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巻頭言

仙石 正和 せんごく まさかず

新潟大学　理事・副学長（研究担当）

災害と復興分野に
関わった経緯と感じたこと

が災害復興科学センター長を兼務せざるを得なかったことか

ら、深く災害・復興と関わらざるを得なくなりました。

　雪氷工学、地盤災害などの研究施設から、積雪地域災害研

究センター、災害復興科学センターを経て40年以上も行って

きた災害や復興のさまざまな研究の実績は、「中山間地の災害・

復興の研究」として世界に先駆けるものであり、蓄積したそ

の成果は多岐にわたっております。本学のその研究成果は、

研究拠点として世界に貢献できると確信するに至り、文部科

学省へ何度かお願いに通い、2011年４月の災害・復興科学研

究所の設立に至った次第です。この年の４月からの設立は、

３月11日の数ヶ月前から決まっていたのですが、東日本大震

災にかかわる活動が、研究所として活動を開始する初仕事に

なりました。偶然の時期の一致とは言え、何か特別の運命を

感じざるを得ませんでした。

　私の専門である情報通信分野は、身近なもので言いますと、

携帯電話とパソコンの分野です。この学問体系から得られる

理論と実験は非常によく一致して、感覚的にはすっきりした

美しい分野です。災害・復興分野に最初に関わったとき、な

んと複雑な分野だろうと思いました。複雑と感ずることは、

学問分野としては古いでしょうが、未解決の部分も多い若い

分野とも言えると思います。情報通信分野はすっきりした美

しい分野と言いましたが、よく考えてみますと、美しい部分

だけを取り出して学問と称しているだけで、じつは分からな

い部分はまだまだ沢山あります。災害・復興分野にわずかな

期間関わって、私の分野も含めて、従来の学問がいかに無力

かということも感じました。同時に、この分野の将来の大き

な可能性も感じました。このわずかな経験のなかで、この分

野では「折り合いをつける」ことの重要性を感じました。自

然との折り合い、科学技術との折り合い、行政との折り合い、

コミュニティーとの折り合い、人間との折り合いなど、いず

れも現場での感想です。

　日頃、公私ともにご指導を頂き、今回の原稿に関してお誘

いを頂いた、日本地すべり学会顧問（元会長）、防衛大学名誉

教授の中村三郎先生に心から感謝をする次第です。

　新潟に住んでいて、当県は地震の多い県だと思います。

1964年の新潟地震、2004年の中越地震、2007年の中越沖地

震など、災害現場での記憶はなかなか消えません。その意

味でも2011年３月11日の東日本大震災は未曾有の災害とし

て関係の方々に心からお見舞いを申し上げる次第です。

　また新潟は地震だけでなく、雪害、水害なども多く、新

潟大学はこれらの研究の成果をもとに、「災害・復興科学研

究所」を2011年４月に設立しました。この道程について、

少し紹介をさせて頂きます。

　新潟県が豪雪地帯であることから、1948年に工学部に財

団法人積雪研究会が設置され（その後、1972年に工学部附

属雪氷工学研究施設となる）、地滑り地帯でもあることか

ら、1969年に理学部附属地盤災害研究施設が設置されまし

た。これらと農学部の積雪地域における農学研究の分野も

組み入れ、1978年に学内共同教育研究施設として文部省か

ら「積雪地域災害研究センター」の設置が認められました。

2004年に豪雨災害と中越地震の連続災害に見舞われ、新潟

大学はそれぞれの災害の発生直後から調査団を組織し、そ

れぞれの専門性を活かした調査研究活動を進め、従来の自

然科学系の活動の他に、医歯学総合病院を中心とした緊急

医療チームの派遣、こころのケア、農林地や商工業の被害

と復旧計画の支援、教職員と学生によるボランティアの派

遣等、多方面にわたる活動を行ってきました。この背景を

踏まえ、自然科学系だけではなく、復興を視点とした総合

力の必要性が大学に求められ、2006年４月には「新潟大学

災害復興科学センター｣ への改組に至りました。この時私

自身の専門は情報通信で災害復興の研究とはかけ離れてい

ましたが、この改組から災害、復興時の通信技術の関係者

としてセンターに関わりました。その理由は、ご存知のよ

うに情報通信の一種であるインターネットはもともと災害

とか戦争など非常時の通信として開発された技術で、厳し

い環境下でも通信ができる技術開発は、情報通信分野の重

要な研究テーマであるからです。2008年２月から、はから

ずも新潟大学の理事・副学長を拝命することになり、理事
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寄 稿

はげ山だらけの
海村に生まれて

楠原 佑介
くすはら ゆうすけ

地名研究家・「地名情報資料室 110 番」主宰
正しい地名復興運動世話人

1941 年岡山県生まれ
京都大学文学部史学科 ( 地理学 ) 卒業
出版社勤務を経て著述・評論活動に入る
主な著書：「こんな市名はもういらない !」

「この駅名に問題あり」「この地名が危ない」など

授だった西村朝日太郎博士の『海洋民族学論論攷』（岩
田書院）ほかに詳しい。

漁村であり農村であり山村
　はげ山と山崩れを語る前に、海の話が長くなった。じ
つは、日本列島の海村・漁村はほとんどすべて、山林
と密接な関係を持って生活を営んできた。交通機関が
近代化される以前、漁村で水揚げされる海産物は、近
くの城下町などの消費地に生鮮食品として出荷されるほ
かは水揚げ港で加工されて保存食品として流通する。
　干物は天日乾燥が最良だが、たとえば私のムラで水
揚げされた糠蝦（アミ）や水母（ビゼンクラゲ）は煮
沸処理して乾燥され、アミは全国に、クラゲの場合は
中・近世を通じ俵物として長崎経由で中国大陸まで輸
出された。
　その水産加工のための燃料は、アカマツが最適であ
る。児島半島南岸に点在する塩田の燃料、そして岡山
城下町の武家・商家の日用燃料ともなった。狭い児島
湾の３、４キロ対岸に広がる干拓地の農家は風呂は稲
藁で焚くと聞いたが、食事の煮炊きには薪は欠かせない。
　我がムラは漁村であると同時に、古くから帆船（明
治以降は機帆船）による海運業が盛んだったから、海
産物や薪材は兵庫関（現・神戸港）や大坂まで出荷し
ていたかもしれない（瀬戸内海東部の海潮や恒常的に
吹く西風を利用すると一昼夜かからずに大坂に達した
はず）。

「タテヤマ」というアカマツ林伐採慣行
　昭和20年代、我がムラでは毎年１月から２月にかけ
て２週間ほど、ムラヤマ（大字共有林）の共同伐採作
業を行った。大人たちはその作業を「今年もタテヤマ
の時期になった」などと話していた。
　私は七歳年上の姉が使った地図帳で富山県に立山連
峰という名の高山があることは知っていたが、我がム
ラの共同伐採作業をなぜ遠い富山県の山名で呼ぶのか、
不思議だった。今から30年ほど前、地理学者の千葉徳
爾博士の『はげ山の研究』を読んでいて、藩政時代、
岡山藩は防災の観点から児島半島の山々のアカマツ林
の伐採を厳しく禁じていたと知った。これで、私が幼
時に聞いた「タテヤマ」とは立山ではなく、「断て山」
すなわち「伐採禁断の山」のことと判明した。

　私は岡山県児島湾の湾口近く、海と山に囲まれた海
村（現・岡山市南区阿津）に生まれた。「岡山県児島湾」
の名を告げると、相手からはたいがい「ああ、あの干
拓で有名な……」という反応が返ってくる。私はその
つど、「干拓地の対岸の半島側ですヨ」と答え、つい
でに「岡山平野東部の幸

こう

島
じま

新田と沖
おき

新田は、古代から
私のムラの漁場だったのに、17世紀半ば以降に干拓さ
れて広大な岡山平野の沃野に変えられたのです」と付
け加えたものだった図-1 A地点。
　厳密にいうと、『古事記』の国生み神話では大八島
に次いで吉備の児島の名を挙げ、またの名は「建

たて

日
ひ

方
がた

別
わけ

」と記す。その意味するところは、潮の干満によっ
て出没する干潟の線で本土側と児島とを区分するとい
うことだろう。つまり、干潮時には広大な干潟は本土
側に属する（干潟漁業の漁場になる）が、満潮時の浅
海は児島郡側の漁場になる。児島郡側の主な漁法は潮
の干満差を利用した袋網式の樫木網漁で、早稲田大教
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　前記した千葉博士の著に従えば、我がムラのタテヤ
マ慣行は江戸時代から藩の禁制に逆らって行われてき
たのか、それとも明治期になってから初めて許された
ものなのか。
　小学２年生だった昭和25年１月のある土曜日、私は
祖母に連れられて我が家から1.5キロほど離れたタテ
ヤマ作業現場に両親と祖父の弁当を届けに行った。村
人数十人が集まって昼食の弁当を開いていた場所は、
壁に立てかけたスコップの腹のような抉れた地形の北
向きの急斜面を囲うように延びた西側尾根の上だった
図-1 B地点。
　私はそのとき、顔見知りの小父さんを見つけ、「こ
の山はどういう名前なのかナァ？」と訊ねてみた。と、
近くにいた別の小父さんから「そこのテッペン（頂上）
がヤキョーじゃ」と答えが返ってきた。
　ヤキョ―とは聞きなれぬ言葉で、異国語起源かとも
疑われた。が、この疑問は平成63年に地名情報センタ
ー刊の小冊子『日本の山の名』をまとめる段階で、ヤキ
（焼）ヲ（凸で峰・山のこと）が長音化した地名とす

ぐ気づいた。「焼山」とはすなわち、
「焼畑（をする）山」のことであ
る。ただし、小学２年生当時の私
には、焼畑という農耕慣行はまだ
知らなかった。だから小・中学生
時代の私は、父の「水に乏しいム
ラでは、春先に決まって山火事が
起きる」というつぶやきのほうに
注意が向いていた。
　岡山県児島半島だけでなく、瀬
戸内海沿岸や島には用水を溜池に
頼る村が多く、この地帯では今で
も春にしばしば山火事が発生す
る。そのすべてが意図的な放火だ
とはいえないが、かなりの比率で
水乞いの火付けの可能性がある。
池がかりの田が多い児島半島で
は、雨が降らなければ田植えがで
きない。山火事が起きれば、ほん
の少しの雨でも池に水が溜まり、
とりあえずその年の田植えはでき
る。翌年以降の水事情を考えれば

禁じ手だが、貧しい村、貧しい農民にとっては、背に
腹は代えられぬ選択だったのであろう。
　雨乞いという行事はもちろん宗教上の慣行だが、護

ご

摩
ま

を焚
た

くという儀式を伴うのは、すぐに田に水を欲する
農民の山焼き、野焼きと起源を同じくするはずである。

アカマツ伐採と並行して砂防工事
　アカマツを伐採するタテヤマ行事と同時期に、我が
ムラでは毎年はげ山に植林する砂防工事が進行してい
た。正確には稲刈りと脱穀作業が終わった12月初めご
ろ、父の１歳年下の小父さんが我が家にやって来て「明
日からシャボウ（砂防）仕事じゃア」と言っているの
を何度も耳にした。
　私の幼稚な知識でも、砂防とは何かおぼろには分か
ったが、担当官庁が農林省ではなく建設省河川局とは
大学に入って初めて知った。その作業内容について
は、現場監督を務める小父さんからあらまし説明を受
けた。はげ山に植えるハゲシバリとは、「山土を縛

しば

っ
て流れ出さないようにするから」と説明された。

岡山市阿津（旧・備前国児島郡阿津村）のはげ山地帯 （2万5000分1「西大寺」・「犬島」ともに昭和31年発行）図-1

A 生家

B ヤキョー

D ヌクモリ

C イヌンボウ
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見たものはまだ苗木段階だったのか１メートルに満た
ない樹高だった。ちなみにイヌンボウの北斜面には数
百年前か千年前かに崩れたらしい深く抉

えぐ

られた谷筋が
刻まれており、その谷沿いのアカマツは大きく、落葉
樹類もよく茂っていた。
　私はこのとき、イヌンボウとは「犬の棲む峰」では
なく、「イヌ（去）ホ（峰）の意ではないか、と気づいた。
イヌ（去）という動詞には「立ち去っても元の家に帰
る」という原義があるらしく、イヌ（犬）は狩りの途
中で行方不明になっても必ず飼い主の家に帰る動物で
あるのに、犬猿の仲のサル（猿）のほうは人間に追わ
れると「散り去る」動物である。
　地名の例では千葉県銚子市の犬吠埼は荒波で削られ
たホ（穂および保。垂直突起の山峰であり、三保・三
穂など水平突起にも使われる）の土が近隣の君ケ浜や
九十九里浜に堆積する現象による。愛知県犬山市の地
名は、国宝・犬山城がある犬山の名によるが、この山
名自体、地質時代に木曽川が南流して犬山扇状地を形
成したころ、浸食作用によって東側の丘陵から切り離
された残丘を「去

い

につつある山」と認識したものであ
る。瀬戸内海沿岸には「犬～」がつく山名が点在する
が、いずれも過去に崩壊した山のことであろう。
　地名にはサル（猿）の例も多いが、こちらは石川県
輪島市の猿山岬のように崩れた土砂が海中に没してし
まったり、河に流されて行方不明になってしまうよう
な地形に多い。

地形図が教科書だった
　小学校４年のころ、副教材として「児島郡市総合図」
を買ってもらった。希望者のみ購入で、定価はたしか
350円だった。当時の５万分１地形図（応急修正版）
４枚を繋いだ集成図で、平地と市街地は土地利用別の
色分け、山地は標高差ごとに茶色系の濃淡で色分けし
た美麗な地図だった。のち中学２年生のとき、最新の
２万5000分１図を入手するまで、この５万分１「総合
図」が私の一番の教科書となった。
　ムラに30箇所近くあった溜池でフナ釣りするときも、
秋の山でマツタケ引きをするときも、冬に飼い兎の餌
にするタンポポを捜して段々畑の南斜面を這い回ると
きも、私は肌身離さず地形図を持って歩いた。夕食の
後、その日に訪れたルートを地図で示しながら、祖父

　その実態を知ったのは小学校４年生のとき、近所の
遊び仲間数名と、ムラの西端近くに鋭く尖って聳える
イヌンボウという岩峯図-1 C地点が「山の名がイヌン
ボウだから山犬がいるにちがいない」と勝手に誤解し、
仔犬を捕まえて飼おうと相談して探検に出かけたとき
だった。とんでもない話で、もし本当に山犬がいたな
ら小学生数名など親犬にかみ殺されたはず。
　我々が山頂に登って目にしたのは、数個の花崗岩の
大岩がそそり立っているが山犬の棲

す

み処
か

になるような
洞穴などはなく、岩の周囲は砂だらけの荒涼とした光
景だった。そして山頂近くには1.5～２メートル間隔
で等高線状に幅30センチほどの段差が切られており、
その狭い溝状の段に50センチ間隔で見慣れぬ灌木が植
えられていた。その見慣れぬ植物がハゲシバリだった。
　子供のころ、私はハゲシバリとはどうせ我がムラの
方言だろうと思っていた。ところが30数年前、地名語
源辞典を編集するため小学館『日本国語大辞典』を購
入し、地名用語になった語と対照するため全項目に目
を通したところ、「はげしばり」の項が目に入った。
「はげしばり【禿縛】図-2「ヒメヤシャブシ」の別名」
とあり、北は秋田県から南は九州・熊本県まで各地方
に用例が載せられていた。また「ひめやしゃぶし」の
項目には、
「カバノキ科の落葉低木。土砂くずれを防ぐため山の
斜面に植栽される。はげしばり」
　と解説されていた。これで見ると、方言というより
全国的な別名であり俗称と見てよい。同辞典では高さ
３～５メートルと記されているが、私がイヌンボウで

ハゲシバリ　「ヒメヤシャブシ」の別名 

牧野富太郎
『原色牧野植物大圖鑑』
（北隆館）より

図-2
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に「ここはどういう名の土地じゃァ？」と必ず地名を
訊ねた。

ヌケヤマとヌクモリと
　小学生の私が兎の餌を採りに行った地の名を祖父に
訊いたところ、ヌクモリとの答えが返ってきた。手許
にある何種類かの小字集（時期によって収載された字
の数が異なる）にはいずれも記載がないから、地租改
正後の明治10年前後に策定された近代の小字ではなく、
江戸期の小名の類だったのであろう。
　江戸期、領主は庄屋・名主に命じて村ごとに水帳を
作らせ、田畑など１筆ごとに反別と地目を確定し年貢

高を定めた。耕作者別にそれを累計すれば、家ごとの
年貢負担高（持

もち

高
だか

）になり、村全体を総計すれば村高
になる。
　そのとき田畑１筆ごとの所在地を示した名称が「小
名（地字）」といわれるもので、同じ小名に複数の田
畑が存在する場合には反別と耕作者名でどの田畑か認
識できるようになっていた。
　明治の地租改正に伴う地籍図・土地台帳の作成では、
江戸時代の小名を平均５つをまとめて１小字とし１筆
ごとに地番を振ってどの土地か分かるようにした。こ
のとき廃止された小名を「旧字」と呼ぶことが多い。
私が祖父に教わったヌクモリはその旧字の一つだった
はず。
　祖父は「あそこは林の中で、冬でも温

ぬく

いから温森と
いうのじゃろう」といったが、私には納得できなかっ
た。図-1 D地点がヌクモリだが、北西に開いた谷の奥
で、陽当たりも悪く、季節風が吹き込んできた。昼間
の体験からして、とても「温暖な森」という実感はな
かった。
　農家の長男として育ったから、「堤が抜ける」とか
「畦が抜ける」という表現は耳慣れていた。ヌクモリ
も本来は「抜け森」ではないかと直感していた。ちな
みに日本語のモリ地名の多くは英語のフォレストでは
なく、マウンドやヒルの意である。ただし、当時の私は、
ムラのあちこちにある小さな谷間の出口の押し出し地
形は山くずれ起源ではなく、学校で習った洪積台地だ
と信じていたから、「抜け森」説には自信はなかった。
　昭和51年９月中旬、停滞した台風17号の大雨によっ
て、西日本中心に各地で洪水・土砂災害が頻発した。
13日には兵庫県宍

し

粟
そう

郡（現・宍粟市）一宮町福
ふく

知
ち

の字
抜山で大規模なやまくずれが発生、民家40戸が被災し
た。私は同じ年の６月、習作的な最初の地名論集『地
名伝説の謎』（共著）を世に問うたばかりだったが、
その数年前から新聞・雑誌の地名と災害に関わる記事
を意識して切り抜いていた。
　兵庫県一宮町福知の山くずれの一件はよく記憶して
いるが、「ああ、やっぱり」という思いが強かった。少
年期の祖父との会話を思い出す一方、手許にあった２万
5000分１「安

あ

積
ずみ

」図で位置と地形を確認した図-3。現
場は揖保川沿いの河谷にあり、山崎断層から直角に延
びる直線状構造線（リニアメント）が想定され、過去

一宮町福知の抜山

（平成15年発行）

2万5000分１「安積」（昭和50年発行）
（復旧作業進行後）

（復旧作業進行前）

図-3
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名」を看板に掲げ始めたが、この間に重要な二つの個
人と業績に出会った。
　その１人は元横浜国大教授の松尾俊郎博士で、その
最晩年の３年間ほどお付き合いいただき、論集１冊、
共著本１冊をまとめ、逝去後に遺稿集１冊の編集を任
された。それにより、博士が数十年かけて考究された
地名研究、とくに自然地名考察のエッセンスを私は継
承することができた。
　もう１人は、著作を通じてだが、山くずれ・地すべ
りの研究者であった中村慶三郎博士の『名立崩れ──
防災と国土』だった。まだ前記・Y氏の著作の編集作
業中、私は神田神保町の靖国通り北側の細い路地に面
した風間書房を訊ね、同書を１冊購入した。
　一読して、「そうか、やっぱり地形学・地質学の分
野でもしっかり地名をやっている方がおられたんだ」
という感嘆を抱かされた。中村博士の研究手法はきわ
めて実証的で、災害事例そのものに基づいて論証する
態度に終始しておられる。
　しかも各章にわたって、災害と地名の関係、災害と
祭祀、災害と集落生活など、文系の人文地理学者も顔
負けの幅広い視野にわたっている。中村博士は大正元
年に柳田国男が「焼畑」用語としたソリ・ソウリなど
について、焼畑用地であるとともに地すべり・山くず
れ地特有の地形条件であることを指摘している。博士
は語源については不明とするが、「乗るか反

そ

るか」と
いう語例から見て、「乗る」とは人馬一体になって密
着した状態をいい、「反る」とは騎手が馬の首から離
れて突っ立ち、むしろ背後に反りかえって落馬寸前の
状態にあることをいう。
　つまり、焼畑は表土がぱらぱらと落ち続けているよ
うな土地を有効利用するために考案された農法で、地
名および焼畑用語は崩壊を示す地形用語が転じたもの
とみなすほかない。
　中村博士の前記著作は、実に多数の崩壊地名を取り
上げ、それらと農村生活との関連を記しておられるが、
私は昭和58年に若い研究者仲間と共著で刊行した『地
名用語語源辞典』（東京堂出版）でそのすべてを引用・
紹介しておいた。同辞典は現在品切れ絶版の状態にあ
るが、いずれ新しい知見・考察を加えて再刊行を考え
たい。

に起きた地震で地盤が緩んでいたのかもしれない。
　この災害については、田辺聖子さんが翌年の「オー
ル読物」２月号に「山抜けて山河あり」の題名でエッ
セイを書かれている（文春文庫『浜辺先生町を行く』
所収）。私はその８年ほど前、女史の小説を１冊だけ
担当したが、いかにも「お聖さん」らしい滋味あふれ
る文章である。ただし、地元の秋月サンの娘のエリカ
ちゃんに、「もとの抜山、いや、今度は名まえを変え
てもらってそこに住みたい」と語らせているのは賛同
できない。この「抜山」とは過去に何度も何度も同じ
ような災害が繰り返されてきた地であり、先人はその
ことを後世に伝えたくて「抜山」という名で呼んでき
たのである。「名前を変えて住む」のではなくて、「名
前をそのまま残してもう住まない」というのが正しい
選択であろう。
　ちなみに、「抜山」は明々白々たる災害地名だが、
大字の「福知」のほうも、「膨

ふく

らむ地名」のことで「福」
の字をあてた地名には山くずれ・地すべり系の地名が
結構多い。

災害地名を探し求めて
　私は田辺聖子さんに対しては、まことに不調法な編
集者だった。言い訳がましいが、私は田辺さんの本と
前後して編集局長命令で地名本を１冊編集担当してい
た。著者は当時、国土地理院地図資料室長だったY氏
で、新橋の社の隣の商人宿の１室を３週間ばかり借り
切り、役所から千葉の自宅に帰るY氏に毎晩数時間立
ち寄ってもらい、大急ぎで出版にこぎつけた。私はそ
の旅館で編集作業を続け、翌朝、国会図書館に駆けつ
けて著者執筆用の資料を捜すという生活を続けた。夜、
そのコピー資料と私の下書き原稿をY氏に訂正しても
らい、一応の完成原稿を印刷所に渡す、というシステ
ムを採った。半世紀近く過ぎた今はもう時効だから言
うが、Y氏の名で出した本のほぼ１章分は私の文章が
そのまま載せてある。
　そういう事情で、私はもう地名を一生の仕事にする
しかないな、と思い定め始めていた。田辺さんの２冊
目を追わなかったのは、私の勝手な都合による。
　その後、私は計４年４カ月勤めただけで出版社を辞
め、糊口をしのぐ仕事と生涯の義務としての地名研究・
地名の保存運動に備えた。退社の６年後から私は「地
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平成24年7月の
豪雨による
土砂災害調査報告

宮瀬 将之
みやせ まさゆき

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防部 課長代理

速報

1. はじめに
　九州北部では、６月30日から７月１日にかけてと、
7月12日から７月14日にかけて、梅雨前線の活発化に
伴う大雨により災害が多発した。気象庁は、福岡県、
大分県、熊本県において多大な被害を発生させた７月
11日から14日にかけての豪雨を「平成24年７月九州北
部豪雨」と命名した。
　当法人では、今回の豪雨による土砂災害について、
災害実態の把握を目的に、大分県由布市と熊本県阿蘇
市および南阿蘇村を対象に現地調査を実施した。緊急
的に調査を実施したため調査箇所は限られるが、確認
した土砂移動と被害の状況等について以下にその概要
を報告する（調査箇所は図-1参照）。

2. 大分県由布市（岳本川）（7月5～6日調査）
①流域概要
　岳本川は、大分川の支川で由布岳の西側に源頭部を
有する流域面積約0.5㎢の土石流危険渓流であり、主
な地質は第四紀火山岩（安山岩・玄武岩類）である。
　流域内には、主流路に２基のコンクリート不透過型
砂防堰堤が整備されており、その下流には、渓流保全
工が整備（一部整備中）されている。

②災害概要
●降雨状況

　岳本川近傍の雨量観測所である湯布院雨量観測所
（国土交通省）によると、災害発生時の降雨状況は

0 5km

0 500m

図-1 調査位置図
調査箇所

阿蘇カルデラ
外輪部（イメージ）

鉄道（JR）
鉄道（JR以外）
国道
県道
流路
雨量観測所

調査箇所
鉄道（JR）
鉄道（JR以外）
国道
県道
流路
雨量観測所

阿蘇市 一の宮町　手野

阿蘇市 一の宮町　北坂梨

阿蘇市 一の宮町　坂梨

南阿蘇村　立野

由布市湯布院町川上
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最大時間雨量47mm（7月１日18:00～19:00）、連続雨量
131mm（６月29日17:00～7月1日23:00）図-2であった。特
に雨の集中した17:00～19:00の２時間で71.5mmの雨量
が観測された。またこの一連の降雨までには、梅雨入り
した６月上旬からの累積雨量が約600mmに達していた。
●被害状況

　土石流は7月1日18時30分頃に発生した。被災状況と
しては、人的被害は発生せず、家屋被害（半壊）１棟、
床下浸水8棟であった。

③現地調査結果
・	発生区間での調査では、崩壊地は確認できなかった。
渓床堆積物が降雨によって移動したことが土石流の
発生原因と推察される写真- １。

・	渓床の侵食が著しく、１号砂防堰堤上流域で比較的
規模の大きい渓床の“抜け”が確認された写真-2。

・	１号砂防堰堤は、右岸袖部が施工目地を境に破断し
流出しているものの、土砂・流木を捕捉し機能を発
揮している写真-3。

・	２号砂防堰堤でも同様に土砂・流木を捕捉した。調
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査時点では、すでに土砂・流木の撤去工事が進めら
れていた写真-4。

・	既設の砂防堰堤で捕捉しきれなかった土砂・流木が
下流に流出し氾濫した。流路工の末端の暗渠地点が
閉塞することで氾濫が助長されたと考えられる。氾
濫地点近傍の家屋に、1.5m程度の流動深の痕跡が認
められた写真-5。

・	氾濫範囲は県道216号の下流にも到達しており、水
路や道路を流下して水や土砂が広がったと考えられ
る。県道下流側で氾濫した土砂のほとんどは数cm
程度の砂礫や砂・泥であり、場所によっては10～
60cm程度の堆積が確認された写真-6。

3. 熊本県阿蘇地域（7月17～18日調査）
①地域概要
　調査対象範囲は、阿蘇市及び南阿蘇村のうち、図-1

に示す４箇所である。この地域は、阿蘇山の外輪部の
内壁にあたり、火山噴出物（火山灰、溶結凝灰岩、溶
岩など）と、それを開析侵食して堆積した二次堆積物

降雨状況（国土交通省湯布院観測所、平成24年6月29日17:00～7月1日24:00）図-2

写真-1 土石流発生箇所の最上流部（明瞭な崩壊地は確認できなかった）

写真-2 １号砂防堰堤上流の渓床の侵食 写真-3 越流・袖部の破損が確認された１号砂防堰堤

袖部の破損
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速 報

壊等に伴う土砂流出が発生し、各地で土砂災害が発生
した。調査を行った4箇所の概要を以下に示す。
1南阿蘇村立野

・谷出口付近は、30～50cm程度の石礫が多量に堆積
していた写真-7。

・流出した土砂・流木により複数の家屋が流失・全壊
等の被害となっている写真-8。

・土砂移動の末端部は、JR豊肥線まで到達している。
末端部に至る土砂堆積域では１ｍ程度の巨礫や流木

で構成される。
②災害概要
●降雨状況

　梅雨前線の南側にあたる九州北部地方では、東シナ海
上から暖かく湿った空気が流入し、大気の状態が非常に
不安定となったことにより、12日未明に猛烈な豪雨が発生
した。阿蘇乙姫雨量観測所（気象庁）によると最大時間
雨量106.0mm（12日2:00～3:00）、連続雨量816.5mm（11日
13:00～14日17:00）であり、特に降雨の集中した12日1:00か
ら7:00までに459.5mmの豪雨となった図-3。

●災害状況

　平成24年７月九州北部豪雨による被災状況は、熊本県
全域で死者・行方不明者25名、家屋全壊210棟、家屋半
壊1,263棟などとなっており、そのうち被災の集中した阿蘇
市及び南阿蘇村では、死者・行方不明者24名、家屋全
壊112棟、家屋半壊1,121棟などの被害となっている。

③現地調査結果
　今回の豪雨により、阿蘇山外輪部の内壁で、斜面崩
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降雨状況（気象庁阿蘇乙姫観測所、平成24年7月11日13時～7月14日17時）図-3

写真-5 流路工末端の埋塞箇所と被災した民家（調査時点では
掘削され流路が確保されていた）

写真-4 除石・除木工事中の2号砂防堰堤 写真-6 県道下流での土砂堆積状況

写真-7 谷出口の状況 写真-8 流失した家屋の跡地

災害時に閉塞した暗渠
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が堆積していた写真-9。

2阿蘇市一の宮町東手野

・平成２年に土石流が発生したことを受けて砂防堰堤
の整備を行った渓流ではない支渓流から発生した土
石流により、谷出口付近には１m程度以上の石礫が
点在して堆積している写真-10。

・流出した土砂・流木により複数の家屋が流失・全壊
等の被害となっている写真-11。

・県道213号下流の流路には、数cm程度の砂礫や砂・
泥が堆積していた写真-12。

3阿蘇市一の宮町野中

・土砂は、治山施設を乗り越えて流出しており、２
～３m程度の巨礫は治山施設の下流で堆積している
写真-13。

・流出した土砂や水により複数の家屋等が全壊・床上
浸水などの被害となっている写真-14。

・暗渠沿いの道路には、1.6m程度の土砂堆積の痕跡が
確認できる写真-15。

4阿蘇市一の宮町坂梨

・外輪部上部の斜面が崩壊し、大量の土砂・流木が流
出している写真-16。

・流出した土砂・流木により複数の家屋が流失・全壊
等の被害となっている写真-17。

・流下した細粒土砂と流木が国道57号沿いの田畑や宅
地に堆積している写真-18。

4. おわりに
　本報告では、２つの地域の災害について、調査した

写真-9 流失した家屋の跡地 写真-10 谷出口から流出した石礫の堆積状況

写真-11 土砂・流木により全壊・流失した家屋
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速 報

結果の概要を整理した。
　大分県由布市の事例では、２基の砂防堰堤が土砂・
流木を捕捉したことにより、下流の被害軽減に役だっ
たと考えられる。
　熊本県阿蘇地域の事例では、巨礫を伴う土砂や流木
の流出により、家屋が流失・全壊するなどの被害が多
く発生していることが確認できた。

　最後に、今回の豪雨災害により亡くなられた方々の
ご冥福をお祈りするとともに、被災地の一日も早い復
興を心よりお祈り申し上げます。

参考資料
★	岳本川土石流災害調査所見；国土技術政策総合研究所	砂防研究室・
独立行政法人	土木研究所	火山・土石流チーム

★	H24.7.12熊本広域大水害に係る被害状況等について（第63報）平
成24年8月27日10:00現在；熊本県危機管理防災課

写真-12 下流流路の堆積状況

写真-15 土砂堆積の痕跡

写真-16 崩壊した斜面の遠景

写真-17 土砂・流木により流失した家屋跡

写真-18 国道沿いの堆積状況

写真-13 治山ダムの下流に堆積する巨礫 写真-14 土砂が流入した家屋

土砂堆積の痕跡
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連載エッセイ

3

防災のため
の心理学

吉川 肇子
きっかわ としこ

慶應義塾大学商学部 教授

http://www.bousai.go.jp/0228chile_tunami/100423_chile_tunami08.pdf（内閣府記者発表資料より加筆引用）

発生日時 イベント
2010/2/27　03:34（LT） チリ中部沿岸でM8.8の地震発生　
2010/2/28　06:42（JST）ハワイに津波到達、マウイ島で約1mの津波観測（AP通信）
2010/2/28　09:33（JST）青森県、岩手県、宮城県の太平洋沿岸に大津波警報発令

09:35（JST）青森県八戸市、岩手県普代村、災害対策本部設置、
避難指示発令
予想到達時間　八戸市・岩手県沿岸：13:30頃

13:30（JST）津波到達予想時間、津波観測されず
14:09（JST）岩手県久慈市、釜石市などで津波第１波観測（～0.3ｍ）

15:00～15:49（JST）岩手県太平洋沿岸で津波第２波観測（～1.2ｍ）
19:01（JST）大津波警報から津波警報への切り替え

2010/3/1　		10:15（JST）すべての警報・注意報の解除

警報通り津波が
来ると思った そんなに大きな津波

は来ないと思った

分からない 5％

津波は来ないと思った 2％ 警報より大きな津波
が来ると思った

61％

1％

31％

2011年3月11日に発生した東日本

大震災において、広域に大津波

警報（３m以上）や注意報が出された

のにもかかわらず、避難率が低かった

ことが指摘されている。災害時に避難

率が低いのはよく見られる現象だが、

この場合、前年（2010年）２月27日

に発生したチリ地震による津波につい

て気象庁の発表した情報が影響した

可能性が指摘されている。この時、三

陸地方に大津波警報が発表されたも

のの、気象庁は段階的に警報から注

意報へと切り替えながら、24時間近く

解除しなかった表-1。また、実際に襲

来した津波は予想よりも低く、３月１日

の会見で警報・注意報が長引いたこと

を謝罪している。ただし、この謝罪も

予測は過大でなかったとのちに取り消

されている。

　上記のような「大げさな」対応がも

たらす心理的な影響を考えてみると、

いわゆる「オオカミ少年効果（誤報効

果）」と同様な効果を生んでいるので

はないかと懸念される。「危機管理は

大げさなくらいでちょうどいい」と合理

化する人もいるが、コミュニケーション

に関しては、むしろ逆効果になること

が多い。誤報効果の研究からは、予

知情報や警報が空振りに終わった場

合､ 情報に対する人びとの信頼感が

低下し､次の警報が無視されがちにな

ることが明らかになっている。実際､

チリ地震の大津波警報についても､

八戸市民の6割が「そんなに大きな津

波は来ないと思っていた」と回答して

いる図-1。

　「大津波が来るといわれたのに実際

に来た津波は２m以下だった」あるい

は「行政の推薦する防衛行動（避難

など）をとってみたが、意味がないも

のだった」という感想を市民がもって

いることを放置してはならない。次の

災害の際に、「行政の言うことに従っ

ていても意味がないのではないか」「ま

た、大したことのない結果に終わるの

ではないか」という不信を生んで、市

民が行政の情報に対して反応しなくな

ることが予想されるからである。

　このような誤報効果があることは、

情報を出す側にも心理的な影響を及

ぼす。行政の立場からは、誤報と指

摘されるのを恐れて情報を控え目に伝

えるとか、正確な予測をしようとするあ

まり確認に手間取って情報が出てくる

のが遅くなってしまうようなことである。

避難遅れも被害を大きくする｡

誤報効果が起こるメカニズム
　誤報効果が起こるメカニズムはいく

つか指摘されているが､ 基本的なもの

として確率の学習がある。人は､ 出来

事の起こる確率を自然に学習している

（「確率マッチング」という）。もとは、

ネズミを使った実験なのだが､ ネズミ

にレバーを押せば６割の確率で報酬

が出る機械がある（「ガチャガチャ」の

ような実験装置だと想像して欲しい）

とすると､ 学習を繰り返すにつれ､ 10

回に６回程度の確率でしかレバー押し

をしなくなる。人でやっても結果は同じ

表-1 チリ中部地震津波襲来事件における主要イベント

図-1 大津波警報の発表を受け、どの程度の津波が来ると思ったか？（伊藤ら、2010）
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である｡ もちろん､ ネズミも人も､その

確率をはっきり理解しているわけでは

ない。被験者になっている人に聞いて

も確率を正確には答えられない。それ

にもかかわらず､ 反応としては､ 報酬

の発生確率に一致するというのがこ

の現象の興味深いところである｡ 動

物に共通の、適応に有利な何らかの

生物学的なプログラムが埋め込まれて

いると考えられる｡

　このことを予報・警報の確率につい

て当てはめるならば､それらが当たる確

率を､ 人々 は知らず知らずのうちに学習

しているということになる。つまり、当

たらない予報に反応しないのは、当た

らないことを学習した結果なのである。

　このようなメカニズムを知ったうえ

で、誤報効果についての対策を次に

紹介しよう｡ 対策は大きく分けて２つ

で､ 情報を出す以前に行うべき事前

対策と、誤報となった後に立てるべき

復旧対策がある。

誤報に対する事前対策
　事前の対策として重要なのは､ 誤

報であったと発表するタイミングであ

る。そのタイミングは、早いほど望ま

しい。「早い」というのは時期的な早

さではなく､ 予知情報がいくつかの段

階に分かれている場合、早い「段階」

での取り消しを指す。例えば､ 東海

地震のような４段階の情報がある場合

（後述）には､ 注意情報よりは調査

情報の段階での取り消しが望ましい。

早い段階で取り消しが行われれば、そ

の段階の情報までしか誤報効果の影

響は受けなくてすむ。

　また、情報の重大性が誤報効果に

与える影響についても検討されている。

大雨洪水警報のように、重大性が高

い情報ほど実際に実現すると考えら

れ、人々の恐怖を高め､ 対応行動を

とらせることにもなる。しかしその一方

で､	警報が誤報になった場合、大きな

誤報効果をもたらすことになる。

　典型的な例は火災報知器の誤作

動である。筆者は日本のデータを知ら

ないが、イギリスのデータでは火災報

知器の誤作動率は９割程度である。

しかも、常に最大音量で作動するた

めに誤報効果も大きい。

　以上のことから､ 誤報効果を防ぐ具

体的な対策として、警報の種類を細か

く分けることがあげられる。情報の種

類を細かく分ければ分けるほど、最終

段階の警報を出す可能性がそれだけ

少なくなるからである。例えば「避難

勧告」の前に「避難準備情報」を付

加するのがそれにあたる。

　しかし、段階を細かく分けるだけで

は十分ではない｡ その警戒度レベル

の区別が人々 に分かるようにあらかじめ

周知されていなければならない。東海

地震に関する情報はこのような視点に

立って設計されていると考えられている

が、命名が必ずしも分かりやすいもの

ではないため（東海地震に関連する調

査情報［臨時､ 定例］、東海地震注

意情報、東海地震予知情報）、市民

が識別しにくいという問題点がある。

同様の問題は他の国でも指摘されてい

る。例えば､ アメリカで2002年以降

導入された色分けによるテロ警戒レベ

ル（赤、オレンジ、黄、青、緑）を市

民は識別していないとのデータがある。

誤報に対する復旧対策
　たとえ警報が空振りに終わったとし

ても、その後の対応によって、信頼回

復は可能である。このような復旧対策

として２つを紹介する。

　第１に、空振りに終わった警報と

将来発せられる警報の区別が明確

に分かるようにすることである。誤

報経験の基本は､ 前述したように学

習である｡ 特定の誤報経験が、類

似の他の状況にも影響を及ぼして同

じ行動をとらせてしまう（学習の般

化:generalizationという）のである。

そのため、過去の経験が将来の経験

にマイナスの影響を与えないようにし

なければならない。

　具体的な手法としては、異なる危機

に別の名称を与えることがあげられる。

たとえば、前のインフルエンザがスペイ

ンインフルエンザならば、メキシコイン

フルエンザ、鳥インフルエンザならば、

豚インフルエンザ、というように、地名

や由来する動物の名称を冠することが

あげられる。ただし、復旧的対策とは

いえ、いったん名称が決まってしまうと

途中で名称変更するのは難しいから、

危機の前、あるいは発生時からこの

問題を意識しておくことが重要である。

　第２の方法として、警報が空振りに

終わった場合、そこに至った経過につ

いて詳しく説明することがあげられる。

なぜ誤報になったのか､ 何をきっかけ

として警報が出されたのか､	誰に責任

があるのか､人びとは疑問をもつため、

十分な説明がなされる必要がある。チ

リ津波の場合でも､ 最悪のケースを

想定したと気象庁は説明しているが､

その想定がどのように行われたのか､

十分に説明をしているようには見えな

い｡また、たとえ十分に説明していても、

報道発表するだけでは国民に伝わら

ない可能性もある。国民が説明を聞

いているのか､その確認もあわせてす

べきである｡

　誤報となった理由を説明した場合

は、警報システムに対する信頼は損な

われないことが、複数の研究結果か

ら明らかになっている。この意味では、

誤報それ自身が問題なのではなく、事

後に受け手側が納得できる説明がな

いことこそが問題といえる。十分な説

明は、誤報効果に対する事前の準備

がなされていないときでも利用可能な

唯一の方法であるから、是非活用して

もらいたい。

引用文献
伊藤英之・宇佐美誠史・吉川肇子（2010）；2010年チリ地震に伴う津波襲来時における住民行動
の検討（予報），地球惑星科学連合大会，CD-ROM
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平成24年6月19日砂防会館シェーンバッハ・サボーにおいて、３名の講師をお迎えし、(一
財)砂防・地すべり技術センター講演会を開催しました。当日は台風４号影響下の悪天候に
もかかわらず、280名もの方々にご聴講いただき、誠にありがとうございました。以下に
講演の概要を掲載します。

平成24年度
砂防・地すべり技術センター
講演会報告

（一財）砂防・地すべり技術センター　企画部

千木良 雅弘
ちぎら まさひろ

京都大学 防災研究所 教授

講
演
1

台風12号による深層崩壊発生場
──発生前後の詳細DEMを用いた地形解析結果

１．はじめに
　2009年に台湾で発生した小林村の深層崩壊以来、深
層崩壊が強く注目されている。深層崩壊は極めて短時
間に、かつ大規模に発生するため、被害軽減のために
は、その発生場所を予測することがきわめて重要であ
る。従来の研究では、重力による斜面の変形が深層崩
壊に移り変わるとの見方があるが、未だに深層崩壊
の発生場所の予測手法は確立されていない。そこで、
2011年9月に発生した台風12号による紀伊山地の深層
崩壊を対象に、その発生前後の地形を詳細DEMデー
タおよび空中写真に基づいて比較を行い、発生前の地
形を明らかにすることで、今後の深層崩壊の発生場所
の予測に資するための研究を行った。
２．地形・地質と災害の概要
２．１地形・地質

　紀伊山地は標高1,915mの八経ヶ岳を最高峰とする
山地で、高標高部には古地形面が広く分布している。
この古地形面を河川が下刻し、この下刻に伴って足元
をすくわれた斜面で重力による斜面変形と崩壊が発生
している。
　地質は、最北部に三波川帯と秩父帯が分布し、その
南側の広い範囲は四万十帯となっている。四万十帯は
白亜系の付加コンプレックスからなる北帯（日高川帯）
と古第三系の付加コンプレックスとに分けられる。今
回の災害発生の主要部は四万十帯に位置しており、混
在岩が広く分布していた。

２．２降雨と深層崩壊の概要

　８月30日17時からの総降水量は、紀伊半島の広い
範囲で1,000mmを超え、奈良県北山村では総雨量が
2,439mmを記録した。台風12号による崩壊発生の特徴
は、表層崩壊がきわめて少なく、深層崩壊が散点的に
発生したことである。いずれの崩壊も降雨終了時から
10時間以内に発生している。
　台風12号により紀伊山地一帯で発生した深層崩壊は
50箇所以上であった。これらの崩壊により奈良県では
15箇所で山村が孤立し、被害が長期化した。
３．方法
　調査対象は、50箇所の深層崩壊のうち規模が大きな
14箇所とした。これら14箇所の崩壊のうち、台風前
の詳細DEMデータが取得されている10箇所について
DEMデータを用いた地形解析を行った。また、DEM
データがない残りの箇所については、国土地理院が
1976年に撮影したカラー空中写真を用いて崩壊発生前
の地形を観察した。なお、崩壊地の分布は、国土地理
院と国土交通省近畿地方整備局の各ホームページに掲
載された台風12号関連情報を参考にした。
４．結果と考察
４-１　崩壊のスケール

　崩壊地の面積を１mメッシュのDEM	または国土地
理院発行の10mメッシュのDEMを用いて計測した。
その結果、最大規模のものは、548,500㎡の栗平の崩
壊、次いで赤谷の崩壊423,700㎡、これらのうち最も
小規模のものは坪内Aの崩壊で、面積35,800㎡であっ
た。崩壊深を最大深さの２分の１として崩壊体積を算
出すると、栗平の崩壊が約1,500万㎥、赤谷の崩壊が
約1,000万㎥であった。栗平の崩壊体積は、2009年台
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地質構造を呈しており、少しずつ土塊が移動して限界
状態となっていたところに今回の降雨が誘因となって
崩壊が発生したと考えられる。また、多くの深層崩壊
で斜面下部の小規模な崩壊が事前に発生しており、こ
れらの斜面では変形が進んだと同時に斜面下方から不
安定化も進んだと理解される。このことから斜面頭部
の小崖と下部の崩壊の組み合わせは深層崩壊の危険信
号であると考えられる。
５．おわりに
　深層崩壊の発生場所を崩壊前後の１mメッシュの
DEMを用いて解析した結果、ほとんどの崩壊は発生
前に斜面上部に小崖を有していたことが分かった。小
崖の変形量は斜面全体の大きさに比べて小さく、それ
らを客観的に抽出するためには詳細DEMが有効であ
ると考える。

湾小林村の崩壊の半分強、2005年の台風14号による耳
川流域の最大の崩壊（330万㎥）の5倍程度であった。
４．２見かけの摩擦角

　見かけの摩擦角（末端と冠頂を結んだ線の傾斜角）
は17°から28°で平均22°であった。また、等価摩擦係
数は0.31から0.53で平均0.44であった。大規模な崩壊
では、崩壊の体積が増加するほど等価摩擦係数が小さ
くなることが知られており、台風12号によって発生し
た深層崩壊は従来の大規模崩壊と同様の傾向を示した。
４．３崩壊発生前の微地形

　崩壊発生前後の詳細DEMデータが取得されている
崩壊について、崩壊発生前の地形と崩壊の輪郭とを詳
細に比較を行った。いずれの深層崩壊もその頭部とな
る部分に小崖あるいは線状凹地を伴っており、それら
が崩壊の輪郭とほぼ一致していることが明らかであ
る。崩壊地の多くは、面構造と断層で挟まれた楔形の

石原 和弘
いしはら かずひろ

火山噴火予知連絡会 副会長

講
演
２

新燃岳噴火と南九州の火山活動

１．南九州の火山活動の特徴
　南九州には11の活火山が分布し、このうち過去100
年に６火山が噴火するなど、わが国で最も火山活動の
活発な地域である。
　鹿児島県では、1968年頃から地震火山調査研究協議
会などの場で行政と専門家が情報交換を行い、連携を
図ってきた。1992年度からはハザードマップの作成検
討を開始し、各火山の火山防災マップが公表された。
1996年度には、鹿児島県防災会議が地域防災計画・火
山災害対策編を決定した。2000年12月の開聞岳や諏訪
之瀬島での地変時には、県、大学と気象台が迅速に調
査を実施し、活動評価結果と必要な措置についての助
言が関係自治体になされた。
　桜島では、2006年の昭和火口噴火を契機に、関係自
治体、気象台、京都大学、大隅河川国道事務所で構成
する桜島防災連絡会が組織され、月1回の割合で情報
交換と協議を行っている。

２．新燃岳噴火
　霧島山は、北西－南東に約20㎞、北東－南西に約10
㎞の広がりをもち、最近500年間に、新燃岳、御鉢と
硫黄山で噴火が発生している。
　新燃岳では、2011年１月19、22、26日朝に小噴火が
発生した。26日15時頃から噴煙規模が拡大し多量の噴
出物が降下した。約４時間後に噴煙は弱まったが、翌
27日にも２度の顕著な噴火が発生した。その後２月１
日には、強い衝撃波を伴う爆発的噴火が発生し、空振
による被害が生じた。爆発的噴火は2011年９月まで間
欠的に発生した。１月26日からの噴火直前の前兆は観
測されなかったが、噴火の進展に伴う変化が各機関で
モニターされ、噴火に伴う地下のマグマ溜まりの変化
が記録された。GPS観測では、噴火前に地下でマグマ
の蓄積が進行し、噴火によってマグマが放出された過
程が捉えられた。
　近年、霧島山周辺で初めて経験する本格的な火山噴
火であったため、噴火警報の伝達に一部問題があった
が、各自治体の規制等の対応は円滑になされたようで
ある。2009年に作成されていた火山防災マップが警報
発表や規制実施に役立ったと考えられる。霧島山は宮
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↗

↗

①昭和火口が次第に拡大して、1970～1980年代のよう
な爆発的噴火活動へ移行する
②昭和噴火のような火砕流、溶岩流出を伴う中規模噴火
③大正噴火のような大規模噴火
の3つを挙げ、①の可能性が高く、②の可能性もあるが、
直ちに危険が迫ることはなく、③の可能性は低いとの
見解が示された。結果的には、噴出量はピーク時の半
分程度であるものの、最も厄介なシナリオ①が進行し
ている。
　GPS観測によれば、姶良カルデラ周辺の地盤の膨張
が続いていることから、当面の噴火活動は、さらに爆
発的噴火活動が活発化に向かう可能性が高い。今後地
下深部からのマグマ移動が急増すれば、溶岩流出の可
能性もある。
４．おわりに
　火山噴火の予知は、実際は厄介である。有珠山のよ
うに、ある程度の周期性をもって活動するのは例外的
で、顕著な地変が数年続いても噴火しない例も多い。
また、噴火のたびに噴火の場所や様式が変化すること
がある。
　桜島や新燃岳（霧島山）については、事前に火山観
測体制が整備されていたことから、噴火の兆候や噴火
開始後の噴火活動や地下のマグマ活動の変化を追跡す
ることができた。このように、火山災害軽減のために
は、観測体制の整備と関係者が連携して火山防災に取
り組むことが大切である。南九州の火山活動は今後も
活発な状況が続くと予想されることから、各火山を注
意深く監視することが必要である。

崎・鹿児島両県にまたがり、市町によって関係するハ
ザードが異なる、しかも噴火災害に経験のない自治体
関係者が多い。そのような状況のなかで、政府支援チ
ームの活動が果たした役割は大きい。
　新燃岳では2011年12月以降、深部からのマグマ供給
はほぼ停止していると見られるが、2012年４月末に韓
国岳西方で群発地震が発生するなど、火山活動は依然
として活発な状態である。今回の噴火に匹敵する享保
噴火は、終息までに約2年を要しており、噴火活動が
終息したと結論できる段階ではない。
３．桜島の火山活動
　桜島は歴史時代に４回の大噴火が発生し、中腹や麓
から溶岩等を噴出している。1914年大正大噴火後の約
20年間は静穏であったが、1935年頃から中小噴火が発
生、1946年に桜島南岳東斜面の噴火口から溶岩が流出
した。この噴火後数年間は静穏であったが、1960年か
らの数年間と1972年から約20年間は、多量の火山灰を
放出する噴火活動が継続した。
　2004年に地元自治体、大隅河川国道事務所、鹿児島
地方気象台、学識経験者で構成される桜島火山防災検
討会が発足し、ハザードマップの改訂、観測監視情報
等の共有など防災対策の検討が開始された。2006年3
月にはハザードマップが住民に配布され、説明会が開
催された。
　2006年６月４日、昭和噴火口跡で噴火が始まったが、
明瞭な前兆は観測されなかった。この噴火後、桜島爆
発対策連絡会議では、当面10年間の見通しのシナリオ
として、

鈴木 聡
すずき さとし

NPO法人
足尾に緑を育てる会 会長

講
演
３

グローカルな取り組み
──次世代へつなぐ緑化プロジェクト

１．はじめに
　足尾町は栃木県の最西部、利根川の一大支流渡良瀬
川の源流に位置し、銅山と共に歩んできた町である。
16世紀半ばには採掘が始まっていた足尾銅山は、江戸
時代には幕府直轄の銅山として繁栄し、明治維新後、

民営鉱山になると相次ぐ富鉱の発見と先進技術の導入
により、産銅量は飛躍的に増え近代日本の発展を支え
る大きな原動力となった。しかし一方で周辺に大規模
な環境破壊をもたらした。銅山による濫伐で保水力を
失った足尾の山は大雨のたびに鉄砲水となり、鉱毒は
渡良瀬川を流れ下り被害は流域一帯へと広がっていっ
た。また、源流域の足尾の山々は、製錬所から排出さ
れる有毒ガスにより2,400haとも3,000haともいわれる
地域が荒廃してしまった。
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講 演 会 報 告

２．緑化事業、苦闘の歴史
　足尾の緑化事業の歴史は、1897年（明治30）、明治
政府が治山事業を指示したことに始まる。しかし製錬
所から有毒ガスが発生しているなかでの緑化事業はな
かなか成果を挙げることができなかった。1956年（昭
和31）、有毒ガスから硫酸を回収する施設が完成し、
そこから緑化事業は本格的にスタートした。植生盤や
植生袋の使用に始まり、ヘリコプターによる吹き付け
まで、あらゆる方法が駆使された。こうして足尾の緑
化事業は、煙害地の約半分の面積に緑化工事が施され
たといわれている。
３．足尾に緑を育てる会結成
　1995年、足尾に緑を育てる会の前身である ｢わたら
せ川協会｣ の総会に先立ち、1988年に建設省により砂
防を目的に設置された「大畑沢緑の砂防ゾーン」の荒
地にサクラの苗木10本とクスノキの苗木２本を有志で
植えた。雑談のおりに、「足尾にも花見ができるとこ
ろがあればいいね」という何気ない会話がきっかけで
ある。しかし、このときの苗木は見事に枯れてしまっ
た。翌年、宇都宮大学農学部の谷本丈夫教授を招き、
実際に現地で植樹活動のレクチャーを受けた。このと
きの「きみたちは花見をしたいだけなのか。この荒涼
たる風景を見てなにも感じないのか」という谷本教授
のひと言が、荒廃している山を見慣れていた私たちの
心のスイッチを切り替えた。その後、「わたらせ川協
会」創立に関係のあった上流下流の市民グループが集
まり、｢足尾に緑を育てる会｣ を結成、植樹活動が始
まった。
４．第１回春の植樹デーを開催、官民協働の大きな流れ
　1996年５月の第１回目の春の植樹デーでは、苗木や
黒土、道具を持ち寄り、160人が大畑沢に集まった。
砂礫まじりの土は大きな石がゴロゴロ出てきて穴を掘
るのもひと苦労であったが、この日は約300㎡の場所
に100本の苗木を植えた。1998年の第３回春の植樹デ
ーからは、駐車場の上部急斜面が、国土交通省によっ
て等高線に沿って階段状に整備され、植樹参加者は安
心して作業を進められるようになった。植樹地を「官」
が整備し、そこに「民」がボランティアで植樹活動を
するという、官民協働のシステムができ上がった。そ
の後、植樹する楽しさと景観のよさから参加者は毎年
増加し、2010年にはこれまで最高の1,850人の参加者
数を記録した。

５．足尾ならではの環境学習
　国土交通省渡良瀬川河川事務所では、1993年より砂
防広報活動の一環として小学校等の体験植樹の受入れ
を行ってきた。希望者が年々増加してきたことから、
2002年より当会に業務を委託され、連携を図りながら
体験植樹の支援を行っている。当初は小中学校を中心
に50～60団体が参加してたが、最近では、社会貢献を
兼ねた高校生・大学生や企業・各種団体なども加わり、
サポートする年間の団体数は200に迫る勢いである。
６．運動の広がり
　春の植樹デーと体験植樹の他にも、年間行事として
７月に夏の草刈デー、11月に秋の観察デーのほか、毎
月第３土・日曜日は作業デーとして草刈や苗木管理、
土作り、鹿除けネットの補修などを行っている。また、
「地球環境―いま、私たちにできること」をテーマに、
2000年からは毎年８月に足尾グリーンフォーラムを開
催している。さらに足尾砂防ダムのある銅親水公園の
一角に足尾環境学習センターが2000年に開設され、緑
化の歴史や環境問題に関する展示が行われている。
７．未来遺産に登録
　私たちの活動はじつに多くの人たちに支えられ、こ
れまで16年間続けてくることができ、だんだんとその
活動も認められるようになってきた。2011年12月には、
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟のプロジェクト未
来遺産に登録された。今回登録された当会の「渡良瀬
川源流の森再生プロジェクト―足尾銅山の荒廃地に植
樹―」では、「日本のみならず世界の環境問題の原点
となるプロジェクトであり、国土交通省・林野庁・栃
木県・地域住民・観光客・小中学校・大学の産・官・学・
民の連携と今後100年を見据えて子供と共に行う壮大
さ、また日本だけでなく世界のモデルとなりうる環境
復元活動である点が高く評価された」との評価をいた
だいた。
８．展望
　活動を通し、一度壊してしまった自然を取り戻すこ
との困難さを、今、私たちは肌で感じている。鬱蒼と
したかつての森を再生するには、まだまだ気の遠くな
るような歳月が必要である。「足尾の山に100万本の木
を植えよう」のスローガンのもと１年に１万本植えて
100年続けと、活動への参加を通して、次世代、また
次の世代へとつなげていきたいと考えている。
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図-3の範囲

小原台

中村 三郎
なかむらさぶろう

防衛大名誉教授・地すべり学会顧問
市文化財専門審議会委員・理学博士

斜面環境
「浦賀道」と二つの開国

１
はしがき

　三浦半島は首都圏にあり、とりわけ景観に恵まれた
温暖な地域であり、居住地としても観光地としても最
適で、多くの人々に活性をあたえる格好の場となって
います。この三浦・横須賀そして浦賀は、太古の昔か
ら今日まで東日本にとっては要の地としてのエピソード
も多く、「古事記」「日本書紀」などにおける古代の記
録に加えて、その後の三浦に関わるさまざまな史実は
まことに豊富であります。古代の人々の活動を伝える
伝説は東日本の人と歴史の確かな幕開けを告げました。
　また近世の三浦半島、浦賀・久里浜において推進・
展開された事件は、日本にとっては大きな歴史の転機
をもたらし、日本が近代国家へと脱皮する大きなきっ
かけになったという事実は万人が認めるところであり
ます。当時の浦賀・横須賀は、先進的な国際関係を推
進するため日本の玄関の役割を果たしたといっても過

図-1 三浦半島の葉山層群と浦賀道・御所ケ崎・久里浜の位置
（葉山層泥岩地域は ｢地すべり多発地｣）

「サスケハナ号」（中村・画2012）
1853年７月８日ペリー提督率いるアメリカ軍艦４隻が浦賀沖
に来航した時の旗艦「サスケハナ号」（全長78m、大砲９門、
2450t、乗員300人）。船には防蝕・防水のためタールピッチを
塗っていたため外観は黒く、船体構造は木造、船の外板、肋骨
は鉄の斜材で補強されていた（船の科学館ガイド2003）。この
絵は各種資料を参考に	描画したもの。
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層群・相模層群などの海成層などによって構成されて
います。山をつくる力そして削る力は、海に囲まれて
いる地勢と断層の存在も加わり、多様な構造地形をつ
くり出しています。三浦の主峰大楠山塊は、房総半島
にも連続する葉山～峰岡隆起帯に位置し、半島はほぼ
南北方向に細長いが、北西～南東方向に発達する数本
の断層によって区切られた帯状の地塊が卓越していま
す。また断層等も反映した溺れ谷（谷

や

戸
と

）地形の発達

言でありません。さる７月14日には久里浜においてペ
リー来航159年の記念式典が盛大に挙行されました。

２
三浦の起伏と風情

　三方を海に囲まれた三浦半島、その地質は第三紀中
新世以降の堆積物である葉山層群を基盤として、三浦

図-3 三浦半島北部地域の浦賀道と京浜急行・ＪＲ線位置（区域は図-1参照）

図-2 小原台（図-1参照）より北西方向を鳥瞰（中村・画）「谷戸地形口」付近に発達した東浦賀道の位置が目立つ
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司馬遼太郎（1996）の『街道をゆく42』に次のような
三浦半島記があります。「一の谷の上にひよどり越と
いう崖がある、山路を駆けてこの崖の上まできたとき、
源氏の武者たちはたれもがひるんだ、足もとに大地が
なかった。このとき三浦党の佐原十郎義

よし

連
つら

が進み出て、
こういう坂は何でもないことを具申した（中略）。三
浦では鳥を追っているとすぐこういう崖になってしま
います、義連（三浦義明の七男）は半島の地形と日頃
の暮らしについてふれ「こんなひよどり越えなんぞは
三浦の者にとって馬場です」といいまっさきに坂落し
したため、他の者もあおられてそれに続いた」とあり
ます。三浦の衣笠城で育った義連のいう馬場とは、平
作川流域の谷戸、谷頭部の衣笠城や佐原周縁の峻検な
山野を指し、そこを馬場として鍛錬し急崖斜面に親し
んでいたわけであります。
　今日、私達にとって谷戸周縁の急傾斜地の多くは「急
傾斜地崩壊危険個所」の事業対象となる地形部分であ
り、横須賀をふくむ半島地域は、首都圏に位置すると
云うことも加わり、全国でも１･２位の急傾斜地の対
策事業地ともなっています（鶴木2004）。

３
古代と現代をつなぐ浦賀道

　古代からわが国の幹線道路の一つに東海道がありま
す。その延長上に三浦半島の「浦賀道」が考えられて
います。古道浦賀道を金沢八景付近から辿ると、上述
の京浜急行線にほぼ沿ったゾーン、そして今日の国道
16号線沿いであります。狭長ながら谷戸の広がりの多
くの部分は、縄文時代後期から弥生時代以降は水稲
栽培に利用され、地域の人々の生活・生存を支える貴
重な「場」でもありました（今日はそのほとんどが宅
地化され利用し尽くされています）。そのような「場」
を繋ぐかたちで、自然にできた古道も次第に展延し延
長・拡大され、長い年代を通じ利用されてきたものと
考えます図-2、図-3。
　東海道から三浦半島へ入る「浦賀道」の山道にはか
なり険しい部分もあり、時には金沢八景から船によっ
て移動し浦賀へ辿り着いたという記述が見られます。

も顕著で地域の人々の生活と深い関わりをもっていま
す。半島の海岸は全体がほぼ沈水地形の特色を示して
おり、特に北東部・南西部には大小の湾入・港が発達
し、古来のユニークな谷戸や港の文化をも醸成してき
ました。東京湾側における三浦のこの港の存在は、浦
賀が伊豆下田にとって代わり、日本の国際化・近代化
に大きく貢献し得るきっかけになったということも考
えられます図-1。

２-１　谷戸と恋の道ゆき

　横須賀にまつわる團伊玖磨先生作曲の合唱組曲「横
須賀」に ｢東海の三浦をわけて　ふるさとは　大洋（わ
だつみ）広く山青く　先史に開く悠久の……｣ さらに
「じいちゃんの　そのまたじいちゃんとばあちゃんの　
好いて好かれた昔の話　いせき娘のばあちゃんが　ひ
とり谷戸の山越え訪ねてゆけば　じいちゃんのそのま
たじいちゃんが　海から小舟で送ったそうな」（栗原
1933）という歌詞があります。この詩には三浦の断層
や谷戸の尾根越えや、リアス式海岸を小舟で回る谷戸
の風情がまことによく描かれていて感銘いたします。

２-２　山の辺をブチ抜く、12分･13トンネル

　横浜から京浜急行で約30分、金沢八景に到着しま
す。列車は三浦半島の付け根のような位置にある八景
から12分ほどで浦賀・久里浜の分岐点、堀之内駅に到
着します。このわずか12分の間になんと13もの大小の
トンネルを通過いたします。はじめてこの列車に乗っ
た時トンネルの多いのに驚きました。列車は海岸線に
対して概ね平行に走り、谷戸と尾根は湾岸に対してほ
ぼ直交しているので、列車は谷戸を通過する時、尾根
をほぼ直角にぶち抜くような状況のトンネルを通過し
ます。谷戸・尾根の景観の変化も目まぐるしく、トン
ネルを数え直したことがあります。トンネルは谷戸地
形において、人間の交通路を確保するための脱桎梏の
手段であり、地盤の安全に対してかなりの対応が要求
されます。

２-３ 義経の坂（逆）落しを演出した、

 三浦（佐原）十郎義連

　源義経の戦記に一の谷の戦い（1184年）があります。
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に浦賀道は三崎へと延び、これらの道は三浦半島を縦
断する重要な御用道路でもありました。

4
日本武尊の東征と弟橘媛命

　大和朝廷は第10代の崇
す じ ん

神天皇（御
はつくにしらすすめらみこと

肇国天皇）からの
記録が確かで、この頃から王権統一のための平定軍を
東西に積極的に派遣したと推測されています。12代景

けい

行
こう

天皇の二男といわれている日
や ま と た け る

本武尊は、西国の熊
くま

襲
そ

を平定し帰朝された直後、父景行天皇の指示によって、
ひき続き東国蝦

え

夷
ぞ

の征伐を命ぜられました。
「古事記」と「日本書紀」の記録によれば、東征に関
わるコースはそれぞれ次のような記載がみられるとの
ことであります（長山他1994）。（記紀とも、それぞれ、
走水の一つ先までのみ示しました）。
「古事記」伊勢－尾張－相

さが

武
む

－焼
やき

遺
ず

－走水海－荒ぶる
蝦夷……
「日本書紀」伊勢－駿河－草

くさ

薙
なぎ

－焼津－相模－馳水（走
水の古名）－上

かず

総
さ

……
　などとなっています。どちらのコースを辿ったにし
ても、東海道・浦賀道を経て走水に到達しています。
　焼津から直接、海路で走水というコースを記入して
いる文献を瞥見したこともありますが、いずれが正し
い記載なのか判りません。また「日本書紀」に記載さ
れている「草薙」においては、日本武尊が火攻めに遭
遇した折、伯母から拝受した「草薙の剣」（三種の神
器の一つ）によって火勢を排除して難を切り抜けたと
いう話は、昔、歴史書や絵本で拝見しました。
　日本武尊の走水へのコースが、東浦賀道を辿ったか
西浦賀道（古東海道・鎌倉道）から走水へ到達したの
かも承知していませんが、東征の一行は浦賀道を経て
御所ケ崎へ到達し、臨時の御所を設け軍旗を立てたと
いう伝説からこの地を旗山崎とも呼んでいます（図-1

参照）。晴れあがった日、御所ケ崎から眺望すると、真
近に見える上総の山々と湾岸の景観・海の色・カモメ
の飛び交う三浦水道の風情は美しい。この海と上総の
景観も、台風などで荒れるとひとたまりもありません。
　忘れられないのは弟

おとたちばなひめのみこと

橘媛命、入水の話であります。

　浦賀道最大の難所は田浦から登る十三峠とその付近
で、今日もなおその状況を推測できるような部分もあ
ります写真-1。このたいへんな山道は、谷戸地形の谷
頭部周縁の急傾斜や急崖に囲まれた地帯であります。
この浦賀道最大の難所十三峠中心のゾーンが京浜急行
の「12分13トンネル｣ の主な部分でもあります。
　峠へと辿る途中、三浦一族と由緒深い長善寺を経て、
十三峠へ登りつめると、日本の外交や貿易に尽力した
三浦按針（ウィリアム・アダムス）夫妻の墓・桜の名
所塚山公園など数々の由緒深い場に到達いたします。
公園の突端における展望は見事で、遥か彼方の横浜の
ランドマークタワーやベイブリッジ等も眺望できます。
　逸見・汐入を経て聖徳寺、京浜急行沿いに春日神社、
さらに大津へ、矢ノ津坂を経て浦賀に到るコースが「東
浦賀道」であります。浦賀道には何本かの間道があり
ますが、前述の東浦賀道に加え、東海道の戸塚宿から
鎌倉、逗子、葉山、金谷、公

く

郷
ごう

を経て大津村で東浦賀
道と合流する「西浦賀道」があり、この道は古東海道、
鎌倉道とも呼名を変えている古道でもあります。さら

写真-1 十三峠標識（かつての峠みち付近も今日宅地化している）
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という歌碑を、由緒深い走水神社（日本武尊下賜の冠
と弟橘媛命の櫛を祀る）境内に建立し偲び尊んでいま
す写真-2。
　神話・伝承には、現実に起こり得ないことも書いて
あるのかも知れません、しかし、先人が長い間信じ伝
えてきたことの一端には、事実の一部もあるのでは
……などということも考えられています。今も御所ケ
崎に隣接する走水小学校の子らは折にふれ
「……やまとたけると　たちばなひめの　ゆかりの地
つよくやさしく　うつくしく……」
という校歌を元気よく唄いあげ、三浦と走水の風情を
愛
め

でつつ歴史を受け繋いでいます図-4。

5
泰平の眠りを覚ました、蒸気船

　18世紀以降、日本に寄港・来日する外
国人が次第に増えてきました。ヨーロッ
パでは、蒸気機関の発明に伴う産業革命
が1760年代以降進展し、産業・経済の発
展が進みつつありました。古来来日した
多くの外国人は日本の文化・歴史に大き
な影響を遺してくれました。当時「鎖国
状態」にあった日本にとって最も大きな
影響を与えたのは、米国の「マシュー・

日本武尊が走水から上総へ渡るその時、暴風雨に阻ま
れ立ち往生してしまいました。これを一行は「海神の
怒りのため」と考え、このとき同行してきた后弟橘媛
命がみずから入水して海神の怒りを鎮めた、という伝
説があります。再度、合唱組曲「横須賀」の詩には「荒
ぶれて　逆く　海に　雲はわき　上総が見えず、　砕
け散る　波の　穂の間に、ぬば玉の　黒髪　ゆれて、
　海底に　姫はしずみ、消えて　行きしと」　などと
詠われ（栗原2001）偲ばれています。その後多くの人々
が「弟橘媛命いまはの御歌なり」という歌
「さねさし相模の小野に　燃ゆる火の　炎中に立ちて		
問ひし君はも」

写真-2 日本武尊と弟橘媛命を祀る走水神社

図-4 御所ヶ崎（旗山崎）：右、走水港・走水集落：左。中央の建物は走水小学校（中村・画）

sabo vol.112 Oct.201222 sabo vol.112 Oct.2012



ます。日本へ来る前に東洋各地を訪ね、東洋人や日本
人に関わる様々な研究と情報収集もしていました。沖
縄では首里城を訪ね、琉球王府の丁重なもてなしを受
けていました。そこで彼は中国料理に優る琉球料理と、
「守禮之邦」（礼節を尊ぶ国の意：守礼門にかかる扁額
の銘）に接し賞賛しています（サミエル・モリソン
2007）。当時琉球は日本に服属し、薩摩の支配下にあ
ったという事情をペリーは心得ており、琉球訪問によ
る体験は、日本人の性格や日本開国の手がかりを得る
ための努力ではなかったのかと指摘されています（山
本2003）。当時、日本は頑固に鎖国状態を維持してい
る ｢半未開国｣ で、外国の干渉を排除するという認識
を持っていました。ペリーの日本寄港の７年前、「ビ
ッドル提督」が来航し、日本に開国を迫りましたが、
ビッドルは紳士的な折衝に終始したため「追い返され
てしまった」とペリー提督は理解していました。そこ
で彼は、次のような三つの基本方針を強く保持しつつ
日本側と交渉することを決めていました。
　すなわち、１.	圧倒的な武力と国力の差を幕府に見
せつけること、２.	幕府中央官僚とのみ交渉すること、
３.	日本と長年交流のあったオランダの仲介に頼らず
直接交渉すること等が、機密報告書に記録されている

カルブレイス・ペリ－」であるということは万人の認
めるところであります。すでに小学生の頃から学び強
く認識してきた外国人といっても過言でありませんで
した。今日、三浦・横須賀を訪れる人々が必ず見学す
るところといえば、久里浜の湾岸に建つ大きな「ペリ
ー記念碑」であります。この記念碑は1901年（明治33
年）、1853年（寛永６年）のペリー来航時に少尉候補
生であったビアズリー米退役海軍少将が再来日し、そ
の時の熱い希望と、その後の米友協会の努力により久
里浜の地に建立されました。今日、伊藤博文公筆によ
る「北米合衆国水師提督伯理上陸記念碑」を見ること
ができます写真-3、図-5。

５-１　ペリーの思考、日本への対応

　ペリーの浦賀への来航は1853年７月８日であります。
　日本来航前にはヨーロッパを経てシンガポール・香
港・フィリピン・上海・広東・マカオ等東洋諸国を訪
ね、日本来航直前の５月26日～７月２日には沖縄を訪
問し、その間6月14日～18日には小笠原へ行っており

写真-3 ペリー提督上陸記念碑（1910年建立）

図-5 三浦半島中北部と「浦賀」・｢久里浜｣ 位置図（googleによる）

1km
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浜で親書を受領することに決し、1853年７月14日、久
里浜において親書を受領することにしました。米国側
の300人の上陸部隊、日本側1000人を超える軍勢等の
整列する中「ペリー提督」は上陸し、軍楽隊演奏のな
か応接所に入り、日本側「戸田伊豆守・井戸石見守」
と相対しました。ペリーは、大統領親書と自分の信任
状・提督自身の書簡３通の計５通を、オランダ語・中
国語の翻訳とともに手渡しました。戸田伊豆守からは、
受領書が手渡されました。この会見では話し合いを行
わないということが合意済みのため、ペリーはそのま
ま艦にもどったということです。（山本2003）。
　ペリー提督は1854年（嘉永７年）３月31日再度江戸
湾に来航しました。幕府は浦賀の応接所を急遽横浜に
移設し、ここで「日米和親条約」を締結しました。「戦
わずして得られた条約」を実現し得た意味は大きく（加
藤2001）、日米双方の関係者の努力、特に幕府側の中
島三郎助ほか浦賀奉行所の皆さんの尽力は今日も尚称
えられています。
　三浦湾岸の一部にすぎないこの浦賀・久里浜は、日
本を200年来の鎖国から解放し、今日の産業・経済や
社会構造を構築するきっかけをつくった大切な場とな
りました。太平洋戦争の最中、米国は敵国ということ
でペリー記念碑は一時撤去されていましたが、終戦と
共に直ちに復活いたしました。2012年７月14日、久里
浜で開催されたペリー来航159年の記念式典に参加さ
せていただき、内外の参加者とともに ｢横須賀で歴史
が大きく動いた｣ ことの経過と歴史を改めて重く感じ
ていました。

6
三浦・沖縄中城とペリーの旗立岩

　2011年、沖縄県中
なか

城
ぐすく

村
そん

の大規模地すべり地におい
て地すべり学会現地検討会が開催されました。その折、
たまたま現地近くの眺望のよい公園の一角に、ペリー
一行が中城背後の岩山登頂を記念する「ペリーの旗立
岩（中城村指定史跡）」なる記念碑と説明板を発見し
驚きました（写真-4菅野2012）。とにかくペリーは琉
球訪問によって、日本と日本人に対するよい印象と期

とのことです（会津2007）。そして交渉場所は当初か
ら江戸に近い場所という方針でありました。上記の１
～３で決めていたことはその後の交渉の結果に生かさ
れていました。

５-２　幕閣の混乱

　三浦の松輪沖で鮑採りをしていた漁師が「猛スピー
ドで黒い煙をはく船が江戸湾を目指している」と驚き、
三崎の奉行所出先を経て浦賀奉行所へ知らせてきたそ
うであります。しかし、奉行所へその報告が届いた頃
には、すでに黒船は浦賀沖に到達していました（山本
2003）。巨艦であることや蒸気船のスピードの速いこ
とに驚愕していました。浦賀奉行所は直ちに早船を仕
立て幕府へ知らせると同時に、早馬により浦賀道（御
用道路）によって次々と幕府へ状況報告を行いました。
浦賀奉行は与力・中島三郎助とオランダ語通詞・堀達
之助を旗艦サスケハナ号に派遣し副官コンテイと会見
しました。中島は幕府の取り決めに法り長崎へ廻航す
ることを求めましたが、アメリカは応じませんでした。
また艦隊司令官ペリー提督は副官を通じて、自分にふ
さわしい高官とのみ会見すること、日本のしかるべき
高官に大統領親書をお渡しする、という固い意志を伝
えてきました（長山他1994）。
　幕府内の意見調整を伴う返答が遅れる間、ペリー艦
隊はいち早く次の来航に備えて、江戸湾内における示
威活動を兼ね、観音崎・猿島・金沢・杉田沖等へ入り
水深測量等の情報収集などを実施していました、後日、
羽田沖など江戸湾へ深く入っています。測量結果は今
日でも信頼できる資料であるともいわれています。幕
府や湾岸地域住民に対するぺリー艦隊の示威活動は効
果的で、幕閣は返答の結論を急ぎ、大統領親書の受け
取りを決定せざるを得ませんでした。一方湾岸の庶民
は、艦隊が発する空砲におびえて避難支度をする住民
がいる一方、艦隊に興味を抱き友好的に小舟で艦の周
囲を訪ね、見学して回り、排除されていたという記載
もあります（サミエル・モリソン1968）。

５-３　日本開国の玄関・中心となった、浦賀・久里浜

　幕府は幕閣からしかるべき者を現地に派遣すること
はせず、浦賀奉行戸田氏

うじ

栄
よし

を幕府高官に仕立て、久里
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★	加藤祐三（2001）；ペリー来航とその時代、開国史研究会講演会資料
★	神奈川県横須賀土木事務所（2004）；土砂災害危険マップ、神奈川県

わる歴史や開国、その後の発展の成果に感謝しつつも、
今後は ｢自然を正しく恐れる努力｣（中村2012）に励
み認識を深めたいものであります。

謝辞　本小文記載にあたり資料の教示をいただいた県
横須賀土木事務所の鶴木拓也氏、写真を送って頂き意
見を寄せていただいた川崎地質　菅野孝美・加藤靖郎
の両氏、各種資料等の調整をいただいた橋本直樹・犬
飼仁美の各氏に厚くお礼申しあげます。

待をもったのではないかということも推測できます。
しかし、浦賀来航前、幕府に対応するために彼が決め
ていた前述（5-1）の積極的な３つの取り決めと、「も
し日本が開国を拒否した場合には、琉球や小笠原諸島
を占領することまで視野に入れていた」というペリー
提督日記の記載（会津2007）とその覚悟などは、この
旗立岩に一時期星条旗を立てた頃から心に決めていた
のではないのか、などと思います。
　中城村、旗立岩の東山麓は第三紀島尻泥岩層よりな
る地塊で、古来地すべり性崩壊などの現象が頻発して
いました。2005年（平成17年）にも大規模な斜面崩壊
が発生し、山腹下位の国道を脅かしていました。中城
地域の地すべりを熟知し、三浦半島の葉山泥岩層地帯
地すべりにも詳しい県土木事務所の鶴木拓也一課長、
学会幹事菅野孝美博士・加藤靖郎技術士によれば、両
地域の泥岩の土質・土性と断層・谷戸地形との関わり、
地塊の挙動関係等には類似性が多いことなど教示いた
だいています。私は「地すべりにとっての二大悪泥岩」
などと非公式に認識し対比しています。
「中城村の島尻泥岩層地すべり現地」……「ペリーゆ
かりの旗立岩と地すべり地塊」……「三浦の葉山泥岩
層の地すべり地帯」。たまたまペリー提督が行動した
地域には、自然との関わりに共通の問題もあり、不思
議な縁と偶然に興味を惹かされ
ています。

　昨年３月11日の東日本大震災
と、それに伴う未曾有の大津波や
地盤災害は、三浦の人々にとって
も大きな関心と不安感を与えて
おります。迫りつつある東南海大
地震の予想、地球の温暖化と気候
変化に関わる様々な問題は、三浦
が首都圏・通勤圏に位置するこ
ともあり、1960年代以降の地形改
変・宅地造成等は社会構造にも大
きな変化をもたらし、地域の斜面
環境の安全にとって重い課題と
なりつつあります。古代から近世
の「人と自然と社会構造」にかか 写真-4 ペリー旗立岩記念碑と今日の展望台
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技術ノート ● ● ●

鋼製砂防構造物に
ついて ③
──錆

さ び

とその対策について

嶋 丈示　しま じょうじ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術開発研究室長

ら、できるだけ錆びさせず、私たちに役立てたい。鉄は
錆びさえしなければ、永久に使用できるといってよいで
しょう。それほど、錆は耐久性に影響します。その方法
として、鉄自体を錆びにくくする方法、錆びさせる要因
の一つである酸素と水を遮断する方法、おそらくこの二
つに大別できると思います。ここでは、鋼製砂防構造物
の錆対策について述べたいと思います。

２．鋼製砂防構造物の錆

　一般の鋼構造物は塗装しますが、その目的は、錆止
めと美観です。鋼製砂防構造物も塗装していることが
多いですが、砂防で利用される鋼製透過型砂防堰堤な
ど流水に曝されることが多いため、流砂により塗装や
メッキを施しても剥がれて地金が出てしまい、そこか
ら錆が発生します。そこで、あらかじめ所定の板厚に
腐食しろを設けて、耐用年数を稼いでいます。この理
由は、砂防堰堤を設置する箇所が腐食環境が厳しくな
いところを選んでいることもあり、腐食しろによる板
厚増が最も簡便で経済的な方法だからです。ですから、
重防食やアルミ溶射など、耐食性に優れたものはあり
ますが、設置環境を考えると腐食しろで対応するのが
賢いやり方でしょう。腐食しろは以下の式から決定し
ます。

　腐食しろ ＞（年間腐食速度）×（耐用年数）

　年間腐食速度は腐食環境により異なります。図-1は
「普通鋼の大気暴露試験結果（社）鋼材倶楽部、土木
構造物の腐食・腐食Ｑ＆Ａ（平成４年５月）」のデー

１．はじめに

　鉄は高強度で加工しやすいので、金属のなかでもっ
ともよく生活に使われます。ただ、鉄自体は自然界にそ
のままの状態であるわけではなく、鉄鉱石の中に酸化鉄
として存在します。この中から鉄だけを取り出すわけで
す。鉄鉱石は海外から輸入されますが、これを溶鉱炉
に入れ溶かして鉄を取り出します（製鉄）。この状態の
鉄を銑鉄といい不純物を多く含んでいます。さらに不純
物を取り除いて、鉄の特徴を活かすよう他の金属を添
加し鋼にします（製鋼）。この過程には色々な方法があ
りますが、本題から外れるので、ここでは鉄が取り出さ
れ鋼になった後の話をします。鉄は鉄鉱石の中で安定
した状態で存在していますが、エネルギーを加えて酸
素と分離されるのですから不安定な状態になります。
ですから、製錬された時点から鉄は安定しようと酸素と
結びつこうとします。つまり、錆びるのです。鉄を取り
出すとき相当なエネルギーを使って取り出したのですか

図-1 腐食速度

写真-1 乾湿を繰り返す箇所の錆の発生
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所、②は無塗装の箇所です。②は腐食速度が大きいの
ですが、調べたなかではこの一箇所だけでした。無塗
装だからといって腐食速度が速いわけではありませ
ん。おそらく、火山ガスが溶けた雨水が集まるなど、
錆の進行を促進させる状況があったものと推察されま
す。このことから考えると、流水の集まる箇所を特定
させる工夫はできますから、施設ごとに適切な防錆対
策を施すことは十分可能と考えます。
三宅島の調査結果

　　　①1.5／（0.02～0.07）＝ 75～21年

　　　②1.5／0.25 ＝ 6年

神津島の調査結果

　　　　1.5／0.01 ＝ 150年

　写真-3はB型スリットに飽和ポリエステルの粉体塗
装を施したものです。この塗装は熱せられた鋼材に高
分子の粉体を吹き付けることで、熱によって溶けた粉
体が鋼材表面を膜状に覆うことで酸素と水を遮断しま
す。通常の塗装より強固で耐久性が高いものです。三
宅島のような高濃度の火山ガス地帯では腐食の進行が
早いのでこのような特殊な塗装を使ったのです。この
塗装は構造物が熱いうちに粉体を満遍なく吹き付ける
必要があります。小型の構造物ならよいのですが、B
型スリットのように大型のものは初めてのようで、全
体を綺麗にコーティングできなかったようです。そこ
から剥離して錆が発生しています。浮き錆は出ていま
すが、母材内部に錆は進行していませんでした。健全
な箇所ではナイフで削ろうとしても歯が立たないくら
い強固で密着度も高いです。
　どちらの例も腐食環境としては厳しいところであ

タに腐食環境の異なる桜島、有珠山、三宅島、神津島
で腐食速度を調査した結果をプロットしたものです。
「鋼製砂防構造物設計便覧」ではpH4以下の河川では、
何らかの腐食対策を施し耐久性を確保する必要がある
としていますが、実際には採用しないのが普通です。
pH4以下ではコンクリートでも問題がありますが、鋼
製砂防構造物はコンクリートに比べて断面が小さいの
で、腐食した場合の影響が大きいと考えられることと、
腐食初期から赤錆が発生し、いかにも痛んでいるよう
に見えるので印象がよくないから使用を控えているの
でしょう。
　しかし、三宅島のように噴火直後ではセメントの供
給が難しく、かつ、短期施工・施設効果の早期発揮が
可能な鋼製砂防構造物が適した施設でしょう。このた
め、高濃度の火山ガス地域で腐食環境の悪い箇所です
が、鋼矢板を使ったダブルウォールや鋼管を使ったB
型スリットが設置されています。
　写真-2はダブルウォールの例ですが、上方の矢板は
メッキしており、下方の矢板は無塗装です。下方は土
中に埋まる箇所なので無塗装にしているのですが、写
真の箇所はたまたま露出してしまい腐食が進行したも
のです。あきらかに違いが見られますが、浮き錆であ
り、母材内部に進行している箇所は少ないです。この
防錆方法は一般的なもので、腐食環境だからといって
特殊な対応はしていません。
	　下記は、三宅島の火山ガスによる腐食環境のデー
タと比較するために火山ガスの影響のない神津島のデ
ータを「腐食しろ（1.5mm）」を「年間腐食速度」で
割って耐用年数を求めたものです。①はメッキした箇

写真-2 ダブルウォール 写真-3 B型スリット
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ことで特に効果が発揮されるようで、この成分によっ
て「耐候性圧延鋼材」「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼
材」としてJIS化されています。特に、Pは耐候性の向
上に大きな効果がありますが、Pは溶接に悪影響を及
ぼすので、溶接に使う場合には、Pの使用を抑制した
「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」、Pを積極的に使っ
た「耐候性圧延鋼材」に分けられます。これら以外に
もステンレス鋼など、耐食性を示す材料もあります。
　鋼矢板はCuが含まれており、大気中においては普
通鋼より腐食速度が小さいです。ですから、土中にも
使っているのだと思いますが、土中の腐食抑制効果は、
まだ十分解明されていないようです。

２）塗装

　塗装は最もなじみのある防錆処理です。土木構造物
だけでなく、自動車や家電、小物まで塗装しています。
鉄以外の塗装の目的の第一は美観、次に傷の防止だと
思いますが、鉄は防錆が一番の目的でしょう。塗装は
下塗りと上塗りに大別されます。その中間に中塗りも
ありますが、これは下塗りから上塗りまでにインター
バルがある場合に、密着性を高めたり、塗膜厚を稼い
だりするためなので、機能上は下塗りと上塗りに大別
してよいでしょう。下塗りは鋼材に直接密着するもの
で防錆が目的です。ですから下塗りの出来が悪いと、
酸素や水が侵入し錆が発生します。塗装が浮いている
のを見たことがあると思いますが、塗装と地金の間に
浮き錆が発生します。施工不良ではない場合でも、部
材の隅角部や端部は錆が発生しやすいようです写真-4。
　この理由の一つが塗膜厚です。塗装は塗膜厚を管理

り、防錆効果も設計時のようには行かなかったようで
す。しかし、残存している板厚で所定の強度は担保さ
れており、緊急対策では鋼材を使っても一定の効果が
発揮できているものと考えられます。あとは耐久性で
すが、建設中やその直後は火山ガスも高濃度ですが、
火山活動が収まるにつれ濃度も低くなります。このこ
とから、既存データにより予想されるよりも腐食は進
行しておらず、メンテナンスを施すことで耐用年数は
保証できそうです。
　鋼製砂防構造物は、pH4以下の酸性河川には基本的
に設置しないことから、腐食のみによって強度不足に
陥ることはまずないでしょう。三宅島の例は、腐食環
境の最も激しいところです。一般には、腐食対策とし
て塗装を採用していることが多いです。
　pHが4以下（酸性域）になると、錆が溶解し、錆の
腐食抑制機能が失われるうえ、水素発生型の腐食を生
じるので腐食速度は大きくなります。
　錆自体が錆を促進させるのではなく、錆部分に水分
が存在しやすく、錆が酸素と水の供給が必要なので、
この水の供給を得やすいため、錆があるところが進行
したように見えるのでしょう。しかし、錆自体に錆の
進行を促進させるものではないので、乾燥状態であれ
ば皮膜となって錆の進行を抑制します。ですから、礫
の衝突になどで錆が取れると新たな鋼材の地金が出ま
すから、再び錆びます。

３．防食方法

　防錆方法には、以下のような方法があります。
①鋼材自体の耐食性を高める
②塗装やメッキなどで表面処理する
③腐食性物質を除去するなど環境処理を行う
④電気防食
　砂防では②が一般的です。以下に鋼製砂防構造物に
関係しそうな防錆方法について述べます。
１）鋼材自体の耐食性を高める
　P（リン）とCu（銅）は大気中の耐食性向上効果が
あると言われています。その他にも、Cr（クロム）、Ni（ニ
ッケル）、Mo（モリブデン）、Al（アルミ）、Si（珪素）
が耐候性に効果があります。これらは、ひとつで効果
を発揮するものもありますが、これらを組み合わせる

写真-4 部材端部の錆の発生
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するもので、ハケ塗りやブラシ吹きつけなどがありま
すが、一般部では所定の塗膜厚が付いていても、図-2

のように隅角部は塗膜厚が付きにくいことがありま
す。このような場合には角を面取りすればいいのです
が、一手間掛かるのでコストアップになります。錆び
ないに越したことはないですが、錆びたからといって
直ちに強度低下になるわけではないので、このような
ことで神経質になる必要はないです。
　上塗りは、美観と耐久性を目的とします。塗装は直
射日光に当てると紫外線などで劣化していきます。そ
こで、紫外線や雨滴などの外的な作用から錆止めであ
る下塗りを保護します。また、色も自由に調合できる
ので周りとの調和を考えて色を選ぶことができます。
　塗装の補修方法は塗り直しですが、鋼製砂防構造物
で塗り直したケースは少ないと思います。通常、放置
しています。ただし、塗装が剥がれ腐食しろを差し引
いた板厚が許容応力を下回るほど腐食が進行した場合
には、所定の厚さの鋼板を溶接することが考えられま
す。なお、溶接部は一般部に比べて腐食速度が大きい
ことが確認されており、補修部全体を被覆防食するな
どの配慮が必要です。写真-5は鋼管に鋼板を巻いた事
例ですが、これは腐食が進行したからではなく、礫の
衝突により鋼管がへこみ断面性能が設計時を下回った
ためです。

３）メッキ

　メッキも土木構造物に多く用いられています。「ド
ブ漬け」といって、溶融亜鉛のメッキ槽に部材を所定
の時間漬けます。漬けた時間によってメッキの付着量

が決まります。メッキが塗装と違うところは、鋼とメ
ッキの合金層を作ることです図-3。塗装は、どんなに
がんばっても地金に密着するだけなので剥がれる可能
性があります。私は塗装は天ぷらのころもと習いまし
た。合金層は剥がれることはありません。メッキの防
錆効果は犠牲防食です。メッキ自ら身を削って鋼を守
ります。メッキがなくなって地金が露出してくると錆
びます。メッキは塗装に比べて強固ですが、砂防堰堤
のように渓流に設定する場合など、流砂によりメッキ
が削られます。流砂量の多いところでは、メッキの減
りを考慮して採用するか否かを考えたいところです。
　鋼管製の透過型砂防堰堤にはメッキしていません。
これは、部材が図-4のように密閉しているため、メッ
キ槽につけると内部の空気が膨張し爆発するからで
す。もし、メッキするなら孔を空ける必要があります
が、そうするとこの孔から空気が侵入するので、鋼管
内部にも腐食しろを設ける必要があります。このよう
な密閉部がある部材については、孔を開けるコスト、

写真-5 鋼管に鋼板を巻いた事例

図-2 塗膜厚確保の工夫

図-3 塗装とメッキ

塗 装 メッキ

鋼材 鋼材

sabo vol.112 Oct.2012 sabo vol.112 Oct.2012 29



ンスフリーとされてきましたが（実際には耐用年数はあ
りますが）、洪水や土石流などの出水後には点検をしま
すから、なんらかの予兆があれば補修・補強により耐用
年数を延ばして共用期間を延ばす努力をするでしょう。
このとき、鋼製砂防構造物は錆びることによって、施設
の異常を知らせてくれます。鋼製砂防構造物であっても
通常は塗装していることが多いので、たとえば出水後に
塗装がはがれ錆が発生していることがあります。これは
遠くからでも確認できますから、出水の有無や、施設の
損傷など、錆の出現によって目視できます。
　また、巨礫の衝突などがあった場合には、表面が礫
の擦痕で凹凸ができさびが出やすい状況となっていま
す。毛羽立った状態とでもいいましょうか、凹凸があり
錆が出やすい状態になっています。この場合も、礫が
衝突したところとそうでないところでは錆の進行が違い
ます写真-7。このように、洪水や土石流が起こった後で
も、錆を頼りにイベントを想像することができます。

断面欠損による強度低下、腐食しろによる板厚増など、
メッキするメリットはありません。

４）腐食性物質を除去

　植物が付着すると、葉緑素をもつ植物は酸素を発生
します。また、死滅した生物は分解により硫化水素を
発生することもあります。このような場合には腐食を
促進します。また、土中のバクテリアに腐食を促進さ
せるものがあります写真-6。
　砂防施設は重工業などと異なり、沿岸地帯から離れ
ていることが多いので、その意味では腐食環境ではな
いのですが、植物、動物の影響はあると思います。た
だし、この影響で鋼製砂防構造物の耐久性に影響する
ような腐食は見たことがありません。もし、火山地域
でもないのに腐食が進行しているようであれば、その
ときは要因として疑ってみる、その程度でよいかと思
います。

４．鋼製砂防構造物の錆、再び

　錆は耐用年数を低下させます。砂防施設はメンテナ

写真-7 礫の摩耗により塗装が剥がれた部材

写真-6 バクテリアが原因と考えられる腐食

図-4 鋼管部材
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建設技術審査証明の紹介　（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

流木捕捉ネット工法（ケーカンネット）

技術審査証明 25

審査証明取得日：	平成24年5月31日　審査証明取得会社：シバタ工業株式会社

技術の詳細に関する URL：http://www.sbt.co.jp/

　水平部材の支持間隔の増大により、部材や基礎に作用する外力が大きくなるため、水平部材の支持間隔

は10m以下を基本とします。今後、流木捕捉の実態把握に努めるとともに、適用範囲の拡大と経済性の向上

等、検討を続ける予定です。

実際に技術を適用して困った点、今後の改良課題について

・衝突エネルギーを弾性チェーンの弾性変形で吸収するため、繰り返しの使用が可能です。

・部材径が細く流水の透過性に優れ、生態系に優しく、渓流景観も損ないません。

・部材の接続はピン（ボルト）による脱着容易な構造であるため、施工性がよく、流木の撤去等の維持

管理も行いやすい工法です。

・材料の使用量が少なく、生産時のCO2排出量が低減できる環境負荷の小さい工法です。

技術のアピールポイント、得意とする現場条件や施工法と比較して有利な点など

技術の特徴・概要

技術名称

　本技術は、「土石流・流木対策設計技術指針及び同解説」の

掃流区間もしくはそれに準ずる条件に適用できる柔構造の流木

捕捉工です。形状は、鋼製チェーンを緩めた状態でゴムを被覆し

一体化した複合部材（以下弾性チェーンという）を用いた格子状

のネットで構成され、流木や礫の衝突時には、弾性チェーンの弾

性変形及びネット全体の変形で外力を吸収し、確実に流木を捕

捉することができます。

　また、各部材は脱着容易な構造であるため、施工性がよく、

流木の撤去等の維持管理も行いやすい工法です。 流木捕捉ネット工法

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真・コメント等

　鋼製チェーンを緩め、その隙間にもゴムを充填した状態

で被覆一体化した構造であるため、流木や礫の衝突時には、

チェーンリンク間のゴムが圧縮変形を生じながら外力を吸収

することができます。

設置のイメージ 弾性チェーンの構造
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（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課海外事情 世界の土砂災害（2012 その2）
2012/4/1～2012/6/30

発生日 国名 種別 概要

４月７日 パキスタン 雪崩

インド国境に近いカシミール（Kashmir）地方のシアチェン（Siachen）氷河そばのガヤリ（Gayari）
地区で、７日早朝、大規模な雪崩が起き、幕営して駐留していたパキスタン軍兵士124人、民
間人11人を含む最大135人が生き埋めとなった。詳細な映像が公開されていないが、標高は
3775m程度で、灰白色（モレーン砕屑物？）の土砂を多く含むため、氷河周辺斜面の崩壊の可
能性がある。

５月５日 ネパール
崩壊・
泥流

５日朝9:09、ヒマラヤ山脈アンナプルナ（Annapurna）Ⅳ峰西斜面で大規模な岩盤崩壊が発
生し、岩屑雪崩が氷河や古い時代の湖成堆積物を削りながら峡谷に突入、泥流となってセティ川
（Seti	Khola）を流下した。雨など天候の予兆がないまま発生したこの泥流により、サルディコラ
村（Sardikhola	VDC）カラパニ（Kharapani）地区及びマチャプチャレ（Machhapuchhre）村
ヨモ（Jomo）地区（いずれもネパール中西部カスキ（Kaski）郡）で34名が死亡、36名が行方
不明となった。カラパニ地区はポカラ（Pokhala）から北へ約40㎞の位置にある温泉観光地で、
5月5日は休日だったため外国人を含む大勢の観光客、巡礼者などが訪れていた。これらの訪問客、
レストランなどの従業員、砂利採取業者が犠牲になった。さらに４㎞上流のヨモ地区では、13世
帯の家屋が全て流失または損壊したため、全所帯が高台へ移転することになった。

６月11日 アフガニスタン 地すべり

首都カブール（Kabul）から北に170kmのヒンドゥークシュ（Hindu	Kush）地方で、地震に伴って
発生した地滑りにより、辺境の村が土砂に埋まった。地震は、11日午前9時32分にファイザバード
（Faizabad）の南西約160キロ、深さ約15キロを震源とし、M5.4、そして25分後にM5.7の揺れだ
った。この地震に伴って、北東部のバグラン（Baghlan）州ブルカ（Burka）地区ムラージャン（Mullah	
Jan）村では、住民ら71人が生き埋めになった。地滑りで村全体が下に流された、との談話もある。

６月25日 ウガンダ 地すべり

ウガンダ東部、ブドゥダ（Bududa）県にあるエルゴン山（Mt.	Elgon）のふもとで、25日午後２時ごろ、
豪雨により大規模な地滑りが発生し、少なくとも１８人が地滑りに飲み込まれて死亡し、９人が負
傷した。地滑りが起きた地域は、コーヒーの栽培が盛んなところで３つの村があり、およそ300
人が住んでいる。同県では2010年3月にも地すべりにより80人以上が亡くなっている。

６月26日 バングラデシュ
崩壊・
土石流

雨季を迎えたバングラデシュで、南部チッタゴン（Chittagong）やコックスバザール（Cox's	
Bazar）、バンダーバン（Bandarban）県、シルヘ（Sylhet）県北東部周辺で、3日間降り続いた豪
雨により26日夜から27日未明にかけて、崩壊が頻発し、一部は土石流化して集落を襲い、チッタ
ゴン周辺で59名、コックスバザール周辺で38名が死亡したほか、100名以上が行方不明となった。

６月27日 中国 土石流
27日夜から28日未明にかけて四川（Sichuan）省涼山イ族自治州寧南（Ningnan）県で豪雨の
ため土石流が発生した。これにより揚子江（Yangtze	River）上流支川に建設中の白鶴灘水力発
電所の作業員宿舎が被災、作業員40名が行方不明となった。

　今年のJICA集団研修「火山学・総
合土砂災害対策コース」は、７ヶ国から
10名（火山学関係４名、砂防関係６名）
の参加者を得て、６月３日から開始され
ました。共通プログラムでの座学を終え、
６月24日から６月29日まで、十勝岳、樽
前山（火山学コース研修員）および有
珠山の巡検、浸透能実験実習（総合土
砂災害対策コース研修員）や砂防施設
の視察などを行いました。十勝岳の巡検
では、山頂まで1.6Kmの標高1,720m地
点まで登りました。流石に火山学関係
の研修員は全員が登り切りましたが、砂
防関係の研修員３名は途中の避難小屋
で待機することになりました。

　避難小屋で待っていた研修員は、自
衛隊の砲撃演習の音を十勝岳の地鳴り
だと勘違いし、もしかしたら噴火するの
ではないかと気が気でなかったそうです。
　北海道では珍しく前の週は雨天が続
いたのですが、この週は好天に恵まれ
ました。因みに、このコースには日本各
地の火山観測施設や砂防施設などの視
察、野外実習、火山巡検などが組み込
まれていますが、研修員一行が訪れる日

は、いずれの場所でも天候に恵まれまし
た。それも、先週は天気が悪かったんで
すという声を聞きましたし、現地調査か
ら東京に戻ってきた翌週は、その訪問場
所の天候が悪化したりしましたので、今
年の研修員の中に「晴れ男」か「晴れ女」
が間違いなくいるのだと信じています。
なお、研修員は各地の大学で個別研修
を行い、11月23日に帰国予定です。

（企画部調査役：斉藤祐巳）

JICA研修コースだより
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C E N T E R  N E W S

発表における１題当たりの持ち時間　30分間（発表：25分、質疑応答：５分）

平成24年度
「砂防地すべり技術研究成果報告会」のご案内

　本報告会は、砂防・地すべり技術センターが実施している研究開発助成事業等における技術成果について、砂防
関係に携わる皆様方に、最近の課題と解決への方向性、新しい技術について報告することを目的に開催いたしてお
ります。研究開発助成事業は、当センターにおける公益事業の一つとして「砂防ならびに地すべりおよびがけ崩れ
対策に関する技術開発および調査研究」を対象に平成４年度より実施し、これまで21年間117課題への助成実績があ
ります。今年度は昨年の研究助成事業における研究成果７課題について、研究者の方に発表して頂くことになりま
した。ぜひ参加下さいますよう、ご案内申し上げます。
　なお本講演会は、砂防学会の継続教育（CPD）プログラムに認定されており、３単位の取得ができます。

１．開催概要
開催日時：平成24年11月13日（火）13：30～17：25（受付は12：30より開始いたします）
会　 場：砂防会館別館シェーンバッハ・サボー（１階：淀・信濃）

東京都千代田区平河町2-7-4　TEL：03-3261-8386）
参 加 者： 300名程度
参 加 費：無料

２．申し込み方法／問い合わせ先

　下記問い合わせ先に記載されたURLのページから参加申込書（EXCEL）をダウンロードし、必要事項をご記入の上、

FAXか直接申込フォームからお申し込み下さい。受付締切は11月９日（金）とさせて頂きます。なお、会場の都合上、

定員になり次第締め切らせて頂きますので、なるべく早めにお申し込み下さい。詳細および最新情報は、ホームペー

ジに掲載しておりますのでご確認下さい。

（一財）砂防・地すべり技術センター企画部担当：仲野　TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391
URL：http://www.stc.or.jp/

3.プログラム

13:30 開会挨拶 近藤	浩一　（一財）砂防・地すべり技術センター	理事長

13:35 来賓挨拶 国土交通省砂防部長

13:40 発	表	１ 河道閉塞（天然ダム）決壊過程に関する現地実験　里深	好文（立命館大学	理工学部）

14:10 発	表	２ 集団的記憶としての土砂災害伝承の研究　吉川	肇子（慶應義塾大学	商学部）

14:40 発	表	３ 3方向変位計測可能な傾斜計による斜面崩壊発生予測のための斜面変形・破壊モデルの構築
笹原	克夫（高知大学	教育研究部）

15:10 発	表	４ 支川合流を考慮した土石流の一次元数値シミュレーション手法の検討
中谷	加奈（京都大学大学院	農学研究科）

15:40 休憩（10分）

15:50 発	表	５ 深層崩壊の発生予測手法確立のための岩盤内地下水流動経路の探索とそのモデル化
平松	晋也（信州大学	農学部）

16:20 発	表	６ 地域とともに創りあげる防災啓発プログラム手法の開発　井良沢	道也（岩手大学農学部）

16:50 発	表	７ 2010年メラピ火山噴火に伴う複合土砂災害実態に関する調査研究　権田	豊（新潟大学	農学部）

17:20 閉会挨拶 中野	泰雄　（一財）砂防・地すべり技術センター	専務理事兼砂防技術研究所長

17:25 終　了
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C E N T E R  N E W S

　餃子の歴史は古く、本場中国では春秋時代（紀元
前6世紀頃）にすでにその原型が見られ、また日本で
初めて餃子を食べたのはかの「黄門さま」徳川光圀と
言われている。明治時代には中華料理店で出されて
いたというその末裔たちは、現在では価格のリーズナ
ブルさから、食卓における主菜、ビールのおつまみな
ど我が国の定番総菜としてすっかり定着している。
　本場中国ではギョウザと言えば水餃子らしいが、日
本ではやはり焼き餃子がポピュラーであろう。挽肉や
キャベツ、ネギなどのアンを薄い皮で包み込み、フラ
イパンで蒸し焼きにする、その単純でいて微妙な工程
にさまざま趣向はあるが、焼き上がった餃子の香ばし
い食感、その音、思い出してもツバが溜まるのは私だ
けではないだろう。また誰が考案したのか、お酢、醤油、
らー油の三位一体が織りなす調和の発見には、個人
的にノーベル賞をあげてもよいと思っている。アンの

配合と皮の厚さ、焼き方の塩梅にそれぞれ店のこだわ
りがあり、また地域の特色もあるのが興味深い。
　今回、餃子の街と言われている宇都宮に出没、
紹介するのは駅ビル内ギョウザ専門店の「悟空」で
ある。お店のおすすめメニューの セット（1,000円）
は佐野ラーメンとジャンボ餃子４個のセットで、このボ
リューム感は特筆モノである。写真をご覧いただけば、
割り箸との比較でその巨大さがおわかり頂けよう。香
ばしく焼き上がった皮を割って口中に広がるたっぷり
の肉汁、野菜のエキスと肉の旨みのハーモニー♪	パ
リッ！	ジュワー！	その絶妙なバランス……。この感動
を伝えるのに、ありきたりの言葉を並べるだけなのが
もどかしい。百聞は一食にしかず、宇都宮においでの
節にはぜひ一度お試しあれ。
　出張の合間を縫っての慌ただしい昼飯だったのが
無念であるが、夜には焼きセット（餃子28個で1,700
円）もあり、その内訳はジャンボ餃子４個、野菜餃子
６個、フカヒレ餃子６個、シソ餃子６個、キムチ餃
子６個とのこと。今度は生ビール片手にじっくり対峙
したい。なお昼飯すら時間のない向きにはおみやげ
用を買い求めて自ら「焼き」を極める、あるいは家人
につききりで指南する、という窮余の策もあり。				（S）

宇都宮餃子専門店
── 悟空 ──

界隈
食べある考

3

JR宇都宮駅ビルPASEO
餃子小町内
☎028-600 -3575
http://plusec.com/
jumbogyoza

店構え セットメニュー ジャンボ餃子

season2

センターニュース（7月～9月）

優良業務及び優秀技術者表彰

行事一覧　

協賛（後援）　●8月１日～７日 第36回水の週間（協賛）

【優良業務表彰】
・業務名「Ｈ23利根砂防火山砂防計画検討業務」関東地方整備局長表彰
・業務名「立谷沢川流域濁沢川土砂処理計画検討業務」新庄河川事務所長表彰
・業務名「Ｈ23富士川砂防施設整備検討業務」富士川砂防事務所長表彰
【優秀技術者表彰】
・枦木	敏仁	 業務名「Ｈ23利根砂防火山砂防計画検討業務」関東地方整備局長表彰
・嶋	大尚	 業務名「Ｈ23富士川砂防施設整備検討業務」富士川砂防事務所長表彰

人事異動

●８月１日付 【採　用】	 山下	勝	 砂防部長（国土交通省水管理・国土保全局砂防部保全課砂防施設評価分析官）

平成24年度砂防学会発表会「若手優秀発表賞」を受賞

　平成24年６月に行われた砂防学会研究発表会において、当センター砂防技術研究所	鈴木	拓郎が
「平成24年度　若手優秀発表賞」を受賞しました。
対象論文：「音圧データを用いたハイドロフォンによる掃流砂観測手法の現地適用性について」

共同研究：内田	太郎、岡本	敦（以上２名国総研）、蒲原	潤一、中島	一郎、福本	晃久（以上３名天竜川上流河川事務所）

＊この賞は砂防学会の発表会において、優れた調査研究を行い口頭発表した若手学会員を対象として、その功績を称えるとともに、
　若手学会員の研究意欲の高揚と砂防に関する調査研究の進展を目的として設けられたものです。
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ＪＲ総武線市ヶ谷駅徒歩1分
東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅（A2出口）徒歩1分
都営地下鉄市ヶ谷駅（A2出口）徒歩1分

「sabo」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。
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市ヶ谷便り

　オリンピックの開会式で盛りを迎えた夏も、パラリンピック閉

幕とともにようやく終わろうとしています。アスリート達の活躍は、

炎暑に痛めつけられていた心身に一陣の涼風を送り込んでくれま

した。日頃スポーツに興味が無くても、オリンピックやワールド

カップというと無関心ではいられませんね。いつの間にかTVの前

で手に汗握り、固唾を呑んで、試合の行方を見守ってしまいます、

「ニッポンがんばれ！！」と声援を送りながら……

　昨年の震災から「日本」という国について考えざるを得ないよ

うな事件が次々と起こり、アジアの先駆けとして繁栄を誇ってき

た日本が、大きな岐路にさしかかっていることをひしひしと感じさ

せられます。ながく「個」が重視され、偏重された個人の自由が

引き起こす弊害について取り沙汰もされてきましたが、近頃国際

試合で活躍する選手達の表情から、国を担う悲壮感が薄れてきた

ように思います。

　良きにつけ悪しきにつけ、ひと昔前の選手達に比べてメダルの

色や数に深く拘泥せず「心から楽しみました」とコメントする彼

らの軽やかさはどうでしょう。一部で言われるように「根性」の

有無と背中合わせという向きもありましょうが、最高舞台まで登

り詰めたアスリート達に血のにじむ努力がなかったはずはありま

せん。悲壮感だけでは困難に立ち向かえない、労苦は自らが納得

するため、そして結果はそれに付随するもの、彼らの晴れやかな

表情からはそう伺えました。

　日本が変わりゆくとともに日本人も変わりつつあり、それはひ

ょっとしたら国の成長から成熟へと移る兆しなのかもしれません。

国難を乗り切るには一徹な大義だけではなく、融通無碍なフット

ワークの軽さも必要でしょう。若者達のすがすがしい面差しにさ

まざま想いを巡らすうち、喧しかった蝉の声もいつしか間遠にな

り、秋の気配が漂う早い夕暮れを迎えているのでした。          （J）
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