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はじめに
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。近年は年平均1,000件程度の土砂災害が発生しています。
最近でも、平成23年には霧島山新燃山の噴火、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な災害が続き、平成24年7月に
は九州北部豪雨災害、平成25年10月には伊豆大島豪雨災害、平成26年8月には広
島豪雨災害、平成28年には熊本地震災害が発生しています。さらには、温暖化傾向
にあるとい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。
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。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。

組 織 図
土砂管理研究グループ

グループ長： 西井洋史
上席研究員（特命事項担当）： 水野正樹

火山・土石流チーム
•
•
•

土石流・流木災害，予測・対策技術に関する研究
火山噴火に起因した土砂災害の減災技術に関する研究
深層崩壊に起因した土砂災害の減災技術に関する研究

地すべりチーム
•
•
•

上席研究員： 藤平大

地震動が地すべりに及ぼす影響の評価に関する研究
地すべり防止施設の維持管理に関する研究
地すべりに関するソフト対策（警戒避難）技術に関する研究

雪崩・地すべり研究センター
•
•

上席研究員： 石井靖雄

上席研究員： 石田孝司

雪崩対策に関する研究・開発
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

【表紙写真】最近の主な土砂災害
右上： 阿蘇山の噴火（平成28年10月）
右下： 富山県で発生した土砂災害（平成29年1月）
左下： 熊本県で発生した斜面災害（平成28年4月）

1

グループの主な活動
■ 調査・試験・研究

熊本県高野台地区現地調査（平成28年
8月）［地すべりチーム］

鹿児島県垂水市における流木捕捉状況調査
（平成28年10月）［火山・土石流チーム］

■ 災害対応（技術指導）

熊本地震による土砂災害対応
（平成28年4月）［火山・土石流チーム］

兵庫県洲本市で発生した地すべり災害
対応（平成28年6月）［地すべりチーム］

富山県南砺市利賀村で発生した土砂災
害対応（平成29年1月）［雪崩・地すべり
研究センター］

第47回全国地すべり現地討論会in和歌山で
の研修 （平成28年10月）［地すべりチーム］

雪崩・地すべり防止技術セミナーでの講
義（平成29年3月）［雪崩・地すべり研究
センター］

■ 技術者教育支援

地方整備局職員への講義
（平成28年11月）［火山・土石流チーム］

■ 一般向け広報活動

一般公開「土木の日」にドローンについて説明
（平成28年11月）［火山・土石流チーム］

加熱式地下水検層による地下水調査
（平成29年4月）［雪崩・地すべり研究セ
ンター］

土研新技術ショーケース2016in高松（平
成28年11月）［地すべりチーム］
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妙高はねうまカレッジ『まなびの杜』での
講義（平成28年7月）［雪崩・地すべり研
究センター］

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、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改良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

土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究 （H28～33年度）
流木の流出実態を踏まえた流木対策の高度化に関する研究（H27～30年度）
土石流・斜面崩壊の監視・観測技術に関する研究（H27～29年度）
土石流発生後の初期対応の高度化に関する研究（H27～30年度）
損傷実態を踏まえた砂防堰堤内の応力伝搬過程に関する研究（H29～32年度）

上席研究員

石井 靖雄 研究総括

上席研究員
（特命事項担当）

水野 正樹 土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究

総括主任研究員

千田 容嗣 土石流・斜面崩壊の監視・観測技術に関する研究

主任研究員

研究員
スタッフ

研究員

土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究
流木の流出実態を踏まえた流木対策の高度化に関する研究
損傷実態を踏まえた砂防堰堤内の応力伝搬過程に関する研究
土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究
武澤 永純 土石流発生後の初期対応の高度化に関する研究
損傷実態を踏まえた砂防堰堤内の応力伝搬過程に関する研究
損傷実態を踏まえた砂防堰堤内の応力伝搬過程に関する研究
赤澤 史顕 土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究
土石流発生後の初期対応の高度化に関する研究

藤村 直樹

研究員

竇杰

土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究

研究員

秋田 寛己

土石流・斜面崩壊の監視・観測技術に関する研究
土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究

交流研究員

五十嵐 和秀 土石流・斜面崩壊の監視・観測技術に関する研究

交流研究員

染谷 哲久

流木の流出実態を踏まえた流木対策の高度化に関する研究

交流研究員

高橋 佑弥

土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究

交流研究員

林 幸一郎

土石流・斜面崩壊の監視・観測技術に関する研究
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主な研究概要
深層崩壊 天然ダム

土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究
深層崩壊による被害範囲想定の
ため崩壊深度の推定技術

深層崩壊危険斜面の存在を検知
する技術

測定器
電磁波
空中電磁探査による深層崩壊
の崩壊深度の推定

斜面からの湧水や渓流水の電気伝導度
（EC）の計測による危険斜面の検知

火 山 噴 火

火砕堆積物等の情報収集技術の
開発

降灰に起因する土石流の氾濫
計算プログラムの効率化
CPU CPU CPU

メモリ

氾濫計算プログラムの並列化、メモリの効率利
用により計算能力を向上

警戒避難体制支援

土砂災害発生時刻及び位置
推定技術の精度向上

自動降灰・降雨量計による精度の
高い降灰量観測

斜面崩壊検知センサ等を用いた
渓流監視体制の構築

渓流監視のための安価なセンサ製作及び現地
検証による斜面崩壊時の周辺環境データの蓄積

地盤振動を利用した大規模土砂
移動発生位置の推定

近年の研究成果
■土木研究所資料
・不透過型砂防堰堤による流木の捕捉と流出に関する実験報告書
第4331号 2016.3
■共同研究報告書
・平成25年度 技術試験衛星Ⅷ型（ETS-Ⅷ）を用いた災害対応センサデータの伝送実験に関する共同研究
報告書
第459号 2015.5
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地すべりチームの研究紹介
「地すべり」は、比較的緩やかで広い斜面が、地下水の増加等によって、ゆっくり
（年間数ミリから数センチ程度）移動する現象です。大雨などにより地下水が上昇する
と、移動の速度を速め、一気に崩れ落ちて甚大な被害を引き起こします。また、時には
崩落した地すべり土塊が川をせき止めたり、土石流化してさらに広範な被害をもたら
すこともあります。
地すべりチームでは、このような現象に関する調査・研究活動のほか、国土交通省
や都道府県への地すべり調査・対策に関する技術支援活動を行っています。
現在実施している調査・研究課題は、大きく３つに区分されます。
（１）地震動が地すべりに及ぼす影響の評価に関する研究
（２）地すべり防止施設の維持管理に関する研究
（３）ソフト対策（警戒避難）技術に関する研究
代表的な研究課題としては、 LPデータを活用して大規模変動斜面抽出と巨大地震発
生時の地すべりの危険度評価を行う、土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関
する研究のほか、地下水排除工の効率的な点検手法及び定量的な健全度評価に関
する研究等があります。
平成２９年度からは、地すべり地における人的被害リスク評価に関する研究のほか、
ディープラーニングを用いた地すべり地形抽出の支援システムに関する研究に着手し
ます。
土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究（H28～H33年度）
研究課題名

地下水排除工の効率的な点検手法及び定量的な健全度評価に関する研究（H27～H30年度）
グラウンドアンカーの荷重増加が続く地すべりの安定性評価手法に関する研究（H28～H31年度）
地すべり地における人的被害リスク評価に関する研究（H29～H31年度）
ディープラーニングを用いた地すべり地形抽出の支援システムに関する研究（H29～H30年度）

スタッフ

上席研究員

藤平 大

研究総括

主任研究員

竹下 航

土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究
地下水排除工の効率的な点検手法及び定量的な健全度評価に関する研究

研究員

櫻本 智美

地すべり地における人的被害リスク評価に関する研究
ディープラーニングを用いた地すべり地形抽出の支援システムに関する研究

研究員

高木 将行

土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究
グラウンドアンカーの荷重増加が続く地すべりの安定性評価手法に関する研究

交流研究員

石黒 梓

交流研究員

後根 裕樹

交流研究員

小田川 隼祐

交流研究員

児玉 浩

交流研究員

杉井 良平

地すべり対策工の定量的な健全度評価に関する研究
地すべり地における被害リスク評価に関する研究（人的被害・ディープラーニング）
地下水排除工の効率的な点検手法及び定量的な健全度評価に関する研究
土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究
グラウンドアンカーの荷重増加が続く地すべりの安定性評価手法に関する研究
5

主な研究概要
グラウンドアンカーの荷重増加が続く地すべりの
安定性評価手法

土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術

アンカー荷重計測結果をふまえ，地すべりの安定性を評価する
手法を検討する

将来，発生が危惧されている
大規模地震による地すべり
被害の軽減を図るため、
大規模な土砂移動リスクの
把握技術の開発を行う。
①大規模変動斜面の抽出
②地盤の内部構造を考慮した
個別斜面の危険度評価
③広域FEM地震動解析による
地震時危険斜面の抽出
2000

0

0.26（地震時）
0.41m
地震前最高

破断し飛び出したアンカー

①複数時期のLPデータの差分解析事例
（黒実線枠範囲が変動が大きな範囲）

深度別歪量（μ）
簡易
0 -2000 -4000 -6000 柱状図

地すべり地における人的被害リスク評価

礫混り
粘性土 1.6
Tf

4.3

5

地すべりによる人的被害の発生実態をふまえ、人的被害発生
リスクを評価する手法を検討する

深度m

Tf

10

9.5

観測開始か
ら地震前

Ms

14m
Ms

15

Aki‐Mosによる荷重計測

地震前後

13.7
16.1

Tf

20

20.1
Tf

25.0

25

②地震時変動震度と内部構造
（地質）の対比例

③広域地震動応答解析の例
（赤色が加速度が大きなメッシュ）

玉ノ木地すべり
（昭和60年2月15日）

水沢新田地すべり
（昭和42年4月26日）

寺泊山田地すべり
（ 平成25年8月1日）

ディープラーニングを用いた地すべり地形抽出
現状では、技術者の手作業による地すべり地形抽出を行っているが、一定の判読技術を満たした上での作業効率の向上に向けて、
ディープラーニングを用いた地すべり地形抽出の半自動化を検討する

画像

判読結果
地すべり分類
特徴抽出
ディープラーニングで自動化を目指す範囲
LPデータを用いた地すべり地形抽出の流れ

近年の研究成果
■ 土木研究所資料及び共同研究報告書
・航空レーザ測量データを用いた地すべり地形判読用地図の作成と判読に関
する手引き（案）
・グラウンドアンカーの適正な緊張力計測手法に関する研究
・地すべりに影響を及ぼす地下水の調査・観測に関する共同研究
・部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の手引き（案）
・地すべり地における地下水排除ボーリング工の排水性能調査
・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
・すべり層のサンプリングと認定方法に 関する研究
・斜面崩落検知システム運用マニュアル
・樹脂固定法によるすべり面標本の作成マニュアル（案）

■ 書籍
・地すべり防止のための水抜きボーリングの実際
・地すべり線の形状推定法
・地すべり地における挿入式孔内傾斜計計測マニュアル
・道路土工切土工・斜面安定工指針（平成21年度版）第11章 地すべり対策
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第4344号 2016.10
第458号
第457号
第4283号
第453号
第451号
第449号
第4250号
第4227号

2014.6
2014.5
2014.5
2013.5
2013.1
2013.1
2013.1
2012.5

平成25年12月
平成25年5月
平成22年7月
平成21年6月

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は、昭和３５年に「新潟地すべり試験所」として開設され、
昭和３７年の道路雪害研究の開始による「新潟試験所」へ改称、昭和６３年の集落雪
崩に関する研究の開始を経て、平成１７年に集落雪崩及び地すべりにかかわる研究
に特化した「雪崩・地すべり研究センター」への組織改編を行い、現在に至っています。
当センターの研究内容は以下の通りです。
－雪崩の研究－
近年小雪化傾向ともいわれますが、平成２６年２月のように突発的で短時間のうちに
大雪となり、通常発生しにくい樹林帯でも雪崩が発生する場合があります。このような
短時間多量降雪時の雪崩発生条件を解明して、雪崩発生危険度を評価する手法の
研究を行っています。また、雪崩対策施設の維持管理技術の向上にむけた健全性指
標に関する検討と、雪崩の危険区域を精度よく設定するために必要な雪崩の発生量
や堆積量等の規模を推定する手法の検討を行っています。
－地すべりの研究－
地すべり等防止法施行（S33.3.31）から50年以上経過し、地すべり防止施設の老朽
化が進んでいます。そこで、地下水排除工の適切な維持管理のための点検機器や集
水管の閉塞防止法の開発を行っています。また、地すべり対策としては、主たる誘因
となる地下水を排除することが効果的です。この地下水排除施設を効率的・効果的に
配置するために地下水調査が実施されますが、調査精度の向上と調査コストの低減
が課題となっています。そこで、限られた調査回数で環境に負荷をかけずに地下水流
動状況を的確に把握できる地下水調査手法の検討を行っています。
短時間の多量降雪による雪崩危険度評価に関する研究（H28～H31年度）
研究課題名

地下水排除工の効率的な点検手法及び定量的な健全度評価に関する研究（H27～H30年度）
地すべり地における地下水流動調査の高度化に関する研究（H27～H30年度）
雪崩の規模の推定手法に関する研究（H27～H30年度）
雪崩対策施設の健全性指標に関する研究（H28～H31年度）

上席研究員
スタッフ

主任研究員

研究員

特任研究員

石田 孝司

研究総括

短時間の多量降雪による雪崩危険度評価
原田 裕介 雪崩の規模の推定手法
雪崩対策施設の健全性指標
地下水排除工の点検手法・健全度評価
地下水流動調査の高度化
金澤 瑛
雪崩対策施設の健全性指標
丸山 清輝

地下水排除工の点検手法・健全度評価
地下水流動調査の高度化

7

主な研究概要
雪 崩 対 策 技 術 の高 度 化

第三紀層地域の地すべり対策技術の高度化

短時間の多量降雪による雪崩危険度評価手法

地下水排除工の点検機器・集水管閉塞防止法の開発

短時間多量降雪時には通常発生しにくい樹林帯でも
雪崩が発生する場合がある。このような短時間多量降
雪時の雪崩発生危険度を評価する手法の開発を行う。

短時間多量降雪時の
雪崩発生例

地下水排除工の適切な維持管理のために、点検機器及び
集水管閉塞防止法の開発を行う。

積雪断面観測の例
横ボーリングの閉塞した集水管

雪崩対策施設の健全性指標
雪崩対策施設の維持管理における適切な点検実施の
ために、対策施設の損傷程度を区分する方法と、対策
施設の健全性を評価するための指標を検討する。

集水井内観察カメラによる点検

周辺状況の変化による雪崩対 雪崩対策施設の接合部における
策施設の損傷事例
損傷事例

集水管閉塞防止器の開発

閉塞しにくい集水管の開発

地下水流動調査法の高度化

雪崩の規模の推定手法

限られた調査回数で地下水流動層を的確に把握できる地
雪崩の危険区域を精度よく設定するために必要な雪崩
下水検層法や、環境に負荷をかけずに現場での調査が短時
の発生量や堆積量等の規模を推定する手法の開発を行う。
間で済む地下水追跡法を検討する。
0

流量（ml/min）
50

100

0
2
水位：GL‐3.42m
4
6

深度（GL‐m）

8
10
12
14
16
18
20

雪崩の発生区から堆積区まで
の現地調査例

無人航空機による
積雪状況把握の事例

加熱式地下水検層法による地下水調査

加熱式地下水検層により
得られた流量分布の一例

近年の研究成果
■ 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
・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
・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
・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
・雪崩・地すべり研究センターにおける雪氷調査報告（2011/2012 冬期）
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第4204号
第4258号
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2010. 12
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2011. 7
2013. 3

研究成果（平成２８年度）
■ 査読付き論文（国内誌）
組織

雑誌等

巻号

ページ

年

火山・土石流チーム

高原晃宙, 木下篤彦, 水野秀明, 長谷川真英,
梅田ハルミ, 海原荘一, 浅原裕

著者

振動センサデータによる大規模土砂移動現
象発生タイミング及び移動プロセスの解明に 河川技術論文集
ついて

題名

Vol.22

43 - 48

2016

火山・土石流チーム

黒岩知恵, 藤村直樹, 木下篤彦, 水野秀明, 今
森直紀, 福田和寿

平成23年台風12号土砂災害における和歌山 第8回土砂災害に関する
県那智川支流域の流木の発生と流出実態 シンポジウム論文集

127 - 132

2016

火山・土石流チーム

秋山怜子, 水谷佑, 木下篤彦, 内田太郎, 高原
晃宙, 石塚忠範

崩壊発生時刻予測手法による２０１３年７月
山口・島根豪雨の再現と長期間雨量データに 砂防学会誌
よる検証

Vol.69, No.5

11 - 18

2017

火山・土石流チーム

森加代子, 木下篤彦, 西岡恒志, 筒井和男, 福
田和寿, 今森直紀, 奥山悠木, 小川内良人, 松
村法行, 加藤智久

平成23年台風12号により発生した深層崩壊
河川技術論文集
地の湧水の水質形成過程に関する研究

Vol.22

273 - 278

2016

火山・土石流チーム

石塚忠範, 梶昭仁, 水山高久, 吉野弘祐, 西尾
陽介, 森田耕司, 山越隆雄

現地映像資料にもとづくインドネシア・アンボ
砂防学会誌
ン島天然ダム決壊洪水の発生過程

Vol.69, No.2

4 - 12

2016

火山・土石流チーム

石川芳治, 赤澤史顕, 植弘隆, 大野宏之, 小山
内信智, 海堀正博, 久保田哲也, 古賀省三, 権
平成28年熊本地震後の降雨による二次土砂
田豊, 板島俊彦, 地頭薗隆, 清水収, 武士俊也,
砂防学会誌
移動と二次土砂災害
樽角晃, 鳥田英司, 中濃耕司, 西真佐人, 野呂
智之, 平川泰之, 平松晋也

Vol.69, No.4

25 - 36

2016

火山・土石流チーム

泉山寛明, 堤大三, 野池耕平, 藤村直樹, 水野
秀明

蒸発熱を考慮した火砕物による融雪量推定
に関する研究

砂防学会誌

Vol.69, No.4

10 - 15

2016

火山・土石流チーム

木下篤彦, 野池耕平, 西岡恒志, 筒井和男, 福
田和寿, 村田雄一, 今森直紀, 荒木義則

近年発生した表層崩壊の発生規模と降雨・
地質特性との関係に関する研究

河川技術論文集

Vol.22

279 - 284

2016

火山・土石流チーム

木下篤彦, 野池耕平, 西岡恒志, 筒井和男, 福
田和寿, 村田雄一, 今森直紀, 荒木義則, 倉本
和正, 島田徹

雨の降り方の違いが斜面の水文過程と表層 第8回土砂災害に関する
崩壊規模に及ぼす影響
シンポジウム論文集

31 - 36

2016

火山・土石流チーム

筒井和男, 西岡恒志, 福田和寿, 坂口武弘, 木
下篤彦, 今森直紀, 田中健貴, 島田徹

ヒアリング調査を基にした平成23年那智川災 第8回土砂災害に関する
害の避難行動に関する研究
シンポジウム論文集

37 - 42

2016

火山・土石流チーム

海原荘一, 木下篤彦, 只熊典子, 髙田隆行, 浅
原裕, 長谷川真英, 梅田ハルミ

大規模土砂移動の発生検知に関わる地盤振 第8回土砂災害に関する
動の到達範囲と地盤構造の関係
シンポジウム論文集

73 - 78

2016

火山・土石流チーム

西岡恒志, 筒井和男, 福田和寿, 坂口武弘, 木
下篤彦, 森加代子, 高原晃宙

深層崩壊危険斜面における水文・水質特性
に関する研究

第8回土砂災害に関する
シンポジウム論文集

109 - 114

2016

火山・土石流チーム

野池耕平, 木下篤彦, 水野秀明, 今森直紀, 西
岡恒志, 島田徹

球状風化を呈した地質帯における表層崩壊
発生場の特性と土層厚推定手法の検討

第8回土砂災害に関する
シンポジウム論文集

103 - 108

2016

地すべりチーム

柴崎宣之，石井靖雄

複数深度での地震動観測結果に基づく地す
日本地すべり学会誌
べり土塊の固有周期

Vol. 53，No.6

227-234

2016

地すべりチーム

苅谷愛彦，西井稜子

農鳥岳東面，広河内の段丘地形を構成する
地理学評論
完新世初頭の斜面崩壊・土石流堆積物

Vol. 90，No.1

47-52

2017

雪崩・地すべり研究センター

木村 誇、桂 真也、丸山 清輝、石田 孝司

長距離移動した融雪地すべりの発生域・移送
日本地すべり学会誌
堆積域の地形特性

Vol.53, No.2

1 - 12

2016

雪崩・地すべり研究センター

原田 裕介、松下 拓樹、松澤 勝

積雪寒冷地における短期集中降雪と寒さに
関する指標の将来傾向

Vol.32, No.2

31 - 42

2016

雪崩・地すべり研究センター

桂 真也、木村 誇、丸山 清輝、石田 孝司

2014年11月22日長野県神城断層地震に伴
う斜面崩壊・地すべりの分布特性と発生箇所 日本地すべり学会誌
の特徴

Vol.53, No.3

11 - 20

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹

積雪の脆性破壊強度の推定

日本雪工学会論文集

Vol.32, No.4

81 - 93

2016

雪崩・地すべり研究センター

秋山 一弥、 池田 慎二、 木村 誇、松下 拓樹

2014年2月の大雪によって山梨県早川周辺
で発生した雪崩の到達距離と地形の関係

雪氷

Vol.78, No.6

439 - 457

2016

VOL.NO

PAGES

YEAR

1921-1924

2016

日本雪工学会論文集

■ 査読付き論文（国際誌）
ORGANIZATION
Landslide Research team

AUTHERS
M.Touhei，T.Toriumi，S.Katsura，Y.Ishii，
H.Sugimoto

TITLE
Examination of hydrological indices for
predicting landslides in regions with heavy
snowfall

9

JOURNAL
The 12th International
symposium on
landslides,Naples,Italy

研究成果（平成２８年度）
■ 査読なし論文（国内誌）
組織

著者

題名

雑誌等

巻号

ページ

年

216 - 220

2016

61

2017

75 - 80

2016

火山・土石流チーム

赤澤史顕, 高橋佑弥, 黒岩知恵, 藤村直樹, 水
野秀明

ヘリコプターからの斜め写真を用いたSfMによ
国土技術研究会
る天然ダム計上の計測

火山・土石流チーム

赤澤史顕, 高橋佑弥, 黒岩知恵, 藤村直樹, 水
野秀明

大規模土砂災害の緊急対応支援技術

火山・土石流チーム

坂口武弘, 筒井和男, 西岡恒志, 福田和寿, 田
中健貴, 木下篤彦, 赤澤史顕, 内田太郎

観測の現場を訪ねて－58
荒木川流域での土砂及び流木の動態観測に 砂防学会誌
ついて

火山・土石流チーム

林幸一郎, 木下篤彦, 今森直紀, 田中健貴

土砂災害予測に関する研
空中電磁探査を用いた深層崩壊が発生する
究集会－熊本地震とその
恐れのある斜面のリスク評価手法
周辺－

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石田 孝司

積雪モデルを用いた湿雪雪崩の発生評価

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石田 孝司

雪崩対策施設の損傷とその要因の分類につ 北陸地方整備局事業研
いて
究発表会

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石田 孝司、金澤 瑛

全国地すべりがけ崩れ対
雪崩対策施設の損傷等の分類と変状レベル
策協議会第70回研究発
について
表大会資料集

3 - 16

2016

雪崩・地すべり研究センター

石田 孝司、丸山 清輝、金澤 瑛

降雨に起因して発生した地すべりの到達範
囲について

全国地すべりがけ崩れ対
策協議会第70回研究発
表大会資料集

61 - 66

2016

雪崩・地すべり研究センター

丸山 清輝、木村 誇、桂 真也、石田 孝司

融雪地すべりの到達距離と発生箇所の地形
土木技術資料
的特徴

Vol.58, No.11

34 - 39

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石川 茂、石田 孝司

南岸低気圧による降雪結晶弱層の密度と硬
寒地技術論文・報告集
度の時間変化

Vol.32

120 - 125

2016

雪崩・地すべり研究センター

石田 孝司、松下 拓樹

雪崩規模推定のための連続体モデルにおけ
寒地技術論文・報告集
るパラメータの検討

Vol.32

126 - 129

2016

巻号

SATテクノロジーショー
ケース2017

土木技術資料

Vol.69, No.3

2016

Vol.58, No.9

36 - 39

2016

2016

■ 学会発表会・その他の記事（国内誌・国際誌）
組織

ページ

年

火山・土石流チーム

高橋佑弥, 泉山寛明, 野池耕平, 藤村直樹, 水
野秀明

著者

平成26年8月口永良部島で発生した火砕流 第65回平成28年度砂防
の到達範囲に関する基礎的研究
学会研究発表会概要集B

題名

392 - 393

2016

火山・土石流チーム

潮見礼也, 家田泰弘, 水野秀明, 藤村直樹, 泉
山寛明, 高橋佑弥

GISを用いた土石流危険渓流の開析状況の 第65回平成28年度砂防
調査手法について
学会研究発表会概要集A

132 - 133

2016

Volcano and Debris Flow
Research Team

Yuya Takahashi, Shiki Yoshinaga, Tasuku
Mizutani, Naoki Fujimura, Hideaki Mizuno

A New Technique for Measuring Surface
Profiles of Debris Flows Occurring after
Volcanic Eruptions

353 - 353

2016

火山・土石流チーム

福田昌宏, 井深真治, 水谷佑, 高原晃宙, 木下
篤彦, 水野秀明

インターバルカメラの画像解析による山地渓 第65回平成28年度砂防
流における水位・濁水計測
学会研究発表会概要集A

102 - 103

2016

火山・土石流チーム

井深真治, 福田昌宏, 水谷佑, 高原晃宙, 木下
篤彦, 水野秀明

画像解析による動体追跡技術の土砂移動検 第65回平成28年度砂防
知への適用
学会研究発表会概要集A

290 - 291

2016

火山・土石流チーム

高原晃宙, 木下篤彦, 水野秀明, 長谷川真英,
梅田ハルミ, 海原荘一, 浅原裕

振動センサ設置深度とノイズ低減率の関係

第65回平成28年度砂防
学会研究発表会概要集B

336 - 337

2016

火山・土石流チーム

五十嵐祥二, 渡邊剛, 柳沢信繁, 木下篤彦, 高
原晃宙, 瀬戸秀治, 野池耕平, 森加代子, 中野
真帆, 松原智生, 田中智, 西口幸希

姫川流域における深層崩壊のおそれのある 第65回平成28年度砂防
斜面での崩壊規模推定手法に関する検討
学会研究発表会概要集A

302 - 303

2016

火山・土石流チーム

諸橋雅幸, 近藤雄一, 小森康平, 木下篤彦, 高
原晃宙, 瀬戸秀治, 岸本博志, 中島達也, 藤田
浩司

十勝岳火山の比抵抗構造と土砂移動特性に 第65回平成28年度砂防
関する考察
学会研究発表会概要集B

396 - 397

2016

火山・土石流チーム

伊藤誠記, 山村真司, 高井徹, 松原和哉, 木下
篤彦, 高原晃宙, 瀬戸秀治, 野池耕平, 森加代
子, 江口友章, 坂口宏

越美山系における深層崩壊の発生のおそれ 第65回平成28年度砂防
のある斜面の抽出検討事例
学会研究発表会概要集A

282 - 283

2016

火山・土石流チーム

高原晃宙, 瀬戸秀治, 野池耕平, 森加代子, 木
下篤彦, 水野秀明, 河戸克志, 奥村稔, 影浦亮
太

日本地球惑星科学連合
深層崩壊斜面で実施された空中電磁探査に
2016年大会要旨集（web
よる比抵抗構造と地盤内部構造の関係
公開）S-TT52

5-5

2016

Volcano and Debris Flow
Research Team

Teruyoshi TAKAHARA, Takeshi SHIMIZU,
Atsuhiko KINOSHITA, Tadanori ISHIZUKA,
Yoshikazu UCHISHIBA, Takami OTSUBO,
Kohei TAGAWA, Yuya TAKAHASHI

Study of debris-flow flooding area in a low- 13th Congress
gradient zone
INTERPRAEVENT 2016

168 - 169

2016

火山・土石流チーム

奥村稔, 影浦亮太, 河戸克志, 高原晃宙, 瀬戸
秀治, 木下篤彦

日本地球惑星科学連合
周波数領域型空中電磁探査による比抵抗の
2016年大会要旨集（web
深度情報に関する研究
公開）S-TT52

2-2

2016
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雑誌等
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ページ

年

火山・土石流チーム

瀬戸秀治, 高原晃宙, 木下篤彦, 水野秀明

深層崩壊の発生する恐れのある斜面におけ 第65回平成28年度砂防
るリスク評価手法に関する研究
学会研究発表会概要集A

2016

火山・土石流チーム

瀬戸秀治, 高原晃宙, 水野秀明, 河戸克志, 奥
村稔, 影浦亮太

空中電磁探査を活用した崩壊深度の推定に 平成28年度日本応用地
関する研究
質学会研究発表会

2016

火山・土石流チーム

瀬戸秀治, 高原晃宙, 木下篤彦, 水野秀明, 河
戸克志, 奥村稔, 影浦亮太

日本地球惑星科学連合
空中電磁探査を活用した崩壊深度の推定に
2016年大会要旨集（web
関する研究
公開）S-TT52

1-1

2016

火山・土石流チーム

瀬戸秀治, 高原晃宙, 木下篤彦, 水野秀明

深層崩壊の発生する恐れのある斜面におけ 第55回日本地すべり学会
るリスク評価手法に関する研究
研究発表会講演集

296 - 297

2016

火山・土石流チーム

黒岩知恵, 藤村直樹, 木下篤彦, 水野秀明, 福
田和寿

和歌山県那智川流域における平成23年台風 第65回平成28年度砂防
12号による流木の流出実態
学会研究発表会概要集B

430 - 431

2016

火山・土石流チーム

森加代子, 木下篤彦, 水野秀明, 西岡恒志, 今
森直紀, 奥山悠木, 小川内良人, 松村法行, 加
藤智久

平成23年台風12号で深層崩壊が発生した赤 第65回平成28年度砂防
谷地区の水文特性について
学会研究発表会概要集A

274 - 275

2016

火山・土石流チーム

水谷佑, 高橋佑弥, 泉山寛明, 高原晃宙, 藤村
直樹, 木下篤彦, 水野秀明

インターバルカメラを用いた出水時集中撮影 第65回平成28年度砂防
装置の開発
学会研究発表会概要集B

42 - 43

2016

火山・土石流チーム

三木康義, 赤澤史顕, 藤村直樹, 木下篤彦, 水
野秀明, 西岡恒志, 筒井和男, 福田和寿, 里深
好文, 今森直紀, 奥山悠木

熊野地区における崩壊土砂の流下・堆積過
程に関する研究

98 - 99

2016

火山・土石流チーム

赤澤史顕, 藤村直樹, 水野秀明

大型土のうで作成された仮説構造物に作用 第65回平成28年度砂防
する荷重に関する研究
学会研究発表会概要集A

212 - 213

2016

火山・土石流チーム

大橋和也, 西岡恒志, 筒井和男, 福田和寿, 赤
澤史顕, 藤村直樹, 木下篤彦

UAVを活用した河道閉塞箇所の計測手法に 第65回平成28年度砂防
関する研究
学会研究発表会概要集B

498 - 499

2016

Volcano and Debris Flow
Research Team

Fumiaki AKAZAWA, Naoki FUJIMURA, Hiroaki
IZUMIYAMA, Yuya TAKAHASHI, Hideaki
MIZUNO

A method to find locations where debris
flow can exceed ridges in volcanic areas in Cities on Volcanoes 9
Japan

352

2016

火山・土石流チーム

泉山寛明, 堤大三, 野池耕平, 藤村直樹, 水野
秀明

蒸発熱発生を考慮した火砕物による融雪量
シミュレーション

第65回平成28年度砂防
学会研究発表会概要集B

406 - 407

2016

Volcano and Debris Flow
Research Team

Hiroaki IZUMIYAMA, Takeshi SHIMIZU, Tasuku Influence of water content on velocity of
MIZUTANI, Kohei NOIKE, Naoki FUJIMURA
snowmelt due to pyroclastic material

13th Congress
INTERPRAEVENT 2016

106 - 107

2016

火山・土石流チーム

藤村直樹, 泉山寛明, 高橋佑弥, 水野秀明, 佐
伯響一, 大坪隆三

火砕流の発生様式と火砕堆積物の到達範囲 第65回平成28年度砂防
に関する考察
学会研究発表会概要集B

416 - 417

2016

火山・土石流チーム

西岡恒志, 筒井和男, 福田和寿, 木下篤彦, 森
加代子, 高原晃宙, 水野秀明

深層崩壊危険斜面から湧出する湧水の水
文・水質特性に関する研究

第65回平成28年度砂防
学会研究発表会概要集B

6-7

2016

火山・土石流チーム

木下篤彦, 野池耕平, 水野秀明, 西岡恒志, 筒
井和男, 福田和寿, 村田雄一, 今森直紀, 荒木
義則, 秦雅之, 島田徹

過去の表層崩壊発生時の降雨特性と崩壊
深・崩壊規模との関係について

第65回平成28年度砂防
学会研究発表会概要集B

110 - 111

2016

火山・土石流チーム

福田和寿, 西岡恒志, 筒井和男, 木下篤彦

災害時の流木の流出率に着目した治山堰堤 第65回平成28年度砂防
の効果的な配置手法に関する研究
学会研究発表会概要集B

132 - 133

2016

火山・土石流チーム

北勝也, 筒井和男, 西岡恒志, 福田和寿, 木下
篤彦, 今森直紀, 奥山悠木

ヒアリング調査を基にした平成23年那智川災 第65回平成28年度砂防
害の避難行動に関する研究
学会研究発表会概要集B

154 - 155

2016

火山・土石流チーム

筒井和男, 西岡恒志, 福田和寿, 木下篤彦, 内
田太郎, 田中健貴

荒木川における流砂観測の紹介

第65回平成28年度砂防
学会研究発表会概要集A

152 - 153

2016

火山・土石流チーム

森川智, 西岡恒志, 筒井和男, 福田和寿, 木下
篤彦, 森加代子, 今森直紀, 海原荘一, 竹本大
昭, 只熊典子

ラフ集合による深層崩壊発生の重要要因と
発生・非発生条件の抽出

第65回平成28年度砂防
学会研究発表会概要集A

232 - 233

2016

火山・土石流チーム

木下篤彦, 野池耕平, 水野秀明, 西岡恒志, 筒
井和男, 福田和寿, 村田雄一, 今森直紀, 荒木
義則, 秦雅之

タンクモデルを用いた太田川流域八木地区と
第65回平成28年度砂防
那智川流域における災害時の水文過程に関
学会研究発表会概要集A
する研究

272 - 273

2016

火山・土石流チーム

千東佳央, 西岡恒志, 筒井和男, 福田和寿, 木
下篤彦, 今森直紀, 加藤智久, 横山修, 松村法
行

平成23年台風12号の那智川流域の水文・水 第65回平成28年度砂防
質特性と崩壊メカニズムに関する研究
学会研究発表会概要集A

300 - 301

2016

火山・土石流チーム

大橋和也, 西岡恒志, 筒井和男, 福田和寿, 赤
澤史顕, 藤村直樹, 木下篤彦

UAVを活用した河道閉塞箇所の計測手法に 第65回平成28年度砂防
関する研究
学会研究発表会概要集B

498 - 499

2016

火山・土石流チーム

木下篤彦, 瀬戸秀治, 高原晃宙, 水野秀明, 西
岡恒志, 今森直紀, 河戸克志, 奥村稔, 影浦亮
太

空中電磁探査技術及び水文・水質調査を活 日本地球惑星科学連合
用した大規模表層崩壊予測技術に関する研 2016年大会要旨集（web
究
公開）M-TT30

6-6

2016

Volcano and Debris Flow
Research Team

Atsuhiko Kinoshita, Tsuneshi Nishioka, Kohei
Noike, Teruyoshi Takahara, Wataru Sakurai,
Yuichi Murata, Yoshikazu Shimizu, Tadanori
Ishizuka, Yoshinori Araki, Masayuki Hata, Toru
Shimada

Relationships among precipitation
distribution, hydrological properties, and
collapse
density in areas where large-scale shallow
landslides occurred

11

第65回平成28年度砂防
学会研究発表会概要集A
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災害時の流木の流出率に着目した治山堰堤
第56回治山研究発表会
の効果的な配置手法に関する検討

火山・土石流チーム

筒井和男, 西岡恒志, 筒井和男, 木下篤彦

火山・土石流チーム

野池耕平, 木下篤彦, 水野秀明, 今森直紀, 奥
球状風化を呈した地質帯における，電気探査 第65回平成28年度砂防
山悠木, 西岡恒志, 島田 徹, 小野山裕治, 江本
を用いた土層厚の推定
学会研究発表会概要集A
聡志

Volcano and Debris Flow
Research Team

Jie Dou, Naoki Fujimura, Hideaki Mizuno,
Fumiaki Akazawa, YuyaTakahashi

地すべりチーム

藤平大，鳥海貴裕，杉本宏之，桂真也，石井靖 水位観測結果の地すべり災害警戒指標とし
雄
ての活用

地すべりチーム

石井靖雄，國友優

スリランカ国における土砂災害のソフト対策
に関する技術協力（短期専門家活動）

地すべりチーム

ページ

年

19 - 20

2016

306 - 307

2016

Ellipse-approximated isopach(EAI) approach
for assessing ash fall deposit at the active Cities on Volcanoes 9
Sakurajima volcano, Japan
2月号

20-23

2016

砂防と治水

Vol.49，No1

51-53

2016

藤平大

アルメニアにおける地すべり関係法令整備支
砂防と治水
援について

Vol.49，No1

54-56

2016

地すべりチーム

藤平大，鳥海貴裕，石井靖雄

土砂災害警戒情報と地すべり災害発生につ
平成28年度砂防学会概
いて―主に徳島県及び新潟県の発生データ
要集
をもとに―

368-369

2016

地すべりチーム

藤田哲，石井 靖雄

アンケート調査に基づく地表水及び地下水排 平成28年度砂防学会概
除工の施設点検及び維持管理の実態調査 要集

324-325

2016

地すべりチーム

鳥海貴裕，石井靖雄

長距離を移動した地すべりの頭部から末端
部にかけての土塊の破砕状態

平成28年度砂防学会概
要集

330-331

2016

地すべりチーム

石井靖雄，西井稜子，杉井良平，武田大典，
城ヶ﨑正人

奈良県天川村坪内地区における地盤の破砕 平成28年度砂防学会概
度評価と斜面変動発生メカニズムの推定
要集

126-127

2016

地すべりチーム

藤原康正，中野英樹，今森直紀，西井稜子，石 深層崩壊地上部不安定斜面における加速度 平成28年度砂防学会概
井靖雄
センサによる斜面監視の有効性
要集

488-489

2016

地すべりチーム

藤平大

SSLアンカー工法・Q&Sフ
最近の地すべり災害と土木研究所の地すべ
レーム工法 合同中央技
り研究について
術研修会

1-122

2016

地すべりチーム

石井靖雄，杉井良平，土屋智

福囿の方法と斉藤・近接予測法による崩壊
予測時刻の経時変化－2013年門島地区の
事例－

第55回日本地すべり学会
研究発表会講演集

17

2016

地すべりチーム

杉井良平，西井稜子，石井靖雄，武田大典

地すべりの崩壊過程におけるひずみとひずみ 第55回日本地すべり学会
速度の変化
研究発表会講演集

18

2016

地すべりチーム

柴崎宣之，石井靖雄

地震による歪発生が認められた地すべりの
一次元地震動応答解析と地盤の特徴

第55回日本地すべり学会
研究発表会講演集

68

2016

地すべりチーム

藤平大，石井靖雄，田中靖政

鉄細菌による目詰まり箇所等の水質調査事 第55回日本地すべり学会
例について
研究発表会講演集

104

2016

地すべりチーム

森長晋崇，金澤瑛，石井靖雄

すべり面強度の不均一性を考慮した安定解
析の検討

第55回日本地すべり学会
研究発表会講演集

243

2016

地すべりチーム

西井稜子，武田大典，杉井良平，石井靖雄

近年の地すべり災害データを用いた地すべり 第55回日本地すべり学会
発生斜面の地形的特徴
研究発表会講演集

276

2016

地すべりチーム

武田大典，西井稜子，杉井良平，石井靖雄

LP計測データから作成した地形図と空中写
真による地すべり地形判読の比較

第55回日本地すべり学会
研究発表会講演集

279

2016

Landslide Team

Yasuo Ishii

Landslide disasters in 2015 Japan

2016 Korea-Japan Joint
Symposium on Slope
Stability

7-18

2016

Landslide Team

Masaru Tohei

Examination of hydrological indices for
predicting deep-seated landslides in
regions with heavy snowfall

2016 Korea-Japan Joint
Symposium on Slope
Stability

25-34

2016

Landslide Team

Ryohei Sugii

Change of strain and strain rate in the
failure process of landsldie

2016 Korea-Japan Joint
Symposium on Slope
Stability

39-42

2016

Landslide Team

Azusa Ishikuro

Maintenance Management Issues of
Groundwater Drainage Facilities Based on
Questionnaire Result

2016 Korea-Japan Joint
Symposium on Slope
Stability

49-53

2016

地すべりチーム

石井靖雄，武田大典，西井稜子

航空レーザ測量データを用いた地すべり地形
判読用地図の作成と判読に関する手引き
土木研究所資料
（案）

1-38

2016

地すべりチーム

西井稜子，武田大典，石井靖雄

航空レーザ測量データを用いた地すべり調査 第70回研究発表大会資
の有効性
料集

53-57

2016

12

土木技術資料

2016
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年

地すべりチーム

石井靖雄

近年の大規模地震と地すべり研究の課題

(公社)日本地すべり学会
中部支部シンポジウム

1-2

2016

地すべりチーム

Yasuo Ishii

Landslide disasters in 2015 Japan

Special workshop on
Promoting on
Cooperateve Reserch
between PWRI and

1-23

2016

地すべりチーム

石井靖雄，柴崎宣之

地震時の地すべり動態観測結果と弱層の評 平成28年度砂防学会講
価に向けた研究
習会資料

1-5

2016

Landslide Research team

Yasuo Ishii，Satoshi Tsuchiya，Masamichi
Yagi，Ryoko Nishii

Failure time prediction using the Saito
method and evacuation notices in the
Kadoshima landslide, Japan

Interprevent 2016Extended Abstracts

348-349

2016

雪崩・地すべり研究センター

丸山 清輝、石田 孝司

多変量解析による地すべり斜面における地
下水の流動状況の検討

平成28年度砂防学会研
究発表会概要集

B

328 - 329

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、 池田 慎二、石田 孝司

斜面積雪における雨水の浸透特性を考慮し 平成28年度砂防学会研
た湿雪雪崩の発生評価
究発表会概要集

A

166 - 167

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、 池田 慎二、石川 茂、石田 孝司、 気温を考慮した等価積雪密度の推定につい
雪氷北信越
和泉 薫
て

36号

30

2016

雪崩・地すべり研究センター

石田 孝司、松下 拓樹、 池田 慎二、田中 頼博

雪崩の規模推定のための数値シミュレーショ
雪氷北信越
ン結果の比較

36号

37

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、 池田 慎二

雪温を考慮した積雪全層平均密度の推定に 日本建築学会大会学術
ついて
講演梗概集（九州）

83 - 84

2016

雪崩・地すべり研究センター

石田 孝司、丸山 清輝、桂 真也、木村 誇、稲
垣裕

降雨に起因して発生した地すべりの到達範
囲について

平成28年度日本地すべり
学会第55回研究発表会

268 - 269

2016

雪崩・地すべり研究センター

丸山 清輝、石田 孝司

溶存イオンデータの多変量解析による地すべ 平成28年度日本地すべり
り地の地下水流動調査
学会第55回研究発表会

229 - 230

2016

雪崩・地すべり研究センター

金澤 瑛、丸山 清輝、石田 孝司

集水井内観察カメラの開発

平成28年度日本地すべり
学会第55回研究発表会

292 - 293

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石川 茂、石田 孝司

新積雪の密度と硬度の時間変化に関する現 雪氷研究大会(2016･名
地観測
古屋)講演要旨集

133

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石田 孝司

積雪の全層平均密度と雪温および積雪深と 雪氷研究大会(2016･名
の関係
古屋)講演要旨集

226

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石田 孝司、金澤 瑛

雪崩対策施設の損傷とその要因となる現象

雪氷研究大会(2016･名
古屋)講演要旨集

270

2016

雪崩・地すべり研究センター

石田 孝司、松下 拓樹

雪崩の速度変化と地形要因について

雪氷研究大会(2016･名
古屋)講演要旨集

280

2016

Snow Avalanche and Landslide
Hiroki MATSUSHITA, Koji ISHIDA
Research Center

Characteristics of snow avalanche release
in forests during a heavy snowfall event

Proceedings of
International snow
science workshop 2016

556 - 560

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石田 孝司

2014 年2 月の大雪時の雪崩発生条件に関 日本気象学会2016年度
秋季大会講演予稿集
する一考察(４)

110

182

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石川 茂

長野県乗鞍高原付近で発生した雨氷

日本気象学会2016年度
秋季大会講演予稿集

110

369

2016

雪崩・地すべり研究センター

松下 拓樹、石田 孝司、金澤 瑛

雪崩対策施設の損傷と維持管理のための点 ふゆトピアｉｎ函館研究発
検の着眼点
表会論文集

2016

International Symposium
on the Cryosphere in a
Changing Climate

2016

Snow Avalanche and Landslide Hiroki MATSUSHITA, Shigeru ISHIKAWA, Koji
Research Center
ISHIDA

In situ observation on instability of
snowpack formed by low pressure in
synoptic scale

13

対外的な活動成果（平成２８年度）
■ 技術指導
組織

名前

内容

依頼元

実施日

火山・土石流チーム

藤村直樹

熊本（地震対応）

九州地方整備局

2016 / 04 / 16

火山・土石流チーム

野呂智之

熊本（地震対応）

九州地方整備局

2016 / 04 / 20

火山・土石流チーム

水野秀明

熊本（地震対応）

九州地方整備局

2016 / 05 / 01

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

深層崩壊減災対策研究会

STC

2016 / 05 / 20

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

狩野川流域現地視察

沼津河川国道事務所

2016 / 06 / 07

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

流域監視等業務打ち合わせ

越美山系砂防事務所

2016 / 06 / 13

火山・土石流チーム

藤村直樹, 赤澤史顕

高度な土砂災害対策に従事する地方整備局職員
国総研
の育成支援プログラム（quad-L演習）

2016 / 06 / 14

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

高度な土砂災害対策に従事する地方整備局職員
国総研
の育成支援プログラム（課題討議）

2016 / 06 / 17

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

狩野川水系渓流監視システム検討に関する技術
指導

沼津河川国道事務所

2016 / 07 / 20

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

深層崩壊減災対策研究会

STC

2016 / 07 / 27

火山・土石流チーム

木下篤彦

（深層崩壊・水文水質）札幌開発建設部及び旭川
札幌開発建設部管内現地視察

北海道開発局

2016 / 08 / 08

火山・土石流チーム

藤村直樹

流木対策施設の設計の考え方について

埼玉県

2016 / 08 / 16

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

深層崩壊危険斜面抽出業務打ち合わせ

天竜川上流河川事務所

2016 / 09 / 02

火山・土石流チーム

水野秀明

群馬県沼田市土砂災害調査

利根川水系砂防事務所

2016 / 09 / 09

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

降灰後土石流基準雨量打合せ

九州技術事務所

2016 / 09 / 29

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

深層崩壊減災対策研究会

STC

2016 / 10 / 07

火山・土石流チーム

藤村直樹

阿蘇噴火対応（災害派遣）

九州地方整備局

2016 / 10 / 08

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

岩手山山体調査業務に関する技術指導

岩手河川国道事務所

2016 / 10 / 11

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

境谷砂防堰堤の基礎工について

四国山地砂防事務所

2016 / 10 / 19

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

降灰後土石流の避難基準雨量

九州技術事務所

2016 / 11 / 21

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

深層崩壊のハード対策

利根水系砂防事務所

2016 / 11 / 21

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

降灰後の土石流の避難基準雨量

国土交通省本省

2016 / 12 / 02

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

北海道駒ヶ岳火山山体調査検討業務

北海道開発局

2016 / 12 / 20

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

岩手山山体調査打ち合わせ

岩手河川国道事務所

2017 / 01 / 11

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

深層崩壊斜面抽出手法検討業務打ち合わせ

天竜川上流河川事務所

2017 / 02 / 08

火山・土石流チーム

高原晃宙

関東地整「技術エキスパート研究会」

関東地方整備局

2017 / 02 / 17

火山・土石流チーム

木下篤彦, 高原晃宙

表層崩壊危険箇所抽出検討

湯沢砂防事務所

2017 / 03 / 13

地すべりチーム

石井靖雄，藤平大

高知県国道493号小島地区地すべり調査

高知県

2016 / 10 / 05

地すべりチーム

石井靖雄

砂子沢ダム地すべり調査

秋田県

2016 / 10 / 13
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対外的な活動成果（平成２８年度）
組織

名前

内容

依頼元

実施日

地すべりチーム

石井靖雄

国道112号横手トンネル斜面調査

東北地方整備局山形河川国道事
2016 / 10 / 13
務所

地すべりチーム

石井靖雄

新桂沢ダム貯水池地すべり調査

北海道開発局

2016 / 10 / 13

地すべりチーム

石井靖雄

新桂沢ダム貯水池地すべり調査

北海道開発局

2016 / 10 / 14

地すべりチーム

石井靖雄

天竜川中流地すべり調査

中部地方整備局天竜川河川事務
2016 / 10 / 20
所

地すべりチーム

石井靖雄，藤平大，西井稜子

全国地すべりがけ崩れ対策協議会 全国地すべり
和歌山県
現地討論会

2016 / 10 / 24

地すべりチーム

西井稜子

全国地すべりがけ崩れ対策協議会

鹿児島県

2016 / 10 / 27

地すべりチーム

石井靖雄

谷地地すべり調査

秋田県

2016 / 10 / 27

地すべりチーム

石井靖雄，森長晋崇

入谷地すべり現地調査

中部地方整備局天竜川上流河川
2016 / 10 / 31
事務所

地すべりチーム

石井靖雄，石黒梓

由比打合せ

中部地方整備局富士砂防事務所 2016 / 11 / 10

地すべりチーム

石井靖雄

新桂沢ダム貯水池地すべり調査

北海道開発局

2016 / 11 / 10

地すべりチーム

石井靖雄，藤平大

山形県月布川地すべり調査

山形県

2016 / 11 / 17

地すべりチーム

石井靖雄

新桂沢ダム地すべり調査

北海道開発局

2016 / 11 / 21

地すべりチーム

石井靖雄

八ッ場ダム地すべり調査

関東地方整備局八ッ場ダム工事
事務所

2016 / 11 / 21

地すべりチーム

石井靖雄

大渡ダム貯水地斜面調査

四国地方整備局大渡ダム管理所

2016 / 11 / 21

地すべりチーム

石井靖雄

手稲山地すべり調査

北海道開発局

2016 / 11 / 22

地すべりチーム

石井靖雄

新桂沢ダム地すべり調査

北海道開発局

2016 / 12 / 12

地すべりチーム

石井靖雄

東九州道地すべり調査

西日本高速道路㈱九州支社

2016 / 12 / 15

地すべりチーム

石井靖雄

亀の瀬地すべり調査

近畿地方整備局大和川河川事務
2017 / 01 / 16
所

地すべりチーム

石井靖雄

ダム管理研修 『地すべりの調査と防止対策』

国土交通大学校

地すべりチーム

石井靖雄，藤平大

国土32号・33号斜面調査

四国地方整備局土佐国道事務所 2017 / 01 / 20

地すべりチーム

石井靖雄

小渕地区地すべり調査

秋田県北秋田地域振興局建設部 2017 / 01 / 24

地すべりチーム

石井靖雄，藤平大

兵庫・須磨多聞線（中山地区）斜面調査

神戸市

2017 / 01 / 27

地すべりチーム

石井靖雄，藤平大

南垣外地区，尾外岩地区地すべり調査対策

岐阜県

2017 / 01 / 27

地すべりチーム

石井靖雄

新桂沢ダム貯水池斜面調査

北海道開発局

2017 / 02 / 07

地すべりチーム

石井靖雄

利賀ダム斜面調査

北陸地方整備局利賀ダム工事事
務所

2017 / 02 / 07

地すべりチーム

石井靖雄

此田地すべり調査

中部地方整備局天竜川上流河川
2017 / 02 / 08
事務所

地すべりチーム

石井靖雄

国道112号横手トンネル変状調査

東北地方整備局山形河川国道事
2017 / 02 / 09
務所

地すべりチーム

石井靖雄

国道168号地すべり調査

奈良県

地すべりチーム

石井靖雄

月山地すべり調査

東北地方整備局新庄河川事務所 2017 / 02 / 14

地すべりチーム

石井靖雄

甚之助谷地すべり調査

北陸地方整備局金沢河川国道事
2017 / 02 / 14
務所

15

2017 / 01 / 19

2017 / 02 / 10

対外的な活動成果（平成２８年度）
組織

名前

内容

依頼元

実施日

地すべりチーム

石井靖雄

富郷ダム貯水池周辺地すべり調査

(独)水資源機構

2017 / 02 / 23

地すべりチーム

石井靖雄

有瀬地区地すべり調査

徳島県

2017 / 02 / 23

地すべりチーム

石井靖雄

新桂沢ダム貯水池地すべり調査

北海道開発局

2017 / 03 / 01

地すべりチーム

石井靖雄

南垣外地区，尾外岩地区地すべり調査対策

岐阜県

2017 / 03 / 07

地すべりチーム

石井靖雄

手稲山地区地すべり調査

北海道開発局

2017 / 03 / 14

地すべりチーム

石井靖雄

静岡県口坂本地区検討会

静岡県

2017 / 03 / 28

雪崩・地すべり研究セン
ター

石田孝司、金澤瑛

春日山城跡土砂崩落災害復旧検討会（第1回）

上越市教育委員会

2016 / 10 / 03

雪崩・地すべり研究セン
ター

石田孝司

春日山城跡土砂崩落災害復旧検討会（第2回）

上越市教育委員会

2016 / 11 / 07

雪崩・地すべり研究セン
ター

石田孝司、金澤瑛

春日山城跡土砂崩落災害復旧検討会（第3回）

上越市教育委員会

2016 / 12 / 05

雪崩・地すべり研究セン
ター

石田孝司、松下拓樹

雪崩の危険性に関する技術指導

国土交通省北陸地方整備局 湯
沢砂防事務所

2016 / 12 / 06

雪崩・地すべり研究セン
ター

石田孝司、金澤瑛、石川茂

南砺市利賀村土砂災害対応

富山県

2017 / 01 / 18

雪崩・地すべり研究セン
ター

石田孝司、丸山清輝

南砺市利賀村土砂災害対応

富山県

2017 / 01 / 20

雪崩・地すべり研究セン
ター

石田孝司、丸山清輝

南砺市利賀村土砂災害対応

富山県

2017 / 01 / 26
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対外的な活動成果（平成２８年度）
■ 委員会活動
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

火山・土石流チーム

高原晃宙

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2016 / 05 / 25

火山・土石流チーム

高原晃宙

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2016 / 08 / 02

火山・土石流チーム

水野秀明

鶴見岳・伽藍岳火山噴火緊急減災対策砂防計画
大分県
検討部会

2016 / 08 / 30

火山・土石流チーム

赤澤史顕

土砂WG

2016 / 09 / 06

火山・土石流チーム

藤村直樹

秋田焼山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委
東北地方整備局、秋田県
員会

2016 / 09 / 15

火山・土石流チーム

水野秀明

砂防技術・技術審査委員会「INSEMーダブル
ウォール(DW)工法」

砂防地すべり技術センター

2016 / 09 / 16

火山・土石流チーム

高原晃宙

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2016 / 09 / 30

火山・土石流チーム

赤澤史顕

北アルプス大規模土砂災害対策連携会議

北陸地方整備局

2016 / 10 / 28

火山・土石流チーム

高原晃宙

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2016 / 11 / 22

火山・土石流チーム

赤澤史顕

土砂WG

JAXA

2016 / 12 / 28

火山・土石流チーム

水野秀明

伊豆東部火山群火山噴火緊急減災対策砂防計画
静岡県
検討会

2017 / 01 / 12

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

火山噴火時の土砂災害緊急情報検討会

砂防地すべり技術センター

2017 / 01 / 25

火山・土石流チーム

水野秀明

ダム貯水池の流木対策等に関する検討会

国土交通省 本省

2017 / 01 / 31

火山・土石流チーム

高原晃宙

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2017 / 01 / 31

火山・土石流チーム

水野秀明, 赤澤史顕

白山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

2017 / 02 / 13

火山・土石流チーム

竇杰

火山WG

JAXA

2017 / 02 / 15

火山・土石流チーム

水野秀明, 藤村直樹

火山噴火時の土砂災害緊急情報検討会

砂防地すべり技術センター

2017 / 02 / 20

火山・土石流チーム

藤村直樹

秋田焼山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委
東北地方整備局、秋田県
員会

地すべりチーム

石井靖雄

地盤情報電子データ標準化小委員会

一般社団法人全国地質調査業協会連合
会

2016 / 07 / 20

地すべりチーム

石井靖雄

丸目トンネル技術検討会

ＮＥＸＣＯ西日本

2016 / 11 / 04

地すべりチーム

石井靖雄

芋川地区直轄地すべり防止工事効果検討会

北陸地方整備局湯沢砂防事務所

2016 / 11 / 07

地すべりチーム

石井靖雄

天竜川沿川中流地区地すべり検討委員会

中部地方整備局天竜川上流河川事務所

2016 / 11 / 08

地すべりチーム

石井靖雄，森長晋
崇，児玉浩

秋田県小渕地区地すべり調査

秋田県北秋田地域振興局建設部

2016 / 11 / 24

地すべりチーム

石井靖雄

谷地地すべり検討委員会

秋田県

2016 / 11 / 25

地すべりチーム

石井靖雄，藤平大，
西井稜子

月山地区地すべり対策技術委員会

東北地方整備局新庄河川事務所

2016 / 12 / 06

地すべりチーム

石井靖雄

地質地盤情報電子データ標準化小委員会

一般社団法人全国地質調査業協会連合
会

2016 / 12 / 16

地すべりチーム

石井靖雄

国道112号横手トンネル変状対策委員会

東北地方整備局山形河川国道事務所

2016 / 12 / 21

地すべりチーム

石井靖雄

東九州自動車道TN施工検討会

九州地方整備局宮崎河川国道事務所

2017 / 01 / 13

JAXA
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2017 / 03 / 13

対外的な活動成果（平成２８年度）
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

地すべりチーム

石井靖雄

大渡ダム検討委員会

四国地方整備局大渡ダム管理所

2017 / 01 / 25

地すべりチーム

石井靖雄

亀の瀬地すべり検討委員会

近畿地方整備局大和川河川事務所

2017 / 02 / 16

地すべりチーム

石井靖雄

入谷・此田地区地すべり対策総合解析検討委員
会

中部地方整備局天竜川上流河川事務所

2017 / 02 / 22

地すべりチーム

石井靖雄

月山地区地すべり対策技術委員会

東北地方整備局新庄河川事務所

2017 / 03 / 01

地すべりチーム

石井靖雄

甚之助谷地すべり事業計画検討委員会

北陸地方整備局金沢河川国道事務所

2017 / 03 / 07

地すべりチーム

石井靖雄

小渕地区地すべり対策検討委員会

秋田県北秋田地域振興局建設部

2017 / 03 / 08

地すべりチーム

石井靖雄

地震時斜面変動発生危険地域調査要領案の試行
四国地方整備局四国山地砂防事務所
調査に関する有識者意見聴取会議

2017 / 03 / 17

地すべりチーム

石井靖雄

国道168号防災検討会

奈良県

2017 / 03 / 21

地すべりチーム

石井靖雄

地盤情報電子データ標準化小委員会

一般社団法人全国地質調査業協会連合
会

2017 / 03 / 29

雪崩・地すべり研究センター 石田孝司

第1回伊那市50年の森林ビジョン推進委員会

伊那市

2016 / 07 / 20

雪崩・地すべり研究センター 石田孝司

第2回伊那市50年の森林ビジョン推進委員会

伊那市

2016 / 10 / 26

雪崩・地すべり研究センター 石田孝司

北アルプス大規模土砂災害対策連携会議

北陸地方整備局

2016 / 10 / 28

雪崩・地すべり研究センター 石田孝司

第3回伊那市50年の森林ビジョン推進委員会

伊那市

2017 / 03 / 01

18

対外的な活動成果（平成２８年度）
■ 講師・講演
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

火山・土石流チーム

藤村直樹

「国交大講師 」: 初動時の計測・監視技術及び演習

国土交通大学校

2016 / 05 / 10

火山・土石流チーム

木下篤彦

「国交大講師 」: 大規模崩壊検知システムについて

国土交通大学校

2016 / 05 / 10

火山・土石流チーム

藤村直樹

「国交大講師 」: 土石流氾濫シミュレーション実習

国土交通大学校

2016 / 05 / 11

火山・土石流チーム

藤村直樹

「筑波大講師 」: 環境防災計画論Ⅱ砂防施設設計①（砂防堰堤）

筑波大学

2016 / 05 / 16

火山・土石流チーム

藤村直樹

「筑波大講師」: 環境防災計画論Ⅱ砂防施設設計②（渓流保全工） 筑波大学

2016 / 05 / 23

火山・土石流チーム

木下篤彦

「筑波大講師」: 土石流・流木対策施設設計

2016 / 06 / 06

火山・土石流チーム

藤村直樹

「全国建設研修センター講義」: 土石流対策に関する調査計画・設
全国建設研修センター
計演習

2016 / 06 / 07

火山・土石流チーム

野呂智之

「砂防学会北海道支部講師」: 平成28年熊本地震における土砂災
北海道大学
害

2016 / 06 / 10

火山・土石流チーム

木下篤彦

「筑波大講師」: 鋼製砂防施設設計

筑波大学

2016 / 06 / 13

火山・土石流チーム

藤村直樹

「災害危機管理（砂防）セミナー」: 天然ダムの調査技術、ヘリを使
東北地整
用したレーザ距離測定実習、氾濫シミュレーション計算

2016 / 06 / 29

火山・土石流チーム

水野秀明

「全国建設研修センター 近年の災害の実態」: 近年の土砂災害
の特徴に関する講演

全国建設研修センター

2016 / 09 / 15

火山・土石流チーム

藤村直樹

「国交大講師 」: 土石流対策に関する調査計画・設計演習

国土交通大学校

2016 / 10 / 12

火山・土石流チーム

藤村直樹

「土石流・流木対策の技術指針に関する講習会」: 「設計技術指
針」の解説

（一財）砂防地すべり技術セ
ンター

2016 / 10 / 24

火山・土石流チーム

藤村直樹

「国総研併任プログラム講師 」: 土石流氾濫シミュレーション実習

国総研

2016 / 11 / 08

火山・土石流チーム

水野秀明

「併任プログラム討議 」: 緊急調査の改善に向けた討議

国総研

2016 / 11 / 11

火山・土石流チーム

藤村直樹

「氾濫解析シミュレーション・土砂災害緊急情報の作成」: 土石流氾
四国地方整備局
濫シミュレーション実習

2016 / 11 / 15

火山・土石流チーム

赤澤史顕

「土砂災害ハザードマップ作成」: 土石流氾濫範囲の計算法につい
JICA
て講義

2016 / 11 / 17

火山・土石流チーム

藤村直樹

「土砂災害防止マネージメント土石流調査」: 土石流危険渓流の調
JICA
査

2016 / 11 / 22

火山・土石流チーム

高原晃宙

「土研新技術ショーケース2016 in 高松」: 崩壊検知センサーの紹 土木研究所（技術推進本
介
部）

2016 / 11 / 25

火山・土石流チーム

藤村直樹

「国土交通大学校」: 緊急調査の継続監視期の監視機器の設置

国土交通大学校

2016 / 12 / 01

火山・土石流チーム

水野秀明

「国土交通大学校」: 危機管理研修

国土交通大学校

2016 / 12 / 06

火山・土石流チーム

木下篤彦

「防災対応力研修」: 土砂災害のメカニズム、技術的留意点

宮城県

2017 / 01 / 12

地すべりチーム

石井靖雄

平成28年度研修「ダム管理」 『貯水池の管理（地すべり）』

全国建設研修センター

2016 / 04 / 13

地すべりチーム

石井靖雄

平成28年度研修 地すべり防止技術 『地すべり機構』

全国建設研修センター

2016 / 05 / 10

地すべりチーム

藤平大

平成28年度 専門課程 土砂災害防止対策[警戒避難等]研修 『土
国土交通大学校
砂災害防止法に基づく地すべりの緊急調査について』

2016 / 05 / 11

地すべりチーム

藤平大

アルメニア「地すべり災害管理能力向上」研修 『日本の災害対策
事業(移転対策、およびこれに係わる法制度など)』

JICA

2016 / 05 / 20

地すべりチーム

藤平大

全国建設研修センター平成28年度研修 「砂防等計画設計」 『地
すべり対策に関する調査計画・設計演習』

全国建設研修センター

2016 / 06 / 08

地すべりチーム

石井靖雄

国総研併任プログラム研修 『緊急災害時の地すべりへの対応』

国土技術政策総合研究所

2016 / 06 / 16

地すべりチーム

西井稜子

国総研併任プログラム研修 『災害調査訓練』

国土技術政策総合研究所

2016 / 06 / 16
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筑波大学

対外的な活動成果（平成２８年度）
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

地すべりチーム

石井靖雄

平成28年度研修 「ダム総合技術」 『貯水池と地すべり対策』

全国建設研修センター

2016 / 07 / 21

地すべりチーム

石井靖雄

筑波大学講義『フィールド環境防災学』

筑波大学

2016 / 10 / 07

地すべりチーム

藤平大

国交大危機管理研修『地すべり調査、計画及び設計演習』

国土交通大学校

2016 / 10 / 18

地すべりチーム

石井靖雄

筑波大学講義『フィールド環境防災学』

筑波大学

2016 / 10 / 21

地すべりチーム

石井靖雄

筑波大学講義『フィールド環境防災学』

筑波大学

2016 / 10 / 28

地すべりチーム

藤平大

2016年度課題別研修「土砂災害防止マネージメント(豪雨、地震、
JICA
火山噴火起因)」『地すべりのメカニズムと調査・観測』

2016 / 10 / 28

地すべりチーム

藤平大

筑波大学講義『地域環境防災実践論』

2016 / 11 / 11

地すべりチーム

石井靖雄

2016年度課題別研修「土砂災害防止マネージメント(豪雨、地震、
JICA
火山噴火起因)」『地すべり発生時の緊急対応』

2016 / 11 / 15

地すべりチーム

石井靖雄

全国建設研修センター平成28年度研修 「ダム管理」 『貯水池の
管理(地すべり・のり面保護）』

全国建設研修センター

2016 / 11 / 17

地すべりチーム

石井靖雄

平成28年度 日本地すべり学会中部支部シンポジウム 『近年の
突発的な斜面災害と二次災害対策』

日本地すべり学会

2016 / 11 / 18

地すべりチーム

石井靖雄

筑波大学講義 『フィールド環境防災学』

筑波大学

2016 / 12 / 09

地すべりチーム

石井靖雄

平成28年度専門課程緊急災害対策派遣隊[TEC-FORCE]研修『土
国土交通大学校
砂災害・地すべりへの対応』

2016 / 12 / 14

地すべりチーム

藤平大

2016年度国別研修(アルメニア)「地すべり災害管理能力の向上
(2)」に係る研修 『日本の災害対策事業(移転対策及びこれに係わ JICA
る法制度など)』

2016 / 12 / 21

雪崩･地すべり研究センター

石田孝司

防災講演会：近年の地すべり災害と対応について

雪崩･地すべり研究センター

石田孝司、松下拓樹

妙高地区治水砂防協会、雪
雪崩・地すべりに関する研修会：地すべり対策と雪崩対策に関する
崩･地すべり研究推進協議
研究の取り組み
会

2016 / 07 / 13

雪崩･地すべり研究センター

石田孝司

上越地区説明会：近年の地すべり災害と雪崩･地すべり研究セン
ターの取り組み

2016 / 09 / 15

雪崩･地すべり研究センター

松下拓樹

雪崩災害に対する警戒体制の強化に係る講習会：雪崩対策施設
新潟県
の管理と点検手法について

2016 / 11 / 10

雪崩･地すべり研究センター

石田孝司

「フィールド環境防災学」：急傾斜地崩壊調査・対策

筑波大学

2016 / 11 / 11

雪崩･地すべり研究センター

石田孝司

「フィールド環境防災学」：雪崩調査・対策

筑波大学

2016 / 11 / 11

雪崩･地すべり研究センター

松下拓樹

特別講義「雪と環境」：雪崩の被害実態、発生のメカニズム、対策、
新潟工科大学
雪崩・地すべり研究センターの取り組みについて

2016 / 12 / 14

雪崩･地すべり研究センター

石田孝司

雪崩災害に対する警戒体制の強化に係る講習会：融雪期の地す
新潟県
べり等について

2017 / 01 / 10

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛、石川茂

第10回地すべり防止施設点検学習会：地すべり対策施設の維持
管理について

国土交通省関東地方整備
局利根川水系砂防事務所

2017 / 01 / 26

雪崩･地すべり研究センター

石田孝司、松下拓
樹、金澤瑛、丸山清
輝

雪崩・地すべり防止技術セミナー現地実習・講義

妙高地区治水砂防協会、雪
崩･地すべり研究推進協議
会

2017 / 03 / 03
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筑波大学

新潟県砂防ボランティア協
会

SSLアンカー協会

2016 / 06 / 23

国際活動
■ 主な国際活動
［火山・土石流チーム］
・INTERPRAEVENT 2016に参加（平成28年5
月）
・日台砂防共同研究会への参加（平成28
年9月）
［地すべりチーム］
・The 12th International symposium on
landslidesへの参加（平成28年6月）
・斜面安定日韓共同シンポジウムに参加
（平成28年9月）

［雪崩・地すべり研究センター］
・International Snow Science Workshop
2014に参加（平成26年9月）
・INTERPRAEVENT 2014 in NARAに参加
（平成26年11月）
・International Union of Geodesy and
Geophysics (IUGG) the 26th General
Assemblyに参加（平成27年6月）

■ 主な技術支援
［火山・土石流チーム］
・ JICAプロジェクトのブラジル研修生への講義（平成
27年11月）
・JICA研修「土砂災害防止マネージメント（豪雨、地震、
火山噴火起因）」（平成28年11月）
・ブラジル統合自然災害リスク管理国家戦略強化プ
ロジェクト短期専門家（平成29年3月）
ブラジル統合自然災害リスク管理国家戦略
強化プロジェクト短期専門家（平成29年3月）
［火山・土石流チーム］

［地すべりチーム］
・スリランカ国土砂災害対策強化プロジェクト（土地
利用規制）短期派遣専門家（平成28年1月）
・アルメニア・地すべり災害対策プロジェクト（平成28
年1月）
・JICAアルメニア「地すべり災害管理能力向上」研修
（平成28年5月）
スリランカ国土砂災害対策強化プロジェ
クト（土地利用規制）短期派遣専門家
（平成28年1月） ［地すべりチーム］

［雪崩・地すべり研究センター］
・JICA研修 土砂災害防止マネージメント（豪雨、
地震、火山噴火起因） 講師（平成26年12月）

JICA研修 土砂災害防止マネージメント 講師
（平成26年12月）［雪崩・地すべり研究センター］

21

共同研究
■ 国内機関
チーム等

相手国

相手方機関

協定締結年

研究協力協定の内容

日本

北海道大学 大学院農学
2015研究院・農学院・農学部

相互に連携・協力を推進し、相互の研究開発能力及び人材
等を活かして総合力を発揮することにより、研究開発と教育
の発展に寄与することを目的とする

日本

大規模土砂災害対策研究
2015機構

この協定は、紀伊山系における大規模土砂災害にかかる調
査研究・技術開発等について、関係機関相互の連携・協力
により、大規模土砂災害に係る技術、研究開発及び教育の
発展に寄与することを目的とする

火山・土石流チーム

日本

日本工営株式会社・株式
2016会社ブレインズ

本共同研究は、地方整備局、都道府県等で設置されている
渓流の監視画像を活用した崩壊・土石流等の土砂移動現象
の検知手法の開発を行い、土砂災害情報の一つとして活用
することを目的するものである
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日本

国立大学法人群馬大学・
日本工営株式会社・奥山 2015ボーリング株式会社

地すべりの地震時安定性に影響を及ぼす因子に関する研究
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■ 国外機関
チーム等

相手国

相手方機関

協定締結年

研究協力協定の内容

火山・土石流チーム

イタリア

Research Institute for
Hydrological and
Geological Hazard
Prevention National
Research Council

地すべりチーム

台湾

工業技術研究院

2005

地震に伴う地すべり災害およびその対策に関する研究

地すべりチーム

ルーマニア

ルーマニア・アカデミー地
理研究所

2007

地すべり崩落予測の新たな手法に関する比較研究

地すべりチーム

韓国

落石及び地すべり防災研
2008
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
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中国

中国科学院 成都山地災
2009、2014
害及び環境研究所

土砂災害発生箇所の予測、土砂災害対策に関する研究
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韓国

韓国山林科学院

2009

土砂災害発生箇所の予測、土砂災害対策に関する研究
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ニュージーランド Landcare Research

2010

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

地すべりチーム

韓国

韓国地盤工学会

2010

地すべりに関する研究

火山・土石流チーム

台湾

国立台湾成功大学

2010

斜面崩壊、天然ダム、土石流に関する研究

インドネシア

インドネシア国公共事業賞
研究開発庁水資源研究所
2013
及び水資源総局水資源計
画局
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2004

水文地質学的リスクに関する研究
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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
天然ダムの緊急監視のための技術協力

特許・実用新案
発明者

登録番号

発明名称

登録日等

概要

特許第3862023号

粘性土地盤の表層せ
粘性土地盤を対象とし、流水による土壌浸食を支配する
ん断強さ測定装置及 平成18年10月6日 パラメータのひとつである地盤の表層粘着力を試験的手
びその測定方法
法により評価する方法を提案した。

火山・土石流チーム

特許第4915676号

火山灰の堆積量、降灰状況下における降雨観測、火山
灰の透水係数の計測が可能である装置を開発した。遠
平成24年4月11日
隔操作によって、随時データをダウンロード可能であり、
降灰量等のリアルタイム監視が可能である。

火山・土石流チーム

投下型水位観測用ブイ装置は、地震や豪雨により発生
する天然ダムの湛水位を観測するために、衛星通信装
投下型水位観測用ブ
平成21年3月25日 置を搭載したブイ、水位センサーを搭載したケージおよび
実用新案第3149794
イ装置
両者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。

火山・土石流チーム

自動降灰・降雨量計

特許第5071805号

既設アンカーの再緊
既設アンカーのアンカーヘッド外側に荷重計を設置し、緊
張方法および荷重測
張治具を使用しアンカーの定着荷重を荷重計に移行させ
平成24年8月31日
定方法、ならびにヘッ
て測定する方法および装置、またそれを行うための再緊
ド部
張方法および装置

地すべりチーム

特開2008-045890

地盤変位計測システ
地盤変位計測のための標的を遠隔から設置し監視する
ム及びこれを用いる光
平成20年2月28日
反射体装置方法並び
方法
に光反射体設置装置

地すべりチーム

特開2008-202994

すべり面形状の推定
方法、推定装置および 平成20年9月4日
推定プログラム

地すべりチーム

実用新案第3135916

弾性体の材料を無駄にせず、緊張力の伝達に曲げや偏
センターホール型荷重
平成19年9月12日 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
変換器
ターホール型荷重変換器の構造

雪崩・地すべり研究セ
ンター

特許第3903186号

FBG光ファイバセンサ
平成19年1月9日
を用いた地すべり計

特許第4421627号

加熱式地下水検層法
及び加熱式地下水検
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
層用感知器並びに加 平成21年12月11日
検層法
熱式地下水検層用測
定装置

地すべりチーム

雪崩・地すべり研究セ
ンター

23

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、推定装置および推定プロ
グラム

FBG光ファイバセンサを用いた伸縮計

24

国立研究開発法人 土木研究所
つくば中央研究所 土砂管理研究グループ
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〒305‐8516
茨城県つくば市南原1番地6
TEL: 029‐879‐6785（火山・土石流チーム代表）
029‐879‐6787（地すべりチーム代表）
FAX: 029‐879‐6729

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番地8号
TEL: 0255‐72‐4131
FAX: 0255‐72‐9629

