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まえがき

本研究課題は、ある斜面崩壊を調査した際に現地で聞いた消防隊員の言葉がきっかけとなっ
て提起された。それは、「安否確認や避難誘導などの間、崖を監視していてほしいと言われた。
けれど、どこをどう見ていればよいのか分からなかった」というものである。

豪雨や地震を契機とした斜面災害は毎年多数発生し、平均すると年間約50人の方が亡くなる
我が国の主要な災害の一つである。災害現場では捜索・救助や避難誘導などが行われるが、こ
れらの活動は安全が確保されなければならない。そのための取り組みとしては主として目視監
視によっているのが現状であるが、機械計測による客観情報があれば役立つであろうと考えた。
そこで、斜面崩壊現場での捜索・救助活動等緊急活動を想定し、二次的な崩壊が発生する前兆
がないかどうかを、迅速に、遠隔で評価するために必要な技術を開発することを目的として、
本研究を実施した。実施期間は2003年４月～2006年３月である。

本課題では、二次崩壊の前駆現象を捉えるため、崩壊後の露出した斜面の変形を遠隔からリ
アルタイムで計測する手法、露出した地盤から湧き出す地下水の状況を遠隔から監視する手法
について研究した。これらの手法を用いれば、活動の危険度評価に役立つことを示した。本研
究の範囲では、誰でも使え、それを設置すれば自動的に危険度を評価してくれるような機材の
開発までには至っていない。地下情報の不可知性や技術に求められる確実性から、そのような
到達点までいくのは現時点では困難である。その意味では本研究の成果は、冒頭の消防隊員の
ニーズに完全には答えたものではない。しかし専門家がそのデータをみれば、安全性を評価す
る上で役に立つ客観情報を創出することに貢献し、人的資源との併用により、消防活動の安全
性向上に非常に役立つ手法の開発ができたと考えている。なお、消防研究所所有の機材を用い
てほぼリアルタイムで監視できるシステムを実現した。人命に直接関わる対象であり、適用例
の蓄積と、情報から地下で起こっていることを推測する知見の深化が、今後必要である。

本課題の実施期間中に、新潟県中越地震が発生し、妙見崩壊地において捜索・救助活動が実
施された。著者はその活動の準備段階から開始後約24時間までに立ち会った。活動中の現場に
入ったのは初めての経験であり、調査のための十分な時間・空間のない中での技術支援の困難
さを、寒冷の中で狭隘空間に身を投じて活動する隊員の姿を見て痛感した。極限状態における
技術的判断のよりどころは、自分が学び考えてきたことの質と量に対する自信しかなく、人的
資源の重要性を感じた。同時に、本研究課題の設定が的はずれではなく、信頼性の高い技術を
開発する必要があることも確信した。この活動は課題そのものではないが、自分が知り得たこ
と、考えたことについて記録しておくことは有益であろうと考え、本報告に含めた。なお、活
動の安全管理は（独）土木研究所の２名の専門家が責任を持って実施されたことを明記してお
く。
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1.1 研究の目的
豪雨や地震を契機とした斜面崩壊は毎年多数発生

し、年間約50人の方が亡くなる我が国の主要な災
害の一つである。年によって被害量が異なる地震災
害とは異なり、毎年定常的に被害が発生しているの
が特徴であり、その重要性が認識されにくい災害と
いえる。
斜面災害現場では、行方不明者の救助や住民の避

難誘導などが行われるが、これらの活動は安全が確
保されなければならない。しかし、現実には危険な
状況に陥る場合がある。例えば、「消防団員の公務
災害防止等に関する調査研究報告書（平成10年３
月）」には、崩壊現場での活動中に二次崩壊に巻き
込まれそうになった事例が幾つか報告されている。
また、都市域の消防隊員には斜面災害の経験がない
場合も多く、どのように安全を確保するのか分から

ないこともある。
安全を確保するためには、崩壊面を監視して、崩

壊の前兆となる変形や地下水の流出状況の変化を感
知しなければならない。しかし、目視観測では緩速
の変形は感知しにくく、また夜間や建物の裏側など
では十分な視界が得られない場合がある。一方、監
視の支援機材としては、地盤伸縮計や地下水圧計等
がある。これらは設置のために人間が崩壊面へ立ち
入る必要があり、また準備や観測値が安定するまで
に時間がかかる。消防活動の時間・空間スケールか
ら見ると、これらの機器には難点がある。
これらの点を克服するためには、崩壊面を遠隔で

面的に監視する装置が必要である。本研究では、崩
壊面の形状と地下水の流出状況を遠隔測定し、その
変化を抽出して崩壊面の状態の変化を監視する手法
について研究を行った（図1-1）。
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1.2 研究の背景
情報が限られた状況で行われることが多い救助活

動の安全性確保は難しい問題である。1972年高知
県繁藤の崩壊現場では、救助活動中の消防団員60
名が二次崩壊で被災した１）。1976年兵庫県一宮市
の崩壊現場（６名被災、うち３名救出）では、救助
活動中に亀裂が発見され、活動中止と周辺への避難
勧告により、その後の大規模崩壊による二次災害を
あやうく逃れえた２）。このように消防活動において
二次崩壊予測は重要な要素である。
斜面崩壊に関する研究は、大学や土木研究所、防

災科学技術研究所、森林総合研究所などにおいて実
施されてきている。発生素因の分析（危険斜面の抽
出等）、発生誘因の分析（危険雨量の設定や震度と
斜面崩壊の関係等）などがなされており、事前の防
災工事、避難誘導指針などに反映されている。我が
国は傾斜地が多く、斜面崩壊の防災対策としては、
どの斜面が危険であるかの予知が重要であり、事業
としてハード対策、ソフト対策が進められている。
一方、崩壊地における活動の安全性確保に関連し

た研究としては、斜面の変形監視技術に関する研究
が、斉藤・上沢の研究３）以来、伸縮計のデータか
ら崩壊の時間予測を行うことを中心として蓄積され
てきた４）。伸縮計（図1-2）は後述の通り、緊急対
応に適した特性を有しているとは言い難い。そのた
め多くの場合、目視に頼っているのが実情である。
また、地下水に起因する崩壊において重要な情報で
ある湧水の状況については、目視以外の手法はなか
った。
一般的な災害復旧作業では安全を十分に確認して

から行うことが可能であるが、消防活動という観点
から見た場合、斜面災害現場における二次災害予測
に関する研究は、以上のように、現場のニーズにも
かかわらず、研究が不足している。

1.3 既往研究のレビュー
1.3.1.斜面の崩壊前の変形に関する既往研究
斜面崩壊の前兆現象として、亀裂等の発生・拡大

などの斜面の変形があることはよく知られている。
図1-3に崩壊前変形の計測例を示す５）。徳島県下で
発生した崩壊の前に観測されたもので、山腹に発生
した亀裂をまたぐように伸縮計が設置された。当初
No.１～４の４台を設置していたが、新たに亀裂が
見つかったため、No.５を急遽追加設置した。設置
時点ですでに変形が進行していたものの、崩壊前の
変形挙動が捉えられている。既往研究６）、７）によ
れば、崩壊前変形の量と継続時間は、発生する崩壊
の規模に正の相関を有する。このような変形は、要
素としての土のせん断変形の時間依存性に帰する考
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図1-3 徳島県下で観測された斜面の崩壊前変形の
計測例。（上）伸縮計記録（下）配置図図1-2 伸縮計の模式図



え方（例えば８））もある。筆者は、すべり面の形成
過程という観点から研究を行ってきた結果９）、10）、
この変形は、その上を土塊が長距離移動可能な連続
する面（すべり面）が形成されるためには、変形の
蓄積が必要であることに起因するものであると考え
ている。

崩壊の前駆的な変形を計測し、発生時間の予測を
試みたのは斉藤・上沢３）である。彼らは土質試験
や崩壊実験により、崩壊の前駆的変形を３つの段階
（一次クリープ、二次クリープ、三次クリープと呼
称される）に分け、一定になる二次クリープの歪み
速度を用いて、崩壊までの時間を予測する手法を提
案した。その後、研究を進め、三次クリープ段階の
加速する歪み速度を用いて時間予測を行う（精密法
と呼ばれる）手法を確立した11）。この手法は過去
に数々の事例に適用され、その信頼性が高い。
2004年８月には、奈良県大塔村の国道168号線沿い
で大規模な斜面崩壊が発生したが、本手法を適用し
た結果、合理的な通行規制と監視・警戒態勢の構築
ができたことが報告されている12）。
なお、斉藤13）は、本手法が経験的なものである

ことや破壊の確率的な性質を考慮して、崩壊時間予
測においてその予測の幅を考えなければならないと
指摘している。その他、より簡便な手法として、福
囿14）は移動速度の逆数をとると、崩壊直前に０に
収束することを利用した方法を提案した。記録が頻
繁に得られる条件においては大変有効な手法であ
る。
以上の方法はいずれも経験的なものであり、崩壊

前の発散傾向を示す移動量（歪み量）の曲線をいか
に扱うかという手法である。一方、その曲線形状を
決定づける機構の検討はわずかである（例えば15））。
これは、予測さえできればよいと言う考え方ととも
に、伸縮計記録が一次元の記録であり、十分な議論
が難しいことが主因と考えられる。正確な予測を行
うためには、経験式に対して、その経験式を決定づ
けている機構、要素の検討が不可欠であり、今後、
より詳細な計測が必要である。

1.3.2.斜面の変型の計測技術
応急的な事案に対する機械的計測手段としては伸

縮計によるのが一般的である。伸縮計は、地盤に打
設した２本の杭の間にワイヤーを張り、その伸び縮
みをはかるものである。伸縮計記録は一次元値であ
り取り扱いが簡易である。一方、設置した２本の杭
の間の距離変化のみを測定するため、不動土塊と移
動土塊にまたがって設置する必要があり、亀裂が多

数生じている場合などでは、設置場所の選定が重要
かつ難しい。例えば、図1-3の伸縮計記録では、最
終的に崩壊した土塊に片方の杭が打設されたNo. ５
伸縮計には崩壊前の変形が捉えられているが、その
他の伸縮計では崩壊に至る前に変形が減速してい
る。No. ５の伸縮計が設置できていなければ、これ
らのデータからだけでは崩壊の危険性が認識できな
かったことになる。また、設置のために不安定土塊
で作業する必要がある、計器の方向と土塊の移動ベ
クトルの方向が一致するとは限らない、などの短所
がある。そのため、捜索・救助など消防活動を想定
した技術としては、より迅速に測定が開始でき、設
置場所の選定が容易である面的な計測技術が好まし
い。
現地に入らず、面的な監視が可能な手法として、

繰り返し測量がある。近年では、標的とする反射物
等を必要としない、写真測量の原理を用いるもの
16）、レーザー測距技術によるもの、モアレ干渉法
によるもの17）などがある。これらの手法を用いれ
ば、現地に到着してすぐに監視が開始でき、面的な
計測であるために監視領域を大きくとることができ
る。また、移動量が３次元で得られるため、崩壊機
構の推定が期待できる。これらの手法のうち、時間
的精度的な観点から、本研究ではレーザースキャナ
による計測手法を採用した。
レーザースキャナは、測量で一般的に用いられて

いるトータルステーションとは異なり、射出光と反
射光の位相解析を行わず、反射光の強度とその出現
時間だけで対象までの距離を測定する。そのため、
距離測定に要する時間が非常に短いが、測定精度に
劣る。そのため、精度をいかに確保するかが重要と
なる。トータルステーションは、長距離の測定が可
能で、かつ精度が高いものの、一点を測定するのに
十秒程度の時間を要する。そのため、面的な測定を
行う場合には非常に長い時間が必要となる可能性が
ある。本研究課題では以上のような時間的な観点か
ら、レーザースキャナを採用した。

1.3.3.斜面内の地下水の存在状況と崩壊への寄与お
よびその観測方法に関する既往研究
斜面内を流動する地下水は、土骨格に対して水流
の向きに浸透力を作用させるとともに、水の分布量
の変化による間隙水圧変化や土塊の重量バランスの
変化を生じさせ、地すべり・斜面崩壊の発生に力学
的な影響を与えている。降雨等を契機として発生す
る崩壊は、このような地下水が地盤に与える力によ
って発生する。一般的な斜面においては、地下水は
「水みち」や「パイプ」と呼ばれる領域に脈状に流
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動しており18）、斜面崩壊に強く寄与するのもこの
ような流動地下水であると考えられている19）。例
えば、古谷他20）は、斜面崩壊地周辺で詳細な調査
を行い、崩壊が発生した地点では地下水脈が流出し
ていることを明らかにした。このことは、誘因から
見た崩壊の発生予測を行うためには、地下水の流動
状況（場所・深さ・流速など）をあきらかにしなけ
ればならないことを示している。
このような流動地下水の状況を知るためには化学

分析などによる事が多いが、より簡便な方法として
地温に着目する技術がある21）。これは地盤の温度
と流動する地下水の温度差に着目した方法であり、
地すべり地において地下水の流動状況を知るために
有効な方法である。多田22）はこの手法を浅層水み
ちに適用し、その有効性を示した。
流動する地下水が崩壊を引き起こした場合、崩壊

面から地下水が流出することが多いと考えられる。
図1-4に湧き出す地下水の温度モデルを示す。流動
地下水は、崩壊後に露出した崩壊面＝地表に向かっ
て、斜面の深いところから流出してくるものであり、
その温度は、地下深部の影響を受けていると考えら
れる。そこで、崩壊面の温度を赤外画像にとれば、
地下水の湧き出し状況が遠隔でリアルタイムに計測
できる可能性がある。このような計測ができれば、
これまで目視に頼ってきた湧水の湧き出し状況に対
する監視について、機械化と客観化が可能となり、
緊急対応時の活動安全性の向上に資するであろう。
同様な問題に対する既往研究として、山下他23）

は、ため池の堤体からの漏水箇所を赤外画像から同
定する研究を行った。これによれば堤体からの漏水
は遠隔で検出できる程度の温度差を有していること
が明らかにされている。同様にコンクリート壁面に
対して、水のしみだし箇所を赤外画像から同定する
技術も開発されている24）。
本研究で扱う自然地盤の斜面と流動地下水の場

合、地下深部と地表とは一般に温度差があり、地下
深部から地表へ湧出する地下水は、その流速が熱伝
導に比べて十分早ければ、地表に到達しても深部の
温度の情報を有している可能性がある。具体的には、
夏季には湧出地下水温は地表よりも相対的に低く、
冬季には相対的に高いものと予想される。また、地
表温度は大気の温度変化や日射などの影響によって
日変化する一方、ある程度深い地盤中を流動する地
下水温は変化しにくいという特徴がある。そのため、
地下水が湧き出す点では、気温及び日射由来の地表
温度の変化と異なる温度変化を示すものと想像され
る。本研究ではこのような点に着目し、崩壊後の地
下水流出状況が赤外画像装置によって遠隔的に計測
できるかどうかを検討した。
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2.1 レーザースキャナの精度の確認
本研究で用いたレーザースキャナの仕様を表2-1

に示す。表に示された測定精度は座標の絶対値に対
するものである。本研究で必要とする精度は、座標
精度ではなく、複数回の測定の間の差分量の精度で
ある。そのために差分量の測定精度の確認を目的と
して室内実験を実施した。
図2-1に実験の模式図を示す。フライス盤にベニ

ヤ板を固定し、約６ｍ離れた点にレーザースキャナ
を設置した。ベニヤ板を1.00mm変位させ、板の変
位量を測定した。測定結果の頻度分布を図2-2に示
す。図左右両端には、その範囲外のデータもカウン
トして表示した。これらの値の多くは、正値0.001
ｍから非常に大きくずれており、これらは多重反射
等の影響を受けているものと想像している。測定値
の平均値は0.00108ｍで試験条件0.001mとよく一
致した。測定値分布の標準偏差は0.0034ｍであっ
た。なお、ベニヤ板には微小な凹凸が存在するが、
測定レーザー光は拡がりを有しており、反射光の到
着時間はある面積に対しての代表値であり、微少な
凹凸が測定距離の差分値へ与える影響は無視し得る
と考える。
個々の測定値がこのような分布をしているとすれ

ば、平均化することにより、誤差の圧縮が期待でき
る。平均化する方法としては、時間分解能を犠牲に
して複数回の計測を平均化する方法と、空間的分解
能を犠牲にしてある領域毎に平均化する方法の二つ

が考えられる。緊急対応の時間尺度では時間軸方向
の平均化は妥当ではないと考え、空間的な平均化を
実施することとした。計測点が乱雑に分布している
と仮定すると、Ｎ個の平均を行えば平均値の誤差の
期待値はＮの平方根分の一に縮小すると期待でき
る。

2.2 模型崩壊実験の崩壊前変形の観測と解析
本節では、レーザースキャナにより斜面の変形を

遠隔で監視する手法の開発のため、適切な計測・解
析方法について検討した。レーザースキャナは植生
があると利用しにくいが、二次崩壊の予測では露出
した崩壊面が想定対象であるため、ここでは、植生
の影響のない条件で検討を行う。具体的には、防災
科学技術研究所大型降雨実験施設の崩壊実験にレー
ザースキャナによる計測を適用し、崩壊前変形の検
知及び解析方法について検討した。

6

第２章　崩壊面の変形の遠隔観測に関する研究

図2-1 計測精度確認試験の模式図 図2-2 計測精度確認試験の結果

表2-1 測定装置の仕様

装置名 測距精度 角度制御分解能 光線の拡散角度 スキャン速度

LPM-25HA 8 mm 0.009゜ 1.2μrad 1000 points / sec.

本章では、崩壊面の変形を遠隔監視する手法に関する研究の結果について述べる。本研究は、計測機の
計測精度の確認（2.1.節）、模型斜面崩壊実験に対する計測データを基にした計測・解析手法の検討
（2.2.節）、自然斜面崩壊実験に対する観測結果への手法の適用による有効性の検証（2.3.節）、妙見崩壊
地への手法の適用による実際の運用上の技術的課題の検討（2.4.節）から構成される。



2.2.1.崩壊実験の方法
模型斜面は、高さ５ｍ、幅４ｍ、傾斜30゜、土

層厚１ｍで、材料は荒川砂である。土層は大型降雨
実験施設内のコンクリート製斜面（側面は鉄板）上
に土を数十cm積み上げては人力により叩いて締め
固めて構築される。完成後の土層には天井（高さ６
ｍ）から水が散布される。
土層構築後、約２週の間に徐々に強い予備的な散

水をする。予備散水は土層の変形を蓄積させ、構築
時に生じるであろう不自然な残留応力を解消し、実
際の斜面傾斜に対応した応力歪条件を再現するため
に行われる。この散水は昼間８時間に実施され、そ
の間に形成された地下水面は夜間には解消されてい
る。最終日には強度一定の降水により崩壊させる。
実験は３回実施した。最終日の降雨強度は、実験１
は100mm/時、実験２、３は50mm/時である。実
験１と２、３では末端部排水条件が異なっていた。
実験１では斜面末端部土層底面から排水を許し、実
験２、３では排水しなかった。図2-3は実験1におけ
る崩壊前と後の写真である。

計測条件を表2-2に示す（2.3.で述べる自然斜面
崩壊実験も含めた）。レーザースキャナは地上に三
脚で設置した。実験１と２は模型斜面のほぼ正面、
実験３では斜面から約７度斜めの方向に設置した。
実験１では不具合のため連続計測できず、１回の計
測に４～６分を要した。実験２では自動連続計測
（約87秒間隔）を行った。実験３では斜めからの計
測であるため、斜面以外のデータが多く、有効デー
タ数が実験２よりも少ないにもかかわらず時間を要
した。以下の記述で時刻は、各回の計測開始時刻
（ＰＣの内部時計）である。

2.2.2.データ処理の方法
計測値は水平角、鉛直角、斜距離である。これを

３次元直交座標へ変換した。なお、座標軸として図
2-4に示すように、鉛直をＺ、大局的に見て斜面の
前後方向をＹ、斜面の幅方向をＸとした。Ｘ＝０は
斜面の中央断面、Ｙ＝０は計器を含む面、Ｚ＝０は
斜面の底面とした。この座標値を用いて以下の処理
を行った。
１）孤立して空中に飛び出た計測点がまれに生じる
ため、オーバーハングデータを除去する。
２）平面図（等高線図）を作成する。
３）斜面に正対する仮想鉛直面（XZ平面）を機材
が面上に載るように設定する。
４）斜面と鉛直面の間の距離を算出し、その等値線
を表示する（以下、「立面図」と表記）。
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表2-2 測定の条件
実験番号 最小距離 水平角度範囲 水平角度

ステップ
鉛直角度範囲 鉛直角度

ステップ
１回の測定に
要した時間

有効データ数

実験１ 12.0 m 21.6゜ 0.108 ゜ 18.0゜ 0.054゜ 約４分 約35000
実験２ 10.5 m 20.6゜ 0.200 ゜ 17.0 ゜ 0.100 ゜ 約1.5分 約13500
実験３ 16.5 m 26.2 ゜ 0.153 ゜ 17.0 ゜ 0.099 ゜ 約2.4分 約14000
加波山実験 40 m 7.0 ゜ 0.054 ゜ 27.0 ゜ 0.054 ゜ 約1.5分 約20000

図2-3 大型降雨実験施設における崩壊実験の崩壊
前後の様子 図2-4 座標軸の定義



５）平面図及び立面図上で不規則に分布する計測値
から、指定した大きさの格子内の代表値を求める。
具体的には、格子内に含まれる複数の計測値のＺ
（平面図の場合）、Ｙ（立面図の場合）を平均化して、
その格子を代表する値として格子中心の（X,Y）座
標（平面図の場合）、（X,Z）座標（平面図の場合）
に与える。
６）２時期の計測の格子代表値間の差分を求める。
格子間隔は崩壊実験では0.1ｍとした。正確には

距離により異なるが、全体を平均すると、約４個
（実験２の平面図）～約18個（実験１の立面図）の
データを用いて代表値を算出していることになる。

2.2.3.結果と考察
（１）計測結果
崩壊実験に用いた機材は、降雨強度100mm／時

においても斜面形状を計測できた。図2-5は崩壊実
験３の計測点を水平面と鉛直面に投影したものであ
る。単純な斜面を近距離から計測するという理想的
な条件であるため、中央部（-2≦Ｘ≦2）の模型斜
面については、高い密度でデータを得ることができ
た。

（２）面的な変形の検知
図2-6は、実験２の平面図の差分量（高さの変化）

分布図を５つの時間（各図の上に示した）について
表示したものである。10:38:45の計測結果を基準
として、各回の計測結果との差分を計算した。正は
隆起、負は陥没を示す。崩壊は11:44頃に発生した。
10:40:12の図は、基準計測から約１分半しか経過
しておらず、差分量にはこの程度の誤差が生じうる
ことを表していると見ることができる。11:10:48

（崩壊の約34分前）には、わずかに最遠部に陥没、
中部に隆起が生じていることが分かる。11:19:35
（崩壊約24分前）の計測では、変形はその範囲、量
とも拡大して明瞭になっている。11:29:59の計測
では変形量が増え、とくにＹ=13ｍで大きな値が分
布している。11:45:54は崩壊後である。
図2-7は、立面図の差分量分布である。正は斜面

の後退、負は前進（はらみ出し）を示す。
11:10:48には最上部に後退、高さ２ｍ付近に線状
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図2-5 実験３のデータ分布図
（上）データ点を水平面に投影したもの。
（下）同じく鉛直面に投影したもの。

図2-6 実験２の高さ方向の変化　基準データは10：38：45測定



のはらみだし領域が現れ、その後、量・面積とも増
大している。崩壊の約15分前の11:29:59には高さ
0.8～２ｍの区間で著しいはらみ出しが生じている。
本手法によって、崩壊前の斜面の変形の発生場所と
量を把握できることが示された。また、これらの図
から、崩壊範囲（上部の後退と下部の前進の対にな
っている区間）を同定できる。設置場所のみのデー
タしか得られない伸縮計と比較した場合、変形領域
が検知できることは、本手法のメリットの一つであ
る。

（３）変形量の経時変化
図2-8は、X=0断面上で図中にＹで記した各格子

点のＺ値の経時変化である（実験１）。上部では崩
壊の約１時間前から変形が認められ、最終的に約
0.1ｍの変形量となった。一方、斜面中部では変化
が小さい。物質の移動があっても斜面に平行であれ
ば地形変化を生じないためである。下部では隆起が
累積し、変形とその加速が検知できる。
図2-9は、X=0断面上で図中にＺで記した各格子点
のＹ値の経時変化である（実験１）。斜面の上部で
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図2-7 実験２のＹ方向の変化　基準データは10：38：45測定

図2-8 Ｘ＝０で、各曲線わきに示したＹ座標にお
けるＺ値（斜面高さ）の経時変化（実験１）。

図2-9 Ｘ＝０で、各曲線わきに示したＺ座標にお
けるＹ値（前後方向）の経時変化（実験１）。



後退、下部ではらみ出しがみられ、中部では変化が
ない。上部の後退量は0.1ｍ、下部のはらみだし量
は0.15ｍに達している。表2-3には、他の実験も含
めて計測された累積変形量の最大値をまとめて示す
（2.3.で述べる自然斜面崩壊実験の結果も含めた）。
これらの値は、前節で確認した測定誤差よりも十分
に大きい。これら変形量の累積性や近傍での類似し
た挙動は３回の実験で確認されており、本手法によ
り崩壊前変形を経時的に観測できることが示された
と言える。
以上のことから、本手法により、崩壊前変形の量

と場所の検知が可能であることが示された。

2.3 自然斜面崩壊実験の崩壊前変形の観測
本節では、茨城県で実施された自然斜面の人工降

雨による崩壊実験の際に実施した、崩壊前変形の実
測結果を解析し、本手法により、崩壊発生場所の検
知、変形速度に基づく危険度管理、崩壊時間予測な
どが可能であることを示す。

2.3.1.自然斜面崩壊実験の概要
自然斜面に対して散水を行い、崩壊させる実験が

2003年11月14日に行われた。実験の条件について
は文献１）、２）に詳しい。ここには本報告に必要な
データを記す。実験は茨城県真壁郡の加波山の斜面
の一部を区画して行なわれた。区画された斜面形状
は、幅５ｍ、斜面長約30ｍで平均傾斜は約33゜で
あった。実験斜面は風化花崗岩を基盤とし、上層に
火山灰層が堆積している。植生は除去され、露出し
た地表面には、表面流を抑制し浸透を促進するため
に、わらむしろが敷かれた。
この実験斜面へ、地表約２ｍに設置されたノズル

により水が散布された。平均散水強度は78mm／ｈ
であった。区画横方向への地下水の散逸を防ぐため
に、鉄板が地下約１ｍまで両側面に打たれた。散水
を開始してから約６時間後の午後４時ごろに崩壊が
発生した。実験斜面のうちおよそ下部半分で崩壊が
発生した。崩壊面は最大深度1.2ｍでまさ土中に形
成された。崩壊前後の写真を図2-10に示す。
計測は対岸から実施した。対岸斜面に三脚でレー

ザースキャナを設置した。計測は手動で不定期に実
施した。一回の計測に要する時間は約100秒であっ
た。諸元については表2-2に掲載した。

2.3.2.自然斜面崩壊実験の計測結果　
図2-11は自然斜面崩壊実験の平面図の変化を示し

たものである。14:12計測のデータを基準として図
の上に示した時刻のデータとの差を求めた。一番左
の図には等高線も示した。Y=54.5m、Y=50.8mに
は地表に立てたセンサーのスタントパイプ（図2-10
で地上で白く光っているもの）が存在する。時間の
経過とともにこれらの手前側に隆起、向こう側に沈
下した領域が見られている。パイプが時間とともに
前方へ移動及び傾動したと見られる。明瞭な地形的
特徴がある部分については、移動をこのように認識
できることが分かった。
Y=53～54ｍには沈下領域が見られ、Y=50mよ

りも小さい領域には、量的には少ないものの隆起し
た部分が広がっている。このペアが崩壊前の変形で
あると見られる。わらむしろは杭によって斜面に
所々で固定されており、杭のない領域では地面との
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表2-3 累積した変形量の絶対量の最大値
実験番号 Ｙ正（後退） Ｙ負（前進） Ｚ正（隆起） Ｚ正（陥没）
実験１ 0.2242 0.176 0.104 0.079
実験２ 0.053 0.124 0.028 0.023
実験３ 0.055 0.074 0.020 0.027
加波山実験 0.065 0.106 0.055 0.096

図2-10 自然斜面崩壊実験の崩壊前後の様子
左：崩壊前、右：崩壊後　崩壊前の写真には
崩壊の頭部となった部分を青線で示した。
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図2-11 自然斜面崩壊実験の鉛直（Ｚ）方向の変形を水平面に投影したものの時間的変化

図2-12 自然斜面崩壊実験の前後（Ｙ）方向の変形を鉛直面に投影したものの時間変化



間に隙間を生じていた。わらむしろと地盤の間の空
間によって地盤の変形が一部吸収される効果を考慮
すると、計測された変形量は地盤変形の一部である。
このように変形の計測にとって不利な条件にも係わ
らず、自然斜面においても崩壊の前駆的変形を捉え
ることができた。
図2-12は自然斜面崩壊実験の立面図の変化を示し

たものである。Z=-7.8ｍ、-5ｍにコンターが乱れた
部分があり、スタンドパイプに相当する。実際の地
盤変形に対応しているのは、Z=-5.5m付近（スタン
ドパイプの下）の後退、Z=-8～-10mに分布する前
進領域であると考えられる。立面図においても崩壊
前変形を捉えることができた。また、平面図、立面
図とも、斜面下部ではＸ＜０なる領域に隆起、はら
みだしが見られており、崩壊後の形状と比較すると、
崩壊の末端部がこの領域に一致しており、崩壊領域
の同定が事前に可能であった。

2.3.3.変形量の経時変化
図2-13は自然斜面崩壊実験における変形量の経時

変化を示したものである。格子点座標は図中に示し
た。(b)に示すY方向の変形では加速する様子が明瞭
である。a)に示すZ方向の変形は、特に隆起域で累

積及び加速が明瞭ではない。今回の実験では変形の
累積の監視には、Ｙ方向のデータが適していたこと
が分かる。45゜よりも傾斜が緩やかな斜面におい
ては、立面図上に投影したほうが平面図上に投影し
たものよりもデータ密度が高くなり、データの安定
性が増すことも影響していると見られる。また、わ
らむしろの影響もあると考えられる。
変形の速度を見るために、１時間あたり１cmと

10cmの速さに相当する斜線を図に書き入れた。国
道等の管理基準値としては、１時間あたり２mmと
いうものが警戒レベルとして一般的である。１時間
あたり１cmは、経験的にはその後崩壊することが
免れない事が多いレベルとされている（例えば３））。
10cm/hrは、すでに崩壊に至る過程であると判断で
きるようなレベルである。これらの図から、変形の
早い場所に着目していれば、崩壊の約40分前ごろ
から１cm/hrの変位速度が現れており、高いレベル
の警戒が必要であることが分かる。また、約20～
30分前には10cm/hrの速度を超過する点が出てお
り、崩壊前に危険性を認識することが可能であるこ
とが分かる。活動の安全管理という目的に適合する
精度及び機能を本手法によって得ることができると
言える。
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図2-13 自然斜面崩壊実験の崩壊変形の経時変化
(a)図中に示されたＸ、Ｙ座標の点のＺ座標の変化
(b)図中に示されたＸ、Ｚ座標の点のＹ座標の変化



2.3.4.崩壊時間予測に関する考察
これまでの崩壊時間予測手法に関する研究は、

1.3節で述べたとおり伸縮計データ（２つの杭間の
相対変位）を対象として蓄積されてきている。本手
法で計測される変形量とは物理的な意味は異なる。
しかしここではそのことを無視して、試行的に既存
の崩壊時間予測手法を本データに対して適用してみ
た。図2-14に、斉藤４）の方法を用いて予測した結
果を示す。(a)は室内崩壊実験１の立面図における
格子点（X=0.0，Y=1.8）のY方向変形データを用
いたものである。縦軸には仮定した崩壊時刻と計測
時刻の差（計測時点から見た崩壊までの猶予時間）
を対数目盛で表示し、横軸には変形量を線形目盛で
表示する。各曲線に付記した時刻は、それぞれの曲
線を求めるために用いた仮定崩壊時刻である。この
仮定時刻が正しければ、変形量は図上で直線的に描
かれる。データ数が少ないために確定的には言えな
いが、正しい崩壊時刻（12:26）もしくはそれより
も早い時刻に予測した場合に対して、比較的直線的
な関係が得られていると言えるが、データ数が不足
しており、予測可能とは言い難い。最も頻繁に計測
した実験２に対する時間予測結果を(b)に示す。正
しい時刻の予測が比較的直線的な関係を与えてい
る。同じ手法を自然斜面崩壊実験のデータについて
適用した(c)。用いたデータは最も大きな変形量を
示した、立面図上の（X=-1.2，Z=-5.6）格子点のY
方向変形量である。正しい時刻を与えたものが比較
的良い直線性を示している。データ数が限られてお
り、この図だけから±10分の精度で正しい崩壊時
刻を選び出すことは困難ではあるが、±20分の精
度であれば、正解に対して直線的でないと言えそう
である。本手法により斜面崩壊時間を予測できる可
能性が示されたと言える。
崩壊時間予測にあたっては、崩壊直前に予測でき

ても意味が無く、十分な余裕時間のあるうちに予測
が完了しなければならない。自然斜面崩壊実験の予
測結果では、最後（右下）のデータから数えて２つ
前で「何とか直線性が見える」というところであり、
これは実際の崩壊の約10分前に相当する。より余
裕ある崩壊予測のためには、データの安定性をはか
る必要がある。そのために、変形が累積している部
分に対して計測密度を上げ、差分量の期待精度を上
げること、時間移動平均の採用による差分量の安定
性の向上などが有効であると考えられる。
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図2-14 崩壊の時間予測手法の適用結果。(a)：模
型実験１のX=0.0、Z=1.8のＹ座標値を用い
た予測。(b)：模型実験３のX=0.0、Z=4.9の
Ｙ座標値を用いた予測。(c)：自然斜面実験の
X=-1.2、Z=-5.6のＹ座標値を用いた予測。

表2-4 測定装置の仕様
装置名 測距精度 角度制御誤差 光線の拡散角度 スキャン速度
LPM-2K 50 mm 0.009゜ 1.2μrad 4 points / sec.



2.4 実際の崩壊地における運用上の課題
本節では、2004年新潟県中越地震で発生した新

潟県長岡市妙見の崩壊地を対象として、実際の崩壊
地への適用にあたって生じる技術的問題点の抽出と
検討を行った。

2.4.1.計測方法
妙見崩壊地に対する計測は崩壊地内部への立ち入

りが困難であり信濃川対岸から実施した。そのため、
消防研究所所有のレーザースキャナでは測定距離が
不足したため、長距離型のレーザースキャナを所有
する（株）数理設計研究所に委託して実施した。用
いた機材の仕様を表2-4に示す。長距離計測のため、
スキャン速度が犠牲になっており、前節で用いた機
材よりも２桁スキャン速度に劣る。
測定は崩壊地全体を対象とした粗い角度間隔によ

る全体計測と、滑落崖だけを対象とした細かい角度
間隔による計測の２種類を実施した。全体計測には
約10時間、滑落崖計測に２時間を要した。これは、
斜面最下部から約370ｍ離れた点から計測したた
め、計測角度間隔を細かくし、かつ低速な機械を用
いたためである。より近くから実施すれば現実的な
時間でデータは取得可能である。測定は時期をおい
て３回実施した。その間機材は一旦撤収している。
そのため、３回の計測の間で座標軸の整合作業を行
っており、そのための参照点計測にも時間を要した。
また、整合作業は誤差を生じる可能性がある。なお、
参照点測定及び整合誤差は、連続して計測している
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図2-15 計測点から見た崩壊地と源頭部の写真

表2-5 妙見崩壊地に対する測定の条件

測定日 対象 水平角度間隔 鉛直角度間隔 有効データ点数 所要時間（分） 測定距離（ｍ）
10月26日 全体 0.17゜ 0.13゜ 6583 120 370～610
11月７日 全体 0.072゜ 0.036゜ 60840 618 370～610
〃 頭部 0.027゜ 0.027゜ 12428 119 560～590
12月7日 全体 0.072゜ 0.036゜ 75264 713 370～610
〃 頭部 0.027゜ 0.027゜ 10543 70 560～590

図2-17 妙見崩壊地全体計測の立面図（11月７日）

図2-16 妙見崩壊地全体計測の平面図（11月７日）



場合には生じない。計測点から見た崩壊地全体及び
詳細計測を行った滑落崖の写真を図2-15に示す。計
測諸元は表2-5に示した。また、メッシュ間隔は、
立面図上で平均して３点程度が１メッシュに含まれ
ることを想定して、全体測定に対しては１ｍ、滑落
崖測定に対しては0.5ｍとした。但し、後述の通り、
樹木等植生の影響や斜面に対する計測機からの見通
し角度が急な場所などで、測定密度の低い領域を生
じた。

2.4.2.全体計測の結果
図2-16に妙見崩壊地全体を測定して得られた平面

図、図2-17に立面図を示す（11月７日測定）。平面
図では傾斜が緩い部分（測定点から見上げる形にな
るため、死角やデータ密度が低くなる）や植生の影
響（遠距離からの計測では、レーザー光線の径が拡
散するため影響を受けやすい）により、データ密度
が著しく低い部分が多く見られ、図では白く抜いた。
立面図でも同様なデータ密度の低い部分が生じた
が、平面図よりは割合が少ない。遠方から崩壊地を
見た状況と立面図は印象が近く、特徴がつかみやす

い。
立面図に示した２本の黒色矢印の間の線上では等

値線が集中した領域が傾斜して連続している。これ
は埋没車両へ重機を接近させるために10月28日の
救助活動終了後に仮設された作業道である。また、
それより上部にも左上から右下へ向けて平坦面が同
様に断続的に連続しているようにも見える。構造的
なものを反映している可能性がある。また、図にＡ
と表示した急斜面（立面図上で等値線間隔が広い）
で崩壊左部分は左右に区切られている様子が見え
る。Ａの斜面は救助活動の直上にあり、その挙動が
最も懸念された箇所であった。
図2-18に、３回の測定の間の立面図差分を示す。

いずれの図にも11月７日測定の等Ｙ値線を黒色で
示した。１回目と２回目の間では、作業道路沿いに、
斜面を切り込んだ跡と見られる距離が遠くなった領
域（青色～紫色）や、土盛りしたと見られる部分
（黄色～オレンジ色）が見られ、中央部の大きなと
ころでは５ｍ程度の値となっている。大きな土工に
対しては差分を得ることが出来た。一方、全体とし
て、等Ｙ値線の密度が高い部分、すなわち計測機か
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図2-18 妙見崩壊地全体計測の立面差分図
上：10月26日と11月７日の間の差分　下：11月７日と12月７日の間の差分



ら見て地盤が角度を持っている部分に大きな差分
（赤色、黒色）が分布している。これは、２回の測
定のそれぞれで、測定光がどこへあたったかによっ
てメッシュ代表値が敏感に変化するために生じた見
かけ上のものであると考えられる。特に１回目の測
定は測定密度が粗かったために、このような部分で
は十分に詳細な地形が得られなかったことが強く影
響していると考えられる。この問題を改善するため
には、計測角度間隔を密にし、地形の急変部などを
詳細に計測する必要がある。
２回目と３回目の計測は、計測角度間隔を細かく

してデータ密度を上げた。そのため地盤が露出して
いる斜面下部では特に、詳細な差分量が得られた。
一方、中央部には差分量が大きな茶色と紫色の部分
が分布している。正と負が混在しており、明らかに
見かけの差分量と判断できる。これは植生によるデ
ータ密度の小さな部分であり、そのために生じたと
考えられる。
以上のことから、見かけの差分量を抑制するため

には、斜面形状を再現するだけのデータ密度が必要
であり、そのためには計測機から見た地盤の傾きと
植生の影響を考慮する必要があることが分かった。

2.4.3.源頭部詳細測定の結果
図２-19に妙見崩壊地源頭部に対する詳細測定

（11月７日）結果の立面図と測点分布図を示す。直
立した壁面に細かい角度間隔で計測を行ったため、
詳細な形状を得ることが出来た。等Ｙ値線の混み合
った平坦部分は、亀裂によって分離した土塊の上部
に対応している。直線的に連続しているが、矢印で
示した点で亀裂が内部へ入り込み、それより前方の
土塊が不安定化していることが推測できる。なお、
計測は下方から見上げる形で実施しているため、平
坦部の上部には測点の空白域が生じている。
図2-20に、妙見源頭部に対する測定の12月と11

月の立面図の差分を色尺度で表したものに立面図
（黒色の等値線）を重ね合わせたものを示す。測定
データが少ない領域では差分量が大きく出てしまう
ので、黄色網で隠した。大局的に上部で赤色の領域
（11月に比べて12月のデータの方が手前側に求まっ
ている）が目立ち、特に平坦部（立面コンターが込
み入った部分）で線状に連続している。上部には植
生が残されており、その状態変化により測定距離が
系統的に変化した可能性と、全体として沈下もしく
は傾動したという２つの可能性が考えられる。対の
矢印で示した亀裂で分離された土塊部分には、土塊
の上部に地盤のへこみ、下部に地盤のはらみだしが
生じており、この土塊がこの期間中に変位している

様子が観察された。また、-85≦Ｘ≦-77、Ｙ≦62
の逆三角形型の岩塊（図2-15で白く輝いている部分）
で負の差分量が卓越しており、わずかに手前側に傾
動したか、沈下した可能性がある。遠距離からの計
測、計測毎に機材の設置場所が変わるために座標軸
の整合作業が必要であるという不利な条件ではあっ
たが、角度ステップを細かく計測することにより、
崩壊に至らない変形について計測ができた。

2.4.4.考察
（１）計測に要する時間に関して
計測の空間的分解能と時間的分解能の確保は、多

くの計測システムで相反する命題である。本手法を
現実的な監視手法とするためには、予想される現象
の速さに応じた所要時間で、計測・解析を繰り返す
必要がある。妙見崩壊地の全体計測では遅い機材を
用いたこともあり、非現実的な時間がかかった。ま
た、この時間内でも監視に十分な精度が得られず、
ｍ規模の土工の変形が捉えられる程度にとどまっ
た。近接から計測できれば、より精度が高く早い機
材を用いて詳細な計測が可能である。一方、その場
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図2-19 源頭部詳細計測の立面図とデータ点（11
月７日）

図2-20 源頭部詳細計測の立面差分図（11月７日
と12月７日の間）



合は逆に全体を計測することが難しくなる。妙見崩
壊地のような大規模崩壊に対しては、全体像を把握
するための計測と監視のための計測は分けて考える
必要がある。
精度を確保しつつ計測時間を短縮するためには、

計測範囲の絞り込みと、計測角度間隔の合理的管理
が必要である。計測範囲の絞り込みはどのような現
象を潜在的脅威とするかによって異なり、重要範囲
と非重要範囲の仕分けなど人的判断が必要とされる
と考えられる。計測角度間隔の管理については、デ
ータ密度や局所地盤形状に応じて、領域に応じて測
定角度間隔を変更することが有効であろう。

（２）崩壊前の土塊変位を検出する可能性について
源頭部に対する詳細測定は、人的判断から危険と

考えられる部分について実施したものである。１時
間程度の時間があれば、かなり離れた距離からでも
崩壊前の土塊の微少な変形状況を認識することが出
来た。近距離から高速の機材を用いれば、仕様上は
100分の１以下の時間で、より精度の高い計測が可
能である。
差分量の計測精度に影響を与える要素は、測定器

からみた地形の角度と植生の影響を受けるデータ密
度、計測角度間隔設定、今回の場合は座標整合作業
の誤差、の３つである。最後のものは、機材を設置
したまま繰り返し測定を行うという本来想定した利
用法であれば問題とはならない。また、計測角度の
大きさは、距離、機材の性能の制約が大きく、今回
は厳しい条件下で行われたものと考えている。以上
のことを考えると、地盤の崩壊前の変形を計測でき
る技術的可能性は示されたものと考える。

（３）今後の課題
植生により地盤からのデータが少ない領域や、測

定点からの視線に対して地形が急角度である場合、
データ密度不足のために見た目上の差分量が大きく
出やすいことが分かった。本研究ではそのような領
域は人為的に削除したが、理想的には、自動的に判
定し、解析と次回計測へ反映する仕組みが最善であ
る。適切なデータ密度は、求めたい差分量の精度と
の関連で決まるが、得られたデータ密度によって領
域内の差分量の信頼性を評価し、低い場合には解析
対象としない、又は次の計測ではその領域は細かく
計測する、などの手法があれば有効であろう。また、
保護すべき活動領域を指定した場合、そこへ到達し
うる土塊の発生範囲を逆解析することにより、詳細
に監視すべき領域を決定することができれば、より
迅速に計測が実施できるものと考えられる。これら
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図2-21 立面図上のメッシュ内にあるデータ数の
表示画面。0.1ｍメッシュ内に４点以上のデー
タがあるメッシュは白色で表示し、緑色と青
色はデータ数が不足しているメッシュ。

図2-22 立面図差分を監視中の画面。加波山のデ
ータを供試データとして利用した。

図2-23 立面差分図上の指定メッシュの変形量を
経時表示したもの。



の手法のアルゴリズムの構築には、実際の崩壊地へ
の適用事例の蓄積が不可欠であり、今後の検討課題
である。

2.5 第２章まとめ
本章では、レーザースキャナによる崩壊面の監視

にあたり、計測手法・解析手法を検討した。その結
果、提案した手法は、模型実験や自然斜面の人為的
崩壊実験、妙見崩壊地の源頭部詳細計測など、崩壊
長が10ｍ程度の規模であれば、変形領域の検知、
変形速度による危険度管理などの可能性があり、有
効であることが示された。測定された変形量から崩
壊時間予測を行うためには、スキャン回数（時間的
なデータ密度）を高くし、差分量が安定すること
（空間的なデータ密度）が必要であることが分かっ
た。
実際の複雑な地形形状の崩壊地に適応するために

は、データ密度管理と計測所要時間管理の二つの二
律相反に対する適切な解法が必要であることが分か
った。人命危険に直結する研究領域であり、今後、
事例を蓄積し、今回明らかになった個々の課題に対
して研究を進めていくことが必要である。
本研究の結果、レーザースキャナを用いた崩壊面

の変形計測システムについて、以下の通りのリアル
タイム監視システムを実現した。
１）対象をスキャンして、おおよその形状を測定し、
平面図を作成する。

２）平面図上で指定する任意の鉛直面に対して立面
図を作成する。

３）立面、平面図上で計測範囲を指定する。
４）立面図上で任意のメッシュサイズを指定し、メ
ッシュ内のデータ数を計算し、少ない部分を警
告表示する（図2-21）。

５）データ密度が低い領域や地形変化が大きな領域
に対しては計測角度ステップを小さくすること
が可能。

６）指定した範囲に対して指定した角度ステップで
計測を実施する。

７）立面図を作成する。作成にあたっては複数回の
測定を平均化する処理が可能とする。

８）初期測定に対する立面図差分を表示する（図2-
22）。

９）指定したメッシュの変形量を経時変化表示する
（図2-23）。
以上のプロセスを計測しながら実現しており、現

在消防研究所が所有するレーザースキャナで、約２
万点程度のデータ量であれば、１回の測定は２分程
度で実施でき、各回の解析は測定中に終了する。

第２章引用文献
１）文部科学省科学技術振興調整費「地震豪雨時の
高速長距離土砂流動現象の解明」プロジェクト
チーム（2004）：（ニュース）人工降雨による
現地崩壊実験成功、日本地すべり学会誌、第40
巻５号、pp.88-89．

２）Hirotaka Ochiai et al. (2004) : "A fuluidized
landslide on a natural slope by artificial rain-
fall", Landslides, Vol. 1, No. 3, pp. 211-219.

３）2005年地すべり学会シンポジウムにおける中
村浩之氏の発言

４）斉藤迪孝（1968）：第３次クリープによる斜
面崩壊時期の予知、地すべり（地すべり学会誌）、
第４巻３号、pp. 1-8．

＊本章の一部は消防研究所報告第100号に投稿し
た。
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3.1 観測の可能性の検証
地下水の湧出を考慮した地盤の熱環境のモデルを
図3-1に示す。地下深部には年間を通じてほとんど
温度の変化しない恒温層が存在する。地表では、日
射による加熱のほか、大気との温度差に比例した対
流伝熱が生じる。地表由来の温度変化は地下深部へ
向かって伝導される。
水みちが地下深部から地表へ通じていた場合、地
下水の移動に伴い熱が移流される。移流される熱量
は地下水の流速（流量）と水みち方向の温度勾配と
の積となる。そのため、地下水の流速によっては、
地表部が恒温層より低温の場合には水みち周囲の温
度が周辺地盤より高くなり、逆に地表が高温の場合
には水みち周囲が低温となる。また、地表に湧き出
した後の水によって熱量は斜面下方へ輸送される。
その他、放射による冷却や気化熱による冷却も存在
する。湧き出し量が少ない場合、例えば、湧き出し
点付近の地表面が湿っている程度で斜面上に流れが
ないような場合には、気化による冷却を無視し得な
い。本研究では、斜面の安定性に大きな影響を与え
ると考えられる程度の湧き出しを検討対象としてい
るため、湿潤斜面上を流下する程度の湧き出しを考
慮し、気化による冷却を無視したモデルを構築した。
なお、一般的な地下水温度領域では放射による冷却
は無視し得ると考えられる。
赤外画像装置により地下水の湧き出し点の観測が
可能であることを確認するため、単純な条件におけ
る赤外画像撮影を行った。撮影は2004年４月下旬
の石川県で行った。当日は日中気温が20℃を越え
る晴天で、撮影は夕方４時頃行った。撮影画像を図
3-2に示す。被写体は可視光写真Ａに示す通り、道
路の切り土のり面に厚層基材吹付が施工されたもの
である。人物の指さす点には穴が開いており、地下
水がにじみ出していた。近接から赤外画像を撮影し
た（Ｂ）。にじみ出している点には他の地盤より低
い温度で写っている。これは、地表が気温及び日射
のために昼間は暖められる一方、湧き出す地下水は、
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第３章　赤外画像による地下水湧き出し状況の遠隔観測に関する研究

第１章で述べたとおり、消防活動に対応する時間的・空間的スケールで斜面から湧き出す水を監視す
る機械的方法は現時点では実用化されていない。そこで、湧き出す水と地盤・空気との温度が一般的には
異なることを利用して、温度を用いて湧水場所、量を測定する手法について研究した。
人工降雨による自然斜面崩壊実験において、崩壊後の地盤温度を赤外画像装置で計測した。崩壊は地
表・大気より地下の温度が高い時期に発生したため、崩壊時に高温の地盤が露出した。その後冷却された
が、温度低下の遅い部分がみられた。地下水による深部からの熱の移流によるものと考えられた。その点
の周辺温度を見ると、崩壊直後に幅約１ｍでピークが発達し、36分後には幅約50cmとなった。また、数
値計算によって温度変化を再現し、流量と水みちの直径を逆解析するための検討を行った。

図3-2 道路法面からわき出す水周辺の赤外画像
上：人物が指さしている点から水が湧き出し
ている。下：湧き出し点周辺の赤外画像

図3-1 湧き出す地下水の温度モデル



それら地表起源の熱源に対する温度反応（この場合、
昇温）が遅い及び小さいことによる。また、わずか
ではあるが水みちから下方へ低温部が延びており、
湧出後の水の流下による下方への熱移流も観察でき
る。なお、この点の周辺でも同様の高さの位置に水
が湧出している点が断続的に複数存在していた。こ
れらの水が吹き付けた基材と地盤の間を流動してき
たものであれば、同じ高さから流出する可能性は低
い。背後地盤のある高さの不透水層上部から湧出し
ているものと推測される。

3.2 自然斜面崩壊実験後の崩壊面からの地下
水湧き出し状況の観測
3.2.1.観測方法
2.3.で概要を述べた茨城県加波山における自然斜
面崩壊実験の後、崩壊面から湧出する地下水状況を
遠隔観測した。崩壊後、土塊は流動化して流走し、
崩壊面は土がむき出しになった（一部にわらむしろ
が残った）。崩壊後しばらくは散水ノズルからわず
かではあるが水が垂れていた。実験斜面は午後に強
い太陽光を受けていた。崩壊時には実験斜面上部に
は太陽光があたっていたが、崩壊した部分は日陰に
なっていた。崩壊面は最大深度1.2ｍでまさ土中に
形成された。
赤外画像装置を設置したのは、実験斜面頂部から
水平距離約60ｍ（脚部から約40ｍ）離れた点であ
る。データは手動で不定期に記録した。装置の主な
仕様は表3-1の通りである。距離（代表値として50
ｍを採用）と視野角、画素数から計算されるおおよ
その空間分解能は、水平方向約0.074ｍ、鉛直方向
約0.085ｍとなる。
この装置の測定波長領域では地上における太陽の
放射照度が高く、直射日光が当たる部分ではその反
射の影響が強く出る可能性がある。但し、今回解析

の対象とする時間帯において、対象領域は日陰に入
っており直射日光を受けておらず、また、40分と
いう短い時間であるので、太陽光由来の赤外線量の
変化を考慮する必要はないものと考えた。そのほか、
今回の測定対象は飽和度の高いまさ土で放射率が高
いと考えられ、放射率を1.0（完全黒体）とした。

3.2.2.崩壊時の温度条件
加波山における崩壊実験の場合、崩壊時に露出す
る地盤は元々の地表温度とは異なっていたと考えら
れる。崩壊直後の面の温度として標準的な１ｍ深地
温１）を実験斜面について求めると、実験斜面（北
緯36度19分、標高約400ｍ）の11月においては約
14.5℃となる。斜面方位はおおよそ西向きでやや北
へ傾斜していることから、実際にはこの値よりも低
い可能性があるが、崩壊時の気温（約８℃）よりも
十分に高かったと判断できる。このことから、崩壊
後の温度変化としては以下のように推移すると考え
られる。崩壊直後、元々の地表よりも高い温度の崩
壊面が露出する。崩壊面は低温の空気によって地表
から冷却される。地下水が湧き出す水みち内部では
地下深部から地下水の移流によって熱が輸送され、
比較的高い温度となる。水みち周辺の地表の温度は
半径方向の熱伝導によって高くなる。一方、地表か
らの冷却は徐々に地下深部へ浸透するために、地表
に到達する地下水の温度は時間的に低下する。

3.2.3.計測結果と議論
（１）赤外画像の経時変化
図3-3に崩壊11分前から崩壊36分後までの赤外画
像の経時変化を示す。温度の色尺度は一連の画像の
中で統一してある。画像中には、金属製の散水管路
の影響を受けた縦及び横方向の線（日射を受けてい
る部分では高温、日陰部分では低温）が写っている
が、これらは地盤の温度ではないために除外して考
える。Ａ（崩壊の11分前の赤外画像）では、実験
斜面上部で高温となっている。これは直射日光を受
けている部分である。実際に温度が高かったことと、
日射由来の赤外線の反射という二つの影響であると
考えられる。日射のない斜面下部は低温に写ってい
る。崩壊直後（Ｂ、崩壊４秒後）には崩壊が発生し
た領域で崩壊前より高い温度が観測されている。比
較的高温の地下深部が露出した様子をとらえたもの
と考えられる。その後時間の経過と共に冷却されて
いく（Ｃ、崩壊16分後）が、Ｄ（崩壊36分後）に
見られるように、崩壊面中に比較的温度の高い領域
がいくつか残された。前章のモデルにおける地下水
の湧出点であると考えられる。
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表3-1 赤外画像装置の仕様

温度測定範囲 -10～200℃
最小検知温度差 0.1℃以下（30℃）
測定精度 ±1.0％
測定波長 ３～3.5μｍ
検出器 HgCdTe８素子電子冷却型
視野角 水平21.5゜×垂直21.5゜
フレーム時間 １/1.6秒
赤外画像画素数 水平255×垂直223
データ深度 12bits



（２）崩壊面の温度変化
図3-4に、崩壊面上の８点の温度の経時変化を示
した。各点の場所は同図の白黒画像（崩壊36分後
の赤外画像）に示した。点ａ、ｂは空が映っている
部分で、気温に対応する放射を表していると考えら
れる。それ以外の点は露出した崩壊面内の地点で、
ｃ、ｄ、ｇ、ｈは図3-3Ｄで高温が見られた領域、
ｅ、ｆは低温の領域から選んだ。
崩壊が発生したのは日没時の気温の低下時にあた
り、その様子があらわれている。崩壊面のうちｅ、
ｆという２点の温度は崩壊直後にはａ、ｂよりも高
いもののすぐに減少し、その後ａ、ｂと類似した温
度低下を示している。崩壊面のうち地下水の影響圏
にない部分では、対流伝熱による冷却が急速に進行
し、気温の影響を強く受けていることが分かる。
一方、他の点については、これらの点よりも高い
温度で推移している。崩壊後３分以内では、ほとん
ど冷却されていない。崩壊直後には地盤深部まで冷
却が伝導しておらず、地下水温が高いまま地表に到
達していることを反映しているものと考えられる。
その後、地盤への冷却の浸透に伴い地表に近い部分
から水みち内の地下水の温度も低下するために地表
の温度は低下するものの、その度合いは同じ時期の
ｅ、ｆの温度低下の度合いよりも遅い。高温部にお
いても対流伝熱による冷却を受けるものの、地下水
による熱移流により、冷却が遅いことを反映してい
る。
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図3-3 自然斜面崩壊実験前後の赤外画像の変化
Ａ：崩壊前11分、Ｂ：崩壊直後
Ｃ：崩壊後16分、Ｄ：崩壊後36分

図3-4 崩壊後の崩壊面の温度変化　各点の場所は
白黒画像に示した。



（３）高温域周辺の温度場
図3-5に高温域ｇ周辺の温度場の横断形状の経時
変化を示す。なお、横軸の縦断距離は、計器の視野
角と画素数及び計器と対象との距離から求めたもの
である。崩壊から約２分後までは崩壊直後（４秒後）
よりも中央付近のピークが成長している。地下水に
よる熱の移流は地下水流速と流速方向の温度勾配の
積である。崩壊直後にピークが発達する機構として
は、崩壊による除荷と境界条件の変化によって水み
ちの流速が増加した結果、熱の移流が多くなったと
いう機構が考えられる。
その後、全体として温度が低下しているが、23
分後では、中央付近で崩壊直後と同じ程度の温度で
あるのに対し、周囲で崩壊直後よりも温度が下がっ
ており、高温部が顕著となっている。このとき±
0.5ｍの範囲ではおおよそ左右対称と言えそうであ
る。この程度の範囲で解析をすれば地下水の湧出量
などの解析が可能であると推測される。36分後の
計測ではピーク部でも温度が低下しているが、約
0.5ｍの幅で周囲より約1.5℃温度が高い高原状の形
状が見られる。粗い評価であるがｇ点の水みちの半
径としてはこの程度の直径を考慮すればよいと考え
られる。
なお、より広い範囲を見た場合、ピークの形状は、
単純なモデルから想像される左右対称ではなく非対
称である。とくに右側で著しく温度が低くなってい
る。これは散水管路の影響及び実験斜面側部に地下
深部まで打設した鉄板の影響などの誤差要因が考え
られる。

図3-6に高温域ｇ周辺の温度場の縦断形状の経時
変化を示す。横断形状と同様、ピークの周辺では崩
壊直後から２分後の間に温度が上昇しているが、ｇ
を離れると小さくなり、特に上流側で小さい傾向が
ある。湧出部より下流側には地表流による熱輸送が
あることを反映していると考えられる。上流側に温
度が著しく低い箇所があるが、散水管路の影響を受
けた箇所である。それよりも上流と高温部との間の
温度差は断面図で見たのと同様約1.5℃である。下
流側では湧き出した後の地表流によって斜面下部ま
で高い温度を維持している。この湧出点の場合、こ
の距離領域では冷却よりも地表流による熱の輸送の
方が優勢である。

3.2.4.まとめと考察
以上のように斜面崩壊後の露出した崩壊面から地
下水が湧き出している場合、地下水による熱の移流
によって、湧水地点の場所や規模について温度の遠
隔観測から同定できることがわかった。崩壊後時間
が経過した場合、地表からの温度浸透が地下深部ま
で及んだ場合には、地表に流出する地下水温度は地
表と同じ程度になる可能性もある。
次の段階としては、外気温の変化による地温及び
湧き出し水の温度変化に対して、わき出し量の変化
による湧き出し水の温度変化が感知できるかどう
か、熱画像から逆解析するためにはどのような点に
着目すべきかについて検討を行う必要がある。
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図3-6 崩壊後の温度場の縦断形状図3-5 崩壊後の温度場の横断形状



3.3 数値計算による再現
本節では、物性値等を変更できる数値計算によっ
て、流量等を観測結果から求めるために必要なデー
タの解析法について検討を行う。

3.3.1.計算方法
計算にあたっては、（株）計算力学研究センター
製の有限要素法MACSを用いた。このソフトウェア
はコンクリートのパイプ・クーリングの影響を評価
するためのもので、本研究では地下水を、パイプ内
に流れる水流として扱った。
計算に用いたパラメタは表3-2の通り。地盤の熱
伝導率は文献２）において含水率の高い砂の代表値
と花崗岩の下限値が一致していたため、その値を採
用した。地盤と大気の間の熱伝達率については文献
３）に記載された式を用いて求めた。なお、地下水
と地盤の間の熱伝達率には既往研究が見あたらない
ため、パイプ・クーリングのモデル式をそのまま用
い、流速の平均値を代入して求めた。
水みちは複数のパイプと地盤要素の集合体として
モデル化した。水みちを地表に垂直に地面に刺さっ
た円筒（ここでは直径50cmとした）と想定し、パ
イプ群をその円筒内の地盤要素メッシュに沿って配
置した。円筒内及び円筒外周の接点において、地盤
要素とパイプ要素は熱伝達を計算する。流量は毎分
２リットルと10リットルの２つの場合を想定（流
速にして0.017cm/secと0.084cm/secに相当）し、
各パイプに等分した。また、地下水が地表から湧き
出した後に斜面下方へ流下することを再現するため
に、パイプ群は地表に到達後、地表にそって最大傾
斜方向へ向けて配置した。
図3-7に計算モデルを示す。モデルは一辺が10m
の立方体とした。モデルは水みちの中心軸と斜面の
最大傾斜軸が含まれる面で面対称であるので、その
面を断熱境界とした半分のモデルで計算を実施し
た。図はその面で切断して表示したものである。図
中着色された菱形の記号と線で描かれているのが配
置されたパイプ群である。地下から地上への水みち
及び地表の流路に相当する。パイプには一定流量で
水が流れ、菱形記号で示された節点で地盤と熱伝達
を計算する。
初期温度は大気を９℃、地下５ｍで14℃（固定）
として解析を実施し、初期温度分布を決めた。その

後、地盤が露出したことを想定して気温を５℃へ
0.2時間の間に下げた。この温度設定は加波山の実
験を考慮して決定した。計算ステップは0.1時間と
した。

3.3.2.計算結果
図3-8に、崩壊から0.8時間後の地表及び中心縦断
面の温度分布を示す。地盤深部から水みちに沿って
温度が高い領域が上昇しており、地下水による熱の
移流が再現されている。流量10ｌ/min.の方が２ｌ
/min.の場合より熱の輸送量が大きく、地表の温度
分布にもその差が現れている。この程度の流量の差
であれば、数値計算上は地表の温度分布が異なるこ
とが期待される。
図3-9に湧き出し口中心を通る斜面横断方向の温
度場を示す。横断距離で250mm以下の水みちの範
囲で温度が高く、ピークの高さはほとんど変化せず、
周辺部が冷却されている。自然斜面崩壊実験ではピ
ークの高さも低くなっているが、この数値計算では
それは再現されなかった。原因としては、実験の場
合には地下水の流出量が減少した可能性があるこ
と、数値計算で採用した地盤と地下水の間の熱伝達
係数が、実際よりも低いという２つの可能性が考え
られる。計算で用いた熱伝達係数は、パイプ内を水
が流れ、管路と地盤の間で熱が伝達される条件で求
められているが、水みちは多孔質内部を水が流れる
ため、乱流が生じて熱伝達係数がより大きな値とな
っている可能性がある。今後より詳細な検討が必要
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表3-2 計算に用いたパラメタ
地盤の熱伝導率 密度 比熱 地下水と地盤の熱伝達率 地表と大気の間の熱伝達率

2 W/m℃ 2.5g/cm3 0.6J/kg℃ 50W/m2℃ 13 W/m2℃

図3-7 計算モデル　面対称立方体を対称面で半分
に切ったもの。着色した線は地下からの地下
水流出経路と地表の流路を再現したパイプ。



である。
図3-10に、湧き出し口の中心軸を通る斜面の縦断
方向の温度場の形状を示す。水みちで温度があがっ
ており、流下に伴い冷却されている。冷却の度合い
は流量が少ない方が顕著である。地下から地表まで
の水みちの直接の影響を受けにくいと考えられる距
離においても流量が少ない方が冷却の度合いが強
く、流量を熱画像から逆解析する上で利用すること
ができると考えられる。

3.3.3.考察
地表の温度分布測定結果から地下水の湧き出し量
を求めるためには、計算に用いた諸パラメタ（表3-
2に示したもの及び深部温度、大気温度、水みちの
直径）を現地で推定する必要がある。大気温度は観
測値を用い、深部温度には経験式がある。大気と地
盤の熱伝達率は風速の観測ができれば推定ができ
る。比熱及び密度は標準的なものを利用することが
現実的であろう。問題となるのは、地下水と地盤の
間の熱伝達率と地盤の熱伝導率、水みちの直径であ
る。前者については流速の関数である可能性が高く、
実験式等を求める基礎的な研究が必要であろう。地
盤の熱伝導率については、地下水の影響のない領域
の温度変化と気温の変化を解析することにより解析
できないか検討中である。水みちの径と流量は地表
の温度から求める際に分離が難しいと考えられる。
今回の数値計算結果では、地表流になってからの流
下中の温度場の縦断形状に対して流量の影響が大き

24

図3-8 崩壊後0.8時間経過したときの温度分布図　左：流量10リットル／分、右：流量２リットル／分
立方体モデルを対称面で切断して図化した。

図3-9 水みち中心軸を通る横断断面上の温度場の
形状と変化。上：10リットル／分の場合
下：２リットル／分の場合



いことが明らかになった。水みちの直径の影響を受
けにくい流路部分の温度場の縦断形状から流量を求
め、水みち周辺の温度場の横断形状から水みちの直
径を求めることを今後の研究課題としたい。

3.4 第３章まとめ
本章では露出した地盤から流出する地下水につい
て、地表の温度分布状況からその湧き出し位置、流
量等の遠隔観測が可能かどうか、実測及び数値計算
によって検討した。地下水の湧き出しに起因する温
度変化は観測可能であることが実証された。数値計
算の結果、観測結果から流量を解析する為の手がか
りを得ることができた。計算に用いるパラメタの同
定法の検討と、流量を求めるための解析アルゴリズ
ムの検討については今後の研究課題としたい。

第３章引用文献
１）竹内篤雄（1996）：「温度測定による流動地
下水調査法」、古今書房、ISBN4-7722-1850-5．

２）石原研而：「土質力学」、丸善株式会社、
ISBN4-621-03299-2.

３）佐藤英明、佐谷靖郎（1986）：マスコンクリ
ートにおけるパイプクーリング効果に関する研
究、土木学会論文集、第372号/V-5、pp.111-
120.

＊本章の一部は日本地すべり学会誌第42巻１号に
掲載された。
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図3-10 水みち中心軸を通る縦断断面上の温度場
の形状と変化。上：10リットル／分の場合
下：２リットル／分の場合



4.1 はじめに
2004年10月23日に発生した新潟県中越地震によ

って、長岡市妙見地内において大規模な斜面崩壊
が発生した。崩壊は信濃川沿いに走る道路を破壊
した。発災３日後、行方不明の車両が埋まってい
ることが発見され、救助活動が実施された。およ
そ１日間の活動は、様々な関係機関の連携により
実施され、残念ながら１名の方の遺体を残して救
助隊は撤退することとなったが、２名を救出（１
名は搬送先で死亡確認）して終了した。
救助活動にあたっては、強い余震が続く中での

崩壊跡地という環境下で行われたため、安全確保
が重要な要素であった。活動者に１名のけが人も
出さずに終了したことは評価されるべきであろう。
本活動について、新潟県及び内閣府によって策

定された実施体制として安全確認は独立行政法人
土木研究所が担当され、ヘリコプターによる詳細
な視察及び現地踏査によって、災害発生シナリオ
とその可能性、回避・軽減化方策が活動各隊へ提
示された。また、長時間にわたって現地で助言、
安全管理にあたられたことは、活動に当たった隊
員により高く評価されている１）。
筆者は緊急消防援助隊の技術支援にあたるため

に小千谷地域消防本部に派遣されており、今回の
活動においては前進指揮所へ派遣され、土木研究
所が未明に撤収した後に活動現場へ入った。本稿
は、今回の活動について筆者が知り得たことにつ
いて記録するとともに、緊急対応時に有益な技術
支援のあり方について考えを述べる。

4.2 妙見における救助活動の概要
発災直後より、妙見の崩壊地（図4-1）について

は車両が埋まっているとの連絡があり、長岡市消
防本部、小千谷地域消防本部、新潟県内からの応
援隊などによりたびたび調査されていたが、当該
車両については発見できていなかった。26日に警
察がヘリコプターから詳細な調査を行い、車両を
発見・確認した２）。県警の調査結果をうけて新潟
県知事は、救助活動の可能性について消防、警察、

自衛隊に打診、いずれも、斜面の状態に懸念を表
明する。これをうけて知事は内閣府へ協力を要請
し、内閣府から国土交通省、土木研究所に知事へ
の協力要請がなされた。また、消防庁では実施部
隊の中核として、緊急消防援助隊の枠組みで、東
京消防庁へ特別機動救助隊派遣を要請した。
この活動には消防機関（地元消防本部（長岡市、

小千谷地域）・航空隊、県内応援隊、緊急消防援
助隊（仙台市、東京消防庁、長野県隊、栃木県隊、
茨城県隊、千葉県隊））、警察救助隊、自衛隊専門
官（医官、救護、救助）、新潟県庁、内閣府、土木
研究所が参加した。本章末尾に救助活動に関する
経過をまとめた。
活動において最も鍵であったのは、当然である

が安全確保策である（次章）。また、救助工作活動
においては、乱雑に堆積した不規則形状の人工構
造物や岩塊の均衡を崩さずに、救助作業のための
空間をいかに確保するかが困難であった。特に堆
積物深くへ作業領域が進展した活動後半には、狭
い空間内での障害物除去が主な活動となり、資機
材等が利用できず、救急隊から借りたはさみなど
手工具に頼った厳しい手作業を時間をかけて実施
することになった。最終的には消防的な手段によ
る救助作業の継続は困難と判断され、無人化施工
システムを含む重機を導入した作業となった。
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第４章　中越地震により発生した妙見崩壊地での救助活動に関する記録と消防活動現場
における技術支援に関する考察

図4-1 妙見崩壊地　白矢印で示したのが救助現場



4.3 安全のためになされたこと
安全確認の任務を付与されたのは土木研究所で

あり、現地においてヘリコプターからの偵察と現
地踏査の上、消防隊員へ、活動に与える危険要因
及びそれへの回避低減策を説明された。
危険因子としては以下が提示された。

(1)源頭部に亀裂を生じて残っている土塊（図4-2）
の崩落

(2)活動地点のすぐ上の斜面の壁面に亀裂を生じて
残っている土塊（図4-3）の崩落

(3)活動地点周辺における落石・落盤等（図4-4）
(4)全体が地すべり的に活動するような崩壊の拡大
(1)については、源頭部直下に大きな平坦部があ

る（図4-5）ために、活動地点まで岩塊が到来する
可能性は低く、到達しても粉砕された石が飛散し
てくるものと考えられた。そのため、崩落が覚知
された場合は物陰に隠れることで回避でき、待避
場所と経路について、活動地点ごとに設定された。
活動現場からは源頭部が見えないため、後背斜面
へ監視にあたる隊員が２名×２班派遣された。
(2)については回避が困難で危険性が高く、活動

地点直上に複数の監視員を配置して監視すること
とした。発生要因としては余震が最も可能性が高
いため、余震時には待避場所まで待避することが
決められた。
(3)については、活動上の注意と余震時の待避に

より軽減化することとなった。また、要救助者へ
の接近にあたっては、各岩石が移動可能であるか
どうかの判断が求められた。
(4)については後背斜面に変状が見られず、岩盤

が砂質であり、風化の急速な促進も考えにくいこ
とから可能性は低いものと判断され、(1)の枠内で
制御できるものと考えられた。
以上の分析内容について詳細な説明が隊員に対

してなされた。その説明はわかりやすく、現場の
隊員によって高く評価された。不安心理が作業の
正確性に与える影響を考えれば、この分析と説明
が作業の安全性に果たした役割は、直接的な効果
とともに間接的な効果も非常に大きかったと考え
られる。
実際には活動が長期化するに従い、安心感が蔓

延し、余震時にも待避がなされないなどの「活動
慣れ」を生じ、懸念を示す隊長もいた。また、当
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図4-2 対岸から見た妙見崩壊地と源頭部の状況。

図4-3 活動地点直上部にあった急崖とそれを監視
する救助隊員。この急崖の上に平坦地があり
さらに上部（見えない）に源頭部が位置する。

図4-4 救助地点を下方から撮った写真。乱雑に堆
積した岩塊上での活動であった。



初想定していなかった夜間にまで活動が及んだめ、
上部監視員は夕暮れ時に引き上げられ、源頭部へ
の監視は実際には途中で打ち切られた形となった。

4.4 緊急対応における技術支援に関する考察
4.4.1判断材料の創出とその課題
今回の活動では、当初これほど長期にわたると

いう予測が立っていなかったため、伸縮計の設置
等の機材による監視手段はとられなかった。また、
消防研究所では、前日に遠距離型の機材を用いた
地形計測を実施していたが、当該機材はちょうど
返却途上にあり、活動に間に合わせることができ
なかった（図4-5はその結果から求めたもの）。源
頭部等不安定土塊に対する監視が行き届かない状
況での活動において、迅速で遠隔計測できる手法
の必要性を強く感じた。
活動の後半には、先に述べたように乱雑に堆積

した堆積物の除去作業が課題となった。対象とな
る空間を崩壊させないように岩塊を取り除くのは
大変難しい作業であり、不可視な地下情報につい
て、ある程度勘を働かせながら評価していかなけ
ればならならなかった。例えば、尼崎における列
車災害においても、進入経路の確保が問題になっ
たとも聞く。救助のための空間をいかに確保する
かという問題は、土砂災害に限らず多くの災害に
共通的な課題であると考えられえる。狭隘空間内
径の監視システムや乱雑な堆積物の堆積関係の推
定に関する技術開発などは、今後の研究課題であ
ると考えている。
今回の活動では地形の把握はヘリコプターから

の目視により行われた。迅速に地形図を作成する
ことは難しいが、公共座標系との整合を必要とせ
ず、限られた範囲での地形図作成が出来れば、作
業の検討等で役に立ったと思われる。図4-6に航空
機レーザー測量による地形図を示す。活動地点
（Ａ）と源頭部不安定土塊（Ｃ）の間の平坦部や、
活動地点上部の急崖（Ｂ）などが確認できる。こ
のようなデータが活動時に入手可能であるかどう
かは場合によるが、判断材料となるものを探す努
力をすることは重要であり、支援技術者には多少
の厚かましさも必要であろうと考える。

4.4.2.技術支援のあり方に関して
筆者はある作業について、このようにして良い

か、と聞かれた際に、その作業の及ぼす影響につ
いて、いくつかの可能性が考えられ、これらにつ
いて自信を持って安全化策を提示することができ
ず、「難しい」という保守的な判断をした。その判
断について、聞かれた消防隊員が、「保守的になる
ことは当然です」と言ってくださったことが大変
ありがたかった。
消防活動においては多くの場合、100％安全な条

件では実施できない。技術的判断は、「その技術者
が安全であると自信を持って考えている」ことは
言えても、自然現象として100％安全であるという
ことはあり得ない。この意味で、技術的判断は、
入手可能な情報から導き出される一つの判断にす
ぎず、ある程度主観的にならざるを得ない。その
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図4-6 航空機レーザー計測による地形図（アジア
航測作成）。Ａ：活動現場、Ｂ：監視対象の急
崖、Ｃ：源頭部不安定土塊

図4-5 活動地点を含む断面図。源頭部岩塊は崩落
しても下部の平坦地で破砕されると想定され
た。10月26日測定データより作成。



上で客観性をなるべく確保するためには、純粋に
技術的な情報だけを判断材料とすることが必要で
ある。そのためには、活動全体に対する判断とは
独立に、技術的判断がなされるべきであると考え
られる。例えば先の例でいれば、「活動を速やかに
完了しなければならない」というプレッシャーが
筆者にかかっていれば、保守的な判断はためらわ
れたかもしれない。
妙見の活動における土木研究所による安全確保

策が高く評価されているのは、4.3で述べたように、
技術者の判定した根拠を示した上で分析結果を示
し、その回避・軽減化策を示すとともに、活動現
場での助言を惜しまなかったことにあると考えら
れる。災害現状において技術者が貢献できること
は、以下のようにまとめられると思われる。
（１）発生しうる現象のリストアップ
（２）それらの発生確率に対する評価
（３）それらが発生した場合の影響評価
（４）回避・軽減化策の提案
（５）それぞれの判断の根拠の提示
（６）状況が許せば現場における助言
今回の事例についてまとめると表4-1のようにな

る（この表は現地における土木研究所の説明を元
に筆者が勝手に作成したものであり、誤りの責任
は筆者にある）。
このような活動を実現するためには、必要な情

報の入手能力（現地での調査能力）と、少ない情
報で判断できるだけの知識と経験が必要である。
時間的・空間的な余裕のない状況では、（２）や
（３）の評価は定性的、経験的なものにならざるを
得ない。今後どのような技術が開発されるにせよ、

完全に事態を把握することが困難な緊急対応期に
おける危険作業に対する専門家の支援は、学問的
知見に基づく想像力と経験以外に頼るものがない。
データが完全でなくとも、専門家として十分に納
得いく判断が下せるまで調査を行い、それを活動
隊員へ伝える作業は、一朝一夕で体得できる、あ
るいは情報通信技術の発達によって省力化できる
ものとは考えられない。そのための人材確保が重
要であると考えられる。

4.5 おわりに
今回の活動では目視に頼った監視や評価作業と

なった。最終的な判断は属人的なものではあるが、
その材料として客観的な情報があれば役に立つで
あろう事を痛感し、研究課題の妥当性を確認した。
また、開発した手法は直接的に人命に関わるため、
その信頼性の確保が重要であることを痛感した。
1986年９月14日長野県西部地震を端緒として大

規模災害時のアドバイザー制度が社団法人全国防
災協会に制定された３）。近年では、県災害対策本
部では地元大学等の支援がいち早く得られるよう
になっており、災害制御に役立っていると考えら
れる。このようなボランティアベースの技術支援
者に危険区域に立ち入ってもらうことが出来るか
どうかは議論が分かれるであろう。個別災害現場
への対応が必要な消防や市町村へ今後支援の拡が
りがあることが望まれ、その観点から制度的な整
備が必要かもしれない。
末筆ながら今回の災害で被災された方々及びご

家族の方々にお見舞い申し上げます。
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危険因子 可能性（判断根拠） 危険性（判断根拠） 回避・軽減化策

大規模な拡大 とても低い（大規模亀裂
が無い）、地質

高い 現地指揮所から全体に対
する監視

源頭部の不安定土塊の崩
落

低い（余震履歴）、地質 低い（直下の平坦部で破
砕）

落石に対する回避指針、
源頭部監視員の派遣

活動現場直上の崖の崩落 低い（余震履歴、落石痕
跡がない）

高い（直撃しうる） 活動現場上部及び下部か
ら監視

現場周辺の不安定化 余震、活動により発生し
うる

現地での助言、余震時の
待避指針

表4-1 妙見における活動の安全管理策
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2004年10月23日17:56発災（長岡市震度６弱）
10月26日昼頃警察がヘリコプター偵察で対象車両
を発見。

同日夜　県知事による検討。内閣府へ全面的な協力
を要請。国土交通省、独立行政法人土木研究所
に知事への協力を要請。消防庁では緊急消防援
助隊の枠組みで東京消防庁へ救助隊派遣を要請。

10月27日
４時頃　県庁から小千谷地域消防本部へ活動方針の
伝達：行方不明者３名、安全確認土木研究所、
活動の主力は東京消防庁救助隊に緊援隊で現地
にいる救助隊、県警から救助犬、自衛隊から医
官の派遣有り、とのこと。

07:30 長岡市消防本部指揮隊が小千谷地域消防本
部へ。活動に関する打ち合わせ。

09:20 東京消防庁救助隊が小千谷地域消防本部に
到着。

10:00 消防隊が小千谷地域消防本部を出発。
10:25 余震（震度５強）
10:35 消防隊が部署完了。上流側に前進指揮所、
長岡市、小千谷地域、仙台市、新潟市、東京消
防庁、長野県隊。下流側に栃木県隊（万一の場
合への備え）。

12:00 土木研究所が飛来、上空偵察。
12:15 土木研究所による説明と活動方針の検討。
12:50 上部監視員４人（東消）が斜面登攀開始。
13:17 警察救助犬到着
13:23 進入開始（東消５、土研３，県警３）
13:44 「現着」
13:49 「人の声が聞こえるような気がするんです
よ」→サイレントタイムの要求

13:50 「呼びかけ反応有り」
13:53 長野県隊より救急隊員派遣

13:55 自衛隊医官、救助、看護隊員派遣
14:00 長野県隊より救助隊３隊派遣
14:05 新潟県隊より救助隊派遣
14:12 残存部隊に要救助者収容準備指令（はしご
クレーン構築、足場板搬入等）

14:39 「男児１名救出、意識明瞭」
14:53 新潟県消防防災ヘリに男児を収容、長岡防
災へリポートへ

15:05 「要救助者発見できず」
15:10 警察救助犬撤退
15:18 「女性１名発見」
15:40 群馬県警察救助隊12名投入
16:48 女性救出
16:55 東京消防庁ヘリに収容、長岡防災へリポー
トへ。

17:30 「１名発見」
17:40 隊員の疲労が激しく態勢の再構築を決定、
一時前線本部へ撤収。新潟県副知事へ投光機の
要請。→非常に多数の照明車が展開。

19:46 活動再開。全ての救助隊を投入し、現地で
輪番で作業にあたる。

20:22 フロントガラスはずれる。
22:15 活動の長期化に備え、５班に救助隊を編成
して輪番を組む。１班２時間の活動。

10月28日
00:00 長野県隊１次隊が撤収し２次隊が展開。
04:00 土木研究所撤退。消防研究所が現場へ。
04:10 緊急消防援助隊茨城県隊到着
06:00 同栃木県隊撤退
08:30 救助地点における活動方針の打ち合わせ
10:20 千葉県隊活動開始
12:20 県警鑑識官、新潟大医学部医師が死亡確認
13:24 長岡市長より救助活動の撤収命令

救助活動の経過
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おわりに

本研究課題では、変形計測技術の開発については、レーザースキャナを用いた監視システム
の開発まで到達した。今後、監視から危険度評価へ到達するために、崩壊時間予測のアルゴリ
ズムの構築、変形量から崩壊深を予想する手法の開発などが課題である。また、赤外画像によ
る地下水湧き出し状況の監視については、観測の可能性や解析の為の基本的な着眼点の発見に
とどまった。今後具体的に湧き出し量を逆算するアルゴリズムの開発が急務である。いずれの
技術も新しいものであり、今後事例の蓄積を重ねて信頼性を向上させるとともに、観測された
現象から得られる知識の探求に努めたい。

本研究の一部は、（独）防災科学技術研究所との共同研究で実施した。同研究所総合防災研
究部門の福囿輝旗氏には大変お世話になった。（独）森林総合研究所治山研究室の落合博貴氏
には自然斜面崩壊実験の観測の機会を頂き、様々な便宜を図って頂いた。同室岡田康彦氏には
様々な場所で議論を頂いた。（株）数理設計研究所名倉裕氏には計測機の特性や制御に関する
ノウハウを教えて頂いた。測定中における氏との議論は大変有益であった。（株）神陽技研竹
内篤雄先生（元京都大学防災研究所）には数々の資料の提供とご助言を頂いた。消防研究所外
部評価委員会から頂いた様々な指摘・意見は課題遂行者にとって大変刺激となった。以上の
方々に厚く御礼申し上げる。本研究の一部は、文部科学省振興調整費「平成16年（2004年）
新潟県中越地震に関する緊急研究」によった。

消防研究所　防災研究グループ　新井場公徳
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付録　データ集　核実験の平面差分図、立面差分図図と加波山実験時の赤外画像を収録する。
実験１　平面差分図　１／２
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実験１　平面差分図　２／２
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実験１　立面差分図　１／１
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実験２　平面差分図　１／４
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実験２　平面差分図　２／４
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実験２　平面差分図　３／４
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実験２　平面差分図　４／４
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実験２　立面差分図　１／３
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実験２　立面差分図　２／３
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実験２　立面差分図　３／３
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実験３　平面差分図　１／２
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実験３　平面差分図　２／２
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実験３　立面差分図　１／２
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実験３　立面差分図　２／２
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加波山実験　平面差分図　１／４
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加波山実験　平面差分図　２／４
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加波山実験　平面差分図　３／４
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加波山実験　平面差分図　４／４
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加波山実験　立面差分図　１／４



51

加波山実験　立面差分図　２／４
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加波山実験　立面差分図　３／４
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加波山実験　立面差分図　４／４
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22 パソコンを用いた林野火災の拡大予測に関する研究 H2. 3
23 早期津波予測システムに関する資料 H3. 3
24 火災規模の防炎効果に及ぼす影響に関する研究 H3. 3
25 火災性状把握システムに関する研究 その 1－非火災報データベースに関する共同研究報告書 H3. 3
26 火災性状把握システムに関する研究 その 2－火災性状把握システムの試作に関する共同研究報告
書

H3. 3

27 防炎物品等を含む火災における発生ガスの毒性に関する研究 H5. 3
28 火災性状把握システムに関する研究（2 次） 実用化をめざしたシステムの改良に関する共同研究
報告書

H5. 3

29 地下利用の特殊空間内における火災性状に関する研究報告書 H6. 3
30 大火源燃焼試験方法によるカーテンの燃焼性評価に関する研究報告書 H7. 3
31 阪神・淡路大震災における石油タンクの座屈強度に関する調査研究報告書 H8. 3
32 ISO 6941 による収縮性、溶融性繊維の燃焼性評価に関する研究報告書 H8. 3
33 平成 5年 8月 6日鹿児島豪雨災害時における鹿児島市民の災害時の行動に関する調査報告書 H8. 3
34 火災性状把握避難誘導システムに関する研究（その 1 試作システムの概要） H8. 3
35 火災性状把握避難誘導システムに関する研究（その 2 試作システムのソフトリフト） H8. 3
36 地下施設における火災の特性に関する研究報告書
その 1 地下施設の利用状況に関する調査研究
その 2 深層地下駐車場模型内における機械排煙時の煙流動特性に関する実験的研究

H9. 3

37 コーンカロリメーターによる防炎材料の燃焼性状に関する研究報告書 H9. 3
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号数 題 名 年月日
38 地下施設における火災の特性に関する研究報告書
その 3 深層地下駐車場模型内における無排煙状況下の火災特性に関する実験的研究

H9. 3

39 少量水による延焼阻止技術の開発に関する研究報告書 H9.12
40 被害情報の早期収集システムに関する研究 H10. 3
41 照明灯による舞台幕の着火・燃焼性状に関する実験的研究報告書 H10. 3
42 市街地火災時の空中消火による延焼阻止効果に関する研究報告書 H10. 3
43 実大規模でのカーテン類の燃焼性状に関する実験的研究報告書 H11. 3
44 大震火災時における地域防災活動拠点の安全性確保に関する研究報告書 H11. 3
45 市街地火災時における空中消火の延焼阻止効果に関する研究報告書 H11. 3
46 大規模石油タンクの燃焼に関する研究報告書 H11. 9
47 プラスチックパレットの難燃化とその燃焼性に関する研究報告書 H12. 3
48 市街地火災時の空中消火による火災抑止効果に関する研究報告書 H12. 3
49 文化財建造物等の防炎対策に関する研究報告書（その 1） H12. 3
50 地下施設における消防活動のための加圧防排煙実験 その１ 中型基本地下模型を用いた加圧防
排煙実験

H13. 3

51 地下施設における消防活動のための加圧防排煙実験 その 2 小型基本地下模型を用いた加圧防排
煙実験

H13. 3

52 AE 法による石油タンク底部の腐食モニタリング技術に関する共同研究報告書 H13. 8
53 文化財建造物等の防炎対策に関する研究報告書（その 2） H13. 9
54 煙量を減少させる添加剤を含む可燃性液体の燃焼性状に関する研究報告書 H14. 2
55 AE 法による工水タンク底部の腐食および漏洩のモニタリング技術に関する共同研究報告書 H14. 3
56 水による固体可燃物火災の消火と延焼阻止の機構に関する研究報告書 H14.10
57 実大規模燃焼実験による難燃杉材の燃焼性状に関する研究報告書 H14.10
58 動物性飼料の自然発火に関する研究報告書 H15.3
59 ウォーターミストの消火機構と有効な適用方法に関する研究報告書 分冊 1 H15.3
60 ウォーターミストの消火機構と有効な適用方法に関する研究報告書 分冊 2 -小中規模閉空間に
おけるウォーターミストの消火性能-

H15.3

61 ヒドロキシルアミン及びその塩類の危険物性に関する研究報告書 H15.11
62 消防用防火服の耐熱性能の評価に関する研究報告書 H16.1
63 林野火災の発生危険度と拡大を予測するシステムの開発に関する研究報告書 H16.3
64 消防用防火服の快適性能、機能性能の評価に関する研究報告書 H16.6
65 ＡＥ法による石油タンク底部の腐食劣化評価に関する共同研究 -平成 15年度共同研究報告書- H16.6

66 地下鉄火災における駅構内の煙流動シミュレーションに関する研究報告書－韓国大邱市の地下鉄
中央駅の場合－

H17.3

67 救急対応の実情に関する調査報告書－救急対応に関するアンケート調査結果－ H17.3
68 消防用防火服の総合的な評価手法に関する研究報告書 H17.7
69 平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震被害および消防活動に関する調査報告書 H17.9
70 斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測手法に関する研究報告書 H18.3
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