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地域防災のみなもとは“結い”、
人そして組織の連携

齋藤 徳美 さいとう とくみ
岩手大学理事・副学長
岩手山火山災害対策検討委員会委員長
岩手山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会委員長

巻頭言

　地方の国立大学で、足元で突発する多くの自然災害に対峙

してまいりました。痛感するのは、自然災害は地球の息吹きで

あること、「減災」には、金と時間と共に組織を動かす“人つながり”

が不可欠であるということです。

　誰も予測しえなかった岩手・宮城内陸地震。まさにズタズタ

になった山体を目の当たりにして、そうか、この地形は、じつは何

度も繰り返す地震による崩壊で形つくられたものだったのかと

……妙に納得しながら、この地で再び人が営みを行うことはで

きないのではとの不安を抱きました。が、１年半で、人の営みに

必要な道路は拓かれ、崩壊の危険な場所は安全対策が施さ

れ、住民は元の住処に戻ることができました。多大な国費の投

入という“力ずく”でという一面もありますが、土砂ダムの決壊を防

ぐため徹夜で作業にあたった地元業者、北上川の洪水対策で

連携を進めていた自治体などなど、人そして組織の連携により

被害を減らす“減災”が実証されたと思うのです。

　振り返ると、1998年には岩手山の噴火危機がありました。

行政も住民も生きている火山との認識がなく、防災対策も皆無

の中で、地域の安全を守る仕組みが模索されました。

　岩手山では、産学官連携の草分け的存在である「岩手ネッ

トワークシステム」（INS）の活動の経験を基に「INS岩手山火

山防災検討会」が立ち上げられました。検討会には、大学、国、

県、岩手山周辺市町村、消防、警察、自衛隊、ライフライン関係、

防災関連企業から山岳協会、農業共済組合さらに地元テレビ

局や新聞社などの報道機関まで約50の機関の関係者100人

余が個人の資格で集まりました。忌憚のない意見交換で縦割

り行政の欠陥を補い、互いに顔が見える“ひと”と“ひと”のネットワ

ークで公的な対応を先導、支援する役割を果たすことになりま

した。土曜日の午後に行われる定例会は、今もなお63回を数

えて開催されており、夜の交流会は組織を越えたメンバーが信

頼の絆を培う場となっています。検討会のメンバーはそれぞれ

の組織や団体に戻って必要な防災対策を企画・実施し、”ひと”

つながりで組織間の調整も行われたのです。

　噴火の可能性が指摘された臨時火山情報の発表（1998年

6月24日）から1ヶ月で「岩手山火山防災マップ」が公表され、岩

手山周辺６市町村（当時）ごとの詳細な「岩手山火山災害対策図」

も作成されました。わが国で初めての火山防災対策の指針とな

る「岩手山火山防災ガイドライン」も策定されました。また、緊急

対策の試行として、噴火対策防災訓練が周辺6市町村（当時）

を2巡して実施され、啓発のためのシンポジウムや住民説明会

も150回以上開催されました。砂防、治山の計画も策定され工

事も始められました。

　「住民」を地域防災の主体と位置づけ、「報道機関」を含めて、

「研究者」、「行政機関」の４者がスクラムを組んで頂点に位置す

る「地域の安全」を守る取り組みは、減災の4角錐と名づけられ

ました。徹底的な情報公開と、使命感に燃えた“ひと”つながり

で組織の連携を培った実践「岩手方式」は、地域防災のあり方

についての解の一例になるものと考えています。

　幸いにして、岩手山は噴火に至らず、ほぼ平穏な状況に戻りまし

たが、大きな教訓は平時の備えの重要さの再認識でした。噴火

の可能性に追い立てられながらの対応が区切りを迎えた今、改め

て、砂防を主にした緊急時の減災対策を「岩手山火山噴火緊急

減災対策砂防計画検討委員会」（事務局：国土交通省東北地

方整備局岩手河川国道事務所）が検討を進めています。委員会

では、土石流や融雪型火山泥流などによる被害を軽減するため

の遊砂地や仮設堤工など緊急ハード対策から、住民避難のため

の情報伝達などのソフト対策まで、幅広く検討を行っています。

　前回の噴火危機に際しても、国土交通省は砂防ダムなどい

わゆるコンクリート対策に偏重せず、光ケーブルによる監視情

報の研究機関・自治体・住民などへ提供、関係機関と協議

をベースにして指針を策定するなど、地域の“ひと”つながりを

推し進めることにも力を入れました。その経験は今回の緊急

計画においても生かされています。

　手前味噌になりますが、“新しい結いづくり”は、筆者が起草

委員長を務めた2010年までの岩手県の総合計画で基礎に位

置づけた考えです。“結い”は、田植えなどで互いに力を貸しあう

こと、と辞書にはありますが、地域の安全を守る取り組みは、生

きる源を得るための田植えと同義といえるでしょう。新年度の始

まりに、地域の安全のために平時から取り組むべきは、“結いづ

くり”、すなわち人そして組織の連携の実践であること、を改め

て感じています。
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論説

土壌表層浸食と
全流出土砂量の観測

芝野 博文
しばの ひろふみ

東京大学大学院
農学生命科学研究科 准教授

1    はじめに

　花崗岩地質は我が国においても広大な面積を占めて
おり、降雨量も多く開発の進んでいた西南日本内帯を
中心に土砂災害を引き起こしてきた。とりわけ植生で
地表を被覆していない花崗岩の山地流域の場合は、砂
状に風化した細粒成分を毎年大量に供給し、山地に接
する農地や都市域を流れる河川の管理を難しくしてき
た。一方、山腹工事をとおして山地流域が緑化され渓
流に土砂流出をコントロールする構造物が施工された
現在では災害が軽減された感がある。
　東京大学愛知演習林では、長年にわたる水文研究の
基礎資料として雨量・流量のデータが蓄積されており、
筆者の16年間にわたる職務のなかでこの観測業務をと
おして花崗岩の山地からの土砂の流出を見る機会に恵
まれた。これは、水位観測精度維持のために、量水堰後
背部の貯水池で土砂排出作業を体験したことによるも
のである。そのなかでも、1999年6月30日の豪雨で愛
知演習林のヒノキ壮齢林において山腹崩壊とそれに続
く土石流が発生したこと、2000年9月の東海豪雨による

猿投山・三国山から木曽山脈南部さらに赤石山脈に続く広大な山塊は基岩が
花崗岩となっている。JR名古屋駅上空2000mから東方を望む（KASHMIR3D 
Ver8.82 by T. SUGIMOTO）三国山から猿投山にかけて東京大学 愛知演習林
が広がっている

図-1 花崗岩山地の地形的景観

荒川岳 3161m 赤石岳 3120m
聖岳 3013m 光岳 2591m 富士山 3778m

木曽山脈南部に続く山塊

赤石山脈

三国山　701m

治部坂峠 茶臼山 1415m

猿投山 629m
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量水堰を満砂させる土砂流出を目の当たりにしたこと
が印象的であった。なぜならば、筆者は、緑化や渓流区
間の砂防構造物の存在がそのような大量の土砂の流出
を許さないだろうとの砂防研究者としてはのんびりと
した予断をもっていたためである。
　白坂量水堰堤では長期にわたってこの土砂排出作業
にともなってその堆砂量を記録してきている。愛知演
習林の1990年までの長期の流量データとBrown式を用
いて予測した全流出土砂量に対する全流出土砂量観測
値との比率の減少傾向から、それが緑化と砂防構造物
の配置によって経年的に減少しているという主張（矢部, 
2003）に対して、上述の1999年・2000年と連続して発生
した大量の土砂の流出を目の当たりにした経験から次の
ような疑問に直面せざるを得なかった。
1 全流出土砂量に占める土壌表層浸食起源の土砂の比
率はどれほどか
2 全流出土砂量は土砂水理学的要因によって推定され
る土砂流送のポテンシャルと比較してどの程度の比
率を示しているのか
　上記の1に関する課題は、緑化によって抑え込まれた
土壌表層浸食量は十分に小さいといえるのだろうかと
の疑問から発しており、2に関する課題は、給砂量の問
題が本質にあるのではないかという疑問から発したも
のである。1で意味する比率が小さく、2で意味する
土砂水理学的要因が経年的に変化していないとすると、
源流域で大きな土砂供給源が出現した場合に今後も大
規模な土砂流出の可能性は払拭されないからである。
　以上のような検証のためには、土壌表層浸食量につ
いては観測データとそれを流域全体に拡張するロジッ
クが、全流出土砂量については、少なくとも月単位での
正確な観測データと全流出土砂量を算出できる正確な
流量のデータが必要である。フィールドの条件は整っ
ていた。マンパワーについては、ネパールからの留学生
K.B. Karki氏（現　WWF Nepal）により土壌表層浸食の
観測が北谷・南谷の小流域上流部で始まり、東京農業
大学矢部和弘氏と同治山緑化工学研究室の学生諸君お
よび愛知演習林職員の協力を得て2002年から4年間の
全流出土砂量観測が可能となった。以下に観測の手法
やそれを取り扱うロジック、観測結果についての筆者の
考えを紹介してみたい。

2    風化花崗岩の地質で構成された流域

　観測の行われた流域の立地について紹介したい。東
京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演
習林の赤津研究林は赤石山脈から西に続く広大な花崗
岩分布域の西端を占め、濃尾平野を取り囲むグリーン
ベルトの東端に位置する。図-1にその地形的な景観を
見ることができる。図-2に地形図、図-3に地質図（（独）
産業技術総合研究所, 2010）を示した（図中で桃色表示
された領域は、原典では白亜紀古第三紀にかけての「珪
長質深成岩」とあるが、「花崗岩」として筆者が表記した）。

東京大学愛知演習林赤津研究林は、三国山から猿投山に広がり中部山
岳地帯南西端が濃尾平野に面して張り出した部分である

中央構造線の北側、西南日本内帯に花崗岩が広く分布する。図の桃色
に塗られた部分が花崗岩の地質を示す。愛知演習林赤津研究林はこの
広大な花崗岩地帯の西端に位置し、猿投北活断層が北東から南西へ走っ
ている

三国山 猿投山

茶臼山名古屋

木
曽
山
脈

御岳山

御岳山

木曽駒ヶ岳

三国山

猿投山 茶臼山

琵琶湖

中央構造線

図-3 東海地方の地質

図-2 東海地方の地形
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3    測水所の配置と流出する土砂の観測

　三国山と猿投山の間に庄内川支流の赤津川があり、
猿投山から北流する流域88.6haが白坂量水堰の流域と
なっている。白坂量水堰堤は、1929年から流量・雨量
の日観測値を公表しており、その観測精度は森林の回

復にともなって変化してきた水収支を検証できるほど
のレベルである。写真-1・写真-2・写真-3にその水位観
測の機器を示した。測水所は、多少の土砂の流出があっ
ても水位観測を高精度で維持できるように越流部の後
背部に貯水池をもち、そこに堆積した土砂は全流出土
砂量（ここでは掃流砂量と浮遊砂量の合計値を意味し、
ウォッシュロードを含まない）として定期観測を行った。
　図-4に量水堰の周辺の関連する観測施設の位置関係
を示した。流域内部には、二つの小流域が学生宿舎近
くに設けられており、それぞれ北谷（1.2ha）南谷（1.4ha）
の測水所をもつ。北谷下端の測水所を写真-4で見るこ
とができる。それぞれの測水所の上流には、地表水・
地下水を分離して観測する測水所があり、北谷上流の
地表水・地下水測水所（0.4ha）の下流から見た様子は
写真-5により、南谷上流の地表水・地下水測水所（0.4ha）
の上流から見た様子は写真-6で知ることができる。
写真-6で示すように、地表水をコンクリート張りのテラ
スで誘導して、観測小屋の床下に設えられた地下水貯
留のためのプールとは分離したプールに導かれるように

写真-1 水位信号変換器・安定器・記録計
（水晶式水位計）5分間隔で水圧を
水晶の振動数に変換

写真-2 ロール紙とペンによる水位記録装置
（バックアップ用）

写真-3 ポイントゲージ
すべての記録のベースとなる。週に一
度の手観測の記録

写真-4 北谷下端測水所 写真-5 北谷上流　地表水・地下水測水所 写真-6 南谷上流　地表水・地下水測水所

地表水は矢印の方向に導かれる。
土壌表層浸食量観測地点

赤津宿泊施設

文化庁指定史跡
小長曾陶器窯跡

北谷土壌浸食観測点
北谷地表水・地下水測水所

北谷下端測水所

南谷下端測水所
南谷土壌浸食
観測点

北谷地表水・
地下水測水所

気象観測露場 全流出土砂量・ウォシュロード
観測点　白坂量水堰堤 LTER 観測サイト

図-4 白坂試験流域北端の測水所と土砂流出量観測施設および長期生態系観測プロット
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なっている（写真-7参照：流出孔を下流側から見た様子）。
このテラスでは、流出してきた土砂を観測している。後
述するように、この土砂量はすべて土壌表層浸食起源
の土砂であると見なせる。図-5には、白坂測水所に対応
する流域の形状とその内部にある北谷・南谷小流域の
位置関係を流路網のなかで示した。土壌表層浸食量は
0.4haの流域面積まで絞らなければ観測値に河道浸食の
バイアスが含まれる。白坂測水所での土砂量の観測値
に土壌表層起源の土砂がどのような割合で含まれるか
はこの河道網の全域に拡張するロジックとしてUSLEを
用いた。
　写真-8は、植生の回復とともに経年的に裸出地が縮小
していく様子を白坂測水所の流域で示したものである
（Naiyanan, 2000）。写真-9には、2004年10月の台風に
より押し出した土砂が白坂測水所に堆積しつつある様
子を示している。写真-10には、流量観測精度を維持す
るための土砂の排出作業の様子を示している。この作
業の前後で排出土砂量の体積を水準測量により観測し
ている。この測量作業に加えて、月に一度の間隔でボー

トを貯水池に浮かべて同様の水準測量を実施して、全
流出土砂量の観測を行っている。濁りは、ウォッシュロ
ードとして、堆積せず越流部から水とともに流去するの
でその濃度を測定し写真-11、ハイドログラフから4年間
の総量を推定している。

写真-7 地表水・地下水測水所ノッチ形状

地表水流出孔

地表水流出孔

写真-8 白坂流域の裸出地の縮小経過
Naiyanan: 2000

白坂量水堰の貯水池における堆砂　2004台風
1/4が土壌表層浸食由来の土砂で構成されていると推定
された。内部の小流域（0.4ha）で観測される土壌表層浸
食量はUSLEを用いてよく再現され、流域全体（88.6ha）
へ空間的に拡張を可能にした

写真-9

 堆積した土砂の排出作業
粒径の細かい砂で占められるため流水を利用
して人力で容易に排出ができる。この作業の
前後で水準測量により土砂の堆積量を測定し
ている。全流出土砂量として記録される

写真-10 写真-11 ウォッシュロードのサンプリング
流量と濃度の校正曲線を作成し、年間の流量
からウォッシュロードを算出する

図-5 白坂試験流域の水系網と北谷・南谷小流域の配置

10m×10m DEMによる流路網：北谷・南谷土壌浸食実測値から全
流域土壌浸食量への推定に使用

白坂測水所：全土砂流出量観測地点（88.6ha）
wash loadは濃度観測と流量データから推定

南谷量水堰（1.42ha） 上流に土壌浸食観測点（0.4ha）
北谷量水堰（1.19ha） 上流に土壌浸食観測点（0.4ha）

猿投山

写真-12 土砂流送容量計算河道区間
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4   マサ土の粒径分布の特性

　測水所に堆積した土砂は花崗岩が風化した細粒成分
（いわゆるマサ）と若干の有機物である。写真-13にその
様子を示した。粒径加積曲線は図-6に示したとおりで
あり、0.1mmから数cmのサイズで全体が構成され大部
分がmm単位の粒径をもつ。粒径分布は極めて均質で
ある。この測水所に出現する堆積の特徴は、次の2点に
まとめられる。
1巨礫が到達しない
2微細な粒径（d<0.1mm）がきわめて少ない
　この特性について、1から全流出土砂量は巨礫の隙
間や上部をあるいは流域内の砂防構造物を乗り越えな
がら「砂」の形で各個運搬により流出してきたとみるこ
とができ、2から源流部では未熟土とされる状況で粒
子間の粘着力がなく植生を失うと容易に土壌表層浸食
のプロセスにより流出する成分であろうと推測できる。
後述するように、微細な粒径の土砂はウォッシュロード
としてかなりの比率を占めるが、貯水池にはごく一部し
か残らない。

5
   土壌表層浸食量の観測結果と　　　　　　　　
流域全体での推定

　図-7に北谷・南谷の地形を示した。湧水点がそれぞ
れにあってその数m下流に地下水・地表水測水所が位
置している。この測水所の地表水が流下する部分がテ
ラスとなっているので、ここに恒常的に土砂が堆積し
てくる。これを土壌表層浸食量とみなすことができる。
とりわけ森林流域の場合、斜面単位で観測すると土砂
が微量しか観測できない場合が多く、一方で大きな流域
面積で土砂量を観測すると渓流の掃流力により土壌表
層浸食とは認められない大規模なマスウェイスティン
グで発生した土砂を観測値として取り込んでしまいか
ねない。
　土壌表層浸食を明確に定義してロジックを組上げた
手法としてUSLEとそれに続くRUSLEの理論体系があ
る。アメリカの農地を対象にして発展したこのロジッ
クを日本の森林流域に当てはめる際にはやはり自らの

図-6
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貯水池堆積土砂の粒径加積曲線

風化花崗岩（マサ）の堆積
状況
均質な粒径（平均粒径：
2.2mm）をもち、礫をほ
とんど見ない。粒径の大
きな礫・岩塊は上流の渓
流に堆積しており東海豪
雨においても岩塊が流出
することはなく、礫の流
出も少量であった

（1m×1m DEMからGISを用いて描画、USLEの適用では10m×10mの
DEMを使用している）
土壌表層浸食観測地点の上流5m以内に湧水点（ で表示）があり河道区
間はわずかなので、堆積した土砂はほとんどが土壌表層浸食によるものと推
定できる

礫を含まず細粒成分も含
まないという点で粒径分
布に際立った特徴がある

写真-13

南谷土壌浸食観測点北谷土壌浸食観測点

図-7 北谷・南谷小流域の地形と土壌浸食量観測地点
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定義を行う必要があった。とくに0.5ha以下の流域面積
の流域をのみ対象として土壌表層浸食量を計算し、そ
れ以上の流域面積をもつ河道部分は計算から除外して
いる。
　北谷と南谷の土壌表層浸食量観測値とUSLEによる
推定値を比較した様子をそれぞれ図-8、図-9に示した。
パラメータは、RUSLEで定義されたものを採用してい
る。この適合度は満足のいくものであったため、流域全
体に拡張している。その際、北谷・南谷で使用したパラ
メータと唯一異なるものが斜面長要素と傾斜要素であ
る。それを積の形で表現したものが図-10であり、その
結果推定された土壌浸食量の空間分布が図-11である。

6
   全流出土砂量の観測結果と　　　　　　　　　
平衡河床理論による推定値

　全流出土砂量は、白坂測水所の後背部に位置する貯
水池写真-12に堆積した土砂の体積を定期的に測量する
ことで得られた。この土砂流出を決定づけている河道
区間として、貯水池上流50mに位置する河道区間を選
定し、土砂水理学上のパラメータを求めた。その位置
関係を平面図上に示したものが図-12である。全流出土
砂量観測値（3.67ton/ha/year）と、いつくかの平衡河床
理論のなかでそれに対して結果的に最もよく適合した
Einstein式による土砂流送容量（transportation capac-
ity）の推定値とを比較して表示したものが図-13である。

K.B.Karki/H.Shibano 2006より
Parameterの最適化を行っていない
註：
1. 2004年9月10日に流域の歩道整備を行い、若干の撹乱から土砂流出が増大
2. 撹乱以降をグレイのラインで示した

上流の流域面積が0.5ha
を超過する場合は計算の
対象外扱い

実測された北谷・南谷小
流域でUSLEの計算値と
よく一致したので、全流
域に拡張ができた
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K.B.Karki/H.Shibano 2006より

K.B.Karki/H.Shibano
2006より

K.B.Karki/H.Shibano
2006より

図-11 推定された土壌浸食量の空間分布

図-10 斜面長要素×傾斜要素

図-9 南谷における土壌浸食量の観測値累計曲線とUSLEによる推定曲線図-8 北谷における土壌浸食量の観測値累計曲線とUSLEによる推定曲線
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中小の出水では観測値は土砂流送容量でほぼ再現され
るものの、大きな出水では観測値は土砂流送容量より
も小さな値となった。このことは、上流で斜面崩壊な
どが発生するなどの給砂条件が不足するためと推測さ
れる。

7
   全流出土砂量に対して土壌表層浸食起源の　　
土砂の占める割合

　図-14に全流出土砂量の観測値と全流域（88.6ha）に対
して観測値から拡張して推定した土壌表層浸食起源の
土砂量とを比較して表示した。この図からその比率が
20～25％程度を占めることが明らかにされた。残りの
75～80％は、土壌表層浸食以外のマスウェイスティン
グによりもたらされると考えられる。それは、ガリー浸
食・渓岸浸食・斜面崩壊などで構成されUSLEで取り
扱える範囲外の現象に起源をもつ土砂である。
　この図には示されていないウォッシュロードは、全
流出土砂量に含まれていないが、観測値は0.4ton/ha/
yearとなり、全流出土砂量の1割程度の大きさをもつこ
とが明らかにされた。このウォッシュロードも微細な粒
径から土壌表層浸食起源の土砂が相応に含まれている
ということができる。

8    マサ土の流出の観測結果が示唆するもの

　愛知演習林にわずかに残された裸出地斜面（0.03ha）
で、最近2年ほど東京農業大学学生諸君の卒業論文の
ための土砂流出観測をお手伝いしている。おそらく数
十年裸出地のままの斜面であるが、毎年の土砂流出量は、
30ton/ha/yearほどにもなると推定されている（未発表）。
　また、裸出斜面で過去に観測された報告でも23.8ton/
ha/year（愛知県, 1959）の事例がある。愛知県瀬戸付
近の風化花崗岩の山腹斜面は、森林で被覆されていな
い状態では恒常的に大量の土砂を供給する可能性をも
つことはあきらかである。この数値が土壌表層浸食の
プロセスによってもたらされたものであることは、注目
に値する。

図-12 全流出土砂量観測地点と土砂流送計算を行った河道区間

掃流砂・浮遊砂がこの貯水池で観測されうるが、ウォッシュロードは除外さ
れるので貯水池の出口で濃度を観測した K.B.Karki/H.Shibano 2007より

中小の出水では平衡河床理論で予測されるポテンシャルは、全土砂流出量
をよく再現しているが、大きな出水ではそれほど出てこない。給砂条件が満
たされないためと解釈される　　　　　 K.B.Karki/H.Shibano 2007より

土壌浸食量は全流出土砂量（観測値）の1/4程度と推定される。
K.B.Karki/H.Shibano 2006より

図-13 Einstein式で予測したtransportation capacityと全流出土砂量の推移
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図-14 土壌浸食量（流域全体での外挿後の推定値）と流出土砂量累積曲線
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　これに対して、ほとんど裸出地をもたず、針広混交林
の（森林被覆は胸高断面積合計が35㎡/haに達するほど
の状態にまで回復した）白坂試験流域（88.6ha）からの全
流出土砂量は4ton/ha/yearにも満たない程度であり、
しかもそのなかで土壌表層浸食起源の土砂はその20～
25％程度である。森林被覆の効果がマサ土流出抑制に
いかに効果的であるかを示す数値である。
　さて、冒頭に示した課題1の結果として、土壌表層浸
食起源の土砂量は全流出土砂量の最大25%程度である
ことが判明した。残りの75%は、それ以外のマスウェイ
スティングで発生しており、これ以上抑制することは森
林の効果としては期待の度合いも低いはずである。治
山ダムが流域内に多数配置されているが、これも東海
豪雨で満砂状態となりここで報告したような全流出土
砂量に匹敵する土砂の流出は今後も恒常的に継続する
と推測される。
　課題2の結果として、土砂流送容量として定義され
る平衡河床理論が教える十分な給砂条件のもとでの全
流出土砂量について次のことが予想されよう。流域の
土砂発生源からの十分な土砂の供給がないかぎり、①
河床の堆積から供給される土砂で平衡河床が維持され
る中小の出水では、全流出土砂量は土砂流送容量によ
って説明される。②大きな出水では土砂流送容量によ
って推定される土砂量ほどには全流出土砂量は達しな
い。

　最後に少しばかり飛躍した議論を展開してみたい。
土石流のような集合運搬の抑制の議論ではなく、細粒
成分であるマサの流出が砂防構造物によってどのよう
に抑制されるかという議論である。砂防構造物の配置
によって土石流発生の危険性が効果的に緩和されるこ
とはいうまでもないが、白坂試験流域のように風化花
崗岩の地質の流域で砂防構造物が配置されて、しかも
東海豪雨によって満砂状態の治山ダムがほとんどを占
めるような場合に、砂防構造物の効果がマサのような細
粒成分の各個運搬に対してどれほど有効であろうかと
いう疑問を筆者は抱いている。
　堆積物がマサで構成されるような河床は、河床勾配
が砂防構造物によってほとんど水平に近い縦断勾配を
もつ（白坂の場合0.014）。これは、粒径が均質で平均粒

径がmm単位のマサの際立った特徴である。構造物が
ない場合でも、上流部でみられるステップ・プールの河
道構造では、マサがこのような緩勾配で堆積している様
子を確認することができる。第6節で紹介した平衡河床
理論を適用し土砂水理学的なパラメータを特定した河
道区間は、筆者の長期にわたる観察からだが、ほとんど
その河床の形を変えていない。東海豪雨の前後でも渓
床縦断勾配や横断形状は変化せず、移動する土砂の粒
子はマサで粒径分布も同一である。だとしたら、平衡河
床理論が教える土砂流送容量は掃流力を起こす流量に
よってのみ規定されるだけである。平衡河床理論には
給砂条件は盛り込まれていないので、給砂条件が変われ
ば平衡河床理論からの全流出土砂量の推定値である土
砂流送容量は実際に観測される土砂量を再現できない。
　風化花崗岩地質の流域の場合に限って、恒常的に流
出する土砂は、森林の被覆によって土壌表層浸食が抑
制されるという観点から効果的にコントロールされて
きた。ただし、通常の土石流や崩壊など豪雨によって発
生するマスムーブメントに対しては、砂防構造物による
コントロールや警戒避難など注意が必要であるという
平凡な表現で結びとしたい。
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T O P I C S

嶋 大尚
しま ひろなお

（財）砂防・地すべり技術センター砂防部 技術課長代理

砂防基本計画
（土石流・流木対策編）
施設配置計画に関する
一考察

　平成19年3月に国土交通省砂防部により「砂防基本計
画策定指針（土石流・流木対策編）」（以下、「指針」という）
が公表されました。㈶砂防・地すべり技術センター（以
下、「STC」）では、指針の改定に基づき、平成19年12月
11日に「土石流・流木対策の技術指針に関する講習会」
を開催しました。
　講習会の後、講習会のテキストについて多くの方々か
ら様々なご質問やご指摘を頂きました。
　今回は講習会後、ご質問の多かった施設配置計画の
考え方についてご紹介いたします。
　まず、指針に記載されている対策施設の配置に関する
項目「2.6.1土石流・流木処理計画の策定の基本」を見て
みましょう。指針によると下記の式を満足するように
土石流・流木対策施設を計画する必要があると記載さ
れています。
【計画流出量－計画流下許容量＝計画捕捉量＋計画堆
積量＋計画発生（流出）抑制量】
　計画流下許容量は原則として０ですから、
【計画流出量＝計画捕捉量＋計画堆積量＋計画発生（流
出）抑制量】
となります。ここで、注目しなければならないのは計画
流出量という用語です。計画流出量とは計画基準点ま
で流出する土砂量と流木量の和であり、計画基準点以
外の流域内の任意の地点での流出量ではないというこ
とです。
　これが指針に記載されている必要最小限準拠すべき
事項となります。

　読者の方々にとって、このことは当然のことだと思い
ますが、上式に関する質問を何度も頂きましたので、今
回は質問を頂いた方々が検討を行っていたのと同様な
特徴を持つ渓流について施設配置を考えてみましょう。
（以下の例では、流木を考えると話が複雑になるため、
話を簡単にするため土砂のみに着目して話を進めます。）
　ご質問を頂いた方々が検討されていた渓流の特徴に
ついて、以下のように整理してみました。
【質問が出た流域の一般的特徴】
①第一の特徴は、計画基準点に配置することができる
砂防えん堤の規模（効果量）が地形等により計画流出土
砂量以下（本事例では20,000㎥）に制約されている流域
だということです図-1。逆に、計画基準点での土石流・
流木対策施設だけで整備が十分である場合は、質問は
出なかったでしょう。（本事例では砂防えん堤は除石管
理型の不透過型砂防えん堤としています。）
②第二の特徴は、上流側の砂防えん堤計画地点（Ａ地点）
での流出土砂量が25,000㎥以上の場合です図-2。逆に、
上流側の砂防えん堤計画地点（Ａ地点）での運搬可能土
砂量が25,000㎥以下の場合は質問は出ないでしょう。
（25,000㎥以下という数値は本事例に限ったものであり、
この数値は「最下流の砂防えん堤の計画捕捉量＋計画
堆積量」（15,000㎥）と「最下流の砂防えん堤だけでは不
足する施設整備量」（10,000㎥）の和となっています。）
　上記に示したモデル渓流を踏まえて施設配置の考え
方についての話を進めていきます。
　繰り返しになりますが、「指針」では対策施設は「計画
流土砂出量＝計画捕捉土砂量＋計画堆積土砂量＋計画
土石流発生（流出）抑制量」という関係を満たすように配
置することと明確に記載されています。
　上記のような流域（計画流出土砂量30,000㎥）で計画
基準点に配置可能な20,000㎥の砂防えん堤を配置した
場合、上式は「30,000㎥＝20,000㎥＋不足する施設整
備量」となります。そのため、不足する施設整備量は残
り10,000㎥となるため、残り10,000㎥の効果量を有す
る土石流・流木対策施設をこの流域内に配置すればよ
いことになります。
　そこで、上流側の砂防えん堤計画地点であるＡ地点
に10,000㎥の砂防えん堤を配置してみます。このよう
な状態で、以下のような質問が出ています。
【質問の例】
　上流側の砂防えん堤の計画地点（A地点）での流出土
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砂量も運搬可能土砂量で決まる37,000㎥となっている
ので、図-3に示すように『「指針」に基づいてA地点に効
果量10,000㎥の砂防えん堤を計画しても、A地点より
も下流へ27,000㎥の土砂が流出する。これは最下流の
砂防えん堤で堆積・捕捉できる15,000㎥を超えている
ため、計画基準点より下流への流出土砂量が12,000㎥
となるのではないか？』、また『計画基準点より下流への
流出土砂量を0㎥にするためにはA地点での流出土砂
量を15,000㎥以下にする必要があるため、Ａ地点には

22,000㎥の効果量を有する砂防
えん堤が必要になるのではない
か？　10,000㎥の対策施設なの
に22,000㎥規模の対策施設を配
置するのは過剰ではないのか？』
というようなご質問をいただき
ました。
　確かにＡ地点での流出土砂量
が計画基準点に配置した砂防え
ん堤の堆砂域（Ｂ地点）まで堆積
せずに到達することが、過去の事
例等により分かっていれば、ご指
摘のように別途対策施設を検討
する必要がありますが、一般的に
はＡ地点～Ｂ地点までの区間に
は渓床勾配の緩い区間、狭窄部
や屈曲部などがあり、Ａ地点～Ｂ
地点に土石流が堆積する可能性
もあります。このような場合、Ａ
地点に22,000㎥の効果量を有す
る砂防えん堤を計画すれば過剰
な計画となる可能性もあります。
　このように、Ａ地点～Ｂ地点区
間の土石流の挙動は単にＡ地点
とＢ地点での流出土砂量の単純
な差分で求めることは困難です。
数値シミュレーション等によらな
ければこれらの把握は困難です
が、現実的には全ての土石流危
険渓流で数値シミュレーション
による計画を策定することも困
難だと考えられます。
　そのため「指針」では必要最小

限整備すべき事項として、計画基準点における計画流
出土砂量を対象とした施設配置の考え方が示されてい
ます。
　ただし、本事例におけるＡ地点での流出土砂量がＡ
地点に設置する施設効果量10,000㎥以上となることは
確認しておく必要があります。今回は、施設配置の考え
方について述べさせていただきましたが、今後も砂防基
本計画（土石流・流木対策編）についてご質問や意見を
いただければ、皆様と一緒に考えたいと思っております。

図-1 計画流出土砂量と計画基準点で可能な対策
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基準点

図-2 上流側対策地点での流出土砂量
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この　　空間に存在する移動可能土砂量を
5,000 ㎥＋27,000 ㎥ =32,000 ㎥
と考えると、

計画基準点に設置した砂防えん堤の
効果量 20,000 ㎥を考慮しても
計画基準点での運搬可能土砂量が
30,000 ㎥であるので、
32,000 ㎥－20,000 ㎥＜30,000 ㎥
計画基準点下流へ 12,000 ㎥の
土砂流出が発生する

計画捕捉量+計画堆積量
10,000 ㎥
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図-3 対策施設間の土石流の挙動
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連載エッセイ

災害誌にみる
震災文化
──関東大震災

北原 糸子
きたはら いとこ

立命館大学歴史都市防災センター教授

1

災害誌の系譜

地震にかぎらず大災害を描く絵は

かなり昔からのものが今に伝え

られている。たとえば、明暦大火（1657

年）では、当時僧体の浅井了以が自ら

の見聞を元に大火で逃げ惑う人々の

様子を伝える仮名草子「むさしあぶみ」

を著し、絵を添えた。災害の絵図とし

ては古い部類に属するといってよいだ

ろう。この人物はそれから5年後に琵

琶湖西岸や三方五湖地方を襲った寛

文地震（1662年）の見聞記「要石」を

著して、絵を添えて地震の惨状を伝え

ている。こうした災害誌出版は、江戸

時代の比較的早い時期から技術の高

い木版印刷の伝統のある都市では定

着していた。もちろん、民間の出版物

だけではなく、藩の御用絵師に災害で

発生した地変を正確に描かせようとし

た寛政島原大変（1792年）の絵図など

も今に残されている。江戸時代の終り

頃発生した安政江戸地震（1855年）で

は、鯰絵のような漫画的、あるいは風

刺的な錦絵も民間に出回る。

　明治期に入り、近代科学が導入さ

れると、あらゆる現象を科学的に捉え

ようとする考え方、その基礎をなす計

測装置、それらを操作する技術が高

度の教育を受けた学者たちによって

進められる。しかし、高度な知識や技

術とは無縁な生活をしている一般の

人たちがこうした領域に触れないと

いうわけではなかった。たとえば、濃

尾地震（1891年）の時には写真師が

震源地の根尾谷まで出向き災害地を

撮影、後に天然記念物として指定さ

れた根尾断層の写真絵葉書などが流

布する。もちろん、イギリスの鉱山技

術者として来日、日本地震学会を創

立したジョン・ミルンのような学者も

現地入りして写真を撮影、これを“The  

Great Earthquake in Japan, 1891”

として写真帳にして出版、当時の貴

紳顕官に売りさばいて災害義捐金を

集めるなどのことをした。1896年の

明治三陸津波、1909年の姉川地震

では写真はもちろんのこと、1914年

の大正櫻島爆発ではビデオも撮影さ

れている。日本列島の東西南北で発

生した自然災害の様子は絵葉書写真

などで一般の人々の手に入る時代と

なっていた。

「帝都」の震災メディア

写真機は一般に普及とまではい

かなかったようだが、「帝都」の

半分以上が焼野原になった関東大震

災（1923年）に至ると、新聞報道にも

刺激されてこの大災害に日本中の関

心が高まり、絵葉書写真の流通量は

一挙に増えた。情報の中心地であっ

た東京の出版社のほとんどが倒壊、

焼失という事態であったため、大阪や

京都で出版されるということも稀では

なかった。ラジオが設けられるのは震

災の2年後であったから、なにが起き

たのかを知る手段は口コミを除くと、

新聞、雑誌が中心であった。その新

聞も東京の情報の中心地に所在した

13社のうち10社が倒壊、焼失したか

ら、号外などで伝えられる情報は一種

異様な欣求をもって迎えられ、流言を

助長する状況ともなった。

　『読売新聞』や『朝日新聞』も印刷

所や人手を工面して、9月13日には2

頁立ての新聞を発行するに至る。

　しかし、驚いたことには大正期に

図-1
川崎小虎「宮城前広場天幕村」

図-3「大震災画帖」付録絵葉書

図-2 水島爾保布「その時、その時」
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入って創刊号を出した写真満載のグ

ラビア雑誌なども9月半ばには、震災

写真で紙面を構成した震災特集号を

出している。月間雑誌も雑誌本社の

ビルの倒壊、焼失にもめげず、郊外の

難を免れた印刷所に原稿を持ち込み、

震災写真、罹災作家の体験談、記者

の受難記事などで10月号は一斉に

震災特集号を出版に漕ぎ着けている。

世は大衆化時代。第1次大戦後の日

本にもたらされた好況は、雑誌の読書

層も従来の知識人層を上回る数の学

生や労働者という新しい階層を抱え

込み、それぞれのニーズに合わせた多

様な内容で読者層の維持・獲得に力

を傾けた。震災は一面でこうした人々

の求めに応じて、新しい表現方法を

求める思想、芸術の開花を促したと

いうこともできる。

　ここで、その例を１、２、紹介して

おこう。

大厄災を芸術化

大正震災木版画集』は、東京本

郷湯島切通の画報社から出版

された木版画集である。1924年1月

から12月まで毎月3点の版画の予約

販売であった。刊行の意図を伝える

序文では、芸術家は自然の「慈泉」に

浴す機会をつくる使命があること、二

つ目には、忘れられていた木版画の機

運が再び熟すべき時期であること、三

つ目には民衆的娯楽の木版画でこの

大厄災を芸術化する目的を以て刊行

するというものである。震災風景の

作品を3点づつ毎月配布、代金は1回

1円50銭、12回分の前金17円である。

第1回頒布は1924年1月15日であっ

た。作品の傾向は被害建物、和田倉

門、三越、国技館、ニコライ堂、神田

明神など東京の中心地の構造物の倒

壊、延焼の様を描くものが多いが、横

浜駅、小田原、千葉などの激甚被害

地の様子も捉えられている。人々の

動きを伝えるものは数は少ないが、宮

城前広場のバラックを描くものがあ

る図1。

　刊行の意図から窺えるのは、江戸

以来の長い伝統を持つ木版画が、文

明開化の気風の下で退潮、ここでも

う一度民衆娯楽を蘇らせようという

機運を捉えた動きである。大正版画

という新しい流れに乗じた版画家の

結集が背景にある。

　さらにもう一つ、『関東大震災画

帖』は東京麹町の発行所金尾文淵堂

が被災したため、京都の便利堂中村

弥左衞門で印刷され早くも10月25

日には刊行された。画家は10画伯

と表紙には謳われている。表現派そ

のものと評される震災後の不気味な

「雲」のスケッチを描いた水島爾保布

（1884-1958、大阪朝日新聞社時事

漫画などの挿絵を担当）をここで紹介

しておく図2。これら描画55点は、

倒壊した建物や亀裂の入った道路な

どをスケッチしたものが全体の半分

を占める。当時絵葉書写真で流布し

ていたものと同工異曲の題材である。

　この画帖には付録として、絵葉書

引き換え券が付いていて、金尾文淵

堂宛に葉書を送ると、画帖に掲載さ

れた絵のうちから、1組4枚の絵葉書

が得られることになっていた図3。現

在こそ珍しいものではないが、当時の

読者にとっては、印刷物とはいえ、画

家の描いた絵が自分のものとなると

いうことは得がたい機会であったと

思われる。

　こうした試みは同じく金尾文淵堂

が京都で出版した『日本漫画会　大

震災画集』（金尾文淵堂、1923年

11月）にも見られる。これは『関東大

震災画帖』のところで紹介した震災

雲を描いた水島爾保布が巻頭言を書

いている。震災の年に東京満画会が

解散して新しく創立された日本漫画

会同人が地震後いくらも経たない時

に明治神宮外苑の芝原に集まって協

議、震災漫画展覧会を協議したこと

から始まったという。変災という試練

に遭遇して当面したことを描写して

発表するのは画家や、漫画家の責任

だとしている。11月半ばに大阪三越

呉服店での展覧会開催に漕ぎ着けた

後、金尾文淵堂からの展示画集の出

版の申し込みを受け、出版された。こ

こで「漫画」といっているもののメイ

ンは現代のコミックとは趣を多少異

にする風刺の味を利かせた時事漫画

である。この画集の作者たちの大半

は新聞社で時事漫画、小説の挿絵な

どを担当する一群の人たちであった。

震災文化から災害文化へ

災害文化」という考え方が1950

年代の竜巻被害の多かったア

メリカから導入された。ここでの ｢文

化｣とはある種の災害の常習地帯に

はそれを受け止め、被害を軽減しよう

という特有の文化的態度が育ってい

るというものであったが、災害と文化

という二律背反的な用語は日本では

当初馴染まなかった。それが阪神大

震災で被災地域から発信されたヴォ

ランティア活動を経て一変した。

　関東大震災は破壊作用も絶大だっ

たが、震災誌をみてくると、過去が一

掃されたところで古いものからの脱皮

を図ろうとする人々や新しい読者層を

獲得しようとする人々が新しい情報メ

ディアを必死になって創り出している

ことがわかる。新しく震災文化が生み

出されたのである。震災誌を見直して

みると新しい発見もありそうだ。

『
「
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氷河湖決壊の
自然災害リスク
軽減と危機管理
スイスアルプス
グリンデルヴァルド

海外事情

1．氷河湖の形成

　氷河湖は氷河が溶
け出し、土砂をかぶっ
た部分だけが溶けず
に残ることにより生じ
る。ユングフラウ山の
麓、グリンデルヴァル
ド村を流れるルッチー
ネ（Lütschine）川上流
図-1に形成された氷河
湖は、決壊した場合に
は村はもちろん鉄道や
高速道路が大きな被害
を受ける怖れがある。
　氷河は1860年から溶
け始めた図-2A。
表面が低くなっていく
ため、左右岸の斜面が
不安定となり崩壊して
堆積物が氷河の末端に堆積した 図-2B。氷河湖は2005年から形
成され始めた 図-2C。現在の状態 図-2Dは氷河湖がより大きく
なり、末端の堆積物が氷河の中に沈み、末端部は岩

がん

屑
せつ

と氷が一体
となった塊（Dead ice body）となっている 写真-1。このまま放置
した場合、氷河湖は一層大きくなると予想される 図-2E。
　氷河湖は毎年融雪期になると水位が上昇し、ある程度水位が
上昇すると水圧で鉛直方向に排水孔が形成され、氷河の底部の
水みちへと水が急激に排水され水位が低下する図-3、写真-2。

Haemmig, Christoph
ヘミッケ , クリストフ
GEOTEST社（スイス）　エンジニア
（地質調査・自然災害対策担当）

　クリストフさんは、元スイス連邦政府水･地
質庁地盤災害部のエンジニアで、２年間の東
京大学大学院留学後、現在の防災コンサルタ
ント会社に転職されました。本講演では現在
のスイスが実施している氷河湖の決壊対策に
ついて、ご自身が担当しているコンサルタント
業務を紹介していただきました。
　なお本稿は、昨年10月22日にヘミッケさ
んが訪日された折、「スイスアルプスにおけ
る自然災害」Natural Hazards in the Alps: 
Glacier Lake─Grindelwald, Switzerland─
Riskmanagement and Mitigation　と題して
当センターで講演していただいたものをまとめ
たものです。

（訳：砂防部　道畑 亮一）

図-3 氷河湖の水の排水のメカニズム

図-2 氷河湖形成のプロセス

Lower Grindelwald Glacier

break open of a drainage 
channel inside the ice

Subglacial drainage

Dead ice body Glacier lake

⬅ Valley outwards

Flood water drain

アイガー ユングフラウヨッホ

ブリエンツ湖

氷河湖

Dead ice
body

Dead ice
body

E　将来（予想）

D　現在

C　2005年

B　1900年代

A　1860年代

Lower Grindelwald Glacier- initial setting

Debris（cover）

Glacier retreat

Glacier retreat

図-1 スイスアルプス、グリンデルヴァルド村と氷河湖の位置

写真-1 2009年5月時点の氷河湖の状況。
土砂に覆われている下は氷河である。

Dead ice body
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　現時点での氷河湖は500m×300ｍ程度（最大期）あり、地球温
暖化の影響を受けてこのような氷河湖が数多く形成されている
スイスにおいて最大規模のものである。

2．近年の状況

　氷河湖は2005年に形成されて以来、湖底や上流域の氷河が溶
け出し序々に拡大している。今後も拡大が想定され、決壊した場
合の危険性が増大している。最近の氷河の表面は1860年と比べ
て200m程度低くなっており、氷河の縮小に伴い側岸へ作用して
いた圧力が開放され、斜面崩壊が増大している図-4。
　2006年には約300万㎥の崩壊が発生し山小屋が氷河湖に落下
したが、クラック拡大の前兆があったため避難命令が出ており、
幸いにも被災者は出なかった。夏には氷河湖の水が自然に排水
されてルッチーネ川に流れだし、水位が急上昇するため、グリン
デルヴァルド村や下流の村落に洪水被害が生じている 写真-3

3．対策計画

　このような氷河湖の決壊被害を軽減するための対策工が計画
され、施工されている。対策工の選定要素として最も重要な点
のひとつに、約7千万€（約10億円程度）のコストの問題がある。
発注者は州（日本の県にあたる）であるが、負担割合は州が約60％、
国は約40％、受益者である村も1％程度負担する。
　施工計画は、水位が低下している時期に氷河湖の方向に水抜
きトンネルを掘り、氷河湖の水位が上がらないようにするという
ものである図-5。氷河は30％程度含まれている礫分のため壊れ
やすく掘削は困難なため、地山を掘削し 写真-4 、トンネルの呑
み口付近ではモレーンと斜面
崩壊の岩屑を掘削して地上に
出る。
　排水トンネルは氷河湖を低
い水位に保つために効果的な
手段であり、さらなる対策のた
めにこのトンネルを使って建
設機械などを氷河湖周辺まで
移動させることもできる。
　地球温暖化傾向が続く中、他
地域の氷河湖においても同様な
対策の可能性が考えられる。
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図-4 氷河末端部の断面図

2008年7月5日 2008年7月19日

約50m

写真-4 トンネル内の工事実施状況

写真-2 湖水の消失と排水孔の入り口の大きさ（直径約50m）

写真-3 ルッチーネ（Lütschine）川下流の村落と出水の状況

図-5 対策工（呑み口）断面図

トンネルの長さ 2,130ｍ
トンネルの大きさ 幅3.2ｍ、高さ4.6ｍ
施工方法 爆破（blasting）
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ヨルダン国
乾燥地砂防
プロジェクト
派遣報告

池田 暁彦
いけだ あきひこ

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防部 技術課長代理

海外事情

１．はじめに

　2010年1月16日、国際協力機構JICAの要請により「ヨルダン
国乾燥地砂防プロジェクト」の実行部隊として3回目のヨルダン
国首都アンマンに降り立った。昨年の今頃はイスラエルによる
ガザ侵攻が激しくものものしい状況だったが、今年はイスラエル
とエジプトが小規模な交戦状態にある程度だった。相変わらず
緊張感のある中東の国ヨルダンだが、国内ではじつに治安レベル
が高く、安全に任務を完了することができた。
　本年度は、乾燥地砂防プロジェクトの最終年（2008年～2010
年の3カ年プロジェクト）にあたるため、2008年に交わしたPlan 
of Operation の達成状況を確認するとともに、昨年に引き続き、
現地調査を主とした技術意見交換、ヨルダン国内各関係機関に
よる乾燥地砂防技術委員会（1月27日開催）、そして昨年日本で
砂防研修を受けた5名のC/Pに対する詳細な技術指導を精力的に
行い、プロジェクトメンバー全員で活発な技術的な議論をし、プ
ロジェクト完了の準備を進めた。
　短期専門家チームは、緒方隆二専門家（昨年のJICA担当者、
本年は住民・民間セクター参画／業務調整担当）、当センター 田
井中治砂防技術研究所技術部長（地すべり・斜面保護担当）、森 
幹尋氏（役務コンサル；日本工営株式会社、地すべり調査担当）、
そして筆者（土石流・施設計画担当）の4名で構成された。なお、
今回はプロジェクト最終年であるため、3月にヨルダン側C/Pで
あるJVA（Jordan Valley Authority）：ヨルダン渓谷公社（Ministry 
of Water Irrigation内組織）と日本側のJICA地球環境部が主体
となって最終セミナーを行うこととなっているが、筆者らは日程
の都合によりセミナーに参加するのは非常に困難なため、先行し

写真-1 MUJIB DAM左岸地すべり地の全景

乾燥地砂防技術検討委員会の開催状況（2010.1.27）
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て各々の担当分野の指導に従事することとなった。
　本プロジェクトの最終報告は、3月開催予定の最終セミナーの
結果を踏まえて行うものとし、ここでは今回の派遣報告のみにと
どめる。

2．現地調査・指導の概要

　技術検討委員会以外は、田井中部長は連日モデルサイトであ
るMUJIB DAMの左岸地すべり周辺を、筆者は後述するJVA所
管の10基のダムとその流域の現地調査・視察を行った。以下に
現地調査と指導の概要について示す。

⑴ 地すべり・斜面保護：　MUJIB DAM周辺

　地すべり・斜面保護のモデルサイトはWadi MUJIB中流域に
位置するMUJIB DAMの左岸地すべり地である写真-1。昨年ま
でに地形判読、現地調査による滑落崖・地すべりブロックの把
握、既往ボーリング調査結果を用いたすべり面の推定作業を行い、
JVA自らの手で地すべりの変位を観測するために伸縮計が滑落
崖に設置された写真-2。
　今年は、すべり面を特定するための追加ボーリング調査と、す
でに掘削されているボーリング孔にひずみ計を設置して地すべ
りの動態を観測できる体制を確立できるように指導することを
目的とした。残念ながらボーリング手法の違い（ヨルダンでのボ
ーリングは掘削が主であり、コアを採取するという認識がない）
によって明確なすべり面を特定することは困難であった写真-3

が、伸縮計の観測結果や詳細な現地踏査の結果から、すべり面が
それほど深くなく、ダム本体や貯水池に深刻な影響を及ぼす可能
性は低いと推定し、このような浅い地すべりに対する対策工につ
いての紹介・指導を行った。
　今回の指導により、ひずみ計の制作・設置および観測はC/Pだ
けで十分に実施できるレベルまで達することができた写真-4こ
とから、今後は、C/Pが伸縮計とひずみ計、ダム湖水位の観測等
によってすべり面を特定し、必要に応じて対策工を実施するよう
指導した。

写真-4 ひずみ計制作の指導
状況（田井中部長と
Mohammed氏）

写真-3 地すべり地でのボー
リング実施・指導状
況（右端；田井中部長）

写真-2 C/PのMohammed氏と自
ら設置した伸縮計

写真-5 MUJIB DAM上流の2010年1月18日の出水
状況。上流では雨が降っているが、本地点は晴
れている。（左；MUJIB DAM Nidal所長）

写真-6 KING TALAL DAM上流にある空石積みダム地
点の2010年1月18日の出水状況

写真-7 MUJIB DAM上流の貯砂ダム計画地点（黄点
線がダム軸）。上が設計当初（2009年）の状
況、下が2010年1月18日の出水直後の状況。
河床が基盤岩まで侵食されているのがわかる

出水前：2009年1月19日撮影

出水後：2010年1月24日撮影
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⑵土石流・施設計画：　MUJIB DAM上流

　土石流・施設計画のモデルサイトはWadi YUTUMとWadi 
MUJIB流域であるが、Wadi YUTUMは関係機関との調整がと
れなかったため、今回はWadi MUJIB流域をのみが対象となって
いる。昨年までにMUJIB DAM上流の土砂生産源・移動実態調
査を実施し、ダム堆砂対策砂防えん堤（貯砂ダム）、土砂流出抑制・
調節砂防えん堤等の計画・設計指導を行った。
　今年は、C/Pが設定したダム軸での横断測量成果とそれに基づ
いて設計した砂防えん堤の構造確認・指導を行った。また、昨年
度に当該ダムの施工予算をJVA本局に計上したが建設コストが
高かったために採択されなかったことを踏まえ、当初のコンクリ
ート構造から砂防ソイルセメントを用いた構造に変更すること、
ダム高を2m低くすること、複数年の施工計画を立案することに
よってコストを分散するよう指導した。
　しかし、派遣中の1月18日にWadi MUJIB上流域で発生した
豪雨（砂漠地帯で降ったため降雨量不明）により、MUJIB DAM
へのピーク流入流量35㎥/s、総流入流量約7,800,000㎥の出水
が発生した 写真-5、6。この結果、設計したダム地点が基盤岩ま
で侵食されたために地形が大幅に変わってしまったため、再測
量・再設計するよう指導した写真-7。

⑶砂防計画：全10基のダムと流域

　昨年までに議論を重ねてきたヨルダン国における乾燥地砂防
の基本的な概念に基づき、JVAが所管する10基のダム（WEHDAH 
DAM，WADI ARAB DAM、ZIQLAB DAM、KING TALAL 
DAM，KARAMEH DAM、SHIEB DAM、KAFREIN DAM、
WALA DAM、MUJIB DAM、TANNUR DAM）を含む流域を
対象に、別途、3月に派遣される「砂防計画」の短期専門家により、
砂防計画や土砂処理方針が立案されることになっている。
　今回はそれに先立ち、JVAが所管するすべてのダムの視察を実
施し、施設計画のイメージの作成指導を行った。視察では、まず
各ダムの諸元や堆砂状況，流域特性（地形、地質、土地利用状況
等）、土砂移動（生産・流出）特性、保全対象の分布特性等を把握
した 写真-8～11。それにより大局的な土砂処理方針を立案した後、
その方針を満足できるような施設計画を検討するように指導し
た。施設計画の検討に際しては、過去に設置されたgabion構造
のダムを補強・改良することも考えるものとした。

写真-8 SHEIB DAMの天端。10基のダムの内、6基がロックフィル
ダムである

写真-9 WEHDAH DAMの全景。右岸側の高地はシリア。河道の中
心がヨルダン－シリアの国境

写真-10 KING TALAL DAMの全景。ダム堆砂が進行したため、竣
工10年後に嵩上げしている

写真-11 TANNUR DAMの全景。堆砂は進行していないが、右岸袖
部の岩盤に漏水が発生している
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3．技術検討委員会の概要

　技術検討委員会は1月27日にアンマン市内のJVAダム局で開
催された。今回は地すべり・斜面保護と土石流・施設計画分野
だけの任務ということもあり、C/Pを含むJVA側が6名、JICAが
2名、専門家・役務コンサルが4名の合計12名の参加となった。
　今回の委員会では、日本側からは両分野における活動報告と
ともに、3月の最終セミナーまでに完了しておくべき作業内容の
確認とC/Pに対する各種指導を行った。また、本プロジェクトが
完了した後の対応等についての議論があった。

4．おわりに

　今年は3カ年にわたる乾燥地砂防プロジェクトの最終年というこ
ともあり、3年連続派遣された筆者にとっては非常に感慨深い任務
となった。3年間を通じて5名のC/PをはじめとするJVAの方々は、
日本の砂防技術をベースとするヨルダン国乾燥地砂防技術を確立
するために真摯な態度で取り組み、予算を獲得し、自らが現場を歩
いて調査し、観測機器の製作・設置を精力的に行ってきた。結果
として、わずか3年間で非常に高い技術レベルを取得するとともに、
実際に対策工や機器の設計や観測を行うまでのレベルに到達した
ことは高く評価できる。筆者が経験した数少ないJICA派遣プロジ
ェクトのなかでは最も成功した例と思える。本報告が発行される頃
には最後の短期専門家の派遣と、最終セミナーが開催されていると
思われるが、成功裏に終わることは間違いないと確信している。
　しかし、あえて一つだけ課題を挙げるなら、年間降水量が多くて
も400mm程度のヨルダン国の事情を考えれば仕方のないことだが、
本プロジェクトの方向性がどうしても水資源管理・ダム堆砂対策
に偏ってしまう傾向にあった。このため、本来の乾燥地砂防の主軸
である土砂生産・流出のコントロールによる土砂災害の防止ととも
に、水資源確保・創出，水資源の有効利用という乾燥地砂防の本
質を見失いがちなヨルダン側のC/Pに再三指導する必要があった。
今後は、ヨルダン国のC/Pが中心となって自らの手でさらなる乾燥
地砂防技術の発展が望まれる次第である。
　最後に、出発前に活発な議論をしていただくとともに本プロジェ
クトを全面的に支援して下さった国土交通省砂防部砂防計画課 佐
藤一幸 火山・土石流対策官、糸氏敏郎 砂防情報係長、現地でサ
ポートして下さったJICAヨルダン事務所の岡本 茂所長、森本次長、
Hani Al-Kurudi所員、奥村所員をはじめとするみなさまに篤く御
礼を申し上げます。

【ペトラ遺跡】
　今回は休日を利用して念願のペトラ遺跡に行ってきまし
た。シークと呼ばれる狭い谷を1kmほど歩くと眼前に見
えるのがこの“エル・ハズネ”です。ちなみに「インディ・
ジョーンズ最後の聖戦」のロケ地でもあります。このエル・
ハズネがペトラ遺跡だと勘違いしている方が多いのです
が、ここはペトラ遺跡のほんの入り口で、全体を見るには
３日は必要とされています。ちなみに、ここを日帰りする
のは日本人・米国人観光客だけだそうです……。

【マンサフ──食卓からその国が見えてきます】
　遊牧民ベドウィンの伝統料理です．結婚式やお祝い事
で出される料理で、WEHDAH DAM事務所のヨルダン
C/Pの方々に振る舞って頂きました。
　ジャミードと呼ばれる羊の乳から作ったヨーグルトで羊
肉を柔らかくなるまで煮込み、その煮込み汁で米を炊き，
炊きあがったライスの上に柔らかく煮た羊肉とナッツを乗
せて、最後にまた熱いジャミードをかけて出来上がり。そ
して、“右手”で羊肉とライスを混ぜながらおにぎりのよ
うに握って食べます。

旅のつれづれ

こうやって
握ります。熱いです…

つけあわせは青唐辛
子、辛葱、レモン

熱い羊の乳をかける

食い散らかします…
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自主研究 ● ● ●

田上山の山腹保育工の効果について
安田 勇次　やすだゆうじ
（財）砂防･地すべり技術センター砂防部技術課長代理

その1　● ● ● ●

1 はじめに

　田上山で行われている山腹工法に「保育工」といわれ
る工法があります。保育工には、保育A工と保育B工の
2つの施工方法があり、保育A工は、山腹工を施工した後、
4年目、7年目、10年目に行う間伐作業と追肥を行うもの、
保育B工は、施工後しばらく経過した林分でクロマツの
成長が停滞し、植生遷移が進まないような山腹工施工
地を床掘りし、ワラ、コンポスト、肥料を投与してマツ
類の成長を改善するものです。
　田上山の山腹工は、施工しても植生が定着せず、再び
荒廃地に戻ってしまうところがほとんどで、今回調査し
た範囲では、施工面積の約8割が2回、3回の施工を行っ
ています。このような田上山でも植生を定着させ、さら
に植生の遷移を促す工法の研究が古くから行われ、現在
も実施されている保育工となっています。
　保育工の効果に関する調査・研究資料は、筆者らが
調べた範囲では極めて少なく、何故、保育A工は、4、7、

2

10年目に実施することになったのか、等の筆者らの疑
問を解決してくれる明確な資料は得られませんでした。
一方、保育B工については、試験施工を行った経緯や当
時の調査データが詳細に残されていました。
　そこで筆者らは、保育A工・保育B工の効果を明らか
にするために、既往の調査・研究資料の分析や田上山
の山腹工施工地において現地調査を実施しました。そ
の成果について、以降に報告いたします。なお本調査は、
平成12年から14年にかけて実施した自主研究「森林の
流域保全効果に関する研究」の研究成果をもとに作成
したものです。

 保育工の概要

2-1　保育A工

　昭和37年度から保育工の試験工事が開始され、昭和
42年度より山腹工の施工地では保育Ａ工を実施してい
ます。

図-1 保育A工概要図 図-2 保育B工標準断面図
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3

　保育Ａ工は、図-1に示すように、植栽後の維持管理と
して、4、7、10年後に間伐及び追肥を行います。間伐は、
成長が旺盛なヒメヤシャブシを高さ50～70cmで台切
りし、クロマツの被圧を防止するものです（間伐したヒ
メヤシャブシの枝葉は、クロマツの根元に敷き均し、肥
料とします）。追肥は、化成肥料（N13：P17：K12）を
1t/haで施肥し、クロマツの肥料切れに対処しています。

2-2　保育B工

　「植栽木の衰退を防ぎ、植生回復を促進すること」を
目的とした保育工法の試験施工が昭和39年に川向地区
で開始され、その後、昭和50年に若女・舎利尾地区に
新たに試験地が設けられ、それぞれ10年間程度の生育
追跡調査の結果、保育B工としての標準化がなされてい
ます。図-2に現在用いられている保育B工の標準断面図
を示します。保育B工では、ある程度、施工後の年数が
経過した山腹工の施工地において、既存のクロマツやア
カマツの木々の後方に幅30cm、深さ30cm程度の床掘
りをして、底部にワラまたはコンポスト等の有機質材料
を投入するとともに化成肥料を施し、肥料木（ヒメヤシ
ャブシ）を補植する工法です。これにより追肥と既存木
周辺の土壌改良を行っています。

 保育工の効果

3-1　保育A工

（1）既往研究成果による保育A工の効果

　田上山における保育Ａ工の効果に関する十分な既存

調査・研究資料は得られていないのですが、「瀬田川砂
防報告書、其の29、31」の記述では、無施肥区に比べ施
肥区の方が樹高、直径の成長が明らかに良く樹体内の
養分吸収量の増大が確認されています。
　また、兵庫県龍野市（現在はたつの市）で行われた研
究「山腹植栽施工地の保育試験：治山研究24巻、1985」
では、肥料木であるヤシャブシの間伐（台切り）がアカマ
ツの樹高成長を改善するとの試験結果が得られていま
す。この研究では、アカマツとヤシャブシの混植地で、
植栽4年後にヤシャブシを高さ50cmと100cmで台切り
を行った結果、間伐後5年間のアカマツの樹高生長量は、
間伐を行わなかった「放任区」が88cmだったのに対し、
「50cm台切り」を行ったところでは125cm、「100cm台
切り」を行ったところでは148cmと樹高生長量が増加
しています 図-3、左。また、台切りしたヤシャブシの樹
高は、4年から6年程度で元の樹高に回復していること
がわかります図-3、右。
　これら図から、アカマツの伸長生長はヒメヤシャブシ
を台切りしてから、5年程度経過するとより大きな伸長
生長を示しています。しかし、ヒメヤシャブシは概ね5
年が経過すると元の樹高に戻ってしまいます。そのため、
保育A工では、概ね4年程度の間隔でヒメヤシャブシを
台切りして、クロマツの樹高よりも高く生長しないよう
にすることで、ヒメヤシャブシによる被圧からクロマツ
を守るために行われていると考えられます。

（2）現地調査による保育A工の効果

　筆者らは、田上山で施工されている保育Ａ工の間伐

図-3 台切り後の樹高生長量の比較
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自主研究 ● ● ●

施工の経過年数

2年目 3年目 5年目

斜
面
位
置

上
部

中
部

下
部

効果を実際に確認するために、山腹工の施工年が確認
できる箇所において調査地を設け、クロマツと肥料木（ヒ
メヤシャプシ・エニシダ）の樹高成長と肥科木によるク
ロマツの被圧状況を確認しました。その結果を表-1に
示します。この調査は、平成12年から13年の2ヵ年で実
施しており、同じ斜面を10年間かけて追跡した結果で

はなく、調査を行った当時、施工後の年数が10年以下
の施工地の調査結果を施工後の年数と斜面の位置関係
で表にまとめたものです。
　調査結果でも、保育Ａ工による肥料木の間伐（台切り）
が、植栽したクロマツの被圧を防止する効果が明らかに
なりました。それは施工して2年目から既にクロマツが

ヒメヤシャブシの生長が斜面上
部より旺盛、被圧を受けている

間伐によって被圧が
抑えられている

クロマツとヒメヤシャブシ
の樹高がほぼ同じ

クロマツが被圧を受け、
一部では枯死し始めている

部分的にクロマツが
被圧されている

間伐実施

間伐後1年後で既に
被圧され始めている

表-1 ■
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8年目 10年目

被圧を受けはじめている状況が確認されることから、肥
料木の台切りを行なわない場合には、クロマツが被圧さ
れ、枯死することが考えられます。
　施工後5年目の調査地では、肥料木を台切りしたので、
クロマツの樹高がヒメヤシャブシやエニシダより若干、
高くなっています。しかし、斜面下部のような土壌水分

が十分な場所では、台切りしてもすぐに肥料木の樹高が
クロマツを上回っている状況がみてとれます。
　2回目の台切りを行った後の8年目の調査地では、ク
ロマツが明らかに肥料木より優占しているようにみえ
ます。10年後の調査地では、クロマツが枯死しはじめ
ている状況が確認できます。

（3）保育A工の効果

　山腹工の植栽木として用いられるクロマツを健全に
生育させるために行われる肥料木の台切り（保育A工）
は、明らかに肥料木の被圧からクロマツを守るために効
果があることが理解できると思います。しかし、4、7、
10年目に台切りを行うという点では、現地での調査結
果をみると疑問が残ります。それは、植生の生育条件の
よい所（斜面中・下部等）では、間伐する時期をもっと早
めに実施した方がいいのではないかと考えられるために
です。
　例えば、1回目の間伐を4年目ではなく、1年早め3年
目に、2回目間伐は施工後5～6年目に行い、3回目間伐
は林況により省略する等が考えられます。今回の調査
結果を踏まえると、保育A工の実施時期は、
①1回目の間伐（現行は4年目）

　・ 成長のわるい林分（斜面上部）は現行の4年目のまま
とする。

　・ 成長のよい林分（斜面中・下部）は1年早め、3年目
に実施する。

②2回目の間伐（現行は7年目）

　・ 成長のわるい林分（斜面上部）は現行から1年早め、
6～7年目に実施する。

　・ 成長のよい林分（斜面中・下部）は5年目に2年早める。
③3回目の間伐（現行は10年目）

　・ クロマツの成長が良好な箇所では、肥料木が衰退し、
既に残存していない場合もあり、間伐は被圧されて
いる林分に限定する。また、間伐を実施する場合は、
林分内に侵入しているコナラなどの次代の構成種
を伐採しないよう十分注意をはらう。

とするのは如何なものでしょうか。

（その2はVol.104掲載予定）

間伐実施

クロマツが枯れはじ
めている。広葉樹が
進入しているが、再
荒廃が懸念される

クロマツが樹冠を占有して
いる。3回目の間伐は必要
ないように思える
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行事一覧（1月～3月）

協賛（後援）
●1月28日～29日 「平成21年度雪崩防災シンポジウム」（協賛）

●2月4日～5日 第14回「震災対策技術展」横浜（後援）

理事会等の開催

阿部 勝征 （財）地震予知総合研究振興会 地震調査研究 センター所長

荒牧 英城 （社）国際建設技術協会会長

石川 幹子 東京大学大学院工学系研究科教授

伊東 尚志 富山県上市町長

木村 政生 神宮司庁神宮自然保護委員会委員

小橋 澄治 京都大学名誉教授

竹内 俊夫 東京都青梅市長

田中 淳 東京大学大学院情報学環　総合防災情報研究センター長 教授

田村 孝子 静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ館長

中村 浩之 東京農工大学名誉教授

長井 隆幸 長野県砂防課長

林 勘市 林勘市法律事務所弁護士

藤井 友竝 （財）河川情報センター理事長

保科 幸二 ＮＰＯ法人砂防広報センター理事長

森 俊勇 （財）砂防フロンティア整備推進機構理事長

渡邊 純一郎 一般財団法人　日本気象協会顧問

計16名

【平成21年度第３回理事会（第14期第２回）】

平成２１年度第３回理事会が、平成２２年３月３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　平成２２年度収支予算（暫定）に関する件

　第２号議案　評議員の選出求める件

　第２号議案では、下記「第１８期評議員会名簿」の方が選出されました。

　また、審議終了後、次の事項の報告が行われました。

　「平成２１年山口防府豪雨災害による土砂災害警戒避難に関する調査」

　「桜島における最近の火山活動と火山噴火緊急減災対策」

第18期評議員名簿
（任期：平成22年4月23日～平成24年4月22日）

sabo vol.102 Apr.201024



C E N T E R  N E W S

派遣講師

講 師 派 遣 日 依 頼 者 内　　容
池谷 浩
綱木 亮介

2／24
2／26

（独）土木研究所
修士課程「防災政策プログラム
水災害リスクマネジメントコース」講師

池谷 浩

1／29 彩の国砂防ボランティア協会 県内研修「土砂災害における危機管理」講師

3／12 内閣府 糸魚川市火山防災講演会
火山防災エキスパート派遣

3／20 小諸市 浅間山火山防災講演会 講師

海外協力・研修

国 出 張 者 期　間 目　的

ヨルダン 田井 中治
池田 暁彦 1／15～29 乾燥地砂防・治水支援計画短期派遣専門家（本文参照）

シンガポール 比留間雅紀 1／24～30 第42回台風委員会年次総会

平成22年度　砂防・地すべり技術センター研究開発助成

募集の御案内

　当センターでは毎年度研究開発助成事業を実施しております。この助成事業は砂防並びに地すべり及びがけ崩

れ対策に関する技術の向上を図るため、これらに関する技術開発および調査研究を対象として、特に問題意識が鮮

明で達成目標が具体的であるテーマで、優れた人材を結集し十分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等の研究

者に対して実施しております。

　平成22年度も研究開発助成の実施に向け、助成対象を募集します。

　応募方法及び様式は「平成２2年度　砂防・地すべり技術センター研究開発助成募集要領」に示しております。必

要な方は当センターHP（http://www.stc.or.jp/）からダウンロードするか、下記あて請求して下さい。

記

１．助成金額：一件につき、300万円以内（助成総額：約1,300万円）

２．助成対象の決定等：平成22年5月中に決定し、応募者宛に書面で通知

３． 報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書（A4版20頁程度 日本語）を    

当センター宛に提出

４．成果の帰属：研究成果は助成対象者に帰属するものとする

５．募集受付け期間：平成22年4月1日～30日

６．募集要領請求先並びに問い合わせ先：

㈶砂防・地すべり技術センター 企画部 吉田・安味（あんみ）

〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番21号　山脇ビル

TEL 03-5276-3271　URL:http://www.stc.or.jp/
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求む！　オムライス

界隈
食べある考

12

簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示

　例年開催しております「（財）砂防・地すべり技術センター講演会」を今年度は、下記の通り開催することといたし
ましたので、お知らせいたします。

記

日　時：平成22年6月23日（水）13:30～17:00
場　所：砂防会館別館　シェーンバッハ・サボー（淀・信濃）　東京都千代田区平河町2-7-4
場　所：最大300名（予定）
プログラム（予定）
１． 開会 …………………………………………… 13:30
２． 挨拶 当センター理事長
  国土交通省砂防部長
３． 講演（各60分：休憩15分） ………………… 13:45～17:00
 　⑴小長井 一男 東京大学生産技術研究所 教授
 　⑵尾畑 納子 富山国際大学 教授
 　⑶今井 一之 国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所長
４． 閉会 …………………………………………… 17:00

　なお、詳細および参加募集等は決まり次第、当センターのホームページにて掲載していきます。
ホームページURL：http://www.stc.or.jp/

平成22年度

㈶砂防・地すべり技術センター講演会のお知らせ

　駅前の花屋でミモザの花を見たら、オムライ
スが食べたくなりました。が、トルコライスの
フジ食堂亡き今、市ヶ谷では、オムライスと言
いながら白飯を使ったオムハヤシライスやオム
チャーハンは見かけますが、昔ながらのケチャッ
ピーで玉子がはち切れそうなオムライスは、見か
けません。四谷も有名な店がありますが、偽物
です。小川町の万惣フルーツパーラーまで足を
伸ばせばありつけますが、ちょっと遠いです。
　オムライスは、大衆食堂や高級ではない中華
料理屋でもわりと置いているメニューでした。

子供の食べ物という向きもありますが、どっこ
い大人でも根強いファンがいます。そんな郷
愁から出発しているので、ちょっと気が利いた
つもりの居酒屋のランチにあるような、「ふわ
とろタマゴのオムライス（ドミグラスソース）」
なんてものは受け付けられません。却下です。
　昨年11月から東京駅で日本橋たいめいけ
んのオムライス弁当（たんぽぽ風らしい）が発
売になりましたが、やはり出来たてを店で食
べたいものです。ということで、今回は情報
を募集します。　　　　　　　　　　　　 （H）

以上

次のとおりオムライスの推薦を招請します。

1. 調査概要
　⑴調査対象　オムライス
　⑵ 調査内容　 本調査は、市ヶ谷某センター周辺の飲食店におけるオムライス提

供の現況把握・分析・評価を行ったうえで、オムライス評価委員
会の基礎資料を作成・提出するものである。

2 .参加オムライスの要件
 •  参加オムライスは、平成22年4月現在現存する飲食店における以下に示す「同

種又は類似品目」に関する条件を満たすものであること。
  同種品目：ケチャップ味のライス、薄焼き玉子にて包含、ケチャップがけ。
  類似品目：ケチャップ味のライス、オムレツが乗ったもの
 • 白飯、ドミグラスソースの使用は認めない。
 • グリーンピースが乗ったものは高く評価する。
3.その他
 手続において使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。

レトロ感がたまらない我が愛のオムライス

平成22年4月1日
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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/

編集後記
市ヶ谷便り

　葉桜を透かす陽光のまぶしさに誘われて、ゴールデンウィー
クの予定はもう決められましたか？　日頃忙しさに追われて
一緒に過ごせない家族のために、旅行を計画される方も多い
ことでしょう。椰子の葉陰に打ち寄せる波、清澄な高原の青空、
耳慣れない言葉の行き交う街角……、時間に翻弄される日々
を過ごす身に旅は魅力的です。そもそも人は何を求めて旅に
出るのでしょうか？

　休日の昼下がり日だまりの中で、お気に入り作家の新刊を開
く心弾みは格別ですが、ずっと以前の本を読み返してみるのも
いいものです。子どもたちの本棚や、あるいは書店や図書館
の児童書コーナーをのぞくと、その昔、ページを繰るのももど
かしかった1冊がきっと見つかることでしょう。あの頃のとき
めきがよみがえり思わずファンタジーの世界に引き込まれてし
まいます。そのシンプルで力強い世界観が、日頃「オトナらしく」
心の奥底に眠らせていた、少年の日のまっすぐな夢や憧れを揺

さぶり起こすのです。

　「まわりの現実の世界は、映画の画面がフェイドアウトする
みたいに少しずつ消えていく。僕は僕ひとりになり、ページの
あいだの世界に入りこんでいく……」『海辺のカフカ』の一節
ですが、文字の羅列を追ううちに別次元へと浮遊していく感
覚、それは旅に似ていませんか？日常に身を置きながら非日常
へと飛翔する、読書は手軽な旅への扉です。いつしか誘われ
たまどろみから目覚めればすでに春日は傾き、盛りのバラの香
に軽い頭痛を覚えたらそれは時間旅行の後遺症、ひょっとし
たらパラレルワールドを覗いてきたのかもしれません、胡蝶の
夢を見たという中国の故事のように……

　そしてあなたの手元に気づいた家族が「あれっ？！」という
顔をしたら、その１冊はもう一つの目的
“大切な人とのコミュニケーション”を開
く鍵ともなり、性差や世代を超えた内面
世界へのパスポートともなることでしょ
う、Bon voyage!!　　　　　　　 　（Ｊ）


	表紙
	目次
	巻頭言：地域防災のみなもとは“結い”、人そして組織の連携
	論説：土壌表層浸食と全流出土砂量の観測
	トピックス：砂防基本計画（土石流・流木対策編）施設配置計画に関する一考察
	連載エッセイ：災害誌にみる震災文化──関東大震災
	海外事情：氷河湖決壊の自然災害リスク軽減と危機管理－スイスアルプスグリンデルヴァルド
	海外事情：ヨルダン国乾燥地砂防プロジェクト派遣報告
	自主研究：田上山の山腹保育工の効果について　その1
	CENTER　NEWS
	編集後記

