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1. はじめに 

山地河川における掃流砂の計測手法の 1 つとして，

ハイドロフォンを用いた手法の技術開発が進められ

ており，全国的な観測が実施されている。 
ハイドロフォンを用いた掃流砂量の推定には，

様々な手法が提案されてきている。例えば，鈴木ら
1)により提案された手法（以下，合成音圧法）では，

音響波形の音圧積算値 Sp[V･sec]と当該時間に金属

管に衝突する掃流砂量 Qsc[cm3]の関係は，式(1)で表

されている。 Sp=αf(nc)Qsc… (1) 
ここに，f(nc)は検出率で単位時間にハイドロフォン

に衝突する土粒子の数（nc[sec-1]）に依存すると考え

られる 1) 2)。vは土粒子 1 個の体積[cm3]，αは干渉に

より音響波形が打ち消し合うことがない場合の音圧

積分値と当該時間に通過する掃流砂の総量との比例

係数[V･sec/cm3]である。このため，合成音圧法を用

いて観測を実施するにあたっては，αの値を把握し

ておくことが重要である。また，合成音圧法以外の

手法であっても，掃流砂の体積と音圧積分値や最大

音圧値の関係は，流砂量に変換するための基礎情報

となる。 
一方，掃流砂の体積と音圧積分値や最大音圧値の

関係は，ハイドロフォンの設置状況や設置の年数，

変形状況に依存する可能性が考えられるが，これま

でαの値等の比較検討事例は少ない。そこで本研究

では，複数の観測箇所で現地実験を行い掃流砂の体

積と音圧積分値やピーク値の関係について，比較・

分析を行った。 
 

2. 方法 

2.1 現地実験について 

表－1に示す各観測箇所の長さ 0.5mのハイドロフ

ォンを対象に，鈴木ら 2)と同様の方法により，粒子

を単独で流下させハイドロフォンに衝突させた際の

音響波形を記録する水路実験（幅 0.5 cm，長さ 2 m
の直線矩形断面水路）を行った。音響波形データは，

プリアンプ 20 倍×増幅率 4 倍，サンプリングレート

100 kHz で記録した。また，粒子を流砂させていな

い流水のみの時間帯でも音響波形を計測した。流下

させた粒子は，観測箇所 No.1～10 ではアルミ球（比

重 2.70，粒径 d＝5.0, 8.0, 10.0, 12.7mm）とし，観測

箇所 No.11～14 では現地の土砂（比重 2.52－2.74，
粒径 d＝5.0, 10.0, 20.0mm）とした。実験前には，ひ

ずみゲージによりハイドロフォン（金属管）の変形

状況を長さ方向に 5cm 間隔で計測し，実験時には，

水深の計測と粒子の流下状況の動画記録を行い，実

験後には，記録した動画により表面流速を計測した。 
 

2.2 分析方法 

 計測された音響波形から衝突波形を抽出し，バン

ドパスフィルター（サンプリング周波数 4.5 kHz，フ

ィルター強度 20）で処理した。なお，衝突波形の長

さは 0.1 sec 程度とした。処理後の音響波形の上位包

絡線である音圧波形から，最大音圧値と音圧積算値

Spを求めた。また，流水のみの音響波形についても

同様に処理し平均音圧値を求めた。 
 各粒子の体積[cm3]と音圧積算値 Sp[V･sec]の関係

から比例係数αを求め，同様に，各粒子の体積と最

大音圧値[V]の関係から比例係数βを求めた。
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表－1 現地実験実施箇所 

No. 管理 
事務所 観測所名 川幅 

[m] 
河床勾配

[°] 
1

富士川 
砂防 

流川第 36 床固 20 0.004
2 濁川下流第 9 床固 25 0.019
3 大武川第 50 床固左岸 

74.4 0.016 
4 大武川第 50 床固右岸 
5 栃原砂防堰堤 50 0.056
6

六甲砂防 

河原毛堰堤左岸 11 3.43
7 大土堰堤右岸 15 6.28
8 宇治川右岸 5 1.15
9 大谷堰堤 23 4.00
10 安場堰堤 12 4.00

11 利根川 
水系砂防 三原 80 0.72 

12 湯沢砂防 土樽上流砂防堰堤 55 1.91 

13 天竜川 
上流河川

坊主平 
砂防堰堤左岸 50 2.32 

14 静岡河川 大島 36 5.19

図－1 ひずみゲージによる金属管の変形状況の計測例

（左：計測状況，右：計測結果の一部） 

図－2 最大音圧値と音圧積算値のイメージ図

最大音圧値

※音圧積算値 Spは上位包絡線の時間積分値

音響波形 
（バンドパスフィルターで処理後）
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3. 結果 
 現地実験より算出した比例係数 α と比例係数 β

の算出結果および金属管の変形状況を表－2 に，図

－3 に示す。なお，表および図中には，No.15（既往

研究 3)において鈴木ら 2)と同様の方法により現地実

験を実施した結果）と，No.16（鈴木ら 2)による現地

実験の結果）も示している。 
 既往研究 4)によると，ハイドロフォン（金属管）

が変形することによる音響特性の変化として以下の

ことが確認されている。 
・ 金属管の変形箇所に礫が衝突すると 5 mm 程度の

軽微な変形でも音圧値が約 2.5 倍となる。 
・ 変形していない箇所に衝突した場合，音圧の増加

は 10％程度の軽微な増加となる。 
 つまり，金属管が変形すると衝突波形の音圧値は

増加し，それに伴って β および α の値も大きくな

ると考えられる。また，金属管の変形が一部であっ

たり，粒子の衝突しない下流部のみであったりする

場合には，β および α の値の増加の程度は小さい

と考えられる。しかし，表－2 および図－3 によると，

現地実験の結果は，必ずしも金属管が変形している

方がβおよびαの値は大きくなってはいなかった。 

 そこで，図－3 においてαとβの相関に着目する

と，ほとんどの現地実験結果は直線付近にプロット

され比例関係となっているのに対し，一部 No. 4，13，
15 のみ同程度のβに対してαが大きくなっていた。

これらの違いは，音響波形の減衰過程の違いによる

ものであり，金属管に粒子が衝突した際の音響波形

以外に，金属管周辺に粒子が衝突することにより発

生した音響波形が重なり合った音響波形となってい

たとためと推測される。実際 No.4 では，金属管直下

のモルタルの膨らみに衝突することによる影響が音

響波形の減衰過程で見られた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－3 金属管の変形状況別のαとβの算出結果 
4. まとめ 
 14 箇所の観測所で実施した現地実験によりαを

算出し，その値の比較・分析を行った結果，以下の

ことが確認された。 
・ 最大音圧値と音圧積算値 Spは比例するため，β

とαも比例し同じ直線で近似された。一方で，そ

の傾向と異なる箇所が見られ，それらの箇所は金

属管周辺の衝突波形の影響によると推測される。 
・ βとαが同じ直線で近似された現地実験結果によ

ると，金属管の変形が無い，もしくは変形量が 1 
mm 程度の場合は，α＝0.000623～0.00754 であり，

ある程度変形した場合は，α＝0.00437～0.0220 で

あった。 
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表－2 現地実験よるαとβの算出結果（増幅率 8 倍に換算した値） 

No 観測所名 金属管の変形 

状況[mm] 
α※ 

[×10-3]
β※ 

[×10-1]
No 観測所名 金属管の変形 

状況[mm] 
α※ 

[×10-3]
β※ 

[×10-1]

1 流川第 36 床固 無 1.58 1.40 9 大谷堰堤 1.3 
(下流左岸側の一部) 

2.50 2.06 

2 濁川下流第 9 床固 5.9～10.7 
(上流側のみ) 

8.68 7.88 10 安場堰堤 1.4 
(下流右岸側の一部) 

0.623 0.425 

3 大武川第 50 床固左岸 無 1.80 1.98 11 三原 1.2～24.0(全体) 5.73 5.69 

4 大武川第 50 床固右岸 無 24.8 9.54 12 土樽上流砂防堰堤 0.4～1.1 
(上流側のみ) 

4.09 2.76 

5 栃原砂防堰堤 1.3～1.83 
(上流側のみ) 

22.0 16.7 13 坊主平 
砂防堰堤左岸 

0.5～1.0 
(下流側のみ) 

12.9 4.28 

6 河原毛堰堤左岸 上流側中央頂部：1.3, 2.3 
下流側中央部：3.0, 3.8 4.37 3.70 14 大島 1.0 

(上流側頂部の一部) 
2.64 1.86 

7 大土堰堤右岸 1.8 
(下流側中央のみ) 

4.46 4.91 15 土樽上流砂防堰堤 3) 現地実験実施が No.12 
以前のためそれ以下 

4.31 1.28 

8 宇治川右岸 無 7.54 6.05 16 既定値(鈴木ら 2)による) 無 1.04 0.935
   α：粒子の体積[cm3]～音圧積算値[V･sec]の比例係数  β：粒子の体積[cm3]～最大音圧値[V]の比例係数 

   金属管の変形状況の凡例 ●● ：変形無しもしくは変形がほとんど無い，●● ：少し変形しているがその変形量は金属管の外径 48.6 mm の 10 %未満， 

   金属管の変形状況の凡例 ●● ：大きく変形しておりその変形量は金属管の外径 48.6 mm の 10 %以上 

y = 0.0123x
R² = 0.9784
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金属管の変形：無し，上流側1m程度

金属管の変形：4.86mm(金属管の外径の1割)未満

金属管の変形：4.86mm(金属管の外径の1割)以上

No. 4 
No. 13 

No. 15
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