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巻頭言

有効な緊急避難を目指して
東京大学大学院 情報学環
総合防災情報研究センター長
た

な か

田中

あつし

淳

現在、西日本から北日本にかけて停滞した前線に向

性は保証されない。筆者が行った調査では、伊豆大島

けて、暖かく湿った空気が流れ込んでおり、各地で激

土砂災害の場合には、浸水地域に 12棟の 2階建てがあ

しい降雨に起因する被害が拡大してきている。人的被

り、うち 5棟が流出していた。5棟のうち 1棟では奇跡

害に限っても、すでに多くの犠牲者が発生しており、

的に助かり、1棟では 1階に居た住民は亡くなったが

行方不明者も多数にのぼっている。死者・行方不明者

2階にいた住民は助かった。流出しなかった 7棟では

あわせて 98名が犠牲となった平成 16年台風 23号を

2階に上がって全員助かっている。つまり、2階避難は

上回る大きな災害となってきている。詳細は今後を待

生存率を高めるが、それでも最終手段に留まる。今、

つことになるが、その中には自宅が土砂に襲われた例

目の前に危険が迫ったときに備えて、緊急避難場所の

が多い。その一方で、用水路に流された、増水した河

設定を進めていくことは不可欠である。その際に、個々

川の水に流された、田畑等を見守りに行って行方不明

の人がおかれた地形的特徴や得られるだろう情報、そ

となっている、など防ぐことができたであろう被害も

れぞれの人の周囲で起きていた降雨現象や土砂現象、

多く見られる。これまでの大雨による災害で、よく見

避難場所の安全性評価など、幅広い叡智を集めて積み

られている被害であり、それらの危険性が共有されて

上げていく研究と実践が必要だ。
災害情報の伝達という面で見ると、今回の災害に際

いれば、防げた悲劇だからである。
そうは言っても、土砂災害や河川氾濫に関する避難

しては、特別警報の発表も含め事前から厳重な警戒が

のあり方は簡単ではない。洪水警報の危険度分布が発

呼びかけられていただけに、もう少し何か出来たので

表されるようになって改善されたとはいえ、大きな河

はないかという想いにもかられる。気象庁は、7月 6日

川と比べて、中小河川では水位計の整備が進んでおら

17時 17分に福岡県、佐賀県及び長崎県に大雨特別警

ず状況はつかみにくい。過去の災害でも、大きな河川

報を発表して以降、同日 19時 42分に広島県、鳥取県

を注視している間に中小河川からの浸水被害に巻き込

及び岡山県に、同日 22時 53分に兵庫県と京都府に、

まれる、河川の水位に注視をしている後ろから土砂災

翌 7日 12時 51分に岐阜県に、翌 8日 10時 38分に高

害に襲われる、土砂災害から避難をしている途上で増

知県、愛媛県に大雨特別警報を発表した。計 11府県に

水した河川に流されるといった事例は多く見られる。

の ぼ る。 被 害 も、13府 県 に 拡 大 し て い っ た（ 平 成

避難においても、強い雨の中で避難ができなくなって

30年 7月 10日 05時 45分、消防庁発表）
このように、時間差を置いて広域に災害が発生して

いた、あるいは危険だと判断した人も少なくない。
実際に、雨の中の長距離移動は大変であるし、余裕

いった点に、今回の災害の特徴をみることもできる。

を持って早めの避難を開始することは何事もなく避難

刻々と伝えられる被害、拡大し自らの地域に迫ってく

したことが空振りに終わったことを良しとする許容の

る災害予測情報を活かしきれたら被害を減らせた可能

姿勢が求められる。何よりも避難途中に被災する危険

性がある。自らの避難行動に結びつけるためには、避

性が高い。他方、近距離避難は、大規模な土砂移動に

難勧告発令前の地域情報への翻訳が求められると考え

は近隣避難では危険性も残るものの、移動中のリスク

ている。この点に関しては、市町村に警戒本部を立ち

も減るし、心身両面での負担も小さい。しかし、適切

上げた、災害対策本部に格上げした、土砂災害への警

な避難場所の設定が、少なくとも公的施設では限られ

戒を高めている、○○川の水位を注視している、避難

る。これらを考えると、平成 29年九州北部豪雨で自主

勧告発令の検討を開始した、避難所開設を始めた、と

的に決めていた近隣の高台にある個人宅に避難をして

いった市町村が実施したり、予定している対策や体制

助 か っ たという 事 例 は、 大 いに 学 ぶべき 点 が 多 いと

の強化、危機感を伝えていくことも、早期の避難、適

思う。

切な避難行動に結びついていくと考えている。

ただし、少なくとも土砂災害では 2階への避難の安全
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寄 稿

災害状況の早期把握をめざす調査技術

の

国土交通省

１. はじめに

ろ

と も ゆ き

野呂 智之

国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部
土砂災害研究室長

てはこちらのほうがはるかに多い。

国土交通省では、大規模な災害が発生した直後に地方

今回はこういった災害直後の場面で近年用いられてい

整備局の境界を超えて職員を被災地に集め、短時間に集

る 調 査 技 術 と し て「 合 成 開 口 レ ー ダ（Synthetic

中して調査、応急対策の助言にあたる機動的な集団を組

Aperture Rader、 以 下SAR（ サ ー）
）
」 と「 ヘリコプ

織化している。平成20年（2008）の創設から11年目

ター」を用いた展開例をご紹介したい。

に入った今では、緊急災害対策派遣隊という正式名称よ
りもTEC-FORCEの呼び名のほうが認知されているので
はないだろうか。

２. SAR
被害状況を理解しやすいのは目視する方法であること

平成28年（2016）熊本地震では10,912名（のべ

は言うまでもない。被災直後であれば地方整備局で所有

人日）が参加し、そのうち半数以上の6,410名（同）は

している防災ヘリコプターに搭乗し、上空から山腹の崩

北海道開発局から沖縄総合事務局に至る全国からの派遣

壊地や河道閉塞（天然ダム形成）の有無の確認を行う。

であった。これだけの大部隊を被災地のどこに集中させ

ひと目見てわかりやすいのは職員以外にとっても同様な

たらよいか、全体で何人派遣したらよいか、どの地方整

ので、被災状況の共有のため早い段階で地元の市町村長

備局等まで派遣を呼びかけるべきかなど、発災後数日以

にヘリコプターへの同乗を呼びかけるのは合理的な判断

内に検討される派遣計画の前提となるのが現地の被災状

といえる。このように有用な手段であるヘリコプターで

況である。できるかぎり早期に被害の全体像を把握する

あるが、欠点としては悪天候下では運用ができない点が

ことで適切な派遣計画の作成とその後の迅速な活動が可

あげられる。また、現地が晴れていても移動ルート上が

能となる。あるいは大きな被害が発生していないことの

天候不良の場合など、途中で飛行できない区間がある場

把握も情報として重要で、防災対応で向き合う場面とし

合も支障がでる。夜間は飛行が禁止されるため、どれだ

電波照射方向

衛星進行方向

カル川支川ククレ川
図-1a スリランカ豪雨での判読事例
SAR 画像は災害後の 2017/5/30 撮影。高さ約 150m、幅約 300m の崩壊地を円内に示す変化として捉えた。裸地に対して感度の高い
偏波を赤紫、森林に感度の高い偏波を緑で着色。地面に比べ水面は後方散乱が少ないため、河川や天然ダムの湛水域は SAR 画像で暗く表示
される。
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図-1b 九州北部豪雨での判読例
SAR 画像は災害前 2016/4/29、災害後 2017/7/7 撮影。前後の比較では後方散乱が弱くなった箇所を赤、逆を青で着色。赤枠内の赤
い領域は反射体である立木がなくなったため後方散乱が弱くなった、青い領域は崩壊地側部の急崖で反射が強くなったと考えこの場所を崩
壊地と判断した。白枠内は水を張った水田が土砂堆積地に変化したため後方散乱が強くなったと考えられる。仮に土砂堆積がなくとも、撮
影時期を考慮すると成長した稲穂が原因で強くなる可能性が高い。

け天候に恵まれていてもヘリコプターが能力を発揮でき

ある。Xバンド、Cバンドが降雨レーダで使われているの

るのは一日の半分程度が限界とも言える。これは光学衛

は雨滴で散乱することを利用しているためだが、斜面崩

星や航空機により撮影された画像でも同様であり、砂防

壊の発見を目的として地表を観測するには、雨滴を無視

の現場で使い慣れた手法である空中写真判読が悪天候や

できる長めの波長が望ましい。国土交通省は国立研究開

夜間では利用できない場面が出てくる。

発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と災害対応にお

このデメリットに対処するために国土技術政策総合研

ける取得画像の利活用について協定を結んでいるため、

究所が開発を進めているのがSARで撮影した画像を用い

JAXAから画像提供を受けることが多い。JAXAが運用

る手法である。衛星から地表にむけてマイクロ波を照射

している陸域観測技術衛星２号「だいち２号」がLバン

すると、地面や建物、樹木などにあたってさまざまな方

ドを採用している理由は、降雨量と森林地域が多い日本

向に波が散乱する。このうち衛星に戻ってくる波（これ

での観測を考慮しているためで、悪天候での運用を重視

を後方散乱という）の強弱の度合いで地表の状況を評価

しない航空機SARや、降雨量が少ない諸外国で運用して

する。可視光ではないので、日中でも夜間でも同じ画像

いるSAR衛星では、Xバンドを採用している例がある。

取得が可能である。ただし取得できるのは戻ってきた波

災害後の山間地の状況をSAR観測により把握してその

の強弱のため、その段階でわかるのは地形ではなく地表

後 の 対 応 に つ な げ た 国 内 最 初 の 事 例 は 平 成23年

の反射状態にすぎない。崩壊の有無や地形の変化として

（2011）紀伊半島で発生した天然ダムの形成であった

判断を下す際には「⃝⃝のため以前より強く（あるいは

（図-2）
。当時は災害後の１時期だけ観測したデータを

弱く）なった」という考察を間に入れる作業が必要とな

使っており、崩壊地や天然ダムなどの異変を発見できる

る。⃝⃝に入る要素として例えば「樹木が倒れた」
「植

面積の目安は約10,000ｍ２以上であった。その後SAR

生の被覆がなくなった」
「土砂が氾濫した」
「渓岸が侵食

衛星の運用期間が長くなり、平常時に観測したデータが

され地表がなくなった」等が挙げられる。崩壊現象とそ

アーカイブとして充実してきたため、最近では災害前後

の結果生ずるであろう地形や地表の変化を結びつけなが

の２時期のデータを比較して判断する方法に移っている。

ら判断を行うことになる（図-1a、b）
。レーザー測量を

この方法だと約2,500ｍ２と以前の1/4程度の小さな面

始めとする、地形の凹凸情報を直接取得する方法と比べ

積の崩壊地を見つけた例もある。

ると評価にある程度の熟練が求められる点がこの手法の
特徴であり、判読に関する技術開発上のポイントでも
ある。

３. ヘリコプター
ヘリコプターを用いた調査は以前から行われているが、

SARで使われるマイクロ波は波長が短いものからXバ

活用の場面をさらに広げる余地があると考えている。従

ンド、Cバンド、Lバンドと呼ばれる帯域で、波長はそれ

来から行っているのは、広域的な被災範囲の把握や甚大

ぞれ約３cm、約５cm、約24cmである。一般的には波

な被害が発生している箇所の特定を目的とした、発生当

長が短い帯域ほど地表面の細かな差異を見つけ出すこと

日または翌日に行う先遣調査である。その後、土砂災害

ができるが、途中の余計なものの影響も受けやすくなっ

危険箇所の危険度が、従前と比べ増加していないかどう

てしまう。じゃまなものの代表例が雨域や樹木の枝葉で

かを一斉確認する調査をおよそ一週間程度で行うが、緊
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図-2 天然ダム形成箇所の判読例
円内は河道を閉塞させた深層崩壊箇所（栗平地区）。森林に覆われた周囲の斜面と、崩壊によって出現した裸地の反射状態が質感の違いとし
て判別できる。SAR 画像は TerraSAR-X（2011/9/5 撮影）
。湛水域（白色）の範囲が斜め写真（2011/9/22 撮影）に比べてまだ小さ
いことがわかる。

急点検と呼ぶこの作業では、家屋被害や斜面変状、土砂

が伴う。中止基準が予め定められ、現地作業の継続・中

の流出状況を一箇所ずつ人海戦術で行っている。近づけ

止は作業班の判断が優先されているが、安全確保と使命

ない箇所についてはヘリコプターからの調査で補ってい

感のバランスに苦慮する声を多く聞く。他地域から派遣

るが、基本は危険箇所に近づく地上調査である。しかし、

されて、現地の土地勘に乏しい作業班ならなおさらであ

余震や降雨が続く中で渓流や斜面に近づく行動には危険

る。この緊急点検の主役を、地上調査からヘリコプター
による上空調査にシフトできないか、と考え
試行的に分析した結果をここで紹介する。
平成29年（2017）九州北部豪雨では福岡
県、大分県を中心に集中豪雨となり、福岡県
朝倉市では気象庁のレーダ解析で約
1,000mmの 大 雨 が 降 り、 死 者 行 方 不 明 者
41名、家屋の全半壊1,116戸に及ぶ大災害
となった。福岡県は直後に554箇所を対象に
土砂災害危険箇所の緊急点検を行ったが、こ
のうち12箇所は道路の寸断等により地上調査
を行えなかった。この12箇所を含む63箇所
で ヘ リ コ プ タ ー に よ る 調 査 を 行 っ た の で、
51箇所において上空調査と地上調査の両方で
危 険 度 を 評 価 す る こ と が で き た（ 図-3、
表-1）
。そのうち上空・地上の評価結果が一致
したのは43箇所、残る8箇所で評価が分かれ
た。この8箇所はすべて土石流危険渓流で、
急傾斜地崩壊危険箇所で評価が分かれた事例
はなかった。今回の事例では、全体的に上空

図-3 緊急点検の対象箇所（福岡県）
橙色の地区が上空調査・地上調査ともに実施した箇所（51 箇所）
。被災範囲の
中心にある紫色の地区では地上で近づけず上空調査のみを実施した（12 箇所）

表-1

4

向にあった。これは谷出口や保全対象付近の
土砂流出状況が樹冠等に隠れて、上空から目

判定方法

判定

上空調査

Ａ

家屋等被災または一定規模の崩壊等あり。応急対応が必要。

Ｂ

上空からは判断不能、地上調査が必要

Ｃ

降雨後の変状なし
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調査のほうが、危険度をより高く評価する傾

地上調査

Ａ、Ｃに該当しないが警戒が必要

寄

稿

視できなかったことが理由と考えられ
る。上空から被災と判断した家屋が、
地上調査の結果廃屋であると後に判明
した事例もあった。樹木の陰等で上空
から目視できない場所の判断に迷うこ
とは予想していたが、地上からでは確
認が難しい渓流の上流の様子を見通せ
るなど、上空調査の有効性をあらため
て 確 認 できたものと 受 けとめている
（図-4a、b）
。上空、地上それぞれのア
プローチに応じた長所や課題を整理し、
ヘリコプターの活用場面を広げて地上
調査にともなう作業員の安全確保や点
検期間の短縮化につなげたい。

４. おわりに

図-4a ヘリコプターから見た土石流危険渓流
谷上部（黄色）は視認しやすい一方、谷出口（白色）は樹冠に遮られるため上空からの
確認が困難な場合がある。危険箇所を記入した斜め写真を準備しておくと上空からの危
険箇所同定が容易になる。

近年用いられている災害直後の調査
技 術 の 一 部 をご 紹 介 した。 このうち
SARは、機器そのものの性能向上と、
利用者側の解析技術や利活用方法の向
上が並行して進む、日進月歩の分野で
ある。言い換えると、使う場面では常
に課題に直面し、少しずつ改善を図っ
ている状態である。現在は経験を積ん
だ技術者に頼っている崩壊地の抽出作
業も、将来的には人工知能（AI）を活
用して、ある程度の自動抽出化を取り
入れる方向に進んでいくと考えるが、
研究はまだ緒についた段階で、実用化
までには解決すべき課題が多い。
今回取り上げた手法は「飛び道具」
に偏ったが、ポールを抱えて地上を這

図-４b ヘリコプターから見た急傾斜地崩壊危険箇所
斜面に正対すれば崩壊地（黄色）を視認しやすい。家屋被災（白色）は敷地への土砂流
出を明瞭に確認できるが、斜面と家屋が近接していると確認が厳しい場合があるかもし
れない。

い回る方法でしか把握できない現象も
少なくない。このような従来からの調査においても、
UAV（これも飛び道具ではあるが）の併用など、効率性
を更に高める余地が十分あると思われる。飛行高度が低
いUAVは狭隘な土砂災害危険箇所の調査と相性が良く、
撮影した映像はヘリコプターより鮮明である場合が多い。
把握した結果の使われ方にも触れておく。結果を必要
とするのは冒頭で触れたTEC-FORCEなどの技術者や専
門家だけでなく、住民まで含まれることを考慮しておく
必要がある。警戒避難や復旧対策の場面で使われること
がその理由だが、調査手法の改善は精度の確保を追求す
るだけでなく、結果のわかりやすさの観点も重要といえ
る。極端にいえば「見るだけでわかる」姿を理想と考え

参考文献

1）JAXA：陸域観測技術衛星2号「だいち2号」判読事例集、2015
h t t p : / / w w w. s a p c . j a x a . j p / w o r k / a n t i d i s a s t e r / i m a g e s /
ALOS2report.pdf
2）九 州地方整備局：平成29年7月九州北部豪雨災害に関する情報
http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/H29hokubugouu.html
3）山下久美子ら：衛星観測条件に着目したSAR強度画像による土砂
移動箇所判読精度の検証 －九州北部豪雨の事例－、平成30年
度砂防学会研究発表会概要集、pp737-738、2018
4）鈴木大和ら：ヘリコプターによる土砂災害危険箇所の緊急点検の
提案、土木技術資料、vol.60、pp8-11、2018
5）水野秀明：ドローン使用の今後の展望、地質と調査、通巻
148号、pp1-4、2017
https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/geo-se/pdf/jgca148.pdf

ている。本誌の購読者である皆さんのお知恵もお借りし
て技術開発を図っていきたい。
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砂防学会

「平成30年大分県中津市耶馬溪町金吉で
発生した土砂災害に係る災害調査」
参加報告

部長

なが い

よし き

長井 義樹

主任技師

こう い

たか し

厚井 高志

(一財)砂防・地すべり技術センター 砂防部
調査役

やまこし

たか お

山越 隆雄

(一財)砂防・地すべり技術センター砂 防 技 術 研 究 所

1. はじめに

下には、崖錐堆積物の一部が残存していた（写真-2）
。

平成30年4月11日未明、大分県中津市耶馬溪町金吉

また、崩壊斜面上部にもともと成立していたスギがあま

の梶ヶ原地区において、無降雨時にも拘わらず、突発的

り乱れることなく滑落崖方向に一様に倒れかかかってお

に斜面崩壊が発生した（図-1）
。大分県の公式発表では、

り、表面上は大きな攪乱は生じていなかった（写真-4）
。

建物4棟が被災し、6人の住民の方が亡くなった。

湧水は標高220m付近からあり、4月29日の調査時点

当センターでは、4月29日に行われた現地調査に、
（公

でも流水が確認できた。湧水点付近より下部の地質は

社）砂防学会九州支部をはじめとする調査団の一員とし

300万年前の新規宇佐火山岩類で、湧水点付近で発生し

て、砂防部長 長井、主任技師 厚井、そして、砂防技術

た小規模崩壊斜面上には崩壊土砂は残存しておらず、固

研究所調査役 山越が参加した。また、5月15日に主に大

くしまった凝灰角礫岩の地層が観察できた。一方、小規

分県が中心となって実施した周辺住民への聞き取り調査

模崩壊地に隣接する斜面上には上部の崖錐堆積物と想定

には、長井が参加した。

される崩壊土砂が斜面上に堆積していた（写真-5）
。ま

これらの調査結果は、砂防学会誌

1）

に災害報告として

掲載されており、発生した土砂移動現象に関わる誘因・

た、この斜面と小規模崩壊地の境界付近ではもともとの
草本植生が残っている箇所も確認できた（写真-6）
。

素因に関する検討結果についてはそちらを参照されたい。
本稿では、当センター職員が参加した現地調査、聞き取
り調査の状況について報告する。

2. 調査概要
2.1

2.2

現地調査（ドローン調査）

無人飛翔体（UAV）を用いた被災地調査は、平成12年
の有珠山噴火が最初であるが、当時は、画像を得るため
に、4、5人がかりで農薬散布用のヘリコプターを改造し
た機体を飛ばして実施した 2）。近年、ドローンと呼ばれ

露頭調査

今回の崩壊の発生機構は、湧水点付近を起点とした小

る複数のプロペラを持つ操作性に優れた安価な機体が普

規模な崩壊が先行して発生し、その後、この小規模崩壊

及し、国土交通省でも、九州技術事務所が土砂災害調査

地の上部に厚く発達していた崖錐堆積物が支えを失って

へ先駆的に活用を進め、最近の災害調査では、地方整備

大規模に崩落したと想定された 。地上踏査では、崩壊

局職員が災害調査に活用するようになっている。

1）

地上部の滑落崖付近および湧水点付
近より下部の土砂移動状況、崩壊地
周辺の状況を確認した。
崩壊地上部の滑落崖では、溶結部
と非溶結部からなる約100万年前の
耶馬渓火砕流堆積物の露頭が観察で
き、上部の溶結部は柱状節理が発達

崩壊箇所

し急崖をなしている（写真-2）
。崩
壊斜面と隣接する非崩壊斜面上には
巨石が点在しているのが確認でき崖
錐が発達していた（写真-3）
。崩壊
斜面においても崩壊発生前は崖錐が
発達していたと推察され、滑落崖直
図-1

6
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崩壊箇所位置図

写真-1

写真-2

滑落崖直下の土砂堆積状況

写真-4

崩壊斜面全景

写真-3

崩壊斜面の隣接斜面（非崩壊斜面）に点在する巨石

滑落崖方向に一様に倒れるスギ
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湧水点 （こ の直下部 斜 面上に崩壊
土砂はほとんど堆積していない）
崩壊土砂が堆積

写 真 - 6 の 範囲

写真-5 崩壊斜面上（湧水点付近より下部）の土砂堆積状況等
（四角囲み箇所はもともとの草本植生が残存していた範囲、写真 -6 に拡大写真）

は、約20分間飛行し、地上踏査では到達できなかった崩
壊源頭部を主に調査した。
写真-7は、この崩壊地を上空約100mから撮影した写
真である。そして、写真-8は、写真-7の赤枠内の滑落崖
部分にほぼ10 〜 20m程度までドローンを近接させて撮
影した写真である。拡大すると、亀裂や木の根の一本一
本が判別できる。このように地上からは危険で接近し難
い滑落崖もこのように詳しく見ることができる。
今回の調査では、現地踏査で下から近づけなかった滑
落崖をドローンで撮影し、映像を大型の液晶スクリーン
にリアルタイムで表示して現地で調査団員に見ていただ
写真-6

崩壊斜面上に残存する草本植生

UAVによる調査の利点は、①調査者の安全が確保され

いた（写真-9）
。団員の要求に応じて、機体を接近させ
たり、転回させたりしながら、映像を提供し、観察に活
用していただいた。

ること、②有人機を用いた調査より大幅に安価であるこ
と、そして、③現地調査時間の短縮が図れること、であ

聞き取り調査

5月15日に大分県中津市耶馬溪支所のご協力により崩

安全な実施に資するため、当センター所有のドローンを

壊地直下及び周辺住民の方々への聞き取り調査を

調査に活用した。

行った。

調査には、DJI社製Phantom 4 Proを用いた。同機体は、

8

2.3

る。今回、
（公社）砂防学会による現地調査の迅速かつ

崩壊発生前の当該斜面について、以前は斜面の中を通

4K動画を撮影可能な高解像度のカメラを搭載し、一つの

り、上部の台地まで歩いていたが、最近は付近を通って

バッテリーパックで約30分飛翔することができる。今回

いないので崩壊斜面の様子はわからないということとあ
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現 場から

写真-7 ドローンから空撮した滑落崖の状況

写真-8 ドローンによる滑落崖近接画像

わせ、崩壊発生が午前3時から4時頃であったため前兆現
象を見たり聞いたりした住民はいなかった。写真-2、写

写真-9 ドローンを操作する当センター職員と撮影画面を注視する
砂防学会調査団員

真-3のように普段から斜面内に転石がたくさんあり、地
震があると落石も発生していたことがわかった。崩壊地

3. おわりに

直下の被災された住民は、斜面からの湧水を生活用水と
して利用していた。

本稿では、
（公社）砂防学会九州支部等による調査に

崩壊発生時の状況については、
「午前3時半頃、地響き

当センターから参加した職員の関与した現地調査、聞き

のような音を聞き、その後、4時前に再び大きな音を聞

取り調査の概要について紹介した。今回の斜面崩壊によ

いた。崩壊斜面近くに行ったとき暗くて見えなかったが、

り6名もの尊い人命が失われた。亡くなられた方々のご

水が噴き出すような激しい音が聞こえた。
」という話や、

冥福をお祈りする。

崩壊地直下の自宅が被災された方から「自分は、当時家
にはいなかったが、3時40分頃に家族から『土と石が家
に入ってきた』と電話があり話し声とともに水の音も聞
こえた。
」という話を聞いた。
このほかに崩壊直前にこのあたりをねぐらにしている
猿の群れがが大 きな叫 び声 を上 げていたという話も

参考文献

1）久
 保田ら（2018）
：2018年4月11日大分県中津市耶馬溪町で発生
した斜面崩壊、砂防学会誌Vol.71、No.2
2）仲野ら（2000）
：GPS搭載自律型無人ヘリコプターによる有珠山
噴火災害調査、土木技術資料、平成12年6月号グラビア

あった。
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連 載 エッ セ イ

❾

「同窓会」から
「井筒俊彦」まで
こ ばし

すみ じ

小橋 澄治

京都大学 名誉教 授

年 1 回開催される大学教養部時代の同窓会に出
席する。当然、皆、私と同年配で、客観的に観察
すれば、80 歳を超えたおどろおどろしいジジイの
集会である。7、8 人から十数人の出席があるが、
皆、顔見知りだけど、ご氏名を散会までに思い出せ
ない人も複数居る。そんなことは余り気にしないが、
相互に実のある会話を交わすことがかなり大変であ
る。それは勿論高齢者に付きまとう「物忘れ」のせ
いである。とっさに出てこない「固有名詞」のせい
で、話題のテーマからして理解できないことになる。

でもよいことで、お互い顔を合わせれば、とにかく、
「ご無事で何より」とある種、納得することで十分
だと思う会である。

双方、もたもたと話をしている内に別のジジイが全

ついでで恐縮だが、ほぼ同時期に「武居先生をし

く関係のない話題で割り込んでくる。ということで

のぶ会」が開催された。先生には 15 年間お仕えし

一見和やかな時が流れていくようだけど、何の話か

た私だから、率先、お手伝いすべきだと思う間もな

分からぬまま、話の起承転結がないまま、時は過ぎ

く、有能なる後輩たちにより万全準備され、私は冒

る。加齢と共に酒量は低下するようで、深く酩酊す

頭、ご挨拶しただけである。若い後輩たちも大勢集

る人もなく、高齢ジジイ独特の勝手気ままで、突然

まり、大変盛会であった。私も若い後輩たちと久し

「俺は帰る、サイナラ」の一言で、退席する人が増え、

ぶりに懐かしい会話を楽しんだ、と思った。しかし

2 時間ほどで散会になる。ごくあっさりした会では

後で考えるに、先生がご定年退職されたのは約 30

ある。

年前であり、最も若い後輩でも現在 50 歳後半の

皆さんご高齢であるから、年々歳々、あの世に

筈で、大部分は既に定年を迎えられている人々の集

お旅立ちの方々は増え、公式記録（？幹事の記録）

会であった。自らの歳を忘れて、幻想の中の時間を

でも三分の一を越え、未公認（ご遺族が幹事にわ

過ごした訳である。

ざわざ連絡していただける方が稀だろう）を含めれ

10

●

ば半数を越えるだろう。大げさでなく、一期一会の

この種の会合に出席すると、
「おまえ、毎日何を

会ではある。たまたま隣り合わせになった、剛毅で

して暮らしているのか？」という、皆さんの率直な

ちょっと煩い男が、いやに弱気な言葉を漏らし、返

疑問に答える必要がある。80 半ばのジジイの生き

事に困って、なんとなく気になっていたら、翌年の

甲斐については、若い人ほど不思議に思うだろう。

会を待たずに亡くなった例もある（誰にも言えなかっ

「夫婦二人の食事係として、買物と炊事を行い、掃

た）
。幹事が来年の開催予定を話題にすると、皆、

除もする。あと散歩とお絵描きと読書と、」とモガ

シュンとして、
文字通り「来年の事を言えば鬼が笑う」

モガ言っているうちに誰かが割り込んできて話は終

を実感する。結局、話が通じなくても、それはどう

わる。
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年老いたイヌ、ネコを観察するに動物は年をとっ

それでもなるべく難解そうな本を選ぶ。今、流行の

ても、衰えゆく体力が許す範囲で、目一杯活動する

小説や解説書は面白いけど、どんどん読めてしまっ

ようになっている。人間も同じで、当面やるべきこと、

て、すぐ忘れて、本だけ溜まり、始末に困るからで

やれることで、ほぼ満足し暮らせるようになっている

ある。
最近、マルクス・ガブリエル（1980 年生まれの

ようだ。
料理は上達しなくても、コンビニやスーパーの既

若さ！）の「なぜ世界は存在しないのか」を読んだ。

製品の驚異的充実でカバーできつつある。だけど、

いや、1 回読んだけど、世界は存在しないという理

夕食の一品ぐらいは自力調達しないと「主夫」でな

由が何となく判ったような気がするだけで、もう 1

くなる。近年、京都全区に人間が溢れ、散歩のつい

回読む必要と興味がある。いわゆるポストモダン以

でに便利な行き付けのうどん屋までしばしば満席状

降といわれる哲学書はさっぱり判らず、諦めて敬遠

態で、京都の観光振興に好ましいけど、不便である。

していたが、この本でちょっとは理解できるかも。

掃除は、愛すべきルンバ（こいつは生きている！）と

この種の哲学書で私が秘かに好きなのは、井筒

鈍重なダイソン（ジジイにはちょっと重い！）で差し

俊彦の「意識と本質」である。この人は東洋哲学、

当たり十分である。

イスラム哲学から、ロシア思想、実存主義等々まで

散歩は年と共に走行距離、速度共顕著に低下し

研究対象とし、数十の言語に堪能なスーパー哲学者

つつあるが、完全停止までまだ時間がある、と楽観

である。なにが好きかといえば、その文章力である。

していたが、体重増大という思わぬ課題が現れた。

難解な話を平易に表現し、すらすら読み進められる

20 代には 50 キロ未満の「ガリ公」で、それ以降

文章が好きである。といってすらすら理解できるか

58 キロをずっと維持してきた筈が、正月過ぎに目ざ

といえば、ノーである。すぐ忘れるけど、また読み

とい主治医に 65 キロに達していることを発見され

たくなる本である。

た。人生終盤において最高体重に達するのはカッコ

「本質と存在」、
「表層と深層」、
「空と無」といっ

悪い。昼食にコンビニの若者向けチャーハンという

た日常性に乏しい世界、だけど歳を重ねるにつれて、

のは廃止し、かつ散歩戦略の練り直しが必要である。

チラチラと垣間見ざるを得ない世界に引き込まれる

お絵かきは全く進歩がないが、描くことをやめよ

のである。最近、彼の全 12 巻の全集が完成された

うとは思わない。描いている瞬間が楽しいからであ

ようだけど、今からそれに取り組むべきか、完読す

る。出来るだけ細密に、正確に事物を写し取る、単

るには間に合わないだろう、それにしても高価すぎ

調な作業に耐えられる力は加齢と共に増えるようで

る、もっと楽な本で気楽に暮らすべき、とかウダウ

ある。私の無意識の深層域に現れる妄想的図形は

ダしている。

加齢と共にマンネリ化し、新
しい形態が次々に現れること
はないが、それでも楽しい。
とにかく、お絵かきは無念無
想（居眠りに落ちていくのも
しばしば）で無為に時を過ご
すのに最適である。
●

読書は全くプライベートな
行為で、何を読んで、どれだ
け理解したか、他人さんには
うかがい知れない。年と共に
読書量は低下しつつある（こ
れも居眠りのせいである）が、
（イラストも著者）
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トピックス

無人ヘリコプターによる航空レーザー測量と
そのデータの活用について
かさ い

本トピックでは、北海道開発局と共同で進めている、

み

お

笠井

美青

北海道 大学大学院 農学研究院 流 域砂防学研究室

准教 授

監視員が必要です。アンテナとヘリコプター間で安定し

無人ヘリコプターによる航空レーザー計測に関する研究

た通信を維持するために、昨年からは高所作業車を導入

について紹介します。UAV（無人航空機）やドローンと

して、アンテナを樹木帯より高所に設置することにしま

いう言葉も、最近は、DJI社のファントム等の小型ドロー

した（写真 -2）
。この際、アンテナが取り付けられた作

ンの爆発的な普及で身近になりました。北海道開発局が

業台で、アンテナ操作者と目視監視員の 2 名が見通しを

所有する無人ヘリコプター（ヤマハ自律航行型無人ヘリ

確保しつつ作業することにより、1 日に数キロメートル

コプター RMAXG1、写真 -1）は、全長が 3.63m、全

にわたる広範囲の測量がスムーズに実施できるようにな

幅が 1.08mと小型ドローンと比較するとかなり大きく、

りました。

運行には専属のオペレーターや移動基地局（写真 -2）が

無人ヘリコプターの最大搭載量は標高 0mかつ気温

必要となります。そのため、小型ドローンほど簡便に計

20 度の場合は 10kgまで可能となっていますが、搭載

測を実施することができませんが、計測範囲は広く、飛

量が 5kg程度であれば、標高 1300mでの飛行実績があ

行の安定感も抜群であるといえます。無人ヘリコプター

ります。飛行範囲は基地局から半径最大 5kmで、最高速

で航空レーザー測量を実施する際には、機体の下部に

度は 72km/hです。対地高度は 150m以下となってい

レーザースキャナーを設置します（写真 -1）
。ヘリコプ

ます。最近の計測では、50-70mの対地高度で 3-5m/s

ターの尾には GPSアンテナも搭載されています（写

の速さで飛行しています。無人ヘリコプターが飛行でき

真 -1）
。

ない条件としては、降雪時、雨量が 5mm/hもしくは地
上風速が 10m/s以上、気温が -10℃よりも低い場合、

1．無人ヘリコプターの飛行
無人ヘリコプターは、移動基地局と操作系無線を接続
した状態で飛行します。飛行経路の変更や、無人ヘリコ

飛行高度と同距離の半径に人間が確認できる場合です。
もちろん航空法で定められる産業用無人ヘリコプターの
禁止空域でも飛行できません。

プターに搭載しているカメラの操作も、基地局からの通
信により随時可能です。この無線交信については、デー

近年は、全国でレーザー測量データの蓄積が進んでい

の 1.2GHz帯を使用しています。自律飛行が可能なヘリ

る地域も増えてきました。時期を異にして取得された

コプターではありますが、安全面から目視内飛行として

データを用いて地形変化を把握するにあたり、渓流の場

おり、飛行にはアンテナの操作者とヘリコプターの目視

合は各データより作成された DEM（数値標高モデル）

写真-1

12

2．地すべりの計測

タ通信では 2.4GHz帯、カメラ映像についてはアナログ

 人ヘリコプター（ヤマハ自律航行型無人ヘリコプ
無
ター RMAXG）。機体の下側にレーザースキャナー、
尾にGPSアンテナを搭載

sabo Vol.124 2018 Summer

写真-2

移動基地局および高所作業車

（提供：日本工営株式会社

早川智也氏）

表-1

レーザースキャナーのスペックの比較。図1と2で用いたレーザースキャナーは、B（旧）タイプ。

レーザー
スキャナー

重量
（kg）

スキャンアングル レーザー到達距離
（度）
（m）

A

11

250

B

11.8

250

レーザー光径

レーザー発射回数
（khz）

レーザー強度

250

2mm × 0.25mrad

50–100

Class1
4th パルス

200

3mm × 0.5mrad

12

Class1M
ファースト・ラストパルス

から同じ場所の標高差分を求め、侵
食場や堆積場、およびそれらの量を
推定することが通常行われています。
しかし斜面の場合は、植生が繁茂し
ていることや、地面に傾斜があるこ
と で、 測 量 で 地 上 に 到 達 す る レ ー
ザーの点も、渓流と比較すると一般
的に少なくなります。従って、DEM
の値が実際の標高と異なっているこ
とも渓流より多くなり、単純に DEM

沙流川

の差分から地形変化量を求めること
は難しいように思います。そこで、
時期を異にして取得された航空レー

図-1

ザー測量データを解析して、活動的

岩知志地区。

平成27年10月取得の航空レーザー測量データより作成

N

0

平成21年

平成27年
図-2

平成21年ー 27年
図-3

40m

平成28年

図1中赤枠で囲った部分の地形変化

平成27年ー 28年

各測定年間の固有値比の変化。平成27年（左）および平成28年（右）の地形を背景にのせる。黄色は平成21年（左）もしくは平成27年（右）
に固有値比が2.5から5を示す箇所、赤色は、平成27年（左）もしくは平成28年（右）に新しく固有値比が2.5から5を示した箇所。
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な地すべり斜面を抽出する試みを、北海道沙流郡平取町

タから作成した 2mのセルサイズの DEMを用いて、固有

岩知志地区を流下する沙流川の右岸沿いを対象に進めて

値比が 2.5から 5をしめす箇所を図 -3に黄色で表します

います（図 -1）
。計測範囲には蛇紋岩が広く分布し、年

（左：平成 21 年、右：平成 27 年）
。次に、左図では平

間に数メートルは移動する大変活動的な地すべりが存在

成 27 年に、右図では平成 28 年に、新たに固有値比が

します。無人ヘリコプターによる計測は、平成 27 年と

2.5から 5を示した箇所を赤色で表します（図 -3）
。ここ

28 年の落葉期に実施しました。使用したレーザース

で、実際に図中の赤矢印、黄矢印、黄枠の部分を見る

キャナーのスペックは表 -1（Bタイプ）に示す通りです。

と、亀裂の出現は、この赤色で表される箇所として上手

この一帯では、平成 21 年に、北海道開発局による有人

く表現されていることが分かります。

飛行による航空レーザー測量も行われています。その結

以上から、地すべりが多発する地帯では、このように

果も一緒にして、地すべり斜面の一部（図 -1：赤枠）に

固有値比が 2.5から 5の値が新たに出現する箇所が集中

ついて、その地形の変化を図 -2に示します。この斜面

する斜面に、活動的な地すべりブロックが存在するので

は、図 -1に示すように沙流川の攻撃斜面にあたり、特に

はないか、と考えています（笠井、投稿中）
。ただし、標

地すべりの移動が激しく起こっている範囲になります

高データを解析する際には、測量やデータ処理の際に生

（関根、2016）
。図 -2では、地すべりが沙流川に張り出

じた誤差なども考慮する必要があり、この研究はまだ現

したあと（黄色破線：平成 21 年脚部、橙色破線：平成

時点では発展途上の段階にあります。今後も研究を進め

27 年脚部）
、斜面脚部が再び浸食をうけた様子を見るこ

ていくことにより、地震などで広範囲にわたり斜面が攪

とが出来ます。また、土塊の下方への移動に伴って、滑

乱された地域についても、亀裂の発生およびその後の拡

落崖が発達したこと（赤矢印）
、斜面脚部の侵食により、

大の状況を迅速に把握するために活用できる手法として、

平成 27 年から 28 年の間に急速に亀裂が形成されたこ

いずれは提案していきたいと考えているところです。

と（黄矢印）も分かります。黄色の枠で囲まれた範囲で
は、その間に明瞭な小沢ができ、その西側では亀裂の形
成がより進行していることも見て取れます。
地すべりの活動度を推定するには、土塊の移動にとも

次に、平成 28 年秋より始めた荒廃渓流の定期計測に
ついて紹介します。北海道日高山脈の東側に位置する十

なって形成される亀裂などの微地形の分布の変化を把握

勝水系の渓流は、平成 28 年 8 月 29 日から 31 日にか

することが重要ですが、微地形を地形判読から抽出する

けて接近した台風第 10 号によってもたらされた豪雨に

作業は、広範囲を対象にすると多大な労力を要します。

より、河床が土砂で覆われ、川の様相は一変しました

また作業者の主観は、少なからず判読結果に反映されま

（図 -4）
。斜面には大きな崩壊は多くは発生しておらず、

す。そこで、客観的かつ広域に活動的な地すべりを抽出

流域の主な土砂生産源は、周氷河性崖錐堆積物や、河道

する手段として、地表の粗度を表す指標である固有値比

内に存在していた段丘堆積物、氾濫原と考えられていま

を利用して斜面を解析する手法を調べているところです。

す（小山内ほか、2017）
。なお図 -4では、水系を通じ

既存の研究では、
「固有値比の値が 2.5から 5をとる箇所

て河床の拡幅が甚大に起こったようには見えますが、実

では、亀裂や段差が発達している場合が多い」
、との報

際には、豪雨以前に植生に覆われていた段丘堆積物の上

告があります（土木研究所、2009）
。そこで図 -2で示

を、土砂が薄く堆積しているような箇所も多く見受けら

した範囲にて、平成21 年および27 年に取得されたデー

れます。また、この水系は、豪雨以前は未固結の火砕流

図-4
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3．荒廃渓流の定期計測

平成28年8月豪雨前後のランドサット画像（https://landbrowser.airc.aist.go.jp/landbrowser/）。
左：平成27年8月24日、右：平成28年7月26日
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トピックス

豪雨時の流路
1

Kilometers

橋

H21年から29年まで

図-5 平
 成29年に取得したデータより作成した小林川の豪雨後の地形（上）、および平成21年に有人飛行の航空レーザー測量データより作成され
たDEM との差分値と横断図（下）

堆積物を急速に下刻していることが問題となっていまし

下流部では、河床が 2mほど低下した様子が分かります。

た。従って、今後は、豪雨前と同様に下刻が急速に進行

平成 30 年度からは、戸蔦別川の床固導入予定区間で

していき、以前と同様の景観に戻っていくことも考えら

も計測を開始しました。戸蔦別川は国土交通省直轄の河

れます。一方で、豪雨後には、治山堰堤、砂防堰堤、床

川であり、豪雨以前および以降の航空レーザー測量デー

固、頭首工などの様々な施設が、渓流に急速に導入され

タが揃っています。計測を継続することにより、戸蔦別

ています。そこで、水系を通じて河川地形の変化を定期

川でも砂防施設の復旧や導入の進捗に伴った河川地形の

的にモニタリングしていくために、無人ヘリコプターを

変化を把握することができると考えています。

用 いた 航 空 レ ー ザ ー 測 量 を、 ペケレベツ 川 では 平 成
28 年度、小林川では平成 29 年度より開始しました。小
林川での計測結果を図 -5（上）に示します。なお小林川

４．2 種（新／旧型 SkEyesBox）の
レーザースキャナーを用いた計測値の比較

の一部では、平成 21 年に有人飛行による航空レーザー

航空レーザー測量データのユーザーとして、意外に頭

測量が実施されています。図 -5（下）は、両測量のデー

を悩ませることとして、地形解析に使う DEMのセルサ

タから作成された DEMの差分を示した図で、豪雨によ

イズがあります。例えば、セルサイズが小さすぎれば、

る地形変化を示しています。図からは、橋の上流部では、

細かい地形を拾うことはできますが、広範囲を対象にし

堆積物が 3mほどせきあがったこと、またその 1kmほど

た場合は、解析するデータ量が膨大になります。また、

表-2

4か所の計測地における、異なるタイプのレーザースキャナーによる計測から作成したDEMについて
（左）
標高差が0.7m以内で
ある箇所が計測範囲を占める割合
（％）
、
（右）
求めた斜面勾配の差が5度以内となる箇所が計測範囲を占める割合
（％）
DEM セルサイズ

DEM セルサイズ

計測地

1ｍ

2ｍ

5ｍ

10 ｍ

計測地

1ｍ

2ｍ

5ｍ

10 ｍ

A

89

86

56

34

A

64

84

87

78

B

78

80

52

43

B

53

72

78

81

C

79

69

56

57

C

59

75

91

96

D

93

93

82

82

D

76

91

91

94
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DEMより斜面勾配を求めて、同箇所にてその値を比
較してみました。
（表 -2 右）に示すとおり、2mのセ
ルサイズ以上の DEMを用いれば、少なくとも計測範
囲の 7 割の面積が、5 度以内の差で収まることが分
かります。しかし 10mのセルサイズの DEMを用い
累積％

る場合は、地表の動きを示す数メートルサイズの微
地形の存在が値に反映されなくなる可能性がありま
す。そこで、微地形の特徴を調べる為の解析につい
ては、2から 5mサイズの DEMを用いることが適当
であると考えました。
以上から、山地の斜面を対象にした航空レーザー
測量のデータを用いる場合は、2mのセルサイズの
DEMを用いることが望ましいのではないか、と考え

標高差の絶対値（m）

ているところです。ただし、この結果は他の種類の

図-6 新
 旧タイプのレーザースキャナーを用いた計測により作成した、同箇
所における各セルサイズのDEMの差と、計測範囲に占める面積の累
積割合
（表2：A地区）

レーザースキャナーを用いて検討する機会があれば、
また変わってくるかもしれません。

5．まとめ
地形レーザー計測データの検証は、通常は道路などの不

現時点では、無人ヘリコプターによるレーザー計測は、

動点を用いて行われ、高さ方向の誤差は± 15cm程度と

有人ヘリコプターによる計測よりも簡便であること、ま

されていますが、山腹斜面については、前述の理由で、

た小型ドローンと比較するとその計測範囲の広さや、安

実際の誤差はこの値よりも大きくなると考えられます。

定した飛行によりニーズがあるように思いますが、将来

従って、斜面で地形解析を行った場合には、標高値の誤

は技術の発展により、小型ドローンによるレーザー計測

差が、そのまま結果に反映されてしまう可能性も高くな

が主流になってくるように思います。無人ヘリコプター

ります。一方で、把握したい地形的特徴に対して、大き

を用いた航空レーザー測量を進めていくことで、定期的

すぎるセルサイズを用いて解析を行っても、結果として

に地形変化を詳細にモニタリングしていくことに加え、

得られた値は余り意味をなさなくなってしまうかもしれ

今後も増加すると予測される、異なる時期に取得された

ません。そこで、解析に適当なセルサイズを調べるため

データの活用方法について研究を進めていきたいと考え

に、平成 27 年の落葉期に、北海道の地すべり地や山地

ています。

斜面、火山山麓の渓流の 4か所にて、無人ヘリコプター

なお、ここで紹介した試みは、国土交通省河川砂防技

に旧型（表 -1・B）
、および新型のレーザースキャナー

術研究開発公募（地域課題分野）の支援をうけて、北海

（ 表 -1・A）（SkEyesBOXMP-1,SkEyes社） を 搭 載

道開発局の札幌開発建設部と帯広開発建設部と共同で進

し、同地区を同日に 2 度計測する試みを行いました。各

めてきました。また現在、実際の測量作業には、日本工

計測から得たグラウンドデータより TINを構築した後、

営株式会社、ヤマハ発動機株式会社、環境開発工業株式

1,2,5,10mのセルサイズの DEMを作成し、セルサイズ

会社が携わっています。測量を円滑に進めるために、前

ごとに、同箇所における値を比較しました。もし正確に

述の高所作業車の導入の提案など、色々な工夫や尽力を

計測が出来ていれば、この DEMの差は小さくなるはず

毎回していただいているお蔭で、様々な試みを実現する

です。実際には、その差が少なかったのは、2m以下の

ことが出来ています。測量を重ねるたびに、産官学が連

セルサイズの DEMを用いた時でした（図 -6）
。それでも

携して研究を進行しているような流れに自然となってき

やはり、差が 15cm以内で収まるのは、各計測範囲のう

ていることを実感しています。

ちの 3 割の面積にも至りませんでした。一方で、各計測
範囲のうちの 8 割の面積については、1mのセルサイズ
の DEMの値を比較した場合は各計測地にて、2mのセル
サイズの DEMについては計測地 Cを除き、70cm以内
の差に収まることが分かりました（表 -2 左）
。この場合、
標高差が± 70cm以上となった箇所は、計測範囲の縁
や、ヘリコプターの飛行方向と直行する斜面もしくは沢
の側壁でした。次に、地形解析値を比較するために、各
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河床変動計算の精度と
再現計算の重要性

1. 数値シミュレーションの必要性と信頼性

し ま

嶋

ひ ろ な お

大尚

（一財）
砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所
技術開発研究室長

「J-SAS」より施設効果等が高精度に計算できる「New-

水・土砂の流れや河床変動のような複雑な自然現象を

SASS」という平面2次元河床変動プログラムの開発・

予測するために、その現象を数学的にモデル化（偏微分

改良を継続して実施しています。また、New-SASSで

方程式）した数値シミュレーション技術が活用されてい

は数多くの土砂災害の再現計算も行っており、その信頼

ます。

性を検証しています。

この数値シミュレーションによって得られた結果は、
『理論解』1） ではないという点に留意が必要です。この
ため数値シミュレーションで求めた解がどの程度正しい
のかどうか判断することが必要となります。

2. 数値シミュレーションの精度と信頼性
自然現象を予測するためには偏微分方程式を数値シ
ミュレーションで解く必要があるのですが、コンピュー

そこで、数値シミュレーションモデルを開発する技術

タは偏微分方程式をそのままの形ではで解くことができ

者は、その精度を検証するために理論解が分かっている

ません。コンピュータは四則演算しか解くことができな

単純な物理現象の再現や過去に発生した土砂災害等の再

いのです。

現を行い、長年のノウハウにより信頼性の高い数値シ
ミュレーションを構築していくのです。
数値シミュレーションモデルで求まる解は近似値です

そのため、数値シミュレーションを実施するためには、
偏微分方程式を四則演算に変換する必要があります。こ
れを「離散化」といいます。

が、ノウハウを持つ技術者が実施する数値シミュレー

この離散化にはいろいろな手法があり、どの手法を選

ション結果は信頼度が高く、有効な解析手法と言えます。

定するかによって数値シミュレーションの精度（誤差）

当センターでは、土砂移動メカニズムが異なる掃流

や安定性、収束性、計算時間が大きく影響されます。求

（泥流）
、土石流、火砕流、溶岩流等、流れの氾濫解析や

める現象に対して離散化手法が適切でなければ、計算が

河 床 変 動 計 算 を 実 施 す る た め に、1995年 頃 か ら

発散（解が求まらない）したり、計算時間が長くなった

「J-SAS」という2次元氾濫シミュレーションパッケー
ジソフトを開発してきました。その後、2003年からは

り、あるいは誤った解を算出することになります。
つまり、同じ基礎式（連続式・運動方程式）を用いて
いる数値シミュレーションモデルであっ
ても離散化手法が異なれば、厳密には同
じ解（計算結果）にはならないのです。
多くの機関で数値シミュレーションモ
デルの研究・開発が行われていますが、
離散化等の技術については各機関の資産
であるため、一般的にはすべてを公開し
ていないのが実情です。
このような背景から、同一場所におけ
る同一条件の現象を同じ基礎式であって
も、どの機関が計算しても計算結果は同
じということにはならないのです。
このため、例えばある土石流危険渓流
における無施設時と施設配置後の氾濫範
囲の差分をとって、配置した施設の効果
を評価したい場合、これらの無施設時と

図-1

New-SASSによる再現計算事例

施設配置後の2つの氾濫計算は同一の数
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図-2

定常計算と非定常計算の違い

値シミュレーションモデルを用いて評価しなければ整合

3. 数値シミュレーションにおける定常と非定常

性がとれなくなる可能性があるということに留意が必要
です。

数値シミュレーションモデルには「定常」と「非定常」
という違いもあります。これらの違いについて、図-2に

離散化手法には差分法、有限要素法、有限体積法、境

示す例で説明します。

界要素法、格子ボルツマン法、粒子法、個別要素法など

流量を強・弱の2段階に変えることができる水道の蛇

様々な手法がありますが、それぞれに長所と短所があり、

口があります。準備段階として流量を弱にして十分長い

一概にどの手法が良いとはいえません。

時間、タンクに水を注ぎ続けました。その結果、t=t0の

離散化手法は求めたい現象や計算範囲（スケール）に
応じて選定することが重要です。
「透過型堰堤での流木

時刻には水位が一定の位置で安定した状態になっている
とします。

の捕捉率を予測する」と「土石流の到達範囲を予測す

その状態から一気に蛇口からの流量を強に変えたとす

る」のように目的が異なる場合や、
「水系砂防のような

ると、実際の水位は何秒間かかけて上昇し、ある水位に

広域な流域の計算」と「土石流危険渓流のようにある程

達すると蛇口からの流入量と出口からの流出量が釣り合

度限定された流域の計算」のように計算スケールが異な

う位置で水位は安定します。

る場合には最適な離散化手法は異なるため、砂防技術と
しての数値シミュレーションモデルを構築する場合には、

このような、時間経過とともに変化する状態（水位）
が表現できる計算を非定常計算と呼んでいます。

解析が必要とされている現象やスケールを考慮した離散
化手法を選定することが重要です。
当センターで開発している「New-SASS」は精度と計
算効率のバランスのとれた有限体積法を採用しています。

一方で定常計算では時間経過とともに変化する状態
（水位）は表現できないため、蛇口から出る流量を強に
した瞬間、最終的に釣り合う水位のみが計算されてしま
います。
これらを踏まえて、
「山奥に形成され
た天然ダムが決壊した場合、決壊によっ
て発生した段波が下流域の集落まで到達
する時間を予測したい場合」は定常・非
定常、どちらのモデルで計算するのが適
しているのでしょうか。
図-3に示すように上流端の流量が短
時間で急激に変化し、それが下流域に伝
搬する現象は「定常な状態」ではありま
せん。
そのため、定常モデルで計算すれば、
上流端の供給する流量がピーク流量に
なった瞬間、計算区間全域がピーク流量
になってしまうため、目的の現象が評価
できません。

図-3

18

定常モデルと非定常モデルの計算可能現象の違い
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一方、非定常モデルでは、時間経過と

研究ノート

うことでした。このことから、この土石流
は流水によって流されたものではなく、崩
壊土砂自体が水を含んで流動化したもの
で、一般的な石礫型と呼ばれる土石流よ
りも流動しやすかったのではないかと推定
できます。
土石流の流動化を支配している要素に
は、粒径（構成材料）
、河床勾配など様々
なパラメータがありますが、そのうちきわ
めて重要であるにもかかわらず、土質試験
等による計測が困難なパラメータに土石流
の内部摩擦角があります。
石礫型の土石流であれば、内部摩擦角
を30 〜 35度に設定すれば良好な再現計
図-4

崩壊地の幅と流下幅

算ができることが多いのですが、与蓋川で
発生した土石流は一般的な石礫型土石流
よりも流動性が高いことが現地調査結果
などから分かっているため、内部摩擦角を
30度以下に設定する必要があると当たり
を付けます。
このような推定を行うことによって、効
率的に再現計算ができるだけではなく、今
後実施するであろう異なる渓流での氾濫予
測計算に役立つ貴重な経験を積むことが
できます。

図-5

数値計算結果の判断基準

今回の土石流の再現計算は内部摩擦角
を28度に設定することで、土石流の到達

ともに変化する水位を表現することができるため、ピー

範囲、流出土砂量および侵食区間と堆積区間の境界位置

ク流量が下流域に到達するまでの時間を予測することが

などを、精度よく再現することができました。その際、

できます。

パラメータを少し変えた場合の感度分析も重要です。

逆に、上流端から供給する流量の変化が十分遅く、計

内部摩擦角を変化させれば、図-5に示すように侵食域

算区間の流量変化をほとんど気にする必要が無い現象を

と堆積域の境界が移動します。このような積み重ねが非

評価する場合は定常計算モデルにもメリットがあります。

常に大切であり、技術者がこのようなノウハウを持つこ

当センターで開発している「New-SASS」は急激な

とは数値シミュレーションモデルの優劣と同等以上に重

流量変化の途中経過も表現できる「非定常モデル」を採

要であると考えています。

用しています。

4. 土砂災害の再現計算
過去に発生した土砂災害の再現計算を実施することは、

5. 今後の取り組み
現在、数値シミュレーション技術の向上とともに、コ
ンピュータの処理能力も向上してきているため、ある程

数値シミュレーションモデルの精度の検証だけではなく、

度複雑で広範囲の計算が可能になってきていますが、

発生した土砂災害の特徴を計算パラメータの設定値を通

3次元河床変動計算モデル等を用いた複雑な検討はまだ

して把握することができます。

まだ少ないのが現状です。

今回は図-1で紹介した鹿児島県奄美大島の与蓋川で発

今後は、計算の高速化技術等の研究も必要となります

生した土石流災害を事例にNew-SASSを用いて実施し

が、当センターでは精度の高い氾濫箇所の推定や砂防施

た再現計算と土石流の特徴について紹介します。

設の効果を検討するために、これらの技術を積極的に取

現地調査結果から得られたこの土石流の特徴は、①流

り入れていく必要があると考えています。

下した堆積土砂の上に水位の痕跡が見られない、②崩壊
地の幅（約60m）に比べて流下幅（約20m）が極端に
狭い、③侵食区間と堆積区間が明確に分かれているとい

1）理論解：ある与えられた方程式について誤差なく求められた解。
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鋼製砂防構造物について⑩

－雪崩減勢工－
し ま

じょう じ

嶋

丈示

（一財）
砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 次長

1. はじめに

上のかなり広い面積にわたり一斉に動き出すもので、大

1986年新潟県西頸城郡能生町（現・糸魚川市）で死

規模であるものが多いようです。これが乾雪なら表層の

者13名、重軽傷者9名、家屋全半壊13戸が被災した雪

乾いた雪の層は雪煙となりやすく、山麓から数kmに達

崩災害があります。この雪崩災害は、以後の雪崩対策を

することがあり、大災害を起こすことがあります。乾雪

推進する契機になりました。この時、雪崩減勢工が建設

雪崩は厳冬期に発生しやすい雪崩です。これに対して湿

されました。

雪雪崩は春先の融雪期に発生しやすいですが、冬でも気

雪崩減勢工は鋼製透過型砂防堰堤と同様に鋼管フレー

温が高いと起こりやすいようです。湿雪雪崩は乾雪雪崩

ムを使った構造物で、両者は見た目はほとんど同じです

のような雪煙となりませんが、密度が大きいため雪圧が

が、対象とする現象の違いにより、施設効果もかなり違

大きいのが特徴です。また、粘りがあるため初動で動き

い、当然ですが設計思想も異なります。積雪の少ない時期

を抑止できる予防柵などが効果的です。しかし、乾雪雪

が続くと雪崩対策は下火になり、雪崩対策で生まれた「減

崩は厳冬期に、積雪層がざらめ状になるとちょっとした

勢」という考え方と、その技術が途切れてしまうのではな

切っ掛けでこれが崩れ雪崩になります。また、いったん

いかと心配しています。そこで、雪崩対策に使われる減勢

動き出すと密度が小さく雪煙の状態のため、砂防堰堤の

工について、土石流対策である鋼製透過型砂防堰堤との違

ような壁状態では完全に防ぐことが難しくなります。

いを絡めて解説することで、将来の土砂災害対策のヒント
にもなるかも知れないと思い、テーマとしました。

3. 雪崩対策工の分類
雪 崩 の 対 策 工 に は、 雪 崩 防 止 林、 誘 導 堤、 ス ノ ー

2. 雪崩の種類と特徴
それまでの雪崩対策のメインは、予防柵に代表される
雪崩を発生させない対策です。土石流と同様に走路がわ
かっていれば、待ち受けの対策工は有効ですが、当時は
雪崩の衝撃力もよくわかっていなかったこともあり、雪
崩対策は予防工が中心だったと思います。
雪崩の種類は一般的に、点発生と面発生、乾雪と湿
雪、表層と全層、この3つの組み合わせで分類され特徴
づけられます（表-1）
。富士山では春先にシャーベット
状のスラッシュ雪崩が頻繁に見られますが、これらの分
類 とは 別 の 分 類 になります。 写 真-1は 富 士 山 の 標 高
2,900m付近にある鋼製堰堤がスラッシュ雪崩で削られ
たもので、その威力は想像できるでしょう。
点発生は、雪庇、樹枝、露岩などから落ちた小雪塊が
切っ掛けとなって雪崩になるものです。面発生は、斜面

表-1

雪の
雪崩
層質

発

崩

発

生

生

乾雪

点発生乾雪表層雪崩

湿雪

点発生湿雪表層雪崩
表

予防施設
の 形
面 発

雪崩対策施設

生

面発生乾雪表層雪崩

面発生乾雪全層雪崩
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スラッシュ雪崩で摩耗した鋼製堰堤

雪崩の分類
雪

点
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図-1
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技術ノート

写真-2

雪崩減勢工

写真-3

シェッドや予防柵、スノーネットなどがあり、図-1のよ

雪崩阻止工

といえるでしょう。

うな予防施設と防護施設に大別され、施設の目的や機能
によって使い分けされますが、発生区間、走行区間、堆

（2）
阻止工と減勢工の形状

積区間によって使いわけます。ここでは、走行区間に設

ここで対象としている雪崩は乾雪表層雪崩です（密度

置される減勢工と阻止工について比較したいと思います

は小さいが、流下速度は早く衝撃力が大きい）
。減勢工

（写真-2・写真-3）
。このふたつを比較する理由は、二つ

と阻止工はどちらも鋼管フレーム構造であり、外観は同

あります。一つは同じ部材や形状をしていても、使い方

じような形状で、製作や施工方法も同じです。しかし、

によって全く違う対策工として活用できることを示した

雪崩に対する効果は異なります。雪崩阻止工（図-4）と

いからです。もう一つは、止める（捕捉する）だけでは

雪崩減勢工（図-5）の形状を示します。

なく、減勢する（捕捉しない）ことの効果について言及
しようというものです。

阻止工は名前の通り雪崩を阻止、つまり捕捉するもの
であり、土石流対策と同様下流に流下させないよう雪崩
を食い止めます。このため、雪崩の量に見合った施設規
模が必要になります。阻止工も減勢工も、機能部材は流

（1）
雪崩量と施設の規模

流体は壁に衝突すると横に広がります。このため施設

れ方向に配置された横材です（図-4・図-5の赤丸）
。阻

の効果は壁の高さ分のポケットになります。しかし、粉

止工の横材は密に配置されますが、壁にすることはあり

体は横に広がらず停止した粉体の上を乗り越えようとし

ません。壁にするとそこに吹き溜まりができて雪崩が来

ます（図-2）
。このためある程度の高さが必要ですが、

る前に埋まってしまうからです。土石流対策の不透過型

どこまで高くすれば良いのか決定するのは、粉体の性状

をイメージすると良いでしょう。

によります。土石流も密度が高いとこの傾向があります

気象状況によって積雪量は毎年異なり、発生の条件に

が、停止した時点で水と礫に分離され、水は横に移動す

より雪崩の規模が異なるため、施設の規模を決めること

るので、流体と同様の施設効果にしています。雪崩は粉

は至難の技です。また、最大規模の積雪深に対応させる

体なので、施設規模の決め方は厄介で、高くすればいい

と施設規模が大きくなり、夏場は目立ちます。

というものでもないでしょう。夏場は、構造物が山の中

そこで、雪崩を減勢させながら施設を通過させること

腹に屹立するので目立ちます。低くすれば、積雪深に

で大量の雪崩にも対応できる雪崩減勢工が考案されまし

よっては効果が小さくなることも考慮しなければなりま

た。施設を通過させるので施設規模を抑えられ、
『施設

せん（図-3）
。そのため全量を捕捉する施設より、施設

高＝効果量』でないことが一番のメリットです。雪崩減

内を通過させる減勢工の方が施設規模によるコストが抑

勢工の効果は、雪崩の勢いを減勢させることで、雪崩の

えられ、圧迫感がなく景観的にも有利で合理的な構造物

到達距離を短くすることにあります。当然、勢いを減勢
するのですから雪崩衝撃力も小さく
することができます。
（3）
減勢させるメリット

乾雪雪崩は密度が小さいため、縦
部材間をすり抜けるように流下しま
す。縦材を密にすればこのようなこ
とはなくなりますが、密になると目
詰まりする可能性も高くなり、減勢
工でなくなります。
減勢工のメリットは多量の雪崩を
図-2

粉体と流体

図-3

施設の高さ

処理できることであり、作用荷重が
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当大きな雪崩荷重が作用
するため、部材が厚くな
る 傾 向 が あ り ま す
（図-6）
。
減勢工は雪崩を通過さ
せるために、阻止工とは
逆に部材を疎に配置しま
す。こうすることで、雪
図-4

雪崩阻止工

図-5

崩は施設を通過するので

雪崩減勢工

多量の雪崩が次から次へと

阻止工より小さいことです。阻止工は雪崩全面を部材が

到達してもその都度減勢させることができます。図-7は

受け持ちますが、減勢工は部材断面のみに雪崩衝撃力が

部材の投影面積と雪崩の速度減勢率、衝撃力減勢率を示

作用します。これだけで阻止工よりかなり楽な設計とな

したものです。疎に配置するほど減勢効果は小さく、密

ります。阻止工と減勢工の鋼管フレームは、機能部材で

にしていくとその効果は大きいですが、あるところから

ある横材を所定の位置に固定するための構造部材です。

施設を通過しなくなります。そうなる投影面積の施設は

したがって、必ずしもこの形状である必要はありません。

阻止工となります。乾雪雪崩の場合50％です。図-8は

どのくらい密かというと雪崩が到達した時、そこから
抜け出さない程度です。土石流対策でいうと礫径の2倍

実験による投影面積と雪崩堆積の状況です。
それでは「どのくらい減勢させれば良いのか」ですが、

以下にすることにより、礫で部材間を閉塞するのと同じ

これは保全対象（集落雪崩対策が多いと思いますので家

です。この間隔は乾雪と湿雪で違いますが、乾雪の場合

※
を
屋です）の位置で決まります。図-9は『高橋の法則』

は部材の投影面積で50％以下といったところです。阻

基にした雪崩発生源と保全対象の位置を示しています。

止工は、雪崩を横桟で全て捕捉します。雪崩の衝撃力
は、投影面積において、横桟の空隙率を50％に設定す
ると全て横桟に吸収されます。部材間隔は空いています
が、雪崩は全量阻止するので、部材の投影面積以上の荷
重が作用します。このため、捕捉部材である横材には相

図-6

図-7
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減勢と阻止

空隙率と減勢効果
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図-8

図-9

空隙率と目詰まり

雪崩の到達距離

技術ノート

これは保全対象A点から見通し角を見上げた時、C点か
ら雪崩が発生、A点へ到達することを示しています。図
中に雪崩の位置エネルギーを示していますが、斜面を下
るとこの位置エネルギーが、運動エネルギーに転換して
いることがわかります。そして保全対象で運動エネル
ギーがゼロになり停止します。斜面の中腹が最も運動エ
ネルギーが大きく、この中腹で運動エネルギーを減勢さ
せると、到達する距離も短くなります。減勢させるため
には、その位置で何か構造物を配置して、そこにぶつけ
てやれば流下するエネルギーは減じます。減勢工はこの

図-11

減勢率をコントロールする施設です。例えば家屋に到達

減勢工の減勢効果

する雪崩（A点）を家屋の手前（B点）で止めようとす
れば、B点から見通し角で線を引くと、施設の位置で減
勢したい率に落とせば良いことがわかります。その減勢
率になるように図-7の関係から部材の投影面積を決めま
す。簡単ですね。

4. 雪崩減勢工の機能部材

図-12

減勢工は横材を機能部材としています。その理由は、

横材の飛び出し角度

縦材と横材と比べると、横材の方が減勢効果が高いから

置に2列目を配置します。この2列目の横材でさらに減

です。雪崩が衝突すれば、部材の投影面積と部材形状に

勢されます。

より減勢します（図-10）
。これは横材も縦材も同じです。
横材に乾雪雪崩が衝突すると、雪崩は上方に大きく跳
ね上がります。もともと密度は小さいのですが、上方に
跳ね上げられる密度はさらに小さくなるため、空気抵抗
が大きくなります。縦材は部材に衝突するときのエネル
ギー減衰だけですが、横材はこの空気抵抗を利用できる
ので、高い減勢効果が得られます（図-11）
。

図-12は横材に衝突した雪崩の飛び出し角度ですが、
飛び出した後の雪崩の中に横材を配置することで2段階
で、減勢させることができます。

5. おわりに
雪崩が発生しないようにするのが予防工、発生した雪
崩を止めるのが阻止工、雪崩の勢いを抑えて流下距離を

減勢工は雪崩が詰まらないように疎に部材配置するこ

抑えるのが減勢工です。今回は雪崩を対象に、減勢工の

とは先程述べましたが、配置自体を図3のように前後

考え方を示しました。雪崩を捕捉するためには施設規模

2列にすることで、さらに減勢を上げる工夫をしていま

が大きくなりますが、減勢工にすることで施設規模をあ

す。2列にすることで横材間隔を広くとることができ、

る程度まで抑えることができます。

目詰まりしにくくなり、雪崩衝撃力を2列に分散させる

減勢工の考え方は土石流にも使えるでしょうか。雪崩

ことで、構造計算を楽にすることができます。2列をど

減勢工は雪崩の中でも乾雪雪崩を対象にしているので、

こに配置するかですが、1列目の横材で雪崩を減勢する

土石流とはかなり性状は違います。ただ、例えば近年の

とともに、上下方向に分割された雪崩が衝突しやすい位

大規模な深層崩壊に起因する土石流など、多量の土砂を
対象とする場合、これまでのように止める（捕捉する）
ことだけ考えていては、施設規模が大きくなりすぎて施
工は現実的ではありません。そこで、ここで示したよう
に、止めるだけでなく、減勢させる効果をもっと取り入
れれば、減災という考え方が施設の計画、設計に活きて
くるのではないでしょうか。ただし、現象が違いますの
でそのまま使える訳ではないですが、捕捉と減勢を組み
合わせることで、より合理的な対策ができる可能性を秘
めており、ここで述べたことがヒントになれば良いので
はないかと考えます。

図-10

縦材の抗力係数

※雪崩の研究家、高橋喜平氏によって示されたもので、見通し角が表
層雪崩は18度、全層雪崩は24度以下であれば、雪崩の到達しない安
全範囲であることを意味する
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自 然 紀 行

Natural Journey

白砂青松の岸辺で

〜砂場に生きる虫たち〜

写真-1
た した まさ し

田下 昌志
長野県砂防課長・
日本鱗翅学会評議員

ツマグロキチョウ（河原にいる）

世界文化遺産にもなっている美保の松原は、安倍川か
ら海へと流された土砂が太平洋の荒波に運ばれ堆積した
砂嘴上の松林である。羽衣伝説の舞台となっており、浜
には天女が舞い降りて羽衣をかけたとされる「羽衣の松」
があり、付近の御穂神社には、その証拠でもある羽衣の

「それは天人の羽衣です。どうかお返しください。
」漁

切れ端が保存されているという。この現実味ある話を聞

師である伯梁が、松の枝にかかる妙なる衣を見つけた時

けば、やはり、群れ飛ぶ蛾よりも天女さんに一度はお目

に、現れた天女のお言葉である。静かにふりそそぐ月明

にかかりたいものである。

かりのなか、白砂青松の浜辺を背景に舞い踊る天女。そ

松は、日当たりさえよければ、土砂生産がさかんな裸

れは優雅で美しかったに違いない。まさに心がふるえる

地などの不毛な土地にも生えることのできる先駆的な植

ような光景である。現実には、夜中の月明かりの中で舞

物である。そのため海岸や河川敷の砂地にも多く生え、

い踊る生き物は、およそ蛾くらいしか想像できない自分

日本の代表的な景観を創り出してきた。ところが、信州

ではあるが、次々と舞い来り、明かりに目を光らせる蛾

では、最近になってマツクイムシと称されるマツノザイ

たちを眺めていると、単なる蛾とはいうものの、暗闇の

センチュウにより松枯れが進み、景観面で問題となって

中で燃え上がる炎のようにも見え、怪しく心がときめき

きているばかりでなく、生産量日本一を誇るマツタケが

幸せな気分になっている自分に気づく。

危機的な状況になり、さらには、倒木や根の腐朽に伴う
土砂崩壊等防災面でも心配が増えてきている。秋の味覚
マツタケを味わう代わりに、信州の伝統食でもある枯れ
た松材を食べるカミキリムシの幼虫“テッポウムシ”を味
わう時代が着々と近づいているのだ。
さて、白砂青松の美しい景観の地には、実に独特な興
味あふれる虫たちの営みが見られる。もともと、日本で
は、松葉のように細長く臭いもきつく、どうみても美味
しくなさそうな葉っぱを食べて育つチョウは見られない
が、稀にキマダラルリツバメ（左下図）という裏面がト
ラ模様のチョウが松の木に棲み着いている。これは、こ
のチョウの幼虫が松の葉を食べるのではなく、松の幹に
巣をつくるシリアゲアリという蟻に幼虫が育てられるた
めだ。このチョウの幼虫は、蟻の臭いを身につけること
により、完全に蟻の子供になりきっている。騙された蟻
たちは、せっせとチョウの幼虫に我が子のごとくエサを
与えるのである。しかしながら、蟻の方もなかなかの蟻
様！でどうも食糧が不足しお腹が空いてしまうとチョウ
の幼虫を食べてしまうようだ。“非常食”としてチョウの
幼虫を養育している蟻様の方が一歩上手ということにな
ろう。このチョウは、特異な生態を有することから鳥取
県や神奈川県・福島県の一部などでは、天然記念物に指
定されている。羽の形も後羽に尻尾が4本ついており変
わった形をしたチョウだ。

キマダラルリツバメ（筆者作成）
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砂場自体をこよなく愛する虫たちもいる。河原等の砂

写真-2

クロツバメシジミ（岩礫地にいる）

写真-3 カワラハンミョウの交尾 後ろにいるのがオス。
鋭い牙でメスの節部を固定（撮影は、熱中症との戦いだ!!）

地で発生するチョウにツマグロキチョウ（写真-1）がい

するバッタだ。よほど鳥の餌食になってきたのか、砂に

る。川の上流域などの岩や砂礫が多い場所には、クロツ

身を隠すのがさらに上手である。ヤマトマダラバッタ（写

バメシジミ（写真-2）がみられる。これらのチョウが河

真-4）のお姿には、お見事と思わず手を叩きたくなる。

原周辺で見られるのは、幼虫がカワラケツメイやツメレ

砂粒とまったく同じ模様の胴体、脚。飛び立つバッタを

ンゲなどの砂場や礫地・岩場に生える植物を食べている

目で追う。止まった先を探してもいない。わずかばかり

からだ。チョウは、大きな羽を持っていてひらひらと空

黒ずんだ羽と目玉で何とか見つけだす。バッタたちの模

を舞い、その幼虫も緑の葉に紛れているので、体に砂を

様は面白く、川の上流域の砂礫地にいるカワラバッタ

想像させるような模様は持ってはいない。これは、砂と

（写真-5）は、流紋岩の岩肌のような色をしている。こ

いう背景に紛れて天敵から身を隠す必要がないためであ

ちらは、さっと飛ぶと後ろ羽が青く美しく輝く。砂浜で

るが、その点、砂場の表面で暮らす虫たちは身を隠すた

はないが、川の中下流域の堤防上の砂利道でセグロイナ

めに必死である。忍者のごとく砂になりきっている。海

ゴ（写真-6）というバッタに出会った。こちらは、目が

岸等の砂の上を走り回るカワラハンミョウ（写真-3）は、

合うとそそくさと芦原に逃げ込んでいくのであるが、目

見つけても一旦目を離すとどこにいるのかよくわからな

玉の中に7本ほどの縦縞模様がある。何故、縦縞模様が

くなる。漢字では、“斑猫”と書き、鋭い大アゴで獲物を

ついたのか実のところよくわからないが、視界にむやみ

捕まえる姿がまるで猫のように見えることに由来してい

に邪魔に存在する芦の茎を気にせずに見渡すための最新

るようで、英名でもタイガービートル（直訳すると虎黄

式スリット型メガネなのかもしれない。

金虫ということになる？）と呼ばれている。
あらゆるものが燃え尽きてしまいそうな8月。砂浜で

海岸や川の砂礫地という特異な環境に生きる虫たちは、
松原に舞い降りた天女と同様に美しくもめずらしい生き

この虫の写真を撮ろうと粘った。カンカン照りの日陰の

物なのであった。自分は、こんな虫たちに出会うたびに、

ない浜辺に寝そべり、顔を地面に限りなく近づけてファ

天女にでもあったかのようなこの上なく幸せな気持ちが

インダーを覗く。あほほど暑い。相手は砂浜を走り回る

からだ全体に満ち満ちるのである。

のが仕事なだけにまあよく走り回ってくれる。見失わな
いように腰を屈めて追跡する。たまらなく暑い。こちら
が汗だくとなりめまいがしている間、相手は、玉石の陰
で涼んでいる。日陰に留まる虫は見栄えのする写真には
ならないから指でつつくとさらに3mほど砂上を走る。
追っかける。逃げる。追っかける。汗だくだく。
「おまえ
やはりあほやな！」と耳元で虫のささやきが。
「あなたは
あほですね！」との天女のささやきも。もう限界。
砂浜にはさらに凄い虫がいる。砂浜の中でじっと沈黙

写真-4 ヤマトマダラバッタ
（模様は背後の砂粒が透けて見えるように見事だ）

写真-5

写真-6

カワラバッタ（砂礫地にいる）

セグロイナゴ（眼の縦縞が奇妙）
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ブラジルにおける鋼製透過型·
ソイルセメント砂防堰堤
普及促進事業について

か

と う

た か あ き

加藤 貴章
日鐵住金建材㈱

防災・鉄構商品部長

1．はじめに
「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」とは開発途上国の政府関係者を
主な対象とし、日本での研修、現地
でのセミナーや実機によるデモンス
トレーションなどを通じて、日本企
業が持つ優れた製品や技術、システ
ムなどへの理解を促すことを目的と
した、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」に採択された事業で、
「日本
方式」の技術の普及と、途上国の課
題解決の両立を目指すもので、今回
は筆者が所属する日鐵住金建材
（株）が提案企業となり、これまで
日本国内を中心に土石流捕捉工とし

図-2

て多くの実績を有し、安全性が実証

訪問先位置図

されている鋼製スリットダムB型と

で土砂災害が多発し大きな被害を受

報発令システムの未発達等にある

SBウォール工法をブラジルの抱え

けています。特に2008年11月に

他、これまでは災害発生後の対応に

る課題（図-1）を解決する普及対象

南 部 の サ ン タ カ タ リ ー ナ 州 で、

重点を置き、災害を軽減させるため

技術として、八千代エンジニヤリン

2011年1月 に は 南 東 部 の リ オ デ

の防災対策が行われてこなかったこ

グ（株）
、
（一財）砂防・地すべり技

ジャネイロ州で発生した土砂災害の

とも災害リスクを高めている要因で

術センターの協力を得ながら、平成

被 害 は 甚 大 で 各 々 死 者100名、

あると指摘されていた 1） ことから、

30年5月から31年8月までの期間

800名を超える大災害となりまし

ブラジル連邦政府は日本政府に対

で実施するものです。

た。このような災害リスクを高めて

し、リスク評価に基づく土砂災害対

いる要因は、気候変動等に起因する

策 の 技 術 協 力 の 要 請 を 行 い、

自然現象の変化だけでなく、都市開

2013年7月 〜 2017年11月 に

2．背景
ブラジルでは近年急激な都市化に

発の人為的圧力による都市拡張に伴

「ブラジル統合自然災害リスク管理

伴い不正土地利用による災害危険地

い、災害リスクの高い危険地域への

国家戦略強化プロジェクト」
（以下

域への居住や危険地域への都市拡張

居住、防災インフラを考慮しない都

「ブ国防災技プロ」と略す）が実施

が進んでおり、大西洋沿岸の都市部

市開発、降雨観測システム及び予警

され、
「リスクマッピング」
、
「都市
拡張計画」
、
「予防・復旧計画」
、
「早
期警報発令」の分野で合計6冊の技
術マニュアルが作成されました 2）。
また、3つのパイロット市で、この
マニュアルに基づいたプロジェクト
事業が行われ、都市計画を補完する

図-1
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ブラジルが抱える土石流災害に関わる課題
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土石流対策計画が作成されました

表-1

本事業の実施項目と活動計画

が、この「ブ国防災技プロ」では、

パイロット市（リオデジャネイロ州

執 筆 時（2018年6月 ） は、 第

具体的な施設設計を行うための設計

ノバフリブルゴ市・サンタカタリー

1回現地活動（5/21 〜 6/9）とし

マニュアルの作成や実際に砂防堰堤

ナ州ブルメナウ市）で計画されてい

てブラジルに渡航。連邦、州及びパ

を構築するには至りませんでした。

る鋼製透過型砂防堰堤及びソイルセ

イロット市の市長、防災事業担当の

メント砂防堰堤（以下「鋼製砂防堰

局長クラスに対して本事業の説明を

堤等」と称す）の機能、構造、設

行い事業への協力を依頼した他、連

計、施工及び公共調達方法に関する

邦、州、市政府及び大学関係者を招

「ブ国防災技プロ」によりブラジ

理解を深め、
「鋼製砂防堰堤等」の

待して公共調達及び鋼製砂防堰堤等

ルに芽生えた防災への取り組みを潰

建設を決めること、加えてブラジル

の機能、構造に関する知識を深める

えさせないため、プロジェクトに関

国内で「鋼製砂防堰堤等」の製造・

為に技術セミナーを開催しました

わった熱き砂防マンから、2016年

販売体制を構築することを目標とし

（写真-1・2）
。内容は、①日本にお

当時鋼製砂防堰堤を国外に展開して

ています。また、本事業の実施項目

ける土石流対策事業の現状、②鋼製

いた我社に、ブラジルに砂防堰堤を

は表-1の通りです。

スリット砂防堰堤の概要と機能、③

3.
「ブ国防災技プロ」から
「民間技術普及促進事業」へ

造りたいとの相談がありました。こ
の想いに応えるべく、上述したプロ

5．事業の進捗状況

ソイルセメント砂防堰堤の概要と機
能、④開催市による「ブ国防災技プ

ジェクト市で計画された鋼製砂防堰
堤を先導的に建設させることで、ブ
ラジルの土石流対策を促進し、同国
の国家戦略である安全な都市造りへ
貢献すると共に、ODA成果の持続
発展と日本のインフラ輸出の推進の
相乗効果を目指そうとJICAの「民
間技術普及促進事業」に応募、幸い
にも採用して頂けました。

4．事業の概要
本事業は、2回の現地活動と1回
の本邦活動を通じ、ブラジルの自然
災害の予防・復旧事業の予算措置及
び事業実施機関の関係者が、2つの

写真-1

ノバフリブルゴでの技術セミナー後の集合写真

sabo Vol.124 2018 Summer 27

写真-2

ブルメナウでの技術セミナーでの説明

土石流対策が必要と考えられている現場の一例
（ノバフリブルゴ市）

ロ」での成果報告、質疑応答や学識

以外の土石流対策が喫緊の課題と

リアーノポリスを訪れた時には、今

経験者による総評等で、ブラジル人

なっている現場も見学しました（写

年4月に完成した真新しい市民防御

に 鋼 製 ス リ ッ ト ダ ムB型 とSB

真-4）
。そして、今回の渡航の大き

局オペレーションセンターを視察す

ウォール工法を視覚的によりよく理

な目的の一つであるブラジルでの製

る こ と が で き、 当 機 関 誌「sabo

解してもらうため、1/50の模型を

造・販売を担う当社パートナー候補

Vol.123」で国土交通省の栗原砂防

日本から持参して見ていただくなど、

企業との打ち合わせを行い帰国した

部長が感激したと記載された、防災

朝10:00から夕方17:00までの長

ところです。

講堂の入り口脇に掲げられた

丁場となりました（写真-5）
。また、

現地での反応は、訪問した全てで

「Bousai」という看板を実際に見る

ノバフリブルゴ市、ブルメナウ市の

本事業への協力を約束して頂いたこ

こ と が で き ま し た（ 写 真-6・7）
。

鋼製砂防堰堤が計画されている箇所

とから、防災意識の高さと日本の土

この日も掲げた看板への熱き想いを

の現地踏査を実施し、実施機関とな

石流対策技術への期待が伺えま

説明頂き、私もまた感動を覚え、こ

る技術者と意見交換を行った他（写

した。

の事業を必ずやり遂げなければと、

真-3）
、それら計画されている箇所

写真-3
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写真-4

なかでもサンタカタリーナ州フロ

現地視察状況（ノバフリブルゴ市）
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気持ちを引き締めたしだいです。ま

写真-5

セミナー会場に展示した模型

海外事情

写真-6

完成したばかりのサンタカタリーナ州市民防御局
オペレーションセンター外観

写真-7 オペレーションセンター内に設置された防災
（BOUSAI）講堂（写真左は、市民防御局長）

6．今後の活動

予定になっています。

発的に発生した軽油価格の急激な値

堤等の品質、土石流捕捉効果、公共

7．おわりに

上によるトラック運転手のストライ

調達手法（歩掛、特記仕様等）の理

本事業はまだ始まったばかりです

キで交通や物流が10日以上に渡っ

解を深めるために、事業の決定権を

が、この事業を必ずや成功裏に終わ

て滞り（写真-8）
、一部招待した学

持つ政府要人、技術に精通した大学

らせ、先々ブラジル全土で砂防堰堤

識経験者が参加できなかったにも関

関係者を日本に招聘し、工場見学、

が計画的に整備され、土石流災害に

わらず、各会場40名を超える参加

工事現場見学及び公共調達の講習を

よる負の連鎖を断ち切り、人々の安

者があり、質疑応答では多くの質問

行う本邦研修を行うことになってい

全安心、経済の発展に寄与すること

が寄せられました。また、メディア

ま す。 実 施 時 期 は、9月 下 旬 か ら

を切に願うとともに、ビジネス的に

も複数のTV局、ラジオ局から取材

10月上旬にかけての時期を検討中

は、同国内に当該技術を先導的に周

を受け（写真-9）
、地元での注目度

であり、10月1日から開催される

知・定着させることにより優先的に

の高さを感じることができましたが、

「 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム INTERPRAE

市場の確保を図って行きたいと考え

一方パートナー候補企業との打ち合

VENT2018」に参加し、日本の砂

わせでは、今回の事業が終わり、実

防技術者と交流を図ると同時に、日

際にブラジル政府が予算を取って砂

本の最先端の技術を紹介することを

防堰堤を工事発注するに至るのかと

提案しています。また、11月には

いうことに疑念を持っていることが

第2回現地活動を実施し、鋼製砂防

分かり、前途は厳しいと感じました

堰堤の設計、施工や構造様式等に関

が、引き続き対話を進め理解を得る

するワークショップを開催する他、

こととし、概ね予定した成果は達成

将来における鋼製砂防堰堤の需要調

できたと思っています。

査や現地パートナー企業を決定する

た、今回の現地活動でメインとなる
技術セミナーは、ブラジル国内で突

写真-8

今後の活動としては、鋼製砂防堰

トラックストライキにより長蛇の列ができた
ガソリンスタンド

ています。

参考文献
1） 国
 際協力機構地球環境部防災第二課：事
業事前評価表，https://www2.jica.go.jp/
ja/evaluation/pdf/2012_1200128_1_
s.pdf, 2017-00-00, 2012
2） 砂 防 学 会 誌，Vol.71，No.1，p.43-52，
2018：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での取り
組み

写真-9 地元テレビ局のインタビューを受ける筆者
（右側から JICAブラジル事務所田中主任、筆者）

sabo Vol.124 2018 Summer 29

海外事情

「インタープリベント
50周年記念式典」
参加報告

お お

の

ひ ろ ゆ き

大野 宏之

（一財）砂防・地すべり技術センター
専務理事（兼）砂防技術研究所長

1．はじめに

河川水利局（クラーゲンフルト市）

加盟国以外にフランス、オラン

「2018年4月26日 〜 27日 に イ
ンタープリベント50周年記念行事

（5）
主な参加国：

（3）
設立経緯

ダ、リヒテンシュタイン、ルーマニ
ア、クロアチア、アメリカ、中国、

が、インタープリベント発祥の地

オーストリア及び周辺国で

オーストリア国ケルンテン州グロー

1965・66年と相次いで深刻な洪

スキルヒハイムにて開催されました。

水・土砂災害が発生しました。被災

この記念すべき式典に日本からはイ

箇所周辺のスキー場や宿泊施設、道

ンタープリベント名誉会員（前副会

路等の山間部への拡大による急激な

長）の丸井英明新潟大学名誉教授、

災害の増加に対する危機意識から

副会長の石川芳治東京農工大学名誉

1967年クラーゲンフルトに災害防

教授、理事を勤める大野の3名が参

止に関する種々の領域の研究者及び

加しました。日本とも関わりの深い

技術者が集まり討議が行われまし

平成30年4月26日

インタープリベントについて紹介す

た。翌1968年に学会が設立される

〜 27日

ると共に、現地で開催された50周

こととなりました。日本は1980年

年記念行事の内容について報告いた

より参加しています。

タイ、アルゼンチンなど

（6）
開催年と開催地
表-1をご参照下さい。

3．50周年記念行事の概要

（1）
期間

（2）
場所
オーストリア、ケルンテン州、

します。

2．インタープリべントの紹介

（1）
目的

（4）
組織・体制

グロースキルヒハイム

○会 長：Dipl.-Ing. Kurt Rohner

（Grosskirchheim）

（オーストリア・ケルンテルン

洪水、土石流、地すべり、雪崩な

州元水利局長）

（3）
行程
4月26日（木）午前

どによる災害の防止・軽減に関する

○副会長：石川芳治（東京農工大

学際的な研究を促進し、併せて防災

学名誉教授/前砂防学会長）他

グロースキルヒハイム到着

技術・知識の普及を図ることを目的

2名

11：30 〜 13：00
打ち合わせ・昼食

として、行政組織の技術者と大学な

○理事：大野宏之（砂防・地すべ

ど研究者が連携して組織された防災

り技術センター専務理事）他

13：00 〜 15：30

に関する総合的な国際学会です。

35名

現地検討会の現場の紹介

○加 盟国・地域：オーストリア、

（2）
本部所在地
オーストリア国ケルンテン州政府

15：30 〜 17：30

イタリア、スイス、ドイツ、スロ

現地検討会

ベニア、日本、台湾、ノルウェ－

17：30 〜 18；30
役員会
4月27日（金）
9：30 〜 10：30
全体総会
11：00 〜 13：30
50周年記念式典
13：30 〜 15：00
昼食、打ち合わせ

写真-1

30

Moll川上流部の渓流保全工
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写真-2

落石防止工

写真-3 丸井名誉教授
（中）
石川名誉教授
（右）

写真-6

丸井名誉教授の講演

写真-4

ローナー会長挨拶

写真-7

日本の砂防の紹介

写真-5

写真-8

市長挨拶

赤木正雄博士とオーストリアの
関係等の紹介

（4）
主な内容

・Asten（アステン）における落石

○現地検討会

対策施設（落石防護ネット）
（写

50年間の主な出来事の紹介。

・Moll（メール）川における多自然

真-2）
。保全対象が直下にある

・日本からは丸井名誉教授が、明治

型の河川の洪水対策の計画と施
工、河川を拡幅して土砂の堆積地

○50周年記念式典（参加者は約50

を作り洪水・土砂氾濫を防止（写
・Gradenbach（グラーデン川）付
近の地すべりの観測機器と観測結
り地のような印象）
。

都市

1967 オーストリア

クラーゲンフルト

1971 オーストリア

クラーゲンフルト

1975 オーストリア

インスブルック

1980 オーストリア

バートイシュル

1984 オーストリア

フィラッハ

1988 オーストリア

グラーツ

1992
1996

スイス

ベルン

ドイツ

ガルミュシュ・
パルテンキルヘン

2000 オーストリア
イタリア

2014

フランス

・ 地 元 のGrosskirchheim市 長 の

明され、日本で開催された環太平
洋インタープリベントの過去の大

・各国（オーストリア、日本、スイ

会について紹介し、2018インプ

ス、 ノ ル ウ ェ

リ富山への参加も呼びかけられま

－、 イ タ リ ア

した（写真-9）
。なお、この講演

環太平洋インタープリント
国

都市

（南チロル）
、ド
イツ（バイエル

はドイツ語で行われました。
・会場には、ケルンテン州、日本、

ン州）
） か ら、

南チロル等のポスターが展示され

自然災害および

ていた。このポスターは2018in

対策に関する

富山で使用させていただくことに

日本

松本市

日本

新潟市

台湾

台北市

日本

奈良市

ドルンビルン

2010
2012

8）
。日本の砂防の技術的変遷も説

リヴァデルガルダ

2006
2008 オーストリア

・ケルンテン州代表祝辞

フィラッハ

2002
2004

の例も示しながら紹介（写真-6・

開催年と開催地

インタープリベント
国

・ローナー会長の挨拶（写真-4）

祝辞（写真-5）

果の説明。
（日本の破砕帯地すべ

密接な交流についてウィーンへ留
学された赤木正雄先生と立山砂防

名）

真-1）
。

表-1

時代からの日本とオーストリアの

施設。

グルノーブル
写真-9

過去の大会と2018富山大会への参加依頼
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なっています。

4．おわりに

び、その後東京帝国大学砂防担当教

とはインタープリベント参加国から

授兼内務省嘱託となられています。

も評価され、また期待もされていま

砂防の父とも言われる赤木正雄博士

す。オーストリアと縁の深い立山砂

日本の近代砂防技術はヨーロッ

も内務省時代にオーストリアへ自費

防初代所長の赤木正雄博士が計画し

パ、とりわけオーストリアとの縁が

留学されたのは有名な話です。その

た白岩堰堤等もエクスカーションに

深い技術です。明治33年に東京帝

ような事を考えると、インタープリ

組み込まれており、是非インタープ

国大学に「森林理水・砂防工学研究

ベントのコアメンバーとして日本が

リベント参加国メンバーにもこの砂

室」が設置されました。初期の教官

この国際学会に参画している意味と

防施設を見てもらいたいものです。

は ヨ ー ロ ッ パ か ら 招 聘 し たKarl

大切さに思い至ります。環太平洋イ

インタ ー プリベント 富 山2018が

Hefele（ ミ ュ ン ヘ ン 大 学 ）
、

ンタープリベントが過去に3度も日

50周年の掉尾を飾るイベントとな

Amerigo Hofmann（ウィーン農科

本で開催されているのも意義深いこ

るのも何かの巡り合わせと言えま

大学卒）であり、日本人初の教官で

とです。

しょう。

ある諸戸北郎博士もオーストリアへ

さらに、本年10月にインタープ

留学され、ウィーン農科大学で学

リベント富山2018が開催されるこ

海外事情

世界の土砂災害（第22回）2017/10/1〜2018/3/31
（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

10月12日

ベトナム

洪水・崩壊

熱帯低気圧に伴う豪雨によって、ベトナム北部や中部で複数の洪水と土砂崩れが発生した。特
に土砂災害については、同国で8月に被災した地域で再度発生した。
ベトナム災害当局は、同地域では死者が75人、行方不明者28人、浸水または倒壊の被害に
遭った家屋の数が5万棟以上に上り、同国で近年発生した自然災害としては最悪規模となった
と発表した。

12月16日

チリ

崩壊

同国南部のビラ・サンタ・ルシア
（Villa Santa Lucia）
では、15日に大雨が降った後、16日に土砂
崩れが発生し、少なくとも5人が死亡し、15人が行方不明になった。

洪水・崩壊

フィリピン東部のビリラン（Biliran）州で、台風26号の影響による土砂崩れが4か所で発生し、
合わせて26人が死亡、23人が行方不明となった。
また、翌週22日には、台風27号が再び同国を襲い、南部ミンダナオ島（Mindanao）
では土砂崩
れや洪水の影響による死者が240人に達した。

2017年

12月17日

フィリピン

2018年
1月3日

32

コンゴ民主共和国 洪水・崩壊

コンゴ民主共和国の首都キンシャサ（Kinshasa）の貧民街で3日から4日朝にかけて豪雨による
洪水と土砂崩れが発生し、44人が死亡した。

1月9日

アメリカ合衆国

土石流

カリフォルニア（California）州南部のサンタバーバラ（Santa Barbara）郡モンテチート
（Montecito）
で1月9日の早朝に土石流が発生し、21人が死亡し、2人が行方不明となった。
この
災害は大規模な山火事の1か月後に発生した。
この山火事で斜面が荒廃し、そのために土石
流が発生しやすくなった。
この土石流によって、少なくとも1.77億ドルの物的被害が生じ、その
他、緊急対応に700万ドル、清掃に39万ドルを要した。

2月18日

モザンビーク

崩壊

18日夜、首都マプト
（Maputo）のスラム街のゴミ集積所で、集中豪雨によりゴミ山が崩壊し、隣
接する5軒の小屋が埋塞された。
これにより17名が死亡した。

2月22日

インドネシア

崩壊

中部ジャワ（Java）州プレブス（Brebes）県の農村地帯で、午前8時頃、棚田が幅150m、長さ
400mほどに渡って崩壊して農作業中の住民20名が飲み込まれ、亡くなった。

2月26日

パプアニューギニア

崩壊

震源地はエンガ（Enga）州ポルゲラ
（Porgera）の南約90キロの地点を震源とするマグニチュー
ド7.5の地震が発生し、30人余りが死亡したとみられる。なお、
その後、大きな余震が少なくとも
2回発生している。死者の多くは地震で発生した土砂崩れによるもと推定される。
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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31
【技術名称】砂防堰堤補強アンカー工法
【更新承認日】平成30年2月13日
【取得会社】株式会社エスイー

【技術詳細に関するURL】http://www.se-corp.com/ja/Top.html

① 技術の概要

SEEEグラウンドアンカーの緊張力によって、砂防堰堤に水平力および鉛直力を作用させて安全率の不足分を補完す
る工法である。本工法の採用により、腹付コンクリートを最小厚（もしくは不要）とすることができるため、副堰堤と
の距離の確保や経済性、施工性を向上させることができる。

② 従来工法との比較

砂防堰堤の補強は、従来、腹付けコンク
リートによって行われてきた。しかし、腹付
けコンクリートによる補強では、以下の問題
点があげられる。
（1）下流面への腹付けによる補強
・腹付けコンクリートが非常に厚くなる
・下流側副堰堤との必要距離が不足する
場合がある
（2）上流面への腹付けによる補強
・腹付けコンクリートが非常に厚くなる
・堆積土砂除去などの土工を伴う
・出水時対策を考慮した仮設が広範囲に及ぶ

砂防堰堤補強例

補強イメージ


砂防堰堤補強アンカー工法による補強を行うことで、上記の問題を解決し経済性に優れた補強が可能となる。
以下に砂防堰堤補強アンカー工法の特徴を示す。
・腹付けコンクリートを薄くできる（場合によっては不要）
・堆積土砂除去などの土工が不要である
・従来工法と比較して経済性に優れる

③ 審査証明の結果

砂防堰堤補強アンカー工法は以下に示す性能を有すると認められる。

（1）砂防堰堤の所定の安定性を確保
アンカーを砂防堰堤に適切に配置することにより、緊張力の水平成分と鉛直成分の補強効果で砂防堰堤の3つの
安定条件を満足させることができると認められる。
① 砂防堰堤の自重および外力の合力の作用線が底部の中央1/3以内に入ること。
② 砂防堰堤底と基礎地盤との間で滑動を起こさないこと。
③ 砂防堰堤内に生じる最大応力が材料の許容応力度を超えないこと。地盤の受ける最大圧が地盤の許容支持力以内
であること。
（2）砂防堰堤に作用する外力に対する性能
ナット定着方式の頭部構造および摩擦圧縮型の支持方式により、堰堤に想定される外力が作用してもグラウンドア
ンカーの性能が確保されることが認められる。

④ SEEEグラウンドアンカーの特長

（1）定着具がナット定着方式で、衝撃荷重や繰返し荷重が作用しても緩みや破損がなく、耐震性に優れる。
（2）定着具がナット定着方式で、定着が確実で、再緊張・緊張力緩和などの緊張力調整、さらには除荷も容易で維持
管理に優れる
（3）圧縮型アンカーの特性から、長期にわた
り安定した力学性状を有する。
（4）テンドンは全長にわたり二重防食され、
フレキシブルな構造になっている
（5）テンドンは工場において防食加工や組立
を行うので高品質であり、現場での省力
化が可能である
（6）ア ン カ ー 1本 当 り の 設 計 荷 重
Td=2,086.2kN/本まで対応できる
（7）一般のアンカー工事と同様の施工方法で
施工できる
タイブルアンカー A型（F-TA型）
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③

細々とした問題とこれからの話
もう15年以上前の話になるが、高校時代に理系文系で

かないと（人によっては履いても）ぶかぶかする。周り

クラスが分かれる際、女生徒で理系を希望したのは全体

には、23cmや22cmサイズが欲しいという声もあるため、

の1/3程度であった。そのうちの9割が医療・看護・薬学

メーカーの方がこれを読んでいらしたら、ぜひ小さめの

系への進学を希望し、クラスの女子で理学部に進んだの

現場靴の作成・販売をご検討頂きたい。

は、私一人だったように記憶している。そして進んだ大

ただこれら色々な問題について、この業界の弊害の1

学の授業で、防災科学技術研究所の大型降雨実験施設を

つに、女性職員の絶対数が少ない故、そういった問題の

見学する機会があった。学部内でも、その降雨の中に

発生が断続的であり、問題の発生事例や解決方法が継承

嬉々として飛び込む生徒と（もちろん雨具はお借りした

されにくい状況があると思う。

が）
、雨にはうたれず端から見学する生徒の2種類がおり、
偏見も入るが、私を含め前者のようなタイプの生徒がこ
の業界に就職した気がする。

幸いにして、この業界に首を突っ込んでから12年、周
りの人間関係には恵まれていると感じている。後輩にも

そう振り返ると、人口比で言えばこの業界に入る人間

恵まれているゆえに、彼女らに無用な労力は掛けたくな

は極々少数なのだとしみじみ思う。もちろん仕事にも

いと思い（自分のためでもあるが）
、今まで問題解決のた

様々な関わり方があり、大学での所属先が就職での所属

め、労働組合や委員会や私的な面で、私なりにじたばた

先に直結するわけでもないが、女性職員が、特に技術屋

奔走してきたつもりである。

が少ないことだけは断言できると思う。

奔走の結果を振り返り、今になって思うのだが、組織
的に状況が変わるためには最低でも5年の月日を要する

この業界に限った話でもないが、セクハラや結婚・出

ように感じている。だがそんなに日が経つと、頑張って

産に伴う離職等々、性差に起因する労働問題は未だ根強

問題解決に取り組んでも時期が過ぎてしまい、正直あま

く残っていると感じている。特に現場関係については、

り自分や同世代への利益にはならず、実際その間にこの

男性職員と同じ重量の荷物が持てない（頑張って持った

業界を去っていった同僚や知り合いも少なくない。ただ、

りもしているが）
、男性職員と同じ水位での渡河ができな

後輩の利益にはなるので「まぁいいか」と思っているし、

い、トイレに困る、着替えに困る、等々挙げればきりが

今気付いていないだけで、先輩方が過去に解決して下

無いように思う。

さった問題も数多くあるのだろうとも思っている。

なお若干話が脱線するが、作業着と現場靴については、

自分の目に見える範囲だが、自分たちの世代に比べ、

企業努力やメーカー努力で早く女性用が広まって頂きた

ここ数年若い世代の女性技術屋率が増えた気がする。彼

い、と常日頃思っている。作業着については、会社の在

女たちが朗らかに働いているのを見ると私も気持ちが朗

庫の関係で男性用と女性用を両方着用したことがあるが、

らかになるし、勝手ながら彼女たちにも、その先の世代

体のつくりの関係でやはり女性用の方が踏査の際歩きや

のために頑張ってくれることを期待している。

すいように思う。靴については、店で市販されている長
靴や安全靴の多くが24cm以上であり、厚手の靴下を履
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（関 英理香・応用地質（株）
）

CENTER NEWS
事務所移転のおしらせ
平 成3 0年 ８月1 3日 よ り 下 記 の
住所へ事務所を移転いたしまし
たので 、ご案 内 申し上げます 。
職 員 一 同 、気 持 ち を 新 た に 皆 様
の信頼にお応えするべく専心努
力 い た し ま す の で 、今 後 と も ご
指導ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます 。
なお、電話番号、メールアドレス
は変わりません。

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-5

砂防会館5階

優良業務及び優秀技術者表彰
◆優良業務名「平成29年度大規模土砂移動検知システム管理運営手法検討業務」北陸地方整備局河川部長表彰
◆優良業務名「H28日光白根山減災対策検討業務」利根川水系砂防事務所長表彰
優秀技術者：吉田

真也

◆優良業務名「平成29年度滝坂地すべり対策検討業務」阿賀野川河川事務所長表彰
優秀技術者：相楽

渉

◆優良業務名「平成29年度由比地すべり機構検討業務」富士砂防事務所長表彰
優秀技術者：道畑

亮一

◆優良業務名「平成28－29年度地すべり対策検討業務」四国山地砂防事務所長表彰
優秀技術者：相楽

渉

行事一覧（1月〜7月）
◆◆協賛（後援）
2月8日〜9日

「第22回震災対策技術展・横浜」
（後援）

5月31日〜6月1日 「第5回震災対策技術展・大阪」
（後援）
6月6日

「平成30年度砂防ボランティア全国の集い」
（後援）

評議員会及び理事会の開催
【平成29年度第3回理事会】

平
 成29年度第3回理事会が平成30年3月26日に開催され平成30年度の事業計画
及び収支予算等の審議が行われました。

【平成30年度第1回理事会】

平成30年度第1回理事会が平成30年5月22日に開催され、平成29年度事業報告、
収支決算及び公益目的支出計画実施報告書等について審議が行われました。

【平成30年度定時評議員会】

平 成30年度の定時評議員会が 、平成30年6月18日に開催され平成29年度の収
支決算及び評議員の選任等について審議が行われました。
こ の結果、新たに橋場 克司 氏 現（一社）国際建設技術協会理事長が評議
員に選任されました。
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CENTER NEWS
人事異動
◆◆2月15日付
【兼
務】 比留間 雅紀
山越 隆雄
◆◆3月30日付
【委嘱解除】 白岩 幸夫
◆◆3月31日付
【出向期間終了】 小林 慶之
◆◆4月1日付
【 採 用 】 宮城 昭博
【配 置 換】 酒井 敦章
近藤 玲次
五十嵐 勇気
成田 弘恵
安味 恵理
水野 忍
【 昇 任 】 石引 庄一
大滝 左枝子
垣本 毅
【新規出向】 宮城 輝一
◆◆4月30日付
【 退 職 】 成田 弘恵
◆◆5月31日付
【出向期間終了】 関 英理香
相馬 良
伏木 治
本多 泰章
牧野 彰人
小野 秀史
高橋 秀明
山内 秀基
◆◆6月1日付
【新規出向】 池田 貴洋
関根 亮
竹口 由紀
本間 哲郎
鶴見 侑生
小尾 亮
田中 利昌
佐々木 司
◆◆7月31日付
【出向期間終了】 柳 真衣

企画部次長兼国際課長 国際課長の兼務を解除
砂防技術研究所調査役 同上企画部調査役を兼務
総務部長
斜面保全部技術課技師
新規採用
砂防部技術課課長代理（企画部企画情報課課長代理）
企画部企画情報課課長代理（総合防災部技術課課長代理）
企画部企画情報課主任技師（砂防部技術課主任技師）   
総務部契約課（総務部総務課）  
企画部（斜面保全部）
企画部（総合防災部）
総務部長（総務部経理課長）
総務部経理課課長代理（総務部経理課）
砂防部上席参事（砂防部技術課主任技師）
斜面保全部技術課技師
総務部契約課
砂防部技術課技師  
砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
斜面保全部技術課技師
総合防災部技術課技師
総合防災部技術課技師
砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員
砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
斜面保全部技術課技師
総合防災部技術課技師
総合防災部技術課技師
砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員
砂防部技術課技師

平成30年度（一財）砂防・地すべり技術センター研究開発助成
5月18日（金）アルカディア市ヶ谷で行われた委員会の厳正な審議を経て、応募総数21件のうち、本年度の助
成対象者6件が下記の通り決定しました。
氏 名
地頭薗 隆

所

属

鹿児島大学

西田 孝弘

斜面モニタリングシステムのための光ファイバ埋込型CFRPロードセルの開発

京都大学

山川 陽祐

物理探査法を適用した地盤・地下水構造の実態解明に基づく深層崩壊発生危険度評価手法の開発

筑波大学

山田 孝
長谷川 祐治
大澤 光

36

タイトル
火山地域における大規模崩壊の予測と警戒避難対応

人口稠密地域での効果的な省スペース型土石流後続流対策工法についての実験的研究

北海道大学

土石流ブレーカーによる土石流の堆積機構の検討と解析モデルの提案

広島大学

地震・地すべり変位・間隙水圧の高頻度ハイブリッド観測による地震地すべり発生メカニズムの解明

京都大学

sabo Vol.124 2018 Summer

平成30年度砂防学会通常総会・研究発表会
5月16日から17日にかけて、米子コンベンションセンター「BIG SHIP」にて行われた（公社）砂防学会主催砂
防学会通常総会ならびに研究発表会において、当センターからは下記14題を発表しました。
所属部

発表者

タイトル

角田 皓史

航空写真を用いたDSMの構築と再現計算への適用について
- 昭和34年富士川災害に関する適用事例 -

2

厚井 高志

火山噴火後に土石流を引き起こす降雨量の変化に関する考察

3

太田 紘樹

土砂流出が著しい地域におけるシミュレーションを用いた土砂挙動の推定

4

小林 拓也

土砂災害情報収集システムにおける発災推定用キーワードの検証

5

金井 啓通

立ち入り規制がかけられた火山地域におけるUAVの利活用

6

高橋 秀明

平成23年1月新燃岳噴火に伴う降灰の流出について

藤沢 康弘

火山噴出物の特性および降雨特性に着目した土石流発生形態に関する一考察

8

小野 秀史

降灰を想定した人工試料による降雨浸透実験（その2）

9

枦木 敏仁

高密度レーザー計測と有人機計測による土砂移動把握の比較と適用

10

池田 暁彦

梓川上流域（上高地）における降雨流量・土砂移動特性について

11

前寺 雅紀

緊急ハード対策工の構造と評価指標（案）に関する考察
- 既存資材の組合せや新工法による緊急ハード対策工の立案に向けて

12

鳴海 正寿

不透過型砂防堰堤の前庭保護工を利用したスクリーン型流木捕捉工の提案

山内 秀基

鋼製透過型砂防堰堤の流木捕捉性能における開口部幅の影響について

嶋

土石流による上載荷重変化に関する実験的研究

1

7

13
14

砂防部

総合防災部

砂防技術研究所

丈示

「土砂災害の実態

平成29年版」の発行

当センターでは昭和 59 年（1984 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
学等の研究機関に配布してまいりました。今年度も平成 29 年
1 月から 12 月までに発生した土砂災害をとりまとめた「平成 29
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。
本誌はバックナンバー（絶版の平成 5 年以前版および平成 11
年・16 年・21 年版を除く）も含めて無料で頒布しています。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 もしくは郵送
で注文下さい。送料着払い便でお送りいたします。
■ 問い合わせ・申込先 （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部
TEL：03-5276-3271

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

FAX：03-5276-3391

E-mail：webmaster@stc.or.jp
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CENTER NEWS
「平成30年度

砂防地すべり技術研究成果報告会」
のご案内

開催日時：平成30年11月6日（火）13：30〜17：00
会

場：砂防会館

プログラム（予定）

別館シェーンバッハ・サボー
（1階：淀・信濃）


※詳細・参加申込は後日ホームページに掲載予定です。

13:3 0

開会挨拶

13:3 5

来賓挨拶

13:4 0

発表１

14:1 0

発表2

1 4:4 0

発表3

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（宇都宮大学 農学部森林科学科）

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


Thomas

PARKNER（筑波大学 生命環境系）

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（防衛大学校 建設環境工学科）

15:1 0

休憩（15分）

15:2 5

発表4

1 5:5 5

発表5

1 6:2 5

発表6

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（京都大学大学院 農学研究科）

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（京都大学 防災研究所）

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（平成28年度助成対象）


牛山 素行（静岡大学防災総合センター）

16:5 5

閉会挨拶

17:3 0

終了

アスファルトも溶けそうな今夏の炎暑、皆様、お盆の帰

仏教では、四十九日の忌明けまでは極楽への途上、とさ

省はされたでしょうか。「お盆にはご先祖様の霊が、往 路

れます。今は悲しみはあまりに生々しく、ただもう時を巻

はキュウリの早馬を駆り、帰路はナスの牛に乗ってゆっく

き戻したい、あの時こうしていたら、あるいはああしてい

りとあちらへ戻られる」と幼い私に聞かせつつ、祖母は迎

なかったら、と想いが乱れるばかりであろう遺族の方々の

え火の支度をしていました。極楽に居ても我が家が恋しい

無念さは察するにあまりあり、お悔やみの言葉も見つけら

ものなのかと、薄暮に炎を映す祖母の横顔を見ながら、な

れません。そして続くこの酷暑は、慣れない避難生活にも、

にかもの寂しい気持ちがしたことを思い出します。

瓦礫の片付けをする現場にも容赦なく、気力も体力も根こ

い

き

かえ り

そぎ奪い取ろうとするかのような苛烈さです。せめて早い
平成最後の七夕前日から８日にかけて降りしきった雨
は、西日本の広範囲にわたって土砂崩れや浸水などの被害

秋の訪れを、せめて亡くなられた方の初盆を「我が家」と
呼べる場所でお迎えできますようにと、祈るばかりです。

を引き起こし、死者の数は 220 人を数え、避難生活を送

38

る方々は 4,200 人、そして現在もまだ行方不明の人々の

巻末で皆様にお便りさせ

捜索が続いています。その中には、お盆に帰省する子供た

て頂くようになって十年あ

ちを待ちわびる祖父母、地域の盆踊りや夏休みを楽しみに

まり、ここ数年は災害のお

待つ幼い子供たちと家族もいたことでしょう。その被害の

見舞いを申し上げることば

大規模さは、私達の安心感を足元から覆すに充分な衝撃で

かりが増えて、本当に胸が

した。

痛みます。

sabo Vol.124 2018 Summer

（J）

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/
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