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巻頭言

土砂災害に対する警戒避難対策への関心が高まり、そ
の対象は避難所運営における感染症への対策にまで及ぶ
など、研究の対象としても行政の課題としても警戒避難
に関わる問題は存在感を増しています。それとともに、
土砂災害発生時刻の予測は警戒避難の前提なので、災害
事例毎の予測精度の適否について検討の深化が必要で
す。ここ数年、大雨の際の気象情報で土砂災害危険のあ
る地域が刻々表示されるのを見ると、進歩した予測技術
の社会実装を実感するとともに、更に的確な予測向上が
急がれます。
昔のことを思い出すと、砂防学会で「降雨と土砂災
害」のセッションが初めて設けられたのは、1978年の
学会でした。それまでは、土砂災害発生場の研究が主体
で、雨との関係で発生時刻を論ずる研究が複数発表され
セッションがもたれるという状況ではありませんでした。
このとき大学院生だった私は、タンクモデルで六甲山の
災害事例を検討した口頭発表を行いました。六甲山を対
象としたのは、1938年、1961年、1967年と3回の
土砂災害の記録が集められていたことと、神戸海洋気象
台の1904年以来の雨量記録が参照できたからです。土
砂災害発生時刻と雨量情報の入手は警戒避難雨量研究で
必須ですが、1974年11月に気象庁AMeDAS（自動気
象観測システム）の運用が開始され、1979年には国内
1,316地点の観測所が整備されるなど、リアルタイム情
報を用いた警戒避難を構想することができる時代が始
まっていました。それから40年以上経過しました。
現在、土砂災害を対象とした大雨警報には土壌雨量指
数、土砂災害警戒情報にはその土壌雨量指数と60分雨
量の組み合わせが用いられています。土砂災害に関わる
警戒情報が、初期の研究段階から気象情報の一つに加え
られるまでの過程は、決して容易な道ではなかったわけ
で、多くの関係者の努力の賜物です。
タンクモデル貯留量（土壌雨量指数もその一つ）が土
砂災害発生条件の指標となるという提案以来の問題に、
発生条件を別の地域に適用するときの普遍性がありまし
た。もともとタンクモデルは河川の流量を再現・予測す
るために提案されたモデルで、適用流域毎にモデルの係
数が異なることを前提としています。これは難問でした
が、「花崗岩山地流域の流出を対象に設定されたタンク
モデルの係数は別の地域での土砂災害発生条件にもかな

りあてはまる」という知見と「履歴順位」の考え方の導
入により、気象庁による全国共通の係数を用いる土壌雨
量指数の提案とその警戒情報としての実用化へと進みま
した。また、実際に運用が進む中で、タンクモデルの係
数が全国共通でも著しく不適切な予測結果が生じないと
いう新たな経験も蓄積され、予測方式として定着してい
きました。しかし同時に、「著しい不適切」はないとして
も、「空振り」、「見逃し」、「警戒解除までの時間」等に
ついての課題があります。
今後、更に予測精度を高める方向の一つとして、降雨

予測を組み込むこととともに土壌雨量指数の係数につい
て全国一律の条件を外し、改めて地域毎に指標を決めて
いくことも考えられます。ただし、定着している土砂災害
発生時刻の予測方式を変えるとき、現行の方式からの改
善程度の定量的説明も必要となるので、モデル開発とと
もに予測結果の比較と検証の仕組みの開発も不可欠です。
行政の最近の動向として、国による「土砂災害防止対

策基本指針の一部変更」の中で「都道府県は、土砂災害
の発生位置及び時刻等についてより丁寧な情報収集に努
めること」、「国はその発生位置及び時刻等を整理すると
ともに、引き続き調査・分析を行う」という内容が加わ
るとのことです。「土砂災害発生時刻の含まれる総合的
なデータベース構築」への動きと見ることができます。
従来、発生日はわかっても時刻が不明な事例があり、特
に集中して多数発生する大災害ほど個々の事例の時刻に
関する記録が残りにくいという傾向がありました。この
データベースの整備は、研究者が提案する新モデルの的
中率の評価、モデル改善の検証も容易になって予測精度
向上に役立つでしょう。また、データベース作成過程で
は、砂防・地すべり技術センターが1983年以来毎年刊
行する「土砂災害の実態」を参照するなど過去にさかの
ぼっての災害事例蓄積や、自治体の消防救急部局等と連
携した情報把握も有効と思われます。
土砂災害発生時刻の予測についてこの40年間の大き

い進歩は、直面する課題解決の難度を高いものとしてい
ますが、いつの時代も研究者・技術者の創意工夫と「発
生した災害の持つ情報を忘れず将来に生かすこと」が大
切で、更に的確な土砂災害の発生時刻予測が進むことを
期待しています。

東京大学 名誉教授
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－土砂災害発生時刻の予測－
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1．はじめに
近年、台風や集中豪雨、地震等により日本各地で大

きな被害を伴う土砂災害が発生している。平成 28 年
に北海道・東北地方を襲った一連の台風に伴う豪雨、
平成 29 年の九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、令和
元年東日本台風に伴う豪雨等、広い範囲に大き
な被害をもたらした。一方で、これまで砂防関
係施設が整備された渓流や斜面では、土砂移動
そのものの抑制や移動した土砂の捕捉によっ
て、未然に土砂災害を防いだ事例は枚挙に暇が
ない。

土砂災害防止法に基づく基礎調査は令和元年
度末までに完了し、全国で 671,921 箇所に及ぶ
土砂災害に対する危険な箇所が明らかにされ
た。全国の砂防関係者が懸命に努力を続けてい
るが、全ての危険な箇所で対策を施すまでには、
なお多くの時間と予算が必要とされている。そ
のため、土石流対策、地すべり対策、急傾斜地
崩壊対策等、全ての土砂災害対策の実施にあ
たっては、効果的・効率的な対策方法・計画を
模索し、できるだけ早期に対策完了を目指すた
めにあらゆる手法を総動員する必要がある。

そのような中、既設の砂防関係施設に関して
は、適切な維持管理を行い、少なくとも常に計
画された機能が発揮されることが最低限必要で
あるし、さらに上述のように新規に対策が必要
とされる箇所が膨大に残っている現状では、各
砂防関係施設をできるだけ長く使えるよう計画
的な維持管理についても新設と同様に大変重要
であることを認識しておく必要がある。

既存の砂防関係施設の現状を見ると、そのス
トック数は年々増加しており（図-1　砂防設備
のストックピラミッド（砂防堰堤＋床固工））、
地域の安全・安心の確保等に大きく寄与してい
る一方で、今後、老朽化に伴い補修等が必要と
なる施設の数が膨大となっていくことが予想さ
れる（図-2　建設後 50 年以上を経過する砂防

設備数の推移、図-3　砂防設備の健全度割合（令和元
年度末現在））。これらを踏まえ、今後、砂防関係施設
の維持管理については、長期的な展望をもって長寿命
化に取り組み、予防保全型維持管理によるライフサイ
クルコスト（以下、「LCC」という。）の縮減及び各年
の修繕等に要する費用の平準化を図りつつ、確実に砂
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 図-3 　砂防設備の健全度割合（令和元年度末現在）

 図-2 　建設後 50 年以上を経過する砂防設備数の推移
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 図-1 　砂防設備のストックピラミッド



3sabo Vol.128 2020 Summer

寄稿 ①

防関係施設の機能を確保していく必要がある。 
こういった背景のもと、今般「砂防関係施設の長寿

命化計画策定ガイドライン（案）」が改定された。

2． 長寿命化計画に関するこれまで
の主な経緯

① 基本計画・ガイドライン等基準類の経過

老朽化対策に関する政府全体の取り組みとしては、
平成 25 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」に
基づき、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省
庁連絡会議が設置され、本格的な取り組みに着手され
た。その後、同年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」
がとりまとめられ、以下に示すような各分野、各機関
の取り組みが進められていくこととなった。
•  H25.11「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁

連絡会議」にて、「インフラ長寿命化基本計画」が決定。
→ 国や地方公共団体の各機関等「各インフラを管理・

所管する者」に対する「インフラ長寿命化計画（行
動計画）」、「個別施設毎の長寿命化計画」の策定を
位置づけ。

•  H26.5「社会資本の老朽化対策会議」にて、「国土交
通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」決定。

•  H26.6「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライ
ン（案）」の策定。
→  砂防関係施設の長寿命化計画を策定・運用するため

の基本的な考え方や手順が示される。

•  H26.9「砂防関係施設点検要領（案）」の策定。
→ 砂防関係施設の長寿命化に向け、予防保全

型維持管理を実施していくための点検、評価
手法が定められる。

•  H31.2「砂防関係施設点検要領（案）」の改定。
→  UAV 等の活用及び施設情報に関するデー

タベースシステムの構築を推奨。
•  H31.3「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガ

イドライン（案）」の改定。
→  LCC の縮減、修繕等に要する費用の平準化

を踏まえた「予防保全型維持管理」を導入。 
→ 同趣旨で、「砂防関係施設点検要領（案）」

についても改定。
•  R2.3「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイ

ドライン（案）」及び「砂防関係施設点検要
領（案）」の改定。

→ 目視による方法に加え、UAV 点検を定期点検等
における基本的な方法と位置づけ。 

②  砂防関係施設の長寿命化関連予算制度等の経過

平成 22 年度、砂防関連施設緊急改築事業が創設され
た。これは、平成 20 年度の大野川水系浅野川の石積砂
防堰堤の被災のように、集中豪雨等により昭和 52 年以
前に整備された古い砂防設備（石積・礎石コンクリー
ト等）が被災する事例多く見られたことが契機となり、
総合流域防災事業の拡充として同事業が創設された。
•  平成 22 年度 砂防設備等緊急改築事業の創設（砂防

＆地すべり）。
•  平成 25 年度 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業の

創設。
•  平成 26 年度 緊急改築事業の枠組みにおいて、砂防

関係施設の長寿命化計画の策定支援を拡充。
•  令和元年度 砂防関係施設の長寿命化計画策定支援

の延伸。
→  LCC の考慮等による長寿命化計画の変更に限り、 

防災・安全交付金の交付対象期間を 5 年間延長（図
-4　長寿命化計画の策定支援）。

•  令和 2 年度 緊急改築事業の採択基準を改正。
→ 急傾斜の総事業費7,000万円以上→8,000万円以上。

•  令和 2 年度 個別補助事業の拡充（大規模更新砂防
等事業費の創設※ 1）。

 写真-1 　要対策施設のイメージ

天端摩耗亀裂部からの漏水

【要対策施設】
当該施設に損傷等が発生しており、損傷等に伴い、当該施設の機能低

下が生じている、あるいは当該施設の性能上の安定性や強度の低下が懸
念される状態。
（砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）（令和2年3月）よ
り抜粋）

 図-4 　⻑寿命化計画の策定⽀援

令和元年5月29日付け事務連絡
「ライフサイクルコストを考慮した砂防関係
施設の長寿命化計画の策定について」におい
て、直轄は令和3年度までに、都道府県は令和
5年度までに、LCCを考慮した計画への更新を
依頼

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

点検・診断
（必要に応じて対策の実施）

長寿命化計画策定 LCCを考慮した長寿命化計画へ変更

【今回拡充】

「改訂版 砂防関係施設の長寿命化計画策定
ガイドライン（案）」の内容を反映
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→ 交付金事業では計画的・集中的な予算確保が担保
されず、大規模な更新に着手できていない場合が
あることから、大規模更新砂防等事業費を創設し、
計画的・集中的な事前防災対策の推進を図る。

（参 考） 
総務省地方財政措置の拡充による公共施設等の適正

管理の推進等
•  平成 29 年度 公共施設等の老朽化対策等を推進する

ため「公共施設等適正管理事業費」を創設。
•  平成 30 年度 個別施設の長寿命化計画に基づき実施

する地方単独事業に対する地方財政措置を拡充（公
共施設等適正管理推進事業債）。

•  平成31年度 点検におけるICTデータベースシステム・
ドローンの導入に係る地方財政措置の創設（特別交
付税措置）。

3． 砂防関係施設の長寿命化計画策
定ガイドライン（案）について

砂防関係施設の長寿命化に関する基準類の改定経過
は、第 2 章で記した通りであるが、本章では平成 31
年 3 月及び令和 2 年 3 月の改定概要をまとめる。

① 改定の背景

改定に至った背景は主に以下の 3 点である。
①  老朽化する砂防関係施設が増加していく中、予防保

全型維持管理による LCC の縮減等の戦略的な対策
が必要となっている。

②  インフラ施設のメンテナンスにおいては、あらゆる
分野において、UAV 等の新技術の導入・活用が推
進されている。

③  平成 30 年 7 月豪雨や令和元年東日本台風をはじめ
とし、激甚な土砂災害が頻発している中、既設の砂

防設備の効果が確実に発揮されるよう、除石に関す
る砂防設備の管理目標の設定が重要となっている。

②  平成 31 年 3 月の改定概要

砂防関係施設のストックは年々増加しており、地域の
安全・安心の確保等に大きく寄与している一方で、老
朽化する施設数が膨大となっていくことが予想される
ことから、その維持管理については、長期的な展望を
もって長寿命化を推進し、予防保全型維持管理による
LCC の縮減及び各年の修繕等に要する費用の平準化を
図りつつ、確実に砂防関係施設の機能を確保していく
必要がある（図-5　ライフサイクルコスト縮減のイメー
ジ、図-6　修繕、改築、更新の年次計画策定のフロー）。

 図-5 　ライフサイクルコスト縮減のイメージ

※ガイドライン（案）の第Ⅲ編「１．ライフサイクルコスト
を考慮した予防保全型維持管理の考え方」を一部抜粋

砂防関係施設の予防保全型維持管理にあたって、施
設の損傷が軽微な段階で修繕等を実施することで、
砂防関係施設の所定の機能及び性能が確保できな
かった段階で更新等を行う事後保全と比較し、少ない
費用で長寿命化を図ることを基本とする。

健
全
度

費
用（
累
計
）

経年

経年

事後保全段階

予防保全

事後保全

 図-6 　 修繕、改築、更新の年次計画策定のフロー 
※ガイドライン（案）の第Ⅱ編「1．⻑寿命化計画」を一部抜粋
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寄稿 ①

このような背景のもと、平成 26 年以来となる「砂防
関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）」の
改定が行われた。

【砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案） 
（平成 31 年 3 月）の構成】
第Ⅰ編　総則

1．ガイドライン（案）の目的
2．計画対象施設及び計画対象区域
3．砂防関係施設の長寿命化計画の策定基本方針
4．砂防関係施設に求められる機能及び性能
5．用語の定義

第Ⅱ編　砂防関係施設の長寿命化計画
1．長寿命化計画
2． 計画対象区域における砂防関係施設の長寿命化計

画策定方針
3．日常的な維持の方針
4．点検結果を踏まえた健全度の整理
5． 修繕、改築、更新の優先順位の検討と年次計画の

策定
6．経過観察方法（調査・観測の方法とその留意点）
7．対策工法（修繕、改築、更新の方法）

第Ⅲ編　ライフサイクルコスト算定に係る考え方
1． ライフサイクルコストを考慮した予防保全型維持

管理の考え方
2．砂防関係施設の劣化予測
3．維持、修繕、改築、更新等に要する費用

③  令和 2 年 3 月の改定

UAV 等の新技術の開発が進められ、インフラ施設
等様々な分野において、その導入・活用が推進されて
いるところであり、砂防関係施設の点検にあたっても、
これまで、アクセスの困難や危険が伴う場所等に限定
して、UAV の活用が推奨されてきた。

本改訂では、より効率的・効果的な施設点検の促進
の観点から、現場実証実験における検討結果等を踏ま
え、定期点検等の基本的な方法として、目視による方
法に加え、UAV による方法についても同等に活用し
ていく方針とされた。

改定箇所は以下の通り（赤字が改定箇所、以下同様）。
【改定箇所①】
第Ⅱ編　砂防関係施設の長寿命化計画

3．日常的な維持の方針（Ⅱ-3 ）
【　解　説　】
・・・
（砂防設備）

・ 堆砂により機能低下の恐れのある計画上除石
が必要な砂防堰堤の除石＊

・流木止めで捕捉した流木の除去
・ 親水性を考慮した砂防設備における安全確保

や除草
・土砂がたまった魚道における除石
・流路工内の除石、除木、除草

・・・
＊参考

計画上除石を前提とする砂防堰堤については定
期的な点検を行い、平常時に堆積した土砂及び流
木を必要に応じて除石するため、日常的な維持の
方針に記載する必要がある。なお、異常出水時に
は、緊急点検を行い、次期出水に備えて必要に応
じて土石流によって堆積した土砂等の緊急除石を
行う。・・・

（注） 砂防設備における除石に関する実施方針に
ついて

砂防設備において、土砂が堆積した場合は、影
響度や堆砂状況を指標として除石の優先順位を評
価するための考え方を決定し、これに基づき各施
設の優先順位を評価し、除石を実施することを基
本とする。

砂防設備の機能及び性能を維持・確保するため
の管理目標を設定することを基本とする。

【改定箇所②】
第Ⅰ編　総則

3． 砂防関係施設の長寿命化計画の策定基本方針
（Ⅰ-3 ）

【　解　説　】
長寿命化計画の策定にあたっては、・・・土砂災

害対策において、特に重要な施設については、対
策を優先的に行う等の配慮が必要である。

なお、施設点検にあたっては、UAV の活用に
より、安全性、効率性の向上を図ることが重要で
ある。・・・

【改定箇所③】
第Ⅱ編　砂防関係施設の長寿命化計画

2． 計画対象区域における砂防関係施設の長寿命化
計画策定の方針（Ⅱ-2 ）

【　解　説　】
・・・

砂防関係施設の点検については、「砂防関係施設
点検要領（案）（平成 31 令和 2 年 3 月）」を参考と
する。
・・・

また、アクセスの困難や危険が伴う場所等にお
ける点検定期点検等にあたっては、UAV 等の活
用により、作業の効率化及び安全性の向上を図る
ことが重要であるを推奨する。・・・
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【改定箇所④】
第Ⅱ編　砂防関係施設の長寿命化計画

6． 経過観察方法（調査・観測等の方法とその留意点）
（Ⅱ-6 ）

【　解　説　】
・・・

なお、アクセスの困難や危険が伴う場所等にお
ける点検定期点検等にあたっては、 UAV 等の活用
により、作業の効率化及び安全性の向上を図るこ
とが重要であるを推奨する。・・・

4． 砂防関係施設点検要領（案）（令
和 2 年 3 月）について

本章では令和 2 年 3 月版の「砂防関係施設点検要領
（案）」の改定内容等についてまとめる。

①  改定の概要

前章「3．③　令和 2 年 3 月の改定」で述べた通りで
あるが、UAV 等の新技術開発の進展を背景に様々な
分野でその導入・活用が推進されている。

砂防関係施設の点検にあたっても、従来の方法に加
え、定期点検等の基本的な方法として UAV による方
法についても同等に活用していく方針とされた。

②  個別の改定箇所

【改定箇所①】
Ⅱ　砂防関係施設の点検

Ⅱ-1　 点検計画、種類、実施体制、実施時期及び点
検の方法

 2．点検の種類（P7、8）
【解　説】

1）定期点検
定期点検は、点検計画に基づき実施するものと

し、目視点検もしくは UAV 点検を基本とする。・・・

2）臨時点検
臨時点検は、原則として豪雨発生時や地震等が

発生した流域等において事象の発生直後のできる
だけ早い時期に実施するものとし、定期点検に準
じて目視点検もしくは UAV 点検による点検を基
本とする。・・・

【改定箇所②】
Ⅱ　砂防関係施設の点検

Ⅱ-1　 点検計画、種類、実施体制、実施時期及び点
検の方法

 5．点検の方法（P11）
【箱書部】

点検は、原則として徒歩で行うものとして、定
期点検及び臨時点検については、施設の外観及び
施設周辺の状況を目視により把握し、点検個票に
記録する。・・・

【解　説】
点検の際には、以下の点に注意して実施する。

1） 施設の異常の有無を目視確認し、記録するこ
とを原則とする。

4） 異常の状況に応じて、目視だけでなく、ハンマー
等の簡易な器具を用いて状況を確認すること
が望ましい。

5） 目視で発見した異常に関しては、その位置情報
を含め、把握した状況を点検個票に記録する。
撮影した写真も同様に点検個票に添付する。そ
の際、携帯 GPS や GPS 機能付きカメラの活用
等により、作業の効率化を図ることが望ましい。

9） アクセスの困難や危険が伴う場所等における
点検にあたっては、UAV 等の活用により、作
業の効率化及び安全性の向上を図ることを推
奨する。

UAV 点検にあたっては、現場条件等を考慮
のうえ、飛行ルートや撮影ポイント等の見直
しを適宜実施し、常に効率性の向上を図るこ
とが重要である。

点検の種類 目　的 実施時期（頻度） 実施方法

定期点検

砂防関係施設の漏水・湧水・洗掘・亀
裂・破損・地すべり等の有無等の施設状
況及び施設に直接影響を与える周辺状況
について点検する。

点検計画に基づき実施する。 ・�目視点検もしくはUAV点検等を基本とする。
・�点検結果は点検個票にそれぞれとりまとめる。
・�施設の種類毎に点検項目を定めるものとする。

臨時点検
出水や地震時等による砂防関係施設の損
傷の有無や程度及び施設に直接影響を与
える周辺状況を把握、確認する。

出水時や地震時等の事象の発
生直後のできるだけ早い時期
に実施する。

定期点検に準ずる。

詳細点検 定期点検や臨時点検ではその変状の程度
や原因の把握が困難な場合に実施する。

必要に応じて実施する。 必要に応じその状況に適応した計測、打音、観察
等の方法で確認するものとする。

点検の種類と概要（P8）
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寄稿 ①

5．おわりに
新型コロナ感染症の影響で、読者の皆様の中にも在

宅勤務やテレワーク等を経験された方がいらっしゃる
のではないでしょうか？

筆者も約 6 週間在宅勤務（テレワーク）を経験いた
しました。恥ずかしながら当初はテレワーク等と言い
ながら、自分一人でできるレポートの作成やメール
チェック、簡単な返信等、普段の働き方にはとても及
ばないものでした。

しかし、一週間も経つと「おしりに火がついて」、止
む無くメールと電話を駆使し調整を行う等自分一人で
できる仕事から、同僚や関係者との調整をとるように
なりました。その後、さらに電話での 1 対 1 のやり取
りも限界に達し、web 会議の実施等も必要に迫られ初
めて経験しました。このように私にとっては手探りで
様々な新しい仕組みを使った働き方を経験しながら、
何とか仕事を進めました。

新しい仕組みを初めて使うときは、「自分にできるか
な？」、「これで良いのかな？」等、不安がつきまとう
ものです。今回不安に感じつつも何とか前に進むこと
ができたのは、必要に迫られた点と「このような働き
方でいいんだ」という組織としての意思決定でした。

翻って、砂防施設の点検についても、今回の令和 2
年 3 月版の点検要領（案）、長寿命化ガイドライン（案）
で UAV を「使っていいんだ」と意思決定が図られま
した。今後さらに「必要に迫られたとき」が揃うと
UAV での点検は避けられません。そして、「必要に迫
られる」のはいつなのか正確に予測はできないことか
ら、今のうちに使えるように準備しておくことが必要
なのではないでしょうか。

長寿命化ガイドライン（案）に関しては、個別施設
毎の長寿命化を図っていくための指針が示されまし
た。各施設をできるだけ長く使っていくことを目指す
ための指針です。しかしながら、砂防関係施設につい
ては、現在残念ながら全ての土砂災害警戒区域等の危
険な箇所に整備されている状況にはありません。した
がって、今後、各個別施設の補修や更新の際には、単
に原型に復旧するだけでなく、何か改良を加えること
によって、さらにその地区の土砂災害に対する安全性
を高めることはできないかといった方向で検討を加え
る姿勢が大切だと思います。

今回のガイドライン（案）等が各現場でしっかりと
活かされ、既存砂防関係施設がその機能を適切に発揮
されるようご活用いただければと願っております。

※1　個別補助事業（大規模更新砂防等事業費補助）の新設� （参考）

【背景・課題】
○  平成 30 年 7 月豪雨に伴う土砂流出によって石積砂防堰堤が流出する等、外力に対する安定性が不十分な施設

における更新の必要性が認識されたことから、大規模な更新事業により安全度を向上させる必要。
○  交付金事業では計画的・集中的な予算確保が担保されておらず、大規模な更新に着手できていない場合がある

ことから、大規模更新砂防等事業費を創設し、計画的・集中的な事前防災対策の推進を図る。

【制度の概要】
〇  防災・安全社会資本整備交付金及び沖縄振興公共投資交付金の交付対象事業の基幹事業のうち砂防設備等緊急

改築事業、急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業の各々の採択基準に該当するものであって、概ね 10 年以内で
完了し、事業費が 2 億円以上の事業で、土砂災害により被災するおそれがある区域に多くの家屋が立地してい
る等社会への影響度が高いことから更新の優先度が高く、かつ長寿命化計画が策定されている砂防関係施設（砂
防設備、地すべり防止施設または急傾斜地崩壊防止施設）に係る事業が対象

対策箇所の事例（イメージ）
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1. はじめに
令和元年東日本台風及びその後の低気圧等に伴う大

雨（以下「令和元年東日本台風等」という）や平成 30
年 7 月豪雨等、近年の豪雨に伴う土砂災害では、多数
の土砂災害が発生しています。特に昨年、一昨年は一
連の降雨により平年の年間の土砂災害発生件数に匹敵
またはそれを上回る件数の土砂災害をもたらすような
極端な豪雨が発生しており、気候変動の影響が顕在化
し始めていると言われています。

国土交通省では、一昨年の平成 30 年 7 月豪雨等を踏
まえ、「実効性のある避難を確保するための土砂災害
対策検討委員会」を設置し、災害の実態やこれまでの
国土交通省の取り組みを検証するとともに、実効性の
ある避難を確保するために実施すべき施策について提
言を頂きました。この提言を踏まえ、都道府県等と連
携し、現地に土砂災害警戒区域等の表示板を設置する
等、当該区域の認知度向上や、土砂災害を対象とした
地区防災計画の積極的な策定等に関する取り組みに着
手する等、対策を進めてきました。

一方、令和元年東日本台風等では、平成 30 年 7 月豪
雨と比べ、土砂災害発生件数当たりの死者の数は少な
かったものの（平成 30 年 7 月豪雨：119 名 /2,581 件に
対し、令和元年東日本台風等：20 名 /1,194 件）、土砂
災害警戒区域が指定されていなかった箇所で死者を伴
う災害が発生したこと等が問題となりました。

このため、赤羽国土交通大臣より社会資本整備審議
会に諮問し、改めて「近年の土砂災害における課題等
を踏まえた土砂災害対策のあり方について」検討頂く
ことになりました。検討を進めるに当たっては、同審
議会河川分科会の下に「土砂災害防止対策小委員会（委
員長：京都大学防災研究所・藤田正治教授、以下「小
委員会」という）」が設置され、3 回の討議を経て令和
2 年 3 月末に気候変動に伴う豪雨の激甚・頻発化も見
据えた、実効性ある警戒避難体制の強化に対する方策
について答申を頂きました。本稿では、その概要につ
いて説明したいと思います。

2. 近年発生した土砂災害の検証
まずは小委員会で行われた検証結果を以下に示し

ます。

❶  土砂災害警戒区域の検証

平成 30 年 7 月豪雨において、土砂災害による死者が
発生した 49 箇所のうち、約 6 割に相当する 32 箇所は、
警戒避難体制の整備が義務づけられている土砂災害警
戒区域内で発生しました。また、土砂災害警戒区域には
指定されていなかったものの、土砂災害危険箇所等土
砂災害の危険が公表されていた 10 箇所（約 2 割）でも
被害が生じており、双方の箇所を合わせると死者が発生
した箇所の 8 割強では何らかの形で土砂災害の危険が
周知されていました。一方、令和元年東日本台風等では、
人的被害（死者・行方不明者・負傷者）及び人家被害（一
部損壊以上）が生じた 259 箇所の 4 割に当たる 112 箇
所が土砂災害警戒区域等に指定されていませんでした。
これら箇所の状況を詳しく分析した結果、以下のことが
その原因であることが分かりました（図-1参照）。
1． 現地調査を含む基礎調査中であり、土砂災害警戒

区域の指定に至っていなかったもの（37 箇所、全
体の約 1 割）。図中パターン①

2． 基礎調査の地形図判読では、箇所を把握すること
は困難であったが、より詳細な地形データの活用
により抽出できる可能性があるもの（51 箇所、全
体の約 2 割）。図中パターン②

3． 現在の土砂災害警戒区域の指定基準（急斜面かつ
明瞭な地すべり地形が認められる箇所や、明瞭な
谷地形がある箇所）に該当しないもの（24 箇所、
全体の約 1 割）。図中パターン③

それぞれの状況について更に考察を加えると、以下
のことが分かりました。

（1）  平成 31 年 3 月末時点において、基礎調査は約 94％
完了しているが、その指定は約 86％に留まってお
り、一部特に指定手続に時間を要している都道府
県があり、区域指定がなされる前に災害が発生し

國
くに

友
とも

 優
まさる

  
国土交通省 東北地方整備局 河川部⻑

（前 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課 砂防計画調整官）

土砂災害に対する実効性ある
避難を確保するための施策

寄稿 ②
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※ 令和元年 12 月 27 日 18：00 時点の情報（被害情報が未確定の地
区のデータについては未集計）。

※ 都県からの聞き取りを元に整理。
※ 速報値であり、今後の精査により、情報が変わる可能性がある。

 図-1 　 人的被害・人家被害発生個所における災害発生事例のパターン（令
和元年東日本台風等に伴う土砂災害）

区域指定

公表済

その他

その他

パ
タ
ー
ン
②

パタ
ーン③

パ
タ
ー
ン

①

28 箇所、11％

147 箇所、57％

9箇所、3％

51 箇所、20％

24 箇所、9％

【N＝259】

区域指定
基礎調査結果公表
基礎調査（現地確認）予定箇所
その他（パターン②）
その他（パターン③）

■
■
■
■
■

 図-2 　 高精度な地形図を用いることで土砂災害警戒区域の抽出精度を
向上させることが可能な事例

当時基礎調査に用いた地形図

凡例
：傾斜度30度以上

地形図からの読み取り※
高低差：約9m
距　離：約20m
傾斜度：約24度

※ 災害後に資料提供を受け、
　 国土交通省が判読

地理院地図に数値標高モデルを加工したデータを重ねて表示
5mメッシュDEMより作成した地形図

土砂災害発生箇所

寄稿 ②

てしまった。
（2）  調査に用いる地形図のデータを高度化することで、

土砂災害警戒区域の抽出精度を向上させることが
可能な場合がある。（図-2）

（3）  一定数は土砂災害警戒区域の指定基準に満たない
条件で土砂災害が発生した。これらのほぼ全て（24
箇所のうち、23 箇所）は大雨特別警報が発表され
るような記録的な大雨が降った市町村で発生した
ものであった。

検証結果の説明を続けます。
平成 30 年 7 月豪雨後に被災地域において実施し

たアンケートの結果によれば、自宅が土砂災害警
戒区域に含まれているかを正しく認識できていた
のは全体の約 2 割であり、土砂災害警戒区域に指
定されても、相当数の人が土砂災害の恐れがある
ことを認識していない可能性があります。

❷ ハザードマップの検証

土砂災害警戒区域等が指定された後、ハザードマッ
プの作成が完了していない市町村もあり、これら市町
村では住民等が土砂災害の危険を認知できていない可
能性があります。また、ハザードマップの認知率も高
いとは言えません。

❸ 土砂災害警戒情報等の検証

検証結果によると、平成 30 年 7 月豪雨に伴う土砂
災害では死者を出した箇所に係る全ての市町村におい
て、発災前に土砂災害警戒情報が発表され、その約 7
割で避難勧告が発災前に発令されていました（逆に、
約 3 割では避難勧告が未発令）。また、令和元年東日
本台風等に伴い発生した土砂災害においても、ほぼ同
様の結果であり、死者を出した箇所に係る全ての市町
村において、発災前に土砂災害警戒情報が発表され、
その約 8 割で避難勧告が発災前に発令されていました。
一方、平成 30 年 7 月豪雨で土砂災害警戒情報が発表
された市町村は 505 市町村であり、そのうち約 6 割に
相当する 297 市町村において、また令和元年東日本台
風では、土砂災害警戒情報が発表された 437 市町村の
うち、約 7 割に相当する 286 市町村において土砂災害
が発生していませんでした。いわゆる「空振り」の割
合は決して低いとは言えず、その正確度には改善の余
地があります。

❹ 警戒避難体制の検証

夜間等における避難時に遭難するリスクを回避する
ため、土砂災害警戒情報が発表されていても、あえて
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避難勧告等の発令を避け、土砂災害警戒区域等に絞っ
ての自主避難の呼びかけに切り替えた事例もありまし
た。夕暮れ以降明け方にかけて土砂災害警戒情報が発
表された場合、市町村は避難勧告の発令に当たり難し
い判断を迫られることがあります。

先進的な取り組みを行っている地方公共団体や、防
災活動に熱心な地区がある一方、その取り組みが他の
近隣の地方公共団体等にまで広がっていません。

地域における共助により避難が行われ難を逃れた事
例があった一方で、人的被害のあった地区では、避難
場所までの移動経路に危険な状況がある場合があり、
住民等が避難しようとした際には、既に周辺の状況が
危険になっていて避難場所には到達できない場合や、
車中での死亡例等、避難途中で被災したと思われる事
例が数多くあったと推定されます。また、平成 26 年 8
月豪雨のような事例では防災情報の発表から発災まで
のリードタイムが極めて短く、このようなケースでは
避難行動に著しい困難と危険を伴います。

防災教育を受けた地域の生徒が家族へ避難を促した
ことにより、土砂災害から逃れた事例がある一方で、
立ち退き避難しなかった理由としては、「自宅の土砂
災害の危険性は低いと思っていたから」等があり、住
民等が土砂災害の危険を十分に理解していないことに
より、避難行動をとっていない可能性があります。

令和元年より警戒レベルが導入されており、土砂災
害の発生情報を把握し、警戒レベル 5 を発表すること
も重要であるが、令和元年東日本台風等においては、
水害や土砂災害が同時多発的に発生する中、土砂災害
の発生情報を把握することは極めて困難でした。

3. 取り組むべき事項
小委員会においては、これら検証の結果を踏まえ、

今後より一層土砂災害防止対策の実効性を高めるため
に取り組むべき事項について答申を頂きました。

以下、それぞれの提言の主な内容について説明し
ます。

❶ 土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域の指定がされていない箇所で被害
が発生したことを受け、区域の指定手続中の箇所で人
命が失われたことは重く受け止めるべきであり、改め
て都道府県に対して基礎調査の完了後、速やかに区域
指定を行うよう促すべきであるとの指摘がなされま
した。

基礎調査の詳細調査の対象とならなかった箇所にお
いて被害が発生したことに対しては、概略的な調査に
用いた地形図で「土砂災害が発生するおそれがある箇

所の抽出」が困難であった箇所に関して、今後二巡目
以降の調査を行う際には、数値標高モデル等の高精度
な地形情報を用いて引き続き「箇所の抽出」を行うこ
とを基本とすべきであるとの指摘がなされました。

また、「土砂災害が発生するおそれがある箇所」の抽
出に際して、地形情報のみならず、住民や市町村等か
ら提供される地すべりの兆候や過去の土砂災害に関す
る情報等も参考にすべきであるとの提言もなされてい
ます。

気候変動等による豪雨の増加傾向が顕在化してきて
いることに対しては、土砂移動現象の形態やその発生
条件にも変化が生じる可能性も考えられ、土砂災害警
戒区域等の指定基準についても、都道府県等から報告
される災害の情報を調査・分析し、引き続き科学的知
見の蓄積に努めるとともに、継続的に指定基準等の
技術的改良に努めるべきであるとの提言がなされま
した。

土砂災害警戒区域等の認知度が低いことに対して
は、住民等の土砂災害警戒区域等の認知度を向上させ
る取り組みをなお一層進めるべきであり、住民等に対
し土砂災害の危険に関する説明等啓発を行うことによ
り理解を促すとともに、地区における土砂災害警戒区
域等を明示する標識等を現地に設置する等、住民等が
常日頃から土砂災害の危険を理解し意識できる取り組
みを行うとともに、住民の自助的活動を支援できるよ
うな環境づくりにも取り組むべきであるとの指摘がな
されました。特に、標識等の現地表示を行う場合は、
外国人居住者への周知や防災教育への活用等も想定
し、言語や年齢等の違い、障害の有無や能力差等を問
わずに理解できるユニバーサルデザイン（Universal 
Design）にも配慮することが望ましいとの提言も頂い
ています。

❷ ハザードマップ

ハザードマップの作成が十分でない点に関しては、
市町村は土砂災害警戒区域等の指定の進捗を踏まえ
て、土砂災害に関する専門家等の知見も活用しながら、
土砂災害警戒区域等の指定後、速やかに避難所等の見
直しを図り、ハザードマップの作成・変更を推進する
べきであるとした上で、都道府県に対して、ハザード
マップの作成等に関して専門家の知見を活用しやすい
環境の整備等を行う等、市町村を支援するべきである
との提言がなされています。

また、ハザードマップは住民が自助・共助により自
らの命は自らが守る意識を持つために重要な情報源の
一つであるとの観点から、市町村はハザードマップを
作成・配布するだけではなく、その内容について説明
したりハザードマップを活用した防災訓練や防災教育
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を実施したりすることで、土砂災害に対する住民等の
理解を深めるべきであって、ハザードマップの活用に
際して市町村を支援できる人材の育成についても関係
機関と連携して取り組むべきであるとの指摘もなされ
ました。

❸ 土砂災害警戒情報等

避難行動を開始するために不可欠な土砂災害警戒情
報に関しては、市町村は土砂災害警戒情報には「空振
り」が内在していることを認識しつつも、住民等の命
を守るためにはそれを恐れず、当該情報が発表された
場合は、補足する情報等を確認した上で必要な地域へ
避難行動を呼びかけることが重要であると指摘があり
ました。一方で、都道府県に対しては、防災情報と行
動の対応を明確化するため、平成 31 年 4 月より導入
された「警戒レベル」の更なる主旨徹底ためにも、不
断の検証を行い、定期的な見直しに努めるとともに、
市町村が避難勧告等を発令する際の判断を支援するた
め、土砂災害警戒情報を補足するための情報発信を行
うシステムは、メッシュごとに表示するのみではなく、
市町村の避難勧告発令単位（例えば、学区や地区等の
単位）も踏まえ、降雨指標（60 分積算雨量、土壌雨量
指数）が土砂災害発生危険基準線（Critical Line） を
上回る地区を自動表示すべきであるとの提言がなされ
ています。併せて、国に対しても、最新の観測技術等
を用いて降雨予測の精度向上にも取り組む等、総合的
に情報の信頼度の向上に努めるべきであるとの指摘も
頂きました。

❹ 警戒避難体制等

警戒避難体制の強化に関しては、市町村は土砂災害
警戒情報の発表等を踏まえて、避難勧告等を発令する
ことになりますが、時間帯によっては避難が困難な場
合があるので、夜間や未明にかけての避難行動を極力
回避できるよう、夜に土砂災害警戒情報の発表が予想
される場合には、その可能性について情報提供する等、
避難勧告等の発令を早めに判断できるよう支援するこ
とが必要であり、そのためにも国は情報の正確度の向
上に努めるべきであるとの指摘がありました。

避難場所が遠方である場合や、豪雨時に避難勧告が
発令された段階で既に避難が困難である場合等に備え
て、住民等は市町村が発令する防災情報の内容や、昼
夜等そのタイミングに応じて、できるだけ高い場所、
堅ろうな建物の上層階等の比較的危険度の低い避難場
所を確保することを含め、地域の実情を踏まえて住

民等がそれぞれ取るべき避難行動を事前に明確化する
等、自らが取るべき行動計画の作成を関係行政機関と
連携して予め検討しておくべきであるとの指摘があり
ました。

併せて、土砂災害に備えた避難計画を準備していた地
区において円滑な避難がなされていたことに鑑み、要
配慮者への対応も含め、地区の住民等らが自らの地区
や個人の実情を踏まえた上で、ハザードマップや地区
防災計画、マイ・タイムライン等の作成・見直しを通
じて警戒避難体制の強化を図り、実効性のある避難を
確保すべきであること、そのためにも住民等が自らの
避難計画を準備する際に、土砂災害に関する危険度の
評価や避難場所・避難経路等を検討するに当たり、専
門的な知識を活用できるよう窓口の設置等具体的な体
制を整備することが望ましいとの提言がなされました。

また、非常時に次善の策として比較的危険度の低い
避難場所を確保する、柔軟な警戒避難体制の整備に向
けては、土砂災害警戒区域内の相対的な土砂災害の被
害リスクを評価できることが重要であり、そのために
は数値計算による土石流等のシミュレーション等の活
用も含めて検討を深めるべきであることや、また住民
等が避難行動をとるための判断材料の一つとして、砂
防堰堤等の付近に設置されたカメラ等によって土石流
等の発生情報を迅速に把握できる技術の開発・導入を
進めるべきであるといった、新たな技術を積極的に導
入することについて提言頂いたところです。

これらの指摘・提言事項を踏まえた土砂災害防止対
策基本指針（土砂災害防止法第３条）の変更すること
としており、必要な手続きを経て本年 8 月には告示さ
れる見込みとなっています。

4. おわりに
平成 30 年、令和元年等に発生した一連の土砂災害の

検証結果からは、土砂災害警戒区域等の指定等、行政
がこれまで行ってきたことを早急にしっかりやり遂げ
るとともに、土砂災害警戒区域等の認知向上や地区防
災計画等の策定を通じて土砂災害に対する実効性ある
警戒避難体制の構築・強化を進めるべきであるとの指
摘を受けました。また、その上で行政から提供する情
報の精度等を高めていくため、今後とも調査研究、技
術開発が重要であることも併せて指摘頂いています。

今後は、気候変動による集中豪雨の多発化も見据え、
現在変更手続中の土砂災害防止対策基本指針に基づき、
産官学の英知を結集して、自助・共助・公助のバラン
スとのとれた対策が実現できればと考えています。
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同施行令：用語の定義、適用範囲の確定、手続き規定。

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）
第 23条：～避難及び清潔に必要な措置
第 25条：事業者は、労働災害発生の急迫した危険性があるときは、
	 直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等
	 必要な措置を講じなければならない。
【参考　22条：～病原体等による健康障害を防止するために必要な措置の規定】

労働安全衛生規則の一部を改正する省令	
（平成 10年 2月 16日公布、同年 6月 1日施行　労働省令第 1号）
同省令の施行について（平成 10年 2月 16日通知　基発第 49号）

労働安全衛生規則　第 12章　第 575条の 9～ 16
『土石流による危険の防止』

土石流による労働災害防止のためのガイドライン策定について
（平成 10年 3月 23日通知　基発第 120号）

 図-1 　土石流に対する工事安全に係る労働関係法令の体系

1. 国内的な取り組み
砂防は工事が肝心であり、工事では安全が肝心であ

る。工事監理の主たる対象は仮設備の設置と撤去、そ
の方法である。この「方法」の中に安全対策、衛生対
策等、現場管理の大半が含まれる。国土交通省地方整
備局では企画部技術管理課が所管する事項である。近
年の ICT を活用した技術革新「i-Construction」もこ
の中にある。砂防分野の技術や施策、「国土管理」、「流
域管理」、「危機管理」等の取り組みもこの中から生ま
れてきた。警戒避難も砂防工事の工事安全の取り組み
の中から生まれ、発達してきた。この原点を押さえつ
つ、工事現場の安全対策の改善を支援するために、当
研究室では各種の調査・研究に取り組んでいる。

土石流に対する工事の安全性を向上させるための労
働安全衛生法を中心とした体系を図-1に示す。「土石
流による労働災害防止のためのガイドライン」によっ
て工事の中止と再開のための降雨基準の考え方が提示
されている（以下、「ガイドライン」と略す）。1998 年

制定から 20 年以上が経過しているため、第 3 の 10 に
示された 1 時間雨量や 24 時間雨量、大雨注意報基準
との整合等、やや古びた感のある部分は将来的に改訂
される可能性はある。しかし、レーダ観測の困難な山
間部で現場設置の地上雨量計に基づいて取り組む砂防
工事の安全対策としては、現在でも十分な妥当性を
持っている（災害発生と 60 分間雨量の対応が良いこ
とは既往事例が多数ある）。

同ガイドラインは「のぞましい」として提示される
任意指針である。責任施工の進展の中で、安全管理責
任は原則受注者に移されて久しい。他方で、発注者に
は、流域の過去の気象・災害等に関する調査資料を整
理、蓄積し、提供する重要な責任が残っている。受注
者は受注者として、発注者は発注者として、ガイドラ
インに沿った事業執行に努める必要がある。これは発
注主体が国か都道府県か、工種が堰堤か護岸か、或い
は斜面対策かによらず共通の責務である。結果として、
砂防事業の執行に当たり、流域の過去の資料が蓄積さ
れてくる。国土交通省解析雨量等の気象レーダは全国

中
なか

谷
や

 洋
ひろあき

明  
国土技術政策総合研究所

土砂災害研究部 土砂災害研究室⻑

土砂災害警戒避難を支援するための
研究の動向
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を平均的に覆っている。しかし、山間部等の土砂移動
が発生する領域のデータとしての正確さは劣る（「線
状降水帯抽出」については中谷、2019 参照）。12 時間
リセットを含め、工事中止、再開の基準については、
施工計画書の提出時に発注者から受注者に設定を求め
ることになる。その最適な設定の前提として、流域で
過去に実施された工事等に伴う監視・観測データを工
事完成図書から収集し、公開、共有化していくことが
必要となる。近年、河川管理等を中心に MP レーダ等
の導入が急速に進んでいる。しかし、MP レーダ等で
も較正（校正）が必要なことは従来と変わりない。土
砂流出のポテンシャルの大きい砂防関係事業の現場で
観測した雨量等水文データや工事現場での設備の亡失
記録等の十分な活用は、データサイエンス、エビデン
ス重視の時代、益々重要である。ガイドラインに示さ
れた監視カメラの更なる活用を図るため、当研究室で
は CCTV 画像を用いた雨量推定手法の開発に取り組ん
でいる。渓流ごとに正確な雨量監視を図ることは工事
安全の基本である。積極的に関係事業者、事務所を支
援していきたい。

発注者としての直轄砂防事務所等、砂防部局の体制
基準は、自ら収集したデータと、工事関係の過去デー
タ及び各事業者から報告される最新のデータとを含め
て総合的に設定される。体制基準は、データの蓄積、
或いは大災害発生等の契機に応じて改良される。砂防
関係工事では下流住民等、第三者、公衆の安全を確保
し、土砂移動の被害から守るよう、警報設備の設置、
訓練を含む稼働確認等を受注した事業者に求める。流
域の土砂移動発生のおそれを知った場合には、速やか
に関係自治体等に連絡する必要がある。これは、発注
者として受注者等を通じて、或いは自らの監視観測網
を通じて、覚知したことに伴って発生する「伝達する
責務」である。但し、他事業者の任意の協力で提供頂
いたデータが含まれる等、一般公開が適当でない場合
もある。その場合には共有程度はケースバイケースに
なり、緊急時の共有に限定した取り決めとすることも
考えられる。

砂防工事の現場で土砂流出があれば、第三者や関係
する自治体、道路部局等に周知連絡が図られる。しか
し、言うまでもなく、降雨、融雪、地震等に対する工
事現場の中止判断をそのまま自治体や流域住民の警戒
避難の判断とすることは出来ない。データ共有は必要
であるが、判断基準の考え方等が、次の通り大きく異
なるためである。

❶ 事業対象の渓流、斜面等の土砂移動リスクは多様で
あり、流域内の他の渓流等より相当高いリスクを持
つことが多い（リスクの相違）。

❷ 事業者は監視体制を取り、数分内の退避可能性を確

保した上で、完成引き渡しに向けて施工期間を確保
出来るよう、中止・再開を判断していること（判断
の独自性）。

❸ 自治体の避難指示等の判断には、要配慮者等、呼び
かけ対象の多様性、警戒と立ち退き避難に要する時
間と負担等を総合的に考慮する必要があること（判
断の複雑性）。

即ち、砂防関係では個別の渓流、斜面に係る工事中
止（再開）基準と、一般住民及び自治体向けの広域の
警戒避難基準とを、混同を避け、しかし補完関係を持
ちつつ改善していく必要がある。土砂災害発生ポテン
シャルに関しては誘因としての降雨だけでなく、素因
リスクの表現方法も検討を重ねており、近い将来 1km
メッシュでも信頼性が確保される可能性もある。土砂
災害警戒区域等の指定が進捗する中で、個別の渓流、
斜面ごとに関係住民が自主的な避難判断を出来る環境
作りも視野に入ってくる。緊急時を含む自治体の対応
力の低下、人口の高齢化や移動困難者の増加が進む中、
上記の②「判断の独自性」を住民が持ち、主体的に自
らの生命と安全を確保する社会への移行は速まってき
ている。工事安全のための取り組みと住民避難のため
の取り組みとは、砂防の取り組みとしての表裏一体の
関係にある。他の部局と協働・連携も、この基本を疎
かにしては成り立たない。警戒避難の技術が向上すれ
ば工事安全の技術も向上する。この正の相互作用を意
識し、直轄砂防事務所、都道府県砂防部局の協力を得
ながら、監視観測及び警戒避難の技術基盤の改良に努
めていきたい。

2. 国際的な取り組み
本年 1 月末に開催された第 2 回地すべり早期警報シ

ステムに関する国際ワークショップに参加し、本邦の
取り組みを紹介し、他の諸国との意見交換を行い 2 月
1 日に帰国した（開催概要は中谷ら、2020 参照。ここ
で言う「地すべり」は斜面災害から土石流まで含む広
義の意味）。主として警報システムを運用する実務者
と、技術開発を担当する研究者とが参加した。

世界の自然災害の死傷者数中、地すべりは洪水と並
んで極めて大きな比率を占める。そのため、国連の防
災会議においても開発途上国の災害対策支援中、大き
な柱として位置付けている。欧州及び米国においても
被害は減少しておらず、気候変動適応策の 1 つとして
重視され、特に 2007 年以降取り組みが具体的に進み、
実装されつつある。例えばノルウェーでは気候変動に
伴い土石流、雪崩、地すべりによる道路損壊、通行止
めが頻発し、主産業のサーモン輸出にも大きな影響が
出ている。開催国イタリアも本邦同様に地質が脆弱な
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ことから、半島部の斜面崩壊による交通被害からアル
プス南麓でのスラッシュ雪崩等による集落被害まで多
様な土砂災害に直面している。米国でも西海岸沿岸部
を中心に土石流の被害が多発していることは、周知の
通りである（近藤、2019）。斜面崩壊は箇所が多いこ
とから、ハード対策の実施は、多数の重要な保全対象
がある場合に限定されている。結果として、ハザード
マップ、土地利用規制等の zoning と、リアルタイム
で立ち退き避難等を呼びかける warning といったソフ
ト対策が公的な対応の柱となっている。参加国ごとに、
気象や災害発生の傾向、公的部門と民間部門、市民と
の関係は異なるため、単純比較には難がある。

例えば、本邦では都道府県が地方気象台等と共同で
運用し、自らを統御するシグナルであると共に、地域
防災計画を通じて地方自治体の避難指示判断と密接に
結び付いた警報システムとなっている。他方で、多く
の欧州諸国では、国の水文・気象局が運用し、連携す
る運輸・交通部門や地方自治体の判断を間接的に支援
する警報システムとなっている。また、米国は NASA
やUSGSが提供するものの、州政府への参考助言である。

本邦では見逃しへの苦情を忌避する結果、適中率が
低下することが課題である。他方、欧州では、利用者独
自の判断と警報との関係が不透明なことが課題である。

判定モデル較正（校正）手法は、欧米では代表的な
観測流域での数年間の観測実績資料に基づいてモデル
を複数構築し、再帰確率を軸に複数の出力から総合判
定している。本邦の土砂災害警戒情報は単一モデルに
より、過去数十年の災害実績資料に基づいて設定した
基準線（CL）で一様に判定している。校正なしの全
国一律指標である。基準検証はされているが、モデル
の多様性がないため、モデル比較もなく、改良がしづ
らい。

判定の空間的な単位は、数値予報及び用いる検証事
例数の確保のため欧米では 10km 四方で留めている。
他方で本邦では気象レーダに基づく（広義の）ナウキャ
ストにより 5km を 1km 化する検証が進められている。
空間的な単位が予測時間を規定する。欧米では短くて
も 3 日間、概ね 7 日先の時系列の予測を含めた地すべ
り予報を展開している。国内的にも高齢化の対応で予
測時間を従来の 2 〜 3 時間よりも伸ばすことが議論さ
れてきたところ、欧米が既に提供していることもあり、
広域での土砂災害予報の実装を早める必要がある。

1 月のワークショップを受けた取り組み協力の一環
として、2 年以内を目指して地すべり早期警報の国際
標準案作りが開始され、web 上での討議と文書作成に
筆者も参画している。国際地すべり学会が中心となっ
て既に策定済みの地すべり警報規格は個別箇所向けの
ものであった。今回はより広域の、本邦の土砂災害警
戒情報も含むものになる。

国際的なコロナ感染禍により一時取り組みの停滞が
危惧された。実際、5 月に予定されていたインタープ
リベントは 1 年順延になり、11 月に予定されていた国
際地すべりフォーラムも延期されている。しかし、研
究業界は早い段階からオンライン化が図られているた
め、文書案作りは、在宅勤務の各国実務者・研究者同
士で着実に進めている。

国際標準は、将来的な技術認証、格付けに使われる
ため、国内の取り組みにも影響する。また、国際的に
も砂防分野で長年取り組んできたアジア、環太平洋で
の技術協力に致命的に影響する。例えば、英国は英連
邦の繋がりを生かしてインドに技術供与を実施済みで
ある。また、米国は米州機構の繋がりを生かしてブラ
ジル・リオデジャネイロでモデル的に技術供与を図っ
ている。標準案作成には初めから関与し、砂防が培っ
た技術を積極的に公開して国際的にも貢献することが
重要である。

3. 結びに代えて
高齢化による移動困難者の増大と、移動中の道路上

被災者の増大とが相まって、ここ数年、関係自治体は、
立ち退き避難の困難に直面してきた。Covid-19 等の新
興感染症による衛生確保上の困難は、土砂災害に関す
るソフト対策にも大きな挑戦である。「警戒」と「避
難」を一直線に結び付けることを止め、別々に扱うこ
とが必要になる。四文字熟語の「警戒避難」を改める
時である。危険度評価のための根拠データは、IoT 活
用による改善が期待出来る。また、移動を考慮出来る
所在位置に応じた判定支援も技術的には視野に入って
いる。これらは「警戒」のスマート化である。制度が
大きく影響するため「避難」のスマート化は遥かに難
しい。しかし、避難の多様性を前提に、不幸にして自
宅で被災し、逃げ遅れる事態についても、具体的に想
定するべきであろう。無論、全てを公的部門で提供出
来る訳ではない。しかし、具体的な想定を例示するこ
とで、家屋内への水・土砂の侵入状態を知るセンサー、
移動困難な要配慮者の安否を知るセンサー、捜索活動
への静音型の UAV の導入等、民間部門等の取り組み
促進が期待出来る。土砂災害による犠牲者を減らすた
めに、出来ることと出来ないことを丁寧に峻別する必
要がある。得意分野に注力し、そうでない分野では基
礎資料の整理と提供を図っていきたい。

引用文献
中谷洋明（2019）: 線状降水帯と土砂災害、sabo、Vol.26、2019、
summer、p.2-3
中谷洋明、神山嬢子（2020）：地すべり早期警報システムに関する国
際ワークショップに参加して、土木技術資料、62-6、p.54-55
近藤玲次（2019）：米国西海岸における土砂災害対策の実態等調査報告、
SABO、Vol.126、pp.26-29

寄稿 ③



15sabo Vol.128 2020 Summer

現 場 か ら

1. はじめに
阿武隈川水系内川流域において、令和元年台風19号の
接近に伴い、10月12日の夜遅くから未明にかけて雨が
降り続き、台風19号接近時の降り始めからの総降水量は
丸森町の筆

ひ っ ぽ

甫にて594.5mm（既往最大値418mmを上回
る）、丸森で427.0mmを観測した。台風19号の詳細な降
雨状況については井良沢ら（2020）を参照されたい。流
域内の観測所では、河川水位が計画高水位超過し、18箇
所で堤防が決壊、内川下流域において大規模な洪水氾濫
被害が発生した（写真-1）。流域内でも崩壊、土石流、
渓岸侵食、土砂・洪水氾濫により人家や道路の損壊・流
出等の甚大な被害が発生した。
この豪雨により、宮城県では10月12日19時50分に大雨
特別警報が発令された。県内の土砂災害発生件数は254件
であり、18河川36箇所の堤防決壊が発生、死者19名、行

方不明者2名、床上浸水1,614棟、床下浸水12,151棟に
も及び、甚大な災害となった（令和2年4月10日現在）。
当センターでは、令和元年11月2日〜 3日に内川流域
における土砂流出による被害の実態・土砂移動状況把握
のために現地調査を実施した。ここでは現地調査および
空中写真・現地写真等より確認された被害状況および土
砂動態について報告する。

2. 内川流域の概要
一級河川阿武隈川水系内川は宮城県丸森町と福島県相

馬市の県境を源流とする、河川延長約18.2km、流域面
積約105km2の流域である。主な支川は五福谷川（流域
面積23.8km2）、新川（流域面積約16.9km2）であり、
2支川が合流したのち阿武隈川に注ぐ。山地部には花崗
岩が分布し、台風19号豪雨により五福谷川を中心として

伊
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ぐら

 万
ま

理
り

（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防部 技師

写真-1　台風19号出水による内川流域の洪水氾濫（国土地理院撮影）

内川

阿武隈川

五福谷川

新川

令和元年10月台風19号豪雨により
阿武隈川水系内川流域で発生した

土砂移動現象について
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山腹崩壊・支渓流からの土砂流出が発生した（図-1）。
各支川の下流域は築堤区間となっており、複数箇所の堤
防決壊により広範囲における氾濫被害が発生した。

3. 流域内の土砂移動状況
内川本川および被害が甚大であった五福谷川、新川に

おいて、図-1に示す箇所について
現地調査を実施した。通行止め等
により調査箇所は限られたが、空
中写真・現地写真等より確認され
た主な土砂移動現象および災害形
態は以下の通りである。
①�崩壊・支渓流からの土砂流出等
に起因する緩勾配区間での土
砂・洪水氾濫（五福谷川薄

う す

平
だいら

地
区・新川飯塚地区等）
②�高次谷における渓岸侵食、支渓
流からの土砂流出による家屋・
主要道路の陥落、筆甫地区の孤
立（五福谷川薄平地区、丸森霊

りょう

山
ぜ ん

線、丸森梁
や な

川
が わ

線等）
③�堤防決壊や溢水による氾濫（内
川・五福谷川・新川築堤下流域）

3.1　内川
内川中流域では内川本川の流量

増加に伴う渓岸侵食や支渓流にお
ける土砂流出に伴い、主要道路で
ある県道45号丸森霊山線（図-1参
照）が陥落し、内川上流に位置す
る丸森町筆甫地区では10月17日ま
で孤立状態となっていた。現地調
査を実施した11月2日時点でも復
旧はしておらず、内川沿いの道路
は通行不可であった。
内川源頭部より約2.5km下流の

小筆甫地区周辺では平均河床勾配が1/46程度であり、災
害前の低水路幅は約5m〜 10m程度であったが、出水に
より護岸の裏側や農地が侵食され、下流の河道内および
河道外の農地に土砂が堆積していた（図-2）。�
鷲ノ平川合流点下流に配置されている宮城県所管の上

滝堰堤（堤高6.4m平常時堆砂勾配1/68（LPより推定））

図-1　阿武隈川水系内川流域図（国土地理院垂直写真・分布図に加筆）

撮影箇所

主要道路
氾濫範囲
斜面崩壊・土砂堆積範囲

 

 

 

内川下流域：
決壊・溢水氾濫  

薄平・飯塚地区：
山腹崩壊・
土砂流出の発生
緩勾配区間における
土砂・洪水氾濫    

 

薄平地区、
丸森霊山線、丸森梁川線：
高次谷における渓岸侵食、
支渓流からの土砂流出による
道路の陥落、筆甫地区の孤立

※崩壊・堆積範囲は
地理院による判読 

 

丸森梁川線

飯塚地区新川

五福谷川

丸森
霊山
線

薄平地区

内川
筆甫地区

阿武隈川

0 1 2 4 6
km

出水前低水路 

上流で侵食された
土砂が堆積

流路工から溢れて
農地を侵食・流路を形成

農地を侵食・
流路を形成 

内川

出水前低水路
7m 

流路工の
裏側を侵食

土砂
堆積新川

五福谷川

内川

0 25 50 100 150
m

撮影箇所

図-2　小筆甫地区周辺の内川本川の氾濫状況
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では、災害前は堆砂敷に砂州が形成されており低水路幅
が約20mであったところ、出水後には砂州が消滅し、河
道幅が50mまで拡幅していた（図-3）。奈良又川の合流
点上流（河床勾配1/50）に位置する馬越道橋（図-4）
では橋梁に多くの流木が捕捉されており、橋梁の高さ以
上まで水位が上昇したと推定される。馬越道橋下流では
左岸にて溢水による氾濫が生じ、細粒土砂が広範囲に堆
積していた。

3.2　五福谷川
丸森町薄平地区では、五福谷川の河岸侵食、土砂・洪
水氾濫および0次谷の左支川からの土砂流出により家屋
の流出・損壊等の被害が生じた（図-5）。薄平地区の下
流に架かる薄平橋では流木や土砂によって閉塞したと考
えられる（図-6）。この上流で土砂・洪水氾濫が生じて
おり、河道が右岸側に屈曲したのち拡幅しており、河岸
侵食による家屋・道路の流出が顕著であった（図-7、8）。
左岸側では左支川の土砂流出に由来すると想定される流
木や大礫に加え、細粒土砂が広く堆積している状況で
あった（図-9）。それぞれの土砂移動現象の発生タイミ
ングは不明であるが、複数箇所からの土砂移動に伴い甚
大な被害が生じたと想定される。

図-5　薄平地区における土砂移動状況（上）
（国土地理院垂直写真に加筆）

五福谷川

左支川（０次谷）

土砂堆積・
河床上昇

渓岸浸食

①

②・③

④

出水前河道

撮影箇所

薄平地区

新川

五福谷川

内川

0 50 100 200 300
m

橋梁の閉塞

図-4　馬越道橋付近の被害状況
（国土地理院垂直写真に加筆）

新川

五福谷川

内川

馬越道橋 

溢水氾濫 奈良又川

0 1 2 4 6
km

内
川

撮影箇所
斜面崩壊・土砂堆積範囲
氾濫範囲
主要道路

図-3　内川本川の上滝堰堤堆砂状況

出水前 

内川

丸森
霊山
線

上滝
堰堤

新川

五福谷川

内川

鷲
ノ
平
川

撮影箇所 出水後 

渓岸侵食
河道の拡幅  

m
0 25 50 100 150

橋梁の閉塞 
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流木・土砂による橋梁の閉塞①

図-6　五福谷川における橋梁の閉塞

渓岸浸食
土砂堆積・
河床上昇

②

図-7　薄平地区における土砂・洪水氾濫

③

露岩している 

図-8　五福谷川における河道状況

土砂・流木の流出

本川より氾濫したと考えられる
細粒土砂

④

図-9　薄平地区左支川からの土砂流出
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3.3　新川
新川の下流域では土砂・洪水氾濫が発生

し、丸森町飯塚地区において家屋の流出・
損壊等の被害が生じた（図-10）。新川左
岸側の県道101号丸森梁川線は渓岸侵食に
より陥落し、通行不可となっていた（図-
11）。河道内には直径2m超の大礫が堆積
しており、渓岸に同様の礫が含まれている
のが確認できたことから、渓岸侵食により
生産されたものと考えられる。この地点は
河床勾配が1/17程度となっており狭窄部
であることから、出水時には土砂の流送が
卓越したと考えられる。この地点から
400m下流にある宮城県所管の土ヶ森堰堤
は勾配変化点となっており、堰堤の堆砂敷
では土砂の堆積により植生が埋まっている
状況であった（図-12）。堰堤下流の飯塚
地区における河床勾配は1/40程度となっ
ており、上流から流出した土砂や渓岸侵食
により供給された土砂は、緩勾配で拡幅部
となる飯塚地区において土砂が堆積し、氾
濫が生じた一因となったと考えられる。

①

図-11　新川調査箇所
（上左）丸森梁川線被災状況　（上右）渓岸侵食により大礫が河道内に堆積　（下）右岸侵食跡　側岸から大礫が生産されている

図-10　新川下流域飯塚地区周辺の被害状況

①

②
③

土砂・洪水
氾濫の発生

丸森
梁川
線

飯塚地区

土ヶ森
堰堤
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m

撮影箇所

1/17
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新川

内川
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4. まとめ
内川、五福谷川、新川における現地調査を実施した結
果、山腹崩壊や支渓流からの土砂流出のほか、比較的流
量の大きい高次谷における渓岸侵食の発生によって家屋
被害、道路の陥落被害が生じていることが分かった。流
木の堆積状況等から、著しい水位上昇があったと推定さ
れ、豪雨により流量が著しく増加し、出水前の河道にお
ける通水能力をはるかに上回る状況であったと考えられ
る。今回の災害では、LPデータの差分解析によると山腹
崩壊による生産土砂量が約600千m3であるのに対し、渓
岸侵食は約400千m3、河道由来のものは約600千m3で
あると報告されており（滝澤ら、2020）、上流域からの
土砂流出のみならず、渓岸侵食による河道への土砂供給
量が多かったことも、土砂・洪水氾濫が発生した要因の
一つであると考えられる。
内川流域では災害後に直轄砂防災害関連緊急事業が実
施され、令和元年11月22日より東北地方整備局仙台河
川国道事務所に宮城南部復興事務所出張所が設置されて

② 土ヶ森堰堤

③    

 露岩している

流木が絡まる
→この高さまで水位が上昇した可能性

図-12　土ヶ森砂防堰堤　（上）堰堤堆砂敷　（右下）堰堤堆砂敷上流　（左下）堰堤上流　狭窄部

いた。令和2年4月1日より宮城南部復興事務所が新たに
設置され、災害復旧事業のさらなる迅速化が期待される。
本調査に協力いただいた東北地方整備局に感謝を申し上
げるとともに、被災地においてはいち早く復旧すること
を願います。

参考資料
1）�井良沢ら：2019年10月台風第19号による東北地方における土砂
災害、砂防学会誌、Vol.72�No.6、p.42-53、2020

2）�気象庁仙台管区気象台：宮城県災害時気象資料�令和元年台風第
19号による大雨と暴風・高波（令和元年10月11日〜 13日）、
https://www.jma-net.go.jp/sendai/yohou/saigaijisokuhou/�
20191017miyagi.pdf、参照2020-6-8、2019

3）�国土地理院：令和元年（2019年）台風19号に関する情報　空中
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報））、https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R1.taihuu19gou.html#10、
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1．開発の背景
近年は豪雨による土砂災害が毎年のように発生する状
況であり、代表的な例として2017年7月の九州北部豪
雨災害のように斜面の崩壊・土石流による土砂の流出と
下流での洪水被害が挙げられる（写真-1）。これらの災
害では従来水系砂防計画として取り扱われてきた、下流
に細粒分を主体とした土砂が流出して河道流下能力を低
下させ結果として土砂・洪水氾濫を引き起こしているの
が特徴である。
このような状況のもと国土技術政策総合研究所では土
砂・洪水氾濫対策に関する手引き等1）をとりまとめ、ま
た平成31年3月に改定された河川砂防技術基準（計画

編）では、数値解析により短期の一連降雨による土砂・
洪水氾濫の計画流出土砂量は、流出解析、河床変動計算
によって設定することを基本とする旨が記載されている。
これらに基づき、主に直轄砂防事業による土砂・洪水

氾濫対策が行われている全国の各流域において、今回の
河川砂防技術基準（計画編）の改定を踏まえ、河床変動
計算等を取り入れた施設配置計画が鋭意検討されている。
一方で、都道府県において、事前防災対策が十分に行

われておらず、土砂・洪水氾濫が生じた場合の危険性が
著しく高い流域について、計画的・集中的な対策を実施
するための補助事業である大規模特定砂防事業が令和元
年度より始まった。前述の2017年九州北部豪雨災害

等、近年発生した土砂・洪水氾
濫災害事例では、直轄砂防流域
以外での発生事例が多く、それ
らに共通する特徴としては、上
流域での土砂生産量が多いこと
に加えて、比較的小規模な流域
（3〜20km2）で発生している
事例が多かった（図-1）。また、
生産土砂も山地の崩壊に起因す
る細粒分を多く含む土砂が大量
に供給されて、細粒の土砂が下
流の河道に堆積・埋塞して氾濫
被害を引き起こしている事例が
多い。
都道府県において今後土砂・

洪水氾濫対策を検討していくに
あたっては、技術的な課題があ
ると考えられる。都道府県にお
いて土砂・洪水氾濫対策を検討
する場合においても、河川砂防
技術基準（計画編）に従って、
河床変動計算等の数値計算を
行って施設配置計画を検討する
必要がある。通常、河床変動計
算等の数値計算の入力条件等
は、その流域で過去に発生した
災害事例の際に得られた河床変写真-1　 2017年7月九州北部豪雨災害時に発生した土砂・洪水氾濫（福岡県朝倉市疣目川）

研究ノート

吉
よ し

田
だ

 真
し ん

也
や

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 砂防システム研究室長

簡易な土砂・洪水氾濫
シミュレーションについて
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動測量結果等の実測データによる検証に基づいて設定さ
れる。しかし、都道府県において検討対象とする中小河
川の流域は、直轄砂防事業を実施している比較的大規模
な流域に比べて過去の災害事例が少なく、事例があった
としても十分な資料が残っていない場合が多く、数値計
算の入力条件の設定が困難であり速やかに適切な施設配
置を検討できないおそれがある。
当センターでは、今後都道府県が所管する中小河川に
おいても土砂・洪水氾濫対策を効率的に検討することを
可能とするため、下流に細粒土砂が堆積し氾濫が予想さ
れるトラブルスポットを概略で求めることを目的とした、
簡易な一次元河床変動計算プログラムを開発するための
研究を進めている。

2．開発方針
本研究では、上記のような現状を踏まえ、全国に数多
くあると考えられる以下のような流域を想定し、プログ
ラム開発に向けての検討を行った。

【想定する流域】
• �過去の土砂・洪水氾濫による災害の記録・データが
十分に残っていない。
• �河床変動測量、流砂・水文観測などが実施されておら
ず、流域の水・土砂流出特性に関する情報が乏しい。
• �直轄流域に比べると規模が小さく、地形も単純で、
多数の施設の設置を必要としない。

【留意点】
• �上記の想定する流域が全国に数多くあること、予算
の制約があると考えられることを想定し、極力簡便
に、一定の精度で、土砂・洪水氾濫による被害想定
ができること、対策施設の規模が設定できることを
目指す。

• �河川砂防技術基準など現行の基準と整合を図るとと
もに、基準等で示されている標準的な式や値を極力
用いる。

3．土砂・洪水氾濫の再現計算
ここでは、2017年の九州北部豪雨で被害を受けた赤
谷川支川乙石川を対象として、内田ら（2018）3）によ
る実績の通過土砂量の推定値、地形データ等を用い、従
来の方法で一次元河床変動計算を実施した。なお、乙石
川の上流端から赤谷川との合流点までの河床勾配（約2
〜5°）に適応する掃流状集合流動状態のみを取り扱っ
た計算とした。
その他の計算条件等を以下に示す。
• �掃流状集合流動状態の水流層は考慮せず集合流動層
のみを取り扱う。そのため水流層の浮遊砂について
は考慮しない。
• �高橋の平衡濃度式を使う。
• �集合流動層の平衡濃度以上の土砂流入があった場
合、差分の土砂は河床に堆積、逆に平衡濃度以下の
場合は浸食可能深（2m）まで河床から土砂が供給
される。
• �集合流動層の細粒分が間隙流体と一体となって流下
する現象（フェーズシフト）は、細粒分の影響を受
けて流体密度をρ＝1.2と設定することで表現する。
• �流路は矩形を仮定する。

計算結果を図-2に示す。全体的に堆積傾向となり（赤
線）実績の流砂量（断面を通過する粗礫の量）とは乖離
している。しかし、間隙流体に取り込まれた細粒分（ρ
＝1.2のうち0.2）を通過土砂に含めた場合（青線）に
は、上流では過大、下流では土砂が堆積して実績より過
小な流砂量となるが、粗礫のみの流砂量に比べて、全体
的な傾向としては大きく差異がない。

図-1　 近年土砂・洪水氾濫が発生した河川の流域面積と生産土砂量の関係分析の例（気候変動
を踏まえた砂防技術検討会（第2回）資料より抜粋）
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渓床勾配が急激に変わらない小規模な流域において、
量的に間隙流体に取り込まれた細粒分を通過土砂量に含
めることで、高橋の平衡土砂濃度式を使った掃流状集合
流動の一次元河床変動計算によって、概ね通過土砂量を
再現することができた。この計算では、水流層中の浮遊
砂が考慮されておらず、集合流動層の細粒分が間隙流体
と一体となって流下する現象（フェーズシフト）を流れ
の状態に応じて再現することもしていないが、間隙流体
に取り込まれる細粒分の量が何らかの方法で決めること
が可能で、かつ、小規模な流域で複雑な河道地形でなけ
れば、このような取扱いであっても、下流の対策施設の
規模の設定等がある程度可能であることを示唆している
と考えられる。

4．今後の改良方向性と課題
本研究は簡易な土砂・洪水氾濫シミュレーションに向
けて、土砂流の平衡濃度式を用いた手法に取り組み始め
た段階であり、今後はこの手法を用いた運用上の課題を
解決すると同時に、より土砂の挙動を反映したプログラ
ムの開発に取り組む予定である。

【運用上の課題と解決方法】
• �近年多発している土砂・洪水氾濫事例に適用し、手
法の汎用性を確認するとともに、入力条件（例えば
流体密度ρ）の標準的な値の幅について整理する。
• �その上で、適用が困難な地域・地質があれば、それ
を把握する。
• �以上を踏まえて、簡便に多くの人が使えるような計
算ツールを開発するとともに、標準的な条件設定手
法を提案する。
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図-2　乙石川における実績と計算での流砂量の比較

【将来的なプログラム開発の方向性】
• �土砂・洪水氾濫対策を検討するためには細粒分の影
響を考慮する必要があり、今後作成するプログラム
では集合流動層と水流層の2層とし、フェーズシフ
トについては、鈴木ら（2013）2）内田ら（2018）3）

の考え方に基づき、沈降速度と摩擦速度の比から
フェーズシフトする粒径を設定する方法を組み込む。
• �ただしフェーズシフトを計算に組み込むためには粒
径区分を細かく設定する必要があり、摩擦速度や基
準点濃度など計算項目が増大する。また現状でも
CFL条件※を考慮して計算刻み時間を設定している
ため計算ステップが多く、上記の改良を行った結果
取り扱うデータ量が膨大となるおそれがある。その
場合は代替案や計算量の軽減に取り組む必要があ
り、この点についても研究を進めていく。

※CFL条件：�コンピュータシミュレーションにおいて「情報が
伝播する速さ」は「実現象で波や物理量が伝播す
る速さ」よりも早くなければならない、という必
要条件のこと。

参考文献
1）�国土技術政策総合研究所資料No.874「豪雨時の土砂生産をとも
なう土砂動態解析に関する留意点」、国土技術政策総合研究所資
料No.1048「河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に関する
砂防施設配置検討の手引き（案）」

2）�鈴木拓郎・道畑亮一・池田暁彦・内田太郎・岡本敦・林真一郎・
長谷川祐治・堀田記文、土石流から掃流砂領域までを連続して取
り扱う数値シミュレーション手法に関する検討（2013）、砂防学
会研究発表会概要集B、114-115

3）�内田太郎・中村直登・西口幸希・日名純也・村上正人・松本直
樹・泉山寛明・桜井亘・里深好文（2018）、第9回土砂災害に関
するシンポジウム論文集
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1．はじめに
全国各地の土砂災害において、流木が被害を拡大させ
る事例が多く見受けられます。流木対策をより一層推進
する観点から、当センターの「新たな砂防技術の開発に
関する研究会」において、流木対策工に関する議論を重
ね、既設の不透過型砂防堰堤を活用する新たな流木捕捉
工の普及を図ることとし、この度既設の不透過型砂防堰
堤の水通し上流に張出して設置する張出しタイプについ
ての設計の手引きを作成、発刊いたしました。
購入は当センターのホームページ、書籍頒布のページ
から申込用紙をダウンロードしてお申し込みください。

2．�流木捕捉工の目的と張出
しタイプ流木捕捉工

流木捕捉工とは流木捕捉施設の
一つで、土石流区間では石礫と一
体で流下する流木を、掃流区間で
は洪水とともに浮遊して流出する
流木の捕捉を目的としています。
通常流木の捕捉は、石礫と一体と
なった状態で流下し捕捉される場
合と、石礫と分離して流下し捕捉
される場合があります。流水中の
石礫は沈み、流木は浮くことで分
離されます。流木を確実に捕捉す
るためには、水と石礫、水と流木
の分離性を高める部材間隔で、土
石流の波高または洪水の水深より
捕捉部材を突出させる必要がある
のです。
張出しタイプとは、流木捕捉用
の鋼製部材を、本堤に極力手を加
えることなく（切欠き、嵩上げは
不要）、水通し部の上流側の離した
位置に設置するものです。本堤の
上流側で流木が捕捉されても、本
堤と流木捕捉工の隙間から流水お
よび土砂が抜けるため、水通しの
機能を維持することができ堰上げ
が発生しにくくなります。このよ

うに張出しタイプは、既設不透過型砂防堰堤の水通しに
設置することができない場合や、既設の不透過型砂防堰
堤を透過型に改良することができない場合に採用可能で、
設置方法は本堤が満砂している場合に堆砂敷に流木捕捉
工を配置する方法（満砂型）と、未満砂の場合に本堤上
流に直付けする方法（未満砂型）があります。本手引き
は、張出しタイプに関する計画および設計に関する一般
事項についてとりまとめたものであり、選定フローや設
計外力の考え方を示しています。本手引きを、流木捕捉
工の計画・設計の一助として活用していただけたら幸い
です。

掃流区間における透過型の流木捕捉

掃流区間における不透過型の流木捕捉

嶋
し ま

　丈
じょう

示
じ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術部 次長

「張出しタイプ
流木捕捉工設計の手引き」の

発刊

トピックス
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堰堤の補強対策・小規模渓流における堰堤の設計手法
等、砂防分野のあらゆる内容について技術指導を行って
います。
当センターでは、このような技術指導を通して現場か

ら生まれる知見を手引きや便覧に反映させることで、砂
防技術の発展に寄与するべく活動しています。

4．おわりに
当センターでは、これまで鋼製砂防構造物設計便覧や

砂防ソイルセメント施工便覧といった、設計や施工の担
当者にとって、身近で参考としてもらえるような文献の
作成、普及に取り組んできました。砂防施設の設計や施
工に現場で携っておられる関係者の皆様には、本手引き
をご活用いただき、より一層施設設計の一助としていた
だければ幸いです。終わりに、本手引きの作成にあたり、
資料提供等のご協力をいただきました関係各位に厚く御
礼を申し上げます。

3．技術指導について
流木対策に関する技術的な問い合わせが、各直轄事務
所や自治体から多く寄せられています。なかでも既設不透
過型砂防堰堤に対して流木捕捉機能を付加する場合、既
設堰堤の改築や健全度照査とあわせて検討されることが
多く、設計に苦慮しているとの相談をよくいただきます。
本手引きでは、基本的な計画や設計の考え方について
まとめておりますが、全国各地の多種多様な現場におい
ては、基本的な考え方のみならず、応用的な思想や技術
が求められてくる現場もあると思います。
そこで、当センターでは設計上の疑問や相談に対する
アドバイスを、技術指導（有償）という形で行っていま
す。実際に現地の状況を見ながら、専門的な知識を持っ
た技術者の意見を直接聞くことで、砂防構造物に対する
理解を深めていただくとともに、その現場ごとに最適な
砂防構造物の計画や構造を助言することとしています。
すでに数多くの実績があり、流木対策のほかに、石積み

張出しタイプ（満砂型） 張出しタイプ（未満砂型）

技術指導の様子

トピックス
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■ 問い合わせ・申込先
一般販売価格：1部　￥5,500（税込み・送料別）
（一財） 砂防・地すべり技術センター 企画部 

 砂防センター HP : http://www.stc.or.jp/ 
TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391

張出しタイプ流木捕捉工設計の手引き
既設の不透過型砂防堰堤の水通し上流に張出して流木を捕捉する付属施設

全国各地の土砂災害において、流木が災害を拡大させる事例が多く見受けられます。流木対策をより一層推進す
る観点から、流木対策に関する議論を重ね、既設の不透過型砂防堰堤の水通し上流に張出して流木を捕捉する付属
施設である「張出しタイプ流木捕捉工」に関する設計の手引きを作成し、4月より販売を開始しました。

2020年3月発刊

主な内容（目次より）
1章　総説

1．1　手引きの目的
1．2　適用範囲・基準
1．3　流木捕捉工の目的
1．4　流木捕捉工の機能

2章　張出しタイプの計画
2．1　選定フロー
2．2　土石流区間における計画捕捉流木量

2．2．1　土砂整備率100％の場合
2．2．2　土砂整備率100％未満の場合

2．3　掃流区間における計画捕捉流木量
3章　張出しタイプの設計

3．1　透過部の設定
3．1．1　部材間隔
3．1．2　本堤からの設置距離
3．1．3　設置延長
3．1．4　部材の高さ

3．2　土石流区間における安定計算に用いる設計外力
3．2．1　土石流の流体力の算定
3．2．2　土石流時の荷重

3．3　掃流区間における安定計算に用いる設計外力
3．4　張出しタイプの部材の構造計算
3．5　非越流部の安定計算

張出しタイプの施工事例（満砂型、未満砂型） 張出しタイプの設計

編　　集 ： 新たな砂防技術の開発に関する研究会
発　　行 ： 一般財団法人　砂防・地すべり技術センター

トピックス
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山歩きを始めて、十数年になる。砂防関係者はなぜか
登山を趣味にしている方が多い。私はといえば、登山は
仕事の延長に思え、特に興味を持つことはなかった。そ
んな私が山歩きを始めたきっかけは転勤である。仕事で
山歩きや沢歩きをする機会が多く、意識をしなくても足
腰はそれなりに鍛えられていた。しかし、今度の配属先
は現場のない部署であり、しかも長くなりそうな予感が
した。また当時、某テレビ番組で女性お笑いタレントが
登山をしており、山頂で見る空の青さに興味を持った。
次の転勤まで、運動不足解消のために気軽な山歩きしよ
うと思い、近場の山に通い始めた。いつでも止められる
ように、道具は買い揃えずに手持ちのものを代用した。

住まいが群馬県ということもあり、登る山には事欠か
ない。谷川岳、浅間山、草津白根山、日光白根山、皇海
山など。私の山歩きは目的が運動不足解消なので、花を
愛でることもなく、鳥のさえずりに耳を傾けることもな
く、脇目も振らずにガンガン歩き、ひたすら山頂を目指
すのみ。悪いことに雨女であるため、いつも天気が悪く、
山頂もその道中も景色は真っ白である。山歩きを始める
きっかけとなった山頂の青空は滅多にお目にかかれない。

山歩きを始めた時期と山ガールが出没し始めた時期は
重なる。山で出会った若い男性グループに山ガールと山
おばさんの違いを教わった。私は山おばさんに分類され

た。ガールとお
ばさんの違いは
年 齢 で は な く
カッコ。可愛く
華やかなカッコ
を し て い れ ば
ガールで、それ
以 外 は お ば さ
ん。作業服の延
長のようなカッ
コなので、まぁ
納得。

「ぐんま百名山」を残すところ2座になった頃、山梨県
へ転勤になった。南アルプス、八ヶ岳、秩父山系と山梨
県も登る山に事欠かない。これまでは、家族の反対もあ
り日帰りの山歩きだったが、単身で山梨県に赴任したこ
ともあり山小屋泊デビューをした。驚いたことに山小屋
で生ビールが飲めた。シャワーが浴びられるところも
あった。しかし、一番驚いたのは、人の多さである。山
小屋もその道中も人に会わないことがない。今までのよ
うに、自分のペースで歩くことができない。すると、鳥
のさえずりが聞こえるようになった。周りに目を向ける
ようになった。そこで、私の目を引いたのは花ではなく、
見慣れているはずの砂防堰堤だった。自分でもびっくり
するくらいの今更感。そんなに仕事が好きだったかし
ら？違う、ただの興味本位。

滝と見間違うようなもの、ひっそりと山に溶け込んで
いるもの、土砂を貯めてますよと存在感ばっちりのもの。
そんな施設に出会うと、このような山奥でどのように施
工したのだろうかと考えてしまう。資材搬入はどこから？
プラントは？コンクリート打設は？ケーブルの痕跡は？
次々と疑問と興味が沸いてくる。仕事に対する探究心で
はない。本当に不思議なのである。山奥に突如現れる砂
防堰堤が。そして、この山奥に砂防堰堤を施工した先人
の技術力に感服する。が、残念ながら、山歩きの途中で
ある。全ての疑問を解いている時間はない。強烈な印象
で覚えていれば帰ってから調べもするが、大方はそのま
ま忘れてしまう。目的が運動不足解消だから、感動した
気持ちは大事にするが、知見を深めなくてもよしとする。

運動不足解消で始めた山歩きも十数年。今のところ、
足腰の心配はない。群馬県に戻ってからは鳥のさえずり
がメインになった。ちなみに、手持ちで済ませていた道
具はユニクロを卒業してモンベルになった。しかし、山
ガールにはなれそうにない。（終わり）

（上
う え

原
は ら

 舞
ま い

・国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所 調査課長）

⑦

山歩き＝趣味＞仕事
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この度は 2ページにわたって『sabo』の貴重な
スペースを拝借することとなり、大変恐縮してい
ます。何のひねりもない拙文ではありますが、頭
の中に渦巻いているものをなんとか言葉にして、
ほんの僅かでもお伝えできれば幸いです。

この一年を終えた総括
学生時代、ふとした折に「学校の勉強は将来仕

事の役に立たない」という言葉を耳にすることが
あった。業種に依るとか、そもそも学校は役に立
つことを教える場所ではないとか、諸所でさまざ
まな議論が交わされている話題であるが、言葉の
ままに捉えれば確かに一理ある主張である。実際
にこの 1 年間でも、Excel・GIS 等の使用経験や
フィールド調査の経験が役に立ったという感覚は
あったものの、これまでに学んできた知識を使っ
たという感覚はあまり強くない。
とはいえ、本当に全く無意味なものであったか

と問われれば、そういう気もしない。例えば、業
務の中で説明を聞いているとき、それなりの理解
を得られる場面と、何について話しているのかい
まいち判然としない場面があった。今思えば、前
者は前提として知識があったからこそ難無く理解
できたものであり、後者は今までほとんど触れた
ことのない内容や文脈を掴めていないために理解
が及ばなかったものであった。社会人になってか
らも常に勉強だと昔からよく母に脅されていた
が、確かにこれからも学びの余地は無限にあり、
一方でそれはいわゆる学校の勉強よりも広い意味
を持つもののように思われる。そういった違いを
感じることもあってか、この 1年で携わった業務

1 年目の勤務を
終えた総括と
今後の展望

國
く に

田
た

 佳
か ほ

穂
（一財）
砂防・地すべり技術センター
総合防災部 技師

連載エッセイ

第1回
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はどれも新鮮さがあった。
新鮮さを感じた要因は、仕事に取り組む際の姿

勢にもあるように思われる。これまでは既に答え
や何かしらの結果が出ている課題に取り組むこと
が多かったが、業務には予め用意された答えがな
い（少なくとも今の私には全く想像が及ばない）。
そのために検討を積み重ねていく必要があり、そ
のプロセスがとても目新しいものに感じられたの
だ。これは私自身が迷子になりやすい点でもあり、
うまく結論までたどりつくのにどうしても時間が
かかってしまう。不慣れさや業務の内容を完全に
理解できていないという単純な要因もあると思わ
れるが、目的を意識した作業を日々心掛けている
ところである。

今後の展望
就職活動中に「5 年後、10 年後のあなたの姿

は？」と訊かれたとき、当時の私の頭に思い浮か
んでくるビジョンは一切無かった。仕事なんて実
際にやってみないと分からないし、右も左も知ら
ない状態で考え付く程度の将来も想像するだけ無
駄のように思ってしまうからである。興味のある
ことはあるが、新しいことを知るたびに興味のあ
ることも増えていくため、やりたいことというの
もなかなか具体的に絞ることができなかった。今
でも同じようなことを訊かれた際に明確な答えを
持ち合わせていないのが正直なところだ。
しかし、この１年間業務などに携わってきた

中で、小さいものでも何か目標を持ちたいとも思
うようになった。前項でも学生時代との違いにつ
いて述べたが、これまであたりまえに与えられて
きた節目としての目標が現在はない。他人よりも
ぼんやりとしていて今を生きることで精一杯な私

は、だからこそ今まで以上に強く目的意識を持っ
て取り組んでいかなければ今ある時間を無駄にし
てしまう、という危機感のようなものがある。た
だ、漠然とした思考はあるものの、何を目標とす
ればよいかハッキリとはしない。5年後、10 年後
の自分の姿が思い浮かばないから、目指すべき方
向も判らない。そこで、まずは目標を立てること
を最初の目標にしたいと思う。そのためにひとつ
ひとつの仕事に丁寧に取り組み、多くを吸収して
いきたい。また、感じたことや考えたことを頭の
中に漂わせるだけではなく、吸収したことをどう
糧にし、目標へ繋げていくかを意識しながら、言
葉によるアウトプットで頭の中身を整理すること
を心掛けたい。
最後になるが、先日しばらくぶりの親戚に会う

機会があり、仕事はどうかと訊かれたとき、とっ
さに楽しいという言葉がでてきた。興味を持って
選んだ道だからこそ新たに学ぶことも苦ではない
という実感は確かにあり、至極単純で稚拙な表現
ではあるもののとてもしっくりくる表現であっ
た。それと同時に、仕事は楽しいと思えるものな
のだと、まるで他人事のように感心もした。もち
ろん苦手なことや嫌なことはあるし、大変なこと
もこれからたくさん経験するのだろうが、この先
も今のこの気持ちを忘れずにいられたらと思う。

essay



30 sabo Vol.128 2020 Summer

とがあった。災害をもたらした大きな赤牛は、いつぞや、
このような2cmにも満たない赤い龍（トンボの英語名は
ドラゴンフライ）＝水神様へと姿を変えていたものと悟っ
た。大きな赤牛から姿を変えつつも、災害の伝承を小さ
な体で続けていたのだ。このようなとてもわざとらしい
解釈は、かつて笹本館長をはじめとして誰もしたことは
ないなと思いつつ、静まりかえる中で神秘の美しさに陶
酔したのである。この水神様は、ハッチョウトンボ
（図-1）といって、日本最小、世界でも最小クラスのト
ンボである。雄の体は、真っ赤で美しいものの、災害の
おそろしさを伝えるには、少々迫力がない。湿原で、雄
同士追っかけ合って遊んでいる。こうした上空を、おら
の方が速く飛べるぞとばかりに飛び去っていくのは、ギ
ンボシヒョウモン（図-2）である。羽の表が豹柄で裏側
に光る銀色の模様をつけたチョウである。
このように、大きな赤牛は出てはこないものの、龍、

豹となにやら勇ましい生き物がでてきたかと思っていた
ら、湿原沿いのオニグルミの木の葉のうえにまさに山王
様の神の使いとされる猿がいるではないか。猿は、魔が
去るから転じた「まさる」を起源として、いつの頃から
か魔除けの象徴として大切に扱われるようになった。猿
蟹合戦ではないが、近頃やたらと増えすぎている猿は、
柿の実などをかじっては投げ、かじっては投げとあまり
にお行儀がよくない。ところが、この湿原の猿はかなり
お上品である。見よこの凜々しき顔を、とばかりに葉の

「中土村清水山上區には、山王様が祀ってあり、其の
附近に山王の池があった。この池の主は赤牛で、村の
人々が草刈に行くと、其牛が出て一緒に遊んださうであ
る。少し前にその池を潰して大きな田にしたが、近年清
水山部落の崩落と共にぬけて、又池になりはじめている」
これは、長野県北部の雪深い小谷村に伝わる「山王池の
主」という民話である。
民話が伝わる清水山集落は、しばしば地すべり災害に
苦しめられてきた。このように赤牛が登場する伝説は、
長野県立歴史館館長の笹本正治先生によると、災害との
関係を物語っているという。
今もこの地には、林の中に山王様を祀る日吉
神社があるが、見渡しても赤牛が遊んでいた池
も遊ぶ赤牛も見られない。小谷村教育委員会の
澁谷さんによると、地元の古老は、「そうじゃ、
昔、確かに池（沼）があった。」と語ったそう
である。赤牛が遊んでいたこの池は、昭和
35年頃の大規模な地すべりにより流されてし
まったという。
清水山の地すべりは、古文書によると養老
2年（奈良時代718年）にまでさかのぼること
ができる。以後、地すべり活動を何度も繰り返
し、最近では、平成6年に地すべりが発生、人
家18戸が孤立した。これまでの間に、寺や民家
およそ50戸が押し潰され、移転を余儀なくされ
ている。山王様自体は、災難除けの神様である
ことから不動地を選んで祀られたのだろう。
さて、全国には数多くの湿地や沼がある。こ
うした湿地に幾度となく脚を踏み入れた自分で
はあるが、残念なことに、今までなかなか赤牛
の姿を拝見することはできなかった。しかし、
いつのことであったのか今となっては定かでは
ないが、湿地を渡る蛇に驚きながら、脚をとら
れた目の前に、突如として、なんとも色鮮やか
な真っ赤なトンボが御光を浴びながら現れたこ

蝶たちをめぐる⑦

私は見た！　
湿地に遊ぶ
赤牛の姿を

田
た

下
した

 昌
まさ

志
し

長野県建設部長・
日本鱗翅学会理事

図-1　 湿原のトンボ〜ハッチョウト
ンボ

図-2　 明るい草原にいるギンボシ
ヒョウモン

図-3　 神の使者猿顔模様のシ
ロスジキノコヨトウ

図-4　模様が楽しいコゴマヨトウ

然 紀 行自 Natural Journey
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上に静かに鎮座しておられる。この身動きひとつしない
猿は、実は、シロスジキノコヨトウ（白筋茸夜盗）（図-3）
という名の蛾である。前の羽の模様が猿のお顔にそっく
りである。小さな目もついている。普段、普通に見かけ
るこの蛾の模様など、大して関心を持っていなかったら、
自然観察会のある日、参加した子供がお猿の顔に似てい
て面白いと話していて、改めて気づかされた。子供の新
鮮な感覚は素晴らしいものだ。夜の世界に君臨する蛾の
羽の模様は、チョウの鮮やかな模様と異なって地味では
あるものの幾何学模様が美しいのがいたり、自然の木の
葉や樹皮に似たのがいたり、隣のおやじの顔に似たりと
面白いものが多い。湿原に生息しているコゴマヨトウ（小
胡麻夜盗）（図-4）という蛾は、黒地にちりばめた模様が
楽しく、珍しさも加わって特に好きな虫のうちの一つで
ある。ちなみに、蛾の仲間には、ヨトウ（夜盗）と名の
つく虫が多いが、これは、お百姓さんがやたらと野菜が
食害されるのに昼間にいくら探しても犯人が見つからず、
たまたま夜になって葉っぱを食い荒らす青虫を見つけた
ことから“夜盗”と名付けられた。ヨトウ虫のグループは、
昼間は、草木の根元に潜み、ハチや鳥などの天敵の目に
触れにくい夜になると根元から這い出してきて、葉っぱ
をモクモクと食べ、お百姓さんを泣かせるのである。
信州北部の小谷村など豪雪地域のブナ林には、山の奥
地ともなれば人知れぬ沼や湿地がみられる。それほど、
すべった地形が多いのかもしれない。水面にブナの梢に
見え隠れする青空を映し出す沼は、まさに神が宿りそう
な神秘な世界である。こうした沼には、きっと誰にも知
られていない幻の虫がいるのではないかと、タモ網など
を身にあしらえて、底なしではないかと恐怖心をいだき
ながら沼に突入したこともある。沼の底には、長年の間
にたくさんのブナの落ち葉が沈んでおり、見た目の水深
とは異なって、すぐに腰まで浸水する。期待の虫は？と
いえば、すくうたびに、無数のサンショウウオのオタマ
ジャクシ。これは、タモ網が重くなるほど入る。まれに
小型のゲンゴロウ、オオルリボシヤンマなどのヤゴたち。
主はおらぬかとすくっていたら、中部地方では、かなり

珍しいメススジゲンゴロウ（図-5）がいた。このゲンゴ
ロウ、黒色の地に金粉を蒔いた工芸品のようできれいで
あるが、名前のごとく雌の背中には、凹凸でできた筋が
ついている。赤牛の大切な宝物なのだろうか。
実は、東京にも溜池山王なる場所があることに気づい

た。ここには、かつて、わき水でできた池があったとされ、
現在でも山王様を祀る日枝神社がある。この近くには、
ある筋の情報では、赤牛ステーキを振る舞うレストラン
があるようであるが、なんとも複雑なものを感じるのは
私だけではあるまい。なお、長野県では、砂防ボランティ
アのみなさんにより住民向けの防災教育「“赤牛”先生に
よる防災教育」を進めているところである。

図-5　 ブナ林の沼地にいるメススジゲ
ンゴロウ

図-6　谷地坊主（霧ヶ峰高原） 図-7　 湿地に見られるオゼイ
トトンボ

図-8　 湿原に多いギンイチモ
ンジセセリ

版画　湿原のチョウ　ヒメヒカゲ
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溶岩流対策に係る土砂管理手法の
運用実態等に関する調査参加報告
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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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訪 問 先：�米国ハワイ州危機管理局
（HI-EMA）、ハワイ郡市民
防衛局、米国地質調査所
（USGS）ハワイ観測所
（HVO）、レイラニ・エス
テート外（現地視察及び
住民ヒアリングを実施）

3．ハワイ島概要
ハワイ諸島は、ホットスポットに

よる火山形成とプレート移動によっ
て成立しています。このうち、ハワ
イ島は、現在のホットスポット上に
位置し、諸島内で最も新しく、かつ
最大の面積を有しており、“Big�
Island”の愛称でも親しまれていま
す。また、島内で最も高いマウナ・
ロア山の標高は4,000mを超えま
す。島内人口は約20万人です。

4．�ハワイ島火山における溶
岩流の特性

噴火口の位置、流出ボリューム、
流下方向を噴火前に事前に精密に予
測することは難しいと考えられます。
ただし、火山性地震、地盤の膨張等
から、大まかな位置、規模、時期を
ある程度予測することは可能である
ようです。
溶岩流は、化学組成や温度により

型が決まります。流下の過程で、空
気や地面に触れて表面は冷やされる
と硬化されていきますが、高温を維
持した内部がその硬化した表面部を
破って流下するなど、非常に複雑な
挙動を示します。火口付近は流速が
速い（約20〜 30km/h）ものの、
その後の平坦地での速度は徒歩速度
よりもかなり遅いという特徴があり

知し、的確に住民が避難したことに
より、死者の発生しなかった貴重な
成功事例となりました。この経験は
我が国の溶岩流防災の参考となる教
訓を得られる場であると考えられま
す。そのため、観測調査や避難対策
について、火山防災のために行政が
（あるいは住民が）どのように認
識・対応したのかを明らかにするた
めに、行政機関及び住民に対してヒ
アリングと現地視察を実施すること
としました。本稿では、すでに報
告1）2）3）されている内容との重複を
極力避けて、記述したいと思います。

2．調査概要
調査日程：�令和2年2月16〜22日
参加機関：�国土交通省、土木研究

所、砂防学会（新潟大
学、北海道大学）、山梨
県富士山科学研究所、防
災科学技術研究所、砂
防・地すべり技術セン
ター、火山防災推進機構

1．はじめに
我が国では、歴史的には、たびた
び溶岩流災害が発生しています。火
山噴火により溶岩流が発生した際に
は、人命と社会資産を守るために何
ができるのか？何をすべきか？これ
らを整理し事前に備えておくことは
とても重要なことです。一方、近年
は、大規模溶岩流により社会資産に
大きな影響を与えるような経験をし
ていません。
ハワイ諸島は、火山噴出物等によ
り形成されています。その中でも米
国ハワイ島は、現在、マントル内の
上昇流の発生するホットスポットエ
リアに位置し、近年も噴火により大
量の溶岩流がたびたび流下していま
す。その中でも2018年の噴火で
は、住宅街（であるレイラニ・エス
テート（Leilani�Estates））からも
火口が現れ、総流出量としては
200年に一度の規模の溶岩流であっ
たにもかかわらず、関係機関の連携
により溶岩流発生を予知・予測・認

図-1　ハワイ州概要地図

カラパナ

キラウエア山

マウナ・ロア山

ハワイ郡
市民防衛局
及び地質調査所
ハワイ観測所
（ヒロ）

ハワイ州
危機管理局
（ホノルル）

レイラニ
・エステート

kondo
ハイライト表示

kondo
ハイライト表示
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ますので、火口から離れた平坦な箇
所であれば、溶岩流の到達状況を確
認しながら、歩いて避難することが
可能です。実際にそのような場所で
は、溶岩流発生後も数十年かけて街
（カラパナ）が復興してあるところ
もありました。

5．�ハワイ島の溶岩流危険地
域地図

USGSによってハワイ島の溶岩流
危険域地図が作成されています。ハ
ワイ島は全島が溶岩流によってでき
た島であり、安全といえる箇所はあ
りませんが、危険度に応じて全島土
が9段階に区分されています。最も
危険なゾーン1（濃赤色）は、新た
な噴火の際に火口となる蓋然性が極
めて高い火山山頂と亀裂帯に相当
し、ゾーン2（赤色）はそれに準じ
たゾーン1近傍と、順次、危険度ご
とに色分けされており、最も危険度
の低いゾーン9が、6万年前を最後
に噴火していないコハラ火山の影響
範囲になります。なお、後述する住
宅街（レイラニ・エステート）は
ゾーン1に位置しています。

6．�2018年溶岩流のあらまし
2018年の噴火では、2018年�
5月3日〜 9月5日にかけて噴火活
動が継続しました。最大の割れ目火
口である第8火口はじめ複数の火口
が、住宅街（レイラニ・エステー
ト）中で発生し、総計20箇所以上
の火口から流れ出た溶岩流により
700軒以上の住宅が被災する大きな
災害となりました。噴出率はおおむ
ね100m3/s（50 〜 300m3/s）、
流出総量約8億m3DRE（Dense�

Rock�Equivalent：溶岩流換算量の
意）（キラウエア火山では過去200年
で最大規模であり、富士山貞観噴火

規模13億m3DREの6割程度）、約
35.5km2が溶岩流に覆われたと報
告4）されています。

写真-1　溶岩流の例1 写真-2　溶岩流の例2 写真-3　カラパナ近郊

図-2　 ハワイ島の溶岩流危険地域地図https://pubs.usgs.gov/mf/1992/2193/
mf2193.pdfに著者加筆

コハラ山

レイラニ・エステート

カラパナ

キラウエア山頂

マウ＝
ナロア
山頂

図-3　 2018年にできた火口群（発生順に通し番号）と溶岩流流下範囲（朱色）（HVO提供）
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7．�行政機関における噴火活
動中の対応について

平時より、ハワイ郡とHVOは連
携・調整していたため、災害時に
は、迅速で円滑な情報交換を通じた
的確な行政判断に繋がったようで
す。HVOは噴火の2日前（5月1日）
に噴火発生の危険性を察知し、ハ
ワイ郡に伝達されたため、郡長は、
余裕を持って噴火対応をすること
ができたそうです。具体的には、
5月1日未明にかけての火山性地震
と地盤の膨張の様子から、プナ南部
（レイラニ・エステートを含む地域）
の亀裂帯において新たな噴火の恐れ
が高まった旨を住民に注意喚起する
などして、噴火時の緊急事態宣言後
の対応に備えたとのことです。
噴火時には、ハワイ郡のオペレー
ティングセンターにHVOを含む関
係機関が集結し、24時間体制で臨
機応変に対応していました（12時
間交代）。HVOでは、常時火山監視
をおこなっていますが、噴火直前か
らは、24時間体制でモニタリング
する体制に切り替え、人員も全米か
らの応援により、職員を大幅拡充
（30人→100人）しました。ドロー
ンによる調査が安全かつ効果的（毎
日3台を使い、24時間フライト）
であったほか、地上踏査する研究者
を複数配置等、火口と溶岩流の動態
を常時とは異なる充実させた体制で
観測し、溶岩流の現況を毎日更新し

て報告していました。
ホノルルにあるHI-EMAは、各郡

と米国緊急事態管理庁（FEMA）と
の連絡調整や緊急情報伝達、連邦軍
や州兵の支援派遣要請をおこなって
いたとのことです。例えば、VOG（火
山性スモッグ）が充満している中
で、安全な確保できる飛行高度を維
持できるヘリコプターは軍のみが所
有しており、十分な搭載量をもち緊
急時の避難や輸送に大いに役立った
とのことでした。
また州より、噴火活動中に対応し

てリスクコミュニケーション上の課
題と対応について、以下の点につい
てご教示いただきました。本稿のは
じめにも「総流出量としては200年
に一度の規模の溶岩流」とご紹介さ

せていただきましたが、このような
（正確な）情報から、全世界の一般
の方が受ける印象は左図のようなイ
メージであるということに気がつい
たということです。左図は誤りで、
実際の被害は右図の範囲です。溶岩
流やVOGの影響範囲を、市民や観
光客に適切な警告をおこなうことに
意を注いでいたのですが、世界的に
センセーショナルで概略的な報道が
された結果、ハワイ島内がすべて危
機的な状況にあると誤解を与え、観
光業に大きな影響を及ぼし始めたこ
とに気がつき、その後は、ハワイ島
の噴火の影響を受けていない地域に
ついての情報も誤解されないよう報
道することに留意されたとのこと
です。

写真-4　  レイラニ・エステート 第24 火口付近 
（後方に2018年の溶岩流の直撃を免れた住宅街と手前
に溶岩流に被覆された旧住宅街）

写真-5　 2018年噴火では最大規模火口である第8火口クレー
タ（長辺直径約100m）

図-4　 HI-EMAのプレゼンテーション資料より（左図は誤り、右図が実際の被害範囲の
イメージ）

WHAT PEOPLE IMAGINE THE
HAWAII LAVA FLOWS LOOK LIKE

WHAT THE HAWAII LAVA
FLOWS LOOK LIKE
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8．被災後の土地と住民
住民のお話によると、レイラニ・
エステート（2018）の溶岩流被災
地では、国立公園化の構想が検討さ
れているようです。地権者には、被
災前の評価額での土地収用の打診が
おこなわれているようでした。レイ
ラニ・エステートは最も危険なゾー
ン1に相当するため、噴火の発生予
測が失敗した場合には人的損失を生
じる恐れが極めて高いことから、近
年では土地利用の抑制が州の方針で
はあったのですが、すでに街区整備
のされた箇所でもあったため、従前
の移転は進んでいませんでした。今
回の災害をきっかけに、具体的な対
応が進められつつあるようです。現
地では、住民の方に火口の案内をし
ていただく対価として、寄付を求め
られました。観光資源としての溶岩
流の価値を認識しておられることが
印象的でした。カルパナ（2010年
溶岩流被災地）では、すでに溶岩流
の上に再居住される方々のお話を伺
うことができました。インタビュー
を受けていただいた方によると、ご
自身は溶岩流の写真家でもあり、溶
岩流が好きでリスクを認識した上で
居住し、ひとたび被災したが再建し
た旨のお話を伺いました。再建に当

たっては、雨水利用や太陽光発電、
公道までのアクセス道路を自ら整備
したとのことです。カルパナ地区は
レベル2に相当します。火口から流
下する溶岩流の到達までに一定の時
間を要するため、レベル1よりも避
難は容易ではあります。

9．�2018噴火時に行政によ
る溶岩流対策施設整備を
選択しなかった経緯につ
いて

お話を伺ったいずれの機関（HI-
EMA、ハワイ郡市民保護局、HVO）
においても、2018年度溶岩流に対
する行政機関による噴火活動中の対
策工事がなされたことはなく、今後
の計画もない、とのことでした。
ハワイ郡Kim郡長によると、自身も

執筆に参加した国連報告書̒ Volcanic�
Emergency�Management 1̓985
の発刊以来、基本的な考え方は変
わっていないとのことです。同書に
は噴火時に実施される溶岩流対策と
して、過去には、爆破、導流堤、放
水冷却など実施されたが、効果は一
時的で限定的なものであり、最終的
な溶岩流総量に対しては無力であっ
たと総括されています。一方、電力
事業者のような私企業が、自らの電

柱を保全するための保護工を設置す
るような対策はなされることは
2018年にもあったとのことでした。
行政側が対策を躊躇する大きな理

由の一つが、噴火最中には、その後
の外力（物性、総量、噴出レートな
ど）を確定することが困難であるこ
とでした。想定される最悪のケース
は、対策施設を整備したことによ
り、結果として、無施工であれば被
害を免れた箇所が溶岩流の被害を受
けてしまうリスクが考えられ、訴訟
リスクを考えると選択できないと考
えをいただきました。また、費用対
効果が十分でない場合や、ハワイで
は、古くから住民から続く信仰によ
ると、溶岩流の化身である女神ペレ
を制御することは不遜であるとの考
えから、溶岩流に対して対策工事を
おこなうという行為そのものに否定
的な文化的側面があることをあげて
おられました。これらの認識は、お
話を伺った各機関及びヒアリング住
民3名ともに共通した見解でした。�

10．まとめ
ハワイ州、特にハワイ郡において

は、HVOと密接な連携を図って噴
火予測と噴火後の溶岩流の移動実態
把握が迅速におこなわれていました。

写真-6　 Kim郡長よりご提供いただいた国
連報告書ʻVolcanic Emergency 
Managementʼ1985表紙

写真-7　ハワイ郡訪問ミーティング（Kim郡長のスピーチ中）



世界の土砂災害（第26回）2019/10/1〜2020/3/31海外事情

36 sabo Vol.128 2020 Summer

特に人的犠牲者を大きく軽減する上
で重要な局面は、レイラニ・エス
テートという住宅街に生じた第8火
口が出現する可能性を観測により事
前にHVOが察知し、それを受けて
郡長が住民の避難をすみやかに指
示、実行したオペレーションにあっ
たと思います。我が国においても、
溶岩流を伴う噴火の事前察知と避難
の徹底が溶岩流による人的被害軽減
は極めて重要であることを示唆する
ものであったと思います。
ハワイ州、ハワイ郡と各研究機関
では、日頃から、津波や溶岩流等の
様々な災害シナリオを想定した危機
管理時のブレーンストーミングを実

施しているとのことです。例えば、
ハワイ郡の場合で複数の溶岩流ルー
トによって住民や観光客が孤立して
しまう様な場所はどこか、そのとき
の救助オペレーションとして、選択
できる運搬手段は何か、そのために
確保しておくべき資材は何か、必要
なドリル（訓練）は何かなど、平時
から、フランクな形で話し合える場
が設けられているとのことでした。
我が国でも、このような行政と研究
機関が一同に会したブレーンストー
ミングを通じて、すみやかな安全な
避難の実施のために取り組むことが
重要であると感じました。
最後に、ハワイ州、ハワイ郡、HVO

やヒアリングにご協力いただいた地
元の方に感謝申し上げます。本稿の
一部が、今後の火山防災の参考にな
れば幸いです。

参考文献
1）�丹羽俊一：米国ハワイ島キラウエア火山に
おける溶岩流対策調査に参加して、治水と
砂防254、Vol.53.No.1、p17-19、2020　

2）�権田　豊ほか：アメリカ・ハワイ州におけ
る溶岩流対策に係る土砂管理手法の運用実
態等に関する調査、令和2年度2020砂防学
会研究発表会（投稿中）

3）�山本　望：2018年キラウエア火山噴火に
おける自治体・研究機関の対応、土木技術
資料62-7（2020）（投稿中）

4）�The�2018� rift� eruption�and� summit�
collapse�of�Kīlauea�Volcano,�Neal�et�al.,�
Science�363,�p367-374�（2019）

写真-8　キラウエア山視察時の集合写真 写真-9　調査団長丹羽補佐（当時）よりKim郡長へ記念品の贈呈

（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

2019年

10月4日
韓国 土石流 台風18号により韓国南部で1時間に100ミリ、土石流災害、12人死亡・3人行方不明。 

10月13日 エチオピア 地すべり
エチオピア南部コンタで10月13日、地すべりが発生し、22人が死亡した。豪雨が
10時間にわたって続いた後に地すべりが起き、住宅を押し流した。現場は山岳地帯
で周期的に地すべりが発生している。

kondo
ハイライト表示
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発生日 国名 種別 概要

10月19日 ロシア 崩壊

ロシア東シベリア・クラスノヤルスク地方の村で10月19日早朝、ダムが崩壊し、あふ
れた⽔に流されるなどした15人が死亡、6人が行方不明となった。負傷者は16人で、
うち4人が重傷。村には約180人の⾦採掘労働者が住み、ダムには採掘⽤の⽔がた
められていた。ダム崩壊で作業員の簡易宿舎2棟が浸⽔した。

11月23日

ケニア、
タンザニア、
ソマリア、
南スーダン

洪水・崩壊

アフリカ東部は数週間にわたる豪雨により、ケニアで土砂災害により少なくとも
60人が、タンザニアでは10人が死亡した。ケニアでは、首都ナイロビの北西350キロ
にあるポコット（Pokot）郡で11月23日朝、夜通し降り続いた豪雨の影響で土砂災害
が発生。家々が流され、少なくとも29人が死亡した。タンザニアでは、ムワンザ

（Mwanza）州センゲレマ（Sengerema）県の極西部で、少なくとも10人が⽔死した。
ソマリアでは数万人が避難、南スーダンでは複数の町全体が浸⽔、エチオピアでは
鉄砲⽔と土砂災害により数十人が死亡した。

11月26日 コンゴ 洪水・崩壊

コンゴ民主共和国の首都キンシャサを襲った豪雨と土砂崩れにより、11月26日まで
に41人が死亡した。市内26地区のうち3地区が特に大きな被害を受けており、現時
点の死者数はあくまで暫定的なもの。アフリカ第3の大都市であるキンシャサは死
者が出る洪⽔が多い。キンシャサの人口は過去20年未満で2倍に膨れ上がり、現在
は約1,000万人。多くの人が危険な住居に暮らしている。

12月9日 ニュージーランド 火山噴火

ニュージーランド北部沖のホワイト島（White Is land、マオリ名：ファカアリ、
Whakaari）で12月9日に起きた火山噴火で、現地の警察当局は23日、入院していた
負傷者1人が死亡し、犠牲者は行方不明者2人も含め、合わせて19人になった。噴火
時、ホワイト島にはオーストラリア人観光客を中心に47人がいた。現在も25人が入
院中で、多くが重体。

 2020年

1月4日
インドネシア 洪水・崩壊

 インドネシア首都圏を見舞った洪⽔について、1月4日時点で死者が60人に上り、今
も2人が行方不明となっている。この洪⽔はここ数年で最悪の規模で、人口約
3,000万人のジャカルタ首都圏では、今も多くの人が浸⽔した自宅に帰れずにいる。

1月12
〜14日

パキスタン、
アフガニスタン、

インド 
雪崩 

 パキスタンとアフガニスタン、インドで、大雪による雪崩が多数発生するなど、1月12
〜14日の間に少なくとも計138人が死亡した。パキスタン政府当局者によると、カシ
ミール地方で14日に起きた複数の雪崩で計55人が犠牲となった。当局による救出
活動が続いているが、悪天候のため難航しているという。アフガン政府は、降り続く
大雪の被害による死者数が12日以降で39人に達したと説明した。パキスタンやアフ
ガンではこのほかにも多数の死者が出ている。インドでは、兵士と市民の計12人が
複数の雪崩に巻き込まれて亡くなった。

1月29日 ブラジル 洪水・崩壊

ブラジルは、豪雨による洪⽔や地すべりによる死者が1月29日までに64人となった。
豪雨により最も被害が大きかったブラジル南東部ミナスジェライス州では1月29日
までに53人が死亡、65人が負傷した。東南部のエスピリトサント州では9人が死亡、
南東部リオデジャネイロ州では2人が死亡、さらに、少なくとも19人が行方不明と
なっている。また、6万人以上が避難を余儀なくされた。

3月1日 ブラジル 洪水・崩壊

ブラジル南部のサンパウロ州とリオデジャネイロ州で豪雨が続き、3月1日から5日ま
での間に少なくとも32人が死亡した。サンパウロ、リオデジャネイロの両州による
と、3月5日時点でまだ数十人が行方不明であり、5,000人以上が避難している。ブラ
ジルは今年に入り、異常な大雨に見舞われていた。国家気象局によると、サンパウロ
の2月の雨量は観測を始めて以来の77年で最も多かった。リオデジャネイロでは2日
午前だけで、3月の平均量の半分以上に匹敵する大雨が降った。サンタクルスの降
雨量は32時間で、3月の1か月間の降雨量に近い約150ミリに達した。
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KTB・荷重分散型永久アンカー

特徴
①アンカー体：荷重分散型
本アンカー定着機構は、アンカー体部
分において所定の間隔に複数個配置した
耐荷体に、アンカー力を分散して定着す
る方式としています。これによって、ア
ンカー体の大部分が圧縮状態になるとと
もに、グラウトに許容応力以上の過度な
力が発生せず、有害なひび割れの生じな
い安全性の高いアンカーとなります。

②テンドン：SCアンボンド（SC-U1）
本アンカーに使用するテンドンは、PC
鋼より線の素線一本一本にエポキシ樹脂
粉体塗装を施し再度より合わせた全素線
塗装型PC鋼より線「SCストランド」
を、ポリエチレン樹脂で被覆した「SCア
ンボンド（SC-U1）」であり、防食性と
耐久性に優れています。

③アンカー頭部：KTB定着工法
本アンカー頭部で使用する定着体は、
KTB定着工法によるくさび・ナット併用方式です。この方式は、くさび定着時のセットロスをナットにより補正するこ
とが可能です。また、施工後の緊張力の調整・再緊張などの維持管理を容易に行うことができます。

技術の概要
KTB・荷重分散型永久アンカー工法は、複数の防食層を有するテンドンを耐荷体にUターン加工し、それを複数個配
置することで、アンカー導入力を分散させて地盤へ安定的に定着できる画期的な定着機構と優れた防食性能を有するグ
ラウンドアンカー工法です。

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

KTB・荷重分散型永久アンカー工法
【更新承認日】 令和元年12月24日

【取得会社】 黒沢建設株式会社、株式会社ケーティービー
【技術詳細に関するURL】 http://www.ktb-kyoukai.jp/

施工事例
アンカー体の

安全性やテンド
ンの耐久性など
が評価され、沿
岸部での護岸安
定の補強などに
も活用の幅が広
がっています。

鋼矢板式護岸補強の事例（施工中）

アンカー体部分の耐荷体

KTB定着工法

SCアンボンド（SC-U1）

荷重分散効果

圧縮力が全体に
分散する

耐荷体

引張部
アンカー体

アンボンド
ストランド

グラウト

耐荷体 1

2

3

kondo
ハイライト表示



優良業務及び優秀技術者表彰

【優良業務及び優秀技術者表彰】

◆優良業務名「平成30年度雲仙・普賢岳火山砂防計画検討業務」九州地方整備局雲仙復興事務所長表彰

	 優秀技術者：枦木　敏仁

◆優良業務名「令和元年度高崎川水系砂防基本計画検討業務」九州地方整備局宮崎河川国道事務所長表彰

	 優秀技術者：前寺　雅紀

行事一覧（2020年1月〜2020年7月）

◆◆協賛（後援）

2月6日、7日	 第24回「震災対策技術展」横浜（後援）	
6月4日、5日	 第7回「震災対策技術展」大阪（後援）	
6月	 	 令和2年度土砂災害防止月間（後援）

役員会等

【令和元年度第3回理事会】	 	令和2年1月31日　定款第36条の規定に基づく手続きにより、令和元年度第3回理事会

の決議として常勤理事の選任を目的とする評議員会を開催することが決定されました。

【令和元年度第2回評議員会】	 	令和2年2月18日　定款第20条の規定に基づく手続きにより、令和元年度第2回評議

員会の決議として栗原淳一審議役を理事に選任することが決定されました。

【令和元年度第4回理事会】	 	令和2年3月26日　定款第36条の規定に基づく手続きにより、令和元年度第4回理事

会の決議として下記事項が決定されました。

①令和2年度事業計画及び収支予算

②栗原淳一理事を専務理事に選定（就任日は令和2年4月1日）

③池谷　浩研究顧問の委嘱期間を令和3年3月31日まで延長

【令和2年度第1回理事会】	 	令和2年5月27日　定款第36条の規定に基づく手続きにより、令和元年度事業報告

及び収支決算並びに公益目的支出計画実施報告が承認され、令和2年度定時評議員

会の開催内容が決定されました。

【令和2年度定時評議員会】	 	令和2年度の定時評議員会が、令和2年6月23日に開催され令和元年度の収支決算及

び任期満了に伴う評議員の改選等について審議が行われました。

	 	審議の結果、収支決算が承認され、第3期の評議員に以下の9名の方が選任されました。

【第3期評議員】

◆	浅井　義明	 埼玉県富士見市副市長
◆	石原　和弘	 京都大学名誉教授
◆	大野　宏之	 （一社）全国治水砂防協会理事長
◆	尾畑　納子	 富山国際大学現代社会学部教授	学部長
◆	田中　　淳	 東京大学大学院情報学環特任教授
◆	布村　明彦	 （一財）河川情報センター理事長
◆	橋場　克司	 （一社）国際建設技術協会理事長
◆	丸井　英明	 新潟大学名誉教授
◆	水山　高久	 京都大学名誉教授	
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人事異動

◆◆2月1日付

【委　　嘱】	矢嶌　　理	 総務部参事

◆◆4月1日付

【採　　用】	五十嵐祥二	 砂防技術研究所調査役

	 木原　早紀	 企画部企画情報課技師

	 桧山　七瀬	 企画部企画情報課

【昇　　任】	吉田　真也	 砂防技術研究所技術部砂防システム研究室長（企画部企画情報課課長代理）

	 井上　隆太	 砂防部技術課課長代理（砂防部技術課主任技師）

	 上森　弘樹	 企画部企画情報課主任技師（企画部企画情報課技師）

【職務換え】	酒井　敦章	 砂防部専門調査員（砂防部技術課課長代理）

【配置換え】	西内　卓也	 砂防部技術課上席参事（企画部企画情報課上席参事）

	 福池　孝記	 総合防災部技術課技師（砂防部技術課技師）	

	 國田　佳穂	 砂防部技術課技師（企画部企画情報課技師）

	 赤松　将晴	 砂防部技術課技師（企画部企画情報課技師）

【出　　向】	総合防災部技術課主任技師　小林　拓也

国立研究開発法人土木研究所に土木管理研究グループ火山・土石流チームの交流研究員として出

向（令和2年9月30日まで）

【兼務解除】	企画部長（兼）砂防技術研究所技術部長（兼）企画部企画情報課長
浦　　　真	 企画部企画情報課長の兼務を解除

	 砂防技術研究所技術部次長（兼）砂防技術研究所技術部砂防システム研究室長
嶋　　丈示	 砂防技術研究所技術部砂防システム研究室長の兼務を解除

◆◆5月31日付

【出向期間修了】	 鈴木　真悟	 斜面保全部技術課技師		

	 鶴見　侑生	 斜面保全部技術課技師

	 太田　紘樹	 総合防災部技術課技師

	 金井　啓通	 総合防災部技術課技師

	 鳴海　正寿	 砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員

◆◆6月1日付

【昇　　任】	枦木　敏仁	 火山防災部長（総合防災部次長（兼）砂防部次長）

	 垣本　　毅	 砂防部技術課長（砂防部技術課上席参事）

	 西内　卓也	 総合防災部技術課長（砂防部技術課上席参事）

【職務換え】	安田　勇次	 砂防部調査役（砂防部技術課長）

	 宮瀬　将之	 総合防災部調査役（砂防部技術課長）

【配置換え】	酒井　敦章	 総合防災部専門調査員（砂防部専門調査員）

	 國田　佳穂	 総合防災部技術課技師（砂防部技術課技師）

	 赤松　将晴	 総合防災部技術課技師（砂防部技術課技師）
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	 池田　暁彦	 火山防災部技術課長（総合防災部技術課長）　　

	 前寺　雅紀	 火山防災部技術課課長代理（総合防災部技術課課長代理）

	 藤澤　康弘	 火山防災部技術課課長代理（総合防災部技術課課長代理）

	 福池　孝記	 火山防災部技術課技師（総合防災部技術課技師）

	 小尾　　亮	 火山防災部技術課技師（総合防災部技術課技師）

	 田中　利昌	 火山防災部技術課技師（総合防災部技術課技師）

【新規出向】	安藤　翔平	 斜面保全部技術課技師

	 三中　淳平	 斜面保全部技術課技師

	 濵地　　亮	 総合防災部技術課技師

	 小林　実和	 火山防災部技術課技師

	 山下　裕也	 火山防災部技術課技師

	 佐々木　流	 砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員

【兼務及び兼務解除】	 砂防技術研究所技術部調査役（兼）企画部国際課長
藤平　　大	 砂防技術研究所技術部技術開発研究室長を兼務　

	 火山防災部長（兼）砂防部次長
枦木　敏仁	 砂防部次長の兼務を解除

新組織

「火山防災部」が誕生しました（令和2年6月1日）

砂防技術研究所 技術開発研究室

テーマ毎PT

砂防システム研究室

技術部

当センターでは、火山噴火に
よる土砂災害対策の検討を、よ
り一層強化するため「火山防災
部」を新設しました。
また、「総合防災部」は、新た

に「地震に起因する土砂災害」「先
進的な技術による総合的な対
策」に係わる業務を担当します。

火山噴火や地震による土砂災
害、先進技術による総合的な対
策に関してお気軽にお声掛けい
ただくことを願っています。

（総合防災部・火山防災部）

事務局

総務部
総務課

契約・経理課

企画情報課

国際課

技術課

技術課

技術課

技術課

企画部

砂防部

斜面保全部

総合防災部

火山防災部
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貴重な原稿をまとめ上げて行く作業は、難しくもやりが
いを感じられ、新たな編集メンバーと共に成長していけ
ればと思います。これからもたくさんの人に読んで頂け
るよう尽力して参りますので、変わらぬご支援を賜れま
すと幸いです。� （N）

長い梅雨が明け、待ってましたと言わんばかりに肌を
突き刺すような強い日差しが照りつける毎日が続いてい
ますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。コロナ禍で
新しい生活様式が呼びかけられる中、本誌も前号に比べ
内容を少しブラッシュアップしました。先生方に頂いた

七賢は、山梨県にある甲斐駒ヶ岳の伏流水で醸した、純
米大吟醸です。この七賢の製造元である老舗酒蔵、山梨銘
醸株式会社のすぐ近くの
建物にも、酒蔵と同様、
酒の旬を知らせる杉玉が
飾ってあります。
こちらの酒蔵を改造し

たような建物、一階は七
賢直営カフェ「中屋珈琲
店」、そして二階に七賢
直営レストラン「臺眠」
があります。今回はこの

「臺眠」にお邪魔しました。店内に入ってみると天井が高
く、外から見るよりも存外広く感じます。いわゆるレトロ
モダンな、小洒落て落ち着いた雰囲気のお店です。
私が頂いたのは鮭の糀づけ定食。お盆の上には、厚焼き
玉子やおからといった親しみの湧く品が並びます。鮭を口
に入れて一噛みすると、じっくり漬け込んでいることがす
ぐわかるほどに、口内に味が染みわたります。それなりに
糀づけ料理を口にしてきたつもりでしたが、こんなに漬け
込んだ鮭は食べたことがない…。しかしながらどことなく
口になじみ、もう一口、また一口と箸が進みます。七賢の
口当たりの良さが、料理にもしっかり表れているのでしょ
うか。
懐かしさと新しさの双方を感じられる味わいは、出張の
記憶を彩る楽しい体験になりました。ぜひまた訪れたいも
のです。� （S）

出張

老舗酒蔵が届ける糀の味わい
［臺眠（だいみん）］

山梨県北杜市白州町台ヶ原2287
TEL　0551-35-5111

https://www.sake-shichiken.co.jp/daimin/

写真-1　臺眠 写真-2　鮭の糀づけ定食

「令和 2 年度（一財）砂防・地すべり技術センタ－講演会」 
の開催中止について（お知らせ）

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、「令和 2年度（一財）砂防・地すべり技術センタ－講演会」につきましては、新型コロナウィルス

感染症予防対策を講じつつ、令和 2年 9月15日（火）も開催に向け、準備を進めて参りました。

しかしながら、新型コロナウィルス感染症の感染者数が増加していること等から、誠に残念ではありま

すが、今年度の開催を中止 することと致しました。
参加をご検討いただいておりました皆様には多大なご迷惑をお掛け致しますこと、心より深くお詫び申

し上げます。
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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/

「土砂災害の実態　2019年版」の発行

■ 問い合わせ・申込先
 一般販売価格：1 部　￥1,320（税込み・送料別）
 （一財） 砂防・地すべり技術センター 企画部 砂防センター HP：http://www.stc.or.jp/
  TEL：03-5276-3271　　FAX：03-5276-3391　　E-mail：shoseki@stc.or.jp

当センターでは 1984 年（昭和 59 年）より、毎年全国で発生し
た土砂災害に関する資料を収集し、実態を分析して取りまとめ、「土
砂災害の実態」として発行、砂防関係技術の発展および広報の一助
としていただけるよう、国・都道府県の砂防部局や大学等の研究機
関に頒布してまいりました。

今年度も 2019 年 1 月から 12 月までに発生した土砂災害を取り
まとめた「2019 年版」を発行しました。本誌により、土砂災害につ
いての認識を深め、また土砂災害対策を考えるうえでの参考としてい
ただければ幸いです。

ご希望の方は、下記ホームページ「書籍頒布」ページから申込用
紙をダウンロードし必要事項をご記入の上、FAX もしくはメール添
付で注文下さい。
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TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391

TEL：03-5276-3272　FAX：03-5276-3392

TEL：03-5276-3273　FAX：03-5276-3393

TEL：03-5276-3275　FAX：03-5276-3393

TEL：03-5276-3274　FAX：03-5276-3391　

総 務 部・企 画 部

砂防部・総合防災部

斜 面 保 全 部

火 山 防 災 部

砂 防 技 術 研 究 所
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