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2 0 1 1 年の展望
列島を襲った。国土交通省砂防部の調べ

これらからも分かるように、本災害は雨

によると、6月17日から7月28日の梅雨期

の降り方や発表された情報をもとに行政が

に発生した土砂災害は、全国41道府県で

避難体制をとり、住民の避難に結び付ける

539件、被害は死者・行方不明者10名、

ことが極めて難しい災害であったといえる。

家屋の全・半壊が47戸にのぼっている。
ここで、昨年の梅雨期に発生した土砂災
害で特徴的な事例を二つ紹介しよう。

池谷 浩 いけや ひろし
（財）砂防・地すべり技術センター
理事長

変化する雨の
降り方に
どう対応するべきか
2010年10月20日、奄美大島は1日に622

そこで、これら梅雨期に発生した土砂災
害からの教訓を挙げてみよう。
庄原土石流災害でも明らかになったよう

7月4日〜8日にかけて、鹿児島県南大隅

に、雨の降り方によっては事前の避難が難

町の船石川において土石流が7回発生し

しい事例が最近見受けられる。避難所に

た。3回目までの土石流は上流に施工され

早めに避難することが無理な場合や少子

ていた2基の砂防堰堤により流出土砂が食

高齢化が進行していて、地域住民が遠くの

い止められて、安全が確保された。その

避難所に行くこと自体が難しくなっている

後の土石流発生により泥水が流下して氾濫

場合などを考えると、集落内に一時的に避

し、床下浸水2戸と国道約150ｍの通行止

難できる安全な場所の創出が必要不可欠

めの被害が生じた。しかし、人的被害は

となる。

ゼロに終わっている。

そのためには、砂防堰堤などハード対策

㎜（名瀬）という豪雨に見舞われた。この

船石川の下流には、50世帯91名の住民

により集落内に安全な場所を創出し、いざ

値は10月1ヶ月の平年降水量238.7㎜の2.6

が生活している。もし、砂防堰堤がなけ

という時には近くの安全な所に移動するこ

倍という大雨で、気象庁は「過去に例のな

れば2ｍを超す巨岩とともに土石流は下流

とで災害を回避するシステムを構築する必

い記録的な大雨」という表現をはじめて使

の住家を直撃し、人的被害を含むより大き

要がある。

ったほどであった。

な被害をもたらしたものと想定される。す

とはいえ、住民が避難するためにはトリ

なわち、事前の対策が少なくとも人命を守

ガーが必要である。前兆現象などの確認

り、多くの住家やライフラインを守る効果

から自主避難ということも考えられるが現

を示したのである。

実には難しい面が多い。それ故、市町村

昨年はこの大雨に象徴されるように例年
にない雨の降り方が生じている。
例えばこれまでの梅雨期の雨は、前半
はシトシトと降るいわゆる長雨型、末期に

一方、7月16日広島県庄原地区では、同

行政にはできるだけ早いレベルで避難勧

は集中的に降る豪雨型となることが多かっ

時多発的な崩壊により37箇所で土石流が

告・指示を出すことが求められる。しかし、

た。しかし、昨年の梅雨は前半から雨量

発生し、死者1名、家屋の全壊14戸という

面積の広い市町村や雨の降り方が異なる

の多い状況がみられた。例えば福島県の

被害が生じている。この災害は雨が一旦止

地域を持つ市町村に対して、土砂災害警

若松、宮崎県の都城、鹿児島県種子島で

み、丸一日以上無降雨状態（広島県大戸

戒情報だけで避難勧告・指示を出すよう指

はこれまでの6月1ヶ月間の降雨量の最大値

観測所）が続いた後に発生した集中豪雨

導することには無理がある。そこで市町村

の2倍を超す、過去最大の雨が降っている

による土砂災害であることに特徴がある。

長が容易に避難勧告・指示を発令できる

（気象庁発表資料）
。そして、7月に入って

土石流は16日16時から3時間に降った

よう、降雨量だけでなく地域の地形・地質

からは各地で短時間に集中的に降る豪雨

173㎜（大戸観測所）の豪雨により発生し

を加味した情報を提供して、早期の避難

た。調査によるとこの豪雨の直前、土中

情報の発令を支援することが急務である。

このように大雨が降った後に短時間に豪

には137㎜の水が残っていたことが分かっ

昨年のように雨の降り方が変わると土砂

雨が降ると、奄美地方だけでなく日本の地

た。すなわち、実際には300㎜を超す雨の

災害の発生頻度も高くなる可能性がある。

形と地質では全国どこで崩壊等の土砂の

影響を受けて土砂災害が生じたわけであ

そこで、過去に発生した土砂災害からの教

移動現象が発生してもおかしくない状況と

る。また、防災情報として庄原市に土砂災

訓に学び「土砂災害の犠牲者をゼロとする」

なる。

害警戒情報が発表されたのは、豪雨の最

ための対応を皆で実行していくことが大切

中の16日18時10分であった。

である。

が発生した。

実際に昨年の梅雨期、土砂災害が日本
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新年の夢、
あるいは老人の妄想

のグローバル化の影響も大きいが、わが国の問題として、
急速な少子高齢化、それに伴う人口減少、経済活力の低
下がある。それらは砂防事業の在り方に直接影響を与える
問題でもある。例えば中山村地域の高齢化、人口減少は
従来の砂防事業の根幹を揺るがす大問題である。誰もいな
い山間部に砂防施設だけ残るという光景は見たくもない。
「国土保全」という観点からいえば、保全対象物が消滅し
ても、当該斜面の防災強度は向上したわけだから、全く無
駄ではないという見解は考えられなくもないが、市民感覚か
らは受け入れ難いだろう。人口予測によれば、今後、人口

京都大学名誉教授

小橋 澄治 （こばし すみじ）

が増えるのは東京周辺部に限られ、山村部、中小都市に限
らず、大都市圏の一部の地域でも急激な人口減が予測され
る。要するに、人口動態は流動化し、人口は偏在し、砂防

今年はどうなるのでしょうか？

事業的見地からいえば、各地域の保全対象物の増減が激
しくなり、機敏な人口動態の予測が必要で、それに応じた

2011年新年号に何か書けという、ご依頼に気軽に応じた

柔軟な防災投資計画が必要だろう。

ものの、今、砂防関係者各位が直面されている数々の未曾

一方、地球温暖化の影響からか、ここ数年、今までに記

有の難題（公共事業の長期的縮減、公務員・天下り・公益

録されていない異常な豪雨が全国各地に頻発するようにな

法人への批判と改革の動き等々）を考えると、何を申し上

ったことは大変不気味な気持ちにさせられる。当然、それ

げればよいのやらという気分になる。このような局面で喜寿

に応じて規模の大きい土砂災害も頻発しつつある。この傾

になろうとするジジイは引っ込んでいるほうがよいとは思うけ

向は今後も続くと考える気象関係者が多いようであり、砂防

ど、あえて申し上げたいこともあり、お気に障る部分はジジ

屋としては「受けて立つ」覚悟が必要かも知れないし、砂

イの繰りごととしてお聞き流しをお願いしたい。

防屋の仕事の重要性が再認識される機会でもあるだろう。

現在の市民・マスコミ等からの数々の批判には当事者の

未曾有の豪雨は新しいタイプの土砂災害を生み出すのか、

説明不足による誤解、
曲解が数多くあるのは事実であるが、

その災害規模はわれわれの想定以上になるのか、対応策を

それにしても批判を受け入れ改革すべき点は多いことも事

どう考えるか、そういう視点からの発生予測手法、新しい

実であり、この課題について現職の方々が今、改善・改革

対応策の研究開発を急ぐべきだろう。

に向けて全力を挙げておられることはいうまでもない。

今ここで挙げた人口減と人口の偏在性が急速に進むこと

最初に申し上げたいことは、どのような批判があるとして

や、未曾有の豪雨の頻発という気象条件の変化を考えただ

も、土砂災害を防止・軽減するという「砂防屋」の仕事は、

けでも、砂防という事業の在り方を再検討する時期にある

人類が安全に生存していくために必須の仕事であるという

と思う。さらに大きい問題として国の財政難による公共事

信念を持ち続けて欲しいということである。昨今のテレビで

業の縮減が今後も長期間続くのではないかという懸念、少

大雨警報とともに、土砂災害警報も報道されることが普通

なくとも近い未来の予算拡大はあり得ないのではという懸

になった、市民各位は悲惨な災害の映像をも見て、土砂災

念がある。それは少子高齢化、人口減に象徴されるように

害防止の必要性を深く認識しており、砂防事業が不要とは

わが国の長期的な経済成長の鈍化が確実視されていること

決して思ってはいない。

からも裏付けられる。これからは災害が増加することを予

今、わが国は幾つかの大きい課題に直面している。長期

測しつつ、経費節減を前提とした防災の在り方を考える必

的な不況は早期に改善される兆しはない。それは世界経済

要がある。根本的な国の経費節減方策として、今地方への
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権限移譲や公務員の在り方等について議論が盛んであり、
近いうちに行政改革が始まるであろうし、砂防事業に関わ
る組織の改革も予想されるが、ここでは触れない。

比較できるはずである。
土砂災害の警戒・避難体制の確立に研究を役立てるに
は、自然条件側の災害ポテンシャル予測だけでは道半ばで
ある。そこで被害を受ける側、住民の情報分析が不可欠で

相変わらずだが、災害予測の研究を！

ある。少子高齢化、人口減少に基づく過疎地域の実態が

以上述べた厳しい現状は現職の砂防関係者各位にとって

調査が行われつつあると思う。もし各地域の人口構成の現

は十分ご存じのことであり、引退したジジイに今さら言われ

状、それを基礎とした将来の人口動態の予測があるとすれ

ることはないとお考えであろう。ごもっともであり、私として

ば、先の災害ポテンシャルと突き合わせることによって、各

は、そういう現状を出発点として新年にあたって、できれば

地域の豪雨強度別の被害予測がシミュレートできるし、将

明るい
「夢」
を語りたい。しばしジジイの妄想をお聞き下さい。

来の人口動態の変化をも反映したシミュレーションもできる

災害対策にはハードとソフトがあるが（これは古臭い言い

だろう。地震屋さんが将来予想される大地震発生時の被害

方だ）
、当面経費の掛るハード対策はブレーキが掛るだろう

を予測しているのと同じ発想である。そうすれば来るべき

から、この際、ソフト関連の方策の研究に力を入れてはど

災害の姿を当該地域の住民の方々に具体的に示すことがで

うだろうか。ソフトな対応とは警戒・避難体制の整備という

きるし、地域の実態に適応した有効な警戒・避難体制を、

ことだが、それが有効かどうかは被害を受ける住民の方々

住民の方々と話し合い、作り上げることができるだろう。そ

が災害の危険性をどれほど認識しているかに掛っている。

して地域ごとに将来を見越した防災計画が立てられると思

しかしながら、土砂災害は一般の自然災害のなかでも局地

うし、さらにハードな対策工を計画するにしても、具体的

性が強い災害である。土砂災害は山地周辺部にしか起こら

で説得力ある説明が可能になるだろう。

深刻になるにつれて、各地域の人口動態について、詳しい

ない。そういう意味では全国民の何パーセント（詳しい数値

ついでに高齢者の一員としての繰りごとを一つ。急速な

は忘れた）しか関係がない。土砂災害に無関心な人が多い

高齢化、人口減が進行する過疎地域にハードな対応策を

のも当然ではある。この土砂災害の特性がなかなかPRが行

提案することは困難で
（10年か20年後には誰もいなくなる）
、

き届かない原因でもある。砂防は長年ソフト対応策に取り

ソフトな警戒・避難対応策が中心にならざるを得ないが、

組んできたし、その成果の事例は数多くあろうが、新聞や

十分な成果が挙がっているとは言い難い。土砂災害による

テレビで土砂災害に接する一般市民には「相変わらず」と

被害者で高齢者の占める比率は高いようだし（同じ高齢者

いう感じではないか。
さらに研究を進展させる必要があろう。

として、新聞紙上の被害者の年齢が常に気になる）
、危険

例えば、妄想の一つ。近年全国的規模で行われた土砂

な地区に老人療養施設が設置されていたという論外な例も

災害危険区域調査（もう完了したのかな）によって、危険

ある。それでも中山間部の過疎地帯では集落内の住民間の

個所に関する基礎データは大量に蓄積された。地形的条件

密接な交流があり、老人が忘れられることは少ないだろう

だけで抽出された危険個所ではあるけれど、個々の家屋が

が、大都市周辺の山麓部で戦後立て込んだ集落が形成さ

判別されるくらい詳細な精度で判明している。一方、毎年

れた地域に問題が多くあると思う。そこでは個々の家の老

各地で発生する集中豪雨による土砂災害では、ある程度以

人の存在が隣近所、行政側に十分把握されていない事例は

上規模が大きい場合、行政や大学・研究機関による現地調

多いと思う。戸籍上100歳を超える超老人の行方が判らな

査と分析が必ず行われ報告されている。その集積された情

い例が続出するのはこのためだろう。

報も膨大である。この両者の情報データを突き合わせれば、

だからといって、高齢者福祉問題に砂防屋が顔を突っ込

ある想定の集中豪雨強度が、ある地区に降った場合、どれ

むのかというご異論は当然である。しかし個別の地区で本

だけの規模の土砂災害が起こるかという予測が可能ではな

当に実効のある避難基準を立てるには、個々の家屋の家族

いか。要するに各地域の土砂災害ポテンシャルを予測し、

構成まできめ細かく知る必要があると思う。そこまでは不
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可能であるが、砂防屋が地区の福祉担当者と深く連携して

最近のテレビで報じるところでは、中国系を中心とした

欲しい。福祉担当者に土砂災害発生の可能性を十分理解

外国資本が、わが国の各地で、かなりの面積の山地を買収

してもらうこと、危険時の具体的な警戒・避難体制の決定

しているという。狙いは判然としないが、将来、世界的に

に協力してもらうことが必要である。機会あれば地区に住

木材需給がひっ迫し、わが国の山地で大量に休眠している

む老人達に土砂災害の危険性について話をすること、ある

人工林材に高値がつくというのであろうか。国土保全とか

いは逆に古老の方から地区に発生した古い昔の土砂災害に

国土の基盤づくりという観点から砂防事業の必要性を論じ

ついての経験の話を聞くことを積極的にやって欲しい。双方

るなら、農産物、林産物需給の世界的な変動とそれに対応

にとって貴重な情報を得る機会になる。

するわが国の政策の在り方まで広い視野での議論に積極的
に参加すべきだろう。

国土保全とは？
古い｛技術屋気質｝の復活？
砂防事業は国土保全事業の一つだともいう。
「国土保全」
とはどういう意味だろうか。過疎化が進み、
集落が滅亡し、

ハード対策としての砂防構造物の建設については、今後

人がいなくなると国土は荒廃するというのだろうか。わが国

も公共事業縮減の傾向が続き、よりいっそうの経費節減が

は高温多湿で人間の干渉がなくなると自然植生はクライマッ

要求されるが、近年の談合問題などから入札が透明化され

クスに向けて遷移を進め、縄文時代のごとく関西では鬱蒼

る傾向が続き、土木工事の低廉化が続いている。好ましい

たる照葉樹林になるだろう。現実に関西の里山でアカマツ

ことであろうが、民間業者にとっては苦難の時代ではある。

林が衰退し、照葉樹林になりつつある山は沢山見受けられ

わが国の土木関係の構造物の建設価格は世界的水準か

る。自然生態系保全の観点からそれを荒廃とは言い難い

らみればかなり高く、国際競争力に欠けるといわれてきた。

だろう。そうではなくて、生産性の高い農林業用地が消滅

私が比較的付き合いが長かったのり面緑化工の業界でいえ

することが国土荒廃なのであろうか。いま、国の重要政策

ば、急速緑化工法の開発前後（50年前）で、平米当たり単

として、先進国としては目立って低い、わが国の食料自給率

価で200円程度
（それでも高すぎると言われた）
であったが、

を向上させること、それによって国民に安全で低廉な食料

高度経済成長に入って、
10年ほどのうちに1,000円を突破し、

を持続的に供給することが至上命題であるとするなら、中

さらに枠工を併用する緑化工が主流になり、単価は万円単

山間部といえど、無計画に過疎地を拡大し、農耕地を消滅

位になってしまった。その頃、外国人技術者を現場に案内

させることは問題だろう。

すると、
その成果には感心されるけど、
単価を聞くと仰天し、

環境保全或いは資源・エネルギー保全の観点から「地産

理解されない例が多くあった。

地消」の必要性が唱えられているが、
それを実現するには、

私が旧国鉄に入社した頃
（これも約50年前）
、
先輩から
「土

生産と消費を直結した地域単位を決め、地域内の人口動態

木屋がいいものを造るのは当たり前、いいものを如何に安

を考慮した生産体制を検討する必要があろう。そこで中山

く作るのが技術屋の腕」という説教を再々聞かされた。そ

間部での維持すべき農耕地、必要な農業従事者を議論で

ういう技術屋気質が変わってきたと感じたのは、高度成長

きる。また農地保全を含めた災害対策事業の必要性も見え

期というか、景気刺激のために公共事業を大々的に利用す

てくる。

る政策が始まった頃である。景気刺激のために事業をする

外材の圧力で長期間、不振に喘ぐ、林業生産地も同じで

というのは、はっきり云えば、お金を使うために事業をする

ある。
わが国で必要な木材供給の大半を外材に頼ることが、

ということであり、
「安くていいものを造る」という技術屋気

いつまで可能であろうか。東アジアに限ってみても、中国の

質は消滅して当然である。ある意味、技術屋のやる気を殺

驚異的な経済発展は膨大な資材の需要を喚起することは目

ぐ時代が続いたと思うが、公共事業の考え方が大きく変わ

に見えている。

ろうとしている今、そういう時代は過ぎ、いい意味での技
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術屋気質が復活し、土木屋がやりがいのある仕事になるの

ては、これからの変革には対応できないのではと感じるか

ではと思う。

らである。第二に、視野をより広く、大きくして欲しい。今

砂防屋としても、これからはこの危険地域には最低限こ

まででも、砂防が砂防の世界内だけで完結していたわけで

れだけの砂防施設が必要だと確信する個所に、効果最大

はないが、これからは地域環境保全策、地域振興策など

で経費最小限の構造物を造ることが求められるだろう。必

幅広い政策との連携が必要になってくると感じられるからで

要な砂防施設の規模を決めるに、今まで以上に住民や財

ある。

務当局の納得を得ることが必要になるだろうし、それには

さらに海外にも目を向けて国際的視野で勉強して欲しい。

第一に災害予測（災害発生の時期、場所、規模）技術をさ

技術的知識を貪欲に集めることは勿論必要だが、もっと基

らに向上さすべきだろう。われわれの主張を世間に納得さ

本的な各国の防災思想
（政策？）
についても勉強して欲しい。

せるのに、判りやすい的確な予測手法を提示し、それによ
る判断を示すことが必要だからである。

私は防災と公共の在り方、つまり住民の安全を守るため
に国・公共がどこまで関与するかの基準・尺度、が国によ
ってかなり異なると感じている。そしてわが国では、常識と

僭越ながら、若い人達に。

思われていたそれ（防災事業計画の基本をなすもの）に対
して異議ありと考える人が増えつつあると思う。国としての

新年に当たり、明るい夢のある話をと思ったが、それは

防災投資の規模や、個々の防災設備の規模を合理的に説

難しいことであった。国内的にも国際的にも未曾有の変革

明し、それを住民が納得するための根拠は、ここでの基準・

期にある現時点ではやむを得ないとお許しいただきたい。

尺度に依存しているのでは、と思う。それは固定的・不変

今年にも、70歳を越えた老人の経験が何の役にも立たない

なものでなく、国によって、時代によって変動すると思う。

だろうという、予測できない大変革が起こる可能性さえ考え

これは砂防という防災事業の在り方を決める根源的な課題

られる。誰しも展望の開けない時代に生きていかなければ

である。われわれは基本に立ち返り、この課題を広く国際

ならない。しかし最初に述べたように、どのような時代にな

的に、深く歴史的に研究すべきだと思う。

ろうと、わが国に限らず世界各
地で土砂災害は頻発し、その
対応策を真剣に考えるべき砂
防屋（という名称は変わるかも
しれないが）の仕事は必要だ
と思う。
砂防技術に関わっておられ
る若い技術者の方々に申し上
げたいことは、第一に、土砂
災害に関わる技術屋として、
今までの役所的、砂防行政的
見方から抜け出して、土砂災
害を素直に直視し、仕事をし
て欲しいということである。今
までの役所的、砂防行政的見
方が悪いとか不要だというより
も、それを通して砂防を見てい

小橋 澄治・画
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神々へ捧げられた

防災の祈りと文化

ね ぎ

神田明神（神田神社）禰宜

清水祥彦 （しみずよしひこ）
社殿 正面

新しい年を迎えて、萬葉歌人であり

讃えながらその歴史文化を受け継いで

和明・防災情報機構NPO法人会長）が、

因幡国の国守であった大伴家持は、
「新

きました。古代の歌人ならずとも、私

足掛け8年に及ぶ活動の幕を閉じまし

しき年の初めの初春の今日降る雪のい

たちはどんな祈りを籠めて新しい年を

た。平成15年5月の中央防災会議で設置

や重け吉事」と詠み新年を言祝いでい

迎えればよいのか……古典を繙きなが

が決まった同調査会は14回にわたる会

ます。新春の雪はめでたい豊年の吉兆

ら美しい自然を前にして改めて考えさ

合と数多くの分科会を重ね、過去の重

として喜びをもって見られましたが、

せられます。

要な23の災害を25冊の報告書（関東大

し

よ ごと

雪も度が過ぎれば災害となります。日

去る平成22年12月22日「災害教訓の

本人は美しい自然を繊細な心をもって

継承に関する専門調査会」
（座長：伊藤

震災のみ三部構成）に取りまとめてき
ました。
過去の災害の歴史的検証という地道
な作業は、労多き作業でもありました
が、参加した個々の研究者の努力によ
って新しい事実の発見がいくつも生ま
れました。そして、それぞれの災害の
歴史から改めて教訓を深く学び直して
25冊の報告書にまとめあげることがで
きましたことは、後世に継承するに値
する大変貴重な業績でもありました。
たまたま私も同調査会専門委員の末
席に参じていたご縁から、この原稿を
書かせていただくことになりました。
読者の皆様には一介の神社の神主が、
なぜ「sabo」のような専門誌に寄稿を
するのか不思議に思われる方が多いと

写真‑1 現代の神田祭
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写真‑2 神田御祭礼・歌川芳藤

は、神輿はたった2基しか出ていなかっ

でる芸人が多数登場して江戸っ子の人

私は、江戸総鎮守として知られる千

たことはあまり知られていません。い

気を博していたといいます。

代田区に鎮座する神田明神（神田神社）

ったいなぜ神輿がそんなに少なかった

時あたかも平成15年の神田では、江

に奉仕している神主です。神田明神は

のかと申しますと、江戸時代の神田祭

戸開府400年記念の祭礼を展開しまし

ず説明させていただきます。

だ し

つ

まつり

二年に一度行われる神田祭でもその名

は、神輿ではなく巨大な山車と附け 祭

た。その際神田明神では、
「江戸時代の

を知られています。現代の神田祭は100

という賑やかなパレードが中心の祭礼

祭礼の姿を復元して現代に甦らす」と

基以上の神輿が参加して、東京を代表

写真‑ 2 だったからです。なかでも附け

いう事業に取り組みました。平成17年、

する威勢のよい祭礼 写真‑ 1 となってい

祭は、
趣向を凝らした巨大な
「張りぼて」

その第一弾として選ばれたのが「大鯰

ます。しかし実は江戸時代の神田祭で

の曳き物（ひきもの）や歌舞音曲を奏

と要石」の曳き物 写真‑ 3 , 4 の復活で

写真‑3 神田明神祭礼図巻

写真‑4 現代の「大鯰と要石」の曳き物
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写真‑6 瓢磐鯰の化物

集めてマスコミが多数報道するところ

つ一つを検証していくと、そこには防

となりました。
「sabo」読者の皆様なら

災を常に念頭に置いたさまざまな歴史

ご賢察の通り、そもそも「大鯰と要石」

と文化が、あちこちに隠されているこ

の曳き物は、
「地震を起こさないように」

とに驚かされました。

との祈りが籠められた要石が大鯰の頭

まず、神田明神のご祭神はといいま

上に載っている姿を造形したもので、

すと、家内安全のだいこく様と商売繁

いわば江戸庶民の防災への祈りの結晶

盛のえびす様も知られていますが、一

であることはご存知の通りです。また

番有名なのが平将門様 写真‑ 5 です。そ

した。江戸時代の文献によると寛政3年

災害教訓の継承を計るにも相応しいテ

の将門様は昔から「世直し明神」とも

（1791）の神田祭に「大鯰と要石」が初

ーマでもあったことからこの「大鯰と

称されてきました。平安時代後期に起

めて登場したと言われています。それ

要石」が防災関係者の目に留まり、こ

きた「将門の乱」とも呼ばれる戦乱が、

から数えて約215年ぶりの神田祭での

こから私の防災専門調査会の委員とし

当時の社会体制（律令制度）をひっく

復活となりました。江戸時代には、こ

ての活動がスタートすることになりま

り返すような大規模な戦乱となったこ

うした曳き物は竹ひご細工で作られて

した。

とから、江戸っ子が将門様をして「世

写真‑5 平新皇将門公真影

いたと考えられていますが、現代では

防災について改めて学んでいくと、

巨大な竹ひご細工を製作できる職人を

神田明神と江戸の受け継いできた数々

そもそも時流に敏感で向こう意気が

探すことが困難なことから、最新のバ

の伝統が、いかに災害教訓の継承の貴

強い江戸っ子が、最も恐れてきたのは

ルーン製作技術を利用して甦らせるこ

重な素地となりうるか──ということ

昔から「地震、雷、火事、親父」だっ

ととなりました。約210年ぶりに神田祭

に改めて気付きました。 神主と防災

たのです。その筆頭に挙げられるほど

に甦った巨大な大鯰は、阪神・淡路大

とは一見何の結びつきもないように見

恐れられた地震は、身分や身上が比較

震災10周年の影響もあり人々の注目を

えますが、改めて神社の長い歴史の一

的固定化された封建制社会における大

8 sabo vol.105 Jan.2011
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写真‑8 名所江戸百景「神田明神曙の景」
・歌川広重

写真‑7 江戸の花気男揃・歌川芳幾

きな世直しの機会でもありました。そ

在的不安の象徴でもあったのでしょう

形歌舞伎役者が鳶の纏持ちに扮した錦

の背後に江戸っ子は目に見えない将門

か 写真‑ 6 。この鯰絵にも神田明神のご

絵は 写真‑ 7 、飛ぶように売れて役者は

様の神威の化現を感じたのではないか

祭神が、神田大神としてしっかりと描

ますます人気を博したようです。

と思われます。こうした霊験あらたか

かれていることは、まさに世直し明神

ここに掲載した錦絵はすべて神田明

な将門様の祭礼でもある神田祭に、巨

としての霊験があらたかだったことが

神資料館が所蔵する作品の一部です。

大な大鯰が登場して江戸っ子の度肝を

理解されます。

防災意識の高揚にも密接にからむ姿を

抜き、大喝采を博したことは想像にか

次ぎに恐れられた雷と親父はさてお

こんなにも美しい芸術作品に仕上げて

たくないものでしょう。江戸文化が爛

いて、火事といえば「江戸の華」と譬

きた文化が神社には多数収蔵されてい

熟した幕末の安政2（1855）年に発生し

えられたほど江戸の名物でもありまし

ます。安藤広重の江戸名所百景シリー

た安政江戸大地震は、死者約4,300人、

た。往時の江戸っ子の花形稼業の一つ

ズの一つに、風光明媚な高台にあった

倒壊家屋約10,000戸など甚大な被害を

として、よく火消しの纏持ちの名が挙

神田明神の境内を見事に描いた「神田

江戸にもたらしました。この地震を契

げられます。ご存じのように、火事を

明神曙の景」 写真‑ 8 という作品があり

機に江戸庶民の間で鯰絵と呼ばれる錦

恐れることなく危険な屋根の上に登っ

ます。この江戸名所百景には「当時の

絵が爆発的に大流行したのは、幕末動

て威勢よく纏を打ち振る鳶の若者は称

災害に関連する秘められたメッセージ

乱の時代をいち早く予兆した庶民の潜

賛されてきました。当代一流の人気花

が籠められている」
と、
原信田実氏は
『謎
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写真‑10 惨タル帝都ノ災害神田明神ノ大惨状

写真‑9 関東大震災以前の江戸時代の社殿

解き広重「江戸百」
』
（集英社新書）に

急逝によってその詳細は未だ解明され

建築進化論者の伊東でしたが、かつて

書いています。この有名な「神田明神

ていない部分もありますが、近年の北

「神社は人間の住宅ではなくして神霊の

曙の景」では、高台にある境内から初

原糸子氏（立命館大学歴史都市防災セ

在ます宮居である」と述べ、神社は永

日の出の曙を仰ぐ神主や巫女の姿が描

ンター教授）の広範な研究によっても

久に木造であり、その精神は不変であ

かれています。これから若水を汲み新

その一端を伺うことができます。

ることを主張していました。

年を言祝ぐところなのでしょうか。こ

江戸時代を通じて神田明神と防災の

しかし、関東大震災で1,568社の神社

の絵は、なぜか静謐な時間を感じさせ

関係は、このように歴史的にも文化的

が罹災し、そのうち神田神社をはじめ

ます。よく見ると眼下に広がる黒々と

にも大きな流れを受け継いできました。

約130社が焼失するという悲惨な状況

した町には生気が見られず、安政大地

そしてその関係性は明治維新を迎えて

写真‑ 1 0 を目の当たりにすると、
「神

震で甚大な被害を被った下町の惨状を

も、断絶することなく現代に至ってい

社は火事に遇って容易に焼け失せるも

彷彿とさせています。さらに画面の中

ることを引き続きご説明させていただ

のではあっては困る」という考えがよ

央に立ち聳えて視界を遮る樹木が、来

きます。

うやく台頭してきました。そうした状

るべき夜明の到来を阻む何らかの存在

まず明治維新を迎えて、それまで徳

況を受けて、1926年（大正15・1940）

を示しているような気もします。この

川将軍の庇護を受けてきた神田明神は、

に神田神社復興会が結成され、設計顧

ような複雑な背景を暗示している広重

明治新政府の意向で神田神社と社名を

問には築地本願寺を設計した建築進化

の江戸名所百景の連作には、いまだ読

改称しました。関東大震災で焼壊する

論者である伊東忠太が迎えられました。

み解けていないたくさんの秘められた

までの神田神社本殿は、
天明２年
（1782）

また設計監督には、明治神宮造営や日

メッセージがあるように思われます。

年に徳川幕府によって築かれた木造の

光東照宮の修理を勤めた社寺建築の大

またそれだけではなく、震災で疲弊し

権現造社殿 写真‑ 9 でした。当時同じく

家である大江新太郎と、日比谷公会堂

た町から復興に向かおうとする江戸庶

関東大震災で焼壊した木造の築地本願

や早稲田大学大隈講堂などの設計者と

民の喜怒哀楽と、やがて訪れる幕末動

寺の再建で設計の任に当たった伊東忠

して知られる佐藤功一という2人の優

乱の予兆へとつながる江戸末期の社会

太は、仏教寺院であるがゆえの大胆な

れた建築家が就任しました。その結果、

の姿が巧みに描かれているとも想像さ

古代インド風デザインと鉄筋コンクリ

当時の神社建築としては初の試みとし

れています。残念なことに原信田氏の

ート構造を導入しました。そのような

て神田神社は、近代的な不燃耐震化に
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特別企画

写真‑11 昭和9年竣工時の社殿

取り組むことが決定されました。

写真‑12 纏（まとい）のお祓い

て焦土と化した神田地域の中で、変わ

かと思います。新春を迎え心新たに、

その最大の特徴は、神社として当時

ることなく屹然と聳える神社の姿を仰

初詣に神社に出掛けて敬虔な祈りを捧

は画期的な鉄骨鉄筋コンクリート造の

いだ多くの人が、復興の希望と勇気を

げられる読者も多いことと思います。

構造を採用し、外観は伝統的な権現造

見出したともいわれています。この関

現代の忙しい生活のなかでは、祖先か

を踏襲しながら重厚な屋根のプロポー

東大震災後の神田神社から始まった神

ら継承してきた文化や伝統をついつい

ションを実現しました。さらにコンク

社の不燃耐震化は、災害が多発する都

軽視しがちです。最先端の文化を常に

リートの上から日本で初めて総朱漆塗

市の神社における優れた先駆的事例と

意識することも大切なことですが、私

装が施され、柱には木造同様の枡組が

して全国に広まり、現在では多くの都

たちは今一度祖先から受け継いできた

モルタルで仕上げられ、柱と柱の間隔

市神社が鉄骨鉄筋コンクリート造を採

歴史と伝統をしっかりと見直さなけれ

はあえて狭めて木造の比例に近づけら

用するようになりました。

ばならない時代にさしかかっているの

れています。また、内部には伝統的な

こうした神社と防災の関係は、長い

ではないでしょうか。私の好きな良寛

畳敷の空間に加えて、靴を履いたまま

歴史に彩られて今なお、さまざま貴重

禅師の言葉に「災難に逢う時節には災

参拝できる空間を新設し神宝や祭具調

な教訓を現代の私たちに与えてくれま

難に逢うがよく候。死ぬ時節には死ぬ

度品、飾り金具や照明器具にいたるま

す。現代でも江戸時代の消防の伝統を

がよく候。これはこれ災難をのがるる

で統一したデザイン処理が施されて

受け継ぐ江戸消防記念会の人々は、お

妙法にて候」とあります。人間いかな

1934年（昭和9）
、不燃耐震化を実現し

正月や神田祭をはじめ行事あるごとに

るときも覚悟をもって事に処さなけれ

た画期的な現在の社殿 写真‑ 1 1 が竣工

神社に集い、纏振りや梯子乗りや木遣

ばいけないという教えでもあるかと思

しました。

りを継承 写真‑ 1 2 しながら江戸の防災

います。最先端の科学や文化だけでは、

「神社は木造に限る」という常識を覆

の心を継承しています。

なかなか覚悟の域を深めることは難し

した神田神社の社殿は、その後1944年

神社とは神々への信仰の場としての

いと思います。新春にあたり「古典を

（昭和19）のB29による空襲では油脂焼

存在だけでなく、こうした防災をはじ

繙き覚悟を定める」そうした時間を今

夷弾を多数受けたにもかかわらず消し

めさまざまな日本の文化伝統の記憶装

年こそは、しっかりと持ちたいと願っ

止めることができ、その不燃性能の高

置としての大きな役割を果たしてきた

ています。皆様の新しき年に幸多きこ

さを証明しました。そして敗戦によっ

ことも理解していただけるのではない

とをお祈り申し上げます。
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4
連 載エッセイ

関東大震災の
絵巻
リアルな震災イメージ
巻‑1‑2 地震発生、たちまち家屋敷は崩れ落ち、人々はあわてて外に飛び出す。

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

巻‑1‑3 不動明王の怒りの火矢によって地上では火災が発生、人々は火災旋風に巻きこまれていった。

であったようだ。

これまでの3回のコラムでは、関

で、お参りの人も時折はみられ、犬

東大震災について語ってきた。最終

を散歩させたり子供を遊ばせたりす

ここに建てられた2つの建物は、

回となる今回は、震災からの復興を

る人も多い平和な光景が見られる。

一応の復興を記念して、震災記念堂

記念して建てられた震災記念堂（現

しかし、ここはかつて4万人の死者

が1930年、復興記念館が1931年に

在の東京都慰霊堂）と復興記念館に

を出した場所であったため、犠牲者

建てられた。震災記念堂は犠牲者の

ついて調査を進めていくなかで新た

の山をなす骨を納め、慰霊の場と

慰霊を目的として市民からの募金で

にわかったことなどを紹介して、コ

なること以外には到底考えられない

建てられ、復興記念館は震災記念物

ラム執筆の責を果たすことにしたい。

場所であったに違いない。震災後間

と復興の事蹟を明らかにする目的で

もなくここで僧侶が犠牲者への回向

東京市が建設した。しかし、震災か

存知のように、震災記念堂や

ご

を行うなど慰霊の動きが逸早く行わ

ら今にいたる間には戦後GHQによ

復興記念館が建てられている

れ、四十九日の法要には遺骨を納め

る接収、復興記念館は一時病院とし

場所は、震災で火災による最大の悲

る仮の納骨堂ができ、それがひとつ

て使われるなどのことがあり、従来

劇が起きた被服廠跡である。現在は

の既成事実として震災犠牲者の霊を

の復興記念館に展示されていた展示

銀杏の葉もまぶしく輝く横網町公園

供養する聖域となるのは自然な流れ

品は一旦慰霊堂の収蔵保管場所に置
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巻‑1‑1 当時、この震災を神の怒りとする「天譴論」が説かれた。画家にとってもそう思わざるを得ないほどの大きな衝撃であった。

かれることなどとなった。その後、

であり、紛れもなくわが国の災害文

震災画は日本画の専門家も評価する

1948年のGHQからの返還を機に再

化を伝える重要な遺産である。

内容であるため、ここではその一部
を採録して、
誌上展覧会を催したい。

び記念館で展示がなされることに

く人々も多く、戦災犠牲者の慰霊も

そ

絵巻3巻は次のような構成である。

前の絵巻を見出した。萱原黄

第1巻は地震の発生を人間社会の

兼ねて、ここに戦災資料も展示され

丘「東都大震災過眼録」と題する震

奢りに対する神仏の怒りとして描か

ることになった。そのため、当初震

災時の人々の様子を絵巻にしたもの

れる。第2巻はなお、神の怒りは収

災と復興の2本柱で構成された復興

であった。この作者についてはその

まらず、火焔に苦しめられる人々の

記念館の展示はかなり当初の形態を

後の調査で、山内多門門下で画業修

姿が描かれる。第3巻に至って漸く

留めないものとなっている。しかし

業時代は白洞と名乗る震災当時27

穏やかな聖観音が現れ、人々は日常

一種の放置状態で残された資料は、

歳の香川県生まれの青年画家である

の生活を取り戻し、四十九日法要の

首都が壊滅的ともいえる被害を受

ことがわかった。また、ご家族がオ

紫雲たなびくなか、
絵巻が閉じられる。

け、多くの人々が犠牲になりながら

リジナルの絵巻3巻を所蔵しておら

も復興に至る労苦を刻む震災記念物

れることも判明した。そのリアルな

なったが、戦災の生々しい体験を抱

こで思いもかけなく、破損寸

＊絵巻は右手から左手へ広げていきますので、
右頁から左頁へとご覧ください。
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巻‑2‑3 戒厳令によって罹災地へ集結した軍隊は
治安維持と救護に努めた。

巻‑2‑2 永代橋は隅田川の東へ逃れようとする人と西へ逃れようとする人々が
橋の上でぶつかり、橋板に火が付き、人も橋も落ちた。

巻‑3‑2 粗末な避難所生活でも身だしなみを整えようと義捐床屋に行く人も見られた。

巻‑3‑4 被服廠で犠牲になった人々はその場所で焼かれ、地域ごとに分けて骨壷に納められ、四十九日の法要が営まれた。

14 sabo vol.105 Jan.2011

巻‑2‑1 神の怒りはなお続き、人々は火焔に苦しむ。

巻‑3‑1 火災も収まり、人々は安堵の気持ちになり、家族、親戚、知人を探した。

巻‑3‑3 東京市の小学校117校が焼失したが、やがて1ヶ月を過ぎる頃には青空小学校が始まる。

萱原家蔵「東都大震災過眼録」からの抄録

sabo vol.105 Jan.2011
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海外事情
１．はじめに

中国甘粛省
舟曲県で発生した
土石流災害
調査報告

2010年8月7日未明に中国甘粛省甘南チベット族自治州舟曲県
（Zhouqu）において、豪雨に伴う大規模な土石流により、1765
名の死傷者、行方不明者を出すなど、甚大な被害が発生した。
（社）
日本地すべり学会では、共同研究協定を結んでいる甘粛省
地すべり・土石流研究会からの依頼を受け、2010年10月15日か
ら21日まで土石流災害現場の調査を行い、原因や対策について
助言を行うことになった。筆者はこの調査団の一員として参加
する機会を得たので、その概要を報告するものである。

菊井 稔宏
きくい としひろ

２．調査団の構成と概略スケジュール

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防部次長

今回の学術交流・災害調査団の概略位置図及び調査行程を
図‑ 1、 表‑ 1 に、調査団構成を 表‑ 2 に示す。現地視察は10月16日

図-1 現地視察概略位置

〜19日にかけて甘粛省南部の土石流及び地すべり地を視察し
た。
舟曲県の土石流災害現場は17日の午後のみの視察であった。
また、20日には蘭州大学において開催された「舟曲特大型土石
流災害防止学術討論会」（シンポジウム）に参加し、日本側か
ら4件の発表を行った 写真‑ 1 。
なお、現地視察には、台湾、香港、成都の研究者が加わると
ともに、シンポジウムでは蘭州大学の学生を含め約300名が参
加し、甘粛省科学院自然災害防治研究所、中国工程院、蘭州大
学など合計11件の発表が行われた。21日には甘粛省自然災害防
治研究所において日本調査団から現地調査結果を踏まえ土石流
と地すべり対策に関する提案を行った。

3．舟曲県土石流災害の概要

蘭州
宕昌
舟曲

3.1 流域概要 1）
表‑ 3 に今回土石流災害が発生した三眼峪啜（Sanyanyu）と

家峪啜（Luojiayu）の流域諸元を示す。
表-1 調査行程等
日
内
2010年10月
出国
15日（金）

容

調

査

地

等

成田➡上海➡蘭州

流域周辺の年平均降雨量は435.6mm、最大年降水量579.1mm、
最小年降水量253mmであり、5〜9月の降水量が年間降水量の
75.8％を占める。1回の降水量として25mmが年1〜2回、30mm

16日（土） 現地視察

蘭州➡（岷県）➡宕昌

17日（日） 現地視察

宕昌➡舟曲（三眼峪、 家峪他）

18日（月） 現地視察

舟曲➡武都➡隴南市

三眼峪啜では10分間雨量強度が5〜8mm以上、30分間雨量強

19日（火） 現地視察

隴南市➡成県➡蘭州

度が10mm以上になると土石流が発生し、小規模な土石流が各

20日（水） シンポジウム

蘭州大学

21日（木）

現地視察、
座談会

蘭州市内、甘粛省科学院地質
自然災害防治研究所
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が平均1回は毎年有り、ここ数年来の最大の1回の降水量は
63.3mmである。

支渓で毎年発生している。比較的大規模な土石流は大きな谷の
流路と小さな谷の流路の中で平均的に年2〜3回発生し、1823年
以来173年間に比較的大きな土石流が11回発生、1989、1992年

の土石流の経済的損失は2400万元以上、今回の災害が発生する
までの間では、1992年6月4日の土石流が最大で、河口での流量

表-2 調査団の構成
氏 名

（50音順、敬称略）

所属等

鵜飼 恵三

団長、地すべり学会長
群馬大学工学研究科教授

/s、流動深5.8mである。また、50年確率の流量が203.1㎥ /s、

岩波 英行

国際航業株式会社

土砂量10.6万㎥である。

菅野 孝美

川崎地質株式会社

は196.6㎥ /s、このときの土石流は、谷出口の痕跡から313.5㎥

菊井 稔宏

流域内には、地すべり8箇所、総体積1303.9万㎥、崩壊箇所
58箇所、崩壊面積0.92㎢、河床堆積物約1029万㎥、総合計5163

蔡飛

万㎥のうち、土石流として移動可能な量は約2510万㎥と示され

山田 正雄

（財）砂防・地すべり技術センター
群馬大学工学研究科助教
地すべり学会幹事
国土防災株式会社

ている。
当該流域は、西秦嶺構造帯の西に延びた部分に位置し、イン
ド・中国の燕山とヒマラヤ山脈などの多くの造山運動の影響を
受け、区域内の構造は非常に複雑で断層が発達し、強烈に褶曲
され、流域の上下流に広く分布する二畳紀前期の灰白色〜灰色
の石灰岩層は極度に破砕され、渓谷は激しく侵食下刻されてV
字型あるいは狭く深いU字型を呈している。
さらに、舟曲県は強烈な地震活動区域に属しており、記録に
残る大きな地震は9回に上り、紀元前186年、紀元1634年、1879
年、1960年、2008年等の地震により、崩壊等が発生しやすい環
境にある。
3.2 災害時の状況

写真‑1 蘭州大学で開催されたシンポジウム開会式（左端は鵜飼団長）
2）

土 石 流 は、8月7日 の 夜11時30分 頃 発 生 し た。 こ の 原 因 と
な っ た 一 連 の 豪 雨 は、23時 〜24時 の1時 間 雨 量 で77.3mm/hr
（40min）
、4時間で99.6mm/4hを記録した 図‑ 2。この土石流に
よる流出土砂量は、三眼峪啜で142.4×104 ㎥、

表-3 流域諸元1）
流域面積 主流路長 最高標高 出口標高 比高差 平均勾配
流域名
（㎢）
（㎞） （m）
（m）
（m）
（％）
三眼峪啜 25.75

10.4 3825

1317 2508

24.1

家峪啜 16.60

9.5 3780

1317 2463

25.8

家峪啜で32.7

×104㎥、このうち38.5×104㎥の土砂が白竜江に堆積し天然ダ
ムを形成したと報告されている。

写真‑ 2 に三眼峪啜と

家峪啜の災害前後の衛星画像を示す。衛

星画像は表‑4に示すもので、
（株）パスコより提供いただいた。
この災害前後の画像から、
三眼峪啜について次のことが確認できる。
•山頂付近から樹枝状の侵食跡が認められる。
•山頂付近〜上流域では、崖錘堆積物や渓床堆積物を侵食した痕
跡が認められる。
•中下流域では、災害前に比較して侵食により河床が大きく広がっ
ている状況が認められる

図-2 災害発生時の雨量2）
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3.3 土石流発生前後の衛星画像
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•下流扇状地部の氾濫域では左右に複数の流路を形成している。
これら特徴から、土石流の発生〜流下状況として以下のことが
推察される。
•土石流は上流域の複数の支川から発生し、中下流域の河道を流
下した。
•土石流は流下しながら河床の堆積土砂を侵食し、土石流規模を

表-4 衛星画像
土石流発生前

土石流発生後

ALOS
撮影時期 2007年4月17日
宇宙航空研究開発機構
運用機関
（日本）
パンクロ約2.5m
分解能
マルチ約10m
名

称

Quick Bird
2010年8月15日
Digital Globe社（USA）
パンクロ約0.6m
マルチ約2.4m
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土石流発生前

土石流発生後

増大させていった。
•土石流は複数波流下し、
扇状地（谷出口）より左
右に分かれて氾濫した。
3.4 三眼峪啜現地視察概
要
現地視察を行うことが
できた範囲は、谷出口か
ら上流約1km程度の区間
で あ る。 こ の 区 間 に は
写真‑3 に示す①〜④の位

置に4基の砂防ダムが設
置されていたが、これら
4基のダムは、いずれも
破壊され本堤及び袖の一
部が残されているのみで

写真‑2 災害前後の衛星画像4）

あった。②に位置するダムの状況を 写真‑ 4 に示す。このダムは
昨年完成したものとの説明を受けたが、天端厚は３ｍ、堤体表
面は練石積、内部は空積となっており、他のダムも同様な構造
であった。
写真‑ 5 , 6 は氾濫開始点（谷出口）から下流及び上流側を見た

ものである。谷出口付近の河床勾配は約８°前後で、この勾配
を保ったまま扇状地を流下し白竜江に至る。この谷出口付近
の土砂の痕跡から、土石流の流動深を2.5〜3.0ｍ、川幅75ｍと
して流速及び流量を求めると流速6.9〜7.8m/s、流量は1290〜
1750㎥ /sとなり4）、既往の報告2）と調和的である。氾濫域には
直径2〜5m程度の巨レキが点在し、現在は、幅約10ｍの水路が
掘られていた 写真‑ 7 。氾濫範囲は、幅100〜300m程度である。
土石流の直撃を受けた下流の建物では、1階は土砂で埋没、1
写真‑3 災害前後の写真で認められる砂防ダム

〜2階の壁や柱は破壊され、土石流の影響は4階にまで及んだこ
とがわかる 写真‑ 8 。
三眼峪啜流域では、1992年にも土石流災害が発生しており、
住民は土石流の危険性を理解していたが、これほどの大規模な
土石流は想定していなかった。また、舟曲県政府は土石流の危
険性は理解していたものの、強制的に土地利用を規制すること
はなかったとのことであった。現在、甘粛省政府はこの地域の
2万人を移転させる計画を検討しているとの説明を受けた。
さらに、地質災害マップは発生頻度を3つに分け、危険性の
高いところから作成を行っているものの、いまだ作成・公表さ
れておらず、住民は何も知らされていない状況にある。
なお、今回被災したエリアは新しく建てられた住宅が多く、

写真‑4（写真‑3 ②）の砂防ダムの状況
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被害を免れた街（ 写真‑9 左側）は100年以上も前から住民が暮

らしている古い街で、現在でも約2万人が生活しているとのこ
とであった。

おわりに
ここでは、主に三眼峪啜の現地状況について報告したが、21
日には甘粛省自然災害防治研究所において日本側から現地調査

写真‑5 谷出口から下流方向

結果を踏まえ土石流と地すべり対策に関する提案を行った。詳
細については地すべり学会誌に掲載予定4）である。
舟曲県は蘭州市から直線で約250km、車で約6時間程度かけ
ての移動となる。長江上流の甘粛省甘南チベット族自治州に属
し、周辺に有名な都市や観光地はないため、日本人をみかける
ことはほとんどない地域である。三眼峪啜は約2時間弱の視察
であったが非常に貴重な経験であった。
今回は9月7日の尖閣諸島における中国船長逮捕により日中関
係が悪化するなか、調査に派遣されることとなった。しかしな
がら、10月21日には蘭州において甘粛省人民政府の郝 副省長
はじめ、甘粛省幹部が出席してレセプションが設けられ、日本
地すべり学会に対し、学術研究交流と日本の土砂災害対策技術

写真‑6 谷出口から上流方向

への期待が述べられた。成都を含む複数の都市で反日デモが行
われていることをインターネットで知り、帰国後は蘭州でも反
日デモが行われたことが報道されたが、実際に蘭州にいてもそ
のような雰囲気は全く感じられなかった。
最後に調査期間を通じて、鵜飼団長をはじめ調査団員の皆様
には大変お世話になった。記して感謝する次第である。

写真‑9 三眼峪啜全景

★参考資料
１ Ma Dongtao, Qi Long : Study on
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Debris Flow Hazard In Sanyanyu
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２ YU Bin, YANG Yonghong, SU
Yongchao, H UA N G Wenjie,
WANG Gaofeng : RESEARCH
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FLOW HAZARDS IN ZHOUQU
COUNTY ,GANSU PROVINCE
ON AUGUST 7, 2010: Journal
of Engineering Geology, 10049665/2010/18（4）-0437-08
3 The Symposium on Zhouqu
torrent- debris flow disaster
& landslide and debris flow
prevention in southern Gansu−
野外地質災害考察点概況，大会
組 委 会，2010年10月16日 〜22
日
4 （社）日本地すべり学会中国甘粛
省への学術交流・災害調査団：中
国甘粛省への学術交流・舟曲土石
流災害報告，地すべり学会誌（投
稿中）

写真‑7 氾濫域の状況

写真‑8 下流保全対象の被災状況
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１．はじめに

海外事情

台風委員会統合ワークショップが2010年9月6日から9日まで
の4日間、
マカオで開催された。これに先駆け、
9月4〜5日に「土
砂災害ハザードマッピングプロジェクト」のフィールドトレー

台風委員会
マカオ統合
ワークショップに
参加して

ニングが開催された表‑ 1。これらに参加したので、報告する。

２．台風委員会について
台風委員会（Typhoon Committee）は、環太平洋地域の台
風災害軽減を目的として国連アジア・太平洋経済社会委員会
（UNESCAP）が世界気象機関（WMO）と共に設置した、デー
タの相互利用や被害軽減方策の提示、方向性の議論などを行う
検討機関である。加盟国は、中国（本邦、香港、マカオの3カ

比留間 雅紀
ひるま まさき

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部国際課長

国扱い）
、フィリピン、日本、韓国、北朝鮮、ベトナム、カン
ボジア、ラオス、タイ、マレーシア、シンガポール、アメリカ
の12ヶ国で、事務局（TCS）はマカオに置かれ、例年、秋に統
合ワークショップ、12月〜1月頃に総会が、各国持ち回りで開
催されている。
台風委員会には気象、水文、防災の3ワーキンググループが
置かれ、日本からは、気象（WGM）には気象庁から、水文部
門（WGH）には国土交通省河川局が、防災（WGDRR）には
内閣府防災担当から、それぞれ毎年参加して多くのプロジェク
ト（課題研究）を行っている。
水文部門では主として洪水対策について議論されてきたが、
参加メンバーの土砂災害防止に関する高いニーズがあり、2001
年末のホノルル総会から国土交通省砂防部が参加して1プロ

表-1 日程

2010年
〈移動：夕刻羽田発〉
９月３日（金）
４日（土）
５日（日）

〈移動：マカオ着〉

ジェクトを主宰することとなった。当センターも2002年のマニ
ラWSから参加してプロジェクト実施支援を行っている。

PM：フィールドトレーニング講義
フィールドトレーニング
（中国珠海市）

３．土砂災害ハザードマッピングプロジェクト

開会式
都市型洪水危機管理
気候変動対応
６日（月）
台風の効用面
水文部門セッション（1）
・活動レビュー

の多くが気象関連機関に所属することから、砂防堰堤等の構造

水文部門セッション（2）
７日（火） ・活動レビュー
・次年度計画・予算

2002〜2009年にかけては、「土砂災害警戒情報策定プロジェ

土砂災害防止のプロジェクトは、各国の水文部門への出席者

物による対策よりも警戒避難に関するソフト対策をテーマと
し、日本の技術の普及を図っている。

クト」
（プロジェクトリーダー：国総研・水野秀明主任研究

水文部門セッション（3）
８日（水） ・次年度計画・予算
マカオ市内施設視察

官）が実施され、警戒避難基準雨量をプロジェクト参加5ケ国

各部門討議内容報告
９日（木） 今後の活動方針討議

文：http://www.typhooncommittee.org/docs/publications/

〈移動：マカオ発〉
10日（金） 〈移動：羽田着〉
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のモデルサイトで設定し、技術の普及を図った（報告書→英

book2̲SEDIMENT.pdf、 和 文： 国 総 研 資 料No.570：http://
www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0570.htm）。

このプロジェクト実施に際して、各国で土砂災害危険箇所の
把握が行われておらず、行政は地域住民に対して何をすべきか
という検討も進んでいない、という状況が示唆された。このた
め、地域の「どこに」
土砂災害の危険があるのかを知り、
「だれに」
危険であると情報を伝え、情報を受け取った住民が「どこに」
避難すればよいのかを明らかにし、警戒避難体制整備を促進さ
せる目的で、「土砂災害ハザードマッピングプロジェクト」
（プ
ロジェクトリーダー：国総研・林真一郎研究官）が国土交通省
砂防部、国土技術政策研究所砂防研究室の主導で開始された。
プロジェクト期間は2009年〜2011年で、中国、香港、フィリピ

写真‑1 マカオサイエンスセンターでの講義

ン、タイ、アメリカ、日本が参加している。
プロジェクトでは、2009年に日本から土砂災害危険区域の設
定手法、ハザードマップ作成の考え方を提示している。これを
参考に各国でモデルサイトを決めて危険区域を設定し、避難場
所等の情報を加えてハザードマップを作成する。最終成果とし
て2011年に危険区域の設定技術、参加メンバーのモデルサイト
でのハザードマップ作成事例等をとりまとめ、ガイドラインを
作成することを目指している。

４．フィールドトレーニング
今回の統合ワークショップに先駆けて、プロジェクトの
フィールドトレーニングをマカオに隣接する中国珠海市にて実
施した。台風委員会メンバーは9つの国と地域（カンボジア、
中国、北朝鮮、香港、韓国、マカオ、タイ、フィリピン、日本）
からの20名、珠海市の技術者（気象局、
国土資源局、民生局（？）
）
および住民からは15名が参加した。

写真‑2 珠海市モデル渓流遠望

9月4日は、
マカオサイエンスセンターにおいて、
講義を行った。
プロジェクトリーダーの林研究官から、日本の土砂災害防止法
の土砂災害警戒区域（イエローゾーン）の設定手法（土石流、が
け崩れ）を基にした危険区域設定手法、ハザードマップの目的
と避難路と避難場所等、示すべき情報について説明した 写真‑ 1 。
引き続き比留間から、危険区域設定後のハザードマップの作成
手順や、避難実施の決定者を決めておくこと、災害時要援護者
の避難支援の方法を決めておくこと等、行政関係者、住民がそ
れぞれ果たすべき役割と留意点について説明した。
翌9月5日には、珠海市のモデル渓流において、フィールド
トレーニングを実施した。この渓流は0.1㎢ほどの小渓流で、
2009年に小規模な土石流が発生したが人的被害は出ていない
写真‑2 ,3 。

フィールドトレーニングでは、台風委員会参加メンバーのグ
ループと珠海市の技術者・モデル渓流の住民グループの2つに
分かれた。台風委員会参加メンバーについては、林研究官が引

写真‑3 昨年の災害後に市で立てた注意喚起の看板
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率して、渓流と保全対象の位置関係、想定される土石流の氾濫
図-1 ハザードマップの作成事例

方向・氾濫開始点、・下流端、避難路・避難場所など 図‑ 1 を現
地で確認し、実際の渓流での土砂災害危険区域に対する共通イ
メージを持たせるべく説明、討議を行った 写真‑ 4 。
市の技術者・村の住民に対しては、比留間から、現地の地形
図（1:10,000）を基に作成したハザードマップ作成例の説明に
加え、
災害時要援護者の存在を考慮した避難開始のタイミング、
行政関係者と住民がそれぞれ果たすべき役割、留意する事項等
についての講義を行った 写真‑ 5 。特に住民には、警戒避難体制
が整備されるまでの措置として、①尋常でない雨だと思ったら
逃げること、②強い雨の夜は家の中でも二階や土砂が来ない側
の部屋で寝ること、を強調した。
台風委員会メンバーからは、危険区域の設定手法がシンプル
で理解しやすく自国において実用的な手法である、現地訪問に
よりイメージがはっきりした等のコメントが寄せられ、プロ
ジェクトの円滑な推進に役立ったものと考える。また、珠海市
の技術者から、①土砂災害危険箇所の抽出法法、②警戒避難体
制整備方法についてさらに詳しく聞きたいと要望があり、①に
ついては土石流危険渓流調査要領、急傾斜地崩壊危険箇所等点
検要領が、
②については土砂災害警戒避難ガイドラインがあり、
それぞれ和文は国土交通省ホームページ、英文は国際砂防ネッ
トワークホームページからダウンロードできることを紹介した。

5．台風委員会統合ワークショップ
翌9月6日から9日まで、統合ワークショップが開かれ、7日の
水文部門の分科会でフィールドトレーニングの実施内容とプロ
写真‑4 現地にて危険区域の説明をする林研究官

ジェクトの進捗状況について報告を行い、プロジェクト参加メ
ンバーは、1月末に開催される第43回台風委員会総会までに、
モデルサイトの選定および危険区域の設定、ハザードマップの
作成を終えることを取り決めた。

6．おわりに
東アジア〜東南アジアの国では、土砂災害対策の担当部局が
明確でなかったり、大縮尺の地形図が軍事機密等の理由で政府
関係者であっても利用しにくい等の理由により、土砂災害とい
う概念の認識が薄く、危険箇所の把握が行われていない国が多
い。台風委員会はそれらの各国が一堂に会する会議であり、プ
ロジェクトを通じて直接その国の技術者と関係を深め、日本の
土砂災害技術のプレゼンスを示すことができる、いい機会を与
えてくれる。微力だが今後とも助力できれば、と考えている。
写真‑5 珠海市技術者・住民向け講義
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世界の土砂災害（2010その3）

（財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課

2010/8/1〜2010/10/31

発生日

8月6日

国名

インド

種別

概要

土石流

ヒマラヤに近い北部 標 高3500mのジャンムーカシミール 州レー（Leh district of
Ladakh region in Jammu and Kashmir）付近にて鉄砲水が発生、179名死亡、300人
近くが行方不明。近くのチョグラムサル（Choglumsar）村でも150名以上が行方不明
となっている。
（Gansu Province）甘 南 チ ベット 族 自 治 州（Gannan Tibetan Autonomous
甘粛省
Prefecture）
（Zhouqu County）
（Bailong River）
舟曲県
で、
白竜江
に合流する三眼峪
（Sanyan

8月8日

中国

土石流

Yu）と羅家峪（Luojia Yu）で幅500m、長さ5kmにわたる土石流が発生、180万㎥に
及ぶ土砂が市街地を流下し、1765名死亡。流出土砂により、白竜江河床が上昇し、
上流側で湛水した。数十回の爆破と100台近くの重機による掘削により、8月30日
に水位が低下した。

8月18日

中国

土石流

雲南省（Yunnan Province）怒江リス族自治州（Nujiang Lisu Autonomous Prefecture）
貢山トールン族ヌー族自治県（Gongshan Derung and Nu Autonomous County）普拉底
（Puladi）郷にて午前1:40土石流が発生、92名死亡。雲南省国土資源庁（Department
of land Resources of Yunnan Province）によると、現場は同省が定めた地質災害重点
防止区域だった。

8月26日

トルコ

崩壊

北東部リゼ（Rize）県の黒海（Black Sea）に面した町ギュンドドゥ（Gundogdu）で、26
日夕方から降り続いた豪雨により、夜遅くに崩壊が発生し、数軒の家屋を押し流した。
12名死亡、1名行方不明。

9月4日

グアテマラ

崩壊

グアテマラ市（Guatemala City）西50kmの高速道路脇の斜面が崩壊、バスが巻き込
まれ12名死亡。別の高速道路でもバスが巻き込まれたうえ、救出に向かったボランテ
ィアも新たな崩壊に巻き込まれ、18名死亡。これらを含み、200箇所以上で土砂災
害が発生し、36名死亡、40名以上が行方不明。

9月27日

コロンビア

崩壊

北西部アンティオキア（Antioquia）県ヒラルド（Giraldo）の山間の道路沿いが崩壊、立
ち往生したバスの乗客や住宅が巻き込まれ、20名死亡。流出土砂量は10万㎥といわ
れる。

メキシコ

崩壊

28日未明、南部オアハカ（Oaxaca）州サンタマリア・トラウイトルテペク（Santa Maria
Tlahuitoltepec）で数週間断続的に続く集中豪雨により、地すべりが発生し、11名行
方不明。29日にはチアパス（Chiapas）州レフォルマ（Reforma）で崩壊が生じ、家屋が
巻き込まれ16名死亡、4名行方不明。

インドネシア

土石流

西パプア州（West Papua Province）東岸のワシオール（Wasior）村で、数日の長雨中
の驟雨により、周辺の丘陵地から数カ所で土石流が発生、平地部に入って河道から
溢流し、少なくとも56名死亡、家屋30軒全壊。

9月28日〜
29日

10月4日

10月26日 インドネシア 火山噴火

中 部ジャワ州（Jawa Tengah Province）のムラピ 山（Mt. Merapi）が17:02に 噴 火、
17:34までに4回発生した火砕流が火口から約5km南麓のカリアデム（Kali Adem）地
区を襲い、祈祷中の山守をはじめ32名が死亡。11月4日にも火砕流が火口から南に
18kmのArgomulyo村まで到達、12名死亡。12月3日に警戒レベルが4から3に下がるま
でに300人以上が亡くなった。
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平成22年度

砂防地すべり技術研究
成果報告会
平成22年11月16日午後1時30分より、砂

て開催している。

防会館別館シェーンバッハ・サボーにおい

本年度の研究成果の発表は、平成21年度研

て「平成22年度砂防地すべり技術研究成果

究開発助成事業により実施された研究7題と

報告会」が開催された。本報告会は、当セ

なる。いずれの研究も、今後の砂防事業の

ンターの公益事業の一環である研究開発助

礎となる貴重な研究成果であり、会場には

成事業により行われた研究の成果を広く一

246名の参加者を迎えて盛況のうちに終了

般に公表し、関連事業及び今後の各方面で

した。以下にはこれらの研究成果の概要に

の研究活動に役立てて頂くことを目的とし

ついて紹介する。

三峡ダム貯水池における
樹坪地すべりの長期観測結果
及び変動予測

活動し、活発な変動が確認された。本研究では当該地
すべり地で継続観測されている地下水位観測、変動量
観測（ドラム式伸縮計、GPS観測、パイプ歪計観測、

発表者:

クラック観測等）
、貯水位変動状況等から、以下の変動

汪 発武

特性を明らかにした。①地すべり移動速度は水位降下

おう はつぶ

速度に直接影響されている。②水位降下速度が大きい

島根大学総合理工学部 準教授

ほど、地すべりの移動速度が大きくなる。③水位上昇
時や水位を一定に保つ期間の移動速度はほぼ0である。
世界最大の水利電力プロジェクトである中国三峡ダ

加えて、観測結果に基づいて、異なる構造を持つ地

ム（Sanxia Dam）の建設が2008年末に完成を迎えた。

すべりに対して、貯水池水位変動による斜面安定性や

ダム建設は1994年12月から開始され、ダムの部分完成

地すべり土塊の運動速度を評価する計算式を導いた。

に合わせて徐々に洪水調整と発電機能を上げながら、

このような式を適用することによって、貯水池地域に

3回に分けて貯水位を95ｍから175 mまで上昇させた。

おける地すべり変動予測は可能になると考える。
今後、

貯水池内に位置する樹坪地すべりは、2003年6月1日か

室内模型実験や数値解析手法を用いて、導いた式の検

らの1回目の貯水位上昇（海抜95ｍ→135ｍ）により再

証を実施する予定である。

講演
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中国・四川地震により
発生した山地災害の特徴

地震による崩壊・地すべり・天然ダム・土石流など
に伴う土砂災害はその規模が大きいために深刻な社会
問題を引き起こすことが多く、その減災・防災対策は

発表者:

極めて重要である。

川邉 洋

本研究では、地震による土砂災害の減災・防災に資

かわべ ひろし

する目的で、2008年5月12日に中国・四川省汶川県で

新潟大学農学部 教授

発生した四川地震による山地災害の特徴とその災害対
応について、現地調査とALOS衛星画像を用いて解析
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災害が発生していることから、今後の土砂災害の大規

した。
解析の結果、四川地震の震源断層は龍門山断層帯と

模化・長期化が懸念された。
これに対して衛星雨量デー

呼ばれ、崩壊・地すべりは汶川県からその北東に位置

タを用いた土石流発生降雨分析を行い、今後の対策と

する北川県を経て青川県に至る約280km、幅約50km

しての有効性を検証した。さらに、地震によって形成

の範囲に多発しており、震源断層の地表投影面とほぼ

された最大規模の天然ダムである北川県の唐家山天然

一致している。崩壊・地すべりの発生斜面と震源との

ダムの決壊による二次災害を防止するために、中国政

位置関係、斜面勾配・形状・方位・地質条件等に相関

府は掘削を主体とした緊急排水処理を実施して被害を

性が得られた。また、地震後の降雨により、斜面に残

最小限に防いだことから、大規模かつ迅速な二次災害

存する崩壊・地すべり土砂が流出して大規模な土石流

対策の重要性が示唆された。

講演
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置土の流出及び下流への
伝播特性に関する数値解析

況にある。
本研究では、岩露出域を考慮した一次元河床変動解
析法を開発し、開発したモデルを用いて、流砂の下流

発表者:

への伝播特性を検討した。その結果、固定床（岩露出

竹林 洋史

状態）を考慮した場合、河床材料との流砂の混合が発

たけばやし ひろし

生しないため、粒度の下流への伝播速度が移動床の場

京都大学防災研究所 准教授

合に比べて速くなる傾向を確認した。
さらに、一般座標系の平面二次元の河床変動解析モ
置土は、大規模な施設を必要とせず、予算に応じた

デルを岩露出河床の流砂が取り扱えるように改良し、改

規模で実施出来るため、ダムの堆砂対策として非常に

良されたモデルを用いて、固定床・移動床共存場にお

有効な手段であると考えられる。置土が想定されるダ

ける砂州の数値シミュレーションを行うとともに、実河

ム下流域などでは、土砂供給量が少ないため、河床が

川で発生した置土の流出現象に適用し、モデルの再現

露岩した領域が非常に多い。しかしながら、そのよう

性を確認した。また、本モデルを用いることにより、岩

な岩露出域での土砂伝播特性について、十分な知見が

露出域の砂州が複列化する傾向が再現され、岩露出域

得られておらず、その予測手法も開発されていない状

特有の河床形状の変化を表現できることが示唆された。
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赤外線リモートセンシングと
物理探査による
表層崩壊危険箇所の探索

計測、ならびにテンシオメータ網を用いた観測を自然
斜面で実施した。観測の結果、斜面内部の水分集中箇
所、及び水分移動の実態を解明した。次に、この計測

発表者:

小杉 賢一朗

法はポイントでの計測であり連続した水分分布を把握

こすぎ けんいちろう

するには手間がかかることから、広範囲の地盤情報を

京都大学大学院 農学研究科
准教授

迅速に把握できる電気探査技術を組み合わせた調査を
実施した。調査の結果、斜面内部の水分分布を効率よ
く推定することができた。

表層崩壊の予測精度を向上させるためには、土層の

さらに、これらの計測を全ての危険斜面・危険渓流

内部構造、特に土層内の水の集中に関する情報を得る

で実施することは非現実的であることから、赤外線サー

ことが不可欠であり、水の集中に関する情報を得るに

モグラフィを用いたリモートセンシング技術の利用につ

は、斜面土壌水分の空間分布を計測することが有効と

いて検討を加えた。晴天時に人工林の平行斜面を調査

考えられた。そこで、表層崩壊危険箇所予測のため自

対象として赤外線リモートセンシング調査を行った結

然斜面土層内の通水経路網の探査手法を研究した。

果、水分集中箇所を抽出できる可能性が示された。

まず、貫入試験機のロッドの先端に小型の土壌水分

これら精度と有効範囲の異なる探査法を組み合わせ

計を取り付け、貫入抵抗を測定しながら土壌水分の鉛

ることで、広範囲からピンポイントで土中で水分が集

直分布を迅速に計測できる水分計付貫入試験機による

中する箇所を抽出していくことができると考えられる。

講演
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山地域における森林植生の
経年変化が表層崩壊発生に
与える影響

森林植生の経年変化が表層崩壊発生に与える影響につ
いての定量的評価の可能性について、分布型表層崩壊
モデルによる逆解析手法を用いて検討を行った。解析

発表者:

対象地は宇都宮大学船生演習林のヒノキ林地とし、

執印 康裕

1999年台風4号により発生した崩壊実績を用い、林齢

しゅういん やすひろ

に応じた崩壊面積関係を再現するように、分布型表層

宇都宮大学 農学部 准教授

崩壊モデルの逆解析によって、各種パラメーター（特
に樹木根茎による粘着力）を算出した。また、降雨強
有効な森林管理および地域の防災計画を実施するに
は、管理対象地域の降雨特性及び地形特性等の属地的

度の違い、林分構造の長期時系列変化が表層崩壊発生
に与える影響について検討した。

要因と、森林地の開発や森林施業等による林分構造の

モデル解析の結果から林齢に対応した土質強度補強

変化が表層崩壊発生に与える影響について、少なくと

効果が存在すること、林齢に対応した土質補強効果を

も数百ha程度の空間スケールで定量的に評価する必

広域で評価するためにはモデル逆解析による手法が有

要がある。その手法はできるだけ簡便であることが望

効であることがわかった。また、林分構造の長期時系

ましい。

列変化及び降雨の年変動によって表層崩壊の発生危険

本研究では、ヒノキ人工林（320ha）を対象として
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域が変動することがわかった。

講演会報告

講演
6

「送り手」と「受け手」の心的
乖離を排除した土砂災害警戒情報
によるリスク・コミュニケーション

意図しない態度が誘発されるという負の副作用が存在
するかどうか、また、その効果が、交通教育などに用
いられるコミュニケーションにより低減するかどうか

発表者:

藤井 聡

に関する仮説を、
アンケート調査を実施して検証した。

ふじい さとし

その結果、土砂災害警戒区域の指定を受けた地域に住

京都大学大学院
工学研究科 教授

んでいる場合、発信される災害情報に接触すればする
ほど、専門家に依存する傾向が増進する可能性が示さ
れた。一方で、避難行動シミュレーションの検討など

土砂災害への防災対策の一つとして、防災教育、土

を行うことで、自主性が向上するという情報発信の負

砂災害警戒情報の発信といったソフト対策が行われて

の副作用の低減効果の存在が示唆され、仮説が支持さ

いるが、一方で、住民の災害への対策を講じる行政や

れる結果となった。

専門家、それらが発信する情報への依存が強くなると

今後、土砂災害警戒情報を発信する際には、情報提

いう問題が報告されている。住民の依存は、自主的な

供のみに留まることなく、避難行動シミュレーション

防災力を衰退させてしまう。

の検討などのような実行意図を高める施策も実施し、

本研究では、行政の災害情報発信により、行政側が

講演
7

平成20年岩手・宮城内陸地震で
発生した地すべり性斜面変動の
地形・地質素因と危険度指標

自主性の低減を抑止することを考慮する必要がある。

分布域で発生している。また、この地域に分布する細
粒火山灰は鋭敏な状況にあったことが判明しており、
これがすべり面を形成したと考えられる。斜面変動は

発表者:

檜垣 大助
ひがき だいすけ

弘前大学
農学生命科学部 教授

急激な地すべりとして発生し、その後、移動地塊が流
動化し地すべり性崩壊となり移動距離が大きくなった
と考えられる。以上の地形判読・地質解析の結果から、
同地震による斜面変動発生の地形・地質的素因として、
沢との位置関係・地すべり地形の有無・ステップ状地

2008年岩手・宮城内陸地震では約4,100箇所に及ぶ

形の有無・谷の下刻量の大小という地形条件、軽石凝

斜面変動が発生したが、それらはいくつかの地域に集

灰岩・シルト岩の有無といった地質条件、湧水点で示

中発生する傾向が認められた。本研究では、集中発生

される地下水が供給される地形・地質条件が挙げられ

域の一つである宮城県栗原市耕英地区の旧カルデラを

た。これら素因に、斜面変動後に発生した亀裂を次の

埋める火山性堆積物で構成された小起伏山地を対象

斜面変動の前兆現象として加え、斜面変動発生危険度

に、同地震による地すべり性斜面変動の地形・地質

評価における指標を提案した。

発生素因を明らかにし、斜面変動発生危険箇所評価の

今後、指標の重みつけによる定量的評価にする必要

指標抽出を試みた。対象地区の地すべり性斜面変動の

があるが、このような評価は、本地域と同様の地形・

90％が水系沿いに発生し、発生条件は下刻量に影響さ

地質条件をもつ奥羽山脈の旧カルデラ分布域で有効と

れず、河川に面したステップ状地形や地すべり地形の

考えられる。
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ALOS／PALSARを用いた山形県
月山周辺部における土砂移動懸念箇所の
抽出と現地状況との対照

図-1 月山及び周辺地域の位置図

（財）砂防･地すべり技術センター

加藤 誠章、大野 宏之、酒井 敦章、宮瀬 将之、村岡 洋
かとう のぶあき

おおの ひろゆき

さかい のぶあき

みやせ まさゆき

むらおか ひろし

独立行政法人宇宙航空研究開発機構

島田 政信、田中 信也、大木 真人、河野 宜幸
しまだ まさのぶ

1

たなか しんや

おおき まさと

かわの のりゆき

研究目的

3

ALOS/PALSARによる干渉画像の概要

（財）砂防・地すべり技術センター（STC）では、独

JAXAが2006年に打ち上げた地球観測衛星「だいち

立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）との共同

（ALOS：Advanced Land Observing Satellite）」は、

研究である、「地球観測衛星等による土砂災害の抽出

パンクロマチック立体視センサ（PRISM）
、可視近赤

手法に関する共同研究」を平成21年度より実施してい

外放射計（AVNIR-2）、フェーズドアレイ方式Lバン

る。共同研究は、衛星及び航空機合成開口レーダーに

ド合成開口レーダー（PALSAR）の3つの地球観測セ

よる土砂災害を検出し、砂防業務における衛星情報利

ンサを搭載している（Shimada et al.（2010）
、島田

用のあり方を検討することを目的とする。

（2010））
。

本稿では、合成開口レーダーの干渉処理を用いた地

合成開口レーダー（SAR）は、移動中に複数回電

すべり現象の抽出及び移動量把握手法を検討する目的

磁波を照射し、観測される反射波を解析的に合成する

で、山形県月山周辺部の合成開口レーダーによる干渉

ことで、通常のレーダーより高精度に地表の状態を観

図を元に土砂移動懸念箇所の抽出を試み、現地確認を

測するものである。また、合成開口レーダーの解析結

実施した結果を報告する図‑ 1。

果は、2時期にわたる同一地点での結果を干渉処理す
ることで、測定時点間の地表面の変動状況を解析する

2

月山及び周辺地域の概要

ことが可能である。
本検討では、
この干渉合成開口レー
ダー
（InSAR）
技術を用いて作成した干渉図を用いた。

月山は山形県中央部に位置する標高1984mの火山で

人工衛星によるInSARを用いた観測の基本的原理は

ある。最後の火山活動は約30万年前と言われており、

竹内（1996）等多くの既往文献に詳述されているので

現在の山容はなだらかであり、その山体は、東に位置

詳細は割愛する。

する山形盆地、西に位置する庄内平野から遠望するこ
とが可能である。

InSARを用いた地すべり抽出の試みは世界的に行
われており（例えばHilley et al.（2004）
、L., Cascini

月山の山麓部には火砕流砕屑物が厚く堆積してお

et al.（2009）等）、日本においては板谷地すべりの事

り、広域的に地すべり地域が広がるとともに、河川へ

例（Kimura and Yamaguchi（2000））、遠音別岳地す

の多量の土砂の供給源となっている。

べりの事例（関口他（2005）
）等が報告されている。
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使用したSAR処理ソフトは
図-2 使用したSAR干渉図、
SIGMA-SAR

図-3 GPS観測結果と干渉図の対照結果
ᖸ΅ᅗ㸸㸦&㸧-$;$057,$QDO\]HGE\-$;$
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特に、ALOSを利用した事例として、宇根他（2008）

候、地表の植生状況、降雪状況等の影響を受ける可能

は、2007年に発生した能登半島地震及び中越沖地震前

性がある。残雪がない同季節同士の干渉性が良好であ

後の干渉画像を作成し、能登半島地震の際に活動した

ると考えられること、地すべりのような緩慢な土砂移

と想定される地すべりの抽出に成功している。

動は短期間の比較では抽出されない可能性があること

また、近年は、本報告で対象とする月山地区内に位
置する七五三掛地すべり及び志津地すべりにおいて

から、本検討では、最も干渉性が良好であったデータ
を使用した。

InSARを用いた地すべり抽出事例が報告されている
（佐藤他（2009）
、佐藤他（2010）
）。

4

結果

本検討で使用した干渉図を図‑ 2に示す。干渉処理、
図面作成はJAXAが実施し、その成果を基に土砂移動

4.1

干渉結果とGPS変位量の対照結果

懸念箇所の抽出作業を実施した。本検討において使用

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所は、月山

したデータは、2006年9月12日と2008年9月17日の2時

地区地すべりにおいて、GPSを主体とする地表面の観

期の干渉処理データである。ALOSにおいては、植生

測を実施している。新庄河川事務所より提供いただい

の影響が少ないと考えられるLバンド（0.5〜1.5GHz）

たGPS観測結果の月平均変動量と干渉図の関係を図‑ 3

センサを搭載しており、その波長は23.6cmである。し

に示す。なお、GPSは1ヶ年程度観測が実施されたも

たがって、干渉図において変位差がk cmの場合は、2

のを対象とし、2009年10月までの月変動量を用いた。

時期の衛星方向への変位差が11.8×n＋k cmであるこ

その結果、変動量と干渉縞に明瞭な応答関係は認め

とを示している（nは任意の整数）
。この干渉結果は、

られないが、
月変動量が10mm以上の箇所については、

2時期の相対変位を表しているが、SAR干渉画像内の

干渉縞中に位置することが確認された。現時点では、

無限遠方をゼロにする、あるいは基準点を使用する等

本地区において干渉縞から地表の変動量を定量化する

で絶対変位を計算することができる。

のは非常に困難であると考えられるため、以降の検討

InSARの干渉性は、データ取得時の軌道間距離、天

では定量的な検討は実施せず、定性的な干渉縞の分布
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図-4 使用したSAR干渉図、使用したSAR処理ソフトはSIGMA-SAR
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して非常に大きいため、土砂移動懸念箇
所の抽出においては影響が生じないと考
えられる。
②西向き斜面ではノイズが多い
本検討で使用した干渉図においては、
干渉性が低い西向き斜面が複数箇所に分
布している。当該箇所を図‑ 4中において、
緑色のハッチングにて区分し示す。
西向き斜面で干渉性が低いことが、西
向き斜面の活動性が高いことを示してい
る可能性は否定できないが、干渉性の東
西方向の影響は衛星が斜め方向から観測
を実施している影響である可能性が高い
と想定される。
今回使用した干渉図は南行軌道におけ
る観測結果を基にしており、当該地区に
向かって東側から観測を実施している。
したがって、ここでは、西向き斜面にお
いて干渉性の低い箇所はノイズによるも
のと評価し、土砂移動懸念箇所の検討対
象から除外した。

位置と地すべりの想定される地形の対照を実施するこ
ととした。

今回除外した範囲においては、別途干渉性の良好な
北行軌道に基づく干渉図を用いて別途評価を行うこと
が望ましいが、現時点で今回使用した干渉図と同等に

4.2

干渉結果の分類と土砂移動懸念箇所の抽出

月山地区地すべり、及び、立谷沢川流域における干
渉データ及び地すべり地形の対象結果を図‑ 4に示す。

良好な干渉性を有するデータセットが存在しないため
今回は評価していない。
③ダム水面では干渉縞が存在する

地すべり地形は、広域で同精度の成果が得られてい

図‑ 4 中には、3つの大規模な貯水ダム（東から順に

る防災科学技術研究所が公開している地すべり地形分

寒河江ダム、月山ダム、八久和ダム）が存在する。そ

布図データベース（井口他（2001）等を参照のこと）

れぞれのダム上流部にはダム湖が存在するが、そのい

を用いた。

ずれにおいても干渉縞様の色相の変化が確認された。

SAR干渉データと現地の地形図、地すべり地形分

これは、同時に受信された不要波同士の干渉縞の可

布を対照した結果、以下のことが確認された。

能性があるが、本検討ではダム湖であることが明らか

①位相差には標高依存性が認められる

であるため、水位変動箇所と分類し、土砂移動懸念箇

図‑4 の中央に位置する月山山頂（標高1984m）周辺

所から除外した。

を中心とする高標高部においては全体的に黄色が主体

④地形に無関係なノイズが生じている範囲が存在する

である一方、南東部の寒河江川扇状地周辺においては

図‑ 4中、北西部の領域及び中央部の月山西麓におい

青から緑が主体であるなど、標高に応じた色相の変遷

ては、斜面方向、標高に関係なく干渉性の低い領域が

が確認される。

分布している。干渉性が低い原因については現状では

位相差の標高依存性の原因は、水蒸気の高さ分布に
よるものと推測される。
この標高依存性から生じる縞は地すべり地形と比較
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明らかではないが、本検討では干渉図の精度向上を目
的としていないため、不明なノイズであるとして、土
砂移動懸念箇所の抽出対象範囲から除外した。

⑤一部の箇所では地すべり地形に

図-5 水沢川右岸上小沼周辺斜面における干渉結果と現地確認写真
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整合する干渉縞が確認される
②〜④において除外した領域以
外において、複数の箇所で干渉縞
が確認された。ここでは、地すべ
り地形の周囲あるいは内部に干渉
縞が確認された箇所を土砂移動懸
念箇所とみなした。当該箇所は
図‑4 における赤色の破線箇所に該

当する。
ただし、干渉縞とノイズの分離
手法は確立されていないため、本
分類において著者の主観が含まれ
ることは否定できない。したがっ
て、土砂移動懸念箇所の抽出にあ
たっては見落としあるいは誤検出
の可能性が否定できない。
InSARによる地すべり抽出に関
する既往研究の多くは、衛星デー
タを用いた地形変動の抽出に主眼が向けられており、

形状の歪みが確認された。なお、本地区は、山形県に

地すべりの現地状況との対照を必ずしも実施していな

より農林省所管の地すべり防止区域に指定されている。

い。従って、見落としあるいは誤検出の可能性は多く
の既往研究でも存在するものと想定される。

4.3.2

月山地すべり志津地区（図‑ 4中②に該当）

InSARを活用して、地すべり対策検討を実施するた

図‑ 6 に志津地区の干渉結果及び現地踏査写真を示

めには、干渉画像において抽出された地すべり地と、

す。本地区においては、現在国土交通省による直轄地

現地において生じている変動状況の整合性の確認が不

すべり対策事業が進められている。本地区において確

可欠であると考えられる。

認される干渉縞は必ずしも地すべりブロックと範囲が

そこで、本検討では抽出した土砂移動懸念箇所のう

一致していない結果となっている。

ち、4箇所を対象とした現地確認を実施し、抽出の妥

しかし、現地踏査により確認される地すべりによる

当性を評価した。現地確認を実施した土砂移動懸念箇

と考えられる変状箇所は、干渉縞の周辺に位置するこ

所を図‑5に示す。なお、現地確認は2010年8月及び9月

とが確認された。

に実施した。
4.3.3
4.3

4.3.1

土砂移動懸念箇所における現地確認結果

水沢川右岸上小沼周辺斜面（図‑ 4中①に該当）

七五三掛地すべり周辺（図‑ 4中③に該当）

図‑7に七五三掛地すべり周辺の干渉結果及び現地踏

査写真を示す。

図‑5に水沢川の右岸に位置する上小沼周辺部の干渉

七五三掛地すべりは、2009年に活動が活発化し、そ

結果及び現地踏査写真を示す。本地区においては、複

の後の対策により2010年現在は顕著な活動は認められ

数の地すべり地形を含む領域で干渉縞が確認される。

なくなっている状況にある。InSAR処理をした2006年

現地踏査は、地内を通る車道を対象として地すべり

9月から2008年9月の期間においては、七五三掛地すべ

の影響を確認した。その結果、本地区においては地す

りの活動箇所には干渉縞は確認されていない。
ただし、

べり地形の境界部を中心として複数の箇所で地すべり

佐藤他（2009）の研究成果同様に、七五三掛地すべり

が原因と考えられる、道路の段差、線形の歪み、樹幹

の東に隣接する斜面において干渉縞が確認された。

sabo vol.105 Jan.2011

31

自主研究

●

●

●

じており、干渉縞の範囲は崩壊

図-6 月山地すべり志津地区における干渉結果と現地確認写真
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部の上部に広く分布している結
果となっている。
現地踏査は、地内を通る登山
道を対象として広義の地すべり
の影響を確認した。その結果、
干渉縞内部において、複数の箇
所で表層崩壊の進行や、過去に
生じた転石の風化の進行に伴う
2次移動と考えられる亀裂、樹
木根系の緊張等が確認された。
しかしながら、今回の調査から
は干渉縞の全域に及ぶような広
範囲の岩盤クリープが発生して
いるかについては十分な根拠が
得られなかった。本地区におけ
る大規模な斜面変形の有無を確
認するためには、今後の更なる
動態確認が必要である。

図-7 七五三掛地すべり周辺における干渉結果と現地確認写真
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4.3.5

黒渕地すべり
（図‑ 4対象外）

図‑9 に黒渕地すべりの干渉結

果を示す。黒渕地すべりにおい
ては、1972年から2004年まで国
土交通省の直轄事業による対策
がなされており、現在は変位が
終息し安定性を確保している状
況にある。
本 地 区 のInSAR干 渉 図 か ら
は、干渉縞は確認されず、地す
べりの動態と整合する結果と
なった。

現地踏査は、地内を通る車道を対象として地すべり

5

まとめと今後の課題

の影響を確認した。その結果、本地区においては地す
べり地形内部の複数の箇所で地すべりが原因と考えら

本研究から、以下の点が明らかになった。

れる、道路の段差、線形の歪みが確認された。

活動性の高い地すべりの抽出について
干渉図から活動している地すべりを確認できること

4.3.4

濁沢上流左岸部斜面（図‑ 4中④に該当）

図‑8に濁沢上流左岸部斜面の干渉結果及び現地踏査

写真を示す。
本斜面では、1993年に下部斜面において大崩壊が生
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が分かった。しかし、見落とし及び誤検知の可能性も
ありえるため、
他の手段と併用した抽出が必要である。
地すべりブロックの範囲の特定
干渉画像から得られる活動範囲は地上調査によるブ

一部の干渉縞確認箇所では深層

図-8 濁沢上流左岸部斜面における干渉結果と現地確認写真
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崩壊の前兆現象を捉えている可能
性もある。ただし、深層崩壊の発
生が懸念される斜面が平常時にも
変動しているとは限らないため、深
層崩壊懸念箇所の特定にあたって
は他の手法と併用した評価が必要
である。
今回の確認結果は、評価事例が
限られるため、InSARの結果を地
すべり対策事業に役立てるために
は、Ascendingとの比較検証、他
地区での検証、詳細な現地確認等
を実施し、より精度の高い評価検
図-9 黒渕地すべりにおける干渉結果
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討が必要であると考えられる。
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１
はしがき

｢人と栖｣ とは、鴨長明の

方丈記

冒頭の文章 ｢ゆ

く川のながれはたえずして、
しかも元の水にあらず｣、
「世中にある人と栖と又かくのごとし」から出させて
いただきました。彼は方丈記（1212）を出す前､ 疫病
（1132）、大火（1177）、大風（1180）、大地震（1185）
、
洪水（1211）など数々の災害に遭遇したり見たりして
辛酸をなめたといわれています。このような体験から
くる彼の表現のなかにおける無常観は、今日、災害列
島日本の中における、人々の被災時における比較的冷

斜面環境
人と栖（すみか ）

静な感情やその後の対応に反映しているということも
考えられます。
最近の兵庫県南部地震（1995）と新潟県中越地震
（2004）の折、現地調査に来日した国外の人々が、被
災後の日本人の対応について、
「被災地域における日

中村 三郎

本の人々の行動は冷静で驚いた」というニュースを聞

なかむら さぶろう

いたが、これは長い年代のなかで日本人の間に培われ

防衛大学校名誉教授・理学博士

てきた被災時における共通の感情でありましょうか。
長いながい地球の歴史の果てのひとこまである今
日、列島のなかにおける人々の「すみか」に対する考
え、自然と人に関わる認識、自然と感じあう意識など
について更なる追跡・把握を繰り返し、今後の防災・
減災へと繋げたいものであります。

2
自然領域内生活と人間領域内生活

「今世紀後半

この日本列島において私達はどんな生

活を送っているのであろうか」などとこの頃、ふ！と
考える事があります。先人の生活は90％自然の中にお
ける生活を展開し、身辺の自然を本能的に評価し、自
然界の掟を素直に受け入れたうえで行動し、
具象化し、
それぞれの場において生活文化を創り上げてきまし
た。しかしその後、人間は生活のための道具や技術の
開発・進展と共に、徐々に人間領域内生活の転移・拡
（縄文ビーナス）
写真‑1 国宝「土偶」
（茅野市尖石縄文博物館、2010）
昭和61年9月9日 米沢 棚畑遺跡出土
平成7年6月15日 国宝指定
縄文時代中期（約5000年前）
全長27㎝／重量2.14kg
掲載許可（H22.11.8・22尖石第101-1号）

大を進めてきました図‑ 1。

2‑1

縄文のふるさと、縄文のビーナス

小・中学生のころ、友達と山野を跋渉し、｢大昔の
人たちが使った道具のかけら｣ ということから、土器

34 sabo vol.105 Jan.2011

の破片などを拾い集めその意味も解らないまま並べて

約1万年前、北横岳の噴火による大火砕流は、八ヶ

悦んでおりました。子供心に古代の生活や風情を想像

岳山麓に広大な扇状地形をつくりました。山麓を流下

しようと思っていたのでありましょうか。その頃、学

する上川とその支流によって開析された台地の一部に

校では原始集落跡「とがりいし」という地名について

尖石は位置しています。この台地南斜面に、三角錐の

は聞いていました。ふるさとに近い長野県八ヶ岳山麓

巨大な安山岩塊が直立しており、この巨岩に関わる興

の広大な山裾に、日本の縄文時代を代表する ｢縄文の

味深い言い伝えなどもあり、村の人々から「とがりい

ふるさと｣ とも言われている「尖石遺跡」があります。

しさま」と言われ親しまれています。また上川右岸に

図-1「人と栖」自然領域内生活から人間領域内生活（中村編、2010）

図-2 八ヶ岳山麓の遺跡位置（尖石と棚畑のみ示した）杖突峠より（中村画、2010）
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は地域最大の棚畑遺跡もあり、国宝「土偶」
（縄文の
ビーナス）発掘の地でもあります図‑ 2、 写真‑ 1 。

ごとに大変な働きも必要であったに違いありません。
自然は人間に対して寛大で、人間の自然に対する働

尖石遺跡は、今日国から ｢特別遺跡｣ として指定さ

きかけをだまって受け入れ、その後始末をもしてきた

れています。この遺跡は1893年（明治26）小平小平冶

ということも考えられます。その後人間の生活に新し

（1867〜1895）の報告（東京人類学会雑誌）によって

い技術が取り入れられても、自然が持つ自己回復能力

初めて世に紹介されていました。

を破壊することなく生活を展開してきました。しかし

その後地元の碩学 宮坂英弐（1882〜1975）は、困

最近、私達の身辺における状況は少し様変わりしてい

難な条件の中、単身あるいは四人のご子息と共に家族

ます。人間にとって豊かな生活を築く中で、人間の都

ぐるみで、1929年（昭和4）以来、獅子奮迅の遺跡発

合優先の生き方は、反面、自然に対する感謝の気持と

掘作業を継続していました。後に協力者も現れました

自然本来の価値を忘れさせています。この過程で自然

が、苦難の末、数々の貴重な成果を挙げることができ

は人間に対して次第に大きな「ツケ」を課すこととな

ました。勅使河原（2004）によれば、八ヶ岳山麓では

り、このツケを疎かにすることによって、古来の大都

今日までに228遺跡が確認されているとのことであり

市が廃墟化したり、優れた文明が壊滅した次のような

ますが、その一つが尖石遺跡であります。群馬県岩宿

例があります図‑ 1。

遺跡における旧石器時代の発見は日本の歴史を塗りか
える出来事でありましたが、このころ八ヶ岳山麓では

2‑2

自然の「ツケ」とエフェス港湾大都市の廃墟化

宮坂英弐を中心とする研究グループによって、蓼科城

B.C.約4000〜A.D.900年、エーゲ海随一の港湾貿易

ノ平における遺跡調査も推進され、旧石器時代遺物と

都市エフェス（エフェソス）がありました。エーゲ海

特徴ある穴をも発見しました。これは考古学における

の東、トルコ領西海岸に位置し、小メンデレス川河口

貴重な発見であり、相良信夫によりこの穴は縄文時代、

に発達した港湾都市でした（安田1984）図‑ 3。

狩猟に用いられた陥穴であるということが認定されて
います。

エフェスの北には今日観光都市として知られている
イズミ−ル市があり、エフェスとの間には2万4,000人

縄文時代の集落の多くは、何軒かの家が広場などを

を収容する円形劇場があることなどから、当時のエフ

中心に環状につくられています。棚畑遺跡は八ヶ岳山

ェスはかなりの大都市で、その繁栄ぶりが推測できま

麓の最大規模の遺跡であり、この遺跡広場の中の土坑

す。人口が増えれば食糧が必要になり、小メンデレス

という小さな穴の中に横たわるように埋められた状態

川流域山野における森林の大規模な伐採と、農耕・牧

で、今日の国宝「土偶」
（縄文のビーナス）が発見さ

地化による地表・地盤の透水性の低下は、大規模な土

れました。下方に重心がある安定した立像形で、全長

壌流亡をもたらしました。これは農耕地の拡大と共に

27cm、重量2.14ｋｇであります。お腹とお尻は大きく

激しくなり、土砂は次第に小メンデレス川の内港を埋

張り出しており、妊娠した女性の様子をよく表してお

積し、長年の土砂埋積作用は外港をも埋没し遂には港

り、完全な形で発見された貴重な土偶であります（茅

の機能が失われました図‑ 3。港が機能しなくなると「人

野市教育委員会2010）
。

は去り街はさびれ遂には廃墟と化す」という経過が考

「特別遺跡；尖石」、｢城ノ平；狩猟用の陥穴｣、
「国宝

えられています。廃墟の跡には往時の銀座とも云える

‑土偶
（縄文のビーナス）
」これらの貴重な各遺跡・遺物・

街路「クレテス通り」の面影があります。古代銀座の

土偶等が表現している様々な特徴から、4000〜5000年

路面は見事な大理石で敷き詰められ、2〜3間ずつの幅

前の「人と自然と生活」に関わるさまざまな問題が推

で区切られた店の跡、壮麗な公共の建造物とも考えら

測されています。八ヶ岳・蓼科山の西南に展開する広

れる基礎の跡などがみられます。往時の内港傍らに位

大な裾野、山麓を流下する清水と、歴史が息づく山麓

置するケルルス図書館の建造物やレリーフは、イオニ

周縁の風情から、太古の自然領域内における安定した

ヤ式・コリント式のものということで、素人の私が見

「人と栖と文化」の一端を想像できるような気がしま

ても目を見張るような見事な遺物であろうかと感じま

す。しかし自然の植物・動物を相手の生活は一見平和

した。観光案内によると、著名なクレオパトラもこの

そうに考えられますが、遺跡・遺物を見ていると季節

古代銀座「クレテス通り」を訪れたであろうなどとい
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う記述も見られました。当

図-3 エフェス・小メンデルス川沖積平野の海外線の前進とエフェス港の埋積（安田、1988）

時のエフェスの人々は農牧
地からの食糧の収奪のみに
気を取られ、農牧地の土地
利用などに際して不可欠な
排水設備などに対する配慮
もなく、いわば自然に対す
る
「ツケ」
を疎かにした結果、
流 亡 土 砂 が 河 川と港 湾を
埋積したため、港の機能が
失われたということが容易
に考えられます。更にまた
2000年後の今日、長さ約700
ｍ、幅約400ｍ、新旧2段の大
規模な地すべりも発生し、
古代銀座の保存を脅かして
います 写真‑ 2、3 。

2‑3

アメリカ大陸にお

けるシートエロージョン
1930年アメリカにおいて「フロンティアの消滅」とい
うことが言われました、これは大陸における開拓が東
部から西部のカリフォルニアに到達したことを意味し
ているそうであります。ところがその3〜4年後、更に
大陸の東部から西部にかけて「自然の人類に対する逆
襲」という言が伝わっていました、これは農耕地におけ
るシートエロジョン（土砂流亡現象）が大陸の東から西
方向へ転移拡大し、開拓した農地が被災しつつあった
ことを意味するそうであります。即ち、開拓者による
森林原野の農耕地化は、地表面の植壌土化・粘土化が進

写真‑2 エフェスの古代「銀座」クレテス通り、前方茶色の建物は「ケ
ルルス図書館」
（中村、2002）

むことにより表層の透水性の低下をまねき、その結果
農耕地の地表面における大規模な土砂流亡現象が発生
し、この現象も東部から順次西部に転移・拡大しつつあ
ったものと考えられます。この際、政府当局は直ちに
対応し、農耕地における排水設備等の整備を積極的に
推進することによって事なきを得たと聞いています。
上記の各事例についてみると、
｢縄文のふるさと｣ の
例では、
90％自然の領域内における生活展開とも考え
られる事例であり、自然と人の生活場とのバランスが
保たれていた例であろうかと考えられます。これに対
して、
エフェスでは自然の人間に対する「ツケ」を疎かに
していた結果、
大港湾都市も廃墟化した例であります。

写真‑3 農牧地化による植生伐採後に発生したクレテス通り背後の大
地すべり地形（L700m、W400m）
（中村、2002）
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一方アメリカ大陸の例は、自然現象に対して人間が

市民と幕府の協力によって清潔が保たれていました。

いち早く対応し、自然とのバランスを保ち得た例であ

これと比較してロンドン・パリ等の不潔さは江戸と比

ります。最近の急速な人間の都合優先の居住域が卓越

較して対照的で、ホテルの窓から下水道や河川に糞尿

すると、環境は次第にいわば「地球人球化」への道を

を投げ捨てるような状況であったとも言われ（牧野他

辿りつつあるのではないか、などという思い込みも増

1991）、テムズ河畔における大臭気事件が頷けます。
しかしこのような環境汚染と事件は、後年、西欧各

し危機を感じます。

国が下水道政策を先進的に進めようとするきっかけに
3
大臭気事件とアメニティー

なったということも考えられます
その後19c.後半から20c.初頭にかけて、ドイツ・ア
メリカ合衆国の産業の台頭により、産業・経済の停滞

人と自然との共生は、私達にとって変わらぬ目標で

してきたイギリスは、ビクトリア女王（1819〜1901）

あります。先人は自然を利用しつつ社会の構造や環境

の意向もあり、自然環境保全・歴史遺産の保全を目論

の変化に対応し、自然の保存に関わる努力をしてきま

む、いわゆる「アメニティーの源流」を創成し、ヨー

した。我が国では飛鳥時代の676年の ｢森林伐採禁止

ロッパ各地にも大きな影響を与えました。今日、私達

令｣、江戸時代の1666年に「諸国山川掟」
、その後社会

がヨーロッパ各地やカナダなどを訪れたときに、忘れ

の変化に対応して、1956年には ｢地すべり等防止法｣、

がたい居心地の良さを感じるのはこの
「アメニティー」

続いて「急傾斜地法」、更に2001年の ｢土砂災害防止

の効果でありましょうか。

法｣ などが施行され、それぞれ国土の環境保全と地盤
の安心・安定に寄与してきました。

日本も近代国家として発足（1868年）してから142
年経過しました、今日まで豊かな生活を築く中で、拡

ヨーロッパにおいては、産業革命から約130年後の

大する都市・疲弊する地方都市、そして経済危機の状

1882年、ライプチツヒ大のＦ.ラッツェルは「地を離

況を考えると危機感を煽られます。しかし、日本各地

れて人は存在せず」というデターミニズム（環境決定

の自然環境とその景観・歴史的遺産などに接すると、

論）を既に主張していました。これに対して、1884年

心の安らぎや癒しと共に、持続性をもつ文化力をも強

ソルボンヌ大のラ・ブラーシェはポシビリズム（環境

く感じます。最近、長野県中央アルプス山麓・神奈川

可能論）を提言しました。即ち「技術をもつ人間は地

県箱根・山形県月山山麓等では、地域の人々、市町村、

球上何処でも人間の都合優先の環境をつくり出すこと

防災関係の行政の皆さんが協力して ｢砂防フィールド

が出来る」というのであります。その後の人と自然と

ミュージアム｣ の事業を推進しつつあり、観光・教育

の関わりをみるとラ・ブラーシェの主張に近い展開が

面等において大いに期待されています。
今こそ地域益・

みられました。しかし今日、地球環境は次第に危機的

国益にもつながり持続性もある「アメニティーの保全

な状況下にあるということも考えられ、改めてＦ.ラ

と創成」を心がけ、安定した「人と栖」を育み確保し

ッツェルのデターミニズムの主張を重く思い起こして

得る防災・砂防事業などのより着実な手法の推進を計

います。

りたいものであります。
4

1851年、ロンドンにおいて第1回万国博覧会が開催
されました。当時、イギリスでは産業革命による環境

自然を感じる力、暴れ川への対応

の汚染も著しく、テムズ河の激しい臭気によるグレー
ト・スティンク（大臭気）事件によってテムズ河畔の

つぶら瞳のかがやきよ

議会の休会があったという話題もあります。日本から

来をわける葦となれ……

風のことばに耳たてて

未

も幕府の役人がロンドンへ行ったが、「こんな汚い街

この詩は中央構造線沿いにある小学校の校歌の一節

には二度と来たくない」と帰国報告していたそうであ

であります。この一節を口ずさんでいると自然への思

ります。当時の江戸は、1800年すでに人口100万人に

いが大きくふくらみます。

達し世界最大の都市でありました。この江戸の街の下

三十数年前の夏、
中央構造線沿いの長野県長谷村
（今

水や糞尿処理のシステムは合理的にシステム化され、

日の伊那市）三峰 川 上流小瀬戸峡の地質調査行の折、
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図-4 三峰川扇状地と美和ダム、近世の氾濫域は今日「アメニティー」の先進的な場となり、知られている。

旧長谷村村誌によれ
ば、下流域の広大な三
峰川地域は、1780年以
来（これより以前の被

福島

災記録は欠けている）、

川
竜
天

平均約三年に一度の頻
度で洪水や地域地盤の

六道原

災害が繰り返され、こ

美篶

伊那市

の300年 来、 三 峰 川 流

高遠

域の洪水によるかなり
三峰川

悲惨な被災状況が推測
できます。また三峰川

近世の氾濫域
美和ダム

はかって「暴れ天竜」
の元凶とも言われる荒
れ川でもありました。
その奔流は、農耕地を
悉く流亡させ、時には

美和湖

家屋も人も共に流され
るような惨事が繰り返
され、これを「川流れ」
などと言い怖れられて
いました。
しかし地域の人々の長

当時、村の親切な森林組合長さんが一日道案内をして

年にわたる「モッコ担ぎ」などの懸命な努力とその成

くれました。地域の岩や地勢に関わる様々なご教示を

果は行政にも反映し、1959年、遂に「美和ダム」の完

いただきつつ山道や渓流沿いを移動しました。
その折、

成をみることができました。ダム完成後半世紀経過し

組合長さんは、行く先々の森林や渓流沿いで立ち止ま

た今日まで、三峰川扇状地域における被災の事実は一

りじっと聞き耳をたてていました、不思議に思い問い

度も聞いていません図‑ 4。

ただすと「習慣です」、
「森や林を通り抜ける風、渓流

起伏に富む日本列島、時と場所・社会構造と環境の

や渓流の岸壁への反響音などは、いろんなことを話し

変貌によっては、住民の安心・安定のために、コンク

かけてくれるんだ」という。下流域に嫁いだ娘やその

リート構造物を用いた防災事業が不可欠な場合もあり

家族の安泰を念じ、風水異常時には直ちに連絡すると

ます。300年どころか2000年来の激しい被災常襲地で

のことで、局地的な被災予防のための貴重な情報とし

あった広大な三峰川の氾濫原は、今日一つのコンクリ

て地域自然の表情を常にキャッチしているようであり

ートダムの完成により安心・安定した明るい地域に変

ました。今日のごとくTVによる気象情報・携帯電話

貌しました。近世の氾濫域であった区域のド真ん中に

等による情報が得られない当時としては、長年の経験

移築してきた市役所を中心に、住宅地として発展した

から地域の風のことば・水のつぶやき・あらゆる自然

広大な地域は、南アルプスと中央アルプスに囲まれた

の挙動を謙虚に観察し理解することによって、地域の

素晴らしい景観とその保持を目論み、今日地域におい

被災予防にも繋げようと念じる長年の習慣でありまし

て住民協定をも結び、
快適環境地域としての「すみか」

ょうか。私達にとっては各種の情報と共に、今日もな

創出に成功しています。このことは「文化基盤として

お地域の自然を感じ理解し対応することは基本的に不

の風景街道」として中村良夫（2008）によってもいち

可欠な事柄ではないでしょうか。

早く紹介され注目されています。
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図-5 すべり地塊の形成年代（14Cの測定結果による）

図-6 大規模地すべり地塊地域の変化（中村、2003）

最近までの崩壊域

旧谷筋（埋積された谷・河系）

旧崩壊堆積層

旧大規模崩壊域周縁の新しい河系

凡例
地域の基盤岩
横断面位置

新しい大規模崩壊域
（L1部分の大規模崩壊）

日本海側太平洋側地すべり地を左右に分けて示した、長野県等の地塊
は表の中間に記入した（中村・檜垣、1991）

今日まで私達が経験してきた崩壊は、大規模崩壊域全体の一部での挙
動が多い、今後雨量・地震等の誘因が増幅されれば大規模崩壊域全体
が挙動する可能性もあり、対処する必要があります。

5

中部日本脊梁山脈西側では豪雪との関わりが深く、豪

被災域の変異と対応

雪地域において頻発した地すべりには大規模なものが
多く、地すべり地塊の基底部には古い谷筋由来の、

人間には人間の都合があり、自然にも計り知れない
自然の都合があります

古地形（起伏）埋没谷等が考えられます（中村・檜垣
1991）。谷を埋積した堆積物とその地塊が、異常降雨

今日の地球にとって最終のウルム氷期と後氷期にお

や地震などに際してしばしば呼応し、思いがけない大

ける気候条件の変化は、地盤の風化・浸食・堆積の過

規模な挙動域となって変異する例が多く、この傾向は

程に大きな影響を与えています。とりわけわが国の

今後ますます増えるものと考えます 図‑ 5、6 。

ような中緯度帯における地形・地盤は大きな影響を受

1985年の長野市地附山における地すべりでも上記と

けているはずであり、今日みられる浸食谷や堆積斜面

類似の現象も考えられます。地すべり地は流紋岩質凝

の一部、台地の内部には、旧い時期の堆積物や潜在

灰岩の地帯で、従来表層崩壊のみの卓越地帯でありま

する起伏面が考えられます。氷期〜後氷期〜現在へと

した。崩壊域中央のB測線断面図（長野県土木部資料

気候条件は時とともに変化しても、各時期の風化・浸

2005）を見ると、今回の新しい崩壊堆積物（Dt1）下

食・堆積作用により形成され培われた緩傾斜面等の地

位の堆積物（Dt2）は旧い時期の堆積物であります。

盤は、そっくりそこに残されています。特に後氷期の

Dt2はかなりの厚さと広がりが考えられます。このDt2

1万年〜5000年内外に形成されたこの種の地塊は、し

堆積層下位の一部には沼沢性堆積層も見られるなど、

ばしば大規模な緩傾斜面地形をつくり、古来地域の

基底の流紋岩質凝灰岩層上には地下水が賦存しやすい

人々の生活・生産の場となっている場合もあり集落な

旧い谷筋（埋没谷）などの存在も考えられるわけで、

どの発達も見られます。とくに後氷期、海水位の変化

この埋没谷、あるいは元の谷筋沿いの場の広がりが、

による対馬暖流の日本海への流入にともない、東北・

水の浸透と貯留を促進し、地すべり地塊挙動の巨大化
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図-7 地附山地すべり B側線地質断面図（長野県土木部資料、2005）

図中Dt2堆積層（旧崩壊堆積層）の基底部等には沼沢性堆積層（Sd）の存在が
認められます。Dt2基底部の基盤岩層上に発達していた、旧谷筋沿いの谷地の
広がりが考えられます。

のより強い自覚と、安心・安定な ｢人と栖｣ の関わり
を推進したいものであります。

謝辞
本小文の記載にあたり、茅野市尖石縄文博物館長
鵜飼幸雄氏、国際日本文化研究センター教授 安田喜
憲氏、長野県土木部 野本幸男・今吉聡の両氏、川崎
地質 河村弘之・原田晋太郎の各氏のお世話様になり
ました、あつくお礼申し上げます。

図‑8 地附山地すべり B側線地質断面図（長野県土木部資料、2005）
に側線位置を加筆

を招いたということも考えられます

図‑ 7、8

。

長い年代を経て造りだされている前述の埋没谷・潜
在する古地形と広がり、その場における地下水等との
関わりついて今一度見直し、温暖化に伴う降水量の増
加や異様な降雨形式に備えたいものであります。加え
て1960年代以降、都市域における宅地造成のための地
形改変も著しく、従来の谷を埋積した埋没谷や人工斜
面がいたるところに造られている筈であります。地域
地盤の経過と被災域の広がりなどについても予測し対
応しつつ、社会構造や環境の変貌に伴う「災害も自然」
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建設技術審査証明の紹介

( 財 ) 砂防・地すべり技術センター 企画部

技術審査証明 21

スパイラル補強高耐力永久アンカー工法

技術名称

（Mighty MC アンカー工法：荷重分散型）

審査証明取得日：平成 21 年 4 月 10 日 審査証明取得会社：鹿島建設株式会社、他 4 社
技術の詳細に関する URL：http://www.kajima.com

技術の特徴・概要
Mighty MC アンカーは、 大きなアン
カー力を必要とする斜面対策に対応させ
た 1,000 〜 2,400kN クラスのグラウンド

MMC8-2

耐荷体構造図

アンカーテンドン荷姿

アンカーです。耐荷体直上をスパイラル補
強筋で補強し、複数の耐荷体に荷重分散
させる合理的な設計により、安定したアン
カー耐力を得ることができます。

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真・コメント等

テンドン組立加工状況

緊張定着状況

完成

実際に技術を適用して困った点、今後の改良課題について
最大 2.400kN の大容量アンカーであるため、緊張ジャッキ等の施工装置が大型化し重量が大きく
なる。斜面工事では装置の軽量化・小型化が求められるため、装置の改良を行っていく予定である。

技術のアピールポイント、得意とする現場条件や施工法と比較して有利な点など
アンカーが負担する耐力を複数個の耐荷体で

アンカー定着深さの変化に対して迅速に対応

分散できるので、安定性の高いアンカー支持

できます。

力が得られます。

頭部構造は、水密性に優れています。
（圧力

アンカーテンドンの現場加工が容易なので、

0.6Mpa まで対応）
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インタープリベント幹事会・理事会報告
インタープリベント理事・学術委員

丸井英明（まるい ひであき）

１．はじめに
国際防災学会インタープリベン
ト本部の幹事会、理事会が連続
して2010年11月4日、5日にかけ
て、同本部が設置されているオー
ストリア南部ケルンテン州の州都
クラーゲンフルト市において開催
された。さらに、8日には学術委
員会がドイツ連邦共和国バイエル

幹事会にて協議中の池谷副会長
（右より3人目）

ン州の州都ミュンヘン市において
開催された。以下に幹事会、理事

催された第3回環太平洋インター

事会においても、4月に台湾の台

会における議事の概要について報

プリベント会議の総括であった。

北市で開催された第3回環太平洋

告する。今回の本部会議での主要

コボルチュニク事務局長から会議

会議の報告がなされた。特に、
ロー

な議事内容は、本年4月末に台湾

内容に関する概要説明が行われ

ナー会長から会議中並びにエクス

の台北市で開催された環太平洋イ

た。大会参加者は258名を数え、

カーション中の映像を用いた丁寧

ンタープリベント会議の報告並び

参加国数は15カ国に及んだとのこ

な説明がなされた。環太平洋にお

に、2012年4月にグルノーブル市

とである。日本からは20数名、

ける研究活動を評価し、今後も同

で開催予定であるインタープリベ

オーストリアからは10数名の参加

地域でインタープリベントの活動

ント第12回大会の準備状況の確

状況であった。発表論文集に採録

を意欲的に展開していく姿勢が窺

認であった。

された論文数は100篇に上ってい

えた。さらに、2012年のグルノー

２．幹事会

る。また、フィールド・エクスカー

ブル大会の準備状況に関して、事

11月4日に開催された幹事会は

ションが3種類用意され、特にヨー

務局長並びに学術委員長から今後

正副会長、事務局長を中心とする

ロッパ諸国からの参加者にとって

のスケジュールなどを含めて詳細な

役員会であり、翌日の理事会に先

は、台湾の代表的な山地災害の

報告がなされた。

立って今後の方針の骨子を議論す

一端を見聞する絶好の機会が提供

る会議である。定例に従って、会

され、好評であったとのことであ

4月の台北市における環太平洋会

長挨拶に続き、議事次第の確認、

る。これまで2回にわたって日本で

議では省略されたこともあり、グル

前回議事録の確認を経て、議事

開催された環太平洋の会議では、

ノーブル大会においては充分な準

が進行された。まず、インタープ

それぞれ砂防行政官サミットも開

備をもって望むことが確認された。

リベントの最近の活動状況に関

催されたが今回の台北では開催さ

その際、砂防サミットはそもそも

し、コボルチュニク事務局長から

れなかった点について質疑があっ

1992年のベルン大会において日

報告がなされた。一つは、アルプ

た。一方、2012年にグルノーブル

本からの提唱で始まったことなど、

ス地域における種々の山地災害を

市で開催予定である第12回大会

これまでのサミットの経緯に関し

統一的な書式で記載するためのマ

についても、現 地の国立研究所

て池谷副会長から補足説明がなさ

ニュアルである[DOMODIS]のフラ

CEMAGREFの主導で準備は着々

れた。グルノーブル大会に際して

ンス語版の作成についての報告で

と進められており、準備作業の現

は他のスケジュール等と重ならな

あり、今一つは流木問題に関する

況に関する報告があった。

い形で金曜日に充分な時間をとっ

研究会の成果として、ドイツ語版

３．理事会

て開催する意向であることが示さ

のパンフレットが作成されたことの

11月5日には理事会が開催され

砂防行政官サミットに関しては、

れた。

た。定例通り、会長挨拶に引き続

なお、次回の幹事会・理事会は

今回の幹事会における主要議事

き、議事次第確認、前回議事録

2011年3月31日、4月1日にクラーゲ

の一つは、本年4月に台北市で開

確認を経て、議事が進行した。理

ンフルト市で開催される予定である。

報告であった。
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行事一覧（10月〜12月）

協賛（後援）
●10月14日

斜面防災対策技術フォーラム

●10月14日〜16日

2010火山砂防フォーラム（協賛）

●10月27日、28日
●12月1日〜7日

10 in仙台（後援）

（社）砂防学会シンポジウム（協賛）
雪崩防災週間（協賛）

人事異動

●10月1日付

【採 用】

佐藤 一幸

砂防技術研究所調査役（国土交通省河川局砂防部 砂防計画課 地震・火山砂防室長）

STC短信

11月16日シェーンバッハサボー「平成22年度砂防地すべり技術研究成果報告会」開催（詳細は本文24ページ）

機関誌「sabo」編集委員会開催

11月30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 編集方針について
議案2 平成23年度記事案について
委員長
西田 一孝
共和コンクリート工業（株）特別顧問
委 員
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
長井 隆幸
長野県土木部参事（兼）砂防課長
杉本 良作
NPO法人 砂防広報センター
松村 和樹
京都府立大学大学院 教授
（50音順、敬称略）
松村 みち子
タウンクリエイター 代表
事務局

近藤 浩一
（財）砂防地すべり技術センター専務理事
（財）砂防・地すべり技術センター 各部長

海外協力

国
中国甘粛省
オーストリア
クラーゲンフルト

出張者
菊井 稔宏
池谷 浩

期間

目

的

2010/10/15〜22 甘粛省における土石流災害現場の現地調査
（海外事情参照）
2010/11/3〜7

インタープリベント幹事会・理事会出席

韓国

池田 暁彦

2010/10/27〜30 韓国国際シンポジウム

韓国

大野 宏之

2010/11/23〜25 第9回日韓土砂災害災害防止技術会議
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内

容

W

S

依頼講師

講

師

派遣日

依頼者

大学院工学研究科 社会環境工学特別講義Ⅱ
非常勤講師

池谷 浩

〜23年3月末まで 国立大学法人群馬大学

近藤 浩一

〜23年3月末まで 筑波大学大学院生命環境科学研究科

佐藤 一幸

10／13

国土交通省 国土交通大学校

近藤 浩一

10／20

（社）中部建設協会多治見支所

近藤 浩一

11／2

フロテックアンカー技術研究会

大野 宏之

11／6

国土交通省 富士川砂防事務所

松井 宗廣
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界隈
食べある考
14

蕎麦屋で一杯

昔々、居酒屋を煮売り屋と呼んでいたころ、蕎麦

からね。冬時期、合鴨はこってり脂がのってきていて

屋は他より良い酒を置いていたそうで、一杯引っかけ

ビールに合いかも〜。いや、失礼。蕎麦屋の卵焼き

る御仁も多かったそうでございます。まあ、蕎麦屋で

は出汁巻きより砂糖と醤油がきいて味が濃いめなも

ございますから、つまみは普段置いてある種物をあし

んです。さあ、御一献、御一献。

らったものです。焼き海苔とか板わさ、蕎麦みそなん

さて、次はお酒にしましょうか。冷やは何がある？

かで日本酒をキューッと飲って、蕎麦をたぐったら長

十四代に獺祭、飛露喜？じゃあ、飛露喜と蕎麦みそ

居しないで店を出るのが良しとされたそうですな。天

とおぼろ豆腐もね。あ、お酒はウケの升一杯に溢れ

ぷら蕎麦の蕎麦（台）を抜いた天抜きや鴨抜きなん

させてくれて良いからね。ほう、蕎麦みそ美味いねえ。

かは、箸で具をつまんじゃあ、時々汁をすすりつつ、

酒が進むってもんだ。
ああ、冷たい酒ばかりだと寒くなってくるな。そば

手早く酒をあおるわけです。
蕎麦処・酒肴処 ゑん重
東京都千代田区九段南4-2-16
TEL：03-3263-6161
市ヶ谷から靖国通りを進み、麹町
郵便局手前を右折、約50ｍ先
右側。
http://r.gnavi.co.jp/g892700/

合鴨焼き

え、市ヶ谷にあるかって？ありました。
「ゑん重」
。
昼は普通の蕎麦屋ですが、夜行くと寄席文字で店名

焼酎ちょうだい。そば湯割りかそば茶割りがあるっ
て？そば湯割りだな。あと、油揚げの網焼き、冬瓜

が書かれた常夜灯がぽーっと灯って雰囲気を出してお

のそぼろあんかけ。え、飲み過ぎ？馬鹿言っちゃいけ

ります。

ない。まだ、
ひいふうみい、
三杯しか飲んでない。なに、

まずは、ビールと合鴨焼きと卵焼きをもらいましょ
うか。最初はビールですよ。戦前じゃない、現代です

冬瓜のそぼろ餡かけ

編集後記

市ヶ谷便り

蕎麦がき

あんたの前にコップはひとつ？････それじゃ、蕎麦を
もらってしめましょうかね。

（H）

卵焼き

今号で見る関東大震災絵巻は、今も世界のどこかで
起きている戦乱や災害の悲惨さを彷彿とさせますが、

迎春の生け花に好んで使われる南天、
その音から「難

どこか対岸の火事のような気がするのも事実です。画

を転ずる」縁起のよい木とされ、玄関先に植えられた

中の人々もおそらくは、そんな風に思う平凡な市井人

り、お赤飯に添えられたりします。葉には防腐作用も

だったのでしょう。そう考えると、当たり前のように

あるのでまさに一石二鳥ですね。一石二鳥とはまた楽

享受している毎日は、ひょっとしたら奇跡のような幸

しい言葉ですが、二兎を追う者は一兎をも得ず、とい

運の上に成り立っているのかもしれません。

うことわざもあります。ウサギの方が鳥より逃げ足が
速いのでしょうか？なんて。

絵巻をひもとくうち、
人々は雨露をしのぐ仮寓を得、
焼け跡で商売が始まり、子どもたちは学校へ通い始め

脱兎のごとく話はとびますが、大河ドラマの「龍馬

て、たくましく日常を取り戻していきます。平穏であ

伝」が最終回を迎え、
「坂の上の雲」の第2部が始ま

ることのありがたさをしみじみ味わう様子が伺えて、

りました。幕末・維新の時代がこのように私たちの心

こちらまでなんだかほっとします。平安で平和な日々

を捉えてやまないのは、大義のために生きる激動の人

の「有り難さ」
、それは常に危機を視野に

生に、ありふれた日常では及びもつかない充足感を見

入れることによって得られる充足なのか

いだすからでしょうか? そして身近には起こりえな

もしれません。治にあって乱を忘れず、

いことだから、暖かな茶の間で安心して楽しめるので

に暮らせばまた、難を福と転じる、

しょうか？ TVはボタンひとつでニュースにもホーム

ことができるということでしょう

ドラマにも切り替えることが出来ますが……

か、
兎に角。
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（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。
『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「こんな記事が読みたい」
など、
みなさまのご意見ご感想を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せ下さい。
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/

