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Ｉまじめに
日本列島は､豪雨や地震､火山噴火が頻発する条件下にあり､これらを誘因とした土石流や地

すべり､がけ崩れ､深層崩壊などによる土砂災害が起こりやすい状況にあります6近年は年平均
1,000件程度の土砂災害が発生しています６
近年でも､平成23年には霧島山新燃岳の噴火､東北地方太平洋沖地震､紀伊半島豪雨災害での
天然ダム形成といった超過規模的災害が続き､平成Z4年７月には九州北部豪雨災害が発生して
います6さらには､温暖化傾向にあると言われる中での豪雪による雪崩や､融雪地すべり災害が
頻発していますb

このような社会生活に大きな影響を与える災害に対して､事前のハード対策やソフト対策､災
害直後の緊急対応や緊急対策などを的確に実施するために必要となる調査や研究､技術開発を
行い､その成果を砂防の現場や砂防関係者等に広く普及していくことが､土砂管理研究グループ
の使命と考えています6また､災害時の技術指導や海外への砂防技術の普及などにも力を入れて
います６
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土砂管理研究グループ

)[ｸﾞﾙｰﾌﾟ長小山内'薑智］

火山"土石流チーム

[リーダー:石塚忠範］

･土石流災害の発生予測･検知技術に関する研究
･火山噴火に起因した土砂災害の減災手法に関する研究
･地震に起因した土砂災害の減災手法に関する研究

）［ﾘｰﾀﾞｰ石井靖雄］

地すべりチーム

･地すべりの検知･モニタリング技術の研究･開発
･地すべり災害防止･危機管理技術に関する研究･開発
･地すべり対策施設の高度化に関する研究
[所長:秋山一弥］

･積雪地域における地すべりの発生機構､調査手法､防止工に関する研究｡開発
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･雪崩対策に関する研究･開発
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【表紙写真]最近の主な土砂災害

右上:山形県最上郡大蔵村で発生した地すべり(平成24年４月山形県提供）
右下:熊本県阿蘇市古恵川で発生した崩壊(平成24年７月）
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｜左下:新潟県糸魚川市で発生した融雪地すべり(平成24年４月）
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グループの主な活動
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▲豪雨時に発生した土砂災害調査

▲融雪期に発生した地すべり現地調査

（熊本県）（平成24年７月）

△地震に起因した雪崩の現地調査
（福島県）（平成25年３月）
［雪崩。地すべり研究センター］

（山形県）（平成24年７月）
［地すべりチーム］

［火山。土石流チーム］

Ｕｉｊｌ２害対応(技術指導）

|ｉ Ｉｌ曇i1i ifiIl l1
Ｉｌ Ｉ

,礎

Ｉ

二篝《1i 1;i '1;i HIJl jilj iH1li hli li l iI iIl

､穐
可

⑥

…）

．＝電

譲〆
L蒜〆

ｐ

～～～ご＿

Ｌ

￣

▲熊本県阿蘇市で発生した土砂災害対応
（平成24年７月）
［火山。土石流チーム］

▲冬期閉鎖国道の斜面積雪パトロール
（宮城県栗原市）（平成24年４月）
［雪崩。地すべり研究センター］

▲島根県出雲市御幡地区地すべり斜面の
現地調査（平成24年８月）
［地すべりチーム］

刃技術者教育支援
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▲国土交通大学校での土砂災害緊急調査研修
（平成24年５月）
［火山。土石流チーム］

▲砂防把当者を対象とした地すべりの勉輪会

（平成24年１０月）
［地すべりチーム］

一目二季

▲ＪＩＣＡ火山学総合土砂災害対策研修
（平成24年７月）
［雪崩。地すべり研究センター］

■国際活動
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▲「土木の曰」での土石流発生装置の公開
（平成24年１１月）
［火山。土石流チーム］
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▲ゆきみらい見本市(秋田市)へのブース出展
（平成25年２月）
［雪崩。地すべり研究センター］
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▲土研式水位観測ブイ（投下型）の設置
（インドネシア共和国）

（平成25年２月）［火山。土石流チーム］
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火山｡土石流チームの研究紹介
近年､豪雨･地震に起因した天然ダムや火山噴火の影響を受けた土石流等によって甚大な被害が
多数生じています｡また､火山活動｡地震活動の活発化や､地球温暖化等の環境変動に伴い､土砂災
害のさらなる激甚化が懸念されています。

これらは､今まで想定していた土砂災害危険箇所とは異なる箇所でも発生することや､想定してい
た被害予想範囲を超えて災害が生じることが予想されるため､既存の手法や技術の大きな見直しが求
められる可能性があります。

当チームはこのような現象に対して､現場への効果的な技術支援が行えるよう､発生箇所､規模、
被害範囲の予測手法を開発するとともに､センサーを活用した発災時の緊急的な調査｡監視手法の
研究を行っています。

研究課題名

大規模土石流･深層崩壊･天然ダム等異常土砂災害の被害推定･対策に関する研究(H23-27）
大規模土石流.深層崩壊.天然ダム等異常土砂災害の被害推定･対策に関する研究(H23-27）
（プロジェクト研究：豪雨･地震に伴う大規模土砂災害等に対する減災､早期復旧技術の開発）
(プロジェクト研究：豪雨･地震に伴う大規模土砂災害等|こ対する減災､早期復|日技術の開発）
火山噴火に起因した土砂災害に対する緊急減災対策に関する研究(H23-27）
（プロジェクト研究：豪雨･地震に伴う大規模土砂災害等に対する減災､早期復旧技術の開発）
(プロジェクト研究：豪雨･地震に伴う大規模土砂災害等に対･する減災､早期復旧技術の開発）

土石流危険渓流が集中する山地流域における土砂流による被害範囲推定手法の開発(H23-26）
リアルタイム計測'情報を活用した土砂災害危険度'情報の作成技術の開発(H23-26）
リアルタイム計測情報を活用した土砂災害危険度情報の作成技術の開発(H23-26）
上席研究員

スロダツフ
ス

(チームリーダー）
(チームﾘｰﾀﾞｰ）

石塚忠範

研究総括

主任研究員

森田耕司

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(天然ダム､大規模土石流）
火山噴火に伴う土砂災害対策手法の検討
土石流被害範囲推定手法の開発

主任研究員

木下篤彦

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(深層崩壊）
土砂災害監視システム構築技術の開発
砂防施設設計手法の検討

研究員

清水武志

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(天然ダム､大規模土石流）
火山噴火に伴う土砂災害対策手法の検討
土石流被害範囲推定手法の開発

研究員

高原晃宙

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(深層崩壊）
土砂災害監視システム構築技術の開発
砂防施設設計手法の検討

交流研究員

秋山怜子

交流研究員

一色弘充

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(深層崩壊）
火山噴火|こ伴う土砂災害対策手法の検討
火山噴火に伴う土砂災害対策手法の検討

交流研究員

磯貝尚弘

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(深層崩壊）

交流研究員

梶昭仁

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(天然ダム､大規模土石流）
十万流柚菫旱範開椎宗手法の開薬
土石流被害範囲推定手法の開発

交流研究員

松澤真

土砂災害監視システム構築技術の開発(表層崩壊）

交流研究員

水谷佑

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(深層崩壊）
土砂災害監視システム構築技術の開発

交流研究員

吉永子規

天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(大規模土石流）
火山噴火に伴う土砂災害対策手法の検討(融雪火山泥流）

招へい研究員

山田孝
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天然ダム等異常土砂災害対策技術の開発(天然ダム）
土砂災害監視システム構築技術の開発

火山噴火に伴う土砂災害対策手法の検討

研究概要
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剛火砕流
降灰後の土石流

Ⅸ毎町.ｗ￣引
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融雪型火山泥流

上
土砂災害発生時刻
予測モデルの構築

時間

夕

斜面崩壊検知センサ等を

用いた渓流監視体制の構築
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火山噴火一一塗一一一百戒避
火山噴火
塗一一一自戒避難体制支援
制支援

降灰後の土石流。火砕流。融雪型火山泥流に
対する予測手法の開発

降雨
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研究成果の主な刊行物
土木研究所資料第3974号振動検知式土石流センサー設置マニュアル(案)､2005
土木研究所資料第4115号深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル(案)､ZOO8
土木研究所資料第41Z1号天然ダム監視技術マニュアル(案)､2008

土木研究所資料第4129号表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニュアル(案)､ZOO8
土木研究所資料第4169号歴史的大規模崩壊の実態､2010

土木研究所資料第４２２９号大規模土砂移動検知システムにおけるセンサー設置マニュアル(案)､ZO1Z
土木研究所資料第4240号深層崩壊に起因する土石流の流下｡氾濫計算マニュアル(案)､２０１２

共同研究報告書第391号火山灰堆積調査法に関する共同研究報告書､2009

共同研究報告書第419号土砂災害の警戒避難支援のための斜面崩壊検知センサーの開発
共同研究報告書､２０１０

４

すべりチームの研究紹介
地すべりチームの研究紹プ
（地
地すべりチームではこれまでの多くの現地指導の実績を踏まえ､地すべり現場で適用できる技術
の研究･開発を行っています｡以下に今年度の研究を紹介します。
流動化する地すべりは－度発生すると被害が広範囲に及ぶことになりますが､その発生や半|I別方
法に不明な点が多いため流動化する地すべりの発生範囲と到達範囲予測手法の研究を行ってい
ます｡この他､地すべり地形を呈しておらず過去の顕著な動きの経歴を有しない初生地すべりにお

ける変動計測システムの開発及び範囲｡規模予測手法の研究､地すべり解析に適用可能で実用
的な地下水位観測手法の標準化に関する研究､地すべりの兆候が現れてから崩落に至るまでの
間の地すべり土塊の変形プロセスの解明及び崩落範囲推定手法の開発､すべり面の三次元構造
を考慮した地すべりの安定性評価に関する研究､地すべり対策工における耐震性能評価に関する
研究を進めています。

地すべり斜面の地下水観測手法の標準化に関する研究(H22～25年度）
研究課題名

初生地すべりの変動計測システムと危険度評価技術の開発(H23～27年度）
流動化する地すべりの秦牛箇所･到達範囲の予測に関する研究(卜123～27年度）
流動化する地すべりの発牛箇所･到達範囲の予測に関する研究(H23～27年度）

崩落に至る地すべり土塊の変形プロセスの解明及び崩落範囲推定手法の開発(H23～27年度）
地すべり対策エの耐震性能評価に関する研究(H24～28年度）
地すべり対策工の耐震性能評価に関する研究(H24～28年度）

すべり面の三次元構造の把握と地すべり土塊特１性に関する研究(H24～28年度）
すべり面の三次元構造の把握と地すべり土塊特'性'二関する研究(H24～28年度）
上席研究員

石井靖雄

研究総括

総括
主任研究員

千田容嗣

地すべり対策エの耐震性能評価に関する研究
地すべり対策エの耐震'性能評価に関する研究

主任研究員

三輪賢志

崩落に至る地すべり土塊の変形プロセスの解明及び崩落範囲推定手法の開発
初生地すべりの変動計測システムの開発と危険度評価技術の開発

主任研究員

杉本宏之

流動化する地すべりの発生箇所･到達範囲の予測に関する研究
地すべり斜面の地下水観測手法の標準化に関する研究
すべり面の三次元構造を考慮した大規模地すべりの安定性評価に関する研究
すべり面の三次元構造を考慮した大規模地すべりの安定'性評価に関する研究

研究員

阿部大志

初生地すべりの変動計測システムの開発と危険度評価技術の開発
地すべり対策エの耐震Ｉ性能評価に関する研究
地すべり対策工の耐震性能評価に関する研究

(チームリーダー）
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交流研究員

小笠原啓介 道路等の崩落危険斜面におlﾅる危機管理手法の研究
道路等の崩落危険斜面における危機管理手法の研究

交流研究員

柴崎宣之

地震により発生する既存地すべり等の特徴の研究

交流研究員

武田大典

初生地すべりの危険度評価に関する研究

交流研究員

樽角晃

交流研究員

中野英樹

流動化する地すべりのメカニズムに関する研究

交流研究員

野田稔久

地震時における地すべり抑止エの効果に関する研究

交流研究員

宮本賢人

地震時における地すべり抑止エの効果に関する研究

交流研究員

森永高行

運動が進行している地すべりに対する応急緊急対策に関する研究

地すべりの三次元構造と地すべりの安定度の評価に関する研究

研究概要
地司~ベリコ廷害を軽】E[するための技術
甫厩iと総合的なマネジメント
地すべり災害を軽減するための技術開発と総合的なマネジメント

<i〈

ＬＰ計測により得られた地形データ固有値比の低い範囲を判定
大規模地震動の地すべり対策と地すべり土塊の動き・応答算定

微地形に着目した初生地すべりの可能性のある斜面の抽出

近年の主な研究成果
■土木研究所資料及び共同研究報告書
｡地すべりにおける長尺の挿入式傾斜計設置及び計測等に関するノウハウ
第4213号Ｚ012.1
｡地すべりにおける長尺の挿入式傾斜計設置及び計測等に関するノウハウ第4213号2012Ｊ
｡樹脂固定法によるすべり面標本の作成マニュアル(案）
第4227号２０１２５
･樹脂固定法によるすべり面標本の作成マニュアル(案）第4227号20125
｡斜面崩落検知システム運用マニュアル
第4250号２０１３］
.斜面崩落検知システム運用マニコアル第4250号2013.1
｡地表面変位計測による地すべり規模推定システムに関する共同研究共同研究報告書第451号Ｚ013.1
.地表面変位計測による地すべり規模推定システムに関する共同研究共同研究報告書第451号2013.1

｡地表面変位計測による地すべり規模推定システムに関する共同研究共同研究報告書第450号2013.1
.地表面変位計測による地すべり規模推定システムに関する共同研究共同研究報告書第450号2013］
－すべり線推定システム操作マニュアルー
－すべり線推定システム操作マニュアル－
･すべり層のサンプリングと認定方法に関する研究共同研究報告書
第449号2013.1
．すべり層のサンプリングと認定方法に関する研究共同研究報告書第“9号2013］

｡地すべり地における地下水排除ボーリングエの排水性能調査共同研究報告書第447号Ｚ０１３．１
・地すべり地における地下水排除ボーリングエの排水性能調査共同研究報告書第447号2013.1
－地すべり地における横ボーリングエ及び集水ボーリングエの実態に関するアンケート調査一
…地すべり地における横ボーリングエ及び集水ボーリングエの実態に関するアンケート調査一
｡斜面の崩落の検知センサと検知システムの開発共同研究報告書
．斜面の崩落の検知センサと検知システムの開発共同研究報告書第446号２０１３．１
第446号ＺＯ１３］

｡地すべり末端部の崩落範囲の予測技術の開発共同研究報告書
第443号2012.10
･地すべり末端部の崩落範囲の予測技術の開発共同研究報告書第443号ZO12JO

ｑ書籍
■書籍
｡地すべり防止技術指針及び同解説発行:社団法人全国治水砂防協会
平成２０年4月
･地すべり防止技術指針及び同解説発行:社団法人全国治水砂防協会平成Z０年４月
｡道路土工切土工.斜面安定工指針(平成Z1年度版）第11章地すべり対策
平成２１年6月
･道路±工切土工゜斜面安定工指針(平成２１年度版）第11章地すべり対策平成21年６月
゜地すべり地における挿入式孔内傾斜計マニュアル
･地すべり地における挿入式孔内傾斜計マニュアル平成２２年7月
平成22年7月

６

雪崩｡地すべり研究センターの研究紹介
雪崩｡地すべり研究センターでは、雪崩と地すべりの現地観測及び研究を行っています。
－雪崩の研究一

近年少雪化傾向ともいわれますが.平成23～24年のように突発的な大雪が降り．局地的に雪崩が多
発する年もあります｡雪崩対策施設は徐々に整備が進められていますが､さらに整備を図っていくため

に､対策エのコスト縮減が求められています｡そこで､谷の広がりなど雪崩走路の地形条件を考慮でき
るシミュレーション手法を開発し､雪崩対策エの設計に役立てる研究を行っています｡この他､気候変動
などによって積雪期にも降雨がみられることから、降雨の雪崩発生に及ぼす影響に関する研究などを
行っています。
-地すべりの研究一

地すべりの中には筆地すべり土塊が長距離を流動して被災範囲が広範囲に及び大きな災害になるも

のがあります｡この災害の被害防止･軽減のために､流動化する地すべりの発生箇所｡到達範囲の予測
手法の開発が必要とされています｡そこで､地すべりチームと共同で流動化する地すべりの発生要因や
メカニズムを分析し､流動化する地すべりの発生箇所の予測手法及び地すべり土塊の到達範囲の予測
手法の開発を行っています｡また､地すべり地の地下水調査法の改良｡開発として､加熱式地下水検層
法の現地試験を実施し､機器の改良とデータ整理法の改良を行っています｡この他､地下水排除施設
の集水管の閉塞が大きな問題になっていることから､集水管閉塞防止器を考案して現地試験を実施し、
改良を行っています。

研究課題名

流動化する地すべりの発生箇所･到達範囲の予測に関する研究（卜'23～27年度）
冬期の降雨等に伴う雪崩災害の危険度評価技術に関する研究（H22～26年度）
(H24～27年度）
雪崩対策施設の管理技術の向上に関する研究
雪崩対策施設の管理技術の向上に関する研究（H24～27年度）

数値シミュレーションを用いた合理的な雪崩防護施設設計諸元の設定手法'二関する研究
数値シミュレーションを用いた合理的な雪崩防護施設設計諸元の設定手法に関する研究
(Ｈ’４～，Ｒ建匿〕
（H24～26年度）
所長

主任研究員

秋山一弥
秋山一称

伊東靖彦

研究総括
冬期の降雨等に伴う雪崩災害危険度評価技術
雪崩対策施設の管理技術
数値シミュレーションを用いた合理的な雪崩防護施設設計諸元の設定手
法に関する研究

スタッフ

研究員

桂真也

研究員

丸山清輝

ス

夕

ツ

フ

７

流動化する地すべりの発生箇所･到達範囲予測手法
流動化する地すべりの発生箇所到達範囲予測手法
地下水調査法､地すべり防止施設の管理手法
流動化する地すべりの発生箇所･翌|｣達範囲予測手法
流動化する地すべりの発生箇所･到達範囲予測手法
地下水調査法､地すべり防止施設の管理手法

冬期の降雨等に伴う雪崩災害危険度評価技術
雪崩対策施設の管理技術
数値シミュレーションを用いた合理的な雪崩防護施設設計諸元の設定手
法に関する研究

専門研究員

池田慎二

専門研究員

木村誇

流動化する地すべりの発生箇所･到達範囲予測手法
流動化する地すべりの発生箇所･至|｣達範囲予測手法

交流研究員

畠田和弘

流動化する地すべりの発生箇所･至lI達範囲予測手法
流動化する地すべりの発生箇所･到達範囲予測手法
地下水調査法

第三紀層地域の地すべIﾉ対策技術の高度化

Ｉ

流動化する地すべりの発生箇所予測

雪崩対策エの合理的設計

'数値ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる施設設計諸元の検討

流動化する地すべりは長距離を移動するため．被災範囲が地形の変化を考慮し、現行の雪崩運動モデルより合理的に
広く大きな災害になる｡被害の軽減のために､流動化する地雪崩の至ll達範囲。高さ。速度が求められる数値シミュレー

すべりの発生箇所と到達範囲の予測手法の開発を行う。ションを用いた雪崩対策エ設計手法を検討する。
両

舂 凪・

一

田

廷

い－】

；顎

融雪による流動化地すべり
(新潟県･国川地すべり）
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加熱式地下水検層により求めら
れた流量の分布
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施設高の減少・コスト縮減
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地下水排除施設集水管の閉塞防止法の開発

。

冬期の降雨等に伴う雪崩災害の危険度評価
冬期の降雨や気温上昇で発生する雪崩の発生過程を調査し、降
雨等に伴う雪崩発生危険度評価手法を開発する。
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開発した集水管閉塞防止器
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横ボーリングの閉塞した集水管

蕊賎雷､１９７６－１９B５
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冬期の降雪。降雨の割合の変化
（新潟県高田）

近年の主な研究成果
■土木研究所資料
■土木研究所資料

｡豪雪時における雪崩斜面の点検と応急対策事例第4167号２０１０３
･豪雪時における雪崩斜面の点検と応急対策事例第4167号２０１０３
｡平成１６年新潟県中越地震により発生した地すべりの実態調査第4187号２０１０１２
･平成16年新潟県中越地震により発生した地すべりの実態調査第4187号2010.12
｡地すべり防止施設の維持管理に閏する実態と施設点検方法の検討第4201号２０１１．６
ﾛ地すべり防止施設の維持管理に関する実態と施設点検方法の検討第4201号2011.6

･既存地すべり地形における地震時地すべり発生危険度評価手法に関する研究第4204号2011.7
回既存地すべり地形における地震時地すべり発生危険度評価手法に関する研究第4204号2011.7
８

研究Ｌ里（平成--ir-l二度ノ
土木研究所報告および土木研究所資料等
Hf箙名
害鮪名

資料名
資料名

野諸名
署者名

土木扇究所i互科鏑4240号2012応
土木研究所混雑i54240号2012.6

石塚忠範.山蝕臓鰍．武濡永純
石曝忠範､山越隆雄.武藤永縫

大辿拠士砂移勤換知システムにおけるセンサー段肚マニュアル(案）
大観椣土M､私uUI槙知システムlごおＩﾅろセンサー扱1ｶtマニュアル(露）

土木研究所変料第4229号2012J９
土木研究所寅料錨4229号20129

石塚忠筋一山誠蹄L仏内田太郎．西口憲希
石塀皿範.山越版農.内田太郎_西口議希

深暦川堪に起因する土石流の流下･氾護計涼マーュアル(案）
深紙川堪に起因する土石流のiXZ下･氾濫肝算マニュアル(案〕

土木研究所資料卵4227恐２０１２５
上木W１，８jｿr淀料銅4227号201205

武ﾅｲﾙ化.杉本宏之.本Ⅲ]宏樹.宇都忠和
武士俊也､杉木宏之､＊Ｍ腹樹､３１W椰綱Ⅱ

timRm宗法によるすぺり面標本の作成マニュアル(案)
閉UH同定透'二よるすべり而概本の作成ﾏﾆﾕ゛アル(楽）

土木研究所遜料節4250号20131
土木孤究所ihf料泌4250日2013`１

武士禅化.千田審剖.三紬Ｈ志､石田孝司.坂野弘太郎
武ナ悔化.千田容飼.三柚賢志.石田孝司､坂野弘太肌

斜而101落枚知システム迦用マーュアル
制嗣l伽羅域知シスデム運用ﾏｰｧﾙ

共同研究糊告寓鋸443号２０１２１０
b向研究鞭告番鰯443号2012.10
共同研究報告暫第446号2013.1
jt同研究ifl告聾節446号2013.1

土木研究所､応用地斑株式会社､日ネエ営株式会社､株式会社パス｡､坂田通観
土木研究所.応用岨斑株式会社､日ホエ哲株式会社.株式会社ﾉ畝。､坂民透櫻
株式会社

土木研兜所`応用陶闘株式全社`ロホエ徴株式会社､jⅡ筒地賛株式会社､株式会
土木研究所､応用地fT株式会社､日ホエ燭株式会社､川崎地武株式会社､株式会
社大林組
土木研究所､株式会社アクアコントロール､株式会社宇部処BBFｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ､株式会

共同研究細告密鰯447号２０１３１
1t同研認42告狙第447号２０１３０１

社ｴｽｲｰ､応鳥孤段株式会社-錠証Ｔ典株式会汁_株式会社爽建ジオテック.日
辻ｴｽｲｰ､癒畠鞭獅稼式会社.蝕誘エ案株式会社.株式会計市議ジオテック．日
本韮礎技術株式会社.フリーエ粟株式会社

共同研究報告劉第449号2013.1
共同研究iH告廻鉗449号2013.1
共同研究紐告齊第450号２０１３１
比同研究iil告齊鰭450号2013.1
柔【可助究躯告79露451号2013」
共同耐究組信書蝿451,号2013」

土木研究所､ﾊｲﾃｯｸ株式全社.株式会社高知迫BHj1I】lE･株式会社ＩＭＩ掴総合ｺン
土木研究所､ハイテック株式会社､株式会社高知地釘馴王一様式会計H1洞総合コン
サルタント応用地侭株式会社.株式会社ｌ１ＭｉＯ特術研究所

地すべり末端部の崩落範囲の予測技術の剛発
地すべり末端部の崩落範悶の予測投術のIHI完
料而の崩落の検知センサーと検出システムの８M発
斜而の崩落の袋知センサーと検111システムの網轟
地す
ペリ埴にお|ﾅる地下水排1M筋Ｋ－リングエの排水性騰凋迩-」lオボーリングエ及び撰水71←リングエの突幽
地すぺり地における地下水排除ｵｰﾘﾝｸﾞｴのj#ﾜkI對脂飼孟横ポーリングエ及び築水ポーリングエの実鯉

にIHIするｱﾝｹｰﾄ画正一
に関
するアンケーＮＪＩ進一
すべり回のサンブTjングと腿忘宕詫に肌する研究
すべり周のサンプリン4処2匝宗方法に郷する野究

土zi目房究所一Ｅｉ際航童株式会社.韮班地盤コンサルタンツ株式会社｡株式全社アイ
土木研究所､国際航業株式会社､基礎地盤コンサルタンツ株式会社､株式会社アイ

地寵而亦ｲｳ計測による地すぺU規模推定システムに関する共同研究-すぺり暗推定システム操作マニユア
地汲面麿位計測'二よる埴寸.ペリ規棋肘[定システムI二間する共同研究一寸･ぺり線批定システム擬'1言ﾏニュア

エスデーー株式会社ｷﾀｯｸ.株式会社ﾚｲ宗ｲック
ｴｽﾃｰｰ株式会社ｷﾀｯｸも株畿会社ﾚｲ語ｲｯｸ

ﾉレー

土木貯究所､国脈航鱗株式会社､韮随地餓コンサルタンヅ株式会社､株式会社ｱイ
土木研究所､国際航菜株式会社､遜礎地亜コンサルタンツ株式会社､株式会社アイ
エステーー株式会社ｷﾀｯｸｰ鋒式会社ﾚｲﾃﾞしｲｯｸ
エステー.株式会社ｷﾀｯｸ.株式会社ﾚｲﾃﾞｨｯｸ

地辨市本位計測による地すべり規模推定システムに関する共同研究
１１k襲而変位:}iNIによる地すぺU規枇111:崖システム'二関する共同研究
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VoL54No520125
VoL54No,52012幻

池田b正二.伊東端彦､野呂智之.田中瓶１１１.林一成
池El悩二､伊凶【靖塵､野呂智之.田中jljilW･林一風

迦統体モデルを使用した数値ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる全層貢崩翫例の迦動解析

Vｏｌ５４Ｎｏ６２０１２６
Vol５４Ｎ0.6201超

石塚忠範､木佐洋志､胸水武志、中野剛子
石潔忠範.太佐洋志荊水武志.中町隅子

2010年インドネシア国ムラピ火山晩火に伴う火､鞍Hrとその錘の降爾により発生する土石流に乱bて
2010年インドネシア国ムラピ火山唖火に伴う火砕流とその径の降雨により発生するナ宕戒について

Vol54Nq72012フ
Vol５４N０．７２０１２７

木村誌、呂田和弘､丸山荊輝､野呂智之．中村朗
木替醗､品田和弘､丸山荊燦野呂智之､中村明

2012年３月新潟皿1-鈍市で発生した融冠地すべりの特徴
12年３月新籾1M上越市で盛生した融曾地すべりの持微

V､四4NｑｌＯ２０１２ＪＤ
Vbl54N0.102012.10

山鈍騨践
山趨鴎埠

2011年台｣型12号による紀伊半皿にお'十る天然ダム災害へのナ羅弍水位観測ブイ(投下型)の活帰
11年台鳳12号による紀伊半島における天然ダム型懇への土饒式水位祖測ブイ〔投下型)の活用

Vol５４Ｎ０．１０２０１２．１０
/0154Ｎ０．１０２０１２１０

清水武志.山越隆煙.内田太郎､石塚忠節
講水武志､山越賎Af･内田太郎､石鷲鳳謬0町

天然ダムによる十石派想定範囲計算システム(mAD-L)の1】l】拳と?011年台凪１２号災害における西用
閥ダムによる土石詐調定図囲計算システム〔mAD-I.)の１１n発と2011年台風12号災習に｡割ﾅろ適用

VＤＩ５５Ｎｏ１２０１２１０
VbI55II0.12012.10

石塚忠節､森田耕司．磯貝尚弘

2011年台風12号により発生Lた深田崩堪と渓流レベル評価

Ｖｏｌ５４ＮＯ１Ｏ？０１２１０
Jbl54If０．１０２０１２１０

杉本宏之.宇部忠和`本川宏樹.誌十侭化
杉本宏之､宇部忠和､木Ｍ蜜劉.戯十膨化

爪北地方太平洋沖地厘により白河丘陵で発生した地寸ぺりの発生斜而の地形･地釘的特微
化地方太平洋沖地武'二より白河丘陵で発生した地寸ぺりの発生斜面の地形･地質的持歎

VbL54NojO201210
Vol54Ib､10201210

野呂智之.丸山所阿.仰、19宮.池円位＝･木村鰯.、田和弘
野呂智之．丸山済輝.伊東端彦､池田楓二・木村鰯.畠田和弘

壷両jlll帯で発生する地すぺ叺酋伽の特徴一近年の災害拳牛状況と研究脚駈一
牽曾地帯で発生ず゜る地すべり.釘崩の持微･･近年の災害発生松塑と研究鳳魎－

VoL54NoJ1201211
Vbl54110」12012.11

丸山済輝､野呂智之．中村明
丸山jmf蝉､野呂智之.中村明

近年の地歴による地すべり対策概成斜面の変動墨牛雅況
近年の地戚による地り゛ぺりjbl筑溌醜斜面の壷1,MB生状況

VoI55No､３２０１３．３
bl55IIb､320133

池田慨ニー伊葉蜻彦.野呂智之･田中瓶1W･林一成
池田､i二・伊東靖彦､野呂智之､IZl中瓶１$､林一段

迦続体モデルを用いた西川層厚と寂噸の廊出～迩銃体モデルとフヱルミーモデルの比較～
逗銃体モデルを用いた画期層陣と寂廠の涼出～遮統体モデルとﾌｪﾙﾐｰモデルの比較～
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雄麓名

肝婿宅
著者名

満文名
鴎文名

砂防学会賎２０１２６７
砂防学金肱2012,7

山口瓦司．小山内侭智
山口其司､小山内侭智

｢日本の国土の莎編ムリ乢審｣砂防政策の変週
｢日＊の国土の廃廻と災客｣砂防政驚の変廻

砂防学会麓２０１２７
験防学金捻2012.7

執印康裕.堀用編文.鈴木雅一.小山内{E得､岡本敏
執印戚桧.廻国紀文､鈴木雅一､ﾉﾊ山内低智.岡本敦

地睡後の、填編牛降雨藷雛に関する－考察
地蔵後のIMI壊発生降雨鉛準'二弧する－考察

砂防学会睦２０１２９
砂防学会陣20129

水野正樹･富田lUl子.桂真也.小山内'百石.花田喝太､安寂霊WＴ
水野正樹･宮田剛子舎桂其也.小山内佃福､花田良太､姿用詮論

災客燗轍を用いた土砂災害時の住民の避鐘率の分析
災害１１V輯を扇ＷＥ土砂災害時の住民の達19k率の分析

砂防挙会膳2012」１
砂防学会肱2012.11

林又一郎､水野正樹､小山内償智`百脚住人､荊水孝一.中川和男.機木定一
林瓦一郎.水野正１Ｍ･小山内1回智｡西瓦佐人、刑水孝一、中川和田､松本定一

ALOS(だいち)を用いたIDI埴地抽出手法と而用性
ALOS惚いち)を用いたＩＤＩ壇地抽出手法｣LP電爵性

砂防学会臆2012.11
砂防学会臆2012`1１

久保田哲也細地函圃隆･済水或,平｣Ⅱ溺之･本国処･股恥匿夫･泉山寛明･海堀正
久保田哲也･地皿回隆･澗水収,平jⅡ泰之･本田座･秬島康夫,泉山冗明･海堀正
1811北風哲郎`小林浩･松木伐墜４機尼新=鴎`機矧瓦･宮紐育夫･丑好美次･中浸
博,北原哲郎･小林浩･松本俊雄･松尼新=胡･松河瓦･宮紐育夫･長野英次･中濃

平成24年７月九州北Bll藪爾による阿藤地域の土砂災暫
平鹿24年７月九州北部茶lWIによる阿蘇地域の之砂災害

雑司・奥山蛾木ﾛ島田微･篠臓座釧Ⅲ杉旗成潤ﾕ戯jW永鈍･日中償･内田太郎
繍司・奥山悠木`島田微･篠原腿親･杉原成潤,武llm永純･田中侭･内田太郎

砂防学会随2013,1
沙lMj学会肱2013.1

山賊蹄潅･石塚忠範,伊厩洋輔･大坂城一・中込淳
山越賎雄･石塚忠輔･伊驚洋朝･大坂鱗一.中込球

2011年合田L１２号による紀伊半囲における天然ダム災害への投下型水位観jNIlブイの適用駆例について
2011年台風１２５による紀伊半Lリニお|ﾅろ天然ダム災害への投下型水位観測ブイの適用卒倒に乳､て

日本地すぺU学会鰭２０１２１９
日本地すべり学会鰭20129

丸山荊即､中村
丸山読IMM･中村明､野呂智之
Ⅳ禺毎プ

hp1iA式地下水検1mによる地すべり地の地下水醐遜
鮒11$I式地下７k枚用による地すべり地の壇下水醐並

日本地すべり学会肱２０１２１１
日本地すべり学会跡2012,11

５１日汁|】弘`木村
鳳田和弘.木村醜丸山澗卿.肝呂智之.中村朗
丸山測輝.野呂智之､中衿明

平成24年３月７日新ji9UR上越市板介反呵Ⅱ1地区で発生した融函地すべり
平血2J１年３月7日斬隅肌上越市根曲拭圃Ⅲ地区で発生した融濁地すべり

日本地すべり学会功２０１２１１
日本地すべり学会麓2012011

石田孝司､杉本宏之､魅十俊也､布川IF､ニホnIW､宇都忠私
石田孝司`夢本1１

屑憾地すべUにおlﾅる洲密庇ステップ孔内賦盈結果と地下水観測納果との比較について
H2判I亀すべりにお'十る閥密度ステップ孔内斌肢結果と地下水観測錨呆との比蜘=ついて

日本地オペU学金肱2013.1
曰本地すぺU学会肱2013.1

丸山1W脚.野呂智之,中村鵬
丸山i仰廊.野呂イ
中村明

地漉時における地寸ぺり土塊のせんM庁iM1If及び過lmIImlMl水圧に閲する椣肘

土木施工2012.6
土木鮨エ2012Ｊ６

石塚忠節
石1191忠窟

平飢23年合図12号で発生した天然ダム弊への既赦対応技術

土木梅エ２０１２６
±引効急工20120

戯士後世
武生幽也

地すべり地'二お1ﾅる地下水排除工のIK-リング技術
地すべり地にお|ﾅる地下水排除工のボーリング技術

日本百エ学会肱２０１２
日本回エ学会雌２０１２

秋山一称.小山内佃報
秋山一弥､小山内Ｍ１柵

画1,1形胆の遜凪による甘川の移励と鋸生週柧の特微
■崩謬魁の埜只による百脚の移勘と網生よﾛljm將微

髄錘工学ジャーナル201ａ３
節⑤工学ジャーナル20133

iflh＋抄化`千田容倒･宇野忠和
､：全出也,千田溜嗣・宇野忠和

'111瞳傾斜''十による回転mmh型地すべりの演形様式推定斫例
地鐘111斜叶による同毎mMH翅地すべりの直形嫌式l農定本例
一十BRBhすべＩＬＨＩのlⅡljh才ぺU7,.ｺ&】似菰庁/亦价諏庁焼端一
-土肥地すべり､地のⅢ地すべりでの傾斜適度/喪ｲｳ弧庵解析一
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海外雑誌等
箸審名
:著者名

雑誌毛
雑誌名

趣文名
麹文名

RunoutOharaoteristicsandGrainSizeDistributionofLarge-scaleDeb｢iｓ
RunoutOharaoteristicsandGrainSizeDistributionofLarge-scaleDebris
FlowsTriggeredbyDeepCatastrophicLandslides

ItemationalJournalofErosioncontrol YukiN1SHlGUOHI,TaroUOHlDANagazumiTAKEZAWA
lnternationalJournalofErosionOontrol
YukiMSHIGUCHl･TaroUOHIDA,NagazumiTAKEZAWA‘
TadanorilSHlZUKATakahisaMIZUYAMA
TadanorilSH1ZUKA,TakahisaMlZUYAMA
Engineermg2012
nglneering2012
TtemationalJournalofEr0sionControl
lntemationaljournalofErosionOontrol

:njZineerinR2012
Enginee｢ing２０１２

EnvironmentalEngineeringand
EnvironmentalEngineerlngand
M3n3gementJournal2012
Managementjournal2012

NagazumiTAKEZAWATaroUOHlDA,OsamuYOKOYAMA
NagazumiTAKEZAWA,TaroUClllDA･OsamuYOKOYANA
KeijiTAMURA,TadanorilSHlDUKAKeisukeSUZUKl，
KeijiTAMURA,Tad3norilSHIDUl〈A,KeisukeSUZUKl，

Assessmentofdeepcatastrophiclandslidessusceptibilitytoearthquake
Assessmentofdeepoatastrophiolandslidessusoeptibii[ytoearthquake

MasakatsuMIYAJlMA

MihaeIaOonstantin,KazunoriFujisawa・Kojilshida,KeilFguchi
MihaelaOonstantin,KazunoriFujisawaKojilshida,KeiHiguchi， Digital・automatedandopticalfibersystemsusedindisplacementmeasurements
DigitalIautomatedandopticalfibersystemsusedmdisplacementmeasurements
MariusVIaiou,Marta-0ristinajurchescu
MariusⅥaicu,MartaCristinaJurchescu

oflandslidesinRomani3
of1andBlidesinRomania

国際学会発表
学会名

発表考名
発表者名

タイトル
ﾀイトル

TaroUohidaOsamuYokoyama,NagazumiTakezawa,TadanorI
TaroUcll1da`OsamuYokoyama,NagazumiTakezawa，TadanorI
lshizuka
|shizuka

iNTERPRAEVENT2012Proceedings
|NTERPRAEVENT2012Prooeedings
201２４
2012.4

l2thlnte｢nationalOongress
１２thlnternationalOongress
lnterpraevent20124
lnterpraevent2012､４
Proceedingsofthelnternational
SymposlumonDamsforaOhanging
SymposlumonDamsforaChanging
world2012.5
worId20125

TaroUchida,KouichiAkiyama,NagazumiTakezawa1Tadanori
TaroUchida,KouichiAkiyamaNagazumiTakezawaⅢTadanori
lshizuka
|shizuka

lheRoIeoffieldsurveyandpotimalprocedureforcalculationonshallw
TheRo1eoffieldsurveyandpotimalprocedureforcalculationonshallw
landslideprediction

Tal(aoYamal(oshi,Yol(ON3kano･Tad8norilshizuka1l〈eiji
TakaoYamakoshi,YokoNakanqTadanorilshizuka,Keiji
TamuraYujiHasegawa
,amura,YujiHasegawa

TimesequenoeontI1edebrisflowdisasterinthetsurugiriver,hofucity,iｎ
Timesequenoeonthedebrisflowdisasterinthe上surugiriver,hofucity}ｉｎ
Japan

Shin-ichirohayashiMasakiMizuno,NobutomoOsanai
S11in-lchirohayashi`MasakiMizuno1NobutomoOsanal

２０１２１０
2012.10

jAPANESEEARLY-WARNlNGSYSTEMFORDEBRlSFLOWANDSLOPE
JAPANESEEARLY-WARNlNGSYSTEMFORDEBRlSFLOWANDSLOPE
FAlLURES

TadanorilSHlDUKANobutomoOSANAｌ
TadanorilSHlDUKA,NobutomoOSANAl

DeepOatastrophicLandsIidesandLandslidedamsinJapan
DeepOatastr0phicI3ndslidesandLandslidedamsinjapan

ToshiyaTakBshi
ToshiyaTakBshl

ReoentLandslidedisastersinJapa、
RecentLandslidedisastersinJapa、

KOrea-JapanjointSymposlumonSlope ToshihisaNoda,RyoNakano,Masaal(iBeppuⅢIlisakiIiam3ur3
|《orea-japanJointSymposiumonSl0pe
ToshihisaNoda1RyoNakano,Masaal(iBeppu,HisakiHamaura
ToshiyaTakeshi,TaishiAbe
ToshiyaTal《esbi,TaishiAbB
Stability20128
Stability2012､８

〒heTenthlnternationalSymposiｕｍｏｎ
TlleTenthlnternationalSymposlumon
MitigationofGeo-disasterinＡｓｉａ
MitigationDfGeo-disasterinAsia

AssesmentfordeepcatastrophiclandslidesusceptibilityinJapan
Assesmentf0rdeepcatastrophicIandslidesusceptibilityinJapan

AteohnoIogyofslopestabilityevaluationwithusingofloadoeI1
AtechnologyofsIopestabilityevaluationwithusingofloadcell

YojiOhida,ToshiyaTakeshiTaishiAbe､AtsushiNisllijyo
YojiOhida,ToshiyaTakeshi,TaishiAbe,AtsushiNisllijyo，
TnrIRkRﾌﾟⅢＩⅡnYlIiiTRhnfn
TadakazuUtqYujiTabata

leportonapplicationofgroundtiltmetersuslngaccelermetBrsfDrunstable
Reportonapplicationofgroundtiltmetersuslngaooelermetersfo「unstable
rookslope
ockslope

N･Takezawa,T･Uchida,Ｔ｣shidukaS・Honma,Ｙ･Kobayashl
N､Takezawa.Ｔ､Ucllida,Ｔ・lshiduka,Ｓ､Honma,Ｙ･Kobayashi

Estimationofthemostsuitablewindowsizeofsloperelieffortheassesslng
EstimationofthemostsuitablewindowsizeofsloperelieffDrtheassesslng
soaleoflandslidesduetotheearthquake
scaleoflandslidesduetotheearthquake

MMiyajima
MMiyaiima

HiroyukiSugimotqTadakazuUto1HirokiHonma,Toshiya
HiroyukiSugimoto・TadakazuUto1HirokiHonma`Toshiya
1nternationalSymposIumonEarthquakenternationalSymposlumonEarthquake‐ Takeshi
inducedLandslidesISEL-Kiryu2012
nducedL3ndslides,lSEL-Kiryu2012
AkiraNakamura,NoroTomoyukiKiyoteruMaruyama,Ｈａｓｉ
AkiraNakamuraNoroTomoyukiKiyoteruMaruyama,Hasi
Bateer・YasuoIsbi
Bateer・Yasuolshi

Effectofexistmgdrainageworkontheearthquake-inducedlandslide
ElfectoIexistingdralnageworkoｎｔｈｅｅａ｢thquake･induoedlandslide

lnternationalsymposiumonSe3sonal
InternationalsymposIumonSeasonal

RegionalcharaoteristicsofsnowpacKsrelatedtoavalanchesinthejapanese
RegionalcharacteristicsofsnowpaoksrelatedtoavalanchesintheJapanese

Snowandloe
Snow2ndlce

JAPAN-0HlNAwinterroadworkshop
｣APAN-CHlNAwinterroadworkshop

Shinjilkeda,TomoyukiNoro
ShinjilkedaTomoyukiNoro

2012

thepaoifiocoastofTohokuEarthquakejnShirakawallillsIFukushimaprefectuer
lhepacificcoastofTohokuEarthqual《e,inShirakawahilIsDFukushimaprefeotuer

oentralmountains
oentralmount2ins

YasuhiI〈o1TqTomoyukiNORO
Yasuhil(oITO1Tomoyul(iNORO

FEATURESANDEXAMPLESOFREOENTAVALANOHESⅢＪＡＰＡＮ
FEATURESANDEXAMPLESOFREOENTAVALANCHESlNJAPAN

ShinjilkedaTakafumiKatsushimaYasuhikolto1Yukari
Shinjilkeda,TakaiumiKatsushimaYasUhikolto1Yukari

､ternation31snowsoIenoeworkshop
lnternationaIsnowsclenoeworkshop

Geomorpilologicandgeologicfeatu｢Bsoflandslidesinducedbythe2011ｏｆｆ
Geomorphologicandgeologiofeaturesoflandslidesinducedbythe2011off

Takeuchi,TomoyukiNoro
Tal(BuDhi,TomoyukiNo『０

STABlLITYlNDEXOONSlDERlNGSLABSTRENGTH
STABlLlTY1NDEXOONSlDERlNGSLABSTRENGTIl
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Shinjilkeda,TomoyukiNoro
Shinjilkeda`TomoyukiNoro
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技術指導等(平成24年度）
技術指導
所腔

圧名

1-124.7s

士砂ＩＦ『]JlJ研究グループ長

小山内信管

桐岡IHI

II24727-28

土砂需理研究グルーフミ長

小山内信轡

2ＪWPX可祠留霞、百U、厩悪inヨ

九州地方露備局川辺川zlT務所

五木村災審対応

H24B23他1件

土砂'西理研究グループを長

小山内信香

虹北｣u玩鎌可言E5I6m団､回読瀝勇ｳｼﾞ1151

H24jL15

土砂祢理研究グループ長

小山内信将一石蕊R忠範

犀ZH3Hl

H24.1129

土砂符耶研究グループ長｜小山内個将.森田耕司

桐lWiHl

H25.1.24

土砂獅理研究グループ､長

小山内信召

東北jIh方盤備后新庄河川１１｢務所

HパワR

Eu]1[jlh方鑑衡局

爽施日

技術揖魂内容超

唖】

土砂極理研究仇１－プ長

小山内信智

H2441Dﾖ1１

火山･ナ清弥チーム

河水武志

1匹iii地方鐙億局新庄河｣ⅡZlF務所

天然ダム災害対応に関する技徳指導

H244.11

火山･ナ宕読チーム

山瀧躍観

(財)砂防･地すべり技1,センター

火山地域の土砂災害対策方法に関する技術指導

H24A12

火山･士浦添チーム

石塚忠範

宇戒航空研究1$W発樋柵

火山｣Ihhjiの土砂災害対箙方法に関する技術指導

H244」７

火山･土石流チーム

山脈薩排

火山･土石流チーム

石塚All流･冠が妥永純

縫務楢、0束総合通信届
九J１１地方整備局大圃河jll回遊班務所

土砂型奔階視手法にIHJする技術指淑

H24422-23

H24424-26

火山-土石流チーム

正田耕司

近鰹地方蒋備局紀伊山地砂防｡､務所

天然ダム災害対応に関する技術il3i印

1124.427

火山･土石流チーム

石塚忠範･森田耕司

宮城肌

天然ダム災害対応に関する技術拘灘

124.5017

火山･土石流チーム

石塚忠腕･雍、雑司
石塚忠応･森田耕司ｌ近畑地方整備局紀伊山地砂防J】｢務所

天然ダム災害対応に関する技術相罫

火山･土石流チーム

H24さ５２１

火山･土石流チーム

H24525

火山･ナ涙諏チーム

H24530-6」

l1j111降雄.葬田耕司’九llIjIh方雅慌局川辺川Bzﾑ砂llhUj｢務所

火山１１１１域における土砂災害対罐にIHIする技術指導

深HiMI壊披害予jllllに１ｍする技術拍羽
土砂災極監視手法に関する技術指導

亜翌丞韮

近陛jlh方鞄備局六WblM7JlF務所

山蛾隆雄

宇宙航空研究開発握構

火山jII1域におIﾅる土砂災霧対策に関する技術指導

火山･ナ病索チーム

山越[壌箆

九dlljuI方率備局

火山地域における土砂災蓄対策に関する技術指導

H24.6」３－６．１４

火山．＋宕漉チーム

溌水武志

ｼltjIlW麓合蔀務局

Ｒｂ下十Ub災害､ＩＴＩ卜惑に関する技術柑源

H246」３－６」５

火山･十石誰ｦ－ム
火山.土石流ｦ－ム山誠降鉾九州地方整備局

火山地域における土砂災誓対薮にIILIする技術指導

H24Ej5

天然ダム災害対応に関する技術指迩

H24624-625

火山･土石流ﾁーム石塚忠範●講水武志近幽山方整備局
九州地芳砺嚇局
火山･土石流ﾁーム山齪蹉撰九州地方堕髄同
近避｣'''六輪備局
火山.土石流ﾁーム山誠騨越近畿地方整備局
山誠騨越

H247.5-6

舐悪永純
火山.土石流チーム武深永純大分M1

土砂災濟対鞭に関する技術指導

H247.8-10

火山･土石流ﾁｰﾑ石塚忠腕・山拉膝雄・赴潔永純北諏;竹川】発局

火山地域における土砂災害対鐘に関する技術指導

H247-l2

火山･士惹添ﾁーム山越B錘fEBUzI[地方整備局
山越隆達

土砂災懇時塊手法に関する技術指導

卜迫4.7.13-7.15

nW木皿阿蘇市で拳牛Lたｔ砂災害対応に関するj封１７拒導

H24d7J9

石塚忠範･清水武志
火山･土石流ﾁーム石塚忠範･清水武志脈木,ＨＬ
山越隆避
服本ＩｉＬ
火山･土石流テム山譲薩雄熊木ｌｖＬ
石塚忠範
北陸地方轆僻局
火山･土石流ﾁーム石塚忠妬北陸地方整備局

H24720

石塚忠範
近魁地方砿備局
火山.土石流ﾁーム石塚忠範近蝕地方整備局

天然鉢ム災害対応に側する技術招魂

H24723-724

火山･土石流ヨーム石｣叉忠脆.山越隆陛プLll11Ih方雛備局
石塀忠施･山越隆遜
九ｳⅡ地方整備局大熈河川国道RlT務所

山地域における土砂災害対策にEuする技術指導

H24,724

火山･土石流チーム

流水莚志

N24.726

火山･土石流チーム

山越賎避爪木Ⅱ＆

H24.803

火山･土石流チーム

石塚忠腕･森田耕司奈良1K

深llZ1m埋対雄に関する技術拒獅

1-124.88

火山･土石流圭ム

山越賎雄一武隷永純中部jlh方整備局沼津河川回遊難務所

土砂災撫隣視手法に関する技術指導

'-12485-8

火山･土石流チーム

森田斜司中部地方確傭局

11248.16-17

火山･土石流チーム

石塚忠聴･武澤永純｜近殴地方整備局

H24B21-22

火山-土石流←ム

H24B23

火山･十滴蒜チーム

H２４．８２４

火山･FI-清惑チーム

森田耕司-武潔永純

H24.829

火山･土石流チーム

石塚忠節-山越{塵避-武澤ﾗk純

H24918-20

火山-土石流チーム

H24920-21

火山･土石流チーム

H24928

火山･土石流チーム

H24JO2

火山･土石流チーム

山越腫溌｜近畿地方塾備局

H24jO12

火山･土石流チーム

石塚忠範｜東北地方整備局

H24.10.12-13

火山･士君流チーム

森田jjl司一清水武志｜來北地方蕊備局

H24」０．１７

火山･土石流チーム

雄一範
隆一忠

1245.18

九州地方整備局

火山Ｍ１域における土砂災害対策に関する技術指導

ﾌﾞLIU地方整備局

火山地域における土砂災響対簸に関する技術指導

山誠躍雄

九州地方溢備局

H24620-621

H247-16-7.17

柵岡肌

山越隆雄’九】Ⅱ地方轄碕局

燕田雑司hlp上jlll方然備局

火山地竣における土砂災害対厳にBUする技術指導
天然ﾀﾞﾐﾑ災害対応に関する技術拒導

､i木皿剛2悟市で発生Lか士砂災害対応に１mする技術指導
土砂災聾対簾に関する技術指導

禰岡！iL八女市で発生した天然夕もムの災害対応に関する技編棺覗

11m木肌阿蘇市国道57号で駆牛L据十砂災害対応に関する技術指抑

深府１Ｍ趣危険度評価手法に関する技術柑卿
滋賀県･京都府で発生Ｌ戸十通り災害対応に関する技癬柑諏

火山地域における土砂災害対B1rに関する技術指璽
土砂災害対策に関する技術摘尊

遜一鈍

隆永
越藻

山一武

近陛地方轄備局

深隅IDI峻伝膝庵評価手法に閲する技術指卿

來東獄力

砂防ｿｲﾙに関する技術拘諏

九州地方整備局

火山地域における土砂災害対無にUBIする技術指辺

(牝'二)砂防掌会

森田】｣同一武灘永純’九ＩⅡ｣Ul方遜(価局雲lIU復興輌務所

加木肌阿蘇市で発生Lか＋砂災害現地鯛去
深旧IDI鰹危険庇評価手法にIHUする技術IHiMJ

粟平地区天然ダム排水路Ｔ被災対応に関する技術指導
天然ダム災害対応に関する技術指導
天然ダム災害対応に関する技術指導

山一石

越塚

H24o1023-24

火山･土石流チーム

H241023-25

火山･土石流チーム

H2４１，２５

火山･ナ宕論ラーム

石壌忠節

九州地方驍鯛局

深層崩壊対策に関する技術指導

H2jMu3D

火山･十素誰チーム

石塚忠淀･量:澤永純

滋賀県

土砂製鞠鳫司且手法に関する技術指耶

H24」q31

火山･土石流チーム

石塚忠範･武藤永純

近舩１１１１方整嚇局紀伊山地砂防耶赫所

天然ダム災害対応に関する技術柵淑

H241L1-2

火山･土石流チーム

H241L6-7

火山･士為読チーム

森田耕司･清水武志缶酔llh方整備局紀伊山地砂防耶溺所

H2411-19

火山･十病剖Fチーム

山隷躍餓九州地方韓備同大隅河Ⅱ１回逝那諮所

火山地域におけ高＋勅災害対錐に､Uする技術指導

H241128

火山･土石流チーム

山越鐸雄北陸地方轄磁后

訪下十Ｆb災害防止法に蝿する技術指導

Ⅱ24.12,3

火山.＋宕流チーム

石塚忠範近鰹地方整備局

天然ダム災害対応に関する技術指諏

H24.1214

火山゛土石流チーム

山滅鋒雄110〕1[地方整鮒局

土砂災害監視手法に凹する技術指導

H24.12.14

火山･土石流←ム

武露永純中部地方整備周沼津河川国竝甑務所
中部地方覇衛同沼津河川国近執務所

土砂災害監視手法に関する技術抵那

H25.1,8

火山･土石流チーム

Hz5.110

火山･土石流÷ム

石塚忠範･森田耕司

Ⅱ25.1.11

火山･土石流チーム

石塚忠範

山趣廃雄九州地方整備局jll辺川鉱ム砂防J1｢務所

山越隆雄中部地方慾備局癒±砂防事務所
中部地方慾備局癒±砂防事務所

深晒、埴被害予測に関する技術指坤

天然ダム災害対応に関する技術指導

火山地域における土砂災害対流に肌する技術指導

肝⑫lIIt方整備局

天然ダム災害対応に関する技術柑瀬

】に北地方黙倫同新庄河j11国逝亦務所

深周1,堰対策に関する技術指醐
深旧崩壇対策に閲する技術指騨

火山･十活戒ﾁーム

森田耕司

中部地方整倣局越美山系砂防7W務所

H25.1.17

火山･土石流チーム

森田耕司

北陸地方整備局

N25130

火山･ナ活読チーム

武澤永純

lMmr地方繋備局利根７k系砂防或薪所

土砂災巽陰狽手法に関する技術指導

H,Ｈ,R

火山･ナ病歳チーム

森田耕司･武露永純

四国地方姦備局四国山地砂防噺務所

潔旧血填対簸に関する技術指巫

1-1,月，R

火山･十焉流チーム

森田耕司･武羅永純

中部地方蕗砿同多治見砂防回遊卒務所

深用崩壊命購廠評価手法に間する技術指導

H25212

火山･土石流チーム

森田耕司

火山･土石流チーム

811束地方輔蝋局猛士川砂防耶務所
(財)砂防･地すべり技術センター

深価Ｍ１壇対策に関する技術指瀬

H25213

山譲降雄

1･'252.14

火山.＋宕誌チーム

武鐸永純

北海逝碗発局譜広Hn卒uuI1O知

火山地域における土砂災害対節に|]則する技術指導

M25.215

火山･土石流チーム

武澤永鈍

北海戒nM発局帯広1W1寵醜KO部

土砂災害監視手法に関する技術指猟

卜1252.25

火山･土石流チーム

武漂永純

中部地方塾備同筋岡河Ⅱ|醜務所

深川1,壇危険庇評価手法に側する技術指卿

九ｌｌｌ地方蕊備局」Ⅱ辺川ダム砂防獅茄所

深隅IDI鰹対厳に関する技術指導

H251.11

１１

広頼元寄

山誠騰雄･哉濁永純

天然ダム災害対応に関する技術指源

火山地域における土砂災害対錐に関する技術指醜

1125.3.1

火山･土石流チーム

H25.3.11

火山･土石流チーム

武澤永純中部地方整備局沼津河川国遊離務所

土砂釧再哨罰jﾕ手法に閲する技術拍導

H25.3.13

火山･土石流チーム

石塚忠範（財)砂防･地すべり技111センター

土砂災害対策に関する技術指瀬

11253.14

火山･土石流チーム

森田耕司奈良県

深旧IDI埴対策に関する技術指郵

Ｍ5.3.15

火山･土石流ラーム

H25,3.15

火山･土石流チーム

武澤牙d5h北海逝DM発局帯広、発砲Rom
北海irhlWI融同帯広、発砲ＷⅢ

Ｈ253.15

火山･土石流チーム

北海蛍lWI発局帯広IHI発独鱒部
森田耕司･武澤永純北海逝閲発局帯広卿嬬独鱒郭

H25.3.18

火山･土石流チーム

武露永純１，束jih宕轄(傭同富士Ⅱ|砂防１F務所
関東地方蕗(轍同富士川砂防J｢務所

土砂災再購視手法にEuする技術指瀬

H23.33

火山･土石流チーム

内田太郎北海lMilW1発同室Hll開発碗灘如
北海lMilW1発同室HllBn季硫段部

森田耕司･武露永純北睦地方整鮒局阿賀野川河川ＪＩＦ務所

深旧1,堰危険度評価手法に関する技術指魂
土砂皿璽Ｉ鍔jZ手法に側する技術拍蝉
深EljI壇危険度評価手法に関する技術指導

H24.4.10-11

地寸ぺりチーム

武ナ強化

東北地方整伽同新庄河川国逝蛎務所

変凧、堰祭牛佶膝昨評価手法の現地適用
銅山川流域ｉｆ折地区地寸ぺり現IMU表

Ｈ２4.4.24

iIhオペリチーム

詮ナ幾lb

宮崎県

宮崎肌耳Ⅱ|地すべり対抗

実施曰

所属

依藏［元等

氏名

武ナイ鹸化.･千田容嗣Ｕ宮城県

技術指導内容等

H24.425

地すべりチーム

H24,426

地すべり←ﾑ武士俊也山形県
地すべり←ム

銅山川流域肘折地区地すべり現地指導

H24.58-9

栗駒地区現j111羽赤

1lbすべL}←ム
地すべりﾗｰﾑ武ナイ鯉hＬ璽北地方整僻同新庄河)11国逝本務所

銅山川流域盛牧地区地すぺUの現地調査

H24.5.14-15

山形県
地寸ペリチーム武ナ俊他･野田稔久山形県

銅山川流域肘折地区地すぺりの技術指導

H24.5.16-17

長野県
』也土ぺUｦﾆーム三輪風志長野県

長野県小谷村横川地すべりの技術指灘

Ⅱ24.5.18

地すべりﾁｰﾑ武士傍+l非阿部大志四国地方整伽局吉野川ダム統合符理事務所

柳瀬ダム地すぺU打合せ

H24.5.21

』lhZkペリ千一ム詮十俊也･三輪憂志･阿部大志東北地方整備局福島河川国道率務所

壇野川地すぺり現地調壷

H24.64-6

地すべりチーム武士物化山形県
地寸ペリヂーム武ナ橡化.･坂野弘太郎関東地方整備局千葉国道頚務所
地すべり←ﾑ武士俊也･杉木宏之･野田麓久･坂野弘大部全国地すべり力qﾅ崩れ対雄惚灘今

力叶協現地検討会打合せ

H246.6-7

H24.522
H245.25

銅山川流域肘折地区地すぺりの技術指導
一般国道127号富津市金谷地生諜而崩壊に関する技術指灘

1lbオペU千一ム武士俊也･三輪賢志山形県

肘折地すぺU現地調査

11246」１

武士俊也
内閣府沖細総合事務局
地すべり←ム武士僅也内職I肘；IIJ刺趣台撃沈ﾉ司

中頭束部地区地すべり対雄検討委貝会辨前打ち合わせ

H246J3-14

千田容嗣
東北地方整術局北上川下流河川本務所
地丈ペリーム千田容愚東北地方鐙Ni局北上川下流河川本務Ｆ

宮城県栗原市花山木沢地区のREM０，TE2設匝作梨

武士俊也･野田稔久
血児島県
地すべりﾁｰﾑ武士俊也･野田稔久鹿児島県

鹿児島県国遊448号(肝付町)土砂災害の技術指導

武士俊也
北陸地方轆伽局金沢河Ⅱ１国讃UIT務所
』h丈ぺり千一ム武士俊也北陸地方整伽局金沢河川国道JIT務所
｣也立ペリテム武十化化００束地方整備局ハツ喝ダム工率本務所

手取川ダム打合せ

H24､630
H24.7.5
H２４Ｊｊ３
H24.7.17

Ⅱ248.3

H248jO
H24､8.16

H24B20
H24820

地すべり←ム武ナ牌+h･野田穂久福岡県
地すべりチーム武士俊也NEXCO西日本九州支社宮崎本務所

地丈ペリチーム武ナ鱒化三輪賢志島根県
地丈ペリチーム武士俊也･杉木宏之･野田稔久･坂野弘大節全国地すべり力1ﾅ崩れ対錐惚韓今
武士俊也･杉本宏之･坂野弘太郎
奈良県
､l丈ﾍﾟﾘﾁｰﾑ武ナ俊化･杉本宏之･坂野弘太郎奈良県

１１１，オペLI-△武士俊也閲]に地方蕊Ni局ハツ場ダムエェハ、瀦所
武士俊也
関取地方整伽局ハツ場ダムエ頚郵｢務所

ハツ鰯ダム地すぺり現地鯛五および技術指導

九州北部豪雨福岡県八女市塀原地すべり技術指導
丸自トンネル甑前説明会

出雲市佐田町大呂地内で鍔牛'た地すべりの現地指導
力叶協現地穣討会打合せ
奈良県惣谷地区打合せ
ハツ場ダム地すぺり打合せ

武十橡化

東北地方整備局能代｣l[河川国ｉｎ率務所

米代川整備本業二ツ井左岸地区地すぺU横討会及Ug現地醜謙

H24.96-7

武＋ljHb

東北地方整倣局玉)Ⅱダム街理所

玉川ダム男神地区における地すべり挙動及び観測状況に関する指導

H24.9.11

武十付化

漫姻県西条市役所

hiI落個所の現地爾蚕Ｊ､叢斜面の対鞭工法についての醐在､助言

H249､４－５

NbオペＷ千一ム

1-124.912

地すぺリチーム武士俊也関〕に地方蕗附局ハツ渦ﾀﾞﾑｴｺH:N1r務所

ハツ渦ダム地すべり打合せ

H24.9,12-13

地丈ﾍﾟﾘﾁｰﾑ武士俊也岐111県
jlh丈ペリチーム武士俊也和歌山県
iul丈ペリチーム武士俊也･杉本宏之･坂野弘太郎今回ijhすべり力叶照れ対鞭}嵐溌今

岐阜児擾斐郡担聖川町植原地すべりの現地調正･指導

1-124.9.20-21
H24」Ｏ９

H24.1211

地すべりﾁーム武士俊也･杉木宏之･野田稔久･坂野弘太郎全国地すべりｶﾛﾅ崩れ対策|勲甑会
地寸ペリチーム武士俊也四国地方整伽同大波ダム管理所
地すべり子ム武士偉槻･阿部大志東北地方整備局最トllWム統合僚理事務所
地すべりﾗｰﾑ弐十盤化（財)砂防･地すべり技術センター
地すべりﾁｰﾑ武士俊也､杉本宏之奈良県
地すべりﾁーム武士俊也九州地方聴随同

H24.12.12-13

地すべりﾁーム一武士俊也･杉本宏之･野田稔久全国地すぺリカ叶崩れ対簸協議会

Ｈ２４１０２４－２６

H24.10.30
Hz4.11.9

1-124.1115
H2411j6

H24j219

Hhオペし)←ム武十併化Zlr北地方離礁局能代川河川国iifZ1r務所
武士俊也･阿部大志四国地方鞘ｲｨi同大渡ダム昏理所

H24J219

武士像化関東地方整倣局ハツ渦ダムエ本甑務所

H241219

武士俊也･坂野弘太郎和歌山県

H24」226

平成24年度第45同全国地すべり現地検討会打合せ
平成24年度第45回全国地すぺU現地検討会
大波ダム打合せ

寒河江ダム地寸ぺり現地視察および現地指導
濁沢コア確認および現地溌壷

奈良県惣谷地区打合せ
柳原地区地すべり対莱への技術指導
力叶協現地検討会現地調査
米代川整備噸業二ツ井左岸地区地すべり打合せ
大波ダム打合せ
ハツ場ダム地すべり打合せ

土河屋トンネルの砥エ凪裂に関する技術指導打合せ
柳瀬ダム地寸ぺり打合せ

H25.1.16

u函西dJE￣因

H25.1.23-24

1lbすべ01息÷△
地すべり←ﾑ阿部大志四国地方整備局大渡ダム管理所大渡ダムポーリンゲｺｱ視察および現地指導

H，Ｒ，R

地まペリチーム武十俊化四国地方整術同大渡ダム管理所大渡ダム事前鋭明
地すべりﾁーム武士位也･杉木遍之･中野英Ul･称伽晃･砿野弘太郎奈良県五伽市大塔町惣谷におlﾅる地すべり災害に関する技術指導

H25212-13
H25､3.5
H25.320
Ⅱ24.4.11
Ⅱ24.4.22
H24.5.17
H24.5021
H24.6.28
H2HR2

H24､7.20
H24.7.23

H24.7.24
H24724
H24B26

H249JO
H24jO22
H24､11.15
H,ＲｐＲ
Ｈ２５ａ６

武ナ徳化･阿部大志四国地方竪備周吉野川ダム統合怖理率務所

国道168号土河屋ﾄﾝﾈﾙの厘エ勉裂に関する技術指導

地すべりﾁｰﾑ武士俊也･杉本宏之･坂野弘大皿･野田獄久全国地すぺリカqﾅ鵬れ対簸協髄会(愛知県.千葉児）力qﾅ協現地検討会打合せ
地すぺリチーム武士俊也･阿部大志関東地方整嚇同長野回遊事務所秋古地区地すべり対策技術指導

雪崩･地すべり研究センター野呂智之､丸山1mV蝿木村誌.凪田和弘新潟IJFl新潟県糸魚川宙能生区物田地式ぺり技術指導
囲崩･地すべり研究センター野呂智之､丸山消脚.木村雛臼､和同へ新潟県新潟皿三条市牛野尾地すぺり技術指灘

丹野皿ﾉl､公:村満lIlf化すべL}特権垢巍
画崩･地すべり研究センター野呂智之､木村鱈､畠田和弘長野県長野県小谷村治川地すべり伎振指巍
曾伽･地すべり研究センター
雪崩･地すべり研究ｾﾝﾀｰ野呂智之､丸山講陣･木村誇圏田和弘新潟県新潟県上越市向)１１地すべり技術指醜
薊1鵲u;四百鋼司;T国unBH庭ロペリ技術指醜
画崩･地すぺり研究センター
斬翻興卜裁市圃IlIilhオペLI特糒垢滋
画崩･地すぺり研究センター野呂智之.丸山消脚､木村雄白田和弘新潟県新潟県上越市国Ⅱ|地すべり技術指鉱
亜崩･地すべり研究センター
雷崩･地すべり研究センター伊東崎彦擾野児爾崩防懸婆堪について
酉崩･地すべり研究センター伊東嫡彦新潟凧新潟県苅の吹鰯対策について技術指湛
函崩･地すぺり研究センター伊東蛸彦新測県新潟県鎖の吹函対策について技術指導
圏崩･地寸ぺり研究センター伊東婚彦､池田欄二野呂智之一秋田県冬期閉鎖中の秋田県諭に関わる厨NTI対策について技術指江
について技術指迩
圏崩･地すべり研究ｾンター池田憤二臣東城窪野呂智之一秋田県玉川温泉岩雛浴地の冬期利用につし1て技術指導
雷崩･地すべり研究ｾﾝﾀｰ伊東峨彦新潟晩吹両監視用のli+;nll槻舗について技術指迦

圏Md･地すべり研究センター伊東蛸彦新潟県吹価礁視用lTVｶﾒﾗの股砿と視程計測につし'て
画崩･地すべり研究ｾﾝﾀｰ伊東蛸崖_弛田憤二長野呪瀞１m対賃事業の基本酸１１+について技術柑璽
盃崩･地寸ぺり研究ｾﾝﾀｰ伊東nW膠､池田伯二野呂将之秋田呪圃赦341号の防fZi対策について技術指趣

酉崩･地すべり研究ｾﾝﾀｰ伊東力Hf澪.池田植＝秋田県国逝341号の防厨対錆につし江枯術指返
画崩･地すべり研究センター伊文城在薪翻皿皿荊の陀函塀｣１Ｗ｢=つい〒

1２

委員会活動
所風

氏名

H24.5.15他2N

土砂行理研究グループ長

小山内信智

H245D31

土砂管理研究グループ長
工妙潜挫Ｍ究勿レープ民

実施日

紋鈑元等
依頼元殿
近鰹地方蕊(i『局紀伊山地砂防菰務所

実施内容
那将川土砂災害対策検討委且会

小山内１百将
小山内信智（財)砂防･地すべり技術センター
(Ｈ１)砂防､地すべり技術センター

技術審莚萎貝会
技箔審迂委員会

H24726
1247.26土砂管理研究クループ長
土砂H審理研究ｸﾞﾌﾚｰﾌﾞ曇

小山内ｲ菖智九州地方雛傭局宮崎河JIl目論躯務所

霧圏火山防災検討委員会

H24｣２１２他1催
+24.1212他1件土砂管理研究グループ長
土砂f了班研究グループ彊

小山内信智北陸地方轄端局阿賀野川河川瀬務所

滝坂地すべり対策検討悉巳会

小山内信轡北陸地方整備局
小山内信智

新技術検討委員会

H24.12.17他1件ｌ土砂齢型研究クループ長
H,F51H

:上砂瞥理研究グループ長
土砂榴日ｕｌ研究グループ長

小山内信轡

H24d43
区44.3

火山･土石流チーム

諏水武志
nW＊武志

H24417

火山･土石流チーム

H24.5.10

火山･ナ示読チーム

H24.5.16

火山･土石流チーム
火山･十万認Yチーム

N24.5.31

鳥取県

土砂災審謡戒傭報検肘辱囹今

（社)砂防学会
(社)砂防学会

砂防学会凝集委員会

石塚忠範

奈良県

奈嵐嗅鯖廻琴戒避難システム検討会

石塚忠範

新潟県
（社)砂防学会

新潟焼山火山喰火緊忽減災対策砂防計画倹討委員会

山誠輝雄

火山･土石流チーム

流水武志

(社)砂防学会
(社)砂防柴会

砂防学会編集委員会

H24.6.5

火山･十宕流チーム

山越隆雄

〔社)土木学会

地盤工学霊瓜会

H246j3

火山･土石流チーム
火山･ナ宕読チーム石塚忠範

宗EUHL

奈良【旦幡抑.蕃戒避難システム検討会

H2472

石塚忠窟
火山･ナ宕霊ﾁーム石塚忠範

(社)土木学会

火山．L学小委且会
火山エ学小蜑昌会

H24al

火山.＋浦添ﾁーム石塚忠範･清水武志
石塚忠範･清水武志宇宙航空研究開発搬柵

JAXA土砂ワーキング

H2486

(財)砂防･地すべり技識センタ.
火山･ナ宕誰ﾁーム石塚忠範
LE山･土石流チーム
石塚忠範（財)砂防･地すべり技Ⅲ
石塚忠範
(財)砂防･地すべり技術センター

鋼製砂防歩_Ｂ今
鋼製砂防委貝会

H24829

総務薪
火山･ナ宕誰チーム山誠降朕
山誠降朕総務街

砦荘者17Ｇ位伶財会
総務雀17酬z検討会

H24a30

火山･ナ漏論ﾁーム石塚忠範
石塚忠範奈良県
秦同皿

奈良肌深晒崩壊研究会

H24912

東北地方轄僑同新庄河川諏務所
石塚忠範
駆北地方整擶局新庄河Ⅱ1頭務所
火山･土石流チーム石塚忠範
石塚忠範東北地方難儲局新庄洞

鳥海山緊急減災委目会
鳥海!Ⅱ緊急減災雲風会

H24923

山越隆雄熊木児
臨本系
火山･ナ石読ﾁｰﾑ山越隆雄
火山･土石流ﾁーム講水武志
火山･土石流チーム
講水武志（社)砂防学会
胸水識j急
(社)砂防学会

順本県阿蘇委且会

総務;Ril7dlz帯検肘会

H24､11.5

総務翁関東総合通信局
総磁溢圃東縄合遥{甘局
山裁縢群総務茜関東総合而憤
火山-ナ宿読ﾁｰﾑ山技縢群
石塚忠範関東地六罵蛎同利根
関東地方塾Ni局利根川水系砂防亦務所
火山,土石流ﾁーム石塚忠範
九州地方整備局
火山･ナ宕読ﾁーム森田耕司
火山･＊涜壷チーム
森田耕司九州地方翰衛局

H24.11.6-7

東北地方整備局福凪河jll国道取務所
迦北地方整側局福島同jⅢZI動ZlJ溺所
火山･ナ君流チーム石塚忠範
石塚忠範東北地方整備局福RUI

福島Wi忽城災委、金
福島緊急減災委貝会

H241127

清水武志（社)砂防学会
講水武志（社)砂防学会
火山･土石流ﾁｰﾑ溶水武志
山越隆雄熊本県
山越隆雄
火山･ﾅ巧添チーム山越隆雄
山越隆垂
山裁麗注栃木IJR
山越購崖
諏木!X（
火山･ナ石狩ﾗｰﾑ山裁麗注
(財)砂防･砲すべり技術センタ。
石塚忠範（財)砂防･地すぺU技術センター
火山･十石誰チーム石塚忠範

砂防学会髄編集委貝会

火山･土石流チーム石塚忠範
石塚忠範（社)土木学会
火山･土石流チーム
山沈降桃総務省関東総会獅侭局
山越陰雄
火山･土石流ﾁーム山鈍降挑

火山エ学小委員会

H24926
H型９２６
H24104
H24JO9

H241129
H24j13O

H24,１２１１

石山

節雄

H24､１２１３

砂防学会誌編集委且会

忠蜂
塚越

H24j212

砂防学会瀬業部会

H2525
H25211

山鈍膣拶箙本県
火山ロナ病読ﾁーム山鈍膣拶
火山･土石流チーム

H2521g

石塚忠脳
〔財)砂防･地すべり技術センター
火山･土石流ﾁｰﾑ石塚忠節
石塚忠節（財)砂防,地すべり技術センター
山越隆雄総務省閥巫総会彌侭周
火山,土石流チーム山越隆雄
火山土石流ﾁーム石塚忠範
石塀忠範
石塚忠範東北地方堅補同新庄河川癖務所
東北地方盤ｉｆ局新庄河Ⅲ窺遠所
火山土石流チーム山裁路瀧
山裁路瀧東北地方整倣同新庄河川本務所
火山o±石寵チーム
山誠蹄雄関東地方鼓倣同日光砂防事務所
火山ナ宕益チーム山誠蹄雄

H24.1221

H24J225
H25jB
H25115

H25j､１６
H25.1,16
H25.1,24

H25.1.30
H2521
H2525

H252.15
H2Hワワ、
H２５，”

H25`227
H25227
H25326
H24620
H24622-23

H247.31
H24B2

H2486

I･I24821
H249,１４苣１５

Ⅱ24.116
H24.1121

地すべりﾁーム武士桧化

九州地整深層崩壇雲貝会

土砂災害への謹戒の呼U5かけに閲する検討会
砂防学会細築季曰今
奈良県深厨崩壊研究会
奈良!丹L諏眉崩壊研究会
砂防学会綱典雲日会

福島県火山唄火緊愈減災検肘委員会

九州深旧｣nM壇委日会
奈良肌深層崩壊対策萎艮会

熊木児阿蘇委員会(錨3回）
17GHz検肘婁且会

那須緊急減災委貝会
JAXA土砂ﾜーキング
JAXA土砂ワーキング
芳ﾉ元トンネル施工椣肘会

中頤中東部地すべり対策検湯塞日会
盟牧地すべり委日会
目山地すべり蚕倒会

文北jlt方嚇伽凪新庄河Ⅱl本務所

濁沢111lすべり震図会

H1：Ⅸ師司=UE5画啄WHW置医;雪可雨薩蒜

丸目トンネル弧総会

内朋府沖綱総合郵務局

中而中立部地すべり対策検討垂IEI会

NEXCO西日本九州支社衡埼斯務所

丸皀トンネル垂日会
丸目トンネル通路会

千田容翻
地ｻペリチーム千田容鬮
酬寸ぺⅡ￣△
地寸ﾍﾟﾘﾁﾞｰﾑ武士橡Ｉｈ

仰】l【blfiHBo池円弧＝
矧liMIlすべり研究センター伊、h通!池田悩二
函1m･地すべ

平成24年庶竿jllMI
入谷･此田地すべり対lMY織合解析検肘委倒金

虹京都

力qﾅ協閲立甲ﾌﾞﾛｯｸ地すべりｍＦＩ１部会

中部地方蕊術周耐士砂防駆務所

由比地すべり窟且聴取会

東北地方擬傭川111$代何lIl図揃率爾所
､r北地方軸M1爪IWi床河川耶獅所
虹北地方幡術、所庄珂jll郵翻所

月lhjll1すべり渥側会

》

仙寸ﾍﾟﾘﾁﾐﾑ武士扮化

甜の漸地すべり肋1卜元巍効果判定曇日会

一

地オペリチーム儘十俊化
地ﾅペリチーム杉木宏之
杉本痘之
ＩＨＩナペリチーム杉本宏之
地すべりチーム千田容圏
銃十妙lhl
１１吋ぺり千一ム旺士仙化
llhすぺ1Jﾁｰﾑ侭壷他化
ｊUlすべりﾁｰﾑnh.HfHh
Ｈ１余lAPih
jHlナペリチーム欧ﾅｲﾙ化
地ナペリチーム嵐ﾅｲﾙ化

ゲランドアンカー補強Ｔ羨強肘委貝会
誌手'11座急滅災枚肘曇且全
誹手11Ｉ栗】髄;i災禎鯨垂貝会
島海山緊愈減災枚肘委貝会

]虻北地方離倣同新庄河jⅡ血薪所

iTT圭鰯化
H1すべりﾁーム澱十俊化
地すべりチーム武ナイ妙拙

H252.8

既触砂防堰堤械諦示荒季勘合

土堰堤砂防符理検討委貝会

一

》

地すべりチーム武ﾅﾋｨＮｂ
地すべりﾁｰﾑ武ナ俊化
＋:】まみ§ＭＦｆＰ－
地すべりチーム武士l2Hh
地寸ペリヂーム武士侭化
地すべりチーム･戯十投化
＋もo1トゲｕ１ﾏｰｰ、/、
地71.ぺりﾁｰﾑ武士ｲﾙ化
武士俊也
仙寸ペリチーム武士佛化
伯剋■孚皿!〒Ａ
地ナペリチーム三給興志

那須緊急減災委員会

奈圃皿碇視･警戒,避難ｼｽﾃﾑ検肘会

火山･土石流チーム
石塚忠節宇宙航空研究叩発樅柵
石塚忠焔
字面厩璽己1認DII綣樋１月
火山,主君旅ﾁーム石塚忠範
地すべりニム武十後代
謎･'-4炉113
地すべりチーム武士像+ｂ
瞳Ｔｌ嘘記唖弼I圏U豐臣了頭U創
匙＋侍fｂ
立北地方盤術局新生河Ⅱ|菰耕所
地すべりﾁーム武ナ桧化

地すべりチーム武十佛化

H24.8Q１

熊本県阿蘇委員会鮪２回）

17q-1z｣M1上合成Ulpレーダー検討会
i7Gllz地上合成開口レーダ岩検討会
深層崩壊研究会
JAXA土砂ワーキング

火山･ナ石読ﾁーム石塚忠範
石塚忠範奈良皿
石填忠宛･講水武志
石塚忠範･訶水武志宇宙航空研究ＮＩＩ発拙櫛
火山ﾅ宕詫ﾁｰﾑ石塚忠範･訶水武志
火山･士君流ﾁｰﾑ石塚忠施
石塚忠範奈良県
火山,ナ宕流ﾁーム石塚忠範
石塚忠範中部地方整備局
石糎忠施
九Ｉ１１燭方整備局
火山･土石流チーム石塚忠節
石塚忠節九州地方整備局
石塚忠範気象庁
火山･ﾅ宕誘ﾁｰﾑ石塚忠範
火山ﾅ宕壷ﾁｰﾑ漸水武志
漸水武志（tt)砂防学会
石遍忠適
奈良県
火山･ナ宥論チーム石塚忠範
石塚忠範奈良県
石塚忠範
流水武志
火山･土石流ﾁｰﾑ爾水武志
爾水武志（社)砂防学会
石坂忠範福島児
火山ロナ示読ﾁーム石坂忠範
九州地方壁1W届
石塚忠範九州地方整備局
火山･ナ宕読チーム石塚忠範
火山,十病１MFチーム森田耕司
森田耕司奈良県

H24.1218

影mllll事桑計画検討委瓜会

九州地方深掴崩壊対雄雲風会

長野映

四別地方鞍MIUMl大腰ダムINWl｣B、
lIH本県

剛目トンネル番lZI余

肝ⅡⅡ〃Ｌ

椛川ダム題目会

山北地方盤M1風股上川ダム統合lib:、蛎務所

寒河江ダム費沢地IZlllすべり曇日会

手IMllダム霊瓜会
玉jlllmjlUlhE利用jmhF化Hli【略価随金(秋田Iil自然係腿脚）｜玉川1m泉地区利用jlnnE化辿絡憾脳会ワーキンググループ会脳

ﾛM1･llh1･ぺり研究ｾンター｜、γ呂智之･池田仙二|王jlljm泉地区利用遡症化Hll[紺Will１世心(秋田県自然保脳lml）｜王川風』iL地区利用遡正化i'm絡惚1協企ワーキンケクループ会脇
画Ⅱ1.11ﾑｻﾞﾍﾟﾘ研究センター
国、ﾛ地すべり研究センター

野呂靭之

詞111,ＩＭＩナペリ研究センター

野呂稗之

(財)新INN隈陞M[技術センター
人酌院
人醐院

木杭を用いた雷､l予防杭110周技術折ﾛﾄ検討型風全

図顕公職同採用鮒合轍賦賎導pH重ロ
国東公務1,課鳳卿合諏bR駿耶門婁ロ

講師。講演
氏名

土砂、Ⅲ研況グループ長

小山内侭暫

(麹)、臨惚力ImllI

ＪＩＣＡ研揺醐師

研修醐肺

ＪＲ施日
異胸日

1３

災施内容
実施内簿

依願元期
依ⅢＨ元弊

所皿
所風

H24J7T19

H244i26

士WMNUm研兜ケループ長
土砂惣皿研究グループfＥ

ﾉﾊ山内侭智

|･l24jI｣６１Ｍ件
H2IMlB他3件

土砂綴､１１研究クループ1ｺＩ
土砂MIJ､研究ゲループ風

小山内lIi9W

H24D1q6

土砂１７m研呪グループ丑

小山内慌朽

H24Ⅱqll

－５Ｍ四J｣LIWf2沼ａｎ－ｇ､9
土砂､1ｍｍ配グループ長

小山内佃釘
小山内憤智

山ﾛ肌ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ脇金
成倣大馳
三水食
(杜)砂防単独

H2ll・l001

土砂灯珊研究グループ丑

小山内侭柵

虹北地方瞳伽同新座河｣||祁利所

linZyW.；二ｍ…

､l股コソサルタン}､IZA金

研修１１剛而

ⅨMTlHH

llII防坐校鯛師

H24hI28
H24D123

土砂IYiIJIM研究グループ鐙

H26l8、

土砂INlWu研2Ｗループ鉦

iiT両丙議
小山内慣*？

大坐lMilMW蕊
研惟lMIIm
シンポジウム就馴

講師。講演
巽施日
突施曰

所風
所風

氏名
氏名

依蔵元等
依頼元等

実旛内容
実施内容

H24.416-17

｜北聴地方露備局土砂法１１１１純

｜緊急醐究研俸

H245jO
H245｣４
H245-15

山遡雌雄

H240516

森田4＃司

国土交茄大学校研修瀬肺
ン

H245j6
H24､6.2
H24.6.11-13

四国地方読備局

緊急烟識研修

H24.6.12

(財)全国建設研修ｾンター

(財)全国建設研修センター繭師

H247.5

【没〕国際剛力樋柵

JlOA研修講師

H24.7.6

石塚RI11mT

火山･土石流チーム

翻塊防災学前座

Hz4.105

河川砂防技術基準キャラノや
E3扇U歴悪霊吾呵刀雇調､、函巴

H24.109-10

H24.1017

山越降雄

》錘

H'4．１０１８
H24.11.5

面

国土交通省

河川砂防技術蕪準キヤラノロ

国土交通大学校

国土交通大学校研修識師

鯨嗣』11釧・ぺU耐覗lIfMF慨１W§今
FU】iHU臣＝U臨画研溺周lZ1WXF患

習崩地すべり防止とﾐナー

H24j121

寒地土木研究所

H24､１２６

51:、南部土1ﾙ防災ネウトワーク』１Ｍ】頚剛

深lWIm畷勉強会(多治見南木曾町〉
KE瓢覇】§蕊ZJiTEUi諏読FU］

H,Ｈワフ

宕躍虫旅
石塚忠脆

睡亟感I霧認il顯睡Ｆ５琵鯉圏

H25218

奔FF11棚司

同士交通大学校

窪地士木研配所説iII1波荷全触師
寒地土木研究所現地脳司会鱗師

国土交通大学校研修識師手引き

H25218

層E己蕊nＦ垂華電nK霊glmi

山越陸Nｉ

H25220

同士交通大学校研修鱗師

Ｆ１２月，,1

国土交通大業校研薩鱗師シミュレーション
戯:ﾄ蝉Ⅱ１

1-124.4.1フ
1-124.5.16

地すべりチーム

ﾄ1，４７４

1ｌｂオペLＩ－Ｌ

ダム怖耶主任者研修馴師

杉本宏之
武十ＩＩＰ化

H2476地寸ペリチーム武士俊也
武士俊也
武十從化
Ⅱ24.7.18地すべりチーム武十徴Ib

国土交遡大学校
(激)国際協力機拙

Jl0A研修講師

全目醜段研修センター

ロム

国土交剛大学校研修鯛師
会中央技術研悔会繊師

出弓十ぺ11:二・ノ凸
武士俊也
H2410J2-13
H2410J2-13地すべりチーム武十作+１１

H24,10.15
N24.1015地すぺUデニム武十休化

ﾀﾞﾋﾑlFf理主任者研修調師

＝柚斑志
H24.10.16
H24p1016地すべりチーム三輪礎志
_＿翻す ﾘチーム

同土交通大学校研俸訓師

H24.10｣８－１９土砂1W理研究ｸﾞﾙｰ丞・地すぺﾘﾃﾑ小山内信紐･杉木宏之`中野英樹･柳角晃

武士俊也

Ｈ２４１２１８
H252.19戸２０

nlmmUI

千田容闘･阿部大志

H２４ｊ２Ｉ７－１８
Ｈ２５Ｍ６

地すべり技術勧輸会議師

千田容嗣

Ⅱ24.11.30

脊理主任者研修鱗師

藻所

圃士交通大学校

地す
地すべりチーム

杉本宏之･中野英樹･樺角晃
杉＊宏之･中野英樹･鱒角晃

tUbmm研究グループ偲・地すべり壬△

小山内信轡･杉本宏之･樽角晃

宍と防止対策１

東北地方随鮒局新庄河jllzlT務所

地式竺ﾘ勉強会認師
iluすぺU勉強会諦師

H24.625

函崩･地すべり研究センター野呂智之
雷jｳｉｐ地寸
U研究センター

H247.9

国臓･地すべり研究センター丸山講輝
雪崩･地すべり研究センター

(麹)囚謙漣力蝋1脚
(油)国際惚力樋祇

｢火山学･総合土砂災害対雄コース｣研俸講師

H24.7.13

鰯崩･地寸ぺり研究センター
盟崩,地すぺU研究センター丸山訓抑
需刷･地す
り研究センター

新潟応用地宙研究会

研究発表会

H24.7.16

圏崩,地寸ぺり研究センター丸山講卸

妙商市市民大学講座

市民大学溌座

H247.20

画崩･地す
雪崩･地すぺり研究ｾﾝﾀｰ伊東姉彦
U研究センター
伊東輔底

新渇県一妙高市役所

防災士恭成談座

H24720

雪崩･地すべり研究ｾﾝﾀｰ丸山講師､池田椣二
雪崩･地す

1国U､回uE弓奉｡T而詔厩Ｈ１爾燕蕊日癖HUU函譜ｺﾘHDN1用i卿H醤

研究発莪会

H24804

画嵐･地TＩ
西川地すぺU研究センター野呂智之
宙崩,地寸ぺり研究センター

(*１．１能I市nｈ$、針怖坊ｵ｣『|川今
)斜而防災対鞭技術協会

H24R，ｑ

蟹崩･地すべり研究センター
雪崩,地すべり研究センター野呂智之
腐閻ﾛ刈lすぺUWl究センター
野三】智之

鉄HFU飼露唖､MFJ誕函、壷睡圏碍

jllIすぺUIlH上エユ![士技術馴刊会
業鞠研究発表会

1-124.11.2
H24.12.17

宮勘･地すぺU研究ｾンター
雪崩･地すべり研究ｾンター丸山講輝､伊Jに峨彦
蟹崩･地すぺり研究ｾンター丸山講輝
罰崩･地すぺU研究ｾンター

IHIﾛ[l角力郵階局利ImjⅡﾝk系砂防]江藤所

H24J30

雷醐･地寸ぺり研究センター。
池円笹＝
溌崩･地寸ぺり研究ｾンター池田悩二

濁氷鮫語会

H95ワＲ

凹醐･地すべり研究ｾﾝﾀ･・
雷崩･地すべり研究ｾンター丸山nW卸

餅邪111満会
新罪職演会

Ｈ２５２９

宜刷･地すべ11面T蝿センター
伊ｊｌ[輔塵.池、俄ミ
画nm･地寸ぺり研究ｾンター｜伊Ｊ１〔端彦､池田悦二籾)ＭＨ鯖会

(】111)肱Ⅲ科学枯桁研寵所餅氷lｿTI､研覗センター

[鰯哩J:U癒壗１

研究発表大会

地すぺU防止施股点検挙刊会
勺一薪ＦＦ寺所

特許･実用新案関係(平成18～24年度）
登録番号

特許第3862023号

特許第3903186
特許第3903186号

発明の名称
粘性土地盤の表層せん断強さ
粘性＋鑓盤の表層せん断強さ
測定婆固及びその測定方法
測定装置及びその測定方法
FBG光ファイバセンサを用いﾌﾞニ
FBG光ファイバセンサを用いた
地すべり計

登録曰等

概要
Ij魔要

発明者

;-::８．判0.6
H18.10.6

粘性土地盤を対象とし､流水による土鞭彊食を支配するバラ--メーターのつであ
粘性±地盤を対象とし､流水による土域浸食を支配するパラーメーターの－つであ
る地盤の表層粘着力を試験的手法により評価する方法を提案したものである。
る地盤の表屈粘若力を賦験的手法lこより評価する方法を提案したものである。

火山･土石流千・-ム
火山･土石流チーム

H191.9
Ｈ19.1.9

FBG光ファイバセンサを用いた伸縮計
FBG光ファイバセンサを用いた伸縮層:.

雷崩･地すべり研究センター
雪崩･地すぺU研究センター

地すべり地におけるヒータと温度センサを用いた地下水検厨法
地すべり地におけるヒータよ；同座センサを用いた地下水検圃法

雪崩･地すぺり研究センター
雪崩･地すべり研究センター

加熱式地下水検層法及び加熱式地下水
加熱式地下水検臘法及び加熱式地下水

特許第4421627号

検屈用感知器並びに加熱式地下水検層用
検厨用感知器並びに加熱式地下水検偏用

H21.1211
H21.12.11

測宗華冊
測宗藥偶

特許第5071805号

特開2008-045890
特開2008.045890

特開2008-202994
持朋2008-202994

既設アンカーの再緊張方法および荷重測
既設ｱﾝｶｰｰの再緊張方法および荷重測

定方法､ならびにﾍｯﾄﾞ部
定方法､ならびにへｼlど部

地盤壷付計測シスニ`ニム及びこれに用いる光
地盤亦付計測システム及びこれに用いる光

反鋪体装厨六羨弛ぴ'二光反射体認屑韓研
反射体装世方法並びに光反射体詔冊華冊
すべり面形状の推定方法､椎宗葵紐および
すべり面形状の推定方法､椎宏美研および

推定プログラム
推定プログラム

既設アンカーのアンカーﾍｯﾄﾞ外側に荷重計を設置し､緊張治具を使用しアンカーの
H2４．８３１
}124.831

定蒲荷重を荷重計に移行させて測定する方法および装匝､またそれを行うための
定藩荷重を荷重計に移行させて測定する方法および装世､またそれを行うための
再緊張方法および装遜
再緊張方法および装世

地すべりチーム
地すべりチーム

Ⅱ2０２２８
H20.2.28

地盤恋付計測のための標的を遠隔から設置し監視する方法。
地型変位計測のための標的を遠隔から設援L監視する方法。

地すぺリチーム
地すべり千・・ム

地表の変位測定値から２次元鉛直断面における地すべり線形状を推定する推定方
法､惟宗華冊および推定プログラム
法.推定装厨および推定プログラム

地すべりチーム

H20.9.4
H2０９４

火山灰の堆祇且､降灰状況下における降雨観測､そして､火山灰の透水係数の計
火山灰の堆租丘､降灰状況下1こおける降雨観測､そして､火山灰の透水係数の計
特開2009-236741

自動降灰･降雨鈷計
自動降灰･降雨量計

H２１．１０１５ 測力同能である｡遠隔操作によって､随時〒・ダダｳﾝﾛｰﾄﾞｶ《可能であり､降灰量
H21.弓０１５
測が可能である｡遠隔操作によって､随時データﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能であり､降灰量

火山･土石流チーム
火山･土石驚チーム

等のリアルタイム監視が可能となる。
実用新案第3135916

センターホール型荷重変換器

H19.9.12

実用新案第３刊49794
実用新案第3149794

投下型水位観測用ブイ装圃
投下型水位観測用ブイ装置

H21.3.25
1121.325

弾性体の材料を無駄lこせずL緊張力の伝達に曲げや偏心が生ず局ことなく正確な
弾性体の材料を無駄にせず､緊張力の伝達に曲げや偏心が生ずることなく正確な
荷重の測定が可能となるセンターホー･ル型荷重変換聖の構造
荷重の測定が可能となるセンターホール型荷重変換器の構造

投下型水位観測ブイは､地屡･豪雨により発生する天然ダムの湛水位を観測するた
投下型水位観測ブイは､地歴･豪雨により発生する天然ダムの潅水位を観測するた
めに､衛星通信装置を搭賊したブイ.水位センサーを槽戦したケージ､および両者
めに､衛星揃信装冊為搭減したブイ､水位センサーを搭iMLたケージ､および両者
を接続するケーブルから構成される水位監狽樂冊である。
を接続するケーブルから構成される水位監視装置である。

地すぺリチーム
地すべりヂーム

火山･土石流チー･ム
火山･土石流チーム

1４

主な国際活動(平成23～24年度）
■国際会議｡セミナー

｜nternationalsymposiumphysics,chemistryandmechanics

ofsnow,２０１１に参加（平成23年６月）
［雪崩。地すべり研究センター］

ＡＶＡＬＡＮＣＨＥＳＡＮＤＲＥＬＡＴＥＤＳＵＢＪＥＣＴＳⅣ

INTERNATINALCONFERENCE,2011に参加
（平成２３年９月）［雪崩。地すべり研究センター］
＿第２回1tl界地すべりフォーラムに参加
（平成23年１０月）［雪崩。地すべり研究センター］

Ⅲ

j,図．

Ｉ。

〔左写真】インドネシアで開催されたバンジールバンダン災害
対策最終セミナーに参加（平成24年２月）［火山。土石流チーム］

EuropianGeophysica]UnionGenera1Assembly2012及び
lnterpraevent2012に参加（平成24年４月）［火山。土石流チーム］

０．
伝、

￣

vlnternationalsymposiumonSeasona1Snowandlce

に参加（平成24年５月）［雪崩。地すべり研究センター］

￣

￣■｡

瘤鐸辮

｢

i:wi i'i i i1i lil:ＩｉＩ１ ｉ１
型阻祇】

Ｉ

ｑ

Ｌ

ｋ地震地すべりに閏する国際シンポジウム（|SEL-kiryu）に参加

（平成24年１１月）［地すべりチーム、雪崩。地すべり研究センター］

Ｌ▲

,::蝉

・延蔚

〔左写真］Internationalsnowscienceworkshop2012
に参加（平成24年９月）［雪崩。地すべり研究センター］

画

インド国立災害管理研究所（ＮＩＤＭ）との共同研究の一環として
共同セミナーおよび現地調査を実施（平成25年２月）
［地すべりチーム］
日本。インドネシア共同砂防ワークショップに参加

（平成24年２月）［火山･土石流チーム］

ｋｌＩ－

■技術支援
インドネシア国△ラビ火山噴火後約一年経過したゲンドール川
の現地調査（平成２３年９月）［火山。土石流チーム］

ｉｉｉ蝿

ブラジル国自然災害リスク管理に閏する技術指導

Ｆ西北

ｒ

（平成24年９月）［地すべりチーム］

一

＝￣

■

、

『

、U法
9零

』インドネシア国天然夕､△対策に閏する技術指導

恂

（平成24年９月）［火山。土石流チーム］

已卸

ケイ

’インドネシア国バンジールバンダン災害対策に閏する技術指導
（平成24年２月）［火山.土石流チーム］

可

（唖よ
－

．－.■

虚､損,グ

『【左二三］ブラジル国自然災害リスク管理に閏する技術指鬘
（平成25年１月）［地すべりチーム］
アンボン天然ダムへの土研式水位
(平成25年２月）［火山。土石流チーム］

）

1５

ｑ共同研究
△韓国山林庁国T71U材料学院と現地調査を実施
（平成２３年５月）［火山。土石流チーム］

Ｌ

▲曰本にて落石。地すべり防災研究団との日韓共同シンポ
ジウムを開催（平成２３年８月）［地すべりチーム］
▲【左写真］インドにてインド国T7fiji害管理研究所（Ｎ|ＤＭ）

とのワークシヨップを実施（平成24年２月）
［地すべりチーム］

▲韓国山林庁国T7111林科学院とワークショップ
（平成24年７月）［火山。土石流チーム］
▲韓国にて落石。地すべり防災研究団との日韓共同シンポ
ジウムを実施（平成24年S月）［地すべりチーム］

Ｌ声
ｉｉＪＤｌｎＩ’｡‐！

▲国行今湾成功大学とセミナーを実施
（平成２４年１０月）［火山。土石流チーム］

)鍵

｝

▲韓国にて韓国建設技術研究員との曰韓ワークショップを

｣

鼬11M●

開催（平成24年１０月）［地すべりチーム］

△インドにてインド国立災害管理研究所（ＮｌＤＭ）とのワ

ークシヨップを実施（平成25年２月）［地すべりチーム］

▲【左写真】インドネシア国公共事業省との研究協定締結
（平成25年２月）［火山・土石流チーム］

▼土砂管理研究グループでは以下の共同研究を実施しています。
相手国

相手方機関
lesearchlnstituteforHydrologioalandGeologioal
ResearchlnstituteforHydrol0gioalandGeologioal

研究協力協定の内容
研究糯力協定の内容

協定締結年

水文地質学的リスクに関する研究
水文地質学的ﾘｽｸに関する研究

2００４

工業技術研究院

地歴に伴う地すぺり災害およびその対策に関する研究
地鯉に伴う地すべり災害およびその対策に関する研究

2００５
２００５

ルーマニア･アカデミー地理研究所

地すべり崩落予測における新たな手法に関する比較研究
地すべり崩落予測におlﾅる新たな手法'二関する比較研究

2００７
２００７

韓国

落石及び地すべり防災研究団

地すべりや岩盤崩落の発生危険度予測手法やこれらの被害軽減手法
地すべりや岩鍵崩落の発生危険度予測手法やこれらの被害軽減手法

2００８
２００８

中国

中国科学院成都山地災害及び環境研究所
中国科学院成都111地災害及び環境研究所

土砂災害発生場所の予測、土砂災害対策に関する研究
土砂災害発生場所の予測､土砂災害対策lこ関する研究

2００９
2009

韓国

韓国山林科学院

土砂災害発生場所の予測､土砂災害対錐に関する研究
土砂災害発生場所の予測､土砂災害対策に関する研究

2００９
2009

インド

ｲﾝﾄﾞ国立災害管理研究所

地すべり分野における研究協力活動
地すぺU分野|=おける研究協力活動

2０１０

LandcareResearoh
LandcareResearch

新たな調査･観測技術を用いた流域の土砂動態､侵食現象､斜面の形態に
関する研究

2０１０
2０１

韓国地盤エ学会
韓国地盤エ学

地すべりに関する研究

2０１０
2０１

園行台湾成功大学
団汀合湾成功大学

斜面崩壊､天然ダム､土石流に関する研究
斜面崩壊､天然ﾀﾞ:ﾑ籍土石流に関する研究

2０１０
2０１

インドネシア国公共事業省研究開発庁水資源研究所及
インドネシア国公共事業省研究開発庁水資源研究所及
7ﾊﾟﾌｋ捨子;盾1裡烏ﾌｋ菅：薦剴･『団T烏
び水資源総局水資源計画局

インlごネシア国マルク州アンボン島ワイエラノＩＩＥ形成された天然ダムの緊急監
インドネシア国マルク州アンボン島ワイエラ川に形成された天然ダムの緊急監
廻１，歩A/Ｍｎ｣蜀怠11W届fin･jL1
視のための技術協力

2０１３

ｲタリア
イタリア

台湾
湾
ルーマニア

ニニーージーランド
－ユージーランド

韓国
台湾
湾
ｲンドネシア
インドネシア

HazardPreventionNationalResearohOouncil
lazardPreventionNationalResearohOouncil

1６

政
戯 立行政法人土木研究所土砂管理研究ｸﾞﾙｰヱ
１Ｊ

ｒＬ

刃凶

ＦＬ

火山-土石流チーム

地すべりチーム

〒３０５－８５１６

］

高エネノ俵＝Ｑ

茨城県つくば市南原1番地６

加速器研究蝿概

TEL:029-879－６７００(土木研究所代表）
Ｏ２９－８７９－６７８５(火山土石流チーム）
Ｏ２９－８７９－６７８７(地すべりチーム）

蝋

翻！

科学技術研究所
死所

繋励

》
鱗

ＦＡＸ:Ｏ２９－８７９－６７２９
ＵＲＬ:httpg//wwwlowrIgojp（土木研究所代表）
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建築研究面

（地すべりチーム）

学且西

ｑ』

し→△
”アァパヘヲほエクスプレａ

！

万博児な公理呪

a三Ⅱ．

:…

二。可

噸宇m･喋

;;・鐸

誼

ｈ支担セ

！

list苫'１
も

環塊研究罰則P

鞍

､－－－－口

＄
万

雨

つくば`にＴ
■

図鬮麺

J1蕊

Iiiilijii鐘
学固蒐

学

犀帝釘

http://wwwpwrlgojp/team/landslide/indexhtm

｡

再l霧些

11i11：

MEEJBXh

湿固

③

（火山･土石流チーム）

罰絢

http://wwwpwrigojp/team/volcano/jindexhtm

■ザ

W拠澱

Ｉ

筑波大学

釦

Ｉ古山

ｋｌＣ．

Ｕｐ

１１沖収

鱗蕊，

<〆
鋼,

籔
Ｏ

ｌＲ.、

ｃ０

｡

－｡

一Ｊ1ｔ￣O

ひたち野

品H１

１１￥３４kｍ
”

頁し<収

鍼

１４

Ｉ 雪崩｡地すべり研究センター
〒９４４－００５１

新潟県妙高市錦町2丁目6番8号
TEL:Ｏ２５５－７２－４１３１

ＦＡＸＤ２５５－７２－９６２９

ＵＲＬ:http://wwwpwrIgojp/team/niigata/tophtml
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