
加速度センサを用いて計測した土石流流下時の水路振動の特性について 

 

群馬工業高等専門学校  永野 博之 

群馬工業高等専門学校 ○高田 光  

 

1．はじめに 

平成 29 年九州北部豪雨や，平成 30 年西日本豪雨の

ような広範囲かつ大規模な土石流災害が今後も増加す

ることが懸念されており，土石流対策の重要性は益々

高まっている．土石流災害のソフト的対策に関して，著

者ら 1), 2)は，振動センサを活用した土石流予警報システ

ムの構築を目指す研究を行っている．このシステムの

実現には，振動波形から土石流の発生を適切に評価す

ることが重要であり，土石流による振動特性の把握が

必要となる．土石流による振動の現地観測事例例えば 3), 4)

や水路実験事例ともに，データの蓄積がいまだ充分で

あるとは言い難い状況にあることから，土石流による

振動特性には不明瞭な部分が残されている． 

本研究は，著者らによる室内実験 5)での水路振動デー

タを用いて振動波形解析を行い，流下フロントが加速

度センサ上を通過する際の振動波形に着目して，土石

流による振動波形の特性を検討するものである．なお，

紙面の都合，本研究では勾配の変化に着目した解析ケ

ースを示した． 

 

2．解析データのもととなる実験の概要 5) 

実験水路は，全長 4m，幅 40cm，側壁高 40cm のアク

リル水路である．地下ピットからくみ上げた清水を，上

流端に設けた 2 つの吐水口から清水を放流する構造と

なっている．水路床に土砂が敷き詰められ，下流端は敷

き詰めた河床材料の上面と一致する高さの板で固定さ

れる．下流端から 150cm 地点の水路底面の裏には，3 軸

加速度センサ（TEAC 製 7.0ZT）を水路底面の裏側に貼

り付け，流下方向，横断方向，水路床に垂直な方向をそ

れぞれ x, y, z 方向として通水時の水路振動による加速

度が計測される（サンプリング周波数 240Hz）． 

実験ケースを表-1に示す．水路勾配は 15°，10°，6°

であり，河床材料に平均粒径 10mm の川砂利と平均粒

径 2mm の川砂を用いて実験を行った．既往研究 1), 2)で

は，敷設した土砂の上面から底面までスライドする 

表-1 解析に用いた実験ケース 5) 

CASE※ 
勾配 θ 
(度) 

粒径 d 
(mm) 

敷厚 D 
(cm) 

粗度付け
の有無 

土砂 
濃度 C 

1-1 15 10 5 無し 0.331 

1-2 15 10 5 無し 0.339 

3 6 10 5 無し 0.027 

5 10 10 5 無し 0.116 
pw1-1 
pw1-2 15 - - 無し - 

pw2-1 
pw2-2 6 - - 無し - 

pw3-1 
pw3-2 

10 - - 無し - 

※枝番号は，確認のため 2 回実施したことを意味する． 

 

現象も確認されたことから，粒径 10mm の河床材料を

ベニヤ板に貼り付け，河床に敷設し，さらにその上から

土砂を敷き詰めたケースについても調べている（粗度

付け有りと称す）．また，清水のみが流下する場合の実

験（表-1 でケース名に pw が付くもの）も行っている． 

 

3．解析手法および結果の考察 

3.1水路勾配の違いによる比較 

計測した加速度波形を 1 秒ごとに分割して FFT 解析

を実施し，ランニング・スペクトルを得た．本研究では，

流下フロントが加速度センサの直上を通過する時刻を

ビデオ画像より判読し，その時間が含まれる 1 秒間の

加速度波形のパワ・スペクトルと自己相関関数につい

て検討を行った．なお，同一条件で比較したところ互い

に同様な傾向であったため，スペクトルと自己相関関

数ともに，枝番号があるケースは，枝番号 1のみを掲載

した．勾配が異なるケースで z 方向のスペクトルを比較

した結果を図-1 に示す．わずかな差異は見られるもの

の，土砂ありのケースで比較した場合と清水のケース

で比較した場合ともに，スペクトルの傾向に明確な違

いはなく，勾配によるスペクトルの違いは得られなか

った．土砂ありのケースと清水のケースを比較すると，

前者では 20～30Hz，40～50Hz 付近が卓越し，後者では

30～40Hz，60～80Hz 付近が卓越するようである． 

図-2は，各ケースの自己相関関数の比較結果である．
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土砂ありのケースでは，CASE3 のみが他に比べて自己

相関関数が高い値をとり続けることに加え，他に比べ

滑らかな形状を呈している．清水のケースでは，土砂あ

りのケースほどではないものの，CASEpw2-1 の形状は

他に比べて滑らかとなっている．この理由はいまのと

ころ不明であり，今後の課題と考えられる． 

3.2 各軸における振動波形特性 

同一ケースにおける各軸方向のスペクトルと自己相

関関数についても比較した．紙面の都合上 CASE1-1 に

おける x，y，z 軸方向の自己相関関数を比較した結果の

みを図-3 に示す．流下（x 軸）方向の自己相関関数は，

ノイズ成分が少なく滑らかな周期性を持ち，自己相関

関数の値も比較的高い値となった．横断(y 軸)方向でも

同様の結果を得たが，流下方向ほどの周期性と自己相

関関数の高さは得られなかった．水路床に対して垂直(z

軸)方向では，ノイズ状を呈し，自己相関関数も小さい

値となった．これらは，CASE1-1 に限らず全てのケー

スで共通する傾向であった．先行研究 1), 2)では，水路床

に対して垂直方向の振動に着目して検討されてきたが，

流動に伴う振動特性を明らかにする上では，3 軸方向に

ついてより詳細な検討を行う必要があると考えられる． 

 

4．おわりに 

水路実験で計測された振動データに FFT 解析を適用

し，勾配変化に着目して水路振動の特性把握を試みた．

その結果，勾配変化による明確な違いは得られなかっ

た．一方，三軸方向の比較では，全ケースに共通して各

軸に特徴的な結果を得た．今後は，現地観測結果と比較

しこれらの特徴を評価することが課題と考えられる． 
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図-1 スペクトル解析の比較結果(上：土砂あり，下：清水) 

図-2 自己相関関数の比較結果(上：土砂あり，下：清水) 
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図-3 各軸方向の自己相関関数の結果(CASE1-1) 
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