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令和3年7月2日（金）午後1時10分より、（一財）砂防・地すべり技術センター大会議室に
おいて「令和2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報告していただくものです。
本年度は、昨今の情勢を踏まえ、参加者をセンター職員と研究関係者のみとし、発表者は
会場参加せずにWeb上での発表となりました。今回の報告会では砂防地すべりに関する7つ
のテーマについてそれぞれの研究者に発表していただきました。

（一財）砂防・地すべり技術センター

令和2年度
砂防地すべり技術研究成果報告会

地区防災計画は、地区割や計画内容が住民主体で作
成・提案され、市町村の地域防災計画に組み込まれる制
度であり、各地区毎に「地区防災計画作成マニュアル」
を規定し、住民に示す市町村も増えてきた。しかし、土
砂災害の場合は局地的な条件でリスクが左右されるため、
画一的な策定マニュアルで対応できるのか疑問が残る。

そこで本研究では、「地区防災計画作成マニュアル」
の内容及びその運用を比較・研究し、土砂災害に備えた
実効性のあるマニュアルのあり方を研究した。

まず、全国各地で策定された地区防災計画を概観し、
その実態と表現から示唆される住民の戸惑いを整理し
た。次に、策定マニュアルをインターネットで入手でき、
かつ丘陵地や山地を有する地勢条件の中から選んだ12の
市町村について、その策定マニュアルを分析し、求めら
れる策定マニュアルのあり方を検討した。検討のポイン
トは、土砂災害警戒情報や警戒区域・特別警戒区域に
関するマニュアルの指示の妥当性からの視点と地区防災
計画制度の特徴である①地域コミュニティ主体のボトム
アップ型の計画、②地区の特性に応じた計画、③継続的
に地域防災力を向上させる計画、の3点を形骸化させて
いないかという視点である。

策定マニュアルの分析の結果、「地区の範囲や大きさの
決め方」について住民に委ねられていることを多くのマ
ニュアルが記し、前述①を尊重する現実的な記載となっ
ていた。また、自然特性、社会特性、町防災マップ等の
計画への記載を促すマニュアルがみられ、前述②が重視
された記載となっていた。前述③については、地区防災
計画は一度作成したら終わりではなく、計画の見直しの必
要性を説く記載がいずれの市町村のマニュアルにもみられ
た。しかし、その一方で、土砂災害警戒区域に関する策
定マニュアルの扱いについて言及するマニュアルは、1市
町のみであった。次に、土砂災害警戒区域や土砂災害警
戒情報に関するアドバイスのあり方という視点から解析を
進めた。その結果、画一的な策定マニュアルやそのトップ
ダウン的な運用では対応が難しいことが明らかとなった。

策定をめざす住民にとって必要なことは、自らの地区
の自然特性・社会特性の的確な認識とこれらに基づく地
区防災計画の実際の多様な選択肢の確保である。本研
究では、全国の様々な特性を持つ地区での地区防災計画
の策定事例集が、市町村が作成すべき策定マニュアルと
して、最もニーズに応えたものであり、実効性の高いも
のであるという結論を得た。

土砂災害に備える地区防災計画の
作成マニュアルのあり方を比較研究から探る 田中隆文　たなか たかふみ

名古屋大学 生命農学研究科
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は、富士山においてスラッシュ雪崩を契機として、
初冬や融雪期に発生する土砂流出現象であり、気候変
動による気温等の上昇を誘因として発生し、集落まで被
害が及ぶ可能性がある。

本研究では、CA（セルラ・オートマトン）/MA（マ
ルチ・エージェント）法を用いた数値シミュレーション
により、雪代の到達範囲、土砂と水の区分と流出量を試
算する数値解析手法の開発を行った。

富士山の地質は、玄武岩溶岩と多孔質なスコリアが互
層であり、スコリアに浸透した雨水が初冬から晩春に凍
結して難透水層となり、雨水がこの難透水層とその上部
の融解地盤の境界をすべり面として、スラッシュ雪崩が
発生すると考えられる。一方、初冬と晩春では積雪量が
異なるため、流出する水量の規模は異なり、同標高にお
いても初冬と融雪期における巨礫やスコリア等の混合比
率は異なる等、土砂流出形態は異なる。このように雪代
は、素因や誘因が複雑に関連し、広範囲で複数発生して
流下することから、現象の全体像を概ね再現し、モデル
やパラメータの変更が容易であるCA/MAシミュレー
ションによる検討を行った。

モデルは土砂と水を「エージェント」とし、土砂エージェントと
水エージェントの挙動やそれぞれのエージェントの隣接セルへ
の移動方法を平成19年3月に発生した春型の雪代災害を教
師データとして「ローカル・ルール」を規定し、解析を行った。
モデルは、富士山南東斜面（東西14,000m、南北12,000m）
を20m×20mのセルで分割（合計420,000個）し、土砂エー
ジェントを標高2,450〜3,350mで一律1.0m層厚とした。水エー
ジェントの初期供給条件は、降水と融雪量3ケース（50mm、
100mm、200mm）及びスコリア層内での初期最小流動勾配
4ケース（32.5°、30.0°、27.5°、25.0°）とし、計12ケースとした。

その結果、土砂エージェントは標高の低い箇所に移動
し、実際に観測された土砂堆積箇所と同様な経路を示す
等、土砂流動推定を示すことが確認された。しかしながら、
水エージェントの総供給量を増加させても、土砂エージェ
ントの移動距離は大きく変化せず、流動距離の相違には
初期最小流動勾配が寄与することがわかった。これは、
土砂の初期設定表層厚を一律にしたためと考えられる。

今後の課題としては、土砂の表層厚を変化させる等の
パラメータ設定や組み合わせを再検討することであり、
実用化に向けての検討が必要である。

富士山で発生する雪代による
土砂流出の数値解析手法に関する研究 後藤　聡　ごとう さとし

山梨大学 土木環境工学系
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大規模土石流を受ける鋼製透過型砂防堰堤の
安全性照査法に関する研究 堀口俊行　ほりぐち としゆき

防衛大学 建設環境工学科
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近年、極端な異常気象が増加する傾向が高まっており、
大規模な土石流の発生による鋼製透過型砂防堰堤（以
後、「鋼製堰堤」と称す）の破壊または一部が損傷する
事例が生じている。そのため、鋼製堰堤に作用する大規
模土石流への対策を講じる必要があり、その安全性照査
法の検討が望まれている。最近では、鋼製堰堤に衝突す
る際に作用する土石流荷重の評価について、被災調査の
蓄積や実験での試行錯誤を通して作用力の推定が検討さ
れているが、土石流の外力（作用力）を正確に推定する
ことは困難であるため、シミュレーション技術における
荷重評価法を提案し、その再現性を進めつつ、構造物の
安全性照査を検討することが必要であると考えられる。

そこで本研究では、石礫型土石流を受ける鋼製堰堤の
荷重評価方法を検討するとともに、大規模土石流に対す
る鋼製堰堤の安全性照査法を開発することを目的とした。

まず、水路実験により石礫型土石流を受ける鋼製堰堤
の土石流荷重を測定した。次に、個別要素法を用いて実
験で測定した土石流荷重の再現解析を行い、解析の妥
当性を検証した。最後に、実スケールの大規模土石流に
より被災した鋼製堰堤の再現解析を行うとともに、継手

部を強化した安全性照査法を開発した。
これらの研究より以下のことが明らかとなった。①実

験スケールと実規模スケールにおける荷重を評価するこ
とができた。一方で、解析におけるパラメータ設定は、
被災事例や実験データの蓄積が必要である。②設計に
おける作用荷重を評価していくには、許容応力度設計に
おいては弾性評価で問題ないが、性能照査型や限界状
態まで評価する上では、破壊形態について検討する必要
がある。③構造設計においては、耐荷性能と作用外力に
ついての関係が構造物を設計するにはかなり重要であ
る。しかし、現行法では構造安定性と土石流の作用力で
評価し、個々の部材での抵抗力で評価を行っている。④
大規模土石流の荷重評価については解析的な検討を進
めていくしかないと考えられる。

今後、最適な構造物の設計を進めるには、作用外力と
耐荷性能評価について検討していく必要がある。今後の課
題として、レベルIとレベルII荷重の区分、特に発生確率に
ついて検討する必要がある。一方で、現在の設計レベルに
おいても過大な安全率で行っているため、要求性能の観点
から既存の構造物を評価する必要があると考えられる。
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大規模な地震が発生すると、広範囲に渡って多数の斜
面崩壊が発生する。また、崩壊が発生しなかった斜面で
も、地震時の強振動により地盤の強度が低下し、しばら
く崩壊しやすい状態になることがある。そのため、地震後
に崩壊の危機が高い斜面を迅速に抽出する必要がある。

そこで、本研究では大規模地震によって生じる線状凹
地を利用した大規模地震後の崩壊危険斜面の抽出方法
の研究を行った。

解析対象は、阿蘇山カルデラ壁に位置する立野地区内
の海抜181mから853mの6km2の範囲である。この範囲
には、2016年4月16日に発生した熊本地震（Mw7.0）の
震源断層である布

ふ
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断層が通る。
本研究では、まず地震で発生した線状凹地の空間密

度を表す指標（DCI: Dense Crack Index）を地表粗度
を用いて設定した。次に、地形及び地震に関する条件づ
け因子と地震後の崩壊の発生との関連を点双列相関係
数を用いて検証し、モデルに組み込む因子を選定した。
統計モデルには、WoE法とロジスティック回帰を選択し
た。最後に、DCIを使用した場合と使用しない場合の崩
壊危険度評価の結果を比較し、DCIを条件づけ因子に組
み入れることによるモデルの精度の違いを検討した。

検討の結果、地震後の崩壊の発生と最も正の相関が高
かった因子は、断層からの距離であったことが分かった。
DCIについては、値が0.4以上のクラスでは、地震後の崩壊
の発生に関して強い正の相関があった。一方でDCI値が0.2
以下では地震後の崩壊の発生と強い負の相関があった。

次に統計モデルによる精度検証を行った。検証は、ロ
ジスティック回帰分析にて、すべての因子で有意確率p
値が0.05を超えなかったデータセットとすべてのデータ
セットを対象に行った。

その結果、前者ではDCIを含んだWoE法によるモデルで
18％、ロジスティック回帰分析では27％危険度が増加した。
一方で、後者では、WoE法及びロジスティック回帰分析とも
に、DCIを含んだモデルの精度は、含まないモデルに比べ
若干上昇したのみであった。これは、地震動による崩壊発
生の影響が多大であるために、DCIの斜面崩壊への関与が
相対的に低く評価されるところに起因すると考えられる。

今後DCIを改良するためには、DCIを求めるためのDEM
に関する不確実性を考慮しつつ、値を求める上での設定に
ついて、幅広いフィールドデータの収集と分析を進めて改善
していく必要がある。また、各因子がどのように崩壊に関す
る条件を持っているのか知ることが重要である。

大規模地震後の崩壊危険斜面の抽出方法 笠井美青　かさい みお
北海道大学 農学研究院
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大規模出水時の山地河川においては、急激な流量の変
化が発生していると考えられる。しかし、現在実施されて
いる10分間隔等による流量観測では、ピーク流量や総流量
の過小評価が起こっている可能性があり、精度の向上が図
られない状況である。

そこで本研究では、豪雨時の山地河川において高時間
分解能の観測を行い、計測インターバルの違いによる誤差
とその評価、またそれが土砂移動現象に及ぼす影響を数
値シミュレーションにより検討することを目的とした。

流量の観測は、試験地の中流に設置された量水堰Cと
下流に設置された量水堰C0において観測した。測定間隔
は通常時は5分インターバル、大規模降雨イベント時には
10秒インターバルとした。誤差の検証では読み取りタイミ
ングによる誤差及び流量の真値との誤差の2種類について
解析を行った。読み取りタイミングによる流量の誤差は、
C0はハイドログラフの傾きがより大きい時、またインターバ
ルがより長い時に誤差が大きくなった。Cは流量に比例し
て誤差が大きくなる傾向があり、C0と比較して大きな誤差
がみられた。読み取りタイミングによるピーク流量の誤差は、

C0のインターバルを1分まで短くすることでほぼゼロとなっ
た。一方で、Cはインターバルを1分まで短くしても無視で
きない誤差が残った。読み取りタイミングによる総流量の
誤差は、C0は1分インターバルまで短くすることでほぼゼロ
となり、Cでも同様に無視できるほど小さい値となった。流
量の真値との誤差では、読み取りタイミングによる流量の
誤差と同様の傾向がみられたが、誤差の値は比較的小さく
なった。さらに、これらの観測誤差が流出土砂量に及ぼす
影響について検討したところ、C0ではほとんど影響が現れ
なかったが、ピーク付近の流量誤差が大きいCにおいては
流出土砂量にも大きな誤差が生じる結果となった。

C0とCの誤差に違いが生じたのは、Cが簡易的な箱形三
角堰であり、大出水時に水面の振動が発生していたことが
原因と考えられる。このような水位の安定しない堰では、
インターバルを短くしても実現象との誤差を回避することは
困難で、災害に直結する流出土砂量にも無視できない影響
を与える可能性が示された。

今後も引き続き大規模出水イベント時における観測を行
い、知見を蓄積する必要がある。

豪雨時の山地河川流出ピークの
実態解明と土石流発生予測の高度化 正岡直也　まさおか なおや

京都大学 農学研究科

発表
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近年発生するような極端気象による豪雨と土砂移動に
よって、地震と土砂災害が連続するような複合災害に向
けた対策が必要であり、斜面、河道及び上流、下流への
流域一貫の視点が重要となる。したがって、水文解析と
地形解析を融合させた水文・地形プロセスの評価による
流域土砂動態の解明を行う必要がある。

そこで本研究では、2018年北海道胆振東部地震により
多数の崩壊が発生した流域内を対象に、地震により発生
した崩壊の特徴とその流動性評価、火山性堆積物を含
む土壌の流動特性の評価、流域スケールでの崩壊発生
と土砂移動特性の評価を行った。

地震により発生した斜面崩壊の特徴は、オルソ写真、
LiDAR解析により崩壊地を特定し、現地調査により崩壊
の深さや幅等の計測を行った。合計1,440箇所の高密度
な崩壊痕跡が確認されたが、92％は3,000m2以下の小規
模の崩壊であった。また、凸型斜面において崩壊発生が
顕著にみられた。森林地域と伐採地域では崩壊の深さは
同程度であったが、水平方向の根系ネットワークにより
崩壊の大きさに違いがみられるものと考えられた。また、
森林地域の方が崩壊の流動性は低かった。土壌の流動
性特性の評価のために、崩壊地から採取した主な堆積物
である軽石と黒ボクを土壌試料として用いた水路実験を

行った。
その結果、飽和度が一定値を超えると急激に移動距

離が増加した。軽石は黒ボクと比べ比重が軽く、非常に
高い吸収率を持つことから、一定値を超えると黒ボクに
比べ移動距離が大きい。一方、黒ボクは液性限界が低く、
流動の可能性が高いことが分かった。

さらに、軽石単体よりも黒ボクとの混合堆積物で流動
性が高く、土壌によって異なる含水条件により流動性の
違いが明らかとなった。流域スケールで考えた場合でも、
移動性の変動は、土壌の水分量の変動と関連しており、
実際の地すべりにおける含水量の変動は、凹地や土地被
覆の変動と関連している可能性がある。しかしながら、
支流毎の崩壊と堆積土砂の位置を把握し、それらの関連
性を検討した事例はない。

本研究により、流域内で崩壊や堆積土砂が偏在するこ
とで、空間的なばらつきがあることが分かった。このよ
うなばらつきを評価することが、流域全体の土砂動態を
評価する上で重要である。また、流域によって崩壊の発
生状況や流路内での蓄積状況が異なるため、土砂生産
域から下流への土砂の伝播が変化する可能性があり、今
後、水文解析と地形解析を融合させた水文・地形プロセ
スの把握が、長期的な土砂移動評価で重要となる。

広島県福山市は、江戸時代に築造された石造の砂防
施設である「砂

すな

留
どめ

」が数多く現存しており、現在福山市
内で確認されている約100基以外にも、まだ市内の山中
に900基もの砂留が眠っている可能性がある。

この研究では、未だ存在が確認されていない砂留を発見
することによって、当時土砂災害が発生していたエリアを明らか
にし、土砂災害の発生の恐れがある地域を抽出して、今後の
防災・減災、さらには避難対策に役立てようとするものである。

研究方法は、①福山藩の藩政史料や各村の庄屋文書
といった古文書等より砂留が築造された地域の特定、② 
①で特定した地域上空をドローンで飛行・撮影し、
Pix4D mapperを用いて3Dモデルを作成した上での砂留
の発見、③ ②で発見した砂留の現地踏査による確認、
④現存が確認されている砂留や③で確認した砂留を地図
上にプロットし、土砂災害ハザードマップとの比較検討
を行うことで土砂災害危険地域の抽出する、以上①〜④
を順番に実施する予定だった。しかし、博物館や資料館
等の休館に伴い、①は断念し、②については既に入手し

ている古文書や絵図の情報を参考に、福山市芦田町下
有地の堀町川流域の大谷砂留及び五入道川流域の別所
砂留を対象地域としたドローンを飛行させた。

研究の結果、大谷砂留では今回の調査で新たに195基の
砂留が発見された。小規模な砂留でない限り、ドローンで撮
影した連続写真をもとに3Dモデルを作成することで、砂留の
有無を判断することが可能であった。また、小規模な砂留は、
茂った周囲の木 に々よって砂留そのものが見えないだけでな
く、堆砂区域も小さいため地形的な特徴から捉えることは困
難であった。加えて、今回の現地踏査で確認された砂留は、
平成30年7月豪雨で崩壊したと考えられるものもあった。

なお、今回の研究ではドローンを活用した砂留の調査
の有効性が確認できたため、今後は、広島県福山市をは
じめ三原市等でも情報収集を行い、新たな砂留を発見し
て、土砂災害危険地域の抽出を行いたい。また、小規模
の砂留の把握や詳細な調査を行うにはレーザースキャナ
が適していると考えられるため、今後、グリーンレーザー
を用いた検証も行いたい。

ドローンを活用した歴史的砂防施設「砂留」の
実態調査に基づく土砂災害危険地域の抽出 樋口輝久　ひぐち てるひさ

岡山大学 環境生命科学研究科
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複合土砂災害対策へ向けた地震後の
流水域・土砂移動特性の変化とその評価 五味高志　ごみ たかし

東京農工大学 農学研究科
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