科学研究科 教授
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北海道大学大学院 農学研究科
特任教授
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発
表
５

誤報効果（いわゆるオオカミ少年効果）を考慮した
災害情報の最適化に関する研究

発
表
４

土砂災害警戒区域と土砂災害警戒情報に
着目した土砂災害リスクの定量的評価

　近年、災害情報の高度化が進み、情報の提供方法や内
容がより多様化してきている。例えば、「土砂災害警戒
情報」や「噴火警戒レベル」など、住民の危機意識を高
める表現を用いた情報提供がなされているが、その情報
の重大性は多くの場合、住民が情報発信者と同様に認識
しているとは言い難く、災害情報と警戒行動が直接的に
結びついていない。実際の被害は警報発令の都度には発
生せず、個人から見れば警報は発令されても被害はほと
んど発生しない。このような意味での的中確率が低い事

象において、「空振り」による負の影響を軽減し、警報
への信頼性を維持させることは、災害情報における重大
な課題である。
　本研究では、人はできごとが起こる確率を自然に学習
し，それに対応した行動を選択する「確率マッチング」
を仮説として、警報が的中する確率や警報音の違いによ
り、確立マッチングのプロセスに違いが出るかを実験的
に検証した。
　実験の結果、一回一回の反応は必ずしも誤報かそうで
ないかには直接は依拠していないにも関わらず、全体と
して設定した的中確率に近づく傾向にあった。これは外
れた警報に対する反応性の低減が、確立マッチングのプ
ロセスによって起こっているという本研究の仮説を裏付
けるものであり、簡単な実験パラダイムでオオカミ少年
効果を再現し、信頼度の低下を実証的に再現した。

伊藤 英之
いとう ひでゆき

岩手県立大学 総合政策学部
教授

　土砂災害警戒情報は、的中率の低さや住民の避難行動
へ必ずしも結びついていないことが課題とされているもの
の、地域の土砂災害危険性や警報の発表の有無と土砂災
害による人的・物的被害の発生の関係を定量的に試算する
取り組みはほとんどされていない。
　本研究では、青森県、山梨県、長野県、宮崎県、鹿児
島県、沖縄県の6県を対象として、環境リスクの算定手法
を援用し土砂災害警戒区域と土砂災害警戒情報に着目し
た土砂災害リスクの定量的評価の定式化・算定を行った。

土砂災害リスクは、県ごとの土砂災害の発生を、空間（土砂
災害警戒区域内かどうか）と時間（土砂災害警戒情報が発
表されているかどうか）から成るマトリクスの各確率により
算定し、さらに、この値の大小を認識しやすい交通事故で
の事例と比較することにより評価した。
　結果、土砂災害の発生リスクは、土砂災害警戒区域の内
外よりも、土砂災害警戒情報の発表有無が大きく影響して
いること、交通事故発生件数よりも一桁以上高い発生確率
であることが確認された。
　本研究では土砂災害の定量的なリスク算定に主眼を置い
たため、本研究により定量化された土砂災害リスクを、住
民啓発にどのように活用するのかについては、今後の課題
としたい。住民自らが居住している地域の災害リスクの理
解促進を図るとともに、長期的な人口減少を踏まえて、中
長期的には災害リスクの高い地域にできるだけ人を住まわ
せないよう誘導する社会制度の整備が不可欠である。

秦 康範
はた やすのり

山梨大学 医学工学総合研究部
准教授
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発
表
６

伊豆大島土砂災害の土砂移動特性

　2013年（平成25年）台風26号に伴い、伊豆大島では24
時間雨量が824mmに達する豪雨によって10月16日未明
に東京都大島町に位置する大金沢をはじめとする流域で
大規模な崩壊・土石流が発生し、甚大な土砂災害が発生
した。
　大金沢は三原山の噴火によって形成された西側山麓斜
面を流下する渓流であり、台風26号に伴う豪雨に起因し
て大金沢上流部の斜面における火山灰堆積層が広範囲に
わたって崩壊した。崩壊土砂は多量の水と立木とともに
下流へ移動し、最終的には土石流・流木となって渓岸・

渓床を侵食しながら流下し、大島町神達地区・元町地区
等を襲い、海に達した。土石流には多量の流木が含まれ
ていたために、家屋被害の増大や、流木が暗渠や橋梁を
閉塞させたことによる氾濫被害の拡大が顕著であった。
　今回の土砂災害の特徴としては、数百年超過確率規模
の降雨量によって広範囲にわたって表層崩壊が発生する
とともに、崩壊土砂が多量の水と立木とともに下流に移
動して土石流・流木となって流下し、開析・下刻が進ん
でいない緩い地形であったために土石流の流下範囲が拡
大したことがあげられる。さらに、土石流中に含まれる
土砂（火山灰等）の粒径が細かかったために勾配変化点
などで急激な堆積は顕著でなく下流域まで多量の土砂が
達したこと、土石流によって立木が流木化して土石流の
流下エネルギーが増加したこと、流木が橋梁などを閉塞
して氾濫範囲が拡大したことなどがあげられる。

池田 暁彦
いけだ あきひこ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 室長

平成２7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おります。この事業は、砂防ならびに地す
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

そな
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27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27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27年４月１日～30日
６．	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　	URL:http://www.stc.or.jp/
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