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はじめに
日本列島は、豪雨や地震、火山噴火に伴う土石流や地すべり、がけ崩れ、深層崩
壊や豪雪による雪崩、融雪地すべりなどによる土砂災害が年平均1,000件程度発生
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、予防対策あるいは、災害
後の緊急対策等を的確に実施するため、調査や研究、技術開発を行い、その成果
を砂防の現場や関係者等に広く普及しています。また、災害時の技術支援や海外へ
の砂防技術の普及などにも力を入れています。
【最近の土砂災害事例】
・豪雨災害 ： 西日本豪雨（平成30年7月）、平成29年九州北部豪雨（平成29年7月）、広島豪
雨（平成26年8月）、伊豆大島豪雨（平成25年10月） 平成24年九州北部豪雨（平
成24年9月）、紀伊半島豪雨（平成23年9月）
・地震災害 ：北海道胆振東部地震（平成30年9月）、熊本地震（平成28年4月）、東北地方太
平洋沖地震（平成23年3月）
・火山噴火災害 ：霧島山新燃岳の噴火（平成23年1月）

組織図と主な研究課題
土砂管理研究グループ

グループ長： 西井洋史

火山・土石流チーム
•
•
•

土石流・流木災害の予測・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
土砂災害対策施設の設計の高度化に関する研究

地すべりチーム
•
•
•

上席研究員：杉本 宏之

地すべりの被害予測技術に関する研究
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： 秋山一弥

雪崩に関する研究
積雪地域で発生する地すべりに関する研究

【表紙写真】最近の主な土砂災害
右上：広島県呉市安浦町の土石流の発生状況（平成30年7月）
左下：北海道日高幌内川で発生した斜面災害と河道閉塞（平成30年9月）
右下：新潟県糸魚川市柵口で観測した雪崩（平成31年1月）
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グループの主な活動
■ 調査・試験・研究

高知県安芸市での砂防堰堤の損傷調査
（平成30年9月）［火山・土石流チーム］

群馬県譲原地区の孔内傾斜計・ガイド管の
孔曲がり調査（平成30年4月）［地すべり
チーム］

全層雪崩の現地調査（平成31年2月）[雪
崩・地すべり研究センター]

■ 災害対応（技術支援）

平成30年7月豪雨災害において広島県熊
野町での災害調査支援（平成30年7月）
［火山・土石流チーム］

大分県中津市で発生した斜面災害支援
（平成30年4月）［地すべりチーム］

新潟県上越市で発生した地すべり災害
支援（平成30年4月）[雪崩・地すべり研
究センター]

第49回全国地すべり現地討論会in鳥取
（平成30年10月）［地すべりチーム］

雪崩対策の基礎技術研修会での講義
（平成31年1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土石流氾濫シミュ
レーションの講義（平成30年9月）［火山・
土石流チーム］

■ 一般向け広報活動

土木の日における土石流実験紹介（平成
30年4月）［火山・土石流チーム］

土研新技術ショーケース2018in沖縄
（平成30年12月）［地すべりチーム］
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上越総合技術高校生への講習（平成30
年5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・火山噴火に伴う土石流等によって甚大な被害が多数発生してい
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。
これらの現象は、想定していた被害予想範囲を超える恐れがあることから、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。
当チームで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・監視手法の研究などを行っています。
土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究 （H28～33年度）
・火山灰堆積厚分布推定手法の開発
研 ・火山灰の浸透特性，侵食・堆積過程及び輸送過程を考慮した土石流氾濫解析モデルの開発
究 ・土砂災害の発生監視及び被害推定手法の開発
課 ・深層崩壊危険箇所及び規模推定手法の開発
題
名 複数の渓流からなる広域山地流域における流木流出量の推定に関する研究（H3１～33年度）
損傷実態を踏まえた砂防堰堤内の補強に関する研究（H31～33年度）
上席研究員
総括主任研究員
主任研究員

主任研究員

研究員
研究員

石井 靖雄 研究総括
千田 容嗣 突発的な自然現象による土砂災害の防災・減災技術の開発
火山灰堆積厚分布推定手法の開発
火山灰の浸透特性，侵食・堆積過程及び輸送過程を考慮した土石流氾濫解
析モデルの開発
土砂災害の発生監視及び被害推定手法の開発
深層崩壊危険箇所及び規模推定手法の開発
複数の渓流からなる広域山地流域における流木流出量の推定に関する
平田 遼
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
土砂災害の発生監視及び被害推定手法の開発
武澤 永純
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
林 真一郎

秋田 寛己 火山灰堆積厚分布推定手法の開発

研究員

山崎 祐介

研究員

平岡 真合乃

交流研究員

染谷 哲久

交流研究員

手塚 咲子

交流研究員

山本 望

火山灰の浸透特性，侵食・堆積過程及び輸送過程を考慮した土石流氾
濫解析モデルの開発
複数の渓流からなる広域山地流域における流木流出量の推定に関する
研究
火山灰の浸透特性，侵食・堆積過程及び輸送過程を考慮した土石流氾
濫解析モデルの開発
複数の渓流からなる広域山地流域における流木流出量の推定に関する
研究
複数の渓流からなる広域山地流域における流木流出量の推定に関する
研究
火山灰の浸透特性，侵食・堆積過程及び輸送過程を考慮した土石流氾
濫解析モデルの開発
深層崩壊危険箇所及び規模推定手法の開発
損傷実態を踏まえた砂防堰堤内の補強に関する研究
火山灰堆積厚分布推定手法の開発
深層崩壊危険箇所及び規模推定手法の開発
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
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主な研究概要
土石流・流木災害の予測・対策技術

火山噴火に起因した土砂災害の減災技術

3.広域流木対策計画立案手法の検討

1.噴火時の降灰分布域の把握
凡例

堆積厚1cm

（１）流木の発生・流出・堆積実態の解明

火口
自動降灰量計

堆積厚0.5cm
LP計測データを用いた
2次元平面メッシュ

火口付近の堆積厚の推定に基づ
く等層厚線（桜島での検討例）
・火山灰堆積厚計測手法体系化
・火山灰堆積厚分布域の推定手
法の開発
気象庁降水短時間予
報データ

境松崎川における流木の流出過程の検討例

（２）流木災害の
リスク評価

・地形精度が大幅に向上した解析メッシュ
・降雨の空間分布，降灰量分布を考慮し
たハイドログラフの算定

・広域流域における流木の流出量
推定手法の提案
・複数の土砂・流木対策施設の効
果的な配置と構造の提案

2.火山泥流の氾濫予測

渓流の地形など流木の流れやすさ
を考慮して流木の発生・流出・堆積リ
スクを評価する。

降雨の分布
降灰の
分布

（１）降雨・土砂流出解析
・火山灰の浸透特性を
反映した流出モデル
谷出口 の開発

土砂災害対策施設の設計の高度化

土石流氾濫域

4.堰堤の破壊メカニズムの解明

（２）土石流氾濫解析
・降灰斜面・河道から生じる土砂を反映した土石流流出
モデルの開発

写真判読

：礫

数時間先の降雨量予報値を用いて計算されたハイドログ
ラフをもとに氾濫計算を行い，土石流の発生時刻と下流に
おける溢水・氾濫時刻及び氾濫範囲の予測を行う。

現地調査

H30年7月豪雨災害で破
壊した砂防堰堤

土砂移動の監視

現地計測に加え，UAV等を併
用して礫径調査を行い衝撃力
を推定

・砂防堰堤の損傷実態の把握
・超過外力作用時の砂防堰堤の破壊メカニズムの解明
・既設堰堤の合理的な補強方法の提案

・重力変形斜面の抽出・規模推定手法
・大規模土砂移動検知手法

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
・土石流により渓床が侵食された渓流での土砂移動実態調査報告書
第4362号 2017.12
■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、主として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）地すべりの被害予測技術に関する研究
（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、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、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に関する研究、
地すべり地における人的被害リスク評価に関する研究があります。
平成31年度からは、動的変動が事前に観測されない潜在地すべり規模及び被害予
測技術に関する研究に着手し、ディープラーニングを用いたすべり面推定の技術を開
発します。
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

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）
動的変動が事前に観測されない潜在地すべり規模及び被害予測技術に関する研究（H31～H33年度）

ス
タ
ッ
フ

上席研究員

杉本 宏之

研究総括

主任研究員

神山 嬢子

主任研究員

竹下 航

研究員

櫻本 智美

研究員

高木 将行

交流研究員

木村 太一

交流研究員

斎藤 翼

交流研究員

平井 雅俊

地すべり地における人的被害リスク評価に関する研究

交流研究員

藤原 一啓

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

和田 佳紀

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
動的変動が事前に観測されない潜在地すべり規模及び被害予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
地すべり地における人的被害リスク評価に関する研究
土砂移動の監視を踏まえた被害予測技術に関する研究
地すべり地における人的被害リスク評価に関する研究
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
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
動的変動が事前に観測されない潜在地すべり規模及び被害予測技術に関する研究
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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
大規模な土砂移動現象に対し、事前又はより早期に大規模な土砂移動
のおそれを覚知し、被害のおそれのある範囲を把握する技術を開発する。

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。

②地すべり災害危険度評価

①地すべり三次元機構の解析
地すべり変動斜面範囲の抽出及び３次元
変位量算出手法の検討解析を行い、斜
面の危険度評価手法を検討

災害が発生した場所のLP地形量図を用い
てディープラーニングによる解析を行い、
斜面の危険度評価手法を検討

複数時期のLPデータを用いた
地すべり斜面の３次元変位量の抽出例

地すべり災害及び
該当箇所の地形量図（イメージ）

Aki-Mos
(既設アンカー緊張力
モニタリングシステム）

荷重計の計測結果を用いた再現解析及び予測解析例

地すべり地における人的被害リスク評価

動的変動が事前に観測されない潜在地すべり
規模及び被害予測技術に関する研究

地すべりによる人的被害の有無及び避難行動の実態、地すべりの
発生形態、発生頻度特性などをふまえて、人的被害発生リスクの
評価手法を検討する。

地すべり面推定における作業効率の向上に向けて、ディープラーニ
ングを用いたボーリングコア判読の技術開発とその他、動態観測結
果等を考慮した推定手法を検討する。

すべり面

既存のボーリングコア
人的被害及び避難行動
に関する分類

すべり面の可能性が
高い場所を抽出

人的被害を生じた新潟県長岡市
山田地区の地すべり災害（H23,8,1発生)

近年の研究成果
■ 土木研究所資料及び共同研究報告書
・地すべりのひずみ及び ひずみ速度の経時変化による崩壊の切迫性評価と
地すべりの崩壊事例

第4378号 2018.9

・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）

第4344号 2016.10

・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

第458号

2014.6

・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

第457号

2014.5

・部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の手引き（案）

第4283号 2014.5

・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

第453号

2013.5

・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

第451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

第449号

2013.1

・斜面崩落検知システム運用マニュアル

第4250号 2013.1

・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 2012.5

■ 書籍

平成25年12月

・地すべり防止のための水抜きボーリングの実際

平成25年5月

・地すべり線の形状推定法

平成22年7月

・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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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では、積雪地域で発生する雪崩や地すべりの災害防止
に関する調査・研究を行っています。
－雪崩の研究－
近年は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、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、雪崩対策施設の点検結果を踏まえて健全性を評価するた
めの研究、発生した雪崩の三次元情報を迅速・正確に入手可能な調査法の検討に関
する研究を行っています。
さらに、センター構内で積雪と気象に関する基盤観測を行うとともに、昭和61年1月に
雪崩災害が発生した新潟県糸魚川市柵口地区において雪崩の発生状況を観測して
います。
－地すべりの研究－
積雪地域では積雪・融雪期に融雪水やROS（rain-on-snow event）を誘因とする地す
べりなどの斜面災害が多発します。そこで、広域の融雪水量を推定し、斜面災害発生
リスクを評価するための研究を行っています。また、長距離移動する地すべりの発生
特性を踏まえた対応手法に関する研究を行っています。
さらに、センター構内で融雪に関する基盤観測を行っています。
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 雪崩対策施設の健全性指標に関する研究（H28～H31年度）
究
課 長距離移動する地すべりの発生条件と堆積規模・範囲の推定に関する研究（H29～H31年度）
題
名 広域融雪水量推定に基づく斜面災害発生リスク評価に関する研究（H30～H34年度）
高精度空間情報を用いた雪崩の三次元計測に関する研究（H31～H33年度）

上席研究員

主任研究員
ス
タ
ッ
フ

研究員

秋山 一弥 研究総括

竹下 航 雪崩対策施設の健全性指標に関する研究
広域融雪水量推定に基づく斜面災害発生リスク評価に関する研究
野坂 隆幸 長距離移動する地すべりの発生条件と堆積規模・範囲の推定に関する研究
雪崩対策施設の健全性指標に関する研究

専門研究員

上之 和人

短時間の多量降雪による雪崩危険度評価に関する研究
高精度空間情報を用いた雪崩の三次元計測に関する研究

交流研究員

石川 泰裕

広域融雪水量推定に基づく斜面災害発生リスク評価に関する研究
高精度空間情報を用いた雪崩の三次元計測に関する研究
7

主な研究概要
雪 崩 対 策 技 術 の高 度 化

積雪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

広域融雪水量推定に基づく斜面災害発生リスク評価
現地観測データから広域の融雪水量を推定し、積雪・
融雪期に多発する斜面災害の発生リスクを評価する手法
の開発を行う。

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。

【新潟県撮影】

短時間多量降雪時の
雪崩発生例

積雪断面観測の例

積雪･融雪期に多発する斜面災害

積雪・気象観測

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。

新潟県上越地域における近年の融雪地すべり発生箇所
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

長距離移動する地すべりの発生条件
および堆積規模・範囲の推定

雪崩の三次元的な数値情報の取得

長距離移動した地すべりを事例に、その発生条件や堆積規
模・範囲の推定を地すべり運動シミュレーションモデル等を用
いて検討する。

発生した雪崩の三次元情報をUAV等を用いて迅速・正
確に入手可能な調査手法の開発を行う。

コンター間隔：1m

計測したデータから高精度
空間情報を取得して数値化

【新潟県撮影】

画像処理で雪崩
を三次元的に可視化

長距離移動した地すべりの事例

地すべり運動シミュレーショ
ンモデルの例

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

第4167号 2010. 3

・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

・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）

第4258号 2013. 3
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研究成果（平成３０年度）
■ 査読付き論文（国内誌）
組織

著者

題名

雑誌等

巻号

ページ

年

火山・土石流チーム

染谷哲久, 藤村直樹, 石井靖雄, 西井洋史

平成29年7月九州北部豪雨における流木の
水利科学
発生および流出の特徴

火山・土石流チーム

五十嵐和秀, 水谷佑, 木下篤彦, 井深真治

画像のRGB 空間における濁水の立体分布と
3次元ベクトル空間モデルを用いた流況変化 砂防学会誌
検知手法の基礎的検討

Vol.71, No.6

28-34

2019

地すべりチーム

杉井良平, 高木将行, 藤平大, 石井靖雄

FEMによるグラウンドアンカー荷重の変動予
測手法の検討－アンカー工が追加された地
すべりにおける荷重予測－

Vol.55, No.5

23 - 32

2018

雪崩・地すべり研究センター

笹原克夫, 池田貴洋, 岩井優弥, 角田皓史, 金
澤瑛, 権田豊, 齋藤悠樹, 執印康裕, 田方智, 藤 平成30年7月豪雨によって四国地方で発生し
砂防学会誌
田正治, 宮田秀介, 三輪浩, 村田郁央, 山野井 た土砂災害
一輝, 和田孝志

Vol.71, No.5

43 - 53

2019

VOL.NO

PAGES

YEAR

Vol.59, No.77

1 - 10

2018

巻号

ページ

年

日本地すべり学会誌

Vol.62, No.6

2019

■ 査読付き論文（国際誌）
ORGANIZATION

AUTHERS

Snow Avalanche and Landslide
原田裕介, 若林隆三, 伊東義景
Research Center

TITLE
JOURNAL
Elevation-dependent behavior of hoarprominent snowpack on forest slopes in the
Annals of Glaciology
Japanese Central Alps based on a decade
of observations

■ 査読なし論文（国内誌）
組織

著者

題名

雑誌等

土砂管理研究グループ

西井洋史

火山噴火に伴う土砂災害からの防災・減災を
土木技術資料
目指す研究の展望

Vol.60, No.7

6-7

2018

土砂管理研究グループ

西井洋史

激甚化する土砂災害からの防災・減災を目
指して

Vol.71, No.6

1-2

2019

火山・土石流チーム

藤村直樹, 山本望, 水野正樹

降灰後の土石流危険渓流の上流域における
土木技術資料
火山灰の堆積厚の推定

Vol.60.No.12

16 - 19

2018

地すべりチーム

藤平大, 後根裕樹, 石井靖雄

標高の違いを考慮した積雪融雪期の地すべ
土木技術資料
り災害発生危険度評価手法

Vol.60, No.5

28 - 31

2018

地すべりチーム

藤平大, 竹下航, 小田川隼祐, 後根裕樹

地すべりに伴う崩壊の切迫性評価

Vol.60, No.12

20 - 21

2018

雪崩・地すべり研究センター

原田裕介

雪崩対策施設の維持管理のための点検につ
日本雪工学会誌
いて

Vol.34, No.4

212 - 222

2018

雪崩・地すべり研究センター

秋山一弥, 原田裕介

動態観測による雪崩の発生状況と発生頻度

35 - 39

2018

雪崩・地すべり研究センター

原田裕介, 上之和人, 石川茂

短時間多量降雪に起因する雪崩発生の特徴 寒地技術論文・報告集
―長野県乗鞍高原での調査事例―
Vol.34

158 - 163

2018

雪崩・地すべり研究センター

原田裕介, 金澤瑛, 石川茂

雪崩予防柵の健全性評価に関する試み

寒地技術論文・報告集
Vol.34

201 - 206

2018

雪崩・地すべり研究センター

金澤瑛, 丸山清輝, 石田孝司

改良型加熱式地下水検層器を用いた地すべ
土木技術資料
り地の地下水検層

Vol.60, No.12

24 - 27

2018

雪崩・地すべり研究センター

原田裕介, 石田孝司

短時間の多量降雪による雪崩危険度評価に
土木技術資料
向けて

Vol.60, No.12

28 - 31

2018
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砂防学会誌

土木技術資料

寒地技術論文・報告集
Vol.34

研究成果（平成３０年度）
■ 学会発表会・その他の記事（国内誌・国際誌）
組織

ページ

年

土砂管理研究グループ

水野正樹, 王純祥, 三五大輔, 西川大亮, 平田
育士

著者

DInSARと航空レーザ測量とGNSSを用いた稲 平成30年度砂防学会研
子岳の地すべり調査
究発表会概要集

題名

雑誌等

511 - 512

2018

土砂管理研究グループ

Masaki Mizuno, Chunxiang Wang, Yutaka
Gonda, Hideaki Marui, Daisuke Nishikawa

Landslide Survey and Scale Estimate by
DInSAR, GNSS and Airborne Laser Before
Landslide Failure -Landslide Survey of Mt.
Inago-

176 - 177

2018

火山・土石流チーム

藤村直樹, 染谷哲久, 西井洋史, 石井靖雄, 田
村毅

平野川第2号砂防堰堤を事例とした透過型砂
平成30年度砂防学会研
防堰堤での捕捉土砂内部の土砂と流木の堆
究発表会概要集
積状況の調査

327 - 328

2018

火山・土石流チーム

武澤永純, 赤澤史顕, 石井靖雄, 西井洋史

京都府綾部市で発生した土石流による砂防 平成30年度砂防学会研
堰堤の破壊実態の調査（速報）
究発表会概要集

79 - 80

2018

火山・土石流チーム

赤澤史顕, 藤村直樹, 劉詩雨, 武澤永純, 石井
靖雄

砂防施設破壊時における降雨と外力につい
て

平成30年度砂防学会研
究発表会概要集

645 - 646

2018

火山・土石流チーム

秋田寛己, 千田容嗣, 武澤永純, 石井靖雄, 松
田昌之

土層厚分布と気候・地質・地形の関係につい 平成30年度砂防学会研
て
究発表会概要集

151 - 152

2018

火山・土石流チーム

染谷哲久, 藤村直樹, 石井靖雄, 西井洋史, 松
原智生, 田中智, 西口幸希

平成29年7月九州北部豪雨における流木の
平成30年度砂防学会研
発生と堆積の実態－妙見川・奈良ヶ谷川の
究発表会概要集
事例

471 - 472

2018

火山・土石流チーム

髙橋佑弥, 藤村直樹, 水野正樹

緊急時における災害想定のための高効率な 平成30年度砂防学会研
氾濫計算プログラムの開発
究発表会概要集

625 - 626

2018

火山・土石流チーム

林幸一郎, 武澤永純, 石井靖雄, 江口友章, 坂
口宏

破砕度と開口亀裂の評価に基づく奈良県赤
谷西地区における重力変形領域の推定

平成30年度砂防学会研
究発表会概要集

167 - 168

2018

火山・土石流チーム

瀬戸秀治, 藤村直樹, 水野正樹, 竇杰, 西井洋
史

降灰厚さと火口からの距離の関係について

平成30年度砂防学会研
究発表会概要集

781 - 782

2018

火山・土石流チーム

Naoki Fujimura, Yuya Takahashi, Hideaki
Mizuno

Estimation of Temporal Change of River
Bed Elevation Upstream of a Check Dam
During Debris Flow

Interpraevent2018

178 - 179

2018

火山・土石流チーム

Jie Dou, Naoki Fujimura, Hideaki Mizuno

Estimation of Distribution of Tephra fall
Deposit Using the Interpolation Method
Based on Multi-observation Data

Interpraevent2018

122 - 123

2018

火山・土石流チーム

Fumiaki Akazawa, Yuya Takahashi, Chie
Kuroiwa, Naoki Fujimura, Hideaki Mizuno

Measurement of a Landslide Dam in Yubama
Area from a Helicopter by SfM Using
Interpraevent2018
Oblique Photos

174 - 175

2018

火山・土石流チーム

Image Analysis Technique Using RGB Value
Kazuhide Igarashi, Tasuku Mizutani, Teruyoshi Toward Realization of the Auto-sensing of
Interpraevent2018
Takahara, Shinji Ibuka, Tsuyoshi Ikeshima
Regime Change -A Case Study in
Kurodakesawa River-

168 - 169

2018

火山・土石流チーム

Yuya Takahashi, Naoki Fujimura, Hideaki
Mizuno

116 - 117

2018

火山・土石流チーム

Chie Kuroiwa, Naoki Fujimura, Hideaki Mizuno

184 - 185

2018

火山・土石流チーム

Naoki Fujimura, Masaki Mizuno, Hiroshi Nishii,
Yasuo Ishii, Shuji Seto

Estimation of thickness of volcanic ash in
upper area near the vent by LiDAR data
measured on Sakurajima volcano, Japan

Cities on Volcanoes 10

地すべりチーム

竹下航, 藤平大, 後根裕樹, 中野陽子, 江藤稚
佳子, 櫻井由起子, 青木利昌

計測諸元の違いを考慮した航空レーザ測量
による斜面変動把握手法の検討

平成30年度砂防学会研
究発表会概要集

521 - 522

2018

地すべりチーム

古木宏和, 稲垣裕, 一言正之, 藤平大, 櫻本智
美

深層学習を用いた地すべり地形自動抽出の 平成30年度砂防学会研
試みと教師データの影響
究発表会概要集

145 - 146

2018

地すべりチーム

藤平大, 石井靖雄, 田中靖政

地下水排除施設集水管坑口の鉄酸化物によ 第57回日本地すべり学会
る目詰まり物質について
研究発表会講演集

123 - 123

2018

地すべりチーム

竹下航, 藤平大, 後根裕樹, 佐藤匠, 本間信一

複数時期の航空レーザデータを用いた３次元
第57回日本地すべり学会
変位量の検討―静岡市口坂本地区の事例
研究発表会講演集
―

91 - 91

2018

地すべりチーム

櫻本智美, 藤平大, 後根裕樹

地すべりによる人的被害と避難行動の実態

第57回日本地すべり学会
研究発表会講演集

243 - 243

2018

地すべりチーム

高木将行, 竹下航, 藤平大

孔内カメラによる計測不能となった変形ガイド 第57回日本地すべり学会
管の変形調査
研究発表会講演集

107 - 107

2018

地すべりチーム

石黒梓, 竹下航, 藤平大

茶臼山地すべり地下水排除工の閉塞と機能 第57回日本地すべり学会
低下
研究発表会講演集

124 - 124

2018

地すべりチーム

後根裕樹, 櫻本智美, 藤平大

新潟県内陸部の地すべり災害の発生誘因と 第57回日本地すべり学会
その地域特性について
研究発表会講演集

18 - 18

2018

Interpraevent2018

Evaluation of Hydraulic Characteristics From
Observation of Surface Profiles of Debris
Interpraevent2018
Flows
Study on Driftwoods that Flow along with
Debris Flow and Control by Closed-type
Interpraevent2018
Check Dam - Case of Iwaizumi-cho, Iwate
Prefecture Sediment-related Disaster

10

巻号

2018
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組織

著者

題名

雑誌等

巻号

ページ

年

127 - 127

2018

地すべりチーム

小田川隼祐, 竹下航, 藤平大

ベイズ生存時間分析を用いた地下水排除施 第57回日本地すべり学会
設の修繕時間推定手法について
研究発表会講演集

地すべりチーム

児玉浩, 高木将行, 藤平大

H28 熊本地震、高野台地区にて発生した地
第57回日本地すべり学会
すべりにおける一次元地震動応答解析を用
研究発表会講演集
いたすべり面深度の検証

167 - 167

2018

地すべりチーム

杉井良平, 高木将行, 石黒梓, 藤平大

地すべり土塊の変形係数とアンカー荷重の増 第57回日本地すべり学会
加傾向の関係
研究発表会講演集

138 - 138

2018

地すべりチーム

古木宏和, 稲垣裕, 一言正之, 藤平大, 櫻本智
美

ディープラーニングによる地すべり地形の自
動抽出-教師データと抽出精度の関係-

第57回日本地すべり学会
研究発表会講演集

183 - 183

2018

地すべりチーム

篠原崇之, 武田大典, 下村博之, 藤平大, 櫻本
智美

深層学習（Dilated-Unet）による航空レーザ
データを用いた地すべり地形自動抽出手法
の検討

第57回日本地すべり学会
研究発表会講演集

239 - 239

2018

地すべりチーム

荒木光一, 柏大吾, 伊藤兎, 関家史郎, 山森一
彦, 櫻本智美, 藤平大

深層学習によるレーザープロファイラからの
地すべり検出の検討

情報処理学会 第81回全
国大会

4-307 - 4-308

2018

地すべりチーム

保科隆, 黒田千歳, 瀬谷正巳, 歌川紀之, 櫻本
智美, 藤平大

ディープラーニングを用いた地すべり地形判
読に関する検討

平成30年度土木学会全
国大会第73回年次学術
講演会

545 - 546

2018

地すべりチーム

荒木光一, 柏大吾, 伊藤兎, 関家史郎, 山森一
彦, 藤平大, 櫻本智美

ディープラーニングによる航空レーザ測量
データからの地すべり地形認識

平成30年度土木学会全
国大会第73回年次学術
講演会

29 - 30

2018

地すべりチーム

Wataru Takeshita

Landslide disasters in 2017 Japan

2018 Korea-Japan Joint
Symposium on Landslide

9 - 22

2018

地すべりチーム

Taichi Kimura

Construction method of ground anchor

2018 Korea-Japan Joint
Symposium on Landslide

41 - 47

2018

地すべりチーム

Azusa Ishikuro

Research about Maintenance of Landslide
Countermeasure Construction(Drainage)

2018 Korea-Japan Joint
Symposium on Landslide

29 - 34

2018

地すべりチーム

Masaru Touhei

Recent landslide disasters in Japan

2018 Korea-Japan Joint
Symposium on Landslide

5 - 11

2019

地すべりチーム

Wataru Takeshita

Evaluation of urgency for failures based on
2018 Korea-Japan Joint
temporal variation in strain and strain rate of
Symposium on Landslide
landslide

27 - 33

2019

地すべりチーム

Tomomi Sakuramoto

Human casualties and evacuation
from landslides due to rainfall

69 - 74

2019

地すべりチーム

Survey of Water Quality and Clogged
Masaru Touhei, Yasuo Ishii, Yasumasa Tanaka Groundwater-drainage-pipe Condition of
Landslide Mitigation Works

Interpravent 2018

1-2

2018

地すべりチーム

竹下航

地すべり防止対策技術の変遷

砂防と治水

Vol.51, No.5

29 - 32

2018

地すべりチーム

竹下航

第11回日伊土砂災害防止技術会議の開催

砂防と治水

Vol.51, No.6

80 - 82

2019

地すべりチーム

竹下航

第11回日伊土砂災害防止技術会議開催され
土木技術資料
る

Vol.61, No.3

55 - 55

2019

地すべりチーム

保科隆, 歌川紀之, 瀬谷正巳, 黒田千歳, 藤平
大, 櫻本智美

ディープラーニングによる地すべり地形抽出
の試み

No.43

13 - 13

2018

雪崩・地すべり研究センター

石田孝司, 金澤瑛, 丸山清輝, 石川茂, 平松晋
也

糸魚川市海川流域の２箇所で発生した地す 平成30年度砂防学会研
べりの特徴と移動体の土質性状
究発表会概要集

513 - 514

2018

雪崩・地すべり研究センター

金澤瑛, 丸山清輝, 石田孝司, 小杉賢一朗, 勝
山正則, 正岡直也, 木治佐保

溶存物質濃度の主成分分析による地下水流 平成30年度砂防学会研
動の解析
究発表会概要集

529 - 530

2018

雪崩・地すべり研究センター

原田裕介, 石川茂, 上之和人, 秋山一弥

2017/18冬期に土木研究所で観測した雪崩
雪氷北信越 第38号
について

13 - 13

2018

雪崩・地すべり研究センター

秋山一弥, 石川泰裕

高精度空間情報による雪崩の発生規模の推
雪氷北信越 第38号
定

18 - 18

2018

雪崩・地すべり研究センター

土橋昌平, 坪谷光泰, 須江敏, 伊倉達成, 丸山
清輝, 金澤瑛

平成30年度日本地すべり
地下水排除施設集水管のスライム付着防止
学会第57回研究発表会
材の実用化
講演集

125 - 126

2018

雪崩・地すべり研究センター

田中康博, 金澤瑛, 丸山清輝, 中山兼一, 安達
忠浩

平成30年度日本地すべり
甚之助谷地すべりでの集水管閉塞防止器の
学会第57回研究発表会
効果検証
講演集

136 - 137

2018

11

2018 Korea-Japan Joint
Symposium on Landslide

佐藤工業技術研究所報

研究成果（平成３０年度）
組織

著者

題名

雑誌等

巻号

ページ

年

230 - 231

2018

雪崩・地すべり研究センター

金澤瑛, 丸山清輝, 石田孝司

平成30年度日本地すべり
溶存物質濃度の類似度による地下水流動の
学会第57回研究発表会
推定
講演集

雪崩・地すべり研究センター

秋山一弥, 笠原友樹

多視点撮影画像を用いた石積み施設の三次元モデ 平成30年度日本地すべり学
ル
会第57回研究発表会講演集

236 - 237

2018

雪崩・地すべり研究センター

原田裕介, 上之和人, 石川茂

短時間多量降雪による雪崩発生時の気象お
雪氷研究大会（2018･札
よび積雪観測－2018年1月22-23日長野県
幌）講演要旨集
乗鞍高原の事例－

134 - 134

2018

雪崩・地すべり研究センター

秋山一弥, 石川泰裕

航空レーザ測量を用いた雪崩の規模推定

雪氷研究大会（2018･札
幌）講演要旨集

137 - 137

2018

雪崩・地すべり研究センター

和泉薫, 秋山一弥, 原田裕介, 秋田谷英次

各地で大規模雪崩が発生した2017/18積雪 雪氷研究大会（2018･札
期
幌）講演要旨集

54 - 54

2018

雪崩・地すべり研究センター

上之和人, 原田裕介

樹林をすり抜ける雪崩の流動性の評価

雪氷研究大会（2018･札
幌）講演要旨集

233 - 233

2018

雪崩・地すべり研究センター

若林隆三, 原田裕介

変態によって異なる山岳積雪の密度増加－中央ア 雪氷研究大会（2018･札幌）
ルプスと豪雪栄村の長期観測から－
講演要旨集

122 - 122

2018

雪崩・地すべり研究センター

金澤瑛, 原田裕介, 丸山清輝, 石川茂, 石田孝
司

融雪期における地すべり地の地下水位日変動

雪氷研究大会（2018･札幌）
講演要旨集

239 - 239

2018

雪崩・地すべり研究センター

金澤瑛, 丸山清輝, 石田孝司, 小杉賢一朗, 勝
山正則, 正岡直也, 木治佐保

溶存イオン濃度の類似性を用いた地下水流動の推 水文・水資源学会2018年度
定
研究発表会要旨集

216 - 217

2018

雪崩・地すべり研究センター

原田裕介, 松下拓樹, 金澤瑛

Proceedings, International
An Attempt to Create a Soundness Evaluation for
Snow Science Workshop,
Snow Bridges
Innsbruck, Austria, 2018

178 - 222

2018

雪崩・地すべり研究センター

秋山一弥, 原田裕介

Relationship between avalanche size and
frequency based on avalanche video image
observation in a warm snowy region

Proceedings, International
Snow Science Workshop,
Innsbruck, Austria, 2018

178 - 222

2018

雪崩・地すべり研究センター

高橋渉, 原田裕介, 松澤勝

Changes in Snow Pressure on Snow Bridges in
the Hokkaido Region of Japan

Proceedings, International
Snow Science Workshop,
Innsbruck, Austria, 2018

178 - 222

2018

雪崩・地すべり研究センター

尾関俊浩, 荒川逸人, 八久保明弘, 原田裕介,
岩花剛

The characteristics of weak layers of slab
avalanches occurred in Hokkaido in the decade
from 2007 to 2017

Proceedings, International
Snow Science Workshop,
Innsbruck, Austria, 2018

178 - 222

2018
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対外的な活動成果（平成３０年度）
■ 技術指導
組織

名前

内容

依頼元

実施日

土砂管理研究グループ

水野正樹

平成30年8月豪雨災害時技術支援

中国地方整備局

2018 / 07 / 17

土砂管理研究グループ

水野正樹

新潟大学留学生見学
大規模土砂災害の把握手法についての講義等

新潟大学

2018 / 09 / 11

土砂管理研究グループ

水野正樹

北海道胆振東部地震災害技術支援

北海道開発局

2018 / 09 / 15

土砂管理研究グループ

西井洋史

地すべりがけ崩れ対策協議会 現地討論会

鳥取県

2018 / 10 / 17 ～
2018 / 10 / 19

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山噴火緊急減災対策砂防計画についての技術
本省
指導

2018 / 11 / 16

土砂管理研究グループ

水野正樹

河川砂防技術基準についての技術指導

本省

2018 / 12 / 07

土砂管理研究グループ

水野正樹

河川砂防技術基準についての技術指導

本省

2018 / 12 / 14

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山噴火緊急減災対策砂防計画についての技術
本省
指導

2018 / 12 / 25

土砂管理研究グループ

水野正樹

河川砂防技術基準についての技術指導

本省

2018 / 12 / 25

土砂管理研究グループ

水野正樹

河川砂防技術基準についての技術指導

本省

2019 / 01 / 11

土砂管理研究グループ

西井洋史，水野正樹，石井靖雄 火山の調査検討内容についての技術指導

九州地方整備局九州技術事務所 2019 / 01 / 16

土砂管理研究グループ

水野正樹

河川砂防技術基準についての技術指導

本省

2019 / 01 / 18

土砂管理研究グループ

水野正樹

河川砂防技術基準についての技術指導

国土交通省

2019 / 01 / 24

土砂管理研究グループ

西井洋史

関東地方整備局砂防関係工事安全施工研究発表
関東地方整備局
会審査委員

2019 / 02 / 04

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山噴火緊急減災対策砂防計画についての技術
国土交通省
指導

2019 / 02 / 13

火山・土石流チーム

藤村直樹

川辺流木技術指導

川辺川ダム砂防事務所

2018 / 05 / 30

火山・土石流チーム

藤村直樹

新庄流木技術指導

新庄河川事務所

2018 / 06 / 06

火山・土石流チーム

石井靖雄, 武澤永純

砂防堰堤の設計についての技術指導

四国地方整備局四国山地砂防事
2018 / 06 / 08
務所

火山・土石流チーム

石井靖雄, 藤村直樹

流木対策調査についての技術指導

関東地方整備局利根川水系砂防
2018 / 06 / 11
事務所

火山・土石流チーム

藤村直樹

平成30年7月豪雨災害時技術支援

広島県

2018 / 07 / 09

火山・土石流チーム

石井靖雄

北海道胆振東部地震災害技術支援

北海道

2018 / 09 / 06

火山・土石流チーム

秋田寛己

北海道胆振東部地震災害技術支援

北海道開発局

2018 / 09 / 12

火山・土石流チーム

秋田寛己, 竇杰

とんび会見学対応
水路実験を用いた説明

都道府県

2018 / 09 / 21

火山・土石流チーム

秋田寛己

北海道胆振東部地震災害技術支援

北海道開発局

2018 / 10 / 02

火山・土石流チーム

石井靖雄, 武澤永純

深層崩壊対策調査について技術指導

中部地方整備局多治見河川国道
2019 / 01 / 23
事務所
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対外的な活動成果（平成３０年度）
組織

名前

内容

依頼元

実施日

火山・土石流チーム

石井靖雄, 藤村直樹, 山﨑祐介

日光事務所流木対策技術指導

関東地方整備局日光砂防事務所 2019 / 02 / 19

火山・土石流チーム

藤村直樹

四国山地流木対策技術指導

四国地方整備局四国山地砂防事
2019 / 02 / 25
務所

火山・土石流チーム

石井靖雄

流木対策計画についての技術指導

北海道開発局

火山・土石流チーム

石井靖雄, 武澤永純

深層崩壊対策についての技術指導

中部地方整備局越美山系砂防事
2019 / 03 / 14
務所

地すべりチーム

藤平大

大分県中津市耶馬溪町金吉

大分県庁

地すべりチーム

藤平大

長野国道管内地すべりに関する技術指導

関東地方整備局長野国道事務所 2018 / 05 / 30

地すべりチーム

藤平大, 竹下航

朝倉市汐井谷地すべりに関する技術指導

九州地整九州北部豪雨出張所

2018 / 06 / 04

地すべりチーム

藤平大, 竹下航

西会津町滝坂地すべりに関する技術指導

北陸地方整備局

2018 / 06 / 21

地すべりチーム

藤平大

和歌山県稲成町田辺地すべりに関する技術指導

和歌山県

2018 / 06 / 26

地すべりチーム

藤平大, 竹下航

由比地すべり機構解析意見聴取

中部地方整備局富士砂防事務所 2018 / 06 / 28

地すべりチーム

藤平大

平成30年7月豪雨の技術支援

四国地方整備局

2018 / 07 / 10

地すべりチーム

竹下航

平成30年7月豪雨の技術支援

広島県庁

2018 / 07 / 13

地すべりチーム

藤平大

秋田県玉川ダムに関する技術指導

東北地方整備局玉川ダム管理所 2018 / 07 / 23

地すべりチーム

藤平大

立山砂防現地見学会に関する技術指導

インタープリベント

2018 / 07 / 27

地すべりチーム

藤平大

北海道新桂沢ダムに関する技術指導

北海道開発局

2018 / 07 / 31

地すべりチーム

藤平大

新潟県加治川治水ダムに関する技術指導

新潟県

2018 / 08 / 20

地すべりチーム

藤平大, 櫻本智美

高知県大豊町立川下名の地すべりに関する技術
指導

高知県

2018 / 08 / 31

地すべりチーム

藤平大

奈良県国道168号に関する技術指導

奈良県五條土木事務所

2018 / 09 / 05

地すべりチーム

藤平大

松江河川国道に関する技術指導

中国地方整備局松江河川国道事
2018 / 09 / 06
務所

地すべりチーム

藤平大, 櫻本智美

高知県大豊町立川下名の地すべりに関する技術
指導

高知県

地すべりチーム

藤平大

東九州自動車道に関する技術指導

九州地方整備局宮崎河川国道事
2018 / 09 / 13
務所

地すべりチーム

竹下航

北海道胆振東部地震の技術支援

北海道開発局

地すべりチーム

藤平大

秋田県玉川ダムに関する技術指導

東北地方整備局玉川ダム管理所 2018 / 09 / 27

地すべりチーム

藤平大

中部横断自動車道に関する技術指導

関東地方整備局甲府河川国道事
2018 / 10 / 12
務所

地すべりチーム

藤平大, 竹下航

全国地すべり現地討論会

鳥取県
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2019 / 03 / 12

2018 / 04 / 11

2018 / 09 / 10

2018 / 09 / 15

2018 / 10 / 16

対外的な活動成果（平成３０年度）
組織

名前

内容

依頼元

実施日

地すべりチーム

藤平大

北海道忠別ダムに関する技術指導

北海道開発局

地すべりチーム

藤平大, 竹下航

福井県朝倉市汐井谷地すべりに関する技術指導

九州地方整備局筑後川河川事務
2018 / 10 / 30
所

地すべりチーム

藤平大

天龍川中流域地すべり調査（駒ヶ根）

中部地方整備局天竜川上流河川
2018 / 10 / 31
事務所

地すべりチーム

藤平大

松江河川国道に関する技術指導

中国地方整備局松江国道事務所 2018 / 11 / 01

地すべりチーム

藤平大

北海道旭川市神威古潭地すべりに関する技術指
導

一般財団法人砂防・地すべり技
術センター

地すべりチーム

藤平大

石川県白山市手取川ダムの現地調査

北陸地方整備局金沢河川国道事
2018 / 11 / 29
務所

地すべりチーム

藤平大

高知県大豊町立川下名地すべりのコア観察及び現
高知県
地調査

2018 / 12 / 05

地すべりチーム

藤平大, 竹下航, 櫻本智美

奈良県天川村坪内地すべりに関する技術指導

奈良県

2018 / 12 / 11

地すべりチーム

藤平大

北海道三笠ぽんべつダムの現地調査

北海道開発局幾春別川ダム建設
事業所

2018 / 12 / 13

地すべりチーム

藤平大

下八木沢第１トンネル工事に関する技術指導

株式会社フジタ

2018 / 12 / 27

地すべりチーム

藤平大

平成30年度農地地すべり計画基準技術資料検討 農林水産省農村振興局鳥獣対
調査業務に関する技術指導
策・農村環境課

2019 / 01 / 18

地すべりチーム

藤平大

ウクライナ国ミコライウ橋建設事業追加調査に係る
JICA
技術的助言

2019 / 01 / 23

地すべりチーム

藤平大

神居古潭地すべりに関する技術指導

一般財団法人砂防・地すべり技
術センター

2019 / 01 / 23

地すべりチーム

藤平大

ウクライナ国ミコライウ橋建設事業の追加調査

JICA

2019 / 02 / 04

地すべりチーム

藤平大

東九州自動車道に関する技術指導

九州地方整備局宮崎河川国道事
2019 / 02 / 12
務所

地すべりチーム

竹下航

山形県鴨の谷地すべりに関する技術指導

山形県

地すべりチーム

藤平大

鳥取県鳥取西道路の計測結果の状況報告

中国地方整備局鳥取河川国道事
2019 / 03 / 07
務所

地すべりチーム

藤平大, 高木将行

宮城県白石市追久保地すべりに関する技術指導

宮城県

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 金澤瑛, 石川泰裕

上越市牧区倉下地区地すべり災害に関する技術
指導

新潟県上越地域振興局上越東維
2018 / 04 / 11
持管理事務所

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥

南砺市利賀村上百瀬地区土砂災害対策

富山県土木部砂防課

2018 / 04 / 24

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 金澤瑛

地すべりの維持管理

新潟大学災害・復興科学研究所

2018 / 05 / 11

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 原田裕介

雪崩災害・対策事例集

滋賀県土木部砂防課

2018 / 06 / 11

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥

根知川第10号砂防堰堤

（一財）砂防・地すべり技術セン
ター

2018 / 06 / 12

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 石川泰裕

上越市牧区倉下地区地すべり災害に関する技術
指導

新潟県上越地域振興局上越東維
2018 / 07 / 19
持管理事務所

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 金澤瑛

TEC-Force（土砂災害アドバイザー）

中国地方整備局
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2018 / 10 / 22

2018 / 11 / 16

2019 / 03 / 01

2019 / 03 / 12

2018 / 07 / 17

対外的な活動成果（平成３０年度）
組織

名前

内容

依頼元

実施日

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 金澤瑛

妙高周辺の地すべりに関する技術協力

聖路加国際大学

2018 / 08 / 09

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

砂防学会調査団

砂防学会

2018 / 09 / 14

雪崩･地すべり研究センター

原田裕介

日－オーストリア二国間会議

国土交通省砂防部

2018 / 10 / 05

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 金澤瑛

地すべり施設点検に関する技術協力

株式会社桑原測量社

2018 / 10 / 15

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

地すべり施設点検に関する技術協力

株式会社桑原測量社

2018 / 10 / 26

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛, 石川泰裕

妙高周辺の地すべりに関する技術協力

清水建設株式会社

2018 / 12 / 05

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 石川泰裕

糸魚川市鷲尾地区地すべり災害に関する技術指
導

新潟県砂防課

2018 / 12 / 14

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 金澤瑛

文化財登録に関する技術協力

新潟県柏崎地域振興局地域整備
2019 / 01 / 24
部

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 石川泰裕

雪崩･地すべり研究推進協議会現地検討会

雪崩･地すべり研究推進協議会
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2019 / 03 / 28

対外的な活動成果（平成３０年度）
■ 委員会活動
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

土砂管理研究グループ

水野正樹

砂防学会国際部会

公益社団法人砂防学会

2018 / 04 / 18

土砂管理研究グループ

西井洋史

砂防学会理事会

公益社団法人砂防学会

2018 / 05 / 16

土砂管理研究グループ

水野正樹

土木技術編集委員会

一般財団法人土木研究センター

2018 / 05 / 24

土砂管理研究グループ

西井洋史

日本地すべり学会理事会

公益社団法人日本地すべり学会

2018 / 06 / 13

土砂管理研究グループ

水野正樹

人工衛星画像データの土砂災害への活用検討
ワーキンググループ（ＪＡＸＡ）

国土交通省砂防部

2018 / 06 / 18

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山噴火予知連絡会議

気象庁

2018 / 06 / 20

土砂管理研究グループ

水野正樹

衛星利用火山ワーキンググループ（ＪＡＸＡ

気象庁

2018 / 06 / 21

土砂管理研究グループ

水野正樹

本白根山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委
関東地方整備局利根川水系砂防事務所
員会

2018 / 08 / 07

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山防災に係る技術動向検討グループ

内閣府

2018 / 08 / 16

土砂管理研究グループ

西井洋史

日本地すべり学会理事会

公益社団法人日本地すべり学会

2018 / 08 / 21

土砂管理研究グループ

水野正樹

インタープリベント2018富山実行委員会

国土交通省本省

2018 / 08 / 24

土砂管理研究グループ

西井洋史

建設技術審査証明委員会

砂防・地すべり技術センター

2018 / 08 / 28

土砂管理研究グループ

西井洋史

砂防学会理事会

公益社団法人砂防学会

2018 / 10 / 04

土砂管理研究グループ

水野正樹

本白根山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委
関東地方整備局利根川水系砂防事務所
員会

2018 / 10 / 16

土砂管理研究グループ

水野正樹

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

2018 / 10 / 18

土砂管理研究グループ

水野正樹

八丈島火山砂防基本計画検討委員会

東京都

2018 / 11 / 01

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山防災に係る技術動向検討グループ

内閣府

2018 / 11 / 08

土砂管理研究グループ

水野正樹

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

2018 / 11 / 12

土砂管理研究グループ

西井洋史

日本地すべり学会理事会

2018 / 11 / 22

土砂管理研究グループ

水野正樹

土木学会地盤工学委員会火山工学研究小委員会 公益社団法人 土木学会

2018 / 12 / 11

土砂管理研究グループ

水野正樹

箱根山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員
神奈川県
会

2018 / 12 / 12

土砂管理研究グループ

水野正樹

本白根山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委
関東地方整備局利根川水系砂防事務所
員会

2018 / 12 / 18

土砂管理研究グループ

水野正樹

インタープリベント2018富山実行委員会

国土交通省本省

2018 / 12 / 19

土砂管理研究グループ

西井洋史

新技術活用評価会議

北陸地方整備局

2018 / 12 / 20

土砂管理研究グループ

水野正樹

御嶽山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討会・
中部地方整備局
幹事会

2018 / 12 / 27

公益社団法人日本地すべり学会
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対外的な活動成果（平成３０年度）
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山防災に係る技術動向検討グループ

内閣府

2019 / 01 / 09

土砂管理研究グループ

水野正樹

八丈島火山砂防基本計画検討委員会

東京都

2019 / 01 / 18

土砂管理研究グループ

水野正樹

富良野川火山砂防事業2号堰堤検討会

北海道庁

2019 / 01 / 29

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山防災に係る技術動向検討グループ

内閣府

2019 / 02 / 21

土砂管理研究グループ

水野正樹

日光白根山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討
関東地方整備局利根川水系砂防事務所
委員会

2019 / 02 / 22

土砂管理研究グループ

水野正樹

富士山ハザードマップ（改訂版）検討委員会

富士山火山防災対策協議会

2019 / 02 / 26

土砂管理研究グループ

水野正樹

火山噴火予知連絡会衛星解析グループ会合（衛
星利用火山ＷＧ）

気象庁

2019 / 02 / 28

土砂管理研究グループ

水野正樹

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

2019 / 03 / 06

土砂管理研究グループ

西井洋史

新技術活用評価会議

北陸地方整備局

2019 / 03 / 07

土砂管理研究グループ

西井洋史

日本地すべり学会理事会

公益社団法人日本地すべり学会

2019 / 03 / 14

土砂管理研究グループ

水野正樹

弥陀ヶ原火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委
北陸地方整備局立山砂防事務所
員会

2019 / 03 / 22

土砂管理研究グループ

水野正樹

八丈島火山砂防基本計画検討委員会

東京都

2019 / 03 / 27

土砂管理研究グループ

西井洋史

砂防学会理事会

公益社団法人砂防学会

2019 / 03 / 28

火山土石流チーム

藤村直樹

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2018 / 04 / 03

火山土石流チーム

石井靖雄

砂防技術・技術審査委員会 JDフェンス

一般社団法人砂防・地すべり技術センター 2018 / 05 / 24

火山土石流チーム

藤村直樹

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

火山土石流チーム

石井靖雄

砂防技術・技術審査委員会 JDフェンス

一般社団法人砂防・地すべり技術センター 2018 / 06 / 08

火山土石流チーム

石井靖雄

根知川第10号砂防堰堤対策検討会

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 2018 / 06 / 12

火山土石流チーム

石井靖雄

土木技術編集委員会

一般財団法人土木研究センター

2018 / 06 / 26

火山土石流チーム

藤村直樹

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2018 / 07 / 30

火山土石流チーム

石井靖雄

根知川第10号砂防堰堤対策検討会

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 2018 / 08 / 02

火山土石流チーム

石井靖雄

平成30年7月豪雨災害を踏まえた今後の水害・土
広島県
砂災害対策のあり方検討会

2018 / 08 / 08

火山土石流チーム

藤村直樹

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2018 / 09 / 19

火山土石流チーム

石井靖雄

根知川第10号砂防堰堤対策検討会

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 2018 / 10 / 11

火山土石流チーム

石井靖雄

平成30年7月豪雨災害を踏まえた今後の水害・土
広島県
砂災害対策のあり方検討会

18

2018 / 05 / 29

2018 / 10 / 29

対外的な活動成果（平成３０年度）
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

火山土石流チーム

石井靖雄

平成30年7月豪雨災害を踏まえた今後の水害・土
広島県
砂災害対策のあり方検討会

火山土石流チーム

藤村直樹

砂防学会編集委員会

火山土石流チーム

石井靖雄

平成30年7月豪雨災害を踏まえた今後の水害・土
広島県
砂災害対策のあり方検討会

2018 / 12 / 27

火山土石流チーム

藤村直樹

砂防学会編集委員会

公益社団法人砂防学会

2019 / 01 / 28

火山土石流チーム

藤村直樹

土砂災害の実態 政策委員会

砂防・地すべり技術センター

2019 / 01 / 29

火山土石流チーム

石井靖雄

次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会

国土交通省本省

2019 / 02 / 04

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会事業計画部会

日本地すべり学会

2018 / 04 / 16

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会関東支部幹事会

日本地すべり学会関東支部

2018 / 04 / 19

地すべりチーム

藤平大, 竹下航

鳥取西道路技術検討委員会

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

2018 / 04 / 20

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会関東支部幹事会

日本地すべり学会関東支部

2018 / 05 / 21

地すべりチーム

藤平大

鳥取西道路技術検討委員会

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

2018 / 05 / 23

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会関東支部幹事会

日本地すべり学会関東支部

2018 / 06 / 21

地すべりチーム

藤平大

第５回鳥取西道路技術検討委員会

中国地方整備局鳥取河川国道事務所

2018 / 08 / 01

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会編集委員会

日本地すべり学会

2018 / 08 / 22

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会事業計画部会

日本地すべり学会

2018 / 08 / 23

地すべりチーム

藤平大

阿仁小渕地すべり対策検討委員会

秋田県

2018 / 08 / 27

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会関東支部幹事会

日本地すべり学会関東支部

2018 / 08 / 31

地すべりチーム

藤平大

第６回山陰道地すべり対策検討委員会

中国地方整備局松江国道事務所

2018 / 09 / 19

地すべりチーム

藤平大

貯水池地すべり技術指針WG 治水課

国土交通省河川局治水課

2018 / 09 / 26

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会事業計画部会

日本地すべり学会

2018 / 10 / 05

地すべりチーム

竹下航

土木学会岩盤力学委員会

土木学会

2018 / 10 / 10

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会編集委員会

日本地すべり学会

2018 / 10 / 11

地すべりチーム

藤平大, 櫻本智美

埼玉県の土砂災害対策に関する有識者委員会

埼玉県

2018 / 11 / 02

地すべりチーム

藤平大, 竹下航

STC 平成30年度 有瀬地区土砂災害対策検討
四国地方整備局四国山地砂防事務所
委員会

2018 / 11 / 05

地すべりチーム

藤平大

第7回山陰道地すべり対策検討委員会

2018 / 11 / 08

公益社団法人砂防学会
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中国地方整備局松江国道事務所

2018 / 11 / 28
2018 / 11 / 29

対外的な活動成果（平成３０年度）
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

地すべりチーム

藤平大

第1回国道168号防災検討会

近畿地方整備局奈良国道事務所

2018 / 11 / 21

地すべりチーム

藤平大

由比地すべり対策検討委員会

中部地方整備局富士砂防事務所

2018 / 11 / 28

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会事業計画部会

日本地すべり学会

2018 / 12 / 05

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会関東支部幹事会

日本地すべり学会関東支部

2018 / 12 / 07

地すべりチーム

藤平大, 竹下航

第１８回河川砂防技術基準検討委員会

国土交通省砂防部砂防計画課

2018 / 12 / 18

地すべりチーム

藤平大

STC 技術審査証明 リングネット落石吸収柵工
法技術審査委員会

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 2018 / 12 / 20

地すべりチーム

藤平大

天竜川中流地すべり対策検討会

中部地方整備局天竜川上流河川事務所

2018 / 12 / 21

地すべりチーム

竹下航

第１回 CIM導入ガイドライン「地すべり編」策定
SWG

国土交通省砂防部保全課

2018 / 12 / 27

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会編集委員会

日本地すべり学会

2019 / 01 / 17

地すべりチーム

藤平大

亀の瀬地すべり意見聴取会

近畿地方整備局大和川河川事務所

2019 / 01 / 17

地すべりチーム

藤平大

ユニットネット工法技術審査委員会

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 2019 / 01 / 18

地すべりチーム

藤平大

平成30年度 国道168号防災検討会（第2回）十津
一般財団法人砂防・地すべり技術センター 2019 / 01 / 24
川道路Ⅱ期

地すべりチーム

藤平大, 竹下航, 櫻本 平成30年度 鷲尾岳地区地すべり対策効果検討
長崎県県北振興局
智美
意見聴取会

地すべりチーム

竹下航

土砂災害の実態 制作委員会

地すべりチーム

藤平大

第3回国道112号横手トンネル変状対策検討委員
東北地方整備局山形河川国道事務所
会

2019 / 01 / 30

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会事業計画部会

日本地すべり学会

2018 / 02 / 08

地すべりチーム

竹下航

初生・準初生すべり対策手法案検討WG

内閣府沖縄総合事務局

2019 / 02 / 12

地すべりチーム

藤平大

入谷・此田地区地すべり意見聴取会

中部地方整備局天竜川上流河川事務所

2019 / 02 / 20

地すべりチーム

藤平大

甚之助谷地すべり検討評価委員会

北陸地方整備局金沢河川国道事務所

2019 / 02 / 25

地すべりチーム

藤平大

落合地すべり対策検討委員会

長野県北信建設事務所

2019 / 02 / 28

地すべりチーム

藤平大

東九州自動車道（清武～北郷）トンネル施工検討
九州地方整備局宮崎河川国道事務所
会

2019 / 03 / 01

地すべりチーム

藤平大

平成30年度滝坂地すべり対策検討委員会

北陸地方整備局阿賀野川河川事務所

2019 / 03 / 05

地すべりチーム

藤平大

口坂本No.2地すべり対策検討委員会

静岡県

2019 / 03 / 07

地すべりチーム

藤平大

甚之助谷地すべり検討評価委員会

北陸地方整備局金沢河川国道事務所

2019 / 03 / 13

地すべりチーム

竹下航

第2回 CIM導入ガイドライン「地すべり編」策定
SWG

国土交通省砂防部保全課

2019 / 03 / 13
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2019 / 01 / 25

一般財団法人砂防・地すべり技術センター 2019 / 01 / 29

対外的な活動成果（平成３０年度）
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

地すべりチーム

藤平大

平成30年度 由比地すべり技術検討部会

中部地方整備局富士砂防事務所

2019 / 03 / 14

地すべりチーム

竹下航

日本地すべり学会編集委員会

日本地すべり学会

2019 / 03 / 15

地すべりチーム

竹下航

土木学会岩盤力学委員会

土木学会

2018 / 03 / 19

地すべりチーム

櫻本智美

第2回埼玉県の土砂災害対策に関する有識者委
員会

埼玉県

2019 / 03 / 22

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

日本地すべり学会新潟支部幹事会

日本地すべり学会新潟支部

2018 / 04 / 19

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥

インタープリベント2018運営小委員会

インタープリベント2018運営委員会

2018 / 04 / 24

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

日本地すべり学会新潟支部幹事会

日本地すべり学会新潟支部

2018 / 05 / 14

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥

インタープリベント2018運営小委員会

インタープリベント2018運営委員会

2018 / 06 / 06

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

河川砂防技術基準計画編改訂に係る会議

国土交通省砂防部

2018 / 06 / 26

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

日本地すべり学会新潟支部幹事会

日本地すべり学会新潟支部

2018 / 06 / 15

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

日本地すべり学会新潟支部幹事会

日本地すべり学会新潟支部

2018 / 07 / 12

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

日本地すべり学会新潟支部幹事会

日本地すべり学会新潟支部

2018 / 08 / 06

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥, 金澤瑛

新潟県地すべり対策研究会技術部会

新潟県

2018 / 11 / 05

雪崩･地すべり研究センター

金澤瑛

地震による斜面崩壊に関するワークショップ

台湾成功大学

2019 / 03 / 10

雪崩･地すべり研究センター

秋山一弥

新潟県地すべり対策研究会技術部会

新潟県

2019 / 03 / 13
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対外的な活動成果（平成３０年度）
■ 講師・講演
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

土砂管理研究グループ

水野正樹

講演派遣

土木学会

2018 / 10 / 24

土砂管理研究グループ

水野正樹

筑波大講師

筑波大学

2018 / 11 / 19

火山・土石流チーム

藤村直樹, 武澤永純,
併任プログラム実験施設対応
秋田寛己

国土技術政策総合研究所

2018 / 04 / 13

火山・土石流チーム

藤村直樹, 秋田寛己 国交大講師

国土交通大学校

2018 / 05 / 23

火山・土石流チーム

武澤永純

国交大講師

国土交通大学校

2018 / 05 / 23

火山・土石流チーム

藤村直樹

国交大講師

国土交通大学校

2018 / 05 / 25

火山・土石流チーム

藤村直樹

講師派遣

全国建設研修センター

2018 / 06 / 05

火山・土石流チーム

藤村直樹, 秋田寛己 人材育成支援プログラム職員派遣

国土技術政策総合研究所

2018 / 06 / 12

火山・土石流チーム

藤村直樹

緊急調査訓練

東北地方整備局

2018 / 07 / 04

火山・土石流チーム

石井靖雄

研修講師

国土交通大学校

2018 / 09 / 20

火山・土石流チーム

藤村直樹

筑波大講師

筑波大学

2018 / 10 / 15

火山・土石流チーム

藤村直樹

国交大講師

国土交通大学校

2018 / 10 / 16

火山・土石流チーム

藤村直樹

筑波大講師

筑波大学

2018 / 10 / 22

火山・土石流チーム

武澤永純

国交大講師

国土交通大学校

2018 / 11 / 27

火山・土石流チーム

藤村直樹, 山﨑祐介 講演派遣

中国地方整備局

2018 / 11 / 28

火山・土石流チーム

藤村直樹

国土交通大学校

2018 / 11 / 30

火山・土石流チーム

藤村直樹, 山﨑祐介 併任プログラム実験施設対応

国土技術政策総合研究所

2018 / 12 / 04

火山・土石流チーム

石井靖雄

講師派遣

静岡県東部地域局

2019 / 02 / 17

火山・土石流チーム

藤村直樹

講演派遣

京都府

2019 / 02 / 28

地すべりチーム

藤平大

平成30年度ダム管理主任技術者（学科）研修

一般財団法人全国建設研
修センター

2018 / 04 / 18

地すべりチーム

藤平大

平成30年度「地すべり防止技術」研修

一般財団法人全国建設研
修センター

2018 / 05 / 08

地すべりチーム

竹下航

平成30年度専門課程土砂災害防止対策「警戒避難等」研修

国土交通大学校

2018 / 05 / 18

地すべりチーム

竹下航

平成30年度砂防等計画設計

一般財団法人全国建設研
修センター

2018 / 06 / 06

地すべりチーム

藤平大

地すべり学会総会シンポジウム

公益社団法人日本地すべり
学会

2018 / 06 / 13

地すべりチーム

藤平大

「高度な土砂災害対策に従事する地方整備局職員の育成支援プ
国土政策技術総合研究所
ログラム」研修

国交大講師
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2018 / 06 / 14

対外的な活動成果（平成３０年度）
組織

名前

会議名

依頼元

実施日

地すべりチーム

藤平大

JICA パキスタン道路地すべり講義

JICA

2018 / 07 / 05

地すべりチーム

藤平大

Ｈ３０年度ダム総合技術研修

一般財団法人全国建設研
修センター

2018 / 07 / 19

地すべりチーム

竹下航

平成３０年度 基礎技術研修

四国地方整備局

2018 / 09 / 19

地すべりチーム

竹下航

平成３０年度 専門課程 砂防研修

国土交通大学校

2018 / 10 / 22

地すべりチーム

竹下航, 櫻本智美

平成30年度技術研修会並びに第72回研究発表大会

東京都建設局

2018 / 10 / 25

地すべりチーム

藤平大

JICA インド道路地すべり講義

JICA

2018 / 10 / 30

地すべりチーム

藤平大

筑波大学大学院 防災環境学講義

筑波大学

2018 / 11 / 12

地すべりチーム

藤平大

ダム管理主任技術者研修

一般財団法人全国建設研
修センター

2018 / 11 / 15

地すべりチーム

竹下航

第12回地すべり防止施設点検学習会

関東地方整備局利根川水
系砂防事務所

2018 / 12 / 13

地すべりチーム

藤平大

平成30年度 専門課程 ダム管理技術研修

国土交通大学校

2019 / 01 / 28

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

高校特色化地域人材活用事業

新潟県上越総合技術高等
学校

2018 / 04 / 23

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

災害環境セミナー

新潟大学災害・復興科学研
究所

2018 / 05 / 06

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥, 金澤瑛

高校特色化地域人材活用事業

新潟県上越総合技術高等
学校

2018 / 05 / 24

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥, 金澤瑛

雪崩･地すべり研究推進協議会合同研究発表会

雪崩･地すべり研究推進協
議会

2018 / 07 / 11

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

政策研究大学院大学講義

政策研究大学院大学

2018 / 07 / 18

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥, 金澤瑛

高校特色化地域人材活用事業

新潟県上越総合技術高等
学校

2018 / 08 / 01

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

市民大学講座

妙高市教育委員会

2018 / 08 / 08

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

雪崩災害講演会

新潟試験所はね馬会

2018 / 10 / 19

雪崩･地すべり研究センター 原田裕介

雪崩災害に対する警戒体制の強化に係る講習会

新潟県

2018 / 11 / 27

雪崩･地すべり研究センター 金澤瑛

第12回地すべり防止施設点検学習会

利根川水系砂防事務所

2018 / 12 / 13

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

福井県雪技術研究会講演会

福井雪技術研究会

2018 / 12 / 20

雪崩･地すべり研究センター 金澤瑛

高校特色化地域人材活用事業

新潟県上越総合技術高等
学校

2019 / 01 / 11

雪崩･地すべり研究センター 原田裕介

雪崩災害防止セミナー

国土交通省砂防部・新潟県

2019 / 01 / 15

雪崩･地すべり研究センター 原田裕介

雪崩対策の基礎技術研修会

日本雪氷学会

2019 / 01 / 17

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

平成30年度雪寒研修（Ⅰ期）

国土交通省北陸地方整備
局高田河川国道事務所

2019 / 01 / 24

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

雪崩災害に対する警戒体制の強化に係る講習会

新潟県

2019 / 01 / 29

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥

平成30年度雪寒研修（Ⅱ期）

国土交通省北陸地方整備
局高田河川国道事務所

2019 / 01 / 31

雪崩･地すべり研究推進協
議会

2019 / 03 / 28

雪崩･地すべり研究センター 秋山一弥，石川泰裕 雪崩対策現地技術研修会
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国際活動
■ 主な国際活動
［雪崩・地すべり研究センター］
［火山・土石流チーム］
・INTERPRAEVENT 2018に参加（平成30年10月） ・International Snow Science Workshop
2016に参加（平成28年10月）
・米国土砂管理運用調査（平成31年1月）
・International Snow Science Workshop
［地すべりチーム］
2018に参加（平成30年10月）
・INTERPRAEVENT 2018で発表 （平成30年10月）
・Workshop about earthquake-induced
・日伊土砂災害防止技術会議に参加
landslideに参加（平成31年3月）
（平成30年11月）
・日台砂防共同研究会に参加（平成30年11月）
・Japan‐Korea Joint Symposium for Landslide
Disaster Mitigation2018に参加
（平成30年5月,平成31年2月）

■ 主な技術支援
［火山・土石流チーム］
・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）
・ 「Seminar on Capacity Enhancement on Planning and
Design of Sabo Works 」（平成31年2月）
フィリピン治水砂防センターでのセミ
ナーにおける講義（平成31年2月）（火
山・土石流チーム）

ウクライナ「ミコライウ橋建設事業追加
調査」調査団員（平成31年2月） ［地すべ
りチーム］

［地すべりチーム］
・JICA短期専門家「アルメニア国地すべり災害管理対策
プロジェクト」（平成28年1月及び平成29年5月～6月）
・JICAインド「道路地すべり」研修講師 （平成30年7月）
・JICAパキスタン「道路地すべり」研修講師 （平成30年10
月）
・JICAウクライナ「ミコライウ橋建設事業追加調査」
調査団員（平成31年2月）
［雪崩・地すべり研究センター］
・エチオピア地すべり対策工能力強化プロジェクト短期専
門家（平成25年7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） 講師（平成26年12月）
・日-オーストリア二国間会議（平成30年10月）

日-オーストリア二国間会議での発表
（平成30年10月）） ［雪崩・地すべり研
究センター］
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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

火山・土石流チーム

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

地すべりチーム

日本

国立大学法人群馬大学・
日本工営株式会社・奥山
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

日本

株式会社建設技術研究
所，株式会社興和，国土
防災技術株式会社，日鐵 2018住金建材株式会社，株式
会社キタック

土砂管理研究グループ

雪崩･地すべり研究セン
ター

2015-

集水井内の点検を地表面から安全かつ効率的に行うため，
遠隔点検に関する要求スペックの作成，これを満足する点
検方法，点検結果整理・分析方法の提案，並びにこれら一
連の集水井遠隔点検システムの開発を目的とする。

■ 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

火山・土石流チーム

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

火山・土石流チーム

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

火山・土石流チーム

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

火山・土石流チーム

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

火山・土石流チーム

火山・土石流チーム

登録番号

特許第3862023号

特許第4915676号

発明名称

登録日等

概要

粘性土地盤の表層せ
ん断強さ測定装置及 平成18年10月6日
びその測定方法

粘性土地盤を対象とし、流水による土壌浸食を支配する
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
法により評価する方法を提案した。

自動降灰・降雨量計

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
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。

平成24年4月11日

火山・土石流チーム

実用新案第3149794

投下型水位観測用ブ
平成21年3月25日
イ装置

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
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
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。

地すべりチーム

特許第3713539号

斜面変状の検出装置 平成17年9月2日

光ファイバを用いて、地すべりや斜面崩壊などによる斜
面変状の発生箇所の検出およびその変位を測定する斜
面変状の検出装置

地すべりチーム

特許第5071805号

既設アンカーの再緊
張方法および荷重測
平成24年8月31日
定方法、ならびにヘッ
ド部

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
張治具を使用しアンカーの定着荷重を荷重計に移行させ
て測定する方法および装置、またそれを行うための再緊
張方法および装置

地すべりチーム

特許第5463584号

変位計測方法、変位
計測装置及び変位計 平成26年1月31日
測プログラム

ステレオ画像を用いて変位を計測する変位計測方法、変
位計測装置及び変位計測プログラム

地すべりチーム

特開2006-266992

地すべり計測装置お
よび方式

光ファイバを利用して地盤の変位を計測する地すべり計
測装置および方式

地すべりチーム

特開2016-180274

地下水排除施設用集
水管、及び地下水排
除施設用集水管にお 平成28年10月13日
けるスライム付着防止
方法

地下水排除施設用集水管、及び地下水排除施設用集
水管におけるスライム付着防止方法

地すべりチーム

実用新案第3135916

センターホール型荷重
平成19年9月12日
変換器

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

FBG光ファイバセンサを用いた伸縮計

特許第4421627号

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

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
検層法

雪崩・地すべり研究セ
ンター

雪崩･地すべり研究セン
ター、一般財団法人上 特許第6465297号
越環境科学センター

平成18年10月5日

地下水排除施設用集
水管、及び地下水排
除施設用集水管にお
平成31年1月18日
けるスライム付着防止
方法
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地下水排除施設のスライム閉塞を防ぐ手法

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
火山・土石流チーム

地すべりチーム

〒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

