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ご挨拶

新しい法人としての始動に際し
近藤 浩一

こんどう こういち

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター 理事長

今年、平成24年４月１日から砂防・地すべり技術センタ

4研究開発助成事業

ーは「一般財団法人 砂防・地すべり技術センター」とし

砂防、地すべり及びがけ崩れに関する調査研究、技術開発

てスタートすることになりました。公益法人制度改革のた

を行う大学等の研究者を対象に、公募によって研究開発を助

め「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」など関

成し砂防技術の発展を推進する

係法律が平成18年６月２日に公布され、平成20年12月１

次に、国、都道府県等からの受託事業につきましては、従

日に施行となりましたが、当財団としましては関係機関の

来から砂防事業がもつ政策課題、技術的課題等に先導的に取

ご意見や動向を見据えつつ、昨年の理事会、評議員会の了

り組んできましたが、今後も次のような分野の業務を中心に

承を得たうえで、
「一般財団法人」として平成23年10月21

取り組んでいきます。

日内閣府に認可申請書を提出しました。そして今年の３月
28日一般財団法人として認可され、登記により４月１日か

a）砂防・地すべりの基本計画に関する検討

ら新たな制度、定款のもと始動しました。

b）砂防・地すべりの事業評価に関する検討

新たな制度として、公益目的支出計画を策定し、この計

c）流域総合土砂管理に関する検討

画に記載した公益目的事業を毎年実施していくことが義務

d）地すべり対策・がけ崩れ対策に関する検討

づけられています。当財団の公益目的事業は下記の４事業

e）火山砂防基本計画に関する検討

であり、支出計画に則り進めていきます。

f）火山噴火警戒避難対策に関する検討

1調査・研究及び技術開発事業

g）土砂災害に係る災害実態、原因解明とその対策などに関

多様化する土砂災害に適切に対処していくために必要な
砂防技術の研究、開発を自主的にあるいは学会、大学等研

する検討
h）土石流等土砂災害ソフト対策に関する検討

究機関との共同、連携しながら取り組んでいく
2国際技術協力事業

長引く経済低迷、公共事業削減のなか記録的豪雨による災

日本の砂防技術を海外の土砂災害防止に役立てるため、

害や地震や火山噴火による大規模災害に見舞われており、そ

海外での災害調査や技術指導の実施、海外からの研修生の

のリスクが高まっている状況下において、
「災害に強い国土

受け入れなど砂防技術交流に取り組んでいく

づくり」
「土砂災害の軽減」に貢献していくことが当財団の

3技術普及・広報事業

使命であり、これからも努力を積み重ねてまいる所存ですの

開発し蓄積した砂防技術情報を、研修、講演会の開催を
通じてあるいは当財団発行の図書、機関誌を通じて普及、

で引き続き皆様のご理解とご支援を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。

発信していく

写真提供：国際航業株式会社・株式会社パスコ
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随

想
戸を閉め、懐中電灯を近くに置き、嵐がおさまる

自然への畏れ

まで私も一緒に部屋に閉じこもっていたものです。
我が家では、傘が必要かどうか？
傘でいいか？
いいか？

折りたたみ

羽織るものを持っていったほうが

など、祖母に聞いてから出かけるのが

日常のひとつの決まりごとになっていました。気
象予報士制度ができて、「お天気おねえさん」と

半井 小絵

なからい さえ

気象予報士
兵庫県伊丹市出身
関西学院大学卒業後日本銀行入行
2001年 気象予報士資格修得
2002～2004年 NHK/気象情報
2004～2011年 NHK/「ニュース7」を担当
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修了

いう言葉がマスコミによって使われるようになっ
てからは、家族は祖母のことを「お天気おばあち
ゃん」と呼んでいたほどです。私が気象予報士の
勉強を始めようと思ったのは、こんな家庭環境で
育ったことが大きいのかもしれません。
私は銀行員として働きながら、気象予報士の資
格を２年間かけて取得しました。その後、気象会
社に転職し、１年も経たないうちに受けたオーデ
ィションに運よく合格しました。そして、2004年

「おばあちゃん、風が止んだけど台風は行ってし

（平成16年）から去年の３月まで７年間、NHKの

まったの？」

「ニュース７」のキャスターとして気象情報を担

雨戸をそっと開けて、空を眺めると青空がのぞ

当させていただきました。資格を取って１年未満

いていました。

でキャスターになったものですから、気象の知識

「今は台風の眼に入っていて風や雨がおさまって

が豊富というわけではありませんでした。その

いるだけ。これからまた吹き返しがあるから、こ

ために当初は胃が痛くなる毎日でした。しかし

のまま警戒しないといけないのよ。
」

日々経験と勉強です。気象予報士として番組を通

「台風の眼？」

じ毎日気象情報をお伝えしていかなければなりま

「台風には眼というのがあってね。……」

せん。視聴者の多くの方は、専門の原稿を書く担

私は祖母の傍らから離れず、台風の行方を見守
っていました。幼い頃の思い出です。

当の方が別にいて、キャスターは書いた原稿を読
んでいるだけではないかと思われているようです

1934年（昭和９年）９月21日の朝、当時、京都

が、実はNHKでは気象キャスター自身が、使用

の西陣小学校の５年生だった私の祖母は、台風の

する解説画面やVTR、話す内容まですべて自分

暴風で押しつぶされた木造校舎の下敷きになりま

で準備しているのです。現場はそんなに甘いもの

した。祖母はかろうじて柱と柱の間にはさまって

ではありませんでした。また放送時間内において

助かりましたが、友達21名が命を落としてしまい

いかにわかりやすく伝えるか、日々、頭を悩ませ

ました。室戸台風の被害にあったのです。それか

ていました。

らというもの、祖母は天気の変化に敏感になりま

大空を流れていくなかで形を変える雲。この瞬

した。特に台風が発生すると、まだ南の海上にあ

間、今しか同じ大気の状態はないのです。そのた

る時から天気予報の天気図で台風の動きを確認し

め大気の状態が不安定な時、荒れた天気の時には、

ていました。台風が接近することがわかると、雨

慎重に資料を解析し、雨雲の発達の様子を見て雨
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の降り方を確認したり、どこで風が強まっている
かを調べたりと、情報を伝える側としていつも以
上に気を引き締めて仕事をしておりました。
日本は気象災害の多い国です。毎年、梅雨のこ
ろから秋の大型台風の季節にかけて大雨による災
害が発生し、冬には大雪の被害にも見舞われま
す。ニュース７の気象キャスターになって１年目
の2004年（平成16年）は、災害が頻発した年でし
た。台風が次々と日本列島を直撃し、上陸数が観
測史上最も多い10個に達しました。新潟・福島豪
雨や福井豪雨も発生しました。次々に同じ所に発
達した雨雲がかかり、降り続く猛烈な強さの雨。
早めの避難が必要なことと、増水した河川や地盤
の緩んだ急な斜面には近づかないことなど警戒事

写真-1 平成16年の福井豪雨被害

項を気象情報でお伝えしながら、早く雨が止むよ
うに祈ることしかできない自分がおりました。
さらに去年の３月11日に起こった東日本大震災
は一生涯忘れることができません。

ばらく呆然としていたことを思い出しました。
1995年（平成7年）、１月17日の早朝、ドンとい

震災から３ヶ月後の６月に私は、ボランティア

う大きな縦揺れで目が覚めると、空が白く光り、

として岩手県の陸前高田市や釜石市、大槌町に行

その後、強い横揺れが続きました。ベッドにつか

きました。巨大津波がマンションの４階の高さに

まっていないと振り落とされるくらいの激しい揺

達し、コンクリートまでも破壊している惨状。

れです。私は爆弾が落ちたのだと思いました。家

高台から遠くの海までの間に数軒の建物しか見え

屋は一部損壊にとどまりましたが、部屋にあった

ない街……

大切なものがたくさん壊れました。直後はライフ

奇しくもここに多くの人々がこの海と共に生き
てこられた日々があったのです。

ラインが止まり、自衛隊の給水車に水をもらいに
いきました。倒壊した地元の阪急伊丹駅のショッ

今回の大震災について、
私が専門としている
「気

ピングモールのビル、横倒しになった高速道路、

象」は「地象」である地震と現象が違いますが、

火災で焼け野原になった街をこの目でみていまし

自然と向き合っている点では同じです。人間が自

たが、今回の東日本大震災での津波の被害は私の

然を支配しているのではない。人間は自然と共生

想像を上回るものでした。

していかなければなりません。
自然は畏れ多いものだということを改めて考え
させられました。

１年が経過した３月に私は、防災関係の調査団
として宮城県の気仙沼市と南三陸町に行く機会が
ありました。そこで３月11日にかろうじて津波か
ら助かった方々からお話を伺うことができまし

私は兵庫県の出身です。実家のある兵庫県で阪
神・淡路大震災を経験しています。

た。辛い経験を話していただくのは心が痛み、ヒ
アリングをする際に声が震えてしまいました。あ

この震災でも多くの方がお亡くなりになり、ふ

る方は、「ご近所の方に声をかけても『私は大丈

るさとの街が変わり果ててしまった姿をみて、し

夫だから』と言われて、そのまま自分だけ逃げて
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伝えてくださいました。
「津波の被害にあっても、このまま海のそばで住
みたい。海からの恩恵も受けているから」という
言葉も伺いました。
自然への畏れと恵み……何度も訪れている山形
県の高畠町には「草木塔」という石碑があります。
「草木塔」には自然を畏れ敬い、草木の命でさえ
も慈しむという精神が息づいています。国内には
山形県を中心に160基以上あり、雪崩や土砂災害
のような災害から命を守るために建立されたと聞
いたことがあります。
写真-2 陸前高田にて 半井撮影

それぞれの風土に寄り添った人間の生活があり
ます。また過去の災害にはこのように先人達から
のメッセージが必ずあるはずなのです。時に牙を

しまった」また、
「自分が逃げるのに必死で、津

むく自然とどう調和して我々は生きていくべき

波が迫っている危険な方向に車を走らせる人に忠

か。先人が残した「草木塔」の写真を眺めるたび

告できなかった」など、ご自身のとった行動を後

に想うのです。

悔されていた方が多かったことを感じました。
「今、一番言いたいことは何ですか？」と質問
した際に、ほとんどの方がおっしゃったことは
「地面が揺れたら、できるだけ高いところに逃げ
ろ！！」ということを教訓として後世に伝えないと
いけないということでした。今回のことから私は
「避難しなくても、何もないだろうから大丈夫」で
はなく、
「まず避難して、何もなくてよかった」と
いう考え方への転換が必要だということを強く思
いました。
ヒアリングを終える頃、ひとりの方が私の前で
立ち止まってこう言われました。
「先ほどは言わなかったが、
実は親戚のひとりが、
小舟が大切だからと海に行ったまま行方不明にな
っている。目撃した人によると、舟に乗ってその
まま流されていってしまったようだ。命のほうが
大切なのだから、すぐに逃げないといけなかった
……。これだけはあなたに言っておきたい。小舟
が大切か、命が大切かということだ」と何度も念
を押されていました。またこのようなことも私に
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写真-3 山形県の高畠町 半井撮影

現場から

現場から

新潟県上越市板倉区
国川地すべり
現地状況
相楽 渉

さがら わたる

（一財）
砂防・地すべり技術センター 斜面保全部 課長代理

１．はじめに
現在、斜面保全部では平成22年度より「長距離移動
する地すべり土塊の到達に関する研究」を実施してお
ります。
当該研究は、既往の災害資料や文献等から、長距離
移動した地すべりを抽出し、その諸元等を分析し、到
達範囲を推定、あるいは分析できる手法についてとり
まとめることを目的としております。
そのようななか、平成24年３月７日に、新潟県上越
市板倉区国川にて地すべり（以下、「国川地すべり」
とします）が発生いたしました。
現在、新潟県により調査、対策が鋭意進行中とのこ
とでありますが、地すべり斜面末端から約250mも地
すべり土塊が移動（新潟県HP★）しました。
このため、当センターの自主研究である「移動土塊
が長距離移動する地すべり」の基礎資料とするため、
現地確認を実施いたしました。
以下に、調査状況等について報告します。
調査日時：平成24年４月５～６日
調査対象：国川地すべり 新潟県上越市板倉区国川地先

２．現地状況
国川地すべりは、標高約180m付近を滑落崖頭部と
し、長さ約500m、幅約150mの範囲で滑動しました
写真- 1 。

地すべり斜面の斜面勾配は18°、滑落崖面の勾配は
38°であり 写真- 2、3 、滑落崖面は礫混じりの褐色泥岩、
および黒色泥岩を主体としており、滑落崖直下の地す
べり地塊には泥濘化した黒色泥岩が存在しております。
滑落崖面からは多数の湧水がみられ、特に褐色化し
た礫混じり泥岩と黒色泥岩の境界部に顕著でした。
地すべり斜面末端部より移動した地すべり土塊は、
家屋４軒、その他建物7軒を破壊しました。
現在、新潟県により対策工事が進捗中であり、当セ
ンターが現地確認を実施した時点では、移動土塊末端
部のブロック積、土嚢の設置、地すべりブロック周縁
部での地表水、地下水排除工が実施されているところ
でした 写真- 4、5 。
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写真-1 国川地すべり全景

幅：約150m

長さ：約500m

写真4

写真5

移動距離：約250m
写真2
写真-2 地すべり頭部状況
滑落崖勾配：38°
斜面勾配：18°

礫混じり褐色泥岩

黒色泥岩（泥濘化）

写真-3 地すべり頭部状況
写真3
斜面勾配：18°

３．地すべり土塊移動状況に関する考察

以下のように考えられます。

今後、詳細な調査が実施されることにより、地すべ

①現地にて、地すべり地内の滑落崖には多数の湧水が

り機構等がさらに明らかとなるでしょうが、今次の現

見られ、地すべり土塊は多量の水を含み泥濘化して

地確認結果から、国川地すべりの移動状況については

いることを確認しました。当該地すべりが長距離移
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現場から

写真-4 地すべり側方部横ボーリング

写真-5 横ボーリング工近景

写真-6 地すべり移動土塊先端状況

動した重要な一要因であると考えられます。

調査結果は当センターの自主研究を進めていくうえで

②移動土塊先端部の道路で、舗装面と縁石が盛り上

貴重な一基礎資料となると考えております。このため、

がっている状況を確認しました 写真- 6 。地すべり

関係機関の情報を充分に収集しつつ、今後の研究を進

移動土塊は、農地をある程度削剥しつつ移動したも

めていきたいと思います。

のと考えられます。

最後に、現地調査にあたっては独立行政法人土木研

③移動土塊は約250mという距離を移動し、土塊の

究所土砂管理研究グループの皆様、同雪崩・地すべり

内部応力が散逸し、停止したものと考えられます。

研究センターの皆様に貴重な資料、及び現地状況につ
いて情報を頂きました。ここに謹んで謝辞を申しあげ
ます。

４．おわりに
国川地すべりについては、今後新潟県等によりその
地質や土質等の調査が実施されていきます。それらの

参考
★ http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/780/692/jisuberisyashin,2.pdf
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紀伊半島における
大規模土砂災害対策
の実施
──紀伊山地砂防事務所の
事業概要について
桜井 亘

さくらい わたる

国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山地砂防事務所 所長

写真-2 開所式の様子（五條市長と事務所長による事務所銘板除幕）

はじめに
平成23年９月の台風12号による災害発生から、約８
ヶ月が経過しました。被災された方々に心よりお見舞
い申し上げます。
さて、紀伊半島を中心に記録的な豪雨をもたらした
台風12号により、奈良県・和歌山県では、深層崩壊
や土石流が多数発生し、甚大な被害が発生しました
写真- 1 。この被災地の土砂災害対策工事を実施する

ため、４月６日に紀伊山地砂防事務所が設置されまし
た。このたび、誌面をお借りし、事務所の体制や事業
概要について紹介させて頂きます。

１．台風 1 2 号による土砂災害の概要
昨年８月25日に発生した台風12号は、９月１日から
５日にかけて紀伊半島全体に記録的な豪雨をもたら
し、この結果、奈良県、和歌山県域を中心に各所で水
害・土砂災害が発生し、死者、行方不明者94名にのぼ
る大災害となりました。
災害後の空中写真判読では約3,000箇所の崩壊発生
が確認され、全ての崩壊土量の合計は約１億㎥と推定
されるなど、戦後の豪雨に伴う土砂災害としては最大
写真-1 深層崩壊と河道閉塞形成状況（奈良県五條市赤谷地区）

規模のものとなり、大規模崩壊による河道閉塞も多数
形成されました。このうち、５箇所は河道閉塞後も決
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図-1 紀伊山地砂防事務所の組織概要

○事務所長

図-2 紀伊山地砂防事務所の事業実施箇所

○総務課
○副所長
（技）
○工務課
○建設監督官
●五條監督官詰所
・赤谷、宇井、北股、長殿、栗平、坪内
●田辺監督官詰所
・三越、熊野
●那智勝浦監督官詰所
・那智川
○紀伊山地砂防事務所
奈良県五條市三在町
（紀の川ダム統合管理事務所内）
●五條監督官詰所
奈良県五條市大塔町辻堂
（猿谷ダム管理支所内）
●田辺監督官詰所
和歌山県田辺市鮎川
（大塔総合文化会館内）
●那智勝浦監督官詰所
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字那智山
（那智山浄化センター内）

紀伊山地砂防事務所

五條監督官詰所

那智勝浦監督官詰所

田辺監督官詰所
河道閉塞対応
大規模崩落対応
土石流対応

壊せず、河道が堰止められたままの状態となっていた

つけて頂いた地元選出の国会議員の大西孝典代議士に

ことから、土砂災害防止法に基づき国土交通省が緊急

ご出席いただき、台風12号により犠牲になられた方々

調査を実施しました。

への黙祷から始まり、上総整備局長による式辞、前田
国土交通大臣挨拶（渡砂防部保全課長代読）、来賓挨

２．事務所の体制

拶と続き、事務所設置箇所である五條市の太田市長と

緊急調査に続き、大規模な土砂災害発生箇所におけ

事務所長による事務所銘板の除幕を行い閉式となりま

る対策工事を実施するため、去る４月６日に紀伊山地

した 写真- 2 。開所に当たりご支援頂いた皆様や、お忙

砂防事務所が奈良県五條市に設置されました。事務所

しいところご出席いただいた皆様に、誌面をお借りし

の体制は、所長、技術担当副所長以下、総務・工務課

て感謝を申し上げます。

の２課で職員総数は22名、事務所のほか、監督官詰所
を五條市、田辺市、那智勝浦町に設置する体制となっ

３．事務所の事業概要

ています図-1。紀伊半島の広い範囲に現場が点在して

事務所の事業は、５地区の河道閉塞箇所【奈良県；

おり、事務所から最も遠い和歌山県那智勝浦町の現場

赤谷（五條市）、長殿、栗平（十津川村）、北股（野迫

までは約４時間を要します図- 2。このように遠隔地の

川村）、和歌山県；熊野（田辺市）】、３地区の大規模

現場の施工管理、崩壊地や渓流に残る大量の不安定土

崩壊箇所【奈良県；宇井（五條市）、坪内（天川村）
、

砂への警戒、また河道閉塞湛池の水位変動に気を遣

和歌山県；三越（田辺市）】と土石流被害の大きかっ

う緊張感や技術的困難の克服など、事業推進に際して

た和歌山県那智勝浦町の那智川流域等、計９地区にお

様々な課題を抱えておりますが、一刻も早く地域の安

いて土砂災害対策工事を実施しています。

全を確保するという目標達成に向けて、職員一丸とな

1河道閉塞箇所の応急対策工事

って事業に取り組んでいます。

災害発生後、早い箇所では９月16日より緊急工事に

去る４月９日には紀伊山地砂防事務所の開所式が行

着手しました。当初は工事用道路開設、不安定土塊上

われました。開所式は国土交通省や奈良・和歌山両県

の掘削、ヘリコプターによる資機材の運搬、また水位

の関係者、事業実施箇所の市町村長の皆様、急遽駆け

低下を図るため排水ポンプの設置等、大変な苦労を伴
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写真-3 工事進捗の状況（左；H23.10.1右；H24.4.24）
（奈良県五條市赤谷地区）

いました。
５地区の河道閉塞箇所のうち、湛水池の規模が比較
的大きい、赤谷、長殿、栗平の３地区では、越流によ
る堤体侵食に起因する土石流発生を回避するため、河
道閉塞箇所の堤体上に仮排水路の設置を行っていま
す。４月末時点では仮排水路の掘削はほぼ終了し、現
在、水路の侵食防止のため護岸の整備を進め、いずれ
の現場も約90％の進捗となっており、６月中には完成
する予定です 写真-3 。一方、熊野、北股の２地区にお
いては、湛水池の規模が比較的小さいため、湛水池を
埋め戻し、あわせて排水路を整備することにより、河
道閉塞箇所に水が溜まることを根本的に解消し、土石
流災害の発生リスクを低減させました。

写真-4 第一回河道閉塞等対策検討委員会の状況

2大規模崩壊箇所と土石流発生箇所の緊急工事
大規模斜面崩壊が発生した宇井、坪内、三越の３地

識されたことから、全国に先駆けて「大規模崩壊監視

区では、応急対策として斜面上の不安定土塊の排土、

警戒システム」の導入を行い、出水期前の運用を予定

崩壊斜面脚部への応急護岸設置等を進めています。特

しています。これは、地震の震源特定の方法を応用し、

にいずれの現場も河道に面していることから、出水期

大規模崩壊時に発生する地盤振動を振動センサーでと

に向けて応急護岸の整備を重点的に進めています。

らえ、大規模崩壊の発生位置をリアルタイムで検知す

那智川流域においては、土石流災害により被災した

るシステムです図- 3。振動センサーを奈良県五條土木

７渓流において、砂防堰堤の設置に着手しており、現

事務所、天川村役場、野迫川村役場の３箇所に設置し、

在、掘削やコンクリート打設等の工事を鋭意進めてい

ここで計測された振動データを紀伊山地砂防事務所で

ます。

処理して大規模崩壊発生位置を推定し、関係機関と情

3大規模崩壊対策に向けた新たな取り組み

報共有を行います。現在、機器の設置とソフトのイン

台風12号時における災害対応の課題として、大規模

ストールを終え、最後の調整を行っている段階です。

崩壊発生を迅速に把握する技術向上が重要であると認

事務所の事業としては工事だけではなく、このよう
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図-3 大規模崩壊監視警戒システムの概要

に全国に先駆けたシステムの導入や大規模崩壊発生に

の指定や世界遺産にも登録されているなど、砂防、河

関する様々な調査も進め、このような災害の対策技術

川、景観等の観点から対策の検討を行う必要があるこ

の向上に寄与していきたいと考えております。

とから、
「那智川土砂災害対策検討委員会」を設立し、
各分野の学識者から助言を頂くこととしました。第一

４．今後の対応方針
現在実施中の緊急工事終了後、河道閉塞箇所等への
本格的な対策を行う予定ですが、このように大規模な

回委員会は、５月15日に現地で実施しました。今後、
委員会の助言を反映しながら、早急に事業の計画を作
成し、工事に着手する予定です。

河道閉塞に着手する対策は全国的にも実施事例がない
こと、また対策検討に際して砂防技術以外に地質・地

５．おわりに

形学、河川工学等の幅広い分野の知見が必要となるこ

現在、応急対策を進めていますが、出水期を控え、

とから、
「河道閉塞等対策検討委員会」を設立し、各

河道閉塞箇所の決壊や不安定土砂の再移動、土石流被

分野の学識者の助言を頂くこととしました。第一回委

害の危険がなくなったわけでなく、現在も一部地域で

員会は５月２日に現地で実施しました 写真- 4 。７月を

は避難指示が継続されているなど、依然として十分な

めどに委員会の指導を頂きながら今後の対策の方針を

警戒が必要な状態といえます。

策定したのち、詳細設計に反映していく予定です。

事務所としては、一日も早く地域の皆様に平穏な生

また、那智川流域の対策について、土石流発生渓流

活が訪れるよう、安全の確保を目指し事業の進捗を図

から本川への土砂流出による影響を踏まえた流域広範

って参ります。今後も、事業推進に多大なご支援を賜

囲にわたる対策を検討すること、また流域が国立公園

りますようお願い申し上げます。
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2
連 載エッセイ

防災のため
の心理学

今

回は､ 危機管理の盲点ともい

える「集団浅慮（groupthink）
」

し起こっていることが確認されてい

は、直訳すれば､「集団思考」だが、

る。代表的には、スペースシャトル・

日本語ではその意味をとって、
「浅

チャレンジャー号の打ち上げ失敗事

慮」と訳されることが多い｡ 集団浅

故（1986）がある。チャレンジャー

慮とは､「内集団の圧力によって、

号の打ち上げ前に、部品（O-ring）

考えていることが現実場面に適切に

の不具合による事故の可能性が、

当てはまるかどうかを検証する能力

下請け会社であるモートン・サイオ

や、問題の道義的側面に対する判断

コール社の技術者から指摘があった

力が損なわれる現象」を指す｡

のにもかかわらず､ NASAはこれを

慶應義塾大学商学部 教授

たのは､ 打ち上げ前夜に行われた会

統領の1961年のキューバ侵攻（い

議である。

析をもとに使われるようになった。

集

この事件は､ アメリカのCIAが、当

られている表- 1。

時の亡命キューバ人を中心に傭兵部

表-1 集団浅慮の原因

隊を編成し、キューバのピッグス湾

1集団凝集性の高さ

に上陸侵攻したものの､ キューバ軍
の反攻にあって､ わずか３日で退却
を余儀なくされたものである。
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団浅慮が起こりやすい条件と

して、代表的には４つがあげ

2孤立
3リーダーシップ
₄問題解決のためのストレス

大統領の優秀なブレーンを集めた

₁集団凝集性とは、
「集団としての

会議が、なぜそのようないとも簡単

まとまりのよさ」を指す｡ 互いに親

に失敗するような作戦を実行したの

密であったり、
（専門家同士ではあ

か､ ジャニスは､ その会議の議事録

りそうなことだが）お互いの知識や

を分析した｡ そして、危機的状況で

意見に対して敬意を払ったりしてい

の集団の決定にありがち

ると､ そこで対立する意見を表明す

な特徴を見い出したので

ることは集団の雰囲気を壊しかねな

ある｡ このような重大な

い｡ そのため､ メンバーは自分の意

意思決定には､ 専門家や

見を差し控えがちになり、結果とし

優秀なメンバーを集めて

て真摯な議論が行われなくなる｡

会議が開かれ、その合議

₂危機管理上重要な決定であるほ

のうえで決定が行われる

ど、外部に公表しにくい、機密にか

のだが､ まさにそのよう

かわる情報が少なくない｡ そのため、

な状況でこそ､ 集団が不

外部からのチェックや情報提供が行

合理な決定を下してしま

われなくなってしまう｡

うことを明らかにした。

₃リーダーの意に沿わない意見を

ここで大事なことは､ ｢

言うことがはばかれる雰囲気をリー

専門家集団だから間違う

ダーが作り出すことによって、率直

はずがない」
のではなく、

な意見が交換されなくなる｡

「専門家集団だからこそ
イラスト：仲野順子

考慮しなかった｡ その決定が行われ

という研究者によって、ケネディ大
わゆるピッグス湾事件）の失敗の分

きっかわ としこ

集団浅慮は、その後もくりかえ

現象について紹介する｡ groupthink

この 現 象 は､ ジャニ ス（Janis）

吉川 肇子

間違う」という点にある。

₄時間が限られたなかで重大な決定

をしなくてはならないと、それをに

には､ キューバという共産国家に対

提案されている｡ また、リーダーな

なう立場の人は非常にストレスを感

して、彼らのほうが非道徳的である

しで会議を開くことも提案されてい

じることになる｡ そのストレスから

という見方がなされた｡ ｢外集団に

る。また可能であるならば、議論す

逃れるため､十分に考えることなく、

関するゆがんだ認識｣ とは、自分た

る集団を２つに分けて別々に議論さ

決定をしてしまうのである｡

ち（内集団）でない人々に対して､

せ、全体会議で両者を比較検討する

賢明でないとか信頼を得ていないと

方法もある｡

このような集団浅慮の起こりやす
い条件がそろうと､

表- 2に示すよう

な集団浅慮に特有の症状が現れてく

か、不正確で否定的な認識を持つこ
とを指す｡

しばしば見落とされがちなのだ
が、危機時における会議では､ そ

あり､ 集団維持に関するもの､ 課題

で

ぐためには、どのようにした

（またはその代表者）が、会議に参

認知に関するもの､ 解決方法に関す

らよいのであろうか。いくつかの提

加していないため、決定の深刻さが

るもの､ である。

案がされている｡ 何よりもまず､ こ

理解されない｡ チャレンジャー事故

過去の事例をみてみると､ ｢専門

のような現象があることを知ってお

の場合には､ 前夜のNASAでの会議

家同士」という集団を維持したいと

くことが重要である｡ 当代随一の専

に宇宙飛行士は参加していない｡ 少

いう気持ちが働きすぎるために､ メ

門家たちが間違うはずがない､ とい

し考えればわかることなのだが、事

ンバーが自分の意見を自己検閲した

うのは素朴な信念としては理解でき

故が起こって最も影響を受けるのは

り､ 異なる意見を言う人がいると積

るが､ 心理学の研究成果はそのよう

(結果的に亡くなった）乗員なのだ

極的に排除するメンバー（監視人役）

な信念には否定的である。

から､ 彼らが議論に参加していれば

る。その症状は大きく分けて3つで

は、このような集団浅慮を防

の決定によって影響を受ける当事者

､ 結論はまた違った方向になってい

が出てきたりすることが観察されて

たとえば､ 反対意見を言う役割の

いる｡ チャレンジャー打ち上げ前夜

人（devil’s advocateという）を置

の会議では､ サイオコール社の打ち

く､あるいはそういう役割をリーダー

上げに反対する技術系重役に、経営

が意識的にとるというのは代表的な

こ

のことを考えるように圧力がかかっ

表- 1にあるように、
方法である。
また、

例示されているのかと不審に思われ

たために、彼は当初の打ち上げ反対

リーダーがどうふるまうかは､ 集団

るかもしれない｡ 日本では､ そのよ

から、打ち上げ賛成へと態度を変え

浅慮が起こるかどうかの重要な要素

うな事例は報告されていないのであ

ている｡ その結果､ 打ち上げに反対

である｡ キューバ侵攻の際にも、当

ろうか。残念ながら、日本において

する者がいなくなったため､ NASA

時のケネディ大統領が最初から自分

はこのような重要な会議の議事録が

は打ち上げを行い､ 指摘されたとお

の意見を表明したため､ メンバーは

残っていないことが多いため、集団

り事故が起こったのである｡

それに反対しにくかったことが明ら

浅慮があったかどうかが、そもそも

「無謬性の幻想」とは､「私たちが

かになっている｡ リーダーが、全員

検討できないのである（ただし太平

正しく､ 一致団結して事に当たれば

の発言が終わるまで自分の意見を言

洋戦争開戦の決定については､ 集団

障害は乗り越えられる」という信念

わないとか､ 反対意見を気兼ねなく

浅慮現象があったと近年分析が進み

である。また、キューバ侵攻の場合

言える雰囲気を作り出すことなどが

つつある）
。アメリカで集団浅慮が

表-2 集団浅慮の症状

集団維持に関する症状

た可能性がある｡
こまで読み進められた読者は、
なぜアメリカの事例ばかりが

指摘されているのは､ その分析を可

（1）集団メンバー相互の同調圧力
（2）自己検閲
（3）監視人（マインドガード）の発生
（4）表面上の意見一致

能にする議事録があるからなのだ。
今回の東日本大震災とそれに続く福
島第一原子力発電所の対応につい
て、議事録が存在していないことが
問題視されているが､ 対応を分析し

課題認知に関する症状

（5）無謬性の幻想
（6）道徳性の幻想

解決方法に関する症状

（7）外集団に対するゆがんだ認識
（8）解決方法のつたなさ

議事録の重要性をあらためて指摘し

今後の危機管理に活かすためにも、
ておきたい｡
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技術伝承

◆ ◆ ◆

竹蛇籠の技術を伝える
──人と自然が共存する
おだやかな水辺の風景のために

ぎょ し

都江堰を流れる岷江の中央には「魚嘴」という人工
の島が築かれている。先端の形状が魚の口に似ている
ことから名づけられた分水堰で、ここに積み上げられ
ていたのが当時は竹で編まれていた蛇籠だった。平常
時は堰として成都平原に灌漑用水をもたらし、洪水時
には越流し、さらに流れが強くなると蛇籠は流されて
成都平原への流入を制限する。着工当時から豊富にあ
った竹と石という自然の素材を利用したこの水利工事

飛島 邦彦

のおかげで、成都平原は飢餓知らずの「天府の国」と

とびしま くにひこ

称えられ、栄えるようになった。都江堰の灌漑面積は

黒部川竹蛇籠保存会 会長

今や約6,500k㎡に及ぶという。
かように古い歴史を持つ竹蛇籠だが、いつ頃から日
本でも広く使われ出したのかは定かでないが、「古事
記」にも登場する由緒ある技法である。

１. 竹蛇籠の歴史
竹蛇籠の発祥は中国、その歴史は古く、遥か紀元前
にまで溯る。

せい と

パ ン ダ の 故 郷・ 四川省中部の成 都 市から西へ 約
みんこう

60km、
長江最大の支流・岷江に建築された水利施設が、
と こう えん

「都江堰」だ。万里の長城と並び称されるこの巨大建
造物は、泰（紀元前221～同207年）の始皇帝が中国を
しょく

統一する以前の紀元前256年に、蜀郡の郡守に任じら
り ひょう

れた李冰と息子の李二郎によって着工された。彼らの
死後数世紀を経て完成した都江堰は、改修を重ねて発

川べりの自然を守る竹蛇籠

展を続け、中国最大の水利灌漑網を形成するに至る。

明 治20年代の愛 本
刎橋（はねばし）
。
手前に水門を守る蛇
籠が見える（富山県
黒部市宇奈月地先）
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富山県黒部川の水防活動の様子 1959（昭和34）年

２. 竹蛇籠の特徴
竹蛇籠は軽いので、運搬・保管・撤去がしやすいの
が特徴である。川に設置すると、流れが蛇籠の中を通
り抜ける間に、
水の勢いを和らげる効果を生む。また、
石のすきまは小魚や水中昆虫などの格好のすみかとな
り、春にはその石のすきまから草木などが芽を出す。
竹は、水中で腐食しにくいので長年の使用に耐える
が、役目を終えればいつか自然に還り、周囲の環境を
損ねることはない。
また、緊急時の水防活動では、鉄線蛇籠は組立て後

川倉工と竹蛇籠の併用

に石を詰めて据付には大型機械を必要とするが、竹蛇
籠は製作・据付から石詰めまで人力だけで施工ができる。

３. 黒部川の治水と竹蛇籠
黒部川は日本屈指の急流河川であり、洪水のたびご
とに上流から排出される土石で氾濫が繰り返され、今
日のような典型的な扇状地が形成された。昔から黒部
四十八ヶ瀬といわれたように、その流れは自由奔放に
移動を繰り返し、富山県黒部川扇状地内に数多く支流
がつくられ、そこに住む人々は洪水のたびごとに集落
や田畑が流され、洪水との闘いが続いてきた。
黒部川で本格的な治水工事が始まったのは、佐々成
政が越中新川地方を治めた天正年間（1580年頃）とい

現在も残る竹林

われている。
昔は、四十八ヶ瀬と呼ばれる分流を川倉でせき止め
て、それぞれの集落に必要な用水を引き入れたり、ま
かすみてい

た、洪水に備えて霞堤を築いたが、そうした工事に欠
かせなかったのが竹蛇籠であった。
明治時代に富山県に招かれたオランダ人技師ヨハネ
ス・デレーケも、この伝統技法を用いて築堤工事を行
っており、
竹蛇籠は昭和40年代半ばまで黒部川の治水・
利水工事に活躍した。
竹蛇籠は、竹のしなりや石の重みを活かした工法と
して、仮締め切り工・洪水時の堤防決壊防止工法・川
倉工と併用した水はね工および災害復旧の護岸工など
に使われた。必要なときにすぐに間に合うよう、家々
の屋敷林や川べりには竹が植えられていた。

桜堤と備蓄玉石
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1
道具

2
竹割り作業
図-1 直径90ｃｍの底編み

3
底編み作業

４. 竹蛇籠の作り方

5筒を編みこむ
輪竹の一方を編み竹、もう一方を輪竹にしながら、

1材料および道具

底編みで組んだ編み竹と輪竹とで筒の部分を円形に

竹は周長12～18㎝のものを用いる。

し、正六角形の網目に組み上げる。

道具は、1ハンマー、2鉈、3コマ、4皮手袋、5

6竹蛇籠の口止め

前掛け。

竹蛇籠を所定の位置まで編みこんでくると輪竹を編

2竹割り

み竹に沿って編みもどす、他の編み竹は網目が正六角

割り竹の幅が2.0～2.5㎝になるように、コマを使い

形になるようにとめる。

分けながら割る。籠編み作業で竹を継ぎ足しやすいよ
うに、元の部分の内側30～40㎝を削ぎ落とす。

５. 黒部川竹蛇籠保存会

3籠の底編み
底編みから始める。蛇籠の直径によって編み竹の本

1969（昭和44）年の災害復旧工事を最後に、その後

数を変え、正六角形にしっかりと編みこむ 図-1 。

は大きな出水がなかったことや、工事が大型機械化さ

4輪竹をかける

れるようになったことから、竹蛇籠の技術は活用され

底編みが済んだら輪竹をかけて、底編みの竹を起こ

なくなってきた。

し、円筒形に筒を編み込む準備に入る。このとき、筒

竹蛇籠の製作技法は、親から子へそれぞれの家の相

編みの作業がしやすいように、回し竹を締め付け底編

伝技として引き継がれてきたため、職人の数はかぎら

みで組んだ竹を起こしておく。

れていた。加えて、工事の機械化や職人の高齢化に伴
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4
輪竹かけ作業

5
筒編み作業

6
口止め作業

黒部川竹蛇籠保存会のメンバー

い、技術の後継が大きな課題となっていた。

1981（昭和61）年 神通川水防演習（富山市）北陸地方整備局共催
1987（昭和62）年 黒部川改修50周年水防演習（入善町）
1993（平成５）年 黒部川水防演習（黒部市）北陸地方整備局共催
1994（平成６）年 飯野堤災害復旧工事（入善町）19m20本施工
1995（平成７）年 黒部川水防演習（入善町）
1996（平成８）年 黒部川河道維持工事（入善町竹蛇籠10m 10本施工
1997（平成９）年 黒部川水防演習（宇奈月町）

1986（昭和61）年、建設省北陸地方建設局（当時）
等の共催で実施された神通川水防演習で、黒部川沿川
の竹蛇籠職人６名が実演したところ大変好評で、この
伝統工法を守ろうとの機運が高まり同保存会が発足
した。
現在は黒部川竹蛇籠保存会として、メンバーを20～
50代の13名で構成し、技術の習得に励み、各所イベン
トに参加している。また、国土交通省黒部河川事務所
の協力を得て竹蛇籠の製作機会をつくってもらい、技
術の習得と保持に励んでいる。先人たちが残してくれ
たすばらしい竹蛇籠を治水とやさしい自然環境づくり
に役立つよう願いつつ、日本のあちこちで製作され、
新たな活用風景が見られる日を夢見て活動を続けて
いる。

1997（平成９）年 冬のモニュメント（県庁前公園）
年 庄川・小矢部川連合水防演習（高岡市）
1999（平成11）
北陸地方建設局共催
年 黒部川水防演習（黒部市）
1999（平成11）
2000（平成12）年 利根川水系連合水防演習（群馬県昭和町）
関東地方建設局共催
2001（平成13）年 黒部川水防演習（入善町）
2003（平成15）年 黒部川水防演習（黒部市） 北陸地方整備局共催
2004（平成16）年 黒部川１日体験交流会
2005（平成17）年 黒部川水防演習（宇奈月町）
2007（平成19）年 黒部川水防演習（黒部市）
2009（平成21）年 黒部川水防演習（黒部市）
2010（平成22）年 黒部川水防工法研修会（黒部市）
2011（平成23）年 黒部川水防工法研修会（黒部市）
2012（平成24）年 黒部川水防工法研修会（黒部市）
写真出典
「黒部川の竹蛇籠」
国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所
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１．

寄稿

はじめに

砂防に携わる技術者にとって、いわゆる合理的な砂
防計画を考案・樹立することは永遠の命題だといえる。

山地崩壊斜面の
侵食特性

そのため、数多くの調査研究が鋭意行われてきたが、

──四半世紀の現地観測に
もとづいて

うな山地斜面の崩壊現象を取り扱う場合、崩壊の発生

いずれも断片的なものであり、未解決検討課題が存在
することは厳然たる事実である。
一般に、豪雨時に発生する表層崩壊や深層崩壊のよ
場所および規模をいかに正確に予測するかが重要な課
題であり、従来から幾多の調査研究が実施されてきた。
しかしながら、崩壊後に形成された裸地斜面における
平常時の土砂生産についても砂防対策上看過してはな
らないと思われる。
崩壊裸地斜面では、一見してわからないような量的
にわずかな土砂の生産と移動が恒常的に行われ、それ
に伴い崩壊地の侵食・拡大や渓床堆積物の増加を漸次
引き起こしている。そして場合によっては、渓床堆積

水原 邦夫

土砂の移動に基づいて下流河川の河床上昇、貯水ダム

みずはら くにお

の有効容量の減少、濁水発生などに少なからず影響を

京都府立大学名誉教授

及ぼしている。
現在までの研究によると、一般に勾配35°以上の崩
壊裸地斜面は、放置していては自然に緑化復旧する可
能性が少ないといわれている。これは斜面勾配が急に
なるほど、表層土砂の移動が生じやすくなり、周辺か
ら飛来する種子が定着する可能性が少ないからである
と思われる。したがって、このような崩壊地に対して
は何らかの砂防対策を施さねばならないこ

図-1 調査対象地の位置図（木津川水系青蓮寺川支流土屋原川タコラ谷）

とは論を待たない。この対策に科学的根拠
を与えるためには、その前提として崩壊裸

観測地2

地斜面における土砂の生産および移動のメ
カニズムを解明することが肝要である。こ
の解明は、大規模な崩壊地をもつ流域や小
規模ながら多数の崩壊地を抱える荒廃流域
に対する平常時の砂防計画を考える上にも
役立つ。
以上の観点から、淀川水系木津川上流青
蓮寺川支流土屋原川支谷タコラ谷に存在す
る一つの崩壊地を調査対象として、崩壊地
の地盤変動量の精密観測を行うことになっ
た。本調査は、1980年12月末に開始され、
観測地1
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2005年12月末まで25年間にわたり年５～12

回の頻度で定期的に実施した。

写真-1 侵食量調査に用いた崩壊裸地斜面の状況

図-2 調査対象崩壊地の形状と横断測線

このような長期間にわたる崩
壊裸地斜面の地盤変動量の精
密観測は他に類をみない。本稿
では、四半世紀にわたる観測デ
ータを解析し、崩壊裸地斜面の
地盤変動量（以下、崩壊面変動
量）の変化特性、気象環境因子
との関係、地球温暖化の影響な
どについて検討した結果を説
明する。

２．調査対象地の概要および
調査方法
2-1

調査対象地の概要

本研究の調査対象地である
タコラ谷は、奈良県北東部の三
重県側に突き出た宇陀郡御杖
村土屋原地先に所在し、木津川
水系名張川左支青蓮寺川支流
土屋原川の最上流部を構成する一支谷である 図- 1 。

のを調査対象の崩壊地として選んだ。

タコラ谷およびその周辺地域一帯は、日本中央構造

この崩壊地は、タコラ谷支川の量水堰直上流の左

線内帯の領家変成帯に属し、基盤の地質は領家複合岩

小支渓の左岸側に位置している（ 図- 1 の観測地１）
。

類から成るが、花崗岩の貫入により黒雲母眼状花崗岩

標高640～650m、東南東向き、面積72㎡、斜面長約

などの花崗岩質岩石が広く分布している。この種の花

20m、最大幅約7m、最小幅約2m、平均勾配40゜
、崩

崗岩はかつて「腐れ岩」と言われたように流域地質は

壊深約１mの杓子状表層崩壊である。斜面上部では亀

脆弱である。地形的には近畿平頂峯群の室生面に含ま

裂の多い風化花崗岩質の岩盤が露出し植生の侵入はほ

れ、比較的深い侵食渓が発達している。また気象条

とんど見られないが、斜面下部の崩積土区域には部分

件については、年平均気温が13.2℃、年平均降水量が

的に木本・草本植生（ヤマツツジ、モチツツジ、コナラ、

2,200mmであり、冬季には積雪が生じることがある。

ヤマウルシ、サルトリイバラ、ノギラン、ナガバノモ

この地域には、1959（昭和34）年９月の伊勢湾台風

ミジイチゴ、ヒメドコロ、ヤブムラサキなど）が侵入

時の豪雨によるものを端緒として、1961（昭和36）年

している。崩壊地の周辺はスギの人工植林地である。

の第２室戸台風、1965（昭和40）年の20号台風に伴う
集中豪雨などにより多数の山地崩壊が発生した。特に、
伊勢湾台風時の崩壊箇所数は圧倒的に多かった。爾来、

2-2

調査方法

崩壊地の土砂変動（崩壊面変動量）とそれに関わる

これらの崩壊地に対して砂防・治山対策が順次実施さ

気象環境因子の実測データは、以下の観測装置および

れてきたが、未だに緑化できない崩壊裸地斜面が流域

測定器械を用い、定期的に測定することにより収集し

内の彼方此方に散見される。

た。なお、気象データに関しては近傍の気象観測所の

タコラ谷には約20ヶ所の崩壊地が残存
（1980年時点）
していたが、これらのうち、観測調査を行ううえで比
較的アプローチしやすく、計測に適した規模をもつも

測定データを併用した。
１）崩壊面変動量
崩壊面変動量を求めるために、足場用単管パイプに
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よって階段状に枠組みされた堅固な半永久的な構造物

上記の測定作業から得られたデータをもとに、崩壊

を築造した。この構造物は、崩壊裸地斜面の傾斜方向

面変動量を次のように求めた。前後の２つの測定月毎

に対して左右両縁辺部に約1m間隔で各20本の鉛直支

に、各測線における地盤の変動断面積を求め、隣り合

柱をコンクリート土台に打ち込み、左右両側それぞれ

う上下の測線の変動断面積の平均値に測線間距離を乗

で上下の隣接する支柱間を単管パイプで水平に接続固

算して区間変動量を求める。このようにして求めた各

定し、その各水平パイプは対応側の水平パイプとそれ

測線間の区間変動量を最上段の測線Aから最下段の測

ぞれ同高になるよう組み立てられている 写真- 1 。

線lまで総和した値を当該測定期間における崩壊面変

各水平パイプ上には 図- 2 に示すように斜面に沿っ
て横断測線を設け、各横断測線に沿う地盤高を精度

動量とした。
２）気象環境因子データ

1/10mmの改良型ポイントゲージで定期的（通常は約

崩壊面変動量に関係する気象環境因子のデータを雨

1ヶ月毎）に測定した。測定に際しては、両側の同高

量計および気温計から収集した。雨量計は、タコラ谷

水平パイプ間に目盛り付き鉄製バーを渡し、各横断

流域尾根部に設置した自記雨量計（2002年に記録紙か

測線における所定測点の目盛りにポイントゲージを置

らデータロガー方式に変換）のデータを用いた。当初、

き、地盤高を1/10mm単位で測定した。その際、測定

気温・地温データはセンサー受感方式の連続自動記録

者は崩壊地内に足を踏み入れないように、鉄製バーの

装置を崩壊地近接箇所に設置し収集を試みたが、百葉

下段の両側水平パイプ間に足場板を渡し、その上を移

箱内の計器の駆動部に虫が入り込み故障する事態が発

動しながら測定を行った 写真- 2 。各横断測線の測定ポ

生し早めの維持補修が遠隔地のため困難となり、測定

イントは10～30cm間隔で設定し、局所勾配の変化の

開始から約３年で現地測定を断念した。そのため、タ

激しい箇所ではより短い間隔で設定した。また、強雨

コラ谷近傍の国土交通省木津川上流河川事務所曽爾観

により激しい侵食が生じた場合には新たに測定ポイン

測所の日最高・日最低気温データを用いることにした

トを増設し、微地形の変化を正確に把握できるように

が、当観測所が2000年度末に閉鎖されたため、2001年

努めた。

度から調査地に最も近い奈良地方気象台大宇陀観測所

測定作業は、測定開始年から1991年までの10年間は

のデータで代用することにした。なお、百葉箱内の液

積雪期を除きほぼ１ヶ月毎に１年にわたり連年行い

柱式最高最低温度計の目盛りを定期的に読み取ること

（1985年は欠測月多い）
、1992年以降は各年４～６月か

により、現地の気温との比較較正を行った。

ら12月まで１ヶ月毎に実施した。なお、横断測線は

雨量データの処理は、崩壊面変動量の各測定期間に

1980年12月から1992年12月まで38本であったが、1993

対応して、日雨量を総和した積算雨量を求め、これを

年から測定時間短縮のために 図- 2 で×印を付けた測線

測定期間日数および降雨日数で除算し平均日雨量およ

を省略し21本の測線に変更した。

び降雨日平均日雨量を算出した。気温データについて

写真-2 ポイントゲージによる崩壊面変動深の測定作業
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は、各測定期間毎の１日の最低気温およ
び最高気温の総和をそれぞれ測定期間

図-3 月崩壊面変動量の年間推移（1981～2005年の平均値）
2

平均日最高気温を求めた。
３）解析に用いた測定データの処理方法
上記の方法により得られた各測定期
間の崩壊面変動量および雨量・気温のデ
ータを測定期間毎および１年にわたる
各月毎に整理し、また全25年間について

月崩壊面変動量（×10-1 ㎥）

日数で除算して、平均日最低気温および
1

0

-1

は各1年当たりに整理した。これらの測
定データをもとに、崩壊面変動量と気象
環境因子の関係を短期的および長期的

-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 月

観点から以下のように検討した。

３．崩壊裸地斜面における土砂変動の実態

きい集中豪雨の際には、斜面の中～下部域に比較的大
きなリル侵食が生じることもある 写真- 3 。

3-1

崩壊面変動量の年間推移特性

【秋】

図-3 は、1981～2005年の25年間にわたる各月の崩壊

斜面内に残存している不安定な土砂量の減少および

面変動量の平均値をもとにして、その年間推移を棒グ

斜面表層部の粗粒化のため、台風期の降雨営力による

ラフで表したものである。図において、崩壊面変動量

土砂の移動が少ない場合もある。なお、リル溝は上方

の正の値は土砂堆積、負の値は土砂侵食を意味する。

からの土砂礫粒子の移動により、晩秋以降に徐々に埋

この図をみると、崩壊面変動量の年間推移の特性とし

め戻しがなされる。

て、１～３月には土砂が堆積し、４～10月にかけて侵

以上のように、冬期に凍結融解現象によって生産さ

食され、11月～12月に再び堆積するという周期的な変

れ下方移動し堆積した土砂が、春先から梅雨期～台風

動傾向が読み取れる。

期の降雨によって侵食されて斜面外へ流出し、再び冬

このような季節に準じた崩壊面変動量の年間サイク

期において凍結融解現象によって土砂が生産される、

ルには、気象環境因子としての降雨や気温が関与して

という1年単位の周期的変動をしている。したがって、

いることは推測できる。両因子の関係の定量的検討は

山地の崩壊裸地斜面では、目に見えないながらもこの

後述することにし、まずは科学的でないかもしれない

ように土砂の堆積⇒侵食⇒堆積という一定の年間サイ

が１年間を四季に分け、実際の観察をもとに定性的な

クルをもって、
土砂の生産・移動が恒常的に生じている。

説明をしてみよう。
【冬】

図-4 冬期における気温の日変化の一例（1982年12月1日〜1983年4月5日）

冬期の気温低下により、0ﾟCを挟む気温の日変化が
頻繁に生じている 図- 4 。そのため、凍結融解作用によ
り斜面上部区域で岩屑の剥離生産が行われる。
【春】
冬期の凍結融解作用により生産され斜面内に不安定
に堆積した土砂礫粒子が春期の比較的弱い降雨営力に
より下方移動し、一部が斜面外へ運ばれる。
【夏】
梅雨期の強雨により、斜面内に不安定に堆積してい
た土砂礫粒子が多量に移動する。特に、降雨強度の大
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図-5 凍結融解指数と崩壊面変動量の関係

写真-3 強雨時の表面流によるリル侵食

3-2 崩壊裸地斜面における堆積現象と気温因子の関係

産が行われていることがわかった。しかしながら、凍

前掲の 図-3 に示したように、崩壊面変動量の値が正

結融解現象が１回生じる冬期の１日おいて、土砂生

になる期間、つまり土砂の堆積現象が認められる期間

産が時間的にどのように変化しているのか、それが気

は11月～３月の主として冬期である。崩壊地内に土砂

温・地温とどのように関係しているのか、また局所勾

が堆積する現象は、崩壊斜面表層部に凍結融解作用の

配によってどのような差異があるのかなどが不明であ

影響がより強く働いたことに起因することは、冬期に

る。そこで、これらを解明するために本崩壊斜面を測

おける実際の観測時に度々確認されている。言うまで

定に用いることは斜面表層を人為的に荒らし不適当な

もなく、凍結融解現象とは斜面上部区域の露出した風

ので、近傍の斜面で次のような測定を実施した。

化岩盤の亀裂内に浸透した雨水等が、０℃以下の気温

測定対象斜面は本崩壊裸地斜面より500mほど下流

になることにより凍結し、体積膨張と融解による縮小

で、標高は約10m低いタコラ第１堰堤の直近左岸側の

を繰り返す現象である。その結果として、岩盤の表層

裸地斜面である（ 図- 1 の観測地２）。表層が主として

剥離が生じて礫状の岩屑が生産され重力作用により下

土砂で覆われた当斜面において、局所勾配43°、50°
、

方移動しても、斜面内に留まり堆積するので、斜面全

57°の３箇所に寸法40×100cmの測定装置を設け、崩

体では崩壊面変動量は正の値を示すことになる。そこ

落土砂量、崩落土砂の含水比、地表面気温および地温

で、土砂の堆積現象、つまり土砂生産と冬期の気温の

（地表面下５、10、15cm）を１時間毎に測定した。測

関係について検討してみよう。

定年月日時は、1985年１月25日16時～翌26日17時であ

図-5 は、平均日最低気温が０ﾟC以下を示した各測定

る。ここでは、本崩壊裸地斜面とほぼ同じ勾配の43°

期間を対象として、凍結融解指数（平均
日最低気温に凍上日数の測定期間日数に
対する比を乗算した値）と崩壊面変動量
の関係を示したものである。この図から
明らかなように、両因子の間には比較的
大きな相関関係が認められ（ｒ=0.73）
、
凍上日の出現回数が多いほど、またその
ときの最低気温が低いほど、堆積量つま
り土砂の生産量は大きくなることがわかる。
3-3

冬期1日間における崩落土砂量の
時間的推移

上記のように、冬期の本崩壊裸地斜面
では凍結融解作用に基づく活発な土砂生
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図-6 冬期1日間における崩落土砂量と気温の時間的変化

図-6 は、崩落土砂量と地表面気温の１日間における

時間的変化を示したものである。特徴として両者の時
間的変化は類似した様相を呈しており、気温が崩落土
砂量に密接な関係をもっていることが理解できる。こ
の図において、崩落土砂量と地表面気温の関係に注目
してみると、気温が0℃以下の１月25日17時～26日９時
の崩落土砂量は少なく、特に深夜〜未明の値はかなり
小さい（24時の崩落は突風の影響）
。逆に、0℃以上の
26日10時以降には、崩落土砂量は急激に増大し13時に
最大となり、その後は減少している。なお、１月25日
18時の測定時点において霜柱の形成が目撃され、最低
気温-5.1℃を記録した26日４時にかけて約２㎝まで成
長したこと、また26日10時には融解した霜柱により斜
面表層部が濡れていることを目視確認している。
以上、両地点における調査結果をもとにすると、崩
壊裸地斜面の土砂変動には１年間における季節的サイ
クルとともに１日の中にも時間的なサイクルがみら
れ、
土砂の移動が時々刻々と生じていることがわかる。
3-4 崩壊裸地斜面における侵食現象と降雨因子の関係
一般に、崩壊斜面では雨の量に比例して侵食による

1降雨日当たりの崩壊面変動量（×10-3 ㎥ / 降雨日）

て調査結果を説明してみよう。

図-7 降雨日平均日雨量と1降雨日当たりの崩壊面変動量の関係

1降雨日当たりの崩壊面変動量（×10-3 ㎥ / 降雨日）

における崩落土砂量と地表面気温の測定データに絞っ
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後者を第２侵食期と呼ぶことにする。

土砂がより多く流出するものだと考えがちであるが、

図- 7 は、25年間におけるそれぞれの年の各測定期間

ところが実際に測ってみるとそうでないことも生じて

から、第１侵食期と第２侵食期に相当する期間をそれ

いる。

ぞれ取り出し、各測定期間における降雨日平均日雨量

前掲の月別崩壊面変動量の年間サイクルの 図- 3 から

と１降雨日当たりの崩壊面変動量の関係を描いたもの

わかるように、崩壊面変動量が負になる期間、つまり

である。この二つの図を比較すると、第１侵食期では

侵食を受ける期間が連続して現れている。これらの期

プロットに多少の散らばりがみられるものの、降雨量

間の降雨量について調べてみると、崩壊面変動量が正

の増大に伴い侵食量も増大する正の相関が認められる

の値を示す期間の降雨量に比べていずれも大きな値を

が（r=0.73）、第２侵食期では図に示すように明確な

示している。したがって、降雨営力により本崩壊斜面

相関は認められない（r=0.31）。

が侵食を受けたために、崩壊面変動量が負の値になっ

このような侵食量と降雨量の対応関係の差異は、次

たと考えられる。そこで、負の崩壊面変動量つまり侵

のように説明できる。前述のように、冬期における本

食土砂量と降雨量の対応関係について測定データを詳

崩壊斜面では、凍結融解作用の繰り返しによって生産

細に調べてみると、それぞれの年において若干の差異

された土砂が、斜面のほぼ中央の区域に不安定に堆積

があるものの最大の侵食量を示す期間を境として、侵

し、また崩壊面の表層部は脆弱化して受食されやすい

食量と降雨量の関係は異なっていることが認められ

状態となっている。したがって、この期間に続く第１

た。この事実に基づいて、その年において最大の侵食

侵食期（春～夏）では、降雨量が大きくなるに伴い、

量を示すまでの期間（通常、最大時間雨量発生起日ま

不安定土砂の侵食量も増大するものと考えられる。こ

での期間）とそれ以降の期間に分けて、両因子の関係

のように降雨営力による移動可能な土砂が第１侵食期

を検討することにした。ここでは、
前者を第１侵食期、

で流出してしまうと、崩壊斜面には粗粒化現象が生じ
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て、斜面は降雨営力に対して比較的安定な状態に変化

図-8 年崩壊面変動量の25年間にわたる推移
6

年崩壊面変動量（×10-1 ㎥）

する。そのため、第２侵食期（夏～秋）において比較
的大きな降雨が生じても、それに比例した土砂流出は
あまり起こらないものと考えられる。このような理由
で、第２侵食期では降雨量と侵食量の相関はほとんど
認められない、ということになるのであろう。
3-5 年土砂変動量の四半世紀にわたる長期的変化の解析

2
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境因子の関係を全測定期間のデータをもとに検討して

1983

-6
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ここでは、１年を単位とした崩壊面変動量と気象環

4

観測年

みよう。全測定期間25年間にわたる崩壊面変動量の調
査結果を整理すると、上記した年間サイクルに準じて

2000年以降では侵食主体の傾向を示している。また全

振幅の違いがあるものの各年例外なく堆積と侵食が生

体としてみれば、侵食と堆積を繰り返しながら推移し

じている。そこで、１年当たりの土砂変動とそれに関

ているが、負の崩壊面変動量つまり侵食量のほうが圧

わる気象環境因子の関係を検討するために、次のよう

倒的に多く、調査対象の裸地斜面から土砂が確実に移

なデータ処理を施し解析に供した。

動していることがわかる。
２）年堆積量と気温因子の関係

崩壊面変動量に関しては、
年崩壊面変動量のほかに、
１年間における堆積期の崩壊面変動量の合計および侵

図- 9 には、25年間にわたる年堆積量と冬期０℃以下

食期のそれの合計をそれぞれ年堆積量および年侵食量

の平均日最低気温の変化状況を示した。この図からわ

として、各年毎に算出した。なお、1985年は欠測月が

かるように、年堆積量は年毎に減少または増加しなが

多かったため前後の年のデータと対比させて算出した

ら推移しているが、全体としてみれば、図中の傾向線

値を用いた。降雨因子については、１年間における時

（赤紫色の実線）で示すように年堆積量は25年にわた

間雨量強度10mm/h以上の降雨発生回数、気温因子に

って徐々に減少していく傾向にある。その理由として

ついては１年間における冬期の凍結融解指数を各年毎

は、図に併記した冬期０℃以下の平均日最低気温の傾

に求めた。

向線（橙色の一点破線）が示すように、地球温暖化に

１）年崩壊面変動量の25年間にわたる推移特性

伴う気温の上昇により凍結融解現象の発生頻度および

図-8 は、1981～2005年における各年の１年当たりの

規模が低下したことにもとづき、既述したように崩壊

崩壊面変動量（年崩壊面変動量）の推移を図的表現し

斜面上部区域の風化岩盤表層部の岩片剥離による土砂

たものである。1980年代は比較的大きな侵食と堆積の

生産の度合いが減少したことが一因だと考えられる。

繰り返しが生じているが、1990年代になると変動規模

なお、冬期凍結融解指数と年堆積量の関係を統計解析
すると相関係数r=0.57であった。

（振幅）が小さくなり１年毎に堆積から侵食へ転じ、
図-9 25年間にわたる年堆積量と冬期0℃以下の平均日最低気温の変化
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図-10 25年間にわたる年侵食量と10mm/h以上の降雨発生回数の変化
0
冬期 0℃以下の平均日最低気温（℃）

16

図-11 25年間にわたる年侵食速度の変化および5年移動平均

2

図-10 には、年侵食量と１年間における時間

示した。図からわかるように、両因子の25年間
にわたる変化状況はほぼ類似したものであり、
１年当たりの侵食量に対しても、前述した降雨
日当たりの侵食量と同様に、降雨強度に相当す

10mm/h 以上の降雨発生回数

年侵食速度（cm ／年）

雨量強度10mm/h以上の降雨発生回数の関係を
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る因子が関係していることが推測できる。試み
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３）年侵食量と降雨因子の関係
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に相関係数を求めるとr=0.57となり降雨日当た
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４）年侵食速度の変化傾向

0

1981

りの場合より低いが、
相関関係はあるといえる。

観測年

平常時の砂防計画や緑化工の土砂流出抑制効
果等を考えるに当たり、裸地斜面が１年当たり
どのくらい侵食されるのかを知ること、すなわち年侵

木津川上流河川事務所管内の青蓮寺ダムなどを対象と

食速度を前もって見積もることが必要となる。ここで

した貯水池上流対策砂防に何らかの科学的貢献をした

は、年侵食量を本崩壊斜面の面積（72㎡）で除算して

いということであった。当時の砂防調査の主流は100

得られた値を年侵食速度と定義し、過去25年間にわた

年確率の洪水時における土砂動態を対象としたもので

る年侵食速度の長期的変動について検討してみよう。

あったが、流域の状況や未解決検討課題を整理するう

図-11 には、年侵食速度の25年間にわたる変化状況

ちに、平常時における土砂動態の把握が科学的に十分

を棒グラフで示すとともに、５年間移動平均（赤色の

な根拠をもってなされていないことがわかった。そこ

実線）も併せて示した。図から明らかなように、年侵

で、土砂生産の原点の一つともいうべき崩壊地を対象

食速度は１年毎に変化しているが、５年毎の年平均侵

として、当時としては奇抜な考えで崩壊地における土

食速度を比較してみると、1.06cm/年（1981～1985）、

砂の生産・移動を量的に精密観測する装置を作った。

0.92cm/年（1986～1990）
、0.44cm/年（1991～1995）、

その後、四半世紀にわたって人里離れた山中で地道に

0.32cm/ 年（1996～2000）、0.60cm/ 年（2001～2005）

測定作業を継続してきた。調査を継続する過程で、い

と変化している。つまり、年平均侵食速度は1980年代

ろいろと研究アイデアが浮かび、その一つが間伐材を

から1990年代にかけては1/2～1/3に低下しているが、

用いた緑化節減工に結び付いたことは内心報われた感

2000年代当初の5年間では増大傾向に転じている。ま

があった。長年月にわたる調査によりデータも次第に

た、25年間を1981～1993年と1993～2005年の２つの期

蓄積され、自然の複雑な摂理を少しでも解き明かすべ

間に大別して年平均侵食速度を比較すると、前者は

く約５年間隔で新たな解析を試みた。本稿に掲載させ

0.86cm/年、後者は0.44cm/年になり1/2に低下してい

ていただいた内容はその一部であるが、これらの調査

ることになる。

結果からただちに土砂の生産・移動の機構を十分に解

以上のように本崩壊裸地斜面では、1980年代の10年

明したとは毛頭考えていない。今後の砂防研究などに

間に比べて1990年代の10年間では、年崩壊面変動量の

活用され、土砂災害に関わる問題解決に少しでも寄与

変化幅や侵食速度が小さくなり、崩壊斜面は安定化の

できれば幸いである。

傾向を示していたが、2000年代に入って当初の5年間
では、1990年代に比べ豪雨の発生回数の増加により侵
食速度も増大化の傾向を呈しているが、今後の動向予
測についてはデータ不足のため断言はできない。

謝辞
本調査研究の遂行にあたり、観測施設の建設等に便
宜を図っていただいた国土交通省木津川上流河川事務
所・近畿建設協会名張支所の関係各位、また現地調査

４．おわりに
25年間にわたる本調査研究の当初の目的の一つは、

を手伝ってくれた京都府立大学砂防学研究室の当時の
専攻生諸君に対して、ここに記して感謝する。
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海外事情

インタープリベント2012、
砂防行政官会議に
参加して
比留間 雅紀

ひるま まさき

写真-1 会場のアルプエクスポ前にて

1 .インタープリベント、砂防行政官会議
について
インタープリベントは、洪水、土石流、地すべり、

( 一財 ) 砂防・地すべり衿技術センター
企画部国際課長

雪崩、落石等による自然災害防止・軽減のために、
ヨーロッパアルプス周辺のオーストリア、ドイツ、
スイス、イタリア等の専門家、研究者が集まる国際
学会である。本部はオーストリアのクラーゲンフル
トにあるケルンテン州政府河川水利局に置かれ、

表-1 これまでのインタープリベント、砂防行政官会議開催地
開催年

開催国

1967

オーストリア
オーストリア
オーストリア
オーストリア
オーストリア
オーストリア
スイス

1971
1975
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2002
2004
2006
2006
2008
2010
2012
2014
2016

開催地

クラーゲンフルト
クラーゲンフルト
インスブルック
バート・イシュル
フィラッハ
グラーツ
ベルン
ガルミッシュ=
ドイツ
パルテンキルヒェン
オーストリア
フィラッハ
日本
松本
イタリア
リーヴァデルガルダ
（ドイツ）
（ミュンヘン）
日本
新潟
オーストリア
ドルンビルン
台湾
台北市
フランス
グルノーブル
日本
奈良（予定）
スイス
未定（予定）

砂防行政官会議

内 容

4／22 17:00 参加登録
㈰
20:30

8:00 参加登録
9:30 開会式
10:00 休 憩
10:30 基調講演
12:30 昼 食
（5名）
4／23 14:00 セッション１
㈪
15:40 休 憩
16:00 セッション１
（5名）
17:40 休 憩
18:00 エクスカーション説明
18:30 ビデオセッション
21:30 セッション終了
8:00 エクスカーション

4／24
18:00 エクスカーション終了
㈫

20:00 ガラディナー
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1967年からヨーロッパ諸国においてほぼ４年に１回
開催されている 表- 1 。1992年に日本が環太平洋地域

第２回

され、環太平洋地域で本大会の中間年に地域会議を

第３回
第４回
第５回
第６回
－
第７回
－
第８回
予定
予定

の同分野でのイニシアチブを執ることについて本部
から要請があり、協定書が交わされた。これに伴い、
日本では環太平洋インタープリベント協議会が組織

地域会議

開催することが始まった。
砂防行政官会議（サミット）は、日本からの提唱

行政官会議のみ単独開催
地域会議

により、1992年のベルン大会から、各国の行政官が

地域会議

学術面だけでなく行政面についても情報交換・議論

地域会議

するために、大会参加者のなかで行政担当官を集め
て行われるようになったもので、大会前後に同地で
1日開催されている。

表-2 インタープリベント2012 プログラム
月 日 時 間

備考

－
－
－
－
－
－
第１回

月 日 時 間

内 容

8:30
10:10
10:40
12:20
14:00
4／25
15:40
㈬
16:10
17:50

セッション１
（5名）
休 憩
セッション２（5名）
昼 食
セッション３（5名）
休 憩
セッション３（5名）
休 憩
ポスターセッション
ショートプレゼンテーション
セッション終了
セッション４（5名）
休 憩
セッション５（5名）
昼 食
セッション５（5名）
閉会式
閉 会

18:00
21:30
8:30
10:10
10:40
4／26
12:20
㈭
14:00
15:40
16:00

4／27 9:00 行政官会議
㈮
12:30 終 了

2 .インタープリベント 2 0 1 2
インタープリベント2012は、フランス南東部のグ
ルノーブルにて４月23日
（月）
から26日
（木）
までの４日
間にわたり、Alpexpo会議場にて開催された 表- 2 、
写真- 1 。グルノーブルは1968年の冬季オリンピック

会場となったところで、アルプスの西端に位置し、
山岳観光の拠点になっている。現地事務局を務めた
のは、フランスの国立環境・農業科学技術研究所
（Irstea；旧Cemagref）グルノーブル支局である。
会議は約300名が参加して行われた。インタープ

写真-2 ポスターセッションのショート
プレゼンテーション

写真-3 ポスター前での討論

写真-4 Riffol流域での営林署の説明

リベントでは、全員がすべての発表を聞けるよう、

が口頭発表で、また 表- 3 に示す８名がポスターセッ

口頭発表は一つの会場だけで行われる。このため、

ションにて発表した。

口頭発表数が限られる。今回はExtended Abstract

筆者は2006年新潟の地域会議に参加したが、全体

（2ページ）を受理した231題（全員分がAbstract集

の発表の傾向は新潟と比べて、土砂移動現象を理学・

に掲載）のなかから、138題に対してフルペーパー

工学的に解析するような純学術的な研究が減り、危

（12ページ以内）の執筆依頼がなされ、99題の論文

機管理や対策に関する発表の割合が増えたように感

(論文集に掲載)が受理された。このなかから科学技

じた。特に防災教育や啓発に関する発表では質問も

術委員会により45題が口頭発表に選ばれた。なお、

多かったように思う。

Extended Abstract受理者すべてにポスター発表と
ポスターセッション中にスライド１～２枚を使った１

3 .エクスカーション

分程度のショートプレゼンテーションの機会が与え
られた 表-3 。

会議２日目の４月24日（火）は、エクスカーション

当 セ ン タ ー か ら は、
「Evaluation by numerical

が行われた。全11コースが設定され、道路が不通で

simulation of debris flow disaster occurring with

現地に到着できなくなったNo. ９を除き、10コース

earthquake」(松井宗廣、池谷浩、道畑亮一、鈴木

が実施された 表- 4 。

拓郎)と題して、岩手・宮城内陸地震時の駒ノ湯温

このうち、山腹緑化をテーマとしたコースNo.6に

泉土石流災害に関する考察を投稿しており、ポスタ

参加した。コースはグルノーブル南西18kmの、ロ

ーセッションとショートプレゼンテーションにて、

アサール（Roissard）のRiffol流域での低ダムによ

比留間が代理発表を行った 写真- 2 、 写真- 3 。そのほ

る縦侵食対策 写真- 4 、柵工による崩壊地復旧を見た

か、日本人では、土木研究所の内田太郎主任研究員

後、サンローラン・アン・ボーモン（Saint-Laurent

表-3 日本からの参加者による発表
発表者
（連名略）
内田太郎

発表形態
ポスター
論文掲載 口頭

題名

Assessment for susceptibility of deep catastrophic landslide induced disasters in Japan

松井宗廣
Evaluation by numerical simulation of debris flow disaster occurring with earthquake
（代理：比留間雅紀）
井上公夫
石川芳治
中谷加奈
石川信隆
林真一郎
山越隆雄
長谷川祐治
入口和明

The formation and failure flooding of the largest landslide dam on Yatsugatake Volcano in
Japan
Characteristics of slope failures and landslide dams caused by the 2008 Iwate-Miyagi
Nairiku Earthquake
Development of "Hyper KANAKO", a debris flow simulation system based on laser profiler
data
Dynamic response of steel specimen under debris flow surge model
Japanese early-warning system for debris flows and slope failures
Timesequence on the debris flow disaster in The Tsurugi River, Hofu City, Japan
Prediction of debris flow disasters and the evaluation of control structures with hydraulic
model tests and numerical simulation
Sediment-related disaster in Nara Prefecture caused by the Great Floods in the Kii
Peninsula
他国を含めた総発表数

－

○

○

◎

－

－

◎

－

－

◎

○

－

◎

○

－

◎
◎
○

○
－
－

－
－
－

○

－

－

◎

－

－

Abstract掲載231
題中、発表約120

99

45

※発表形態：◎：ショートプレゼンテーション参加、○：参加、－：該当無し
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写真-5 流域源頭部対策

写真-6 砂防行政官会議の様子

表-4 エクスカーションのコース概要
コース
番号

写真-7 大野課長の発表

の説明が行われた。日本からは国土交通省砂防部・

見学先

内容

グルノーブルからの
方向・距離

1

ロマンシェ谷

崩壊と
落石実験
サイト

南東３０km

2

ローターレ峠

雪崩実験
サイト

北東140km

3

イゼール川

洪水対策

グルノーブル周辺

4

マニバル渓谷

土石流対策施設

北北東20km

を進めようとする国はなく、監視・観測や国内各レ

5

シャモニ

雪崩導流工

北東140km

6

ロアサール他

緑化工

南南西18km

ベルの情報共有などソフト対策を重視していた。こ

7

サンポール
ドヴァルス

落石減勢林

南南西10km

8

ヴァリエドゥラック

落石に対する
土地利用計画

北北東100km

落石防護施設と
北北東100km
実物大実験

9

モンタニョル

10

ドローム渓谷

流域の
森林回復

南西40km

モダーヌ

モーリエンヌ渓
谷の災害対策

東75km

11

備考

大野砂防計画課長が、近年の災害発生状況や深層崩
壊、河道閉塞の対策、危機管理について報告を行っ
た 写真- 7 。各国の報告を概観すると、どこも予算の
厳しさがあるようで、抜本的・集中的にハード対策

れは、参加者の所属が森林管理や環境の名が付くと
ころが多く、ひょっとすると災害対策の主管省庁で
ないか、あるいは山地の環境を整えることによって
道路閉鎖に
より他に
振り替え

※各コース20名ずつ

間接的に土砂災害防止を図ることを主是としている
か、などの理由があるのかもしれない。
最後には、オーストリアと日本（砂防計画課・吉野
課長補佐）から、各国に共通する課題と活動の方向
性について案が提示され、討議の結果、危機管理や
情報共有、地域会議での行政官会議開催など、８項

en Beaumont）地区のLes Garguettes谷の源頭部崩

目に整理し、これを結論として会議が終了した。

壊対策 写真-5 を見学した。町を離れるとすぐに広が
る牧草地や畑は美しく、フランスが農業国で食糧自

5 . 今後の開催予定

給率が高いことを再認識したが、山腹工や緑化工は
予算不足のためか、遷急線部の処理が行われていな

本年２月にインタープリベント本部で行われた理

いため、表土固定が不十分で、残念ながらあまり参

事会において、次回の地域会議が2014年に奈良で開

考にならなかった。

催されることが了承された。また2016年に開催され
る本会議は、スイスで開催されることになった。グ

4.Summit 2 0 1 2

ルノーブルでも、ポスターセッション中、ショート
プレゼンテーションにて奈良県砂防課の入口課長補

インタープリベント本会議終了後の27日午前、ア

佐が台風12号災害の概要を紹介したほか、閉会式に

ルプエクスポ会議場ロビー横の会議室にて、砂防行

て大庭土木部長が次回開催地を代表して歓迎の挨拶

政官会議が行われた 写真- 6 。参加国は、オーストリ

を行った。これには国際砂防協会として開催に協力

ア、イタリア（トレント州）
、ドイツ（バイエルン

していきたいと考える。

州）
、スロベニア、スイス、フランス、日本の7カ国
であった。
最初にクルト・ローナー会長から趣旨説明があ
り、続いて各国から10〜15分ずつ各国の状況・課題
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★参考資料
★ 丸井英明：ヨーロッパの砂防の動向；砂防と治水199号、
2012年2月
★ 国土交通省HP：
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/05/051010 _.html

海外事情

世界の土砂災害（2012 その1）

（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課

2012/1/1～2012/3/31

発生日

1月5日

国名

フィリピン

1月10日

1月24日

ブラジル

種別

概要

崩壊

フィリピン南部ミンダナオ（Mindanao）島パントゥカン（Pantukan）の金鉱山で、５
日午前3時頃、土砂崩れが発生し、山腹斜面から谷間にある集落が大量の土砂で埋
まり、42名死亡、42名行方不明、16名負傷となった。 現場は山の斜面を露天掘り
で切り開いて金を掘り出している鉱山で、違法採掘も横行していた。数日雨が降り続
いて地盤が緩くなっていたうえ、５日未明にはM2.8の地震があり、土砂崩れにつなが
った可能性がある。近くでは、去年４月にも同じような土砂崩れで１４人が死亡してお
り、政府が周辺に住む人々に対し、安全な場所に移るよう警告を出していたが、退去
を拒んでいた。

崩壊

リオデジャネイロ（Rio de Janeiro）郊外のジャマパラ（Jamapara）で驟雨により集
落裏の斜面が崩壊、9軒の人家が埋まり、8名が死亡、14名が行方不明となった。
しばらく続いた雨により上流のダムが決壊して洪水となり、集落間の移動ができない
状況だった。

パプア
地すべり
ニューギニア

アフガ
ニスタン

3月4日

雪崩

パプアニューギニア中西部の南ハイランド州山間のコモ（Komo)地区で、２４日早朝、長
さ1km、幅数百ｍの地すべりが発生した。この地滑りで大量の土砂が近くの２つの集落
にに流れ込み、これまでに４０人の死亡が確認され、２０人以上が行方不明となった。
地滑りが起きた原因は明らかではないが、地元では、近くで天然ガスの開発が行われて
いたことと関係があるのではないかという声が出ている。
15年ぶりの厳冬に見舞われたアフガニスタン北東部バダフシャン（Badakhshan）
州ディスペー（Dispay）村で4日、雪崩が村を直撃し、少なくとも145人が死亡した。
国連による救助隊が現地に向かおうとしたが、現場はタジキスタンから陸路でのみ
行けるものの、雪が道路を遮断しており、村へのアクセスが妨げられていた。ヘリコ
プターは、新たな雪崩を誘発する危険性があり使用できなかった。

考

食べ歩

番外編

ブル
グルノー
ホテルの朝飯フルコース。
少し侘びしい

標準的サンドイッチ。
D=75mm、L=255mm

グルノーブルの郷土料理、
ポテトグラタン。

ステーキとその付け
合わせ2種

「フランスの朝食はクロワッサンとカフ

ひとつ（300円くらい）で満腹になる。

タかインゲンが付いてくる。日本のフラ

ェオレ程度しかない」と聞いていたが、

これはおむすびに当たるものだと思う。

ンス料理のように、大きな皿に料理がち

本当にそんなものだろうか。ワクワクし

グルノーブルの郷土食はじゃがいもと

ょこっとでソースで絵が描いてあるよう

て朝ホテルの食堂に入ると、本当だった。

チーズ。ということでポテトグラタンを

なものは全く見あたらず、皿一杯にドー

野菜なし、スープなし、ジャムだけ種類

食べてみた。芋がしっかりとしていてう

ン、インゲン喰わっしゃい！というもの

が多い。その後数日でわかったが、フラ

まい。その他あちこちであれこれ食べて

が多かった。

ンス人は結構夜更かしで11時過ぎでもよ

みたが、どれも付け合わせの野菜が多い。

く食べよく飲んでいた。このため朝は食

野菜の味も濃い。隣国イタリアの影響も

朝市が開かれていた。野菜だけでなく、

欲がないのだと判明。

土曜の朝、線路に沿って数百ｍに渡り、

強くピザ屋も多かったが、サラダを頼ん

鳥の丸焼き、チーズ、干物、花、パンな

町を歩くとそこここに「PAIN」と看

だところ、サラダボールの下半分に茹で

ど、色々な屋台が連なり、農業国の底力

板に書いてあり、バゲットサンドを売っ

インゲンが詰まっており、３人で食べき

を見た思いだった。また、洋菓子屋も多

ている。パンの種類や具材を違えて大概

れなかった。ステーキの付け合わせも、

く、どの店もチョコレートが数十種類並

10数種類くらい揃えている。大きいので、

どちらがメインかわからないほど、パス

び、選ぶのに迷うほどだった。

sabo vol.111 Jul.2012

29

技術ノート

● ● ●

鋼製砂防構造物に
ついて ②
──接合のはなし

ることを前提としているものはまれで、通常は固定す
ることで耐久性や安定性を確保します。この固定方法
によって、ラーメン構造やトラス構造といった構造系
が決まります。また固定方法は、そのまま設計方法に
繋がります。採用した固定方法は、部材加工や現地組

嶋 丈示

しま じょうじ

（一財）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

立のしやすさに直結するため、信頼性や安全性に影響
します。
そこで、今回はこの固定方法として、最も一般的な溶
接とボルト締めについてお話したいと思います。これら
溶接もボルト締めも多岐にわたりますが。ここでは鋼製
砂防構造物をテーマとしているので、鋼製透過型堰堤
と鋼製枠堰堤に使われている方法を対象にします。

１．はじめに

２．工場の溶接と現地のボルト締め

コンクリートは、現地で型枠を作りそこに材料を流

鋼材同士を連結するといっても溶接とボルト締めで

し込む、砂防ソイルセメントの場合は詰め込む、でし

はだいぶ趣が異なります。例えば、紙と紙をくっつけ

ょうか。とにかくまだ固まっていないものを容器に入

る場合、糊でくっつけるのとホッチキスで留めるので

れて固めるイメージです。プリンを作るのに近いです

は、同じくっつけるにしても用途が違うのと同じです。

ね。大きさは全然違いますが、要はカタチは型枠で決

ちょうど糊は溶接、ホッチキスはボルト締めに近い感

まり、性能は材料と固め方によって決まります。同じ

覚でしょうか。

土木構造物を構築する材料でも、鋼材は趣が大きく異

糊は紙同士を外れないように糊しろに糊を付けます

なります。鉄（鋼）は高炉や電炉から出てきた時は溶

が、付けすぎると紙が伸びてしまい綺麗に仕上がりま

けていますが、出荷するまでに形鋼、鋼板、鋼管、線

せんし、付け方が少ないとすぐ取れてしまいます。ち

材など、鋼材としての形状と材質から特徴が決まって

ょうどよい頃合いがあります。溶接も溶接量が多いと

います。これらの鋼材を工場で所定の寸法に加工する

コストアップにつながり、入熱量により部材がひずみ

わけですが、この工場からの工程が鋼製メーカーのテ

出来型にも影響しますから多ければよいというもので

リトリーになります。

はありません。この溶接方法には、グルーブ溶接のよ

まず形鋼や鋼管などを設計図面通りに寸断し、これ

うに開先をとって母材と一体になるように溶接するも

らを溶接で接合して部材にしていきます。ちょうど子

のあれば、すみ肉溶接のように板と板の角に溶接する

供のころに作ったプラモデルに近い感じです。プラモ

ものもあります 図- 1 。この溶接の種類によって応力の

デルの部品同士を接着剤でくっつける工程が溶接に相

流れ方が違うので、外力の作用方向や加工のしやすさ

当します。最近はガンプラのように接着剤を使わず部

によって使い分けます。もちろん設計照査の方法も違

品をはめ込むものがあります。これは鋳型の精度がよ

います。これは設計図面に溶接方法が記載されている

く複雑な形状の部品が作れるようになったこともあり

ので、設計計算書で外力の作用方法と溶接の種類が合

ますが、一番の理由は腕や足、さらには指まで可動さ

っているかチェックしてみて下さい。

せるためです。くっつけて固定してしまっては稼働で

紙に戻りますが、ホッチキスで留めて紙同士がバラ

きませんから。これとは逆に、土木構造物では可動す

バラにならないように一つにします。だから引っ張る
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写真-1 鋼製透過型堰堤のフランジ継手

図-1 グルーブ溶接とすみ肉溶接

写真-2 鋼製枠堰堤の連結部

中詰材が変形できるように、ボルト締めしている連結
部の回転を許容するからです 写真- 2 。

３．鋼製砂防構造物の組み立て
コンクリートは、まだ固まらないコンクリートを生
コンプラントから持ってくるので品質管理の面で安定
しています。後は現地で打設していくので、構造物の
品質と出来型は現地施工の品質管理及び工程管理にか
かっています。砂防ソイルセメントは材料も現地調達
ですから、ほとんどの品質管理は現地施工の出来にか
かっていますが、コンクリートに比べて許容値を緩く
と外れますね。それに紙に穴を空けるわけですから、

することで管理を楽にしています。どちらにしても現

そこから破れやすくもなります。鋼製の場合、これは

場施工が中心です。

ボルト締めに相当します。部材と部材が外れないよう

これに対して鋼製砂防構造物は、工場と現地ではど

にボルトで締めつけるのでホッチキスよりマシです

ちらの工程が重要かというと工場です。鋼材自体は

が、ボルト孔を空けるので断面欠損になります。この

JIS規格で合格したものを工場で加工しますから品質

欠損分は設計に織り込みます。鋼製透過型堰堤のボル

の面で問題になることはまずありません。この鋼材を

ト締めは引張接合です。軸力を導入しているのでフラ

加工して構造物にしていくのですが、工場では鋼材を

ンジ同士に摩擦抵抗も働いており、計算上より強固で

溶接して部材を作り、現場では工場で作製された部材

剛性が高い連結方法です 写真- 1 。

をボルトで連結して構造物を作ります。鋼製透過型堰

同じボルト接合でも、鋼製枠堰堤は軸力を導入して

堤なら鋼板や鋼管、あるいは鋼管同士を溶接し部材を

いません。鋼製枠堰堤は、中詰材である礫のせん断抵

作ります。鋼製枠堰堤の部材なら形鋼を所定の寸法に

抗によって堆砂圧などの外力に抵抗します。
このため、

切断し、所定の位置にボルト孔を空けます。これら出
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写真-3 格子形の工場仮組状況

写真-4 Ｂ型スリットの現地据付状況

来上がった部材の寸法が正確であれば、設計図面どお

べるわけですから精度管理に関してはとても楽です

りに現地で組み立てることができます。

写真- 4 。このように全体を立体で組上げるもの、ユニ

構造物の規模が大きく精度を要する場合でも、工場

ットを並べるもの、どちらにしても鋼製の場合、工場

で仮組して組み立てられることを確認しますから、現

の品質管理が最も重要になります。寸法さえ合ってい

地では工場で組み上げられたものをもう一度再現する

れば、もっと極端に言えばボルト孔の位置さえ合って

だけで済みます。つまり、仮組検査が合格であれば、

いれば鋼製砂防構造物は必ず組み上がります。ボルト

現地組み立てで問題が発生することはありません。た

孔が合っているということは、部材端部の接合部同士

だし、仮組みの方法によっては気をつけなければなら

が合っているということを意味します。仮組みをしな

ないことがあります。写真- 3 は格子形の仮組風景です。

い場合、まれに合わないときがありますが、これは設

現地と違って横に寝かして継梁を取り除いています。

計自体が間違っているか図面の表記ミスです。

現地と同様に建ててもよいのですが、安全性や手間か

鋼製砂防構造物が現地で組み上がっていれば、部材

らこの方法をとっています。横に寝かせると柱支点が

同士の誤差は許容範囲内ということになりますから、

フリーとなるので、仮組時に最も誤差が大きく出るこ

据え付け時のベースの位置さえ合っていれば、組み上

とになります。ところが、現地ではここを基点に組み

がった時点で出来型は合格圏内です。しかし、検査は

上げるので、ベースの誤差が大きくて公差内に収まら

必要ですから行いますが、見るとしたら鋼製部とコン

ない場合、上部の連結された部材同士で吸収しなけれ

クリート部の位置関係と、鋼製部なら塗装くらいです。

ばならないので、現地で合わなくなる可能性がありま

大雑把ですがそんなところでしょう。

す。これを回避するには部材の精度を上げるか、誤差

接合に関しては工場では溶接、現地ではボルト締め

をあらかじめ考慮して基点の位置をずらすことが考え

が作業の中心になります。部材の精度がよいほど、現

られます。しかし、既往の構造物では部材の製作精度

地の組立精度の管理は楽になります。このため、鋼製

がよいこともありますが、部材自体の誤差もプラスマ

砂防構造物で最も気を遣う部材加工は、品質管理がし

イナスがあるので全体を組み上げると、これらが差し

やすい工場で行います。つまり、コンクリートも砂防

引きされて全体で誤差は吸収されてしまいます。

ソイルセメントも現地施工が中心になりますが、鋼製

B型スリットのように、ユニットの場合には、単
体のユニットさえ組めれば、後はこれらを現地で並
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は工場が中心になります。

図-2 フランジ継手の組立

（a）

溶接

（b）

写真-5 溶接ビード

と中まで綺麗、人と同じで肌つやがいい人は健康であ

４．溶接による接合

ろうというのと同じです。
溶接欠陥はなく溶接自体が合格でも、溶接するとき

溶接したところは母材と溶剤が完全に溶け込むた

鋼材が熱せられるので変形します。このため溶接の方

め、母材と同等の強度を有します。ただし、ここに溶

向によってあらかじめ部材を歪ませ、溶接が終了し冷

接欠陥が入り込む可能性があります。この溶接欠陥

却した後の形状が所定の寸法になるよう工夫します。

は表面に最も多く現れます。このため、溶接の検査は

図- 2 はフランジ継手の模式図です。鋼管と鋼板を溶接

表面の傷を目視で見つけることが最も簡単で一般的で

してフランジ継手を製作しますが、溶接すると熱によ

す。カラーチェックは色水をふりかけることで傷を目

って 図- 2 a のように変形します。ですから、鋼管にフ

で確認しやすくします。ただ、カラーチェックや目視

ランジプレートをそのまま溶接すると反ってしまって

は表面の欠陥しかわかりません。

ボルトで締めても隙間ができることになります。そこ

磁粉探傷試験は部材を磁化し、ここに磁粉をふりか

で、あらかじめプレートに変形する方向と逆にひずみ

けることで表面近くの内部欠陥を浮き上がらせ発見し

を付けておきます 図- 2 b 。そうすると溶接後にはまっ

やすくする方法です。
「鋼製便覧」では、まず目視で

すぐな形状になります。このひずみが残っていても、

表面を確認し、疑わしい場合には磁粉探傷試験を行い

ボルト締めするのでフランジはぴったり付きます。こ

ます。ただし、これも奥深くの欠陥を見つけることは

のようにどれだけ歪ませるかなどは工場のノウハウに

できません。その時はＸ線で欠陥を探りますが、これ

なりますが、どちらにしても出来上がり寸法が許容誤

も部材系形状によってはフィルムを当てることができ

差に収まっていれば合格です。

ない場合があります。
ただ、ありがたいことに溶接の欠陥は表面付近に最
も多く現れるので、表面付近に欠陥がなければ内部も

５．ボルトによる接合

ないであろうと考えられます。それ以上に溶接ビード
写真-5 が綺麗だと、まず傷はありません。溶接ビード

砂防工事ではコンクリートが一般的なのでボルト締

が綺麗ということは溶接の上手い人が行っており、そ

めは手間がかかるような印象を持っている人もいるで

れだけで信頼性が高いと判断できます。外観が綺麗だ

しょうが、じつは簡単です。コンクリートのように現
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地で寸法を合わせるものは、自由度が高いように見え

図-3 継手の位置

て結構手間がかかるものです。例えば、着物と洋服を
比べてみてください。洋服なら子供でも着れますが、
着物だと着付けを習った人でないと無理でしょう。柔
道着くらいは着れますが、簡単に服装が乱れます。ボ
タンを留めるのは位置が決まって、そこにボタンを通
すだけなので簡単です。ボルトで部材同士を連結する
のも同じ要領です。ボルト孔の位置さえ合っていれば
ボルトを通して締付けるだけなのです。つまり、鋼製
の現地組み立てにボルト締めを多用するのは作業が簡
単だからです。
溶接はボルトと比べて強固ですから変形しにくいた
め鋼管と鋼管の連結部（格点）を溶接するとラーメン
構造になりますが、ここを 図- 3 a のようにボルト接合
するとどうなるでしょう。格点は曲げモーメントが卓
越する箇所なので、ボルト締めで剛結しようとすると

よく街のビル建設現場で柱に梁の一部が溶接してあっ

母材以上の断面が必要なうえに、これが鋼管同士にな

て、梁同士をボルトで連結している光景を目にするこ

ると形状を相当工夫しないと難しいでしょう。仮に母

とがあると思います。これと同じで、鋼管同士の複雑

材にそのままボルト孔を空けて連結しても、剛結構造

な部位はあらかじめ工場で溶接しておいて、そこから

とみなすには心許ないので回転を許すヒンジとして設

少し離した箇所（フランジ継手）をボルトで接合して

計することになります。 図- 3 a のように継手が極端に

います 図- 3 b 。

回転できるわけではないですが、許容応力度設計では

このように鋼製透過型砂防堰堤の部材間の接合に

微小変形理論を用いるので、わずかでも回転を許せば

は、昔からフランジ継手を採用しています。この継手

ヒンジと仮定したほうがいいでしょう。このように、

もよく見ると二種類あることがわかります。違いはリ

格点をボルトで留めて部材同士の回転を止めるにはボ

ブの有無です。昔の継手はリブあり、今の継手はリブ

ルトでは荷が重いのです。格点がヒンジになればトラ

なしです 図- 4 。リブありからリブなしに変えた理由は、

ス構造となり、外力によってはラーメン構造よりコス

製作の手間が一気に減ることです。これを実現するた

ト的に有利になりそうです。また、柱と梁を直接現地

めに、実験によりリブなしフランジ継手の性能検証を

で接合すれば、部材に突起がないので運搬時の積載量

行っています。また、リブをなくした代わりにフラン

も増え効率的です。しかしそうしないのは理由があり

ジプレートを厚くしています。このため厚板の溶接管

ます。

理も要求されます。これらをクリアすれば、鋼管にフ

土石流など不確定要素の大きい外力に対応するため

ランジを取り付けるだけなので溶接ロボットで簡単に

にはラーメン構造の方が安全性や信頼性の面で有利

できます。ロボットを使えば精度がよいうえに、時間

です。このため格点は溶接で剛結したいところです

も短縮され、結果的に製作コストを抑えることができ

図- 3b 。そこで、曲げモーメントやせん断力の発生が

ます。余談ですが、溶接工は有資格者が行いますが、

小さい箇所を選び、そこをボルトで連結できるように

昔の溶接工は芸術的に上手い人が何人もいました。た

加工しています。鋼製透過型堰堤は、ボルト接合する

だ、工業製品のためロボット化によって人員削減に見

箇所は格点ではなく、そこから少し離れたところにボ

舞われる羽目になりましたが、これが工芸品なら手作

ルト接合の一つであるフランジ継手を設けています。

りのよさとして生き残れたのではないでしょうか。
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図-4 フランジ継手（リブ無し、リブ有り）

写真-6 鋼製枠堰堤の現地据付状況

フランジプレート同士をボルト接合するとき、溶接

は部材が多く作業員は何をしていいか戸惑っていまし

で述べたように実際にはプレートは完全にフラットで

た 写真- 6 。ところが一段目を組んだくらいから、指示し

はありません。逆ひずみを付けるとこで、これを締め

なくても作業はドンドン進みます。作業員が部材を所定

付けるとプレート間がぴたりとふさがります。ぴたり

の位置に持って行って組み立ててしまうのです。部材や

となると水の侵入を防ぎ、錆の進行も抑えることにな

部品がどこに使われるかわかってしまえば、というかイ

ります。

メージできるからでしょう。これは子供のころプラモデ

このように、土石流対策として活用される鋼製透過
型のラーメン構造を成立させるために、格点部は溶接

ルを作っているときのわくわく感と同じで、人は何かを
作るのが好きな生きものなんだと感心しました。

によって剛結し、直線部で部材同士をボルトで連結し
ているわけです 図- 3 b 。このことからも、溶接による
形状寸法や品質の管理は工場に任せ、現地では施工の

６．おわりに

容易なボルトで部材同士を連結したほうが合理的です。
ただ、土石流対応ではない鋼製枠堰堤などは堆砂圧

鋼材は、鋼板、鋼管、線材などいろいろな形状があ

が外力の大半を占め、外力に対しても中詰め土砂のせ

りますが、これだけでは構造物にならないので、これ

ん断変形で抵抗するため、格点の回転が可能なように

を切り貼りして必要な形状に加工します。このとき、

ボルトで連結しています。また、ボルト孔の全量では

板と板をどうやってつければ効率よく、さらに安全な

ないですがボルト孔を長孔にしています。これは現地

のかを考える必要があります。外力がどこから作用す

の施工精度を緩和する役目を担っていますが、この孔

るのか、それをどのように受けるのか、部材をどのよ

が大きいほど施工精度は楽になります。逆に余裕を設

うに組立ていくのか、など、構造物の特徴に合った接

けないと施工できません。このボルト孔の余裕分が鋼

合方法があります。その接合方法を採用した理由が合

製枠堰堤の特徴である屈撓性を発揮する肝になってい

理的であれば、安全性、信頼性の高い構造物と言える

ます。つまり、欠点を逆に利用して長所に転換してい

でしょう。現地で出会った鋼製砂防施設をそんな目で

る好例ではないでしょうか。

見ると、新たな発見があるかも知れません。

鋼製枠堰堤の施工をみる機会がありましたが、最初
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砂防ソイルセメント設計・施工便覧 Ｑ＆Ａ①

平成23年10月に「砂防ソイルセメント設計・施工便

ます。今後も事例の分析や調査研究活動を進め、質問

覧」
（以下、
便覧）
を当センターより発行いたしました。

と回答の追加や回答内容の更新を行っていく予定です。

この便覧は、計画・設計・施工を網羅した内容となっ

また便覧に関する内容以外で、砂防ソイルセメント

ていますが、詳細な説明などが記述しきれていない部

工法の計画・設計・施工に関する技術的質問について

分や、説明が不十分な部分もあります。

は、当センターの技術指導にて受け付けております。

ここでは、便覧の内容をフォローアップするため
に、便覧の発行以降に当センターに寄せられた便覧の
内容に関する質問とその回答を当センターのHPに公

更新履歴

開いたしました。今後の砂防ソイルセメント活用に際

・平成24年４月17日 公開（質問および回答⑴～⒄

してのご参考としてください。なお回答につきまして

・平成24年５月14日 第１回更新

は、現在までの施工事例や研究実績を基に作成してい

		

1

質問

計画（INSEM、ISM）

INSEM、ISMの最大築造可能高はどれくらいでしょう
か？またハイダムなど構造物の高さが高くなる場合の留

2

1

固め時の振動荷重など）に対しても安全性を確認

回答

2

トの表面に直接緑化対策がされた事例はほとんどあ

計画（INSEM、ISM）

砂防ソイルセメント工法を用いた場合の法面の緑化につ
いて、事例等はありますでしょうか？

3

質問

回答

3

回答

4

可能でしょうか？

4

設計（INSEM、ISM）

凍結融解に対する対策を外部保護材以外でどのようにす
ればよいか教えてください。

質問

5

する必要があります。

これまでの施工事例においては、砂防ソイルセメン
りません。

計画（ISM）

ISM工法も低強度（目標強度レベルⅠ、Ⅱ）での使用は

質問

構造物が高くなる場合は、施工時の動荷重（締

回答

意点はありますか？

質問

（前文の一部修正、質問⒅～⒇追加）

設計（INSEM、ISM）

構造計算上の内部圧縮応力が小さい場合は、目標強度レ
ベルを下げて目標強度を設定することは可能でしょうか？

目標強度0.5N/㎟～3.0N/㎟での施工実績があります。

凍結融解を受ける表面部分に凍結深以上の厚さの
余盛分を設け、設計上必要な構造物断面部分は凍結
融解が起こらないようにする必要があります。
目標強度レベルは、内部圧縮応力だけでなく外力
（土

回答

5

石流衝撃力、磨耗作用等）の影響も考慮し、使用部
位の要求性能に合った品質
（耐摩耗性、耐凍結融解性、
剛性、耐衝撃性、重量、など）を確保するために設
定されています。

質問

6

設計（INSEM、ISM）

強度が得られにくい土砂を活用する場合には、単位セ

標準的な単位セメント量で目標強度が得られない場合に

メント量を増やす方法のみではなく、砕石等を混合して

は、どの程度まで単位セメント量を増やすことが可能でしょ

粒度分布を調整したり、セメント系固化材を使用するな

うか？

回答

6

どの方法を含めて、対応策を検討する必要があります。
またどうしても単位セメント量が過大になり経済性が
悪くなる場合は、砂防ソイルセメント工法の適用性を再
検討すべきと考えます。またどの程度単位セメント量を
増やせるかについては、コンクリート工法とのコスト比較
により決まります。
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質問

7

設計（INSEM）

INSEM工法の場合、強度を確認する際、練混ぜ試験を行
いますが、その際の水の量を決めることが難しく、決定する

配合設計における水量は、配合試験によって決まりま

回答

7

までに時間がかかっている状況です。事例による結果を収

8

設計（INSEM、ISM）

砂防ソイルセメント活用ガイドラインには、現場打ち

外部保護材について、砂防ソイルセメント活用ガイドライン
ではｔ＝100、50cmが規定されているが、この規定は現存し

回答

ているのでしょうか？また、土石流衝撃の計算手法（袖部の

8

検討）はメーカーに依存した計算方法でよいのでしょうか？

質問

9

回答

場合の施工対策はどのようにされているか教えてください。

質問

10

9

施工（INSEM）

参考値として示されています。
また土石流衝撃の計算手法は、各堰堤工法の設

コンクリート工事の場合と同じ対策でよいと考えられ
ます。

INSEM工法においては、含水比の管理が重要と

INSEM工法において雨天等で含水比が大きくなった場合
はどのように対処したらよいでしょうか？

コンクリートを外部保護材として用いる場合について、

計マニュアルに従います。

施工（INSEM、ISM）

砂防堰堤の本体及び基礎部の採用において、湧水がある

を中心に３点～５点試験含水比を決め、便覧P.15図-1.9
のような図を求め、水量（含水比）を決めます。

集していただき、概算数値を出すことはできないでしょうか？

質問

す。具体的には、経験的に土砂の最適含水比（Wopt）

なります。雨天施工時にも母材の含水比が大きく変化

回答

10

しないように、シートで覆うなどの母材の保管方法を
検討します。母材の含水比が所定の値より高い場合
は、一般的には乾燥させて含水比を所定値まで下げ
てから使用します。

質問

11

施工（INSEM、ISM）

出水時等における摩耗・洗掘や、凍害の影響によ

砂防ソイルセメント工法の施工において複数年施工となる
場合、年度を跨いで施工期間が空いてしまう時の施工面の

回答

処理はどうすればよいでしょうか？

11

る損傷を避けるため、シートや土砂で覆うなどの表面
保護を検討します。また施工再開時には、通常の打
継目処理（清掃・散水・セメント散布・モルタル敷、な
ど）を行います。

質問

12

施工（INSEM）

試験施工により締固め密度や強度に問題ないこと
が確認できれば、１層30cmで敷均しを実施しても問

敷均しについて、1層30cmで締固めを行うにあたり、15cm
×２層で敷均しを行っている。敷均し、締固めとも1層
30cmで実施して問題ないでしょうか？

回答

また便覧P.89では小型振動ローラでの締固め層厚を30cm

12

題はありません。また便覧P.89の表-4.5は、過去の施
工実績を参考として示しているものです。施工現場の
状況や土砂の特性により、使用可能な重機や締固め

以下とされているが、１～３ｔ級の振動ローラでは層厚

特性は変化しますので、試験施工にて所定の締固め

30cmの締固めは困難ではないでしょうか？

が可能であることを確認してください。

質問

13

施工（INSEM）

打継目処置について、過去に締固め1層ごとにモルタルを使
用して施工した実績があるが、今後は便覧に記載されてい

回答

13

るとおり水のみでよいでしょうか？

質問

14

外部保護材を用いた工法が普及してきたこともあり、
清掃・散水のみの処理でも構造物としての機能に支障
はないと考えます。

施工（INSEM、ISM）
試験施工時に７日と28日の相関関係が得られれば、

便覧P.55の図-3.9によれば7日と28日強度は高い相関があ
るので、現場施工の省力化を考えると7日強度管理とならな
いでしょうか？
また上記に関連し、便覧P.53の表-3.7には（91）日強度が
示されていますので、フライアッシュ等の強度発現が遅い固

回答

14

7日強度での管理も可能です。また混合するセメントの
種類は、一般的には高炉セメント（B種）が用いられ
ますが、フライアッシュセメントやセメント系固化材等
の使用実績もあります。

化材を使用してもよいでしょうか？
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質問

15

施工（INSEM）

試験施工によって、標準的に作製された供試体強
度と、実際に使用する機械（施工方法）と使用する

圧縮試験用の供試体（φ150）作製においては、Gmax
を50mm以下に下げて作製するが、この供試体で実際の
INSEM（Gmax80～150mm）の強度管理を行ってよいの

回答

でしょうか？また、施工現場ごとに締固め機械の大きさや種

15

材料で施工された砂防ソイルセメントの現場コア強度
との関係が確認されますので、標準的に作製された
供試体を用いて品質管理を行うことに問題はありませ

類が異なり、締固めのエネルギーが変わってきますが、品質

ん。
（品質管理用の供試体作製方法は、試験施工時

管理用の供試体作製方法は全て同じでよいのでしょうか？

の供試体作製方法と同じでなければなりません。
）

質問

16

施工（INSEM、ISM）

まず密度管理に関して、設計時の単位体積重量（単

ソイルセメント施工時の密度管理に関してですが、配合設

位容積質量）は、施工時の材料や施工精度のバラつき

計時の標準供試体で強度を確認しているので、最低でも標

も考慮し、一般に設計時の配合試験における標準供試

準供試体以上の密度が現場品質管理では必要でははいか

体の単位体積重量
（単位容積質量）
の90%程度
（INSEM）

と考えます。さらには、それを下回るようであれば現場密度

～95％程度（ISM）で決められています。よって現場で

にあわせた密度でテストピースを作成し品質管理する必要
性が考えられます。

回答

コアで施工現場での強度を確認できていれば安全かと考え

16

の品質管理では、標準供試体の単位体積重量（単位容
積質量）以上ではなく、設計値以上を確保すればよいこ
とになります。

られますが、現場によっては試験施工を待てないような小

具体的には、①施工時の配合試験において、標準供

規模現場もあり、設計上の考えと品質管理上の考えは明確

試体の単位体積重量（単位容積質量）が設計値を超え

に分けて記載していただければと思います。

ることを確認し、②施工時に単位体積重量（単位容積
質量）が確実に設計値を超えるよう、密度管理幅を決
めます。

質問

17

その他（INSEM、ISM）

一般的に砂防ソイルセメントはコンクリートに比べると

砂防ソイルセメント工法を用いた施設の維持管理、経年調
査について留意点はありますか？

回答

17

耐摩耗性や耐凍結融解性が劣り耐久性が低いため、調
査頻度を増やしたり、イベント（土石流、洪水等）発生
後の調査を特に重点的に行う、などの工夫が必要です。

(一財)砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所

「土砂災害の実態

平成 23 年版」の発行

当センターでは昭和59（1984） 認識を深めていただき、土砂災
年より、毎年全国で発生した土

害対策を考えるうえで参考にな

砂災害に関する資料を収集し、

ればと考えております。

実態を分析して取りまとめ、冊子

本誌はバックナンバー（絶版

「土砂災害の実態」として発行し

の平成5年以前版と平成16年版

ております。そして小誌を、砂防

を除く）も含めて頒布しておりま

関係技術の発展および広報の一

す。ご希望の方は下記当センター

助として頂けるよう、国・都道府

ホームページ「書籍頒布」ペー

県の砂防部局や大学等の研究

ジから申込用紙をダウンロード

機関に配布しております。

し必要事項を記入の上FAXもし

今年も「平成23年版」を発行

くは郵送下にて注文頂ければ、

いたしました。本誌は平成23年

送料着払いでお送りします。詳

1月から12月までに発生した土砂

細についてはホームページを参

災害をとりまとめたものです。本

照するか、下記当センター窓口

誌により、土砂災害についての

までご連絡ください。
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企画部

問い合わせ・申込先
（一財）砂防・地すべり技術センター企画部
H P：http://www.stc.or.jp/
TEL：03-5276-3271
FAX：03-5276-3391
E-mail：webmaster@stc.or.jp
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行事一覧（４月～６月）

後援（協賛）
●６月１日〜30日

平成24年度土砂災害防止月間（後援）

●６月6日

平成24年度「砂防ボランティア全国の集い」
（後援）

理事会等の開催
【平成24年度第１回理事会】
今年度の第１回理事会が、平成24年５月21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年度事業報告の承認を求める件
第２号議案 平成23年度収支決算の承認を求める件
第３号議案 一般財団法人砂防・地すべり技術センターの基本財産を定める件
第４号議案 平成24年度定時評議員会の開催日時、場所及び目的事項の決定
報告事項

職務執行状況に関する報告

【平成24年度定時評議員会】
本今年度の第１回目となる定時評議員会が、平成24年６月11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 議長の選定
第２号議案 平成23年度財務諸表の承認を求める件
第３号議案 評議員および役員の報酬に関する規定を制定する件
報告事項

平成23年度事業の報告

人事異動
●３月31日付 【退 職】

増田 澄雄

総務部長

		

佐藤 一幸

企画部長（国土交通省に復帰）

●４月１日付 【採 用】

田村 圭司

砂防技術研究所上席研究員（国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所長）

		

鈴木 拓郎

					
		
【昇 任】

砂防技術研究所技術部砂防システム研究室主任研究員
（国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室研究官）

小林 拓也

企画部企画情報課技師（新規採用）

白岩 幸夫

総務部長（総務部経理課長）

●５月31日付【出向期間修了】 中山 貴士

砂防部技術課技師

		

太田 晶		

砂防部技術課技師

		

杉崎 友是

斜面保全部技術課技師

		

植 弘隆		

総合防災部技術課技師

		

川村 崇成

砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員

●６月１日付 【昇 任】

近藤 玲次

総合防災部技術課課長代理（企画部企画情報課主任技師）

【配置換】

道畑 亮一

斜面保全部技術課主任技師（砂防部技術課主任技師）

加藤 誠章

砂防部技術課主任技師（斜面保全部技術課主任技師）

篠崎 嗣浩

砂防部技術課技師

		

中根 昌士

斜面保全部技術課技師

		

細川 清隆

総合防災部技術課技師

		

澤田 和宏

砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員

		
【新規出向】
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平成24年度（一財）砂防・地すべり技術センター研究開発助成決定

５月21日（月）アルカディア市ヶ谷で行われた標記委員会の審議を経て、応募総数の30件より、本年度の助成該当者を下記６名に
決定いたしました。
タイトル

代表申請者

所 属

1

山地流域における森林の土砂災害防止機能を考慮した
土砂災害リスク評価手法の開発

執印 康裕

宇都宮大学

2

コミュニティ早期警報用機器の開発

山田 孝

三重大学

3

大規模土石流の評価手法の構築に向けた土石流の流下と
地形条件・材料特性の相互作用に関する検討

堀田 紀文

筑波大学

4

大規模崩壊後の流砂系総合的土砂管理手法に関する研究

藤田 正治

京都大学
防災研究所

5

豪雨に伴う深層崩壊発生予測のための
基岩内地下水位上昇の物理的確定手法の開発

小杉 賢一朗

京都大学

6

土砂災害シナリオ（スクリプト）の解明
──減災のための行動変容手法の開発

村越 真

静岡大学

依頼講師

講師

派遣日

相手先

講義（講演）内容

綱木 亮介

４月11日

国土交通省
水管理・国土保全局防災課

池谷 浩

通年

国立大学法人群馬大学

向井 啓司

５月18日

嶋 丈示

５月29日

砂防鋼構造物研究会

６月５日

SBウォール工法研究会

SBウォール工法研究会講習会「砂防ソイルセメントについて」──大阪市

６月21日

SBウォール工法研究会

SBウォール工法研究会講習会「砂防ソイルセメントについて」──鹿児島市

平成24年 地すべり対策の勉強会
非常勤講師「社会環境工学特別講義Ⅱ」

（財）熊本県建設技術センター 研修会「砂防・急傾斜と地滑り」
「鋼製透過型砂防堰堤の合理的な計画・設計を行う上での課題」

嶋 丈示

海外研修及び協力

国
フランス
グルノーブル
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出張者
比留間 雅紀

期 間
４月21日～29日

目

的

インタープリベント砂防行政官会議出席（本文参照）
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平成24年度 砂防学会通常総会ならびに研究発表会

５月23日（水）から24日（木）にかけて、
（社）砂防学会主催の砂防学会通常総会ならびに研究発表会が高知県民文化ホールにおいて開催
されました。研究発表会には一般参加を含め1000名を超える盛会となり、活発な論議が繰り広げられました。当センターからの発表は下記
のとおりです。
所属部

発表者

企画部

近藤 玲次

数値シミュレーションを用いた雲仙・普賢岳溶岩ドーム崩壊時の影響調査

2

中山 貴士

信濃川水系魚野川支川登川流域における流木流出実態について（平成23年7月新潟・福島豪雨の事例）

3

垣本

毅

鹿児島県における土砂災害警戒情報の発表単位細分化の留意点

太原

晶

立谷沢川流域濁沢川で発生した深層崩壊による土砂流出について

1

4

砂防部

タイトル

5

吉田 圭佐

火山性ガスによる鋼製砂防構造物の腐食状況調査

6

道畑 亮一

堆積速度係数が河床変動計算に及ぼす影響：平成7年姫川災害の事例を用いた検討

7

厚井 高志

砂防現場における汎用デジタルカメラを用いた簡易計測に関する検討

8

藤田 浩司

噴火様式の相違と噴火後に発生する土石流との関係

藤沢 康弘

火山噴出物の特性と噴火後に発生する土石流との関係

10

戸松

火山ハザードマップを用いた通過交通を対象とする交通規制のロールプレイ方式防災訓練

11

植

12

前寺 雅紀

13

斜面保全部 加藤 誠章

14

池田 暁彦

自然河道における出水中の土砂堆積特性について

15

嶋

維持管理から見た鋼製透過型砂防堰堤の部材間隔に関する提案

9
総合防災部

敬
弘隆

丈示

新燃岳噴火対応を受けた霧島火山緊急減災砂防計画の評価
平常時対策と緊急時対策に区分した火山砂防計画の検討
ALOS画像の砂防事業への適用の検討－富士山大沢崩れを対象とした事例報告－

川村 崇成

砂防ソイルセメント（INSEM）の経年変化に関する調査

17

酒井 敦章

奈良県十津川村野尻地区における土砂災害実態について

18

鈴木 拓郎

音圧データを用いたハイドロフォンによる掃流砂観測手法の現地適用性について

16

研究所

※所属部は発表当時

平成24年度（一財）砂防・地すべり技術センター講演会開催

６月19日（火）砂防会館別館シェーンバッハサボーにおいて「
（一財）砂防・地すべり技術センター講演会」を開催いたしました。当日は台風
４号影響下の悪天候にもかかわらず、280名ものご参加をいただき、誠にありがとうございました。詳細は次号でご紹介いたします。
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不快指数が頂点に達した盛夏のラッシュ時、某有

界隈
食べある考
season2
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スにどっぷり漬けて食べる、まさにオトナの夏休み♪

名テーマパーク帰りとおぼしい小中学生集団と乗り

壁を埋め尽くすお品書きの張り紙にワクワクしな

合わす。声高にしゃべる者有り、スマホに没頭する

がら、次は何を食べようか、その前に焼けた舌をし

者有り、熟睡中の者有り、いずれも小洒落た服をま

ずめるのは甲子園ハイボール、そのチープな薄さが

とって、高名なネズミマークの袋を手に傍若無人に

好もしい。

席を占領……。いやがうえにも体感温度を上げる彼

「串カツ甲子園」と
「ガリガリ君ハイボール」
串カツ甲子園
東京都千代田区鍛冶町
２-12-13
一番街共同ビル1・2Ｆ
JR 神田東口徒歩1分
☎ 0 5 0 - 5 815 - 3 316
http://www.hotpepper.jp/
strJ000694720/

らを、極力視野に入れないように「忍」の一字で耐

そこで思い出したのが「ガリガリ君ハイボール」な

える。なにゆえ額に汗して働く身には１週間がせい

るものの存在である。友人が遭遇したのは中標津の

ぜいなのに、元気横溢なる遊民に２か月近い夏休み

とある居酒屋であったらしいが、子供の夏のシンボ

が与えられるのか、
この不条理に答えは見いだせない。

ル、ガリガリ君と成人向けハイボールの合体とは、
いかにも「オトナになりきれないオトコ達」の心をく

夏休みと言えば高く晴れわたった空に舞う白球、

すぐる。不幸にして80年代以前に少年時代を終え

甲子園は昭和少年達の憧れだった。
ネーミングとガー

た諸兄のために申し添えておくと、
「ガリガリ君」と

ド下というロケーションに惹かれて神田の「串カツ

は中がカキ氷状になった当たりくじ付きアイスキャン

甲子園」の油じみたのれんをくぐる。１階は立ち呑

デーであり、発売されては消えていく数多くのフレー

み席、狭くて雑駁ないかにも昭和のたたずまいであ

バーの中で（諸説はあろうが）王道はソーダ、コー

る。まずはキンキンに冷えた中ジョッキでのどを潤し、

ラ味にとどめを刺す。今もコンビニで売上を伸ばし

おかわり自由のキャベツをつまんで待っていると、来

ているというから、平成の若人の味覚も棄てたもの

ました、チクワにウズラに、紅ショウガ！！ 揚げたて

ではない。

を、今や全国的なスローガン「二度付け禁止」のソー
スパゲッティーをパスタと呼び、物心ついた頃か
らPCをおもちゃ替わりにしてきた平成生まれの諸君
の、意外につつましい味覚に免じて不条理は水に流
そう。楽しい夏休みを過ごしてくれ、子供時代は二
度と来ない。君たちがオジサンになった時「いい夏

昭和の匂うたたずまい

10本900円也の串カツセット

編集後記

ガリガリ君
ハイボール

休みだったよな、また明日もガンバロー」と思えるよ
うにね (^_^)v

（S）

ところで安倍晴明というと、狐の化身を母として生まれ、式神

市ヶ谷便り

を操り、数々の謎と伝説に包まれた妖しい呪術師のような印象を
持っていたのですが、実際は陰陽寮という朝廷の所属機関に務め

「見ました？」
「感動的でしたね」という会話が交わされた５月の

る公務員だったそうで、
「天文博士」も「陰陽師」もれっきとした

朝、ご覧になりましたか、金環食の造化の妙を。都心でも、小さ

技術系官僚の肩書きだそうですよ。文字通り宮仕えの身ですから、

な公園や広い舗道のそこここに人が集まり、自然発生的に即席の

主計寮という国税庁のような部署への出向や、播磨守に任命され

観測スポットができました。壮大な天体のスペクタクルは、老若

るなど配置換えや昇進もあった……と聞くと俄然、その存在がリ

男女を問わず人をときめかせるもののようです。

アルなものになりますね。

今回のように広い範囲で観測できるのは1080年の平安時代以
じゅう に ひとえ

来とのこと、百人一首の十 二 単くらいしか思い浮かびませんが、
あ べの せい めい

史実と不可思議が混在する平安の代から1000年を経た東京、あ
いにく薄い雲がかかりましたが、天空に環が結ばれると、思わず上

このところブームになっている平安の天文博士「安倍晴明」で検

げた歓声から会話が始まって観測グラスを交換し合う人、
「まだ見

索してみると、残念なことに彼はその75年前に没していました。

えますよ」と行きずりにグラスを手渡してくれる人など、地上でも

しかし天延３
（975）
年に京都で見えた皆既日食については「空が

思いがけない人の環が繋がったのでした。都会では珍しくなった見

墨のように暗くなり、多数の星が見え、鳥が乱れ飛んだ」という

知らぬ者同士の親密な共感、昨年の震災の時にも見られたものです

記録を残しており、これを凶兆と判断した朝廷では大赦を行った

が、人の環をつなぐものが凶

ということです（http://www.accumu.jp/about-accumu/）
。天の

事だけではないことがちょっ

岩戸隠れの伝説にも見られるように、日中突如太陽が消えるとい

と楽しく、いつになく晴れや

うことは、当時の人々にとってはショーどころか驚愕の天変地異

かな気持ちで始まった週明け

だったに違いありません。

の月曜日でした。
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（J）

S

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/

