
Vol.121  2017 Winter

 V
o
l.1

2
1

  2
0

1
7

  W
in

ter
S

A
B

O
 &

 L
A

N
D

S
L
ID

E
 T

E
C

H
N

IC
A

L
 C

E
N

T
E
R

編集／sabo編集委員会
発行／一般財団法人　砂防・地すべり技術センター
〒102-0074　東京都千代田区九段南4-8-21　山脇ビル6・7階

sabosabo

sab
o

平成29年2月27日発行　ISSN-1345-6997 総　務　部 （6F） TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391

企　画　部 （6F） TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391

総合防災部 （7F） TEL：03-5276-3273　FAX：03-5276-3393

斜面保全部 （7F） TEL：03-5276-3273　FAX：03-5276-3393

砂　防　部 （7F） TEL：03-5276-3272　FAX：03-5276-3392

砂防技術研究所（7F） TEL：03-5276-3274　FAX：03-5276-3394

ISSN-1345-6997ホームページからバックナンバーがご覧になれます。
http://www.stc.or.jp/

Vol.121  2017 Winter
sabo

寄稿
噴火災害時の住民の苦悩とその支援
－2000年三宅島噴火災害の経験から－

トピックス
我国における柔構造物工法の導入から20年を経て

現場から
平成28年9月に発生した
群馬県沼田市柿平地区における土砂災害

技術ノート
土石流・流木対策の技術指針に関する講習会テキストに関する補足

歴史探訪
斜面環境　山の辺の道｢10｣
火山のいぶきと道ゆき



Vol.121  2017 Winter 

撮影者 ： 福池 孝記
 （一財）砂防・地すべり技術センター　
砂防部技師

撮影日 ： 平成28年9月
場　所 ： 北アルプスのとある尾根筋
より朝日と雲海を望む

sabo
新年随想
信仰の山々と災害からの保全
近藤 浩一　（一財）砂防・地すべり技術センター 理事長

寄　稿
噴火災害時の住民の苦悩とその支援 － 2000年三宅島噴火災害の経験から－
宮下 加奈　一般社団法人 減災・復興支援機構

現場から
平成 28年 9月に発生した群馬県沼田市柿平地区における土砂災害
（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防部
トピックス
我国における柔構造物工法の導入から20年を経て
田畑 茂清　柔構造物工法研究会 会長

REPORT
国土保全学研究室の平成 28年度の活動について
小山内 信智 ・ 林 真一郎
北海道大学大学院農学研究院

連	載  エッセイ❻
石垣が気になる
小橋 澄治　京都大学名誉教授
現場から
砂防学会「熊本地震に係る土砂災害第四次緊急調査団」参加報告
大野 宏之・武士 俊也　

（一財 ) 砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所

トピックス
熊本地震により被災した益城町、南阿蘇村における
浸水・雨量アラームメールの配信
武士 俊也　（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所

技術ノート 
土石流・流木対策の技術指針に関する講習会テキストに関する補足
加藤 誠章　（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防部

講演会報告
平成 28年度　砂防地すべり技術研究成果報告会
（一財）砂防・地すべり技術センター
歴史探訪　斜面環境　山の辺の道「10」
火山のいぶきと道ゆき
中村 三郎　防衛大学校名誉教授

海外事情
「2016台日砂防 共同研究会」の開催
武士 俊也　（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所

台湾「流域土砂管理に関する国際会議」参加報告
池田 暁彦　（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所

韓国「地震関連シンポジウム」参加報告
道畑 亮一　（一財）砂防・地すべり技術センター 斜面保全部

世界の土砂災害（第19回）
（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課

審査証明
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

コラム【世界の街角から】
スリランカ　外食事情
ブラジル　挨拶事情 －適切な Beijinho のススメ－

CENTER NEWS

編集後記 ── 市ヶ谷便り

1

26

52

53

7

55

44

2

12

16

20

22

28

32

36

42

46

48

50

51



1sabo Vol.121 Winter2017

平成28年の国内における重大ニュースに熊本地震や
北海道、東北地方を直撃した台風による豪雨災害が挙げ
られており、近年自然災害の頻発傾向が続いている。活
断層の活動で起きた熊本地震では最大震度7の激震が
2度も襲い、建物倒壊や阿蘇カルデラ内斜面の崩壊によ
る土砂災害が発生した。また昨年は8月以降3個の台風
が相次いで北海道に、また1個が東北地方の太平洋側に
上陸、気象庁の統計開始以降初めてのことであった。年
間6個の台風上陸は、平成16年の10個に次ぐ最多2位
タイの記録である。熊本地震と長引いた余震、10月の
阿蘇山の36年ぶりの噴火、同月の鳥取県中部で地震、
11月福島沖で地震と昨年も地震、火山活動、台風豪雨
と地象、気象の変動に苛まれた年であった。

新年が平穏で過ごせることを祈念して、今年は神奈川
県伊勢原市に在る大山の阿

ア フ リ

夫利神社に詣でた。ここは古
くから関東総鎮護の霊山として崇敬を集めており、また
雨乞い信仰の霊験あらたかな山として親しまれてきた。
江戸時代には参詣と併せて観光を楽しむ旅が庶民に「大
山詣り」として人気を集め、最盛期には年間20万人が
訪れるほど賑わったとされ、谷間の登拝路に沿って門前
町が形成されていった。

しかしこうした由緒あるところでも、自然災害は容赦
なく襲って来る。今から94年前関東大震災に見舞われ
た際、丹沢山系では多数の山崩れが発生し､ その2週間
後の豪雨により同山系の東端に位置する大山では土石流
が発生、門前町の大半が全壊した。そして時代の流れと
ともに災害の痕跡は無くなり、今は再び門前町として賑
わっている。だが谷間に形成された街ではあり､ 百年近
い歳月を経て斜面の風化、劣化も進行していると思われ、
ひとたび近頃頻発しているような集中豪雨に見舞われる
と、逃げる場所も限られた被災リスクの高い地域でもあ
る。しかし震災以降、神奈川県によって砂防堰堤（一部
は登録有形文化財に指定されている）や流路工などの砂
防工事が進められ、また土砂災害防止法に基づきソフト
対策もとられているのでかつての震災後のようなリスク
とは違うはず…と思いつつ山を下りてきた。

大山の御祭神は大
オ オ ヤ マ ツ ミ ノ カ ミ

山祇大神であり富士山の御祭神、
木
コ ノ ハ ナ サ ク ヤ ヒ メ

花咲耶姫の父君であるとされている。歌川広重の浮世
絵には大山が富士山を背後に従えているかのようにセッ
トで描かれている。「富士に登らば大山に登るべし、大
山に登らば富士に登るべし」とも伝えられているという。

富士山には木花咲耶姫を祀る浅間神社があるが、その
総本宮として富士宮市に富士山本宮浅間大社がある。そ
して全国に浅間神社があるが「あさま」というのは長
野・群馬の浅間、青森の浅虫、熊本・大分の阿蘇などと
同語源で「火山」のこととされている。大爆発を起こす

「火山」の富士山を鎮めるため浅間大社が創建されたの
が、全国にある浅間神社の起源とされている。（あさまは
古い呼称で中世以降はせんげんと呼ばれるようになった）

浅間山の御祭神は先の大山の御祭神である大山祇大
神とその娘で富士山の御祭神木花咲耶姫の姉姫である
磐
イ ワ ナ ガ ヒ メ

長姫となっていて、古来神話の世からこれらの山々と
神がつながっていることから、日本人は自然の持つ力強
さを畏敬し、山に神が宿り火山噴火など災害は神の怒り
によると信じてきたのである。この浅間山の南麓軽井沢
町追分にある浅間神社境内に松尾芭蕉の俳句の碑が刻ま
れている。貞享5年（1688）芭蕉は信州「更科紀行」
の旅に出、碓氷峠に向かう前に次の句を詠んでいる。

吹き飛ばす　石は浅間の　野分かな
火山の噴火を想起させるような石を吹き飛ばすほどの

凄まじい野分（台風だろうか）に遭遇したようだ。芭蕉
がこの句を詠んだ時から95年後浅間山は天明大噴火を
起こし、19年後富士山は宝永大噴火を起こした。

大山、富士山、浅間山いずれも人々の崇敬の対象の
山、歴史ある山である一方、地震、火山噴火等の地象、
台風、豪雨､ 積雪等の気象により、時として社会に大き
な災害をもたらしてきた。世界遺産や日本遺産に登録さ
れ、自然、文化、史跡等貴重な価値のある保全すべきエ
リアであり山河である。このような場所は日本全国に多
くあり、昨今の厳しい地象、気象が引き起こす災害から
保全することに、倦まず弛まず取り組んで行く必要が
ある。

画像：伊勢原市大山

新年随想

信仰の山々と
災害からの保全

( 一財 ) 砂防・地すべり技術センター　

理事長　近
こ ん ど う

藤 浩
こ う い ち

一
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1．はじめに
2000年三宅島噴火災害から16年が経過しました。

前例のない全島避難の経験から現在まで、火山噴火災害
について考えてみました。

三宅島は、東京から南へ約180km、周囲およそ
32km。伊豆諸島で3番目に大きな島です。野鳥の楽園
とも呼ばれ、温暖な気候と美しい海や温泉など多くの自
然に恵まれた風光明媚な島です。

島の中央に位置する雄
オ ヤ マ

山はたびたび激しく噴火すること
で知られ、昭和以降でも昭和15年（1940）、昭和37年

（1962）、昭和58年（1983）、平成12年（2000）と、
4回噴火しました。その周期は実に20年に1度で、その
たびに島民は大きな被害と生活再建の負担を強いられて
きました。と同時に、この島に生まれたからには一生に
1度や2度噴火災害に遭っても不思議ではないという気
持 ち も あ る よ う に 思 い ま す。 私 自 身 も1983年、
2000年と2度の噴火を経験し、83年の噴火では溶岩流

で家を失い、2000年の噴火では、4年5 ヶ月にわたっ
ての島外避難を経験しました。

2．1983年噴火
私が初めて噴火災害と直面したのは1983年のことで

した。
1983年10 月3 日15 時23 分頃、雄山の山腹から

噴火が始まりました。大量に噴出した溶岩流は島の南西
部にある阿

ア コ

古地区に向かって流下し、噴火開始からわず
か数時間で400棟もの住家を埋没させました。突然の噴
火に驚きましたが、行政からの指示に従い島の北西部に
ある地域に避難し、やっと一息ついたところで、自分の
生まれ育った阿古地区の惨状を知ることになり、呆然と
したことを覚えています。

また、このときの噴火では、島南部の海岸付近でマグ
マ水蒸気爆発、島南東部では降灰も記録されましたが、
噴火活動そのものは翌4日未明には終息しました。これ

だけの大きな被害を出した災害にも
かかわらず、人的被害が出なかった
ことは不幸中の幸いと言えると思っ
ています。

3．2000年噴火
　　－災害発生から全島避難－　

2000年噴火では私の生き方を大
きく変えるような体験をいくつもし
ました。

火山にはそれぞれに特徴がありま
す。例えば北海道の有珠山のよう
に、これまでの観測データや、前兆
現象などから事前に噴火の始まりを
予測することができた山もある一方、
三宅島のように住民が身をもって危
険を感じるような前兆現象がないと
いう山もあります。

2000年6月26日19時33分。

宮
み や し た

下 加
か な

奈
一般社団法人 減災・復興支援機構 専務理事

「ネットワーク三宅島」 代表

噴火災害時の住民の苦悩とその支援
−2000年三宅島噴火災害の経験から−

寄  稿

東京都三宅島生まれ。1983年の噴火では溶岩流で自宅が埋没し、避難所、仮設住宅の暮
らしを経験する。2000年の噴火では4年5ヶ月もの長期避難生活を体験した。この災害の
避難中から住民組織での活動を開始。一被災者として長期避難申のコミユティー維持を
支える活動を行い、2005年の全島避難解除をきっかけに「ネットワーク三宅島」を創設。

　三宅島フィールドマップ：三宅島自然ふれあいセンターアカコッコ館ホームページより
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突然の「緊急火山情報」により噴火の発生を知らされま
した。奇しくも同年3月31日に始まった有珠山噴火の
ニュースを見ながら「あれ（前の噴火）から17年。そ
ろそろ三宅島も噴火するのだろうか？」「いや20年周期
なら後数年か？」と島民の一部で噂がでていた頃でした。

21時過ぎに出された避難勧告を受け、対象地区の住
民は指定避難所や親戚宅へ避難し、落ち着かない一夜を
過ごしました。幸いにも大きな噴火現象もなく、わずか
4日程度で避難は解除されました。

ところが、7月に入っても噴火活動は収まらず、度々
噴火するようになりました。それも多量の降灰などの噴
出物を伴う活動が活発化して集落を襲い、人々の生活に
大きな被害をもたらしました。

8月18日の最大規模の噴火では、噴煙は成層圏にまで
達し、同29日には火砕流が発生したと言われました。
この火砕流発生と降雨に伴う泥流被害を避けるため、全
島民の島外避難が決定しました。

当初は噴火災害の危険から命を守るための〝一時的
な避難〟を予想していました。長くても数ヶ月程度と
思って避難しましたが、島民が島外避難を完了した
2000年9月になってからは大量の有毒な火山ガスが噴
出しているいることがわかり、当初の予想を大きく上回
る4年5 ヶ月に及ぶ長期避難生活となりました。

4．島外避難生活
2000年の災害では、全島民が島を離れての生活を余

儀なくされました。
1995年の阪神淡路大震災の教訓から、避難所や仮設

住宅への入居時は既存のコミュニティーを考慮すること
が重要だと言われてきましたが、この時には活かされま
せんでした。避難した順番に公営住宅に割り当てられた
島民は全国21都道府県、東京都だけでも23区32市町

村にわたり、既存のコミュニティーは崩壊し、慣れない
土地での避難生活への不安に拍車をかけました。

狭い島とは言いながら三宅島には大きく分けて5つの
地区があり、島内でも、地区が違えば生活習慣・文化・
ものの考え方等の違いもあり、最初はずいぶんと戸惑い
ました。親戚や友人を通じての交流はいくらかあったと
は思われますが、3,800人もの人が住んでいれば当然知
らない人も多数います。そんな中、避難生活を乗り切る
ためにも、避難先ごとにお互いに顔の見える関係作りが
必要であると感じました。

慣れない避難先での生活。自発的に集まった島民のグ
ループでは、いわゆるサークル活動のようなものを展開
しながら人と人との繋がりを作っていきました。その大
きなきっかけを作ったのが、避難後まもなくできた「地
域島民会」の存在です。「島外避難」という同じ境遇か

三宅島島民の避難先　平成14年4月1日現在

2000.8.29噴火：「2000年三宅島噴火災害の記録」（三宅村）より
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ら、避難先の地域ごとに「地域島民会」といった新たな
コミュニティーを発足させました。長期避難のなか、情
報不足や生活の心細さから「同じ三宅島民だ」という共
感が島民会の発足につながりました。この島民会は後に

「三宅島島民連絡会」という大きな団体になり、情報伝
達・交換、高齢者や独居者の見守りなどにも大きな役割
を果たしました。

三宅島島民連絡会では、三宅島社会福祉協議会、各種
ボランティア団体の協力を得て、さまざまな活動をしま
した。その代表的なものをご紹介します。

 島民ふれあい集会
島外避難中に島民がもっとも楽しみにしていたもの、

それは「島民ふれあい集会」でした。分散した島民同士
の心をつなぎ、またその支援者である各種ボランティア
団体との親睦、行政と島民との情報交換・意見交換を目
的に開催され、島民の7割以上が参加したこの集会、島
の人に会いたい、島の情報を入手したいという気持ちを
考え、土地勘のない多くの島民が参加しやすいようにと

各避難先にバスが配車されました。バスの乗り降りが不
自由な方や施設に入所されている方にはハンディキャブ
協会からの支援をいただきました。島の暮らしを懐かし
む気持ちに配慮し、会場内には数多くの郷土料理が並び
ました。舞台では郷土芸能の披露や各島民会でのサーク
ル活動の発表。いつか帰れる日を心待ちにする島民の気
持ちを多くの方が理解し開催されたイベントでした。

島民とボランティア団体、行政との連携により、
2000年12月の第1回から帰島するまで全9回開催され
ました。

 島民電話帳
島でのご近所さんに電話かけて情報交換したりおしゃ

べりがしたいと思っても、コミュニティーが崩壊してし
まい、誰がどこにいるのかわからない。電話帳があれば
簡単ですが、個人情報保護法もあり公的機関主導での電
話帳作りというのは難しいものです。そこで、ボラン
ティア団体と三宅島社会福祉協議会の協力により島民電
話帳を作成しました。お互いの消息の確認はもちろんで

すが、懐かしい声を聞くことで勇
気がわいてきたことも事実です。
避難中の4年5 ヶ月で第3版まで
作成されました。

みやけの風
「みやけの風」は、三宅島災害東

京ボランティアネットワークと三
宅島社会福祉協議会の職員が作成
した情報誌です。毎週土曜日の昼、
A4用紙2枚分が配信されます。出
だしの文章は懐かしい島言葉で書
かれ、各島民会の活動やイベント
の情報など盛りだくさんです。ポ
イントはその配り方にあります。
個別に郵送するのは簡単なことで
すが、それでは意味がない。東京
災害三宅島ボランティアネット
ワークでは地域連絡会ごとに数台
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のFAXを配布し、地域の世話人がコピーをして配布す
る、「みやけの風」が送られてくる時間にあわせて島民が
集会所に集まるなど、情報紙を発行し送信することで、
コミュニティーの連携、見知らぬもの同士の交流を生み
出したのです。お互いの顔が見える関係作りを大きく後
押ししました。

また、行政の取り組みで大きかった支援がありますの
で、以下に紹介します。

「げんき農場」と「ゆめ農園」
国の緊急雇用事業の一つとして、八王子市に「げんき

農場」、江東区には「ゆめ農園」が開設されました。こ
の2つの農場の主たる目的は生活費の確保にありました。
しかしながら、そこで働く人たちにとっての最大の目的
と楽しみは、働けるということでした。島の人同士が土
に触れ、会話をしながら一緒に作業すること。農場で働
くという楽しみができ、体調が良くなったとの声も聞か
れ、高齢の避難者にとっては生き甲斐と収入という両面
で重要な役割を果たしたと言えます。

5．生活の不安
様々な支援を受け避難生活が進んでくると、次に心配

になることは、やはりいつ帰れるのかということになり
ます。自然が相手ですので、先の見通しが立たないのは
当たり前と理解はしていましたが、帰島時期がわからな
いということほど不安なことはありません。

帰島できなければ、島内の事業主は再開の見込みが立
てられません。その一方、帰島できなくても、日々、生
活はしなければなりません。

当初は、避難が長期化するなどとは思ってもいません
でしたので、預貯金を取り崩して生活をしていましたが、
避難が長期化すればそうもいかなくなります。避難して
比較的早い時期に適用を受けた被災者生活再建支援法に
ついても、当時の基準では世帯主の年齢や収入制限と
いった縛りが厳しく、ローンを抱え、子育てをしている
といった、もっとも経済的支援を必要としている世代へ
の適用がかなわなかったのは残念でした。この当時は二
重ローンへの救済策もなく、帰れる目処のない家のロー
ンや事業の借入金の返済計画を考えると、正直明るい未

※げんき農場	 	東京都八王子市に開場。国の緊急地域雇用特別基金事業を活用。三宅島特産物の栽培と種苗の確保を目的とし、帰島後の農業再開を
スムーズにするのが主な狙い。赤芽イモ、アシタバ、サツマイモなどを栽培。

※ゆめ農園	 	東京都江東区に開園。同じく特別基金事業を活用。三宅島特産の観葉植物や島内緑化苗木を生産し、帰島後の農業再開と島内緑化貢
献が目的。溶岩に観葉植物を植え込んだ「溶岩鉢」を多く作成。
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来を描けないのが現実でした。
そんな中で、生活への不安を少しでも軽くするために、

避難中に新しい職場に就職した人や新しい場所で仕事を
再開した人もいました。当初はアルバイト的に就業する
つもりでいても災害が長期化し、先の見えない生活を支
え続けるのは非常に困難です。

また、島で暮らす大多数の高齢者（年金生活者）は、
家庭内で消費する野菜程度は自分たちで作る自給自足に
近い生活を送っていたこともあり、こちらも生活は困窮
をきわめました。慣れない生活で持病が悪化して医療費
がかさむ、帰島してからの家の補修費を残しておかなけ
ればならないなど、生活を切り詰めなければならない状
態が精神的にも肉体的にも非常に大きかったと思います。

私たち島民には、慣れない土地での生活、新しいコ
ミュニティーの形成と既存のコミュニティーの維持。そ
して復興への体力、気力、財力の維持。問題・課題は山
ほどありました。自然との共生を受入れ、住み慣れた土
地へ帰るために、避難生活を送ってきました。

我が国日本で2000年以降に起きた大災害。私が多く
の被災地で見てきたのは、三宅島島民と同じようにふる
さとへの強い思いをいただく被災者たちの姿でした。

6．火山市民ネットの誕生
噴火災害は長期化することが多く、現行の法制度では、

避難中の生活や自宅の保全などについて必ずしも充分対
処できていないのが現状です。被災者は、被災者自身が
先進被災地から多くの経験と教訓を学び、独自の市民活
動を行わなければならない状況にあります。そのため、
平成以降、地元住民に大きな被害をもたらした噴火災害
の被災地「雲仙普賢岳」「有珠山」「三宅島」の市民団体
が連携し、相互の支援活動を行う「火山地域の市民団体
相互支援ネットワーク（略称：火山市民ネット）が
2002年4月1日に発足しました。

その主な活動内容は、
（1） 被災地間の被災者支援や生活再建等に関する情報

交換
（2）被災地への人的・物的支援
（3） 火山防災対策や被災者支援に関する法制度の研究

と提案
（4）火山災害の伝承に関する活動
としています。

2002年より活動を開始し、これまで15回の会合を
重 ね て き ま し た。2011年 に は 宮 崎 県 の 新 燃 岳、
2015年には鹿児島県口永良部島での噴火被災者との対
話も行いました。

また、火山市民ネットの活動開始から15年の節目に
あたり、これまでの活動を振り返り、今後の噴火災害に
備えた対策の中間提案として「2016宣言」をとりまと
めました。

その内容は
1．避難生活への支援制度の整備
2．生活再建への支援
3．復興基金の法制度化
4．事業所の共済制度の創設
5．事前対策に対する税の減免等の支援
としています。
（火山市民ネットの活動、2016宣言全文は、火山市

民ネットのホームページをご覧ください。http://1st.
geocities.jp/gensai_hukkou/recruit.html）

7．被災地の復興とその課題
前述したとおり、近年発生している災害被災地には、

噴火災害の長期避難生活の教訓と課題に共通するものが
あるように感じています。それは地域の復興と個人の生
活再建です。とりわけ産業の再生は重要課題です。

被災者がその地に戻り生業を再開できなければ日々の
生活は戻ってきません。新しく復興を担ってくれる人た
ちを迎えるためにも産業の再生が不可欠だと思います。
この産業がどこまで復興するかが、人々の生活を支えて
いくのだと思います。避難が長期化したがために、生業
の再開をあきらめざるを得ない人たちも多く、結果、産
業再生の遅れ、復興の遅れを招きます。

被災地の復興は、被災者一人一人の努力と、地域の産
業再生にかかっているのだと思われます。

今回の災害で大きな課題となった、長期避難に関する
支援のあり方と、地域の産業再生について、もう一度検
証する必要があるのではないでしょうか。

私はこれまでも「復興とは」と問われたら、「日々の
生活が普通にできること」と答えてきました。

普通の生活を取り戻すにはたくさんの努力と支援が必
要なのだと思います。

2000年噴火から17年。次の噴火はいつ起きてもお
かしくない時期になっています。やっと日々の生活を取
り戻し始めた三宅島は、そろそろ次の噴火への準備と、
復興の目標を決めなければならないと思っています。

三宅島、被災地にとっては「生きること」そのものが
復興なのかも知れません。
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1. はじめに
平成28年9月7日に台風第13号に伴う前線豪雨によ

り、群馬県沼田市利根町柿
カキダイラ

平（以下、柿平地区と呼ぶ）
において土砂災害が発生した。この土石流による被害は
負傷者1名、人家半壊2棟、一部損壊2棟に及んだ。
（一財）砂防・地すべり技術センター（以下STC）は、

国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所と災害
協定を締結しており、事務所の要請により調査を実施す
る運びとなった。今回の土石流災害における被害状況の
実態把握を目的として、9月9日〜 11日に現地調査を実
施した。現地で確認された状況について、概要を以下に
報告する。

2. 災害概要
2.1　調査地（流域）の概要

柿平地区は群馬県北東部、利根川水系の片
カ タ シ ナ ガ ワ

品川支川
根
ネ リ カ ワ

利川の右岸斜面に位置している（図-1）。
流域面積は約35ha、河床勾配は17 〜 32°程度である

（図-2）。流域内の地質は堆積岩類や火山岩類で構成され
ている。柿平地区には、人家8棟、公共施設（公民館）
１施設、橋梁、市道等といった保全対象が分布してい
る。崩壊が発生したのはこの地区を流れている柿平沢及
びその左支川の源頭部斜面である。

調査範囲は土砂・流木が発生した柿平沢及びその左支
川である。柿平沢は災害履歴はないが、土石流危険渓流
であり土砂災害警戒区域に指定されている。本川沿いに
は治山施設が４基配置されている。

2.2　気象状況
台風第13号に伴う豪雨により、柿平地区から北西方向

3km程に位置する薗
ソ ノ ハ ラ

原観測所（国土交通省所管）では、
連続雨量143.0mm（9月7日4:00 〜 9月8日23:00）、最
大時間雨量73.0mm（9月7日4:00 〜 5:00）を記録した

（図-3）。

2.3　被害の概要
9月7日早朝に発生した土砂・流木の流下により、柿平

地区では負傷者1名、人家半壊2棟、一部損壊2棟の被害
が生じた（写真-1）。

（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防部

平成28年9月に発生した
群馬県沼田市柿平地区に

おける土砂災害

柿平地区

薗原観測所

関
越
自
動
車
道

図-1　柿平地区の位置図
（各種空間情報データは国土交通省国土政策局

国土数値情報ダウンロードサービスより入手、一部編集）
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図-3　2016年9月7日〜 9月8日におけるハイエトグラフ
（国土交通省所管薗原観測所）
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図-2　柿平沢縦断図
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3. 調査結果
今回の調査では、地上調査及びUAVを用いた空撮調査

を実施した。以下にそれぞれの調査結果について述べる。

3.1　地上調査結果
地上調査により把握した柿平沢における土砂移動状況

の概況図を図-4に示す。
柿平沢の源頭部付近では崩落崖が確認された（写

真-2・3）。崩落崖の規模は幅約15m、深さ約2m程度で
あった。この箇所から土砂が生産されたと推測される。
表層土の下層は主に軽石で構成されている。

崩壊地直下流区間では渓岸が崩壊しており、表面流に
より侵食されたものと考えられる（写真-4・5）。

崩壊地から水平距離200m程の下流では崩壊残土と考
えられる土砂が堆積していた（写真-6）。

さらにそこから水平距離で300m程度下流には倒木等
が絡まりダム形状を呈しており、そこに土砂等が捕捉さ
れ堆積していた（写真-7）。その土砂だまりの堆積範囲
は約240m2、ダム形状の下流端の幅は約18m、深さは最
大約6mの規模であった（写真-8）。崩壊地からの土砂は
この箇所で相当程度捕捉されたものと考えられる。

土砂だまりより下流では治山施設4基が配置されてい
る区間である。写真-9にそれぞれの下流側からの断面を
示す（なお、数字は下流側からの配置順序）。

治山施設（写真-9の③）及び林道の状況を写真-10に
示す。また、林道直下流の崩壊状況を写真-11に示す。

根利川

柿平沢
② 崩壊地下流区間：
 　渓岸侵食、崩壊地土砂の堆積

④ 土砂だまり下流区間、
  （治山施設配置区間）：
　 渓床・渓岸侵食により土砂流下

人家被害（４棟）

⑤ 左支川：斜面崩壊、土砂堆積

③ 土砂だまり箇所：倒木等による土砂閉塞

① 土砂生産源：斜面崩壊

写真-2　源頭部付近での斜面崩壊

図-4　柿平沢における土砂移動状況概況図

写真-1　 発生直後の状況（撮影日9月7日）（国土交通省 関東地
方整備局 利根川水系砂防事務所HP、「台風13号に伴
う前線豪雨による対応について【第1報】」より引用）
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写真-6　崩壊地下流区間の土砂堆積状況

写真-8　下流側から見た土砂だまりの形状

写真-5　崩壊地下流区間の状況

写真-7　土砂だまり箇所の状況

写真-9　柿平沢に配置されている治山施設

❸ ❹

写真-3　下流側から見た崩壊地 写真-4　崩壊地直下の斜面状況

❶

❸

❷

❹
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４基ともに土砂の捕捉が確認されたが、施設間の渓
床・渓岸で侵食が卓越しており、露岩している区間が大
半であった（写真-12）。渓床が侵食された深さは約1 〜
2mであった。

今回、本川のみによらず、その左支川においても崩壊
が発生していることが確認された（写真-13）。一部本川
に流入しているが、流下してきた大半の土砂は伐採跡地
や林道に堆積していた（写真-14）。崩壊土砂の流下区
間の幅は約5m、深さは約1mであった。土砂の堆積範囲
は約2,100m2、堆積深は約0.2mであった。

柿平沢の流末は暗渠排水路で処理されている（写
真-15）。この水路の高さ及び幅はともに約200cm、暗
渠部の直径は約90cmであった。上流から流下してきた
水、土砂等はこの水路で閉塞を起こし、集落内に氾濫し
たと考えられる。集落内には上流から流下してきたと思
われる土砂や流木が堆積していた。

3.2　UAVを用いた調査結果
今回、STCで所有しているUAVを用いて現地の空撮調

査を実施した。用いたUAVはGPSまたは、GLONASSで位
置制御が可能なPhantom4（DJI社製）である。本UAVの
主な仕様を表-1に示す。

写真-15　最下流に施工されている暗渠排水路（上流側）写真-14　左支川の土砂堆積区間

写真-12　下流域の侵食状況

写真-11　林道直下流の崩壊状況

写真-10　治山施設下流及び林道の状況

写真-13　左支川における崩壊土砂流下区間
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UAVを用いて本川及び左支川周辺を調査したことに
よって、土砂流下状況を俯瞰的に把握することができた。
UAVで撮影した本川及び左支川の画像を写真-16 〜 19
に示す。

4. まとめ
調査により災害の全体を把握することができた。短期

的な豪雨により本川及び左支川の斜面では崩壊が発生し
た。本川最上流部の崩壊土砂は途中で堆積したが、左支
川の山腹斜面で発生した崩壊土砂および渓岸侵食による
土砂が土石流化し、一部下流へ流出したものと思われる。

本調査ではUAVを用いたことで、迅速かつ包括的に現
地の状況把握を行う上で有効であることが確認された。

なお、本地区においては、直轄砂防災害関連緊急事業
が採択され、砂防堰堤が配置されることとなった。

本地区の安全・安心が早期に回復されることを切に願
うと共に、調査に協力いただいた利根川水系砂防事務所
の皆様に心よりの感謝の意を表する次第です。

写真-17　左支川の土砂流下区間（UAV撮影）

写真-16　土砂だまり周辺の状況（UAV撮影）

表-1　UAVの主な概要

主な項目一覧

機体、送信機

機体名：Phantom4

重量：1,380g

飛行時間：約28分

最大飛行速度：20m/s

最大上昇／下降速度：上昇6m/s、下降4m/s

最大伝送距離：3,500m（屋外、障害物なし）

最大飛行高度：500m

カメラ

センサーサイズ：1/2.3

ピクセル：12Mpx

解像度：4,000×3,000dpi

写真-19　左支川の土砂堆積状況その2（UAV撮影）写真-18　左支川の土砂堆積状況（UAV撮影） 
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1．はじめに
リ ン グ ネ ッ ト 落 石 防 護 柵 は 高 強 度（ 引 張 強 度　

1,770N/m2）の硬鋼線をリング状に巻き束ねたネット
（リングネット）を使用して落石防護柵にしたもので、落
石が衝突した時に大きく変形して衝撃を吸収し落石を捕
捉するという構造の柔らかさと、粘り強さが特徴である。

（写真-1）
この構造が衝撃に強いことは、かなり以前から知られ

ており、第二次世界大戦中の欧州戦線では、潜水艦から
発射される魚雷から港湾を守るため、海中に張る魚雷防
護ネットとして用いられた。

その後、スイス連邦において景観を保全する落石防護
柵として用いられるようになり、約20年前に日本に導
入された。当初は落石防護のみであったが、斜面崩壊対
策や土石流、積雪等にもこの技術が応用され約10種類
に工法メニューが増えてきている。（図-1）

そこで、リングネットまたは同じ素線を使用した工法
を「柔構造物工法」と呼称する。

ここでは、（一財）砂防・地すべり技術センターから
建設技術審査証明をいただいたいくつかの工法の歴史を
中心に紹介する。

2．柔構造物工法の歴史
歴史は最初にこの工法を開発したスイス連邦のファッ

田
た ば た

畑 茂
しげきよ

清  
柔構造物工法研究会 会長

我国における柔構造物
工法の導入から 20 年
を経て

トピックス

写真-1　リングネット

図-1　現行の柔構造物工法 
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ツアー社と「柔構造物工法研究会」を構成する東亜グラ
ウト工業㈱が日本への導入に関する契約を1996年に締
結したことから始まる。

当時は落石防護を対象とした「リングネット落石吸収
柵」のみであり、「柔構造物工法研究会」の歴史は次年
の1997年に「リングネット落石吸収柵工法研究会」と
して設立されたことに始まる。

その後、土石流・崩壊土砂等にもターゲットを広げ、
工法を加え、2006年に「柔構造物工法研究会」に改名
して今日に至っている。

3．落石対策
1995年2月に北海道豊浜トンネルでの岩盤崩落事故

が発生し、岩盤崩壊や落石防護のニーズが高くなって
いた。

しかし、当時の技術はコンクリート等を使用した剛構
造が主体であったため、こうした対策としては規模が大
きくなるうえ、当時、着目され始めた環境・景観への負
荷も大きくなる傾向にあった。

そこで着目されたのが、「リングネット落石防護柵」で
ある。

1996年当時、リングネット落石防護柵はスイス連邦
森林・雪・景観研究所（WSL）において国家プロジェク
ト と し て 実 物 大 実 験 に よ り 性 能 認 証 さ れ て い た。

（写真-2）
しかし、長年、剛構造物が主役であった日本の落石防

護においては、さらなる研究と実証が必要であったため、
（財）鉄道総合技術研究所と東亜グラウト工業（株）の共
同研究により、国内で独自に部材実験と様々な条件下で
の実物大の落石衝突実験を行い性能の検証を行った。

（写真-3）
一方、公的な取り組みとしては1997年9月に全国地

すべりがけ崩れ対策協議会主催による斜面防災技術海外
調査が実施され、WSL等スイス連邦の研究機関と技術発
表、意見交換や実物大落石実験の視察を通じて、先見的
な技術の習得に目が向けられ始めた。（写真-4）

また、同年には国内でリングネット落石防護柵の施工
が開始され、鉄道分野では長野県のJR小海線、砂防分
野では鹿児島県加治木で急傾斜地崩壊対策として設置さ
れ、その後実績を重ねて行くこととなった。中でも、島
根県立

た ち く え き ょ う

久恵峡では緊急落石対策として1,000mを超える
大型プロジェクトが1998年から始まり、リングネット
落石防護柵が広く知られるきっかけとなった。

そして、現在に至っては各タイプの工法が広く普及し、
総計で約3,000箇所、総延長約10万mの工事実績を
数えることになった。

その過程においては、柔構造物工法を日本で確立され
た技術とするため、技術の認証が必要であった。

そこで、実物大実験等による性能確認や施工実績を踏

写真-4　日本の調査団とWSLの研究員
（国土交通省、（財）砂防・地すべり技術センター参加

1997年　スイス連邦　WSL前にて）

写真-2　斜面を利用した落石衝突実験
（1996年　スイス連邦　ベッケンリード）

写真-3　重錘の垂直落下実験
（1997年　東京都西多摩郡日の出町（当時））
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まえ、2002年に（財）砂防・地すべり技術センターか
ら建設技術審査証明をいただくこととなった。

落石防護工で柔構造の工法が建設技術審査証明を取得
したのは国内で初めてのことであった。

また、施工実績を重ねるとともに、落石等の捕捉実績
も増加してきており（写真-5）、当研究会の活動の一貫
として、捕捉後の柵の検証や健全度を評価し、管理者の
方に助言を行うこととしている。

一方、リングネットの製造面ではスイス連邦のファッ
ツ ア ー 社 が1999年 に 日 本 に お い てGEOBRUGG　
JAPAN社を設立、国内製造が可能となった。

これは、新設だけではなく、維持補修が必要な場合に
短時間で材料が供給できる体制が整ったといえる。

4．土砂災害対策
1999年6月に発生した広島での土砂災害がきっかけ

となり、翌年には土砂災害防止法が公布された。
当時から増加傾向にあった土砂災害に対して、柔構造

物の利点を活かすべく着目したのが、ワイヤネットによ

る土石流対策であった。
土石流は落石とは異なり、容量が大きく、渓流に直接

設置する必要があったため、リングの直径を大きくする
とともに、大型のアンカレッジに接続された主索により、
吊るされる構造とした。（写真-6）

そのため、大規模な地山の改変が必要なく、施工期間
が短いという利点を持ち合わせている。

施工実績としては国土交通省等で5箇所の採用を受
け、2005年に砂防学会の第1回技術賞および同年国土
技術研究センターの国土技術開発賞を受賞した。

さらに、斜面崩壊土石等に対しても、リングネット落
石防護柵とワイヤネットの技術を応用した、「インパクト
バリア」の開発を始めた。特に崩壊土石は落石と異な
り、挙動が複雑なうえ大きな衝撃力に加えて、一定量の
土石を捕捉できる容量が求められた。

そのため、日本における斜面崩壊を想定した実物実験
をスイス連邦にて幾度も繰り返すと共に（写真-7）、数
値解析等を用いて、性能を検証した。

実物大実験には（一財）砂防・地すべり技術センター

写真-6　ワイヤネットの土石流捕捉事例（2003年　富山県）写真-5　リングネット落石防護柵の落石捕捉事例
（2014年　北海道）

写真-7　インパクトバリアの実物実験（2010年　スイス連邦） 写真-8　インパクトバリア建設技術審査証明書授与式（2016年）
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からも参加をいただき、2011年には急傾斜地崩壊対策
の崩壊土砂待受け工として、建設技術審査証明をいただ
き、昨年には第1回の更新を行なった。（写真-8）

その後、インパクトバリアは急傾斜地崩壊対策だけで
はなく、道路や鉄道の災害防除、治山事業にも用いられ
てきており、土石の捕捉事例も見られ、その効果が確認
されてきている。（写真-9）

また、砂防工事中の安全対策工として、土石流を一時
的に捕捉して、土石流の到達を遅らせるTAMPOバリア
についても、同時期に開発しており、2014年に豪雨に
よる大規模土砂災害が発生した広島市内で、36箇所に
設置されたことは記憶に新しい。（写真-10）

斜面崩壊に対する予防工にも、柔構造物の特性を活か
して、地山補強土工法の一種である「パワーネット」が
開発されている。

本工法についても、実際の斜面崩壊を想定した実物大
実験を行い、大型バケットに土砂を充満した上に高強度
ネットを張設し、その角度を変え斜面崩壊とネット強度
等の関係を確認している。当実験についても柔構造物工
法研究会主催で視察ツアーを企画したところ（写真-11）、

（一財）砂防・地すべり技術センターからも参加いただき、
2015年に建設技術審査証明をいただいている。

本工法は2011年台風12号により発生した大規模な
深層崩壊（奈良県五條市宇井地区）で約4万m2の斜面

安定対策として採用された。
スイス連邦においては、柔構造物工法はレッドゾーン

等の土砂災害のハザードを解消できる工法として位置付
けられているので、日本においても、同様に使用される
ための研究を行なっているところである。

5．おわりに
2016年10月にはリングネット落石防護柵の日本へ

の導入20周年を記念して、国土交通省、（一財）砂防・
地すべり技術センター、建設コンサルタント、施工会社
等の出席のもと、記念式典が行なわれた。（写真-12）

リングネット落石防護柵は、元々海外の技術であった
ものが、日本の需要に合わせて国内で発展させ、実績を
積んできた。

その過程においては、採用する国の地質・地形等の条
件や技術基準に適合するよう、柔構造物の特性である変
形や粘り強さを、実物大実験により確認し、信頼度・完
成度の高い工法を確立することが重要であったと考えて
いる。

また、こうした工法に対して建設技術審査証明を通じ
て（一財）砂防・地すべり技術センターの技術指導をい
ただいてきた賜物が、今日のように国内で広く実績を重
ねることとなった。

ここに、この誌面を借りて深く御礼申し上げます。

写真-9　インパクトバリアの土石捕捉事例（2012年　宮崎県） 写真-10　TAMPOバリア設置事例（2014年　広島市）

写真-12　リングネット落石防護柵導入20周年記念式典状況
（2016年）

写真-11　パワーネットの実物実験（2014年　スイス連邦）
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REPORT

 1.  はじめに
国土保全学研究室は寄付講座（寄付者：一般財団

法人砂防・地すべり技術センター）として平成
25年度に北海道大学農学研究院に設置された研究
室です。関係機関のご理解を頂き平成28年度から
3年間延長されることが決まりました。また、ス
タッフも4月より野呂特任准教授から林特任助教に
交代しました。本稿では最新の活動状況を報告いた
します。活動の詳細は研究室ホームページ（http://
www.agr.hokudai.ac.jp/kokudohozen/）にも掲載し
ております。

 2.  教育活動
研究室の教育活動として、引き続き、砂防を入口

に国土保全と地域保全の重要性・必要性を学ぶ、大
学院共通授業「国土保全学総論」を前期に開講して
います（本誌Vol. 117）。また、平成28年度から新
たに、研究室が参画する文理連携による防災・減災
を目的とした教育研究組織「突発災害防災・減災共
同プロジェクト拠点」（以下、プロジェクト拠点、本
誌Vol.119）による大学院共通授業「突発災害危機
管理論」（全15回）が後期に開講されました（表-
1）。プロジェクト拠点を構成する
多様な分野の研究者から幅広い防
災に関する知識を得る場を学生に
提供しています。両講義とも29年
度も継続して開講されることが決
まっています。

 3.  災害調査
平成28年には北海道に4つの台

風（ 台 風 第7、11、9、10号 ） が
8月下旬のわずか半月の間に上陸・
接近し、豪雨による水害・土砂災
害が道内に広く発生しました。1年
のうちに北海道へ3つの台風が上陸

国土保全学研究室の
平成28年度の活動について

　特任教授　小
お さ な い

山内 信
のぶとも

智 ・ 特任助教　林
はやし

 真
しんいちろう

一郎
北海道大学大学院農学研究院 連携研究部門融合研究分野国土保全学研究室

したのは、昭和26年の気象庁の観測開始以降初めて
のことです。

8月23日には、台風9号に伴う豪雨により、年間
約180万人が訪れ、約70万人が宿泊する北海道有数
の観光地である上川町層雲峡温泉街を流れる石狩川
水系黒岳沢川（写真-1）・小学校の沢で土石流が発
生しました。北海道での稀な豪雨によって土石流が

表-1　突発災害危機管理論の講義内容・講師

突発災害危機管理論（全15回）
講義内容 講　師

概論（突発災害を考える意義） 丸谷 知己（拠点長・農学研究院）
豪雨と土砂災害 林 真一郎（農学研究院）
洪水災害と治水 泉　典洋（工学研究院）
総合的な防災行政 南　哲行（（一社）全国治水砂防協会）
土砂災害リスクを捉える 笠井 美青（農学研究院）
火山地域の土砂災害 小山内 信智（農学研究院）
地震と津波 谷岡 勇市郎（理学研究院）
沿岸災害（津波・高潮・海岸浸食） 山下 俊彦（工学研究院）
地震と都市災害 岡田 成幸（工学研究院）
火山災害 村上　亮（理学研究院）
道路交通における吹雪災害軽減 萩原　亨（工学研究院）
樹木による災害（風倒害・冠雪害） 小泉 章夫（農学研究院）
雪崩・融雪災害 桂　真也（農学研究院）
災害情報の処理（地理情報活用） 橋本 雄一（文学研究科）
防災と法制度 高松　泰（公共政策大学院）

写真-1　上川町層雲峡・黒岳沢川の土石流
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発生したものの、砂防堰堤と渓流保全工の一体的な
整備による土砂捕捉・下流への導流等により、人
的・物的被害を防いだという事例でしたが、今後の
状況変化等を確認するために、速やかに砂防学会北
海道支部（以下、北海道支部）において災害緊急調
査団（以下、調査団）を立ち上げ、24、25日に土石
流の実態調査を行いました。

現地調査、UAV・インターバルカメラの画像分析
により、台風第7号から9号にかけての16日から
23日までの連続的な降雨により、黒岳沢川上流域で
は土石流が複数回発生し、そのうち下流の砂防堰堤
まで到達した土石流は台風第7号、9号による豪雨時
の2回で、砂防堰堤の土砂捕捉量は約72,000m3で
あったこと等が分かっています。

これらの調査結果は速報として北海道支部のホー
ムページに掲載するとともに、砂防学会誌に災害報
告としてとりまとめています（砂防学会北海道支部、
2016a；小山内ら、2016）。また、北海道開発局旭
川開発建設部に、調査結果を今後の土砂災害対策に
係る助言として報告を行っています（写真-2）。

続く8月28日から31日にかけて、台風10号によ
り、日高山脈東側斜面の標高の高い地域では総雨量
500mmを越える豪雨がもたらされる等、十勝・日
高・上川地方を中心に水害・土砂災害が多発しまし
た。この災害に対しても調査団を立ち上げ、現地調
査・ヘリ調査（北海道開発局のヘリに同乗）による
災害調査を行っています。

調査の結果、①日高山脈東側斜面の新
シントクチョウ

得町のパン

ケ新得川から帯広市の戸
ト ツ タ ベ ツ

蔦別川にかけて十勝川の9
つの支川でやや規模の大きい土石流が発生し、下流
域での洪水氾濫・河岸侵食、JR・高速道路・国道等
への被害が生じたこと（例えば、写真-3）、②土石
流の多発した地域は、最も強い雨域とは一致せず、
花崗岩質の地質の地域と一致すること、③源頭部の
小規模な崩壊を契機に、周氷河作用により形成され
た緩斜面にある不安定な花崗岩の巨礫、マサ土が渓
床・側岸の侵食により、大量に下流したこと（例え

写真-3　ペケレベツ川・清水町市街地における
河積の減少による氾濫，蛇行による側岸侵食

写真-2　北海道開発局旭川開発建設部長への調査結果報告
（右から２人目：小山内特任教授）
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ば、写真-4）等が分かっています。施設効果につい
ては、例えば、清水町のペケレベツ川（流域面積約
40km2、写真-3、4）では、水系砂防を目的に災害
前に整備されていた砂防堰堤により、約50万m3の
土砂の捕捉・調節により、下流の被害が軽減された
と考えられ、また、渓流保全工がある区間は流路が
安定し、比較的被害が少ない状況が見てとれました。
上流域には、不安定なマサ土が大量に供給されてい
る状態であり、融雪期・中小降雨でも土砂流出しや
すいと考えられます。今後も継続的なモニタリング
が重要だと考えています。調査結果については、速
報として北海道支部のホームページにとりまとめて
います（砂防学会北海道支部、2016b、c）。

上記のような災害調査を通じ、国土交通省北海道
開発局、北海道への災害対応に係る技術的な支援を
行うとともに、調査団員において調査の知見を共有
することで、北海道支部員の技術力向上にも寄与し
ています。また、調査の結果に基づき北海道内の新
聞・テレビ局からの取材に対応し、災害の発生メカ
ニズム、土砂災害後の留意点等について、わかりや
すい解説・啓発を行っています。

これまで台風の襲来の少なかった北海道ですが、
周氷河地形等の豪雨の経験の少ない地域における土
砂災害の発生メカニズム、警戒避難のあり方等、今
後の継続的な調査により、気候変動も見据えた防災
対策の在り方を研究していきたいと考えています。

また、北海道内の災害のみならず、小山内特任教
授が熊本地震に係わる土砂災害第四次緊急調査団に
参加しています（石川ら、2016）。

 4． 研究活動
大規模土砂災害の危機管理・社会的影響の評価に

関する研究に力点をおいて研究を行っています。例
えば、東日本大震災・紀伊半島大水害の土砂災害の
調査において、ヘリ調査、土砂災害危険箇所の緊急
点検、衛星リモートセンシング等の各調査手法の調
査範囲・調査時間の事例分析・定量的な評価を行い
ました（林ら、2016）。このような成果は、今後さ
らに災害調査を効率的に行うための基礎的な資料と
なるものと考えられます。平成28年度は、これまで
4編の査読付き論文の掲載、5件の学会発表、2編の
雑誌への寄稿を研究成果の公表として行っています。

 5． 社会貢献
講師・講演の活動を通して、一般・産官学に向け

た、地域の防災力の向上に資する社会貢献に取り組
んでいます（表-2）。一般に向けた土砂災害に関す
る知識の普及啓発の他、国土保全学研究室のスタッ
フの大規模土砂災害の危機管理の経験・研究成果に
基づく自治体関係者・国土交通省地方整備局職員向
け、研究者向けの専門性の高い講義・講演も行って
います。

 6． 国際交流
7月25日に「2016日台砂防共同研究会シンポジウ

ム」（後援：北海道大学農学研究院・プロジェクト拠
点、一般財団法人砂防・地すべり技術センター）が
北海道大学で開催されました。近年、日本と台湾は、
深層崩壊などの大規模な土砂災害に相次いで見舞わ

写真-4　ペケレベツ川上流域の土石流発生状況
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写真-5　シンポジウム発表者・台湾調査団

れており、共通の問題を抱えています。シンポジウ
ムでは、技術交流を目的に「大規模土砂災害と対策」
をテーマに、8名の日本・台湾の行政官・学識者に
よる最新の施策・知見に関する発表がありました。
約180名の参加があり、活発な質疑応答・意見交換
が行われました。（写真-5、小山内特任教授は総合
討論のコーディネーター、林特任助教は司会として
参加。）

 7． おわりに
研究室の2つの柱である「北海道の大規模災害の

解明に関する研究」と「地域防災力の向上に関する
研究」に資する研究成果も徐々に蓄積されています。
また、今後、新しい取組も進めていきたいと考えて
います。研究室が参画するプロジェクト拠点におい
ては年次報告書（北海道大学突発災害防災・減災共
同プロジェクト拠点、2016）が取りまとめられる等、
着実な進捗を図っています。引き続き、研究室の活

動にご支援頂けますようよろしくお願い申し上げ
ます。

参考文献
・林, 小山内ら（2016）:被害が広域に及ぶ大規模な土砂災害に対す

る調査技術の活用事例に基づく定量的分析, 日本地すべり学会誌,
（accepted）

・北海道大学突発災害防災・減災プロジェクト拠点（2016）：北海
道大学突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点平成27年度報告
書,http://www.agr.hokudai.ac.jp/disaster/pdf/Annual_
Report_2015.pdf

・石川, 小山内ら（2016）:平成28年熊本地震後の降雨による二次土
砂移動と二次土砂災害, 砂防学会誌, Vol.69,No.4,p.25-36

・小山内, 林ら（2017）:平成28年8月北海道上川町（層雲峡）で発
生した土石流の実態, 砂防学会誌, Vol. 69,No.5,p.47-57

・砂防学会北海道支部（2016a）:平成28年台風10号豪雨により北海
道十勝地方で発生した土砂流出に関する調査（速報）,http://
www. j sece.or. jp/branch/hokka ido/common/media/
pdf/20160909tokachi_sokuho.pdf

・砂防学会北海道支部（2016b）:平成28年台風10号豪雨により北海
道十勝地方で発生した土砂流出に関する調査（速報）, http://
www. j sece.or. jp/branch/hokka ido/common/media/
pdf/20160909tokachi_sokuho.pdf

・砂防学会北海道支部（2016c）:台風第10号に伴う十勝川中流部右
岸支流域での土砂流出現場現地調査 開発局ヘリからの観察結果概
要,http://www.jsece.or.jp/branch/hokkaido/common/media/
pdf/20160912tokachi_heli_report.pdf

表-2　主な講師・講演活動

月 行　事　名 担　当 対　象

9 土砂災害を考える防災講演会 in 小樽 小山内 一般

11 土砂災害発生時における緊急点検実施訓練 小山内 北海道開発局職員

11 北海道防災・減災リレーシンポジウム2016　函館会場 小山内 一般 ・ 自治体関係者

12 土砂災害予測に関する研究集会  − 熊本地震とその周辺 − 小山内 一般・研究者

12 平成28年度大規模土砂災害対応研修 林 中部地方整備局職員

1 十勝岳火山砂防シンポジウム 小山内 一般 ・ 建設技術者

2 平成28年度建設事業専門研修会 小山内 ・ 林 建設技術者
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京都大学名誉教授

石垣が気になる

連載エッセイ ❻

私の家を出て、200mばかり南下すると、今出川通り
をはさんで、京都御苑が広がる。御苑の周囲は高さ2m
足らずの石垣で囲まれている。この石垣は天皇陛下が東
京へ移動された（陛下は未だに遷都を宣言することなく、
東京に移動されたままだそうです）後に作られた。私が
通った小学校の裏へ御苑が続いており、大戦中のこと
とて頻繁に防空避難訓練があり、低学年のわれわれは、
防空頭巾を被り、校庭に集合し、整列行進し、裏門から
御苑の石垣の下に移動避難し、しゃがんで、警報解除の
時を待つという、のどかな訓練であった。「ノロマな亀」
とあだ名されるくらい、運動神経皆無の児童であった私
（未だに改善されてない）には、道路と石垣の間に存在
する1m未満の側溝を自力で飛び越せず、先生のお世
話にならざるを得ないことが大問題であった。この石垣
を自力でよじ登れるようになったのは相当高学年になっ
てからである。また私の中学校は御苑の西側に、かつ高
校は東側にあったので、高校を終わる頃まで御苑の石垣
はほぼ毎日目にしていたことになる。
と云って小学生の頃から特に石垣を気にしていた訳で

はないが、大人になってから、仕事の上でも石垣がつい
て回っていたように思う。日本庭園では石組みと共に石
垣が重要な役割を果たしているし、砂防の世界でいえば、
昭和 20 年代前半まで砂防構造物（堰堤、擁壁，砂留、
流路工）は石積が主流であり、全国各地に立派な伝統
的石積構造物群が幾つも保存されている（砂防専門家に
は「釈迦に説法」である）、といった具合に私が関わりあっ
た世界には石積、石垣が重要な役割を果たしているので、
ずっと気になる存在であったといえる。

●

絵を描くようになって、石、岩石から始まり、庭園の
石組や石垣が気になりだした。石組は、竜安寺の石庭の
ごとく、それ自身が庭の中心テーマあり、強烈に存在を
主張する例もあるが、多くの場合、庭園内に平面的に散
らばり、その配置の意図は控えめであり、あいまいであ
る。その意図を積極的に読み取ろうとしないと、目に入
らない場合もあり、いい気持ちで通り過ぎるだけになる。

一方、石垣は土留めとか、区切り・境界とかその意図が
明確であり、人の立ち入りを拒否し、垂直の壁として強
制的に認識させられる。お城の石垣は、敵の攻撃から城
を守る強固な防護施設であると共に、支配者の権威を
被支配者に誇示する装置でもある。京都の南禅寺界隈
の大邸宅や別荘地には、その周囲を囲む立派な野面積（ノ
ヅラづみ、自然石の石積）石垣があり、それで囲った土
地はある人の所有物であることを明示すると共に、所有
者の富裕さを誇示している（貧乏人のヒガミだ！）。
石垣は世界各国に、太古の時代から存在し、その構造・

様式は極めて多様である。ヨーロッパや中国では切石を
がっちり隙間なく積み上げている例が多く、日本のお城
のようなゆるい感じの空石積は特異な気がする（独断！）。
日本の各地のお城の石垣はよく似た形式が多いが、これ
は滋賀県大津市坂本を本拠とする穴太衆（アノウシュウ）
という石工集団が各地の大名の要請に応じて建設に当
たったからだという話もある。
日本各地に残る伝統的砂防構造物の石積様式とその

由来については、興味はあるけど深く自分で調べようと
思ったことはない。ヒマな老人になり果てた現在、道楽
仕事として最適とは思うけど、古文書は勿論、掛軸の文
字すら読めないという無教養ジジイではどうしようもな
いからである。しかし、この種の問題を熱心に研究され
ている砂防専門家は複数居られるので（友松さんもその
お一人の筈である）心配はない。また今では、多くは砂
防公園として、丁重に保護されており、そこへ行けば深く
理解できる説明文も完備されているから、シロウトでも
勉強が容易になった。

●

私として、現物をみて印象深かったのは江戸後期に建
設されたという、福山の堂々川の砂留群である。花崗岩
の大きい石を積み上げたものであるが、規模も大きく、
構造形式は独特でほかに見られないと思う。各地に残る
伝統的砂防構造物は福山の例は別として、殆ど明治以
降に建設された物であるが、その形式はそれぞれ独自で、
お城の石垣のごとき類似性は薄いように思う。この時代
に全国統一的な技術マニュアルある筈はなく、各地域の
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技術者が、それぞれの現地で独自に発達した石工技術を
用いて独創的様式を作り上げたと考えられ、それゆえに
貴重なのである。
実は、この種の話には、現在の私にはあまり興味はな

い。石垣はそれに対峙する人間の侵入を阻止するための
構造物であるがゆえに、人間に直対して容易にその全貌
を観察できる石の集合体であり、さまざまなスケールで、
気に入ったパーツを切り出すことができる構造物である。
大阪城の石垣のごとき、巨石の集合体でも、京都郊外の
ささやかな民家の野面積石垣でも、それなりに面白い造
形が見つけ出せる。石の集合体によって形成される、濃
淡の線、模様が気になるし、それに石の素材の特性が加
わって無数の形が現れる。その中から気に入った形を切
り出すのだが、それなら現実の石垣をみて歩かなくても、
自分の好む形状を創造的に描きだせば良いではないかと
いう話になるが、私が独創的（写生しないで）に描ける
形は「生物的・有機的オバケ形態」であり、「無機的な石
垣的形態」は私の内的独創性の中には存在せず、写生
によって外部から持ち込む必要がある。といっても結果と
して無機的な雰囲気の絵が描けるわけではなく、やっぱ
り変わりばえのない、有機的オバケ的雰囲気の絵になっ
てしまうだけの話ではある。

●

昨年は熊本に大地震が発生し、大きい被害が発生し
た。名城熊本城の多くの石垣も無残に破壊された。その
痛ましい惨状は克明にテレビ画像で放映され、みる人に
大きい衝撃を与えた。この地震は短期間の間隔で大きい
震動が連続して発生し、しかも後発の震動が前発の震動
を上回り、かつ余震が長く続くと云うという特異な地震
であったと思う。
地震の多いわが国で、長い伝統と経験から培われた

技術の結晶としての「お城の石垣」が、かくも脆くも崩
壊するとは、という思いがある。しかし空石積でかつ急
勾配で造られるお城の石垣が、いかに裏込め石等に工
夫があるとはいえ、耐震強度に限界があることは想像で
き、それを越える大地震だったといえる。その昔、秀吉
が造成した聚楽第も建設直後に地震で壊れたとか、この

時代の京都は大地震が頻発したようで、大仏（京都にも
あったらしい）も再々こわれたという。長い歴史の中で
各地に残る名城の石垣が地震によって崩壊する事例は多
くあった筈で、その時々に地元の職人の手で再建・補修
されて現在に至っているのであろう。熊本城の石垣は勿
論、復旧されるが、耐震強度を出来るだけ高くしたいと
いう思いと、旧来の伝統的形態を保存・維持すべきとい
う要望の間で担当者は設計に苦労されているだろう。

●

砂防を含む防災対策構造物は構造物に加えられるべ
き外力が与えられないと設計できないのは云うまでもな
い。昔（？）は想定外力として、100 年超過確率雨量と
かを用いて、余り迷うことなく済ませてきたと思う。しか
し東北の大震災・津波災害以降、「想定外、未曾有の外力」
まで考えるべきといわれるようになった。「想定外をどう
やって想定するのか」と思うのは皮肉でなくて、私の率
直な疑問ではある。最近は異常気象で今までにない激し
い集中豪雨が頻繁に起こり、大きい土砂災害が各地で発
生しているし、熊本地震のごとく激しい余震が長く続く
地震の発生とかをみると、自然災害の形が変わってきて
いるように思う。だけど私が考えうる自然災害の常識は、
私が防災と云う仕事に関わった期間、たかだか数十年の
経験を基礎にしているだけの話であり、その期間は自然
災害の少ない比較的平穏な時期だったのかも知れない。
そうではなくて、過去数百年、数千年の過去の災害の歴
史をひもとくとき、いま感じられる異常災害の頻発は異
常でも何でもないことになるだろう。
想定外、未曾有の外力を考えるということは、超過確

率の年数を数百年、あるいは数千年にまで拡大した大き
い外力を考えると云うことだろうが、それに対応すべき
ハードな防災施設の規模・費用は増大する。今後の防災
体制は土地利用規制や避難体制の確立というようなソフ
ト対応とペアで考えざるを得ないが、私は今後の人口減
の急激な進行（山間部に限らず、都市部でも）を今後の
防災計画の基本問題として重視する必要があると思って
おり、それ故、ソフト対応策がより重要だろう。
先日、遠出の一人散歩で、大阪城公園の石垣を見にいっ

た。大きい石垣の下でぼんやり佇んでいたら、突然携帯電
話が変な音で鳴り出し、メールで「地震が発生します」と
云う警報があり、ほぼ同時に公園のスピーカーが、「地震
が発生しております。危険な場所から避難して下さい」と
叫んだ。現在立っているでっかい石垣の下が危険だろうか、
とかうろたえつつ、だけど全然揺れていないと認識し、落
ち着いた。まわりにかなりの数の人間が存在したが、誰も
騒がず、平穏である。すぐに、外人ばっかりで、日本語わ
からんからや、と気がついた。鳥取の地震の日の話である。
狼少年の話（帰りの京阪電車が遅延し、混雑が激しかった
被害はある）の一例になるが、地震警報方式が急速に進
んできたことに感心した。
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現 場 か ら

1. はじめに
平成28年4月14日と同年4月16日に熊本県熊本地方

を震源とする最大震度7となる地震が発生し、また余震
と考えられる地震も多数発生している。これら一連の地
震により、熊本県を中心として死者178名、重傷者
1,075名、軽傷者1,605名、住家全壊8,379棟、住家半壊
32,689棟、住家一部損壊146,672棟もの甚大な被害が発
生した1）（消防庁公表値、平成28年12月28日時点）。ま
た、地震に伴い多数の土砂災害も発生し、土石流等
57件、地すべり10件、がけ崩れ123件が報告されてお
り、15名の方の命が奪われた2）（国土交通省調べ、平成
28年9月14日時点）。

当センターでは、7月22日から7月24日にかけて、（公
社）砂防学会の平成28年熊本地震に係る第四次調査団と
して、大野専務理事（兼 砂防技術研究所長）、砂防技術
研究所の武士技術部長が調査に参加した。（公社）砂防
学会では、熊本地震に起因する阿蘇地域及びその周辺地
域における土砂移動現象の実態を明らかにするとともに、
二次災害の危険性を調査し、必要な緊急対応を検討する
ことを目的として、4月〜 5月に先遣調査、第一次〜第
三次緊急調査を実施しているが、第四次緊急調査では、

地震後の降雨による二次的な土砂移動現象および土砂災
害の実態等に関する調査を実施した。第一次緊急調査で
は当センターの職員も参加している。

なお、第四次調査団の調査結果は砂防学会誌3）に掲載
されているとともに、第一次調査団から第四次調査団ま
での調査結果については、平成28年12月13日の（公社）
砂防学会主催の講習会にて報告されているので、土砂移
動の詳細な実態や考察等はそちらを参照されたい。本稿
では第四次調査団の活動のうち、当センター職員が参加
した現地調査の状況について報告する。

2. 班編成と調査概要
2.1　班編成

第四次緊急調査団は東京農工大学石川芳治教授を団
長として総勢23名の参加のもと、6班に分かれて現地
調査を実施した。当センターから参加した武士技術部
長の第1班は、阿蘇大橋地区の大規模崩壊、大規模崩
壊の北側カルデラ壁の赤瀬川周辺及び京都大学火山研
究センター周辺（高野台地区）の地すべりなどの調査
を実施し、大野専務理事の第3班は西原村大切畑ダム
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（一財)砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 技術部長

（一財)砂防・地すべり技術センター 専務理事 砂防技術研究所 所長

砂防学会 「熊本地震に係る土砂災害
第四次緊急調査団」 参加報告

© GoogleMap
図-１　調査位置図
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周辺および布
フ タ ガ ワ

田川地区、上
カ ミ ノ コ ヤ

の小屋、宇
ウ ト ガ ワ

土川地区などの
調査を実施した。以下、これらのうち主な地区の調査
概要を記述する（図-1）。

2.2　調査概要
2.2.1　阿蘇大橋地区の大規模崩壊

4月16日の熊本地震の本震によって発生した阿蘇大橋
地区の大規模崩壊に関して、大規模崩壊地周辺における
地震後の降雨によって生じた土砂移動現象と、二次災害
防止のための緊急対応に資するよう調査を実施した。

調査班は、大崩壊地の上部の崩壊地と未崩壊地の境界
付近を主に踏査した。国土地理院が撮影した空中写真と
現地調査によると、大崩壊地周縁部においては地震後の
降雨により、1,000m3程度より小さい規模の表層崩壊が
いくつか発生していたことが分かった。これらのことか
ら、大規模崩壊地周縁では、地震後の降雨による土砂移
動は小規模であったことが考えられる（写真-1・2）。

また、崩壊地周辺の斜面には多数の亀裂が生じている
ことが確認された。尾根部や緩斜面における亀裂は、肩
部が侵食や崩落により丸みをおび、亀裂内部に落ち込ん
でいた（写真-3）。これらの亀裂は消滅に向かっている
と考えられ、これらから規模の大きな崩壊が発生する可
能性は低いと考えられる。ただし斜面の遷急線の亀裂付
近からは、降雨により表層崩壊が発生していることもあ
り、滑落崖の小規模な崩落や落石は今後とも発生する可
能性は考えられる。

2.2.2　京都大学火山研究センター周辺（高野台地区）
の地すべり

京都大学火山研究センターの立地する円頂丘の北側、
および西側斜面にて地すべりが発生し、特に西側斜面で
発生した地すべりによって、高野台地区の家屋が被災し
5名の方の尊い命が失われた。調査班では、西側で発生
したもののうち北方に分流したものの現地調査を行った。

写真-３　亀裂の状況

写真-1　阿蘇大橋地区の大規模崩壊とその周辺の崩壊（点線内）

写真-２　阿蘇大橋地区の大規模周辺の崩壊



24 sabo Vol.121 Winter2017

なお第一次緊急調査団として当センターの職員が当地の
調査を実施しており、その際にはAブロックと定義され
た地すべりである4）。

第一次調査時等梅雨時期前の調査時に比べ、土塊がか
なりの割合で消失し、黒ボク土が露出していることも確
認できた（写真-4・5）。またその表面には擦痕も確認で
き、この黒ボク層の上面がすべり面であると考えられる。
なお、斜面上に存在する亀裂については、梅雨時期前の
調査時に比べて、特に拡大している状況は見られなかっ
た（写真-6）。

2.2.3　西原村大切畑ダム周辺および布田川地区
公園的に整備されている大切畑ダム周辺部の西側斜面

では崩壊が発生している。その後の降雨により、崩壊斜
面上の倒木が下流へ流出しており、表層がむき出しとな
り、一部ではガリが発達した状況となっている。また、
下流へ続く河道上の倒木、堆積土砂も無くなっており、
さらに下流に流下したと思われる（写真-7・8）。

布田川の右岸側でも崩壊が発生した。その後の降雨に
よる崩壊の拡大は余りなかったようである。ガリも見ら
れず、全般に状況は余り変化していない（写真-9）。下
流河道には流木、堆積物が見られない。下流へ流出した
ものと思われる。

2.2.4　上の小屋川2、宇土川地区
阿蘇山外輪山の崩壊地のうち、規模の比較的大きい上

の小屋川2、宇土川地区の崩壊地および周辺の状況を調
査した。崩壊発生時と比較して上の小屋川2崩壊地の拡
大は見られなかった。ただ斜面内で浸食が始まり流路が
できている（写真-10）。崩壊地下流には治山ダム、砂防
堰堤が建設されており、それぞれの土砂の堆積状態を見
てもそれほど大規模な土砂が流下している状況ではない

（写真-11・12）。さらに下流への土砂流出は少ないと推
定される（写真-13）。

宇土川の崩壊地においても降雨による崩壊地の拡大は
見られなかった。岩塊が堆積しているためか、あまり堆

写真-4　京大火山研究センターの地すべり
（4月24日撮影：第１次緊急調査団による）

写真-5　京大火山研究センターの地すべり（7月24日撮影）

写真-８　大切畑ダム崩壊地下部の状況

写真-６　斜面上の亀裂

写真-７　大切畑ダム西側斜面の崩壊地
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現 場 から

積物の二次移動は発生していない。崩壊土砂は下流へ流
下していないようである（写真-14）。

3. おわりに
本稿では、（公社）砂防学会による第四次緊急調査に

当センターから参加した職員の関与した4地区の現地調
査の概要について紹介した。今回の熊本地震及びそれに
続く大雨による災害により多くの尊い人命が失われたほ
か、多くの方が未だに避難生活を強いられている状況で
ある。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、
被災地および被災された方々の一日も早い復興を心より
祈念する次第です。

参考文献
1）  消防庁災害対策本部（2016)：熊本地方を震源とする地震（第

92報 )（2016年 12月 28日時点 )、http://www.fdma.go.jp/
bn/2016/detail/960.html【第92報】熊本県熊本地方を震源とす
る地震.pdf（参照日2017年1月6日)

2）  国土交通省水管理・国土保全局砂防部（2016)：平成28年熊本地
震による土砂災害の概要（平成28年9月14日時点)、http://www.
mlit.go.jp/river/sabo/jirei/h28dosha/160914_gaiyou_sokuhou.
pdf（参照日2017年1月6日)

3）  石川ら（2016)：平成28年熊本地震後の降雨による二次土砂移動
と二次土砂災害、砂防学会誌Vol.69、No.4、p.25-36

4）  加藤ら（2016)：平成28年熊本地震により発生した熊本県阿蘇地
方の土砂災害、sabo（一般財団法人砂防・地すべり技術センター )　
Vol.120、2016 Summer、p.2-7

写真-９　布田川右岸の崩壊地の状況

写真-11  上の小屋川２ 崩壊地下流の治山ダム上部の状況

写真-10　上の小屋川２ 崩壊地の状況

写真-12　上の小屋川２ 治山ダム下流の砂防堰堤堆砂状況

写真-13　上の小屋川２ 崩壊地下流の流末部の状況 写真-14　宇土地区の崩壊状況
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1．はじめに
平成28年4月14日からの熊本地震により、阿蘇山

の周辺地域において大規模な斜面崩壊が発生するととも
に、地盤が脆弱になっている可能性が高くなっています。
また、その後の大雨により新たな斜面崩壊や拡大が確認
され、過去の地震災害後の経験などから、今後、土砂災
害が発生するおそれがあります。さらに熊本都市圏東部
地域から阿蘇地方にかけて広域での地盤沈下等が観測さ
れ、また、6月19日からの豪雨では、熊本県益城町（福
富地区、惣領地区、安永地区）で浸水被害が発生したこ
とから、浸水対策に関する強い要望が出されています。

このため、九州地方整備局、熊本県河川課、同砂防
課、益城町、南阿蘇村、（一財）河川情報センター（以
下、FRICSとする）、そして（一財）砂防・地すべり技
術センター（以下、STCとする）の合同で、熊本地震の
被災地への緊急的な支援策として、浸水・土砂災害の危
険性が高まった場合に、リアルタイムでアラームメール
の配信等を実施することとしました。これらの情報が、
避難や浸水に備えて土のう積み等の参考となり、また日
頃からの土砂災害や浸水に対する意識の高揚に役立てて
いただけるものと考えています。

この取り組みは、いつ発生するか分からないゲリラ豪
雨や、来年度以降も梅雨や台風による大雨により土砂災
害や浸水被害が発生することが懸念されるため、情報提
供の準備が整った平成28年11月28日から開始して
います。

なお、情報提供システムの整備等に要する費用は、熊
本地震の被災地の支援として、FRICS及びSTCの公益
事業費を活用しています。

2．実施内容
2.1　雨量情報配信にあたっての基本的考え方

本取り組みは、南阿蘇村における土砂災害に関する雨
量情報の配信と、益城町における浸水位関連情報の配信
とに分けられます。雨量情報収集のための雨量計の設
置・維持管理はSTCが担当し、浸水位関連情報のための

浸水センサーの設置・維持管理はFRICSが担当します。
なお、アラームメールや雨量等情報の配信にはFRICSの
システムを使用します。以下では、南阿蘇村の雨量情報
に関して記載します。

雨量情報の配信にあたっては、住民に混乱を生じさせ
ないよう、気象台及び県砂防部局から発出される土砂災
害警戒情報とのダブルスタンダードとならないようにす
ることを大前提としています。このため本取り組みにお
いては、南阿蘇村の土砂災害警戒情報を補完し、土砂災
害の危険度が高まっていることを把握していただくため
に参考となる雨量情報のみの提供としています。

2.2　雨量計設置地区
雨量情報を収集するための雨量計を設置する地区とし

ては、土砂移動現象が発生しており今後も土砂移動現象
が発生する可能性があること、また保全対象が多く、土
砂災害警戒情報を補足する雨量情報の提供が避難行動に
役に立つと考えられること、さらに既存の雨量計が設置
されていないことなどを考慮し、夜

ヨ ミ ネ ヤ マ

峰山東麓としました
（図-1、写真-1・2）。なお、雨量計の設置は1基とし、
具体の設置位置は現地確認を行い、電波の受信環境等を
考慮して選定しています（写真-3）。

2.3　雨量情報提供方法
雨量情報の提供方法としては、一定量の雨量があった

場合にアラームメールでお知らせするもの（PUSH型）
と、リアルタイムの降雨量をサイトにアクセスすること
により見ることが出来るもの（PULL型）に分けられ、
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（一財）砂防・地すべり技術センター

砂防技術研究所 技術部長

熊本地震により被災
した益城町、南阿蘇村
における浸水・雨量
アラームメールの配信

トピックス

© GoogleMap

図-１　雨量計設置箇所
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これら二種類の情報を提供します。配信先としては、一
般の住民の方を対象としており、利用を希望される方は、
後述の方法で利用者登録をしていただく必要があります。
登録をすることによって、アラームメールを受け取り、
自宅周辺や道路等において、土砂災害の恐れが高まりつ
つあることを把握することが出来るとともに、サイトに
アクセスすることにより、直近の1時間雨量及び連続雨
量についてそれぞれ10分毎の情報を入手することが出
来るようになります。なお、より詳細な土砂災害に関連
する危険度などの情報は「熊本県統合型防災情報システ
ム」から「土砂災害危険度情報」で取得することが出来
ます 1）。

2.4　アラームメール配信の基準雨量
アラームメール配信の基準雨量として、危険な状態の

程度を把握できるよう、1時間雨量と連続雨量に関して、
それぞれ3段階でアラームメールを配信することとしま
した。配信の基準となる雨量としては、少ない雨量から
の2段階は、一般的にがけ崩れなどが起きやすくなる雨
量 2）とし、3段階目は現在、熊本県が検討中である土砂
災害警戒情報 3）と当地における既往の土砂災害発生時の
雨量のそれぞれの7割の値を比較してより低い値（安全
側）とすることで決定しました（表-1）。なお、アラー
ムメールを配信する雨量については、今後の実績を踏ま
えて、必要に応じて随時見直していくこととしています。

2.5　維持管理その他
雨量計の維持管理はSTCにて行います。なおSTCに

よる設置期間は2 〜 3年程度を想定しており、その後は
撤去することとしていますが、要望があれば行政機関等
への移管も考えられます。

2.6　登録方法
アラームメールを受け取るためには、携帯電話（スマー

トフォン）等から登録をする必要があります。そのために
は以下のアドレスに空メールを送り、返信のメールに記
載されているURLをクリックして表示される「登録」ボ
タンを押し、希望する項目（雨量情報（南阿蘇村）か浸
水情報（益城町）か等）を選び、登録が完了します。

alarmmail1@suigaik.river.or.jp
なお、FRICSのHP4）や、FRICSが運営しているアラー

ムメールシステムのサイト 5）からも登録することが出来
るようになっています。

3．おわりに
本システムが土砂災害警戒情報等の既存の警戒避難に

関するシステムを補完するものとなり、当該地区の土砂
災害に対する避難等に資することになれば幸いです。

参考文献
1）  熊本県統合型防災情報システム土砂災害危険度情報、http://www.

bousai.pref.kumamoto.jp/GmnDsp.exe?M90
2）  一般財団法人砂防・地すべり技術センター（2009年）：土砂災害ポ

ケットブック
3）  熊本県土砂災害警戒避難基準雨量検討委員会報告書、http://www.

pref.kumamoto.jp/kiji_15269.html
4）  一般財団法人河川情報センター HP：「浸水・雨量アラームメール」

の配信　http://www.river.or.jp/sinsuik/index.html
5）  一般財団法人河川情報センター：熊本県益城町・南阿蘇村「浸水・

雨 量 ア ラ ー ム 配 信 シ ス テ ム」http://www.suigaik.river.or.jp/
alarmmailk/homepage.jsp

表-1　アラームメール配信の基準となる雨量

配信の段階 基準となる雨量 設定の考え方
 【1 時間雨量 1】 20mm/ 時間 一般的にがけ崩れなどが発生し始める雨量
 【1 時間雨量 2】 30mm/ 時間 一般的に土砂災害の危険性が高まる雨量

 【1 時間雨量 3】 50mm/ 時間 熊本県が検討中である土砂災害警戒情報の 60 分
積算雨量の 7 割程度から

 【連続雨量 1】 80mm 一般的にがけ崩れなどが発生し始める雨量
 【連続雨量 2】 150mm 一般的に土砂災害の危険性が高まる雨量

 【連続雨量 3】 180mm 当地での土砂災害が発生した連続雨量の 7 割程度
から

写真-１　雨量計設置箇所から下流を望む

写真-３　雨量計設置状況

写真-２　山裾から見た雨量計設置箇所（↓の位置）
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1. はじめに
平成28年10月24日に開催された「土石流・流木対

策の技術指針に関する講習会」では、417名の方の参加
をいただき誠にありがとうございました。

講習会の内、「『指針』に基づく計画・設計事例」にお
いては、仮想的な流域を対象とした計算事例をお示しす
ることで、砂防基本計画の策定及び土石流・流木対策施
設の設計について説明を行いました。基本的には、テキ
スト中に記載のある内容に沿って説明を行いましたが、
いくつかテキストに無い内容を用いて補足を行いました。

本稿は、平成28年3月に改定された砂防基本計画策
定指針（土石流・流木対策編）及び土石流・流木対策設
計技術指針の改定点をよりわかりやすく理解していただ
くことを期待し、講習会において補足的に説明を行った
2点についてご説明するものです。

2.   非越流部の安定計算はどの断面で実施する
必要があるか

土石流・流木対策設計技術指針においては、非越流部
において安定計算を実施するよう明示されるようになり
ました。それでは、安定計算を実施する際には、どの断
面を対象として安定計算を実施すれば良いのでしょうか。
指針では、安定計算を実施する位置として、以下の通り
記載されています。

「安定計算を実施する断面の位置としては、（ i ）〜（ ii ）
が考えられるが、その他、場の条件や堰堤の大きさ
等を勘案して、検討位置を設定する。
（i）袖小口の断面
（ii）土石流の水深と袖部の高さが一致する断面

袖小口の断面及び土石流の水深と袖部の高さが一致す
る断面は、例えば不透過型砂防堰堤では、図-1に示すよ
うな位置に該当します（土石流の水深、洪水の水深、袖
小口の位置関係が必ずしも図-1のようになるわけではあ
りません）。

非越流部の安定計算を実施する目的は、非越流部にか
かる設計外力に対し、越流部と同様の安定性を確保する
断面を決定することにあります。

非越流部の安定計算では、越流部の安定計算と同様

に、以下の3つの条件をもって安定性の評価を実施し
ます。
①  原則として、砂防堰堤の上流端に引張応力が生じない

よう、砂防堰堤の自重および外力の合力の作用線が底
部の中央1/3以内に入ること

②  砂防堰堤底と基礎地盤の間で滑動を起こさないこと
③  砂防堰堤内に生ずる最大応力が材料の許容応力を超え

ないこと。地盤の受ける最大圧が地盤の許容支持力以
内であること

非越流部の安定性は、断面形状や応力条件が場所によ
り異なるため、安定計算を実施する断面によりその結果
が異なります。

非越流部の安定性を確保するためには、最も条件が厳
しい断面で安定計算を実施することが望まれますが、具
体的にはどの断面が最も条件が厳しいのでしょうか。

ここでは、一般的な不透過型砂防堰堤を対象として、
安定条件②を対象として、断面位置を変えたときの安全
率の変化を試算した結果を図-2に示します。なお、安定
計算では以下の条件を使用しています（イメージを把握
していただくための概略的な計算ですので細かい設定条
件は省略します）。
● 堤高：10m
● 天端幅：3.0m
● 上下流のり勾配（堤体）：1：0.3
● 上下流のり勾配（袖部）：1：0

図-2に示されるように、今回の試算では以下の結果と
なりました。
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図-1　袖小口及び土石流の水深と
袖部の高さが一致する箇所のイメージ
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●   洪水時については、水通し部の断面における安全率が
最小となった。

●   土石流時については、土石流の水深と袖部の高さが一
致する断面における安全率が最小となった。

洪水時と土石流時で最小安全率となる断面が異なる理
由は、それぞれの設計外力の考え方が違うことで説明さ
れます。

○  洪水時において水通し部の断面における安全率が最小と
なった理由

堰堤高15m未満の堰堤においては、洪水時を対象と
したときに、①静水圧、②本体自重を外力として安定計
算を実施します。洪水時の水深は断面位置に関わらず一
定であることから、袖高が洪水時の水深を上回る範囲で
は、袖高が高い（＝本体自重が大きい）ほど滑動に対す
る安定性は向上することになります。また、袖高が洪水
時の水深を下回る範囲においても、コンクリートの比重
が水の比重より大きいため、同様の結果となります。

　
○  土石流時において水通し部の断面における安全率が最小

となった理由

堰堤高15m未満の堰堤においては、土石流時を対象
としたときに、①静水圧、②堆砂圧、③土石流流体力、
④本体自重、⑤土石流の重さを外力として安定計算を実
施します。（図-3）

土石流の水深が袖高より高い場合には、土石流流体力
が作用する位置は、堆砂面を下げて土石流の上面と袖高
が一致するように調整を行っています。そのため、土石
流の水深が袖高より高い場合（図-2において青色の破線
より左側）では、静水圧、堆砂圧が減少することになり、
水通しに近いほど安定する結果となります。

一方、土石流の水深が袖高より低い場合（図-2におい
て青色の破線より右側）においては、袖部の自重が増加
することにより水通しから離れるほど安定する結果とな
ります。

以上のように、今回例示した試算では、指針に示され
た、「（i）袖小口の断面」、「（ii）土石流の水深と袖部の高
さが一致する断面」を対象として安定計算を実施するこ
とで十分である結果となりました。

今回は試算として示していませんが、安定条件①であ
る転倒に対する安定性についても、袖高が高くなると鉛
直力のみが増加することから、横断距離が増加した場合
に安定性が向上すると考えられます。一方、安定条件③
である地盤の許容支持力に対する安定性については、袖
高が高くなると逆に安定性が低下すると考えられるの
で、異なる結果となることが想定されます。従って、非
越流部の安定計算を実施する断面は、例示したケースに
近い条件では、指針において具体的に示された断面を用
いることで十分であることが想定されますが、安定性が
最もシビアな結果となる安定条件が異なる場合や、堰堤
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の形状等が複雑な場合、堰堤高が15m以上となる場合
については、どの断面が安定条件が厳しくなるのかを検
討した上で、適宜断面を追加して評価することが必要
です。

3. 部分透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量について
砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説で

は、部分透過型砂防堰堤による計画捕捉流木量を以下の
式で表現しています。
＜透過型及び部分透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量＞

 …………………………………………  （1）
ここで、X：土石流・流木対策施設の計画捕捉量

（m3）、Xw1：本堰堤の計画捕捉流木量（m3）、Kw1：計画
捕捉量に対する流木容積率（計画捕捉量に占める計画流
木捕捉量の割合）です。

一方、不透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量は以下の式
で表現しています。
＜不透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量＞

 …………………………… （2-1）
 ……………………………………… （2-2）

ここで、Kw0：本堰堤に流入が想定される計画流出量に
対する流木容積率、 ：本堰堤からの流木の流出率

（0.5程度）です。

計画捕捉量に対する流木容積率にKw1ついては、部分
透過型砂防堰堤では、上限が設定されていない一方、不
透過型砂防堰堤においては捕捉事例が無い場合に2％と
してよいと指針に記載されています。

このように、部分透過型砂防堰堤と不透過型砂防堰堤
では、流木に対する効果量が大きく異なることが想定さ
れますが、部分透過型砂防堰堤の流木効果量については、
留意点があります。砂防基本計画策定指針（土石流・流
木対策編）p.43には、以下の記載があります。「部分透
過型砂防堰堤の透過部の高さが低い場合、不透過部では
生じた湛水により流木を捕捉できない可能性がある。こ
のため、透過部の計画捕捉流木量と不透過部の計画堆積
流木量の合計が計画捕捉量を上回る場合、部分透過型砂
防堰堤が流木を捕捉・堆積させる量は透過部の捕捉量に
相当する値を上限とする。」

図-4は部分透過型砂防堰堤の計画堆積・捕捉流木量の
評価手法を示したもので、図-5は、部分透過型砂防堰堤
において、不透過部は不透過型砂防堰堤の考え方に準じ
た、透過部は透過型砂防堰堤の考え方に準じた計画堆
積・計画捕捉流木量の評価手法を示しています。

透過型砂防堰堤においては、「土石流中の土石または
流木を選択に捕捉することなく、同時に捕捉すると考え
られるため（砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策
編）p.43）」、図-4において示しているように、透過部・
不透過部を問わずに同時に捕捉することを想定しても、
図-5において示しているように不透過部は不透過型砂防
堰堤に倣って計画堆積流木量を想定しても、全体として
の効果量は同じになります。講習会テキストのp.3-8の
設計例において同様の評価を行った結果を表-1に示しま
すが、両方の手法では、計画堆積量に占める計画堆積流
木量の割合等の内訳は異なるものの、全体としての施設
効果量の総量は一致することがわかります。

上述の通り、一般的な条件においては部分透過型砂防
堰堤の効果量の考え方は、両方の手法で総量が等しくな
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図-3　非越流部において設計の対象とする外力

※計画捕捉量＝計画流出量 かつ 土石流発生（流出）抑制量＝0の場合

部分透過型砂防堰堤の考え方

図-4　部分透過型砂防堰堤における
計画堆積・計画捕捉流木量の評価手法
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りますが、例外もあります。透過型砂防堰堤では、先述
の通り土石と流木を選択しないで捕捉することを想定し
ていますが、物理的な流木容積率の上限は100％です。

指針に記載されているように、不透過部が非常に大きく
透過部が相対的に小さい砂防堰堤においては、不透過部
から流出する流木の全量が透過部の計画捕捉量を上回る
ことも想定されます。

そのため、透過部高さが十分にある部分透過型砂防堰
堤では、透過部と不透過部に分けた評価手法について確
認する必要はありませんが、透過部高さが低い部分透過
型砂防堰堤では不透過部、透過部に分けてそれぞれの効
果量の確認を行うことが必要となります。

4. おわりに
本稿は、講習会において補足した2点について説明を

行いました。
実際の土石流・流木対策計画の策定、土石流・流木対

策施設の設計において少しでも参考になる点があれば幸
いです。
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項　目 記号
数　値

不透過型の方法※1 部分透過型の方法※2

計画流出土砂量（m3） Vd 2,950 2,950
計画流出流木量（m3） Vw 135 135
計画土石流発生（流出）抑制量（m3） Zd 450 450
計画流木発生抑制量（m3） Zw 0 0
計画堆積容量（m3） Y 517 517
本堰堤で流入が想定される計画流出量に対する流木容積率 Kw0 0.051 0.051
計画堆積量に対する流木容積率 Kw1 0.02 0.051
①式で求めた計画堆積流木量（m3） Yw1 13
②式で求めた計画堆積流木量（m3） Yw2 10
計画堆積流木量（Yw1 と Yw2 の小さい方）（m3） Yw 10
計画堆積流木量（Kw1 × Y） Yw 26
計画堆積土砂量（m3） Yd 507 491
計画捕捉容量（m3） X 2,611 2,611
計画捕捉量に対する流木容積率 Kw1 0.051 0.051
計画捕捉流木量（m3） Kw 125 109
計画捕捉土砂量（m3） Xd 2,486 2,502
土砂効果量（m3） 3,443 3,443
流木効果量（m3） 135 135

表-1　計画堆積流木量の試算事例（講習会テキストp.3-8より転載）
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土砂災害の被害軽減には、砂防堰堤の建設などのハー
ド対策の他、土砂災害警戒情報の提供等のソフト対策の
充実が欠かせないものとなっている。一方で、土砂災害
警戒情報については、聴取されても無視される傾向にあ
り、警報に対する避難行動が鈍いことが懸念されている。
そこで、低頻度の災害時において、正常化バイアスによ
る避難行動の鈍化の要因を定量的に示すことを目的に、
確度が違う警報と避難判断の関係についての研究を
行った。

研究内容は、警報が避難判断にどう影響するかを検討
するために、実験１と実験２の２つの実験を行った。実
験１は、災害が発生する確率を10、30、50%の異なる確
度に設定し、それぞれの確率の条件下に対し避難をする
かどうかの判断を30回繰り返した。30回の試行後「この
状況なら避難する」と回答した割合を避難率とした。ま
た、確度の違うそれぞれの条件下に対し、被災リスクや
避難コストを教示した上で、災害情報に対し避難を判断

するかという検討を行った。実験２は実験１と共通の異
なる確度の災害情報と試行回数に対し、災害を予測ある
いは避難を判断するかという検討を行った。また、実験
２では避難判断の正反応を高めるために、課題提示中に
強い雨の効果音を入れた。

検討の結果、実験１、２に共通して警報の確度が高く
なる程、避難率が高まるとことが示された。また実験１
の結果から、低確度の条件下では、避難コストを意識す
ることで避難率が低くなる傾向が得られ、被災リスクを
強調することで災害発生予測が過度になるという事も明
らかになった。こうした検討結果から、正常化バイアス
と呼ばれる警報の無視は、避難コストや被災リスクに
よっても影響を受けているものと考えられる。実験２の
結果より、低確度で不確実性が高い条件下では、不安を
喚起する知覚刺激が避難率を高めることが明らかに
なった。

平成28年度
砂防地すべり技術研究成果報告会

発表

1
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

村越　真　むらこし しん
静岡大学 教育学部 教授

平成28年11月22日（火）午後1時30分より、砂防会館別館シェーンバッハサボーにおいて
「平成28年度砂防地すべり技術研究成果報告会」が開催されました。本報告会は、当センター
の公益事業の一環である研究開発助成による研究の成果を広く一般に公表し、関連事業及び
今後の各方面での研究活動に役立てていただくことを目的として、毎年実施しているもの
です。
本年度の発表は、平成27年度研究開発助成事業により実施された研究6題で構成され、そ
のいずれもが今後の砂防事業の礎となる貴重な成果と確信しております。国土交通省水管理・
国土保全局砂防部　西山幸治部長より来賓挨拶を賜り、151名の方々にご参集いただきました。
本報告会の概要を以下に紹介するものです。

（一財）砂防・地すべり技術センター
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発表

3
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

山田　孝　やまだ たかし
三重大学大学院 生物資源学研究科 教授

渓床堆積物再移動型土石流の発生については、すで
に力学的モデルが提案されているが（高橋、1977）、土
石流の発生プロセスを現地で観測することの困難さ等か
ら、実現象は未だに解明されていない。豪雨時における
パイプ流の発生とその後の関連水文現象を明らかにし、
その動態をリアルタイムで観測・監視することは土石流
の発生予測を行う上で重要である。これらを踏まえ、渓
床堆積物の移動による土石流の発生時刻やその規模の
予測に寄与することを目的として、豪雨時の渓床堆積物
内の伏流水の変動実態から土石流発生までのプロセスと
メカニズムに関する研究を行った。

研究では、渓床堆積物の再移動に起因した土石流が
頻発する藤原岳西之貝戸川（三重県）において、2008年
から豪雨時の渓床堆積物内の伏流水の変動実態から土
石流発生までのプロセスとメカニズムを明らかにするこ
とを目的とした観測（インターバルカメラ、超音波式水
位計等を用いた観測）を実施している。

西之貝戸川第6号砂防堰堤直上流域において、再移動
により露出した渓床堆積物横断面には複数のパイプ孔が

存在する。各パイプ孔の出口付近の内径や構造には大き
な違いは認められないが、伏流水の流出発生・終息時
刻・継続時間・ピ－ク流量・総流量は異なっていること
が明らかになった。

RBFN手法によって、パイプ流と土石流の発生限界雨
量線を設定した。パイプ流はただちに土石流の発生をも
たらすものではないが、パイプ孔の閉塞現象によるその
後の違う箇所からの伏流水の流出が起こると渓床堆積物
の不安定化し、移動が発生する（土石流発生）と推測
することができた。

構築した2段タンクモデルのタンク1段目とタンク1段
+2段目の貯留高の変化は、それぞれ半減期5時間、半減
期12時間の実効雨量の変化に相当し、堆積物中の雨水
の貯留高の減少速度が速いと考えられる。各半減期の実
効雨量と雨量強度による土石流発生に至るまでの各水文
現象の発生限界雨量を検討した結果、半減期5時間の実
効雨量を用いると実効雨量と雨量強度の双方の影響を反
映した各水文現象の発生領域区分が可能となった。

発表

2
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

水野正樹　みずの まさき
新潟大学 災害・復興科学研究所 特任准教授

深層崩壊について、事前に崩壊する可能性がある個別
斜面を抽出し、災害規模と危険性を予測する手法の確立
を目的として、衛星LバンドDInSAR（差分干渉SAR解
析）画像、GNSS移動杭測量、UAV（無人航空機）調査、
斜面安定解析、氾濫解析による一連の事例研究を行っ
た。まず長野県周辺を対象とし、DInSAR画像を用いて
地表が変位している領域を確認し、地すべりの可能性が
ある箇所を抽出した。ただし画像には誤差も含まれるこ
とから、次に現地調査等を実施し、地すべり抽出箇所の
正否判定を行った。特に、地震による大規模崩壊発生履
歴があり、かつ下流に集落があり崩壊した場合に被害が
大きい地すべり抽出箇所において、変位の有無を確認す
るためにGNSS測量を実施した。測量の結果、常時の有
意な地表変位が認められた。加えて航空レーザ計測成果
による微地形判読により、地すべりブロックの形状を抽
出した。また小型UAVにより、人が容易に近づけない

急勾配な端部崩壊の状況把握を試みた結果、狭い範囲
ではあるが崖錐の脚部から頂部までの状況が確認でき
た。さらに、常時の有意な地表変位が認められたこの地
すべりに対し、せん断強度低減法を用いて斜面の安定性
や崩壊危険度の評価を試みた。その結果、すべり面とな
る可能性が高い「最大せん断ひずみ速度の高い層」の
位置と形状を、崩壊発生前の段階で推定できた。最後
にDInSAR画像の変動縞領域と「最大せん断ひずみ速度
の高い層」の形状から崩壊した場合の土砂量を推定し、
地震による崩壊発生を想定した崩壊土砂の流下シミュ
レーションを行った。その結果、崩壊発生前の段階で流
下範囲や崩壊土砂の集落への到達時間が推定できた。
現在はまだ地質構造や地下水位などのデータが不足して
おり、今後、詳細な現地調査を実施すると共に、常時変
位箇所が地震等で崩壊するか判定できるように斜面安定
性評価手法の解析精度を向上させる必要がある。



34 sabo Vol.121 Winter2017

山地斜面からの湧水は基岩内部の地下水の情報を多く
含み、その量・温度・電気伝導度（EC）等のシグナル
を調査・解析することによって、深層崩壊危険度や崩壊
発生時期を予測できると期待されている。 深層崩壊危
険度や崩壊発生時期の予測におけるECの活用方法につ
いて検討するために、山地渓流におけるECの空間分布
調査を行った。

この手法の有効性については、メランジュとして示さ
れる非常に複雑な地層を持つ付加体堆積岩山地等では
研究事例が少ない。本研究では、付加体堆積岩と花崗
岩が分布する試験地において、渓流水・湧水ならびに
ボーリング孔内の基岩地下水について、流量・水位、
EC、溶存イオン濃度等の観測を実施し、山地渓流のEC
空間分布と地下水流動の関係を検討した。

観測の結果、基岩地下水の水深が深いほどECが高く
なるという、既往研究の知見が確認された。但し、デー
タには大きなバラつきが見られ、相関はあまり高くなかっ

た。このバラつきには、地点毎に異なる基岩の特性が影
響を及ぼしていることが考えられた。

花崗岩山地では、基底流量が多く基岩地下水の集中
が認められる流域において、ECが高い値を示した。また、
Si、Na、（Cl）濃度が高い結果が得られた。このような
流域では、周囲の流域から基岩地下水が流入しており、
崩壊の危険性に寄与すると想定される。

一方、付加体堆積岩山地では、基岩地下水の集中が
認められる流域においてECが低い値を示し、溶存イオ
ンでは、Na、SO4、（Si）濃度が小さい結果が得られた。
渓流のNa濃度の違いは、各流域の基岩地下水の水質の
違いを反映したものではなく、地下水の流動経路の違い
を反映しており、ゼロ次谷に大規模な地下水流動経路が
存在している。このケースでは基岩内部の比較的浅い層
において大量の地下水が流動している場合があり、渓流
水のECだけを基準として基岩地下水の集中域を探索す
ることは適当でないことが示された。

発表

5
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

小杉賢一朗　こすぎ けんいちろう
京都大学 農学研究科 教授

発表

4
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

宮田秀介　みやた しゅうすけ
京都大学防災研究所 助教

流域土砂管理のためには、水系各所での土砂移動量
を把握する必要がある。流砂量を把握する手段としては、
流砂量式による算出や現在広く行われているハイドロ
フォンによる観測がある。ただし、上流部の山地流域で
は河床地形が複雑であることなどの理由により、流砂量
式で正確な量を算出することは困難である。

本研究では、流砂量式の適用が難しい山地流域の土
砂移動量を把握することを目的に、山地河川や堆砂池等
の堆砂面高さ及び空隙率を推定する手法の研究を
行った。

研究内容は、土壌水分観測に用いられるTDRを用い
た流砂量連続計測システム構築のための水路実験と現地
観測である。

堆砂池内の堆砂空間分布を計測するための複数プロー
ブを有する連続計測システムを構築し、システムの検証
を行うために水路実験を行った。水路上流からコンテナ
へ水及び土砂を供給し、コンテナ内の土砂の堆積変化を
計測したところ、高い精度で堆砂面の高さを計測でき、
また、堆砂面高さ及び空隙率の計測結果を用いて算出し

た堆積土砂量の精度も実用に適用可能な範囲と考えら
れた。

このシステムを神通川水系足
ア シ ア ラ イ

洗谷支川ヒル谷の試験堰
堤堆砂池に設置したが、観測期間中に明瞭な土砂流出イ
ベントが発生せず、明瞭な堆砂量変化は起こらなかった。
そこで、試験堰堤から土砂を排出する給砂実験において、
下流のプール部にシステムを設置し連続観測した。その
結果、実測値より僅かに過大評価となるものの、土砂流
入による堆砂面上昇とその後の侵食による堆砂面低下を
的確に計測することができた。

さらに、堆砂面計測結果をプールからの流砂量式に適
用し流砂量を計算した。この計算値とプールの約10m下
流にてハイドロフォンで計測した音圧を比較し、現地ス
ケールでのデータに基づきハイドロフォンのキャリブ
レーション式構築を試みた。今後の出水による試験堰堤
堆砂池での堆砂観測データの蓄積により、実際の出水の
全データを用いたより正確なキャリブレーション式の構
築が期待される。
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6
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

平松晋也　ひらまつ しんや
信州大学 農学部 教授

地震を誘因とする斜面崩壊は地震時に発生するだけで
なく、地震動により地盤が緩み、地震発生後の降雨など
により発生する場合がある。そこで、地震後の土質強度
の変化を考慮した警戒・避難基準雨量の設定手法を確
立することを目的に、地震時に作用した衝撃による土質
強度の変化の定量的な把握方法に関する研究を行った。

地震時に作用した加速度が斜面の土質強度に及ぼす
影響とその影響期間を定量的に評価するため、花崗岩斜
面から採取した実験用供試体を用いて、衝撃試験と一面
せん断試験を実施した。一面せん断試験は、供試体に
衝撃を与えた直後と、衝撃を与えた後、所定の期間地中
に埋設した供試体に対して実施した。また、一面せん断
試験より得られた土質強度を用いて、斜面安定解析を実
施し、地震時に作用する加速度が斜面の安定性に及ぼ
す影響とその影響が持続する期間の定量的な評価を試
みた。

土質強度（C,φ）は加速度の増加とともに低下し、1.0G
以上の加速度が花崗岩斜面に作用すると、斜面のせん

断抵抗力は1 〜 2割程度低下することが分かった。一方、
斜面のせん断抵抗力は時間経過とともに回復し、概ね2
〜 3 ヵ月で地震発生前の状態にまで回復する結果と
なった。

また、地震直後の斜面の安定性の低下は、作用する
加速度や斜面形状によって若干の差異が認められるもの
の1 〜 3割程度であった。一方、斜面の安定性は加速度
や斜面形状に関わらず、時間経過とともに回復し、2 〜
3 ヵ月程度で完全に回復した。

斜面安定解析結果を用いて地震発生後の崩壊発生限
界雨量の変化について考察した結果、斜面形状や降雨
波形に関わらず、花崗岩斜面において1.5G以下の加速度
が作用した場合、崩壊発生限界雨量は2 〜 3割程度低下
し、2.0G以上の加速度が作用した場合には、崩壊発生限
界雨量は3 〜 5割程度低下することが明らかとなった。
一方、地震発生後の時間経過とともに、崩壊発生限界雨
量は回復傾向を示し、2 〜 3 ヵ月程度経過すると完全に
回復する結果となった。

「平成 29 年度 砂防・地すべり技術センター研究開発助成」
募集の御案内

　当センターでは、公益事業の一環として研究開発助成事業を実施しております。この事業は、砂防ならびに地
すべり及びがけ崩れ対策技術の向上を図るため、これらに関する技術開発及び調査研究を対象として、特に問題
意識が鮮明で達成目標が具体的であるテーマで、かつ優れた人材を具え充分な遂行能力を有する大学、高等専門
学校等の研究者に対して助成を行うものです。
　上記を踏まえ、平成 29 年度の研究開発助成の対象となる調査研究を下記の要領で募集いたします。応募方法
及び様式等については、当センター HP（http://www.stc.or.jp/）からご覧下さい。

記

1．助成金額：一件につき、300 万円以内
2．助成対象の決定等：平成 29 年 5 月中に決定し、応募者宛に書面で通知
3．報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書（A4 版 20 頁程度 日本語）を当センター宛に提出
4．研究成果の帰属：助成対象者
5．募集受付け期間：平成 29 年 4 月 3 日〜 28 日（〆切厳守）
6．問い合わせ先：（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部　仲野

〒 102-0074　東京都千代田区九段南 4 丁目 8 番 21 号　山脇ビル
TEL 03-5276-3271　　URL:http://www.stc.or.jp/
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1．はしがき
2014年9月27日木曾路の御嶽山（3067m）にお

いて水蒸気噴火が発生し、登山中の50名を越す人々が
死亡し、火山列島日本における戦後最悪の火山災害とな
り ま し た。「 水 蒸 気 噴 火 」（ 気 象 庁 ） と い え ば
1952年9月24日、伊豆諸島南のベヨネイズ列岩東
8kmにおける明神礁の海中大爆発（水蒸気爆発とも聞い
ていました）のことを思い出します。当時私たちは、田
山利三郎教授の「海底地形・地質学」の講義を受講して
いました。9月早々の夏休み明け、残暑厳しい午後でした。
髭をたくわえた巨体の先生、笑顔と共に語って下さる講
義は定評の高い名講義でありました。講義を終えた先生
は「今日は少し暑いですね、来週またお会いしましょう」
とおっしゃり解散しました。ところがこれが最後の講義
となってしまうとは思いもしませんでした。

そしてその後9月17日伊豆諸島南のベヨネイズ列岩の
東明神礁の大爆発が報じられ、この調査に団長として田
山先生が参加されるという記事を見ましたが、その後の

活動計画の詳細などの報道も、当時はラジオと新聞のみ
でありました。数日後、海上保安庁の調査船、第五海洋
丸が、明神礁の再度の大爆発の直後行方不明ということ
で大騒ぎになりました。当時は航空機や船舶の数も少な
くて、国の懸命な調査も空しく第五海洋丸と乗組員・調
査団31名全員が行方不明となり、わずかに舷側の一部
が回収されたのみと報道され、驚愕いたしました。そし
て爆発の予兆把握の難しさを痛感する事件でもありまし
た。後年私は、箱根神山における3200年の前水蒸気爆
発の例や、今回の御嶽山の水蒸気爆発に伴う未曾有の災
害を見るにつけ、火山列島日本における火山のいぶきに
関わる認識とその予兆把握についてわずかでも知ること
ができたらと思うこの頃であります。（図-1）

2．箱根八里と大井川
1952年明神礁の大爆発以来、富士火山帯では三宅

島・三原山・富士山やさらに北縁の浅間山等の絶え間な
い火山活動が続発しています。富士のコニーデ式の優美
な景観は、火山列島日本の代表的な象徴であります。こ
の富士に隣接する箱根火山は、富士火山帯の主要な火山
であり、世界でもまれな三重式カルデラ火山であります。
大木他（1984）によれば、約40 〜 50万年前に形成
された成層火山（2700m）で、その後の陥没によって
大規模なカルデラが形成され､ 周縁に古期外輪山（明
神ヶ岳・湖尻峠等）がつくられました（25 〜 18万年
前）。その後、大カルデラの西部に新しいカルデラが形成
され（7 〜 5万年前）、このカルデラ内に神山成層火山・
駒ヶ岳・台ヶ岳等の溶岩円頂丘が形成されました（4.5
〜 4万年前）。この一連の火山活動末期の3200年前、
神山中心の水蒸気大爆発が発生しました。この爆発に伴
う火山岩屑流体は、神山山麓から西方約3.5kmに位置す
る早川を堰き止め芦ノ湖をつくり、北西約4kmにまで押
し出した岩屑流は、広大な扇状の仙石原堆積面を形成し
ました。（図-2）

中
なかむら

村 三
さぶろう

郎
防衛大学校名誉教授

地すべり学会顧問
（理学博士）

斜面環境　山の辺の道「10」

火山のいぶきと道ゆき

水蒸気
爆発想像図 地下水・海水

マグマ

海底（明神礁）
爆発想像図

基盤岩
の一部（ 　 ） ベヨネーズ

列岩の一部（     ）
図-1　水蒸気・海底爆発想像図〔木村（2015）・森本（1953）・

東北大理資料（1960）を参考に作成（中村、2016）〕

富士山五合目にて（2015）
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神山の水蒸気大爆発によって形成され、爆裂火口の一
部である大涌谷と冠ヶ岳の周縁における噴気活動は活発
で、古来箱根温泉の主要な供給源ともなっています。大
湧沢の爆裂火口壁や周縁の地質は、複輝石安山岩溶岩・
同質凝灰岩が主体で、これらの岩体はマグマ由来の高温
熱水や噴気等による温泉作用で粘土鉱物と珪酸鉱物より
成る変質帯をつくりだし、地すべりや岩体崩壊の素因と
なっています。特に大湧沢上流域で噴気ガスや熱風化に
伴う滑性化帯は少しずつ拡大転移しつつあり（中村
2008）、地塊化し崩壊する可能性もあり、更なる滑性

化帯の追跡と地変防止に対する対応が必要
であります。（写真-1・図-3・4）

箱根大湧沢では1910（明治43）年の
大崩壊により、早川上流域において家屋流
出36戸、死者6名等の被災記録があり、ま
た1953（昭和28）年には、隣接する早
雲山頭部においても、80万m3の大崩壊を
経験し、死者10名負傷者6名等の被災記録
があります。いずれも地熱に伴う温泉余土
化の影響によるものであります。加えて地
域では、1917（大正6）年以降1968（昭
和43）年にかけて十数回の群発地震の記録
もあり、その都度大小の地盤災害・温泉の
異常高温を記録しています。大湧沢の地下
数kmには高温のマグマが潜んでいる可能性
の指摘（大木他1988）もあり、今後の大き
な課題であります。

1600（慶長5）年関ヶ原の戦いに勝利
した家康は、1601年京都と江戸を結ぶ東海道および中
山道等の五街道の整備を進め、統治の安定化を図りまし
た。京都から江戸間での東海道は125里53宿、中山道
は135里69宿でありました。この東海道について「箱
根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」とか「箱
根の山は天下の険、、、」という歌があります。東海道は海
路の「海止め」や大井川の出水による「川止め」、箱根の
山の「難関路」事情もあり、旅人は東海道と比較して山坂
道や峠道も多くても中山道（信濃路）を用いる人が多
かったといわれています。

図-2　箱根路および神山の水蒸気爆発時の崩壊堆積域図（中村2008）

神
山
々
塊

写真-1　大涌谷頭部 Iブロック地域（図-3参照）を北東より南東方向にみる（中村、2007）
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3．浅間活火山の風情と信濃路
富士火山帯の北縁に浅間山があります。この活火山の

山の辺を中山道（信濃路）が通ります。中山道は江戸日
本橋を起点に京へ向かう街道で、武州路、上州路を経て
信濃路に入ります。美しくそびえる浅間山の風情を北に
眺望しつつ、軽井沢・沓

ク ツ カ ケ

掛・追分の宿（浅間三宿）を辿
る旅は、古来旅ゆく人々の気持ちを癒やし、楽しませて
くれていたと思われます。浅間山は信濃路のシンボルで
もあります。（図-5）

浅間山（2568m）は紀元後、古墳時代の4世紀、
1108（元和元）年、1128（大治3）年と噴火を繰り

返し、江戸時代1783（元明3）年の大噴火事件はよく
知られています。噴火による北麓の吾

ア ガ ヅ マ

妻火砕流・鬼押出
溶岩・鎌

カ ン バ ラ

原岩屑なだれが、北方向の上州（群馬県）側へ
向けて流下し、民家・畑と人々を一気に呑み込んで吾妻
川を流下し、利根川本流の前橋にまで流出しています。
信濃毎日新聞（1983）によれば「熱泥流（火砕流）に
よ る 死 者1151名・ 流 出 家 屋1061棟・ 焼 失 家 屋
51棟・倒壊家屋130余棟」という大惨事が記録されて
います。その後も明治・大正までに17回、昭和に入り
10数回の噴火活動を繰り返しています。2015年6月以
降には火山性微動を繰り返しており、現在もなお、火口

図-3　写真濃度画像で捉えた大湧沢頭部の温泉余土帯（黄白色
表現部分）
図中：1ブロックは図-4の区域（中村、2008）

図-4　大湧沢頭部の1ブロック（図-3）の地下1mの地温分布
（中村、1966）

図-5　浅間山・佐久平より（中村、2010）
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から2kmの範囲は危険度3と警戒が続いています。
「浅間三宿」を経て、小田井・岩村田…等五つの宿を

過ぎると和田宿、そして和田峠を経て下諏訪へと出ます。
この道は山尾根・狭い山間を縫うようにして通り過ぎる
わけで、信濃路の中でも最も狭隘で起伏の激しい峠の山
道といわれていました。峠は中山道の中で一番高い標高

（1650m）で冬場には積雪3mを超えることもあります。
当時は雪割人夫を出して雪踏みを実施し道路の確保に努
める等、その労苦が思いやられます。好天の折には峠か

ら雄大な山容を誇る御嶽山、北方には美しい浅間山を眺
望することもできる場であります。今日は峠路沿いにト
ンネルが造られております。和田峠より中山道で唯一温
泉の湧く下諏訪宿まで22kmであります。（図-6）

下諏訪宿からさらに塩尻峠へ、峠は標高1052m、喬
木の間から垣間見える諏訪湖と八ヶ岳の連山、遙か富士
も眺望できる見事な景観であります（図-7）。かつて全
国を視察して回られた明治天皇もこの景観を眺望されて
おり、今日峠には「明治天皇御野立所」の記念碑も見ら
れます。峠を下り木曾路（中山道）口の塩尻へ入ります。

「塩尻」地名の由来は、かつて東海道で生産され信濃に
運び込まれた塩の終点を意味し、また上杉謙信の「義塩」
という美談（中村2016）で報告した塩の終点が「塩尻」
ともいわれています。

4．木曾路の皇女「和宮」御下向
先日塩尻市役所を訪ねた折パンフレットを一部頂きま

した。それに添えて観光協会が主催する、皇女和宮の御
下向行列の美しいビラもありました。資料によると「幕
末ペリー来航時の1853（嘉永6）年から始まった開国
要求と、それに反対する尊皇攘夷の中で、公武一和のも
とに仁孝天皇の皇女和宮（15歳）の14代将軍家茂

（16歳）への降嫁が決まった。1861（文久元）年旧暦
10月20日京都を出発した行列は､ 中山道を一路江戸へ
と向かった」ということであります。行列は京方1万人、
江戸方1万5千人、他警護1万人等で、他を合わせると
8万人の大行列で､「一行の通過には3日を要した」と古
文書の記録が紹介されていました（塩尻観光協会
2016）。

今年は去る11月6日薮原・奈良井において、上記の
和宮の御下向を記念する行事が盛大に開催されました。

塩
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御嶽山御嶽山御嶽山

碓氷峠

和田峠御嶽山御嶽山御嶽山御嶽山御嶽山御嶽山御嶽山 和田峠

碓氷峠
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和田峠
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図-6　江戸時代信濃国の中山道の宿場名

図-7　塩尻峠における眺望・八ヶ岳と諏訪湖・富士山 等（明治天皇御野立所より）（中村、2016）
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5．木曽の御嶽さん
少年の頃、JR木曽福島駅へ降り立った時、杖を持

ち白装束の多勢な老若男女を見て驚きました。その
時「あの人達は霊山といわれている御嶽山へ登り、
お参りする人たちだ」と教えてもらい、初めて御嶽
山のことを強く認識しました。そしてお盆の時にし
ばしば耳にした

〜木曽のナァー、ナカノリさん
木曽のオンタケさんはナンジャラホイ
夏でもさむい、ヨイヨイヨイ

という木曽節を思い出していました。この唄は今日
日本三大民謡の一つであり、有名な盆踊り唄の一つ
であります。御嶽山を信仰の対象としている信者は

多く、今日約200万人の信者がおり、年々多くの人々が
御嶽詣でに訪れると観光協会で伺いました。

この御嶽山（3067m）が2014年9月27日突然噴火
し、登山中の人々死亡58名・行方不明5名という多数
の犠牲者を出し、火山災害としては戦後最悪の惨事とな
りました。この山は1979年まで噴火記録が無く、一般
には噴火しない火山などと思われていました。しかし
1979年10月の噴火以降水蒸気噴気が続き、2007（平
成19）年3月小規模な水蒸気噴火があり、今回は小火
口群からの噴火の続発による被災でありました。気象庁
によれば、「マグマ水蒸気爆発」タイプと推定されていま
す。 今 回 の 御 嶽 山 噴 火 由 来 の 噴 出 物 は「 推 定 約
400,000m3」 と 報 じ ら れ て お り ま す（ 読 売 新 聞
2014年10月7日）。「水蒸気爆発」と聞くと、冒頭で
述べた明神礁大爆発の犠牲となられた恩師、田山利三郎
先生のことをいつも思い出します。前兆把握・予知の可
能性を念じ、御嶽における更なる機器等の整備を推進願
うものであります（写真-4・5）。

地域の中学生等が扮する「和宮」役や侍女役・警護役な
ど約150名による行列は、秋日和の中、笛の音と共に
粛々と進行し、楽しくまた見栄えのする行事でありまし
た。観光客や地域の人々数百人が、木曾路の古道をゆく
行列を囲み、あるいはともに歩むなどして行事を楽しん
でいる様子を見ていると、貴重な山の辺の街道文化の一
部に接することができたような気持ちになりました。行
列はさらに奈良井宿へと進みます。（写真-2・3）

木曾路は狭い山
や ま あ い

間や峠道が多く難儀でありますが、東
海道のような「海止め」や「川止め」がないということ
から、古来、京都と江戸を結ぶ重要な街道でありました。
街道は風光明媚で辿る先々の水は清らかで美味く、これ
も旅人にとっては大きな魅力でありました。1600年代
の中山道指定以降は、上は皇室・大納言や姫御前らの東
下りに木曾路は盛んに利用され、前述の和宮御下向時の
規模は最大のものであったと伝えられています。また朝
廷、幕府間の公儀役人の通行、参勤交代の多くは木曾路
を選んだともいわれています。

写真-2・3　皇女「和宮」御下向行列（薮原宿）（中村、2016・11・6）

写真-5　「鎮魂」御嶽山；2015・9・27
水蒸気噴火による噴石等により、山頂付近で50余名
の人々が遭難された

写真-4　御嶽山の水蒸気爆発（平成26年9月27日）で噴出した
火山灰・噴石・火砕質物によって被覆された山頂とそ
の周縁の状況 （長野県木曽建設事務所・提供）



41sabo Vol.121 Winter2017

木曾路は東に駒ヶ岳、西に御嶽山を仰ぎ、南流する木
曽川渓谷沿いの道であります。この木曾路で垣間見る朝
日に輝く御嶽山、夕日に映ゆる駒ヶ岳の風情は印象深い
ものであります。先日、木曽町西の開

カ イ ダ

田高原の九
ク ゾ ウ ト ウ ゲ

蔵峠か
ら御嶽の山々を眺望しましたが、広々した開田高原、豊
かな木曽五木によって被われた御嶽山の山麓・山腹、そ
して御嶽の主峰剣ヶ峰山・摩

マ リ シ テ ン ダ ケ

利支天岳や継
マ マ コ ダ ケ

子岳などの山
波の風情は見事で、不思議に心が和み、安らぎを感じま
した。これは御嶽信仰という先入観を持つ故だろうか、
とも思いましたが、しかしやはりこの景観は時の経つの
も忘れさせ、安息を感じられる場であります（図-8）。
1666年幕府による「諸国山川掟」の厳しい山林管理の
掟と地域の人々の積年の努力が、木曾路の「森の文化」・

「木曾路の文化」を育み、人々の心を惹きつける風情や
景観、そして環境を作り上げているものと思います。

12月「火山防災のあり方検討会」が今回の御嶽山噴
火関係者によって開催されました。今日までの研究成果
や被災結果を参考に、今後中山道を訪れる人々、登山者、
山岳信仰信者の方々に、御嶽山の危険情報が漏れなく伝
達されるように協議され推進されております。今後とも
安全な木曾路の利用、御嶽山の息吹の確認と対応を推進
して頂きたいものであります。

謝辞；本小文執筆にあたり、小林政広、小松美緒、山口
守の各氏にお世話になりました。篤くお礼申し上
げます。
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聞社
 7） 中村三郎(2012)；「塩の道・千国街道」での記憶、

｢sabo｣ vol.110.Apr.
 8） 山と渓谷社(2016)；日本の火山、山と渓谷社
 9） 高橋正樹(2015)；日本の火山図鑑、誠文堂新光社
 10） 街道交流事業委員会(2016)；皇女和宮下向、塩尻市

観光協会
 11） 澤頭修自(1985)；御嶽のふもとで、信濃教育会出

版部
 12） 木股文昭820169；御嶽山・静かなる火山、信濃毎

日新聞社
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KaOt Ka
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図-8　御嶽山と開田高原域（中村、2016）
Ke:剣ヶ峰（3,067m） Ka:開田高原 Ma:摩利支天山 Ot:王滝川
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1．はじめに
2016年9月18日から9月24日

にかけて、台湾にて「2016台日砂
防共同研究会（土砂災害防災技術交
流）」が開催された。本共同研究会
は、台湾行政院農業委員会、中華水

土保持学会及び中華防災学会が主催
するもので、地震、台風などで発生
する大規模土砂災害に関する日台共
通の調査、研究課題について、日台
合同シンポジウム、砂防制度・技術
に関する意見交換及び現地討論を通
じてその成果から得られた情報及び
土砂災害対策・災害復興の経験を相
互に共有することを目的としてる。

今回、この共同研究会に参加する
機会を得たので、シンポジウムや主
な現地視察等を報告する。

2．参加者
日本からは岡本正男（一社）全国

治水砂防協会理事長を団長とし、
国土交通省（砂防部、国土技術政
策総合研究所、北陸地方整備局）、
岩手大学、国立研究開発法人土木
研究所、和歌山県、岡山県、広島
市、（一社）国際砂防協会、（一財）
砂防フロンティア整備推進機構、そ
して（一財）砂防・地すべり技術セ
ン タ ー か ら 参 加 が あ っ た（ 写
真-1）。日程は表-1のとおりであ
る。なお西山幸治国土交通省砂防
部長は、同時期に台湾で開催され

た「2016台 日砂防行政 官会議」
への参加にあわせて、本共同研究会
の現地視察以外の行程に出席した。

3．共同研究会の概要
3.1　シンポジウム

9月20日に台南市にある成功大
学にてシンポジウムが開催され、日
本側4題、台湾側3題の発表があっ
た（表-2及び写真-1・2）。ハード
対策、ソフト対策、土砂移動の観測
手法、地域における災害と復旧・復
興など、それぞれの国において課題
となっている事項についての発表が
行われ、それらに対して活発な質疑
応答がなされて、非常に有意義な技
術交流の機会となった。

3．2　現地視察
9月21日から23日の間、曾文水

庫（以下、曾文ダムとする）におけ
る建設中の排砂トンネル、布唐布那
斯渓の大規模土砂流出、萬山地区の
大規模崩壊観測システム、來義土砂
清疏の大規模土砂流出、三台山野渓
の調節式砂防堰堤などの現地視察を
行った（図-1）。

議　題 講演者
地域と共に創りあげる
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 教授）

透過性防砂設施應用於水庫集水區土砂調節 黄　振全（水土保持局 台南分局 分局長）

岡山県砂防の歴史と伝承の取り組み
～歴史を学び明日に伝える 落合 直人（岡山県 美作県民局 課長）

邊坡崩塌引致震動與自然電位
變化之模型試驗 馮　正一（中興大學 水保系 教授/主任）

2014.8　広島豪雨災害について 南浦 詳仁（広島市 下水道局 課長）

集水區河道土砂流出量觀測系統
設置之先期研究 臧　運忠（成功大學 防災中心 副主任）

2011.9　紀伊半島大水害とその後の復興状況 森川　智（和歌山県 県土整備部 副課長）
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「2016台日砂防
  共同研究会」の開催
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（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術部長

写真-1　シンポジウム参加者

表-2　シンポジウムの題目と講演者

日　時 行　程 宿泊地
9月18日（日）移動：日本から台北市へ 台北市

9月19日（月）台日砂防行政官会議　台南市消防局災害応変センター 台南市

9月20日（火）シンポジウム 台南市

9月21日（水）現地視察：曾文水庫　  〃  　：布唐布那斯渓 高雄市

9月22日（木）現地視察：萬山地区　  〃  　：來義土砂清疏 屏東県

9月23日（金）現地視察：三台山野渓 台北市

9月24日（土）移動：台北市から日本へ

表-1　日程

図-1　今回の現地視察等の位置

台北市

台南市

三台山野渓

來義土砂清疏

萬山観測地

布唐布那斯渓
曽文ダム

成功大学（シンポジウム）

© GoogleMap
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曾文ダムは1973年に完成した多
目的のアースダムで、堤高133m、
総容量7億4,840万m3の台湾最大
のダムである。2009年8月のモー
ラコット台風により大量の土砂が流
入したため、ダム堆砂を軽減するた
めの排砂トンネル（トンネル部：延
長約860m、内径約9 〜 10m）が
建設されている（写真-3）。視察時
点で80％以上進捗しており完成予
定は2017年7月である。なお日本
人 技 師 八 田 與 一 の 監 督 に よ り
1930年に完成した烏頭山ダムの流
域は曾文ダムの流域に接している。

布唐布那斯渓は、モーラコット台
風により大量の土砂が流出している
箇所であり、本川である荖濃渓へ他
の支川とともに大量の土砂を供給し
ている。このため本川上流側集落の
浸水被害や本川沿いの道路へ被害を
与えており、現在関係部署にて対策

が検討されているとのことである。
今回、当地においてはどのような対
策が適切であるか、参加者で議論す
ることが出来た（写真-4）。

萬山地区では、すべり面の計測を
はじめとして、地下水位、地盤傾斜
等の計測を実施し、集落への影響が
懸念される大規模な地すべり的動き
の観測を実施している（写真-5）。こ
れらの観測は自動化されており、管
理基準値の研究などを実施している。

來義土砂清疏では、モーラコット
台風により大量の土砂が流出し、特
に河床の上昇によって東集落が危険
となり（写真-6）、住民の移転を進
めているが、何世帯かは居住してい
るとのことで、当地における適切な
対策について参加者で議論出来た

（写真-7）。
三台山野渓では、本体水通し部に

コンクリートブロックをはめ込む形

式の砂防堰堤を建設している。これ
は除石の際にコンクリートブロック
を一時的に取り外すものであるが、
昨年に完成した堰堤であり、まだ除
石は実施していない（写真-8・9）。
なお台湾ではこの形式の砂防堰堤は
ここ1か所のみとのことであった。

4．おわりに
本共同研究会では、シンポジウム

での話題提供と意見交換、そして現
地での視察及び意見交換などを通
じ、日台双方にとって非常に有意義
なものとなった。また意見交換は上
記の場以外の、夕食の際などでも十
分に行われたことを付記する。最後
に、今回お世話になった台湾行政院
農業委員会、中華水土保持学会、中
華防災学会はじめ台湾の皆様、そし
て全行程、通訳として同行いただい
た黄さんに感謝申し上げます。

写真-2　シンポジウムの様子

写真-5　萬山地区での
観測システムの説明

写真-4　布唐布那斯渓での
説明・議論の様子

写真-7　來義土砂清疏。
埋没した吊り橋の主塔が見える

写真-9　三台山野渓の調節式砂防堰堤
の堆砂状況

写真-8　三台山野渓の調節式砂防堰堤

写真-3　曾文水庫（ダム）
排砂トンネル出口（建設中）

写真-6　來義土砂清疏沿いの東地区と
浚渫土による堤防
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1．はじめに
2016年9月27日、28日に台湾

の台南市内において、台湾における
総合土砂管理に関する国際ワーク
ショップ（会議名：「流域土砂経理
推動之研究 第二次専家学者研商会
議」、「大規模土砂災害 防減災及長
期管理策略国際研討会」）が開催さ
れ、会議に先立つ26日および会議
後の29日に台南市・嘉義県曽文渓、
高雄市油礦渓において現地視察会が
実施された。両会議は、台湾の土砂
管理に関係する行政機関である経済
部水利署（河川分野）および水土保
持局（砂防分野）が流域の総合的な
土砂管理について日本の専門家と意
見を交換することを目的として開催
された。本稿ではその概要について
報告する。なお、会議の開催期間中
に台風17号（台風 MEGI）が台湾
を直撃したために、交通機関の運休
や災害対応のために会議に出席でき

ない方が多かった。

2． 流域土砂経理推之研究 
第二次専家学者研商会議
について

本会議は、台南市・嘉義県にまた
がる曽文渓とその上流域に位置する
曽文水庫（曽文ダム）を事例に流域
土砂管理と対策のあり方について、
専門家による具体的な議論を目的と
して経済部水利署および水利規劃試
験所によって主催され、國立成功大
学および同大学の防災研究所が中心
と な っ て 運 営 さ れ た（ 写 真-1）。
表-1に本会議における発表者と討議
内容を示す。なお、ご挨拶と議長を
予定されていた 江 明郎 経済部水利
署 水利規劃試験所 所長は災害対応
のためにご欠席であった。

大石教授はご自身が検討委員会の
委員として携わった「安倍川総合土
砂管理計画」（平成25年7月）を事
例に土砂管理の連携方針、総合土砂
管理の基本原則、土砂管理目標、土
砂管理対策など日本における総合的

な土砂管理の考え方について紹介さ
れた。水垣主任研究員は北海道鵡川
流域、沙流川流域を事例に総合土砂
管理計画の策定に際して重要な山地
から海岸に至る浮遊土砂の生産源推
定方法について紹介された。総合討
論では、徐 課長により総合土砂管理
計画の管理目標における水文条件と
本川・支川における目標を管理する
位置とそのモニタリング手法、劉 中
賢氏により安倍川総合土砂管理計画
の実行時期に関する質問があった。
また、謝 教授により総合的な土砂管
理に際しては砂防・河川・海岸の領
域ごとに土砂管理を行う「分散式管
理計画」と、支川合流点やダムなど
の地点で土砂管理を行う「集中式管
理計画」の2つのタイプがあり、対
象とする流域の流量・土砂移動特性
に応じて実施することが望ましいと
提案された。

3． 大規模土砂災害 防減災
及長期管理策略国際研討
会について

本会議は、行政院農業委員会 水
土保持局によって主催され、國立成
功大学および同大学の防災研究所が
中心となって運営された（写真-2）。
会議のテーマは大規模土砂災害対
策、流域土砂管理、土砂移動観測の
3つであった。表-2に本会議におけ
る発表者と討議内容を示す。なお、
ご挨拶と議長を予定されていた 李 
鎮洋 行政院農業委員会 水土保持局 
局長は災害対応のためにご欠席で
あった。

大規模土砂災害対策に関する発表
として、藤田教授は浸透流解析や斜
面安定計算等を簡略したシミュレー
タ ー；SiMHiS（Storm induced 
Mult i -Hazards information 
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台湾「流域土砂管理に関する
国際会議」参加報告
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（一財）砂防・地すべり技術センター

砂防技術研究所 砂防システム研究室長

写真-1　流域土砂経理推動之研究
第二次専家学者研商会議の様子

表-2
開会挨拶
陳　振宇 行政院農業委員会

水土保持局 博士
基調講演
謝　正倫 國立成功大学

防災研究所 教授
発表者
藤田正治 京都大学防災研究所

教授
陳　 旭 國立成功大学

防災研究所
池田暁彦 （一財）砂防・地すべり

技術センター
曽　志民 長榮大学土地

管理興開発学系

表-1
開会挨拶
謝　正倫 國立成功大学

防災研究所 教授
徐　必杰 経済部水利署

水利規劃試験所 課長
基調講演
大石　哲 神戸大学都市安全

研究センター 教授
発表者
謝　正倫 國立成功大学

防災研究所 教授
水垣　滋 （国研）寒地土木研究所

寒地水圏研究グループ
主任研究員

陳　 旭 國立成功大学 防災研究所
会議出席者
藤田正治 京都大学防災研究所 教授
伊藤隆郭 日本工営（株）中央研究所
松田　悟 日本工営（株）中央研究所
池田暁彦 （一財）砂防・地すべり

技術センター
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Simulator）を用いて視覚的に氾濫
しそうな範囲、崩れそうな斜面、避
難可能なルートを表現して豪雨時に
おける警戒避難を支援するモデルに
ついて紹介された。流域土砂管理計
画に関する発表として、陳 博士は高
屏渓を対象に大規模崩壊発生後にお
ける土砂移動実態と土砂流出管理計
画のあり方について、筆者は安倍川
における土砂動態観測の概要とそれ
に基づく安倍川総合土砂管理計画の
概要について紹介した。土砂移動観
測に関する発表として、曽 先生は
2009年台風MORAKOT（日本で
は台風8号）により発生した大規模
崩壊やその後の土砂流出について
LiDARやUAVを用いた詳細な地形
解析に基づく土砂移動量（土砂収
支）について、伊藤博士は常願寺川
を事例にパイプハイドロフォンを用
いた掃流砂の観測と、縦断的な流
水・流砂観測に基づく土砂動態につ
いて紹介された。総合討論では、藤
田教授が紹介されたモデルについて
日本と台湾の災害実態に基づく特性
差を考慮し、台湾で適用可能かどう
かに関して活発な議論があった。

4．現地視察について
現地視察は26日に台南市・嘉義

県曽文渓に位置する曽文渓、台風
17号通過後の29日に高雄市に位置
する油礦渓にて実施された。
 （1）  曽文渓：曽文水庫（曽文ダ

ム）、大埔観測所
現地視察に先立ち、経済部水利署

南区水資源局 曽文防淤隧道工程
（曽文水庫排砂バイパストンネル工
事現場事務所）を訪問し、水利規劃
試験所 陳 春宏 副所長に表敬訪問を
行うとともに、徐 立政 工務課課長
および張 世賢 工務所主任により排

砂バイパストンネルの工事概要につ
いて紹介された。

曽文ダムは1973年に竣工した貯
水容量748,400,000m3のダムで
あり、建設後40年以上が経過して
いる。1999年集集地震、2009年
台風MORAKOTによりダム貯水池
上流では崩壊が多く発生し、長期間
にわたって崩壊地からの流出土砂が
ダム貯水池に流入して著しく堆砂を
進行させている。このため、堆砂を
軽減させるために排砂バイパストン
ネルを施工中である。現場事務所な
らびにダム下流の排砂口施工地点に
おいてトンネル工事や堆砂対策につ
いて活発に討論した（写真-3）。

大埔観測所は2013年に曽文水庫
の貯水池上流端に位置する堰堤の左
岸袖部に設置され、常時は雨量・流
量、出水時のみ濁度を観測している

（写真-4）。視察に先立ち、 國立成功
大学防災研究所 謝 明霖 博士、陳 
博士、臧 博士により観測機器の概
要と出水時の観測状況について紹介
された。当該観測所地点における流
砂量とともにダム貯水地上流の土砂
生産量を解析し、将来の堆砂予測を
検討している。

（2）  油礦渓
油礦渓は高屏渓右支川籏山渓の左支

渓であり、2009年台風MORAKOT
により大規模崩壊が発生した小林村
の下流に位置する。油礦渓では慈恩
橋の上流に設置されている床固工に
パイプハイドロフォンを設置し、流
砂量を観測する予定となっており、
現地ではパイプハイドロフォンとと
もに水位計・流速計の設置位置につ
いて活発に討論した。なお、現地を
視察した29日は台風17号通過後で
濁水が流下していたため、急遽、國
立成功大学防災研究所の若手職員に

バケツ採水の方法について指導した
（写真-5・6）。

5．おわりに
台 湾 で は1999年 集 集 地 震、

2009年台風MORAKOTなどに起
因して大規模崩壊が多く発生してお
り、長期間にわたる土砂流出により
著しく河床が上昇しており、洪水氾
濫が懸念されている。本会議におい
て紹介・議論された日本の流域土砂
管理のあり方や実施例を参考に、台
湾ではこれまでに蓄積されてきた各
種調査・観測データに基づき、総合
的な流域土砂管理計画が検討される
予定である。引き続き、機会があれ
ば討論に参加して台湾における流域
土砂管理計画の検討の一助になれば
と思います。最後に、台湾の経済部
水利署、行政院農業委員会水土保持
局、國立成功大学をはじめとする台
湾の関係機関の皆様には非常に親切
かつ丁寧な対応をいただき、心から
御礼を申し上げます。

写真-2　大規模土砂災害 防減災及長期管理
策略国際研討会の参加者

写真-3　曽文防淤隧道工程における討論の様子 写真-4　大埔観測所の全景

写真-5　油礦渓（慈恩橋）における出水状況

写真-6　油礦渓（慈恩橋）におけるバケツ採水
による観測の様子
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韓国「地震関連シンポジウム」
参加報告

道
み ち は た

畑 亮
りょう

一
い ち

（一財）砂防・地すべり技術センター 斜面保全部 課長代理

2015年に当センターと韓国砂防

協会との間で取り交わされた「砂防

技術及び技術協力に関する覚書」に

基づく技術交流の一環として、韓国

ソウルで開催された「地震関連シン

ポジウム」講演の招待を受け、筆者

が訪韓した次第を報告いたします。

なお先年韓国砂防協会会長が来

日、当センターにて上記覚え書きを

取り交わした返礼として、今回は当

センター近藤理事長が訪韓し、同協

会会長を表敬訪問しました。

行程
・行程：2016年11月29日　　　

〜 12月1日

・日本からの出席者（当センター職

員）：近藤理事長、筆者（写真-1）

左記の行程のうち、2日目の諸行

程（①、②）および3日目の韓国近

代砂防発祥の地視察状況（③）につ

いて報告します。

なお、1日目牛眠山および3日目午

前清渓川の現場は、韓国砂防協会の

金 玟植調査部長に案内していただき

ました。これらはソウル市内にある著

名な現場であり、過去に当センター

職員が『sabo』等で報告しておりま

すので今回の報告は割愛いたします。

①韓国砂防協会会長表敬訪問
2日目、近藤理事長は「覚書」を

取り交わした韓国砂防協会の徐 承

鎮会長表敬のため、ソウル大学内湖

厳教授会館を訪問しまし

た（写真-2）。

その後開かれた昼食会

では、韓国砂防協会関係

者やシンポジウム講演者

を交えて、日韓の砂防行

政等に関する豊富な話題

が提供されました。その

際、日本での留学経験が

あり日本語が堪能な韓国

江原大学全 槿雨教授と韓

国砂防協会金調査部長が

通訳して下さったので、

貴重な情報を得ることが

でき感謝しております。

1日目：
（午後）牛眠山（ウミョンサン）

砂防現場視察
 2日目：
（午前）①韓国砂防協会会長表敬

訪問
（午後）②地震関連シンポジウム

参加
 3日目：
（午前）清渓川（チョンゲチョン）

都市河川復元現場視察
（午後）③韓国近代砂防発祥の地

（青瓦台後背の山腹工施
工跡地）現場視察

図-1　韓国の活断層等分布と2016年9月12日慶州地震の発生諸元
（地震関連シンポジウム　発表原稿冊子p13（全教授発表）より）

写真-1　講演中の筆者
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このような韓国中枢の立地の背後

に、戦前の日本の市街地周辺のよう

な「はげ山」が分布していたのだと想

像されます。詳細な年次は伺えません

でしたが、1900年代前半に韓国で

初めての近代砂防対策として、これら

の山の斜面に山腹工が施工されたと

のことです（写真-4）。現在一部の露

岩を残して緑化されており、既に山腹

工の痕跡は消失して斜面に還ってい

ました。どのような経緯は分かりませ

んが、これらの対策に関する資料は北

海道大学に存在していたとのこと

です。

謝辞
今回の訪韓では、韓国砂防協会の

方々に大変お世話になりました。ま

た、韓国山林庁の方々、江原大学や

ソウル大学の先生方にもお世話にな

りました。記して感謝申し上げます。

②地震関連シンポジウム参加
韓国ではこれまでほとんど地震の

経 験 が あ り ま せ ん で し た が、

2016年9月12日に、韓国での観

測史上最大となるマグニチュード

5.8（図-1、全教授シンポジウム発

表原稿より）の地震が発生しまし

た。幸いにも斜面災害発生はないよ

うですが、韓国内で地震に対する斜

面防災に係る検討の機運が高まり、

今回の地震関連シンポジウムが開催

された次第です。

本シンポジウムは、ソウル大学構

内湖厳会館にて、韓国砂防協会と韓

国山林庁の共催で開催されました。

開催にあたり、韓国砂防協会徐会長

から開会の挨拶があり、続いて当セ

ンター近藤理事長が登壇し挨拶を行

いました（写真-3）。

講演者は、韓国山林庁李 容權山崩

れ防止課長、韓国江原大学全教授、

および筆者で、韓国砂防協会金調査

部長の通訳兼司会のもと質疑応答を

受け、活発な論議が交わされました。

李山崩れ防止課長からは、韓国で

の土砂災害対策全般について、全教

授からは、日本での地震による斜面

災害の特徴に関する研究事例や地震

後の施設点検のあり方等の発表があ

り、筆者からは、特に「地すべり」

を主題とし、日本の地震地すべりの

発生事例、地震地すべり予測方法、

地震地すべりの警戒避難に関する発

表をいたしました。

韓国の地震対応検討状況に関する

発表より一例を示しますと、図-1に

示すように、韓国では活断層の存在

が想定されています。しかしながら

現状では調査精度が十分でないた

め、さらなる活断層分布の詳細調査

を行って精度の向上を図る必要があ

り、その結果をもとに既に構築され

ている土砂災害リスクマップと重ね

合わせて、地震に対する評価を実施

しようとしているとのことです。質

疑応答では、現在、韓国内には活断

層の調査を行う人材が不足してお

り、検討の実現性に課題があること

などが述べられました。

③韓国近代砂防発祥の地現場
視察
空路でソウルに降り立つ際に、ひ

ときわ急峻な花崗岩の山塊がソウル

旧市街の北縁に屹立している状況が

見られます。こ

の麓に大統領官

邸である青瓦台

や旧王宮諸施設

が鎮座し、南に

広がる緩斜面上

に市街地が発達

しています。既

に撤去されまし

たが、日本の朝

鮮総督府庁舎も

この地に建設さ

れておりました。

徐会長
近藤理事長

写真-3　地震関連シンポジウム 近藤理事長の挨拶

写真-4　山腹工施工跡地の状況（韓国近代砂防発祥の地）

写真-2　韓国砂防協会徐会長表敬訪問
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2016年

4月2日 パキスタン 洪水・崩壊

パキスタン北西部のカイバル・パクトゥンクワ（Khyber Pakhtunkhwa）州と同国
支配地域のカシミール（Kashmir）地方において、朝から降り始めた豪雨により広
く洪水が発生し、少なくとも92名が死亡した。カシミール地方のニーラム渓谷
（Neelam Valley）では、山腹崩壊で家屋2軒が倒壊し、子供5名と女性3人の計8名
が死亡した。また、首都イスラマバードから北に200kmのコヒスタン（Kohistan）
谷でも大きな崩壊が発生、23名が生き埋めとなり、捜索は終了した。

4月14～16日 日本 崩壊・土石流

熊本県上益城郡益城町付近を震源として、4月14日21時26分に発生したマグニ
チュード6.5の前震、4月16日1時25分に発生したマグニチュード7.3の本震によ
り、熊本県を中心とする各県で、190件の土砂災害が発生した（土石流等57件、
地すべり10件、がけ崩れ123件）。なかでも南阿蘇村では斜面崩壊が多発し、
4地区計10名（阿蘇大橋地区1名、火の鳥温泉地区2名、立野川地区2名、高野台
地区5名）が亡くなった。このあと6月の梅雨前線豪雨の土砂災害による関連死
5名を含めると、計15名が犠牲となった。

4月21日 インド 崩壊
インド北東端、中国国境に面するアルナーチャル・プラデーシュ（Arunachal 
Pradesh）州タワン（Tawang）県ファムラ（Famla）村で、降り続いた雨により、夜
に入って5つ星ホテル建設現場の裏山が崩れ、17名の死亡が確認されたほか、
数十名が行方不明となり、捜索が続けられている。

5月7日 ミャンマー 崩壊

首都ヤンゴン北東950kmのカチン（Kachin）州ミティキナ（Myitkyina）県フパカ
ント（Hpakant）市のひすい鉱山で、2日間降り続いた雨により鉱滓の山が崩壊、
少なくとも42名が埋まり、亡くなったほか、200名以上が行方不明となったと推
測されている。この地区では昨年11月にも同様の災害で113名が亡くなってお
り、残土の処理が問題となったが、安全管理や労働者の把握については改善さ
れていない。

5月8日 中国 土石流
東部の福建（Fujian）省泰寧（Taining）県の水力発電所建設現場で、背後の小
渓流から土石流が発生、10万立方メートルの土砂が流出して作業員宿舎を飲
み込み、35名が死亡、7名が本川の濁流まで押し流され行方不明となっている。

5月10日 ルワンダ 崩壊 5月7日から続く豪雨により、ルワンダの4県で洪水と崩壊が頻発した。このうちガ
ケンケ（Gakenke）県では、山腹崩壊が山裾の集落を襲い、34名が亡くなった。 

5月10日 ウガンダ 崩壊 豪雨によりブゲンデラ（Bughendera）県ブコンゾ（Bukonzo）郡キャムクベ
（Kyamukube）村で山腹崩壊が発生し、15名が亡くなった。

5月11日 エチオピア 崩壊 南部ウォライタ（Wolayita）で豪雨により崩壊が発生、少なくとも41名が死亡し
た。このうち28名は発見された。周辺は広く洪水となっており、捜索が難航した。

5月15日 インドネシア 土石流
スマトラ（Sumatra）島北部シボランギット（Sibolangit）山間部にあるキャンプ
場で、豪雨により上流の「2色の滝」付近から土石流が発生、訪れていた学生
17名死亡、4名が行方不明、58名が救出された。

5月17日 スリランカ 地すべり･
土石流

首都コロンボ（Colombo）北東のサバラガムワ（Sabaragamuwa）州ケーガッラ
（Kegalle）県アラナヤケ（Aranayake）で、5月15日から降り続く豪雨により、17日
17時18分頃、山腹斜面で崩壊性地すべりが発生・土石流化し、渓流部にて一旦
停止したのち、18日0時過ぎに決壊、麓の2つの集落に流下した。これにより、
48名死亡、113名行方不明、全壊家屋110棟、一部損壊147棟（DDMCU-Kegalle
調べ）となる大災害となった。この雨は熱帯低気圧の接近によるもので、
15-17日の累加雨量は200-373mmに達した。また、近隣のブラスコフピティヤ
（Bulathkohupitiya）でも地すべりが発生し、14名が死亡し、2名が行方不明と
なっている。

5月21日 インドネシア 火砕流

スマトラ（Sumatra)島のシナブン（Sinabung)火山で大規模な噴火が発生し、
火砕流が発生･流下し、複数の村が飲み込まれた。これにより7名が死亡、2名が
負傷したほか、多くの行方不明者がいる。同火山は2013年以来、度々噴火し、
2014年にも16名が火砕流に巻き込まれ亡くなっている。火口から4kmの範囲
は立入禁止となっているが、一部住民は耕作を続けていた。

6月19日 インドネシア 崩壊・土石流
ジャワ島の中部ジャワ（Cen t r a l  J a v a）州の南部沿海のプルウォレジョ
（Purworejo）で豪雨により土砂崩れが発生、19名が亡くなった。バンジャルネ
ガラ（Banjarnegara）県でも崩壊が発生し、州全体では35名死亡、25名行方不
明、14名負傷となっている。

7月1日 中国 崩壊 南部の貴州（Guinzou）省偏坡（Pianpo）で、1日早朝、豪雨により斜面崩壊が発
生、29名が生き埋めになり、10名が死亡、7名負傷、12名が行方不明となった。

（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課



1．対象とする土砂災害
1.1　種類
このシリーズでは次に示す土砂災害を対象として
いる。
① 土石流（Debris Flow、Flash Flood、Mud Flow、
Lahar等で表現されるもの）

② 地すべり・崩壊（Landslide、Slide、Slope Failure、
Collapse、Landfall、Rock Glide等で表現されるも
の）

③ 火山災害（火砕流、溶岩流、噴石、融雪型火山泥流）
④ 雪崩
地震によって引き起こされた①②の災害を含む。

1.2　災害の規模
世界的に定評のあるCRED（ベルギー・ルーバンカト
リック大学災害疫学研究所）の災害データベースEM-
DATにならい、10人以上の死者・行方不明者があった
ものを対象とする。これは、国によっては死者数名の
災害は報道されないことも多いため、10名以上と限定
することで国間のバランスをとるものである。

2．抽出の手順
① インターネット上でメディア記事に載っているもの
を抽出する。

② さらに、EM-DATのデータベースのDisaster Type
（→http://www.emdat.be/classification）の中で、
Geophysical>Volcanic Activity、Geophysical>Mass 
Movement、Hydrological>Flood>Flash Flood、
Hydrological>Landslide（雪崩含む）に計上されて
いるもののうち、Relief WebのNatural Disasterでの
記載内容と照らし合わせ、土砂災害と判断できるも
のを抽出する。

③ 当該国政府関係部局の発表があるものは、被災者数
をそれに合わせる。

3．抽出したデータの精度
EM-DATでは、地すべり・がけ崩れ・山腹崩壊、火山

災害は拾いやすいが、Floodは河川洪水を多く含み、土
石流に代表される土砂災害部分の被害を明確に切り分
けることは難しい。できる限り土砂災害だけの抽出を
試みるが、日本と比べ、各国の情報ソースは相応の不
確かさを包含する。不明確なものは含めないこととする
ため、「少なくとも、世界で死者・行方不明者10名以上
の土砂災害が、これだけ発生している」というもので
ある。

49sabo Vol.121 Winter2017

発生日 国　名 種　別 概　要

7月2日 インド 崩壊
1日から降り続いたモンスーン豪雨により、北部のウッタラカンド
（Uttarakhand）州とアルナチャル・プラデシュ（Arunachal Pradesh）州でそれ
ぞれ崩壊が発生し、ウッタラカンドでは15名、アルナチャル・プラデシュでは
10名が死亡、さらに数十名が行方不明となった。

7月5日 ネパール 崩壊
前夜から降り続く驟雨により、5日未明に中西部ピュータン（Pyuthan）郡で崩壊
が発生し、2軒の家を埋め、8名が亡くなった。また、中北部のゴルカ（Ghoruka）
郡でも裏山が崩れ、3名が亡くなった。

7月6日 中国 崩壊
新疆ウイグル自治区（Xin j iang U ighur  Autonomous  Reg ion）の崑崙
（Kunlun）山脈にある村で6日未明、豪雨により斜面崩壊が発生して集落を襲
い、少なくとも35人が死亡した。

7月25日 ネパール
洪水・
土石流・
崩壊

7月20日頃からネパール中南部の広い地域でモンスーン豪雨による洪水・土石
流、斜面崩壊が頻発した。特に7月25～27日の雨による被害が大きく、122名死
亡、19名行方不明、67名負傷となっている。影響のあった県は51、全壊家屋
1,556軒、一部損壊3,226軒に及び、特に南部のテライ（Terai）平原において被
害が大きかった。

8月6日 メキシコ 崩壊

熱帯低気圧「アール（Earl）」によりもたらされた豪雨により、東部のベラクルス
（Verracruz）州ハラパ（Xalapa）で集落の裏山が崩れ、住宅2軒が埋まり、10名
が死亡したほか、プエブラ（Puebra）州でも崩壊により28名が亡くなった。ベラ
クルズ、プエブロ、イダルゴ（Hidalgo）の3州合計で少なくとも39名が犠牲と
なった。

9月28日 中国 崩壊

浙江（Zhejiang）省麗水（Lishui）市遂昌（Suichang）県北界鎮（Beijie County）
蘇村（Sucun Village）で、28日午後5時30分頃、台風17号（Typhoon Megi）にも
たらされた豪雨により、山腹が高さ200m、幅100mにわたり崩壊した。約40万
立方メートルの土砂により住宅20棟が埋塞され、26名が死亡、13名が救出さ
れた。また、同省温州（Wenzhou）市文成（Wencheng）県宝豊村（Baofeng 
Village）でも崩壊が起こり、6名が亡くなった。

企画部次長　比留間雅紀「世界の土砂災害」の抽出方法
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技術の概要と今回の変更点
INSEM-ダブルウォール工法は、上下流に壁面材

を立て、中詰にINSEM材を打設して複合構造形式
の砂防堰堤を施工する工法です。（図-1）

他のINSEM工法と同様に現地発生材を中詰材と
して用いますが、現地発生土砂が粘性土系など単独
の場合は所要強度が低いことから、そのままではま
き出し、敷均し、転圧・締固め施工が困難な場合も
あります。

今回の更新申請では、中詰のINSEM材を低強度
（目標強度0.5 〜 1.5N/mm2）と変更することが提
案され、2回の技術審査委員会の審議を経て提案通
り証明することとしました。

なお、本工法はダブルウォール工法とINSEM工
法の複合構造であることから、「砂防ソイルセメント
施工便覧（平成28年度）」の適用除外とすることと
なっています。

施工現場での課題と対応
INSEM材がINSEMの製造から中詰施工までの間に乾燥すると、水和反応に必要な水分が不足し、目標強度が発現し

にくくなることが施工上の課題でした。このため、施工含水比は理論上算出される最適含水比よりも高めに設定するこ
とにより、確実に目標強度を発現させることがポイントとなります。

内容については、http://www.stc.or.jp/05examination/file/0504.pdfをご覧下さい。

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

技術審査証明15
【技術名称】 INSEM-ダブルウォ－ル（DW）工法

【更新承認日】 平成28年9月16日　【取得会社】 共生機構株式会社

図-1　INSEM-ダブルウォール工法のイメージ図

【技術詳細に関するURL】 http://www.kyosei-kk.co.jp

１ 		上下流壁面材を多段タ
イ材で連結することに
よって、中詰 INSEM
を外側から拘束補強し
た状況

2 		RI 密度試験機による測
定状況　

	 	各層ごとの INSEM の
管理は密度管理でおこ
なう（上流側から）

3 	不透過型堰堤の完成状況

4 		透過型堰堤非越流部へ
の適用例

１

3

2

4
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前回の弁当編に引き続
き、今回はスリランカの
外食事情についてご紹介
させて頂きます。

先ずは一般的なランチからです。コロンボなどの大都
市以外だとほとんどローカルな食堂しかありません。コ
ロンボから出た場合、地元の方から見てちょっと高級な

ところで食べることが多いの
ですが、それでもRs300ぐら
いで十分そこそこのものが食べ
られます（100円≒Rs130※）。

（写真-1） （写真-2）は、現地
調査に行った時に食べたラン
チです。当然カリー。どこに
行っても特に「チキン」カリー
は辛い！というのは定番です

（私以外の人も同意見でした）。
スリランカにお越しの際は気
を付けてください。なお（写
真-3）はレストランで出してい
るパンです。スリランカの人
たちは結構パンも食べるよう
です。紅茶が付いてもRs150
ぐらいです。

次は、コロンボのショッピ
ングセンターなどのフードコー
ト。念のためですが、コロン
ボはスリランカの首都ではあ
りません。首都は、スリ・ジャ
ヤワルダナプラ・コッテです

（この区切りが正式な読み方で
す）。大きいショッピングセン
ター街にはフードコートが有
り、大手のピザ屋さんはじめ
いろいろなお店が入っていま

す。スリラ
ンカカリー
のお店もあ
り ま す が、
タイ・モン
ゴルなど外
国の名前が
付いたとこ
ろもありま
す。良く食

べるのはこれ（写真-4）。いくつかのフードコートに行っ
て、いろいろなお店の料理を食べましたが、ほとんどが辛
いものでした。本来はそんなに辛くないものも…。スリラ
ンカンナイズ？されているのかと思います。

次は、日本食です。最近は日本食レストランも多くなっ
たとのこと。「日本橋」、「サクラ」というレストランは着
任前から有りましたが、「築地魚一」、「憩い亭」という店
がここ1年くらいで出来まし
た。全部で10軒は無いと思
いますが、数年前に在留日本
人が1,000人を超えたよう
で、そのあたりから日本食レ
ストランが増えてきたとのこ
と。（写真-5）値段にもより
ますが、日本食的なものは
食べられます。但し、ラーメ
ンは食べられないと思ってく
ださい（ラーメンのようなも
のはあります）。（写真-6）
は某日本食レストランの焼き
そばです。どうやら乾麺のそばが麺のようです。これには
驚きました…（焼き「そば」という意味では嘘ではな
い？）。因みに場所は秘密で今は無くなってしまいました
が、ほぼ日本食と言っていいようなものを食べられると
ころもありました（写真-7）。日本大使館ではありません。

　
最後にケンタッキー（スリランカでは「KFC：ケイエフ

シー」と呼びます）です。マックもバーガーキングも有りま
す。大体は普通のメニューですが、スリランカのケンタッ
キーには、「チキンブリヤーニ」というメニューが有ります（写
真-8）（写真-9）。最初このメ
ニューを見た時は驚きました。
なんでケンタッキーにご飯も
のが…。当たり前ですが、ス
リランカンナイズされていま
す（日本でもそうだと思いま
すが）。ちょっと辛い調味料が
付いており、こ
れを付けると結
構 お い し い で
す。辛いのが苦
手な私でも。私
もスリランカン
ナイズされたの
でしょうか？
 （判田乾一・JICA専門家）

世界の街角から

写真-6
某レストランの焼きそば

写真-１
コスランダのレストラン

写真-2
はすの葉っぱカレー

写真-3
レストランのパン

写真-4
フードコート

チキンモンゴリアン

スリランカ
外食事情

写真-7
某所の日本食

写真-9　KFCメニュー

写真-8
チキンブリヤーニ

写真-5　築地魚一メニュー ※Rsはスリランカルピー
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ブラジル
挨拶事情

「適切なBeijinhoのススメ」

世界の街角から

写真-1

写真-2

写真-3

写真-4

世界の街角から

人同士のコミュニーケーションの
第一歩である「挨拶」。外国の方と
関わることが多い方や海外で生活を
される方にとって一つの関門であ

り、戸惑ってしまった体験やカルチャーショックを受けた人は少なく
はないと思います。それは、「キス」や「ハグ」が挨拶の習慣としてあ
る国があるからです。「外国人の挨拶はキスが日常茶飯事」と小説やい
ろいろなメディアで見かけたことがありますが、日本の皆さんは、一
体どんなキスの挨拶を想像しているのでしょうか。ブラジルでもキス
は挨拶の一つです。今日はブラジルでのキスの挨拶マナーについてお
話ししたいと思います。

ブラジルでは、キスの挨拶は「Beijinho（ベイジーニョ）」と言われ
ています。「Beijinho」は初対面同士でも行われている挨拶なので、唇
同士が合わさるものではなく、お互いの頬と頬を近づけていき

「チュッ」とリップ音を鳴らせるキスです。では、どのような手順で行
われているのでしょうか。まず、相手の目をしっかり見て（写真-1）、
握手をしたりしながら、上半身のみを相手に近づけます（写真-2）。そ
して、お互いに相手の肩に軽く手を添えながら、相手の頬に自分の頬
を合わせて「チュッ」とリップ音を鳴らせる（写真-3）、または、相手
の頬に軽くキスをします。地域によっては、そのまま反対側にも同じ
ように繰り返します。キスを繰り返す回数は地域によって異なります。

なお、この挨拶はブラジル人同士では当たり前のものですが、いく
つ か 注 意 し な け れ ば い け な い 点 が あ り ま す。 ま ず、 基 本 的 に

「Beijinho」は男性同士では交わされることがありません（交わす国も
ありますが、ブラジルではその習慣がありません）。次に、ブラジルで
は、マナーとして、異性同士の挨拶の場合は、女性の出方を待ちアク
ションを起こさなければなりません。女性側が挨拶しようとしていな
いのに、男性側から挨拶を迫るのはマナー違反です。初対面で、男性
が全身を近づけて、肩に両手を回したりするのもNGです（写真-4）。
また、相手の頬に触れるときに「スリスリ」と擦ったりすることや、
食事のときに口の中に物がありながら挨拶をすることなどは、相手に
不快感を与えるので気を付けましょう。
「Beijinho」は挨拶の方法の一つで適切に行えばブラジル人との親密

度を高めることに役立つでしょう。しかし、日本人には馴染みがない
挨拶の方法ですから、すぐに実践することは難しいでしょうし、下手
に見よう見真似でしてしまうと思わぬトラブルにならないとも限りま
せん。いっぽう、「郷に入れば郷に従え」という諺があります。萎縮し
て疎遠な挨拶を交わしてしまっては自分と相手に初対面で嫌な気分を
与えてしまい、コミュニケーションの第一歩から躓いてしまう残念な
結果となってしまいます。ですから、女性側からBeijinhoによる挨拶
を求められたら、上記の手順や注意点を良く踏まえたうえで、
Beijinhoを試みて、ブラジル人との交流を深めることをおススメした
いと思います。

記　　事：又吉クリスチーナ正江（JICAプロジェクト職員）
撮影協力者：イングリッド・リマ、デイヴィデ・バホーゾ、ナタン・ベルカヴェイロ
監　　修：山越隆雄（JICA専門家）
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「平成29年度（一財）砂防･地すべり技術センタ－講演会」ご案内
「平成29年度（一財）砂防･地すべり技術センタ－講演会」を下記のように開催いたします。
参加ご希望の方は、弊センターホームページ （http://www.stc.or.jp） 参加申込フォーム （4月下旬準備予

定）からお申し込み下さい。また詳細はHPで順次ご紹介する予定です。

記

1．日　時 平成 29 年 6 月13 日（火） 13:30 ～ 17:00
2．場　所 砂防会館「シェーンバッハ・サボー　淀・信濃」
  東京都千代田区平河町2－7－4　電話：03-3261-8386
3．参加費 無　料
4．受付〆切 6月9日（金）
5．お問い合せ先 （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部 仲野　TEL：03-5276-3271
6．プログラム（予定）

開会挨拶 （一財）砂防・地すべり技術センター 理事長
来賓挨拶
講演
・西出 則武 （富士通研究所 顧問、前気象庁長官）
・竹内 裕希子 （熊本大学大学院 先端科学研究部 准教授）
・小山内 信智 （北海道大学 国土保全学研究室 特任教授）
閉会挨拶 （一財）砂防・地すべり技術センター 専務理事
 （敬称略）

CENTER NEWS

行事一覧（8月～1月）
◆◆協賛（後援）
8月1日〜7日 第40回水の週間（協賛）
9月25日 足和田災害復興50周年記念シンポジウム（協賛）
10月6日〜7日 「斜面防災対策技術フォーラム'16 」in 金沢（後援）
10月20日〜21日 「2016火山砂防フォーラム」（協賛）
10月26日〜27日 第48回（公社）砂防学会シンポジウム（協賛）
11月13日 「島原復興25周年記念行事」（協賛）
12月1日〜7日 平成28年度「雪崩防災週間」（協賛）
12月 （公社）砂防学会砂防技術推進機構活動への協賛

STC短信
◆◆「土石流・流木対策の技術指針に関する講習会」開催

10月28日（月）砂防会館シェーンバッハサボーにおいて、「土石流・流木対策の技術
指針に関する講習会」を開催しました。本講習会では、平成28年4月に改訂された「砂
防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」及び「土石流・流木対策設計技術指針」
について、技術内容・基準及び具体的な計画・設計事例の解説が行われ、当日は417名
もの方々に参加頂きました。なお本講習会に関する補足を本誌28ページ「技術ノート」
に掲載、またテキストは当センターHPよりお申し込み下さい。

◆◆「平成28年度 砂防地すべり技術研究成果報告会」開催
11月13日（火）砂防会館シェーンバッハサボーにおいて、当センター技術開発助成事業により実施された平成

27年度研究成果6題の発表が行われました。詳細は本誌32ページをご参照下さい。

海外研修及び協力 

国 出張者 期間 目的（参加会議名等）
台湾
台北・台南・高雄 武士 俊也 9月18～ 24日 2016台日砂防共同研究会　出席

台湾　台南市 池田 暁彦 9月25～ 30日 流域土砂管理に関する国際会議　発表

韓国　ソウル市 近藤 浩一
道畑 亮一 11月29日～ 12月1日 韓国砂防協会　主催

地震関連シンポジウム　講演（道畑）
※詳細は本文P42～ 47参照



長崎と言えば「ちゃんぽん」。「ちゃんぽん」の元祖の店
「四海樓（しかいろう）」は、長崎の観光地「グラバー園」
や「大浦天主堂」の直近に位置し、市営松が枝駐車場（地
下）に車を置いて地上に出るとすぐ目の前です。5階建のビ
ルが威容を放っており、迷うことはありません。（写真-1）
超有名店のためか、午前11時30分の開店前から行列がで

きており、10分前にはお客を店内に入れているようです。
一般客は5階の展望レストランに案内されます。3,4階はお座
敷・宴会場・ホールになっており、2階は「ちゃんぽんミュー
ジアム」、1階は「四海樓名店街」という名前の土産物売り場

となっています。
展望レストランで待つこと30分、窓際の長崎港国際ター
ミナルが一望できるベストの席に案内されました。丁度当
日は、豪華客船の「サファイア・プリンセス号」が停泊し
ており、まさに巨大な動く豪華ホテルという雰囲気に圧倒
されました。（写真-2）
さて、肝心の「ちゃんぽん」です（写真-3）。創業者が長

崎の中国人留学生のために考案したもの。スープは濃厚で
すが見た目よりはあっさりしていて、太麺によく合います。
塩分を取り過ぎないように、普段は麺類のスープは残すよ
うにしている私ですが、危うく全部飲み干してしまうとこ
ろでした。お店は明治32年の創業ですから、砂防法（明治
30年制定）とほぼ同じくらいの歴史があります。
長崎の「皿うどん」もこの店の創業者が「ちゃんぽん」
のバリエーションとして作ったものが最初とのことで、こ
の店の「皿うどん」は太麺。東京のスーパーなどでも見か
ける細麺のものもあり、こちらは「炒麺（チャーメン）」と
呼んでいます。次は太麺の「皿うどん」に挑戦してみよう
と思っています。
満腹になったら、1階でお土産を選んでみてはいかがでしょ
う。「ちゃんぽん」、「皿うどん」は勿論、長崎カステラなどの
名産品が揃っています。
長崎に出張やプライ
ベートで訪れた際は 、
「ちゃんぽん」を食べなが
ら、豪華客船での世界一
周の旅に想いを馳せたり、
明治以来の砂防の歴史を
思い起こしてみてはいか
がでしょうか。 （U）

「ちゃんぽん」発祥の店で想いに耽ろう！
［四海樓（しかいろう）］
長崎県長崎市松が枝町4－5

「土砂災害の実態　平成27年版」の発行

当センターでは昭和 57 年（1982）より、毎年全国で発生した土砂災害に
関する資料を収集し、実態を分析して取りまとめ、「土砂災害の実態」として
発行、砂防関係技術の発展および広報の一助としていただけるよう、国・都
道府県の砂防部局や大学等の研究機関に配布してまいりました。平成 27 年 1
月から12 月までに発生した土砂災害をとりまとめた「平成 27 年版」を発行い
たしました。本誌により、土砂災害についての認識を深め、また土砂災害対策
を考えるうえでの参考としていただければ幸いです。

本誌はバックナンバー（絶版の平成 5 年以前版および平成 11年・16 年・21年・
23 年版を除く）も含めて無料で頒布しています。ご希望の方は、下記ホーム
ページ「書籍頒布」ページから申込用紙をダウンロードし必要事項をご記入の
上、FAX もしくは郵送で注文下さい。送料着払い便でお送りいたします。

■ 問い合わせ・申込先
（一財） 砂防・地すべり技術センター 企画部

砂防センター HP： http://www.stc.or.jp/
TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391　E-mail：webmaster@stc.or.jp
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写真-3　元祖ちゃんぽん写真-1　四海楼全景 写真-2　サファイア・プリンセス号



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
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立春前から梅がほころび始め、東京では暖かな年明けを
迎えました。陽気に誘われてのお参りで “ 今年の厄年 ” と
いう札にちょっと気持ちを引き締めた方もいらしたのでは
ないでしょうか ?“ 厄年 ” のいわれは、陰陽道から来てい
るとも、また地域の “ 役 ” を担う “ 役年 ” から来ていると
もいわれ、家庭や社会で担う責任が重くなる頃は、身体に
も不調を来しやすいということなのでしょうね。現代より
もっと家や地域の関係が緊密だった頃、その主要メンバー
に支障が起こればたちまち齟齬を来し始め、崩壊にもつな
がりかねませんでした。ですからさまざまな厄除けが行わ
れてきたのでしょう。

『厄祝い』と称して大鍋に善
ぜんざい

哉 ( 関東ではお汁粉ですね )
を作り、訪れた人すべてに振る舞うことで厄を分け持って
もらう地方があるそうです。「え？他人の厄をもらうの？
迷惑っ !!」とおっしゃるでしょうか ? その根本にはこんな
考え方があると聞きました。「“ 避けられない災難は災難と
して受け止め、その代わり神様にできるだけ小さくして頂
く ” という神道の思想に、村社会の集合体における “ 相互
扶助 ” の概念を併せ、皆で分け持って “ 大難を小難に、小
難を無難に ” 変えて乗り切る」というものです。

そんなことを連想したのは
「この島に生まれたからには一生に
1 度や 2 度噴火災害に遭っても不思議ではない」という
三宅島噴火災害を体験された宮下さんの寄稿でした。“ 噴
火災害 ” を “ 自然災害 ” に置き換えてここ数年を振り返れ
ば、この国に住む私たちすべてに当てはまることなのかも
しれません。そしてその時、大難を小難に変えていくため
には周りの人々と思いを分かち合うこと、手を取り合うこ
とが大切なのだと、あらためて教えて頂いた気がします。

節分を過ぎるとお飾りを始めるおひな様、桃の節句と呼
ばれる行事も、元々は穢れを人

ひとがた

形に移して払う『上
じょうし

巳の節
句』から始まったといわれています。暮らしを巡るさまざ
まな習わしは、避けて通れない災いを上手に乗り切って穏
やかに暮らしたいという人々の祈りが作り上げてきたもの
なのですね。今年は穏やかな年でありますように。 （J）
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