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ごあいさつ

近藤 浩一
こんどう こういち

（一財）砂防・地すべり技術センター 理事長

新春の富士と社
や し ろ

に願う

　昔から初夢に見ると縁起の良いと言われる「一富士　二

鷹　三茄子」のうちの富士山について新年号の書き始めと

させていただく。私の最寄り駅の二階コンコースから、晩

秋から真冬にかけて富士山の山容がよく見える。とくに清

澄な冬の朝に見える富士は高嶺に白雪をかぶり、凜として

神々しく見える。本当に清々しい気分にさせてくれ、また

「四方の山を見下ろすように、心も視野も広くもっている

か」「自然に対して謙虚さを忘れていないか」などと言っ

ているかのように見える。この富士が活火山であることな

どを忘れさせるほどの秀麗さである。

　しかし一昨年3月11日の「東北地方太平洋沖地震」に続

いて余震が頻発する最中、3月15日静岡県東部を震源とす

るM6.4、震度6強の地震が起きた時、富士山の火山活動に

影響したか（寝た子を起こしたか）と一時想像した人も少

なからずいたと思う。巨大な海溝型地震の前後で大きな内

陸型地震が発生することがある。そして巨大地震によって

火山活動が誘発されることが指摘されている。1707年10

月28日宝永地震が発生し、それから49日後の12月16日富

士山が大爆発（宝永大噴火）を起こしたのである。平安時

代前期の869年貞観地震により三陸大津波が起きたと記さ

れているが、その5年前には青木ヶ原溶岩を流し出した富

士山の貞観大噴火（864年）が記録されている。東北の大

地震が富士山をはじめ火山の噴火に繋がらないことを祈る

ばかりである。

　この富士山も火山活動によって、四方八方に溶岩流を流し、

川を堰き止めて湖を造りだし、また溶岩や土砂で埋め尽くし

たり、時には大規模な岩屑雪崩を起こし、降雨や降雪は地下

水となって山麓に湧水池群を残している。古来よりそれらの火

山活動によって過酷かつ豊かな自然を人々に与えてきた。

　富士山信仰の総本山は静岡県富士宮市にある富士山本宮浅

間大社であり、平安時代初期に富士山の噴火を鎮めるため建

立されたようだ。山梨県富士吉田市にある北口本宮浅間神社

も歴史は古く788（延歴7）年に現在の地に社殿が造営され、

14世紀には参詣のための宿坊が出来始め、吉田口登山道の起

点となる神社として今日に至っている。噴火時の溶岩流や降

下物による災害だけでなく、噴火が収まってからも火山泥流

による災害も頻発した。富士北麓では中世16世紀半ば「雪代」

が度々発生し、北口本宮浅間神社付近の上吉田地区は雪代に

襲われた記録が残っている。雪代は主に春先の急激な気温上

昇や降雨によって融雪が進み土石流となって多量の土砂が急

激に流下するもので大きな被害を及ぼす。本来、浅間神社の

正面に上吉田が位置しているはずであるが、1572（元亀3）

年には現在の位置に移設された記録がある。浅間神社の横を

流れる富士山の野渓（現在の間堀川と思われる）が雪代の通

り道で旧の上吉田は雪代の氾濫地であり、移設した集落は神

社からの主軸を大きくずらして雪代の被害のない所で新たに

街づくりがなされたのである。その後、参詣、富士登山の宿

場として発展し440年経った今日も往時の面影を鳥居や御師

の家などに残している。

　日本を代表する観光地として世界からも多くの観光客が訪

れ賑わっているが、火山活動から雪代まで山は急変する事を

忘れてはならない。急変によって街も生活も呑み込まれるの

である。富士五湖のひとつ西湖のほとりにある「いやしの里  

根場」も静かにそのことを語りかけている。

sabo vol.113 Jan.2013 1



時 評

　2年前の本誌に「老人の妄想」という駄文を書かせて

貰った。砂防関係の各位にお話しする機会はもうあるま

いと、大げさにいえば遺言のつもりで、どなたにも気兼

ねしないで勝手なことを書き、自己満足していた。とこ

ろが今回又、編集の方から依頼があり、即座にお断りす

る筈が、なんやかや云ってる内に、承知してしまった。

こうなってしまったのは編集の方のねばりが主因ではあ

るけれど、この2年間に発生した大災害、いうまでもなく

3.11の東北大震災のショック、それを契機に考えざるを得

なかった事柄を書いておいた方が良いのではと思い始め

たからでもある。

３.11以後

　テレビつけっ放しの自堕落な昼寝から覚めるともなく、

眺めたテレビには、田畑や集落を破壊しつつ前進する津

波を執拗に追い続けるヘリ画像が、延々と映し出されて

いた。「これが津波だ！」と瞬間的に、深く、思い知った。

災害に関わる仕事に長く関わり、終点に近い時点で初め

て「津波」を実感できたという気持ちと、しかしもう、

何も関わりようがない年寄りであるという自覚があった。

以来、大規模な痛ましい被害の実態、更には福島原発の

深刻な危機が昼夜を分かたず連続して報道され（それは

今も続いているが）、引退したヒマ老人はテレビにくぎ付

けという事態がしばらく続いた。

　昔風の数え年でいえば80歳になる老人で悠々自適の生

活を過ごしている姿にみえても精神状態はそれほど不動

のものではない。若い人には杞憂に過ぎない事柄でも長

く気になり、不機嫌にもなる。そういう自分がバカバカ

しいと判っていて更に不機嫌になる。遠く離れた関西に

住み日常生活には殆ど影響がない東北の災害ニュースで

も、必要以上に反応する自分の気分が腹立たしい。

　当然のことながら、これを契機として、災害について

の考え方、防災技術についての根源的な見直し、反省の

議論が、専門家のみならず、広く一般の人々にも広まり

つつある。防災の基本思想が大きく変革せざるを得なく

なったことは確かである。またそれは原発事故という国

のエネルギー政策の変革をも迫る深刻な問題にも深く関

係する事態になっている。最近、日本地震学会は「現在

の地震学では予知は非常に困難、予知に依存しない防災

を」と宣言した。長い年月をかけて多額の国費を投入し

て、地震予知体制を着々進めてきたはずと思っていた私

にとっては、今更、何を言うのか、という気持ちになるが、

今回の地震発生が及ぼした研究者へ大きいショック、深

い反省がうかがえるし、国の地震研究、対策の方向が大

きく転換されるだろう。今日のニュースではイタリアの地

震専門家7人が地震予知に失敗したとして禁固6年の判決

があったと報じられており、専門家、科学者の社会的責

任をどう考えるか難しい問題を提起している。

　ところで、どのような災害対策についても、対応すべ

き災害の規模、大きさを最初に予想（あるいは仮定）す

べきは当然である。それがないとハード対策としての防

護工を計画できないし、ソフト対応としての警戒避難体

制も策定できない。それは計画量と呼ばれ、200年超過確

率雨量とか、既往最大土砂流出量とかが採用されてきた。

この基本計画量はどのような災害についても、その防災

指針の根幹をなす数値である。今回の災害の教訓として

既往の計画量の見直しの論議が始まり、それはすべての

分野の防災計画の基本思想に大きい影響を及ぼすことは

確実である。

　今、提言されているのは「想定外の規模の災害が起こ

り得ることを考えておく」ということである。「想定外の

こと」とは「考えられないこと」であり、それをどうやっ

て考えるのか、というのは老人のいちゃもんであり、こ

こでは触れない。「想定外」に対応する「想定内」は端的

にいえば今までの基本計画量であろう。それがいつ、誰

がきめたかは知らないが、国の防災投資の基本方針を端

的に表現している。無限に大きい災害を想定して無限の

経費を投入することはできず、世間の人（誰だかよくは

わからぬが）がある程度納得する値として、200年超過確

率雨量とか既往最大土砂流出量が存在していたのだろう。

　今回、それをはるかに超える大規模な災害が発生し甚

大なる被害を生じたことから、既往の計画量以上の規模

新春雑感

京都大学名誉教授
小橋 澄治

こばし すみじ
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の災害が起こり得ることを自覚し、その対応を考えてお

くべきだというのが、「想定外の規模の災害の可能性を考

えておく」ということの意味だろう。既往の計画量を決

定するのに超過発生確率の考え方が基本にあったわけで、

確率論的に考えれば、計画量以上の規模の災害が全く起

こらないとは思っていなかったはずである。しかしなが

ら一旦計画量が決定されてしまうと，いつのまにか、そ

れ以上の災害は起こり得ないと思いこみ、思考停止状態、

想定外になってしまう。阪神大震災で多数の橋脚が倒壊

したときも同じような話があったように思う。十分な強

度設計で造られた橋脚だから絶対に倒壊しないと思いこ

むと、そこで思考停止が起こり、万が一、破壊されたと

きの対応は誰も考えなくなる。起こり得ないと思うけど、

仮に橋脚が破壊されても橋桁がすぐには落下しない方策

を考えておいたとしたら走行車両が落下しないですんだ

だろうという議論だったと思う。

　人間は本質的に異常なこと、例外的なことを嫌うよう

で、日常的に決まった、或いは決められたことを殆ど無

意識のうちに粛々とこなして暮らしていくのが快適だと

思うようである。要するにその範囲外のことは「思考停止」

して暮らしているのである。「思考停止」は一種のはやり

言葉のようで、iPadで検索すれば、ずらずらと項目がで

てくる。経済不況の折から、経営危機における経営者や

社員の「思考停止」の弊害を論じているのが多いように

思う。古く遡れば古代ギリシャ哲学懐疑主義派（ピュロ

ン派）に「エポケー」（判断停止）なる概念があったそう

な（最近読んだ本にもっと説明があったと思うが、何の

本だったか全く思い出せないのでこれ以上は触れない）。

といったような反省から、最近公表される、今後の太平

洋沿岸部の津波の最大高さは各地で20ｍに迫る巨大な規

模になっている。これは複数の悪条件が複合して揃った

場合の最大値であり、それが必ず起こるわけではないが、

起こる可能性は皆無でないことを忘れないで（思考停止

しないで）防災計画を立てるべきだということである。

当然、既存の津波に関する防災計画は根本から考え直す

ことになる。今でも遅れ気味といわれる東北地方の復興

事業を進めるのに大きい影響を及ぼすであろうし、21世

紀前半には発生する可能性があるという南海トラフ巨大

地震による東海、近畿、四国の太平洋沿岸部の津波対策

も再検討が必要である。

　問題はこういう提議を防災技術者側がどのように消化

して具体的な対応策が提案できるかということだろう。

このような巨大な規模の津波に対して、ハード対策工の

限界は明白で、20ｍ前後の巨大擁壁群で日本列島を取り

囲むわけにはいかないし（大津波を対策工で直接阻止で

きるのは、それこそ原発クラスの重要施設だけだろう）、

対応の主体は、既にいろいろ議論されている通り、ソフ

トな対応策で居住地の高台移転の促進や警戒避難体制の

強化だろう。しかしそれもマスコミで指摘されている通

り簡単な問題ではない。

　私は「想定外の規模」だけで思考停止してしまうと何

も出来なくなってしまうと思う。例えば20m高さの津波に

対して、10m分はハード対策で、こぼれ出る10m分をソフ

ト対応でという考えはナンセンスでしょうか。シロウト論

議はやめにするが、ハードとソフトの分担、その有機的

な繋がりを考えるのはどうだろうか。

　この災害を契機として、国土の防災基盤を強化してい

くべきだという議論も出てきた。その通りだと思うが（公

共事業待望論は論外であるが）、昨今の財源問題を考えれ

ば、地道に長期計画で進めていくしかない。ところで最

近の人口動態予測によれば、2080年代には日本の人口は

6000万人台まで急減するという。それは当然国の総生産

量の減少を齎すだろう。守るべき人間が減り、財源も減

る訳である。人口減は全国一律に生じるはずはなく地域

的格差は拡大するだろう。また災害は地域の問題である。

地域ごとの人口、産業動態の将来予測と振興策を示す地

域計画の提示がまず必要で、その一環として防災計画が

あるべきだろう。

　と、いうような課題が3.11以降に、日本の防災屋全般に

突きつけられていると思う。

　ところで、砂防屋の皆さんはどうお考えでしょうか？  

3.11以降には、紀伊半島で未曾有の豪雨で深層崩壊が多発

し、崩土による天然ダムがいくつも出現し、崩落が心配さ

れたが、事なきを得たようだ。天然ダムの問題はかなり

以前から多数の研究の蓄積があったから、その成果も生

かせたのではと、勝手に思っている。ところで、この災

害は想定外の規模だったのでしょうか？　私が申し上げ

たいのは例えば、3.11を契機として、防災専門家のみなら

ず、一般市民の災害への関心が高ま

り、防災計画に関わる基本的な考え

方にも意見を出すようになり、砂防

計画の基本的な計画量なども仲間内

だけの閉鎖的議論で決められなくな
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時 評

り、広く一般市民が納得する開けた議論にする時代が

近く来るのでは、というようなことである。

高齢者予備軍の方々に

　今、難しい局面で奮闘されて

いる優秀な現職の砂防専門家に

役立たずの妄言をぐずぐず云う

のはやめましょう。本稿を終わ

る前に、話はがらりと転換し、後期高齢者入りしてだ

いぶ時を経た老人から、最近、高齢者入りした方々、

或いは高齢者予備軍の方々に老婆心ながら申し上げた

いことがあります。

　ぶっちゃけていえば、人間、年を取っていくという

のは、死に刻々近づき、体力が減少し、数々の病が増え、

身内や親しい人との別れが連続し、何もいいことなし

になっていくことです。さらに高齢になればなるほど、

数々の苦が増大していくわけです（みもふたもなく、

そういうことをいったのがお釈迦さんのようで）。老人

性うつ病に陥るのも当然でしょう。しかしながら、人

間はそれを回避する方策も心得ているようで、多くの

方々は、そういう現実については「思考停止」し、楽

しいことや、やりたいことに熱中して、終点を迎えた

いと思っている。不幸にも、思考停止が出来ないくら

いの深い悲しみ、苦しみに遭遇してしまったら、どう

するのか。テレビでの、ある精神科医の先生の、「究極

の段階で救いになるのが、“祈り”です。ひたすら祈る

ことです」という発言に、なるほどと思った。それが

宗教なのだと感心した。

  「思考停止」を可能にする楽しみ、やりがいは何か。

本当はそれは仕事だと思う。哲学者、小説家、画家、

音楽家等々、自分個人の力だけで生涯現役を続けられ

るモノをお持ちの方は大変幸運で、何も言うことあり

ません。一般に、研究者は大学等を定年退職しても生

涯かけて独自に好きな研究を続けられるとお思いでし

ょうが、私のごとく砂防学、緑化工学などフィールド

調査をも欠かせない応用工学系の研究者には、その道

は大変困難である。急こう配の山道を登れなくては話

が始まらない。計測器の目盛が老眼で見えないでは話

にならない。応用工学は時代の流れや社会経済的条件

に従って、内容は大きく変わってくる（そうでないと

意味がない）。勿論、長年その道の研究を続けてきた者

として、お手伝いできることはあるが、フルタイムの

やりがいというわけにはいかない。

　私は還暦の頃、何か趣味を作りなさい、とのご忠告（或

いは苦言、余程、教養のない人間だったのだろう）を

複数の方々から頂いたことに大変感謝している。80歳

近くになったいま、後輩の方々には、趣味は持った方

が良いというより、持つべきもの、持たなイカンと申し

上げたい。自己を直視すれば、お釈迦様の言う通りの

宿命にある。年を取りつつヒマになれば、その宿命に

意識が集中するのは当然で、よほど強靭な神経を持つ

人でない限り、老人性うつ症状の方向へ進んでしまう。

それは本人の勝手ともいえるけれど、人間、孤独では

生きていけず、周りの関係者にとって扱いにくい老人

になり、大迷惑である。

　やりがいがある（思考停止に値するだけの）趣味と

いうのは、深く広い基礎知識や技術習得を必要とし、

長く関わらないと作り上げられないし、楽しみという

境地に至らないから、なるべく早い時期から始めるべ

きだと思う。

　私ごとで言えば、60歳前半に学術会議会員を6年ほど

勤めさせて頂き、広範な学問分野の大先生方に接して、

未知の広大にして深遠な学術世界をちょっとだけ覗か

せていただいた。特に理学部系、文学部系の先生方の

発想は私には新鮮でした。60歳後半から8年ほど小さな

文系単科大学にお世話になり、若くて優秀な（それと

功成り、名を遂げた老齢の）文学部出身の先生方との

交流は貴重でした。この２つの幸運によって、専門外

の広い世界の存在を認識でき、趣味としての読書の範

囲を拡大できました。今は自然科学系の読物（宇宙論

や生物進化、地球の話）、人文系の読物（高齢者らしく、

哲学・宗教、歴史）の乱読ですが、読めば読むほど、

どんどん忘れる。これでは意味ないなと思いながら、

それでも続けていると、読んだことを全部忘れていく

わけでもなく、数パーセントの記憶の残り滓でも集積

し、年を重ねると知識の構造が形成され（歪んだ構造

でしょうが）ることが判りました。そうなると本の読

み方に余裕がでてきて、楽しくなってきます。

　絵が好きな自分を60歳で発見したのも幸運でした。

比較的若い頃から、リモセン関連の画像処理の仕事を

していたが、60歳頃からペイント系のソフト上でマウ

スを使って絵を描けることを知り、比較的簡単にはま

ってしまった。ピカソみたいな（ピカソに失礼だ！）
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妄想的絵をマウスの動きにまかせて描くのは最良の気

分転換、ストレス解消法であり、今でも続いている（マ

ウスがタブレットに変わったが）。73歳で引退後に、運

動不足解消のため戸外でのスケッチを始め、今は鉛筆

や絵筆での絵も描くようになった。

　私にとって絵を描くことは、時を忘れて熱中する手

段（思考停止の手段）であり、出来あがった絵は重要

ではない（欲しい人には差し上げるが、そんな物好き

は数少ない）。最近、私の絵は細密化の傾向にあり、職

人さんのごとく、細かい図形を単調に繰り返し、時間

を掛けて無心に描く。そんな単調な作業は若い頃の私

はもっとも苦手としたはずなのに。美学系の大先生の

言では、昔は細密にして絢爛豪華な伝統的日本工芸品

を手掛ける若い職人さんは食を減らして、人為的に若

さ故のエネルギーを減退させ、長時間の単調にして繊

細な仕事に耐えたという。つまりはエネルギーが枯渇

した老人になったということだ。

　読書や美術、音楽鑑賞といった、頭脳だけ働かせる

受動的な趣味よりも、絵を描くとか楽器を演奏すると

いった身体を使う能動的趣味の方が良いといわれるが、

その通りと思う。能動的趣味の方が「思考停止手段」

として有効だと思うからである。ただし能動的趣味が

楽しみに達するまでは、それなりの技術習得が必要で

（鉛筆やマウスで円や直線をフリーハンドで自由に描け

るようになるだけでも結構な時間を要する）、それゆえ

なるべく早く始める方が良い。最近は身体論とか心身

一体論とかの議論があり、身体を使うことが精神にも

良い影響を及ぼすということらしい。

　私が良き趣味として推奨したいのは家事である。家

事は生きている限り避けられない仕事でもある。これ

からの未曾有の高齢化社会、少子化時代に、家事を雑

事として避けて一生を終えられる人は余程幸運な方だ

けである。家事はせざるを得ないなら、それを消極的

雑事と思わないで、積極的趣味と考える方がよろしか

ろう。しかしながら、家事と趣味の決定的違いは、趣

味は気が向いたときだけやれば良いが、家事は毎日恒

常的に続けなければならず、気が向かない日には消極

的雑事としてでもこなさなければならない所にある。

　私の担当する家事は料理である（いつの日か、家内

との力関係で決まったらしい）。2，3日ごとのスーパー

への買出し（大勢のジジイが私と同じ境遇にいるのが

判る）を含めて毎日3回延々続く。外食や既製品（最近、

品質向上がめざましい）でごまかす日を作って、士気

低下を防ぐ。完全な食事担当者になって数年になるの

で、今では日常生活のサイクルの一環になっているが、

思考停止のマンネリとなるのは禁物で（趣味でなくな

る）、日々気分一新、仕事のごとく真面目に、なるべく

几帳面に進めるべきである。手抜きやオフザケは、テ

キメンに作品に現れ、それを消化する私本人に報いて

くる。料理の趣味としての価値は、製作過程では職人

的ものづくり感覚が味わえること、出来あがった作品

の品質が良ければ、短時間で消えてなくなり、満足感

が得られることだろう。

　つまらぬ私の趣味の紹介になってしまって申し訳な

いが、男性でも80歳前後まで（もっと延びるかも）は

生きなくてはならないのです。早いうちからなるべく

多様な趣味を育成すべきだと思うからです。私の経験

では趣味を見つけるきっかけは日常生活の中に沢山こ

ろがっています。ただし、自分に合ったものしか長続

きはしませんし、高齢になると無理になるものもあり

ます。70歳位までは、野山の花を写真にとり、図鑑で

学名を調べるという趣味もあったが、だんだん写真の

ピントが合わなくなり、戸外で撮影のためしゃがむと

立ちくらみが発生するようになり、諦めました。

　末筆ながら、皆さまのご多幸をお祈りします。

小橋 澄治・画
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T O P I C S

大坂 剛
おおさか たけし

国土交通省 大隅河川国道事務所 所長

桜島と火山と砂防
──大正噴火から
100年をむかえて

腹の荒廃が進んだ。これに伴い土石流が頻発するように
なった。
　昭和49年8月9日に、野尻川上流で工事中の作業員5名
が土石流に巻き込まれ死亡するという惨事が起こった。
当時の生存者の1人は、地元新聞社のインタビューに対し
て、次の様に述べている。

「あの事故の日は、昼食時間に雨がパラパラと降っただ
け、その後の3時のお茶の時間にザーッときたが、ほか
の時間は陽が照っているくらいの天気。こんな日にまさ
か鉄砲水が起きようとは……」

　野尻川からわずか4キロしか離れていない対岸の鹿児
島地方気象台の当日の雨量は0ミリであった。これは、
局地的な降雨特性や、わずかな降雨でも発生する桜島の
土石流の特性を物語っている。
　このように、活動中の火山での砂防工事という特殊な
条件もあり、技術的な困難性や多額の工事費を要するこ
とから、国による対策の要望が高まり、昭和51年より直
轄砂防工事が着手された。以降、多くの先輩が桜島の
砂防事業に携わられ、昼夜を問わず土石流対策に奔走
されてきた図-1。
　火山活動は、平成18年6月4日の昭和火口の噴火以降、
活発化の一途をたどっており、平成23年には爆発的噴火
の回数が、観測史上最大の996回を数え、本年も843回＊1

を数えている写真-2。　　　　　＊1：平成24年12月2日現在

２．桜島爆発記念碑
　桜島の東部、鹿児島市立東桜島小学校にひっそり
と記念碑が佇んでいる。「桜島爆発記念碑」という

1．はじめに
　桜島は有史の時代より噴火を繰り返し、数々の災害
を引き起こしてきた。記録に残る最古の噴火は、和銅元

（708）年のものであり、今から1300年余り前の奈良時代
である。その後も文明3（1471）年、安永8（1779）年、大
正3（1914）年、昭和21（1946）年が記録に残る大噴火で
あり、そのうち、特に大正3年の噴火においては、死者・
行方不明者58名、負傷者112名、家屋の焼失2,148棟、
家屋の全半壊315棟と甚大な被害が発生し、流出した溶
岩により大隅半島と桜島が陸続きとなった写真-1。その
大正噴火から2013年で100年となる。
　桜島の砂防事業は、鹿児島県により昭和18年に持木
川で始められたが、本格的な砂防工事が行われたのは、
昭和21年の野尻川からである。昭和噴火後は、火山活
動は一旦沈静化し、山体の荒廃も比較的進まず、土石
流の発生も比較的少なかった。しかし、昭和30年に山
頂噴火を起こして以降、特に昭和47年以降は活動が活
発となり、爆発の際に噴出される火山灰などによって山

写真-1 鹿児島市城山から見た噴火状況（鹿児島県立博物館所蔵）

青実線が直轄担当河川、円（赤色）の範囲が立入禁止区域（南岳・昭和
火口から半径２km）

図-1 桜島管内図
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写真-3,4。大正噴火後の大正13年に建立された記念碑
には、以下のように記されている。

「大正三年一月十二日桜島ノ爆発ハ安永八年以来ノ

大惨禍ニシテ全島猛火ニ包マレ火石落下シ降灰天地

ヲ覆ヒ光景惨憺ヲ極メテ八部落ヲ全滅セシメ百四十

人ノ死傷者ヲ出セリ其爆発数日前ヨリ地震頻発シ岳

上ハ多少崩壊ヲ認メラレ海岸ニ熱湯湧沸シ旧噴火口

ヨリハ白煙ヲ揚ル等刻刻容易ナラザル現象ナリシヲ

以テ村長ハ数回測候所ニ判定ヲ求メシモ桜島ニ噴火

ナシト答フ故ニ村長ハ残留ノ住民ニ狼狽シテ避難ス

ルニ及バズト諭達セシガ間モナク大爆発シテ測候所

ヲ信頼セシ知識階級ノ人却ッテ災禍ニ罹リ村長一行

ハ難ヲ避クルノ地ナク各身ヲ以テ海ニ投ジ漂流中山

下収入役大山書記ノ如キハ終ニ悲惨ナル殉職ノ最

期ヲ遂グルニ至レリ

　本島ノ爆発ハ古来歴史ニ照ラシ後日復亦免レザル

ハ必然ノコトナルベシ住民ハ理論ニ信頼セズ異変ヲ

認知スル時ハ未前ニ避難ノ用意尤モ肝要トシ平素勤

倹産ヲ治メ何時変災ニ値モ路途ニ迷ハザル覚悟ナカ

ルベカラズ茲ニ碑ヲ建テ以テ記念トス

大正十三年一月　東桜島村」

　大正3年1月12日に発生した桜島の爆発は、安永8年

以来の大惨禍となり、全島は猛火に包まれ、火石が落

下し、降灰が天地を覆い、光景は惨憺を極め、8集落

を全滅させ、140人の死傷者を出した。その爆発の数

日前から地震は頻発し、山上は多くの崩壊が確認され、

海岸には熱湯が湧きだし、旧噴火口からは白煙をあげる

など刻一刻とただごとではない現象が発生したことをう

けて、村長は、数回測候所に判断を求めたが、「（測候

所は）桜島に噴火なし」と答えたことから、村長は、島

に残留した住民に対し「あわてて避難するには及ばない」

と諭したが、まもなく

大爆発が発生し、測候

所を信頼した知識階級

の住民は、かえって災

禍に罹り、村長一行は

避難する場所もなく、

各人が身を海に投じて漂流していたが、山下収入役、大

山書記は終に悲惨な殉職を遂げるに至ったのである。

　本島の爆発は、古来の歴史に照らせば、将来また再

び免れないことは必然のことといえよう。住民は科学を

信頼せず、異変を察知した場合には、事前に避難の用

意をすることが最も肝要である。平素から節約倹約をし

て家業に励み、いつ何時災害にあっても、路頭に迷わ

ないような覚悟がなければならない。ここに碑を建立し、

以てその記念とする。

大正１３年1月　東桜島村（以上、筆者仮訳）

　大正噴火後に県内で多くの記念碑が建立されたが、
その中でも最も有名な記念碑である。火山の異変現象を
察知したら、理論、つまり科学を信頼せずに住民は避難
をするよう訴えており、大噴火の前兆等の描写を含め、
読む者に強烈な印象を与える。
　当時の測候所管内には震度計が一基しかなく、火山
性地震を観測する体制が貧弱であり、噴火予知が充分
に行えなかったとするのが定説であり、そのような背景
から碑文を解釈することも可能である。しかし、下線部
を付した後半、「異変を察知した場合には、事前の避難
の用意」というくだりは、総合的な土砂災害対策として、
土砂災害警戒区域等の指定、土砂災害警戒情報の気象
台との共同発表や、土砂災害防止月間等を通じた一般住
民の土砂災害防止に関する意識啓発を推進するうえで、
火山災害から得られる貴重な教訓である。
　私が過去に勤務した県の山間部の集落では、平成16

写真-2 昭和火口の噴火状況（平成24年6月1日） 写真-3 桜島爆発記念碑近景

写真-4 桜島爆発記念碑文
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の安全確保にあったことはいうまでもない。
　昭和55年に当事務所（当時は建設省大隅工事事務所）
が作成した「四十年のあゆみ」記念誌によると、直轄砂
防工事を開始する2年前の昭和49年度から直轄砂防調査
が開始され、学識経験者を含む「桜島防災対策技術委
員会」を設置した。当委員会の指導のもと、昭和50年よ
り野尻川をはじめとする７河川8箇所で土石流観測所が
設置され、河川を横断する検知線が土石流により切断
すると撮影を開始するVTR観測が実施されるようになっ
た。同時に7河川7箇所に設置された雨量観測所の設置
とあわせて、土石流発生降雨の指標となりうる「有効雨
量」「有効雨量強度」等が解析され、また土石流の流
量や流速等が観測可能となった。これらの成果は、土
石流の基礎的研究に活用されるだけではなく、工事現場
の中止基準等にも一部活用されたわけである。
　初期の監視システムは、水路に設置したワイヤーに土
石流が接触し切断することによりサイレンや観測カメラが
作動する簡単な仕組みであり、また、土石流発生毎にビ
デオテープ交換する方法をとっていたが、昭和62年には
光ケーブルにより出張所に動画を伝送して録画できるよ

年に台風が度重なって来襲し、土砂災害により壊滅的な
被害を受けた。しかし、当時、住民は声を掛け合い、
間一髪のところで土石流災害から難を逃れた。住民はそ
の教訓を忘れず、台風や梅雨期に雨脚が強まると、麓の
公民館に自然に住民が集まり、「隣の家の誰々はまだ家
にいた」「裏山の沢から水がものすごい勢いで出ていた」
など区長に報告し、「早く避難勧告を出してくれ」と市に
要望するというのである。山あいの公民館で、私は区長
さんや住民の皆さん、市役所職員と直接お話をさせてい
ただく機会を得た。どなたも、そうすることは当然のこ
とだ、という口調で熱心に話されていたのが強く印象に
残っている。この集落では「理論」を信頼する必要なし、
といえるのかもしれない。

３．桜島土石流の監視・観測体制
　桜島砂防の特徴の1つとして、土石流の監視・観測体
制の整備に重点を置いてきたことがあげられる。それら
の観測データ等は、結果的には土石流の機構解析や解
明等に学術的に活用されたわけであるが、その背景とし
ては、前述の通り、土石流が頻繁に発生する渓流工事

写真-5 土石流の流下状況（平成24年4月3日野尻川河口部） 写真-6 野尻川河口部堆積状況（左：堆積なしの状況、右：平成24年4月3日土石流の堆積状況（約5万㎥堆積）

図-2 桜島土石流監視・観測体制 表-1
観測機器 箇所数 備考

雨量計 11 データは国交省川の防災情報等で
閲覧可

降灰量計
ドラム缶 18 データは月１回発表

自動降灰量計 11 現在、順次増設

監視カメラ
渓流監視カメラ 31 一部事務所ホームページで視聴可＊2

火山監視カメラ 10 一部事務所ホームページで視聴可＊2

土石流
検知センサー

ワイヤーセンサー 17

振動センサー ５

ハネルセンサー ３

超音波計測器
水位流速計 ８

水位計 ４

ＸバンドＭＰレーダー雨量 観測 １
・国交省ホームページ（Ｘレイン）で
  閲覧可＊3

・垂水国道維持出張所内に設置

＊2：http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/camera_sabo.htm
＊3：http://www.river.go.jp/xbandradar/
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うになった。平成3年には土石流発生に伴い全カメラが
自動的に作動し遠隔操作を行うシステムが完成した。
　さらに、平成8年からは、桜島の東西南北方向から遠
方監視をする火山監視カメラを10箇所設置している。ま
た、ワイヤーセンサーは、土石流発生の切断後に河道内
で張り替え作業を行わなければならないが、梅雨等の長
雨の期間は、ワイヤーセンサーを張り替えることができ
ずに、土石流が発生することもあることから、振動セン
サー、ハネルセンサーを設置している。
　水文観測においても、雨量・水位計データのテレメー
ター化、そして、桜島の相対的に狭い範囲における局所
的豪雨に対応するための小型雨量レーダー計の設置や、
現在では、ＸバンドMPレーダー雨量計による試験運用
も行われている。その結果、現在、以下のような土石流
監視体制を構築している（H24.10.31現在）図-2。
　表-1の通り、桜島を横断する国道224号線等の光ファ
イバー網の整備により、一部観測情報は、外部に公表し
ている。特に火山監視カメラ画像は、月平均10万件以上
のアクセスがあり、整備局管内ではトップクラスのアクセ
ス件数であり、防災関係者のみならず、様 な々分野の関
係者に利用されている。例えば、鹿児島空港においては、
航空管制上、火山灰の中を機体が航行するとエンジンに
致命的な影響があり、場合によっては墜落する恐れもあ
ることから、空港関係者は、当事務所のホームページを
常時監視されているとのことである。このように、土石
流から現場作業員の安全を守る観点からスタートした土
石流監視・観測成果は、さまざまな地域の皆様に利用さ
れている状況である。
　上記の監視・観測体制のもと、現在当事務所において
は、土石流が発生しワイヤーセンサーが切断されると、
担当者の携帯電話に「切断時間」「渓流名」「切断の段
数（河床から60㎝（1段目）、120㎝（2段目）、180㎝（3段目）
に1段ずつワイヤーが張られている）」が通報される。事
務所担当者は事務所に急行し、事務所からカメラを遠隔

操作して土石流の流下状況を監視する。降雨後、安全
を最優先し測量作業を実施し土石流の堆積量などを計
測する。一方で水文情報を整理し、土石流発生日のうち
に土砂災害防止法第29条第2項の規定による「土石流調
査情報（随時情報）」を発表し、関係機関に通知すると
ともに、当事務所ホームページに掲載している。
　今年平成24年は、昨年の31回を大きく上回る55回＊4の
土石流が発生しており、昨年の約4倍の154,885㎥（野尻
川の河口部堆積量）＊5が流出している写真-5,6。
　　　　　＊4：平成24年11月15日時点／＊5：平成24年10月末時点

４．結論
　桜島の火山噴火活動がさらに活発化すれば、立入禁
止区域が拡大し、各渓流上流部に設置した監視・観測
施設が機能不全となることが想定される。また、島内の
各観測データを集約・伝送する桜島砂防出張所や国道
224号線が立入禁止になることも充分想定される。本稿
では触れなかったが、当事務所では超長距離の無人化
試験施工も実施しており写真-7、そのような土石流監視・
観測や無人化施工を超長距離からコントロールする体制
整備、現在の情報ネットワークを補完するバックアップ機
能の整備が緊急に求められる。また、整備内容の詳細
の検討にあたっては、火山噴火終息後の復旧・復興も視
野に入れる必要がある。
　大正噴火の教訓を考えれば、当事務所が取得した監
視画像・観測データを、噴火状況がさらに活発化しても
継続的に監視・観測を実施し、わかりやすく関係住民に
お伝えし、客観的かつ冷静な避難判断に活用していた
だけるように取り組むことが目標である、これが本稿の
結論である。
　「住民ハ理論ヲ信頼シ異変ヲ認知スル時ハ未前ニ避難

ノ用意尤モ肝要トシ」

と島民に言っていただけるよう、大正噴火100年を迎え
る取り組みを加速しなければならない。

写真-7 左：無人化試験施工（桜島砂防出張所内操作室）　右：無人化施工（8㎞離れた有川村の試験施工現場）
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連載エッセイ

4

防災のため
の心理学

吉川 肇子
きっかわ としこ

慶應義塾大学商学部 教授

本連載の第1回で､ 危機対応に

当たって一見常識とされている

ようなことが､ 実は研究成果をみる

と正しくない場合があることを指摘し

た。正しくない思いこみは､ 災害対

応の誤りを引き起こす｡ 連載の最終

回に当たって､ この問題を改めて考え

てみたい｡

本当にパニックになっているのは誰か
　災害を初めとする危機対応の際に

行政や専門家（以下危機管理対応者

とする）が持つ、住民がどのような

人たちであるのかという「人間観」は

重要である。しばしば「人々はパニッ

クを起こすから冷静な対応を呼びか

けなければならない」、あるいは、「う

わさに惑わされるかもしれないから正

しい情報に基づいて行動させなけれ

ばならない」というのは、こうした人

間観を表している。しかし、このよう

に危機に際して人々がパニックを起こ

すとか、うわさに惑わされるという前

提は、危機管理者が持つ代表的な

誤りの１つである。

　人々がパニックを起こすということ

は、社会学・心理学の研究では、

繰り返し否定されている（Covello　

et al., 1988, Mileti & Peek, 2000, 

Anderson & Spitzberg, 2009）が、そ

れが改まらないため、「パニック神話」

（panic myth）といわれているくらい

である｡ パニックというと、大勢の人々

が逃げまどう状況や、うわさやデマに

踊らされるという人 と々いうイメージが

浮かぶ。しかし、第1回に指摘したよ

うに、現実はむしろ逆で、危機的状

況に直面してもなお「これは大変な事

態ではない（通常時と同じ）」と考え

てしまう傾向（認知的不協和の解消）

があることが確認されている。Mileti 

& Peek（2000）は、逃げ惑う人々

というイメージは、（怪獣やパニック

映画の）映画監督が作り出した幻影

であるとすら述べている。

　実際、危機に際してパニックが起

こったことが確認されている事例は少

ない。たとえば、毎年米国では多く

の人が火事で死亡しているが、それ

は設備の欠陥や判断の誤りが主要な

原因であり、パニックによって引き起

こされた非理性的な反応によるもの

ではないという研究報告がある。ま

た、火事に遭った人々に対するイン

タビューでも、ほとんどの人が自分は

火事の時パニックを起こすことなく、

必要な対応をしたと信じていたことが

わかっている。

　パニックはマスコミによって作られ

た神話であるとみなす研究者も存在

する。釘原らの調査（釘原、2011）

では、1993年～1995年の朝日新聞

にはパニックという言葉を含んだ記

事が326（１週間当たり約２回）あっ

た。同じくこの3年間の米国の全国

紙USA Todayでは649（１週間当た

り約４回）あった。このことは、世

間一般ではパニックという言葉が、

火事や地震等の「緊急事態における

人間の情動や行動」を表現する場合

に用いられるだけでなく、広く人間の

「ネガティブな情動や統制不可能な行

動」を誇張して表現する場合にも用

いられる、きわめて一般的な言葉であ

ることを示している。しかしそれは、

パニックという「用語」の使用頻度

が高いと言うことを示しているだけで

あって、実際にパニック現象が生じて

いることを反映するものではない。

　パニックについて言及することは、

情報公開の不徹底につながってい

る。今回の福島原子力発電所の事

故の際にも、放射能の拡散予測のシ

ミュレーション（SPEEDI）のデータ

があったのにもかかわらず、政府は5

月に至るまで公表しなかった。「すべ

て公表すると国民がパニックになるこ

とを懸念した」（細野補佐官，朝日新

聞2011年５月３日付）ためとされて

いる。パニックを本当に恐れていたの

か、あるいは口実にしているのか、真

実は不明であるが、前者なら知識不

足であり､ 後者ならば責任を問うべき

問題である｡ 情報が公開されなかっ

たために住民は適切な避難ができな

かったことを考えれば、パニック神話

が社会に及ぼす影響の方が、むしろ

重大である。

　パニックの発生を確認した数少な

い事例のほとんどが、公的機関から

の曖昧な情報がきっかけになっている

（木下（1986）など）。住民が起こす

と思われているパニックよりも､ 公的

機関にいる危機管理者の方がパニッ

クを起こすことが指摘されているくら

いである（「エリート・パニック」という）。

　ここでいうエリート（危機管理者）

とパニックとの関連は３通りある。す
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なわち、「エリートはパニックを恐れ

る」、「エリートがパニックを引き起こ

す」、「エリート自身がパニックになる」

である。危機対応上は最初の２つが

問題となる。すなわち、実際には稀

な事象が起こるという誤った前提で

危機対応が行われた結果として、本

来は起こるはずのない社会の混乱が

引き起こされるのである。

人間観と危機管理対応策
　「人は危機時にパニックや混乱を引

き起こす」というような、非理性的な

人間観（非理性モデルという）に対

して、人間は理性的に行動すると考

える（理性モデルという）のが心理学

や社会学の立場である。非理性モデ

ルでは、人間をあたかも物体のよう

に見たて、自発的な意思もなく流され

ていくと考える。行政機関やマス・メ

ディアの報道は、このモデルに沿っ

ていることが多いとされる。一方で理

性モデルでは、人を情報や集団の絆、

役割などにしたがって、自発的に考え、

判断し、行動する主体としてとらえる。

　このような２つの対立する人間観

は、２つの異なる危機への対応策を

生み出している。一方は、命令統制

モデルであり、他方は創発能力モデ

ルである。前者は、非理性モデルに

基づくもので、人間の理性や適応能

力は危機的状況で失われることを予

測して対策をたてる。創発能力モデ

ルは、理性モデルに基づくもので、

人間の理性、柔軟な適応能力、自

発性が、危機的状況においても維持

されることを前提とする。

　命令統制モデルでは、命令系統が

厳格で、柔軟性がない軍隊のような

組織を想定している。危機的状況に

おいては、社会的混乱は必ず発生す

ると考え、個人や組織の能力の低下

を前提とする。そこで、官僚組織的

構造やルールの厳格な運用、また、

細部にわたり文書化された官僚組織

的な手続きこそ効果的な対策である

とする。軍隊モデルと呼ばれることも

ある。事実、軍隊や警察、消防が立

案する対応策は、基本的にこのモデ

ルに沿っている。

　これに対して創発能力モデルでは、

非官僚的で、緩やかに統合された柔

軟な組織こそ、危機における人々の

要請に応えることができると強調す

る。危機的状況にあっても、状況に

応じた「創意や工夫」をする能力を

人が保持しているとみる。

  「緊急社会システム」を組織論的な

視点から検討した野田(1997)も、同

様の指摘をしている。つまり危機マネ

ジメントで重要なのは、統制よりも調

整と協働（collaboration）である。

統制モデルでは、協働の重要性を認

識することができない。「協働」する

ためには、よく知っている既存の社

会構造を利用することが最も重要で

あり、危機に対して新たに人工的な、

特殊な権威構造を作ることは有効で

もなければ、現実的でもない。

　野田によれば、計画は詳細であれ

ばあるほど柔軟性を失うので、それを

避けるためには最初からある程度の

臨機応変性を確保するように作成し

なければならない。創発能力モデル

に基づくとき、重要なことは、計画に

はあらかじめ整備すべき領域と整備

しない領域があることを認識し、そ

の両方を持つことである。整備しな

い領域の主なものには、組織間の調

整が含まれる。大きな危機になれば

なるほど関与する組織が増え、それ

ぞれの組織が持つ文化の違いや考え

方の違いが対立をもたらすことは少な

くない。その調整の方針をどうするか、

詳細に決めるのではなく大まかな方

針を持っておき、臨機応変に対応す

ることをあらかじめ関係者間で合意し

ておくことが必要になるだろう。

訓練の重要性
　ここまでに述べてきた２つの対応

策のどちらがより正しいかが重要なの

ではない｡ 心理学の立場からみると、

統制モデルは、ことに住民への対応

に関して､ 現実に適合していないとい

えるが､ インシデント･コマンド･システ

ムのように、ある分野(消防､警察など)

では、危機対応の効率を上げるとい

う側面もある｡ 重要なのは､ 自らの

危機管理対応策が統制モデルに基

づいているのか､ 創発能力モデルに

基づいているのかを意識し､ 危機管

理計画もその視点で見直しておくこと

である｡

　そのために重要なのが､ 対応の事

前の準備と、その運用の実地演習で

ある。危機管理対応訓練というと､

しばしば「本番さながら」の訓練（し

かし､シナリオはあらかじめ用意され、

関係者に周知されている）が好まれ

るが､ むしろ重要なのは関係諸機関

の調整や意思決定の訓練である｡ フ

ランスやイギリスで危機管理組織の

研修を数多く経験しているフランスの

ソフィアアンティポリス大学のクロッ

カル教授は、危機管理訓練で最も

重要なのは、組織間コミュニケーショ

ンがうまくいかない事実を、訓練を通

して具体的に体験することであり、そ

の調整をどうするかについて、参加者

が訓練を通して事前に考えることであ

ると指摘している。
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熊本県阿蘇地方に
発生した土砂災害

寄 稿

はじめに
　2012年7月11日から14日にかけて本州付近に停滞し
た梅雨前線に向かって湿った空気が流れ込み九州北部
を中心に、気象庁が「これまでに経験したことがない
ような大雨になっている」と発表（7月12日6時45分熊
本地方気象台）するほどの豪雨が記録された。
　気象庁の降雨資料によると熊本県阿蘇乙姫では、7
月12日最大1時間雨量108.0㎜という豪雨が、また2時
～6時までの4時間に連続して時間雨量80㎜を超す降雨
により384.5㎜図-1という豪雨が降り、観測所での日最
大1時間降水量の1位の記録を示す値となった。
　この豪雨により熊本県阿蘇市、南阿蘇村を主に崩壊
や土石流が多発し、多くの悲惨な被害を発生させた。
　また、阿蘇地方に降った豪雨は白川を流れ下り、県
都熊本市でも洪水氾濫の被害が発生している。この豪
雨は気象庁により「平成24年7月九州北部豪雨」と名
付けられた。
　九州北部豪雨により各地で被害が発生したが、熊本

図-1 2012年7月12日の豪雨（気象庁阿蘇乙姫観測所）

写真-1 表層崩壊（阿蘇市一の宮町三野三閑）

写真-2 深層崩壊（阿蘇市三久保）
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深層崩壊写真-2ともに数多く発生している。また、崩
壊した土砂や立木が多量の水とともに流れ下る土石流
も多く発生している写真-3。
　これらの崩壊や崩壊土砂の流動化には当然のことな
がら外力が必要である。現地調査をしてみると崩壊土
砂量の多少にかかわらず多量の水が流下している状況
がうかがわれた写真-4。
　一般的に火山地帯では、火山噴出物の堆積状況によ
り、雨水を浸透させやすい層と浸透させにくい層が混
在している。阿蘇地方も阿蘇火山の降下軽石やスコリ
アの影響で、雨水は浸透して湧水となって流れ出てい
るが、溶岩流や火砕流堆積物などが不透水層を形成し
ているところもある。そのためカルデラ壁周縁部でも
水の集まりやすい谷や斜面とそうでないところが存在
していると考えられる。事実、いくつかの現場では崩
壊斜面の中にパイプフローの出口と思われる穴写真-5

が開いていることを確認している。
　すなわち、今回の災害原因は大雨による多量の水の

県下だけをみても死者・行方不明者25名、重・軽傷者
11名、全壊家屋209棟、半壊家屋1,262棟など（8月10
日現在、消防庁調べ）悲惨な被害が発生している。
　本文では、豪雨災害のうち特に阿蘇地方に発生した
土砂災害による死者・行方不明者が際立っていること
から、阿蘇地方に発生した土砂災害の実態と避難の状
況から、どうすれば少なくとも人命を守ることができ
たかについて述べることとする。

１．土砂災害の実態
　熊本県下での豪雨災害による死者・行方不明者のう
ち22名（国土交通省砂防部調べ）は阿蘇地方特に阿蘇
カルデラ壁周縁部での土砂災害によるものである。こ
の悲惨な土砂災害を発生させた土砂の移動現象として
は崩壊や崩壊土砂の流動化に伴う土石流があげられ
る。災害現地では崩壊深の浅い（2ｍ程度もしくはそ
れ以下）いわゆる表層崩壊写真-1と崩壊深が数ｍある

写真-3 土砂の流れの跡が明瞭な渓流（阿蘇市一の宮町坂梨） 写真-5 パイプフローの穴・左側の白いものは野帳を拡げたところ
（阿蘇市一の宮町尾篭）

写真-4 流水により侵食された農地の畔部（阿蘇市一の宮町坂梨） 写真-6 阿蘇市一の宮町坂梨の土砂災害
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係として図示してある。筆者が現地で聞き取り調査を
して、災害発生時刻が特定された10箇所のうち、最も
発生時刻が早かったのは阿蘇市一の宮町三野三閑で発
生した表層崩壊によるもので、午前5時前に災害（死
者1名）が発生した。続いて午前5時頃に3箇所、6時前
に1箇所、6時頃に4箇所、6時30分頃に1箇所で災害が
発生している。5時頃に発生した災害の3箇所のうち、
2箇所の崩壊は表層崩壊によるものであり、6時30分頃
の崩壊は深層崩壊によるものであった。6時前後に発
生の5箇所のうち4箇所は深層崩壊、1箇所は最上流部
未確認である。
　これらから推定できる崩壊メカニズムは、安定を保
っていたカルデラ壁の斜面が豪雨により不安定になり
かけ、比較的早い時間で地下のパイプを通って土層に
加わった水による圧力により崩壊が発生したものと考
えられる。
　崩壊深が深いほど必要水圧が大きくなるため、時間
的には遅れて発生する。もちろん、地下水流のパイプ
の太さや長さによって破壊する時間は異なることか

存在とともに阿蘇火山の地形・地質が関係していると
言えるのである。
　具体的な災害事例として阿蘇市一の宮町坂梨の災害
写真-6を示す。
　死者6名、全壊家屋6棟という悲惨な被害を出した坂
梨地区の土砂災害図-2は、上流域のカルデラ壁での数
箇所にわたる崩壊による土砂と立木が多量の水ととも
に流下したもので写真-7からも水の流れた痕跡がみて
とれる。
　土砂災害の発生状況については現地での聞き取り調
査から、崩壊発生前から泥水が多量に道路を流れてい
て、午前6時頃「ドーン」という音がした直後に杉の
木が立ったまま津波のように押し寄せてきたという住
民の証言（7月14日、西日本新聞）からも分かるように、
崩壊現象が発生して流動化し、すぐに下流域で災害を
もたらしたものと考えられるのである。
　阿蘇地方で被害をもたらした土砂移動現象について
発生時刻を調べたのが図-3である。累加降雨量との関

図-2 阿蘇市一の宮町坂梨の土砂災害状況

写真-7 阿蘇市一の宮町坂梨の土砂災害　　　　　 写真提供：（株）パスコ
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べている。
　また、5名死亡した①宅でも家族のうち1名は命が助
かっている。
　これらからも分かるように同じ家屋の全壊という被
害を受けたところでも土砂の流れが家屋へ衝突する状
況が異なっていることが分かる。なお、屋外の1名に
ついては、土砂氾濫の下流端に近い道路を歩いていて
土砂の流れに巻き込まれたもの（7月14日、西日本新聞）
であった。
　表層崩壊の具体的な事例として、一の宮町三野三閑
で発生した災害を見てみると図-4、道路横の斜面がお
およそ幅15ｍ、高さ15ｍ、深さ0.5ｍで崩れている。
崩壊土砂量は約1,000㎥程度と推定される小規模な表
層崩壊と言えるものである。しかし、直下に人家があ
ったため直撃された家が全壊し1名が死亡した。
　すなわち、流下土砂の直撃をうけた家屋では人的被
害が生じているが、その全壊した家屋が流下土砂のエ
ネルギーのクッション的役割を果たすことによって、
下流側の家屋では全壊はするものの人的被害を免れて
いる事例である。
　人的被害が発生した家屋について調べてみると、他
の被災地でもほぼ同様なことが言える状況であった。
　また今回被災した地域は火山地域の一つの特徴とも
言える透水能が大きい地域であったことから谷の出口
付近では流路が不明瞭になっているところが多い。こ
のことが谷の出口付近での土砂災害の危険に対する防
災意識の醸成に至らず、また水の取りやすさも加わっ

ら、表層崩壊でもすべてが早い時間に発生するとは限
らない。
　いずれにしろ、今回の阿蘇地方の土砂災害のほとん
どは時間雨量80㎜を超す豪雨の最中に発生していたと
いえる。

２．人的被害はなぜ発生したか
　死者を出した家屋の場の条件について現地で調べて
みた。土石流災害による具体的な事例として阿蘇市一
の宮町坂梨で発生した土砂災害を取り上げた。図-2に
は流出土砂の氾濫範囲と住家との関係を示してある。
この災害では死者のうち5名は1軒の家屋で発生してい
て、1名は屋外で亡くなったものである。
　被害を発生させた土砂の流下方向を倒れた木の向き
等から矢印で図-2に記入した。これをみると5名が犠
牲となった図-2 ①宅はまさに流れの直撃をうける場所
に存在している。
　全壊となった図-2 ②宅の住人はマスコミの取材に次
のように述べている。「自宅1階に大量の土砂が流れ込
み、2階で身動きが取れなくなった。外を見ると近く
の古木さん宅が押しつぶされるように流されていた」

（7月14日、毎日新聞）
　同じく全壊となった図-2 ③宅の住人は、「家の前の
道路は流木混じりの濁流、6時過ぎ勤務先に出勤でき
ないかもと連絡した。その直後、台所のガラス戸が割
れ濁流が入ってきた」（7月17日、熊本日日新聞）と述

図-3 土砂災害の発生時刻と累加降雨量 図-4 阿蘇市一の宮町三野三閑の土砂災害状況

sabo vol.113 Jan.2013 sabo vol.113 Jan.2013 15



逃げる暇がなかった（一の宮町中坂梨）……前兆
現象で避難することが難しい実態

● 午前5時頃地震のように家がゆれて目が覚めた。外
を見ると目の前の道路と畑は泥水が流れる川とな
った（7月13日、日本経済新聞）……4時の避難勧
告に気付いていない人がいるという実態

　これらからも分かるように避難とは単に避難勧告を
出せばうまくいくというわけではなく、住民が避難行
動を取れるような動機づけが必要となる。結果的に事
前に避難した方も多くいるようだったが、崩壊等の現
象が起きてから避難した方も多くいた。
　事前の避難が大切とよく言われる。気象庁によると
土砂災害の危険性を考慮した大雨警報が発令されたの
が12日午前2時20分、土砂災害警戒情報は2時40分に発
表されていた。阿蘇の災害の場合、果たしてこれら事
前に出された大雨警報や土砂災害警戒情報で避難が可
能であったのだろうか。午前2時過ぎというと降雨資
料からはすでに1時間に約100㎜という豪雨が降ってい
る最中である。
　また、雷もすごく、外は真っ暗闇の中という状況下

て、崖錐上に住居が存在するようになり、その結果、
土砂の流れの直撃を受けやすい場が出来上がったもの
と考えられるのである。
　一方、一の宮町地区では平成2年7月2日最大時間雨
量71㎜という豪雨により土石流が多発し、被害が生じ
ていた。その再度災害防止対策として砂防堰堤等の防
災施設が施工されていた。
　今回の災害ではそれらの砂防堰堤が効果を発揮して
流出土砂や流木を貯留し、下流での被災を防止してい
る箇所を多く見受けた写真-8。防災対策等の基本はま
ず砂防堰堤等のハード対策で安全な国土を創出するこ
とであることが実証されている。

３．阿蘇災害から人命を守るために必要なこと
　国土保全という視点から地域の安全を確保する砂防
堰堤のようなハード対策は、今回の災害でも効果があ
ることが示されているが、対策には多額の費用と時間
が必要となる。財政状況が厳しい現状を考えると危険
なところすべてにすぐにハード対策を実施することは
難しい。ただし、少なくとも人命を守るという防災と
して最も基本的な効果が認められた砂防堰堤等の施工
は、可能な限り計画的に実施して少しでも被害を減少
させることが必要であることは言うまでもない。
　では、ソフト対策と言われている住民の避難で人命
を守ることはできなかったのだろうか。これまで述べ
てきたように土砂災害は午前5時前頃から6時30分頃に
かけてのまさに豪雨の最中に発生している。また、崩
壊の発生と思われる「ゴー」とか「ドーン」という音
を聞いた直後に土砂の流れが住宅地区に到達している
事実も多くの箇所で確認できた。
　阿蘇市では午前4時に避難勧告を出し、防災行政無
線を使って避難を呼びかけた。現地調査時に地元の区
長さんが個別に避難を呼びかけた事実も確認している。
　このような状況の下、避難に関しての現地での聞き
取り調査や新聞記事から、多様な実態が浮かび上がっ
た。
● 避難しようにも外は暗く大雨で、家の前の道路に

は水が勢いよく流れている状況で、とても避難は
できなかった（一の宮町手野）……場合によって
は早期避難も難しいという実態

● 「ゴー」という音とともにすぐに土砂が流れてきた。

写真-8 砂防堰堤の災害防止効果（中園川・写真左側の渓流）　写真提供：（株）パスコ
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土砂災害の危険区域かどうかを知る。区域内である場
合は近くで安全なところはどこかを平時から確認し、
避難勧告等の防災情報が出されたら安全な場所に速や
かに移ることが大切である。
　また、斜面の近くだが危険区域になっていないとこ
ろでも何か変だ、いつもと異なる現象が起こっている、
と感じたら近くの安全な場所に移動する。もしそのよ
うな場所が分からない時は自宅の2階などで山から遠
い部屋に移ることが命を守るために必要である。
　これまでも言われてきたことであるが、土砂災害か
らの避難については、一般的には大雨警報や土砂災害
警戒情報などが発令されたら、早めの避難をすること
が必要である。そして、避難しても災害が起こらなか
った場合には「何もなくてよかった」と思う気持ちを
持つことが大切である。そのためには「楽しい避難」
を実施することが望まれる。そこで「楽しい避難」を
実行するための具体的な方策について検討する必要が
あるだろう。
　また、異常時の避難行動を可能にするためには、防
災情報の発令時期や住民全員に防災情報を確実に伝え
ることが重要となる。そこで住民が容易に避難行動に
移れるような防災情報の伝達・受信方法を平時から確
認し、訓練をしておくことが大切である。

おわりに
　3日間の現地調査で20箇所の災害現場に行き、土砂
の移動現象を確認するとともに、被害の実態を調べ、
また被災住民の方に災害発生時刻や当時の状況、避難
などについてお聞きした結果を基に熊本県阿蘇地区の
土砂災害から学ぶことを整理した。特に土砂災害から
いかに人命を守るかという視点で本文を作成している。
　末筆ながら本災害で亡くなられた多くの御霊に心よ
り哀悼の意を表するとともに、被災された皆様にお見
舞い申し上げる次第である。
　また航空写真を提供していただいた株式会社パスコ
に感謝申し上げる。

で果たして避難という行動に移る勇気を持つことがで
きたのであろうか。平時から安全な避難場所へ移動す
ることを経験している人々ならともかく、その場で判
断をすることとなった人々は多分、避難行動はとれな
いであろう。ましてや一人暮らしのお年寄りなど自分
の家から離れること自体に不安を持つことであろう。
　このほか、前兆現象による事前避難も考えられるの
だが、今回の災害は土砂の移動現象発生の場と被害を
受ける場が近くて避難をするための時間が充分取れな
かった災害で、前兆現象による避難も難しかったもの
と思われる。
　我々が現地調査をした箇所のうち人家に被害のあっ
たところで、土石流や急傾斜地の危険区域に入ってい
なかったのは2箇所だけであり、阿蘇カルデラ壁周縁
部における土砂災害の危険性はすでに指摘されていた
と考えられる。一方で、カルデラ壁周辺部のほとんど
が危険区域となると、近くに避難場所を設定すること
ができず、大雨時の避難行動を難しくしていることも
考えられるのである。
　他方、今回は土砂災害危険区域になっていないとこ
ろでも土砂災害は発生している。このような土砂災害
危険区域外に住んでいる住民の方々は、そもそも自分
のところは安全だと信じているので災害時の避難はよ
り難しい。
　では、どうすれば今回の阿蘇地区の土砂災害から少
なくとも人命を守ることができたのであろうか。同じ
阿蘇地区の土砂災害で命が助かった人々からの話が一
つのヒントになると考えられる。
　具体的な事例を列挙してみよう。
● 家の窓から木が入ってきたので慌てて逃げた（一

の宮町東手野）
● 1階に土砂が入ってきて2階へ逃げた（一の宮町坂梨）
● 家に泥が入ってきて避難した（一の宮町三野）
● 「バキッ」という大きな音がして木と土砂が崩れて

きた。2階に避難した（一の宮町三閑）

４．阿蘇災害から学ぶ
　土砂災害からの避難が大変難しいと考えられる今回
の阿蘇地方の土砂災害から、少なくとも人命を守るた
めにはどうしたらよいのであろうか。
　まず、自分の住んでいるところの地形をよく調べ、

参考文献
★ 池谷 浩：「7.12熊本県阿蘇地方の土砂災害から学ぶ」、消防科学と情報

PP4～6、(財)消防科学総合センター、2012.11
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技術ノート ● ● ●

ＳＨ型貫入試験
（表層構造調査用簡易貫入試験）

綱木 亮介
つなき りょうすけ

（一財） 砂防・地すべり技術センター
斜面保全部 部長

藤川 富夫
ふじかわ とみお

表土層調査技術研究会 副会長

防学会賞「砂防技術賞」を受賞しました。

２．試験方法と試験機について
　SH型貫入試験は、打撃用重錘は3kgと2kgに分解で
きるタイプのため、Ｎ値10以下の軟弱層を詳細に把握
することが可能となりました。貫入コーンを最初軟ら
かい土層を3kgの打撃力で貫入させ、硬くなってきた
ら2kgを追加して5kgの打撃力で貫入させることで、
表層部の微細な構造を把握します。
　2つの重錘が完全に一体化しないと5kgのエネルギ
ーがコーンに伝わらないため、この2つの重睡は嵌合
合体方式となっています。試験機は貫入部であるロッ
ドと打撃用重睡、それを支持するガイドポール、およ
び貫入量を自動記録するデータロガーから構成されて
います図-1。試験深度は5ｍ程度までとしています。
　試験する位置を決めたら、貫入ロッドを鉛直に立て、

１．はじめに
　近年、地震や台風などの自然災害の規模が大型化し
つつあります。一方、我が国は、国土の大半が山地及
び台地で構成され、土地利用の範囲が山麓部分や河川
近くにまで拡大せざるを得ない状況で、毎年発生する
台風や豪雨に伴う土砂災害や水害により、多大な被害
をうける環境下にあります。
　本年6月に国交省水管理・国土保全局から「河川砂
防技術基準（調査編）」の改訂版が公開されました。

その中に斜面の崩壊の位置、規模や表層部の弱層を調

査する方法として表層構造調査用の簡易貫入試験とい

う目新しいサウンディング手法が紹介されています。

これに該当するのが本稿で紹介するSH型貫入試験で
す。「SH型貫入試験」は、従来の調査方法では困難で
あった地盤の表層部とくに上層の軟らかい地層状況を
詳細に調査し、斜面などの土層状況を立体的に把握す
るために開発された技術です。この試験法の特長は①
2kgと3kgに分離することが可能な5kgの重錘を50cm
の高さから自由落下させることと、②1打撃ごとの先
端コーン貫入量を小型のデータロガーに自動記録する
ことで、一打撃毎の貫入抵抗Nd/drop値をパソコンで
算出する方法によって、精度の大幅な向上と人為的ミ
スを排除していることにあります。その適用範囲は、
急傾斜地の斜面調査から堤防の変状部調査、地中空洞

調査など多分野に広がりつつあります。

福井市で開催された砂防学会において、平成19年度砂

写真-1 着脱式重錘 従来型（5Kg） を３Kgと２Kgに分割
 下部を長くした指掛け持ち上げ式に改良して指つめを防止

データロガー

読み取りガイドリング

引抜きヘッド
2kg重錘
3kg重錘

ノッキングヘッド

目盛り付ガイドポール

貫入ロッド

貫入コーン

支持プレート

図-1 SH型貫入試験機概要

sabo vol.113 Jan.201318 sabo vol.113 Jan.2013



動記録できるデータロガーによって、人的なエラーを
排除すると共に高精度な読み取りで作業効率の向上が
はかられています写真-2、表-1。
　また測定ノイズ等を自動で補正できるグラフソフト
を開発し写真-3、資料整理の大幅な省力化がはかられ、
従来の簡易動的コーン貫入試験に較べてトータルコス
トが低減できます。表-2に以上のようなSH型貫入試

データロガーを上部にセットした後3kg重錘を50cm持
ち上げ自由落下させて先端コーンを貫入させていきま
す。このときデータロガーは1打撃毎の貫入量を自動的
に記録します図-2。また、従来の簡易貫入試験機で起
きやすかった指つめ事故を防止するためにSH型貫入試
験機の重錘部には把持部があり安全性も高められてい
ます写真-1。1打撃毎のデータを0.1ｍｍの高精度で自

1打撃あたり貫入量4㎜
未満（3.9㎜以下）の状
態が10回程度続いたら、
打撃を続けずに測定を
一時停止して重錘を追
加します。

2Kg重錐

3Kg重錐

図-2 SH型貫入試験の方法

表-1 データロガー仕様

図-3 試験結果のグラフ例

写真-2 データロガー 写真-3 専用ソフトによる自動図化

表-2 ＳＨ型貫入試験の特長

測定方法
3kgと、5kgの重錘（2kgの重錘を追加）を50cmの高さから落下させ、１打撃ごとの貫入量を自動記録
しNd/drop値を求める。

取扱い
3kgの重錘を使用し、軽量で調査の肉体的負担が少ない。
また指つめの防止対策を講じており安全に調査することが可能である。

記録方法
データロガーにより１打撃ごとの貫入量を0.1mmの精度で自動記録できる。
人為的ミスがなく正確で客観的なデータが得られる。

Ｎ値換算
１打撃ごとにN値に換算することが可能である。
Ｎ値10以下で最小Nd/drop値：Ｎ値＝１：１

液晶画面表示例
貫入量（D）

打撃数（C）

打撃深（T）

Pt番号

Nd/drop
0 10 20 30 40 50

0

100

深
度（

cm
）

200

300

400
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験の特長を整理しました。
　現地試験の結果はパソコンにデータロガーを接続す
ることで1打撃毎の連続グラフとして図化されます。
このグラフを見ることで、軟弱部や礫の存在状況が詳
細に判別することが可能です図-3。

３．試験結果の整理とＮ値との相関
　1打撃ごとの貫入深さから貫入抵抗Nd/drop値は以
下のように算出されます。なお試験開始時に自重沈下
があった場合にはその分の貫入深さで補正されます。
１）Nd/drop値

　Nd/drop値とは、質量5kgのハンマーを500±10mm
の高さから自由落下させ、コーンを100mm貫入させ
るのに要する打撃回数です。この試験では次式を用い
て1打撃ごとにNd/drop値を求めています。
２）Nd'/drop値

　Nd'/drop値とは、質量3kgのハンマーを500±10mm
の高さから自由落下させ、コーンを100mm貫入させ
るのに要する打撃回数です。この試験では次式を用い
て1打撃ごとにNd’/drop値を求めています。
３）Nd/drop値とNd’/drop値の関係

　Nd/dropとNd’/dropとの関係は次式が示されてい
ます図-4。
　グラフとして出力する場合は、Nd’/dropをNd/drop

に換算して一本の連続グラフとして図化しますが線の
色を変えて3kgと5kgの違いが分るようになっていま
す。
　従来型の簡易動的コーン貫入試験では、急傾斜地で
実施した調査から地層の種類と硬軟に関わらず、Nd 
=（1～3）Nの関係がほぼ適用できることが示されて
います。SH型貫入試験の場合には、標準貫入試験併
用のボーリング調査結果と対比した結果、表層のNd/
drop<10の柔らかな土層では、Nd/drop値が最小とな
る深度での貫入抵抗値（：（Nd/drop）minと表現）は、

（Nd/drop）min≒Nの関係がほぼ成立することがわか
っています図-5。ただし確認・精査するためには、調
査地において標準貫入試験を行った箇所の直近でSH
貫入試験を行い対比することが推奨されます。

４．ソイルコアサンプラーによる試料採取
　SH型貫入試験の特徴の一つとして、試験箇所の地
中の土を直接目視確認するために、ソイルコアサンプ
ラーが準備されています。土試料採取は、Nd/drop値
と土層状況の関係を把握する上で有効です。特に設計
を行う際、粘性土か砂質土かを判断する根拠となる
ため、代表的な試験箇所で、Nd/drop<10までの区間

（または深さ2mまで）、SHソイルコアサンプラーによ
る試料採取を推奨しています。サンプラーによる試

No.3-C3
Nd/dropN値 No.7-C3

Nd/drop
No.2-C3
Nd/drop

Nd/drop
0.5Nd’/drop

Nd/drop
0.5Nd’/drop

Nd/drop
0.5Nd’/drop

図-4 3kg打撃と5kg打撃の関係 図-5 標準貫入試験（Ｎ値）とNd/drop値の比較例
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の研究を含めて整理・検討した結果、急傾斜地崩壊で
は地質によらず、すべり面のNd/drop値は10程度であ
り、Nd/drop値が20以上の層は崩れずに斜面上に残っ
ていると報告しています。また、土層をNd/drop値に
よってⅠ層～Ⅳ層の4層に区分し、どの土層境界で崩
壊が発生したかを判定する方法を示しました。これに
より、Nd/drop値の深度方向の分布状況による表層崩
壊すべり面の推定を行うことが出来ます図-6。また表
層崩壊が予想される場所でSH型貫入試験を実施する

ことで、崩壊土層厚を的確に把握して合理的な待ち受

けよう壁の設計が可能となります。

　他にも、花崗岩地帯の道路法面での崩壊対策工事に
おいて、崩壊法面と残存法面で面的なSH型貫入試験
を行い、Nd≦10の地層が崩壊したというデータが得
られています。
　その対策として、Nd≦10の地層が分布する法面、
即ち、対策工が必要不可欠な範囲に対してのみ、鉄筋
挿入工＋吹付法枠工を計画し、施工が行われました。
２）その他の適用分野

　SH貫入試験の特長を活かすことで、河川堤防内の
空洞や弱部の存在や広がりなどの変状調査をすること
が可能です。また、道路の陥没箇所の原因調査にも使
用されています。その他昨年3月11日に発生した東北
地方大地震の時には浦安の液状化した地域で試験を行
い、深度5mまでの範囲で地震後も変わらずに強度が
低いことから再液状化の可能性等が把握できました。

おわりに
　これまで標準貫入試験などでは分らなかった表層部
のN値や状況がより正確に分るようになり、急傾斜地
の調査や自然斜面の対策設計がより効率的に進めるこ
とができます。調査孔が径25mmと小さいことで堤体
に影響を与えることなく堤防内の変状調査もできます
ので、現場での活用を期待します。

料採取の方法は、SH型貫入試験での貫入コーンをφ
20mm、L=250mmのSHソイルコアサンプラーに付け
替え、3kgハンマーで打撃し、20cmごとに土層のサン
プルを採取します。地山と採取試料の縁切りはノッキ
ングブロックの穴へ引き抜き棒を差し込み回転させる
ことで行います。サンプル採取状況を標尺と並べる形
で写真撮影した後、土質や色調等を確認して土層図に
し、各土層を代表するサンプルを標本瓶に収納します
写真-4。

５．適用分野
１）表層崩壊すべり面の推定

　国土技術政策総合研究所の小山内らは、6地区のが
け崩れ発生斜面での70点に及ぶSH貫入試験で崩壊地
内外の貫入抵抗値（Nd/drop）を測定し、結果を既存

参考引用文献
★ 「簡易貫入試験を用いた崩壊の恐れのある層厚推定に関する研究（小

山内ら）」国土技術政策総合研究所資料第261号
★ 「斜面の表層構造調査用の簡易貫入試験機について（吉松ら）」平成

14年度砂防学会研究発表会概要集
★ 「ＳＨ型貫入試験による自然斜面調査（吉村ら）」平成24年度砂防学

会研究発表会概要集

図-6 土層断面図とすべり面の推定

写真-4 ソイルコアサンプラーによる試料採取

sabo vol.113 Jan.2013 sabo vol.113 Jan.2013 21



技術ノート ● ● ●

鋼製砂防構造物に
ついて ④
──設計外力のはなし（１）
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

１．はじめに
　設計は通常二つの考え方に大別されます。ひとつは
対象分野の体系に照らしてその基準を遵守しつつ、形
状及び寸法を確定するもの、もう一つは、基準が確定
しておらず要求性能を満たすために、合理的な解析方
法を用いてコストミニマムな構造物を作り上げるもので
す。一般の砂防施設は前者になりますが、この理由は
河川砂防技術基準や、土石流対策技術指針など、施設
に要求される機能を確定するための基準が定められて
おり、これを遵守すれば目的を達成できるからです。こ
れに対して、後者は自動車や電気製品など、技術革新
があった時点で、従来の技術が陳腐化する可能性があ
るものです。通常、この行為は開発と呼ばれていますが、
これも設計に含まれます。これは、現時点の技術で最も
効率よい機能を有するものが生き残ることになります。
もちろんコストに見合った機能の場合です。
　鋼製砂防構造物は、基準、指針、便覧に沿って設計
しており、一般の砂防施設と同様に形状及び寸法を確
定していますが、審査証明にあがってくるような構造物
や、昨今の激甚な災害に対応すべく新規構造物の開発
も行っていることから、砂防施設の中には後者の設計（開
発）を行う場合もあります。
　ここでは、構造物を設計するうえで最も重要と考えら
れる設計外力を切り口に鋼製砂防構造物の設計につい
て、具体的な計算方法ではなく、感覚的にこのようなも
のであろうなどといった観点で話をしたいと思います。

2．安定計算と構造計算
　重力式のコンクリート砂防堰堤は安定計算によって断
面を決めますが、このとき安定計算の前提条件として”
堤体＝剛体”と仮定しています。つまり、堤体は外力を
受けても形状自体は変形せず、形状を保持したまま本
体が滑動及び転倒するものとして安定計算を行います。
　実際には重力式のようなボリュームの大きい構造物で
あっても、外力は堤体内を伝わって地盤に伝達しますか
ら、堆砂圧や土石流の流体力など、水平方向から作用
する外力が鉛直方向の地盤支持力に転換される過程で
外力の通過する堤体が変形します。図-1（a）、（b）は、順断
面と逆断面の不透過型堰堤の外力の流れを模式化した

図-1（b）順断面の外力の流れ

図-1（c）外力の流れを基にした部材配置

図-1（d）外力が不確定な場合の部材配置

図-1（a）逆断面の外力の流れ
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方向が確定できないことです。基準では水通し天端近
傍に水平に作用させますが、これは安定計算を行ううえ
で最も大きい荷重になるからです。しかし、構造計算に
おいて現実はそう簡単ではありません。写真-1は土石流
を捕捉した事例ですが、天端近傍は空間が空いている
ことから、指針通りの荷重状態ではないことがわかりま
す。つまり、透過型の場合には未満砂の状態で土石流
を受ける方が多いので、基準と異なって土石流荷重は
河床近傍に作用することが多いでしょう。
　また、礫は上流から下流に作用するであろうとは思い
ますが、部材に衝突した礫はどこに飛んでいくか予測で
きません。このため、部材に作用する外力を想定するこ
とは難しいので部材に発生する応力の流れも確定でき
ません。このため、設計上はあたかも確定したかのよう
な荷重を用いて安定計算をしますが、構造計算におい
ては安定計算で用いた荷重が最も危険な状態を想定し
ているとは必ずしもいえないわけです。このように応力
の流れが確定できないため、当時、堤体の規模が大き
い透過型砂防堰堤は、 図-1（d）のように製作と施工を考
慮して複数の部材を縦横に配置していました。
　この配置の仕方によって、設計上は想定していない
ような不確定な外力に対しても結果的に対応できたわけ
です。これは、土石流・流木対策設計技術指針にもリ
ダンダンシーの考え方として記載されています。ですか
ら、外力が確定しているのであれば外力の流れを重視

ものです。堤体内の外力の流れの方向を見ると、順断
面は下流法勾配が立っている分、堤体内を通過する外
力の流れも立っています。このため、堤体が下方に押さ
れて回転（転倒）しようとするのがわかります。逆断面
は順断面より外力の流れが寝ている分、堤体の動きは
回転よりも滑動の方が卓越するようなイメージではない
でしょうか。どちらにしても外力が水平方向から鉛直方
向に変換される途中に砂防堰堤が存在しているので堤
体本体に変形が生じ応力が発生します。しかし、重力
式コンクリート堰堤のように断面が大きいと、単位長さ
当たりの変形量が少なく、このわずかな変形を考慮して
安定計算しても答えは変わりませんから、計算上は初期
断面のままで計算します。つまり、重力式の構造物のよ
うに外力に対して十分に断面が大きい場合には、変形
を無視しても差し支えないということです。
　これは鋼製堰堤であっても同じです。鋼製堰堤も重
力式として安定計算するので、前提である剛体移動（ま
たは回転）するためには、外力により部材が大きく変形
してはなりません。つまり、微小変形であることを証明
する必要があります。このため、鋼製構造物は微小変
形理論に則った構造計算を行っています。微小変形理
論とは、変形前と変形後の形状寸法が計算上同じと仮
定してもよいとするものです。一般に発生応力が許容応
力度以下であれば、微小変形と考えて差し支えないで
しょう。しかしながら、鋼製構造物は材料強度が高いゆ
えに、コンクリートと比較して薄肉断面の部材を使いま
す。そして、不透過型と同様、堤体を通して外力が地
盤に伝わるのですが、構造物を構成する柱や梁が多い
うえに薄肉なので構造物の内部に発生する応力は複雑
になります。
　 図-1（c）は不透過型の外力の流れに沿って鋼管部材
を配置したものです。部材は応力の流れに沿って配置
すれば合理的な形状になりますが、実際にはこんな簡
単にことは運びません。その理由の一つは、鋼製砂防
構造物②の“接合のはなし”で説明したように、鋼管と鋼
管の交点を3方向から合わせることは製作上難しく、ど
うしてもずらさなくてはならないことです。また、柱を
鉛直に配置すると施工しやすいなど、力学以外の理由
もあります。
　そしてもっと大きな理由としては、土石流など外力の

写真-1 透過型の土石流捕捉状況
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状にかかわらず、鋼管と礫の接触面は鋼管の中心に対
して直角方向を向いているため、反力は円の中心を向い
ており、軸力として作用していることがわかります。つ
まり、鋼管のような円形は礫が引っかかるとアーチ効果
が発揮しやすい形状というわけです。 図-2（b）はコンク
リートスリットの隅各部を模式化したものです。これで
もアーチ効果は発揮されますが、礫の大きさや形状によ
っては隅角部と礫の接触面の角度から円形よりアーチ効
果が出にくいことがわかるでしょう。
　次に強度の面ですが、鋼管径は堤高に見合った堆砂
圧や土石流の流体力に耐える形状を保持することと、
捕捉する礫径の大きさのバランスを考えて、透過型で
は300φ～600φの鋼管を使っています。鋼管径と板厚
の関係は径厚比（D/t）によって決まるのですが、この
径厚比は、鋼管の形状を保持するのに必要な大きさと、
礫の衝突に抵抗できる大きさから決まります。
　まず、鋼管の形状保持に必要な大きさの決め方です
が、強度上、同じ断面性能なら外形を大きく板厚を薄く
した方が重量は小さくなります。つまりコスト的に有利
になります。しかし、常識的な形状というものがありま
す。この常識的な大きさを径厚比によって構造上必要
な最小板厚に規定しています。例えば注射針の板厚は
小さいもので0.1mm程度、針の外径は0.4mm程度です。

して部材配置することができますが、砂防では設計外
力が確定的でないことからリダンダンシーをむやみに小
さくすることはできないでしょう。

　土石流・流木対策設計技術指針の記述
　透過部の部材は、設計外力に対して安全でなけ
ればならない。一部の部材が破損したとしても砂
防堰堤全体が崩壊につながらないよう、フェール
セーフの観点から、できるだけ冗長性（リダンダ
ンシー）の高い構造とする。

3．径厚比について

　透過型砂防堰堤に使用する鋼管はどのように決めて
いるのでしょう。理屈では設計外力に抵抗できる強度が
あればいいわけですから、100φ×100ｍｍ（小さくて厚
い）や2000φ×2ｍｍ（大きくて薄い）の鋼管でもいい
ようなものです。実際には、このような鋼管は常識的で
はありません。まず、鋼管は捕捉部材でもあるので、礫
を捕捉するためにアーチ効果が発揮しやすい鋼管径に
したいところです。そのうえで、礫の衝突により抵抗で
きる強度が必要です。 図-2（a）は鋼管に礫が捕捉された
ときの模式図です。図からわかるように礫の大きさや形

図-2（a）鋼管のアーチ効果 図-2（b）コンクリートスリットのアーチ効果
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注射針の径厚比は４となり肉厚です。径厚比４は注射
針を刺すのに十分剛性を有しています。しかし、この板
厚で透過型に使っている鋼管600φを作れば（非現実で
すが）、径厚比6000となり、手で押しただけで凹んでし
まいます。たぶん、地面に置いただけでも円形を保持す
ることができないでしょう。そこで、通常は径厚比を60
～80程度としています（使い方によって変わります）。
この程度の径厚比にしておけば、堤高15m未満ならバラ
ンスのよい大きさになります。また、運搬や架設時に部
材が変形することもありません。
　径厚比60～80というのはこのような鋼管の製造や運
搬などといったハンドリングから設定していますが、土
石流対策用の鋼製堰堤の場合、これに加えて礫の衝突
に対する抵抗性として径厚比40を設けています。この
値は最上流の柱や梁など、土石流の直撃を受ける部材
にこの規定を採用する場合があります。この板厚を鋼管
の初期値として構造計算を行います。発生応力がこの
鋼管以上必要なら、板厚を除々に上げていき必要な板
厚を算定します。この応力計算で求めた板厚に腐食し
ろと摩耗しろを加えると必要板厚になります。さらに市
場性を考えて、この板厚を越えて一番近い板厚が実際
に採用する鋼管の板厚になります図-3。

4．堤高と部材数について
　構造計算は、通常モデルとして鋼管部材を太さのな
い線と仮定したラーメン構造として解析します。ただし、
部材が短いとこの仮定は成立しません。図-4はｎ型流木
止めです。これを骨組の線にすると実線（赤）のように
なります。これを計算すると、変形は破線（橙）のよう
に突出部（A）が折れ曲がりますが、実際には部材が曲
がるより先に鋼管が凹みます。つまり、鋼管径に比べて
突出部が短すぎるのですが、骨組計算ではそのことが

反映されていません。逆にいうと、形状を無視できるほ
ど部材は長くしないといけません。このように、仮定し
た条件と実物があまりに乖離すると構造計算の結果が
疑わしい、つまり信頼性が低いということです。
　構造計算上の仮定が、実物と照らし合わせて、明ら
かにおかしいと思われるものは却下すべきです。とくに、
ここで上げた例のように構造物や部材の大きさは重要
です。小さ過ぎればｎ型流木止めのようなことになりま
す。また、大きすぎれば計算上はOKでも実際には作れ
ないといったことが多々あります。例えば、ローダムの
透過型では600φの鋼管を使っていますが、堤高が相当
高くなると600φの鋼管では必要板厚が厚すぎて製造で
きない場合があります。これを回避するために板厚を抑
えると逆に外径が相当大きくなります。これにクレーン
の吊り能力やトラックの積載重量を考慮すると、図-5の
ように継手だらけで太短い非現実的な部材ができあがり
ます。n型流木止めで説明したように、これでは梁部材
と見なすことはできませんし、そもそも、部材間隔の設
定や除石方法など、計画や維持管理の面でも問題があ
ります。
　堤高が低い場合、300～600φ程度の鋼管を使って形
状を保持しようとすれば、B型やJスリットのような部材
数になります。これ以上多くすると部材自体が短く構造

図-3 堤高と部材数について 図-4 構造計算上の仮定と実物の違い
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計算上の骨組にならないですし、コスト高です。ですか
ら、部材数が多いほどリダンダンシーは高くなりますが、
不経済な部材が入り込み、バランスが悪くなります。逆
に、堤高が高い場合で部材数を少なくすると1部材が受
けもつ荷重が大きくなり、板厚が厚くなります。その結
果、溶接量が多くなり製作の面で欠陥が入ったり、運搬
のために部材を分割することになり、架設時に形状寸法
の精度を要求することになります。このため、堤高が高
い場合には、現実的な鋼管を使うと部材数は多くなりま
す。結果、リダンダンシーの高い構造になります図-6。

5．巨礫の衝突
　鋼管製の透過型砂防堰堤は、礫の衝突による凹み計
算をしますが、これは変形後の部材形状が大きく異なる
ため、変形後の形状を計算に導入する必要があります。
その意味では鋼製砂防構造物は、一般の土木構造物よ
り一歩踏み込んだ設計方法を採用していると言えます。
応力ひずみの関係は本連載①で述べた通りです。もし、
鋼製もコンクリートと同じ断面ならコンクリートと比較
にならないくらい剛体です。
　土石流捕捉用の鋼製透過型砂防堰堤は、巨礫によっ
て局所的に鋼管が凹むことがあります。安定計算のとき
のように変形しないことを前提条件にしてしまうと、部
材断面を相当厚くする必要があり、コストがかかること
もありますが、加工できない、輸送できない、架設でき
ない、など実際に構造物として成り立ちません。このた
め、ある程度の変形は許容します。どこまで許容できる
かを考えたいと思います。
　図-7は鋼管をプレスしたところです。最終的には板を
二枚重ねたような状態になりますが、図からわかるよう
に、鋼材は粘りがあるため大きく変形はしますが、コン
クリートのようにバラバラになることはありません。鋼
材が大きく変形すれば弾性域を超えて塑性域に入り残
留変形を残しますが、これ自体は問題ありません。自動
車のボディや風呂のバスタブなどプレス機で加工します
が、これは塑性加工しているだけで材料自体が化学反
応をおこすわけではないので、材料自体の物性値は同
じであり、鋼材量が減少することはないわけです。では
何が問題かというと、形状が変化するとうことです。つ
まり、強度の面で問題になるのは形状が変化すると、こ
こでは円形が二枚の板に変形するので、断面係数が大

低

中

高

図-5 堤高がたかくなると……

図-6 堤高と部材数

図-7 鋼管の変形
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きく変わります。同じ鋼材量でも断面性能は円形が最も
高く強度の面では効率的なため鋼管を使っています。
　ここで話を戻しますと、巨礫による変形をどこまで許
すかですが、この安定性を確保できる鋼管の強度を保
持できる程度までは変形を許してもよさそうです。そこ
で、鋼製砂防構造物設計便覧では変形量と耐力の関係
を図-8のよう定めています。鋼管部材は運搬や架設の途
中で凹むとこともありますし、礫の形状によっては局所
的に凹むこともあります。約1割というのは許容範囲と
考えられますから、10%以内の変形では鋼管は健全と見
なそうということにしました。ただし、これを超えたか

らといって直ちに鋼管の耐力が低下するわけではありま
せん。さらに変形していくと徐々に耐力も低下していき
ます。それではどこまでなら鋼管として見なせるかです
が、ここでは耐力の半分になったところで、鋼管とは見
なせないであろうと鋼製便覧では決めました。約40%の
あたりです。そこで、鋼管外形の約4割凹んだら鋼管は
破壊されたと見なし部材を取り替えます。では10%から
40%の間はどうするかというと、耐力は低下しています
が、鋼管としては機能しているので、低下した耐力で安
定計算し、供用に耐えられるならまだ使えると判断しま
す。耐えられない場合は、補修や補強します。（以下次号）

書　名 著者・編集 発行年月 実　費 備　考

鋼製砂防構造物設計便覧（平成21年版） 鋼製砂防構造物委員会編 H21.9 ¥5,000（送料別）

砂防ソイルセメント設計･施工便覧（平成23年版） 当財団編 H23.10 ¥3,000（送料別）

土砂災害から命を守るポケットブック
──地域防災力を高めるために 砂防技術研究会 H21.3 ¥300

（送料込み＊）
＊他書籍と混送の
場合は送料別途

機関誌『sabo』 当財団 年４回 送料のみ

土砂災害の実態 土砂災害の実態
編集会議編

S57～H23
（毎年） 送料のみ S57～H5・H11・

H16版は絶版 

砂防地すべり技術研究成果報告会発表論文集 当財団編 H12～H24
（毎年） 送料のみ H12～H19版は

絶版

砂防技術 ──設立30周年記念出版 当財団編 H17.6 送料のみ

砂防技術 ──設立20周年記念出版 当財団編 H7.7 送料のみ

損傷レベル 機能低下レベルと定義 対応策
判定

中空鋼管 CFT鋼管

レベルⅠ
─健全─

完成時と比べ機能の低下がなく、
供用に支障がない 補修の必要なし 鋼管径の凹みが

鋼管径に対して10％未満
部材の撓み
変形角が2度未満

レベルⅡ
─損傷─

部材耐力が低下しており、完成時と比べ
機能低下の恐れがある構造照査により
補修・補強の必要性を検討する

鋼管径の凹みが鋼管径に対して
10％以上、40％未満

部材の撓み変形角が
2度以上、5度未満

レベルⅢ
─破壊─

施設機能が喪失しており、次に設計荷重が
作用すると機能が発揮できない 必ず補修・補強を行う 鋼管径の凹みが

鋼管径に対して40％以上
部材の撓み
変形角が5度以上

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

■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　TEL：03-5276-3271／FAX：03-5276-3391／E-mail：webmaster@stc.or.jp

書籍頒布のご案内

図-8 鋼管の変形と耐力
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平成24年11月13日(火)午後1時30分より、砂防会館別館
シェーンバッハサボーにおいて「平成24年度砂防地すべり
技術研究成果報告会」が開催されました。本報告会は、当セ
ンターの公益事業の一環である研究開発助成による研究の成
果を広く一般に公表し、関連事業及び今後の各方面での研究
活動に役立てていただくことを目的として、毎年実施してい
るものです。
本年度の発表は、平成23年度研究開発助成事業により実施
された研究7題であり、そのいずれもが今後の砂防事業の礎
となる貴重な成果であります。会場には244名の聴講の方々
を迎え、盛況のうちに終了となりました本報告会の概要を以
下に紹介します。

平成24年度
砂防地すべり技術研究
成果報告会

（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

里深 好文
さとふか よしふみ

立命館大学理工学部

講
演
1

河道閉塞（天然ダム）決壊過程に関する現地実験

　本研究は、河道閉塞（天然ダム）決壊過程に関する
現地実験を行い、数値シミュレーションの結果と比較
できるデータを収集するとともに、より大きな規模で
決壊実験を行うための観測方法や実験手順等について
確認を行った。天然ダムの設置は、側岸勾配や河幅な
どの平面地形のほか、施工性やカメラの設置場所、下
流への土砂流出への影響等に留意して選定した。また、
ダムサイトの測量を実施し、平面および縦横断地形を
確認した。実験は仮実験（下流法勾配1/2）、実験①（下
流法勾配1/3）、実験②（下流法勾配1/2）の計3回を実
施した。

　天然ダムの崩壊過程は、仮実験では天然ダム下流部
に水が浸透し、浸透部周辺から崩れ始め、ダム表面に
亀裂が生じた後、全体が崩壊した。実験①、②は天端
からの越流水によって表面に細い流路が形成され、そ
の後、流路を深く削り流速が増大していった。流速が
増加するごとに流路幅が広がり、侵食崩壊の規模が拡
大した。
　水位上昇は実験①、②で大きな違いは見られなかっ
たが、実験②の方が現象の進行が30秒程度早かった。
また、圧力水頭の変化は浸透速度に大きな違いは生じ
なかったが、河床に近い測点の変化量が大きかった。
また、実験①においてほとんど現れなかった浸透流が
実験②では確認された。
　天然ダムの決壊過程は、下流法勾配が急なほど早く
進行し、最大越流量が大きくなることが分かった。ま
た、実渓流における現地実験により安全に実験をする
ための手順が確認できた。
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村越 真
むらこし しん

静岡大学教育学部

笹原 克夫
ささはら かつお

高知大学教育研究部
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集団的記憶としての土砂災害伝承の研究

３方向変位計測可能な傾斜計による
斜面崩壊発生予測のための斜面変形・破壊モデルの構築

　災害の経験や教訓を伝承していくことは、被害軽減
の可能性において重要なことであると考えられる。し
かし、人間の記憶には忘却が伴うことから、忘れ去ら
れている伝承があることもまた事実である。このよう
な忘却を防ぐために､ 災害現象やそれに対する行動に
ついての知識を記憶として定着させることが防災・減
災上重要となる｡ 本研究では、記銘時や想起時の条件
を統制することで実験的に個人および集団による記銘
や想起の効果を検証することを目的とする。
　今回は、大学生を対象として「記銘」と「想起」の

　山地における切土・盛土工事の安全管理のために、
のり面・斜面崩壊発生予測手法の高度化が求められる。
斜面モニタリング手法として小型傾斜計が用いられる
ようになっているが、せん断変形に起因する地中の1
方向の傾斜変化の計測のみでは、鉛直方向の変位量が
把握できない。このため3方向の変位が計測可能な傾
斜計を使用して多次元方向の変位を計測するための、
斜面の2次元ないしは3次元的な変形の経時変化を、計
測結果に基づいて予測するモデルの構築を目指した。
　本研究では砂質模型斜面に人工降雨を与えた際の斜
面内の体積含水率、サクション、地下水位、沈下量や

2回（２時点）にわたって行い、それぞれの時点におい
て「個人」と「集団」のグループに分けて実験を行った。
全体として､ 個人記銘よりも集団記銘のほうが、再生
成績が良い傾向が認められた。一方で、想起は問題に
よっては記銘時の条件による違いが認められる場合も
あるが、全体的には傾向の違いは認められなかった。
　多くの人が同じ状況下で、同時に災害を経験する方
が記憶に残りやすいと言え、その多くの人がいた中で
自分がどのように行動を取ったのかということに関連
付けて思い返し、周りの人と共有することが、災害伝
承に有効かつ重要であると考える。東日本大震災の後、
災害の記憶が薄れないようにするためには、今からで
も当時の記憶を語り合うことが災害の伝承という意味
で重要である。さらに、実際に災害に経験してない人
が災害について学ぶ時は、一人で学ぶより他者ととも
に学ぶことが記憶に残りやすい。

せん断変形を計測し、 斜面内の各深さにおける⑴せん
断ひずみ～間隙水圧の関係、⑵せん断ひずみ～圧縮ひ
ずみの関係、を検討した。
　上記⑴については、斜面内のせん断変形は不飽和状
態でもサクションの減少と共に発生するが、正の間隙
水圧の上昇と共に顕著に増大すること、そして斜面内
のせん断ひずみと間隙水圧の関係、ないしは地表面変
位と地下水位の関係は双曲線形で表されることが確認
され、その関係を用いた崩壊発生時刻の予測の可能性
が示唆された。
　⑵については、せん断ひずみが増加し、破壊が近づ
くに連れて、圧縮ひずみの変化が小さくなり、土が圧
縮・膨張しない「限界状態」に近づく。このように破
壊に向かって圧縮ひずみ増分が0に近づく特徴を利用
した崩壊発生時刻の予測が可能であると考えられる。
今後は様々な形状、条件を有する模型斜面の切土条件
下でこれを確認する必要がある。
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　支川の合流を考慮した土石流の一次元数値シミュレ
ーションモデルを検討した。構築したモデルでは、合
流点において本川・支川のそれぞれの河道からの流入
フラックスを合流後の本川河道に与えるという接続処
理をしている。なお、支川の合流角度は考慮しておら
ず、合流によって本川および支川の運動量を損なうこ
とはないとの仮定である。
　構築したモデルの検証のため、模型水路による水理
実験を実施した。合流角度については、実際に発生し
た土砂災害事例に関する資料からの平均値として45°

　深層崩壊発生予測に資することを目的として、岩盤
内地下水流動経路の探索とそのモデル化を次のように
実施した。
　当該流域では、降雨量の増加に伴い岩盤内地下水位
が上昇すると、岩盤内地下水の流動経路が変化するも
のと推察される。しかしながら，ここで示した岩盤内
地下水の流動経路はあくまでも現地観測結果に基づい
た推論であり、岩盤内での地下水の流動経路を定量的
に把握したものではないため、岩盤内地下水の流動経
路を定量的に把握するため、原位置トレーサー試験を
行った。当該流域ではトレーサー試験により、岩盤内

を設定した。また、天然ダムが形成されるような極端
なケースとして合流角度90°も設定した。本川および
支川の流量条件を変化させて実験を実施し、水位・堆
積厚変化を測定した。同一の条件で、構築したモデル
を用いた数値シミュレーションを実施して、実験結果
と計算結果を比較検証した。合流角度が90°かつ本川
流量が小さい場合には、特に合流点での堆積過程で実
験結果と計算結果が十分に対応しなかった。これはモ
デルでは平行に近いスムーズな合流を仮定していて、
合流による運動量の損失を考慮していないことによる
と考えられる。合流角度が45°の場合や90°でも本川流
量が大きい時は比較的良く対応した結果が得られてお
り、現地で報告されている平均的な合流角度30～70°
では本モデルが適用できる可能性が示された。
　今後は、合流角度90°で本川流量が小さい場合での
挙動を考慮できるようにモデルを改良していきたい。

地下水位が1,237mを上回った場合にボーリング地点2
から湧水地点1へと流下するすばやい岩盤内地下水の
流動経路の存在が明らかになった。また湧水地点での
トレーサー回収率から、ボーリング地点1からの岩盤
内地下水は、ボーリング地点2からよりも両湧水地点
以外へと流下（流出）する比率が高いといった事実が
明らかになった。
　これらの知見を踏まえ、当該流域内での岩盤内地下
水の流動経路について、岩盤内地下水が1,233.15m未
満の場合、1,233.15m以上1,238m未満の場合、1,238m
以上の場合の3パターンに分類し、それぞれ流動経路
の概念モデルを作成した。
　今後は、観測の継続と種々のトレーサー試験を追加
するとともに、これにより得られた知見を基に、岩盤
内地下水位と湧水量の再現モデル、ひいては予測モデ
ルを構築し、深層崩壊発生危険度予測へと研究を展開
していく予定である。

中谷 加奈
なかたに かな

京都大学大学院農学研究科

平松 晋也
ひらまつ しんや

信州大学農学部
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支川合流を考慮した土石流の
一次元数値シミュレーション手法の検討

深層崩壊の発生予測手法確立のための
岩盤内地下水流動経路の探索とそのモデル化
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講 演 会 報 告

　現在、中山間地における過疎化・高齢化が一層深刻
となり、地域防災力の低下が懸念されている。そのた
め誰もが安心して暮らせるように、地域住民と行政が
一体的に施策を実施することが急務となっている。土
砂災害に対して、より安全な避難を考える際に重要と
なるのは、地域住民の自主的な意識であり、自分自身
で危険を察知して行動する必要がある。地域全体の防
災意識の向上や住民の避難行動を促すためにも防災教
育が重要である。
　本研究では、土砂災害防止教育の研究レビューに始
まり、防災学習会や災害遺構見学の効果把握のための

　2010年10月26日、インドネシア、ジャワ島中央部に
位置するメラピ山が噴火活動を開始した。今回の噴火
にともなう死者数は386名、避難者総数は一時約40万
人に達した。噴火活動継続中からメラピ山麓を流れる
河川では土石流が発生し、人家、道路、砂防施設等に
被害を及ぼした。本研究は、効率的な警戒避難とその
ために必要なデータの観測・解析法などを明らかにす
ることを目的とし、噴火に伴う土砂移動現象と発生し
た被害の実態を把握するとともに、警戒避難実態につ
いて調査した。

アンケート・聞き取り調査を実施した。また小・中学
校及び高齢者への防災教育事例からの今後の課題を検
討した。さらに、地すべり地域に住む住民の意識や知
識の調査を行い、住民による地域防災の実態と課題、
防災教育の必要性の二つの観点から、住民参加による
地すべり監視の可能性について検討を行った。
　その結果、小学生に対する防災教育は、早期からの
防災意識啓発、地域との連携性の高さからも有効であ
り、児童から保護者への防災知識の波及も期待できる
ことが分かった。今後、防災教育実施にあたり、行政
は防災学習会参加の呼び掛けや災害遺構等の整備、学
校においては教育、家庭や地域においては独自の防災
への取り組みを行う等、三者が一丸となって防災教育
に臨む姿勢が必要である。そのためには、基礎的な研
究データの蓄積に加え、地域と共に創りあげる防災啓
発プログラム手法の確立が求められている。

　今回の噴火では、警戒避難情報を発信しているにも
かかわらず、火砕流により多くの死傷者が出た。この
結果を踏まえ、今後は地元コミュニティへの聞き取り
調査等により、噴火当時にどのような警戒避難情報が
出され、どのように行動したかといった情報の収集・
整理を行い、警戒避難を促す防災情報の内容と伝達方
法上の問題点を把握することが重要であることを示し
た。
　一方、メラピ山麓には、まだ大量の火山噴出物が残
されており、噴火から１年経過後の雨期においても活
発な土砂移動が生じ、多くの土砂災害が引き起こされ
ている。今後、土砂災害による被害を軽減するために
は、西側斜面のPutih川やPabelan川で被災した砂防施
設の早期復旧を行うだけでなく、砂防施設の被災の直
接的な原因となった施設付近での著しい河床変動が生
じたメカニズムを明らかにする必要がある。

井良沢 道也
いらさわ みちや

岩手大学農学部

権田 豊
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地域とともに創りあげる防災啓発プログラム手法の開発

2010年メラピ火山噴火に伴う
複合土砂災害実態に関する調査研究
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海外事情

池田 暁彦
いけだ あきひこ

( 一財 ) 砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所砂防システム研究室長

韓国ソウル市2011
牛眠山崩壊に
関するフォーラム
参加報告

１．はじめに
　2012年10月12日に韓国ソウル市で、2011年に発生し
た牛眠山崩壊に関するフォーラムが開催された。本フ
ォーラムは、2011年7月27日にソウル市中心部の瑞草区
牛眠山で発生した崩壊とそれに起因する土石流災害の
原因を解明するためにソウル市当局に設置された災害
調査チームの調査成果について、海外の土砂災害専門
家を招聘して意見を聴くといった諮問委員会のような
ものであった。筆者は、2010年10月28日に開催された
韓国2010新山地防災事業団国際共同学術会議に参加し
た際に牛眠山の視察を行っていたことから、ソウル市
から本フォーラムに招聘されて発表を行ったので報告
する。

２．牛眠山崩壊・土石流災害の概要
　牛眠山では2010年と2011年の2年連続で崩壊・土石
流災害が発生している。2010年9月21日に牛眠山の北側
斜面に位置するDukwooam流域とShindonga流域で合
計2.5haの崩壊が発生し、土石流となって流下した。土
石流発生時の降雨状況は日雨量293mm、最大時間雨量
98.5mm、3時間雨量233mm（江西地区）である。土石
流は流域の下流端に位置する床固工（H=1.5～2.0.m程
度）によって捕捉され、幸いにも直接的な災害には至
らなかった。その後、崩壊地と土石流の流下経路には
山腹工や堤高数m程度の低い谷止工が整備され、植生
も回復しつつあった。しかし、2011年6月22日～27日に
台風MEARI、7月28日～8月9日に台風MUIFAが立て
続けに朝鮮半島に上陸するとともに前線性の豪雨もも
たらされたため、7月27日に牛眠山の全方位の渓流にお
いて崩壊140箇所、土石流33渓流が発生し、20数名の
死傷者を出す甚大な被害が生じた。7月24日～27日の3
日間の雨量は341mmであったが、土石流発生時の27日
の24時間雨量は307mmであった。特に降雨が集中した
のは26～27日にかけてであり、最大時間雨量114mm、
最大6時間雨量279.5mm、最大12時間雨量333mmで、
いずれも100年超過確率規模を超えている。

３．フォーラムの概要
　 本フォーラムは、午 前中に 牛眠山における崩
壊・土石流発生現場とその復旧対策などの現地視察
写真-1〜3を行った後、ソウル市内に位置するソウル市
当局（Seuol Institute）で開催された写真-4。招聘され

写真-2 土石流災害復旧対策工と保全対象の高層住宅

写真-1 土石流災害復旧対策工の現場
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た参加者および災害調査チームのメンバーは以下の通
りである。また、今回の招聘に際しての担当として韓
国砂防協会の金 玟植室長も参加した。
■招聘された海外の土砂災害専門家

Andrew MALONE　The University of Hong Kong, 
 Director, Department of Earth Sciences
Ko-Fei LIU  National Taiwan University, professor, 
 Department of Civil Engineering
福岡　　浩 京都大学防災研究所准教授
池田　暁彦 （一財）砂防・地すべり技術センター
  砂防技術研究所
■韓国側 災害調査チーム

Myoung Mo KIM  Seoul National University, Professor, 
 Chief of the Investigation Team
Chan-Young YUNE  Gangneung-Wonju National 
 University, Associate Professor
Young-Il MOON  The University of Seoul City 
Jin-Han REE  Korea University, Professor
Sangiun IM  Seoul National University
Sangseom JEONG  Yonsei University, Professor
Sang-Deog PARK  Gangneung-Wonju National
  University
Seung Woo LEE  Gangneung-Wonju National University
Gwang-Wook BYUN  EG Soft Consulting
　本フォーラムでは、災害調査チームによる調査成果
が報告され、その結果について専門家がコメントする
という形式で実施された。災害調査成果は、地形・地質・
植生といった基本情報に始まり、詳細な降雨・地下水
位観測データに基づく水文解析、降雨流出解析、崩壊・
土石流発生危険度とその影響範囲（斜面安定解析、二
次元氾濫シミュレーション）といった多岐にわたって
実施された極めて完成度の高いものであった。本成果
における専門家に対する主たる確認点は、災害の発生
原因が既往最大の降雨量かどうかと、被害を拡大させ
た要因として①既設砂防堰堤の湛水、②牛眠山トンネ
ル工事（爆破）、③牛眠山山頂の空軍基地から表流水
の影響の評価であった。これに対し、各専門家の共通
認識として、崩壊・土石流の直接的な発生原因は降雨
量であったこと、①～③の影響はほとんどなかったと
推定されるという見解を示した。しかし、2010年災害
の発生後の対応としては詳細な調査に基づく対策計画
を立案するとともに、警戒避難体制が整備されていれ

ば被害を減少できた可能性があることを指摘した。こ
れは、韓国では日本と異なり、事業目標となる整備対
象土砂量などを示した砂防基本計画が策定されていな
かったことを踏まえての指摘である。

４．おわりに
　本フォーラムは、牛眠山周辺で2010年と2011年の2年連
続で発生した崩壊・土石流災害の原因と今後の対策のあり
方を明らかにすることを目的としており、韓国ソウル市当局
の招聘による海外の土砂災害専門家による意見は最終報
告に反映されることとなっている。近年、韓国では土砂災
害の発生頻度が高まっているものの、地域住民の防災意
識はかなり低いのが現状となっている。今後は施設による
対策のみならず、警戒避難対策も考慮した事業も必要だと
思われた。

写真-3 崩壊復旧対策工の現場

写真-4 フォーラムの様子
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海外事情

安養寺 信夫
あんようじ のぶお

( 一財 ) 砂防・地すべり技術センター
総合防災部 部長

ニュージーランド
火山視察ツアー
参加報告

はじめに
　このたびニュージーランド火山視察に同行する機会を得たので概
要を報告します。行程は以下のとおりです。

2012年10月1日 成田空港出発

10月2日～5日
オークランド空港着後、チャーターバスで
北島の火山視察出発。
ロトルア、トンガリロを巡ってオークランドへ。

10月6日 オークランド空港出発 ➡同日 成田着

ニュージーランドの火山
　ニュージーランドは赤道を挟んで日本と反対側にある島国で、オ
ーストラリアプレートと太平洋プレートが接する位置にある。海洋プ
レートが大陸プレートに沈み込む陸側にある北島を南西─北東に横
切るタウポ火山帯に活火山が集中している図-1。今回は北島にある
主要な火山を巡り歩いた。

● ロトルア
　ロトルアは約24万年前に活動を終えた直径22kmのカルデラ湖で
ある。19世紀前半にヨーロッパ人が入ってくるまではマオリ族の居住
地であった。地熱地帯からは間欠泉を含む温泉が湧いており、気
候も温暖で居住に適している。美しいカルデラ湖は観光地として栄
え、かつて温泉療養施設であった建物が博物館に衣替えしてマオ
リの風俗やロトルアの自然を展示している。筆者はタラウェラ火山の
1886年噴火資料のコーナーに興味をもった。また映写室では当時
の写真をもとに温泉療養の開始と噴火の被害などが上映されていた。

● タラウェラ
　ロトルアの東方に位置する標高1111ｍのドーム型火山で写真-1、
約40万年前から活動を開始し、6万4000年前にカルデラを形成し
たオカタイナ火山地域のほぼ中央部に位置し、周辺には多くの湖が
分布している。タラウェラ火山は約1万8千年前から活動を開始し、
800年前頃までに流紋岩質溶岩が山頂の3つのピークを形成した。
1886年の噴火では山頂部に次 と々火口が開き、17kmの火口列を形
成した。6月10日に始まった噴火活動では、火砕流や火山灰放出が
生じた。この噴火では過去の噴火と異なり玄武岩質マグマが関与
した。当時ヨーロッパでも有名であった温泉保養地において，100
名以上の死者を出した写真-2。
　私たちは火山灰に埋もれた村として有名な遺構を見学した。19世
紀前半に欧米人相手の温泉保養地として整備された村は，ホテル
の土台部分や施設跡をわずかに残すのみで、現在は静かな公園と
なっている。

● タウポ
　タウポ湖は面積616㎢に及ぶ巨大なカルデラ湖である。湖を中心

図-1 ニュージーランドの位置と北島の火山分布

sabo vol.113 Jan.201334 sabo vol.113 Jan.2013



として40kmの範囲で火山活動が継続してきた。33万年前の巨大な
火砕流，15万年前の軽石流を発生した噴火が先行し、6万5000か
ら2万7千年前の間に少なくとも5回以上の爆発的噴火が確認されて
いる。2万6500年前のオルアヌイ噴火では300k㎥の火砕流、500k
㎥の軽石と火山灰が噴出した。この噴火後に現在のタウポカルデラ
が形成されたと考えられている。その後、2000年前までカルデラ内
の噴火が続いた。最新の噴火は約1800年前に発生した。この噴火
では2万㎢に及ぶ地域を荒廃させた火砕流が発生した。
　現在は水鳥が泳ぎレジャー船舶が航行するのどかな湖では、か
つて起こった巨大な噴火は想像できないが、タウポ湖に来る途中で
通過した丘陵地帯は明らかに火砕流の堆積面である。その噴火の
中心が広大な湖だと考えると、噴出物の規模がとてつもない量だと
いうことが実感された。またタウポ近郊には1958年に稼働を始めた
ニュージーランドで最も古い地熱発電所があり、温水を利用したテ
ナガエビの養殖が行われている写真-3。

● トンガリロ、ナルホエ、ルアペフ
　タウポカルデラの南西に3座の活火山がそびえている。北からトン
ガリロ1968ｍ、ナルホエ2290ｍ、ルアペフ2797ｍである。ルアペフ
は北島の最高峰である。トンガリロは2012年8月6日に水蒸気噴火
を発生したばかりである。ルアペフは山頂の火口湖が決壊・溢流し
て泥流を発生することで知られており、1861年 以降2007年 までに
9回記録されている。とくに1953年のクリスマスに発生した泥流は南
西方向に流下して、42km下流のオークランドとウェリントンを結ぶ鉄
道橋を流失させ、そこに通りかかった列車が脱線して151名の犠牲
者を出したニュージーランド史上最悪の火山災害となった。
　ルアペフはスキーリゾートとして利用客が多く、麓のホテルやビジ
ターセンターでは、スキーヤーのためのハザードマップを用意してい
る図-2。そこには噴石や火山ガスの危険範囲、泥流の流下方向とと
もに噴火時の避難行動が記され、泥流に対しては直ちにスキーを脱
いで斜面を登って谷底から脱出するよう具体的に指示されている。
　訪れた当日は雲が低く垂れ下がり、時折陽がさすものの山容を垣
間見ることもできなかった。夕方になって北側のナルホエ火山の姿が
見えてきた写真-4。そして翌朝、オークランドに向かって出発する直
前にルアペフがようやくその姿を見せてくれた。山頂は厚い雪に覆わ
れ、まだまだ冬のたたずまいであった写真-5。写真を撮っているわ
ずかな時間で山頂は再び雲に隠れ、ルアペフを後にすることになった。

● オークランド単成火山群
　ツアーの最終は，ニュージーランド全国民1／4以上の120万人が
市内と周辺地域に居住するオークランドに向かう長旅である。起伏
が多い道の周辺は草地が広がり、ちょっとした丘の上まで羊や牛が
草をはんでいる。オークランドに近づくにしたがって徐 に々平坦な地

図-2 ルアペフ火山のスキー客用ハザードマップ

写真-2 タラウェラ火山1886年噴火による被害（展示写真の接写）

写真-1 ロトルア湖とタラウェラ火山遠望
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形になるが、広い平野はなく小起伏が続いている。ハイウェイを走
る車の数が多くなり、都会に近づいていることを知らせてくれる。
途中休憩も入れて6時間近いドライブの末、ようやくオークランドに
到着した。
　オークランドはニュージーランド経済の中心の商業都市であ
る。しかし、ここが単成火山群の上に形成された都市Cities on 
volcanoesであることは意外に知られていなかった。日本で単成火
山群といえば大室山をはじめとする伊豆東部火山群を思い浮かべ
るが、まさに同じ条件の土地に100万都市が形作られているのだ。
2007年に雲仙岳のふもと島原市で開催された第5回国際火山都市
会議はここオークランドでも開催されている。
　昼食の後、市内の単生火山でもっとも大きいイーデン山に登っ
た。市内には49火山があると言われているが、イーデン山はダウ
ンタウンにも近く、山頂からはシンボルであるスカイタワーが望ま
れる写真-6。
　このような単生火山は噴火口を事前に特定することが難しく、想
定されている噴石、サージ、溶岩噴泉、降灰などの現象の影響範
囲を示したハザードマップは、なんと住宅街の中に描かれている。

ニュージーランドの自然と人々
　ニュージーランドは日本の本州と九州を合わせた程度の国土に
430万人の人々が暮らしている。北島は火山と丘陵地帯がほとんど
を占め、年間を通じて温暖であるが、変わりやすい気象でにわか雨
も多いようだ。旅行中も一日必ずといっていいほど雨に出会った。
　食事は肉が中心で、渡航前は毎日ラムが出てくるのかな？ と思っ
ていたが、牛肉中心で乳製品とワインがことのほか美味で、帰路に
は少し体重が増えていたのかも知れない。
　犯罪が少ないのも特徴と聞いたが、確かに町の人 は々親切で人な
つっこいようだ。現地の人 と々ふれあう機会は少なかったが、ロトル
アのホテルの従業員とはクライストチャーチの地震や日本の津波な
どを話した。台風は襲来しないが地震と火山噴火が自然災害として
関心があるようだった。専用バスのドライバーは陽気な方で、最後
の夜に会食した際にいろいろ話をしてすっかりうち解けた。空港で
別れる際にハグして「またおいで」と言われたときはちょっとグッと
きた。
　こうして6日間のニュージーランドの旅が終わった。今回このツアー
を企画していただいた伊藤和明氏と内山郁子さん、旅行中ご一緒さ
せていただいた皆様に感謝申し上げます。

　なお、本文に引用した火山に関する情報はニュージーランド地質・
核科学研究所GNSのホームページサイトを参考にしたが、文責は
著者にある。

写真-3 ワイラケイ地熱発電所

写真-5 ようやく姿を見せたルアペフ火山

写真-4 美しい富士山型のナルホエ火山

写真-6 The City on volcanoes オークランドの単成火山から見た
ダウンタウン
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海外事情

(一財)砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所

急流河川・
渓流における
河道調節機能に
関する比較研究
ワークショップ
開催報告

１．はじめに
　2012年10月29日に当センターにおいて「急流河川・渓流にお
ける河道調節機能に関する比較研究ワークショップ」が開催さ
れた。本ワークショップは当センターの自主研究「砂防河川に
おける自然河道調節機能に関する研究」の研究成果と、台湾國
立成功大學防災研究所による1999年9月21日集集地震や2009年8
月9日台風MORAKOTに伴う深層崩壊とその後の河床変動に関
する調査研究成果に基づき、降雨・流域特性が異なる日本と台
湾における大規模土砂生産現象とその後の土砂移動特性の比較
研究によって、両者の意見交換を通じて流域特有の事象・現象
を把握し、急流河川・渓流における河道調節機能に関する普遍
的な現象を見出そうとするものである。本報告ではワークショ
ップの概要と意見交換の結果について紹介する。

２．ワークショップの概要
　本ワークショップにおける日台両国の参加者ならびに話題提
供の発表題目は以下の通りである。
■日本側参加者

近藤 浩一 （一財）砂防・地すべり技術センター 理事長
中野 泰雄 （一財）砂防・地すべり技術センター 事務理事
水山 高久 京都大学大学院教授（自主研究 共同研究者）
比留間 雅紀 （一財）砂防・地すべり技術センター
  企画部国際課長

“Recent Sabo Facilities in Japan”

池田 暁彦 （一財）砂防・地すべり技術センター
  砂防技術研究所 砂防システム研究室長

“Sediment control in meandering and flow width changing
(expansion/contraction of flow width) parts in steep slope”

長山 孝彦 日本工営株式会社（自主研究 共同研究者）
伊藤 隆郭 日本工営株式会社（自主研究 共同研究者）
後藤 健  日本工営株式会社（自主研究 共同研究者）
渡部 春樹 日本工営株式会社（自主研究 共同研究者）
  他　当センター技術系職員
■台湾側参加者（台湾國立成功大學防災研究所）

謝 正倫　Chjeng-Lun SHIEH　Director（欠席）

陳 禮仁　Li-Jen CHEN　Technical Adviser
“Compound Disaster Caused by Typhoon Morakot in Xiaolin Village, 

example for Daan, Shoufong and Kaoping river”

陳 旭　Yu-Shiu CHEN Division Lead
“Bed variations after huge earthquake/heavy rainfall”

李 鎮鍵　Chen-Chien LI Doctor/Engineer
李 明浩　Ming-Hao LEE Engineer
李 威霖　Wei-Lin LEE Engineer

写真-2 意見交換の様子

写真-1 表敬訪問記念撮影
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勾配）で弯曲や狭窄・拡幅の変化が多い固定床の模型
において計画規模相当の流量を長時間供給する水理模
型実験によって得られた平衡状態の土砂堆積特性につ
いて紹介した。実験により弯曲部（特に内岸）や弯曲
部の上下流に土砂が堆積する傾向が確認され、流量に
応じて供給した土砂量の約60～90％が河道内に堆積し
たことを紹介した。
　陳 旭先生の発表では，Shoufeng流域における深
層崩壊後約30年の河床変動、Blackstone流域における
1999年9月21日集集地震後約13年の河床変動について
紹介され、深層崩壊後には急激に河床が上昇するもの
の、その後は徐々に低下して河床変動幅が小さくなる
傾向があり。その変動は上流域・中流域・下流域によ
って異なるといった時空間的な変化特性を有すること
が示された写真-4。
　比留間課長の発表では、上述した土砂移動量や河床
変動をコントロールするために近年日本で研究開発さ
れている鋼製砂防堰堤やシャッター砂防堰堤などの紹
介があった。
　4題の発表について水山高久教授をはじめ、参加者
によって今後の調査の方向性や、河床変動をコントロ
ールするための砂防施設の構造について活発な意見交
換があった。また、ワークシップ後の懇親会において
も活発な議論は続いた。

４　おわりに
　本ワークショップにより、話題提供と意見交換を通
じ、日台両国にとって非常に有意義なものとなった。
今回のワークショップは別途開催された研究会に参加
するために来日された台湾國立成功大學防災研究所の
方々による当センターへの表敬訪問に伴って開催され
たものであるが、今後は、両機関の共催によって継続
的な話題提供、現地視察、意見交換等を含めたワーク
ショップを開催していくこととなった。

呂 明鴻　Ming-Hong LU Engineer
吳 佩誼　Pei-Yi WU Secretary

３　意見交換の概要
　降雨・地震時あるいはその後に生産された1次生産
としての多量の土砂は崩壊・土石流として輸送され、
その後の降雨イベントによって掃流・浮遊（Wash 
loadsも含む）などの2次生産としての土砂が斜面・河
道内を流下する。急流河川の河道内では、降雨・流量
と移動形態に応じた粒径別流砂量が流水に対して1:1
にならないことは周知の通りであるが、河道平面形状

（川幅の拡幅・縮小や弯曲等）によって一時的に貯留
される土砂に対しても時間・流域スケールに応じて把
握する必要がある。こうした知見を得ることによって、
砂防基本計画や砂防施設配置計画へ反映させることが
極めて重要である。
　こうした主旨を踏まえ、本ワークショップでは、ま
ず基調講演として陳 禮仁先生から2009年8月9日に発
生した台風MORAKOTに起因する深層崩壊とそれに
伴う土砂災害の実態の紹介があった。次いで、筆者か
ら水理模型実験に基づく自然河道調節機能に関する一
考察、陳 旭先生から1999年9月21日集集地震や2009
年8月9日台風MORAKOTなどの大規模土砂生産現象
後の河床変動実態の紹介、そして、当センター比留間
課長から近年の日本における砂防構造物の紹介があ
り。その後に活発な意見交換が行われた写真-2。
　陳 禮仁先生の発表では、近年の地球温暖化に伴っ
て台湾における台風の襲来（上陸）回数の増加や総降
雨量の増加（台風MORAKOTでは3000mm；200年超
過確率規模）により、土砂災害が多発し、かつ表層崩
壊・土石流・洪水・深層崩壊・天然ダム・天然ダムの
決壊といった複合して（発表ではCompound disaster
と表現）発生していることが特徴的であると示された。
写真-3

　筆者の発表では、自然河道を模した掃流区間（一様

写真-4 陳 旭先生の発表写真-3 陳 禮仁先生による基調講演
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（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課海外事情 世界の土砂災害（2012 その3）
2012/7/1〜2012/9/30

発生日 国名 種別 概要

７月６日 ロシア 土石流
7月6日深夜に、西南部の都市クラスノダール（Krasnodar）周辺で豪雨により多くの河川が溢れ、
土石流も多発した。これにより死者172名、負傷者4000名、5500軒の家屋が全壊の被害が
生じた。ロシア赤十字社が支援に当たっている。

７月11日
　〜14日

日本
土石流・

崩壊
7月11～14日にかけて降り続いた九州北部豪雨により、熊本県阿蘇地域を中心に土石流93件、
崩壊68件など、土砂災害が多発し、22名が亡くなった。

７月12日 インドネシア 地すべり

西部マルク（Maluku）州アンボン（Ambon）島が雨季の豪雨に見舞われ、マムラ（Mamura）村で
土石流が発生、8名が亡くなった。そして、ネグリ・リマ（Negeri Lima）村のワイエラ川中流わきの
山腹で大規模な地すべりが発生、川を塞き止めて旧河床からの比高200m、縦断長1kmに及ぶ天然
ダムが形成された。堤体は決壊しておらず、洪水や人的被害は生じていないが、天然ダム下流河口の
村には1800世帯4500人の居住者がおり、湛水による決壊の危険性に晒されている。政府公共事
業省を中心に緊急対策が進められている。

７月21日
　〜22日

中国
崩壊・
土石流

7月20日以降、中国北東部～北西部の広い範囲が豪雨に見舞われ、平野部では洪水、山間部
では崩壊・土石流が多発して、死者・行方不明者は150名以上に達した。首都北京では連続雨
量200mm(1951年以来最大)の雨に見舞われ、洪水や建物倒壊で37名が亡くなった。郊外では
460mmに達したところもあった。雨による被害は、東北部の黒竜江省や西部の新疆ウイグル自
治区、内陸部の四川省や河北省などでも生じている。

８月13日 コンゴ 地すべり
コンゴ北東部のパンゴイ（Pangoyi)の金鉱山で地すべりが発生し、60人の鉱夫が生き埋めになっ
た。コンゴでは違法な素掘りの採掘が横行し、一部は武装集団や軍によって強制労働させられて
いるとの情報もある。崩土は100m近くの厚さに達していた。

９月13日 パキスタン 土石流 南部のシンドゥ（Sindh）州北半分の地域を中心に、雨季後半の2週間ほど降り続いた雨により、
洪水、崩壊、土石流が多発して、少なくとも136名が死亡、182名が負傷した。

旅のつれづれ［ 韓国ランチ情報（本文32p参照） ］

中央のお皿の右側にあるのが「焼き豆腐」です

　今回の旅程はフォーラム前夜に
ソウル入り、フォーラム翌日早朝
便で帰国というハードスケジュール
であったため、韓国料理を堪能で
きたのは現地視察の昼食だけでし
た。そこで訪れたのが江原道の郷
土料理の一つ、豆腐料理の専門店

「百年屋」です。韓国でもかなり有
名なお店らしいのですが、店の中
は新大久保でみかけるようなとても
温かい雰囲気でした。日本でも一
般的なスンドゥブやチゲをあえてや

めて、ただ焼いただけの「焼き豆腐」
（日本の焼き豆腐とは全く違う）と
豆腐と野菜のビビンバを堪能して、
ほっと一息つきました。     （池田）
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奮戦記 ❶

＊ぴんころ地蔵：長寿の里として有名な長野県佐久市、野沢成田山・薬師寺山門横の長寿地蔵尊（平成15年建立）。
　健康に長生きし、楽に大往生する＝「ぴんぴんころり」が名前の由来

　昨年のある日、久々に訪問した一般財団法人砂防･地す

べり技術センターで職員の数名から「少し痩せましたね」と

声を掛けられた。嬉しいことには女性職員からの声の方が

多く、「ようやく成果が現れてきました」とニコニコして回答

したことが、今回の執筆依頼となったようだ。

　体重はピーク時より12％減で、な～んだ、その程度かと

思われるが、「食べるために生きている」、しかも「質より量・

味より量」に加え「花よりケーキ」である。更に、三日坊主

にすらなれないし、頭も体も使うことは大嫌いであることを

『sabo』編集担当はご存知で、そんなダメ男の奮戦記を紹

介したいようだ。

　本誌の読者は仕事では優秀な方ばかりであるが、健康管

理に関しても同様とは限らない。勝ち組になれない徒士組

の遅遅とした奮戦記であるが、私同様のダメ男さんの参考

になれば、あるいは、優越感に浸っていただければ幸いである。

至福の頃

　端から脱線するが、写真は九州の某旅館の夕食で、一人

で泊まったのであるから一人前である。仲居さんから「これを

食べて一人前（の男？）。足りなければ白いご飯もお持ちしま

す」と言われたが十分過ぎ、何度も泊まっているが完食で

きたのは２回だけである。

　量が第一の私であるが、質も味も、料金も文句なし。アー

ケード街に面しては肉屋であるが、横から入ると魚屋も真っ

青になる水槽が幾つもある旅館なのである。

　思えばこの頃が絶頂期、しあわせだったな～。

そしてきっかけ

その❶　数年前のＪＲ車内で、三人掛けの席の両端は当

時の私よりも更に１～２割は太めの男女が座っていた。その

間に疲れてもいないのに吸い込まれるように割り込み、座っ

たと同時になんでこんな狭いところに私は座ったんだ？　と

自問。その答えは、これが万有引力の法則である！

　この時に限らず、重そうな人が横に来ることがよくあった

ので、引力を小さくするためには己の体重を減らさないとな

らないと悟った。

その❷　体重が百キロを超えると単位はトンになるそうな。

その心配はまだ先のことであったが、腹回りがm単位になり

そうで、これはマズイ。

その❸　何度も痛風の痛い目に遭っているのに懲りもせず

にいたが、医者から「運動不足の解消と体重減を心がけたら」

と言われ、更にこのままではオヤジの享年を超えられないぞ。

　こんな理由に過ぎないのに、三日坊主にもなれない私が

７年目に入ったとは？！

ついに初めの一歩

　平成18年12月2日、土曜出勤の際に新橋から市ヶ谷まで

歩いたと日記帳に書いてあり、意識して歩くようになった最

初の日である。この頃は、出発地と到着地だけを記してい

たが、今は連続して10分以上歩いた時間の一日累計値とス

マホで表示される幾つかの値をメモしている。「目標は月締

め平均で1日80分以上歩く」で、最高は100分。この原稿

依頼を受けた10月は90分であるが、目標達成月は半分程

度である。記録の分析はしていないが、出張すると体重が

増えることに気付いて、宿泊地での飲食は極力控えめにし

ている。

　右上写真のお地蔵さまは長野県佐久市内のぴんころ地

蔵で、私の願いについては、「さぁどうしようかな」と優しい

お顔ながら首を傾げられ、願いはまだ聞き届けないよとのこ

とらしい。それでは引き続き努力することにし、奮戦内容は

次回にご報告したい。

反町 雄二（そりまち ゆうじ） 『sabo』事務局OB
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行事一覧（10月〜12月）

後援（協賛）
●10月１1日 （社)砂防学会シンポジウム「深層崩壊による災害の実態と軽減手法のあり方」（協賛）

●10月18〜19日 「2012火山砂防フォーラム」（協賛）

●10月25日 （社）斜面防災対策技術協会「斜面防災対策技術フォーラム’12」in福岡（後援）

●11月7〜9日 （社）日本地すべり学会「地震地すべりに関する国際シンポジウム」（後援）

●11月9日 姫川水系砂防土砂災害の教訓・継承シンポジウム（後援）

●12月1〜7日 平成24年度「雪崩防災週間」（協賛）

11月13日(火)シェーンバッハサボー「平成24年度砂防地すべり技術研究成果報告会」開催（詳細は本文）

神奈川県県西土木事務所小田原土木センターより、下記の業務について優良工事等施工として礼状を受領

「平成23年度地すべり対策工事（公共）当初５号その４　地すべり対策検討業務委託」

講師 派遣日 相手先 講義（講演）内容

比留間 雅紀 10月19日 京都大学大学院農学研究科
グローバルCOEプログラム

「極端気象と適応社会の生存科学」セミナー（第33回）講師

田村 圭司 10月23日 国土交通省　国土交通大学校 平成24年度専門課程「砂防研修－砂防事業の実施と危機管理」　講師

近藤 浩一 11月1日 岡山県砂防ボランティア協会 H24年度砂防技術講習会　講師

田村 圭司 11月8日 （一社）日本建設機械施工協会 「H24年度　建設施工と建設機械シンポジウム」パネルディスカッション　パネラー

綱木 亮介 11月30日 フロテックアンカー技術研究会
斜面防災とグラウンドアンカーに関する技術講習会

「最近の地すべり災害とその周辺の課題」講師

依頼講師

国・地域 出張者 期　間 目　　的

インドネシア国マルク州 比留間 雅紀 9月23日～29日 インドネシア国マルク州アンボン天然ダム対策検討調査に係る調査団

ニュージーランド国北島 安養寺 信夫 10月1日～6日 ニュージーランド火山視察ツアー（詳細本文）

韓国ソウル市 池田 暁彦 10月11日～13日 韓国牛眠山土石流フォーラム招聘（詳細本文）

台湾　台北市、花蓮市、
台東縣、台南市、南投縣

向井 啓司 10月14日～20日 2012台日砂防共同研究会派遣

フィリピン国マニラ市 嶋 丈示 11月19日～22日 フィリピン国水分野に関する最新技術セミナー　講師

海外研修及び協力
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　師走の風が頬を切るなんだか人恋しいそんな夜
は、温もりを求めて神田神保町まで足をのばして
みる。神田は古書店が並び、古本祭りやブックフェ
スティバルがしばしば開催される知的な街、とい
うイメージが強いが、一歩はいると、風情ある居
酒屋やスナック（昭和だねぇ）が立ち並ぶもう一
つの顔も持つ。なかでも「みますや」は創業明治
38年、100年以上の歴史がある居酒屋さんで、
昭和初期の木造建築は当時の雰囲気そのままに、
路地を抜ける木枯らしが縄のれんを揺らし、人待
ち顔の赤提灯がオイデオイデと呼ぶ。なんだかワ
クワクしてくるね。

　ドジョウといえば夏バテ予防の感が強いけれど、
グツグツ煮える土鍋は寒さに縮こまった心身にも
有り難いもの、この店のお勧めはなんと言っても
名物の柳川鍋（800円）、大きめのゴボウやネギが
特有の臭みを抑えて卵でとじてあるからちょっとオ

トナの親子丼風。下戸なら思わず「御飯!!」と叫
ぶだろうが、やっぱりそこは熱カンで♪ ……ほっこ
り暖まったら焼けた舌を鎮めるビールもよし、冷や
(酒)ならなおよし、ここはちょっとお品書きをのぞ
いてみよう。さくら刺し（1,300円）、肉じゃが（400
円）……お、フグもあるぞ。高くはないが量は
少なめ、調子に乗って注文するとけっこう割高に
なってしまうから、食べ盛りの居酒屋ビギナーには
ちょっとキツイかも。そんな店だからか、気がつけ
ば我がテーブルのみならずまわりは皆、小鉢をつ
つきながら「昔はよ～～」とカタるご同輩ばかりで
ある。なんだか初対面とは思えないオジサンも交
えて、杯片手にセンターの昔話を語っても、だいじょ
うぶ、だあれも人の話なんか聞いてやしないから。

　ドジョウといえばそれがニックネームだった前？
総理「こんな時代を引っ張ってくのは誰だってたい
へんだろうよ、短い間だったけどおつかさん」なん
て誰彼なしにビールをつぎだしたなら、これはただ
の悪い宵(酔い)のサラリーマン……「飲んで飲まれ
て～～♪」と河島英五なんか口ずさむようになった
ならそろそろお開きにいたしましょう、宴に心は残っ
ても酔いは明日に残さぬように。こうして年の瀬
の夜は更け、昭和はまた遠くなるのでありました。

（S）

神田神保町

みますや

界隈
食べある考

4

東京都千代田区
神田司町2丁目15
☎03-3294-5433

season2

編集後記
市ヶ谷便り

　カンと音がしそうな凍てついた青空に、高く上がった凧がふたつ、

みっつ……、遠く近く聞こえる子供達の声は、夢中で遊んだ幼い

頃の冷たい頬やかじかんだ指先の感覚までもまざまざと呼び覚まし

ます。

　遊びをせんとや生まれけむ、戯れせんとや生まれけむ……「平清

盛」にも使われていた『梁
りょう

塵
じん

秘
ひ

抄
しょう

』のこの歌は「遊びをしようとて

生まれてきたのだろうか、戯れようとて生まれてきたのだろうか」と

始まり、｢遊ぶ子らの声を聞いていると、遊びたくてうずうずしてくる

ようだ｣ と習ったように覚えています。この歌集を編んだ後白河法

皇は、平氏と源氏の挟間で権謀術数を操るかたわら、今
いま

様
よう

と呼ば

れる当時のはやり歌を好んで喉をつぶすほどに歌い込んだそうです。

きっと現代に生まれていたら、楽の音にうずうずするカラオケ好き

になったでしょう。そのおかげで、おそらく泡沫のようにはかなく消

えたはずの流行歌が、1000年を経た今もこうして伝わっているの

ですから、歴史に残る遊びの達人といえそうですね。

「日本人は遊ぶのが下手」とよく耳にしたものですが、まわりを見

回すとそれぞれの趣味に一家言持つ方がむしろ多いようにも思いま

す。が、たしかに世代にばらつきがあるようで、小橋先生の「高齢

者およびその予備軍よ、趣味を持て」のご提言に深く首肯される

方も少なくないでしょう。“趣味”と構えると、道具をそろえてお金も

時間も……とついついおっくうになってしまうのが、すでに遊びベタ

といわれるゆえんですね。じゃ、構えないで身の回りを見てみましょ

う。たとえば……違う駅から帰ってみたり、いつもの道に咲く花の

名を調べてみる、あるいはあり合わせで一鉢料理を作ってみたり

……ちょっとした好奇心、子供の頃のような無心さが、きっかけを

見つけ出す鍵かもしれません。

　気負わず始めたことが存外長続きする、とは勝ち組ならぬ徒士

組の反町氏のコラムです。人生に勝敗があるとは思いませんが、日々

の暮らしを楽しむ引き出しの数が多いほど、生活は豊かになります。

ワクワクするような遊びに巡り会えたら人生「圧勝」ではありませ

んか？「人間50年」から
3 3

ですよ。新しい年を楽し

く健やかに過ごされます

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

「sabo」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。

「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/
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