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土砂災害の被害軽減には、砂防堰堤の建設などのハー
ド対策の他、土砂災害警戒情報の提供等のソフト対策の
充実が欠かせないものとなっている。一方で、土砂災害
警戒情報については、聴取されても無視される傾向にあ
り、警報に対する避難行動が鈍いことが懸念されている。
そこで、低頻度の災害時において、正常化バイアスによ
る避難行動の鈍化の要因を定量的に示すことを目的に、
確度が違う警報と避難判断の関係についての研究を
行った。

研究内容は、警報が避難判断にどう影響するかを検討
するために、実験１と実験２の２つの実験を行った。実
験１は、災害が発生する確率を10、30、50%の異なる確
度に設定し、それぞれの確率の条件下に対し避難をする
かどうかの判断を30回繰り返した。30回の試行後「この
状況なら避難する」と回答した割合を避難率とした。ま
た、確度の違うそれぞれの条件下に対し、被災リスクや
避難コストを教示した上で、災害情報に対し避難を判断

するかという検討を行った。実験２は実験１と共通の異
なる確度の災害情報と試行回数に対し、災害を予測ある
いは避難を判断するかという検討を行った。また、実験
２では避難判断の正反応を高めるために、課題提示中に
強い雨の効果音を入れた。

検討の結果、実験１、２に共通して警報の確度が高く
なる程、避難率が高まるとことが示された。また実験１
の結果から、低確度の条件下では、避難コストを意識す
ることで避難率が低くなる傾向が得られ、被災リスクを
強調することで災害発生予測が過度になるという事も明
らかになった。こうした検討結果から、正常化バイアス
と呼ばれる警報の無視は、避難コストや被災リスクに
よっても影響を受けているものと考えられる。実験２の
結果より、低確度で不確実性が高い条件下では、不安を
喚起する知覚刺激が避難率を高めることが明らかに
なった。

平成28年度
砂防地すべり技術研究成果報告会

発表

1
シナリオシミュレーションシステムを用いた
低頻度災害時における避難行動要因の解明

村越　真　むらこし しん
静岡大学 教育学部 教授

平成28年11月22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28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27年度研究開発助成事業により実施された研究6題で構成され、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、151名の方々にご参集いただきました。
本報告会の概要を以下に紹介するものです。

（一財）砂防・地すべり技術センター
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3
渓床堆積物再移動型土石流の発生につながる
伏流水の変動特性と降雨指標による発生領域評価

山田　孝　やまだ たかし
三重大学大学院 生物資源学研究科 教授

渓床堆積物再移動型土石流の発生については、すで
に力学的モデルが提案されているが（高橋、1977）、土
石流の発生プロセスを現地で観測することの困難さ等か
ら、実現象は未だに解明されていない。豪雨時における
パイプ流の発生とその後の関連水文現象を明らかにし、
その動態をリアルタイムで観測・監視することは土石流
の発生予測を行う上で重要である。これらを踏まえ、渓
床堆積物の移動による土石流の発生時刻やその規模の
予測に寄与することを目的として、豪雨時の渓床堆積物
内の伏流水の変動実態から土石流発生までのプロセスと
メカニズムに関する研究を行った。

研究では、渓床堆積物の再移動に起因した土石流が
頻発する藤原岳西之貝戸川（三重県）において、2008年
から豪雨時の渓床堆積物内の伏流水の変動実態から土
石流発生までのプロセスとメカニズムを明らかにするこ
とを目的とした観測（インターバルカメラ、超音波式水
位計等を用いた観測）を実施している。

西之貝戸川第6号砂防堰堤直上流域において、再移動
により露出した渓床堆積物横断面には複数のパイプ孔が

存在する。各パイプ孔の出口付近の内径や構造には大き
な違いは認められないが、伏流水の流出発生・終息時
刻・継続時間・ピ－ク流量・総流量は異なっていること
が明らかになった。

RBFN手法によって、パイプ流と土石流の発生限界雨
量線を設定した。パイプ流はただちに土石流の発生をも
たらすものではないが、パイプ孔の閉塞現象によるその
後の違う箇所からの伏流水の流出が起こると渓床堆積物
の不安定化し、移動が発生する（土石流発生）と推測
することができた。

構築した2段タンクモデルのタンク1段目とタンク1段
+2段目の貯留高の変化は、それぞれ半減期5時間、半減
期12時間の実効雨量の変化に相当し、堆積物中の雨水
の貯留高の減少速度が速いと考えられる。各半減期の実
効雨量と雨量強度による土石流発生に至るまでの各水文
現象の発生限界雨量を検討した結果、半減期5時間の実
効雨量を用いると実効雨量と雨量強度の双方の影響を反
映した各水文現象の発生領域区分が可能となった。

発表

2
深層崩壊前微動土塊の干渉
SAR広域探索調査・崩壊危険度評価手法の確立に向けた検討

水野正樹　みずの まさき
新潟大学 災害・復興科学研究所 特任准教授

深層崩壊について、事前に崩壊する可能性がある個別
斜面を抽出し、災害規模と危険性を予測する手法の確立
を目的として、衛星LバンドDInSAR（差分干渉SAR解
析）画像、GNSS移動杭測量、UAV（無人航空機）調査、
斜面安定解析、氾濫解析による一連の事例研究を行っ
た。まず長野県周辺を対象とし、DInSAR画像を用いて
地表が変位している領域を確認し、地すべりの可能性が
ある箇所を抽出した。ただし画像には誤差も含まれるこ
とから、次に現地調査等を実施し、地すべり抽出箇所の
正否判定を行った。特に、地震による大規模崩壊発生履
歴があり、かつ下流に集落があり崩壊した場合に被害が
大きい地すべり抽出箇所において、変位の有無を確認す
るためにGNSS測量を実施した。測量の結果、常時の有
意な地表変位が認められた。加えて航空レーザ計測成果
による微地形判読により、地すべりブロックの形状を抽
出した。また小型UAVにより、人が容易に近づけない

急勾配な端部崩壊の状況把握を試みた結果、狭い範囲
ではあるが崖錐の脚部から頂部までの状況が確認でき
た。さらに、常時の有意な地表変位が認められたこの地
すべりに対し、せん断強度低減法を用いて斜面の安定性
や崩壊危険度の評価を試みた。その結果、すべり面とな
る可能性が高い「最大せん断ひずみ速度の高い層」の
位置と形状を、崩壊発生前の段階で推定できた。最後
にDInSAR画像の変動縞領域と「最大せん断ひずみ速度
の高い層」の形状から崩壊した場合の土砂量を推定し、
地震による崩壊発生を想定した崩壊土砂の流下シミュ
レーションを行った。その結果、崩壊発生前の段階で流
下範囲や崩壊土砂の集落への到達時間が推定できた。
現在はまだ地質構造や地下水位などのデータが不足して
おり、今後、詳細な現地調査を実施すると共に、常時変
位箇所が地震等で崩壊するか判定できるように斜面安定
性評価手法の解析精度を向上させる必要がある。
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山地斜面からの湧水は基岩内部の地下水の情報を多く
含み、その量・温度・電気伝導度（EC）等のシグナル
を調査・解析することによって、深層崩壊危険度や崩壊
発生時期を予測できると期待されている。 深層崩壊危
険度や崩壊発生時期の予測におけるECの活用方法につ
いて検討するために、山地渓流におけるECの空間分布
調査を行った。

この手法の有効性については、メランジュとして示さ
れる非常に複雑な地層を持つ付加体堆積岩山地等では
研究事例が少ない。本研究では、付加体堆積岩と花崗
岩が分布する試験地において、渓流水・湧水ならびに
ボーリング孔内の基岩地下水について、流量・水位、
EC、溶存イオン濃度等の観測を実施し、山地渓流のEC
空間分布と地下水流動の関係を検討した。

観測の結果、基岩地下水の水深が深いほどECが高く
なるという、既往研究の知見が確認された。但し、デー
タには大きなバラつきが見られ、相関はあまり高くなかっ

た。このバラつきには、地点毎に異なる基岩の特性が影
響を及ぼしていることが考えられた。

花崗岩山地では、基底流量が多く基岩地下水の集中
が認められる流域において、ECが高い値を示した。また、
Si、Na、（Cl）濃度が高い結果が得られた。このような
流域では、周囲の流域から基岩地下水が流入しており、
崩壊の危険性に寄与すると想定される。

一方、付加体堆積岩山地では、基岩地下水の集中が
認められる流域においてECが低い値を示し、溶存イオ
ンでは、Na、SO4、（Si）濃度が小さい結果が得られた。
渓流のNa濃度の違いは、各流域の基岩地下水の水質の
違いを反映したものではなく、地下水の流動経路の違い
を反映しており、ゼロ次谷に大規模な地下水流動経路が
存在している。このケースでは基岩内部の比較的浅い層
において大量の地下水が流動している場合があり、渓流
水のECだけを基準として基岩地下水の集中域を探索す
ることは適当でないことが示された。

発表

5
湧水シグナルの高度利用化による付加体堆積岩山地における
深層崩壊予測精度の向上

小杉賢一朗　こすぎ けんいちろう
京都大学 農学研究科 教授

発表

4
TDR（時間領域反射測定法）による流砂量連続観測手法の
開発と流砂観測網高精度化への活用

宮田秀介　みやた しゅうすけ
京都大学防災研究所 助教

流域土砂管理のためには、水系各所での土砂移動量
を把握する必要がある。流砂量を把握する手段としては、
流砂量式による算出や現在広く行われているハイドロ
フォンによる観測がある。ただし、上流部の山地流域で
は河床地形が複雑であることなどの理由により、流砂量
式で正確な量を算出することは困難である。

本研究では、流砂量式の適用が難しい山地流域の土
砂移動量を把握することを目的に、山地河川や堆砂池等
の堆砂面高さ及び空隙率を推定する手法の研究を
行った。

研究内容は、土壌水分観測に用いられるTDRを用い
た流砂量連続計測システム構築のための水路実験と現地
観測である。

堆砂池内の堆砂空間分布を計測するための複数プロー
ブを有する連続計測システムを構築し、システムの検証
を行うために水路実験を行った。水路上流からコンテナ
へ水及び土砂を供給し、コンテナ内の土砂の堆積変化を
計測したところ、高い精度で堆砂面の高さを計測でき、
また、堆砂面高さ及び空隙率の計測結果を用いて算出し

た堆積土砂量の精度も実用に適用可能な範囲と考えら
れた。

このシステムを神通川水系足
ア シ ア ラ イ

洗谷支川ヒル谷の試験堰
堤堆砂池に設置したが、観測期間中に明瞭な土砂流出イ
ベントが発生せず、明瞭な堆砂量変化は起こらなかった。
そこで、試験堰堤から土砂を排出する給砂実験において、
下流のプール部にシステムを設置し連続観測した。その
結果、実測値より僅かに過大評価となるものの、土砂流
入による堆砂面上昇とその後の侵食による堆砂面低下を
的確に計測することができた。

さらに、堆砂面計測結果をプールからの流砂量式に適
用し流砂量を計算した。この計算値とプールの約10m下
流にてハイドロフォンで計測した音圧を比較し、現地ス
ケールでのデータに基づきハイドロフォンのキャリブ
レーション式構築を試みた。今後の出水による試験堰堤
堆砂池での堆砂観測データの蓄積により、実際の出水の
全データを用いたより正確なキャリブレーション式の構
築が期待される。



35sabo Vol.121 Winter2017

講 会演 報 告

発表

6
大規模地震発生後の警戒・避難基準雨量の設定と
その解除時期に関する研究

平松晋也　ひらまつ しんや
信州大学 農学部 教授

地震を誘因とする斜面崩壊は地震時に発生するだけで
なく、地震動により地盤が緩み、地震発生後の降雨など
により発生する場合がある。そこで、地震後の土質強度
の変化を考慮した警戒・避難基準雨量の設定手法を確
立することを目的に、地震時に作用した衝撃による土質
強度の変化の定量的な把握方法に関する研究を行った。

地震時に作用した加速度が斜面の土質強度に及ぼす
影響とその影響期間を定量的に評価するため、花崗岩斜
面から採取した実験用供試体を用いて、衝撃試験と一面
せん断試験を実施した。一面せん断試験は、供試体に
衝撃を与えた直後と、衝撃を与えた後、所定の期間地中
に埋設した供試体に対して実施した。また、一面せん断
試験より得られた土質強度を用いて、斜面安定解析を実
施し、地震時に作用する加速度が斜面の安定性に及ぼ
す影響とその影響が持続する期間の定量的な評価を試
みた。

土質強度（C,φ）は加速度の増加とともに低下し、1.0G
以上の加速度が花崗岩斜面に作用すると、斜面のせん

断抵抗力は1 〜 2割程度低下することが分かった。一方、
斜面のせん断抵抗力は時間経過とともに回復し、概ね2
〜 3 ヵ月で地震発生前の状態にまで回復する結果と
なった。

また、地震直後の斜面の安定性の低下は、作用する
加速度や斜面形状によって若干の差異が認められるもの
の1 〜 3割程度であった。一方、斜面の安定性は加速度
や斜面形状に関わらず、時間経過とともに回復し、2 〜
3 ヵ月程度で完全に回復した。

斜面安定解析結果を用いて地震発生後の崩壊発生限
界雨量の変化について考察した結果、斜面形状や降雨
波形に関わらず、花崗岩斜面において1.5G以下の加速度
が作用した場合、崩壊発生限界雨量は2 〜 3割程度低下
し、2.0G以上の加速度が作用した場合には、崩壊発生限
界雨量は3 〜 5割程度低下することが明らかとなった。
一方、地震発生後の時間経過とともに、崩壊発生限界雨
量は回復傾向を示し、2 〜 3 ヵ月程度経過すると完全に
回復する結果となった。

「平成 29 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 29 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 29 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 29 年 4 月 3 日〜 28 日（〆切厳守）
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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