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巨大地震を
予知する年縞

安田 喜憲 やすだ よしのり

国際日本文化研究センター 教授

巻頭言

死海の年縞

イエスの誕生

火山灰

B.C.31年の
地震フロピウス

一の目潟の年縞

地震層

地震層

地震層

地震層

　３.11の東日本大震災で、地震予知を担
当されている方が「今の地震予知のレベル
では、今日地震が起こるのか、30年後に
地震が起こるのか、300年後に地震が起こ
るのか予測できない段階だ」とテレビの前
で堂々と言われたことには、驚かざるを得
なかった。「これまで何兆円という国民の
税金を投入しておきながら、それはないだ
ろう」と私は言いたかった。
　あれほどの巨額の費用をかけて地震計を
設置しながら、なぜもっと正確に地震予知
ができないのか。それはもともと研究の手
法が、地震予知を目的にしたものではない
からである。いくら現在のことを詳細に観
測・分析しても、未来の正確な予知はでき
ない。もし未来のことを予測しようと思っ
たら、「過去から現在を見て、未来を予測
する歴史的方法」しかないのである。「未
来のカギは過去にある」のである。
　そのおかげで死者と行方不明者合わせて
２万4000人以上の尊い命が失われ、おま
けに福島原子力発電所の事故で、何十万も
の人々が筆舌につくしがたい苦難を強いら
れることになった。もし、我々の研究して
いる年縞（ねんこう）の研究にもっと巨額
の研究費を投入していたら、より正確に、
少なくとも地震があと何年以内に起こるか
というレベルにまでは、予知ができたはず
なのに、まことに残念と言うほかはない。
　年縞とは、1993年に福井県水月湖の湖
底から、アジアではじめて我々が発見した
ものである。水月湖の湖底から縞々の連続
した湖底堆積物が発見され、それを年縞と
名付けたのは私である。
　水月湖の年縞は春先に珪藻が繁茂し、秋
から冬にかけて粘土鉱物が堆積することに
よってできたものである。珪藻を主体とす
る白い層は年輪の早材に、有機質の黒い層
は年輪の晩材に対応する。年輪は長くても
数百年の連続性しかないが、水月湖の年縞

は10万年の間連続していた。その水月湖
の年縞についてはこれまでScienceに2本
の論文（297・1988、299・2003）として
報告し、国際誌に多数の論文として発表し
ている。
　この年縞を連続的に採取できれば、歴年
代に近い年代軸を得ることができる。
　私たちはダブルコアリング法を開発し、
コアを採取するとき、一つのコアから次の
コアに移行するさいの年縞の欠落をなくす
ることができた。さらにこの年縞の中には
花粉・珪藻・ダスト・火山灰・プランクトン・
粘土鉱物など、過去の環境史を復元する分
析のターゲットが何種類も含まれていた。
　この年縞を分析することによって、温帯
から亜熱帯地域の気候変動や植生変遷、湖
水位の変動、風向や風速さらには降水量の
変動や洪水の間隔などの環境史を、きわめ
て多角的に正しい時間軸のもとで、年単位
で復元できる道が開かれたのである。
　そして、この年縞を分析することによっ
て正確な地震予知さえもできる可能性が見
えてきたのである。私は2006年に秋田県
男鹿半島にある一ノ目潟のボーリングを行
い、年縞堆積物を連続的に採取することに
成功した。この一ノ目潟には河川は流入し
ておらず、湖底の年縞堆積物は、春から
夏に湖で繁茂する珪藻と、秋から冬にかけ
て湖岸の斜面から流入する崩落物質と、大
気中からふりそそぐダストから形成されて
いることが明らかとなった。ところが年縞
堆積物の間に間欠的に年縞のないタービダ
イト層が存在することが明らかとなった
図-1右。
　そこで現在の湖底から年縞を1本1本数
えていき、最初のタービダイト層の年代を
算出したところ、それは1983年だった。
この1983年こそ日本海中部地震が起こっ
た年である。さらに次のタービダイト層の
年代は1964年であり、男鹿北西沖地震が

起きた年だった。さらにもっと厚いタービ
ダイト層が1939年に形成されていた。そ
の年は男鹿大地震が起こった年であった。
　タービダイト層は、地震で湖盆がゆすら
れることにより、斜面から一気に湖底に流
下したものであることもわかった。私たち
は今、このタービダイト層が何年間隔で起
こっているかを、年縞を正確に計測するこ
とによって算出している。さらに地震が起
きたのが春から夏にかけてなのか、それと
も秋から冬にかけてなのかの季節性も復元
している。それが完成すれば、男鹿半島地
域における地震の周期性があきらかにな
り、あと何年後の季節はいつごろに、地震
が起こるかという地震予知がより正確にで
きる。さらにマグニチュードとタービダイ
ト層の厚さの関係があきらかになれば、今
後どの程度の規模の地震が何年後に男鹿地
域を襲うかを、より正確に予知することが
できる。
　同じような地震でできたタービダイト層
は、イスラエルの死海の湖底からも見つか
っている。ここでは紀元前31年に引き起
こされたフロビウスの地震が突き止められ
ている図-1左。
　地震の予知には、これまでの物理学的手
法だけではあきらかに限界がある。この年
縞の研究に立脚した手法を取り入れること
を提言したい。

図-1 死海の年縞（左）と秋田県一ノ目潟の年縞（右）
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松田 芳夫
まつだ よしお

(社)全日本建設技術協会 会長

災害や事故は何故
くり返されるのか
──3.11東日本大震災に反省する

にのって自動車や漁船が上流へ流されてゆき、橋に衝
突したり堤防を越えて市街地へ流水もろとも流れ込ん
だりしている。
　振り返ってみると、テレビのニュースで津波の動画
像を見られるようになった嚆矢は、平成16年（2004）
12月のスマトラに端を発したインド洋大津波のときで
あった。風光明媚なタイのプーケット島の観光地が津
波にのまれる光景をビックリしながら見つめた。
　そして７年の歳月が流れて今回のわが国の大津波で
ある。
　現地で実際に被災された住民の方々の体験と遠く離
れた地での私たちの映像による擬似体験とは天地ほど
の差があることを承知の上でも、今回の災害は一般の
人々ばかりか、理論はわかっているはずの地震、津波、
防災の専門家や技術者を心底から驚かせたのである。
　今回の三陸地域（陸奥、陸中、陸前）の大津波は近
代日本にとって最大の津波災害となった、明治29年

（1896年）の死者２万2000人を出した大津波以来の約
120年ぶり、さらに貞観11年（869年）の三陸南部の宮
城県（陸前）沿岸を襲った津波以来1200年ぶりとか評
価されており、確率論議が盛んになっている。
　つい最近までダム事業の見直しや、スーパー堤防事
業の中止という民主党の政策で河川の治水計画の見直
しが進行中であり、利根川の計画洪水流量が200分の
１というのは大きすぎ、30分の１くらいで十分ではな
いかという意見まで取り沙汰されていたが、現実の災
害が発生すれば、防災対策の中身は別としても1000分
の１が大きすぎるという人は居ない。
　人間は事実の前には弱い。どんな理論や哲学（考え
方）も現実の前には無力である。河川や砂防の事業で
も、災害の予防工事、すなわち改修工事の予算は常に
財政当局の目の敵であり、伸び悩みあるいは削減の対
象であるが、発生してしまった災害の復旧費は与野党
一致で補正予算での必要額が確保される。
　解剖医の養老孟司先生の言によると、医学の世界で
も予防医学は不人気であるが、手術や投薬による治療
で病気が治れば医者は感謝される。“罹らなかった病
気に治療費を払う人はいない。”と喝破されている。
その例でいえば、“起きなかった災害の復旧費を払う
奴はいない”ということになろうか。
　私も若い頃、昔の河川計画で「既往最大流量の○○
○㎥ /sを採り、計画対象洪水とした」などと説明が
あると、「“既往最大”なんて先輩たちは数学が苦手で

1    現実に起きた災害の及ぼす衝撃

　まず始めに、今回の大震災と津波で亡くなられた
２万人にものぼる犠牲者そして多数の被災者の方々に
お悔やみとお見舞いを申し上げます。

　３月11日（金）午後２時46分、大地震のあと30分か
ら１時間後に広範囲に発生した大津波の映像を見て、
現場に居合わせない私たちも、魂の凍るような衝撃を
受けた。電子技術の発達により、ふつうの市民がビデ
オカメラや携帯電話で鮮明なカラーの動画を撮り配信
できるので、災害発生後しばらくの間、テレビでくり
返し各地の状況が報道された。
　まるまる一軒の家屋がそのまま浮き上がって市街地
のメインストリートを、まるで船のように流れていく
なんてことが想像できただろうか。ウソのような信じ
られない光景が展開されているのだ。津波の衝撃で、
家屋が一瞬に破壊されたときに立ち上る茶色い煙のよ
うな土埃が、津波に襲われている市街地の上に低く雲
のようにたなびいている。また、川では逆流する水流
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確率なんてわからないのだろう」と浅はかにも内心馬
鹿にしたものだが、計画の社会的な認知納得、財政当
局や政治家の理解といった観点からは至って合理的な
考え方であった。我々は雨量確率、計画降雨、洪水の
流出計算だといっても所詮、自然現象を頭で理解した
つもりで単純化したバーチャルなモデルを作って計算
しているだけで、そこには生の自然の有する複雑さ、
しつこさ、気まぐれさなどという要素が含まれない単
なる数字である。今回の悲劇で技術面でも教訓が沢山
得られたが、その一つに人々が1000分の１という確率
の稀な話をも現実のものとして議論の対象とするよう
になったことである。
　防災の任に当たる土木技術者も脳内でのバーチャル
な思考ばかりで議論をくり返すのでなく、現実の自然
の作用と直接対面し、その恐るべきあるいは偉大な力
に接することの重要性を強調したい。多忙で現地へ行
けなくても、次善の策として人間の眼以上に精度の良
い“オール天然色”のデジタル動画像や精密写真に事
欠かないのだから。

２    災害や事故の記憶は忘れられる

２-１　可能性としてのリスクと現実の危機は異なる
　三陸地方は昔からたびたび地震や津波に見舞われて
おり、多くの調査研究がなされ、近い将来に（30年以
内）70％の確率で海溝型の地震と津波が発生すると予
測されていた。そのため、沿岸部の集落や河口に防潮
堤や防潮水門の建設が進められ、避難警報のシステム
の整備や定期的な防災訓練などソフトな対策も実施さ
れていた。
　すなわち、三陸地域の人々や防災の専門家が地震や
津波のことを忘れていたわけではない。しかし、人間
は予想していたからといって直ちに真剣で直接的な行
動を起こすとは限らないことは、社会や家庭でのあら
ゆる場面で日常見られることである。
　予想とか想定という人間の知的行動は、養老先生の
いう“脳内活動”で、人間が勝手に頭の中で考えるこ
とであり、身体の反応まで含めた本気の活動ではない。
　本気になって予想を信じたら、古代のトロイやユダ
ヤの巫女や預言者のように周囲の人に何と思われよう
が騒ぎまくるはずだ。こういう条件の下では避難せね
ばならぬと頭で考えているのと、実際に危ないと確信
して具体的な行動を起こすのとは心理的に大きな違い

があるのだ。
　火災報知機のベルに素直に従って仕事を放り出して
脱兎の如く逃げ出す人はまずいないだろう。大抵の人
は火災報知機の故障か試験と思い、人声が騒がしくな
ったり、電燈が消えたり、煙の臭いがしたりして初め
て腰が上がる。今まで何も異常はなかったのだから、
異常があるはずないだろうと思い込む“正常化バイア
ス”と、本当に危険があれば皆が逃げるはずなのに誰
も逃げないから安全なのだという“集団同調性バイア
ス”の２つの心理法則に支配されて直ちに避難しない
ことが正当化されるのである。
　９月号の「文芸春秋」に、岩手県洋野町では地震や
津波のとき、消防団が分署長以下、血相を変えて真っ
先に逃げ出し、町民に避難を促す方策にしていると紹
介されている。そのおかげで今回の災害で一人の死者
も出さなかったとのことである。
　危機対応の任に当たる消防団が先頭になって逃げる
ことで、バーチャルな避難指示が命にかかわるリアリ
ティのある強制力に変化するのだ。
２-２　個人レベルの記憶は失われる
　まず第一に大災害や大事故はそうしょっちゅう発生
するわけではない。一人の人にとって一生に一回ある
か二回あるか稀な現象である。今回の津波のように80
年ぶり（昭和８年以来）か、1200年ぶり（貞観の津波）
かどうかはともかく、人の一生に比すればタイムスパ
ンの長い事件を個人レベルで記憶し伝承するのは困難
である。
　とくに、現代は情報過多で毎日あらゆる出来事に関
する情報にあふれているので、“人の噂も75日”です
ぐ忘れられる。（例えばニュージーランドはクライス
トチャーチの地震で大勢の日本人学生が亡くなったの
はいつのことだったか覚えていますか。）
　さらに、災害や事故は人が亡くなり財産も失われ、
いやな話題であるから早く忘れてしまいたいと思う日
本独特の気風も影響し、忘れ去られることになる。
２-３　組織レベルの記憶伝承の不熱心
　防災哲学の先駆者でもある寺田寅彦が、すでに昭和
８年の三陸の津波災害に際し、災害の記憶について個
人の記憶が頼りないことに続いて、組織ならどうかと
いう点について次のように述べている。
　“さて、個人が頼りにならないとすれば、政府の法
令によつて永久的の對策を設けることはできないもの
かと考へて見る。ところが、國は永續しても政府の役
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人は百年の後には必ず入れ代つてゐる。役人が代る間
には法令も時々は代る恐れがある。その法令が、無事
な一萬何千日間の生活に甚だ不便なものである場合は
尚更さうである。政黨内閣などといふものの世の中だ
と尚更さうである。★”
　それにしても、現代のわが国では事故や災害の組織
としての記憶の保存に熱心でないのが気にかかる。事
故、災害に限らず、戦争や事件もそうである。何十年
か経過すると裁判記録も処分してしまうお国柄であ
り、大学や図書館も資料や書物の置き場に困り、役所
で文書整理週間といえば古文書を捨てることと同意義
であった。ちょっと昔の日本の出来事を調べるのに
マスコミや学者がアメリカの国立公文書館詣でをする
という全く情けない国は先進国では珍しいのではない
か。我々は過去の出来事を忠実に記録し後世へ伝える
義務があるのである。

３    技術的な反省と教訓

３-１　多重安全システムが多重ではない
　故障率が起動100回に１回の信頼性のあるディーゼ
ル発電機を２台併列してあるから100分の１の２乗で
１万分の１の故障率だと自慢してみても、同じ建物、
同じ環境条件下にあれば、“想定外”の外力で全部が
同時にやられてしまうので、全く多重安全ではない。
　３発のエンジンのついたジェット旅客機が、飛行中
に３台のエンジンが全て停止するという、理論的には
有り得ない故障が発生したが、パイロットの技量がよ
く、危うく着陸することができた。故障の原因は１人
の整備士が３台のエンジンの同一部分の整備に当り、
燃料パイプの継ぎ手でゴムのパッキンを入れ忘れたと
いう共通の過ちを犯したことにあった。
　電源を別々に２ルート確保してあったのに、受電盤
が共通だったため、受電盤のショートで２ルートとも
断線してしまったとか、似たような話は多々ある。
　どの分野の技術者であれ、多重安全というときは自
分の都合だけで考えたのでは多重安全になっていな
い。とくに防災ではあらゆる自然の作用に対し、どれ
を重点にして対処するのかという方針は別としても、
想定外ということはないようにしたい。
３-２　前例を無視または軽視する傲慢な専門家
　技術はその基礎の多くを自然科学の合理性に求めて
いるから、地域性を越えた普遍性を有する。特に近代

工業の成果たる、機械、化学、電子が支配的になるに
つれ、製品の品質や制御技術の論理そのものは組織の
縄張りや国境に無関係となる。したがって、海外や他
分野において事故や災害が発生した場合、その情報を
入手し原因を追究し、ひるがえって我が身の世界を点
検し、同じような失敗はくり返さないというのが当然
であるが、これがなかなか簡単ではない。
　いわく、◯◯国の技術はいい加減だから日本では起
きない、日本では耐震設計がしてあるから壊れない
等々……。こうしてサンフランシスコ地震で高速道路
の高架橋が崩壊した例、韓国の大邱の地下鉄の電車火
災、スマトラ、インド洋大津波の高さ10ｍ以上の津波
による被災など、多くの犠牲の代償として提供してく
れた貴重な教訓を無視又は軽視し、何年か経ってから、
わが国でも似たような事故や災害を生じせしめている
のである。
　７月の中国の高速鉄道の衝突事故でも、事故原因も
判明しないうちからマスコミに日本の新幹線は大丈夫
という見解がのっていたが、十分検討もせず、いとも
気楽に日本は違うという、その非技術的判断が分野は
違っていても１人の技術者として大いに気になるとこ
ろである。
３-３　サブシステムの故障がシステム全体の崩壊を招く
　現代の技術は、数多くの部分的なサブシステムの複
雑な組み合わせとなっており、各システムがすべて正
常に作動してシステム全体が目的とする機能を果たす
ようになっている。末端の“つまらない”システムは
数が多いから故障の回数も多いが、その故障が全体に
波及しないよう十分に考えられていないと大事に発展
する可能性がある。
　このたびの原子力発電所の災害でも、当初は大地震
にもかかわらず原子炉が無事停止したと喜んでいたの
が、外部電源の震災による供給停止、引き続く津波に
よる予備ディーゼル発電機の運転不能により、原子炉
及び使用済核燃料の冷却ができなくなり、爆発や放射
能漏れの大事に到った。すなわち原子炉本体が停止し
たというのは、いわば“御本尊”が無事だったという
だけであり、周辺のコマゴマとしたサブシステムが故
障すると、御本尊がメルトダウンしたり爆発したりし、
結果としてすべてのシステムが破壊されてしまうので
ある。
　今回の地震で内陸部を走る東北新幹線が運転できな
くなったが、地震発生時は東海道新幹線を含め90本近
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い電車が無事停止した。震度が大きかった東北新幹線
では高架構造の軌道にはたいした被害がなかったの
に、いわばサブシステムである数百本の架線用の電柱
が倒れたり、又、駅の天井が落下したりして電車は長
期にわたり運休してしまった。
　すなわち複雑な複合システムでは、メインの施設の
安全性が高くてもそれをサポートする周辺のサブシス
テムの安全性が低ければシステム全体の安全性は低い
ことになるのである。
３-４　技術の専門分野別縦割による知識の片寄り
　今回の原発の津波災害で我々水理技術者が一様に驚
いたのは、現代科学技術の粋を集めたはずの原発が、
いとも簡単に津波の侵入に端を発し破壊されてしまっ
たことである。
　そもそも水に弱い発電所という施設が防水とか水密
とかといった水の侵入に対する考慮がなされていない
のは不思議である。予備のディーゼル発電機は地下に
置かず高い所に置くというのは、電話局、鉄道、病院
等では常識化しつつあるのに、なぜか原子力の世界に
は通じていなかった。
　今回はたまたま原子力の世界のことが表沙汰になっ
たが、技術分野が細分化されるにつれ、ある分野では
当たり前のことが他の分野では全く顧みられず知識も
なければ話しのタネにもならないということが多々見
られるようだ。
　技術者は自分の専門に集中する「専門バカ」といわ
れることがあるが、これが冷やかしではなく本当のバ
カにならぬよう、特に防災、事故防止に関しては広く
他の分野の情報や事例を集め、自分のものとするよう
巾広の努力が必要である。
３-５　資材、部品、燃料、食料などの資源のストック、
　　　余裕が社会全体に不足していること
　わが国では、交通、流通、ライフラインが完璧に常
時機能していることを前提に、生産活動、病院等の公
共サービスばかりか家庭生活まで営まれているから、
災害や事故で交通やライフラインが停止するとその瞬
間から、ミルクがない、ガソリンがない、自動車の部
品がないと上を下への大騒ぎになる。
　ストックを持つことは倉庫や収納場所を必要とする
うえ、ストック分の資金が寝るという経済効率上の理
由で生産、流通、生活全ての分野でストックを嫌う文
化ができ上がってしまった。
　高齢者や若い人に人気の高いマンションは日常品の

入手の便利なコンビニの近くだとのことである。
　ストックを持つということは戦争、内乱、テロなど
の非常事態に備えることであり、安全で平和な日本に
おいてストックを持つなどという思想は、戦争などの
非常事態を想定するということにつながり、忌み嫌わ
れることであったし、今もそうだろう。
　とくにトヨタ自動車の部品のストックを持たないと
いう「ジャストインタイム」、「カンバン方式」などと
いう経済効率万能主義が、あたかもビジネスの成功譚
扱いされて有名になったことも大きい。
　オイルショック以来、石油の備蓄は認知されるよう
になったが、政府が米の備蓄をわずか数か月分行って
も倉庫代の無駄だと攻撃される。
　ましてや流行するかしないか予測できない感染症の
ワクチンを数千万人分確保するなどという発想はない
から、インフルエンザ流行の兆しがあるとなるとあわ
ててワクチンを海外から輸入し、国産の体制が整うと
今度は大量に余って破棄するというバカなことを２年
前にやったことをご記憶だろうか。

４    おわりに

　以上、今回の大災害で私が技術者としての職業人生
で最大のショックを受け、気分が高揚している状況で書
いた駄文をお読み頂きありがとうございます。
　私も、最近現地を視察しましたが、津波が全てを流
し去り、木造家屋は上物は無くわずかに土台の跡があ
るばかり。一面の荒野の中に鉄筋コンクリートや鉄
骨のビルが内部は失われてポツンポツンと点在してい
る、この光景どこかで見たぞ……。そう、記憶のファ
イルを繰ってみれば昭和20年（1945）夏の東京の、横
浜の、名古屋の、広島や長崎の今次大戦による空襲後
の焼跡そのものです。まさか一生の間にこんな光景を
２回も見るとは思いませんでした。
　社会や家庭にとって戦争も大災害だということを改
めて痛感した次第です。
　技術者の方々が、今回の災害の経験を基に、より安
全で安心のできる美しい国土を作り出して頂けるよう
心から期待しています。

参考文献
★  津波と人間（昭和8年5月,「鉄塔」）
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T O P I C S

杉山 光徳
すぎやま みつのり

国土交通省 九州地方整備局
宮崎河川国道事務所 工務第二課

霧島山（新燃岳）の
噴火と火山砂防対策

１．新燃岳噴火の概要
１-１　噴火の経緯
　宮崎県と鹿児島県の県境に位置する霧島連山の新燃
岳で、平成23年１月19日に小規模な噴火が発生した。
その後、１月26日に本格的にマグマ噴火を開始し、翌
27日には、1回目の爆発的噴火が発生写真-1、その噴
煙は火口縁上2,500m以上に達した（気象庁発表）。1
月19日以降の一連の噴火により、山腹斜面では多量の
降灰があり写真-2、周辺市街地でも降灰があった。
　また、1月28日には、火口内に溶岩ドームが形成さ
れているのが確認され、その後、最大直径は約600m
に達した。爆発的噴火は、2月上旬まで頻発したもの
の、3月1日を最後に発生していない。新燃岳で爆発的
噴火が発生したのは1959年以来52年ぶりで、今回の噴
火活動ではこれまでに計13回の爆発的噴火が発生して
おり、噴火活動は現在も継続中である（９月１日時点）。
なお、気象庁によると、爆発的噴火とは「爆発地震を
伴い、空振計で一定基準以上の空振を観測した場合」
としている。

１-２　噴火による影響
　新燃岳の噴火活動の活発化に伴い、気象庁は１月26
日に噴火警戒レベル３に引き上げ、入山が規制された。
これに伴い、霧島連山の各登山道が順次閉鎖されたほ
か、新燃岳南側に位置し、宮崎県と鹿児島県とを結ぶ
国道223号やその他県道等も一時通行止めとなった（一
部の通行規制は現在も継続中）。その他、交通機関へ
の影響としては、降灰により、一部鉄道が運転見合わ

（平成23年8月時点の立ち入り禁止区域は、火口から半径3km以内となっている。）

写真-1 爆発的噴火の状況（平成23年１月27日撮影）

図-1 降灰調査結果
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（35渓流）を抽出した。さらに、抽出した土石流危険
渓流において、数値氾濫シミュレーションにより土石
流の氾濫によって被害が起こる恐れのある区域を検討
された。一方、避難のための参考となる雨量基準につ
いては、当初、４㎜ /h以上と設定された。これは、
1991年に噴火を開始した雲仙普賢岳や2000年の三宅島
の噴火後に土石流を発生させた実績降雨データを参考
に設定されたものである。雨量基準は、その後、新燃岳

せとなったほか、航空便についても、宮崎空港を発着
する便を中心に欠航または鹿児島空港発着への変更が
相次いだ。１月下旬の噴火では、市街地でも降灰があ
ったため、道路上に火山灰が堆積したことによる車両
のスリップ事故や火山灰の除去作業中の事故も発生し
た。さらに、噴火に伴う噴石による車両の窓ガラスの
破損があったほか、２月１日の爆発的噴火では、鹿児
島県霧島市内の各所で空振により窓ガラスが割れるな
どの被害が発生した。前述のとおり、新燃岳の噴火活
動は現在も継続しているものの、最近は市街地付近に
大きな影響を及ぼすような噴火は発生しておらず、住
民生活は平静を取り戻しつつある。

２．火山砂防対策の概要（噴火への対応）
２-１　緊急調査
　国土交通省では、新燃岳の噴火後、延べ80人を動員し
て緊急調査を実施した。緊急調査では、降灰調査のの
ち、土石流危険渓流の抽出、想定氾濫範囲の検討を行う
とともに、避難のための参考となる雨量基準を設定した。
　降灰調査は、1月27日から29日かけて実施し、ヘリ
コプターによる上空からの調査により降灰範囲を確認
したうえで、地上調査により128地点で降灰状況を調
査し、1月29日時点での降灰分布と降灰量（堆積重量
から換算した層厚）を把握した図-1。この降灰調査に
よる降灰分布に基づき、土石流危険渓流の流域のおお
むね５割以上の面積で、噴火により火山灰が１㎝以
上の厚さで堆積していると推計される土石流危険渓流

写真-2 新燃岳周辺の山間部における降灰状況（平成23年6月14日撮影）

年月日 雨量基準 備考

H23.2.4 ・時間雨量4㎜

・１月26日の噴火を受け１
月27日～２月３日に緊急
調査、検討を実施

・三宅島土石流発生（H12）
の実績に基づく

H23.3.1 ・時間雨量10㎜
（引き上げ）

・２月27日～28日の降雨後
に土石流発生確認調査を
実施し、異常なし

（H23.5.1　改正土砂災害防止法施行）

H23.5.2

・高千穂峰東～南の土石流
危険渓流：時間雨量15㎜

（引き上げ）
・丘陵部の土石流危険渓流：

時間雨量20㎜（引き上げ）

・４日27日～5月1日の降雨
後に土石流発生確認調査
を実施し、異常なし

・５月1日改正土砂災害防止
法施行

H23.6.5

・高千穂峰東～南の土石流
危険渓流：時間雨量20㎜

（引き上げ）・丘陵部の土
石流危険渓流：時間雨量
20㎜（変更なし）

・6月5日の降雨後に土石流
発生確認調査を実施し、異
常なし

H23.6.29

・高千穂峰東～南の土石流
危険渓流：時間雨量35㎜

（引き上げ）
・丘陵部の土石流危険渓流：

土砂災害警戒情報が発表
されたとき（変更）

・６月10日～26日の降雨後
に土石流発生確認調査を
実施し、異常なし

表-1 九州地方整備局が発表した警戒避難のための雨量基準
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周辺の降雨実績と土石流の発生状況を反映して順次見
直しが行われている表-1。緊急調査結果は、警戒避難
対応の支援を目的として県や関係市町に情報提供した。
　なお、上述の緊急調査は、５月1日以降、同日に施
行された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止
対策の推進に関する法律（「土砂災害防止法」）の一部
を改正する法律」に伴い、同法27条に基づく緊急調査
に移行している。

２-２　国土交通省が実施した緊急減災対策
❶ 緊急ハード対策
　国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所で
は、新燃岳の噴火を受け、２月１日から降灰による土

石流災害の軽減を目的とした緊急ハード対策工事を実
施した。緊急ハード対策としては、既設砂防堰堤堆砂
域の緊急除石を12箇所（総除石量93,000㎥）、緊急導
流堤の設置を１箇所、緊急遊砂地工の設置を１箇所（ブ
ロック積4,076個、土のう積2,995個）、緊急ブロック堰
堤の設置を１箇所でそれぞれ実施し、５月31日までに
工事を完了している。なお、６月25日から26日にかけ
ての降雨（矢岳雨量観測所で累計雨量76㎜、時間雨量
30㎜速報値）により高崎川流域において土砂移動が確
認され、砂防設備により捕捉された写真-3。次期出水
に備え、今回の出水により満砂状態となった堰堤（３
基）については、緊急対策工事として除石（再除石２
基、新規除石１基）を実施し、７月31日までに工事を
完了している。
❷ 緊急ソフト対策
　新燃岳の噴火を受け、土石流監視体制の強化を目的
とした土石流センサー（ワイヤーセンサー）および渓
流監視用カメラの設置を行った写真-4。土石流センサ
ーは、既設の６基に加えて、17基（祓川、荒川内川、
荒襲川ほか）を新設し、合計23基となった。また、渓
流監視用カメラは、既設の10基に加えて、さらに10基
を順次新設し、合計20基となっている。以上の監視情
報は関係機関等に情報提供されており、土石流センサ
ーについては、宮崎県、都城市及び高原町職員携帯へ
自動メール配信により土石流発生の情報提供を行い、
渓流監視用カメラについては、宮崎県を経由し、監視
カメラ映像を都城市や高原町へ情報提供している。

写真-4 新たに設置した土石流センサー（横尾川の例）

写真-3 除石工事と6月25～26日の降雨による土砂移動状況（矢岳第3砂防堰堤）

除石工事の様子

除石後（平成23年6月13日撮影）

出水後（平成23年6月26日撮影）
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２-３　他機関との連携
　火山噴火の影響は広域に及ぶため、その対応は関係
機関と連携・調整しながら進めていく必要がある。九
州地方整備局では、１月26日以降、情報連絡担当官（リ
エゾン）として宮崎県庁、鹿児島県庁、高原町、都城市、
霧島市に職員を派遣した写真-5。一方、霧島における
火山活動ならびに火山防災対策に関する意見交換、地
域住民等の防災意識向上を図ることを目的として、１
月27日および2月2日に開催された霧島火山防災連絡会

（コア会議）、さらに、政府支援チームが中心となり、
霧島火山防災連絡会を基に設置されたコアメンバー会
議（２月22日から６月２日までに７回開催、構成は、
関係市町、宮崎県、鹿児島県、国交省、気象庁、林野
庁、陸上自衛隊、学識経験者等）に参加した。また、
今後、降雨に起因して発生が懸念される土石流等に対
し、現地での災害対応の強化を図ることを目的とした
霧島山（新燃岳）土砂災害対策現地連絡会（２月１日
より）を開催している。

３．今後の火山砂防対策
　平成23年１月に、52年ぶりに爆発的噴火が発生した
新燃岳は、噴火開始から約７ヶ月が経過した現在も活
動を続けている。今年６月７日に開催された第120回
火山噴火予知連絡会の検討結果によると、「新燃岳の
噴火活動は低下」してきているものの、「新燃岳北西
地下深くのマグマだまりには深部からのマグマの供給
が続いており、マグマだまりから新燃岳へ多量のマグ

マが上昇すれば、噴火活動が再び活発化する可能性」
があるとしている。新燃岳では１月末の噴火活動開始
から２月までに計12回の爆発的噴火が発生した。３月
２日以降、爆発的噴火は発生しておらず、噴火回数も
３月は７回（うち爆発的噴火１回）、４月は３回、５
月は発生なし、６月は３回、７月は発生なし、８月は
２回（９月１日時点）と減少傾向にある。その一方で、
単発的に噴火が発生し、火山性地震も増減を繰り返し
ながら多い状態で経過しており（気象庁発表）、予断
を許さない状況が続いている。
　国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所で
は、これまでに緊急減災対策を概ね完了し、現在は降
灰に起因して発生する土石流に対して本格的な対策の
検討を進めている。今後、土石流が発生する可能性が
ある渓流については、砂防堰堤や遊砂地工等の整備を
進め、人家や国道等への被害の防止・軽減に務めてい
く所存である。噴火開始からこれまでに上流ではごく
小規模の土石流を確認しているが、幸いにも氾濫被害
の発生は確認されていない。しかし、多量の降灰のあ
った流域上流の山腹斜面ではガリーが形成され、一部
土砂移動が開始している写真-6。大雨などの際には不
安定土砂が移動し、土石流となって流下することで、
下流域に被害を及ぼすことも懸念される。今後も火山
活動や土石流発生状況を継続的に監視し、関係機関に
情報を提供するとともに、ハード対策の整備を進め、
関係機関と連携しながら火山防災対策の充実を図って
いく所存である。

写真-5 情報連絡担当官（リエゾン）の活動状況 写真-6 新燃岳の山腹斜面におけるガリー発達状況（平成23年6月29日撮影）
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東日本大震災
現地報告

道畑 亮一
みちはた りょういち

(財)砂防・地すべり技術センター砂防部 主任技師

1. はじめに
　平成23年３月11日午後２時46分、東北地方太平洋沖
地震が発生した。東京で地震を感じるのは珍しいこと
ではないが、この度の揺れは非常に長く、大きかった。
当日委員会が開かれていた当センターで、会場である
大会議室の天井が抜けた。幸いにもケガ人はなかった
が、東京でも、このような状態だったので、震源地は
ただごとではないと誰もが感じたが、まさに未曾有の
災害であった。東北の海岸を襲う津波。映画のCGでは
ないかと思われるほど、予想を超える大きさだ。その
映像に誰もが釘付けになると同時に、度々の余震によ
る不安がつのる。東京に住む私たちでさえ、帰宅難民
になる状況のなか、被災地の中心である岩手、宮城、
福島の人たちの置かれている状況は想像を超える。
　当センターは日頃、土砂災害という自然災害に対峙
し、大地震による土砂災害に対して事前対策や震災後
の復興に尽力してきたが、今回の被害と甚大さに手を
打つことができないのではないか、そう思わされるほ
どの自然の驚異だ。しかし、このような状況でこそ、我々
が動かねばならないとの思いから、この地震による地
すべりやがけ崩れのあった箇所の調査を試みた。併せ
て、津波の被災地を自らの目で確かめることとした。
　当センターでは震災後、６月９日～10日、20日と現
地状況調査を行った。調査箇所は宮城県内で、①地震
に伴う土砂災害発生状況（緑ヶ丘団地の地すべり、石
巻市内のがけ崩れ、鹿妻地区がけ崩れ）、②津波被害

状況（仙台市、石巻市、女
おな

川
がわ

町）、③特定
利用斜面保全事業により創られた避難所の
状況について調査した。

２. 地震に伴う土砂災害発生状況
　東北地方太平洋沖地震では、津波の被害
が甚大であったため、それに比較すると土
砂災害の被害が小さく映るが、実際には散
発的にがけ崩れや地すべりが発生している。
また、地震による地盤の緩みにより、今後
土砂災害が発生しやすいものと考えられる。

２-１　緑ヶ丘団地の地すべり
　当箇所は1978年の「宮城県沖地震」でも
被災し、1980年に災害危険区に域指定され、
鋼管杭等による対策が実施されていた。今
回の地震により地すべり頭部に亀裂が生じ

図-1 現地状況調査位置図
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民の方に対して、今後の土砂災害に対する留意事項や
簡易にできる対策について、以下のようなことをお伝
えした。この状況は同行したNHKにより、当日のニ
ュースで放映された。
• 自分の住んでいるところが土砂災害危険箇所かど

うか調べておくことが大事である。今後土砂災害発
生の可能性があることを認識しておくことで、日頃
から意識して行動することができる。

• 土砂災害警戒情報が放送された場合には、特に注意
する。その時何をすればいいのかをあらかじめ決め
ておくことも慌てず行動する手助けになる。

• 崖から崩壊する土砂は、がけの高さの2倍ほどの距
離まで到達する可能性がある。どこまで離れれば安

るなど、過去に施工された杭工周囲が沈降したため杭
工自体が露出していることから、地すべりの滑動が確
認された。この地区では伸縮計、パイプ歪み計が設置
済みであり、その後の変状は明らかではないが、現時
点での変位は小さく地震後の地すべりの滑動状況は落
ち着いているものと推測される。

２-２　石巻市八幡町のがけ崩れ
　石巻市八幡町のがけ崩れ状況は、数カ所崩壊箇所が
見受けられるが、吹付枠による対策済み斜面では変状
は認められない。現地では近隣の住民に当時の状況を
聞くことができた。地震時に大音響とともに崩れが発
生したこと、地震後にも２度にわたり崩れ、今も不安
であるとのお話を頂いた。また、池谷前理事長から住

写真-1 ブルーシートで覆われた頭部亀裂 写真-2 オーバーレイされた杭頭

写真-3 崩壊と土嚢による応急対策状況 写真-4 池谷前理事長からの助言（取材の状況）
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いる。現在、調査ボーリング等が実施され、表層の緩
んだ岩盤を撤去した後に、吹付のり枠工＋切土補強土
工で対策を行う方針で、宮城県砂防課と東北地方整備
局で協議が行われている。現状では、トップリングが
発生し表面が剥落しており、開口亀裂が残存している。
がけ崩れの発生は一部に限られているが、余震、降雨
による崩壊箇所の拡大が懸念される。

３. 津波被害状況
　今回の災害の特徴は津波による被害である。被害が
広範囲にわたるため車窓からの確認ではあるが、調査
行程で確認できた仙台市、石巻市、および女川町の被

全かを事前に確認しておくことは、身を守る上で大
切である。

• 避難できないような緊急事態では、１階に居る場合
は事前に２階に移るようにしたほうが良い。

• 斜面上部は浮石になっているところがあり、危険な
ので近づかない。

• 家の前に大きい土のうを積むのも落石の応急処置
としては有効な手段である。

２-２　鹿
か

妻
づま

地区がけ崩れ
　鹿妻地区は、2003年の「三陸南地震」でもアパート
裏の比高40mの崖から落石・崩壊が発生した箇所であ
った。基礎調査の結果でもレッドゾーンに指定されて

写真-5 被災したアパート

写真-7 地上構造物のほとんどが喪失

写真-6 落石と堆砂による左アパートの破壊状況

写真-8 水田の被災状況
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害状況を記す。

３-１　仙台市（仙台空港周辺、荒浜地区）
　仙台空港近くの橋梁は、津波により家屋、ビニール
ハウス等の大半の地上構造物は喪失しており甚大な被
害の一端が伺えた写真-7。水田地帯は未だ排水がなさ
れていない箇所が多く残っている写真-8。また、防風
林も流出しており、残存木も枯れているが、それ以上
に守るべき家屋がない平地が広がっている状況が続い
ている写真-9。

３-２　石巻市
　石巻市内の被災地域では、瓦礫の撤去が完了してい
ない箇所が認められ、異臭が漂っていた 写真-10 。ま

た、仙台市同様、地上構造物に甚大な被害が生じてい
る 写真-11 。津波による直接の被害ではないが、海岸
沿いのため、マンホールが突出している等、地震時の
液状化の痕跡も認められる 写真-12 。

３-３　女川町
　牡鹿半島西側も被害が確認される。内湾（万

まん

石
ごく

浦
うら

）は、
地盤沈下による浸水被害はあるが、津波による被害が
ほとんど認められず、外湾と対照的であった。途中、
道路には多数の変状が残存しており、海沿いの傾斜地
は、津波の到達標高まで樹木が茶色に変色している他、
多数の表層崩壊が確認された。
　女川町は今回の津波で壊滅的な被害を受け、鉄筋コ

写真-9 防風林の残骸

写真-11 家屋の1階は骨組のみとなっている

写真-10 瓦礫の撤去状況

写真-12 液状化で露出したマンホール
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きた。津波災害当時、堀切山には病院関係者や周辺地
区からの避難者1000人近くがいたが、津波は地盤高
16mの堀切山を越えて病院の１階部分を洗い流したと
のことであった 写真-16、17 。
　また、当時病院の１階には多数の入院患者がおり、
自力で避難できない患者を病院内を泳ぎながら２階に
引き上げたとのことであった。不幸にも、わかってい
るだけで４名の方がこの堀切山で津波により亡くなら
れたが、堀切山は、今回の津波に対する避難場所とし
て機能し、この堀切山がなかったらもっと多くの被害
が出ていただろうとのお話であった。津波の越波は低
い地点から高い地点の移動現象であることから、①遮
蔽物に到達すると直ちに運動エネルギーは位置エネル
ギーに転換される、②開放された空間に移動し散逸さ
れる、③水位が時間とともに下がる、以上のことから
最高水位で耐えうる強度があれば遮蔽物は倒壊を免れ

ンクリートの構造物を除きほとんどの建物が流失して
いた 写真-13 。また、流失を免れた構造物も残骸にな
っており、使用に耐えるものはない 写真-14 。

４. 特定利用斜面保全事業（女川町堀切山）
　　の状況
　堀切山特定利用斜面保全事業は、昭和63年～平成9
年に工事が実施された。堀切山周囲の急傾斜地崩落防
止工事を実施しつつ、堀切山の掘削を行い、高台の平
地約1.6ha、地盤高16mの土地を創出したものである。
創出された土地には、津波からの緊急避難場所となる
女川町立総合病院および地域福祉センターが設置され
ている 写真-15 。今回の津波は高台に位置する女川町
立病院の１階まで到達した。
　今回の調査では、堀切山にある女川町立病院の阿部
事務局長に津波災害当時の貴重なお話を聞くことがで

写真-13 道路以外は何も残っていない 写真-14 3階建て建物の倒壊状況

写真-15 堀切山特定利用斜面保全事業の概要（女川町パンフレットより）

着 工 前 完　成
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る。今回の避難場所である高台は、水位が徐々に上が
っていく斜面には圧力として作用するが、土石流のよ
うに地表を削りとるような動きではないため、避難場
所として有効であったと考えられる。

５. おわりに
　 写真-18 は堀切山の高台から女川町を望んだもので
ある。平生より土砂災害にたずさわる我々は、谷間の

家屋が土砂流出によって被災し、その下流麓は被害を
免れている、といった写真はよく目にする。しかし今
回の津波災害は、まったく逆の様相を呈している。そ
してこの残された家々を守ることが、私たちにできる
こと、やらなければならないことの第一歩であるとあ
らためて実感させられた。
　この甚大な被害を受けられた方々に、心よりのお見
舞いを申しあげます。

写真-16 海側から見た堀切山と女川町立病院

写真-18 被災を免れた家屋と喪失した町並み

写真-17 病院1階の津波水位を示す阿部事務局長
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連載エッセイ

3

くらしと水
──災害と水

尾畑 納子
おばた のりこ

富山国際大学 現代社会学部 教授

ここ数年、世界のいたるところ

で異常気象に伴う災害の実態

が報告されている。今年に入ってか

らも３月11日の東日本大震災をはじ

め、周辺地域での地震の頻発や集中

豪雨による洪水の多発と、まるで地

球がもがき苦しんでいるかのように

災害が起こっている。「くらしと水」

の３回目は、ヒトの体に欠かすこと

のできない「水」が一転して人間生

活をおびやかす……水が引き起こす

災害について考えてみたい。『災害は

忘れたころにやってくる』とは昔か

ら伝わる戒めの言葉。しかし、最近

は「忘れる」というよりあまりにも

災害が頻発して、記憶に定着しない

ほどの状況が続いている。いつどこ

で何が起きるか分からない災害に対

して、私たちはどのように向き合っ

ていったらいいのだろうか。

立山カルデラとの出会い

今から７年ほど前の、ちょうど

今頃だろうか。北アルプス立

山山麓付近に私の勤務する大学があ

ることから「若い女子学生たちに一

度、立山カルデラと常願寺川の流域

の災害の爪跡を見せたらどうだろう」

と、当時、（財）砂防・地すべり技術

センター理事を務めておられた吉友

嘉久子氏からお誘いがあった。私自

身山登りが好きなこともあり、めっ

たに一般人が入れない彼の地に入れ

るチャンス、と二つ返事で立山カル

デラに入れてもらうことに決まった。

　私の生まれ育った富山は東南に立

山連峰、北に日本海、海の幸山の幸、

豊かな水に恵まれ災害の少ない住み

やすい地域といわれているが、ほん

の数十年前まで立山から町へ下る常

願寺川は度々氾濫を繰り返し土砂災

害とその莫大な復旧費用に苦しめら

れてきた歴史をもつ。しかし現在で

は多くの地元の学生も、弥陀ヶ原の

麓にひそむ大きなカルデラの存在は

もとより、そのなかで災害を防止す

るため100年余りにわたって砂防工

事が続けられているという事実も全

く知ることがなかった。

　入山当日。台風の影響で雨になる

かも知れないとの情報もあったが、

幸いにも立山砂防事務所の工事用ト

ロッコに乗車させていただくことが

できた。スイッチバックで行きつ戻

りつして急斜面を登るトロッコ電車

から常願寺川源流、そして真川、湯

川などを眼下に見ながら、ようやく

水谷平に到着したのは出発して2時

間も経った頃だろうか。学生たちは

恐怖心よりもその光景の雄大さ、峻

厳さに圧倒され、こんなに凄まじい

ところで人知れず工事が行われてい

る事実に驚き、その感動を夢中で語

り始めた。その姿に、学生と一緒に

来て本当によかったと実感した。さ

らに現地で食事の世話をしている女

性たちとの会話のなかで、同じ女性

としての生き方も学ぶことができた

ようだった。心配された雨にも合わ

ず、雄大な立山の知られざるもう一

つの姿を自分たちの目で、足で感じ、

崩れの現場やそれを修復するための

作業の様子を一つ一つ見つめながら、

周辺の様子、長い歴史とともに変化

する作業場の様子などのお話を聞か

せてもらった。

　研修の終盤に差し掛かった頃、美

人になれる？立山の湧水「天涯の水」

を飲み、その成分の分析をしながら、

それまでの緊張から解放されたよう

にようやく学生たちの冗談が飛び出

すひと幕もあり、これも今は懐かし

い思い出だ。この現地研修会がきっ

かけで、私はすっかり立山カルデラ

に魅せられてしまった。

立山砂防女性サロンの会

こうした現地見学会はいくつか

の機関で実施されているが、

毎年地元の女性に限定して見学会
イラスト：仲野順子
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「女性サロンinカルデラ」を実施し、

命を育む女性たちに「実際に目で見

て、知って」感動し、「自分たちに何

ができるか」を考え、災害の恐ろし

さと人々の暮らしを守るために人知

れず続けられている砂防事業の大切

さを地域に子や孫に伝える語り部に

なってもらおう、と設立されたのが

立山砂防女性サロンの会だ。アドバ

イザー吉友嘉久子氏を中心として、

カルデラ見学会・講演会・国内外研

修の活動を継続し、私も5年前からサ

ロンの会会長の重責を拝命、本年は

会が正式に発足して10周年を迎えた。

　現在会員は300余名、講演会に出

かけたり、国内の土砂災害と復興現

場を実際に見学して話し合ったり、

海外における防災の取組みを学びに

出かけている。地域によって国土形

成の歴史が異なるため災害の種類や

対策も様々だ。そんなことをこの会

では真剣に学び、さらに市民として

災害防止のための語り部となって活

動している。国や県がしてくれるの

を待つのではなく、自分たちに何が

できるのかを考え、活動することこ

そが今、私たちに求められていると

強く感じている。

　はじめての海外研修は平成16年の

秋、ネパール共和国のカトマンズだっ

た。当時JICAの指導員として現地に

赴任されていた元立山砂防事務所長

の森山裕二氏にご案内いただき、土

砂災害から数年たったカトマンズの

郊外マルティルタ被災地の小学校を

訪ね、その爪痕の大きさにショック

を受けた。しかし、その悲惨さと対

照的な子供たちの屈託のない笑顔が

何より私の心に焼き付いた。

　それから韓国、イタリア、カナダ

と毎年かつての災害地を訪ね、平成

20年のスイス研修ではGoetz博士の

ご厚意で、アーレ川の自然環境を重

視した砂防事業の在り方を学び、そ

してアルプス氷河が

溶け出しているとい

う地球温暖化問題

の現実の姿に直面し

た。本年は立山砂防

の父、デ・レーケの

故郷オランダへ出か

ける。全く素人の女

性（主に主婦）たち

であるが、山麓の災

害の地を訪ね、被災

された人たちへの慰

問・交流と同時に、

無事過ごすことので

きる自分の環境に感

謝しながら、また新

たな活動へと意欲を

燃やしてくれる会員

が多くなっている。

　昨年はインドネシ

アを訪問。現地の幼

稚園を訪れると、そこでは徹底して

防災教育に取組み、園児たちが避難

訓練やバケツリレーなどを実演して

見せてくれた。また古くから繰り返

し火山の噴火や土砂災害に苦しめら

れる村を訪ね、村の女性たちとの交

流会を行った。「こんなに災害が多

い所に住むのはおそろしくないです

か？ 移住は考えないのですか？」と

いう私たちの問いに、「ここは私たち

の先祖が代々暮らしてきた大切な土

地。どこにも行きません。村が（災

害で）壊されても復興して住み続け

ます」と当たり前のように答えた。

故郷を愛する心は万国共通なのだ。

帰国の数カ月後、メラピ山の再噴火

で村は再び被災との情報に、会で

は早速義援金を募りお見舞いのメッ

セージと共に送った。

今、自分たちにできること

地球温暖化の問題が深刻化し世

界中で異常気象による災害が

頻発するなか、私たちのこれまでの

くらしがこの先もずっと続くとはい

えない現在。人は災害には決して勝

てない。災害を100％抑えることも、

絶対大丈夫、ということもあり得な

い。命を育む大切な「水」も、時と

して私たちの生活や命をも脅かす恐

ろしい災害を引き起こす。しかし、

災害の恐ろしさを今を生きる人々そ

して次世代へ語り伝えることで、備

え、被害を最小限に食い止める努力

はできるのではないか。そして、災

害に共に立ち向かい、復興に向ける

強い心･････。

人が何かをしてくれるのを待つの

ではなく、一人一人がそれぞれの

立場で何ができるのかを考え、行動す

ることではないか。次回は、今、私自

身が学生たちと取り組んでいる「水を

守る活動」について、述べてみたい。

水谷平に向かうトロッコ電車

謝辞
写真を提供して頂いた国土交通省北陸
地方整備局立山砂防事務所の皆様に感
謝申し上げます。
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技術ノート ● ● ●

一般座標系による
平面二次元解析法と
その応用

竹林 洋史
たけばやしひろし

京都大学 防災研究所 流域災害研究センター 准教授

1  はじめに

　日本を始めとするアジア・モンスーン地域は、土砂
生産が非常に活発であるため★１、沖積地を形成する。
沖積地は、河川流によって上流から輸送されてきた土
砂が氾濫・堆積することによって形成された地形であ
り、日本のほとんどの平野は沖積平野である。つまり、
多くの日本人は、土砂が氾濫することによって作られ
た地形上に生活しており、砂防事業及び治水事業なく
しては現在の生活が成り立たないことが容易に想像で
きる。一方、河川は、流域の生態システムの形成にお
いて重要な役割を果たしている。河川は、流砂の時空
間的な不均衡により発生する土砂の浸食および堆積現
象を通じて河川流域の地形を形成しており、絶えず地
形を変動させている。つまり、河川は、水供給だけで
なく、流域地形の多様性を創造する源としての役割も
果たしており、流域の生態システムの形成において不
可欠なものとなっている。そのため、河川地形を予測
する数値解析モデルについては、多くの研究が行われ
ている。
　河道地形の数値解析モデルは、対象とする現象の時
空間スケールの違いによって、一次元モデルから三次
元モデルまで存在する。これらのうち、二次元モデル
は、河床位および河床材料の平面分布の予測が可能で
あり、地表を面として一般に捉えられることを考える
と、現実に近い形で地形を予測するモデルといえる。
平面二次元モデルであれば、河道位置の空間的な変動
も予測可能である。水および土砂の流れは、流下方向
と横断方向の二方向を考慮する。物理量は鉛直平均値
として扱う。本稿では、掃流砂卓越場において、実用
的によく用いられ、かつ、現実に近い形で地形を予測
できる平面二次元の河道地形の数理モデルを紹介する
とともに、流れ及び河床変動の季節変化が大きいカン
ボジア国・チャトムック地区（メコン河・トンレサッ
プ川・バサック川の分合流点）を対象に行った解析例
を紹介する。

2  河道地形の数理モデル

　河道地形の解析において流れをモデル化する場合、
二つの流体の流れをモデル化する必要がある。水と土
砂の流れである。一般に、これらの流れは二流体モデ

the Tonle Sap Lake

the Tonle Sap River

the Mekong RiverPhnom Penh

the Bassac River

図-1 カンボジア国・チャトムック地区
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所的な勾配が流砂ベクトルに及ぼす影響を考慮した芦
田・江頭・劉の式★６により算出する。浮遊砂量の算
定には、Lane and Kalinske★７の平衡浮遊砂濃度式を
用いるとともに、浮遊砂濃度の輸送方程式を解く。局
所的な河床勾配は、安息角よりも小さくなるように補
正する★８。

3  解析例

３-１ 対象河川
　図-1に対象とした領域を示す。対象とした領域は、
メコン河、トンレサップ川、バサック川の3川が分合
流するチャトムック地区であり、カンボジア国・プノ
ンペン市に位置する。トンレサップ川の流域面積は
84000㎢であり、カンボジア国内におけるメコン河流
域の約54%を占めている★９。トンレサップ川の長さは
約150kmであり、図-1に示すように、カンボジア国の
中心部を流れ、トンレサップ湖とメコン河を結んでい
る。トンレサップ湖は、東南アジア最大の淡水湖であ
り、雨期の面積は13000㎢にも達する★10。トンレサッ
プ川流域は、カンボジア国とベトナム国南部における
経済活動や生態システムにおいて非常に重要な役割を
果たしているだけでなく、その特異な流向特性によっ
て非常によく知られた流域である。トンレサップ川の
水は、10月から5月までは、トンレサップ湖からメコ
ン河へ流れるが、6月から9月は、メコン河からトンレ
サップ湖へ流れる。つまり、トンレサップ湖は、メコ
ン河の洪水を緩和する自然の貯水池として機能してい
る。そのため、チャトムックでは、季節により流れの
パターンや河床変動が大きく異なっている。

3-２ 解析条件
　表-1に解析に用いた水理条件を示す。Case 1と4で
は、トンレサップ川の流量は8000㎥ /sである。これは、
トンレサップ川としては最大流量であり、乾期に観測
される。Case 2では、トンレサップ川の流量はゼロで
あり、ちょうど雨期と乾期の中間期である。Case 3で
は、トンレサップ川の流量は-8000㎥/sである。これは、
逆流としては最大値であり、雨期に発生する。
　図-2に解析格子を示す。一般座標系で基礎方程式を
記述しているため、図に示すように、河岸の平面形状
に沿った形で解析格子を作成することが可能である。

ルとしてモデル化され、河床面または左右岸法線形状
の不安定現象として流路・河床変動現象が記述される。
ただし、掃流砂卓越領域においては、掃流砂の運動は、
粒径オーダーの薄い領域における複雑な多体問題であ
り、浮遊砂の濃度は非常に希薄であるため、土砂の流
れは、流砂層の運動方程式に基づいて取り扱われるよ
りも、むしろ、水の流れの従属変量として取り扱われ
ている。ここで、掃流砂とは、比較的大きい粒径の土
砂により構成され、主として流れ方向の抗力の作用の
もとで揚力の効果が加わって、河床上を転動、滑動、
跳躍しながら輸送されるものである★２。
　一方、浮遊砂とは、比較的小さい粒径の土砂により
構成され、流水の乱れによる上昇流の作用のもとで、
浮遊・輸送される土砂の内、河床材料と交換しながら
輸送されるものである★２。ただし、両者とも水と土
砂が混合して流れているという現象には変わりなく、
これらの区別は取り扱いの簡便さから行われていると
捉えておくのがよいと考えられる。また、河床・河岸
材料は、粘着性と非粘着性で取り扱いを異にしている。
ここでは、比較的現象の再現性が高い解析ができる場
が多い非粘着性材料の場合について紹介する。

２-１ 基礎方程式の概要★３

　流れの計算には、水深平均された平面二次元流れの
支配方程式を用いる。水深平均されているので、その
ままでは掃流砂の方向に強く影響を与える河床近傍の
流速に関する情報がない。そのため、河床近傍の流速
は、水深平均流速の流線の曲率より予測する。予測式
中の二次流の強度に関する係数値はEngelund★４と同
様の7.0を用いている。河床材料は非粘着性の一様砂
及び混合砂として扱う。流砂形態は、掃流砂と浮遊砂
を考慮する。掃流砂量は芦田・道上式★５に河床の局

メコン河
上流の

流量（㎥ /s）

トンレサップ川
の流量（㎥ /s） 河床材料

Case 1 6000 8000 混合砂

Case 2 20000 0 混合砂

Case 3 36000 -8000 混合砂

Case 4 6000 8000 一様砂

表-1 解析に用いた水理条件
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ここで、メコン河上流域とトンレサップ川の間、メコ
ン河下流域とバサック川の間にはメッシュを設置して
いるが、これらのメッシュでは計算は行っていない。
　図-3（a）に初期の河床形状を示す。河床形状は、河
床変動特性が把握しやすいように、一定勾配を有した
平坦床としている。図-3（b）にCases 1～3の初期の平
均粒径の平面分布を示す。また、図-4に解析に用いた
土砂の初期粒度分布を示す。これらの粒度分布は、現
地調査データに基づいて決定している。図-4より、メ
コン河の土砂が粗く、トンレサップ川の土砂が細かい
ことがわかる。そのため、図-3（b）に示すように、メ
コン河の上流端境界では比較的粗い粒径が設定されて
おり、トンレサップ川の北の境界では細かい粒径が設
定されている。バサック川とメコン河の下流域では、
トンレサップ川とメコン河の粒度の平均値が用いられ
ている。Case 4では、河床材料の粒度の平面分布が河

床変動特性に与える影響を明らかにするため、河床材
料は一様砂として扱われている。

３-３ 結果と考察
　図-5にCase 1～3の鉛直平均流速の平面分布を示す。
表-2は、各河川の流量である。乾期 図-5（a）では、ト
ンレサップ湖の水がトンレサップ川に流れ込むため、
トンレサップ川の流量はメコン河の上流からの流量よ
りも多く、トンレサップ川の流量はバサック川とメコ
ン河下流域に流れ込んでいる。ちょうど図-1の写真と
同じ時期である。バサック川は、ベトナム国内ではメ
コン河本川よりも流量が多くなるが、カンボジア国内
では、表-2に示すように、バサック川の流量はメコン
河の下流域の流量よりも少ない。メコン河の下流域の
流量に対するバサック川の流量は25.8%である。
　トンレサップ川の流量がゼロである中間期図-5（b）

14000
（m）

（m）

12000

10000

8000
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0
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Input Condition
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-5,0085
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-5,0256
-5,0341
-5,0427
-5,0512
-5,0597
-5,0683
-5,0768
-5,0853
-5,0939
-5,1024
-5,1109
-51195
-5,1280

メコン河上流（㎥ /s）トンレサップ川（㎥ /s）メコン河下流（㎥ /s） バサック川（㎥ /s） メコン河下流に対する
バサック川の流量比

Case 1 6000 8000 11133 2867 0.258

Case 2 20000 0 17859 2141 0.120

Case 3 36000 -8000 22687 5313 0.234

図-2 解説格子 図-3（a）初期河床形状

表-2 各河川の流量
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場の情報が得られる事となる。
　図-6に河床変動量の平面分布を示す。最大の土砂の
堆積は、乾期に発生している図-6（a）。土砂は、バサ
ック川の入口付近と分合流域で広く堆積している。ト
ンレサップ川の流量は8000㎥ /sであり、トンレサッ
プ川としては最大流量となっているが、メコン河の
最大流量である36000㎥ /sと比べると非常に小さい。
しかし、トンレサップ川の河床材料がメコン河に比べ
て非常に小さいため、乾期において、多くの土砂が分
合流域に流れ込む結果となっている。粒度分布の変
化もこのような土砂の堆積に対応して変化している。
図-7（a）に示すように、土砂の堆積領域ではトンレサッ
プ川の細かい土砂によって、河床材料が細かくなって
いる。この結果は、現地調査結果とも一致している★３。
　トンレサップ川の流量がゼロの時図-6（b）は、メコ
ン河の上下流に及ぶ広い領域とバサック川で河床が低
下している。特に、メコン河の上流域とバサック川の
外岸部での浸食が大きい。そのため、図-7（b）に示す
ように、河床材料は広い領域で粗粒化している。
　雨期図-6（c）では、流量がゼロの中間期よりもさら
に河床低下傾向が強められている。さらに、トンレサ
ップ川の上流域も河床低下している。図-7（c）に示す
ように、河床材料の粒径は、河床低下領域の多くで粗
粒化している。
　このように、チャトムック地区においては、流れ、河
床変動および粒度等の特性が1年の間に大きく変化して
いることがわかる。平面二次元河床変動解析を用いれ
ば、このように、河床変動や粒度の平面分布特性が得
られ、河川整備を行う上での有用な情報が得られる。
　図-8は、Case 4における河床変動傾向を示す。本解
析では、河床材料は一様砂として扱われている。この
結果をCase 1と比較すると、河床変動特性の平面分布
が、河床材料の粒度の取り扱いの違いで大きく異なる
ことがわかる。図-8より、河床材料を一様砂として扱
うと、分合流点付近のトンレサップ川内で大きく河床
低下する一方で、合流域での土砂の堆積領域が非常に
狭くなっていることがわかる。このように、河床材料
の粒度の取り扱いによって河床変動特性は大きく異な
ることがわかる。特に、河川合流点は異なる二つの河
川が合流する領域であり、両河川の河床材料の粒度は
一般的に異なるため、混合粒径としての河床材料の取
り扱いが重要となる。

では、メコン河の下流域の流量に対するバサック川の
流量はわずか12.0%である。これは、トンレサップ川
の流量がゼロであり、バサック川からの水が流れ込み
やすいトンレサップ川からの水の供給が無いためであ
る。また、メコン河上流からの流れは、バサック川の
入口付近の流速の非常に小さい領域の形成のため、バ
サック川には流れにくくなっているためである。
　雨期図-5（c）では、メコン河の上流の流れがトンレ
サップ川とバサック川の両方に流れ込むこととなる。
つまり、トンレサップ川は逆流している。メコン河上
流からの流れは、この逆流に引っ張られて分合流点で
180度方向転換しているため、メコン河の水がバサッ
ク川に流れ込みやすくなっている。そのため、メコ
ン河の下流域の流量に対するバサック川の流量比は
23.4%となっている。このように、平面二次元解析を
用いれば、分合流点の流量配分や平面的に複雑な流れ
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図-6（a）河床変動量の平面分布／乾期（Case1）

図-7（a）河床材料の平面粒径の平面分布／乾期（Case1）
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図-5（a）鉛直平均流速の平面分布／乾期（Case1）

図-6（b）河床変動量の平面分布／中間期（Case2）

図-7（b）河床材料の平面粒径の平面分布／中間期（Case2）

図-5（b）鉛直平均流速の平面分布／中間期（Case2）
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4  結論

　河道地形の数値解析モデルについて、一般座標系によ
る平面二次元モデルとそれから得られる結果を紹介した。
　これまでの研究により、河道地形の数理モデルは、
平衡状態の地形および粒度については、かなり精度良
く予測できる段階にある。しかし、植生が存在する場の
地形および粒度の予測に関しては、精度よく予測できる
段階には達していないと考えられる。また、本稿では取
り扱わなかったが、粘着性土を有する場の地形および
粒度の予測についても多くの課題を残している。これら
の課題は、流砂の力学特性に着目した研究を進めるこ
とにより、かなりの進展が望めると考えられる。
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平成23年６月21日、砂防会館シェーンバッハ・サボーにおいて（財）砂防・
地すべり技術センター講演会を開催し、301名の聴講者を迎え、３名の
方々にご講演いただきました。
以下に講演の概要を掲載します。

平成23年度

砂防・地すべり技術センター
講演会報告

鈴木 雅一
すずき まさかず

東京大学大学院 農学生命科学
研究科 教授

講
演
1

本社会の変貌と
土砂災害減災の将来像

１. はじめに
　東日本大震災では、津波の規模、防潮堤の高さや強
度に加え、原子力発電所、避難所の危険性、余震継続
による危険増大など、従来の「想定」を超えるとされ
る事象が生じた。しかし、時代の変化とともに「想定」
の変更が必要となっていたことも多い。時代とともに
社会は変化しており、人口減少・少子高齢化、土砂災
害形態、森林面積や人工林の林齢構成などの人口・国
土の変化に加え、公共事業の計画論も変化してきてい
る。砂防計画を考えるうえで、100年後の国土を想定
して、土砂災害を防止軽減する方策について広く深く
議論する必要がある。
２. 人口の変化と変貌する国土
　「人口」は、社会の変化を特徴づける指標のひとつ
である。1950年代以降、人口動態は変化し、今後さら
に人口減少と少子高齢化が進むと予想されている。土
砂災害の減災に対して、中山間地の高齢化の問題につ
いては意識されているが、生産人口の減少の視点から
の検討や、限界集落の増加による従来の防災計画への
影響に関する検討が、より重要である。
　これまでの国土管理に関する長期計画は、戦後の荒
廃した国土を出発点として、安全安心と経済発展を目
的としてきた。しかし今後は、半世紀にわたって投資

がなされ整備された国土を出発点にして、既存の資産
を考慮して効率的に計画を考える必要がある。河川計
画では、経済の縮小や環境意識の変化という背景を受
けて、ダム事業の検証などが進められている。比較し
て、砂防事業は、河川計画ほど厳しい反対意見は少な
く、計画論の議論も少ないまま推移してきた。国土交
通省は本年4月より「今後の土砂災害対策を考える会」
を開催し、今後の土砂災害対策の進め方を討議してい
る。
３. 国土変化の一要素としての森林の変化
　日本の森林面積は明治時代以降変化していない。し
かし1970年代半ば以降、森林伐採が減少した結果、植
栽後50年経過した人工林の面積が増え、人工林も「少
子高齢化」が著しい。この現況は木材資源の蓄積とい
う視点では充実していると評価できるが、森林機能の
視点からするとCO2吸収や斜面崩壊防止などに影響を
与えている。植栽後50年を越えた人工林は植栽後20年
の人工林よりCO2吸収量が少なく、CO2吸収の総量は
減少していると考えられる。
　森林と土砂災害の関係をみると以下のようになる。
戦後に多かったハゲ山での表面浸食による土砂流出に
対して、山腹工事等の治山事業を行った結果、1970年
頃の土砂災害の形態は、斜面表層崩壊とそれが流動化
した土石流が主体となった。これは根系の土質強度補
強効果が弱い若齢の人工林が多かったためである。
1980年代後半より斜面表層崩壊は減少傾向にあり、そ
れに伴い1990年以降は深層崩壊が注目されるようにな
った。また1990年以降、人工林の手入れの遅れやシカ
などの野生動物の増加による森林の劣化と、それがも
たらす土砂生産に対する対策が必要となってきた。こ
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北原 糸子
きたはら いとこ

立命館大学
歴史都市防災研究センター 教授
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東日本大震災と関東大震災
──義援金問題の処理をめぐって

1. はじめに
　３月11日に発生した東日本大震災は三陸沖の海底の
断層が連続して動き、長さ500キロ、幅200キロにわたっ
て起きた大きな断層のずれの結果、30ｍ以上の津波が
陸地を襲い多数の犠牲者が出る破目になった。そして
福島の原発事故が発生した。20世紀最大といわれた関
東大震災の時と同じようなことが今、三陸で起きている。
２．東日本大震災の義援金の処理
　今回の震災で６月上旬までの日本赤十字社と中央共
同募金会に集まった義援金額は2500億円である（６月
６日現在）。これらは、学識経験者、被災都道県、日

本赤十字社から構成される義援金配分割合決定委員会
において各都道県への割当額が決められ、さらに都道
県の配分委員会を経て、各市町村へ、各市町村から被
災者へと渡る流れとなる。この義援金処理の問題点と
して以下が挙げられている。
①6月6日現在、義援金配分割合決定委員会における配
分では、都道県に送られた義援金823億円、その内被
災者へは370億円、義援金全体の15％しか被災者の手
元に渡っていない。
②自治体も被災してマンパワーが不足、罹災証明書の
手続き、避難先の把握が困難となり、作業の遅れが発生。
③義援金の支給により生活保護停止となるケースも出
ている。
　では、関東大震災ではどうであったのか？
３. 関東大震災の義捐金処理
　関東大震災（1923年）の義捐金最終期の集計結果に
よれば、義捐金品は6000万、外国からの義捐金品4000
万円と合わせれば、それまでの災害でも例がない１億円

のように森林の変化も土砂災害対策と深く関わってお
り、人口の将来像と同様に森林の将来像も、今後の土
砂災害減災を考えるうえで重要な要因である。
　近年林野庁は、木材利用における国産材の割合を将
来50％に上昇させる林業活性化を目指している。これ
は森林資源の有効活用の1つの方法であるが、長期的
には若齢人工林の増加による表層崩壊の潜在的な危険
性を増加させることにもなる。気候変動による降雨特
性の変化に加え、土砂災害に影響を与える長期的要因
の変化として注目する必要がある。
４. 大規模土砂災害への取り組み
　地震、火山活動による大規模な土砂移動現象は、通
常の砂防計画との関係が確立しておらず、東日本大震
災以降、改めて巨大災害を想定して対策を行うことの
必要性が論じられている。土砂災害についても最近50
年間に発生した災害より、それ以前の100年間の災害
がより規模が大きかったとの受け止め方もある。
　砂防学会は「東日本大震災調査委員会」を立ち上げ、
巨大災害の減災計画など、広範囲の検討を行っており、
そのなかには東海・東南海・南海地震発生時の土砂災
害の予測・想定も検討課題となっている。東海・東南
海・南海地震発生時の災害の予測・想定に関して、南

海地震と認知されている887年仁和地震により長野県
八ヶ岳で発生した「八ヶ岳大月川岩屑なだれ」が注目
されている。この地震では内陸部でも大規模崩壊が発
生しており、東海・東南海・南海地震での従来の土砂
災害想定範囲を拡げる必要がある。着実な調査研究を
積み上げ、対策を行う必要がある。
５. 土砂災害減災に向けて
　砂防施設の維持管理や土砂災害警戒情報の高度化等
の検討の深化とともに、以下に関する議論が必要である。
① 平野部の都市住民が土砂災害を理解し、土砂災害減

災を支える構造の構築
② 土砂災害の減災に関わる技術者、研究者が、幅広い

視点で国土の将来像を論じる枠組みの構築
③ 土砂災害研究者の、国際的に存在感を発揮する努力

や、基礎科学発展への貢献に加え、被害軽減の成果
を伴う研究の実施

　土砂災害減災に向けて、砂防学の役割と責任が増大
する一方、事業量は増加する状況ではないため、減災
に関わる技術者・研究者が高い志を維持することが重
要となる。さらに砂防に関わる科学・技術への期待はま
すます増大するため、基礎科学と防災分野がこれまで
以上に連携を深めて、その期待に応えなければならない。
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規模となった。この事態に、震災発生から2週間を経過
した9月16日、内務大臣後藤新平は、義捐金処分案を提
案した。震災発生から半月を経た段階での２700万とい
う多額の応募金額を踏まえて、食糧、被服、応急施設
の３分野に支出することを提案するもので、翌17日の閣
議でそのまま承認された。ここに罹災者個人を対象とす
る支給項目はなく、公的な施設に的を絞ったものであっ
た。民間の任意の支援である義捐金に、政府が直接関
与して閣議決定するのは前例のない形態であった。
　1899年（明治32）に制定された罹災救助基金は、戦
後体制の最初期に災害救助法（1947年）が制定される
まで存続し、震災時の災害救助の法的根拠となるもの
であった。関東大震災の多額の義捐金はこの罹災救助
基金と位置づけられて処理されることが閣議決定され
たのである。
　同じく9月16日の閣議において、後藤内務大臣から
恩賜金1000万円の処分が提案された。この提案の前文
には罹災者への現金給付の理由について、震災地に留
まる罹災者に対して不足の物資は国費より支給してお
り、現金を配分するのが最良の方法であるためとして
いる。すでにこの段階で内務官僚は11月15日に罹災者
全国調査を行うことで、恩賜金の下付によって全国に
拡散した罹災者の把握を構想していた。こうした提案
は、社会局、すなわち震災臨時救護事務局の中心部局
が、義捐金は食糧・被服・応急施設費として処理し、
天皇の「聖恩」を罹災者個人に現金で与えることで、
2種の罹災者給付金で相補い合うように構想していた

のである。多額の義捐金は、故郷を目指した避難民を
迎えた各府県が、各々独自に府県内で募集した結果集
まったものであった。関東大震災の例をみない多額の
義捐金と恩賜金は罹災救助基金と同等に位置づけられ
ることによって、震災地から各府県に広く分散避難し
た罹災者に対する救護費に充てることが法的に位置づ
けられたのである。各府県が独自の判断で始めた義捐
金募集は最終的に国家に巧妙な形で吸収され、救護費
に充てられたことがわかる。これも財政困難時に民間
の善意をその意図を殺さず、行政手腕で活用した一つ
の知恵だといえるのではないかと考える。
４. 震災義援金処理の比較
　二つの大震災における義援金の収集・使用状況に着
目すると、まず、両大震災とも多額の義援金が集まっ
ている点は共通している。東日本大震災においては、
市民レベルの自発的な義援金活動は盛んであるが、受
け皿となる自治体自体が被災していることもあり、震
災後３ヶ月経っても義援金が十分に活用されていない。
一方、関東大震災においては、震災直後から各府県知
事（当時は官選）が救済委員会を設置して組織的に義
捐金を募集し、震災後二週間で義捐金の使用用途に関
する閣議決定が行われるなど、 義捐金の募集から使い
途まで官主導で迅速に行われたのが特徴である。民意
を汲み取ろうとする民主主義は時間がかかるのである。

滝口 太
たきぐち ふとし

宇宙航空研究開発機構(JAXA)
宇宙利用ミッション本部
衛星利用推進センター
防災利用システム室 室長

講
演
３

防災分野における衛星利用
──東日本大震災への
JAXAの対応について

１. はじめに
　宇宙は国境を越えた活動を支える共通財産である。
例えば地球温暖化の観測を宇宙から行うことには、地
球規模課題を解決するためのフィールドと位置づけら
れる。また、これまでの陸・海・空という地球内での

フィールドに、「宇宙」というフィールドが加わるこ
とで爆発的な技術革新が起こせる可能性を秘めている。
２. 生活の一部としての宇宙利用について
　宇宙開発技術を利用することについては、今や、衛
星を意識せずに宇宙からの便益を享受できる時代とな
っている。JAXAでは、小惑星探査衛星「はやぶさ」
に代表される科学技術の探求のための衛星技術と、陸
域観測衛星「だいち」に代表される人類の生活に役立
つ衛星技術の両輪で、先駆的な研究開発を行っている。
　このような開発技術は社会基盤となりうる技術であ
るが、その技術を利用し社会に定着させるためには、
時間をかけた実証や急進的なイノベーション、一方で
トップダウンによる政策等が必要であると考えられる。
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講 演 会 報 告

今後の宇宙利用の方向性として、温暖化等地球規模の
課題に対して宇宙から地球全体を観測し、世界全体を
見通していく活動として定着させたいと考えている。
３. JAXAによる防災分野への衛星利用促進活動
　JAXAでは陸域観測技術衛星「だいち」を平成18年
度に打ち上げて、地図作成・地域観測・災害監視・資
源探査といった分野での利用実証を行っており、災害
観測では国内外併せて300件以上の観測を行い、防災
関係機関にデータ提供を行っている。
３-１国内防災機関との連携

　国内の災害に対して、防災機関と一体となって衛星
利用促進に取り組むため、平成18年度に内閣府と文部
科学省が事務局となって関係機関の協力を得ながら

「防災のための地球観測衛星等の利用に関する検討会」
を開催し、「だいち」による災害観測を防災活動に活
用するための実証を行うことと、防災ユーザーが求め
る衛星システム像について取りまとめを行った。
　平成21年度からは、研究開発・利用実証としての「だ
いち」の成果が確認できたため、よりオペレーショナ
ルな活動を目指すこととし、内閣府と協定を締結し指
定行政機関からの要請に応じた情報提供を行ってい
る。また、地方自治体では、岐阜県、新潟県、和歌山
県、三重県、徳島県、高知県と協力協定を締結してい
る。さらに、衛星利用研究に積極的な大学との連携に
より、東北地方と山陰地方についても災害時における
衛星利用の促進を図っている。
３-２アジアや世界の防災活動への貢献

a）センチネルアジア

　センチネルアジア（アジアの監視員）プロジェクト
はアジア太平洋地域宇宙機構会議の下、JAXAが事務
局となってアジア地域の宇宙機関と防災機関とのネッ
トワーク作りを行い、平成18年度から運用している活
動である。現在のプロジェクトは「だいち」の観測デ
ータだけではなく、インド、タイ、韓国、台湾の衛星
から観測データの提供、アジア各国の研究機関による
データ解析、超高速インターネット衛星「きずな」を
活用した情報配信を行っている。
b）国際災害チャータ

　世界各国の宇宙機関が協力して、衛星による災害観
測を行い、情報提供を行う枠組みで、フランス、米国、
カナダ、インドなどの宇宙機関が参加している。東日
本大震災では、センチネルアジアと国際災害チャータ

をあわせて約5,000枚の衛星画像が提供された。
　このような膨大な衛星画像が提供された背景には、
日頃よりJAXAが他国の災害撮影に貢献しているとい
うことも一因である。
４. 「だいち」による東日本大震災への対応
　JAXAは３月11日に地発災後より、内閣府に被災地
域の災害前衛星画像に地理情報を重畳させた「だいち
防災マップ」を提供し、発災後の衛星画像は３月12日
の午前には提供を開始した。３月12日には下北半島か
ら関東に至る広域の内陸部を撮影し、国土交通省国土
技術政策総合研究所で崩壊地等の有無について解析を
実施し、３月14日には八戸から茨城県北浦に至る沿岸
域を撮影し、浸水域の解析を実施ししている。また、
合成開口レーダ（SAR）による評価解析、干渉SAR
による地殻変動の把握、SARによる海上漂流物の把
握等を約一ヶ月間実施した。
　東日本震災への対応から得られた知見は次の通り。
災害直後の情報収集には広域俯瞰図としての「だいち」
画像が非常に有効であった。また多数のセンサを搭載
することで常時観測が可能となるため、複数のセンサ
を搭載することの重要性が確認できた。被災域の変化
抽出のためには衛星による長期間の繰り返し観測が重
要であり、「だいち」が停止した現在、後継機を早期
に導入すべきである。
　衛星による災害監視の今後の方向性は、可視画像の
提供のみではなく、熱的変化把握や津波観測に対応す
るため、新たな地球観測センサの研究開発が必要と考
えている。
５. 通信実験衛星による東日本大震災への対応
　岩手県の県庁本部と県内各地域の出先機関につい
て、超高速インターネット衛星「きずな」の回線を利
用することによりTV会議用の回線を提供するととも
に、インターネット環境を提供した。また、避難所へ
は「きく8号」によるインターネット通信回線を提供
し安否情報確認等に活用された。
６. おわりに
　地球観測データの利用を進めるため、宇宙機関に加
え、行政機関、民間企業などの利用機関も参加して、
ユーザーの利便性が高い、データの公開・共有・統合
解析環境の構築を行い、データを誰もが取り出せ、使
える情報とすることで、「誰もが宇宙を使えるように」
なると考えている。
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海外事情

第５回 国際土石流
災害防止会議

（5th DFHM）
参加報告
池田 暁彦
いけだ あきひこ

( 財 ) 砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 砂防システム研究室長

１．はじめに

　2011年6月14日～17日の4日間、第5回 国際土石流災害防止
会 議（5th International Conference on Debris-Flow Hazards 
Mitigation: Mechanics, Prediction and Assessment）がイタリ
アのパドバ大学で開催された。本会議は1997年にアメリカ：サ
ンフランシスコで初めて開催され、第2回が台湾：台北（2000年）、
第3回がスイス：ダボス（2003年）、第4回が中国：成都（2007年）
で開催され、今回が第5回となる。本会議は（社）砂防学会が
後援している。発表論文数は119本であり、18カ国から約150人
の土石流研究者が参加した。国別にみると開催国のイタリアが
最も多く、次いでアメリカ、中国、日本、台湾という順で土石
流研究の先進国が多くを占めた。
　著者は第3回会議に次いで、今回２回目の発表の機会をいた
だいた。本稿では会議の概要とともに現地視察について報告す
る。

２．国際土石流災害防止会議の概要

　本会議はパドバ大学で開催された。パドバ大学は1222年に創
立され、ボローニャ大学に次ぐイタリアで2番目に古い大学で
ある。地動説を唱えたコペルニクスやガリレオ・ガリレイ、イ
タリア文学最大の詩人ダンテ・アリギエーリ、恋愛抒情詩が有
名なフランチェスコ・ペトラルカほか、有名な教授や卒業生が
数多くいる。
　本会議は、そのガリレオ・ガリレイも教壇に立ったと言われ
るAula Magna-Palazzo Del Bo-と呼ばれる大学本部 写真-1、2

で開会セレモニーが開かれた。パドバ大学のRinaldo Genevois
先生の開会挨拶に始まり、Jon Major事務局長（アメリカ
USGS）による本会議の概要紹介と、3件の基調講演が行われ
た後、研究発表会場であるDepartment of Geoscience写真-3へ
移動して14日～16日の3日間にわたる研究発表が行われた。
　研究発表はテーマ別に行われ、「土石流の監視、警報システ
ム」、「土石流の発生」（筆者の発表）、「土石流災害予測と危険
度評価」、「土石流対策」、「土石流の数値シミュレーションモデ
ル」、「土石流のケーススタディ」、「土石流の流動・堆積機構」、

「土石流の運動モデル」の8つのセッションがあった。また、毎
日夕方にはポスターセッションのコアタイムがあったり、その
他にも土石流のビデオの紹介やそれに関する活発な議論が行わ
れた。このなかでも「土石流の発生」、「土石流災害予測と危険
度評価」、「土石流の数値シミュレーションモデル」、「土石流の
ケーススタディ」のセッションでそれぞれ14題と最も多い発表

写真-1 パドバ大学本部（開会式場）

写真-3 研究発表会場
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本数となっており、当然ではあるが、各国ともいかに土石流災
害を防止するかということに関心が高いことがうかがえた。し
かし、本会議では純粋に土石流という現象に関する発表が多く、
土石流災害を防止するための土石流対策（砂防構造物）に関す
る発表は相対的に少ないと感じられた。（社）砂防学会研究発表
会では土石流対策に関する発表の数が多いことを考えると、本
会議でも、もっと積極的に土石流対策について議論できればい
いのにと感じた。
　とは言うものの、各セッション・発表の質疑応答では活発な
議論や情報交換があり、聞いているだけでも非常に有意義であ
った。筆者は「土石流の発生」のセッションで水理模型実験を
用いた土石流の発生機構について発表写真-4したが、数名の方
から実験に関する質問や各種アドバイスをいただき大変勉強に
なった。また、発表後にも現地での土石流発生実験の動画など
の貴重なデータをいただいた。
　発表3日目の16日の夕刻にSocial Event（Farewell Party）が
Eremitani教会に隣接するパドバ市立博物館写真-5の中庭で厳
かに行われた。そして最終日の17日に今後の会議のあり方につ
いてのパネルディスカッションがあった後、閉会となった。

3．現地見学会
　　～ THE 1963 VAJONT LANDSLIDE ～

　翌18日に、ベネチアの干潟とその波浪対策と、パドバ北
方（Dolomites, North Eastern Alps）に位置するバイオント
ダムの湛水域で発生した大規模地すべりの2箇所の現地見学会
が、さらに19日～20日にはパドバ北方（Cortina, D’Ampezzo, 
Eastern Alps）に設置されている土石流観測施設とTrento大
学の水理模型実験施設の現地見学会が行われた。筆者は18日の
バイオントダムの見学会に参加したので、その概要を記す。
　バイオントダム（Vajont Dam：写真-6）は1950年に着工、
1960年に竣工した高さ262mのアーチ式ダムで、竣工当時は世
界一高いダムであった。貯水開始後、地震が頻発するようにな
り、湛水域の水深が130mに達した時にダム上流の左岸山腹斜
面で地すべりが発生した。その後、1963年に記録的な豪雨が発
生して貯水量が増加したため、9月頃から3本のトンネルから放
流して貯水量を下げたようとしたところ、同年10月9日22時39
分、ダム上流の左岸山腹斜面が幅2km以上にわたって崩れた。
土砂量は2.7億㎥以上と推定され、流速30m/s以上の速さでダム
湖に流入し、ダム地点で最大水深100mを超す津波（段波）が
形成され、5000万㎥の水がダムの右岸山腹斜面を乗り上げて下
流に流下した。これによりダム工事関係者と下流のLongarone

写真-2 パドバ大学本部内の開会式の様子

写真-4 筆者の発表風景

写真-5 市立博物館の中庭でのSocial Event
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に住む2125人が犠牲となり、594戸の家屋が全壊し、直撃を受け
たLongaroneはほぼ全滅するという大災害となった。奇しくも
バイオントダム本体は天端と管理事務所が損傷した以外はほと
んどダメージがなかった。現在のダム上流部は地すべり土塊が
堆積して湛水しておらず、すでに木々が繁茂している写真-7。

4．おわりに

　本会議は第1回会議以降、世界の土石流研究者によって土石
流災害を防止するために、多分野にわたる活発な議論が行われ
ている。日本でも（社）砂防学会の研究発表会や各種シンポジ
ウム、国土交通省・都道府県等から発注される受託業務におい
て、土石流に関する調査・研究・計画、土石流対策（砂防構造
物）の設計など多く行われており、世界に誇れる高い技術力を
有していると考えられる。
　次回（第6回）会議は、投票の結果、2015年に日本で開催され
ることが決まっている。次回の日本で開催される本会議におい
ては、土石流研究や土石流対策に関する日本の高い技術力を世
界各国に紹介し、様々な議論ができるよう、是非とも（社）砂
防学会の会員をはじめとする皆様の積極的な参加を期待します。

旅のつれづれ ❶ ［ピッツア・マルゲリータの謎］

写真-6 VAJONT DAM

普段見るピッツア・マルゲリータ

ピッツア・マルゲリータ
その2

ピッツア・マルゲリータ
その１

ピッツア・マルゲリータ
その3

ピッツア・マルゲリータ
その4

イタリアと言えばピッツア。ピッツアと言えばマルゲリータ。という
ことで、ことあるごとにピッツア・マルゲリータを注文したのですが、
普段見るピッツア・マルゲリータとはちょっと違うような……。でも
何度注文してもこれが出てきます。じゃ、普段見るピッツア・マルゲ
リータって？  どれが本当の“ピッツア・マルゲリータ”なのだろうか？ 
誰か教えて下さい。

写真-7 VAJONT DAM上流に堆積した地すべり土塊
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（財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課世界の土砂災害（2011 その2）

2011/4/1～2011/6/30
発生日 国名 種別 概要

4月22日 フィリピン 地すべり

フィリピン・ミンダナオ（Mindanao）島南部のコンポステラ・バレー
（Compostela Valley）州パントゥカン（Pantukan）町キンキン(Kingking)
の山あいにある金鉱山付近で、22日未明に豪雨によって地すべりが発生し、
43名が死亡。違法な採掘により斜面の乱伐や改変が拡がっていた。

4月24日 ベネズエラ 土石流
首都カラカス（Caracas）北西にあるヤラクイ（Yaracuy）州ボリバル（Bolibar）
周辺の渓谷部で、急な雨により土石流が発生、ピクニック中の家族が巻き込
まれ少なくとも9名死亡。

5月6日 インドネシア 崩壊
数日間続いた雨により西ジャワ（West Java）州ガルー（Garut）県の3つの
村が浸水被害を受ける中、チクル（Cikelet）地区カガドグ(Cagadog)村で崩
壊が発生し、19名が土砂に埋塞され、死亡が確認された。

5月9日 中国 崩壊

5月9日午 後1時頃、未明に中国南部の広西チワン族自治区（Guangxi 
Zhuang Autonomous Region）桂林市全州県（Quanzhou County）洛江

（Luojiang）村で何日か続いた豪雨により採石場の斜面が崩壊し作業員宿舎
を埋め、22名が死亡した。土砂はバスケットコート2つ分の範囲に5mの厚さ
で堆積し、土砂量は25～30万㎥ほどあった。

5月21日 マレーシア 崩壊

5月21日午後２時30分頃、首都クアラルンプール（Kuala Lumpur）南のスラ
ンゴール（Selangor）州フルランガット（Hulu Langat）で、2日間降り続い
た豪雨により山崩れが発生し、山際にあった児童養護施設（男子生徒49名
と職員5名）を崩壊土砂が襲った。これにより職員1人と生徒15名の計16人
が遺体で発見され、他に10人が負傷した。

旅のつれづれ

［パスタ］

旅のつれづれ旅のつれづれ

［パスタ］
旅のつれづれ ❷ ［パスタ］

1日目 2日目 3日目

会議期間中はパドバ大学の学食で昼食をとっていました。ランチはサラダ・パスタ・おかずの組合
せです。学食とは思えないくらい美味しいのですが毎日パスタは……。

sabo vol.108 Oct.2011 sabo vol.108 Oct.2011 31



中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授・理学博士

斜面環境
山の辺の道「2」

中央自動車道と権兵衛街道

１
はしがき

「東仙丈　西駒ヶ岳　間を流るる天竜川……」とは、
日本列島中部のフォッサマグナ南部、諏訪湖から流下
し太平洋に注ぐ長大な天竜川の上流域において謡われ
ている「伊那節」の一節であります。天竜川とその東
西に位置する南アルプス･中央アルプスの位置関係を
見事に表現してくれています。季節による変化、朝な
夕なの景観と風情の変化も忘れがたく見事で、古来多
くの人々にその状況が度々詠われています。作家臼井
吉見は、「伊那の谷　すでに日暮れて仙丈は明るきま
まに雪映えにけり」と詠い、夕暮れの伊那盆地の優れ
た風情を彷彿とさせてくれます。
　南北約80kmの細長いこの盆地は、両アルプスの隆
起活動と断層・天竜川や支流の浸食作用で造りだされ
た盆地であり、大地のダイナミックな様相を感じさせ
てくれます。長い地球史の果ての今日、地域の人々は
太古の昔より「山の辺の道」を行き来し、自然を本能
的に評価して対応し、自然の掟をも素直に受け入れ行
動しユニークな生活文化を築き上げてきました。しか
し人と自然との関わりのなかで、時に「災害も自然」
とも考えられる思いがけない現象にもしばしば遭遇し
反省させられるこの頃であります。自然との共生を目
論み、さらなる努力の必要を感じるこの頃であります。

2
えぐられた線路・水つき学校

　南アルプス側から天竜川に合流する三峰川は頻繁に
大氾濫を繰り返し、古来「暴れ天竜」の元凶ともい
われ怖れられていました。「長谷村誌」の記録によれ
ば、1780年以来（それ以前の記録は不明）1955年まで
の記録では平均３年に一回の割合、多い時は一年に三
回もの三峰川の氾濫も記録されています。小学生のこ
ろ、洪水の奔流と共に家も人も共に押し流される「川
ながれ」という恐ろしい話も聞いていました（中村
2010）。幼児期、私は祖母に連れられ今日のJR（当時
伊那電鉄）下島という駅に居ました。この場所は天竜
川と三峰川の合流するその先に位置していました。そ
の時、駅から約600m東の堤防はすでに決壊し、駅東
側の水田地帯には三峰川と合流した二河川の奔流が押

図-1 中央アルプス・南アルプス、伊那盆地周縁略図
（中村作図2011）

（断層線は仁科他（1985）を利用した）

アルプス

断層

諏訪湖

天竜川

沖積地
扇状地
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し寄せていたようであります。少し位置の高い駅のホ
ームからその濁流のもの凄い様相を恐る恐る見ていた
ような気がします。しかしその直後「ア！ 危ない！」
という叫びと同時に、祖母に抱きかかえられ駅舎の外
へ放り出されるような状態で避難しました。立ってい
たホーム直下の線路が大きく崩壊したそうです。恐怖
感が高じ気が動転して親戚に逃げ戻り、その後のこと
はあまり記憶していません。私にとってこれは初めて
の被災経験であり、その後河川や地盤災害の話を聞く
時や現地等を見て歩くとき、この時のことが頭を過ぎ
ります。
　1959年（昭和34）、地域の人々が念願した美和ダム
が当時の建設省（国交省）によって完成しました。そ
の後今日まで三峰川地域における洪水・氾濫等の被災
の記録はありません。古い時代から近世まで氾濫原で
あった下流域には素晴らしい環境も出現し、明るい理
想的な居住域が展開し市役所も移転してきました。今
日、前述の「川流れ」状況など想像もできません、ま
た暴れ天竜の元凶としての三峰川の制御も実現しまし
た。一方ダム上流の堆砂の問題は早くから指摘されて
いたため、今日いち早く対応が施されその効果と今後
の経過が注目されています。
　天竜川の中流域には1935年に泰

やす

阜
おか

ダム等がつくら

れ、ダム上流域における堆砂による河床の上昇が災害
をもたらす問題とそれに対する対応は予てから取り沙
汰されていました。泰阜ダム上流における鉄道･宅地・
耕地・小学校等も被災が繰り返されていました。当時
小学校の加籐明治先生が「水つき学校」というユーモ
アに富む童話を書いておられました。後年先生とお会
いして話を伺った時、「洪水で学校が水に浸かった時
思ったんだ、人間にはいろいろと生活のうえでの都合、
自然にも予測できない部分があり、その因果関係は場
所によって時代によっていろいろだねー……」などと
呟いておられました。ダム構築後の上流域と下流域の
環境の変化は一様ではありません。人の都合と自然の
変化もさまざまで、加藤先生も苦悩しておられました。

（「水つき学校」は後日児童文学賞をいただいたと聞き
ました）。
　祖先は自然領域内生活から順次人間領域内生活を拡
大し変遷もしてきました。ところが、さらなる人間の
都合や目的のためにダム等が構築されましたが、ダム
堆砂等の結果、上流ではダム構築以前の生活域の被災
ということが問題になっています。しかし前述の三峰
川における例については、コンクリートダム一つの構
築によって、千数百年來の暴れ天竜の元凶も治まり、
広域な氾濫域･合流域は別天地のごとき快適環境域に

写真-1 中央アルプスと伊那盆地（唐沢則夫氏撮影、2011・４）

隆起量の大きな中央アルプスの北縁、経ヶ岳山塊周縁の断層沿いの浸食はいちじるしく堆積も繰り返され、伊那盆地のなかでも最も広
い平野（複合扇状地）をつくっています。天竜川東の萱野高原へ這い上がり、南アルプスを背に西南を展望すると、北から南に黒沢山
(2126ｍ)・経ヶ岳(2298ｍ)・権兵衛峠をへてさらに南に将棋頭(2730ｍ)そして南アルプスの主峰駒ヶ岳(2956ｍ)を眺望できます。日
本の屋根とも云われ3000ｍ近い山々であるが、やわらかな山なみ、谷口集落の景観はなじみやすい。このような風情が伊那人（いなび
と）の優しさや穏やかさを育むのであろうか　などという思いを抱かせます。夕映えに浮き出る山なみがいつまでも心に残ります。
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６㎜ずつ隆起していることになります。日本の屋根と
も云われ雁行する飛騨･木曽・赤石の三山脈とその北
端は、糸魚川─静岡構造線を結ぶ大地溝帯（フォッサ
マグナ）によって切断されています。特に木曽山脈は
地塁としての特長をそなえ、その長さは約90km幅数
10㎞の細長い山塊であります。伊那盆地は、木曽山脈
と赤石山脈の断層運動を伴う隆起の間の地溝性盆地で
もあります図-1。上流部から中流部にかけては隆起を
続ける周縁山地から生産される多量の土砂による広い
扇状の地形を形成し、近くの間歇的火山活動由来の火
山灰・軽石なども交互に堆積、埋め立てられています。
３-１　高燥地の土地利用変貌
　伊那盆地における扇状地の多くは天竜川の上・中流

変身しているわけで、自然との関わりのなかでは社会
構造の変化によってはコンクリートも必要不可欠な場
合もあります。人間の領域内生活が益々卓越してくる
昨今、自然との共生を考えるとき、人と自然に関わる
長い長い経過と当面の地域変化との関わりをどのよう
に捉え対処すべきか大きな課題であります。

3
アルプスの隆起と伊那盆地 写真-1

　最近の国土地理院の水準測量結果では、アルプスに
おける隆起量は50年に30㎝という最大値が報告されて
います。この数値で計算するとアルプスは平均１年に

図-2 伊那盆地　過去の桑園分布・西天竜水路・各種古道・中央道

図-3 権兵衛街道　いま・むかし

断　層

河　川

図3の区域

旧桑畑の地域

山地・山塊

伊那盆地

中央
自動車道

JR鉄道

寺

三州（伊那）
街道

春日みち
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部の右岸側に発達しており、前述の如く木曽山塊の隆
起量が大きいため、浸食による土砂生産と堆積作用が
著しく、大田切川･与田切川等は堆積物の押し出しが
はげしく、天竜川を盆地の東側山塊へ押しやっている
のではないかと考えたくなるような様相であります。
山塊からの堆積物の厚さについて、小沢川の堆積面の
一部と扇状地面のほぼ中央と考えられる南原付近にお
ける電気探査（農試S型による、1973）の測定結果の
一例によると、基盤岩層上の堆積物の厚さは65～74
ｍ内外ということも確認されています（中村・小坂
1973）。小沢川以北の扇状地面を流下する大泉川・帯
無川等の中・下流部は、厚い堆積物の存在を反映し季
節によっては末無川（水無川）となっています。しか
し、扇状地中部の大泉のみは湧水に恵まれ局部的な水
田と古い集落が認められます。経ヶ岳山塊直下の断層
沿いの各扇状地扇頂部の湧水地付近には、わずかな湧
水を求めてこの地方最古の集落と僅かな古い水田が拓
かれています図-2。
　山麓複合扇状地からなる広大な地域の多くは
高燥地で、古来水を得られないこの地域は、近
世まで森林のまま放置されるか、かなりの面積
が桑畑と農耕地として利用されていました。高
燥地であることと気候条件も桑畑としては好適
で、群馬県富岡と共にわが国生糸生産のメッカ
でもあった岡谷にも近いということもあり、養
蚕の場としての条件もよく、この地域は明治以
降わが国の経済を大きく支えた生糸産業の中心
となり良質な繭の生産供給地でもありました。
各地には繭の集散所も設置され､ 各所に製糸工
場などが設けられていました。しかし、1945
年、太平洋戦争終結後の経済活動の移り変わり
は、従来の生糸産業にも大きな変化もたらしま
した。繊維産業の変化に伴う養蚕業の衰退と共
に、当該地域における土地利用状況にも変化が
みられました。桑畑の農耕地･牧草地化への転
換、さらに最近は中央自動車道・大型農道の整
備に伴い、扇央部は大規模な精密機器工場など
の進出に伴う工場用地化への転換が顕著であり
ます。この広大な高燥地は地の利・人の理をも
得て、中央自動車道等を生かした近代産業の基
地としても発展する可能性が大きく、再度　日
本の近代産業の中心たる可能性を持っているも

のと期待されています。
　一方、この高燥地における扇頂部とその周縁におけ
る風情は、日本においても屈指の優れた景観の場でも
あります。信州大・大萱･羽広考古博物館・古刹仲仙
寺写真-2,3等の教育施設や歴史的遺産を生かした観光
と教育基地も整備されつつあり、わが国の「アメニテ
イーの源流」に足る価値を十分に発揮し得る場でもあ
り、地域の人々の認識と意欲も強い。2009年に発足し
た「駒ヶ根高原フィールドミユージアム」に関わる一
連の事業展開の過程（中島2011）においてもその意欲
と成果の大きさが窺えます。
３-２　西天竜用水と「春日みち」
　経ケ岳の山麓緩斜面はかなり広大な複合扇状地面で
もあり、伊那盆地のなかでも最も広い平地でもありま
す。しかし大部分の地域は高燥地であったため、昔か
ら地域の人々は水の取得を熱望していました。様々な
苦難な経過と準備を経て「西天竜用水」の導入に成功
しています。1922年（大正11年）に着工し1928年（昭

経ヶ岳山麓から東を眺めると雄大な仙丈ヶ岳に眼をうばわれます。夕
映えの南アルプスと黄昏時の伊那盆地の柔らかな景観は、見飽きるこ
となく時を忘れます。 

図-4 経ヶ岳山麓より、南アルプス、伊那盆地展望（中村画）
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路守に命じて従来の三州（伊那）街道より西に造らせ
たものでした。工事奉行であった春日淡路守の名前が
付けられたそうであります。しかしこの「春日みち」は、
伝承とその道筋が所々に残るのみで資料に欠け、幻の
街道とも云われています。大泉を通る道筋は春日みち
の一部のようでありますが、北方向の大出付近では道
筋が判らなくなります。
　今日、地域の大動脈「中央自動車道」は「西天竜水
路」の西側をほぼ平行に走り、「春日みち」は水路の
東側に構築されていた痕跡を見ることができます。い
ずれも南北方向にそれぞれほぼ等高線沿いに構築され
ています。古代の三洲（伊那）街道もさらに東側の扇
状地末端か天竜川の段丘上に位置し，上記の各構造物
共ほぼ平行に構築されている様子は興味深いことであ
ります。

4
中央自動車道と権兵衛街道の「夜明け」

　中央アルプスの西、木曽の谷は山々のど真ん中であ
ります。木曽で生まれた文豪島崎藤村は、その名著書

「夜明け前」の冒頭に「木曽路はすべて山の中である
……」と述べています。たしかに木曽の谷の真ん中に
立って見回すと平らな地形が全くありません。そんな
地形条件でもあることから水稲栽培の場も少なく、木
曽の地域は古来米が不足していました。
　権兵衛峠（鍋掛峠）を通る小道は江戸時代初期（1660
年代）木曽と箕輪や高遠とを結ぶ交通路となっていま
したが、当時あまり使用されていませんでした。1680

和3年）３月に完成しています。この用水は盆地東を
流下する天竜川にたいして「西天竜」と称しておりま
す。水路は広大な扇状地面の半ば東寄り、標高約750
ｍ付近の位置を選びつつ掘削し水路を構築しました。
用水は岡谷市川岸において取水し辰野町･箕輪町･南箕
輪村･伊那市小沢川に注ぐ約16㎞の距離であります。
土地改良事務所の資料によれば、悲願の水路完成直後
山林･原野等を開拓した結果、開田約1200町歩と記録
されています。地域にとって西天竜水路の開通と高燥
地における広大な水田地帯の出現は、関係する農耕民
や地域経済にとって大きな恩恵をもたらすことになり
ました図-4。
　水路や湧水は地域の人々の生活でありいのちであり
ます。前述の西天竜水路はまさに地域の人々の生活に
直結いたしました。この西天竜水路の東に沿うよう
に（100～600ｍほど離れています）一本の農道があり
ました。水田の「田の代掻き」へ通った折り、滔々と
流れる水路を恐る恐る覗き見しました（十分な柵など
もなく危険で度々事故がありました）。この西天竜が
沢山の水を運んでくれているその水をじっと見ている
と、この農道を行き来する農民にとっては、有り難い
ことでありこの水は「いのち」でもあるなどと感じて
いたような気がします
　この農道が「春日みち」（春日街道）ということは
後で知りました。車を引っ張って行くには他の農道よ
り幅があって通りやすいなーと思っていました。下中
邦彦（1979）によれば、1601～’13年飯田城主の小笠
原秀政が飯田から松本への転封に際して、飯田の天守
閣を松本へ解体移動するための道路を、家老の春日淡

写真-3 はびろ道の石仏

写真-2 経が岳山麓の仲仙寺
旧権兵衛街道沿いに位置す
る1200年の歴史ある古刹で
あり、伊那・諏訪第一番札
所でもあり、羽広の観音様
とも呼ばれて親しまれていま
す。馬の安全祈願のため人
と馬が共に参拝した信仰の
道が「はびろみち」でもあり、
そのまま権兵衛街道でもあ
りました。

伊那（坂下）の辻から仲仙
寺に至る54丁の間には一丁
毎に区切りをつける、石を
刻んだ観音様が建てられ「石
の仏の道」、「野の仏の道」
とも呼ばれていました。ふっ
くらした頬・あどけなく優し
さに満ちている観音様を見
つめていると、心安らぐ思い
であります。
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年代、木曽神谷の牛方権兵衛は木曾側の宿の人々に
再々呼びかけ、後に伊那側の人々の協力も得、苦難な
努力の末1696年（元禄9年）７月に通行しやすい街道
が開通しました。次の年（元禄10年）にはいち早く権
兵衛峠を通り伊那盆地の米が木曽に送られたと云われ
ています。工事に終始尽力した牛方権兵衛の名前が「権
兵衛街道」という名称として名を留めています図-3。
　伊那節には「木曽へ木曽へとつけ出す米は　伊那や
高遠のお蔵米……」などと詠われていますが、当時伊
那・高遠から年間、一万俵（一俵約60kg）とも云わ
れる米が、木曽からは漆器や曲げ物などが運ばれたと
いわれています。なお、木曽谷にJR（中央西線）が開
通した1911年（明治44年）以降は、峠越えの交流は衰
退していました。さらに2006年（平成18年）２月には
国交省と県の協力によって権兵衛トンネルが開通し注
目されています。今日まで伊那盆地にとっては南北方
向の道路とその活用・流通が卓越していましたが、東
西方向の「権兵衛街道」、加えて伊那から木曽谷を連
絡する権兵衛トンネルの開通（2006年）は、南北方向
の「中央自動車道」の存在と共に、伊那盆地・木曽谷
地域の経済・人々の交流・観光誘致等に計り知れない
大きな影響を与え、木曽の谷にとっても「新しい夜明
け」が期待されています。

5
「山の辺の道」とアメニテイー

　今は昔「風か柳か勘太郎さんか　伊那は七谷糸ひく
煙……」という流行歌がはやっていました。勘太郎さ
んというのは架空の話だそうですが、佐伯孝夫のこの
詩の「七谷・糸ひく煙」という語句は、伊那盆地と周
縁の山々や谷、谷口に流れるようにたなびく煙、生活
する人々の息吹と山野の風情がよく表現されているも
のだなーと思いつつ唄を聞いていました。
　この地方の各地の道は人の行き来につれて自然に出
来た道であろうか、あるいは切り拓かれた道だろうか。
道は地域の人々・訪れる人々の生活であり歴史でもあ
ります。その結果が当地域では古代の三洲（伊那）街
道、中世の「春日みち」（街道）、今日の中央自動車道
が整備されてきましたが、これらに直交する東西方向
の権兵衛街道がトンネルを備え再整備されました。い
ずれも古代から現代にいたる「山の辺の道」でもあり、

参考・引用文献
★  仁科良夫・松島信幸・赤羽貞幸・小坂共栄（1985）；長野県の活断層、

活断層分布図と資料、信州大学理学部紀要、20-2
★  長谷村誌刊行委員会（1997）；長谷村誌、第三巻歴史遍、長谷村

教育委員会
★  中村三郎（2010）；川ながれ・人取り川、「砂防と治水」、第193号
★  中村三郎・小坂俊道（1973）；長野県南原地籍における扇状地堆

積物の厚さと地下水賦存の可能性について、斜面環境企画 報告.2
★  中島一郎他（2011）；砂防事業と地域活動の連携による青空博物

館の取り組み、砂防学会研究発表会概要集、砂防学会
★  下中邦彦（1979）；長野県の地名、日本歴史地名大系、平凡社
★  若林 博（1972）；中央自動車道と伊那谷、伊那路､ Vol16、No.10
★  小林一行（1964）；経ヶ岳、「伊那路」､ 89号、第8巻
★  高木俊輔編（2003）；伊那木曽谷と塩の道、吉川弘文館
★  堀口貞幸（1977）；天竜川通船文政一件（1）、天竜川特集、伊那路
★  中村三郎（2007）；信濃の七谷、天竜川上流直轄砂防70周年記

念講演会論集

そして各時代、地域にとっては大切な役割を果たして
きました。道を活用する目的は、塩で代表される物流
の道であり、信仰の道、戦いの道などが考えられます。
馬の背に乗せ、木曽へ木曽へとつけ出すお米、秋葉詣
で・お諏訪詣り・善光寺詣で・武田信玄と織田信長の
攻防、そして天竜川の通船（堀内1977）など、記録を
見たり古い話を聞いたりしてきました。これも地域の
構造地形や河の流れなどの影響が大きく反映している
のではということが十分考えられます。
　中央構造線沿いに高遠町（伊那市）という古い城下
町があります図-2。権兵衛街道の始点でもあります。
1547年（天文16年）武田信玄によって構築されたとい
われる高遠城、その城下町として700余年伊那谷の政
治・文化の中心として栄えてきました。古い町並み等、
昔ながらのただずまいを今もなお残しています。田山
花袋はこの町を訪れた折りこんな詩を残しました。
「たかとほは　山裾のまち　古きまち　ゆきあふ子等
の　うつくしき町」（原文）
　町には必要以上大きな看板もなく雑音もなく、町の
人々のつましさをも感じさせてくれるような雰囲気が
あります。茶店でほうばった名物「高遠まんじゅう」
の味が、さらに「古きまち・うつくしき町」の歴史を
じっくりと感じさせてくれました。

謝辞　本小文作成にあたり、国交省天竜川上流河川事
務所 中島一郎氏のご支援をいただき、また長野県伊
那建設事務所 唐沢則夫氏からは、中央アルプスと伊
那盆地の素晴らしいパノラマ写真写真-1のご提供をい
ただきましたことを深謝いたします。なお長野県砂防
ボランテア協会顧問唐沢行雄氏から種々ご助言をいた
だきました。皆々様に厚く御礼申しあげます。
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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

ＪＳウォール堰堤工法
（INSEM タイプ）

技術審査証明 22

審査証明取得日： 平成 23 年 6月29日　審査証明取得会社：JFE 建材株式会社

技術の詳細に関する URL：http://www.jfe-kenzai.co.jp

◦ 上流外部保護材は、上下左右を連結している

ため、内部材の露出防止に優れた構造です。

◦ 腹起し材が不要で、堤内部の作業である敷

均しと転圧が容易となります。

◦ 合理的な断面形状が可能で、内部材の体積

を小さくしてコスト縮減が図れます。

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

　波形鋼板パネル、コンクリートパネルは上下

左右を連結することで、パネルの移動・回転が

発生しません。このため、パネルのみで組立が

可能で、特に波形鋼板パネルは従来技術の腹起

し材を必要としないため、組立作業性が向上し

ています。今後、施工現場ではより効率的な施

工ができるように、さらなる部材の改良を図って

いく予定です。

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

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

　JSウォール堰堤工法（INSEMタイプ）

は、現地発生土砂にセメントを混合し

た INSEM 材を内部材に使用した土石流

対策の重力式砂防堰堤です。上流外部

保護材は上下左右を連結できる波形鋼

板パネルを使用することで内部材露出

防止機能に優れています。さらに袖部

の壁面勾配に変化をつけることもでき

合理的断面の選択が可能となります。

上流外部保護材（波形鋼板パネル）　堤内側から

技術の特徴・概要

技術名称

袖部
天端保護コンクリート

水通し部
天端保護コンクリート

上流外部保護材
波形鋼板パネル

下流外部保護材
コンクリートパネル
又は波形鋼板パネル

アンカー筋

基礎均し
コンクリート

基礎均し
コンクリート

アンカー筋
内部材

（INSEM材）

H.W.L

波形鋼板パネル

アンカー筋
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新理事長・専務就任の
ご報告

　３期６年間にわたり理事長を務めた
池谷浩氏が退任し、近藤浩一前専務
理事が新理事長に就任いたしました。
新専務理事には中野泰雄前研究顧問
が就任、池谷前理事長は非常勤研究
顧問として、今後も当センターの研究
開発に携わって参ります。また11年間
の勤務を経て松井宗廣理事が退任、
今後も砂防界を牽引する活躍が期待
されます。
　新役員のもと職員一同一つとなり、
新たな気持ちでこれからも自然災害減
災に取り組む所存です。

優良業務及び優秀技術者表彰

当センターが平成22年度に実施した次の業務について、国土交通省から表彰されました。

【優良業務表彰】
◦業務名「H22　那須岳火山緊急対策業務」日光砂防事務所長表彰
◦業務名「H22　浅間山及び草津白根山火山砂防計画検討業務」利根川水系砂防事務所長表彰
◦業務名「平成22年度　滝坂地すべり対策検討業務」阿賀野川河川事務所長表彰

【優秀技術者表彰】
◦松井 宗廣 業務名「雲仙岳平成新山周辺岩塊安定性等検討業務」九州地方整備局長表彰
◦安養寺 信夫 業務名「H22　那須岳火山緊急対策業務」日光砂防事務所長表彰
◦枦木 敏仁 業務名「H22　浅間山及び草津白根山火山砂防計画検討業務」
  利根川水系砂防事務所長表彰
◦相楽 渉 業務名「平成22年度　滝坂地すべり対策検討業務」阿賀野川河川事務所長表彰

にこやかに花束
を受け取る池谷
前理事長と松井
前理事

就任挨拶をする近藤理事長と中野専務
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行事一覧（7月～9月）

後援（協賛）
●8月1日～7日 第35回水の週間（協賛）

●９月15日～16日 （社）砂防学会シンポジウム（協賛）

理事会等の開催

第15期役員名簿　（任期：平成23年８月27日～平成25年８月26日）

【第15期第１回理事会】

　第15期第１回理事会が、平成23年８月25日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。

　第１号議案　理事長及び専務理事の互選を求める件

　第２号議案　非常勤研究顧問委嘱の同意を求める件

　第３号議案　財団法人砂防・地すべり技術センターにおける最初の評議員選定委員会の委員の選任に関する件

　第４号議案　財団法人砂防・地すべり技術センターにおける最初の評議員選定委員会への評議員候補者の推薦に関する件

　なお、第１号議案は、近藤浩一理事が理事長（常勤）に、中野泰雄理事が専務理事（常勤）に選任されました。

　第２号議案については、池谷 浩氏（当センター前理事長）が同意承認されました。

【平成23年度第２回評議員会】

　第２回評議員会が、平成23年８月10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合議案　理事及び監事の選任を求める件

　第２号議案　財団法人砂防・地すべり技術センターにおける最初の評議員選定委員会への評議員候補者の推薦に関する件

　審議では、別記「第15期役員名簿」の方が選任されました。
　＊理事長及び専務理事は、8月25日の理事会において選出

理 事 長 近藤 浩一 常勤
専 務 理 事 中野 泰雄 常勤
理 事 新谷 　融 北海道大学名誉教授、NPO法人環境防災総合政策研究機構理事

太田 猛彦 東京大学名誉教授
岡田 　稔 ホクシン工業（株）代表取締役社長
岡本 正男 （社）全国治水砂防協会理事長
尾畑 納子 富山国際大学現代社会学教授
北原 糸子 立命館大学歴史都市防災研究センター教授
福長 秀彦 ＮＨＫ放送文化研究所専門委員
藤井 敏嗣 東京大学名誉教授、NPO法人環境防災総合政策研究機構専務理事・環境・防災研究所長
水山 高久 京都大学大学院農学研究科教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11名）

監 事 新　　壽夫 新法律事務所弁護士
中村　三郎 防衛大学校名誉教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2名）

人事異動

●9月１日付 【採　用】 池谷 浩  非常勤研究顧問（当センター前理事長）
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STC短信

講　師 派遣日 相手先 内　　容

綱木 亮介 通　年 京都大学防災研究所 「地すべり対策工の効果の評価、
地震時の地すべりの安定性及び対策計画」

池谷 浩 通　年 国立大学法人群馬大学 「社会環境工学特別講義Ⅳ」非常勤講師

近藤 浩一 通　年 筑波大学大学院生命環境科学研究科 専門科目「環境防災特別講義」非常勤講師

近藤 浩一 ４／１～９／30 日本大学理工学部 「砂防防災工学」前期非常勤講師

綱木 亮介 ７／15 （社）全国地質調査業協会連合会 最新：地すべり技術講習会
──最新技術編・対策工の設計施工と管理　講師

池谷 浩 ７／14 富士吉田市 SKY圏ネットワーク防災部会講演会
「自然災害から命を守るために」　講師

嶋 丈示 ７／26 砂防鋼構造物研究会 鋼製砂防構造物に関する講習会　講師

池谷 浩 ８／23 神奈川県横須賀市 横須賀市民大学「自然災害から命を守るために！」　講師

綱木 亮介 ８／25 （財）全国建設研修センター H23年度研修「斜面安定対策」
──斜面の移動現象と安定解析（演習）講師

池谷 浩 ８／28 山梨県　鳴沢村役場 「過去の富士山の噴火形態と、
噴火に備えた防災について」　講師

綱木 亮介 ９／８ NMアンカー協会 NMグラウンドアンカー工法説明会　講師

池谷 浩 ９／13 静岡県 H23年度「静岡県ふじのくに防災士養成講座」　講師

池谷 浩 ９／23 兵庫県豊岡市 豊岡市防災学習会「土砂災害について」　講師

国 出張者 期　間 目　　的

台湾
新北市

三上 幸三 2011／８／22～28 2011台日砂防交流研討会

インドネシア
ジョグジャカルタ

安養寺 信夫
佐藤 一幸 2011／９／10～17 ガジャマダ大学セミナー参加及びムラピ火山視察など

依頼講師

海外研修及び協力

平成23年度砂防学会通常総会並びに研究発表会

9月26日から12月13日、JICA火山学・総合土砂災害対策コース個別研修員として、

ムハマド・ノリシャム（MUHAMAD Norhisham）さん（マレーシア気象局トレン

ガヌ地方事務所）を迎えています。
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「平成23年度　砂防地すべり技術研究成果報告会」
ご案内

　本報告会は、（財）砂防・地すべり技術センターが実施している研究開発助成事業等における技術成果について、
砂防関係に携わる皆様方に、最近の課題と解決への方向性、新しい技術について報告することを目的に開催いたし
ております。研究開発助成事業は、当センターにおける公益事業の一つとして、「砂防ならびに地すべりおよびがけ
崩れ対策に関する技術開発および調査研究」を対象に、平成４年度より実施し、これまで20年間110課題への助成実
績があります。
　本報告会では、昨年度の研究助成事業等における研究成果の６課題について、研究者の方に発表して頂くことに
なりました。ぜひご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。
　なお本講演会は、（社）砂防学会の継続教育（CPD）プログラムに認定されており、３単位の取得ができます。

１．開催概要
開催日時： 平成23年11月15日13：30～17：00（受付は12：30より開始いたします）
会　 場： 砂防会館別館シェーンバッハ・サボー（１階：淀・信濃）

（東京都千代田区平河町2-7-4　TEL：03-3261-8386）
参 加 者： 300名程度
参 加 費： 無料

２．申し込み方法／問い合わせ先

　下記問い合わせ先に記載されたURLのページから参加申込書（EXCEL）をダウンロードし、必要事項をご記入の

上，FAX か直接申込フォームからお申し込み下さい。受付締切は11月4日とさせて頂きます。なお、会場の都合上、

定員になり次第締め切らせて頂きますので、なるべく早めにお申し込み下さい。詳細および最新情報は、ホームペー

ジに掲載しておりますのでご確認下さい。

（財）砂防・地すべり技術センター 企画部 担当：仲野　TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391
URL：http：／／www.stc.or.jp／

3.プログラム

13:30 開会挨拶 近藤 浩一（財）砂防・地すべり技術センター 理事長

13:35 来賓挨拶 国土交通省砂防部長

13:40 発表１ 山地流域の雨水流出、土砂生産流出シミュレータ
水山 高久（京都大学大学院 農学研究科）

14:10 発表２ 流木捕捉工の流木捕捉メカニズムに関する実験および解析法に関する基礎的研究
香月 智（防衛大学校 建設環境工学科）

14:40 発表３ ゲーミング手法を活用した土砂災害リスク・コミニュケーション手法の開発と実践
矢守 克也（京都大学防災研究所）

15:10 休憩（15分）

15:25 発表4 地すべり土塊の３次元形状推定技術の開発
森 伸一郎（愛媛大学大学院 理工学研究科）

15:55 発表5 ALOS衛星画像を用いた安倍川上流域の土砂災害危険度の評価手法の開発
土屋 智（静岡大学農学部）

16:25 発表6 2009年台風8号による台湾における大規模複合土砂災害に関する調査研究
宮本 邦明（筑波大学大学院生命環境科学研究科）

16:55 閉会挨拶 中野 泰雄（財）砂防・地すべり技術センター専務理事兼砂防技術研究所長

17:00 終了
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　平成14年１月に「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」（砂防ソイルセメント活用研究会編）が刊
行され、砂防ソイルセメントの手引きとして、発展・普及の一助として利用されてきました。
　その後、砂防ソイルセメントの活用事例が全国的に増え、これらの実績や様々な研究・知見が蓄
積されてきました。そこで今回、各地域特性や地形・地質特性を踏まえた場合の計画・設計・施工
において、より具体的な配慮事項を集約して記載し、今後の砂防ソイルセメント事業に活用すべく、
砂防ソイルセメントの計画・設計・施工・の各段階における留意事項や検討項目をまとめました。
　名称は「砂防ソイルセメント設計・施工便覧」と改め、ユーザーである砂防技術者にとって使いや
すい便覧となるよう内容を工夫し、実業務にて大いに活用されるものを目指しました。

ご希望の方はHPから申込用紙（Excel，PDF）をダウンロードして、必要事項をご記入の上、FAX あるいは郵送にてご注文下さい。
お支払いについては請求書を書籍に同封致しますので、到着後に口座振込にてお願いします。送料のみの書籍を注文される場
合は、送料着払いでお送りします。

書名 著者・編集 発行年月 実費（送料別） 備考

鋼製砂防構造物設計便覧
（平成21年版）

鋼製砂防構造物
委員会編

H 21.9 ¥5,000

土砂災害から命を守るポケットブック
──地域防災力を高めるために

砂防技術研究会 H21.3
送料込み

¥300

＊他書籍と混送の際
には送料は別途となり
ます。ご了承ください。

機関誌『sabo』 当財団 年４回 送料のみ

土砂災害の実態
土砂災害の

実態編集会議編
S57～H22（毎年） 送料のみ

S57～H５版
および16年版は絶版

砂防地すべり技術研究成果報告会
発表論文集

当財団編 H12～H23（毎年） 送料のみ H12～H19版は絶版

砂防技術
──設立30周年記念出版

当財団編 H 17.6 送料のみ

砂防技術
──設立20周年記念出版

当財団編 H 7.7 送料のみ

火山砂防計画策定（案）等に
関する講習会テキスト

当財団編 H 4.5 ¥2,000 コピ－版

［ 本便覧の特徴 ］
・事例の集約により、実態に即した砂防ソイルセメント活用方法の解説とした
・計画から施工までをまとめ、ユーザーにとって活用頻度の高い便覧とした
・用語の定義を加えて、本文の内容がより理解しやすくなるよう工夫した

［ 問い合わせ・申込先 ］　（財）砂防・地すべり技術センター 企画部　　TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391
 E-mail：webmaster@stc.or.jp

［ 問い合わせ ］　（財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 担当：川村
　　　　　　　  TEL：03-5276-3274　FAX：03-5276-3394

発行予定日：平成23年10月中旬

「砂防ソイルセメント設計・施工便覧」発行
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　アスファルトの道路を横切り、向かいの生け垣へ滑り込ん
でいったのは、一匹の小さなヘビでした。出てきたのは東京
カテドラル教会の裏手の茂み、銀杏が色づき夜風に晩秋を感
じ始めた頃のことです。そのヘビは女性の人差し指くらいの
細さで、可憐といってもいいような小ささだったのが心に残
りました。木立が切り倒されて工事が始まったのは、その数
日後です。

　異変を察知して引っ越しを企てたのはアオダイショウで
しょうか、こんな街の真ん中に？と驚いたのですが、意外に
もその分布は圧倒的に大都市に多く、人家の屋根裏、物置な
どに住み着いてネズミやカエル、小鳥などを捕食するヒト社
会密着型なのだそうです。夜行性のため人目につきにくく、
また古いお屋敷などでは「守り神」として大切にされている
という話はよく聞きます。抜け殻を財布に入れておくとお金
が貯まるとか、その夢は吉兆であるとか、ヘビは幸運のシン
ボルともされてきました。

　見慣れた風景にある日白い遮断幕が張られ、数か月後には
ぴかぴかのビルが屹然とそびえたつ、都会ではよくあること
ですね。そうして少しずつ脱皮するように街は変貌を遂げて
いきます。昔日を懐かしむのは易しいことですが、変化には
時の流れの必然があり、街だけではなくさまざまな物事は変
わっていきます。厳しい冬の来る前に新しい環境へ移り住ん
だ可憐なヘビも、今頃はりっぱに屋敷の守護神をつとめてい
るのでしょう。

　センターニュースでお知らせいたしましたように、当セン
ターも新理事長のもと、新たなエポックを迎えようとしてい
ます。この険しい時期ゆえ
にこそ、災害から人命財産
を守る守護神を目指し、堅
実に歩んでゆきたいと存じ
ます。今後とも変わりない
ご支援のほどよろしくお願
い申し上げます。（J）

編集後記
市ヶ谷便り

【 名物　万代そば 】
新潟市中央区万代1-6-1
バスセンタービル1F

＊

【 彩龍華 】
飛騨市神岡町江馬町12-10
＊道の駅スカイドーム神岡そば

【島田食堂 】
富山市上大久保５区1342
＊国道41号線沿いマクドナルドそば

　出張に行ったとき、何を食べますか？ 名物にうまい
ものなし、といいますが、店を選べば、昔からの定番
ものには、新鮮味はなくとも飽きられない魅力があり
ます。大阪の串カツ、香川の讃岐うどん、長野のそば
など、「東京にもあるなあ」と思われても、食べるとやっ
ぱり美味しいものは結構あります。このところ出張で
出会ったものを、紹介しましょう。

【新潟：万代シティバスセンターのカレー】
　万代シティバスセンター１階の万代そば(立食)で出し
ているカレー（普通盛440円、大盛・ミニあり）です。
平成に入ってから、あまたの立ち食いそば屋のカレー
が業務用ルーやレトルトの使用により○ンカレー化し
ていった中、ここのカレーは、決然と「昭和のそば屋
のカレー」です。まず、黄色い！茶色っぽさはみじん
もない。黄色は印刷でうまく出にくいのですが、実物
はバナナの皮の色に近い。次に、強いとろみ。うど

ん粉を炒めたルーによるもの。そして、カレー粉の辛
さ。ガラムマサラだ、チャツネだなんてしゃらくさい、
日本製カレー粉の辛さです。スプーンはコップに入っ
て出てきませんが、ソースは柱の横においてあります。
　黙 と々カレーを掻っ込む沢山の男たちの背中を見て
いると、「まだまだ日本は捨てたモンじゃない」という
気がしてきます。あまりの人気に先頃レトルトが発売
されました。新潟交通のHPくれよんライフで買えます

（1.5人前、525円）。お袋さんに食べさせれば、「･･･
あの頃はねえ」などと長い昔話が始まりそう･･･。

【富山～飛騨の鶏唐揚げ定食】
　そもそもJ砂防事務所そばの中華料理・彩龍華の
鶏唐揚げ定食について書こうと思ったら、富山に近い
大沢野の島田食堂でも似た鶏唐揚げ定食が出てきた
ので、地域の鶏唐定食の特徴ということがわかりまし
た。なんと言っても、でかい、うまい、多い（無念！ 
写真がない！）。
　彩龍華では、定食を頼むと、１個がサーターアンダ
ギー大の唐揚げが５個、皿に載って出てきます。でか
いし、熱いので、１個食べるのにふた口でも厳しい。
それでもさくさくなので、まあ、ご飯が進むこと。鶏唐
は全国どこでも食べられるし、安全パイであっても感
動はないだろう、と思った予想を裏切られました。ヒ
ジョーにうまい、また食べたい。とはいえ、50才以上
には厳しい大盛です。自信がないときは半唐揚げ定食

（唐揚３個）を。
　島田食堂はオムライス(並～超特大)でも有名な店で
す。鶏唐定食は鶏唐５個の他、しみじみうまい煮物
小鉢二つが付きます。それでも量はやや凶悪で、オム
ライス大～特大の間に相当します。（H）

出張B級グルメ

界隈
食べある考

17

バスセンター
のカレー

島田食堂の
オムライス
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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「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/
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