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年頭所感

201 0 年の展望
財団法人 砂防・地すべり技術センター

上田南川に発生した土石流災害で

必要不可欠である。また実際に災害

は特別養護老人ホームのお年寄り７

を受けたところ以外の地域において

名が犠牲になるという痛ましい被害

も、事前の防災対策を実施して住民

が生じている。この災害に対して災

が安全で安心して生活できる国土基

害情報のあり方が議論されたが、予

盤を一日も早く創設することが強く望

防対応として安全な場所が事前に作

まれているところである。

られていなかったことも事実である。

昨年10月2 6日、第173回国会が

一方、同じ防府市でも八幡川や剣

開催され、冒頭所信表明の演説が

池谷 浩

川では既設の砂防堰堤が土石流を

行われた。その演説の「結び」で鳩

いけや ひろし

食い止め災害を防止・軽減していると

山首相は次のように述べた。
「地震列

いう事実も見受けられた。事前の対

島、災害列島といわれる日本列島に

策が大切であるという事例といえよう。

私たちは暮らしています。大きな自然

このように、気候変動による豪雨

災害が日本を見舞うときのために万

が思わぬところに思わぬ土砂災害を

全の備えをするのが政治の第一の役

昨年8月末の総選挙で政権が交

もたらしたり、巨大地震に伴う地盤災

割であります」と。

代した。以後種々の施策がマニフェ

害による土砂災害の発生、火山噴火

災害を未然に防ぐ、すなわち『予

ストに書かれているということで実施

に伴う広域的な土砂災害など、土砂

防』という視点で国の舵取りを行うと

されている。

災害を取り巻く情勢は近年激甚化の

いう発言になっている。予防とは災害

傾向さえうかがえる。

が発生する前に避難システムを作っ

理事長

災害大国日本の
安全はどうなるのか

変化を求めた国民の総意というこ
とで、これまでとは異なった国としての

一方、これらの災害を被る側の人

たり、避難のための安全な場所を構

対応が実施され始めている。もちろ

間社会はというと少子高齢化が進行

造物で作ることである。このようなハ

ん、
国の対応が変化することも大切な

し、いわゆる災害弱者が増加してい

ード面とソフト面を地域ごとにうまく組

ことで、いつまでも同じ対応しかせず

る。7月の土砂災害により防府市で死

み合わせた予防砂防の実施には、ま

に世の中の変化についていけないよう

亡した14名の被災者の内13名は6 5

ず現地をよく調査してそれぞれの地

では困る。

歳以上の高齢 者であった。実際の

域特性を充分把握する事が大切で

そこで、防災という視点で見てみる

災害現地では、突然の現象の発生

ある。そして、安全な場所の確保に

と、我が国では相変わらず自然災害

に避難のタイミングを逃してしまうこと

はどのようなハード面の対策が必要

が多発している。土砂災害だけに限

すら起こっている。このような状況を

か、またソフト面の課題は何かを知っ

定してみても、国土交通省砂防部の

考慮すると、今後も我が国では土砂

たうえで対策を実施することが、実際

調べによると、昨年1年間で10 3 6 件

災害による国土の安全と国民の生命・

の災害に直面したときにより有効な結

の土砂災害が発生し、2 2名の尊い人

財産の安全が心配されるところであ

果をもたらすことになる。

命が失われている。

る。まず、災害を受けた地域では2

災害を受ける前に予防砂防が実施

特に、7月21日、山口県下は集中

次災害や再度災害を防ぐことが早急

されることは誠に意義のあることであ

豪雨に見舞われ、県内では171箇所

に求められる。そのためには応急的

る。新政権の予防防災に対する実

で土砂災害が発生した。防府市の

な防災対応と恒久的な災害対応が

行力に大いに期待するところである。
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年頭所感 ──2010年の展望 （財）
砂防・地すべり技術センター

ることになっています。

専務理事

近藤 浩一

徳島、兵庫、京都などで土砂災害が多

一方、この１０年に起きた自然災害を

発した年でした。0 6 年の長野県諏訪

振り返ってみると、国内外とも地震によ

湖周辺の土石流災害そして昨年の山口

る災害が多発したことが特徴的と言える

県防府市などの土砂災害がこの10 年間

でしょう。0 4 年12月2 6日、インドネシア・

で印象的な土砂災害でした。なかでも

スマトラ島沖でＭ9の巨大地震が発生

防府市の特別養護老人ホームでの災害

し津波等によって２２万人以上の犠牲

は、昼間でありながら急激な土砂流入

者が出ました。0 5 年10月8日にはパキ

のため逃げることができなかった高齢者

スタン北部でＭ7. 6の地震により7 万人

の痛ましい惨禍でした。

以上の犠牲者が出ました。0 8 年5月12

11年前の9 8 年にも同じような災害が

日中国・四川省大地震が発生し８万人

福島県西郷村福祉施設で起き、入居

以上の犠牲者が出たことは記憶に生々

者5名が犠牲となったのでした。当時この

しい。国内はこれほど巨大なものでは

災害が大きく取り上げられ、災害弱者
（災

なかったのですが、01年の芸予地震か

害時要援護者）
そして災害弱者が利用

ら0 3年十勝沖、0 4 年新潟県中越、0 5

する施設をどう土砂災害から護っていく

新年は新世紀に入って10 年目の年で

年福岡県西方沖、0 7年能登半島、中

か検討され、全国を点検し対策計画が

すが、この10 年間も内外とも激動の年

越沖、0 8 年岩手・宮城内陸そして昨年

立てられました。さらに2 0 0 0 年に制定

でありました。その前の10 年の始まりで

の静岡の地震とほぼ毎年地震災害に見

された
「土砂災害防止法」では災害弱者

ある19 91年ごろからバブル景気が崩壊

舞われてきました。地震が引き金となっ

が利用する施設について同法第9 条に

し
「失われた１０年」と言われる不況の時

て起こる斜面崩壊、地すべりが被害を

特定開発行為として制限を設ける規定

代を引き継ぎながら2 0 01年新世紀は始

より増幅させており、中越地震や岩手・

が置かれたのでした。高齢化社会の到

まりました。そしてアメリカ同時多発テ

宮城内陸地震では山地流域内に多くの

来でこうした施設を利用する人が増え、

ロに世界が震撼したスタート年でもあり

天然ダムができ、湛水や決壊による災害

施設も災害の危険性の潜んでいる山間、

ました。イラク戦争の勃発、一向に安定

を未然に防止するため、国土交通省機

山麓などに求めざるを得ないので今後

化しないアフガニスタン、パキスタン、イラ

関で自衛隊等の協力のもと懸命の対応

も増えることが危惧されます。ハード面

ン等中東アジア紛争が続くなか、0 8 年

がとられました。四川省の地震では高さ

の整備と土砂災害防止法も踏まえたソ

にはリーマン・ブラザーズ経営破綻によ

10 0 mにも及ぶ巨大な天然ダムがいくつ

フト面の対応が益々求められてきます。

るアメリカ発の金融危機が全世界に猛

も出現したようで、国の威信をかけて決

さて新世紀の初頭10 年目を迎え、当

烈な勢いで広まりました。

壊防止工事をしたと聞いています。河

センターの広報誌もここに第101号をお

道を閉塞している箇所をいち早く掌握し、

届けすることになりました。激しい時代

公明が過半数を割り込む結果となり、ね

その規模や湛水、決壊による影響を推

の変化のなかで、
「国土保全」
、
「防災」

じれ国会と言われる混迷の状況が続き、

測し、警戒避難体制と応急対策の段取

のため大切な役割を担う諸課題──砂

ついに昨年の衆議院選挙で自民党が

りにかかることの重要さを経験した10

防計画策定、事業効果分析、火山噴

‘ 5 5 年の結党以来守っていた第一党の

年でもありました。国土交通省ではこ

火緊急減災計画策定、地震時地すべ

座を民主党に明け渡すことになりました。

れらの災害経験を生かしていくため警

り、
斜面崩壊分析、
警戒避難情報分析、

ここのところ新政権が打ち出す政治主

戒避難に資する危機管理体制充実の

災害時等土砂・流木動態調査、里山

導の徹底、大型公共事業の凍結、一

ための制度改正に新たに取り組むと聞

地区保全・活性化調査などを中心に調

次補正予算の執行停止、公開事業仕

いています。

査研究を展開し、砂防事業の発展に貢

こんどう こういち

「新年2 010年」
に
この10年を顧みて

国内では0 7年参議院選挙で、自民、

豪雨による災害も多発し、0 3年の熊

献できるよう努めてまいる所存です。新

います。そして独立行政法人や公益法

本県水俣土石流災害、台風が10 個上

年号
「sabo第101号」に添えて今後もよ

人のさらなる制度改革、見直しが行われ

陸した04年では、
新潟、
福井、
愛媛、
香川、

ろしくお願い申し上げます。

分けなど瞠目することが連日報道されて
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T O P I C S

中国汶川大地震
による唐家山
天然ダム調査

1.はじめに
2008年5月12日、中国四川省において、マグニチュ
ード8.0の汶川大地震が発生した。中国の新聞によれば
地震による死者は約6万9千人、行方不明者は約1万8千
人と発表されている。この地震は内陸直下型で、しかも
山岳地帯で起きたために、地震断層付近の山地部では

石川 芳治

多数の地すべりや斜面崩壊が発生し、これらに伴って、

東京農工大学大学院
共生科学技術研究院 教授

決壊による二次災害の危険性が高まった。中国水利部

いしかわ よしはる

図-1 四川省成都の位置図

各地で天然ダムが形成されて、天然ダム
（堰き止め湖）
の
の発表では汶川大地震により四川省内で34個の天然ダ
ムが発生した。これらのうち最大のものが唐家山にお
ける斜面崩壊により発生した天然ダムである。2008年
７月末の現地調査に引き続き、2009年9月19～25日に
砂防学会の調査団の一員として汶川大地震による土砂
災害現場の調査を行ったので、主に北川県で発生した
唐家山天然ダムについて報告する。
汶川大地震の調査に関連して（社）
砂防学会と中国科
学院成都山地災害及び環境研究所では、2008年10月
12日に「地震砂防に関する共同研究協議書」に調印し、

図-2 調査箇所の位置図

地震による土砂災害対策に関する共同研究を開始して
いる。日本側からは2008年12月6～10日には第一次の、
2009年9月19～25日には第二次の調査団が成都山地災害、
環境研究所、汶川大地震の被災地を訪れて調査および
共同研究を開始している。

2.地震および地形の概要
汶川大地震の震源の位置は、四川省図- 1汶川県内で、
震源の深さは約19kmである。マグニチュードは中国地
震局の発表では8.0であり、最大級の地震である。なお、
汶川大地震は我が国では「四川大地震」と呼ばれている
図-3 唐家山天然ダムと周辺位置図

が、中国地震局は震央の場所から「汶川大地震」という
名称を用いている。
この地震は四川盆地の北西側を北東から南西に走る
龍門山脈の下を走る衝上断層である龍門山断層帯の一
部が動いたことにより起こったと推定されている。龍
門山脈は標高4,000m前後のチベット高原に連なる山岳
地帯である。今回の地震により斜面崩壊等が多発した
影響範囲は四川省の北部の青川県付近から南西の汶川
県に至る、距離約280km、幅約50kmの範囲であり、こ
れは今回動いた地震断層の範囲および震度の大きい範
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唐家山

曲山鎮
写真- 1 唐家山および北川県曲山鎮周辺の衛星写真

写真- 2 重機による緊急排水路の掘削

写真- 3 6月10日水路部の拡大後の状況

唐家山

里
唐家山

土石流観測所

0㎞
写真- 4 唐家山天然ダムの下流約3.2kmにある曲山鎮の
被災状況。唐家山天然ダムの浸食による洪水に
よる氾濫により市街地の一部が被害を受けた。さらに地
震による周辺の山腹斜面崩壊により大きな被害を受けた。
現在この地域は住民を含めて立ち入り禁止となっている
（2008年７月27日撮影）

10㎞

席家溝

曲山鎮
花石坂溝

土石流観測所

播鼓鎮

（ Google航
写真- 5 唐家山天然ダム調査地および経路
空写真を用いている ）

曲山鎮

魏家溝

写真- 6 北川県曲山鎮土石流観測所の位置図

囲とほぼ一致している図- 2。なお、この地域の地質につ

おりである。施工延長：475m、
呑口部標高：740m、
底幅：

いて、
中国では
「雑岩堆」と呼ばれており原生代、
古生代、

7m以上、水路のり勾配1:1.5、中間部標高：740m、底幅：

中生代の堆積岩や花崗岩を中心とした非常に古い地質

7m以上、
水路のり勾配1:1.45、
吐口部標高：739m、
底幅：

からなる。

10m以上、水路のり勾配1:1.35。掘削工事と平行して、
天然ダムの決壊による洪水の被害を予測して下流の住

3.唐家山における天然ダムと対策の概要

民の避難計画★３が作成された。下流の避難対象住民約
15万人のうち約7万人が5月末までに避難した。6月7日

唐家山
（Tangjiashan）は成都市から北北東に直線距

には掘削された排水路からの排水が始まり、6月10日に

離で約90kmの位置にある標高約1,600mの山である。

は掘削された排水路が急速に侵食されて水位が約40ｍ

行政区域は四川省、綿陽市の北川チャン族自治県にあ

低下し 写真- 3 、湛水量は約2.5億㎥から約0.9億㎥に低下

たる。汶川大地震により唐家山で大規模な斜面崩壊

し、北川県曲山鎮付近では流量は約6,500㎥/秒に達し

が発生し、この崩土が三湔江川を閉塞させて、高さ約

た（新華社および、人民日報ホームページより、http://

80m、想定湛水量約3.2億㎥（実際に湛水したのは約2.5

pic.people.com.cn）
。下流では綿陽市の危険区域内の住

億㎥）
、集水面積3,550 ㎢の大規模な天然ダムが形成さ

民が避難するという大がかりな非常体制が敷かれ、橋梁

れた 写真- 1 。唐家山天然ダムの下流約3.2kmには北川

の橋脚の緊急補強等の洪水対策が行われ、大洪水に備

県の県庁所在地である人口約2万人の曲山鎮があり図-3

えたが、結果的には、天然ダムの直下流にある曲山鎮の

、この天然ダムが決壊すれば下流にある綿陽市等の都市

町を除くと、大都市綿陽市を含む下流地域では河川の

が壊滅的な被害を受ける恐れがあるため、中国政府によ

氾濫も発生することなく、事態は終了した。唐家山の

★１

り大型のヘリコプター

を用いて大勢の武装警察の水

天然ダムの侵食時に流出した洪水と土砂により下流の

電部隊や多量の機材が現地に送られて、湛水地の水位

曲山鎮では洪水が市街地の一部に氾濫し、流下した土

を下げて被害を軽減するための排水路の掘削工事が行

砂により河床が著しく上昇しており、市街地の一部が土

★２

われた 写真- 2 。完成した緊急排水路の概要
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は次のと

砂により埋没していた。さらに、地震により市街地の西

T O P I C S

写真- 7 北川県曲山鎮の土石流観測所

写真- 8 北川県魏家溝の土石流発生渓流
2008年9月24日に土石流が発生し20名の人
命が失われた。現在は流路が掘削されている

写真- 9 北川県魏家溝における土石流および地滑り警戒
避難体制を示した看板。集落毎に避難責任者と
電話番号が記されている

写真- 1 0 唐家山天然ダムの上流約12kmに位置する
里の町。唐家山天然ダムの湛水により、一
時的には川沿いの市街地は水没したが、排水による水
位低下により市街地は再び居住が可能となっている

写真- 1 1 唐家山天然ダムの湛水池の上流端に位置する
里の舟着場。ここから湛水池沿岸の小集落に
往復するための舟が発着している。私たちもここから唐
家山天然ダムへと向かった

写真- 1 2 唐家山天然ダムの湛水池下流端にある臨時船着
場。ここから唐家山天然ダムの左岸側に登れる

側と東側において大規模な斜面崩壊が発生し、崩土が

2008年9月24日に土石流が発生し下流の扇状地に土石

市街地を襲い、広い面積にわたり建物が破壊されていた

流が氾濫して死者20名および周辺の家屋や学校に被害

写真- 4 。このように、曲山鎮は地震および土砂災害によ

を与えた。この時の雨量は最大時間雨量が41mm/hr、

り壊滅的な被害を受けており、町の再建は不可能と判

連続雨量が178mmであった。魏家溝沿いには土石流お

断されて、住民は全員この地区の外に移住あるいは避難

よび地滑り警戒避難体制を示した看板が設置されてい

し、立ち入り禁止となっており、鉄条網のついた鉄柵に

て 写真-9 周辺の集落毎に避難責任者と電話番号が記さ

より封鎖されている。なお、曲山鎮付近の地質は砂岩、

れている。実用的な土石流や地滑りに対する警戒避難

泥岩および苦灰岩
（炭酸塩岩）
である。

体制整備の一つの方法として参考になる。
4-2 唐家山天然ダムの調査

4.唐家山天然ダム等の現地調査

龍門山脈の東側から唐家山天然ダムに行くには、曲
山鎮を通って三湔江川沿いに上流に遡るのが最も近道

4-1 北川県曲山鎮付近における土石流観測所

であるが、調査時点では曲山鎮は立ち入り禁止で入る

2009年9月20日に北川県曲山鎮の現地調査を行っ

ことはできなかった。そこで、唐家山天然ダムから約

た。北川県曲山鎮では、成都山地災害及び環境研究

12km上流にある 里に行ってそこから湛水池上を船で

所の崔鵬教授が設置している土石流観測所を訪れた

唐家山天然ダムに向かうこととなった。曲山鎮土石流

写真- 5,6,7 。観測所付近には地震断層が走っており、

観測所から 里に行くためには、自動車で播鼓鎮を通

周辺の山地では地震により多数の崩壊が発生して、崩土

って西に進み、山道を登り、標高2,050ｍ付近の峠を越

が山腹や渓流の上流部に堆積しており、ここを流れる魏

えて北につづら折れの山道を下って 里に至る 写真-1 0

家溝､ 花石板溝、席家溝の渓流では土石流が発生しや

。 里は唐家山天然ダムの湛水池の上流端に位置して

すい状況にあるために土石流観測所を設置したとのこ

おり、湛水池周辺の集落への渡し船の船着き場がある。

とであった。流域に8個の雨量計を始めとして、土壌水

里は唐家山天然ダムの湛水により一時水没し、町の建

分計、伸縮計などが設置されている。魏家溝 写真- 8 では

物の６階まで水位が上昇したとのことであった。その後、
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写真- 1 3 唐家山天然ダムの上流部の流路、すなわち湛水
池最下流端。左岸から右岸を望む。右手が上流

写真- 1 6 唐家山天然ダム左岸上に残されてい
るスローガンと給水タンク

写真- 1 4 唐家山の大崩壊。左岸から右岸下流方向を望む

写真- 1 7 唐家山天然
ダム の 下流
左岸から右岸の大崩
壊地 を 望 む。 右岸側
にはすでに斜面中腹
に自動車の走れる山
道が設置されている

唐家山
天然 ダ
ム の 河床部 に あ
る崩壊堆積物
（堆
積岩類）
。大きさ
は数十cm

唐家山天然ダム左岸に設置され
ている気象観測機器。テント内
は無人であった。
写真- 1 5

写真-1 8

写真- 1 9 唐家山天然ダムの下流の状況。
上流から下流を望む

排水路の開削とその後の浸食により湛水池の水位が低

した崩壊による崩土は左岸側に衝突したために、右岸

下し、現在では市街地から水が引いて住民も戻ってきて

側よりも左岸側に高く堆積した。このため、右岸側のほ

いる。しかしながら町の復興は途上にあり三湔江川に

うがやや低くなるように堆積した。全体としては、河道

架かる車道橋も被災を受けたままで、自動車の通行は禁

の中央部が両岸よりも低くなり、連続した溝のような地

止となっていた。

形が形成された。その底幅は約20～40mであった。こ

里にある船着場 写真-1 1 から船に乗って湛水池上を
約12km下ると唐家山天然ダムの上流部、すなわち湛水

の溝のような地形を利用して武装警察の水電部隊によ
り緊急排水路が建設された。

池の下流に到着する。左岸側に臨時の船着き場 写真- 1 2

左岸の崩土堆積地の上は調査時点では無人となっ

があり、そこから急斜面を約60m登ると左岸側の崩土

ており、雨量計などの気象観測機器が設置されていた

の堆積地の上に出る 写真- 1 3。右岸の唐家山は山頂部

写真-1 5。また、地震直後の排水路の掘削時に設置され

が標高約1,600mで、崩壊前の河床部の標高は約670m

たと思われるスローガンを示す看板や使用されなくな

であった。地震により三湔江川に面する北西側の勾配

った給水車タンクが残っていた 写真-1 6。天然ダムの下

約31度の斜面が高さ約600m、幅600mにわたって崩壊

流部から唐家山の大崩壊地を望むと流路はほぼ安定し

した 写真- 14。崩壊土砂量は北京青年報

★４

によれば約

ている様子であり、右岸の斜面中腹には自動車が走れ

2,037万㎥であった。堤体の長さは803.4m、堤体幅は

る山道が設置されていた写真-1 7。下流の河床は比較的

611.8m、元河床の高さは667.5mで、堤体の右岸側の高

粒径の大きな（平均的には数十cm）
堆積岩類 写真- 1 8 か

さ（比高）
は82.65mで標高は750.2m、左岸側の高さ（比

らなりなっており浸食に対しては抵抗性があると考え

高）
は124.4mで標高は791.9mであった。可能最大湛水

られる。唐家山天然ダムは現在でも高さが約40m残っ

量は約3.1億㎥であったが、実際の最大湛水量は2008年

ているが、唐家山天然ダムの下流の河床はほぼ安定し

6月9日20時の2億4860万㎥であり、最大実績湛水位約

ており、今後、急速な浸食が生じることはないと考えら

743mであった。上流の流域面積は約3,550 ㎢で、湛水

れる写真-1 9。

池の長さは約20kmであった。右岸側の山腹斜面で発生
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の形成を始めとして多数の天然

ピーク流量（㎥／ S）

図-4 天然ダムのDam-factor（H×V）
とピーク流量との関係
（Costa,1988）
100.000

ダムが発生し、これらの天然ダ
ムの決壊による二次災害対策が

10.000

唐家山

大規模かつ迅速に行われ、下流
における被害を最小限に抑える

1.000

湯浜

ことができたと考えられる。

東竹沢

我が国でも2008年6月14日に

湯の倉

100

岩手・宮城内陸地震が発生し、
10
0.001

0.01

0.1

1

10
100
1000
ダムファクター（H×V）

【H：天然ダムの高さ
（m）
、
V：湛水量
（㎥）
、
Dam-factor（×106 m4）
】
ただし、東竹沢、湯浜、湯の倉のピーク流量は Costa の方法を用いた予測値

唐家山天然ダムと新潟県中越地震、岩手・高城内陸地震
表-1
による主な天然ダムの比較

10.000 100.000 100.000.0

山地部での直下型地震により大
規模な地すべり、斜面崩壊およ
びこれに伴う天然ダムの形成、

土石流等の土砂災害が発生している。天然ダムに関し

天然ダム

高さ
（H）m

湛水量
（V）㎥

Dam-factor
（H×V）

地震

ては地震直後から二次災害防止対策が行われたため下

唐家山
天然ダム

80

250,000,000

2.0×1010

汶川大地震

流への被害は発生していない。これらの地震による土

東竹沢

30

2,600,000

7.8×107

新潟県中越地震

砂災害を軽減するためには、事前に土砂災害の形態や

湯浜

50

850,000 4.25×10

岩手・宮城内陸

発生箇所を予測して、適切な事前の対策を実施すると

湯の倉

30

500,000

岩手・宮城内陸

ともに、二次災害対策のためのマニュアルや機器、重機

1.5×10

7

7

を整備しておくことが重要である。このためには土砂
4-3 下流に流下したピーク流量の検討
過去に世界で発生した主な天然ダムの決壊に伴い発
生する最大洪水流量
（ピーク流量）と天然ダムの規模
（Dam-factor）との関係はCosta

★５

災害の発生機構を解明するとともに発生予測手法を開
発する必要がある。さらに、天然ダムが形成された場合
には迅速な二次災害防止対策を実施する必要がある。

により 図-4 のように

唐家山の天然ダムにおける二次災害の防止対策は今後

まとめられている。この図に、唐家山の天然ダムにおけ

の我が国における大規模な天然ダムの二次災害対策に

る排水路の通水後に発生した最大流量および2004年10

も多くの貴重なデータと示唆を与えており、さらに詳細

月23日に発生した新潟県中越地震および2008年6月14

に調査を行い学び取ることが必要と考えられる。

日の岩手・宮城内陸地震により形成された主要な天然

2009年9月19～25日の現地調査は砂防学会の調査団

ダムの規模 表- 1を表示した。ただし、新潟県中越地震

として、
新潟大学の川邊洋教授
（団長）
、
同権田豊准教授、

と岩手・宮城内陸地震により形成された主要な天然ダ

鹿児島大学の地頭薗隆准教授、原義文土木研究所グル

ムは実際には決壊対策が講じられたために決壊はして

ープ長と私の5名が参加した。訪中期間中、中国科学院

おらずピーク流量はCostaの方法を用いた予測値である。

成都山地災害及び環境研究所の欧国強教授に最初から

通水後に唐家山の天然ダムにおいて発生した最大洪水

最後まで案内をしていただきました。ここに心から謝

流量は、Costaの推定している値よりもかなり小さい。

意を表します。また、現地調査に関して助成をいただい

このことから、災害対策として行われた緊急排水路の

た（財）
砂防・地すべり技術センターおよび（社）
全国治

掘削と通水により、最大洪水流量が減少し、下流の二次

水砂防協会の皆様に謝意を表します。

災害の軽減に効果があったと推定される。また、唐家山
天然ダムは新潟県中越地震および岩手・宮城内陸地震
で発生した天然ダムに比べて想定される洪水規模が１
オーダー以上大きいことが分かる。

5.おわりに
汶川大地震では、唐家山における大規模な天然ダム

★参考・引用文献
１ 水
 利部、ヘリ記事、http://www.mwr.cn/xwpd/slyw/20080612
213006fa3b62.aspx
２ 水 利部、完成した緊急排水路の諸元、http://www.mwr.gov.cn./
xwpd/zxrd/2008053011492020a0aa.aspx
３ 新 浪投稿ブログ 綿陽市の避難計画 http://blog.sina.com.cn/
s/blog_4d8427ec01009iwg.html
４ 北
 京青年報、天然ダムの規模、地形、地質 http://china.ynet.com/
view.jsp?oid=40664801
５ C
 osta, J.E.(1988):Flood from dam failures, Flood Geomorphology,
p.436-439
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T O P I C S

改訂された
「鋼製砂防構造物
設計便覧」について
（財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所

鋼製枠、ダブルウォール、流木捕捉工など）
について、
計画及び設計する際の一般事項について取りまとめた
ものです。これら既設の鋼製砂防構造物は、土石流の
捕捉、部材あるいは構造物全体の損傷などを経験する
都度、
前述の委員会に諮りつつ改良されてきたものです。
また、当センターで行っている技術審査証明の認定を
受けた鋼製砂防構造物は、学識経験者等による技術審
査を経るとともに、この「便覧」を参考として計画・設
計されています。
表-1は、鋼製砂防構造物に関して、これまで当センタ

ーで技術審査証明等の認定を受けたものです。これら

はじめに
本年９月に「鋼製砂防構造物設計便覧」が発行されま
した。当センターでは、鋼製砂防構造物の適切な計画設

を含む鋼製砂防構造物の計画・設計にあたっては
「便覧」
が参考とされています。
しかし、総説に記述されているように、
「便覧」はあく

計と効果的利用を図ることを目的として、
昭和57年以降、

まで現在、開発され使用されている鋼製砂防構造物に

鋼製砂防構造物に関する委員会を設け、学識経験者の

ついて計画及び設計に関する一般的な事項を取りまと

助言と指導を受けつつ研究活動を続けてきました。その

めたものです。地形、地質、降雨などの多様な要因によ

成果は昭和58年に「鋼製砂防構造物に関する研究」とし

り流出する土砂の形態は様々ですから、基準となる数値

て公表し、ついで昭和60年には
「鋼製砂防構造物設計便

や式が必ずしもすべての現象に対応できるわけではあ

覧」の初版が刊行されました。

りません。そのため、新しい鋼製砂防構造物を採用す

今回は『砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編

る場合や、実績のある施設の計画、設計においても、現

)』
及び『土石流・流木対策設計技術指針』
（平成19年３

地の条件を十分に把握するとともに、その現象に相応し

月 国土交通省砂防部、国土交通省国土技術政策総合

い構造物を選定し、計画、設計方法が妥当であることを

研究所編著）
の改定に伴い、内容が見直されたものです。

技術者自らが検討するという基本姿勢が大切です。

今回の改訂は、初版から数えると４回を数えます。ここ
では改訂された内容のいくつかについて、具体例などに
より解説したいと思います

鋼製透過型砂防えん堤の冗長性
（リダンダンシー）
について
『土石流・流木対策設計技術指針』の透過部の検討の

「鋼製砂防構造物設計便覧」のあつかい

項に、
「透過部の部材は、設計外力に対し安全でなけれ

「鋼製砂防構造物設計便覧」
（以下
「便覧」
）
は、これま

ばならない。一部の部材が破損したとしても砂防えん堤

で開発され採用された鋼製砂防構造物
（格子形、B型、

全体が崩壊につながらないよう、フェールセーフの観点
から、できるだけ冗長性
（リダンダンシー）
の高い構造と
する。
」と説明されています。これは、鋼製透過型砂防え
ん堤の設計の基本思想ともいえるものです。
土石流捕捉用の鋼製透過型砂防えん堤は、土石流荷
重に対して重力式コンクリート砂防えん堤のようにコン
クリートの重量と強度で対応するのではなく、鋼材の強
度と靱性によって抵抗します。したがって、部材
（鋼材）
が破損することによって、構造物全体が不安定になって
しまっては元も子もないので、一部の部材が破損しても
他の部材がそれをカバーし構造全体に致命的な影響が
及ぶことがないように部材、および、鋼材を選定すると
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いうのが指針に沿った考え方となります。
ここで、冗長性
（リダンダンシー）
について簡単な事例
によりわかりやすく説明したいと思います。
一般に外力の大きさ、作用点、作用する方向などが

表- 1 審査証明等を受けた鋼製砂防えん堤
横ビーム式HBO型えん堤
INSEM-ダブルウォール工法
J-スリットえん堤

確定していれば、その外力に対して最適な形状を計算

CBBO型砂防えん堤

できます。例えば、単純梁のA点に間違いなく荷重が鉛

鋼製スリットえん堤T型

直に作用するものとします 図-1（ a）。このA点を下から

I型スリットえん堤

支えれば必要最小限の断面形状でいいことになります
図- 1
（b）。しかし、これで設計された単純梁に設計の想

定外の位置
（例えばB点）
に荷重が作用したとすると壊れ
ることにもなります 図- 1（ c）。つまり、荷重が設計の前
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図- 1 想定外の位置に荷重が作用した場合
（ a）

提と異なる位置や方向から作用するなどの場合は安全
性を損なう可能性がでてきます。
これを土石流対策用の鋼製透過型砂防えん堤に当て
はめてみると例えば、図- 2のようになります。 図- 2（ a）

（ b）

は安定計算に用いる荷重図です。土石流を天端付近に
A

当てる場合が最も大きな外力になりますから、この外力
に対して転倒や滑動の検討をすれば構造物の安定性は

（ c）

担保されます。そこで、安定計算に用いる荷重を鋼製部
分の構造計算にも採用すれば、構造物自体の安全性も担
保されるであろうと考えられます。しかし、鋼製部分の
構造計算では、そのような荷重に対して計算すれば全く

B
図- 2 構造計算に用いる荷重

安全かというとそうとも言い切れません。
例えば、 図- 2（ b）は、透過型の場合に作用する土石流
の荷重としては最も可能性が高いと考えられるケースで
す。土石流による荷重が大きい場合、 図- 2（ a）で計算さ
れた部材断面より、 図- 2（ b）で計算された部材断面のほ

（ a）安定計算に用いる荷重

（ b）最も作用するであろう荷重

うがまれに大きくなることがあります。
図- 2のように、十分想定できる荷重ケースにおいても

なお、冗長性の程度については
「便覧」p71のQ&Aに、

このような場合がありますから、自然現象である実際の

部材数、節点数、節点の固定方法による立体骨組構造

土石流による外力は、荷重の作用位置だけではなく、荷

における不静定次数とロバストネス
（頑健性）
による考え

重の大きさ、作用する方向なども千差万別です。このよ

方が紹介されていますので、参考にして下さい。

うなすべての荷重ケースについて計算することはコスト
がかかるとともに合理的ではありません。そこで設計で
は計画規模の対象現象により生じる外力を設計外力と
して想定し、形状及び寸法を算定しています。
したがって、上述のように自然現象の多様性を考慮す

機能部材と構造部材について
鋼製透過型えん堤の黎明期の頃は、土石流の流下区
間に設置されていました。使用部材は500～600φの鋼
管を組み合わせて、この部材間隔を礫径の1.5～2.0倍に

ると、不確定な外力に対する安全性の担保として冗長性

設定していました。最大礫径D95 を1ｍ以上と考えると、

が高い構造であることが重要です。これは指針に沿った

礫の衝突荷重に対して算定される鋼管板厚は、市場性の

考え方であり、土石流のような外力の方向や大きさが不

ある材料として妥当なところにありました。

確定な荷重を設計対象とする場合は、できるだけ冗長性
の高い鋼製砂防構造物であることが望ましいといえます。

近年、透過型砂防えん堤が人家直上流に設置されるよ
うになり、保全対象の安全性を確保する観点から、土石
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流の後続流など小礫の捕捉も考慮する必要がでてきまし
た。この場合、従来の構造部材は礫捕捉用部材と兼用し
ていましたが、小礫を捕捉するように構造部材を配置す
ると不経済な設計になることがあります。そこで、小礫
の捕捉を目的に機能部材という考え方が出てきました。
防えん堤を構成する部材の中で、主に形状を保持するこ
とを目的として力学的な抵抗力を必要とする部材であ
る。土石流や流木を捕捉する目的で配置された機能部
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改訂された「便覧」においては、
「構造部材は，鋼製砂

図- 3 2辺平均径と3辺平均径の差
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60

材を支える部材であり、機能部材を兼用する場合もあ
る。
」とされる一方、
「機能部材は、透過型砂防えん堤の

40

透過部断面に設置される部材のうち、土石流を捕捉する

20

目的で配置される部材である。
」とされ、構造部材と機能
部材とにわけて定義されました。
土石流を捕捉する場合、機能部材を礫の衝撃力に対
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して許容応力度内に納めると相当太い鋼管を使うこと
になります（鋼管径を上げると断面性能は上がりますが、
礫の衝突に対する抵抗は板厚の方が効いてくるので、ど
うしても太くなります）
。また、機能部材は礫の捕捉を
目的としているため、礫の直撃を受ける部材となり、破
損の度合いが構造部材より高くなります。そのため、
「外
力作用時に部材が破断せず、部材が所定の位置に留まっ
ていれば礫の捕捉機能を保持できるため、塑性変形を許
容する」とされました。これは鋼管のへこみや塑性変形

写真- 1 単独で流下した場合の礫捕捉

で礫衝突のエネルギーを吸収しようというもので、どれ
だけ変形しようが部材が取れなければ礫の捕捉機能が保

の関係で土石流を捕捉できるか、平常時に流砂を通過さ

持されればオーケーという考え方です。

せるかを決めるわけですから、透過型砂防えん堤の機能

一方、構造部材は鋼製透過型砂防えん堤を構成する

設定に最も重要な項目です。しかし、これまで礫径の計

部材の中で、主に形状を保持することを目的として力学

測方法などの妥当性について必ずしも十分に検討されて

的な抵抗力を必要とする部材で、機能部材で受け止めた

きませんでした。例えば、礫径は３辺の平均を取ってい

土石流や堆砂圧を機能部材を通して受け止め、地盤に伝

ましたが、どこを測定するのか曖昧でした。改訂された

達します。このため、構造部材は重力式砂防えん堤の安

「便覧」では「地表面上で確認できる２辺
（深さ方向を除

定計算に用いる荷重に対して許容応力度法で設計しま
す。したがって一般的には、土石流捕捉後除石すれば何
回でも供用できることになります。
今後は、主に形状を保持するための構造部材と、礫を

く）
の平均値」とされています。
改定前の
「便覧」では、
「巨礫の粒径は、
その横径、
縦径、
高さの３辺の平均値を礫径」とされていましたが、
「深さ
方向は埋もれている場合が多く、測定値が曖昧なため、

捕捉する部材としての機能部材という考え方により、よ

露出している横径と縦径の２辺を測定してその平均値を

り現地条件に適合した合理的な計画、設計がなされてい

礫径とする」されました。

くことが期待されます。

図-3 は2辺平均値と3辺平均値を比較したものです。

一般には、３辺より２辺のほうの礫径が大きくなる傾向が

最大礫径の設定方法などについて
礫径調査で設定される最大礫径は、部材間隔と礫径

10 sabo vol.101 Jan.2010

あります。これは、先ほど述べたように埋まっている方向
が３辺で一番短い場合が多いからであると考えられます。

T O P I C S

必ずしも3辺平均値によることが合理的ではないとい
う例を簡単な水理実験で紹介します。 写真- 1 は、石とゴ
ルフボールを流して部材に引っかかるかどうか調べたも
のです。選んだ石は、３辺の平均値がゴルフボールの直
径になったものです。写真の縦部材間隔はゴルフボー
ルより若干小さく設定しています。ゴルフボールは部材
に引っかかりましたが、石は通過しました。この結果は
部材に引っかかるがどうかは３辺の平均値で決まるので
はなく石が部材にあたるとき、石の長辺なら引っかかり、
短辺
（縦部材間隔より小さい）
なら通過するということを
示しています。

写真- 2 礫衝突による擦痕

実際の土石流は礫の集合がえん堤に到達して部材を閉

通の問題なので、既往のデータが参考になります。鋼製

塞させるので、礫が透過部を埋めるかどうかということ

砂防構造物についても、
（社）
鋼材倶楽部のデータなどが

に着目する必要があります。これは、閉塞型の透過型砂

参考とされましたが、建設予定地点近隣の鋼製構造物

防えん堤の開口部の幅の設定に関して着目すべきことで

の腐食に関するデータがあれば、それを参考に設定して

す。便覧では閉塞型の透過型砂防えん堤の「開口部の幅

よいと考えられます。

は，現地形の谷幅に配慮して土石流が流下すると判断

一方、土石流対策として鋼製透過型砂防えん堤を採

される谷幅程度に設定するものとする。ただし、最下流

用する場合、砂礫の摩耗や礫の擦痕 写真- 2による断面低

に設置する場合、下流河道や保全対象への影響に配慮

減といった砂防独自の現象について考慮しておく必要が

して谷幅よりも狭くしている例もある。
」とされています。

あります。便覧では「現地の土砂移動実態を考慮して鋼

石礫による開口部の閉塞は礫のアーチアクションが期

材の有効断面厚に余裕しろを設け、鋼製砂防構造物の

待でき、アーチアクションが期待できる礫径は部材間隔

安全性を高める」とされ、土石流の直撃を受ける最上流

の1／2以上と考えられることから、
開口部の高さや面積、

部材と底版近傍の砂礫が通過する箇所に位置する鋼管

部材間隔の1／2以上の礫の個数、アーチアクションに

部材は，余裕しろを3.5mm設けることとなっています。

寄与する礫の総面積、などの値により開口部の幅を検討

また、その他の部材
（最上流部材や底版近傍以外の部材）

しますが、これについては「便覧」p62のQ&Aに示され

は原則として余裕しろは設けなくても良い、継ぎ手部は

ていますので参考にしてください。

片面1.0mmとされ、部材の位置や機能に対応した余裕
しろが設定されました。

腐食しろ及び余裕しろについて
鉄は錆びる。これが鉄の最大の弱点といえます。錆の

おわりに

発生は耐久性に影響するので、何らかの錆び対策が必要

本稿では、紙面の都合により改訂された「鋼製砂防構

になります。鋼製砂防構造物は、山間地に設置されるこ

造物設計便覧」の内容の一部にしか触れることができま

とから市街地に建設される橋梁のように塗装の塗り直し

せんでした。本稿以外のことも含めて、当センターのホ

が容易ではありません。そこで、耐用年数を向上させる

ームページ上に鋼製砂防構造物に関するＱ＆Ａコーナ

ために腐食しろが設けられています。したがって鋼製砂

ー注）
を設けていますので、ご意見ご質問等を積極的に

防構造物は
「無塗装」で良い訳ですが、やはり錆びの発生

お寄せいただければ幸いです。

及び進行を遅らせる塗装は、それだけ耐用年数が伸びる
訳ですから有効な手段です。

文中にも記述しましたように自然現象の多様性を考
慮すると、今後、さらに研究、知見を重ねていく必要が

腐食しろは、
「便覧」では
「酸性河川を除き片面0.5mm

あると考えられます。当センターでは引き続き自主研究

とする。ただし、
小径礫の捕捉を目的とした機能部材は、

により鋼製砂防構造物に関する検討を進めていくことと

取り替えを前提に腐食しろを設けなくてもよい。
」とされ

しておりますので、読者諸賢の今後のさらなるご支援、

ています。腐食しろは砂防分野に関わらず鋼構造の共

ご鞭撻をよろしくお願いします。
注）http://www.stc.or.jp/06structure/002frame.html
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4
連 載エッセイ

海の森

本が世界に誇る文化のひとつ

日

情を楽しむ茶屋が配された。歴代将

に庭園がある。飛鳥・奈良の頃、

軍の庭園経営は多様であり、なかで

大陸から伝来した庭園技法は、長い

も8代将軍吉宗は財政建て直しとい

歳月の中で独特の発達を遂げ今日に

う観点から、園内に製糖所、製塩所、

至る。超高層建築が林立する東京都

鍛冶小屋、薬草園を設けたと伝えら

心でも、庭園文化は、その足もとに

れている。

石川 幹子

しっかりと息づいている。なかでも、

図-1は、東京都所有の図面である

東京大学大学院工学系研究科 教授

東京湾という海の自然を取り込んだ、

（昭和48年測量・加筆）汐入の池の

いしかわ みきこ

大らかな庭園が、
「浜離宮恩賜庭園」

大泉水を中心とし、
八景山、
富士見山、

である。新橋駅の雑踏を抜け、汐留

御亭山、樋ノ口山などの起伏に富ん

め再開発ビル群を通り、さらに高速

だ眺望点が海の庭園としての躍動感

道路の高架下を抜けると、汐の香り

を与えていることがわかる。なかで

と共に、巨大な石組みの大手門の遺

も、ムカデの足のような庚申堂鴨場、

構が現れる。

新銭座鴨場は、現代アートにもまさ

こ

の庭園は、いまから350年前、

る迫力であり「用と景」を兼ね備えた

4代将軍家綱が、葦の生い茂っ

庭園技術の結実である。これらの小

た沼沢地を弟の綱重
（甲府宰相）
に与

丘には、タブの木が植樹され、現在

え、邸地を営むことを許可したことに

では東京湾岸有数のタブ林となって

始まる。綱重の子綱豊は、六代将軍

いる。都市の自然も、適切な基盤整

家宣となり、爾来、将軍家の濱御殿

備がなされれば、時代と共に本物の

として明治に至るまで維持されてき

自然へと、遷移をとげていくことが

た。庭園の意匠は、海の干満の差を

可能であることを、この森は物語っ

取り入れ、遥かに広がる江戸湊、そし

ている。

て富士の高嶺を臨む壮大なスケール
を有するものであり、春夏秋冬の風

図-1 浜離宮恩賜庭園図面：引用
『日本庭園図説』
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庭

園と周辺地域の関連を知るう

えで重要な図面が、図-2 であ

図-2 明治期の浜離宮周辺：引用
（財）
日本地図センター発行
『参謀本部陸軍部
測量局、5千分の一東京図測量原図』

る。これは明治16年、フランス式淡

ビル群が庭園の周りを寸分の余地も

育などの社会的システムもこれに相

彩図法によりつくられた浜離宮周辺

なく取り囲み、景観、そして海風を独

当する。
「社会的共通資本」は、多く

の地形図である。隣接地では、文明

占する結果となっている。これが、最

の人びとの合意を踏まえて、何世代

開化の象徴である、新橋・横浜を結

も豊かな時代であるはずの今日の東

にもわたり、営々として築きあげら

ぶ鉄道の起点である新橋停車場の建

京の現実である。

れ、継承されてきたものである。わか

開かれた庭園本来の意匠は連綿とし

こ

て継承されていることがわかる。

地を設けることにより容積率と高さ

20世紀後半における日本の都市

かしながら、近代化の歩みは、

にボーナスを付与し、高層建築の建

政策の特色は、長い年月をかけて先

浜離宮にとって受難の連続で

設を可能とした一連の規制緩和政策

人が築き上げてきた「社会的共通資

あった。魚市場への売却
（大正年間）
、

により生み出されたものである。市

本」を、無料のものとして、切り崩し

関東大震災での罹災、東京大空襲に

場経済原理主義による近視眼的都

てきたことにある。今日、頻繁に唱

よるほぼ全焼失、戦後の米軍演習場

市政策が、江戸期より350年にわた

えられている「持続的維持
（サステイ

としての利用と風紀の乱れ、築地川・

り営々として継承されてきた、
「社会

ナビリティ）
」とは、現在ある姿を将

汐留川の埋め立て計画
（昭和30年）

的共通資本」としての庭園文化を、

来の世代へと手渡して行こうとする

など、庭園文化は、忘却の彼方へと

きわめて短期間で、あっという間に破

考え方である。

葬り去られた時代が長く続いた。し

壊してしまった現実を私たちは、同世

かしながら、庭園文化を守ろうとい

代に生きるものとして、厳しく受け止

し

う少数の心ある人びとの熱意により、

めなければならない。

ことは、一歩進んで20世紀が破壊し

設が行われているが、海に向かって

し

この庭園が21世紀に継承されてきた
ことは、ほとんど奇跡とも思える。

翻

れらの再開発事業は、ビル群

りやすい事例として、本稿で示した

の足もとに、ささやかな公開空

のが、この浜離宮庭園である。

人

かし、これでは、十分とはいえ

ない。今日、必要とされている

間の暮らしにとって、社会の共

た社会的共通資本を復興させ、さら

有財産として維持継承してい

に次世代への資産を創り出していく

って、写真- 1は、現在の浜離宮

かなければならないものを「社会的共

ことにある。

庭園である。海景を手中に収

通資本」と呼ぶ。道路・鉄道などの

それは、困難なことなのだろうか？

めたいという人間の思いは、古来よ

ハードな構造物だけではなく、砂防

私は、
「時間の価値」を目に見える

り変ることがないのであろうか、高層

林、公園、庭園などの緑地、また、教

形で翻訳をし、社会にメッセージとし
て発信していくことにより、可能であ
ると考える。

江

戸時代からの過度の利用によ

り荒廃し、土石流の頻発して

いた六甲山は、六甲砂防の半世紀に
渡る努力により、豊かな森となった。
浜離宮は、タブの常緑広葉樹林とな
り、汐入の池ではボラが銀鱗を煌か
せて泳いでいる。時間の価値を「森」
という形で翻訳し、社会に発信して
いくことにより、｢社会的共通資本｣
の意味を、誰もが理解できるものに
することが可能である。
おそらく、ここに、私たちの職能の
写真- 1 浜離宮恩賜庭園

真の役割があるのではないだろうか。
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１．はじめに

海外事情

平成21年8月7日から11日にかけて、台風8号
（MORAKOT：
莫拉克）が台湾に接近・上陸し、総降水量約2,400～3,000 ㎜と

台湾莫拉克台風
災害について

台湾の年平均降水量に匹敵する予想外の降雨をもたらした。こ
の台風は、台湾中・南部を中心に、土石流、大規模崩壊、地すべ
り、洪水氾濫等の大災害を発生させた。この災害による被害は、
死者653人、
未確認57件、
行方不明46人、
重傷3人
（10月8日現在）
である。この災害を受けて、台湾の中華水土保持学会と中華防
災学会は、社団法人全国治水砂防協会との砂防共同研究の枠組

宮瀬 将之

みを利用して、｢2009台・日砂防共同研究会～莫拉克台風による

みやせ まさゆき

（財）砂防・地すべり技術センター 砂防部
技術課 課長代理

大規模土砂災害と対応研究会～」を開催し、日本からは15名の
調査団にて訪台した。この研究会においては、シンポジウムによ
る意見交換と共に、被災地の視察を行い、現地においても意見交

加藤 誠章

かとう のぶあき

（財）砂防・地すべり技術センター 斜面保全部
技術課 主任技師

換を行った。
主な行程を表-1に、日本からの参加者を表- 2に示す。なお、シ
ンポジウムの内容等については、
（社）
全国治水砂防協会の「砂防
と治水」に掲載される予定であるため、本報告においては、現地
における被災状況について報告する。

2．降雨状況
台風8号は、平成21年8月4日に熱帯低気圧から台風となり、
勢力を強めながら西進し、台湾上陸直前には、中心気圧940hPa、
最大風速80km（約40m/s）
を記録している。またこの台風は、8
月7日から9日にかけて移動速度が遅くなり、台湾に対して長期
表- 1 主な行程
日 付

行 程

10月11日 （成田AP→台北AP→台中市）
現地視察

表- 2 参加者一覧
（日本側）
氏 名
団長

•南東県信義郷神木村出水渓・愛玉子渓
•南東県信義郷神木村隆華国小学校被災地
10月12日
•南東県信義郷神木村頭坑渓
•豊丘土石流観測所
•南東県水里郷新山村
◦シンポジウム
（中興大学）
10月13日
（台中市→台南市）

•高雄県六龜郷藤枝妙崇寺
10月15日
•高雄県六龜郷寶来地区
•高雄県六龜郷新開部落
（台南市→台北県板橋市）
10月16日 ◦台北県政府農業局訪問
（板橋市→台北市）
10月17日 （台北AP→成田AP）
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国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター土砂災害研究官

原 義文

独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ長

高橋 利典 宮崎県土木部砂防課課長補佐
藤原 俊夫 岩手県県土整備部砂防災害課主査
宮本 邦明 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授

•台南県南化郷玉山村羌黄坑
•高雄県甲仙郷西安村
•高雄県甲仙郷小林村
◦シンポジウム
（行政院農業委員会水土保持局）
現地視察

西 真佐人

三木 公一 新潟県土木部砂防課課長補佐

現地視察

10月14日

所 属

岡本 正男 社団法人全国治水砂防協会 理事長

藤田 正治 京都大学防災研究所付属流域災害研究センター教授
権田 豊
副団長 坂口 哲夫

新潟大学農学部准教授
財団法人砂防フロンティア整備推進機構総括研究員

宮瀬 将之 財団法人砂防・地すべり技術センター砂防部課長代理
上野 雄一 社団法人日本地すべり学会国際部副部長
幹事

阿部 宗平 社団法人全国治水砂防協会 事業本部次長
加藤 誠章 財団法人砂防・地すべり技術センター斜面保全部技師
高橋 透

株式会社ダイヤコンサルタント技術顧問

図- 2 小林村における災害概要図

間影響を及ぼした。この台風による降雨は、台湾中南部に集中
し、台湾中部の阿里山観測所において、7日から11日までの累積
雨量で3022.5 ㎜（観測史上最多）
を、日雨量1165.5 ㎜（9日）
記
録した図- 1。
図-1 総雨量分布
（8月5日～10日）
と台風経路

旗山渓
集落の
あった位置

写真- 1 小林村被災地の全景

（國家災害防救科技中心公開の累積雨量図に台風経路等を加筆）

3．災害実態
今回の現地視察した被災箇所のうち、紙面の都合から代表的
な箇所について、
以下に紹介する。なお、
各箇所における被害状況、

土砂の堆積深

約3m
被災前の宅盤 高

雨量データ等については、台湾行政院農業委員会水土保持局の
災害速報を参考にしている。
（１）
高雄県甲仙郷小林村
小林村は、高屏渓支川の旗山渓の左岸段丘上に位置する集落
である。8月9日午前6時頃、小林村の背後にある山腹斜面が約
190haにわたり崩壊し、崩落土砂により小林村の集落の北半分が

写真-2 旗山渓左岸段丘の堆積状況

埋め尽くされた。この崩落土砂が旗山渓を閉塞し、天然ダムを
形成したものの、午前7時頃に決壊し、小林村の南半分が押し流
された。天然ダムが形成された頃には、既に旗山渓支渓
（集落の
下流側の渓流）
からの土石流により、小林村下流の第八号橋・第
九号橋が流失したため交通途絶状態にあり、村外への避難は困
難であった。山に避難した住民を除いては、ほとんどの住民が命

旗山渓

を失う結果となった。
これら一連の土砂流出・洪水により、高屏渓全体的で20数
基の橋梁が流出するなどの被害が発生した図- 2 、 写真-1 、 写真- 2

写真- 3 旗山渓の橋梁被災状況
（小林村から下流約約5km）
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図- 3 隆華國小学校付近の災害概要図

写真- 3 。

有効累積雨量：1470.5㎜（高中雨量局）
死者：453人
家屋被害：約350戸
道路損壊：約3㎞（主要道路分として、橋梁4基）
（２）
南投県信義郷同富村・神木村
同富村と神木村は、濁水渓支川の和社渓を挟んで、東側に同
富村、西側に神木村がある。8月9日2時頃、同富村の頭坑渓の
上流部において土石流が発生し、和社渓に大量の土砂を流出・
堆積させ、その堆積深は20mにも及んだ。この堆積土砂が、和
社渓の増水と共に下流に流送されるにあたり、直下数100mにわ
たり河積を阻害したため、流水は流路から溢れ、既存の護岸を破
壊した。これに伴い、神木村側の川沿いに建てられていた隆華

頭抗渓

和社渓

國小学校の基礎が洗われ、倒壊する被害が発生した図-3 、写真-4
写真- 5 、写真-6 。

有効累積雨量：959.1㎜（和社雨量局：9日14時）
死者：0人
家屋被害：約20戸
写真-4 頭坑渓から流出した土石流堆積物の状況

道路損壊：約600m
（3）
高雄県六龜郷新發村
（新開部落）
新發村新開部落は、高屏渓支川の 濃渓沿いに位置する集落
である。8月8日21時頃、新開部落背後の斜面が崩壊し、土石流

頭抗渓

と化して流下し、集落全体に堆積した。その堆積深は、6m程度
であった。土砂の氾濫面積は20haであり、堆積土砂量は100万
㎥に及んだ。本地区では避難がなされなかったため、今なお多く
渓
和社

の住民が行方不明となっている図- 4 、写真- 7 、写真-8 。
有効累積雨量：1330.7㎜（新發雨量局：8日21時）
死者：4人 行方不明者24名
家屋被害：38戸

写真-5 和社渓の土砂堆積状況
（隆華國小学校の上流側）

隆華國小学校

道路損壊：約500m

4．警戒避難システム
和社渓

台湾における土砂災害の警戒避難の仕組みは、日本とよく似
ている。土石流警戒基準値を地域ごとに設定し、地上雨量計の
累積雨量と予測値により、黄色警報と赤色警報とを発表し、地
域住民に対して避難指示を行っている図-5。
黄色警報は、土石流警戒基準値を超過すると予測される場合

写真-6 隆華國小学校の被災状況
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に発表される。赤色警報は、実測雨量で土石流警戒基準値を超

図- 4 新開部落における災害概要図

過した場合に発表される。住民

濃渓

の避難自体は、黄色警報の段階
で行われるので、今回の台風災

被災した
新開部落

害においても、人的被災を免れ
る例が多く認められた。
また、土石流の発生の恐れの
ある渓流については、日本にお
ける土石流危険渓流の掲示板と
同様に、注意喚起のための掲示
がなされている 写真- 9 。
写真-9 土石流の危険を知らせる看板

5．おわりに
今回の
「2009台・日砂防共同研究会」においては、中興大学の

崩壊地

崩壊地

土石流の
流下・堆積

陳樹群博士、成功大学の李心平組長および臧運忠組長には、シ
ンポジウムの開催・運営ならびに現地視察において便宜を図っ
ていただいた。また、工業技術研究院の陳敏祥氏には、ほとんど
すべての行程に同行いただき、案内をしていただいた。ここに心
より謝意を表する。

写真-7 集落後背地からの土砂流出状況

被災された方々には、ご冥福をお祈りするとともに、一日も早
い復旧・復興を心から願うものである。

濃渓

被災した新開部落

写真-8 集落が流失・埋塞した新開部落
図-5 降雨量の推移と警戒基準の関係
（新發雨量観測所の例）

★引用・参考文献
◦ 行政院農業委員会水土保持局 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報
◦ 行政院農業委員会水土保持局HP http://www.swcb.gov.tw
◦ 國家災害防救科技中心HP http://map2.ncdr.nat.gov.tw/morakot/
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講演会報告

平成 21年度

砂防地すべり技術研究成果報告会
開催報告

平成 21 年 11 月 5 日午後 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 21 年度砂防地すべり
技術研究成果報告会」が開催された。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事業により行われた研究
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
究活動に役立てて頂くことを目的として開催している。
本年度の研究成果の発表は合計 6 課題であり、平成 20 年
度研究開発助成事業により実施された研究 5 題と、当財団が
実施した業務内容 1 題からなる。いずれの研究も、今後の砂
防事業の礎となる貴重な研究成果であり、会場には 187 名の
参加者を迎えて盛況のうちに終了した。下にはこれらの研究成
果の概要について紹介する。

講演
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
え、山地河川の土砂流出の特性と、下流の河床上昇防止

水山 高久

みずやま たかひさ

京都大学大学院 農学研究科
教授

を考え合わせると必然的に貯砂のタイミングをコントロ
ールできるシャッター砂防えん堤に帰結する。
本報告では、シャッター砂防えん堤の検討経緯を整理
し、次にシャッターえん堤の運用上必要となる流量・流
砂量のモニタリングシステムを議論し、砂防えん堤に適

土石流などによる下流への直接的な災害、流出土砂が

したシャッターの構造を検討したうえで、最後にシャッ

引き起こす河床上昇に伴う氾濫を防ぐためには、流出土

ター砂防えん堤を運用するシステムを仮想の砂防えん堤

砂を砂防えん堤でコントロールする必要がある。土石流

を対象に考察した。

対策は砂防えん堤の堆砂勾配で調節するとされ、土石流

検討の結果、流入する流量と流砂量を入力値として

を掃流に変化させるとされていたが、現在は貯砂容量で

与えると、下流への影響がシミュレーションによって評

対応する（捕捉する）
という考えになった。さらに、総合

価でき、対象領域におけるシャッター閉塞時期を決定

土砂管理、流砂系土砂管理として河川環境保全や海岸

できることがわかった。また、汎用土石流シミュレータ

侵食防止の観点から下流への土砂の連続性を維持する

「Kanako」が掃流区間においても、砂防えん堤を含む河

必要性が議論されるようになった。これらの現状を踏ま
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床変動計算にも有効であることが示された。

講演
２

地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の確立
の関係を明らかにした研究はほとんどなされていない。

恩田 裕一

おんだ ゆういち

筑波大学大学院 生命環境
科学研究科 准教授

本研究では深層崩壊発生のメカニズムの解明及び崩
壊地周辺の水文地形的な特徴の把捉を目的として、ボー
リングによる地質調査，ボーリング孔を利用した地下水
位観測
（10ｍ井戸、40ｍ井戸）
、河川や湧水の流量測定・
水質調査等を実施した。

宮崎県に位置する鰐塚山の北麓斜面において、平成17

調査の結果、井戸水位逓減特性から判断した岩盤の

年9月の台風14号により大規模な山体崩壊及び土石流が

透水性は針原や宝川内崩壊の中間程度の値であること、

発生した。この時の崩壊は深層崩壊が卓越しており、表層

40ｍ井戸で観測された地下水と湧水のレスポンス及び水

崩壊がきわめて少ないことが特徴であった。その原因とし

質は類似していること、10ｍ井戸と比べて深い40ｍ井戸

ては、破砕岩盤から深層岩盤への透水性が小さく、30～

で早い地下水位の上昇が確認されたこと等が確認された。

40 ㎜/h程度の降雨が長時間持続することで破砕岩盤が

以上の結果から、今回発生した深層崩壊は、岩盤の透水

飽和したことが挙げられる。崩壊発生の傾向は土層・岩

性というよりは、雨水浸透プロセスとは異なるメカニズ

盤の透水性と関連付けられると考えられるが、それらの透

ムにより深層地下水が上昇したことにより発生したもの

水性を定量的に評価することによって、実際の崩壊発生と

と推察された。

講演
３

山地流域の解剖
──降雨浸透・流出、土砂流出の詳細調査とモデル化
測定するハイドロフォンを用いた流砂観測を行った。流

堤 大三

つつみ だいぞう

京都大学 防災研究所
穂高砂防観測所 准教授

砂観測は、神通川水系の足洗谷流域を対象に、5箇所の
観測地点を設け、各地点にハイドロフォンを設置、また
ピット流砂量計、水位計等を併設し、各観測結果の相関
を可能とした観測体制を整えた。その結果、各観測所に
おいて観測結果の相関性が得られた。特に平成21年6月

山地河川における土砂の動態を把握することは、土砂

23日の降雨では、観測所5箇所において水位と降雨分布

災害や洪水災害を防止するために重要な課題である。特

と出力パルスの相関性が得られ、流域全体を通して高い

に山地部では、降雨分布、土砂生産・流出現象が複雑で

観測精度が得られた。計算モデルの構築は、ピット流砂

あり、定量的な土砂動態が把握できていないのが現状で

量計により得られた土砂量を基に、足洗谷流域の土砂流

ある。

出モデル基礎を構築した。

本研究では、山地部における土砂動態の把握と土砂流

今後は、得られた観測結果から、ハイドロフォン出力パ

出の物理モデルを構築することを目標に、河床に設置し

ルスから流砂量への変換と、降雨分布の実測値を反映し

た金属管に流砂が衝突する音を計測することで流砂量を

た流砂モデル計算方法の精度向上を実施する予定である。
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講演
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
策としての大規模実施を見据え、ⅰ）
適切な動機づけ、ⅱ）

谷口 綾子

たにぐち あやこ

筑波大学大学院
システム情報工学研究科 講師

わかりやすい情報提供、ⅲ）
アンケートを活用した行動シ
ミュレーションで構成されるプログラムを構築した。
本プログラムの効果の検証にあたっては、事前に動機
づけ冊子を配布し、アンケートによるコミュニケーショ
ンを図った実験群と、何も配布しなかった制御群とを比

平成19年度より土砂災害警戒情報が全国で運用が開

較することとした。

始され始めたが、情報の意味や違いが理解できていない

検証の結果、実験群において
「災害を理解する」
指標が

など周知度は低く、直接的な避難行動に結びついていな

プログラムによって有意に活性化しており、行政機関へ

いといった課題が指摘されている。現在、土砂災害避難

の「信頼」が土砂災害避難行動に大きな影響を及ぼすこ

行動を誘発するコミュニケーション・プログラムは未開

とが明らかとなった。今後の課題として、ａ）
実際の避難

発の状況である。そこで土砂災害の防災・減災を目的と

行動につながるのか、ｂ）
効果の持続性、ｃ）
他地域への

した平常時のリスクコミュニケーションとして、行政施

応用可能性についての検証が必要である。

講演
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
数値モデルである。この提案した手法を用いて土石流モ

別府 万寿博

べっぷ ますひろ

防衛大学校 建設環境工学科
准教授

デルにより発生する荷重の評価として、清水および軽石
（ボラ）
混じりの土石流モデルを用いた室内実験による比
較を行い解析法の妥当性を検証した。その結果、清水、
ボラ混じり土石流ともに、流動過程および荷重～時間関
係を良好に再現することができた。とくに、ボラ混じり

砂防えん堤や住民の被害を防ぐため、土石流の挙動・

土石流については、ボラ
（剛体）
の数が土石流モデルの先

流体力および砂防えん堤の損傷・破壊を再現できる解析

頭部の段波形成および荷重特性に影響を与えることが解

手法の確立が不可欠である。

析からわかった。

本研究は、石礫型土石流が砂防えん堤に作用する荷重

今後の検討課題として、①3次元モデルの開発とバネ

評価を行うための基礎的な研究として、粒子法を用いて

係数、摩擦係数の決定方法の検討、②MPS-DEMモデル

巨礫混じりの混相流である石礫型土石流のシミュレーシ

の数値的安定性の向上、③粒径分布が流動形態や荷重

ョン解析法を開発した。解析手法はMPS粒子法に礫同

～時間関係に与える影響の検討、④地形の影響の検討が

士の衝突
（DEM）
および礫と床面との摩擦を考慮できる

あげられる。
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講演会報告

講演

「土砂災害から命を守るポケットブック」につ いて

６
し避難するためのチェックリストとその解説書をポケッ

菊井 稔宏

きくい としひろ

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防部次長

トブックとして作成した。
本報告は、警戒避難のポイントを示したうえで、ポケ
ットブック作成の背景やチェックリストの使い方、実際
に土砂災害に遭いながら地元住民の判断で無事避難が
できた事例や土砂災害に備えがないまま被災したケース

土砂災害から人命を守ろうとする対策が国や都道府県
などによって実施されてるが、財政的理由からハード対
策が充分にできないこと、地球温暖化による豪雨の増加、

など、具体事例をもとに、チェックポイントをわかりやす
く解説した。
土砂災害では、目の前に危険が迫ってくるまで、その

行政による防災対応の限界、災害に対する正常化の偏見

危険を認めようとしないで、危険が近づいていることを

など、様々な要因によって毎年土砂災害により多くの人

知った後も、平常通りの判断や解釈を続け、事態を楽観

命が失われている。そこで、土砂災害から人命を守るた

視する「正常化の偏見」といった心理が働く。チェックリ

めに、現在の行政の警戒避難のシステムに加え、一般住

ストのねらいは、この土砂災害という災害があることを

民や防災リーダを対象とした簡便な自主避難マニュアル

意識してもらうことである。

の作成が必要と判断し、豪雨時に土砂災害の発生を感知

書籍頒布のお知らせ
本年度成果報告会「講演 6」でテキストとして使用しました「土砂災害から命を守るポケットブック」
および 平成 12 年より例年開催されている本報告会論文概要集をご希望により頒布いたします。
いずれも在庫がなくなり次第頒布終了とさせていただきます。

土砂災害から命を守る
ポケットブック

平成 19～21年度

──地域防災力を高めるために

砂防地すべり技術研究
成果報告会発表論文集

●砂防技術研究会 編
送料込み ￥300

●当財団編
送料のみ
（平成12 年度～18 年度は終了）

お問合わせは、企画部企画情報課

☎ 03-5276-3271 まで
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１
はしがき
平成21年7月17日12時、新緑の森の中からアルプホ
ルンの音が響きわたった！
雨上がりの正午、南信濃駒ヶ根高原での爽やかなひ
と時である。森の傍らを流れる大田切川の清流に接し、
はるか彼方に聳える中央アルプス宝剣岳
（2931ｍ）
の勇
姿を眺めると不思議に心が癒されるのは誰もが感じる
同じ気持であろうか。
中央アルプスと伊那盆地の豊かな人と自然のもつ魅

斜面環境
伊那の七谷と
砂防フィールドミュージアム

力、駒ヶ根高原一帯の風土・文化・生活を守る数々の
砂防施設の意義については、
かねてから注目されていた。
この日は地域の自然、人と生活、砂防施設を認識し、更
なるアメニティーの創成と防災認識を！ という、地元
の人々・関係者の熱い思いから、いよいよ ｢駒ヶ根高原
砂防フィールドミュージアム｣ の幕開けとなった。これ
はわが国における、まさに
「アメニティーの源流」づくり

中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授 理学博士

の先駆けとすべき行事となることを念じ、心おどらせ参
加した。会場である中央アルプス山麓の国交省砂防情
報センターには、地元の駒ヶ根市、宮田村、国交省のオ
ープニング関係者、砂防ボランティアの皆さん約100名
が集結した。さらに加えて観光客やキャンプの人々も
三々五々訪れ賑やかである。ホルンの音は森と参加者
の心の隅々まで響きわたり、さらに夢と希望を大きく増
幅させてくれているようである 写真-1 。

写真-1 駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアムの幕開けを告げるアルプホ
ルン
（国土交通省、2009）

2
氷河のおきみやげ
「フィールドミュージアム」ガイドブック、
宝剣岳の勇姿！（駒ヶ根高原フィールドミ
ュージアム構想協議会）

あい

「東仙丈～西駒ケ岳・間を流れる天竜川……」これは
民謡
「伊那節」
冒頭の歌詞でよく知られている。長野県
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図-1 鳥瞰図：中央アルプスの山々と駒ヶ根高原､ 大田切川河流と土石流の勢いは天竜川を前面へ押し出している
（中村2009）

はフォッサマグナや中央構造線が縦断し、その合間に

候変化は、地盤の風化・浸食等に対する営力に大きな

天竜川が流れている。伊那谷は中央アルプスと南アル

影響を与えている。大田切川べりを散策し、真っ先に眼

プスの各地塊に挟まれた低地帯である。各地塊の圧縮・

に飛び込んでくるのは巨礫である。大きいものの長径

隆起による急傾斜面と、山間の浸食谷、断層や岩層の狭

は径7〜10ｍもの巨石もある。河床はいわゆる木曽駒

間には小支谷の発達が著しい。
「伊那の七谷 糸ひく煙

花崗岩の巨礫累々で眩しいほどである。国交省天竜川

……」などと詠われ、大小の谷やその延長上に人々の生

上流河川事務所ではこれらの巨礫を早速活用し、大田

産や生活の営みがみられる。造山運動や地震により、岩

切川各所に見事な床固め工を構築し防災に役立たせて

体は複雑・脆弱化し、急峻な山腹斜面における崩壊現

いる 写真- 2,3。

象も著しい。中央アルプスの西駒ケ岳やその前面に発

当駒ケ根高原の切石公園には、氷河由来の見事な巨

達する宝剣岳・｢千畳敷カール｣周縁を源流とする大田

石
「迷子石」を見ることができる。砂防フィールドミュ

切川、その谷口を扇頂とする扇状地面が駒ヶ根高原で

ージアムのガイドブック
「七名石コース」によれば、
「巨

ある図-1。

石はおよそ9〜6万年前の氷期、氷河によって千畳敷カ

私たち身辺の斜面環境や生活において、過去数万年

ールから
「しらび平」まで運び出され、約2万年前以降の

の間の出来事には重要な意味がある。今日の地球にと

後氷期に土石流によって駒ヶ根高原まで押し出された｣

って、最終・最大のウルム氷河期と、後氷期における気

という。氷河は周縁の岩盤を削り、巨礫・巨岩を生産し
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つつ土石流化し、山麓に広大な扇状地をつくった。巨
大岩塊が氷河の移動とともに、とてつもない遠方まで運
搬され、いわゆる迷子石となることもある。例えば、ニ
ューヨークのセントラルパークにある巨大な岩体の存
在について不思議に思われていたが、これはニューヨー
クのはるか北800km以上離れたラブラドル高原から氷
河によって運ばれたいわゆる
「迷子石」であり、まさに氷
河の
「おきみやげ」である 写真- 4 。
3

写真-2 太田切床固工群
（国土交通省、2009）

「人取り川」と文化
圧縮・隆起を繰り返す南アルプス・中央アルプス両
地塊と、その狭間にある天竜川とその支流各河川は、全
国でも有数の土砂生産すなわち土砂災害の多い河川と
位置付けられている。全国の土砂災害想定箇所が多数
あるなか、長野県は高い山塊と急峻な地形、急流河川と
いう地盤条件もあり、約6000の危険渓流、1200の地す
べり危険箇所、9000の急傾斜地危険箇所を抱えている。
写真-3 太田切床固工群
（上流から下流を見る）
（ガイドブック、2009）

伊那谷では701年
（大宝元年）
以来、いわゆる
「暴れ天竜」
に関わる未曾有の大災害が1982年
（昭和57年）までに
30数回数えられている。両アルプスに発達する谷と急
流支川は暴れ天竜の元凶でもあった。私達は、類いまれ
なアルプス山麓の景観の美しさを愛でる一方で、常に土
砂災害等の脅威も忘れることはできない。
アルプスで生産され流出した大量の岩塊・砂礫は山
麓に扇状地を形成し、さらに地塊の圧縮・隆起と各河
川の浸食に伴い、見事な段丘地形と田切地形が形成さ
れている。地元の地学･地理の先生は「伊那谷の段丘地
形は国内外で有名であり、外国の地学・地形学関係の

（長さ７～８ｍ）
写真- 4 千畳敷氷河によって運ばれた切石公園の「迷子石」
（ガイドブック、2009）

研究者は日本へ来ると、フォッサマグナと伊那段丘の見

写真- 5 旧街道最大の難所
「人取り川」
（大田切川）
左岸の旧舟着き場に安置されている供養塔
（ガイドブック、2009）

24 sabo vol.101 Jan.2010

学によく来るんだ！」と強調し言っておられたことを思

通じるような気がする。

い出す。その後の研究により、断層活動の影響も受けて

地域の自然は人々の生活に大きな影響を与え、地形を

段丘地形の一部が複雑になっていることなども指摘さ

利活用する人々の行動は、長い間に様々な物語を生み歴

れている。松島ほか（1993）
の「中央アルプス……地塁山

史と風土を育んできた。伊那の村里をゆくと、暮らしの

脈が上昇した“落とし子”
としての扇状地」という表現は

なかで培われた生活手段や行動、さりげない語りのなか

理解し易い。駒ヶ根高原を含む各扇状地は、中央アル

にひそむ知恵を重く感じることが多い。祖先の生活舞

プスの山麓に広く発達し、大田切川・中田切川・与田

台は90 ％自然の中である、人と自然との共生は今も昔

切川など天竜川の各支流は頻度激しく氾濫し、暴れ天

も大きな目標であり、先人は自然領域内生活主体のな

竜の元凶ともなった。到るところに
「人取り川」
が出現し、

かで身辺の自然を本能的に評価し、自然界の掟も素直

扇面を開析し「田切地形」も作られ、段丘面・段丘崖そ

に受け入れ行動し苦難をコツコツとクリアーしてきた

して水と堆積物の挙動は、古来地域の人々の生活に大

のであろうか。その後人間は長い間に地域に密着した

きな影響をあたえている。

生活を工夫し文化を作り上げてきた 図- 2‚Ⅰ•Ⅱ•Ⅲ 。その

古来、大田切川は大水が出ると大変な荒れ川となり、

過程のなかで獲得した技術
（道具）
の進歩は、自然領域

伊那街道の難所の一つとして怖れられていた。渡し場

内生活から徐々に人間領域内生活が卓越してきた。人

近くには
「無縁仏」と呼ばれる供養の石仏等22基があり、

口も増加し、人間の都合優先の生活が益々展開し、自然

洪水で流されてしまった旅人の霊を弔ったところと伝

環境の「脱桎梏」の繰り返しも加わり、地球環境にも大

えられている（ガイドブック2009）写真-5 。また古来の

きな影響を与えつつある。脱桎梏に由来する自然の変

大田切川の氾濫は、左岸側
（北側）
と右岸側(南側)との交

貌と変質、都市化、工業化、地形改変に伴う社会構造

流にも大きな支障をきたし、これは文化圏などにも反映

の変化等、人間の営為にともない今後確実に予想され

しているともいう。地元の碩学 向山雅重
（1982）
は「長

る降水量の増加・局地豪雨などに由来する気象条件を

野県はフォッサマグナが縦断しており、フォッサマグナ

考えると、地盤の不安定化とさらなる土砂害の必然性

を境に西と東とでは地質構造にも違いがあるが、文化的

も醸成されつつあり脅威である 図- 2‚Ⅳ•Ⅴ•Ⅵ 。

にも東日本と西日本の文化が入り混じっている」こと、

最近は、地域の有識者も研究者も予想つかない大規

さらに伊那谷について、地域の言葉や生活習慣等の様々

模な地すべり性崩壊が発生している。これも温暖化に

な問題をとりあげ、
「荒れ川である大田切川を境にして、

伴う地盤条件異変に由るものであろうか。約6000年前

左岸側には関東風の、右岸側には関西風の傾向を示す

の縄文時代前後、温暖な時期、各地では大規模な崩壊

風土がある」ということを指摘し数々の興味深い事例

のあったことが東北・新潟・長野の各地で追跡されて

を挙げている。

いる（中村・桧垣2000）
。温暖化によって、気候条件・
地盤条件など類似の条件が整えば、かって形成された大
4

規模崩壊による大地塊部分全体が、そっくり再度挙動

人と栖―人間の都合優先と環境

することも容易に考えられる。いわば「縄文帰りの地盤
環境醸成」
（中村2009）
に伴う大規模崩壊の頻発が予想

「人と栖」とは、鴨長明の『方丈記』
冒頭の文章
「ゆく河

され脅威である 図- 2‚Ⅵ•Ⅶ 。

の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」
「世中

人間領域内生活の卓越する今日、
「人と栖」に関わる

にある人と栖と又かくのごとし」から取り出させていた

環境の問題を考える時、誰もが常に思うことは、
「人と

だいた。彼は1212年
『方丈記』を出す前、
疫病
（1132年）
・

自然の今は、地球の長いながーい歴史の果てのひとこま

大火
（1177年）
・大風
（1180年）
・大地震
（1182年）
・洪水
（1211

を生きていること、人は地球の生態系の一部であるとい

年）
など、数々の災害に遭遇したり見たりして辛酸をな

うこと」
である。今日、
自然との共生を実現するためには、

めたといわれている。彼の表現から伝わってくる無常

人間の目先の都合ばかりでなく、常に長期的な視野に立

観は、自然と人の共生・共死の気持の現れだろうか。大

った自然との対応や認識が不可欠である。この視点を

田切川扇状地でかって先人が経験し感じていた、いわ

ふまえ自然と対応してきた砂防・防災の成果に加え、更

ゆる「人取り川」の自然と人に関する共通の気持ちにも

なる安心・安定のための「フィールドミュージアム」の
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図- 2 自然と人・砂防フィールドミュージアム考
（中村三郎,2009）

第三紀
第四紀

1. 人類進化の舞台─あくまで自然─99％は自然の中
自然領域内生活

定住農耕

人間領域内生活

農業・産業革命等

（地殻変動・火山活動・植生）

社会環境

（資本・技術・土地に対する価値観の変化）

（自然の逆襲）

Ⅱ

脱桎梏

︵人間の都合優先︶

2. 反自然的存在である人間
自然環境

Ⅳ

都市化
工業化
地形改変

例

Ⅵ

エフェスの港湾都市 廃虚化
シュメール文明衰退
マヤ文明衰退

アメリカ大陸 シートエロージョン

温暖化

Ⅶ

異常気象

土砂災害

地 変
自己責任

Ⅴ

3. 人と自然─長い地球史の果てのほんのひとこま──
（変化の尺度）

（環境の変貌）

アメニティ保持
地すべり等防止法

Ⅷ
フィールドミュージアム
Ⅸ
急傾斜地法
土砂災害防止法

（1958）

東京オリンピック（1964）

役割とその意義は深い 図- 2‚Ⅷ•Ⅸ•Ⅹ 。

Ⅲ

（1967）

（2001）

高度経済成長（メガシティー）

Ⅹ

砂防フィールドミュージアム実施︵アメニティーの展開︶

（気候変化）

Ⅰ

他体形成進化

原環境

ラッツェルの懸念
（19c.）
（環境決定論 1882）

山のお寺の鐘がなる……」という風情をこころ豊かに感
じさせてくれる 写真- 6 。

5
防災とアメニティー

時うつり人変わり、最近は短期間に自然や環境の変
化が著しく、人と自然、環境に関わるさまざまな問題が
発生している。地球環境の問題は最近の問題ではない。

中央・南の両アルプスに挟まれた伊那盆地初秋の夕

19世紀後半、ヨーロッパにおいて産業革命が興隆しつ

暮れは少々早い、駒ケ根高原から眺める夕映えの両アル

つあった時期、ライプチッヒ大学のＦ，ラツツエル
（1844

プスの山並は未だ明るい、
「伊那の谷 すでに日暮れて

～1904）
は、1882年
「人間の生活は地球自然の因果律に

仙丈ハ 明きままに 雪映えにけり」と作家、臼井吉

よって強く支配されており、いわば地を離れて人は存在

見は詩っており心に残る、
「朝日に輝く木曾駒ケ岳 夕

せず」という「デターミニズム
（環境決定論）
」を主張し

日に映える仙丈」もまた比類ない絶景である。アルプス

た（富田芳郎1953）
。彼は人間主体の文化による地球環

を刻む天竜川の本支流はしばしば氾濫したが、長年の防

境への影響について、当時すでに危惧していたものと考

災･砂防の努力もあり、地域の人々にとって段丘面･扇

えられる。ラツツエルのこの主張に対して、2年後ソル

状地面は大きな恵みを与える源泉でもある。一方、土地

ボンヌ大学のラ・ブラーシェ（1845〜1918）
は「技術を

の人々にとってこの景観は日常見慣れたものであるが、

もつ人間は地球上どこにでも進出し、人間の都合優先

久しぶりに帰郷し接するふるさと、あるいは初めての来

の環境つくりが可能である」という所謂
「ポシビリズム

訪者にとっては心安らぐ風情ではないだろうか図-3。

（環境可能論）
」を説き反論した。ところがその後の人間

アルプス山ろくにはしばしば由緒あるお寺がある。駒

と地球との関係をみると、ラ・ブラーシェの主張に近い

ヶ根高原の山裾にも光前寺
（860年、貞観2年建立）
とい

展開による環境づくりが推進され、今日、地球環境は危

う古刹があり、南信州随一の祈願霊場としてひろく信

機的な状況下にある図-2。

仰されている名刹でもある。寺の門前に16軒の集落が

1870～1914年、世界の産業生産高は著しく、19世

ある。伝承によれば開山本聖上人に同行した弥五郎が、

紀当初は世界の貿易と産業はイギリスが支配していた。

京都大原の里から仲間を移住させ、寺とともに子孫が現

しかし、1901年ヴィクトリア女王逝去の頃から、ドイ

在に至っているという。古代杉が茂る静かな山裾の集

ツ・アメリカ合衆国の産業・経済の台頭によって、イギ

落に立ち鐘の音を聞くと「夕焼け小やけで日が暮れて

リスの経済に翳りがでてきた。そのような時期、イギリ
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フォッサマグナ沿いの中央

図-3 南アルプス仙丈ヶ岳、夕映えの景観
（中村三郎,2006）

アルプス山麓は、かねてから
優れた景観と風土の地方とし
て国内外で注目されていた。
冒頭で述べたごとく、いよい
よ
「駒ヶ根高原砂防フィールド
ミュージアム」が’09年7月発
足した。氷河期以降の長い地
球史と景観の成り立ち、そし
て人と生活と防災に関わるユ
ニークな学習・観光の場とし
ても注目され盛況である。ま

ス人はいち早く自然景観保護・歴史保全の問題に着目

た日本の代表的な観光地で、国内外から年間約1900万

し、いわば
「アメニティーの源流」を打ち出した。この風

人を超える観光客が訪れる「箱根大涌谷地区」において

潮はその後ヨ－ロッパ各地に大きな影響を与えた。今

も砂防フィールドミュージアムが推進されつつあり期

日ヨーロッパを訪れた時など、
各地の景観や風情から
「不

待されている。今こそ地域益、国益もあり持続性に富

思議な癒し・安らぎ」の気分に浸ることができ、時に立

む「アメニティーの保全・創出」における砂防・防災事

ち去りがたい気持ちを感じるのは私だけであろうか。ア

業の役割の大きさを、重く感じるこの頃である。

メニティーの推進は産業革命発足から130年目のこと
であった。

さる6月、カナダのバンクーバーやヴィクトリア周縁
を観光した。この地域は先進的なアメニティーのモデ

最近の経済・産業の状況は100年目の危機ともいわ

ル地域であるという。ある雑誌で「快適な環境と暮らし

れ不安感・不況感がつのる。日本も近代国家として再

易さは世界でも1・2位である」という記事を見た。真

発足
（1868年）してから142年経過した。今日まで豊か

に気持ちのよい街並みや自然、
歴史的遺産を観光し得た。

な生活を築くなかで、人間だけに通用する手段を追跡す

散策の途中公園に立つヴィクトリア女王
（1819〜1901）

る生き方は、反面自然に対する感謝の気持と本来の価

18歳時の素敵な銅像を偶然発見した。女王の逝去直前・

値を忘れさせた。拡大する大都市、疲弊する地方都市

直後からイギリスにおいて展開した「アメニティーの源

そして経済危機、見通しのない話題のあふれるなかで、

流」
由来の経過を思い、わが国の砂防フィールドミュー

最近は地方自治体と砂防の方々の協力により、防災事

ジアムの積極的な推進・発展を念じ感無量であった。

業と共に自然景観と歴史保全をふまえた、地域のアメ

（謝辞）
本小文の記載にあたり、お世話様になった、草

ニティー創成を目論む認識の高揚・実行が試みられて

野慎一・鈴木 豊・寶 久の各氏、図面の作成にご支援い

いる図-2。

ただいた半場康弘・安藤 潤の各氏に厚く御礼申しあ
げます。

写真- 6 1150年の時を刻む名刹光前寺（国土交通省, 2 0 0 9）
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行事一覧（10月～12月）

協賛（後援）
●10 月 8 日

（社）土木学会「火山工学・斜面工学講習会」
（後援）

●10 月 1 8 日～ 2 4日

（社）全国治水砂防協会「第 4 回砂防海外セミナー及び視察」
（協賛）

●10 月 2 6 日

月山地すべりフォーラム（協賛）

●10 月 2 9 日～ 3 0日
●11 月 4 日～ 5 日

2 0 0 9 火山砂防フォーラム（協賛）
（社）砂防学会シンポジウム（協賛）

●11 月 1 8 日～ 1 9日

国際砂防シンポジウム（協賛）

●12 月 1 日～ 7 日

雪崩防災週間（協賛）

人事異動
● 9月 3 0 日付

【退

職】 伊藤 英之 総合防災部技術課課長代理
（公立大学法人岩手県立大学 准教授へ ）

STC短信

11 月 5 日

シェーンバッハサボー「平成 21年度 砂防地すべり技術研究成果報告会」開催（詳細は本文参照）

機関誌「sabo」編集委員会開催

12月3日標記委員会が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１
議案2

編集方針について
平成22年度記事案について

委 員 長		

西田 一孝

特別顧問		

廣住 富夫

委

小川 紀一朗 アジア航測
（株） 推進事業本部 コアテクノロジー事業部 新砂防グループ マネージャー

員		

共和コンクリート工業
（株）特別顧問

			

長井 隆幸

長野県土木部参事
（兼）
砂防課長

			

杉本 良作

近畿技術コンサルタンツ
（株）技術顧問

			

松村 和樹

京都府立大学大学院 教授

			

松村 みち子 タウンクリエイター 代表
（50音順、敬称）

			

近藤 浩一

（財）
砂防地すべり技術センター専務理事

			

松井 宗廣

（財）
砂防・地すべり技術センター 理事 研究所長

			

中野 泰雄

（財）
砂防・地すべり技術センター 常勤研究顧問

			 （財）
砂防・地すべり技術センター 各部長
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鋼製砂防構造物設計便覧講習会」開催

平成13年以来7年ぶりの改訂となった
「鋼製砂防構造物設計便覧」の刊行にあわせ、その普及とよりよい活用のために各地で講習会
を開催いたしました。いずれの会場でも当センター研究所技術部長 田井中治の
「鋼製砂防構造物設計便覧の改訂について」
及び、砂
防鋼構造物研究会 守山 浩史氏による「品質管理・施工管理および施設の維持管理の実例」の２講義に先がけて来賓講師による特別
講演を行い、盛況のうちに終了いたしました。その詳細は下記のとおりです。
第1回

東京会場 10月1日 砂防会館 別館シェーンバッハ・サボー（参加者数180名）
来賓挨拶 国土交通省砂防部砂防保全課長 森山 裕二
特別講演 「砂防えん堤」 京都大学農学研究科 水山 高久教授

第2回

熊本会場 10月21日 KKRホテル熊本
（参加者数87名）
特別講演 「雲仙火山砂防事業について」
国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所 渡部 文人所長

第3回

熊本会場 11月21日 KKRホテル名古屋
（参加人数111名）
特別講演 「木曽川・庄内川砂防の鋼製砂防構造物」
国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 今井 一之所長

なお、当センターホームページでは、鋼製砂防構造物へのご質問を受け付けております。トップページから
「鋼製砂防構造物」
「Q＆
A質問の受付」へアクセスしてください。また、便覧の購入も
「書籍頒布」から申込用紙がダウンロードできます。ご活用下さい。
http://www.stc.or.jp/
砂防構造物へのお問い合わせ TEL03-5276-3274 fax03-5276-3394 砂防技術研究所
「便覧」
購入のお問い合わせ

TEL03-5276-3271 fax03-5276-3391 企画部企画情報課

依頼講師

講師

派遣日

依頼者

内

容

田井 中治

9／18

特定非営利活動法人
神通砂防

古賀 省三

10／1～3／31

鹿児島大学教育センター

非常勤講師

池谷 浩

11／10

フロテックアンカー技術協会

斜面防災とグラウンドアンカーに関する
技術講習会

池谷 浩

11／26～27

長野県砂防ボランティア協会南信支部
長野県伊那建設事務所

H21度 長野県砂防ボランティア協会
南信支部特別講習会 講師

防災講演会 講師

海外協力・研修

出張先

出張者

月日

内

容

台湾

宮瀬 将之
加藤 誠章

10／11～17

2009台・日砂防共同研究会
莫拉克台風による大規模災害と対応研討会

オーストリア

安田 勇次

10／18～24

第4回 砂防海外セミナー及び視察

オーストリア

池谷 浩

10／28～11/1

2009インタープリベント理事会

韓国

吉田 真也

11／19～21

韓国の新しい砂防技術の方向を探るシンポジウム
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海外協力・研修

中国砂防研修参加報告
平成21年8月
「平成21年度木村基金砂防研修」に参加し、

1〜2度程度と緩い。また、小江本川の両岸からは、数十㎢程度

中国雲南省の荒廃渓流及び四川省の汶川地震の現場を見る

の比較的規模の大きい土石流渓流が、勾配2〜10度程度の勾

機会を得た。ここに、その報告を行う。

配で、ほぼ小江と直角に流入している。小江流域は、主として
地震や森林伐採が原因となり、近年、支川からの激しい土砂流

スケジュール

出が続いている。その結果、河床が上昇し、鉄道等のインフラ

研修期間：2009年8月16日〜23日

を付け替えざる得なくなっているとのことである。

8月16日：雲南省昆明到着
北部小江流域
（土石流観測所）
に移動・滞在

澤田ら（例えば中国・雲南省の土石流
（２）
；平成6年度砂防
学会概要集）
などによって報告されているように、小江流域の

8月20日：四川省成都に移動

支川では、粘性土石流と呼ばれる超高濃度の土石流
（中国語

8月21日：四川省成都を基点に2008年汶川地震の現場見学

では泥石流）
が発生し、小江本川に大量の土砂を流出してい

8月23日：帰国

る。水山ら（1992，中国の土石流対策；砂防学会誌，Vol.45，
No.2）
によると、姫川支川浦川や妙高白田切川で同様の現象

小江流域は、雲南省北東部に位置し、ヒマラヤ山脈の東端に
形成された適従谷をほぼ直線的に南から北に流れ、長江
（金沙
江）
と合流している。流域面積は約3000㎢、本川の河床勾配は

が発生していると指摘しているが、日本ではほとんど発生事
例が報告されていない現象である。
本研修では、小江支川の土砂生産源から長江
（金沙江）
合流
点までを視察することができた。小江流域からの流出土砂は、
主に細粒分が長江に流出し、三峡ダムの堆砂に少なからず影
響しているとのことである。
汶川地震の被災地は、四川省の省都である成都から最も近
いところでわずか100㎞ばかり離れたところにある。よって、
今回の視察では、成都から毎日車で現地まで通うことができ
た。しかしながら、大規模な天然ダムが発生した地域は、さ
らに上流で、未だアクセスが悪く、見ることができなかった。

支川からの流出土砂により形成された広大な扇状地

映秀鎮地区の地震直後の状況
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現在の市街地状況（未だ廃墟となっている。地区全体がほとんど全滅
のため、再建計画により全く新しい集落に生まれ変わる予定となって
いる ）

C

今回視察した映秀鎮地区は、震源に近くに位置しており、
写真に見られるように破壊的な被害が生じ、たくさんの方が

E

N

T

E

R

N

E

W

S

まった。あの犬は翌日からいなくなったが、食べられてしまっ
たのだろうか……。

亡くなった。ここでは、写真に示すように、地震直後、周囲の

（砂防部 主任技師 道畑 亮一）

山肌がことごとく剥げ落ちており、激しい土砂災害を伴って
いるように見える。しかし、地震から1年以上経た現在、基岩
が露出しているものの、不安定土砂は少なく当時の激しい土
砂生産状況はほとんど伺えない。
近年激しい土砂の堆積状況となっている小江流域と比較す
ると、現代の日本に相当する流域は存在しないのではないで
あろうか。
本基金により、
引き続き多くの技術者・研究者の方々
に見ていただきたいと思うところである。
なお、筆者は油が合わないのか、当地の食文化を堪能し切
ることができなかった。もう一度行きたいものである。また、
観測所の番犬にかまれてしまい、現地で病院送りとなってし

現在の山肌の状況（2 0 0 9 年 8 月）

前号記事の訂正とお詫び
前号
（
「sabo」
100号）
に掲載しました「論説：土砂災害の変遷に与える植生変化の影響（東
京大学鈴木教授）
」の記事中に誤りがありました。
該当する箇所は4ページの左上 、図- 3 の縦に 3 つ並んでいるグラフの一番下「死者行方不
明人数」で、グラフの縦軸が
「０、1 0 0 0、2 0 0 0（件／年）」となっておりますが、正しくは「０、
5 0、100
（人／年）
」です。

（正）

100

50

0

1990

1995

2000

2005

上記の誤植により、著者および読者の皆様方には大変ご迷惑をおかけしたましたことを
お詫び申し上げます。

（「sabo」編集事務局）
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界隈
食べある考
11

吐きましておめでたでございます。年末年

ここの深川めしは、炊き込みご飯です。あ

始の酒が抜けていないため誤字が多く、あわ

さりのむき身と葱、油揚げを軽く煮て、その

びのしょうゆもございません。こんなときは

煮汁でご飯を炊き、炊きあがりに具を戻して

あっさりしたものを食べて休を体ませたい、

混ぜたもの。ワッパに盛って三つ葉を散らし

と考えているうち、深川めしが食べたくなり、

て出てきます。磯の香漂うアツアツを、一気

都営新宿線に乗りました。

下町の味

呵成にかっ込みましょう。深川めしというと、

市ヶ谷から東へ7 駅、12 分で森下に着き

あさりと葱の味噌汁をご飯にぶっかけたもの

ます。駅近くには、下町らしい有名店がいく

もありますが、つゆダク苦手の私は、こちら

つもあり、どれもストライクですが、今回は
「割

に一票。深川めしはランチセットで120 0円、

みや古」へ。駅から南へ約5分、住宅

夜は刺身か天ぷらが入ったセットで 2 5 0 0 円

や町工場が並ぶなか、小さな紅いネオンで

烹

です。余談ですが、独身男性の気を引く手料

「みや古」の文字が見えて来て、寒空の下、

理として、よく肉じゃがが挙げられますが、炊

男心をくすぐります。

割烹 みや古
東京都江東区常盤2-7-1
TEL: 03-3633-0385
営業時間：昼11:30～14:00
夜16:30～20:30、月曜定休
http://r.tabelog.com/tokyo/
A1312/A131201/13017998/

き込みご飯のほうが、効果がある気がします。

入れ込みの大座敷へ上がると、大あさりの
磯焼、
関東風玉子焼き、
青柳ぬた、
茶碗蒸し、
煮穴子、めごちの天ぷら等々、ちょっと酒飲

炊き込みご飯好き、多いですよ。
さて、ここ
「みや古」は深川めしだけではあ
りません。プリプリとしたあさりのむき身と

みの気を引く昔の東京風の品書きが並んで

葱、豆腐などをさっと煮て食べる深川鍋も逸

います。まずは菊正宗の燗酒で御一献。

品です。徳利が並んでしまい、
「深川めしまで
入らん！」という場合は、約 2 人前の深川め
し折り詰めを14 0 0 円で作ってくれます。ご
家族に受けがよいお土産になること、請け合
いです。
居酒屋と比べるとやや勘定書の値が張り
ますが、接待向けの店ではなく、個人で行け

9

る下町価格です。胃が疲れている皆様、一

ワッパが風流なランチセットと、ちょいとイナセな深川ナベ

度如何でしょうか。

（H）

編集後記

市ヶ谷便り
春遠からじとはいえ頬切る寒風に、桜の季節は遙か先に思

ペンフレンドという言葉もいつしか聞かれなくなりました。

えます。お花見で有名な千鳥ヶ淵から九段下界隈、いつもは
勤め帰りの人々が行き交うだけのこの時季に、時に湧くように

直線的な近代建築が席捲していた建設当時に、あえて古典

人があふれることがあります。淵向こうの武道館でなにか大

的なデザインにこだわった設計者の山田守氏は、京都駅のシ

きなイベントがあるのでしょう、弾んだ足取りが次々に古式ゆ

ンボルともいえる京都タワーや神田川に架かる聖橋の設計者

かしい田安門に吸い込まれ、冬木立にそびえる金のタマネギ

でもあります。いずれも周りにとけ込み、どこかなつかしい景

型の擬宝珠が人々の熱気を受けて一層輝きを増すようです。

観を作り出しているのは、日本人に馴染み深い意匠のゆえで
しょうか？富士山を模した特徴ある大屋根は、建設当時には

東京オリンピックのために建設されたここで、初めてのロッ

葺かれた銅板がまばゆく陽光を反射していたそうですが、今で

クコンサートを行ったのはかのビートルズでした。マネー

は美しい緑青が穏やかに周囲に調和しています。しかし竣工

ジャーのエプスタイン氏が出した
「1万人以上収容できる会場」

の2年後、屋根の色が移ろうのを見ずして亡くなった氏の、常

の条件ゆえでしたが、当時の正力松太郎会長は
「そのベートル

の言葉は
「10年先を見据えた設計」だったといいます。

たらとはなんだ 」と公演に難色を示したといわれます。
「大き
なタマネギの下で 」という曲は、武道館コンサートで出会えな

世紀を刻む一目盛り、10年の歳

かったペンフレンドへの思いを歌ったものでしたが、時は流れ

月がもたらす未来が、やがて来る

て今では内外のアーティスト達の憧れは東京ドームへと移り、

春のようならステキですね。
（J）
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ＪＲ総武線市ヶ谷駅徒歩1分
東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅（A2出口）
徒歩1分
都営地下鉄市ヶ谷駅（A2出口）
徒歩1分

「sabo」
についてのご意見、ご感想をお待ちしています。
『sabo』
についてのご意見、ご感想をお待ちしております。
「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。
なお
『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いただけます。

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

