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1.はじめに 
近年、山地流域において、音響法を利用したハイドロフォンによる掃流砂観測が全国の直轄砂防事務所で進めら

れている。この掃流砂観測の実施においては、「山地河道における流砂水文観測の手引き（案）」1)によって標準的

な手法等が取りまとめられ、さらに観測による成果が砂防学会等で発表されつつある 2)。しかし、ハイドロフォン

の計測値には、複数の土粒子の衝突音が干渉して検出できなくなる現象（検出率の低下）6)と土粒子がハイドロフ

ォンを飛び越えて衝突しない現象（衝突率の低下）3)4)が含まれており、これらの現象を評価して補正することが現

在の課題となっている。 

前者の課題については既往研究等 6)により研究が進められているが、後者の衝突率についての検討事例が少ない

状況にある。本研究は後者に衝突率について水路実験を実施して検討を行ったものである。また、ハイドロフォン

の粒径の検出限界についても検討を行った。 

2.実験の概要と結果 
2.1 実験施設と実施ケース 
検討は、ハイドロフォンを設置した実験水

路を使用して実験を行い、結果の分析を行うこ

とにより実施した。このときに、ハイドロフォ

ンの設置方法を現地観測での設置状況と同じ

となるように留意した。 

実験水路は、水路幅 80cm（通水部 65cm），

水路長 8.0m，水路勾配 i=1～5°，粗度係

数 0.027（粗砂張付け）を使用し、ハイド

ロフォンを下端から 2.5m の位置に設置した。 

実験ケースは、土砂の粒径（3～16mm）、水路勾配（1～5°）、流

量（20～80 リットル/s）、供給土砂量（200～2000cm3）を変化させ

て６１ケースを実施した。また、礫１粒子の衝突時のハイドロフォ

ン特性を調べるために個別衝突ケースとして粒径（2.5,6,10,16mm）

の４種類について各５粒子ずつ２０ケース実施した。 

計測環境は、ハイドロフォンが計測した音響データをゲイン２０

倍×４倍にさせて 100kHzのサンプリングレートで各ケース 20秒間

記録した。記録した音響データについては、現地計測での分析方法

と同じ、バンドパスフィルター（f0=4.5kHz,Q=20）を適用した。ま

た、水位と流速を計測するとともに、ハイドロフォン設置位置側面

位置からビデオ撮影（240fps）も行った。 

2.2 実験結果分析 
2.2.1 衝突率を考慮したハイドロフォン計測値 
ハイドロフォンで計測される音響データの時間積算値 Spとハイドロフォンに衝突する土砂量 Qscとの関係を示

すと、式(1)のとおりとなる 6)。 

Sp α ∙ f n ∙ Q    ······················································· 式(1) 

次に、ハイドロフォンに衝突する土砂量 QSCおよび衝突する粒子数 ncを衝突率 rを考慮すると、式(2)(3)のよう

に示すことができる。 

Q r ∙ Q    ···························································· 式(2) 

n r ∙ n r ∙ Q /v   ····················································· 式(3) 

上記の式(2)(3)を式(1)に代入すれば、検出率 fと衝突率 rを考慮した式(4)となる 3)。 

Sp α ∙ r ∙ f r ∙ Q /v ∙ Q    ················································· 式(4) 

ここに、 

Sp：音響データの時間積算値（V・sec） QSC：ハイドロフォンに衝突する土砂量 

QS：衝突しない土砂も含む全土砂量    nc：ハイドロフォンに衝突した粒子数 

n：衝突しない粒子も含む全粒子数      α：音響データの時間積算値と土砂量との比例係数 

f：検出率  r：衝突率  v：土粒子１個の体積 

実験では、Spをハイドロフォン計測値から求め、αと fは事前に個別衝突ケースの実験から算出し、Qsは供給土

砂量、vは供給土砂の粒径より計算すれば、式(4)より衝突率 rが求まる。  
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2.2.2 衝突率 rの推定 
実験結果から図-2 の横軸に供給土砂の粒子数 n、縦軸に計測した音響データの時間積分値 Spと衝突音の干渉の

影響が無いと仮定した場合の音圧積分値(α・Qsc)との比を整理した。また、図中には衝突率 r=10％、40％、100％
のラインも示した。また整理には計測値のバラツキが大きかった τ* 0.1 未満のケースを除いた。 
整理した図-2 によると、実験の計測値から計算した衝突率 rは、およそ 10％から 100%の範囲となり、極端に衝

突率 rが小さくなることはなかった。また、無次元掃流力 τ*との関係を調べると図-3 に示すとおりで無次元掃流力
τ*が大きくなると衝突率 rが低下する傾向となった。値としては、無次元掃流力 τ*=0.2 で衝突率 r=20％～60％、 
τ*＝0.4 で衝突率 r=10%～40%となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.3 ハイドロフォンの検出限界の推定 
ハイドロフォンの計測値には、礫の衝突音と同時に流水音も

計測しており、流水音よりも礫の衝突音が小さいと、礫の衝突
音が検出できなくなっている。検討では、流水音の音圧値より
も礫の衝突による音圧値の方が大きくなる最小の粒径を検討し
て、この粒径を検出できる限界の粒径と考えた。 
衝突礫の粒径と発生する音圧値との関係は、個別衝突ケース

の結果から、衝突礫の運動量と音圧の最大値との関係として  
図-4 に整理した。また、流水音の音圧値は、流水のみの水路実
験（勾配３°、流量 40L/sec、流速 110.9cm/s）を実施した結果、
発生する音圧値は平均約 0.005V（上位包絡線の平均）であった。 
この流水音による音圧値 0.005V で流速 110.9cm/s に相当する礫

の粒径を図-4 の相関式から計算すると粒径 2.8mm となり、この値が
ハイドロフォンが検出できる最小の粒径となるものと考えた。 

実際、今回の水路実験で粒径 3mm のケースでは、計測値にバラ
ツキが多い結果となった。これは粒径 3mm が検出限界付近の粒径
であることから、検出できていない土粒子が多数存在し、かつ流
水音を含んでいるため結果にバラツキが生じたと推測される。 

3.まとめ 
今回の検討により、ハイドロフォンの計測値から流砂量に変換する場合、検出率 fのみならず衝突率 rも考慮す

る必要があることが分かった。その衝突率 rは、無次元掃流力が大きくなるほど衝突率が低下する傾向にあり、値
としては 2.2.2 で整理したとおりである。また、ハイドロフォンの検出限界は粒径 2.8mm となり、およそ粒径 3mm
以下は検出できていないようである。 

今後の検討は、現地水路実験等により現地条件のもとで、今回の検討結果の検証等を実施したいと考えている。 
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*粒径 3mm のケースは除いた 

図-3 無次元掃流力τ*と衝突率 r 

ハイドロフォン：φ48.6×t3×L500 
ゲイン：20 倍×4倍 
礫の密度：2.63g/cm3 

図-4 衝突礫の運動量と最大音圧との関係 
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