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巻頭言

中越地震から10年、
新潟地震から50年

丸井 英明

まるい ひであき

新潟大学 災害・復興科学研究所 特任教授

本年は新潟地域にとって、かつて経験した大規模な地震災
害からの節目の年である。未だ記憶に生々しい中越地震から10

時直接経験した人は今ではほとんどいない。新潟地震の教訓
に関する的確な伝承が必要とされる。

年が経過する。甚大な被害を受けた中山間地域の被災地も一

他方、中越地震では地震に起因する土砂災害あるいは斜面

連の復興過程を経て、現在は新潟県震災復興支援課により復

災害が甚大であったことが特徴的であり、地震後に一連の集中

興過程の詳細な検証作業が行われている段階にある。それ以

的な調査・研究がなされたことから、相当の知見が集積された。

前の地震災害と較べて何が異なっていたのか。何に重点を置い

また、中越地震で始めて注目され、試行錯誤的に実施された

て復興事業を実施したのか。例えば、阪神淡路大震災の復興

地すべりダム対策は、重要な技術的経験を蓄積する機会となっ

過程からどのような教訓を得て参考としたのか。新潟県は中越

た。その際設置されたテック・フォースという対応班は、その

地震直後に復興ビジョンを作成し、それに沿って復興作業が進

後の2008年の岩手・宮城内陸地震時や2011年に紀伊半島で台

められた。結果としてどこまで出来たのか、何が課題として残

風12号により多数形成された地すべりダムに対する速やかな対

ったのか。復興過程の検証と総括は、今後も起こり得る地震災

策の実施に際し、絶大な効果を発揮したことも特筆される。

害からの速やかな復興を考えるとき、有効な示唆を与えるもの
であると考える。

さて、将来起こり得る地震災害の軽減を考えるならば、残念
ながら地震発生の予知・予測ということに関しては、実用上の

ところで、中越地震の被災形態の最大の特徴は、斜面崩壊

精度では現在なお不可能であり、近い将来においても無理であ

や地すべりなどの土砂災害が甚大であった点にある。そのこと

ろうと考えられる。我々になし得ることは、過去の災害時の経

が、道路、鉄道などの基本的な社会基盤や住宅等の甚大な損

験と教訓を総括し、将来発生するであろう地震災害に対し、被

傷をもたらした由縁である。したがって、適切な砂防計画に基

害を出来るかぎり少なくすることである。そのために、過去の

づく迅速な土砂災害対策を実施することは、被災地域の速やか

地震災害に関する知見を風化させることなく、適切に整理して

な復興にとって不可欠の前提条件であった。実際、関係諸機関

次の世代に伝承することがきわめて重要であると考える次第で

の必死の努力の傾注により、ほぼ２年半というきわめて短い期

ある。その際、多くの地震災害を通して共通に検討されるべき

間内で土砂災害に関する災害復旧は成し遂げられた。その際、

ことと、それぞれの地震ごとに異なる被害の様相との両面を的

速やかな復旧のためには必ずしも原形復旧にこだわらない柔軟

確に把握しておくことも必要である。

な対応がなされた。例えば、側壁斜面で甚大な地すべり災害が

実際、50年前の新潟地震と10年前の中越地震では、その被

発生した油夫川においては、発生土砂を盛土材料として有効活

害の様相は大きく異なっている。また、中越地震以降に発生し

用し、当初の河床を全般的に数m上げる形で計画・施工がなさ

た一連の内陸地震を振り返ってみても、それぞれにおいて被害

れたことは特筆される。安全な生活空間の確保という復興の基

の形態や規模は大きく異なる。もちろん、2011年に発生した東

礎的な条件が速やかに実現され、比較的早い段階で地域の再

北地方太平洋沖地震は、マグニチュード9.0という1000年に一度

生の緒につくことができた。

の規模の巨大海溝型地震であり、現在に生きる我々が、これ

一方、昔の新潟地震からはすでに半世紀が経過する。この

までに経験した如何なる地震災害とも異なっていたことは当然

時の臨海都市域の被害の状況は大きく異なる。何よりも地盤の

である。にもかかわらず、広範囲に及ぶ被災状況のなかの、特

液状化災害による被害が甚大であった。さらに、石油タンクの

定の地域や特定の現象に注目した場合には、これまでの地震

爆発・炎上も顕著な特徴であった。周知のように50年前の新潟

災害の経験が参考になる場合もあると考えられる。東日本大震

地震を契機として、地盤の液状化現象に対して集中的な調査・

災の全体としての被害範囲は比較困難なほど大きいが、ある地

解析が進められた。世界中の研究者の関心を集め、一挙に液

域の復興ということを考えた場合には、被災地域が限定的であ

状化のメカニズムの解明と対策工の提言がなされるに至った。

った中越地震災害からの復興の事例が参考になる点も多々ある

新潟地震当時においても、被災状況の実態調査は実施されて

と考えられる。節目の年に際して、中越地震と新潟地震のそれ

おり、被災対応に関する総括もなされている。しかしながら、

ぞれの記憶を新たにし、経験と教訓を風化させることなく次代

なにぶんにも50年も前の出来事であり、現役の防災担当者で当

に伝承しなければならないと考える。
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速報

南木曽町梨子沢で発生した土石流災害
萬徳 昌昭

まんとく まさあき

(一財)砂防・地すべり技術センター 企画部長

1. はじめに

な

ぎ

そ まち よみ かき

な

生じた★３。

本年７月９日17時41分頃、長野県南木曽町読書の梨

当センターでは、甚大な被害の生じた今回の土石流

子沢で大規模な土石流が発生 写真-1 、図-1し、死者１名・

災害に関し、土石流による被害の実態及び家屋等の被

軽傷３名、住宅全壊10棟・一部損壊３棟などの被害が

災状況を調査するため、７月12日～13日に現地調査（メ

し ざわ

ンバーは砂防部：宮瀬・加藤・
佐伯・板野・上森・垣本、企画部：
萬徳・福池、研究所：田村・武田）
を実施した。緊急調査であるた
め、網羅した調査となっていな
いが、確認された現地の状況に
ついて以下に報告する。

２. 調査地概要
南木曽町は長野県の南西部、
木曽谷の南端に位置しており、
町面積の94％が森林で占められ
ている。町の中央を流れる木曽
川とその支流をはさむ段丘に、
与川、北部、三留野、妻籠、蘭、
広瀬、田立の７集落が広がり、
写真-1 梨子沢で発生した土石流により被災した下流部★１
図-1 長野南木曾町と梨子沢の位置図★２

約4,800人が生活している★４。
当地では過去から土石流に
よる被害が多く、近隣に蛇抜け
の碑という石碑が見られるよう
じゃ ぬ

に、土石流は“蛇抜け”と呼ば
れ恐れられてきた。
今回災害のあった地区は旧中
山道の宿場町として栄えた所で
あり、過去からも木曽川の水害
等のため、木曽川沿いの道を避
けて三留野から野尻へと峠越え
して迂回する与川道が設けられ
た箇所でもある。
土石流災害が発生した梨子沢
は木曽川の左支川で、流域面積
3.29㎢、河床の平均勾配1/3とい
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写真-4 昭和41年大沢田川での土石流★７
図-2 解析雨量図★３

写真-2 昭和40年7月梨子沢と大沢田川での土砂災害★７

写真-3 昭和40年大沢田川での土石流★７

う急流河川である。流域内の地質は白亜紀末（6500～
7000万年前）の上松花崗岩、木曽駒花崗閃緑岩が広く

図-3 解析雨量積算図★３

分布しており、５万分の１地質図幅によれば上松花崗
岩は粗粒花崗岩、木曽駒花崗閃緑岩は中粒花崗閃緑岩
とされている★５。また、下流部を馬籠峠断層が横切っ
ているが、その北西側から木曽川本川までを第四紀の
扇状地堆積物が広く覆っている。
南木曽町における年平均雨量は2,413㎜★６で、これま
でも多くの土砂災害に苛まれてきた。なかでも昭和41年
６月24日の南木曽災害では、３時間雨量182㎜、最大時
間雨量105㎜という集中豪雨により“蛇抜け”が発生し、
当地区でも梨子沢、南側の大沢田川に土石流が流下し、
負傷者10名・住宅全壊37棟、橋梁７橋流出★７など今回
と同様に流域に甚大な被害を与えている 写真-2〜4 。

３. 降雨状況
図-2 は気象庁による７月９日16時30分～17時30分ま
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図-5 南木曾観測所における10分間降雨

図-4 南木曾観測所における時間降雨
（㎜／10min）

（㎜）

（㎜／10min）

★４
図-6 土砂災害警戒区域
（黄色着色部分）

写真-5 木曽川本川土砂堆積状況

での１時間の解析雨量★８、 図-3 は同12時～24時までの
★８

解析雨量の積算図

もに下流側は土砂災害警戒区域に指定されている図-6。

である。また、 図-4、5 は近隣に位

発生した土石流は最下流で木曽川に流入している

置する気象庁南木曽雨量観測所における平成26年７月

写真-5 が、今回の土石流は、国道19号に大量の土砂を

８日22時00分から９日22時00分までの24時間の時間雨

流出させたほか、JR中央本線は橋梁が流出して線路が

量と10分間雨量を示したものである。

宙吊りになるなど甚大な被害を与えている 写真-6 。

この期間での降雨は118.5㎜となっており、土石流が

木曽川合流点から上流の大梨子沢と小梨子沢の合流

発生した17時41分頃の雨量は15：40～17：50までの間

点までの区間は流路工が施工されていたが土石流の流

に89㎜となっている。この一連の降雨は比較的短時間

下に伴い、大きく損傷を受けている 写真-7 。また、流

に集中して降ったことが特徴としてあげられ、前述の

路工は県道264号付近で左方向にカーブしているが、

ように過去の災害でも類似した短時間での集中豪雨に

土石流はこの湾曲部を乗り越えたため、住宅地を直撃

よる災害の発生履歴をもっている。

する形で大量の土砂が流出した 写真-8 。その上流の大
梨子沢と小梨子沢の合流点下流の流路工部分もCCTV

４. 現地調査結果

により土石流が記録されていた合流点の堰堤（施工年

4 - 1．現地状況

等の諸元は不明）が損傷を受けている 写真-9 。

調査範囲は土石流の発生した梨子沢の大梨子沢と小

合流点上流の大梨子沢には梨子沢第２砂防堰堤が満

梨子沢である。この梨子沢は土石流危険渓流であるとと

砂状態となっていた 写真-10 。本堰堤は国交省施行で

4 sabo vol.116 夏 2014
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写真-6 橋梁が流出したJR中央本線

写真-7 住宅地上流の流路工被災状況

写真-8 住宅地への土石流流出状況

写真-9 合流点堰堤の損傷状況

写真-10 梨子沢第２砂防堰堤

写真-11 梨子沢第２砂防堰堤上流の状況

工事中であったが、
幸い本堤部分は出来上がっていた。

ていて、満砂に達する土砂を捕捉した 写真-11 。鋼製ス

その諸元は、H＝14.5ｍ、L＝61.0mの規模をもつ鋼製

リット部の最上段の左右隅では損傷を受けていたが、

スリット堰堤であり、上流の流域面積は2.54㎢となっ

一定の堆砂機能は確保されていることが確認された。
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写真-12 梨子沢砂防堰堤

写真-13 梨子沢第１砂防堰堤

１

2

N
W

2

E
S

１

土石流
4
3

4

3

写真-14 家屋被災調査の実施状況

さらにその上流には梨子沢砂防堰堤があり、この

14.0ｍ、L＝58.5m、計画捕捉量25,750㎥、の鋼製スリ

堰堤も満砂していた 写真-12 。諸元はH＝20.0ｍ、L＝

ット堰堤であり、平成17年に国交省施行により竣工し

115.4m、貯砂量147,000㎥であり、昭和46年度に長野県

た堰堤である。今回の土石流により損傷を受けたため、

施行で竣工した不透過型砂防堰堤である。災害前は未

残存するスリット高までの礫が捕捉され、機能を果た

満砂であったとみられるが、今回の災害により満砂し

していた。

たと考えられる。土石流の衝撃力により、堤体に損傷
が見られるが、目一杯土石流を捕捉していた。
小梨子沢上流の梨子沢第１砂防堰堤 写真-13 はH＝

6 sabo vol.116 夏 2014

4 - 2．土石流堆積厚
現地調査では、土石流の流下状況を明らかにするた

速報
図-7 調査ポイントと土石流堆積深

め土砂の堆積深と土石流の流下痕跡、そして家屋の被

砂災害警戒区域に含まれており、こうした箇所での警

災調査を併せて実施した 写真-14 。調査ポイント数は

戒避難対策の充実が望まれる。

157点で、地盤高の計測はGPSにより行った。図-7に調

③大量の土石流が一気に流下したが、砂防堰堤や流

査のポイントと土石流堆積深を示す。木曽川本川まで

路工は一定の機能を果たして被害軽減に効果的に機能

を含めた土石流の堆積範囲は約70,000㎡で堆積土砂量

した。

は約51,800㎥という結果となっていた。

④巨礫を大量に、
そして相当の速度で土石流が発生、

流路工が左へカーブしている外側で黄色く着色され

流下した場合には砂防施設が損傷する可能性があるこ

ている部分土石流が直進して大きな被害を与えた箇所

とから、砂防施設の設計あるいは部材のあり方につい

である。土石流はここを直進して大きな被害を与えた。

て考える必要があると思われる。

一方、流路工左岸側への流下痕跡は県道264号や中央

最後に、今回の豪雨災害により亡くなられた方の御

本線上を流下したものであり、道路に沿って泥流状の

冥福をお祈りするとともに、被災地の一刻も早い復旧・

流下痕跡が顕著であった。

復興を心よりお祈り申し上げます。
（平成26年７月22日執筆）

５. おわりに
今回の調査で判明した事柄を以下に示す。
①花崗岩などの風化の激しい地質条件を有する場
合、過去にも同様の気象条件において大規模な土石流
が発生しているように、短時間の降雨であっても一定
の雨量強度以上では大規模な土石流が発生することを
確認した。
②土石流による被害を受けた住宅地のほとんどは土
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内への影響について」より
★４ 南木曽町HP http://www.town.nagiso.nagano.jp/index.htmlより
★５ 産 総 研 地質 調 査 総合センターHP https://www.gsj.jp/hazards/
landslide/index.htmlより
★６ 気象庁HP http://www.jma.go.jp/jma/index.htmlより
★７ 建設省多治見工事事務所パンフレット
（平成8年3月）
より
★８ 気象庁長野地方気象台 平成26年7月9日の大雨に関する長野県気
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図-1 過去12万年間における日本の巨大噴火の歴史
（町田・新井，2003による）

寄稿

鬼界カルデラの
大噴火
鈴木 桂子

すずき けいこ

神戸大学大学院理学研究科
地球惑星科学専攻 准教授

１. はじめに
カルデラ形成を伴う大規模火砕流噴火は、高温のマ
グマと火山灰とガスが渾然一体となり、高速で地表を
流走する噴火現象である。7300年前に九州南方の鬼界
カルデラを形成した噴火では、平均層厚が１m以下の
こう や

幸 屋 拡散型火砕流が海で隔てられた九州南部や種子
島、屋久島に広く堆積し、当時の縄文文化を一掃した。

鬼界カルデラ位置図

鹿児島の南方約40㎞に位置する鬼界カルデラでは、
7300年前に噴火し、大量の降下軽石や火砕流噴火の後、
南北13㎞、東西20㎞のカルデラが形成された。鬼界カ
ルデラは、そのほとんどが水没しているが、北側の薩
摩硫黄島や竹島はカルデラの縁に当り、島内にカルデ
ラ壁の地形が認められる。
通常、カルデラは、10㎦以上の火砕物を噴出するよ
うな火山爆発指数（VEI）が６以上の大規模な噴火で
形成される。110個の活火山を有する日本国内におい
て、火山噴火は数年に一度の割合で発生しており、近
年では、霧島新燃岳や西之島新島の噴火が人目を引い
ている。カルデラを形成する噴火はきわめて大規模な
噴火で、過去12万年の間に日本列島では16回発生し、
数千年に１度の割合でカルデラ噴火が発生する計算に
なる（町田・新井,2003； 図-1 ）
。
鬼界カルデラの形成は縄文時代に発生した噴火で、
日本のカルデラ噴火のなかで最も新しい噴火である。
新しい噴火であるがゆえに、噴出物の保存もよく、一
連の噴火は、これまでの研究で詳細に示されている。
この小文では、鬼界カルデラ形成に至った噴火がどの
ようなものであったか、その噴火がどのような影響を
出典：
（独法）
産業技術総合研究所HP
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与えたかを紹介する。

池田降下軽石層
（5500yrBP）
鬼界アカホヤ噴火噴出物
風化帯

写真-1 幸屋降下軽石層と船倉火砕流堆積物の互層

２. 鬼界カルデラ形成に至る
噴火の経緯と噴出物
堆積物として確認される最初の噴火は軽石を空高く
吹き上げるプリニー式噴火で、噴出源近傍の薩摩硫黄
島や竹島では、降下軽石層が厚く堆積し、大隅半島や

写真-2 大隅半島花の木の露頭

薩摩半島でも10～15㎝の層厚の軽石層が確認される。

図-2 確認された幸屋火砕流の地点分布

薩摩硫黄島では、層厚５m以上の粗い軽石が堆積して
いる。軽石層は、カルデラから北東方向に分布し、鹿
児島県北西部以外の鹿児島県と宮崎県南部を覆い、幸
屋降下軽石層と呼ばれる
（宇井,1973）
。九州島内では、
分級の良い軽石・火山岩結晶または火山灰からなり、
軽石の気泡の形状はさまざまで、スポンジ状に球形の
気泡の発泡は比較的不良なもの、細長く引き延ばされ
た束状になったもの、きわめて発泡度が高く泡の集合
のようなものから構成されている。
プリニー式の軽石噴火の最中に、噴煙柱の一部が崩
壊して、火砕流が発生していることが給源近傍で確認
されている（Maeno and Taniguchi,2007）
。給源近傍
では、降下軽石層の間に火砕流堆積物が挟まるように
堆積している。この火砕流堆積物は船倉火砕流堆積物
と呼ばれ、層厚は１mから数mと薄いが、弱く溶結し
ている。船倉火砕流は、竹島と薩摩硫黄島に分布する
のみで、その分布は給源周辺に限られている。船倉火
砕流堆積物の上位にもプリニー式噴火による降下軽石
層が連続して堆積していることから、船倉火砕流がプ
リニー式噴火の最中に噴煙柱の崩壊により発生した火

幸屋火砕流は、当初、広く薄く堆積していることから

砕流であることが推定される 写真-1 。

降下火砕物と見なされていたが、宇井（1973）によって、

プリニー式噴火が終了した後に、カルデラ形成を引

初めて火砕流堆積物と認識され、鹿児島県南部に広く、

き起こした噴火が発生した。
幸屋火砕流の噴火である。

薄く堆積していることが確認された 図-2 、 写真-2 。宇
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屋久島、種子島、口永良部島にも分布し、鹿児島南部
と同様に薄い堆積物を残している。
幸屋火砕流は、多量の細粒火山灰・結晶片、発泡度
のよい軽石、外来岩片からなり、分級は悪い。軽石の
発泡組織は繊維状のものが多いが、しばしばきわめて
よく発泡したスポンジ状の軽石が含まれる。基質は結
晶片やガラス片、少量の石質岩片からなり、非溶結堆
積物で、炭化木片を多く含む地域がある。ほとんどの
地域で、幸屋火砕流堆積物の基底部には、細粒火山
灰に枯渇し、軽石、石質岩片や結晶に富んだlayer １
（ground layer）が数㎝以内で薄く堆積し、その上に
明瞭な境界線を有して、淘汰の悪い幸屋火砕流堆積物
本体（layer ２）が載り、さらにその上には火砕流から
上空に舞い上がった細粒火山灰が、火砕流堆積後に降
下して堆積した火山灰層（co-ignimbrite ash; layer ３；
アカホヤ火山灰）が堆積している。アカホヤ火山灰は、
バブルウォール型火山ガラスを主体とするガラス質火
山灰で、北日本を除く日本列島ほぼ全域で広域テフラ
と認識され、一連の噴火の総噴出量は200㎦である（町
写真-3 薩摩硫黄島でみられる給源近傍のラグブレッチャー

田・新井,2003）。
給源近傍の薩摩硫黄島では、島西部の流紋岩質溶岩

井（1973）は、鹿児島県内のどの地点においても、１

の上に直接、幸屋火砕流（竹島火砕流）が堆積し、溶

m以内の薄い層厚を示すことから遠方に給源を求めた

岩の表面の凸凹を覆うように、凹部では厚く堆積して

が、給源の同定には至らなかった。その後、薩摩硫黄

いる。薩摩硫黄島での幸屋火砕流の厚さは、最大10ｍ

島や竹島での地質図幅の調査の際に竹島火砕流とされ

未満だが、隣の竹島では、最大20ｍの層厚の幸屋火砕

た堆積物（小野・他，1982）が、幸屋火砕流と同定さ

流が堆積し、なかには、黒曜石の殻をもった軽石も含

れたことにより、鬼界カルデラ起源の噴出物であるこ

まれる。黒曜石の殻は、その軽石が噴出後すぐに急冷

とが明らかになった。

されたことを示すので、噴出源付近に水が存在したこ

カルデラ形成に伴って発生する通常の火砕流堆積物

とが示唆される。

は、一般に10mから数100mの平均層厚を示し、平均

給源に次いで近い屋久島でも幸屋火砕流の分布が確

層厚を給源からの最大到達距離で割った値（アスペク

認されている（下司,2009）
。低い標高の地域では、

ト比）が、1/100〜1/1000であるのに対し、幸屋火砕

２〜５m程度と比較的厚く堆積し、九州最高峰の標高

流は、平均層厚１mで90㎞を流走し、1：90,000のア

1934mの宮之浦岳周辺をはじめ、中央の山岳域にも層

スペクト比をもつことから拡散型火砕流（Low-aspect

厚0.5～１mと薄く堆積している。給源と屋久島の間

ratio ignimbrite；Walker et al, 1980）
と呼ばれている。

には海域が存在し、噴火当時は縄文海進の時期である

給源近傍では、ラグブレッチャーと呼ばれる粗粒岩

ので、幸屋火砕流は噴火後、海を渡って屋久島に到達

片に富んだ岩相を呈しており 写真-3 、噴火時に火道を

したことになる。屋久島到着後、1934ｍの標高まで火

拡大したことにより火道付近の基盤岩が吹き上げら

砕流が駆け上がった。屋久島の縄文杉は、幸屋火砕流

れ、給源近傍に堆積したと考えられている（Druiit, et

の噴火の後に芽生えたと推定されている。種子島には、

al., 1982）
。幸屋火砕流堆積物は、鬼界カルデラ周辺の

高い山がないが、種子島北部を除いた地域で幸屋火砕
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図-3 幸屋火砕流堆積物中の火山ガラスのSiO2含有量の垂直変化

流堆積物が分布している。鬼界カルデラから40㎞離れ

ように堆積し、給源から遠く離れても層厚は大きく変

た九州島へも幸屋火砕流は到達し、九州島に上陸後も

化せず、薄く広範囲に堆積する。

50㎞以上の距離を流走し続けた。通常、火砕流は重力

そのメカニズムは、通常の火砕流にくらべると希薄

流として地形的な低所に流れ込むことが多いが、幸屋

な流れであるとされているが、詳細は不明な点が多い。

火砕流のような拡散型火砕流は、緩やかな地形を覆う

幸屋火砕流は、給源近傍では層厚20mを超えて堆積し
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図-4 7300年前の鬼界アカホヤ噴火前後の縄文文化の変遷 （小田静夫, 1993による）
鬼界アカホヤ噴火以前

鬼界アカホヤ噴火以降

1：押型文様式 2：九州貝殻文系土器様式 3：塞ノ神様式 4：轟様式 5：曽畑様式 6：北白川下層様式

ているが、海を越えた後はすべて陸地で薄く広がって

降下軽石層、船倉火砕流堆積物を構成する火山ガラ

堆積している。このように幸屋火砕流は、薄く広く南

スは、SiO2=75wt%前後の高SiO2ガラスのみからなる

九州を覆うように流れて堆積した。

が、幸屋火砕流堆積物では、堆積物の上方に向かって
SiO2=65wt%前後の低SiO2ガラスの混入が確認された

３. 幸屋火砕流の堆積機構

（藤原・鈴木,2013）。珪長質ガラスと苦鉄質ガラスの
量比に基づいて幸屋火砕流堆積物の時間軸を確立し、

カルデラ形成を伴う大規模火砕流噴火は、高温のマ

各地域の幸屋火砕流堆積物の対比を行ったところ、大

グマと火山灰とガスが渾然一体となり、高速で地表を

隅・薩摩半島に分布する幸屋火砕流堆積物の火山ガラ

流走する噴火現象である。平均層厚が１m以下の幸屋

スの化学組成は下位でSiO2=75wt%前後の珪長質ガラ

火砕流が海で隔てられた九州南部にどのように堆積し

スに富み、上位に向かってSiO2=65wt%前後の苦鉄質

たかを噴出物に基づき再現を試みる。

ガラスが増加する傾向が認められ 図-3 、噴火の初期の

一連の噴出物に含まれる火山ガラスの大部分は高
SiO2ガラスからなるが、幸屋火砕流堆積物（竹島火

噴出物が鬼界カルデラ北方の大隅・薩摩半島に到達し
たことが推定される。

砕流堆積物）やアカホヤ火山灰中の火山ガラス及び
縞状軽石にはSiO2=65wt%の低SiO2値を示す火山ガラ

４. 当時の自然環境への影響

スが含まれる（佐藤,1995）
。一連の鬼界アカホヤ噴
火を起こしたマグマの化学組成は、噴火後に苦鉄質

鬼界カルデラは、幸屋降下軽石、船倉火砕流、幸屋

マグマが混入してきた可能性を示している。初期の

火砕流が発生した結果、形成された。当時の日本は縄
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図-5 鬼界アカホヤ噴火前後の植物花粉の変遷（松下, 2002に加筆）

1R9HJLWDWLRQ

\U

⇔

幸屋火砕流
堆積物 →

文時代で南九州にも縄文文化が栄えていた。大中原遺

本列島に壊滅的影響を与えることは必至であり、日本

跡では、幸屋火砕流が地表をはぎ取ったことが観察

人として避けては通れない課題の一つとなろう。

され、幸屋火砕流の噴火の前後では、南九州の縄文土
器が変化していることが指摘されている（小田静夫
（1993）
； 図-4 ）
。
このように、層厚は１m以内と薄い堆積物であるに
も係らず、当時の縄文文化を一掃するだけの影響を与
えたことは明白である。また、幸屋火砕流の分布域の
外側で幸屋火砕流の噴火の時期を挟んだ土壌の中に含
まれる花粉を串良地域で分析した結果、少なくとも幸
屋火砕流が堆積した周辺地域では200年間、花粉が全
く見いだせない時期が存在したことが明らかにされて
いる（松下,2002； 図-5 ）
。このように幸屋火砕流は当
時の文明を完全に破壊し、植生も200年間は回復しな
かったことになる。鬼界カルデラ形成に伴って発生し
た幸屋火砕流の流走時に火砕流から舞い上がった火山
灰は、東北以南の日本列島を覆い、神戸では20㎝の火
山灰が堆積している。このような巨大噴火は低頻度で
はあるが、例えば万一、九州で、鬼界カルデラと同等
の噴火が起きれば、九州島のみならず、東北以南の日
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連載エッセイ

樹木の
幻影

小橋 澄治

こばし すみじ

京都大学 名誉教授

還

暦を迎えたときに、あまりの無

無心状態である。

趣味な自分を自覚し、晩年、
「ぬ

しかしながら、京都の戸外は夏暑く、

れ落ち葉」的な悲惨な生活に陥ること

冬寒い。快適な春・秋といえども、蚊・

を恐れ、いくつかの強制的趣味を始め

蝿等害虫が襲来する。こういう悪条件

た。パソコンのペインターというソフト

下の森林に、半日座り込むと身体不調

で絵を描くこともその一つである。手本

を引き起こす恐れがあり（高齢者に優し

を見るとか、写生するということなく、

い植物園の方々の心配の種にもなる）
、

何となく頭に浮かんでくる形状を描くだ

最近は写真を撮影してきて、家でじっく

けのことであるが（妖怪や化けもの的

り描くことを覚えた。何だかズルをして

形状が数多く現れるが）
、意外に気に入

いる後ろめたさがあったが、プロの具象

り、今も続いている。

派画家でも写真をお使いの方がおられ

74歳で、
隠遁的生活に入ったときに、

ることを知り、安心した。

もう少し、真面目に絵と向き合おうと

人間と樹木は深い関係にあることは

考え、近くの植物園、賀茂川べり、御

いうまでもない。古く神話・伝説の世界

所に通ってスケッチを始めた。目に映る

から、時代や洋の東西を越えて「生命

ものは何でも描けるようにと思っていた

の樹」の概念が生き続けているのは、

が、すぐに興味は樹木に集中するよう

その好例である。だからといって、人間

になった。複雑な幹根形状をもつ巨木

すべて樹木に興味を持っているわけで

の前に座り込んでスケッチしていると巨

はなく、むしろ樹木が好きな人は少数

木と私は「混然一体」となる。それが

派であろう。春が来れば、皆「サクラの

証拠に数々の野鳥が危険を感じず、私

花」を見に行くけれど、サクラという樹

のごく身近に近づき餌をついばむ、保

木に興味を持つ人は少ない。満開の花

育園児の一隊が、歓声を挙げて襲って

に背を向けて、複雑怪奇な形状を示す

うずくま

きても、彼らは蹲る私を人間として認識

サクラの樹幹・枝を写生する人は私を

せず、岩石か根株と思うらしく、ぶつか

含めて少数
（まれではあるがそういう同

り、もたれかってくる。要するに客観的

好のジジイは存在する）である。

に私は人間でなくなっており、自覚的に

樹

木の美を認識すること、それは

古今東西の絵画に樹木の絵を探

すことが近道だろう。私が気に入った
のは意外にも、日本の山水画にある樹
木である。狩野派の絵師達、雪舟、等
伯、蕪村等々、お気に入りの樹木が満
ちている。不思議なことに、昔の絵師
は外へ出て自然を写生するということは
なく、修業時代は中国伝来の名画を模
写することに専念し、
腕を磨いたという。
彼らにとって
「自然」とは何だったのか。
それよりも中国南宋の樹木を原型とす
る樹形に私の好みがあるのは何故か。
西欧絵画が自然・風景をテーマにす
るようになったのは意外に新しいそう
で、風景画が現れるのは16世紀だとい
う
（という説を何かで読んだ気がする）
。
古くはデュラーの版画で、背景として私
好みの樹木がいくつも描かれている。
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ロマン派から風景画の巨匠ターナーの

ることを示した。当時はフラクタル理論

前後、印象派に至るまでの絵画に無数

の議論が盛んで、複雑な自然のなかに

の樹木が存在する。だけど樹木そのも

潜む単純な数的法則性を探求する研究

のをテーマにしているのは少ない。印象

が盛んであった
（話は脱線の方向なので、

的なのはぐるぐる回る生き物のようなゴ

ここまで）
。残念ながら、冬空に展開さ

ッホの樹木。驚嘆したのはアンリ・ル

れる樹形の生命力を絵に表現する能力

ソーの樹木である。後者は「素朴派」

は現時点の私にはない。天空に浮かぶ

と言われるにふさわしく、葉の一枚一枚

樹体は不安定で、
とりとめもなく広がり、

まで克明に描かれている。シロウト絵

纏まりなく思えるからであり、空を見上

描きたる私にとっても、近景、中景、

げている姿勢を長時間続けると、
「頭位

遠景の樹木の葉をどこまで描くのか大

良性眩暈」が再発する危険があるから

きい課題である。近景の葉は視覚的に

である。

まと

くべきだろう、遠景の葉は個葉として確

も

認できず、集合体としてもやもやと描く

うつ大蛇のごとく、複雑に絡み拡がる

べきだろう、中景の葉は目を凝らせれば

根系群、複雑な樹皮模様、節や裂け目

なく細密で、限りなく実物に近く、それ

個葉として確認できるが、個々に描くに

の分布、などが「生きている樹木のな

が逆に実物以上の迫力を見せる。古く

は数が膨大だし、できあがりはごちゃご

まなましさ」を感じさせる。樹体のある

からある微細な銅板画につながるのか

ちゃしすぎるだろう、
と私は悩むけれど、

部位が人間や動物の顔に見える、とい

なとも思う。しかしながら、私の絵がい

ルソーは躊躇なく堂々と無数の個葉を

う経験は多くの人が持っているだろうし、

かに細密化を目指してもこの方向とはち

画面に並べ、それはもう葉っぱとは言え

それを専門にカメラに収める趣味の方

ょっと違う。私は複雑な形を描きたい

ないけど、異様な迫力がある。

もおられるようだが、私の好みの方向は

のである。絵は色彩と形状で成立する。

ちょっと異なる。

どちらにも卓越した感覚を持つ人がプ

も明確に認識できるから当然個々に描

私が樹木に惹かれるのは、
「なまなま

う一つは枝・幹から根にいたる
樹木の形態である。大地にのた

しさ」だろうか。ルソーの絵を見て｛ぎ

樹形がかくの如く複雑化するには樹

ロだろう。最近、私は色音痴であること

ょっと｝する感覚、植物園や御所の森

齢50年以上の大木でなければならない

を自覚しつつある（ついでに言えば、本

で「なまなましい」樹木を発見し、
「ぎょ

し、生長過程で人間の干渉
（枝切りや

格的「香り」音痴であり、
「色香」から、

っと」する感覚は似ているように思う。

剪定）あるいは自然外力
（風害など）で

見放されつつある）
。色の絵を諦めるこ

こぶ

一般に樹木が人間に与えるインパクト

痛めつけられた反応として、異常なる瘤

とはないけど、樹木は白黒で複雑に描

の最大の要因はその巨大さあると思う。

や割れ目が発達する経歴を持つ樹木で

きたい。色という要素が入ると次元が

オレゴンの森にあるレッド・ウッドの巨

なければならない。従って私のお気に

一つ増えて忘我の境地に入り難い。複

木群をご覧になった方は多いと思うが、

入り樹木は何処にでもあるわけでなく、

雑怪奇な樹木の部分形状を、できるだ

見る人を圧倒する。
誰でも文句なしに
「す

散歩の縄張り範囲内
（植物園、御所、

け微細に写し取るが、その前段階でい

ただす

ごい！」と思うだろう。それに比して私

糺の森、賀茂川の北山から二条、岡崎

くつかの複雑怪奇な部分形状から、ど

の「樹木のなまなましさ」をご理解頂く

周辺、二条城などなど）に点在し、そ

れを選ぶかという作業がある。それは

のは難しい。

の位置は私の頭の中にある。

私の頭の中にある好ましい「複雑怪奇

体的に云えば２種類あって、一

具

現場で写真を撮り、それを元に自宅

さ」を基準に選んでいるはずであり、

つは全体的な樹形である。冬空

で絵にすることを覚えてから、私の絵は

樹木の形を借りて私の好きな形を表現

に葉のない枝が「にょきにょき」と無秩

どんどん細密化の方向を辿るようにな

しているにすぎない。

序に、かつある法則性に従って広がっ

った。細かい線でごちごちと描いている

ている状況、樹木の旺盛な生命力を感

と無心の境地に入る。単調な作業に長

私

じさせる。樹形は個々の樹種ごとに特

時間耐えられる自分に呆れるが、ボケて

た形であろうが、それが先天的に存在

徴ある法則性があるように見える。30

きているともいえる。

したはずはない。生まれてこの方、経験

の頭の中に存在する「好ましい
形」は具象とか抽象とかを越え

年前ごろ、本多久夫氏が、
「枝の分岐

最近、具象派の絵画の中に、細密

してきた光景の断片から構成された形

比」など少数の法則性を用いて（詳しく

画派ともいうべき絵が存在することを

であろう。しかし、それを具体的に表現

は忘れた）多様多種な樹形が表現でき

いそ え

知った（犬塚勉とか磯江毅など）
。限り

したいと思う衝動の源は何であろうか。
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「河道閉塞等対策に
おける今後の技術開発
の動向について」
意見交換会 開催報告

越地震：芋川流域、2008年
（平成20年）６月岩手・宮城
はさま がわ

内陸地震：磐井川流域・迫 川 流域等において多数の深
層崩壊や河道閉塞が発生しているが、河道閉塞部に対し
ては国土交通省による迅速な対策の実施により被害は発
生していない。紀伊山地においては、こうした過去の深
層崩壊や河道閉塞による災害実態や、近年の河道閉塞
対策の技術や知見を生かしつつ、
「河道閉塞等対策検討
委員会」
（委員長：水山高久 京都大学大学院農学研究

池田 暁彦

いけだ あきひこ

科教授）を設置して討議・指導を受けながら、緊急対策

(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

工に続く恒久対策工における対策の基本方針や対策工
のあり方を策定し、砂防事業を実施している。しかし、
紀伊山地で発生した河道閉塞部はこれまで対策の前例
がない規模
（河道閉塞高が最大で100m、河道閉塞部の

１. はじめに

下流面勾配が急）や現象であり、従来の対策技術が十

2011年
（平成23年）9月２～３日台風12号に伴う豪雨に
より、紀伊山地
（奈良県・和歌山県・三重県）では広範
囲にわたって激甚な土砂災害が発生した。本災害では深

分適用できない場合が多く、対策工事の実施に際して
は様々な課題があった。
そこで、
今後の河道閉塞対策技術の向上に資するべく、

層崩壊を含む3,000箇所を超える斜面崩壊と、それに伴

当センターが受託した平成25年度「河道閉塞対策計画等

う様々な形態の土砂災害が発生したのが特徴的である。

検討業務」の一環として、実際に紀伊山地において緊急

すなわち、1深層崩壊による直接的な被害、2崩壊土

対策工事を担当した技術者から施工を通じて得られた

砂が流動化して発生した土石流による被害、32の土石

知見や、彼らが詳しい砂防技術以外の土木分野の技術

流が十津川などの河川に流入したことによって形成され

の中から、河道閉塞対策に適用可能な対策手法・工法、

た段波による被害、4深層崩壊によって生産された多量

さらに今後必要となる技術開発について意見を交換する

の流木による被害、5深層崩壊による河道閉塞に伴う浸

「河道閉塞等対策における今後の技術開発の動向につい

水被害、6多量の土砂流出に伴う土砂・洪水氾濫被害

て」と称する意見交換会を2014年
（平成26年）３月７日に

などである。

国土交通省紀伊山地砂防事務所が中心となって開催し

このような激甚な土砂災害に対し、国土交通省近畿地
方整備局では災害発生直後から緊急的に砂防事業を実

た。座長として、平成24年度
「河道閉塞等対策検討委員会」
の委員長である水山教授に参加していただいた。

施するとともに、翌2012年
（平成24年）４月に紀伊山地

本報告では、意見交換会における貴重な知見や意見と

砂防事務所を設置し、深層崩壊や河道閉塞部の決壊な

ともに、今後の河道閉塞対策のあり方について紹介する。

どによる土砂流出に伴う二次災害を防止することを目的
に、特に災害規模が大きかった深層崩壊
（奈良県吉野郡

２. 意見交換会の出席者

天川村：坪内地区、同五條市大塔町：清水
［宇井］地区、

本意見交換会における出席者は以下の通りである。施

和歌山県田辺市本宮町：三越地区）
、河道閉塞部
（奈良

工業者については、赤谷地区、長殿地区、栗平地区、

県五條市大塔町：赤谷地区、同吉野郡十津川村：長殿

北股地区の代表的な４箇所の河道閉塞対策工事を実施

地区・栗平地区、同野迫川村：北股地区、和歌山県田

している業者が参加した。また、コンサルタント業者は

辺市：熊野地区）、和歌山県那智川流域の９箇所を対象

災害発生直後から河道閉塞対策を担当している業者が

に砂防事業を実施している。

参加した。

み こし

い

や

紀伊山地では1889年
（明治22年）の十津川大水害、

■ 学識者

1953年
（昭和28年）７月の紀伊大水害においても深層崩

水山 高久

壊や河道閉塞に伴う大規模な土砂・洪水氾濫災害が発

■ 国土交通省

生している。近年では2004年
（平成16年）10月新潟県中

桜井

16 sabo vol.116 夏 2014

亘

京都大学大学院 農学研究科 教授
近畿地方整備局 紀伊山地砂防事務所 所長

意見交換会

開催報告

図-1 赤谷地区における緊急対策工と恒久対策工の概要

〈緊急対策工〉

〈恒久対策工〉

後藤 彦幸

池田 暁彦 （一財）砂防・地すべり技術センター

近畿地方整備局 紀伊山地砂防事務所
建設監督官

梶原

修

近畿地方整備局 紀伊山地砂防事務所

砂防技術研究所 砂防システム研究室長
佐伯

響一 （一財）砂防・地すべり技術センター

建設監督官
酒井

良

砂防部

近畿地方整備局 紀伊山地砂防事務所

西尾 陽介

八千代エンジヤリング㈱水工部

工務課 課長

海原 荘一

㈱エイト日本技術開発 中国支社

■ 施工業者

ジオ・エンジニアリング部

【赤谷地区】

３. 代表的な河道閉塞対策の概要

末廣 正人

鹿島建設㈱ 関西支店土木部長

江口 健治

鹿島建設㈱ 現場代理人

緊急対策工事において多くの課題が生じた赤谷地区、

森田 真幸

鹿島建設㈱ 監理技術者

長殿地区、栗平地区、北股地区の各地区について、そ

【長殿地区】

の深層崩壊・河道閉塞部の規模、
緊急対策工ならびに「河

先森 昭博

㈱鴻池組 土木事業部 技術部長

道閉塞等対策検討委員会」で討議・策定された河道閉

寺西 克彦

㈱鴻池組 現場代理人

塞対策
（恒久対策工）の概要について以下に示す。なお、

廣田 昌昭

㈱鴻池組 現場代理人

各土砂量や対策工については、今後の現地や工事の状

【栗平地区】

況に応じて変更される可能性がある。

達富 賢二

大成建設㈱ 名古屋支店土木担当部長

大塚 康之

大成建設㈱ 現場代理人

【北股地区】

３-１ 赤谷地区
赤谷地区で発生した深層崩壊の規模は幅300m、崩壊

岡市 光司

㈱熊谷組 関西支店土木部長

長1,100m、崩壊土砂量9,354,000㎥である。河道閉塞部

越智

㈱熊谷組 現場代理人

の上流域の流域面積は13.2㎢である。赤谷地区では深

伝

■ 調査・計画関係法人

層崩壊・河道閉塞発生直後の９月20～21日に発生した台

山下

風15号に伴う豪雨により、崩壊地ではガリー侵食や崩壊

勝 （一財）砂防・地すべり技術センター
砂防部長

田村

毅 （一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 調査役

土砂の二次侵食が発生するとともに、崩壊土砂・河道閉
かわ ら び

塞土砂の一部が下流河道に流出して川原樋川まで達した。
図-1 に緊急対策工および「河道閉塞等対策検討委員
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写真-1 赤谷地区において2013年
（平成25年）
9月21日に発生した崩壊

会」で討議・策定された恒久対策工の概要について示す。

写真-2 長殿地区の仮排水路工

３-２ 長殿地区

台風15号以降、仮排水路
（かご枠構造、SBウォール工法；

長殿地区で発生した深層崩壊の規模は幅300m、崩壊

砂防ソイルセメント）
、暗渠排水管、仮排水路への土砂

長700m、崩壊土砂量6,344,000㎥である。河道閉塞部

流入防護土堤等の緊急対策工事を実施した。河道閉塞

の上流域の流域面積は4.5㎢である。長殿地区では深層

部の恒久対策工としては、河道閉塞部下流の洗掘を防

崩壊・河道閉塞発生直後の９月20～21日に発生した台風

止して安定化を図るための基幹堰堤と、河道閉塞部の侵

15号に伴う豪雨により、崩壊地ではガリー侵食や崩壊土

食抑制と崩壊地からの土砂流出抑制を図るために砂防

砂の二次侵食が発生するとともに、崩壊土砂・河道閉塞

堰堤を整備し、河道閉塞部の一部を除石して湛水池の

土砂の一部が下流河道に流出して十津川本川まで達した。

一部を埋め立てるものとした。

図-2 に緊急対策工および「河道閉塞等対策検討委員

赤谷地区では、平成24年６月19日台風４号に伴う豪雨

会」で討議・策定された恒久対策工の概要について示す。

により、崩壊地から河道閉塞部に多量の土砂が流出し、

台風15号以降、仮排水路
（かご枠構造、布製型枠にモル

完成直前の仮排水路が埋没した。平成23年台風15号か

タルを充填した構造； 写真-2 ）、仮排水路への土砂流入

ら平成24年台風４号までの約６ヶ月間で崩壊地から河道

防護土堤、仮排水路脚部の湧水処理のための暗渠排水

閉塞部へ約580,000㎥もの土砂が流出しており、赤谷地

管、表面排水路等の緊急対策工事を実施した。河道閉

区では、こうした崩壊地からの土砂流出が緊急対策工事

塞部の恒久対策工としては、
河道閉塞高を25m切り下げ、

に甚大な影響を及ぼしていた。

掘削土砂を用いて湛水池を完全に埋め立てるとともに湛

一方、仮排水路と平行して整備した暗渠排水管は崩

水池の跡地に排水路を整備し、河道閉塞部下流の洗掘

壊地からの土砂流出の影響を受けることなく越流を抑制

を防止して安定化を図るための基幹堰堤を整備するもの

する効果を発揮していた。台風４号以降、緊急対策工

とした。なお、閉塞高が依然として高いために河道閉塞

を完了させた後に恒久対策工である基幹堰堤の掘削工

部の下流面に排水路を整備するものとし、基幹堰堤は排

事を実施していたが、降雨のたびに崩壊地内のガリー

水路からの流水の減勢効果も兼ねるものとした。これら

侵食や崩壊土砂の二次侵食、再崩壊・拡大崩壊などに

の構造の妥当性については水理模型実験によって検証

よる影響が生じていた。そして平成25年９月21日の未明

した。

には無降雨であったにもかかわらず再崩壊が発生し、約

長殿地区では、赤谷地区と同様に平成24年６月19日台

420,000㎥もの土砂が河道閉塞部へ流出して基幹堰堤の

風４号に伴う豪雨や中小規模の降雨によって崩壊地内の

掘削部を埋没させた 写真-1 。平成26年７月現在では堆

ガリー侵食や崩壊土砂の二次侵食が発生しているが、

積土砂を除去した後、基幹堰堤の施工が進んでいる。

規模が小さいうえに崩壊地と河道閉塞部の間にバッファ
ーゾーンがあるために河道閉塞部への影響はほとんどな
い。また、平常時の湛水位が低いために、仮排水路の

18 sabo vol.116 夏 2014

意見交換会

開催報告

図-2 長殿地区における緊急対策工と恒久対策工の概要

〈緊急対策工〉

〈恒久対策工〉

図-3 栗平地区における緊急対策工と恒久対策工の概要

〈緊急対策工〉

完成以降では越流していない。一方、台風４号の豪雨に

〈恒久対策工〉

の上流域の流域面積は8.7㎢である。

よって河道閉塞部の脚部から湧水が発生したが、河道閉

図-3 に緊急対策工および「河道閉塞等対策検討委員

塞部の侵食や破壊等は発生していない。平成26年７月現

会」で討議・策定された恒久対策工の概要について示す。

在では基幹堰堤の施工が進んでいる。

台風15号以降、仮排水路
（砂防ソイルセメント構造、モ
ルタル吹付構造、かご枠構造）
、および仮排水路への土

３-３ 栗平地区

砂流入防護土堤等の緊急対策工事を実施した。

栗平地区で発生した深層崩壊の規模は幅500m、崩壊

当初の河道閉塞部の恒久対策工として、閉塞高が高

長850m、崩壊土砂量25,133,000㎥である。河道閉塞部

いために河道閉塞部の下流面に排水路を整備し、河道
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（平成24年）
10月1日台風17号によって発生した大規模
写真-3 栗平地区において2012年
侵食

（上流側立
写真-4 栗平地区における推進工法による暗渠排水管の施工状況
坑での貫通状況）

閉塞部下流の洗掘を防止して安定化を図るためと排水路

排水管を推進工法によって施工した 写真-4 。現状では排

からの流水の減勢効果を得るために基幹堰堤を整備す

水路の施工が進んでいる。

るものとした。
栗平地区では、赤谷地区と同様に平成24年６月19日台

３-４ 北股地区

風４号に伴う豪雨や中小規模の降雨によって崩壊地内の

北股地区で発生した深層崩壊の規模は幅170m、崩壊

ガリー侵食や崩壊土砂の二次侵食が発生しているが、

長370m、崩壊土砂量1,191,000㎥である。河道閉塞部の

規模が小さいうえに崩壊地と河道閉塞部の間にバッファ

上流域の流域面積は0.4㎢である。北股地区では深層崩

ーゾーンがあるために河道閉塞部への影響はほとんどな

壊に伴って崩壊土砂とともに多量の流木が集落まで流出

い。一方、湛水位が上昇しやすい上に低下しにくいため

した。

に越流する頻度が大きかったため、対策工事は排水ポ

図-4 に緊急対策工および「河道閉塞等対策検討委員

ンプによる湛水位の上昇抑制・低下を図りながら実施した。

会」で討議・策定された恒久対策工の概要について示

このように栗平地区では、崩壊地からの土砂流出で

す。台風15号以降、崩壊斜面頭部の排土、仮排水路
（暗

はなく、河道閉塞部における越流水の流下が緊急対策

渠排水管、大型土嚢）
、仮排水路への土砂流入防護土

工事に甚大な影響を及ぼしていた。仮排水路が平成24

堤、湛水池の埋め戻し等の緊急対策工事を実施した。

年６月19日台風４号に伴う豪雨の直前に完成したことに

なお、崩壊斜面頭部の排土は無人化施工によって実施し

より、仮排水路の下流端が一部洗掘されたものの、台

た 写真-5 。河道閉塞部の恒久対策工としては、河道閉

風４号と台風５号の越流水を安全に流下することができ

塞部下流の洗掘を防止して安定化を図るための基幹堰堤

た。しかし、同年の台風16号・台風17号に伴う豪雨によ

と、河道閉塞部の侵食抑制と崩壊地ならの土砂流出抑

る越流水によって、仮排水路の下流２／３が約300,000

制を図るために砂防堰堤を整備するものとした。平成24

㎥にわたって侵食・流出した 写真-3 。このことから、河

年６月19日台風４号に伴う豪雨では、崩壊地から河道閉

道閉塞高を20m切り下げ、河道閉塞部の二次侵食を防止

塞部に多量の土砂が流出し、完成したばかりの仮排水路

して安定化を図るために、河道閉塞部の末端に基幹堰

（暗渠排水管）の上流呑口が埋没したために、多量の表

堤を設置するとともに、その上流には床固工群を整備す

面流が流下して仮排水路
（暗渠排水管）が破損・流失し

るものとした。これらの構造の妥当性、ならびに床固工

た。台風４号以降、緊急対策工を完了させた後に恒久

群下流／基幹堰堤の堆砂域における洗掘・河床変動状

対策工である砂防堰堤の整備が進んでいる 写真-6 。

況については水理模型実験によって検証した。また、本
工事に先立ち、下流の集落と施工箇所の安全を確保す
るために現在の仮排水路敷高より10m低い位置に暗渠
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４. 意見交換会の概要
意見交換会では、前述した緊急対策工事段階での技

意見交換会

写真-5 北股地区における無人化施工による崩壊地頭部排土の施工状況

開催報告

写真-6 北股地区における砂防堰堤の施工状況

図-4 北股地区における緊急対策工と恒久対策工の概要

〈緊急対策工〉

〈恒久対策工〉

術的な課題、恒久対策の施工における技術的な課題、

はいずれの地区においても輸送手段
（輸送路）の確保

他分野技術の中から河道閉塞対策へ適用可能な技術、

に苦労した。特に既設道路が近接せず、渡河する必

河道閉塞に対して今後必要と思われる技術開発、そして、

要があった長殿地区や栗平地区については、ヘリコプ

大規模な河道閉塞対策のあり方などについて着目し、平

ターによる空輸しか輸送手段がなかった。さらに、民

成26年３月７日㈮に京都大学にて開催された 写真-7 。以

間機による空輸については輸送限界重量
（３～４t）が

下に主な意見について紹介する。

あるために、分解型のバックホウを小分けにして輸送
することしかできなかった。

４-１ 輸送手段について

◦重機の輸送については、1バックホウ以外の分解型の

◦緊急対策工事において最も重要なのは人員
（作業員）・

重機の早期開発、2民間機のみならず自衛隊機による

資材・重機の輸送路の確保であった。今回の災害で

輸送手段
（７～８tの輸送が可能）の確立
（災害協定の
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写真-7 意見交換会の様子

締結など）がきわめて重要な課題だと考えられる。な

端
（河道閉塞部脚部、暗渠排水管の出口など）におけ

お、バックホウ以外で特に必要な重機は、ブルドーザ

る洗掘・侵食対策であると考えられる。特に赤谷地区

ーとキャリアダンプ
（不整地運搬車）である。

のように崩壊地からの土砂流出頻度が高い場合や、栗

◦人員輸送については、ヘリコプターによる輸送しか輸

平地区のように河道閉塞高が高い場合では重要である。

送手段がなかったために悪天候時には作業ができずに

◦今回は降雨流出特性や、施工が許容される期間
（例え

作業効率が低下することから、栗平地区においては河

ば次期出水までの期間）などを考慮して緊急対策工に

道沿いに仮設の工事用道路を整備して水陸両用車やバ

おける計画流量を２年超過確率規模流量としたが、流

ギーを使用した。しかし、出水時には冠水したり道路

量規模としては数10㎥ /sと比較的大きい。仮排水路

が流失してしまう危険性があったうえ、車両振動が激

であることを考慮して今後は応急的にもっと小流量を

しいために作業員の健康維持が困難となった。今後は

対象とした対策工を整備した後、段階的に計画流量を

振動が少なく、かつ安全な人員輸送専用のキャリアダ

引き上げて、流下断面を拡大していけば良いと考えら

ンプの開発が必要だと考えられる。赤谷地区では栗平

れる。

地区に比べてアクセスは良好だったが、崩壊地と河道

◦仮 排水路の幅は越流水などの流速を減じて洗掘・侵

閉塞からの土砂流出が著しいために降雨ごとに工事用

食を抑制するために、可能なかぎり広げることが望ま

道路が流出していたので、安全な工事用道路の確保

しいと考えられる。

が重要である。

◦資材の搬入が困難であったために、容易に運搬できる

◦巨大重機の搬入には事前の早い時期からの申請が必

資材
（金網）と現地で中詰め用の石が確保可能なこと

要となるため、災害時にはその規制を緩和することが

から「かご枠構造」を採用した。しかし、実際には人

望ましいと考えられる。

力によって中詰め用の石をふるい分けたり、かごの中

◦長 殿地区における仮排水路の施工に際して、布製型

に敷き詰めるために、膨大な作業時間を要し、結果的

枠に充填するために必要なモルタル
（高流動コンクリー

に作業効率が悪くなった。さらに、仮排水路に堆積し

ト）を圧送していたが、圧送距離
（水平距離）が1000m

た土砂を除去する時に重機のバケットによって容易に

と長いうえに比高差が300mもあり、品質と打設量のコ

破損してしまっていたため、排水路には「かご枠構造」

ントロールが非常に難しかったため、今後は遅延形の

ではなく、砂防ソイルセメントやモルタル等が望ましい

コンクリートの配合や圧送方法などについて検討する

と考えられる。

必要がある。
４-３ 暗渠排水管について
４-２ 仮排水路の構造等について
◦仮 排水路の整備に際しては最も重要なのは、水路下流
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◦栗 平地区において、推進工法による暗渠排水管の施
工については、工事着手当初から考えていたが、河道
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閉塞部の内部の巨石や流木・倒木の分布状況が不明

揮できる構造を構築できれば良い（例えば中詰め材の

だったため、実施に躊躇した。しかし、台風17号によ

石の大きさが不揃い、砂防ソイルセメントでは目標強

る大規模な侵食断面を観察したところ巨石や流木・倒

度を低く設定などでも可）ものと考えられるので、従

木は確認できなかったので、本工法を採用した。今後

来の管理基準を緩和するべきであると考えられる。す

は推進工法の採用判断基準として、河道閉塞部の内

なわち、前述の防護土堤などを含め、
「砂防事業にお

部構造を調査する手法を開発するとともに、崩壊土砂

ける河道閉塞対策設計・施工基準
（案）
」を作成する

と表層の樹木の流動メカニズムについて研究すること

ことが望ましい。

が望ましいと考えられる。

◦河道閉塞対策の基本は、崩壊地や河道閉塞部の安定

◦赤 谷地区においては、仮排水路の施工と平行して暗

性を損なわない範囲で、可能なかぎり湛水池の越流標

渠排水管を整備し、その結果、度重なる崩壊土砂の

高の切り下げや、掘削土砂による湛水池の埋め戻しで

流出によって仮排水路が埋没しても安全に越流水を流

あると考えられる。このため、今後は河道閉塞部の切

下させることができた。今後の対策工法として、暗渠

り下げと、暗渠排水管・排水路の施工タイミングなど

排水管は非常に有効であると考えられる。ただし、作

について、より効率的に、かつ安全に対策が実施でき

業の安全性を考慮し、推進工法は最終手段として、

るように検討する必要がある。なお、排水ポンプにつ

基本的には開削工法が望ましいと考えられる。

いては、暗渠排水管の設置や河道閉塞部の切り下げ

◦推 進工法で施工できる限界は、労働安全衛生法や掘
削機のメンテナンス等を考慮して800m程度であると考

のために、一時的に湛水位を低下させるための仮設工
として取り扱うべきであると考えられる。

えられる。また、立坑を100m間隔で設置することや、
暗渠の直径を人が通りやすい２m以上とするなど、
「非
常時に避難が可能」な構造とする必要がある。

５. おわりに
本意見交換会は、今後の河道閉塞対策技術の向上に
資するにあたって非常に有意義なものとなった。特に重

４-４ 無人化施工について

要な意見を整理すると以下のようになる。

◦無人化施工における課題として、1光ファーバーと無

■人員・資材・重機の輸送路の確保が重要である。こ

線で信号を送信しているために操作情報のタイムラグ

れは初動時のみならず、緊急対策工事・恒久対策工

が発生する、2実際の重機にかかる荷重等をオペレー

事を通じて効率的に作業をするためにも必要となる。

ターが感じ取れないため、無意識のうちに重機に無理

■自衛隊などとの災害協定、地方自治体における各種申

をさせて壊すケースがあった。
◦今後は、過度な荷重がかかった場合にアラートが表示

請手続きの緩和、地域との連携など、平常時からの災
害対応に関する体制づくりが重要である。

される（画面を赤くする等）ようにして、オペレーター

■河道閉塞対策に対する砂防事業独自の設計・施工基

に重機の状況がより正確に伝わるように工夫する必要

準の整備が重要である。この基準には計画流量の設

がある。

定方法、対策工の設計方針
（設計外力など）、構造の
考え方、施工方法、検査手法の緩和などを記載する

４-５ 緊急対策工事について

ことが想定される。

◦崩壊地から仮排水路への土砂流出防止のために防護

■分 解型の重機
（ブルドーザー、キャリアダンプ）、人員

土堤を施工したが、防護土堤に関する設計・施工基

輸送車、長距離圧送可能なコンクリートなどの新しい

準がないため、二次崩壊土砂の堆積厚などを参考に

技術開発が重要である。

現地で設定した。
◦仮 排水路に用いた「かご枠構造」の施工に際して、外

今後も引き続き、砂防技術以外の土木分野における

観形状や中詰め材の大きさなどを一般的な出来高によ

最新技術の情報収集、河道閉塞対策に適用可能な対策

る完成検査を行ったため、施工に手間と時間を多く要

手法・工法に関する議論、今後必要となる技術開発につ

することとなる。現実的に緊急対策工とは、緊急時に

いて、工事担当技術者による意見交換会を開催したいと

おいて可能なかぎり早く、必要最小限の要求機能が発

考えている。
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平成26年度

砂防・地すべり技術センター
講演会報告
（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

平成26年６月17日、砂防会館シェーンバッハサボーにおいて、恒例のセンター主催講演会を開
催しました。この講演会は、砂防を中心とした多方面の防災に関する情報をお伝えするため平成
14年より毎年行っているものです。今年度も、来賓に国土交通省大野砂防部長を迎え、285
名の参加者が熱心に聴講するなか、盛会に終わりました。以下にその概要を掲載いたします。

講演１

国土技術総合研究所における砂防研究の動向等

きい時期から安定期を迎えて下がる、などのヒステリシス

蒲原 潤一

が見られることなどを整理している。今後は、ハイドロフォ

国土総合政策総合研究所
土砂災害研究部 砂防研究室長

による監視体制に結びつけていくことができないか、市町

かんばら じゅんいち

ン等のデータを効率よく加工することで、リアルタイム観測
村等の警戒避難へ活かせる仕組みを構築できないか、等

１. 国土技術総合研究所における

を検討していきたいと考えている。

研究活動等の概要
国土技術政策総合研究所では、平成26年度より新たに

２. 近年の土砂災害と傾向分析

土砂災害研究部を設置し、部内に砂防研究室と土砂災害

近年の土砂災害は、伊豆大島での土石流災害等でみら

研究室を設けた。砂防研究室では、深層崩壊を含む土石

れるように激甚である。平成13年～21年までに死者・行方

流対策指針などの砂防計画論や事業評価、大規模土砂生

不明者の生じた土石流災害について、24時間雨量の降雨

産後の流砂系土砂管理の在り方に関する研究など、総合土

確率年について分析した結果、降雨確率年が100年を超え

砂管理や適切な施設配置・設計手法に関する研究活動を

るものが30件のうち12件あるなど、降雨確率規模が増大傾

行っている。一方、土砂災害研究室では、リモートセンシ

向にあり、砂防施設には、計画規模以上の外力が加わるこ

ング、土砂災害防止法などによるソフト対策、急傾斜地崩

とも想定する必要があると考えられる。また、土砂災害に

壊対策等に関する研究活動を行っている。また、研究活動

よる被害の推移をみると、都市平地地域において土砂災害

によって得られた知見や技術を活かし、国土交通省地方整

の被害は拡大していないほか、土砂災害単体での死者数

備局の職員育成なども行っている。

が100名を超える事例は過去30年発生していないこと、被

私の所属する砂防研究室での活動事例を一部紹介する

害家屋数が1000件を超える事例は1990年以降発生してい

と、流砂系における大規模土砂生産後の土砂動態把握とし

ないことなどが判る。一方で、長期的には深層崩壊発生件

て、下流への土砂供給の影響を知るため、流出土砂の中・

数は、
おおむね増加傾向にあることが明らかになっている。

長期的な観測結果の分析を行っている。たとえば大規模な

とくに中山間地域では、深層崩壊によって地域に深刻な被

土砂移動が起こった後の土砂動態は、大規模な土砂流出

害を及ぼす土砂災害がたびたび発生している状況が見られ

が生じた年だけでなくその後数年間にわたって多量の土砂

た。

流出が続くという状況や、流域の特性に応じて、粒径成分
もある程度安定しない時期が出現しているようすが明らか

３. 大規模土砂災害対策の研究に係る論点整理に向けて

になってきている。また掃流砂の観測結果から、同じ水深

深層崩壊に関しては、これまでに深層崩壊推定頻度マッ

でも総流出土砂量は地域・時期によって異なることや、大

プや、微地形解析による渓流単位の深層崩壊の危険度評
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価の公表、大規模土砂移動を検知するための振動センサ

の土木施設の性能マトリックスと比較して、整理することが

ーの設置等を行ってきた。現在は、深層崩壊対策の計画

重要と考えている。

立案等に向けて、流域の発生ポテンシャルを踏まえた基本
方針の体系化を目指している。たとえば、渓流水質を用い

４. 古い砂防等施設にみる超過外力対策の紹介

た深層崩壊危険度評価手法などの技術開発、過去の実績

歴史のある土木施設のなかには、水害や土石流対策とし

や数値計算等によって深層崩壊の生じうる場所における被

て工夫された点がいくつかみられる。たとえば、限られた

害想定手法の検討や、深層崩壊に先行する土砂流出を監

材料の中で超過外力に対抗するために土石流などを上手に

視することで警戒避難へ生かす取り組み、超過外力に対す

いなす構造をしている砂防施設、土石流対策だけでなく橋

る砂防えん堤の効果についての考え方の整理などへの取り

や猪鹿垣などの複数機能を有した砂防堰堤、霞堤のように

組みはさまざまな研究機関と連携しつつ、強化していく必

外力を制御し構造物の耐力にメリハリをつけるような施設

要がある。

などが存在する。予算調達や事業化の経緯もさまざまに工

特に、超過外力に対する砂防えん堤の効果に関して、現

夫されていて興味深い。信頼性の高い施設を一定の考え方

行の設計基準では深層崩壊など発生頻度の低い大規模崩

で効率よく提供していくことは重要な使命であるが、その

壊に対する設計基準が明確でないことから、大規模崩壊

中で先人の工夫や足跡から学ぶべきものは取り入れていく

に対して効果を発揮する砂防施設の目標性能の考え方を他

姿勢も重要ではないかと考えている。

講演２

災害時要援護者の生活パターンにおける推奨すべき避難行動

パターン①

田村 圭子

たむら けいこ

新潟大学危機管理室 教授

家屋が災害に対し脆弱な地域に位置しており、
家屋ごと破壊され被災する

このパターンは河川の近傍に家屋があり、２階以上に及
ぶ洪水氾濫が予想される地域で、洪水の際に屋内におり、
家屋ごと破壊され被災するケースである。

1. はじめに

この場合では、高齢者でなくとも被災する可能性があり、

平成16年７月新潟・福島豪雨災害においては、犠牲者の

早い段階での避難所への移動、ハザードマップの整備によ

半数以上が高齢者であったことから、地元紙である新潟日

る危険箇所の同定と周知、土地利用規制
（危険地域に家屋

報は「惨事、高齢者を襲う」という見出しで報道するなど、

を配置しない）が被害の軽減に有効である。また、要援護

社会全体に対し災害時要援護者対策を強く促すきっかけと

者に対して、行政からの「避難準備情報」を活用し、早い

なった。そこで、災害被害の質が異なる大雨災害と地震災

段階での対応が期待される。

害について、それぞれの過去の災害事例を分析し、高齢
者を中心とする災害時要援護者
（以下、要援護者という）の
被害軽減に必要な避難行動について考察した。

パターン②

家屋は破壊しないが、１階床上程度となる
浸水により被災する

このパターンは河川からやや距離のある場所に家屋が位
2．大雨災害における避難行動

置し、かつ床上程度の浸水が予想される地域で、洪水の

平成16年７月新潟・福島豪雨等の被災地域にて、聞き取

浸水深が増加した際に、家屋の１階に留まっていた、また

りによる調査を行った。その結果、高齢者は若年層にくら

は避難所や仕事場への移動途中で屋外にいた、このような

べ個人差が大きいため、被災する原因は一様ではなく、大

状況で被災するケースである。

別して３パターンあることが明らかになった。そこで、各被

この場合では、早い段階での避難所への移動のほか、

災パターンにおける被害軽減に効果的な対応と対策を考え

自宅の２階以上に移動する「屋内退避」も有効な避難手段

た。避難行動を考える際のポイントは次の通りである。

である。
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パターン③

要援護者のそばに避難支援者が

院や介護保険施設に入院・入所する人が激増した。その際、

存在しなかったために被災する

受け入れ先の選定・移動・準備などを行う人員が不足した
ことで、対応の遅れや病院本来の機能が停滞することにな

このパターンは浸水等までに一定の時間があるものの、

り、二次災害の恐れが高まる事態となった。

要援護者のそばに避難支援者が存在せずに、避難行動が
とれなかったために被災したケースである。

３-３ 福祉避難所設置による

この場合では、平時からの要援護者名簿の共有や、地

緊急入院・入所者軽減の試み

域の避難支援者の特定など、事前に支援体制を整えること

この反省を生かし、平成19年の能登半島地震、中越沖

が重要である。

地震においては、一般の避難所と福祉機能をもった福祉避
3．地震災害における避難生活

難所を併設することで、要援護者の緊急入院・入所ニーズ

３-１

を一定数減らすことに効果を上げた。一方で、東日本大震

地震災害時の避難行動に係わる課題

一般に、風水害や土砂災害においては、発災が予想さ

災においては、福祉避難所を設けて対応したが、その数

れてから被害が顕在化するまでにリードタイムが存在し、

や質は十分ではなかった。現在は改善に向けて、避難所

土砂災害による被害は災害初期～避難対応期に集中する。

での生活環境確保等に関するガイドラインも作成されてい

しかし地震災害においては発災までに時間的余裕がなく、

る。

また余震の影響等により避難生活が長期化するなど、影響
が長期間に及ぶことがある。そのため地震災害においては、

４．要援護者の避難行動について検討すべきポイント
以上により、風水害や土砂災害における要援護者の避

災害発生時の避難行動に加え、避難生活が長期化した場

難行動を考える際は、避難の１つの方式として屋内退避を

合の要援護者の避難生活に係わる問題が課題となる。

位置づけ、適切な屋内退避の方法を周知することや、要
３-２ 平成16年新潟県中越地震における

援護者の避難支援者を避難計画に位置づける、居住地域

高齢者の避難生活の実態

等の地域特性を踏まえた適切な避難行動を自己決定でき

平成16年の新潟県中越地震においては、被災した地域

る仕組みを整える、また避難情報発令の際に自治体職員

の人口の７割以上が避難する事態となり、多くの避難者が

でも判断に迷わない数値基準の設定及びその前提となる雨

２カ月間にわたり避難生活を余儀なくされた。指定避難所

量・水位の観測体制を整備することが重要であると考える。

のスペースは十分ではなく、車やテントなど、避難するには

地震災害については、要援護者への長期的な支援が必

適さない場所で避難生活を継続することになった。しかし、

要になることを認識し、今後の災害に備えて支援体制を整

そのような場所で要援護者が避難生活を長期に継続するこ

備することが期待される。

とは困難であり、実態として、避難所から緊急避難的に病

講演３

風土に刻された
「土砂災害」の記憶

──巨大災害の世紀・治山治水・水系一貫の思い

世紀に突入したといえる。
日本列島は、災害の苦難（九難）に満ちており、災害

竹林 征三

の大小には多くの人為が絡んでいる。また、最大の環境

富士常葉大学 名誉教授

破壊は自然災害であり、これを防ぎ減ずる防災・減災は

たけばやし せいぞう

環境保全の根幹であり、安心・安全国土の形成に向けて
１．はじめに
日本では、巨大地震、大豪雨等が頻繁し、巨大災害の
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環境と防災は密接不可分な関係にあり、我々が災害に
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どう対応するのかを考えるうえで、風土に刻されている

これまでなかった同時多発竜巻等、巨大災害の世紀に突

災害の記憶を徹底的に調べ熟知し、先人の深い知恵から

入したといえる。近年では、
「異常豪雨」、
「巨大台風」
「爆
、

学ぶこと、そして先人の労苦の跡を訪ね敬意を表するこ

弾低気圧」、「ゲリラ豪雨」が頻発し、伊豆大島の例や平

とが重要である。そして、治山治水・山と川は一体のも

成24年北部九州豪雨では４時間400mmという観測史上

のであるという水系一貫、河川は洪水の流れる場という

最大の豪雨や、フィリピンに直撃した台風30号のように

より土砂流送場であるということについての深い認識、

南海上で何日か停止し、巨大化してから日本列島を直撃

すなわち一気通貫管理の思想を持ち、土砂災害への対応

する台風（平成23年度は四つの台風）等が、日本に到達

に取り組むことが重要である。

するケースが増えてきている。
さらに、東日本大震災をはじめとする巨大地震が頻発

２．日本列島の災害の九難（苦難）の宿命
日本列島は地球上で災害が発生しやすい特異点に位置

し、東日本大震災では巨大津波により甚大な被害が発生
している。

し、災害に対する九つの宿命がある。それは、巨大な地
球の12面のプレートのうち、４面がちょうど激突する境

５．災害に対する備え、防災・減災

界にあるため、地殻変動に伴う【地震】
、
【津波】、
【火山】

「防災・減災」を考えるには、従来の砂防技術や土木技

の三つの宿命がある。

術に、「良好風土形成を目指す地域づくり（風土工学）」

次に気象面では、脊梁山脈にぶつかる寒気や暖気、日

と「災害は最大の環境破壊である。防災は環境保全の根

本海と太平洋からの無限の水蒸気の補給、さらに都市部

幹である（環境防災学）」の両学の下支えが重要であり、

の局所的上昇気流の発生により、
積乱雲が発生しやすく、

風土に刻された災害の宿命についての理解が原点として

日本列島は豪雨発生装置であり、
【豪雨】
、
【豪雪】、
【台風】

必要である。つまり、「環境風土を深く知る」「先人の苦

の三つの宿命がある。

労と知恵に敬意を表する」
「安心安全で誇り高い個性豊

さらにそこに住む人々の居住空間として、日本は山地

かな地域形成への思い」が必須である。

が多く、わずかな土地に人口・資産が集中しており、平

災害（天変地異）の因の理解・認識が足りなければ、

野部では河川は天井川を形成している。そのため雨が降

災いの結果として被害は無限大に拡大していく。植物の

れば【山地崩壊】
、
【洪水】
、降らなければ【渇水】の三

種にたとえれば、降雨、太陽（判断の誤り等、人間の三

つの宿命がある。

毒、貪・瞋・痴による人為）により芽生えた災害の因は、

土砂災害については、日本はさらに災害に対する九つ
の苦悩として「第三紀軟質岩帯」
、
「花崗岩の深層強風化

成長し大木（巨大災害）に育ち、文明崩壊へとつながっ
ていく。

地帯」
、
「火山灰地帯」
、
「隆起沈降する地形」
、
「中央構造

それに対して、災いの因の発生初期段階で的確なる対

線」
、
「多種多様な地質」
、
「狭あい地での経済活動」、「液

応をすることにより、その結果として被害を小さくする

状化危険地帯」
、
「急傾斜地での生活」を持ち、これが災

ことができる。すなわち、災害は初期対応が重要であり、

害大国日本の宿命となっている。

初期段階で対応することによってわずかな対策、費用で
防ぐことができる。よって、災害対策に重要なことは、
「早

3．風土に刻された災害の宿命

期に対応すれば簡単な対策で変状は止まる」、「思わぬ変

防災・減災を考えるには、風土に刻された災害の宿命

状に対しては、対策後も最後の追加・プラスアルファの

についての理解が必要である。すなわち、
「風土に刻さ

だめ押しが重要である」であり、手遅れになればどんな

れた災害の宿命」=「風土が語る災害の記憶」であり、

ことをしても止まらない。最悪の結果、カタストロフィ

いくつかの災害の事例を紹介しながら、災害の記憶を辿

ーに至る。

った。

土砂災害への対応は、山林と土砂の流送の場としての
河川は一体であるという治山治水、山間から河口まで水

４．巨大災害の世紀
日本では巨大地震、大豪雨等が頻繁に発生したほか、

系一貫で対応する「一気通貫管理の思想」を持ち取り組
むべきであると考える。
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● ● ●

地域と連携した
土砂災害防災教育を
目指して
防災学習会が児童へもたらす
影響と学校別による効果の違い

このような理由から学校における防災教育は注目を集
めており、実際に各学校で様々な取組みが実施されて
はいるが、多くの学校においては内容のワンパターン化
が進み、避難訓練が主体となっていることが多い★４。
そのうえ、防災教育に割ける時間も各学校で異なってお
り、防災教育の体制は学校毎にばらつきがある★５。そ
こで本稿では、学校ごとの防災教育への取組みの違い
が、児童へどのような効果の違いとして現れるのかを明
らかにすることで、効果的な学校防災教育実施の際に
ポイントとなる点を整理することを目的とし、今後の防
災教育のヒントを探してみたいと思う。

井良沢 道也

いらさわ みちや

岩手大学農学部
共生環境課程 砂防学研究室 教授

1- 2. 調査対象
各学校を比較分析するためには、各学校において同
じ防災学習会を実施し、その学習会の効果を比較する
ことが必要となる。そこで今回の調査対象として、国

1. はじめに

土交通省岩手河川国道事務所、岩手県、一関市が主体

我が国ではさまざまな自然災害が毎年発生してい

となって実施している小学生向けの防災学習会「磐井

る。いつどこで誰が災害に遭遇するか分からない状況

川砂防探検隊」を取り上げ、この探検隊に参加した岩

のなか、日本の防災の脆弱点として「市民の防災意識

手県一関市内の６校を調査対象とした 表-1 。本探検隊

の低さ」が指摘されている

★１

。いざという時に自分

の命を守るためにも、ひとりひとりの防災力を向上さ
せることが災害大国日本にとって不可欠である。その

表-1 調査対象
参加学校

参加学年

参加児童数

A 小学校

５年生

37名

の機会として義務教育が注目されている。市民の普遍

B 小学校

５年生

58名

的機会となり得るからである★２。そのため、学校教

C 小学校

３～６年生

20名

育での防災教育実施が不可欠なものとして期待されて

D 小学校

５年生

30名

E 小学校

５年生

5名

F 小学校

４年生

15名

ためには防災行動を促す教育機会が必要であるが、そ

いる。
また学校防災教育は児童に対して実施されるが、
間接的に保護者や地域への防災波及効果も期待されて
おり、実際に児童を媒介者として保護者の防災行動が
促進される場合もある★３。
表-2 学校毎の探検隊実施内容 （○：実施有り ×：実施なし）
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合 計

165名

（撮影：平成25年6月14日）
写真-1 土石流模型実験の様子、説明者は学生

（撮影：平成25年6月14日）
写真-2 市野々原2号えん堤見学の様子

は平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震を契機に開
始され、主な内容としては、岩手・宮城内陸地震の被
害現場
（現在は一部を災害遺構として整備）
を見学し、
そこで児童らが専門家から説明を受けるという流れで
ある。本探検隊は土砂災害を中心としたプログラムと
なっている。ただし、学校ごとに若干内容が異なる
表-2 。 写真-1〜3 に磐井川砂防探検隊の様子を示す。
写真-3

旧祭畤大橋を保存した災害遺構の見学、説明者は学生

（撮影：平成25年6月4日）

1- 3. 調査方法
調査方法は、①児童へのアンケート調査（計2回）
、

り考えたりする機会が与えられる。その後、家庭で保

②教員への聞き取り調査の２つである。①児童アンケ

護者と防災について話し合い、話し合った内容を紙に

ート調査は約２週間後と約４カ月後に実施し、ⅰ探検

記録として残し、各自ファイルで保存されている。ま

隊参加前、ⅱ約２週間後、ⅲ約４カ月後の３期間での

た記録用紙には保護者が感想や意見を書く欄も設けて

状況を問う形式にした。これらのアンケートを基に、

あり、確実に保護者を巻き込んだ防災教育を実施して

探検隊が児童へもたらした影響とその時間経過による

いた。ワンデーの取組みによって、保護者の防災意識

変化について調査した。
②教員への聞き取り調査では、

も啓発されているようである。

各学校の担任等に学校における防災教育の取組みや課
題等についての聞き取りを実施した。

表-3 C小学校における
「ワンデー」の毎月の内容
家庭防災の日

２. ワンデー（家庭防災の日）の取り組み
C小学校では学校独自の防災教育を実施していた。
後述するが、こうした取り組みは児童への学習に効果
が見られた。ここでは、C小学校における防災教育「ワ
ンデーOneDay」の取組みについて紹介する。C小学
校では毎月1日を家庭防災の日「ワンデーOneDay」と
し、
家庭での防災に関する会話を促進する活動がある。
この取り組みは平成25年から始まった。ワンデーでは
毎月テーマが決められており、そのテーマについて各
家庭で話し合いが行われている。ワンデーの毎月の内

内容

４月

メールにより連絡確認、地震への備え

５月

災害への備えと安全な生活

６月

地域の安全（クマなどの獣、不審者）
、
磐井川砂防探検隊

７月
８月
９月

6.14を振り返る、水の事故、磐井川砂防探検隊
火災時の危険・行動

10月

気象災害（大雨・雷・津波）

11月

災害への備え、冬の火災

12月

地域の安全・防災

１月

冬期間の事故

C小学校におけるワンデーの取組みは、主に学活や

２月

雪道の安全、避難所の役割

朝の会で実施され、そこで児童は防災について学んだ

３月

東日本大地震を振り返る

容一覧を 表-3 に示す。
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図-1 参加前の会話有無×参加後の会話有無 （無回答は除いてある）
100
（％）

図-2 参加前後での自然災害に関する会話頻度の変化

16

80

30

29

37

60

40

n=112

24

20

0

よく話すようになった

91
45

あまり前と変わっていない

（後）
無し
（後）
有り

（前）
有り
（n=107）

雨や地震のときなど、
ときどき話すようになった

図-3 探検隊について伝えたかどうか

（前）無し
（n=53）

３. 調査結果と考察

3
55

これまで述べてきたように砂防探検隊に参加した児
童を対象に実施したアンケートの結果から、今回の砂

n=165

話した

107

防探検隊が児童へもたらした影響を明らかにし、今回

話さなかった
無回答

の探検隊のなかでポイントとなった点を整理していく。
3 -1. 全体的にみた場合
ここでは、磐井川砂防探検隊に参加した児童（計

工夫をしていく必要がある。伝えた相手としては、保

166名）の時系列変化を示す。今回の砂防探検隊が児

護者が一番多かった。

童へもたらした影響として、以下の６点が明らかとな

②災害遺構を再見学する児童が多い

った。探検隊がもたらした影響については、以下に①

全体のうち約42％の児童が再見学をしていた。きっ

～⑥として示す。

かけは「たまたま通りかかった」が多かった。

①自然災害に関する会話量を増加させた

③新しい災害の発見がなされた

自然災害について話したことがない児童のうち約45％
が参加後に会話するようになった。
参加前は会話したことのない児童が、参加後どのくら

土石流や地すべりを初めて知る児童が多い。４カ月
後の知識の定着率は約58.5％であった。
④自然災害に関する自主学習量が増加した

い話すようになったかを見てみると、会話したことがなか

参加後の時間経過と共に自主学習実施が増加した。

った児童のうち約45％が、参加後に自然災害に関する会

図-4 は、探検隊参加前後の自然災害に関する自主学

話をするようになっている 図-1 。

習有無の推移を学校別に表したものである。このグラ

また、２週間後に聞いた自然災害に関する会話頻度の

フをみると、参加後の時間経過とともに自然災害に関

変化をみても、全体の約27％の児童が「よく話すように

する自主学習の実施が増加していることが分かる。こ

なった」と回答しており、約40％の児童が「ときどき話す

の結果は必ずしも探検隊にのみ影響を受けたわけでは

ようになった」と回答していることが分かる 図-2 。

ないが、参加２週間後の結果に注目すると、C小学校

図-3 は、探検隊について参加後に誰かに内容等を伝

以外は自主学習実施が増加していることが分かる。つ

えたかどうかについての回答結果である。約６割以上

まり、探検隊に参加したことで、自然災害への関心が

の児童が、探検隊について誰かに伝えていた。内容伝

高まった可能性があると言える。

達と理解量には関係がある

★６

、つまり内容をよく覚え

ている児童ほど理解力が高いことから、探検隊につい

⑤避難所の認知度が増加
⑥参加後の時間経過と共に避難所認知度が増加した

て誰かに伝える行為は大切なポイントとなっている。
探検隊について伝達していない児童が約３割もいるこ

3 - 2. 小学校別にみた場合

とから、探検隊の内容にはまだ改善点が求められる。

小学校ごとに児童アンケートを比較した結果、学校

誰かに伝えたくなるような、話したくなるような内容

の取り組みの違いによって以下４点の特徴が分かった。
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図-4 時間経過による自主学習実施の有無の変化
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④防災教育実施期間

探検隊実施に充てた教科の違い（社会or総合的な学

通年を通して防災教育を実施している学校では、自

習の時間）により、児童の探検隊についての伝達量に

然災害に関する会話頻度も（参加前から）高く、学習

差が生じた。教科の違いが防災教育への取組み内容へ

意欲も高いことが分かった。また、通年で実施する防

の違いを生じさせた可能性がある。

災教育が会話のきっかけにもなっている。

②参加前の導入と参加後のフォローの重要性
児童への授業導入とフォロー実施が弱い場合、参加

3 - 3. 要素間の関係性をみた場合

後の自然災害に関する会話量が少ない傾向が見られ

児童アンケートの設問のうち関連がありそうな２要

た。また以下の 図-5 は、各小学校児童の記憶量の増減

素を抽出しクロス集計を行い、カイ２乗検定を実施し

を比較したものである。記憶というものは薄れるのが

た。その結果、以下の５点の関係性が分かった。

普通であるが、それでも参加前後の導入とフォローの

①親子の関係性が防災波及効果に影響する

実施が弱い学校（B校）の4カ月後の大幅な記憶減少が
他校と比べて目立つ結果となった。
図-6 は時間経過による自然災害に関する会話の有無

変化を示したものである。C小学校の参加前後による

普段から積極的に発言する児童ほど探検隊について
もよく伝えており、時間が経過しても、自然災害に関
する会話頻度が高い。
②再見学が会話量を増加させる

自然災害に関する会話の有無変化に注目してみる。す

参加後に遺構を再見学した児童ほど、４カ月後の会

ると、参加前から自然災害に関する会話の頻度が他校

話頻度が増加していた。遺構が身近に存在することで

と比べて高水準であることが分かる。C小学校は、１

災害関心が維持されやすい可能性がある。

年間通しての通年の防災教育を実施しているためだと

③「楽しい」ものほど伝えたくなる

考えられる。会話のきっかけとして、C小学校独自で

探検隊を楽しいと感じた児童ほど、探検隊について

実施している「ワンデーOneDay」を理由にあげる児

誰かに伝えている。キーワードは「楽しさ」である。

童が多く、
“家庭防災の日”
が機能していることが伺える。

④自然災害会話量と探検隊記憶量に関係性あり

③保護者への働きかけの違い
保護者への学校側からの働きかけが弱い場合、家族
との自然災害に関する会話量が少ない傾向にあった。

探検隊の記憶が良い児童ほど、参加後の自然災害に
関する会話頻度が高い。
⑤探検隊記憶量と災害への関心には関係性あり
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図-5 時間経過による探検隊記憶量の変化
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長期間保てるような工夫をすることは重要であると言
える。これらは平成23年に実施したものと同一の傾向
であった★６。また、防災学習会や普段の授業のなかで、

４. まとめ

児童らが学んだことを保護者に伝えたいと思わせるよ

これまで述べてきたように土砂災害の小学校児童を

うな学習内容、指導方法を精選すべきである。また、

対象とした防災学習会である砂防探検隊への参加がき

児童らへの働きかけと同時に、家族及び教員らに対し

っかけとなり、自然災害に関する会話量や自主学習量

ての防災教育も並行して行うことが望ましい。

が増加するなど、児童にとってプラスの影響がもたら

防災教育は世代間教育でもある。子供にとっての過

されたことが分かった。また各小学校における防災教

去を生き、災害から教訓を学んだ親が地域に住む先輩

育への取組みの違いによって、防災学習会の児童への

として、子供たちに防災の重要性を伝えていくことが

影響にも差が見られることが分かった。より効果的な

何よりも大切である。今を生きる子供たちも、時間が

防災教育を行うためには、
導入・フォロー実施の強化、

経てば大人になり、やがて子供を持ち、お父さん・お

あるいは防災に触れる・考える頻度を少しずつ増やす

母さんと呼ばれる日が来る。防災教育を受けて育った

こと等が必要であることが分かった。

子供たちが、やがて親の立場から自分の子供たちと一

小学生に対する防災教育は、児童から保護者への防

緒に、防災の大切さを教える日が来ることを願う。親

災知識の波及も期待できる。普段から災害に関する会

子間で高い防災意識が継承されることで、地域の防災

話頻度の高い児童ほど、防災学習の記憶量や災害への

力も自然と高まり、その継承が“文化”として残る可

関心が高く、時間経過後もそれらを維持する傾向にあ

能性もある。

る。また、児童らの防災意識の維持においては、学校

今回の探検隊では、家庭における児童の自然災害に

または教員による取り組みも大きく影響していた。児

関する会話量を増加させることができ、また会話の相

童らが日ごろから高い防災意識を持つためには、外部

手としては保護者がほとんどであり、親子間で防災に

からの継続的な働きかけが不可欠である。
したがって、

関する会話をするきっかけを与えることができた。探

行政主体の防災学習会に積極的に参加することに加

検隊が親子間の防災会話のひとつのきっかけに今後も

え、そこでの学習内容を学校や家庭において繰り返し

なることを願う。災害はいつどこで誰が遭遇するか分

想起させ、児童らが防災・災害に関する記憶と関心を

からない。そのため、防災教育には継続性がとても重
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図-6 時間経過による自然災害に関する会話の有無の変化
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要である。時間が経っても防災意識の途切れることの

グラム手法の開発が求められている。本報告が今後の

ない、防災に対する持続的な学びを、世代を超えて展

土砂災害防止教育に少しでも貢献できることを願って

開し続けることのできる仕組みを築いていくことが求

やまない。

められる。その第一歩として、砂防探検隊が果たせる
役割というものは大きい。

謝辞：本報告をするにあたり、国土交通省岩手河川岩

現行の土砂防災教育における小学生への学習効果を

手河川国道事務所の皆さま、一関市の各小学校の教員

定量的に評価した研究事例は少なく、効果的教育手法

の皆さま、そして児童の皆さま、各関係者の皆さまのご

の模索と防災教育の体系化を目指し，基礎的知見の蓄

協力のもと実施することができました。皆さまのご協力

積が求められている。「はじめに」にも述べたが、住

に心より深く感謝申し上げます。本研究は（一財）砂防・地

民の避難行動を促すためにも防災教育が必要である。

すべり技術センターの平成23年度研究開発助成事業によ

とりわけ小学生に対する防災教育は、早期からの防災

って行った。また成果の一部は平成24年度砂防地すべり

意識啓発、地域との連携性の高さからも有効であると

技術研究成果報告会で発表したものである。本報告に

言える。加えて、児童から保護者への防災知識の波及

あたり、防災教育を対象に卒業論文に取り組んだ岩手

も期待できる。今後防災教育を行うにあたっては、特

大学農学部伊藤綾乃さん（現 会津若松市役所）、多賀

定の機関や組織のみに依存することは避けなければな

谷拓也さん（現 秋田県雄勝地域振興局）、中村和作さん

らない。行政側であれば防災学習会参加の呼びかけや

（岩手県宮古農林振興センター）はじめ、砂防学研究室

災害遺構等の整備、学校においては教育、家庭や地域

の学生の皆さんに感謝申し上げます。

においては独自の防災への取り組みを行う等、行政・
学校・地域が一丸となって教育に臨む姿勢が必要とさ
れる。最後に、防災にとって親子間の関係性も大切な
役割を担っていることが分かった。
今後の防災教育では、
“楽しく”誰かに伝えたくなる
ような、あるいは“記憶に残りやすく”なるような内
容工夫をポイントとして押さえていくとよいと思われ
る。まさに今後も地域と共に創りあげる防災啓発プロ
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『長距離』移動する地すべり土塊の
シミュレーション──その②
（一財）砂防・地すべり技術センター 斜面保全部

１. はじめに
前回、その①では、地すべり土塊の移動を表現するシ
ミュレーションモデルを構築し、降雨・融雪に伴い発生し
「長距離」移動した地すべり事例の再現計算やパラメー
タの感度分析を示しました。
今回は、この構築したシミュレーションを「活用」する
観点から述べたいと思います。

③パラメータ設定の基本的考え方は、大きく、
「試験値」
を入力するか、
「一般値等何らかの想定値」を入力する
かに分かれます。
④数値シミュレーションの特性は、何が表現できるモ
デルであるか、また、各パラメータの影響はどのようなも
のであるか、といったことになります。
以下、それぞれの点について、今回の数値シミュレー
ションの活用の観点から詳述します。

２. 数値シミュレーションの活用にあたって
考慮すべき事項

①対象とする現象

数値シミュレーションの活用にあたっては、以下の４点

上述のとおり、対象とする現象は降雨等に伴い発生し

について、総合的に勘案し、活用方針を検討することが

「長距離」移動する地すべりです（地震の事例は含みま

重要と考えています。４点とは、①対象とする現象、②数

せん）
。ここでは、もう少し突っ込んで、こういった現象

値シミュレーションの目的、③パラメータ設定の基本的考

がどのような特性を持つか述べたいと思います。

え方、
④数値シミュレーションモデルの特性、となります。
①対象とする現象は、ここでは降雨等を誘因とする地

平成12年に交付されました「土砂災害防止法」では、
地すべりにおける「土砂災害警戒区域
（イエローゾーン）」

すべりで、その中でも「長距離」
移動する現象です。なお、

の設定根拠として、
「L2＞L1となる事例は全体の1％」と

「長距離」の定義を前回に引き続き再度示します 図-1 。

いう集計が示されています
（
「土砂災害防止法例の解説」、

②数値シミュレーションの目的は、後述しますが、一

平成15年発行より）。前回その①に示しましたが、当セン

般には、学術的に自然現象の精緻な再現を目指す場合

ターにおいても、平成12年以降の事例を含め、日本に

や、ハザードマップ、緊急的な概略被害範囲の想定等、

おける
「長距離」移動した地すべり事例を整理した結果、

さまざまです。

二十数事例と多くは確認できませんでした。なお、地す
べり土塊の一部が土石流化し、谷沿いに流下する現象は

図-1「長距離」の定義；L2＞L1、もしくはL2＞250m

想定していません。
これら集計結果から、
「長距離」移動する地すべりは稀
な現象である、と言えると思います。しかしながら、発
生した場合の被害は甚大となる現象です。
一方、これら現象が発生するメカニズムについては、
過剰間隙水圧の発生による液状化★１、粒子や岩屑の衝
突効果 ★２など様々な説が提案されています。しかしなが
ら、依然不明な部分が多く、数値シミュレーションの実
施に必要となる「理論のモデル化」も十分とは言えませ
ん。ただし、上述した「長距離」移動した地すべり事例
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表-1 入力パラメータ一覧と一般値
λ
μ
パラメータ

間隙
水圧係数

間隙流体の
粘性係数

一般値と
10 -6
考えられる 0～0.7程度
（㎡ /s）
範囲
関連する
1）
、2）
、4） 3）
、5）
抵抗則

φint

φbed

ξ

内部
摩擦角

底面
摩擦角

フェルミ
乱流係数

0～70程度 0～70程度
（°
）
（°
）
1）
、2）

1）
、4）

1～10000
程度？
6）

本モデルにおいては、土塊の運動を規制する抵抗則とし
て、以下の各項を含みます。
1圧力項、2土塊内部のせん断力項、3間隙流体の粘
性項、4底面せん断力項、5間隙流体のせん断力項、
写真-1 毘沙門地すべりにおける堆積末端の流動化状況
（http://www.nan9.co.jp/）

6フェルミ抵抗項
以下に、運動量保存則
（x方向）を示します。

について、当時の写真よりその堆積状況を再度確認した
ところ、多くの事例において、堆積域末端部で土塊が流
1

動化している状況が確認されました。 写真-1 に毘沙門地
すべりの事例を示します。

2

②数値シミュレーションの目的

3

「長距離」移動した地すべりのメカニズムは不明な点が
多く、理論を構築し、検証を実施するというアプローチ

5

が大変難しい分野だと言えます。学術的な分野で今後期
待することとしたいと思います。

4
6

ここに、gx，gy，gz：X，Y，Z方向の重力加速度、

ここでは、現象の不明さ、複雑さ、理論化の状況、

M=vxh，N=vyh ：流量フラックス、ξ：フェルミー乱流

発生頻度の少なさ等を勘案し、現実的なアウトプットとし

係数、ρ：混合流体の密度、λ：間隙水圧係数、vx, vy,

て「到達範囲の緊急的・概略的予測」と設定します。

vz：X，Y，Z方向の速度、h：流動深、φint：内部摩擦角、
φbed：底面摩擦角、υf：水の存在率、μ：間隙流体の

③パラメータ設定の基本的考え方
上記目的に沿ったシミュレーションの実施においては、

粘性係数、kact/pass ：主働／受働土圧係数
（φintとφbedの
関数）

時間的な制約から、原位置でサンプリングし、パラメー
タ入力値を決定するための試験を実施することが期待で
きません。よって、
「一般値等何らかの想定値」を入力
値とすることが現実的と考えます。
また、検討結果は「人命にかかわる緊急的な対応」へ

右辺第１項は駆動力であり、第２項以降が1～6の各
抵抗則となります。
これら抵抗則各項のうち、2および4は地すべり土塊
としての滑動、変形に伴う抵抗を示します。

の活用を想定すること、
「稀な」現象であるため頻繁な

また、3、5および6は流体として挙動する場合の抵

検討は想定されないことを考慮すると、人命第一の観点

抗を示します。なお、1は土塊、流体いずれの挙動にも

から「到達範囲が過小評価とならないこと」が重要とな

対応します。本モデルは、
概略ながら
「①対象とする現象」

ると考えられます。

で示した堆積末端部での流動化現象にも対応しうるモデ
ルであると言えます。

④数値シミュレーションモデルの特性
本検討で適用したシミュレーションモデルは、張・吉
★３

松
（2004）モデル

を基本としたものです
（その①参照）。

ここで、数値シミュレーション実施にあたって入力が
必要となるパラメータを一般値と考えられる範囲とともに
表-1 に整理します。
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図-2 間隙水圧係数λの分析事例（誤差とは実際の土砂到達地点と計算結果の差を示す）
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表-2 入力パラメータの感度分析結果
λ
φint
パラメータ

間隙水圧係数 内部摩擦角

200

300

φbed

ξ

底面摩擦角

フェルミ
乱流係数

適用値

0.2→0.3

20→30°

20→30°

100→1000

計算結果
に及ぼす
影響

10m

2.5m

80m

77.5m

400

500

600

滑動・変形に伴う抵抗を表現するための最重要パラメー
タ、ξは、流体として挙動する場合の最重要パラメータ
と言えます。

３. 数値シミュレーションの活用のための
パラメータ設定方針検討例
上述の①～④を踏まえ、本数値シミュレーションの活

-6

これら入力パラメータのうち、
μは10（㎡ /s）
と小さく、

用のためのパラメータ設定方針を検討したいと思います。

μを含む3項、及び5項は計算結果にほとんど影響を及

④より、φbedとξの設定が重要であることを把握しました

ぼさないことが分かります。

が、ξに関しては適用範囲が広くパラメータの設定基準

また、ξの一般値はよく分かっておりませんので、既

を決定することが難しいという課題があります。

往文献から適用実績を十分カバーする範囲を記しました。

そこで、本稿では、
「最も簡便な設定」という観点から、

これらパラメータ
（μ以外）を一般値の範囲で一定の割

φbed以外のパラメータを一般値とし、
「長距離」移動す

合で変化させた時に、それらが計算結果に及ぼす影響

る地すべりに対し、最大となる到達範囲を緊急的・概略

（到達範囲算定値と実績値との差）を 表-2 に整理しまし

的に予測するために適切なφbedを検討したいと思います。

た。なお、ξは適用範囲が広く、分母に逆数として掛か

今回の検討においては、
「長距離」移動した地すべり

るため、他のパラメータと同等の割合での比較が難しい

事例として、末端が解放されており、発生域の斜面勾

ことから、
１オーダーの違いによる比較としました。なお、

配、および堆積域の斜面勾配がほぼ同様の赤松と毘沙

感度分析計算を行った地形は、前回その①で示した「赤

門の地すべり事例について再現計算により最適なφbedを

松地すべり」を適用しました。また、例として感度分析

検討します。φbed以外のパラメータは、一般値として、λ

事例として間隙水圧係数λの土砂到達距離の算定結果

=0.2、φint=25°、ξ=1000としました。

を 図-2 に示しました。
表-2 より、φbedとξの設定が計算結果に大きな影響を

及ぼすことが分かります。
抵抗則との関連より、φbedは、地すべり土塊としての
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図-3 、 図-4 に赤松、毘沙門地すべりにおける最適なφ
bed

検討結果を示します。赤松地すべりでは、φbed=5°、

毘沙門地すべりではφbed=15°が最も再現性の高い（最適
な）値となりました。なお、φbedは値が大きくなるほど斜

図-3 赤松地すべりにおける最適φbed検討結果
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図-4 毘沙門地すべりにおける最適φbed検討結果
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面上方で停止する
（移動距離が短くなる）傾向となります。
ここで、 前回その ① で 示した小 泊の 事 例
（ 最 適φ
bed

=25°
）も合わせて考察すると、赤松地すべりでの最適
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離移動するか否かの判断をどのように下すか、さらに
滑落範囲をどのように入力条件とするか。
◦谷沿いを流下する土石流など、今回のシミュレーション

値φbed=5°を採用することにより、
「長距離」移動する地

モデルで考慮していない現象についてのフォローアップ。

すべりに対し安全側の評価となることが分かりました。

実際の活用に際しては、上記のような観点からもさら
に検討が必要と考えます。

４. 課題
今回、シミュレーションの活用の観点から、様々な条
件を考慮したうえでのパラメータの設定方針の一つの考
え方を示しました。最後に、
課題について以下に挙げます。
◦分析事例が少ないため、十分に安全側の検討結果と
なっていない可能性がある。
◦変位が認められた場合の緊急時に、移動土塊が長距

参考文献
★１ Iverson, R. M., Reid, M. E., Iverson, N. R., LaHusen, R.
G., Logan, M., Mann, J. E., and Brien, D. L. (2000): Acute
sensitivity of landslide rates to initial soil porosity, Science,
290, 513-516.
★２ Hsü, K. J. (1975): Catastrophic debris streams, sturzstroms
generated by rockfalls, Geological Society of America Bulletin,
86, 129-140.
★３ 張 馳・吉松 弘行・岩堀 康希・阿部 真郎：数値解析による崩壊土
塊の到達範囲予測，日本地すべり学会誌, 第41巻, 第1号, pp.917, 2004
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１
はしがき
５月晴れの１日、伊那谷から中央アルプスをぶち抜
き木曽谷へ抜ける「権兵衛トンネル」をくぐり抜け、
中山道の風情を残す木曽谷を訪ねた。スケッチブック
を抱え同行した小学生の子供たちは「山ばっかりだ
ね！」などと話し合っていました。私はふ！ と島崎
藤村の名著「夜明け前」の冒頭「木曽路はすべて山の
中である……」という名文を思い出しつつ子らの会話

斜面環境

山の辺の道「6」

木曽路 ──「森と水」の力

を聞き流し、この子たちのよいスケッチの場はないも
のかなどと思いながら木曽の谷を移動しました。
中央アルプス西縁山麓沿いの木曽は、河川が谷を深
うが

く穿ち、その谷の両側には急な山腹斜面が発達し展望
の開ける場が少ない。人々は狭小なる段丘面やわずか
な山腹緩斜面を拓いて生活しています。一方、
「木曽
の谷には真木茂り」と謳われているごとく、豊かな森
林資源由来の経済効果やその潜在力をも考えられま

中村 三郎

なかむらさぶろう

防衛大学校名誉教授・
地すべり学会顧問（理学博士）

す。昔ながらの歴史や風情、ユニークな産業とその技
術などについて、気負うことなく推進してきた成果は、
尽きることのない木曽路の「森と水」の力に由るとこ
ろが大きいと考えます。
中山道はかつて京都と江戸をつなぐ主要な２大幹線
の１つでありました。起点は日本橋、近江の草津で東
海道と合流する道が「中山道」でありました。しかし
古来「木曽路」の名称が中山道の代表であるかのごと
く使用されてきました。
木曽路北縁の桜沢左岸には、ポツンと「是より南木
曽路」という素朴な石碑が建てられています。石碑の
裏には「歌ニ繪ニソノ名ヲ知ラレタル木曽路ハコノ桜
沢ノ地ヨリ神坂ニ至ル南二十餘里ナリ」という説明が
あります。この先山の辺を囲む「御嶽・乗鞍・駒ヶ岳」
などの名山の山容をどこで垣間見ることができるだろ
うかなどと思いつつ、北から南方向へ木曽路を移動し
ました 写真-1 。
２
漆工町と奈良井宿
にえ かわ じゅく

木曽路北の端、最初の宿場が贄川宿であり、これよ
ま ごめ じゅく

り南方向へ約100㎞の馬籠宿まで木曽路11宿がひっそ
写真-1 「是より南 木曽路」の碑

りとたたずんでいます 図-1 。
贄川は東西両側に山が迫り、要害の地と考えられ、
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図-1 木曽11宿マップ

写真-2 奈良井宿の一部

統的工芸品としての名を高めています。地元の檜川中
学校校歌の一部には「漆塗るわざをば受け継ぎ
歴史が今も息づく

長き

桧の香も深く冴えた色艶……」な

どと歌い継がれ木曽路の誇りともなっています。
平沢の南に位置する奈良井宿は中山道すべての宿場
のなかでも、江戸・明治時代の様相をもっともよく留
めている宿場であります。江戸・明治の建築が60%を
つま ご

占めており、街全体が貴重な文化財であり、南の妻籠
じゅく

宿とともに文化庁の「伝統的建造物群保存地区」の指
定を受けています。奈良井は当初街村形式であったが、
時の経過とともに発展拡大し、一部は塊村化していま
す。また天保8年（1837）には大火に遭遇したが、天保
14年には409戸、人口1155人と復活繁栄し、中山道中
最も人口の多い宿場となっています★３ 写真-2 。
この地形を利用した関所が設けられたのは戦国時代に

３

さかのぼるとも言われております。また関所は明治２

木曽五木「森と水」の力

年（1869）までその役割を果たしてきたということで
あります★１。

豊かな森林に恵まれた日本は、古来より生活のすべ

贄川の南の平沢・奈良井地区は総面積の９割以上は

てにおいて木を利用し、独特な文化を創り上げてきま

真木茂る森林によって占められ、林木・気候条件に恵

した。
「日本の森と木と人の歴史」★４によれば、弥生時

まれ、地域では500年来の漆器に関わる優れた技術が

代後期（AD.100〜300年）以降木材の需要拡大、森林

発展し、人々に親しまれてきました。贄川・平沢・奈

の伐採による山地の荒廃・土砂流出・洪水が発生しや

良井は特に優れた漆器の漆工町地区として文化庁の指

すくなりました。さらに『續日本記』に記される701

定を受け、ユニークな漆器技術の保存普及とその発展

年（奈良時代）以降も木材の利活用が激しく、各地の

に大きく貢献しています。

森林荒廃事情にも大きな影響を与えました。木曽路も

木曽漆器に関わる最初の史料は、寛文５年（1665）
の「檜物細工に漆を塗る」という記録があるというこ
とであります

★２

例外ではありませんでした。
その後の日本の森林を守った大きなきっかけ、そし

。今日平沢の南に接する奈良井は塗

て木曽路との関わりの深さについて次のようなことが

櫛を中心に発展してきました。また平沢はお盆や指物

考えられます。永禄９年（1566）羽柴秀吉による墨俣

の拭き漆や春慶塗が主製品であります。

すの また

とりで

砦における一夜城事件はよく知られています。
その際、

これらの技術を応用して、先年、長野における冬季

秀吉は木曽の美林約五万本を乱伐し、木曽川の流れを

オリンピックメダルの作製にも直接関与し、日本の伝

利用して流下させ、墨俣で組み建てて一夜で築城しま
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した。時は移り徳川時代、木曽を所管する尾張藩士が

まさに「停止木一本首一つ」の厳しい例も報告されて

見回ったところ、山地の大変な荒廃に驚き、山林の保

います★６。長年にわたるこのような厳しい山川掟、

護と育成に乗り出したと言われています。また尾張藩

その運用効果は大きく、日本列島がモンスーン地帯に

の上申もあり、幕府は寛文６年（1666）厳しい「諸国

位置することも幸いして、現在の70%という森林の面

山川掟」を布令し、山林の保護を図りました。当時は

積比に至ったのでしょう。これと比較して、フランス

安土・桃山（1568〜1602年）の城郭時代直後で、材木

27%、ドイツ28%、イギリスは10%にすぎません。私た

の異常な需要もあったことから乱伐が繰り返され、山

ちの日常の「力」は身辺の豊かな木と水から来ている

地は全国的に荒廃の著しい状態であったと伝えられて

という実感、
「停止木一本首一つ」という厳しい布令は、

います。しかし厳しい山川掟は、今日、日本の高い森

木曽路はもちろんのこと、日本列島の今日の緑豊かな

林面積比（約70%）の保持に大きく反映しました。い

森林と清らかな水を守ってくれたものと強く思います。

わば木曽における「秀吉の置き土産」とでもいえると
４

考えられます★５。
ちょう じ ぼく

「停止木」とは「諸国山川掟」の運用に際して定めら

御嶽崩れ

れた大切な林木であります。木曽の場合は「木曽五木
あすなろ

まき

よ

も

（檜・さわら・習檜・槙・ねずこ」という五種の材木

「信濃国」★７という歌詞の一節に“四方に聳ゆる山々

を言います。これらの木のうち１本でも伐採すると罪

は   御嶽・乗鞍・駒ヶ岳……”とあります。この山々

に問われるわけで、木曽の親子２人が停止木２本を伐

は木曽路にとって大切な固めであり、地域の人々にと

採して、名古屋で２年間の入牢の罰を受けたことが伝

っては心の拠りどころでもあります 図-2 。

えられています。しかしその後、家族の困窮の様子を

1984年９月、この平穏な御嶽山麓と南信濃一帯を震

見かねて、
「村預け」等罰の軽減措置を尾張藩へ陳情

撼させた「長野西部地震（M6.8）
」が発生しました。

したという庄屋と組頭の記録もあると言います。さら

村の人々は最初地震を感じたとき、東日本大地震では

に岡山藩では、停止木１本の伐採で断罪されたという

ないか……などと思ったそうであります。しかし、そ

（中村2013）
図-2 重量感たっぷり！御嶽山
（3063m）

「木曽ノ御嶽山ハナンジャラホイ、夏デモ寒イヨイヨイヨイ」
（木曽節より）
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図-3 土砂流出分布
（長野県木曽建設事務所 1986）

の直後に襲った大きな揺れと構造

御嶽山

物の破壊に接し、未曾有の大地震
を自覚し対応したとのことであり
ます。直下型地震ということもあ
り、王滝村を中心に瞬時に死者29
名、被災家屋517戸が記録されて
います ★８。御嶽山の８合目付近
（2550m）の山腹では大崩壊、す
なわち「御嶽崩れ」が発生しま
した。その規模は最大幅480m、
最 長1440m、 深 度150m、 土 砂 量
3600万㎥と報告されています★９。
当時としては我が国最大規模の崩
壊例と言われております。
崩壊地塊は岩屑流となって伝上
川～濁川を流下し王滝川に至るま

図-4 王滝村 松越地区地すべり
（中村2013）

で、各所で森林や表土を削ぎ取り
流走しました。王滝川との合流地
点付近では濁川の岩屑流が王滝
川を堰き止め、湛水延長2.7㎞、
深水位22m、湛水面積0.33㎢の地
震湖が出現しました。また、震源
地に近い王滝村役場東の松越に
て地すべり（長さ250m、崩壊幅
150ｍ、深さ最大35m、崩壊土砂量
25万㎥）が発生し、主要県道と県
道沿いの家屋が流下、このほか王
滝川上流清滝地区における崩壊
も記録されています 図-3、4 。
御嶽山８合目の崩壊について、
井口・八木 ★10によると「崩壊は
当初、標高1850m付近から2550m
にかけての尾根型斜面において
発生した」と報告していますが、
５

この尾根はかつての旧い谷、あるいは凹地形部分を埋
積した埋積埋没谷

★11

木曽の棧（かけはし）

上の尾根型ないし緩斜面地形の

一部であったということが考えられます。新期の堆積
物よりなる尾根状・緩斜面地形の埋積埋没谷の基底部

国道19号線（木曽路）を走行中「棧」という道路標

は、しばしば地下水の挙動域となりやすく、異状気象

識を見ました。子供の頃教えてもらった歌の中に「尋

や直下型地震などに伴い、新規堆積物よりなる尾根地

ねまほしき園原や

形部分や緩斜面部分等が大規模に崩壊するということ
★12。

も考えられます

棧かけし世も

旅のやどりの寝覚めの床

心してゆけ久米路橋……」

★13

木曽の
という

歌詞は暗唱しており懐かしく再確認しました。当初私
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られた棧通過の恐ろしさ難儀さについて「かけはしや  
あぶない処に山つつじ」などと詠んでいます。険しい
岩の間に丸太と岩を組み、藤蔓等で結わえた棧は、か
つては危ういものの代名詞として歌枕などに詠まれ、
中山道一の難所とも言い伝えられてきました。一方木
曽路にはこの種の棧が各所にあり、旅人を悩ませてき
ました。しかし「棧」をクリアすると、街道は風光明
媚で変化に富み、豊かな森と水が与えてくれる力は、
疲れを感じさせない旅を続けさせてくれる木曽路★14
とも言われていました。
６
馬籠宿と「ふるさとのことば」
棧部分の今日
（かつてこの急崖の岩の間に丸太と板を組み、
写真-3 藤蔓等で結わえた姿でありました）

馬籠宿は中山道の最南端山口村にあり、島崎藤村の
生まれ在所であり、名著『夜明け前』の舞台でもあり
ます。かつての本陣島崎家の跡に藤村記念館が建てら
れております。馬籠宿を訪ねた折、木曽福島～上松～
三留野～妻籠を経て馬籠への道をたどりました。福島
から妻籠までは木曽谷の中でも山裾が少々拓けている
が、妻籠から馬籠への道は、両側から迫る山腹斜面、
生い茂る林木と雑木に覆われた長い長い山道の連続で
あります。峠へ辿り着くと、ようやくわずかに空が見
えるような気分になるのは私だけだろうか? 妻籠から
馬籠へたどる道は山また山、そして森林ばかりの木曽
路という気持ちを実感します 写真-5 。
藤村は満９歳の少年の頃、草履ばきで馬籠を出て山

写真-4 棧の傍らにできた鉄筋の橋
（1963年）

また山の木曽路、そして「棧」を越えて江戸への道を
辿っています。少年の頃の生まれ在所における記憶、
その後上京するまでの木曽路における体験などは、そ

はこの「棧」は「架け橋」で川の対岸に向かって懸け

の後発表された数々の作品に反映しています。

られた橋とばかり思っていました。しかし、
その後
「急

『夜明け前』は、はじめ「森林」と題せられるはずで

な崖にぶら下がるように造られた道」とか「絶壁に並

あったと新田★15が述べていますが、藤村が幼少時を

行して横に架けられた橋」という意味であることを知

過ごした故郷の環境や、私自身が最近妻籠から馬籠の

りました 写真-3、4 。

山道を辿った体験などを通して、理解できるような気

木曽路におけるこの棧は古来旅人にとっては大きな

がします。
『夜明け前』冒頭の文章は「木曽路はすべ

障害でありました。かつて中山道一の難所
「木曽の桟」

て山の中である。あるところは岨づたいに行く崖の道

を通過した芭蕉も子規もおののいたと言います。俳聖

であり、あるところは数十間の深さに臨む木曽川の岸

芭蕉は「棧やいのちをからむ蔦かずら」と詠み、正岡

であり、あるところは山の尾をめぐる谷の入り口であ

子規は「かけはしの記」中で「……見る目危き両岸の

る。一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた」と

岩は数十丈の高さに劉りなしたるさまは一双の屏風を

記され、木曽路での様子を描いています。これも満９

押し立てたるさま……」と述べ、絶壁に並行して設け

歳の藤村が上京する際、木曽路で体験し心に留めたこ
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量70㎜という異常豪雨の気候条件もあり、多量な岩塊
や礫が流送されたものと考えられます。国交省の調査
によれば、中央アルプス南木曾岳（1676m）直下の2箇
所に山腹崩壊が確認され、今回の梨子沢土石流との関
わりが取り沙汰され、なお調査中とのことであります。
最近は気候の温暖化に呼応するかのごとく、豪雨・
地震等に伴う大規模な地盤災害が各地で発生していま
す。後氷期の地球史のうち、特に１万年～5000年前後
の温暖期に形成され、今日まで安定していた再堆積地
塊の地塊・地盤がしばしば不安定化し、挙動する可能
性もあり、脅威であります。梨子沢上流域や周縁の地
塊についても、その広がりや形成の経過・時期につい
て認識する必要があります。昔も今も「木曽路は山の

写真-5 藤村記念館

中」であり、そして「森と水」の力の大切さにも変わ
とに対する思い入れでしょうか？ 馬籠の記念館入り

りはありません。しかし木曽路の自然と人の関わりは

口で見た藤村のことば「血のつながるふるさと・心に

少しずつ変わりつつあります。居住域の転移・拡大、

つながるふるさと・言葉につながるふるさと」という

気候条件の変化とともに「災害も自然」から「社会化」

それぞれのことばは忘れられません。

しつつあり、地域における長い歴史共々、地域地盤の
時間軸との関わりや防災方法等について思考してゆき

７

たいものであります。

あとがき－南木曾災害に寄せて
謝辞：本小文記載にあたりお世話様になりました、
本小文記述直後の７月９日、
台風８号の接近に伴い、
な

ぎ

そ

塩入信一、牧田一男両氏に厚くお礼申し上げます。

よみ

（平成26年７月12日執筆）

木曽路は１時間に70㎜の大雨に見舞われ、南木曽町読
かき

な

し ざわ

書の梨子沢においては17時過ぎ大規模な土石流が発生
しました。ふだんは細い流れ程度の川でありますが、
巨大な花崗岩の岩塊・礫が大量の水とともに、河川構
造物、よう壁、河床の床固や河岸、橋梁等を破壊しつ
つ流下しました。その様子は凄まじく身のすくむ思い
であった、と11日現地へ入った際に伺いました。町役
場の報告によれば、一瞬の間に家屋全壊８軒・半壊等
15軒・家屋浸水7軒、そして死傷者４名うち死者１名
という痛ましい被災状況でありました。
梨子沢と読書地域は、近年、昭和41年（1966）、44
年（1969）の複数回土石流の発生に伴う大規模災害が
繰り返されており、国、県等においては、かねてより
各河川の上流部において、堰堤等を造り防災に備えて
おりました。梨子沢本支流部における３基の砂防堰堤
は、一定の機能を発揮していました。今回のような巨
大な花崗岩体や、多量の礫を含む土石流体が梨子沢を
流下した例は今日まで見たことがない、と地域の老人
がつぶやいていたのも印象深いことでした。１時間雨
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1. はじめに
2011年１月にブラジルのリオデジャネイロ州山岳部
を中心に大規模な土砂災害が数百箇所で発生しまし

ブラジル・統合
自然災害リスク管理
国家戦略プロジェクト
短期派遣専門家

た。大量の土砂は、古くから観光地として知られる歴
史ある都市を押し流し、死者・行方不明者約1000人の
災害が発生しました。この災害をきっかけにブラジル
政府は自然災害に対処する国家政策や戦略を再構成す
ることとし、防災の知識と経験を持つ日本政府に技術
協力の要請を行い、リスク管理に伴う統合的な活動の
強化を目指して、「統合自然災害リスク管理国家戦略
強化プロジェクト」を2013年７月から2017年７月まで
の４年間の計画でスタートさせました。ブラジルと日
本にとって初めての総合的な防災強力となるこのプロ

判田 乾一

ジェクトは、土砂災害リスクを低減させることを目的

はんだ けんいち

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課付
（前(一財)砂防・地すべり技術センター 砂防部 調査役）

にして、災害リスクの把握、それに基づく都市拡張計
画、モニタリングや情報伝達など総合的な災害対応力
の強化を目指しています。
プロジェクトの主な活動は以下の４つです。
①リスク管理の共通認識の形成、リスクマッピングを
含むリスク評価マニュアルの作成
②災害リスクを考慮した都市拡張計画、予防・復旧・
復興計画の作成、パイロット事業計画の策定
③早期警報発令、リスク情報発信及び災害データ収集
のプロトコルの改善（プロトコル：ブラジルでは、
あらかじめ関係機関で役割分担を定めた協定文書の
ことをいう）
④土砂災害軽減のための監視、予測モニタリングシス
テムの改善
昨年から、このプロジェクトのチーフアドバイザー

ブラジリア

として国土交通省から武士俊也氏が、長期専門家（土
砂災害管理）として大阪府から堀太香夫氏が、さらに
長期専門家（業務調整）として富永健一郎氏が派遣さ
れています。現地はポルトガル語が公用語ですので、
秘書兼通訳として前田イウゼさんという日系人の方が
専属で配置されています（ブラジルで５本の指に入る

カシュエラパウリスタ

日本語通訳の方と聞きました）。また、業務のアシス
タントとして真栄田シンチアさんという日系人の方

サンパウロ

（この方も日本に長く生活されており、通訳もして頂
きました）も配置されています。

ブルメナウ

２．プロジェクトの名称
正式名称は、「統合自然災害リスク管理国家戦略強
化プロジェクト」ですが、略称として、
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５．現地調査・セミナー等の概要

GIDES
de Gestão Integrada em Desastres de Sedimentos
管理

統合

土砂災害

①ブルメナウ市現地調査
（４箇所）
ブラジルでの土砂災害の現状を確認するため、モデ

と呼ぶことにしているそうです。発音をあえてカタカ

ルサイトの一つであるブルメナウ市の土砂災害の現場

ナ表記するなら、
「ジジス」
。ただしこれはブラジリア

を４箇所調査しました 写真-1〜4 。

での発音であり他の地方（サンパウロ等）では別の発
音になるとのこと。また、ブラジル人にとっては非常
にエレガントな響きとのことです。

３．調査団の構成
今回はこの長期プロジェクトの最初の短期専門家と
して３名が派遣されました。上記①の関連で、独立行
政法人土木研究所の小山内信智土砂管理研究グループ
長が、②の関連で、同じく土木研究所の三輪賢志主任
研究員が、
そして③・④の関連で私が派遣されました。
写真-1 現地の移動は軍警察の車両でした

４．行程
2／2 ㈰

夕方

成田空港出発
（アメリカアトランタ空港経由
でブラジルサンパウロへ）

（現地時間：時差12時間）
朝8時 サンパウロの国際空港到着
2／3  ㈪ 過ぎ 国内線にてサンタカタリーナ州ブルメナウ
市へ移動
夕方 ブルメナウ市表敬訪問
2／4 ㈫

終日 ①ブルメナウ市現地調査
（４箇所）
ブルメナウ➡ブラジリアへの移動
（当然飛
行機で移動！ サンパウロで乗り継ぎ）

2／5 ㈬

2／6 ㈭
2／7 ㈮

午前 在ブラジル日本大使館表敬訪問

写真-2 斜面に張り付く人家

午後 セミナー準備作業
終日 ②第２回防災セミナー

2／10 ㈪ 終日 技術グループ会議
（マッピング、リスク評価）
技術グループ会議
（土地利用計画）

2／11 ㈫ 終日

＊会 議終了後、小山内グループ長、三輪主
任研究員と別れ、カシュエラパウリスタの
CEMADENへ移動
（当然飛行機で移動！）

2／12 ㈬ 終日 ③技術グループ会議
（予報・早期警報）
午前 ③技術グループ会議
（予報・早期警報）
2／13 ㈭

2／14 ㈮

午後

カシュエラ・パウリスタ➡サンパウロへの
移動

午後

JICAサンパウロ事務所への報告

深夜

サンパウロの国際空港発
（アメリカアトランタ空港経由）

2／16 ㈰ 夕方 成田空港着

写真-3 リスクマップの例
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写真-4 ４箇所目の地すべり発生箇所

１箇所目： 面的地すべり発生箇所
２箇所目： 崩壊発生後に天然ダムが形成され、天
然ダム決壊後土石流が発生した箇所

写真-5 第２回防災セミナー

・土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の許可・
技術基準
私が、

３箇所目： がけ崩れ発生箇所

・土砂災害の発生予測手法

４箇所目： 人工斜面（切土と思われる）でのがけ崩

・気象情報等伝達体制

れと地すべり発生箇所
全体的には日本の災害とほぼ同様の発生形態と思わ

について各テーマを約30分講演し、それぞれ質疑応
答を行いました。

れましたが、土石流については、ブルメナウ市の現場

質疑応答を通じて感じたのは、ブラジル側の土砂災

を見るかぎり、日本のような規模での土石流災害はあ

害対策に従事する行政関係者は地質学を勉強された方

まりないように感じられました。ただし、災害復旧・

が多いためか、地質区分のみから土砂災害の発生しや

恒久対策的な事業はかなり経済的影響度の高い場所を

すさを評価する試みがなされているようでした。日本で

優先しているため、日本の土砂災害危険箇所のような

行われている降雨量と土砂災害の発生実績からの予測は

場所で、あらかじめ対策を行っていないようです。４

ほとんどされていないようです。一方、基準雨量の空振

箇所目の現場 写真-4 は、地すべりが発生したままの状

り率、的中率については詳細な質問が多くありました。

態です。写真の人家は、災害発生直後は避難されたよ

これはブラジルで現在、予防的な対策工事を積極的に

うですが、現在は戻って生活されています。市では危

推進できていないこともあり、ソフト対策のみで警戒避

険なので住まないように指導しているようですが、住

難を行わなければいけない現状のためではないかと思わ

民の経済的事情もあり別の場所に移転することはなか

れました。

なか難しいようです。

また、レーダー雨量観測について興味が高かったよう
であり、特にⅩバンドレーダーの有効性、ブラジルでの

②第２回防災セミナー

導入について質問が集中しました。ブラジルは国土が広

2013年8月28日にリオデジャネイロで開催された防災

いため、連邦政府として国全体を対象とした広範囲なレ

セミナー（キックオフセミナー：大野砂防部長が基調

ーダー観測を行わなければならない現状に対し、州政府・

講演を実施）に続く第２回目のセミナーが首都ブラジ

市政府
（ブラジルでは基礎自治体としては
「市」のみで
「町・

リアで開催され、その講演を３名の専門家が行いまし

村」はない）でも人口の多いリオデジャネイロ州・サンパ

た 写真-5 。

ウロ州など予算の豊富な自治体では、それぞれの管轄範

小山内グループ長が、
・土砂災害の定義とリスク評価

囲に対する詳細な観測手法としてXバンドレーダーを設
置したいという希望がかなりあるように思われました。

・土砂災害警戒区域
（レッドゾーン・イエローゾーン）の
設定手法
三輪主任研究員が、
・宅地造成等規制法等における土砂災害の防災基準
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③技術グループ会議
（予報・早期警報）

2／10・11に、ブラジリアで「マッピング・リスク
評価」と「土地利用計画」について技術グループ会議

写真-6 ブラジリアでの技術会議

写真-7 論点整理実施状況

が開催されました。それぞれ関係する政府機関と、州・

てきた地質からのアプローチも重要です。日本の手法

市関係機関が出席して、2／7の防災セミナーとは違っ

をそのまま適用するのではなく、地質・雨量両面から

た、担当者レベルの細かい技術的な意見交換がされま

の設定手法を両国共同で開発していくことが適切と考

した。ブラジルの現状に対して、関係機関が今後どの

えられました。

ようにするべきか各機関の現状を紹介するとともに、
日本側の出席者が日本での実施状況を紹介・アドバイ
スしながら会議が進められました 写真-6、7 。

●先行的に雨量観測等を強化している
州・市政府の協力

私は、2／12 ㈬にCEMADEN（国家自然災害モニタ

リオデジャネイロ州の機関では、雨量データは115

リング警戒センター）のあるカシュエラパウリスタで

年分あり、雨量モニタリングの経験は少なくとも16年

開催された技術グループ会議（予報・早期警報）を担

あるとのことです。詳細までは確認できていませんが、

当しました。ブラジルのプロジェクトが開始されてか

連邦政府よりも経験・技術的にも進んでいると思われ

ら予報・早期警報に関する関係機関が集まるのが今回

ます。先行的に先進的に実施している市政府をうまく

が初めてだったこともあり、まずは現状の確認と今後

取り込んでいくことが今後のプロジェクト推進の効率

行うべきことの整理から始まりました。ブラジルは連

化につながると思われました。

邦制国家で各州・市の権限が強いこともあり、土砂災
害に関しても関連用語が多少違っていたり、データの

●各政府機関の役割分担の明確化

収集・整理方法が違うなどの差があるようです。この

警戒避難に関しては、CEMADEN、CENAD（国家

ため、
「用語統一・共通マニュアルの作成」
、
「警報シ

災害リスク管理センター）、CPRM（ブラジル地質サ

ステムの統合」
、
「データの共有方法の統一」など基本

ービス）などの連邦政府機関をはじめ、州・市政府で

的な部分の確認と、今後の関係機関の意識統一のため

もそれぞれIPT（サンパウロ州技術研究院）、GeoRio（リ

の取り組みの方向性が議論されました 写真-8、9 。

オデジャネイロ市地質工学機構）など多岐にわたる機
関が関係しています。ブラジルは連邦制を採用してい

６．ブラジルの土砂災害対策に関する
現状と課題
●雨量による予測手法の導入と改善

ることもあり、これまではそれぞれ独自に警戒避難を
研究・実施してきていたようですが、それぞれの役割
分担が不明確のようです。

ブラジルでは、地質の違いから危険な地域のリスク

まさに今回のプロジェクトをきっかけにして、スム

評価を行う取り組みが主流であり、日本のような雨量

ーズな対応が可能となる連携体制に移行してほしいと

からのアプローチはほとんど未経験のようです。土砂

思います。

災害対応担当が地質学者を中心としていることもあり
ますが、もう少し雨量と土砂災害の発生の関連から精

●関係する政府（連邦・州・市）機関が

度向上を図ってみてもよいのではないかと感じられま

多数であるためデータが共有できていない

した。ただし、当然ながらこれまでブラジル側で行っ

上記に関連しますが、現状では連邦政府・州政府・
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写真-9 カシュエラパウリスタでの技術会議

５．現地の状況
現地調査を行った、サンタカタリーナ州ブルメナウ
市はとても暑かった！ ブルメナウ市は南緯26°
（日本
では沖縄の那覇ぐらい）です。日差しも強く、ブラジ
写真-8 CEMADENオペレーションセンター

ルに行った２月は、南半球のブラジルではちょうど真
夏で、真冬の日本から行った体が少し驚いていたので
はないかと思うぐらいです。時差もちょうど12時間（滞

市政府で情報共有がされているとは言いがたい状況で

在中はサマータイム中で時差は11時間）で、時差ぼけ

した。どのような仕組みで共有するか今後各機関での

に悩まされました。ブラジル滞在中は、日本では２週

議論が必要ですが、それぞれの機関の職員が、現在最

連続で週末の大雪に見舞われていましたが、当然ブラ

も問題意識・危機意識として強力に感じている様子だ

ジルでは……。ホテルでNHKの国際放送を見て心配

ったのが印象的でした。

していました。
セミナー・技術会議が行われた首都ブラジリアは、

●技術レベルは相当高い
行政と研究両面からの出席者でしたが、日本の現状

南緯15°
（北半球だとフィリピンのマニラぐらい）です
が、リオデジャネイロからブラジリアに首都移転した

を把握し全体的な概要を理解する姿勢ではなく、それ

際に、冷房・暖房を必要としない高地（標高1100ｍ程度）

ぞれの専門分野にどう生かしていくか、より詳細な観

を選んだだけあって、日中の日差しは強かったのです

点から技術会議に参加している様子がうかがえまし

が、湿度が低く、夜も過ごしやすい場所でした。チー

た。参加者のモチベーションも高く、日本からの一方

フアドバイザーの武士専門家の賃貸アパートに行きま

的な指導という立場ではなく、ブラジルと日本が共同

したが、本当に暖房も冷房もありませんでした。物価

研究していくというスタイルが最もふさわしいと感じ

は日本より少し高いぐらいでしょうか？ 昼食は1000

られました。

円程度、夕食は2000円+αぐらいだったと思います。

●ハード対策とのリンク

おわりに

今回のプロジェクトはソフト対策が対象ですが、ハ

最後に、ブラジル派遣に関していろいろな方々に大

ード対策に関する市政府などの現場での悩みは多いよ

変お世話になりました。とくに、長期派遣中の武士専

うに感じられました。予算的な制約がありますが、試

門家（現地では「親方」と呼ばれています）、堀専門家、

験的・モデル的にでもかまわないので、日本的なハー

富永専門家と現地のサポートスタッフの方々、JICA

ドとソフトの両面からの土砂災害を行ってみてもよい

地球環境部宮田課長、菊入主任調査役をはじめとする

と思われます。

皆様に厚く御礼を申し上げます。
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世界の土砂災害 （第14回）

（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課

2013／10／１〜2014／3／31
発生日

2013年
10月15日

国名

フィリピン

種別

概要

地震・
崩壊

午前8時15分頃、中部ヴィサヤ
（Central Visayas）地方のボホール
（Bohol）島でM7.2の直下型
地震が発生、公共施設や約67,000軒の家屋に被害を与えた。地震により、セブ
（Cebu）島、
シキホル
（Siquijor）島を含む第七行政区
（RegionⅦ）全体で、死者222名、行方不明者８名、
負傷者796名の人的被害が生じた。被害の９割はボホール島で、建物の倒壊による被災者が
多いが、ボホール島ルーン
（Loon）地区ほか、15箇所で斜面崩壊が発生し、ルーンで８名、他
地区で７名の計15名が土砂に巻き込まれて死亡した。

10月16日

日本

土石流

台風26号
（Typhoon Wipha）の通過により、東京都伊豆大島で、10月15日12時から翌16日７
時までに最大時間雨量118.5㎜（10/16 ３～4時；大島雨量局）、累加雨量824㎜の豪雨がも
たらされた。この雨により、16日2:30頃、元町地区で土石流が発生。流域界を越えて広がり
集落を飲み込んだ。死者36名、行方不明3名のほか、人家全壊71戸、半壊40戸、一部損壊
92戸の被害をもたらした。

12月17日

ブラジル

崩壊・
土石流

南東部リオデジャネイロに隣接するエスピリトサント
（Espirito Santo）州とミナスジェライス
（Minas Gerais）州で低気圧の影響で強い雨が続き、26日までに洪水と土砂災害により45名
が死亡、64000人が避難した。これらの州では非常事態宣言が出され、大統領も視察している。

2014年
1月11～
19日

フィリピン

崩壊

ミンダナオ島東の海上に停滞する低気圧が熱帯低気圧に発達し、ミンダナオ島東部を中心に
広く驟雨をもたらした。雨は11～15日にかけてと19日に強まり、各地で洪水と崩壊を発生させ
た。崩壊は16件、洪水は６件発生し、70名死亡、９名行方不明、86名が負傷、1585軒の
家屋が全壊、1897軒が半壊した。崩壊はカラガ
（Caraga）地方で7件、ダバオ
（Davao）地方で
４件発生し、他５件を併せて21名が亡くなった。

1月18日

コンゴ

地すべり

18日土曜の夜、国東部に降った驟雨により南キブ州
（South Kivu Province）の州都ブカブ
（Bukavu）付近の２箇所で地すべりが発生、２軒の家が飲み込まれ、計11名が亡くなった。ど
ちらのケースも弱い地盤上に建てられていたとみられる。

1月23日

インドネシア 地すべり

雨期末期の豪雨により、中部ジャワ
（Centaral Java）州のクドゥス
（Kudus）県ゲボグ
（Gebog）
準県メナワン
（Menawan）村で地すべりが発生、５軒の家屋を埋塞し、12名が犠牲となった。

1月28日

インドネシア

雨期末期の豪雨により、東部ジャワ
（Eastern Java）州のジョンバン
（Jombang）市ングリンビ
（Ngrimbi）村で、28日未明、集落裏の崖が崩れ、家屋９軒中５軒が飲み込まれた。5名は救
出されたが、14名が犠牲となった。

崩壊

2月1日

インドネシア

火砕流

北スマトラ
（North Sumatra）州メダン
（Medan）から南西60㎞にあるシナブン火山が１日に噴火、
火砕流が発生し、火口から南に３㎞のスカムリア
（Sukameriah）村で、これに巻き込まれた17
名が死亡、３名が負傷した。シナブン火山は2010年に400年ぶりに噴火、昨年９月から活動
が活発化し、政府は火口から半径５㎞の立ち入り規制を行っていたが、１月中旬に小康状態に
なったため、下旬に規制を緩和したところだった。

2月10日

ブルンジ

洪水・
土石流

約10時間に及ぶ激しい雨により、首都ブジュンブラ
（Bujumbura）周辺の５つの集落
（Kamenge,
Kinama, Buterere, Ngagara and Kanyosha）で洪水と土石流が多発し、69名が死亡、180
名が負傷した。また2,200世帯約20,000人が家を流され、行き場を失った。

崩壊

パプアニューギニア
（Panua New Guinea）との国境に近いパプア州
（Papua）島北岸の町ジャ
ヤプーラ
（Jayapura）で、22日土曜18時頃から約４時間の驟雨があり、洪水と３箇所の斜面崩
壊が生じた。このうちChrintin Yewenと呼ばれる集合住宅地区で発生した崩壊により、11名
が土砂に埋まり、命を落とした。

地すべり

西 海岸 北部のワシントン州
（Washington State）スノホミッシュ（Snohomish）郡オソ
（Oso）
の山腹で、22日午前10:47、地すべりが発生した。現場はシアトルから北へ約90㎞、ノース
フォークスティラガミッシュ（North Fork Stillaguamish）川沿い。地すべりは幅約600m、長
さ800m、標高差180mで、脚部の川を越えて流動化し、点在する49軒の住宅を飲み込んで
拡がり、河道を閉塞させた。これにより39名が死亡、４名が行方不明
（4月17日現在）となった。
現場は1967年、2006年にも滑っており、川を蛇行させていた。今回の地すべりは過去の滑
落崖を含む、さらに大きいブロックで滑動した。アメリカ本土では近年稀にみる多くの犠牲者
を出した土砂災害となった。

2月22日

3月22日

インドネシア

アメリカ
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か

ち

ぐみ

徒士組見聞記①
連載の始めに

私同様海外嫌いにも係わらず海外

ほぼ北回帰線上の嘉義市の近郊・時

『sabo』編集ご担当から、編集会

出張が当たりそうな方への参考にな

刻は正午頃で、ニヤけた顔で恐縮で

議で徒士組奮戦記をもう少し続けて

れば、海外出張に行く気満々の方に

あるが、私の人生でたった１回の貴重

もよいとの話が出たとのお話しがあ

は仕事以外にも何かを感じるヒントに

な体験なのである。今見ると、もう少

り、厚かましくもお誘いに便乗し「徒

なれば、多少なりとも執筆依頼にお

し足を広げて、影を跨ぐように立つべ

士組見聞録」として続けたく皆様に

応えできるのでは……である。

きだった。

語学力は、聞く方は多少向上した

真上に太陽が来ることは日本では

あの世のことは知らないが、この

ような気はしたが、話す方はとうとう

絶対になく、国内では叶わないこと

世は己の意のままには進まないこと

日本語を少々のままで、語学力向上

も海外では体験できるんだと感じた

が多々ある。

のヒントは皆無である。

一瞬であった。

は何卒ご容赦の程をお願いする。

その２：南側

「語学力は？」と問われれば、
「日
本語を少々」と応える私は、言葉が
通じない海 外に行く気はまったくな

影
その１：真下

今時はスマホのアプリで自分がい
る場所の特定は容易になったが、あ

く、若い頃から日本国内だけを見聞

初めての海外は15年前の台湾６泊

る上役様と海外に行った折、その方

すれば十分と思っていた。ところが、

７日出張・50歳目前の時で、私の海

は常に今、地球上のどこにいるのか・

ところが！ である、真に皮肉なもの

外拒否反応をよくご存知の主催者側

どちらに向かって移動しているのかを

で長期派遣の経験はないが、短期の

の幹部から「日本語でいいから、１度

地図を見つつ意識されていた。別の方

海外出張等は26回になる。この回数

は海外に行ってみなさい」とのお勧め

は、方向感覚に優れていて、建物の

が多いか少ないかの評価はお任せす

に従ったものである。

中で右や左に散々曲がった後でも、出

るとして、生涯零回のつもりでいた私
にはとてつもない数値なのである。
手を挙げたことはなく、その時に

写真の顔や足の長さなどは無視し
て、足下だけをご覧頂きたい。
時は夏至直前の６月18日・場所は

口はこっちの方向だよと分かっていた。
並の私が方向を把握する手段はそ
の時の時刻と太陽の位置であるが、

就いている役職に付いている仕事関

北緯13度程のエルサルバドルで地図

連であり、与えられた任務を何とかこ

を広げると南北が逆になってしまう。

なさねば……で、頭が一杯。余裕な

最初に「何だ、この国の地図は？！」

どまったくなかったが、日本とは違う

であり、次に「あァそうだ。今、この

何かを感じたり、日本では絶対に体

国は南半球なんだ」であった。６月だ

験できないことを味わうことができた。

ったから太陽は北回帰線付近にあり、

と、書くと期待されてしまうが、所

この国はそれより南に位置している。

詮は徒士組。騎士（ナイト）
ではない、

後年、南半球にも行くことになるが、

下っ端の大したことではない海外体

南側に影ができた最初の経験であった。

験を何例かご紹介したい。
徒士組奮戦記は徒歩➡歩きに主眼
を置いていたが、徒士組見聞録は、
徒士組➡上役ではない者の、海外で
の見聞を主眼にしている。
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なお、東西方向では、西方向は西
経０度・東方向は西経67度までで、
地球一周は叶わず0.8周である。
（そりまち ゆうじ）
反町 雄二
『sabo』事務局OB

池谷顧問叙勲

瑞宝中綬賞受章

平成26年春の叙勲において、当センター研究顧問 池谷 浩博士
（政
策研究大学院大学 特任教授、元建設省河川局砂防部長）に瑞宝中
綬章が授与されました。その栄えある受章を祝して開催された祝賀会では、
まち こ

博士の功績と望子夫人の内助の功を称え、花束とともに盛大な拍手が送られました。
＊瑞宝章; 瑞宝章は国および地方公共団体の公務または公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を上げた者を表彰する場合に授与する。
「勲章の授与基準」
（平成15年5月20日閣議決定）

優良業務及び優秀技術者表彰
【優良業務表彰】 ◦業務名
「H24  稲荷川源頭部計画検討業務」関東地方整備局長表彰

◦業務名
「平成25年度雲仙岳水無川事業評価検討業務」九州地方整備局長表彰
【優秀技術者表彰】◦宮瀬 将之

業務名
「H24  稲荷川源頭部計画検討業務」関東地方整備局長表彰

◦近藤 玲次 業務名
「平成25年度雲仙岳水無川事業評価検討業務」九州地方整備局長表彰

行事一覧（１月～７月）

後援
（協賛）
●７月１日
●７月21日

第38回
「水の週間」行事
（協賛）
「大規模土砂災害対策研究機構」設立シンポジウム
（後援）

評議員会及び理事会の開催
●【平成26年度定時評議員会】

今年度の第１回目となる定時評議員会が、平成26年６月11日に開催され、次の議案等について審議が行われました。
第１号議案

平成25年度収支決算の承認を求める件

報告事項

平成25年度事業の報告
公益目的支出計画実施報告書

●【平成25年度第３回理事会】

平成25年度第３回理事会が平成26年３月18日に開催され、次の議案について審議が行われました。
第１号議案

平成26年度事業計画案の承認を求める件

第２号議案

平成26年度収支予算案の承認を求める件

第３号議案

研究顧問の委嘱の承認を求める件

報告事項

職務執行状況に関する報告
（平成25年度第２回）

●【平成26年度第１回理事会】

今年度の第１回理事会が平成26年５月19日に開催され、次の議案について審議が 行われました。
第１号議案

平成25年度事業報告の承認を求める件

第２号議案

平成25年度収支決算の承認を求める件

第３号議案

公益目的支出計画実施報告書の承認を求める件

第４号議案

平成26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26年度第１回）
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平成26年度（一財）砂防・地すべり技術センター研究開発助成
６月３日㈫アルカディア市ヶ谷において行われた標記委員会の審議を経て、応募総数15件のうち、本年度の助成該当者
は下記のように決定いたしました。
氏名

タイトル

所属

1

地頭薗 隆

湧水を活用した深層崩壊警戒対応の確立

鹿児島大学

2

堤 大三

ハイドロフォンによる掃流砂計測の高精度化に向けての検討

京都大学

3

小田 智基

森林斜面での土砂移動プロセスに着目した福島原発事故で沈着した137 Csの長期流出量予測

東京大学

4

中谷 加奈

流域特性に応じた透過型砂防堰堤の捕捉機能に関する検討

京都大学

5

田中 隆文

防災・減災の啓発を意図した災害展示のあり方──シナリオを減らす展示から増やす展示への転換

名古屋大学

平成26年度（一財）砂防・地すべり技術センター講演会開催
6月17日㈫、
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285名ものご参加をいただき、誠にありがとうございました。詳細は本文をご覧下さい。

人事異動
●４月１日付

【採 用】

上森 弘樹

砂防部技術課技師
（新規採用）

福池 孝記

企画部企画情報課技師
（新規採用）

竹田 弘恵

総務部総務課
（新規採用）

【配置換】

小林 拓也

総合防災部技術課技師
（企画部企画情報課技師）

【昇 任】

厚井 高志

総合防災部技術課主任技師
（総合防災部技術課技師）

五十嵐 勇気

砂防部技術課主任技師
（新規採用）

●５月１５日付 【採 用】

●５月３１日付 【出向期間終了】篠崎 嗣浩

砂防部技術課技師

吉田 圭佐

砂防部技術課技師

上松 昌勝

斜面保全部技術課技師

佐藤 直行

斜面保全部技術課技師

●６月１日付

【昇 任】

【新規出向】

藤田 浩司

総合防災部技術課技師

菊井 稔宏

総合防災部長
（砂防部次長兼務）

向井 啓司

斜面保全部次長
（斜面保全部技術課長）

宮瀬 将之

砂防部技術課長
（砂防部技術課課長代理）

道畑 亮一

斜面保全部技術課課長代理
（斜面保全部技術課主任技師）

板野 友和

砂防部技術課技師

木村 義和

斜面保全部技術課技師

廣橋 典明

斜面保全部技術課技師

池田 一

総合防災部技術課技師

江頭 勲

総合防災部技術課技師

皆木 美宣

総合防災部技術課技師

●７月１日付

【昇 任】

前寺 雅紀

総合防災部技術課課長代理
（総合防災部技術課主任技師）

●７月３日付

【退 職】

判田 乾一

砂防技術研究所上席研究員
（国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課へ）
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平成26年度砂防学会通常総会・研究発表会
鈴木主任研究員
「技術賞」を受賞

５月28日から29日にかけて（公社）砂防学会主催 砂防学会通常総会ならびに研
究発表会が、新潟市朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで行われました。
当センターからは下記20題の研究発表が行われ、また同大会において、当セン
ター砂防技術研究所主任研究員 鈴木 拓郎が「平成26年度 技術賞」を受賞しました。
対象論文 ：「音圧データを用いたハイドロフォンによる掃流砂量計測手法の開発」
※所属は当時
共同研究 ：水 野秀明
（国総研）
、小山内信智
（国総研）、平澤良輔
（京都大学）、長谷川祐治
（京都大学防災研）
＊この賞は、画期的技術開発により砂防技術の発展に顕著に貢献したと認められる研究者に授与されるものです。

１

嶋 大尚

細粒土砂を含む土石流平衡濃度の算出方法

２

宮瀬 将之

長野県白馬村における直轄砂防事業に対するCVM調査

３

加藤 誠章

ALOS/PALSARによる立谷沢川上流域における土砂移動箇所の抽出

垣本 毅

InSARを用いた大規模土砂移動危険度評価

５

櫻井 由起子

平成25年８月に秋田県仙北市で発生した土石流災害の実態と降雨特性

６

西内 卓也

砂防事業効果のわかりやすい説明に向けた検討──常願寺川水系直轄砂防事業を事例として

７

浅原 裕

大規模土砂移動検知システムの監視対象範囲決定手法

８

佐藤 直行

平成25年８月に秋田県仙北市で発生した土石流発生箇所における現地調査事例

相楽 渉

芋川流域における地下水水質と斜面の地盤状況に関する検討

10

近藤 玲次

迅速な降灰による降雨浸透阻害評価の課題の整理

11

厚井 高志

ALOS画像を用いた噴火活動に伴う現象の抽出手法の適用性

藤沢 康弘

十勝岳の過去の噴火特徴を踏まえた緊急調査に基づく雨量基準の設定の考え方

13

細川 清隆

富士山大沢川調査工事の歴史と施工技術の変遷

14

小林 拓也

ハイドロフォンによる流砂観測に基づく流砂移動の特性変化に関する分析

15

嶋 丈示

製鋼スラグによる砂防ソイルセメント改良効果

16

田村 毅

平成25年９月16日に長野県栄村中条川で発生した土石流について～砂防施設等の効果評価

池田 暁彦

紀伊山地における深層崩壊・河道閉塞部の土砂移動の推移

鈴木 拓郎

構成則に基づく土石流の流速・濃度垂直分布の粒子法による解析

19

鈴木 拓郎

流砂観測データに基づいた流量と流砂量関係の分析および河床変動計算手法の検討

20

武田 一平

阿蘇地域における集中プラント方式を用いたINSEM工法の適用性

４

９

12

17
18

砂防部

斜面保全部

総合防災部

砂防技術
研究所

「土砂災害の実態 平成25年版」の発行
当センターでは昭和59
（1984）年より、毎年全国で発生

対策を考えるうえでの参考としていただければ幸いです。

した土砂災害に関する資料を収集し、実態を分析して取

またバックナンバー（絶版の平成５年以前版および平成

りまとめ、
「土砂災害の実態」として発行、砂防関係技術

11年・16年・21年版を除く）
も含めて無料で頒布しています。

の発展および広報の一助としていただけるよう、国・都道

ご希望の方は、下記ホームページ「書籍頒布」ページから

府県の砂防部局や大学等の研究機関に配布してまいりま

申込用紙をダウンロードし必要事

した。今年度も平成25年１月から12月までに発生した土砂

項をご記入の上、FAXもしくは郵

災害をとりまとめた「平成25年版」を発行します（８月下

送で注文下さい。送料着払い便

旬予定）
。土砂災害についての認識を深め、また土砂災害

でお送りいたします。

■ 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
砂防センターHP : http://www.stc.or.jp/
TEL：03-5276-3271 FAX：03-5276-3391 E-mail：webmaster@stc.or.jp
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平成26年度

砂防地すべり技術研究成果報告会プログラム（予定）
開催日時：平成26年11月11日㈫ 13:30～17:00

場所：砂防会館 別館シェーンバッハ・サボー（１階：淀・信濃）

＊詳細・聴講お申し込みなどは随時ホームページに掲載する予定です。
13:30

開会挨拶

13:35

来賓挨拶

13:40

発表1

日本とスイスの掃流砂計測手法の比較検討
水山 高久
（京都大学大学院 農学研究科）

14:10

発表２

大規模深層崩壊発生メカニズムと危険箇所同定に関する水文・水質特性からの研究
松村 和樹
（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科）

14:40

発表３

北海道の大規模災害解明のため、地名・市町村災害記録・アイヌ伝説等などからの資料収集及び現地調査
南 哲行
（北海道大学大学院 農学研究院）

15:10

休憩
（15分）

15:25

発表４

土砂災害警戒区域と土砂災害警戒情報に着目した土砂災害リスクの定量的評価
秦 康範
（山梨大学医学工学総合研究部 土木環境工学科）

15:55

発表５

誤報効果
（いわゆるオオカミ少年効果）
を考慮した災害情報の最適化に関する研究
小山 真人
（静岡大学 防災総合センター）

16:25

発表６

伊豆大島土砂災害の土砂移動特性
池田 暁彦
（（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防システム研究室長）

16:55

閉会挨拶

17:00

終了

season2

７

みしまうなぎは～
（ノーエ）
♪

うなぎ桜家（静岡県三島市）
静岡県三島市広小路町13-2
☎055-975-4520
11:00～20:00
（売れ切れじまい）
定休日 水曜日
http://www.sakura-ya.net/

５月下旬から30℃を超えるような暑さかと思いき

寿園を通り過ぎ、源兵衛川のほとりをゆっくり歩くこと

や、６月に入るとすぐに梅雨入りが宣言され、関東で

10分ほど、伊豆箱根鉄道の三島広小路駅が見えてき

は６月に入った数日間の雨が月間雨量を更新するほ

ます。駅からすぐの通りに面した風格のある建物が、

ど、今年の夏も例年通り耐えられないような暑さが続

江戸時代から続く老舗鰻屋「うなぎの桜家」です。

くのでしょうね。

うなぎ屋ですからね、越乃景虎の冷やにお新香と

そんな暑さを乗り切るにはやっぱり鰻でしょう！ ス

うざくなんぞを頼んでちびちびやりつつ、待ちます。

タミナ満点かつ美味。ホットな夏を乗り切るには鰻！

もう一本いっちゃおうかな～というところに運ばれて

そんな衝動に駆られて、今回は出張帰りに静岡県は

きたのは、２枚のせの鰻丼
（3,600円）。ドンブリの

三島へ寄りました。

蓋を開けてみると、頭はないけど鰻が優しい顔をして
いるような。これを食べてもよいのやらと思いながら

三島は富士山から運ばれてくる清冽な湧水が豊富
でそれ自体おいしいことから、鰻を磨く三島の湧水

タレはさっぱりめで、ほっくりと柔らかく、箸を入

きた活きウナギは水立て場で１週間ほどさらされ、こ

れるとサックリ割れます。
「久しぶりっ、お店のうな

れによって余分な脂肪も落ち、身がぎゅっと引き締ま

ぎ！」脂が乗っているのにしつこくなく、スッと喉を通

った、歯ごたえのある味へ変わっていくそうです。そ

ります。固めに炊いた御飯が、エッジが立った感じで、

三 島で 味わったお
店を紹介します。

味を引き立てます。
鰻屋なので名物はもちろん鰻ですが、
「角煮
（840
円）
」や「うまき（1,570円）」も食べてみたいところ
ですね。これらの一品料理と、景虎や山古志といっ

芳香漂う店先
三島駅 南口から
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掻き込めるところが丼飯のいいところ。

とも言われているそうです。浜名湖などから運ばれて

んな水良しの 街、

写真は鰻丼
（2枚のせ）
で、3,600円。枚数で
値段が変わります

も、ホクホクとした鰻とメシを口の中へと運びます。

富士山の湧水で有
名な小浜池がある楽

た日本酒をグビグビ呑みながら、最後に「うなぎ丼」
というのも出張帰りのひとときにはおつなものです。
（S）

編集後記

エッセルはご存じのように、明治初期デ・レーケとともに日本各地の

市ヶ谷便り

河川改修に携わった、お雇い外国人と呼ばれるオランダ人技師の一人
です。日本に興味を持ち志願したという彼は、異国の風俗、燗酒やジ
ャンケン、あるいは刺身や活作りの感想などを細々と母親に書き送って

日陰を選んで歩く靖国通りの人影もまばら、所内も空席が目立ち電
話の音も間遠……お盆です。オフィスが閑散とするこの時期に取りかか

います。偏見を待たずに溶け込もうとする彼のプライベートな姿がいき
いきと伝わってきます。

るのが資料室の整理です。書棚から溢れ出した書籍を前に収蔵方法の
抜本的改変に踏み切ったのが３年前、利用する方々にお詫びしながら

有名な版画家エッシャーは彼の五男にあたることをこの本で初めて知

あらかたの配置換えは終わり、現在は順次IDラベルを貼り替えている

りました。そういえばEscherは英語読みだとエッシャーですね。幾何学

段階ですが、冊子も含めると軽く5000冊を超える蔵書の入力はセンタ

的に並んだ魚がいつの間にか飛ぶ鳥に変化していたり、流下したはずの

ーにおけるライフワークになりそうです。

水がなぜだか２階へ登って瀧となって落ちたりする不思議なだまし絵は、
きっと皆さまもお目にされていることでしょう。エッセルは三国町で小学

もとより砂防関係の技術書専門書が主のお堅い図書室で、技術門

校の設計を依頼されていますから、エッシャーの精緻で構築的な画風は

外漢の身にはとっつきにくい背表紙が並んでいるのですが、補修し分類

父親ゆずりでしょうか、92才の父エッセルの肖

し登録する地道な作業も、いつかお役にたつと思えば甲斐があろうと

像も残しています。

いうものです。それでもときに『使おうえ！大分弁！－大分弁↔日本共
通語↔英語』
（2003年㈱大分放送）など「どういう経緯でこちらへ？」

無人のせいかひときわ空調が効いた資料室

と尋ねたくなる本や、繰ったページに思わず引き込まれてしまった「蘭

での作業は、愉しいひとときです。皆さまも６

人工師エッセル日本回想録」
（1990年福井県三国町発行）などに巡り

階フロア北西の隅にある資料室へぜひお越しく

会うこともあります。

ださいませ、お待ちしております。

（J）

JR 総武線市ヶ谷駅徒歩１分
東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅
（ A 2 出口）徒歩１分
都営地下鉄市ヶ谷駅
（ A 2 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/

