
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
土砂内部の所定のデータを計測し、その計測したデータに基づいて土砂災害の予兆情報を
出力する土砂災害予知システムであって、
地中へ振動を発する起振源と、
前記起振源から発せられた振動を計測する受振器と、
少なくとも前記受振器が計測した振動の横波成分データを入力して、前記起振源から前記
受振器までの間の地中の体積含水率を推算する体積含水率推算手段と、
前記推算した地中の体積含水率を出力する体積含水率出力手段と、
を備えたことを特徴とする土砂災害予知システム。
【請求項２】
前記体積含水率推算手段は、
少なくとも振動の縦波成分及び横波成分を算出式に含む指標を入力して、前記起振源から
前記受振器までの間の地中の体積含水率を推算することを特徴とする請求項１に記載の土
砂災害予知システム。
【請求項３】
前記受振器を複数個備え、
前記体積含水率推算手段が、前記複数の受振器からの入力データに基づいて、複数の体積
含水率を推算すると共に、
前記推算した複数の体積含水率データを入力して、地中の体積含水率の分布を推算する体
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積含水率分布推算手段と、
前記推算した体積含水率の分布データを出力する体積含水率分布出力手段と、
を備えたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の土砂災害予知システム。
【請求項４】
前記体積含水率分布推算手段が推算した体積含水率の分布データを入力して、崩壊危険度
分布を推算する崩壊危険度分布推算手段と、
前記推算した崩壊危険度分布データを出力する崩壊危険度分布出力手段と、
を備えたことを特徴とする請求項３に記載の土砂災害予知システム。
【請求項５】
崩壊警報を出力する崩壊危険度のしきい値を設定するしきい値設定手段と、
前記推算した崩壊危険度分布における崩壊危険度の値と、前記設定したしきい値とを比較
して、前記崩壊危険度の値が前記しきい値より大きいときに、崩壊警報のトリガを出力す
る崩壊危険度比較手段と、
前記出力した崩壊警報のトリガを受けて、音声、音響又は通信手段によって崩壊警報を出
力する崩壊警報出力手段と、
を備えたことを特徴とする請求項４に記載の土砂災害予知システム。
【請求項６】
地中の歪みを計測する歪みセンサを備えると共に、
前記崩壊危険度分布推算手段が、前記歪みセンサが計測した歪みデータを入力して崩壊危
険度分布を推算することを特徴とする請求項５に記載の土砂災害予知システム。
【請求項７】
地中の導電率を計測する導電率センサを備えると共に、
前記体積含水率推算手段が、前記導電率センサが計測した導電率データを入力して体積含
水率を推算することを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の土砂災害予知システム。
【請求項８】
前記受振器、歪みセンサ又は導電率センサを地中に設置するためのセンサ構造体と、
前記受振器、歪みセンサ又は導電率センサが計測したデータを送信する無線発信機と、
実際に前記データを含む電波を発信するアンテナと、
を備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の土砂災害予知シ
ステム。
【請求項９】
太陽電池及び蓄電池を、前記受振器、歪みセンサ、導電率センサ又は無線発信機の電源と
して備えたことを特徴とする請求項８に記載の土砂災害予知システム。
【請求項１０】
振動発電素子を、前記受振器、歪みセンサ、導電率センサ又は無線発信機の電源として備
えたことを特徴とする請求項８に記載の土砂災害予知システム。
【請求項１１】
前記受振器、歪みセンサ又は導電率センサを、パイプ形状のセンサ構造体内の異なる位置
に複数個備えたことを特徴とする請求項８乃至請求項１０のいずれか一項に記載の土砂災
害予知システム。
【請求項１２】
堤防内部の所定のデータを計測し、その計測したデータに基づいて堤防破壊の予兆情報を
出力する土砂災害予知システムであって、
堤防の上部に設置され、地中へ振動を発する起振源と、
堤防の堤内側及び堤外側に設置され、前記起振源から発せられた振動を計測する受振器と
、
少なくとも前記受振器が計測した振動の横波成分データを入力して、前記起振源から前記
受振器までの間の地中の体積含水率を推算する体積含水率推算手段と、
前記推算した体積含水率データを入力して、破堤危険度を推算する破堤危険度推算手段と
、

10

20

30

40

50

(2) JP 3894494 B2 2007.3.22



前記推算した破堤危険度データを出力する破堤危険度出力手段と、
を備えたことを特徴とする土砂災害予知システム。
【請求項１３】
請求項１乃至請求項１２のいずれか一項に記載の土砂災害予知システムが出力する内容を
コンテンツとして備えたことを特徴とする地域情報提供システム。
【請求項１４】
請求項５乃至請求項７のいずれか一項に記載の土砂災害予知システムの崩壊警報出力手段
が出力する内容をコンテンツとして備えると共に、
前記崩壊警報出力手段が崩壊警報を出力したときに、表示画面を強制的にその出力した崩
壊警報の画面に切り替える画面強制切替手段、及び、表示画面の電源を自動的に投入する
画面電源投入手段の少なくとも一方を備えたことを特徴とする地域情報提供システム。
【請求項１５】
　土砂内部の所定のデータを計測し、その計測したデータに基づいて土砂災害の予兆情報
を出力する土砂災害予知システムにおける土砂災害予知方法であって、

　 振 計測
　 前記 計測した振動 データ

を出力する
特徴とする土砂災害予知方法。

【請求項１６】
　 土砂災害予知方法 て、
　 振動 指標

すること
特徴とする土砂災害予知方法。

【請求項１７】
　 土砂災害予知方法 て、
　 体積
含水率を推算する 、前記推算した 体積含水率データ 力して、 体積
含水率 分布を推算 、
　前記推算した体積含水率 分布データを入力して、崩壊危険度分布を推算 、
　前記推算した崩壊危険度分布における崩壊危険度の値と、予め設定され

しきい値とを比較して、前記崩壊危険度の値が前記しきい値
より大きいときに、
　 崩壊警報を
出力する と、

特徴とする土砂災害予知方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、崖崩れや地滑りなどの斜面における土砂災害や河川堤防の破壊の可能性を監視
し、危険度が高い場合には警報を発する土砂災害予知システム、それを利用した地域情報
提供システム及び土砂災害予知方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の代表的な土砂災害予知システムには、伸縮計を用いる方法、パイプ歪み計を用いる
方法、岩石などの破壊音を計測する方法などがある。近年は、これらに加えて光ファイバ
を用いる地中歪み計測がある。
このうち、伸縮計を用いる方法は、地表面に間隔をあけて杭と計測器を設置し、杭から計
測器までの間に張った紐の長さの変化量を計測することで地表面の変動を観測するもので
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　起振源が地中へ振動を発し、
受振器は前記起振源から発せられた 動を し、
少なくとも 受振器が の横波成分 を入力して、前記起振源から前

記受振器までの間の地中の体積含水率を推算し、
　前記推算した地中の体積含水率 こと、
を

請求項１５に記載の におい
少なくとも の縦波成分及び横波成分を算出式に含む を入力して、前記起振源か

ら前記受振器までの間の地中の体積含水率を推算
を

請求項１６に記載の におい
前記受振器を複数個備え、前記複数の受振器からの入力データに基づいて、複数の

と共に 複数の を入 地中の
の し

の し
、崩壊警報のト

リガを出力する崩壊危険度の
前記崩壊警報のトリガを出力し、

前記出力した崩壊警報のトリガを受けて、音声、音響又は通信手段によって
こ

を



ある。
また、パイプ歪み計を用いる方法は、表面に歪みゲージを複数貼り付けたパイプを地中に
埋め、地表面又は数メートル地中における地面の変位量を歪みゲージの電気的信号により
計測するものである。
また、岩石などの破壊音を検出する方法は、地中の音を検出できるように設置したマイク
ロホンが捕えた音響に基づいて斜面崩壊の予兆を知らせるものである。地中の音が連続的
に生じている場合には装置がアラームを出し、そのアラームを聞いた斜面管理者がその地
中の音を拡大して聴き、斜面崩壊の予兆を示す音か否かの判断を行う。
また、光ファイバを用いた地中歪み計測は、地中に光ファイバケーブルを敷設し、地表面
の変動を光ファイバの歪みに変換し、反射光の強度や波長変位に基づいて斜面崩壊を検知
するものである。
光ファイバセンサは堤防の破壊（以下、「破堤」という）の検知にも提案されている。こ
の場合には、光ファイバケーブルの途中に重しが付けられており、堤防の体積含水率が高
くなり土が脆くなると重しが自重で下がり、光ファイバが歪む。この歪み量を反射光の強
度や波長変位に基づいて計測し、堤防の状態を監視するものである。
【０００３】
文献公知例としては、測温機能を持つ光ファイバセンサと電気ヒータとを接近させて地中
に埋めた構造を持ち、電気ヒータで加温した際の温度上昇から地中の水分含有率を求める
ものがある（例えば特許文献１参照）。また、電極を櫛歯状にして向かい合わせることで
、地中の水分など導電性異物を高精度で計測するセンサが提案されている（例えば特許文
献２参照）。そして、河川の堤防の変状を計測する方法として、光ファイバセンサを堤防
に埋設して監視・計測を実施するものがある（例えば特許文献３参照）。更に、地中の弾
性波を検出して土壌移動状況を検知する方法として、浸透水分量が多くなると堤防内の砂
や小石がこすれあって弾性波が発生する現象を利用するものがあり、この弾性波を検出す
ることによって、堤防や土壌の状況を監視することができる（例えば特許文献４参照）。
【０００４】
【特許文献１】
特開平８－１６６３６５号公報（段落［００１４］～［００１８］、図１～図３）
【特許文献２】
特開平１０－１９８１８号公報（段落［００１５］、［００１６］、図１）
【特許文献３】
特開２００２－２６９６５６号公報（段落［００１１］～［００１３］、図１）
【特許文献４】
特開平９－１９６８９９号公報（段落［００１４］、［００１５］、図１）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの従来の方法では以下の理由により適切な土砂災害予知ができなか
った。
まず、伸縮計を用いる方法では、地表で杭から計測器までの間に紐が張られているため、
人や動物が通行するような箇所へ設置するとつまずきの原因となるので、設置箇所を選ぶ
必要がある。また、紐に木の枝や葉が引っ掛かったりすることにより、誤測定や誤差が発
生しやすいので、随時メンテナンスが必要である。また、二点間の距離変化しか計測でき
ないため、ポイント的な計測データしか得られない。
パイプ歪み計は、パイプの表面に複数個の歪みゲージが貼付されており、それぞれの歪み
ゲージに二本のリード線が付いている。従って、計測装置に接続するために延長するケー
ブルの本数が多くなり、煩雑となる。また、計測データの転送用ケーブルと電源ケーブル
とを敷設する必要があり、そのための土木工事が発生する。
岩石などの破壊音を検出する方法については、斜面管理者が音を聞いても土砂災害の前兆
なのか否かを判断することは容易でない。崖崩れや地滑りが発生する音か、それとも発生
しない音かを聞き分けるためには多くの経験が必要となるが、土砂災害は頻発する現象で
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ないため経験を積むこと自体が困難である。
【０００６】
光ファイバセンサによる地中歪み計測では、大規模な地表面の土木工事が発生する。これ
は破堤検知のための光ファイバセンサに関しても同様で、土木工事が大規模なため設置コ
ストが高価になる。更に、光ファイバセンシングの計測器も高価であり、全体のコストが
高いという欠点がある。これは、特許文献３の場合でも同様である。
特許文献１の含水率計測及び特許文献２の電極を櫛歯状にしたセンサについては、いずれ
もポイント的な含水率しか計測できないため、崖など斜面全体や河川堤防全体の状態を監
視するためには極めて多くのセンサを設置する必要がある。特に、特許文献１に関しては
、光ファイバ計測の計測器が高価であること及び電気ヒータを用いるため比較的容量の大
きい電源が必要であることも問題となる。特許文献４の弾性波検知による堤防や土壌の含
有水分検出方法では、砂や小石の微小な動きで発生する弾性波を利用するため、その弾性
波の強度が弱く、所定値以上の距離が離れた点では観測が困難である。更に、河川ではな
い斜面などの土壌に関しては、砂や小石の動きが活発でなく、弾性波の強度が弱く観測が
困難であるといった問題がある。
【０００７】
本発明は、前記課題を解消するべくなされたものであり、設置箇所を選ばず、設置時に大
規模な土木工事を必要としないような土砂災害予知手段を提供することを主たる目的とす
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決する本発明は、地中へ振動を発する起振源と、その起振源から発せられた
振動を計測する受振器と、その受振器が計測した振動の強度に基づいて土砂災害の予兆情
報を推算し、その推算した予兆情報を出力する各手段とから構成される土砂災害予知シス
テム、それを利用した地域情報提供システム及び土砂災害予知方法である。予兆情報は、
土砂災害が発生する可能性を示唆するものであり、具体的には、体積含水率、体積含水率
分布、崩壊危険度分布、崩壊警報などがある。ここで、体積含水率分布を推算するために
は、斜面などの地中における複数の箇所における体積含水率を求める必要があるが、これ
は、複数の起振源及び複数の受振器を適切に設置することによって解決することができる
。すなわち、起振源と受振器との間における振動の伝播経路を多岐に設けることによって
、地中の様々な箇所の振動強度を計測することができ、ひいては、多くの体積含水率のデ
ータを取得することができる。それによって精度の高い体積含水率分布を推算することが
できる。なお、後記する発明の実施の形態においては、予兆情報を推算し、出力する各手
段は、計測結果解析装置の構成要素として記載している。
受振器は地中の振動強度を計測し、その振動強度によって体積含水率が推算される。導電
率センサは地中の導電率を計測し、その導電率によって体積含水率が推算される。この体
積含水率に基づいて推算される崩壊危険度は「初期」段階であり、この危険度が高いから
といって、必ずしも斜面などの崩壊が発生するわけではない。一方、歪みセンサは地中の
歪みを計測し、その歪みによって崩壊危険度が推算される。歪みによって推算される崩壊
危険度は「緊急」段階であり、この危険度が高まると、斜面などの崩壊の確率が高くなる
。
次に、受振器、導電率センサ、歪みセンサを含む地中観測センサの設置には、センサ構造
体を利用することができる。このセンサ構造体は、地中観測センサ、無線発信機及びアン
テナを含んで構成されており、地中観測センサが計測したデータを、離れた地点に設置さ
れた受信機に送信することができる。このセンサ構造体の形状をパイプ状にして、複数の
地中観測センサを備えることによって、所望の地中深さに地中観測センサを設置すること
ができる。また、複数のパイプ状のセンサ構造体を設置することによって、三次元のデー
タの計測を行うことが可能になる。
【０００９】
このような土砂災害予知システムを堤防に適用することができる。このとき、振動を計測

10

20

30

40

50

(5) JP 3894494 B2 2007.3.22



する受振器を河川側の堤外及び市街地側の堤内にそれぞれ設置することによって、堤防の
両側における体積含水率を推算する。そして、後記する破堤のメカニズムに基づいて、そ
の体積含水率から破堤危険度を推算する。
更に、この土砂災害予知システムを地域情報提供システムに利用することもできる。すな
わち、土砂災害予知システムが出力する予兆情報を、地域情報提供システムが住民や自治
体に提供するコンテンツとする。また、土砂災害予知システムが斜面などの崩壊警報を出
力したときには、地域情報提供システムの画面を強制的に崩壊警報の画面に切り替える。
これによって、住民や自治体は、土砂災害の予兆情報を居ながらにして入手することがで
きる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。ここでは、まず、土
砂災害予知の原理を説明し、その後、第１乃至第４の実施の形態について順次説明する。
【００１１】
≪土砂災害予知の原理≫
地盤調査の分野では、物理探査法の一つとして速度検層（ＰＳ検層）と呼ばれる技術があ
る。これは、地盤内の地質的な情報を得るために起振源から発した音をボーリングした穴
などに設置した受振器で計測し、その計測によって求められたＰ波及びＳ波の速度を、動
的ポアソン比やヤング率、剛性率などの動的弾性係数を算出するための基礎データとして
用いるものである。
この計測は、地盤内の水分などの影響を受けるため、前記基礎データを取得するときには
、条件に応じて異なる機器を使い分ける、又は、現地における計測ノウハウに基づく、な
どにより適切な計測ができるようにしている。本発明は、この速度検層の原理を土砂災害
予知へ応用したものである。
ここで、土砂災害の発生メカニズムは、以下のような段階で進行するとされている。
（ａ）降雨により地表面の体積含水率が高くなる。これによって斜面内部の質量が増大す
る。
（ｂ）浸透した水分により、斜面内部に体積含水率の高い箇所ができる。これは主に砂層
の箇所であることが多い。体積含水率が高くなると、土は脆くなる。
（ｃ）質量が増大した地表面の土砂が砂層を滑り面として滑り始める。
（ｄ）徐々に支持力を失った地表面部分が一気に滑り落ちて土砂災害となる。
従って、体積含水率を求めることができれば、このメカニズムの（ａ）と（ｂ）を検知す
ることが可能となり、土砂災害予知が可能となる。
【００１２】
≪第１の実施の形態≫
次に、本発明の第１の実施の形態に係る、体積含水率を利用した土砂災害予知システムに
ついて説明する。
【００１３】
<システムの構成と概要 >
図１は、体積含水率を利用した土砂災害予知システムの機能ブロック図である。図１に示
すように、土砂災害予知システムは、振動（図１では、矢印付きの破線で示す）を発生さ
せる起振源１、振動を計測する受振器２、計測結果を解析して、体積含水率などを出力す
る計測結果解析装置３から構成されている。
斜面４の上部には起振源１が設置され、斜面４には起振源１から離れた箇所に複数の受振
器２が設置されている。また、斜面４の下部には住民５の住宅地がある。ここで、起振源
１と受振器２との設置位置関係は重要である。崖崩れなどの土砂災害は、斜面４の表面付
近数ｍ程度における体積含水率が災害の発生に大きく影響するため、表面から数ｍの深さ
の表土を振動の伝播経路として確保できるような位置関係で、起振源１と受振器２とを設
置することが望ましい。また、騒音の問題などから、起振源１はできるだけ住民５から離
れた位置に設置するべきである。
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複数の受振器２は、それぞれ無線又は有線によって計測結果解析装置３に接続されている
。計測結果解析装置３は、体積含水率推算手段３１、体積含水率出力手段３２、体積含水
率分布推算手段３３、体積含水率分布出力手段３４、崩壊危険度分布推算手段３５、崩壊
危険度分布出力手段３６、しきい値設定手段３７、崩壊危険度比較手段３８、崩壊警報出
力手段３９などから構成されている。具体的には、計測結果解析装置３は、ＰＣ（ Person
al Computer）やサーバであり、各推算手段及び崩壊危険度比較手段３８は、ＣＰＵ（ Cen
tral Processing Unit）が所定のプログラムを実行することによって実現されるものであ
る。また、各出力手段は、ディスプレイなどであり、しきい値設定手段３７は、文字入力
やクリックなどを行うキーボードやマウスなどのポインティングデバイスである。ただし
、崩壊警報出力手段３９は、音声や音響の出力機器、又は、ネットワーク通信機器による
。以下、各構成要素について説明する。
【００１４】
起振源１は、地中へ向けて振動を発生させる機器である。図１では、起振源１として地上
設置型の例（例えば板たたき法によるもの）を示しているが、地中の孔井内設置型のもの
を用いてもよい。また、インパルス型やスイープ型などの種類もあり、いずれを用いても
よいこととする。
受振器２は、起振源１から発せられた振動を計測する機器である。横波及び縦波を計測す
る受振器２としては、３軸加速度センサが適切である。３軸加速度センサを地中に設置し
、以下の手順をとることにより、横波及び縦波を検出することができる。
（１）３軸加速度センサ計測値のリサージュ波形をとる。
（２）主成分分析を実施することで、起振源１の方向を抽出する。
（３）起振源１の方向とリサージュ波形との相関をとることで、縦波強度が求められる。
（４）起振源１の方向との直交面を求める。
（５）直交面とリサージュ波形との相関をとることで、横波強度が求められる。
【００１５】
体積含水率推算手段３１は、受振器２が計測した振動強度のデータを入力し、以下の原理
に基づいて斜面４内部の体積含水率を推算するものである。すなわち、土壌中に水分が増
えると、縦波に比べて横波は減衰が大きくなる。図２及び図３にその模式図を示す。図２
は、地中の体積含水率が一定と仮定した場合における振動相対強度の距離に対する減衰を
示したものである。図３に示すように、地中の一部で体積含水率の高い箇所６が存在する
と、横波はその箇所で大きく減衰する。このような特徴があるため、降雨時に地中の一部
で体積含水率の高い箇所６が生じた場合、その箇所を通過するような伝播経路を持つ振動
の強度を計測すると、平常時に比べて横波が小さく計測される。従って、この横波の振動
強度、平常時の横波の振動強度及び地質データを用いることによって体積含水率を推算す
ることができる。
図２では、平常時として横波及び縦波の減衰をそれぞれ１本の線で示しているが、これは
常に同じ値を維持しているわけではない。降雨が無い場合においても、季節、湿度、気温
などの外乱条件によって縦波及び横波の減衰特性は変動しうる。従って、横波の振動強度
のみを用いた判断の際には、観測された変動が地中の体積含水率の変動によるものか、又
は、外乱によるものかの判別が困難な場合がありうる。そこで、横波に加えて縦波の振動
強度も用いることにより、季節や湿度、気温などの外乱条件を相殺することが可能となる
。
体積含水率推算手段３１が入力する縦波及び横波の強度信号（データ信号）としては、例
えば、次に示すような縦波強度に対する横波強度の比率Ｐを用いる。
Ｐ＝横波強度／縦波強度　・・・式１
この式１は、単純に横波強度を縦波強度で除した値Ｐを指標としているが、本発明は、式
１には限定されず、分子及び分母に係数や加減が加わったもの又は縦波強度と横波強度と
の差をとったものを含むものとする。この指標Ｐ、平常時の指標Ｐの蓄積データ及び地質
データを用いることによって、体積含水率をより精度よく推算することができる。
以上のように、体積含水率推算手段３１は、横波のみ、又は、横波及び縦波の振動強度か

10

20

30

40

50

(7) JP 3894494 B2 2007.3.22



ら体積含水率を推算するものである。
体積含水率出力手段３２は、体積含水率推算手段３１が推算した体積含水率を表示するも
のである。
【００１６】
ここで、体積含水率推算手段３１及び体積含水率出力手段３２は、いずれも斜面４付近に
設置する必要はなく、受振器２で計測したデータをネットワークや電話回線、無線などで
転送し、自治体の本庁舎など離れた地点の計算機で体積含水率の推算や出力を実施しても
よい。また、体積含水率推算手段３１及び体積含水率出力手段３２は、必ずしも一体であ
る必要はない。例えば、体積含水率推算手段３１で求められた地中の体積含水率を住民５
が自由に閲覧できるようにネットワーク経由で公開し、体積含水率出力手段３２を住民５
側の端末で実現することも有用である。
【００１７】
体積含水率分布推算手段３３は、体積含水率推算手段３１から複数の体積含水率データを
入力し、その入力したデータに基づいて体積含水率分布を推算するものである。計測した
点と点との間の体積含水率を外挿することにより体積含水率分布を連続的に推算すること
ができる。受振器２の設置数及び設置位置を適切に選定し、詳細な解析を実施することで
、体積含水率の分布を最大三次元で推算することもできる。図１では、起振源１が１点で
受振器２が複数ある場合を示しているが、起振源１が複数地点あれば振動の伝播経路が増
え、より詳細な体積含水率分布を求めることができる。この場合、起振源１を複数台備え
たり、又は、その位置を移動できる起振源１を用いたりすることによって、異なる複数地
点での起振が可能である。
【００１８】
体積含水率分布出力手段３４は、体積含水率分布推算手段３３から入力した体積含水率分
布データを表示するものであり、例えば、モニタ画面が一例として考えられる。図４に示
す画面例では、斜面４内の一断面を体積含水率の数値範囲に応じて色分けして表示してい
る。このような画面を見ることで、斜面４の管理者は、経験及び当該地点の土質に関する
知識に基づいて斜面４のどの位置が崩壊し易いかを判断し、住民５に避難勧告や注意報、
警報を発令する。
【００１９】
崩壊危険度分布推算手段３５は、体積含水率分布推算手段３３から体積含水率分布を入力
し、経験データベース、過去の実例データ、地質データなどに基づいて崩壊危険度分布を
推算するものである。一般に、斜面４における土砂災害は体積含水率が高くなることによ
り、質量の増加や滑り面における土砂の脆弱化などの現象の結果として生じることが多い
。このような知識データのほか、斜面４の地質情報を併せて、図５に示すような相関関係
に基づいて、崩壊危険度を算出する。この算出の際の計算には、理論式や経験式などを用
いる。
【００２０】
崩壊危険度分布出力手段３６は、崩壊危険度分布推算手段３５が推算した崩壊危険度分布
を表示するものであり、モニタ画面が有効である。図６に示す画面例では、斜面４の表面
を崩壊危険度の数値範囲に応じて色分けして表示している。このような画面を見ることで
、斜面４の管理者は経験や知識が十分でなくとも斜面４のどの位置が崩壊し易いかを容易
に判断でき、住民５に避難勧告や注意報、警報を適切に発令することが可能となる。また
、経験に頼る部分を、経験データベースや過去の実例データとしてシステム内に備えてい
るため、判断の個人差を減らすことができる。崩壊危険度分布出力手段３６の画面は、ネ
ットワーク経由で住民５が自由に閲覧できるようにしてもよく、これにより防災に対する
意識の高い住民５は警報発令前に避難するため、自治体は住民５の安全を確保できる。
【００２１】
しきい値設定手段３７は、崩壊危険度比較手段３８に出力する、崩壊危険度のしきい値を
設定するものである。崩壊危険度比較手段３８は、崩壊危険度分布推算手段３５から入力
した崩壊危険度と、しきい値設定手段３７から入力したしきい値とを比較して、前記崩壊
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危険度が前記しきい値より大きいときに、崩壊警報出力手段３９に対して崩壊警報出力の
トリガを与える。崩壊警報出力手段３９は、崩壊危険度比較手段３８から崩壊警報出力の
トリガを受けたときに、音声、音響又は通信手段によって住民５に警報を発令する。
【００２２】
<システムの動作 >
続いて、本発明の第１の実施の形態に係る、体積含水率を利用した土砂災害予知システム
の動作の流れについて、図７に示すフローチャートに沿って説明する（適宜図１参照）。
起振源１は、振動を地中へ向けて発生させる（ステップＳ３０１）。受振器２は、起振源
１から発せられた振動を計測する（ステップＳ３０２）。受振器２は、その計測した振動
のうち、横波のみ、又は、横波及び縦波の振動強度信号を体積含水率推算手段３１に送信
する。体積含水率推算手段３１は、その振動強度信号に基づいて斜面４内の体積含水率を
推算し（ステップＳ３０３）、その推算した体積含水率を体積含水率出力手段３２に送信
する。体積含水率出力手段３２は、その受信した体積含水率をモニタ画面などに表示する
（ステップＳ３０４）。ここで、起振源１の動作するタイミングは、平常時と雨天時とで
切り換えることも有用である。例えば、降雨感知センサを別途備え、降雨感知時から一定
時間のみ起振・計測するスケジューリング機能が考えられる。ただし、起振源１の稼動タ
イミングに受振器２の計測タイミングを同期させることが必要であり、そのための同期用
の信号を起振源１と受振器２との間で通信することや、内部時計を起振源１と受振器２と
に備えることが有用である。他には、巡回車などの外部からのトリガによってタイミング
を同期させることも考えられる。
【００２３】
次に、複数地点に配置された受振器２は、起振源１による異なった伝播経路における地中
の振動強度をそれぞれ計測する（ステップＳ３０２）。そして、体積含水率推算手段３１
が、それぞれの振動強度から体積含水率を推算する（ステップＳ３０３）。体積含水率分
布推算手段３３は、その推算した体積含水率に基づいて、計測した地点と地点との間の体
積含水率を外挿することにより体積含水率分布を連続的に推算する（ステップＳ３０５）
。体積含水率分布出力手段３４は、その推算した体積含水率分布をモニタ画面などに表示
する（ステップＳ３０６）。
更に、崩壊危険度分布推算手段３５は、体積含水率分布推算手段３３が推算した体積含水
率分布から崩壊危険度分布を推算する（ステップＳ３０７）。そして、崩壊危険度分布出
力手段３６は、崩壊危険度分布推算手段３５が推算した崩壊危険度分布をモニタ画面など
に表示する（ステップＳ３０８）。
崩壊危険度比較手段３８は、崩壊危険度分布推算手段３５が推算した崩壊危険度と、予め
しきい値設定手段３７によって設定されたしきい値とを比較する（ステップＳ３０９）。
崩壊危険度がしきい値より大きい場合には（ステップＳ３０９のＹｅｓ）、崩壊危険度比
較手段３８が崩壊警報出力手段３９に崩壊警報出力のトリガを与えて、そのトリガを受け
た崩壊警報出力手段３９が崩壊警報を発令する（ステップＳ３１０）。なお、崩壊危険度
がしきい値より大きくない場合には（ステップＳ３０９のＮｏ）、その時点の処理は終了
となる。
ここで、崩壊危険度としきい値との比較計算は瞬時に終了するので、住民５は斜面管理者
の判断を待つことなく危険を即時に知ることができ、避難をすばやく開始できる。崩壊危
険度分布推算手段３５、崩壊危険度分布出力手段３６、しきい値設定手段３７、崩壊危険
度比較手段３８及び崩壊警報出力手段３９は、自治体の本庁舎など離れた地点にあっても
よい。ただし、緊急時にネットワークが切断される可能性もあるので、その可能性を懸念
するのであれば、できるだけ斜面４の付近に設置することが望ましい。
【００２４】
なお、以上の説明では、体積含水率、体積含水率分布及び崩壊危険度分布をモニタ画面な
どに表示するように記載したが、いずれか一つ又は二つを表示するようにしてもよい。
また、崩壊警報を発令するために、体積含水率に基づいた崩壊危険度としきい値とを比較
するように記載したが、受振器２で計測した振動強度を過去の履歴データと比較し、現時
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点の計測値が異常領域にあるか否かを判定する方法も考えられる。平常時であっても様々
な外的要因によって縦波及び横波の測定値は変動するが、測定値の個数を増やした場合、
比率Ｐ（式１参照）の分布は図８に示すような正規分布に近付く。この正規分布において
、現時点の計測値の比率Ｐが０付近の異常領域に含まれるときには、崩壊危険度が高いと
みなすことができる。
【００２５】
以上説明した土砂災害予知システムは、その適用対象とする斜面４に設置する機器が起振
源１及び受振器２でよく、地表面全体を掘り起こすような大規模な土木工事は不要となる
。更に、伸縮計のような地表面の紐、すなわち、障害物が存在しないため、どこにでも設
置することができる。
【００２６】
≪第２の実施の形態≫
次に、本発明の第２の実施の形態に係る、複数種類の地中観測センサを利用した土砂災害
予知システム及びセンサ構造体について説明する。なお、前記の実施の形態と重複する説
明は省略する。
【００２７】
<システムの構成と動作 >
図９は、複数種類の地中観測センサを利用した土砂災害予知システムの機能ブロック図で
ある。ここで、地中観測センサとは、受振器の他に、歪みセンサや導電率センサなど地中
のセンシングに使用されるセンサ一般を指すものとする。この第２の実施の形態において
は、受振器２の他に、例えば、歪みセンサ７を同一斜面４に設置し、その歪みセンサ７が
計測した歪み信号（データ信号）を、受振器２が計測した縦波及び横波の振動強度信号と
同様に計測結果解析装置３に送信する。詳細には、歪み信号は崩壊危険度分布推算手段３
５に送信され、振動強度信号は体積含水率推算手段３１に送信される。崩壊危険度分布推
算手段３５は、歪み信号と、振動強度信号による体積含水率分布とに基づいて崩壊危険度
分布を推算し、崩壊危険度比較手段３８にその推算した崩壊危険度分布を送信する。崩壊
危険度比較手段３８は、その受信した崩壊危険度の値と、予めしきい値設定手段３７によ
って設定されたしきい値とを比較して、崩壊危険度の値がしきい値より大きいとき、崩壊
警報出力手段３９に崩壊警報出力のトリガを与える。そのトリガを受けた崩壊警報出力手
段３９は、住民５に対して、音声、音響、通信手段などにより崩壊警報を発令する。
【００２８】
受振器２を用いることにより、地中の体積含水率を推算できるため、斜面４が崩壊する初
期段階を検出できる。しかし、土砂災害の発生には体積含水率以外の要因も多く関与して
おり、体積含水率が高くても斜面４が崩壊しない場合もありうる。その場合、崩壊警報に
よる住民５の避難は無駄となってしまう。このような状況が度々あると、住民５は、崩壊
警報を信頼しなくなり、崩壊警報が発令されても避難しなくなり、その結果として被害に
遭ってしまう可能性も出て来る。
そこで、受振器２のみでなく、歪みセンサ７を併用する。歪みセンサ７は、斜面４の崩壊
が開始した状況を検知することができるため、高い崩壊確率を持った警報を出すことがで
きる。この状態は、前記土砂災害予知の原理で説明した土砂災害の発生メカニズムの（ｃ
）に相当する。しかし、崖崩れの場合には、歪みセンサ７による検知から斜面４全体の崩
落までの時間が非常に短い。従って、歪みセンサ７のみを用いた警報の発令であれば、住
民５は、突然の警報に対して素早く避難できず、被害を受ける可能性がある。ところが、
受振器２及び歪みセンサ７による警報の発令であれば、
（１）受振器２に基づく「初期」危険度の崩壊警報を受けた段階で、住民５は避難準備を
始めることができる。
（２）その後、歪みセンサ７に基づく「緊急」危険度の崩壊警報が発令されたら、住民５
は瞬時に避難することができる。
このように複数種類の地中観測センサを併用することで、安全性を確保しながらも無駄な
避難を減らすことが可能になる。
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【００２９】
ここでは、歪みセンサ７と受振器２とを用いた実施の形態について述べたが、本発明は、
これらのセンサの使用に限られるものではない。例えば、導電率センサは、地中の導電率
を計測するものであり、その導電率は、体積含水率と相関関係を持つ。従って、導電率セ
ンサを、受振器２の代用として、又は、受振器２との併用で利用することが考えられる。
このとき、導電率センサが計測した導電率のデータは体積含水率推算手段３１に送信され
、その体積含水率推算手段３１において、その導電率のデータに基づいて体積含水率が推
算される。
【００３０】
<センサ構造体 >
図１０は、複数種類の地中観測センサを利用した土砂災害予知システムにおいて使用され
るセンサ構造体を示す。センサ構造体は、受振器を含む地中観測センサを地中に設置する
ものであるが、その様々な実施の形態について説明する。
図１０（ａ）に示すように、センサ構造体５４には、地中観測センサ５１の他に無線発信
機５２とアンテナ５３とが備えられており、地中観測センサ５１で計測したデータを電波
５５により送信する。このように電波５５によって計測データを送信することにより、デ
ータ転送用ケーブルを敷設する土木工事が不要となる。更に、センサ構造体５４の位置変
更や新規追加などを行うときに、その設置に関わる手間を減らすことができる。電波５５
で計測データを送るには、その計測データを受ける受信機が必要となるが、その受信機は
、センサネット構造体５４の付近に設置した固定受信機でもよいし、防災センタの巡回車
や斜面管理者が携帯する移動式の受信機でもよい。また、計測データを無線発信機５２内
部のメモリなどに蓄えておき、決められた指令電波を受け取ったときに計測データをまと
めて受信機へ送信するようにしてもよい。
【００３１】
図１０（ｂ）に示すセンサ構造体５４は、図１０（ａ）の構成に加えて、太陽電池６１と
蓄電池６２とを備える。蓄電池６２は、太陽電池６１が昼間に発電した電力の一部を蓄え
る目的で備えられる。このような構成によって、センサ構造体５４を設置するときに、デ
ータ転送用ケーブル及び電源ケーブルが不要になり、土木工事を大幅に低減できる。更に
、センサ構造体５４の位置変更や新規追加を容易に実施できる。また、必要な電力は、昼
間は太陽電池６２で、夜間は蓄電池６１で賄うことができるため、電池交換が不要である
。
図１０（ｃ）に示すセンサ構造体５４は、図１０（ａ）の構成に加えて、振動発電素子７
１を備える。振動発電素子７１は、環境中に存在する微小振動を用いて電力を得ることが
できる素子であり、常に電力を発生する。電池ではないので、交換の必要はない。このよ
うな発電素子を備えた構成によって、センサ構造体５４を設置するときに、データ転送用
ケーブル及び電源ケーブルが不要になり、土木工事を大幅に低減できる。更に、センサ構
造体５４の位置変更や新規追加を容易に実施できる。振動発電素子７１が発電する電力は
微小であるため、発電した電力を一旦蓄電池に充電し、所定の時間間隔ごとにその充電し
た電力を用いて、データの計測及びその計測データの送信を実施することも可能である。
このような振動発電素子７１を用いると、太陽電池６１と違って受光面が必要なく、セン
サ構造体５４の小型化が可能となる。そのほか、受光面の清掃などのメンテナンスが不要
である、常に電力を得ることができるため蓄電池は不要又は小容量化できる、などのメリ
ットもある。
なお、図１０（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）では、地中観測センサ５１、無線発信機５２、ア
ンテナ５３などを一体化して描いているが、本発明は、これらを一体化することに限定さ
れるわけではない。
【００３２】
図１０（ｄ）は、その形状をパイプ状にしたセンサ構造体８１を示しており、その長さ方
向の異なる部分に複数の地中観測センサ５１を設けている。その形状をパイプ状にするこ
とにより、所望の地中深さに容易に地中観測センサ５１を設置することができる。また、
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深さ方向に複数の地中観測センサ５１が備えられているため、一度の工事で複数個の地中
観測センサ５１を同時に設置でき、工事量が少なくて済む。更に、深さ方向の異なる位置
に地中観測センサ５１があるため、このセンサ構造体８１を複数箇所に設置することによ
って三次元の地中観測データを得ることが可能となる。また、パイプ状であるため、歪み
ゲージを添付することでパイプ歪み計としての機能も果たすことができる。このとき、セ
ンサ構造体８１の本体内に電源と計測部とを備えることで、それらと歪みゲージとの間を
接続する配線ケーブルを別途地中に設置する工事が不要になり、かつ、ケーブル長が短く
なるため、ノイズなどの外乱の影響を抑制することができる。
パイプの地表面側には、例えば、図１０（ｅ）に示すような樹脂製キャップ９１を備える
ことが望ましい。実際にセンサ構造体８１を地中に設置するときには、まず地中に細長い
穴をボーリングなどによって掘り、そこにパイプ状のセンサ構造体８１を打ち込む。アン
テナ５３は電波を空中に出す必要があるためセンサ構造体８１の地表面側に設ける必要が
あるが、センサ構造体８１を打ち込むときには障害となる。また、センサ構造体８１の地
中打ち込みが完了したときには、地表面側にアンテナ５３が立つ状態となり、人や自転車
などが踏みつけて破損する危険性がある。更に、アンテナ５３に直接雨水などがかかると
故障や腐食の原因となる。そこで、センサ構造体８１の地表面側にアンテナ５３をカバー
するような樹脂製キャップ９１を設ける。この樹脂製キャップ９１は、センサ構造体８１
を打ち込むときに叩いても問題のない強度を持つものとする。また、電波の減衰ができる
だけ少ない材質及び形状とする。例えば、ハニカム状にすることによって、これらの要求
を満足することできる。
【００３３】
≪第３の実施の形態≫
続いて、本発明の第３の実施の形態に係る、堤防に適用した土砂災害予知システムについ
て説明する。なお、前記の実施の形態と重複する説明は省略する。
【００３４】
<破堤の発生メカニズム >
この土砂災害予知システムは、以下の破堤の発生メカニズムに基づく。すなわち、豪雨時
には、河川の水位が上昇し、破堤することがある。破堤には二つのタイプがあり、一つは
堤防又は基礎地盤のパイピングによって破壊するものであり、もう一つは降雨と河川水と
が堤防に浸透し法すべりによって破壊するものである。このうち、前者のパイピングによ
るものは、地中の局所的な水のトンネルが原因であり、その検出は困難である。これに対
して、後者の浸透による破堤は、前者のパイピングより広範囲な現象であり、土砂災害予
知システムによって予兆を観測することが可能である。
図１１に浸透による破堤の発生メカニズムを示す。降雨が開始した（ステップＳ１）後、
しばらくすると、堤防９下部の体積含水率が高くなり、湿潤線が上昇する（ステップＳ２
）。その後、河川８の水位が上昇すると、堤外側の湿潤線が上昇する（ステップＳ３）。
その結果、堤外側及び堤内側における堤防内部の湿潤線に勾配が生じ、堤内側で裏法すべ
りが発生する（ステップＳ４）。河川８の水位が更に高くなると、この裏法すべりは拡大
し（ステップＳ５）、やがては破堤に至る（ステップＳ６）。従って、堤外側及び堤内側
の堤防内部の体積含水率を観測することによって、破堤危険度を推算することが可能とな
る。
【００３５】
<システムの構成と動作 >
図１２は、本発明の第３の実施の形態に係る土砂災害予知システムの機能ブロック図であ
る。この土砂災害予知システムは、その適用対象を河川８の堤防９としている。堤防９の
上側には起振源１が設置されており、堤防９より河川８側の堤外と、市街地側の堤内との
双方の堤防地中に受振器２が設置されている。計測結果解析装置３は、体積含水率推算手
段３１、破堤危険度推算手段４０及び破堤危険度出力手段４１から構成されている。
【００３６】
次に、堤防に適用した土砂災害予知システムの動作について説明する。
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まず、起振源１が振動を発生させる。それぞれの受振器２は、起振源１からの縦波及び横
波の振動強度を計測し、その計測した振動強度信号（データ信号）を計測結果解析装置３
に送信する。計測結果解析装置３においては、体積含水率推算手段３１が、それぞれの受
振器２から受信した振動強度信号から体積含水率を推算し、その推算した体積含水率を破
堤危険度推算手段４０に送信する。破堤危険度推算手段４０は、図１１のメカニズムに基
づいて、その受信した体積含水率から破堤危険度を推算し、その推算した破堤危険度を破
堤危険度出力手段４１に送信する。破堤危険度推算手段４０による破堤危険度の推算にお
いては、過去の経験則や堤防９の構造、土質を考慮に入れたアルゴリズムを適用すること
が望ましい。
破堤危険度出力手段４１は、破堤危険度推算手段４０から受信した破堤危険度を、例えば
、モニタ画面に色分けされた図として表示する。これは、自治体や河川８の管理者が破堤
危険度を監視するために用いてもよいし、ネットワーク経由で住民５に開放してもよい。
また、破堤危険度出力手段４１が破堤警報を出力する機能を備えていてもよく、これによ
って住民５がネットワークに接続できなくても危険時にすばやく避難することが可能にな
る。
このような土砂災害予知システムを適用すれば、堤防９に起振源１及び受振器２を設置す
ればよいので、大規模な土木工事が不要になる。また、堤防９は人が入り易い箇所である
が、起振源１及び受振器２を用いれば、地表面に紐などの障害物が出ないため、設置箇所
の制限を受けなくて済む。
【００３７】
≪第４の実施の形態≫
本発明の第４の実施の形態は、前記土砂災害予知システムの出力内容を、地域情報提供シ
ステムのコンテンツの一つとして、住民５又は自治体に提供するものである。地域情報提
供システムは、地域の住民５又は自治体向けの各種コンテンツを備えたシステムであり、
そのベースとしてＧＩＳ（ Geographical Information System、地理情報システム）を使
用することが有用とされている。このＧＩＳの上に土砂災害予知システムで計算した崩壊
警報や地中の体積含水率の情報を載せることで、他の地図データベースと連携して防災対
策をとることができる。また、日常使用しているコンテンツと同じＧＩＳとすることで、
豪雨時などのように災害発生が予測される事態においても、慌てたり、間違ったりするこ
となく適切に対処することが可能となる。図１３は、本発明の第４の実施の形態に係る地
域情報提供システムにおける崩壊警報の画面例である。図１３に示すように、斜面などの
崩壊危険度が高い地域の住民５に対しては、少なくとも崩壊警報及び地図、避難先を明示
した画面を提供することが必要である。
ここで、地域情報提供システムの中に画面強制切替手段や画面電源投入手段を設けたもの
が考えられる。地域情報提供システムは複数のコンテンツを提供しており、他のコンテン
ツを使用している場合に崩壊警報が住民５に伝わらない可能性がある。そこで、画面強制
切替手段を設けることにより、崩壊警報が発令されている地区の住民５は警報の発令を知
ることができる。具体的には、土砂災害予知システムの崩壊警報出力手段３９が崩壊情報
を出力したときに、その画面強制切替手段が、地域情報提供システムの画面を、強制的に
崩壊情報の画面に切り替える。実際に画面を切り替える方法としては、まず、地域情報提
供システムの画面に対応するビットマップメモリを２面持っていて、通常のコンテンツを
一方のビットマップメモリに格納し、その内容を画面に表示しておく。そして、崩壊情報
が出力されたときに、その崩壊情報を他方のビットマップメモリに格納し、その内容を画
面に表示する。すなわち、画面に対応するビットマップメモリを切り替えることによって
、画面の切替を実現することができる。
また、地域情報提供システムの表示画面の電源がオフになっているため、崩壊警報が住民
５に伝わらない可能性もある。そこで、画面電源投入手段を設けることによって、表示画
面の電源を自動的に投入し、住民５が崩壊警報の発令を知ることができるようにする。具
体的には、土砂災害予知システムの崩壊警報出力手段３９が崩壊情報を出力したときに、
その画面電源投入手段が、表示画面の電源投入信号に本来接続されている信号線（例えば
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、電源ボタンに連動する信号線）に対してＯＲ接続された別の信号線をオンする。本来の
信号線がオフになっていても、別の信号線をオンにすることによって、電源投入信号をオ
ンにし、表示画面に電源を投入することができる。なお、地域情報提供システム自身につ
いて、同様の電源投入手段を設けてもよい。
【００３８】
以上本発明について好適な実施の形態について一例を示したが、本発明は前記実施の形態
に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能である。
【００３９】
【発明の効果】
以上説明した本発明によれば、設置箇所を選ばず、設置時に大規模な土木工事を必要とし
ないような土砂災害予知システムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態に係る土砂災害予知システムの機能ブロック図であ
る。
【図２】　本発明の第１の実施の形態に係る地中の体積含水率が一定と仮定した場合にお
ける振動相対強度の距離に対する減衰を示した模式図である。
【図３】　本発明の第１の実施の形態に係る地中の一部に体積含水率の高い箇所がある場
合における振動相対強度の距離に対する減衰を示した模式図である。
【図４】　本発明の第１の実施の形態に係る体積含水率分布を出力した画面例である。
【図５】　本発明の第１の実施の形態に係る体積含水率と崩壊危険度との関係を示す図で
ある。
【図６】　本発明の第１の実施の形態に係る崩壊危険度分布を出力した画面例である。
【図７】　本発明の第１の実施の形態に係る土砂災害予知システムの動作の流れを示すフ
ローチャートである。
【図８】　本発明の第１の実施の形態に係る縦波強度に対する横波強度の比率の分布を示
す図である。
【図９】　本発明の第２の実施の形態に係る土砂災害予知システムの機能ブロック図であ
る。
【図１０】　本発明の第２の実施の形態に係る土砂災害予知システムにおいて使用される
センサ構造体を示す図である。
【図１１】　本発明の第３の実施の形態に係る浸透による破堤の発生メカニズムを示す図
である。
【図１２】　本発明の第３の実施の形態に係る土砂災害予知システムの機能ブロック図で
ある。。
【図１３】　本発明の第４の実施の形態に係る地域情報提供システムにおける崩壊警報の
画面例である。
【符号の説明】
１…起振源
２…受振器
３…計測結果解析装置
４…斜面
５…住民
６…体積含水率の高い箇所
７…歪みセンサ
８…河川
９…堤防
３１…体積含水率推算手段
３２…体積含水率出力手段
３３…体積含水率分布推算手段
３４…体積含水率分布出力手段
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３５…崩壊危険度分布推算手段
３６…崩壊危険度分布出力手段
３７…しきい値設定手段
３８…崩壊危険度比較手段
３９…崩壊警報出力手段
４０…破堤危険度推算手段
４１…破堤危険度出力手段
５１…地中観測センサ
５２…無線発信機
５３…アンテナ
５４…センサ構造体
５５…電波
６１…太陽電池
６２…蓄電池
７１…振動発電素子
８１…パイプ形状のセンサ構造体
９１…樹脂製キャップ
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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