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巻頭言

『sabo』100号に寄せて

─センターの活動を超える機関誌を目指して─

西田 一孝

にしだ かずたか

『sabo』編集委員長
共和コンクリート（株）特別顧問

砂防・地すべり技術センターは昭和50年7月に財団

砂防関係技術の幅広い、また緊急な諸問題を解決して

法人として設立され、その10か月後、昭和51年4月1日

いくための研究と応用機関として、あるいは学・官・民

に『SABŌ』
創刊号が発行された。その後33年を経てこ

の砂防関係技術をつなぐパイプとして、その役割を果た

のたび100号を迎えたことは慶賀にたえない。

すよう努力していきたいと思っている。―中略― 将来

創刊号のトップを飾る初代理事長の戸田福三郎氏
（故

はシンクタンクとしての活動ができ得るような体制を整

人）
の「『SABŌ』
創刊に際して」には、設立に際し関係

え、国内のみならず海外をも含めた土砂災害防止の拠

官公庁、その他関係各界の広範囲の支援を得て設立さ

点となるべく関係者一同相携え、全精魂を傾けて積極

れたことについての謝辞を述べた後、
「このたび本セン

的に事業の展開を図っていきたいと考えている」とその

ターの業務の概況などを賛助会員の皆さんにお知らせ

設立に際しての抱負と展望に向けた意気込みを述べて

するために会報
『SABŌ』を１年に数回発行することに

おられ、当センターのその後の発展充実ぶりを見るにつ

いたしました。……なお、賛助会員および関係各機関の

け、その慧眼に驚かざるを得ない。

皆さんにいろいろ意見をお聞かせ願って、本センターの

創刊時にはB5判8ページモノクロ印刷の ｢会報｣ とし

運営に反映させるとともに賛助会員に魅力あるものとし

てスタートした『SABŌ』は、現在はA4判、ページ数40

ていきたいと思います」とセンター発足の喜びや将来へ

前後の完全カラー化された体裁となっている。そして年

の期待にあふれる様子が伺える。

4回3000部が定期発行され、
国土交通省の直轄事務所、

また専務理事の谷勲氏
（故人）
は、
「センターの今後
の抱負」と題して、
「砂防関係事業は国土の保全と自然

都道府県・大学・研究機関等に無償配布されて本セン
ターの充実ぶりを反映している。

環境の維持、保全の中核をなすものであり、水資源の

当誌はセンター機関誌としての設立趣旨と目的のた

確保においてもその役割はきわめて重要なものとなっ

め、おのずとその内容は専門的にならざるを得ない面も

ているが、技術の応用体制はこれらの要請に対して未

あるが、
他の砂防関係の書物
（砂防学会誌、
『治水と砂防』

だ不十分であり、即応しきれていないのが現状である。

等）
とは異なる位置付けを意識しつつ、専門外の方々に

本センターはこのようなことを背景として、時代の要請

もご理解いただけるよう、幅の広い読み物としての内容

に対応するため各界に分散している砂防関係学識経験

を考慮に入れた編集に努めている。そして、さらには当

者の活用により、より高度な砂防技術の結集ならびに

センターの活動、活躍の報告にとどまらず、それを超え

境界領域
（地形・地質・地球物理・水文・水質・土木

た影響力を持つ機関誌と評価されることを目指していく

など）
における学・官・民の知識の集約とその拡大をは

ことが必要であると思われる。

かるべく──中略──設立されたものである。今後は
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 じめに
1 は

論説

地球温暖化がもたらす気候と気象の変化について広
く関心がもたれ、将来を見通した脱炭素社会のあり方

土砂災害の変遷に
与える植生変化の
影響
鈴木 雅一

すずき まさかず

東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

の議論が始まっている。そして温暖化がもたらす異常
気象で、強い降雨が頻発し、土砂災害の激甚化が憂慮さ
れるようになった。今後、土砂災害はどのような推移
を示すのか、地球温暖化の影響とともに、この数十年で
すでに大きく変貌してきた日本の森林と土砂災害の実
態をふまえた検討が必要である。
明治時代の前半に日本の森林は各地で荒廃しており、
明治30年前後の河川法、森林法、砂防法のいわゆる治
水三法が成立している。また、戦前から戦中の森林荒
廃を経た後、化石燃料や化学肥料の使用が一般化し、森
林の利用形態が変化するなかで、ハゲ山や荒廃山地が
次第に回復し、土砂災害の形態が変わっていった。この
ように時代と共に森林の状態と土砂災害とが深く結び
ついて変化していることは、
古くから知られる。そして、
森林の変化と土砂災害形態の変化について見通しよく
整理した代表的な文献として、
塚本
（2006）
があげられる。
近年になって、1980年代にも土砂災害発生に変化が
あったとしばしば指摘されるようになった。
筆者の個人的な経験として、1970年代半ばに砂防に
関わる研究室に所属し砂防学の教育を受けたが、1980
年代の後半になって、毎年の土砂災害の発生状況が大
学院生の頃に見聞きしたものと何かしら変わったので
はないかという印象をもった。1980年代後半は1970年
代にくらべて土砂災害の激甚さが低下したように思わ
れたのである。この時点では単なる印象にすぎなかっ
たが、
その後1990年代に入ると砂防関係の研究者の間で、
「最近土砂災害が変わってきた」ことが言い交わされる
ようになった。次第に、
「多発型の斜面崩壊が少なくな
った」とか「表層崩壊が減って深層崩壊が目立つように
なった」などと語られるようになっていった。毎年の災
害に関心をもっている専門家は、ほぼ同様の認識であっ
たと思われる。しかし、この時期の森林にどのような変
化が生じていたのかについて、必ずしも情報が共有され
ていない。
そこで、本稿では1980年代に変わったとされる土砂
災害の変化と森林の変化に関係する統計記録を示して、
土砂災害の変遷に与える植生変化の影響について説明
を試みる。
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年まで自然災害、気象災害と土砂災害被害

図-1 自然災害・気象災害と土砂災害による死者・行方不明者数の経年的動向
10000

者数
（死者と行方不明者）
の長期的推移は単
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調な減少傾向であることが読み取れる。この
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論文では、突発的に大規模被害が生ずる地震
災害の扱い（地震による土砂災害被害と、建

年間被害者数

物倒壊による被害を区別する）
など長期動向
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を読み取るうえでの検討も加えた。また、年
により大きく変動する数値を扱うので10年

100

移動平均値について主に論じた（ｎ-5年から
ｎ＋4年の平均値をｎ年の10年移動平均値

土砂災害のみ

としている）
。
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その結果、自然災害、気象災害の被害者
1
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数は、
1950年代には数千人に達する年があり、
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（沼本ら1999）
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▲ 国交省
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：土砂災害の実態
■ 土砂災害：土砂災害の実態

10年移動平均でも1000人を超えていた。土
砂災害被害者数の記録は1967年以降である
が、その死者行方不明者数の10年移動平均
値は、1972年191人／年、1982年72人／年、
1992年42人／年と減少していた。
「最近土

図-2 土砂災害による死者・行方不明者数の経年的動向
（1967年～2008年）

砂災害が変わってきた」との印象を裏付ける
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（人）

数値はたしかにあった。

400

被害者数減少の理由として沼本ら（1999）
では、①降雨特性変化の可能性、②防災対

300

策と防災意識の向上、③森林植生の回復と

200

伐採地の減少の可能性、が記されている。近
年降雨が激しくなっているとすると①の可能
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性は低く、空きポケットをもつ砂防堰堤の効

0
1970
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果や警戒避難体制がとられるようになった

2000（年）

棒グラフ：各年の値、折れ線グラフ：５年移動平均値

ハード、ソフト両面の②と森林変化の③によ

砂防・地すべり技術センター「土砂災害の実態」
記載の数値より図化
（2007,2008年は
国土交通省砂防部Webページの数値による。
）
注）
1993年の被害者数に、沼本ら
（1999）
では地震災害として除外した北海道南西沖地
震による奥尻島のがけ崩れ被害者32名を含む。

る影響が考えられる。

 砂災害の長期的な変化傾向
2 土
1990年代に普遍的となった、
「最近、土砂災害が変わ
ってきた」という印象がどこから来ているのかを客観的
に知りたいと考えて、
当時大学院生だった沼本晋也氏
（三
重大学）
らと災害被害者数変化の研究を行った。災害史、
消防白書、防災白書など既往資料を様々に参照したが、
最も頼りにしたのは、砂防・地すべり技術センターが毎
年刊行する
「土砂災害の実態」であった。
図-1は沼本ら（1999）
に示した図で、1950年以降1996

さて、この論文を発表してからすでに10年
経過しており、その後の推移が気になってい
た。そこで、1967年以降2008年までの土砂

災害被害者数を新たに作図した。 図-2 の棒グラフは毎
年の値で、実線は５年移動平均値
（ｎ－2年からｎ＋2年
の平均をｎ年の値として表示）
である。図-2の縦軸は普
通目盛
（図-1の縦軸は対数目盛）
で表示しているが、1983
年以降200人を超える年はなく、また2000年代になって
も被害者数の低下は継続しているように見える。なお、
2000年以降で被害者が最も多かった年は、台風が数多
く上陸した2004年で62人である。
『土砂災害の実態』の記載によれば、1988年以降につ
いては土砂災害発生件数の記録もあるので、図- 2の後半
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被害が発生する土砂災害は減少している」といえ、

図- 3 土砂災害の動向
（1988年～2008年の５年移動平均値）

土砂災害防止の対策が着実な成果をあげている。
なお、図-3において2000年以降のみを見ると、３

0.08

指標ともに微増の傾向があると読み取れるかもしれ
0.04

ない。近年の突発的な降雨の増加など降雨条件の
変化が、近年の３指標揃っての増加をもたらしてい

0
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るとすれば、図-3は今後の推移を注目していくべき
グラフということになる。

2000

3 森林面積の変化
1000
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て、
森林はそれにどのような影響を与えているのか、
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という検討課題がある。この課題に取り組むには、
森林と土砂災害との関わり以前に、全国規模で森

2000

林変化を示す客観的な資料を探す必要があった。
まず、北海道教育大学の氷見山幸夫さんの研究
報告
（氷見山，1992）
を参照した。この報告では、国

1000

土地理院の５万分の１地図に着目し、明治中期か
0

ら大正前期にかけて陸地測量部により作成された
1990

1995

2000

2005

砂防地すべり技術センター「土砂災害の実態」
記載の数値より図化
（2007,2008
年は国土交通省砂防部Webページの数値による。
）
注１）
土砂災害発生件数に、雲仙普賢岳の火砕流は含めていない。
注２）
1993年の被害者数に、沼本ら
（1999)では地震災害として除外した北海道
南西沖地震による奥尻島のがけ崩れ被害者32名を含めて集計。

地図と1985年頃作成された地図を対比している。
これらの地図には、現在の国土地理院作成の地図
に示されているように、針葉樹林、広葉樹林、果樹
園、桑畑などの記号で、土地利用の情報が記載され
ている。対象は日本全体で、国土数値情報の標準

部分にあたる1988年から2008年について、死者行方不
明者数、土砂災害発生件数、両者の比である１件あたり
の死者行方不明者数の５年移動平均値を図- 3に示した。
グラフ全体を眺めると、死者行方不明者数と１件あたり
の死者行方不明者数は減少傾向で、土砂災害発生件数
のみ増加傾向である。
土砂災害発生件数の増加は、年を追って災害調査が
詳細になり多くの件数が記載されるようになったという
可能性も否定できないが、少なくとも土砂災害発生件数
が減少しているとはいえない。その一方で１件あたりの
死者行方不明者数を見ると、1990年代前半には100件
の土砂災害があると約5人の人命被害が生ずるという数
値であったが、2000年代では100件の土砂災害に対して
約２人と、土砂災害の件数にくらべて人命の被害は少な
くなっているという結果となった。図-2の結果もふまえ
ると、長期的に「以前に比べて多数の死者行方不明者の
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グリッドに対応させた2kmごとの土地利用データ
セットも公表している。
この集計によると、明治中期から大正前期と1985年
頃作を比較して、森林面積はほぼ国土の２／3でほとん
ど変わらず、農地の割合もほぼ17パーセント程度で一
定である。変化が大きいのは、都市・集落の増加と荒地
の減少で、都市・集落は1.69パーセントから4.99パー
セントへと増加し、荒地は10.86パーセントが3.20パー
セントへと減少している。なお、
「荒地」という区分は、
5万分の１地図の
「荒地マーク」の部分で、いわゆるハゲ
山、原野、採草地などに対応する。
この研究報告書は、経済発展にともなって森林面積
の減少が生じた途上国などと大きく異なり森林面積が
変わっていないという日本の森林の特徴が、見事に描き
出されといるとともに、1897年に砂防法が成立した時
代の全国の植生状態が示されている資料であった。同
時にこの報告書を読んで、
「この100年間に農地が開発

図-4 人工林の林齢別面積の変化

61年以上
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〜60年
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〜55年
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林 齢
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0

1
面 積

2万㎢

左：1981年，右：2002年 （林野庁編、2005より図化）
人工林にも団塊の世代があり、
「少子高齢化」が進み高齢林が増加している。

され、都市の拡大で森林は減少したはずなのに、森林面

用のダイナミックな変化の中で、傾斜地における
「荒地」

積が変わらなかったのはどうしてか」
という謎も生じた。

の森林化に伴って結果的に森林面積がほぼ一定に保た

そこで１km間隔の標高データから土地の傾斜を求め、

れてきた。
「荒地」の森林化について、ハゲ山を復旧す

氷見山
（1992）の作成した1900年、1940年、1985年頃

る砂防事業、治山事業はその重要な一部を構成してい

の土地利用データと対比したところ、次のことがわかっ

るが、貧弱な植生のところに積極的に植栽を進める広範

た
（鈴木、2004）
。

な活動の結果と考えられる。

1国土を傾斜によって５段階に区分して集計すると、一

このように、少しずつ森林の変遷についての情報は増

番緩い傾斜区分
（平坦地）
において都市と農地が増加

えていった。しかし、20世紀後半に生じた土砂災害の

し、森林は大幅に減少している。

変化は森林面積の変化から説明できるものではないこ

2傾斜による区分の残りの４段階
（いずれも傾斜地）で
は、都市化、農地の増加はほとんど見られず、平坦地

ともわかった。森林の質に関わる時系列的な資料が必
要となった。

における森林の減少とほぼ等しい森林面積の増加が、
これらの区分で見られる。

 工林の動向
4 人

3傾斜地での森林面積の増加に対応して、
「荒地」と区
分されていた面積が減少している。
以上より、
平坦地
（平野部）
で都市が農地に広がった分、

現在
「森林が劣化している」と憂慮される問題点はど
こにあるのだろうか。
「森林が劣化している」と気づか

森林が農地化されるという、玉突き状の土地利用変化

われる理由を列挙すると、1原生的自然の減少、および

が着実に進む一方で、明治中期から大正前期には広く

大径木の減少、2都市化などによる身近な自然の減少、

存在していた荒地が森林化して、この100年間ほぼ変動

3環境悪化による森林衰退、4手入れの十分でない人

のない森林面積が保たれてきたことが説明できる。森

工林の増加、などがあげられる。また、野生動物が保護

林面積はほとんど変わっていないが、そのうち約１割は

の結果として増加したことにより樹木が傷み森の健全性

場所が変わっていたのである。

が危惧される地域が生じているなどの問題などもある。

日本の森林について、土地利用が安定的で変化が少
ないために森林面積が一定だったのではなく、土地利

これらは、いずれも森林の質的な劣化で、たんに面積変
化のみでは論じられない。
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そこで、日本の森林面積の約４割を占めている人工林

下するために、崩壊発生頻度が高いことが知られている。

について、その林齢別の面積を図化した。図- 4は、1981

そして図- 4の林齢構成は、戦後から1985年くらいまで、

年と2002年の人工林の林齢構成である。人工林面積は、

崩壊発生頻度が高い森林が多くあったことを示している。

1981年9.9万㎢、2002年10.3万㎢と微増であるが、最近

また、2002年の林齢構成では、大部分の人工林はすでに

数十年間に人工林の林齢構成は大きく変わっている。こ

根系が弱いといわれる20年生を超えている。

の図は、
「人口ピラミッド」と同様に読み取ることができ

写真-1 は、1953年の南山城災害における表層崩壊多

る。人口動態での死亡は「森林伐採」に、出生は「植林」

発を示す航空写真である（鈴木,2006）
。豪雨時にほとん

に対応する。1970年代前半までの「拡大造林」
期の大面

どの山ひだ（０次谷）
で表層崩壊が生ずる形態は、植生が

積伐採と植林が、人工林に団塊の世代をつくっている。

貧弱な場合が多い。1980年以前の災害では、しばしば

また、近年はほとんど伐採されず植林面積も少ないので、

写真-1 のような表層崩壊の多発が見られたが、1982年長

若齢林が減少し、高齢林が増加するという
「少子高齢化」

崎災害、1983年島根災害の後、そのような事例はあまり

も約20年を隔てた林齢構成の変化から読み取ることがで

見かけなくなった。

きる。植林面積の減少は、
「植える意欲がない」のではな

その一方で、1997年針原川土石流災害、2003年水俣

く、
「木材価格の低迷で伐採量が減少し、新規に植えると

土石流災害や2004年に宮崎県の各地で発生した土砂災

ころがない」という因果関係と考えられる。

害の多くは、
「深層崩壊」に区分される。これらの深層崩

図- 4 の1981年について、団塊を形成している10～

壊は、根系の土質強度補強効果が及ばない深い土層から

25年生の人工林が植えられたのは、主に1950年代から

崩れるので、森林の状態や林齢とは関連が少ない。深層

1960年代である。この時期には、明治時代以来の荒廃

崩壊の発生予測の重要性が増している背景には、図-4の

地も残存するほかに、伐採跡地や幼齢林が多く存在して

人工林の林齢構成変化が確実に関係していよう。図- 4を

いた。

描いたとき、このように考えて、1980年代に生じた土砂

人工林の林齢と斜面表層崩壊発生の関係について、植
栽後５年から20年の間は根系の土質強度補強効果が低

災害の変化を説明する森林の資料の一つが手に入ったと
いう思いがした。
戦後の化石燃料と化学肥料の普及による森林変化や
1960年代を中心とする拡大造林時代の森林伐採と植林は、
20年程度経過した1980年代になって根系の土質強度補
強効果が発揮される森林を大面積で形成したと見られる
からである。そして、人工林の高齢化がかつて多発して
いた表層崩壊の減少をもたらしたことは、
砂防施設増加、
気象情報の充実、避難警戒態勢の進捗とともに、土砂災
害発生とその被害者の減少に寄与していると考えられる。
また、引き続き小面積でしか森林伐採が行われなければ、
表層崩壊の発生頻度は1970年代以前に比べて低いまま
に推移すると思われる。

 工林の林齢構成と山地の管理の課題
5 人
人工林の林齢構成の変化は、土砂災害発生に影響し
ているだけでなく、山地流域管理に様々な課題をもたら
している。一つは森林の二酸化炭素吸収に与える影響
であり、他の一つに手入れの遅れた人工林問題があげら
（1953年南山城災害、鈴木 2006）
写真- 1 表層崩壊多発の事例
京都府側の植生が貧弱なところで崩壊が多発している。
近年このような多発事例はまれである。
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れる。
森林の二酸化炭素吸収は、
「 10km ／リットルの燃費

で1万km／年走る自動車の1年間の二酸化炭素放出量を、

ている。そして、土砂災害の変遷には、ハゲ山と荒廃山

20年生のスギ約160本が１年間に吸収する（20年生のス

地の森林化、広域での森林伐採、若齢林の増加とその

ギ約160本を、スギ林の面積で表現すると約0.2haとな

後の成長など、対応する植生の変化があった。特に本稿

る。
）
」などと説明されるが、人工林の高齢林化はその計

では、
「1980年代に土砂災害が変わった」ことに対応し

算に影響を与えるのである。
森林の二酸化炭素吸収量は、

た変化を示す人工林の林齢構成の変化を指摘した。また、

林齢が高くなり60年生になると吸収量が20年生の１／

これらの経緯をもつ植生の変化によって、山地で生産さ

３に低下し、60年生の広葉樹だとさらに１／３以下の

れる土砂量は長期的に減少傾向が継続していると考え

吸収量であると見積もられている。日本の森林の二酸

られる。

化炭素吸収量は、人工林の成熟化とともに年々減少し

今後は、人口の減少、人工林の更なる高齢林化など、

ていく
（鈴木,2008）
。
ある部分の人工林は木材生産を進め、

現時点でかなり確定的な条件の下で、海岸侵食まで含

若い林を維持していくという視点も必要である。

む流域規模での土砂管理と中山間地集落における土砂

手入れの遅れた人工林問題は、山地の土砂動態とよ

災害の人的被害のさらなる軽減に向けた方策が論じら

り関係が深い。間伐がされない人工林では、林床が暗く

れることになる。本稿では土砂災害の変遷の指標として、

なり、下層植生が衰退するために、時として林内で表面

主に災害による人命被害を用いたが、さらに検討を進め

侵食が生ずるからである。かつてハゲ山で表面侵食に

る上では被害の質に立ち入った指標も工夫する必要が

よる土砂生産が生じ、山腹工事が活発になされた時代

あろう。

があったが、あらたな表面侵食現象が人工林で憂慮さ

なお、
2009年７月に山口県防府市で発生した災害では、

れ、この課題についての研究が活発化している（恩田ら

佐波川支流剣川上流部で表層崩壊が高い頻度で生じた。

,2008）
。これらの問題も、図- 4の人工林林齢構成の変化

この流域は風化花崗岩地帯で、
かつ貧弱な植生であった。

をふまえた解決が必要である。

また、手入れの遅れた人工林の問題やシカの問題は、表

なお近年は、シカなど野生動物の増加による森林での

面侵食に関わる課題である。表面侵食や表層崩壊など

表面侵食問題も生じている（例えば若原ら,2008）
。動物

以前からの現象に対しても、植生をはじめとする国土の

による食害で林床の植生が消失すると、一見立派な森

変化をふまえた、
新たな視点での取り組みが必要である。

林であっても地表で表面侵食が起きる。林業の不振で
人工林の手入れがなされなくなったことが、人工林にお
ける表面侵食問題の発端であったので、法定外目的税
として自治体が森林環境税などを設けて、間伐などの
森林の手入れを進める対策が進められているが、間伐に
より回復した下層植生がかえってシカの餌となり頭数
増加をもたらす問題が生じている。全国的に森林管理、
流域管理に関わる事業において、野生動物管理との連
携は不可欠の検討課題となってきた

 とめ
6 ま
砂防事業の歴史をたどると、ハゲ山が課題であった時
代、立山カルデラなどの大規模荒廃地が課題であった
時代を経て、斜面崩壊と土石流による中山間地と都市
近郊の土砂災害が課題となった時代があり、その時代
ごとに被害を軽減し問題解決が図られてきた。図- 2に
示したように数十年にわたって、斜面崩壊と土石流によ
る中山間地集落の土砂災害の人的被害は、確実に減っ
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T O P I C S

平成 21 年 7 月
中国・九州
北部豪雨による
山口県防府市での
土砂災害箇所
緊急調査報告

1.はじめに
平成21年7月19日から26日にかけ梅雨前線の活動が活
発化し、中国地方、九州北部を中心に大雨
（平成21年7月
中国・九州北部豪雨）
となった。この大雨により各地で被
害が発生し、広島、山口、福岡、佐賀、長崎の各県で合わ
せて死者30人、負傷者48人
（消防庁調べ、8月17日現在）
にのぼった。山口県内の人的被害は、死者17人、負傷者
26人で、全国の死者数の半数以上を占めている。特に山
ま なお

しもみぎ た

口県防府市では死者14人
（真尾地区9人、
下右田地区4人、
奈美地区1人）
にのぼり、真尾地区の特別養護老人ホーム
ライフケア高砂では7人の方が亡くなった。防府市内にお

厚井 高志
こうい たかし

( 財 ) 砂防・地すべり技術センター総合防災部 技師

ける人的被害は、21日に発生した土砂災害によるもので、
22日以降の人的被害は報告されていない。なお、山口県
内での家屋被害は、全壊30棟、半壊73棟、一部損壊が29
棟
（消防庁調べ、8月17日現在）
となっている。
当センター（STC）
では、14人の犠牲者が出るなど今回
の土砂災害において甚大な被害が生じた山口県防府市に
おいて、7月27日から28日にかけて現地調査
（メンバーは
STC企画部 秦耕二、
砂防部 安田勇次、
宮瀬将之、
久保勝太、
総合防災部 厚井高志）
を実施した。緊急的に調査を実施
したため調査箇所は限られるが、確認された土砂移動と

図- 1 位置図

被害の状況等について、以下に報告する。

2.調査地概要
防府市は、山口県の瀬戸内海側、山口市の南東約17ｋ
ｍに位置する人口約12万人の都市である。市内には、周
防灘に注ぐ一級河川佐波川が流れ、山陽新幹線や山陽自
動車道等の幹線交通が横断しているほか、市街地と山口
市を結ぶ国道262号が走るなど交通の要衝となっている
図- 1。今回、調査を実施したのは土砂災害による人的被

害があった防府市内の真尾地区、下右田地区の土石流が
発生した渓流である。調査地付近の地質は主に中生代白
亜紀の広島花崗岩類であり、風化が進んでいる。

3.降雨状況
図- 2は、気象庁防府観測所
（図-1参照）
における7月19日

から21日までの一連の降雨の累加雨量と時間雨量を示し
たものである。一連の降雨とは、前後24時間以上無降雨
の状態が継続した降雨イベントとした。図-2に示した通り、
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T O P I C S
写真- 1

写真- 2

写真- 3 特別養護老人ホームライフケア高
砂上流付近に堆積した細粒土砂

写真-1 特別養護老人ホームライフケア高砂上流付近の土砂堆積状況
写真-2 特別養護老人ホームライフケア高砂内部の様子

（右手前）
と堆積物上部への流木の堆
写真- 5 侵食された古い土石流の堆積物
積状況

写真-4 河道内に堆積した巨礫・流木

降り始めからの総雨量は332mmに達し、
この一連の降雨は、

雨量を記録するなど、午前

平年の7月の降水量
（287mm）
をも大きく上回り、3日間で

7時から正午までの間に雨

平年の年間降水量
（1672mm、気象庁防府観測所、1979

量強度の強い降雨が集中

年～2000年の平均）
の約5分の１の降水量があったことに

して観測されている。特

なる。また、土石流が発生した21日には、4:00から14:00

別養護老人ホームライフ

までの10時間で240.5mmの雨量が観測されている。特

ケア高砂は正午頃に土石

に、21日の午前9時から10時までの間には63.5mmの時間

流により被災
（国土交通省

図- 3 上田南川
（流路は災害前）

発表、8月2日現在）
してお
表-2 降雨状況
（気象庁防府観測所、平成21年7月19日～21日）
350
時間雨量

時間雨量（mm/hr）

70

累加雨量

60

250

50

り、一連の強い降雨があっ
た時間帯と一致している。

300
累加雨量（mm）

80

4.現地調査結果
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150

30
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0
24:00

6:00
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7/20

4-1.真尾地区

10

調査範囲は、特別養護

50

老人 ホ ー ムライフケア 高

0
6:00 12:00 18:00 24:00
7/21

砂の上流、真尾川右支川
うえ だ みなみ かわ

の上田 南 川であり、この
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写真- 6 左岸の侵食状況
（巨礫が露出している）

写真- 7 袖部を残し堤体が被災した治山ダム

写真- 8 土砂・流木の閉塞により持ち上がった国道橋の床版

写真- 9 土砂・流木が流入・堆積した家屋

付近は土砂災害警戒区域に指定されている。写真撮影地
点を図-3に示す。

4-2.下右田地区
調査を実施したのは、剣

・ライフケア高砂の建物上流側は、土砂・流木により埋め

川の国道262号より上流の

尽くされ、おおむね2階部分に達しており、1階の窓ガラ

範囲であり、この付近は土

スは割れて土砂が室内に流入している 写真- 1 , 2 。堆積

砂災害警戒区域に指定さ

している土砂は、最大礫径約2mの巨礫もあるが、細粒

れている。写真撮影地点

分が大量に堆積していた 写真-3 。

を図- 4に示す。

・河道には、土砂や流木の堆積箇所が点在し、一部には最

・国 道262号 に か か る 橋

大礫径が3ｍを超えるほどの巨礫が集中して堆積してい

は、土砂・流木により閉

る箇所も確認できた 写真-4 。

塞し、橋桁が最大60ｃ

・流路屈曲部の外側
（右岸）
の侵食断面には、巨礫を含む

ｍ程度持ち上がっていた

古い土石流の堆積物が確認でき、その堆積物上には今

写真-8 。閉塞した橋の

回発生したと思われる流木が堆積していた 写真-5 。
・左岸の侵食断面には、風化した花崗岩の巨礫
（最大礫径
2.5m）
が露出していた 写真- 6 。
・上流には治山ダムが1基整備されていたが、袖部を残し
て鋼製バットレス部は被災していた 写真- 7 。

直上流付近の家屋は土
石流の直撃による建屋の
流失は確認できず、また、
付近では細粒土砂が層
状
（１～3ｍ程度）
に堆積
していた 写真- 9 。
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図- 4 剣川
（流路は災害前）

T O P I C S

写真-10 河道に形成されたマウンド上に堆積した流木
（マウンド上で撮影。流路は撮影地点より約2m下方）

写真- 1 1 右支川からの土石流の流下跡

写真- 12 満砂状態の勝坂堰堤
（袖部には越流した痕跡が見られる）

写真-1 3 勝坂堰堤直下の状況

・河道内には大量の土砂・礫の堆積に伴うマウンド、流木
の堆積箇所も随所に確認できた 写真- 1 0 。

箇所が複数箇所に存在し、②土砂が氾濫している範囲に
は、細粒土砂が大量に堆積していることが確認できた。①

・河道沿いでは斜面崩壊が複数箇所で発生しており、支

より、今回の豪雨では、流出のピークが一度ではなく、数

川で発生した土石流が本線に流入した痕跡も確認でき

回に分かれて生じたことが推察される。土砂の堆積範囲

た 写真-11 。

では、土石流の直撃による家屋の流失が見られなかったこ

・上流には砂防えん堤2基、治山ダム1基が整備されてお

とを考えると、②の事実は、河道の閉塞により河積が減少

り、いずれの施設においても土砂・流木を捕捉し、満砂状

し、洪水氾濫が生じた結果を示していると考えられる。

態であった 写真- 1 2 。勝坂堰堤
（堰堤直上流堆砂幅42m）

本調査で確認した砂防えん堤は、土砂や流木を捕捉し

では両岸袖部を越流した痕跡が確認でき、直下の水叩

ており、その機能を十分に発揮していたといえるが、未曾

き側壁上やボックスカルバート上にも一部越流した痕跡

有の降雨によって土石流
（あるいは大規模出水）
が短時間

があるものの、土石流が通過した痕跡は見られなかった

に断続的に発生し、えん堤下流域へ流出した細粒土砂や

写真- 13 。堤体への損傷は治山ダムの袖部が一部破損し

流木によって下流河道が閉塞した後も出水が継続したこ

ていた他は、確認できなかった。

とが、被害を大きくした要因の一つと考えられる。
最後に、今回の豪雨災害により亡くなられた方々のご冥

5.おわりに

福をお祈りすると共に、被災地の一日も早い復興を心より
お祈り申し上げます。

今回実施した調査では、①土石流が流下したと思われ
る河道には、土砂や礫の堆積に伴うマウンドや流木の堆積
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特 集 1 100 号のあゆみ──「SABŌ」から「sabo」へ
昭和 50 年のセンター設立に遅れること 10 か月、賛助会員会報として誕生した『SABŌ』が、現在皆様のお手元に届く『sabo』へと移りゆく姿を年表にまとめ、歴代の御執筆いただいた
方々に「
『sabo』とわたし」と題してご感想や思い出、今後『sabo』に望むことなどを語っていただきました。
当初モノクロ B5 判、事業報告や名簿などおもに会委員向けの情報を不定期に発信していましたが、公文書がＡ４判に変更されたのを機に 50 号から『SABO』も判を変更、60 号の編集
後記には外部委員を交えて編集局の大幅改変をはかり、センターの業務内容と最新技術の紹介にシフトしていきたい旨が記されています。この頃から PR 誌としての意味合いに力点が置かれ
ていくようです。それに伴い定期的に公開されていた事業報告や新年度計画は縮小され、カラー写真やエッセイ的な記事も増えて「読みやすさ」を意識した編集となり、現在の『sabo』の
原型が整います。またセンターの活動の拡大と世相を反映するかのように、国際化や情報処理、環境などに関する記述も増えていきます。当時の世相と表紙の変遷もお楽しみ下さい。

発行年

1975年

（昭和50年）

1976年

発行月 vol.

◦
「SABŌ」
創刊に際して
◦センターの今後の抱負
◦あ
 いさつ
◦有珠山噴火と今後の対策
◦地すべり予測手法の開発
◦ス
 チロールで外面を覆ったのり枠工

戸田 福三郎
谷勲
中村 二郎
北海道開発庁
藤田 壽雄
安江 朝光

4

◦日本の砂防と国債技術協力

松下 忠洋

5

◦有珠山周辺調査記

建設省土木研究所

1

3月

2

（昭和52年）

10月

3

1978年

7月
12月

197 7年

（昭和53年）

1979年

（昭和54年）

1980年

（昭和55年）

1981年

（昭和56年）

1982年

（昭和57年）

1984年

（昭和59年）

1985年

（昭和60年）

1986年

（昭和61年）

1987年

（昭和62年）

1月

6

◦昭和54年受託調査の概要

7月
11月

7
8

◦昭和55年度事業報告

8月

9

1月

10

11月

11

1月

12

7月
10月
7月
11月
1月
6月
9月
1月

1988年

（昭和63年）

6月
9月
1月

1989年

（平成元年）

1990年

（平成2年）

6月
9月
1月
3月
6月
10月
1月

1991年

（平成3年）

B5 判

発行なし

1983年

（昭和58年）

仕様

7月
4月

（昭和51年）

主な「sabo」記事

3月

カラー表紙

◦昭和56年度事業報告
◦昭和57年度事業計画
◦昭和57年度事業報告
◦昭和58年度事業計画

◦昭和58年度事業報告
◦昭和59年度事業計画 収支決算
◦昭和59年度事業報告
14
◦昭和60年度事業計画 収支及び資産概要
◦昭和60年度事業報告
15
◦昭和61年度事業計画
16
17
◦昭和61年度事業報告
18
◦昭和62年度事業計画 収支及び資産概要
19 ◦茶臼山地すべりの思い出
20
◦昭和62年度事業報告
21
◦昭和63年度事業計画
22
23
◦昭和天皇のご葬儀に参列して
24 ◦昭和62年度事業報告
◦昭和63年度事業計画
25
26
27
◦平成元年年度事業報告
28
◦平成2年度事業計画
29 ◦ジ
 ャワ・クルー火山の小爆発による砂防施設の災害とその問題点
30
◦砂防・砂防教育は今
31
◦土石流氾濫シミュレーションについて
13

阿座上 新吾

廣住 富夫
太田 猛彦
宮本 邦明

◦平成2年年度事業報告
◦平成3年度事業計画

6月

32

9月

33 ◦イ
 ンドネシア火山砂防技術センターだより①
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阿座上 新吾

阿部 宗平

「sabo」とわたし
間の研究機関とは異なりすべて砂防行
政と一体の公的なものと私は理解して

◦ 右ページ参照

おります。そういう観点からセンターの

◦字は国内の主な土砂災害

事業の進め方はもちろん、
『sabo』のあ

◦ ◦ ◦ ◦ それぞれ関連記事 ◦字は外国の災害

り方もセンターの設立目的に沿った砂
防行政の一環としてより一層節度ある
ものであって欲しいと思います。

主な砂防関連の動きと土砂災害

できごと世相等

◦
（財）
砂防・地すべり技術センター設立

◦サイゴン陥落
◦沖縄海洋博開催

◦ジ
 ョグジャカルタ・メラピ山プロジェクト発足

◦ロッキード事件発覚

中村 二郎様

ご執筆号：第 2 号
（昭和 5 2年）
等
ご執筆当時：建設省河川局砂防部長
機関誌
「sabo」で
毎号楽しみにしている記事
寄る年波で細字に弱くなり読解力も

◦200海里水域法施行
◦日航機ハイジャック
◦宮城県沖地震
◦樽前山噴火
◦妙高山東斜面土石流

◦日中友好条約調印
◦成田空港開港
◦大学共通一次試験実施
◦第2次オイルショック
◦ジョンレノン射殺

今後の
「sabo」に
期待すること
土砂災害が発生するたびに、土砂災
害対策の遅れに対する国の責任が、声
高に指摘されています。たしかに土砂災
害から国民の生命財産を完全に防止す
ることは至難の業で遅れも目立ちます。

衰えましたが、巻頭言、論説TOPICS

従って砂防事業が国家百年の大計と

を中心にセンターの広範な活躍と砂防

してより一層強力に推進する必要があ

技術の日進月歩に興味を持ち読ませて

ることはいうまでもありません。ただ憂

いただいております。

慮されることは関係者は別として国民全

「sabo」について
率直なご感想

体からみれば、砂防に対する認識 、特に
砂防事業、砂防技術に対する認識と理

設立当初はセンターの仕事も受託

解の低いことは残念ながら今も昔も変わ

業務が主体で限られており、従って

らないと思います。従って公共事業の地

「sabo」も業務の説明など簡単な内容

方分権が論議されるなかで砂防の着実

のものでありましたが、現在は当時とは

な発展を期するためには砂防を志す技

◦中束家地すべり
（新潟県）

◦チ
 ャールズ英皇太子ダイ
アナ嬢と結婚

雲泥の差で内容も豊富で充実し、文化

術者はもとより一般国民に砂防事業の

的薫りのする立派なものとなりました。

歴史と現状を広くＰＲするのは必須のこ

◦長崎大水害

◦ホテルニュージャパン火災
◦フォークランド紛争勃発

あらためて編集委員会諸氏のご努力に

とです。

◦鋼製砂防構造物研究会実施
◦島根県西部水害
◦三宅島噴火
◦土砂災害防止月間設定

◦東京ディズニーランド開園
◦大韓航空機撃墜
◦ロッキード田中元首相有罪

◦海外研修生受け入れ始める
◦長野県西部地震
◦大滝村地すべり
（長野県）

◦グリコ森永事件

◦地附山地すべり
（長野県）
◦玉ﾉ木地地すべり
（新潟県）

◦つ
 くば科学万博
◦日航ジャンボ機墜落事故

◦鋼製砂防構造物設計便覧発行
◦伊豆大島・三原山噴火災害

◦東京サミット
◦チェルノブイリ原発事故

敬意を表したいと思います。

この意味で砂防技術の一翼を担うセ

ただ戦後赤木先生の厳しい指導の

ンターの任務もますます大きくなるもの

もと、砂防時代を過ごしてきた老人の

と思います。機関誌
「sabo」がどのよう

戯れ言ではありますが、砂防事業は

な範囲に頒布され、
どのように活用され、

10 0 ％国民の税金によって施行される

成果を上げているかについて詳しくは存

純粋な国家の公共事業であります。従

じませんが、センターの目的に沿って内

って言葉ははしょりますが砂防事業の

容の充実を図り、より一層実質的な有

技術部門の一翼を担う当センターは民

意義なものであって欲しいと思います。

「sabo」とわたし
白さを読者に伝えていると思われる。
しかし時には海外技術ノートがペー

◦JR発足
◦ニ
 ューヨーク株式暴落

ジを取りすぎている号もある。海外へ
の貢献や災害事例報告は重要ではあ
るが、本誌の国内読者にはいささか関
心の薄い報告が重なって搭載されては

◦青函トンネル開業

いないだろうか？

◦瀬戸大橋開橋
◦昭和天皇崩御
◦平成へ改元
◦中国天安門事件
◦ベルリンの壁崩壊

藤田 壽雄様

ご執筆号：第 3 号
（昭和 5 2年）
等
ご執筆当時の所属：建設省土木研
究所 地すべり研究室長
機関誌
「sabo」で
毎号楽しみにしている記事

◦民間建設技術の技術審査証明制度実施

◦大学入試センター実施
◦東西ドイツ統一

◦ソ連解体

関連する学会、自治体、協会から刊
行される出版物が多くあるなかで、特
色ある編集をするのはなかなか大変な
ご苦労だと推察いたします。否応なく
地方分権化が進むこの世の中で、災害
対応はともかくとして通常砂防・地す

砂防あるいは土砂災害が社会のなかで

べり対策事業もこの渦中に巻き込まれ

どのような受け止め方をされているかを窺

ることが想定されますので、砂防情報

い知ることができる貴重な場である。

という意味では地方自治体から発信さ

率直なご感想
◦湾岸戦争勃発

期待すること

他分野の識者による
「連載エッセイ」は

「sabo」について
◦雲仙・普賢岳噴火
◦ピナツボ火山噴火
◦
（財）
砂防フロンティア整備推進機構発足

今後の
「sabo」に

時宜に応じた話題を取り上げて、
やさし

れるさまざまな技術情報をとりまとめて
いく必要がありましょう。これまでは本
省からの情報に頼っていましたが、災害

く解説する論説や、砂防技術のルーツを

発生の局地化を踏まえた地方自治体

歴史的資料をひもといてアプローチする

の技術的取り組み方を
「sabo」
が把握し

などの試みは、新技術と温故知新の面

ていただきたいものです。
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特 集 1 100 号のあゆみ──「SABŌ」から「sabo」へ
発行年

発行月 vol.

1月

1992年

（平成4年）

1993年

（平成5年）

1994年

（平成6年）

1995年

（平成7年）

1996年

（平成8年）

1997年

仕様

◦
「
（財）
砂防フロンティア整備推進機構」
設立について

友松 靖夫

◦ネ
 パール治水砂防技術センター設立長期調査に参加して
◦イ
 ンドネシア火山砂防技術センターだより②
◦砂防と環境保全

阿部 彦七
阿部 宗平
新谷 融
阿部 宗平
設楽 武久

4月

35

◦イ
 ンドネシア火山砂防技術センターだより③
◦環境は気配りから

6月

36

◦平成3年年度事業報告
◦平成4年度事業計画

9月

37

◦民間開発砂防技術の紹介①
◦研究開発助成制度の創設及び助成課題

1月

38 ◦砂防と環境

廣住 富夫

3月

39 ◦高度経済成長主義への疑問

土岐 敬祐

6月

40

9月

41 ◦地球環境問題について

五十君 旦弘

1月

◦ガ
 ルングン火口湖周辺の斜面安定調査
42
◦超高層住宅に住んで──ある管理組合理事長顛末記

藤田 壽雄
岸田 弘

3月

43 ◦フ
 ィリピン・マヨン火山に関する調査報告

菊井 稔宏

6月

44

◦平成5年事業報告
◦平成6年事業計画

9月

45

◦雲仙水無川における堆積土砂除去の無人化施工について
◦木の種を播く

1月

◦入試成績の良い学生は優秀か?
46 ◦急傾斜地崩壊防止工事の計画について
◦合成開口レーダーを用いた地形計測手法の開発

6月

47

6月

48

9月

49

1月

50

3月

◦九重火山群硫黄山噴火緊急調査
51
◦携帯電話・FAX ／カラーコピー

6月

52

◦平成7年度事業報告
◦平成8年度事業計画

9月

53

◦雲仙・普賢岳の火山活動と砂防事業
◦自然とともに──雑感

座談会
古谷 尊彦

1月

54

◦兵庫県南部地震にかかる土石流危険渓流調査
◦富山県の地すべりを尋ねて──国見地すべり

座談会
本多 孝夫

3月

◦1
 993年鹿児島豪雨災害における警戒避難の教訓と問題点
55 ◦山形県の地すべりを尋ねて──大網地区と地すべり
◦今渓流環境対策に何が求められているか

6月

56

9月

57

1月

58

3月

59 ◦小泊地すべりについて

6月

60

（平成9年）

1998年

34

主な「sabo」記事

（平成10年）
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◦平成4年度事業報告
◦平成5年度事業計画

火山砂防部
安中 敏夫
鈴木 勇二
安江 朝光
阿部 宗平他

◦平成6年度事業報告
◦平成7年度事業計画

A4 判
伊藤 英之
杉山 俊宏

下川 悦郎
辻間 隆夫
座談会

◦平成8年度事業報告
◦平成9年度事業計画
◦稀な現象による土砂災害──蒲原沢土石流災害の教訓

丸井 英明

◦忘れられない地すべり
「茶臼山地すべり」

桑原 勉

◦平成9年度事業報告
◦平成10年度事業計画

主な砂防関連の動きと土砂災害

できごと世相等

「sabo」とわたし
を送付していただいたが、この当時にく
らべると内容、体裁、写真の質等にわ
たって大変立派になっている。集まっ
た原稿を適当に組み合わせている感が

◦研究開発助成制度の創設

◦地 球サミット開催

あり、各号によってジャンルに偏りが見

◦毛 利衛さんエンデバーで
宇宙へ

が『sabo』の原稿執筆を依頼されてい

られる。
これは本来の仕事が忙しい方々

安江 朝光様

ご執筆号：第 3 号
（昭和 5 2年）
等
ご執筆当時の所属：建設省土木研究
所 急傾斜地崩壊研究室長
◦Jリーグ開幕
◦皇太子ご成婚
◦レインボーブリッジ開通
◦非自民連立内閣発足

機関誌
「sabo」で

ことだと思う。
今後の
「sabo」に
期待すること
時期を得たテーマについて特集号を
時々組み、中身のある内容にしていた

毎号楽しみにしている記事

だければ大変ありがたい。単会誌、業

巻頭言、論説 、海外事情

界新聞に触れる機会が少ないので、砂

「sabo」について
率直なご感想
私が初めて投稿した第3号のコピー

◦カリフォルニア大地震

るのが主な理由だとすると致し方ない

防関連のニュースバリューのある事柄
についてはページ数は少なくてもよいの
で、できるだけ掲載して欲しい。

◦自社さ連立政権で自民復
◦松本サリン事件
◦関西国際空港開港

「sabo」とわたし
トピックスにおいても、災害の発生メカ
ニズムや対策技術に関するやさしくか
つ充実した記事の掲載を望みたい。内
容のレベルは砂防・地すべり研究の進
歩をふまえたものであり、かつ学会誌よ

◦阪神・淡路大震災

◦地下鉄サリン事件

りは平易であって欲しい。

◦新潟県7月豪雨災害

◦W
 indows95日本発売

増加しているといわれている現在、山

豪雨災害等、いわゆる異常災害が

太田 猛彦様
ご執筆号：第 31号
（平成 3 年）
等
ご執筆当時の所属：東京大学農学部
教授『新砂防』
編集委員長
機関誌
「sabo」で
◦ペ
 ルー日本大使公邸事件
◦携帯電話急増

◦ホ
 ンジュラス土砂災害

◦長野冬季オリンピック
◦明石海峡大橋開通
◦和歌山カレー事件
◦ワ
 ールドカップ初出場
◦テ
 ポドン1号発射実験
◦イ
 ラク空爆

千年間隔で発生する土砂移動現象の
結果として形成された緩斜面上のであ
ることをあらためて国民に報せていく必
要がある。つまり、そのような規模の土

毎号楽しみにしている記事

砂移動現象が起これば必ず被災する場

技術ノート

所に私たちは住んでいるのである。土

「sabo」について
率直なご感想

◦鄧小平死去
◦香港返還
◦ダ
 イアナ妃事故死
◦ア
 ジア通貨危機
◦山一証券自主廃業
◦京都議定書採択

間の可住地はすべて数百年あるいは数

砂災害防止法の有効性をあらためて証
明した今年の災害を思うとき、このよう

砂防の研究現場から少し距離を置く

な観点も含めて砂防・地すべりに関す

ような立場になっている現在、砂防事

る防災技術を発展させ、その成果を誌

業の技術面での現状を包括的に理解

面に反映させてほしい。

するのに役立っており、ご送付いただい
ていることに感謝したい。
過去1年間の記事では、
「既設砂防

なお、
「sabo」ではないが、貴センタ
ーが毎年発行している『土砂災害の実
態』の刊行事業に敬意を表する。とか

堰堤の機能回復方法について」や「微

く散逸しがちな過去の災害も記録を体

地形を生かした防災計画」などの技術

系的にとりまとめたものとして、その学

ノートが、最近の砂防技術を自分なり

術的価値は現在でも高いが、今後ます

にフォローするのに役立った。

ます高まるであろう。内容については、

今後の
「sabo」に

個々の土砂災害の状況の科学的記述

期待すること

の項目を一層充実させてほしい。

技術ノートのみでなく論説や速報・
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特 集 1 100 号のあゆみ──「SABŌ」から「sabo」へ
発行年

発行月 vol.

2月

1999年

主な「sabo」記事

◦平成10年土砂災害におけるソフト対策上の課題について
◦平成10年6月天草地方土砂災害調査報告
61 ◦平成10年佐渡地方土砂災害報告
◦岩手県火山防災マップの作成について
◦砂防GIS 構築に向けて

仕様

土砂災害ソフト対策研究会
総合防災部プロジェクト
流域土砂整備研究会

（平成11年）

6月

62 ◦平成10年ホンジュラス災害調査団報告

10月

63

1月

3月

64 ◦1
 999年台湾地震土砂災害現地調査に参加して

2000年

2001年

2002年

2003年

（平成15年）

2004年

鶴木 拓也

◦生物多様性と水族館

堀 由紀子

◦ベネズエラの土石流災害
◦韓国の土砂災害1998年の事例を中心に

吉松 弘行
周藤 利一

◦有珠山2000年噴火と砂防の取り組み

安養寺 信夫

67 ◦三宅島2000年火山活動とその対応

3月

69

7月

70
71

周藤 利一

◦ベ
 ネズエラ集中豪雨災害緊急対策専門家報告

9月

10月

（平成14年）

三宅 美輝
土砂災害ソフト対策研究会

66

68

黒川 興及

◦平成11年9月岐阜県で発生した台風16号による土砂災害調査報告

6月

1月

藤田 壽雄 他
瀬尾 克美

◦6
 .29広島県土砂災害について
65 ◦韓国の土砂災害1998年の事例を中心に

（平成12年）

（平成13年）

◦テ
 グシガルパ市
（ホンジュラス）
ソト地すべりの機構と対策
◦誠意ある聞き込み調査がソフト対策の充実につながる

細川 容宏

総合防災部プロジェクト

◦地域住民にわかりやすい防災対応ー地域防災学習マップの作成

土砂災害ソフト対策研究会

◦2 1世紀を迎えて
◦平成12年鳥取西部地震速報

友松 靖夫

◦2 000.9.12上矢作町の土砂災害における情報伝達と住民ニーズ
  ～現地聞き込み調査報告

土砂災害ソフト対策研究会

◦火山災害に思う
◦2 000年10月発生のイタリア北西部災害について

荒牧 重雄
瀬尾 克美

◦三宅島における2000年噴火後の土砂流出実態

総合防災部プロジェクト

◦ダ
 ムは不要か

新 寿夫

◦2 1世紀は
「環境の変化」

秋山 哲朗

◦土砂災害防止のためのソフト対策のあり方について

座談会

1月

72 ◦パ
 ワーシフト

友松 靖夫

6月

73 ◦安全と環境の21世紀

岡本 正男

2月

74 ◦ピ
 ナツボ火山砂防事業の現状について

赤松 巧一

6月

75 ◦J
 -SAS活用検討会開催について

10月

76

1月

77

4月

78 ◦魚類の保護と砂防えん堤

7月

79

（平成16年）

10月

◦韓国土砂災害現地視察調査団2003参加報告

視察調査団

◦情報化社旗の進展に呼応する火山砂防事業の高度化に向けて

松井 宗廣
下川 悦郎

◦水俣豪雨災害の検証と当面の対応

江口 隆一

◦6 .29災害から5年都市を襲った土石流とその対策

吉村 元吾

◦桜島における土石流対策

永吉 修平

◦土石流対するソフト対策
◦石積み堰堤を追いかけて
（上）

菊井 稔宏
友松 靖夫

◦土石流災害と危機管理ー水俣土石流災害を例として
◦バ
 ワカラエン山巨大崩壊調査報告
80 ◦安倍川流域大島堰堤における全流砂量観測報告
（H16年台風6号に
よる出水）
◦石積み堰堤を追いかけて
（下）
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高橋 剛一郎

◦1999年台湾集集大地震後の土砂災害の調査研究

池谷 浩
緊急調査団
近藤 玲次
友松 靖夫

主な砂防関連の動きと土砂災害

できごと世相等

「sabo」とわたし
ていると思います。

◦台湾集集地震

学術書ではないので難しい数式や技

◦2
 000年問題話題に

術論はなるべく避けたほうがよいと思い
ます。
表紙は機関誌の顔です。地球規模

◦ベ
 ネズエラ土石流災害
◦広島県6.29土砂災害
◦台風16号による岐阜県土砂災害

での珍しい映像を楽しみにしています。
今後の
「sabo」に

◦東海村臨界事故

友松 靖夫様

◦有珠山噴火災害

◦九州沖縄サミット開催

◦三宅島噴火災害

◦2
 000円札発行

ご執筆号：第 3 4号
（平成 4 年）
等
ご執筆当時の所属：
（財）砂防フロン
ティア整備 推進機構専務理事

期待すること
次のような課題について歴史的事実
とその後の変遷を検証し、砂防事業の
役割や地域社会に貢献する事例をシリ
ーズ
（1年単位）
で取り上げていただくこ

機関誌
「sabo」で

とを期待します。

毎号楽しみにしている記事

・緑の復元
（特に中部、近畿、中国にか

歴史探訪や連載エッセイ、界隈食べ
ある考と市ヶ谷だより。
「sabo」について
率直なご感想
以前とくらべればずいぶんと洗練さ

けて）
・荒
 廃渓流の今昔
（たとえば逆瀬川、大
谷川、常願寺川、六甲諸河川等）
・大規模崩壊地のその後
・火山地域の変貌

等々

れた誌面構成になり、校正も行き届い
◦鳥取県西部地震災害
◦世田谷一家殺害事件
◦中央省庁再編 国土交通省に
◦芸予地震地震災害

「sabo」とわたし
年以降、STCの事業報告に関する情

◦付属池田小事件

報がない。STCが受注した砂防事業
の経年的推移に関心を寄せる読者に
対して、また、STCの業務内容を公表
する場として、事業報告に関する記事
があっても良いのではないだろうか。
国際協力事業団の長期専門家として

◦9 .11同時多発テロ

◦台風15号による韓国土砂災害

◦ユ
 ーロ流通導入
◦F
 IFAワールドカップ共催
◦ノ
 ーベル賞ダブル受賞

◦海外研修生個別研修受け入れ

◦イ
 ラク戦争開戦

◦水俣土石流災害

◦日本郵政公社発足
◦ＳＡＲＳ流行
◦九州新幹線開業

◦新潟県中越地震災害

阿部 宗平様
ご執筆号：第 3 3 号
（平成 3 年）
等
ご執筆当時の所属：建設省土木研究
所 砂防研究室主任研究員
機関誌
「sabo」で
毎号楽しみにしている記事

インドネシア共和国、火山砂防技術セ
ンター（ VSTC）に派遣中の19 9 0 〜
9 2年の間、機関誌
「sabo」に「インド
ネシア火山砂防技術センター
（VSTC）
便り」を連載させていただいた。
VSTC便りでは、技術移転の内容、
活動報告のほか、カウンターパートや

連続エッセイ、海外情報、歴史探訪

他機関の職員と友好を深める私的交

は、毎号の掲載内容が豊富で楽しみに

流、VSTCの所在地であるジョクジャ

している。

カルタ近郊の歴史、風土、地方に伝わ

「sabo」について
率直なご感想

る祭典、などについて「sabo」の読者
に紹介した。それまでは、海外紀行を

19 7 6（昭和 51）年 4月の創刊以来

含めた海外情報に関する記事が数例あ

19 9 0 年頃まで、機関誌
「sabo」は、

るだけで、この種の記事は掲載されて

技術ノート、各種委員会報告や受託調

いない。帰国後、数人からVSTC便り

査研究など、STCの事業報告を主と

について好評をいただいたのが嬉しか

する編集内容であったと記憶している。

った。

これは、ハード対策を主体とするその

今後の「sabo」に

当時の施策と砂防事業概要を知るう

期待すること

えで、貴重な記録だといえる。現在は、

「sabo」の読者を対象に、今後とも

砂防技術に関する内容だけでなく、エ

学術機関誌、他機関の機関誌等とは

ッセイ、海外事情、歴史探訪等、興味

異なる「sabo」の独自性を保持する機

ある内容が編集されているが、19 9 8

関誌であることを期待する。

◦ス
 マトラ島地震◦インド洋大津波
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特 集 1 100 号のあゆみ──「SABŌ」から「sabo」へ
発行年

発行月 vol.

主な「sabo」記事

1月

81 ◦平成16年新潟県中越地震における当センターの対応について

4月

82

仕様

企画部

◦創立30周年記念号
2005年

（平成17年）

7月

10月

2006年

（平成18年）

2007年

◦よ
 り充実した国際砂防交流に向けて
84 ◦7
 .11豪雨災害から10年を経過して
◦火山ハザードマップと火山防災対策について

4月

86

7月

87 ◦パ
 キスタン北部地震による斜面災害の概要

八木 浩司
千木 良雅弘

10月

88 ◦ジ
 ャワ島中部地震及びムラピ山噴火に伴う土砂災害調査について

櫻井 亘

4月

89

◦自然の景観を大切にしたい
◦雲仙・普賢岳災害から15年

枦木 敏仁

◦フ
 ィリピン・ピナツボ火山災害緊急復旧事業視察レポート

本田 健

◦フ
 ィリピンマヨン火山泥流災害調査に参加して
7月

91 ◦中東の国ヨルダンと砂防

10月

92

◦地すべりのハード対策
（インタビュー）
◦雲仙・普賢岳溶岩ドーム監視体制

1月

93 ◦長野県岡谷市土石流災害における崩壊発生斜面の地盤特性

4月

94

7月

95

荒牧 重雄
大林 和幸

◦韓国土砂災害調査団

◦身辺雑記
90 ◦甚ノ助谷地すべりといくつかの付加体のデコルマンゾーンとの比較研究

（平成20年）

安江 朝光
小川 勇二郎
（講演）
万膳 英彦
池谷 浩
藤田 壽雄
秦 耕二
綱木 亮介
（講演）

◦土石流・流木対策の技術指針解説および土石流・流木対策設計技
小山内 信智
術◦指針の解説ポイント
◦浅間山ロールプレイング方式防災訓練について

総合防災部

◦中国四川大地震防災対応への技術支援

池谷 浩

◦グ
 アテマラの土砂災害を尋ねて

近藤 浩一

◦ヨ
 ルダン乾燥地砂防プロジェクト派遣報告

池田 暁彦

◦岩手・宮城内陸地震による大規模土砂災害の発生と砂防技術

井良沢 道也

96 ◦中国四川大地震による唐家山天然ダムの形成と防災対応

池谷 浩

1月

97 ◦岩手・宮城内陸地震と土砂災害

伊藤 和明

4月

98 ◦パ
 キスタン北部地震の地殻変動調査に参加して

近藤 浩一

7月

99

10月

（平成21年）

岡本 正男
長谷川賢一
総合防災部

85

2008年

2009年

友松 靖夫
藤田 壽雄
中村 良光 他

1月

1月

（平成19年）

83 ◦創立30周年を迎えて
◦大規模地すべり対策に取り組む
◦平成15年福岡県西部で発生した山腹崩壊の再発性

10月 100
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◦7月中国・九州北部豪雨による山口県防府市での土砂災害緊急調査
厚井 高志
報告

主な砂防関連の動きと土砂災害
◦
（財）
砂防・地すべり技術センター設立30周年

できごと世相等

「sabo」とわたし
「sabo」について

◦セ
 ントレア空港開港

率直なご感想
今後のさらなるご発展を期待します。

◦ＪＲ福知山線脱線事故

今後の「sabo」に
期待すること
最新の情報が得られること．それも

◦米ハリケーン被害

くだけた内容のものを期待しています。

荒牧 重雄様

ご執筆号：第69号
（平成13年）
等
ご執筆当時の所属：東京大学名誉教授

◦パ
 キスタンカシミール地方大地震

機関誌
「sabo」で
毎号楽しみにしている記事

◦ジ
 ャワ島中部地震
◦ム
 ラピ山噴火

火山関係の記事は専門ですので当
◦ラ
 イブドアショック
◦耐震偽装多数発覚

然期待しています。

◦ＷＢＣ日本初代優勝
◦悠仁親王誕生

「sabo」とわたし
ますが、皆さんの知恵を借りながらやっ
ています。日本の砂防の歴史を伝える

◦新潟県中越沖地震災害

ことが編集にあたっての思いです。
今後の「sabo」に
期待すること
『砂防』と名のつく定期刊行物は、

◦能登半島地震災害

砂防協会の
『砂防と治水』
、砂防学会の
◦サ
 ブプライム問題発覚
◦郵政民営化スタート
◦食品偽装事件相次ぐ

岡本 正男様

ご執筆号：第73号
（平成14年）
等
ご執筆当時の所属：国土交通省砂防部長
機関誌
「sabo」で
毎号楽しみにしている記事
砂防行政や技術の歴史、編集後記、
写真
（人物、現地、食べ物等）
「sabo」について

◦四川地震

率直なご感想
◦岩手・宮城内陸地震災害

◦秋葉原通り魔事件
◦北京オリンピック

ア砂防』があります。また、地すべりに
ついても地すべり学会や斜面防災対策
技術協会等の機関誌があります。その
ほとんどが会委員向けです。
「sabo」
は会員ではなくSTCが作成するSTC
の機関誌です。STCをPRするための
ものに徹していただきたいと思います。
それが砂防のPRにつながります。
奇を衒うことなく真面目に手作りで

10 0 号おめでとうございます。8ペ

思うように好きなように作る、それも楽

ージB 5 判からスタートした創刊号から

しみながら作ることが大事かと思いま

vol. 9 9まで砂防図書館で目を通しま

す。

した。まさにSTCの歴史です。
◦リ
 ーマンブラザース破綻
◦原油価格暴騰
◦オ
 バマ氏当選米国史上初
の黒人大統領

『新砂防』
、砂防広報センターの
『メディ

雑誌編集のプロではないので、苦労さ
れていることと思います。
③と連動するのですが、気にするこ

S c i e n tif i c , A r tis ti c , B rilli a n t
and Originalな
『sabo』
目指して。
『sabo』は「砂防」ではなく、
「エス、
エー、
ビー、
オー」です。期待しています。

となく好きなように作ることだと思いま
す。
『砂防と治水』を協会で発刊してい

◦山口県防府市土石流災害

◦ＷＢＣ日本連覇
◦北朝鮮ミサイル発射
◦マ
 イケルジャクソン死去
◦民主党与党に

SABO vol.100 Oct.2009

19

特 集 2 あの計画は今

( 財 ) 砂防・地すべり技術センター 企画部

（財）砂防・地すべり技術センターは、昭和 50 年の創立以来、旧建設省をはじめとする機関から委託を受け、様々な砂防計画・施設計画
の立案に携わってきた。センターが担当するのは主に全体計画部分であり、施設の施工など、計画実施まで密着して関与することは少ない。
あの頃立てた計画の現場は、今どうなっているのだろうか。いくつかの現場の今を見てみよう。

1 インドネシアメラピ火山砂防基本計画（昭和 52 ～ 54 年度）
インドネシアのジャワ島中部に位置するメラピ火山
は有史以来、数年～1 0年程度ごとに噴火を繰り返し、
豪雨のたびに下流のジョグジャカルタ市や集落にたび

クト
（水原恒士氏、三嶋一博氏、藤田明氏）
が派遣され
ており、これら専門家と連携を図り、進めた。
昭和5 5年3月に策定されたマスタープランに沿って、

重なる被害をもたらしていた。昭和5 2～5 4年度の3カ

その後有償資金協力により、メラピ火山防災第Ⅰ期事

年にわたって国際協力事業団
（現・独立行政法人国際

業
（1 9 8 5 - 1 9 9 2）
、メラピ火山およびスメル火山防災事

協力機構）
がメラピ火山防災マスタープラン作成の開発

業Ⅱ
（1 9 9 5 - 2 0 0 1）
が実施されて、数多くの砂防えん堤、

調査を行うこととなり、委託を受けたセンターは、西麓

床固工、導流堤が施工された。メラピ山は、近年では

バペラン川～南麓ウォロ川にかけての全体事業計画を

2 0 0 6年5月に噴火し火砕流も発生しているが、下流に

立案した。当時は日本人専門家が、公共事業省本省
（藤

被害は生じていない。

江良雄氏、渡辺正幸氏）
のほかに、メラピ火山プロジェ

2 上高地地域保全整備計画調査（昭和 57 ～ 58 年）

明神橋から見た上流側の状況
（平成20年9月）

護岸の植生進入状況(平成20年9月)

上高地は我が国を代表する山岳景勝地として中部

砂防工事事務所
（当時）
の委託により、梓川の河川環

山岳国立公園の中心的な地域であり、年間百数十万

境に配慮しつつ本川の洪水氾濫の危険性を低減する

人の観光客や登山者が訪れる。しかし急峻な山地か

ための砂防施設計画を策定した。

ら生産される大量の土砂により、梓川の河床が上昇を

この計画に基づき、昭和6 2年に環境庁と建設省の

続け、梓川本川の氾濫や支渓からの土砂流出による

間に覚書が交わされ、明神地区の施設群のうち、5号

土砂災害の危険性が高まり、観光客や集団施設地区

帯工の試験施工と3カ年にわたる環境影響調査が行

の保全が課題であった。こうした問題に対処するた

われた。

め、環境庁・国土庁・林野庁・建設省
（名称はいずれ

結果は影響なしとするもので、現在では1 1号帯工

も当時）
により
「上高地地域保全整備計画」
が実施され、

まで設置が進んでいる。本川の護岸を覆う蛇篭には

国土庁により、取りまとめられた。センターは、松本

植生が入り込み、周辺の景観に溶け込みつつある。
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メラピ山麓プティ川ジュランジェロ地区に第二期メラピ砂防事業
（OECFローン）
で完成したダブルウォールえん堤
（1993頃の写真）
（
「イ
ンドネシア砂防技術センタープロジェクト」1994パンフレット）

2006年5月に発生した火砕流で被害を受けたゲンドール川上流の
集落
（2007年3月撮影）

3 地附山地すべり緊急対策工工事計画（昭和 60 ～ 61 年度）
昭和6 0年7月長野市上松の地附山南東南斜面で大
規模な地すべりが発生し、死者26名、全半壊家屋6 4

対策工
（シャフト工、アンカー工、排水トンネル、頭
部滑落崖対策工）
の実施設計を行った。

戸のほか、老人ホーム等に甚大な被害が生じた。この

現在では地すべりは安定し、平成1 6年から防災メ

緊急対策工事のため、センターでは長野県長野建設

モリアル地附山公園として利用され、防災学習の場

事務所の委託により、地すべり機構解析、安定解析、

としても活用されている。

地すべり発生直後の状況
（昭和60年7月）

対策工が施工された平成2年6月の状況
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4 稲又第三砂防えん堤実施設計（昭和 63 年度）

5 水無川火山砂防対策計画（平成 3 年度～ 7 年度）

稲又谷は、富士川水系早川支川雨畑川上流
に位置し、流域内には八潮崩れなど、多数の土
砂生産源を有する。昭和5 7年には台風1 0号、
1 8号の豪雨により、谷出口付近で河床が10ｍ
も上昇し、大きな被害が生じた。稲又第三砂
防えん堤は高さ5 0ｍと日本で屈指の高さを誇
る大規模えん堤で、当センターは富士川砂防
工事事務所
（当時）
からの委託により、その実
施設計を行った。
狭隘で急峻な地形の中、昭和63年度から工
事が開始され、平成1 4年3月に稲又第三砂防
えん堤は完成した。このえん堤は、現在も人里
離れた山奥で、人知れず重要な役割を担ってい
る。
土石流の爪痕が痛々しい平成5年当時の水無川下流の状況

6 新潟県中越地震対策（平成 16 ～ 17 年度）
平成1 6年1 0月2 3日に発生した新潟県中越地震
により、旧山古志村
（現長岡市）
を源とする芋川流
域では大規模な斜面崩壊が多発した。崩壊土砂に
よって5 5カ所の河道閉塞が生じ、道路が寸断され、
人家が水没するなど、甚大な被害が生じた。センタ
ーでは、国土交通省湯沢砂防事務所からの委託に
より、これら河道閉塞箇所の決壊防止のための恒
久対策と合わせて、地震に起因する大量の生産土
砂量に見合う砂防計画の立案を行った。
現在では多くの恒久対策施設が施工され、再度
災害防止に資している

稲又第3砂防えん堤
（平成20年6月）

22 SABO vol.100 Oct.2009

雲仙普賢岳は、平成2年11月17日に噴火を開始

に甚大な被害を与えた。この噴火が、火山地域の土

し、平成7年2月まで顕著な火山活動が続いた。こ

砂災害対策、危機管理、被災者対策、被災地の復興

の間、多数の犠牲者を出した平成3年6月3日の火

計画など、我が国の防災対策にもたらした影響は大き

砕流のほか、多くの火砕流、土石流が発生し、地域

い。センターは、火砕流発生前に予想区域図を作成
したことに始まり、かつて例を見ない災害に対する緊
急対策基本構想、砂防施設配置計画・設計、噴火活
動終息後は恒久対策計画の立案などに携わってきた。
当初は長崎県島原振興局からの委託により、平成5年
4月の直轄化以降は国土交通省雲仙復興工事事務所
（当
時）
からの委託により、業務を行った。業務の緊急性、
密接な調整の必要から、平成５年8月から９年5月ま
で、センターは島原市に雲仙対策の事務所を設置し、
検討を進めた。
現在は、溶岩ドームなど最上流部を除いて、基本構

導流堤、
砂防えん堤が施工された平成18年の水無川の状況
（2006年８月23日：
松井宗廣撮影）

地すべりによる東竹沢地区の河道閉塞・湛水。緊急排
水路を確保した平成16年11月18日の状況

想で示された多くの施設が完成し、地域の住民の生活
が守られている。

河道閉塞対策が完成した平成18年の状況
（湯沢砂防事務所ホームページより）
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3
連 載エッセイ

樹のちから
石川 幹子
いしかわ みきこ

東京大学大学院工学系研究科 教授

人

にも様ざまな能力があるように、

か、気の毒な名前である。羽状複葉の

樹木にも、異なったちからがあ

葉は、じつに軽やかで、樹下には優し

る。成長が早く、すぐに役立つ樹木も

い木漏れ日が戯れる 写真- 1。初夏に

あれば、
大器晩成の言葉のごとく、
遅々

は、
梢高く、
真っ白な房状の花を咲かせ、

として埒のあかない樹木もある。

その芳しい香りは、気品に満ちている。

前者の筆頭は、おそらく、二セアカ
シア
（Robinia pseudo-acacia）
であ

大連」が名高い。大連のアカシアは、

ろう。マメ科の樹木で、成長が早く、

正確には、ニセアカシアである。美し

樹高は、20〜28mにもなり、樹林の

い港を臨む丘の並木道に咲き誇ってい

なかで群を抜く高さを誇る。痩地でも

たニセアカシアは、古木となり、朽ち

育ち、根瘤菌が土壌を肥沃にする。し

果てようとしている。戦前の日本人街

かし、概して寿命は短く、50年ほどす

は、現在、急速な再開発の波に洗われ

ると幹に洞ができ、風で倒れ、思わぬ

ており、2週間前にあった住宅地が瞬

被害をもたらすことがしばしばある。

時にして消え去っているのが現実であ

かつて、砂防工事が行われた山間の

る。あたかも、地震の後のような瓦礫

渓流などを歩くと、思いもかけない所

の中で、ニセアカシアが奇跡のように

で、この二セアカシアに出会うことが

残されていた写真-2。樹木に罪はない。

ある。おそらく、昭和30年代頃、戦後

ニセアカシアにも、適材適所を生かし

の国土の荒廃の後、早期緑化の目的

た生き残る道を考えるべきと思う。

で全国一斉に植樹された時代の名残
であろう。幹は朽ちつつあるものの、

こ

れに対して大器晩成型の樹木
の筆頭は、おそらくビャクシン

地下茎から伸びた新しい樹木が育って

（Juniperus chinensis）
であろう。仙

いる。この生命力の旺盛さが、現在の

台の生家の庭に、いつのころ植えられ

在来種を尊重する考え方のなかで問

たかは不明だが、ビャクシンの古木が

題となり、駆除の対象とされるに至っ

ある。私の子供の頃から、ほとんど姿・

ていることは、時代の流れとはいえ、複

形は変ることはない。花が咲くわけで

雑な思いを禁じえない。

もなく、格別、おもしろみのある樹木

二セアカシアとは、誰が名付けたの

写真- 1 軽やかな二セアカシアの葉と樹形
（2009年5月、大連）
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ニセアカシアといえば、
「アカシアの

ではないが、独特の存在感を有し庭を

写真- 2 旧日本人街に残された二セアカシア
（2009年5月、大連）

写真- 5 松島瑞巌寺のビャクシン

写真- 3,4 鎌倉建長寺のビャクシン

席捲している風格があった。明治の人

めると、ビャクシンは、おもしろいよう

てほしいと頼んだ。トプカプ宮殿は、15

であった祖父は、この庭をこよなく愛

に様ざまの風景のなかに立ち現れるよ

世紀から19世紀まで、オスマントルコの

したが、近づきがたい威厳があり、そ

うになった。

皇帝が居住したボスポラス海峡を望む美

のイメージがビャクシンと重なり、この

世界遺産に指定されている安徽省

しい宮殿である。東西文化の十字路で

樹は、私にとって一歩退き、遠くから

宏村では、最も重要な廟の門前がビャ

あるこの宮殿には、きっとビャクシンがあ

みていた存在であった。

クシンであった。奇岩で名高い張家界

るに違いない。

長

じて、再びビャクシンにめぐり

に隣接する村でも、廃村となり、すべ

あったのは、鎌倉五山の一つ、

てが失われたなかで、ビャクシンのみ

帰

国した学生が、いささか上気し

た声で、こういった。

建長寺であった。ここには、開山大覚

は伐採されることなく、かつての村の

「先生、ありました。たしかに、ユ

禅師蘭渓道隆が、宋の禅寺にならい植

中心に鎮座し続けていた写真-6。最南

ニペルス・ キネンシス
（Juniperus

えたとされる巨大なビャクシンがある

端は、台湾の台南市である。戦前、日

chinensis）
です。
」

写真- 3,4 。樹齢730年を超える古木

本がつくった植物園は、現在、台南公

は、山門を凌駕するほどであり、うねり

園として親しまれているが、ここにビャ

ながら龍のごとく空に登っていく勢い

クシンの古木がある。説明を読むと、

のある姿は、質実剛健を旨とし、かつ

1901年に試験的に日本から導入され

精神世界を極めようとする禅寺の高い

たとある。ビャクシンは、
「龍柏」と表

志を映すものと思えた。

示されており、龍が昇っていく勢いの

同じく禅寺である、松島瑞巌寺門前

ら伝承された龍柏が、日本を経由し、

年）
が、名勝として保存されている。戦

さらに台湾に根を張っている。

国の武将、伊達政宗の建立した寺で

日本から、最も離れた地は、スペイ

あるが、その前身は建長寺の姉妹寺で

ン、グラナダのアルハンブラ宮殿であ

ある丹福寺であり、禅寺の伝統が、こ

る。イスラム文化の粋であるこの宮殿

の樹を通して東北地方に伝播されたの

には、回廊をめぐらした小さな庭園が、

かもしれない写真- 5。

迷宮のように連なっている。最も奥の

中国のビャクシンのルーツに巡り

皇帝が暮らした庭園に、ささやかに、し

あったのは、約10年ほど前である。何

かし、力強く鎮座していたのがビャク

気なく訪れた北京の故宮の最も奥の院

シンであった。

ことに出会い、
「なるほど」
と合点がいっ

ユ

た。

ならば、
きっと、
「ビャクシンの道」があるに

こ

イスタンブール、グラナダ……
ユーラシア大陸を横断して生き続け
る
「樹のちから」
。
地味な一本の樹に人は、
かなわぬ
「永
遠の命」を託したのであろうか。

ある姿が愛されているという。中国か

にもビャクシンの古木
（推定樹齢700

の庭が、ビャクシンで占められている

松島、
鎌倉、
北京、
台南、
安徽省、
四川、

ーラシア大陸を横断して聖なる樹

として生き続けるビャクシンである

の時から、私のビャクシン探訪

違いない。一人の学生がイスタンブール

の旅が始まった。この樹に込め

にいくという。私は、すかさず、トプカプ宮

られた物語を、辿ってみたいと心を決

殿に行き、
ビャクシンの存在を確かめてき

写真- 6 中国張家界近くの廃村に残された一本
のビャクシン
（2008年5月）
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技術ノート

技 術 を 伝 え る

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

土砂水理学と数値シミュレーション
「sabo」では、現在活用されている技術の確立に尽力された方々を対象に、その経験談を伺う「技術の伝承」を連載してい
ます。今回は「土砂水理学と数値シミュレーション」と題して、立命館大学、京都大学で土砂水理を研究された後、当センター
で数値シミュレーションプログラムの開発に携わられた、筑波大学農林工学系教授、宮本邦明先生にお話を伺いました。
●語り手

略 歴

宮本邦明

みやもと くにあき

筑波大学大学院
生命環境科学研究科 教授

1979年３月

立命館大学理工学部土木工学科 卒業

1984年４月

立命館大学理工学研究科土木工学専攻博士課程 中退

1984年４月

（財）
防災研究協会

1986年４月

（財）
砂防・地すべり技術センター

1994年４月

鳥取大学助教授地域共同研究センター

2000年３月

筑波大学助教授農林工学系

2003年10月

同教授

●聞き手

吉田 真也

よしだ しんや

（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 企画情報 課長代理

吉田●本日はお忙しいところ、わざわざ当センターまで

いろな研究成果を眺めながら、
もっぱら理論的な検討を、

お越しいただきましてありがとうございます。以前から

構成則に着目して行っていました。

お願いしておりましたとおり、今回は機関誌
「sabo」の

数値シミュレーションについていえば、当時はまだ計

連載記事として、宮本先生に土砂水理と数値シミュレ

算機の能力がさほど高くなく、河床変動計算についての

ーションについて、特に現在でも当センターで使用して

研究は行われていましたが、それほど気軽に行える状況

おりますNew-SASS（二次元 氾濫解析プログラム）な

ではありませんでした。流れのメカニズムがよくわから

どの元となったプログラムを開発していた昭和末期～

ないということもあって土石流のシミュレーションに

平成始めの頃のお話を伺いたいと思っております。よ

ついてはさほど興味がもたれていなかったと思います。

ろしくお願いいたします。
宮本●よろしくお願いします。

その後、立命館で博士課程まで進み、年限いっぱい使
い果たして退学しました。路頭に迷いそうになったとき、

メールで問い合わせをいただいたときに思いました

芦田和男先生
（京都大学）
に拾われて２年間防災研究所

が、じつは私自身は数値計算が専門ではありませんでし

で中国の黄河で有名な高濃度流の流動機構について研

たし今でもそうです。たしかに砂防センターで数値シ

究をしました。土石流といえば、普通、勾配が15°
もあ

ミュレーションプログラムの開発に係わりましたが、そ

るような急勾配のところを石礫が30％とか40％ぐらい

れは必要に応じてやっていたにすぎません。

の濃度で、その中に流木などを含んで流れるイメージで

吉田●そうだったのですか。ちょうどシミュレーショ

すが、高濃度流はそれよりはるかに低い勾配で細かい砂

ンが使われ始めた頃の話も含めて、まずは先生のご経歴

（シルト）
が主体で、しかも水と砂の量が同じぐらいのも

からお伺いいたします。

のが流れていく。こんなのがいったいどうやって流れる

宮本●私は立命館の出身ですが、立命館では土砂水理、

んだといいたくなるような現象ですが、現地に現象を見

特に土石流の流動機構に関する研究を主にやっていま

に行くわけにもいかず、現物を採取するわけにもいきま

した。最初から砂防や土石流を研究しようという意識

せんから、実験を行って特性を調べ、レオロジーモデル

があったわけではありません。河川工学で有名な大同

を作るということをやっていました。最終的にはそれ

先生がいらっしゃって土石流についても研究をされて

なりの理論式を作って、まぁ間違いないだろう（当たら

いました。そういうことで土石流の流動機構に ついて

ずとも遠からず、というか嘘も方便というか）
、という

研究してみないかと言われたのがきっかけです。

ところで研究は終了しました。
（笑）

吉田●当時、土石流は幻の現象と呼ばれていたそうで

吉田●私も中国の雲南省で高濃度の泥石型土石流が流

すが、具体的な研究内容はどのようなものだったのでし

れて堆積した跡やビデオ撮影された流下状況を見たこ

ょうか。

とがありますが、あれは本当に灰色の泥がまるで溶岩の

宮本●土石流の流動機構については、当時はまだほと

ように押し寄せてくるようなイメージでした。

んどわかっていない状態でした。大同研究室ではいろ

宮本●その後、何とか博士論文をまとめた後、砂防セン
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ターの面接を受けました。ちょうど昭和60年だったと

宮本●機械的なことをいうと、パソコンはMS-DOSの頃

思います。じつはそのとき、砂防センターがどんなとこ

でコンパイラなどもないこともなかったのですが、大規

ろか知らず、どんな仕事をするのか、役に立てるのか
（な

模な計算はできない頃でした。大学では電算センターの

にせ、それまで仕事らしい仕事はしたことなかったもの

大型計算機で計算をする、という時代でした。当然コン

ですから）
結構不安でした。センターに入った後、松村

パイラもフォートラン、コーディングにはパンチカード

和樹さん（現京都府立大教授）
に似たような経験談を聞

を用いるといった具合です（パンチカードで「神経衰弱」

かされて多少安心した記憶があります。何の気休めに

というのがはやった？頃です）
。

もなっていないはずなのですが。

十勝岳の時は土木研究所の計算機を主に使いました。

数値シミュレーションに係わったのは砂防センター

プログラムは砂防センターで作ってそれをつくばに持っ

に入ってからのことです。今では何をするにもパソコン

ていって計算をし、結果をテープに吸い上げてまた持っ

を用いていますが、
その当時の砂防計画検討といえば
「プ

てくるという作業体制だったと思います。ちょうど昭和

ラニメーターと算盤」いうのが一般的な世界だったと思

63年9月1日
（防災の日）
に、大正15年の火山泥流の再現

います。私は昔のことはよく知りませんが、砂防基本計

計算結果をアニメーションで流すということになり、急

画の検討が始まった頃と本質的には変わっていなかっ

遽、富士通の中央研究所にあるその当時開発したての

たのではないかと思います。

スーパーコンピューターを使わせていただいてプログラ

センターに入ってしばらくすると、コロンビアのネバ

ムのデバッグやらなにやらやりました。今では当たり前

ド・デル・ルイス火山噴火の泥流災害がきっかけとな

のようなことですが、数値計算結果をアニメーションに

って火山の砂防をやろうかということになってきまし

して見せるというのは、多分その当時はそう多くはなか

た。その関係で、十勝岳で大正15年
（1926年）
に発生し

ったと思います。その当時としてはあまりのリアルさに、

た火山泥流災害の調査と再現計算を、昭和62年に土木

計算結果のアニメーションのバックには航空写真や地

研究所から受注しました。こういう、ある意味で新しい

図でなくて漫画のような絵を使って放送されました。

ことができたのは当時水山高久先生
（現京都大学大学

吉田●ここに当時の報告書があって、その中では計算に

院教授）
が主任研究員としていらっしゃったことが大き

使う物理式や差分方法の考え方、計算条件やハイドログ

いと思います。

ラフ設定の根拠などが詳しく述べられていますね。ただ

吉田●その頃の数値シミュレーションを取り巻く環境

さすがに20年以上前なので図-1にあるように計算結果の

はどうだったのですか。

示し方は古風ですが、逆に言えば20年たってもお絵かき
の部分以外は変わっていないのかも。

図-1 昭和62年に実施された十勝岳の融雪型火山泥流の数値シミュレーション結果

宮本●よくTVや映画で格好のいい
きれいな画面表示
（動画）がされて、
普通の人はシミュレーションという
とああいうイメージをもつのかもし
れませんが、あれ（映像）
はCGであっ
て、数値シミュレーションの本質で
はありません。数値計算結果は数字
の固まりで、必要に応じてどのよう
にも表現が可能なものです。
ま、それは置いておいて、たしか
ちょうど同じ時期に、砂防センター
でも計算ができるようにしようとい
うことでプライムというミニコンを
導入しまし た。たしか3,000万円ぐ
らいかかったのではないかと思いま
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す。今ではパソコンは誰もが使う文房具扱いですが、昔

規模というのが頭にありました。とはいえ、噴火の時期

は「文房具」では計算ができなかったので特別にマシン

が異なると泥流の規模も異なることが想定され、いく

を導入する必要があったのです。

つかのケースを検討していました。その一部は、先ほど

吉田●3000万円……、それだけの費用をかけて環境を

のNHKの番組にも反映されたと記憶しています。とい

整えて数値シミュレーション計算に取り組もうという

うことで、ある程度はケーススタディがなされていまし

組織は他にあったのですか。

た。十勝岳が噴火したのはクリスマス・イブからクリ

宮本●むろん、ゼネコンや大手のコンサルでは大型の計

スマスに日付が変わってすぐだったのですが、私はその

算機を自社で持っていていろいろな計算をやっていま

ときは鹿児島にいました。クリスマスの朝、急遽十勝

した。土石流に限っていえば、ある航測会社でランダム

の現場に呼び出されました。そのまま、上富良野町の町

ウォークを用いた土石流氾濫範囲を求めるプログラム

役場に年明け近くまで詰めていました。このとき上富

を開発していたと聞いています。物理法則に基づいて

良野町では急遽ハザードマップを作成し配布をしてい

土砂と水の流れを解析するプログラムは大学を除けば

ます図- 2。このハザードマップでは危険度をいくつかに

まだ持っていなかったと思います。というので、ないの

分けて表現されており、その危険度の評価には、NHKの

なら作るしかないと。

放送や数値シミュレーション結果が反映されています。

吉田●プログラムそのものは宮本先生が元を作って、当

同時に、北海道開発局ならびに北海道で緊急の対策が

時出向で来ていた山下さんと高橋さんが仕上げたと伝

とられましたが、それにも当然シミュレーション結果が

え聞いております。それが現在のNew-SASSまで続く

反映されています。

数値シミュレーションプログラムの先祖だと。

その後は、１年に１現象ずつのペースで、溶岩流、火

宮本●プログラムのコーディングはもっぱら山下伸太

砕流とプログラムを作っていきました。

郎さん（現住鉱コンサルタント）
にやっていただきまし

吉田●そのペースですとちょうど雲仙普賢岳が噴火を

た。彼は土木出身ということもあって、プログラムを組

して溶岩ドームが成長していた頃に、火砕流のプログラ

んだりコーディングしたりすることに大きな抵抗をもっ

ム開発をしていたのですね。

ていませんでした。高橋正昭さん（現ダイヤコンサルタ

宮本●溶岩流、火砕流とも、プログラムを作ったら噴火

ント）
さんはそれを実際に使って改良する役割を担って
いたと思います。私はもっぱら２人にお願いする係でし
たから、ご両人は未だに私のことを「人使いが荒い」と
思っているようです。
当時は砂防センターも組織が小さく人も少なく、今の
ように砂防部や斜面保全部という部単位ではなく、技
術１、２、３課と課単位でした。アットホームな雰囲気
で、ご両人のみならず夜遅くまで酒を飲みながら議論を
することがよくありました。
吉田●昭和63年からプログラム開発を始めて、ちょう
どその年の年末に十勝岳が小噴火をして地元が融雪型
火山泥流を非常に警戒して住民避難までしていました
が、その時に数値シミュレーション結果は使われたので
しょうか。
宮本●昭和63年度はすでに十勝岳の火山泥流対策計
画の検討に入っており、委員会
（当時北海道大学教授東
先生が委員長）
を設けてハード・ソフト対策の検討を進
めていました。そのなかでの噴火ということです。泥
流対策計画の基本としてなんとなく大正15年の泥流の
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図- 2

当時作成されたハザードマップ。作成日付が平成３年６月2日と
なっているが、火砕流で44名が被災したのは6月3日

するということで、大変びっくりしました。それ以上の

図- 3 数値シミュレーション結果を鳥瞰図表示した例

ネタ
（現象）
は考えていませんでしたので新しいプログラ
ム開発の予定はさしあたりありませんでしたが、周りか
らは、
「もうプログラムは作るな」といわれました。外
見的にはあたかも、事前にすべてのプログラムが用意さ
れていて、
「噴火、いつでもこい」というように見えたか
もしれませんが、どちらかの順序が違っていれば、対応
はまったく変わっていたと思います。
火砕流についていえば、これも土研からの発注で、前
年に主に浅間山の吾妻、鎌原両火砕流を対象として検討
を行い、プログラムができていました。したがって、普賢

立てられるか、ということです。計算を行うと何らかの

岳噴火のときにはすでに溶岩流、火砕流、土石流のプロ

結果がでますが、それは与えた条件に対してであって、

グラムがそろっていました。それらの現象をまとめたハ

条件の与え方によってはどうにでも変わるということを

ザードマップを鈴木宏さん（当時専務理事）
が現地に持っ

知っておかなければいけません。計算結果は計算条件

て行こうと羽田空港で待っているときに、テレビのニュ

そのものなのです。よくて（適切な条件が設定できたと

ースで「雲仙普賢岳で火砕流が発生、多くの被害者がで

して）
実現象を近似的に表現するツールでしかないとい

たもよう」というのが流れ、あと数日早ければ被害を小

う認識が大切だと思います。

さくできたかもしれないという思いをしました。

吉田●それでは最後になりますが、これからの技術者、

吉田●その後はミニコンからUNIXのワークステーショ

若い人向けにご意見がありましたらお願いいたします。

ン、パソコンと簡単に動かせるような環境になり、また

宮本●昔は数値シミュレーションというと最先端科学

条件設定もパンチカードからテキストファイル、専用ユ

のような感じだったと思いますが、今ではそうではあり

ーティリティで簡単に入力できるようになり、計算結果

ませんし、そうならなければいけません。

もビジュアルに鳥瞰図表示 図- 3できたりGISデータとし

私の研究室に来る学生をみていて思いますが、どうも

て取り込んだりできるようになりましたが、基本はこの

今の人は目に見えるものが好きなようで、地道な実験や

時代にできて今でも改良を続けているということでよ

理論的な研究に取り組むことより、数値シミュレーショ

ろしいでしょうか。

ン
（プログラム開発ではない）や計算結果をグラフィカ

宮本●現象の物理的側面そのものは変わらないし、そ

ルに表すプログラム開発などのほうが研究テーマとし

れを表す理論が飛躍的に進歩しないかぎりはさほど変

ての人気があるように思います。

わるものではないでしょう。

若い人
（いかにも私が年寄りというようで気に食わな

吉田●先生は砂防センターの後、鳥取大学、筑波大学

い言葉ですが）
に対して申し上げるとしたら、
「まずは何

と移られて研究生活をされていますが、研究の一環とし

より、基礎を勉強せよ」ということでしょうか。

て数値シミュレーションの今後の開発などについて、な

よく「現場が大事」
「今の若い人は現場の経験が足り

にか方向性というかアイディアみたいなものはありま

ない」という言葉を聞きます。それはそれなりにそうだ

すでしょうか。

と思いますが、技術というのは基礎を理解して初めて意

宮本●私自身、最近は数値シミュレーションそのもの

味があるものです。基礎なくして応用もありえません。

とは縁が薄くなって、本職の土砂水理の研究を中心に環

現場で応用する基礎を持っていないと現場に行っても

境問題などの研究が主となってきています。これから

身につかないものです。今の若い人
（……）
に足りないの

の数値シミュレーションのテーマとしては流域の降雨

は基礎だと思います。数値シミュレーションの世界で

流出や土砂動態など、
まだまだたくさんあると思います。

いうなら、現象の支配方程式の意味や構成則や差分法

数値シミュレーションで大事なことは、支配方程式、

などに対する理解、まず、これだと思います。

構成則などの理論と有限差分法などの計算手法の両面

吉田●長い時間貴重なお話を聞かせていただいて、あり

から適用範囲を把握し、必要な調査とその手法を組み

がとうございました。
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講演会報告

平成 21年度

（財）砂防・地すべり技術センター
講演会報告
平成 21 年６月 16 日、砂防会館シェーンバッハ・サボーにお
いて ( 財 ) 砂防・地すべり技術センター講演会を開催し、230
名余りの聴講者を迎え、３名の方々にご講演いただきました。
以下に講演の概要を掲載します。

講演
1

大学教養教育の中に
生かす砂防のコンセプト
を惹きつけようと、災害事例の紹介や防災の推奨だけに
ならないように工夫を凝らして授業を行っている。

海堀 正博

かいぼり まさひろ

広島大学大学院 准教授

2.樹木の根の深さについてのアンケート
砂防や治山を考えるうえで重要であるという理由か
ら、教養の授業科目
「自然災害と防災」の最初に必ず行
うもののひとつが、樹木の根の深さについてのアンケー
トである。広島に非常に多く生息しているアカマツと、

1.はじめに
広島大学では教養教育科目として「自然災害と防災」

自然や生態系の保護の代表的な樹種であるブナを特に
取り上げて行っている。アンケートの結果、多くの学生

があり、私が担当している。この科目は以前は全学の新

が樹木は深さ数十ｍも根を張っていると信じているこ

入生が選択受講でき、毎回受講希望者が200～300名に

とがわかった。一般の人も同じかもしれない。実際は

もおよんでいたので、抽選により150名程度以下に抑え

山の斜面などでは1ｍ程度の深さしか根を張っていない

ていた。しかし、８年ほど前の教養教育改革のなかで
「自

のに、木が生えているだけで地面が固定されて土砂災

然災害と防災」を含む80ほどの科目が９つのパッケージ

害は発生しないと安心してしまっているかもしれない。

として各８科目前後の授業科目群に再構成された。入学

そこで鳥取県大山のブナ林では登山客の踏圧で道が侵

生にこのなかから１つのパッケージに登録させ、互いに

蝕され、ブナの根が露出し、倒れやすくなっている状況

関連づけられたパッケージの内部の授業科目群から３科

であることを説明したり、土砂災害の発生したところで

目６単位の教養の単位を取ることが義務づけられるよう

は樹林もろとも崩れている様子を見せたりしている。

になった。また、学生は登録したパッケージ以外の授業
科目を受講することは認められないことになった。
以前の制度では、抽選で選ばれた学生が非常に熱心に

しかし、これだけで終わってしまうと樹木は土砂災害
防止の役に立たないという安易な結論に繋がる危険が
ある。そこで大学の敷地内にある実際の斜面において、

授業に参加してくれることが多かった。しかし、パッケ

草でさえ表面侵食防止や小崩壊防止効果をもっている

ージ制になってからは、特に災害や防災に関心はないが

ことを実感してもらうと同時に、田上山他での観測から

パッケージの時間帯に開講されている他に選べる授業科

先輩方が得た知見などを紹介することで植生がもつ効

目がなかったから、という受講理由の学生が増えてしま

果の理解を促し、過小評価も過大評価もしないように

った。授業の開始時点で学生の意欲が以前とは大きく変

伝えている。

わってしまったのだ。このような状況下で、学生の興味
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3.広島県の土砂災害の危険度について

ざまな価値観からの意見や感想をおたがいに感じとる

広島大学の授業でもあるので、｢広島県の土砂災害の

ことができる点にある。また期末テスト前に行うことに

危険度｣ について受講者にたずねることにしている。広

している討論会により意見の多様性を感じとることが

島県は土石流危険渓流やがけ崩れ危険箇所の数が全国

できる。討論会においては、｢物質的・経済的ゆたかさ」

で最も多く、土砂災害の危険度はトップクラスであると

「精神的ゆたかさ｣ などの議論もなされ、科学技術の発

いえるのだが、アンケートの結果、全国で中間くらいか

展のおかげで安全になった一方で、それに頼りすぎて問

少ないほうの危険度と認識している学生が多いことが

題が生じることもあるといった見方も披露される。こ

分かった。広島県出身の学生にもその傾向はみられた。

の科学技術の真の価値を問うことこそが、じつは「自然

そこで、広島県に広く分布する風化花崗岩類の地質の

災害と防災」の授業も属しているパッケージ
『科学技術

特徴やそのような場所で豪雨を受けて発生した土砂災

と人間』のテーマでもあったのである。

害の事例を写真や映像を使って紹介している。
樹木の根の話や広島の災害事例を通して、｢どんな気

5.おわりに

象条件で、どんなところに崩壊が起こり、土石流化して

「有害な土砂を無害に変えて下流に供給する」ことが

大きな被害に拡大したのか、また、しやすいと考えられ

砂防の基本である。自然を知り、自然から学び、いざと

るか｣ を理解してもらうとともに、災害の体験談や言い

いうときには大きな災害にならないように対処するこ

伝えの重要性についても感じ取ってもらっている。

とが必要であり、人々から自然を遠ざけるような砂防に
なってはいけない。教養教育の受講生達にも、砂防を

4.教養教育で伝えられることの良さ
教養教育で伝えられることのよい点は、同じクラスに
さまざまな学部の学生がいて、毎回の授業に対するさま

講演
2

魅力的なものとして感じてもらえるように、砂防に携わ
る者は自然の流れのなかで工夫し続けていくことが重
要である。

砂防支えたい
──オッカチャン応援隊
の関心を高め、砂防事業の重要性を住民に知らしめる
啓発活動を続けている。砂防サポーターとしてはささ

吉友 嘉久子

やかであるかもしれないが、人々を
「防災の入口」へと誘

よしとも かくこ

う活動について紹介する。

立山女性砂防サロンの会
アドバイザー
OFFICE よしとも 代表

2.砂防工事に命をかけた人々から得た衝撃
富山では、安政5年
（1858）に飛越地震を経験してい
る。この地震により大鳶山、小鳶山が崩落し、推定4億

1.「なーんも知らんかったちゃ」ではすまされない

1千万立方メートルの土砂が流出し、常願寺川をせきと

富山平野に暮らす40数万人の命は砂防施設により守

めた。この天然ダムはその後2回にわたって決壊し、土

られている。その砂防施設の陰には、命をかけて厳しい

石流化して富山平野を襲った。溺死140人、流出家屋

自然と闘い、砂防工事を進めた男達と、その生活を支え

1612戸、
被災者8945人という未曾有の大災害であった。

たオッカチャンの存在があった。

それ以来、
常願寺川は
「暴れ川」
の名をほしいままにし、

立山の崩れから得た衝撃をより多くの人々に伝える

長雨などで氾濫するたびに土石流を発生させて下流の

ため、
「 1人より10人で、10人より100人で語ろう」と
「立

人達を苦しめてきた。立山カルデラには現在も約2億立

山砂防女性サロンの会」を発足させ、
「防災」
「減災」へ

方メートルの不安定な土砂が残存している。
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これらの災害への対策として砂防工事が始まってか

割以上の人が土石流を知っているにもかかわらず、土石

ら約1世紀が経過した。砂防事業の要である白岩砂防

流を防ぐ砂防工事については4割の人が知らなかった。

えん堤は、本えん堤の高さ63ｍ、副えん堤7基、総落差

飛越地震については7割の人が知らなかった。特に、年

108ｍを誇り、その姿からは美しさ、逞しさ、ある種の気

代が低いほど土砂災害に対する関心が低いことが明確

品すら感じられる。先日、
国の重要文化財に指定された。

になり、若者に対する啓発活動の必要性が今後の課題

砂防工事が着実に実施されたことで、富山県では過去

であることがわかった。

150年もの間、大災害は発生していない。

グローバルな視点を加えることを目的として、泥流や

その一方で、命をかけて崩れと闘い、砂防工事を進め

土砂災害に悩まされている点で日本と共通性があり、砂

続けた人々のことはあまり知られていない。断崖絶壁

防の技術的交流が活発な国を対象として砂防現地見学

の細道をセメント袋を担いで登った男達、最悪の施工

会も実施している。これまでに、ネパール、韓国、イタ

条件の中で一致団結して危険に立ち向かい作業を進め

リア、スイス、カナダへの視察を実施した。

た男達、厳しい自然条件の中でその男達の生活を支え
続けたオッカチャン達。一人ひとりの命がけの作業な
くして、今の
「安全な富山」は存在し得ない。

4.オッカチャン応援隊の今後の展望
わが国では、施設整備が進まず安全が確保されていな
い箇所や、災害発生前の円滑な住民避難対策ができて

3.オッカチャン応援隊の結成とこれまでの活動内容

いない箇所が多数存在する。だからこそ地域の防災力

これらの事実を、
「もっと知らなければならない。知

を高めることで災害時要援護者
（高齢者、乳幼児等）
を

らせなければならない」という思いから、
平成13年に
「立

支援し、ハード・ソフトが一体となった対策を進めてい

山砂防女性サロンの会」を発足させた。安全な富山で

く必要がある。

暮らしていた街のオッカチャンたちが砂防についての講

そのために、私たちは砂防サポーターとして、住民一

義を受けたり、講演会やイベントに参加したりすること

人ひとりの災害への関心を高めるとともに、砂防工事に

で、
「防災」
、
「減災」への意識を高め、砂防事業への理解

命をかけた人間のドラマと砂防事業の必要性を、声を大

を深めていった。現在会員数は280名に達している。

にして訴えていきたい。

富山県下の住民に対して実施したアンケートでは、8

講演

火山噴火予知と防災

3

る。しかし、マグマの粘性は組成により大きく異なるた
め、前兆現象が起こるとしてもマグマ移動の時間スケー
ルは様々であり、火山噴火予知は簡単に実現できるわ

藤井 敏嗣

ふじい としつぐ

東京大学地震研究所 教授

けではない。
また、観測で把握可能な深度は地下数km程度までで、
それより深部は不明な部分が多い、
2. 活火山と噴火予知

1. 火山噴火とマグマ

活火山は最近１万年以内に噴火したことがあるか、

火山噴火は地下のマグマが地表に近づくか地表に現

現在も活発な活動をしている火山を指すが、我が国には

れることにより起こるもので、地震とくらべると、何ら

世界の活火山の約7 %にあたる108の活火山が集中して

かの前兆を異常現象として捉えやすいという側面があ

いる。
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中長期の正確な噴火予知は困難であり、10年程度の
誤差を認め、監視体制の強化等の防災対策を早めに行
うことが重要である。
地下のマグマ溜まりの情報が蓄積することでより信
頼性のある予測が可能となるが、現状ではほとんどの火
山で実現できていない。

6. 火山噴火と災害の規模
最近の日本の火山噴火は小規模なものが多い。その
ため、火山災害は火山近傍にしか被害をもたらさない
と考えている人が多いが、広範囲に影響をもたらすこと
もある。
1990年から発生した雲仙普賢岳の噴火災害において
は、その災害区域は半径10km未満であった。しかし、

3. 火山噴火と火山災害
噴火に伴い、噴石・降灰、火砕流、融雪型火山泥流、

1980年のアメリカセントヘレンズ山の噴火や、1991年
のフィリピンピナツボ火山の噴火では、半径20kmを超

土石流、溶岩流、火山ガス、岩屑なだれ等の様々な現象

えて被害が広がっている。日本でも、7300年前の九州

が発生し、火山災害の原因となる。これらの現象を防ぐ

の鬼界カルデラ噴火では直径200kmを超える領域が、

ことは困難なので、
噴火時には住民の避難が重要となる。

火砕流によって破壊されている。
過去の実績を踏まえると、最近の日本は大きな噴火が

4.我が国における最近の火山災害
雲仙普賢岳では、
1990～1995年までの噴火活動により、

きわめて少ない時期であるといえる。17～19世紀まで
は噴出土砂が3億㎥以上の噴火が4～6回／100年起き

火砕流で死者・行方不明者が44名、土石流で1117棟の

ていたが、20世紀は2回だけである。今世紀中には数億

住宅が被災した。

㎥を超えるような噴火が5、6回は起こると覚悟する必要

三宅島では放出される火山ガス中の二酸化硫黄の濃

がある。

度が高く、島外避難していた住民は4年半もの間、帰島
できなかった。有珠山の2000年噴火では、噴火予知が
成功し、さらにハザードマップの整備、災害現地対策本
部の設置により災害対策がスムーズに進行した。

7. 火山噴火予知の現状と課題
時間と場所の短期予測は、十分な観測を行っていれ
ば経験則に基づいて可能になってきている。しかし、連
続観測が行われている火山は、現在47火山に過ぎず、観

5. 噴火警戒レベル・噴火警報
従来、噴火の規模に応じて火山の活動度を6段階に区

測体制の強化が急務となっている。
また、海外の火山へ研究者や気象庁職員を派遣する

分し、
活動度に応じて対策を行うことが考えられていた。

等、人材育成に勤め、基礎研究をさらに進めることも重

しかし、防災担当者からは、それぞれの活動度でとるべ

要である。しかし、中長期予測や、様式、規模、推移を

き対策がわかりにくいという批判があった。そこで気

予測する手法はまだ確立していない。

象庁は、火山監視に基づいて噴火による住民の危険度
を判定し、防災対策と直結した噴火警戒レベルを導入
した。このことにより、自治体等が防災対策を行いやす
くなったという事実がある。
しかし、噴火警戒レベルが導入されたからといって、

8. 火山災害の軽減に向けて
火山噴火予知ができるようになり、噴火警報を発令
できたとしても、それだけで住民避難を行うことができ
るとはかぎらない。火山ハザードマップの作成、具体的

噴火予知能力が向上したわけではない。そのため、噴

な防災計画の策定等を進めるとともに、行政が住民に

火の前に必ずレベルが引き上げられたり、警報が発令さ

対して火山防災教育や避難訓練等を多面的・継続的に

れたりすると考えてはいけない。

行い、実践的な避難体制を整備することが重要である。

2009年2月の浅間山のように、観測体制が整備され、

火山災害は発生頻度の小さい災害であるため、過去

前兆現象が捉えられたため噴火前に噴火警戒レベルを

の被災経験は容易に風化する。行政は地域に意識的に

引き上げることが出できた事例もある。

避難訓練や防災教育を繰り返して住民の意識に働きか
ける必要がある。
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１
はじめに

死者・行方不明者299名を数え空前絶後とも言える
未曾有の大災害、長崎豪雨災害は1982年7月に発生し
た。299名の被災原因は、土砂災害が262名
（87.6 %）
、

地域の絆
「念仏講まんじゅう」
1982年長崎豪雨災害における
犠牲者ゼロの背景
松井 宗廣
まつい むねひろ

（財）
砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所長

浸水氾濫が37名
（12.4 %）で、土砂災害による犠牲者が
大部分を占めた。人的被害の実態からは、長崎豪雨災
害は「長崎土砂災害」であったといえる。土砂災害によ
り数多くの尊い人命が奪われたが、土石流が発生し集落
は甚大な被害を受けたにもかかわらず、人命は全く失わ
おお た

お

れなかった地区がある。その地区とは長崎市太田尾町
も

ぎ

さん ぜん ごうち

（旧茂 木 村）山 川 河 内地区である。江戸時代末期
（万延
元年、1860年）
に32名の犠牲者を出した土砂災害を教
訓に、前兆現象などを
「言い伝えとして」
受け継ぐととも
に、毎月14日に供養のための念仏講まんじゅう 写真-1 を
集落全体に配るという取り組みを現在まで約一世紀半
にわたり継続的に続けてきている。長崎豪雨災害時に
は地区が土石流に襲われたにもかかわらず、住民は適切
に避難して死者ゼロという結果につながったのはこの
取り組みが続けられていたことと起因していると考えら
れる。
近年、公共事業予算の縮減が続き、構造物による対
策
（ハード対策）
が困難になりつつある現状において、土

写真- 1 念仏講まんじゅう
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砂災害が起きても人的被害をゼロするためには警戒避

図- 1 長崎市
（長崎海洋気象台）
の降水経過
（1982年７月23日～24日）

難
（ソフト対策）
の確実な実施が望まれる。その意味で、
住民自ら警戒避難体制を継続的に保持し続けている模
範的事例であると考えられる。

2
長崎豪雨災害

１）
気象概要１）

図- 2 降水量分布図
（1982年7月23日）

1982年の長崎地方は４月から少雨傾向が続いた。九
州北部地方の6月の降水量も例年よりかなり少なく、長
崎市も同様で6月の1ヶ月間に１mm以上の雨が降った
日はわずかに4日しかなく、月間の降水量は66mm（6月
の平均：333.7mm）
と極端に少なかった。九州北部の各
気象台は、
７月２日に
「少雨に関する気象情報」
を発表し、
節水を呼びかけた。しかし、7月10日夜からは一転して、
梅雨らしい天気になった。10日夜から20日にかけては、
連日のように九州地方のどこかで大雨が降った。23日
になると、東シナ海北部に進んできた低気圧に伴って梅
雨前線が九州北部において活発化し、長崎を中心に記
録的な豪雨をもたらし、未曾有の大災害を発生させた。

表- 1 国内における1時間降水量の記録
順位

長崎市内では23日午後5時を過ぎると雷を伴った強

1

い雨が降り出した。午後7時を過ぎると雨脚は一段と強

2

さを増して滝のように降る雨となり視界も遮られるよう

3

な状況となった。
また、それまで南下しつつあった雨雲は長崎県南部で
停滞した。その結果、長崎海洋気象台では、午後8時ま

4
5

地名
（県名）

降水量
（mm）

発生日

時間

気象現象

19:00～
前線
20:00 （長崎豪雨）
20:50～
（徳島） 167.2 1952.3.22
福井
低気圧
21:50
14:50～
（静岡） 153.0 1972.8.24
富士宮
雷雨
15:50
19:00～
（千葉） 152.5 1999.10.27
佐原
低気圧
20:00
15:00～
（沖縄） 152.5 1988.4.28
多良間
低気圧
16:00
（長崎） 187.0
長与

1982.7.23

での1時間に111.5mm、午後9時までに102mm、午後
10時までに99.5mm、この3時間で313mmの豪雨とな
った図-1。

２）
被害状況
多数の犠牲者の他、ライフライン
（上水道，電気，ガス，

このわずか3時間における雨量の合計は6月の1ヶ月

電話）
、
土木関係施設、
教育施設、
文化財、
医療施設、
商工・

降水量に匹敵する量となり、長崎市周辺に悲惨な災害

観光業関係、農林水産業、土木関係など多岐の分野で

をもたらした図-2。

甚大な被害があった。被害総額は長崎県全体で3153億

長崎県長与町役場においては、現在でも観測史上最
大の1時間雨量である187mm（3日午後7時から8時ま
での１時間）
という猛烈な雨を記録した表- 1。

円
（うち長崎市内2093億円）
に上った 2）,3）。
（1）
人的被害２）
長崎県内の死者・行方不明者は299名、重傷者16名、
軽傷者789名に上った。地域的には長崎市内での死者・
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査を行った川原孝氏
（元長崎県諫早土木事務所長）
によ

図- 3 長崎県下の死者・行方不明者の分布図 4）

ると、
「土石が人家まで押し寄せているし、家屋の崩壊も
あるのに、なぜ、１人の負傷者も出さなかったか、当時か
ら不思議であった１）。
」ということである。近年、同氏は
この地区を再度訪ね、当時の自治会長に、7月23日の状
況を聞き取っている。同氏はこれついて、参考文献１）の
コラムで次のように紹介している
（一部加筆修正）
。
「昔からの言い伝えどおりに避難した。
」
「崩れる前兆
として、山がゆれた。においがした。石垣の水が泥水に
変わった。
」これを見た自治会長は、皆を集合させ、山の
稜線に逃げた。午後6時30分頃であった。まだ明るかった。
普段から避難場所を決めていたようである。私がみた
行方不明者が262名
（87.6%）
と被害の大部分を占め、豪

ところ周囲は危険な場所ばかりである。自治会長が言

雨による被害が長崎市内を中心に発生した図- 3。

うには、
「災害で最も大切なことは、逃げる時機を逸し

２）

（2）
住家被害

ないことだ。
」という答えが返ってきた。なぜ危ないこ

土砂崩れや浸水氾濫により多数の住家が被害を受け
た。長崎県内で全壊家屋584棟、半壊954棟、一部破損

図- 4 長崎豪雨災害時置図の土砂災害箇所

1,111棟、床上浸水1万7909棟、床下浸水1万9197棟に
上った。被害金額は、全壊家屋65億円、半壊47億円、
一部破損10億円、床上浸水229億円、床下浸水26億円
など、総額431億円に達した。

3
長崎豪雨災害時の山川河内地区

上記のように長崎市では同時多発的に土砂災害が
頻発図-4し、262名もの犠牲者が出たが、山川河内地区
図- 4、5 では住民自らが警戒避難行動をとった結果、土

石流が発生したにもかかわらず人的被害はゼロであっ
た。この地区は長崎市の西に位置し、南に橘湾を望む現
在は33世帯が暮らす山間の集落で、周りは緑豊かな山
に取り囲まれ、段々畑では花卉が栽培されているのどか
すすき づか

な農村である 写真- 2 。この地区に隣接している芒 塚 地
区は長崎豪雨時に土石流等により17名もの犠牲者を出
し壊滅的被害を受けた 写真- 3 。
災害直後、長崎県の技術者としてこの地区の災害調
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図- 5 位置図

や自治会の役員たちが、昔の災害の状況をこと細かく聞
かせ、
理解させている。だから今もって続けていられる。
過去の災害とは、万延元年
（1860年）
4月9日、圧死者
32名、牛馬13頭が同時溺死する大災害のことである。
この時、現在も市内を流れる中島川では、長久橋
（眼鏡
橋より700ｍ下流）
が流失した。このときの豪雨状況に
ぎょく たい じ

関する文献は見当たらないが、茂木の玉台寺の過去帳
には
「三千河内」と書かれている。7ページにわたり死者
の名前と年齢が記載されている。平成21年は、150周忌
にあたり供養を計画している、とのことである。
災害復旧工事として、ここ山川河内では砂防ダム3基
を完成させた。そのうちの1つは、150年前の災害箇所
ぬげそこ がわ

の逃底川であった。いかにも災害が起こりそうな地名・
写真- 2 現在の山川河内

小川である。
「ダムが3基もできて安全であろう」と言
うと、
「この地区では安全なところはない」と自治会長
は言う。
今後の避難は「 2基目の砂防ダムから水が出たら逃げ
る。
」とのことを地区で確認しあっている。
今年
（平成21年）は、万延元年
（1860年）から数えて
150周忌にあたる。去る7月14日に楠山自治会長の了承
を得て、節目となる法要に参加させていただき最近の状
況を伺うことができた。法要に先立ち、朝からは地区総

写真- 3 長崎豪雨による山川河内地区の災害状況

出で水源や川の清掃が行われた。
午前10時からは玉台寺住職を招いて公民館において

とがわかったのだろうか。それにはこの地区での習慣

法要、その後、地区内の墓地に建てられている当時の犠

を知る必要がある。1月にその年の願をかける。不動さん、

牲者を慰霊する木製の角塔婆が10年ぶりに新しく建替

山の神、馬頭観音、お大師……など11箇所をまわる
「願

えられ、供養がとり行われた 写真- 4、5 。

立て」である。８月には、災害、厄病がなかったことの
がんじょう じゅ

その後、公民館で直会が催され、自治会長をはじめと

御礼として、
「願 成 就」
祭が行われている。ここまでは，

する皆さんからいろいろな話を伺うことができた。いく

災害を蒙ったところでは普通行われる行事である。し

つか印象に残ったものを紹介すると、

かし、毎月14日
（江戸期の大災害時に捜索が打ち切られ

①山間の狭隘な地区に住んでいるので、地区住民は常

た日）
には、
「念仏講饅頭」写真- 1 を各家庭に持ち回りで
配っている。なんと現在に至る約150年間も、それも毎
月行われているのである。
33世帯なので、
饅頭を作る番は３年ごとに回ってくる。

に土砂災害の危険性を意識している。
②現在も雨が降ると自分たち自身で雨の降り方、川の様
子、砂防ダムからの水の出かた等に注意を払って、危
ないと感じたら早めに逃げるように心がけている。

一家総出で饅頭を作ったという。若者はなぜ饅頭が毎

③自分の命は自分で守らなければいけないという認識

月くるのか、意味が不明であった。ある時期、時代に合

がある。人が助けてくれると思っていない。危険な時

わないから中止の声があがった。しかし、このとき古老

には他の人たちも自分のことで精一杯だろうから。
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⑧念仏講饅頭は古くは煮豆、串団子、餅、饅頭などが地
区中に配られ供養されたが、現在は饅頭、串団子を配
っている。
また、玉台寺住職から万延元年
（1860年）
の土砂災害
写真- 8

の状況について過去帳に記載されている内容を

教えていただいた。それによると
かのえ さる

「庚猿 7月9日、朝正五つ時
（現在の7～9時）
三千河内、
山潮湧出、横20間、縦200間余流土、人家7件土中埋、
死亡32名、
左のとおり
（略）
牛馬13霊同時溺死、
2名亡同日」
とのことである。なお、13日に捜索が打ち切られ
（不明9
名）
たので、14日に供養の饅頭を配るようにしたという
ことである 5）。

写真-6 地区の上流の砂防ダム
写真- 4,5 供養塔前での法要

④この地区一帯は土砂災害防止のための警戒区域に指
定されており、1世帯を除いてすべての家が区域内に
入っている。
⑤長崎災害後に建設してもらった地区の上流にある砂
防ダムは本当に心強い、この地区はダムのお陰で本当
に助かっていると思う。安心感がある

写真-6

。

⑥現在、
最下段の水抜きが土砂で詰まってしまっている。
ダム上流に土砂を貯める空きはまだあるが、できれば
掘ってもらいたいと思っている。
⑦2 基目の砂防ダムとは地区上流の一番大きいダムで、
水が出たら逃げるというのは、そのダムの
「下から2段
目の水抜きから出る水の勢い」
、
「一番上の台形のと
ころ
（水通し）
から水が流れ出した場合」と考えている
写真-7

。
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写真-7 2段目の水抜きからの流水

万延元年の
土砂災害位置
（逃底川）

写真- 8 砂防ダム地点上流から逃底川を臨む

4
おわりに

日本全国の数十万にのぼる膨大な土砂災害危険箇所
数を考えた時、気の遠くなるような高いハードルである
と言わざるを得ないが、土砂災害の危険地域内に住む
全ての住民がこの地区の持続的な取り組みに学び、大雨

この地区の取り組みから汲み取るべき教訓として、
①過去の災害を忘れず伝承していくこと
②災害から受け継がれている言い伝え（前兆現象など）
を忘れないこと
③前兆現象に注意を払い、避難のタイミングを逸しない
という心構え

などの場合に的確に避難することができるような仕組
み創りを強力に進めていくことが望まれる。
文末となりましたが、150年の節目にあたる法要にあ
たり、最近の地区の状況等について終始、懇切丁寧に対
応していただいた楠山自治会長をはじめとする地区住
民の皆様、万延元年
（1860年）
の土砂災害の状況につい

④それらを継続して保持していくこと

て過去帳の記述内容についてお教えいただいた玉台寺

⑤地区としての結束力の強さ

住職様に、記して深く感謝いたします。

などがあげられよう。
「念仏講饅頭」の目的は江戸末期の土砂災害による被
災者を供養するためであるが、
「二度と犠牲者をさない」
という地区としての意思を住民みんなで毎月再確認し、
そしてその意志を一世紀半の時を超えてさらに未来へ
とつないでいくメッセンジャーとしての大事な役割を
担っているといえよう。

★参考文献
１ 内閣府：1982年長崎豪雨災害報告書,平成16年12月
２ 長崎県：7.23長崎大水害の記録，1984.3.
３ 長崎市：7.23長崎大水害誌，1984.3.
４ 長 崎大学学術調査団：昭和57年７月長崎豪雨による災害の調査
報告書，全145頁，1982.11.
５ 玉台寺：ともしび,第127号,2004.9.
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優良業務及び優秀技術者表彰
当センターが平成20年度に実施した次の業務について、国土交通省から表彰されました。
【優良業務表彰】
・業務名
「Ｈ19異常土砂流出現象検討業務」 日光砂防事務所長表彰
・業務名
「Ｈ20浅間山及び草津白根山の火山砂防対策検討業務」 利根川水系砂防事務所長表彰
・業務名
「常願寺川における新たな砂防事業方針の検討業務委託」 立山砂防事務所長表彰
・業務名
「平成二十年度四国山地砂防事務所砂防計画検討業務委託」 四国山地砂防事務所長表彰
【優秀技術者表彰】
・松井 宗廣

業務名
「湯沢砂防事務所管内現地発生材料高度利用検討業務委託」
湯沢砂防事務所長表彰

・安養寺 信夫 業務名
「Ｈ20浅間山及び草津白根山の火山砂防対策検討業務」
利根川水系砂防事務所長表彰
・安田 勇次

業務名
「Ｈ19異常土砂流出現象検討業務」
日光砂防事務所長表彰

・池田 暁彦

業務名
「神通川砂防事業効果検討業務委託」
神通川水系砂防事務所長表彰

行事一覧
（7月～9月）

協賛（後援）
●8月 1 日～ 7 日

第 3 3 回水の週間（協賛）

●8月 1 1 日

（社）地盤工学会「土砂災害ハザードマップ講習会」
（後援）

●8月 2 5 日～ 2 8 日

（社）日本地すべり学会

新潟大会
（協賛）

理事会等の開催
【第14期第１回理事会】
第14期第１回理事会が、平成21年８月27日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
第 1 号議案 理事長及び専務理事の互選を求める件
第２号議案 常勤研究顧問委嘱の同意を求める件
なお、第１号議案は、池谷浩理事が理事長
（常勤）
に、近藤浩一理事が専務理事
（常勤）
に選任されました。
第２号議案については、中野泰雄氏
（前国土交通省河川局砂防部長）
が同意承認されました。
また、審議終了後、次の事項の報告が行われました。
「七五三掛地すべり緊急調査報告」
、
「平成21年７月21日発生山口県豪雨災害現地調査報告」
【平成21年度第２回評議員会】
第２回評議員会が、平成21年７月27日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
議案 理事及び監事の選任を求める件
議案審議では、別記
「第14期役員名簿」の方が選任されました。
また、審議終了後、
「七五三掛地すべり緊急調査報告」の報告が行われました。
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人事異動
●6月30日付

【退

職】 楢﨑 晃久 総務部長
（
（財）
ダム技術センター審議役へ ）

●7月1日付

【配置換等】増田 澄雄 総務部総務課長の兼務を解く
（総務部次長）
坂本 力也 総務部総務課長
（総務部契約課長）

●7月13日付

【採

用】 菊地 俊秀 総務部契約課長
（
（社）
建設広報協議会より）

●9月1日付

【採

用】 中野 泰雄 常勤研究顧問
（前国土交通省河川局砂防部長）

第14期役員名簿 （任期：平成21年８月27日～平成２３年８月26日）
理事長

池谷 浩

専務理事

近藤 浩一 常勤

理 事

新谷 融

常勤
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

岡本 正男 （社）
全国治水砂防協会理事長

尾畑 納子 富山国際大学教授

ホクシン工業
（株）
代表取締役社長

北原 糸子 立命館大学歴史都市防災研究センター教授

中村 靖

福長 秀彦 NHK放送文化研究所専門委員

藤井 敏嗣 東京大学地震研究所教授

松井 宗廣 常勤

水山 高久 京都大学大学院農学研究科教授

長野県信州新町長

山口 靖之 東京ガス
（株）
特別参与
（14名）
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
（2名）

STC短信

地すべり学会通常総会ならびに研究発表会

8月25日
（火）
～8月28日
（金）
にかけて第48回
（平成21
（2009）
年度）
（社）
日本地すべり学会研究発表会が新潟大学において開催されました。
当センターからの発表者とタイトルは以下の通りです。
発表者：木村 勝美
（斜面保全部技師）
、相楽 渉
（同左技術課長代理）
、向井 啓司
（同左技術課長）
タイトル：複雑な移動方向を呈する大規模地すべりの地下水排除工効果の評価～福島県滝坂地すべりにおける検討事例～

海外協力､ 研修
国

出張者

期間

目的

中華人民共和国

道畑 亮一

8/16～23

海外砂防研修
（雲南省 東川市）

フイリピン セブ島

比留間 雅紀

9/12～19

台風委員会
（ワークショップ）
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依頼講師

講師

派遣日

近藤 浩一

依頼者

内

4／1〜9／30 日本大学理工学部

容

防災工学総合講義 非常勤講師

安養寺 信夫 7／9

（社）
土木学会地盤工学委員会

長崎大学 全学教育
「火山と災害」講師

池田 暁彦

7／6

（社）
全国治水砂防協会

台湾経済部水利署訪日団の研修講師
「貯水ダムの土砂問題と砂防」

池田 暁彦

8／4

古賀省三

8／6

（独）
国際協力機構

相楽 渉

8／6

H21年度
（国別研修）
ヨルダン
「乾燥地砂防・治水支援計画」に係る講師

綱木 亮介

8／6

(財)全国建設研修センター

H21年度 斜面安定対策研修
「斜面安定
（地すべり）
演習」講師

池谷 浩
安養寺 信夫 8／11

(社)地盤工学会

「土砂災害ハザードマップ講習会」講師

松井 宗廣
安養寺 信夫 8／20

東京都総務局総合防災部

平成21年度防災展 講師

古賀 省三

8／22

洞谷災害30周年記念実行委員会

洞谷災害復興30周年記念式典 講演会講師

池谷 浩

9／15

静岡県危機管理局

H21年度
「静岡県防災士養成講座」 土砂災害と防災対策

伊藤 英之

9／1〜9／30 静岡大学

大学教育センター 非常勤講師

「平成 21 年改訂版鋼製砂防構造物設計便覧 講習会」のお知らせ
このたび、
「平成21年版鋼製砂防構造物設計便覧」を刊行いたしました。つきましては、
「鋼製砂防構造物設計便覧 講習会」を開催することとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。
１.開催場所・日時
会場名

日時詳細

日時：平成21年10月1日
（木）
13：30～16：00

第１回
東京会場

場所：砂防会館 別館シェーンバッハ・サボー

第２回
熊本会場

場所：KKRホテル熊本

第３回
名古屋会場

日時：平成21年10月21日
（水）
14：00～16：15

日時：平成21年11月12日
（木）
14：00～16：15
場所：KKRホテル名古屋

参加申込締切り

９月18日
（金）

10月９日
（金）

10月31日
（金）

2.受講料：無料
但し、
「平成21年版鋼製砂防構造物設計便覧」を用いて講義いたします。
＊事前に購入の場合は当センターにお問い合わせ下さい。なお、当日の各会場でも販売いたします。

3.申込要領
〈講習会 問い合わせ先〉 財団法人 砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 担当：飯塚、仲野
東京都千代田区九段南4-8-21山脇ビル TEL03-5276-3274 FAX03-5276-3394
E-mail steel@stc.or.jp
〈鋼製砂防構造物設計便覧 ご購入の問い合わせ先〉
９月中旬販売予定 価格5,000円
財団法人 砂防・地すべり技術センター 企画部 担当：安味
（あんみ）
東京都千代田区九段南4-8-21山脇ビル TEL03-5276-3271 FAX03-5276-3391
講習会申込書および購入申込書はホームページからダウンロードできます。URL : http://www.stc.or.jp/
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「平成 21 年度 砂防地すべり技術研究成果報告会」のご案内
本報告会は
（財）
砂防・地すべり技術センターが実施している研究開発助成事業等における技術成果について、砂
防関係に携わる皆様方に、最近の課題と解決への方向性、新しい技術について報告することを目的に開催いたして
おります。
研究開発助成事業は、当センターにおける公益事業の一つとして、
「砂防ならびに地すべりおよびがけ崩れ対策に
関する技術開発および調査研究」を対象に、平成４年度より実施し、これまで18年間97課題への助成実績がありま
す。本報告会では、昨年度の研究助成事業等における研究成果の６課題について、研究者の方に発表して頂くこと
になりました。
是非ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。
なお本報告会は、砂防学会の継続教育
（CPD）
プログラムに認定されており、3単位の取得ができます。
１.開催概要
開催日 時 ：平成21年11月5日
（木）
13:30～17:00 ＊受付は12:30より開始いたします。
会

場 ：砂防会館 別館シェーンバッハ・サボー（１階：淀・信濃）

		 
（東京都千代田区平河町2-7-4 TEL：03-3261-8386）
参 加 者 ：300名程度
参 加 費 ：無料
２.申込み方法／問い合わせ先
下記問い合わせ先に記載されたURLのページから参加申込書
（EXCEL）
をダウンロードし、必要事項をご記入の
うえFAXか、直接申込フォームからお申し込み下さい。受付締切は10月30日
（金）
とさせて頂きます。なお、会場の
都合上、定員になり次第、締め切らせて頂きますので、なるべく早めにお申し込み下さい。
詳細及び最新情報は、ホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。
（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 担当：安味
（あんみ）
TEL：03-5276-3271 FAX：03-5276-3391 URL：http://www.stc.or.jp/
3.プログラム
13:30

開会挨拶

池谷 浩
（
（財）
砂防・地すべり技術センター 理事長）

13:35

来賓挨拶

牧野 裕至
（国土交通省砂防部長）

13:40

発表１

流量、流砂量をモニタリングして流出土砂をコントロールする
シャッター砂防堰堤の開発と運用に関する研究
水山 高久
（京都大学大学院 農学研究科 教授)

14:10

発表２

岩盤地中水の挙動の解析による深層崩壊発生危険雨量推定手法
恩田 裕一
（筑波大学大学院 生命環境科学研究科 准教授）

14:40

発表３

山地流域の解剖－足洗谷流域における土砂流出の詳細調査－
堤 大三
（京都大学 防災研究所 穂高砂防観測所 准教授）

15:10

休憩
（15分）

15:25

発表４

土砂災害に対する地域住民の態度変容を意図した防災リスク･コミュニケーション･プログラムの
構築
谷口 綾子
（筑波大学大学院 システム情報工学研究科 講師）

15:55

発表５

粒子法を用いた石礫型土石流シミュレーションによる荷重評価に関する基礎的研究
別府 万寿博
（防衛大学校 建設環境工学科 准教授）

16:25

発表６

16:55

閉会挨拶

17:00

終了

「土砂災害から命を守るポケットブック」について
菊井 稔宏
（
（財）
砂防・地すべり技術センター砂防部次長）
松井 宗廣
（
（財）
砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所長）
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界隈
食べある考

先般、イスラム教の国の方を昼食に案内する

とはいえ、ほかにトルコ料理は何があるのか知

機会があり、店選びに悩みました。中近東などイ

らないので、4 2 0 0 円のコースを頼んでみました。

スラム教国の方は、
禁忌とされる豚以外の肉でも、

10

市ヶ谷エスニック

などが材料の各種ペーストを、エキメッキと呼ばれ

れない場合があります。特に昼食に関しては、
「ラ

る薄焼きのパンに付けて食べるもの。各種スパイ

マダン
（断食月）
の間と同じだから、変なものを食

スとオリーブ油が使われていますが、辛くありませ

べるより昼食ぐらい抜いてもいいや」と思うようで

ん。ライムが効いているため、深い味ですが、さっ

す。豚肉を使わないメニューは山ほどありますが、

ぱりとしています。次に出てきたのはつぶれたアメ

ハラルミートを使っている店は滅多にありません。

フトのボールのような形をしたトルコピザ。羊挽肉

STCに中近東からのお客様が見えた時のこと

の具は中に入っています。羊の臭いを敬遠する人

を考えて、市ヶ谷でないかと思っていたところ、う

もいると思いますが、スパイスの使い方がうまいの

ちの若衆が見つけてくれました！ということで、今

か、臭みは全くありません。すみませ～ん、ワイン

回はトルコ料理
「ボスボラス・ハサン」です。靖国

下さい。赤ね。

通りを靖国神社方面に進み、麹町郵便局の角を

東京都千代田区九段南4-4-5
榊原ビル1F
TEL: 03-6431-8803
http://bosphorushasan.com/
index.html

で、温料理はマントゥというトルコ餃子。羊肉

右折、二つめの十字路の角。ここのお肉は全て

の餃子をヨーグルトソースで食べます。羊好きに

ハラルミートなので、モスレムの方も安心です。

は結構たまりません。ほかに肉や魚の煮込み料

さて、トルコ料理といえば、肉料理のケバブが

トルコ料理
ボスボラス・ハサン

前菜は、なす、エジプト豆、ほうれん草 、チキン

お祓いをした肉
（＝ハラルミート）
でないと食べてく

理も豊富です。メインはケバブの盛り合わせ。牛

頭に浮かびます。シシケバブはシシ
（串）
に刺して

肉のドネルケバブと羊のシシケバブ、タマネギの

焼いたもの、ドネルケバブはドネル(回転台)で焼

サラダ付き。肉の串焼きはどこの国でも庶民的

いてそぎ切りにしたものだそうです。この頃盛り

な料理で、形を変えて存在しますが、ここのケバ

場でドネルケバブサンドなるファーストフードもよ

ブも、何か特殊な岩塩でも使っているのでしょう

く見かけるようになりました。

か、初めて味わう旨さでした。
コースのデザートは、のびるアイスかライスプリ
ンから選べます。濃いめのトルココーヒーで締め
て、ご馳走様でした！

9

なお、
「トルコ料理なんて食べたことないし、い
きなりコースってのもちょっと」という方、ランチ

世界三大料理のひとつトルコ料理、東西文化が解け合った風味をお楽しみ下さい

編集後記

市ヶ谷便り
ゆり、さるすべり、ひゃくにちそう……いずれ
も夏を彩る花たちですが、
百合、
百日紅、
百日草と記される
『百』
の字は「たくさんの 」という意味合いでしょう。そして、お百
度参りや小野小町の百夜通いの伝説、あるいは語り尽くすと
怪異が現れるという百物語……百はまた新たな展開への道標
でもあるのでしょうか。現在も多くの愛読者を持つ「暮らしの
手帖」という雑誌は100号ごとに1世紀と区切り、現在は4世
紀目に入っています。そんな大雑誌には及びもつきませんが、
小誌も創刊から3分の1世紀を経て100号を迎えました。
なつかしい表紙のデザインに、ご自身の30年余を重ねる方
も多いことと思います。ずっしりと厚いバックナンバーの束を
ひもとくとモノクロの写真や技術の変遷、世相を映すエッセイ
等々……、それらはセンターの歴史であり、昭和から平成へと
移り変わる時代の覚え書きでもあります。中国の五行思想で
は人生を青春、朱夏、白秋、玄冬と四季にたとえますが、34
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（1050円）
で試食してみてはいかがでしょうか。
（H）

歳といえば青年が身を立て不惑の40代に向かう朱夏の頃です
ね。盛夏の日差しのように気力体力ともに充溢した季節です
が、経験の乏しさから、担う責任の重さ、進むべき道の模索に
立ちすくむこともしばしばです。そのためらう足許を照らし、
背中を押してくれるのは先達からのアドバイスでしょう。
100号の里程への餞として「特集」に頂いた温かい言葉を、
次世紀へ向けての確かな指針としたいと存じます。また毎号
快く執筆して下さる著者の方々、写真や情報を提供し愛読し
て下さる読者の方々へ、深くお礼申し上げます。季節ごとの表
紙が心を和ませ、一片の記事が心に留まりましたら、
『sabo』
事
務局一同発行者冥利に尽き
るというものです。現世の季
節は白秋へと向かいつつあり
ますが、心の在り様は百花繚
乱の朱夏を、手探りながらも
着実に歩んで参りたいと存
じます。

（J）

ＪＲ総武線市ヶ谷駅徒歩1分
東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅（A2出口）
徒歩1分
都営地下鉄市ヶ谷駅（A2出口）
徒歩1分

「SABO」
についてのご意見、ご感想をお待ちしています。
「役に立った」
「印象に残った」
記事、あるいは「もうひと工夫ほしい」
記事など、
みなさまのご意見ご要望を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せください。

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

