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機関誌『sabo』125号をお手にとって頂きまして、
有り難うございます。

2018年の夏は、全国5 ヶ所で40℃を超えました。
うち熊谷市の41.1℃を含め4観測地点で41.0℃を超
え、3観測地点が国内観測史上3位を独占しました。そ
の原因が温室効果ガスの影響なのかどうかは別として、

「気象庁全国気象ランキング」の上位20位は、山形
（昭和8年・1933）と宇和島（昭和2年・1927）の
2地点を除いて、すべて平成に入ってからの記録です。
こうなっては、温度計が40℃を指す報道を見ても、た
いして驚かなくなります。

また1時間降水量50mm以上の年間発生回数は、最近
の10年間（2008 〜 2017年）では238回/年、統計開
始直後の10年間（1976 〜 1985年）では174回/年
となっています。つまり40年間で約1.4倍に増加して
おり、「これまでに経験したことのない豪雨」が「経験
した降雨」になり、いわゆる「雨慣れ」となりつつあり
ます（気象庁HP「全国（アメダス）の1時間降水量
50mm以上の年間発生回数データ」より）。

さて、今年5月から新しい元号に変わります。平成の
30年間は、暑く多雨になったという自然現象だけでは
なく、社会的な分野でも判断のメモリ（以下、昭和風に

「尺度」ということにします）が大きく変わってきたも
のと思います。例えば経済面では、戦後の高度成長から
バブルの崩壊とその後遺症である「失われた20年」と
続 きました。 その 象 徴 的 なこととして、 平 成 元 年

（1989年）の株式市場の最終株価は39,870円（「日
経平均」以下同じ）でしたが、平成30年の終値は約
半分の20,014円（最安値は7,621円）と乱高下し、

「土地と企業価値は上がる」というそれまでの「常識」
が崩れました。また、急速な少子高齢化がもたらす社会
構造的な財政圧迫の主対策として、平成元年から消費税
が導入され、その税率の引き上げの度に使途についての
議論が活発になりました。財政はもはや一部の専門家に
任されたものではなく、国民的な課題になっています。
また、社会規範、特に組織運営面から、パワハラ対策、
セクハラ対策への厳格な運用が求められています。

そして、市町村の立場で自然災害への危機管理をみ
ると「これまでより頑張ったのに」「今までと変えてい
ないのに」「これくらいのことで」「実状を見ないで建前
だけで批判を受けてしまうのか」という感想が聞かれる
ようになってきました。

たとえ無意識であっても、我々が行動する際には判
断の尺度を念頭に置くものですが、昨今情報の拡散の
早さから、その尺度が時の経過とともに大きく変わりつ
つあることに気がつきます。時として、その激しい変化
に「追いつけない」「変化したことさえ気がつかない」
がための問題を耳にするたび、自身も不安に思うことが
ないでしょうか。こんな時こそ、変化を見極めた尺度を
意識して、社会に対応し貢献していきたいものです。

砂防・斜面保全分野でも、平成2年の阿蘇一の宮の
「流木」、3年の雲仙普賢岳の「火砕流」からはじまって、
「深層崩壊」「天然ダム」が次々に「砂防用語」として認
知されてきました。すなわち「砂防」の範囲が広がって
来たことになります。STCは砂防・地すべり技術の提供
を専門とする建設省認可のコンサルタントとして昭和に
生まれ、平成に入り行政の人員不足への技術支援組織と
して、建設省（現・国土交通省）、さらに内閣府所管の
財団法人としてしっかり育ちました。その平成も残すと
ころ2 ヶ月余りとなり、新たな元号へと遷ります。新元
号のもとではさらに変化に速やかに対応し、技術支援の
みならず、新技術・新工法の開発・普及の分野において
もより積極的に活動し、加えて、技術施策を提言出来る

「砂防・地すべり技術のシンクタンク」を目標として、
階段を一歩一歩上っていきたいと考えています。

目標への物差しは変わりませんが、そのメモリは社会
情勢や個人の価値観により、甚だしい時には、単位ま
で変わります。それらを敏感に察知して、砂防・地すべ
り技術センターは、その使命である「土砂災害防止の
技術的支援」を行っていきます。そして、平成最後の
年末の漢字となった「災」を転じて、新元号最初の年
末の一文字を「福」と為すよう、微力ながら努めて参
る所存です。是非皆様に当センターをご活用頂きます
ようお願い申し上げます。

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター
理事長

南
みなみ

　哲
の り ゆ き

行

変わるメモリ

巻 頭 言
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1．はじめに
無人化施工は「遠隔操作機能等の高度な操作制御シス

テムを有する建設機械および画像装置などにより、作業
エリアでは無人の状態で施工できる施工法」と定義でき
る1）。従って、無人化施工は「建設機械の遠隔操作」が
主要技術である。この無人化施工の歴史をたどれば砂防
に関係が深い富山県での1969年の豪雨災害に遡る1）。

この災害では神通川に架かる富山大橋の橋脚が沈下し
たため、復旧工事として沈下した橋脚の洗掘部の埋め戻
し、瀬替え、応急橋の設置が必要になり、河床土砂の掘
削・押土に遠隔操作が可能な水陸両用ブルドーザーが導
入された1）。これが無人化施工の原点と言える。但し、当
時は現在ほど情報通信技術が進んでいなかったため、画
像情報などは使われず、操作者が水上に突出した換気塔
を見ながら水中の状況を判断し操作した1）。その後、同ブ
ルドーザーは、九州地方建設局大隅工事事務所（当時）
管内の野尻川河口部に堆積した桜島からの噴出物除去に
利用された。この後、1983年には、北陸地方建設局立山
砂防工事事務所において、崩落危険個所での掘削のため
無線による遠隔操作バックホー（0.6m3）が導入された1）。

一方画像情報については、1970年代に中部地方建設
局により無人ケーソン施工機械の技術開発が開始され、
施工現場からテレビカメラで機械の動作状況の画像を送
り、安全な場所でその画像を見て、施工機械を操作する
システムが、1980年代に実用化された1）。

従って、施工現場から離れた場所に設置されたカメラ
によって状況を把握しつつ、施工機械を遠隔操作する無
人化施工の基礎的な技術は1980年代には確立されてい
たと言える1）。

しかし、その後の無人化施工技術の現場への適用は、
現在のような状況にはなかった。

現在は、大規模な土砂災害現場等で人の立ち入りが危
険な状況下での作業手段として、なくてはならない技術
として活用されている。このような無人化施工技術の活
用実態に至った決定的なターニングポイントは、雲仙普
賢岳火山噴火災害にあったといえる。

そこで、本稿では雲仙における火山砂防対策を中心に、
現在も引き続き無人化施工が実施されている雲仙の、同
技術の初期から現在に至る技術開発の「あゆみ」を振り
返るとともに、その後の火山砂防対策への適用、大規模
土砂災害対応時への展開等について紹介する。

2．雲仙の無人化施工
2．1　無人化施工が必要とされた背景

長崎県島原半島にある雲仙普賢岳は1990年11月
17日、198年ぶりに噴火した。翌年から島原市街地の
南にある水無川流域で火砕流と土石流による被害が出は
じめた。この被害は、火砕流による死者41名・行方不
明3名、土石流による被害とあわせると家屋被害約
2,500棟、直接間接被害の合計は、総額約2,300億円
に上った2）。噴火直後から長崎県により懸命の土砂災害
対策が執られたが、人体に対して危険な火砕流が頻発す
る状況下での対策は困難を極めた（写真-1）。技術的な
困難性に加えて、大規模かつ早急・重点的な対策の必要
性があることから、長崎県は建設省（当時）に直轄事業
化を要望する。これを受けて同省は1993年4月から雲
仙復興工事事務所を島原市に新設し、国の直轄事業とし
て火山砂防対策を始めた。

田
た

村
む ら

　毅
たけし

国土交通省九州地方整備局
雲仙復興事務所長

松
ま つ

井
い

 宗
む ね ひ ろ

廣
朝日航洋株式会社

（1993年4月〜 1997年3月
雲仙復興工事事務所長）
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写真-1　民家に迫る火砕流
（1993（平成5）年9月　杉本伸一氏撮影）
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度の初の適用となった。公募に至る種々の検討は建設省
砂防部の池谷浩火山・土石流対策官（当時・現（一財）
砂防・地すべりセンター 研究顧問）を中心に行われた2）。
（財）砂防・地すべり技術センター（当時）の協力を

得て公募を受付けた結果、民間34社から合計45件の技
術応募があり、書類審査、ヒアリング審査を経て委員会
による審議の結果、上記技術水準を満たしていると判断
された技術提案13件を抽出、その後、九州地方建設局
によるヒアリング調査を経て、1993年度内に重機等の
調達が可能で施工可能な6社を決定した。この6社の技
術はいずれも、除石工事に必要なバックホー、ブルドー
ザー、ダンプトラックの組み合わせによる除石で、これ
ら全ての建設機械を、安全な地点からの遠隔操作により
一連の作業ができる無人化施工技術である。この技術に
より、警戒区域に設定されている火砕流の危険箇所にあ
る土砂を安全に区域外に搬出し、土砂災害の防止・軽減
を図るものである。6社による試験施工を、1994年2月
時点で警戒区域に設定されていた、国道57号上流区域
を含む6工区で実施した。市民無線（CB無線）の影響と
思われる電波障害等の困難があったが、試験施工の結果
6社の技術は、いずれも部分的改良の余地はあるものの、
所定の技術水準に達していると評価された。

この結果を受けて、1994年10月から無人化施工に
よる本格施工を開始、遊砂地の除石工事を実施した4）。
振り返ればこの工事が、現在では危険な災害現場等で無
くてはならない、無人化施工技術へのスタートとなった
記念すべき工事であった（写真-3、4）。

火砕流の熱風部の温度は車のタイヤの焼けた跡から摂
氏400度2）以上あったと想定され、人体に危険である
ため、災害対策基本法第63条による警戒区域が設定さ
れた。これは、住宅密集地における国内初の事例である。

一方、土石流の発生による被害をこれ以上拡大させない
ため、火砕流が到達する危険性のある警戒区域内に堆積し
た土石を一刻も早く、しかも繰り返し取り除く必要があっ
た3）。しかし、警戒区域内でオペレータが建設機械を操作
して土石を除去することは作業員の安全確保上から困難で
あった。無人化施工が必須となった背景はここにあった。

2．2　初の試験フィールド制度の適用　
山腹から山麓周辺にかけて堆積した約1億7千万m3

（1993年10月時点）もの不安定な火砕流堆積物が発生
源となり、降雨の度に土石流が発生し下流の人家を襲っ
た（写真-2）。土石流災害対策の喫緊の課題は警戒区域
に位置する遊砂地に堆積した土砂の除去、すなわち除石
工事である。

1993年建設省は、行政ニーズが高く、現場での技術
的検証を通じて完成度を高める必要のある技術を対象に、
民間の開発技術を広く活用する「試験フィールド制度」
を適用し、除石工事の無人化施工の実施に向けて、広く
民間から無人化施工技術を公募することとした2）。技術
の公募条件を表-1に示す。なお、この雲仙の事例が同制

写真-2　水無川下流の土石流被害状況
（1993（平成5）年5月　雲仙復興事務所）

 

国道57号

広域農道
島原鉄道

水無川

国道251号

眉山 

3号遊砂地

2号遊砂地

1号遊砂地

写真-3　無人化施工による除石工事状況
（1994（平成6）年11月　雲仙復興事務所）

写真-4　除石工事の無人化施工機械の操作状況
（1994（平成6）年11月　太田一也氏撮影）

表-1　雲仙・普賢岳における無人化施工の要求技術水準

技術の内容 技術水準

1
不均一な土砂の状態でかつ、岩
の破砕を伴う掘削と運搬が可能
であること

直径2 〜 3m程度の礫の破砕が
可能であること

2
現地の温度・湿度条件に対応可
能であること

一時的には温度100℃、湿度
100％程度の条件下でも運転
可能であること

3 施工機械を遠隔操作することが
可能であること

100m以上の遠隔操作が可能
なこと



4 sabo Vol.125 2019 Winter

2．3　水無川1号砂防堰堤の無人化施工
雲仙普賢岳噴火災害における火山砂防対策の切り札

は、水無川上流の砂防堰堤群である。水無川では最下流
に位置する基幹堰堤の「水無川1号砂防堰堤」建設が最
も急がれた。この堰堤の建設位置は警戒区域内であるた
め、無人化施工による必要がある。そこで、除石工事で
実証済である建設機械と同様の建設機械を用いて、施工
できる工法を採用した。

具体的には砂防堰堤本体部は超固練りコンクリートを
用いた工法（RCC工法）、両袖部は現地発生土砂にセメ
ントを混合した工法（CSG工法）を採用、両工法とも多
目的ダム建設で開発されたRCD工法と同様の施工方法
で、セメント粉体と骨材を撹拌混合した材料を層状に敷
き均し、締固めていく工法である4）。

この工法によれば、本体部の構築材料である超固練り
コンクリートや、左右岸袖部の構築材料である現地発生
土砂とセメント粉体を攪拌混合した材料を、ダンプト
ラックで搬入・積み下ろし、ブルドーザーによる敷きな
らし、振動ローラーによる転圧という施工形態で工事が
できるので、除石作業で実績を積んだ無人化施工機械と
同様の建設機械の組み合わせで施工できる。

少し工夫を必要としたのは型枠であったが、現地に膨
大な量の土石流堆積物が存在していたので、これを活用
することとし、本体部の打設に並行して盛り立てていく
ことで型枠代わりとした5）（写真-5）。いわゆる土砂型枠
と呼んでいるものである。

1995年9月30日に着手、約2年半の工期で1998年2月
19日に完成した「水無川1号砂防堰堤」は、無人化施工
で建設した日本初の砂防施設となった（写真-6）。

2．4　雲仙における技術開発のあゆみ
水無川1号砂防堰堤の完成以降、雲仙の現場では多く

の技術が開発された。そのあゆみを表-2（6 〜 7ページ）
に示す。同表は、雲仙の現場における砂防堰堤等の建設
にともなって進化してきた、無人化施工における土木技
術分野の技術開発の歩みを示している。これらの技術は、
現在国土交通省が、施工合理化のための技術開発として
進めているi-Constructionの要素技術の一部が、既に含
まれている。

3．雲仙から有珠山、三宅島の火山砂防対策へ
3．1　有珠山2000年噴火における無人化施工

平成12年3月31日有珠山は噴火した（写真-7）。西山
の西方山麓の国道230号脇で最初に噴火し、翌4月1日
には、洞爺湖温泉町背後の金比羅山西側山麓でも噴火、
火山灰などが降雨によって泥流・土石流となり市街地に流
入する、二次災害の危険性が懸念されていた。被害を最
小限に留めるために、噴火の続くなか西山川、板谷川の
2河川で、流路工内の堆積土砂の除去などの泥流対策工事
に雲仙で開発した無人化施工が生かされることとなった。

有珠山での無人化施工は、雲仙と現場条件が大きく異
なった。西山川では市街地を含む区域一帯が「避難指示
対象」となったため、無人化施工機械の操作地点と施工
地点は最大1.2km離れる必要があった6）。そこで、北海
道は郵政省（当時）に要請、災害時の臨機の措置とし
て、大出力の2Wの建設無線（操作系8局、420MHz帯
と映像系8局、2.4GHz帯8局）の免許を受けた6）。こ
れにより、2,000m離れた遠距離からでも操作可能と
なった。噴火口から流出した熱泥流により、下流に押し
流された橋梁（こんぴら橋）は下流の橋（みずうみ橋）
に引っ掛かり流路工を閉塞させた。このため雲仙での公
募条件には含まれていたが、雲仙で実働する必要がな
かった技術である「岩の破砕」すなわち油圧ブレーカ装
着のバックホーが活用され橋梁が破砕撤去された（写
真-8）。また、雲仙と同様に無人化施工により流路工内
の泥流による堆積土砂が取り除かれた。有珠山における
無人化施工の特徴はⅰ）遠距離からの無人化操作と、
ⅱ）構造物の破砕を初めて実施したことである。

写真-5　土砂型枠を用いた本体部の建設
（1996（平成8）年10月　雲仙復興事務所）

土砂型枠 

RCCコンクリート

土砂型枠 

写真-6　完成した水無川1号砂防堰堤
（1998（平成10）年11月　太田一也氏撮影）

写真-7　西山火口からの噴火
（2000（平成12）年3月31日　

北海道建設部土木局河川砂防課提供）

写真-8　無人化施工による橋梁の破砕撤去作業
（2000（平成12）年7月16日　

鹿島建設株式会社機械部 青野 隆氏提供）
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3．2　 三宅島2000年噴火における
無人化施工

有珠山の噴火から約5カ月後の平
成12年8月、三宅島が噴火した（写
真-9）。噴火後、降灰を発生源とし、
全島的に泥流災害が生じた。三宅島
2000年噴火の最大の特徴は、全島
的な泥流被害と、火山ガス（二酸化硫
黄等）の長期間にわたる噴出である。
火山ガスは人体に有害であり、全島民
の避難要因ともなった。火山ガスは
1日に数万トンという多量の噴出量で
あり、復旧作業の進捗を妨げていた。
そこで2001年、風向きの影響によ
り特に火山ガスの影響を受けやすい、
島の東側に位置する三池地区の沢にお
けるブロック積みの床固工工事に、無
人化施工が活用された8）（写真-10）。

4．大規模土砂災害への展開と今後の無人化施工
現在の無人化施工技術に至るターニングポイントと

なった1994年の雲仙の火山砂防対策を中心に、その技
術開発のあゆみと、2000年の有珠山、三宅島への展開
を紹介した。しかし、1994年以後の無人化施工は火山
砂防以外でも「人の立ち入りが危険な大規模な土砂災害
現場」で広く活用されてきた。主なものをあげると、
1997年の針原川土石流災害対策、蒲原沢土石流災害対
策、2004年の新潟県中越地震（妙見町での大規模土砂
崩落現場での災害対策）、2008年の宮城・岩手内陸地
震（除石工他）、2011年の台風12号紀伊山地土砂災害
における緊急砂防工事、未だ記憶に新しいものとして、
2016年の熊本地震災害における阿蘇大橋地区斜面防災
工事などである。

無人化施工の技術開発、作業の安全性確保、生産性の
向上を目的に、建設会社とメーカー等から構成され、組
織された「建設無人化施工協会」のホームページによれ
ば、1994年の雲仙における試験施工以来、2017年
10月までの23年間で無人化施工の実績件数は197件
に及んでいる。この実績の中には、顕著な大規模災害が
殆ど含まれている。無人化施工技術は今や、危険な災害
現場にはなくてはならない技術であると言えよう。

最近の技術であるドローンや3次元データの無人化施
工への活用は、既にi-Constructionとして取り組みが始
まっている。また、国土交通省は新たな次世代無人化施
工技術を支援するため、実証実験のフィールドを提供し
ている。一方、民間では次世代移動体通信規格の「5G」
を活用した無人化建設機械の遠隔操作について開発試験
が始まっている。

官民一体となった無人化施工技術のさらなる高度化・

効率化が進展し、迅速な災害対応が可能となることによ
り、土砂災害等による被害の防止・軽減がより一層図ら
れんことを心より祈念する。

5．おわりに
「普賢岳・火山砂防 無人化施工発祥の地」という文字が

刻まれた石碑があることをご存じだろうか。災害時に約
1,000回も自衛隊のヘリコプターに搭乗し溶岩ドームを
観察し続け、島原地区住民からホームドクターとして絶大
な信頼を得ていた太田一也九州大学名誉教授の強い要望
を受け、無人化施工に携わった当時の建設省職員有志等
をはじめ、無人化施工関係建設会社、関係コンサルタント
会社の厚意による寄付を原資とし、国土交通省雲仙復興
事務所が協力し、火砕流で焼失した旧深江小学校校舎の
西側の位置に建立されたものである。ここに、厚意を寄
せられた関係各位・各社に記して深く敬意を表します。

平成溶岩によって生まれ、土石流によって運ばれてき
た「安山岩」を母石とする記念碑は、平成新山に正対し
て静かに現地に佇んでいる（写真-11）。

参考文献
1）�藤野健一（2003）：無人化施工の現状と展望、建設機械3月号、p.1-6
2）�池谷　浩（2003）：火山災害�人と火山の共存をめざして、中公新
書、p.168-172　

3）�松井宗廣（2004）：火山災害対策：無人化施工に至るまで、土木
学会誌、Vol.89、No.7、p.36-37

4）�松井宗廣（1995）：雲仙・普賢岳噴火災害と新技術による取り組
み、河川5月号、p27-46

5）�中央防災会議,災害教訓の継承に関する専門調査会（2007）：
1990-1995・普賢岳火山噴火報告書、p.49-51

6）�青野　隆（2003）：有珠山噴火災害復旧工事における無人化施工、
建設機械3月号、p.20-25

7）�東京都（2007）：平成12年（2000年）三宅島噴火災害誌
8）�吉田　貴（2003）：三宅島における無人化施工の導入事例とその
期待効果＝無人化施工によるガス対策＝、建設機械3月号、p.12-15

寄　稿

写真-10　無人化施工によるブロック積み
（2001（平成13）年10月 

東京都建設局河川部提供）

写真-9　御蔵島から望む三宅島の噴火状況
（2000（平成12）年8月18日　

東京都三宅島噴火災害誌7））

写真-11　石碑 無人化施工発祥の地
（2016（平成28）年11 月 

須郷茂夫撮影）
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項
目

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

土
木
技
術
分
野

○除石工事に無人化施工を採用

施
工
写
真
事
例

主
な
無
人
化
施
工
実
績
工
事

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

○Pcaブロック（型枠）設置の無人化 ○簡易支持力測定器を無人で使用

○GPSを用いた土工管理システムを採用 ○護床ブロック設置の無人化 ○着工前測量の無人化

○無人機械による転石破砕 ○土砂型枠の施工線表示 ○無人スイーパ導入 ○施工管理に伴う測量の無人化

○無人バックホウによるGPS現況測量実施 ○無人散水車の導入 ○ 丁張およびライン引きの無人化

○砂防堰堤工事にRCC工法を採用 ○砂防堰堤工事にCSG工法を採用 ○MG・MC

○GPSを使用した敷均し・転圧管理システムの導入 ○鋼製スリット堰堤を無人で施工 ○はつり作

○緑化工に無人化施工を採用（生育基盤材の散布）

雲仙普賢岳水無除石工無人化施工試験（その1 〜その6）工事 水無川3号、赤松谷川1号砂防ダム本体部一期建設工事 赤松谷川1、4号床固工工事

水無川1号砂防ダム越流部一期、二期建設工事 水無川3号砂防堰堤副堤・スリット工事

水無川1号砂防ダム越流部三期建設工事
赤松谷川1号砂防堰堤

本体部二期建設工事・副堤工事 赤松谷川1号砂防堰堤スリット工事

水無川2号砂防ダム越流部
一期、二期建設工事

赤松谷川2号砂防堰堤
一期建設工事

赤松谷川2号砂防堰堤
二期工事

水無川背割堤工事
水無川背割堤

二期工事

3号遊砂池除石 赤松谷川3号導流堤工事　

水無川1号上流除石
水無川2号上流除石、
水無川・赤松谷川除石　

無人化施工による除石作業

RCC工法による水無川1号砂防
堰堤の建設

GPSによる敷き均し・転圧管理システム

Pcaブロック（型枠）
設置の無人化

無人散水車

無人スィーパ
（打設面清掃装置）

簡易平板載荷装置（キャスポル）

鋼製スリット砂防堰堤の備え付け

表-2　雲仙での無人化施工の土木技術分野における技術開発のあゆみ（雲仙復興事務所作成）
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項
目

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

土
木
技
術
分
野

○除石工事に無人化施工を採用

施
工
写
真
事
例

主
な
無
人
化
施
工
実
績
工
事

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

○Pcaブロック（型枠）設置の無人化 ○簡易支持力測定器を無人で使用

○GPSを用いた土工管理システムを採用 ○護床ブロック設置の無人化 ○着工前測量の無人化

○無人機械による転石破砕 ○土砂型枠の施工線表示 ○無人スイーパ導入 ○施工管理に伴う測量の無人化

○無人バックホウによるGPS現況測量実施 ○無人散水車の導入 ○ 丁張およびライン引きの無人化

○砂防堰堤工事にRCC工法を採用 ○砂防堰堤工事にCSG工法を採用 ○MG・MC

○GPSを使用した敷均し・転圧管理システムの導入 ○鋼製スリット堰堤を無人で施工 ○はつり作

○緑化工に無人化施工を採用（生育基盤材の散布）

雲仙普賢岳水無除石工無人化施工試験（その1 〜その6）工事 水無川3号、赤松谷川1号砂防ダム本体部一期建設工事 赤松谷川1、4号床固工工事

水無川1号砂防ダム越流部一期、二期建設工事 水無川3号砂防堰堤副堤・スリット工事

水無川1号砂防ダム越流部三期建設工事
赤松谷川1号砂防堰堤

本体部二期建設工事・副堤工事 赤松谷川1号砂防堰堤スリット工事

水無川2号砂防ダム越流部
一期、二期建設工事

赤松谷川2号砂防堰堤
一期建設工事

赤松谷川2号砂防堰堤
二期工事

水無川背割堤工事
水無川背割堤

二期工事

3号遊砂池除石 赤松谷川3号導流堤工事　

水無川1号上流除石
水無川2号上流除石、
水無川・赤松谷川除石　

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

○有人ヘリによる着工前測量（航空レーザースキャン） ○ 小型無人航空機による写真測量 
（ICT技術の活用）

○無人ヘリ測量実験

○アーチカルバート設置工事 ○ ターボバケットによる端部の 
転圧

の採用（ブル・バックホウ）

業の無人化 ○ 根固めブロック
把持装置による
層積み○無人植栽工事

赤松谷川2号床固工工事 赤松谷川8号床固工工事 

赤松谷川
7号床固工工事

赤松谷川
9号床固工工事

赤松谷川
5号床固工工事 水無川4号砂防堰堤改築他工事

赤松谷川10号床固工工事 赤松谷川3号床固工工事 赤松谷川11号床固工工事 水無川4号砂防堰堤改築工事

赤松谷川6号床固工工事 赤松谷川2号砂防堰堤改築他工事

水無川4号砂防
堰堤工事

水無川床固工
工事　4、5号 おしが谷12号床固工改築工事

おしが谷・おしが谷下流床固工工事
1〜 3、6 〜 9号

おしが谷砂防堰堤
工事12号

おしが谷上流床固工
工事　13、14号

おしが谷中流床固工工事　10、11号

丁張およびライン引きの無人化

無人測量システム ブルドーザ排土板自動制御
（MC）

はつり作業の無人化
（目地切砂置換工法）

着工前航空レーザー測量

アーチカルバートの設置作業

小型無人航空機による写真測量及び出来形管理

ターボバケットによる転圧
根固めブロック把持装置

による層積み

寄　稿
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企画部
国内外の砂防に関する情報を収集整理し、社会のニー

ズを捉え、求められている砂防技術を皆様の現場にいち
早くお届けできるよう、努めています。

公益事業の一環として研究開発助成事業を行っていま
す。これは、大学・高等専門学校等の研究者による砂
防・地すべり・がけ崩れ対策に関する技術開発・調査研
究に対し助成を行うものです。短期的、中長期的な視点
から砂防関係技術の発展に資する成果をいただいてい
ます。

また、国土交通省をはじめ、内閣府など国のいろいろ
な機関と調整を進めながら、STC全体に関わる業務を受
託、共同研究しています。30年度は、「UAV等を用いた
砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術」（国土交通省、
STC）、「災害状況即時把握及び危険度予測のためのリ
モートセンシング利活用システムおよびデータ一元化・
共有システムの開発」（内閣府、総務省、文部科学省、
国土交通省、東京大学、鹿児島大学、STC）に着手しま

した。今後数年をかけて技術開発を進めます。
企画部ではまた、砂防ソイルセメント、鋼製砂防構造

物等のガイドラインの発行や、各年度の「土砂災害の実
態」の編集・発行、機関誌「sabo」の編集・発行を
行っています。

さらに、最新の砂防技術を紹介する講演会・講習会の
開催、海外からの研修生への指導（JICAからの受託）、
国際会議の開催支援など、国内外への砂防技術の普及に
努めています。

現在、砂防構造物・数値解析プログラムに関する特許
を、出願中の1件を含めて22件保有しており、業務提
案や技術指導を通して、皆様の現場にお届けしています

（表-1）。
平成13年から実施している「建設技術審査証明事業

（砂防技術）」におきましては、これまでに32件の砂防
技術に対して審査証明書を発行しました（表-2）。この
事業の主な目的は「新技術の普及を図る」ことです。な
お、平成13年以前に開発された技術については、STC
の「技術検討サービス」により、鋼製砂防構造物の「構
造・機能・型式」を承認していました。これらの証明の

表-1　特許一覧

区分 件名 番号 出願日 共同出願人

特許登録

複合補強度工法に使用するグラウンドアンカーの突出
防止構造 第4127335号 平成11年1月21日 シバタ工業（株）

ダムユニット及びスリットダム 第3669209号 平成11年6月17日 日鐵住金建材（株）
雨量強度検出装置 第3459410号 平成13年1月30日 （株）拓和
貫入試験器 第3969521号 平成13年7月31日 ジオグリーンテック（株）
透過型砂防堰堤およびその製造方法 第3824930号 平成13年12月26日 （株）神戸製鋼所
透過型砂防堰堤 第4047030号 平成14年3月13日 日鐵住金建材（株）
土石流災害の氾濫解析システム（New-SASS） 第3960425号 平成15年2月14日 −
土砂捕捉用砂防堰堤 第4393421号 平成17年5月23日 −
ヘリコプタ設置による計測システム 第4884817号 平成18年3月31日 朝日航洋（株）
避難勧告判断システム

（前兆現象による土砂災害の発生危険度を評価した避難
勧告判断支援システム）

第5033439号 平成19年2月15日 −

透過型砂防堰堤 第4229968号 平成19年4月16日 日鐵住金建材（株）
土砂捕捉構造物および砂防堰堤 第4912348号 平成20年3月31日 JFE建材（株）
鋼製スリットダムとその補修方法 第5161648号 平成20年5月7日 日鐵住金建材（株）
土石流の数値シミュレーション手法の開発 第6313584号 平成25年12月9日 −

特許出願中 流木物捕捉構造体 2017-219632 平成29年11月15日 シバタ工業（株）

意匠登録
砂防えん堤用枠体 第1342804号 平成20年4月28日 JFE建材（株）
鋼製砂防ダム 第1358865号 平成20年5月15日 日鐵住金建材（株）

プログラム
著作権登録

三宅島土砂氾濫解析プログラム P第7575号-1 平成14年6月14日 −
2D河床変動解析プログラム P第7733号-1 平成14年10月21日 （株）計算力学研究センター
2D土石流変動解析プログラム P第7734号-1 平成14年10月21日 （株）計算力学研究センター
New-SASS溶岩流 P第8103号-1 平成15年9月19日 （株）計算力学研究センター
New-SASS火砕流 P第8399号-1 平成16年9月24日 （株）計算力学研究センター

新年度へ向けて
（一財）砂防・地すべり技術センター 技 術 紹 介
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有効期限とは「申請企業とともにSTCもその技術普及を
図る期間」という意味であり、期間終了が当該技術その
ものの有効性を否定するものではありません。

なお、「流木対策」「鋼製砂防構造物」「砂防ソイルセ

番号 技術名称 取得会社 有効期限
1 SHS永久アンカー工法 建設基礎エンジニアリング（株） 期限終了

2 LUC−SBウォール工法
（株）インバックス 
共和コンクリート工業（株） 
日鐵建材工業（株）

期限終了

3 リングネット落石吸収柵工法（高エネルギー吸収タイプ落石防護柵） 東亜グラウト工業（株） 期限終了

4 ST集排水工法

（株）興和 
東邦地下工機（株） 

（株）日さく 
日特建設（株） 
日本基礎技術（株） 
ライト工業（株）

期限終了

5 中空コンクリートブロック中詰緑化えん堤 （株）ポカラ 
（株）リタ総合企画 期限終了

6 横ビーム式HBO型堰堤 共生機構（株） 
（株）アミーソリューションズ 期限終了

7 地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継手（リング継手） （株）クボタ 期限終了
8 J−スリットえん堤 JFE建材（株） 期限終了
9 流木捕捉工　D-スリット JFE建材（株） 期限終了

10 鋼製スリットえん堤T型 日鐵住金建材（株） 期限終了

11 ロービングウォール工法
（法面保護タイプ及び擁壁タイプ：長繊維混入補強土一体緑化工法） ライト工業（株） 平成30年9月21日

12 BSBブロック砂防えん堤工法（INSEM材使用） 丸高コンクリート工業（株） 平成30年9月22日

13 スパイラル補強高耐力永久アンカー
（Mighty MCアンカー：荷重分散型）

鹿島建設（株） 
ケミカルグラウト（株） 
ジャパンライフ（株） 
鈴木金属工業（株） 
弘和産業（株） 
丸高コンクリート工業（株）

平成31 年4月9日

14 SEEEグラウンドアンカー工法（タイブルアンカー A型、U型、M型） （株）エスイー 平成31 年8月9日
15 地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手（副題：JFEネジール） JFEスチール（株） 平成31年12月6日

16 KTB・荷重分散型永久アンカー工法 黒沢建設（株） 
（株）ケーティービー 平成31年12月23日

17 SSL永久アンカー工法（拡孔支圧型永久アンカー工法） 国土防災技術（株） 
サンスイ・ナビコ（株） 平成32年1月4日

18 INSEM−SBウォール工法
（株）インバックス 
共和コンクリート工業（株） 
日鐵住金建材（株）

平成32年2月21日

19 INSEM−ダブルウォール（DW）工法 共生機構（株） 平成32年2月21日
20 パワーネット工法（高強度ネット斜面安定工） 東亜グラウト工業（株） 平成32年2月26日

21 スパイラル補強圧縮型永久アンカー
（Super MCアンカー：荷重分散型）

ケミカルグラウト（株） 
新技術工営（株） 
東亜グラウト工業（株） 
東興ジオテック（株） 
日特建設（株） 
日本基礎技術（株） 
アズマ原総業（株） 
ライト工業（株） 

（株）ニチボー

平成32年3月27日

22 JSウォール堰堤工法（INSEMタイプ） JFE建材（株） 平成33年6月29日
23 砂防堰堤ウォール工法 丸高コンクリート工業（株） 平成33年9月12日
24 インパクトバリア工法（柔構造斜面崩壊対策待受け工） 東亜グラウト工業（株） 平成33年9月21日

25 VSL永久アンカ−工法（SP型）
（コルゲ−トシ−スタイプ）

ブイ・エス・エル・ジャパン（株） 
日本基礎技術（株） 
三信建設工業（株）
東洋テクノ（株） 
日特建設（株） 
ライト工業（株） 
成和リニューアルワークス（株）

平成34年2月17日

26 くさび型アンカー工法 （株）日西テクノプラン 平成34年5月15日
27 流木捕捉ネット工法（ケーカンネット） シバタ工業株式会社 平成34年5月30日

28 SSL−CE型永久アンカー工法
（周面摩擦先端圧縮型永久アンカー工法）

国土防災技術（株） 
日特建設（株） 
ライト工業（株） 
サンスイエンジニアリング（株）

平成34年9月16日

29 CBBO型砂防えん堤（CBBO型・HBBO+型） 共生機構（株） 平成34年10月28日
30 砂防堰堤補強アンカー工法 （株）エスイー 平成35年2月12日

31 Fixrグラウンドアンカー工法
国土防災技術（株） 
合同会社北谷中村 
旭建設（株） 
サンスイ・ナビコ（株）

平成35年4月26日

32 小規模渓流対策工　JDフェンス（土石流フェンス） JFE建材（株） 平成35年10月11日

表-2　平成13年1月以降の「建設技術審査証明事業」により、審査証明書を発行した技術（平成30年11月末現在）

メント」「火山防災対策」「地すべりに関すること」「指針
やガイドラインに記載がない」ことでお困りのことがあ
りましたら、企画部が窓口となって承りますので、いつ
でもお気軽にお問い合わせください。
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砂防部
業務を効率的に実施するためのちょっとした工夫

砂防部では砂防基本計画に基づき施設配置計画を検討
する業務を一定の割合で毎年受託しています。それら業
務では、近年、一次元河床変動計算や2次元土砂氾濫計
算等の数値計算手法を活用して計画する砂防施設の土砂
流出抑制効果を検討しています。

砂防施設を配置した場合の施設効果を検討する手順を
図-1に示しました。

図-1に示すように、①の河道モデル作成には計算を行
う渓流区間の上下流方向の勾配の変化などを表現する縦
断形状と川幅など変化を表現する横断形状を決める必要
があります。多くの場合、上下流方向の作成区間は数
10kmに達します。さらに、その区間内の横断面は概ね
100m間隔で作成するため、断面数は10kmであれば
100断面、50kmであれば、500断面となります。こ
の500断面の「河道断面作成」が大変な作業となってい
ます。

さらに計算を行うには、いろいろな計算条件を決める必
要があります。②の計算条件の決定では、計算に用いる

時間毎に変化する流量（ハイドログラフ）や流れる土砂の
礫の大きさ（粒径）やその構成割合（粒度分布）を決定
する必要があります。流れる土砂の粒度分布や河床に存
在している礫の粒度分布は、計算する箇所毎に異なるの
で、その場に合った「粒度分布の設定」が求められます。

膨大な数の河道断面の作成、計算区間に応じた粒度分
布を設定し、③砂防施設がない条件で計算を行い、その
後、④砂防施設をモデルに反映して、さらに⑤計算を行
い、③の結果と⑤の結果を比較検討して、砂防施設の効
果を検討します。

ここでは、膨大な数の河道断面を比較的簡易に作成す
る工夫と河床材料の粒度分布を簡易に把握するために工
夫の2点を紹介します。

河道断面作成
図-2に示したように、計算では河道断面を簡略化して

用います。図-2は河道断面の台形近似です。この図に示
すように、どこまでが川幅で、どこからが渓岸なのか、
またその勾配を1断面毎、整理しなければ断面は作成で
きません。従前は、エクセル上でLP測量成果から得られ
た河道断面に、任意の数値を入れた直線をグラフ化する
などして、川幅と両岸の斜面勾配を算出していました。

ちょっとした工夫！！
ゲームのコントローラーを用いて台形

近似形状を調節できるマクロを作成しま
した。その結果、作業効率が数段に向上
し、しかも肩こりが・・・・（写真-1が作
業風景）。

河床材料の粒度分布
河床変動計算に用いる河床材料や流入

土砂の粒度分布は、現地で計測された粒
度分布資料を用いて設定します。つまり、
必ず渓流や山腹で土砂を採取し、その粒
径構成や割合を調査する必要があるので
す。JIS規格にも調査の方法が規定されて
います。図-3は現地で土砂を採取し、ふ
るい分け試験を行って作成した「粒径加
積曲線」です。

ちょっとした工夫！！
写真を用いた画像解析で粒度分布を把

握します。過去に近傍で粒度分布の調査
が行われていれば、その結果を用いる方
が、新しく土砂を採取して計測するより
は、時間と手間が省けます。この技術は
河川分野では既に多くの方々で行われて
いて、数多くの報告もありますので、図-2　河道断面の模式図

図-1　数値計算を用いた砂防施設の効果検討の流れ
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簡単に説明します。UAV等によ
り上空から河床材料の写真を撮影
します。撮影した写真を解析ソフ
ト（BASEGRAIN等のフリーウ
エアがあります）で分析して粒径
加積曲線を描きます。

さらにちょっとした工夫！！
UAVでは機材の持ち込み、撮

影準備に時間がかかります。ま
た、一定の撮影高度を必要とする
こと、飛行制限区域等がありま
す。もっと簡単に上空から河床材
料を撮影するには？写真-2に示す
状況がその答えです。そうです！
自撮り棒です。この自撮り棒は延
長7.5mあります。これで河床を
撮影するのです（写真-3、4）。

以上、業務効率のためのちょっ
とした工夫を紹介しました。

写真-1　 ゲーム機のコントローラーを用いた断面作成風景

図-3　粒径加積曲線写真-2　長大自撮り棒による河床面の撮影風景

写真-3 自撮り棒を使わなかった場合の撮影事例
写真-4　長大自撮り棒による撮影事例

真上より広範囲が撮影可能
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総合防災部
−保有技術と今後の取り組みについて−

総合防災部では主として火山砂防計画や火山噴火緊急
減災対策砂防計画などに関連した様々な調査研究・技術
開発を行っています。ここではその一部を紹介します。

1．リアルタイムハザードマップ（RTHM）
STCでは、これまで実施してきたほぼ全国の火山防災

マップやプレアナルシス型のハザードマップ作成の際の
地形データや計算条件等に関するデータベースを蓄積し
ています。また、国土交通省のRTHMシステムに組み込
まれているシミュレーションプログラム（高速化された
J-SASプログラム）を開発している技術を活用して、迅
速にハザードマップを作成することが可能です。さらに
国土交通省のRTHMシステムと同等な計算結果が得られ
るシステムを整備中です。

これらシステムでは、地形データからキネマティック
ウェーブによる流出解析手法により土石流ハイドログラフ
を作成するツールや、砂防施設の効果等をより適切に評価
するためのシミュレーションプログラム（New-sass）を
組み込んだRTHMシステムについて開発を進めています。

また、Webカメラやインターバルカメラによる降灰堆
積斜面の定点観測を実施し、土石流に関与する降灰量の
算定方法や溶岩流の計算に必要となる溶岩噴出レートの
計測手法等についても調査・研究を行っています。

2．降灰後の土石流発生
火山噴火により火山灰等が堆積すると、少ない雨量で

も土石流が頻発することが知られています。土砂災害防
止法では、国が緊急調査を実施し、土砂災害緊急情報と
して「重大な土砂災害が想定される区域」と「重大な土
砂災害が想定される時期」を都道府県知事および市町村
長に提供することとなっています。

STCでは、土砂災害防止法による「重大な土砂災害が
想定される時期」の高度化を図るため、火山灰等の特性

（密度や粒径、層厚等）の違いに着目して、降雨規模や
保全対象への被害を考慮した雨量基準の設定方法につい
て継続的に調査・研究を行っています。今後はこれらの

一般化に向け、さ
らにデ ー タを 蓄
積・分析を行うと
ともに、降水短時
間予報等と組み合
わせることで被害
発生時期の予測に
ついても検討を行
う予定です。

3．火山防災訓練
STCでは火山噴火緊急減災対策砂防計画の実行性を高

め、火山防災対応全体との連携を図ることなどを目的と
して、火山防災訓練を十勝岳、樽前山、浅間山、富士
山、焼岳、霧島山、桜島など様々な火山で実施していま
す。とくに、浅間山、十勝岳、樽前山では継続的にロー
ルプレイ形式やDIG形式での訓練を実施しており、様々
な噴火シナリオや参加機関に応じた訓練シナリオを準備
しています。最近のDIG訓練では緊急減災対策の施工会
社も含めた、より実践的な訓練も実施しています。さら
には、訓練に用いるメールシステムとして、インター
ネット環境の無い訓練会場でも使用可能なシステムを開
発し、実際の対応さながらの情報連絡を行えることに加
え、訓練後、情報のやりとりの分析が容易にできるシス
テムを開発しています。

4．UAVを用いた詳細な土砂移動状況の把握
STCではUAVを用いたLP計測技術についても開発

（中日本航空との共同研究）しています。UAVによるLP
計測は、通常の有人機によるレーザー計測に比較し、よ
り高密度で高精度な計測が行えるため、これまでのLP
計測ではわからなかったリル・ガリ侵食等の小規模な土
砂移動状況を把握することが可能となります。そのため、
火山噴火後の降灰の流出状況や大規模土砂移動後の不安
定土砂の侵食状況の詳細把握等への適用を検討してい
ます。

5．緊急ハード対策
火山噴火緊急減災対策砂防計画の緊急ハード対策とし

て、主として時間的制約などから大型土のうによる導流
堤などが提案されるケースが多く見られますが、土石流
等に対する安全性は必ずしも十分ではありません。この
ため、STCでは緊急的に短期間で配備できる緊急ハード
対策工に関する研究・開発を行っています。

これらに加え、全国の火山噴火緊急減災対策砂防計画
に基づく実効性の高い緊急ハード対策の実施計画を検討
しています。火山活動や噴火警戒レベルに対応した緊急
ハード対策実施手順や警戒が必要な範囲に対応した緊急
ハード対策の優先度や無人化施工計画等を検討し、より
実践的な対応が可能な計画としてとりまとめを行ってい
ます。

6．火山噴火対策の事業評価手法
火山噴火を対象とした砂防事業の評価では、火山噴火

により発生する土砂移動現象の発生確率を見積もること
が重要です。しかし火山噴火現象は溶岩流や降灰など多
岐にわたる上、降雨や積雪量などにより発生する土砂移
動現象の規模や確率が異なります。

そのためSTCでは噴火確率と降雨確率を考慮したB ／
図-1　 UAVを用いたLP計測システム

（TOKI）の構成

計測システム
・スキャナ
・IMU
・制御装置 

GNSSアンテナ
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Cの算出方法について研究を進めており、各火山の噴火
履歴や、発生した現象・規模各々の頻度から噴火確率を
算出する方法や、また1回の豪雨だけでなく数年間継続

する降雨パターンを対象にして規模と発生確率を算出す
る方法を、富士山をはじめとする火山砂防事業の再評価
において提案しています。

斜面保全部
斜面保全部の業務の多くは国土交通省や都道府県から

の受託業務です。これらの業務の内容は総じて地すべり
機構の解明や安全率の変化を評価したり、対策工の計画
を立案することです。その一方で、共同研究や自主研究
といった枠組みも有しており、受託業務とは別に、調
査・研究的な課題にも取り組んでいます。以下にそれら
の成果から、実務に役立てられている特に2つの技術を
紹介します。

（1）SH型貫入試験機
この試験機は、平成13年に当センターが共同研究で開

発した貫入試験機（吉松ら（2002））1）で、ハンマーを
3kgに軽量化したことから、従来型の簡易貫入試験機に
比べて、柔らかい土層状況に対する分解能が高まったこ
と、一打撃ごとに貫入深を測定・図化するため土層状況
を詳細に把握できること、等の利点があります（表土層
調査技術研究会（2015））2）。当センターがこの貫入試
験機を用いて平成18年7月に長野県岡谷市で発生した土

石流の源頭部崩壊斜面の土層構造を調査した結果（綱木
（2007））3）によれば、従来、表層よりⅠ〜Ⅳ層に分類
することが提案されていた土層のうちのⅡ層について、
当地では、得られたNc値からⅡ1及びⅡ2層に区分され、
表層崩壊のすべり面はⅡ1層内部あるいはⅡ1層とⅡ2層
の境界部に形成されていることが明らかとなりました

（図-1）。分解能が高まったことの結果と考えられます。
また、近年では平成27年に「SH型貫入試験　技術・

調査基準　同解説」（表土層調査技術研究会（2015））2）

が整備され、さらに平成30年には（一社）全国地質調
査業協会連合会の標準歩掛（（一社）全国地質調査業協
会連合会（2018））4）に掲載されるなど、現場で使用
される頻度が非常に高まっています。

（2）地震時の斜面安定度の評価手法
我が国では地震による斜面災害が相次いで発生してい

ます。直近では平成30年9月の北海道胆振東部地震で
41名が犠牲となり、そのうち36名の方々が土砂災害で
亡くなっています。地震が斜面安定に及ぼす影響を評価
するため、当センターでは自主研究を実施し、数値解析
による地震地すべりの安定度評価手法を提案しています

（（一財）砂防・地すべり技術センター（2015））5）。そ
して、地震時の斜面安定度の評価を、① 地震時の地すべ
り等の解析モデルの検討、② 地震時の斜面の安定度評
価、③ 対策工の効果予測・効果評価、の三段階に分けて
評価することにしています。

例えば、図-2は、阿賀川右岸部に位置する滝坂地す
べり地周辺の広域的な三次元地震応答解析を実施し
た結果（山下ら（2014））6）で、ある地震波形を与え
た場合の最大水平加速度分布を示しています。このよう
な結果に基づいてさらに詳細に地震時の地すべり斜面の
安定度を検討することになります。

引用文献
1）�吉松弘行・川満一史・瀬尾克美・長谷川秀三・村中重仁：斜面の
表層構造調査用の簡易貫入試験機について、平成14年度砂防学
会研究発表概要集、2002

2）�表土層調査技術研究会：SH型貫入試験　技術・調査基準　同解
説、2015

3）�綱木亮介：SH型貫入試験を用いた崩壊発生斜面の地盤特性に関
する研究、砂防地すべり技術研究成果報告会発表論文集、（財）
砂防・地すべり技術センター、2007

4）�（一社）全国地質調査業協会連合会：全国標準積算資料、土質調
査・地質調査、平成30年度改訂歩掛版、2018

5）�（一財）砂防・地すべり技術センター：数値解析を用いた地震時
の斜面安定度の評価手法（案）、2015

6）�山下裕之・相楽渉・佐藤直行・丸山準・山路広明・青木剛：滝坂
地すべりにおける大規模地震時の地震応答解析事例、第53回日
本地すべり学会研究発表会講演集、2014

図-1　SH型貫入試験機を用いた斜面調査の例（綱木（2007））

図-2　地震応答解析結果の例
（最大水平加速度分布、山下ら（2014））
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砂防技術研究所
新技術・新工法の開発と普及、砂防構造物などに関す

る現場の皆様のお困りごとの解決（技術指導）を主に
行っています。

1）技術・新工法の開発と普及
現在、新たな流木捕捉工の開発を行うとともに、「張

り出しタイプの流木捕捉工」を取り入れた「流木捕捉工
ガイドライン（仮称）」の作成に取り組んでいます。

新たな流木捕捉工は、不透過型砂防堰堤を越流する流
木を本副堰堤間で捕捉するための工法（特許出願中）であ
り、その効果などを把握するために水理模型実験を行い

（平成30年度砂防学会研究発表会概要集V-032、p.115-
116）、スクリーン型流木捕捉工「流木スクリーン」を開
発しました。
「流木捕捉工ガイドライン（仮称）」は、学識者・本省

砂防部・国総研・土研とともに研究会を設けて検討を重
ねています。これまで、流木捕捉工に特化した基準類は
なかったことから、流木対策のより一層の推進にお役に
たてることを目指しています。

2）皆様のお困りごとの解決（技術指導）
30年度は、これまでに「流木捕捉工の選定・設置」

「鋼製砂防構造物の選定・設置」「古い砂防堰堤の改築」
に関する技術指導（現場指導、設計指導、施工指導含
む）の要請を、7県・3直轄砂防事務所から合わせて
80件以上いただいています。29年7月に発生した九州
北部豪雨における流木災害、30年7月に発生した西日本
豪雨における古い時代に施工された砂防堰堤の損壊等を
受けて、全国でその対応が推進されている背景があるも
のと思われます。また、「小規模渓流対策」についてのお
問い合わせもいただいています。ゼロ次谷のように、普
段流水がなく、下流に流路が準備できない小さな渓流へ
の対応も急がれています。

現行の基準・指針類では対応が難しい案件が「お困り
ごと」として寄せられる場合が多く、当研究所技術部の
技術者がこれまでに蓄積してきた豊富な現地調査データ
や研究成果、技術指導による施工実績を活かした指導を
実施しています。

これからも引き続き、現場の皆様の相談役としてお役
に立てるよう、日々の研究、技術力の向上に努めて参り
ます。

★ 従来型 
（垂直部材）
捕捉面に対し水

圧が垂直にかかる
ため、流木が固定
されやすく開口部

を塞ぎやすい。無害な土砂も溜まるため水深が上がりや
すく、流木が越流するおそれが高くなる。

★ スクリーン型 
（斜め部材）
捕捉した流木は

水位の変化に追従
する。

水面下に開口部
が保持され、無害な土砂は流下する。そのため、水深が
上がりにくく流木の越流は生じない。

◆張り出しタイプのメリット
1．本堤の嵩上げ・切欠きが不要

→施工費の低減、新たな用地確保が不要
2．堰上げが起こりにくい合理的な配置

→ 本堤の上流側で流木を捕捉するため、水通し部の閉塞や袖部からの越流は生
じない

3．施設効果量の最大化
→  湛水面積が広いほど捕捉量が多くなり、副堤タイプと比べて費用効果は高くなる張り出しタイプ（例）

◆スクリーン型流木捕捉工のメリット（流木スクリーン）
１．無害な土砂は流下させる

→流木を除去しやすい（維持管理の容易性）
２．水位上昇が抑えられる

→流木が越流しにくい（流木捕捉の確実性）
３．設置はコンクリートに根入れ不要

→トータルコストの縮減（災害への対応力）

前庭保護倶工水叩きに設置

設置イメージ

スクリーン型流木捕捉工（流木スクリーン）
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1．はじめに
当センターでは、調査研究にUAV（無人航空機：

Unmanned Aerial Vehicle）を活用しています。こ
こでは、最近の活用事例を紹介します。これらの事例
においては、DJI社のPHAMTOM4 PROを使用して
います（図-1）。

2．土石流の実態調査等への活用
土石流や深層崩壊発生直後の実態調査においては、崩

壊地や土砂の流下区間に崩壊残土や堆積土砂が不安定な
状態で残存しています。また、崩壊地付近は急勾配であ
ることが多く、拡大・再崩壊等の可能性も考慮すると、
現地へ近づくには危険を伴う状況にあります。このよう
な場合では、少し離れた場所からUAVで崩壊地周辺の
状況を写真撮影することにより、調査の効率化と二次災
害等の事故リスクの低減図ることが出来ます（図-2）。

3． 河床材料粒径調査への活用
UAVにより撮影した空中写真は、専用のソフトウェア

でSfM処理（Structure from Motion）することで、
3次元形状の再現やオルソフォトの作成に利用できます。
河床材料を撮影した空撮画像からオルソフォトを作成し、

さらに静止画から粒径
の形状を把握して表
面粒度分布を求める
ソフトウェアを用いる
ことで、簡易的に粒度
分布を計測することが
できます。このような

方法により、河道での踏査が困難な箇所における粒度分
布を把握できます。

4． 立ち入り規制区域における調査への活用
平成30年1月23日に、草津白根山の本白根山で噴

火が発生しました。この噴火では、3箇所の火口（列）
から火山灰および噴石が放出されました。これらの火山
灰は、融雪出水等により二次移動する可能性があり、ま
た本白根山周辺は立ち入り規制のため、有人での調査
による火山灰の移動状況や残存範囲の把握が困難でし
た。そこで、UAVを用いた調査を実施し、写真判読に
より火山灰の残存状況やその範囲（灰色に見える範囲）
を把握しました。このように、立ち入り規制区域等にお
ける調査でもUAVを活用しています（図-3）。

5．施設設計への活用
国立公園等における砂防施設整備では、景観への配

慮が求められます。砂防施設の設計段階において、
UAVにより施設整備予定地の空中写真を撮影し、砂防
施設のモンタージュ画像を作成することで、景観への
影響把握に活用しています。

6．おわりに
昨今 UAVの様々な分野への利用が試みられ、急速

に実用化が進んでいます。砂防分野でも、導入の容易
さや、映像による状況把握の即時性から多く用いられ
つつあります。当センターでも、利用分野の拡大も含
め、活用を進めていきます。

次号では関連記事の掲載を予定しています

小
こ

林
ばやし

 拓
たく

也
や

  
（一財）砂防・地すべり技術センター　総合防災部　技師

UAVの活用
−より詳細で安全な調査のために−

トピックス

図-1　Phantom4 PROの外観

図-2　UAVで撮影した崩壊地
（平成28年台風16号に伴う土砂災害の発生後に撮影（鹿児島県 境川））

図-3　UAVによる斜め写真
（平成30年4月に撮影、火山灰の残存範囲を把握した）
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現 場 から

1. はじめに
平成30年9月6日午前3時7分に胆振地方中東部（北緯

42.7度、東経142.0度）を震源とするマグニチュード6.7
（暫定値）、震源の深さ37km（暫定値）、最大震度7とな
る地震が発生した。この地震により、北海道において死
者42人、重傷31人、軽傷731人、住家全壊462棟、住
家半壊1,500棟、住家一部破損12,600棟もの甚大な被害
が発生した1）（内閣府、平成31年1月28日時点）。特にこ
の地震においては土砂災害が多数発生し、土石流等
94件、がけ崩れ133件が報告されており、36名の方の命
が土砂災害によって奪われた2）（国土交通省、平成
31年1月28日時点）。
（公社）砂防学会は、この災害の甚大性、広域性に鑑

み、総力を挙げて各地域での災害調査を行い、二次災害
防止や応急対策に関する提言、災害のメカニズムに関す
る基礎データの収集、今後の土砂災害軽減に対する提言
などを行うため「土砂災害緊急調査委員会」を設置し
て、「平成30年北海道胆振東部地震土砂災害緊急調査団」
の第一次調査が、9月13日から14日にかけて実施され、
また10月19日から21日にかけて第二次調査が実施され
た。当センターからは第一次調査に斜面保全部の武士部
長と総合防災部の田中技師が、第二次調査に大野専務理
事が参加した。

なお、調査団の調査結果は平成30年9月28日に札幌市
（北海道大学）及び同年10月25日に東京都（砂防会館）
での（公社）砂防学会主催の報告会で報告されるととも
に、砂防学会誌3）に掲載されているので、土砂移動等の
詳細な実態や考察はそちらを参考にされたい。本稿では
第一次調査団及び第二次調査団の活動のうち、当セン
ター職員が参加した主な現地調査の状況について報告
する。

2. 班編制と調査概要
2.1　班編成

第一次調査団は北海道大学小山内特任教授（（公社）
砂防学会北海道支部長）を団長として総勢20名の参加の
もと、A班からD班までの4班に分かれて「斜面崩壊」（A
班、B班）、「谷地形からの土砂移動」（C班）、「崩壊が集

中する流域」（D班）など、それぞれ違った現象を対象と
して現地調査を実施した。当センターから参加した武士
部長と田中技師はB班（斜面崩壊2班）に所属し、勇払
郡厚真町の斜面崩壊のうち、多くの死者を出した吉野地
区と、浄水場施設等が被災した富里地区の調査を実施し
た。また第二次調査団は北海道大学小山内特任教授を団
長とし、広島大学海堀教授（（公社）砂防学会長）ら総
勢9名の参加により厚真町の土砂災害集中地域を中心に
調査が実施した（図-1）。

2.2　調査概要
2.2.1　吉野地区（第1次調査団）

厚真町吉野地区では、斜面が幅約1.5kmにわたり連続
して崩壊が発生した（写真-1）。そのうちの一部は土砂
災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す
る法律により土砂災害警戒区域（急傾斜）及び同特別警
戒区域に指定されている。この崩壊によって斜面直下の
家屋が被災し多くの方が亡くなった。また住宅地を併走
する道道235号も被災した。

崩壊した斜面は谷型と平滑型の2タイプに大別される
（写真-2）。両タイプの斜面に共通する特徴としては、斜
面の傾斜は平均的に30度程度であり崩壊の頭部は遷急線
の直下にあった。崩壊したのは基盤の新第三紀の堆積岩
の上に堆積した約2万年前以降の降下火砕物及びその二
次堆積物、クロボクなどの有機質土が互層した未固結の
堆積物である。分離した層準は、約9000年前の樽前d降
下火砕堆積物（Ta-d）の下部が多く、一部で恵庭a降下
軽石堆積物（En-a）の下部もあった（写真-3）。

谷型斜面からの崩壊の特徴としては、頭部の比高は平
滑斜面よりも高く、また崩壊深は深いところが多かった。

図-1　調査位置図 Google Mapより
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昌
(一財)砂防・地すべり技術センター　*所属肩書きは参加当時

砂防技術研究所長
（現（一社）全国治水砂防協会 研究顧問）

吉野地区
富⾥地区

⽇⾼幌内川

砂防学会「平成30年9月北海道胆振東部
地震土砂災害緊急調査団」参加報告
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崩壊堆積物は平滑型よりも遠くまで及んでいるところが
多く、最大で100m以上に達したところもあった。それ
に対して平滑型では頭部の比高は一様で谷型よりも低
く、崩壊深が浅いことが多かった。

崩壊堆積物の特徴として、到達距離の短い領域では、
土砂と一緒に滑り落ちた倒木の幹が一様に斜面上部を向
いているのに対して、遠くまで到達した領域では不規則
な形で堆積しているように見えた（写真-4）。また、崩
壊土砂は比較的、テフラの堆積構造を残しており、とこ
ろどころ褶曲構造も認められた（写真-5）。

さらに、崩壊土砂の分布域の前方では、先端の水田が
最大3m程度隆起したり、農道の横ずれや水路の隆起及
び破壊などの現象が見られた（写真-6）。これらの現象
は地すべり末端部の隆起とは考えにくく、崩壊堆積物と
表層土層との間の摩擦力による横ずれの結果生じたもの
と考えられる（図-2）。

また、二次災害の危険性の評価も今回の調査の重要な
視点であるため、崩壊地の背後斜面も含めて状況確認を
行った。崩壊地内では小規模な落ち残りを除いては、不
安定な崩壊土砂はほとんど確認されなかった。また崩壊
の頭部から上方5m程度までの範囲では、小規模なク
ラックが生じているところが数カ所で確認できたが、こ
れらから規模の大きな崩壊が発生する可能性は低いと考
えられる（写真-7）。ただし今回はごく限られた時間で

写真-1：9月6日撮影　吉野地区斜め写真
（撮影：アジア航測（株）・朝日航洋（株））

写真-2　吉野地区正面

Ta-b 

Ta-d 

En-a 

Ta-d 

崩土 
ローム 

ローム 

クロボク＋Ta-c

崩土 

Ta-b 

Ta-dの二次堆積物をレ
ンズ状に含むクロボク 

写真-3　吉野地区テフラ状況（上記3枚）

崩土 
Ta-d 

Ta-c クロボク

Ta-b 

Ta-dの二次堆積物
を含むクロボク
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斜面には幅30cm、深さ約1.2m、長さ20m以上にわたり
クラックが発生していた（写真-10）。クラック内の底部
には水が溜まっており、クラックより下方の斜面からは
湧水が認められた。

崩壊堆積物の末端では、地盤が高さ3m程度で隆起し
ていた。その隆起している一帯の上にも崩壊土砂や倒木
が堆積しており、この点は吉野地区の堆積末端部の隆起
している部分とは異なっている（写真-11）。また厚真川
の堤防のコンクリートブロックなどには変状が発生し、
河岸が川側に押し出されて膨らんでいた（写真-12）。今
後、より詳細な調査が望まれる。

2.2.3　日高幌内川（第2次調査団）
今回の地震では表層崩壊が多く発生しているが、厚真

川左支川日高幌内川中流部で発生した土砂移動は大規模
地すべり現象であった。長さ約850m、幅約400mの尾

の調査であり、全ての範囲を確認した訳ではないため、
今後とも斜面の状況等に留意していく必要があろう。

2.2.2　富里地区（第1次調査団）
富里地区は、吉野地区の東に約2.5kmのところに位置

し、約700mにわたり斜面崩壊が発生した（写真-8）。こ
の崩壊により浄水場や道道235号が被災し、また崩壊土
砂の一部は厚真川の河道内に達した。

崩壊した斜面の特徴として、頭部や側部の小崖の高さ
は1m程度で、吉野地区よりもやや浅い状況であった。
崩壊源の下方斜面は平坦面がほとんどなく、傾斜5 〜
10度程度の緩斜面が厚真川の堤防付近まで続いていた

（写真-9）。
斜面上に堆積している火山灰等は吉野地区と概ね同じ

であり、今回の地震により分離した層準はTa-dの下部か
ら基盤との境界付近と考えられる。また崩壊地の下の緩

写真-4　吉野地区の堆積状況 写真-6　水田の隆起

H=3ｍ 

写真-5　崩壊堆積物を縦断する方向の切
土のり面（褶曲構造）

写真-7　吉野地区の背後斜面の亀裂確認等状況
写真-8　9月6日撮影　富里地区斜め写真
（撮影：アジア航測（株）・朝日航洋（株））

図-2　吉野地区模式図

崩壊土砂は比較的、テフラの堆積構造を残して
いるが、ところどころ褶曲構造も認められる

軟弱堆積物上に崩壊土砂が堆積し、末端部は崩
壊堆積物と表層土層との間の摩擦力により隆起

崩壊深さは概ね 3m以内
崩壊土砂のほとんどは崩壊発生区域外に堆積
崩壊高さ以上の距離に崩壊土砂は達している箇所が多い

基盤は泥岩層：
崩壊斜面に露出

木々は後方に傾動
先端部の木々
は前方に傾動 崩積土より先端の水田

が最大約 3m隆起
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現 場 から

根地形部分が350m程度も滑動し、対岸斜面に衝突して
停止している。その移動した土塊が河道を閉塞し、いわ
ゆる天然ダムを形成している状態である（写真-13）。滑
落頭部付近には屏風状に岩塊が数カ所に分離して残って
おり、やや不安定な状況にある。また移動土塊は泥岩・
シルト岩等から構成されており、比較的乱れが少ない。
この移動土塊は比高差が80m程度で、河川を閉塞する部
分は河床との比高差約50m程度となっている。移動体の
大部分は基岩がはっきり残っているが、河道閉塞部は20
〜 50cm 程度の岩塊が堆積している。これは衝突の衝撃
により、破砕された結果であると思われる。

河道閉塞箇所の上流側では10月1日から11月22日ま
でに約13.1mの湛水面上昇が見られた（国土交通省調
べ）。既に閉塞土塊下流側に複数箇所の湧水が見られて
いる。 現在、国土交通省で鋭意対策工事が実施されてい
るが、湛水位の急激な上昇や閉塞土塊の浸食・土塊中の
パイピングなどに注意をする必要がある。

2．3　報告会
平成30年9月28日に札幌市（北海道大学）、同年10月

25日には東京都（砂防会館）において、（公社）砂防学
会主催の報告会が開催された。このうち東京都での報告
会では当センターの武士部長がB班の調査結果について
報告した（写真-14）。またこの報告会では、（公社）砂
防学会が緊急調査団による調査結果に基づく提言をとり
まとめ、同日に国土交通省砂防部へ提言を行ったことが
報告された。

3. おわりに
本稿では、（公社）砂防学会による緊急調査団に当セ

ンターから参加した職員の関与した主な現地調査の概要
等について紹介した。今回の平成30年北海道胆振東部地
震による災害によって多くの尊い人命が失われたほか、
多くの方が未だに避難生活を強いられている状況である。
亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災地
および被災された方々の一日も早い復興を心より祈念す
る次第です。

参考文献
1）�内閣府防災情報のページ：平成30年北海道胆振東部地震に係る
被害状況等について（平成31年1月28日15：00現在）、http://
www.bousai.go.jp/updates/h30jishin_hokkaido/pdf/301030_
jishin_hokkaido.pdf

2）�国土交通省�災害・防災情報：平成30年北海道胆振東部地震によ
る被害状況等ついて（第28報）、http://www.mlit.go.jp/
common/001270661.pdf

3）�小山内ら（2019）：平成30年北海道胆振東部地震による土砂災
害、砂防学会誌Vol.71、No.5、p.54-65

写真-10　 崩壊地の下の緩斜面上のクラック写真-9　富里地区状況 写真-11　崩壊土砂堆積右側末端部の隆起帯

写真-12　厚真川右岸の堤防の状況

写真-14　報告会（東京会場）

写真-13　 日高幌内川の大規模地すべり（黄色円内）による河道閉塞
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京都大学名誉教授

「災害多発の年」と
「忘却の話」

連載エッセイ 10

今年は災害が多発した年だった。各地で沢山の
方々がお亡くなりになった。今や、何のお役にも立
てない私は、唯々ご冥福を祈るばかりである。大
きい被害は免れた京都市内でも、台風 21号では、
御所や寺社境内にある多数の大木がなぎ倒され、
根茎を天空に突き出す、あられもなき姿態を晒した。
京都洛北を走る叡山電鉄では貴船口から鞍馬に至
る線路が倒木で埋まり、2か月近く不通が続いた。
復旧作業が人手不足で大幅に遅れているようで、今
後の災害対策でも大きい課題になるだろう。
ここ数年来、地震も含めて、自然災害が多発しつ

つあるように見える。それは人類の営為に基づく地
球温暖化の影響だという意見が優位を得ているよう
で、確かに昔は経験されなかった激しい集中豪雨が
頻発している。一方、災害が多発する時期が過去に
もあったことも確かである。昔話で恐縮だが、国鉄
の防災対策の研究に携わっていた頃、研究室に国
鉄沿線に発生した自然災害を図示した日本地図が
あり、昭和 20 年代には全国で自
然災害が頻発していたこと知った。
その後、数十年の災害平穏期を経
て、再び多発期に入ったのかも。

●

災害は繰り返し発生し、人間は
健忘症で、大災害の教訓をすぐ忘
れるといわれるが、自分が遭遇し
た辛い経験は一生忘れない筈で、
問題はその経験を次世代への伝達
過程にあると思う。「自分の想い
を他人に伝えることは大変難しい。
10分の1も伝われば良しとするし

かない。」と若い頃、さる先輩に再々嘆かれた。そ
れは要するに、さっぱり言うこと聞かない私の話だっ
たかも知れないが、その後大学教師になって、学生
達への意思伝達の難しさは十分認識した。砂防学
を講じるということは、まさに自然災害現象を後輩
学生諸君に伝達することであるが、国鉄時代に経験
した災害現場の生々しい状況の話はそれなりに興味
を示すが、講義中の余談と理解されるだけである。
自然災害を理解させるのに最も有効な手段は、

災害現場に連れて行くことで、出来るだけ災害発生
から早い時期が効果的であった。特に犠牲者が出
た現場の近寄りがたい粛然とした空気が張り詰め
ている場では相当生意気な学生でも足がすくむよう
で、たぶん彼に災害の忘れ難い印象が焼き付けられ
たと思う。ということは私の口頭の説明は役に立た
ず、少なくとも実際の現場に連れて行かないと私の
想いを伝えられないということである。

●

人類は言葉を発達させて他人との意思疎通を図
り、さらには文字を発明することで歴史を作り文明
を発展させてきた。人類たる所以はまさに意思伝達
にあるが、大災害や戦争など思い起こすのも辛く悲
しい出来事は個人的にもなるべく話したくはないし、
人類としても早く忘れたいという「健忘症力」が働
くのではと思ってしまう。
日本の言葉には「水に流す」というのがあり、不

幸な出来事、怨念、こだわりを捨てて或いは忘れて、
前向きに生きて行こうということだろう。Ipadで語
源を調べると神道で古くから行われてきた「禊

みそぎ
」に
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あり、日本人が集団生活の中で生じる様々なトラブ
ルを解消する手段としてお互いにミソギをし、水に
流して、仲直りをする、ことらしい。古くから培われ
た日本人の生活の知恵の一つだろう。それによって
第二次大戦の大敵アメリカへの怨念をさらりと捨て
て、仲良しになり、経済的大発展をも成し遂げた。
しかし何事も全て「さらさらと水に流す」ことで良い
わけではない。
自然災害は「水に流す」べきでなく、忘れずこだ

わり続けるべきものである。「水に流す」という行為
は当事者両方が話し合い、合意に達して始めて成立
するものである。自然災害の当事者は被害者が人類
で、加害者が「自然」であり、両者は接触しようが
なく、永遠に断絶状態であり、「自然」は近未来に
再び襲ってくる筈で、人類は執念深く忘れることな
く、対策を考え続けるべき事象なのである。

●

「忘れる、忘却現象」は高齢者たる私が注視すべ
き現象の一つではある。重要な事を忘れないように
と思って暮らしている。テレビでのスポーツ観戦に
は関心があり、最近のある日、実業団女子駅伝、ラ
グビーの早明戦、大学アメフトの関学立命戦が立
て続けに放映され楽しんだ筈が、その夜のスポーツ
ニュースの時間にはすでに記憶が薄れているのに驚
いた。詳細は省略するが、急に具合の悪くなった9
歳上の姉を救急車で搬送するのに同乗せざるを得な
くなり、当然のことながら救急隊員から彼女の病歴
やら何やらを矢継ぎ早
に質問されて、知ってい
る筈のことが既に忘却
の彼方にあり、認知症
の進んだジジイと判定
されても仕方がないと
思った。
11月初めに菅平にあ

る山の家（私個人の持ち
物ではない！）に行き、
信州の紅葉を堪能した。
それは関西の紅葉と異
なって、圧倒的な黄色
の世界だった。山の家
で10年近く放置されて

いた書籍を発見、昔読んだ筈が、全く新規購入の本
のごとく、新鮮であって、持ち帰って楽しく読めた（ナ
イジェル・クリフ；ヴァスコ・ダ・ガマの聖戦、モー
リス・ハンゲ；自死の日本史）。「忘却」もこういう
利点があり、今後は過去に積み上げたささやかな蔵
書を繰り返し読むことで、終点まで行けそうである
（そうはならない！新刊書を見過ごすわけにはいかな
い！）

●

年と共に、春の桜、秋の紅葉など諸々の自然現
象が気になる（ヒマが増えるからだ！）。今年は台風
多発、天候不順で、紅葉はどうかと思ったが、近
くの相国寺のモミジは例年通り真っ赤な彩りを見せ
た。この時期、いつ通っても、誰かが写真を撮って
おり、不特定多数の人たちが撮影した枚数の総計は
膨大な数になっていると思う。相国寺に続いての散
歩道である京都御所も、倒木の傷跡は残存するもの
の、それを目立たなくするように、カエデ類の見事
な紅葉がある。散歩道のある部分で、ぞろぞろと人
波が連続する場所がある。若い男女が多いが年配の
人も多い。皆さん景色をめでることなく、一心にス
マホを凝視して歩いている。ポケモンの出現だ！京
都御所にポケモンがなぜ出現するのか？その意義は
如何に？と問いただしたいが、少なくともガラケイの
世界で暮らす私とポケモンを追う彼らとは同じ場に
存在しているけれど、精神界では遠く離れた別世界
にいる。

（イラストも著者）
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1. はじめに
平成30年7月5日から8日にかけて西日本に停滞した

梅雨前線の影響により、西日本から東海地方にかけて記
録的な大雨（平成30年7月豪雨）が発生した。この豪雨
により、広島県においては、7月6日19時40分に大雨特
別警報が発表された。

平成30年7月豪雨により、全国で232名が死亡・行方
不明となる甚大な被害が発生1）した。その中で、広島県
においては最大の人的被害が発生し、死亡・行方不明者
数が114名にのぼった2）。

広島県対策本部によると、本豪雨により発生した土砂災
害件数は624箇所（詳細調査中）であり、87名が死亡した。

当センターでは、土石流による被害の実態及び家屋等の
被災状況等を調査するための現地調査を実施したほか、砂
防学会調査団として職員が調査に参加した。また、国土交
通省中国地方整備局河川部河川計画課、広島県土木建築
局土砂法指定推進担当と合同で聞き取り調査を実施した。

本稿では、現地調査等に基づき確認された現地状況及
び聞き取り調査結果の概要について報告する。

2. 土砂移動の発生範囲
平成30年西日本豪雨による広島県の降雨や地質の特性

については、海堀ほか（2018）3）等において詳述されて
いるため、ここでは、今回発生した土砂移動の分布と地
形、降雨との関係について概略的に述べる。

図-1に、国土地理院の判読による土砂移動発生箇所の
分布を示す。また、図-1には平成26年8月災害における

土砂移動発生箇所を緑色で示している。平成26年8月の
災害が広島市北部に幅約3km、長さ約20kmの範囲で帯
状に分布している一方、今回発生した土砂移動現象は、
広島市東部、熊野町、呉市、東広島市等の東西南北それ
ぞれ数10kmの範囲で多数発生している。

図-2に傾斜区分と土砂移動判読結果の分布図を示す。
土砂移動の多くは30°を超過する範囲を最上流部として
いることは確認されるが、勾配が急峻な領域と土砂移動
発生箇所が多い領域は必ずしも一致しない。また、
図-2中に示した坂町周辺域や野呂山北東域においては、
特に多くの土砂移動が集中しており、分水嶺に近い箇所
からの土砂移動が認められた。

図-3に地質と土砂移動判読結果の分布図を示す。図の
範囲においては、花崗岩が広く分布しており、野呂山周辺
域にデイサイト・流紋岩類が分布している。土砂移動は、
花崗岩、デイサイト・流紋岩類、貫入岩のいずれにおい
ても発生しており、発生の傾向に違いは認められない。

図-4に連続雨量と土砂移動判読結果の分布図を示す。
図示した領域のほとんどにおいて連続雨量が400mmを超過
しており、先述した土砂移動が集中している坂町周辺域や
野呂山北東域においては、500mmを超過する結果となった。

3. 現地調査結果
本稿では、都市に隣接する渓流より土石流が発生し甚

大な被害が生じた事例として広島市安佐北区口田南3丁
目の事例、土砂洪水氾濫被害が生じた事例として呉市天
応地区の事例を簡単に紹介する。なお、各渓流の概略位
置は図-1に示したとおりである。

3.1　口田南3丁目の事例
口田南3丁目周辺の国土地理院撮影の正射画像図を

図-5に示す。
口田南3丁目においては、流域面積0.38km2の土石流

危険渓流I（小田川）の直下に市街地が分布している。本
流域は花崗岩質の深成岩が覆っており、2m超の巨礫を
含むマサ土が流出した。

本地区の写真を写真-2 〜写真-6に示す。本地区にお
いては、分水嶺付近の急傾斜地において複数の崩壊が発
生し土石流として流下している。また、本川河道は侵食

（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防部

写真-1　熊野町川角地区の土石流発生状況
撮影・写真提供：株式会社パスコ／国際航業株式会社

平成30年7月豪雨により
広島県で発生した土砂災害に関する調査
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が進んでおり、基岩が露出している（写真-3、写真-4参
照）他、河道内にはため池の痕跡が確認されており、今
回の土石流により流出したと想定される。

本土石流により、県道37号線上流において2m超の土
砂堆積が生じ、堆積範囲はJR芸備線付近まで及んだ。ま
た、土石流の直撃により谷出口に存在した6戸の家屋が
流出（写真-5、図-6参照）する甚大な被害が生じた。

3.2　呉市天応地区の事例
呉市天応地区周辺の国土地理院撮影の正射画像図を

図-7に示す。
呉市天応地区においては、流域面積6.02km2の土石流

危険渓流I（大屋大川）の直下に市街地が分布している。
本流域は花崗岩質の深成岩が覆っており、大量のマサ土
と流木が流出して河道が埋塞した。

図-2　 傾斜区分と土砂移動発生箇所（国土地理院の判読結果による）の関係

坂町周辺域 

野呂山北東域 

図-3　 地質分布（産総研シームレス地質図V2）と土砂移動発生
箇所（国土地理院の判読結果による）の関係

図-4　 連続雨量分布（レーダーアメダス解析雨量より作成）と土
砂移動発生箇所（国土地理院の判読結果による）の関係

広島市中心部 

呉市天応地区 

熊野町川角地区 

安佐北区口田南 

東区福田 

東広島市黒瀬町市飯田 

図-1　土砂移動発生箇所（国土地理院の判読結果による）

⑤ ④

③

②

①

ため池

図-5　口田南3丁目周辺の国土地理院撮影の正射画像
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本地区の写真を写真-7 〜写真-11に示す。本地区にお
いては、写真-8に示す三面張り区間より上流は、河床を
著しく侵食して県道66号を寸断した（写真-7参照）。三
面張り区間の直下の河床勾配1/10 〜 1/20の区間は、巨
礫を含む大量のマサ土の流出により河道沿いの家屋が被
害を受けた（図-8、写真-9参照）。河床勾配1/20 〜
1/50の区間は、大量のマサ土が堆積し河道が埋塞した

（図-8、写真-10参照）。
侵食区間と堆積区間の境となる三面張り区間に、土

砂・洪水が氾濫した形跡はみられず（写真-8参照）、複
数回発生したと思われる土石流の一波あたりの規模は、
比較的に小規模であったと推察する。

4. 被災地区での避難に関する聞き取り調査
4.1　聞き取り調査概要

広島県内において7月6日、7日に土石流あるいは土砂洪水
氾濫によって被災した地区の皆様に、当日の地区内の状況、
避難状況、また日頃の活動、避難や防災に関する意識など
について聞き取り調査を実施した。

調査は、8月22日、23日、27日に国土交通省中国地方
整備局河川部河川計画課、広島県土木建築局土砂法指定
推進担当と当センターの合同で実施した。

聞き取り対象は、聞き取り調査順に熊野町川角自治会 自
主防災会会長、広島市安佐北区口田学区町内連合会会長、
広島市東区福田自主防災会リーダー、東広島市黒瀬町市飯
田洋国団地自主防災会リーダー他2名、呉市天応地区自治
会連合町内会会長をそれぞれ訪問し直接お話をうかがった

（図-1参照）。また、今回は災害に遭われなかったが、平成
11年の広島豪雨災害で被災し、これを契機に様々な防災活
動に取り組んでいる広島市佐伯区五日市町河内地区自主防
災会連合会会長のお話も伺うことが出来、あわせて6地区
8名の方々から聞き取りを行った。

4.2 調査結果
聞き取り内容から抜粋したものが次の通りである。（順

不同）
（1）防災体制・活動・住民の意識

・夜間避難訓練実施。過去の災害実例を見せている。
・ 住民は避難情報に関する言葉の意味を理解していな

い。避難準備情報とか避難勧告とかわかりにくい。
・ （土砂法の）警戒区域等の指定が一定の防災意識の向

上につながった。
・ （土砂法の）警戒区域等の範囲が広すぎると、危険箇

所の信頼低下につながる。
・ 危険の周知も大事だが、それ以上に住民を避難行動

に移すための防災意識の向上に向けた常日頃からの
啓発活動が大事。

・ 「今まで被災してないので大丈夫」と思っている人が
多い。

写真-2　源頭部付近の土石流発生状況（2018年7月16日空撮）（図-5中①）

写真-3　ため池上流の河道の侵食状況（2018年11月10日撮影）（図-5中②）

写真-5　谷出口付近の家屋の被災状況（2019年7月16日撮影）（図-5中④）

写真-4　河床の侵食状況（2018年11月10日撮影）（図-5中③）

写真-6　谷出口における堆積状況（2019年7月16日撮影）（図-5中⑤）
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現 場 から

・ 自治会独自で雨量計を整備し情報を自主防災組織内
に配信している。

・避難勧告前に市と連絡をとり自主避難している。
・ 砂防施設整備されたところでも過信することなく避

難を心がけている。
・ 町内運動会で「車いす組み立て移動」の防災種目を

やっている。
・ 平成26年広島市安佐南区災害を題材に土砂災害啓発

の手作り紙芝居を作成した。
・ 高齢者は、動けないので避難しても他の人に負担を

かけると思っている。
・ 避難を呼びかけても避難しないのは、「また、ガセ
（ネタ）じゃないか」と思っている。（昨年9月に防

図-7　呉市天応地区の国土地理院撮影の正射画像

大屋大川
　A＝6.02km2

Ａ=1.23km2
右支渓

図-8　呉市天応地区大屋大川の河床勾配

①

河床勾配
■~1/50
■1/50~1/20
■1/20~1/10
■1/10~1/7
■1/7~

②
③

④

⑤

大屋大川
右支渓

写真-7　河床の侵食状況（2018年7月16日撮影）（図-8中①）

写真-8　三面張り区間（2018年7月16日撮影）（図-8中②）

写真-9　家屋の被災状況（2018年7月16日撮影）（図-8中③）

図-6　口田南3丁目における氾濫範囲と被害状況
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災メールで避難を呼びかけ何もなかったので今回も
同じと思っていた。）

・ 訓練は年2回実施している。そのおかげで知識は身
についたと思う。

・ 防災ラジオを自治会費で購入し全戸配布して役に
立った。

・ 避難時に支援の必要な方々は、市への届け出、自治
会の調査で把握している。

（2）当日の避難行動
・ 近所付き合いがない、自治会に入ってないなど情報

が伝わらない。（その結果、被災）
・ 避難の呼びかけに回ったが、呼びかけする人数（役

員）に対し世帯数が多い。
・ 平成26年広島土砂災害で、安佐南区では（連続雨

量）200mmで崩れたと聞いていたので雨量計が
200mmになった時点で避難した。

・ 土砂災害発生前に異臭を感じた人がいた。
・ 土砂災害発生をきっかけに避難が始まり、石や泥の

中を歩いて避難所にきた人がけがをしていた。
・ 被災後に避難所に来た人が断然多い。
・ 高齢者が土石流発生前に「川の流れが気持ち悪い」

と自主避難した。
・ あらかじめ民生委員役員会で各委員が避難時に担当

する高齢者・障害者を決めておいたので、今回、対

象者を事前に避難させて助かった。
・ 20時過ぎに場所によっては腰まで水が来ているとこ

ろもあった。ほとんどの人は避難せず家にいた。翌
朝、土砂や流木が大量に出ていた。

（3）避難についての課題・意見
・ 避難勧告が出ても避難所が開設されておらず別の場

所へ行った。
・ 高齢者を避難させてといわれても自治会では高齢者

情報がなく高齢者の避難ができない。
・雨と二重窓で防災無線が聞こえない。
・ 今回の土石流はハザードマップの範囲から外れていた。
・ 平地がないのでどこに避難していいかわからないし、

避難時に被災の可能性がある。
・安価な雨量計を増やすべき。
・ 避難所にいる全員が災害情報を共有するため、テレ

ビ等を設置してほしい。
・避難所にPC等を使えるようにwifiを用意してほしい。
・避難手順書を整備する必要がある。

  （防災、避難に）リーダーシップを発揮できる人が重
要だ。

4.3　まとめ
今回、聞き取り調査にご協力くださった方々は、平時

からそれぞれの地域において防災活動に取り組み、災害
時にも率先して行動されていることがわかった。災害時
に住民の避難行動が行われるためには、行政と住民の“つ
なぎ役”である自治会長や自主防災会リーダー等の存在
が重要であることを改めて認識した。

また、自治会で要配慮者を把握している地区と把握し
ていない地区があること、避難所に関しても自治会長が
避難所のカギを預かっている地区、カギを預かっておら
ず避難所である学校に連絡することになっている地区、
というように自治体ごとに自治会等の役割に違いがある
こともわかった。

最後に聞き取り調査にご協力くださいました6地区8名
の皆様に感謝申し上げます。

5. おわりに
西日本豪雨では、多くの尊い人命が失われ、多くの方

が未だ避難生活を強いられている状況にあります。亡く
なられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災地の
早期の復興を祈念いたします。

参考文献
1）�消防庁応急対策室（2018）：平成30年7月豪雨及び台風12号によ
る被害状況及び消防機関等の対応状況（第58報）、平成30年
11月6日

2）�広島県災害対策本部（2018）：平成30年7月豪雨災害による被害
等について（最終報）、平成30年8月13日現在

3）�海堀正博他（2018）：平成30年7月豪雨により広島県で発生した
土砂災害、砂防学会誌、vol.71、No.4、pp.49-60。

写真-10　河床の堆積状況（2018年7月16日撮影）（図-8中④）

写真-11　右支渓との合流部の堆積状況（2018年7月16日撮影）
（図-8中⑤）
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自然災害とともに生きる時代
平成最後の「今年の漢字」は「災」であった。1月の草

津白根山の火山噴火、6月の大阪府北部地震、7月の西日
本の豪雨、8月の関西地方への台風直撃、9月の北海道胆
振東部地震、とにかく多くの災害に見舞われた1年だった。

私の生まれ育った新潟市は、信濃川と阿賀野川の氾濫
原として発達した新潟平野だけに、洪水氾濫等の被害を
受けやすい土地である。加えて、活断層に囲まれた平野は
地震の巣でもある。大学で地形や地質を専攻しようと思っ
た時も、防災に携わる仕事に就こうと決めた時も、振り返
ると、私の人生を動かしてきた場面には災害があった。

地球環境問題に取り組みたいと思って理学部の環境学
科に進学した大学1年の夏「8月4日」、新潟では内水氾濫
が起きた。朝起きて部屋のカーテンを開けると、家の前
は川だった。一週間前に講義で習った「地図にない湖」
の光景そのものである。床下浸水は免れたが車は壊れ、
時間を追うごとに近所中の水が集まり、最後に排水され
たのが我が家の前。どうやら我が家は近所の中でも最も
標高が低かったようだ。この時に地形の高低差に強く興
味を持った。幼い頃から東に五頭山地、西に角田・弥彦
山地を望み、方角は山の形で知った。その間にはただた
だ低平な水田しかないと思って育ってきたが、そうでは
なかった。平野のなかにも、砂丘や自然堤防のわずかな
高まりや、水田の高さが一段低い形で残る旧河道など、
凸凹があることをこの年に学んだ。そして、新潟の古い
遺跡は高まりを成す地形からきまって発掘されるとも
習った。先人たちが自然の脅威から免れるために、より
安全で住みやすい土地を選び続けてきたことを物語って
いるのだろう。そう思うと、地形は、自然災害とともに
生きてきた人々の積み重ねてきた時間に感じられ、一気
に私の興味の的になっていった。

それから数年、就職先を決めかねていた初夏「7月
13日」、新潟はまた豪雨災害に遭った。途切れた河川堤
防、茶色い泥水に押し流されていく家屋、テレビに映し
出されるどの映像もそれまでの人生で見たことのないも
のだった。実家が被災した人も多く、学生は皆、自分に
何ができるのかを考えたのだと思う。後輩たちの多くは
土砂撤去のボランティアに行っていたが、私は大学の災
害調査団に加えてもらうことにした。ヘルメットと長靴を
身に着け、何度も現地に足を運んだ。この時の調査を通
して感じた使命感が、防災に携わる仕事へと私を導いた。

④

災害現場は様々なことを教えてくれる貴重な場所であ
る。この業界にいると、あの現場に行ったことがあるな
ど、ある種ステータスのように話す技術者も少なくない
と思う。それだけ災害現場は新たな知見を教示してくれ
るからなのだろう。

私も就職してから災害調査に行かせてもらうことが何
度かあった。しかし、何度行っても慣れる場所ではなく、
私は災害現場が苦手である。しかも、災害調査はいつも
悲しい。すべてが事後だからである。ただでさえ、被災
地はマスコミにさらされ、ヘルメットを被った見知らぬ
集団が、事が起きた後の現地を調査していく。どんな気
持ちで耐えていらっしゃるのか、そんなことを先に考え
てしまうのだ。もちろん学識高い先生が発生要因や発生
実態を調査されるのは別である。新たな知見を指摘され、
課題や対応方針について提言されることはとても重要な
ことである。しかし、私が災害調査に加わったところで、
被災地からは学ぶことばかりで、地域に何を還元するこ
とができるのか、次の災害を一つでも防ぐことは果たし
てできるのか、そんな気持ちに苛まれてしまう。

私の身近には災害が多いような気はしていたが、やは
り気のせいではなかった。新婚旅行の申込みを済ませた
直後の「2月22日」、ニュージーランドのクライスト
チャーチで地震が起きた。旅行先の変更を検討している
と、今度は「3月11日」東日本大震災が発生した。私の
人生にはやはり災害が多い。誕生日や結婚記念日と同じ
ように、忘れられない災害発生日が年間に多くある。

新元号となる時代は、「今年の漢字」はなどと言わなく
とも毎年、きっと世界中のあちこちで自然災害に見舞わ
れるに違いない。私だけでなく、きっと誰もの身近に
なっていくに違いない。

いっそ強くなることをスローガンに掲げず、弱さを知
り受け入れて、備えたり避けたりすることが重要なのだ
ろうと思う。強く立ち向かうのが男らしいとすれば、備
えたり避けたりすることは、むしろ女性向きかもしれな
い。業界にも増えてきた女性技術者の一人として、自然
災害としなやかに向き合っていく方法を発信できるよう
力を尽くしていけたらと思う。

櫻
さくら

井
い

 由
ゆ

起
き

子
こ

（朝日航洋株式会社）



28 sabo Vol.125 2019 Winter

REPORT

 1.  はじめに
北海道大学国土保全学研究室（URL : http://lab.

agr.hokudai.ac.jp/kokudohozen/index.html）は、国
土保全に係る実社会に直結した実践的な研究と人材
の育成を目的とした寄附講座（寄附者：一般財団法
人砂防・地すべり技術センター）として、平成25年
度から農学研究院に設置されています。初代：南哲
行特任教授（H25・26年度、現：砂防・地すべり技
術センター理事長）、野呂智之特任准教授（H25 〜
27年度、現：国土技術政策総合研究所土砂災害研究
室長）の後を受け、小山内特任教授、林特任助教が
研究室の運営を行っています。

本稿では、本年度で最終年度を迎える国土保全学
研究室、及び、国土保全学研究室が構成員として参
加する文理連携による防災・減災に関する教育研究
組織「突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点」

（URL : http://lab.agr.hokudai.ac.jp/disaster/）の最新
の活動状況について報告いたします。また、9月6日
に発生した平成30年北海道胆振東部地震による土砂
災害への対応を報告します。活動の詳細については、
上記の研究室・拠点及び砂防学会北海道支部のホー
ムページ（URL：https://jsece.or.jp/branch/hokkaido/）
にも掲載しています。

 2.  国土保全学研究室の活動
国土保全学研究室の活動も最終年である6年目を

迎え、活動の柱である教育・研究活動、社会貢献に
ついて、充実した取組内容となっており、現在、集
大成としてその成果をとりまとめています。

2.1　教育活動
本年度も砂防を入り口に国土・地域保全の重要

性・必要性を学ぶ、大学院共通授業「国土保全学総
論」（本誌Vol.117、平成26年度より継続、前期開
講）を開講しています。授業の中では講義の他に現

　特任教授　小
お さ な い

山内 信
のぶとも

智 ・ 特任助教　林
はやし

 真
しんいちろう

一郎
北海道大学大学院農学研究院 連携研究部門融合 研究分野 国土保全学研究室

地見学の回も設けています。本年度は北海道庁のご
協力を得て、札幌市内琴似発寒川の渓流保全工、砂
防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設を見学し、砂防事業
が都市の発展の基礎となっていることを学びました

（写真-1）。
また、研究室では流域砂防学研究室の希望する学

生を対象に砂防の施策・実務を学ぶ国土保全行政ゼ
ミを開催しています。本年度も受講生から国家公務
員総合職試験の合格者がある等、次世代の砂防を担
う人材育成に着実な成果を上げています。

2.2　研究活動
研究の柱の1つである「北海道の大規模災害の解

明に関する研究」については、平成28年の台風
10号による豪雨により十勝地方で発生した土砂流出
を対象に研究に取り組んでおり、災害の発生機構に
ついてLandslides誌1）、代表的な渓流における土砂移
動の量的質的な評価について砂防学会誌2）に査読付
き論文として掲載されています。また、後程詳しく
述べますが、平成30年9月6日に発生した平成30年
北海道胆振東部地震（以下、胆振東部地震）による
土砂災害についても発生機構の解明・二次災害防止
のための留意事項の整理等に取り組んでいます3）。

もう1つの柱である「地域防災力の向上に関する
研究」については、国土交通省河川砂防技術開発公

国土保全学研究室、突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点
の平成30年度の活動、及び、平成30年北海道胆振東部地震
による土砂災害への対応

写真-1　琴似発寒川渓流保全工の見学
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募「大規模地震とそれに伴う地盤の劣化に起因する
連鎖複合型土砂災害の発生機構と対策」へ参画し、
平成28年熊本地震以降の阿蘇地域での土砂の二次移
動を対象に、地震前後の複数の降雨指標を比較する
ことにより土砂移動現象を引き起こす降雨指標の閾
値の定量的な把握を行いました。この成果は第9回
土砂災害に関するシンポジウム論文集に査読付き論
文4）として採録されています。

研究成果の公表については、査読付き論文5編
（和文2編、英文3編）、国内の研究発表会（平成
30年度砂防学会研究発表会（口頭2件、ポスター
5件 ）） 等 で は 計10件、 国 際 学 会INTERPRAVENT 
2018ではポスター 4件の研究発表を行いました。
INTERPRAEVENT 2018では、林特任助教が衛星SAR
画像による広域の崩壊地調査から最大被害を推定す
る手法についての発表でポスター賞を受賞しました

（写真-2）5）。

2.3　社会貢献
社会貢献活動の一環として、市民・防災技術者向

けの講師・講演活動を10件行いました（平成30年
12月19日時点）。また、土砂災害に関する国内外の
メディアからの取材対応を29件（うち胆振東部地震
関係27件、4．に詳細を記載）行いました。防災・減
災に関する有識者としての活動等として、国土交通
省、北海道庁、火山防災協議会、JAXAの有識者委員
会に参画しています（表-1）。

 3．   突発災害防災・減災共同プロジェクト
拠点の活動

突発災害防災・減災プロジェクト拠点（拠点長：

農学研究院山田孝教授）では、①研究開発、②防災
教育、③社会貢献を3つの柱に据え活動を行ってい
ます。より詳細な活動内容については、「平成29年
度年次報告書」6）をホームページに掲載しておりま
すのでご覧下さい。平成30年度より拠点の構成員と
して、理学研究院稲津將教授（気象学）、工学研究
院今日出人特任教授、久加朋子特任准教授（地域防
災学）が新たに加わり、計20名で活動を行ってい
ます。

3.1　研究開発
2.2で述べた平成28年の台風10号による豪雨によ

り十勝地方で発生した土砂流出に関する研究1）は工
学研究院泉典洋教授、久加朋子特任准教授との共同
研究であり、砂防領域から河川領域まで流域一貫し
た災害の機構解明に取り組みました。この他にも拠
点構成員は昨年度約80編の研究成果を公表しま
した。

本年度から科研費基盤研究（A）「連鎖複合型災害
現象のメカニズムと人口急減社会での適応策」（平成
30 〜 32年度）が採択され、我が国において気候変
動、人口急減の影響を最も受けやすいと考えられる
北海道を中心に更なる研究に取り組んで参ります。
また、科研費プロジェクト研究会を定期的に開催す
る等、着実な進捗を図っています。

3.2　防災教育
本年度も拠点を構成する多様な分野の研究者が各

回を担当し、幅広い防災・減災に関する知識を学ぶ
大学院共通授業「突発災害危機管理論」を開講して
います（本誌Vol.121、平成28年度より継続、後期

表-1　防災・減災に関する有識者委員会への参画

委員会等名称 委嘱元 役職

小山内

十勝川流域砂防技術
検討会

国土交通省北海道
開発局・北海道 委員長

アトサヌプリ火山防災
協議会

アトサヌプリ火山防災
協議会 委　員

雌阿寒岳火山防災
協議会

雌阿寒岳火山防災
協議会 委　員

土木での木材利用
研究会 北海道水産林務部 座　長

天人峡美瑛線災害
対策会議 北海道建設部 委　員

河川砂防技術基準検討
委員会 国土交通省 委　員

林
人工衛星画像データの
土砂災害への活用検討
ワーキンググループ

国土交通省・JAXA 委　員
写真-2　INTERPRAEVENT2018ポスター賞受賞
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開講）。また、北海道庁の「治山技術者中堅職員特
別研修」、一般財団法人北海道開発協会が主催する

「平成30年度建設事業専門研修会」への講師派遣を
予定しており、地域を守る防災技術者へのリカレン
ト教育等の地域防災力の向上への貢献を引き続き
行っていく予定です。

3.3　社会貢献
社会貢献活動として、6月14日に北海道防災・減

災セミナー「北海道における防災・減災の視点」を
開催しました。北海道における防災・減災の課題（工
学研究院今特任教授）、国土強靭化・地域づくり（奥
野信宏北海道大学農学研究院客員教授、名古屋都市
センター長、国土審議会会長）に関する講演を踏ま
え、拠点の研究者のディスカッションにより北海道に
おける防災・減災の論点の整理を行いました。セミ
ナーには約70名の参加者がありました（写真-3）。

また、胆振東部地震の約1か月後となる10月22日
に北海道大学の研究者の最新の調査結果・知見の一
般への共有を目的に「北海道胆振東部地震緊急
フォーラム」を開催しました。フォーラムでは、地
震、土砂災害、液状化被害、建築被害、経済被害、
防災政策を専門とする6名の研究者からの緊急報告、
大学院生からの災害ボランティア体験・留学生から
の被災体験の報告を行うとともに、研究者による地
震から得られた教訓・課題等についてのディカッ
ションを行いました。一般市民、及び、大学・研究
機関・防災関係行政機関・民間企業等から、約
300名の参加者があり、報道機関の関心も高く、新
聞7社、テレビ3社の取材がありました（写真-4）。

他にも、北海道大学ロバスト農林水産工学国際連
携研究教育拠点の開催するRobust BOSAIシンポジウ
ムでの発表、科学技術コミュニケーション教育研究
部門（CoSTEP）の胆振東部地震に関する取材対応を
行う等、学内の防災関連プロジェクトへも積極的に

参加し連携を図っています。
本年度も一般市民が土砂災害に対して理解を深め

ることを目的に「土砂災害を考える防災講演会　in　
室蘭」を北海道庁と共催で開催する予定です（小山
内特任教授が講師として参加、平成27年度から道内
各地で開催）。

 4．   胆振東部地震による土砂災害への
対応

胆振東部地震に対しては、小山内特任教授が北海
道開発局への支援として、厚真町日高幌内川の河道
閉塞の調査・対策への助言、また厚真町への支援と
して、厚真町役場での台風25号による二次災害防止
のための会議において自治体・防災関係者に向けて
災害リスクに関する助言（写真-5）を行う等、技術
的な支援を行っています。

また、砂防学会平成30年北海道胆振東部地震土砂
災害緊急調査団砂防学会災害調査団（以下、調査
団、団長小山内特任教授、林特任助教は団員として
参加）に参画し、現地調査により、災害メカニズ
ム・二次災害防止のための留意点を明らかにすると
ともに、報告書の公開・調査結果報告会の開催を迅

写真-3　北海道防災・減災セミナー
「北海道における防災・減災の視点」におけるディスカッション

写真-4　北海道胆振東部地震緊急フォーラム
（左から3人目小山内特任教授）

写真-5　厚真町での二次災害防止のための会議
宮坂町長（中央）の左隣：小山内特任教授
（写真提供：国土交通省北海道開発局）
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速に行い、調査結果の防災技術者・市民に向けた情
報提供に取り組んでいます（表-2）。さらに、調査
結果を緊急提言としてとりまとめ、国土交通省砂防
部・北海道開発局、北海道庁に提出しました（写
真-6 〜 8）。

小山内特任教授、林特任助教は、胆振東部地震の
災害機構の理解の促進、二次災害防止の啓発のため、
国内外メディアへの対応を行っています（写真-9、
掲載メディア：のべ国内26社（新聞22社、テレビ
4社）、国外雑誌1社、平成30年12月19日時点）。

胆振東部地震に対しては、科学研究費助成事業
（特別研究促進費）「平成30年北海道胆振東部地震と
その災害に関する総合調査」（研究分担者：小山内特
任教授）が採択される等、他大学・関係研究機関と
も連携を図りながら、今後も研究を進めて参ります。

 5．  おわりに
平成31年3月5日北海道大学学術交流会館におい

て国土保全学研究室の6年間、拠点の4年間の成果を
とりまとめ、報告会「北海道の防災研究を考える」
を開催しますので是非ともご参加ください。来年度
4月1日以降は、国土保全学研究室と拠点を発展的に

統合した形で、学内共同施設（研究施設）「広域複
合災害研究センター」という防災・減災に関する北
海道大学の正式な教育研究組織となり、さらなる取
組を進めて参ります。引き続きご支援のほどよろし
くお願い申し上げます。
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p.151-156
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2018,�p.401-407

6）�北海道大学突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点（2017）：
平成29年度報告書、103pp.、http://lab.agr.hokudai.ac.jp/
disaster/pdf/Annual_Report_2017.pdf

写真-6　国土交通省への調査概要・提言内容の説明
（左奥：小山内団長、右手前：今井砂防計画課長）

写真-7　北海道開発局への提言の手交
（左：小山内団長、右：水島局長）

写真-8　北海道庁への提言の手交
（左：小山内団長、右：岡田建設部長）

写真-9　胆振東部地震に関する現地での取材対応
（右：小山内特任教授）

表-2　砂防学会調査団の主な活動概要

砂防学会調査団の主な活動概要
9/6 地震発生

7 調査団先遣隊現地調査
10 調査団結成（団長：小山内信智北海道大特任教授）
12 先遣隊報告の公表

13、14 第一次調査団現地調査
26 第一次調査団調査報告の公表
28 報告会（札幌）の開催

10/19
〜 22 第二次調査団現地調査

25 報告会（東京）の開催
国土交通省への提言提出

29 国土交通省北海道開発局・北海道庁への提言提出
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表層崩壊・深層崩壊・土石流といった土砂移動現象
の多様性、および地域特性からくる場の条件の違いを素
因として降雨指標に反映させることを目的に、降雨情報
と空間分布モデル、あるいは降雨情報のみを用いた2方
向からのアプローチによって得られた新たな降雨指標の
提案を行い、その有用性を議論した。

検討では、東京都伊豆大島・大島町の過去2つの土砂
災害事例（1958年狩野川台風、2013年台風26号）と降
雨情報の分析から、「谷筋を中心とした表層崩壊」と「山
腹斜面の広範囲にわたる大規模表層崩壊」の違いが生
じた結果を、空間分布モデルで再現することを目指した。
Z軸底面に抜ける鉛直浸透流を想定した空間分布型モデ
ルを使用することで、伊豆大島の表層崩壊事例の特徴を
ある程度まで再現することができ、素因としての場の条
件の影響を直接的に考慮することが可能な降雨指標にな
り得ることを示した。

また、現行の警戒避難システムとして広く採用されて

いる土壌雨量指数と60分積算雨量の組合せフレームに
若干の変更を加えることにより導かれる、「確率年を両
軸に使用した直感的に把握しやすい降雨指標」の提案を
行った。提案された指標では、土砂災害危険度の時系
列変化が明確に示され、運用の容易さにつながることが
推察される。伊豆大島の事例に適用した結果、現状の警
戒避難システムの指標で土砂災害発生降雨として補足し
てしまう土砂災害非発生の降雨イベントを適切に除外で
きることが確認でき、他地域を含めた今後の検証で有用
性を評価していくことが必要である。

広島県庄原地区の表層崩壊事例と宮崎県畑地区・
野々尾地区の深層崩壊事例を対象とした分析では、現行
の警戒避難システムのタンクモデルに着目することで、
土砂移動現象の多様性を反映した降雨指標の可能性を
示した。検討では、3段の各タンクから個別に数値を抽
出すが可能であることを明らかにした。

平成30年度
砂防地すべり技術研究成果報告会

平成30年11月6日（火）午後1時30分より、砂防会館別館シェーンバッハサボーにおいて
「平成30年度砂防地すべり技術研究成果報告会」を開催しました。本報告会は、当センターの
公益事業の一環である研究開発助成による研究の成果を広く一般に公表し、関連事業及び今
後の各方面での研究活動に役立てていただくことを目的として、毎年実施しているものです。

本年度は、国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部より御挨拶を賜り、続いて平成29年度
研究開発助成事業により実施された研究5題および平成28年度に実施された研究1題の発表
となりました。あいにくの天候にもかかわらず218名ものご参集を頂いての盛会となりました
ことをここでお礼申し上げます。

（一財）砂防・地すべり技術センター

発表

1
土砂災害の多様性と地域性を考慮した土砂災害危険雨量の
運用に関する検討

執印康裕　しゅういんやすひろ
宇都宮大学 農学部 教授
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山地斜面は水流による侵食や斜面崩壊など多種多様
な地形プロセスによって形成されており、かつ土壌深の
変化速度は過去に生じた崩壊地への流入・流出に伴う土
砂のフラックスと関係し、将来の崩壊の発生確率を推定
するうえで不可欠な要素である。本研究では風化しやす
い特徴をもつ蛇紋岩体に発生した古い崩壊地を対象と
し、2017年後半〜 2018年前半にかけての冬季期間にお
ける風化プロセスが侵食・崩壊の相互作用に与える影響
について検討した。研究対象地は北海道中央部の鵡川
水系内に位置する八幡の大崩れであり、現地より採取し
た試料の室内実験より岩石強度・風化状況を明らかに
し、現地調査より侵食プロセスの実態を把握した。

実験室では、対象箇所の状態の異なる4地点にて採取
した蛇紋岩試料の物性分析と溶解実験を実施した。採
取試料は黒色タイプと緑褐色タイプの2種類に区別でき、
いずれも一般的な蛇紋岩に見られる白色の岩脈を有して
いたが、緑褐色タイプには岩脈が比較的多く含まれてい
た。実験の結果、黒色タイプと比較して緑褐色タイプの

方は亀裂が多く、強度が小さいことが確認でき、後者で
は風化が進行していると評価できた。

また、UAVによる写真撮影を2017年10月9日と2018年
6月10日の2回実施し、3次元解析ソフトを用いて高解像
度地形図を作成した。2時期の平均の標高変化量は-0.04 
m、標準偏差は0.27mであり、これらの値はモデル上の
誤差の範囲内にあることから、期間中の地形変化量は比
較的小さかった。確認された斜面プロセスは小規模な岩
盤すべりとスランプに限られ、リル・ガリーの形成を伴
う流水による侵食は発生しなかった。斜面において生産
された土砂は流路システム上に到達したが、崩壊地の系
外には到達しなかったため、この期間中斜面と流路シス
テムの間の結合性は限定されていたと考えられる。

本研究では1回の冬季期間における変化を対象とした
が、異なる対象期間での変化や今年発生した北海道胆
振東部地震の影響等を今後検討する必要があると考えら
れる。

鋼製透過型砂防堰堤（以下、透過型堰堤）は、土石
流の先頭部に巨礫や流木が集中する特性を利用し、堰
堤の透過部を閉塞することで後続の土砂を捕捉するもの
である。透過型堰堤の形状にはいくつかの種類があるが、
平成26年に発生した長野県南木曾での被災事例では、
前面の傾斜の有無によって、部材の破損状況に違いが
見られた。しかし、既往の研究において、透過型堰堤の
前面傾斜角が衝撃荷重に及ぼす影響に関する実験は見
られず、分析ができない状況である。

そこで本研究では、礫および流木混じり土石流につい
て、透過型堰堤に作用する荷重時間関係を捕捉実験に
より計測し、堰堤の前面傾斜角が及ぼす影響について検
討するとともに、数値解析により捕捉実験の再現を
行った。

捕捉実験の結果、礫のみおよび流木混じりの何れの
ケースにおいても、前面傾斜角が30°の場合の最大衝撃
荷重は、0°の場合と比べ約20 〜 30%低減した。この理
由は、透過型堰堤の前面に傾斜があることによって、礫

や流木の衝突面に接する量が直立形状に比べて少なくな
ること、また、衝突する接触面に時間的な遅れが生じる
ことなどが起因していると考えられる。

数値解析では、捕捉実験とはやや最大衝撃荷重に達
する時間が異なるものの、最大衝撃荷重は概ね再現する
ことができた。また、礫間相互における接触力の変化を
可視化することができた。

以上の結果から、礫同士の接触距離が長くなることで
衝撃荷重の低減が期待できると考えられる。これを検証
するために、捕捉実験体に前置減勢工を設置して同様の
捕捉実験を行い、荷重時間関係を計測した。その結果、
前置減勢工により先頭部の礫が捕捉され、その上を流れ
る後続の礫は摩擦の影響によって減速し、衝突荷重が低
減されることが分かった。現行設計より厳しい荷重に対
して、下流部の災害を減ずることを検討する際に、前置
減勢工を既設堰堤の上流部に設置することによって設計
荷重を低減することができると考えられる。

発表

2
北海道「八幡の大崩れ」における
風化・侵食・マスムーブメントの相互作用

PARKNER ,Thomas　パークナー、トーマス
筑波大学 生命環境系 助教

発表

3
鋼製透過型砂防堰堤に作用する土石流荷重の
推定に関する研究

香月智　かつきさとし
防衛大学校 建設環境工学科 教授
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土石流被害の防止・軽減には影響範囲の把握が必要
であり、土石流シミュレーションは適切な条件設定を行
えれば有効なツールとなるが、土石流の到達範囲及びシ
ミュレーション結果には発生条件と地形条件の設定が大
きく影響する。近年は局地的な豪雨等の影響から、より
大規模な土石流が多く発生する傾向にある。土石流規模
は、災害発生後の移動土砂量を用いた検討や推定した
ピーク流量の報告、総流量とピーク流量の関係を整理し
た検討はあるが、これまでの発生事例を基に規模を複数
段階に区分した事例はほとんどない。

筆者らは、土石流の発生条件から氾濫・堆積までを考
慮した適切な地形解像度を検討することを目的に、既往
の災害事例から土石流の発生規模を三段階に分類して、
解像度の異なる地形データ（5mメッシュのGSIと1mメッ
シュの詳細なDEM）でのシミュレーションを実施した。
結果から、小規模や中規模の土石流では解像度の差が、
特に流路の地形データへの反映が影響し、小規模では

流路の段落ち等の詳細が到達範囲に影響することが示さ
れた。これより、小・中規模では詳細な地形データを用
いて流路等が再現できるメッシュの設定が望ましく、大
規模な土石流では地形データの到達範囲への影響は小さ
いと述べられている。

ここで詳細なDEMは計算コストが大きい課題もあり、
対象とする土石流規模や、危険範囲の外縁を把握する
のか、詳細な危険度分布を検討するのか目的に適した地
形データや計算格子の設定が必要とされている。本研究
やこれまでの検討から、土石流による危険範囲の外縁の
主な流下経路を把握する目的であれば、全国の情報が公
開されるGSI の地形データや、5m計算格子でも対応で
きることが多い。また、解像度10mのGSIデータ、計算
格子10mでも流路が表現される場合があるため、今後も
土石流渓流や地形データの情報収集や解析を行い、流
量規模に対しての流路高／流動深などの指標を用いて、
適切な解像度の提案を目指す。

異常気象時に強震動を経験したテフラ斜面における土
砂災害の発生危険度を的確に評価するため、南阿蘇村、
河陽高野台地区付近において発生した地すべりに対して
詳しい調査を実施した。

まず、クラックの発生した地すべり地において、クラッ
クの内外への土壌水分計を深度1m、2m、3mに設置し、
クラックを挟んだ伸縮計、雨量計、気圧計と共に、1分
間隔の観測を実施した。その結果、深度2m以深の土壌
水分計の反応が遅く鈍いことが分かった。深度2m付近
には、黒ボクやロームが分布しており、難透水層を形成
していると考えられる。

次に、すべり面下部の褐色テフラ層、すべり面上部の
黄褐色軽石及びすべり面付近の淡黄色軽石（黄褐色軽
石の風化物）に対する、不撹乱試料での現場一面せん
断試験を実施した。その結果、淡黄色軽石のピーク強度
は他の2試料と比較して著しく小さいことが分かった。
また、黄色軽石に対し、飽和非排水せん断試験を実施
した。その結果、有効応力経路において、せん断ゾーン

に発生した水圧の測定には遅れが出た。すなわち、試料
の透水係数が低いため、発生した水圧が消散しにくく、
崩土が薄くても、高速長距離運動が発生しやすいと推察
される。

その他、発生したクラックの近傍に測線を設け、高精
度表面波探査を実施した。複数のクラックが発生した平
坦な箇所では、約2m深においてVsが約80m/sを示し、
それ以深より速度が小さいことが分かった。クラックか
ら離れた箇所では、約2m以深にVsが約80m/sと小さい
層の存在が想定された。

以上より、地すべり地内の深度2m程度に存在するす
べり面及び移動土塊の土質強度は小さく、難透水層を形
成していること、表層から厚さ2m程度に低速度層が分
布することから、本調査地では流動性の高い地すべりが
発生しうると推察される。今後、降雨による斜面土層の
含水量の変化過程を解明するために、地すべり地より採
取した不撹乱試料の比抵抗測定と、現地において降雨
前後、降雨中の土層の電気探査を実施する予定である。

発表

4
土石流の発生条件と氾濫・堆積までを考慮した
適切な地形解像度の設定

中谷加奈　なかたにかな
京都大学大学院 農学研究科 助教

発表

5
地震により不安定化したテフラ斜面における降雨による
地すべりの発生機構及び災害軽減

王功輝　おうこうき
京都大学 防災研究所 准教授
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自然災害により発生する犠牲者に対しての客観的な分
析について、これまで十分な分析が実施されてきておら
ず、災害が起こる都度、感覚的・定性的な問題提起が
繰り返されている実情がある。また、こうした分析は行
政機関が業務で実施していると思われがちであるがその
ような制度は存在していない。そこで、本研究では土砂
災害および洪水災害による人的被害に関して、発生場所
から見た近年の風水害犠牲者の特徴を分析するととも
に、日本の風水害人的被害の経年変化とその傾向に対す
る一般的な認識等について検討した。

発生場所から見た風水害犠牲者発生の特徴を検討す
るため、筆者らが2004年以降の豪雨災害における犠牲
者712人分のデータベースを用いて、土砂災害及び洪水
災害を対象に、近年の豪雨災害時の犠牲者が危険箇所
付近で発生しているかについて検討した。その結果、土
砂災害犠牲者については87％、洪水災害犠牲者でも
45％が、ハザードマップ等で示されている土砂災害危険

箇所や、洪水浸水想定区域付近で発生していることが確
認された。これらの結果より、豪雨災害犠牲者の多くは

「想定外」の場所ではなく、あらかじめ公表されている
災害に関する危険性のある場所で生じるものと言える。
一方で、この調査結果は、範囲外での被害が生じること
も改めて示唆しており、位置情報が付与されにくい屋外
での犠牲者については十分な検討ができていない可能性
がある。今後さらに精査することが必要ではあるが、土
砂災害危険箇所、浸水想定区域といった情報の有効性、
信頼性を、客観的、定量的に示す端緒をつかめてきたと
考えられる。

その他、「日本の風水害人的被害の経年変化に関する
基礎的検討」、「豪雨災害の減少傾向に対する一般的な
認識について」、そして、「2016年台風10号による人的被
害の特徴」等のトピックについても、データに基づき分
析された結果が講演された。

発表

6
水害・土砂災害危険箇所と
人的被害の関係に関する基礎研究

牛山素行　うしやまもとゆき
静岡大学防災総合センター 教授

平成31年度　砂防・地すべり技術センター研究開発助成
募 集 時 期 の 御 案 内

当センターでは、公益事業の一環として研究開発助成事業を、毎年5月に募集しておりま
したが、31年度より9月募集となります。

この事業は、砂防ならびに地すべり及びがけ崩れ対策技術の向上を図るために、これらに関す
る技術開発及び調査研究をテーマとし、充分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等の研究者
に対して助成を行うものです。

平成31年度の応募方法及び様式等につきましては、
8月初旬より当センターHP（http://www.stc.or.jp/）へ掲載予定です。

	 問い合わせ先：（一財）砂防・地すべり技術センター　企画部　仲野
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-5　砂防会館5F

TEL　03-5876-3271
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「ひたすら戸隠大権現を念じて逃げろ。早く、早く。」　
善光寺モズ原村。大声で叫ぶ声がどこからともなく聞こ
えてくる。外へ出た途端、大地震が襲い、集落後方の山
から崩れた土砂が、村中残らず埋めつくした。だが、こ
の村人は誰一人怪我もしなかった。地元には、今もこの
ような霊験談が伝わる。信州戸隠山には、昔から九つの
頭を持った龍が住み、村人たちを災害から守ってきたと
され、大音声の警告は、九頭龍さんの天からの声である。

弘化4年（1847年）5月8日、信州善光寺平は大きな
地震に襲われた。丁度、7年に一度の善光寺御開帳の年
にあたり、善光寺界隈は、たくさんの参詣客で賑わって
いた。マグネチュード7.4と推定される激震により、推定
で7,500人ほどの犠牲者を出し、善光寺平周辺だけでも
4万個所を超える崩壊や地すべりが発生したのである。し
かし、このモズ原村（現在の長野市芋井百

も ず は ら

舌鳥原）では、
約50万m3の土砂が崩れ、19戸が倒壊したようであるが、
九頭龍さんのお陰で誰一人犠牲にならなかったのである。

戸隠山は、手
たぢからおのみこと

力雄命が天の岩戸の扉を引き開けた際、
扉を瑞

み ず ほ

穂の国に投げ落とした時に岩戸からできた山であ
るといわれる。もともとこの地に棲んでいた九頭龍さん
が手力雄命をお迎えし、手力雄命は戸隠山の岩窟に鎮座
した。戸隠の衆徒は、この神の力により、繰り返される
災害に立ち向かってきた。

戸隠山は、岩戸でできた山塊だけあって、全山岩だら
けの絶壁。肝を冷やす難関が行く手にはばかる。なかで
も恐ろしいのが蟻の戸渡り（図-1）と称される包丁の刃
のように尖った稜線。両壁はそそり立ち谷底も見えない。
登山地図は、㋖危のマークの連続。危険すぎて環境省も
公園園路には指定できないという。立って渡っていく勇
敢な登山者を横目に、自分は、稜線にまたがり、お尻で
ずって前進。やや恥ずかしいものの、落ちれば九頭龍さ
んへの生

い け に え

贄となる。まずそうなわが身では、九頭龍さん
も大して喜ぶまい。つかむ腕とまたがるお尻でごつごつ
とした九頭龍さんの固い背中を感じながら、吹き上がる
冷風に肝をさらに冷やす。その時であった。地獄から吹
き上がる霧の中から突如としてドラゴンが現れたのであ
る。「九頭龍さんが来たか！！」…　姿美しきミヤマサナ
エ（図-3）であった。すらっと伸びた光沢ある体。先端
の黄色い模様。まさに九頭龍さんのお使い。次の瞬間、
自分は息をひそめ、岩から手を放すと、身を思いっきり
乗り出し、足元の岩肌にもの静かに鎮座する神のお使い
にカメラを向けたのであった。ミヤマサナエは、その名
のとおり深山に現れるトンボで、暑い夏に好んで山の頂
を訪れるという。

この岩山から流れ出す巨石だらけの渓流には、クロサ
ナエ（図-4）がいた。サナエとは、“早苗”と書き初夏か
ら現れるトンボに名付けられた名称だ。渓流沿いを軽や

蝶たちをめぐる③

私は見た！　
雲間に浮かぶ
九頭龍の姿を

田
た

下
した

 昌
まさ

志
し

長野県砂防課長・
日本鱗翅学会理事

図-1　 霊峰戸隠山　九頭龍さんの背“蟻の戸渡り”（20cm幅ほ
どしかない稜線の両側は地獄である　稜線に立つ勇敢な
2人が見える）

図-2　 戸隠神社の奥社は九頭
龍さんを祀る

図-3　 ミヤマサナエ　蟻の戸渡りに飛来　高い山に現
れるトンボである。

図-4　 クロサナエ　岩場から流れ出す渓流
に生息

然 紀 行自 Natural Journey
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かに飛び回り、岩にぺたりと止まる。清流の音が響き渡
る中で、沈黙し身動き一つしない。時々、他のトンボが
飛んでくると、突然舞い上がり、激しく追っていく。そ
して、また戻ってきては、同じ場所で沈黙。比較的小型
のトンボであるが、オニヤンマのような図体の大きなト
ンボにも、果敢に挑戦し追い払う。トンボの戯れもいと
おかしである。

岩壁では、九頭龍さんの赤い眼を頂いたようなチョウ
であるベニヒカゲ（図-5）が飛んでいた。上昇気流に乗っ
てふわりふわりと気持ちよさそうに岩間を滑空する。長
野県では、3,000mの高山から亜高山まで生息するチョ
ウで、県の天然記念物に指定されている。シベリア方面
にまで広く分布する北のチョウである。紅色の紋とその
中にある小さな黒い点が、龍や蛇などの目に似ている。
カマキリやトリなどの天敵がこのチョウを食べようとす
る時、この紋をみて蛇がいると思い込み、恐れて食べな
いのである。田畑に目玉模様の飾りを吊るしているのを
よく見かけるが、よくよく鳥は目玉模様が嫌いらしい。
あのようなわざとらしい巨大な目玉にも鳥はだまされて
しまうのだ。ただ、ベニヒカゲの目玉模様は丸くなく、
完璧な目玉とはなっていないことから、しばしば鳥たち
に見抜かれてしまう。羽に鳥
がつついた痕跡のあるものが
見つかるのだ。「しまった見抜
かれた！ヤバー。」と思った瞬
間にくちばしがパカンッ！！　
パカン！！　あとはパニクって
ひたすら逃げるしかない寂し
い運命にある。

チョウやガのように他の生
き物に狙われやすい生物は、
目玉模様をもった種も多い。
鳥の餌食にされやすいチョウ
やガの幼虫にも、アゲハチョ
ウの幼虫の目玉模様のように
ギランギランと大きな目でに
らみつけるものがいる。幼虫
の場合は、模様のある胸部な

どを膨らませて大きくし、体を左右にゆっくりと動かす
ことによってより恐ろしさを演出する。チョウの中でも
飛ぶのが不得意で逃げ足の遅いジャノメチョウの仲間は、
目玉模様で身を守るしか手段がなかったのだろう。田ん
ぼで普通に見かけるヒメジャノメ（図-6）には、真ん丸
の大きな目が、羽の表裏についている。目玉の瞳には、
キラリッと輝く模様が意匠されていて、なかなかの芸術
作品である。ちなみにオオカマキリに狙われているベニシ
ジミ（図-7）は、目玉模様はないが、そのかわり俊敏に
飛び回り、逃げ足が速い種である。この腹ペコのオオカ
マキリも幻の“すご技”でご自慢の鎌を振り回したものの、
チョウの羽にわずかにふれただけで空しくも獲物を取り逃
してしまった。このあと、がっくりとこうべをうな垂れた
カマキリを見る自分も、ひどく辛くなったのである。

水の恵みをもたらすとともに、幾多の災害から人々を
守り続けてきた九頭龍さん。今回、霊峰戸隠山の山

さ ん

巓
て ん

で、
直接そのお姿をお拝見することは叶えられなかったが、
戸隠山で群れ戯れるチョウやトンボたちのひたむきに生
きる姿の背景に、うっすらと立ち込めた雲間をたおやか
に飛びゆく九頭龍さんの雄姿を、一瞬、垣間見ることが
できたような、なんともありがたい気持ちになった。

図-5　ベニヒカゲ　九頭龍さんの眼を持つ 図-6　ヒメジャノメ　蛇の目模様が見事 図-7　チョウ（ベニシジミ）はカマキリに狙われる

カマキリは田下に狙われ、田下は九頭龍さんに狙われる（木版画製作／著者）
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「インタープリベント2018」
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（一財）砂防・地すべり技術センター　企画部　国際課長
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被害の絶えないことを踏まえ、「変
動帯における大規模な土砂災害と減
災対策」をテーマに、1858年の飛
越地震で発生した鳶崩れとそれに伴
う大規模な土砂流出に苦しめられ、
110年にわたって、土砂流出を安定
させるための砂防工事が行われてき
た富山県富山市での開催となりま
した。

2．開会式および基調講演
開会式に先立ち、富山国際会議場

3Fのメインホールで、富山県立南
砺高等学校郷土芸能部の皆さんによ
り、越中五箇山民謡が披露されまし
た。2018年のピョンチャンオリン
ピックの開会式にも招待されたとい
う、見事なパフォーマンスが披露さ
れ、会場の雰囲気を盛り上げていま
した。

その後、開会式が始まりました。
最初に主催者を代表して、石川芳治
インタープリベント2018実行委員
会委員長が挨拶を行いました（写
真-1）。次に、共催者として、イン
タープリベント本部のクルト・ロー
ナー会長が挨拶を行い、続いて、国
土交通省の栗原淳一砂防部長、（公
社）砂防学会の海堀正博会長、そし
て、駐日オーストリア全権大使の
フーベルト・ハイッス氏が、挨拶を
行いました。最後に、開催県挨拶と
して、石井隆一富山県知事が、富山
平野を守り続けてきた立山砂防の価
値と、その富山でこのインタープリ
ベントが開催される意義を説明しま
した（写真-2）。

その後、各国の土砂災害や対策の
状況を紹介する基調講演が行われま

れたインタープリベントと比較して
も、第3位の規模でした。当セン
ターは、同シンポジウムを協賛する
とともに、実施支援を行いました。

インタープリベントは、洪水、土
石流、地すべり、雪崩などによる災
害の防止・軽減に関する学際的な研
究を促進し、併せて防災技術・知識
の普及を図ることを目的として、行
政組織の技術者と大学など研究者が
連携して組織された防災に関する総
合的な国際学会です。オーストリア
国ケルンテン州政府河川水利局（ク
ラーゲンフルト市）にあります。

オ ー ス ト リ ア 及 び 周 辺 国 で
1965・66年と相次
いで深刻な洪水・土
砂災害が発生したこ
と、スキー場や宿泊
施設、道路等の山間
部への拡大による急
激な災害の増加に対
する危機意識から、
1967年、クラーゲ
ンフルトに災害防止
に関する種々の領域
の研究者及び技術者
が 集 ま り 討 議 し、
翌1968年 に 学 会
が設立されました。
2018年は、学会設
立50周年にあたり
ます。

今回のシンポジウ
ムは、環太平洋地域
で、 火 山 噴 火、 地
震、そして気候変動
の影響による集中豪
雨や大型台風による

1．はじめに
国際シンポジウム「インタープ

リ ベ ン ト 2018」 が、2018年
10月1日〜 4日の4日間、富山国際
会議場（富山市）において開催され
ました。日本からの362人に加え、
台湾、韓国、インドネシア等の環太
平洋諸国、オーストリア、スイス等
のヨーロッパ諸国、そして、ブラジ
ル等のその他の国々から130名が参
加し、併せて27の国と地域（日本
を含む）から、492人の参加者が集
まり、過去、日本や台湾で開催した
インタープリベントの中で最大規模
であるとともに、ヨーロッパで開か

写真-1　開会式
（開会を宣言する石川実行委員長）

写真-2　 パワーポイントを使って立山砂防の説明をする石
井富山県知事
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した。最初に、栗原砂防部長によ
る、立山砂防事務所が培ってきた砂
防技術の歴史的価値、近年の激甚化
する災害に向けた砂防技術の進歩に
ついての基調講演がありました（写
真-3）。次いで、オーストリアの持
続可能・観光省III/5課渓流管理次長
のアンドレアス・ピヒラー氏が、
オーストリアにおける土砂災害対策
事業の変遷について講演しました。
フィリピンの公共事業道路省の治水
管理課長のドロエス・エム・ヒポリ
ト氏は、ピナツボ火山噴火後の応急
対応、復興について講演し、最後
に、台風の防災対応のために急遽来
日できなくなった台湾の李 鎮洋水土
保持局長の代理として王晉倫副局長
が、台湾における土石流災害に強い
コミュニティー作りの取り組みにつ
いて講演しました。

また、初日の夕方には、ウェルカ
ムレセプションが盛大に行われまし
た。石川芳治実行委員長、石井隆一
富山県知事、クルト・ローナー会長
他、関係者による鏡割りが行われ、
富山伝統芸能の「おわら」が披露さ
れるなど、盛況裏に初日は終了しま
した（写真-4、5）。

3．学術発表
10月2日全日と10月4日午前中

に、シンポジウムの6つのトピック
（（トピック1：土石流・斜面崩壊・
地すべり・落石のモニタリングとモ
デリング、トピック2：大規模土砂
災害：現象と対策、トピック3：
ハード対策：新たな技術と戦略、ト

ピック4：持続的な発展のための水
系一貫の土砂流出対策、トピック
5：ソフト対策：警戒避難とハザー
ドマッピング、トピック6：持続可
能な土地利用のための管理））につ
いて、6題の基調講演と30題の口

頭発表、そして、当センターから
7題のポスターを含む115題のポス
ター発表が行われました（写真-6）。
また、ポスター賞にエントリーした
発表者は、ポスターの内容を1分間
でスピーチする場も設けられました。

写真-3　基調講演（国土交通省栗原砂防部長）

写真-6　ポスター発表（写真左端は当センター道畑亮一課長代理）写真-5　ウェルカムレセプション（伝統芸能「おわら」）

写真-4　ウェルカムレセプション（写真左端は、当センター南哲行理事長）
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なお、本誌50ページにも紹介させ
ていただいている通り、シンポジウ
ムに参加したJICA課題別研修「土
砂災害リスクマネジメント研修」の
研修生による各国の土砂災害とその
対策の状況に関するポスターも展示
されました。

4．企業展示、行政展示等
富山国際会議場2Fのホワイエに

は、国土交通省の関係機関が実施し
ている土砂災害への対応や砂防事業
の概要が27枚のパネルで紹介され
るとともに、企業展示会場には、海
外の企業1社を含む13社が、各社
の有する最新の土砂災害対策関連技
術を紹介するブースを出展しました

（写真-7）。また、3Fのホワイエに
は、常願寺川の砂防に関するパネル
や主要な砂防施設のドローン映像、
模型が展示されました。

また、50周年を記念したインター
プリベント本部のポスターが13枚
展示されました（写真-8）。これは、
創立50周年目という節目の年に富
山で行われたシンポジウムのために、
本部が特別に送ってくれたもの
です。

5．エクスカーション
現地研修は、10月3日の朝から、

①地震と土砂災害及び歴史的砂防
コース、②急流河川対策コース、③
総合土砂管理コース、④火山災害と

写真-7　企業展示

火山地域の砂防コース、⑤富山の
文化・観光コースに分かれ、合計
155人（内、90人が外国人）が参
加して実施されました。当日は、大
変良い天気に恵まれ、すべてのコー
スが予定通り実施されました。

⑤コースを除く4つのコースは、
立山砂防事務所、黒部川河川事務
所、神通川水系砂防事務所、およ
び、立山・神通砂防スペシャルエン
ジニア等の方々のご案内のもと実施
されました。海外からの参加者が多
いため、通訳と英語の堪能な砂防学
会の大学の先生・コンサルタントの
技術者の方がそれぞれのコースに随
行し、海外からの参加者への説明や
質疑応答対応に活躍されました。当

センターからもエクス
カーションの円滑な実施
のため、職員が支援を行
いました（写真-9）。

6．�パネルディス
カッション

10月4日 の 午 後、「 大
規模土砂生産後の流域ス
ケールでの土砂災害対策」
と題してパネルディス
カッションが行われまし
た。コーディネーターと
して、北海道大学大学院
農学研究院の山田孝教授、
パネリストとして、イタリ
ア国家研究評議会水文地
質災害対策研究所パドバ
支所長のアレッサンド
ロ・パスート氏、スイス
の元環境庁次長のアンド
レアス・ゲッツ氏、台湾
国立成功大学防災セン
ター所長の謝正倫氏、そ
して、国土交通省立山砂
防事務所長の大坂剛氏が
登壇しました（写真-10）。

全体の議論を通じて、
気候変動時代における大
規模な土砂生産後の流域
スケ−ルでの効果的な土
砂災害対策のためには、写真-8　会場に展示された50周年のパネル
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流域全体を対象として、短期・中
期・長期の時間スケ−ルにおける、
モニタリング、resilienceの高い砂
防施設の整備、新しい技術の開発と
導入、早期警戒避難システムやハザ
−ドマップの整備、リスク評価、環
境への配慮、砂防施設の維持管理、
その効果評価などが不可欠であるこ
とが指摘されました。

パネリストからの話題提供の後、
立山の砂防事業における技術的な挑
戦について大坂剛氏から紹介され、
気候変動に伴い激甚化する時代にお
ける持続的な発展のために必要な対
策について、パネリストだけでなく、
会場からの意見も含め討議が重ねら
れました。

最後に、山田コーディネーターに

よって、「立山砂防は、類まれなる
過酷な自然条件下において、20世
紀初頭から水系一貫の砂防システム
として総合的に実施してきた人類共
通の顕著で普遍的な価値を有する技
術が集積した代表事例であり、か
つ、人と自然環境の持続的な共生の
方 法（coexistence between 
nature and society）を確立した
典型例であるとの共通認識が得られ
た」との総括がなされ、パネルディ
スカッションは終了しました。

7．閉会式
閉会式冒頭にポスター賞の表彰式

が行われました。ポスター賞は、最
優秀賞と優秀賞があり、最優秀賞の
受賞者に対して、実行委員長の石川

芳治氏から表彰状が、（公社）砂防
学会国際部会長大野宏之氏（当セン
ター専務理事/当時）から、副賞とし
て地元富山の「能作」のビアカップ
が授与されました（写真-11）。な
お、当センターの伊倉万理技師が優
秀賞を受賞しました。

次いで、石川芳治実行委員長か
ら、今回のシンポジウム全体での議
論や、直前に行われたパネルディス
カッションでの討論などを踏まえ、
開催地富山を保全する立山砂防は顕
著な普遍的価値を有しており、今後
世界の人々の参考となるよう、人類
共通の遺産として共有していくべき
ものであること等を含む本シンポジ
ウムの要約と提言（『富山宣言』）が
発表されました。

こ の 後、2020年 に ノ
ルウェーのベルゲンで行わ
れる次回インタープリベン
トについての紹介があり、
最後に、共同主催者である
環太平洋インタープリベン
ト協議会会長の岡本正男
氏から閉会の挨拶が行わ
れ、4日間にわたるシンポ
ジウムは終了しました。な
お、ノルウェーで実施され
る イ ン タ ー プ リ ベ ン ト
2020は、2020年 5月
11日 〜 14日 に 開 催 さ
れ る 予 定 で す（http://
interpraevent2020.
org/）。

写真-10　パネルディスカッション 写真-11　ポスター賞の授賞式（プレゼンターは大野国際部会長）

写真-9　エクスカーション（写真前列左端　当センター長井義樹部長）

海外事情
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国の砂防関係者ではおそらく初めて
の視察となったであろうとのこと

（写真-2）。日向砂防堰堤ではあいに
くの霧で視界がほとんど効きません
でしたが（写真-3）、佐藤保之事務
所長自らパネル等を用いて丁寧にご
説明くださったので、韓国の山地に
はない激しい荒廃の状況と砂防の取
り組みの重要性が伝わりました。な
お、現場では日本語を使用し、日本
に留学経験のある李相昊企画広報室
長に通訳いただきました。

②��2018年日・韓砂防交流
会議

日光からの若干慌ただしい移動の

①�日光砂防事務所管内視察
今回、韓国砂防協会の訪日にあた

り、金会長より是非とも日本の砂防
現場を見てみたいとの申し出があり
ました。日程を考慮し、東京からの
現場までのアクセスの良い直轄砂防
事業の現場として、国土交通省日光
砂防事務所管内を案内することとな
りました。事務所の御協力によりま
して、登録有形文化財である稲荷川
の砂防堰堤群、稲荷川の基幹砂防堰
堤である日向砂防堰堤、日光東照宮
の敷地内で施工されている砂防堰堤
と日光市市街地周辺での砂防事業を
効率的に視察することができました

（写真-1）。日光東照宮の現場は、韓

2015年に当センターと韓国砂防
協会との間で取り交わしました「砂
防技術及び技術協力に関する覚書」
に基づく技術交流の一環として、
2018年10月に砂防・地すべり技術
センターにて「2018年日・韓砂防
交流会議」を開催しました（表-1）。

韓国砂防協会からの出席者
金湳均　会長
李相昊　企画広報室長
李眞浩　研究調査所　研究開発室長

写真-1　現地視察での説明の様子

写真-3　霧でほとんど視界が効かない日向砂防堰堤での視察状況写真-2　日光東照宮敷地内砂防現場視察状況

行程 随行者

10月3日（木） 宇都宮市内泊

10月4日（金）
午前 日光砂防事務所管内視察（栃木県内）

日光砂防事務所　�佐藤事務所長、�
大浦調査課長

STC　　　　　　道畑課長代理

移動

10月4日（金）
午後 日・韓国砂防交流会議（STC内）

表-1　全体行程
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後、同日午後に東京都内の砂防・地
すべり技術センターで「2018年
日・韓砂防交流会議」を開催しま
した。

日本から2題、韓国から2題の発
表を行い、それぞれの発表に対し
て意見交換を行いました。会議の
タイムテーブルを示します（表-2）。

韓国では、近年「地すべり調査」
に着手しているとのこと。李眞浩
研究開発室長の日本語発表タイト
ルでは「地すべり」と表記されて
いますが、英語表記では「LAND　
CREEPING」となっています。現
象としては、崩積土層や風化土層下
面でのすべりと認識しているようで
す。韓国での「地すべり」の重点調
査のきっかけは、2016年に発生し
た慶州地震にて震源近傍のポハン市
にて地すべりが発生したことにより
ます。この地すべり地では、伸縮計
に よ る 観 測 が 実 施 さ れ て お り、
2017年には時間6.5cmもの変動

が観測されています。一般に韓国の
地質は花崗岩のイメージがあります
が、堆積岩類も多く分布しており、
ポハン市にて発生した地すべり地の
地質も堆積岩類でした。なお、日本
側の発表で示したキャップロックの
下の軟弱層でのすべりである亀の瀬
地すべりなどの様に、スケールの大
きく、メカニズムが複雑なものが韓
国に存在するという認識はないよう
でした。また、これまで韓国で「地
すべり」として認識されている箇所
は35箇所となっています。そのう
ち、道路建設などの人為的影響によ
るものが23箇所、河川の下刻や降
雨などの自然現象のみ
を 誘 因 と し た も の が
12箇所、との整理を
行っているようです。
韓国側では、これら地
すべり地での監視・観
測体制を構築するにあ
たり、如何にして必要

十分で、かつ効率的なものとする
か、という課題を持っているとのこ
とでした。

その他、日本と韓国の近年の災
害や砂防事業の取り組みについて
の発表を行い、意見交換しました。
今後も日韓の砂防の技術交流を継
続していくことを確認しました（写
真-4 〜 6）。

謝辞
今回の韓国砂防協会の訪日では、

現場視察の場にて国土交通省日光砂
防事務所の方々に大変お世話になり
ました。記して感謝申し上げます。

時間 演題等 講演者（敬称略）

14:30-
14:40 開会

開会挨拶：
砂防・地すべり技術センター理事長
南哲⾏
韓国交流団挨拶：
韓国砂防協会　会長　金湳均

14:40-
15:10

（講演１）
広島市周辺都市域での⼟⽯
流災害

砂防・地すべり技術センター　
砂防部長　長井義樹

15:10-
15:40

（講演2）
韓国での砂防事業の実態と
課題

韓国砂防協会　企画広報室長　
李相昊

15:40-
16:10

（講演3）
⻲の瀬地すべりの災害実態
と地すべり防⽌⼯事

砂防・地すべり技術センター　
斜⾯保全部課長代理　道畑亮⼀

16:10-
16:40

（講演4）
韓国の全国地すべり基礎調
査及び無⼈遠隔監視システ
ムの設置

韓国砂防協会　研究調査処　
研究開発室長　李眞浩

16:40-
16:50 休憩

16:50-
17:30 意⾒交換

進⾏：
砂防・地すべり技術センター　
理事　綱木亮介

17:30 閉会 砂防・地すべり技術センター　
理事　綱木亮介

表-2　2018年日・韓砂防交流会議タイムテーブル

写真-5　講演の状況

写真-6　日韓砂防交流会議 集合写真

写真-4　 日韓砂防交流会議での状況（当センター南理事
長（右）と金会長（中央））
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メカニズムを理解してもらうために、
9月25日（火）に、国土技術政策
総合研究所において、砂防堰堤の土
石流捕捉効果に関する講義と、（株）
建設技術研究所における土石流捕捉
実験を見学しました（写真-1、2）。
これらを通して砂防堰堤の効果が具
体的にイメージできるようになった
と思います。

3.2　 砂防堰堤に関する工場見学、
工事現場見学及び講習

砂防堰堤の品質、施工方法等、施
行方法の理解を深めてもらうために

ウ市からそれぞれ1名、そして学識
者としてペルナンブコ連邦大学から
1名の総勢6名です。なお、これら
の州政府・市政府は、2013年7月
〜 2017年11月にJICAが実施した

「ブラジル統合自然災害リスク管理国
家戦略強化プロジェクト」のパイ
ロット州及び市となった自治体です。

3．研修内容
3.1　 砂防堰堤の土石流捕捉効果

研究に関する講義および実
験施設見学

砂防堰堤の土石流捕捉効果やその

1．はじめに
2018年 9月 24日（月）から

10月5日（金）までの12日間（日
本滞在日数）、JICAの「開発途上国
の社会・経済発展のための民間技術
普及促進事業」に採択された「ブラ
ジル連邦共和国鋼製透過型・ソイル
セメント砂防堰堤普及促進事業」

（以下、本稿では「本事業」とする）
による本邦研修を実施しました。本
事業は日鐵住金建材（株）が提案企
業となり、八千代エンジニアリング

（株）、（一財）砂防・地すべり技術セ
ンター（STC）が参加し2018年5月
から2019年11月までの期間で実
施しているものです。

筆者はこの本邦研修に随行したの
で、主な現地見学や会議等の状況を
報告します。なお、本事業について
は本誌Vol.124 2018 summer号
に、日鐵住金建材（株）防災・鉄構
商品部長の加藤貴章氏の記事があり
ますので、詳しくはそちらをご覧下
さい。

2．目的と研修メンバー
本邦研修は、事業の決定権を持つ

政府要人や技術に精通した学識者等
を日本に招聘し、実験施設見学、工
場見学、工事現場見学及び施行方法
の講習などを行い、鋼製砂防堰堤等
の品質、土石流捕捉効果、公共調達
手法の理解を深めることなどを目的
としています。ブラジルからの参加
者は連邦政府（中央省庁）の都市省
から1名、州政府からは、リオ・
デ・ジャネイロ州とサンタ・カタ
リーナ州からそれぞれ1名、市政府
からはノバフリブルゴ市とブルメナ

写真-1　国土技術政策総合研究所における講義

写真-2　（株）建設技術研究所における実験見学
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9月26日（水）に、（株）ニッケン
鋼業豊前事業所（福岡県豊前市）
において鋼製砂防堰堤の鋼製部品
の製作工程の見学（写真-3）、9月
27日（木）に、熊本県阿蘇市にお
ける鋼製砂防堰堤等の建設現場見学

（写真-4）、9月28日（金）には国
土交通省熊本復興事務所における施
工方法の講習及び斜面対策の現地見
学を行いました（写真-5）。これら
により具体的な砂防堰堤建設をイ
メージしてもらえることができ、ま
た日本の高い技術・品質に触れても
らうことにより、日本の技術への信
頼を得ることができたと考えます。

3.3　 インタープリベント富山への
参加

日本及び諸外国の砂防に関する研
究者・技術者と交流することにより、
最新技術の知見を得るとともに人脈
形成につなげるため、富山市で開催さ
れた「INTERPREVENT2018富山」

に10月1日（月）〜3日（水）の間、
参加しました。各国代表者による
Keynote Speechや研究発表等を
聴講するとともに、立山砂防の砂防
施設見学コースに参加しました（写
真-6）。これらにより大規模崩壊及
び土石流対策の知識を深め、また各
国の災害の特徴及び災害対策、防災
対策の方向性について知見を深める
ことができました。

3.4　技術会議の開催
関係者間において、日本とブラジ

ルの土石流対策、災害への取り組み
方や事業の進め方について意見交換
を行い理解を深めていくとともに、
ブラジルの現状を踏まえて、今後の
砂防堰堤建設について協議するため
の技術会議を10月4日（木）、STC
にて開催しました。

会議では、ブラジルにおける土砂
災害対策への取り組みや、ノバフリ
ブルゴ市の土石流対策ダムの計画と

その実施のための手続き、および本
研修の内容と感想などがブラジル側
から発表されました（写真-7）。こ
れらを踏まえた議論を通して、砂防
堰堤建設に向けた方針や、ブラジル
側の予算措置等の現状、今後の事業
実施のスケジュールの考え方を確
認・共有しました。

4．おわりに
本事業では、主な活動である第

1回現地活動（2018年5月〜 6月）
今回報告の本邦受入活動を終え、今
後、第2回現地活動を2019年上半
期に予定しています。引き続き、本
事業がスムーズに進むよう、ブラジ
ル側との調整等を十分に行っていき
たいと考えています。

最後になりましたが、本研修に際
して多大な時間・労力をさいていた
だいた多くの関係機関の皆様に心か
ら感謝申し上げます。

写真-3　 （株）ニッケン鋼業豊前事業所に
おける見学

写真-4　 熊本県阿蘇市の鋼製砂防堰堤建
設現場 写真-5　熊本復興事務所での講義

写真-6　インタープリベントにおける砂防施設見学 写真-7　 技術会議におけるペルナンブコ連邦大学コウチーニョ教
授の発表
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である。1月5日の朝、ジャカルタ
を出発し、マカッサル経由で午後
3時頃に到着し、その後すぐに現地
調査を開始し、翌日15時まで実施
した。 

現地調査結果
Petobo地区

今次災害で流動化現象によって最
も被害が大きかった地区である。

堆積物下流部の状況は、災害発生
当初と比べて、がれきが撤去され不
陸が均されているとのことであるが、

イプを含む。当初報道されていた海
底地すべりに伴う津波も珍しい現象
であるが、その他に、地震によって
液状化した勾配2度以下の平坦な地
面が広域にわたって側方に流動する
というこれまでに類のない形態の現
象も複数個所で発生し、津波を上回
る被害を生じさせた。既往のレポー
ト類では、これらの現象は液状化地
すべり、とか、流動化現象と呼ばれ
ているが、発災時に撮影された動画
の状況等から、流動化が確かに発生
していることが認められることから、
以下、本レポート内では、
流動化現象と呼ぶ。

現地調査行程
調査対象地は、地震に

よる被害が集中したスラ
ウェシ島中部のパルとい
う都市である（図-1）。パ
ルは、パル湾の最奥に位
置する、人口約35万人の
中部スラウェシ州の州都

筆者は、2019年1月4日〜 7日
の間、足立敏之参議院議員による
2018年9月に発生したインドネシ
ア国スラウェシ島の地震被災地の現
地視察に同行したので、以下、報告
する。なお、調査には政策担当秘書
の松井 健一氏、JICA専門家多田 直
人氏、早川 潤氏、そして、緊急復
興事業を受託した八千代エンジニヤ
リングの福島 淳一氏、川合 隆文氏
らも同行した。

災害概要
2018年9月28日18時02分（現

地時間）にスラウェシ島中部の中ス
ラウェシ州でMw=7.5（震源深さ約
10km） の 地 震 が 発 生 し、12月
10日時点で、死者、行方不明者は、
それぞれ、2,101人、1,373人に上り、
同国でも2006年の中部ジャワ・
ジョクジャカルタの震災以来の大規
模な自然災害となった（写真-1）。

この地震に伴う被害の発生メカニ
ズムは多彩であり、且つ、珍しいタ

写真-1　津波で被害を受けたモスク 図-1　現地調査位置図
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堆積地は、流動化現象の外側の地盤
面よりは高くなっているが、全般的
に起伏が認められず、平坦な堆積状
況である。堆積物はシルト〜砂が多
く、それに多少の礫が含まれている
ものの巨礫は見当たらない。もとも
と居住地、耕作地であったようであ
るが、流動化によるためか、その後
の撤去作業等の人為的改変のため
か、元の地表面状態は保存されてい
ないように見える（写真-2）。

堆積物末端には鉄筋コンクリート
3階建ての建物があり、1階部分に
土砂が堆積していた痕跡が見られ
た。構造部材に大きな損傷はなく、

直上流の堆積物表面の高さがそれよ
りもずっと高い位置にあることから、
この建物が止めたというよりは、た
またまこの地点で停止したものと考
えられる（写真-3）。地面の勾配は
1度未満であった。

流動化現象発生域の上端は、段差
地形を呈している。特に流動化が始
まる手前の区間では、複数のブロッ
クに分かれて円弧滑りを起こしてお
り、あたかも地すべりか崩壊地の冠
頭部のような状況を呈している（写
真-4）。

その後、乾燥した堆積物が、下流
に向かってしばらく凹凸を繰り返し

て続く。着陸前の飛行機から撮影し
た写真を見ると、分裂した土塊が順
次、側方に分離、移動して、より前
方の土塊ほど変位が大きく見えるこ
とから（写真-5）、スプレッドのよ
うにも見えるが、源頭部のように明
瞭に滑り土塊の形状は視認されな
い。堆積物の粒径は下流部で観察さ
れたものとほぼ同様である。

上端から約300m下流部からは湧
水があり、堆積物は湿潤し、泥濘化
するとともに、地表面の不陸が極端
に小さくなる。元の地表面状態も保
存されていないように見える（写
真-6）。

写真-2　Petobo地区の状況 写真-3　Petobo地区の状況

写真-4　Petobo地区の状況 写真-5　Petobo地区の状況（空撮）

写真-6　Petobo地区の状況
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Jono Oge地区
今次災害において、最大規模の流

動化現象である。ただし、人家は少
なく、被害は少ない。流動化現象発
生範囲の右側は水無川の河道によっ
て画されていたが、現在、その左岸
側は、隣接地よりも数m程度地盤高
が下がっている。この地域は、もと
もとトウモロコシ畑であった。視察
した範囲では、立木が点在していた
り、枯れているがトウモロコシの苗
が立っている等、元の地表面状態が
比較的保存されている。

堆積物は、遠望すると平坦に見え
るが、近くで見ると、水たまりが多
く残っていたり、1m程度の凹凸が
見られる。土砂の粒径は、Petobo
地区とほぼ同様に見える（写真-7）
勾配は1度未満であった。

流動化現象が発生した範囲を横断
する道路沿いの赤い屋根の家は移動

しなかったと言われているが、若干
傾いており、右岸側の柱、壁が破損
している。この家の住人の証言で
は、洪水によって被災したとのこと
であった。また、災害発生時に流さ
れていた人が撮影した動画による
と、人の歩行速度より少し早いぐら
いのスピードで移動していて、さら
に、鉄砲水も襲い掛かってくる様子
が撮影されていた（写真-8）。

流動化した堆積物の下流の河道を
視察した。数年前の洪水時に応急的
に設置された仮橋が災害当時も使わ
れていた。今次災害で発生した洪水

（おそらく赤い屋根の家を襲った鉄
砲水と同じと思われる）によって、
河道幅が約20mで約6mのクリア
ランスがあるにも関わらず、ここで
溢水、氾濫が生じている。がれき、
流木が閉塞し、溢水したとのことで
あった。

Balaroa地区
今次災害では、唯一パル川西岸地

区で発生した大規模な流動化現象で
ある。Jono Oge、Petoboに比べ
て流動した範囲は小さいが、人家密
集地区であったため、今次災害でも
屈指の被害が生じた（写真-9）。

上端の状況は他の流動化現象と変
わらず、数mの高さの滑落崖が見ら
れる。一方、堆積物には、かなり除
去されたとはいえ、がれきが多く含
まれるとともに、数m径の巨礫（深
成岩）が目立つ。JICA専門家の話
では、過去に発生した土石流による
堆積物が今回流動化した層の中に含
まれていたのではないか、とのこと
である。この流動化した範囲の平均
勾配は約2度で、他の地区に比べて
最も急である。

通常の土砂崩れ等であれば、勾配
が一定レベルよりも緩くなったり、

写真-7　Jono Oge地区の状況

写真-8　Jono Oge地区の状況 写真-9　Balaroa地区流動化現象の状況（空撮）
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崩壊の高さや地すべり長に応じて到
達距離が定まるが、なぜこの位置で
止まったのかは、現在の状況を見た
だけではよくわからない。

深層崩壊
パル川西岸の山地の尾根付近から

高さ、幅とも150m 〜 200m程度
の範囲で深く崩壊していた。推定規
模数十万m3の深層崩壊である。対
岸からの遠望観察のみであったた
め、詳細は不明であるが、崩土が発
生斜面を落ち切らず、直下の渓流内
にほぼ全量が堆積しているように見
える（写真-10）。地震による崩壊
であり、もともと土塊が水分を多く
含んでいなかったこと、下側に接続
する地形が、緩勾配もしくは狭隘で
あったこと等のために、谷の途中で
止まったものと考えられる。流域源
頭部斜面が崩れていることから、集
水域が小さく、これまで湛水・越流
はしていないものと思われる。

〇おわりに
被害は報告されていないが、パル

の西側の山地で大規模な崩壊が発生
していた。崩土のほとんどが崩壊直
下の渓流内に堆積しており、今後、
降雨によって、湛水が生じ、水位が
上がるような場合には、天然ダム決
壊に伴う土石流の危険がある。ま

た、湛水が生じず、堆積物内にガ
リー侵食が進むようになると、短期
的には、豪雨時に土石流が発生した
り、中期的には、Palu川下流に土砂
が流出して、下流域で土砂洪水氾濫
が発生する恐れがある。今後、適切
な監視・警戒が必要と考えられる。

一方、流動化現象については、全
て勾配2度以下のエリアで発生して
おり、わが国で言ういわゆる地すべ
りとは異なるが、動きの形態や土塊
の材料の観点からは、Varnesの分
類では、「Earth Spread」が最も近
いと考えられる。このような現象は、
すべり面が低角度であるにもかかわ
らず、長距離移動するのが特徴であ
る。また、動画では、人の歩行速度
よりも少し早いぐらいの速度で流動
している様子が記録されており、
移 動 速 度 と し て は、 速 度 階7の
Extremely rapid（5m/s）に分類
される。類似した事例は、1964年
のアラスカ地震の際に発生した
Turnagain Heightsの災害であ
る1）、2）。今回報告された現象と類似
点が多いが、今回の現象では、下流
側では、流動現象とも見える状況も
確認された。単に液状化地すべりと
か、高速のスプレッドであったとい
うよりは、様々な要因が重なって生
じた複合的な現象であったと見るべ
きであろう。現地人のカイリ族の言

葉でNalodo（泥に飲み込まれる）
という言葉があるらしく、かつて、
この地域で繰り返し発生していた現
象であったようである。

わが国では、近年このような大規
模かつ高速に流動化した事例は無い
と思われるが、近年の調査研究事例
で、小規模ながら関東大震災の時に
房総半島で類似した地盤の擾乱現象
が発生していたことや3）、16世紀〜
19世紀にかけて琵琶湖底に水没し
た集落が、地震によって発生した側
方流動によって湖底に没したものと
推定されること4） が報告されてい
る。今後、スラウェシの事例の調査
研究が進みそのメカニズムが解明さ
れれば、わが国においてもその知見
が役に立つものと思われる。

参考文献
1）�Hungr,�O.,�Leroueil,�S.�and�Picarelli,�
L.（2014）�The�Varnes�classification�of�
landslide�type,�an�update,�Landslides,�11,�
pp.167-194

2）�Seed,�H.�B.�and�S.�D.�Wilson�（1966）�The�
Tu rnaga in � He i gh t s � Lands l i de � i n�
Anchorage,�Alaska,�Soil�Mechanics�and�
B i t um i nou s � Ma t e r i a l s � R e s e a r ch�
Laboratory,�University�of�California,�
Berkeley,�37p.

3）�大八木規夫（2003）日本におけるスプレッ
ドタイプ地すべりの事例、深田地質研究所
年報、No.4、pp.133-153

4）�林博通・釜井俊孝・原口強（2012）『地震
で沈んだ湖底の村―琵琶湖底遺跡を科学す
る―』、サンライズ出版（株）、137p.

写真-10　深層崩壊の発生状況
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このような研修ではハード対策の
技術に研修員の関心が集中しがちで
すが、対策の検討に有用な過去の災
害や降雨量等に関するデータの取得
とそのデータベース化の重要性、ア
クセス可能な国際的データの利活用、
住民の正常化の偏見（自分にとって
都合の悪い情報を無視または過小評
価してしまう人間の特性）への対応、
地形の特徴を示し安全な避難経路を
住民自身が参加確認できる段ボール
ジオラマ立体地図によるワークショッ
プ等を講義及び演習として取り入れ、
研修員にとっては非常に新鮮で有効
な刺激となっています。

研修の最終成果となる対策推進プ
ロジェクト形成のために、JICAが事
業運営管理、評価に活用するプロ
ジェクト・サイクル・マネージメント

（PCM）手法の講義とワークショッ
プも取り入れました。この手法は研
修員が帰国後JICAや国際機関へ協力
プロジェクトを要請する際のプロ
ポーザルの作成にも有用なものです。

更に、同時期に富山で開催された
当該分野の国際シンポジウム「イン
タープリベント2018 In 富山」に
参加し、日本国内外の新たな知識・

2．�研修概要
研修の冒頭では、土砂災害防止事

業に携わる者として具備すべき防災
／減災全般に関する基礎知識、官民
を問わず関係者が連携を取りながら
各々の役割を果たすことの重要性に
加え、砂防概論として土砂災害防止
法、日本の砂防事業と土砂移動現象
のメカニズム及びその対策手法等の
概略を学びました。

今年度はJICAの事情により研修期
間が2017年度の2 ヶ月から1ヶ月
に短縮されたため、短期間に研修成
果を挙げる必要があり、砂防概論以
降の研修カリキュラムは、各国の土
砂災害危険箇所を抽出し、発災時の
被災範囲の推定とリスクアセスメント
を行い、取るべき構造物及び非構造
物対策を検討リストアップし、予算等
の制約を考慮して帰国後実施可能な
対策とその推進のためのプロジェク
トの形成を目指したものとしました。

加えて、帰国後本研修で得た知識、
技術を活用できることが重要である
ことから、予算や人材等の制約を抱
えながら、活用できるものから実践す
ることができるよう、実習、演習をで
きるだけ取り入れるようにしました。

1．はじめに
一般財団法人　砂防・地すべり

技術センターでは、国際協力機構
（JICA）からの委託によりJICA課
題別研修を30年に亘り実施してい
ます。この間に40カ国から280名
の研修員を受け入れてきました。
コース名は何度か変更しています
が、現在の「土砂災害防止マネージ
メント（豪雨、地震、火山噴火起
因）」となってからは、2018年度
で5回目の実施となっています。

本研修では、土砂災害防止事業に
関わっている機関の技術系行政官

（主に土木技術者、地質技術者等）
を対象とし、研修で得た知識や技術
を土砂災害防止対策に直接活用して
もらうことを目指しています。

今年度は2018年9月24日から
同年10月20日までブラジル、エク
アドル、インドネシア、イラン、
ジョージア、パキスタン、ペルー、
ミャンマー、フィリピン、ベトナ
ム、東ティモールの11カ国から
12名（フィリピンは2名）の研修
員が参加しました。

ここではその実施報告をします。

非構造物対策グループの段ボールジオラマワークショップ
写真提供：（一社）防災ジオラマ推進ネットワーク構造物対策グループの砂防施設設計演習
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技術、情報を得るとともに、ポス
ターを作成展示し自国の土砂災害を
紹介しました。そこでは日本は元よ
り海外からのシンポジウム参加者の
質問に一生懸命対応する研修員の姿
が見られました。また、エクスカー
ションで立山カルデラの砂防施設見
学や工事専用軌道への乗車も行いま
した。

期間短縮への対応として、研修の
一部を構造物対策と非構造物対策の
2グループに分けて実施しましたが、
別グループの研修内容が必要であっ
ても受講できないため、分けずに実
施してほしいという研修員からの要
望が寄せられました。

2016年 度 の 研 修 か らJICAの
提言を受けて導入しているActive 
Learningは、研修員間のコミュニ
ケーションや当事者意識の醸成に有
効であり、Weekly Feedback Sheet
での研修内容の再確認は、研修で学
んだ技術の活用の可能性を高めるこ
とに役立っています。

また、防災機器メーカーの方から
無償で、その活動や防災製品の紹介
をしていただきました。防災に対す

る民間企業の取り組みに
ついても、研修員は高い
関心を示していました。

3．成果
JICAの要請により期間

を短縮しましたが、その
一方で、研修の実効性、
有用性を確保する必要が
あり、カリキュラムの編
成に苦心しました。しか
しながら、結果として研
修が目指すところが明確
になり、その達成に必要
なものに集中したカリ
キュラムを組み立てるこ
とができました。

研修終了時の評価アン
ケートでは、12名の全
研修員が研修目標を達成

（内9名は十分に達成）、
またプログラムの構成も
8名が適切であると回答
しました。

成果発表においては、
テーマを「帰国後6ヶ月
以内に自国の土砂災害危

インタープリベントのエクスカーションでの立山砂防事業の見学

自らが作成展示したポスターを前に
インタ−プリベントでのポスターによる

自国の土砂災害の紹介

Subject�I.�災対基本法及び防災計画

Subject�II.�砂防概論
（⼟砂災害防⽌法、日本の砂防事業、
⼟砂災害発生のメカニズムと対策）

Subject�III.�発災時の現地調査

Subject�IV.�グローバル及びGISデータ活用
（地形、水文）、⼟砂災害データベース

Subject�V.�⼟砂災害危険個所抽出

Subject�VI.�⼟砂災害影響範囲推定

Subject�VII.�リスク評価

Subject�VIII.�ローコスト⼯法

非構造物対策 構造物対策

Subject�Ⅸ.��避難計画策定
（DIG演習含）

Subject�Ⅹ.��警戒避難基準
雨量設定

Subject�Ⅺ.��砂防施設の�
設計

Subject�XII.�市民啓蒙・警戒情報周知

Subject�XIII.��国際シンポジウム�インタープリベント
2018�in�富山�
海外も含めた新たな技術紹介�
各地の砂防事業紹介�
民間による開発技術紹介�
立山砂防事業⾒学

Subject�XIV.�プランニングシート作成

Subject�XV.�プロジェクト形成

研修の構成
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険箇所で取り組むことができる構造
物または非構造物対策を選定し、そ
の取り組みを推進するプロジェクト
の形成」としたところ、各国の予算
不足が構造物対策の実施に消極的に
なっていることを背景に、途上国で
も比較的実施可能性が高い非構造物
対策である早期警報システムの導入
や住民への啓啓発動が多く述べられ
ました。ただ、啓発活動を行えばか
ならず住民は参加するもの、避難計
画を理解し一定以上の雨量があれ
ば、或いは警報が出れば住民はかな
らず自主的に避難するものという前
提条件付きであり、実行の難しさが
課題となりました。

なお、今回初めての試みとして、
研修員に対しスカイプによる来日前
協議を実施しました。通信事情によ
り全員と行うことはできませんでし
たが、日本に出発する前に協議でき
たことで研修目的や事前に準備すべ
きデータ等に関する理解が深まった
ものと考えております。

4．今後に向けて
評価アンケートにおいて、研修期

間については研修員の多くが短いと
回答しています。その理由として研
修の一部を構造物、非構造物対策に
分けたこと、短時間で学ぶことが多
く余裕がないこと、現地見学が少な
いこと等が挙げられております

2019年度の実施に関しては、こ
れらのコメントにも配慮した研修を
組み立てていきたいと考えています。
具体的には今年度のカリキュラムに

加え、福山市の堂々川砂溜群のよう
な「ローコスト工法」の事例見学の
組み込み、予算や人材不足に対応で
きる手段として民間資金の活用や
NGOとの協働の事例、また観光促
進等他産業と組み合わせた砂防施設
の整備や、住民による砂防施設の維
持作業の事例見学などです。現実的
な取り組みに必要な技術知識と考え
られるため、ぜひ組み込んでいきた
いと考えています。

研修修了証書とインタープリベント参加証を無事手にした閉校式

世界の土砂災害（第23回）2018/4/1~2018/9/30海外事情

（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課

発生日 国名 種別 概要

2018年

5月26日 エチオピア 地すべり

オロニア（Oronia）地方で豪雨による地すべりが発生し、23人が犠牲となった。地すべ
りは26日夜、数時間に亘る激しい降雨の後に発生した。犠牲者の内、16名が女性であ
り、6名の重傷者がヘルスセンターに収容された。
エチオピアでは季節的な豪雨による地すべりがしばしば発生、2016年にも豪雨による地
すべりと洪水で50人近い犠牲者が出ている。

6月3日 グァテマラ 火山噴火

6月3日、フエゴ（Fuego）火山（首都グアテマラ市から西南西約40km、海抜3,763m）が
過去最大規模で噴火し、エスクイントラ（Escuintla）、サカテペケス（Sacatepequez）、
チマルテナンゴ（Chimaltenango）の3県を中心に溶岩や火砕流などによる甚大な被害に
及んだ。全体で死者は109人、行方不明197人、3,200人以上が避難し、170万人の生活に
影響が生じた。政府はこれら3県への激甚災害指定（Estado de Calamidad）発出を国会に
提出し、6月4日、国会は30日間の指定発出を承認した。これにより、政府のうち3機関
（国家災害対策調整委員会（CONRED）、防衛省および通信インフラ住宅省）に対し、被
災者支援、捜索・救助活動等のため1億9,200万ケツァル（約29億円）に上る緊急対応用
予算が与えられた。国道14号線（当国中部地域と南部（ケツァル（Quetzal）港、サンホ
セ（San Jose）港等太平洋側）を結ぶ流通および観光にとって重要な交通網）は火山砕屑
物の堆積により通行止めとなった。17日、政府は、引き続き火砕流・ラハール（火山泥
流）などの大きな危険があることを理由に捜索・救助活動の終了を発表した。
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発生日 国名 種別 概要

6月24日 中国 地すべり

中国南部の広西チワン（Kwangsi Chuang）族自治区では、22日から大雨が降り続き、
24日、山間部にある百色（BăiSè）市で地すべりが発生した。国営の中国中央テレビは、
大規模な地すべりによって、6階建ての建物が倒壊する瞬間や、20棟余りの建物が土砂に
埋まっている様子を報道。地元当局は6人が死亡し、150棟余りの建物が倒壊したと発表
している。また、広西チワン族自治区の広い範囲で大雨による土砂災害や洪水被害が発
生し、95,800人が被災している。

6月26日 ベトナム 地すべり

ベトナム北部の山岳地域で6月23、24日の大雨による土石流、地すべりが相次いだ。山あ
いにあるライチャウ（Lai Chau）省では、家屋が土砂に押しつぶされるなどして5人が死
亡したほか、12人が行方不明となり、地元当局が捜索を行った。
また、ハザン（Hà Giang）省では、2人の死亡が確認されている。

7月21日 ベトナム 地すべり

台風9号（Typhoon、Son Tinh）が18日夜にベトナムに上陸し、タインホア（Thanh 
Hoa）省とゲアン（Nghe An）省でインフラや農作物に損害をもたらした。台風に伴う大
雨で、首都ハノイを含む広い範囲で洪水や地すべりが発生した。
ベトナム政府によると、これまでに32人の死亡が確認されたほか、17人の行方がわから
なくなっている。また、家屋1万5,000棟超が損壊し、11万ヘクタール超の農地や一部の
道路も冠水している。
ベトナムはモンスーン期間中、嵐や洪水による被害を受けやすく、毎年大勢の住民が犠
牲になっている。

7月23日 ラオス 洪水

ラオス南部アッタプー（Attapeu）県で23日、建設中だった水力発電用ダム（セピアン・
セーナムノイダム、Xepian-Xe Nam Noy hydropower dam）が決壊し、鉄砲水により住宅
が押し流され42人が死亡、行方不明者の数は42人にのぼった。
水位は建物の屋根にまで達し、ダム周辺の八つの村の住民6,000人以上が被災した。
被災地域は遠隔に位置し、道路が鉄砲水で激しく損傷または完全に流されたため、ヘリ
コプターとボートでしか近づくことができない状況であった。
ダム建設を監理しているコンサルタントによると、同社はダム決壊の前日にダム上部が
押し流され、予備のダムにも破損があるのを発見し、ラオス当局へ報告し下流の住民の
避難を開始したとのこと。

9月15日 フィリピン 地すべり

9月15日台風22号（Typhoon、Mangkhut）が直撃したフィリピン北部のルソン
（Luzon）島山間部のイトゴン（Itogon）では、数時間のうちに例年の1か月分の雨が降
り、山の斜面が崩落し約500メートル下にある鉱山労働者の宿泊所が下敷きとなった。
他の地区での被害を含め、この台風で81名が死亡、2名行方不明、138名が負傷した。

9月20日 フィリピン 地すべり

9月20日に中部セブ（Cebu）島ナガ（Naga）の周辺でモンスーン豪雨による大規模なが
け崩れが発生、複数の村落を直撃し、77名が死亡、57名が行方不明、7名が負傷した。
セブ島は台風22号の影響は直接受けなかったものの、モンスーンの豪雨で丘陵地帯の斜
面で地盤が危険なレベルにまで緩んでいた。

9月28日 インドネシア 地すべり

9月28日にインドネシアのスラウェシ（Sulawesi）島を襲ったM7.5の地震と津波による死
者数、行方不明者数は、12月10日時点でそれぞれ、2,101人、1,373人に上り、同国では、
2006年の中部ジャワ・ジョクジャカルタ（Yogyakarta）の地震災害以来の大規模な自然
災害となった。
中部スラウェシ州の州都パル（Palu）は、地震と津波により住宅が崩壊し廃虚と化した。
この災害では、地震と津波以外に、液状化に伴う、高速のラテラルスプレッドが発生し
たと考えられる。
政府が宅地開発したバラロア（Balaroa）地区では、地震に伴う液状化現象で多数の住民
が泥にのまれた。国家捜索・救助庁（Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan : 
Basarnas）広報官によると民家1,000戸以上が埋まっているとのこと。
インドネシア政府は当初同国軍で対処可能と主張し、外国からの支援受け入れに難色を
示していたが、被害の大きさが明らかになり受け入れに同意した。
今回、液状化現象により約4キロに及び流動化し、多数の人や家屋をのみ込んだことが住
民らの証言で明らかになった。生存者によると流動化による破壊力は想像を絶するもの
だったとのこと。
液状化現象が起きたのはパル市内の2地区と隣接するシギ（Sigi）県ジョノオゲ（Jono 
Oge）村の計3カ所とされていた。住民の証言によると、ジョノオゲ村の約700メートル
東側のポンベウェ村から泥流が始まりジョノオゲ村に入って勢いを増し、村内の500棟以
上が消失し幹線道路は寸断され、教会の残骸は約2.5キロ先に移動していた。

海外事情
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技術の概要
Fixrグラウンドアンカー工法は、アンカー体を横補強鉄筋（スパイラルスペーサー）で補強するとともに、構造部材

を全て耐食性材料により構成した高耐食・高耐力グラウンドアンカーである。
Fixrグラウンドアンカー工法の型式は、ナット定着方式の周面摩擦引張り型アンカーであり、次のような特徴を有し

た工法である。
（1） 構造部材をすべて耐食性材料のみで構成し、長寿命化とメンテナンスコストの最小化を図ることができる。
（2） アンカー体部をスパイラルスペーサーで補強し、グラウトの割裂発達を抑制して耐力を向上させることができる。
（3） スパイラルスペーサーにより、施工時にテンドンのエポキシ樹脂被覆の損傷を防ぐとともに、グラウトのかぶり

を確保することができる。

施工事例（国道トンネル坑口地すべり対策工事）
事業主体： 国土交通省北陸地方整備局長岡

国道事務所
施工場所：新潟県三条市塩野渕
採用理由： 予期せぬ地すべりによる過緊張

時での柔軟な対応が可能な工法
として採用された。

技術のポイント
●高耐食

Fixrグラウンドアンカー工法（以下本アンカー）は耐食性材料のみで構成され
ている。定着具（テンドングリップ、定着ナット）には二相系ステンレス材

（SUS329J4L）、引張り材には内部充填型エポキシ樹脂ストランド「ECFストラ
ンド」を使用し、セメント系の定着用膨張材を用いて、テンドングリップとECF
ストランドを把持する構造としている。アンカーの劣化は頭部部材の腐食が主な
要因とされているが、本アンカーは耐食性材料を採用することで、雨水や結露、
地下水による腐食を防ぎ、長寿命化を図っている。また、従来のアンカー工法は、
ほとんどが頭部防食のために防錆油を使用するが、本アンカーは防錆油が不要と
なることから、維持管理の簡易化・コスト縮減が見込まれる。

●高耐力
アンカー体部（定着部）の地盤強度が低い場合は、地盤の拘束力が弱いため打設し

たグラウトの割裂破壊が発生し、引張り材の付着力も低下すると考えられる。本アン
カーはグラウトの変形を拘束するために、アンカー体部にステンレス製のスパイラル
スペーサーを配置した。これにより低強度地盤においてもグラウトの割裂破壊を抑制
し、アンカーの耐力が向上した（高耐力化）。さらに、施工時におけるECFストラン
ドのエポキシ樹脂被覆の損傷防止や、確実にグラウトのかぶりが確保できる仕様とし
ている。

建設技術審査証明の紹介 （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

技術審査証明28
【技術名称】 Fixrグラウンドアンカー工法（高耐食・高耐力グラウンドアンカー工法）

【審査証明取得日】 平成30年4月27日
【取得会社】 国土防災技術株式会社　合同会社北谷中村　旭建設株式会社　サンスイ・ナビコ株式会社

【技術詳細に関するURL】 http://www.snse.co.jp

Fixrアンカー納入状況 アンカー定着後状況（近景） アンカー定着後状況（遠景）

テンドングリップ・定着ナット

スパイラルスペーサー

Fixrグラウンドアンカー標準構造図
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技術審査証明29
【技術名称】 小規模渓流対策工　JDフェンス（土石流フェンス）

【審査証明取得日】 平成30年10月12日
【取得会社】 JFE建材株式会社

① 技術の特徴・概要
「JDフェンス」は小規模渓流に設置する土石流および流木の捕捉を目的とした

鋼製透過型土石流・流木捕捉工です。横材（鋼管）を密に配置し、柱材（H形鋼）
に礫が直撃しない構造としており、従来の鋼製透過型砂防堰堤と比べて、施工
性・経済性に優れ、小規模渓流に適した工法です。
＜適用範囲＞

小規模渓流に適用する場合の条件は、以下に示すとおりです。
・流路が不明瞭で常時流水がない場合
・流出土砂量がおよそ1,000m3、もしくはそれ以下の場合
・ 最大礫径D95が20cm以上で、土砂とともに流出する流木を捕捉させる場合
①前庭保護工について

小規模渓流は後続流による洗掘のおそれが少ないため、経済性を考慮した
フトン篭等による簡易な構造が採用できます。

②袖部の処理について
横材は側方の地山まで接続できる構造となっており、袖部処理として大規

模な掘削を必要としません。

【技術詳細に関するURL】 http://www.jfe-kenzai.co.jp/

JDフェンスの構成（5ユニットの例）

前庭保護工

袖部の処理

不透過型砂防堰堤
（水通しから泥水とともに下流に流出）

JDフェンス
巨石・流木を確実に捕捉

＜土石流・流木捕捉性能＞
水理模型実験により、不透過型砂防堰堤と同等以上の

土石流・流木捕捉性能を有していることを確認してい
ます。

② 設置事例

設置事例（兵庫県）
H＝5.0m

設置事例（国土交通省；福島県）
H＝2.0m

設置事例（国土交通省；長野県）H＝4.5m③ これまでに施工してきた現場での課題や問題点
これまでの施工事例では、従来の鋼製透過型砂防堰堤に比べて、合理的な部材・形状となっているので、必要とする

基礎も小さくてすみ、効率的な施工ができています。
今後は、適用範囲を拡大すべく、より狭隘な場所にも設置でき、施工期間をさらに短縮できるように、技術の改良・

工夫を続けていく予定です。

④ 現場での工夫点、従来工法との優位点等
柱材は2つの部材のみで構成されており、その接合部はピン接合としているので、従来の鋼製透過型砂防堰堤の摩擦

接合に比べて、組立時の部材位置調整が容易で、ボルト締結の施工管理も軽減され、大幅に施工性が向上しています。
維持管理面からみても、礫の衝撃は横材の凹みにより吸収し、柱材には礫が直撃しない構造としているので、部材取

替えも横材のみですむなどの優位点があります。なお、損傷した横材は、ピン接合ボルトを取り外すだけで容易に柱材
から取り外すことができます。
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1．はしがき
私達は身の回りでカタストロフィーが発生すると、本

能的に自然条件と災害との因果関係を理解しようという
思いがつのる。1985年7月の長野市地附山地すべり、
1995年1月の阪神淡路大震災、2011年3月の東日本
大震災、2018年7月未曾有の異常豪雨に由来する西南
日本各地における河川と地盤関係の大災害等は忘れられ
ない。

最近の技術の発展や経済の変化とともに、地形の改
変・土地利用の移り変わりも激しく、特に1960年代以
降、都市域の拡大に伴う宅地造成・幹線道路網の整備等
による地域の変貌は、私達の自然観・価値観などにも大
きな変化をもたらしている。このような人間と自然に関
わる接点の中で、古くは「山川掟」、最近は国土交通省
による「土砂災害防止法」も整備され、新たな対応が施
行されつつある。私達は自然の発するシグナルを少しで
も把握・対応し、日々より確かな自然との共存と未来の
自然環境保全に関する目論見を持ちたいと思うこの頃で
ある。

2．自然領域内生活とその風情
中学生の頃山裾で石器のかけら

4 4 4

拾いなどに夢中になっ
ていた。当時は古代人の生活や暮らしぶりを想像しつつ、
友達と遊んでいたのだろうか。その後故郷に近い八ヶ岳
山麓の広大な山裾に位置し、日本の縄文時代を代表する
ともいわれている「尖石遺跡群」を見学した。この遺跡
群は1893（明治26）年、小平 小平治氏によって初め
て世に紹介されており、今日は国から「特別遺跡」に指
定されている。

八ヶ岳山麓に展開する遺跡の地帯では、地元の碩学
宮
みやさか 

坂 英
ふ さ か ず

弌氏（1882-1985）と協力者による長年のご
努力によって、228カ所もの遺跡・遺物等が発掘・追跡
されている。山麓を流下する清流と歴史が息づく山裾の
景観を眺望していると、古来の自然領域内における安定
した往時の「人と栖

せ い

」の風情を今日もなお、感じること

ができる。
縄文時代の集落の多くは、何軒かの家が広場などを中

心に環状に造られている。棚畑遺跡は地域でも最大規模
のもので、遺跡広場の中の土

ど

坑
こ う

という小さな穴の中に横
たわるように埋められた状態で、国宝「土偶」（縄文ビー
ナス）は発掘された。下方に重心のある安定した立像形
で、全長27cm、重量2.14kg、お腹とお尻が大きく張
り出し、妊娠した女性の様子を表現しているという（茅
野市教育委員会）写真-1・図-1。

中
なかむら

村 三
さぶろう

郎
防衛大学校名誉教授
地すべり学会顧問

（理学博士）

Local History Explorations史 探 訪歴

斜面環境　山の辺の道「12」

人間の都合と地球「人球化」

写真-1　 国宝「土偶」（縄文ビーナス） 
（茅野市尖石縄文博物館、2010） 
昭和61年9月9日　米沢 棚畑遺跡出土 
平成7年6月15日　国宝指定 
縄文時代中期（約5000年前） 
全長27cm ／重量2.14kg 
掲載許可（H22.11.8・22尖石第101-1号）
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3．谷戸から丘陵地への宅地化
南関東の東京湾岸には、氷河期〜後氷期〜今日の地殻

変動に伴う地盤の昇降や、気候変化に伴う海水位変化由
来の複雑なリアス式海岸が造り出されている。特に三浦
半島や湘南地域には、入江やそれを囲む尾根がつくるい
わゆる谷戸地形が発達している。

かつて湾岸を走る京浜急行に、横浜金沢八景から横須
賀堀ノ内まで初めて乗車し移動した時、わずか12分間
に13ものトンネルを通過し、車窓のめまぐるしい風景
の変化に驚かされた。トンネルは谷戸と谷戸との間の尾
根部分をぶち抜いたものである。
「じいちゃんの　そのまたじいちゃんとばあちゃんと　
そのまたばあちゃんが　好いて好かれたむかしの話　
いせき娘のばあちゃんが　ひとり谷戸の山越え訪ねて
ゆけば　じいちゃんのそのまたじいちゃんが　海から

小舟で送ったそうな」（栗
く り

原
は ら

 一
か ず

登
と

 1983）
合唱組曲「横須賀」のこの歌詞には三浦のリアス式海

岸の湾入と谷戸地形が手際よく表現されている。トンネ
ルのない当時、いせき娘がひとり山を越えて恋人を訪ね
た後、彼の小舟で、海に突出する尾根（岬）を回り、送っ
てもらう様子が見事に詠われている。

南関東の横浜・横須賀等の地域に谷戸地形がよく発達
しており、往時（縄文〜弥生）の人々にとっては格好の
生活場であった。谷戸の周縁には例外なく急傾斜地形が
発達していることもあり、時には地形改変に伴う斜面崩
壊等の事変も頻発し、神奈川は2008年当時我が国の急
傾斜地崩壊対策事業1 〜 2位の場ともなっていた（神奈
川2008）写真-2・図-2。 

その後、技術や道具の発展・人口の増加に伴い、谷戸
から台地における住宅地等への転換が進められ、時と場

写真-2　三浦半島湾岸に発達する谷戸〜尾根地形と台地（神奈川県）

図-1　八ヶ岳山麓の遺跡位置（尖石と棚畑のみ示した）杖突峠より（中村画、2010）
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所によっては「住むだけ寝るだけ」などと揶揄されるよ
うな宅地化転換も見られた。さらには1965年以降には
丘 陵 地 で の 宅 地 化 転 換 も 推 進 さ れ、1975年 に は
1967年当時の4 〜 5倍の宅地化への転換が推測されて
いる。1964年の東京オリンピック開催・新幹線・高速
道路等の開通がきっかけとなり、各地におけるメガシ
ティー拡大にいっそう拍車がかかった。首都圏ばかりで
なく、大阪・名古屋・横浜・仙台・広島等における居住
域の拡大にも大きな影響を与えた。地形の改変について

（田村1982）は「大規模開発が盛んになるのは、宅地
の場合1960年頃からであり、総面積・件数ともに丘陵
地を対象とする割合が急速に増大した」と指摘している。
そして宅地開発ゾーンの各地では、崖崩れ等の地盤災害
が頻発し、1974年神奈川では1610箇所もの被災が記
録されている（神奈川2008）。この対策記録は、当時
我が国で1 〜 2位の事業数であったという。

4．人間の都合と地球「人球化」
自然主体の領域内で生活してきた人類は、長い歴史の

後ようやく人間の領域を持つようになった。当初、人間
達は新しい技術や手段を取り入れても、自然条件を積極
的に改変・破壊することもなくその生活を展開してきた。

しかし最近は、人間の都合と便利さだけを優先し追求す
る生き方が卓越したため、自然に対する価値観・環境観
が変化しつつあるということも考えられる。人間は自然
との共生を模索しつつも、次第に地球の「人球化」をも
推進させているのではないかなどと思うこの頃である。

今世紀は、農村社会から急激に都市化への時代に変革
しつつある時代ともいわれている。今日、都市およびそ
の周縁における地形の改変・土地利用の移り変わりも著
しく、各地にメガシティーの出現が予想されている。
1960年代以降、都市域の拡大に伴う宅地造成や道路等
交通路の整備に付随して、地盤条件が各地で不安定化し、

「人工的な環境」が増大すると同時に、地盤災害の頻度
も増加した。

斜面環境に関わる国土交通省の調査例では、崖崩れの
危険箇所（人家5戸以上の危険があるもの）が1972年
には 6 0 , 7 0 0 箇 所 であ っ たものが 2 0 0 2 年 には
113,500箇所、地すべり危険箇所は1972年5,200箇
所、2002年には11,000箇所と報告されている（岡本
2003）。有史以前、山地から低湿地へと進出した人間の
居住地は、人口の増加とともに溺れ谷（谷戸）から台地・
丘陵地・山麓へと拡大転移しており、それに伴う大規模
な地形の改変が「土砂災害と背中合わせの街つくりを余

図-2　衣笠城址および佐原周緑の急傾斜地分布図（神奈川県2004）
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儀なくされている」と池谷（1999）が指摘している。
今日のような社会的・経済的な背景の下で、自然との

共生を実現するためには、「人間と自然の関係を管理す
るための新しい規範が必要である」とのレスター・ブラ
ウン（2003）の提言がある。また2001年には、国土
交通省では「土砂災害防止法」を制定・施行している。
この法律の趣旨について岡本（2003）は「地球と市民
の防災力を高めるために、ハードとソフトとのバランス
を取りつつ、よりソフトに軸足を置いた施策が目的であ
る」と述べている。行政の努力に加えて、私達住民の積
極的な協力と、地域地盤の情報を生かした施策・対応が
不可欠である図-3。

5．温暖化と測り知れない自然災害
この頃の降雨の激しさは異常である。小林（2007）

によれば1990 〜 2000年に時間雨量100mmを超え
る異常気象がしばしば頻発している。当初は沖縄・鹿児
島地域に限られた現象であったが、その後は高知等に北
上し、2000年には北海道北見にまで時間雨量100mm
以上の豪雨が記録されている。国内外における温暖化に伴
う異常な被災記録では、中国長江の大洪水（1981）、ア
メリカにおける破壊的暴風（2012 〜 2013）、紀伊半島

（2011.9月）・北九州（2012.7月）、島根・秋田（2013）
における被災が記録されている。さらに2018年7月早々
には未曾有の豪雨禍により、西日本各地と北九州において
大規模な浸水・土砂崩れ災害が多発した。

最近のIPCC（気候変動に関する政府間パネル）の報
告では、2100年までの間に地球の平均気温は、1.4 〜
5.8度上昇、海水面は9 〜 88cm上昇するという予測が
されている。この地球温暖化は単に温度が上がるという

だけでなく、激しい台風や集中豪雨の激しさをもたらす
ことが多いわけで脅威である。

自然はしばしば人間の理解を超える現象を露呈するこ
とがあり、これが思いがけない自然災害をもたらしてい
る。これも人間と自然との関わりの過程で「人間の都合
優先」の手段が次第に卓越することによる現象であろう
か。人間は従来、「自然との共生」を思索しつつ自然と
接しているわけであるが、「自然」も人間の所行を見つめ

（？）、対応しているのであろうか。「測りしれない自然の
都合」に関わる確かな状況把握につとめ、安定した「共
生」を推進したいものである。
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「平成31年度（一財）砂防・地すべり技術センタ－講演会」ご案内
「平成31年度（一財）砂防・地すべり技術センタ−講演会」を下記のように開催いたします。
参加ご希望の方は、弊センターホームページ（http://www.stc.or.jp）参加申込フォーム（4月下旬準備予定）か

らお申し込み下さい。
記

1．日 時：平成 31 年 6 月18 日（火） 13：30 〜 17：00
2．場 所： 砂防会館「シェーンバッハ・サボー　淀・信濃」 

東京都千代田区平河町2-7-4　TEL 03-3261-8386
3．参 加 費：無　料  
4．受 付 〆 切：6月14日（金）
5．お問い合せ先：（一財）砂防・地すべり技術センター　企画部　仲野　TEL 03-5276-3271
6．テ ー マ：「平成30年7月の西日本豪雨災害」　 
 開会挨拶　（一財）砂防・地すべり技術センター理事長 
 来賓挨拶 
 基調講演　田中　淳（東京大学大学院　情報学環総合防災情報研究センター長） 
 講 演 Ⅰ　「砂防の新たな施策」（仮題）　浦原潤一（国土交通省　砂防部　保全課） 
 講 演 Ⅱ　「復旧・復興の現場から」（仮題）　未定 
 講 演 Ⅱ　「土砂洪水氾濫対策の考え方」（仮題）　五十嵐勇気（（一財）砂防・地すべり技術センター） 
 閉会挨拶　 （敬称略）

詳細はHPで順次ご紹介の予定です。

行事一覧（8月〜1月）
◆◆協賛（後援）
8月  第42回水の週間行事（協賛）     
9月19日  「鋼製砂防構造物」及び「柔構造物」合同講習会（後援）
10月1日〜4日 国際シンポジウム「INTERPRAEVENT2018」（協賛）
10月4日  「第50回（公社）砂防学会シンポジウム」（協賛）
10月11日〜12日 「斜面防災対策技術フォーラム'18 」in神戸（後援）
11月  （公社）砂防学会砂防技術推進機構活動への協賛
11月1日〜2日  「2018火山砂防フォーラム」（協賛）
11月10日  「吾妻川上流域の防災・減災と活力ある地域づくりを考える会」（後援）
12月1日〜7日 平成30年度「雪崩防災週間」（協賛）

人事異動
◆◆8月1日付
【採　　用】 武士　俊也　斜面保全部次長（国土交通省水管理・国土保全局より）
【兼 務 等】 企画部長　冨田　陽子　企画部企画情報課長を兼務
 比留間雅紀　企画部調査役（企画部次長兼企画部企画情報課長）
◆◆10月1日付
【委嘱解除】 理事　綱木　亮介　斜面保全部長の委嘱を解除
【昇　　任】 武士　俊也　斜面保全部長（斜面保全部次長）
【配置換え】 伊倉　万理　砂防部技術課技師（砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員）
◆◆11月16日付
【採　　用】 浦　　　真　砂防技術研究所技術部長（国土交通省水管理・国土保全局より）
【併任解除】 企画部長　冨田 陽子　砂防技術研究所　技術部長の併任を解く
◆◆12月5日付
【退　　職】 嶋　　大尚　砂防技術研究所技術開発室長
◆◆1月16日付
【配置換え】 田地野真由美　企画部（総務部契約課）
 水野　　　忍　総務部契約課（企画部）
◆◆1月25日付
【兼 務 等】 理 事 長　南　　哲行　 砂防技術研究所長を兼務
【辞　　任】 専務理事　大野　宏之　 

職員の派遣
◆◆技術指導	 平成30年1月〜平成31年1月

所属 役職 氏名 依頼元 指導内容

砂防技術研究所 次長 嶋　丈示

国⼟交通省�関東地方整備局�利根川水系砂防事務所 流木対策
国⼟交通省�北陸地方整備局�湯沢砂防事務所 砂防堰堤の補強　
国⼟交通省�中部地方整備局�天竜川上流河川事務所 砂防堰堤設計、流木対策
福島県 砂防堰堤の設計、流木対策、小規模渓流対策
長野県 砂防堰堤設計、流木対策
滋賀県 鋼製砂防堰堤の改良
和歌山県 流木対策ほか　30件
高知県 流木対策ほか　25件
福岡県 豪雨災害後の砂防対策
大分県 流木対策ほか　16件

CENTER NEWS
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◆◆委員・講師	 平成30年1月〜平成31年1月
所属 役職 氏名 依頼元 講義（講演）・委員等

理事長 南　哲⾏

山形県 「山形県砂防協会70周年記念式典」講演
北海道大学大学院�農学研究院 非常勤講師（国⼟保全学総論）
（公社）⼟木学会�東北支部　 ⼟木の日特別⾏事　「防災に関するシンポジウム」
（⼀社）�国際砂防協会　 平成30年度環太平洋インタープリベント協議会委員
（⼀社）日本気象協会　 評議員
（⼀財）河川情報センター　 評議員
（NPO）鹿児島県砂防ボランティア協会 「平成30年度砂防技術研修会」講師
（NPO）防災情報研究所　 理事
富士山と酒匂川流域�噴火と減災を考える会 「富士山と酒匂川流域�噴火と減災を考えるシンポジウム」講師
阿蘇ジオパーク推進協議会 阿蘇ジオパーク専門委員

専務理事 大野　宏之

内閣府
火山防災に係る調査企画委員会委員
中央防災会議「防災対策実⾏会議」大規模噴火時の広域降
灰対策検討ワーキンググループ委員

気象庁 「防災気象情報の伝え方に関する検討会」委員

（国研）⼟木研究所 JICA研修「洪水防災」（修士課程「防災政策プログラム　水
災害リスクマネジメントコース」）講師

富山県立大学 客員教授
（公社）日本技術士会　 「建設部会　CPD講座講演会」講師
（⼀財）河川情報センター　高松センタ－ 「激甚化する⼟砂災害対策とその対応」講師
（⼀社）国際砂防協会　 平成30年度環太平洋インタープリベント協議会委員
（NPO）国際斜⾯災害研究機構 「ICL-Japan運営協議会」アドバイザー
浅間山火山防災協議会 「浅間山火山防災協議会」構成員（砂防分野専門家）
防災士研修センタ－ 「防災士養成講座」講師
立山黒部自然環境保全・国際観光促進協議会 「立山黒部自然環境保全・国際観光促進協議会　講演会」講師
SSLアンカ-協会・Q&Sフレーム協会 平成30年度「SSLアンカー協会・Q&Sフレーム協会　中央技術講習会」講師

大野　宏之・冨田　陽子・嶋　丈示 （公社）砂防学会 「大規模外力に対してレジリエントな砂防施設の設計手法の開発」委員

理事 綱木　亮介

国⼟交通省　水管理・国⼟保全局 「平成30年　地すべり対策勉強会」講師

（国研）⼟木研究所 JICA研修「洪水防災」（修士課程「防災政策プログラム　水
災害リスクマネジメントコース」）講師

北海道大学大学院�農学研究院 非常勤講師（国⼟保全学総論）

奈良県 「国道168号防災検討会」委員
「国道169号高原トンネル安全対策検討会」委員

（⼀財）斜⾯防災対策技術協会 技術委員会・企画委員会委員

研究顧問 池谷　　浩

国⼟交通省 「利根川水系砂防事務所管内流域協議会による防災講演会」講師
文部科学省 「次世代火山研究・⼈材育成総合プロジェクト総合協議会」委員

内閣府
「火山防災対策会議」委員
「噴火時等の避難計画の手引き作成委員会」座長
平成30年度「防災スペシャリスト養成研修」講師

内閣府（防災担当） 「火山防災エキスパート」
静岡県 平成30年度「ふじのくに防災士養成講座」講師
山梨県富士山科学研究所 客員研究員
鹿児島市 「鹿児島市火山防災トップシティ構想検討委員会」委員
2018火山砂防フォーラム実⾏委員会 「2018火山砂防フォーラム」パネルディスカッションコーディネーター
（公社）全国治水砂防協会 副会長
（独法）国際協力機構 外部審査委員
富士山火山防災対策協議会 学識者委員
防災士研修センタ－ 「防災士養成講座」講師
日本自治体危機管理学会 第12回研究大会「火山防災の現状と課題」講演

企画部

部長 冨田　陽子 （⼀社）斜⾯防災対策技術協会　富山支部 平成30年度「斜⾯防災対策技術講演会」講師
砂防鋼構造物研究会　 「鋼製砂防構造物及び柔構造物合同講習会」講師

総括技師 安養寺信夫
国⼟交通省北海道開発局 砂防・⼟砂災害緊急調査研修「火山砂防計画と火山噴火緊急減災対策」講師
北海道大学大学院農学研究院 非常勤講師（国⼟保全学総論）
日本災害情報学会 理事

主任技師 五十嵐勇気 （株）新建新聞社 「⼟木インフラセミナー砂防」（流木対策編）�講師

砂防部
部長 長井　義樹 インタープリベント2018実⾏委員会 「インタープリベント2018」エクスカーション監理員

（株）新建新聞社 「⼟木インフラセミナー砂防」（ICT砂防編）�講師
課長代理 加藤　誠章 （公社）砂防学会 「平成30年度砂防学会講習会」講師
主任技師 厚井　高志 （公社）砂防学会 「砂防学会誌編集委員会」委員

斜⾯保全部

部長 武士　俊也 政策研究大学院大学 特別講師
次長 向井　啓司 日本災害情報学会　 日本災害情報学会「企画委員会委員」

課長代理 相楽　　渉
（公社）日本地すべり学会 監事
（⼀財）全国建設研修センター 平成30年度研修「地すべり防⽌技術」講師
（NPO）群馬県地すべり防⽌⼯事士会 「技術講演会」講師

課長代理 道畑　亮⼀ 国⼟交通省�関東地方整備局�利根川水系砂防事務所 「地すべり防⽌施設点検学習会」講師

総合防災部� 課長 池田　暁彦
防衛大学校 課外講演「技術者としての防災対策における対応と試み」講師
国⼟交通省 平成30年度専門課程　砂防研修�講師
京都大学�防災研究所 「平成30年度既設砂防堰堤の長寿命化に関する検討」に係る共同研究者

課長代理 藤澤　康弘 （公社）⼟木学会　 調査研究部門／地盤⼯学委員会／火山⼯学研究小委員会　委員

砂防技術
研究所

調査役 山越　隆雄 内閣府 SIP「AIモデル等システム構築委員会」委員
（公社）砂防学会　 「砂防⼈材育成委員会」委員

�次長 嶋　丈示 SBウォール⼯法研究会 「SBウォール⼯法講習会」講師
構営技術コンサルタント（株） 「鋼製透過型砂防堰堤勉強会」講師
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アクセス：地下鉄　永田町駅
（東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線）
4番出口より徒歩1分

〒102-0093　東京都千代田平河町2-7-5　砂防会館５F

「sabo」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。

「役に立った」「印象に残った」記事、あるいは「こんな記事が読みたい」など、
みなさまのご意見、ご感想を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せ下さい。
『sabo』バックナンバーはホームページからダウンロードしてご覧ください。

「sabo」事務局宛
FAX:03-5276-3391／e-mail:sabo-kikanshi@stc.or.jp

http://www.stc.or.jp/

混雑を極める朝の永田町駅を出て国会議事堂を背に徒歩
1分、真新しい砂防会館に移転したのは昨夏、酷暑のさな
かでした。新しい通勤経路にも、出口に向かう階段の長い
行列にもようやく馴れて半年あまり、はや梅の便りの聞か
れる早春となりました。

地下鉄でほんの二駅の距離、同じ千代田区内とはいえ、
ここ平河町は市ヶ谷とはまた異なる表情を見せる街です。
飲食店や店舗はビル内に納まって雑多な看板は陰をひそ
め、皇居を間近に仰ぐ整然とした街並みは、首都東京のよ
そ行きの貌をしています。地下鉄は不思議な乗り物で、地
上を走る電車ならば、移りゆく車窓の風景で街の雰囲気の
見当をつけることが出来るのですが、途中経過の見えない
メトロでは、乗車地点と降車地点との繋がりがなかなか掴
みにくいのです。

引っ越したばかりの街は、おろしたての靴のようになん
だかしっくりと馴染まない、そんな時は、もっぱら歩くこ
とにしています。ランチに適当なお店や、帰りにちょっと

買い物できそうなスーパーを見かけるようになると町名は
麹町へと変わり、暮らしの気配が濃くなっていきます。ビ
ルの狭間のレトロな八百屋さんで露地物のほうれん草を見
つけたり、保育園帰りとおぼしきスーツ姿の親子達とすれ
違ったりしながら番町を過ぎれば、人待ち顔の居酒屋やカ
フェが軒を並べる靖国通り、アフターファイブのざわめき
も懐かしい市ヶ谷界隈です。

黄昏時がほんのり長くなってきた今頃は、残念ながら年
度末の繁忙期、そんな余裕はないよ、とおっしゃるかもし
れませんが、忙しさが一息つけば桜もほころぶ爛漫の頃、
以前は九段坂から巡った千鳥ヶ淵のお花見を、今年は北の
丸公園から対岸に眺めるのもよいかもしれません。新しい
スニーカーが足に馴染むように、よそよそしかった街も、
歩き込むにつれてなじみ深い界隈へと変わって行くことで
しょう。	 （J）

平河町から



sabo
編集／sabo編集委員会
発行／一般財団法人　砂防・地すべり技術センター
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-5　砂防会館 ５階

平成31年3月15日発行　ISSN-1345-6997 総　務　部 TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391

企　画　部 TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391

総合防災部 TEL：03-5276-3273　FAX：03-5276-3393

斜面保全部 TEL：03-5276-3273　FAX：03-5276-3393

砂　防　部 TEL：03-5276-3272　FAX：03-5276-3392

砂防技術研究所 TEL：03-5276-3274　

ホームページからバックナンバーがご覧になれます。
http://www.stc.or.jp/

Vol.125  2019 Winter


	表紙
	目次
	巻頭言：変わるメモリ
	寄稿：無人化施工のあゆみ
	センター技術紹介：新年度へ向けて
	企画部
	砂防部
	総合防災部
	斜面保全部
	砂防技術研究所

	トピックス：UAV の活用−より詳細で安全な調査のために−
	現場から：砂防学会「平成30年9月北海道胆振東部地震土砂災害緊急調査団」参加報告
	連載エッセイ：「災害多発の年」と「忘却の話」
	現場から：平成30年7月豪雨により広島県で発生した土砂災害に関する調査
	コラム　Dear Ms.Sabo
	報告：国土保全学研究室、突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点の平成30年度の活動、及び、平成30年北海道胆振東部地震による土砂災害への対応
	講演会報告：平成30年度砂防地すべり技術研究成果報告会
	発表①：土砂災害の多様性と地域性を考慮した土砂災害危険雨量の運用に関する検討
	発表②：北海道「八幡の大崩れ」における風化・侵食・マスムーブメントの相互作用
	発表③：鋼製透過型砂防堰堤に作用する土石流荷重の推定に関する研究
	発表④：土石流の発生条件と氾濫・堆積までを考慮した適切な地形解像度の設定
	発表⑤：地震により不安定化したテフラ斜面における降雨による地すべりの発生機構及び災害軽減
	発表⑥：水害・土砂災害危険箇所と人的被害の関係に関する基礎研究

	自然紀行：私は見た！　雲間に浮かぶ九頭龍の姿を
	海外事情：国際シンポジウム「インタープリベント2018」
	海外事情：「2018年日・韓砂防交流会議」開催
	海外事情：ブラジルにおける鋼製透過型・ソイルセメント砂防堰堤普及促進事業の本邦研修
	海外事情：2018年インドネシア スラウェシ地震被災地調査レポート（速報）
	海外事情：日本の砂防を世界のSABOに−開発途上国での活用を目指して−
	海外事情：世界の土砂災害（第23回）
	審査証明：Fixrグラウンドアンカー工法（高耐食・高耐力グラウンドアンカー工法）
	審査証明：小規模渓流対策工　JDフェンス（土石流フェンス）
	歴史探訪：人間の都合と地球「人球化」
	CENTER NEWS
	編集後記



