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令和3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

究 果成 報研 告

sabo Vol.132 2022 Summer

令和4年5月18日（水）午後1時30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3年
度砂防地すべり技術研究成果報告会」を開催しました。本報告会は、例年、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実施しているものですが、本年度も昨年度と同様に、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に限定して開催しました。今回の報告会では、砂防・地すべりに関する3つの助成テーマ
について、それぞれの研究者に発表していただきました。研究概要について本稿で紹介します。

また、報告会に先立ち、当センター特任上級研究員である岡田成幸北海道大学名誉教授による特別講演「リス
ク格差から考える科学技術者の防災イデオロギー」を実施しました。

1. はじめに
近年、UAVと小型LiDARを組合わせた表面地形計

測データ取得技術の開発が進展しており、その機材間
の相互通信手法の3G/LTE、LoRa、Wi-Fiには、それ
ぞれ長所・短所がある。本研究では、砂防分野での
ニーズに最適な通信可能距離と通信速度を有し、低消
費電力、低コストの無線通信規格であると考えられる
ZigBeeを利用して、危険な観測現場からデータ収集を
UAVで行うメッセージフェリーシステムを構築し、
現地観測データ収集に利用するための基礎的な検討、
初期的な実証実験を行い、課題抽出を試みた。

2. メッセージフェリーの概要
メッセージフェリーとは、大規模災害時などで既存

のネットワークインフラが使用不能の状況時に、
UAV、自動車、船など移動体で情報を運搬する遅延
型通信手法をいう。

山地域や大規模土砂移動現象が発生した場でメッ
セージフェリー手法を運用する場合に必要となるシス
テムは、観測センサー側（送信側）とUAV側（受信側）

の間でデータの送受信を行うシステムと、観測セン
サーのデータを取得したUAVをコントロールするシス
テムからなる。データを取得する移動体は、立入が危
険または困難である場に接近する手法としてUAVが
最も適しており、無線通信により、データ取得を谷の
対岸からできるなど作業の効率化を図ることができる。

無線データ通信方式には、LTE、Sigfox、LoRa、な
ど低消費電力長距離通信LPWA（Low Power Wide 
Area）に分類される規格がいくつかある。一般に普及
している携帯電話網を利用したLTEは、通信速度が大
きく、大容量データの送受信が可能であるなどの利点
を有するが、毎月の通信料が必要など運用コストが高
額となる。砂防・防災分野などで利用が想定される、
水位や気象データなどはデータ量が小さく、LTEでは
過剰スペックとなることから、適切なデータ通信方式
を採用する必要がある。

データ通信方式の選定では、通信速度と最大伝送距
離が評価指標となり、地形や樹木による電波の阻害を

メッセージフェリー手法による
現地観測データ収集システムの実証試験 宮田秀介   みやた しゅうすけ

京都大学
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図-1　�アクセスが困難な場所での現地観測を想定したメッセージ
フェリーシステム

図-2　様々な観測における計測データ量と計測頻度の関係
〜現状のメッセージフェリーの上限〜
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1. 研究発案のきっかけ
斜面崩壊調査現場において、崩壊に伴い流木が多く

発生していたものの、表層崩壊周辺で残存している立
木が存在する。これらの立木は、根本曲がりを生じて
いるケースが見受けられ、この変状が斜面の動きを示
すセンサー+ロガーの役割を持つことが想定された。

樹体の変形は、表層崩壊の斜面や過去の降雨履歴で
崩壊に至らないクリープによって生じた可能性がある
ことから、これら立木の変形から弱斜面の特定ができ
るのではないか、というものが研究の経緯であった。

2. 研究概要
まずはじめに、樹木の形状や根曲がりなどの特徴を

計測し、それらと斜面の安定性の関係を把握した。斜
面の安定性は、過去に発生した斜面災害の情報と現地
踏査から判定し、樹形形状は赤外線レーザーによる森
林3次元計測システムOWLを用いて計測を試みた。こ
れらデータの関係性から精度良く危険斜面を導出する
ことが最終目的となる。

調査地は、神奈川県相模原市の貝沢水文試験地のA

〜 C地区（1.55ha）を対象とし、構成樹種は、スギ・
ヒノキ（50年生）、コナラ群落である。

OWLは、1,500本/haの樹林400m2のプロット調査を
5分で取得可能であり、取得データとして、立木位置
図、立木リスト、3次元立木マップなどが得られる。
実際の調査は、20m×20mのメッシュに分割して、メッ
シュごとにOWLによるプロット調査を実施し、GISを
用いて調査地全体のデータに結合する手法としたが、
斜面でのデータ計測では、下層広葉樹による遮蔽に
よって完全なデータ採取が困難となるケースもあり、
根本の変形状況を把握するためには下層樹木の伐採作
業も必要となる。

3. 解析結果
樹木の形状分類を図-2のように設定し、各メッシュ

ごとに各分類に該当する立木の割合を算出した。突出
した分類がない区域は一様に脆弱であることを示し、
ある分類が突出する場合には局所的に弱い斜面を有す
ことが想定されるなど、斜面の弱さにもそれぞれ特徴
があることが確認された。

考慮すると数百m程度の伝送距離が必要である。また、
低消費電力で通信速度が高速であることも必要である
ことから、本研究ではZigbeeを用いることとした。

3. 実証実験
実証実験は、水平方向と鉛直方向で樹木による阻害

を考慮した通信テストを実施した。実際の観測環境を
模した森林斜面での水平距離100mまでの通信テスト
では、正常な通信（速度250bps（≒30kbps）での通信）
が行える限界は80mまでであることが確認された。ま
た、UAVの利用を想定して鉛直方向の通信について
も検証を行った。この結果、見通しが良ければ80m以
下で正常な通信が可能であったものの、樹冠層を通過

する通信では大きく阻害されることが判明した。よっ
て、地表面に設置する観測センサーは上空阻害のない
開けた場所に設置する必要があると判明した。

4. 現地使用を想定した発展性の検討
実証実験より、通信距離は80m以内となり、また、

上空の開けた設置場所を確保すれば、本手法による
データ取得が可能である。データ通信速度から、地震
波形やビデオ映像などの大容量データ通信には適して
いないが、砂防・防災分野で必要となる現地観測デー
タであれば活用可能であり、観測センサーの電源供給
も太陽光パネルと大容量バッテリーの設置が可能であ
れば、長期間の継続的な観測にも活用可能である。

発表

22 危険斜面は杉に聞け 白木克繁   しらき かつしげ
東京農工大学

図-1　調査地　概要図 図-2　樹木形状分類
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降下火砕堆積物の繰返し一面せん断特性と
地震時テフラ層すべりの発生メカニズム 後藤　聡   ごとう さとし

山梨大学

1. はじめに
平成30年北海道胆振東部地震では、北海道勇払郡厚

真町で最大震度7、Mj6.7、広い範囲でテフラ層をすべ
り面とする斜面崩壊（以下、「テフラ層すべり」とい
う。）が多数発生した。

このテフラ層すべりのすべり面は発生場によって
様々であり、すべり面は厚く堆積しているテフラ層の
下部に存在し、いくつかの先行研究もあるが、繰返し
一面せん断試験を用いて力学特性を明らかにしている
研究はなされていないことから、この試験により地震
時の繰返しせん断特性を把握し、すべり面を考察した。

2. 土の物理的性質
現地調査により、風化Ta-d、Ta-d粗粒、Ta-d細粒、

En-aローム、の4層から乱れの少ない試料をそれぞれ3
つ採取し、各種物理試験を実施した。その結果、全て
の試料で乾燥密度が1.0以下と小さく、特にTa-d粗粒
層では0.259g/cm3と非常に緩い状態であったことが分
かる。間隙比もTa-d粗粒は9.058と非常に大きい数値
で他の試料と比較すると顕著である。この4層の試料
は全て含水比が60%以上であり、特にTa-d粗粒は含水
比が200%以上と水分を多く含んだ状態であった。一
方で、試験を実施した多くの試料の飽和度は60 〜
70%で不飽和状態であった。

3. 定体積繰返し一面せん断試験
現位置の乱れの少ない試料と再構成試料について、

定体積繰返し一面せん断試験を実施した。定体積繰返

し一面せん断試験は、地震時の繰返し載荷を再現する
ため、供試体の体積を保持しながら繰返しせん断させ
る試験である。繰返し三軸圧縮試験と繰返し一面せん
断試験との相違点は、前者が軸応力によって供試体を
圧縮し間接的にせん断するが、後者は上下に分かれた
せん断箱によって供試体を直接的にせん断する。さら
に繰返し一面せん断試験で用いる乱れの少ない試料は
斜面に対して垂直にサンプリングを行うため、繰返し
一面せん断試験のせん断面が斜面方向と合致し、降下
火砕堆積物の地震における繰返しせん断挙動の評価に
適当であると考えられる。

この試験の結果からは、繰返しせん断に伴い著しくせ
ん断強度が低下するEn-aロームがすべり面と推定され、
これは再構成試料においても同様の挙動がみられた。

4. 広域斜面安定解析
震度法を用いた地震時斜面安定解析式は地すべり土

塊の滑動力と抵抗力の力のつり合いから崩壊を評価す
るものであるが、試料採取地点の斜面安定解析を実施
すると、現地調査ですべり面と推定したEn-aロームが
安全率0.874に対し、その上層のTa-d細粒は安全率
1.250となり、安定解析式に妥当性がある結果となった。

5. まとめ
本研究では、各種物理試験により、テフラは乾燥密

度が小さく高間隙比であることから、非常に緩い状態
で堆積していると推定され、定体積繰返し一面せん断
試験結果より、En-aロームは著しくせん断強度が低下す

ることから、主要なすべり面
の一つであると推定される。

また、崩壊地のテフラ層
厚を推定したが残存率と傾
斜角に相関がみられず、広
域斜面安定解析により崩壊
斜面の抽出を試みたところ、
崩壊斜面が過大に抽出され
たことから、残存率の大小
が安全率に大きく影響を与
えることが判明した。図-1　試料採取地点の概要 図-2　東和川北支流地点の層序・層厚

4. 結論と今後の展望
地上レーザー型3次元計測の砂防分野への応用の可

能性を示し、樹木形状ごとの位置図から、一様に脆弱
な斜面を示したり、斜面の強弱のばらつき状況から局
所的に脆弱な箇所で表層崩壊が発生しやすいなど、斜

面の安定性の違いが評価できることが示唆された。
今後、ピンポイント斜面危険率の算出に向けて、樹

木形状の検出方法の改良と形状分類位置図と実崩壊地
の位置関係を解析する予定である。
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