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----- 自然災害で被災する人をゼロにするために ----- 

 

Funded by 科学研究費 基盤研究 (B)，2020～2022 

「土砂災害の予知モニタリングを従来の1/10以下のコストで実現できる方法の開発」 

 

 

提案する技術の概要 

 

 豪雨に起因する土砂災害による死者をゼロにするという国家的目標を達成するためには，

土砂災害の予兆を捉えるためのモニタリングの方法論を根本的に見直すことによって，その

システム導入コストを徹底的に抑える必要があります．本プロジェクトでは，1)電気ではな

く光でモニタリングとデータ転送を実施する，2)データロガーではなくモバイル機器（スマ

ートフォンやタブレット）の画像処理機能を使ってデータの記録・分析を実施する，という

2つのパラダイムシフトを提案します．このことによって，土砂災害の予兆に関連するデー

タはすべて光データとして収集されるため，それを画像処理で分析するアプリケーションソ

フトを開発してモバイル機器にインストールすれば自分の命を守るためのモニタリングを低

価格で実施できることになります．この新戦略によって危険斜面をモニタリングするシステ

ムの導入コストを圧倒的に低く抑えられることになり，土砂災害による死者をゼロにすると

いう目標達成に大きく貢献できると考えられます． 

 

 

何が問題なのか？ 

 

 危険斜面で土砂災害が発生する恐れのある区域は，日本全国で約66万区域にのぼると推計

されており（政府広報オンラインホームページより，平成29年度末時点の情報），毎年平均

で1500件程度の土砂災害が発生しています．また，平成30年7月豪雨のような災害時にも日

本全国で数千箇所の土砂崩れが発生し多くの貴重な人命が失われました．このような災害か

ら国民の生命と財産を守るために多くの研究者，技術者が防災・減災に関する研究開発を行

ってきたにもかかわらず，それらの研究成果が全国の津々浦々で実用化される段階に至って

いないため，豪雨に起因する土砂災害の危険が迫っているにもかかわらず，具体的な情報を



全く受け取らないまま周辺住民が被害に巻き込まれるという事例が未だに絶えません．これ

までに開発されてきた多くの優れた防災・減災技術（特に土砂災害を対象としたモニタリン

グに関する技術）をもってしても，この現状を打開できていない背景にはそれらの技術の質

ではなく，実施に要するコストの問題が深く関わっています． 本プロジェクトの核心とな

る「問い」は危険斜面をモニタリングするためのコストをどこまで下げられるのかというこ

とに尽きます． 

 

 

プロジェクトXの独自性とは？ 

 

 豪雨などに起因する土砂災害の危険度とその時間的変化を丁寧に監視するには，図1に示

すように地下水位の変動，表面流の状態，地盤の動き，岩塊の動き，樹木の動き，また排水

関連設備の健全度などをモニタリングする必要があります． 

岩塊の動き

地下水位の上昇

樹木の動き

地盤の動き

排水設備など
インフラの動き

 

図1 斜面災害に関係する要因 

 

このような場合，図2に示す従来のモニタリング技術では電気を使用することが前提とな

っているセンサー（図中にe-Sensorと表示）で各種データを取得し，無線技術などを利用し

てそれらのデータを集約した上で，技術責任者が斜面の危険度を判定し，行政を通して周辺

住民に伝達することが行われます．このような従来型のシステムを実施する際には1斜面あ

たり相応（センサーの種類，数，データ転送のシステムの内容にもよりますが，100万円以

上のコストがかかることも稀ではありません）の費用が発生するため，小さな自治体や個人

がそれを負担することは容易ではありません．また，電気設備の不具合，落雷による装置の

故障などが発生する可能性があります． 
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図2 電気の利用を前提とする従来のモニタリングシステム 

 

 それに対し，図3に示す新手法では様々なセンシングをプラスチック製光ファイバー

（Plastic Optic Fiber, 略称POF）と簡単な治具だけで行い，得られた光情報をモバイル機器

（住民個人のスマートフォンを利用することもできます）のアプリソフトで直接処理すると

いう画期的なシステムを構築することを目的としています．この方法ではPOFの一端（図3

ではスマートフォン側）から光を入れ，左端の先端部で土砂災害の前兆に関わる様々なデー

タを光によってセンシングし，その結果を別のPOFでモバイル機器（スマートフォンやタブ

レット）のカメラに送り，新たに構築する画像処理アプリ「X1」でその光情報を分析する

形式を取ります．従って，センシングとPOFによる情報伝達はすべて光で行うため，その部

分では電力に依存する形式の装置や電源が一切不要となり，計測システム全体の大幅なコス

トダウンが可能となります．さらに，取得したデータの分析は個人所有のモバイル機器でも

実施可能となるため，高価なデータロガーやパソコンなどを準備する必要がなくなり，さら

なる圧倒的コストダウンが可能となります． 

 

プラスチック製光ファイバー（Plastic 
Optic Fiber, 略称POF）と治具で光を
用いた多様なモニタリングを実施．電

力依存度はゼロ．

簡易光源と個人所有のモバイル機器（ス
マーフォンやタブレット）に搭載する画像処
理アプリでデータを処理．情報をクラウド
サーバーで管理することも可能．

変位，傾斜，土砂の動きなどの多様な現象
で生じる光の状態の変化をPOF先端に取り
込む仕組み．直接取り込みや，治具を使っ

た多様な取り込みが可能．
 

図3 プラスチック製光ファイバーとモバイル機器で構築される新モニタリングシステム 

 

 このように提案する新システムは，土砂災害の前兆を捉えるためのセンシングシステムを

すべて光で可能にするという学術的独自性に基づいて提案されるものとなっています．合わ

せてデータ分析を個人所有のモバイル機器でも実施可能にすることで，命を守るための新モ

ニタリングシステムをこれまでの従来技術と比較して圧倒的な低コストで実現可能とする創

造的戦略となっています． 

 

表1 これまでに開発したPOFセンサー 



Single fiber sensor 

LsourceLrecorded
 

  
 
任意の光源から発せられた光（Lsource或いは単にLs）

が任意物質に反射，透過するなどして光ファイバーに
入り，最終的にLrecorded（或いは単にLr）として計測さ
れる方式．1本のファイバー先端部周辺で起こるあらゆ
る事象が計測対象となる． 

 

Twin fiber sensor 

L3

Ls L2

Lr

Fiber 1

Fiber 2

 

Fiber 1に送り込んだ光Lsがその端部からL2として外
に出て，任意物質に反射するなどしてL3としてFiber 2

に向い，最終的にFiber 2に入ったLrが計測される方
式．2本のファイバー先端部周辺で起こるあらゆる事象
が計測対象となる． 

Gap sensor 

Ls
L2a

Lr

L3L2b

Fiber 1 Fiber 2

 

 Fiber 1に送り込んだ光Lsがその端部からL2aとして外
に出て，任意物質に反射してL3としてFiber 2に向か
い，最終的にLrとして計測される．場合よっては，
Fiber 1から出た光（L2b）は任意物質を透過しながら
Fiber 2に向かい，最終的にLrとして計測される方式．2

本のファイバー先端間のギャップ周辺で起こるあらゆ
る事象が計測対象となる． 

Reflection and Refraction sensor 

Ls L3

Lr

L2

L4

Fiber 2

Fiber 1

L’3

 

 Fiber 1に送り込んだ光Lsはその端面を通過し，屈折
してL2として外部に出る．反射した光はL3としてFiber 

2の方向に向かう．L3の一部はFiber 1を出てL’3として
側面からFiber 2に侵入し，ここでもう一度，屈折光L4

と反射光Lrに分かれる．最終的に光データロガーに記
録されるLrの明るさや色は，周辺物質の光の屈折率に
依存する量になる．従ってこのタイプでは周辺物質の
光の屈折率が変化するあらゆる現象（例えば，周辺物
質が別の物質に置き換わる，周辺物質の温度が変化す
る，周辺物質の状態（特に液体か固体かの区別，水の
場合には凍結・融解））などが計測対象となる． 

 

 

 

プロジェクトXが目指していること 

 

 OSV研究会はこれまでに，表1に示すような4種類のPOFセンサーを開発してきました．こ

れらのセンサーを使えば，光の入射，遮断，透過，反射，屈折などの物理現象がセンサー周

辺環境と相互作用することによって，様々な情報を得ることができます．それらは，土粒子，

地下水，表面流，樹木，排水関連インフラなどの動き，傾き，色の変化などに関連するもの

であり，土砂災害の危険度を評価するために利用できるものになっています．さらに，簡単

な構造の治具をPOF先端に装着することによって変位や傾斜の定量的な計測も可能となりま

す．これらのデータはすべて光の明るさ，あるいは色としてPOFに送り込まれ，図4(a)にあ

るようなデータ収集ボードに集約されます．ここに集められたPOFのそれぞれが重要な光情

報を持ち帰っているため，それを外部の光を遮断できる光データロギング治具内に収め，ス

マートフォン等のカメラで観察し（図4(b)），アプリソフト「X1」による分析結果をリアル

タイムでスマートフォンの画面に表示して周辺の危険度をユーザーに告知するとともに，ク

ラウドサーバーにアップロードして地域の安全度を確認できる（図4(c)）仕組みを構築する

ことが可能です． 

 



(a) 複数のPOFが持ち帰った光情報

(c) ユーザーに斜面の危険度を
わかりやすく表示

(b) それぞれの光をモバイル
機器搭載のアプリが分析

(d) クラウドサーバーにデータ
をアップロード

 

図4 POFセンサーとモバイル機器搭載アプリによる防災管理システムのイメージ 

 

 

2020～2022の期間に達成しようとしていること 

 

 プロジェクトXでは，初年度（2020）から2年目にかけて，神戸大学が有するPOF専用光デ

ータロガー（LS3/digital system）と新たに試作を始めるアプリソフト「X1」を使用して実験

データの比較を行い，X1で期待できる光データの分析精度（明るさの評価，色の評価の両方

の観点から）を確認する予定です．2年目（2021）から，X1とクラウドサーバーを利用した

データの全体管理システム構築し，2年目半ばから最終年（2022）にかけて，新システムを

用いて現場実証実験を始め，様々な事象に対してのパフォーマンスを検証するとともに，改

善点を洗い出し，より信頼度の高い計測システムの完成を目指しています． 

 

 

 

 

APPENDIX 

 

 

 

プロジェクトXが始動した背景 

 

 神戸大学・芥川研究室では企業と協力して，2012年度にカラーフィルターや光ファイバー

を利用した低コストモニタリング技術を開発して特許申請し，これが2014年度に登録（「自

然および人工構造物変状検知装置」5607185号，2014.9.5登録）されました．この中ですでに

光ファイバーを利用したデジタルセンシング技術が提案されており，それらのファイバーセ

ンサーを利用すれば，光の反射もしくは透過の原理に基づいて，様々な情報（土粒子の動き，

任意構造物との距離の変化，液状化の発生，グラウト材の到着確認，濁水の濁度変化，土砂

の堆積高さの算定，海底地面の高さ推定，強い水の流れによる洗掘深さの検知など）につい

てのセンシングができることを示していました．これらの経験を踏まえて，光の反射・屈折



という概念を考慮した新しいセンシング手法を模索し，2016年度に2本の光ファイバーを接

着し，先端を斜めにカットする形式のRR（Reflection and Refractionの頭文字をとったもの）

センサーを開発（他分野では過去にこのタイプのセンサーが使用されていました）しました．

これによって，水の検知を非常にシンプルに，且つ確実に，しかも低コストで実施できるこ

とを確認しました．そこで，2015年度までに開発した光ファイバーセンサー（Single fiber 

sensor, Twin fiber sensor and Gap sensor）と2016年度以降に新規に開発したRRセンサーを加

えた総合的なPOFセンサー技術とスマートフォンを使った画像処理技術を融合することで，

土木分野に残る長年の課題を解決できることを強く認識するようになりました． 

 

 
 

そもそもOSV研究会とは？ 

 

 神戸大学・芥川研究室では，2006年度から開始した「光を使って安全・危険情報をリアル

タイムに原位置に視覚的に表示する」研究を発展させ， 2010年 1月にOSV (On Site 

Visualization)研究会を創立しました．この研究会は，センサメーカー，測量，自動車制御，

総合建設業，コンサルタント，建設資材関連会社，ベンチャー企業，大学，公的研究機関な

どの多彩な特徴を持った約80団体からなる会員で構成され（2019年11月現在），活発な産学

連携活動を展開しています．学・研究所の連携においても神戸大学，愛媛大学，静岡大学，

東海大学，立命館大学，関西大学，同済大学（中国），カーティン工科大学（オーストラリ

ア），国立土木大学（ベトナム），JAMSTEC，労働安全衛生総合研究所などとの研究交流

を通じで神戸大学から生まれる成果を世界に発信するための活動を推進しています．この産

学連携活動をさらに推進するために任意研究団体であった研究会を母体として，平成28年11

月1日に一般社団法人 On-Site Visualization 研究会（芥川が代表理事，研究会ホームページ 

http://www.osv.sakura.ne.jp/）が設立されました．この産学連携プロジェクトは学生の研究指

導から企業との共同研究，研究成果の社会実装（日本国内，海外）までを総合的に包含する

流れを現実化しています．また，国土交通省に申請した研究プロジェクト「On Site 

Visualizationのコンセプトに基づく低コスト・低消費電力型モニタリングシステムの開発」

（平成24～26年度）を実施し，その中で開発した低コストで実施可能なシステムを全国に展

開する準備も整えています．これまでにOSVに関連して，国内100箇所以上，海外7箇所（そ

の内3件はJICA支援プロジェクト）での安全・安心化のプロジェクトが実施され，その包括

的技術紹介はCRC Pressから発刊された書籍にも記載（ Shinichi Akutagawa : On-Site 

Visualization for advanced safety management in rock engineering, Rock Mechanics and Engineering, 

Volume 4: Excavation, Support and Monitoring. Chapter 7 : pp.205-236, May 18, 2017 by CRC 

Press）されています． 

 
 

参考情報など 

 

 本プロジェクトの推進にあたってはPOFセンサーを用いた様々な基礎実験が必要となりま

す．OSV研究会では数年前にPOFセンサー専用のデータロガーを企業と共同で既に開発し，

図5に示すような多様な問題において計測を実施しその成果を論文発表しています（●芥川



砂粒子の動き 降雨水の浸透 グラウト注入 液状化 排水設備の目詰まり

地盤の凍結海底地盤の変動セメントの硬化
濁度

水と油の境界面

コンクリート表面の水 鉄筋のサビ 地下鉄内の漏水 不飽和地盤の凍結  

図5 POFセンサーが適用できる様々な事象 
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図6 POFセンサー（RR sensor）を利用した地下水位変動計測事例 

 

 真一：光ファイバーを利用したアナログ式Off-Site Visualizationの有効利用，On-Site 

Visualizationのすすめ，土木技術，第72巻11号， pp.83-87， 2017.11.  ●芥川真一：光ファイ

バーを利用したデジタル式Off-Site Visualizationによる任意変状の定性的評価，On-Site 

Visualizationのすすめ，土木技術，第73巻1号， pp.82-87， 2018.1.  ●藤井宏和，芥川真一：

光ファイバーを利用したデジタル式Off-Site Visualizationによる定量的評価，On-Site 

Visualizationのすすめ，土木技術，第73巻3号， pp.83-87， 2018.3.  ●Shuro Yoshikawa ; Hide 

Sakaguchi ; Shinichi Akutagawa ; Yuichi Machijima ; Zhao Yue : Development of a Fiber-Optic 

Cable Monitoring System for Storm-Generated Bathymetric Change in the Surf Zone, Coastal 

Engineering Journal 57 , 2 , 1550004-1-17, 2015.  ●芥川真一：光の屈折率の違いに注目した光

ファイバーセンシング，On-Site Visualizationのすすめ，土木技術，第73巻5号， pp.60-64， 

2018.5.  ●芥川真一，村越堅，町島祐一，佐藤毅，高橋厚志：光の屈折率の違いを利用し

た水の検知に関する基礎的研究，地盤工学会，Kansai Geo-Symposium，2017.11.  ●田中良

明，芥川真一：光の屈折率に着目した物質相変化モニタリングに関する基礎的研究，地盤工

学会，Kansai Geo-Symposium，2018.11など）．図6は砂地盤を模擬した供試体で地下水位を

上昇させた時に，どのように地下水が地盤内を動いたかが複数のPOFのセンサー（実際に使

用されたのはRR sensor）によって記録された例です．これらの計測を実施するにあたり，

POFやその先端に取り付ける特殊な治具の加工についても多くの経験を有しています．





 


