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　今から35年前の1980年５月、アメリカの西海岸、ワシン

トン州にあるセントヘレンズ火山が大崩壊とともに大噴火を

起こし、周辺地域を荒廃に帰してしまった。

　地下のマグマの上昇によって、火山の北側の山腹が膨ら

み、不安定になっているところに、５月18日の朝８時32分、

山体の直下でM5.1の地震が発生、その衝撃によって、北

斜面が滑りだし、一挙に大崩壊を引き起こしたのである。

山体が崩壊したために、マグマの蓋が取れたかたちとなり、

火山体の内部にこもっていたガスや水蒸気の圧力が、瞬時

に解放されて大噴火が始まった。噴煙は高さ20,000mにも

達し、偏西風に乗って、アメリカ本土一帯に大量の火山灰

を降下させた。

　一方、崩壊した山の部分は、巨大な岩屑なだれとなって

流下した。岩屑なだれは、流下するに伴い、周辺の空気

を一気に押しだしたため、すさまじい爆風を発生させ、火

山周辺の森林の木々をすべてなぎ倒してしまった。

　さらに、岩屑なだれは猛スピードで谷を埋積しながら荒

廃を押し広げていった。約30kmにわたって谷を埋めた堆

積物の厚さは、平均50～60mはあったと思われる。

　かつてセントヘレンズ山は、その秀麗な山容から「アメリ

カの富士山」とも呼ばれていた。しかし、この大崩壊によ

って山頂部は400m以上も低下し、崩壊の跡には、幅約２㎞、

長さ約４㎞の馬蹄形の窪地（崩壊カルデラ）が生じた。こう

して、「アメリカの富士山」の優美な姿は、一瞬にして失わ

れてしまったのである。

　私たちNHKの取材班は、大噴火のひと月後に現地を訪

れ、セントヘレンズ山の上空を飛んだのだが、山腹から山

麓にかけて、緑のかけらすら見当たらない地表の景観を俯

瞰したとき、世の中にこのようなことが起きるのかと、息を

呑んだ記憶がある。

　このときの大崩壊と大噴火では、62人の犠牲者がでた。

セントヘレンズ山では、大噴火の２年前にあたる1978年に

ハザードマップが作成・公表されており、それにもとづいて、

３月に火山活動が始まってから、立入禁止区域が設定され

ていた。もしこのような措置が講じられていなかったなら、

火山の周辺はリゾート地であっただけに、犠牲者は数百あ

るいは数千人の規模に達していた可能性がある。

　一般に、火山体は崩壊を起こしやすい。とくに成層火山

の場合は、太古からの噴出物が山腹に斜めに堆積してい

るから、重力的に不安定な状況にあるといえよう。そのた

め、強い地震や噴火の衝撃によって、大崩壊を起こす可能

性が高いのである。どこの火山も、生涯のうちのどこかで、

山体崩壊を発生させるものと考えておかねばならない。

　1980年セントヘレンズ山とそっくりの出来事は、1956年、

カムチャツカ半島のベズィミアニ山で発生している。前年か

ら火山活動が継続しているさなかの３月30日、強い地震に

よって、北東斜面で山体が崩壊、岩屑なだれが流下した。

　日本では、1888年７月15日、磐梯山が大規模な水蒸気

爆発とともに山体が大崩壊を起こし、岩屑なだれが11の集

落を埋めて、477人の犠牲者をだした例が知られている。

このとき、山腹を流下した大量の土砂が複数の川をせき止

めて、のちに檜原湖や小野川湖、秋元湖などと呼ばれる湖

が出現した。磐梯山も、この大崩壊が起きる前は、富士

山型をした秀麗な姿をしていたという。

　歴史を振り返ってみると、江戸時代には、1640年の北

海道駒ヶ岳、1741年の渡島大島、1792年の雲仙眉山の大

崩壊など、いずれも岩屑なだれが海に流入して、大津波災

害を発生させた例が挙げられる。富士山も、2900年ほど

前に大崩壊を起こしていたことが、地質調査から明らかに

なっている。

　今年は、４月下旬から箱根山で火山性地震が頻発し、

６月末には小規模な噴火も発生したが、その中心となった

大涌谷は、今から3000年あまり前、火山が大崩壊を引き

起こしたあとの火口そのものなのである。このときの崩壊

土砂が川をせき止めたために、箱根の芦ノ湖が誕生した。

　磐梯山も箱根山も、今は日本有数の観光地として、多く

の人びとを招き寄せているが、風光明媚なその湖水環境は、

昔の火山体崩壊がもたらしたものであり、いわばその傷跡

が、またとない観光資源を提供しているといえよう。

伊藤 和明 いとう かずあき

NPO法人 環境防災情報機構 会長

火山体の巨大崩壊
巻頭言
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特別寄稿

水山 高久
みずやま たかひさ

政策研究大学院大学 特任教授

砂防の技術的課題
砂防地すべり技術センターへ
の期待

はじめに

　近代の砂防事業とそれに対応する砂防技術は、100
年以上の歴史の中で変化し、発展してきた。具体的に
は、禿山の緑化（山腹緑化工；瀬戸、瀬田川、養老山
系など）、大規模な崩壊地からの土砂流出防止（立山
鳶崩れ、安倍川大谷崩れ、稗田山など）に始まり、台
風や地震による新たな土砂災害によって荒廃した渓流
の復旧、安定化へと進んだ。最近では土石流災害への
対応が主たる事業となっている。災害の後を追いかけ
る砂防から、土石流の発生する可能性の高い土石流危
険渓流に予防的に土石流捕捉工（砂防堰堤）を設置す
るようになったのはいつからであろう。それほど古い
話ではない。禿山に緑を復活させる話と土石流を捕捉
する話では内容は全く異なるので、もちろんその技術
は、新たに開発され発展してきた。しかし、その一方
で、対策の計画論や構造物の設計などについては、古
い考え方を引きずってしまったのではないかと思われ
る現象も見られる。
　裸地斜面の表面侵食量は、凍結融解などによる移動
可能土砂の準備と降雨量から決まる表面流量に依る

が、現地計測も可能で現象の規模と頻度の推定がある
程度可能である。斜面末端での観測や流域の出口付近
の砂防堰堤の堆砂測量によって流出土砂量を計測し、
事業の効果を評価することができる。
　土石流などによって大量の土砂が流出し、扇状地の
河床が上昇して氾濫した場合、その新しい堆積土砂の
流出を防ぐとして床固め工群が建設された。今の知識
ではこの行為は、天井川を人工的に作っていることに
なり、氾濫時の被害リスクを高めている。その後の出
水で侵食され、河床が出水前に近い状態に戻ってから
流路工を整備するのがよいのだが、被災者支援と災害
復旧の予算の確保と支出のシステムのためにそれがで
きなかった。今なら機械力で堆積した土砂を取り除い
て工事に取り掛かることは可能だが、その意識がない
と、上昇した河床の上に流路や砂防堰堤を建設するこ
とになり、残念ながら現在でも散見する。最近、平成
５年の台湾南部で発生したモーラコット台風による土
砂流出対策について、すぐに砂防堰堤などの工事に取
り掛かるのではなく、河床低下がある程度進んでから
工事にとりかかるように専門家から進言があり、実際
そのように対策が進められていると聞いて感心した。
もう少し、詳しく聞いてみたいと思っている。

１ ■  砂防の技術的課題と
 砂防地すべり技術センターの役割

　都道府県に昔のように砂防一筋という技術者が減
り、国の技術者も計画論、政策論には強いが、砂防構
造物の設計、施工の経験はほとんどないという現状で、
（一財）砂防・地すべり技術センター（以降STCと表記）
には、国土交通省砂防部が展開する新規の施策の技術
的なサポートを行いながら、砂防の古くて新しい課題
を着実に少しずつでも解決し、公務員や民間コンサル
タントの技術者にアドバイスする役割を期待したい。
そのような観点でSTCに取り組んでもらいたい技術
的な課題を、すでに取り組まれているものを含めて書
き上げてみたい。なお、つくばの国土技術政策総合研
究所や土木研究所との仕事の分担は考えていない。個
人的には、国総研は技術基準や新規施策に関わる今日
（今年）の問題、土木研究所は、もう少し先の、蓄積
したデータに基づいた議論や新しく開発した手法によ

sabo vol.118 夏 20152



てしまう。また、雨量も空間的な分布が著しい。
　そこで提案するのが、砂防計画の検討にも使える流
域を対象とした流量、流砂量のシミュレーターを、リ
アルタイムの雨量を入力して日常的に運用し、流量、
流砂量、濁度などのリアルタイムの観測値と比較し
て、その差から流域の異常を検知する方法である。
日々のデータとの比較によって、パラメータの同定、
修正が行われてシミュレーターは日々成長していくこ
とができる。私は、冨田陽子氏（新潟県）の学位論文
で、流域監視支援システム（Watershed Management 
System; WMS）の開発に関わったが、この種のシミ
ュレーターが当たり前のように砂防事務所で使われる
日を夢見ている。

３ ■  火山砂防

　STCは、火山噴火緊急減災砂防計画の策定を、噴
火の危険性の高い活火山について作業されてきた。そ
の基礎として、過去の火山活動の歴史から噴火シナリ
オを検討され、噴火規模に応じたハザードマップを作
成された。火山泥流に始まり、火砕流、溶岩流につい
てもシミュレーションし、具体的なハザードマップを
作成したのは、我が国ではSTCが最初であろう。溶岩
流のシミュレーション手法は、おそらく今でも世界ト
ップレベルだと思う。この噴火シナリオとハザードマ
ップは、各火山について設置された協議会で、正式に
噴火時のハザードマップとなっている。桜島の噴火や
御嶽山の水蒸気爆発などでは、気象庁や噴火予知連、
大学の火山学者が表に出て来られる。噴火の予測の議
論なので仕方ないが、火山防災に果たしてきた砂防や
STCの寄与がもう少し評価されて良いと思う。昨年の
御嶽山では、マスコミから私に取材があった。「何故
私に」と思ったが、12年前にSTCの御岳山の緊急減災
砂防計画のハザードマップの作業を手伝った結果、今
のハザードマップに私の名前があるからだと分かった。
　噴火緊急減災砂防計画の作業は着々と進んでいる
が、それに関わる技術開発が進んでいない気がする。
ハザードマップ作成のシミュレーション手法は、噴火
の規模が不確定な現状では、素晴らしく複雑にする必
要はないと思う。噴火時のハード対策について、いま

って砂防事業を支え発展させる、来年の問題を主に取
り扱っていると理解している。そういう意味では、
STCは、今日の問題に答えつつ、さらに先の２年後以
降の問題にチャレンジしていると言えるかもしれない。

２ ■  流域の砂防計画と事業評価

　私にとって、STCと言えば、砂防計画、砂防事業評
価がまず思い浮かぶ。40年のSTCの歴史の中で、何
度も砂防計画、砂防計画論を議論し、作業してきた。
この数年、大規模土砂災害が毎年のように発生し、そ
の対応の陰になってしまったが、また中心課題になる
であろう。何度も作業してきた流域もある。手法は進
歩してきたが、「現在の計画は」と言われると、砂防
事務所は「これです」と言えるであろうか。対象が土
石流であっても掃流・浮遊であっても、全体的な計画
の見直し時期や評価の時だけでなく、日常的に新しい
施設を計画する際には、全体の計画の中での評価がな
されるべきである。そのためのツールをSTCは開発し
てきているので、今後改良はなされるであろうが、標
準のシステムを固め、公開すべきである。計画検討、
事業評価の作業が一過性で、定着していない気がす
る。STCの土砂のシミュレーションプログラムである
JSAS, New-SASSは有効なツールであるが、評価シス
テムとしてはパーツである。GIS上で動かすシステム
開発もやっておられたので、ほぼ完成しているのでは
と推察する。計画も評価も要求レベルがある。時代と
ともに要求レベルが高くなるのに応じて、バランスが
大切である。そのツールも進歩、改良してゆく必要が
ある。手法が要求に対して答えを出せないものではも
ちろんまずいが、必要以上に高級になるのは適当では
ない。
　近年、流域の土砂管理、流域の監視という話も耳に
する。水位、流量、流砂量、濁度などを観測して流域
に異常な土砂生産や土砂移動、天然ダムの形成などが
発生していないか監視するものと理解される。流量や
流砂量の異常な変化を、リアルタイムのデータだけで
判断するのは難しいのではないかと思っている。異常
現象の発生したすぐ下流なら判定も容易だが、下流で
途中にいくつも支川が流入してくると変化は薄められ
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エミッション、工期短縮、経費縮減から採用が増え、
最近では、粒度調整、製鋼スラグの混合などにより、
従来砂防ソイルセメントとしては使えないとされた、
黒ボク、赤土砂、シラスなども使えるように検討が進
んできた。
　一方、コンクリート製の砂防堰堤については、貯水
ダムの技術を導入して基準が整備され、ほぼ完成され
たように見えるが、砂防ソイルセメントの導入を契機
に、砂防堰堤が必要とする設計条件が根本から議論さ
れるようになって、借り物ではない、砂防堰堤として
の検討が始まっている。これには、最近始まった砂防
設備の点検、補修の動きも関係している。静的な水圧、
土圧を外力とする場合は、マスコンクリートで良いと
思う。砂防堰堤は土砂が天端を通過し摩耗が発生する。
かつては現在よりも平時の土砂流出が激しく、また、
コンクリートの性能も今ほどはよくなかった時代には
天端の摩耗が問題で、高強度のコンクリートや各種の
天端保護が施された。今でも、桜島など土石流が頻繁
に発生する渓流では、天端や流路の摩耗は問題である
が、材料や補修の技術は進んできた。
　土石流が発生し、大きな礫の直撃を受けると袖部、
天端付近がブロック状に破壊され流失する。衝撃的な
力をマスコンクリートで対応しようとするとどんどん
厚さが増すことになる。礫の衝撃力は巨大だが、その
継続時間は1／100秒程度と短い。このような力に、
大きな力が定常的にかかっても大丈夫なマスで対応す
るのは不合理である。落石対策がそうであるように、
鉄筋コンクリートが必然的な答えである。土石流対策
の砂防堰堤に、鉄筋コンクリートが未だに導入されて
いないのは理解できない。オーストリアの砂防堰堤は
第二次大戦後、ほとんどが鉄筋コンクリートになった。
雪崩対策が影響しているかもしれないが、土石流の衝
撃力から出てきたわけではなさそうである。インター
プリベントなどの機会に、我が国の砂防の研究者や技
術者がオーストリアを訪問する機会は多かったが、鉄
筋コンクリートであることがほとんど話題にならなか
ったのは不思議である。
　総合土砂管理の観点から、掃流砂を対象とした砂防
堰堤は、平時の災害を引き起こさないような土砂を、
河川環境、海浜の保全のためにむしろ積極的に流すべ
きだということで、スリット砂防堰堤や大暗渠砂防堰
堤が建設されてきた。これらの砂防堰堤は出水時に流

だに備蓄としてコンクリートブロックとトンパックし
か出てこないようである。ブロックも、火山用ではな
く一般のものを流用するという。火山噴火は発生頻度
の低い現象なので、それ用の機材というのは適当でな
いかもしれないが、もう少し検討して逆に提案があっ
てもよいように思う。
　霧島の新燃岳の噴火時でも、他の火山が怪しくなっ
た時でも、まず既設の砂防堰堤の緊急除石が行われて
いる。これがスリット砂防堰堤のような透過型であっ
たなら、最初の除石の必要はなく、スリット部を閉塞
させて、その後、流出する土砂を堆積させ、そこで堆
砂が進めば除石することになる。時間的に余裕ができ
るのは望ましいと思われる。これからも分かるように、
火山の渓流に設置された既設の砂防堰堤については、
除石作業を考慮して砂防堰堤を選び、透過型に改良す
べきであるし、新しく建設する砂防堰堤についても透
過型にするか検討すべきである。我々の技術はどこま
で行っても完璧ではない。少しずつでも改良してゆく
姿勢が必要であると思う。

4 ■  砂防堰堤

　砂防の代表的というか、唯一と言ってもよい構造物
が、砂防堰堤である。現場で監督して砂防堰堤を建設
した直営時代の砂防技術者は現役ではいなくなり、建
設中の砂防堰堤の数も減って、国県の技術者で砂防堰
堤の設計施工に直接携わったことがある人は減ってき
た。この種の仕事はコンサルタント、建設会社の技術
者が担っている。その結果、具体的な工夫や改良が現
場から出てくることが減ってくることが懸念される。
それを補うために、各種の技術基準、マニュアルが整
備されてきたが、それらは完璧ではない。STCは、マ
スコンクリート一辺倒の砂防堰堤の世界に、鋼製砂防
構造物、砂防ソイルセメント（INSEM）を導入するこ
とについて多大な貢献をされてきた。現在でも、鋼製
砂防構造物の設計便覧、砂防ソイルセメント設計施工
便覧は、STCで作られ、改定作業も行われている。そ
の結果、土石流対策や火山噴火時の緊急減災では鋼製
砂防構造物や砂防ソイルセメントがなくては成立しな
いところまで進展した。砂防ソイルセメントは、ゼロ

sabo vol.118 夏 20154



れを堰上げて土砂を堆積させるが、減水期にはその堆
積した土砂が急激に流出して砂防堰堤のすぐ下流に堆
積する。この出水後半の土砂流出による堆積で、下流
に氾濫など災害を発生する危険性がある場合には、流
出を抑制する必要がある。そのような考えで提案され
ているのが、シャッター砂防堰堤である。油圧でシャ
ッターを操作するクラス５の砂防堰堤も平成26年度、
立山砂防事務所に完成した 写真-1。先に述べた、流域
土砂シミュレーターを使って、その運用をSTCにぜひ
検討していただきたいと希望している。

5 ■  急傾斜地崩壊対策

　県の事業であることから、十分な技術的検討がなさ
れずに今に至った感がある。落石対策はもちろんであ
るが、待ち受け擁壁についても衝撃的な力を受ける可
能性があるので、当然、鋼製構造物か、鉄筋コンクリ
ート製の構造物であるべきと考えられるが、未だにマ
スコンクリートである。一般住民、土木技術者にとっ
て理解できないであろう。このような検討を要する課
題で、どこがやるかはっきりしていないテーマこそ
STCにやっていただきたい。
　がけ崩れの土砂がどこまで到達するか、がけの高さ
に対する比が整理され、0.4倍、1.0倍、2.0倍がその影
響の目安になっている。その後も、がけ崩れの際には、
その崩壊の縦断的な形状と土砂量だけが記録されてき

た。そのため土砂災害防止法で、崩壊土砂の速度や、
移動の厚さの情報が必要となった時に議論できなかっ
た。その結果、シミュレーションに基づく特別警戒区
域の設定作業が進んでいる。崩壊土砂の土質、粒度、
含水比など運動に関わる情報を収集する必要があり、
将来はそれらに基づいて手法が修正されるべきだと思
う。県は災害時にはその対応に追われ、手間のかかる
情報を収集する余裕はないと思う。砂防技術の発展の
ために必要な作業で、手がつけられていないのなら、
STCの出番だと思う。
　急傾斜地のハード対策では、待ち受け擁壁の設計、
構造、長大斜面の処理、近年多用されるようになった
アンカー工がメンテナンスから考えて適当か、対策工
は安全でなければならないが、受益者負担金がある事
業について安全性とコストの考え方は妥当か、など課
題はまだいくつか残されているように思える。

6 ■  雪崩対策

　道路の雪崩対策とくらべた時に、人家を保全するた
めとは言え、構造物がかなり巨大である。筆者自身は
大きすぎるかどうか検討したことはないが、雪崩対策
が始まってから、見直されたことがないのではなかろ
うか。「安全なのだからよいではないか」と言われる
かもしれない。しかし、過大な構造物だとすれば、限
られた予算で、対策されるべき個所に対策が及ばない
状況を作り出していることになる。これは公益社団法
人雪センターが検討してくれるのか。

7 ■  地すべり対策

　私は地すべり対策に関わってこなかったため、言い
すぎると叱られそうなので少しだけにする。かつては、
大量の土砂を運ぶことはできなかった。したがって、
排水工で地下水位を下げて安定させる工法が主であっ
た。その後、各種の杭や、置き土、排土が技術の進歩
とともに採用されるようになった。特に土工に関して
は、建設機械の大型化、高度化によって、関西空港の

写真-1 立山砂防事務所、妙寿砂防堰堤（シャッター砂防堰堤）
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後の伊豆大島や阿蘇の土石流災害、広島の土石流災害
と大きな土砂災害が発生し、大規模土砂災害が砂防の
大きな課題となっている。平成27年度の砂防学会の
研究発表会を見ても、深層崩壊の発表が目を引く。ほ
とんどは、国総研関連のようで、STCからはほとんど
ない。はじめに書いた仕事の分担からするとそれでよ
いと思う。数百年に一度程度の現象への対応は、一般
の土石流やがけ崩れのような数十年に一度の現象とは
違うはずで、STCには、100年に一度程度以下の現象
への対応をまず、しっかりと進めて欲しい。公共事業
費の減少が少し落ち着いたとは言え、大きく増えるこ
とは今後は難しいであろう。中山間地の高齢化、人口
減少もより顕在化してくる。従来と同じ考え方で、同
じ対策で、同じ構造物を作り続けてよいとは思えない。
未来の砂防のためにSTCの活躍を期待したい。
　最後に、私ごとの余談だが、 写真-2は、昭和62年に
車窓から偶然撮った扇状地の写真で、砂防ダムと流路
工が見え、手前下の（道路で見えない）本川に合流す
る。住宅は扇状地の右側に集まっていて、左側は農地
のようで、土石流扇状地として見事な土地利用がなさ
れている。地名も知らないまま、これが理想の土石流
扇状地の土地利用だと講義などで紹介してきた。ずっ
と気になっていたが最近になって、これがEnterbach
であることを教えてもらったが、いつ頃、何をきっか
けに、誰がこのような土地利用にしたのかは不明のま
まである。オーストリアにはこのような土地利用の扇
状地がいくつかあるとも聞いており、機会があれば調
べてみたいと思う。

埋め立てや、紀伊山地の天然ダム対策に見られるよう
に、大量の土砂を掘削、運搬することが可能になって
いる。地すべり対策も、排土が主たる対策になってき
ているように見受ける。
　現在までに何本の排水ボーリングが施工されたであ
ろうか。排水工は、完成時が性能として最大で、その
後時間の経過とともに目詰まり等により性能は低下す
ると考えられる。過去に対策された地すべりの排水工
の点検、メンテナンスが課題である。排水パイプの出
口の目詰まりの程度も一つの指標だと思うが、より直
接的には排水流量であり、地下水位であろう。これら
は、降雨との応答を調べる必要がある。これらの作業
の手間を含めて、対策工選択のフローを見直す時に来
ている気がする。

8 ■  大規模な土砂流出の記録

　平成23年の台風12号で紀伊山地では大量の降雨が
あり、多くの深層崩壊が発生し、天然ダムが形成され
た。災害に至っていないのでニュースにならないが、
この台風時に、安倍川では大谷崩れではなく、右支川
の藁科川や安倍中河内川から大量の土砂流出があり、
静岡市の近くでは安倍川の低水路が土砂で埋まり、緊
急の浚渫が行われた。まさに、治水上砂防のための砂
防の対象となる現象が発生した。稜線を越えてその北
側の、春木川の七面山の崩壊からも大量の土砂が流出
して、床固めや砂防ダム群が土砂に埋まった。同じ、
早川の御池の沢でも大量の土砂流出があった。富士川
砂防事務所がLPのデータから土砂量を算出している
が、このような希に発生する大規模な土砂流出の記録
とメカニズムの推定は、砂防の基礎となるもので大事
にしたい。事務所や研究機関の作業に独自の調査や検
討を加えて後の人が使える記録を残すこともSTCに
期待したい。今年は、平成７年７月11～12日の姫川
の出水から20年で、記念のイベントも開催されたが、
これなども砂防にとって多くの教訓を残しており、記
録され伝えられるべきものである。

あとがき

　平成23年の紀伊山地の深層崩壊、天然ダム、その

写真-2 Enterbach、オーストリア

sabo vol.118 夏 20156



砂防・地すべり技術センターが産声を上げて40年、
砂防技術の研鑽とその実践を通じて社会貢献にまい進してまいりました。
この節目の年を記念して、砂防シンポジウムを企画、開催いたしました。

その概要をお知らせいたします。

（一財）砂防・地すべり技術センター 創立40周年記念シンポジウム

「土砂災害から生命を守る」
平成27年６月16日火　於：砂防会館別館シェーンバッハサボー　利根（淀・信濃）

挨拶

シンポジウム報告

　このシンポジウムの開催にあたり、全国各地より400名近い多勢の方々に参加いただきま
したことをまずは御礼申し上げます。
　今年は昭和50年に設立されました当センターがちょうど40年を迎えるという節目の年でご
ざいます。この10年は、東日本の大震災をはじめ地震活動、火山噴火活動等が非常に活発に
なり、また地球温暖化の影響もあり、全国各地で集中豪雨あるいは記録的豪雨といったもの
が起こりました。紀伊半島の豪雨災害、阿蘇周辺の土砂災害、伊豆大島の土石流災害、そし
て昨年は広島市西部で同時多発的に発生した土石流災害、こういう大きな災害が頻発してい
ます。
　そういった背景を受け、このシンポジウムでは「土砂災害から生命を守る」という大きなタ
イトルをつけさせていただきました。最近の土砂災害あるいは自然災害について、どのよう
な特色あるいは課題があるのか、そして、それらに対してどういう点に着目しながら対応をし
ていったらいいのか。そういったことを中心に、本日、有識者の方々にパネルディスカッショ
ンをしていただきたいと考えています。
　多勢の方々の参加にあらためて感謝申し上げますとともに、今日の記念シンポジウムが皆
様方にとりまして実り多いことを祈念いたしまして、開会のあいさつとさせていただきます。

近
こん

藤
どう

 浩
こう

一
いち

（一財）砂防・地すべり技術センター 理事長
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基調講演

「砂防行政の新たな展開」

　砂防・地すべり技術センター創立40周年誠におめでと
うございます。砂防技術の課題に次 と々挑戦し、砂防行
政に沿った技術をしっかり磨き、発信してきて下さった、
それがこの40年の歴史ではないかと思っております。ま
た、本日はこの記念シンポジウムの基調講演という、名
誉のある役割を与えていただきましたので、現在我々が
取り組んでいる砂防行政について、皆様方に少しご紹介
したいと思います。

　まず、気候変動と土砂災害ということで、最近雨の降
り方が非常に激しくなったという印象を皆さんもお持ちだ
と思います。IPCC─気候変動に関する政府間パネル─
から、21世紀末までに世界の平均気温は0.3℃～4. 8℃
上昇する、日本でも今後100年間で、平均気温は2.5℃
～3 . 5℃上昇するということが示されています。
　一方、雨量は平成25年に気象庁の所管雨量観測所
のうち133地点、39都道府県で、観測史上１位の１時間
雨量を記録しています。これを受けて、平成26年にはど
のような土砂災害が発生したかというと、7月に長野県の
南木曽で１名の中学生の方が亡くなり、８月には広島市
安佐南区、安佐北区で74名の方が亡くなっています。こ
れ以外にもいろいろな災害が起こった年で、トータルで
は1,184件の土砂災害があり、死者は81名、これは非
常に多い数字です。それから注目していただきたいのは
全壊家屋の数が161戸と多いこと、非常にたくさんの家
が被害に遭れているということです。
　そこでその対策についてですが、やはり土砂災害対策
の一番基本になるのはハード対策なのです。ハードの予
算を伸ばしてしっかり予防対策をやっていく必要があり
ます。人命を守るだけではなくて社会資本も守りますの

で、このハード対策の充実が基本的な考え方です。しか
し予算は伸びないわけでして、非常に苦労しております。
　それからソフトですが、昨年の広島の災害を含めて、
土砂災害による人的な損失というのは非常に大きいもの
があります。人命だけは戻らない、ですから、「逃げる」
という技術をしっかりと磨くということで、一つの渓流で
41名もの死者を出す（八木3丁目地区）土石流が起こっ
た広島の災害を受けて、土砂災害防止法を改正いたしま
した図-1。これは８月20日に災害が発生、９月１日に総
理大臣が国土交通大臣に指示をして10月14日には閣議
決定、11月19日公布、翌年１月18日に施行という非常
に短期間の流れでした。内容は「どこが危ないか」「い
つ危ないか」を土砂災害警戒情報で市町村へお伝えし、
地域防災計画書に避難場所、避難路をきちんと書きこ
み、逃げていただく、そして国は、市町村へしっかりした
技術的支援をするという法律改正です。また、危ない場
所には人を住まわせないという土地利用規制も大切で、
土砂災害防止法をしっかり運用していくということです。
　さらに、危機管理というのが非常に大きな使命として
今、我々のミッションになっています。いったん事が起こ
るとTEC－FORCEという技術部隊を組織して、ただち
に現地に赴きます。そのほか、現在の砂防部の取り組み
としては、ブロックごとの推進会議を開催し、ガイドライ
ンや各種手引きを作成するなどの基本的な考え方をお示
ししています。
　そして他省庁との連携では、特に文部科学省・厚生
労働省と、要配慮者利用施設の実態把握を行います。
これは病院や学校の方々にしっかり逃げていただけるよ
うにしよういうことであります。また内閣府でも、総合防
災訓練大綱の中に、土砂災害・全国防災訓練を書き込
むなどしています。さらには、消防庁とは防災訓練を一
緒に行うことにしました。このほか、宅地建物取引の時
などにも、土砂災害の危険な箇所であるという情報提供
をきっちり行い、がけ地近接等危険住宅移転事業もし
っかり活用するのと併せて、建築物の改修時には補助金
を出せる仕組みを住宅局でつくるなど、全省庁挙げての
土砂災害対策に対する取り組みを行っているところです。

1981年	 京都大学農学部卒業
1981年	 建設省入省
2008年	 広島県土木局長
2011年	 国交省河川局保全課長
2012年	 国交省水管理・国土保全局砂防計画課長
2013年	 国交省水管理・国土保全局砂防部長
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国土交通省水管理・国土保全局砂防部長
（肩書きは収録当時）
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　次は火山における砂防についてです。９月27日土曜
日11時52分に御嶽山で噴火が発生しました。本当に気
の毒なことには、火口近くで多くの人がお弁当を食べて
いる時刻だったために、死者57名、行方不明者６名とい
う人的被害が出ました。こういった場合、火山灰などが
次の雨で下流へ流下して来ます。砂防・地すべり技術セ
ンターはこういった火山関係の卓越したシミュレーション
技術を開発してこられました。そのシミュレーション結果
を見て、危険区域にある家は立ち退いてもらったり避難
してもらったりするというわけです。
　次は口永良部島ですが、5月29日噴火があり、噴火レ
ベルが５、火砕流が海岸まで到達したということで、途
中木がなぎ倒されているような状況です。
　砂防では火山噴火緊急減災対策砂防計画を作成し
ています。砂防・地すべり技術センターでもリアルタイム
ハザードマップを作っていただいています。間もなく活動
火山対策特別措置法の一部改正が、国会で成立の運
びになります。噴火警戒レベルに合わせて避難計画を作
り、火山防災協議会を組織するという内容などです。こ
れも新たな動きです。
　それから、砂防は海外へ展開しておりまして、ブラジル
へは砂防の専門家を二人、スリランカに一人出しています。
また、ネパールにはアタッシェを送っています。そのほか

の国々でも二国間で協議や会議をしています。
　ブラジルでは平成23年、リオデジャネイロで死者行方
不明者がおよそ1,200人、２万人が家を失うというような
土砂災害が起きています。ブラジルは土地が広いので人
が密集して住んでいないような印象をお持ちかもしれませ
んが、実は都市部では斜面に多くの家が張り付いていま
すので、そういう場所でのリスクマネジメント、それからア
ーリーウォーニングなどの技術移転をしっかりとするという
ことでやっています。
　スリランカでは多く発生している地すべりに対して、プロ
ジェクトサイトを決めて技術指導しているということです。

　現在、我々が土砂災害を防ぐために取り組んでいる行
政をざっとお話ししました。我々の施策展開は非常に大
事なのですが、施策を実行するためにはそれを裏付ける
技術的な根拠というものが必要です。40周年を迎える
砂防・地すべり技術センターのますますの発展をお祈り
するとともに、今後も施策目的に沿った技術を展開し、
いっそう行政を支えていただくということをお願いしたい
と思います。それから本日ご参集の皆様のご活躍、日頃
の国土交通行政へのご貢献に感謝を申し上げて、私の
講演を終わらせていただきたいと思います。
　ご静聴ありがとうございました。

図-1 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
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「近年発生している自然災害とその対応について」

パネルディスカッション

池谷コーディネーター 本日は、壇上の先生方と御一緒にパ
ネルディスカッションを進めていきたいと思います。
パネラーの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
先ほどの大野砂防部長の基調講演にもありましたよう
に、最近は大変悲惨な被害をもたらす土砂災害が全国
各地で発生しております。これらの土砂災害による被
害を防止軽減するために何をするかということは、今
まさに喫緊の課題ではないかと考えております。
　そこで、本日は火山学、砂防学、それから防災情報
学の、まさに我が国の第一人者の先生方にご参集いた
だきまして、土砂災害の実態や、現状と課題、そしてそ
れにどう備えていけばいいか、こういう視点でパネルデ
ィスカッションを進めていきたいと考えております。
　まず、最初に４名のパネラーの先生方からそれぞれ
ご専門の分野から見た最近の話題についてお話を伺い
たいと考えています。まずは、火山防災について、藤
井先生、よろしくお願いします。

最近の火山災害

藤井会長 それでは、土砂災害の一つの原因であります
火山活動についてご紹介をしたいと思います。
　最近の主な火山活動、2000年以降のリストでは、
ほとんどのものは100万t以下、小規模から中規模の

下のほうになります。特筆すべきものは、東京から
1,000㎞南のほうにある西之島です。これはもうすで
に２億5,000万tを超えるマグマを噴出しています。こ
の西ノ島は今も１日に約50万tの溶岩を流出し続けて
いて、かなり大きな規模の噴火となっております。
　それから、2014年９月に起こりました御嶽山の噴
火ですが、戦後最多の犠牲者が発生いたしました。現
在日本では、気象庁が常時監視をして30の火山に噴
火警戒レベルが導入されています。御嶽山の場合には
噴火警戒レベルが１、キーワードとしては「平常」と
いう状態で、この「平常」というキーワードが不幸な
ことになりました。これは本来活火山として平常、ノ
ーマルな状態で、つまり火口付近では何か噴出するか
もしれないという意味だったのですが、必ずしもそれ
が伝わりませんでした。
　もう一つは、この噴火は最初にクライマックスが来
たことです。例えば御嶽山でも1979年では最初は小
さな噴火で、昼を過ぎてからクライマックスが来まし
た。ところが今回は不幸にして最初にクライマックス
が来たので、もはや逃げるすべがなかった。それで、
噴火警戒レベル１「平常」というのは問題であるとい
うことになって、この御嶽山の噴火を契機に噴火警戒
レベル１は「活火山であることに留意」というキーワ
ードがつけられることになりました。
　次に日本で初めて噴火警戒レベルを５にした口永良
部島の噴火です。このときには火砕流も発生して海に
まで到達しました。あらかじめハザードマップで予想
していましたが、噴火後に噴火警戒レベルが５に上が
って全島避難に至っております。今後の見通しですが、
しばらくは断続的に噴火が続くと考えられますので、
ずっと島を離れたままになるのか、あるいは噴火、火
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（一財）砂防・地すべり技術センター
研究顧問

1968年	 京都大学農学部卒業
1968年	 建設省入省
1998年	 建設省砂防部長
2005年	 （財）砂防・地すべり技術センター理事長
2012年　政策研究大学院大学特任教授

コーディネーター 	（一財）砂防地すべり技術センター	研究顧問　池谷 浩

パネラー 	 火山噴火予知連絡会	会長　藤井 敏嗣
	 （公社）砂防学会	会長　石川 芳治

	 NHK放送文化研究所	研究主幹　福長 秀彦

	 国土交通省国土技術政策総合研究所	土砂災害研究部長　渡 正昭
（敬称略）
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山と共存することになるのかは、これから観測を強化
した上で住民の方、行政が考えるべきことだろうと思
います。
　最近火山の活動が活発に見えるため、活動期に入っ
たと言われることがありますが、必ずしも正しくあり
ません。ただはっきりしていることは、大規模噴火は
1929年以降発生していませんので、そういう意味では、
活動期に入るのはこれからだと考えています。
　比較的古文書のはっきりしている時代からの大きな
規模の噴火を並べてみると、３億㎥以上の噴火は、各
世紀に４、５回あるいは６回程度起こっていましたが、
桜島の大正噴火と北海道駒ヶ岳の噴火を最後に、この
規模の噴火は100年近く起こっていません。そのこと
を考えれば、間もなくそういう大きなものが幾つか続
けて起こるということは、覚悟しておいたほうがいい
と思います。
　今の地震活動の状況は９世紀の日本に非常に似てい
ます。869年の貞観の地震というのは、東北地方太平
洋沖地震の位置と大きさもぴったり一致しています。
それから863年の中越地震は、2004年や2007年の中越
もしくは中越沖地震と似ている。中央防災会議があと
数十年以内に起こると言っている、南海トラフでの３
連動の地震というものが、これはやはり９世紀に仁和
の地震として貞観地震の18年後に起こっています。
　９世紀には、このような地震活動だけではなく火山
活動も非常に活発でした。ですから９世紀と同じよう
に、日本でもこれから火山活動が活発化することは想
定しておいたほうがいいと思います。
池谷コーディネーター まさに最新の火山活動のトピックス

について藤井先生からお話をいただきました。その中
で、地震活動が９世紀に酷似しているということです
が、貞観地震の少し前に富士山の貞観の大噴火といっ
て、今の青木ケ原を形成した青木ケ原溶岩流が流れ出
てますよね。こういった地震と火山噴火とが連動する
可能性、特に富士山の大規模噴火という視点で見た場
合、最近の地震活動は影響するのかどうか。おそらく
火山予知連の会長としては非常におっしゃりづらいか
もしれませんので、藤井先生個人として何か見解をコ
メントしていただくと大変ありがたいのですが、いか
がでしょうか。
藤井会長 富士山は地質調査によって、最近3,200年間

に100回以上の噴火があったことを確認しております。
ということは30年に１回噴火した火山が今300年間休

んでいる、10倍の期間休んでいるということですので、
地震に影響されるかどうかに関わらず、いつ噴火をし
てもおかしくない状況にきているけれども、今は何の
兆候も見られません。地震もほとんど平常のレベルで
すし、山も膨らんでいません。ですが、気を付けてい
ただきたいのは、火山噴火は何年も前から準備をする
わけではなくて、我々が兆候をつかんだら、あっとい
う間に噴火に至ることがある。特に富士山のマグマの
場合には極端なことを言うと兆候をつかんでから数時
間で噴火をするかもしれません。1983年の三宅島の
場合には、地震が起こったと気がついてから１時間半
後にもう火柱が上がっておりましたので、そういう事
態も考えておいたほうがいいと思います。

最近の土砂災害の特徴

池谷コーディネーター 続きまして、石川先生、よろしくお
願いします。
石川会長 最近の豪雨による土砂災害の特徴について紹

介させていただきます。伊豆大島の土砂災害では、死
者36名、行方不明者３名で、非常に大きな災害にな
っています。やはり特徴としては多量の雨で、24時
間で824㎜、１時間雨量で118㎜、超過確率にすると
大体500年規模ということで、非常に稀な降雨です。
　もう一つは、降雨が中心部に集中していることです。
大体半径１㎞ぐらいのところに集中していて、離れる
と極端に雨が減っています。これは後の広島災害も同
じですが、真夜中に最大時間雨量がきて、避難が非常
に難しかった大きな原因になっています。
　伊豆大島の例は、大きな特徴としては山腹斜面のほ
ぼ全体が剥がれたように落ちています。もう一つは、
土石流が本来本川に入るはずなのが、途中で支川から
本川に曲がらないで真っ直ぐ行ってしまいました。ま
た広い面積にあった樹木が流れてきて橋が詰まり、下
流のほうで氾濫域が広がったことが被害を拡大した原
因になっております。

パ
ネ
ラ
ー

藤
ふじ

井
い

 敏
とし

嗣
つぐ

氏
東京大学名誉教授、
火山噴火予知連絡会長

1975年	 東大大学院博士課程修了同理学部助手
1984年	 東大地震研究所助教授
1989年	 東大地震研教授
1997年	 東大地震研究所長
2003年	 火山噴火予知連絡会会長
2006年　日本火山学会会長
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　次は昨年の南木曽町の災害ですが、その特徴は非常
に短時間に雨が降ったことです。避難というのは、最
低２時間ぐらい前に言っておかないと急にはできない
ので、土砂災害警戒情報も間に合わなかったという例
です。
　また、広島災害ですが、皆さんもよくご存じのよう
に、やはり同じように狭い範囲に集中して降ったとい
うことです。あと、家屋の被害もかなり大きく、テレ
ビでもよく出ました県営住宅のある渓流では、山の奥、
谷の中まで住宅が張り付いていて、そこに土石流が出
たことで、被害が非常に大きくなりました。
　広島災害の特徴の一つは局地的な強い雨ですが、も
う一つはマサ土、花こう岩地域ということです。イメ
ージ的には一般の土石流に近く、一番上の谷の頭で斜
面崩壊が起こって、それが下ってくるときに途中の土
砂を巻き込んで大きくなり、下流の扇状地で氾濫して、
扇状地にたくさんあった人家に大被害を及ぼしました。
池谷コーディネーター 同じ土石流災害でも異なった課題が

出ているのは、場の条件が違っているというのが一つ
の原因ではないかと思われるのですが、先生はそのあ
たりはどのようにお考えですか。
石川会長 伊豆大島と広島災害でおわかりのように、基

本的には極端に大きな雨が集中的に降ったことと、も
う一つは地形・地質です。主に伊豆大島の場合には火
山地形で火山灰が広く堆積していたことと、地形がま
だ若く谷が発達していなかったこと、また一方、広島
についてはいわゆるマサ土地帯で、かなりきれいに発
達した谷に沿って崩壊とか土石流が流れてきたことが
特徴です。

地震による土砂災害

池谷コーディネーター では続きまして、渡先生、お願いい
たします。

渡部長 火山、それから雨ときたら次は地震の話とい
うことで、そこからお話をしていきたいと思います。

　過去10年で人的被害を伴った地震というのは60余
りあり、かなりあちこちで起こっています図-1。
　岩手・宮城内陸地震では宮城県栗原市の荒砥沢とい
う地区で、貯水池に大規模な地すべりが流入しました。
平成23年の３.11東日本大震災のときにも、福島県白
河市の葉ノ木平地区で地すべり性の崩壊が発生してい
ます。
　次は深層崩壊の推定頻度マップというもので、平成
22年に発表をしたものです。この深層崩壊のもたら
す土砂災害は３つのパターンに分けられます。「崩壊
土砂がそのまま人家等を直撃するタイプ」、「崩壊が発
生したものが土石流となって流下して下流地域に被害
を及ぼすタイプ」、「深層崩壊などによって河道が閉塞
され、その上流側に天然ダムが形成され、それが決壊
することにより下流側に土石流などの大きな被害をも
たらすタイプ」の３つです。　天然ダムがたくさんで
きた事例ということで２つご紹介をします。
　岩手・宮城内陸地震の時にはこの両県にまたがり、
15の天然ダムが形成されました。人的被害は、両県
あわせて死者10名、行方不明８名となっています。
土砂災害によるものだけでそれだけあったということ
です。発生したのは７年前の６月14日午前８時43分、
そういう時間帯でありました。
　もう一つの事例は、平成23年９月４日に紀伊半島
の随所で深層崩壊が集中的に発生し、合計17の地区
で河道閉塞が起こっています。この時は５日間の連続
雨量が最大1,800㎜というものすごい雨がもたらされ
ました。こちらのほうも緊急的な砂防事業はもとより、
翌年から紀伊山地砂防事務所という、国交省直轄の砂
防事務所が新設され、現在もその対応が続けられてい
ます。
池谷コーディネーター 豪雨とか火山噴火だけでなくて、地

震による土砂災害も十分気をつけていかなくてはいけ
ないということを意味しているのでしょうね。

渡部長 ご指摘のとおりだと思います。特に土砂災害
自体が人命に直結しやすいということ、けが人よりも
死んだ人のほうが多く、過去10年の平均データを集
めてみると、土砂災害で亡くなった人33人、けがし
た人は20人となっています。これは例えば交通事故
だと年間100件起こって0.7人の死亡数です。そういう
意味でただでさえ人命に直結しやすい土砂災害の中で
も、地震は突発性が高く、いきなりガツンとやってく
るので、警戒避難のためのリードタイムがとれない、
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sabo vol.118 夏 201512



創立 4 0周年記念シンポジウム報告

これが最大のポイントではなかろうかと思います。こ
ういった点に対してどういう手を打っていくのかとい
うのがこれからの課題かと思っています。

防災情報の課題

池谷コーディネーター では、防災情報という視点で、福長
先生、お願いいたします。
福長主幹 私からは、情報伝達の課題についてお話をさ

せていただきます。この10年間、災害情報は大きく
変貌を遂げてきました。2004年に福井豪雨などの水
害が多発し、2005年から土砂災害警戒情報の運用が
始まりました。2010年からは気象の警報や注意報が
市町村単位で発表されるようになり、大雨警報は土砂
災害と浸水害の予想災害別に発表されるようになりま
した。2011年の紀伊半島大水害の翌年からは、記録

的な大雨に関する気象情報（50年に一度の確率の降雨
などの場合）、2013年には特別警報の運用がスタート
しました。
　災害の激甚化に伴って、災害情報はまさに大変革期
にあるわけですが、変革の方向性は情報の「細分化」、
「量的な増大」、「脅威の深刻化の確実な伝達」に向か
っていると思います。

パ
ネ
ラ
ー

渡
わたり

 正
まさ

昭
あき

氏
国土交通省国土技術政策総合研究所
土砂災害研究部長

1983年	 京都大学農学部卒業
1983年　建設省入省
2012年　国土交通省砂防部保全課長
2014年　国土交通省国土技術政策総合研究所
	 土砂災害研究部長

平成20年岩手・宮城内陸地震（6月14日）

平成23年
東北地方太平洋沖地震

（3月11日）

平成19年新潟県中越沖地震
（7月16日） 平成23年長野県北部地震

（3月12日）

大規模河道閉塞
（宮城県栗原市）

大規模河道閉塞
（岩手県一関市）

JR信越本線（新潟県柏崎市）

地すべり（福島県白河市）

地すべり（新潟県十日町市）

余震による土砂災害
（福島県いわき市）

地震による土砂災害
図-1 地震による土砂災害　気象庁資料をもとに国土交通省技術政策総合研究所が作成
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　脅威の深刻化を確実に伝達するためには、「周知を
迅速に」、「必要な人にあまねく」、「危険回避の行動を
促すように」伝えることが必要です。土砂災害の場合
は、局地的豪雨によって突発的に起こる傾向が強いの
で、「迅速に周知」は、とても重要です。気象庁など
が出す警報は各メディアや防災行政無線によって直ち
に情報発信されていますが、警報発表が多くの人に知
れわたるまでには一定の時間がかかっているのが現実
です。「必要な人にあまねく」とは、避難に時間がか
かることが多い、高齢者など避難行動の要配慮者に確
実に伝えるということです。しかし、現実には高齢者
ほど災害情報が行き届いていないケースが多く見られ
ます。
　災害後の各種調査で、避難した人が少ない実情を考
えますと、「危険回避の行動を促すように」伝えると
いうことも重要な課題である思います。目で見て水位

の上昇が分かる河川の洪水などとは異なり、土砂災害
の切迫性を情報によって如何に分かりやすく伝える
か、しっかり考える必要があると思います。
池谷コーディネーター 今後の対策を考えるうえで、高齢化

の進展など社会条件の変化も考慮しなければならない
かと思うのですが、いかがですか。
福長主幹 高齢化社会が進む中でネットの操作に不慣れ

な高齢者への情報伝達に、どのように向き合っていく
のかということをしっかり考える時代になっていると
思います。また、この点についての放送メディアの取
り組みについては後ほどお話ししたいと思います。

今後の課題と対応

池谷コーディネーター さて、各専門分野から見た最近の課
題という視点でお話を伺ってきましたが、ここからは
土砂災害の特徴や課題を踏まえたうえで、どう対応し
ていくかという話に移りたいと思います。近藤理事長
の挨拶にもありましたように、砂防・地すべり技術セ
ンターが設立されて40年、その間のさまざまな変化
を視野に入れ、お話を伺いたいと思います。
　石川先生、雨の降り方の実態とその対応についてお
話をいただければと思います。
石川会長 最近数年間の雨による土砂災害、特に雨量と

超過確率ということで整理しています。そうすると
表-1に示しますように昨年の広島災
害なども、数時間単位だと500年以
上とか、伊豆大島につきましても
500年程度になります。今までの土
砂災害対策では100年確率で施設の
設計をしたり、危険区域の設定をし
たりしていますが、こういった非常
に激しい雨についても、今後の対応
を考えているところです。ただ施設
としてあまり大きなものを造るとお
金がかかるということもあり、それ
を超える規模のものについても、今
後検討していく必要があると思いま
す。しかし実際問題として対応は必
要だということで、レベル２という
のをつくって、少なくとも施設につ
いては被害を受けない、ある程度の
効果を発揮するというものが必要か
と思います。
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福
ふく

長
なが

 秀
ひで

彦
ひこ

氏
NHK放送文化研究所 研究主幹

1975年　明治学院大学経済学部卒業
1975年　NHK入局
2001年　NHK報道局テレビニュース部
	 エグゼクティブ・プロデューサー
2002年　NHK報道局科学文化部長
2005年　NHK高知放送局長
2011年　NHK放送文化研究所研究主幹

表-1 最近発生した主な土砂災害における降雨量の超過確率年
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　ソフトについては、例えば数百年に１回という規模
も考慮したハザードマップを、今後検討していく必要
があると考えています。
　また局地的で短時間の雨にいかに対応していくかで
すが、予測も必要ですが、避難について考えていく必
要があると考えています。こういった極端な現象につ
いては、ハードとソフトを組み合わせて多重防御とい
うことで今後検討していく必要があります。
　それから、国土監視技術の強化です。人工衛星や地
震計を使って、迅速に雨量あるいは被災状況を把握す
るものも必要だと思います。
　最後は砂防設備の長寿命化で、何十年か前につくっ
たものはそろそろ老朽化している恐れもありますの
で、補修を含めた改善、あるいはもっと新しく強化し
た施設をつくる必要性もあると考えます。
池谷コーディネーター 石川先生からは、雨とその対応とい

う視点で、降り方が必ずしも100分の１ではなくて、
500分の１とか1,000分の１というような雨が降るとい
うのをまずは考えるべきではないか、実態から見た現
象をきちんととらえるべきではないか、そのうえで、
レベル１、100分の１とか200分の１対応と、レベル
２という過去最大級500分の１とか1,000分の１とか、
それぞれのレベルに対応したハード面とソフト面を平
時から十分検討しておくべきだというご提案が今あり
ました。ありがとうございました。
　渡先生にお尋ねしたいのですが、例えば天然ダムと
その原因となる深層崩壊、これらへの対応をという視
点で少しお話しいただけますか。

渡部長 危機管理に対する意識というのが、おそらく
社会全体で大きく変わってきたのだろうと思います。
　河道閉塞に関する話で申し上げますと、天然ダムの
高さがおおむね20ｍ以上、そして人家10戸以上に影
響が及ぶ場合には、国が緊急調査をしなければならな

い義務が課されています。火山噴火による土石流など
も同様です。それらに対して国が直接出向いて調査を
して、その結果を県あるいは市町村にお知らせすると
いう仕組みができています。
　紀伊半島ではたくさんの深層崩壊と、それに伴う天
然ダムが形成されました。最も規模が大きいといわれ
る崩壊土砂量が2,500万㎥の奈良県吉野郡十津川村の
栗平地区の現場ですが、規模は数百ｍオーダーもあっ
てとても大きい。これをどうやって正確に把握し、状
況変化を予測して、今後の防災に役立てるかというこ
とが問われてきます。
　わかりやすい事例として、河道閉塞が起こった場合、
形状を正確に把握する必要がありますが、これはある
程度訓練した人間でも、現地に行って天然ダムの高さ
はどれぐらいかというと、人によって倍、あるいは半
分などと言うことが違ってきたりします。そこはしっ
かり訓練して正確な情報を得なければいけないという
ことです。
　それから、投下型の水位観測ブイ、これは土木研究
所で当時開発をしていたものですが、岩手・宮城内陸
地震の前に開発していましたので、その時に使われ、
また紀伊半島でももちろん使われています。どれぐら
いのタイミングで越流が始まるのかというのは、極め
て重要な情報になってきます。
池谷コーディネーター 先ほどお話ありましたように、ヘリ

から見た天然ダムの高さが幾らぐらいかというのは、
本当に難しいですよね。特に今日はコンサルタントの
方が多勢いらしていると聞いていますので、皆さんも
多分そういうご経験がおありではないでしょうか。
　続きまして御嶽山をはじめ、最近口永良部も火山活
動が活発になっておりまして、火山活動はやはり気に
なるところですね。火山活動と土砂災害という視点で
藤井先生からお話しいただければと思います。よろし
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くお願いします。
藤井会長 火山災害が土砂災害として表現されるのは、

大量の土砂移動を伴うことにありますが、出現の仕方
は噴火様式によって随分違います。
　富士山の宝永噴火はプリニー式の噴火と言われる非
常に大きな爆発的なタイプの噴火なのですが、宝永噴
火の場合には、プリニー式としては例外的に２週間も
の長期間にわたって噴煙を噴き上げました。
　図-2を見ていただくとわかりますように、成層圏が
約10kmから始まりますね。成層圏には強い西風が吹
いておりますので、こういう大規模噴火のときには日
本では東のほうに土砂が運ばれることになります。例
えば横浜のあたりでも数十㎝、20㎝近くの火山灰が
積もることになるわけですね。こういうことが起こり
ますと、実は大変な土砂災害が起こります。火山灰が

10㎝以上積もったようなところでは、雨が降るたび
に土砂災害が発生しました図-3。
　宝永噴火のときにどれだけの灰があったかという
と、桜島で今起こっている火山灰の100年～200年分
が２週間で降り積もるんですね。普通のプリニー式で
すと、これが１日か２日で降り積もることになります。
ですから、ものすごく短時間に大量の土砂移動が起こ
るということになりますので、大変な土砂災害をもた
らします。
　大きな噴火ではなくて、例えば中小規模の噴火とい
う場合には、火山灰は実は全方向に分布することにな
ります。噴煙はせいぜい数千mぐらいしか上がらない。
そうすると地上付近の風向きはしょっちゅう変わりま
すので、広い範囲にわたって火山灰がばらまかれるこ
とになります。これが例えば数年にわたって続くとな
ると全方位に火山灰が堆積します。
　雲仙普賢岳の場合には1990年11月17日から始まり
ました。それで、約５年間続いて１万回を超える火砕
流が発生したために大量の土砂が移動し、それによっ
て多数の土石流が発生したことは、皆さんご存じのと
おりであります。
　このように、土砂災害の軽減のためには火山噴火が
どういうふうに進行していくのか、それを見きわめた
うえで減災に努める必要があります。
　これは最後に言うべきかもしれませんけれども、今
の日本の火山監視・観測体制というのは決して十分で
はないと思います。ですから、こういう土砂災害を軽
減するためにももう少し別な形での火山庁あるいは地
震火山庁でもいいかもしれませんが、そういう国の一
元的な組織が必要だと考えます。
池谷コーディネーター 今、藤井先生からお話がありました

ように、まさに同時多発、長期間、広域的な火山災害
による土砂災害の可能性について、富士山の宝永噴火
は我々に教えてくれています。土砂災害防止という視
点からすると、火山災害の多様性を十分知ったうえで、
噴火の推移を見きわめることの重要性を、藤井先生か
ら伺いました。どうもありがとうございました。
　それでは福長先生、土砂災害対策のソフト面から見
た課題と対応についてお話しください。
福長主幹 土砂災害と避難情報伝達（ソフト面）の課題

についてお話します。土砂災害の特徴は、突発的に起
き、予測が困難なことです。そのために避難勧告が間
に合わないこともあります。土砂災害の発生が差し迫

Miyaji et al., 2011

図-2 富士山宝永噴火の噴煙高さ

中央防災会議　災害教訓の継承に関する専門調査会「1707富士山宝永噴火報告書」2006.3

図-3 同時多発する２次災害：土石流・洪水
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った大雨の中を深夜に避難する「切迫避難」は大変危
険です。内閣府の指針では、夜間から早朝にかけて大
雨警報（土砂災害）が発表される可能性がある場合に
は、避難準備情報を出すこととしています。また、中
央防災会議の作業部会は、いち早く避難準備情報の段
階で、土砂災害警戒区域などの住民に自主的な避難を
促すことを提言しています。「切迫避難」を防ぐために、
早めの避難を如何に促すか、情報発信のタイミングが
問われています。
　土砂災害の犠牲者の多くは高齢者です。しかし、警
報と同様に、避難情報も高齢者に行き届いていない現
実があります。NHK放送文化研究所が沖縄市の避難
勧告（2014年７月）について行った世論調査によりま
すと、避難勧告の発表を知っていた人の割合は、70
歳以上では35％に過ぎませんでした。
　最近は、状況に応じて様々な避難行動が推奨される
ようになっています。指定された避難場所へ避難する
時間がない場合には、近隣の鉄筋コンクリート造など
頑丈な建物の高層階への避難、屋外に出るのが危険な
場合には、自宅内の安全な場所に移動する屋内安全確
保が推奨されています。これらの避難行動をきめ細か
く、正確に住民に伝えていくことも避難情報伝達の重
要な課題です。
池谷コーディネーター ソフト面で何が大切か、どういう対

応が必要かというお話をいただいたわけですが、多様
で多重な伝達方法、これはおそらくプッシュ型とプル
型とを併用した対応が必要であるということ、そして
何よりもわかりやすい早めの情報伝達、こういったこ
とを基本にして、安全なところへ迅速に移動すること
を支援する、促すという仕組みの創設というご提言で
あったと思います。ありがとうございました。
　ソフト面という面で見ますと、渡先生、国土の監視・
観測という視点も非常に重要ではないかと思うのです
が、いかがですか。

渡部長 ２つのことについて紹介をしたいと思います。
まず、TEC－FORCE（災害対策緊急派遣隊）が平成
20年から発足をしたわけですけれども、要は一つの
整備局等におさまりきらないような大規模災害に、ど
う対処していくかということです。東日本大震災のと
きも全体で延べ3,700人以上の隊員が活動しました。
とはいっても土砂災害の経験を積むというのはなかな
か大変なことなので、平成25年から地方整備局の職
員をつくばに呼んで、実地のトレーニングを含めて行

っています。
　一方の技術開発に関してですが、特に雨による警戒
避難基準等の技術というのは、主として昭和57年の
長崎大水害以降ずっと普及してきて、今も改良が続け
られていますが、これとは別にどういう土砂移動現象
が起こったかを早期に感知、覚知することが難しい状
況下において、人工衛星搭載のSARの情報を用いて、
土砂移動を早期に発見したという事例があり、さらに
現在では、航空機搭載型のSARについても勉強を始
めています。
　また、これらと並行して全国の災害に関するソーシ
ャルメディアのツイートなどを使って分析していく
と、いろいろな情報が出てきます。土砂災害の前兆現
象として、そういったものを何とか生かせないだろう
かということを検討しています。
池谷コーディネーター 福長先生、土砂災害の特にソフト面

での対応では、メディアに期待されている部分が非常
に大きいのではないかと思うのですが、このあたりを
お話しいただけるでしょうか。
福長主幹 一般にマスメディアというのは、被害が出る

とニュースとして大きく報じる「被害報道」が伝統
的なスタイルです。しかし、災害の激甚化に伴い、
NHKでは、被害が出る前、災害発生前の予防・減災
報道を強化する方向にシフトしつつあります。減災報
道の基本は「早めに・大きく構える」ことです。
　「大きく構える」とは、分厚く、繰り返し伝えると
いう意味です。具体的には、字幕速報は長めに、逆Ｌ
字のスクロールは何度も繰り返し、特設ニュースでも
詳しく伝えるといったことです。また、データ放送や
ワンセグ、ホームページ、SNSなどの多様なメディア
をフルに使う意味もあります。
　では、いつから「大きく構える」のか、「早めに」
とはどのような情報発信のタイミングを指すのかです
が、NHKでは、2014年度末までに全国の地域放送局
ごとに情報発信計画を作りました。この計画に基づい
て、「早めに大きく構える」減災報道をスタートさせ
ます。例えば、盛岡局の計画では、気象台から「大雨
に関する情報（全般・府県）」が出されて災害発生の
恐れが強まった段階から、逆Ｌ字などを多用して減災
報道を立ち上げます。その際、避難が必要なのはどの
ような地域なのか、高齢者など避難行動の要配慮者は
どうしたらよいかなどを伝えることにしています。
　ネットに不慣れな方が多い高齢者への周知ですが、
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NHKでは、とりあえずデータ放送の活用を呼びかけ
たいと考えています。データ放送はＤボタンを押せば、
比較的容易に最寄りの地区の情報を視ることができま
す。テレビやラジオの本放送の場合と違って、見逃し
たり、聞き逃したりすることなく検索できます。
　危険回避の行動を促すために情報の分かりやすさが
求められていますが、NHKでは2014年10月の台風19
号の時から、地図情報とメッシュの防災データを組み
合わせて、危険を分かりやすく可視化する取り組みを
始めました。図-4は気象庁の土砂災害警戒判定メッシ
ュ情報のデータを使った放送画面です。危険度の色分
けは気象庁のものと同じです。画面は全国放送用のも
のですが、ゆくゆくは地域向けのきめ細かいものを放
送したいと考えています。
　重要なことは、情報の送り手と受け手との間で、情
報がどんな意味を持っているのか、「情報解釈のルー
ル」が共有されていることだと思います。そのために
は、日頃の放送や地域の防災イベントなどを通じて、
普段から防災情報の意味合いを送り手と受け手の間
で、しっかり確認しあっておく必要があると思います。
池谷コーディネーター 一般のテレビが、情報の入手手段と

しては一番率が高いのですね。まさにマスメディアの
役割の大きいことを意味しているのではないでしょう
か。ますますNHKに期待をするところ大であります。
よろしくお願いします。
　石川先生、先ほどのお話の中にレベル１、レベル２
で対応する、特にレベル１についてはハード対策が非
常に重要であるということでしたが、その辺はいかが
でしょう。
石川会長 中山間地では安全な場所というのは非常に少

なく、例えば避難経路とか避難場所自体が土砂災害警

戒区域にある場合も多く、そうすると適当な避難場所
もなく、避難経路自体がかなり危険な場合もあります。
また人命が守れたとしても、家屋や道路などさまざま
な施設、公共施設が壊れてしまって生活の場そのもの
が奪われてしまう、そういった生活の基盤を守るため
にはやはりハード対策が必要ではないかと考えます。
　伊豆大島の例では、大金沢では不幸にも大災害にな
ってしまったのですが、その隣の長沢と八重沢は同じ
ようにかなり多量の土砂とか流木が流れてきたにもか
かわらず、堰堤や堆積工の効果で、結果的に下流には
ほとんど被害がありませんでした。やはりこういった
施設があれば、下流の被害もなく、かつ人命も守られ
るということで、特に人家の多い場所や集落の基幹部
分については、ハードで守っていくというのが基本的
な方法と思います。
　もう一つ流木対策のほうもぜひ忘れないでいただき
たい。透過型の堰堤も効果的ですが、下流のほうの流
路の整備というのも必要だと思っています。というの
は、堰堤だけで全部止めるというのもなかなか難しい
ので、やはり発生を防ぐのが重要です。そして、下流
の流路を広げて通過しやすくするなどの対策も必要だ
と思います。
池谷コーディネーター 今、政府は「地方創生」すなわち、

「各地方独自のノウハウを生かした地域づくり」を進
めています。例えばその一つの目玉である観光事業で
も、風評被害を考えると観光地の安全を守るというこ
とが、非常に重要になってきているのではないでしょ
うか。当然ながら、避難が難しい高齢者を救う、財産
を守る、などの視点からもハード対策が非常に重要に
なってきていることを再認識していただければと思い
ます。
　パネラーの皆さんからのお話にありましたように、
今の日本は、自然条件も、社会条件も新たな時代に入
ってきたと考えるべきではないかという視点がまずベ
ースにあり、その中でどうすれば土砂災害を防ぐこと
ができるかと考えてみますと、ハード対策を計画的に
きちんとやっておくということ、ソフト対策を強化し
ていく、この２点にお話が集約されたのではないかと
思います。

まとめ

池谷コーディネーター そろそろ時間が近づいてまいりまし
たので、最後に各パネラーの先生方からこれは一つ絶

（注）2014年10月13日 NHK放送画面

図-4 メッシュデータによる危険性の可視化（土砂災害）
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創立 4 0周年記念シンポジウム報告

対に言っておきたいということ、もしくは今後の取組
としてこれは重要だよということを、お一人ずつ簡単
にご紹介いただければと思います。藤井先生から、順
によろしくお願いします。
藤井会長 火山災害の特徴は、一瞬では終わらない、い

つまで続くのかわからないということがあります。そ
れをきちんと把握できる能力を国として持つべきであ
ります。今の気象庁の火山観測のシステムでは不十分
でありまして、もっと火山の専門家を入れたシステム
をつくる必要があると、私は考えます。さもないと、
おそらく今後頻発するであろう火山災害へ、確固たる
備えができないのではないかと心配しています。先ほ
ど申し上げた地震火山庁が必要なのですが、当面はせ
めて推進本部のようなものを、早急に設置する必要が
あると考えます。
石川会長 土石流災害も含めて、地域の地形や地質の違

いを考慮した対策を考える必要があると思います。ど
うしても画一的な方法を考えるのですが、その地域に
よって社会条件も、自然条件も違いますので、それぞ
れに合った対策が必要だと思います。
　もう一つは、非常に稀な豪雨ですね、確率年が非常
に大きい、稀にしか起きない豪雨への対策です。ハー
ド対策については100年確率規模で本当にいいのかど
うか、特に重要な地点についてはその確率規模を上げ
るなどの対策も必要であると考えております。

渡部長 実は交通事故のことを調べていたら、昭和40
年代の第一次交通戦争と言われたときには年間２万人
以上の人が亡くなっていたにも関わらず、現在急激に
死者数が減ってきている。交通事故の件数だけでもこ
の10年で３分の２ぐらいに減り、死者数は６割減、
急速に死亡事故は減ってきています。クラッシャブル
ボディなどのパッシブセーフティ技術や自動ブレーキ
などのアクティブセーフティ技術の発達などが背景に
あるとも考えられ、そういう民間の技術の進展という
か、企業が本気出したらすごいなと思うのです。
　土砂災害対策分野において、過去40年にわたって
民間技術と行政とをつなぐ、非常に重要な役割をされ
てきた砂防・地すべり技術センターに対して、これか
らの10年あるいはもっと先まで含めて、優れた民間
技術を最大限に生かしながら災害対策に取り入れてい
くことを期待し、また我々もその一翼を担っていけれ
ばと願っています。
福長主幹 先ほど申しましたように、情報の送り手と受

け手の間で、情報解釈のルールができていないと、い
くら情報を出しても効果的ではないので、普段から送
り手と受け手の間で情報の意味についての理解を深め
ていく努力が必要ではないかと思います。
池谷コーディネーター では最後に、私から一言お話をさせ

ていただきたいと思います。
　本日のディスカッションから、土砂災害を防止、軽
減するためには「ハード対策とソフト対策を総合的に
一体的にやることが非常に重要だ」ということが、お
わかりいただけたと思います。と同時に、もう一つ重
要な視点は、行政と住民が一体的、総合的に対策をし
ていくということです。例えば避難を例に挙げれば、
どれだけ情報を送っても、肝心の住民の皆さんが安全
なところに移動しないかぎり避難というシステムは完
結しないわけです。今までは何となく防災対策の主役
は行政であると思われがちでしたが、決してそうでは
なくて、「行政と住民が防災の主役である」というこ
とを皆が認識し、対策をとっていくということが今後
非常に重要になっていきます。
　そういう意味では、６月は土砂災害防止月間ですの
で、この機会に土砂災害とはどういうものか、どうい
う特徴があるか、どうすればそれを防ぐことができる
かということを、みんなで知って実行するということ
が大切です。
　今日はパネラーの先生方から、最新の情報を含めて
貴重な提言をいただくことができました。これを皆様
が共有されること、そして結果的に土砂災害が少しで
もなくなることに役立つと、誠にうれしいかぎりであ
ります。

　以上をもって、このパネルディスカッションのまと
めとさせていただきます。今日は長時間にわたりまし
てご静聴頂き、誠にありがとうございました。
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「ピケテイの衝撃」と
「ヴァールの癒し」

連載エッセイ

3 既往の社会階層は崩壊し、皆貧乏だ

った（という実感はある）時代に当た

る。日本人は皆、中産階級といわれ

た時代がずっと続くと勝手に思ってい

た。それは私の生きた時代（まだ死ん

ではいないが）が幸運にも、有史以

来、まれなる所得格差が非常に少な

い時代に当たっていたというだけのこ

とであった。このことのほうが私にと

っては衝撃である。

勿論、ピケティはこの問題の対

応策を提案しているし（それが

実現するかは、心もとないが）、ピケ

ティ学説への批判もあり、これから

活発な議論があるだろう。もうじき死

ぬべき老人が心配することはないと

思っても、暗く重たい気分になる。

　この本と同時に買ったフランス・ドゥ・

ヴァールの「道徳性の起源」という

本がある。この人は霊長類の社会的

知能研究の第一人者だそうである。

これを読んで私は何となく癒され、明

るい気分になった。独断的に言えば、

人間（に限らず、霊長類、哺乳類、

爬虫類も含めて）の性善説を述べて

いるように思う。

　現在の人間が持つ道徳性の基本

は、共感や思いやり、他者やコミユ

ニテイへの気遣いであり、それは社

会的動物が集団生活を円滑に行い、

生存・繁殖に役立てるために進化さ

せてきたものだという。それは他の社

会的動物と同様に、人間が進化の

過程で必然的に育まれたものであり、

道徳性の源泉を宗教や近世の啓蒙

主義などに求める必要はないという。

勿論、霊長類、哺乳類の行動

にみられる「ケダモノのごとき」

残虐性や頻繁に行われる闘争を否定

するのでないが、その陰に隠された「他

者への共感・思いやり」を豊富な実

例で示され、それぞれが大変面白い。

霊長類の一種、「ボノボ」は人類に

大変近い種らしいが、その社会は平

が減少（皆、貧乏になった）したが、

1970年以降、再び格差は増大し続

けているという。要するに資本主義

が成熟するほど必然的に所得格差は

増大していくという衝撃的な御宣託で

ある。

遠い昔、学生時代には左翼的思

想にかぶれて（当時の学生の

多くがそうだった）、理解できるはず

もないマルクス・エンゲルスの本を読

んだことにしていた60年前の私なら、

それはその通りと平然としているか

も。その後のわが国は高度経済成長

の道を驀進し、就職した私はいつの

間にか、マルクス・エンゲルスも忘れ

果て（元々、身についていない知識だ

から当然である）、資本主義社会にど

っぷり漬かって暮らしてきた。勿論、

昨今の日本で大問題になっている深

刻な所得格差について十分承知はし

ていても、それが資本主義の本質と

結びつくとは思ってはいない。

資本主義社会が始まる前は、絶

対王政時代、中世封建時代、

古代奴隷社会と遡っても、ずっと大

変な身分社会であり、所得格差は今

よりずっと大きく、固定的であったと

教えられている。現代資本主義の時

代になって、少なくともタテマエとし

ては、人類皆平等であり、階層があ

っても流動的で個人の努力次第で地

位も富も向上するはずである、と思っ

ていた。ピケティさんによりその幻想

は打ち砕かれた。だとすると人類は

有史以来、いつの時代も階層を作り、

所得格差が生じていたわけで、大規

模な戦争や大災害で社会の富の総量

（及び人間の数が）が大幅に失われ

た時にのみ、格差は縮小し、平和に

なると再び格差を増大させてきたとい

うことだろう。

私は1934年生まれだから、成

長期は大戦によって日本のみ

ならず、世界中の富は大幅に縮小し、

トマ・ピケティの「21世紀の資本」

の翻訳本が去年の暮れに出版

された。NHKの「白熱教室」でも何

回か放映されたし、多くの本屋にはピ

ケティのコーナーがあり、解説本が

氾濫している。経済書はお呼びでな

いと敬遠してきたのに、騒ぎの大き

さへの好奇心から、分厚い本書を購

入してしまった。読み終わるのに１年

以上かかるのではとか、途中放棄と

かを覚悟したが、読み始めると結構

集中でき、１カ月ほどで終わった。（但

しその間、お絵かき仕事はかなり停

滞した。）

　独断的な読後感は「暗く、衝撃的」

である。資本主義社会が成熟してく

る19世紀末から所得格差はずっと増

大し続け、2つの世界大戦で富が大

消耗された時代に大幅に所得格差

小橋 澄治
こばし すみじ

京都大学 名誉教授
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達に君臨・支配し、うまい汁を吸って

きた教会の司祭・修道士などであり、

彼らが来世で徹底的に罰せられると

いう解釈らしく、当時の支配層への

痛烈な批判である。

わが国にも極楽と地獄の話があ

るが、極楽の話はごくさらっと

していてどうでもよいようだ。地獄に

ついては執拗に詳しい話が多い。残

酷な手段で亡者は責めぬかれ、死ぬ

ことはなく永劫に苦しめられる。その

執拗さを不思議に思っていたが、現

世で苦しい労働・抑圧で一生虐げら

れ続けた人々が、恨みに思う人間へ

の復讐の念の深さを示しているのだ、

という解釈に（何という本だったか思

い出せない）なんとなく納得した。

今回は「読書の楽しみ」をテー

マにと思ったが、話が地獄に

落ちてしまって、オシマイである。

（ここに添えるべき絵はボス的地獄

であるべきだが、力不足でまだ未完

成であり、代わりとして樹木に隠され

た不気味な（と私は思う）ある局面と

する。）

和で仲間への思いやりに満ちている。

彼らはコミユニテイ内のもめごとを避

け、和を保つ手段として、仲間相互

で頻繁にセックスを行う。レズもホモ

も含まれる（この種の話はご婦人方

のヒンシュクを買い、私の評判が悪く

なるだけなので止める）。

　この原著の表題に「The Bonobo 

and the Atheist.」（ボノボと無神論

者）とあり、この辺の議論は東洋人

の私にはよく理解できないが、現代

の西欧人の宗教（キリスト教）への深

いこだわりがうかがえる。道徳性の

源泉は宗教ではないと宣言しつつ、

宗教を排除することは否定する。神

が不在になったら、何でその空白を

埋めるのか？ 科学では無理だとい

う。著者はそれはヒューマニズム（訳

者の解説では人文主義）だというが。

ヴァールさんはオランダのデン・

ボスの出身だそうで、そこは15

世紀の画家ヒエロニムス・ボスのゆ

かりの土地である。ボスは「おどろお

どろしき」絵が好きな私にとって大変

気になる画家であるが、本書の冒頭

ページにボスの「快楽の園」が掲載

されており、彼の並々ならぬボスへの

関心がうかがえる。本文にも随所に

ボス論が展開される。

ボスの快楽の園や地獄図のおど

ろおどさに大変興味を惹かれ

てきたが、それらの絵の意味につい

て、ボス本人は何も言ってないし、

後世いろいろな解釈があるが、私に

は十分には納得しがたかった。この

本では快楽の園で、快楽に耽り、ど

んちゃん騒ぎをしているのは無知蒙昧

（ムチモウマイ）なる農民達である。

彼らは苦難に満ちた日常の労働生活

のつかの間の息抜きとして、ひととき

の快楽に耽っているのであり、それは

それでよいのではないか（来世に地獄

に落ちるとしても）。一方、地獄図で

苦しんでいる人物達は、現世で農民
（絵：著者）
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寄稿

池谷 浩★１

いけや ひろし

（一財）砂防・地すべり
技術センター　研究顧問

二村 由宇也★２

にむら ゆうや

広島市危機管理室
危機管理課

2014.8 広島災害
を考える
既成の山麓住宅地と土砂災害

る。これは住宅地と土砂発生源との距離を短くしてい
るだけではなく、住宅地が急勾配の土地に存在してい
ることから、扇状地を流れる土砂の流れは大きなエネ
ルギーを保ったまま下流へと至ることがあり得ること
を示唆しているのである。　
　そこで、広島土砂災害を事例に山麓傾斜地に開発さ
れた住宅地の土砂災害の危険性についてその課題と対
策について調べてみた。

１ ■  山麓傾斜地の住宅開発

1-1．広島市安佐南区、緑井・八木地区の人口動態
　広島市は、人口118万8451人、面積905.41㎢で、８
つの行政区からなる広島県の県庁所在地である（広
島市HP、2014年11月末現在）。８つの行政区のうち
1970年代以前から広島市域であった中区、東区、南
区及び西区は旧市内、1970年代以降から広島市域と
なった安佐南区、安佐北区、安芸区及び佐伯区は新市
内と呼ばれている。
　被害の大きかった安佐南区の緑井・八木地区は、川
内村、緑井村、八木村の３村が1955年７月に合併し、
1973年３月に広島市へ合併編入され、1980年4月に広
島市の政令指定都市への移行に伴い、広島市安佐南区
の一部として今日に至っている。
　1970年以降の広島市内各行政区の人口推移（総務省
統計局、広島市統計書による）について見てみると、安
佐南区では1970年から2010年までの40年間で８万3779
人から23万1984人と約15万人の増加が認められ、８つ
の行政区の中で最も人口の多い行政区となっている。
　人口増加が著しかった1970年から1980年までの10
年間における市内各行政区の状況を見ると、旧市内の
人口は東区及び西区において増加が認められるもの
の、中区及び南区においては減少しており、旧市内全
体ではほぼ横ばいの状況となっている。一方、新市内
の人口はいずれの区においても増加が認められ、安佐
南区、安佐北区及び佐伯区においては、対1970年比
約２倍増となっている。すなわち、1970年から1980年
の10年間の広島市の人口増加は、新市内人口が増加し
たことに伴うものであり、いわゆる郊外の都市化の進展
の結果といえるのである。

1-2．山麓住宅地開発の経緯
　広島市において人口増加が著しかった1966年から

はじめに

　2014年８月20日、広島市安佐北区と安佐南区で主
に豪雨により107件の土石流災害と59件のがけ崩れ災
害が発生し、死者74名、全・半壊家屋255戸（2014年
10月31日、国土交通省砂防部）という悲惨な被害が生
じた。1999年に土砂災害を受け、その災害からの復
興に向けて頑張っていた広島でまた同じような土砂災
害が発生してしまった。
　多くの死者が出た理由としては、いくつかの原因が
挙げられている。その一つは夜中の豪雨である。８
月20日午前１時～４時にかけて、１時間に100㎜を超
え、３時間で200㎜を超す大雨が降った。被災地の方々
の話では、土石流やがけ崩れが20日の午前３時20分
頃から４時頃にかけて発生していたことが分かってい
る。この時間帯は外は真っ暗、加えて豪雨が降ってい
たため、避難しようにも避難できなかった状況だった
と考えられる。
　住宅が密集している地域に砂防堰堤などハード対策
がほとんどなされていなかったことも災害を防ぐこと
ができなかった原因の一つと考えられている。なお、
住民の避難を促す避難勧告の発令が遅れて出たことに
ついて、その後の広島市の「８.20豪雨災害における
避難対策等検証部会」の検討結果では、地域防災計画
に沿って対応を行った場合は発令が遅れたことはやむ
を得ないと言えるとしている。
　このようにいくつかの原因が重なり、被害が大きく
なったと考えることができるが、８.20広島災害でも
う一つ忘れてはいけないことがある。それは、住宅地
の開発が山地に近いところまで拡大していたことであ
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1985年までの住宅地の開発状況は図-1

のとおりである。広島市全体で見ると、
１回目のピークである1971年前後の開
発地域は新市内が中心となっている。2
回目のピークとなった1976年から1978
年でも新市内及び周辺町において開発
が行われていることが分かる。1979年
以降は急速に宅地開発ブームが縮小し、
1981年から1985年までの５年間はピー
ク時の半分以下に減少している。1970
年から1980年までの10年間の住宅地開
発面積は、いずれの年においても旧市内
よりも新市内のほうが大きく、市郊外へ
の住宅地開発が進んでいったことが確認できる。
　特に安佐南区の八木地区周辺についてその地形を見
てみると、阿武山や権現山などの山地から土砂が流出
し、その山麓に多くの扇状地形を形成している。扇状
地形の下流端は太田川の氾濫原であり、地形的な要因
からすると、一般的には発生頻度の高い太田川の洪水
の危険な氾濫原を生活の場とすることはなく、洪水に
対して安全な山麓傾斜地に目が向けられたとしてもお
かしくはない。
　ただし、その山麓傾斜地は扇状地地形によるもので、
特に扇頂部附近での傾斜は極めて急な状況を呈してい
ることにどれだけ気が付いたかは定かではない。その
山麓傾斜地の開発状況を具体事例で見てみよう。

1-3．具体的な開発事例──八木3丁目の場合
　国土地理院のHPにある航空写真によると、八木３
丁目附近では1961年頃に建設された県営住宅の裏手
は樹木の繁る山地となっていて、南側には田畑が存在
している。県営住宅の他には人家はまだ少なく、住宅
開発が山麓傾斜地に及んでいる様子は見られない。
　1972年頃になると、県営住宅周辺では山側に住宅
地が開発され始めていることがうかがえる。そして
1981年頃になると、山側にもまた南側の田畑内にも
家屋が存在するようになる。明らかに広島市での住宅
開発のピーク時に山麓傾斜地では開発が行われていた
ことが明らかとなった。ちなみに2009年頃になると
現在と同じように山麓傾斜地は住宅が密集していて、
田畑はほとんどなくなっている状況を呈している。
　このようにして、人口の増加が山麓傾斜地への住宅
開発へと繋がっていることが分かる。可住面積が少な

いわが国においては、同じように急勾配の斜面上に住
宅地が開発されている場所が全国には多く存在する可
能性がある。そこで、広島災害における被害の実態を
よく知ることにより、同じような土砂災害を防ぐこと
が急務と考えている。

２ ■  広島土石流災害の実態と被害状況

2-1．発生土砂量と土砂氾濫範囲
　山麓住宅地における被害の特性を明らかにするべ
く、広島災害による被害の実態について現地調査を行
った。調査対象地は人的被害の大きかった安佐南区の
緑井地区と八木地区の6渓流とした図-2。図からも分
かるように土石流による土砂の流出が扇状地形の上部
で止まっている渓流と扇状地形のかなり下流域まで流
下している例が見受けられる。
　その理由として、流出土砂量が多い場合には下流域
まで到達することが考えられる。また同じ量の雨が降
ったと仮定すると、流域面積が大きいほうが流量が多
くなり、下流域へと土砂を運ぶことが可能になる。そ
こで６渓流における流域面積と流出土砂量について整
理したのが表-1である。
　表-1のうち比較的下流域まで土砂が流出している渓
流は、県営緑ヶ丘住宅５号棟、光廣神社の２渓流であ
り、阿武の里団地、八木の里団地の渓流では土砂の堆
積範囲が特に上部域に限定されている。
　これらを流域面積と発生土砂量★３で見てみると、
流域面積の小さい光廣神社の渓流で下流まで土砂が流
下している。また、発生土砂量では阿武の里団地の渓
流で発生量が多い割に堆積が上部に止まっている。こ

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
（年）

図-1 1966年から1985年までの広島市内及び周辺町の住宅地開発状況（完了ベース）
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　その結果、国土地理院が発表し
た土砂の氾濫範囲の中に全壊もあ
れば一部損壊もあり、より軽微な
被害の家も存在していることが分
かった。特に土石流の流れのエネ
ルギーが大きいと想定される扇状

地上部ほど全壊の家屋は多く見受けられるが、その
区域内にも一部損壊などの家が見受けられ、また、か
なり下流域で全壊となっている家屋も見受けられるな
ど、同じ土砂の氾濫範囲内でも家屋被害のレベルが一
様ではないことが判明した。

2-3．具体的家屋被害の実態
　　　──県営緑ヶ丘住宅5号棟と光廣神社の渓流
①県営緑ヶ丘住宅5号棟傍渓流

　流域面積約0.23㎢のこの渓流では阿武山の中腹から
発生した土石流が、扇状地の扇頂部附近で多くの家屋
を全壊させた。その後、上山川に沿った流れと住宅地
内を南北に走る急勾配の道路上を流れる流れとに分か
れて扇状地の下部へと至っている。
　特に扇状地の上流域の渓床勾配は約12度、谷の出
口のところで８～９度、県営住宅地直下流附近でも約
６度と極めて急勾配をなしている。そのため県営住宅
のようなRC造りの構造物は全壊に至っていないが、
土石流が流下した区域内の木造家屋の多くは全壊して
おり、土石流のエネルギーの大きさを物語っている
図-3（表-2の分類区分による）。
　本渓流は広島災害において人的被害もまた全壊の家
屋被害も最も多いと推定される渓流で、現地調査によ
る全壊家屋と想定した家屋数は41棟に及んでいる。
②光廣神社傍渓流

　流域面積約0.03㎢のこの渓流は、阿武山のかなり下
部の住宅地に近いところから土石流が発生し流下して
いる。土石流は扇状地頂部の家を破壊し、南方向と南
東方向の2方向に分かれて流下した。土砂氾濫範囲か

れらについて、単位面積あたりの発生土砂量として見
てみると、光廣神社が26.3万㎥ /㎢と一般的に言われ
ている流出土砂量花崗岩地域の１㎢あたり、50,000～
150,000㎥★４という値と比較して大きな値となってい
ることが分かる。
　しかし、阿武の里団地、県営緑ヶ丘住宅５号棟、６
号棟の３渓流では、ほとんど１㎢あたりの発生土砂量
が一般的に言われている量と同じであるのに、上部域
で止まった渓流と下流域まで流れ出た渓流とに分かれ
ている。土砂の堆積形状を見ると、上流域で止まって
いる渓流はより上流で土砂の流れが分岐していること
が分かる。すなわち、堆積を開始する場がより上流に
あり、そこで分岐したため住宅地の上部域で堆積が止
まっていると考えられる。

2-2．家屋被害の分布
　被害の状況として、土砂の流出範囲とは別に被災家
屋を調べることにより、その区域を見ようとした。調
査に際しては、家屋被害の程度を把握するべく、表-2

の基準により被害区分を行った（広島市の被害状況調
査等とは異なっていることがあり得る）。

表-1 各渓流ごとの発生土砂量の状況

渓流名 流域面積（㎢）：
A

発生土砂量（㎥）：
B

流域面積１㎢
あたりの

土砂量（B／A）
緑井8丁目 0.33 11,200 34,000
県営緑ヶ丘
住宅5号棟 0.23 33,000 143,400

県営緑ヶ丘
住宅6号棟 0.02 3,100 155,000

光廣神社 0.03 7,900 263,000
阿武の里団地 0.19 22,200 116,800
八木の里団地 0.28 10,400 37,100

表-2 家屋被害の分類
被害
区分 マーク 被害状況

全 壊 赤

国土地理院が撮影した
被災前後の空中写真に
おいて、明らかに家屋が
滅失、または現地調査に
おいて、土砂等の流入に
より家屋の主要部分が損
壊していると認められる
状況。

一部損壊 黄

全壊までには至らないも
のの流出した土砂等によ
り家屋が損壊していると
認められる状況。

図-2 緑井・八木地区における土石流発生渓流ごとの土砂流出範囲

土砂流出範囲は国土地理院HPの空中写真による土砂災害の写真判読図
（http://www.gsi.go.jp/commom/000095316.pdf）を基に作成

八木の里団地傍渓流
発生土砂量10,400㎥

阿武の里団地傍渓流
発生土砂量22,200㎥

光廣神社傍渓流
発生土砂量7,900㎥

県営緑ヶ丘住宅6号棟傍渓流
発生土砂量3,100㎥

県営緑ヶ丘住宅5号棟傍渓流
発生土砂量33,000㎥

緑井8丁目渓流
発生土砂量11,200㎥

凡例
土砂流出範囲
国道・県道
市道

里道
JR可部線
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ことが被害を大きくした一つの理由と考えられる。特
に各渓流の扇状地頂部附近での家屋被害の集中は、土
砂の流れが大きなエネルギーのまま流下してきたこと
を物語っている。
　また、土砂の生産源と住宅地の距離が短いというこ
とは、住民がたとえ何かの異常（前兆現象）を感じた
としても、避難するための時間がほとんどないことか
ら、避難が難しい場での災害という状況も明らかにな
ったと言える。

3-2．扇状地形と住宅地
　安佐南区の緑井地区と八木地区の住宅開発地につい
て、扇状地形との関連を調べてみると、扇状地形の扇
頂部附近まで住宅地が開発されているのが、県営緑ヶ
丘住宅５号棟及び光廣神社の渓流の状況であり、緑井
８丁目などの渓流では扇頂部が住宅地より上流域に存
在していることが地形図から読み取れる。
　すなわち、前者の渓流では山地からの土石流の流下
エネルギーが減少しないうちに住宅地に至っている
が、後者の渓流では流下エネルギーが低減もしくは分
散してから住宅地に至っていると考えられる。事実、
図-2の土砂氾濫範囲の図でも後者の渓流では比較的上
部で土砂が堆積しており、被害も後者に比較すると、
前者の渓流のほうが激甚となっている。
　すなわち、扇状地頂部では河道幅によっては首振り
現象が起こり、流れが分散することが分かる。同じ山
麓の開発においても扇状地の頂部を開発する場合と頂
部を開発せずにより下流域で開発する場合で、土石流

ら推定すると南方向の流れが主流と考えられる。
　現地調査による全壊家屋数は18棟と小さな流域面
積をもつ渓流としては大きな被害を生じさせている
図-4（表-2の分類区分による）。これは１㎢あたりの発生土
砂量が他の渓流と比べて大きいことから扇状地下部ま
で土砂の流れが到達したためと考えられる。

３ ■  何故、山麓住宅地で被害が拡大したか

3-1．土砂生産源と住宅地までの距離
　一般的に山地から流出してきた土砂は下流域で減速
して堆積していく。しかし、山地に近いほど斜面勾配
（河道勾配）は急であることから、土砂の流れは速い
速度を保ったまま流下する。また、充分な空間をもっ
た水路がない扇状地形では、土砂の流れは分散して流
下していくことがある。
　今般の調査地では、土砂の流れに対して最も大きな
堆積要素となる砂防堰堤等のハード対策がなされてい
なかったため、流出土砂の流れは速い速度で住宅地に
流入し被害を与えた。これら被災地において、土砂の
発生源と最上流の住宅地との距離を計測してみると、
長いところで約2,000ｍ、短いところでは約500ｍという
状況であった。土石流の平均流速を10m/sと仮定すると、
土砂の移動が開始されてから約１～３分程度で流れが
住宅地に到達するような状況の場であったと言える。
　すなわち、広島災害では土砂の生産源（土石流の発
生源）から住宅地までの距離が短いという山麓住宅地
の特徴に加え、住宅地上流に防ぐ防災施設が無かった

図-3 県営緑ヶ丘住宅5号棟傍渓流付近の被災状況

⑩
勾配6度
流動深1.0m

③，④，⑤
勾配9度
流動深0.7m

⑪
勾配8度
流動深0.7m

全壊
凡例

一部損壊
土砂流出範囲
上山川
道路（アスファルト）
土石流の流れ

図-4 光廣神社傍渓流付近の被災状況

光廣神社

全壊
凡例

一部損壊
土砂流出範囲
道路（アスファルト）
土石流の流れ

⑦
勾配4度
流動深0.2m
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渓流における全壊家屋の分布に加え、土
石流の流れ方向と調査地点での道路の
勾配及び土石流の流動深（流れの痕跡）
を併記した。図からも分かるように上流
域からの土石流により一様に家屋が破
壊されているわけではなく、扇状地下流
域でも全壊家屋が見受けられる。
　これを土石流の流れ方向という視点
で調べてみると、全壊家屋の発生は２つ
のパターンに大まかに分類できる。一つ
は上流から下流に向かう道路の突き当
たりに家屋が立地している場合である。
すなわち、土石流が直撃する位置に家が
ある例である。そしてもう一つは、道路
の湾曲部の外側に家屋が立地している
場合である。これも土石流の流れが道路
の曲がりから外れて家屋に突き当たる
例である。
　すなわち、いずれも土石流があるエネ
ルギーを持って流れ下ると家屋に直撃
することになる。そこで次に土石流の
流体力と家屋被害との関係を知るべく、
調査対象の６渓流において、土石流が直

撃するような場所の土石流の流動深（流れの痕跡）と
その上流側の道路勾配を現地で計測した（表-3参照）。
そして、現地調査によって判断した全壊家屋と一部損
壊家屋の状況を合わせて示したのが 図-5である。流速
はマニング式を用いて計算している。図には流速が
10m/sを超す領域（現地の道路面の状況からマニング
の粗度係数としては0.02を用いている）を示した。ま
た、流体力については10t/m（土石流の単位体積重量
は1.5t/㎥と仮定している）となる線を示した。
　これらから、おおむね流速が10m/s、流体力で10t/m
を超す領域では土石流が木造家屋に直撃した場合、全
壊する恐れが大きいことが分かった。そこで山麓傾斜
地の住宅開発時には域内道路の勾配をできるだけ緩く
するとともに、急勾配の道路へ土石流が流下しないよ
うにすることが必要であることが分かった。

４ ■  広島災害の教訓と
 安全な山麓住宅地づくり
4-1．山麓住宅地における広島災害の教訓
　広島災害における被害の実態調査から、急勾配な地

による被害状況が変わることがあることが分かる。特
に扇状地の頂部を開発するときには、その上流の渓流
をよく調べて、土砂災害対策をきちんとしておくこと
が必要であることが示唆される。

3-3．土石流の流れ方向と急勾配道路
①概説

　今回の広島災害における被災状況を2014年９月に
広島県が公表した土砂災害防止法に基づく基礎調査結
果の資料と対照して見ると、対象とした各渓流におけ
る家屋被災地はおおむね土砂災害警戒区域内に存在し
ていることが確認できた。しかし、全壊家屋の分布を
見ると、土砂災害特別警戒区域外の扇状地下部にも多
く存在していることが分かった。土石流が河道から外
れて急勾配道路上を流下したことが家屋被害を大きく
したものと考えられる。家屋の全壊は人的被害にも結
びつきやすいと考えられるので、その実態について現
地調査した結果をもとに考察を加えた。
②急勾配道路と家屋被害

　図-3、図-4には県営緑ヶ丘住宅５号棟と光廣神社の

図-5 道路勾配、土石流の流動深と家屋被害

表-3 被災家屋と影響を及ぼした道路と土石流の流れ

被災家屋 被害状況

被災家屋へ影響を及ぼした道路

勾配θ
（度）

道路面
土石流の
流動深
ｈ（ｍ）

流速
Vｄ（m/
sec）

流体力
f（t/m） 渓流名

① 一部破損 3 アスファルト 0.3 5.12 1.20 緑井8丁目

② 一部破損 3 アスファルト 0.3 5.12 1.20 〃

③ 全壊 9 アスファルト 0.7 15.59 26.03 県営緑ヶ丘
住宅5号棟

④ 全壊 9 アスファルト 0.7 15.59 26.03 〃

⑤ 全壊 9 アスファルト 0.7 15.59 26.03 〃

⑥ 一部破損 8 アスファルト 0.2 6.37 1.24 県営緑ヶ丘
住宅6号棟

⑦ 一部破損 4 アスファルト 0.2 4.51 0.622 光廣神社

⑧ 全壊 12 コンクリート 0.5 14.36 15.77 阿武の里団地

⑨ 一部破損 12 コンクリート 0.2 7.79 1.85 八木の里団地

⑩ 全壊 6 アスファルト 1.0 16.16 39.95 県営緑ヶ丘
住宅5号棟

⑪ 全壊 8 アスファルト 0.7 14.70 23.14 〃

sabo vol.118 夏 201526



土砂災害特別警戒区域内の住宅で不適格住宅と認定し
た場合、安全な場所への移転を勧告する仕組みができ
ている。しかし、特別警戒区域の指定公表前にその危
険性を知らずに生活の場を構えた人々にとっては、移
転を勧告されてもなかなか実行が難しい。そこで家屋
の構造で安全を確保する方法、例えば外壁や塀の構造
を改良することにより、移転せずに土砂災害と付き合
う仕組みもできている。行政は土砂災害の実態ととも
にハード対策の実施を含め多様な選択肢をきちんと住
民に伝えることが必要であろう。
　これらの対応が充分にできるまでの間にも土砂災害
は発生する可能性を有している。そこで既成山麓住宅
地に住んでいる住民は土砂災害の危険性を知ることが
必要である。特に域内道路勾配が５度程度より急な地
域で、流動深が50㎝を超える土石流の流れが直撃す
る可能性のある木造家屋では、早めに家から立ち退き
避難を実行することが望まれる。
　山麓住宅地で思わぬところに被害が発生した広島災
害を他人事とせず、自分の手で安全を確保する努力が
必要とされるところである。

おわりに

　昨年８月の広島土砂災害から早くも１年が過ぎよう
としている。多くの課題と教訓を残した広島災害、特
に本文では住宅地の急勾配道路に着目して、現地調査
を行い、被害実態を説明してきた。わが国の都市部周
辺の山麓住宅地でも今後同じような豪雨に見舞われる
と、広島と同様な悲惨な被害が発生することが考えら
れる。山麓住宅地固有の被害を知り、早めの対応を実
行してほしいと考えている。
　なお、本文は二村の政策研究大学院大学修士論文「山
麓住宅地における土石流災害対策に関する研究─広島
土石流災害の事例を通じて─」（2015.3）に池谷の現
地調査結果を加えて作成したものである。
　末筆ながら広島土砂災害で亡くなられた多くの御霊
に心から哀悼の意を表するとともに、被災された皆様
にお見舞い申し上げます。

形上に存在する山麓住宅地において土砂災害から安全
を確保するための課題が示された。
①	土石流の発生源から住宅地までの距離が短い場合、

土石流が発生してから避難するための時間がない。

②	谷の出口附近の河床勾配が急な区域では、土石流

の流下エネルギーは大きく、直撃すると木造家屋

を破壊する力となりうる。

③	特に山麓住宅地内の道路勾配が急な地域では、土

石流が氾濫すると道路面上を流下して被害を拡大

させることがある。

4-2．広島災害からの教訓に対する対応方策
① 近くの安全な場所を確保すること

　土石流の発生場から住宅地までの距離が無いところ
では、避難しにくい夜間の豪雨や急な豪雨などリード
タイムのない場合、指定緊急避難場所等への避難が困
難なことが考えられる。そこで、平時から近くて夜間
でも移動可能な土石流警戒区域外の安全な場所、例え
ば知人の家などを確保しておくことが大切である。そ
して、いざという時に安全な場所へ早めに移動するこ
とが必要である。
② ハード対策による安全対策を実施すること

　谷の出口附近には砂防堰堤を、またその下流の流れ
に対して充分な断面を有する流路を確保して、扇状地
頂部での家屋被害を防ぐとともに、土石流が急勾配道
路に氾濫しないようにハード対策を実施することが必
要である。
③ 既成住宅地では異常時に早めに避難をすること

　ハード対策が施工されていない流域で急勾配道路を
有する山麓住宅地に住んでいる方々は、大雨警報（土
砂災害）や土砂災害警戒情報などが発表されたら、早
めに近くの安全なところに移動しておくことが大切で
ある。
④ 自分の住んでいるところの危険性を知っておくこと

　上記の対応を実施するためにも土砂災害とはどのよ
うなものかを知っておくことが必要である。特に土砂
災害警戒区域等を知り、土砂災害警戒情報等の情報に
ついて、その意味を理解しておくことが重要である。

4-3．既成山麓住宅地の安全のために
　山麓地にすでに生活の場を持っている人々は、広島
災害の教訓を理解して、土砂災害からの安全のための
対応を考えることが必要である。土砂災害防止法では、

注
★１ 前 政策研究大学院大学特任教授
★２ 前 政策研究大学院大学
★３ 国土交通省中国地方整備局の速報値
★４ 旧河川砂防技術基準（案）で示されていた値
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道畑 亮一
みちばた りょういち

（一財）砂防・地すべり技術センター 斜面保全部

地震地すべり・連載 1

特筆すべき地震時の
地すべり発生事例
近年の大規模地震に
おける斜面での現象

研究ノート ● ● ●

　2004年の新潟県中越地震発生に至るまで、我が国
では、1995年の兵庫県南部地震を経験し、地震時の「谷
埋め盛り土での地すべり」発生の危険性や「表層崩壊
等」の多発は広く認識されていましたが、「地震地す
べり」の危険性は一部の研究を除きほとんど認識され
ていませんでした。当時の認識をレビューしますと、
河道閉塞の湛水・決壊被害により大水害をもたらした
善光寺地震等、歴史的スケールでの発生事例の認識は
なされていましたが、過去の災害履歴が少なく、また、
著名な地すべり地での地震による影響がほとんど記録
されていないことなどから、自然斜面においては「初
生的な地すべり地に限られる現象」ではないか等の推
察がなされていました。
　一方、新潟県中越地震では、「表層崩壊」はもとよ
り「地すべり」も多発しました。前出の河道閉塞を引
き起こした芋川流域東竹沢地すべり 写真-1では滑動し
た領域の背後に明らかに一回り大きな地すべり地形が
見られ、過去の地すべりの一部が再活動したものと考
えられます。このように、地すべり地形を呈する斜面
で地震地すべりが発生するということは当時の一般的
な理解を超えたものでした。
　河道閉塞の多発という現象に関しても、我が国では、
十津川（1889年）災害や有田川（1953年）災害のよう
に豪雨に伴い多くの河道閉塞が形成・決壊し、壊滅的
な被害を生じた事例の経験を経ていましたが、いずれ
も遠い過去の事例であり、また、決壊前の土木的対応
事例としても1971年姫川小土山地すべりや1982年西

はじめに
　2004年に発生した新潟県中越地震により、芋川流
域を中心とした多くの斜面で地すべりや斜面崩壊が発
生しました。特に東竹沢地すべりや寺野地すべりに代
表される大規模な地震時の地すべり等の多発は、多く
の箇所で河道閉塞を伴い、また、地震時の地すべり
（以下「地震地すべり★１（社団法人日本地すべり学会
より）」とします）の発生が非常に稀であるという当
時の多くの研究者、技術者の認識を覆すものとなりま
した（阿部ら★２）。
　近年の地震地すべりの事例を振り返ってみますと、
2008年には、岩手・宮城内陸地震が発生し、新潟県
中越地震と同様、地震地すべりや河道閉塞が多発しま
した。この災害では、新潟県中越地震では経験しなか
った規模の巨大な地すべりが荒

アラ

砥
ト

沢
ザワ

で発生しました。
2011年東北地方太平洋沖地震では地震地すべりの発
生は散発的でしたが、長距離移動する崩壊性地すべり
の発生が報告されています。
　本稿では、地震地すべり連載の第1回目として、近
年の我が国の地震地すべり発生事例より、特筆すべき
現象に着目し紹介します。

1. 新潟県中越地震
▪特筆すべき現象

1地震地すべりの多発

2多発する河道閉塞に伴う湛水被害の発生

3多発する河道閉塞に伴う決壊リスクの発生

新潟県中越地震で発生した東竹沢地すべり（2004年11月23日／
STC職員撮影）滑動した滑落崖の上方に地すべり地形が確認できる

写真-1
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雨などで、河道閉塞災害を立て続けに経験し、芋川で
の対策・対応の経験が活かされることとなりました。
写真-3に東竹沢地すべりの対策完了後の状況を示しま
す。頭部排土による地すべりの安定化、砂防堰堤によ
る河道閉塞土塊の固定、決壊につながる豪雨時の侵食
を防ぐ流路の整備が実施されました。

2. 岩手・宮城内陸地震
▪特筆すべき現象

4巨大地すべりの発生（1、2および3も発生）

　2008年に発生した岩手・宮城内陸地震では、前出
のとおり既往の地すべり地を主とした地震地すべりが
多発し、河道閉塞も多発しました。これらの現象は新
潟県中越地震と重複するため、説明は割愛します。こ
こでは、地震で動いた地すべりとして国内最大級とい
われる荒砥沢地すべりについて述べたいと思います。
　荒砥沢地すべりは、岩手・宮城内陸地震により活動
した長さ約1300m、幅約900m、最大すべり面深度が
約127m、移動土塊量が約6,700万㎥となる巨大地すべ
りです写真-4、5。これだけ巨大な地すべりであるにも
かかわらず、そのすべり面傾斜角が0～2°（大野ら★3）、
1～4°（井口ら★４）と非常に低角であることに特徴があ
ります。すべり面は軟質な軽石凝灰岩層から成る湖成
堆積層です。大野らはこれら堆積層が活動したメカニ
ズムとして、例えば「せん断変位に伴う堆積構造の損
傷・劣化」と「動的な間隙水圧の上昇によるすべり面
のせん断強度の低下」を推定しています。これら滑動

吉野村和田地すべり（「天然ダムと災害」、pp41～42）
等少数の散発的事例を除き経験がなく、現代の防災・
土工水準下ではほぼ初めてといえる経験でした。
　ここで、河道閉塞への対応例を歴史的に見てみます
と、奇しくもいずれも江戸期会津藩の工事例でありま
すが、福島県阿賀川山崎新湖（1611年会津地震）や栃
木県鬼怒川五

イ カ リ

十里での河道閉塞箇所（1683年日光大地
震）で洪水吐き工事が実施された記録があり、阿賀川
山崎新湖では形成から約30年後に漸く排水に成功と
の記録があります。一方、五十里での河道閉塞箇所で
は、工事に失敗し、約40年後に決壊、下流に大水害
をもたらしました。いずれにせよ、閉塞土塊の開削は
難工事となったものと想像されます。五十里での災害
事例は、河道閉塞の安定後も年月を経て決壊する恐れ
のあること、十津川や有田川など洪水中の決壊多発事
例ではない単一の決壊事例においても大きな被害を及
ぼす恐れがあることを示してます。
　中越地震では、芋川流域河道閉塞箇所の対応を行う
ため、まずは、寸断された芋川流域内へのアクセスの
確保から始める必要がありました。また、重機の搬入
後も、性急な水路の開削は地すべりの再滑動を引き起
こす恐れがあり、頭部排土等の対応を併用しつつ慎重
な開削を実施する必要がありました。東竹沢地すべ
りでは、関係者の総力を挙げた迅速な対応により河道
閉塞の決壊は回避されましたが、上流の木篭集落で
の湛水は免れませんでした 写真-2。我が国では、その
後、2008年岩手・宮城内陸地震、2011年紀伊半島豪

木篭集落湛水後の土砂堆積状況（2005年11月12日／STC職員撮影）写真-2 東竹沢地すべりでの河道閉塞対策（2006年11月8日／STC職員撮影）写真-3
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研究ノート ● ● ●

大な地震にもかかわらず、地震地すべりの発生域は広
域的に分散し、発生数も前述の直下型地震事例に比べ
少ないものでした。日本地すべり学会の研究報告書★６

によれば、「2008年岩手・宮城内陸地震での集中発生
に比べ、東北地方太平洋沖地震で斜面変動発生が散在
的であったのは、地震動の強さの差が原因と考えられ
た」との考察がなされています。とはいえ、福島県南
部～栃木県北部にかけての火山噴出物堆積丘陵では地
震地すべりが比較的集中的に発生しました。すべり面
は細粒の火山灰層から成り、風化によって粘土化して
いる傾向が見られています。
　福島県白河市葉ノ木地区では、上記地質構造を持つ
丘陵地で崩壊性の地すべりが発生しました 写真-6。地
すべりは谷底平野を横断して対岸の丘陵にぶつかり側
方に拡散しながら停止しましたが、その際、流下方向
の前面では、ブラスト（突風）が発生しました。稲垣★７

によると、「ブラストは、土砂の先端から約50m先ま
で及んで、地すべり発生の対岸斜面を駆け上がってい
る」ことや、「斜面方向とは逆向きに傾斜した樹木が
認められた」ことが報告されています。これは、地す
べりがかなりの「高速」で移動したことを示していま
す。しかしながら、地すべり発生域の頭部と堆積域の
比高は50m程度しかなく、王ら★８の資料によれば頭
部と堆積末端の見通し角は9.6°と報告されています。
Scheidegger★９による著名な研究に、土塊量と到達距
離の相関を発生域頭部と堆積末端の「比高H/距離L」
により整理した例があり、土塊量108㎥以下の場合、
この比の値が0.2を下回る事例は稀となります。今回

機構の詳細は今後の研究に期待するものとして、滑動
の素因となった重要かつ特筆すべき要因として、井口
らは、以下のような指摘をしています。
◦ 荒砥沢地すべり周辺に、より巨大な地すべり地形

が多数存在すること
◦ これら巨大地すべり発生域は栗駒山南東麓にあっ

た古い埋没カルデラの分布範囲と重なっており、
巨大地すべりの発生要因はカルデラ内に堆積した
湖成層が素因として関わっていること

　以上より、湖成層由来のすべり面材料の特性ととも
に、均質な材料が二次元平面的、広域的に分布する地
質構造が、このような巨大地すべりの発生要因となっ
たと考えられます。
　また、大八木ら★５は東北地方には幅１kmを超える
巨大地すべりが多数分布しており、古い埋没カルデラ
の分布域と重なっていることを指摘しています。現時
点では、埋没カルデラ分布域の巨大地すべりの発生が
地震に起因するものかどうか、また、それら巨大地震
のすべり面が荒砥沢地すべりのように低角となり得る
のか等不明な点はありますが、特に東北地方において
は、栗駒山系以外の地域においても埋没カルデラ分布
域での巨大地震地すべりの発生の可能性が想定される
と言えます。

3. 東北地方太平洋沖地震
▪特筆すべき現象

5長距離移動する崩壊性地すべりの発生

　2011年東北地方太平洋沖地震では、M9.0という巨

荒砥沢地すべり頭部の状況（2008年7月7日／STC職員撮影）写真-4
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を抽出する手法です★11。もう一つは、地盤モデルに
地震動を入力し地震時の斜面の挙動や安定度を評価す
る解析的手法です。広域的に危険斜面を抽出する統計
的手法では、今回事例として挙げた３地域においても
一般的な資料から得られる地形要因・地質要因と地震
地すべり発生場の相関が認められてきています。また、
既往の地すべり地では地下情報が豊富に得られており
ますので、解析的手法を適用し、個別斜面を対象とし
たより詳細な評価が実施されてきています。
　次回は、地震地すべりの予測・評価手法について述
べていく予定です。

の事例では、tan（9.6°）≒0.17となり、高速かつ長距
離流動した事例と言うことができます。高速かつ長距
離流動化したメカニズムとして、王らの資料によれば、
土層が強震動により破壊し、高い水圧が発生したため
と考察しています。これは前述の荒砥沢地すべりでの
大野らの、底角すべり面での滑動メカニズムの推定と
同様のものです。これら事例の滑動メカニズムの詳細
は今後の研究に期待されます。ここで、特に葉ノ木平
地すべりが流動化した原因として、杉本ら★10は、す
べり面となる粘土化した風化土層が凹地状の埋積谷を
覆っており流れ盤に沿う連続的な弱面が形成されてい
たこと、すべり面を挟む硬質な土層と軟質なすべり面
土層の境界部に地震動による応力が集中したこと等を
指摘しています。
　このように、葉ノ木平地すべりの発生は、前述の荒
砥沢地すべりと同様、火山噴出物由来の軟質な堆積物
がすべり面となっていることが要因となっていました
が、葉ノ木平地すべりでの高速流動化や荒砥沢地すべ
りでの大規模化といった特筆すべき事例では、すべり
面となる堆積層の3次元的な堆積構造（凹地状の流れ
盤を呈していたり、広い範囲にわたり平面的であった
りすること）が要因となっていると考えられます。

おわりに
　近年の地震地すべりの多発を契機として、地震地す
べりの発生域の予測技術に大きな進歩が見られてきて
います。一つは統計的手法であり、発生事例と相関の
ある地形要因・地質要因を解析し、広域的に危険斜面
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寄稿

「長崎大水害」から見る
歴史的地名の検証

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

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」など

災害と地名・連載②

　長崎はよく“坂の町”と表現されるが、なぜ“坂の町”
に県庁が置かれたのか。このテーマは、幕末の安政五
カ国条約で従来からの下田・函館に加え神奈川（実際は
横浜）・長崎・新潟・兵庫（実際は神戸）がなぜ開港場
とされたのか、という問題に遡る。
　幕府はアメリカはじめ列強の力づくの開国圧力に屈せ
ざるをえなかったが、既存の大・中の城下町や繁華な
宿場町を避け、新開地に外国人（外交官・貿易商）を隔
離しておきたかった。室町期の長崎や幕末の下田がそ
うであったように、開港場は陸上交通上はるか僻遠の地
に隔離するという大方針（というか本能）があったもの
と考えられる。
　明治前期に幾度も変転した府県制は、煎じ詰めれば
国の出先機関として地方を過不足なくどう機能的に掌握
するかという観点で試行錯誤された結果である。府県
庁所在都市はそれに加えて、“地域近代化のショ－ウイ
ンドゥ”の役目も負わされた。
　府県庁のなかでも、長崎・神奈川（横浜）・兵庫（神
戸）・新潟の四開港場は、地元民向けの“ショーウイン
ドゥ”のほかに対外的にも“近代化のショ―ウインドゥ”
として機能することを求められていた。各国の外交官や
貿易商に、「日本はもう十分近代化した」と実感させて、
不平等条約解消の手立てとする必要があったのである。
　それ故、開港場のある県はいずれも分不相応な県域
が設定されている。神奈川県は相模国に加え、武蔵国
南西部（明治26年４月１日に東京府に編入された三多摩
地区）までも県域とした。兵庫県は、播磨・但馬・淡路
の三国に加え、摂津・丹波の各半分を領域とした。新
潟県は、越後・佐渡を合わせた総面積1,2584㎢で、山
がちな岩手県・福島県・長野県に次いで３番目に広い。
　また、「薩長土肥」と称された佐賀藩のほうは明治４
年７月14日の廃藩置県ではそのまま佐賀県となったが、
その２カ月後には伊万里県となり、県名も失い、県庁所
在地でもなくなった。７か月後には佐賀県は再置される
が、明治９年４月には筑後国南半部を管轄する三

み

潴
づま

県
けん

（県庁は現・福岡県久留米市）に統合されている。
　一方、長崎県のほうは戊辰戦争中の慶応４年２月、
幕府の長崎奉行所が新政府の長崎裁判所に改組され、
同年５月の府藩県三治制では長崎・越後・函館には東京・
大阪・京都などとともに府が置かれた。長崎府は豊後
国日田郡・肥後国天草郡など九州北部の旧幕府領を広
く統括した。明治４年の廃藩置県後の長崎県も、一時

未曾有の都市水害

　昭和57年７月23夕刻、長崎市とその周辺を猛烈な集
中豪雨が襲った。長崎市北郊の長

なが

与
よ

町役場の雨量計で
は午後７時～８時の１時間雨量は187mmを記録してお
り、死者・行方不明者299名を数える未曾有の都市災害
となった。
　のちに気象庁は「昭和57年７月豪雨」、長崎県は「７．
23長崎大水害」と命名したが、中小河川の氾濫による
都市水害と地すべり・崖崩れなどの土砂災害が重なっ
た複合災害で、一般には「長崎豪雨災害」の名で知ら
れている。この災害については、平成17年３月、中央
防災会議・災害教訓の継承に関する専門調査会が「1982  
長崎豪雨災害報告書」をまとめ、その中で各方面の研
究者・技術者が詳細に検証している。本稿はこの中央
防災会議の報告（以下、「報告」と略す）に基づき、私
なりの考察を加える。なお、末尾「コラム」欄「地名か
ら見る災害」における知見には、私としては納得しがた
い点もあるので付記しておきたい。

なぜ長崎は“坂の町”になったのか

　長崎という県庁所在地の都市的立地条件については、
前記した「報告」にも第二章および第四章で触れられ
ているが、他の県庁所在地と比較して筆者にはその特
性が的確にとらえられているようには思えない。
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は現・長崎県域のみならず佐賀県全域から熊本県天草
地方までを含んでいた。つまり、開港場・長崎港を擁す
る長崎県は、面積・戸数・人口とも大き目に設定せざる
をえなくなった。それは開港場で急速な集中的近代化を
進めるため、管轄する府や県に予算と権限を振り向ける
必要があったためである。

近代化の陰で災害が多発

　明治前期の府県制の沿革を見てきたが、それが都市
災害とどう関係するか。
　大正12年９月１日、相模湾を震源とするM7.9の関東
大震災が発生した。死者・行方不明者は10万５000人を
超える巨大規模の災害となったが、その犠牲者の過半
は東京・下町に集中し、多くは木造密集家屋の焼失に
よるものであった。
　だが、一般にはあまり知られていないが、ビルの倒壊
など地震そのものによる直接的な震災は神奈川県横浜
市のほうがはるかに大きかった。横浜のほうが震源に近
く、たかだか数十年前の幕末に造成された、いわば“出
来立て”の軟弱地盤に造成された新興都市だから当然
の結果だった。
　同じことは、昭和39年６月16日の新潟地震（M7.5）で
も指摘できる。中層公営住宅が根こそぎ倒壊し、石油
タンクが炎上したが、これは本来、近代的な大型建造
物を建ててはならないはずの砂泥質の砂丘跡だったか
らにほかならない。開港場・新潟付近には堅固な地盤の
地が少なく、無理をして近代都市を造成したツケであっ
た。
　平成７年１月17日の兵庫県南部地震（阪神淡路大震災  
M7.3）の場合も、まったく同じ構図であった。安政五カ
国条約では、摂津国兵庫湊が開港場とされたが、古代
の大輪田の泊以来の要港であった兵庫湊を避け東に約
３㎞離れた八

やた

部
べ

郡神戸村に運上所が設置された。神戸
村付近は六甲山地と大阪湾に挟まれた狭い平地が東西
に延びる地で、市街は六甲山中腹にまで広がっている。
　現・神戸市東部の灘区・東灘区から芦屋市にかけては、
古代国郡制では摂津国兎

う

原
ばら

郡の地であるが、この兎原
の郡名について、吉田東伍『大日本地名辞書』は「海原」
で「海辺の地」とする。だが、兵庫県南部地震で灘区
から芦屋市にかけては震源の明石海峡東口からかなり
離れているのに激しく揺れ震害が最も大きかった。この
付近には、六甲山南腹を刻む有馬-高槻構造線に属する

断層線が幾筋も集中する。ということは、先史時代から
古代にかけて何度も地震が発生し、地すべり・崖崩れ
などの土砂災害が多発したことであろう。兎原という郡
名は、ウバ（奪）ハラ（膨）という災害地名の可能性もあ
りうる。
　西側の八部郡の湊川左岸の福原の地は平安末期の治
承４年６月、平清盛が主導して福原遷都が企図された
が、都宮としては未完成のまま、５カ月後には平安京還
御を余儀なくされた。この福原の地名も、多くの「福」
地名と同じくフク（膨）・ハル（脹）と同義語を重ねた語
が語源とすれば、六甲山麓の地すべり・山崩れで生じた
押し出し地形を呼んだものとも考えられる。わずか数カ
月で撤退せざるをえなかった理由も、源平両氏の争乱と
いう通説からだけでなく、何らかの災害が関連していた
のではないか、という視点からも検証されるべきである。
　いずれにせよ、近代に開発された新興市街地を襲う
かもしれない災害の予防については、もっと真剣に検証
されるべきであろう。いや、近代の新市街だけでなく、
近世成立の城下町・宿場町はじめ人工の手が加えられ
た形跡のある新開地・干拓地などはすべて、防災の見
地から再検証されるべきである。

近代都市・長崎の病弊

　長崎市は、いうまでもなく戦国期から南蛮貿易の基地
として発展してきた港湾都市である。初めはポルトガル
船専用の港でイエスズ会の租借地となっていた。寛永
15年に島原の乱が鎮圧されると、翌年にはポルトガル
船の来航が禁止された。さらにその翌々寛永18年には
平戸にあったオランダ商館を長崎に移し、以後、長崎
港に設営された出島がオランダ船と清国船のみに開か
れた国際貿易港となった。
　江戸時代、長崎貿易は幕府の長崎奉行の管轄下に置
かれた。戊辰戦争中の慶応４年２月２日、その長崎奉行
所は新政府軍に接収されて長崎裁判所に改組、同年５
月に長崎府が設置され、８月には天草県を併合、明治
２年３月には筑後国三池郡大牟田村など22カ村および
松浦郡のうち旧郡代管轄地を併合した。同明治２年６月
20日、長崎府を改称して長崎県（第一次）成立、同４年
11月11日に島原県・平戸県・福江県・大村県を合わせ
て第二次長崎県成立。明治９年８月21日、隣接する肥
前国杵島・松浦２郡を併合（第三次長崎県）、明治16年
５月９日、肥前国10郡を分割し佐賀県を再設置。長崎
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基盤が脆く、浸食作用を受けやすい。このような土地
条件の地に人口44万人の都市が立地すること自体、長
崎の“悲劇”ともいえた。

地名が教える危険性

　前記した「1982　長崎豪雨災害報告書」に掲載され
ているコラム「地名から見る災害」の論考には、災害
地名学上、以下の各点を指摘しておきたい図-2。
【カワチ・ゴウチ（河内）】　長崎市本河内奥山で23名
の犠牲者が出るなど「川内」・「河内」地名の地はいず
れも洪水被災地とする。国郡制の河内国や近世の土佐
国高知城ほか、カワチ・コウチの地名は多数使われて
きた。その意味するところは、川原氏が述べるように「川
があること」・「谷間になったところ」であり、もう少
し厳密にいえば「河流に囲まれたようなところ」である。
川沿いの地である以上、過去にも将来でも洪水とは無
縁ではないが、この地名が即「災害地名」とはいえない。
【ヒラ・ビラ（平）】　川原氏は、長崎市北部の川

かわ

平
ひら

郷
に内

うち

平
びら

地区があり、ここで33名の犠牲者が出たことを
指摘、「この地名用語は地すべりの結果生じた地形を
表したもの」と断定する。ヒラはタヒラ（平）の頭音が
脱落した語で、地すべりで土砂が崩れ落ちた堆積面は
周辺より平坦で、その平坦面を表現した地名とする。
実はこの地名用語は、地名研究者が早い時期に悩まさ
れる用語である。ヒラは薩摩方言で「崖」、南島方言
で「坂」、対馬方言で「岡」などの用例があり、アイヌ
民族出身の言語学者・知里満志保の『地名アイヌ語小
辞典』は、「pira  がけ。土がくずれて地肌のあらわれ

県は肥前国のうち彼
その

杵
ぎ

郡・島原郡と松浦郡の一部（のち
の南・北松浦郡）と壱岐国・対馬国部分となった（第四
次長崎県）

県都・長崎が孕む危険性

　延々と長崎港と近代の長崎県成立に至る経緯を述べ
てきたのは、俗説として流布している「現在の県名は、
新政府派の旧藩の名はそのまま県名に残り、佐幕派の
旧藩名は郡名などに置き換えられた」という説に反論
するためである。
　俗に「薩長土肥」と称されるように、肥前佐賀藩
はとくに軍事力において新政府軍の中枢的立場にあっ
た。その佐賀藩の名を継ぐべき「佐賀県」の名が廃藩
置県直後はともかく、伊万里県に吸収されたり、再設
された第二次佐賀県も三

み

潴
づま

県（県庁は現・福岡県久留
米市）　に併合され、さらに三潴県分割後は現・佐賀
県域は長崎県に統合され、最終的に佐賀県が復活した
のは明治16年５月９日のことであった。
　長崎県域に直線距離で350km以上も離れた対馬まで
含めたのは、開港場の近代化、インフラ整備に地方税
を充てるためであった。結果、長崎は近代的港湾・産
業都市として大発展を遂げ、その後に日本が東アジア・
東南アジアに進出する窓口ともなった。
　しかし、そのことが第二次世界大戦末期の原爆投下
に繋がるし、さらにその37年後の集中豪雨による未曾
有の都市災害もこのことが起因となる。
　江戸時代、長崎港は唯一外に開かれた窓口として
十二分に機能した。ただ、この地は山と海に挟まれ、
平地には恵まれない。その狭小な平地に新たに近代施
設を集中させれば、住宅地は急な坂を登った山の中腹
や丘の上、中小河川の谷の奥に進出せざるえない図-1。
　各府県庁所在都市と比較して長崎市のもう一つの特
色は、火山性の土壌に広く覆われていることである。東
京・横浜など関東平野の台地は広く火山灰地に覆われ
ているが、その基盤は一度は海底に堆積した堆積層か
らなる。ところが九州西岸の長崎半島・西彼杵半島は中
央構造線（メディアン・ライン）の西端に位置し、別府・
九重・阿蘇・雲仙の火山群に連なる。この線をさらに西
に延長すれば五島列島から韓国・済州島の火山島がある。
　長崎半島・西彼杵半島の火山性土壌がいつ形成され
たのか、火山学にも土壌学・地質学にも疎い私には述
べる資格がない。ただ一般に、火山性の地質・土壌は

図-1 合併編入による長崎市域拡張図（『新長崎市史』所収）
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の地名に注目していた。長崎市鳴滝の地名は、中学校
の歴史の授業でオランダ商館医師のP.F.フォン・シー
ボルトの開いた鳴滝塾の名で知っていた。シーボルト
は出島を出て市内に居住することを許可されると、そ
の邸は高野長英・伊東玄沢ら西洋医学を志願する日本
人が集い、医学だけでなく西洋近代科学全般にわたる
教堂となった。
　市内中心部を西流、そして南西流する二級河川・
中島川の中流右岸に鳴滝川が注ぐが、その合流点の
500mほど上流に国史跡のシーボルト宅跡がある。昭和
57年長崎大水害では、この鳴滝１～３丁目では計24名
の犠牲者が出た。
　鳴滝という地名は集落名と自然地名（山名と滝名な
ど）で全国に12カ所ほどあり、京都市右京区の鳴滝は
地区の冠称で、下に20余りの町・字名が付く。ナルタ
キのナルは音響地名で、東京・世田谷区の等々力など
と同じく「水音が鳴る」という表現。タキは英語では
fallsで、この語は動詞としては「落下する。倒壊する。
沈む。死ぬ」などの意味がある。
　日本語の滝は動詞タギル（滾）に通じ、「水が激しく
流れる」意であろう。同類の「滝」を示す古語にタルミ（垂
水・樽見）があるが、鹿児島県垂

たる

水
みず

市で平成27年６月、
シラス台地から流れ落ちる小川で土石流災害が発生し
た。タルミ・タルミヅもまた災害地名の一つとみなし
て検証されるべきであろう。

ている崖」とし、「朝鮮語のピラ（崖）と関係あるかも
しれない」と注記する。ヒラはアイヌ語とか朝鮮語と
いうより、東アジア共通祖語、原始縄文語にまで遡り
うる語であろう。
　なお『記紀』に載るヨモツヒラサカの名も「平らな坂」
では語義矛盾に陥るから「（あの世からこの世に昇る）
急坂」と解すべきだろう。
【アゼ（畦）】　川原氏は「畦

あぜ

別
べっ

当
とう

」・「畦
あぜ

刈
かり

」などの「畦～」
地名は、地すべりによって田の面積が小さくなった状
況を示した地名とする。田畑の境をなすアゼの語源は
人体名詞のアザ（痣）と同じく、「交・叉」の意であろう。
痣は皮膚疾患一般をいい、滑らかな表皮に凹凸が生じ
た状態をいう。災害地名としてのアゼは、両側を浸食
されて痩尾根状の地形を呼んだものか。
【ナメシ（滑石）】　川原氏は転石・石原などとともに、
地すべりの結果生じた破砕岩を示した地名としている
が、ナメという用語はもう少し考察が必要だろう。方
言用例では、ナメには「川床の一枚岩」（群馬県・埼
玉県秩父）、地面の凍って滑る所（長野県・奈良県吉野）、
やわらかい岩盤（秩父・山口県）、赤土・ローム層（八
王子市）などさまざまな用例があるが、このほかに動
詞ナメル（舐）には、印刷・製本業界の用語で書籍な
どの小口を「切り落とす」という意味もあることを指
摘しておきたい。
【ナルタキ（鳴滝）】　川原氏はまったく触れていない
が、私は「昭和57年長崎大水害」の当時、市内の一つ

図-2 長崎大水害の被災分布状況　『昭和57年7月長崎による災害の調査報告』より作成（『新長崎市史』所収）
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東京都内、
多摩川上流に残る
内務省直轄施工に
よる砂防堰堤群

髙橋 透
たかはし とおる

㈱ダイヤコンサルタント技術顧問
NPO防災情報研究所 理事（非常勤）

まえがき
　一昨年、戦前の直轄砂防に関する官報を全部チェッ
クする機会があり、集めた資料中の多摩川流域の直轄
工事終了を告示した『昭和12年（1937）３月29日付け
官報3069号★1』に、興味をかきたてられた表-1。
「都内で直轄砂防が実施されていたのか。」と感動す
るとともに、他の河川流域の官報がいずれも地域名表
記にとどまっているのに対して、何故か多摩川の官報
だけは、地域名に加えて、渓流ごとに完了した全部の
砂防施設名が記載されていることにも興味が湧いた。
　ところで、土木学会図書館では、Web上に内務省
土木技師の真田秀吉の寄贈資料を大量に開示してお
り、その一つとして、『砂防関係図面集』★２に14編の
図面が収められ、その中に『多摩川砂防』が含まれて
いる。この図面をチェックして見たところ、全砂防施
設の名称・堤高・堤長と位置記号が、朱色の手書きで
記入され、しかも、その施設名は、全て官報の内容と
完全に一致していた。真田の寄贈資料には、ほかにも
『相模川外四箇川流域震災復旧砂防工事概要』★３など
が含まれ、これらによって多摩川における直轄事業の
概要を把握することができた。
「これらの施設の現状を確認したい」と思いを馳せて
いたが、集めた資料では詳細な情報が不足していた。
昨年６月初め、防災情報研究所事務局の村上康子さん
にこうした状況を話したところ、砂防図書館所蔵の『管
内砂防事業概要（構造物編）多摩川及び相模川流域』★４

という約50年前の分厚い報告書（図-1）を、立ちどこ
ろに見つけ出してくれた。この資料によって、多摩川
の渓流ごとの直轄砂防の全施設の位置、構造など詳細
情報が判明したので、同６月の休みの日に数回、奥多
摩町内の山中を踏査し、歩き回った範囲内については
施設が全部現存していることを確認した。
　同月末に、当地域の砂防を所管する東京都西多摩建
設事務所を訪ね、調査結果を説明申し上げて、併せて
関係者による現場見学会を開催したいと願い出た。事
務所では、管内に直轄砂防施設が存在していたことに
大変驚かれ、また、見学会への支援を快諾いただいた。
奥多摩町役場や見学対象地域の自治会長にも見学会開
催のご了解を頂いた上で、昨年12月６日に、砂防関
係者13人（村上と高橋含めて計15人）が参加して、奥
多摩町の栃久保沢を対象として見学会を開催すること
ができた（見学会の模様については、（一社）全国治水
砂防協会「砂防と治水」第223号（2015. ２月号）に村
上が報告済み）。
　以下に、これまでの調査結果の概要を紹介する。

１
多摩川で内務省直轄砂防事業が実施された経緯等

1-1．関東大地震による山地の荒廃
　内務省による直轄震災復旧砂防事業は、今から92

表-1 砂防法第６条による直轄工事の終了を告示する官報（明治以降～終戦前）
官報年月日 官報番号 終了した河川流域

昭和７年 （1932）１月29日 官報1522号 岐阜の神通川流域

昭和７年 （1932）９月８日 官報1709号 京都の桂川流域

昭和10年 （1935）12月13日 官報2685号 滋賀の淀川支川瀬田川流域

昭和11年 （1936）12月24日 官報2995号 京都の木津川

昭和12年 （1937）３月24日 官報3065号 山梨の富士川流域

昭和12年 （1937）３月29日 官報3069号 東京と山梨の多摩川流域

昭和19年 （1944）３月15日 官報5149号 滋賀の淀川支川瀬田川流域

昭和19年 （1944）５月３日 官報5187号 三重の木津川流域

昭和19年 （1944）11月22日 官報5358号 三重の木津川流域

昭和20年 （1945）３月20日 官報5452号 三重の木津川流域

昭和20年 （1945）３月23日 官報5454号 三重の木津川流域
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を新設し、前述の計５河川において、大正13年（1924）
からの10箇年計画として内務省直轄の砂防事業に着
手した。砂防便覧★６によれば、震災発生翌年の大正
13年度（1924）は、全国の直轄砂防事業費は前年度の
2.8倍の70.8万円に増額され、その７割を占める48.7万
円の巨費が、この５河川の直轄砂防事業に充当され
ている（直轄震災復旧砂防事業は、全額国費（10/10）
で実施）。

1-3．砂防法の改正
　流域が神奈川県内に限られる花水川及び早川を直轄
砂防の対象とするために、直轄施行の範囲の拡大に
関する砂防法第六条第一項が改正された（大正13年
（1924）7月18日）。すなわち、主務大臣による直轄施
行を実施する場合、従前は、「他府県ノ利益ヲ保全ス
ル為必要ナルカ又ハ其ノ利害関係一ノ府県ニ止マラサ

ル場合」であったのに対して、改正によって「其ノ工
事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキ」が追加さ
れている。法改正直後、大正13年（1924）８月30日に、
直轄砂防区域として、山梨県、神奈川県、東京府に関
する官報告示がなされている。また、立法当時の衆議
院の委員会において、本法を富山県の常願寺川にも適
用することを希望する旨の附帯決議★７がなされ、大
正15年（1926）の常願寺川の直轄砂防着手の途が拓か
れている。

1-4．関東大地震以前の多摩川流域の状況
　東京の水源である多摩川源流域の保全を図るため
に、明治期半ばに、神奈川県から三多摩地域（西、北、南）
が東京府に編入された。東京市は、府有の水源林地域
を譲り受けるとともに、さらに山梨県内も含めて水源
地域内の民有林を次々に買収した。多摩川流域の森林
経営のため、諸戸北郎などの指導の下で水道事業とし
ての水源林砂防事業が大正４年（1915）から実施され
ている。
　東京府による補助砂防事業は、東京府12箇年砂防
計画に基づき、現在の奥多摩町内において大正７年
（1918）に着手されている。大正10年（1921）の東京
府組織一覧★８によれば、多摩川砂防工営事務所も設置
され、組織の強化も図られたようだが、大正13年（1924）
の直轄砂防事業開始以来、昭和12年（1937）の完了ま
での間、この補助砂防事業は中断されている。

年前の大正12年（1923）９月１日に発生した関東大地
震に伴う山間地の荒廃を契機としている。この震災復
旧砂防事業は、表-2の河川流域が対象区域である。
　事業の中核は、地震で甚大な土砂災害を被った神奈
川県下で展開され、事業名にも“相模川”の名称が使
用されている。
　地震による多摩川の山地崩壊状況を、『内務省直轄
工事年報』★５（大正13年度版）では、次のように総括
している。

　大正12年の震災に因る山地の崩壊は他の４河川に

比し遥かに軽きも山地至る所に亀裂あり　将来益々

崩壊面積の増大するの処あり　殊に東京市上水道に

対し重大なる関係あるを以てその砂防は1日も怱諸に

附し難し

　このように、多摩川流域では、他の４河川流域より
も山地崩壊が少なかったうえに土砂災害による人的被
害が皆無であった。このため、事業完了から長年月が
経過して、多摩川の直轄砂防は忘れ去られてしまい、
国交省や都や、砂防OBをはじめ地元ですら、もはや
知る人が誰もいない現状に至ったようである。

1-2．相模川外４河川流域の対策事業の概要
　内務省では、地震直後に「直轄震災復旧砂防事業費」

表-2 相模川外四箇川流域

図-1「管内砂防事業概要（構造物編）多摩川及び相模川流域」より

河川流域名 流域の帰属府県

① 相模川 神奈川県、山梨県

② 多摩川 東京府、山梨県、神奈川県

③ 酒匂川 神奈川県、静岡県

④ 花水川 神奈川県

⑤ 早川 神奈川県
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のは区分して列記している。これにより、直轄震災復
旧砂防事業を担当した技術者を表-3に示す。

2-1．内務省技師の蒲 孚について
　『東京帝国大学卒業生氏
名録』★10や『懐古追想録第
１号』★11等により、蒲の
経歴を整理した。蒲は、
東京帝大林科を明治44年
（1911）7月に卒業した後、
大正３年（1914）７月に東
京帝大土木科を卒業し直し
て、同年に農商務省に入っ
た。29歳となった大正6年（1917）には同省を退職し、
同年５月に内務省東京土木出張所に入り、富士川流域
と鬼怒川流域の砂防工事に従事している。両川の砂防
工事の後、関東大地震に対する直轄震災復旧砂防事業
には当初から関わっている。その後、昭和５年（1930）
２月に、東京土木出張所から横浜土木出張所に転じ、
砂防から一時離れて狩野川改修工事を担当し、昭和
13年（1938）には新潟土木出張所長（現在の北陸地方
整備局長）として転出し、昭和17年（1942）３月に内
務省を退職して、昭和58年（1983）に95歳で逝去して
いる。
　蒲は、我が国初の砂防堰堤へのコンクリート利用（勝
沼堰堤、芦安堰堤）や、コンクリート量を軽減するた
めのアーチ式砂防堰堤（芦安堰堤の嵩上げ）の設計施
工などを直接担当した。大正15年（1926）に日本工人
倶楽部より、非売品ではあるが蒲が執筆した『河川工
學』★12が発行された。同書はタイトルこそ、“河川工学”
であるが、本文189頁の半分を砂防技術論が占めてお
り、地形・地質・雨量・流量といった調査・計画から、
砂防堰堤その他施設の設計や、コンクリート利用につ
いて自らの実績をもとに詳述している。当時ようやく

1-5．多摩川の直轄震災復旧砂防事業の概要
　多摩川の直轄震災復旧砂防事業の目論見は、次のと
おりである（『内務省直轄工事年報）』★５大正13年度版）。

　本川砂防の計画の大要は、本工事費55万円を以て

青海町以奥多摩川本流流域457㎢五日市以奥秋川流

域141㎢及び八王子以奥浅川流域103㎢、合計701

㎢の流域内河川適富の箇所に56ｹ所の堰堤を築設し川

床の侵食を防ぐとともに、土石の流下を扞止しなお崩

壊の増大を防止し且つ将来行わるべき山腹工事の基礎

たらしめんとす

　こうして、多摩川流域の直轄震災復旧砂防事業は、
東京府内【氷川村栃久保、氷川村海澤、古里村棚澤、
同小丹波（以上、現在の奥多摩町）、三田村御岳瀧本
入（現在の青梅市）、戸倉村金掘東峰大日影（現在の五
日市町）、小宮村養澤（現在のあきる野市）、檜原村樋里、
同数馬】と、山梨県内【小菅村、神金村（現在の甲州市）、
丹波山村】において、内務省東京土木出張所によって、
当時の鉄道の終点であった二俣尾駅付近に開設された
多摩川砂防工場を基地として、昭和12年（1937）の事
業完了までの14年間実施され、多摩川全体で砂防堰
堤37基、床固１群（13基）の砂防設備が設置され、そ
のうち東京府内での完成数は、堰堤28基、床固１群（13
基）、堰堤補修２基である。

２
この事業に関わった当時の砂防技術者群像

　『内務省直轄土木工事略史／沖野忠雄博士伝』★９は、
治水技術者であった沖野忠雄博士の伝記の体裁をとり
ながら、実際には、明治以降の内務省直轄土木事業の
概要を語る貴重な資料である（編集者は真田秀吉）。
砂防事業に関しては、『赤木正雄、蒲

かば

 孚
まこと

、その他の調
べによる』と注記を添えて、次のような情報が記述さ
れている。
　太平洋戦争以前の、全国の直轄砂防の対象水系（淀
川、木曽川、信濃川、利根川、庄川、富士川、吉野川、
常願寺川、手取川、相模川、酒匂川、花水川、早川、
多摩川、神通川、斐伊川、肱川、天神川、阿武隈川、
庄内川、最上川、安倍川、天竜川、鈴鹿川、六甲山系
諸渓流、土岐川、中津川）毎に工事の実施期間、担当
技術者氏名、主要工種について、支川に分割できるも

表-3 直轄震災復旧砂防事業の担当技術者
河川名 担当技術者

相模川 遠藤守一

酒匂川 蒲 孚、遠藤守一、五十嵐真作、桑原芳樹

花水川 蒲 孚、遠藤守一

早川 蒲 孚、遠藤守一、杉本培吉

多摩川 石井来太郎

蒲 孚『土木建築工事画報』より
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　なお、真田秀吉は、東京帝大土木科を明治31年（1898）
に卒業後、内務省に入り、明治末期から昭和初期の国
内の河川改修事業に従事した土木技師である。大阪土
木出張所長や東京土木出張所長（現在の近畿地方整備
局長、関東地方整備局長）を歴任し、昭和９年（1934）
の退官後も、土木学会第21代会長や土木旧交会の初
代会長★15）として活躍している。大正12年（1923）の
関東大地震時には、真田は東京土木出張所の工務部長
兼庶務部長であり、蒲の直属の上司であった。

３
砂防堰堤の状況（奥多摩町栃久保沢を例として）

3-1．６基もの堰堤の集中配置の背景
　東京都奥多摩町の栃久保沢（子ノ神沢、根の神沢）
は、集水面積が0.3㎢に満たない小さな沢である。JR
奥多摩駅から直線距離で約400m西の、多摩川支川日
原川の本川への合流点直上流右岸にあって町の中心地
に近接している（見学会はこの栃久保沢を対象として
実施）。この小渓流には震災復旧事業として合計６基
もの砂防堰堤が集中して設置されており、その理由は
次のとおりと思われる。
　地震に伴い発生した崩壊かどうかは不明だが、真
田の『多摩川砂防』地図（明治43年（1910）測図1/5万
図-2には、この沢の最上流左岸に崩壊らしきものが手
書きで記入されている（昭和7年（1932）の５万分の

普及し始めたコンクリートを用いる砂防技術に関する
第一人者であり、この直轄震災復旧砂防事業を担当し
た技師達の最年長者でもあった蒲が果たした役割は非
常に大きかったものと推測される。

2-2．その他の内務省技師
　多摩川の直轄砂防工事を担当した技術者は石井来太
郎である。石井は、東京帝大林科を大正６年（1917）
７月に卒業して、農商務省東京大林区署に籍を置き、
大正７年（1918）に東京府土木課砂防主任となり、開
始されたばかりの府の砂防事業の設計にあたった。大
正13年（1924）には、内務省東京土木出張所に異動し
て、多摩川の直轄砂防事業に従事した。石井は、この
事業の完成を見ずに、おそらく30代半ばの若さで、
昭和６年（1931）1月29日、病没している。
　赤木正雄は、地震発生時にはヨーロッパ留学中であ
った。留学からの帰国は、大正14年（1924）４月であ
り、内務省復帰後は土木局と東京土木出張所に併任が
かけられ、『職員録（大正14年7月1日現在）』★13の東
京土木出張所の欄には蒲、赤木、遠藤守一、石井来太
郎が掲載されているが、直轄震災復旧砂防事業に赤木
が関与した形跡は全くない（赤木の『砂防一路』★14で
は、この直轄震災復旧砂防については、２行しか触れ
ていない）。赤木は、当時土木局において、富山の常
願寺川の直轄施行の準備に取り組んでいたようで、大
正15年（1926）５月には新潟土木出張所並びに土木局
勤務となって、常願寺川の砂防を指揮している。

図-2 栃久保沢の6基の砂防堰堤 「多摩川砂防」図 図-3 同地点の昭和7年　5万分の1地形図
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治40年（1907）豪雨により、大規模な山腹崩壊（図-2

あるいは図-3の左端にある崩壊と見受けられる）が発
生、９人が死亡し、また崩土によって日原川に高さ

１地形図図-3にも、真田の示した同位置に大きな斜面
崩壊が記載されている）。
　一方、この栃久保沢の北に隣接する寺地沢では、明

表-4 栃久保沢（奥多摩町）の砂防堰堤群の特徴

堤体本体の構造
堤体の前法勾配は２分、裏法勾配は直（このため、堤体天端幅は約２mと厚い）。水叩きは未設置。堤体構成材料は粗
石コンクリート（蒲は、「抱石混凝土」と称している）。堤高は、５基が約６m、１基が７m、堤長は約20m程度の小型
の砂防堰堤群である。

袖の勾配
全堰堤の両袖天端に勾配をつけている。当初袖天端が水平で完成した前山堰堤には、後年度にわざわざ、袖に勾配を
もたせるための翼壁を増設している。

使用石材
石材は、現地採取のものであろう。切込みはぎのような丁寧な加工の跡はみられず、石の接合面は未処理の粗面むき出
しの石材である。見通し直下の堤体中央下部に、大きな石材を要石のように用いている。

表-5 東京都内の内務省直轄工事による砂防設備リスト（太枠内着色が現地見学対象施設）

郡 町村 大字 字 河川/
渓流名

砂防
設備名

堤高
ｍ

堤長
ｍ

天端厚
ｍ

水通し断面 堤体法勾配 水抜暗渠
袖天端
勾配 その他 竣工年水通W

ｍ
水深
ｍ

袖小口
勾配 （下流）（上流）

サイズ
個数

西
　
多
　
摩

古里村
（現奥多摩町）

棚澤

入川

上鞍堰堤 6.0 36.3 2.4 16.6 1.5 1割 0.2 直 0.5*0.5② レベル 大正13年頃
下鞍堰堤 6.0 42.7 2.3 17.0 1.5 1割 0.2 直 0.5*0.5③ レベル 大正12年頃
瀬戸堰堤 6.0 34.3 2.4 18.0 1.5 1割 0.2 0.2 0.5*0.5② レベル 大正11年頃

（瀬戸堰堤補修） 前庭部の補修？
大蔵堰堤 8.2 31.8 2.0 12.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5② レベル 大正10年頃
唐澤堰堤 3.5 13.5 1.4 8.5 1.5 1割 0.2 直 0.5*0.5① レベル 大正９年頃

棚澤・
小丹波

後山堰堤 9.0 21.6 2.0 13.0 2.0 1割 0.2 0.3 0.5*0.9①
0.4*0.5② レベル 大正８年頃

栃ケ谷戸堰堤 5.0 23.9 1.6 12.3 1.4 1割 0.2 直 0.6*0.6② レベル 大正７年頃

氷川村
（現奥多摩町）

氷川 杤久保 日原川右支
栃久保沢

澤入堰堤 6.0 21.0 2.4 8.0 1.5 1割 0.2 直 勾配 昭和2年
日向薙堰堤 6.0 19.0 2.4 8.0 1.0 1割 0.2 直 0.4*0.4① 勾配 昭和2年
大指堰堤 6.0 21.0 2.4 8.0 1.8 1割 0.2 直 0.5*0.5① 勾配 昭和2年
前山堰堤 7.0 31.5 2.2 8.0 1.0 1割 0.2 直 レベル 昭和2年

（前山堰堤
翼壁増補）

左右岸袖上
に翼壁増設 0.2 直 勾配 昭和2年

大久保堰堤 6.0 22.4 2.4 8.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① 勾配 大正14年
根ノ神堰堤 6.0 22.5 2.4 8.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① 勾配 カットオフ 大正13年頃

海澤 海澤
姫松尾堰堤 9.0 22.0 2.0 10.0 2.0 1割 0.2 0.35 0.5*0.5② 勾配10％ 大正９年頃
海澤堰堤 6.0 28.5 2.0 9.0 2.0 1割 0.25 0.2 0.5*0.8① 勾配10％ 大正８年頃

三田村
（現青梅市） 御岳 大沢川

瀧本入堰堤 5.0 23.5 2.0 6.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① 勾配10％

琴澤堰堤 6.0 22.0 2.0 9.0 1.5 1割 0.2 0.25 0.6*0.６① 勾配10％ 昭２年６月着手、
昭３年３月竣工

戸倉村
（現五日市町）

金堀東峰
大日影

秋川右支
盆堀沢 盆堀堰堤 8.0 32.0 2.0 9.0 3.0 1割 0.3 0.35 0.5*0.5③ 勾配10％ 着手不明、

昭3年1月竣工

小宮村
（現あきる野市） 養澤 秋川左支

養澤川

柿平堰堤 3.5 11.0 1.0 6.0 2.0 0.25 0.2 直 0.5*0.5① レベル 左岸袖
なし岩着

着手不明、
昭3年1月竣工

養澤第一堰堤 3.0 17.2 1.2 9.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① レベル 大14年1月着手、
大正14年5月竣工

養澤第二堰堤 4.0 21.3 1.6 9.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① レベル 大14年1月着手、
大正14年5月竣工

養澤第三堰堤 3.0 22.0 1.8 9.0 1.5 1割 0.2 直 0.5*0.5① レベル 大14年1月着手、
大正14年5月竣工

神谷堰堤 5.0 24.8 2.0 11.0 2.0 左岸1割
右岸5分 0.2 0.1 0.6*0.6② 大15年6月1日着手、

大15年11月10日竣工

本須堰堤 7.0 20.3 2.0 11.0 1.5 1割 0.2 0.3 0.5*0.6① 勾配 着手不明、
大15年12月1日竣工

檜原村

樋里 秋川左支
北秋川 笹久保堰堤 9.0 25.5 2.0 12.0 2.0 1割 0.2 0.37 0.6*0.5① レベル 着手不明、

昭6年5月竣工

数馬 秋川右支
南秋川

大平堰堤 6.0 26.0 2.0 6.0 1.5 1割 0.2 0.35 0.8*0.8① 勾配10％ 着手不明、
昭5年3月竣工

中ノ平堰堤 7.0 25.0 1.5 10.0 2.0 1割 0.2 0.4 0.5*0.5① 勾配10％ 昭3年8月16日着手、
昭4年7月15日竣工

内台堰堤 10.0 31.7 2.0 17.0 2.0 左岸１割
右岸５分 0.2 0.35 0.5*0.4② 勾配10％ 着手不明、

昭6年2月竣工

古里村
（現奥多摩町） 棚澤 舟川沢 舟川澤床固13基 2 15m

前後 0.8 4.5 1 1割 0.2 直

総計 堰堤新設２８基、床固新設１群13基、堰堤補修２基

なお、竣工年は、関東地方建設局の報告書にあるものをそのまま転記したが、事業開始前の年があり、誤記と思われる。
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防に限らず、また、砂防分野のみならず、各地に眠る
防災に関する土木構造物の由来などについて、関係官
庁や地元において着実に整理記録し、起こった出来事
を教訓として後世へ伝承していくべきであり、その仕
組みを構築しておくことが防災上の観点からも有益で
あろう。関係者の取組み努力が期待されるとともに、
ボランティアとして、今後共、側面からお手伝いした
いと考えている。　
　また、この調査や見学会の開催に際して、ご支援や
ご協力を賜った皆様に、厚くお礼を申し上げる。

約10間（約18m）の天然ダム湖が形成され、短時間の
うちに決壊している（『東京市水道水源多摩川流域森
林調査第一報告書』★16：「渓谷ニ沿フテ幅30間（約
50m）長サ400間（約700m）許ノ大溝渠ヲ造リ」、「日
原川底ニ高サ10間餘ノ自然的堰堤ヲ築キ其ノ水流ヲ

遮断セリ」、「瀦水ハ約１時間ニシテ遠雷ノ如キ響キト
共ニ非常ナル勢ヲ以テ流下シ来タリ」（村上の指摘に
よる））
　栃久保沢への堰堤の集中配置は、この寺地沢崩壊の
経験も踏まえて、関東大地震に伴う崩壊の恐れのある
箇所からの流出土砂の待ち受けと渓床侵食防止のため
の砂防堰堤群として計画されたのではないかと推定さ
れる。

3-2．栃久保沢の堰堤の特徴
　栃久保沢の堰堤群の特徴を、表-4にまとめた。また、
表-5に東京都内の内務省直轄による砂防設備一覧を示
す。

さいごに
　現地見学を実施した、栃久保沢の堰堤群は、約90
年の歳月が経過しているにもかかわらず、ほぼ原形を
とどめて砂防効果を発揮し、無骨ながらも周囲の緑と
調和している。
　今回の調査は、多数設置された直轄砂防施設のごく
一部を確認したにとどまっているが、当地域の直轄砂
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斜面環境
山の辺の道「8」

アルプス山塊の懐と周縁生活場

１
はじめに

「東仙丈　西駒ヶ岳、間
あい

を流れる　天竜川　ア、ソリ
ャコイ　アバヨ」この唄は伊那節の一節であります。
伊那盆地を囲むがごとく、東西にそびえる南アルプス
（赤石山脈）と中央アルプス（木曽山脈）、その間を南
方向へ流れ太平洋へ注ぐ天竜川、これらの様子が的確
に表現されています。
　北アルプスとともに日本列島の屋根とも例えられて
いる南、中央両アルプス山塊の自然は、２億年以上も
の長い長い地球史と近い過去の歴史が重なり合って、

中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授
地すべり学会顧問（理学博士）

赤石・塩見よく晴れて　空の青さが　うつりくる。
（大鹿小学校校歌）

図-1 南アルプス～伊那盆地の全体図

写真-1
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見事な景観と環境をつくりあげ、地域の人々に親しま
れてきました。早春の朝など、朝日に輝く木曽駒ヶ岳
に向かって手を合わせる年寄りを真似て､ そっと手を
合わせた時のことを思い出します。また中学生になり、
作家臼井吉見の「伊那の谷　すでに日暮れて仙丈ハ　
明るきまゝに雪映えにけり」という短歌を知り、改め
て南アルプスの名峰仙丈ヶ岳（3033m）の夕映えを見
直しました。
　沈み込み変動帯に位置する日本列島、山はより高く・
海溝は深く、平地が少ないことから、古来人々は山間
と谷間のわずかな空間に居住し、生活を展開してきま
した。また断層も卓越していることから、山を背に控え
た集落や、人の行き交う「山の辺の道」が至る所に見
られます。山を背にした住み家は、居住する人々にと
って落着きや安らぎが得られるのでありましょうか★１。
南アルプス山塊・山麓における古来の動・植物と人の
関わりなどについてはいろいろと興味深いことが報告
されています。また最近の未曾有の地盤災害を経験す
るにつけても、私たちは人間的尺度のみならず、地球
的尺度を踏まえた自然と人に関わる経過について思い
をめぐらし、防災の手法や時期などについて考えたい
ものであります。

２
孝行猿

　三峰川上流を歩いていると、しばしば数匹で行動し
ている猿のグループに出会うことがあります。親子猿
か兄弟猿か判りませんが、跳びはねる仲間たちは仲良
く元気が良い、太古の昔から人と猿との関わりはどう
だったんだろうなどと思うことがあります。
　小学校低学年の頃ウサギや山羊を飼っていた経験も
あり、集めた草を与えたりする時など動物たちは何を
考え、行動しているんだろうなどと子供心に思うこと
がありました。小学校の西沢（後に仙石）先生から、
アルプスの「孝行猿」という話を伺ったのはその頃の
ことです。「動物の心」と「人」との関わり深いお話
だななどと思い、忘れられません。
　南アルプスの山麓で暮らす人々は、わずかな地形斜
面を耕して雑穀を育み、木の実などを食べ、冬は山の
鳥や獣を捕らえて生活していました。入野谷資料館資
料（2005）★２によると、旧長谷村柏木の保坂勘助さん
は冬のある日、一日中野山を渡り歩きましたが、ウ
サギ一匹獲れませんでした。その帰り道、大きな木に
登っている猿をたまたま見かけたので、これを一発で

高遠

図-2 南アルプス山塊 （中村2015）

註：臼井吉見（ウスイヨシミ）
明治38年長野県安曇郡三田村（現・安曇市）に
生まれる。旧制 伊那中学（現長野県伊那北高
等学校）松本女子師範学校などで教員も務め
た。代表作に大河小説「安曇野」がある
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撃ち取りました。日頃猿などは狩猟の対象としないの
ですが、その日は獲物がなかったこともあり、撃ち取
った猿を背に家に持ち帰ったのです。その時背後で悲
しげに鳴く小さな声が気になったそうであります。家
に帰り囲炉裏の傍らの棚に撃ち取った猿を吊して寝ま
したが、深夜かすかな物音に起こされ、そっと戸を開
けて囲炉裏を見たところ、埋めておいた火が赤く火照
り、その火で３匹の子猿が掌を温め、代わる代わる親
猿の鉄砲傷の部分を懸命に温めている様子に驚きまし
た。撃ち取った親猿を背に家に帰ろうとした時、背後
で鳴いていたのはこの子猿達だったのかと思うと、限
りなく哀れな気持ちでいっぱいになり、その後は一睡
もできなかったといいます。明け方子猿たちはどこへ
ともなく見えなくなりました。夜が明けると勘助さん
は再度親猿を背負い、自宅に近い丘の上の松の根元へ
埋葬し、懇ろに弔ったと伝えられています。今日、入
野谷資料館に関係資料が展示されており、この話は昭
和11年（1936）「尋常小学修身書・巻１」として文部
省から発行されています。
　　けだものの　猿といえども　親思う
　　そのまごころは　人におとらず
　　息絶えし　親を生かさんとかわるがわる
　　傷あたためる　三匹の小猿
　　とこしえに　語りつたえん　信濃路の
　　孝行猿の　子の心あわれ

　　詞；藤沢古實 写真-2

３
アルプスの木地師

　数年前、旧長谷村出身で地域の故事に詳しい旧友、
鹿野氏（信濃毎日新聞編集担当：当時）とお会いした折、
中央構造線沿いの平家落人伝説に関わる「壇の浦」の
地名とその由来についての話が出ました。彼は「ふる
さとの壇の浦という地名も興味深いが、浦集落やこの
村の各地には、南アルプスの豊かな山林資源と縁の深
い“木地師”がかつて多数活躍し、落人伝説より時代
が古いんだよ」という助言を頂いたので早速二、三の
文献を探ってみました。宮下（1971）★３によると確か
に“木地師”の存在は、平家落人伝説よりはるかに時
代が古い。すなわち貞観元年（859）年文徳天皇の第
一皇子惟

これ

喬
たか

親王は、皇位を継ぐことなく、一族の家臣
とともに近江国（滋賀）の山の中へ籠もり仏門に入り
ました。これが一つのきっかけとなり､ 山中で生活の
糧を得るために、木地で椀や盆を作る技術を苦労して
案出しました。これが「木地師」の発端であったとの
ことであります★４。
　南アルプス山塊・山麓は山が深く、標高1,400mま
では広葉樹のシラカバ・クリ・ナラ等の先駆樹種、
1,500ｍ以上にはコナラ・ミズナラなどの有用な極相
林に恵まれています。近江（滋賀）において考案され
た技術は、木地師とともに美濃・三河・遠州へと伝播
され、南信州へと伝わってきました。当初は中央構造
線沿いの大鹿村鹿塩や北川をはじめ、中川村四徳・松
川の各地における活動が認められています。北川にお
いては、50戸を越す木地師家族の居住跡が追跡され
ております。その後旧長谷村の栗沢谷・奥浦・栃洞等
にも居住跡が認められています。さらに仙丈ヶ岳・東
駒ヶ岳・赤河原方面から流下する戸台川・小黒川上支
流域の栃島・栃平等広い地域に多数の木地師が住み着
き数百年、アルプスの豊かな林木の資源を生かした活
動を継続してきた痕跡が知られています（長谷村刊行
委員会（1997））★５ 図-3。
　上述のごとく各地に居住し、生活を展開してきた木
地師の人々にも、社会・経済の進展に伴う地域の変化
につれて、江戸時代末期になると、三峰川下流域や天
竜川沿いの低地帯へ転移する者も増えました。これが
大正時代になると、木地師集落の人々は低地へと転居
し少なくなったといわれています。木地師集落の跡に猿の親子像写真-2
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はしばしば菊や桐の紋章を付した墓石 写真-3を見い出
すことがあるといいます（宮下（1971））。惟喬親王の
一族やその家臣らの末裔等の由縁と誇りを物語ってい
るのでしょうか。かつて親王没後は木地師およびその
子孫は大蔵あるいは小

お

椋
ぐら

等というユニークな姓を名乗
り、その後の社会で活躍しています。伊那地方でこの
種の姓をしばしばお見受けいたしますが、個々の人々
の由縁については残念ながら承知しておりません。

４
山の辺の道異変

　日本列島を大きく内帯と外帯に分け、列島を縦断し
1,000kmを超えて発達する中央構造線は、赤石山脈と
伊那山地の間にほぼ南北方向に直線状に発達し、顕著
な断層線谷が形成されています。この断層線谷は古来、
三河･遠州・南信州を結ぶ「秋葉街道」としても知ら
れています★６。
　構造線の東側（外帯部分）には三波川帯・秩父帯・
四万十帯が、西側（内帯）には領家帯と三波川帯との
接触部分が主で、幅約数メートルの断層粘土の部分と
数十～200ｍの破砕帯の発達が考えられており、造構
造運動に伴う岩盤の破砕や、地形の大きな隆起量は長
期にわたり斜面を不安定化しています。構造線沿いの

三峰川・小渋川・遠山川流域には多数の地すべりが発
生しており、ほぼ190箇所を超えています。このうち
約1/2は三波川帯に、1/4は秩父帯に分布しており、

図-3 木地師分布図

木地師の墓石
惟喬（これたか）の子孫であるという誇りから、多くの墓には菊
の紋章が刻まれている。　　写真提供：飯田市上村振興公社

写真-3
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領家帯には少ない（中村他（1982））★７図-4  図-5  。
　1961年６月、533㎜の集中豪雨直後、構造線沿いの
大鹿村・大西山において未曾有の「山抜け大規模崩壊」
が発生しました。いわゆる「伊那谷・三六災害」の代
表的な被災事件であり、大惨事でありました★８図-6。
　断層西の三角末端面（高さ450m・幅500m・厚さ
20m）の岩体が大音響とともに転倒崩壊し、巨大な山
津波となりました。小渋川の堤防等を吹き飛ばし、
700m離れた文満集落まで１分足らずで到達し、家屋
等を一挙に呑み込みました。崩壊土量は330万㎥、犠
牲者42名、という未曾有の大惨事となり、後世に語
り継がれています。この災害が一つの貴重な切っかけ
となり、今日の被災対応・危機管理に生かされつつあ
ります。近年は構造線沿いの入谷・此田地区において、
国交省の直轄地すべり調査対策が積極的に推進されて
おります。
　脆弱化した構造線地区の地盤条件に加えて、地球の
温暖化が取り沙汰され、その影響が確実に現れつつあ
る昨今、過去の被災経験を生かした防災意識と技術を
高めたいものであります。

５
乱流の置きみやげ

　伊那盆地を北から南へ流下する天竜川は、かねてか
ら「あばれ天竜」の異名をもって知られ、その元凶は
南アルプスの大小河川を集めて流下する三峰川といわ
れていました。今日高遠を扇頂部とする広大な扇状地
が発達しています。この扇状地を流下する三峰川の流
れは、ゆるやかな時は青白く透き通るような清流で、
その流れの中に大小の古期岩類の河床礫が美しく揺ら
いで見え、子供の頃には赤っぽいチャート（岩石）や
黒光りする蛇紋岩の礫などを集め興じておりました。
しかし、台風などに伴う豪雨時には流れの様相は一変
し、多量の土石とともに濁流化し、その奔流が天竜川
に合流し、これが「あばれ天竜」の元凶となってい
ました。上伊那誌刊行会（1965）によれば、万治元年
（1658）以来明治元年（1868）までの210年間に15回の
大洪水・大満水が記録されております。また明治2年
（1869）以降昭和32年（1957）の間には24回の大洪水
（満水）が記録されています。凄い大水で家も人も一
緒くたに流されてしまうという意味の「川ながれ」「人

図-4 構造線と崩壊地分布

北
川
露
頭

図-5 中央構造線北川露頭（図-4参照）

西南日本の内帯と外帯を分ける構造線部分です。断層の動きによ
って岩体は破砕され、もとの岩体との見かけは変わっている。図中
↓印直下が断層線部分です。赤褐色側が内帯側で熱いマグマが地
下でゆっくり固まった花崗岩（領家帯）。右側の緑黒色の部分は外
帯側で低温で高い圧力を受け鉱物が薄い板を重ねたごとく変化し
た結晶片岩類（三波川帯）であります。
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取り川」という表現は、昔聞いた時にはたいへんショ
ックでありました。またこの扇状地面の各所には「島」
の名のつく集落が多数ありますが、これはかつて扇状
地面を乱流する三峰川の中・下流に大小の砂

さ

堆
たい

ゾーン
が作られ、後日そこに集落が発達し、集落名の末尾に
島の名称がつけられたのではないか、ということが容
易に考えられます図-7。
　地域の人々は、たびたびの洪水等による堤防の決壊、
道路や水田の流出の繰り返しに遭遇し、水防に関わる
懸命な努力を繰り返してきました。当時「この河原に
はもう二度と人は住み着けまい」と言う人も多かった
そうでありますが、しかし、人々による堤防づくりの
ための「もっこかつぎ」など、長い年月にわたる絶え
間ない水防への努力と防災への念願が叶い、昭和32
年（1952）には美和ダムが構築されました。旧建設省
による美和ダム完成後は、洪水･川ながれ・もっこか
つぎなどの話は全く聞いていません。かつての「住む
に堪えない土石だらけの氾濫原」は長年の防災･砂防
事業の継続と美和ダムの構築によって平安が保たれ、
また「あばれ天竜の元凶」といわれた三峰川も沈静化
しました★９。
　市役所をはじめ公共の建物が建設されている新田地
区図-7は、かつての「川ながれ」「人取り川」の氾濫
原地帯の中心でありますが、今日では、安全かつ快適

な環境の居住地区として変貌を遂げつつあります。

６
風のことば・水のつぶやき

　中央道を走行し諏訪湖を右に見て数十分、山間を通
過し天竜川を渡ると左右に視界が開けます。はるか東
南方向を望むと3,000m級の南アルプス（赤石山脈）の
山並みが眺望できます。さらに西南方向には、中央ア
ルプス（木曽山脈）の山々とその山麓に発達する扇状
地、扇面上に点在する古い集落の風情は印象深い。東
西の両アルプスとその山麓を眺望しつつ走行する伊那
盆地のこの「風景街道」（中村良夫（2008））★10はいつ
までもこのままであってほしいもの……などと勝手に
願うこの頃であります。
　南アルプス山麓には
「たかとほは山裾のまち　古きまち
　ゆきあう子らの　うつくしきまち」
　と田山花袋（1916）が詠んだ高遠町があります（図-2

参照）。高遠から中央構造線沿いに南下すると、平家
落人伝説で知られる旧長谷村・浦地区の西を経て分杭
峠を越え、大鹿村大河原に出ます。比較的広い大河原
は青い空が大きく開け、早春にははるか東方に冠雪の
アルプスが望めます★11 写真-1。

図-6 大西山崩壊　「伊那谷の土石流と満水」中の写真を使用して図化した（中村）

Hb ：ホツグバツグ（豚の背地形）
Hv ：Hb両側の谷襞
Tf	：三角末端面
Hb背面・Hv部分からの渗透水。
流水により次第に圧砕岩が風
化し、前面の岩体（Tfの一部）
を不安定にしたということが考
えられる。
　　　 秋葉道

伊那谷の土石流と満水★8・9中の
写真を使用して図化した（中村）

0 200m

sabo vol.118 夏 2015sabo vol.118 夏 2015 47



参考文献
★１ 中村 三郎（2001）；人と栖・構造線とのふれあい、地すべりフォー

ラム
★2 入野谷資料館（2005）；孝行猿資料室、入野谷資料館
★3 宮下 慶正（1971）；木地師をたずねて（一）（二）伊那路7, 8号、

上伊那郷土研究会
★4 松山 義雄（1985）；深山秘録、法政大学出版局
★5 長谷 村誌（1997）；長谷村誌刊行委員会、第Ⅲ巻、歴史編
★6 中村 三郎（2013）；中央構造線と三遠南信道いまむかし、『sabo』

vol.114  Aug.
★7 中村 三郎（1982）；中央構造線沿いの地すべりとその特性、日本

地すべり学会関西シンポジウム論文集
★8 大鹿村役場（1961～’91）；大災害からの記録、昭和36年災害か

ら30年
★9 国土交通省天竜川上流河川事務所（2012）；直轄地すべり対策事

業、国土交通省天竜川上流河川事務所
★10 中村 良夫（2008）；風景からの町づくり；NHKこころをよむテキスト
★11 塚田 昌明；信濃風土記、長野県の歴史、山川出版社
★12 信濃毎日新聞社編集局（1998）；信州の活断層を歩く、信濃毎日

新聞社

　赤石・塩見よく晴れて
　空の青さがうつりくる
　つぶら瞳のかがやきよ　
　風のことばに耳たてて
　未来をわける葦となれ

大鹿小学校校歌、詞；島崎和夫
　この歌詞を見ていると、元気な子らの清々しい歌声
が聞こえてくるような気がします。地域の人々や訪れ
る誰もが感じる風情がよく表現されています。
　アルプスの高い山・深い谷が育む動植物、古来この
自然の狭間で生き抜いてきた人々の五感を生かした生
活対応や技術は、木と共に生き・木を生かす文化、山
と生き・山を生かす文化、へ通じるのでありましょう
か。今後のアルプス山塊とその周縁におけるよりよい
自然との共生を念じる時、先年、三峰川上流域をとも
に歩きご案内下さった浦地区居住の小松老人の「森や
林を吹き抜ける　風のことば、岩にぶち当たって流れ
る　水のつぶやきは、いろんなことをおしえてくれる

なえ……」という言葉をいつも思い出します。

　なお、小文に快く写真提供下さいました上村振興公
社、前島道広様をはじめ多くの方々にご協力頂きまし
たことを心からお礼申し上げます。

図-7 三峰川扇状地
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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

　パワーネット工法は、斜面表層全体において崩壊が

発生する全体すべりと、全ねじ異形棒鋼のネイル間の

狭い範囲で発生する局部崩壊（中抜け）による土砂崩落

を抑止する工法である。パワーネット工法は、高強度の

素線を編んだTECCOネット、ネイル、スパイクプレート

などを連結・組み合わせて表層崩壊に対して有効な部

材構造としている。

　また、TECCOネットは、亜鉛アルミ合金メッキと飽

和ポリエステル（PET）による二重防食処理が施され、

耐久性を高めている。

技術審査証明27

技術の特徴・概要

　ネット長さが30mロール巻きで、200kg弱の重量があるため、一般金網と比べるとハンドリングに課題がある。ネット敷

設作業には、３人程度の作業員を要している。

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

　施工が早く、工期短縮が図れる。また、仮設備が簡易であり、ほとんどの材料が二次製品であることから、管理も容易で、

気象条件に左右されることなく施工を行うことができる。

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

　パワーネット工法は、高強度ネットとネイルとの組み合わ

せによる簡便な構造の斜面表層崩壊対策工である。従っ

て、施工はネイル打設後に高強度ネットを敷設し、最後に

ネイルに一定の締付け力を与えるとういう手順となる。

　高強度ネットは、従来の高強度金網には採用されていな

い「端部ねじり加工」が施されている。これにより、高強

度ネットは損傷を受けにくい構造となっている。また、二重

防食構処理も施されているため、耐久性に優れている。

　また、ネット同士の左右間、上下間の接続においては、

ネットの素線径を上回る素線で製作した専用の接続金具

を、編み目１つごとに用いる。従来金網に使用されている

番線や結合コイル等のように、接続部及び接続材が弱点

となることはない。

　この他、パワーネット工法では，ネット敷設後にネイル

の頭部ナットに一定の締付け力を付加する。これにより、

施工直後から斜面表層の緩みの進展を抑制し、表層の安

定性が向上する。

工法の施工・従来技術との違いなど

技術名称 パワーネット工法（高強度ネット斜面安定工）

審査証明取得日：平成27年２月27日　審査証明取得会社：東亜グラウト工業株式会社
技術の詳細に関するURL　http://isabou.net/sponsor/epn

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

パワーネット工法の
基本構造

積雪時の
施工状況

高強度ネットの端部加工

ねじり
加工

左右方向の
専用金具
接続例 上下方向の接続例高強度ネットの二重防食処理
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見聞記③

　某省の元局長様から自宅に封書が

届き一体何事か！と緊張して封を切

ったら、ちょっと楽しい絵入りの便

箋に手書きで、早々に「痛風」の文

字が現れニヤリと一安心。前号をご

覧になって痛風に反応され、「これ、

参考になるよ」と資料が同封されて

いた。

　格調高い論説をよくお書きになる

方で、私の駄文にまで目を通してい

るのかとビックリ。

　見習いたいが背伸びをしても直ぐ

に転
コ

けるだけであるから、今まで同

様の徒士組で続ける。

 バイバイ

　秋田県内の上下の新幹線が待ち合

わせる駅でのこと。どちらの列車が

動いていたかは覚えていないが、上

り新幹線車内の少女が下りに向かっ

て手を振っている姿が見え、私も手

を振り始めたら気づいてくれて更に

大きく振り始め、数秒後くらいだっ

たか、何と向かい合ったところでピ

タリと停車した。今となっては顔も

思い出せないがとても可愛い少女が

私に向かってニコニコして手を振り

続け、奥の座席の母親はお相手あり

がとうございますと私に軽く会釈、

少女の後ろの座席にいたご婦人二人

はこちらを指さし、あの人が相手を

しているんだと微笑んでいた。

　私をご存知の方は、そんなサービ

スをするの！？　とお思いになるであ

ろうが、学生時代、友人の一人は、「子

供が手を振っていたら、応えてやる

べきだ」と必ず実践していてそれを

忘れずに時々真似をしているのであ

る。因みに、この友人は既に土木系

の二つの学会の会長と副会長を歴任

しているが、話を戻して海外での実

践例を２つご紹介する。

●振って、ふられて

　ヴェネチアの運河に面した元豪商

だか貴族だかの格式を感じるお屋敷

の中で会議があり、休憩時間のこと。

バルコニーに出ると多数のゴンドラ

が下を行き交い、大勢の観光客が乗

っていた写真-1。

　ゴンドラの客からすると背広・ネ

クタイ姿で場違いに映ったであろう

が、怖い系統ではないことは分かる

であろうから手を振ってみたら、結

構喜んでくれて手も振ってもらえ

たしカメラを向ける人もい

た。ここはあのヴェネチア

だよ！ そこに今いるんだ

よ！ と会議のことはしば

し忘れて楽しんでいたら、

一人で乗っている若い女性

のゴンドラが近づいてきた

ので同じく手を振ってみた

ら、ちらりと見はしたもの

の「からかうんじゃないの、

身の程知らずね」って顔で

ふられてしまったが、綺麗

な人だったなぁ～。

●最後のひと振り

　パナマ運河建設に日本の

土木技術者である青山 士

が大きく寄与したこと、運

河沿いに地すべりが多いこ

とを現地に行ってから知写真-1 舟歌が聞こえてきそう
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ったが、船から地すべり地を見る機

会があった。

　その帰りの観覧席のある閘門で、

船が沈み始めても、船上の人も観

覧席の人も誰一人手を振らない。

「えッ、ここで振らないの？ 今で

しょ！」 と、学生時代を思い出しな

がら手を振ったところ、観覧席の一

人二人が私のほうを指さして「手を

振っている人がいる」と隣人に話し

かけ、それから手を振り始め、それ

が次第に広がり半分まではいかなか

ったが大勢の人が手を振って応えて

くれた。

　お互いにいよいよ見えなくなり手

を下ろしたら、観覧席の最上段にい

た東洋系の若い男性が飛び上がっ

て、「あんた、ありがとうね」って

感じで私に最後の人＆一振りをして

くれたのは可笑しかった。

　短時間のことであったが、ちょっ

と場を盛り上げることができ、ニン

マリ。

　但し、どちらも観光客相手だから

出来たことで海外出張中の例外中の

例外であるし、人様を和ませた数少

ない事例である。

 食 事

　酒は弱いが胃腸はまずまずのよう

で、健康診断時、医者の「ピロリ菌

がいるかも」に対して、「何でも平

らげるペロリ菌がいるのは分かって

いたがピロリ菌もいるとは思いませ

んでした」と応えたのは全く受けな

かったが、海外でもしっかり食べ、

国内では口にしない辛いものを食べ

ても胃腸が絶不調と

なったことはなかっ

た。それでも、２回目

２週間の海外出張時

には梅干を多数用意

し一日に何粒かずつ

食べ効果ありだった

が、３回目以降は梅干もなし、整腸

剤は用意をしたこともない。

　全く行く気のなかった海外出張を

何とかこなせたのは、食べ物・胃腸

では困らなかったこともその一つで

ある。

●食文化

　宗教も関係しそうではあるが、人

間は智恵があるからその土地の気

候・食材に合う酒・料理を作ってい

るはずで、二度と来ることはないの

であろうからその国の料理をなるべ

く食べるようにしてきた。国内で口

にしないものでも食べるのは、海外

で気分も高揚していたからかも知れ

ない。

　奮戦記で述べたとおり、「味より

量」・「質より量」であるから美味し

い話はできないが、フランスには縁

がなかったものの台湾で中華・トル

コでトルコ料理を食べることもでき

たのはよかった。

●珍味

　何十年も前の話。「マムシは蛇じ

ゃねぇ、５千円札だ。５千円落ちて

いるのに拾わないバカがいるか！」

とマムシがいそうな現場に行く時は

一層張り切る先輩が、「○ちゃんの

真似はできないよ。青大将を捕まえ

たら（近頃胃の具合が少し悪いからと）

裂いて胃袋を食ったからな」とのこ

とで、世の中上には上がいるもので

あるが、この地で食べたら馬刺はい

い値段だったし、ざざむしは高級珍

味として売られている。

　普通の食材だけで生きてきたが、

タイで蝉を出された時は食べずに逃

げ出したかった。折角来たんだから

セミも食べて 写真-2と言われてしま

い挑戦したが、味も噛み心地も全く

覚えていないのは、余り噛まずに飲

み込んだからであろう。一匹か二匹

をやっと食べたはずである。

　数年前の話し。JICAの仕事で世

界を飛び回っている知人がベトナム

でエビを食べたら、身体の某所が腫

れ上がって往生したよとのことだっ

た。ホテルの庭の池に棲むエビだっ

たそうで、夜は綺麗に見えたが翌朝

その池を見て、俺は何でこんな所の

エビを食ったんだと愕然としたと言

ってた。

　私には人生最難敵のセミであった

が、タイの人には普通なのであろう。

珍味ゲテモノ好きの方は、海外でい

ろいろ挑戦されてはいかが。但し、

知人のような例もあるからどうぞ自

己責任でお願いする。

反町 雄二（そりまち ゆうじ）
『sabo』事務局OB

写真-2 鳴き声が聞こえてきそう
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発生日 国名 種別 概要

2014年
10月4日 インドネシア 地すべり カリマンタン島の西カリマンタン（West Kalimantan）州ベンカヤン（Bengkayang）県サガタニ

（Saga Tani）村の不法採掘の金鉱山で地すべりが発生し、18名が死亡した。

10月10日 中国 崩壊
陝西（Shaanxi）省延安（Yun’an）市甘泉（Ganquan）県の黄延（HuangYan）高速道路工事現
場で、10日午後9時10分頃、崩壊が発生し、8軒の現場宿舎を埋没させ、19名が死亡した。
現地は谷間の高架橋建設現場で、宿舎は斜面下の河道沿い平地に設置されていた。

10月14日 ネパール 雪崩
ネパール中北部（Weatern Region）のアンナプルナ（Annapurna）山塊で、サイクロン「フッド
フッド（Hudhud）」の影響により猛烈な吹雪となり、一部で雪崩が発生した。約400人が救
助されたが、周遊コースをトレッキングしていた各国からの登山客等43名が死亡した。

10月18日 ニカラグア 崩壊
数日間続いた豪雨により、首都マナグァ（Managua）周辺で崩壊や擁壁の倒壊などが生じ、
22名が死亡した。数千人が避難したほか、約3万人が影響を受けた。北側のエルサルバドル、
ホンデュラス、グアテマラでも被害が生じた。

10月29日 スリランカ 崩壊

首 都 コロンボから東 に220kmのウバ（Uva)州 バドゥッラ（Badulla）県 ハ ルドゥムラ
（Haldummulla)郡のコスランダ（Koslanda）茶農園地区で、雨期の雨が降りしきる午前7時
30分頃、斜面崩壊が発生し、13名が死亡、24名行方不明となった（捜索は終了）。斜面上
に位置する、農園労働者の家屋120棟のうち、66軒が全壊し、521世帯1875人が影響を
受けた（Disaster Management Centre調べ）。

11月10日 コロンビア 崩壊・
土石流

9月はじめからの第2雨期（通常12月中旬まで）の雨により、11月10日までにコロンビア北西
部から中部にかけて崩壊が88件、土石流が3件発生し、38名が死亡、1万8千人が家を失っ
た。被害が特に大きかったのは、アンティオキア（Antioquia)県、バジェ・デル・カウカ(Valle 
del Cauca)県、チョコ（Choco)県、カウカ（Cauca)県、クンディナマルカ（Cundinamarca)県。

11月15日 ハイチ 洪水・
崩壊

ハリケーンシーズン末期にあたるハイチ北岸の町、カパイシアン（Cap-Haitien）周辺で家屋1
万5千軒が水に浸かる洪水と崩壊が生じ、17名が亡くなった。

12月12日 インドネシア 崩壊

中 部ジャワ（Java Tengah）州 バンジャールネガラ（Banjarnegara）県カランコバール
（Karangkobar）郡サンパン（Sampang）村ジュンブルガン（Jemblugan）集落で、午後6時頃
に斜面が約100mの高さで崩れて集落を押し流し、95名死亡、13名行方不明、24名負傷
の大惨事となった。付近では災害発生前の午後5時頃、小崩壊が生じていたほか、道路の
亀裂なども確認されていた。地質庁によれば、同県は崩壊が多く発生しており、2006年1月
4日にも近隣のチジュルク（Cijeruk）村で死者・行方不明者120名の崩壊災害が発生している。

12月26日 スリランカ 崩壊・
土石流

10月にも災害が発生した中央高地南東部のウバ（Uva)州バドゥッラ（Badulla）県ハリエラ
（Hali-Ela）郡リルポラ（Rilpolla）村で、低気圧の接近による豪雨で崩壊が発生して小さな渓
流伝いに土石流化し、道路沿いに立ち並ぶ家々を巻き込んだ。これにより12名死亡、2名
行方不明、1名が負傷した。また同県内バドゥッラ郡でも崩壊が発生し、6名が死亡した（1/6 
Disaster Management Centre調べ）。

12月30日 フィリピン 崩壊・
土石流

台風23号（Typhoon Jangmi, 現地名Seniang）が28～30日にかけてフィリピン中南部ビサ
ヤ（Visayas）地方を横断し、主に台風進路の北側で、5千世帯が83の避難所に避難したほか、
約12万世帯54万人に影響を与えた。セブ（Cebu）島では土石流により15名が死亡、4名行
方不明になった。またレイテ（Leyte）島で10名、サマール（Samar）島で20名が斜面崩壊に
より家ごと埋まり、犠牲となった。

2015年
1月16日
〜17日

マダガスカル 崩壊 熱帯低気圧チェザ（Chedza）の通過により、全島の3/4に及ぶ地域で暴風が吹き荒れ、68
名が洪水等で亡くなった。なかでも崩壊により人家が埋まり、25名が亡くなっている。

2月25日 アフガ
ニスタン 雪崩 北部山岳地帯に位置するパンジシール（Panjshir）州パーヤン（Paryan）地域で、大規模な雪

崩が発生し、 280名以上が犠牲となった。

3月25日 インドネシア 崩壊 西ジャワ（Java）州スカブミ（Sukabumi）県テガル・パンジャン（Tegal Panjang）で25日深夜、
局地的な豪雨により斜面崩壊が発生、11世帯の家屋が飲み込まれ、12名が死亡した。

3月30日 インド 地すべり
北部カシミール（Kashmir）地方スリナガル（Srinagar）市西40kmのチャドーラ（Chadoora）村
で地すべりが発生し、16名が生き埋めとなり、死亡が確認された。周辺では数百人が洪水
などにより避難していた。

　　　　 世界の土砂災害　（第16回）　2014／10／１～2015／３／31
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（一財） 砂防・地すべり技術センター 「40周年記念シンポジウム　土砂災害から生命を守る」開催

　7月29日、皆様のご支援を賜り、当センターは創立40周年を迎えま
した。それにさきがけ６月16日（火）砂防会館別館シェーンバッハサ
ボーにおいて開催された「40周年記念シンポジウム　土砂災害から
生命を守る」には、376名もの方々にご参加をいただき、かさねてお
礼申し上げます。なお、詳細につきましては本文p.７～19をご覧下さい。

優良業務及び優秀技術者表彰

【優良業務表彰】 業務名「月山地すべり対策検討業務」 東北地方整備局長表彰
 業務名「H26譲原地すべり地震時安定解析外検討業務」 利根川水系砂防事務所長表彰
 業務名「上高地土砂移動メカニズム検討業務」北陸地方整備局長表彰
 業務名「平成26年度　由比地すべり機構解析業務」富士砂防事務所長表彰
 業務名「六甲山系砂防計画策定資料作成業務」 近畿地方整備局長表彰

【優秀技術者表彰】 相楽　渉 業務名「H26譲原地すべり地震時安定解析外検討業務」 利根川水系砂防事務所長表彰
 池田　暁彦 業務名「上高地土砂移動メカニズム検討業務」北陸地方整備局長表彰
 嶋　　大尚 業務名「平成26年度　大規模土砂移動検知システム精度向上検討業務」
  中部地方整備局長表彰
 安田　勇次 業務名「六甲山系砂防計画策定資料作成業務」 近畿地方整備局長表彰

行事一覧（１月～７月）　後援（協賛）

●２月５日、６日 「第19回震災対策技術展・横浜」（後援）
●６月１日～ 「平成27年度土砂災害防止月間」（後援）
●６月４日 「平成27年度砂防ボランティア全国の集い」（後援）
●６月４日、５日 「第２回震災対策技術展・大阪」（後援）
●６月２２日～２７日 「第６回国際土石流災害防止会議」（協賛）
●７月１日～　 第39回「水の週間」行事（協賛）

平成27年度　（一財）砂防・地すべり技術センター研究開発助成

　５月19日（火）に行われました標記委員会の厳正な審議を経て、応募総数18件のうち、本年度の助成該当者６件を
下記のように決定いたしました。

氏 名 タイトル 所 属
伊藤 英之 シナリオシミュレーションシステムを用いた低頻度災害時における避難行動要因の解明 岩手県立大学
水野 正樹 深層崩壊前微動土塊の干渉SAR広域探索調査・崩壊危険度評価手法の確立に向けた検討 新潟大学
山田 孝 渓床堆積物再移動型土石流の発生につながる伏流水の変動特性と降雨指標による発生領域評価 三重大学
宮田 秀介 TDR（時間領域反射測定法）による流砂量連続観測手法の開発と流砂観測網高精度化への活用 京都大学
小杉 賢一朗 湧水シグナルの高度利用化による付加体堆積岩山地における深層崩壊予測精度の向上 京都大学
平松 晋也 大規模地震発生後の警戒・避難基準雨量の設定とその解除時期に関する研究 信州大学
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人事異動

評議員会及び理事会の開催

● 【平成26年度第２回理事会】
 平成26年度第２回理事会が平成27年３月12日に開催され、平成27年度の事業計画及び収支予算等について審議が行われました。
● 【平成27年度第１回理事会】
 今年度の第１回理事会が平成27年５月19日に開催され、平成26年度の事業報告、収支決算及び公益目的支出計画実施報告書等につ

いて審議が行われました。
● 【平成27年度定時評議員会】
 今年度の第１回目となる定時評議員会が、平成27年６月24日に開催され平成26年度の収支決算及び任期満了に伴う役員の改選等に

ついて審議が行われました。
　選任された役員は、以下の方々です。
 （第３期理事） ・新谷　　融 北海道大学名誉教授・NPO法人環境防災総合政策研究機構理事
   ・太田　　猛彦 東京大学名誉教授
   ・岡田　　稔 ホクシン工業（株）顧問
   ・岡本　　正男 （一社）全国治水砂防協会理事長
   ・尾畑　　納子 富山国際大学現代社会学部教授
   ・北原　　糸子 前国立歴史民俗博物館客員教授
   ・福長　　秀彦 NHK放送文化研究所研究主幹
   ・藤井　　敏嗣 東京大学名誉教授・NPO法人環境防災総合政策研究機構専務理事　環境・防災研究所長
   ・水山　　高久 政策研究大学院大学特任教授
   ・近藤　　浩一 常勤
   ・安養寺　信夫 常勤                
   ・綱木　　亮介 常勤
 （第２期監事） ・新　　　壽夫 新法律事務所弁護士
   ・中村　　三郎 防衛大学校名誉教授
 ●【平成27年度第２回理事会】
 今年度の第２回理事会が平成27年６月25日に開催され、代表理事等の選定が行われました。
 審議の結果、理事長に近藤浩一理事が再任され、業務執行理事として安養寺信夫理事（再任）と綱木亮介理事が選定されました。

●３月３１日付 【退　職】 田村　　毅 砂防技術研究所上席研究員（鹿児島県土木部砂防課長へ）
  【出向期間終了】 佐伯　　響一 砂防部技術課技師
●４月１日付 【昇任・昇格】 加藤　　誠章 砂防部技術課課長代理（砂防部技術課主任技師）
●５月３１日付 【出向期間終了】 櫻井　　由起子 砂防部技術課技師
   祐源　　剛 砂防部技術課技師
   山下　　裕之 斜面保全部技術課技師
   中根　　昌士 斜面保全部技術課技師
   細川　　清隆 総合防災部技術課技師
●６月１日付 【配置換】 河村　　弥生 総務部総務課（砂防部）
   田地野　真由美 総務部契約課（総合防災部）
   三浦　　知子 総務部経理課（総務部契約課）
   櫻井　　真見 砂防部（総務部経理課）
   水野　　忍 総合防災部（総務部総務課） 
  【新規出向】 遠藤　　弘樹 砂防部技術課技師
   小林　　慶之 斜面保全部技術課技師
   南條　　功 斜面保全部技術課技師
   小室　　貴裕 砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員
●６月24日付 【委　嘱】 綱木　　亮介 理事　斜面保全部長を委嘱
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平成27年度　砂防学会通常総会・研究発表会

　５月20日から21日にかけて栃木県総合文化センターにおいて、（公社）砂防学会主催　砂防学会通常総会ならびに
研究発表会が行われました。当センターからは下記15題の発表を行いました。

所　属 氏　名 タイトル

砂防部

西内 卓也 山地地域におけるレーダー雨量（解析雨量）の適用検証

上森 弘樹 高標高地における土砂流出特性について

加藤 誠章 近年発生した土石流の堆積厚分布について

板野 友和 赤谷で発生した深層崩壊が下流川原樋川の河床変動に与えた影響

五十嵐 勇気 赤谷地区における河道閉塞対策の実態と今後のあり方

宮瀬 将之 稲荷川における大規模土砂流出現象の影響範囲の検討

垣本 毅 土砂災害警戒情報の発表における降水量予測値の適用について

総合防災部

細川 清隆 火山灰の粒径が浸透能に及ぼす影響

江頭 勲 火山噴火前後の土砂流出状況について

今城 貴弘 伊豆大島における平成25年台風26号に伴う土砂災害の地形的特徴

近藤 玲次 降灰の影響を受けた浸透能調査手法の検討

小林 卓也 ハイドロフォンによる流砂観測に基づく土砂移動特性の支配要因に関する考察

池田 一 ベイズ推定による浅間山の噴火確率

砂防技術

研究所

池田 暁彦 栗平地区における河道閉塞対策の実態と今後のあり方

武田 一平 腐食環境下における鋼製透過型砂防堰堤の調査事例

開催日時：平成27年11月10日㈫ 13:30〜17:00　 場所：砂防会館　別館シェーンバッハ・サボー（１階：淀・信濃）
＊詳細・聴講お申し込みなどは随時ホームページに掲載する予定です。

プログラム（予定）

開会挨拶

来賓挨拶

発表1 湧水を活用した深層崩壊警戒対応の確立
地頭薗 隆（鹿児島大学 農学部）

発表２ ハイドロフォンによる掃流砂計測の高精度化に向けての検討
堤 大三（京都大学 防災研究所）

発表３ 森林斜面での土砂移動プロセスに着目した福島原発事故で沈着した137Csの長期流出量予測
小田 智基（東京大学大学院 農学生命科学研究科）

休憩（15分）

発表４ 流域特性に応じた透過型砂防堰堤の捕捉機能に関する検討
中谷 加奈（京都大学大学院 農学研究科）

発表５ 防災・減災の啓発を意図した災害展示のあり方－シナリオを減らす展示から増やす展示への転換
田中 隆文（名古屋大学大学院 農学研究科）

閉会挨拶

終了

平成27年度
砂防地すべり技術研究成果報告会のご案内
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season2

9

最上と韓国の
意外な関係

モモカミの里「高麗館」
（山形県戸沢村）

http://www.vill.tozawa.
yamagata.jp/korai/
korai.html

　最上川に沿って戸沢村付近の国道47号線を走っ

ていると、突如韓国の宮廷が現れます。「モモカミ

の里 高麗館」（道の駅とざわ）です。唐突な異郷の

出現に圧倒されつつ、物産館から回廊を渡り、韓国

料理レストラン「ソウル プルコギ」に入りました。

店内には韓国のBGMが流れ、メニューも“チャプ

チェ” “トッポギ”、“石焼きビビンバ”、などなど現

地さながらの品揃え。その中から、おすすめメニュ

ーの“戸沢流冷麺”を注文することに。

　運ばれてきた器に氷が涼しい音を立て、まずは耳

と眼で楽しむ清涼感。そして手にしたステンレス碗

はよく冷えて、キムチ、ネギ、キュウリ、トマト、

大根、肉、ゆで卵の多彩な具に、香り立つのはおそ

らく戸沢村名産のエゴマでしょう……さっそく麺を

ひとすすり、そのコシの強さが驚きです。その中に

かすかに日本そばの風味が感じられ、これがおそら

く戸沢流の由縁ですね。ピリ辛スープののどごしも

さわやかで、ひんやりした口当たりは汗ばんだ身体

になにより、盛夏の現場帰りにちょっとしたごほう

び気分です。

　ちなみになぜ山形県の戸沢村で、韓国なのか？ 

ここ戸沢には韓国から嫁いできた女性が多く、彼女

達のために故郷と日本を結び、また韓国の農村との

農業交流を促進するために作られたそうです。地元

の農産物を使った「戸沢流キムチ」などの韓国食品

なども開発されて、新たな村の名産として物産館で

販売されています。なお、モモカミという名称は韓

国語ではなく「アイヌ語で崖の意味がある「モモ」

と盆地の意味がある「カミ」を組み合わせて名づけ

られた造語で、「最上地方」という響きも持たせて

いる」（Wikipedia）とのことです。

　何かと取り沙汰される昨今の日韓事情ですが、冷

え込むのは冷麺だけで充分ですね。異国でがんばる

オモニ達に幸あれと願いつつ、リトル・ソウルを後

にしました。韓国気分も味わえる一石二鳥の最上の

旅、是非立ち寄って、近くて遠い隣国との相互理解

を深めましょう。（F）

　都心のビルに勤める友人の談、残業の夜、誰もいないはずの部屋

に時折白い人影を見るそうで「何にもしないのよ、ただいるだけなの」

と泰然たるものでしたから、その時は一笑に付したにもかかわらず、

作業を終えた夜半の静寂に、突如まざまざとよみがえってきました。

鏡になった窓に映る室内、ミシッと鳴る天井、暗く静まりかえった資

料室……すべて異次元へと誘うようで、臆病風にあおられるようにし

て一目散に逃げ出したのですが、メトロの入り口の明るさに我にかえっ

て、思わず苦笑いしてしまいました。　

　不夜城といわれる現代の都心ですら、夜はこのように判断を狂わす

のですから、電灯もなく日暮れと共に寝についていた頃の闇はどれほ

ど濃く、人々を脅えさせたことでしょう。暗闇や背後など見えないも

のへの不安は、さまざまな妖怪や怪異を生み出しました。市ヶ谷に

近いところでは「番町皿屋敷」が有名ですが、六番町の“御
み

手
た

洗
らい

某”

の屋敷では夜になると天井から泥だらけの大足が現れて「洗え」と凄

んだそうで、これはなかなかシュールで愛嬌すら感じます。そのほか「池

袋の下女」というポルターガイストのお話、本所や麻布の七不思議な

ど、東京には数多くの怪異譚が伝えられています。

　人口が増え続け拡大していった江戸の街、妖怪達はもともと彼ら

の住処だった場所を切り開いた人間に対して「先住権を主張する」も

のであり「開発に対する人間の罪の意識の表れ」ではないかと、江

戸研究家の杉浦日向子氏は述べています。都市の暗闇に潜むものた

ちは急速な開発へ警鐘を鳴らし、また各地方で語り継がれる河童や

海坊主達は天変地異の予兆や象徴として現れることもあり、ひょっと

すると彼らは、人間達の思い上がりを誡めるために変
へん

化
げ

の姿に託され

た「自然への畏怖」や「異変の記憶」なのかもしれません。暗闇など

克服したかに見える現代人が感じる漠然とした不安は、ひょっとした

らご先祖様からの警告なのかもしれませんね。　　　　　　　　（J）

編集後記
市ヶ谷便り

池 袋 の下女：寛 政11年（1799
年）に書かれた『耳袋』で、幕史
が池袋出身の下女と通じたとこ
ろ、行燈や茶碗、臼などが飛ぶ
現象が現れ、下女に暇をだした
ら怪奇現象がやんだという話で
ある（Wikipediaより）

清涼感満載の戸沢流冷麺 ザ・韓国
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アクセス：	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

	 千代田区九段南4-8 -21山脇ビル6・7階

「sabo」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。

「役に立った」「印象に残った」記事、あるいは「こんな記事が読みたい」など、
みなさまのご意見、ご感想を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せ下さい。
『sabo』バックナンバーはホームページからダウンロードしてご覧ください。

「sabo」事務局宛
FAX:03-5276-3391／e-mail:sabo-kikanshi@stc.or.jp

http://www.stc.or.jp/
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