
本号の特集にあたって
大規模地震や想定を上回る豪雨等の自然災害が頻発化しかつ広範囲に及んでいます。本年だけ

でも，大阪府北部を震源とする地震や，西日本の広範囲に及んだ「平成30年 7 月豪雨」等に伴

い多くの地盤災害が発生しています。今後も，首都直下地震・南海トラフ地震等が懸念され，本

年 6 月26日に発表された「全国地震動予測地図」において当該地域では揺れに見舞われる確率

が高く，豪雨災害においても気候変動に関する政府間パネル（IPCC）で指摘されているように

今後も増加傾向にあり，災害外力の増加は避けられない状況にあります。

このような中，自然災害による地盤災害に対応した技術が必要となります。復旧や復興を迅速

に進めるためにレジリエントな減災技術が必要で，そこでは「適切な箇所の防災情報を適切なタ

イミングで必要とする人や組織へ渡す」ことが重要となります。ICT の進化により，大量デー

タの収集・分析・活用が容易になり，コンピュータ性能の向上やネットワーク・システム構築の

簡易化で，計測・観測による現象や現状の可視化が遠隔でも可能となっています。

本号では，「最新の ICT を活用した防災／災害対応技術」と題して，近年の防災／災害の現状

と課題，ICT を活用した災害調査・計測技術を特集致しました。総説では，最新の地域コミュ

ニティの現状と計測技術について総括的に執筆いただいております。論説では，IoT を活用した

斜面防災技術について，ビッグデータの利活用とあわせて解説されております。5 編の報告では，

機械学習による斜面崩壊に対する危険度評価，河川堤防の車両移動計測技術，熊本地震で発生し

た斜面崩壊での ICT の活用事例や WebGIS での情報共有，地すべり斜面での ICT の活用事例

といった防災／災害に対応する技術について執筆いただきました。

本特集号が，読者の皆様に有益なものとなり，今後の防災技術の発展に寄与することを願って

おります。
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