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地で作成、公表されていくことになりました 2）。
そして、現在大雨時に発表されている土砂災害
警戒情報の基準は鈴木雅一先生などによる山地
河川の流出解析をタンクモデルで表現できると
する研究成果（1979）3）等を基礎に国総研が気
象庁と連携して全国基準として設定できた経緯
があります。このように、砂防の主要な施策の
多くは研究の成果をもとに導かれています。

当センターの名称は、申すまでもなく「技術
センター」です。技術力を保有する法人である
ことが使命となっています。繰り返しですが、
土砂災害の発生の大半が山地部であり、その現
象は複雑でメカニズムの把握が難しく、今後も
研究や技術開発を続けていく必要があります。
他の公共事業と比べても、砂防はより多くの技
術力を今後も必要とすると思っています。

今回 STC は中期ビジョンを作成しました
が、三本柱の一つを「技術開発」としました。
2025 年に創立 50 年を迎える STC は、2012 年
に一般財団法人となり、自立した運営が必須と
なっております。このため、業務と研究の両方
の取り組み強化が必要になっています。そうい

1．はじめに
以下の内容は、当センターが取り組んでいる

研究活動の昨年度の概要です。
砂防が対象としている土砂災害は、物理的な

プロセスがいまだ十分に解明されておらず、災
害調査と対策の経験から得られた知見、そして
先輩方が大変な苦労の中で進めてこられた研究
成果によって、現在のハードやソフト対策の技
術的根拠が出来上がっています。私事ですが、
国交省に勤務していたときに携わった土砂災害
防止法の制定では、移動の力やゾーニングに関
するそれまでの研究成果のおかげで政令や大臣
告示式として制度に組み入れることができまし
た。これは、水山高久先生ら当時の土木研究所
が行った昭和 63 年の広島県加計災害の実態を
もとに土石流のエネルギーと家屋の損壊の程度
の研究成果（1989）1）等を踏まえてのものです。
また、平成 3 年の雲仙普賢岳の噴火の際には、
STC が火砕流のハザードマップを作成し、現地
にお届けするため職員が羽田空港で待機中に多
くの犠牲者を出した火砕流が発生してしまった
わけですが、それ以降ハザードマップは全国各
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う中で STC の役割の一つが「技術」の開発と
行政への展開ですから、研究や技術開発を目標
にしっかり位置づけて取り組むこととしまし
た。ただ、近年は働き方改革や勤務時間の問題
がありますので、昔のように夜中まで議論を交
わし、研究開発のための時間を確保することが
難しくなっていることも事実です。そういう制
約の中で進めている当センターの取り組みにつ
いて、以下に概要を記します。

2．研究開発の視点
実際に研究開発を進めるにあたり、議論と

なった論点をいくつか記します。

2.1　�センターの財産になる研究テーマである
こと

砂防にかかる研究テーマは、考えようによっ
てはあらゆるテーマがセンターの財産になると
も言えますが、センター職員が日々の業務で扱
うテーマを中心とすることにしました。従って、
重要な基礎研究テーマが多々ありますが、大学
や研究機関で行うような基礎的研究よりも、セ
ンターが業務で扱う実効的なテーマは何かとい
う視点で研究テーマを検討しています。

2.2　�計画に加え施工や危機管理などの分野も
検討すること

センターの受託業務の多くが計画関係ですか
ら、テーマ設定はどうしても計画関係に偏りが
ちになります。しかし、砂防事業は計画だけで
はなく、設計や危機管理なども重要な分野です
から、テーマ設定ではバランスに留意しました。
職員にとって苦手意識のある分野のテーマは勉
強の機会となり、「潰し」が効くようになるこ
とが期待されます。1 年や 2 年で自分の骨や力
にすることは難しいかもしれませんが、多様性
を持った技術力になることを期待し、テーマを
検討しています。

2.3　若手の人材育成につながる進め方
STC は若手職員の採用を進めております。ど

この組織も同様と思いますが、若手職員が将来
STC の中心になっていくわけで、研究を通じて
技術を身に付け、先輩の研究の進め方を参考に
し、自分のものにしていくことを願っておりま
す。そして、若手が興味と疑問を持つことが、
ベテラン職員にも良い緊張感をもたらします。
多少の数値計算をして学会で発表する程度では
なく、自分で研究計画をつくり、分析等を自分
で行える力が養われることを若手職員に期待し
ています。そして、研究活動が若手職員の向上
にどれだけ寄与しているか、もう少し時間をか
けて評価していく必要があると考えています。
なお、今回多くの若手職員が砂防学会の発表会
等に参加していることを記しておきます。

3．研究テーマの概要
以上の論点を踏まえ、現在 STC が行ってい

る研究のテーマについていくつか説明します。
なお、テーマによっては具体の内容の記載が難
しい点があることをご理解願います。以下は、
調査、計画、設計、工法といった分野に分類し
て順次記していきます。なお、テーマの末に※
を記したものは、砂防学会誌や同研究発表会に
報告しているものです。

3.1　調査関係
3.1.1　新たな生産土砂量の算定の検討調査

本研究は、砂防計画で用いる降雨規模と計画
生産土砂量（崩壊土砂量）の関係の算定式の考
案を目的としています。当センターの打荻先輩
がかつて打荻式と呼ばれる生産土砂量算定式を
策定されました。それは約 50 年前の発表なの
ですが（1971）4）、各地の砂防計画でこの式が
長年使われ、今も検討資料で時々見かけます。
それ以降、多くの土砂災害が発生し、データの
蓄積も進みました。そして、近年、降雨規模と
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生産土砂量の関係を砂防計画の検討で更に求め
られていることから、本テーマを設定しました。

昨年度は姫川流域において崩壊地データと降
雨データ（平成 7 年 7 月災害など）の関係分析
を行いました。検討はこれから深めていかなけ
ればなりませんが、崩壊箇所に関する土壌雨量
指数や 1 時間雨量の最大値には一定の関係性が
認められています（図-1）。今後、他の流域でも
研究を進め、実効性のある成果となることが期
待されます。

3.1.2　�深層学習を用いた崩壊危険地の推定に関
する研究

本研究は、崩壊地の地形画像を深層学習させ、
崩壊危険地の抽出技術の開発を目的としていま
す。ここでは深層学習の一般的な手法を用いた
場合、現状でどれくらいの成果が得られるか、
まずは把握する観点で行っています。昨年度は、
AlexNet および GoogLeNet を用い、京都府お
よび九州北部の豪雨による崩壊地を対象に行い
ました。その結果、DEM よりも CS 立体図を用
いた場合に比較的精度の高い結果が得られてお
ります。この分野は今後も発展すると思われま
すので、引き続き砂防技術の活用につなげる努
力が必要です。なお、本研究は、京都府立大学
との共同研究として実施しました。京都府立大
学の皆様に感謝申し上げます。

3.1.3　�特殊・大規模な地すべりの分布状況に関
する研究

気候変動に伴う豪雨や台風等の頻発により、
地すべりの分野においても、これまで想定され
なかった場所や規模の地すべりが発生する可能
性が高まっており、その対応が課題となってい
ます。当センターでは、これまでに関東、中部
および四国地整管内の発注業務において、GIS
等を活用してこれらの特殊、あるいは大規模な
地すべりの分布を調査した実績があります。昨
年度は、現在直轄事業を実施していない地域に
おいて、GIS や危険箇所カルテ等を活用し同様
の調査を行いました。次年度以降も調査を進め、
予防的な地すべり対策の検討に活用できるデー
タとして蓄積していきたいと考えています。

3.2　計画関係
3.2.1　シミュレーションに関する研究

シミュレーション技術は年々進歩し、計画の
検討に占める重要性が高まっています。当セン
ターでは 1 次元および 2 次元の河床変動計算、
あるいは氾濫計算用に New-sass 等のプログラ
ムを開発し、業務に活用していますが、さらに
拡充していく必要があります。本研究は、これ
らシミュレーションに関する包括的テーマとし
ていますが、その一つとして土砂・洪水氾濫の
簡易計算手法の開発があります。これは、土砂・
洪水氾濫対策の検討で使用される一次元河床変
動計算を、Excel や VBA により簡易計算で行
えるようにするものです。都道府県において土
砂・洪水氾濫対策が進められており、本技術が
早く活用できるよう努めてまいります。（本件
については、当センター機関誌 sabo�Vol.128 に
掲載）

3.2.2　�透過型砂防堰堤の渓流環境に対する効果
に関する研究（※）

本研究は、センター技術職員の自発的な取り図-1　降雨量と生産土砂量の関係（姫川）（研究テーマ3.1.1）
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組みのテーマです。目的は、透過型砂防堰堤の
渓流の連続性を保つ機能を確認するため、不透
過型堰堤、鋼製透過型堰堤およびコンクリート
スリット型堰堤の周辺において、生物調査や物
理環境調査を実施し、具体の効果を確認するも
のです。生物調査では魚類を対象に直接採捕調
査と環境 DNA 調査を、物理環境調査では水深、
流速等を現地調査し、透過型堰堤の機能の分析
を行っています。

3.3　工法関係
3.3.1　�コンクリートブロックを活用した砂防堰

堤に関する研究
本研究は、コンクリートブロックの砂防堰堤

への活用を目的に、設計等での課題を抽出し、
改善手法の提案を行うものです。ブロック堰堤
は地すべり地や火山の緊急減災などに使われて
いますが、それ以外では活用が十分ではないよ
うに感じます。その理由として、連結機能が限
られブロック流出の不安、本設として使用する
ことへの信頼性などが考えられます。一方で、
積雪寒冷地の事務所の方から、ブロックを更に
活用する技術開発の必要性のお話をいただいて
おります。

昨年度は初年度ということもあり、事例
収集と課題分析のための整理を行いまし
た。今後はブロック堰堤活用の条件や活用
方法を検討し、成果が得られるよう取り組
んでまいります。

3.3.2　�土砂・洪水氾濫対策の工法に関する研
究（※）

本研究は、土砂・洪水氾濫対策として、
流路工区間に遊砂地を設置する際に、効
率的に土砂を堆積させるための工法開発を
行っています。また、既設不透過型堰堤の
上流に設置する流木捕捉工について、効果
的な配置方法の提案についても研究してい

ます。いずれも水理模型実験を行いながら検証
しています（写真-1）。（本件については、当セン
ター機関誌 sabo�Vol.129 に掲載）

3.3.3　�透過型砂防堰堤の土砂捕捉機能に関する
研究（※）

本研究は透過型堰堤の土砂捕捉機能について
の研究ですが、昨年度は礫径調査のうち一般的
な手法であるランダム法の妥当性を検証する目
的で、UAV を利用して河床の礫径分布との比
較を行いました。その結果、ランダム法による
最大礫径の調査・設定は概ね妥当であることを
確認しております。

3.4　危機管理関係
3.4.1　�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（※）
本研究は、応急対策工法として近年用いられ

ているワイヤーネットについて、工期の短縮と
重機等を極力使用しないような応急対策工法の
開発を行うものです。昨年度は、民間企業との
共同研究により、ネットロール土のう工法の土
砂衝突実験を行い、単体土のう積みと比較しま
した。そして、熱海市逢初川の土石流災害の復

写真-1　流木捕捉工の水理模型実験（研究テーマ3.3.2）
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旧工事において、本工法が工事中の安全対策（仮
設堰堤）として採用され、着工から 10 日程度
で完成するなど想定通りの施工性を実地確認し
ました。（写真-2；本件については、当センター
機関誌 sabo�Vol.130、131 に掲載）

3.4.2　�火山噴火時の緊急対策工の開発に関する
研究（※）

本研究は、火山噴火等に起因する土砂災害に
対し、短時間の施工かつ安価な緊急対策工（捕
捉工、導流工）の開発を目的としています。趣
旨は前述のテーマと同じになります。火山防災
部の過年度の関連研究では、施工期間を概ね1ヶ
月と想定し、アクセスしやすい地点に縦坑を掘
削し、調達・運搬・設置が容易な H 形鋼を建て
込む工法を検討した経緯があります。

昨年度は、火山防災担当者に対しヒアリング
を実施し、火山噴火時の各局面における必要
事項を整理するとともに、火山噴火時の対応
を、基本対策、緊急対策、応急対策に分け、緊
急対策工の位置づけや外力の考え方を整理しま
した。土石流発生後の対策に比べ、火山噴火の
場合規模が多様で一律の条件設定が難しいです
が、関係者の皆さまの意見を頂きながら、現場
で活用される技術となるよう進めてまいります

（図-2）。

3.4.3　�火山防災情報を活用した火山砂防担当者
のフォローアップに関する研究

本研究は、火山噴火は発生頻度が少なく、技
術者の技術力を高める機会が限られることか
ら、噴火時の行動内容等を一元的に管理し、将
来に備えるという考えから始まっています。具
体には、火山防災に係る情報のデータベース

（DB）を構築し、センターの職員がこれらを活
用して火山防災の能力を高めていくことを目的
とします。更に、全国の火山砂防担当者への技
術的なアドバイスや、火山噴火時に的確に支
援するための基礎情報としても作成していき
ます。

4．おわりに
STC が現在進めている研究開発の概要を記し

ました。読者の皆様のご意見を賜れれば幸甚で
す。研究開発の重要性を踏まえ、さらに取り組
みが進むよう努力してまいりたいと考えており
ます。引き続きご指導よろしくお願いします。

参考文献
1）�水山高久、石川芳治（1989）：土石流による家屋の被災度、砂防
学会誌（新砂防）、�Vol.42、No.1、p.22-25

2）�鈴木宏（1991）：雲仙岳噴火と災害予測図、砂防学会誌（新砂防）、
Vol.44、No.1、p.1-2

3）�鈴木雅一ほか（1979）：土砂災害発生の危険雨量、砂防学会誌（新
砂防）、Vol.31、No.3、p.1-7

4）�打荻珠男（1971）：ひと雨による山腹崩壊について、新砂防、
Vol.23、No.4、p21-34

写真-2　�熱海市の災害現場に設置されたネットロール土の
う工法（研究テーマ3.4.1）

施工規模が大きいと、
施工時間が長くなる

コンクリートブロック各段が
積み上がるごとに効果を発揮

図-2　噴火時における施工期間と緊急対策の関係（研究テーマ3.4.2）




