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「予（あらかじめ）」のつく言葉には、予知、予測、予
想、予言、予期、予告、予察などさまざまある。予め未
来を知りたいのは、誕生から死へと不可逆な時間の中に
生きるヒトの性

さ が

かもしれない。歴史学が過去の出来事を
内挿によって関係づけていくように、自然科学は未来の
出来事を外挿によって予知予測しようとする。過去と未
来を貫く時間が「矢」か「輪」かに関わらず、一方向に
進んでいることには違いはない。だからこそ、予知予測
がヒトの最大の関心事になる。

土砂災害は、言うまでもなく、水や土砂の移動に伴っ
て地表形態が短時間で変化することにより、人命、財産、
インフラ、農林地等が損なわれる現象である。主に山地
や都市周辺の斜面や河川近傍で頻発するが、人間の生活
が営まれない場所では起きない。避難警戒するにしても、
砂防施設をつくるにしても、予知予測を基礎にしている。
土砂災害にとって、地震や火山活動や豪雨は、水や土砂
の移動をうながす引き金である。そこで、引き金のタイ
ミングを知れば、土砂災害を防止軽減できると考えがち
である。しかし、引き金が人間の生活を損なう土砂災害
に至るまでには、様々なプロセスを経る。仮にこれら引
き金を予知予測できなくても、最終的に生じる土砂災害
の対策を予め立てることはできるし、初めから被災対象
を遠ざけておくこともできる。

たまたま、上田誠也氏の書かれた「どうする！日本の
地震予知」（中央公論2011年4月号）を読んだ。地震
学と地震予知学の違いが端的に解説されている。地震観
測の延長線上にある地震学では短期予知は無理だが、震
源から放射する電磁気学的シグナルを捉えるなど地震予
知学ではそれは可能だという。同じ頃、ゲラー氏の

「Shake-up time for Japanese seismology」
（Nature 472, 407-409, 28 April 2011）が発表さ
れ、過去の振動波形を確率論的に解析する地震予知の限
界が述べられており、今も話題を呼んでいる。土砂災害
研究における予知予測も、過去のデータの周期性から変
動を予測し再帰時間を見つけるか、運動モデルに基づい
て土砂移動の発生タイミングを予知するといったアプロー
チが多い。しかし、視点を変えて、土砂移動のシグナル
を事前に感知するような予知研究も必要かもしれない。

先の上田氏は、地震予知には「いつ」「どこで」「どの
大きさで」の3つが有意な精度で必要だと述べている。
土砂災害では「いつ」「どこで」「なにが」「どの大きさ

で」の4つが必要である。「いつ」を「時の予測」とすれ
ば、「どこで」以下は「場の予測」である。「いつ」とい
う問いは、地震や火山噴火や豪雨の研究でさえ未だ到達
し得ない難題でもある。しかし、時間の呪縛から逃れ、

「いつ」ではなく「どこで」を示す土砂移動のシグナルに
も着目したらどうだろうか。ただし、地震予知で言う

「どこで」と土砂災害でいう「どこで」とはスケールが異
なる。地震では震源地探しになるが、土砂災害では斜面
単位、渓流単位、流域単位というきめ細かい判断が必要
となる。

日本のように、不安定な地塊で偏西風の真下に横たわ
る国土では、いかなる場所もいつかは動き出し、崩れ去
る運命にある。方丈記にもあるように、未来永劫安全な
場所など日本のどこにもない。災害に見舞われるのが明
日か、百年後か、百万年後かの違いだけである。ならば、
その引き金である地震や火山噴火や豪雨の「いつ」を予
測するよりも、これらによって「どこで」「なにが」「ど
の大きさで」動き出すのかを予測するほうが現実的では
なかろうか。砂防事業では、水や土砂の動きやすい場所
を予測し、それに合わせた街や村や人の生活を設計する。
ときにはその場に、ハード対策を実施したり、ソフト対
策で危険回避を行ったりする。言い換えれば、砂防事業
はいつ起こるかという「時の予測」よりも、どこで起き
るかという「場の予測」に基づいているといえる。

場の予測に使える技術の発展は目覚ましい。地形に関
しては、たとえば国土地理院の電子国土では、航空レー
ザ測量による詳細な地形情報がほぼ全国にわたって公開
されている。さらに、空中電磁探査や合成開口レーダな
ど、場の情報を得る技術は格段に進歩している。しかし、

「場の予測」に必要な調査や観測にはまだ根本的な課題
が多い。様々な観測で使われるメッシュは便宜的な空間
区分であって、場の特性を表現する方法としては、むし
ろ0字谷流域を最小単位とする流域で区分するほうが適
している。また、地表形態からシグナルを拾い上げ、土
砂移動の臨界値を知るには継続的なモニタリングが必要
である。平成13年から始まった土砂災害警戒区域の指
定は、「場の予測」を強く意識している。このような場
の予測に着目した事業を行うには、それぞれの「場」の
シグナルを絶えず継続的に検出することが必要であり、
そのシグナルの科学的な分析に基づいて土砂災害の予知
予測の研究を発展させることも必要である。

巻 頭 言

※ 予知と予測の使い分けには様々な意見があるが、本稿では何事かが起きる日時や場所をピンポイントであらかじめ知ることを
予知、何事かの長い時間や空間的変化（ピンポイントも含む）を知ることを予測として区別する。

北海道大学農学研究院 特任教授 
突発災害防災・減災共同プロジェクト拠点 拠点長 

砂防学会会長

丸
ま る

谷
た に

 知
と も

己
み

土砂災害の予知予測研究
※
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人煙を見ない深山幽谷の治山工事であろうとも、地域
の自治体や集落、住民との関係なく実施できるものでは
なく、その理解と協力の獲得は事業実施にとってしばし
ば死活的に重要。つまり、どんな事業や工事にも「住民
との関係」や「住民の関与」が強弱濃淡こそあれ必ず付
随する。けして避けては通れない。

しからば、それはどこまで密であるべきか、どこまで
意見を聞くべきか、どこまでの関与を認めるべきか。
ケース・バイ・ケースではあるが悩ましい場面も少なく
ない。

現在の私は（国研）森林研究・整備機構の理事である
が、過去には農林水産省林野庁の技官として、国内での

国有林野事業の実施のみならず、国際協力機構（JICA）
の技術協力プロジェクトの長期派遣専門家として赴いた
タイやネパールにおいて、難しい状況に直面した経験が
ある。どちらも単なる緑化や森林保護ではなく、いわゆ
る「社会林業」と呼ばれる住民参加・住民主体を前提と
した取組であったからだ。

特にネパールでのそれは、当時のJICAプロジェクト全
ての中で「住民参加について最も先鋭的」と言われたも
のであり、やりがいも達成感も苦労も半端ないものが
あった。

事業への住民の関与について、とことん突き詰めて、
いわば北極点まで行ってきた事例として紹介させていた

だきたい。

日本での実務経験
（＝貴重なOJT）

私が「住民の方々とのやりとり」
についてどっぷりと実体験を重ね
たのは、昭和の終わり頃の宮崎県
北部の北方町（現在は延岡市の一
部）。人事交流によって2年間にわ
たり町役場の職員として出向した
ときのこと。

当時で人口6千人強の町である。
役場職員に匿名性は欠片もなく、
一方ではベテラン職員ともなれば
世帯の大半を知っている、まこと
に住民と行政は密接な関係にあっ
た。よそ者の私にとって「住民の
顔を知って・自分の顔を知られて
の行政」というものには大変な面
もあったけれども、事業実施に当
たって集落や住民の理解と協力を
得ることや、住民活動への支援に
携わることを通じて、そのための
仕込みや段取り、手練手管を身体

桂
か つ ら が わ

川 裕
ひ ろ き

樹
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

理事（企画・総務・森林保険担当）

事業についての住民の関与のあり方
−ネパールにおける住民参加の事例を通じて−

寄  稿

※著者が携わったのは第2フェーズ
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もに地球規模での気流の流れを変えモンスーンという現
象、すなわちアジアにおける雨季と乾季を生み出した大
地形だ。

ポカラの雨季は厳しい。なにしろ街の北方僅か20km
のところに高さ8,000m、東西の幅60kmのアンナプル
ナ山系が聳え、インド洋から吹き寄せられる湿気を含ん
で熱く重い季節風がその大障壁に激突する。

年間降雨量は多い年には5,000mmを超え、そのほと
んどが5月から9月の間に降る。最盛期は、日本の梅雨
の長雨に盛夏の夕立が加算されて、それが3 ヶ月間、
1日の休みもなく続くようなもの、と想像してほしい。

5 ヶ月で5,000mm、そして最盛期には累積雨量で
300mmを超える日、1,000mmを超える週もある。雨
季の後半ともなれば、もはや降雨は直ちに地表流となる
上に、地中からの流出も加わる。山腹や崖の至るところ
におびただしい数の渓流や滝が出現する。

小さな亀裂や崩壊、植生の劣化。ごく些細なきっかけ

で覚えたことは、その後の私の職業人生の宝物となった。
タイやネパールでつくづく実感したが、住民とのおつ

きあいを上手に進めるためにはスキルが必要で、それは
つまり「芸」であって身体で覚えるものであり、学んだ
だけではものの役に立たない。例えば、テニスの世界
4大大会を見た、有名選手から聞き取った、教本を多数
読破した、しかしテニスをやったことはないという者と、
難しいことはわからないが中学・高校とテニス部だった
という者とが、実際にテニスをすればどちらが勝つか、
考えるまでもない。スキルとはそういうものである。

私のスキルは（日本ではさしたるものではないが）海
外における日本人専門家としては、プロジェクトの運営
だけではなく、欧米専門家との差別化においても大きな
強みとなった。アジアの農山村というものは、宗教や歴
史や伝統文化や風俗習慣による差異をちゃんとわきまえ
ていれば、意外に共通項が多いものである。

ヒマラヤと雨（前提となる自然条件）
ネパールでは、ミレニアムの頃の2年半にわたり、西

部に位置するポカラを拠点としたプロジェクトのリー
ダーを務めた。住民の住民による住民のための森林や流
域の保全活動への支援、そのためのシステムの構築とノ
ウハウの移転が目的である。

ネパールはプレートがぶつかって巨大な山岳が盛り上
がりつつある、全土が今なお活発な造山帯。地層は歪み
捻れ曲がり、破砕帯は随所にあり断層は多く、当然に地
震もあり、地形は急峻で雨量も豊富。大規模な土砂災害
の多発は宿命とさえ言える国である。

ポカラ盆地も数百年前の氷河湖決壊による超巨大土石
流によって生まれたもので、その際の流出土砂量は約
55億m3と言われていた※1。途方もない数字だが、ヒマ
ラヤの巨大さを間近で見て、現実のポカラの地形を見れ
ば納得できる。1万haほどの丘あり谷ありの複雑な地形
が一気に埋められて単純な扇状地となり、地表面は数十
m以上も高くなった。盆地に流れ込む河川は塞き止めら
れ周囲の山裾に大小の湖が形成された。滞積土砂の浸食
は早いから、顕著な段丘や深い浸食崖が至る所にできつ
つある。観光で訪れては気づかないだろうが、盆地内を
歩き回れば実によくわかる。

およそ山は崩れて低くなるのが長期的には天地自然の
理であるが、日本では人間の必死の営みがそれを止めた
り遅らせたりしている場合が少なくない。しかし、ネ
パールでは予防治山はもとより復旧治山ですら簡単には
実施できないから、あたかも教科書を開くが如く、過去
の土石流の跡、進行中の地すべり、拡大していく土壌浸
食といった自然の営みが粛々と進んでいるのをいくらで
も目の当たりにできる。

その上、ネパールには、地域によって強弱の差こそあ
れ、雨季がある。そもそもヒマラヤこそ、その成長とと

ポカラ盆地の浸食①
浸食と段丘形成の進み具合がわかる。乾季なので茶色が多い

ポカラ盆地の浸食②
規模は左上の段丘平面上の家屋と比較。盆地の中でも一番低い
方なので川幅も広くなっているが、上流部では、同程度の深さ
で川幅が10 ～ 20mのところもある。
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も、この膨大な水量が土砂災害につなげてしまうのだ。

貧困と人口増加（前提となる社会条件）
一方、当時のネパールは1人当たりGDPがおよそ

200ドル/年の世界最貧国のひとつ。加えて人口は25年
ごとに倍増する勢いであった。

この貧困と人口圧力から土地利用は極度に集約的とな
る。山間地域でも階段耕作が可能ならば水田を開く。連
続する棚田の下部と上部の標高差が500mを超えること
も珍しくない。水や気温で制約があれば畑となり、傾斜
が急に過ぎれば牧草地となる。こうした農地の無理な拡
大によって森林は減少。残された森林からの薪炭や飼料
の採取は限界を超えて収奪的となり、その劣化は止まら
ない。農地にしても、水平が確保される水田はともかく、
浸食の観点からは傾斜が許容される畑は危うく、山羊や
牛が縦横に踏み荒らす牧草地は最悪である。

このように、もともと災害多発地域である上に収奪的
土地利用が重なり、土砂災害、土壌浸食や水源の枯渇、
薪炭材・飼料の不足といった問題が山積。

政府や自治体は予算と能力の不足から効果的な対応策
をなかなか実行できない。やむなく住民の自助努力に頼
ろうとしても、その住民は絶対的貧困と高い人口圧の下
で自然資源の収奪的利用に追い込まれている。まことに
厳しい状況であった。

なぜ住民参加なのか（どうしてそこまでやるか）
こうした自然・社会条件を前提として開始されたのが、

我々の「サビハ」（「村おこしと緑のプロジェクト」のネ
パール語名であるサムディアック・ビカス・タタ・ハリ
ヤリ・アヨーザナの頭文字）。ポカラ周辺の山地の10村

（88集落・約8千世帯）を対象として、森林と流域の保
全のための住民参加による村落資源の総合的な管理を目
指す5年間のプロジェクトであり、その活動から得られ

るノウハウ、磨かれる人材、できあがるモデル集落を通
じて、ネパール側への技術移転を図ろうとするもので
あった。

サビハは森林保護や植林、河川の保全といった、住民
に短期的・直接的メリットの少ない事業をいきなり中心
に据えることは避けた。何しろ住民は貧しい。ドナーが
資金を潤沢につぎ込むならばいざ知らず、住民にも負担
を求めて活動を進める場合、「担い手である住民の生活
向上とともに森林や流域の状況も改善される」というよ
うな、いわば助走を長く取ったアプローチしか実施し得
ないし、それは回り道のように見えて結局は最も効果的
である。

どうして貧しい住民に自助努力まで求めるのか、と言
えば、「自助努力は日本の援助の大原則」ということも
あるけれども、何よりも、そうでなければ持続性がない
し、ネパールの他地域への展開もできないからである。

ネパールでは国も自治体も住民も貧しい。そこでの活
動の持続性を求め他地域への展開を求めるのであれば、
小さな支援を無駄なく確実に活かしていく仕組み、そし
て、住民が強いオーナー感を持って自己負担も受け入れ
る仕組みをつくるしかない。実際にポカラ周辺で他の国
際機関や援助団体が実施した丸抱えのプロジェクトの終
了後の無残な状況を見れば、それは明白であった。

援助が存在する間は100で、終わったら0とか5とか
に落ち込むのではなく、援助が存在する間は50で、終
わっても7掛けの35くらい、他地域で真似をしてもさら
に7掛けの25くらいは維持できる、そういうものを目指
したのだ。

また、極めて厳しい状況だからこそ、なおさら最終的
な判断は住民に委ねることが不可欠であった。

農地が足らないから米が足らない、牧草地が足らない
から牛が大変、森林が足らないから薪が手に入らない。
そういう状況下で例えば植林をすれば、直ちに牧草地や

山地の農地化①
階段耕作のほとんどが天水の水田。裸地の斜面は牧草地

山地の農地化②
斜面の編み目状の模様は山羊が歩き回った結果
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農地の減少につながる。それは集落にとって是か否か、
どうしても必要なことか。

貧しい国には事実上「補償」というものは存在し得な
いので、事業実行によるデメリットは住民がまともに被
る。それでもやるのか、やるべきなのか、やらねばなら
ないのか。そういう厳しいゼロサムの問題について結論
を出して良いのは、そこに暮らして、メリットもデメ
リットも引き受ける住民だけである。住民が、自らの置
かれた状況を認識して、自分でぎりぎりの判断をする。
それでこそ、集落としても個人としても納得できるだろ
うし、倫理的観点から見ても正しいやり方である。

このように、そこには住民参加の必要性、住民が主体
となるべき必然性があった。

サビハの仕組みと実行 
（日本を先駆事例としてネパール向けに調整）

具体の仕組みは、先行プロジェクト（第1フェーズ）
の苦労を踏まえ、日本での町役場での経験や林野庁補助
事業も参考として、ネパール政府職員と話し合いながら、
一連の流れとして組み立てていった。

まず、集落に農地や水源、森林など、どんな資源がど
れだけあるのか状況の把握、そこにどんな問題・課題が
あるかの認識、それらが克服された後の望ましい状況の
イメージ、それに近づくための実施可能な事業や工事の
選択、その実行計画の立案、自助努力を基本とした実
行、結果の反省と次期計画の策定、といった一連の行為
を、JICAからの小さな補助とネパール政府職員による現
場での技術的支援を受けつつ、すべて住民自らが行うと
いう野心的な取組である。当然、ネパールの農山村の社
会的・文化的状況に合わせた入念な調整にも努めた。当

時のポカラ周辺の山村における識字率は低く、読み書
き・計算ができる成人が少数しかいない集落も普通に
あったが、それすらも前提として、それでも実行可能な
手法・手順を組み立てた※2。

私がリーダーであった2年半で、仕組みをつくりあげ、
ネパール政府の了解を取り付け自治体の賛同を得て、集
落ごとに住民への事前研修を行い、そして実際に88集
落で住民によって3年間の計画が策定され1年目の事業
が回されるところまで、何とか進めることができた。

その時点では、計画された事業数は400余、受益世帯
数は延べ2万5千、事業費に対するJICAからの補助率は
平均4割。これらの活動のかなりの部分は歩道改良や簡
易水道など村おこし関連であるが、植林や山腹工、渓間
工、調整池など、森林や流域保全の活動も全体の1/4を
占めていた。

こうした森林や流域保全の活動がJICAや政府の指導
によってではなく、住民が自分で必要不可欠なものと判
断して選び取った、というところに重要な意味がある。
JICAの調査に基づいて流域保全の重要性を訴えたところ
で理解も共感も得られない。住民が自分で集落の状況を
見て考えて「この事業をやろう」と決める。そこに生ま
れるオーナー感が大切なのであり、それあればこその自
助努力であり持続性である。

実際の施工には、また別の制約要因や苦労があった。
車道がないから資材の運搬は全て人肩（または驢馬）。

重機がないから施工は全て人力。予算が小さいからセメ
ントの使用は限定的。いきおい渓間工では番線を用いた
布団籠や蛇籠が多用される。

現場での施工を担うのも住民である。住民参加スタイ
ルというより現実的な理由。車道のない山間僻地に工事

集落での話し合い
政府職員（画面中央の紙を広げている白い服の男性）の説明を聞く村人
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業者を連れていくような金のかかることは論外だから、
結局、現地での施工は現地の住民が主体とならざるを得
ない。前掲のとおり工事は高度なものではないから、現
場でのネパール政府職員からの技術的支援があれば何と
かなる。

人力施工のため堰堤や護岸の床堀や袖の根入れが不十
分になりがちなのが難点で、平年の雨季の防災・減災に
役立っても、特に雨量の多い年には布団籠もろとも流出
し、かえって被害を大きくしているのではないかと懸念
することもあった※3。それでも一定の有効性は確かにあ
り、不安定土砂の堆積や山脚固定はもとより、土石流に
も耐えて被害を緩和した事例も見ることができた。

住民の中には「ハイテク」日本に対する過剰な期待も
あった。しかし何しろ人肩運搬・人力施工であるからハ
イテクも何もあったものではなく、土木技術的には近代
というよりむしろ近世。

我々がネパールに移転したのはハードのテクノロジー
ではなく、住民が自ら森林や流域保全に係わる問題を把
握し、解決策を見出し、実施するためのソフトウェア
パッケージであり、そして、それはまずまず成功したと
自負している。あれから20年近くが経過して、今でも
ネパール各地で政府の支援と現地の自助努力によって

「サビハ」をモデルとした活動が続けられている。住民参
加をとことん貫徹した姿勢は正しかったのだ※4。

技術的に正しいか（それとも政治的に正しいか）
その当時、現場で苦闘するネパール政府職員達と話し

合いを重ねた結果の、ひとつの到達点があった。
それは「住民が望む事業や工事が、技術的合理性に即

したものではない場合はどうするか」への答である。
まず、技術者としての知見と良心に基づき助言する。

反対されても罵声を浴びても粘り強く説得する。しかし、
どうしても住民が聞き入れないのであれば、予想される

事態について留意を促した上で、住民の希望に沿った計
画立案と事業実施への支援を行う。

それは「技術者として無責任」と思う向きもあろう。
しかし、住民が最大のリスクを取るのだから、やはり、
最終的な決定権は住民のものだと考えた。

そのような考え方はサビハのみのものではなかった。
ある日の出張の折、自治体による車道の架橋工事を見る
と、予算も資材も乏しく橋脚を立てられないため、河岸
を両側から埋め立てて流路を狭めて架橋するという大胆
な手法を採っていた。流量は雨季と乾季で数十倍は違う
ので乾季の施工は容易だが、見たところ流路断面は半分
以下になるから雨季にもちこたえられるとは思えない。
案の定、雨季を過ぎた頃に通りかかると橋は流亡してい
る。その後に首長に会う要件があり、その話をしたとこ
ろ、最初から覚悟していたとのことだった。どうしても
車道を延長して欲しいという住民の強い要望の前に、い
くら科学的・技術的説明を繰り返しても理解されなかっ
た、実際に施工して橋が流亡するのを見せなければ納得
してもらえない、乏しい予算をそのように無駄にするの
は耐えがたいが、しかし、そうしなければ住民はおさま
らなかった、と首長は語った。これは自治体予算による
事業であり住民主体の取組ではない。しかし悩みは同様
なのだった。予算の浪費という自治体の痛み、完成した
ばかりの橋の流亡という糠喜びさせられた住民の嘆きは、
いわば民主主義のコストとも言うべきものなのだな、と
感じ入ったものだ。

こうした状況を「住民には間違いを犯す権利がある」
という一言で表現した、私の先人もいらっしゃった。私
も同感であった。

終わりに
さて、ここまでは美しい話を述べてきたが、ネパール

の農民とて純朴で優しい人たちばかり、というはずもな

治山工事①
完成後、ある程度経過してダムに堆砂した状況

治山工事②
完成直後の渓間工。袖の根入れが甘いのがわかる
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く、住民の間で様々な我欲や嫉妬、怨恨やしがらみが渦
巻いているのは当たり前のこと。おおむね気持ちよく仕
事できたが、ときには理不尽な要求や徒党を組んでの突
き上げもあれば、内輪の誹謗中傷を聞かされることも
あった。我々は技術論に専念するとか、正論を吐いてき
れいごとですませるとか、そういう逃げを打つことはで
きない。日本人はまだしも距離がとれたが、ネパール政
府職員は泥沼の中に首まで浸かってもがくようなことも
あった。

村長や郡長といった地方政治家や地元選出国会議員は
素晴らしい方々で、随分と助けてもいただいたが、いわ
ゆる政治的な動きというものはあるし避けて通れるわけ
もない。というか、それを含めての社会・文化条件であ
るから、逃げずに飛び込んで真っ向から対応するのが最
善策であった。
「住民参加」には、そういった諸々が漏れなく附いて

くる。
熱意や使命感もさりながら、狡知とか奸智とか言われ

るものも必要だな、と真剣に思った。日本での行政経験
は、自治体のものも霞が関でのそれも、こういうことに
も本当に役に立つのだな、とも感じた（前掲のとおり、
アジアの農山村には共通項が少なくないのである）。

そして、かっこうよく言えば、泥沼の中に首まで浸か
ることになっても、そこに蓮の花を咲かせようとする姿
勢、それを持ち続けることが大切なのだ、とも考えた。

集落での話し合い
代表を選んでいるところ。背景はアンナプルナ山系で、中央のピラミダルなピークはポカラからのヒマラヤの景色のシンボルともいえ
るマチャプチャレ（6993m）。両側に見えるアンナプルナの主峰群より1000mほど低いが、手前にある山なので高く見える。

と、まあ、ここに掲げたのは、ネパールで私が従事した
プロジェクトでの事例である。

日本の現場に直ちに当てはまるようなものではない。
まさに極論であって、簡単に一般化すべきものでもない。

さりながら、こうした「住民の関与のあり方」の極北
のようなところまで経験したこと、つまり、住民とのお
つきあいについて、どこまでやるのか、やるべきなのか、
とことん突き詰めた検討や議論や実務経験は、その後の
私の技官としての視点と仕事の幅を広げるにはずいぶん
と役に立ったと実感している。

皆様の参考ともなれば、まことに幸いである。

※ 1「�Thirty�Years�in�Pokhara」�P.2,�Dorothy�Mierow,�1997,�Pilgrims�
Book�House

※ 2��地域住民の力を軸とした森林保全　公開シンポジウム報告書
（出典　JICA図書館ポータルサイト）
http://open_jicareport.jica.go.jp/884/884/884_000_11710159.
html
※http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/11710159_01.pdfが本文
※�http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/11710159_02.pdf以下は
配布資料等

※ 3��平成14年度砂防学会研究発表会概要集
ネパール国における鉄線かご工の利用とその耐久性について　
（出展　砂防学会HP）http://www.jsece.or.jp/event/conf/
abstruct/2002/pdf/2002O054.pdf

※ 4�ネパールの森林保全を支える「SABIHAAモデル」とは？（出典　
国際協力機構HP）https://www.jica.go.jp/topics/news/�
2014/20140822_01.html
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京都大学名誉教授

イチョウの話から
「杞憂」へ

連 載 エッセイ ❼

私事から始めて恐縮だが、3月末に家内が横断
歩道で転んで左大腿骨を骨折し、入院した（人工骨
を挿入し、順調に回復退院したのでご心配なく）。2
年前には交通事故で右大腿骨を骨折し人工骨を入
れているので、両足鉄筋入りだと自慢にもならない
ことである。前回は不可抗力であったが、今回は私
が横に存在し、転倒の瞬間を目撃しながら、なすす
べもなかったことは痛恨の極みである。見舞いにき
た彼女の友人の「老夫婦が手をつないで歩くのは、
単に微笑ましいことというより、相互の転倒を防止
するという切実な目的があるのですよ！」というお
説教に痛み入った。お詫びの印に格安の床屋へ行き
（専用理髪師の家内が職務放棄のため）、丸刈りに
した。ほぼ頭髪が存在しない毛を丸刈りにしても大
差ないと思っていたが、結構目立ったらしく、笑って
くれる人が何人かいた。

●

従って、40日ほど一人暮らしをした。毎日の病院
通いや、家内担当の家事の代役とかいろいろあるの
に、どうしてか、フリーな時間が増えたような気が
して、絵を描く時間も増えた。時は4月、サクラの
季節であるが、華やかな花に背を向けて、花のない
樹木の幹に私は目を向ける。まだ葉を付けずむき出
しの幹には多様な節やコブで複雑な形態を示すから
である。サクラはそういう形状を顕著に示す樹種で
あるが、それと並んでイチョウの大木の幹も独特の
形状をみせる。彼は原始的で生々しく、年を取ると
所かまわず気根を生じ、ランダムに多数の萌芽枝を
発生するからである。遠くから見る樹形はシンメト
リックで端正であり、秋には一斉に黄色化し、潔く
一斉に落葉する。枝ぶりは長枝と短枝が明確で規則

的である。しかし近接して幹をクローズアップすると
その形態は不規則、複雑怪奇で醜悪でさえある。
イチョウは私の少年期から馴染みの植物ではあ

る。大戦末期から終戦直後の皆が飢えていた時
代、少年達にとってイチョウの種子であるギンナン
は御所や街路樹から自力で得られる貴重な食糧で
あった。しかしギンナンは悪臭を放つ果肉につつま
れており、下手をするとカブれる恐れあり、第一そ
れは悪たれ小僧軍の大将が独占し、最下層のいじめ
られっ子集団の一員である私にとっては高嶺の花で
あった。「何とか君」の弟がギンナンを食べすぎて
死んだ！とか、いやそれはギンナンの筋が 3本ある
やつをたべたせいだ！とか奇怪なる噂を鮮明に覚え
ている。今は時折、茶碗蒸しの底に沈んでいるのに
お目にかかるだけである。

●

イチョウは不思議な植物である。「イチョウ、奇跡
の2億年史（ピーター・クレイン）」の本にある通り、
ある時代に北半球を席捲する位、繁栄したが、ヒト
の出現期には殆ど絶滅寸前になっていたという。地
球の支配権をヒトが握ると多数の樹種は絶滅させら
れたが、イチョウは逆にヒトによって息を吹き返し、
ヒトと共に栄えてきたという。それはイチョウがヒト
にとっての利用価値が高かった（ギンナン、それよ
りも崇められる存在として、信仰の対象として）か
らで、細々と中国で生き残ったのが、朝鮮半島を経
て日本に定着し、18世紀にオランダ人を通じてヨー
ロッパに伝えられ、世界に広まったという。その生
殖過程で種子植物として例外的に精子を短期間形
成するという不思議な現象を日本の科学者が発見し
たという有名な話もある。
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このような毒にも薬にもならぬ話は80過ぎたジ
ジイが心静かに暮らすには打って付けの話題ではあ
る。ところで、私の絵のレパートリーには、自然の
事物の一部について主観を交えて描く（観たままで
なく）という絵とは別に、意識に浮かぶ形状をその
まま描く絵もある。この方向の絵には妖怪・怪物の
類いが現れるのが普通である。それは無意識のうち
に心の不安や恐れが現れるためだろう。老人は杞憂
（杞という人の天が崩れ落ちてこないかという心配）
を好み、探してでも、不安の材料を見つけ出すという。
外に出歩く時間が取れなくて、テレビを見る時間が
増えたためか、最近の国内外で発生する事案は老人
の「杞憂」の念を刺激することが多い。

●

教科書の一部を先生の指示により墨で黒塗りさせ
られた経験や新憲法発布で戦争放棄と民主主義を
イヤほど教え込まれた少年期を持つ私には、どうや
ら教育勅語に親近感をお持ちらしい総理大臣ご夫
妻が現れたことに、啞然としている。世界の各地で
痛ましく、かつ憎むべきテロ行為が頻発し、北朝鮮
やアメリカには何を考えているのか、誰もわからん
指導者が出現しており、有識者達の日本にもロケッ
ト弾が落ちてくる恐れについての議論を聞くと、京
都に居れば何ともなかったのに、学校からの集団疎
開に参加し、疎開先でグラマン艦載機による空襲を
受けたという、マヌケな経験を持つ私は当時の恐怖
感覚を久しぶりに思い出した。
このような私の感

覚に、いささかでも
共感していただける
方は私と同年配以
上の老人であり、殆
どは既にこの世にな
く、細々と生き残っ
ている彼らは引退し
て久しく、この世に
発言権はない。とひ
ねくれて申し上げる
が、実は特に腹が
立つとか、感情が
動かされる訳ではな
い。いわば世の中

変わった、お呼びでない、という気分である（それ
をボケというのだ！）。

●

私は若い頃、鉄道技研（現鉄道総研）にお世話
になった。当時の室長や他の上司は殆ど学徒動員の
軍人上がりだった。彼らは酔っぱらうと戦地の話、
滑稽な話、悲惨な経験を話してくれた。それらはほ
ぼ忘れてしまったが、不思議に記憶にあるのは「人
類・世界には進歩というものはなくて、ぐるぐる事
象を繰り返しているだけだ」という話で、何人かの
先輩から聞いた。このような輪廻転生的な説を当時
の若い私が受け入れられる訳もなく、大変反発した
のを覚えているが、現時点で老人たる私はそういう
気分も尤もだと思ってしまう。
若い方々にはそういう退嬰的考えに陥ることなく、

進歩・技術革新を信じて働いて頂きたいし、若者の
心は前向きになるよう、プログラムされていると思
う。疑り深い方は今はやりの本、「サピエンス全史」
をお読み頂きたい。
ところで、かくなるショッキングな数々の外部情

報をテレビから仕入れて、私の内に秘められた妖
怪・怪物は如何なる変貌を遂げたかが問題であるが、
率直に言って確たる変化はなく、相変わらず恐怖感
は希薄であり、マンガチックである。それは無意
識を保護する防御態勢が極めて強固なためなのか、
無意識に繋がる回路が極めて鈍感なためなのかは
判らない。

（イラストも著者）
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昨年9月の「砂防ソイルセメント施工便覧（平成28年版）」発行に伴い、多方
面からの要望により5月9日砂防会館シェーンバッハサボーにおいて、講習会を
開催しました。本講習会は、砂防ソイルセメントの普及に向けて発刊された本便
覧の改訂における重要な項目の説明、また砂防ソイルセメント工法が施工されて
以降、全国各地より寄せられた多くの知見から、その活用事例の紹介を行った
ものです。来賓に国土交通省西山砂防部長を迎え、約200名の方々に聴講頂き
ました。以下がその概要です。なお、便覧購入詳細はP41をご覧ください。

平成23 年に初版の便覧が発刊された時は、ソイルセ
メントに適用できる粒度分布を示した図が掲載され、現
地発生土がソイルセメントとして使用できるかどうかと
いうことが重要な項目であった。その後、ソイルセメン
トの使用が増えるに伴って進歩があり、クラッシャラン
等による粒度調整や製鋼スラグを用いた改良を行うこと
により、ほとんどの現地発生土はソイルセメントとして
使用できるという認識に変わってきた。これが今回の改
訂のきっかけとなった。

戦後のセメント不足の時代には、貧配合コンクリート
や粗石コンクリートが用いられたことがある。その後、六
甲砂防事務所で、堰堤の除石で出た土砂が産業廃棄物と
みなされ処理費用が掛かるので、その除石土砂にセメント
を混ぜて堰堤上流の両岸に積み上げて仮置きが出来ない
かという検討から、砂防ソイルセメントの研究が始まっ
た。雲仙普賢岳では基幹堰堤の建設において、流出土砂
が大量にあることからコンクリートではなくソイルセメン
トを活用できないかという検討の結果、無人化施工を行
うために越流部はコンクリートの「RCD」工法を用い、

非越流部にはソイルセメント（砂防CSGと呼ばれていた）
を用いることになった。この時はコンクリートの代替とい
うことで高強度のソイルセメントが使用された。

砂防ソイルセメントの利点としては、ゼロエミッショ
ン、コスト縮減、工期短縮が挙げられる。特に工期短縮
に非常に大きな効果があることは、熊本県阿蘇地方の災
害対応の事例でも実証されている。砂防ソイルセメント
の検討を通して、砂防構造物は砂礫の越流があるために、
天端や下流法面は耐摩耗性のある高強度の材料が必要だ
が、堤体内部までコンクリートのような高強度の材料が
本当に必要であるかという問題が提起されることになっ
た。砂防構造物は何を目的としており、必要な性能は何
かという基本に立戻って考えて頂きたいと思う。

新しい技術が出てくると、必ず問題があると言われる。
技術的な問題に対しては解決する方法を考えれば良い。
例えば、凍結融解に対しては外部保護材を用いれば良く、
六価クロムに対しては丁寧な試験管理を行えば良い。ま
た強度については改良材を用いて粒度調整を行い、施工
効率に対しては機械化することで改良してきた。これら

砂防ソイルセメント施工便覧（平成28年版）発行と
その改訂ポイントについて−講習会概要−

トピックス

（一財）砂防・地すべり技術センター　砂防技術研究所

講演

1 特別講演  砂防ソイルセメントの現状と今後の課題
水山 高久　みずやま たかひさ

政策研究大学院大学特任教授・農学博士
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平成14年に「砂防ソイルセメント活用ガイドライ
ン」が発刊され、砂防ソイルセメントの活用事例等の紹
介がされた。その後、平成23年に「砂防ソイルセメン
ト設計・施工便覧」が発刊され、実際に施工事例が増
えてきたが、それと同時に施工現場の方から「便覧の
内容に従って施工しているが、所定の強度が発現しな
い」という質問が寄せられた。便覧の内容を確認する
と、現地発生土の粒度分布を調べてその粒度によって
発現する目標強度レベルを設定しているもので、
使用する土砂や施工に関しては詳しく記載がさ
れていた。ところが、セメント量と水量が強度
発現にどの様な影響を与えるかといった、配合
に必要な事項がわかりにくいものであったと思
う。そこで、今回の改訂にあたっては、セメン
トと水の量の決め方をわかりやすく記載した。
便覧の内容を基に配合設計することで、品質の
確保されたソイルセメントが施工出来るものと
している。

本便覧の改訂ポイントは、圧縮強度2.0N/
mm2を境界に、強度区分を2つに設定した所で
ある。2.0N/mm2 未満の範囲では、ソイルセメ
ントは土質改良的な強度特性を示すものである。
一方、2.0N/mm2 以上の範囲では、セメントの
水和反応により、土砂が硬化していることが保
証できる強度を持つものであり、コンクリート
的な強度特性を示す。本便覧では、後者の
2.0N/mm2 以上を適用範囲としている。また、
セメントと水の量を決めるために、現地発生土
や改良材を混合した土砂に対して、使用セメン
ト量や含水比を変化させて、セメント量とピー
ク強度含水比を配合試験により求め、最適な配
合条件を得るようにしている。

また、これまで砂防ソイルセメントには、
「INSEM」工法と「ISM」工法の2つがあった
が、今後の普及を考えわかりやすくなるように、

施工方法及び材料特性による使い分けを行い、「転圧タ
イプ」と「流動タイプ」に名称を変えた。特に「流動タ
イプ」については、「転圧タイプ」では使用できないよう
な細粒分含有率が20％以上の現地発生土砂でも、水で
流動させるので、細粒分が多くても使用できるという特
徴がある。しかしまだ施工事例が少ないため、今後の施
工事例の増加に伴い、次回の改訂では詳しく記載するこ
とが今後の課題である。

講演

2 「砂防ソイルセメント施工便覧」の改訂ポイント
嶋　丈示　しま じょうじ

（一財）砂防・地すべり技術センター　砂防技術研究所次長

流動タイプの材料構成

土砂 セメントミルク
流動性を維持できるセメント量

土砂と混合後のスランプ値
（5～20cm）

（200～300kg/m3 程度）

流動性を持たせる水量

セメント

水

土中水

土粒子

自然含水比

細粒分含有率（>20％）　→転圧不可

空隙

転圧タイプの材料構成

土砂 セメント粉

水和反応に必要な水量
最適含水比

セメント
水

土中水

土粒子 細粒分含有率（<20％）
（10％以上の場合、粒度調整） →転圧可

（100～200kg/m3 程度）
全体に行き渡るセメント量

締固め

水和反応空隙

の問題をいくつも解決してきた結果が今回の改訂である。
今後の課題としては、透過型砂防堰堤との組み合わせ

が考えられるが、これは熊本県の災害対策でも多く計画
されており現在進行中である。最大骨材径について、現
在では転圧の問題から最大値を規定しているが、必要な
性能からすると本当に転圧を頑張る必要があるのかとい
う疑問がある。また、外部保護材に関してはさまざまな

タイプがあるが、もっと安価で安定したものがあるので
はないかと思う。コストや歩掛については問題もあるよ
うだが、現場からの問題提起を受けて、改善されていく
ものと考えている。改訂された本便覧を実際に運用する
と必ず問題が出てくると思うが、是非そういう問題を質
問として出して頂き、共に検討し、解決して、次の改訂
に繋げて行きたく、皆様のご協力をお願いしたいと思う。
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平成23年の紀伊半島大水害では、奈良・和歌山・三
重の3県で100件を超える土砂災害が発生した。その
中でも合計17箇所で河道閉塞が発生し、5箇所では大
規模な河道閉塞により非常に大きな天然ダムが形成され
た。それらの河道閉塞に対しての緊急的な対策工事とし
て、湛水池から越流しても、安全に水を流すための仮排
水路の設置が行われた。その後恒久的な対策工事として、
崩壊した大量の土砂を活用し、砂防堰堤等の設置を行う
ことが最善策とされ、砂防ソイル
セメントの積極的な活用を図るこ
とになった。

赤谷・北股・熊野地区では、転
圧タイプ（INSEM）の砂防ソイル
セメントを用いた砂防堰堤が設置
された。赤谷地区の1号砂防堰堤
では、上流勾配が1：0.85と緩い
勾配であり、上流壁面材の近くで
は締固めの機械による転圧ができ
ないため、壁面から1.5mの範囲
では、転圧が不要で流し込める流
動タイプ（ISM）を組み合わせて
使用した。また有効活用というこ
とで、流路工では2mの厚さでソ
イルセメントによる被覆を行い、
流 路 表 面 の 保 護 を 行 っ て い る
図-1。

赤谷地区におけるソイルセメン
トのメリットとしては、コンク
リートを用いた場合、工期が約
7 ヶ月であるが、ソイルセメント
を用いた場合には約4 ヶ月と　約
3 ヶ月の工期短縮の効果があった。
また、工事費ではコンクリートを
用いた場合の約4.3億円と比べて、
ソイルセメントを用いた場合に約
2.9億円と約1.4億円（3割）の
工事費縮減の効果があった。なお
本現場は、施工ヤードが広く現地
発生土の粒度分布も良い、ソイル
セメント施工に適した場所であっ
た図-2。

これらのことから、砂防ソイル
セメント施工における利点として
は、①現地発生土砂の利用、②幅広い

適用が可能、③施工条件の緩和、④安全生の向上、があ
り特に転圧タイプの砂防ソイルセメントでは、1日の打
設高さ制限もなく、養生期間の必要もないことから、連
続打設が可能であり、大幅な工期短縮が可能である。一
方、課題としては、①材料の不均一性、②配合試験、試
験施工期間の必要性、③施工ヤードの確保、④大礫が多
い現地発生土砂の処理、⑤災害リスク（事故）の重大
化、が挙げられたが、今後克服されていくものと考える。

講演

3 紀伊山系砂防事務所における砂防ソイルセメント活用事例
木村 佳則　きむら よしのり

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所副所長（技術）

図-1

図-2



13sabo Vol.122 Summer2017

今回の便覧改訂の中で新しく章立てを行った際に、一
番大きく変わった所が「第2章　要求性能」であり、そ
の中で下記に示す①〜⑦が本章の主な改訂内容である。
① ソイルセメントの要求性能

要求性能としては、「内部発生応力に抵抗できる強度
を有すること」、「水和反応により材料が硬化しているこ
と」、「設計外力に抵抗できる重量を有すること」、「剛体
性状を構築することができること」の4 点が挙げられる。
② ソイルセメントの強度管理

前便覧で用いた「目標強度」の考え方や使い分けを行
わず、以下の「設計基準強度」・「最小管理強度」・「現場
強度」・「配合強度」の4つの強度による品質管理の考え
方を新たに設定し、ソイルセメントの強度管理を行うも
のとしている図-1。
③ 適用範囲および部位

砂防堰堤、床固工、導流堤などの地上構造物を主な対
象とした。現場強度は、全ての施設、部位で2.0N/
mm2 以上を満足することを原則としている。また、流
水・土石流が直接作用する部位（堰堤本体、袖部、水
叩、側壁等）については、表面をコンクリート等の耐久
性のある材料で保護する必要がある。間詰工、人工地山、
側壁護岸埋戻し部等、高所部や狭隘部での施工となる部
位については、締固めや転圧が不要となる「流動タイプ」
が有利となる場合がある。今後、流動タイプの施工実績
の蓄積と検証が必要である。
④ 最小管理強度

水和反応により材料が硬化していることが保証できる
強度のことである。これは、水和反応により土砂を硬化
させることで剛体性状を保証し、長期強度の
増加が見込め、長期安定性（耐久性）を充足
することを要求性能としたものである。

様々な材料を用いた試験データより、土砂
の種類が異なっても水和反応領域の開始点は、
2.0N/mm2 前後と一定を示す。すなわち、最
小管理強度2.0N/mm2 以上が得られれば、
明瞭な水和反応が得られると判断した図-2。
⑤ 現場強度

本施工時において管理する圧縮強度の下限
値のことであり、設計基準強度と最小管理強
度を比較し大きい値としている。既往実績に
よる妥当性や求められる管理精度などから判
断すると3.0N/mm2となる場合が多い。施
工時に強度が大幅に現場強度を上回ったと
しても過大評価とせず、強度が低下傾向に

ある場合にのみ、原因を検討し処置するものとする。
⑥ 配合強度

室内配合試験において、ソイルセメントの示方配合を
決める場合に設定する強度であり、現場強度に安全余裕
度（1.5N/mm2）を見込んだ強度とする。一般的な堤高
15m未満の砂防堰堤の現場管理強度は3.0N/mm2であ
り、配合強度は4.5N/mm2を基本とする。
⑦ 単位体積質量

室内配合試験と施工後に採取したコアの単位体積質量
では10％以内のバラツキが生じることから、配合試験
において計測された単位体積質量の平均値に対して90
〜 100％を設計値とする。設計時の安定計算では、90
〜 100％の幅を持たせて計算を実施した上で、安全側
となる値を用いる。

設計値より実際の施工物の質量が重くなった場合、安定
計算における滑動、転倒条件に対しては安全側となるが、
地盤支持力に対して危険側となることに留意が必要である。

講演

4 砂防ソイルセメントの要求性能
飛岡 啓之　とびおか さとし

パシフィックコンサルタンツ（株）　防災危機管理部砂防室長

図-2

図-1
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平成24年7月の九州北部豪雨災害において、熊本県
阿蘇地方では多くの水害や土砂災害が発生した。その 
後、熊本県では「九州北部豪雨災害からの創造的復旧・ 
復興」として土砂災害のハード対策である災害関連緊急
砂 防事業を実施した。阿蘇地域における災害関連緊急砂
防 事業では、16基の堰堤を計画し総事業費約45億円
の 規 模 で あ っ た が、 災 害 発 生 か ら 約2年 の 平 成
26年9月にすべての砂防堰堤が完成した。この16 基
の堰堤の内、4基について砂防ソイルセメントを用いて
施工を行っている。

砂防ソイルセメントの活用については、工期短縮・コ
スト縮減という目的で取り組んだもので、崩壊土砂や復
旧工事に伴う掘削土砂等の大量の土
砂を有効活用し、加えて集中プラン
ト方式の採用により一括してソイル
セメントを製造することで、品質の
向上、工期短縮、コスト縮減を実現
した。

集中プラント方式とは、各現場で
ソイルセメントを製造した場合、各
種ヤードの確保の難しさ、必要な土
砂量の不足などの問題点を解決する
ため、1 箇所に土砂を集積しソイル
セメントを製造して、各現場へと搬
出するものである。また、管理等の
メリットとしては、各現地発生土の
バラツキにより現場ごとで各試験お
よび管理が必要なところを、集中プ
ラント方式では土砂管理から製造ま
でを1 箇所で行うため各現場での
対応を省略でき、合理化が可能なこ
とである。本現場では、約5万m3

のソイルセメント（転圧タイプ）を
製造した。

次に工期短縮においては、コンク
リートを用いた残存型枠工法で施工
した「東手野川 2」の砂防堰堤で
は、本堤約 7,000m3を4ヶ月（最
大打設量：2,000m3/月）でコン
クリート打設したが、転圧タイプの
ソイルセメントを用いた「坂梨地
区」 の 砂 防 堰 堤 で は、 本 堤 約 
10,000m3を2 ヶ 月（ 最 大 打 設
量：5,000m3/月）でソイルセメ 

ントを打設した。この「坂梨地区」の例ではソイルセメ
ントの集中プラント方式の採用により、通常のコンク
リート堰堤では 6 ヶ月掛かる本堤の施工を、2 ヶ月と約 
4 ヶ月の工期短縮を行うことができた。

阿蘇地域全体での砂防ソイルセメントの総括的な効果
としては、コンクリート堰堤では 9 ヶ月掛かる工期を
7 ヶ月と2 ヶ月の短縮（約30％短縮）、またコンクリー
ト堰堤では4基で11億円掛かるコストを9億円と2億
円の削減（約20％縮減）することができた。最後に砂
防ソイルセメントや集中プラントの取り組みは、大規模
災害時に短期間に集中的に複数の砂防堰堤を建設する場
合には、非常に有効な工法であると考えられる。

講演

5
九州北部豪雨災害からの創造的な復旧・復興における
砂防ソイルセメントの活用

渡邉　勇　わたなべ いさむ
熊本県土木部河川港湾局砂防課主幹
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1. はじめに
砂防堰堤は山間部の自然環境の中に建設されますが、

人工構造物であるため、しばしば自然環境の破壊の槍玉
に挙げられる構造物の一つでもあります。この理由はコ
ンクリートで構築されることが多く、「コンクリート＝
自然破壊」といった短絡的な思考によるところが大きい
のでしょう。確かに工事中や完成直後には周辺の樹木は
伐採され、地表面は掘削されて周辺環境を改変するわけ
ですから、自然環境が壊されたと感じるのはある程度
しょうがないと思います。

また、従来の砂防堰堤は不透過型の堰堤が一般的であ
り、渓流を遮断するように配置されているため、魚類や
水棲生物の生息環境に影響を与えるとの懸念もあり、し
ばしば問題とされることも要因かと思いますが、これは、
流れを妨げない透過型堰堤を採用することで回避できま
す。これらの改変は一過性のもので、時間の経過ととも
に掘削された箇所は自然回復しますし、土砂の流出抑制
により新たに自然環境を創出する場合もあります。植物
だけでなく生物もその環境の変化に適応して生活環境に
慣れていきますから、人が思っているほど、自然環境へ
のインパクトはないのではないでしょうか。ここでは、
自然環境と調和するための景観設計についてお話したい
と思います。

1. 砂防の目指すべき景観形成
景観を考慮して設計しようとすると、まず考えること

は“構造物を樹木によって隠す”ことではないでしょうか。
山間部の自然環境の中の人工構造物は違和感があり、こ
れを目立たなくしようとして、人の目線と構造物の間に
樹木を入れたり、植生によって表面を覆う、それができ
ないなら化粧型枠や擬岩の型枠を使って出来るだけコン
クリートの打ちっ放しを避ける、といったことはよく見
受けられます。コンクリートの打ちっ放しは街中のお洒
落なレストランでもよく見られ、それ自体が不快感を与
えることはありません。それに実際の砂防堰堤を見ると、
経年変化によって自然の石礫と大差ない色相と彩度に変
化します。また最近では、鋼製の透過型堰堤のように、
遠景を遮断しない堰堤も増えています。これまで砂防堰
堤のような構造物の景観設計といえば、できるだけ目立
たず周辺環境と調和するよう考えますが、ともすると隠
そうといった発想に傾くきらいがあります。これはまっ
たくおかしな話です。砂防堰堤はその地域に住む人々の
命や財産を守るためにあります。それを隠そうとする発
想はおかしいのであって、むしろこれがあるから私たち
は安心して暮らせるんだと思われるデザインが好ましい
と考えます。そうすることで、自然環境と調和しつつ、
土砂災害に対しても安心を与える施設となることが、あ
るべき姿でしょう。「砂防美」という言葉があります。
馴染むということと安心感は両立しうるものです。

技術ノート

嶋
し ま

　丈
じょう

示
じ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所　次長

鋼製砂防構造物について⑧

景 観 設 計
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石流のエネルギーに対峙できる構造物の建造が可能とな
りました。その後、昭和50年代以降、社会情勢の多様化
によって、生態系の保全、自然との触れ合いなど、さま
ざまなニーズへの対応が求められるようになり、河川に
調和する手法として魚道の設置等、生態系保全への取組
みが行われてきました。さらに、透過型砂防堰堤など流
砂系の概念を取り入れた施設が積極的に採用され、現在
に至っています。このようにハード対策も、「災害防除」
と「自然環境との調和」という時代のニーズと新たな技
術の開発に応じて変貌・改良がなされてきたと言えるで
しょう。

（1）砂防施設が人々に与えるイメージ
土砂生産は地形を削り取る行為ですから、その後の地

形は変化に富んだ景色をもたらし、結果的に風光明美な
地域は自然災害の多発地域にもなっています。例えば、
渓谷は土砂がとどまることの困難さを演出し、これが自
然の驚異とともに雄大さを印象づけています。また、河
口付近では、堆積した土砂による流れがたおやかで、穏
やかさを印象づけます。このため、景勝地の砂防堰堤は
そこに住み土砂災害の危険に曝されている人には安心感
を与え、時折都会から地方に来る人には自然の心地よさ
を阻害する物として映るのでしょう。このような砂防堰
堤から受けるイメージは、見る人が砂防堰堤の役割につ
いてどれだけ理解しているかによっても大きく左右され
ます。

砂防施設は、元来土砂災害を防止する目的から、その
形状に安心感を与える役割を持っています。砂防施設の
代表として砂防堰堤を例に挙げると、砂防堰堤は自重に
よって土石流のような巨大な流れのエネルギーを受け止
めるもので、重力式構造物として設計され、堰堤が地面
にどっしりと構えられる台形形状を成しています。施設
の大きさ自体は、多目的ダムや吊り橋といった土木構造
物に比べ大きいわけではないですが、山間部に配置され
るため、周辺地形や植生との相対関係から実物より大き

2. 砂防美とは
平成17年国土交通省から発表された「砂防関係事業

における景観形成ガイドライン」には、砂防施設が土砂
災害を防止するという目的のもとに全国各地で建設され
土砂災害防止の効果を上げていることに加え、山間部に
位置することから自然景観を形成してきた経緯が述べら
れています。景観ガイドラインの基本方針は、「防災機
能の確保」「時間軸の考慮」「地域の個性尊重」といった
基本理念に基づき、施設の目的を具現化した形状として
の機能美を尊重するとともに、周辺の地形や植生などに
調和させ、防災機能が景観形成にも貢献していることを
表現し、後世に残る「砂防美」として地域に定着させる
ものとしています。「砂防美」とは、「土砂災害から守ら
れているといった砂防本来の目的が、構造物の外形から
も感じ取れる機能美のことである」と定義されていま
す。上記のガイドラインは、土砂災害から人命および財
産を守るといった安全に対する要求性能を前提として、
自然景観と調和し、日本の国土の原風景としての砂防施
設のあり方を示しており、これからの砂防施設を計画・
設計していくうえで技術者が念頭におかねばならない留
意事項が示されています。そこで、この景観形成のみな
らず、これから砂防施設を設計していくうえで重要と考
えられる設計のあり方について考えてみたいと思います。

3. 砂防施設と自然景観の関係
現在の砂防施設は、鋼製透過型砂防堰堤も土石流対策

として普及していますが、過去に遡れば、明治、大正、
昭和の戦前にかけて、荒廃山地における土砂生産を抑制
するための工法として山腹工が広く施工されていました。
これらは、自然の回復力を生かして自然環境との調和を
図りつつ、緑ゆたかな国土の復元に大きな役割を果たし
てきたものと言えます。大正時代からコンクリート製の
砂防堰堤が設置されるようになると、外力に強く施設規
模を大きくすることができるため、土石流など甚大な土
砂災害に結びつくような土砂移動現象に対して、直接土
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い印象を与えるのではないでしょうか。特に、渓流中に
横断構造物として構築されるため、流れを遮断している
と映るのでしょう。この遮断のイメージが逆に土砂を食
い止めるといったイメージを与えることも事実であり、
安心感を与えるものと考えられます。しかしながら、環
境とくに景観においては、自然景観中の人工構造物が突
如として現れるため、違和感を持つ人もいるかもしれま
せん。この悪いイメージを払拭するためにには、砂防施
設の役割を十分理解してもらうための啓発活動が不可欠
です。砂防施設は、意識的に景観に配慮しなければ景観
を損ねる異物質と捉えられる可能性があります。そこ
で、砂防施設自体が土砂災害を防いでいるといったこと
を見ただけで理解できるようなわかりやすい形状にする
努力が必要だと考えます。

（2）基準の整備と材料の高度化
土砂災害の軽減を目的とした効率性を優先すれば、施

設規模が大きくなる傾向にあります。砂防堰堤に良質な
材料がない時代には、土砂をできるだけ減勢して安全に
下流に流すため、許される限り施設を丁寧に配置してき
たはずですが、山腹工や地形を利用した施設規模では、
下流域の安全確保に時間が掛かかります。このため、コ
ンクリートや鋼材等の良質な材料を活用して施設規模を
大きくすることで、下流域の安全確保を図るようになっ
てきました。

また、技術基準が整備されるにしたがって、地域の特
徴や成り立ちをあまり考慮せず、効率性を重視して事業
が進んできた風潮も否定できません。つまり、基準の進
化によって設計の労力とコストが大きく軽減され、全国
各地で砂防施設が設置されるようになりました。またそ
の反面、地域の歴史や生活形態、植生や地質に関わら
ず、同じ形状でできるだけ効率よく土砂整備できるよう
に、地形に対して規模が大きくなったのも事実です。つ

まり、材料の品質向上や設計技法の画一化は、景観形成
のうえではむしろ最上ではなくなってきています。

4. 機能美としての安心を表現する工夫
施設に対する要求性能が機能美として認識されるため

には、シンプルで合理的な形状とすることが肝要です。
自然環境において、砂防施設が数十年あるいは数百年そ
こに存在し続けることを想定すれば、奇をてらったデザ
インでは飽きられ、また風雪に耐えることも難しいでしょ
う。理想とするものはシンプルで機能的あり、見飽きな
いデザインにすることです。すなわち、時間の経過とと
もに劣化しない、むしろ質が高まるデザインが望ましい
姿です。

砂防堰堤のように、河川・渓流の流れ方向を横断する
構造物は特に、地形に逆らって介入する印象を与える可
能性があります。その場合、設計意図（コンセプト）が
明確にわかる形状にすること、つまり対象とする土砂移
動現象に対して、力学的に安全であるという安心感を、
人々に与えることが大切でしょう。

また、生き物の生息環境を保全できる工種を選択する
ことも、自然環境に馴染んでいるという良い印象を与
え、またその生き物の存在により、景観の評価がいっそ
う高まるものと考えます。

（1）施設の配置、規模
砂防施設は、周辺環境に定着して風景の骨格を形成す

ることから、対象とする土砂移動現象に相応しい施設の
組合せ、つまり、適切な工種を選定する必要がありま
す。これは、周辺環境に違和感なく存在するような、施
設の配置と規模にすることでもあります。例えば流路な
ど元来自然のものは、地形改変を最小限に抑えるため
に、自然な地形に沿った施設規模で周囲地形との連続性
を保つ工夫をしたり、視点場からの眺望は、植生によっ

技術ノート技術ノート
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て隠すのではなく、むしろ利用することで、周辺環境に
とけ込む工夫をしたりする必要もあるでしょう。

（2）周辺地形に馴染むための努力
安易に地形を改変せず、周辺環境への影響が少ない工

法を積極的に採用するなど、景観形成においては施設本
体と同様に配慮が必要です。砂防施設は、長期間供用さ
れることから、当初の設計意図が年月を経ても妥当であ
るか、また設計意図どおりに周辺環境に定着しているか
を検証することも重要です。

周辺環境に馴染む材料を選定することも重要で、建設
時点から将来の社会形態の変化にも備え、機能を維持し
つつ時間経過による変化へも対応できるかが大切です。
土砂災害の防止とともに、生態系を含めた自然環境にも
配慮しなければならない砂防施設には、長寿命で風雪に
耐えながら時間の経過とともに周辺環境に馴染んでいく
形状および材料を選定することになります。現状では、
コンクリート、鉄、ソイルセメントといった材料の特性
を十分に活かして、効果的・効率的な使い方ができるよ
うな部位の機能を明確にし、これらの部位に最適な材料
を選定することが求められるものと考えます。

（3）要求性能を明確にするために
具体的な設計過程において、これらの要求事項が、設

計条件の中に過不足なく含まれているかを、客観的に判
断することは難しいです。そこで、一人の設計者の独断
に陥らないためには、“複数の目”で設計された図面など
のアウトプットを吟味し、評価することが必要となりま
す。高度な判断を要求される場合には委員会を設置して
適宜対応することもあるでしょうが、ごく一般の設計で
は担当者・承認・照査といった会議形式ではない方法で
対処しています。後者の方法では、いろいろな面から光
を当てることが難しく、問題点が見過ごされる場合もあ

ります。ここでいう複数の目とは、計画・設計・施工な
ど担当分野を異にする人や、砂防・地質・植物・構造な
ど専門を異にする人を指し、これら複数の目で設計アウ
トプットを評価することで、チェックの抜けが抑えられ
ます。必ずしも素晴らしいアイデアがでない可能性もあ
りますが、致命的な欠点を避けることはできるので、ぜ
ひ実行して頂きたいものです。

5. ハード対策の必要性
砂防施設は、土砂災害から人命や財産を守るという重

要な役割を担っています。特に他の構造物と異なり、土
石流のような平時には作用しない外力に対して安全かつ
確実に機能することを要求されるわけですから、平時の
状態で眺めると構造物のスケール感が大きくなるのは仕
方のないことと言えます。従前の方法では、全国各地に
依然としてある土砂災害の危険にさらされている地域
に、砂防施設が行き渡ることにはかなりの時間を要しま
す。このため、ハード対策とソフト対策を効率よく組み
合わせ、住民の「自分自身は自分で守ろう」といった意
識改革など、これまで以上に取組みが必要です。しかし
ながら、これらのソフト対策が充実したからといって、
ハード対策が不要になることはありません。ハード対策
は危険な箇所を安全な箇所へと変換する有効な手段であ
り、地域内に安全な場所を確保することは、避難場所や
そこに住む人々の安全を供出するエリアの確保を意味し
ます。また、避難のための時間の確保も可能であること
からソフト対策にも役立つでしょう。このため、ハード
対策をより一層効率よく整備する必要があります。つま
り、同じ機能で、より安価なハード対策を提供する必要
があるということです。

今後、設計を行う上で低コスト化を実現するために
も、機能的で周辺環境と馴染んだ施設を志向すること
は、より丁寧なモノづくりにつながり、結果的に「砂防
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美」を具現化することにもつながります。砂防施設の配
置、規模を決める際は、周辺の植生や土地利用状況等、
地形の特徴を十分に活かして周辺環境との調和を図り、
これに加えて、過去の丁寧なモノづくりを再構築する今
の技術力を持ってすれば、「環境と安全」、「安全とコス
ト」といった一見相反するもの同士を両立できるのでは
ないでしょうか。具体的には、過去の技法や設計思想を
もう一度検証し、現在や将来に活かせるアイデアを抽出
することが必要と考えます。ただし、土砂災害を防止す
ることが大前提であることから、基準に示されている数
値等の意味を十分理解し、安全性の確保、機能の発現と
いった施設に要求される性能は堅持したうえで、「砂防
美」を構築する必要があります。このために、施設に要
求される性能に対して、発現する機能が明確にわかる形
状にする工夫と努力が必要です。例えば、河川の連続性
が維持されていることがわかる透過型堰堤は、その好例
でしょう。

6. 安全が生活の基盤
“1／fゆらぎ”という法則があります。これは自然界

の、例えば音や風などの振動は、大きなものは発現回数
が少なく、逆に小さなものは発現回数が多い。これらが
重なり合うと人はこれに心地よさを感じる、というもの
です。これを砂防施設に当てはめてみましょう。

昔の砂防施設は、石など自然物を材料として利用して
いたため、大規模構造物を構築しにくい。このため、自
然の地形に馴染ませるように施設を配置していくことで
地形を大きく改変することなく、また仮に存在していて
も施設一つで対応せず、複数の施設の組合せによって土
砂災害を低減させる努力をしています。結果的に、自然

に対して威圧感を与えることが少なくなり、人がを見て
も違和感を抱かなくなります。これらは、技術者の経験
が大きくものをいったのでしょうが、現在でもやれるこ
とであります。砂防施設が周辺地形と違和感なく存在す
るためには、地形の特徴を十分に活用し、その場所に適
した工種を選定し、施設の規模および配置を設定する工
夫が求められます。それが結果的にはコストの縮減につ
ながり、「砂防美」を表現した砂防施設が増えてくるも
のと期待します。そして、それらの工夫に加えて、多く
の人々、特に都会に住む人々に、土砂災害の実態とその
防止対策の必要性を理解していただく一層の努力を傾け
ることが重要です。

日本に住んでいる限り、自然災害と無縁ではいられま
せん。大地震、大津波などは一生に一度経験するかどう
かと思ってきましたがそうでもなさそうです。富士山大
噴火など毎年のように話題になっていますが、東北の津
波や熊本や神戸の地震など、誰も発生するまで話題にな
ることはなかった災害が突然やってきます。人々の口に
上らないのに、突如襲ってくるのが土砂災害です。台風
時期になると「地盤が緩くなっています。土砂災害に警
戒して下さい」というニュースは当たり前のように耳に
します。その対策施設は今も昔も砂防施設です。道路と
違ってあっても役に立っているのかわからないですいが、
いざとなったら本当にありがたいものです。山間部は過
疎化が深刻な問題ですが、安心して暮らしていくための
根幹はそこに住み続けたいと思える魅力が重要で、それ
を支えているのは安全であり、砂防堰堤はその安全を提
供するとともに自然環境の保全と創出を提供するもので
す。普段は目立たないが無くてはならないもの、それが
砂防施設です。

技術ノート
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1. これまでの気候変化、これからの気候変化
これまで気象台や測候所で観測された過去100年余り

の気象データや、アメダスによって観測された約40年間
の気象データを見ると、気温の上昇に伴って、猛暑日や
熱帯夜等暑い日の出現頻度は全国的に増加する一方、冬
日などの寒い日は減少している。

日本の年間降水量に長期的な変化傾向はみられない
が、極端に少雨・多雨の年が現れやすくなっており、年
ごとの変動が大きくなっている。雨の降り方の変化につ
いては、大雨の年間日数は長期的に増加している一方で、
雨の降る日の年間日数は減少している。また、短時間強
雨の年間発生回数も増加している。

気象庁が今年3月に公表した「地球温暖化予測情報第
9巻」では、高いレベルの温室効果ガス排出が続いた場
合、21世紀末には20世紀末と比べて、年平均気温は全
国的に有意に上昇すると予測されており、猛暑日は東日
本、西日本で30日程度、沖縄・奄美で50日以上増加し、
真冬日は北日本で30日以上の減少が予測されている。ま
た降雨については、1 時間降水量50mm 以上の短時間強
雨の年間発生回数が全国平均で2倍以上となる一方で、
年間無降水日数（日降水量1mm未満の日数）は全国的

に増加すると予測されている。
また、気象庁が2015 年に取りまとめた「異常気象レ

ポート2014」によると、温室効果ガスの増加に伴う台風
等熱帯低気圧の今後の変化としては、発生数の減少、
平均強度の増加、発生位置がずれるということが予測さ
れている。

　
2. 予測精度の向上と防災気象情報の改善

いつ、どこで、どの程度の雨となるかを正確に予測す
ることは困難であるが、数値予報ついては改善が重ねら
れ降雨をよりよく再現できるようになってきた。また、
平成23年の台風第12号や東日本大震災の経験を踏まえ、

「これまでに経験したことがないような」気象、津波、
噴火等に対して、これらの災害に対する危機感を伝える

「特別警報」が平成25年に創設された。これは、住んで
いる地域で数十年に一度程度しか起こらないような現象
を対象とし、大雨では50年に一度の雨量、台風では「伊
勢湾台風」と同程度の強度のものを念頭に指標を作成し
た。このように気象庁では、予測精度の向上と防災気象
情報の改善に努めている。

平成29年度
砂防・地すべり技術センター

講演会報告

講演

1 「新たなステージ」に対応した防災気象情報の改善について
西出則武　にしで のりたけ
株式会社富士通研究所　顧問

平成29年6月13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、砂防を中心に多方面にわたる防災に関わる知見の周知を趣意として、
平成14年より毎年行っているものです。今年度も、来賓に国土交通省西山砂防部長を迎え、243
名の参加が熱心に聴講する中、盛会に終わりました。以下にその概要を掲載いたします。

（一財）砂防・地すべり技術センター



21sabo Vol.122 Summer2017

講 会演 報 告

はじめに
平成23年3月に発生した東日本大震災や平成24年7月

の九州北部豪雨災害など自然災害が多発していることを
背景として、防災や減災に関心が集まっており、特に防
災教育のあり方、効果について多くの議論がされている。
特に、学校における防災教育は、多くの児童・生徒を対
象に一斉に教育ができることに加え、継続的に実施され
ることで長期的に幅広い世代の人々の防災に関する知識
の獲得につながることから注目されている。

本講演では、過去に繰り返し災害が発生した地域の
小学生の災害文化の醸成を支援すること、防災・減災へ
の意識の変化を促す防災教育を設計し、その教育効果

を測定すること、測定結果等を基に効果的であり継続性
のある防災教育を設計する際の課題を抽出することを目
的として、平成24年の九州北部豪雨災害など過去に豪
雨災害によって被災した熊本県阿蘇市の阿蘇市立内牧
小学校にて実施した防災教育について紹介する。

1. 内牧小学校での防災教育の実施
（1） 防災教育の実施方針

防災教育とは、災害時に想定される被害に対して自ら
の身を守る能力を身につけるために実施するものである
が、各地域に応じて災害の種類や現象は異なっているた
め、各地域の災害特性や発生することが想定される災害

3. 新たなステージに対応した防災・減災のあり方
既に雨の降り方が変化してきていることを踏まえ、そ

の傾向が将来にわたって継続する可能性があると考えて、
先手、先手で対策を打っていくことが重要であると考え
られる。国土交通省では、このような認識の下、雨の降
り方が変化していること等を「新たなステージ」と捉え、
危機感をもって防災・減災対策に取り組むことが必要で
あるとし、避難を促す状況情報の提供、避難勧告等の的
確な発令のための市町村長への支援が必要であるととも
に、大規模水害等における広域避難や救助等への備えの
充実が必要であるとして、各種対策に取り組んでいる。

　
4. 平成29年度から実施予定の防災気象情報の改善

この「新たなステージ」に対応するため、気象庁は、
社会に大きな影響を与える現象について、可能性が高く
なくとも発生のおそれを積極的に伝えていくこと、危険
度やその切迫度を認識しやすいように分かりやすく情報
を提供していくこと、という2つの方向性を打ち出した。
これらをもとに平成29年度出水期から3つの情報の改善
が進められている。

1つ目は、今後予測される雨量等や危険度の推移を、
色分けした時系列の形で提供することである。図表の形
で提供することにより、いつ頃から災害の危険性が高ま
るか視覚的にわかりやすくなる。

2つ目は、「警報級の現象となる可能性」の提供である。
夜間に警報が発表される可能性がある場合などは夕方ま
でに発表し、明るいうちに必要に応じた避難や心構えを
高める等の対応を期待できる。また台風等への対応とし
て、タイムライン支援の観点から数日先までの警報級の

現象になる可能性を提供する。
3つ目は、危険度分布（メッシュ情報）の利活用促進

によって、雨による災害発生の危険度の高まりを評価す
る技術として、「土壌雨量指数」に加え、「表面雨量指数」
を新たに開発するとともに、「流域雨量指数」を精緻化
し、このうち表面雨量指数を大雨警報（浸水害）の発
表基準に、精緻化した流域雨量指数を洪水警報の発表
基準に、それぞれ導入することにより警報の改善を図っ
た。過去の事例で検証した結果、それぞれの警報の発
表基準に到達したときに災害が発生しない事例が大幅
に減少することが確認された。また、警報を補足する情
報として、これらの指数を用いて、警報を発表した市町
村内のどこで警報基準に達するかを確認できるよう地図
上に危険度を5段階で色分けした危険度分布の提供を
開始した。

　
5. 終わりに

警報の発表は、科学的に予測される範囲において最悪
の現象を想定するのが鉄則であり、その上規模の大きな
現象ほど低頻度となるため、多くの場合、実際の現象は
警報で想定していたより小さく、その結果、「はずれ感」
を伴うことになる。この「はずれ感」が高じると、「オオ
カミ少年」的悪影響を生じることとなり、警報が適切な
防災行動に結びつかなくなることが危惧される 。防災
気象情報の改善によって、警報が発表されても実際に災
害が発生しない場合が大幅に減少するとともに、視覚的
に危険な地域をわかりやすく表示することによって、警
報がより適切な防災行動に結びつくようになることが期
待される。

講演

2 災害被災地域の小学生を対象とした防災教育
竹内裕希子　たけうち ゆきこ

熊本大学大学院先端科学研究部　准教授
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1. はじめに
北海道は、本州と比較すると土砂災害の性質が少し

異なる。ひとつの特徴としては、活火山が多いことに加
え積雪地域であるため、融雪型火山泥流の発生を想定し
た土砂災害対策を実施する必要があることである。もう
ひとつの特徴としては、年降水量が全国平均よりも少な
いことである。そのため、地先的な砂防よりも火山砂防
等に目が惹かれがちであるが、平年を大きく上回る降雨

があれば、土砂移動現象は多数発生しており、水系砂防
的に対応すべき災害も発生している。これらの特徴を踏
まえつつ、北海道における土砂災害の実態や対策につい
て紹介する。

　
2. 火山噴火と土砂災害

被害の大きかった融雪型火山泥流としては、大正15年
に発生した十勝岳の大正泥流が知られている。十勝岳の

講演

3 北海道の土砂災害
小山内信智　おさない のぶとも

北海道大学大学院　農学研究院　国土保全学研究室　特任教授

を踏まえた防災教育を実施することが望ましい。また、
多くの人は緊急時の行動として、災害時に頭を守ったり
机の下に身を隠したりするような、反射的な行動は学ん
できており実施することができるが、それだけでは災害
のリスクに対処することは不十分であり、災害への備え、
避難場所や危険箇所等について学ぶ事ができるような計
画的・論理的な行動を理解することが重要である。その
ため、実施する防災教育の内容は「緊急時の行動、災
害のメカニズム、平常時の行動、復旧・復興時の行動」
の4つの行動について組み合わせて学ぶ事が重要だと考
えられる。

また、より教育効果の高い防災教育を実施するには、
講義・座学のみの授業で終わるのではなく、地域の防災
状況や災害発生時の危険箇所等の確認、学んだことを
他者に発表するなどの実習、発表等を実施することが望
ましい。防災教育の実施にあたっては、これらの点を考
慮した防災教育の目的を設定した。

　
（2） 防災教育の実施内容
① 平成26年度の取り組み

平成26年度は、①平成24年九州北部豪雨災害を知る、
②内牧で起こったことを理解する、③今後の災害につい
て理解する、④災害時に自分の安全を確保する、⑤避
難行動を考える、⑥地域と学校が協力する、という6つ
の項目を防災教育の目的として設定し、防災教育を実施
した。防災教育は総合学習の一環として、5年生の児童

（平成24年災害時には3年生）57名を対象に実施した。
防災教育の実施者として、内牧小学校、熊本大学、

熊本地方気象台、熊本県が教材や授業の提供を行い、9
月から45分授業を全20コマ行った。防災教育の実施前
後には、実施前後での教育効果と防災教育の課題を明
らかとするため、アンケート調査等を実施した。

その結果、防災教育を通して平成24年の九州北部豪

雨での被害に関する知識や、災害発生時の危険箇所な
どの災害に関する知識を深めることができた。その一方、
地域住民や行政関係の防災に関する取り組みの学習につ
いては一定の向上はみられたが、十分とはいえないもの
であった。またアンケート調査結果から、児童が家族と
災害について会話する際、避難に関してだけでなく、災
害の特性や地域の防災活動について話題とすることが推
測できたが、九州北部豪雨災害の経験が、災害発生メ
カニズムや地域の防災活動の理解につながっていないこ
とも明らかとなった。

② 平成27年度の取り組み
平成27年度は、浸水想定区域に位置する内牧小学校

の避難所利用について、内牧小学校5年生の児童50名
（平成24年時の災害時には2年生）を対象に実施した。
児童と地域住民が協力しながら、浸水時の学校施設の
安全運用に係るルールを構築することを防災教育の目的
とするものである。その結果、ルール構築後に実施され
た避難訓練では、地域住民の迅速な避難に繋げられたこ
と、また児童自身がポスター等を作成・啓示することで
児童や家族の自負となり、防災意識の向上へ繋がること
が、防災教育の効果として表れている。

　
2. 今後の課題

今後の防災教育の教育効果を向上させるためには、学
校教育だけではなく、地域での教育においても防災に関
する学習を行うことが必要であり、家庭や地域と連携を
行っていくことが求められている。学校教育は多くの児
童・生徒を対象に一斉に教育ができることに加えて、継
続的に実施されることで、長期的には幅広い世代の人々
の防災に関する知識の獲得につながるものである。今後
は、学校の教員が自ら防災教育を設計していくことが望
まれ、それらの支援が重要になってくる。
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噴火により発生した火山泥流は、毎秒10m以上の速度で
富良野川、美瑛川を流れ下り、下流の上富良野村、美
瑛村に甚大な被害をもたらし、犠牲者の数は144名に
上った。

また、平成12年に発生した有珠山噴火では、市街地
まで熱泥流が流下したものの、事前の避難によって人的
被害が回避できた事例として知られている。人的被害を
回避できた背景には、火山活動の監視・観測等により噴
火予知・緊急火山情報の発表が可能であったこと、伊達
市、壮瞥町、虻田町が避難指示を的確に発令したこと、
そして住民の方々が迅速に避難したところが大きいが、
これに加えて昭和52年の火山噴火後に整備された砂防
施設の効果があったと考えられる。昭和52年の噴火以降
に整備された砂防堰堤、流路工、遊砂地は、平成12年
の噴火時に繰り返し発生した熱泥流の氾濫範囲を縮小
し、不意の第一波の影響を軽減するとともにその後の復
興期間の短縮にも寄与したと考えられる。このように緊
急ソフト対策として、避難支援のための情報提供を行う
だけでなく、ハード対策として恒久対策施設を整備する
ことで、減災の実効性を高めることが可能である。

　
3. 集中豪雨災害と拡大する都市の脆弱性

北海道の年降水量は全国平均の7割弱と少量である
が、平年値を上回る降雨による土砂災害も発生している。
平成26年には、札幌市の南20kmほどに位置する支笏湖
周辺において線状降水帯による豪雨が発生した。気象庁
は北海道で初となる大雨特別警報を石狩・空知地方、胆
振地方に発表し、その後札幌市は約35万世帯に避難指
示を発令した。この降雨では、朝方まで降雨が長時間継
続した支笏湖の北西に位置する恵庭岳周辺で多数の土
石流や渓岸崩壊が発生したのに対し、降雨がクリティカ
ルな状況には到達したものの、その後比較的早い時間帯
に収束した札幌市南区周辺での被害は小さかったが、も
う少し降雨域が北側まで延びていたとしたら、札幌市街
地においても土砂災害による深刻な被害が発生した可能
性が十分にあったと考えられる。

なお、札幌市は明治2年に北海道開拓使が置かれた後
から開発が始まり、当初は豊平川扇状地の中央部に市街

地が形成されたが、人口の増加に伴って周辺の山麓部に
も市街地が拡大した。この山麓地域への市街地拡大状
況は、平成26年に土石流災害が発生した広島市とよく似
ており、今後も同様な土砂災害が発生する恐れがある。

筆者らは、LPデータを用いて、土石流の発生可能性
がある流域面積3ha以上の谷地形を抽出し、土砂災害警
戒区域と重ねた。その結果、土砂災害警戒区域に指定
されていない小規模な渓流や急傾斜地崩壊危険箇所とし
て指定されている谷地形でも、土石流の発生可能性を検
証すべき箇所が認められた。今後、どの程度の規模の渓
流まで、土石流危険渓流として認識しておくべきか再度
検証する必要があると考えられた。

　
4. 2016年（平成28年）8月 北海道豪雨災害

平成28年8月下旬に発生した台風10号の影響により、
日高山脈の東麓では、8月29日から31日未明にかけて、
500mmを超える雨が降り続いた影響で、狩勝山から戸
蔦別岳付近にかけて土石流が多発した。

土石流は、高標高部を源頭部とする渓流に集中し、小
規模な表層崩壊をトリガーとして発生したが、土砂の流
下が谷底部に達すると、渓床幅が災害前と比較して顕著
に拡大しており、渓床不安定土砂再移動型土石流の形
態に近い形で流下し、砂防堰堤で捕捉されていた。また、
渓流保全工が整備されている区間では、若干の溢水が
あったものの洪水流を下流河川区間へ流送できていた
が、渓流保全工が整備されていなかった下流河川区間で
は、河川護岸の被災に伴って生じた背後地の侵食等によ
り、新たな土砂が市街地へ供給されたことで、流下幅が
5 〜 30倍程度に拡大し、渓流周辺部に被害を発生させ
た。なお、北海道が試算した結果、土石流区間における
生産土砂量は、砂防基本計画策定指針（土石流・流木
対策編）解説に示されている手法で想定される運搬可能
土砂量と比較して1オーダー大きいことが推測された。

これらのことから、砂防堰堤や渓流保全工などの砂防
施設の多くは十分に機能を発揮していたと考えられるが、
それでもなお下流河川区間において被害が生じており、
今後は、北海道の地域特性や気象条件の変化を踏まえた
砂防施設整備のあり方を検討していく必要がある。
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天平勝宝七年（756年）、唐の玄宗皇帝は、京都から
赤・黒二頭の牛に般若経六百巻を載せ、長い道のりを信
州善光寺に向かって進んでいた。ところが、なんとも不
思議なことに2頭の牛は信州松本の地で同時に斃れたの
だ。玄宗皇帝は、これは近くの山寺に安置されていた十
一面観世音菩薩の霊力であると悟り、経巻を当寺に納め、
二頭の牛の霊を祀って帰京したという。このあと、経典
が届かなかった善光寺さんはどうなったのかいささか心
配にはなるのであるが、この時から、寺を牛伏寺とよび、
近くを流れる川の名は、後世のことではあるが牛伏川と
なった。寺は、“ごふく”と呼び、川は“うしぶせ”と呼ぶ
のもなんとも不思議でこれまた十一面観音様の霊力を感
じるところである。

さて、このような神聖な場所を江戸時代に乱伐して丸
裸にしてしまったのも驚きではあるが、それはさておき、
荒廃した山肌からは、多量の土砂が流れだし、直下の松
本市内田地区では、たびたびの土砂災害に多くの死者を
出し、土砂は、信濃川の下流へ三百五十キロのはるか遠
い新潟の港を埋めたという。当時の状況を思い起こすと、
“牛”の字の付く地名は“憂し”を起源とし不安定な場所を
示すとも言われることから、災害が治まってほしいとの
願いから牛伏と名付けたのかもしれないなどと、十一面
観世音菩薩様には申し訳ない想像を勝手にしてみたりも
するのである。

明治時代にこの牛伏川で砂防事業が始まった。国の重

要文化財に指定されたフランス式階段工は、緑の背景に
調和した美しい景観を生み出しており、県内外から訪れ
るお客さんが増えつつある。静かに響き渡る落水の音が、
景観にさらに彩を添えている。130年に及ぶ砂防事業に
より、荒々しい地山むきだしだった山肌は見事に緑に覆
われたのである。当時、石工たちが一つ一つ石を削り、
堰堤を造っていたころには、草木がなく自分がこよなく
愛する蝶など到底舞わなかったことだろう。語り部が熱
く物語る石積堰堤の歴史に耳を傾けつつ、もっぱら自分
の関心は、周りを舞う蝶たちに向けられている。小学生
の頃、先生からは、「話をしている人の方をしっかりとみ
るように」と御叱りをよく受けたものであるが、いい大
人が落ち着きなく周りをキョロキョロと見渡し、その都
度ウロウロしているのは、まさに挙動不審者、自分は、
牛伏川に立つ“憂し”である。

蝶は、古くから魂を運ぶ生き物として崇められてきた。
家紋や寺紋にも蝶をデザインしたものが見受けられる。
日本には、春の女神と称せられるギフチョウ、ヒメギフ
チョウが生息しているが、現在、牛伏川流域には、ヒメ
ギフチョウが広く見られる。これらの蝶の幼虫は、水戸
黄門様で有名な葵類の葉を食べており、ヒメギフチョウ
は、冬は葉が枯れてしまうウスバサイシンという草を食
べている。牛伏川の流域の豊かな林床には、このウスバ
サイシンが豊かに育っている。ギフチョウは、岐阜県飛
騨川流域で初めて見つかり、発見地岐阜の名がつけられ

田
た し た

下 昌
ま さ し

志
長野県砂防課長・日本鱗翅学会評議員

蝶をめぐる①

私は見た！牛伏川に群舞する蝶を

写真-1　春の女神と称される ヒメギフチョウ 写真-2　日本の国蝶 オオムラサキ

然 紀 行自 Natural Journey
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た。明治16年のことである。実は、
岐阜県で見つかる前に、江戸時代の
絵師で信州上田生まれの合葉文山

（1797-1857）が採集した蝶をも
とに描かれたとされる琴平神社の長
押絵にいくつかのギフチョウが舞う
姿がみられる。文山は、西日本各地
を旅し、蝶を採集して歩いた後に、
四国は讃岐琴平山で群れ飛ぶ蝶に遭
遇し、この地に安住したとされる。
魂を運ぶとされる蝶を崇拝する姿が
偲ばれるが、およそ人という生物は、
牛が伏せてみたり、蝶が群れて舞っ
てみたりする自然の変化に何かと霊
力を感じるものなのである。琴平神
社の長押絵は、京都の絵師岸

が ん た い

岱が描いたものであり、群
蝶図と呼ばれる絵には、無数の蝶や蛾が乱舞する夢のよ
うな世界が金箔の中にちりばめられている。この絵、絵
師でもある文山自らが描かなかったのは、なんとも不思
議な話ではある。世の中には絵を描くのが下手な絵師が
存在するのも霊力のなせる技なのかもしれない。でも、
文山の描いた絵が下手だという話も聞かないから、文山
が昆虫採集でもしている間に、岸岱にこっそり描かれて
しまったのだろうか。それは悔しかったに違いない。昆
虫採集などということにうつつを抜かした罰である。

牛伏川流域では、挙動不審な私の周りで、まさによみ
がえった魂たちが群れ飛んでいた。日本の国蝶であるオ
オムラサキは、渓流に面した雑木林の梢を激しい勢いで
飛んでいる。およそ魂がゆらゆらとしている情景とは異
なって、ジェット機がビュンビュン飛び交っているよう
だ。現代社会は、めまぐるしく移り変わり、時間との勝
負になってきているから、魂が現代版になったとしても
おかしくはなかろう。まさに進化する魂である。梢の先
に止まって、ワイヤのように太くたくましい触角を前方

に突き出して、空間と対峙している。かつて裸地となっ
た牛伏川流域では、積苗工が施工され、緑の復元が図ら
れた。今でも、段切りした斜面や石張り縦水路などがと
ころどころに残っている。こうして復活した森に、たく
さんの鳥たちが訪れ、鳥たちの糞の中にオオムラサキの
幼虫が食べるエゾエノキの種が運ばれてくるのである。
現代版魂たちは、この地で愛を育み、エゾエノキの緑の
葉に卵をどんどん産むのである。日差しを浴びて、怪し
く紫色に光るオオムラサキは、復活した里山を象徴して
いる。

信州を代表する美しい蝶にクジャクチョウがいる。牛
伏川流域でも見ることができる。特に源流部稜線の花々
には、蜜を吸いに訪れる数多くの姿がみられる。和名は、
クジャクの羽のような模様をもった美しい蝶という意味
であるが、学名は、Inachis io geisha という。geisha
は、ご想像の通り日本の芸者であり、日本に分布するク
ジャクチョウに対して付けられた名前である。ioは、ギ
リシャ神話に登場する女性イオ。イオは、全知全能の神
ゼウスへの愛のために白い牝牛にされ、ギリシャからエ
ジプトまで各地をさまようことになる。クジャクチョウ
の羽に見られるきらびやかな青い紋様は、イオが牝牛に
された際に、悲しんで流した涙が蝶の羽に落ち文様と
なって残ったものである。この話を聞いたときに、牝牛
にされたイオが玄宗皇帝の経典をこの地に運び、その魂
は、クジャクチョウになって牛伏川に現れたなどと、グ
ローバルな神話伝説を思い浮かべたのであるが、イオが
日本に来たとの文献は見当たらず、さらに、牛伏で斃れ
た牛の色は、赤と黒で白ではなかったようなので、これ
は単なる妄想にすぎない。しかし、砂防でよみがえった
牛伏という何とも霊力みなぎる場に今後もさまざまな物
語が生まれることはまちがいないと信じているのは、お
そらく私だけではないだろう。

牛伏川の源流稜線部に多い ヒメシジミ（版画も著者）

写真-3　 ゼウスへの愛のために牝牛にされたイオの涙
  クジャクチョウ
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1．はじめに
私はJICA（独立行政法人国際協

力機構）の「土砂災害対策強化プロ
ジェクト: Technical Cooperation 
for Landslide Mitigation Project 

【TCLMP】」の長期専門家/チーフ
アドバイザーとして、2014年10 
月9日からスリランカ民主社会主義
共和国災害管理省の国家建築研究
所（National Building Research 
Organization【NBRO】）に派遣さ
れていました。2017年3月19日
に任期を終えて帰国しております。
TCLMPは プ ロ ジ ェ ク ト 期 間 が
2018年10月 ま で ま だ1年 以 上
残っていますが、プロジェクトの主
目的であるパイロットサイトでのモ
デル工事（地すべり対策、落石対
策）はほぼ終了しており、1年間の
瑕疵担保期間を残して主な技術移転
は終了しております。また、チーフ
アドバイザーとしての非構造物対策
に関する技術協力も今年2月21日
に行われたとりまとめセミナーまで
の各種セミナー、短期専門家の派

遣、災害対応時のOJTなどに基づ
き、最終的にNBROに対して提言を
行って、概ね技術協力は終了してお
ります。

技術協力プロジェクトに関しては、
●「 スリランカ民主社会主義共和国

土砂災害対策強化プロジェク
ト」、河川、 2015-1月号

●「 スリランカ民主社会主義共和国
土砂災害対策強化プロジェク
ト」、砂防と治水、第223号　
平成27.2.20

●「 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】」、sabo 
vol.119 冬 2016

●「 スリランカにおける土砂災害に
関 す る 技 術 協 力 プ ロ ジ ェ ク
ト」、土木技術資料、59-5
（2017）

●「 土砂災害対策強化プロジェクト活
動記録 No1-5」JICAスリランカ
事務所HP トピックス＆イベント
情報（https://www.jica.go.jp/
srilanka/office/information/

event/index.html）
スリランカの生活事情に関しては、

●「 スリランカ生活」、砂防と治
水、第228号　平成27.12.20

●「 スリランカ弁当事情」、sabo 
vol.120 2016 Summer

●「 スリランカ外食事情」、sabo 
vol.121 2017 Winter

で既に紹介させて頂いております。
そこで今回は任務を終えて、これ

までに書いていなかったこと、是非
皆様に知ってもらいたいことを書か
せて頂きます。

2．�技術協力における長期間
滞在者の必要性

どこでもそうですが、やはり現地
にいないと分からないことが多いと
思います。長期専門家として2年5
か月と10日間、カウンターパート
機関であるNBROに勤務しました
が、 通 常 時 の 業 務 の 実 施 状 況、
NBRO内部のイベントなど普段から
組織の内部にいないとどのようなこ
とが行われているのか分からないこ
とが多かったと感じています。職員
同士の微妙な人間関係、力関係、誰
が何を一番知っているかなども。常
駐することによりカウンターパート
以外の関連政府組織、例えば気象
局、測量局、財務計画局、NGOな
どとの関係も構築されるとともに、
ドライバー、ワーカー（掃除や力仕
事のための労働者）などからの情報
も秘書を通じで情報収集できまし
た。スリランカの方々は噂話好きな
ので玉石混交状態でしたが。また現
地には同時期に他のJICAの専門家
がおり、定期的にJICAスリランカ

海外事情

スリランカJICA土砂災害対策強化
プロジェクトの任期を終えて

判
は ん だ

田 乾
け ん い ち

一
内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理官 

（前　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 JICA専門家/
土砂災害対策強化プロジェクト チーフアドバイザー）

災害管理省次官他お世話になった方と日本で再会しました
（2017.4.3に災害管理省次官他関係機関が国土交通省表敬した際に撮影）
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事務所で専門家が集まり情報交換す
る機会もありました（特に夜の部
で）。そのネットワークから他省庁
の情報を得られることも多くありま
した。私のスリランカ任務中には、
財務省の財務計画局に2名、気象
局、投資促進省に各1名、農業省の
研究所には3名のJICA長期専門家
がおられました。更に滞在1年半を
過 ぎ た 頃、 日 本 人 会 の 中 で 特 に
40代のメンバーを中心に、「40代
の会」という有志で情報交換をする
集まりが出来て、そちらにも参加さ
せて頂きました。このメンバーは民
間企業でスリランカに進出している
企業、大使館職員、JICA関係者な
ど幅広いメンバーで構成されていま
した。様々な方の持っている情報を
共有すると意外な面から突破口が開
けたりすることもありました。やは
り現地に長期間滞在していないと得
られない情報がたくさんあります。

3．�海外進出しようとしている
民間企業等へのお願い

滞在期間中に日本から複数の民間
企業が営業のためNBROに来てい
ました。ほとんどの企業は、パンフ
レットのみの説明、飛込営業など、
必ずしも事前に十分準備がなされて
いるとは言えない企業もありました。
各企業はそれぞれ努力をされている
と思いますが、事前にJICAの在外
事務所、JETRO（日本貿易振興会）
などに連絡を取り、情報収集をある
程度行ってから渡航する、もし長期
専門家等が滞在していたら、その専
門家にコンタクトを取るなど、少し
準備をされた方が良いと思うことも
ありました。事前に連絡してもらえ
ると助かりますが、いきなり訪問さ
れて仲介をお願いされても…。ま
た、できれば製品等の説明をする際
はパンフレットだけではなく、動画
を使った方が良いと思われました。
スリランカでは、パンフレットなど
は正直誰も見ない傾向が有り、動画
で説明して印象を強く与えた方が、
その後必要になった際に思い出して

くれる可能性が高いと思われまし
た。更に言うと、何かサンプルを置
いていく、簡単でもいいので実際に
デモンストレーションを行う、など
ちょっと一工夫があった方が良いか
もしれません。一番良いのはどこか
で小規模でも良いので試験的に施工
をして、制作過程、完成品を見せる
のがBestですが…。

4．�JOCV（青年海外協力隊）
の有効活用

JICAでは民間企業に在職したま
まJOCVとして海外に派遣する「民
間連携ボランティア」という制度が
あります。偶然ですが幸いなことに、
カウンターパートのNBROに日特建
設（株）からJOCVが派遣されてい
ました。同じNBROに派遣されてい
ることもあり、このJOCVと強力な
協力体制が確立できました。長期専
門家の分野以外の情報をJOCVがた
くさん持っていたりその逆も有った
りと、相互に補完しあえたと思いま

す。基本的にJOCVは日本で数か月
間研修所に隔離されて？現地語を習
得しており、更に現地でも1か月程
度ホームステイして現地語に磨きを
かけています。現地語を話せること
で得られる情報も想像以上にありま
す。2016年5月の豪雨災害時に、
災害管理省災害管理センターの
EOC（日本の官邸地下の危機管理セ
ンターに相当する場所）で災害対応
がどのように行われているか見学さ
せてもらいました。当然ですが（？）
普段英語で話してくれる職員も、緊
急時であるため現地語で会話をして
いました。同行してくれたJOCVが
どのような会話をして、何を対応し
ているのか状況を教えてくれまし
た。彼がいなかったら見学に行って
も…。また先述の3.にも関連します
が、民間連携ボランティアとして
JOCVを関連する相手国政府機関に
派遣すると、海外進出の際に事前の
情報収集になります。ある意味相手
国機関の偵察要員（？）という意味

砂防学会国際部会の海外学術調査の様子
（2016年5月発生アラナヤケ災害発生地で撮影）
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で様々な情報を得やすいと思いま
す。海外進出を本気で考えられてい
る企業の方は、是非民間連携ボラン
ティアを派遣することをお勧めし
ます。

また、他のJOCVがNBROのJOCV
を訪ねて来た際、派遣先の様子を聞
くことも出来ました。そのJOCVは
キャンディの近くの市役所に派遣さ
れており、ちょうど市役所の防災体
制・対応がどうなっているのか知り
たかった時に来てくれて、市役所の
実態をじっくり聞くことが出来まし
た。市役所では日本で想像するよう
な防災体制はほとんど取られていな
い（職員数の不足、必要資機材を確
保する予算が無いなどの理由によ
る）ことが分かりました。私の派遣
期間中はスリランカ全土に約70名
のJOCVが派遣されていました。現
在も同程度派遣されていると思いま
す。彼らJOCVが各地で活動する中
で得ている様々な情報は、当人に
とっては重要ではないと思っていて
も、情報が必要な人とのマッチング
が行われると非常に有効活用できる
と思われます。JOCVは貴重な情報
源でした。

5．関連事業の集中実施
現在防災関連で以下のJICA事業

が実施されています（一部終了した

ものも含まれる）。
①  有償資金協力：国道土砂災害対

策事業
主要国道沿いの重要箇所の土砂災

害対策工事の調査から施工までを
実施
②  有償資金協力付帯技術協力：土砂

災害対策強化プロジェクト（長期
専門家常駐）

③  技術協力：気象観測・予測・伝達
能力向上プロジェクト（長期専門
家常駐）
気象局で、気象予報・警報伝達能

力を向上するための技術協力
●  開発計画調査型技術協力：LiDAR

測量プロジェクト（2016年10月
終了）
測量局で、LiDAR測量を実施し、

数値標高モデル（DEM）作成方法
を技術移転
④  中小企業海外展開支援事業 案件

化調査：（株）オサシテクノス（普
及実証事業でも採択済）
日本の地すべり遠隔監視システム

を普及するための調査
⑤  中小企業海外展開支援事業 普及

実証事業：小岩金網（株）
斜面防災技術（ユニット式金網型

枠による吹付法枠工）の普及のため
の試験施工
⑥  中小企業海外展開支援事業 案件

化調査：原工業（株）

環境保全型斜面防災技術（連続繊
維複合補強土工）を普及するための
調査

同時期に複数の防災関連事業が
実施されていたため、お互いの情報
を交換ができるとともに、防災分野
のみならず多方面での豊富な情報
が得られました。必ずしも業務に
直結する情報だけではありませんで
したが、他のプロジェクトで訪問し
た先の行政組織関連情報、民間企
業の動向など幅広い分野での情報
がもたらされ、その結果として技
術協力プロジェクト推進の参考に
なりました。

また、TCLMPでは当初キャンディ
のパイロットサイトの工事として法
枠工によるがけ崩れ対策工事を予定
しておりました。残念なことに、プ
ロジェクトを開始して現地調査・施
工環境を調査していくと、日本で行
われている法枠工事がこれまで行わ
れたことが無く、スリランカでは材
料が入手困難であり、もし施工する
のであれば日本から専門業者を呼ば
ないとできないことが判明しました。
JICA本部も含めNBROとも協議を
重ねた結果、当初スリランカ政府と
合意された範囲内の技術協力プロ
ジェクトとしては日本の法枠工によ
る対策を行わないことになりました。
しかし上述の⑤の普及実証事業によ

普通は行けないヌワラエリアの紅茶プランテーションの奥地からの茶畑と貯水池
（2015年9月のコトマレ災害現地調査時に撮影）
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り、キャンディのパイロットサイト
の対策工事の一部を日本の法枠工で
試験施工することになりました。技
術協力プロジェクトでできなかった
ことをJICAの別事業で補完するこ
ととなりました。チームジャパンで
タイミングよく連携して頂きました。

6．�スリランカでの今後の土
砂災害に関する技術協力
の有効性

NBROに勤務している間に地すべ
り観測機器と伝送システム、解析用
機器など地すべり観測システム全体
のパッケージについて、インドの民
間企業が説明会を行って売り込みに
来ていました。また、斜面対策工事
のワイヤーなどの材料の売り込みに
イタリアの民間企業が説明に来てお
り、スリランカに営業所を設置しよ
うと動いているようでした。土砂災
害対策のパーツや観測機器などの部
材・一部の機器の売り込みはありま
した。

一方、土砂災害対策施設の施工
（構造物）に関しては、World Bank
が資金協力を行い、スリランカの学
校裏のがけ崩れ対策を約20か所
行っています。但し、資金協力のみ
でスリランカで一般的に行われてい
る工法を実施しており、新たな技術
の導入をしているわけではありませ

ん。このWBの資金協力以外で、他
国からの土砂災害対策に関する協力
は行われていないようです。JICAの
有償資金協力の国道土砂災害対策事
業と本技術協力プロジェクトが、ス
リランカ国外の技術を利用して施工
を行っている数少ない事業です。施
工に関しては、今後も日本の技術が
リードしていくことが期待されてい
ます。

7．�たくさんの方々にお世話
になりました

プロジェクト実施に伴って、短期
専門家、セミナーでの基調講演、リ
モートセンシングセミナーの実施
などで、多くの方々にスリランカに
来て頂き、活躍して頂きました。
プロジェクト以外でも、砂防学会
国 際部会が海外学術調査として
2016年5月に発生したアラナヤケ
災害地などを現地調査して頂きまし
た。立山砂防女性サロンの会の海外
研修の一環としてアラナヤケ災害地
も視察して頂いております。現地で
説明をさせて頂きましたが、様々な
視点からいろいろな質問を頂き、説
明している方も参考になりました。
また、2015年と2016年にそれぞ
れ1名、JICA新人職員の海外OJT
研修の一環で、技術協力事業の専門
家やカウンターパートの業務を学ぶ

ため、約2週間一緒に仕事をして業
務の補助をして頂いています。更に
2016年 に はJICAの イ ン タ ー ン
シッププログラムとして、東京大学
大学院生が約3週間プロジェクト活
動のアシストをしてくれました。た
くさんの方々にお世話になりながら、
プロジェクトの担当任務を実行でき
たと思っています。

8．最後に
スリランカから帰任する際は、手

続きや準備の多忙さに紛れて思いま
せんでしたが、日本に帰ってきてし
ばらく経って改めて振り返ってみる
と、いろいろなことが有ったと思っ
ています。災害対応だけではなく生
活面でも。スリランカは仏教国であ
ることもあり、日本人としても文化
的な面でそれほど違和感なくなじむ
ことができたと思っております。更
に日本に対しても親近感を持って頂
いており、楽しくスリランカ生活を
送ることができました。生涯に一度
は海外で生活をしてみたいと思って
いましたが、念願かなってスリラン
カに派遣して頂いて感謝しておりま
す。あまりにも良い国であったため、
もう他の国には長期専門家としては
行けないとも思っています。最後に、
お世話になった皆様にこの場をお借
りして厚く御礼申し上げます。

NBROの土砂災害対策強化プロジェクトの執務室の様子
（第3回短期専門家の訪問時に撮影）

海外事情
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海外事情

オーストリア
「MoC署名式
及び現地視察」
参加報告

※  Memorandum of Cooperation between the Sabo Department of the 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan and the 
Forestry Department of the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management of the Republic of Austria in the 
Field of Sediment Disaster Risk Management

嶋
し ま

　大
ひ ろ な お

尚
（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所　技術開発研究室長

1．はじめに
「土砂災害リスクマネジメント分野

における国土交通省砂防部とオース
トリア連邦林業・環境・水資源省林
務局との間における協力覚書※（以
下MoCと記載）」の署名式が2017 
年6月18日（木）にオーストリアの
ウィーンで執り行われ、6月19日（金）
から20日（土）にかけてはオースト
リアが取り組んでいる災害防止対策
に関する現地視察を行いました。今
回、MoC式及び現地視察に参加す
る機会を得たので報告します。

2．参加者
日本からは西山幸治国土交通省砂

防部長、三道義己国土交通省砂防部
保全課砂防事業調整係長、岡本敦国
土技術政策総合研究所土砂災害研究
部長、丸井英明新潟大学名誉教授、
西真佐人砂防フロンティア整備推進
機構研究第一部長、及び小職の6名
が参加しました。

3．MoC署名式と日本オース�
� トリア砂防技術会議

MoC署名式と日本オーストリア
砂防技術会議は、オーストリア連邦
林業・環境・水資源省林務局で行わ
れ、技術交流や協力関係の強化など
が表明された。

MoC署名式を行う西山幸治砂防部長（左）
とGerhard Mannsberger局長（右）

MoC署名式出席者

日本オーストリア砂防技術会議の様子

議　題 講演者

国際防災学会インタープリベントの研究活動 Dr.Gernot Koboltschnig
（インタープリベント事務局長）

日本における土砂災害対策 西山 幸治（国土交通省砂防部長）

オーストリアにおける渓流・雪崩災害対策 Dr.Florian Rudolf Miklau
（農林環境水管理省森林局砂防部長）

オーストリアにおける洪水対策 Dr.Heinz Stiefelmeyer
（農林環境水管理省水管理局治水部長）

日本における渓流・斜面の監視技術
（早期警報への応用）

岡本　敦
（国土技術政策総合研究所土砂災害研究部長）

日本・オーストリア間における砂防分野の
科学技術協力の重要性 丸井 英明（新潟大学名誉教授）

日本オーストリア砂防技術会議の講演題目

※
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4．現地視察
4．1　シュピッツ

シュピッツは、ドナウ川の上流か
ら約800km下流に位置する町で、
この町から眺める普段のドナウ川の
風景はとても美しく、ユネスコの世
界遺産「ヴァッハウ渓谷の文化的景
観」に登録されている集落です。

一方で、シュピッツはしばしば洪
水氾濫が発生しますが、町を守るた
めに高い護岸を建設すれば美しい景
観が壊されます。そこで考案された
のが、可搬式堤というものです。

シュピッツでのドナウ川の水位が
十数時間後に危険水位に達するかど
うかは、ドナウ川上流域の水位等を
観測することにより、高い精度で予測
ができるため、危険水位になることが
予測されてからの可搬式堤での対応で
町を守ることが可能になっています。

可搬式堤は、護岸に設置された取
り付け金具と取り外し可能な可動壁
からできており、地元のボランティ
アと協力して12時間程度で組み立
てることが可能だそうです。

使用した可動壁の汚れを落とすた
めの専用マシーンも開発されてお
り、次の洪水氾濫に向けての備えが
十分行われていると感じました。

4．2　グシュリーフグラーベン
グシュリーフグラーベンはトラウ

ン湖東岸の石灰岩と泥岩・砂岩の
境界に位置しており、トラウンシュ
タイン山の北斜面ではたびたび崩壊
が発生し、土砂災害を誘発してい
る。1978年には最初の法的拘束
力のあるハザードマップが公表され
た。また、2007年には大規模な

ドナウ川（シュピッツ）

可搬式堤の組み立ての様子
（https://www.elitereaders.com/mobile-
flood-walls-austria-machlanddamm/より）

グシュリーフグラーベンからのトラウンシュタイン山（標高1,691m）

可搬式堤の効果
（https://www.elitereaders.com/mobile-flood-walls-austria-machlanddamm/より）

地すべり地内に植えられた樹木ハザードマップにおける危険性が示され
た範囲
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地すべりが発生し、排水工を中心と
した対策工事や地すべり地内に木を
植える等の対策が実施されてい
ます。

4．3　ハルシュタット
ハルシュタットは湖畔に面した小

さな町で、観光地として脚光を浴び
ており、一帯は、「ザルツカンマー
グート地方のハルシュタットとダッ
ハシュタインの文化的景観」とし
て、1997年にユネスコ世界遺産に
登録されています。町中を流れる水
路は、暗渠になっており、民家の下
などを通って、湖に流れ込んでいま
す。2013年に洪水氾濫が発生し、

ハルシュタット湖岸の町並み 2013年の洪水氾濫のようす民家の下を通る水路

上流域に整備されたユニークな形状の透
過型砂防堰堤 2012年に発生した土石流災害

旅のつれづれ A u s t r i a

現地視察で宿泊したハルシュタットのHeritage Hotelの部屋には湖に面した小さなバルコニーがあり、そこからはハ
ルシュタットの町並みと湖を眺めることができ、夕食までの空き時間を楽しみました。また、夕食にはICOMOS（国際
記念物遺跡会議）の方やハルシュタットの村長さんも参加していただき、とても楽しいひとときを過ごせました。

宿泊したホテルのバルコニー ハルシュタットでの夕食 旬のアスパラガスのスープ

全壊3戸などの被害が発生しました
が、現在は世界各地からの観光客で
賑わっています。

4．4　リーツェン
2012年に土石流災害が発生し、

住宅、インフラ施設、農地に致命的
な被害をもたらしました。この災害
で500名が避難し、建物67棟、車
両22台が被災した。災害後、上流
域 に3基 の 透 過 型 砂 防 堰 堤 を
2015年に整備し、2016年に発生
した土石流の被害を防止しました。
写真下段左に示す透過型堰堤の上流
側の天端にはユニークな突起状の鋼
材があり、流木の流下を防止する役

目があるのではないかと推測して
いる。

5．おわりに
MoC署名式及び日本オーストリ

ア砂防技術会議では話題提供と活発
な議論が交わされ、現地視察では意
見交換が行われました。これらは日
本とオーストリアの双方にとって非
常に有意義なものとなったと思いま
す。最後に今回お世話になったオー
ストリア連邦林業・環境・水資源省
はじめオーストリアの皆様、そして
MoC署名式で通訳をしていただいた
会議通訳者の松本敦子さんに感謝申
し上げます。
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地すべり学会活動の一環として、
5月22 〜 27日にベトナム地すべ
り巡検ツアーが開催されました。歴
代地すべり学会長3名を含む21名
の錚々たるメンバーに交じり、筆者
も本ツアーに参加しました。ツアー
の概要報告は、別途地すべり学会誌
に掲載されますので、ここでは、ツ
アー中、また帰国後にベトナムの地
すべりに対して抱いた雑感を記した
いと思います。

今回のツアーでは、ベトナム北部
および中部の山岳地帯の地すべり地
を訪問しました。

ベトナム北部は、雲南省方面から
延伸するヒマラヤ造山運動の西端に
あたり、新規造山帯に属します。一
方、中部は古期造山帯です。いずれ
の地でも、道路や鉄道路線の開発
に伴い地すべりが多数誘発され、ベ
トナム国として重要な課題となって
います。

最初に訪れた北部では、地すべり
地の他、宅地や道路開発のための切
土により誘発された崩壊地や切土の
露頭を多数見学することができまし

海外事情

ベトナム地すべり巡検ツアー報告

道
み ち は た

畑 亮
りょういち

一
（一財）砂防・地すべり技術センター　斜面保全部　課長代理

写真-1　切土斜面の崩壊地（YenBai市街にて） 写真-2　プレカンブリアンの露頭を見る（YenBai市街にて）

巡検箇所の位置図（ツアー配布資料より）
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た。（写真-1）
ここで、北部の地形的特徴を少し

詳細に述べますと、雲南省へと延び
る紅河断層帯に沿って急峻な山塊が
分布します。また、断層帯内の地質
は、日本ではほぼ見る事の出来ない
プレカンブリアンの地層（写真-2）
や、第三紀層、さらに、新しい河床
堆積物等の地質が構造運動を受け
複雑に分布し、それら基盤の上に
は、熱帯性気候の影響で数メート
ルに及び厚く風化した土壌が覆って
います。メンバーの方々の多数が、
年季の入った地質屋であったことか
ら、酷暑の中持参のハンマーを振り
かざし、日が暮れるまで露頭観察会
となったのでした。

写真-3は、一見段丘礫層ですが、
亜角礫質でせん断構造が見られるこ
となどから、現地の見立てでは断層

破砕帯であろうかとの議論がなされ
ました。

紅河断層帯から右岸側の山塊に
入りますと、フランス統治時代の
避暑地であったSapaまで一気に
1500m程度標高が上がります。

Sapaへのアクセスとなる道路沿
いは、花崗岩質の山地で、棚田と
峡谷と牛とバイクのベトナムの田舎
らしいのどかな景観が広がっており
ますが、地すべり地形も多数分布
し、実際に地すべりによる被害が出
ています。

写真-4・5は、道路沿いに発生し
た 比 較 的 大 規 模 な 地 す べ り

（MonSen地すべり）で、脚部の切
土が原因となり発生したものです。
詳しい諸元は分かりませんが、幅
100m程 度、 長 さ は300m程 度、
層厚15m程度はあろうかと思い

ます。
MonSen地すべりの地質は、花

崗岩で、日本では「地すべり」の素
因としては認識されていない地質で
すが、急斜面の割に風化土壌が厚
く、日本とは素因の性状に違いがあ
ると考えられます。また、斜面脚部
より、複数の段差地形となってお
り、切土により局所的に生じた緩み
が斜面上方に波及し、大きな地すべ
りに発 展 したように 見 受 けられ
ます。

その後、一旦HaNoiに戻り、空
路にてベトナム中部に参りました。
そこで、小型バスに分乗し、地すべ
り地に向かう途上、ベトナムに長年
駐在しておられました奥山ボーリン
グの阿部さんより、ベトナム人技術
者の地すべり現象の興味深い捉え方
のお話しを伺いました。曰く、「日

写真-3　YenBai市街の露頭その2

写真-6　Sapaのリゾートレストランで夕食を取るツアー一行

写真-4　霞がかった田舎の風景とMonSen地すべり

写真-5　MonSen地すべりの概況
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本では、自然の斜面で恒常的に滑
動している地すべりがあるとのこと
であるが、ここべトナムでは地すべ
りは地形改変により発生するのもの
であり、人為なしに滑動している地
すべりはない」とのこと。地震がほ
とんどなく、また比較的安定してい
るベトナムでは、地すべりの発生条
件が大きく異なるものかと強い印象
を受けました。

そうして到着したHiVan地すべ
り地は、ベトナムを南北に縦貫する
鉄道沿いに発生した地すべりで、地
質は、同じく花崗岩（もしくはミグ
マタイト）です。確認されている現
象は、路線建設の切土の影響範囲
と考えられる小ブロックでの滑動

（実線）ですが、背後にはより大き
な地すべり地形（破線）がみられま
す（写真-7）。これら大きな地すべ

写真-7　HiVan地すべりの概要（ツアー配布資料より）

写真-8　HiVan峠方面からHue方面を望む

写真-9　 シーティングジョイントの発達した
 HiVan地すべり地周辺の花崗岩露頭

りブロックが現在滑動しているかは
不明です。また、花崗岩であること
から、本当に地すべりにより生じた
地形かどうかということも議論に
なっています。

ともあれ、ベトナム国内には、現
在の滑動の有無にかかわらず地すべ
り発生の結果である地すべり地形が
多数分布していることから、インフ
ラ整備のための切土に伴い発生する
地すべりの影響に比べると顕在化し
ていないだけで、大局的には、自然
斜面でも地すべりが生じ得ると考え
る事が自然であろうと思います。

ベトナムの現状としまして、集約
的な地すべりの変動観測は、日本か
らの技術協力によりHiVan地すべ
りなど一部の地すべりに適用されて
いるのみで、一般的ではありませ
ん。また、ボーリングによるすべり

面の確認もほとんど実施されておら
ず、必然的に孔内傾斜計による地
中に変動などの情報もほとんど得
られていません。これら調査技術に
よりベトナム地すべりの基礎情報を
得る事が、今後のベトナムの地すべ
り研究や対策に資するものと考えら
れます。

今回のベトナムツアーでは、ベト
ナム政府組織であるInstitute of 
Transport Science Technology
から、地すべりに関わる職員に同行
いただきました。社会主義国とい
う、側面もあるため、日本人のみで
勝手に現地を見る事ができないとい
うこともあり、長年ベトナムと関係
を持たれた阿部さんをはじめとする
地すべり技術者の人脈があってこそ
実現した巡検ツアーだったと思いま
す。改めてここに謝意を示します。
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発生日 国　名 種　別 概　要
2016年

11月22日 ニューカレドニア 崩壊
島北西部の町ウアイルー（Houailou）周辺で、前の週から続く豪雨により洪水が発生、また、南に
一山越えた山間の村ゴウアルー（Gouareu）周辺の2箇所で斜面崩壊が発生、これらにより8名が
犠牲となった。22日午前までの12時間の雨量は400mmに達した。

12月28日 ミャンマー 崩壊
カチン（Kachin）州北部のファカント（Hpakant）ヒスイ鉱山で、高さ122mの鉱滓の崖が崩れ、30－
40名の坑夫たちが犠牲となった。現場は昨年11月にも115名が亡くなる崩壊が生じており、現場の
安全管理に問題があるが、改善が進んでいない。赤十字によれば、昨年だけでも38回の崩壊で
300名以上が亡くなっているとのこと。

2017年

1月18日 イタリア 雪崩
イタリア中部ペスカーラ（Pescara）県ファリンドラ（Farindola）村の、標高1200mの山腹にあるホ
テル・リゴピアノ（Hotel Rigopiano）で、朝から続いたM5以上の4回の地震により雪崩が発生し、
ホテルは雪崩の圧力によって10メートル移動し、さらに厚さ2メートルの雪に覆われた。発生から
4日目までに11名が救出されたが、29名が雪とつぶれた建物の中から遺体で発見された。

1月20日 中国 岩盤
崩落

揚子江中流域の湖北（Hubei）省襄陽（Xiangyang）市南漳（Nanzhang）県にあるミラージュホテル
（Mirage Hotel）で、隣接する岩山が崩落し、約3,000立方メートルの岩屑がホテルの半分を直撃し
た。これにより、12名が亡くなった。数日間降雨はなかった。

2月4〜7日 アフガニスタン
パキスタン 雪崩

2月4〜7日にかけて、アフガニスタン・パキスタン国境付近の広い地域で豪雪があり、雪崩が頻発
した。国境に近い、アフガニスタンのバダクシャン（Badakhshan）州で14名、ヌリスタン（Nuristan）
州で少なくとも50名、ナンガラール（Nangarhar）州で1名、パルワン（Parwan）州で7名など、他州
を含めると85名が命を落としたほか、245軒の家屋が全壊した。パキスタンでは、カイバー・パク
トゥンクア（Khyber Pakhtunkhwa）州で15名が亡くなっている。これらにより両国合わせて194名
が死亡、90名負傷、6,752世帯が住家を奪われた。

2月9日 インドネシア 崩壊
バリ（Bali）島中央に位置するキンタマーニ（Kintamani）地区で、9日一日中降り続いた豪雨によ
り、夜半になって3つの村で崩壊が発生した。これにより家屋が埋塞し、12名が死亡した。住家背
面の斜面崩壊によるものと推測されるが、一部はフラッシュフラッドによる被害と考えられる。

3月11日 エチオピア 崩壊
首都アジスアベバ（Addis Ababa）郊外のゴミ集積場でゴミ山が崩れ、食べ物や鉄くずなどを探し
ていた女性や子供など、113名が死亡した。高さ約60m、広さ30万平方メートルに及ぶ広大なゴ
ミ山は40年以上にわたりゴミが集積され続け、300人以上が50軒の小屋を建てて違法に住み着
いていた。

3月31日 コロンビア 土石流

南西部プトゥマヨ（Putumayo）県の人口4万人の町モコア（Mocoa）で、数日間続いていた雨が31日
夜に入ってから強くなり、周辺部で崩壊が発生、土石流となって都市部で氾濫し、住宅25軒が全壊
し、4500人あまりが家を失ったほか、314名死亡、332名負傷、127名が行方不明となる被害が出てい
る。サントス（Santos）大統領が現地入りし、激甚災害を宣言した。31日夜の降水量130mmは月降水
量の3割にあたる。

（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課

「平成29年度 砂防地すべり技術研究成果報告会」のご案内
開催日時：平成29年11月14日（火）13:30 〜17:00
会　　場：砂防会館　別館シェーンバッハ・サボー（1階：淀・信濃）

プログラム（予定）	 ※詳細・参加申込は後日ホームページに掲載予定です。

13:30 開会挨拶
13:35 来賓挨拶
13:40 発表1 天然ダム崩壊プロセスの違いが流出-ハイドログラフに与える影響に関する研究

	 里深	好文（立命館大学	理工学部都市システム工学科）

14:10 発表2 土砂災害規模の定量的評価手法に基づく大規模災害の特徴と社会的影響に関する研究
	 小山内	信智（北海道大学農学研究院	国土保全学研究室）

14:40 発表3 鋼製透過型砂防堰堤の縦材純間隔が流木混じり土石流の捕捉機能に及ぼす影響について
	 堀口	俊行（防衛大学校	建設環境工学科）

15:10 休憩（15分）
15:25 発表4 鉄砲水や土砂流出による災害発生予測精度向上にむけた出水時の山地河川の水理特性解明

	 浅野	友子（東京大学	農学部付属演習林）

15:55 発表5 水害・土砂災害危険箇所と人的被害の関係に関する基礎研究
	 牛山	素行（静岡大学　防災総合センター）

16:25 発表6 材料特性を考慮した土石流扇状地の形成過程に関する水路実験と評価手法の開発
	 堀田	紀文	（筑波大学大学院	生命環境系）

16:55 閉会挨拶
17:30 終　　了
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日本の皆さんは「ブ
ラジルの飲み物といえ
ば？」と聞いたら、何
が思い浮かびますか？

『guaraná（ガラナ）』？『caipirinha（カイピリーニャ）』？
それともお茶好きな方は『chá mate（マテ茶）』でしょ
うか？最近日本ではマテ茶の人気が高まっていると聞き
ます。このマテ茶を、ブラジルの南部地方では、伝統的
に『chimarrão（シマハォン）』と呼び、独特な飲み方を
します。今回は、この『chimarrão』を紹介したいと思
います。
『chimarrão』は主にブラジル南部地方でマテ茶を

使った独特の飲み物として愛飲されています。『cuia』
というヒョウタンを乾燥させた容器にマテ茶葉を入れ、

『bomba』という金属製の先端に茶漉しのついたスト
ローを通して飲みます。（写真-1）マテ茶葉は目詰まりが
しないように、『moída grossa（荒挽き）』のものを選
ぶのがコツです。

淹れ方は、まずマテ茶葉を『cuia』に2/3まで入れま
す。次に『cuia』の口より大きめの平たい皿、または掌
で口を覆い傾け、隙間を空けます。その隙間に80℃のお
湯を6分まで静かに注ぎます。（80℃以上だと、マテ茶
から雑味が出てしまうのでご注意！）

そして、マテ茶葉の山が崩れないように『bomba』を
しっかり差し込んでいきます。（自分に向かって左側、心
臓に近い位置に挿し込むのが『南部流』）上手く挿した
ら、またお湯を注ぎ、茶葉に十分に水分が行きわたるま
で5分〜 10分待って完成です。（水分を吸い込むことに
よりマテ茶葉の山が崩れにくくなります）

ブラジル南部地方の人々には、『chimarrão』は日常欠

ブラジル
TEA TIME 事情

『chimarrão』deアミーゴ

世界の街角から世界の街角から

かせない飲み物です。『roda』という集まりがあり、初対面
の人がいても『chimarrão』の回し飲みが行われます。そ
の方法とは、①『chimarrão』を淹れる役のホストがいる。
②ホスト役が淹れ、最初の一杯を飲み切り、お湯を足したら
自分の右側から順にすすめる。③受け取った人はマテ茶を飲
み終わったら、ホスト役に戻す。④ホスト役はまたお湯を足
し、次の人に渡し③〜④が繰り返されます。（回し飲みする
際は、たとえ初対面の異性同士の間であっても『bomba』
の吸い口を拭く習慣はありません。勧められるままに飲んで
ください）『roda』にはいくつかルールがあります。大人数
が参加している場合、『chimarrão』を飲んでいるときは、
お喋りに参加せずに黙って飲み切らなければなりません。
それは、あとの人が順番を待っているからです。また、

『obrigado（ありがとう）』とホスト役に言わない限り、何
回でも『chimarrão』が回ってきます。そして、受け取っ
た『chimarrão』の『bomba』からのお茶の吸い加減が悪
かったら、必ず淹れた人に返します。淹れた人のみが

『bomba』を動かして調節していいからです。
日本には茶道という茶を振る舞う場があり、『roda』と似

ていると思います。しかし、諺の「一期一会」があるよう
に、客人に最高のおもてなしを施すのが茶道ですが、『roda』
はポルトガル語で「輪」という意味があり、客人を自分の

「輪」に招き、共に『chimarrão』を分かち合って『amigo
（友人）』になろうというのが『roda』の精神だと思います。
茶道は「ひととき」を大切にし、『roda』は「これから」
を。それは、ブラジル人の親しみやすさを表しているのかも
しれません。

筆　　者：又吉クリスチーナ正江（JICAプロジェクト職員）
取材協力：ジョゼ・ノヴァクルス（都市省職員（リオグランデドスウ州出身））
監　　修：山越隆雄（JICA専門家）

写真-1　『Cuia』と『Bomba』

写真-2　掌で口を覆い傾け、隙間を空け、お湯を注ぐ

写真-3　『bomba』を左側に挿し込み、お湯を注ぎ足す

Cuia

Bomba
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技術の概要
JSウォール堰堤工法は砂防ソイルセメント工法における高い施工性、経済性のメリットを最大限に活かし、内部材の

砂防ソイルセメントを補強する外部保護材と複合させた土石流対策をはじめとする重力式砂防堰堤工法です。
外部保護材の特徴

① 型枠機能、耐衝撃性、景観性に優れています。
② 上下・左右を連結し壁面同士の隙間が発生しない構造です。
③  施工時荷重に対しても自立構

造が確保できます。
④  曲面形状にできるなど、加工

性に優れています。
今回の更新では、これまでの施

工実績を踏まえ設計・施工マニュ
アルを最新の内容に更新しました。
設計者や施工者の皆様がより利用
しやすいように、最新の「砂防ソ
イルセメント施工便覧」を踏まえ
取りまとめました。

施工事例

技術のポイント
・ 外部保護材同士はボルト連結がされているため、土石流荷重が作用しても外部保護材及びその継手部は内部材の露

出を防止できます。
・ 非越流部の側壁部を曲面形状の外部保護材とすることで、非越流部に使用するコンクリート量を削減し、施工期間

の短縮・施工コストの削減が図れます。
・ 従来工法に比べ、外部保護材の設置向きや形状の自由度が高いため地形条件に合わせた堰堤形状とすることができます。

●設計・施工マニュアルの改訂ポイント

・ 最新の「砂防ソイルセメント施工便覧　平成28年版」を踏まえて、用語や内部材の強度についての記述を変更しました。
・ 非越流部の安定計算についての記載内容を充実させました。
・施工計画に関する留意点、施工ヤード、配合試験について記述を追加しました。
・試験施工の記述を追加しました。
・外部保護材の組立手順の記述を追加しました。

建設技術審査証明の紹介 （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

技術審査証明25
【技術名称】 JSウォール堰堤工法

【更新承認日】	平成28年6月29日　【取得会社】	JFE建材株式会社
【技術詳細に関するURL】	http://www.jfe-kenzai.co.jp/

図-1　JSウォール堰堤工法　概要図
【不透過型砂防堰堤】 【透過型砂防堰堤】

コンクリートパネル 波形鋼板パネル（めっき） 波形鋼板パネル（無塗装）

上下流外部保護材の施工状況 人工地山部の外部保護材設置状況透過型の非越流構造
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技術の概要と今回の変更点
砂防堰堤ウォール工法は、コンクリート砂防堰堤構築において、堤体内部

の現場打ちコンクリートと一体構造化を図った上下流の自立式砂防堰堤ブ
ロックを用いた工法です。本工法の特徴は以下のとおりです。

① 足場工の設置や型枠の取り外しが不要な残存型枠、
② 型枠の本体が転倒しない自立式である、
③  勾配（0分〜 7分の5厘刻み）ごとに多種類製品化し、上下流の法勾配

差があっても上下流の天端が同じ高さになるように（1リフトの高さは
1.5mを基本）製品化、

④  現場で型枠切断による建設廃材を出さないよう、袖部天端の勾配や袖折れ部、水抜管の孔部等による特殊な形状の
場合も製品化。

なお、今回の更新申請は、構造的に変更はなく取り付け金具等の材質追加と寸法修正及び参考文献の改訂年度明記変更です。
施工状況と背面取り付け金具図

技術のポイント
・法面積（3m2以上）が広く、設置時にブロック本体の転倒の恐れがない自立式の型枠です。
・ 5厘刻みの勾配の型枠を製品することで、上下流の法勾配差があっても必ず天端高が同じとなります。
・ 袖部天端の勾配や袖折れ部等の特殊な形状の場合でも製品化しており、現場でのブロック切

断は一切なく建設廃材を出しません。
安全対策の1例
ブロックの設置

ブロックの設置においての作業員は、監視員のほか、クレーン車合
図員1人、設置作業員2人の3人体制で行っており、事故等の発生防
止に努めております。

技術審査証明26
【技術名称】 砂防堰堤ウォール工法 

【更新承認日】	平成28年9月13日　【取得会社】	丸高コンクリート工業株式会社
【技術詳細に関するURL】	http//www.marucon.co.jp/

設置

専用金具の取り付け作業 専用金具取り付け完了 堤体コンクリート打設

完成専用金具取り付け図
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捕捉事例 今後の改良課題
変形を許容する構造であるため、保全対象物との

離隔（支柱長程度）を確保する必要があります。今
後、適用範囲の拡大と経済性の向上を図るため、検
討を続ける予定です。

インパクトバリア工法の概要と特徴
インパクトバリア工法は、斜面崩壊により発生した崩壊土石等の衝撃

力を減勢しながら、崩壊土石等を捕捉する柵構造の待受け工です。
従来の剛な構造物とは異なった視点から開発されたものです。構造上の

特徴は、リング状のネットとエネルギー吸収装置が変形することで、大き
な衝撃エネルギーを吸収すること、変形後も所定の崩壊土石等の捕捉容量
を確保できることです。
性能

① 最大150Kn/m2までの衝撃力に対応できます。
② 所定の堆積土圧に耐えられる構造としています。
③ 柵の変形後も所定の崩壊土石等の捕捉容量を確保することができます。　　　　　
インパクトバリアは、待受け工の必要機能条件（堆積土圧に対する安定・崩壊土石等の衝撃力に対する安定・崩壊土

石等を捕捉できる容量）の全てを満足しています。
施工例

技術のPRポイント
● 進入路幅が狭い場合（最小1.5m）や傾斜が急な現場でも、部材が軽量で人工施工が標準のため施工可能です。
● 施工範囲が狭く、土地の改変度が小さいことから周辺環境を保全できます。
● ネット構造であるため透過性が高く、自然景観に良くなじみます。
● 従来工法（待受け擁壁）の適用が困難な地形・地物条件に適用できます。
● 地中反力体をアンカー構造としているため、擁壁の適用が困難な地耐力の小さい地盤において対応可能です。
● 従来工法に比べて、CO2排出量の大幅な削減が可能です。
審査のポイント（急傾斜地崩壊対策として用いる場合の必要条件）

インパクトバリアは、柔構造の待受け工を急傾斜地崩
壊対策として用いる場合の必要条件を満たしています。

●  保全対象物を明確にして構造物の重要度に応じた
検討を行っています。

●  適用できる土石の量や速度等の範囲を明確にして
います。

●  適用上限の柵形状での実物大実験または精度の高
い解析に基づいて性能確認を行っています。

●  適用条件の衝撃力・堆積土圧・捕捉容量等の確認を行っています。
●  部材設計手法が確立されており、実験に基づく安全性が確認されています。
●  最大衝撃力発生時の柵の変形について検証を行っています。また土石等の捕捉容量はこれに基づいています。
●  土石等の衝撃時、細粒分・水分の透過による家屋等への影響検証がなされています。
●  柵形状、アンカー配置等の施工管理基準を「インパクトバリア工法設計マニュアル」で規定しています。

技術審査証明27
【技術名称】 インパクトバリア

【更新承認日】	平成28年9月22日　【取得会社】	東亜グラウト工業株式会社
【技術詳細に関するURL】	http://www.toa-g.co.jp

構造模式図

支柱の傾斜

ネットの変形

ロープのサグ

ロープに作用
した荷重

実験による確認事項

眺望保全区域への採用事例
（愛媛県）

グリーンベルト整備事業での
採用事例（兵庫県）

狭隘な土地での施工事例
（東京都）

地耐力の小さい地盤での施工事例
（長野県）

捕捉事例（宮崎県） 捕捉事例（兵庫県）
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社会人30年生

購入希望の方は、当センターHP【書籍頒布】から購入申込書を印刷、FAXにてご注文下さい。
お支払いは、請求書を書籍に同封致しますので、到着後に口座振込にてお願いいたします。
頒布価格は 1 冊 5,000 円（税込、送料別）となります。

■問い合わせ・申し込み先■
　（一財）砂防・地すべり技術センター　企画部
　TEL：03－ 5276－ 3271　FAX：03－ 5276－ 3391
〒 102-0074　東京都千代田区九段南 4－ 8－ 21　山脇ビル

「人が死なないと、梅雨は明けない」。郷里の鹿児島で、

幼い頃からよく聞かされてきた言葉だ。鹿児島では高校

卒業まで暮らした。河川の氾濫やがけ崩れは、梅雨・台

風期には見慣れた普通の風景だった。茶色く濁って増水

した河川では、堤防の震動を感じ、渦を巻きながら普段

よりも速く流れる様子をみて、以来私は、晴れの日も橋

を渡るのが怖くて、いつも目を閉じて走って渡っていた。

梅雨・台風とはそんなものだと思っていた。

白衣の似合う化学者を夢みて大学の農学部に進んだ。

入学後のガイダンスで、砂防の講義があった。それまで

「梅雨・台風期の普通の風景で、そんなものだ」と思って

きていたことが、そうではなく、防ぐ方法があるという

ことを初めて知った。衝撃的だった。

このような経緯で砂防の仕事に就いた。30年前のこと

だ。当時、世の中は（今もその名残はあるが）、「20歳代

から50歳代の、健康で、家事・育児・介護をする必要の

ない男性」が築いてきたルールでできていた。たぶん多

くの女性もそのルールを受け入れ、そのルールの中で生

きる、世の中はそんなものだ、と思っていた。だから、

たとえば、土木を勉強したり、土木業界に就職する女子

は少なかった。結婚も出産も、むしろ職場以外で女性か

らいろいろ意見された。保育園の相談で役所に行くと、

窓口の担当者（女性）から、夫が働いているのになぜあ

なたも働くのか、子供を保育園に預けるのはかわいそう、

3歳になるまでは母親が自宅で保育すべし、と。また、結

婚、妊娠に踏み切れない女性もいた。ルールから外れず

に働くためだ。20代の頃、女性同士で楽しく歓談する場

だと思っていた都内で働く女子の会は、仕事で成功した大先

輩（確か民間会社の方で、当時50歳代）から、男性に負け

るな！と叱咤激励される場だった。

でも、30年を経るなかで、そんなものだと思ってきてい

た世の中は随分変わった。

私は、先の女子会での失敗？があって、その後女子会とい

うものには全く参加しなくなった。50歳も間近になった頃、

地盤工学会北陸支部の女性の会から依頼があり、講演に出か

けた。女性の会のメンバーは、20歳代から60歳代、独身者・

子育て中・その終了者、建設コンサルタント勤務、建設会社

勤務、官公庁勤務、会社社長など、多彩な顔ぶれ。聴講者

には、学会の呼びかけで、工学系で学ぶ学生たち（女子も男

子も）もいた。地元の建設会社に入って地域の人に喜ばれる

仕事をしたい、と将来を語る女子学生もいた。念願だった橋

が掛けられ、それを喜んでいた地域の人たちの顔が忘れられ

ないという。これまで女性が圧倒的に少なかった分野で「普

通に働く女性たち」が存在感を増していくことは、世の中に

さまざまなことを気づかせている。現実に、女子学生たちの

専攻選択の幅も広がっており、土木業界への就職を目指す女

子学生も増えてきている。そんなものだと思っていた社会の

ルールは、確実にもうそんなものではなくなってきている。

今春、娘が土木職で就職した。

いまどきの女性の職業選択の幅は

ものすごく広くなっている。

娘曰く、「そんなもんでしょ」。　

　（冨田陽子・STC企画部長）



優良業務及び優秀技術者表彰

【優良業務及び優秀技術者表彰】【優良業務及び優秀技術者表彰】
◆優良業務名「立谷沢川流域大規模土砂災害施設配置検討業務」新庄河川事務所長表彰
◆優良業務名「H28富士川砂防砂防設備効果検討業務」関東地方整備局長表彰
　優秀技術者：嶋　大尚   同整備局長表彰
◆優良業務名「平成27年度白岩砂防堰堤補強対策評価検討業務」北陸地方整備局長表彰
 優秀技術者：向井　啓司　立山砂防事務所長表彰
◆優良業務名「平成28年度神通川流域における土砂洪水氾濫対策検討業務」神通川水系　砂防事務所長表彰
 優秀技術者：加藤　誠章　同事務所長表彰
◆優良業務名「H28年度富士山火山噴火緊急減災対策検討業務」中部地方整備局長表彰
 優秀技術者：吉田　真也　同整備局長表彰
◆優良業務名「新宮川水系砂防計画とりまとめ業務」紀伊山系砂防事務所長表彰
 優秀技術者：池田　暁彦   同事務所長表彰
◆優良業務名「H28年度桜島火山砂防基本計画改訂検討業務」九州地方整備局長表彰

行事一覧（1月〜7月）

◆◆協賛（後援）
2月2日、3日 「第21回震災対策技術展・横浜」（後援）
4月〜10月 「昭和42年六甲山系豪雨災害50年行事（協賛）
6月1日〜  「平成29年度土砂災害防止月間」（後援）
6月1日  「平成29年度砂防ボランティア全国の集い」（後援）
6月1日、2日 「第4回震災対策技術展・大阪」（後援）
7月1日  第41回「水の週間」行事（協賛）
7月14日  「防災講演会〜カスリーン台風から70年を迎えて〜」（後援）

平成29年度 （一財）砂防・地すべり技術センター講演会開催

6月13日（火）砂防会館別館シェーンバッハサボーにおいて「（一財）砂防・地すべり技術センター講演会」を
開催いたしました。当日はあいにくの天候の中、284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。

評議員会及び理事会の開催

【平成28年度第2回理事会】	 	平成28年度第2回理事会が平成29年3月29日に開催され平成29年度の事業計画及び
収支予算等の審議が行われました。

【平成29年度第1回理事会】	 	平成29年度第1回理事会が平成29年5月26日に開催され、平成28年度事業報告、収
支決算及び公益目的支出計画実施報告書等について審議が行われました。

【平成29年度定時評議員会】	 	平成29年度の定時評議員会が、平成29年6月27日に開催され平成28年度の収支決算
及び任期満了に伴う理事の改選等について審議が行われました。選任された第4
期理事は以下の方々です。

【第 4 期 理 事 】
◆ 石川　芳治 東京農工大学名誉教授
◆ 太田　猛彦 東京大学名誉教授

新理事長交代のおしらせ
3期6年間にわたり理事長を務めた近藤浩一が6月27日を
以って退任し、6月28日付南

みなみ
　哲

のりゆき
行が新理事長に就任いたし

ました。近藤前理事長は相談役として、引き続きセンター運
営に携わって参ります。
新役員のもと職員一同、新たな気持でこれからも土砂災害
の防止・軽減に取り組んでいく所存です。 南 新理事長 近藤相談役
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◆ 岡田　　稔 大洋コンサルタント（株）常任顧問
◆ 岡本　正男 （一社）全国治水砂防協会理事長
◆ 尾畑　納子 富山国際大学現代社会学部教授
◆ 北原　糸子 前国立歴史民俗博物館客員教授
◆ 西出　則武 東北大学特任教授
◆ 福長　秀彦 NHK放送文化研究所特任研究員
◆ 丸谷　知己 北海道大学大学院農学研究院特任教授
◆ 南　　哲行 常　勤
◆ 大野　宏之 常　勤 
◆ 綱木　亮介 常　勤

【平成29年度第2回理事会】	 	平成29年度第2回理事会が平成29年度6月28日に開催され、代表理事等の選定が行
われました。審議の結果、理事長に南　哲行理事が選定され、専務理事に大野宏
之理事が、業務を分担執行する理事に綱木亮介理事がそれぞれ再任されました。

人事異動

◆◆3月31日付
【退　　職】 岩岡 町子 斜面保全部
 武士 俊也 砂防技術研究所上席研究員（国土交通省砂防部保全課砂防施設評価分析官へ）
◆◆4月1日付
【採　　用】 冨田 陽子 砂防技術研究所上席研究員（新潟県都市局長より）
 垣本 　毅 砂防部技術課主任技師（砂防部非常勤職員）
 伊倉 万理 砂防技術研究所技術開発研究室研究員（新規採用）
【委　　嘱】 安養寺 信夫 総括技師に委嘱
 白岩 幸夫 総務部長に委嘱
【配 置 換】 安味 恵理 斜面保全部（総務部契約課）
【昇　　任】 藤澤 康弘 総合防災部技術課課長代理（総合防災部技術課主任技師）
◆◆5月31日付
【出向期間終了】 遠藤 弘樹 砂防部技術課技師  
 木村 善和 斜面保全部技術課技師
 南條 　功 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 
◆◆6月1日付
【配 置 換】 池田 暁彦 総合防災部技術課長（砂防技術研究所砂防システム研究室長）
【兼　　務】 嶋 　丈示 砂防技術研究所技術部次長　砂防技術研究所砂防システム研究室長を兼務
【新規出向】 相馬　 良 砂防部技術課技師    
 柳 　真衣 砂防部技術課技師
 細谷 健介 斜面保全部技術課技師      
 牧野 彰人 斜面保全部技術課技師
 鈴木 真悟 斜面保全部技術課技師 
 金井 啓通 総合防災部技術課技師   
 太田 紘樹 総合防災部技術課技師
 鳴海 正寿 砂防技術研究所技術開発研究室研究員
◆◆6月28日付
【委　　嘱】 近藤 浩一 相談役に委嘱
◆◆6月30日付
【退　　職】 山下　 勝 砂防部長
 櫻井 真見 砂防部
◆◆7月1日付
【採　　用】 石引 庄一 総務部経理課長
◆◆7月3日付
【採　　用】 長井 義樹 砂防部長
◆◆7月6日付
【退　　職】 浦　 　真 砂防技術研究所上席研究員（国土交通省砂防部保全課長へ）
【配 置 換】 冨田 陽子 企画部長（砂防技術研究所上席研究員を兼務）
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当地に出張経験のある方はよくご存じだろうと思います
が、この時期、大きなリュックを担いだ登山者で混み合う
食堂の雑踏を掻き分けて、バスの時刻を気にしながら掻っ
込むランチは、とてもじゃないけど「食の楽しみ」とはほ
ど遠いのが実感です。

そんな出張族の味方が、ここ「小木曽製粉所・松本駅前」
店。100％信州産そば粉の自社製粉・製麺にこだわる同店
は、信州一円に展開するチェーン店で、特筆すべきはその
価格、「ざる・かけ・大ざる」すべて500円！！ 税別だか
ら「ワンコイン」と言い切れないのが残念ですが、ここは
迷わず「大ざる」購入。店内満席でもめげずに赤い札を握
りしめ、トレーを手に列に並びます。もうもうと上がる湯
気の中、目の前の大釜で茹で上げられ、冷水で締められた
つややかな大ざるの麺は、普通盛りの優に倍量というボ
リュームです。めんつゆ、ネギ（たっぷり）、わさびを準備
して会計へ向かう頃には、めまぐるしく回転する店内にた
いてい空席が見つかります。
醤油の勝ったさっぱりめんつゆに、打ちたて、ゆでたて
のそばの香りがたまりません。その他、各種天ぷらや山賊
焼きのトッピングもあります。「山賊焼き？」松本周辺リ
ピーターにはおなじみの料理ですね。ニンニク風味の鶏の
唐揚げと思って頂ければ間違いないですが、ご当地メ
ニューならではの
味わいを是非一度
ご賞味下さい。
時間も予算もか
けられない出張族
の皆様、「安」「早」
「旨」の三拍子揃っ
たこの店を、松本
周辺のランチに悩
んだ際には是非思
い出して下さい。	
（I）

出張

ワンコインの価値を噛みしめる
［小木曽製粉所・松本駅前］

松本駅お城口出て右側すぐ
TEL　0263-33-5551

営業時間11：00 〜 20：00（売切れ次第終了）
http://ohtaki-gp.net/ogisoseimenjyo/matsumoto.php

平成29年度 （一財）砂防・地すべり技術センター研究開発助成
6月2日（月）アルカディア市ヶ谷で行われた標記委員会の厳正な審議を経て、応募総数18件のうち、本年度

の助成該当者5件が下記のように決定しました。

氏			名 タイトル 所　属
執印 康裕 土砂災害の多様性と地域性を考慮した土砂災害危険雨量の運用に関する検討 宇都宮大学

PARKNER Thomas 北海道「八幡の大崩れ」における風化・侵食・マスムーブメントの相互作用 筑波大学
香月　智 鋼製透過型砂防堰堤に作用する土石流荷重の推定に関する研究 防衛大学校
中谷 加奈 土石流の発生条件と氾濫・堆積までを考慮した適切な地形解像度の設定 京都大学
王　功輝 地震により不安定化したテフラ斜面における降雨による地すべりの発生機構及び災害軽減 京都大学

平成29年度砂防学会通常総会・研究発表会
5月24日から25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、奈良春日野国際

フォーラム甍I・RA・KAで行われました。当センターから下記15題の発表を行いました。

所属部 発表者 タイトル
1 砂防部 宮瀬 将之 砂防事業評価における観光便益の検討事例（仮称）
2 砂防部 本多 泰章 熊野川における平成23年台風12号後の土砂移動実態（続報）（仮称）
3 研究所 池田 暁彦 土石流ピーク流量の特性に関する考察
4 砂防部 五十嵐 勇気 梓川上流域（上高地）における出水時の流量特性について
5 砂防部 伏木　 治 梓川上流域（上高地）における流量変化について
6 砂防部 上森 弘樹 梓川上流域（上高地）における降雨流出特性について
7 砂防部 垣本 　毅 20016年台風16号による鹿児島県垂水市における土砂災害の発生原因について
8 砂防部 厚井 高志 ALOS2画像による2015年熊本地震発生後の土砂移動状況の把握
9 総合防災部 江頭 　勲 桜島火山における土石流ピーク流量と降雨特性との関連性について
10 総合防災部 小野 秀史 降灰後山地斜面の表面流出に関する（人工試料を用いた）降雨模型実験
11 総合防災部 高橋 秀明 避難対象地区の特性を踏まえた火山地域における避難計画の考え方
12 総合防災部 近藤 玲次 簡易浸透能調査手法を用いた火山灰層厚が浸透能へ与える影響の把握
13 総合防災部 小林 拓也 高密度・高精度レーザー計測に基づく短期間の土砂移動現象の把握
14 砂防技術研究所 山内 秀基 土石流荷重によるコンクリート堰堤の抵抗性に関する一考察
15 砂防技術研究所 嶋　 丈示 満砂した砂防堰堤に流木捕捉機能する方法
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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（A2出口）徒歩１分
都営地下鉄市ヶ谷駅（A2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/

早朝、すでに日差しは高いものの風は清かに紫陽花の葉
を揺らし、遠くから聞こえるラジオ体操の音楽、トースト
の焼ける香り、日課をこなす音や気配の中で、それぞれの
一日が始まろうとしています・・・
・・・夕焼けの残る空を見上げて「暑いですね」「おつ
かれさま」の挨拶を背に我が家へ、そして冷えた飲み物を
手にテレビのリモコンを捜す、なんということのない今日
という日が穏やかに暮れていきます。

平凡で平穏な暮らし、そのかけがえのなさは、年齢を重
ねるにつれて身にしみてくるようです。そんな日々の積み
重ねを「幸福」と呼ぶのならば、7月初め九州北部を襲っ
た土砂災害は多くの命を奪い、幸福を押しつぶしたのでし
た。家族の避難を確認するために戻り捲き込まれた方、幼
い我が子と胎内の命をかばいながら亡くなった若い母親、
奥様と我が家を無くし茫然自失する高齢の男性・・ニュー
スで流される痛ましい映像は、「死者35名」（執筆時）と
いう数字、その数だけの人生が無残に断ち切られたことを
まざまざと見せつけました。

辛くも存えることができても、築いてきた営み、喜びも
夢も思い出も未だ泥の中に閉ざされ、多くの方々が避難所
での生活を余儀なくされています。繰り返される自然災害
の前には、私たちに為すすべはないのでしょうか？　「災
害が起こらない場所はない」のなら、命を暮らしを幸福を
守る、覚悟を私たちは持たねばならないのです。

亡くなられた方のご冥福をお祈りし、このような悲惨な
災害が繰り返されないことを心より願います。そして被災
された皆様が一日も早く、平穏な毎日をとり戻されますこ
とを念じてやみません。　（J）
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