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巻頭言

自然エネルギーの
活用について考える

鵜飼 恵三

うがい けいぞう

群馬大学工学研究科教授・日本地すべり学会会長

原発への抵抗が高まるなか、自然エネルギーによる発電

50％以上の節電効果が確認され、実用化が始まっている。地

が注目を集めている。そのなかでも太陽光発電への期待が

中熱の利用は、地中への熱の放出（夏季）と地中からの熱の

大きくなっている。このような風潮に影響されて、我が家

吸収（冬季）を地中に埋設したパイプ内に冷媒を流すことで

でも太陽光発電を１月から導入した。発電容量は3.2kwで、

実施される。地中熱パイプの埋設方法として、50〜100ｍの

一世帯の標準的なものである。その成果は驚くべきもので

鉛直なボーリング孔に設置する鉛直型と、５ｍ以浅の地盤を

あった。我が家はオール電化住宅で、風呂のお湯も電気で

掘削してパイプを水平に設置する水平型がある。家屋の敷地

まかなっている。それにもかかわらず、１月の電力使用量

面積が狭い日本では、その制約から垂直型を採用することが

の１／３を太陽光が発電していた。我が家は２世帯住宅か

多かったが、設置費用が200万円ほどかかり、悩みの種であ

つ電力使用量が普通より多いため、標準的な１世帯に換算

った。筆者の研究室では、水平型に焦点を絞り、桐生市内の

すると、電力使用量と太陽光発電量はほぼ同じになること

建屋敷地に深さ1.2ｍ、広さ2.5ｍ×2.5ｍの掘削を行い、放熱・

が予想された。太陽光発電が発揮される昼間は、家庭での

吸熱用のパイプを設置して実験を行った。この結果、浅層で

電力使用量が少ないため、発電された電力の多くは売電に

あっても十分な放熱と吸熱が行われることが判明した。技術

充てられる。今後、蓄電や発電の技術が進歩すれば、家庭

的な問題は残るが、経済性も含めて実用化は十分に可能であ

の消費電力の多くを太陽光発電でまかなえるであろうこと

ると考えている。現在は、県や市の支援を得て産官学の取り

は、十分期待できる。また、家庭で発電した電力を電気自

組みとして実用化実験を進めている。

動車の電源として利用する道もそう遠くないと確信してい

群馬県の赤城山の中腹に利平茶屋というキャンプ場があ

る。太陽光による発電量や電力使用量は、時間単位で室内

る。平成15年度に小水力発電施設がキャンプ場横の水路に設

に設置された電力モニターにグラフと数値で表示される。

置された。一般家庭の約30軒分が1年間に消費する電力を賄

電力モニターを見ると毎日の電力使用量がわかるため、節

えるとされ、設置費用は2300万円と言われる。上流の治山

電への指標になる。また、晴れの日は、家に帰ってモニタ

ダムで堰き止められた渓流の水を管路で引き、発電に利用し

ーを見るのが楽しみになっている。今のところ補助金を差

ている。管路を流れる水量はそれほど多くはなく、中山間地

し引いた実質的な設置費用は50～60万円／kWで、家庭で

における小水力発電の実用性を十分に感じることができる。

使用した残りの電力（余剰電力）を売電しても、元を取る

治山・砂防ダムを利用した小水力発電装置を推進して、中山

には15年ほどが必要となる。しかし、太陽光発電の普及や

間地の活性化に役立てていくことは十分に実現可能であると

技術進歩に伴って、今後は経済的にもペイするエネルギー

思う。

になることは間違いないだろう。

上述のように、自然エネルギー源は、いたる所、あらゆる

最近、地中熱の利用に興味をもち、簡単な実験を始めて

分野に豊富にころがっている。自然エネルギーの活用は社会

いる。地下100m以浅の浅層地盤では、地盤の温度が年間

にとって喫緊の課題である。地すべりや砂防分野においても

を通してほぼ一定である。これを利用してエアコンなど空

自然エネルギーの活用を取り込んでいく積極性が必要である

調設備の省エネに役立てることを地中熱の利用と呼び、海

と考える。

外ではその利用技術が確立している。国内でもエアコンで
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寄稿

1. はじめに
2011年3月11日の東日本大震災は、自然と人間の関
わり方を、根底から覆す出来事だった。再び桜の季節

天明浅間山噴火と
利根川水系
──治山・治水の相克

は迎えたが、被災地はもちろんのこと、避難を余儀な
くされている方々、原発を抱えたFUKUSHIMAは、
今なお臨戦体制下に置かれている。
2011年は、前年末からの大雪、霧島新燃岳噴火に始
まり、3.11後も全国各地で水害が相次いだ。さらに年
明けも記録的な豪雪が続き、自然は私たちに容赦ない
顔をみせているかのようだ。
江戸時代、時事性の高いニュースを速報で伝えた
情報紙を瓦版という。1855（安政２）年に発生した
安政江戸地震直後、火伏せの神である愛宕神社と要
石を祀る鹿島神社を興行主とする瓦版「慶長以来、
ゆるがぬみよかなめのいしずゑ

聖代要廻磐寿恵

江戸地震大火」が発行された（ 図- 1

千葉県立関宿城博物館）。番付の中央には雷、東は大

橋本直子

はしもと なおこ

葛飾区郷土と天文の博物館学芸員・博士（環境学）

火方と洪水部、西は地震方と津波部となっている。地
震方に並ぶ33の地震のうち27は、安政江戸地震の前年
32時間の間隔で発生した、安政東海地震と安政南海地
震に関連するもので、下段の津波部とともに、当時の

図-1 瓦版（千葉県立関宿城博物館所蔵）

写真-1 柴又帝釈天の供養碑
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人々の地震と津波を一体とする災害観がうかがえる。

図-2 明治16（1883）年 迅速測図にみる考察地域（橋本 2008）

所謂、
「地震・雷・火事……」の被害に比べ、1707（宝
永４）年12月16日（新暦）の富士山噴火は、首都江戸
に近いこともあり、世間を揺るがした。一般に火山災
害は局所的であり、江戸や大坂など都市部に生活する
人々の眼に触れにくい。しかし、関東平野では河川を
媒体として、被害が後世まで広範囲に及んだ火山災害
がある。
1783（天明３）年７月18日、信州浅間山から200㎞
余離れた江戸川河畔にある江戸東郊の地、武蔵国葛飾
郡東葛西領柴又村にある題経寺（柴又帝釈天）墓地に
一基の供養碑が建てられた 写真- 1 。碑文には、「南無
妙法蓮華経

川流溺死之老若男女

一切変死之魚畜等

供養塚」と刻まれている。浅間山の噴火から11日後の
ことであった。この浅間山の噴火は、瓦版洪水部の
1802（享和２）
・1808（文化５）
・1822（文政５）
・1847（弘
化4）年の「関東大洪水」に大きな影響を与えた。こ
の理解のためにまず利根川について触れておきたい。

2．遷りゆく利根川
2-1

利根川前史

坂東太郎の名をもつ利根川は、上越国境の大水上山
を水源とし、長さは信濃川に次ぐ全長322km、流域面
積は日本最大の16,840㎢である。
現在の関東平野を形づくる出発点は、約6000年前の

開削した赤掘川で結ばれ、近代以降も幾多の改修を経
て、現在の流路が成立している。

縄文海進期である。
荒川低地では埼玉県川越付近まで、
こ が

中川低地では茨城県古河付近にまで海水が浸入し、二

2-2 歴史時代の利根川

つの入り江が形成された。西の入江には利根川と荒川

利根川が、自然河道として史料上で明らかになるの

が、東の入江には渡良瀬川が流下していた。利根川が

は古代8世紀で、当時の本流は、武蔵・下野の国境で

荒川と離れ、埼玉県加須低地へ入るのは約4000〜1500

ある合の川（間の川ともいう）であった。下流は古利

年前とされる。

根川である。これ以降の利根川については、文献史料

か ぞ

地質学的にみると関東平野は大きな盆地状の構造を

しも つけ

が存在しないこともあって、不明な点が多い。

しており、中央部が沈降し、周辺部が隆起する関東造

中世の利根川本流について、『利根川治水考』
（根岸

盆地運動が継続している。利根川が流入した加須低地

1908）は、葛和田（埼玉県熊谷市）から東南に向かう

は今なお沈降の中心であり、多くの埋没遺跡が確認さ

星川・元荒川へ入る流路があったことを指摘している。

れている。

その後、会の川が利根川本流となると、再び渡良瀬川

歴史時代に入っても、利根川は西から東へと河道を
変えてきた。現在の群馬・埼玉・千葉・茨城の各県境

と利根川は、川口（加須市）と高柳（久喜市）間で合
流したと考えられる。

が接する地域では、16世紀後半から17世紀前半にかけ

加須低地におけるこの時期の利根川について、1594

て利根川の本流が次々に改変された。この結果、それ

（文禄3）年会の川が締め切られ、利根川が現河道だけ

まで別水系であった利根川と常陸川が新たに台地部を

を流れる以前は、現河道をも含めて、会の川、新川用
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水、見沼代用水（星川）のところを分派して流れてい
たとする自然地理学の指摘がある（平井1982）
。

翌年４月15日以降の噴火警戒レベルは１である。
浅間山の火山活動は、まず約10〜2万年前に西側の

くろ ふ

ほとけいわ

黒斑火山から始まり、２〜１万年前には東側の仏岩火
2-3 「利根川東遷事業」の評価と課題

まえ かけ

山に移った。約1万年前からは、中央の前掛火山の活

文献上、再び河道変遷が追跡できるのは、16世紀後

動が始まり、現在にまで継続している。火山灰の層か

半である。17世紀前半までの約100年間の河道変遷は

ら、4500年前の縄文時代中期、４世紀中頃、1108（天

めまぐるしく、会の川、浅間川、合の川、新川通と次々

仁元）年、1783（天明３）年の噴火の規模が大きかった。

に幹川が移された 図- 2 。1621（元和7）年、新川通と

天仁元年の噴火では、大量の追分火砕流が、南北の

赤堀川の一番堀が開削される。その後数次にわたる拡

山麓を埋め尽くし、関東地方北西部一帯の耕地を埋没

幅工事により、まったく別水系であった利根川と常陸

させた。荒廃地の再開発の過程で、多くの荘園が成立

川が結ばれ、太平洋に注ぐ現在の利根川の流路が定ま

し、中世的社会体制の形成を促したといわれる。

る。この人工改変を伴う複雑な河川改修工事である
「利
根川東遷事業」については、明治期以降河川工学を中
心とする研究史がある。

3-2

噴火経緯

天明浅間山噴火は、江戸時代も後半であるため、古

利根川の河道改変に関する基本文献は、史料の性質

文書や古記録類が豊富に残されている。2006（平成

上、河道の改変が行われた当時の一次資料は存在しな

18）年には、内閣府中央防災会議災害継承に関する専

い。17世紀の江戸時代になると、領地支配の最小単位

門委員会から、「1783

となる「村」に残された近世古文書には、該当地域の

された。

天明浅間山噴火報告書」が出

治水や普請に関する記述が文言の一部に散見できる。

噴火は、1783（天明６）年新暦５月９日から始まり、

しかし、広範囲を網羅した幕府や為政者の記録は、い

途中2回の休止期間を経て、７月中旬から噴火の頻度

まだ確認されてはいない。

が増した。２日間の静穏期の後、８月２〜４日間は、

江戸幕府にとって利根川水系の治水対策は、1742（寛

火砕物とガスを高速で噴出して巨大な噴煙柱を上げる

保2）年の利根川水害や、1783（天明3）年の浅間山噴

プリニー式噴火と火砕流が繰り返された。噴火は、８

火によって、18世紀後期以降最大の関心事となる。こ

月４日から翌朝にかけての15時間に最盛期を迎え、成

の時期から治水に携わった幕府や現地の官吏によっ

層圏まで達した噴煙は偏西風で流され、風下に軽石や

て、利根川の河道変遷の考察が伝聞や編纂史料として

火山灰を降らせ、山腹では火砕流や鬼押出し溶岩流が

登場してくる。私は「利根川東遷事業」を含めて、未

流下した。

解明の関宿周辺の河道改変時期について論証を行った
（橋本2008）
。

８月５日、午前10時、大音響の爆発音が広範囲で聞
かれ、鎌原岩屑なだれが発生した。北麓へ押し出した

それではなぜ、利根川は西から東へ遷らざるを得な

鎌原岩屑なだれは、火口から15㎞離れた鎌原村を埋没

かったのか。その要因を上流部の火山との関連で考え

させたあと、利根川支流の吾妻川に流入して天明泥流

てみたい。

となった。鎌原村では597名の村人のうち約8割にあた
る466名が犠牲になった。なお、火砕流や鬼押出し溶

3．浅間火山と利根川
3-1

岩流の流下順については異なる見解がある。

浅間山噴火略史

関東平野の北西部の東日本火山帯の火山フロントに

3-3

天明泥流

は、浅間火山、榛名火山、草津白根火山、赤城火山、

吾妻川に流れ込んだ岩屑なだれは、火山泥流となっ

日光火山群が並んでいる。群馬と長野の県境にある浅

て流下した。泥流は、各地の古文書から到達時刻が推

間山は、この火山フロント屈曲部にあたる北緯36度・

定できる。泥流は、吾妻川峡谷部の八ツ場（群馬県長

東経138度に位置し、標高2568mの日本有数の活火山

野原町）付近の塞止（天然ダム）で水位を上昇させた

である。最近の噴火は2009（平成21）年５月27日で、

後、約1時間後には50㎞下流の中之条を通過した。約
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２時間後には70㎞下流の利根川の合流点に達し塞止の

国熊本藩細川重賢に、武蔵・上野・信濃３か国の河渠

後、３時間後には利根川に入ったと推測される。

浚渫・堤防修復の御手伝普請を行わせている。

利根川に入った泥流は、伊勢崎の南部の沼之上で東

なお、浅間山が噴火した時期は天明の飢饉の最中で

流していた利根川の幹線だった七分川を埋没させ三分

あり、同年２月には東北の岩木山が噴火している。さ

川が幹線となった。また1604（慶長９）年、伊奈忠次

らに前後して浅間山噴火の30倍にも及ぶ規模でアイス

が烏川の水を仁手村地先から引き入れ、深谷領・幡羅

ランドのラキ及びグリムスヴォトン火山が相次いで噴

郡・忍領・羽 生 領など７万石余の用水にあてた備前

火し、成層圏まで達した塵は北半球を覆って日照不足

堀取水口も埋没させた。泥流はさらに関宿から江戸川

と低温化など気候に影響を与えた。浅間山噴火も、局

に入り、翌９日朝には河口の行徳へ、夕方には利根川

所的にこれに拍車をかけたといえよう。

からすがわ

ぐん

にっ て むら

おし りょう

は ら

は にゅう りょう

河口の銚子に達している。柴又村の人々は、この流れ
着いた人馬を手厚く葬って供養塚を建立したのであ

4．天明浅間噴火後の利根川

る。
泥流が流下した沿線には災害碑が多く残っている。

4-1

この泥流により上利根川左岸の赤岩
（群馬県千代田町）

水害の激化と河床上昇

1624（寛永元）年から1950（昭和25）年間の利根川

で500間が破堤した洪水は右岸側まで氾濫し、余波は

における水害データは、
示唆的な数値を示している（大

江戸にも及んで隅田川にかかる新大橋や永代橋を流失

熊1981）
。噴火前後約160年間の水害発生件数は、噴火

させた。

前は26回、噴火後は70回であった。下利根では、噴火

この泥流によって運搬された巨礫は浅間石として各
地に残されている。63㎞下流の吾妻川左岸の渋川市金
島には、東西15ｍ・南北9.5ｍ・高さ４ｍの浅間石が
あり、群馬県の天然記念物となっている 写真- 2 。
こ の 噴 火 に よ り、 吾 妻 川 及 び 利 根 川 河 道 に は、
6

以前13回、以後14回と数値上の大差はない。一方、上
利根では８回から37回と水害の激化が顕著である。
烏川合流点付近は、1793（寛政５）年の備前堀取水
口締切と1828（文政18）年の再興の経緯から、河床が
上昇したのは18世紀末期であり、19世紀前期には河床

100.4×10 ㎥もの大量の土砂が供給され、河床が上

が下がり始めたと推定される。下流の島村（群馬県高

昇した。段丘面に堆積した土砂を除くと、河床に供

崎市）付近では、19世紀初頭から前期、酒巻・瀬戸井

6

給された土砂の量は25.9×10 ㎥程度という（内閣府

狭窄部付近では、見沼代用水への土砂流入問題から19

2006）
。また噴火時に烏川や碓井川流域に堆積した多

世紀前期から幕末期がピークと考えられる。また渡良

量の火山灰もこの中には含まれる。天明泥流の堆積物

瀬川との合流付近では、19世紀前期から明治期にかけ

は、時間の経過とともに下流側に再移動し、下流域の

破堤が頻発している。

河床上昇をもたらした。この年の秋、江戸幕府は肥後

1830年代に編纂された江戸幕府の官撰地誌「新編武
蔵風土記稿」（巻199埼玉郡）利根川（新川通）の記事
を紹介しておく。
天明三年、浅間山燌焼ノ時、焼出シ石土流レ来リ、
水底ニ停リシカバ、川底漸ク高クナリ、水崖ノ村落ニ
比スレバ、水底或ハ二尺、或ハ三・四尺高キヲ以、堤
ヲ築キアゲ、敷ハ二十四間、高サハ二丈余ニ及ブ、是
ヲ以テ常ニハ水流ヲ通ズレﾄﾞ、一旦水溢ニアエバ、数
村ノ人民災ニ逢コト甚タシト云、
新川通は、浅間川の次に幹線となった現在の河道で
1621（元和７）年に開削された。1947（昭和22）年９月
のカスリーン台風では南岸が破堤し、埼玉平野や東京

写真-2 渋川市金島の浅間石

低地に大きな被害をもたらした。
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4-2

や

埋まりゆく旧河道

明治10年代に陸軍参謀本部が作成した最初の近代測

わら

当時の鬼怒・小貝川と常陸川との合流点一帯は、谷

原と呼ばれ、広大な低湿地が広がっていた。1629（寛

量による地形図に、
「第一管軍二万分一迅速測図原図」

永6）年、鬼怒川は大木丘陵が開削されて常陸川に落

がある。明治政府は当初、江戸幕府が模範としたフラ

とされ、小貝川と分離される。その後関宿周辺での改

ンス軍制を継承し、等高線等の地形表現や土地利用に

変が進んだ利根川は、1654（承応３）年赤堀川によっ

水彩絵具を用いるフランス方式の彩色原図を作成した。

て常陸川と結ばれた。この結果、利根川下流域では上

しかし、政府は1884（明治17）年普仏戦争によるフラン

流域からの土砂の堆積が進み、州や島が形成されて

スの敗北により、軍制をプロイセン式に転換する。

十六島などの新しい村々が誕生した。

ここで利根川の河道を改めて整理しておく。複雑を極

18世紀前期、８代将軍徳川吉宗は、享保改革の一環

めるが、利根川の旧河道には、①1596（文禄３）年に

である年貢増徴策のために全国の新田開発を奨励す

締め切られた会の川、②1621（元和7）年、新川通が開

る。この開発に当たった井澤弥惣兵衛は、約10年間余

削される以前の幹線であった浅間川、③栗橋から川口

にわたり関東各地の新田開発を推進した。井澤の開発

間の渡良瀬川と一部は浅間川と共有した河道、④1547

の特色は、従来の用水源であった湖沼を干拓して耕地

（天正２）年に一度締め切られ、1596（慶長元）年に完

化する代わりに、新しい用水を引くものである。井澤

全に締め切られた古利根川、⑤1647（正保４）年、江

は、利根川下流域では、1725（享保10）年の飯沼・馬

戸川が通水したことで締め切られた庄内古川がある。

立入沼・大沼・山川沼、翌年は鬼怒川流域の小規模な

い さわ や

そ

べ

え

うま

たて

自然地理学の立場から、フランス式迅速測図を用い

沼群の干拓を手がけた。天明浅間山の噴火による河床

て浅間山噴火と利根川旧河道の土地利用に着目した研

堆積物は、この湖沼干拓新田にも影響を及ぼした。開

究がある（中山1997）
。一般的に、旧河道は水田とし

発地は、利根川の河床上昇による排水不良によって、

て利用されるが、迅速測図上の土地利用は畑地であっ

冠水被害を受けるようになる。この影響は、霞ヶ浦北

た。会の川とその下流を受けた古利根川には自然堤防

部の土浦にも及んだ。

が発達し、河畔砂丘も存在する。会の川を砂で埋めた

土浦は、筑波山西麓を南流する桜川が、霞ヶ浦に入

河床埋積物の大部分は、先史から歴史時代にかけての

る沖積地に立地する。土浦の水害の原因は、桜川の氾

４回の噴火のうち最大であった1108（天仁元）年の噴

濫と霞ヶ浦からの「逆水」であった。逆水とは、霞ヶ

出物であった。その後の洪水でも運搬された堆積物に

浦に流れ込んだ利根川の洪水が逆流して水害をもたら

よって会の川への流水はなくなり、幹線は浅間川に移

すことである。すでに1680（延宝８）年旧暦８月、
「二十

る。

さらに1838（天保９）には３方向に流れていた

日より土浦へ津波入る」という記録が残る。当地では、

浅間川と合の川が利根川と締め切られた。この要因は

逆水で水面が膨れあがり、逆巻いて襲ってくる現象を

1883（天明６）年の浅間山噴火の堆積物であった。噴

「津波」と表現している。霞ヶ浦の逆水は、1846（弘

火により河道に入った火山噴出物は、移動しながら利

化３）年、1849（嘉永２）年にも発生した。この要因

根川の幹線を次々に埋没させていったことになる。河

には、霞ヶ浦の出口にあたる利根川下流域一帯の干拓

床が埋まり（砂入り）
、洪水のたびに水害を引き起こ

新田の進行と、天明浅間山の噴火による河床堆積物に

す利根川は、人為的に改変せざるを得なかったのであ

よる河床上昇である。この抜本的解消には、近代に入

る。

り利根川の数次にわたる河川改修工事が終了する第二
次世界大戦後を待たなければならなかった。

4-3 利根川下流域における影響
中世の利根川下流域には、縄文海進期の名残りであ

4-4

利根川と用水

る「香取の海」があった。霞ヶ浦と利根川が接する佐

関東造盆地地域の用水には、利根川を取水源とする

原～潮来付近には、外浪逆浦・内浪逆浦・与田浦・市

葛西用水と見沼代用水がある。見沼代用水では星川、

和田浦などの湖沼があり、現在とは全く異なる景観で

葛西用水では会の川・古利根川の旧河道と人工開削路

あった。

とが結合されて整備された。

と なみさかうら
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うちなみさかうら

後発の見沼代用水は、1728（享保13）年、葛西用水
の上流の下中条（埼玉県羽生市）を取水口とし、大宮
台地間の最大の見沼のほか、大小の沼の干拓のために

かったのである。

５．おわりに
関東平野の奥深いところにある浅間山は、東京低地

開削された。見沼代替の用水路であるため、
「代用水」

からはなかなか望めない山である。天明浅間山噴火の

の名がある。見沼代用水は、取水と排水を分離した近

被災者を手厚く弔い、柴又帝釈天墓地に供養塚を建て

世の土木技術を駆使した効率的な用水といえる。

た柴又村の人々は、噴火や被害の実態をどの程度認識

一方、葛西用水は、はじめ江戸川から取水する中島

できたのだろうか。

用水であった。1705（宝永２）年の利根川の洪水で権

東京低地における戦後最大の水害に、1947（昭和

現堂川が埋まったため、1729（享保14）年利根川から

22）年９月のカスリーン台風がある。その後河川整備

取水していた幸手用水に転換する。幸手用水は、葛西

は進み、堤防は高くなり、排水機場も整備されたため

用水への増水のため上川俣に新圦を設け簔沢村まで約

「水が出る」という体験は今のところ過去のものとな

1000間の新堀が引かれた。しかし、1742（寛保２）年

った。同時に身近であった河川とのつながりも希薄と

の利根川水害で取水口前に洲ができ、1744（延享元）

なり、東京低地は上流域の渡良瀬遊水地や、2006（平

年には引水不能となり、1754（宝暦4）年洲浚いの普

成18）年に完成した首都圏外郭放水路によって護られ

請が停止された。1757（宝暦７）年の水害では、権現

ているということさえ、認識していない人々が多い。

堂川にあった権現堂河岸が、洪水による大量の砂入り

私の研究の出発点は、江戸時代の耕地開発である。

さっ て

のため機能が縮小されている。

耕地には河川からの用水が必要であり、その河川に影

利根川からの取水が次第に困難になった葛西用水の

響を与えるのは上流域の山々である。長い時間をかけ

水不足は、江戸川から用水を取水する「加用水」とい

て治山・治水の奥深さ、山野河海がようやく３Dで見

う新たな段階を迎える。二郷半領（埼玉県三郷市域）

えるようになってきたように思う。

に ごう はん りょう

と東葛西領（東京都葛飾区域）は、1843（天保14）年

東京低地の安全な生活は、関東平野を取り巻く火山

加用水を江戸川から引水した。河床が低い江戸川から

や山地における土砂の管理や利根川水系上流域での河

取水が可能となる背景には、19世紀の江戸川にも土砂

川管理によって守られている。この観点から葛飾区郷

の堆積が進んだことが予察できる。用水体系の改変に

土と天文の博物館では、25回の館外講座を実施してき

も、浅間山噴火は大きな影響を与えた。

た。浅間山には「天明浅間焼け追跡バスツアー」と称

河道改変によって締め切られた地点は、水害時の破

して2度訪れた。2009（平成21）年９月２日は、軽井

堤地点となる。1783（天明３）年の浅間山噴火によっ

沢から浅間山に入り、帰路はやんば館で八ツ場ダム建

て運ばれた膨大な土砂は、その後利根川を移動し、水

設の説明を受けた。翌年５月13日は、渋川から吾妻川

害のたびに河床や旧河道に堆積した。利根川は、土砂

を遡上した。参加者は、観音堂の埋もれた石段から、

による堆積により、西から東へ幹線を移さざるを得な

現在の鎌原がその上に復興を遂げたことや、溶岩樹型
を覗き込む足下に厚い浅間の火山噴出物が堆積してい
ることを体感したのである 写真- 3 。
自然に想定外はない。今私たちがなし得る事は、地
域の履歴を再認識し、過去の自然災害を振り返り、そ
こから得た教訓を次の世代へ確実に継承していくこと
ではないだろうか。

写真-3 溶岩樹型

★参考資料
★ 内閣府中央防災会議
（2006）
：1783天明浅間山噴火報告書
★ 井上公夫
（2009）
：
『噴火の土砂洪水災害』
★ 葛飾区郷土と天文の博物館
（2007）:『諸国洪水・川々満水
──カスリーン台風の教訓』
★ 土浦市立博物館
（2009）
：
『土浦の洪水記録』
★ 橋本直子
（2010）:『耕地開発と景観の自然環境学』
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浅間山直轄
火山砂防事業の
新規事業
採択時評価について

１．はじめに
国土交通省では公共事業の効率性及びその実施過程
の透明性の一層の向上を図るため、新規事業の予算化
決定に先立ち、新規事業採択時評価を実施している。
新規事業採択時評価は平成10年度に導入され、その後、
より一層の実施過程の透明性向上を図るため、学識経
験者等の第三者から構成される委員会等の意見聴取、
計画段階評価の試行等の制度改善を行っているところ
である。本稿では平成24年度新規予算化に先立ち、実

椎葉 秀作

しいば しゅうさく

施した浅間山直轄火山砂防事業の新規事業採択時評価

国土交通省砂防部砂防計画課 課長補佐

について、災害発生時の影響、費用対効果分析等の各
評価項目に沿って紹介する。

２．対象事業の概要

図-1 対策計画図

今回新規事業採択時評価の対象とした事業の概要
（予定）は以下のとおりである。
1事業名：浅間山直轄火山砂防事業
2関連市町村：群馬県吾妻郡嬬恋村、吾妻郡長野原町
長野県北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、小諸市、
佐久市
3事業内容：砂防えん堤27基、導流堤４基等図- 1
4総事業費：約250億円
5事業期間：平成24年度～平成38年度

蛇堀川

３．事業の目的と必要性

船ヶ沢川西

浅間山は、群馬県と長野県にまたがる標高2,568ｍ
の活火山である。火山噴火予知連絡会の分類（ランク
堰堤工
（平常時設置施設)
堰堤工
（緊急時設置施設)
導流堤
（緊急時設置施設）
火口４km圏内

分け）では火山活動度Aランクとされており、国内で
も非常に活動的な火山である。天明３年（1783年）の
大噴火等、過去にも火砕流や火山泥流により甚大な被
害が発生し、近年でも2004年９月、2009年２月に中小

浅間山

規模の噴火が発生するなど、今後中規模噴火がいつ発
生してもおかしくない状況にある。
一方で、浅間山山麓では別荘地等の開発が年々進む

群馬県側から見た浅間山

とともに、国道、新幹線等の重要交通網が分布するな
ど、積雪期の噴火に伴う融雪型火山泥流や、噴火後の
土石流が生じた場合、広範囲に社会経済的な影響が懸
念されるため、早期の対策が求められている。
このため、冬期に発生する中規模噴火（1901年以降

火口（2008年10月2日撮影）

の最大実績である1958年11月の噴火規模）に伴う火砕
流27万㎥により生ずる融雪型火山泥流について、人的
被害や経済損失の防止・軽減を図ることを目標とした。
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表-1 噴火により想定される影響

４．各評価項目に関する評価結果
4-1

災害発生時の影響

◦ 想定氾濫内戸数 ：約8,000戸
（※）
◦ 想定氾濫内資産 ：約500億円
（※）
◦ 重要交通網

浅間山で中規模噴火が発生した場合、周辺山麓の家
屋約8,000戸、国道18号、長野新幹線、上信越自動車
道など被害が多岐にわたると想定され、群馬、長野両

：国道18号、長野新幹線、上信越自動車道 等

◦ 関係地方自治体 ：群馬県、嬬恋村、長野原町、長野県、軽井沢町、
御代田町、小諸市、佐久市
※中規模噴火発生における想定氾濫エリア内の戸数及び資産

県のみならず、首都圏の経済活動にも甚大な影響を及
ぼすおそれがある図- 2
4-2

表- 1。

過去の災害実績

浅間山では過去に天明３年
（1783）
の大噴火により、
北側中腹において土石なだれが発生、泥流となって流
れ下り、吾妻川から利根川にかけて大洪水が発生して
いる。この噴火では死者・行方不明者1,523名、被害
家屋数2,065戸の被害が発生したとされる。

写真-1 2004年9月の噴火

また、近年においても2004年９月、2009年２月等、
頻繁に噴火が発生している状況である 写真- 1、2 。
4-3

災害発生の危険度

浅間山は、火山噴火予知連絡会議による活火山の分
類において、過去100年の活動及び10,000年の活動が
特に活発であることから、最も火山活動度の高いラン
クAに分類されている。
また、明治以降約4,900回以上も噴火し、4-2で述べ

写真-2 2009年2月の噴火

たようにここ10年間でも2004年、2008年、2009年に噴
火、過去に火砕流に伴う融雪型火山泥流も発生してい
ることから災害発生の危険度は高い 写真- 3 。

図-2 融雪型火山泥流

小規模な火砕流

4㎞
浅間山

泥流の黒い筋

融雪型火山泥流

写真-3 1973年2月の噴火による噴煙・火砕流の様子（上）と発生した
火山泥流の黒い筋（下）
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写真-4 地域開発の状況

開発が進行している箇所
（写真：長野県軽井沢町）
写真-5 浅間山噴火総合防災訓練の状況

図-3 別荘と人口の推移 （長野県軽井沢町）
約18,000人
約15,000戸

別荘（戸）

15,000

人口
別荘

人口
（人）

6

20,000

VET
15,000

約14,000人

4

2

約3,000戸

4-4

昭和40年

昭和50年

昭和60年

平成22年

10,000

天明噴火
（1783年）

大規模

3

1
0

天仁噴火
（1108年）

5

10,000

5,000

図-4 浅間山の噴火履歴

0
501

中規模

小規模
701

901

1101
1301
西暦（年）

1501

1701

1901

※明治以前は文献に記録されている噴火履歴のみを記載。
※VEIは火山の爆発の大きさを示す区分。
噴出物の量で0から8に区分され8が最大規模。

地域開発の状況

浅間山山麓では年々別荘地の開発が進んでいる他、
長野─金沢間で北陸新幹線の延伸が進められており、

年、2008年にも噴火するなど、最近の活動も極めて活

これに伴い火山噴火による社会的、経済的な影響が更

発であり、事業の緊急度は高いといえる図- 4。

に拡大するおそれがある図- 3

4-7

写真- 4 。

災害時の情報提供体制

4-5でも述べたように、平常時においては群馬・長
4-5

地域の協力体制

これまでに、平成17年から国、群馬・長野両県、関

野両県、関係市町村と連携した防災訓練等を通じ、情
報連絡体制の構築を図ってきているところである。

係市町村等の防災関係機関で構成される「浅間山火山

火山噴火時においては、浅間山の映像、積雪深、降

防災対策連絡会議」を開催し、浅間山の火山噴火災害

灰量、雨量、風向・風速等の各種情報を国土交通省で

に備え、平時から情報共有化を図り、事前対策及び迅

一元的に収集し、地方公共団体等の防災機関、地域住

速・的確な初動対応に資することを目的として、防災

民に情報提供を行うとともに、ヘリコプターや衛星通

訓練や浅間山の火山防災マップの検討、住民に対する

信車により、災害現場の情報を収集、光ケーブルなど

説明会等、さまざまな活動を行っており、協力・連携

を通じて関係市町村等へ情報提供を行う体制を整備し

体制が構築されている状況である 写真- 5 。

ている 写真- 6、7 、図- 5（12ページ）。

なお、新規事業評価に際し、群馬・長野両県知事の
ご意見を伺ったところ、浅間山の火山砂防事業の早期
着手、大規模噴火対策に関する調査・研究を求める意
見等が出されている。

4-8

代替案立案等の可能性

中規模噴火に伴う融雪型火山泥流への対策として、
①平常時対策単独案、②平常時対策と緊急時対策の併
用案、③緊急時対策単独案の３案を設定し、実現性、

4-6

事業の緊急度

浅間山においては、国内の火山のなかでも極めて活
動的な火山であり、直近では2009年の噴火の他、2004
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柔軟性、地域社会や環境への影響等の観点から評価を
行った表- 2。
その結果、平常時には最低限の基幹的な施設の整備

T O P I C S

写真-6 融雪型火山泥流ハザードマップ説明会（軽井沢町）

写真-7 ロールプレイング方式防災訓練の状況

表-2 対策案の比較・評価結果
評価軸

案 ① 平常時対策
・平常時にすべての砂防設備を設置

案 ② 平常時対策＋緊急時対策

案 ③ 緊急時対策

・一部の砂防設備を平常時に設置し、残りを ・すべての砂防設備を緊急時に設置
緊急時に設置

概要

目標とする人的被害及び経済損失の軽減
目標とする人的被害及び経済損失の軽減
目標とする人的被害及び経済損失の軽減
を達成
被害
を達成
を達成
○
○ ・被害家屋数：約8,000戸→約100戸
○
軽減効果
・被害家屋数：約8,000戸→約100戸
・被害家屋数：約8,000戸→約100戸
事業期間が長期にわたる
関係機関との調整が難航
・砂防堰堤や導流堤を計31基整備する必
要があるため事業の長期化が想定され、
次期噴火時までに事業が完了せず、事
業効果が発揮できないおそれがある。

実現性

着実な事業効果発現が可能
・平常時に設置する砂防堰堤は各渓流１
基ずつ計16基であり、案1より短期間
で事業完了が可能。

・用地取得や工事用道路の施工を予め行
い、全ての砂防堰堤・導流堤を緊急時
に施工する。

・残りの施設についても用地取得や工事
用道路の施工を予め行い、噴火の前兆
・全ての対策を完了させるためには、同一
・多くの施設が施工され景観への影響が
現象が現れてから概ね3ヶ月間において
渓流内における上下流で同時施工を行
△
○
×
迅速な施工が可能。
い、かつ同一現場内に複数の作業班を
懸念されるほか、一部の砂防設備は国立
投入する必要があるなど、噴火のおそれ
公園特別保護地区
の高い現場において、安全管理上極め
・第１種特別地域内に計画されるため、国
て危険であり、施工性に困難を伴う。
立公園法及び県条例にかかる関係機関
との調整に難航するおそれがある。

備蓄資材の不備
柔軟性

事業効果が不確実
施工性の確実性が不安定

・緊急時対策の砂防堰堤に必要なコンク
リートブロック等の備蓄資材の量が膨
大となり、広大なストックヤードを確保
する必要。

備蓄資材による柔軟な対応が可能

備蓄資材による柔軟な対応が可能

・平常時に全ての導流堤や砂防堰堤が設
・緊急時に設置される導流堤や砂防堰堤
・緊急時に設置される導流堤や砂防堰堤
× 置されるため、緊急対策用の資材等は備 ○ について、火山噴火の前兆に応じ、流下 ○ について、火山噴火の前兆に応じ、流下
蓄されておらず、計画対象外の現象に対
方向等想定される現象に対し柔軟に施
方向等想定される現象に対し柔軟に施
して柔軟に対応することは困難。
設を配置することが可能。
設を配置することが可能。
地域社会への影響大

地域社会への影響やや小

地域社会への影響小

・平常時における砂防堰堤の整備は最低
・平常時における砂防堰堤の整備は行わ
・国立公園にも指定され、軽井沢など一大
地域社会
× 観光地・別荘地となっている浅間山周 △ 限であり、地域社会への影響は比較的 ○ ないことから、地域社会への影響は小さ
への影響
小さい。
い。
辺において、長期間に及ぶ工事となり、
大規模な地形改変を伴うことなどから、
地域社会への影響は大きい。
環境への影響やや小

環境への影響大

環境への影響小

・第1種特別地域内における平常時の工
・第1種特別地域内における平常時の工
・特別保護地区
環境への
×
△ 事は最低限であり、
主に緊急時に施工し、 ○ 事は行わず、緊急時に施工し、火山活動
影響
・第1種特別地域内での工事を伴うなど、
火山活動沈静化後は撤去するため、環
沈静化後は撤去することから、環境への
観光地での景観上の影響等が懸念。
境への影響は比較的小さい。
影響は少ない。
全体
事業費
総合評価

× 事業費：約290億円

×

○ 事業費：約250億円

○

△ 事業費：約270億円

△
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図-5 火山噴火緊急減災対策イメージ

監視・観測機器
の整備

基幹的な砂防
施設の施工

リアルタイムハザードマップに
よる危険区域の想定

緊急ハード対
策施設の施工

監視カメラ

緊急対策用
資機材の備蓄

ワイヤーセンサー

火山噴火緊急減災対策
火山噴火に伴い発生が想定される土砂災害
の被害を出来る限り軽減（減災）するため
に実施する火山防災対策。
・緊急対策を迅速かつ効果的に実施するため、
警戒監視などのソフト対策を推進し、また緊
急対策用の資機材備蓄、工事用道路の整備、
必要最小限の施設整備等を事前に実施。
・火山活動の状況に応じて、対策が必要な箇
所に機動的に緊急ハード対策を実施。

火山砂防情報の提供

緊急ハード対
策施設の施工

平常時に実施する噴火対策
光ケーブル等の
情報通信網の整備

噴火時に実施する緊急対策

と用地取得、
工事用道路の整備や資機材の備蓄を行い、

委員名簿

火山噴火時には火山活動の状況に応じて、対策が必要

◎ 石川 芳治

な箇所に機動的にハード対策を行う案②（平常時対策

大野 栄治

名城大学都市情報学部 教授

と緊急時対策の併用案）が最も妥当であるとの評価結

関戸 明子

群馬大学教育学部 教授

果となった。

関谷 直也

東洋大学社会学部 准教授

武尾 実

東京大学地震研究所 教授

堀田 紀文

筑波大学大学院生命環境科学研究科

4-9

費用対効果

火山砂防事業により軽減される家屋被害、農作物被

		

東京農工大学大学院 教授

准教授

害、公共土木施設被害等の被害額と、事業実施に必要

（敬称略、五十音順、◎：委員長）

な工事、用地等の費用について、それぞれ社会的割引

委員会における主な意見は以下のとおりである。

率を考慮し基準年（平成23）において現在価値化し、

・浅間山の直轄火山砂防事業の平成24年度からの予算

費用便益比
（B/C）
を算出したところ、
B/C＝2.9となり、
投資効率は妥当であると判断された表- 3、 図- 6、7 。

化については妥当。
・前兆を正確に捉えるとともに、火山活動中も継続監
視ができるよう、観測体制の強化が必要である。

５． 学識経験者等の第三者から
構成される委員会等の意見聴取
浅間山直轄火山砂防事業の新規事業評価においては、
以下のとおり
「火山砂防事業評価検討委員会」
を設置し、
各分野の学識経験者にご意見を伺った 写真- 8 。

・噴火までのリードタイムがある事を前提とした場合
の人的被害の考え方について、今後調査検討を進め
る必要がある。
・浅間山周辺では観光も重要な産業であり、便益に観
光被害を含めても良いと思われる。
・緊急対策資材備蓄ヤード等を活用した防災教育や周

平成24年度火山砂防事業評価検討委員会

知啓発なども推進して欲しい。

開催日時：平成24年1月20日（金）10：00～12：00
議

事：1平成24年度予算に係る新規事業採択時評
価等について
2その他

６．おわりに
浅間山直轄火山砂防事業については、事業の必要
性、緊急性、投資効果等を総合的に評価するとともに、
学識経験者等の第三者から構成される委員会の意見
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表-3 費用効果分析の結果

図-6 被害人家戸数の比較

治水経済調査マニュアル（案）に基づいて分析
便益（Ｂ）

費用（Ｃ）

事業効果（Ｂ／Ｃ）

547億円

191億

2.9

想定被害家屋数

（戸）

8,000

約8,000戸
6,000

便益（Ｂ）の内訳及び主な根拠
内
訳：被害防止便益：543億円、残存価値4億円
主な根拠：想定氾濫面積：8563ha
想定被害軽減人家：7878戸

4,000

約100戸

2,000

0

対策未実施戸数の比較

対策実施後

図-7 被害想定範囲の比較

写真-8 平成24年度火山砂防事業評価検討委員会 開催状況

を聴取した結果、平成24年度からの新規予算化が妥

対策未実施

当との結論を得た。
また、対策としては、平常時においては最低限の砂
防施設整備や用地取得、資機材の備蓄等を、噴火時や
噴火の前兆が確認された際には、活動の状況に応じて
対策が必要とされる箇所に機動的、緊急的に砂防施設
を設置する案（平常時対策と緊急時対策の併用案）が
採用された。
今後は、火山砂防事業評価検討委員会でのご意見を
踏まえ、また地域や関係機関と連携を図りつつ、火山
噴火に伴う土砂災害からの安全・安心の確保に一層取
り組んで参りたい。
なお、平成24年度予算に向けた新規事業採択時評価
の結果については、国土交通省ホームページ（http://
www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/ kisha/120130h23/
index.html）に、平成24年度火山砂防事業評価検討委
員会に関する各種情報・資料は、国土交通省砂防部ホ
ー ム ペ ー ジ（http://www.mlit.go.jp/river/sabo/h24_
kazansabo_hyoka.html）に掲載しているので、参照頂
きたい。

対策実施後
砂防施設により融雪型火山泥流の氾濫を抑え、下流の被
害を軽減（破線の枠内）
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1
連 載エッセイ

防災のため
の心理学

こ

の連載では、防災に携わる読

が少ないことに表れている。
「自分が

者の方々の業務にお役に立て

生きているうちには大地震は来ない

るように、筆者の専門である社会心

だろう」とか、
「避難するほどのこと

理学の知見を紹介する。ただ、注意

はないだろう」というように、甘くみ

していただきたいのは、
「心理学」と

てしまうのである。

もっているから、常識の範囲内で理

こ

解できると誤解されがちなことであ

可能である。
「認知」とは人々の考え

る。心理学が日常生活に密接に関連

を、不協和とはそれらに矛盾のある

を持っているといっても、その研究

状態を指す。このように、考えに矛

成果は私たちの常識(思い込み)と一

盾のある状態は人間にとって不快な

致しないことも少なくない 図- 1。こ

ので、それを解消しようとする。

いう分野は日常生活に密接な関係を

のようなリスク認知の低さは、

「認知的不協和理論」で説明

これを、土砂災害のハザードマッ

の連載では、そうした誤解を中心に

プをみた住民の例を挙げて説明しよ

取りあげていていきたい。

吉川 肇子
きっかわ としこ

慶應義塾大学商学部 教授

人々のリスクに対する考え方を「リ

う図- 2。ハザードマップをみて自宅が

スク認知」というのだが、このリス

土砂災害の危険があると知ったとす

ク認知が、自然災害に対しては低い

る。その知識と「自分はそこに住ん

ことが明らかになっている。現実場

でいる」という事実とは不協和であ

面では、住宅の耐震補強が進まない

る（①）
。この状態を解消するために

とか、避難勧告が出ても避難する人

は、
「住み替えをする」とか「避難勧

図-1「しろうと理論」には要注意

直感と合致

直感と合致しない

心 理 学（ をはじめと
する学問）の研究成
果がある

理解されやすい

理解されにくいが、重
要（特に、
心理学は「し
ろうと理論」をもたれ
やすいので要注意）

研究成果がない

経験が仇になる

無視して大丈夫

図-2 認知的不協和理論による説明

私の家の近くでは土砂崩
れの危険があるらしい

①不協和

私はそこに住んでいる

③
④認知の変更

②行動の変更
⑤ 協和

去年も大丈夫だったし、
ことしも大丈夫だろう
イラスト：仲野順子
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住み替えする、
すぐ避難する

告が出たらすぐ避難する」というよ

ど、
行動を変容
（転居）しにくいから、

災害は来ないと思っている」という

うに行動を変えればよい（②）
。す

安全だと考えがちなのである。

のは不協和な状態である。この不協

地震の後によくあるうわさに、
「大

和を解消するために、災害に対する

状態という（③）
。しかし、現実には

きな余震がくる」というのがある。

意識が高まるのである。このような

住み替えすることは簡単ではないし、

これも同じように説明可能である。

手法は現実にすでに使われている。

避難勧告がでる時は降雨がひどくて

「大変な地震が起こった（自分が被

たとえば、断酒会の組織では、入会

避難が面倒であったりする。このよ

害を受けた）
」という現実と「
（その

するときに「断酒宣言」を皆の前で

うに行動を変えることができないと

割には）その後何も起こっていない」

することがしばしば行われる。
「断酒

き、
「去年も大丈夫だったから今年

という事実の認識が不協和である。

宣言を人前でしたのに、お酒をまた

も大丈夫だろう」とか、
「以前隣の

これを解消するために、
「そのうちに

飲む自分」であっては不協和を起こ

家は土砂崩れの被害を受けたが、う

大きな余震が起こるかも知れない」

してしまうので、結果として飲酒をや

ちは大丈夫だったから、きっとわが

という一見悲観的な情報のほうが受

めるようになるのである。

家は流れの筋から外れているのだろ

け入れやすくなり、結果として広まっ

う」というように、認知の方を変え

てしまうのである。

ると、不協和は解消される（
「協和」

認

知的不協和理論は、災害だけ
でなく、私たちの身近にある

て（④）
、協和状態を作り出す（⑤）
。

この理論のポイントは、
「考え方が

いろいろな現象を説明するのに役立

すなわち、
「居住している」という事

変われば、
行動が変わる」
のではなく、

つ。たとえば、1995年のあるカル

実があるとき、人は自ら進んでリスク

「行動が変われば、考え方が変わる」

ト教団の家宅捜査の際、集団居住

というところにある。
「ハザードマッ

施設の環境の劣悪さにおどろいた日

子力発電所周辺では、住民の

プで危険を伝えたから、住民は防災

本人は多いと思うが、実はそこに意

原子力発電のリスク認知が低

意識を高めるはずだ」と情報提供者

味があるのである。つまり、
「劣悪な

いことがわかっているが、これも認知

は考えるかもしれないが、現実はむ

環境にいる自分」を説明するために

的不協和理論で説明できる。すなわ

しろ逆で、
「危険なところに住んでい

は、
「自分には強い信仰心があるから」

ち、
「原子力発電所は危険である」と

るからこそ」かえって安全だと思う可

というように、認知を変えるしかなく

いう認知と、
「自分がその近くに住ん

能性がある。ハザードマップを配布

なってしまう。環境の劣悪さが、信

でいる」
という認知は不協和であるが、

して終わりなのではなく、むしろそ

仰心を強める仕掛けとなっているの

だからといって住まいを変えるという

の後の情報提供が重要になる。
「危

である。また、日本の機密情報をあ

ようなことは現実には難しい。そこで、

険なところに住んでいる人ほど安全

る国に提供した人物の報酬が、60

「原子力発電所は危険である」という

と思う傾向がある」(あなたもそう思っ

万円弱であるという事件があり、そ

認知を変えて不協和を解消する。そ

ていませんか？ )というように、積極

の額の少なさも話題になったが、こ

の結果として、原子力発電所に対す

的に注意喚起したほうがよい。

のような場合の報酬はしばしば低額

るリスク認知が低くなるのである。

「行動が変われば、考え方が変わる」

である。やっていることの重大性（危

このようなリスク認知の低さは、

というのは、啓発活動を考えるうえ

険）と報酬の額が不協和を引き起こ

避難行動にもあらわれてくる。多くの

でもヒントになるだろう。説明会や

すため、これを解消しようと、自分

災害調査が、居住年数の長い住民

講演会で防災意識を高めることも確

のやっていることが報酬のためでは

ほど、避難勧告をうけての避難率が

かに大事なのだが、現実にはなかな

なく、重要な使命のためであると考

低くなることを明らかにしている。事

か行動にはつながらない。それより

えるからである。

故の場合も傾向は同じで、米国のス

も、
「実際に参加してもらう」
「体験

このように、一見常識とは逆に思

リーマイル島の原子力発電所の事故

してもらう」ほうが防災意識を高め

われることが、災害にかぎらず、現

においても、日本のJCOの事故にお

ることにつながる可能性がある。た

実にはしばしば起こっている。
「想定

いても、自主的に避難を開始したの

とえば、
自主防災組織のメンバーに、

外」は、じつは心理学にとってはそ

は居住年数の少ない住民であった。

まずなってもらう。そうすると、
「自

うでないことが多いのだ。

その土地に長く住んでいればいるほ

主防災組織のメンバーであるのに、

認知を低くしてしまうのである。

原
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１
はしがき
高校生のころ北アルプス山麓の断層の見学という目
ごう ど はら

的で、フォッサマグナ沿い安曇野西縁の神戸原扇状地
と、断層沿いの地溝湖でもある青木湖と小谷村の資料
見学に出かけました。断層沿いの豊富な湧水池を中心
に発達した「鼠穴」というユニークな名の集落名、ア
ルプス山腹で生産されたであろう扇頂部の巨岩、そこ

斜面環境

山の辺の道「3」
「塩の道・千国街道」での記憶

に這い上がり前方を眺望した時感じた早春「安曇野」
の風情と記憶がいまだに鮮明であります。また、木崎
湖・中網湖を経て青木湖を周遊しながら聞いた次のよ
うな先生の話はショックでありました。「この湖の湖
底は泥土が異常に厚いこともあり、事故などにより湖
底に沈んだ場合、泥土に埋没してしまい二度と浮きあ

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

がってこないんだよ！」という。昨年12月久しぶりに
初冬の青木湖を訪れた。北アルプスを背景に湖はどこ
までも深く蒼く静かなただずまいでありました。さら
図-1 フォッサマグナ北西縁部等の位置図

写真-1 縄文時代以来の記憶を映し出す「翡翠（ヒスイ）
の輝き」写真提供：糸魚川市教育委員会
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こ

し

に新潟県との境界、白馬連峰に囲まれた小谷村は静か

古来出雲と高志（越）地方との文化・人々との交流

な山里であり、私たちにとって、ここもまた「ふるさ

はさかんであったと考えられています。わが国最古の

と」という気持ちにさせてくれるような馴染みやすい

歴史書といわれる「古事記」上・中・下全三巻の内上

風情の谷間の村でありました。村の中央を北方向に貫

巻に姫川・小谷に関わる記載があります。「古事記」

流する姫川は、白馬山塊に源を発し全長58km、糸魚

では、姫川流域の古代について、まず第一に大国主命

川に注ぎ、古代から今日までのさまざまな物語と夢を

と高志の奴奈川姫命の事に関する指摘があります。
「古

はぐくみ、厳しい自然条件の中でも小谷の人々の心豊

事記」の万葉仮名による記事を、杉本好文（1984）が

かな生活を支えてきたことが窺えました。

現代文に直し次のように紹介しています。「八千矛神

おお くに ぬしのみこと

や

ち ほこ

海のない信州は、人々の生活をうるおすうえで貴重

の（大国主神の別名）高志の国の奴奈川姫命をよばい

な塩や海産物がないため、その多くは糸魚川から小谷

て、いでまし時、姫の家に到りて歌いたまわく、八千

を経て安曇野・松本平等の南信州へ広く運び込まれて

矛の神の命は、八洲国、妻まぎかねて、遠々し越の国に、

いたと云われています。その道が「塩の道」別名「千

俊し女を、有りと聞かして（長歌故以下中略）ここに

国街道」であります。当時、千国には物流チェックの

奴奈川姫命、未だ戸を開かずと歌い給わく（歌略）
」
。

番所があったことから街道名を千国としたと聞きまし

御二方の歌の意味は、大国主神は越の国に大そう美し

た。一方この街道沿いは、たまたま名だたる断層破砕

く、かしこい姫がおられるときいてはるばる結婚した

帯にも位置し、未曾有の地盤災害にも遭遇してきた記

くて参りました、と心の内を告げた。奴奈川姫命は、

録も見られ、悲惨な被災例がありました。しかし古来

今は駄目です、考えて置いて明日返事をします。とい

地域の人々は、断層破砕帯沿いの小谷・姫川という地

う意味を歌で返事をしたという。「古事記」は「初め

勢や地盤条件のことは理解しており「人間の都合と計

の夜は合わずその翌日の夜み会いましき」（原文）と

り知れない自然の都合」も心得、自然と慎重に対応し

記してあるとのことであります（杉本1984）。ここで

てきている面も窺えます図- 1。

越の国とは越前・越中・越後の総称であり、奴奈川と

みこと

は奴奈の川で、“ぬな”とは玉の古語であるというこ
とが判り、玉を産する川、つまり現在の姫川というこ
2
姫川と奴奈川姫命

とが判ってきたとのことであります。
上記の玉とは、一つは翡翠（ヒスイ）これは緑色、
半透明ないし不透明の宝石で、新潟県青海の結晶片岩

海のない信州の最北端に位置する小谷の地、いつご
ろから人が住みついたのだろうか。北の海浜に位置す
る糸魚川と、南の山国信州とを結ぶ切っ掛けは何だろ
うかなどと興味がわきます。小谷村の郷土館と糸魚川
の長者ケ原考古館には、古代の居住者の遺物と考えら
れる数百点の石器・土器・硬玉＝ヒスイ等の原石が整
理・展示されています。考古学研究者の推測と解説に
よると、その時代は縄文中期～後期の遺物であると指
摘されています。当時、生活の場として多くの人々が
定住し始めていたことと同時に、かなりの人々が貴重
な硬玉＝ヒスイ等の原石採集の目的で往き来したとい
う記載もみられます。これらからもフォッサマグナ沿
いの破砕帯・地形・地盤・河川などとかなり関わり深
い問題があったことが容易に想像できます。

写真-2 写真左、奴奈川神社本殿（右写真 部)（林田撮影）
写真右は地元で「一の宮」と親しまれている一の宮遺跡。手前
は天津神社
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ひ すい き がん

地域に産出する。また翡翠輝岩に類するものが新潟県

3

小滝周縁の蛇紋岩帯にそって産出しており、日本で唯

海なし県・謙信の美談に育まれた「塩の道」

一この種の貴重なヒスイやメノウ（ぬな）を産する川
である「ぬな川」ということから、早くも古代の記録

海なし県、山育ちの子供たちにとって、大きな夢の

「古事記」
の上巻に記載されていました。
それが姫川で、

一つに、青いでかい海を見てみたいという共通の思い

奴奈川命のいた所と「玉」の産出の場が一致していま

がありました。小学生の時、新潟の直江津へ修学旅行

す。この玉は交易の手段としても大切な役割を果たし

に行きました。

ており、ぬな川のヒスイは遠く朝鮮半島においても活
用されていたであろうという記載もあります。
たけ み

な かたの かみ

目的地の駅に着くと、一目散に走り走って「海だ！
海だぞ！」と叫び、生まれて初めて見る海に興奮しつ

大国主命と奴奈川姫命の御子が健御名方神で後に諏

つ飛び込むようにして海水に手を浸し「この水、ショ

訪へ落ち着かれ諏訪大明神として祀られています。今

ッパイゾ！」「ホ、ホントダ、ショッパイゾ！」と叫

日、糸魚川とその周縁には奴奈川神社があります。ま

び合い、海水の塩気を確認しあった時のことが懐かし

た健御名方神の生後、縁の深かった小谷の里の各地に

く思い出されます。清冽な山の湧水しか知らない子た

は11社もの諏訪神社が祀られています 写真- 2 。

ちはまた ｢海にどれだけ塩をブチ込むとこれだけショ
ッパクなるんだねえ……」などと先生に質問する子も

図-2 ｢塩の道｣ 位置図

イラスト／岸本みゆき

道
塩の

（信州白馬山麓 小谷の本 ／
長野県小谷村観光連盟 著より）

根知

いました。
信州だって海の見える小学校がある、などというと
多くの人は驚きます。そんな所が何処にあるのかと大

塩の道資料館
JR小瀧
大網峠

白池
阿房峠
地蔵峠

JR平岩

「道の駅」小谷
常法寺
石坂

小谷村郷土館
千国
塩の
道

写真-3「塩の道」道標（林田 撮影）
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人も興味をもちます。それは、
「塩の道・千国街道」

4

沿い安房峠近くの旧戸土分教場跡であります。戸土へ

大割れ目の宝物と山の辺の道

の道は、小谷の里から姫川沿いに北JR平岩駅南より
急な山道を辿る。大網集落・大網峠を経て角間池・白

夏休みにはいった初夏、カーネギー研究所から帰国

池・蛙池・阿房峠の近くに分教場跡があります。ここ

されたばかりの岩石鉱物学研究者である八木健三先生

から北を眺めると、遥かかなたに糸魚川の海岸と紺碧

のお供をしてフォッサマグナ西縁部の犀川丘陵と小谷

の色をした日本海が浮き上がるように眺望できます。

村を歩きました。私たち学生二人は先生の採集した岩

これが唯一、信州から眺めうる ｢海」であります。古

石資料の背負い係でありました。「小谷村から糸魚川

代より信州から越後へ行く人も、越後から信州へ旅す

を歩く間に君たち素晴らしい宝物に出会うかもしれな

る人も、この峠で、ホ！として休息し目指す村里を想

いぞ」などと先生が云っておられたが、これがヒスイ

う共通の憩いの場であったに違いない、これが「塩の

の原石のことであることが後でわかりました。私は未

道」であり海と山国を結ぶ大切な道でありました図- 2

だ地質や岩石のこともろくに認識・理解していない頃

写真-3 。

で、先生のお供をしてフォッサマグナの現地見学がで

「塩の道」と言えば、上杉謙信が武田信玄の領内へ

きるとは素晴らしい地学実習と認識していました。さ

塩を送った美談としてもよく知られています。上杉の

らに小谷村の現地では、第四紀学の泰斗、小林国夫先

勇猛・武田の武威により川中島における対陣は長引き

生および地域の小・中学校の先生も大勢合流しました。

数年に及び、その間信州の地域住民は塩等の生活必需

お二人の教授や学校の先生たちの討議内容は私には十

品が欠乏し難渋していました、これを見かねた信玄公

分理解できないまま、ひたすら岩石片を整理し背負い

は、謙信公に余儀なく塩の支援を申し入れたといいま

つつ巡険の後に従いました。先生たちの質疑の繰り返

す。謙信公は「このことは合戦とは別の問題であり、

しのなかで、姫川と翡翠（ヒスイ）の原石と産地・破

たとえ敵国たりとも、住民の難渋をみすごす訳にゆか

砕帯・断層・地形面の分布と住居跡・地すべり等の地

ない」と、早速、塩等を送る約束をしたという。当時

盤災害と地溝帯との関わり・そして塩の道・千国街道

川中島とその周縁は合戦の場であるが故に、海浜糸魚

等の用語や専門語が頻繁に交わされ、私は言葉のほん

川より信州大網峠コース或いは地蔵峠コースを選び、

の端々を記憶に留めていました。

小谷・千国の道を使用したと伝えられています。これ

前述の翡翠（ヒスイ）について、小林道雄（2003）

らの峠道は、一年の半分は豪雪に閉ざされるほど難儀

は「日本考古学が軌道にのりはじめるや、古墳時代や

の多い山道でありますが、人の背で重い荷物を運ぶポ

弥生時代そして縄文時代の勾玉類に硬玉＝ヒスイの使

ッカ、或いは牛馬により、自然の猛威を克服し塩荷物

用されている事実がはっきりしてきた」と指摘してい

が搬送された時、信州の民百姓は「子の親をみつけし

ます。しかし、当時その硬玉の原産地は不明でいろい

心地」の如く、大きな喜びであったと伝えられていま

ろ取り沙汰され大きな関心事となっていました。その

す（小谷村郷土館）
。

後「1939年、岩石鉱物研究者である河野義礼によって、

「塩の道」とは謙信のこの美談による「義塩おくり」

ヒスイの原産地が姫川上流域にあることが突き止めら

により名付けられたと云われています。また「千国街

れました」。先生は宝石鑑定について経験豊かで感覚

道」の名は、塩の道における物流等をチェックする場

鋭く、「離れて座っている人の宝石類を一瞥して、真

としての番所が千国に設けられたことから名付けられ

偽を見分けるんだよ」などという教室の助教のつぶや

たと云われています。この街道は、謙信の時代からあ

きを思い出します。フォッサマグナ沿いの千国街道を

るいはそれ以前からも、越後からの塩は勿論のこと、

往き来した古代の縄文人は、硬玉＝ヒスイの原石や、

多くの海産物を信州へ運び、信州から越後へは大豆・

その重量感・不思議な色合いを見極めつつ、原石の魅

煙草・生薬・こうぞ等を運ぶ重要な物流街道として重

力と価値を思い懸命に探り出したものと思います。

要な役割をはたしてきました。

糸魚川市

まが たま

長者ケ原博物館

木島勉（2003）は「縄文

sabo vol.110 Apr.2012

19

時代の代表的な装身具に翡翠性大珠があり、その多く

与えたということも考えられます。今日、地域の人々

は縄文時代中期の大規模集落跡から出土し、その広が

とお会いしたりイベントに参加すると、それとなく村

りは北海道の礼文島を最北として日本列島のほぼ全域

の人々に進取の気性を感じるのは私だけだろうか。地

に及び、この大珠の多くは翡翠の主産地である姫川と

域の「ヒスイ文化」と「塩の道」・「千国街道」は、フ

青海川の下流域を中心とした沿岸部遺跡でつくられ

ォッサマグナ地域は勿論のこと、国内外における広域

た」と指摘し述べています。

の人々の「人と自然と文化」に大きな影響を与えたと

当初この宝石には名前がなかったそうであります

いうことも考えられます。

が、石には緑色とオレンジ色のものがあり、その色が
カワセミ（翡翠）の羽の色に共通していたことから、

5

中国人が日本伝来の美しい宝石に対して単に
「翡翠玉」

地溝帯異変と姫川の大変・対応

と名付け、その後玉の文字はなくなり単に翡翠と称し
たと宮島（2003）が指摘しています 写真- 4 、図- 3。
あき つ しま

秋津洲を二つに割った大割れ目（フォッサマグナ）

地溝帯の「ド真ん中」に位置し断層や破砕帯に富む
この小谷は災害の多い地域でもあります。また脆弱な

地域には、翡翠（ヒスイ）という美しく貴重な地学的

地盤条件にくわえて豪雪地帯であるということもあ

な産物がもたらされました。太古の昔から翡翠等の珍

り、災害が助長され、地すべり等による地盤災害が繰

しい鉱物や石材を求め
「山の辺の道」
を往き来した人々

り返されています。

との交流は、地域に新しい文化を感じさせ、変化に富

5-1

む物流は、長い歴史を経て地域の人々の生活に変化を

稗田山大崩れと天然ダムの脅威

わが国における三大地すべりの一つという1911（明

図-3「奴奈川姫命のふるさと」
、姫川と北アルプスの北縁の山々、姫川河原の礫の中にはヒスイ」の原石があるのでは？と思います。
（中村・画）
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治44）年の稗田山崩れの100周年のシンポジウムが、

し腰も砕けよとばかり松ケ峰に衝突し、上層の土砂が

2011年８月小谷村で開催されました。イベント直前

峰を越えて来馬川原に滝の如く吹き散った時は余勢己

くる ま

たまたま郷土館におきまして、
「来馬変遷三十八年史」

に右転して姫川本流を衝き外澤下の大岸壁に当たって

という常法寺住職松本宗順（1949）による公民館資料

左右に開きながら其の力を収めた時であった」
（原文）
。

を入手しました。その冒頭には、長野県の碩学で地す

さらに来馬の乗法寺住職によれば「明治四十四年八

べり災害調査の先達、八木貞助先生の次のような記載

月八日午前二時頃枕辺の障子非常な音響を発して鳴動

がありました。
「姫川はその名にも似ず実に荒川とい

す、雨戸を開き窺い見るに火災に非ずして牛馬処どこ

える、この荒川の支流に浦川があってその上中流の稗

ろに嘶く……（中略）深見者を処どころ発するに、姫

田山及び風吹岳等の崩壊によって来馬以下の地方は常

川に一滴の水の流るるなきに驚く」（原文）。などと壮

にその災害に苦しむのである……」
（原文）とあり、

絶な崩壊状況が報告されています。

明治44年の稗田山大崩壊・風吹岳の山津波等について

被災状況や崩壊事情等については、松本宗順を始め

触れ、
「稗田山三十八年遭難史」
として紹介しています。

近年は、
町田 洋（1964）
・井上公夫（1997）
・井口隆（2003）

小谷村南部、姫川の左岸段丘面上に来馬という集落

松本砂防（2003）他、多くの調査報告があります。町

があり、その上流２㎞、姫川に合流する１支流が浦川

田洋（1964）によると、８月８日の稗田山崩れは溶岩

であります。この浦川の上流６㎞に稗田山がありま

火砕物質由来の成層火山一部の山体崩壊で、岩屑なだ

す。この稗田山の大崩壊について、元小谷村村長細野

れとなって浦川を流下した。その崩壊土砂量は１億

繁勝氏は、
「明治四十四年陰暦閏六月十三日の月が西

5000万㎥（体積面300㎡×堆積厚50ｍ）と推定してい

う

ら ぼん

山に没した午前三時頃、盂蘭盆の祭に興じ尽して甘睡

ます。その際、浦川の河床は80〜150ｍ上昇し、石坂

に落ちた人々の上に此の大土砂が乾ける焔を揚げて天

で17人・浦川尻で６人死亡。浦川と姫川合流点の堆砂

地も裂けんばかりの大音響と共に突撃し来たったので

により天然ダム（長瀬湖）が出来、その湛水域は上流

う

ば たま

ある。すべり出した土の流れの速さは烏羽玉の闇の夜

３㎞、下里瀬集落の大部分（43／48）が水没しました。

に何人も見たものわないが、飛爆の断崖を落つる程度

ダムの最大湛水深は約60ｍ、最大湛水量は3400万㎥と

のものでなく、まこと電光の閃くに似て地霊怒り山川

推定された。８月11日天然ダム（長瀬湖）は満水・決

躍るところ転瞬にして裏川（浦川）峡の地上にありと

壊して来馬河原は大洪水に襲われ、30haが濁流に呑

あらゆるもの、それは巨木叢林も田園草木も人命も財

まれ、流出土砂の大部分は来馬河原に堆積しました。

宝も一物も剰さず抜き取り吹き飛ばして一里余を驀進

その後、1945〜46年、土砂流出が繰り返され、来馬左
岸段丘上、乗法寺大門の石段二百数十段の下方は流失
し、今日は最上部の三十数段のみであります 写真- 5 。
なお更に下流域も被災し、姫川下流域の日本海までの
橋梁のすべてが流失したと云われています。この時、
糸魚川より大網・平岩・来馬・常法寺・石坂・池原・
くだ り

せ

下里瀬……の「塩の道」は来馬・石坂・池原・下里瀬
で被災し、一時期機能を失ってしまいました。しかし、
地域の人々の道を想う懸命な努力によりその後復活し
ました。
5-2

道を守り育む

[鎮山親水」とRC工法

稗田山大崩壊以前もそのあとも、姫川流域において
は地すべり等の地盤災害は絶えることがありませんで
した。郷津久男（1979）元村長は、地域の地盤条件と
写真-4 翡翠（ヒスイ）の原石 (長者ケ原博物館)

気候条件をふまえ、日ごろから地域の人々に「鎮山親
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水」をアピールし、山を鎮め水に親しむ村つくりの大

められて下流域に全く災害が及ばなかったという、こ

切さを主張しておりました。

れはかっての土石流被災時における状況を参考に、上・

1962年（昭和37）以降も稗田山の一部が再崩壊し土

下流の状況把握に対応した松本砂防・県事務所の尽

石流が発生し心配でしたが、既設の砂防堰堤にせき止

力による砂防堰堤設置の効果であったと考えられます
写真- 6 。河川にしても山腹にしても、今日までの経過

と周縁の地形・地質・地変の把握は不可欠であります。
こ づち やま

つが いけ

近年、姫川流域においては、小土山・栂池・大網等に
おける地すべり対策事業が推進され、共に検討させて
いただきました。最近では前澤地すべり地が検討され
ています。
地すべり現象の把握と対応において気になることは
「誘因が判っても素因が不明」の事がしばしばありま
す。これは対象とする地域地盤の、長いながい年代の
経過と、最近の数十年の地変（人工的な地変・改変の
影響も含む）の関係を認識し得ない時にしばしば生じ
ています（中村2011）。地すべりの対策とその手段は
場所と予算によりますが、上記のような場合、多数の
地域の対策例を見ると、多少の困難性があっても最近
註

RC型集水井の効果は「対策鬼手」になっているのでは、
などと思うこの頃であります。ちなみに当地区におい
写真-5 常法寺の階段、数回の土石流によって240数段あった階段は、
埋積あるいは流失によって、今日30数段になってしまいました。

写真-6 稗田山崩壊跡（写真右上）と浦川に構築された砂防堰堤（林田 撮影）
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ては、たまたま栂池（９基）
・大網（13碁）
・大久保（４基）
・
倉下（８基）などに設置されているのを見たり検討す

る機会を得ました。それぞれの場において、いずれも

神話、私たちが現実に接するフォッサマグナ、そこに

30〜40m時に50ｍの深度において、安定的に地下水の

刻まれた人と自然の物語、そして「山の辺の道」に関

集排水効果を挙げ、地すべり現象の抑制に貢献してい

わる記憶には、数百年～数千年の歴史をも映し出す原

るものと思います。

点があるような気がいたします。

地すべりの対策においては、まさに「親水」が必要
であります。地体内部の水を知りその水を私たちがコ

謝辞

ントロールすることが不可欠の手段であります。しか

話になりました、長野県姫川砂防事務所の塩入信一・

し人間の都合は勿論、同時に計り知れない自然の都合

木洞和彦氏、ご支援と現地討議をいただいた川崎地

をも理解し対応すべき問題があります。RCの技術は

質の五藤幸晴・菅野孝美氏、（株）ニッソー小熊友和・

両者の都合をつなぐうえで効果的な手法とみました。

林田健治氏に厚く御礼申し上げます。また、糸魚川市

上記の大網地区は「塩の道・千国街道」の大切な通

教育委員会、木島勉氏・（財）砂防フロンティア井上

過点でありました。しばしば橋梁の破損や落下、そし

公夫氏からは貴重なご著書と関係資料を拝受し、ご教

て地すべり、地域の人々やポッカや牛方の皆さん総動

示をいただきました。心から御礼申し上げます。なお

員で苦労し保持してきた街道であります。最近は安定

「塩の道」イラストマップを拝借しました小谷村観光

した場として由緒深い古道として認識されています。

連盟では、今夏、日本列島大割れ目における探検ツア

自然を畏れ、正しく利用してきた ｢人と自然の共生の

ーが計画されております（下記）。ぜひ、すばらしい

道・鎮山親水」の道でもあります。

砂防ツアーを体験しましょう。

6
古代銀座とフォッサマグナ古道
日本海に面する越後の糸魚川から信州最北西部の小
谷、南の松本・諏訪、更に甲斐の国へと延びるゾーン
が大地溝帯、この周縁を中部山岳国立公園および上信
越高原国立公園などと称し、更にまた地域はフォッサ
マグナミユージアムとして、わが国でも比類なき自然
豊かな地帯であります。この地帯は貴重な鉱産物や石
材にも恵まれ、古来人々に注目されてきました。北の
海浜糸魚川から南の松本までの約三十里･120kmの「塩
の道・千国街道」は多くの人々に親しまれ、物流をチ
ェックする番所であった千国とその付近は、地域にと
って往時の「千国銀座」であったのかもしれない。
姫川と関わり深く「古事記」上巻にある高志（越）
の奴奈河姫命と大国主神、健御方神との物語等に関わ
る神話を考える時、竹田恒泰（2012）は「神話には現
実に起こり得ないことが書いてありますが、
だから「な
かった」とは云えない、それは事実を反映させた記述
なのかもしれません、先人が長い間信じてきた真実が
書かれていると理解すればいいと思います」と述べて
います。姫川と関わり深い楽しい「古事記」の記事や

本小文の記載にあたり、現地調査においてお世

註 RC型集水井工法：RC（鉄筋コンクリート）セグメントを用いた工法
のこと。剛性が高く、地下内部の編土圧等に対しても座屈がしづらく、
鋼製刃口内で部材組み立てを行うため、崩壊性（流動性）地盤内に
おいても安全施工が可能
参考・引用文献
★ 杉本好文（1984）；いにしえの里小谷、信毎書籍出版センター
★ 小谷村教育委員会（1979）；小谷民族誌、小谷村教育委員会
★ 小林道雄（2003）；縄文ネットワークと翡翠、ヒスイ文化フォーラ
ム2003、ヒスイ文化フォーラム委員会
★ 木島 勉（2003）；縄文時代における翡翠加工、ヒスイ文化フォー
ラム2003、ヒスイ文化フォーラム委員会
★ 宮島 宏（2003）；ヒスイを科学する、ヒスイ文化フォーラム2003、
ヒスイ文化フォーラム委員会
★ 松本宗順（1949）；来馬変遷三十八年史、小谷村公民館
★ 稗田山崩れ100周年実行委員会（2011）；稗田山崩れ100周年シン
ポジウム資料
★ 町田 洋（2011）；稗田山大崩壊100年に想う、稗田山崩れ100年
シンポジウム基調講演資料
★ 郷津久雄（1979）；信州過疎村報告・21世紀論点シリーズ、小学
館文庫
★ 中村三郎（2011）
；見えない川と谷（埋没谷）の脅威、斜面環境企画、
No,3
★ 竹田恒泰（2012）；日本人にとって神様とは何か・日本の神様、徳
間書店
★ 木島 勉  他（2007）；長者ヶ原遺跡、同成社刊

夏休み企画小谷夏の探検ツアー
「土木アート砂防ダムめぐりツアー」ご案内
実施日：平成24年 ７月21・22・28・29日
８月４・５・11～19日
詳細は小谷村観光連盟まで
TEL：0261-82-2233
FAX：0261-82-2242
http://www.vill.otari.nagano.jp/kanko

sabo vol.110 Apr.2012

23

技術ノート

● ● ●

鋼製砂防構造物
について ①

図-1 安全率の決め方

──安全率のはなし
嶋 丈示

しまじょうじ

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術開発研究室長

重力式砂防堰堤です。そこで、鋼製の話をするにあた
りコンクリートを引き合いに出して、これと比較しな
がら話を進めます。そのほうが理解しやすいのではな
いかと思うからです。場合によっては砂防ソイルセメ

はじめに

ントなども比較対象にするかもしれません。それでは、
今回は初回ですので、安全率を切り口に鋼材の特徴に

平成19年発刊の「土石流・流木対策設計技術指針及

ついてお話をしたいと思います。

び同解説」
（以下、
「土石流対策指針」
）から土石流対
策として鋼製透過型砂防堰堤が明記されたため、鋼製
砂防堰堤を計画・設計する機会が増えているのではな

構造物の安全率の決め方

いでしょうか。しかしながら、鋼製透過型砂防堰堤に
代表される鋼製砂防構造物は、鋼製ならではの事柄も

安全率を簡単にいうと、構造物が壊れるときの最大

多く、未だに敷居が高いと感じている人もいると思い

応力を、設計時に設定した許容応力で割った値です。

ます。そこで、鋼製砂防構造物をより理解してもらお

最大応力は外力により断面が変形することで発生する

うと、今回から数回にわたり鋼製砂防構造物について

値なので、材料特性や構造系によって概ね決まるので

解説する場を頂きました。解説といっても「土石流対

悩むことはないのですが、許容応力は構造物がどこま

策指針」や「鋼製砂防構造物設計便覧」
（以下、
「鋼製

でなら安全なのかを設計者が決めるため悩みどころで

便覧」
）に記述しているようなことではなく、鋼製な

す。実際には、技術基準によって各構造物の安全率は

らではのこと、例えば材料の特性からくる設計の考え

設定されていますし、
「砂防堰堤は重要構造物なので、

方や留意事項などについて私の知る限りで述べてみた

どの施設も安全率は高いんだ……」などと言ってしま

いと思います。ですから、最新の技術情報や専門性の

っては元も子もないので、ここでは、材料の特性から

高い話ではなく、教科書的なことが中心になります。

安全率がどのように決まっていくのだろうか、という

また、単に私の考え方を述べていることもありますの

ことに着目したいと思います図- 1。

で間違っていたら、そのつど、修正や誤解を正してい
くつもりです。
砂防構造物の代表は、依然コンクリートを使った
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最大応力はそれほど問題ないと思いますが、許容応
力については材料の性質と使い方、その時代における
施設の目的や性能、自然環境や社会環境とのバランス

図-2 コンクリートの応力－ひずみ曲線

います。この変形量も微小であれば剛体と考えてよい
わけですが、外力が大きくなって許容できる変形量を
超えると安定計算上の剛体の仮定が崩れることになり
ます。この許容できる変形量はいくらでしょうか。こ
の変形量は、もっぱら自重と外力に応答したひずみ量
になります。そのときに堤体内部に発生する応力が弾
性範囲内であれば除荷すればひずみは元に戻りますか
ら、安定計算を行ううえでは変形していないとしても
問題ないでしょう。つまり、弾性範囲内に堤体の発生
応力を収めれば安定計算上の前提条件である剛体と仮
定して設計してもよいはずです。これを越えると塑性
域に入り、コンクリートの場合では亀裂が入るなど、
堤体の一体性を損なうことになります。実際には想定

によってどのくらいが妥当か、これらを総合的に判断

外荷重や材料のばらつきなどによって弾性範囲を超え

して決めることになるのですが、簡単に使っているわ

る可能性があるので、これを越えないように余裕を持

りに内容を吟味して使っている人は少ないのではない

たせます。

でしょうか。

しかし、堤体の変形は弾性範囲内に収まっていれば

ここでは材料の性質により設定される安全率に的を

よいと言いましたが、コンクリートは弾性体ではない

しぼることで、できるだけ客観的な考え方を示すこと

ので、どこまで変形を許容してよいのか難しいところ

としました。新たに開発したような構造物の場合、ま

です。図- 2はコンクリートの応力－ひずみ曲線です。

ず、①材料や構造から妥当と考えられる安全率を前提

コンクリートは初期の変形から残留ひずみを生じるた

に、②計画上で位置付けられる施設に求められる性能

め弾性範囲というものは本来ありません。しかし、微

と、③従来の構造物と照らし合わせて不釣り合いな値

小変形であれば荷重を除去すれば残留変形は残って

でないか、それらを総合的に判断し決定します。この

も、再び荷重を加えればそこまでの変形量は変わりま

ように新たに安全率を設定するには、豊富な経験と知

せんから、その変形範囲まで弾性体のような振舞いを

識が必要になるため、前例を参考にすることになりま

します。この変形範囲を何処まで取るかですが、一般

すが、それに振り回されすぎて先に進めないようなこ

には基準強度ｆ'c（＝破壊される最大荷重）の１／４

とがないようにしたいものです。ですから、悩む時間

くらいでしょうか。曲線部のある構造物を設計すると

を削って（悩むこと自体は大事ですが）
、さっさと決

き、曲線を直線の有限要素に区切ることをよくやりま

定してから周りの人の意見を聞きながら修正する、こ

す。これと同じように、応力－ひずみ曲線を４分割く

れが早くミスの少ない設計につながると思います。

らいすれば、初期値から一本目の曲線は、ほぼ直線と
見なしても差し支えないでしょう。つまり、この１／
４までを弾性範囲と仮定し設計断面を求めれば、断面

コンクリート材の安全率

性能として安全率４をとることになります。この分割
数をいくらにすれば妥当かということですが、これは

まず、重力式コンクリート堰堤を例に説明します。

安全性とコストのバランスを考えながら決めることに

安定計算では、重力式コンクリート堰堤を剛体と仮定

なります。コンクリートの場合、構造物の重要性、供

し、転倒、滑動などについて安定性の照査をします

用期間、対象とする現象など、これまでの経験から４

が、実際には外力や自重によっても幾分かは変形して

が妥当なのでしょう。例えば、分割数を２にするとコ
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図-3 鋼材の応力－ひずみ曲線

写真-1 INSEM材の礫衝突実験

スト的に有利になりますが、安全率は小さくなり少し

INSEM材を使った堰堤の安全率は重力式コンクリー

不安です。仮設構造物のような供用期間が短いものな

ト堰堤と同じ値を採用しています。もし材料の性質の

どに採用する分には抵抗はないのではないでしょうか。

みで設定すればINSEM材はコンクリートよりも相対
的に大きい値を選ぶことになるのではないでしょうか。
重力式コンクリート堰堤では、土石流の衝突による

INSEM材の安全率

袖部の破壊や、基礎部の洗掘による堤体自体の剛体移
動による割れなど、外的な要因により構造物が損傷し

ただし、安全率が大きいからといって安全性が高い

ている事例が見受けられます。設計では巨礫の衝突に

ことにはなりません。安全率はあくまで、許容される

対して袖部の厚みは計算しますが、袖が飛ぶような場

応力と破壊される応力の比ですから、不確定な要素が

合は、やはり設計想定時より相当大きな衝突荷重が作

多いほど安全率を大きくする、あるいは大きくせざる

用しているようです。このような場合にも、局所的に

を得ない、ということです。例えばロープウェイの破

袖部が飛ぶような損傷は受けても、本体自体は残存し

断強度は、人命に係わる使い方のものについては安

ており安定性は保たれています。これは、重力式であ

全率10を越えているものもあります。ところが、旅客

ることから重さ（大きさ）で外力に抵抗しようとする

機の機体の安全率は１を若干越えている程度です。一

ため、外力に対して堤体が十分に大きいからでしょう。

旦、事故を引き起こすと大惨事になる旅客機の安全率

つまり、発生応力が安全率を超えても、その超えた箇

が小さいのは、予想されうる状況について解析を行い

所は全体からみるとほんの一部であり、構造物全体の

機体に掛かる負荷を徹底的に調べる、部品や組立など

安定性を損なうほどではないということです。ですか

歩留まりでなく品質管理で引っ掛かるものは全部排除

ら、袖部のように巨礫に対してそれほど大きくない部

する、運行に係わるヒューマンエラーが起きないよう

位については、損傷することもありますが、本体が本

にフェールセーフの考えを徹底し、その場の判断では

来の機能を喪失するほどの損傷は受けにくいことにな

なくマニュアル化する、など不確定は要素を徹底的に

ります。逆にいうと、袖部に対しても十分な安全性を

排除すれば人命に係わるようなことであっても安全率

確保しようとすると、無駄に大きな施設が出来上がる

を小さくすることができるということでしょう。

ことになります。この傾向はINSEM材を使うともっ

その意味では、砂防ソイルセメントは現地発生土砂

と顕著になるでしょう。

は使うことからコンクリートより不確定な要素が多く

INSEM材は現地発生土砂を使うので単位体積重量

安全率を高くすることになります。しかし、実際には

はコンクリートより小さくなり、結果、必要断面は
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率を小さく設定できることがわかります。
このことを鋼製透過型砂防堰堤でよく使われる鋼管
部材STK490で説明します。STKはSteelTube構造の
頭文字をとったものです。英語と日本語が混在してい
ますが、そういうものです。STK490は引張強度490N／
㎟の材料ということです。STK490の降伏応力315N／㎟
を弾性範囲の限界とすると、安全率は引張強度／降伏
応力＝1.5です。しかし、設計では許容応力185N／㎟を
使いますから、引張強度／許容応力＝2.6です。
写真-2 損傷した鋼製透過型砂防堰堤

しかし、鋼製構造物では引張強度を使って設計する
ことはあまりなく、降伏応力を最大応力として設計し
ます。そこで使用する最大応力を引張強度ではなく降

大きくなります。さらに、コンクリートより弾性係数

伏応力に置き換えると降伏応力／許容応力＝1.7とな

が小さくポーラスでもあるので、例えば礫の衝突に対

り、鋼製構造物ではなじみのある数値が出てきます。

しては、破壊されても範囲が局所的で限定的です。ま

この降伏応力を採用して安全率を設定していますが、

た、吸収エネルギーも大きいので局所的な破壊を許容

許容応力も対象とする荷重によって変えています。こ

すれば、安定性を損なわずコスト的にも有利になりま

れは荷重の割増係数として、例えば土石流時は短期荷

す 写真-1 。そういった意味で、砂防ソイルセメントの

重であることから許容応力を1.5割増し、土石流捕捉

安全率をコンクリートより大きくとる必要はないと考

後は堆砂が長期間作用することから許容応力の割増し

えます。ですから、INSEM材は不確定要素が多いから

はしません（この安全率と割増しについては「鋼製便

といって、安全率をコンクリートより上げてしまうと、

覧」のQ&Aにも示しました。こちらも参考にしてく

コストアップになり普及を阻害することになりますし、

ださい）。

実際に発生応力により安全性に支障を来した事例がな

満砂時のような継続的な荷重が作用する場合には弾

いことから、経験上コンクリートと同じで差し支えな

性範囲内に収める必要があるので、発生応力が許容応

いと判断されているのでしょう。今後、施工事例の増

力内に収まるよう設計すると安全率1.7となります。

加とともに損傷例が出てくれば、あらためて安全率の

これに対して、土石流時のように短時間に作用するも

設定について検証していくことになると思います。

のや、発生頻度が小さいものを許容応力内に収めよう
とすると不経済になります。そこで、いくぶん許容応
力度を越えてもよしとします。ただし、降伏応力度を

鋼材の安全率

超えると弾性範囲を超えて残留変形が生じるので、あ
くまでも降伏応力度内に収めることになります。つ

図-3 は教科書によく載っている鋼材（軟鋼）の応力

まり、安全率1.0は確保されます。安全率1.0を目指し

─ひずみ曲線です。コンクリートと比べると明確にそ

て設計すると設計者の思惑から外れて、安全率1.0を

れも結構な割合で直線部分が存在します。つまり、鋼

下回り安定性が担保できないといったことが起こりま

材は弾性領域が明確ですから、弾性体として使える部

す。しかし、この安全率は材料からくるものなので、

分がハッキリしています。これは先に言いましたコン

ある部材（断面）が降伏して安全率1.0を下回ったか

クリートのように、安全率をどこで取ろうかと悩むこ

らといって、直ちに構造物が不安定になるわけではあ

とはないということです。直線部が弾性域、曲線部が

りません。

弾塑性域と明確ですから、コンクリートと比べて安全

図- 3、 写真- 2 のように、鋼材は降伏応力を越えても
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図-4 コンクリートと鋼材の応力－ひずみ曲線

はSTK490と、これより一ランク強い鋼材を使ってい
ますが、一般には最もよく使われている一般構造用鋼
材（SS400）を示すことにします。コンクリートは、
無筋コンクリートの設計基準強度18N／㎟を示すべき
ですが、実際に発現するであろう強度として設計基準
強度の1.5倍の配合強度27 N／㎟を示しました。また、
圧縮側は、引張の１／10程度の値を取りますが、鋼材
と比較すると小さいので無視します。
これでわかるように、鋼材の方が相当破壊荷重が大
きく、弾性範囲に収めるための許容応力度も大きく取
れることがわかります。このことは、鋼材を使えば発
生応力度に対して必要断面を相当小さくすることがで

靱性が大きい材料なので変形は大きいですが、破断す

きるということです。これが逆に鋼材は凹むとか変形

るまでの最大耐力に相当余裕があります。鋼製砂防構

しやすいので破壊されていると誤解を生じる可能性も

造物は、この粘りというか、外力に対する変形による

あります。したがって、もしコンクリートと鋼材を同

吸収エネルギーを上手く使って、巨礫の衝突に対する

じ断面にすれば鋼材は変形しないと言ってよいでしょ

計算を行っています。また、部材が破断しにくいと

う。実際にはそんな断面だと重すぎて加工も運搬もで

いうことは、礫衝突や堆砂圧などの外力に対して部材

きませんし、コストが高すぎて話になりません。です

が降伏しても、その他の部材に応力が流れ、構造物全

から、効率よく合理的に部材を配置し、適切な連結方

体からみれば安定性を保つことができるということで

法をとることが設計の肝になります。これがリダンダ

す。この鋼製砂防構造物特有の特質は、複数の部材と

ンシーと密接に関係します。この辺りの話は、また別

その連結方法によってリダンダンシーの高い構造とし

の機会にしたいと思います。

て取り扱うことができます。
鋼材に限らず安全率を上げるとコストも上がります
から、平常時の構造物の状態と土石流時などの非平常

おわりに

時の状態のどちらに軸足を置くかによって、安全性に
対する考えも変わるでしょう。例えば、不透過型堰堤

鋼製透過型砂防堰堤は、巨礫の衝突による変形を許

の場合、満砂を前提にしていますから、一定の外力が

容するなど、一般に使われてる鋼製構造物よりもある

作用した状態が恒常的に続くことになります。対して

意味鋼材の特徴を活かした設計となっています。橋梁

透過型堰堤は、平常時は空の状態が普通なので外力が

などの鋼製構造物も限界状態設計による弾性範囲を超

作用していません。最近は、不透過型も管理型で空の

える考えを導入しているものの、鋼製砂防構造物のよ

状態を維持しようとしているので、透過型と同様の考

うにダイレクトに巨礫が衝突しそれに対して大変形を

えのほうがよいのかもしれません。

考慮して、これを設計方法に導入しているものは数少

ここで、コンクリートと鋼材の応力─ひずみ曲線を

ないと思います。そういった意味で設計の難しさはあ

重ねてみます図-4。鋼材は圧縮と引張で同じ挙動をす

ります。しかし、土砂移動現象に対して、実際に部材

るとします。実際には、部材がスリムになると圧縮側

が大きく変形したり、なかには部材が飛んでいるもの

では座屈により耐力が低下しますが、ここでは材料だ

もあり、それでもなお、土石流を捕捉しているといっ

けに着目して同じとします。この図は、図- 3に示した

たダイナミックな効果を現地で見ることができる興味

軟鋼の応力─ひずみ曲線です。鋼製透過型砂防堰堤

深い構造物ではないでしょうか。
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海外事情

世界の土砂災害（2011 その4）

（財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課

2011/10/1～2011/12/31

発生日

10月
下半期

国名

種別

エル・サルバドール
ニカラグア
グアテマラ
ホンデュラス

洪水・
崩壊

概要

10月中旬から約２週間、中央アメリカを広く覆った熱帯低気圧（12-E
と呼ばれる）による断続的な豪雨で、洪水と崩壊が随所で発生し、
4カ国で約120名が死亡、11.7万人が避難、76万人が影響を受けた。
コロンビア中西部、首都ボゴダから西に287kmにある、カルダス県
（Caldas）の最大都市マニサレス（(Manizales）のスラム街で、11月
５日午前６時頃、前の日から降り続いていた大雨で地盤が緩み、住
宅直下の草地斜面が崩壊し、斜面脚部に密集する住宅地の16戸が
土砂に埋まった。これにより48名死亡、14名が行方不明となった。

11月5日

コロンビア

崩壊

11月30日

インドネシア

崩壊

スマトラ島西120kmのマジョ・カンプン・バリジェ県（Majo Kampung
Barije）のニアス島で、３日間降り続いた豪雨により山崩れが発生し、
家屋115世帯中37世帯が土砂に埋まり、35名が死亡した。

崩壊

新しい雨期を迎えたコロンビアで、西端のナリーニョ県（Nariño）ラ・
クルズ市（La Cruz）モンカージョ村（Moncayo）で午後5時50分
に3箇所で崩壊が発生し、うち１箇所で14名が土砂に埋まり死亡し
た。この地区では４年前から災害の危険性が心配され、政府から注
意喚起されていた。当日、近隣の村で災害が起きたため、避難勧告
がなされたが、家に戻った数家族が被災した。

12月12日

コロンビア

平成24年度

（財）砂防・地すべり技術センター講演会
1.開催日時： 平成24年６月19日（火）13：30～17：00
2.会

場 ： 砂防会館別館シェーンバッハサボー 淀・信濃
TEL：03-3261-8386

			 東京都千代田区平河町2-7-4
3.プログラム

敬称略

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

講演１

「深層崩壊の実態と予測（仮題）」
千木良 雅弘（京都大学 防災研究所 教授）

14:40

講演２

「新燃岳噴火と南九州の火山活動（仮題）」
石原 和弘（火山噴火予知連 副会長）

15:55

講演３

「グローカルな取り組み──荒れた山から地球温暖化対策（仮題）」
鈴木 聡（NOP法人「足尾に緑を育てる会」会長）

16:55

閉会挨拶

休

15:40

憩（15分）

中野 泰雄 （財）砂防・地すべり技術センター

17:00

終

専務理事

了

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

ホームページURL：http://www.stc.or.jp/
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おしらせ

当財団は、平成24年４月１日より一般財団法人に移行いたしました。

行事一覧（１月～３月）

後援（協賛）
●１月６日

（社）砂防学会シンポジウム（協賛）

●１月17日

（社）砂防学会特別シンポジウム（後援）

●２月２日～３日

第16回「震災対策技術展」
（後援）

理事会等の開催
【平成23年度第４回評議員会】
本年度第４回評議員会が、平成24年３月９日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
第１号議案 平成23年度収支予算の補正に関する件
第２号議案 平成24年度事業計画案の同意を求める件
第３号議案 平成24年度収支予算案の同意を求める件
【平成23年度第４回理事会】
本年度第４回理事会が、平成24年３月９日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
第１号議案 平成23年度収支予算の補正に関する件
第２号議案 平成24年度事業計画案の議決を求める件
第３号議案 平成24年度収支予算案の議決を求める件
第４号議案 内部規程の制定、廃止等に関する件

人事異動
【退 職】 三上 幸三

●２月15日付

砂防技術研究所技術部長（国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所長へ）

依頼講師

講師
安養寺 信夫
池谷 浩

派遣日
１／25
１／11
１／18

相手先
NPO法人 環境防災
総合政策研究機構
神奈川県横須賀市

講義（講演）内容
「土砂災害と地域防災について」
横須賀市民大学「私たちで出来る防災対策」
横須賀市民大学（野外活動）土砂災害危険区域のモデル地域見学

安養寺 信夫

２／１

防衛大学校

課外講演「火山防災の特色と危機管理」

池谷 浩

２／12

和歌山県

和歌山県防災啓発研修「異常気象と土砂災害」

佐藤 一幸

２／14

国土交通省 国土交通大学校 H23年度大規模土砂災害緊急調査（後期）研修「土砂災害危険箇所緊急点検の実施方法」

池谷 浩

3／10

長野県 小諸市

浅間山火山防災講演会「防災と避難行動について」

綱木 亮介

通年

京都大学防災研究所

非常勤講師「地すべり対策工の効果の評価、地震時の地すべり安定性及び対策計画」
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海外研修及び協力

国
中華人民共和国
浙江省杭洲市

出張者

期 間

目

的

近藤 玲次

２／５～２／10

台風委員会総会出席 技術講演会発表（詳細は下段）

インドネシア・ジャカル
近藤 浩一
タ・ジョグジャカルタ

２／26～３／３

バンジールバンダン 災害対策プロジェクト終了時セミナー

2012年台風委員会総会参加報告
せっ

2012年２月６日から11日にかけて、中華人民共和国浙

こう

江 省杭州市で、台風委員会総会が行われた。

れた。
８〜９日には、半日のWG別会議での最終確認の後、総

台風委員会
（Typhoon Committee）
は、環太平洋地域の

会で各WGの議長より各プロジェクトの進捗状況と今後の

台風災害軽減を目的として国連アジア・太平洋経済社会

計画に関する報告が行われた。当センターも協力を行って

委員会
（UNESCAP）が世界気象機関
（WMO）と共に1968

いる水文WGの土砂災害ハザードマッピングプロジェクト

年に設置した機関である。毎年、秋に統合ワークショップ、

（プロジェクトリーダー：国土交通省国土技術政策総合研

12月～１月頃に総会が、各国持ち回りで開催されている。

究所 林研究官）
の報告、及びその後を継ぐ形で提案された

本総会の初日においては、参加各国のこの一年の活動報

土砂災害情報蓄積を目的とする土砂災害報告共通様式作

告が行われた。日本は水文部門
（発表者：国土交通省砂防

成プロジェクト
（プロジェクトリーダー：林研究官、予定期

部保全課山下分析官）
、
気象部門
（同：気象庁西出予報部長）
、

間：2013〜15）
についても、水文WG議長、ICHARM 加

防災部門
（同：内閣府防災担当
（気象庁代読）
）
とWG（ワー

本上席研究員より報告され、了承された。

キンググループ）
三部門で分担して報告した。砂防に関係

また、７日に開催された、単発でトピック的な話題を提

するトピックとして、山下分析官より、台風12号による紀

供する科学技術講演において、砂防センター企画部近藤よ

伊半島の土砂災害、改正土砂災害防止法に基づき実施さ

り、台風12号による紀伊半島での土砂災害とその対応に関

れた緊急調査、大規模崩壊監視警戒システム、タイの洪水

する詳細の報告を行った。

に対する国土交通省によるポンプ車の派遣支援等が報告さ

写真-1 台風委員会総会会場の様子

写真-2 ホスト国中国の手配した夕食会の様子。

（企画部 近藤玲次）

写真-3 杭州市の名所、西湖。多くの観光客で
賑わっていた。

前号記事の訂正
前号（
『sabo』109号）に掲載しました「寄稿：コミュニティ早期警報のための雨量計・水位計の開発・普及（国際砂
防協会 大井英臣氏）
」の記事末尾脚注２ 西崎増夫氏の経歴に誤りがございました。正しくは下記の通りです。
昭和23年建設省（現在の国土交通省）入省、河川局（治水課、防災課）
、技術調査室で要職を歴任。山口県（河川課長）
、
鳥取県（土木部長）へ出向。
謹んで訂正の上お詫び申しあげます。
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砂防・地すべり技術センター研究開発助成

募集の御案内

財団法人 砂防・地すべり技術センター 理事長

近藤 浩一

当センターでは毎年度研究開発助成事業を実施しております。この助成事業は砂防並びに地すべり及びがけ崩れ対策に関する
技術の向上を図るため、これらに関する技術開発及び調査研究を対象とするものです。特に問題意識が鮮明で達成目標が具体
的であるテーマを持ち、優れた人材を結集し十分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等の研究者に対して実施しております。
平成24年度も研究開発助成の実施に向け、助成対象を募集します。
応募方法及び様式は「平成24年度 砂防・地すべり技術センター研究開発助成募集要領」に示しております。必要な方は当
センターのHP（http://www.stc.or.jp/）
からダウンロードするか、下記問い合わせ先に請求して下さい。
記

１． 助成金額：一件につき、300万円以内
２． 助成対象の決定等：平成24年５月中に決定し、応募者宛に書面で通知
３． 報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書
（Ａ4版20頁程度 日本語）
を
当センター宛に提出
４． 成果の帰属：研究成果は助成対象者に帰属するものとする
５． 募集受付け期間：平成24年４月１日～30日
６． 募集要領請求先並びに問い合わせ先：
（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 酒井・仲野
〒102-0074東京都千代田区九段南４丁目８番21号 山脇ビル
TEL 03-5276-3271 URL:http://www.stc.or.jp/

界隈
食べある考
season2

1
フォートゥエンティーフォー

P HO24 市ヶ谷店
東京都新宿区市谷田町2-2-5
http://www.7andi-fs.co.jp/
pho24/

一世を風靡した海外TVドラマをもじったかのよう

に、付け合わせられたパクチーともやしを食べる直前

なネーミング、ファミレス風の店構え、てっきりアメリ

にドサドサッと入れて、お好みでニョクマム（魚醤）を

カ資本のチェーン展開かと思いきや、さにあらず、本

垂らす。ちょっと酸っぱい感じがなかなかいける。
「たっ

場ベトナムから初の日本進出店なのだそうである。昨

ぷり野菜のPHO」で野菜不足を解消するもよし。ラー

今その気軽さと日本人にも馴染みやすい味付けで『ベ

メンよりもお腹にやさしい。食後は練乳の甘さがなつ

トめし』と親しまれ、香草の爽やかな味わいにハマる

かしいドリップコーヒーで午後の英気を養おう。

人も多い。その中でもとくにポピュラーなメニューが

ちなみにアジアの国々では冷蔵庫が普及していな

フォーと生春巻きではないだろうか。フォーは米粉と

いせいか、
デザートに練乳を多用する。近頃ではチュー

水でできた口当たりのなめらかな麺で、低カロリーな

ブに入ってスーパーのイチゴの横に置かれたりしてい

のもうれしい。

るが、昔は缶に入ったのに穴を二つ開けて、スプーン

JR市ヶ谷駅から見て堀の向こう、堀通り沿いに昨

だけど、このB級な甘さがフォーの後にはよく似合う。

りした感じの明るいインテリアのせいか、女性が一人

そうそう、ベトナムの大都市でもこの店のチェーンを

でも入りやすそうだ。

よく見かけたとベトナム帰りのKクンが言っていたが、
この店のフォー

本場ではもっと小汚いぎとぎとした屋台店のほうが
「安

は、
「Phô bò
（牛肉、

くて美味いんだ」とはB級グルメ先輩の弁。そうでは

730円 」
、
「Phô gà

ありましょうが、東京の真ん中でランチに食べる『ベト

（鶏肉、630円）
」
、
「Phô xào（たっぷ
鶏肉のPHO

32 sabo vol.110 Apr.2012

に垂らして舐めたっけ、昨今ではなんでも生クリーム

夏できた「PHO24」は、隣のデニーズの店舗に相乗

「生春巻」と「海老とアボカド
のパインミー・フレッシュ野菜
＆チキン」

飯』としてはかなり本場の味だと思う。
この店ではフォー以外のサイドメニューに、エビと

り野 菜、630円 ）
」

アボカドの入った生春巻き（200円）等もあり、これ

の3種類で、いずれ

からの季節一杯のビールのお供にもいいかも。ちな

もこくのあるスープ

みに、テイクアウトもできますよ。

（S）

S

編集後記

市ヶ谷便り

す。そして若い技師にこう言わしめて終わります。
「あの人が
移ろいゆく生の寂寥に耐えられたのは変わらぬ山や川の姿があ

「あの日」から一年、再び春が巡って来ました。そして今、次々

ったからです……」

語られる胸えぐられるような体験、癒えない傷をかばいながら
復興に向けて懸命に歩む被災地、そのなかで解決の糸口すら見

高度成長期、開発され姿を変えて行く風土を惜しんだ小松氏

えない福島の警戒区域の報道に心が痛みます。ふるさとはそこ

は、
比丘尼にその思いを託したのでしょう。
それから30年あまり、

にあるのに、住み慣れた家も景色もそこにあるのに、戻れない

バブルという狂騒の時代を経て、地球規模で環境を見直そうと

つらさはいかばかりでしょうか。

いう流れのなか、福島の原発事故は
起こりました。山や川の姿は変わらな

昨年訃報が報じられた、日本SF界の草分け的な存在である

いのに、見えない放射能の手で封印

小松左京氏の作品に「比丘尼の死」という短編があります。人

された郷土、そのどこか、梅の香が

び く に

や お

魚の肉を食べて不老不死を得たという、各地に残る「八百比丘

漂いウグイスの音の聞こえる庵で、

尼」の伝説を下敷きにしたこのお話は、荒れる日本海沿いに落

比丘尼は待ち続けるのでしょう、今は

ちのびる義経一行と出会う若い尼の姿から始まります。山里に

戻れぬ人々に「お帰りなさい」と言う

ひっそりと庵をむすぶ美しい尼僧は、傷ついた男たちを見送り

ために。それは変わらぬ笑顔で迎え

続け、時を経て舞台は現代のトンネル建設の発破現場に移りま

てくれるふるさとの姿です。

（J）

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

「sabo」
についてのご意見、ご感想をお待ちしています。
「役に立った」
「印象に残った」
記事、あるいは「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。
『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ください。

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

