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場　所 ： 雲仙岳 

（長崎県島原市北上木場町）
「雲仙岳災害記念碑」は、1991 年
6 月 3 日に発生した大火砕流によ
る 43 名の犠牲者を偲ぶとともに、
後世に災害の実情を伝えるための
自然災害伝承碑である。
火山砂防対策として初めて無人化
施工が実施されて以降、ここで開
発された無人化施工技術が火山噴
火対策や大規模土砂災害現場等で
広く活用されている。
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巻頭言

「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵」、社
会人になったら一度は聞く言葉でしょう。「才のある人、情
のある人」の集まりが地域を守り発展させる、すなわちそ
ういう素質を持った人を確保・育てることが組織の基本で
あり、社会に貢献する上で最も重要であるとされています。

砂防のシンクタンクを目指す砂防・地すべり技術セン
ター（以下、「STC」という。）でも同様と考えています。
2021年春に公表した中期ビジョン（骨子案）でも、「潜在
的能力を有する人」を確保・育成し、優れた「人材」にす
ることが、「STC強靱化」そのものであり、主な3本柱で
も第一としています（sabo Vol.129 2021 Winter掲載）。
「技術の伝承と移転」が「人材の育成」ととらえられが

ちになりますが、それは技術力向上の一部でしかありま
せん。ここでは、「才のある人、情のある人」に育つ・育
てることを「人材の育成」として、管理職員が力を合わ
せて取り組んでくれることを願って、基本的な考えや方
法について述べます。

（3つの要素と3者の条件）
「人材」を分解してみるとおおむね次の3要素からなる

と考えられます。
〇「鋭い洞察力」
〇「広い知識と高い専門能力」
〇「懐深い人格」

そして、人材を育成するためには、次の3者にも一定
の条件が必要となります。
〇本　人：育ちたいという意思
〇管理職： 育てることのできるアドバイザーとしての意

識と能力
〇管理者：育つための環境（制度）の整備

（取り組み方）
3要素とも芽は出せても、伸ばしていくことはそう容

易ではありません。そこで次のことくらいから少しずつ
でも進めることを提案します。

まず、管理職は、STCのあらゆる業務・活動を「人材の
育成」の機会としてとらえ、最優先課題として取り組む姿
勢で臨んでもらいたいと考えています。なお、最優先とは、
部内業務執行上のあらゆる場を活用することを意味します。

3要素のうち「鋭い洞察力」は、外部向け資料の作成、
例えば、プロポーザル資料作成を若手の論理的思考の訓
練の場としてとらえ、参加を促していくことが必要です。
また、資料作成時の弱部については、勉強会を開催し、
専門性の高度化を図ることが有効です。また、その実行
に際しては、「丁寧に問いかけ辛抱強く待つ」、決して

「答えを急がない」ことが大切と考えています。
「広い知識と高い専門能力」については、まず「広い

知識」を身につけるために外部研修や組織外への出向
等、異なった環境に入って発想の角度を広げることが必
要です。また、「高い専門能力」を身につけるには、専
門分野における組織的研修、業務実施上の議論、学会
誌への投稿等に取り組むことが有効と言えます。
「懐深い人格」は、最も難しい要素です。形成されて

いく人格は千種万様と言えます。まず、組織人として信
頼を得ることが入り口となりますが、その支えとなるの
は、「責任感を持った仕事」、「周囲への配慮」、「他者の言
うことを理解しようとする姿勢」です。その上で、個性を
尊重して穏やかに育つよう助言していくことが大切です。

そして、若手職員が「希望」を持ち続けられる環境を
確保し続け、その上で、何よりも上司自身が常に「懐深
い人格」を目指していることがポイントとなります。

さらに、人材の育成のためには、新技術の開発と業務
効率を上げることも必要です。特に、若手職員が日々の
業務の中で、「こうなれば楽で早くできるのに・・・」と
か、「これは二度手間じゃないか・・・」と思うようなこ
とを拾い上げ、貪欲に改善していき、そのことで生まれ
た時間を若手が「自分の楽しみ」、「自分の研鑽」、「自分
の担当業務の品質向上」に使ってほしいと願っています。

（発展、維持、化石化）
組織は、その行動によって次の3つの結果に分かれる

と考えています。
〇 現状の業務や社会の流れ等を常に冷静に分析して、リ

スクを把握しながら先を見越して活動をする →発展
（先頭を走る者）

〇 社会の流れに合わせて変化していく →維持（生き残る者）
〇 過去の成功体験を引きずり現状に満足して立ち止まる 

→化石化（取り残される者）
少子化と言われるようになってから、30年になります

（1992年生活白書）。今を生きる我々が貴重な人材を
しっかり確保し、伸ばしていくことが、まさに将来の生
き残りを懸けた課題といえます。

最後に再生を目指す企業の研修会に用いられている人
物の評価順位を紹介しておきましょう。
1番：何かに挑戦し、成功した者
2番：何かに挑戦し、失敗した者＊
3番：自らは挑戦しなかったが、挑戦した人の手助けをした者
4番：何もしなかった者
5番：何もせず批判だけしている者
＊2番の繰り返しと反省から1番になる

厳しい時代に生きた人達の味わい深い様々な格言が
残されています。気分をちょっと変えてみたいときにで
もネットで検索されることをおすすめします。

（一財）砂防・地すべり技術センター
理事長

　南
みなみ

 哲
の り  ゆ き

行

人材の育成
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1．はじめに
急傾斜地崩壊対策のための「斜面崩壊防止工事の設
計と事例」が（一社）全国治水砂防協会から発行され
たのは 1982 年ですから、今年で 40 年となります。同
技術指針については、その後、道路土工指針等との整
合を図った改訂版が 1988 年に出されました。さらに
1996 年には「新・斜面防止工事の設計と事例（増補改
訂版）」としてリニューアルされ、2007 年の改訂を経
て 2019 年に現行版へと改訂されました。技術指針と
しては、水管理・国土保全局長通達の河川・砂防技術
基準の下に位置付けられると共に、全国地すべり・が
け崩れ対策協議会による「平成 16 年待受け擁壁の衝
撃力設計計算事例」とも調和が図られてきました。
本稿でご紹介するのは、当研究室が国総研資料第
1163 号として発行した趣旨とその概要になります（以
下、本稿では研究所名を「国総研」と略します）。

2．趣旨
国総研では、急傾斜地崩壊防止施設の効率的・効果
的な設計基準の策定を目指して、急傾斜地崩壊防止施
設のひとつである擁壁の衝撃に対する安定性評価の手
法について検討を行ってきました。急傾斜地法の施行
から 50年、土砂災害防止法の施行から 20年が経過し、
また、気候変動に伴う豪雨の増加等、想定外力の変化
も見込まれる中、蓄積された各種の事例をまとめるこ
とで、施設の安定性の評価、解析手法の検討を実施し
ています。昨今はデータサイエンス、人工知能（AI）
へと過度に傾斜している時代です。しかし、こと急傾
斜地崩壊対策事業について言えば、データは極めて稀
薄ですから、データサイエンスを万能視して手放しで
依存していくことは出来ません。
例えば、施設設計に先立つ事前の調査は、規模が小
さく条件が厳しいことから、データには質・量とも制

約があります。全国の標準的な統計式で簡易設計する
ことも多いでしょう。また、事後の調査も、現象は十
人十色、毎年各地で発生するがけ崩れはそれぞれに特
殊性があり、発災直後には調査に入りづらい等、制約
があります。砂防関係では現地調査においては、二次
災害や再度災害防止のため、自然の斜面（及び渓流）
の調査が優先されます。多くの砂防関係施設は、豪雨
時に損傷もなく黙ってその機能を十分発揮しています
から、調査されることはほぼありません。逆に損傷し
た施設は短期間に除去されてしまいますから、やはり
調査困難です。結果として、解析手法の改善用の被災
施設データは極めて少ないのが実情です。そのため、
解析手法の改善には、わずかに得られた少数の事例と
（古典的な）解析的推論とを組み合わせることが必要
です。

3．概要
本国総研資料では、崩壊土砂の衝撃力が作用した際
の、急傾斜地崩壊対策用待受け式擁壁の安定性評価手

国土交通省 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

急傾斜地崩壊対策における
有限要素法を用いた
待受け式擁壁安定解析手法について

寄稿
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交流研究員

中
なか

谷
や

 洋
ひろ

明
あき

 
室長

 写真-1 　 急傾斜地で被災した待受け式擁壁 
国土技術政策総合研究所撮影（静岡県）
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寄稿

法の検討を行いました。崩壊土砂の衝撃力は、待受け
式擁壁の設計に当たって最もクリティカルな作用外力
です。2000 年〜 2001 年の土砂災害防止法の制定、関
連技術図書の策定の中で、特に（一財）砂防フロンティ
ア整備推進機構による基礎調査の手引きにおいて、告
示式に基づく警戒区域等設定のための崩壊土砂の流体
力算定方式から、警戒避難用や住宅規制用にレベル
2相当の力が示されました。他方で、レベル 2相当の
外力では、それまでに整備された急傾斜地崩壊対策用
の擁壁等で被災事例がないことから、設計用としては
過大ではないかとの討議がされました。そこで、暫定
的な経過措置として、告示式にあるレベル 2相当の力
に 1/2 を掛けた力を施設設計用のレベル 1相当の力と
することが容認されてきました。レベル 1相当の力を
得るために掛けるこの係数のことを、砂防分野でのみ
「衝撃力緩和係数（α）」と呼んできました。暫定措置
としても約 20 年経っていることから、そろそろ見直
すべき時期と言えます。
しかしながら、「趣旨」で述べましたように、解析手
法を根拠付けるような被災事例はごく少数であり、得
られたとしても例外的な発見です。こうした事象の場
合には、工学的には実験による裏付けへと進むのが常
道です。その観点から、旧・土木研究所では、大型実
験に基づいて、精力的に解明に取り組まれ、後一歩の
ところだったと当時の関係者からは伺いました。しか
し、旧・土木研究所砂防部も組織再編等となり、中心
的に活躍されていた故・仲野公章先輩が急逝される不
幸が重なるなど、まとめられずに今に至ります（大型
崩壊実験には、後述する歴史的な事情からの制約もあ
ります）。
こうした経緯を振り返った結果、本国総研資料では、
まずは、設計パラメータを既往文献から整理し、代表

的な特性を持つ現地での調査により、適用性を検討す
ることとしました。その上で、少数ではあっても品質
の確認出来る現地調査から、設計パラメータのそれぞ
れ個別のサンプリング信頼性、また、パラメータセッ
トとしての相互相関性、設計計算に与える影響度につ
いて分析しました。分析結果を踏まえ、顕著な過去の
待受け式擁壁損傷事例について、地盤変形を考慮した
標準的な有限要素法によって一定の再現性を持つこと
を確認する、という流れで検討を進めました。
待受け式擁壁の設計に当たっては、上記の「平成
16年待受け擁壁の衝撃力設計計算事例」が多く用いら
れています。本国総研資料は、このような技術図書を
適用するのが適切になる条件を明らかにしています。
これによって、十分な調査に基づけば、より安全で、
より経済的な設計が可能になる場合があることを示し
ました。

4． 衝撃力に関して待受け式擁壁の
設計に影響を与える主な要因※

� ※過去に取り組まれた調査研究の順に紹介します。

4-1．   地盤塑性変形により衝撃力が吸収される
こと

地盤の塑性変形を、ニューマーク法を組み込んだ有
限要素法により解析すると、転倒について安定性基準
が適用可能でした。具体的には、今回の検討でも、被
災して機能を喪失する目安の角度を下流のり勾配が鉛
直になる回転の 1〜 2割程度とすれば、モデルで再現
可能でした（図-1）。レベル 2相当の衝撃力を荷重とし
て作用させても、地盤の塑性変形により約 0.5 〜 0.7 程
度までは転倒の安定性基準以内に収まりました。この

変形図（F＝135kN）※500倍強調 天端水平変位の時間変化（F＝135kN）

 図-1 　 有限要素法を用いた地盤の塑性変形の計算結果（左）と変位量の推移（右）
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ことは、内田ら（2006）が明らか
にしたことを、改めて確認するこ
とが出来ました。

4-2．   荷重が二次元横断方向に
分布すること

河道内全断面で流下する土石流
と比べると、急傾斜地崩壊の土砂
は、規模が小さいため狭い幅で流
下します。移動は急速ではあるも
のの、流路に規制される flow では
ありません。構成材料が混合しつ
つ斜面上を滑動・崩落する一過性
の現象として、“avalanche” です
（Hungr ら、2013）。このことから、
擁壁等構造物に衝突する崩壊土砂
は、二次元横断方向に限られた範
囲で作用することが予想されまし
た。これまでの検討でも、2017 年
の九州北部豪雨等の事例調査に基
づいて、衝突する崩壊土砂の幅を
分析した結果からも、作用荷重は
標準的な擁壁スパン長 20mに対して最大でも約 8割に
収まっています（長谷川ら、2020）。
今回、事例を追加して検討したところ、一体として
機能する擁壁全体から見れば、レベル 2相当の荷重で
あっても、その 8割までは耐えると期待出来ることが
分かりました。

4-3．   崩壊土砂の流動化の度合いは粒度と水分
条件によること

現行方式では、崩壊土砂の流動化の度合いは、水路
実験に基づく土砂水理学（芦田・江頭ら、1984）の流
体抵抗係数 fb から与えています。これは土石流ないし
高濃度の掃流に相当することから、斜面崩壊において
は、上部から極めて多量の水が供給される場合に相当
します。
具体的には、告示式においては、上述の研究結果中、
粗度のある水路床の 0.15 〜 0.6 を援用しつつも、安全
側にその約 1/10 程度として 0.015 〜 0.06 の幅とし、さ
らにその内の抵抗の小さい fb=0.025 という設定になっ
ています。この fb がレベル 2相当の値として採用され
たことはそれなりに理解出来ますが、施設設計のため
のレベル 1相当の値として想定する流動性としては過
大です。そこで、流体抵抗係数 fb を 0.025 ではなく、0.06
として試算してみると、荷重は現行の約 4〜 8割とな
りました。

なお、現時点では、試行錯誤として、土質試料の粒
度を様々に調合しても、上記の土砂水理実験時の高い
流動性を持った土砂の状態を再現することは出来てい
ません。そのため、本国総研資料では既往検討を踏ま
え、流動性の判定のためとして、現地採取の土質試料
から概略流動化指標（Approximate�Mobility�Index）
を用いることを提案しました（図-2）。

5．設計法の選び方
本国総研資料では、大半の場合には、従来通り、レ
ベル 2相当の外力の半分をレベル 1相当の設計外力と
して与えることで支障がないことを示しています。他
方で、崩壊土砂の流動性が高まる場合には、設計外力
が過小で、不十分なおそれもあるため、安全性の照査
のため、有限要素法の活用が望ましいと考えられます。
例えば、高い流動性を想定するべき場合として、火山
周辺のテフラ地帯のような場合、また、開発によって集
水面積が拡大、浸透助長があるといった人為的な場合、
が様々にあるでしょう。これらは本来的には急傾斜地
崩壊危険区域内での土地の保全として行為規制される
べきものだと筆者は考えています。しかし、実態として
行為規制が不十分で、かつ、所有者又はこれの崩壊に
より被害を受けるおそれのある者が施行することが困
難又は不適当な場合には、人命を守るため、結果とし
て都道府県が対策措置を施行することになるでしょう。
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 図-2 　過去の土砂災害事例の AMI 換算値

概略流動化指標
（Approximate Mobility Index） AMI ＝  Wsat（飽和時含水比） 

wL（液性限界）

AMI の算出式
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なお、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例」でも示
されているように、待受け式擁壁は、崩壊災害は防止
しますが、崩壊は防止しないため、原位置対策がどう
しても実施不能な場合に、言わば最終手段として選定
することになっています。元々の急傾斜地法の趣旨は
斜面を崩壊させないことですので、そのことは改めて
強調しておきたいと思います。

6．おわりに
2021 年は、1971 年 11 月 11 日の川崎がけ崩れ実験事
故、即ち、「ローム台地における崖崩れに関する総合
研究」プロジェクトで実施された放水による降雨実験
での事故から 50 年の年でした。この実験では、累計
で推定最大 470mmの放水により 270m3 の土砂が流動
化し、15名の方が犠牲者になりました。国関係で 8名、
川崎市 1名、新聞社・テレビ局 4名、建設コンサルタ
ント 2名が犠牲となられたものです。1958 年の狩野川
台風時の崩れ残り土砂、或いは 1968 年の道路工事に
伴う捨土等、二次的なローム土が多量の水を含んで約
17m/sec の高速で崩落したとされています。斜面下部
から約 40mのところにあった防護柵は高さ 1m、直径
15cmの松や杉の丸太を 80cm間隔で 35 にわたって打
ち込んだものだったと記録されています。この防護柵
は流動化した崩壊土砂の前には全く歯が立ちませんで
した。筆者は、2019 年 8月に現場の責任者であった大
石道夫先生から直接襲い掛かる土砂があっという間に

ご自身を飲み込んだ様を伺う機会があり、流動化した
場合の土砂の破壊力を侮ってはいけないと強く実感さ
せられました。本稿で扱った待受け式擁壁の調査・設
計に当たる方々にも是非この実験事故のことを参考に
して頂きたいと思います（当時関わられていた井上公
夫さんが多くの研究や伝聞をまとめてweb上に載せて
おられます）。
待受け式擁壁は、構造物としては簡易小規模ですが、
人命に関わる災害防止施設であるため、安全側の設計・
計画とするのが基本です。同時に、静的解析に基づく
現行設計法のみでは、設計・照査、施設の改良・改築
等に対応出来なくなることが見込まれます。そのため
にも、まずは研究レベルではありますが、砂防分野で
も変形挙動を考慮した動的解析の設計法について、事
例的に取り組んだものです（図-3）。脱二酸化炭素、
使用コンクリート量削減に向けた大きな社会変動の
中、砂防構造物の動的解析の理解が深まることで、弾
性と靭性のある他の材料を用いた対策施設の普及の素
地にもなると期待されます。今後は、まずは待受け式
擁壁の改良に向け、これまでの各種研修での紹介に加
えて、本検討内容を活用頂けるよう取り組みを進めた
いと思います。具体的には、普及促進のため、（一財）
砂防・地すべり技術センターや全国地すべり・がけ崩
れ対策協議会の協力も得ながら、設計の計算結果を標
準的な事例に当てはめたものを早見表として作成に努
めていきたいと思っています。

参考文献
芦田 和男・江頭 進治・神矢 浩・佐々木 浩：斜面における
土塊の抵抗則と移動速度。京都大学防災研究所年報、28、
B-2：297-308、1985。
芦田 和男・江頭 進治・神矢 弘：斜面における土塊の滑
動・停止機構に関する研究。京都大学防災研究所年報、27、
B-2：331-340、1984。
長谷川 陽一・金澤 瑛・中谷 洋明・井上 沙久綾：待受け式擁
壁に作用する崩壊土砂の衝撃荷重の空間分布に関する検討。
第 10 回土砂災害に関するシンポジウム論文集 土木学会西部
支部、109-114、2020。
Oldrich Hungr, Serge Leroueil, Luciano Picarelli（2013） 
: The Varnes classification of landslide types, an 
update, Landslides （2014） 11:167–194
内田 太郎・小山内 信智：崩壊の恐れのある層厚分布を考慮
した待受け式擁壁の設計手法に関する検討。地すべり研究、
50：139-149、2006。
内田 太郎・曽我部 匡敏・寺田 秀樹・近藤 浩一・小山内 信智・
吉川 修一・亀田 信康：衝突時に崩壊土砂が構造物に作用す
る荷重に関する実験：構造物の変位が荷重に及ぼす影響。砂
防学会誌、59-1、3-12、2006。
内田 太郎・曽我部 匡敏・寺田 秀樹：がけ崩れの災害実態調
査要領と調査実例について。地すべり研究、2004。

（一財）砂防フロンティア整備推進機構：土砂災害防止に関
する基礎調査の手引き、2001。
山本 悟司・石川 芳治・三好 岩生・水原 邦夫：蒲原沢、針原
川、八幡平で発生した土石流の土質特性と流動性。砂防学会
誌、51、5、28-34、1999。

 図-3 　本検討を元にした設計法選択フローチャート（案）
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都道府県又はブロックで頑張っておられる企業
（主に建設コンサルタント等）における「社内技
術研修」において、当センターから講師を派遣
し、技術力向上のための支援をさせていただく
こととしました。本稿では、社内技術研修の支
援制度の概要と実施事例について報告します。

社内技術研修の支援制度について
令和3年度から、知事認可等で測量・設計・コ

ンサルタント等を営む企業様における「社内技術
研修」等において、当センターから専門の職員を
派遣することとしました。具体的には、全国的な
実施例を基に、①「河川砂防技術基準（案）」、「砂
防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」、「土
石流・流木対策設計技術指針」等の指針類の解説、
②当センターが発刊した「鋼製砂防構造物設計便
覧」等の便覧・手引き類の解説などを中心に、社
員の皆様の技術研鑽のお手伝いを始めることとい
たしました。なお、本制度では、研修を実施され
る企業様に以下の費用をご負担いただいています。
（1）講師謝金
（2）講師の旅費交通費・宿泊費

はじめに
当センターは、全国に広く砂防・地すべり関

係の技術を普及するため、以下の取り組みを進
めています。
（1）�砂防・地すべり関係技術（例えば、砂防計画、

鋼製砂防構造物、土砂・洪水氾濫シミュレー
ション等）に関する研究・開発、普及

（2）�砂防・地すべり関係の計画、設計等に関する
技術指導（主に建設コンサルタントを対象）

（3）�建設技術審査証明（砂防技術）の実施
（4）�各種研修講師、委員会委員としての職員派遣
（5）�マスメディアにおけるコメンテイター等とし

ての出演
（6）�便覧、手引き等の書籍の発刊（講習会の開

催を含む）
このうち、（4）の各種研修講師としての職員派遣、

委員会委員としての職員派遣については、これまで
は国土交通省や都道府県からのご依頼・ご推薦に
より、例えば「国道○○号保全委員会」、あるいは「○
○県測量設計業協会」研修会に、砂防・地すべり
に関する委員・講師等の派遣を実施してきました。
上記の取り組みに加え、令和 3 年度からは、

企業等における社内技術研修の
支援について

浦
うら

 真
まこと

（一財）砂防・地すべり技術センター
企画部長
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（3）当センターの諸経費
（4）消費税
また、近年のコロナ禍の状況の下では、WEB

開催にも対応することとしています。

令和3年度の支援事例
令和 3年度は、長野県内で建設コンサルタン

ト業を営む企業様から、社内の若手技術者の技
術力の確保及び向上を目的に、砂防に関する専
門的な知識の習得のための「社内技術研修」の
講師派遣依頼がありました。
これを受けて、本制度により当センターの職員を

派遣することとし、今回はコロナ禍のため対面講義
はできませんでしたが、WEB形式で実施できました。
研修の概要は以下のとおりです。

▲　▲　▲
1）日　時：�令和3年 6月19日（土）13：30〜15：00
2）�テーマ：「砂防基本計画策定指針の解説」
3）�講　師：砂防部　課長代理　五十嵐勇気

▲　▲　▲
研修実施企業様からは、①「社員からは多くの

気づきがあった。」と好評を得ることができた、②
毎年社内技術研修を開催予定であり、引き続き支
援をお願いしたい、とのご評価をいただきました。

おわりに
今回、紹介しました本支援業務にご関心を

持たれましたら、お気軽に当センター企画部�
（03-5276-3271　浦）までお問合せいただけれ
ば、対応させていただくよう努めてまいります。

WEBによる研修実施状況（（株）サン環境計画様ご提供 ）
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2021年 9月に、まず（1）「ネットロール土のう工
法」の紹介を掲載しました（図-1）。「ネットロール
土のう工法」の詳細については、これまでも「sabo」
で紹介してきており、本号のP.�18 〜 P.�21「共同
研究」にも掲載しておりますので、ご参照ください。
YouTubeでは、動画で紹介することができること
から、本工法と単体土のう積みの比較実験の状況
を動画でお示しし、本工法の効果を理解しやすくし
ています。是非一度、ご覧いただければと思います。
続いて、2021 年 10 月には、同月に発刊しま

した（2）「新編・鋼製砂防構造物設計便覧」の
発刊と改定のポイントを掲載しました（図-2）。
1985 年に初版を発行した鋼製砂防構造物便覧に
つきましては、前回の発刊から 12 年ぶりの大
改定であり、近年の鋼製砂防構造物等の被災事
例とその対応など、最近の知見を取り入れた内
容となっています。発刊前の約 1ヶ月間の予約
期間で、400 冊超のご予約をいただきました。
その後も順調にご注文をいただいております。

おわりに
今回新たに取り組みを始めた、YouTube を

はじめに
当センターは、本機関誌「sabo」やホームペー

ジ等により情報発信に努めておりますが、砂防
関係技術に特化した機関であることも影響して、
一般の皆様には、当センターの認知度はあまり
高くありません。しかしながら、動画で示した
方が分かりやすい情報やタイムリーな情報につ
いては、汎用で使われるツールであるYouTube
を用いて発信してみようということになり、
2021年 9月から当センターの公式YouTubeチャ
ンネルを開設することとしました。

公式YouTubeチャンネルについて
当センターの公式YouTube チャンネルのア

ドレスは次のとおりです。

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター 公式チャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=F_9AS0D7iaE

2021 年 10 月までに以下の 2件をアップして
います。
（1）「ネットロール土のう工法」の紹介
（2）�「新編・鋼製砂防構造物設計便覧」の発刊

と改定のポイント

公式YouTubeチャンネルの
開設について

浦
うら

 真
まこと

（一財）砂防・地すべり技術センター
企画部長
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活用した情報発信について紹介いたしました。
動画に合わせたナレーションは、ネットから無
料で入手できる合成音声ソフトを使用してみま
したが、やはりイントネーションなどが不自然

なところがあり、改善の余地があります。今後
も様々な情報発信ツールを用いて、当センター
の魅力をお伝えできるよう努めてまいります。

図-1　「ネットロール土のう工法」の紹介（比較実験映像） 図-2　「新編・鋼製砂防構造物設計便覧」の発刊と改定のポイント

■ 購入の問い合わせ・申込先
　（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部 砂防センター　HP：https://www.stc.or.jp/
　TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391　E-mail：shoseki@stc.or.jp

販売価格：1部　￥18,700（税込み・送料別）
※改定のポイントについては当センターのホームページよりご確認下さい。

「新編・鋼製砂防構造物設計便覧＜令和3年版＞」の発刊

当センターは、鋼製透過型砂防堰堤などの構造物について、長年研究・
開発を進めてきました。鋼製砂防構造物設計便覧は、これらの研究成
果を取りまとめ、昭和 60 年に初版を刊行し、以後 4 回にわたって改
定してきました。前回の改定から、12 年が経過し、その間の新たな知
見などを取り入れて、今回構成と内容を大幅に変更いたしました。名
称も「新編・鋼製砂防構造物設計便覧」と改め、2021 年 10 月より販
売を開始いたしました。本便覧により近年の大規模化する土砂災害に
対する認識を深めるとともに、鋼製砂防構造物の計画・設計の際の一
助となれば幸いです。

お求めをご希望される方は、下記ホームページの「書籍頒布」から申
し込み用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX にてご注
文をお願いいたします。
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1. はじめに
2021年7月3日午前に静岡県熱海市逢

あい

初
ぞめ

川で発生した
土石流は、住民によって撮影された映像が多数配信され
大きな衝撃を与えたが、実際に、死者・行方不明者
27名、損壊家屋128棟に及ぶ甚大な被害を生じた。
筆者は、8月12日と30日に現地に入る機会を得たので、
現地調査と公開された資料等から分かる災害の概要につ
いて報告したい。
なお、この災害に関しては崩壊発生源の大量の盛土が
問題とされ、土石流の発生メカニズム等について静岡県
が「逢初川土石流の発生原因調査検証委員会」を立ち上
げ、詳細な調査・検討を行っているので、本稿では主に
流下の状況を考察することとする。

2. 下流部への土砂流出の時系列整理
降雨の状況は、発災直前の7月3日10時までの最大
24時間雨量は260mmであり、盛土が形成されたと推察
される2011年以降最大であった（静岡県熱海雨量観測
所）。1時間雨量の最大値は3日9:00-10:00の24mmで、
それほど大きなものではなかったが、3日間降り続いた
約450mmの降雨の最後のピークとなっており、これが
トリガーになったものと考えられる。
本災害の大きな特徴として、土石流（泥流）が数次に
わたって流出してきたことが挙げられる。住民による目
撃情報等は表-1のようなものである。
メディアで繰り返し放映されたのは第2波で、赤い鉄

筋の建物の上部まで泥を跳ね上げて流下していった。流
速は10m/s程度と見積もられており、「流動性が高い」

という捉えられ方もされているが、3面張りの流路断面
から上に高さ3m程度、幅10m程度以上の明瞭な段波を
形成しており、その後下流部で第3波以降の流れが第2波
の堆積の上を新たな流れを形成して乗り越したり、押し
出したりしていることから考えると、泥水のようなもの
ではなく、高濃度の粘性泥流1）に近いものであった可能
性がある。
一方、第1波は谷出口付近で流路に近い木造の建物を

破壊した後に、大量の流木を表面に見せながらゆっくり
と停止している。第2波が赤い建物に到達する以前にす
ぐ横の橋梁床板上に流木のみが堆積しているのが見える
ので、第1波の一部は3面張り流路内を流れ橋梁部を閉
塞させたものと考えられるが、流路から大量に溢れるこ
とはなかったことから、第1波のボリュームは概ね谷出
口付近の平坦部で停止できる程度のものであったと推察
される。

3. 砂防堰堤から谷出口までの状況
図-1は土石流の流下範囲全体の地形変化を、侵食は寒

色で、堆積は暖色で示している2）。
崩壊地から約500m下流に静岡県の砂防堰堤が設置さ

れている。砂防堰堤は1999年に竣工した堤高10m、堤
長43m、計画貯砂量3,980m3の不透過型砂防堰堤であ
る。災害発生前は未満砂であり、崩壊発生時には上流か
ら流下した土石流を袖部上端まで異常堆砂させ、図-2の
ように約7,500m3の土砂を捕捉した。堰堤直下の水叩き
部の側壁も裏側は侵食されているものの概ね無傷で立っ
ていることから、堰堤袖部を越流した流れは細粒分が多

小
お

山
さ

内
ない

 信
のぶ

智
とも

政策研究大学院大学 教授
（（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所長）

時    刻 内    容 場    所 備    考

午前5時くらい 道路上を赤い泥水や石が流下、流路の中を石が流れる音

午前10時28分 消防への最初の通報「前の家が跡形もなく流された」 逢初川上流部（谷出口付近） （第1波と呼ぶ）

午前10時55分 動画に撮影された最大規模土石流 赤い建物付近 （第2波と呼ぶ）

午前11時15分 猛烈な勢いの土石流が住宅などを押し流す動画 東海道新幹線線路の北⻄部の住宅地 （第3波と呼ぶ）

午後0時10分 国道上に土砂が押し寄せる動画 国道135号付近

全体 流れ下る土石流を10回以上見たという証言もある

表-1　土石流現象の時系列（NHKニュース等から作成）

2021年7月
静岡県熱海市逢初川で発生した
土石流の流下状況に関する一考察
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い泥流型土石流であったものと推
測される。堰堤の堆砂面は細粒分
が表面を覆い、勾配はレベルに近
い状態で堆積している。また、堰
堤水通しに続く澪筋は流水で表面
の細粒分が流され、φ=10〜20cm
程度の礫が確認される。一方、右
上の楕円内は9月8日に撮影され
た、堰堤より15m程度上流側の堆
砂の表面土砂を0.6m程剥ぎ取っ
た写真であるが、捕捉された土砂
には大量の礫が含まれているよう
である。

図-3は砂防堰堤下流側の状況
である。元の渓流部分には多くの
礫が堆積している（3a）。一方で、
もう少し下流のやや狭さく部に
なっている部分（3b）では、河床
部付近には礫があまり堆積してお
らず、澪筋部分は侵食傾向であっ
た（すなわち、礫を堆積させた後
に元々渓床を構成していた礫を流
下させる流れが継続していた）。
ところが、渓岸斜面上に付着して
いるのは殆どが細粒分であり、下
流方向というよりも横断方向に、
侵食された澪筋に向かって流れ込
むように流下痕跡が見られる。こ
のことから、ある程度大きな礫を
流送した流れとは別に、下流側狭
さく部の影響で粘性の高い泥流が
一時的に滞留し、徐々に水面が低
下していった状況があった可能性
が示唆される（谷出口の上流側で
も同様の状況が見られる）。

図-1　地形差分図（静岡県逢初川土石流の発生原因調査検証委員会資料に加筆）

源頭部崩壊地
（55,500m3）

砂防堰堤（図-２）
（7,500m3）

谷出口

赤い建物

新幹線

R135

図-３

【地形差分図の作成方法】
①被災前に取得した点群データを地形データに変換
②被災後に取得した点群データを地形データに変換

①と②を比較し、地形の変位を抽出
青色系が①より低く算出されたもの
赤色系が①より高く算出されたもの

被災前の地形は、２０２０年１月に静岡県が航空レーザ計測したもの。
被災後の地形は、２０２１年７月５日～６日にかけてUAVレーザで計測したもの。

土砂流出

土砂堆積

3次元点群データによる地形差分図

図-2　砂防堰堤周辺の状況

9月8日　砂防堰堤上流の堆積土砂
（表面の細粒土砂を剥ぎ取った約0.6ｍの深さ）

（国土交通省富士砂防事務所提供）

異常堆砂した砂防堰堤の下流側 (8月12日）

泥流の通過痕跡
（h=4m程度）

護岸の裏は侵食されて
いるが、自立している

表面の細粒土砂の
下には石礫がある

8
月
12
日
時
点
の
堆
砂
敷
き
の
状
況

この
辺

図-3　砂防堰堤下流側の渓床・渓岸の状況

堰堤直下では
澪筋付近に石礫が堆積

（3a） （3b）

上流側で石礫が堆積した後は
澪筋は侵食されている

付着土砂の流下方向
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4. 源頭部崩壊地の状況
図-4は盛土を含む崩壊源頭部の

状況である。馬蹄形の崩壊地形が
2つ見られ、左岸側の方がやや大
きい。左岸側の崩壊からは褐色の
土砂が流出しており、右岸側から
の黒色の土砂がその上を通過した
状態の堆積が残っている。右岸側
の崩壊地内には明瞭な擦痕が見ら
れる2）ことから、右岸側の崩壊は
地すべり的な挙動であったと考え
られる。
崩壊土砂が残っている範囲の下
流側には一段下がってやや緩勾配
の窪みスペースがあるが、ここは
露岩しており土砂は殆ど残ってい
ない。さらにその下には滝壺のよ
うな落差が形成されており、そこ
から下流谷地形内の澪筋部分につながっている。
滝壺から砂防堰堤堆砂敷き上流端までの渓床部は侵食
されて露岩しており、側方斜面も3m程度の高さまで既
存植生が全て剥ぎ取られている。

図-5は1967年以降の崩壊源頭部付近の地形変化等を
示した写真および微地形表現図である2）。
1967年の写真から、谷頭の右岸側の端がこの時点で
渓流地形を呈しており、上流域に続いていることが分か
る。一方で、今回の左岸側崩壊部分も若干の谷地形をな
しており、少なくとも豪雨時には流水・地下水の供給が
あった場所だと考えられ、崩壊後、実際にその澪筋部分
にパイプフローの痕跡や湧水が見られる。
1994年の写真から、盛土以前の斜面は周辺斜面と同
様に樹林が繁茂しており、渓床も樹林で覆われていたこ
とが分かる。この時点では滝壺上流側の緩勾配窪みス
ペースは明瞭には見えないことから、ある程度土砂で埋
塞されていたものと考えられる。
2012年の写真の時点では、盛土によって渓流地形は
埋められてしまっているようである。現状では盛土の右
岸側端部には渓流は認められないが、崩壊後にも見られ
る湧水は元の澪筋付近から出ているようである。

5. 土砂流出に関する考察
上述の現在までに把握された実態から、土砂流出の性
状等に関して考察する。
10時28分の第1波は大量の流木を含み、谷出口付近で
一定の高さを保ちつつ概ね停止していること、および砂
防堰堤では大量の石礫が捕捉されており、捕捉しきれな
かった石礫の通過は堰堤水通し断面に収まる程度であっ
たと考えられる。第1波の流出ボリュームは、堰堤での
捕捉土砂量7,500m3に、谷出口の平坦部（5,000m2程度）

で2m程度の堆積があったと仮定し、さらに渓流内の若
干の滞留土砂分を加えると2万m3内外のオーダーであっ
たと推定しうる。なお、設計時の堰堤地点での移動可能
土砂量は2,800m3である。
10時55分の第2波は、赤い建物付近でのピーク流量が
Qp=10×3×10=300m3/s以上程度と見積もられる。満
砂状態であったと考えられる砂防堰堤を通過した泥流の
最大通過痕跡が右岸側袖上部4m程度であったことから、
偏流した泥流が右岸側を堤長の3分の1程度（14m）を
三角形状で一定の速度（10m/s程度）を保ったまま流下
した（渓床勾配は概ね11°程度で一定）と仮定すると
Qp=280m3/s程度となり調和的である。土石流対策指針
の考え方3）で逆算すると堰堤地点での総流出土砂量は
2万8千m3内外のオーダーと考えることができる。なお、
堰堤の計画流量はQs=4.73m3/sであり、約60倍程度の
ピーク流量が通過した可能性があることになる。それだ
け大きな流量があったにも拘わらず堰堤本体および袖部
がほぼ無傷であったのは、第2波通過時には堰堤が袖上
部まで満砂していたことと、第2波の材料の大半が比較
的細かい土砂であったことによると推察される。土石流
の土砂濃度については明確には分からないが、（土石流
対策指針では渓床勾配10°以上で最大Cd=0.54としてい
るものの）粘性泥流が観測される中国の蒋家溝において
は渓床勾配が3°程度の緩勾配箇所でもCd=0.8に相当す
るような高濃度の流れも記録されており4）、粒度構成に
よっては高い土砂濃度での流出の可能性も否定でき
ない。
第3波以降も映像が複数撮影されているが、第2波の

堆積土砂を乗り越えながら側方にも押し出すことで木造
家屋等を破壊しているようである。そのため、ピーク流
量や流出土砂量を個別に算出することは難しい。第3波

図-4　源頭部崩壊地の状況（静岡県ドローン映像に加筆）

左岸側崩壊
（明褐色の地山崩壊面）右岸側崩壊

崩壊土砂
堆積範囲

滝壺のような
渓流地形の始点

一段落ちた
緩勾配窪みスペース

（露岩）

上部褐色盛土

黒色盛土
（落ち残り）
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以降の発生原因は、崩壊源頭部の落ち残りブロックの再
崩壊によるもの、渓流内等の滞留土砂が継続する出水の
影響によって再流動すること等が考えられる。

6. おわりに
今回の土石流災害の被害が甚大なものになった要因
は、崩壊源頭部の不適切な盛土にあることは論を待たな
いが、一方で、連続雨量が400mmを越すような状況で
は大規模な崩壊が発生し得ることは意識しなければいけ
ないであろう。逢初川砂防堰堤の設計検討における移動
可能土砂量は2,800m3であるが、運搬可能土砂量は
38,900m3（R24=298.4mm）であり、今回発生した土砂
移動現象の規模に近いともいえる。土石流対策上は対象
土砂量として小さい方の値を採用することが一般的であ
る。しかし仮に、不安定土砂を大量に供給しうる崩壊が
想定されるのであれば、運搬可能土砂量の値を意識した

流域管理ということもあり得るのではないだろうか。
本稿の取りまとめに当たっては、静岡県砂防課より貴

重なデータの提供をいただいた。ここに深甚なる感謝の
意を表します。
なお、ここでの考察は現時点での限られた公開資料等

を用いて推察したものであり、今後詳細なデータが得ら
れれば解釈が変わる可能性があることはご理解いただき
たい。

＜参考文献＞
1）�高橋保：土砂流出現象と土砂災害対策、第4章、近未来社、2006
2）�静岡県：第1回逢初川土石流の発生原因調査検証委員会資料、
2021

3）�国土交通省国土技術政策総合研究所：砂防基本計画策定指針（土
石流・流木対策編）解説、p.25-28、国総研資料第904号、2016

4）�中国科学院水利部成都山地災害與環境研究所：中国泥石流、
p.329、2000

図-5　源頭部の地形改変の状況（静岡県逢初川土石流の発生原因調査検証委員会資料に加筆）

元の渓流の澪筋

1967年（S42） 1994年（H6）

2012年（H24） 2021年（R3）（崩壊後微地形表現図）
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1. はじめに
令和3年9月4日から6日にかけての長野県内における

大雨により、茅
ち

野
の

市下
げ

馬
ば

沢
さわ

川
がわ

において土砂・洪水氾濫が
発生しました。長野県の発表（10月11日時点）によれ
ば、茅野市内での被害は、人的被害無し、住家全壊4世
帯、床上・床下浸水45世帯となっています。当センター
では、下馬沢川において土砂・洪水氾濫による土砂堆積
状況や洪水痕跡と家屋被害について現地調査を実施しま
した（3名参加）。本調査は国土交通省国土技術政策総合
研究所土砂災害研究部砂防研究室とともに、9月15日か
ら16日にかけて実施したものです。本稿では、その調査
概要について報告します。

2. 流域概要
下馬沢川は、茅野市の西端に位置し、諏訪湖に南
東から流れ込む宮川の左支川であり、赤石山脈の北
端にあたる河川［流域面積約2.2km2、流路延長約
2.8km（国土地理院地図上で計測）］である。下馬
沢川は源頭部から宮川合流点までの約3kmにわたっ
て、北から北北東方向に直線的に流れており、標高

差は約600m［宮川合流点：768m、源頭部：1,378m（国
土地理院地図上で計測）］である。谷出口から下流は小
規模な扇状地を呈しており、宮川合流点から約1.5kmに
わたって渓流保全工が整備されている。
地質は、角礫〜亜角礫が主体の守谷層―高部礫岩部層

と塩嶺火山岩類（第四紀更新世の安山岩溶岩や火砕岩）
が流域の多くを占めている。
下馬沢川近傍の杖

つえ

突
つき

峠
とうげ

雨量観測所（所管：長野県）で
の9月4日0時から6日24時にかけての雨量は、最大時間
雨量で63mm、累加雨量で214mmであった（図-3参
照）。なお、少し離れた諏訪雨量観測所（所管：気象庁）
では、最大時間雨量で11.5mm、累加雨量で53mmであ

宮
みや

瀬
せ

 将
まさ

之
ゆき

（一財）砂防・地すべり技術センター 総合防災部 調査役

図-1　下馬沢川位置図
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長野県茅野市下馬沢川流域において
実施した現地調査報告
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り、降雨の局地性がうかがわれる。長野地方気象台発表
の「令和3年9月4日から6日の大雨に関する長野県気象
速報（令和3年9月13日）」に掲載されたレーダーアメダ
スによる雨域の移動によると、9月5日15時ごろから
21時ごろにかけて、諏訪湖南岸の山地部に時間雨量
50mm程度の強雨域が停滞していたことがうかがえる
（図-4参照）。

3. 調査内容
本調査では、土砂流下・堆積状況、家屋の被害状況、

堆積土砂の粒径調査を実施した。ただし、災害発生から
10日程度経過しており、河道内の堆積土砂の掘削、住家
周辺や道路における堆積土砂の撤去等の復旧作業が急
ピッチで進められ、災害発生直後の状況とは様相が異
なっていたことにご理解をいただきたい。

下馬沢川付近

図-4　 気象庁レーダーアメダス解析雨量（9月5日19時30分までの1時間降水量）に加筆
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図-5　土砂・洪水氾濫の状況
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3.1　土砂の流下・堆積状況
既に下馬沢川の渓流保全工区間では河道内堆積物（土
砂や流木）の撤去が進められており、ほぼ災害発生前と
同程度の河積が確保されていた。
氾濫開始点は、宮川合流点から約800m上流の渓流保
全工区間と考えられ、右岸部の除石されていない氾濫
原には、30cm 〜 1m程度の大きさの礫が堆積している
（写真-1）。
宮川合流点から約500m上流付近では渓流保全工天端
から1m程度の高さまで土砂が堆積していたと推定され
る（写真-2）。右岸部は、調査時点では土砂が撤去され
ていたため堆積状況は確認できなかったが、周囲の状況
から左岸と同様に耕作地に最大1m程度の高さで土砂が
堆積したものと推察される。
上流で渓流保全工から溢れた氾濫流が、左岸側を並走
する道路を流下したことにより、アスファルト舗装が破
損するほか、流水により侵食されていた。これにより左
岸側の家屋に被害が生じているのが見られた（写真-3）。
同行の国総研職員からの情報によると、下馬沢川を横
断する県道の橋梁部は、災害発生時には土砂と流木等に
より埋塞していたとのことであった。調査時点では既に
撤去されていたため、大きくても直径10cm程度の礫が

堆積している状況であった（写真-4）。
県道より下流の左岸では、洪水が氾濫した痕跡は認め

られたが、土砂堆積の顕著な痕跡は確認できなかった。
氾濫流は右岸に広く氾濫している。県道の橋梁から
400m程度東側に位置する店舗の駐車場では、泥水の流
下に伴い到達した細粒成分を主体とする土砂が10cm程
度堆積していた（写真-5）。

写真-5　駐車場での堆積状況

写真-4　県道付近の河道内の状況（を上流から望む）写真-3　氾濫流が通過した後の道路の破損状況

道路

写真-1　氾濫開始点付近の状況 写真-2　土砂堆積の痕跡（500m付近）

約1m
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3.2　家屋の被害状況調査
氾濫開始点直下の右岸側の家屋と事業所は、
土砂や流木により埋塞している状況であった。
流路の内湾側であったため石礫の直撃は免れ、
家屋の倒壊や流失には至っていない（写真-6）。
そこから約300m下流の左岸の家屋は、氾濫
した石礫や流木により被害を受けている。倒壊
には至っていないが、壁が破損し、土砂等が建
物内部に堆積していた（写真-7）。
その家屋から約150m下流の右岸の家屋は、
敷地内に洪水の痕跡は確認できるが、石礫の直
撃による被害は確認できなかった（写真-8）。
右岸に広く氾濫した泥水により床上・床下浸
水被害が多数生じており、細粒土砂が流下・堆
積した痕跡が確認できた。

3.3　堆積土砂の粒径調査
粒径調査は、氾濫した堆積物を対象に上
流・中流・下流の3箇所で実施した（図-5参
照）。調査手法としては、容積サンプリング法
を用いた。採取した土砂より、土の粒度試験
（JISA1204）を実施した。
通過質量百分率の粒径加積曲線は、概ね上
流が粗く、下流に行くに従って細粒分が卓越す
る傾向を示した（図-6参照）。

4. おわりに
本報告では、土砂・洪水氾濫の発生状況・
被害状況について調査結果を速報的に示しまし
た。土砂の生産・流出を含めた土砂・洪水氾濫
の全体像については、別途、砂防学会誌上で災
害報告がなされる予定であり、そちらを合わせ
て参照して下さい。
当地域では家屋被害は甚大であったが、人的
被害は生じていませんでした。被災地の一日も
早い復興を心より祈念いたします。また、調査
を共にした国土交通省国土技術政策総合研究所
土砂災害研究部砂防研究室に感謝を申し上げ
ます。

参考資料
・�長野県HP：人的被害・住家被害等の状況について（令
和3年10月11日）
・�長野地方気象台：令和3年9月4日から6日の大雨に関
する長野県気象速報（令和3年9月13日）

写真-6　氾濫開始点付近の家屋の土砂による埋塞状況

写真-7　左岸部の家屋の被害状況

写真-8　右岸部の家屋の洪水痕跡
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1．はじめに
近年、土砂災害の頻発化が著しく、土砂災害から早期

復旧を図るために、応急対策工法を充実させることが課
題といえます。

そこで当センターでは、応急対策工法の技術開発を進
めておりますが、ここでは、前報※1で紹介したワイヤー
ネットを用いた土砂災害応急対策工法のうち、ネット
ロール土のう工法について、衝突実験の概要と応急対策
工の施工事例をご報告します。

応急対策における施工期間の長さに応じて、ステップ
1（発災後1週間程度）、ステップ2（発災後2週間から
1 ヶ月程度）、ステップ3（発災後2ヶ月程度）に分類※2

した場合、本工法は、ステップ1及びステップ2を想定
した工法に該当します。

ステップ1、2の概要を以下に再掲します。
ステップ1
▶工　期：発災後1週間程度
▶規　模：発災後1週間程度で可能な規模
▶想定する性能：

① 土のう積等による水路の確保により、地盤がむき出
しになっている場所からの土砂を含む流水の宅地等
への流入の防止

② 小規模な雨による拡大崩壊を発生源とする崩壊・土
石流の流出防止

ステップ2
▶工　期：発災後2週間から1ヶ月程度
▶規　模： 3m程度の高さの擁壁体またはネット構造に

より捕捉可能な土砂量
▶想定する性能：

① 1/1確率規模程度の雨による土砂を含む流水の流出
に対して安定（渓流部のみ）

② 施設天端まで堆積した土圧に対して安定

2．ネットロール土のう工法の土砂衝突実験
ステップ1及びステップ2で想定される性能として、

1/1確率規模程度の降雨に伴って流出する土砂流に対す
る安定が挙げられており、ネットロール土のう工法につ

いて、これらの外力に対する抵抗性能を検証するため、
図-1に示すような土砂衝突実験を実施しました。表-1
に実験条件を示します。

実験は、1/1確率規模程度の降雨に伴って流出する土
砂流をモデル化して、図-2に示す直高20m、勾配40度
の斜面に45m3の土砂を流下させ、斜面下端で流速が約
10m/sとなる土砂流を試験体に衝突させました。その
時の計算上の流体力Fは、約30kN/mとなる想定です。

試験体は、図-3に示すように、土のうを3段積上げて
堤体構造としたものですが、単体の土のうを積上げたも
のとネットロール土のう工法の2タイプについて実施し、
変形状況を比較しました。

単体土のう積は、外力に対して土のう単体でしか抵抗
できませんが、ネットロール土のうでは、ネットによっ
て個々の土のうが一体化されることから、マスとして抵
抗することが可能となります。その結果、衝突実験によ
る土のう堤体の変状を比較すると、単体土のう積では最
大12m程度移動したのに対し、ネットロール土のう工

共同研究

ワイヤーネットを用いた多様な土砂災害
応急対策工の開発に関する研究（その2）

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所

浦
う ら

 真
まこと

技術部長
井
い の

上
う え

 隆
りゅう

太
た

主任研究員

※1　「ワイヤーネットを用いた多様な土砂災害応急対策工の開発に関する研究」（sabo Vol.130 2021 Summer）
※2　「近年の土砂災害に関する応急対策工の導入実績と今後の技術開発の方向性」（sabo Vol.127 2020 Winter）

図-1　土砂衝突実験モデル図

3m

20m

θ=40°

供給土砂量
V=45m3

堤体モデル 土砂流モデル

v=1
0m
/s

表-1　衝突実験条件

項目 実験条件

試験場 東亜グラウト工業（株）
新潟県魚沼実験場

斜面高さ H=20m
斜面勾配 θ=40°

供給土砂量 V=45m3

作用荷重(計測値) σ=250 ～ 450kN/m2

試験体 土のう3段積9列：約80 ～ 90t
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は、変状が生じた時に外力が作用していない部分も抵抗
に寄与することで、より大きな抵抗力を発揮しているこ
とが確認できました。

以上のように、大型土のう積工法で課題となっ
ていた、流れの横断方向に設置する堤体として抵
抗性が低いという問題に対して、ステップ2で想
定している1/1確率規模程度の降雨に伴って流出
する土砂流が作用した場合でも、個々の土のうが
集合体として抵抗できることが、確認されました。

3．応急対策での施工事例
次に、応急対策工としてネットロール土のう工

法を施工した事例についてご紹介します。

3．1　工事概要
静岡県熱海市伊

い

豆
ず

山
さん

逢
あい

初
ぞめ

川
がわ

で令和3年7月3日に
発生した土石流災害に対し、直轄砂防災害関連緊
急事業による対策工事が実施されており、その中で

法では、最大3m程度の移動で収まりました。特に、単
体土のう積では、外力によって土のうが転がり始めると、
抵抗力を喪失してしまいますが、ネットロール土のうで

図-2　土砂衝突実験状況

斜面直高 20m

供給土砂量 V=45m3

斜面勾配
40度

試験体：土のう3段積
(ネットロール土のう) 

図-3　試験体の比較（左：単体土のう積、右：ネットロール土のう工法）

鋼製ネットで被覆し
堤体構造を一体化

個々の土のうを
積層しただけ

図-4　土砂衝突実験結果の比較（左：単体土のう積、右：ネットロール土のう工法）

最大3m程度移動最大12m程度移動

10mライン
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既設堰堤の除石と並行して、最初の応急対策工としてネッ
トロール土のう工法による仮設堰堤が施工されました。

当該渓流は、図-5に渓流状況を示すとおり、渓流沿い
の道路は流出土砂が堆積し、工事車両の進入ができない
状態でした。資機材の搬入が困難な状況であったことか
ら、早期対応が可能となるネットロール土のう工法によ
る仮設堰堤が設置される計画となりました。

構造概要図を図-6に示します。
施設規模は以下のとおりです。

堤長：22m
堤高：河道部−土のう5段積（0.8m×5 = 4.0m）

袖　部−土のう3段積（0.8m×3 = 2.4m）
土のう数量合計：大型土のう180袋

3．2　施工状況
施工手順は、次のとおりとなります。

①土のう袋に土砂を詰める（5袋/1時間）
②底面に3m幅ネットを敷設（50m/1時間）
③土のうを積上げる（10 ～ 15袋/1時間）
④土のう積堤体をネットで被覆

施工状況を、写真-1〜写真-8に示します。
土のうに利用する土砂として現地発生土を利用する場

合、土のうの作成は土砂発生現場で行い、作成した土の
うを仮設堰堤施工場所まで運搬して、積上げ作業を行う
ことになります。当該箇所のような災害現場では、施工
ヤードが十分に確保できないケースもありますが、それ
ぞれの作業を別な場所で行うことで、狭隘な箇所におい
ても作業に支障をきたすことはありませんでした。

本工事で計画された仮設堰堤は、進入路を横断するよう
に配置されたため、進入路を利用する際に積上げ作業が中
断することがあったものの、工期としては10日間、実日数
として4日程度と、想定どおりの施工日数で完成しました。

4．おわりに
応急対策では、発災から短期間での資材確保や短期施

工が重要となりますが、対象となる地域や時期によって、
資材の流通状況等が変化することから、想定どおりに短
期間での応急対策に活用できないことも考えられます。

そのため、ここで紹介した工法のように、比較的入手
しやすく短期間で施工可能な工法を、幅広く用意するこ
とが災害後の応急対策の充実につながると考えます。

当センターでは、土砂災害からの早期復旧に少しでも
寄与できるよう、今後も引き続き、応急対策工法の開発
を継続していきたいと考えております。図-5　仮設堰堤計画地点上流の状況

図-6　構造概要図（上：正面、下：断面）

正面

断面
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写真-1　堤底部のネット設置

写真提供／東亜グラウト工業（株）

写真-2　堤底部に暗渠管を設置

写真提供／東亜グラウト工業（株）

写真-3　堤底部の土のう設置

写真提供／東亜グラウト工業（株）

写真-5　土のう設置状況

写真提供／東亜グラウト工業（株）

写真-7　完成（左岸側は乗越え坂路で埋没している）

写真提供／東亜グラウト工業（株）

写真-4　2段目のネット設置

写真提供／東亜グラウト工業（株）

写真-6　土のう設置状況

写真提供／東亜グラウト工業（株）

写真-8　完成

写真提供／東亜グラウト工業（株）
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令和3年7月2日（金）午後1時10分より、（一財）砂防・地すべり技術センター大会議室に
おいて「令和2年度砂防地すべり技術研究成果報告会」が開催されました。本報告会は、当セ
ンターの公益事業の一環である研究開発助成による研究の成果を報告していただくものです。
本年度は、昨今の情勢を踏まえ、参加者をセンター職員と研究関係者のみとし、発表者は
会場参加せずにWeb上での発表となりました。今回の報告会では砂防地すべりに関する7つ
のテーマについてそれぞれの研究者に発表していただきました。

（一財）砂防・地すべり技術センター

令和2年度
砂防地すべり技術研究成果報告会

地区防災計画は、地区割や計画内容が住民主体で作
成・提案され、市町村の地域防災計画に組み込まれる制
度であり、各地区毎に「地区防災計画作成マニュアル」
を規定し、住民に示す市町村も増えてきた。しかし、土
砂災害の場合は局地的な条件でリスクが左右されるため、
画一的な策定マニュアルで対応できるのか疑問が残る。

そこで本研究では、「地区防災計画作成マニュアル」
の内容及びその運用を比較・研究し、土砂災害に備えた
実効性のあるマニュアルのあり方を研究した。

まず、全国各地で策定された地区防災計画を概観し、
その実態と表現から示唆される住民の戸惑いを整理し
た。次に、策定マニュアルをインターネットで入手でき、
かつ丘陵地や山地を有する地勢条件の中から選んだ12の
市町村について、その策定マニュアルを分析し、求めら
れる策定マニュアルのあり方を検討した。検討のポイン
トは、土砂災害警戒情報や警戒区域・特別警戒区域に
関するマニュアルの指示の妥当性からの視点と地区防災
計画制度の特徴である①地域コミュニティ主体のボトム
アップ型の計画、②地区の特性に応じた計画、③継続的
に地域防災力を向上させる計画、の3点を形骸化させて
いないかという視点である。

策定マニュアルの分析の結果、「地区の範囲や大きさの
決め方」について住民に委ねられていることを多くのマ
ニュアルが記し、前述①を尊重する現実的な記載となっ
ていた。また、自然特性、社会特性、町防災マップ等の
計画への記載を促すマニュアルがみられ、前述②が重視
された記載となっていた。前述③については、地区防災
計画は一度作成したら終わりではなく、計画の見直しの必
要性を説く記載がいずれの市町村のマニュアルにもみられ
た。しかし、その一方で、土砂災害警戒区域に関する策
定マニュアルの扱いについて言及するマニュアルは、1市
町のみであった。次に、土砂災害警戒区域や土砂災害警
戒情報に関するアドバイスのあり方という視点から解析を
進めた。その結果、画一的な策定マニュアルやそのトップ
ダウン的な運用では対応が難しいことが明らかとなった。

策定をめざす住民にとって必要なことは、自らの地区
の自然特性・社会特性の的確な認識とこれらに基づく地
区防災計画の実際の多様な選択肢の確保である。本研
究では、全国の様々な特性を持つ地区での地区防災計画
の策定事例集が、市町村が作成すべき策定マニュアルと
して、最もニーズに応えたものであり、実効性の高いも
のであるという結論を得た。

土砂災害に備える地区防災計画の
作成マニュアルのあり方を比較研究から探る 田中隆文　たなか たかふみ

名古屋大学 生命農学研究科

発表
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は、富士山においてスラッシュ雪崩を契機として、
初冬や融雪期に発生する土砂流出現象であり、気候変
動による気温等の上昇を誘因として発生し、集落まで被
害が及ぶ可能性がある。

本研究では、CA（セルラ・オートマトン）/MA（マ
ルチ・エージェント）法を用いた数値シミュレーション
により、雪代の到達範囲、土砂と水の区分と流出量を試
算する数値解析手法の開発を行った。

富士山の地質は、玄武岩溶岩と多孔質なスコリアが互
層であり、スコリアに浸透した雨水が初冬から晩春に凍
結して難透水層となり、雨水がこの難透水層とその上部
の融解地盤の境界をすべり面として、スラッシュ雪崩が
発生すると考えられる。一方、初冬と晩春では積雪量が
異なるため、流出する水量の規模は異なり、同標高にお
いても初冬と融雪期における巨礫やスコリア等の混合比
率は異なる等、土砂流出形態は異なる。このように雪代
は、素因や誘因が複雑に関連し、広範囲で複数発生して
流下することから、現象の全体像を概ね再現し、モデル
やパラメータの変更が容易であるCA/MAシミュレー
ションによる検討を行った。

モデルは土砂と水を「エージェント」とし、土砂エージェントと
水エージェントの挙動やそれぞれのエージェントの隣接セルへ
の移動方法を平成19年3月に発生した春型の雪代災害を教
師データとして「ローカル・ルール」を規定し、解析を行った。
モデルは、富士山南東斜面（東西14,000m、南北12,000m）
を20m×20mのセルで分割（合計420,000個）し、土砂エー
ジェントを標高2,450〜3,350mで一律1.0m層厚とした。水エー
ジェントの初期供給条件は、降水と融雪量3ケース（50mm、
100mm、200mm）及びスコリア層内での初期最小流動勾配
4ケース（32.5°、30.0°、27.5°、25.0°）とし、計12ケースとした。

その結果、土砂エージェントは標高の低い箇所に移動
し、実際に観測された土砂堆積箇所と同様な経路を示す
等、土砂流動推定を示すことが確認された。しかしながら、
水エージェントの総供給量を増加させても、土砂エージェ
ントの移動距離は大きく変化せず、流動距離の相違には
初期最小流動勾配が寄与することがわかった。これは、
土砂の初期設定表層厚を一律にしたためと考えられる。

今後の課題としては、土砂の表層厚を変化させる等の
パラメータ設定や組み合わせを再検討することであり、
実用化に向けての検討が必要である。

富士山で発生する雪代による
土砂流出の数値解析手法に関する研究 後藤　聡　ごとう さとし

山梨大学 土木環境工学系

発表
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大規模土石流を受ける鋼製透過型砂防堰堤の
安全性照査法に関する研究 堀口俊行　ほりぐち としゆき

防衛大学 建設環境工学科

発表

22

近年、極端な異常気象が増加する傾向が高まっており、
大規模な土石流の発生による鋼製透過型砂防堰堤（以
後、「鋼製堰堤」と称す）の破壊または一部が損傷する
事例が生じている。そのため、鋼製堰堤に作用する大規
模土石流への対策を講じる必要があり、その安全性照査
法の検討が望まれている。最近では、鋼製堰堤に衝突す
る際に作用する土石流荷重の評価について、被災調査の
蓄積や実験での試行錯誤を通して作用力の推定が検討さ
れているが、土石流の外力（作用力）を正確に推定する
ことは困難であるため、シミュレーション技術における
荷重評価法を提案し、その再現性を進めつつ、構造物の
安全性照査を検討することが必要であると考えられる。

そこで本研究では、石礫型土石流を受ける鋼製堰堤の
荷重評価方法を検討するとともに、大規模土石流に対す
る鋼製堰堤の安全性照査法を開発することを目的とした。

まず、水路実験により石礫型土石流を受ける鋼製堰堤
の土石流荷重を測定した。次に、個別要素法を用いて実
験で測定した土石流荷重の再現解析を行い、解析の妥
当性を検証した。最後に、実スケールの大規模土石流に
より被災した鋼製堰堤の再現解析を行うとともに、継手

部を強化した安全性照査法を開発した。
これらの研究より以下のことが明らかとなった。①実

験スケールと実規模スケールにおける荷重を評価するこ
とができた。一方で、解析におけるパラメータ設定は、
被災事例や実験データの蓄積が必要である。②設計に
おける作用荷重を評価していくには、許容応力度設計に
おいては弾性評価で問題ないが、性能照査型や限界状
態まで評価する上では、破壊形態について検討する必要
がある。③構造設計においては、耐荷性能と作用外力に
ついての関係が構造物を設計するにはかなり重要であ
る。しかし、現行法では構造安定性と土石流の作用力で
評価し、個々の部材での抵抗力で評価を行っている。④
大規模土石流の荷重評価については解析的な検討を進
めていくしかないと考えられる。

今後、最適な構造物の設計を進めるには、作用外力と
耐荷性能評価について検討していく必要がある。今後の課
題として、レベルIとレベルII荷重の区分、特に発生確率に
ついて検討する必要がある。一方で、現在の設計レベルに
おいても過大な安全率で行っているため、要求性能の観点
から既存の構造物を評価する必要があると考えられる。
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大規模な地震が発生すると、広範囲に渡って多数の斜
面崩壊が発生する。また、崩壊が発生しなかった斜面で
も、地震時の強振動により地盤の強度が低下し、しばら
く崩壊しやすい状態になることがある。そのため、地震後
に崩壊の危機が高い斜面を迅速に抽出する必要がある。

そこで、本研究では大規模地震によって生じる線状凹
地を利用した大規模地震後の崩壊危険斜面の抽出方法
の研究を行った。

解析対象は、阿蘇山カルデラ壁に位置する立野地区内
の海抜181mから853mの6km2の範囲である。この範囲
には、2016年4月16日に発生した熊本地震（Mw7.0）の
震源断層である布

ふ

田
た

川
がわ

断層が通る。
本研究では、まず地震で発生した線状凹地の空間密

度を表す指標（DCI: Dense Crack Index）を地表粗度
を用いて設定した。次に、地形及び地震に関する条件づ
け因子と地震後の崩壊の発生との関連を点双列相関係
数を用いて検証し、モデルに組み込む因子を選定した。
統計モデルには、WoE法とロジスティック回帰を選択し
た。最後に、DCIを使用した場合と使用しない場合の崩
壊危険度評価の結果を比較し、DCIを条件づけ因子に組
み入れることによるモデルの精度の違いを検討した。

検討の結果、地震後の崩壊の発生と最も正の相関が高
かった因子は、断層からの距離であったことが分かった。
DCIについては、値が0.4以上のクラスでは、地震後の崩壊
の発生に関して強い正の相関があった。一方でDCI値が0.2
以下では地震後の崩壊の発生と強い負の相関があった。

次に統計モデルによる精度検証を行った。検証は、ロ
ジスティック回帰分析にて、すべての因子で有意確率p
値が0.05を超えなかったデータセットとすべてのデータ
セットを対象に行った。

その結果、前者ではDCIを含んだWoE法によるモデルで
18％、ロジスティック回帰分析では27％危険度が増加した。
一方で、後者では、WoE法及びロジスティック回帰分析とも
に、DCIを含んだモデルの精度は、含まないモデルに比べ
若干上昇したのみであった。これは、地震動による崩壊発
生の影響が多大であるために、DCIの斜面崩壊への関与が
相対的に低く評価されるところに起因すると考えられる。

今後DCIを改良するためには、DCIを求めるためのDEM
に関する不確実性を考慮しつつ、値を求める上での設定に
ついて、幅広いフィールドデータの収集と分析を進めて改善
していく必要がある。また、各因子がどのように崩壊に関す
る条件を持っているのか知ることが重要である。

大規模地震後の崩壊危険斜面の抽出方法 笠井美青　かさい みお
北海道大学 農学研究院

発表
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大規模出水時の山地河川においては、急激な流量の変
化が発生していると考えられる。しかし、現在実施されて
いる10分間隔等による流量観測では、ピーク流量や総流量
の過小評価が起こっている可能性があり、精度の向上が図
られない状況である。

そこで本研究では、豪雨時の山地河川において高時間
分解能の観測を行い、計測インターバルの違いによる誤差
とその評価、またそれが土砂移動現象に及ぼす影響を数
値シミュレーションにより検討することを目的とした。

流量の観測は、試験地の中流に設置された量水堰Cと
下流に設置された量水堰C0において観測した。測定間隔
は通常時は5分インターバル、大規模降雨イベント時には
10秒インターバルとした。誤差の検証では読み取りタイミ
ングによる誤差及び流量の真値との誤差の2種類について
解析を行った。読み取りタイミングによる流量の誤差は、
C0はハイドログラフの傾きがより大きい時、またインターバ
ルがより長い時に誤差が大きくなった。Cは流量に比例し
て誤差が大きくなる傾向があり、C0と比較して大きな誤差
がみられた。読み取りタイミングによるピーク流量の誤差は、

C0のインターバルを1分まで短くすることでほぼゼロとなっ
た。一方で、Cはインターバルを1分まで短くしても無視で
きない誤差が残った。読み取りタイミングによる総流量の
誤差は、C0は1分インターバルまで短くすることでほぼゼロ
となり、Cでも同様に無視できるほど小さい値となった。流
量の真値との誤差では、読み取りタイミングによる流量の
誤差と同様の傾向がみられたが、誤差の値は比較的小さく
なった。さらに、これらの観測誤差が流出土砂量に及ぼす
影響について検討したところ、C0ではほとんど影響が現れ
なかったが、ピーク付近の流量誤差が大きいCにおいては
流出土砂量にも大きな誤差が生じる結果となった。

C0とCの誤差に違いが生じたのは、Cが簡易的な箱形三
角堰であり、大出水時に水面の振動が発生していたことが
原因と考えられる。このような水位の安定しない堰では、
インターバルを短くしても実現象との誤差を回避することは
困難で、災害に直結する流出土砂量にも無視できない影響
を与える可能性が示された。

今後も引き続き大規模出水イベント時における観測を行
い、知見を蓄積する必要がある。

豪雨時の山地河川流出ピークの
実態解明と土石流発生予測の高度化 正岡直也　まさおか なおや

京都大学 農学研究科

発表
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近年発生するような極端気象による豪雨と土砂移動に
よって、地震と土砂災害が連続するような複合災害に向
けた対策が必要であり、斜面、河道及び上流、下流への
流域一貫の視点が重要となる。したがって、水文解析と
地形解析を融合させた水文・地形プロセスの評価による
流域土砂動態の解明を行う必要がある。

そこで本研究では、2018年北海道胆振東部地震により
多数の崩壊が発生した流域内を対象に、地震により発生
した崩壊の特徴とその流動性評価、火山性堆積物を含
む土壌の流動特性の評価、流域スケールでの崩壊発生
と土砂移動特性の評価を行った。

地震により発生した斜面崩壊の特徴は、オルソ写真、
LiDAR解析により崩壊地を特定し、現地調査により崩壊
の深さや幅等の計測を行った。合計1,440箇所の高密度
な崩壊痕跡が確認されたが、92％は3,000m2以下の小規
模の崩壊であった。また、凸型斜面において崩壊発生が
顕著にみられた。森林地域と伐採地域では崩壊の深さは
同程度であったが、水平方向の根系ネットワークにより
崩壊の大きさに違いがみられるものと考えられた。また、
森林地域の方が崩壊の流動性は低かった。土壌の流動
性特性の評価のために、崩壊地から採取した主な堆積物
である軽石と黒ボクを土壌試料として用いた水路実験を

行った。
その結果、飽和度が一定値を超えると急激に移動距

離が増加した。軽石は黒ボクと比べ比重が軽く、非常に
高い吸収率を持つことから、一定値を超えると黒ボクに
比べ移動距離が大きい。一方、黒ボクは液性限界が低く、
流動の可能性が高いことが分かった。

さらに、軽石単体よりも黒ボクとの混合堆積物で流動
性が高く、土壌によって異なる含水条件により流動性の
違いが明らかとなった。流域スケールで考えた場合でも、
移動性の変動は、土壌の水分量の変動と関連しており、
実際の地すべりにおける含水量の変動は、凹地や土地被
覆の変動と関連している可能性がある。しかしながら、
支流毎の崩壊と堆積土砂の位置を把握し、それらの関連
性を検討した事例はない。

本研究により、流域内で崩壊や堆積土砂が偏在するこ
とで、空間的なばらつきがあることが分かった。このよ
うなばらつきを評価することが、流域全体の土砂動態を
評価する上で重要である。また、流域によって崩壊の発
生状況や流路内での蓄積状況が異なるため、土砂生産
域から下流への土砂の伝播が変化する可能性があり、今
後、水文解析と地形解析を融合させた水文・地形プロセ
スの把握が、長期的な土砂移動評価で重要となる。

広島県福山市は、江戸時代に築造された石造の砂防
施設である「砂

すな

留
どめ

」が数多く現存しており、現在福山市
内で確認されている約100基以外にも、まだ市内の山中
に900基もの砂留が眠っている可能性がある。

この研究では、未だ存在が確認されていない砂留を発見
することによって、当時土砂災害が発生していたエリアを明らか
にし、土砂災害の発生の恐れがある地域を抽出して、今後の
防災・減災、さらには避難対策に役立てようとするものである。

研究方法は、①福山藩の藩政史料や各村の庄屋文書
といった古文書等より砂留が築造された地域の特定、② 
①で特定した地域上空をドローンで飛行・撮影し、
Pix4D mapperを用いて3Dモデルを作成した上での砂留
の発見、③ ②で発見した砂留の現地踏査による確認、
④現存が確認されている砂留や③で確認した砂留を地図
上にプロットし、土砂災害ハザードマップとの比較検討
を行うことで土砂災害危険地域の抽出する、以上①〜④
を順番に実施する予定だった。しかし、博物館や資料館
等の休館に伴い、①は断念し、②については既に入手し

ている古文書や絵図の情報を参考に、福山市芦田町下
有地の堀町川流域の大谷砂留及び五入道川流域の別所
砂留を対象地域としたドローンを飛行させた。

研究の結果、大谷砂留では今回の調査で新たに195基の
砂留が発見された。小規模な砂留でない限り、ドローンで撮
影した連続写真をもとに3Dモデルを作成することで、砂留の
有無を判断することが可能であった。また、小規模な砂留は、
茂った周囲の木 に々よって砂留そのものが見えないだけでな
く、堆砂区域も小さいため地形的な特徴から捉えることは困
難であった。加えて、今回の現地踏査で確認された砂留は、
平成30年7月豪雨で崩壊したと考えられるものもあった。

なお、今回の研究ではドローンを活用した砂留の調査
の有効性が確認できたため、今後は、広島県福山市をは
じめ三原市等でも情報収集を行い、新たな砂留を発見し
て、土砂災害危険地域の抽出を行いたい。また、小規模
の砂留の把握や詳細な調査を行うにはレーザースキャナ
が適していると考えられるため、今後、グリーンレーザー
を用いた検証も行いたい。

ドローンを活用した歴史的砂防施設「砂留」の
実態調査に基づく土砂災害危険地域の抽出 樋口輝久　ひぐち てるひさ

岡山大学 環境生命科学研究科

発表

66

複合土砂災害対策へ向けた地震後の
流水域・土砂移動特性の変化とその評価 五味高志　ごみ たかし

東京農工大学 農学研究科

発表

77
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第 回 この原稿を執筆している 10 月現在、緊急事態
宣言は明けたものの、いまだ新型コロナウイルス
感染症対策の観点から時差出勤やオンライン会議
等の対応がとられています。私が砂防・地すべり
技術センター（以下、「STC」という。）へ勤務す
るようになってから現在までの約 6 か月間、緊急
事態宣言が発令されていない期間の方が短かった
ため、宣言が明けて少し新鮮な気持ちになりまし
た。早く新型コロナウイルス感染症が終息し、普
段の生活に戻ることを祈るばかりです。

STC に入社後、この感染症の影響で紆余曲折あ
りましたが半年が経過しました。この期間、私が
感じたことをこのエッセイに記します。

社会人としての勤務と、学生時代のアルバイ
トを比較すると、責任の重さやマナーの重要性等
の違いが挙げられます。その中で私が最も大切だ
と感じているのは、目的意識をもって仕事に取り
組むことです。多くのプロスポーツ選手も目的意
識の大切さを説いていますが、彼らほど素晴らし
い活躍をしている人が大切にしていることですの
で、尚更半人前の私は意識しなければならないこ
とだと思います。ただ、入社して間もない頃は、
目的も判然としないまま眼前の作業を淡々と行っ
ていました。もちろん、学生時代のアルバイトよ
りも責任感を持って仕事に取り組まなければなら
ない、ということは肝に銘じていましたが、何を
目的としてその作業を行うのか、ということに関
して当時を振り返ると、明確に意識することなく
過ごしていたように思われます。しかし、周囲の
上司や先輩方の仕事に取り組む姿勢を見たり、上
司や先輩方から仕事へのアドバイスをいただいた

STCに入社して

和
わ

田
だ

�眞
し ん

典
す け

（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 研究員

（併）企画部 企画情報課 技師

連載エッセイ

第4回
essay
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りするうちに、目的を持つことによって作業の
ゴールまでの道筋が見え、モチベーションの向上
につながると感じました。

半年間、社会人として仕事をしてきましたが、
未だに難しく感じていることがあります。それは
コミュニケーションです。コミュニケーションと
いっても様々なものがありますが、例えば失礼の
無いように、上司や先輩方と丁寧な言葉遣いで話
すことやメールで端的に内容を説明すること、相
手に分かりやすいように資料を作成すること等が
あります。そして、今挙げた 3 つは特に自分の苦
手なことです。しかし、コミュニケーションは仕
事の基礎であり、基礎がしっかりすることで仕事
が円滑に進むことを、この半年間、上司や先輩方
を見て感じました。そのため苦手なこととしっか
り向き合いながら、どのようにすれば上手くコ
ミュニケーションがとれるのか、物事を分かりや
すく伝えられるのかを念頭に置いて、日々の時間
を過ごす必要があると考えています。

最後に私の座右の銘を紹介します。私の座右の
銘は「一歩前進」です。これは私が中学生の時か

ら意識し始めた言葉です。学生時代には、部活や
テストで、自分が納得のいかない成績を残した時
はもちろん、納得できる成績だった時もきちんと
反省、そして前進し、次の練習や勉強に臨むよう
心掛けました。事実、自分が少々投げやりになっ
ている時期は、自分自身を客観視することはでき
ませんでしたが、「一歩前進」を意識できている
時は、次に何をするべきか客観的に判断すること
ができ、成績向上につながったと感じています。
社会人になりましたが、この座右の銘を常に忘れ
ず心に留めておき、自分の成長につなげていきた
いと考えています。

入社して半年が経過しましたが、技術も知識も
まだ半人前です。そのため、日々の仕事に取り組
み、反省するのも手探り状態なことがほとんどで
す。早く一人前になれるよう、周囲の上司や先輩
方のお力をお借りしながら、精進してまいります。
そして数年後、数十年後の自分がこのエッセイを
読み返した時に、目的意識やコミュニケーション
等、どのくらい成長したのか振り返るのが楽しみ
です。
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砂防の現場で感じる地域と人の魅力 

私は東京と埼玉との境にある工業地域と新興住宅地が
混ざりあう場所で育ちました。目の前には大きな川と土
手があり、広く平地が広がっている土砂災害とは無縁の
場所でした。そんな中、土木工学科の大学3年生の時、
土砂災害に関する授業がありました。その授業では、土
石流やがけ崩れの映像をひたすら見たことを覚えていま
す。その映像の迫力と、毎年数多くの被害が発生してい
ることを知り、初めて砂防に興味を持ちました。

その事があって、砂防事業に携わる仕事がしたいと希
望し、最初の勤務地は山梨にある砂防事務所に配属とな
りました。
春は桜や菜の花などの花が咲き、360度見渡す限り高

い山々が綺麗で、夏はとても暑く、冬はすごく寒く感じ
ました。サクランボ、トウモロコシ、桃、ブドウ、柿、
山菜やキノコなど、地元の職員の方からの季節のおいし
い差し入れが楽しみでした。右も左もわからない新規採
用職員にもかかわらず、職場の方々や地元の方々にとて
も温かく迎えていただきました。
現場は、崩壊地が沢山あり、河床には土砂が溢れてい

ました。どこまでも続く山道の先にも集落があり、これ
まで見たこともない景色が広がっていました。人より大
きな岩が転がり、1日で何mも河床が変動し、自然の力
の大きさを思い知らされました。そして、季節感や地域
性がくっきりと際立っているその土地が、とても魅力的
に感じました。

出張所の係長として初めての現場に関わったのは、栃
木にある砂防事務所でした。火山性の地形・地質が特徴
である現場は、土砂流出がとても激しい場所、地盤がす
べりやすい場所、冬場は昼間でも氷点下の場所、登山客
や観光客の多い温泉地に近い場所、工事用道路がなく
ケーブルクレーンやヘリコプターで資機材を運搬する場
所など、厳しい現場が多くありました。図面どおりに施
工しようとしても、土砂流出や湧水など毎日のように現
場では想定外のことが起こり、現場の方々や事務所と相

談し調整しながら試行錯誤する、今思えば苦しくも楽し
い日々でした。

その後、東日本大震災や平成27年の関東・東北豪雨の
後には主に管内とその周辺の災害調査に加わり、平成
29年の九州北部豪雨ではTEC-FORCEの管外派遣にも参
加しました。美しい山々やそこに住む人々の暮らしが一
瞬で変わってしまう土砂災害の恐ろしさを目の当たりに
し、事前防災の重要性を痛感するとともに、今ここで何
ができるかを必死に考え行動する先輩方の姿から多くの
ことを学びました。

また出張で様々な地域の現場を訪れる機会にも多く恵
まれました。どこに行っても、現場の説明だけでなく、
地域の特徴や地元の魅力について熱心に活き活きと案内
してくださる地元の職員の方、技術者の方の姿を見て、
その度に地域の人々と暮らしを守る砂防事業の重要性と
やりがいを強く感じました。

たまたま受けた大学の授業で興味を持った砂防ですが、
河川・道路なども所管している今の職場で、就職してか
らのほぼ大半を砂防の仕事に携わっています。特段、山
好きでも、体力に自信があるわけでもないですし、砂防
については就職してから学び始めたようなものですが、
多くの経験をする機会を与えていただきました。
私の職場は2年から3年で転勤がありますが、転勤の
度、特徴的な土地と魅力的な方々に温かく迎えていただ
き、このような魅力的な地域の人々と暮らしを守る砂防
の仕事ができることをとても嬉しく感じています。
私は今、砂防計画や施設設計の仕事に携わっています。

地元の砂防事務所の職員として、地域の特性や現場の特
徴を一つでも多く計画・設計に反映し、魅力的な地域の
人々と暮らしを守ることに少しでも多く貢献できるよう、
これからも日々取り組んでいきたいと思います。
	 （田

た

中
なか
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り
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・国土交通省	関東地方整備局	
	 日光砂防事務所	調査課長）

⑩
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発生日 国　名 種　別 概　要

2021年

4月4日 インドネシア
東ティモール 土石流

インドネシア東部と隣国の東ティモールで4日、豪雨による水害と土砂災害が発生し、少なく
とも91人が死亡したと、当局が5日明らかにした。また、行方不明者も多数出たと報じた。
インドネシアのフロレス島（Flores Island）から東ティモールにかけての島々が大きな被害を
受けた。ダムから水があふれ、住宅数千戸が浸水。被災地では5日も荒天が続き、取り残され
た住民の救助活動は難航した。
インドネシア国家防災庁（BNPB）は、少なくとも70人が死亡し、70人が行方不明になっている
と発表した。特に、東フロレス（East Flores）では44人が死亡、9人が負傷し、多くの人が土砂
に埋まったと明らかにした。また、東ティモールでは、当局発表によると、少なくとも21人が死
亡したと報じている。

4月30日 インドネシア 土砂崩れ

インドネシア国家防災庁は30日、スマトラ（Sumatra）島で豪雨により土砂崩れが発生し、中
国の支援で建設中の水力発電所で少なくとも3人が死亡、さらに行方不明者の情報もあり、
死者は増えるおそれがあると発表した。
土砂崩れが起きたのは、北スマトラ（North Sumatra）州バタントル（Batang Toru）にある水
力発電所の建設現場近く。現地は29日夜、豪雨に見舞われていた。国家防災庁の担当者は

「3人が死亡した」と述べ、「救助隊が他の被害者を捜している」と付け加えたが、具体的な人
数については触れなかった。一方、地元の防災当局者は、中国人作業員1人を含む少なくと
も9人が行方不明になっており、大量の土砂の下敷きになったおそれがあると話した。
インドネシアでは、雨期に土砂崩れや土石流が発生して犠牲者が出ることが多い。4月上旬
には熱帯低気圧「セロジャ（Seroja）」の襲来により、インドネシア東端の島々と隣国東ティ
モールで合わせて200人以上の死者が出た。

5月7日 ソマリア 土石流

国連人道問題調整事務所（UN OCHA）は最近の報告書で、ソマリア全土の洪水が約40万人
に影響を与え、14地区で101,300人が避難したと述べた。
同国雨季（Gu）の豪雨は、5月7日にモガディシュ（Muqdisho）で深刻な土石流を引き起こし、
ワダジル（Wadajir）地区で家屋を破壊し、9人が死亡した。5月中旬までに、ジョワール

（Jowhar）近くのシェベリ（Shebelle）川があふれ、周辺の数千人に深刻な被害を与えた。

5月22日 コンゴ民主共和国 火山災害

5月22日の夜遅く、コンゴ民主共和国の東部に位置するニイラゴンゴ（Nyiragongo）火山の
岩肌に亀裂が走り、柔らかい溶岩が流れ出し、勢いよく斜面を下り始めた。その一部は、わず
か10キロしか離れていない人口150万人の街ゴマ（Goma）へ向かった。場所によっては3階
建ての建物ほどの高さにまで達した溶岩は、夜空を明るく照らしながら近隣の村々を襲い、
道路を埋め尽くした。行く手を阻む建物はすべてのみ込まれ、炎に包まれた。5月25日の時点
で15人の死亡が確認されているが、その数は増えると見込まれていた。
ニイラゴンゴ山は、頂上の火口に永続的な溶岩湖がある世界でも数少ない火山の一つ。落
ち着いたためしがなく、1977年と2002年にも噴火して、大災害を引き起こした。1977年には、
溶岩に襲われて600〜2,000人が死亡したとされている。2002年には、ゴマの5分の1が破壊
され、12万人が家を失い、火傷、二酸化炭素による窒息、溶岩の引火によるガソリンスタンド
の爆発などで、250人が死亡した。

6月3日 スリランカ 地すべり

同国の災害管理センター（DMC）は、雨期の豪雨による洪水、地すべりが発生し、7日までに
17人が死亡、十数万人が避難を余儀なくされたと報じた。スリランカには雨期が年2回あり、
農業や水力発電に不可欠な雨をもたらす一方、死者を伴う壊滅的な災害を発生させている。
25行政区のうち10区で豪雨による洪水が発生し、少なくとも17人が死亡した。6月4日時点
で、ガンパハ（Gampaha）、ラトナプラ（Ratnapura）、コロンボ（Colombo）、プッタラム

（Puttalam）、カルタラ（Kalutara）、ヌワラ・エリヤ（Nuwara Eliya）、クルネガラ（Kurunegala）の
地区では、13万人以上が影響を受けた。その後、豪雨はカンディ（Kandi）、ゴール（Galle）、ケ
ガレ（Kegalle）の住民にも影響を与えた。DMCは、10地区で合計271,110人が影響を受けた
と報じた。ガンパハ（3）、ラトナプラ（3）、コロンボ（1）、プッタラム（3）、カルタラ（1）、ゴール

（1）、ケガレ（5）の地区全体で合計17人の死亡者に加え、数人が行方不明になっていると報じ
られた。

（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課
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発生日 国　名 種　別 概　要

6月16日 ブータン
ネパール 土石流

ブータンでは、モンスーン豪雨がラヤ（Laya）の山岳地帯で土石流を起こし、少なくとも10人
が死亡した。ロタイ・シェリング（Lotay Tshering）首相は声明の中で、6月16日の早朝に起こっ
た災害で、10人が死亡、5人が負傷、そのうち2人が重傷を負ったと述べた。犠牲者は、ラヤで
冬虫夏草を収集していたグループのメンバーとのこと。非常に辺境の地である被災地には、
兵士を含む救助隊が派遣され、ヘリコプターによる負傷者の搬送も実施された。
首相は遺族を含むラヤの住民に哀悼の意を表するとともに、全国民に向け、モンスーン期の
豪雨による危険を認識し、河川での活動を避けるよう求めた。
ブータンを襲った豪雨は、ネパールにも影響を与えた。6月16日までの24時間で、バグルン

（Baglung）で162.4ミリ、ダルバン（Darbang）で162.6ミリの雨量が記録された。川の水位は
急上昇し、16日遅くにはチトワン（Chitwan）地区のデヴガート（Devghat）でナラヤニ

（Narayani）川は、危険水位の9メートルを越え10.1メートルを記録した。また、シンドゥパル
チョーク（Sindhupalchok）地区のジャルビレ（Jalbire）ではバレフィ（Balefi）川の水位が7.15
メートルに上昇した。
内務省担当者によると、シンドゥパルチョーク地区のヘランブ（Helambu）とメラムチ

（Melamchi）では、洪水や土石流により7人が死亡、60人以上が行方不明になり、260軒の家
屋が被害を受け、600人以上が避難した。

7月14日 ドイツ
ベルギー 土砂崩れ

ドイツ西部で14日夜、記録的な大雨による洪水が発生した。洪水によりドイツとベルギーで
は死者が120人を超え、また大規模な土砂崩れも発生、多くの人が安否不明となった。
ロイター通信などによると、ドイツ西部では大雨による洪水で障害者施設の入居者12人を
含む103人が死亡、広範囲にわたって家屋や車が押し流された。ケルン（Cologne）近くでは
大規模な土砂崩れが起き、複数人が行方不明になった。また、通信が遮断され連絡が取れ
ず、被害の全貌を明らかにできない状況が続いた。ベルギーやオランダでも洪水が発生し、
ベルギーでは少なくとも20人が死亡、20人が安否不明と報じられた。

7月18日 インド 地すべり

インド国家災害対応部隊（NDRF）によると、18日未明、ムンバイ（Mumbai）東郊のチェンバー
（Chembur）で倒木により壁が崩壊し、近隣住民がその下敷きとなった。がれきから17人の遺
体を収容し、その後も救助隊による捜索活動が行われた。また、ムンバイ北東のビクフロリ

（Vikhroli）では地すべりにより住宅5棟が被害を受け、6人が死亡した。
人口約2,000万人のムンバイでは17日以降、豪雨に見舞われ交通機関に影響が出た。インド
気象局（IMD）はその後2日にわたって雷雨を含めた激しい降雨が予想されるとして注意喚
起を行った。

7月31日 アフガニスタン 土石流

アフガニスタン東部でパキスタンと国境を接するヌーリスタン（Nuristan）州カムデシュ
（Kamdesh）地区の山峡の村で、7月31日に土石流が発生し、少なくとも住民150人が死亡し
た。同地区を支配下に収める反政府組織タリバンによれば、28日夜に降った大雨によって土
石流が発生したという。
タリバンは声明で、500万アフガニ（約680万円）の救援金とともに、救援部隊を村に派遣した
と主張しているが、支配下地域での緊急事態にどのような資機材で対処したかについては
不明。アフガニスタンの約半分を支配下に置いていたタリバンは、米軍とNATO軍の撤退に
伴って、急速に支配地域を拡大しており、特に同国の東西に位置するパキスタンとイランと
の国境検問施設を手中に収めている。

8月11日 インド 土砂崩れ

インド北部のヒマラヤ（Himalaya）山脈地域で11日、土砂崩れが発生し、少なくとも10人が死
亡した。さらに、約60人が生き埋めとなったおそれがあり、現場では救助隊が大量の土砂を
撤去し捜索に当たった。土砂崩れは、中国・チベット自治区（Tibet Autonomous Region）に
隣接するヒマチャルプラデシュ（Himachal Pradesh）州キンナウル（Kinnaur）県で発生。捜索
活動を担うインド・チベット国境警察（ITBP）によると、20〜25人の乗客を乗せたバスが、土砂
の下敷きになった。
テレビ各局は、トラックなどの車が土砂や倒木に巻き込まれ大破している現場の様子を放
送。ITBPは「現場から10人の遺体を収容し、負傷者14人を救助した」と発表した。ヒマチャル
プラデシュ州首相府によると、約60人が生き埋めになったおそれがあるとのこと。
インド北部のヒマラヤ地域では、モンスーン（雨期）を中心に土砂崩れが頻繁に発生してい
る。気候変動によりモンスーンの気候が不規則となり、高山地域で氷河の融解が進んでいる
ことから、土砂崩れによる被害は悪化。同地域では道路の維持管理に影響を与えている。
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発生日 国　名 種　別 概　要

8月18日 マレーシア 土石流
地すべり

8月18日、ケダ（Keda）州ヤン（Yan）地区で、土石流と地すべりが同地区のグヌンジェライ
（Gunung Jerai）の急な丘陵地帯を襲い、少なくとも4人が死亡し、2人が行方不明となった。
行方不明者の捜索を行うため、マレーシア消防救助局（JBPM）とマレーシア特別災害支援救
助チーム（SMART）が派遣された。ケダのグヌンジェライ（ジェライ山）の気象台は、8月18日ま
での24時間で219ミリの雨を記録した。災害当局は、わずか1時間で90ミリもの雨が降ったと
報じた。8月19日午後、JBPMは救助隊が4人の遺体を発見したが、2人はまだ行方不明である
と報じた。同州の他の地域でも影響が出ており、バンダル・バハル（Bandar Baharu）、クアラ・
ムダ（Kuala Muda）、ヤン地区の家屋から合計96人が避難した。
災害当局は、ペナン（Penang）、ペラク（Perak）、セランゴール（Selangor）州でも洪水が発生
し、国家災害司令センター（NDCC）によると、8月19日の時点で、72家族合計258人が12の避
難所に避難したと報告した。
ペナンでは、バラト・ダヤ（Barat Daya）地区とセベラン・ペライ・セラタン（Seberang Perai 
Selatan）地区で34人が、ペラクのラルト・マタン・セラマ（Larut, Matang and Selama）地区も
浸水し65人が、セランゴールでは、セパン（Sepang）地区の63人が避難を余儀なくされた。
セランゴールのシャー・アラム（Shah Alam）は8月17日までの24時間で90ミリの降雨があっ
た。フルセランゴール（Hulu Selangor）のベルナム川（Bernam river）は警戒レベル（18.10
メートル）を超えて、8月18日には18.18メートルとなっていた。

8月18日 エチオピア 土石流

エチオピア当局は18日、首都アディスアベバ（Addis Ababa）で豪雨による土石流が発生し、
7人が死亡したと発表した。同市は前日17日に豪雨に見舞われていた。政府系のファナ放送
会社（FBC）は当局の話として、7人が死亡し、複数の人が病院で治療を受けていると報じた。
被災地を視察したアディスアベバの市長はツイッターで、土石流による「甚大な」被害が出て
いると述べる一方、詳細は明らかにしなかった。また、「今後数日も大雨が予想されているた
め、該当地域の住民には必要な予防措置を講じるよう求める」と呼び掛け、「われわれも防災
への取り組みを強化する」と語った。

8月21日 メキシコ 土砂崩れ

メキシコ東部に上陸したハリケーン「グレース（Grace）」により、洪水、土砂災害が発生し、住
宅などが被害を受けた。21日までに生後2週間の乳児ら子ども5人を含む少なくとも8人が死
亡した。
カテゴリー3のグレースは、風速56メートルの強風を伴い、ベラクルス（Veracruz）州テコルト
ラ（Tecolutla）付近に再び上陸した。同州州都ハラパ（Xalapa）の道路は茶色い泥水の川に変
わった。
クイトラワク・ガルシア（Cuitlahuac Garcia）州知事は会見で、テコルトラで7人、ポサリカ

（Poza Rica）で1人が死亡したと述べた。うち6人は、丘陵の斜面が崩れ、自宅が埋もれた家族
の母親と子どもだった。父親のアダン・モレノ（Adan Moreno）さんはAFPに、「地面が崩れる
音が聞こえた。丘が押し流され、みんなそこにいた。私の妻と6人の子どもが」と声を詰まらせ
た。モレノさんは親類と一緒に土を掘ったが、助け出せたのは子ども1人だけだったという。
妻と生後2週間の娘を含む5人の子どもは助からなかった。

9月8日 パキスタン 土砂崩れ

9月8日早朝、パキスタン北西部のカイバル・パクトゥンクワ（Khyber Pakhtunkhwa）県で集中
豪雨による土砂崩れが発生し、少なくとも20人が死亡した。同国の災害当局は、今年のモン
スーンではこれまでに、雨による災害で160人以上が死亡したと報じた。
カイバル・パクトゥンクワ州災害管理局（PDMA）は、9月8日にペシャワル（Peshawar）で家屋
が倒壊し1人が死亡、9月10日にマラカンド（Malakand ）地区で土砂崩れが家屋を破壊し、さ
らに死亡者が出たと報告した。トルガル（Torghar）地区では、2軒の家屋が土砂崩れに巻き
込まれ、土砂の中からから7人の子どもを含む13人の遺体が発見された。9月11日23：00頃に
発生した災害では、3人が負傷した。更に多くの住民が行方不明になっているおそれがあり、
捜索活動が行われた。アボタバード（Abbottabad）市の郊外では、少なくとも1件の家屋が豪
雨による土砂崩れに巻き込まれ、子ども3人を含む5人が死亡、3人が負傷した。スワット

（Swat）地区の地域も影響を受け、3軒の家屋が破壊された。

9月26日 中国 土石流

中国四川省（Sichuan）雅安市（Ya'an）天全県（Tianquan）で26日未明に起きた豪雨による決
壊型の土石流で、同市天全県喇叭河鎮鍋浪蹺水力発電所ダム地区の道路工事現場で17人
が行方不明となり、27日午後7時までに3人の無事と7人の死亡が確認され、依然7人と連絡
が取れない状態が続いた。無事だった3人のうち2人は軽傷で、1人はけががなかった。
緊急救援隊や武装警察、消防、医療、公安、民兵予備役の6チーム、140人余りが現場で機器
や救助犬などを使って行方不明者の捜索を行った。さらに、400人による下流での捜索活動
も行われた。
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「ブラジル国強靭な街作りのための
土砂災害構造物対策能力向上プロジェクト」が 

順調に進捗 
〜2022年にはブラジルで「SABO」という言葉が流行するかも！？〜

前号でお知らせした標記プロジェク
トについては、2021年7月にJICA専門
家として国土交通省砂防部から越智英
人氏が、プロジェクト実施機関である
地域開発省に着任されました。越智専
門家着任後、12時間の時差をものとも
せず毎週実施しているオンライン会議
では、2021年11月現在、プロジェクト
の成果の一つである土石流対策構造物
の設計マニュアル案についての説明・
協議が順調に進んでいます。

また、土石流対策構造物である不透
過型砂防ダムと透過型砂防ダムをブラ
ジルの予算で建設するパイロットプロジェクトについては、それぞれリオ・デ・ジャネイロ州
のノバ・フリブルゴ（Nova Friburgo）市とテレゾポリス（Teresópolis）市で行うことが合意
され、両市での土砂災害のおそれのある渓流の抽出、抽出渓流のリスク評価及びパイロットサ
イトとしての適性評価が行われています。

ところでこのプロジェクト名は長いと思いませんか？ブラジル側もそう思ったようで、公式
の場や文書以外では「SABOプロジェクト」という略称を使用することになりました。ブラジ
ル側にはこのプロジェクトによる砂防の認知度を高めたいとの思惑もあるようです。

また、ブラジルには「砂防」ダムがなく、ダム＝貯水ダムとなってしまうので、砂防ダムは
砂防バリアー “Barreira de Sabo”と呼ぶことになりました。

2022年早々には、当センターを含む共同企業体コンサルタントチームがブラジルに赴き、現
地での指導、調査を開始する予定ですが、世界的な感染拡大が危惧される新型コロナウイルス
の変異株の出現を受け、JICAやブラジル地域開発省と十分対応を協議しながら臨みたいと思
います。

テレゾポリス市庁でSABOプロジェクトの説明を行う
JICA越智英人専門家

海外事情



行事一覧（令和3年（2021）8月〜令和4年（2022）1月）

◆◆協賛（後援）
8月 第45回水の週間行事（協賛）     

10月7日〜21日 「鋼製砂防構造物」及び「柔構造物」合同講習会（後援）

12月1日〜7日 令和3年度「雪崩防災週間」（協賛）

12月3日 「第9回建設ロボットフォーラム」（協賛）

12月16日 「2021火山砂防フォーラム」（協賛）

人事異動

◆◆11月16日付

【出向期間修了】 赤松　将晴 総合防災部技術課技師

◆◆1月1日付
【委　　嘱】 矢嶌　　理 企画部参事

「令和4年度　砂防・地すべり技術センター講演会」ご案内
「令和 4年度　砂防・地すべり技術センター講演会」を下記のように開催致します。
参加ご希望の方は、弊センターホームページ（https://www.stc.or.jp/）参加申込フォームからお申し込み下さい。

記

日　時：	 令和 4 年 6月7日（火）13：30 〜17：00

場　所：	 砂防会館別館「シェーンバッハ・サボー　利根」	
	 東京都千代田区平河町 2－7－4　電話（03）－3261－8386	
	 ※ WEBでの同時配信も予定しております。

参加費：	 無　料

◆プログラム◆（予定）

テーマ：「最新の砂防技術の動向と活用」（仮題）　	 （敬称略）

■来賓挨拶	 三上　幸三	 国土交通省	砂防部長

■基調講演	 里深　好文	 立命館大学	教授

■講演 1	 堀口　俊行	 防衛大学校	准教授

■講演 2	 林　真一郎	 国土交通省	砂防部	砂防計画課	課長補佐

■講演 3	 山越　隆雄	 国土交通省	国土技術政策総合研究所	土砂災害研究部	
	 	 砂防研究室長

■講演 4	 井上　隆太	 （一財）砂防・地すべり技術センター	砂防技術研究所	
	 	 主任研究員

詳細は順次HPに掲載してまいります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、中止または延期となる場合があります。
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長崎市から島原市へ向かうグリーンロードの途中、たまらん
堂はぽつんと建っている。2019年2月にオープンしたこちらの
お店だが、お昼前に入ると、冷蔵ショーケースのスイーツはす
でに半分と残っていない。こちらのお店、養鶏場を営むオーナー
が自慢のたまごをより知ってもらいたいとオープンしたそ
うで、たまらん堂でも売っているブランドたまご「口

こう

福
ふく

た
まご・口

こう

笑
しょう

たまご」は、「島原スペシャルクオリティ」とい
う島原の自然や歴史を想起させる安心・安全な特産品であ
ることが認められた、選りすぐりの商品の一つだという。

さあ、いざプリンを頼んでみようとショーケースを覗い
てみると、なになに、「たまごクリーム トキ色」「たまごク
リーム トリノコ色」とある。確かにトキ色の方が若干オレ
ンジ味が強いが、これが味にどう影響するのだろうか…。
どうやらトキ色はブランドたまごの口福たまご・口笑たま
ごを使用したもの、トリノコ色は昔ながらの白いたまごを
使用したものらしい。そして、カラメルソースも4種類選べ

出張

養鶏場こだわりのプリン
［たまらん堂（たまらんどう）］
長崎県島原市有明町大三東戊3899-1

TEL 0957-61-1365

るという。世の中を見渡せばプリンの種類はいくらでもあるが、
カラメルソースの種類はあんまり考えたことがない。渡された
メニューに書いてある4種類がどれほどプリンに合うのかわから
ない。ひとまず「たまごクリーム トキ色」で「クラシック・ビ
ター×黒糖」を選んでみる。まずは一口、プリンのみで味わう。
口の中に入れるとプリンの味が濃厚で、とろとろとした食感と
ともに迫ってくる。そしてカラメルソースをかけてみると、黒
糖で苦みが強くなったカラメルソースが濃厚なプリンとからま
り、程よい甘さのバランスになっている。あっという間に消え
てしまって、どうせなら両方の色を食べてみたい、他のカラメ
ルソースでも食べてみたい…と思ってしまう。時間がなく、泣
く泣く店を後にしたが、次に行けるのはいつになるのだろうか。
次はぜひ食べ比べしてみたい。それと他のスイーツも食べてみ
たい。そもそもブランドた
まごがどんな味なのか気に
なってきた…。 （S）

今回紹介するお店は、熱海駅から徒歩3分にある「どろめ 熱
海駅前店」です。私がこちらのお店で注文したのは、名物の

「生しらす丼」。身の透き通った新鮮なしらすが、これでもか
と言わんばかりにご飯の上に盛られており、中央には卵の黄
身が鎮座しています。醤油を少し垂らし、まずは黄身を崩さ
ずに一口。うまい。これまでも生しらすをいただいたことが
あったのですが、生臭さやエグみがあり、あまり得意ではあ
りませんでした。しかし、こちらのお店でいただいた生しら
すは全く臭みがなく、噛めば噛むほどしらすの甘味が口いっ
ぱいに広がりました。

続いて、黄身を崩し、大量のしらすと絡ませて一口。濃厚
な黄身の旨味と、しらすの甘味が絶妙にマッチし…などと考え
ている頃には器が空になっていました。しらすの喉越しが良く、

出張

新鮮美味な生しらす
［どろめ 熱海駅前店

（どろめ あたみえきまえてん）］
静岡県熱海市田原本町3-17

TEL 0557-85-8855

あっさりとしているので箸が止まりませんでした。
みなさんも熱海駅へ来られた際には是非「どろめ 熱海駅前

店」で生しらす丼を召し上がってみてください。 （W）

写真-2　生しらす丼

写真-1　どろめ 熱海駅前店　外観

写真-1　たまごクリーム トキ色 写真-2　カラメルソースの種類



日々何かに追い立てられる様に動き回っています。和洋
入り交じる行事を控えた慌ただしい毎日の中で、ふと今
年はどんな一年であったかと思い返すと、暗い世情の中
に幾ばくかの光が差し込んだ年であったように思います。

東京オリンピック・パラリンピックの開催、ユネスコの
世界遺産の登録、ノーベル物理学賞受賞、メジャーリー
ガーである大谷選手の活躍、そして新型コロナウイルスワ
クチン接種の開始。それによる効果のおかげか感染者数も
減り、段々と街にも活気が戻ってきました。気を抜いては
いけないけれど、こんなにも一年間を健康で過ごせたこと
に感謝しない年はあったでしょうか。“何でも無いようなこ
とが幸せだったと思う”という歌がありますが、小さなこ
とでも幸せを見いだせることがすでに幸せなのだと、「当
たり前」が消えてしまったコロナ禍で酷く痛感しました。

2022年はどんな年になるでしょう。2021年よりも
もっと幸せを感じられる年であれば良いと願って止みま
せん 。これを読んでいる皆様にも 、アドベントカレン
ダーを開けた時のような幸福がたくさん降り注ぎますよ
うに。 （N）

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

https://www.stc.or.jp/　※ホームページのURLを変更いたしました

アドベントカレンダーというものをご存知でしょう
か？起源は19世紀初頭、キリスト教の信者が待降節と呼
ばれる12月1日からの24日間を数えるために作られた
カレンダーのことを指します。現代では中に小さなお菓
子が入っているものが主流で、街中のお店でも売ってい
るのを見かけることが増えました。

先日、友人から手作りのアドベントカレンダーを貰い、
朝仕事に行く前に一つずつ開封しながら小さな幸せを享
受するのが最近の楽しみです。中に入っているのは飴や
グミを始め、柑橘系の香りの入浴剤に使い捨てのホットア
イマスク等、私が普段好んで使っているものばかり。写真
を撮り、友人にありがとうの言葉を添えてLINEを送ると、
さて今日も頑張ろうと活力を貰えた気持ちになります。

この冊子が発刊されるのは年が明けた2月頃ですが、編
集後記を書いている今は2021年の12月頭です。テレビ
やインターネットではクリスマス特集やお節に年賀状、そ
れどころか早くも節分の恵方巻の予約の文字まで見るよ
うになりました。「師が走り回るほど忙しいから師走」と
いう月名がぴったりといった様相で、御多分に漏れず私も
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