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　平成27年11月10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27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26年度研究開発助成事業により実施さ
れた研究５題と当センター職員による研究成果とで構成され、そ
のいずれもが今後の砂防事業の礎となる貴重な成果と確信して
おります。国土交通省水管理・国土保全局砂防部　西山幸治部
長より来賓挨拶を賜り、200名近い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
以下に御紹介します。

平成27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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表
１

湧水を活用した
深層崩壊警戒対応の確立

　深層崩壊による土砂災害を防止・軽減するために、崩
壊発生予測手法および警戒避難体制の整備が社会的に急
がれている。深層崩壊地では多くの発生箇所で湧水が見
られ、湧水は深層崩壊発生時期を予測する重要な因子で
あるといえることから、湧水の情報を指標にした深層崩
壊発生の危険度を評価する湧水センサーを開発した。湧
水センサーは電極式流量計、太陽電池、伝送装置などか
ら構成される。また、地下水が岩石から溶出したイオン
を取り込むとその付近の渓流水ECが高くなることに基づ
き、野外で簡便にかつ安定した精度で水質観測作業を進
めるための装置を開発した。これにより深層の地下水が
集中している箇所をEC分布から抽出し、深層崩壊発生場
を予測する研究を進めている。
　また、山地渓流は日照時間が十分に確保できない箇所

が多いことから、湧水を利用した小型水力発電装置を開
発した。湧水センサーは、堆積岩分布域の２箇所、火山
岩分布域の１箇所、火砕流台地周縁部の１箇所に設置し
た。堆積岩分布域では、火山岩や火砕流台地に比べて降
雨に対する湧水流量の応答が遅く、このような地質構造
の特徴を、深層崩壊の警戒対応に取り入れることが重要
と考えており、降雨に対する湧水流量の応答のデータを
蓄積し検討したいと考えている。
　深層崩壊警戒対応の考え方として、湧水流量が⑴増加
中、⑵流量が多いまま頭打ちの状態、⑶急激に減少、の
３つの状況を想定している。降雨終了後も上記の状況が
見られる場合は警戒対応を継続しなければならず、警戒
対応解除は湧水流量が初期の流量にゆっくり戻ったとき
と考えている。本年6月から断続的に発生した垂水市深
港川の土砂災害において、透水性の高い溶結凝灰岩から
の湧水を要因として崩壊が発生していた。湧水量はカメ
ラ画像から相対的に把握をしていたが、降雨が止んだ後
も湧水量が減少しなかったことから警戒の継続を提案し
たところ、直後に崩壊が発生した。
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ハイドロフォンによる掃流砂計測の
高精度化に向けての検討

森林斜面での土砂移動プロセスに着目した福島原発事故で
沈着した137Csの流出機構の考察

　近年、流砂観測の実用段階に入っているハイドロフォ
ンであるが、いくつかの課題が残っている。その一つと
して、パルスの飽和がある。これは、掃流砂量が多い場
合に複数の砂礫のパルスが重なり、実際の砂礫数よりも
過少検出する問題である。この課題に対しては、音響パ
ルスではなく、音響波形の積分値（音圧）を用いることで
解決する方法が提案されている。もうひとつの課題とし
て、砂礫が金属パイプに衝突せずに通過してしまうこと
により、掃流砂量を過少評価してしまう問題がある。こ
の課題に対しては、直接計測による補正を行う方法もあ
るが、水深や流速といった水理条件の違いなどで衝突率
が異なるという問題が残っている。そこで、本研究では
ハイドロフォンを縦向きに設置して鉛直方向の流砂量を
観測し、水平・鉛直ハイドロフォンの検出比を用いるこ
とで水平ハイドロフォンの流砂量を補正して高精度化す

る手法を検討した。
　仮に流水中の砂礫濃度が均一であると仮定すると、水
平・鉛直ハイドロフォンの検出量は一致するが、実際には
砂礫濃度は鉛直方向に分布を持っており、鉛直方向の検
出量は減少する。鉛直ハイドロフォンでは、鉛直方向の砂
礫濃度の分布は分からないが、水深あたりの流砂量を計
測できるため、水平・鉛直ハイドロフォンの検出値の比を
とることで、先述の仮想条件の流砂量に対する減少比率
が分かる。したがって、水平ハイドロフォンの検出量につ
いてパイプ径を考慮して水深分累加させ、それに検出比
率を乗じたものが全流水中の掃流砂量と見なせる。
　実際の降雨イベントを対象として、ピット流砂量計に
よる直接的な観測値との比較検証を行ったところ、音圧
を用いる手法、パルスを用いる手法共に補正しない場合
よりも良好な対応関係が得られ、有効性が示された。さ
らにパルスの飽和問題についても、検出比を用いた補正
により妥当と思われる観測値が得られた。
　以上から、矩形河道等では鉛直ハイドロフォンを設置
することで、非衝突粒子の問題、パルスの飽和問題を解
決し、精度の高い流砂観測が可能になると考える。

　2011年3月11日東日本大震災により福島第一原子力発
電所から多くの放射性核種が放出され、東日本の広範囲
に降下した。本研究では、半減期か30.1年と長く、長期
間にわたり環境に残存し、影響を与え続けることが懸念
されている137Csに着目し、樹冠から林床への降下、土
壌へ蓄積、森林生態系への再分配、流出に移行といった
土砂移動と流出機構の解明を目的とし、①森林斜面にお
ける地表の線量分布観測による137Cs移動量の評価、②
137Csの流出量の推定について調査・考察を実施した。
　調査・考察の結果、137Csの空間線量率の変化は、自
然減衰の逓減曲線に概ね従うものの、時期によって逓減

曲線からの増減が確認された。これらの増減は、林内雨・
リターフォールによる影響に加え、斜面上部からの土砂
移動やリターの供給により137Csが斜面上をゆるやかに
移動することよるものと考えられる。また、洪水の経時
変化中の流量増加において浮遊土砂濃度および137Cs濃
度は、ともに増加する傾向が認められ、それらの挙動に
は類似性があることが示された。洪水時の浮遊土砂量と
137Csの流量との関係を考慮することにより、137Cs流出
量の推定精度を上げることができた。
　本研究によって、表層の土砂移動や地表面のリターの
137Csが斜面下方に移動することが確認された。今後も
137Csの斜面下方への移動が継続した場合、渓岸・渓畔
の137Cs濃度が高まると考えられる。さらに非常に大き
な降雨が生じた場合には、渓岸・渓畔に蓄積された137Cs
が大量に流出すると考えられる。長期的に137Cs量を予
測するためには、洪水時の流路拡大を予測し、土砂やリ
ター流出供給源の変化を把握する必要がある。
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流域特性に応じた透過型砂防堰堤の
捕捉機能に関する検討

防災・減災の啓発を意図した災害展示のあり方
──シナリオを減らす展示から増やす展示への転換

発
表
４

発
表
５

　土石流災害を防ぐため、鋼管製の開口部が大きく、流れ
をせき上げない透過型砂防堰堤が数多く設置され、各流
域で効果を発揮している。本研究では、このような閉塞タ
イプの透過型砂防堰堤について、流域特性に応じて勾配や
土砂濃度、礫径や流木などの情報から捕捉機能を十分に
発揮する堰堤形状を検討した。
　検討では、既往研究で検討されていなかった勾配が緩
く土砂濃度が低い条件での透過型堰堤の捕捉機能の知見
を得るために水理実験を実施し、次に、多様な条件下で
堰堤の捕捉機能の検証を行うために、数値シミュレーショ
ンを行い実験結果の再現を試みた。
　実験では、堰堤模型を用いて、勾配（12度～3度）や透
過部形状（格子堰堤、縦堰堤、横堰堤）による捕捉機能に
ついて検討した。実験結果によると、土砂捕捉率は勾配に
関係なく格子堰堤の捕捉率が高く、次いで縦堰堤、横堰

堤の順であった。格子堰堤と縦堰堤では勾配による捕捉率
の大きな差は見られなかったが、横堰堤では勾配が緩くな
ると（=3度）捕捉率が低下する傾向が見られた。流木の有
無では、流木ありのケースが流木なしのケースより捕捉率
が大きい結果であった。流木は流れの先端に集中するため、
特に３度の横堰堤では流木があることにより捕捉率が格段
に上昇した（0%→80%）。
　また、既存モデル（里深・水山（2005）の透過型堰堤閉
塞モデル）を用いた数値シミュレーションによる検証（流木
なしケースのみ）では、土砂捕捉率が実験結果と比べて低
い結果となった。特に土石流先頭部の土砂濃度が0.04以
下になると、実験では土砂捕捉率が80%以上であるのに対
し、計算では堰堤形状によらずほとんど閉塞が起こらず（土
砂捕捉率20%未満）、その差が顕著であった。
　計算結果では特に横堰堤の捕捉率が実験より低い結果
となったが、横堰堤の閉塞を考慮するには、土砂が横材に
当たって落ちる際に閉塞が起こる等の機構を取り入れる工
夫が考えられ、今後のモデル改良の課題である。
　実験結果と同程度の捕捉率をモデルで表現するには、
土砂濃度を変えた条件で、特に濃度0.05付近について更な
る検証を進めてモデル改良を行うことが必要と考えられる。

　近年、防災減災教育など将来の災害に備えた啓発活動
が盛んに実施されている。災害に対する共通の認識を築い
ていく方策のひとつとして、科学的知見を一般の人々に紹介
する博物館への期待がある。本研究では、全国の様 な々災
害展示を調査しグッドプラクティスを指摘するとともに、防災・
減災の啓発を意図した災害展示のあり方を検討した。
　災害に関する科学的知見を展示する際、災害のどのよう
なシナリオを例示すればよいか問題となる。「震災⇒津波」

という単一のシナリオや「震災⇒火災＆津波＆デマ」という
ような限定されたシナリオでは災害は捉えきれない。山が
迫った海岸部では「人々は心配していた津波によってではな
く、山崩れに襲われて犠牲になった」事例（柳田, 1978）も
あり、土砂災害と津波では逃げる方向の葛藤が生まれる。
「震災⇒津波」という単一のシナリオでなく、さまざまなシ
ナリオを掘り出すような展示が求められる。
　また、防災情報を理解して防災意識の向上を図るために
は、単に展示場を開設して展示を行うのではなく、目的を
もった展示内容として入場者が理解しやすくすることが大
切であり、入場者が興味をもっているその時々の話題を取
り上げることも必要なことと言える。
　大磯町郷土資料館や飯能市郷土館では、地域に密着し
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土石流災害が被災地に与える影響について
発
表
６

　本研究では、平成15年7月に熊本県水俣市集地区におい
て発生した大規模土砂災害を対象とし、土石流災害による
精神的被害額の算出を試みた。
　最初に、集地区における住宅地図（2003～2011）の収集
及び現地調査（2013）を行い、災害から生活再建を遂げる

までの期間、及び住居率を調査した。この調査から集地
区では災害から住民が住宅を再建し、集落が８割程度まで
回復するのに概ね10年の期間を要したことが分かった。
　避難生活を強いられた10年を対象に精神的被害を試算
し、ある流域では費用対効果が1.47から1.57となり、予防
的対策の有効性を示す一つの指標となり得ることを示した。
　今後は土石流災害のみならず、土砂氾濫被害にも適用可
能な更なる事例の収集に努め、避難所生活等を強いられる
方々の精神的被害額の算出を試み、砂防事業の事業評価
手法への適用に向けて更なる提案をしていきたい。

た精力的な調査による既往土砂災害位置の同定が行われ
るとともに地域に波及した防災啓発が実施されていた。野
田市郷土博物館や野洲市歴史民俗博物館は、地域に密着
した展示館という必然性から災害展示が実現していた。八
潮市資料館では民俗や郷土史の展示がそのまま水害の記

録および水害防災への啓発となっていた。いずれの展示も
克明な調査に基づき個別の様 な々履歴を背負った災害の姿
を様々な切り口・角度から伝えようとし、地域に密着した
幅広い取り組みに波及していた。今後、砂防専門家とどの
ような連携が可能なのか、検討を重ねていきたい。

平成２8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、砂防及び地
すべりならびに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28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：1件に付き300万円以内
２． 助成対象の決定等：平成28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28年４月１日～４月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
 ☎03-5276-3271　 URL http://www.stc.or.jp/
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(一財)砂防・地すべり技術センター
砂防部
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