
本号の特集にあたって
我が国は台風，梅雨，あるいはゲリラ豪雨による集中豪雨が多いです。過去30年を見ても，1

時間に50 mm，あるいは 1 日に200 mm を超える雨が増加しており，今後も増加すると言われて

おります。我が国の国土は約 7 割を山地・丘陵地が占め，土石流・地すべりが起きやすく，ま

た急峻な地形であることから，一度大雨が降ると河川に水が一気に流れ出し，洪水が発生しやす

い状況にあります。これらの理由から，防災対策を行っているのにも拘わらず，毎年，豪雨によ

る災害が起きています。豪雨による災害は突発的に起きることが多いため，事前に災害リスクが

高い箇所や災害が起きるタイミングを把握することが重要で，社会からも強く求められておりま

す。現在，斜面変状や降雨量のモニタリング，気象予報精度の向上，地形把握，不飽和土から飽

和土に至る地盤状態における強度低減メカニズムの解明が行われています。これらの研究が進む

ことにより，災害リスクの高い場所の把握や，災害の事前予防が期待されております。

このように豪雨による斜面災害は，地盤工学分野において喫緊の課題であると言えます。そこ

で，本号では，「豪雨による斜面災害」と題し，特集を企画致しました。総説では，近年の集中

豪雨による斜面災害から繰り返される災害にどのように備えるか執筆されております。6 編の報

告では，近年発生した豪雨による斜面災害について，解析を用いた分析，土砂災害発生履歴と土

石流発生頻度の整理，斜面災害リスク評価，現地調査の報告といった多岐に渡った報告がされて

おります。

本特集を通して，豪雨による斜面災害のメカニズムの解明や，予測技術や対策技術の発展に貢

献し，本特集号が読者の皆様にとって有益なものとなることを願っております。

酒 井 崇 之（さかい たかゆき)

地盤工学会のホームページ URL https://www.jiban.or.jp/
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