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巻頭言

治水砂防の普遍的な価値
（効果）を
世界に発信
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

第４次の社会資本整備重点計画が平成27年９

その一例として、信濃川支流の魚野川流域は山

ある。地形、地質の点から元々急流荒廃河川であっ

月に決定されたが、社会資本にかかる構造的課

地の荒廃が著しく、
古くから氾濫を繰り返してきた。

た常願寺川を、一挙に重度な荒廃河川にさせたの

題として、①施設等の老朽化とそのメンテナンス

特に昭和10年の台風による豪雨では山崩れが発

は、今から158年前の安政地震によって生じた「立

の対策費の増加 ②脆弱な国土に切迫する巨大地

生し、多量の土砂が流出、氾濫して魚野川の河状

山カルデラ」の内壁の巨大崩壊であった。崩壊土
によるいくつかの天然ダムが決壊し、大規模な土

震や大規模な気象災害 ③人口減少に伴う地方の

を一変させる大災害となった。昭和12年より直轄

疲弊 ④激化する国際競争 に直面しているとの認

砂防事業を開始、長年の関係者の努力によって砂

石流となって富山平野を襲い大災害を惹き起こし

識に立つ必要があるとしている。厳しい財政事情

防施設が整備され、近年少々の豪雨では地域に

た。その後も常願寺川の洪水、
土砂災害は続発し、
明治45年までに40回、ほぼ毎年１回の頻度で災

のなか、社会資本整備本来の役割である「ストッ

影響を及ぼすような土砂災害は起こらないようにな

ク効果」を最大限発揮できるよう今後重点的に取

った。災害リスクが減少し地域の安全が向上した

害が発生した。そのため治水砂防に力を置くべき

り組む必要があるとしている。

ことによって、幹線道路も整備されて流通も活性

として石川県から富山県として分県自立
（1883）
、
デ・
レイケの設計により下流河川改修に着手
（1891）
、

東日本大震災に見舞われ、さらに切迫する東海・

化し､ 企業が進出してきている。中心地である湯

東南海地震、頻発する気候変動による集中豪雨

沢町は新潟県内有数の観光地としても発展してお

富山県営砂防工事開始
（1906）
、砂防法の改正に

が起こす水害・土砂災害等に備えて、防災・減災

り、砂防事業のストック効果が発揮されている。

より一県内にとどまる河川にも直轄砂防事業を施

のための社会資本整備が急がれる。一昨年の広

次に挙げる、山梨県甲州市勝沼地先を流れる

行可能とした（1924）
。その後赤木正雄を初代所

島市土砂災害では、砂防施設による土砂災害防

日川
（富士川水系笛吹川支川）における砂防事業

長として立山砂防事務所開設
（1926）
、近代的技

止対策が実施されていなかったため、土石流が

も、地域発展の礎となった代表的な事例の一つで

術を駆使した「白岩砂防堰堤
（重要文化財）
」を

住宅地を襲い、多くの命と財産を奪う激甚な災害

ある。急流河川の日川は、過去何度も氾濫を繰り

基 幹施設として立山カルデラ出口に完成させる
（1939）
など重要な挑戦の歴史を経て今日に至る。

が発生した。広島には土砂災害危険箇所が数多

返していた。特に明治40年8月の豪雨により笛吹

く、対策が追いつかない状況のまま、住宅地が山

川上流では崩壊が多発し、支川の日川、重川、

麓地へ伸展し市街地が拡大したので、ストックす

御手洗川、金川などで土砂流出が著しく、壊滅

で砂防工事に携わった人々の努力で、上流域の砂

らなかった､ 追いつかなかったのである。

的な被害が生じた。国と県による砂防復旧事業が

防施設の整備が進み、
荒廃地に緑も回復してきた。

こうした国・県・市町村の関係者や「天涯の地」

全国の土石流対策整備状況が２割程度と低水

始まるが、日川は内務省直轄砂防事業として昭和

洪水時の流出土砂の減少、河川改修の進捗など

準であるため、砂防施設整備を計画的に進捗さ

８年まで実施され、扇状地の河道部では水制工、

「暴れ常願寺川」水系が安定化したことによる富

せて安全を確保し、ストック効果により、さらなる

上流部では砂防堰堤工が施工された。その後工

山平野の災害リスクは、昔とは隔世の感があろう。

地域の発展に寄与することが期待される。

事は山梨県に引き継がれ、荒廃河川と扇状地の

中山間地域を支えてきた砂防
昨今土石流災害が頻発し、その対策が注目さ
れている。元来砂防は、荒廃した河川の山地部を
山腹工や砂防堰堤によって、土砂の生産・流出を
抑制することが主であった。豪雨の度に土砂が下

河道も安定化し、土砂氾濫の危険性が大きく減少

「立山から世界に」発信

した。今日、日川の砂防施設周辺部は葡萄栽培

災害の危険度が下がったため扇状地での宅地

の場となり、ワイン醸造産業として勝沼町の基盤

や産業地等が発展し、より高度な土地利用が可

産業そして観光を支えている。
暴れ川に挑み主要地域を支えてきた砂防

能になったと言える。大自然を相手にした事業で
は種々の制約があり長い歳月を要するが、その成
果は徐々に現れており、地域の安全が確保されて

流に流出、土砂氾濫・洪水氾濫が起き、そのた

歳月をかけて山地河川域を砂防事業で治めるこ

発展につながっている。こうした長年の取り組み

め河道は安定せず、大きな被害を引き起こした。

とによって、谷底平野や下流扇状地での土砂災害

と砂防の技術を、国内はもとより土砂災害に苦し

山地の荒廃が著しく被害が広範囲に及ぶ水系で

を軽減・防止し、地域振興・発展の礎の役割を

む世界の多くの国々にも紹介、発信していくことが

は、直轄砂防事業として施行され､ それ以外の荒

果たしてきたのである。先の二つの代表的な事例

日本の役割でもある。日本の砂防を代表する立山

廃した水系では、都道府県事業として実施されて

だけでなく、多くの地域でストック効果が発揮でき

砂防は「土砂流出の激しい暴れ川をどのように流

きた。建設機械もなくセメントも手に入りにくい時

るよう取り組んできた成果であろう。

域管理してきたか」という視点から、世界的にも

脆弱な国土、流域をいかに保全し管理するかは我

普遍的唯一的価値があり「世界遺産」とされるべ

をかけて、土砂流出に起因する災害を軽減させ、

が国の宿命的課題であり、この課題を克服していくこ

き貴重な文化遺産、防災遺産であると思う。今後

地域の安全と成長を支え、持続的にストック効果

とによって、地域の安寧、国家の発展に繫がる。

代から、砂防施設を一つ一つ築き上げ、長い歳月

を発揮してきたのである。

その象徴的取り組みが常願寺川の砂防事業で

登録に向けて、多くの方々のご理解とご支援を戴
ければ、
立山の砂防に携わる者として幸いである。
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こまで耐えられる、ということが書いてあり、それは

寄稿

「想定」を
どうとらえるか

作る側の説明責任とされている。しかし、堤防や避難
場所、施設、家屋などの場合、どこまでの外圧条件に
耐えうるかということは、建設過程では綿密な計算に
よりはじき出され、どこかで説明されているはずであ
っても、末端の使用者である私たち市民は正しく認識
していない。
ハザードマップも同様の危険性をはらんでいる。ハ
ザードマップには、大抵の場合、虫眼鏡でみなければ
読めないような小さな字で、どのような条件下で算
出したリスクを記載したと書いてあるが、そんな小さ
な字はほとんど読まれていない。市民講座で話をさせ
ていただくときに地元のハザードマップを見てもらう
と、自分の家は危険区域の外だから安心、中だから心
配という、しごく明快な反応を示される方が多い。危

小室 広佐子

険区域策定の想定となる条件を見ている方はいない。

こむろ ひさこ

東京国際大学 副学長・国際関係学部長 教授
中央防災会議委員 専門：社会情報学
東京大学人文社会系社会情報学専攻修了(修士)

想定なくして対策は立てられない。その通りである。
東日本大地震以降、国は巨大災害を想定し、被害想定
を算出してきた。膨大な作業の結果、出された想定が
マスメディアに発表され、自治体もその想定をもとに

■

１ はじめに
工学的なこと、理学的なことについて、私は全くの
素人である。ダムの強度について綿密な計算式を見せ
られて説明されても、理解できない。豪雨が降る仕組

防災対策を策定する。果たして、災害のリスクが正し
く認識されているだろうか。

２

■

関東・東北豪雨

2015年（平成27）９月関東・東北豪雨の被害に関し

みを丁寧に解説してもらっても、
わかった気がしない。

ては、多方面から多くの研究が進められるなか、その

こんな私が防災・減災にかかわることに少しでも意義

間にも堤防の応急対策は着々と進んでいる 写真-1、2 。

があるとしたら、それは、
「ふつうの人」がどうした

堤防の応急処置としての補修補強、続いて行われる

ら災害から命を守れるかを考えることだと自覚してい

本格的な堤防の復旧について、この堤防の耐久度はど

る。

の程度かということかを、是非とも市民に伝えていた

これまでに国や自治体の防災・減災を考える場に立

だきたい。家電製品に使用説明書があるように、耐久

ち会う機会を幾度かいただいた。防災対策の基本は、

度を周知してこれ以上はもたないのだということを知

どれくらいの被害に対してどれくらいの費用を投じる

らせて欲しい。そして市民も、それを正しく認識しな

かという費用とリスクのトレードオフとなるのだが、

ければならない。

き

ぬ がわみつかいどう

そのことが露骨に議論されるのは役所の中であり、多

関東・東北豪雨では、鬼怒川水海道地点において観

くの場合、市民の目には「防災・減災第一」という姿

測史上最大流量を記録し、鬼怒川下流域における犠牲

が映る。
だから堤防を作れば、
それは市民を100％守る、

者は常総市で２名、ヘリと地上部隊による救助者数は

指定避難所に行けば絶対安心だと確信させてしまうの

4200人を超えた（関東地方整備局）
。今回は救助部隊

である。

を鬼怒川流域に集中することができたため、これだけ
の被災者を救助することができたが、被害がさらに広

モノには耐久性がある。使用説明書には、これはど
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域になった場合には同様のオペレーションを行うこと

写真-1 鬼怒川洪水被害跡

はできない。
常総市役所が浸水域となった場所に建設されてお
り、その市役所を避難所に設定した結果、市役所が孤

写真-2 堤防の応急復旧

（撮影：佐藤年緒氏／2015年11月26日）

膨大なシミュレーションの結果であり、今日のコンピ
ューターの性能なしには行いえない作業であると、メ
ディア学を専門とする私はやたらと感心した。

立し二次避難の必要に迫られた。市役所建設時にどの

洪水の被害の程度は、雨の降り方、地形、洪水流量、

ような「想定」のもと、その場所を防災の中枢機能を

決壊場所、洪水時の排水作業、水門操作、避難率等々、

持つべき市役所建設地としたのか。実際の洪水時にど

多くの条件による。本ケースでは、200年に１度の確

のような「想定」に基づきそこを避難所に設定すると

率で発生する洪水流量に対して、利根川の決壊場所を

判断したのか。それぞれの段階で「想定」があったは

６か所想定、荒川では５か所を想定した。それぞれの

ずで、それを検証する必要がある。

ケースに対し、洪水後の排水ポンプ場の運転の可否、

また、今回は避難指示のタイミングが遅れたことも

ポンプ車への燃料補給の可否、水門操作の可否、排水

指摘されているが、避難所の場所、避難誘導が市とい

ポンプ車の稼働率等を綿密にシミュレーションした。

う単位で行われていることも問題をはらんでいる。洪

このとき筆者は、水門操作や排水ポンプ車の稼働率が

水は市町村の境界線におかまいなく起る現象で、指定

被災状況にどれだけの影響を与えるか実感がわかなか

された避難場所ではなく隣町に逃げれば助かる事例も

ったが、今回の鬼怒川水害で、ポンプ車による排水効

あり、計画段階から市町村の枠を超えた避難計画を考

果を確認することができた。

えるべきだという課題が浮き彫りにされた。市町村が

利根川・荒川の洪水氾濫時の被害想定では、先に述

主体となって避難計画をたてるということ、イコール

べたケースのうち代表的な３ケースに対しては、さら

市内への避難となっているが、市外への避難計画も可

に1000年に１度の洪水流量を設定してシミュレーシ

能にする広域避難計画が必要である。そしてさらに言

ョンを行った。さらに、避難率を0％、40％、80％と

えば、避難指示がでるまでは動かないという住民の考

変化させた。これらの条件下での浸水継続時間ごとの

え方が問題である。

死者、孤立者の数を算出した。結果は、決壊場所、避

３

■

大規模洪水の被害想定

今回の水害をみて思い起こされるのは、
少し遡るが、

難率、洪水後の対応により犠牲者数、孤立者数が大き
く変化した。犠牲者数は、利根川決壊地点Aで避難率
80％だったら０人、決壊地点Fで避難率０％だったら

筆者も参加の機会を得た平成22年発表の中央防災会

6300人、孤立者数は決壊地点Aで避難率80％なら400

議「大規模水害対策に関する専門調査会」による報告

人、決壊地点Fで避難率０％なら110万人と、条件に

「首都圏水没～被害軽減のために取るべき対策とは～」

より大きな差がある数字が出た。そして避難率をあげ

である。対策策定のために利根川、荒川の洪水氾濫時

ることが人的被害を最小にすること、すなわち避難率を

の被害想定を作成し、それをもとにした提言を報告し

0から80％にあげることにより、犠牲者数、孤立者数は

た。この作業を通じて「被害想定」というものがどの

およそ5分の１まで下がると算出された。

ように作られるかを間近に見ることができた。それは

報道記者発表を受けて各紙は次のような見出しで伝
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えた。

自治体は国が出した被災想定をもとに、避難計画や

「東京湾の高潮、死者最大7600人

中央防災会議、

避難所の指定の見直しを始めた。対策には想定が必要

巨大台風で被害想定」
（朝日新聞2010,04,02東京夕刊）

である。しかし、である。
「想定」に基づいて作られ

「首都圏大規模水害

た避難計画や対策に沿って行動して、ときに悲劇に見

国の調査会

域計画が必要」
（NHKニュース

避難400万人・広

2010,04,02）

綿密なシミュレーションによりさまざまな数値が出
ることではなく、読者の目を引く数字が見出しを飾っ

舞われてしまったことがあるのも現実である。

６

■

落とし穴

たのだ。そしてこれを新聞で読んだお年寄りは「200

東日本大震災では、指定された避難場所に逃げて津

年に1度の洪水なら、自分は200年先まで生きていな

波の犠牲にあった人々が大勢いたことを忘れてはなら

いから大丈夫」と断言した。確率の意味はなかなか理

ない。

解されにくい。

■

４ 巨大地震の被害想定

過去の津波浸水予測区域には含まれない場所に「防
災センター」が設置され、避難訓練時には避難場所と
して使用され、震災時にはそこへの避難誘導がなされ

平成24年８月末に内閣府は南海トラフ巨大地震の

た。結果として、その地区で200人近くが亡くなった

第一次被害想定を発表した。これは、1000年に一度

と推定されている。別の地域では海岸べりに漁業関連

あるいはそれよりもっと低い頻度で発生する地震に対

施設が避難場所として指定されており、そこへ避難し

して、
「東日本大震災の教訓を踏まえ、
『何としても命

た結果、周囲360度浸水し孤立、数十人の犠牲者が出た。

を守る』ことを主眼として、防災・減災対策を検討す

また別の地域では神社、学校、公共施設が指定避難場

るために想定したものである」
（報道発表説明資料）。

所だったがいずれも浸水し、公共施設では数十人が犠

地震動により11のケースを想定し、沿岸市町村各地の

牲になった。

津波高、到達時間が想定された。最悪のケースとして

一方、指定避難所の公民館は低地にあり、浸水被害

「死者32万３千人」という数字が出された。24都道府

が予測されたためあえて開放せず、避難者を高台に誘

県400を超える市町村の各最大津波高（満潮時）に対

導し、その結果被害者はゼロだったという事例もある。

してそれぞれ11のケースを想定したなかで、津波高

震災前に指定避難場所を浸水域内の学校から高台の広

が最大になったのは高知県の黒潮町の34メートルで

場に変更し、震災当日さらにそこから２次避難場所へ

あった。これは四国沖に〈大すべり域+超大すべり域〉

バスでピストン輸送し、犠牲者を数人にくいとめたと

を設置し、かつ満潮時という条件下の数値である。

いう事例もある。

発表翌日の新聞各紙は「黒潮町」の最大津波高を伝

何らかの想定をもとに設定した避難場所に、何がな

えた。修学旅行のキャンセルなど一時は風評被害に悩

んでも向かうことが必ずしも「正解」ではないことが

まされた黒潮町は、その後きめ細やかな避難計画を策

わかる。なぜなら、初めの想定は、あくまでもいくつ

定したり、地元の食材を原料にした災害備蓄缶詰を考

かの条件設定のもとに定められたのだから。

案するなどして「防災の町」として名を知られるよう
になった。そこには町をあげての奮闘があった。

■

５ メディアの特性

７

■

想定をめぐる変遷

阪神淡路大震災では、関西に大地震が起こるとを多
くの人は予想していず、防災対策の虚をつかれたかっ

最近読んだ統計学の本に、科学者の調査実験結果に

こうとなった。それ以来、
「被害想定」を算出し、具

おいて研究者がたてた仮説に都合の良い結果だけを発

体的対策をとるよう国も自治体も動き始めた。過去

表する「発表バイアス」がありがちだという指摘がな

100年から200年に繰り返し起きた程度の地震を対象

されていた。そういう意味では、マスメディアは確信

にとらえ、すなわち実効的な対策をとりうる「被害想

犯的に「発表バイアス」をする。つまり、見出しにな

定」を発表することから始まった。

らないことは記事にならないのであり、常に大見出し
を探している。
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しかし、想定を超える規模の東日本大震災が発生し、
これを契機に「最大級の被害を想定する」方向へと転

じ あたま

換した。先に紹介した「南海トラフ巨大地震」「大規

ではなく、その場で対応できる地頭を作ることにつき

模水害対策」「首都直下型地震」等々の被害想定が綿

るのではないか。災害時の避難行動に「正解は一つ」

密に検討された。その結果、これまで見て見ぬふりを

という考え方を身につけるのは危険であり、柔軟に避

してきた種々の問題に正面きって向き合うこととなっ

難を考えることができる人づくりをしようという機運

た。例えば、
「ご遺体の搬送、ドライアイスの調達、

がようやく研究者の間に生まれてきた。

広域火葬計画の策定」等が現実の問題として議論され
始めた。

■

９ これからの減災対策

被害想定は出す主体が異なると数値がかなり違って

先駆的な研究者が自治体に入って、参加型の避難計

くるようである。一例は、国が発表した「南海トラフ

画策定に関わっている。オーダーメイドの避難計画で

巨大地震の全国の犠牲者数最大45万人」と大阪府発

ある。それには時間がかかるし、手間もかかる。災害

表の「大阪府内13万人」というものである。国の想

は二度と同じ顔を見せない以上、その都度、何が最適

定と一桁違っている。これは、想定の条件が異なるか

かを個々人が考えなければならない。考えるための材

らである。想定はあくまでも所与の条件下での想定で

料、考え方を提供するのが、国や自治体と研究者の連

あることを物語っている。

携である。

それでは、最大級の被害想定を行えば、すべての災

想定は、被害想定を算出し、防災対策をたてる基準

害は想定の範囲内に収まるのだろうか。残念ながら、

になる。しかし、想定はあくまでも一定の条件下で算

そうはいかないようである。

出したものであることを忘れてはならない。

最近の災害を例にとれば、2013年10月の伊豆大島

「備えていたことしか、役にはたたなかった。備え

での土砂災害では、避難勧告が適切なタイミングで出

ていただけでは、十分ではなかった。」『東日本大震災

されなかったという問題もあるが、流木が被害を大き

の実体験に基づく災害初動期指揮心得』
（国土交通省

くしたと指摘されている。
「流木で被災するなんて予

東北地方整備局）のとびらに記された言葉である。私

想しなかった」と被災者は口々に述べている。

はこれを「想定なくして対策たたず。されども想定ど

2014年８月の広島豪雨では、被害発生後に避難勧

おりの対策では対処しきれない」と理解している。

告が出されたなどの問題もあるが、
「こんなに土砂が

「大規模水害対策専門調査会」による報告後、首都

崩れやすいとは思わなかった」と市民は想定外のでき

圏では広域避難のための連携が図られた。知事レベル

ごとととらえた。

で会合が行われてはいるものの、市町村を超えた避難

同じ災害は二度と起こらない。気象条件、環境、人

計画策定は、ごく一部の地区で始まったばかりである。

の行動が異なるからである。どんなに綿密な想定をし

市区町村を超えた避難計画の策定が容易にできる仕組

ても、想定外が起こるのは当然のことである。

みが早急に求められている。

８

■

指示待ち

いっとき「近頃の若者は」という年長者の愚痴に
「指示待ち人間が増えた」という指摘があった。避難

「我々の仕事は時に人を殺してしまう。」ちょっと恐
ろしいもの言いだが、先の災害情報学会で、ある研究
者はこのように述べて、誤った想定に基づくハザード
マップを作ることの危険性を指摘した。

行動については、これまで国や自治体はいかに正確に

どこまでハード対策に任せ、どこまで避難などのソ

すばやく「避難勧告」
「避難指示」を出して住民を避

フト対策で引き受けるのか、その認識を首長、住民が

難させるかに心血を注いできた。私もいくつかの検討

共有したときに初めて、所与の条件下で策定した「想

会で議論に加わってきた。避難勧告、指示の遅れが避

定」が生かされるのではないだろうか。残念ながらそ

難の拡大につながったとする調査結果や研究も数多く

れを議論する素地は、まだ、どこにでもあるわけでは

ある。しかし振り返ってみれば、それは「避難勧告や

ない。堤防という見るからに強固なハードに100％頼

避難指示という情報が出たら逃げて下さい、出なけれ

り、避難指示がでるまでじっと待っている、そんなハ

ば逃げなくてよいですよ」というメタメッセージを送

ードもソフトも人任せという防災の考え方から、そろ

ってきたのではないだろうか。災害対応は
「指示待ち」

そろ脱却する時に来ている。
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国土保全学研究室の
活動について
北海道大学大学院農学研究院
連携研究部門融合研究分野
国土保全学研究室
小山内 信智

写真-1 火山山麓の露頭で確認した噴火履歴を通じて国土保全を考える

おさない のぶとも

北海道大学大学院 特任教授

野呂 智之

のろ ともゆき

写真-2 昭和初期に全国から動員された大学生により掘削された運河の説明

北海道大学大学院 特任准教授

１. はじめに
国土保全学研究室は寄付講座
（寄付者：一般財団法
人砂防・地すべり技術センター）として2013年に設置さ
れた研究室です。これまでの活動報告を本誌115号およ
び117号で行っていますが、改めて最新の活動状況を報
告いたします。
２. 大学院共通授業
寄付講座が昨年度から開講している「国土保全学総

写真-3 龍谷大、同志社大、慈恵医大、文理大など多くの大学から動員さ
れていた

野の広がりを実感しているところです。

論」は、各界の講師からなるオムニバス形式によって進
めている授業です。講義の範囲は国土形成計画の変遷

３. 調査・研究

から防災教育に関する分野、実際の国土保全対策の事

2014年９月に札幌市の南方で発生した短時間集中豪雨

例まで幅広く、講義と現地視察を組み合わせた内容とし

により、特に支笏湖周辺では総降水量380㎜、日最大時

ています。今年の現地視察では、洪水対策として遊水池

間雨量70㎜（観測史上１位）と、降雨の少ない北海道で

群の整備が進められている千歳川、鋼製セルダムの建設

は記録的な大雨となりました。この雨により恵庭岳山麓

や緊急減災計画に基づく資機材の準備が進められてい

で発生した土石流は、札幌と支笏湖を結ぶ国道453号を

る樽前山麓の火山砂防事業を見学しました。付近には、

寸断し、紅葉シーズンの観光道路が約１ヶ月間にわたって

太平洋戦争直前に運河建設のため全国の大学生が動員

通行止めになりました。恵庭岳では周辺の渓流でも多数

されて掘削が行われ、現在は農業排水路として利用され

の土石流が発生しましたが、幸いにも人家に影響は及び

ている施設にも立ち寄り、北海道開発と国土保全の関わ

ませんでした。しかしながら、本州と比較して土砂災害

りにも触れています 写真-1～3 。

が少ないと思われている北海道でも、まとまった大雨が

北海道大学の大学院生であれば誰でも受講すること
ができ、初年度は理学院、農学院、環境科学院、公共

降れば土砂災害につながることが想像できます 写真-4 。
写真-5

は札幌市南西部の斜め写真ですが、住宅地が

政策大学院の大学院生が履修しました。２年目の今年

山麓まで迫っている様子がわかります。札幌市の地形は、

は理学院、農学院だけでなく保健科学院のように「国土

南西部の山麓から北東の石狩川方向へ緩やかな傾斜と

保全」や「防災」からは遠い分野の学生も履修し、裾

なっています。これは豊平川などが形成した扇状地が石
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図-2 シンポジウム
（札幌）

（手前は支笏湖）
写真-4 恵庭岳で発生した土石流

表-1 プロジェクト拠点構成員
分野

（札幌市南西部）
写真-5 山麓に迫る住宅地
図-1 札幌市の地勢と都市域の拡大
（緑：山麓の末端、茶：100年前の市域）

1916
（大正5年）

土砂災害

1995
（平成7年）

樹木の風害
火山災害
地震・津波
都市・建築防災
水害
津波
雪害
地理情報
都市施策

氏名

所属

丸谷 知己
笠井 美青
桂
真也
小山内 信智
野呂 智之
小泉 章夫
村上
亮
谷岡 勇市郎
岡田 成幸
泉
典洋
山下 俊彦
萩原
亨
橋本 雄一
高松 泰

農学研究院

理学研究院

工学研究院
文学研究科
公共政策大学院

「今昔マップon the web」
（©谷謙二）を使用

狩川の後背にある泥炭地の一部を覆っていることが理由

農学・理学・工学・文学・公共政策の５分野に所属す

です。石狩川の氾濫と軟弱な地盤に苦しんできた札幌市

る研究者が参画し、自然現象と社会構造の両面から自

では、比較的標高が高く砂礫が多いこのような扇状地が

然災害を扱い、研究開発や防災教育、社会貢献を国内

宅地開発の適地とみなされたことは、市域の拡大状況か

外で進めることを目的としています 表-1 。

ら明らかです 図-1 。
研究室では、拡大する都市域に接した山麓の脆弱性
について、調査研究を進めています。

プロジェクト活動の一環として、今年度は道内４地区
（旭川、稚内、釧路、札幌）において、各地域で関心の
高い災害をテーマとするリレーシンポジウムを公共政策
大学院が中心となって開催しました 図-2 。加えて2016年

４. 防災・減災に関する北海道大学の新たな取組
自然現象の激甚化など自然災害を取り巻く環境は新た

度後期からは大学院共通授業「突発災害危機管理論
（仮
称）」をプロジェクト拠点として開講する予定です。

なステージに入っている、とする指摘があることを踏まえ、
今年４月より「突発災害防災・減災プロジェクト拠点」
（拠
点長：丸谷知己）が北海道大学に設置されました。

５. おわりに
2013年度から当初３年間の予定で活動を始めた本講

国土保全学研究室が事務局を担当し、従来は砂防や

座は、今年４月より南特任教授から小山内特任教授にバ

火山、津波などそれぞれの研究者が専門分野の研究、

トンタッチされました。また、関係機関のご理解をいた

助言を個別に行ってきたのに対し、今後は「災害発生場」

だくことができ2016年度からさらに３年間延長されるこ

という空間を意識しながら多様な災害をまとめて扱って

とが決まりました。引き続きご支援下さいますようお願い

いくことを考えています。

いたします。
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4
連載エッセイ

「日本庭園」
を
めぐる妄想

年

に数回、思い立って、日本庭

文 書 類と格 闘する元気は全くなか

園を見に行く。有名な金閣・

った）であったが、毎週のように行

銀閣寺も勿論結構だが、南禅寺、

われていた庭園見学には連れてもら

大徳寺、妙心寺、東福寺などなどの

い、先生方の講義を拝聴し大変感

大禅寺には数々の塔頭寺があり、そ

動した（ただちに、ガールフレンドを

れぞれが素晴らしい庭園を持ってい

連れていき、受け売り講釈を垂れた

る。それらは、わたしの家から30

けど、こっちの方は全く成果はなか

分程度で到達できる距離にあり、思

った）
。

マな時（そんな時は滅多にない）は

日

勿論 同 伴であるが、一人の場 合が

（石組み）が骨格をなしている（と思

多い。シロウトさんがあまり知らな

う）
。ほぼ石と砂利だけで構成され

い塔頭寺の庭園は大抵人影まばらで

る枯山水はあるが、植物だけでは日

（最近は孤独な外人さんが居ること

本庭園は成り立たない。今のわたし

が多い）
、小一時間、
ぼんやり過ごす。

は絵を描くヒントとして、複雑な形

い立ったら気軽に行ける。家内がヒ

本庭園の構成要素は石
（庭石）
と植物
（植え込み）であり、石

小橋 澄治

わたしは京大の林学科卒だが４回

態の庭石を探しに行く。加齢ととも

生から４年間、造園学 研究室に専

に、わたしの絵はさらに綿密さを求

京都大学 名誉教授

攻生として暮らしていたので、
「日本

め、なるべく複雑な自然
（樹木、岩

庭園」について、全くのシロウトと

石等）の形態を、
「神は細部に宿り

は云いにくい。京都に存在する造園

たもう」という心境で描きたい。視

学研究室であるから、当然
「日本庭

野に入る風景で、全景より部分、さ

園史」は本流の研究分野であり、

らに細部と、より細密になってくる

若くて優秀な研究者がごろごろ居ら

のは、単に加齢と共に視野が狭くな

れた。私が勉強していたのは「斜面

っていくだけのことだろう。

こばし すみじ

緑化」で、
歴史は横目でみるだけ（古

個

々の庭石の形、肌触り、凹凸、
シワシワはその石が数億、数

千年前に地殻変動の影響を受け形
成された結果だが、その経過は誰も
知らない。形、シワシワは偶然の産
物として鑑賞するしかない。同じよう
な凹凸、シワシワはわたしの愛する
老木の幹にも形成されるが、こっち
の方は植物の成長、環境の影響を
如実に示していて、その形を理解で
きる。
庭石の集団として構成される石組
みは庭の主題を表現する重要な要素
で、故事来歴、さまざまなお話が付
いて回るが、そういう話にはあまり
興味はない。なんだかよくわからん
が、何となく面白いと感じるだけで
十分だと思う。ピカソやクレーの絵
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の意味がわからなくても、衝撃的で

芸術 作品としての庭園景 観は理

く明らかでないが、江戸後期に出現

好きだと思うのと同様に、竜安寺の

想の形で固定されるべきである。し

したらしい。その形は大変モダンで

石庭は好きである。ここの石組みの

かし庭園は変化する宿命にある。絵

（毎日、
誰かが整形しているのだろう）

解 釈は50以 上あるというが（解説

画と違って、庭園は訪問するたびに

人気がある。何でこれが存在するか、

本まである）
、知りたくもない。

見え方は大きく変化する。植物は四

わたしが思うに（以下、全く独断的

組みの究極の形は石垣で（と

季によって色彩・形を変えるのは当

意見）、これは土砂災害残土である

思う）、深く興味をもっている

然だし、小さい庭ほど光の当たり方

まいか。

が、庭園の枠を超えるので止めとく。

が大きく影響し、季節、時間で変わ

もう一つ気になるのは、通路を形成

る。気候快適であれば機嫌よく、暑

銀

する敷石の類である。踏み石、飛び

い日、寒い日は庭を観に来た自分が

積物の上にある。従って創建以来、

石は日本庭園独特の石のあしらいで

腹立たしい。

再々土砂災害が発生したと思う。創

石

閣寺は大文字山の麓に位置
し、風化花崗岩
（白河砂）堆

めて斬新でモダンなものもある。庭

名

歴史を持つが、創建当時の姿

し、昭和の初めに発掘されたし、江

本体の不整形性とは対照的に通路

をそのまま維持している庭は少ない

戸時代には庭全体が大きく改修され

の縁
（ふち）を直線的な敷石で区切

という。特に植栽
（植物）関係はそう

たという。江戸後期の災害時には流

ると、キリッとした清潔感が現れる。

である。例えば夢窓国師作といわれ

出土砂たる大量の白河砂が庭園に

植物は庭園の構成要素として重要

る苔寺
（西芳寺）のウリモノである、

堆積した。始末がつかずに、庭内に

ではある。しかし樹木を愛する私と

美しい苔のグラウンドカバーが出現

砂山として、うず高く積まれていた

しては、日本庭園の植物は哀しく、

したのは江戸末期だと云う。

期間が長くあったと思う。その内に

あり（茶庭で発展したのだろう）
、極

園といわれる庭の多くは長い

建当時の枯山水の庭は長い間埋没

あまり見たくない。空間芸術として、

植物はともかく、無機物たる石組

風流を解する知恵者が現れ、遊び心

庭園がある空間に創造された時、

みや砂利敷きは変わらないと思うが

で砂山造形を始めて、評判が高くな

その構成要素
（石と植物）は最高の

そうでもない。銀閣寺
（慈照寺）庭

り、現在の形に落ち着いたのではあ

美を示す配置で固定されるべきであ

園には、回遊式庭園に似つかわしく

るまいか。

る。庭石は据えられた配置で永遠に

ない、巨大な白砂の砂盛り
（向月台、

固定されるが、植物はイキモノであ

銀砂灘）が存在する。その由来は全

今回は「日本庭園」をめぐる妄想
の話でした。

り、生長し、枯れて、形・量は間断
なく変化する。庭の管理の主体は大
きくなろうとする植物の成長をコント
ロールし、いかに理想の姿に押し込
めるかにある。立派な庭園は老練な
る庭師さんが年中監視し、チョキ・
チョキ、バサ・バサと刈り込み、剪
定を間断なく繰り返しているのであ
る。完成された庭の形を維持するに
は、毎年、庭に存在する全植物の
年間生長量と同等の量を刈り込み・
剪定する必要がある。その生長を完
全に人間にコントロールされている
のが日本庭園の植物である。それは
都市公園の植物や街路樹でも同様
であるが、日本庭園のそれはもっと
も制約が厳しいと思う。

（絵：著者）
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『五重塔』が挙げられており、文学少年を自負していた私
は当然ながら読んだ。露伴は明治期を代表する気骨ある小

寄稿

説家だが、漢学の素養に裏打ちされた学識ある文学者で

災害と地名・連載③

大谷崩れを巡って
──幸田文・青木奈緒両氏と
地名博士２人のこと
楠原 佑介

くすはら ゆうすけ

もあった。その幸田露伴に娘さんがいて、随筆を発表して
いるらしいという程度の知識は、文芸を担当したこともある
編集者の一人として当然、承知していた。その文豪の娘さ
んが、自然現象の最たるものである崩壊地形に関心があっ
た、という点には、虚を突かれたような意外感があった。
自然科学・自然現象をテーマとした女流作家といえば有
吉佐和子の名が挙がるが、私はその鹿児島県黒島に滞在
した体験エッセイや『複合汚染』を新聞の連載を待ちかね
るように熱心に読んだ（幸田氏の『崩れ』とは時期は前後す

地名研究家・
「地名情報資料室110番」主宰

るが……）
。だから、
幸田文氏の連載レポート
「崩れ」には
「こ

1941年岡山県生まれ
京都大学文学部史学科（地理学）
卒業
出版社勤務を経て著述・評論活動に入る
主な著書：「こんな市名はもういらない!」
「この駅名に問題あり」など

こにも犀利な女流作家がいた」の思いがあった。
今から考えれば、幸田氏の連載レポートを知ったとき、
すぐ追っかけて同じ場所を探訪すべきだった、と後悔して
いる。
そして幸田氏の『崩れ』には、後日譚がある。氏の娘・

幸田文
『崩れ』の衝撃

青木玉氏のさらに娘・青木奈緒氏が、祖母と同じテーマを

月刊
「婦人之友」誌に連載された幸田文のエッセイ
「崩れ」

追って『動くとき、動くもの』
（2002年、講談社）を上梓され

に出会ったのは、昭和51年11月のことだった。私は昭和41

ている。祖母と孫娘が四半世紀の時間差を置いて同じ自然

年、２年遅れで大学を卒業し、東京の中堅出版社に入社し

現象を追究するなどとは、日本の文壇史にはなかったこと

た。そして４年４カ月ほど勤めたあと、フリーの物書き稼業

だろう。

に入った。
出版社編集部入社時、中国古典文学の研究者でもあっ
た編集局長氏からまず教わったのは、
「新聞は下の広告欄

大谷崩れの実態

いお はら

おお や れい

静岡市葵区の北部、庵 原山地の大 谷 嶺（1999.8m）を

から読め」ということだった。私にとっては今も続く生活習

中心に山梨県境をなす尾根筋の南斜面に広がる崩壊地は、

慣となったが、なるほど広告欄には社会の動向が如実に現

日本三大崩れの一つに数えられる。他の二カ所は富山県の

れていた。とくに雑誌・書籍の広告は、同業他社・同業編

立山カルデラ、長野県小谷村の稗田山が挙げられるが、

集者の目下の興味の対象が奈辺にあるか、が一目瞭然で

名数地名の常として「三大ナニガシ」に数えられる地名は、

読み取れた。

実は多数ある。
「崩れ」の場合、他に静岡県富士宮市の富

昭和51年当時、退社して６年余り、マイナーな自然保護
雑誌の取材記者や大手出版社の女性週刊誌旅行記者とし

ひえ だ

士山西腹の大沢崩れがあり、人により地域により入れ換わ
ることも多い。

て糊口をしのいできた。そしてその前年には、歳上の友人

大谷崩れは１級河川・安倍川の源流部に注ぐ支流の大

と共著で『地名伝説の謎』と題する一書を上梓し、ようや

谷川の谷に広がり、標高1200m地点を扇の要として標高差

く幼少時からのテーマであった地名の考察・研究に本格的

約800mの斜面一帯に広がる。崩壊総面積は約105ha、

に着手しようかナ、と思い始めていた頃だった。
「主婦之友」

崩壊土量は累計１億㎥を超すという。下流の大谷川と安倍

誌の広告を見てすぐ、
私は当該誌を購入した。幸田文氏は、

川の河谷は崩壊した岩石・土砂で埋め尽くされており、河岸

静岡県安倍川源流の大谷崩れを訪れ、その凄絶で壮大き

には数段の岩石段丘が形成され、滝がいくつも点在する。

わまる光景を女流作家らしい細やかな目線で描いていた。

大谷崩れから流出した土砂は、峡谷部だけでなく静岡

幸田露伴の名は、高校生の頃から知っていた。私の学ん

平野一帯に堆積する。さらに海に流出した土砂は、沿岸流

だ高校では「高校生活必読名著100選」なる副読本を作

に運ばれて三保の松原の景勝を造ったとされる。ただし、

成し、読破を推奨していた。その100選の一書に幸田露伴

筆者は駿河湾の沿岸流は反時計周りが主潮で、三保岬は
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図-1 ５万分１
「南部」
（平成20年11月）
発行

図-2 ２万５千分１
「犬島」
（平成８年10月）発行

梅ヶ島温泉

梅ヶ原山

梅ヶ島

岡山市

数百年置きに発生する東海地震による津波で押し寄せられ

縁の糸魚川─静岡構造線により近く、大谷崩れほど大規

たと見る。

模でなくともいつ崩れてもおかしくない地である。同じ静岡

まず、安倍川の谷の崩壊関連の地名いくつかについて、

くさ なぎ

やまとたけるのみこと

市の清水区草薙は日 本 武 尊 東征神話に登場する「草薙
う

ど

解説しておこう。

の剣」の名の元となった地名だが、久能山の北麓が有度

梅ケ島

地溝帯に臨む急崖に位置する。駿河国有度郡は清水市か

うめ が しま

梅ケ島の本村は大谷川が本流に注ぐ地点の下流

の峡谷にあるが、梅ケ島温泉は本流をさらに10kmも遡っ

ら日本平の北側の地溝帯あたりの古代郡名である。

た源流部に湧く 図-1 。安倍川流域には、目につくような梅

有東木

林はない。ワサビの栽培は盛んだが、梅の実は自家消費用

東木がある。安倍川左岸に注ぐ小さな沢にあり、ウト
（空洞）

はともかく名産とするような量は産しない。地名のウメはほと

の意であろう。こちらの有東木の方は安倍郡に属するから、

んどすべて「埋め」の好字表記で、沖積地で土砂が堆積し

有度郡の郡名とは別地同称
（類称）である。植物のウド
（独

た場所、山間地では地すべり・山崩れの埋没地、あるいは

活）は茎に空洞があるという特徴を持つが、地名のウト
（宇

人工の埋め立て地などに多い。

土・宇都・烏渡・宇道・鵜戸・有道）は全国に分布しており、

私の生地の近く岡山県児島半島の東端部に梅ケ原山
（標
高126m）図-2 があるが、岡山県南部の山々はおおむね円

う とう ぎ

梅ケ島の中心地区の下流約７㎞に静岡市葵区有

空洞状の地溝のほか崖地や洞穴状の地に付けられているこ
とが多い。

頂か平頂なのに、珍しく鋭く尖った山容で、南麓には崩壊
した土砂が堆積した緩斜面が広がっていた。この山は地

大谷崩れはいつから始まったか

元ではトウケンショウと通称されていたが、
「遠見所」の意

前述した幸田文氏とその孫、青木奈緒氏の記録は、女

で幕末～明治初期、大阪
（大坂）の米相場または株相場昇

性ならではの細やかな気配りあふれる文章で、共感すると

降を、旗振り通信で伝達していたのであろう。また梅ケ島

ころが多い。だが史学科に学び、独学ながら地形・地質、

のシマも英語のislandと同義の「海に浮かぶ島」ではなく、

そして地名を研究する筆者の観点からすれば、隔靴掻痒の

ヤクザ用語で「縄張り」を意味するシマと同じ「一定の区画」

感も否めない。独学者の常で、独りよがりではあるが、あえ

の意味である。

て下記の点を提起したい。

くさ き

草木

大谷川合流点の対岸に注ぐタナ沢にある地区名。

大谷崩れの始まりについてであるが、祖母の幸田氏は戦

植物起源ではなく、クサ
（腐）キ
（牙）で「崩壊しやすい丘の

国時代の1528年
（享禄元）の洪水から崩壊が始まり、その

先端」という地名。この地は、後述するフオッサ・マグナ西

後も度重なる地震と洪水で崩壊の度合を増し、1702年
（元
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禄15）の大地震で崩壊の規模が拡大した、と記している。

く、日本列島そのものがきわめて脆い基盤の上に成り立って

だが、
『理科年表』の「日本付近のおもな被害地震年代表」

いることを認識すべきだろう。もっとも地震が頻発すること

では、1702年に地震は記録されていない。翌1703年
（元

自体が、その脆い基盤と直結する話ではあるが……。

禄16）には相模湾を震源とするM7.9～8.2クラスの「元禄地
震」が起きている。この地震は関東大震災を上回る規模
の大地震だが、これのことだろうか。

梅ケ島金山も糸魚川─静岡構造線のおかげ
マルコ・ポーロの『東方見聞録』以来、ヨーロッパ世界で

一方、孫の奈緒氏のほうは、大規模崩壊の始まりを1707

は極東にあるという「黄金の国ジパング」が強い関心の的と

年
（宝永４）の大地震と記す。こちらのほうは「宝永地震」

なった。その後に続く大航海時代の始まりは、その関心が

と名付けられた日本最大級の地震で、
『理科年表』は「遠

引き起こしたものである。その結果、アフリカや南米で大金

州灘
（東南海地震）と紀伊半島沖
（南海地震）が同時に起

山が発見されるのだが、その開発が軌道に乗るまでは、佐

きたとも考えられる」と記している。M8.6、死者２万、潰家

渡金山ほかの日本列島で産出する金は世界屈指の量を誇っ

６万、流出家屋２万とされているから、安倍川源流にも相当

た。金などの重金属は、マグマ溜りが徐々に冷えてゆく過

な衝撃があったに違いない。

程で、一定の温度・圧力の条件下で均質的に析出・凝縮さ

ただ筆者としては、崩壊の契機が一度の地震や洪水と
いうのは、この「災害列島」とも呼ぶべき日本列島の災害の
本質を見誤ることになりかねないのではないか、と考える。

れて鉱脈が形成されものと考えられている。プレートの境界
と造山帯・地震帯・火山帯とも密接に関連するわけだ。
そう考えれば、梅ケ島に金鉱山があっても何の不思議も
ないことになる。

大谷崩れが起きたコトの本質
大谷崩れを起点にすれば、東十数㎞東側にフォッサ・マ

ここも焼畑農耕の地だった

グナの糸魚川─静岡構造線が延び、西数㎞をそれから分

手許にある『角川 日本地名大辞典22静岡県』の「梅

岐した笹山 構造線が走る。二つの構造線に挟まれたきわ

ケ島村」の項目を見ると、
「焼畑中心の山村のため検地も受

めて不安定な地塊に、大谷嶺は位置する。

けず、３両の年貢を金納」という記述があり、1837年
（天

ささ やま

にゅう じま

フォッサ・マグナの形成はジュラ紀から古第三紀にかけて

保８）の記録では焼畑163町５反とある。南隣の入島 村も

始まったとされる（二宮書店
『地形学辞典』1981）
。糸魚川

同じく「焼畑中心の村で、
金２両を金納」と書かれている。

─静岡構造線はフォッサ・マグナの西縁線とされているが、

江戸時代の「金納」というシステムは、作物の豊作・不作

実はその北部は立山火山のほか飛騨山脈
（俗称は北アルプ

に関わらず「年貢固定制」ということであり、一般の農村は

ス）も白馬岳・焼岳・乗鞍岳はいうまでもなくれっきとした火

ひどく嫌がった。だが、梅ケ島村・入島村では金山の採掘

山であるが、一見して褶曲山地と見做されがちな鷲羽・雲

が行われていたから、金納はむしろ好都合だったろう。

わし ば

もみ さわ

の平や樅沢岳、そして槍・穂高も『理科年表』の「日本の

ところで、焼畑と災害はどう関連するのか。筆者は本誌

主な火山」のリストに載っている。その他の高峰群も、本

117号
「災害と地名①広島安佐南区の土砂災害と地名」で、

来はもっと高度を持った大火山だったのが、衝上運動が激

被災の中心地区だった広島市安佐南区八木は「焼畑慣行」

しい分だけ、山頂・山腹の火成岩部分が激しく浸食を受け

を示す地名だ、と述べた。この広島市の例だけでなく、私

て流出し、山体の芯をなしていた深成岩の部分が地表に露

の生地にもヤキョーという名の山峰があった。ヤキ（焼）ヲ

出したものではないか。大谷嶺付近も、山腹に湧く梅ケ島

（峰）が長音化した地名である。北面する山腹には灌木類

温泉の泉温が40℃であることから判断すると、糸魚川─静

がよく茂っていた。その山腹はスコップの腹のように抉れて

岡構造線の西側でも地下にはマグマ溜りがあり、火山活動

おり、これは長年の焼畑慣行により土砂が流出したせい、

が続いていると見てよい。ちなみに、後述する梅ケ島金山

と指摘した。もう一つ付け加えると、そのスコップの腹状の

も熱水鉱脈起源だという。

斜面の裾に不思議な池が二つあった。
「不思議な」という

そのような不安定な基盤が絶えず衝上運動を受けている

のは、次のような景観状況だったからである。

のだから、この地の崩壊現象は戦国～江戸期などの直近

我がムラは寡雨地帯だからざっと数えて30近い溜め池が

の出来事ではなく、はるか数百万年～数千万年前の地質時

あった。中学生のころ、ムラの池すべてにノブナ釣りの竿を

代から継続している、と見做すべきではないか。つまり、崩

下してみようと思い立ち、藪をかき分けて池畔に立ったが、

壊は地震や洪水といった一過性の自然現象が起因ではな

溜め池なら必ずあるはずの用水路も樋門も何もない。その
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きゅうあざ

池のある一帯は旧字（明治６年の地租改正以前の字地・小
かね えば

れていた。

名）で「金場」と呼ばれていたから、
「そうか、金鋳場だっ

私と同窓である京大の理学部地質学科卒でのち東京

たんだ」と気づいた。金鋳場とは鋳物を造った作業現場の

近郊の女子大学生部長や事務長を勤められた先輩は、

ことではなく、土を採取して熱を加え、何か金属が得られる

中村博士の経歴を一覧して、
「あ、あの女子大は昭和40

かどうか、試掘した場所のことと思われる。金属資源が出

年代、めっぽう難しく、しかし筋のいい数学入試問題を

なくとも、陶土や磁器原料が見つかれば、中世・近世初期

出題することで有名だったんだ。こういう人がおられたの

の領主にとっては十分有用な地下資源だった。池は、その

なら納得できる」と称賛しきりだった。

資源探査用に掘られた跡地に水が溜まったものだろう。そし

現在災害・防災に対する世の関心は今、いやが上にも

てもう一つ、
この無用と思われた池にも十分な効用があった。

高まっている。学界でも災害現場でも、この中村博士の

我がムラは日本列島でも屈指の寡雨地帯である。焼畑は、

評価はどうなっているのだろうか。私の父より５歳上の中

とくに耕地を持たない無産の住民にとっては、現代の“福祉

村博士の業績が“時代遅れ”となっているとは、私にはと

政策”をしのぐほど、
有難く有益なシステムだったはず。だが、

うてい思えない。いや、私自身は、博士の業績をもっと

ムラ全体としては一つだけ絶対に困ることがあった。
それは、

もっと追体験して、変動地形と地名の関連を究めなけれ

数年おきに繰り返される山焼きの火が隣接した森林に燃え

ばならない、という思いが強い。

移り、延焼してしまうことであった。
山火事が発生すれば、厳重な「留山」
「立山」の禁令を

松尾俊郎博士のこと

敷く一方で、時と場所によっては「見て見ぬフリ」の地場懐

『名立崩れ』に出会ったと同じころ、私はもう一人の地

柔策を採っていた藩庁も見逃すわけにはゆかなくなる。とく

名の“巨人”と知り合った。

に、現場監督を司る郡奉行とその配下の一人二人は、切腹

横浜国大から駒沢大大学院教授に転じておられた松

まで覚悟する事態に陥る可能性もあった。従って焼畑用地

尾俊郎博士である。松尾博士は中村氏の３年ほど年長で、

の境には事前に水を撒くとか、防火用水桶を用意するなど

同じく東大理学部鉱物学科入学、のち地理学科に転じ、

の配慮が必須だっただろう。我がムラの場合、焼山まで水

卒業後は文部省に勤務、同省の図書監修官などを勤め

を運ぶには、最低でも谷一つ、尾根一つを超さなければな

られた。松尾博士とはその晩年の数年間のおつきあいだ

らない。その点、麓とはいえ眼の前に水溜りがあれば、使

ったが、生前に著作１冊、共編著１冊
（私も含め計４名の

い勝手がきわめてよいし、一旦緩急あった場合の事後の対

共編著）
、没後に奥様のご依頼で遺稿集１冊の編集を担

応もスムースに運ぶはず。

当させていただいた。

な だち

中村慶三郎
『名立崩れ』に学んだこと
幸田文氏の『崩れ』の文章を目にして約３年後、私は中

松尾博士からは、現地に出向かなくても地形図を入念
に読み込む力があれば、地名の研究はできるということ
を、身をもって教えていただいた。

村慶三郎の『名立崩れ』を入手した。この本の存在を知っ

幸田文氏と青木奈緒氏、そして中村博士、松尾博士、

たのは、幸田文氏の場合と同じく新聞広告だったと思う。

私にとっては羨ましい限りの行動力の持ち主であり、雲

版元の風間書店は靖国通り北側にあり、小規模出版ながら

の上の存在のような碩学だが、命ある限りこの人たちの

業界では堅実な学術出版社として知る人ぞ知る存在で、私

跡を追いかけなければ、と思う。

はその日のうちに路地を抜けて探し当て購入した。

齢 70代もそろそろ半ば、かねてから視野狭窄の症状

『名立崩れ』の内容は、圧倒される思いであった。中村博

があった左目で白内障が進行、2015年中に手術の手筈

士は1903年、
新潟県生まれ、
大正末年に東大地質学科卒、

を取り決めたところ、事前検査で右目も同じ白内障の症

戦後は四国某県の県立女子大教授・学長を歴任された。

状が急速に進んでいることが判明、月を変えて手術する

戦前の朝鮮総督府技官時代から山崩れ・地すべりなどの地

ことと相成った。

形変動を、現地に出向いて詳細・綿密に調査・研究された。

書籍・新聞・雑誌の文字だけでなく、地名研究には地

単に自然科学上の見地からだけではなく、歴史上の経緯、

形図の文字や等高線、そして標高などの細かい数字まで

そして為政者の対応ぶりなど人文科学上の見地からも十二

読み取らなくてはならない。もし手術後、今よりましな視

分に考究されている。とくに、地すべり・山崩れに関する各

力が取り戻せたら、“天恵”と心得、命限り燃え尽きてみ

地の地名については、その由来・起源に至るまでよく考察さ

せよう。
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地震地すべり・連載 2

地震地すべりの予測・
評価手法について
有限要素法（FEM）を
用いた解析

取り込まれることとなります。

２．地震地すべりのシミュレーションに
必要なこととは？
地震地すべりとは、地震時に斜面が揺すられて、地
すべりが発生するという現象です。その地すべりの発
生・滑動過程では、すべり面等の物性値が低下し斜面

道畑 亮一

みちはた りょういち

（一財）砂防・地すべり技術センター 斜面保全部課長代理

の不安体化が進むこと（上記2に相当）や、土塊の移
動に伴い破壊されて拡散する（上記3に相当）
、という
ような現象が生じますが、まずは、地震時に斜面が揺
すられる状況を表現することが、地震地すべりのシミ
ュレーションでは肝要となります。

連載１回目では、地震地すべり発生事例より、特筆
すべき現象について述べました。
今回は、数値シミュレーションを用いた地震地すべ
りの予測・評価手法について述べたいと思います。

では、地震時に斜面が揺すられる状況を表現すると
いうことはどのようなことなのでしょうか。それは、
地震動の振幅や加速度、P・S波速度が、地盤を伝播
する過程で増幅・減衰していくことや干渉して増幅し
たり打ち消しあったりすることを表現することと言え

１．地震地すべりの「何」を予測するのか？
地震地すべり分野での数値シミュレーション技術の
適用は、現時点において既に多岐にわたるものとなっ

ます。これら現象を表現するために、斜面形状をモデ
ル化の上、さまざまな地盤物性に関わるパラメータを
設定する必要が生じます。

ています。このため、数値シミュレーション技術につ

たとえば、地盤の物性に関わるせん断剛性（G）とい

いて言及するにあたり、解析の目的に応じた整理が有

うパラメータがあります。せん断剛性とは、簡単に言

効と考えられます。解析の目的を大まかに分けると、

いますと地盤の変形し難さと言えますが、地震で揺す

1 地震地すべりがどこで発生するのか？

られた場合、その強度が序々に低下していきます。地

（危険斜面を抽出する）
2この斜面では地震地すべりが発生するのか？
（個別の斜面を評価する）
3地震地すべりが発生した場合、どこまで移動するの

盤工学分野のこれまでの知見により、せん断剛性強度
の低下は、歪み（変形）の大きさに応じて発生するこ
とが分っています。よって、まず、歪み（変形）の量
を評価する必要があります。歪み（変形）の量には、

か？（発生時の影響を評価する）

重力による斜面のバランスに加え、時々刻々伝播する

のように整理されます。それぞれ目的が違うため、

地震動による加速度の影響が加味されますので、時々

それぞれに適した様々な手法により解析が実施される
こととなります。

刻々異なる値が算定されます。
さらに、
地盤中のP・S波の伝播速度や振幅・加速度は、

さらに、もっと基礎的な部分に踏み込んで、実験等

せん断剛性の強度に依存しています。せん断剛性強度

により把握された地震時の様々な特性をシミュレーシ

が低下した場合を例に取りますと、P・S波の速度が低

ョンにより表現しようという取り組みがあります。例

下し、一方で、振幅・加速度は増幅することとなります。

えば、4異なる地層を持つ地盤中で実際にどのような

このように、地震時の斜面内では、地震動に伴う斜面

地震動が発生するか？、5地震時のすべり面での物性

の歪み（変形）の発生と振幅・加速度の変化、地盤の

値がどのように変化するか？などです。これら基礎的

強度の低下がそれぞれ関連しながら、時々刻々変化し

な部分の知見は、上記1～3での解析を実施するうえ

ていくこととなります 図-1 。

での目的や要求精度に応じ、モデルの構成要素として
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さて、地震時に斜面が揺すられる状況を表現するこ

図-1 有限要素法
（FEM）
による地震応答解析イメージ

1危険斜面の抽出は、ある程度広い領域から、どの
斜面が地震地すべりを引き起こす恐れが髙いかを予測
するものです。
地形のモデル化に加え、地下の構造を3次元的に設
定することにより、任意の斜面における地震時の力の
かかり具合（せん断力や加速度）を評価することができ
ます。例えば、ある程度以上の加速度が発生した斜面
を「危険」であるとする絶対評価もできますし、解析
範囲内での最大加速度の分布より、相対的に危険な斜
面を抽出することもできます。
もちろん、せん断力や加速度で評価しようというも
のですから、HP等で公開されている地震時の最大加速
度で十分ではないか、と思われるところではあります。
これは、いわゆる「静的」な手法に基づく一つの考え
方です。ですが、こういった手法では、例えば、地震
時の斜面崩壊には尾根部での地震動の増幅が要因とな
っている等、従来得られている地形の条件等に関する
知見を充分に評価できません。地形効果を重み付けし
評価する「静的」な手法も存在しますが、やはり、時々
刻々と変動する地震動が伝播する過程では、斜面の凹
凸の効果や地質等の地盤性状の違い等による影響を無
視することはできないと思われますので、本稿で紹介
しているような「動的」な手法の適用が望ましいと考

との概要を上記で述べましたが、こういった現象を表

えています。

現するためには、どのような数値シミュレーション手

2個別の斜面の評価では、1よりも詳細に斜面内の

法が適しているのでしょうか。地すべり地内の地層は、

構造を反映することが求められます。特に、地すべり

流れ盤、受け盤等複雑です。すべり面上の土塊内も完

地では、地すべり土塊の底面の「すべり面」において

全に乱されている場合もあれば、地盤構造が残ってい

大きな変動が発生しますので、すべり面での物性値の

る場合もあります。こういった地すべり地内の特性を

設定が重要になります。現状の有限要素解析では、歪

考慮すると、斜面内の地層を小さな領域で定義し、そ

み（変形）に応じすべり面の物性値が変化（低減）する

れぞれの領域にしかるべき物性値を与えてやることが

ようなモデルを取り込むことが可能です。その結果、

できればよいと考えられます。このような設定に適し

2の解析では、地すべり土塊の移動量を解析結果と

た数値シミュレーション手法が「有限要素法（FEM）
」

して得ることができます。地下水位や杭要素の設定を

なのです。

行うことにより、地すべり対策工施工に伴う効果を移
動量の減少量として定量的に把握することもできます

３．有限要素法
（FEM）を用いた
シミュレーションで何ができるのか？

図-2 。また、移動した場合のすべり面の物性値を低減

させることができるので、地震終了後に土塊が停止す

それでは、１. で挙げた1～3の解析目的に立ち戻

るか否か（斜面を滑動し続けるか否か）の結果を得る

り、有限要素法（FEM）でどのような解析ができるの

ことができます。なお、2個別斜面の評価手法では、

か述べたいと思います。

有限要素法（FEM）により地震時に斜面が揺すられる
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図-2 地震時変位量
（滑動量）
解析結果の例

・ 抑止工の形状、位置に
合わせて有限 要素 法
の要素を設定すること
により、抑止工の効果
を評価できます。

状況を解析して地すべり土塊に作用する時々刻々の地

ものです。

震動を取り出し、ニューマーク法により地すべり土塊

数値シミュレーションは、ツールとしての整備のた

の地震時変位量を評価する複合的な手法（渡辺・馬場

めに非常な労力を伴います。そのため、地震地すべり

法）が取られる場合もあります。

等に関わる基礎研究分野における知見を今後も継続的

3発生時の影響評価では、土塊の到達範囲や移動速

に反映していく努力が必要となると思います。本「手

度（衝撃力）等を評価できることが必要となります。た

法（案）
」を参考としていただき、地震地すべり解析の

だし、現状の有限要素解析（FEM）では、地すべり土

分野がさらに発展していくことを祈念します。

塊が大きく変形し、拡散するような現象に対応してお
りせんので、十分に表現できません。また、土塊内に
取り込まれる水分状況が多い場合などでは、流動化す
るような現象に変化することが多いため、複雑な移動

冊子

「数値解析を用いた地震時の
斜面安定度の評価手法
（案）
」

機構を考慮できるよう「モデルの作り込み」が必要と

ご希望・お問い合わせは下記へご連絡下さい。

なると考えられます。以上より、発生時の影響評価手

（一財）砂防・地すべり技術センター 斜面保全部
☎ 03-5276-3273 FAX 03-5276-3393
e-mail michihata@stc.or.jp 道畑まで

法には、現時点で様々なモデルが提案されております
が、今後のさらなる研究開発が期待される分野と考え
ています。

４．砂防・地すべり技術センターの取り組み
砂防・地すべり技術センターでは、自主研究の一環
として、
「数値解析を用いた地震時の斜面安定度の評
価手法（案）
」を取りまとめてきました。この手法（案）
は、主に有限要素法（FEM）を用いた1危険斜面の抽
出手法および、2個別斜面の評価手法について、既存
の直轄地すべり地での検討事例をもとに取りまとめた
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自主研究

● ● ●

土砂災害を受けた地域のその後の変遷
安田 勇次

加藤 誠章

やすだ ゆうじ

(一財)砂防・地すべり技術センター 砂防部技術課長

かとう のぶあき

(一財)砂防・地すべり技術センター 砂防部課長代理

1. はじめに

この土石流の氾濫により死者21人、負傷者13人、住

筆者らは、土砂災害を受けた地域がその後、どのよ

宅等の全壊29棟（うち、住家18棟）
、半壊１棟、一部

うに復興していったのか、どの程度の期間を要したの

損壊２棟（非住家）
、床上浸水４棟、床下浸水17棟に加

かを調査することで、土砂災害を事前に防ぐための砂

え、みかん畑等の施設被害が発生しました。災害前後

防事業の効果を説明する一つの指標を提案することを

の空中写真（針原川土石流検討委員会報告書、1998）

目的に研究を行っています。今回は、過去土砂災害を

を 写真-1 に、現地調査時に撮影した写真を土砂の氾濫

受けた地域の現状と現在に至るまでの経緯について、

範囲と重ねたものを 図-1 に示しました。

資料等を用い若干の検討を加えた結果について紹介い
たします。調査を行った土砂災害事例は、 表-1 に示す

被災当時、10数棟あった上流域の住居は、農地とし
て区画整理されていました。

通り７事例で、鹿児島県針原地区で発生した土砂災害
は既に土砂災害発生後、17年が経過しています。

2. 針原地区土砂災害（1997.7.10）
1 概要
い ずみ し はり はら がわ

1997年７月10日に鹿児島県出 水 市 針 原 川 上流域で
発生した深層崩壊に起因した土石流によって、針原地
区では死者21名にも及ぶ甚大な土石流災害が発生しま
した。
「針原川土石流災害記録誌」
（針原川土石流災害
記録誌編集員会、2001）によれば、土砂災害を発生させ
た当時の雨量は７月７日０時から10日０時までの累加雨
量で出水地域雨量観測所398.0㎜、出水浄化センター
535.5㎜でした。深層崩壊によって崩壊した土砂の総
量は16万㎥であり、うち１万㎥が崩壊地内に残存、針
原川砂防ダムに５万㎥、上流域に２万㎥堆積し、残り
８万㎥が針原地区内に氾濫、土砂堆積を生じました。
表-1 調査地域一覧

発生地域

（針原川土石流検討委員会報告書；1998）
写真-1 土砂災害前後の空中写真比較

発生年月日

調査地区

経過年数

調査実施期間

鹿児島県出水市

1997. ７.10

針原地区

17年

2013.12.18～19

熊本県水俣市

2003. ７.20

集地区

11年

2013.12.18～19

愛媛県新居浜市

2004. ８.18

新居浜市

10年

2015. ６.11～12

和歌山県那智勝浦町

2011. ９. ４

市野々地区

3年

2014. ４.22～24

熊本県阿蘇市・高森町・南阿蘇村

2012. ７.12

阿蘇地域

2年

2014. ４.16～18

秋田県仙北市

2013. ８. ９

供養佛地区

1年

2015. ３.25～26

東京都大島町

2013.10.16

大金沢地区

1年

2015. １.28～30
＊経過年数：2015.6.30現在で記載
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図-1 現地調査時の状況
（針原地区）

❹ 集落下流部の新築の店舗

❷ 砂防堰堤と下流の集落

❸ 集落中央
（農地として区画整理）

❶ 崩壊跡地と砂防堰堤

2 災害後の集落の変遷
土砂災害発生後、被災した住民や針原地区の世帯に

表-2 針原地区の家屋数の変遷
年次
1997
区分

1996

1998

（災害）

（全壊）

2002

2011

2013

74

対して複数回にわたる避難勧告が発せられ、３回目（７

住居

89

75

15

71

73

月18日午前１時40分）に発令された避難勧告が解除さ

空家

1

2

1

4

8

-

れたのは、砂防ダムの土砂除去と崩壊斜面の切り取り

倉庫・小屋

14

12

3

17

76

-

が完了した10月25日午前0時であり、99日間に及ぶ不

企業

8

8

1

8

8

-

自由な避難生活を余儀なくされました。被災した世帯

公民館

2

1

1

1

1

-

には出水市が、公営住宅６棟、加紫久利公園内に仮設

ホテル等

2

2

2

2

-

か

し

く

り

住宅16棟を準備し、併せて22世帯が入居しています。
仮設住宅は７月28日に10棟、７月31日に６棟完成し、
８月１日には希望者全員の入居が行われていました。
が堆積し、農地及び農業用施設が崩壊流出しており、
原形に復旧することが著しく困難な状況であり、また

120
100

居住率（％）

針原地区の災害復旧においては、大量の流木・土砂

図-2 集落内の居住率の時間経過に伴う変化
（針原地区）

80
60

宅地も同様なことから農地と一体化して土地改良事業

40

による区画整理事業を実施し復興しています。その際、

20

宅地は市が購入し、代替地を斡旋した経緯もあります
（針原川土石流災害記録誌編集員会、2001）
。

0
0

針原地区
現地調査
5

10

経過年数
（年）

15

20

災害後に集落がどのように変化していったのかにつ
いては、災害後17年も経過した今となっては把握する

を用い、土石流災害前後の住宅状況を調査しました。

ことは容易ではありません。そこで地図の発行年ごと

調査結果を 表-2 及び 図-2 に示しました。表中の住居

の違いから、被災後の変遷を把握することとしました。

と空き家の区分は住居に氏名が記載されていない住宅

今回は、発行間隔が比較的密にあるゼンリン住宅地図

を本調査では空家としました。表中の家屋の数字は、

出水市（株式会社ゼンリン、1996、1998、2002、2011）

針原地区の集落を包括する範囲内の家屋数です。図は
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著作権の関係上、掲載できないのでご容赦願います。

を与えています。
「水俣市土砂災害に関する報告書」
（人

1997年の土石流災害時に18棟が被災し、翌年のゼン

と防災未来センター、2003.7）によれば、水俣市内に

リン住宅地図では住居は15棟減少し、その後、徐々に

おいても大規模な浸水被害が発生し、床上浸水122棟、

減少し、2011年版では住居は73棟に減少しています。

床下浸水271棟、うち床上浸水66棟が陣内２丁目、古

土石流災害以前と比較して約18％減少したことになり

城２丁目等水俣川流域に集中しており、この原因は水

ます。2013年に筆者らが実施した現地調査では、1棟

俣川上流からの流木などが鶴田橋の橋梁に諸所の影響

の新築家屋を確認し74棟でした。

を与え、水俣川が溢水したことによるものであると記
述しています。水俣市を中心とした「平成15年７月県

3. 水俣市集地区土砂災害（2003.7.20）

南集中豪雨」による被害は11市39町村に及び、被害総

1 概要

額は176億円（熊本県、2005）とのことです。

あつまり がわ

2003年７月20日午前４時20分頃、 集 川において大
規模な土石流が発生しました。この土石流の流下によ
あつまり

2 災害後の集落の変遷

って 集 地区では死者15名、重軽傷者６名にも及ぶ甚

熊本県による集地区の復旧事業は、治山事業、砂防

大な被害が発生しました。
「水俣市土石流災害検討委

事業と農地災害関連区画整備事業とを組み合せ、３基

員会報告書」
（水俣市土石流災害検討委員会、2004）

の治山ダムの復旧と２基の新設、２基の砂防堰堤を新

によれば、家屋被害は全壊家屋13棟、半壊家屋2棟と

設するとともに、農地の復旧は宅地も含めた区画整備

いう状況でした。

事業で復旧する内容でした（熊本県、2005）
。

この土砂災害をもたらした梅雨前線の影響による集
ゆ

で しん や しき

ゼンリン住宅地図（株式会社ゼンリン、2003、2004、

中豪雨は、集地区のほかに湯出新屋敷地区でも崩壊に

2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2015）

起因した土石流により死者４名、全壊家屋4棟の被害

による住宅の変遷調査では、被災した翌年には、集落
ほう がわ ち

内のグラウンドに仮設住宅が宝川内仮設住宅として14
棟建設され、14世帯が入居しています。200503版で
は土砂氾濫範囲内に流路工が整備され、下流域に住宅
が再建されつつあります。200603版では、グラウンド
に建設されていた仮設住宅が一棟もありません。仮設
住宅は2005年８月に閉鎖されています。200603版で
は５世帯の住宅が再建されていることが確認できまし
た。200703版では、仮設住宅の敷地として利用され
ていたグラウンド内に新たに１棟の住宅が建設されて
います。また集落内に1世帯の住宅の再建が確認でき
ます。200902版でも新たに１世帯の住宅が再建され、
2001102版では８世帯が生活を再建しています。また、
新たに2棟が建設中であるように思われます。2013年
12月に実施した現地調査（ 図-3 参照）では、この2棟は
既に居住中でした。
ゼンリン住宅地図では、201102版以降、201302版及
び201502版でも住宅の変化が確認できないことから、
災害から10年が経過した2013年時点で、10世帯の住宅
が再建されたものと判断できます。 図-4 にゼンリン住
宅地図を用いた住宅の変遷の一例を示します。
「平成15年水俣土石流災害記録誌」
（熊本県水俣市、
2008）によれば、発災後、被災者は約１週間の避難所
写真-2 土石流災害後の空中写真

生活の後、仮設住宅（８月21日から入居）が完成する
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図-3 現地調査時の状況
（集地区）

❶ 崩壊跡地全景
（山腹工施工）

❷ 最下流砂防堰堤と下流の集落

❸ 集落下流部の新築住宅

❹ 旧仮設住宅地付近

図-4 土石流災害後の集落の変遷
（集地区）

図-5 集落内の居住率の時間経過に伴う変化
（集地区）
120
100

居住率（％）

80
60

40

集地区

20
0
0

現地調査等
2

4

6

8

10

12

14

経過年数
（年）

までの期間、市営住宅の空家やチッソ株式会社の空き
社宅等に一時的に移動しています。その後、約２年間
仮設住宅で生活、仮設住宅は2005年８月に撤去されて
います。入居されていた方々は、整地された元の場所
へ住宅を再建されたり、市営住宅に移られたりしてい
ると記載されています。
図-5 は、集地区の集落内の居住率の変化を土砂災害

後の時系列的な変化としてグラフ化したものです。白
丸はゼンリン住宅地図からの読み取りです。経過年数
１、２年の居住率０％にある黒丸は、ゼンリン住宅地
図上では居住していることになっていますが、実際に
は仮設住宅に居住しており、居住していないと判断し
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図-6 現地調査時の状況
（早川地区）

❹ 集落中央の住宅

❸ 早川の渓流保全工

❷ 新築・復旧した住宅

❶ 早川の砂防堰堤

たため記載したものです。経過年数５年目については、

区の内、新居浜市東楠崎川（郷地区）及び西条市早川

「平成15年水俣土石流災害記録誌」
（熊本県水俣市、

地区において現地調査を実施しました。両地区とも上

2008）の記述に基づくもです。経過年数10年目は、現

流側に砂防堰堤が整備され、早川地区の住民の話では

地調査で確認した結果です。 図-2 に示した針原地区と

全ての住民が集落に戻ってきているとのことでした。

はデータの集計方法が異なり、単純に比較することは

東楠崎川では、全半壊した家屋７棟のうち３棟で復旧・

できませんが集地区では概ね10年間で居住率が８割程

新築されていることが確認できました（ 図-6、7 参照）
。

度まで回復していることが分かります。

村上（2006）によれば、立川地区では14世帯32名が１
年半、仮設住宅で集団避難生活を余儀なくされたとの

4. 愛媛県新居浜市・西条市土石流災害

ことです。

（2004. ８.18、９.28）
1 概要
こうざと

ごう

愛媛県新居浜市の神郷・郷地区等の20地区において

5. 紀伊半島大水害（2011. ９. ４）
1 概要

2004年８月18日午前11時30分頃、台風15号による豪

2011年９月４日午前２時頃、台風12号の豪雨によっ

雨により土石流が発生しました。災害報告によれば20

て土石流及び河川氾濫による大規模な複合水災害が発

地区において死者３名、全壊家屋17棟、半壊家屋10棟、

生しました。那智勝浦町では、８月30日の夜から雨が

一部損壊家屋９棟の甚大な被害が発生しました。また

降り始め、以降、断続的に雨が降り続き、８月31日18

西条市早川地区では、2004年９月28日～29日に、台風

時から９月４日６時までの５日間の積算雨量は那智川

21号の豪雨により、死者１名、全壊３棟、半壊３棟、

流域では1,000㎜前後で、市野々観測所で４日２時から

一部損壊７棟、床上浸水７棟、床下浸水３棟の被害が

２時間続けて、100㎜以上の降雨が観測されました。

発生しました。

和歌山県総合防災課によれば那智勝浦町内の被害は死

いち の の

者28名、行方不明者1名、建物の全・半壊1,008棟、床
2 災害後の集落の変遷

上床下浸水1,402棟と非常に甚大なものでした。

災害から10年が経過した2015年６月に、被災した地
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図-7 現地調査時の状況
（東楠崎地区）

❸ 川側の塀を補強した住宅

❹ 被災した住宅跡の更地

❷ 被災した住宅跡の更地

❶ 楠崎川の砂防堰堤

2 災害後の集落の変遷
災害から２年が経過した2014年４月に現地調査を行
いました。調査は2012年６月時点でヒアリング調査さ

表-3 災害前後の居住率の変化
（那智勝浦町）

調査年月
地区名

災害発生前
（2010年）
戸数
割合

2012年６月

2014年４月

戸数

戸数

割合

割合

れた建物の状況（居住率）の資料がある、６つの土石

左支渓１

１

100％

0

0％

0

0％

流災害地区と、市野々地区を中心とする那智川上流側

内の川

６

100％

4

67％

4

67％

（鳴子川合流付近の大門から金山谷川合流地点上流に

鳴子川

２

100％

1

50％

1

50％

位置する魚の首橋）の土砂洪水氾濫地区において、そ

樋口川

９

100％

6

67％

8

89％

平野川

５

100％

0

0％

0

0％

金山谷川

８

100％

1

13％

1

13％

土石流災害 合計

32

100％

13

41％

15

47％

上流洪水氾濫

80

100％

52

65％

66

83％

の後の変化を確認しました。
調査結果を 表-3 に示しました。災害以前の家屋個
数はゼンリン住宅地図（株式会社ゼンリン、2010ａ、
2010ｂ）からの読み取りです。ここで土石流災害の合
計値と、各渓流の家屋戸数の合計が合わないのは、蛇
ノ谷川の１戸が2012年６月時点で実施された調査結果

（大門〜魚の首橋）

に含まれていないためです。居住率の変化を見ると、
土砂洪水氾濫区域（ 図-8 青破線で囲まれた範囲）に含ま
れる大門から魚の首橋の区間内の集落に比べ、土石流

6. まとめ
今回、
鹿児島県出水市針原地区、
熊本県水俣市集地区、

の直接的な被害を受けた地区（ 図-8 赤破線で囲まれた

愛媛県西条市・新居浜市及び和歌山県那智勝浦町の災

範囲）の居住率が低く、2014年４月時点で土砂洪水氾

害後の調査事例を紹介しました。紙面の都合で割愛し

濫地区では83%の居住率に対して、土石流災害地区で

た熊本県阿蘇市、秋田県仙北市、東京都大島町の事例

は平均で47％であり、居住率が20％以下の地区も半数

についても機会があれば紹介したいと考えております。

確認されました。一方で復興も進んでおり、復興住宅

しかし、鹿児島県出水市針原地区及び熊本県水俣市集

が建設されている状況が確認されました 図-8、❷ 。

地区の事例に比べ、他の事例については検討・解析が
十分に行えていないのも事実です。今後はこれら事例
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図-8 現地調査時の状況
（那智勝浦町）

❶ 平野川の住宅跡の状況

❸ 金山谷川の住宅跡の状況

❷ 復興住宅の建設

❹ 洪水氾濫の住宅跡の状況

の精度向上に努めるとともに、更なる事例の収集・解析

地域の住民が一時的に避難所、仮設住宅等への避難生

を行い、精度の向上に努めたいと考えております。

活を強いられる精神的な被害を砂防事業の便益評価項

「土砂災害を事前に防ぐための砂防事業の効果を説明

目としてはどうか、という提案です。今回紹介した事例

する一つの指標を提案することを目的に」と冒頭で研究

から、避難所、仮設住宅に居住する期間及びその後、

の主旨を記述させて頂きました。そのことに対して、一

住宅を再建するまでの期間をモデル化し、その期間内に

つの指標を提案させて頂いております。詳細については

受ける精神的被害額を算出したものです。併せて、ご

現在、砂防学会誌に投稿中ですが、土砂災害を受けた

一読頂ければ幸いです。
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講演会報告

平成27年度

砂防地すべり技術研究成果報告会開催報告
（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部
平成27年11月10日㈫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27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26年度研究開発助成事業により実施さ
れた研究５題と当センター職員による研究成果とで構成され、そ
のいずれもが今後の砂防事業の礎となる貴重な成果と確信して
おります。国土交通省水管理・国土保全局砂防部 西山幸治部
長より来賓挨拶を賜り、200名近い聴講の方々の質疑応答も活
発に行われ、盛況のうちに終了となりました。本報告会の概要を
以下に御紹介します。

発表１

湧水を活用した
深層崩壊警戒対応の確立
が多いことから、湧水を利用した小型水力発電装置を開

地頭薗 隆

発した。湧水センサーは、堆積岩分布域の２箇所、火山

じとうその たかし

岩分布域の１箇所、火砕流台地周縁部の１箇所に設置し

鹿児島大学学術研究院
農水産獣医学域農学系 教授

た。堆積岩分布域では、火山岩や火砕流台地に比べて降
雨に対する湧水流量の応答が遅く、このような地質構造

深層崩壊による土砂災害を防止・軽減するために、崩

の特徴を、深層崩壊の警戒対応に取り入れることが重要

壊発生予測手法および警戒避難体制の整備が社会的に急

と考えており、降雨に対する湧水流量の応答のデータを

がれている。深層崩壊地では多くの発生箇所で湧水が見

蓄積し検討したいと考えている。

られ、湧水は深層崩壊発生時期を予測する重要な因子で

深層崩壊警戒対応の考え方として、湧水流量が⑴増加

あるといえることから、湧水の情報を指標にした深層崩

中、⑵流量が多いまま頭打ちの状態、⑶急激に減少、の

壊発生の危険度を評価する湧水センサーを開発した。湧

３つの状況を想定している。降雨終了後も上記の状況が

水センサーは電極式流量計、太陽電池、伝送装置などか

見られる場合は警戒対応を継続しなければならず、警戒

ら構成される。また、地下水が岩石から溶出したイオン

対応解除は湧水流量が初期の流量にゆっくり戻ったとき

を取り込むとその付近の渓流水ECが高くなることに基づ

と考えている。本年6月から断続的に発生した垂水市深

き、野外で簡便にかつ安定した精度で水質観測作業を進

港川の土砂災害において、透水性の高い溶結凝灰岩から

めるための装置を開発した。これにより深層の地下水が

の湧水を要因として崩壊が発生していた。湧水量はカメ

集中している箇所をEC分布から抽出し、深層崩壊発生場

ラ画像から相対的に把握をしていたが、降雨が止んだ後

を予測する研究を進めている。

も湧水量が減少しなかったことから警戒の継続を提案し

また、山地渓流は日照時間が十分に確保できない箇所
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たところ、直後に崩壊が発生した。

発表２

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
る手法を検討した。
仮に流水中の砂礫濃度が均一であると仮定すると、水

堤 大三

つつみ だいぞう

京都大学防災研究所 准教授

平・鉛直ハイドロフォンの検出量は一致するが、実際には
砂礫濃度は鉛直方向に分布を持っており、鉛直方向の検
出量は減少する。鉛直ハイドロフォンでは、鉛直方向の砂

近年、流砂観測の実用段階に入っているハイドロフォ

礫濃度の分布は分からないが、水深あたりの流砂量を計

ンであるが、いくつかの課題が残っている。その一つと

測できるため、水平・鉛直ハイドロフォンの検出値の比を

して、パルスの飽和がある。これは、掃流砂量が多い場

とることで、先述の仮想条件の流砂量に対する減少比率

合に複数の砂礫のパルスが重なり、実際の砂礫数よりも

が分かる。したがって、水平ハイドロフォンの検出量につ

過少検出する問題である。この課題に対しては、音響パ

いてパイプ径を考慮して水深分累加させ、それに検出比

ルスではなく、音響波形の積分値（音圧）を用いることで

率を乗じたものが全流水中の掃流砂量と見なせる。

解決する方法が提案されている。もうひとつの課題とし

実際の降雨イベントを対象として、ピット流砂量計に

て、砂礫が金属パイプに衝突せずに通過してしまうこと

よる直接的な観測値との比較検証を行ったところ、音圧

により、掃流砂量を過少評価してしまう問題がある。こ

を用いる手法、パルスを用いる手法共に補正しない場合

の課題に対しては、直接計測による補正を行う方法もあ

よりも良好な対応関係が得られ、有効性が示された。さ

るが、水深や流速といった水理条件の違いなどで衝突率

らにパルスの飽和問題についても、検出比を用いた補正

が異なるという問題が残っている。そこで、本研究では

により妥当と思われる観測値が得られた。

ハイドロフォンを縦向きに設置して鉛直方向の流砂量を

以上から、矩形河道等では鉛直ハイドロフォンを設置

観測し、水平・鉛直ハイドロフォンの検出比を用いるこ

することで、非衝突粒子の問題、パルスの飽和問題を解

とで水平ハイドロフォンの流砂量を補正して高精度化す

決し、精度の高い流砂観測が可能になると考える。

発表３

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137Csの流出機構の考察
曲線からの増減が確認された。これらの増減は、
林内雨・
リターフォールによる影響に加え、斜面上部からの土砂

小田 智基

移動やリターの供給により137Csが斜面上をゆるやかに

おだ ともき

移動することよるものと考えられる。また、洪水の経時

東京大学大学院
農学生命科学研究科 特任助教

変化中の流量増加において浮遊土砂濃度および137Cs濃

2011年3月11日東日本大震災により福島第一原子力発

度は、ともに増加する傾向が認められ、それらの挙動に
は類似性があることが示された。洪水時の浮遊土砂量と

電所から多くの放射性核種が放出され、東日本の広範囲

137

に降下した。本研究では、半減期か30.1年と長く、長期

量の推定精度を上げることができた。

間にわたり環境に残存し、影響を与え続けることが懸念

Csの流量との関係を考慮することにより、137Cs流出
本研究によって、表層の土砂移動や地表面のリターの

されている Csに着目し、樹冠から林床への降下、土

137

Csが斜面下方に移動することが確認された。今後も

壌へ蓄積、森林生態系への再分配、流出に移行といった

137

Csの斜面下方への移動が継続した場合、渓岸・渓畔

土砂移動と流出機構の解明を目的とし、①森林斜面にお

の137Cs濃度が高まると考えられる。さらに非常に大き

ける地表の線量分布観測による137Cs移動量の評価、②

な降雨が生じた場合には、渓岸・渓畔に蓄積された137Cs

137

Csの流出量の推定について調査・考察を実施した。

が大量に流出すると考えられる。長期的に137Cs量を予

調査・考察の結果、137Csの空間線量率の変化は、自

測するためには、洪水時の流路拡大を予測し、土砂やリ

137

然減衰の逓減曲線に概ね従うものの、時期によって逓減

ター流出供給源の変化を把握する必要がある。
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発表４

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
堤の順であった。格子堰堤と縦堰堤では勾配による捕捉率
の大きな差は見られなかったが、横堰堤では勾配が緩くな

中谷 加奈

ると（=3度）捕捉率が低下する傾向が見られた。流木の有

なかたに かな

無では、流木ありのケースが流木なしのケースより捕捉率

京都大学大学院農学研究科
助教

が大きい結果であった。流木は流れの先端に集中するため、

土石流災害を防ぐため、鋼管製の開口部が大きく、流れ

特に３度の横堰堤では流木があることにより捕捉率が格段
に上昇した（0%→80%）
。

をせき上げない透過型砂防堰堤が数多く設置され、各流

また、既存モデル
（里深・水山
（2005）の透過型堰堤閉

域で効果を発揮している。本研究では、このような閉塞タ

塞モデル）を用いた数値シミュレーションによる検証
（流木

イプの透過型砂防堰堤について、流域特性に応じて勾配や

なしケースのみ）では、土砂捕捉率が実験結果と比べて低

土砂濃度、礫径や流木などの情報から捕捉機能を十分に

い結果となった。特に土石流先頭部の土砂濃度が0.04以

発揮する堰堤形状を検討した。

下になると、実験では土砂捕捉率が80%以上であるのに対

検討では、既往研究で検討されていなかった勾配が緩
く土砂濃度が低い条件での透過型堰堤の捕捉機能の知見

し、
計算では堰堤形状によらずほとんど閉塞が起こらず（土
砂捕捉率20%未満）、その差が顕著であった。

を得るために水理実験を実施し、次に、多様な条件下で

計算結果では特に横堰堤の捕捉率が実験より低い結果

堰堤の捕捉機能の検証を行うために、数値シミュレーショ

となったが、横堰堤の閉塞を考慮するには、土砂が横材に

ンを行い実験結果の再現を試みた。

当たって落ちる際に閉塞が起こる等の機構を取り入れる工

実験では、堰堤模型を用いて、勾配
（12度～3度）や透

夫が考えられ、今後のモデル改良の課題である。

過部形状
（格子堰堤、縦堰堤、横堰堤）による捕捉機能に

実験結果と同程度の捕捉率をモデルで表現するには、

ついて検討した。実験結果によると、土砂捕捉率は勾配に

土砂濃度を変えた条件で、特に濃度0.05付近について更な

関係なく格子堰堤の捕捉率が高く、次いで縦堰堤、横堰

る検証を進めてモデル改良を行うことが必要と考えられる。

発表５

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
という単一のシナリオや「震災⇒火災＆津波＆デマ」という

田中 隆文

ような限定されたシナリオでは災害は捉えきれない。山が

たなか たかふみ

迫った海岸部では「人々は心配していた津波によってではな

名古屋大学大学院農学研究科
准教授

く、山崩れに襲われて犠牲になった」事例（柳田, 1978）も

近年、防災減災教育など将来の災害に備えた啓発活動
が盛んに実施されている。災害に対する共通の認識を築い

あり、土砂災害と津波では逃げる方向の葛藤が生まれる。
「震災⇒津波」という単一のシナリオでなく、さまざまなシ
ナリオを掘り出すような展示が求められる。

ていく方策のひとつとして、科学的知見を一般の人々に紹介

また、防災情報を理解して防災意識の向上を図るために

する博物館への期待がある。本研究では、全国の様々な災

は、単に展示場を開設して展示を行うのではなく、目的を

害展示を調査しグッドプラクティスを指摘するとともに、防災・

もった展示内容として入場者が理解しやすくすることが大

減災の啓発を意図した災害展示のあり方を検討した。

切であり、入場者が興味をもっているその時々の話題を取

災害に関する科学的知見を展示する際、災害のどのよう
なシナリオを例示すればよいか問題となる。
「震災⇒津波」
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り上げることも必要なことと言える。
大磯町郷土資料館や飯能市郷土館では、地域に密着し

講演会報告

た精力的な調査による既往土砂災害位置の同定が行われ

録および水害防災への啓発となっていた。いずれの展示も

るとともに地域に波及した防災啓発が実施されていた。野

克明な調査に基づき個別の様々な履歴を背負った災害の姿

田市郷土博物館や野洲市歴史民俗博物館は、地域に密着

を様々な切り口・角度から伝えようとし、地域に密着した

した展示館という必然性から災害展示が実現していた。八

幅広い取り組みに波及していた。今後、砂防専門家とどの

潮市資料館では民俗や郷土史の展示がそのまま水害の記

ような連携が可能なのか、検討を重ねていきたい。

発表６

土石流災害が被災地に与える影響について
までの期間、及び住居率を調査した。この調査から集地
区では災害から住民が住宅を再建し、集落が８割程度まで

安田 勇次

回復するのに概ね10年の期間を要したことが分かった。

やすだ ゆうじ

(一財)砂防・地すべり技術センター
砂防部

避難生活を強いられた10年を対象に精神的被害を試算
し、ある流域では費用対効果が1.47から1.57となり、予防
的対策の有効性を示す一つの指標となり得ることを示した。

本研究では、平成15年7月に熊本県水俣市集地区におい

今後は土石流災害のみならず、土砂氾濫被害にも適用可

て発生した大規模土砂災害を対象とし、土石流災害による

能な更なる事例の収集に努め、避難所生活等を強いられる

精神的被害額の算出を試みた。

方々の精神的被害額の算出を試み、砂防事業の事業評価

最初に、集地区における住宅地図
（2003～2011）の収集

手法への適用に向けて更なる提案をしていきたい。

及び現地調査
（2013）を行い、災害から生活再建を遂げる

平成２8年度

砂防・地すべり技術センター

研究開発助成募集の御案内
当センターでは、公益事業の一環として研究開発助成事業を実施しております。この事業は、砂防及び地
すべりならびにがけ崩れ対策技術の向上を図るため、これらに関する技術開発及び調査研究を対象として、
特に問題意識が鮮明で達成目標が具体的であるテーマで、かつ優れた人材を具え充分な遂行能力を有する大
学、高等専門学校等の研究者に対して助成を行うものです。
上記を踏まえ、平成28年度の研究開発助成の対象となる調査研究を下記の要領で募集いたします。応募
方法及び様式等については、当センター HP（http://www.stc.or.jp/）
からご覧下さい。
記

１． 助成金額：1件に付き300万円以内
２． 助成対象の決定等：平成28年５月中に決定し、応募者宛に書面で通知
３． 報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書
（A4版20頁程度 日本語）
を当センター宛に提出
４． 研究成果の帰属：助成対象者
５． 募集受付け期間：平成28年４月１日～４月30日
６． 問い合わせ先：（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部 仲野
〒102-0074 東京都千代田区九段南４丁目８番21号 山脇ビル
☎03-5276-3271 URL http://www.stc.or.jp/
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スリランカでの
土砂災害対策
JICA土砂災害対策
強化プロジェクト【TCLMP】

トの成果について、この場を借りて報告させて頂きます。
なお、TCLMPに関しては、JICAスリランカ事務所のHP
（http://www.jica.go.jp/srilanka/office/）に各種情報を
掲載させて頂いております。そちらも参照して頂ければ
幸いです。

2. TCLMPプロジェクトの概要
NBROは、災害管理省
（Ministry of Disaster Management）
に所属する組織です。国家建築研究所というと、皆さん
は日本の国立研究開発法人建築研究所のように思われ
るかもしれません。NBRO設立の経緯を少し説明する
と、1984年 に「Building Research Institute」 と「Soil
Testing Laboratory」が 合併してNBROが 設 立されま
した。この頃は建築物と土質地質試験がメインの組織
だったようです。しかし地すべり災害に対する調査の必

判田 乾一

はんだ けんいち

独立行政法人 国際協力機構（JICA）
専門家
スリランカ民主社会主義共和国 災害管理省 国家建築研究所
土砂災害対策強化プロジェクト チーフアドバイザー

要性を政府が認識したこともあり、1986年から地すべ
り災害調査をNBROが行うことになりました。その後、
1990年から地すべりハザードマップを作成するプロジェ
クトがUNDPの支援により開始され、現在では地すべり
対策
（ソフト対策から設計・施工までの幅広い分野）が
研究所のメインの業務となっています。NBROは７つの

1. はじめに

部
（Division）で構成されていますが、TCLMPのカウン

私は現在JICA
（独立行政法人国際協力機構）の「土砂

ターパートである地すべり調査危機管理部：Landslide

災害対策強化プロジェクト: Technical Cooperation for

Research & Risk Management Division
【LRRMD】は

Landslide Mitigation Project【TCLMP】
」の長期専門

職員数が約90名で、NBRO全職員数約250名の約35％

家として、2014年10月9日から、スリランカ民主社会主義

を占める部であることからも業務の重点が置かれている

共和国
（以下
「スリランカ」
）災害管理省の国家建築研究所

ことが分かると思います。１年ちょっとNBROに在籍して

（National Building Research Organization
【NBRO】）

いて思うのは、日本に例えると、建築研究所と国土技術

にプロジェクトのチーフアドバイザー【CA】として派遣さ

政策総合研究所・土木研究所の防災部門が合わさった

れています
（Cabin Attendantではありません：念のため）。

ような組織というと分かりやすいかもしれません。ただ

10月９日は 私 の ○ 歳 の 誕 生 日でし た。 し か も、

し、以前から半官半民的な組織であり、現在も業務の

TCLMPプロジェクトの開始日でもありました（長期専門

一部を政府機関で日本の国土交通省道路局に相当する

家のスリランカ国到着日がプロジェクト開始日とされてい

道 路開発公社
（Road Development Authority：RDA）

たため）。プロジェクト開始の１年目は、パイロットサイト

や民間企業から請け負うなど、ある程度独立採算的な

４ヶ所の調査設計と工事のための契約手続きが主な業

業務を行っており、強いて言うなら日本の財団法人的な

務でした。現在プロジェクトがスタートしてから１年を経

組織といえるかもしれません。NBROの「Organization」

過し、これらの業務がほぼ終了しています。今後はスリ

と上記のRDAの「Authority」は、どちらも準公的機関

ランカの建設業者がパイロットサイトの工事を実施し、プ

であることを示していると、つい最近知りました。

ロジェクトのコンサルタントチームがNBROの施工管理に

さて、本題のTCLMP
（技プロ）についてですが、プロ

対して技術協力を行うことと、同時並行で長期及び短期

ジェクトは、地すべり・がけ崩れ・落石を対象として、４

専門家が土地利用規制、警戒避難などのソフト対策の技

ヶ所のパイロットサイトの調査・設計・施工管理等のハー

術協力を行うことが主な業務となっています。パイロット

ド対策と、警戒避難・土地利用規制等のソフト対策の能

サイトの調査設計が終了したこともあり、今回プロジェク

力向上を図ることを目的としています。プロジェクト期間
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図-1 キャンディ県看護学校隣接地──がけ崩れ対策

縦断図

平面図

は３年間の予定ですが進捗に応じて延長もあり得ます。

写真-1 スリランカ式法枠工

Photos from LDPP Oriental Consultants

JICA長期専門家・チーフアドバイザーとしてNBROに私
が一人常駐し、その他に業務を受注した日本のコンサル
タント
（㈱地球システム科学と日本工営㈱のJV）がコンサ
ルタントチームとしてプロジェクト期間に適宜スリランカ
で活動するタイプの技術協力を行っています。JICAでは
ハイブリッド型技術協力と呼ばれています。コンサルタン
トチームのメンバーは、チームリーダーの下に土砂災害解
析、地すべり・落石・斜面崩壊対策
（設計・施工監理）、
モニタリング機器・地質・ボーリング技術、地すべり対策
（リスク評価）、地形解析、調達・入札評価、非構造物

配筋とソイルネイリング実施状況

対策の担当が配置されています。
工事を通じて技術協力をするためのパイロットサイトは
以下です。
①キャンディ
（Kandy）県 看護学校隣接地のがけ崩れ対策
②マータレー（Matale）県 Alagumal地区の落石対策
③バドゥッラ
（Badulla）県 Badulusirigama地区の地すべ
り対策
④ヌワラエリア
（Nuwara Eliya）県

Udamadura地区

の大規模地すべり対策

吹付
（乾式）実施状況

①がけ崩れ対策、②落石対策、③地すべり対策につ
いては、日本では都道府県が施工する規模のサイトです。

予定です。

一方④の大規模地すべり対策については、日本でいう直
轄地すべりに相当する規模の地すべりです。残念ながら

3. 調査設計結果

土石流対策の箇所はモデルサイトとなっていませんが、

①キャンディ県看護学校隣接地──がけ崩れ対策

一通り土砂災害についての網羅的な技術協力が行われる

図-1

崖の中腹を切土して、そこに建物を作った箇所です。
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図-2 マータレー県Alagumal地区──落石対策

縦断図

平面図

図の「日」を横にした建物が看護学校で、その上下斜面

せざるを得ませんでした。

が30度以上の急勾配になっています。日本でいうと、通

また設計の段階で、用地を削り対策施工のために斜面

常の急傾斜地崩壊対策事業を行うべき箇所です。設計

を少し緩勾配にする案を提示したところ、かなりの抵抗

の結果、基本的には法枠工
（フリーフレーム）を施工しま

がありました。どうやらキャンディは山岳地に発達した地

すが、場所によってアンカー工あるいはロックボルト工を

域であり人口過密で土地価格が高く土地を削ることに抵

設置する計画です。

抗があるのと、土地所有権者が多岐にわたるため（看護

設計をしていく段階で最も困難だったサイトです（本当

学校の保健省、道路のRDA、個人等々）
、NBROからは

に大変でした？）
。プロジェクトスタートから、日本の法

「１inch」も削れないとの要求もありました。当然事前調

枠工
（フリーフレーム）に類似する工法の設計施工実績が

査の段階では知るすべもなくというところです。やはり現

スリランカにあるものとプロジェクトメンバーは思っていま

場に入ってみないと分かりません。

した。しかしスリランカでいろいろ調べていくうちに、ど

このため、結果的にTCLMPでのキャンディ県のパイロ

うやら日本式法枠工
（メンバーの中では、スリランカ式と

ットサイトの施工は断念することになりました。TCLMP

区別するために敢えてこのように呼んでいます）は、日本

としては設計までで終了となります。

から資機材・技術者を連れてこないとできないことが判
明しました。スリランカでも法枠工のような工法は存在し

②マータレー県Alagumale地区──落石対策

図-2

ます（スリランカ式法枠と我々は呼んでいます）
。語弊を

図ではよく分からないかもしれませんが、立木のある

恐れずに簡単に説明すると、
斜面を格子状に彫り込んで、

急斜面の途中が少し緩勾配になっていて、その緩勾配の

その交点にソイルネイル
（ロックボルト）を設置し、そのア

下の斜面に人家が点在している箇所です。こちらについ

ンカーヘッドを２本の鉄筋で繋ぎ、乾式吹付を行ったも

ては、事前調査結果通りの対策工となり、斜面中腹の

のがスリランカ式法枠です 写真-1

緩勾配の部分に落石を補足するための土堰堤を設置する

見た目は日本式とそれほど違いがないようにも見えま

計画となりました。

すが、日本式ほど強度を持っていません。また、施工時

NBROでも落石対策について研究をしている職員が数

の不確実性もそれほど考慮されていないようですので、

名いますが、TCLMPチームが設計時に行った落石のシ

JICAが施工主となるパイロットサイトの工事で不確実性

ミュレーションの手法については、これまで経験したこと

の高いスリランカ式法枠を施工することは最終的に断念

が無かったようで、かなり質問・ディスカッションがあり
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図-3 バドゥッラ県Badulusirigama地区──地すべり対策

縦断図

平面図

ました。プロジェクトでは丁寧に説明を行ってはいますが、

時の地すべり変動が観測されており、地すべり変動状況・

残念ながらNBRO職員がいくら優秀であってもすべてを

発生メカニズムについては引き続き継続的に監視してい

吸収し自ら設計ができるところまでには至っていません。

く必要があると考えています。

今後モデルサイトの施工を行っていく段階でも引き続き

大学側も地すべり対策の必要性・重要性を認識してお

NBROが技術を吸収できるよう丁寧な説明・ディスカッシ

り、地すべり頭部に大学自ら現場打ち水路工を設置した

ョンを行っていく必要があると考えています。

り、現地での調査に学生を参加させたりしているほど熱
心です。プロジェクトメンバーがボーリング調査のために

③バドゥッラ県Badulusirigama地区
──地すべり対策 図-3

長期間滞在することになった際は、大学のゲストルーム
を安く貸してくれるなど大変お世話になっています。

Uva Wellassa 大学の南西側の敷地を中心に地すべり

このサイトと次のヌワラエリアのサイトで水路工が計画

が発生しており、地すべり末端の人家は過去から被災し

されていますが、水路工は基本的には現場打ちでの施

ている箇所です。メインの地すべりブロックの上に付随す

工となります。スリランカでの現場作業の労働員の日当

るブロックが複数見られる地すべりです。設計に関して

はRs1,000程度
（日本円で1,100円ぐらい）。現場打ちだと

は事前調査通り、抑制工による地すべり対策
（横ボーリ

施工日数が予想以上にかかるためか、ある程度景気対

ング工、水路工など）を行う計画となりました。また、地

策になっているとも考えられます。しかしスリランカの工

すべり観測も行っており、地盤伸縮計、孔内傾斜計、パ

事は結構のんびりしており、シャキシャキ施工している雰

イプ歪計、地下水位計を2014年12月から順次設置して

囲気はないようです。工事の工期はあるが結構遅れるこ

観測を行っています。孔内傾斜計及びパイプ歪計の観測

とが多いと聞いています。地すべり対策のための水路工

結果からは、すべり面の深さが特定できています。地す

であるため、コルゲート管を使えば施工も容易なのと、

べり現象としては、特に地すべりの上部ブロックで小規

工期の短縮にもなると思い、日本からコルゲート管を輸

模な地すべりブロックの活動が顕著に表れています。一

入して使えないかプロジェクトで検討しました。残念なが

方下部の大きなブロックは、
現地調査を行った範囲では、

ら輸入をしてくれる会社をスリランカで見つけることがで

過去の顕著な地すべり変動の痕跡
（段差地形など）が残

きず断念せざるを得ませんでした。コルゲート管の見本

り、今後も豪雨による地すべり変動の活発化が懸念され

を日本から持って来てもらってNBROの幹部に見せたと

ます。今のところ、上部ブロック、下部ブロックとも豪雨

ころ反応は良好でしたが、コンクリートでないと（強化プ
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図-4 ヌワラエリア県Udamadura地区──大規模地すべり対策

縦断図

平面図

平面図拡大

ラスチックだと）、誰かが来て壊さないか？ 後で水路を

ブロックに対してのみ対策工を行う計画となりました。下

横に接続する場合繋げないのではないか？ と心配して

部ブロック下の不明瞭な地すべり影響範囲の下に「寺院」

いました。逆に考えると、
誰かが来て壊す可能性が高い、

がある小丘があります。その寺院は古くからあるようで、

後から変更して水路などを付け足すことが多いのではな

どうやらその部分がボトルネックになってある程度地すべ

いかとも思いました。

り活動を規制していると推定されます。
このサイトはヌワラエリアの中心部から車で約１時間半

④ヌワラエリア県Udamadura地区
──大規模地すべり対策

であり、これまで何度か現場に行っていますが、半分ぐ

図-4

らいは雨が降っていました。ヌワラエリアの中心部の標

幅500ｍ程度、長さ1ｋｍ程度で、大きなブロックが上

高は1,800ｍぐらいで、サイトは約1,000ｍ。それでも雨

下に２つ繋がっており、下のブロックの中の小ブロックが

にぬれると結構寒かった思い出があります。

比較的活発に動いている地すべりです。大きな２つのブ
ロックは地形からある程度その範囲を確定できますが、

４. 最後に

下部ブロックの末端は農地として土地利用していることも

海外での仕事ですので、いろいろなことが起きるだろ

あり不明瞭です（下部ブロックの末端の線を入れている

うと思っていました（特に生活面で）。日本では経験でき

が、その下に不明瞭な部分として地すべりの影響範囲を

ないことを経験させてもらっています。最近は日本のや

推定している）。地すべり観測も行っており、
地盤伸縮計、

り方がかなり特殊というか追及しているレベルがかなり

孔内傾斜計、パイプ歪計、地下水位計を2015年６月か

高いものだと感じてきています（ガラパゴスと言われて久

ら順次設置して観測を行っています。ただし現時点では

しいのですが）。相手国にもそれまで積み重ねてきた文

顕著な動きはみられていません。設計に関しては事前調

化・習慣があるのと、その長所もあると思っています。

査通り、抑制工による地すべり対策
（横ボーリング工、

お互いの良いところを取り入れ、少しでもWin-Winの関係

水路工、水路の末端に谷止工など）を行う計画となりま

になれるよう、引き続き微力ながら協力させて頂きたい

した。地すべり全体の活動がまだ十分に確認できないこ

と思っています。

と、現在比較的動きが顕著であるのが下部ブロックの下
の小ブロックであることから、地すべり下部ブロックの小
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世界の土砂災害 （第17回）2015／４／１～ 2015／９／30
発生日

2015年
4月1日

4月23日

国名

インド

アフガ
ニスタン

種別

概要

崩壊

パキスタン国境に近い北部のジャンムー・カシミール
（Jammu and Kashmir）州クプワーラ
（Kupwara）
県の国道沿いで、豪雨によりいくつかの崩壊が生じ、18名が死亡した。周辺はヒマラヤに近い急峻な
地形を呈し、道路沿いに家が集中する傾向にあり、そこを土砂が襲ったもの。

地すべり

北東部のバダクシャン
（Badakhshan）州カワハン
（Khawahan）県ジェロ･バラ
（Jero Bala）村にて、夜半
の0:30頃、地すべりが発生して約100軒の家屋を埋め、少なくとも52名
（男性5名、女性25名、子
供22名）が亡くなった。また、26日にもさらに背後の斜面が崩落し、120軒の家屋が被害を受けたが、
更なる人的被害はなかった。春の融雪期を迎え、約90cmの雪が溶けたあと、前日の日中には64cm
の雪が溶け、これが引き金となったとみられる。周辺では2014年にも地すべりが発生し、300名が亡
くなっている。

4月25日

ネパール

地震
雪崩
崩壊

午前11時56分に首都カトマンズ
（Kathmandu）の北西81㎞を震源とするM7.8の地震が発生し、カトマ
ンズ盆地やシンドゥパルチョーク
（Sindhupalchok）郡を中心とする広い地域で建物の倒壊が相次ぎ、
物的被害に加え、8,460名
（ネパール国内）の人的被害を出した。ソルクンブ
（Solukhumbu）郡のエベ
レストベースキャンプ
（Mt. Everest Base Camp）では、雪崩が発生して登山隊のテントを襲い、19名
が巻き込まれて亡くなった。広い地域の至るところで斜面崩壊が発生し、道路の断絶や河道閉塞が多
く生じたが、なかでも、カトマンズから北へ55km、バグマティ（Bagmati）県ラスワ
（Rasuwa）郡のラン
タン
（Langtang）谷では、人気のトレッキングルート上のランタン村が大規模な崩壊により村ごと埋塞
された。家屋60軒に200名の人が居住し、多くのトレッカーが訪れていたと思われるが、元々車道が
通じておらず、重機は入れられないため、捜索は打ち切られた。

4月27日

ブラジル

崩壊

北東部にある大西洋沿岸の町バイーア
（Bahia）州サルバドール
（Salvador）で、26日から降り続いた豪
雨により、27日未明に2箇所で斜面が崩壊して住宅を埋め、合わせて14名が亡くなった。

5月5日

インドネシア

崩壊

西ジャワ
（West Jawa)州バンドン
（Bandung)準 州パンガレンガン
（Pangalengan)県マーガムクティ
（Margamukti)村チビトゥン
（Cibitung)地区にて、14時頃に地すべりが発生し、7名死亡、12名重軽傷、
2名が行方不明となった。

5月18日

コロンビア

崩壊

北西部アンティオキア
（Antioquia）州サルガル
（Salgar）町サンタ・マルガリタ
（Santa Margarita）地区
にて、数日続いた豪雨により、午前3時頃に崩壊が発生、土砂はリボリアナ
（Liboriana）
川に流れ込み、
氾濫して地区の31軒の家屋が全て埋まり、少なくとも84名が死亡、40名が負傷した。

5月20日

中国

崩壊

貴州
（Guizhou）省貴陽
（Guiyan）市海馬冲
（Haima Chon）街で、8階建てのマンションの裏山が崩れ、
山側部分が倒壊した。これにより16名が死亡した。

6月5日

マレーシア

地震
落石

ボルネオ
（Borneo）島サバ
（Sabah）州の州都コタキナバル
（Kota Kinabalu）の東方54㎞を震源とする
M6.0の地震により、キナバル
（Kinabalu）山で落石が発生し、16名が死亡し、2名が行方不明となった。
また登山道の崩壊により137名の登山者が足止めされたが、無事救出された。
雨期に入ったネパール東端のメチ(Mechi）県タプレジュン
（Taplejung）郡内の多くの場所で山腹崩壊が
多発し、53名の死亡が確認されたほか、多くの行方不明者が出た。被害が最も大きかったリンテッ
プ
（Lingtep)村では20名の死者を出した。またリンテップ
（Lingtep)村、リバン
（Libang）村、トクリン
（Thokling）村、ティンラブ
（Tinglabu）
村、リンケット (Lingket）
村で人的被害が生じた。

6月11日

ネパール

崩壊

6月21日

ジョージア

土石流

首都トビリシ
（Tbilisi）近郊のアカルダバ
（Akhaldaba）村で豪雨により山腹崩壊が生じ、100万㎥程の
土砂が、村内を流れるヴェレ
（Vere）川を堰き止めた。これが決壊し、トビリシ市内で氾濫、19名死亡、
2名行方不明、457名が負傷した。市内動物園では多くの動物が溺死した。

6月24日

ベトナム

土石流

台風8号
（Typhoon Kujira）
が北部に上陸して豪雨をもたらし、北西部の山岳地帯のソンラ
（Son La）
省
で土石流が発生した。これにより11名が死亡、1名が行方不明となった。

7月1日

インド

崩壊

モンスーンの降雨により西ベンガル
（WestBengal）州ダージリン
（Darjeeling）市と周辺のミリク
（Mirik）
、
カリンポン
（Kalimpong）
で崩壊が発生し、38名が亡くなったほか23名が行方不明となった。

7月28日

ベトナム

崩壊
土石流

東北部の中国国境に位置するクアンニン
（Quan Ninh）省の各地で、26～28日にかけて500～870㎜
の雨があり、斜面崩壊や土石流により17名が死亡、6名が行方不明となった。

7月30日

ネパール

崩壊

アンナプルナ
（Annapurna）山 塊 の 南 側 にあたる、 ガンダキ
（Gandaki）県
（Zone)カスキ
（Kaski）郡
（District）と、隣接するダウラギリ
（Dhawalagiri）県ミャグディ（Myagdi）郡で、29日昼頃からの驟雨
により至る所で崩壊が発生し、33名が死亡したほか、多くの人々が行方不明となった。カスキ郡では、
ルムレ
（Lumle）
村で19名、バダウレ・タマギ
（Bhadaure Tamagi）
村で5名、ディクール･ポカリ
（Dhikur
Pokhari）村で2名が亡くなったほか、10名が行方不明となった。 ミャグディ郡では、ムディ（Mudi）村
とムナ
（Muna）村で合わせて7名が亡くなった。ミャグディ郡では4～5月の地震以来、崩壊が頻発して
おり、5月24日に発生した崩壊の土砂がガンダキ川
（Kali Gandaki）を一時堰き止め、被害はなかった
ものの、住民数千人が避難した。

8月2日

インド

崩壊

ミャンマー国境に近いマニプル(Manipur）州チャンデール
（Chandel）県ゾウモアル
（Zoumoal）村で数日
間続いた豪雨により崩壊が発生、20名が亡くなった。

8月12日

中国

崩壊

数日間続く豪雨により、陝西
（Shaanxi）省商洛
（Shangluo）市で、鉱山周囲の山腹斜面が崩壊し、鉱
山会社従業員寮15棟と住宅3棟を押し流し、64名が死亡した。

8月24日

フィリピン

崩壊

台風15号
（Typhoon Goni）の通過により、北部のベンゲット
（Benguet）州マンカヤン
（Mankayan）の
鉱山で崩壊が発生、作業員宿舎を直撃し、16名が亡くなった。

9月14日

アメリカ

土石流

アメリカ西部のユタ
（Utah）州ヒルデール
（Hildale）で鉄砲水が発生、道路を横過し、通行しようとした
車数台を巻き込んだ。これにより20名が死亡、1名が行方不明となった。鉄砲水は水深50cmほどの
赤茶色の泥流だったが、流速が速く、車を押し流した。
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１
はしがき
だいぶ前のことですが「第三の男★１」という映画
を友達と鑑賞しました。映像の中で巨大な地下道を行
動する男性のシーンを見た時、“地下鉄か?”とつぶや
いたところ、
“あれは、きみ、下水道だよ！”と教えら
れ、巨大で美しい下水道に驚いた記憶があります。映
像はもちろんヨーロッパのある大都市の地下下水道で

斜面環境

山の辺の道「9」

しっ こく

脱桎梏の
「ツケ」対応と
アメニティー

あり、その町の環境のことなど連想していました。信
州田舎道の側溝のビタビタした下水しか見たことのな
い私にとって、この素晴らしい下水道は驚きでした。
以前文献によって、18世紀半ば、ヨーロッパにおけ
る産業革命さなか、イギリス、テムズ河畔の「グレー
トスティング事件」のことなど承知していたので、そ
の後１世紀でヨーロッパの各都市はこんなに立派な施
設を持ったのか、などと感じ入っていました。最近は、

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）

砂防・防災関係の皆さんから拝聴する「アメニティー」
のこと「フィールドミュージアム」のことなどの話題
や提言に引かされる思いで一杯であります。
２
環境異常とラッツェルの懸念
1699年、イギリスでは蒸気の利活用がきっかけと
なり、産業革命の時代に突入しました。1730年代以
降紡績機、織機が考案され、イギリスを中心に産業革
命が盛んになり、ヨーロッパ各地の環境にも大きな影
響を与えました。1780年代当時、ロンドンを流下す
るテムズ川の汚染が激しく、河畔の国会議事堂におい
てはたいへんな悪臭に悩まされ、議事の進行にも支障
をきたし、約一週間の議会の閉鎖という「大臭気事件」
が発生しました。また1867年のパリにおいて万国博
覧会が開催され、日本からは薩摩藩士と幕府の役人が
参加しセーヌ河畔のホテルへ投宿いたしました。とこ
ろが当時のセーヌ川も汚物等による汚染の度合いが激
しく、驚いたそうであります。帰国後、万博に参加し

中央アルプスの秀峰宝剣岳(2931m)、北方に北アルプ
ス、東方に南アルプス・富士を眺望できる。絶景です！

た役人達は「あんな汚い国には二度と行きたくない
……」という意の報告を幕府に提出したと読んだ覚え
があります。その当時の日本の環境についてみると、
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図-1 砂防フィールドミュージアム・アメニティーの展開
（中村三郎2015）

隅田川では白魚漁が盛んに行われていたことから水質

が日に日に大きくなりつつあるこの頃の環境事情を感

汚染度はBOD ３ppm以下と認識されており、清流が

じます。

★２

保たれていたとのことであります（渡辺1991） 。

最近は、予想をはるかに超える地盤災害が頻発し、

ヨーロッパにおける産業革命由来のさまざまな環境

「計り知れない自然の都合」の追跡不足を思う時、約

異常が生活に与える影響を懸念し、1882年ウィーン

130年前のF・ラッツェルの「デターミニズム」の言

工科大F・ラッツェル（1844〜1904）はデターミニズ

葉の意味の重さを深く思うこの頃であります 図-1 ★３。

ム（環境決定論）を提言しました。すなわち「人間の
生活は地球自然の因果律によって強く支配される、い

３

わば地を離れて人は存在せず」
という主張であります。

アメニティーの推進

しかしこのラッツェルの主張に対して、ソルボンヌ大
のラ・ブラーシェは1884年、ポシビリズム（環境可能

1730年代以降、イギリスは先進的に産業革命を行い、

論）をもって反論しました。すなわち「人間は技術を

諸工業が盛んになりました。ところが1890年代には

用い、地球上いずこでも人間の都合優先の環境を創り

ドイツとアメリカ合衆国が台頭してきて、イギリスの

だすことが出来る」という所論であります。その後約

産業に陰りが出てきました。F・ラッツェルとラ・ブ

１世紀、人口の増加や技術の進歩は人間の都合優先の

ラーシェにより環境に関わる議論が交わされていた時

社会環境を創り出し、自然の利活用を進展させ、人間

期、イギリス人が気づいたのはアメニティーの問題で

はラ・ブラーシェの主張に近い展開をしてきました。

あったと言われています。快適環境・景観・歴史的な

最近の､ 人間の都合優先の行動と環境の成り立ちを

風物など地域の文化そのものの保持ということであり

考えると、次第に反自然的存在としての人類の所行は

ます。当時英国のヴィクトリア女王（1816〜1901）
は、

「地球→人球化」を促し、自然の人類に対する「ツケ」

イギリス人の世界における活躍を称える反面、19世
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紀後半は「アメニティー」に関わる活動の大切さを強

木の利活用による独特な文化を創り上げてきました。

調していたことから、イギリスではその源流が創り出

「日本の森と木と人の歴史」★４によれば、弥生時代後

され、これを広くヨーロッパに敷延することがすすめ

期（AD.100～300年代）木材の需要が増加し、森林の

られたのでした。今日私たちがヨーロッパ各地を訪れ

伐採による山地の荒廃も多く、洪水や土砂流出が発生

る折、都市域や建造物等の持つ持続性に富んだ文化力

しやすくなり、沖積平野では水没消滅する家屋や集落

が、私たちに不思議な癒やしと活力を与えてくれます。

の例が多く見られました。AD.400～500年頃の土木工

これがアメニティーの持つ力でしょうか？

事の跡が確認されています。古墳時代後期になると森

アメニティーの保持には、常に地域の場所性・風水・

林の利活用が激しく荒廃が進んだため「森林伐採禁止

歴史などに関わる認識が不可欠であります。
また砂防・

令」が出されています。これは山地の荒廃、土砂流出

防災･環境事業の推進にも､ 常に地史に関わる大地の

の影響を軽減するためのわが国最古の掟といわれてい

変化の尺度、自然条件と生活との関わりなどを吟味す

ます。しかしその後、奈良時代以降の大規模な建造物

る必要があることから、
砂防とアメニティーの保持は、

の構築は山地や環境に大きな影響を与えました。

フィールドミュージアム等の創出にとって、最適不可
欠な技術であろうと思います。

すの また

1567年の羽柴秀吉による「墨 俣 一夜城構築」は、
日本の森林と水と環境の保全にとって、大きな切っ掛
けとなったのでは、ということも考えられます。秀吉

４

は築城に際し、木曽の美林５万本を伐採し、木曽川の

森と水のアメニティー

流れを利用して部材を運び、墨俣で一気に組み立て一
夜で城を造ったと言われています。時は移り徳川の時

モンスーン地帯に位置し、豊かな森林と水に恵まれ

代、尾張藩士が木曽を見回ったところ、森林・山地の

た日本列島は、古くから生活文化のすべてにおいて、

たいへんな荒廃の状況に驚き、幕府へ進言して公布さ

図-2 木曽上松の赤澤自然休養林の一部とヒノキ貯木場
（中村三郎2015）
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れたのが1666年の「諸国山川掟」と言われています。

う厳しい掟が、日本列島の今日の豊かな森と清らかな

当時は安土・桃山の築城時代の影響も有り、全国的に

水という比類無い資源を守り、日本型アメニティーの

山地は荒廃し、森林地はたいへんな荒れようでありま

源泉となったともいえるでしょう 図-2 、 写真-1 。

した。幕府が公布したこの山川掟は非常に厳しいもの
ちょう じ ぼく

まき

ひのき

５

で、木曽においては、停止木と称する５種（槇・檜・
さわら

あす なろ

脱桎梏の「ツケ」対応と環境保全

椹・翌檜・ねずこ）が指定され、この指定木を１本で
も伐ると厳罰に処せられ「停止木一本首一つ」と言わ
れるほどの厳しい掟であったと言います。その結果、

人間の生活・生産にとって、自然条件が人間に与え

我が国の美林は、ヨーロッパと比較して保存が良好と

る手かせ足かせは桎梏であり、これを克服しようとす

なり、山地斜面の保全や森林にとっても好ましい結果

る行動と結果が「脱桎梏」であります。脱桎梏の手段・

をもたらしました。

技術が発達し、人間の都合を優先した社会環境が卓越

しっ こく

日本列島における森林の面積比は約70%と言われて

した今日、自然の人類に対する「ツケ」もまた次第に

います。これと比較してフランス27%・ドイツ28%・

大きくなりつつあり、その対応もおろそかにはできま

イギリスは10%にすぎません。ヨーロッパの低い比率

せん 図-3 。

は、16℃〜17℃の小氷河期時代には石油の流通がま
だ不十分であったため、暖をとったり炊事などのため

その対応によりいかに結果が変わるかという、対照
的な事例をご紹介します。

原生林を伐採したままで放置したことが大きな原因で
はないかと言われています。
（牧野他1991）★５

消えた港

我々の日常の力は、身辺の豊かな木と水から来てい

トルコ西海岸における遺跡に、古代都市で大貿易

るという実感があります。
「停止木一本首一つ」とい

港でもあったエフェスという街がありました。安田

図-3 脱桎梏と環境対応のイメージ
（中村三郎2015）

写真-1 油木沢のヒノキ原生林
（300年生）
、
（古幡
和久氏
（木曽町新開在住）撮影）
「諸国山川掟」によって日本の豊かな森と水が守ら
れた。
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図-4 各種利用地の地形別面積比
（国土庁
（1977）
に基づき作成）
（田村,1982）
（彩色は中村）

※1住宅地，工業用地，公共用地，レジャー施設用地，その他の都市的土地利用を含む，※21970～72の増加面積平均値を外挿，
※31970～72の平均値を外挿。なお“低地”の左端破線より左は“埋立地”

（1989）★６ によれば、この古代都市はBC.11世紀頃か

伝わってきました。これは開拓が東部から西のカリフ

らアルテミス神殿を中心として建設された都市と言わ

ォルニアに到達したことを意味しています。ところが

れております。またBC. ３～４世紀以降からAD. ２世

その２、３年後には、東部から西部にかけて「自然の

紀の間、エフェスの港はエーゲ海で最も繁栄した貿易

人類に対する逆襲」という言葉が伝わってきました。

港でありました。人口は約10万人とも言われ、盛ん

これは広大な開拓農耕地におけるシートエロージョン

な交易によって人々の交流は激しく、人口の増加につ

（面状浸食現象）が東から西方向へ転移拡大し、開拓

れて食糧調達も必要となりました。そこでエフェスの

した農地が被災し始めたことを指します。農耕地にお

港へ流入する小メンデルス川上流域の広域な地域の森

けるこの大規模な土壌流出現象に対して、政府はいち

林を伐採し農牧地化を推進しました。土地の農牧地化

早く対応し、排水設備等を積極的に推進したため事な

が進むと一般に透水性は失われ、次第に地表の土砂流

きを得、今日安定した大農耕地となっています。

亡等も促されます。ところが地域の人々は作物の収奪

上記の二つの人と自然に関わる事例は、古代と近世

のみに気をとられ、流水・流砂異常に対する対応施工

の例でありますが、今も昔も自然は正直であり、ごま

を行うこともないままに永い時間が経過しました。そ

かしがききません。エフェスでは人間に対する「ツケ」

の結果、農牧地の流亡土砂が小メンデルス川上流域へ

をおろそかにした結果、大都市が廃墟化しました。一

堆砂し、さらに港の内港そして外港へと堆砂が進み、

方アメリカ大陸では自然の反応に対して直ちに対応し

ついには港湾としての機能も失われたのです。そして

行動した結果、安定した人と自然との関係を保持し得

時を経て、10万都市が廃墟と化したということであ

たものと考えられます。

ります。
６
自然の逆襲

環境選びと生活場異変

18〜19世紀、ヨーロッパの環境破壊を救ったのは、
アメリカ大陸だったと言われています。1930年、
「フ

近年社会や経済の発展・変化と共に、都市域および

ロンティアの消滅」と言う言葉が大陸の東から西へと

その周縁における地形の改変、土地利用の移り変わり
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が著しい。1960年代以降における高度経済成長や人

古地形・谷筋などの的確な状況把握が必要であります。

口の集中、特に1964年の東京オリンピック、それに

最近は前述のごとく人間による地形の改変が著しく、

続く新幹線・高速道の開通は、首都圏をはじめ大阪・

斜面安定上危険度の高い大小規模の人工的な埋積埋没

名古屋・仙台等各地の都市域のメガシティー化に拍車

的地形の潜在も予想され、災害と背中合わせの地体も

がかかりました 図-3 。

造り出されております。今後の気候変化・水環境の変

★７

田村（1982） は国土庁の資料によって 図-4 の報告

化が地盤の安定条件に与える影響なども踏まえ、生活

をしています。国土全体に対する低地・台地・丘陵地・

場の安定を図り、アメニティーの推進を目論みたいも

山地の面積比 図4-1段目 に対して、1967年宅地が占め

のであります。

る地形別面積比 図4-2段目 と、1965-1975年の間に住宅
地に転換された土地の比率 図4-3段目 を見ると、丘陵地

なお小文に快く写真をご提供下さいました木曽町
古幡和久様に心よりお礼申し上げます。

の宅地比率が急激に大きくなっている様子を読み取る
ことができます。平地の少ない日本列島では、近年低
地から台地そして次第に丘陵地へと生活場が転移し、
それに伴う地形の改変も著しい 図-4 。
最近我々が経験した長野地附山（1995）
、仙台市緑
ヶ丘（2011）、広島安佐南区・安佐北区（2014）等に
おける大規模な地盤災害は、いずれも山麓・丘陵地の
地形改変地における被災例であります。豪雨や地震な
どによる大崩壊が発生した時、誘因が判明しても素因
が不確かなことがしばしばあります。素因である地質
やその構造の追跡に加えて、忘れてならないのは、地
形面上の新旧の堆積物の厚さとその広がり、さらに旧
期の大規模崩壊堆積物による被覆、埋積・埋没された
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「土砂災害の実態 平成26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

害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、実態を分析して取り

本誌はバックナンバー（絶版の平成５年以前版および平

まとめ、
「土砂災害の実態」として発行、砂防関係技術の

成11年・16年・21年・23年版を除く）も含めて無料で頒

発展および広報の一助としていただけるよう、国・都道府

布しています。ご希望の方は、下記ホームページ
「書籍頒

県の砂防部局や大学等の研究機関に配布してまいりまし

布」ページから申込用紙をダウン

た。平成26年１月から12月までに発生した土砂災害をとり

ロードし必要事項をご記入の上、

まとめた「平成26年版」を発行予定
（２月下旬）です。本

FAXもしくは郵送で注文下さい。

誌により、土砂災害についての認識を深め、また土砂災

送料着払い便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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か

ち

ぐみ

徒 士 組 見 聞 記（最終回）
前回の高級珍味について、その地にお

●アルプスの大きさ

住まいの大先生から、
「食べてみて。感想

ヨーロッパアルプスの東西の端がどこ

もね」と添え書き付きで、ザザムシ・蜂の

か知らないが、いつまでも続くアルプス

子・イナゴ・繭の四種類の珍味が届いた。

写真-2 を見て、その長さに驚いた。

があり解せなかったが、この話を聞いて納
得した。
明石海峡に架かる橋梁を撮影し、阪神
淡路大震災時にここで所長をされていた

幸い、その日、学生時代の友人宅で飲み

国内で某国からの研修員と話をしてい

方に空からも確認できる構造物に関わっ

会があり、早速、皆で堪能。後日、一人

た時、日本で一番高い山は？ に富士山と

たなんていいですねとその写真をお送りし

から長文の感想文が届き、それを先生に

答えたら、夏でも雪はあるのか？で、火口

たことがあるが、自分で関係した砂防堰

お送りした。

部には多少あると答えたら、
「それは山と

堤を空から撮したいと狙ってはいるがまだ

毎回、女性社員
（若手複数）に査読を

は言わない。夏でも雪があって初めて山と

実現していないし、構造物とは言わない

頼み、頂戴した原稿料で職場の皆にケー

言う」とのことで、通訳さんが彼はこんな

のであろうがナスカの地上絵もまだである。

キを配ることができ、労少なくして功多し

言い方ばかりするんですよと苦笑しながら

●庭

教えてくれた。その時はちょっと不快だっ

初めての国に着陸する時、次第に大き

巻からの徒士組見聞記をご哀読下さいま

たが、国内でも普段はあまり目もくれない

くなる地上の風景･街並みを見て、どのよ

したことにお礼申し上げ、ネタも底をつい

山が雪で白くなるとちょっと威厳もあり、

うな国なのか想像するのも楽しみであっ

てきており今回で筆を置く。

立派に見える。

た。随分とごちゃごちゃしているなぁとか

●土木構造物

かなり貧しそうで無事に帰れるかなと思っ

の113〜115巻の徒士組奮戦記及び116
3

大地を這いずり回る徒士組の夢は馬上

たこともある。

の騎士ではなく大空を舞うことで、幸い、

マイアミからグアテマラに向かう時、フ

飛行機・ヘリコプターには随分と乗る機

ロリダ半島の先からキーウエスト諸島内に

トランジットで数時間空港内に滞在し

会があり、地上では見えない光景を目にし

架かる橋梁 写真-3 が、まだある・またあっ

ただけで街中には出ていないが、ロンドン

て気分は十分に舞い上がることができ
「徒

たと暫くの間、何本も長い橋梁を見るこ

の空港が近づいてきた時に、住宅街が見

士組、空を舞う」で終える。

とができた。海深はさほど深くはないので

えてきた。道路に面しては建物の入口が

地上の風景
●フランスは農業大国
ヴェネチアからロンドンに飛んだ時、い

あろうが、随分と長い橋もあり、橋梁関

迫っているように見えたが、反対側はさほ

係の技術者ならばいろいろ思うところはあ

ど広くはないがそれぞれに手を入れている

るのであろうなぁ。

ようなガーデンらしきが見え、イギリスらし

つまでも続く広大な農地を見てフランスは

中米のどこかで、中米の首都はマイア

農業大国と改めて認識した。 写真-1 は町

ミだと冗談半分に聞いたことがある。例

を撮影したもので農地がメインではない

えば、中米各国が中米のＡ国で集まると

か、海外ではプール付きの住宅か別荘か

が、ここにあるような農地だけが長く続い

すると、Ｂ国の人はＢ国からマイアミ経由

を何回か見た 写真-4 。グアテマラは国民

ていた。様々な国の農地を上から眺めた

Ａ国入り、Ｃ国も同様となるので、マイア

一人当たりのGDPが110番台
（2014年）

が、フランスが一番整然・綺麗と感じた。

ミに集まった方が簡単であると言うもの。

で貧しい部類になろうが、海岸沿いにプ

日本の島嶼部で、町外に役場のある町

ール付きの家が建ち並び、貧富の差が激

写真-1 フランスの小さな町と周辺の農地
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写真-2 どこまでも続くアルプス

いな～。
日本ならば温泉付き別荘の感覚なの

写真-3 長い橋梁

写真-4 グアテマラのプール付き住宅地

しいのであろう。
天空での自然現象
ブロッケン現象は海外でも国内でも何
度も見ているが、流れ星とオーロラはそれ

写真-5 ヒマラヤ山脈

しいものを見ることができ大満足している。

写真-6 エベレスト

形になったのか、分かる人が見たら面白
しゅう きょく

地形・地質

いのだろうな～。造山運動やら褶曲など

●ヒマラヤ山脈

は聞いたことはあるが、 写真-7 を見ても止

初めてヒマラヤ山脈を見たのはバンコ

まったままで、残念。
最高の思い出

ぞれ一回きりでその写真はない。

クからカトマンズに向かう機内からで、高

● 流れ星

く白い峰々の連なりを遠くに見て、さてど

スイス出張中、スイス政府用意のヘリ

れがエベレストかな？ とは他の客も同様

に乗り、マッターホルンをほぼ一周する機
会があった。

ある年の11月、流星群がピークを迎え
た翌日の飛行機に乗った。一日遅れなの

で、一人が乗務員に聞いていたが、答え

で諦めていたが、１時間に５個の流れ星を

はあれがヒマラヤ程度の言い方で、どれ

見ることができた。見えても束の間、いつ

がとは言わなかった。

見えるか分からないのによく飽きずに眺め
たものであるが、肝心な願い事は、
「流星
を観る」が達成できたので、それ以上は
願わなかった。
飛行機の窓の外の上方と言うよりは横

神々しさを感じた山並みであった。
●エベレスト遊覧飛行
ネパール出張時の休日、自費でエベレ
スト遊覧飛行に挑戦してみた。
山の斜面に点々と集落はあったが、暫

に近い位置で流れ星が見えた。

らく飛ぶと氷河の上。地上の音が聴こえ

●オーロラ

るわけはないが、何の音もしない・何の

ヨーロッパに向かう飛行機で、とっくに
日が暮れたのに飛行方向右側の前の方

生き物もいないような寒々とした静寂の世
界のように見えた。

世界でも屈指の名峰を間近で眺めるこ
とができ、大満足。
「老夫婦だけで歩い
たアルプスハイキング」をお書きの恩師に
羨ましがられている唯一の事でもある。
「もっと自分の目で観るんだ！ こんな
近くで二度と観られないぞ」と思うもの
の写真ばかり撮り、我ながら馬鹿だなぁ
写真-8 。

基地に近づくと、 写真-9 のような集落
と牧草地、
遠くに山が見え、
ハイジの気分。
おわりに

の空が明るくなっており、それが夕焼けで

有名な山はたくさんあるのだろうが私は

徒士組の分際で空を舞う！ それも、忘

はなくオーロラだ！ と直ぐに分かったし、

エベレストしか知らない。近づくと、やは

れられない幾つかの光景に出逢うことが

機内でも放送したらしい。ＴＶなどで見る

りそれと判る山様で、 写真-6 よりもっと間

できたのは、行きたくなかった海外出張

オーロラの映像としてはカーテンが揺れ動

近に迫った。

に泣く泣く行ったご褒美であろう。また、

くように見えるが、下部の明るい部分だけ

●自然の造形

仕事上でも体調でも日々でもトラブルなく

が見えた感じであった。

目にすることができる地球上のさまざま

流れ星、オーロラ共に他に嬉しそうにし

な地形・地質を見ても不勉強の私は今し

ている人はなく、稀有な人ではあるが、珍

か分からないが、どういう過程を経て今の

写真-7 褶曲

写真-8 マッターホルン

済み、本当に良かった。
反町 雄二
（そりまち ゆうじ）
『sabo』事務局OB

写真-9 牧草地
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池谷研究顧問

平成27年防災功労者内閣総理大臣表彰

当センター研究顧問

池谷 浩博士が、平成27年防災

功労者内閣総理大臣表彰を受賞し、9月7日総理大臣官
邸において表彰式が行われました。この表彰は、災害時
における人命救助や被害の拡大防止等の防災活動の実
施、平時における防災思想の普及又は防災体制の整備の
面で貢献し、特にその功績が顕著であると認められる団
体又は個人を対象として与えられるもので、今年度は、
６個人、38団体が表彰され、池谷研究顧問は受賞した
個人及び団体を代表し、
受賞に対する謝辞を述べました。
砂防分野における個人表彰では、池谷顧問が初めての受賞者となります。
今回の表彰は内閣府の推薦によるもので、土砂災害や火山災害などの研究分野に優れた業績を残し、「総合的な土
砂災害対策検討ワーキンググループ」
（中央防災会議

防災対策実行会議）主査、「火山防災対策推進ワーキンググル

ープ」委員等として、幅広い知見に基づいた有用な提言を行うなど多岐にわたる防災への貢献が、その功績として認
められたものです。

韓国砂防協会との技術提携

10月22日（一財）砂防・地すべり技術センターは、大韓民国、特殊法人砂防協
＊

会 （KASWC; Korean Association of Soil and Water Conservation）
との間で、
砂防技術及び技術協力に関する覚え書き（Memorandum of Understanding
for Technology and cooperation of Sabo between KASWC and STC： 略 称
MOU）を作成、取り交わしました。MOUは、両者の長期間にわたる国際的平
等パートナーシップに基づいて技術協力を行うことを目的とするもので、両国
相互の砂防技術の交流を通じて、土砂災害に関連する技術の振興及び発展が
期待されます。
＊ 大韓民国砂防協会：砂防事業法第22条２に基づいて2009年に設立された、砂防事業の支援と国
際技術交流、砂防事業と係わる調査·評価・診断及び 砂防政策の教育・広報などの事業を目的と
した特殊法人

行事一覧（８月～１月） 後援
（協賛）

●９月１４日～１８日
●１０月６日～７日
●１０月１４日～１５日

第８回礫床河川に関する国際ワークショップ
（協賛）
「斜面防災対策技術フォーラム’15 」in 高松
（後援）
第47回
（公社）砂防学会シンポジウム
（協賛）

●１０月29日～３０日 「2015火山砂防フォーラム」
（協賛）
●１１月１４日
●１２月１日～７日
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「烏川防災講演会」利根川水系砂防事務所、高崎市、安中市による共催
（後援）
平成27年度「雪崩防災週間」
（協賛）

人事異動
●９月10日付 【採 用】

武士 俊也

砂防技術研究所技術部長
（国土交通大臣官房付）

●11月１日付 【採 用】

大野 宏之

審議役
（国土交通省水管理・国土保全局砂防部長）

●12月３１日付【出向期間終了】

小室 貴裕

砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員

海外研修及び協力

国・地域

出張者

期 間

目 的（参加会議名等）

台湾

池田 暁彦

5月24〜29日

国際流域土砂災害・管理ワークショップ

ネパール国 カトマンズ

綱木 亮介

8月5〜15日

ネパール国地震復旧・復興支援調査団

台湾 台北市・台南市

前寺 雅紀

10月4〜10日

2015日台共同研究

台湾

池田 暁彦

11月4〜6日

国際流域土砂災害・管理ワークショップ

韓国ソウル

安養寺 信夫

12月1〜4日

韓国砂防協会技術講習会

フィリピン

大野 宏之

平成２8年 1月25〜30日

講師

ピナツボ火山調査団

平成28年度

「（一財）砂防･地すべり技術センタ－講演会」ご案内
｢平成28年度
（一財）
砂防･地すべり技術センタ－講演会」を下記のように開催いたします。
参加ご希望の方は、弊センターホームページ
（http://www.stc.or.jp）
参加申込フォーム
（４月下旬準備予定）
から
お申し込み下さい。
また詳細はHPで順次ご紹介する予定です。
１. 日時 平成28年６月１４日
（火） 13：30～17：00
２. 場所 砂防会館
「シェーンバッハ・サボー

淀・信濃」
東京都千代田区平河町２-７- ４ ☎03-3261-8386

３. 参加費 無料
４. 受付〆切 6月10日
（金）
５. お問い合せ先 （一財）砂防・地すべり技術センター

企画部 仲野 ☎03-5276-3271

プログラム
（予定）
13:30

開会挨拶 （一財）砂防・地すべり技術センター理事長

13:35

来賓挨拶

13:40

講演１ 里深 好文
（立命館大学システム工学科 教授）

14:40

講演２ 佐藤 保之
（広島県土木建築局砂防課 課長）

15:40

休憩
（15分）

15:55

講演３ 奥野 信宏
（中京大学 理事・総合政策学部教授）

16:55

閉会挨拶 （一財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所長

17:00

終了

（敬称略）
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まず、町の中華料理屋に入った、と思って下さ

は塩がきつい。また広東麺も醤油味のあんかけで

い。決して有名ではなくともその町で長くやってい

すが、これは具よりも「あん」が中心です。西荻

るような、
「来々軒」とか「ラーメン･餃子
season2

10

もやしそばを
忘れていませんか？
［かわかみ］
東京都新宿区市谷田町1-1-1
市ヶ谷南ビル1F
［玉泉亭］
神奈川県横浜市中区
伊勢佐木町5-127

幸楽」

窪
「はつね」では、
「タンメンを注文する人はタンメ

とかの名前の、せいぜい20人も入れば一杯の店。

ン、もやしそばを注文する人はずっともやしそばを

自動ドアなし、カウンターは桃色が気分。

注文することが多い」そうです。

“ガラッ”
「らっしゃ～い。
」三角巾を巻いたおば

さて、伸びないうちに食べましょう。最初のもや

さんが「何にします？」とコップを持ってくる。黒T

しの一口で口の中をやけどすることが多いですが、

シャツに白タオル鉢巻きを締めたお兄さんのような

とろみをスープに溶かしつつ食べ進めると、もやし

威圧感はない。
「もやしそばね」
「はい、もやし一

の香りがやさしく鼻腔をくすぐります。
なんて書いていると、神奈川方面から、
「もやし

丁～！」
。
このもやしそば、もやしを中心とした野菜
（ニラ

そばってのは神奈川名物サンマー麺のことかい？」

か小松菜、人参、キクラゲ、タマネギ、豚肉）を

と待ったが掛かりました。サンマー麺＝生碼麺；

さっと炒めて軽くとろみを付け、醤油ラーメンに乗

生碼とは新鮮な具材のこと。周富徳氏が子供の

せたもの。大概の町中華メニューにあり、麺類で

頃よく家で作って食べたというサンマー麺。東京

は下から2～3番目の値段の、冬には暖まっておす

ではもやしそばを数十軒で食べた私が横浜、川崎

すめのメニューです。具の中心はあくまで
「もやし」
。

で十軒ほど調査した結論は……「ほぼ同じもので

タンメンも野菜が食べられるけれど、大概の店で

す」
。神奈川県内の店の味の違いほど、神奈川･
東京での違いはありません。おそらく横浜で生ま
れたサンマー麺が本牧あたりでやばいことに足を
突っ込み、もやしそばに名を変えて多摩川を渡っ
たのでしょう。
こってり系のラーメン全盛の時代ですが、たま
には熱くてやさしいもやしそばを如何でしょうか？

もやしそば
（かわかみ：小ライス無料！）

（H）

サンマー麺
（玉泉亭）

編集後記

市ヶ谷便り

の日本にはそんなささやかな、
明るいニュースでも必要だったのでしょう。
そんな悠長な法律があるかと思えば、こんな記述もあります。明治
政府は従前の太陰暦から太陽暦への改暦を明治5年11月に布告、翌
月から実施、という性急な改変を行ったのですが、その理由として「月

大寒が過ぎ、新しいカレンダーをめくると、暦の上ではじきに立春
を迎えます。さて旧正月の大晦日にあたる節分、皆様はいくつ豆を召

給制度にした官吏の給与を（旧暦のままでは明治6年は閏6月がある
ので）年13回支払うのを防ぐためだったといわれる」。

し上がりますか？「満」年齢の数ですか？それとも
「数え」でしょうか？

「なんだかね～」と言いたくなるような場当たり的措置ですが、明

「数え年」という言葉自体がもはや死語になりつつあるようですが、

治維新という大革命の前に「それどころじゃない」という新政府の右

昔は誕生時を１歳と数え、個々の誕生日ではなくお正月に皆まとめて

往左往が見えるようです。放映中の「あさが来た」でも、うねる時代

「一つ年をとる」という年の数え方だったそうです。

に翻弄されて変わりゆく京阪地方の世相が描かれていますが、京都な
どでは、
今も変わらず旧暦で行う行事やしきたりが多く残ると聞きます。

Wikipediaによると、明治5年の改暦に続き同6年から満年齢を使
用するという布告が発令されたにもかかわらず実際には定着せず、結

時代の選択に消えてゆくもの、残るものとさまざまですが、過去か

局、昭和24年の法律第96号によってようやく「国・地方公共団体の

ら学ぶことを忘れては、過ちは繰り返される

機関に対しては満年齢の使用を義務付け、数え年を用いる場合は明

でしょう。満にしろ数えにしろ、人は年を重

示することを義務付けた」とあります。発布から定着まで、なんと70

ね、経験を積んでいきます。そこから学び、

年以上もかかっています。そしてその理由に
「正確な出生届の促進」
「国

知識や徳も増していけばよいのですが、増

際性向上」などのもっともらしい理由に先んじて「
“若返る”ことで日本

えるのは豆の数だけ、というのでは「馬齢」

人の気持ちを明るくさせる効果」とあり笑ってしまいましたが、敗戦後

とそしられかねませんね。
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（J）

アクセス： 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
千代田区九段南 4 - 8 - 21山脇ビル 6・7 階

「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/

