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             Management of Wetland Ecosystems and Water Resources  

in the Lower Songkram River Basin, Northeast-Thailand  
 

Kohei Kamata*, Samang Homchuen ** and Yasushi Sasaki * 
 

The Lower Songkram River Basin (LSRB) encompasses a broad range of wetland habitats associated with the 

functional floodplain ecosystem that link to the Mekong Basin. Due to various habitat types, the Basin contains valuable 

natural resources. Communities located along the Songkram floodplain exhibit a high degree of dependency on wetland 

resources for their livelihoods such as capture fisheries, fish processing, harvesting wetland products, agriculture and 

livestock grazing. Thailand’s economic development during the past decade results in changes of local livelihood and 

greater complexity. Fish captured as a means to barter for essential goods has changed to fishery for cash income.  

Conflicts are occurring between small and large scale fishers. Wetland ecosystems in the LSRB are gradually converted 

to farmlands such as eucalyptus plantation and tomato field. The wetland ecosystems are also deteriorating from human 

activities, especially big dams on upper Mekong Basin and weirs as well as from the impact of climate change. The 

studies conducted during 2004-2006 on wetland ecology, biodiversity and resource utilization in the LSRB indicate that 

impacts to wetland ecosystems and community structures are well-recognized but practical and economical wetland 

ecosystem management at local and regional scales remains limited. Due to early water level decrease in dry season, 

construction of check dams in sub-tributaries is recommended to balance water levels and extend flooding periods. 

 

words: wetland ecosystems,Lower Songkram River Basin, water balance  

 

 

1. Introduction 

 

The 420 kilometers long Songkram River has 

catchments about 12,700 square kilometers within the 

provinces of Udorn Thani, Nong Kai, Sakhon Nakon and 

Nakon Panom. It is only one major Mekong tributary 

without a large dam. The whole basin is divided into 

upper and lower basin due to the different of 

geographical features .In the lower reaches, stretching up 

to 200 kilometers from the mouth of the river, there is a 

seasonally flooded forest where annual floods cover an 

area of approximately 500,000-600,000 Rai for three or 

four months during the rainy season. The LSRB received 

floods derived from upstream runoff and backflow from 

the Mekong River. These ecosystems support a wealth of 

biodiversity and natural resources, subject to dramatic 

seasonal changes of floods and recession.  

The complexity of local livelihood that have 

adapted to these environments is easily overlooked. 

Rural livelihoods are based on the combined use of a 

wide range of resources adapted to seasonal changes. 

Communities located along the Songkram floodplain 

exhibit a high degree of dependency on wetland 

resources for their livelihoods. Importantly, for the last 

three years unusual water fluctuation has been observed. 

Such unusual water fluctuation has only ever been 
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observed within the last three years but the changes are 

already obviously recognized for instance the water level 

of the river is decreased earlier in dry season. While the 

exact causes may be in some doubt, such unusual water 

fluctuations are consistent with the development and 

operation of dams in the upper Mekong basin. When the 

river ecosystem is affected by the unusual water 

fluctuations, migration pattern of fish may also be 

affected as well as the degradation of seasonal flooded 

forest. Can wetland ecosystems in the LSRB be saved 

and how.  People have to think about it before it can not 

be restored. This research is conducted to observe and 

collect data in order to make suggestions with regards to 

wetland use and water management. 

 

 

2. Methodology 

 

The field survey based study is carried out during 

2004-2006 on wetland ecology, biodiversity and 

resources utilization in 10 villages by field observation, 

interview together with satellite images analysis and GIS 

applications in the LSRB  (Fig 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 The study area of Songkram river basin 

 

3. Ecology of the Lower Songkram river basin 

 

Part of the unique nature of the LSRB is the seasonally    

flooded forest (known in Thai as Pa Bung Pa Thaam) 

comprising many trees and shrubs, including a dominant 

pioneer bamboo species called Pai Gasa in the flood area 

and on the river banks. The vegetation related to landform 

can be divided into four areas (Fig. 2 & 3):         

Zone I :  River bank (Rim Nam); this area is covered  

  with the seasonally flooded forest which 

Bambosa arundinacea is a dominant species.    

Zone II : Low floodplain (Bung);  this area is still have 

water in dry season no trees only aquatic 

plants. 

Zone III : Middle floodplain (Thaam); this area cover 

with floods for 3-4 months in the  rainy  

season, dominant species is also  Bambusa 

arundinacea. 

Zone IV : High Floodplain (Noen Thaam) this area cover  

with the dry-evergreen forest which. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dry season (April 2006) 

Rainy season (Sep 2005) 

Landscape of wetlands 

Songkram river

Fig. 2   Landscape of wetlands in the lower Songkram 

basin in rainy season and dry season 

 

 

 

 

 Rainy season

 

 

 

 

 

Dry season

Ⅰ=River Bank (Rim Nam) 

Ⅱ=Low floodplain (Bung) 

Ⅲ=Middle floodplain (Thaam) 

Ⅳ=High floodplain(Noen Thaam) 

Fig. 3  Landforms and vegetations due to the fluctuation 

of water in the lower Songkram river basin 
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 The village researchers find that the complex 

wetland ecosystems of the Lower Songkram River Basin 

consist of 28 different habitats, hosting diverse plants 

and aquatic organisms. These include 208 kinds of plants 

and fungi, 124 fish species, 5 turtle species, 4shrimp 

species, 10 mollusk species 4 crab species and 6 aquatic 

insects (Thai Ban Reserch, 2005). 
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Fig. 5 The fluctuation of water level in the Mekong river 

within 10 years (River levels typically vary 10-12 meters 

height difference between dry and wet seasons) at 

Nakhon Phanom station. 

 

4. Water Level and Fluctuation 

 

 The LSRB encompasses a broad range of wetland 

habitats associated with the functional floodplain 

ecosystem that link to the Mekong Basin.  The 

fluctuation of water level in the Mekong River will effect 

to the wetland ecosystem in Songkram Basin, especially 

in the year 2004 it was notable that rainy season finished 

abruptly in mid September  at least a month ahead of 

normal and water level only at 0.42 m high in dry season 

while the precipitation is not different from another year. 

This caused water levels to fall rapidly in the Songkram 

River and the floodplain (Fig. 4 &5). Such unusual water 

fluctuations are consistent with the development and 

operation of dams in the upper Mekong Basin. 

5. Resources Utilization 

 

The rural population of the LSRB are largely 

dependent on natural resources for their livelihoods. 

According to the interview of local people in eight 

villages located next to the Songkram River, major 

incomes and subsistence of them are from fisheries  

(Fig. 6). Depending on seasonal and hydrological 

conditions, fishing tends to be highly seasonal activity, 

peaking during periods of fish migrations, both up and 

down the stream (Mekong →Songkram →Floodplain→ 

Songkram→Mekong). The most productive fishery 

comes at the end of rainy season (September-October). 

Besides fish, many other types of living aquatic 

organisms are also harvested from the wetlands. These 

include mollusk, shrimp, crab, turtle, frog, snake, bird, 

and insect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dry season 

Rainy season 

Water level of Songkram 

H.W.L 

L.W.L 

Mekong river 

 Migrant 
Only fishery 
Fishery and gathering bamboo 

Dry season 

 Fishery and rice farming
Only rice farming

Rainy season 

13% 
17% 

17% 

87% 66% 

  

Fig. 6  Major incomes of local people in the LSRB from 

products of wetland ecosystem 

Fig. 4 Shown the fluctuation of water level in rainy 

season and dry season at Songkram river that linked 
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6. Conclusions and Discussion Landuse change was also studied by the application of 

satellite images (Landsat 5 scale 1:50000 year 2002 and 

2005) and GIS. The results found that there are 4 main 

types of land use such as agriculture, forest, water body, 

and settlement (Fig. 7)  

 

While there is no doubt that the LSRB is a 

significant wetland area, the nature of and the change 

in the wetlands composition in recent years are not 

appreciated. There is strong evidence to show that 

there has been a very rapid conversion of forested land 

and natural wetlands being replaced by agriculture , 

upland crop: sugar cane, cassava, rubber tree 

plantation and permanent lacustrine wetlands 

(reservoirs).   

 

 

 

 

 

 

 

 

The data shown in Table 1 was taken from 

analysis of satellite images (Landsat 5) in the year 

2002 and 2004. While the increase in water resource 

appears, there has not been a corresponding increase in 

the paddy land as a result of more irrigation sources 

available. But at the same time, only some irrigated 

crops such as tomatoes and sweet corns which are 

belonged to several large agribusiness companies are 

arisen . 

 

 

 

 

 

Rice Paddy 
Upland Crops 
Seasonally Flooded Forest 

Dry Dipterocarp Forest 

Water Body 
Settlement 

The main agricultural crop grown in the area is 

wet paddy rice with smaller areas of cash crops (e.g. 

sugar cane, cassava, tomato, melon and maize) Most 

farming in this region is characterized by rain fed 

agriculture with relatively small area being used for 

irrigated agriculture in dry seasons. From the study 

(Fig. 6) a large part of the local economy is likely to be 

derived from wetland products, especially fish both in 

the rainy and dry seasons.  Because in the dry season 

the wetland can not keep much water, therefore fishery 

is not the main source of their incomes.  

Fig. 7   Land use in the year 2002 (upper) and 2005 

(under) by Landsat5, 1:50000 

 

Table 1  Percent of land use changed from the year  

2002 to 2005 (by Landsat 5, 1:50000) 

Land use type 2002 

(Km2) 

 

(% ) 

2005 

(Km2) 

 

(% )

Ratio

(%)

1. Agriculture 

 Rice Paddy 

 Upland Crops 

 

2054.6 

235.5 

 

67.7 

7.7 

 

1760.6 

442.3 

 

58.0

14.6

 

-9.7

+6.8

2.Forets 

Dipterocarp Forest 

Flooded Forest 

 

230.2 

91.6 

 

7.6 

3.0 

 

153.9 

88.0 

 

5.1

2.9

 

-2.5

-0.1

3. Settlement      288.4 9.5 465.6 15.3 +5.

4. Water Body     124.4 4.1 126.2 4.2 +0.

  Total 3036.6 100 3036.6 100  

Villagers exhibit a high rate of out-migration for labor 

both in the nearby big cities and in Bangkok or abroad. 

To prevent people migrate out from the villages, we must 

find the method in keeping enough water on floodplain 

during the whole dry season in order that they can do 

their fisheries. One of the above methods is to change a 

floodplain into a shallow reservoir by constructing a gate  
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Fig. 8 Water management  model of constructing  

gates (sink dam) in keeping water on floodplain  

Fig. 9 Diagram of the simulation of the water balance in 

wetland ecosystem 

  

, sink dam as shown in the Fig. 8. References 

The concept of this method is from the simulation 

of the water balance in wetland ecosystem as shown in 

Figure 9.  Due to the water level decrease early in the 

dry season, construction of gates in sub-tributaries is 

strongly recommended before the wetland ecosystem is 

completely destroyed. 

 

1) Baker, L., Thai Baan Research in lower Songkhram 

river basin, Thailand: reflections on experience and 

guidelines for establishing participatory resource 

research elsewhere. English summary eeport - Thai 

Baan Research, 2004. 

 2) Bennett, G., Integrating biodiversity conservation 

and sustainable use lessons learned from ecological 

networks. IUCN, 2004. 

We assume that we can calculate the water level of 

wetland in dry season by the following equation. 

 3) Blake, D. and R. Pitakthepsombut., Situation 

analysis lower songkram river basin, Thailand. 

Mekong wetland biodiversity conservation and 

sustainable use programme, 2006. 

=Hr+W-E-P-O 

 

Hd: Water level of wetland in dry season  

(on the last day of August) 4) Sankamethawee, W., Case study on riverine   

floodplain forest (Paa Bung-Paa Thaam) along the 

songkhram river in Nakhon Phanom and Sakon 

Nakhon provinces funded by German Technical 

Co-operation (GTZ) on behalf of tropical ecology 

support program (TOEB), 1997. 

Hr: Water level of wetland in rainy season 

(on the last day of  March) 

W: Total amount of rainfall from September to March 

E: Total amount of evaporation from September to March 

P: Total amount of permeability from September to March 

O: Outflow of water from the wetlands to the river  5) Samang Homchuen, Yasushi Sasaki and Kohei 

Kamata, The Second International Field Ecology 

Symposium Biodiversity Management, Can wetland 

ecosystems in the Lower Songkram River Basin be 

saved? , 2007.  
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さいたま市緑被率確保における公共地の役割と実現性の検証 

 
The Role of Public Space to Keep the Green Coverage and Simulation of Green 

Restoration in the Saitama City 
 

阿藤 理恵*, 佐々木 寧* 
 

Rie ATO and Yasushi SASAKI 
 

   Saitama city administration carried out the plane for green space in Saitama city in 2005. This plan 

provides that it will be keep secure a certain security more than 35 percent of Saitama city limits-related green 

open space, and that it will be keep tree cover more than 25 percent of area in the function of public space.  

   In this study, it was proposed three-dimensional rate of green coverage, which is the way to evaluate 

composition of green open space. And it was simulated the present green open space and the possibility of 

securing the rate of green coverage about schools, public parks and city hall. It was expected that the growth of 

the rate of green coverage will be limit. Thus, it was supplemented the deficient rate of green coverage by the 

evaluation of green composition. However, it was expected that it is difficult to achieve. 

 

Keywords: plan of green , Saitama city, three-dimensional rate of green coverage 

 
 
さいたま市は、平成 13年 5月、浦和市・大宮市・与

野市と、17年 4月には岩槻市との合併によって、人口

100 万人を超える関東の中核都市となった。 

一方、国では「21世紀の国土のグランドデザイン」

（平成 10年）、「第 5次首都圏基本計画」（平成 11年）、

「新・生物多様性国家戦略」（平成 14 年）、「規制改革

推進三ヵ年計画」（平成 15 年）、「自然再生基本方針」

（平成 15年）など都市環境に関する法律の制定が行わ

れてきた。こうした流れに沿い、さいたま市でも「さ

いたま市総合進行計画」の一環として、2005 年｢さい

たま市緑の基本計画｣１）を策定した。計画では「担保

性のある緑を市域の 35％以上確保すること」、「公共公

益施設の敷地面積 25％以上を緑化すること」を目標と

している。その実行計画の一環として「さいたま市公

共施設緑化マニュアル」3 ）が策定された（2006 年 3月）。 

 しかし、都市の過密化により新たに緑地を求めるこ

とは難しい。また、都市開発のため既存の緑地は減少

しつつある。都市部にいかに緑を確保し、担保性を持

たせるかということは重要な課題である。この課題に

対して、公共公益施設内で、可能な限り緑地を確保す

る施策が有効な解決策となる。 

 本研究では、都市内公共公益施設として主要な学

校・都市公園・庁舎および道路に注目、さいたま市の

緑地の現状把握と緑被率確保可能性の検証を行うこと

を目的とする。また新たな緑地構造評価手法の提案を

行い、緑地の構造的、質的向上を目指すものである。 

 
*埼玉大学 理工学研究科  1. さいたま市公共地の現状 
Graduated school of Science and Engineering, Saitama

University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama,

338-8570, Japan 

 

県レベルでは都市公園が計 3,221 箇所、面積

3,599.64 ha（1999 年）と、公園総面積では全国で 7
受付年月日：平成 19 年 4 月 16 日 
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3. 既存評価方法による都市緑地率の評価 位と高い水準である。しかし年間 1000 ha の緑地が減

少する現況にあるという。また１人当たりの公園面積

は 5.25 ㎡/人で、1 人当たりの公園面積は全国で 42 位

（1997 年）となっている。 

一般的に都市緑被率は、緑地の鉛直投影面積 Sv（Fig.

１）が敷地面積 Sa に占める割合である緑被率を緑地

評価としている。この緑被率を G とする。 

さいたま市で見ると行政面積 1683.3 ha に対し、田

畑を含む緑被率は 40.04 ％（2002 年）、合併後（2005

年）で2174.9 haに対し緑被率は48.29％となっている。

2002 年までの５年間でみると約 270 ha 減少しており、

今後も減少傾向は続くと考えられる。都市緑比率には

樹林の他に、農地（田畑）草地、水面、裸地が含まれ

ており、純粋に樹林地だけでみれば 13.42 ％に過ぎな

い。残存する緑地にいかに担保性を持たせるかは急務

の課題である。 

av SSG =           (a) 

各対象分類、学校・都市公園・庁舎別に調査で得ら

れた平均緑被率を鉛直投影係数 Pvとする。この鉛直投

影係数 Pvを代表値とし、対象地域内の公共公益施設に

おける緑の現状を把握した。 

∑∑ •= aiiaiv SGSP        (b) 

 

2. 調査対象地 

 

 対象地域はさいたま市全体と浦和区・桜区とし、公

共公益施設の対象分類は学校・都市公園・庁舎および

道路とした。調査時点は岩槻市合併前の 2002 年現在

とする。緑地面積は空中写真を Photoshop CS2、Vector 

Works 11 で画像処理した。 

 

 Table 1  Rate of green coverage (2002) 

対象地域 

 

面積 

(k ㎡) 

人口 

(人) 

緑被率 

(%) 

さいたま市 168.33 1069051 44.75 

浦和区 11.51 138583 23.42 

桜区 18.60 92004 54.44 

その結果が Table２である。純粋に公共公益施設の緑

地が担う担保性ある緑地は、市面積の 3.56 ％とごく

少量で、鉛直投影係数 Pvも 0.69 であることを示す。 

 

４.既存評価方法による緑被率確保の 

シミュレーション 

  

さいたま市全体・浦和区・桜区の公共公益施設すなわ

ち担保性ある緑地について、緑化条件を変えた場合の、

緑被率の変化をシミュレーションした。 

各緑化条件 Step の内容は Table 3 に示す。校庭、駐車

場、広場、屋上など、各施設における緑化可能面積は、

緑化可能面積 r と敷地面積 Sa の比を求め、各対象類型

別に、現地調査で得た代表値を緑化可能係数 R とし、

公共公益施設の緑化可能面積を把握した。 

 

 
     ∑∑= aii SrR               (c) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Fig.1 The vertical projection Sv of green open space by polygon of aerial photograph  
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Table 2  Green open space and vertical projection  

coefficients of communal facilities 

種 別 全面積(ha) 
緑被面積

（ha） 

鉛直投影係数

（Ｐｖ） 

公園緑地 537.94  525.00  0.98  

小学校 149.19  26.75  0.18  

中学校 109.75  15.08  0.14  

高校 2.48  0.59  0.24  

大学等 65.18  31.13  0.45  

保育園 0.12  0.01  0.07  

公民館 0.13  0.01  0.08  

公営住宅 0.94  0.24  0.25  

文化施設 0.42  0.07  0.18  

福祉施設 0.88  0.33  0.38  

庁舎 0.98  0.09  0.09  

その他施設 1.77  0.53  0.30  

合計 869.78  599.83  0.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各対象類型別に現地調査で得た代表値を緑化可能係数

R とし Table４ に示した。 

 

Table 4  Greening potential coefficients Ｒ 

類 別 Ｒ 

学校（小・中・高） 0.51  

  （大 学） 0.15 

庁 舎 0.12  

都市公園（0.62ha 以下） 0.22  

    （0.97ha 以上） 0.12 

 

Step 1 の場合、さいたま市の緑被率は 3.14 ％、浦和区

2.70 ％、桜区 9.03 ％であった。敷地面積 100 ％を緑

化する Step 6 の場合（実際は不可能な理論値）、緑被

率の増加量はさいたま市 2.00 ％、浦和区 4.06 ％、桜

区 3.31 ％であった。浦和区・桜区に対し、さいたま市

全体の増加量はわずかであった。緑被率も 6 ％に満た

ない結果であった (Fig．2)。 

 
Table 3 Conditions of restoration step 
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浦和区

 
Fig.2 Simulation for getting the rate of green coverage 

Step 公共公益施設の緑化状況 

1 鉛直投影係数 Pvを用いた現状 

2 敷地面積 25％緑化した場合 Pv＝0.25 

 学 校 

 
 都市公園 庁 舎 

3 校庭を緑化する 駐車場を緑化 

4 校庭+駐車場等 駐車場+広場 

 敷地面積 

 
 5 校庭+駐車場等 

 ＋屋上 

100％を 

緑化する 

Pv＝1 

駐車場+広場 

+屋上 

6 敷地面積 100％緑化した場合 Pv＝1 

駐車場等：学校は裏庭・中庭を含む

 
これはさいたま市域に対する公共公益施設の面積が少

なく、公共公益施設内だけでの緑化では目標達成は困

難であることを表す。市が担保性のある緑を、公園緑

地で 525 ha から 1230 ha に、公共公益施設などで公共

公益施設 166 ha から 370ha に、目標年度の平成 32 年

度までにほぼ倍増する計画を作成している。しかし、

鉛直投影面積 Svで評価した場合、現有する公共公益面

積で緑被率を確保するには限界があることが判明した。 

庁舎は広場・エントランスなどを含む
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5. 緑地構造評価手法による都市緑地率の評価  

  

 ここで鉛直投影に水平投影の視点を入れた、新たな

緑地評価方法を提案し、再度緑地の評価を試みること

とした。 

 

 

 対象地における植栽群をブロック化し、各ブロック

内の緑の水平投影面積 Sh（Fig.3）を求め、水平投影面

積 Sh とブロック面積 Sb の総和比を水平投影係数 Ph

とする。各公共公益施設における水平投影係数Phは、

現地調査で求めた代表値を使用した。青枠はブロック

面積Sb=W×H, 黒い部分は緑地の水平投影面積Phと

する。Ｈは 20ｍとする。 

 

HWSb ×=                      (d) 

  ∑∑= bihih SSP              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緑地を鉛直・水平両方向から評価方法として、緑地

の鉛直投影面積 Sv、水平投影面積 Sh の和と対象敷地

面積 Sa の比が立体緑被率 Q である (Fig.5)。 

 

  ahiv SSSQ ∑+= )(            (e) 

 

Fig.5 Three-dimensional rate of green coverage  

 

 水平投影係数 Pｈは施設種類によって差があり、鉛直

投影係数 Pvの高い都市公園が、水平投影係数 Ph 値で

は最も低い結果であった(Table 5)。したがって、緑地構

造に注目した緑被率の評価は有効であるといえる。 

 

Table 5 Horizontal projection coefficients 

 

類 別 水平投影係数 Pｈ 

学 校 0.26 

都市公園 0.10 

庁 舎 0.40 

    

6. 緑地構造評価手法による緑被率確保の 

シミュレーション 

  
公共公益施設の緑化について両手法別に緑被率確保量

のシミュレーションを行った。 

シミュレーションは、Table 3 の Step の他、水平投影係

数 Ph 値を Condition1-4 と段階的にあげて計算して行

った。条件内容は Table 6 に示した。Condition 4 の Ph = 

1.00 は垣根状で全面緑の壁の状態を指す。 

 

Table 6  Conditions of green structural evaluation 

 Condition 内容 

1 現状 

2 Pｈ＝0.40 

3 Pｈ＝0.63 

4 Pｈ＝1.00 

 

H 

W 

Fig.3 The horizontal projection Sh 

鉛直投影係数 Pv 

垂直投影係数 Pv 

 

Fig.4 Horizontal projection Sh of green open space  

by polygon of actual place photograph  

さいたま市緑被率確保における公共地の役割と実現性の検証

9



 

http

さいたま市全域に対し、この緑地構造評価を加味し

た場合の都市緑被率の変化を示したのが Fig 6 である。 

Fig.6 Simulation of green structural evaluation  

 

構造評価を加味すると Step 6-Condition4 の最大で

35.27％、増加量+9.07%まで担保性ある緑を確保する

ことができる。しかし、Step 6-Condition 4 とは、敷地

面積 100 ％緑化、水平投影係数 Ph = 1.00 を示し、理

論上の高密度な緑地であり、公共公益施設において実

現し得ない。実現性を考慮した場合は、Step 4-Condition 

3 の例で、31.90 ％、増加量+5.70％が最大であると考

えられる。このように緑地の構造評価を加味した場合

でも、目標値 35％を達成することは困難と予想される。 

 対象である学校・都市公園・庁舎は市域における

公共公益施設の大部分を占めている。したがって、公

共公益施設の緑化のみに頼り担保性ある緑を十分に確

保することは困難であるといえる。 

 

7. まとめ 

  

本研究により、現状のさいたま市公共公益施設が担う

担保性ある緑地に対し、緑の量増加、質の向上を行っ

た場合でも、目標の緑の量を十分に確保することは困

難であると判明した。目標の緑被率を確保するために

は、公共公益施設以外の緑地、すなわち民有緑地に如

何に担保性を持たせ、緑被率を確保するかが重要な鍵

となり、そのような体制を整える必要がある。 
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新潟県中越地震における斜面崩壊と植生の効果について 

 
The Role of Vegetation by a Moment of Landslide in that Case of the 

Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004 
 

佐々木 寧*   
 

Yasushi SASAKI 
 

This study reports the damage by the Mid Niigata prefecture earthquake, occurred at Oct.23.2004. Our 

survey was investigated with view point of role vegetation by a moment of landslide. The natural forests of 

Fagus crenata, Zelkova serrata, Pterocarya rhoifolia was damaged small and the other hand, artificial forest of 

Cryptomeria japonica, Juglans ailanthifolia was damaged serious more. The vegetation in this area is 

classified to the type of Sea of Japan side in Fagetea crenata, which is an indicator of wet soil conditions.  

 

words: Mid Niigata Prefecture Earthquake, land slide, Vegetation   

 
 
はじめに 

2004 年 10 月 23 日（土）発生の新潟県中越地震は、

Ｍ6.8、最大震度 7を記録、新潟県魚沼丘陵を中心に深

刻な被害を与えた。災害の被害調査については、多分

野の研究者や研究機関、民間企業らによって進められ

てきている。地震情報として気象庁、国土地理院、防

災科学技術研究所、産業技術研究所、東京大学地震研

究所、名古屋大学地震火山防災研究所など、学会では

土木学会、地盤工学会、地震学会、日本地質学会、日

本応用地質学会、日本建築学会、日本地すべり学会、

日本雪氷学会、日本雪工学会など、大学関係では新潟

大学、長岡高専、長岡技術科学大学などから詳しい調

査結果が報告されている。 

 新潟県中越地震のメカニズムと構造物被害などにつ

いてはこれらの研究・報告にゆずり、ここでは地震災

害の際、その場の植生がどう関わったか、景観や生態

系にどう関わるかついて報告することとする。 

この調査研究は土木学会平成 17 年度重点研究課題

「新潟県中越地震の斜面複合災害のモニタリングに関

する研究―メカニズム、維持管理、景観、生態系、廃

棄物等の総合的斜面工学からの検討―」（代表後藤聡教

授）の一環で進められている研究の一部である。 

 

主要調査地と方法 

 

被災地における被害実態調査は、2004 年 11 月 22 日

～11 月 28 日、2005 年 5 月 14 日～5月 16 日、2005 年

12 月 10 日～12月 13日にかけて行なった。現地調査は

主に以下の地点で行った。 

小千谷市芋川、多聞多川、荷頃川、朝日川、信濃川 

    首沢、小栗山（法師ヶ沢）、塩谷、十二平 

小千谷市旧山古志村 芋川、前沢川、岳沢川、東川 

    竹沢、大久保、種芋原、大日山、池谷、 
*埼玉大学 理工学研究科 大学院 

小松倉、十日町 
Graduate School of Science and Engineering, Saitama

University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama,

338-8570, Japan 

受付年月日：平成 19 年 4 月 16 日 

魚沼市旧広神村滝之又、小平尾、上原高原、 

旧堀之内町魚野川、芋川、竜口 

長岡市 太田川沿い白岩、竹之高地町、高龍神社 

論文埼玉大学工学部紀要　第40号　2007年度

11



 

    濁沢町、蓬平町 ミジ、マルバマンサク、オオバクロモジ、タニウツギ

などの低木類が、雪の重みで極端な引なり状に歪曲し

て生育している例が多く見られる。タヌキラン群集に

代表される崖地植生は、タヌキラン、ダイモンジソウ、

ヤマブキショウマ、オオバギボウシが生育、斜面上部

からの水流が絶えない立地であることを指標している。 

川口町 新道島、星野新田、和南津 

研究はその後も「新潟県中越地震の斜面複合災害のモ

ニタリングに関する研究―メカニズム、維持管理、景

観、生態系、廃棄物等の総合的斜面工学からの検討―」

によってモニタリング調査が継続している。 

  

中越地方の植生と立地指標  

  

 中越地震被災地の全域が、冷温帯の植生域に属し、

植物社会学的分類ではブナクラスに位置づけられる。    

 魚沼丘陵をはじめ、山地の自然植生は日本海側多雪地

域を特徴づけるチシマザサーブナ群団のユキツバキー

ブナ群集であり、被災地にもその残存林が散見できる。 

 

Pterocarya rhoifolia and 

Fagus crenata forest 渓谷谷部にはジュウモンジシダーサワグルミ群集が、 
サワグルミ 

急傾斜面下部にはチャボガヤーケヤキ群集の高木林が

発達する地域である。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ブナ林  

 
 

 

 

 

多雪地に特有の雪崩地や急崖地では、ミヤマカワラハ

ンノキ群集の低木林やタヌキラン群集の大型スゲ類の

多年生草本群落が発達している。とくにミヤマカワラ

ハンノキ林では、ミヤマカワラハンノキの他、ヤマモ 

 

 

被災地地域の現存植生を概観すると、自然植生はほ

とんど見られず、長い年月をかけ改変されてきたこと

を示している。とくに最近の主要な土地利用であるオ

オバクロモジーミズナラ群集の二次林が占め、利用地

の斜面や土手はタニウツギの低木林、ススキ群落が占

めている。こうした代償植生の群落内にも雪解け時の 

 立地         自然植生             二次植生（代償植生） 

山地丘陵  ユキツバキーブナ群集       オオバクロモジーミズナラ群集 

渓谷部  ジュウモンジシダーサワグルミ群集     ホウノキ林 

傾斜地  チャボガヤーケヤキ群集          オニグルミ林 

雪崩地斜面 ウワバミソウーミヤマカワラハンノキ群集     タニウツギ群落 

崖垂地              ススキ群落 

崖斜面  タヌキラン群集          ミヤマシシウドーオオイタドリ群集 

Fig. 2 Indicator forests of the Sea of Japan side  ユキツバキ 
Fig. 1 Indicator plant of heavy snowfall area in the Sea

of Japan, Cammellia rusticana. 

Table 1 Vegetation types in each condition 
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 斜面下部では、多くの場所で湧水があり、農家の周

辺でもユリワサビ、ミズバショウの生育が見られる。

また、この地域では斜面の上部までホウノキ、イタヤ

カエデ、ミズキが群生していること、またその林床に

はリョウメンシダなど湿性土壌指標の植生が群生して

いる。斜面上部でも土壌含水率が高い状態にあること

を示している。 

 ユキツバキ－ブナ群集 
 

 

 

 

 

 

畑地・水田 オオバクロモジ

－ミズナラ群集

ススキ群落 

 

 

 

棚田と錦鯉養殖池の設置で森林面積比率が小さい。

周辺地域に一般的に多いスギ人工林もまとまった林分

は少ない。田畑に利用されていない斜面上部や尾根部

では早春季には、カタクリ、オオバキスミレ、キクザ

キイチゲ、ニリンソウ、シダ植物のクサソテツ、スギ

ナなどが大群生し、土壌の含水量が高いこと示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の崖地と表層崩壊 

 

被災地には既存の崩落崖地が多数存在している。その

壁面には大型草本のタヌキラン、オオバギボウシ、シ

シウド、小型草本のダイモンジソウが生育、普段でも

上部から水流や染み出しがあり、湿潤状態にある。低

木群落としてはタニウツギ、ミヤマカワラハンノキ、

オオバクロモジ、マルバマンサク主体の群落が発達し

Fig. 5 Indicator plants of wet soil condition 
Lysichitum camtschatcense,Matteuccia struthiopteris

Fig. 3 Succession ring of vegetation in this area 

Fig. 4 Indicator plants wet soil condition, Viola 
brevistipulata, Anemone pseudo-altaica,
Anemone nikoensis,Erythronium japonicum,
Saxifraga fortunei var. incisolobata, wasabia

Fig. 6 Indicator vegetation of wet condition in the 
slope of road side, Carex podogyna and Equisetum 
arvense community. 

オオバキスミレ 

イチリンソウ 

キクザキイチゲ 

ダイモンジソウ 

タヌキラン スギナ 

ミズバショウ 

クサソテツ

カタクリ 

ユリワサビ 

タニウツギ群落 

オニグルミ林 
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ている。これらの低木は、冬季の深い積雪圧で、樹幹

は横伏している。典型的な雪崩斜面地の植生であり、

多くの場合高木を含まない。中越地震発生時、こうし

た既存の崖地では、ほとんどが表層崩壊にとどまって

いる。一部、植生自体が崩落している例もあるが、草

本植生を中心に植生が残存している。既存の崖地その

ものが大規模な崖地であることが多く、震災後の崩落

崖が際立って目立つ結果となっている。しかし、単位

面積あたりの崩壊土砂量は小さく、構造物に対する被

害も少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根茎層崩壊 

ほぼ垂直の崖地から40－50°の比較的緩傾斜の斜面

でも、雪圧や雪崩の影響で、植生は高木林となること

なく、低木林状で横伏した樹形を呈している。また。

地盤、土壌が微細な砂質、シルト質であることから、

植物の根茎はくさび状に深層まで達することなく、

30-40ｃｍ深程の、浅い板状の根茎層を形成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小千谷市小栗山 

 
Fig. 9 Case of a surface landslide near the ridge 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10 Case of a surface landslide with in clusters of 

     Vegetation 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミヤマカワラハンノキ

Fig. 7 Scrub community of Alnus fauriei on the steep
slope  

小千谷市小栗山金倉山西斜面 

 Fig. 11 Case of a depth landslide with artificial Vegetation
      Cryptomeria japonica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

マルバマンサク、ヤマモミジ、タニウツギ

Fig. 8 Scrub community of Hammelis japonica var.
obtusata, Acer palmatum var. matsumurae and
Weigela hortensis on the steep slope. 

小千谷市横柄

 Fig. 12 Case of a landslide with artificial Vegetation,
Cryptomeria japonica (Ojiya). 
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植生塊崩壊による河道閉塞  

今回の震災では、山古志村東竹沢の例のように、大

規模な地すべりによる河道閉塞が発生、人工ダムが形

成され、下流部集落の危険性を著しく高めた。この場

合、大規模な地すべりと深層崩壊に起因している。一

方、既存の崖地のほとんどが表層崩壊であり、崩落土

砂量も少ないが、既存崖地が河道沿いにある場合、崩

落土砂量が少ない場合でも、簡単に小規模な河道閉塞

や流路の移動を生じている。 

 

 

 

 

 

 

これらの例の場合、斜面崩壊 

 
Fig. 13 Falling telegraph pole and natural tree of

Fagus  crenata. 

 雪崩防止柵の効果 

崖垂部の土砂流動 
急斜面地には、雪崩防止柵が設置されている場合が 

 既存の崖地の下部、崖垂部には古くからの崩落土砂

が厚く堆積しており、オオイタドリ、ヨシ、ススキ、

フキなどの大型草本やヤマグワ、タニウツギなどの低

木類が主に生育している。中越地震発生直前の台風 23

号の大雨で、崩落土砂は高い含水率で、きわめて軟弱

な状態であったと考えられる。低木林の下にもリョウ

メンシダ、ミゾシダの湿潤地を指標するシダ類が繁茂、

普段からも湿潤状態にあったと考えられる。その結果、

震災時、崩落した土砂は、崖垂部に留まることなく、

斜面長の二倍以上の距離に達する土砂流動を発生して

いる。その結果、田畑や鉄道、道路、宅地などの構造

物に対する被害も出ている。小千谷市小栗山、堀の内

町竜光、上越線北堀の内駅南側崖地の崩壊などがその

例である。 

多い。一部、柵の基礎ごと崩落している例も見られる

が多くは残存していた。雪崩防止柵は、たいてい既存

崖地に設置されており、そこでは今回の震災では表層

崩壊がほとんどであった。 

この表層崩壊の場合、崩落土砂や根茎層崩落の植生 

塊、崩落樹木の崩落量がそう大きくなかったことから 

斜面に既設されている雪崩防止柵で、斜面下までの崩 

落を防止している例が多い。この場合でも、到来する 

冬季積雪前に、崩落土砂と植生塊を除去する作業が必 

要である。 

 

 

 

  
 地すべり深層崩壊 

  今回の震災で、大規模な地すべり深層崩壊も多数発

生した。山古志村東竹沢地区、寺野地区、種芋原地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

尼谷地などの例がある。

Fig. 14 The dominant tree of walnut tree, Juglans
ailanthifolia.  

オニグルミ 雪崩防止柵 旧山古志村種芋原

Fig. 15 Case of depth landslide in the abandon 
Area of paddy field . 
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とともに、斜面下部や谷部にある古い崩落堆積土を巻

 

き込んでいる。これらの古い崩落堆積土も、先の台風

の大雨などで大量の雨水を含んでいたと予想される。

これらの地区の土地利用と植生は、棚田、養殖池の他、

若い二次林やスギの人工林である。いずれの植生も根

塊ごと根こそぎ崩落、倒伏している。こうした大規模

な地すべり深層崩壊では、地盤上の植生はほとんど無

力ともいえる。斜面地では、人工植栽の老齢スギなど、

その加重で崩落を助長する結果をも招きかねない。 

被災地周辺の人工植栽のスギは、樹齢約 50-60 年、直

径 70-80ｃｍに及ぶ大径木が多い。しかし、崩落した

スギの根塊と土塊の大きさは、直径 150-200ｃｍ、深

さは 70-150ｃｍ程度であった。根茎はせん断されてお

り、実際の根茎は約 2 倍弱の長さに達している。しか

し、スギ人工林の樹間は数メートル以上あり、地下の

根茎は重なり合うことはないことになる。 

こうした雨水を大量に含み、軟弱になりやすい堆積

土

棄水田 

帯は、棚田や養殖池が多数、高密度に設置

さ

林・樹木の保全効果 

、長岡市、堀の内町、川口町、

れ、放棄されている場所が多くなってきている。今

回の調査でも、ススキやヨシの草原が目立っていた。

発生した大規模地すべりにもこうした放棄地が関与、

あるいは巻き込まれた例が多い。また、多数の棚田、

養殖池にひび割れ、畦・土手の崩壊、水漏れが生じた。 

 棚田や養殖池では、斜面上部からの流下水の導入、

排水のシステム的管理が不可欠である。被災地一帯で

は、小渓流からの導水や各棚田、養殖池への導・排水

には鋼管やビニール管を利用している。しかし、耕作・

利用が放棄された所では、これらの水管理が機能せず、 

地すべりの潜在的危険性を高めることにもなっている。 

 

 

 

 

 

 

 の地盤では、土壌水分を大量に蒸散させ、高い排水

効果を持つポンプ植物の植栽を行い、土壌水分の含有

量を早期に低下させる必要がある。 

 

 

崩落しなかったケヤキ 長岡市濁沢  

 

放

 被災地一

されている。しかも、設置の場所が過去の崩落堆積土

地や谷部（これも崩落堆積土であることが多い）に集

中している。現場に礫がほとんどないことから、棚田

の畦はほとんど砂泥で造成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、遠隔地や高海抜地では、耕作、利用が停止

 

Fig. 17 Case of don’t damaged and remained big trees of
Zelkova serrata at the small Shinto shrine. 

 

樹

 震災の中心部小千谷市

山古志村の山間部では、300ｍから 400ｍの山地が連続

的に連なるが、緩傾斜地のほとんどが棚田や鯉養殖池

が作られており、その分、樹林の分布量が少なくなっ

ている。自然の樹林は、断片的な植分しか残存してい

ないが、この地域の潜在自然植生はユキツバキーブナ

群落、ジュウモンジシダーサワグルミ群落、およびケ

ヤキ群落で、二次林としてはマルバマンサクーミズナ

ラ群落である。自然植生であるブナやサワグルミ、ケ

ヤキ優占の群落は、長い年月で遷移、更新して形成さ

れた森林であり、こうした樹林が残存する場所は、人

為的攪乱も少ない安定した尾根部であることが多い。 

 

 

放棄水田 

Fig. 16 Abandon area of rice field and fish farm.
ブナ林 
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林が長 定した地盤でもあ

たことを示すもので、今回の震災でも、こうした自

壊

は

 

にある

サ

 

察・提言 

1）自然植生の保全と植栽拡大 

被災地一帯が地すべり危険地帯であることから、未

保持が重要である。とくにブナやミズナ

ラ のサワグルミ林、

傾

茎層 

 

 面

量 水分を含み易い土壌が厚く堆積している。水田や

 

 

 

 

樹 期間存続したこと自体、安

っ

然性樹林の崩壊例はほとんど観察されていない。 

今回の震災で、大規模な崩壊が生じた旧山古志村の

羽黒山トンネル北側、桂谷集落では、住宅建物の倒

あるが、土砂崩れが少なく、被害は最小限にとどま

っているといえる。ここでは尾根部に自然性のブナ林

が残存、斜面地にはケヤキの樹林が多い。 

桂谷集落の裏山斜面のケヤキ林（落葉樹林）は、ま

ったく崩壊していなかった（Fig. 18 参照）。

大規模な地すべりと表層崩壊が多発した小千谷市小

栗山地区、中山の砂防ダム付近でも、その沢筋

ワグルミ林は健在であった（Fig. 2 参照）。 

 

 

 

 Fig. 18 Case of area, kept to a minimum damage where has natural forest, Katura-Dani   

考

利用地の植生

などの自然植生の残存林、渓谷林

長岡市濁沢 斜地のケヤキ林の保全と育成が必要である。 

 地盤の露出部分の多い崖地では、急傾斜地であるこ

とから、その緑化は困難である場合が多い。今回の生

じた多数の根茎層崩壊の現場は、斜面中腹に、根

が停止している例が多い。こうした根茎層は、とくに

大きな危険がない限り、再緑化のコアとして、杭止め、

簡単な柵止めで保全する方法もあろう。 
Fig. 19 An example of relationship, vegetaion and

landslide (Nigorisawa) 

 
 
 

 
 
 

谷部の被災 

トネリコ

 
 
 
 
 
2）ポンプ植物の植栽 

下部や谷部には、砂質、シルト質の軟弱で、多斜

の

Fig. 20 An example of relationship, case of natural
forest Querucus mongolica var. grosseserrata
and artificial vegetaion area with Cryptomeria
japonica and paddy field . 

 

ミズナラ林 

ケヤキ林 
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養 率を常時高めることに寄与

考

 

 

 

池では、斜面上部からの流下水の導入、

排水のシステム的管理が不可欠である。 

耕 ことは、これらの水

管

い。実際、

 棚田の水管理 
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設事業。地質と

殖池設置も、土壌の含水  

していたと考えられる。日常的に水分の蒸散と排水効

果を高めるためにポンプ植物の植栽を進めるべきであ

る。ヨーロッパアルプスでは地すべり対策として伝統

的に行われてきた工法の一つである。とくに放棄水田

や放棄された養殖池跡地などが、緊急の対象地となる。 

この地域ではオニグルミが多いが、その樹木寿命や

防災性から考え、より極相林構成種であるトネリコ、

ヤチダモ、ハンノキ、ケヤキなどが対象樹種になると

 

 

 

 

 

                              

 

 
Fig. 22 Necessary to control water

えられる（Fig. 20 参照）。  

 

1)

3）小水路（排水路）の確保 

田や養殖棚

作や養殖池が放棄されるという

理も放置されることを意味する。異常出水時など、

土砂崩壊、地すべりの誘発につながりかねな

今回の大規模地滑りも、山奥の放棄された棚田の多い

地区に発生している。小規模流路の水管理が欠かせな

い（Fig. 20 参照）。 
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Potential Bias of Response Type Road Roughness Measuring Systems:  
Causes and Remedial Measures 

  
Mohammad Mamunur Rashid(1) and Koji Tsunokawa(2) 

 
     Response-type road roughness measuring systems are widely used for collecting roughness data of pavement 
in many countries. These systems estimate IRI from correlation equations of IRI with other variables and help 
collect roughness data in a short time comparing to many Class I and Class II devices. Although they produce 
roughness data rapidly, most of them still have the restrictions in survey speed. It is recommended to maintain the 
survey speed within a certain range or at constant speed. But maintaining the speed within a certain range is quite 
difficult due to the existence of traffic control devices and the friction with other vehicles. Therefore, these 
systems can produce a significant bias in roughness measurement if the survey speed is not properly maintained. 
The objective of this study is to develop a calibration equation that eliminates the bias produced by speed 
constraints and allows any survey speed. A simplified procedure that produces a regression relationship for IRI 
with bump integrator reading and survey speed as explanatory variables is developed using ROMDAS bump 
integrator. Moreover, this study investigates how the bias created by speed fluctuation affects the outcome and 
demonstrates how alternative method eliminates that bias using a case study. 

 
Keywords: ROMDAS, International Roughness Index, Calibration Equation, Bump Integrator, Speed, 
Alternative Calibration Equation, Conventional Calibration Equation. 
 

1. INTRODUCTION 
      

At present, there are various types of 
roughness measuring equipments that are widely 
used for carrying out roughness survey. 
According to the IRI measuring procedure, these 
are classified into four different groups. Class I 
devices incorporate precision profiles, Class II 
devices consider other profile methods, Class III 
devices estimate IRI from correlation equations 
for IRI with other variables and Class IV consider 
subjective ratings and uncalibrated measures. 
Response type road roughness measuring systems 
(RTRRMSs) that belong to class III devices are 
widely used for collecting roughness data in many 
countries. As RTRRMSs estimate IRI using 
correlation equations of IRI with other variables, 
they are effective for collecting roughness data of 
a long pavement in a short time compared to 
many Class I and Class II devices. Although these 
systems help collect roughness data very rapidly, 
most of them still have one common demerit of 
having restrictions in survey speed. It is 
recommended to maintain the survey speed within 
a certain range or at constant speed with these 
systems. But maintaining the speed within a 
certain range is quite difficult due to the existence 
of traffic control devices and the friction with 
other vehicles that can cause a significant bias in 
the roughness measurement using these systems. 
____________________________________________ 
(1) Graduate Student, Environmental Science and 
Infrastructure Engineering, Graduate School of Science 
and Engineering, Saitama University  
(2) Professor, Environmental Science and 
Infrastructure Engineering, Graduate School of Science 
and Engineering, Saitama University  

 
     RTRRMSs measure the dynamic response of 
the vehicle to the road by using either 
accelerometers or mechanical devices. 
Roadmaster and Roughometer are commonly used 
accelerometer based systems. In order to yield 
reliable results, ordinary accelerometers need a 
certain acceleration. Therefore these 
accelerometers do not work properly with a very 
low speed. For this reason, Roadmaster as well as 
Roughometer recommends to maintain speed 
higher than 40 km/h during survey. Regarding the 
upper limit, Roadmaster does not have any 
restriction but Roughometer recommends not to 
exceed 60 km/h. Since, maintaining the speed is 
difficult for traffic control devices and other 
vehicles, these systems can produce an error when 
survey speeds are not within these acceptable 
ranges. On the other hand, ROMDAS bump 
integrator and TRL bump integrator are 
commonly used mechanical devices that carry out 
roughness survey. Both of these devices use 
calibration equations of IRI with bump integrator 
reading to determine roughness index. Therefore, 
they restrict the survey speed to be maintained 
close to the calibration speed. Investigation of 
various features of different response-type road 
roughness measuring systems revealed that no 
system is free from speed constraint and suitable 
for all survey speeds. Thus bias in roughness 
measurement that can be caused by not 
maintaining specified speeds may be a common 
problem for many RTRRMSs. 
     The objective of this study is to develop a 
calibration equation that eliminates the bias 
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produced by not maintaining specified speeds and 
allows any survey speed condition. In order to do 
this, a simplified procedure that produces a 
regression relationship for IRI with bump 
integrator reading and survey speed as 
explanatory variables is developed using Road 
Measurement Data Acquisition System 
(ROMDAS) bump integrator as a case. 
Furthermore, this study investigates how the bias 
created by speed fluctuation affects the outcome 
and demonstrates how alternative method 
eliminates that bias using a case study. 
 

2. METHODOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURE 1. Procedure for IRI Estimation of    
ROMDAS 

 
     This part includes a brief review of IRI 
estimating procedure with ROMDAS, observation 
of the bias due to speed and improvement of the 
calibration equation. Figure 1 depicts the 
procedure for IRI estimation of ROMDAS. 
ROMDAS Bump integrator records the relative 
movement of the vehicle floor to the suspension 
during the operation and produces 1 pulse per 0.8 
mm suspension movement. Therefore, the output 
of bump integrator is generated in terms of count 
per km which is the accumulation of the number 
of pulses in one kilometer. In order to develop a 
correlation equation of bump integrator reading 
with IRI, at first roughness of several sections 
along the wheel paths are precisely measured. 
Class I or Class II devices can be used to do this. 
In this study Z-250 reference profiler is used for 
this purpose. Vehicle installed with ROMDAS 
bump integrator is then operated maintaining the 
same wheel paths to record the bump integrator 
reading. Bump integrator readings and IRIs found 

in different sections are then used for developing 
regression equation which is called calibration 
equation in this system. As bump integrator 
reading is sensitive to the vehicle speed, different 
calibration equations are found for different 
vehicle speeds.  
 
2.1 Conventional Calibration Equation 
     In Japan, traffic runs on the left side of the 
road. Two bump integrators connected separately 
with left and right wheels are used in this study.  
These integrators are calibrated separately using 
the same procedure mentioned earlier. Three 
sections with different roughnesses are used for 
calibration. Each of the sections is 100 meters in 
length. Roughness Indices found by Z-250 
reference profilers in these sections are shown in 
Table 1. 
 
TABLE 1: Roughness of Different Sections 
 

Secti
on ID Description IRI, m/km 

(Left) 
IRI, m/km 

(Right) 

1 
Medium 
Rough 

3.95 2.25 

2 Smooth 2.03 1.45 

3 Rough 4.49 3.63 

   
     For developing the calibration equations, bump 
integrators are operated in same sections where 
IRI are determined by Z-250 profiler. Three 
different speeds, 30 km/h, 45 km/h and 60 km/h, 
are used for the calibration. For each section, 
there are five runs a single speed. So, there are 15 
runs in total for each section. 
     For each bump integrator, regression analysis 
of mean of the bump integrator count and IRI 
measured by Z-250 reference profiler produces 
roughness calibration equations. Figure 2 and 3 
depict the output of this analysis for bump 
integrator 1 (Left Wheel) and bump integrator 2 
(Right Wheel) respectively. Calibration equations 
found for both bump integrators are as follow.  
 
Bump Integrator 1:   
IRI = 0.0013x + 0.4122 (30 km/h)    

(1.66) (0.21) 
[R2 = 0.7347, Adjusted R2 = 0.4693] 

IRI = 0.0008x + 1.4783 (45 km/h)   
          (2.75)       (1.81) 

[R2 = 0.8835, Adjusted R2 = 0.7670] 
IRI = 0.0008x + 1.1289 (60 km/h)   

(2.01)  (0.89) 
[R2 = 0.8016, Adjusted R2 = 0.6033] 

Calibration 
Equation 

IRI Measured 
by Class I or II 

Devices 

Data 
Processing 

ROMDAS 
Bump Integrator 

Reading 

IRI Estimation 
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Bump Integrator 2:   
IRI = 0.0015x + 1.1239 (30 km/h)   

(39.84) (28.03)  
[R2 = 0.9994, Adjusted R2=0.9987] 

IRI = 0.0012x + 1.1529 (45 km/h)   
         (82.65)      (60.56) 

[R2 = 0.9999, Adjusted R2=0.9997] 
IRI = 0.0009x + 1.0895 (60 km/h)   
        (436.98)   (292.80) 

[R2 = 1, Adjusted R2=1] 
 
     Where x is bump integrator reading (count/km) 
and numbers in the parentheses are t-statistics of 
respective parameters. 
     As bump integrator is sensitive to vehicle 
speed and calibration equation is developed for a 
specific speed, ROMDAS restricts the survey 
speed to be maintained close to the calibration 

speed. Calibration equations developed for 
specific speeds are used to estimate roughness 
even if the speed is not maintained properly. For 
instance, calibration equations are developed in 
this study for three different speeds; 30 km/h, 45 
km/h and 60 km/h. Therefore, for roughness 
estimation the equation of vehicle speed 60 km/h 
is applied for the speed range 52.5 and above. 
Similarly, equations for vehicle speeds 45 km/h 
and 30 km/h are used for the speed ranges 37.5 
km/h to 52.5 km/h and 0 to 37.5 km/h respectively. 
But, maintaining constant speed during actual 
survey is quite difficult. Under this circumstance, 
it is necessary to develop roughness calibration 
equation as a function of both bump integrator 
readings and vehicle speed to eliminate the 
constraint of maintaining equal speed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURE 2. Roughness Calibration Equation for Bump Integrator 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 3. Roughness Calibration Equation for Bump Integrator 2 
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2.2 Development of Alternative Calibration 
Equation that Eliminates Speed Constraint 
     Alternative specification of calibration 
equation is developed in this study which 
generates calibration equation using bump 
integrator reading and vehicle speed as 
explanatory variables of IRI. Since this equation 
includes vehicle speed as an explanatory variable 
of IRI, it eliminates the constraint of maintaining 
the survey speed within a certain range or at 
constant speed during the data collection. 
     In order to develop calibration equation of IRI 
as a function of bump integrator reading and 
vehicle speed, multiple linear regression analysis 
is implemented on the same data. Observation of 
the calibration equations for both of the bump 
integrators shows that roughness index increases 
as bump integrator reading (count/km) increases. 
On the other hand, higher bump integrator reading 
(count/km) is found for higher vehicle speed with 
the same roughness. Therefore, after the 
observation it is clear that a relationship might be 
developed where IRI would be a function of 
vehicle speed and bump integrator reading. In 
order to do so, both intercept and slope coefficient 
of bump integrator reading are assumed to be a 
function of vehicle speed which is given below. 
 
IRI = (α + βx1)+ (δ+ γx1)x2 

       = α + βx1 + δx2+ γx1x2 

 

     Where, x1 and x2 are vehicle speed and bump 
integrator reading respectively. α, β, δ and γ are 
constants. 
     Outcome of multiple regression shows that t 
statistic values of x1 are relatively small for both 
of the bump integrators. It means x1 is not 
significant in these equations and intercept should 
not be a function of vehicle speed. Therefore, 
multiple regression analysis is carried out again 
eliminating insignificant x1 in the aforementioned 
equations. It is found that only the slope 
coefficient of bump integrator reading might be a 
function of speed. Calibration equation assumed 
in this analysis is as follow. 
 
IRI = α + (δ+ γx1)x2 

          = α + δx2+ γx1x2 

 

     Where, x1 and x2 are vehicle speed and bump 
integrator reading respectively. α, δ and γ are 
constants. 
 

     All the variables in this analysis are found 
significant and the outcome produces following 
calibration equations for both of the bump 
integrators. 
 
Bump Integrator 1:     
IRI= 1.421 + 0.0011*x2 – 6.914*10-6*x1x2                      
       (6.064)   (7.544)          (-3.005) 
[R

2 = 0.7504, Adjusted R2= 0.7366] 
Bump Integrator 2:  
IRI= 1.1344 + 0.0021*x2 – 1.935*10-5*x1x2   
       (41.829)  (41.35)            (-22.39) 
[R2 = 0.9911, Adjusted R2 = 0.9906] 
 
     Between the two calibration equations, fitness 
of equation representing bump integrator 2 is very 
high. On the other hand, fitness of the equation 
representing bump integrator 1 is comparatively 
lower. This may be explained by the fact that 
bump integrator 1 (Left Wheel) is on curb side 
close to the shoulder picking up many 
irregularities. Calibration data of bump integrator 
1 shows inconsistency, especially for vehicle 
speed 30 km/h and 45 km/h which intersect each 
other (Figure 2). However, fitness of this 
calibration equation might be improved by 
increasing the number of runs. 
  

3. CASE STUDY 
 
3.1 Raw Data Collection 
     Data collection in this study was carried out in 
Kagawa prefecture of Japan. Pavement type in 
this case was asphalt. Total pavement length was 
348 km and roughness data in this study was 
recorded with a sampling interval of 100 meters 
by using two bump integrators. Survey speed was 
tried to be maintained close to 60 km/h although it 
was not possible to maintain precisely due to 
traffic control devices and movement of other 
vehicles. For data processing, calibration 
equations of both bump integrators developed 
during roughness meter calibration were used 
which convert the bump integrator raw data 
(count/100 meters) into IRI (m/km).  
 
3.2 Data Analysis  
     Roughness indices were determined for 
sections of various lengths ranging from 1.53 km 
to 59.18 km, in this case. There were 18 different 
sections that made a total length of 348 km. Data 
were collected with a sampling interval of 100 
meters and the calibration equations were used to 
compute an IRI per 100 meters interval. Finally, 
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an average roughness index (IRI, m/km) was 
determined over the section. Table 2 sorts the 
average roughness data collected for all the 18 
sections using conventional and alternative 
calibration equations. It also shows the percentage 
difference in roughness indices of these two 
calibration equations. The outcome of 
investigation represents that percentage difference 
is positive in all the 18 sections for both of the 
bump integrators. Considering the average of both 
bump integrators, roughness indices increase 
1.06% to 6.31% when alternative calibration 
equation is used. It means conventional 
calibration equation produces lower roughness 
value and it is biased in roughness producing. The 

most important factor for these differences might 
be the fluctuation of speed during the actual 
survey. 
     If the total pavement length (348 km) is 
assumed as one section, roughness values increase 
4.61% and 2.21% for bump integrator 1 and bump 
integrator 2 respectively when alternative 
calibration equation is applied. It is shown in 
Table 3. The average of two bump integrators 
shows an increase of 3.54% when alternative 
calibration equations is used. So, it is found that 
conventional calibration equation is biased in 
roughness producing that underestimates 
roughness indices in this study. 
 

 

TABLE 2: Roughness Data for All Individual Sections using Two Different Calibration Equations 

Length Avg. 
Speed Bump Integrator 1 Bump Integrator 2 Average Roughness Section 

(km) Km/h IRIc IRIa % Difference IRIc IRIa % Difference IRIc IRIa % Difference
1 59.18 50.00 2.71 2.85 5.17 2.26 2.32 2.65 2.49 2.59 4.02 
2 47.32 46.26 2.6 2.75 5.77 2.02 2.07 2.48 2.31 2.41 4.33 
3 46.97 44.29 2.73 2.87 5.13 2.1 2.13 1.43 2.42 2.5 3.31 
4 41.79 47.73 2.84 2.96 4.23 2.35 2.4 2.13 2.6 2.68 3.08 
5 39.62 49.69 2.85 2.95 3.51 2.19 2.26 3.20 2.52 2.59 2.78 
6 31.27 48.68 2.98 3.06 2.68 2.27 2.29 0.88 2.62 2.68 2.29 
7 27.74 52.06 2.61 2.74 4.98 2.15 2.18 1.40 2.38 2.46 3.36 
8 9.92 52.00 2.27 2.42 6.61 1.86 1.86 0.00 2.06 2.14 3.88 
9 9.84 47.42 2.29 2.48 8.30 1.82 1.9 4.40 2.06 2.19 6.31 

10 9.78 43.01 4.21 4.22 0.24 3.37 3.45 2.37 3.79 3.83 1.06 
11 9.14 46.43 3.99 4.05 1.50 3.46 3.57 3.18 3.73 3.81 2.14 
12 2.80 41.93 2.65 2.83 6.79 2.17 2.24 3.23 2.41 2.54 5.39 
13 2.80 46.84 2.67 2.82 5.62 2.12 2.16 1.89 2.4 2.49 3.75 
14 2.19 55.28 2.61 2.75 5.36 2.06 2.13 3.40 2.33 2.44 4.72 
15 2.19 46.22 3.11 3.23 3.86 2.36 2.41 2.12 2.74 2.82 2.92 
16 2.12 47.53 5.32 5.37 0.94 4.71 4.83 2.55 5.01 5.1 1.80 
17 1.62 24.29 3.25 3.53 8.62 2.81 2.98 6.05 3.03 3.26 7.59 
18 1.53 26.14 3.29 3.55 7.90 3.1 3.19 2.90 3.2 3.37 5.31 

Note:  IRIa = IRI measured by Alternative Calibration Equation   

 IRIc  = IRI measured by Conventional Calibration Equation  
% Difference = (IRIa- IRIc)*100/ IRIc 

 
TABLE 3: Average Roughness Data of the Whole Network 
 

  IRI by Conventional 
Calibration Equation

IRI by Alternative 
Calibration Equation

Difference (%), 
(IRIa- IRIc)*100/ IRIc 

Bump Integrator 1 (Left) 2.82 2.95 4.61 

Bump Integrator 2 (Right) 2.26 2.31 2.21 

Average 2.54 2.63 3.54 

Note:  IRIa = IRI measured by Alternative Calibration Equation   

 IRIc  = IRI measured by Conventional Calibration Equation  
% Difference = (IRIa- IRIc)*100/ IRIc 
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3.3 Causes of Bias and How Alternative 
Method Improves the Quality 
     Observation of calibration equations shown in 
Figures 2 and 3 indicates that higher speed tends 
to produce higher bump integrator reading 
(count/km) for equal roughness index. For 
instance, in Figure 3 bump integrator readings for 
roughness index 3 (m/km) are 1251 (count/km), 
1539 (count/km) and 2123 (count/km) when 
vehicle speeds are 30 km/h, 45 km/h and 60 km/h 
respectively. On the other hand, ROMDAS 
processes bump integrator reading (count/km) and 
converts it into IRI using three calibration 
equations developed for 30 km/h, 45 km/h and 60 
km/h. Elaborately, ROMDAS uses calibration 
equations of 30 km/h, 45 km/h and 60 km/h for 
speed ranges 0 to 37.5 km/h, 37.5 km/h to 52.5 
km/h and 52.5 km/h to above respectively. Same 
equation is used for a range of vehicle speed. In 
this way, estimated roughness indices are 
underestimated when survey speed is lower than 
the calibration speed. Similarly overestimation 
exists when survey speed is higher. Therefore, 
more calibration equations would produce more 
accurate values and in order to eliminate this error 
infinite number of equations are needed if 
constant speed is not maintained. Alternative 
calibration equation developed in this study 
processes raw data using calibration equation 
where IRI is a function of both bump integrator 
reading and vehicle speed. This equation tries to 
eliminate this bias. 
     A comparative study between conventional 
and alternative calibration equation has been 
carried out using the collected data to make the 
aforementioned discussion clear. As fitness of the 
calibration equation of bump integrator 2 is higher, 
it is used to compare both calibration equations. 
Figures 4, 5 and 6 show the comparison between 
roughness indices measured by bump integrator 2 
using conventional and alternative calibration 
equations. Each point of these figures represents 
roughness difference for every 100 meters interval. 
Vehicle speed fluctuates in this study from 0.6 
km/h to 82.8 km/h. Data are sorted and divided 
into three groups according to the vehicle speed; 0 
to 37.5 km/h, 37.5 km/h to 52.5 km/h and 52.5 
km/h to above. Figure 4 stands for speed 0 to 37.5 
km/h. It shows that roughness indices measured 
by alternative calibration equation for the speed 
close to 0 km/h are about 20% higher than that of 
conventional calibration equation. But the 
difference in roughness indices decreases with the 
increase in vehicle speed. Roughness indices 
measured near the vehicle speed 30 km/h are 

almost the same for both equations. On the other 
hand, IRI measured by alternative calibration 
equations are lower than that of conventional 
calibration equation for the speed greater than 30 
km/h. Therefore, this observation shows that IRI 
measured by conventional calibration equation is 
underestimated when speed is less than calibration 
speed (30 km/h) and overestimated when speed is 
greater than that.  
     Figures 5 and 6 stand for vehicle speed 37.5 
km/h to 52.5 km/h and 52.5 km/h to above 
respectively. In these figures, roughness values 
are also underestimated by conventional 
calibration equation when vehicle speeds are 37.5 
km/h to 45 km/h and 52.5 km/h to 60 km. On the 
other hand, roughness indices are overestimated 
when speeds are 45 km/h to 52.5 km/h and 60 
km/h to above. For all the three cases, it is found 
that roughness values measured by both methods 
are almost the same when vehicle speeds are close 
to the calibration speeds; 30 km/h, 45 km/h and 
60 km/h. This outcome supports to have greater 
number of calibration equations for the 
conventional method to reduce the error. 
Regression analyses in Figure 4, 5 and 6 produce 
following relationship between the difference of 
IRI and vehicle speed for this study. 
 
y = -0.6633x + 20.577 (0 to 37.5 km/h) 
      (-75.09)     (91.31)     [Adjusted R2 = 0.91] 
 
y = -0.709x + 31.374 (37.5 km/h to 52.5 km/h) 
    (-105.76)  (100.72)    [Adjusted R2 = 0.88]  
 
y = -0.9584x + 60.456   (52.5 km/h to Above) 
     (-108.37)   (115.74)   [Adjusted R2 = 0.89] 

 
Where,   
y = % Difference, x = Speed (km/h) 
Numbers in the parentheses are t-statistics of respective 
parameters.     
% Difference = (IRIa-IRIc)*100/IRIc 
RIa = IRI measured by Alternative Calibration 

Equation 
IRIc = IRI measured by Conventional Calibration 

Equation 
 

     These equations indicate that IRI differs by 
5 % for the speed difference of 7.53 km/h when 
vehicle speed ranges from 0 to 37.5 km/h. 
Similarly, 5% difference in IRI is found for speed 
differences of 7.05 km/h and 5.22 km/h when the 
speed ranges from 37.5 km/h to 52.5 km/h and 
52.5 km/h to above respectively. 
 

Potential Bias of Response Type Road Roughness Measuring Systems:Causes and Remedial Measures

24



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 4. Comparison for Vehicle Speed 0 to 
                       37.5 km/h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
FIGURE 5. Comparison for Vehicle Speed 37.5 

                       km/h to 52.5 km/h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 6. Comparison for Vehicle Speed 52.5 
                       km/h to Above 
 
Note: % Difference = (IRIa-IRIc)*100/IRIc 
Where,  IRIa = IRI measured by Alternative Method 
 IRIc  = IRI measured by Conventional Method 
 

     The outcome of this comparison supports that 
IRI measured by conventional calibration 
equation is underestimated when survey speed is 
lower than the calibration speed and 
overestimated when speed is higher than that. In 
this study, conventional method produces lower 
roughness values for all the 18 sections as shown 
earlier in Table 2. Vehicle speeds lower than the 
calibration speeds are dominating in this case 
which might be the reason for this 
underestimation. In order to clarify this feature, 
each speed range examined is divided into two 
parts according to the underestimation and 
overestimation. Speed range 0 to 37.5 km/h is 
divided into less than 30 km/h and greater than 30 
km/h. Similarly speed ranges less than 45 km/h, 
greater than 45 km/h, less than 60 km/h and 
greater than 60 km/h are found from other two 
ranges. IRIs measured for different speed ranges 
are listed in Table 4. Bump integrator 2 produces 
a clear view of the reason why IRI measured in 
this study is underestimated using conventional 
calibration equation. Considering the speed range 
0 to 37.5 km/h, IRI values are underestimated by 
11.03% for pavement length of 33.59 km, while 
IRI is 2.68% overestimated for pavement length 
of 21.57 km. Therefore, in this range 
underestimated roughness compensates 
overestimation and dominates. On the other hand, 
for speed range 37.5 km/h to 52.5 km/h, 90.43 km 
pavement is overestimated (3.53%) while 
underestimation (2.05%) goes for 53.42 km. 
Overestimation dominates in this speed range. 
Finally, for the speed range 52.5 km/h to above, 
97.01 km pavement is underestimated (7.06%) 
and roughness indices are overestimated (1.62%) 
for 50.18 km which represents that 
underestimation is dominating. Accumulating all 
the roughness indices it is found that 
underestimation in roughness indices compensates 
the overestimation and dominates in the 
conventional calibration equation. It causes the 
bias in conventional calibration equation and 
higher roughness values for alternative calibration 
equation in this study. Similarly, for bump 
integrator 1, underestimation dominates, although 
it does not show clear relationship of 
underestimation and overestimation with vehicle 
speed. Roughness indices are underestimated by 
conventional calibration equation for all the speed 
ranges except the speed range 45 km/h to 52.5 
km/h. Lower fitness in calibration equation causes 
this inconsistency which might be improved by 
having more number of runs during calibration. 
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TABLE 4: IRI Measured for Different Speed Ranges 

Speed Ranges Length Bump Integrator 1 Bump Integrator 2 
(km/h) (km) IRIc IRIa % Difference IRIc IRIa % Difference 

Speed < 30 33.59 3.01 3.31 9.97 2.62 2.91 11.03 
30 < Speed < 37.5 21.57 3.12 3.26 4.37 2.70 2.62 -2.68 
37.5 < Speed < 45 53.42 2.96 2.98 0.81 2.26 2.30 2.05 
45 < Speed < 52.5 90.43 2.88 2.86 -0.64 2.30 2.22 -3.53 
52.5 < Speed < 60 97.01 2.58 2.87 11.15 2.05 2.19 7.06 
Speed > 60 50.18 2.77 2.96 7.02 2.17 2.13 -1.62 
 
Note:  IRIa = IRI measured by Alternative Calibration Equation    
  IRIc  = IRI measured by Conventional Calibration Equation 

% Difference = (IRIa-IRIc)*100/IRIc 
 

4. CONCLUSION 
 
     Commonly used response type road roughness 
measuring systems are not free from speed 
constraint and not suitable for all survey speeds. 
This produces a significant bias in roughness 
measurement if the survey speed is not maintained 
properly. This study develops a procedure using 
Road Measurement Data Acquisition System that 
produces a regression relationship for IRI with 
bump integrator reading and survey speed as 
explanatory variables. It is found in ROMDAS 
that higher speed produces higher bump integrator 
reading (count/km) for equal roughness index. 
Therefore, roughness index measured by 
conventional calibration equation is always 
underestimated when survey speed is lower than 
the calibration speed and overestimated when 
speed is higher than that. This feature may cause a 
potential bias if survey speed is not maintained 
properly. If the distribution of speeds is skewed, 
overestimation or underestimation may dominate 
causing the bias in roughness measurement. 
Logically it can be said that more calibration 
equations would produce more accurate values 
and in order to eliminate this bias using 
conventional calibration equation, infinite number 
of equations are needed. For this reason, 
ROMDAS suggests maintaining constant speed 
during survey which is cumbersome for the 
existence of traffic control devices and the friction 
of other vehicles. Alternative calibration equation 
developed in this study produces calibration 
equation using bump integrator reading and 
survey speed as explanatory variables of 
roughness index and is able to measure roughness 
more precisely for any survey speed condition. 
Thus it eliminates potential bias caused by speed 
fluctuation during survey. 

 

     Bump integrator was calibrated using three 
different sections in this case. To improve the 
results, calibration using more reference sections 
is always recommended. Moreover, three different 
speeds; 30 km/h, 45 km/h and 60 km/h, were used 
as calibration speeds. Increasing the number of 
speeds is also recommended for better findings.  
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論文 

 
黒ぼく土カラムからの土壌コロイド流出解析 

 
Numerical Analysis of Colloid Leaching from Volcanic Ash Soil Columns 

 
川本 健*, 斎藤広隆**, Per MOLDRUP***, 小松登志子* 

 
Ken KAWAMOTO, Hirotaka SAITO, Per MOLDRUP, and Toshiko KOMATSU 

 

Transport of pesticides, heavy metal, radionuclide, and other strongly sorbing contaminants in soils is 

enhanced by colloid-facilitated transport. In order to understand colloid transport in soil, we first characterized 

coagulation/dispersion properties of colloidal solutions extracted from volcanic ash soil. Next, we investigated 

mobilization and leaching of colloidal materials from soil columns during rainfall irrigation. The 

coagulation/dispersion properties greatly varied with pH in colloidal solutions, causing change in particle size 

distributions with time. The leaching of colloids was numerically simulated using a new colloid transport 

model considering both equilibrium and kinetic sorption sites for colloids. HYDRUS-1D was used for the 

numerical simulation and estimation for transport parameters of colloids. The estimated distribution coefficient 

of natural colloids (which leached under application of artificial rainwater) was an order of magnitude larger 

than that of applied colloidal solution. The estimated detachment coefficient of natural colloids was three to 

four orders of magnitude greater than that of applied colloidal solution. 

 

Keywords: Soil Colloids, Volcanic Ash Soil, Leaching, HYDRUS-1D 

 

 

1. はじめに 

 

人為的要因（工場からの揮発性有機化合物の漏洩，

農地からの農薬の流出など），自然起因（地層中に存在

する高濃度のヒ素など），自然災害（例えば， 近の米

国ハリケーン被害によるオイルタンクからのガソリン

流出）など，様々な要因によって引き起こされる土壌・

地下水汚染が世界各地で問題となっている。国内にお

いても同様な問題が顕在化し，昨今の土壌汚染対策法

の施行とも相成り，汚染領域の特定手法や効率的な浄

化対策を目指して，学術と実務の両面から積極的な研

究が推し進められている。 

土壌の汚染物質移動現象の中でも，近年，汚染物質

輸送のキャリアー（担い手）としての土壌コロイドの

存在が注目されている 1), 2), 3)。微小な粒子径からなるコ

ロイドは，汚染物質を吸着して地盤内を長距離まで移

動すること（コロイド担体輸送）が報告されるなど，

汚染物質の輸送促進の大きな要因となる。しかし，コ

ロイドによる汚染物質の吸着・輸送機構に関しては，

未解明な点が多く，より一層のデータの蓄積が必要と

されている。さらに，土壌コロイドや汚染物質の移動
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解析については，現時点ではコロイドの凝集・分散特

性や，土壌そのものと土壌コロイドへの吸着分配特性

を区別しないなど，土壌コロイドの形態や汚染物質の

吸着実態が十分に考慮されていないのが現状である。 

本報では，汚染物質のコロイド担体輸送解明に向け

ての第一歩として，これまでにあまり研究の行われて

いない黒ぼく土を対象として，土壌コロイド溶液の凝

集・分散および粒径分布特性を明らかにした上で，カ

ラム実験における土壌コロイドの流出特性の解明およ

びその解析を行った。 

 

2. 土壌試料および土壌コロイドの抽出 

 

 土壌試料は，東京都西東京市の東京大学大学院農学

生命科学研究科付属農場の畑地より採取した黒ぼく土

（通称，立川ローム）を用いた。採取深さは 0-10cm で，

2mm 篩で篩分し，その通過分を実験に用いた．試料の

主な土壌物理性を Table 1 に示した。 

  2mm 篩通過後の同土壌試料より土壌コロイドを抽

出し，土壌コロイド溶液（Colloidal solution）を得た。

土壌コロイド溶液の抽出方法は以下の通りである。湿

土と人工雨水（Artificial rainwater）を，質量比が 1:8 と

なるようにガラス瓶に入れる。ここで，人工雨水は自

然雨水の組成に近づけた溶液で，0.085ｍM NaCl ＋ 

0.015mM CaCl2 の混合溶液からなる。次に，このガラ

ス瓶を振とう器に載せ，室温 25℃で 24 時間振とうを

行う。振とう後，懸濁溶液を 1L メスフラスコに移して

粒子を沈降させ，ストークス径 2µm 以下の画分（土粒

子密度を 2.68g/cm3と仮定）を含む上澄み溶液をサイホ

ンで回収する。そして，上澄み溶液を孔径 1µm のガラ

ス繊維濾紙（GF/B, Whatman ®）でろ過したものをコロ

イド溶液とする。 

このようにして得られたコロイド溶液の特性を，人

工雨水の特性と合わせて，Table 2 に示した。pH 調整

を行わない場合の pH（Natural pH）は，6.5～7.0 であ

った。土壌コロイド溶液の濁度は，濁度計（2100P 型

濁度計，HACH 社製）で測定し，あらかじめ求めてお

いた関係式（コロイド濃度[mg/L] = 0.70×濁度[NTU]）

より，コロイド濃度に換算した。溶存有機物（Dissolved 

organic carbon）濃度は，TOC 計（TOC-5000, SHIMADZU

社製）を用いて測定した。ζ電位は，ゼータ電位計（Model 

502, 日本ルフト（株））を用いて顕微鏡電気泳動法で

測定し，Smoluchowski の式 4)で算出した。 

Table 2   Characteristics of artificial rainwater and colloidal solution at natural pH.

Soil pH EC Turbidity Concentration of CS Dissolved Organic Carbon ζ potential at pH = 6～7 ‡ 

  mS m-1 NTU mg L-1 mg L-1 mV 

Artificial Rainwater † 6.5～6.8 2.1～2.3 0 - 0 - 

Colloidal solution 6.5～7.0 2.5～5.8 7.2～10.1 4.8～7.1 0.42～2.33 -12 ～ -14 
† 0.085 mM NaCl+0.015 mM CaCl2. 
‡ζ potential was determined by the Smoluchowski equation with using measured electrophoretic mobility.  

Table 2   Characteristics of artificial rainwater and colloidal solution at natural pH.

Soil pH EC Turbidity Concentration of CS Dissolved Organic Carbon ζ potential at pH = 6～7 ‡ 

  mS m-1 NTU mg L-1 mg L-1 mV 

Artificial Rainwater † 6.5～6.8 2.1～2.3 0 - 0 - 

Colloidal solution 6.5～7.0 2.5～5.8 7.2～10.1 4.8～7.1 0.42～2.33 -12 ～ -14 
† 0.085 mM NaCl+0.015 mM CaCl2. 
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Table 1   Soil physical characteristics. 

Soil Depth Soil texture † Clay Silt Sand 
Organic 

matter

Soil mineral 

density 
pH ‡ EC ‡ 

 m  % g m-3  mS m-1 

Tachikawa loam 

(Andisol) 
0.0-0.1 Loam 8.7 39.8 51.5 7.8～9.2 2.68 6.5～6.8 5.8～6.5

† Soil textures are classified based on the International Soil Science Society (ISSS) standard. 
‡ Soil pH was determined in H2O with a 1:2.5 (w/w) soil/water suspension. Soil EC was determined in H2O with a 1:5 (w/w) soil/water 
suspension. 
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3. 土壌コロイドの凝集・分散特性 

 

カラム実験による土壌コロイドの流出特性の解析に

先立ち，土壌コロイド溶液の凝集・分散特性に pH が

及ぼす影響を調べた。具体的には，コロイド溶液の（分

散状態の）安定度，ζ電位，粒径分布に pH が及ぼす影

響について検討した。 

コロイド溶液の安定度の検討として，pH 調整した溶

液のコロイド粒子を（凝集）沈降させ，その上澄み溶

液の濁度の時間変化を調べた。ここで，pH 調整は，

Natural pH のコロイド溶液に 0.01M の HCl もしくは

0.01MのNaOHを加えることで行い，pH 2.9, 3.8, 4.9, 5.8, 

6.8 (Natural pH)， 8.4, 9.3 のコロイド溶液を作製した。

高さ 4cm のガラス瓶に pH 調整を行ったコロイド溶液

を入れ，所定の時間（0, 0.25, 0.5, 1, 3, 6, 24, 48, 96, 120

時間）に上澄み溶液をガラス瓶より採取して，濁度を

測定した。この時，それぞれの所定時間における測定

は別々のサンプルを用いて行った。 

 コロイド溶液の安定度の結果を Fig. 1 に 

示した。pH 2.9 と 3.8 の強酸性では，24 時

間までに濁度の急激な低下を示したこと

から，コロイドが比較的短時間で凝集沈降

したものと言える。pH 5.8 と 6.8 の弱酸性

から中性付近のコロイド溶液は，濁度の低

下が遅く，比較的長時間，分散して安定し

た状態（凝集沈降速度が小さい）にあるも

のと言える。pH 8.4 や 9.38 のアルカリ性で

は，は強酸性と中性付近の条件の中間的な

濁度低下を示した。 

次に，コロイド溶液のζ電位の測定結果

を Fig. 2 に示した。ζ電位は，溶液作製直後

（0 時間）と 48 時間静置後の 2 通りの条件

で測定した。いずれの時間においても，ζ

電位の絶対値は pH 5.8 から 6.8 付近の弱酸

性から中性で も大きな値（-12～-14 mV）

を示し，pH 2.9 の強酸性では も小さな値

（-4～0 mV）を示した。コロイド溶液の安

定度の結果（Fig. 1）とζ電位の測定結果よ

り，弱酸性から中性付近の pH 領域では，ζ
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電位の絶対値が大きく（コロイド粒子表面の負電荷が

大きく），コロイド粒子同士の反発力が大きいため，凝

集沈降速度が小さくなったものと言える。逆に，強酸

性の pH 領域では，ζ電位の絶対値が小さく（コロイド

粒子表面の負電荷が小さい），コロイド粒子同士の反発

力が小さいため，凝集沈降速度が大きいものと理解で

きる。 

 コロイド溶液に含まれる土壌コロイドの粒径分布を

Fig. 3 に示した。粒径分布は，ナノ粒子径分布測定装置

（SALD-7100，島津製作所）を用いて，レーザ回折・

散乱法で求めた。SALD-7100 の測定範囲は 0.01～

300µm であり，光源となる紫外線半導体レーザー（波

長 375nm）を回分セル内の溶液に照射し，回折・散乱

光を検出することにより光強度分布が求まる。測定さ

れた光強度分布から粒径分布への計算には，Fraunhofer

回折理論と Mie 散乱理論が用いられている。また，計

算の際に測定対象物質の屈折率が必要となるが，土壌

コロイドの屈折率は未知数であるため，ここでは標準

的な屈折率である 1.70-0.20i（i は虚数）を用いた。粒

径分布の測定は，3 段階に調整した pH（3.8，6.8（Natural 

pH），8.4）で行い，溶液作製直後（0 時間）と 48 時間

静置後の 2 通りの条件で測定した。 

0 時間の粒径分布は pH による違いは小さく，粒径は

概ね 0.2～1µm となった。48 時間後は，いずれの pH に

おいても粒径分布が二つの領域（山）に分離した。小

さい粒径領域では，いずれの pH においても 0.25µm 付

近にピークが位置した。大きい粒径領域のピークは pH

によって異なり，pH 6.8 の中性では 4.9µm にピークが

現れたのに対し，pH 3.8 と 8.4 の強酸性，強アルカリ

性では 7.3µm 付近にピークが現れた。粒径の増加はコ

ロイド粒子の凝集によってフロックが形成されたもの

と考えられるが，そのフロック径の大きさが pH で変

化する理由は定かではない。前述のように，強酸性，

強アルカリ性条件では，中性条件に比べ，ζ電位の絶対

値が小さく凝集沈降速度が大きいことからも（Fig. 1, 

Fig. 2），ζ電位の違いがフロック径の大きさに影響を与

えたことが示唆される。さらに，本研究では，pH 調整

に HCl や NaOH を用いたが，これらに含まれる Cl-や

Na+の影響もフロック径の大きさに影響を及ぼしたも

のと考えられる。また，0.25µm 付近に現れたピークに

関しては，検出限界を超えている，もしくは，光強度

が小さすぎて検出できなかった 0.1µm 以下の粒子が凝

集してフロックを形成したために観測された可能性が

ある。 

 

4. カラム実験による土壌コロイドの流出特性 

 

4.1 実験装置および手順 

カラム実験の装置を Fig. 4 に示した。カラムは内径

4.9cm，高さ 15cm のアクリル製のカラムを用いた。試

料高さを 10cm とし，試料上下には供給・排出溶液が

カラム断面に均一に広がるようにガラスビーズを 1cm

高さに充填した。 

カラム実験では供給溶液として，人工雨水（ARW）

と Natural pH（6.5～7.0）の土壌コロイド溶液（CS）を

用いた（Table 2）。降雨強度は 80mm/hr とし，ARW の

20 時間降雨＋CS の 20 時間降雨＋ARW の 20 時間降雨

の条件（Exp. A, B），60 時間の ARW 連続降雨の条件

Solution application by 
a peristaltic pump

Soil material
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(Pore size 1mm) Glass beads
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1cm
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Collection of drainage

Fig. 4 Experimental apparatus for column tests.
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Experiment Solution schedule †

A             ARW (20 hr)          CS (20 hr)         ARW (20 hr)
B             ARW (20 hr)          CS (20 hr)         ARW (20 hr)
C                                          ARW (20 hr)
D                                          ARW (20 hr) 

† ARW: artificial rainwater. CS: Colloidal solution. 

Table 3.  Applied solutions for column experiments. 
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（Exp. C, D）の 2 通りでカラム実験を行った（Table 3）。

実験中，カラム下端からの排水溶液をガラス瓶で採取

し，排水量，濁度，pH，EC の測定を行った。なお，

排水溶液の測定は，凝集沈降の影響を避けるため，回

収後 12 時間以内に測定を行い，濁度は測定直前にガラ

ス瓶を手で数回振ってから測定を行った。 

 

 4.2 コロイドの流出特性 

カラム実験における排水溶液の累積排水量，pH と

EC，コロイド濃度（Cc）の測定例（Exp. A, C）を Fig. 5

に示した。供給溶液が同一である Exp. A と B，Exp. C

と D はほぼ同じ流出特性を示した。また，いずれの条

件においても排水開始は降雨開始後約 20 分であった。 

累積排水量の回帰式より，排水強度は排水開始直後

より降雨強度の 80 mm/h とほぼ同じ値となった（Fig. 

5(a), (b)）。排水溶液のpHは，排水中概ね7を示した（Fig. 

5(c), (d)）。EC は，排水直後に 40～55 mS m-1と比較的

高い値を示したが，その後急減し，排水開始後 20 時間

以降は概ね 4 mS m-1の値を示した（Fig. 5(c), (d)）。 

降雨に人工雨水のみを連続供給した Exp. C では，排

水溶液の Ccは排水とともに増加し，排水後 20 時間あ

たりでピークを示した後，緩やかに低下していった

（Fig. 5(f)）。人工雨水とコロイド溶液を供給した Exp. 

A では，人工雨水供給時は Exp. C と同様に Ccは排水と
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ともに増加し，排水後 20 時間あたりでピークを示した。

その後のコロイド溶液供給時は，供給直後 Ccは急増を

示したが，供給継続につれて Cc は緩やかに低下した。

そして，再度，人工雨水に供給を切り替えると，Cc は

急減し，Exp. C とほぼ同じ Ccまで低下した。 

 

4.3 コロイドの土壌内移動モデル 

 土壌内でのコロイドの移動を記述するモデルは，こ

れまでに幾つか提案されている。例えば，Pangら（2005）
5)は，土壌を通過するバクテリア移動を，バクテリアの

土壌への吸着・脱離を考慮した移流・分散方程式で記

述し，その流出特性を解析した。ここで，彼らはバク

テリアの土壌への吸着・脱離を動力学的（kinetics）過

程と仮定し，吸着・脱離係数を含む一次反応式で記述

した。Simunek ら（2006）6)は，コロイドの土壌内挙動

をより正確に記述するために，コロイドの各相（土（固

相），水（液相），空気（気相））への分配過程を考慮し

た移流・分散方程式を提案した。彼らのモデルでは，

コロイドの固相への分配は，吸着・脱離と物理的捕捉

（straining）の二つの過程からなるとし，両過程を吸

着・脱離係数および straining 係数を含む一次反応式で

記述した。Pang ら（2005）や Simunek ら（2006）のモ

デルはいずれもコロイドの固相への分配を，kinetic な

収着サイトのみと仮定している点が共通している。し

かし，このような kinetic な収着サイトのみでは，本カ

ラム実験の結果のような排水直後の急激なコロイド流

出（土壌浸水時に瞬間的に発生する固相からコロイド

脱離）や，長時間に及ぶコロイドの排出挙動（tailing）

を正しく表現できず，これらのモデルの適用は難しい

と考えられる。 

 そこで本研究では，コロイドの吸着・脱離を，静的

（equilibrium）ならびに動力学的（kinetics）の二つの

収着サイトからなると仮定し，以下のコロイド移動モ

デルを提案した。 
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ここで，θwはコロイドが移動する体積含水率（cm3 cm-3），

Ccは液相でのコロイド濃度（mg cm-3），ρは乾燥密度（g 

cm-3），Seは静的収着サイトのコロイド量（mg mg-1），

Skは動力学的収着サイトのコロイド量（mg mg-1），Dc

はコロイドの分散係数（cm2 h-1），θは液相（水）の体

積フラックス（cm h-1）である。また，Se は分配係数

Kd（cm3 mg-1）を用いて次式で表される。 

cde CKS =     [2] 
なお，[1]式は，コロイドの化学的・生物学的な消失

（sink）は考慮していない。 

 動力学的なコロイドの吸着・脱離は，次の式で記述

される。 

kdccacw
k SkCk
t

S
ρ−θ=

∂
∂

ρ     [3] 

ここで，kac，kdcは一次反応コロイド吸着・脱離係数（h-1）

となる。本モデルでは，コロイドの吸着・脱離に関し

ては，土（固相）全体が静的と動力学的の二つの収着

サイトとして機能するものと仮定し，両サイトの比率

を設定していない。 

 

4.4 コロイドの流出解析 

コロイドの土壌内移動および流出解析には，不飽和

水分移動汎用プログラム HYDRUS-1D7)を用いた。

HYDRUS-1D では，鉛直１次元非定常水分移動の基礎

方程式である Richards 式を，有限要素法を用いて，各

時間ステップでの土壌カラム各深さの圧力と水分量の

変化を計算した後，［１］式の移流・分散方程式を解く

ことで，土壌内部および排水溶液のコロイド濃度の変

化を計算する。計算の際，本実験条件では土壌内部の

水分はほぼ飽和とみなせるため，水分移動は飽和流を

仮定し，初期条件としては一定圧力(h = 0 cm)を与え，

土壌カラム上端および下端にはフラックス一定条件を

与えた 8)。なお，飽和透水係数はフラックスと同値の

80 mm h-1を与えた。コロイド移動の初期条件としては，

初期コロイド濃度（Si）（未知パラメータ）が各深さ一

定の条件を与え，境界条件としては土壌カラム表面に

一定濃度のコロイドフラックスが流入するフラックス

境界条件 9)を与えた。 

本研究では，コロイド流出曲線（Fig．5(e), (f)）の実

測データから，コロイド移動に関する未知パラメータ

を逆解析により，推定した。具体的には，まず Exp. C

のコロイド流出曲線を使い，人工雨水供給時に流出す
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るコロイド(以降 Natural colloid)の移動パラメータを求

めた。次に，求められたパラメータより，Natural colloid

の流出曲線を計算し，Exp. A と B の流出曲線より引く

ことで，20～40 時間に与えたコロイド溶液のコロイド

（以降 Applied colloid）の流出曲線を求めた。Applied 

colloid の移動パラメータは，このようにして求められ

た流出曲線を使って，逆解析より求めた。ここで，

Natural colloid と Applied colloid は相互に作用しないと

仮定した。 

Fig. 6 に HYDRUS-1D によるコロイド流出曲線の解

析結果を示す。なお Fig. 6(a)の Exp. A と B の計算結果

は，Natural colloid と Applied colloid の各々の計算結果

を足し合わせたものである。いずれの条件においても，

解析結果はコロイド流出の実測データを上手く再現し

ていることが分かる。特に，コロイド溶液供給・停止

時のコロイド濃度の急激な立ち上がりや低下（Fig. 

6(a)），長時間に及ぶコロイド濃度の緩やかな低下であ

る tailing 挙動が正しく表現されている。このことから，

[2]式を用いたコロイド流出挙動解析が妥当であると

判断できる。 

 コロイド移動および水移動のパラメータを Table 4

に示した。注目すべき点は，Natural colloid と Applied 

colloid の移動パラメータ（静的な収着サイトにおける 

 

 

分配係数 Kdや動力学的な収着サイトにおける吸着・脱

離係数 kac, kdc）の違いである。Natural colloid の Kdは

6.84 cm3 mg-1で，Applied colloid の 2.96E-01 cm3 mg-1 

 

Fig. 6 Inverse solution of colloid breakthrough 
curves. (a) Release of natural and applied colloids 
for experiments A and B. (b)  Release of natural 
colloids for experiment C and D.
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Description Parameter Value 

Parameters for water transport 

Saturated volumetric water content, cm3 cm-3 θs 0.77 

Dry bulk density, g cm-3 ρ 0.62 

Parameters for natural colloids 

Initial soil colloid concentration adsorbed to the sorption site, mg mg-1 Si 3.42E-01 

Equilibrium distribution coefficient, cm3 mg-1 Kd 11.4 

First-order colloid attachment coefficient, h-1 kac - 

First-order colloid detachment coefficient, h-1 kdc 2.22E-02- 

Parameters for applied colloids 

Initial soil colloid concentration adsorbed to the sorption site, mg mg-1 Si 0 

Equilibrium distribution coefficient, cm3 mg-1 Kd 8.13E-01 (Exp. A),  5.69E-01 (Exp. B)

First-order colloid attachment coefficient, h-1 kac 8.72E-01 (Exp. A),  7.41E-01 (Exp. B)

First-order colloid detachment coefficient, h-1 kdc 6.82E-06 (Exp. A),  1.29E-06 (Exp. B)

 

Table 4.  Transport and reaction parameters used to simulate colloid breakthrough curves for column 
experiments. 

Description Parameter Value 

Parameters for water transport 

Saturated volumetric water content, cm3 cm-3 θs 0.77 

Dry bulk density, g cm-3 ρ 0.62 

Parameters for natural colloids 

Initial soil colloid concentration adsorbed to the sorption site, mg mg-1 Si 3.42E-01 

Equilibrium distribution coefficient, cm3 mg-1 Kd 11.4 

First-order colloid attachment coefficient, h-1 kac - 

First-order colloid detachment coefficient, h-1 kdc 2.22E-02- 

Parameters for applied colloids 

Initial soil colloid concentration adsorbed to the sorption site, mg mg-1 Si 0 

Equilibrium distribution coefficient, cm3 mg-1 Kd 8.13E-01 (Exp. A),  5.69E-01 (Exp. B)

First-order colloid attachment coefficient, h-1 kac 8.72E-01 (Exp. A),  7.41E-01 (Exp. B)

First-order colloid detachment coefficient, h-1 kdc 6.82E-06 (Exp. A),  1.29E-06 (Exp. B)

 

Table 4.  Transport and reaction parameters used to simulate colloid breakthrough curves for column 
experiments. 
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（Exp. B）や 4.00 E-01 cm3 mg-1（Exp. A）よりも 1 オー 

ダー大きな値を示した。また，Natural colloid の kdcは

2.22E-02 h-1で，Applied colloid の 9.92E-07 h-1（Exp. B）

や 1.26 E-06 h-1（Exp. A）よりも 3 オーダー大きな値を

示した。さらに，Applied colloid の kacは kdcよりも 5 オ

ーダー以上大きく，動力学的な収着サイトで脱離過程

は実質的に無視できることが言える。 

 本研究で提案した[1]式のコロイド移動モデルは，黒

ぼく土カラムからのコロイドの流出挙動を上手く再現

し，コロイド移動を支配するパラメータの定量的評価

を可能とした。しかし，本モデルは動力学的収着サイ

トへのコロイド分配に吸着・脱離過程（kac, kdc）しか

考慮しておらず，物理的捕捉である straining 現象を考

慮していない。Bradford ら（2002）10)は，粒径が小さ

く微細な間隙を有する多孔質媒体では顕著な straining

が生じ，一次反応式を用いたコロイド吸着・脱離のみ

ではコロイドの多孔質媒体内移動を適切に評価できな

いことを示した。本研究で用いた黒ぼく土は，団粒構

造が発達し，団粒内部に微細な間隙を多数有すること

からも，これらの微細間隙で straining が生じ，解析に

よって求めた kacが straining 効果を含む可能性が高い。

今後は，さらなる実測データを得て，コロイド移動パ

ラメータの定量的評価を試みると同時に，straining を

含めた解析を進める予定である。 
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インドネシア,メラピ火山火砕流と防災対策 

 
The pyroclastic flow of Merapi volcano and its disaster measure in Jawa, Indonesia 
 

佐々木 寧* 
 

Yasushi SASAKI 
 

The Merapi volcano is erupting active, newly erupted with a pyroclastic flow in April 2006, some water 

pipeline was cut off and damaged of vegetation, pine forest and Acacia trees. This area is in danger even now, 

by eruption and volcanic mud flow. Disaster measure and warning system is depend on volunteer local people, 

without any government support.  

  

 

words: Merapi volcano, pyroclastic flow, disaster measure, Jawa  

 
    はじめに 

インドネシア、ジャワ島東部にあるメラピ Merapi 火

山は、活発な火山活動を続けている。もっとも最近の

噴火活動は 2006 年 4月に起こり、大規模な火砕流の発

生し、警戒中の地元青年ら二人が死亡している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メラピ火山は、これまでも活発な火山活動を続け、

山麓一帯の住民を長く不安な状態においてきている。 

 またインドネシアは活発なスンダ火山帯にあり、最近

のジャワ地震、ジャワ島津波、および 2 年前のスマト

ラ沖地震など一帯の地殻変動が活動期に入ってきたの

ではと憂慮されている。メラピ火山は、ジャワ島の東

部中心都市で古くからの都市であるジョグジャカルタ

Yogyakarta の背後にあり、近隣にはボルブドール

Borobudur、プランバナン Prambanan などの古代遺跡群

も多数散在しており、観光、学園都市として重要な位

置にある。 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Location of Merapi Volcano Jawa, Indonesia 
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Fig. 2 Merapi volcano, emit a great deal  of 
smoke  (Sep.15.2006)  
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Mt.Merapi

  

  

  

  

  

  

  Fig. 3 Pyroclastic flow of Merapi volcano
  

  

  

  

  

  

Fig. 5 Birds -eye view picture of Merapi volcano    

  Mt.Merapi 
  

  
Yogyakata

  

  

  

Fig. 4 Location map of Merapi volcano and
Yogyakarta , Jawa 

  

  

被災状況  

現地調査は短期間ではあったが、2007 年 10 月に入

った。これまでの被災記録によると、今回の噴火での

被災の人的被害や、建物被害は数値的には大きなもの

ではない。メラピ火山の中腹以下には多くの集落が存

在するが、人的被害は死亡者 2人、建物被害としては、

観光施設の被災があった他は、一般民家への直接的被

害はほとんどなかったようだ。活発な火山活動を続け

る火山と長年ある意味住み分けてきた結果ともいえる。

火砕流や溶岩流の通路も、これまでの観測結果からあ

る程度予測されているからである（Fig. 3 参照）。 

 

 

 

Fig. 6 Headman house in safety area on foothills of Mt.
Merapi 

 

 

 

 

 

 

 

 メラピ火山を含む一帯の酋長であるスルタン

（Surakso Hargo）の住居も火砕流の流路から離れた安

全地帯に位置しており、長年被災することはなかった

という。 

 

 

 

 

Fig. 7 Farmer house in safety area on foothills of Mt.
Merapi 
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今回の被災はこうした事情を知った地元民であり、し

かも、安全と考えられていた緊急避難シェルターの中

で起こっている。 

 

水利用システムの被災 

メラピ火山・山麓一帯では、生活用水の大半を山腹

の湧水を引水して利用している。湧水からはパイプラ

インで連結し、裾野一帯の民家に導水している。この

湧水のパイプラインは、時に谷を越えてネットワーク

が構築されている。今回の噴火、火砕流でこのパイプ

ラインが破損し、断水状態となっている。 

 

樹林被害 

 メラピ山地の中腹まで樹林が見られ、今回の火砕流

流路の沿線にも、多数樹林が存在している。火砕流に

直撃された倒木では、倒伏・枯死にまで至っているが、

沿線では高温の火砕流が通過しているものの、生存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8  A shelter to take refuge in case of emergency  

 
Fig. 10  Water pipeline was cut off 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9  Souvenir shops was covered with ash 

 

Fig. 11 Water tank by the pipeline system in
farmer house 

 

 

 

 

 

 

 

 メラピ火山 
 

 

 

 

 

 

 

導水パイプライン  

 

Fig. 12 Water pipeline system in foothills  
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している樹木も多い。ここでの樹林は砂防、侵食防止

用に植栽された樹種、豪州原産のモリシマアカシヤ

Acacia mollissima である。 

 

二次災害の懸念 

新しい火砕流の発生は 2006 年の 4月、大量の火山噴

出物が流下している。発生した 4 月はインドネシアで

は乾期にあたり、降水の少ない時期である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 The damaged pine trees by pyroclastic flow 

二次災害の懸念は、この 10月頃から始まる雨期、雨

水による土石流発生の心配である。谷部に厚く堆積し

た大量の土石の流出である。 

Fig. 13 Damaged trees (Acacia mollissima) by
pyroclastic flow 

今回噴出した火砕流の地区には、二つの大きな沢が

ある。Gendol 川、Woro 川につながる沢である。ここ

を中心に土石流の発生が予想される。とくに Woro 川は、

同年 7 月発生のジャワ島地震の震源地と考えられてい

る断層境にあたる。また、この河川は世界遺産である

プランバナン遺跡を通過し、山麓の中心都市ジョクジ

ャカルタ市内を通過しており、これらを直撃する最悪

の事態も想定される。1989 年に日本の援助による砂防

ダムが構築され、1994 年の噴火時に修理しているが、 

すでに堆積が進み、大量の土砂を食い止めるにはも

はや不十分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16 Notice board for volcanic mudflow Fig. 14 A valley was buried with ash   
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採石 

地域では、こうした噴出した土砂を日常的に利用し

ている実態がある。火山山麓の谷に、大型トラックと

作業員が入り、建築用礫の採石作業が日常的に続けら

れている。噴出土砂の排出の役目を担っているともい

えるが、従業員の安全管理、土砂管理等で二次災害の

危険性をもはらんでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20 Erupting Merapi and its volcanic ash and rock 

 Fig. 17 Many valley was buried with ash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 18 Barrier to control volcanic ash  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 New shore protection  

メラピ山麓の採石作業 

 Fig. 21 Gravel-digging at the foot of Merapi mountain 
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被災住民への支援 ボルブドール・プランバナン遺跡の主要石材も、こう

した火山性の溶岩が使用されており、古代から火山と

の共存の姿とも読み取れる。 

被災住民への支援は、今回は破断した給水パイプラ

インに代わる給水支援が重要であった。現場では主に

国際支援団体の活動が目立っていた。   

防災システム  

都市住民の安全確保  スマトラ大地震以後も、インドネシアではこうし

た地方での防災システム整備はあまり進んでいない。 メラピ火山の火砕流そのものが直接、都市ジョクジ

ャカルタへ到達する危険性は低いが、雨期の泥流災害

が危惧される。しかも、主要な谷線にある Gendol 、

Woro 川の二河川がジョクジャカルタの都市部内を通

過している。すでに過密化している都市住民にとって、

その実情を知るすべは少なく、それが潜在的な危険度

を増大させている。本格的雨期に向けて、火砕流の流

路を点検し、泥流発生要因がないか緊急に調査する必

要がある。 

長年火山と共存してきたここメラピ火山の地元では、

住民自らが防災警報システムを構築、日夜火山活動を

定点で観察するとともに、現場の巡回を実施している。

噴火の兆しが見えると、各村や火口近く、山麓現場で

働く人々に即座にトランシーバーで警報するシステム

を作り上げている。噴火警戒には若い人材がボランテ

ア参加しているが、政府からの支援はないという。避

難場所の緊急シェルター内での死亡した村人もこうし

たボランテアの若者であった。  
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  Investigation on the damage by tsunami

The 17th July 2006, a ts

was located about 200 km sout

800 persons dead or missing 

was still young by over felling. 

 

Keywords: Pangandaran, Jawa, Earthquake

 
 

1. はじめに 

2004 年 12 月発生

未曾有の被害をもたらしたことから、津波に対する

人々の関心がこれまでになく

2006 年にはインドネシア、

ジャワ島南西沖地震津波、2007

津波が発生、津波は忘れた頃

り現実的な災害であると認識

本でも 1993 年に北海道・奥尻

日本海側の能登でＭ7. の地震が

発令されている。

パプアニューギニア沖

で壊滅的被害を受 に

者をだすという災害が発生している。 

 

 

 

 

 

年○月○日,本文 3.3⑬参照） 

インドネシアジャワ島の南西沖地震津波災害調査 

 along the South Coast of Java, Indonesia 

佐々木 寧*, 田中 規夫* 

Yasushi Sasaki and Norio Tanaka 

unami struck the southern coast of Java, Indonesia. The triggering earthquake  

h from Pangandaran with a magnitude reaching 7.7. This tsunami left more than 

in western Java. Many trees of coast forest collapsed, because those trees young 

 , Tsunami 

のインド洋大津波が，沿岸諸国に

大きくなった．その後も

ジャワ島南西沖地震に伴う

年ソロモン諸島沖地震

に襲う災害ではなく、よ

されるようになった。日

島で、2007 年 3 月には、

発生、津波注意報が

見ても 1998 年の 7 月、

津波が発生、多くの島々

6,000 人を越える犠牲

2. ジャワ島南西沖地震津波 

 

ジャワ島南西沖地震津波は、2006 年 7 月 17 日に 

マグネチュード 7．7 の地震による津波で、沿岸約 300

ｋｍ、数百人を越す死傷・不明者を出している。 

その二ヶ月前の 2006 年 5 月 26 日にジャワ地震が発

生したばかりである。インド洋大津波に比較すれば、

今回の津波は、その規模など小さいものであるが、津

波高が 6―7m を超える例も報告されており、沿岸地帯

に与える破壊力は十分なものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Observed location of Jawa, Indonesia 

１

太平洋地域で

地震で

けたととも
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Tab. 1 GPS point of observed location  

 

 

3. ジャワ島南部の自然環境 

 

ジャワの津波の被災地となった Cilacap から Garut に

細破砂でで

の岩石とと

岸砂浜も鉄

し、中央部

ている地

Garut 地区も

 

地形的には火山性の丘陵地が海岸までせり出してい

る場所が多いが、海岸部には砂洲や砂丘が発達してい

る。砂丘も地質年代の異なる複数列の砂丘があり、

Pangandran 西部では３列以上の地質年代の異なる砂丘

が連なっている。今回の津波で、最大の被災地となっ

た Pangandran 半島部も Cagaralam 島が、こうした砂丘

形成作用で陸部と連結したものと考えられる(Fig. 2)。 

こうした砂丘間の低地には湿地やラグーンが形成さ

れている。その一部は水田や畑地として利用されてい

るが、海岸に平行したラグーン湖となっている場所も

多い。とくに、最先端の新しい砂丘後背地には、ラグ

ーンの発達が著しい(Fig. 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Old sand dune and lagoon , southern Jawa 

                          (by Google Earth) 

しかし、津波の規模に比較して、建物や人的被害が

幸い甚大なものとならなかった要因の多くは、集落が

農民で海岸から離れた位置にあることである。 

インド洋大津波時のスリランカの例では、海岸先端

の砂丘上にも多くの漁民住居や鉄道、道路も設置され

ていたことが被害を大きくしていた。漁民の漁具置き

場くらいで、新砂丘上にはほとんど集落がない。 

 

4. 津波被害 

地点 緯度（南緯） 経度（東経）
度 分 秒 度 分 秒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cilacap 7 41 43.9 109 4 48.6
2 Cilacap 7 41 59.3 109 3 43.0
3 Adipala 7 41 42.7 109 11 0.6
4 Cilacap 7 45 13.3 109 5 12.2
5 Cilacap 7 45 1.7 109 1 26.5
6 Cilacap 7 44 34.1 109 1 28.0
7 Pangandaran E-coast 7 41 3.8 108 40 26.8
8 Pangandaran E-coast 7 41 38.7 108 40 0.7
9 Pangandaran W-coast 7 41 38.7 108 40 0.7

10 Karanganyan 7 46 30.8 108 6 4.1
11 Karanganyan 7 45 11.7 108 1 19.4
12 Tasikmalaya 7 44 57.4 108 0 51.1
13 Pameungpeuk/Garut 7 40 19.6 107 42 4.1
14 karang paranje beach 7 41 9.4 107 47 57.6
15 Bubujo beach 7 44 0.4 107 55 16.6
16 Pangandaran W-coast 7 44 1.5 108 37 13.7
17 Pangandaran W-coast 7 44 13.6 108 37 4.9
18 Batuhue 7 44 39.8 108 32 35.6
19 Batuhue/ beach 7 41 45.9 108 32 13.0
20 Parigi beach 7 42 54.3 108 30 20.6
21 Legokjawa 7 49 12.2 108 24 50.0
22 Kesik Luhur 7 49 6.7 108 21 25.0
23 Kalapa Genep 7 49 7.6 108 21 25.0
24 Singkil 7 48 56.5 108 19 11.3
25 Klapagenep 7 48 13.0 108 14 15.7
26 Windarapayung-Wetan 7 42 2.8 109 16 6.8
27 Jetis beach 7 43 8.2 109 22 26.3

 

 

Fig. 2  Pangandran Jawa, Indonesia 

                        (by Google Earth)

かけての海岸一帯は、主に火山性の地層と

覆われている。集礫岩、凝灰岩、安山岩系

もに火山灰も被覆している。したがって海

分を多く含む黒色の砂が主体である。しか

のCiamis周辺では隆起サンゴ礁が主体となっ

区がありその植生も異なっている。西部

海岸には、サンゴ礁が発達している。 

Pangandran

Yogyakarta 

Pangandaran 

Lagoon 
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１）都市部の被害 

ジャワ島南海岸の主要な都市は、チラチャップ

Cilacap とパンガンダラン Pangandran である。今回、

Cilacap は Nusakambangan 島のかげとなり、被害は軽微

であった。 

 

よ

り

似している。しかも海岸砂州の狭い地域にホテルや商

店が密集していた。狭い所で巾わずか 200mしかない。

この街での津波は西海岸に押し寄せた後，1 分ほどの

時間差で，島を回折した津波が東海岸に押し寄せたと

いう。津波は両サイドの海岸から街を襲う形となり、

被害を大きくしている(Fig. 6,7)。 

ここでは西海岸，東海岸の津波浸水深はそれぞれ約 5 

m，3 m であり，沿岸構造物や沿岸の家屋と住民が被害

を受けている。周辺の海岸はココヤシ中心の樹林であ

った(Fig. 5)。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Broken dike at Pangandaran   

Fig. 4 State of disaster stricken, by news photo. 

 

Fig. 5 West coat of Pangandaran, damaged serious   

被害が大きかった Ciamis 県の Pangandaran 市は、

タイのピーピ島 Phi Phi、スリランカのゴール Galle の

うに島が砂洲でつながった砂洲上に発達した街であ

、ホテル街が連なる海岸リゾート都市である点も類

Fig. 6 Broken houses at Pangandaran   
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一方、河口付近に発達した街の例としては、Cipatujah,  

Klapa genep などがあり、ここでも津波が集中、建物被

害などが目立っている。 

 

２）農村部の被害 

 ジャワ島南部の海岸地域には古いラグーン，新ラグ 

ーンおよび旧砂丘と新砂丘の二重砂丘よりなる地形構 

造をしている。 

インド洋大津波の被災国スリランカの海岸線構造が 

類似するが、新砂丘の利用がスリランカほど進んでお

らず，津波浸水深が 1－7m と大きかったのにもかかわ

らず，被害はスリランカほど出ていない。 

稲作の農民の集落は内陸部に位置、被災を免れた 

Fig. 8 Situation of land use form at southern Jawa 

た地理的特徴と、稲作農民としての土地利用の特徴が、

家宅などの建物災害を少なくした最大の要因である。 

複数列の旧砂丘上の農村集落は、ココヤシやマンゴ

菜園の形

地部分一帯

が入った場

る(Fig. 8)。 

3）海岸部の被害 

海岸砂丘上域は、トゲナシアダン Pandanus tectorius 

var. laevis の葉や燃料用の枯葉を集める他は、日常的利

用はそう多くはない。 

 

（1）漁村の被害 

今回建物被害，人的被害を受けたのは新砂丘上に開 

発された観光地、および沿岸の漁労作業中の漁民がほ

とんどであった。Adipala, Cilacap, Pangandran の沿岸で

は、沿岸漁業が盛んな場所がいくつもあり、エビ類、

イカ類、タチウオ、マナガツオなどを獲っている。 

Gombong ではカニ類、Parigi では魚、Cilacap ではエビ

漁、 Pangandran では地引き網漁である。とくに

Pangandran などの砂丘海岸ではエビの漁獲が盛んでボ

ートと地引き網を使い、20－40 人がグループとなって

終日作業にあたっている。また津波の進入路となる河

口付近での漁業も行われている。こうした場所では、

仲買人を含め 100 人単位の人々が日中作業をしている。

今回の津波では、こうした沿岸漁民と漁村の多くが被

災している(Fig. 9)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Coastal fishery in Cilacap and Pangandaran   

ホームガーデン

 

ー、バナナなど多くの果樹を植栽し、Garden

となっているのが特徴であり、砂丘間の湿

が水田稲作地帯となっている。津波の海水

合でも、その被害を最小限なものとなってい

 

                            (by Google Earth) 

今回の被災地ジャワ島南部では、主に稲作中心の農 

家が主体で、集落は海岸に併行する旧砂丘上に位置し

ている。海岸から集落までの距離は、新砂丘とラグー

ンを挟んで数百 m から 1km 以上離れている。基本的に

は新砂丘上に集落はなく、海岸に最も近いラグーンも、

時に魚介類を採取する場、養漁場としての Tanbak ある

いは水田、畑地として利用される程度である。こうし

水田

水田

粗放農地

砂丘

ホームガーデン

水田

水田

粗放農地

砂丘
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Pangandran でも沿岸に立ち並ぶホテルや商店ととも

に、砂浜で盛んに地引き網漁が毎日のように行われて

いる。多数の人々が葉まで作業している。こうした浜

辺や河口で漁をする漁民へのサイレンなどの警報シス

テムの整備が急務である。 

 

5． 海岸林の類型と減災効果 

 

今回被災したジャワ島南部海岸の大半は、広大な砂

浜海岸が発達している。 

     Tab.2 Vegetation type of southern coast Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+: rare   ++: common  +++:much 

海岸に突き出した半島部や岩礁の多くは,隆起サン

ゴ礁起源のもので、最西端の Pameungpeuk では、リー

フの発達とサンゴ礁起源の白い砂浜海岸となっている。 

砂丘上の樹林植生は、アダン、クサトベラ、オオハ

マボウ、モモタマナが主体で、ゴバンノアシ、テリハ

ボク、クロヨナ、オオバアデクが混じる。砂丘最先端

の草本群落はツキイゲが主体であり、グンバイヒルガ

オ、ハイカモノハシ、ハマナタマメ、ハマユウ、アコ

ンなどが混じる。後方にはキダチハマグルマ、クマノ 

ギク、クロイワザサ、ギョウギシバが群生する。その 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +++ 

 

 

草本群落 herb community 

ツキイゲ群落 Spinax littoreus community +++ 

グンバイヒルガオ群落 Ipomea pes-caprae community ++ 

ハイカモノハシ群落 Isachma muticum community +++ 

ギョウギシバ群落 Cynodon dactylon community + 

クマノギク群落 Wedelia chinensis community ++ 

ｸｻﾄﾍﾞﾗ-ｷﾀﾞﾁﾊﾏｸﾞﾙﾏ群落 Scaevola frutescens-Wedelia biflora community ++ 

ハマユウ－アコン群落  Crinum asiaticum-Calotropis gigantean community   + 

クロイワザサ群落 Thuarea involula(var. mentosa) community ++ 

ミヤコジシバリ群落    Ixeris x nakazonei community 

低木・樹林 Bush, Forest 

アダン群落 Pandanus odoratissimus community          +++ 

タコノキ群落 Pandanus boninensis community + 

ｵｵﾊﾏﾎﾞｳｰｺﾊﾞﾃｲｼ群落 Hibiscus tiliaceus-Terminalia catappa community +++ 

ﾃﾘﾊﾎﾞｸ－ｺﾞﾊﾞﾝﾉｱｼ群落 Calophyllum inophyllum-Barringtonia asialica community +++ 

オオバアデク群落    Syzygium gratum community 

植栽林 Plantation 

ココナツ植林 Cocos nucifera-forest +++ 

カマバアカシア植林 Acacia auriculiformis-forest ++ 

マングローブ植生 Mangrove Vegetation 

マヤプシキ群落 Zonneratia alba community ++ 

オオバヒルギ群落 Rhyzophora mucronata community   + 

ムラサキミズヒイラギ群落 Acanthus ilicifolius community +++ 

ニッパヤシ群落 Nipa fruticans community ++ 

ヒルギダマシ群落 Avicennia marina community + 
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ヤシである

の他にも植

なタコ

ば、局所的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Seashore plants in southern Jawa coast  

Fig. 11

 

 

6 

 

インド洋

海岸の最

島南部で

Cilacap 周辺でマヤプシキ林が、Garut の河口付近など 

 

 

Fig. 12 Cut down mangrove, Zonneratia alba 

他海岸植生で、もっとも目立つのは、ココ

が、そのほとんどが植栽されたもので、そ

栽木としてカマバアカシヤがある。 

隆起サンゴ礁上の岩盤上や、砂丘上には巨大

ノキの群落が発達しているが、全体でみれ

な分布となる(Fig. 10)。  

 

 Seashore plants in southern Jawa coast 

ジャワ南海岸の海岸樹林が、どのような類型と分布 

量があるのかを以下にまとめた（Tab.1）。 

マングローブ林植生 

大津波で話題となったマングローブ林は、

先端に発達する樹林ではない。入り江、内湾

は、多くのラグーンがありながらマングロー

ブ林の発達はほとんど見られなった。チラチャップ 

クサトベラ 

オオハマボウ 

ゴバンノアシ ツキイゲ 

アダン 

タコノキ 

ハイカモノハシ 

ヘンプ 

 タカナタマメ

ハマユウ 

クマノギク 
 過度に伐採されたマヤプシキ

アコン 

ムラサキミズヒイラギ 
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に小規模なオオバヒルギ Rhyzophora mucronata 群落が

見られたにすぎない。しかも過度の伐採圧がかかって

いる。河口付近に見られるニッパヤシ群落もほとんど

がなぎ倒されていた（Fig. 13 ）。 

Fig.13 Mangrove community, Rhyzophora mucronata 

and Nipa fruticans 

 

 7. 植生の被災状況 

 

インド洋大津波においてはタイプーケットで 5ｍ強、

北部カオラックでは 10ｍ強の津波が発生、内陸 1 km

にも達している。一方、ジャワ島南西沖地震津波でも

5～7m の津波が発生している。内陸部 300ｍにまで達

したという。海岸部に多いココヤシについては、津波

の素通り例が目立っていた（Fig. 17）。Pangandran でも

。インド洋

たアダンも

れた。この

 

2）枝葉の損傷 

高木の枝葉の折れた例は多い。ココヤシについては、

津波の波高が高かった場合、枝葉が大きく損壊してい

るが、その場合も折れることはなく棒状となって残存

していた。また、倒伏はしないが、樹葉をほとんど流

出した例も観察された（Fig. 16 ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Fallen trees, Pandanus odoratissimus and 

Cocos nucifera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Fallen leaves trees, Terminalia catappa and 

Cocos nucifera, Barringtonia asialica 

 

ココヤシ林付近の建物が激しく破壊されていた。一列

植栽のオオバアデクも津波の素通り例の一つである

（Fig. 14）。 

 

 

 

 

Fig. 14 One line of Syzygium gratum trees 

 

1）倒伏 

インド洋大津波の調査例に比較して、樹

し、倒伏例が多かった。その樹種もココヤシ、

クサトベラなど多数種にわたっている。砂

浸食、地盤の流出に伴う倒伏例も見られる

大津波の例では、ほとんど倒伏例がなかっ

ジャワ島南西沖地震津波では多数例観察さ

場合、いずれも樹齢の若い樹木の倒伏例が多い。

木のなぎ倒

アダン、

浜が激しく

 

 

 

 

 

Garut 

 オオバアデク
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7 植生の減衰効果 

砂丘上などの海岸域に植生の有無によって、津波

による家屋などへの被害や浸食などの応答に違いが観

察された。インド洋大津波など、これまでの調査で、

海岸樹木の樹形によって津波の減衰効果が異なること

が明らかとなっている。ココヤシやモクマオウなど直

立型の樹木では津波はほとんど素通りする。また、樹

木の倒伏もほぼ海岸最前線に限定されており、その多

くは基盤の浸食が原因であることが多かった。 

 

 

1）流路の転換 

また樹林の存在によって津波流路が転換された例が

観察された。海岸砂丘上の植生の存在が抵抗となって、

津波は海岸に沿うように進み、河口付近で内陸部に侵

入している。砂丘の海岸側の浸食方向は、陸域に直角

方向ではなく、斜め方向がほとんどであった（Fig. 21）。 

一方チラチャップ Cilacap 周辺砂丘では、植生の密度が

低く、陸域にほぼ直角方向に侵入していた（Fig. 18）。

流路の転換は、樹林密度の差によって生じている例で

ある。 

 

 

2）根茎による浸食軽減 

海岸の先端部に多いココヤシも、激しい津波の流れ

に対し、直径 10ｍにおよぶ密度濃い根茎の被服によっ

て地盤の浸食を押さえ、倒伏に至らずに済んでいる。 

Fig. 18 Case of passing through tsunami at the thin 

vegetation area (Cilacap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19  Effect by the rhizome at sand dune  

Pandanus odoratissimus , Thuarea involula(var. mentosa) 

 

Fig. 20 Reduce power effect by the vegetation at dune, 

     One of the case, Pandanus odoratissimus 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Tsunami flow and vegetation pattern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Patterns of damage tree 

素通り 

倒伏 

基盤の侵食

 直進した津波

 減衰効果を果たしたアダン群落

植生帯

無植生

植生帯

浸食

植生帯

無植生

砂丘浸食防止効果のあったたクロイワザサ 

砂丘浸食防止

植生帯

浸食
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ジャワ島南西沖地震津波の例では、アダン、クサトベ

ラなどの密な根茎層が、激しく浸食されながらも、海

岸線の破壊など大規模な浸食を食い止めていた。また

ツキイゲ、クロイワザサなどの草本植物も海岸砂丘の

浸食を抑える役目を果たしている。 

 

Fig. 21 A case of change direction, tsunami   

 

7 まとめと提言 

 

ジャワ島南西沖地震津波調査結果をまとめると以下

のようになる。 

・ 河口・ラグーンのマングローブ林が破壊、海岸林

も薪などの利用頻度が高く、頻繁に伐採されてお

り、若齢木が多いのが問題である。海岸林の保全

策と育林事業画必要である 

・ スマトラ地震の教訓が十分に生かされておらず、 

 

 

 

・ 警報システムの不備と政府・行政の支援体勢が遅

小で仮設住宅など住宅対策も不十分のままである 

・ 最近海岸域の観光開発が進行中であるが、警報シ

ステムなど防災対策が未整備のままである 

火山

政府

土の

都市

、き

こう

市部

えら

都市

   

・ 津波の規模に比較して人的被害が幸い少なかった 

・ とくに内陸部に居住する稲作農民への被害が少な

かった 

・ 一方、被害の大半が沿岸漁民であり、漁民への警

報システムが必要である 

・ 海岸樹木の倒伏例が目立った。若齢木が多いこと

による 

・ 一方で、海岸林による減衰効果例が多数見られた。 

アダンやタコノキなどの密度濃い樹林が多かった

ため 

・ 海岸砂浜の浸食防止にクロイワザサやツキイゲな

どの草本植物が効果的に機能していた 

 

インドネシアでは南部海域にスンダ海溝と陸域に

帯を有し、日本と同様、地震の多発地帯である。

の調査機関がだしているハザードマップでも、国

大半が津波危険地帯となっている。とくに沿岸の

は人口集中地であり、建物、施設も多いことから

ちんとした防災対策が必要である。ジャワ島では

した沿岸部の都市は比較的稀であることから、都

では高潮堤などの集中的な土木的処理が必要と考

れる。地形的にみるとバリ島の南海岸にある中心

デンパサールも極めて危険な条件下にあるといえる。 
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北部タイ集中豪雨による地滑り災害調査報告 

 
Investigation on the Damage by the Landside Disaster 

 in Northern Thailand 
 

佐々木 寧*,サマン・ホモチュエン** 
 

Yasushi Sasaki and Samang Homchuen 
 

From 22 th to 23th May 2006, a landslide occurred the mountain area of Uttaradit in northern Thailand, 

where is popular fruit growing and slight rain commonly. In that time, the rainfall in 48 hours was over 400 

mm, many landslide occurred, especially with a lot of drift wood and left more than 100 persons dead or 

missing. It was observed many case of surface landslide, large trees and secondary forest of bamboo collapsed 

easily. 

 

受付年月日：平成 19 年4月16日 

Keywords: Uttaradit, Northern Thailand, Landslide,  

 
 

 土石流災害が発生した 5 月 22 日から 23 日は、乾期

から雨期に移り変わる雨期初期であり、本格的雨期を

迎え、雨期が終る 10 月までは警戒態勢が必要となって

いる。 

   はじめに 

 

2006 年 5 月 22 日から 23 日末明にかけて、タイの北

部ウタラチッド Uttaradit 市周辺で集中豪雨による土石

流災害が発生した。市のまとめで死傷者数は 100 人を

数え、9 月末現在でも政府が準備した救援施設に 76 所

帯の家族が避難生活を続けている。 

 最近、日本でも多発している局所的な集中豪雨によ 

る災害と類似し、過去に例のない地域での突発的災害

の一例と考えられるが、日本ではほとんど報道されて

いない。現地調査は 2006 年 9 月 18 日から 22 日まで行

った。調査はバンコク Bangkok から空路 Phitsanulok に

入り、ここを基点として車で現地調査を行ったもので

その報告である。19 日夜にはタイ軍部によるクーデタ

ーが発生した中での調査であった。 

土石流災害は、ピサノルーク Phitsanulok の北部の

Uttaradit からナン Nan にかけて山岳山麓部が中心で、

集落の洪水の発生、山麓部では過去に例のない多数の

土砂崩れ災害を引き起こしている。また山麓部の一部

都市部 Uttaradit でも洪水が発生している。  

 

 

 

 

 

 

                              Fig.1 Observed area 

                  Uttaradit 

Chiang Mai

*埼玉大学理工学研究科 大学院 
Phitsanulok 
Bangkok

Graduate School of Science and Engineering, Saitama

University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama,

Saitama, 338-8570, Japan 

**コンケン大学理学部環境科学学科 

Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen,

Thailand       
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位置と自然環境  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害の中心は、タイ北部のウタラチッド Uttaradit で、

Phitsanulok から約 120 km、北部チェンマイ Chiang Mai

からは南東約 200 km に位置する（Fig. 1 参照）。   

NaNam Lee

Maharat 
Mae Phun 周辺山地は主に砂岩で形成され、熱帯モンスーン気

候下の落葉フタバガキ林 Dipterocarpa forest とチーク

(Techtoonia grandis)の植林地が主体を占めている。 
Lab Lae 

Uttaradit は、古来、生い茂る多くの樹木に覆われ、

外部からは村落が見えにくい Hiding City として知られ

ている。スコータイ王朝時代、刀剣などの武器製造を

行っていた秘密の集落があったことに由来する。 

Uttaradit
Fig.2 Observed area around Uttaradit 

 

Tab. 1 GPS point of observation   現在、ここ Uttaradit の山岳地一帯は、果物の一大生産

地として知られ、とりわけラーンサット Lansium 

domesticum, ロンコン Aglaia dookkoo、ドリアン Durio 

zibethinus などが有名である。 

地点番号 北緯  東経    地名 

1: N17.43, 955  E100,00 791  Lap Lae 

  2: N17.44, 331  E100,00 768  Maharat 

  3: N17.44, 365  E100,00 762  Maharat 

  4: N17.44, 713  E100,00 400  Maharat Dum 

  5: N17.45, 247  E100,00 255  Maharat Brige 

  6: N17.42, 778  E100,01 111  Refuje camp 

  7: N17.41, 018  E100,01 774  Nam Tuam 

  8: N17.42, 136  E099,59 950  Mon Kee Leg 

  9: N17.42, 746  E099,59 377  Mae Phun 

 10: N17.43, 547  E099,58 926  Mae Phun 

 11: N17.43, 684  E099,58 867  Mae Phun Waterfall 

 12: N17.53, 466  E100,21 432  Khew Kean 

 13: N17.50, 805  E100,16 786  Nam Lee 

   14: N17.50, 809  E100,16 574  Nam Tah 

   15: N17.51, 008  E100,16 386  Nam Tah 

   16: N17.52, 019  E100,16 397  Nam Tah 

   17: N17.36, 517  E100,06 140  Meteorological Stat. 

   18: N17.41, 975  E100,01 214  Lap Lae Market 

   19: N17.42, 801  E099,59 520  Lap Lae  

   20: N17.38, 923  E100,03 307  Lap Lae Met.Stat. 

   21: N17.49, 402  E100,23 764 Chong Khao Kat Dam 

   22: N17.36, 877  E100,05 912  Hui Klong Po 

   23 : N16.46, 600  E101,05 080  Kan Kho  

   24: N16.45, 545  E101,29 361  Nam Nao Nat.Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Fruit farm on the mountain slope  

 

この地帯がより粒子の細かい砂岩や泥岩・シルト岩

で構成され、しかも地表面の基岩の風化が進み、粘土

質の土壌となり、周辺の乾燥した砂礫地帯に比較して

保水性が高くなっている。こうした土壌条件、地形条

件が山地斜面上部まで果樹栽培や畑地耕作利用の要因

となっている。 

 

植生と土地利用 

 

斜面上部の尾根付近は、森林伐採後地に発達する二

次林としての竹林 Bamboo で占められ、斜面中・下部
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雨量は 2100 mm（1970 年）、月平均雨量の最大が 554 

mm、日最大雨量は 206 mm である。とくに近年は 1000 

mm に Uttaradit 気象観測所の記録によると、当地方の

平均年間雨量は約 1900 mm である。これまでの最大年

間満たない少雨傾向で推移していた（Fig. 5）。 

がランサントなどの果樹栽培地となっている。山間部

の傾斜は比較的きつく、深い谷が形成され、一部には

滝（例 Mae Phun 滝）も形成されている。一帯の土地利

用は斜面上部まで果樹園として利用されている。 

山間部では平地がほとんどないことから、水田、畑

地はほとんどなく、谷間に農家、そして果樹園が配置

されている。ここでの主要果樹は、以下のような種で

ある。 

2006 年 5 月 22 日から 23 日にかけて発生した土石流

災害時には、日最大雨量 330 mm（22 日）、22 日までの

48 時間総雨量は 402.1 mm に達している。この雨量記

録はこれまでの最大雨量を更新しており、年間雨量も

9 月現在ですでに 1970 mm を超え、記録更新となるこ

とが確実視される。Lap Lae の測候所では 5 月の雨量合

計が 631．2 mm で、これまでの最大雨量を更新してい

る（Fig. 4）。 

Lansium domesticum (Lanson) 

Aglaia dookkoo 

Nephelium lappaceum (Rambutan) 

Musa sapientum   (Banana) 

Psidium guajava  (Jambu) 

Baccaurea sapida  (Lantern tree) 出水は Tha Pla 地区で 22 日の 21 時頃、Mac Phun, Lap 

Lae 地区で 23 日の午前 2 時頃に発生している。いずれ

も 23 日の明け方までに集中豪雨は収まっている。 

Citrus grandis      (Pomelo) 

Durio zibethinus    (Durian) 

 Artocarpus heterophyllus  (Jackfruit) 

災害状況 Garcinia mangostana  (Mangosteen) 

 Mangifera indica    (Mango) 

Psidium guajava    (Guava) 山間部の斜面崩壊は、屋根直下から発生し、高い頻

度で起こっている。しかし、基盤が比較的硬度のある

シルトから砂岩であることから、深度の浅い表層崩壊

がほとんどであった（Fig. 6）。 

この地区は基盤が緻密な泥岩で、根の進入が難しく、

その結果、果樹類も表面根となり、今回の表層崩壊で

も簡単に倒伏・流出したものと考えられる。 

 土壌崩壊の各斜面を見ると、表層崩壊であることか 

災害時の気象状況 ら、土壌が流出した痕跡が目立たなく、大量の雨水が 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.4 Rainfall in May 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm

 

Fig.5 Rainfall in years 2005 and 2006 
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Fig.7 A case of landslide, Maharat 

 

Na Nam Lee 川洪水 

 

北部タイ Na Nam 地区の災害は、主に河川増水に

よるもので、周辺は Na Nam 国立公園を中心に山岳地

帯まで広がっている。山間斜面ではチークの植林地が

多く、その他フタバガキ Dipterocarpus の二次林と竹林

である。砂岩からジルト質で粘性のある赤色土となっ

ている。 

Fig.6 Observed many case of surface landslide 

 

流れた痕跡と、大木の倒壊と流出が目立っている。一

見山津波の様相を呈している。 

土砂崩壊の沢が集まる河川域では、流出土砂が集中、  

大きな土石流状態となっている。被害は、Uttaradit 県

内の 9 行政区の内、Lap Lae, Muang, Tha Pla の三地

区に集中した。この地区では、最近山地の斜面上部ま

でロンコン、ロンサーン､ドリアンの果樹栽培が盛んに

行われている。周辺地域も近年、果樹やバナナ園、ト

ウモロコシなどの畑地開発が盛んに進められていた。 

この一帯で Uttaradit と同様、5 月 22 日から 23 日にか

けて集中豪雨となり、夜 2 時に大出水を起こしている。

しかし、この地区では山地斜面の土砂崩れはほとんど

発生しておらず、道路の法面などに小規模の崩壊が見

られるのみである。雨水は谷と河川に集中し、Na Nam 

Lee 国立公園の入口付近では、水位が 20ｍほど上昇し、

橋を流出させ、谷沿いの狭い土地をのみこんでいる。

Nam Ta 川が合流する Nam Lee も山間を流れる河川で、

今回の出水で谷底全体に冠水、Na nam 国立公園入口付

近での観察では、20ｍ以上の水位上昇があったと思わ

れる（Fig. 9）。この地区ではほとんどの橋が流下して

いる。橋の構造、及び特に都市部小河川の流水量、河

積容量の確保・見直しが急務である。 

大きな災害地の一つである Maharat 村では、広い谷

の周辺斜面の多くが崩壊、その崩壊土砂は斜面下部か

ら河川まで約 220m 流下し、住宅、果樹を押し流して

いる（Fig. 7）。 

山間域の住居は、斜面下部に位置していることから、

多くの住宅が崩壊・流出している。平地部に位置する

NamTuam の村では平常水位より数ｍ上昇、洪水状態に

なっている。しかし、この場合も Uttaradit の主要市街

地、さらに下流の Phitsanulok 市街地でも洪水になって

いない。きわめて局所的な集中豪雨であったことを示

している。 

この地区での死者・行方不明者は数十人にのぼる。

しかし、この地区では集落が比較的少なく、幸い被害

が最小限となったともいえる。 

夜明けには洪水が治まっており、わずか 2－3 時間内の 
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大出水であったと思われる。曲がりくねりながら谷を

流下する河川では、狭い谷間で水位が以上に高くなり、

とくに水衝部では岩肌を激しく洗掘していた（Fig. 9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Nam Lee river at front of Nam Lee National Park 

 

Nam Ta 村 

山間の村 Nam Ta では、山津波によって 34 人の死

者・行方不明者を出している。村の全家屋数 158 軒に

対し、47 軒が全壊、9 軒が部分壊している。ここでは

4 日間雨模様であったが、災害発生の 22 日は一日中雨

であったという。 

Lap Lae など他の地区の出水が 23 日午前 2 時頃であ

るのに対し、ここでは 22 日午後 9 時出水している。出

水は 2 回あり、最初は土砂と流水を伴い、2 回目はほ 

とんど出水だけであったという。 

Nam Ta 村の集落は谷向いの川沿いに位置、住宅が川

沿いの低地に建っており、その多くが流出、周辺の山

地斜面でも、多数の表層崩壊が発生し、土石流の他に、

大量の流木が被害を大きくしている。 

村を流れる Nam Ta 川は、川幅わずか 2ｍ程のものであ

ったが、災害時には谷底いっぱいに流下、まわりの水

田畑地をのみ込み、現在は流水部分だけで数ｍ以上の

川巾があり、広い河原を形成している。4 ヶ月経過し

た現在も、水の濁りもおさまっていない（Fig. 10）。 

この一帯では 1990 年代から急速に森林伐採が進み、

現在斜面上部でチークの直林とキャッサバ栽培地、斜

面中・低部はバナナ栽培地とトウモロコシの畑地とな

っている。村人の話では、30 数年前にも出水があった

という。雨量の違いも問題となるが、こうした急速な

森林伐採と土地利用の変化が大きな災害誘引の原因と

も考えられる（Fig. 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Fruit farm, occurred many landslide 

Fig. 8 Nam Lee river  

Fig. 10 Expanded river at Nam Ta 

10m 
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Mae Phun 地区 

 

Mae Phun 地区では斜面表面にいつ筋もの亀裂が入り、

植生礫ごとずり落ちる例や、基岩に亀裂が入り、滑り

落ちるという小規模な地滑りが多数発生している。 

１） Mae Phun 滝 

この地区には観光地ともなっている Mae Phun 滝が

あるが、この滝を囲む斜面に多数の土砂崩れが発生、

滝の側面斜面も大きく崩壊している。土砂崩れを伴う

濁流は滝を超えて流下している。Mae Phun 滝の基岩も

硬いスレート岩・砂岩が露出、滝の基本形状は変化し

ていないが 3 ヶ月経過した今日なお濁流が流下してい

る（Fig. 12 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Mae Phun waterfall and collapsed big tree 

 

ここ一帯でも小さな斜面の沢で、大量の雨水が流下

した痕跡があるが、侵食や土砂の流出は少なく、むし

ろ多くの流木が目立っている。滝の南側の沢では、巨

大木の倒木が発生しているが土壌の侵食量は少ない。

斜面崩壊で土砂の流出はあるものの、むしろ大量の雨

水が流下したことを示している。 

２）住宅地 

滝の下流部にある、河川沿いの多くの住宅が崩壊し

ているが、ここでも大量の流水と流木が影響している。

しかし、被災した建物の中に全壊をまぬがれたものも

見られ、その構造が高床型の構造物(Ban Yok Radab)で

ある（Fig. 13 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Remainder houses, Ban Yok Radab  

住宅地の裏山が崩壊した例では、竹林(Dendrocarmus 

sp.)のある斜面上部から数 10ｍにわたって土砂崩壊、

住宅地内に流下、崩壊下部地点から数 300ｍ下の河川

にまで至っている。 

 

Uttaradit の市内  

  

山麓部に位置する Uttaradit の市内は、2 日間にわた

り 50－100cm の洪水状態にあった。 

この場合も市内を流れる河川が、曲がりくねった小

河川で、しかも Hui Klong Po では、河川は暗渠となっ

ていた。この暗渠部分が水流を阻害、大量の流木とと

北部タイ集中豪雨による地滑り災害調査報告

56



 

もに人工ダム状態となり、長期間滞留し、市内の洪水

被害を大きくしている。下流にある大型河川 Nan 川へ

の排水を阻害したのである（Fig.15）。この時 Nan 川沿 

 

斜面崩壊地＊     3833 Baht/rai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Aspect of flood by news photograph  

 

いの Uttaradit の主要市街地、さらに下流のピサノルー

ク市街地でも洪水になっていない。都市部小河川の流

水量、河積容量の確保・見直しが必要な一例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策 

 

タイ政府は被災した住民に対し、緊急の対策を講じ

ている。住宅の崩壊に対しては、仮設住宅が設けられ

た。現在、新たな住宅地の建設が進められており、完

成後移住を予定している（Fig.16）。 

農地の被害に対しては果樹栽培地となっている斜面

を含め、その被災面積に応じて、以下の基準で被害保

障を行っている。 

＊ 斜面崩壊地とは主にロンケン、ランサン、ドリアンの生産地 

＊＊緩傾斜地とは主にトウモロコシ、バナナの栽培地およびその他

の果樹 

具体的には、より詳細なランクで判定される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Refuge camp 

 

警報システムの設置 

 

被災後、タイ政府は今後の防災対策として、この地

区に自動雨量計測器を設置、警戒量以上の雨量で赤色

灯とサイレンが鳴るシステムを構築している。また各

村の主要農家に、簡易な雨量マス計を設置し、村民自

らの非難システムとしている（Fig.17）。 

この簡易な雨量マス計による警戒雨量の目安は以下の

通りである。 

      レベル      雨量      色サイン 

  平常 50mm  >    グリーン 

  警戒 100mm ― 50mm  イエロー 

  避難 100mm  <   レッド 

 

一方森林局では、崩壊斜面にイネ科植物の根茎植栽

を行い、侵食防止に努めている。 

緩傾斜地＊＊     769 

低地水辺・畑地    369 

その他        243 

                       １Rai ≒ 1600 ㎡ 

Table 2 The standard for security money of
disaster 

報道写真より 

暗渠だった小河川 

Nan 川 

Fig. 15 Culvert, bring of flood and Nan river 
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雨期降雨災害 

 

 我々が災害調査に入った 9 月 21 日、タイ北部 Nam 

Nao国立公園やKhao Ko の山岳地帯でも豪雨が発生し

た。これは雨期入りを示す降雨と考えられるが、路肩

やノリ面での土砂崩壊が多数発生した（Fig. 18）。これ

らの地域は比較的緩い傾斜の山地で、硬質の砂岩の堆

積岩地帯であり、土砂崩壊は小規模にとどまっている。

しかし、これら山岳地帯も近年急速に森林伐採が進行

した地区であり、今後こうした通常の雨期の降雨でも、

土砂災害が増加する可能性が高い。さらにその後、ピ

サノルーク Phitsanulok 市街地でも雨期の降雨で洪水が

発生する事態に至っている。 
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Fig. 17 Warning systems Fig. 18 Landslide at Nam Nao 

森林が失われた Nam Nao の山々 

簡易観測機器 

観測所の機器
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鉄筋コンクリート部材のせん断損傷評価指標の開発 

Development of Shear Damage Index of Reinforced Concrete Members 

牧 剛史* 

Takeshi MAKI* 

 

According to the results of past experiments for shear failure of reinforced concrete beams, this paper 

proposed the integrated damage index for shear in terms of the detailed strains at gauss points 

obtained from the finite element analysis. The proposed index and its limit values for diagonal 

cracking and ultimate states were verified for RC column subjected to reversed cyclic loading. 

 

Keywords: RC Member, Shear Failure, Damage Index, Finite Element Analysis 

 

 

1. はじめに 

 

1995 年の兵庫県南部地震で被災した鉄筋コンクリ

ート（以下 RC）製の高速道路橋脚や鉄道高架橋には，

曲げ降伏後にせん断破壊したものが多く含まれていた。

大都市域の主要構造物には既に耐震補強が施されたも

のの，依然として耐震補強されていない構造物は数多

く残っている。地震後に改訂された現行設計基準 1) で

は，曲げ降伏後の靱性を確保する設計体系となり，曲

げ耐力の 2 倍程度のせん断耐力が事実上確保されるも

のの，せん断に対しては依然として耐力による評価に

留まっているのが現状である。靱性能の異なる曲げ破

壊型 RC 部材のせん断損傷過程を定量的に評価するこ

とは，新設構造設計はもとより，既設構造物の耐震診

断においても非常に有用である。 

以上の背景をふまえ，本研究では既存のせん断耐力

式に代わる損傷評価指標の提案を目的とした。複雑な

形状寸法を有する構造物や地中構造物などの耐震診断

を非線形有限要素解析（以下 FEM）によって行うこと

を念頭に置き，FEM で得られるガウス点ひずみに基づ

いたせん断損傷指標について検討を行った。 

 

2. RC 梁のせん断損傷指標の提案 

 

2.1 せん断破壊を生じる RC 梁試験体の選定 

既往の研究 2-8) における各種 RC 梁のせん断破壊実

験の中から解析対象を選定した。せん断破壊は寸法効

果を有するため，試験体の形状寸法（有効高さ）が広

く分布するように，かつ側方鉄筋やせん断補強筋の効

果を検討することが可能な試験体を選定した。また，

せん断耐力の影響因子であるコンクリート強度やせん

断スパン比の検討範囲が不十分であったため，これら

のパラメータを変化させた仮想ケースを追加した。選

定した試験体の諸元，既往のせん断耐力算定式 3) を用

いた計算結果および実験結果を Table 1 に示す。 

 

2.2 二次元 FEM 解析手法およびせん断損傷指標 

本研究では，二次元非線形有限要素解析コード

WCOMD 9,10) を用いた。本コードは分散ひび割れモデ

ルに基づく RC の履歴依存型非線形材料構成則が導入

され，各種 RC 構造物に対する適用性が既に検証され 

*埼玉大学大学院 理工学研究科 環境科学・社会基盤

部門 
Department of Civil and Environmental Engineering, 
Graduate School of Science and Engineering, Saitama 
University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, 
Saitama 338-8570, Japan 

受付年月日 2007 年 4月 16日 

速報埼玉大学工学部紀要　第40号　2007年度

59



Table 1  Analytical Cases for RC Beams 

降伏
強度
(MPa)

鉄筋
比
(%)

降伏
強度
(MPa)

鉄筋
比
（%）

Vc_cal

（kN)
Vs_cal

(kN)
Ps_cal

(kN)
Vc_exp

（kN)
Vs_exp

 (kN)
Ps_exp

(kN)

1 3 600 2000 3.0 28.0 999 0.28 - - - 1点 972 0 972 804 0 804
2 3 600 2000 3.0 27.1 999 0.14 - - - 1点 762 0 762 764 0 764
3 2 1000 2000 3.0 28.5 370 0.40 - - - 等分布 1838 0 1838 1778 0 1778
4 2 1500 3000 3.0 24.3 360 0.41 - - - 等分布 3567 0 3567 3597 0 3597
5 6 250 231 3.0 29.7 346 0.74 D10*4 - - 1点 151 0 151 127 0 127
6 6 400 370 3.0 29.7 353 0.81 D16*4 - - 1点 353 0 353 307 0 307
7 6 800 740 3.0 29.7 351 0.80 D32*4 - - 1点 1187 0 1187 1037 0 1037
8 7 400 350 3.0 27.8 698 1.84 - 747 0.16 2点 329 288 616 145 130 275
9 5 200 260 3.8 22.7 358 3.71 - - - 1点 138 0 138 144 0 144
10 4 200 260 3.8 23.7 358 3.71 - 356 0.25 1点 140 78 218 144 102 246
11 8 200 250 3.0 36.9 720 3.04 - 372 0.42 2点 166 131 297 150 231 381

せん断
スパン比

a/d

f'c
(MPa)

解析
Case

部材幅
b

(mm)

有効高さ
d

(mm)

実験値
参考
文献
番号

せん断補強鉄筋引張鉄筋
側方
鉄筋

載荷
方法

計算値

 

 
Fig. 1  Finite Element Mesh (Case 7) 

ている。メッシュ分割の例として，Case 7 のメッシュ

を Fig. 1 に示す。含有鉄筋量や厚さが異なる要素の重

ね合わせによって，奥行き方向の鉄筋の粗密を擬似的

に再現できる 11) 。すなわち本コードは，RC 部材の配

筋状態を要素分割に忠実に反映させ，ある程度粗い要

素分割によって適切な解析結果が得られるように構成

されているものである。 

せん断損傷指標として，要素のせん断変形を代表す

る偏差ひずみの第二不変量 J’2 を用いた。各要素のガ

ウス積分点におけるJ’2は，式(1)によって求められる。 

 ( ){ } 222' 222
2 xyyxJ γεε ++=  (1) 

ここに， xε , yε ：X 方向および Y 方向直ひずみ， xyγ ：

工学せん断ひずみである。式(1)で得られた各ガウス点

における J’2 をガウス積分して要素の平均値とし，各

要素体積を考慮した上で，さらに RC 部材においてせ

ん断損傷が卓越すると考えられる領域における平均値

を算出した。ここで，せん断損傷が卓越する領域とは，

例えば Fig. 1 中の太線で囲まれた範囲（引張・圧縮鉄

筋を有しないせん断スパン内全要素）を指す。 

以上の手順により，載荷ステップ毎の平均 J’2（以下，

単に J’2と記す）を，せん断損傷指標として提案した。 
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Fig. 2  Load-Displacement Relationship (Case 7) 

0

40

80

120

160

200

240

280

0 3 6 9 12 15
変位 (㎜)

荷
重

 (
kN

)

Ps_cal

解析値

実験値

 
Fig. 3  Load-Displacement Relationship (Case 10) 

 
Fig. 4  Load Ratio-J’2 Relationships (Case 7, 10) 

2.3 鉄筋コンクリート梁の解析結果 

解析結果の一例として Case 7，Case 10 の解析と実験

の比較結果を Fig. 2，Fig. 3 に示す。せん断補強鉄筋を

有しない Case 7 では，最大荷重の実験値 Ps_expまで，

せん断補強鉄筋を有する Case 10 は，解析の最大荷重

は Ps_exp より小さいものの，せん断耐力式 3) によるせ

ん断耐力 Ps_cal程度までは精度良く再現できている。 

次に Case 7，Case 10 の荷重比－J’2曲線を Fig. 4 に示
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す。縦軸は実験での斜めひび割れ発生荷重 Vc_exp で除

して正規化した荷重比とする。せん断補強鉄筋を有し

ないCase 7はVc_expに到達すると J’2が急激に増加して

いる。せん断補強鉄筋を有する Case 10 は Vc_exp付近で 

傾きが緩やかになり，最大荷重に到達した。このよう

に傾きが変化する点は全ての解析ケースにおいて見ら

れた。そこで，荷重－J’2 曲線の傾き変化点の J’2 を全

解析ケースについて抽出し，そのステップにおける荷

重を Table 2 にまとめた。Table 2 では荷重を各ケース

の Vc_expおよび斜めひび割れ発生荷重の計算値 Vc_calに

対する比を併せて示している。荷重比は Case 5 を除い

ていずれも 0.8～1.1 程度となっており，J’2が 230μ 程

度に到達すると斜めひび割れが発生するものと考えら

れる。そこで，斜めひび割れ発生耐力 Vcに対応する J’2

の限界値を 230μと設定した。 

Table 2  Evaluated J’2 Values for Diagonal Cracking Load 
J2' (μ) 荷重(kN) 荷重/Vc exp 荷重/Vc cal

Case1 257.9 935.0 1.16 0.96
Case2 272.3 740.4 0.97 0.97
Case3 256.4 1499.0 0.84 0.82
Case4 229.7 2960.7 0.82 0.83
Case5 223.4 114.6 0.90 0.76
Case6 248.4 326.0 1.06 0.92
Case7 187.5 1028.1 0.99 0.87
Case8 248.1 176.0 1.22 1.07
Case9 239.2 143.9 1.00 1.04
Case10 159.9 132.7 0.92 0.81
Case11 234.1 198.6 1.32 1.20
平均値 232.4 - 1.02 0.93  

Table 3  Evaluated J’2 Values for Maximum Load 
J2' (μ） 荷重 (kN) 荷重/Ps_exp 荷重/Ps_cal

Case8 1214 285.7 1.04 0.93
Case10 1162 204.1 0.83 0.94
Case11 1114 304.8 0.80 1.01
平均値 1163 - 0.89 0.96  

次に，せん断補強された試験体の解析ケースでは，

いずれも実験上の破壊荷重 Ps_exp まで達しなかったた

め，解析上での最大荷重時をせん断破壊点とし，その

ステップにおける J’2 によって評価した。最大荷重時

の J’2の値を，その時の荷重および Ps_exp，Ps_calに対す

る荷重比とともに Table 3 に示す。この結果に基づき，

せん断補強されたRC部材のせん断耐力Vsに対するJ’2

の限界値を 1160μと設定した。 

 

3. RC 柱の FEM 解析による提案指標の検証 

 

3.1 解析対象とした RC 柱の正負交番載荷実験概要 

次に，前節で設定した損傷指標と限界値の妥当性を，

RC 柱の正負交番載荷実験を用いて検証する。実験に

用いた試験体諸元および配筋図を Fig. 5 に示す。せん

断補強鉄筋は D10 異形鉄筋を 125mm 間隔で配置し，

基部から高さ 250mm までは 62.5mm 間隔で配置した。

載荷高さは基部から 750mm とし，曲げ降伏後のせん

断破壊を生じるように設計した。軸圧縮応力を 1MPa

一定下で，降伏変位 δy=7mm の整数倍（n･δy）の 3 回

繰返し水平変位を与える正負交番載荷を行った。実験

では，0.5δy で斜めひび割れ発生，1δy で軸方向鉄筋，

せん断補強筋が共に降伏した。2δyで最大荷重および斜

めひび割れ貫通，4δyでせん断破壊に至った。 

 

3.2 FEM 解析メッシュおよび解析結果 

要素分割図を Fig. 6 に示す。要素分割方法は前節 RC

梁の解析と同様に行った。解析と実験における荷重－ 
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       Fig. 5  Details of RC Column Specimen            Fig. 6  Finite Element Mesh 
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Fig. 7  Load-Displacement Relationships 

 
Fig. 8  Load-J’2 Relationships 

変位関係の比較結果を Fig. 7 に示す。2δyまでは精度良

く再現されているが，3δyの 2 ループ目以降の荷重の低

下が再現されていない。しかし，2δyで最大荷重を示す

点はほぼ一致していることから，本結果を用いて提案

指標を検証することとした。 

 

3.3 提案したせん断損傷指標の検証 

得られた荷重－J’2曲線を Fig. 8 に示す。傾き変化点

の J’2の値は 270μ，荷重値は 175kN であった。前節で

提案した J’2 の限界値 230μ および荷重の計算値 Vc_cal 

(163.9kN)のいずれよりも若干大きい。また，最大荷重

時の J’2は 1500μ 程度であり，提案値 1160μ よりもか

なり大きな値となった。これらの原因は，提案指標は

繰返し変形に伴う累積残留ひずみの影響を考慮してい

ないためと考えられ，今後さらなる検討が必要である。 

 

4. まとめ 

 

本研究では，RC 梁のせん断破壊実験の FEM 解析を

行い，偏差ひずみ二次不変量の空間平均値に基づくせ

ん断損傷指標とその限界値を提案した。これを RC 柱

の交番載荷解析で検証した結果，提案した限界値は過

小評価されることが明らかとなった。したがって，損

傷指標に繰返し変形に伴う累積残留ひずみの影響を考

慮する必要があると考えられ，今後の課題である。 
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速報 

A Linear Model to Predict the Soil-Gas Diffusion Coefficient of Undisturbed 
Unsaturated Volcanic Ash Soil 

 
 

Toshiko KOMATSU*, Ken KAWAMOTO*, Augustus RESURRECCION*, and Per MOLDRUP** 
 
 

The soil-gas diffusion coefficient, Dp, is needed when analyzing the transport of volatile organic chemicals in 
polluted soil sites which is mainly controlled by gas diffusion. In this report, a linear model was developed to describe 
the variation of the soil-gas diffusion coefficient with soil moisture conditions.  This new model was tested against 48 
natural intact field soil samples, and performed superior to the nonlinear gas diffusivity model commonly applied in 
numerical simulations studies.   
 
Keywords: Gas diffusivity, Soil-air content, Predictive model, Penman-Call model 

 
1. Introduction 

 
The transport and fate of volatile organic 

chemicals (VOCs) in polluted soil sites is mainly 
controlled by gas diffusion in the vadose zone above the 
groundwater table. To evaluate the risk due to the 
migration of VOCs, for example, from leaks from 
underground gasoline storage tanks nearby household 
buildings, accurate description of the gas diffusivity 
Dp/Do (where Do is the gas diffusion coefficient in free 
air) and its dependency on soil moisture conditions (in 
terms of soil-air content, ε) are essential.   

Several prediction models for Dp(ε)/Do have 
been proposed and used as input parameters when 
simulating the transport of VOCs. These Dp(ε)/Do 
models include the classical soil-type independent 
models and the more conceptual nonlinear soil-water 
retention based  models to include effect of soil type.   

In this study, we measured soil-gas diffusion 
coefficients on undisturbed volcanic ash soils 
(Andisols) and developed a linear gas diffusivity model 
to describe the variation of Dp with ε. We tested this 
new model against measurements on intact soil samples, 
and compared its performance against the widely-used 
nonlinear model and soil-water retention based models. 
 

2. Materials and Methods 
 
2.1 Soil-Gas Diffusivity Data Used 

We considered a total of 48 undisturbed 
Andisols where 12 intact samples were taken at 5-10 cm 
depth from a cattle pasture site in Nishi-Tokyo, Japan, 
and 36 intact samples were collected from a forest site 
at Fukushima Prefecture at three depths (0 to 5-, 15 to 
20-, and 55 to 60-cm; 12 samples at each depth) with a 
steep organic matter gradient. Soil gas diffusion 
coefficient (Dp) and soil-water retention were measured 
for each at soil water matric potentials of -10, -60, -100, 
-1000, -12600 cm H2O, and for 19 (out of 48) samples 

at air- and oven-dry conditions. Other soil samples 
collapsed during the drying process and were not 
measured for Dp at air- and oven-dry conditions.   
 
2.2 Measurement Method  

The soil-gas diffusion coefficient Dp was 
measured using the diffusion chamber (Fig. 1) 
developed by Currie (1960)1) and recommended by 
Rolston and Moldrup (2002)2). Oxygen was used as the 
experimental (tracer) gas. The increasing concentration 
of oxygen inside the chamber is a result of diffusion 
from the atmosphere through the soil to the chamber 
initially filled with N2 gas. From the measurements of 
the oxygen concentration inside the diffusion chamber 
at regular time intervals, the soil-gas diffusion 
coefficient Dp was calculated using the solution to the 
combination of Fick’s law of diffusion and continuity 
equations given in Rolston and Moldrup (2002) 2). The 
soil-gas diffusion coefficient, Dp, can be derived from 
the slope of the plot of the natural logarithm of the 
relative concentration versus time which becomes linear 
for a sufficiently large time.  
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mesh
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Soil sample

N2 outlet

N2 intlet

Sample holder 
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mesh

slide
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Fig. 1 Soil-gas diffusion apparatus. 
 
 

3. Gas Diffusivity Models 
 

3.1 Soil-Type Independent Models 
The proposed linear gas diffusivity model was 

compared to the soil-type independent models tested in 
this study. These classical models include Penman 
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(1940)3) and Millington and Quirk (1961)4) models. The 
Millington and Quirk model is noteworthy since it is 
almost universally applied to vadose transport studies 
but has not been yet tested thoroughly against 
undisturbed soils especially for volcanic ash soils.  

The Penman model assumes a linear variation of 
gas diffusivity with ε using a constant tortuosity factor 
of 0.66, and is given as, 

 

ε= 66.0
D

D

o

p
                                [1] 

 
where ε is the soil-air porosity (m3 m-3), Dp is the soil-
gas diffusion coefficient (m3 soil air m-1 soil sec-1), and 
Do is gas diffusion coefficient in free air (m2 air sec-1). 

The Millington and Quirk model, derived 
assuming random cut and join of capillary tubes, is 
related to the soil-type through the soil total porosity (Φ, 
m3 m-3), and is given as, 

 

2

3

10

o

p

D

D

Φ

ε
=                    [2] 

  
 
3.2 Soil-Water Retention Based Models 

Moldrup et al. (19995), 20006), and 20037)) found 
that soil-water-characteristic (SWC) based models using 
the Campbell (1974)8) pore-size distribution (PSD) 
index b better predicted gas diffusivities for a variety of 
soils over a wide range of soil-water matric potentials, 
ψ, as compared to the soil-type independent models (Eq. 
[1] and [2]). The SWC-based models included the 
simple power-law Buckingham–Burdine–Campbell 
model (Moldrup et al., 19995)), and the macroporosity 
(taken as the soil-air content at ψ = -100 cm H2O, ε100) 
dependent model (Moldrup et al., 20006)). Recently 
developed models include the Penman-Call model, 
based on Call (19579)), that takes into account of the 
effect of inactive pore spaces (Moldrup et al., 200510)).  

The Campbell (1974) soil-water characteristic 
(SWC) model 8), fitted to the soil-water retention data 
and used in the SWC-based Dp/Do models, is given by, 

 

b

se

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
θ
θ

=
ψ
ψ

                                [3]   

 

where ψ is the soil-water matric potential (cm H2O), ψe 
is the air-entry potential (cm H2O), θ is the soil-water 
content (m3 m-3), θs is the soil-water content at 
saturation, and b is the Campbell pore-size distribution 
parameter (b>0) which corresponds to the slope of the 
SWC curve in a log(-ψ) versus log(θ) plot.    
 The Buckingham-Burdine-Campbell (BBC) 
power-law model (Moldrup et al., 19995)) used the 
matching point reference value at air-filled saturation. 
The BBC model is given as,   

b

3
2

2

o

p

D

D +

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Φ
ε

Φ=                    [4] 

where the expression, Φ2, is the Buckingham (1904) gas 
diffusivity at completely dry conditions11). Eq. [4] 
represents an analogue to the Burdine (1953)12) 
capillary tube tortuosity model for unsaturated 
hydraulic conductivity. 

Moldrup et al. (2000)6) found a high correlation 
between the volumetric content of larger pores 
(macroporosity) taken as ε at ψ = -100 cm H2O (ε100, 
pore diameter > 30 µm) and the soil-gas diffusivity at ψ 
= -100 cm H2O, Dp,100/Do,  which is  

 

100
3

100
o

100,p
04.02

D

D
ε+ε=                     [5] 

 

Using ψ = -100 cm H2O  as the matching point 
potential and using Eq. [5] to replace the Buckingham 
expression in the BBC model (Φ2 in Eq. [4]), the ε100-
dependent gas diffusivity model becomes,  

 

  ( ) b

3
2

100
100

3
100

o

p
  04.02

D

D +
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⎞
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⎝

⎛
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ε
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              The recently developed Penman-Call linear 
Dp(ε)/Do model, modified from Penman (1940)3) and 
Call (1957)9) Dp/Do models, considers the effect of 
inactive pore spaces (threshold soil-air content, εth) 
below which soil-gas diffusivity becomes negligible. 
The general Penman-Call linear Dp(ε)/Do model 
proposed by Moldrup et al. (2005)10) is,  
 

( )th
o

p
C

D

D
ε−ε=     if    thε≥ε                  [7a] 

0
D

D

o

p =         if     thε<ε                 [7b] 

 

where C is the slope of the linear model and εth is the 
threshold soil-air content. Call (1957)9) used C = 0.66 
(Penman slope) with εth equal to 0.1 m3 m-3. 
 
3.3 Proposed Linear Model 

In order to use the Penman-Call model as a 
predictive model, expressions for the parameters of 
Penman-Call model (model slope C and threshold soil-
air content, εth) were developed linking Dp/Do to the soil 
total porosity and soil-water retention. The threshold 
soil-air content, εth, is estimated as 20 percent of the 
total pore space in soil (total porosity, Φ) following 
Dracos (1991)13),  

 
Φ=ε 2.0th                                       [8] 

 
The slope C of the Penman-Call model can be 

defined from the gas diffusivity at maximum air-filled 
porosity, Dp(ε = Φ)/Do, by, 
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Two equations were suggested to estimate Dp(ε 
= Φ)/Do in Eq. [9]. Following a general power-law 
Dp(ε)/Do model for completely dry conditions, the gas 
diffusivity is given as, 

 
( ) X

o

p

D

D
Φ=

Φ=ε
                                 [10] 

 
where X is the tortuosity-connectivity factor for the 
soil-air phase at ε = Φ. We assumed X = 3.8 based on 
the data for repacked Andisol (Osozawa, 199814)). The 
slope C is derived combining Eq. [8], [9], and [10] with 
X = 3.8, 

 
8.225.1C Φ=                               [11] 

 
Another expression for the model slope C was 

derived using the classical Buckingham (1904) Dp/Do 
model11) assuming independent contributions on gas 
diffusivity from the inter-aggregate and intra-aggregate 
pore space regions. Applying the Buckingham model at 
each region yields, 

 
( ) ( ) ( )2

raint
2

erint
o

p

D

D
ε+ε=

Φ=ε
                [12]  

 
where εinter and εintra are the inter- and intra-aggregate 
porosity, respectively. The separation between inter- 
and intra-aggregate pores takes place at ψ = -1000 cm 
H2O, as shown for an Andisol by Kawamoto et al. 
(2004)15). Combining Eq. [8], [9], and [12] and setting 
εinter = ε1000 and εintra = Φ - ε1000 yields for C, 

 

( ) ( )( )2
1000

2
1000

25.1
C ε−Φ+ε

Φ
= .              [13] 

 
4. Results and Discussion 

 
The Dp/Do data for the intact samples from 

Nishi-Tokyo and Fukushima as shown in Fig. 2 
suggested a linear increase in gas diffusivity with soil-
air content. It is apparent that the widely-used 
Millington and Quirk (1961) model4) underestimated 
the Dp/Do data for pF < 4.1 (where pF = log(-ψ, cm 
H2O)), and overestimated measurements at air-and 
oven-dry conditions. 

The BBC model slightly underestimate Dp/Do 
between pF 2 and pF 4.1 for all soils, as illustrated in 
Fig. 2 for three soil samples. The slight 
underestimation of the BBC model is likely due to the 
less tortuosity in the well-developed aggregated 
structure of Andisols as compared to normal mineral 
soils (Moldrup et al., 20037)) that would give slightly 
higher measured Dp/Do than predicted by the BBC 
model. However at pF > 3, the soil aggregates start to 
dry out and the tortuous pathways through the soil 
aggregates will reduce soil-gas diffusivity. The 

enhanced tortuosity inside the relatively stable soil 
aggregates likely counter-balanced the low inter-
aggregate tortuousity causing much lower gas 
diffusivities at air-dry and oven-dry conditions than 
predicted by the BBC model. This would explain the 
apparent linear behavior of the measured Dp/Do up to 
the oven-dry conditions. 
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Fig. 2 The variation of the gas diffusivity with soil-air 
content of four intact samples. The widely used 
Millington and Quirk (1961) and the BBC model, and 
the proposed Penman-Call linear gas diffusivity model 
are also shown.  
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Fig. 3 Scatterplot comparison between measured and 
predicted gas diffusivity values. 

 
 
The soil-type independent Penman (1940)3), 

Eq. [1], and MQ (1961)4), Eq. [2], models performed 
poorly in predicting Dp/Do (Fig. 3a and 3b). The 
widely-used MQ model has already been reported to 
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perform poorly on volcanic ash soils (Moldrup et al., 
20037)) and on other mineral soils (Moldrup et al., 
1999, 20005),6); Kawamoto et al., 200616)). Both the 
BBC model (Eq. [4]) and the ε100-dependent model 
(Eq. [6]) underestimated Dp/Do between pF 2 and 4.1 
and largely overestimated Dp/Do at dry conditions (Fig. 
3c).  

The Penman-Call model (Eq [7]) using the 
developed expressions for εth (Eq. [8]) and C (Eq. 
[11]) significantly reduced the prediction error at very 
high soil-air content, and performed well on the total 
range of soil-air contents. However, when Eq. [13] for 
the slope C was used, the Penman-Call model gave a 
far superior performance as compared to the other 
models, especially at dry conditions (Fig. 3). This 
shows that the Dp(ε)/Do behavior of volcanic ash soils 
can be described as the sum of the Dp/Do in the inter- 
and intra-aggregate porosities. When only the soil total 
porosity is known, Eq. [11] can be used instead of Eq. 
[13] to predict C. In perspective, additional data for 
volcanic ash soils are needed to test the Penman-Call 
model together using the developed expressions for the 
model slope C and εth especially when data for 
Andisols from outside Japan become available. 

 
5. Conclusions 

 
In this study, the linear Penman-Call type 

Dp(ε)/Do model (Moldrup et al., 200510)) to predict the 
variation of gas diffusivity with soil-air content was 
proposed. The performance of this new linear model 
was compared to the existing traditional nonlinear 
models. This linear Penman-Call type Dp(ε)/Do model, 
with the model slope C and threshold air content εth 
related to soil-water contents at saturation and pF 3 
better predicted gas diffusivity across soil moisture 
conditions, as compared to frequently used non-linear 
models. 
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研究成果報告

ユビキタスコンピューティングの基盤としての永続コンピューティング

Persistent Computing Systems as an Infrastructure of

Ubiquitous Computing

後藤 祐一 ∗

Yuichi Goto

This research report presents some current results of our research project “Persistent Computing

Systems as an Infrastructure of Ubiquitous Computing” supported in part by Saitama University

Keywords: Persistent Computing, Soft System Buses, Ubiquitous Computing

1 背景と目的

ユビキタスコンピューティングの究極の目的は，

いつでもどこでも利用可能な計算環境と情報サービ

スを提供することである．しかし，本当にいつでも

どこでも利用できる計算環境を実現し情報サービス

を提供するためには，その前提条件として，いつで

も止まらずに動作し，なおかつ，どこでも利用可能

なサービスを提供しつづけることが必要である．一

方，ユビキタスコンピューティングにおいて，ほと

んどの情報処理システムは，反応システム，すなわ

ち，外部環境からの刺激に対して反応し，その反応

が外部環境に影響を与えるように，外部環境と相互

に作用し合う過程の進行を維持する計算システムで

ある（たとえば，銀行の ATMシステム，Webサー

ビスシステムなど）．従来の反応システムは永続的

なものではない．少なくとも，故障が生じたとき，

攻撃を受けたとき，あるいは保守や更新などを行う

とき，システム全体の稼働を止める必要がしばしば

生じる．

このため，故障が生じたとき，攻撃を受けたとき，

あるいは保守や更新などを行うときでさえ，一旦起

動されると廃棄されるまでシステム全体が止まら

埼玉大学 大学院理工学研究科 数理情報電子部門
Department of Information and Computer Sciences,

Saitama University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku,

Saitama, 338-8570, Japan

ずに動作し，サービスを提供し続ける反応システム

（永続反応システム）がユビキタスコンピューティ

ングの実現のためには必要不可欠である．

永続コンピューティングは，永続反応システム

を構築するための方法論である [2]．従来のソフト

ウェア構築法と異なる特徴は以下のとおりである

1. システムの永続的に稼動することを基本的な要

求とする

2. システム内に基本的要素としてシステムの監

視・計測を行う機能を持つ

3. システム内の各要素は，バス（ソフトシステム

バス）を通してのみ接続し，各要素間を直に接

続させることを許さない

本研究プロジェクトの目的は，永続コンピュー

ティングシステムを実現し，永続コンピューティン

グシステムを開発するためのパッケージを提供する

ことである．

2 研究内容と成果

2.1 ソフトシステムバスの実現可能性の検討

ソフトシステムバスは，システムの構成要素間の

通信チャネルであり，また，構成要素が動的に追加，

削除されるのを許すためにシステム内でやりとりさ

れるデータや指令を一時的に滞留させるバッファ機

能も持つ．
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本研究では，ソフトシステムバスが満たさなけれ

ばならない要求を既存の技術（ミドルウェアとエン

タープライズサービスバス）を用いて実現できるか

どうかを検討し，ソフトシステムバスを実現する際

の課題を明らかにした [公表論文 2, 3]．

ミドルウェアとは，基本ソフトウェアやハード

ウェアと応用ソフトウェアの間に位置するソフト

ウェアである．ミドルウェアはコンピュータの構

成，OS，ネットワーク技術の違いを応用ソフトウェ

アから隠す働きがある．その観点からするとソフト

システムバスもミドルウェアの一種と言える．これ

まで，多くの種類のミドルウェアが提案され，開発

されてきた．そこで，我々は，ソフトシステムバス

が満たさなければならない 10個の要求について既

存のミドルウェアでそれを実現できるかどうかを検

討した．その結果，それぞれの要求を満たすミドル

ウェアは存在するが，すべての要求を満たすミドル

ウェアは未だ存在しないことを明らかにした．そし

て，この比較結果より，ソフトシステムバスを実現

するために実現しなければならないことと既存の技

術を用いて実現すべきことを明らかにした．

また，永続的反応システムの基本的な要求である

動的再構成（システムの構成やシステムが提供する

サービスをシステムを止めることなく変更するこ

と）の観点から，エンタープライズサービスバス技

術を用いてソフトシステムバスを実現できるかどう

かを検討した．エンタープライズサービスバスは，

標準インターフェイスを用いてWebサービスや既

存のシステムを接続するための通信バスである [1]．

動的再構成を実現するための 5つの要求をエンター

プライズサービスバス技術を用いて実現できるかど

うかを検討し，一部の要求は既存のエンタープライ

ズサービスバス技術で実現することはできないこと

を明らかにした．

2.2 永続コンピューティングに基づく Web サー

ビス

ユビキタスコンピューティングの究極的な目的

は，いつでも，どこでも利用者に計算環境を提供

できることにある．本研究では，実際にどのような

Webサービスにおいて，ユビキタスコンピューティ

ング環境が求められるのか，また，そのWebサー

ビスを実現するためには永続コンピューティングシ

ステムが必要不可欠であるということを示し，これ

らのWebサービスを実現するための課題を明らか

にした [公表論文 1]．

3 課題

本研究プロジェクトは，現在も，以下の課題につ

いて研究と開発を進めている：システムの保守や更

新時にもシステムを停止させないためのシステム

の動的再構成の実現方法，システムの監視・計測の

ための監視・計測対象の選定ならびに制御部品の設

計と開発，永続反応システムにおけるセキュリティ

機能の実現，基地局モデルにおけるデータ・指令の

ルーティング法，汎用電子アンケートサーバの永続

反応システムに基づく実現，永続コンピューティン

グを開発するための開発パッケージの提供．
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