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南魚沼市を流れる信濃川水系魚
野川は、昭和 10 年（1935 年）の
大災害を契機として、昭和 12 年

（1937 年）5 月から水系砂防事業
が実施されている。
これまでに整備された砂防堰堤や
渓流保全工は、地域の安全を守り、
道路整備や工業団地などの企業誘
致、農業など地域経済の活性化に
寄与している。
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巻頭言

土石流や斜面崩壊、河床変動、土砂・洪水氾濫、火砕
流、溶岩流などの土砂災害の原因となる現象の数値シ
ミュレーションモデルが多数開発され、研究面だけでな
く現象の予測・再現に利用され、砂防施設の効果の評価
にも活用されている。また、現在の河川砂防技術基準で
は、計画流出土砂量を降雨流出解析と河床変動計算に基
づいて設定することを基本とすることが記載されており、
現在、多くの河川に対して土砂・洪水氾濫の数値解析が
実施されている。砂防計画に河床変動計算が使われるの
は、土砂水理学の研究を行ってきた筆者にとっては、画
期的なことであり感慨深いものがある。シミュレーショ
ンの利点は任意の条件に対する諸現象の理解が進むこと
であり、過去の降雨量を上回る極端な降雨条件も設定す
ることができ、このとき発生すると考えられる土砂移動
現象を表現できることである。気候変動の影響で記録更
新の大雨による大規模土砂災害が頻発する現状を鑑みる
と、シミュレーションの活躍の場はますます広がるもの
と思われる。一方、シミュレーションの計算精度の問題
は依然残されており、計算結果の信頼性が問題なく高い
とは言えない。河床変動解析で計算される計画流出土砂
量と降雨流出解析で計算される計画洪水流量を比べたと
き、河川流量のデータが充実している降雨流出解析の精
度は高く、計画降雨量に対する洪水流量の確からしさは
流出土砂量のそれより高い。開発者の努力で数値計算自
身の技術は向上しているが、不明確な条件も多く、その
ために十分よい精度が得られないという側面もある。流
出土砂量の信頼性を高めるためには、河床変動や流砂量、
流量、河床材料の粒度分布、土砂生産量などの観測デー
タをもっと充実させなければならない。

シミュレーションの解像度は小さい方が局地的な情報
も得られるので望ましいが、計算負荷や計算精度の面で
問題もある。研究者は高精度・高解像度のモデルの開発
を目指すが、土砂災害の特性を考慮して土砂災害対策に
有用な情報となるような精度と解像度のモデルを開発す
ることが大事である。最近、筆者らは豪雨時のマルチハ
ザードシミュレータを開発し、土砂災害に対するソフト
対策への応用を考えている。土砂災害と関係するハザー
ドとして、崩壊、土石流、河道における土砂の堆積と侵
食、洪水氾濫などを流域スケールで解析し、流域内の土
砂災害リスクの時空間変化を提示するものである。斜面

や河道の解像度は数十メートルから数百メートル程度で
あり細かくない。土砂災害の特性の一つはそのリスクが
局所的に異なることであるので細かい解像度が必要であ
るが、細かい分はずれも多くなるので、大きな解像度で
も正確な情報の方が有用であると考えている。このシ
ミュレーターは連続して発生するハザードが解析できる
ため、防災教育や避難行動のシミュレーションにも役立
てることができる。

一方、土石流による被災リスクは数メートル離れる
だけで大きく変わるので、土石流の氾濫シミュレー
ションの解像度は細かい方が望ましい。現在、活用さ
れているMorpho2DHやHyper KANAKOは家屋一軒
一軒を考慮した解析ができる。土砂災害警戒区域は地形
条件から決められるが、シミュレーションによると土石
流の流動範囲や流体力が解析されるので、土砂災害警戒
区域内の土石流被害のリスク分布が評価できる。さらに
はリアルタイムハザードマップへの活用も見込まれ、緊
急避難場所の特定にも使うことができる。しかし、大き
な問題は計算結果の信頼性であろう。リアルタイムハ
ザードマップや緊急避難場所は人命に関わることであり、
その設定は慎重にならざるを得ない。したがって、結果
の信頼性が高くなければ活用することは難しい。計算条
件を正確に与えることができれば計算精度はある程度確
保することができるが、シミュレーションでは表しきれ
ないドラスティックな現象が土石流の流動に影響し、土
石流の影響範囲が変化することもある。そうなれば信頼
性は失われるので、このような変化の幅を示すことがで
きれば活用しやすくなると思われる。

最近のシミュレーターはGUIが装備されており、シ
ミュレーションの煩わしさの一つを取り除いている。そ
の反面、だれでも簡単に結果が得られるようになると、
色々な問題も生じる。最低、水理学や土砂水理学の基礎
くらいは学習している人が利用することが必要だと思う。
ただ、利用者の範囲を広げることは砂防分野における数
値シミュレーションのさらなる活用につながると思われ
る。そうであれば、間違った計算条件を入れたときに、
シミュレーターが修正を要求し、計算結果を専門家が目
で見て妥当性を判断するように、シミュレーターが妥当
性を判定するようなAI支援ツール付きの次世代のシミュ
レーターの開発が期待される。

公益社団法人砂防学会 会長
京都大学 防災研究所 教授
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1．はじめに
平成時代は災害の多い 30 年であったと言われてい

ます。令和時代はそうでないことを願っていますが、
平成 29 年 7 月九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、平
成 30 年の台風第 21 号と第 24 号、令和元年の台風第
15 号（房総半島台風）と第 19 号（東日本台風）、令和
2 年 7 月豪雨と、近年は毎年のように激しい気象災害
に見舞われ、残念ながら多くの方が亡くなり、その中
には土砂災害による犠牲者が少なからず含まれていま
す。防災施設の設計時に想定された現象を上回ること
が起こっているという面もあるのではないかと思われ
ます。

近年の気象災害を振り返り、これらに立ち向かうた
めのヒントを探りたいと思います。

2．温暖化と気象災害の激化
2．1  温室効果ガスの急増

地球の大気中に温室効果ガスや雲などがあるため
に、地表気温が 15℃程度となり、我々は快適に生きて
いけます。

しかし、その温室効果ガスの約 4 分の 3 を占める二
酸化炭素は、それまで緩やかに増減していたのが、産
業革命以降は明瞭な増加に転じ、最近の数十年は急激
に増加しています。2018 年の二酸化炭素の平均濃度は
407.8ppm で、工業化以前（1750 年頃、約 278ppm）に
比べて 47% 増加しました（図-1）。
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東北大学 特任教授

（（一財）砂防・地すべり技術センター 理事）

繰り返す激しい気象災害に
立ち向かうために

寄稿

 図-1 　これまでの二酸化炭素濃度の変化
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2．2  世界と日本の気温の変化

過去 100 年余りの世界の気温の変化を見ると、2019 年
は、1891 年の統計開始以降で 2 番目に高い値となり、
また、最近 5 年（2015 〜 2019 年）は、すべて歴代
5 位以内となりました。100 年あたり 0.74℃の割合で上
昇しています。特に 1990 年代半ば以降、高温となる
年が多くなっています（図-2）。

次に、過去 100 年余りの我が国の気温の変化を見る
と、2019 年は、統計を開始した 1898 年以降で最も高
い値になりました。

日本の年平均気温は、長期的には 100 年あたり 1.24℃
の割合で上昇しています。特に 1990 年代以降、高温
となる年が多くなっています（図-3 右）。

近年、世界と日本で高温となる年が頻出している要

因としては、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に
伴い地球規模で気温が長期的に上昇する地球温暖化の
影響が考えられます。また、エルニーニョ現象などの
数年〜数十年程度の時間規模で繰り返される自然変動
の影響も受けています。

世界的には北半球の中高緯度帯での気温の上昇が大
きい傾向が見られます。これは雪氷が融解してしまう
ことで、さらに温暖化が加速するという正のフィード
バックが働くためです。このため、中緯度帯に位置す
る日本も世界平均と比べて温度上昇のペースが速いの
です（図-2 右）。

なお、この日本の平均気温の算出には、長期的に均
質な観測を行っている上に都市化による影響が小さい
と考えられる網走から石垣島の 15 観測地点のデータ
を用いています（図-3 左）。

 図-2 　世界の気温変化（気象庁資料より）

 図-3 　日本の気温変化（気象庁資料より）
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2．3  我が国のこれまでの気候変化

2. 3. 1  気温の上昇
我が国の平均気温の上昇の結果、猛暑日、熱帯夜、

冬日の日数にも変化が現れています。全国の猛暑日の
年間日数（30 年平均）は、約 80 年前と比べて約 2.9 倍に、
熱帯夜は約 2.6 倍に、逆に冬日は約 2 割減少していま
す（図-4）。

2. 3. 2  降水量の増加
100 年以上のデータがある全国の日降水量 100 ミリ

以上の雨の平均年間日数（30 年平均）は、90 年前と
比べて約 4 割増加し、同様に日降水量 200 ミリ以上の
雨は約 7 割増加しています（図-5）。

全国の 1 時間降水量 50 ミリ以上の「滝のように降る
雨」の平均年間発生回数（10 年平均）は、約 30 年前
と比べて約 4 割増加し、同様に 80 ミリ以上の「息苦

 図-4 　暑い日、寒い日の変化（気象庁資料より）

 図-5 　雨の降り方の変化（日降水量）（気象庁資料より）
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しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じるような雨」
は約 7 割増加しています（図-6）。

長く続く強い雨についても増える傾向が見られま
す。40 年間余りのアメダスによる年最大 72 時間降水
量は過去 30 年で約 10％上昇しており、極端な大雨の
強さが増大する傾向が見られています（図-7 左）。

一方で、雨の降る日全体では減っています。全国の
日降水量 1 ミリ以上の平均年間日数（30 年平均）は、
約 90 年前と比べて約 1 割減少しています（図-5 左下）。

2．4  我が国のこれからの気候変化の予測

2. 4. 1  気温の上昇
気象庁が平成 29 年 3 月に公表した「地球温暖化予測

情報第 9 巻」によると、もし二酸化炭素の排出が抑制
されなければ、20 世紀末と比べて 21 世紀末には日本
付近の気温が 3.3 〜 4.9 度上昇すると予測されています

（図-8）。
過去 100 年余りの世界の気温の変化の特徴として、

北半球の中高緯度帯での気温の上昇が大きい傾向が見
られますが、日本付近の気温の予測でも北ほど大きい
傾向が見られます。

東日本太平洋側は 4.3 度上昇すると予測されていま
すから、東京の現在の平均気温 15.4 度が 19.7 度になる
ということです。屋久島の現在の平均気温が 19.4 度で
すから、単純に考えれば、東京が屋久島の気温になる
ということです。

最高気温が 35℃以上の日である猛暑日の年間日数
は、沖縄・奄美で 54 日程度増加するなど、全国的に
有意に増加します（図-9）。

地域別で見ると、南ほど猛暑日の増加日数が大きく
なる傾向があります。これは、南ほど、もともと現在
でも 35℃に近い日が多いために、平均値が上昇するこ
とで急激に猛暑日が増加するのだと考えられます。 

 図-6 　雨の降り方の変化（1 時間降水量）（気象庁資料より）

 図-7 　雨の降り方の変化（72 時間降水量と上空の水蒸気）（気象庁資料より）
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2. 4. 2  降水量の増加
同様に、このまま二酸化炭素の排出が抑制されない

場合、1 時間降水量 50 ミリ以上の短時間強雨の年間発
生回数は全国的に増加し、今世紀末には前世紀末と比
べ、全国平均では 2 倍以上になると予測されています

（図-10）。
北日本の将来は現在の東日本太平洋側並みに、東日

本太平洋側の将来は現在の西日本太平洋側並みに、西
日本太平洋側の将来は現在の沖縄・奄美並みに降るこ
とになります。たとえば、東京が、将来、四国並みの
雨の降り方になるということです。

既に北日本でも、これまで考えられなかったような
豪雨災害がみられるようになってきていますが、平成
30 年 7 月豪雨など近年の西日本の豪雨は、これまで比
較的豪雨災害に見舞われなかった地域の方々にとって
も、まさに、他人事ではなくなるということです。

一方で、雨の降らない日も増えると予測されていま
す（図-11）。

この傾向は過去約 100 年のデータでも見られていま
す（図-5 左下）。

一見、大雨が増えることと相反するように思えます
が、実は、どちらも気温の上昇により引き起こされる

ことと説明できます。地球温暖化により気温が上昇す
ることで、空気中に蓄えることができる水分量であ
る飽和水蒸気量が大きくなります。実際の現象はもっ
と複雑ではありますが、雨が降るときは大気中の水分
がすべて凝結して降水となったと単純化して考えます
と、1 回に降る雨の量が多くなることになります。

一方で海面水温が上昇することにより大気への蒸発
量は 1 度上昇すると約 2 パーセント程度増えるのです
が、それよりも、飽和水蒸気量の増加のほうが 1 度の
気温上昇につき約 7 パーセントと大きいので、大気中
の水蒸気が降水によって「空

から

」になってから、また「満
水」になるまでの間隔が開くことになります。このため
に、雨の降らない日が増えることとなるというのです。 

このことは、和風庭園の「ししおどし」の竹筒が大
きくなった場合を想像すると納得できると思います。

3．近年の気象災害と教訓
3．1  平成 29 年 7 月九州北部豪雨

梅雨前線が 7 月 5 日から 6 日にかけて西日本に停滞
し、この影響で、九州北部地方を中心に大雨となりま

 図-8 　年平均気温の変化（気象庁資料より）

 図-10 　短時間強雨の変化（気象庁資料より）

 図-9 　猛暑日の年間日数の変化（気象庁資料より）

 図-11 　無降水日数の変化（気象庁資料より）
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した。九州北部地方では、対馬海峡付近に停滞した梅
雨前線に向かって暖かく非常に湿った空気が流れ込
み、線状降水帯が形成された影響で記録的な大雨とな
りました。

気象庁は 5 日 17 時 51 分に福岡県、19 時 55 分に大
分県に、大雨特別警報を発表しました。

福岡県及び大分県では、5 日昼頃から夜遅くにかけ
て猛烈な雨が降り続き、福岡県朝倉市で 129.5 ミリの
1 時間降水量を観測したほか、最大 24 時間降水量は福
岡県朝倉市で 545.5 ミリ、大分県日田市で 370.0 ミリと
なって平年の 7 月の降水量を超えるなど、統計開始以
来の 1 位の値を更新しました。

7 月 5 日の午前中は青空がのぞいていたということ
ですから、雨が降り始めたら、直ぐ止むかも知れない
と思い、雨宿りして様子を見ていた人もいるのではな
いでしょうか。ところが、雨はどんどん激しくなり、

レーダーとアメダスのデータから推定した解析雨量に
よると、朝倉市では半日ほどで 900 ミリ以上の豪雨と
なりました（図-12）。これでは、降り始めから身動き
が取れないままに洪水に巻き込まれた方もいたのでは
ないかと思います。このような状況では、「自助」だ
けで命を守るのは無理かも知れません。

3．2  平成 30 年 7 月豪雨

西日本から東海地方を中心に広い範囲で数日間大雨
が続き、その総雨量は 1982 年以降の豪雨災害時の雨
量と比べて極めて大きいものとなりました（図-13）。

7 月 5 日から 8 日にかけては、西日本付近に停滞し
た梅雨前線に向けて、極めて多量の水蒸気が流れ込み
続けるとともに、局地的には線状降水帯が形成されま
した。

 図-12 　平成 29 年 7 月九州北部豪雨の朝倉市の雨量（気象庁資料より）

■全国のアメダス地点（比較可能な９６６地点）で観測された降水量の総和
（１９８２年１月上旬から２０１８年７月上旬における各旬の値の度数分布）

降水量の総和(mm)
 図-13 　平成 30 年 7 月豪雨の降水量の総和（気象庁資料より）
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この広域で持続的な大雨をもたらした要因は、梅雨
前線が、非常に発達したオホーツク海高気圧と日本の
南東に張り出した太平洋高気圧との間に停滞したこと
です。それぞれの高気圧の強まりには上層の寒帯前線
ジェット気流及び亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行が
持続したことが影響しました。

これらの背景として、地球温暖化に伴う気温の上昇
と水蒸気量の増加が寄与したと考えられます。

6 月 28 日から 7 月 8 日にかけての総雨量は、四国
地方で 1,800mm、東海地方で 1,200mm を超えるなど、
7 月の月降水量平年値の 2 〜 4 倍となったところもあ
りました。また、48 時間降水量、72 時間降水量などが、
中国地方、近畿地方などの多くの地点で観測史上 1 位
となりました（図-14 左）。

この豪雨により、広島県、岡山県、愛媛県をはじめ
広い範囲で甚大な被害が発生し、死者・行方不明者は
232 名となりました。

この豪雨では、多くの教訓が得られましたが、中で
も、多くの被害が、災害リスクが高いと公表されてい

た地域で発生したことが特筆されます。
岡山県倉敷市真備地区の浸水範囲は、ハザードマッ

プで示されている浸水想定区域と概ね一致しており、
犠牲者のほとんどが非流出家屋の屋内で被災した可能
性があり、また、土砂災害による死者のうち、約 9 割
が土砂災害警戒区域内などで被災しました。

3．3  平成 30 年の台風第 21 号と第 24 号

台風第 21 号と第 24 号に伴って、多くの観測地点で、
最大風速や最大瞬間風速の記録が更新され、交通障害
やライフラインへの被害が発生しました（図-15）。

記録的な暴風をもたらした台風でしたが、犠牲者が
少なかったこともあり、7 月豪雨の影に霞んでいるか
も知れません。犠牲者が少なかったのは、7 月豪雨な
どの教訓が活かされ、対策がしっかり取られた側面が
あるのではないかと思います。このような成功体験も
記憶に留めておきたいところです。

 図-14 　平成 30 年 7 月豪雨と猛暑（気象庁資料より）

 図-15 　平成 30 年台風第 21号（左）と第 24 号（右）の最大瞬間風速（気象庁資料より）
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3．4   令和元年台風第 15 号（房総半島台風）と
第 19 号（東日本台風）

台風第 15 号では、房総半島付近を中心に暴風による
被害をもたらし、気象庁は、台風としては初めて「令
和元年房総半島台風」と命名しました。

台風第 19 号では、東日本や東北地方を中心に大雨に
よる被害をもたらし、気象庁は「令和元年東日本台風」
と命名しました。

台風第 15 号と第 19 号に伴って、多くの観測地点で、
最大瞬間風速、最大 24 時間降水量などの記録が更新
されました（図-16）。

特に台風第 19 号では、大雨の影響で、広い範囲で河
川の氾濫が相次いだほか、土砂災害や浸水害が発生し
ました。10 月 10 日から 13 日までの総降水量が多いと
ころで 1,000 ミリを超えました。台風が接近・上陸し
た 10 月 12 日から 13 日にかけての半日から 1 日程度
で静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に
短時間に非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、12、24 時

間降水量を中心に多くの地点で観測史上 1 位を更新し
ました。

これらの台風により、人的被害やライフラインへの
被害、交通障害が発生しました。特に、台風第19号では、
引き続いた大雨と合わせて、多くの犠牲が出ました（死
者 104 名、内 7 名は関連死）。

3．5  令和 2 年 7 月豪雨

九州をはじめ、岐阜県、長野県、山形県などで、1
〜 72 時間の降水量の記録を更新した地点が多数見ら
れ、特に 7 月 3 日〜 4 日には熊本県を中心に記録的な
大雨となるなど、7 月末にかけて各地で大雨による甚
大な被害が発生しました（図-17 左）。

また、東北地方、東日本太平洋側、西日本では、
1946 年の統計開始以降、7 月として降水量の多い記録
を更新し、これらの地域に加え、東日本日本海側でも
日照時間の少ない記録を更新しました。

気象庁は、この一連の豪雨に関し、4 日 4 時 50 分

 図-16 　令和元年台風第 15 号（左）と第 19 号（右）で観測史上 1 位を更新した地点（気象庁資料より）

 図-17 　令和 2 年 7 月豪雨と猛暑（気象庁資料より）
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に熊本県、鹿児島県の 2 県に、 6 日 16 時 30 分に福岡
県、佐賀県、長崎県の 3 県に、8 日 6 時 30 分に岐阜県、
6 時 43 分に長野県の 2 県に大雨特別警報を発表しま
した。

3．6  猛暑

平成 30 年 7 月は記録的な高温となり、東日本の 7 月
の月平均気温は平年より 2.8 度高く、1946 年の統計開
始以来第 1 位となりました（図-14 右）。

猛暑日日数の年間総和が 1976 年以降で最大となり、
埼玉県熊谷市で歴代全国 1 位の 41.1℃を観測しました。

令和 2 年 8 月は西日本と東日本で記録的な高温と
なりました（図-17 右）。全国の気象台・測候所など
153 地点のうち 50 地点で 8 月平均気温の記録を更新し、
浜松では歴代全国 1 位タイの 41.1℃を観測しました。

4． 温暖化と気象の激化は本当に 
関係があるのか

我が国では、長期的には極端な大雨の強さが増大す
る傾向がみられており、アメダス地点の年最大 72 時
間降水量の基準値との比には、過去 30 年で約 10％の
増加傾向がみられます（図-7 左）。その背景要因とし
て、地球温暖化による気温の長期的な上昇傾向ととも
に、大気中の水蒸気量も長期的に増加傾向にあること
が考えられます（図-7右）。なお、理論上、気温が 1℃
上昇すると、飽和水蒸気量が 7％程度増加することが
知られています。

しかし、個々の豪雨については、気圧配置などの要
因のほうが大きいため、温暖化がどの程度影響してい
るかを示すことはできていませんでした。

気象庁気象研究所では、令和 2 年 7 月豪雨のうち、
7 月 3 日〜 4 日の熊本県を中心とした大雨について、
近年の気温上昇量を除去した事例と除去しない事例に
ついて、高解像度の気象モデルを用いた再現実験を速
報的に行いました。その結果、過去 40 年の気温上昇
量を除去した実験に比べ、除去しない実験のほうが降
水量が多くなりました。

大雨の発生確率も含めた定量的な評価は、過去の気
候を模した大量の実験を行い、気温上昇量を除去した
実験と除去しない実験の比較から確率的に推定する手
法などによる、さらなる研究の成果を待つ必要があり
ますが、今回の一連の大雨においては地球温暖化によ
る長期的な水蒸気量の増加が降水量を増やした可能性
があることが示されたのです。

5． 近年の気象災害と猛暑が暗示 
すること

近年の気象現象が激しくなってきたことを裏付ける
データを示してきましたが、これらのデータを見るま
でもなく、既に肌で感じている方も多いのではないで
しょうか。とは言え、今世紀末のこととなると、なか
なか我が事としては捉えきれないかも知れません。

そこで、少し視点を変えてみたいと思います。
大雨については、温暖化の影響が見え始めているこ

とが示されましたが、印象としては、それ以上に激化
しているように感じてしまいます。

台風については、過去のデータでは発生数や強い台
風の割合に長期的な変化は認められませんが、気象庁
の「異常気象レポート 2014」によると、発生数は減
りますが平均強度は増すと予測されています。平成
30 年と令和元年には観測史上 1 位の最大瞬間風速など
を更新する台風が続き、令和 2 年台風第 10 号も非常
に強い勢力で九州に接近しました。このように、近年、
強い台風の来襲が印象に残ります。

猛暑については、平成 30 年 7 月の東日本は記録的な
高温で、平年より 2.8 度高かったことを紹介しました
が、今世紀末には東日本太平洋側の気温は温暖化によ
り 4.3 度も上昇すると予測されていますので、同じ気
温なら平年より 1.5 度低い冷夏ということになってし
まいます。

このように、近年の豪雨も猛暑も、速いペースで激
化していく現実を見ているのであればより深刻です
が、少なくとも、今世紀末の状況を先取りして我々に
見せてくれているのか、あるいは、我々が将来の状況
をイメージしやすいように見せてくれているように感
じてしまいます。

こう感じるのは主観的で、科学的には正しくないか
も知れませんが、これを機会に我が事として捉えるこ
とができれば、決して悪いことではないように思い
ます。

6．我が国は災害先進国か
我が国では、近年、河川などの整備により気象災害

による被害が激減してきましたが、一方で、温暖化に
より災害が年々激化し、加えて、人口集中や開発など
による社会の脆弱化により、人的被害が減少しない状
況が続いているようにも見えます。

日本は、防災先進国としてアジアの国から尊敬され、
期待されていると感じたことがあります。多くの災害
を経験し、経済力、科学・技術力があり、国民の教育
レベルも高いので、自分たちの国とは違う理想的な防
災対策が実現しているのではないか、という尊敬と期
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待です。
ところが、平成 30 年 7 月豪雨で多くの方が犠牲に

なったことをある国の気象庁長官に話した時に、その
尊敬と期待に十分応えられていないのではないかと感
じたのです。大雨などが精度良く予測され、各種の防
災情報が事前に提供されていたにもかかわらず多数の
犠牲者が出たことは、教育レベルが十分でない国であ
れば仕方がないが、日本でそのようなことが起こると
は信じられない、と大変驚かれたのです。

正常性バイアスが正しい防災行動を妨げている一因
との分析もありますが、防災情報を正しく理解し、正
しい防災行動に移すことができる力である「防災リテ
ラシー」がまだ不足しているのではないかと思われ
ます。

我々一人ひとりが防災リテラシーを高め、自らを守
るとともに、是非とも、各国からの尊敬と期待にも応
えたいものです。

7．ICT の活用
今後さらに激化する自然災害に対抗するためには、

産学官の多方面から英知を結集して多面的に防災に取
り組む必要があると考えています。

適切な防災行動を阻む難敵の一つは「正常化の偏見
（正常性バイアス）」であり、この魔物への対策として
は、各個人に迫りくる、あるいは各個人の周辺に潜む
危険をなるべく具体的にイメージできるようにするこ
とが有効な対策の一つだと思います。

発生頻度が低い大規模災害の危険性を我が事として
イメージするのはなかなか困難ですが、これを可能に
する手段として、ICT に期待を寄せています。

迫り来る災害などをスーパー・コンピュータでシ
ミュレーションして、具体的に見せられれば、避難を
躊躇する人の背中を押してくれるのではないかと思い
ます。

ただし、きれいなシミュレーションの絵を見て、そ
れが実際に起こる現象であり、それ以上の厳しい状況
にはならないと、無意識に思う危険性があります。ま
さに、正常化の偏見です。これにもうまく対処すれば、

共に災害に立ち向かう頼もしい味方になると期待して
います。

今年は、新型コロナウイルス感染への懸念も避難を
躊躇させる一因になった可能性が指摘されています
が、避難してきた人数の自動計測と情報共有や、飛沫
飛散のシミュレーションなどを用いた感染防止対策な
ど、ICT の活用により、円滑な避難につなげられるの
ではないかと思います。

8．おわりに
今世紀末というと、遠い将来のことと感じられ、漠

然とした危機感はあっても、なかなか現実問題として
捉えきれないものですが、近年繰り返し襲ってくる気
象災害や猛暑は、これを実感させてくれているように
思います。

気象庁は、毎年、新たな気象観測データを加えて警
報などの基準を見直しています。気象観測データに加
えて、護岸などの整備状況を考慮する場合もあります。
データの追加により警報などの基準が適正化され、さ
らに防災施設の整備により警報基準が高くなるのが理
想です。

特別警報の場合には、目安となる 50 年に一度の雨量
を再計算するときに豪雨のデータが加わると、特別警
報の判断基準が高くなることがあり得ます。この場合、
社会がその豪雨を経て災害に強くなっていることが望
まれるし、これまではそうなっていたのではないかと
思います。しかし、昨今のように毎年豪雨災害が発生
していると、防災施設の整備が追いつかなくなるので
はないかと心配になってしまうのは素人の杞憂でしょ
うか。今後も両者のバランスが崩れないように着実に
整備が進められ、心配が杞憂に終わることを願ってい
ます。

今後とも、土砂災害を始めとする気象災害による被
害を防止・軽減するため、防災情報の精度向上、砂防
施設などのハードの整備・維持、それに加えて、土地
利用の適正化も合わせて、総合的、計画的な取り組み
を着実に進め、温暖化による気象災害の激化の進行に
後れを取らないようにしたいものです。
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未来のSTC

届けるという快挙を成し遂げてくれました。加
えて打ち上げから6年余りで50億kmを飛行し、
その間に7つの世界初を達成し、さらに11年
間で100億kmの飛行に再出発したことは世界
的にも大きな注目を集めました。このことは、
一時的であっても国内を覆っていた息苦しいコ
ロナ禍の空気から、「多くの国民に明るい未来」、
「少年少女には科学がもたらす大きな夢」とい

1．検討に当たって
昨年は、3波に及ぶ新型コロナウイルスの感

染拡大に対して、経済活動を維持しながらの決
め手が定まらないという鬱積した年となりまし
た。そのような空気が日本中を覆う中にあって、
年の瀬に近い12月6日に小惑星探査機「はや
ぶさ2」が6年余りの歳月をかけて、小惑星「リュ
ウグウ」内部の土砂を入れたカプセルを地球に

2025年のSTC
中期ビジョン（骨子案）

ポイント

◆�砂防・地すべり対策の「知恵袋」「何でも解決処」を目指します

我が国ではわずかな居住可能地に都市や集落が発達し、それらをつなぐ交通網等が張り巡らされています。

砂防・地すべり技術センター（以下、「STC」という。）では自然災害から都市や集落、交通網を保全する国土

交通省地方整備局や都道府県等に技術的なサポートをして、強靱な国土を支える一助を担っていきます。

◆�砂防・地すべり技術に関する高度な専門家を育て、技術の普及を図ります

近年の土砂災害では、豪雨のみならず、火山活動や地震に起因した広域的で複合化した災害が顕著になって

います。その実践的な対応には幅広い知識と実務的な経験を有する専門家が必要です。このため、STCは人材

を安定的に確保し、高度な専門家に育てていきます。また、全国規模のコンサルタントのみならず地域で活躍

するコンサルタントの技術者の育成にも支援をしていきます。

◆�国の厳しい財政事情等を見据えた技術の開発を進めます

現在、激甚な災害の頻発から国土の強靱化が進められていますが、長期的には歯止めのかからない少子高齢

化等の社会環境から財政難の傾向が強くなることが予想されています。このため、STCは、一般財団法人とし

て砂防を取り巻く様々な課題に対して先導的な役割を使命として、将来を見据えた思い切った技術開発を計画

的に進めていきます。

南
みなみ

 哲
のりゆき

行
（一財）砂防・地すべり技術センター
理事長　
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STC
未来の

うさわやかな空気に換気してくれま
した。コロナ禍を乗り切り、健康で
豊かな生活を送るという願いは多く
の人々に共通であり、その実現方法
がやがて来ること、そして高い目標
に向かって進むことが希望につなが
ることを示唆してくれたと考えてい
ます。
さて、昨年は、1975年（昭和50年）

設立のSTCにとっては満45歳の
年でもありました。STC職員は、
その間、一貫して「土砂災害を減じ
る」という「不変の価値観」を持っ
て砂防の現場技術を支える役割の一
部を担ってきました。
一方、2012年（平成24年）には非営利一

般財団法人として新生STCとなり、事業内容の
自由度が増大したことにより、一層自立した運
営が必須となっています。併せて、社会環境と
して働き方改革やコンプライアンスの充実等を
進めることが強く求められており、不変の目標
とする「土砂災害を減じる」を維持しつつ、そ
の達成への手法は大きく変えざるを得ないと考
えています。
新生STCでは、これまで「人材の確保・育成」

「技術開発」「財政基盤の強化」を3つの柱とし
て財団の運営を行ってまいりました。将来にわ
たり持続的発展が可能な組織としていくために
は、この3つの柱の内容をより具体的に示し、
計画的に実行していくことが必要です。そのた
めに、「人材」「仕組み」「予算」の3つの観点
からSTCが公益支出を終了する2032年を長
期的な目標年として位置づけ、50周年を迎え

る4年後の2025年を第一期中間年として中期
ビジョンの作成を進めています。ここで概要を
紹介します。

2．人材と技術
気候変動の影響ともいわれている土砂災害の

激化に立ち向かうため、土砂災害対策に志を持
つ優れた人材を安定的に確保し、高度な専門家
に育つように務め、かつ実践的な技術の果敢な
開発を両輪として推進します。

（1）人材
①人材の確保
○中期的スパンでの安定した新卒者等の採用
10年・15年後を見据えた砂防技術の専門家

を確保するために、職員採用プログラムを作成
します。例えば、夏休み期間を利用したインター
ンシップ制度や業務における現地調査時に学生
アルバイトを組み込み、大学教育ではカバーし

STCを動かす３つの力

②仕組み
活動を支える制度と組織

③予算
安定した財政基盤

①

①人材
広い知識と豊な経験を持つ専門家

②

③
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きれない砂防・地すべり対策の実用技術につい
て興味を引き出すようにし、人材の裾野を広げ
ていきます。
また、新分野に挑戦することを可能とするよ

う、博士号等を有する高度な研究者や専門技術
者を採用する等、人材の多様化も図ります。
さらに、シニアの長年培った現場経験と知

識は貴重な財産であります。専門技術者不足の
現状からも、中堅・若手職員との調和が図られ
る職場環境のもと、多様な活躍の場を提供し、
可能な限り活躍できる仕組みを検討していき
ます。
○�多様な働き方が可能となる柔軟な勤務制度の
導入
育児・子育て、介護等、核家族時代にあって

は対応が困難な事情にも、柔軟な対応が可能な
勤務制度、例えば、在宅勤務やフレックスタイ
ムの導入等により安定した勤務が容易な制度を
整備していきます。

②人材の育成
○中堅・若手職員の能動的育成プログラムの作成
30歳代後半の世代が皆無であることから、

30歳代前半から20歳代の中堅・若手職員を対
象に技術力の向上速度を上げていく必要があり
ます。そのため、STCの中堅・若手職員の勤務
実態を踏まえた実施可能な中堅・若手職員育成
プログラムを策定し、着実に進めていきます。
例えば、幹部職員指導のもとに40歳・50歳代
前半をリーダーとして、組織的に進める方法が
考えられます。さらに、プログラムに国の研究
機関・民間企業への出向、民間社会人研修制度
の活用強化、国家資格の取得等の自己研鑽等を
組み込みます。
○�研修出向者の多様化による技術移転の裾野
拡大
従来から受け入れているコンサルタントに加

え、地域の中核コンサルタントとの業務上の連
携を図ることで砂防・地すべり技術の移転を行
い、全国的な技術の向上に寄与するとともに、

STCと地域のコンサルタントとの業務のネット
ワーク化も進めていきます。
○事務職員の専門性の向上と登用の拡大
これまで以上に、業務執行の正確さ・効率化

等の実務実績、及び業務に直結する資格取得を
評価したキャリアアッププログラムを設定しま
す。そして、総務部門のみならず企画部門の業
務への拡大や管理職への登用も積極的に図って
いきます。

（2）技術開発
①基本方針
○テーマの提案と重点化
テーマの設定に当たっては、第一線の技術者

からの提案を積極的に受け止め、新たな研究開
発のためのシーズとニーズを発掘します。また、
具体の研究開発テーマについては、各部から提
案することに重点を置きます。さらに、近年の
災害発生状況から数年後の砂防調査の方向性を
予測し、どのような技術の開発が急がれるかを
検討し重点化していきます。

②外部への発信
開発の熟度の高いものは、英文を含む学会誌

等に積極的に投稿するとともに、開発の途中段
階でも公表可能なものについては、STCの広報
手段を活用して発信し、それぞれの成果を外部
の評価にもつながるようにしていきます。

③知的財産戦略
技術開発で生み出した知的財産は、特許出願

制度を戦略的に活用し、経営戦略のもとに運営
していきます。

3．中期的視野に立った運営体制の構築
（1）経営戦略の運営強化
①経営戦略の分析、立案
経営戦略部門を設置し、既往の業務について

は、国土交通省の施策や砂防事務所の課題や取
り組みを分析することで受託業務の高度化を図
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STC
未来の

り、国土交通省地方整備局・都道府県等への支
援体制を強化していきます。
また、「業務の多様化」については、アクショ

ンプログラムを作成して、実施可能なことから
順次チャレンジしていくことにします。

②広報戦略の強化
広報の基本は、「STC全職員がSTCの魅力を

語れるようになる」ことと考えています。その
第一歩として広報への職員の参加を促し、一人
一人が広報担当という意識の醸成が必要です。
そこで広報の内容と手段（方法）を検討します。
例えば、現在の手段としては、機関誌「sabo」
とHPで発信していますが、SNS等の新たな媒
体の活用についても検討を進めます。

③国際関係業務の見直し
過去20年間にわたる国際研修で使用してき

た資料集を言語別・事象別等に整理・編集して、
砂防・地すべり技術に関する汎用可能なテキス
トを作成します。このテキストを活用した戦略
的な海外業務の展開を図ります。また、砂防技
術に関する二国間技術協力に関しても、相手国
毎の実情に合わせた立案を支援していきます。

（2）業務実施体制の改善
①働き方改革の実践
慢性的な技術者不足の現状において、社会か

ら求められている働き方改革の目標値の達成に
向け、制度の改正やIT機器の整備等によって業
務の効率化を図ります。また、次の3点について、
実施に向け検討を進めていきます。
○Web会議の積極的な活用
○JV制度の戦略的活用
○アウトソーシングの活用

②顧客サービスの向上
STCがこれまで蓄積してきた業務資料や学会

誌の論文等について、現象や保全対象毎にデー
タベース化を進めて、情報提供を効率的に進め

るとともに、全国的な砂防計画及び施設設計上
の問題を集約しその解決方法を示す等、国や自
治体に対するサービスの向上を図ります。

4．安定した財政基盤の構築
人材の安定的な確保・育成と先進的な技術の

開発をSTC運営の両輪とし、また、研究助成等
の社会貢献（公益事業）を社会的使命として恒
久的に進めるためには、安定した財政基盤の確
立が不可欠です。そのために、必要な正味財産
額、技術開発や研究助成等を安定的に実施でき
る合理的会計管理のあり方等について検討を進
めます。当面、経営状況の分析に基づいた中期
経営計画等を立案し、現実的な経営基盤の強化
計画の策定を図ります。
併せて、職員一人一人に事務処理効率を高め

るための提案を募り、可能なことから実現して
いきます。

5．活動の多様化
人口減少傾向が顕在化し、また、少子高齢化

の中で行政の財政難が今後永続的に進むものと
考えられます。現在、それらへの対応として一
部で進められているコンパクトな都市づくりと
それらを有機的に連絡する交通網の整備という
一層の国土の高度利用が推進されると考えられ
ます。
しかしながら、我が国はその国土の7割を脆

弱な地質の山地が占め、かつ世界の1割の111
の活火山が存在しています。このため、いわゆ
る砂防4法でいう土砂災害のみならず、土砂移
動現象によって様々な災害に遭うリスクが極め
て大きいと言えます。
このように、脆弱なうえに高度に利用された

国土の保全には、砂防・地すべり対策に関する
専門技術者は不可欠な存在と考えられます。し
かしながら、都市計画分野や道路・鉄道計画分
野では決して十分とは言えません。それらの分
野においても広義の土砂災害として捉え、STC
として社会貢献の立場からも支援を図っていく
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べきと考えています。それにより将来的に砂防・
地すべり対策技術の向上と技術の幅を広げると
ともに、幅広い人材の輩出も期待できると考え
られます。
また、住民の土砂災害からの避難について、

義務教育における教育の重要性が見直され、小
学校の教科書に掲載されるようになっていま
す。しかしながら、教育現場の人材の面から土
砂災害のメカニズムを理解した上での教育が難
しいと考えています。このため国民の土砂災害
対策意識の高揚のためにも防災教育の支援に取
り組むことを検討します。

①火山防災の全国展開
火山防災を念頭に監視・観測体制の充実等の

必要のある49火山について、国土の保全・事
前防災の観点から噴火対応の火山砂防計画策定
等の支援を図っていきます。

②砂防・地すべり対策技術の幅広い活用
道路や鉄道等の交通網を土石流、地すべり、

斜面崩壊から保全し、国土の安定した利用に寄
与していきます。また、防衛施設庁関係の業務
には、関係市町村支援の観点からも積極的な展
開を図っていきます。

③防災教育への展開
現在、学校教育において防災に関する記述が

増加傾向となっています。しかしながら、砂防
施設整備等のハード対策から警戒避難等のソフ

ト対策まで、一連の土砂災害対策を網羅的に理
解している専門家は全国的にも多くは見られな
いのが現状です。そこで、当面、次のような活
動について展開を図っていくことを検討してい
きます。
・�小中学校の防災教育の支援（教員代替）
・�テレビ・ラジオ等のメディアにおけるコメ
ンテーターの派遣
・�市町村や消防分野に実践的な技術支援（講
師派遣、防災訓練や計画の策定等）
・�民間企業等における危機管理研修演習等へ
の講師派遣
・�上記の活動を円滑に実施するための土砂災
害軽減テキストや副読本の作成

6．おわりに
本中期ビジョンの検討に当たっては、STC内

の部長会議及び課長会議で半年間にわたって議
論を重ね、今回の骨子案として中間的に取りま
とめたものです。年度内にさらに議論を続ける
とともに、緊急度の高い項目や対応が比較的容
易な項目からアクションプログラムの作成を行
い、理事会等でも議論し「5ヶ年間の中期ビジョ
ン」（2021〜 2025年度）にしたいと考えて
います。
なお、時々刻々と変化する社会に、迅速かつ

機敏に対応できるように本ビジョンも柔軟に修
正していくこととしています。
関係の皆様から当センターへご意見や期待を

お聞かせ頂ければ幸いです。



17sabo Vol.129 2021 Winter

STC
未来の

【参考】�SDGs〔Sustainable�Development�Goals（持続可能な開発目標）〕への取り組みについて
中間ビジョンのポイントに掲げた3つの項目について、国際目標SDGsの17の目標への取り組みに

ついては、以下のとおりです。

（1）砂防・地すべり対策の「知恵袋」「何でも解決処」を目指します
STCは、気候変動等による土砂災害の激化に対して、最先端の砂防・地すべり技術を取り入れながら、

行政組織等への支援を通して、持続可能なまちづくりに貢献していきます。

（2）砂防・地すべり技術に関する高度な専門家を育て、技術の普及を図ります
STCは、砂防・地すべり技術の専門家集団として、地域社会への技術の普及や次世代を担う子供た

ちへの防災教育等を進めるとともに、土砂災害に苦しむ世界各国への技術協力にも積極的に参画してい
きます。

（3）国の厳しい財政事情等を見据えた技術の開発を進めます
STCは、働き方改革や新型コロナウイルス感染症防止対策等への取り組みと併せて、効率的かつ効

果的な事業展開を図るとともに、将来を見据えた新たな技術の開発及び普及を積極的に進めていきます。
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Report

とが大事と考え、幾つか解説本を読みましたが、
これだという納得できるものはなかなか見つか
りませんでした。そんな中で、東京都立大学の
饗
あい

庭
ば

 伸
しん

先生の『都市をたたむ』を読み、納得で
きるものに出会いました。以下、饗庭先生の「論
理」を紹介します。一つ目は、人口拡大は中心
から外側に拡がるのに対し、減少期は外側から
縮小するのではなく至る所で少しずつ、ジワジ
ワと進み集落がなくなっていくというものでし
た。いわゆるスポンジ状になっていく、言い換
えると、ある日突然集落が一気になくなるので
はなく、保全対象の人家があちこちで少しずつ
減っていくというものです。また、世間では人
口減少に伴いコンパクトシティが注目されてい
ますが、先生はコンパクトシティは簡単ではな
く、スポンジ構造を前提とした現実的なシナリ
オで目指すべきだという主張です。これが二つ
目です。

▲　▲　▲
一方で、気候変動が原因で豪雨は今後益々激

甚化していくでしょうから、人家は少なくなり
ながらも、豪雨が頻発する状況が続き、土砂災

人口減少について皆さまはどのように受け止
めていますでしょうか。今回、この人口減少を
テーマに今後の砂防事業はどうあるべきか、当
センターに出向いただいている関係各社の皆さ
んと勉強会を 4 か月間にわたり行いましたので、
その概要を御報告させていただきます。

▲　▲　▲
この勉強会を開催しようと思った理由は、人

口減少の影響は砂防事業の主たる現場である中
山間地で顕著になると思われていて、砂防とし
てこの社会変化に対しどのように対応すべきか
検討しておく必要があると強く感じたからで
す。難しいテーマですから、今回の勉強会だけ
で結論を出すというよりも、今後も様々な組織
で議論し、選択肢を用意することが大事だと思
います。従って、勉強会のメンバーには、幅広
く意見を述べてもらい、結論を一つに絞らな
い、むしろ出された意見を記録に残すよう努
めました。

▲　▲　▲
さて、人口減少を議論するには、人口減少が

どのように起き、進んでいるのか実態を知るこ

人口減少期における
砂防・地すべり対策事業の
勉強会について
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（一財）砂防・地すべり技術センター
総合防災部 専門調査員
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害対策を講じていくということが勉強会の前提
かなと思い、メンバーに説明し議論を進めてい
きました。

▲　▲　▲
しかしながら、今年は新型コロナが発生した

ため勉強会は最初から苦難に遭遇します ( 笑 )。
開始が 2 か月遅れ、6 月からの開始となりまし
た。オンラインで参加する地方の方もおられ、
会場も砂防会館をお借りしたのですが、議論が
しにくい教室スタイルで行わざるを得ませんで
した。そういう意味では消化不良が起き、十分
な議論に至らなかったかと思っております。

▲　▲　▲
勉強会は毎回各社からプレゼンをしていただ

いた後に討論、これを繰り返していきました。
終盤は、論点を整理しメールで意見交換する一
方、アンケートも行い意見を聞いていきました。
行政的な性格が強いテーマであるし、まちづく
りとの連携も考える内容ですから、砂防計画や
構造計算の業務に日々追われている皆さまから
すると、戸惑う部分もあったと思います。その
代表例が移転です。移転は、砂防事業ではほと
んど扱うことのない施策です。移転がどういう
事業で行われるのかご存知ない方も相当数い
らっしゃったでしょうが、想像力を高めていた
だいてご意見を多々いただきました。実は、人
口減少を議論するのにこの「想像力」が大事で
あると今回感じました。何しろ明治維新以降一
時期を除けば、これほどの人口減少を迎えた経
験はなく、どういう事態が生じるのか詳細は誰
も分かっていないからです。従って、この想像
力を振り絞らないと人口減少の議論は停滞して
しまうように思いました。ただ、この「想像力」
は砂防をはじめとした土木関係者は得意のはず
と思っています。何故なら、ここに砂防堰堤を
作ったら水や土砂の流れはどうなるだろうと、
常に想像しながら仕事をする性格の分野ですか
ら。つまり、想像する力を持っていれば、人口

減少に関する議論のかなりの部分は解くことが
できるように思いました。

▲　▲　▲
今後の人口減少に対して、どこまで砂防事業

で中山間地の生活基盤を守っていくかという議
論になると、今度は「感性」が大事になってき
ます。想像だけでは決めきれない世界だからで
す。これは個人のセンスがものを言う世界です
から、他人の意見も大事になります。それらに
自分の想像力を付け足して意見を作り上げる思
考になると思いました。

▲　▲　▲
さて、勉強会で最も議論していただきたかっ

た論点は当然ですが、「砂防事業の進め方は今
後どうあるべきか」です。この点については、
まとまった部分と意見が分かれた部分がありま
した。今回は勉強会ですので具体の結論までお
示しはしませんが、下水道事業では既に人口減
少を地域ごとに評価して事業の進め方を工夫し
ているようです。時代の変化の中で砂防がしっ
かり発展するよう引き続き努力してまいりたい
と思っています。

写真-1　勉強会の開催状況
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務内容を紹介し、当部の今後の展望について述
べたいと思います。

火山防災部の業務内容
STC における火山砂防に関する業務は STC

設立後まもない 1978 年（昭和 53 年）の有珠山
の調査計画より始まっています。その後、建
設省（現在、国土交通省）の 1981 年度（昭和
56 年度）火山等緊急対策砂防事業、1989 年度（平
成元年度）火山砂防事業、1992 年度（平成 4 年度）
火山噴火警戒避難対策事業を受けた、火山砂防
計画の作成や火山災害予想区域図の検討を行っ
ていました。特に、冒頭述べた 1991 年（平成 3 年）
頃からの雲仙普賢岳の土石流対策や 1992 年（平
成 4 年）に出された「火山砂防計画策定指針（案）」
や「火山災害予想区域図作成指針（案）」によ
る火山砂防計画及び火山災害予想区域図の検討
が行われていました。

2000 年（平成 13 年）以降は、2000 年に噴火
した有珠山及び三宅島、2011 年（平成 23 年）
に噴火した新燃岳、2018 年（平成 30 年）に噴
火した本白根山における緊急対策の検討やこれ

はじめに
令和 2 年 6 月 1 日に新たな部署として、「火

山防災部」が設立されました。部署名に “ 火山 ”
が付くのは平成 4 年 6 月から平成 10 年 5 月ま
であった「火山砂防部」以来です。火山砂防部は、
雲仙普賢岳の噴火による土石流対策への対応や
全国的に検討されていた火山災害予想区域図作
成等の対応のために設立されました。その後、
雲仙普賢岳の火山活動の静穏化等もあり、火山
砂防に関する業務は「総合防災部」で実施する
こととなりました。

今回、火山防災部は、これまでの総合防災部
の火山砂防に関する業務を引き継ぎ、近年の火
山災害への対応や火山噴火緊急減災対策への対
応、予防的火山砂防事業への対応強化等のため
に設立されました。火山防災部の所掌事務は、
①火山砂防に係る調査に関すること、②火山砂
防に係る技術指導に関すること、③火山砂防に
係る国際技術協力に関すること、④前 3 号に係
る受・委託業務等に関することです。

本稿では砂防・地すべり技術センター（以下、
「STC」という。）における火山砂防に関する業

火山防災部の業務及び
今後の展望
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（一財）砂防・地すべり技術センター
火山防災部長
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らの緊急対策を踏まえた火山噴火緊急減災対
策を検討しています。また、2012 年度（平成
24 年度）から新規の直轄火山砂防事業を実施し
ている浅間山、2018 年度から降雨に起因する土
砂災害対策（降雨対策）に加えて火山噴火に起
因する土砂災害対策（噴火対策）を実施してい
る富士山における火山砂防計画に関する検討を
行っています。

表-1 には業務内容と主な検討対象火山を示し
ます。

（1）火山砂防計画に関する調査研究
火山砂防計画に関する調査研究では、火山の

噴火実績や土砂移動現象等の過去の土砂移動実
績調査をもとにしてハザードマップを検討し、
これに基づいて砂防施設配置計画や監視体制等
を検討しています。また、数値シミュレーショ
ンによる砂防施設効果を反映させた噴火対応火
山砂防事業の事業再評価検討も行っています。
さらに、火山災害は頻繁に発生するものではあ
りませんが、突然発生することもありますので、
山麓に生活する住民に正しい知識と防災の心構
え等を理解してもらうために、火山防災のため
の啓発手法の作成や説明会開催等の支援を行っ
ています。

（2）火山砂防ハザードマップに関する調査研究
火山の噴火形態は火山ごとに異なることか

ら、火山ごとの性質を活かすとともに、土砂移
動現象の特性を反映させた数値シミュレーショ
ンにより火山砂防ハザードマップを検討・作成
しています。また、火山噴火時の火口位置の変
化や地盤変動等に対応したリアルタイム・アナ
リシス型ハザードマップを検討し、実務で運用
できるシステムも検討しています。

（3）火山噴火緊急減災対策に関する調査研究
国土交通省砂防部では、2007 年度（平成 19 年

度）に実際の噴火災害とそれにともなう土砂災
害に応急・緊急的に対応するため「火山噴火緊
急減災対策砂防計画ガイドライン」を策定しま
した。本計画の基礎となる火山噴火シナリオを
踏まえた土砂移動シナリオの検討や、これまで
の雲仙岳や三宅島等の緊急対策検討の実績を踏
まえた緊急ハード対策や緊急ソフト対策を検討
しています。これらの計画の実効性を確認する
ための、火山噴火対策ロールプレイング式演習
について、噴火シナリオに基づく演習シナリオ
等の計画策定と演習実施の支援も行っていま
す。また、訓練に用いるメールシステムとして、
インターネット環境の無い訓練会場でも使用可
能なシステムを開発し、実際の対応さながらの
情報連絡を行えることに加え、訓練後、情報の
やりとりの分析が容易にできるように工夫して
います（写真-1 参照）。

土砂災害防止法に基づく緊急調査が円滑に実

業務内容 主な検討対象火山

火山砂防計画に関する調査研究 十勝岳、樽前山、浅間山、富士山、桜島

火山ハザードマップに関する調査研究 浅間山、富士山、大雪山、雲仙岳

火山噴火緊急減災対策に関する調査研究 九重山、鶴見岳・伽藍岳、有珠山、浅間山、焼岳

火山噴火警戒避難対策に関する調査研究 三宅島、有珠山、霧島山

表-1　業務内容と主な検討対象火山
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施できるように、降灰量調査地点の選定や噴火
前の浸透能（散水式）の測定も行っています（写
真-2 参照）。

（4）火山噴火警戒避難対策に関する調査研究
二次災害を軽減するため、火山噴火時の土

砂移動監視システム計画を火山の噴火特性や地
域の実情に合わせて検討しています。また、有
珠山や三宅島での実績にもとづき、噴火直後の
降灰の影響を考慮した土石流発生基準雨量の設
定、情報伝達システムの構築等のソフト対策の
検討を行っています。

今後の展望
現在、河川砂防技術基準 施

設配置等計画編の改定を踏ま
えた火山砂防計画策定指針

（案）の改定作業が行われて
います。今後は改定された河
川砂防技術基準や「火山砂防
計画策定指針（案）」に則っ
た火山砂防基本計画の検討が
必要です。その際、火山砂防
事業で対応できる規模を検討
し、実現可能なハード対策計
画となるように留意すること
が重要です。

平成 19 年度から検討が始
まった火山噴火緊急減災対策
は、全国 49 火山において実
施されており、令和 4 年度ま
でに全火山において火山噴火
緊急減災対策砂防計画が策定
予定となっています。今後は
火山噴火緊急減災対策の実行
性を確保するために、当該
火山の特徴を踏まえて、噴
火警戒レベル（火山活動の変
化）に応じて実施すべき内容
や施工計画及び関係機関との
調整等の具体的な検討が必要
です。

火山噴火により河川の勾配
が 10 度以上である区域のお

写真-1　メールシステムを用いた浅間山ロールプレイング式演習の様子

写真-2　浸透能測定（散水式）の様子
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おむね 5 割以上に 1cm 以上の降灰等が堆積した
場合、土砂災害防止法により国が緊急調査を実
施し、「重大な土砂災害が想定される時期」と
して「土石流災害に対する避難のための参考と
なる雨量基準」を設定することとなっています。
このような降灰後の土石流発生について火山灰
の性質の違いに着目して、透水性の違いや降雨
との応答等について継続的に調査・研究を行っ
ています（図-1 参照）。今後は大学と協力を得
ながら、さらにデータを蓄積・分析を行うとと
もに、降灰後の土石流の発生要因や発生時期の
予測についても検討することを考えています。

噴火対応火山砂防計画は、対象量が大きいこ
とや火山山麓等での施設配置により、施設が長
大となる場合が多いです。今後、噴火対応火山
砂防計画を策定する際には、費用対効果は必須
であり、土砂移動現象の特性を踏まえた安価で
効果が高い新たな砂防設備が必要です。周辺技

図-1　降灰後の土石流発生状況のイメージ

術を活用しつつ、噴火対応火山砂防計画で採用
できる砂防設備の開発が求められます。また、
降灰後の土石流は、今後の噴火対応火山砂防計
画のメインとなる土砂移動現象であり、降灰後
の土石流における計画流出土砂量の設定方法、
数値シミュレーションでの効果評価方法、砂防
施設構造等についても検討を行っていく必要が
あります。

最後に、我が国の火山噴火は、ここ 100 年は
大規模な噴火が少なく、いつ大規模な噴火が発
生してもおかしくない状態です。このような大
規模な噴火や災害をもたらす噴火に対して、国
民の生命や財産を守ることができるような対策
の一翼を担うように、これからも引き続き対応
して参ります。
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1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震において
は、前述した「震後砂防施設等点検要領（案）」
等を参考として緊急調査・点検の実施等に参画
しました。また、六甲地域を対象として地震後
の降雨と土砂災害発生の関係から地震後の土砂
災害警戒避難基準雨量の引き下げを検討してい
ます。この地震後の基準雨量の引き下げは、こ
れ以外にも鹿児島県北西部地震（平成 9（1997）
年 3 月）、神津島近海地震（平成 12（2000）年
7 月）、鳥取県西部地震（平成 12（2000）年 10 月）、
芸予地震（平成 13（2001）年 3 月）等において、
業務での検討や情報提供など、様々な形で支援
を行いました。

平成 16（2004）年 10 月 23 日の中越地震では、
地震後の緊急支援チームに参画し、とりまとめ
等を行うとともに、天然ダム対策、地震後の砂
防計画に関する検討等を実施しました。平成 20

（2008）年 6 月 14 日に発生した岩手・宮城内陸
地震においても緊急支援チームに参画して調査
等を実施した他、地震後の土砂流出予測に基づ
いた砂防計画、施設配置計画等の検討を行いま
した。さらに、地震により形成された天然ダム

令和 2（2020）年 6 月 1 日の組織改定により、
これまで総合防災部が担当していた火山砂防に
関連する業務は、新設された「火山防災部」が
継承し、「総合防災部」は新しく次の事務を所
掌とすることとなりました。
一　 地震砂防及び先進的な技術による総合的な

対策に係る調査に関すること
一　 地震砂防及び先進的な技術による総合的な

対策に係る技術指導に関すること
一　 地震砂防及び先進的な技術による総合的な

対策に係る国際技術協力に関すること
▲　▲　▲

総合防災部の所掌事務について、これまでの
実績を紹介するとともに、今後の展望について
考えてみたいと思います。

地震に関係した業務では、昭和 59（1984）年
9 月 14 日長野県西部地震における調査の実施
を契機に、昭和 60（1985）年〜昭和 61（1986）
年にかけて現在の緊急点検要領等のベースとな
る「震後砂防施設等点検要領（案）」等の作成
ならびに天然ダム（河道閉塞）に関する事例
検討を行いました。その後、平成 7（1995）年

総合防災部の業務及び
今後の展望
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理事 兼 総合防災部長
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が決壊した場合の氾濫範囲の予測シミュレー
ションを検討する業務なども実施しました。緊
急調査等の支援については、平成 20（2008）年
4 月 TEC-FORCE が創設されて以降も必要に応
じて実施しています。

平成 30（2018）年 9 月 6 日に発生した北海道
胆振東部地震では、関係機関が公表している現
地情報を収集し、基礎的な流域情報を計測・作
成し、国土地理院等が実施した崩壊地判読結果
等から緊急的な対策判断に必要となる崩壊土砂
量等の算出を行っています。地震砂防に関連し
た調査は、ここで紹介した以外にも、様々な内
容のものを実施しています。

地震砂防以外では、これまでの範疇にとらわ
れない調査や土砂災害警戒情報等のソフト対策
関連調査などを所掌します。近年、実施してい
る業務の一例を次に紹介します。

SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）
の一課題である「国家レジリエンス（防災・減
災）の強化」のうち、研究開発課題「衛星デー
タ等即時共有システムと被災状況解析・予測技
術の開発」に関連して、火山噴火後の土石流被
害発生リスクを評価するシステム開発を目的と
して、砂防技術研究所及び火山防災部と連携し
て調査を実施しています。

また、総合的な対策に係る調査として、小規
模な土石流危険渓流における計画策定手法の検
討や国土交通省が設置・開催している「気候変
動を踏まえた砂防技術検討会」のテーマとなっ
ている①土砂災害・土砂移動現象に関する地質・
地形特性の分析、②土砂移動発生時の降雨特性
の整理・関連要素との関係分析等を行う業務を
実施しています。

過去には Twitter 情報を用いた土砂災害発生
状況把握システム検討として、国土技術政策総
合研究所と（株）富士通研究所にて共同開発さ
れた、ツイッター情報を用いた土砂災害情報収
集システムを中国地方整備局に導入する業務等

も実施しています。この際、システムの運用開
始後に発生した平成 29 年九州北部豪雨災害を
対象に、システムの有効性を検証する検討等を
実施しました。

▲　▲　▲
近年、気候変動に伴って土砂災害が激甚化す

る傾向にあり、砂防技術に関して、より一層の
調査・研究、技術開発が必要になってきていま
す。たとえば、これまで実施してきた調査等に
加え、衛星系や UAV 画像を用いた様々な解析
技術、地震に関する様々な解析技術、AI の導入
による避難判断システムなど、砂防だけでなく
関連する多様な分野の知識を結集する必要があ
ると考えています。その一方で、個々の専門的
な技術に加え、これらを総括するオールラウン
ドな技術力も求められますので、様々なニーズ
に対応できる実施体制を確保することが急務と
なっています。

▲　▲　▲
地震時の対応や先進的な技術に関しては、今

回の組織改定に従って総合防災部が関係部と連
携しながら各種調査等を担当させて頂くことと
なります。

今後は砂防や火山、地すべりと言った枠にと
らわれず、様々な調査等を実施することになり
ますので、砂防部、火山防災部、斜面保全部、
砂防技術研究所、企画部と連携しつつ、皆様の
ご要望に応えるべく対応して参りたいと思い
ます。

写真-1　総合防災部のスタッフ一同
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1. はじめに
令和2年7月3日から7月4日にかけての九州地方を中

心とした記録的な大雨により、熊本県及び鹿児島県にお
いて洪水災害や土砂災害が発生した。今回の豪雨に伴っ
た災害は熊本県南部に位置する球磨川水系内で顕著であ
り、当センターで土砂・洪水氾濫被害が発生した球磨川
右支川の川

か わ

内
う ち

川流域を対象に現地調査を実施した（5名
参加）。調査は国土交通省国土技術政策総合研究所土砂
災害研究部砂防研究室とともに、土砂移動実態を把握す
る目的で8月11日から12日にかけて実施した。本稿で
は、その調査概要について報告する。

2. 流域概要
川内川は球磨川の右支川であり、熊本県球磨郡球磨村
に位置する。流域面積は約11km2で、平均河床勾配は約
1/10である（図-1、図-2）。地質は堆積岩（砂岩・泥
岩・チャート）が主体である。
川内川近傍の神

こ う の せ

瀬雨量観測所（所管：国土交通省）で
は、7月3日から4日にかけての雨量は、最大時間雨量で
78mm、累加雨量で564mmであった（図-3）。図-3より、
7月4日の未明から朝にかけて降雨のピークがあったこと
が確認できる。また、川内川より上流約4kmに設置されて
いる球磨川の大野水位観測所（所管：国土交通省）では、
7月4日2時頃より水位の急激な増加がみられた（図-4）。
土砂・洪水氾濫は、主に流域内の中流域（日

ひ

當
あ て

地区か
ら大岩地区の区間）及び下流域（神瀬地区から松野地区
の区間）の2箇所で発生した。
下流域の氾濫箇所のうち、球磨川との合流部近傍にお
いては、球磨川からの背水の影響もあったと確認されて
おり（3.（2）に後述）、複合的な災害形態であったと考
えられる。

3. 調査内容
本調査では、流域内の踏査、河床及び崩壊地での粒径
調査、UAVによる河道の空撮を実施した。ただし、災害
発生から調査実施まで1ヶ月以上の日数が経過している
こと、その期間にも降雨が複数回あったことから、災害発
生直後とは様相が異なっている可能性があると思われる。

福
ふく

池
いけ

 孝
たか

記
ふみ

（一財）砂防・地すべり技術センター 火山防災部 技師

図-1　川内川流域の平面図
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図-2　川内川の縦断勾配
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図-3　7月3日〜 4日の雨量（観測所名：神瀬）
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図-4　 7月3日〜 4日の球磨川水位（観測所名：大野）（一
部欠測）
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川内川流域（球磨川支川） 
において実施した現地調査報告
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3.1　粒径調査について
粒径調査は、川内川の河床5箇所、側岸斜面の崩壊地
で1箇所実施した（図-1）。調査手法としては、容積サン
プリング法を用いた。採取した土砂より、土の粒度試験
（JISA1204）を実施した。
通過質量百分率の粒径曲線（図-5）より、日當地区で
採取したB-3、B-4の粒径は、崩壊地で採取したC-1の粒
度分布と同等の形状を成していた。これは、川内川の中
流域では、崩壊地等から供給された土砂が河道に堆積し
た状態であるためと考えられる。一方で、球磨川合流部
近傍のB-5、松野地区のB-1の粒径は比較的粗い粒度分布
を示していた。下流域では、流量の増加により河道内に
細粒分の土砂が堆積したとしても、ある程度は流送され、
粗粒化が進行したのではないかと考えられる。

3.2　土砂・洪水氾濫状況について
前記の通り、川内川流域内で発生した
主な土砂・洪水氾濫は中流域及び下流域
である。各箇所の概況について順を追っ
て以下に記す。
（1）�中流域（日當地区から大岩地区の

区間）の氾濫状況
大岩地区では、上流の右岸側支川にお
いて比較的規模の大きい山腹崩壊が確認
された（写真-1）。地

じ

頭
と う

薗
そ の

ら（2020）に
よれば、一連の崩壊は5つの崩壊から形
成され、同時に崩壊したのではなく、
個々が崩壊し連続的に下流へ土砂が流下
したと推測されている。
当支川の合流部下流には橋梁が存在す

るが、調査時は橋梁の路面までが土砂に
より埋没していた（写真-2）。上流からの
土砂流出の影響もあったと推定されるが、
この支川や隣接する支川からの土砂・流
木が河道へ流出し、河道断面を埋めるほ
どの河床上昇を引き起こしたことにより、
土砂・洪水氾濫が発生したと考えられ
る。また、この埋没した橋梁から日當橋
までの区間には、堰堤が7〜 8基程度、
階段状に配置されている。一部の堰堤で
は堰堤袖部まで流木混じりの土砂が堆積
しており、左岸側に位置する道路との比
高が無い区間が確認された（写真-3）。
日當地区では、日當橋近傍の両岸の家
屋で土砂・洪水氾濫被害が確認された
（写真-4）。日當橋の欄干には流木が絡
まっていたことから（写真-5）、土砂・
流木に起因する日當橋の閉塞により、土
砂・洪水氾濫が発生したと考えられる。

また、日當橋直下の左岸側支川からは土石流とみられる
流下痕跡が確認され（写真-6）、この支川からの流下土
砂も土砂・洪水氾濫に影響を与えたと考えられる。

図-6　 中流域（日當地区から大岩地区の区間）の土砂・洪水氾濫状況（基図：地理院
地図を使用） 

支川からの
土砂流出

写真-6

写真-1

山腹崩壊

写真-1

写真-2

写真-3

写真-6

写真-4

堰堤
群 土砂流出 

日當橋（写真-5）

旧日當橋

橋梁（埋没）

山腹崩壊

土砂流出

土砂流出

埋没した橋梁

写真-2

大岩地区を
下流から臨む

写真-3

旧日當橋

日當橋

写真-4.2

日當橋写真-5

日當地区を
下流から臨む

支川からの
土砂流出

写真-4.1

日當橋

図-5　粒径加積曲線
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（2）�下流域（神瀬地区から松野地区の区間）の氾濫状況
松野地区では、上流及び支川からの流出土砂、側岸斜
面の崩壊土砂等が河道内に堆積したことにより、河道の
流下断面が縮小し氾濫が生じたと想定される（写真-7、
写真-8）。松野地区上流の丸岩橋及び丸岩橋直下の左岸
側の家屋は流出している状況であった。また、その下流
の右岸側の耕作地、事業所（製材所）では右岸斜面に面
する市町村道近傍まで土砂が堆積していた。事業所下流
の神原橋では土砂・流木の堆積が確認された。いずれの
橋梁においても出水時の土砂・流木により閉塞した可能
性が考えられる。
神瀬地区は家屋や事業所が密集しているエリアであり、
広域にわたって浸水や土砂堆積による被災家屋が確認さ
れた（写真-9、写真-10）。

当地区は出水時の球磨川の背水の影響もあり、どの程
度の範囲までが土砂・洪水氾濫の影響によるかは不明な
部分が多い。合流部付近の浸水深は、写真-11より家屋
の2階付近にまで水位痕跡が確認されることから3〜 4m
程度まで及んでいたことが推察される。また、写真-12
より、地盤から高さ2m程度の庇に細粒土砂が堆積して
いることから、少なくとも合流部より約0.3km上流は背
水の影響を受けていたと示唆される。
家屋の被災形態に着目すると、先述の合流部より約

0.3kmの区間の家屋は、大きな外力による損傷は見受け
られず、浸水による被災といえる。一方で、その区間よ
り上流では、砂礫混じりの土砂が堆積しており、一部損
壊している家屋も確認された（写真-13）。このことよ
り、球磨川合流部から約0.3kmより上流では、川内川の

上流からの水・土砂の影響を強く受けた
のではないかと考察される。

4. おわりに
川内川では主に中流域と下流域の2箇

所で土砂・洪水氾濫が発生した。両者の
河床勾配を比較すると、中流域の大岩・
日當地区は約1/15、下流域の松野・神
瀬地区は約1/35と差異がある。前者の
区間の方が急勾配であるが、側方からの
山腹崩壊や土石流により、過剰な土砂供
給がもたらされ、土砂・洪水氾濫に至っ
たと考えられる。一方で後者の区間は、
いわゆる掃流区間に該当される勾配であ
り、上流や支川から流出してきた土砂が
堆積に転じやすい領域であったと想定さ
れる。また、球磨川の背水により、河道
内の水の運搬能力が低下し、土砂が堆積
したと考えられる。
当地域では家屋被害は甚大であったが

事前の避難により人的被害が生じなかっ
た。本事例のように事前避難が今後も重
要といえる。被災された方々の一日も早
い復興を心より祈念する。また、調査を
共にした国土交通省国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部砂防研究室に感謝を
申し上げる。

［引用文献］
地頭薗ら（2020）：令和2年7月豪雨による熊本
県の土砂災害、砂防学会誌、Vol.73、No.4、p.41-50

図-7　 下流域（神瀬地区から松野地区の区間）の土砂・洪水氾濫状況（基図：地理院
地図を使用）

球
磨
川 土砂流出 

斜面崩壊

丸岩橋（流出）神原橋
宮園橋

高音瀬橋

丸岩橋（流失）

松野地区を下流から臨む

被災家屋（流失）

写真-7.1

写真-11

写真-9
写真-12

写真-13

写真-10

写真-8
写真-7

 

耕作地 

事業所（製材所） 

丸岩橋（流失）  写真-7.2

松野地区を
上流から臨む

 
 

 
 

斜面崩壊  

神原橋  写真-8

事業所
（製材所）

神瀬地区を
上流から臨む

宮園橋

高音瀬橋

写真-10神瀬地区を
下流から臨む

 
 
写真-9

写真-11

 
写真-12

細粒土砂の堆積

写真-13



sabo Vol.129 2021 Winter

現 場 か ら

29

1. はじめに
令和2年7月3日から7月31日にかけて、日本付近に停

滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して流れ
込み、各地で記録的な大雨（令和2年7月豪雨）が多発
した。この時の豪雨により、九州南部地方や九州北部地
方、東海地方、東北地方の多くの地点で24時間、48時
間、72時間降水量が観測史上1位の値を更新した。また、
この豪雨では、球磨川や筑後川、飛騨川、江の川、最上
川といった大河川での氾濫が相次いだ他、土砂災害や低
地の浸水等により人的被害が発生した。長崎県において
も、7月7日から8日にかけて記録的な大雨となり大雨特
別警報が発表された。

本稿では、令和2年7月豪雨に伴い発生した地すべり
災害の事例として、長崎県佐世保市小川内町の「牧

ま き

の地
じ

地区地すべり」の事例を簡単に紹介する。

2. 地すべりの発生箇所
長崎県1）によると、7月8日に地すべり発生が確認され
ている。アメダス観測所「佐世保」の観測データ2）によ
ると、地すべりの発生に至るまでの時間最大雨量は
54mm/m、降り始めからの累積雨量は、430.5mm/hで
あった。地すべり発生前後の降雨状況は図-1に示す通り
である。本地区で発生した地すべりの全景を写真-1に示
す（令和2年7月28日撮影）。

宮
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写真-1　牧の地地区地すべり全景（左岸側から望む）図-1　地すべり発生前後の降雨状況2）

地すべり発生確認

図-2　被害拡大前後の降雨状況2）

上部ブロック下部ブロック

側部ブロック

流動化した部分

伸縮計S-1

図-3　牧の地地区地すべり平面図に一部加筆5）

長崎県佐世保市牧の地地区における
地すべり災害に関する調査
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「牧の地地区地すべり」では、令和2年7月13日より長
崎県によって土砂災害防止法に基づいた緊急調査が着手
され、7月28日より現地応急対策工事が着手されてい
た3）、4）。
7月24日に下部ブロックの末端部付近の土塊が流動化

し、県道付近までの土砂が流出し被害が拡大した。被害
の拡大する前後の降雨状況は図-2に示す通りである。ま
た、被害拡大後の地すべり被害範囲の平面図を図-3に
示す。

3. 現地調査結果
令和2年7月28日に実施した「牧の地地区地すべり」
の現地調査時点における所見について、「現況」、「今後
発生が予測される現象」、「応急対策」に分けて示す。

（1）現況
現地調査時点においては、崩壊幅約130m、長さ約
380mに達しており、流動化した部分では、地山は多少
掘削されているが、すべり面を有するような地すべり的
な移動状況ではないように見受けられた。
また、地すべりの最上部の滑落崖や上部ブロック末端

付近の側部では、多量の湧水が認められた（写真-2）。
その他、上部ブロック頭部の滑落状況や末端部の流動化
状況、ブロック頭部付近のクラックの発生状況を写真-3
〜5に示す。

（2）今後発生が予測される現象
ブロック頭部に設置された伸縮計S-1が7月24日に
8.5mm、25日に10.9mmの移動量を記録している。この
動きが、主として上部ブロックまたは、側方ブロックの

いずれの動きを示している
かについては、不明確であ
るが、側方ブロックが不安
定化しつつあることは、ほ
ぼ確実と考える。また、
側方ブロックの下部には集
落があるため、側方ブロッ
クの移動を抑制することが
急務である。一方、流動
化した末端部については、
人家との比高が5m程度認
められることから、下部ブ
ロックからある程度の土塊
が供給されたとしても、直
ちに被害が発生するような
懸念は少ないと考える。た
だし、上部ブロックおよび
下部ブロックが急激に移
動した場合には、危険が
及ぶ可能性が残っていた。写真-2　上部ブロック末端付近の湧水（写真内の青丸）

写真-3　上部ブロック頭部の滑落 写真-4　ブロック頭部付近のクラック発生状況
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現 場 か ら

図-4　牧の地地区地すべり対策平面図4）

（3）応急対策
応急対策は、湧水が非常に多いことから、上部ブロッ
クの背後斜面、上部ブロックおよび側方ブロックを対象
として、可能な限り横ボーリング工の施工が必要と考え
る。また、流動化した部分は、普通河川の導水工が施工
予定であり、かつ梅雨明けも間近であったことから、含
水状態が改善されれば土塊自体は安定すると考えた。流
動化した土塊の安定が確認されれば、ある程度の範囲で
のその土塊の除去が可能と考えられた。しかしながら、
さらなる土塊の流動化が懸念される場合も考えられたた
め、その場合は、末端部において導流堤や大型土嚢の設
置の必要性も考えられた。

4. おわりに
長崎県によると、7月13日より実施していた緊急調査
は、10月1日をもって終了した。また、9月末時点にお
いて、応急対策工事として、ブロック頭部での応急横
ボーリング工やブロック側部およびブロック末端部にお
いて大型土嚢設置工、地表からの降雨の浸透を防ぐため
に仮排水路工が施工されている。併せて、地すべりの監
視体制として、地盤伸縮計5箇所、拡散レーザ2箇所、
移動杭11箇所が設置されている（図-4）。
最後に、現地調査を許可していただき、また、調査時
の資料をご提供いただいた長崎県のみなさまに感謝を申
し上げるとともに、被災地および被災された方々の一日
も早い復興を心より祈念する次第です。

参考文献
1）�長崎県：牧の地地区地すべり（妙観寺トンネル付近地すべり災
害）における土砂災害防止法に基づく緊急調査び着手について、
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/07/�
1594889084.pdf

写真-5　下流ブロック末端付近の流動化した土塊

2）�気象庁：観測所「佐世保」の気象データ、http://www.jma.go.jp/
jma/menu/menureport.html

3）�長崎県：土砂法に基づく土砂災害緊急情報（第2報）について
「佐世保市小河内町（牧の地地区地すべり）」、https://www.pref.
nagasaki.jp/shared/uploads/�2020/07/1595401175.pdf

4）�長崎県：土砂法に基づく土砂災害緊急情報（第3報）および緊急
調査終了について「佐世保市（牧の地地区地すべり）」、https://
www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/10/1601539636.
pdf

5）�長崎県：現地調査時に長崎県より提供いただいた資料
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とりとめのない話 

先日、好き嫌いの話になった。給食で残されることが
多い野菜を、双子の甥っ子はいつもモリモリ食べてくれ
て保育士さんは嬉しかったらしい。ピーマン、セロリ、
ニンジン等々、子供達が苦手な野菜は多数。野菜嫌いの
子供も増えている中、甥っ子は何でも食べるし、むしろ
野菜好き。母が言うには、私も妹もそうだったようだ。
幸いアレルギーもなく、好き嫌いなし、蜂の子やイナゴ
も抵抗なし、何でも食べた。

アレルギーで食べられないのは別として、好き嫌い、
特に、食わず嫌いはよくないなと思った。知らないだけ、
苦手だと思い込んでいるだけで、調理の仕方次第で食べ
てみれば好きになることもあるだろし、逆にどうやって
も駄目なこともあるかもしれない。いずれにしろ、まず
は試してみることが大事だと思う。

今年7月、「長野県職員 建設女性の会」が設立された。
建設部、農政部、林務部など建設系の女性技術職員有志
で構成された組織で、職員同士が交流・連携し、情報の
発信、建設産業の活性化に繋がる活動を推進していく。

先月、ワークショップが開催され、「建設産業の担い手
を確保するためには」というテーマで話し合った。各々
お菓子をつまみつつざっくばらんに対話を楽しむ中、自
分はなぜこの業界に入ったのか思い返した。

中学3年になり進学先をどうしようか考えていた頃、ご
近所から高専の話を聞いた両親が「こんな学校もあるよ」
と教えてくれた。実家から通学できる場所ではなかった
ため寮生活は必須、知り合いもいない。地元を離れひと
り未知の環境に飛び込むことに不思議と不安はなく、む

しろ魅力を感じた。詳し
く調べるうちにますます
興味を持ったが、問題が
ひとつ。機械や電気、情
報系が大の苦手だった。
そんな世界でやっていく
自信は微塵もない。ただ

ひとつだけ異色を放つ科があった。環境都市工学科、い
わゆる土木科だ。この学校に行くならここしかない、単
純に“環境都市”という言葉にも惹かれ、進学を決めた。

思えばこれがきっかけだった。学んでいくうちに魅力
を感じるようになり、学んだことを活かしたいと将来を
考えるようになった。そして今に至っている。当時の選
択がなかったら、今はなかったかもしれない。

話を聞くと、似たような声はちらほら。はじめから明
確な意思を持っている人もいるだろうが、そうではない
人は多い気がする。きっかけはどうあれ、踏み入れたら
きっと新たな発見があるはず。それが良いのか悪いのか
は別として。踏み入ることがなければ始まらない。僅か
でも一時でも踏み入ることが大事なのだ。

ただ、それが難しい。どうやったら踏み入ってもらえ
るのか、興味を持ってくれるのか、結論がまとまるはず
もなく、模索は続く。

話は脱線するが、なぜこの業界に入ったのかという話
題の中で、女性ばかりの環境が苦手だったからという声
があった。女性同士のトラブルはめんどくさいし、嫌。
建設業＝男社会のイメージも手伝って、建設産業に興味
を持ったという。そう言われると、私の勝手な思い込み
かもしれないが、この業界の女性はサバサバした性格の
人が多い気がする。私はそれが心地いいし、気が合う人
も多い。

徐々に増えてきているとはいえ建設産業界の女性は少
ない。だが、それが魅力につながることもある。ワーク
ショップを眺めていた男性が興味深いとつぶやいていた。

年々、食わず嫌いが増えていっているように感じる。
食べ物に限らず。無難なもの、同じものばかり選んでい
ては世界が狭まってしまう。マイナスも見方を変えたら
プラスに変わる。まずは試してみること。出されたもの
は何でもモリモリ食べ元気に育つ甥っ子達を見て自分を
見つめ直す今日この頃である。

（小
こ

松
まつ

 美
み

緒
お

・長野県建設部 砂防課 砂防係 主任）

⑧
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1．土砂災害情報の高度化とは
「土砂災害情報の高度化」とは、土砂災害に対して実

効性のある避難を実現するために必要な施策の1つと言
える。実効性のある避難のためには、次の3つの方向か
ら土砂災害情報の高度化を図る必要があると考えられる。

①確度の向上
②即時性の向上
③時空間精度の向上
①の確度の向上は、土砂災害の発生を事前に予測して

周知する情報（土砂災害警戒情報等）において、土砂災
害の発生を捕捉し、かつ、空振り（災害非発生にも係わ
らず危険判定となること）を抑えることである。

②の即時性の向上は、広範囲の情報を素早く収集・分
析することである。災害時には、周囲で何が起こってい
るのかを的確に見定めて最適な行動を導き出すことが重
要となる。

③の時空間精度の向上は、気象情報や防災情報につい
て、高頻度かつ高解像度で情報処理を行うことである。
近年は気象庁が提供する解析雨量の高頻度化及び高解像
度化が実施されている。
（一財）砂防・地すべり技術センター（以下「STC」

という。）では、上記の「①確度の向上」及び「②即時
性の向上」に関連する研究を実施している。以下では、
研究の概要を説明する。

2．�流出特性を反映したタンクモデルの検討（確度
の向上）

土砂災害警戒情報の発表基準に用いられている気象庁
の土壌雨量指数は、Ishihara and Kobatake1）の直列

3段タンクモデルを用いており、指数値は各タンクの貯
留高の和（=S1+S2+S3）で定義されている（図-1）。運
用上、タンクの排出孔の高さ等に係わる係数（以下「タ
ンク係数」という。）は全国一律で設定されている（表-1
における木津川の設定値を使用）。ただし、出典となる
研究1）では、タンク係数は表-1のように流域の地質に応
じて異なる値が設定されている。これを踏まえ、地質ご
とにタンク係数を変えた場合の土砂災害発生の発生予測
に及ぼす影響を把握する目的で検討を実施したもので
ある。

対象地域を鹿児島県の本土地域とし、地質図を重ねて
約5km四方の格子ごとに代表となる地質区分を割り当て

図-1　タンクモデルの概念図（気象庁HPより引用）

河川名（地域） 主な地質 L1
（mm）

L2
（mm）

L3
（mm）

L4
（mm）

α1
（hr-1）

α2
（hr-1）

α3
（hr-1）

α4
（hr-1）

β1
（hr-1）

β2
（hr-1）

β3
（hr-1）

筑後川（小平） 火山岩類（安山岩） 40 75 15 15 0.10 0.15 0.05 0.01 0.12 0.08 0.01
馬洗川（南畠敷） 火山岩類（流紋岩） 30 60 15 15 0.10 0.15 0.05 0.01 0.12 0.08 0.01
木津川（月ヶ瀬） 深成岩類（花崗岩） 15 60 15 15 0.10 0.15 0.05 0.01 0.12 0.05 0.01

長良川（美濃） 付加体 
（主として堆積岩類） 30 75 5 15 0.10 0.15 0.05 0.01 0.12 0.04 0.01

夕張川（清幌橋） 堆積岩類 15 40 5 15 0.10 0.15 0.05 0.01 0.12 0.04 0.01

※設定値はIshihara and Kobatake1）による。
※気象庁の土壌雨量指数は木津川の設定値を使用している。

表-1　流域ごとのタンク係数

研究ノート

西
に し

内
う ち

 卓
た く

也
や

（一財）砂防・地すべり技術センター
総合防災部 技術課長

土砂災害情報の
高度化に関する研究
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た（図-2）。地質区分に応じたタンク係数（以下「地質
別係数」という。）を設定し、毎正時のタンク貯留量を
2006 〜 2018年の期間（約12年分）で算出した。こ
れらの貯留量データを用いて、国土交通省と気象庁の連
携による手法2） に基づき、格子ごとにCL（Critical 
Line） を 設 定 し た。CLの 閾 値 は、 降 雨 の 出 現 確 率

（RBFN出力値）に応じて0.1 〜 0.9の9通りを設定
した。

このCLを用いて、2006 〜 2018年における土砂災
害の捕捉率（災害捕捉率）を市町村ごとに演算した。比
較のために、気象庁の土壌雨量指数と同じタンク係数

（以下「JMA係数」という。）を適用した場合の演算も実

施している。
比較の結果を表-2及び図-3に示す。霧島市、南さつ

ま市、姶良市、錦江町の4市町において地質別係数の災
害捕捉率が良好な結果となった。これらの市町は図-2に
よると火山岩類（安山岩、流紋岩）が主に分布する。

図-3の南さつま市の事例では、CLが0.5のとき、地
質別係数では災害捕捉率70%以上であるのに対し、
JMA係数では70%未満である。仮に災害捕捉率70%
を目安にCLを設定する場合、南さつま市のCLは地質別
係数では0.5、JMA係数では0.6となる。このとき、計
算上ではJMA係数のCL超過頻度（年平均）が地質別係
数のCLより約0.25回多くなり、空振りのリスクが相対
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凡　例

着色 タンク係数を適用
する河川名（地域） 主な地質

筑後川（小平）
馬洗川（南畠敷）
木津川（月ヶ瀬）
長良川（美濃）
夕張川（清幌橋）

火山岩類（安山岩）
火山岩類（流紋岩）
深成岩類（花崗岩）

付加体（主として堆積岩類）
堆積岩類

図-2　鹿児島県（本土地域）におけるタンク係数の設定（約5km格子ごとに割り当て）
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的に高くなる。
このように、鹿児島県における検証では、地質区分に

応じてタンク係数を変えることにより、CLの確度（土砂
災害の発生予測の確度）が向上する可能性があることが
わかった。

3．�SNSを活用した土砂災害の前兆・発生情報の
把握（即時性の向上）

近年はSNS（Social Networking Servise）による
コミュニケーションが普及している。特にTwitterはリ
アルタイムでの拡散力が大きく、災害時には土砂災害の
前兆現象や発生状況、あるいはその被害状況を表すつぶ
やき（以下「ツイート」という。）が発信される場合が
あることから、ツイートを収集・分析することで広範囲
における災害状況の把握や警戒・避難へ適用できる可能
性が考えられる。ここでは、平成29年（2017年）7月
九州北部豪雨（以下「H29豪雨」という。）においてツ
イートの収集・分析を実施した事例3）を紹介する。

災害時におけるツイートの収集においては、予めキー
ワードを設定しておき、これに該当するツイートを抽出
した（表-3）。また、場所の分類については、ツイート

の位置推定の空間分解能は市区町村単位であるので、土
砂災害等の検知は原則市区町村単位となる。

H29豪雨における土砂災害の発生状況とツイートに基
づく発災推定の状況を表-4に示す。福岡県及び大分県で
土砂災害が発生した市区町村のうち、ツイートから発災
推定がなされていた市区町村数のカバー率は約67%

（12箇所中8箇所）であった。一方で、発災推定がなさ
れた市区町村のうち、実際に土砂災害発生が報告された
市区町村数の的中率は約22%（37箇所中8箇所）で
あった。的中率が比較的小さくなった原因として、H29豪
雨は一部の市町村（福岡県朝倉市・東峰村、大分県日田
市）に集中し、災害発生箇所数に比べて被災市区町村数
が少なかったことが考えられる。

H29豪雨におけるツイートの収集・分析結果を踏まえ
ると、夜間や荒天など情報収集が困難な状況下で災害発
生箇所を絞り込むには有効と考えられる一方で、位置精
度の向上が課題と考えられる。位置情報を含むツイート
の精度向上においては、土砂災害に関するクリティカル
な情報を発信してもらう仕組みづくりが必要と考えら
れる。

災害捕捉率の比較結果 該当する市町村（土砂災害警戒情報の発表単位）

地質別係数＞JMA係数 霧島市、南さつま市、姶良市、錦江町

地質別係数＝JMA係数 上記以外の市町村

地質別係数＜JMA係数 なし

※ 災害捕捉率=70%を目安とし、同一のCL閾値において一方が70%以上、もう一方が70%未満となる場合に優劣をつけている。

表-2　タンク係数の違いによる災害捕捉率の比較（鹿児島県本土地域）

カテゴリ キーワード

土砂災害 土砂崩れ、土砂くずれ、山崩れ、山くずれ、土石流、地滑り、がけ崩れ、崖崩れ、崖くずれ

洪水氾濫 氾濫、洪水、決壊

浸水被害 浸水、冠水、道路が川

個別キーワード 生き埋め、泥流、流木、つえ、土砂＆埋まる

表-3　ツイート収集に係わるカテゴリとキーワード

図-3　タンク係数の違いによる災害捕捉率の比較（南さつま市、霧島市の例）
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4．おわりに
STCが手がける土砂災害情報の高度化について、研究

事例の一部を紹介した。それぞれのテーマにおいて、更
なる検討を進める一方で、別のアプローチからも土砂災
害情報の高度化を図る検討を進めて行く所存である。

県 市区町村名
土砂災害の発生件数 ツイートに基づく

発災推定 評価
土石流 地すべり がけ崩れ 山腹崩壊

福
岡
県

北九州市 門司区 ● 空振り

北九州市 若松区 ● 空振り

北九州市 戸畑区 −

北九州市 小倉北区 1 見逃し

北九州市 小倉南区 1 見逃し

北九州市 八幡東区 4 ● 的中

北九州市 八幡西区 1 見逃し

福岡市 東区 −

福岡市 博多区 ● 空振り

福岡市 中央区 −

福岡市 南区 −

福岡市 西区 −

福岡市 城南区 −

福岡市 早良区 −

大牟田市 − ● 空振り

久留米市 − ● 空振り

直方市 − −

飯塚市 − ● 空振り

田川市 − ● 空振り

柳川市 − −

八女市 − ● 空振り

筑後市 − ● 空振り

大川市 − −

行橋市 − −

豊前市 − −

中間市 − ● 空振り

小郡市 − −

筑紫野市 − −

春日市 − ● 空振り

大野城市 − −

宗像市 − ● 空振り

太宰府市 − ● 空振り

古賀市 − −

福津市 − −

うきは市 − ● 空振り

宮若市 − −

嘉麻市 − ● 空振り

朝倉市 − 113 2 48 ● 的中

みやま市 − ● 空振り

糸島市 − −

那珂川町 − −

宇美町 − −

表-4　土砂災害の発生件数とツイートに基づく発災推定の状況

参考文献
1）�Ishihara�and�Kobatake:�Runoff�Model�for�Flood�Forecasting,�
Bulletin�of�the�D.P.R.I.,�Kyoto�Univ.,�Vol.29,�pp.27-43,�1979

2）�国土交通省河川局砂防部、気象庁予報部、国土交通省国土技術政
策総合研究所：国土交通省と気象庁の連携による土砂災害警戒避
難基準雨量の設定手法（案）、2005.2

3）�国土交通省中国地方整備局：土砂災害情報収集システム検証業務
報告書、2018.2
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県 市区町村名
土砂災害の発生件数 ツイートに基づく

発災推定 評価
土石流 地すべり がけ崩れ 山腹崩壊

福
岡
県

篠栗町 − −

志免町 − −

須恵町 − −

新宮町 − −

久山町 − −

粕屋町 − −

芦屋町 − ● 空振り

水巻町 − −

岡垣町 − −

遠賀町 − ● 空振り

小竹町 − −

鞍手町 − ● 空振り

桂川町 − ● 空振り

筑前町 − ● 空振り

東峰村 − 36 26 ● 的中

大刀洗町 − −

大木町 − −

広川町 − −

香春町 − −

添田町 − ● 空振り

糸田町 − ● 空振り

川崎町 − −

大任町 − −

赤村 − −

福智町 − −

苅田町 − −

みやこ町 − −

吉富町 − −

上毛町 − −

築上町 − −

大
分
県

大分市 − 1 ● 的中

別府市 − ● 空振り

中津市 − 1 7 ● 的中

日田市 − 3 16 9 ● 的中

佐伯市 − ● 空振り

臼杵市 − −

津久見市 − −

竹田市 − 1 ● 的中

豊後高田市 − −

杵築市 − ● 空振り

宇佐市 − −

豊後大野市 − 2 ● 的中

由布市 − ● 空振り

国東市 − 1 見逃し

姫島村 − ● 空振り

日出町 − −

九重町 − −

玖珠町 − ● 空振り

① 的　中・・・・・・　8
② 見逃し・・・・・・　4
③ 空振り・・・・・・　29

カバー率＝①／（①＋②）＝66.7%
的 中 率＝①／（①＋③）＝21.6%   

研究ノート
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1．はじめに
近年、建設分野ではCIM（Construction Information 

Modeling）が積極的に採用されています。令和元年5月
に、「CIM導入ガイドライン（案）第9編地すべり編」1）

が公表されて以降、地すべり分野でも、その機構解析や
対策計画等においてCIMの活用が進められています。当
該ガイドラインにおいて地すべり分野におけるCIMは、
調査・機構解析、対策計画・設計、施工、効果評価、維
持管理といった各事業段階に応じてモデルの更新や統合
を順応的に図っていくことが推奨されています。

滝坂地すべりは、平成8年度に国土交通省の直轄地す
べり対策事業となり、集水井工、排水トンネル工を主体
とした地下水排除工が進捗しています。2）現在、地すべ
り頭部の大石西山と地すべり中央部の湯

ゆ

出
で

野
の

沢における
集水井工が施工中であり、今後その対策効果を評価する
段階となっています。その際、本地区の大規模な地すべ

りブロック形状、起伏に富むすべり面形状等の特徴を鑑
みれば、従来の2次元断面での効果評価を基本としつつ、
すべり面形状と地下水排除工の3次元的な位置関係も考
慮した効果評価が重要となります。それに加えて、地す
べり地全体の地下水分布状況を立体的に分析することに
より、より現地の状況を適切に反映した説得力のある評
価が可能となります。

本稿では、今後の滝坂地すべりの対策効果を適切に評
価し、より効果的かつ効率的な事業推進に活用できる資
料を目指して作成した、3次元CIMモデルの概要につい
て報告します。

2．滝坂地すべりについて
今回CIMモデルを作成した滝坂地すべりは、一級河川

阿賀川の中流域右岸、福島県耶
や

麻
ま

郡西会津町に位置する
日本有数の大規模地すべりです（図-1）。滝坂地すべり

国土交通省所管の直轄地すべり（R2現在10地区、概成地区は除く）

月山

甚之助谷

亀の瀬

滝坂

譲原

天竜川中流

此田

由比
善徳

怒田・八畝

月山（東北地方整備局新庄河川事務所）
滝坂（北陸地方整備局阿賀野川河川事務所）
甚之助谷（北陸地方整備局金沢河川国道事務所）
じん の すけ

譲原（関東地方整備局利根川水系砂防事務所）
此田（中部地方整備局天竜川上流河川事務所）
天竜川中流（中部地方整備局天竜川上流河川事務所）
由比（中部地方整備局富士砂防事務所）
亀の瀬（近畿地方整備局大和川河川事務所）
善徳（四国地方整備局四国山地砂防事務所）
怒田・八畝（四国地方整備局四国山地砂防事務所）
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の地質は、基盤が花崗岩であり、その上位に砂岩、凝灰
岩、泥岩が分布し、これらが地すべり地塊を構成してい
ます（図-2）。本地区地すべりの最大すべり面深度は約
140mであり、直轄地すべりの中でも最大級の大規模地
すべりです。また、地すべりの移動方向が北部と南部で
異なるという、複雑な地すべり機構を呈しています。

本地区の対策工は、平成8年度の直轄事業化当初、南
部ブロックの下沢の目連続集水井工、大石出口連続集水
井工が実施されました（図-3）。対策の効果により徐々
に地すべり移動量が減少してきております。

3．CIMモデルの作成
本地区のCIMモデルの作成にあたっては、まず基本と

なる南部ブロック及び北部ブロックを対象としたすべり
面形状を設定しました（図-4）。これまで検討されてき
た地すべり機構解析の結果から、北部ブロック末端部で
すべり面は南部ブロックと共有する複雑な形状となって
います。これを目で見てわかりやすいように表現するこ
とがこれまで大変困難でした。今回、CIMですべり面を
3次元化したことにより、北部ブロックと南部ブロック
との関連性が様々な方向から見ることが可能となりま
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した。
次に本地区にて現段階で施工されている対策工（排水

トンネル工、集水井工）をCIMに入力しました（図-5）。
南部ブロックには、これまで横ボーリング工、集水井

工、排水トンネル工が施工されています。南部ブロック
のトンネルは、地すべり末端部のすべり面の高さが阿賀
川の河川の高水位よりも低い位置にあるため、地すべり
地塊内に配置されています。図面だけではイメージしに
くい複雑な配置状況が、例えば斜め方向から見ることに
より、より分かりやすく表現できたと思います。

また、北部ブロックでは集水井工及び排水トンネル工
が施工されています。北部及び大石西山排水トンネル工
は、北部ブロック頭部域に流入する地下水を排除する目
的で配置されているものです。地すべりの基盤側からす
べり面とトンネル本体坑、及び集水ボーリング工との位
置関係を見ると、集水ボーリング工がすべり面に達して
いる位置関係が明示されています（図-6）。

4．おわりに
今回は、国土交通省の直轄地すべりである滝坂地すべ

りにおいて作成したCIMモデルの概要について報告させ
て頂きました。最近のパーソナルコンピュータと図化・
解析ソフトの飛躍的な性能向上により、地すべり機構

（地すべり地形、すべり面形状、地下水賦存状況）や対
策工の配置等が3次元にて詳細に表現可能となってきて
います。その点では、CIMモデルは複雑かつ不均質な土
質、地質、地下水状況を呈する地すべり地塊の内部を把
握するための有効なツールであると考えられます。滝坂
地すべりでもCIMモデルを作成したことによって、その
複雑なすべり面形状と対策工の立体的な配置状況、そし
てそれらの関連性が視覚的に表現できました。

一方、精度の良いCIMモデルを作成するには、地すべ
り地内の全域にバランス良く配置されたボーリングデー
タが必要となります。これから将来的に3次元CIMモデ
ルを作成するような場合、地すべり地内全域の面的な配
置も考慮した調査計画を対策開始当初から立案しておく
必要があると考えます。

CIMモデルは、今後様々な場面での活用が期待されて
います。例えば滝坂地すべりでは、対策施工前後の地下
水位面を本モデルに反映させ、対策工の効果評価にも活
用できます。また、その効果評価結果を踏まえて、より
効果的かつ効率的な事業実施に活用していけるのではな
いかと思います。

最後に、本稿を執筆するにあたって、国土交通省北陸
地方整備局阿賀野川河川事務所の皆様には、滝坂地すべ
りに関する貴重な図面やデータ等を使用させて頂きまし
た。ここに記して御礼を申し上げます。
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1．はじめに
土砂を捕捉する施設に「堆積工」があります。土石
流・流木対策指針では、「土石流堆積工は、土石流を減
勢し堆積させるための土石流・流木対策施設であり、土
石流分散堆積地と土石流堆積流路とがある」と記載され
ています。さらに、「土石流分散堆積地は、流路を拡幅
した土地の区域（拡幅部）のことで、拡幅部の上流端と
下流端に砂防堰堤または床固工を配置したものである
（図-1）」、「土石流堆積流路は、背後地盤において宅地が
発達している等の土地利用状況や谷底平野等の地形条件
により、土石流分散堆積地のように流路の拡幅が困難な
場合において、流路を掘り込んで渓床勾配を緩くするこ
とにより、土石流・流木処理計画上必要となる計画堆積
量を堆積させることのできる空間を確保するものである
（図-2）」と解説されています。
「堆積工」と「遊砂地」の違いを明確に説明している
ものは見かけませんが、両者とも土砂を堆積させるとい
う同じ機能を有するものとして、以降「遊砂地」として
話を進めます。
遊砂地は、防災・減災・国土強靱化に関する3ヵ年緊
急対策において、土砂・洪水氾濫対策として、土石流区

間より下流に設置し、土砂の捕捉というよりも貯留する
といったイメージで記載されています。つまり、土石流
危険渓流より下流の流路工の周りに民家や道路があり、
そのため土地に制約があるようなところに、少しでも土
地が確保できれば、流路工を拡幅して遊砂地として活用
しようというものです。
この場合、どのように拡幅するのがよいのか、今回、

水理模型実験を行ったので、そこで得た知見を述べたい
と思います。これだけで、直ちに設計ができるわけでは
ありませんが、参考にはなると考え、まとめてみました。

2．土砂・洪水氾濫対策
土砂・洪水氾濫対策は、『砂防事業の費用便益分析マ

ニュアル（案）（平成24年3月）』によると、土石流によ
る直接的な被害と区別され、上流からの流出土砂に伴う河
床上昇等により引き起こされるものと説明されています。
土砂・洪水氾濫の特徴は、総雨量が多く、流域内で多

数の斜面崩壊や土石流が発生し、大量な土砂生産が発生
し、多くの細粒分を含みます。このため、遠くまで流送
されるため、河床上昇や流木の流入し、河床勾配
1/150程度の範囲まで被害が及びます。土砂・洪水氾
濫被害の激甚化、つまり、ライフラインや重要交通網等
への直接的な被害が想定され、円滑な避難が困難で、復
旧までの時間がかかることが予想されます。
土砂・洪水氾濫に対する対策方針は、堰堤下流の谷出

口から保全対象までの区間、もしくは、下流緩勾配区間
の土砂・洪水氾濫発生地点の上流箇所において、下流河
道の許容流砂量まで土砂量、土砂濃度を下げて、土砂及
び流木を河道から溢れさせず安全に流下させることです。
土砂・洪水氾濫対策として注目されている遊砂地に求

められる機能は、細粒分を多く含んだ土砂及び流木の捕
捉と、平常時に流下する土砂は下流へ供給することです。
遊砂地の形状は、これまでの水理模型実験や施工事例か
ら、次のような知見が得られています。
平面形状は、下流端の出口形状を急縮すると堰上げ、

湛水が発生し堆積しやすい。上流端の流入部は、角度
30°程度で拡幅させる。拡幅の幅は、目安として上流側
の流路幅の5倍程度以内。遊砂地長は、最低でも上流側
の流路幅の6倍は必要とされています。
縦断形状は、元河床勾配と平行に掘り込んだだけでは

本川等

堆砂

元の渓床勾配

図-2　土石流堆積流路
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濃度を高くしました。予備実験では、土砂濃度0.75%
以上で流路工に土砂堆積が認められました。そこで、実
験の給砂量は、土砂濃度0.5%としました。流量ですが、
ハイドロの増水期や減衰期で土砂の堆積状況は変わりま
すが、ここでは捕捉できる限界値を見極めるため計画規
模のピーク流量を定流で供給しています。この実験によ
り施設の機能が発揮できるとわかった後、現地の地形及
びハイドロを用いて施設の機能検証が必要と考えます。
また、今回の実験の目的は土砂貯留効果の確認ですの

で、土砂が浮遊せず掃流状態を再現するため、模型値で
1.3mm（現地換算で3.9cm）を用いました。

4.2　遊砂地の形状（水路）
模型縮尺はS=1/30と想定しました（図-3）。

5．実験結果及び考察
5.1　実験1
写真-1は水理模型実験に使った模型です。流路工部分
が低水路、拡幅工部分が高水敷と複断面化しています。
平常時は低水路から流水と土砂が流下します。洪水時

十分な捕捉機能は期待できないので、できるだけ水平に
掘り込む。床固工は流水の集中を分断し、土砂を分散・
堆積させて侵食を抑制する。このため、縦断地形に応じ
て適切な数の床固工を配置し、計画河床勾配を緩くす
る。ただし、床固工はあまり数多く設置しても貯砂機能
が改善されるわけではない。
低水路の形状は、平常時の土砂を流下させる。洪水時
は、高水敷に水が溢れることで掃流力が低下し土砂が堆
積する。
以上の説明が為されています。遊砂地の機能を維持す
るためには除石は必須なので、除石計画の策定（除石の
ための維持管理路の設置、除石した土砂の処理方法の確
立、土捨て場、土砂の仮置き場の確保）は不可欠です。

3．遊砂地の要求性能
地形によっては砂防堰堤下流に遊砂地を直結するなど、
設置方法をいろいろ工夫する余地はありますが、ここで
は緩勾配が続く流路工の一部を拡幅して遊砂地を設置し
たものとして話を進めます。
遊砂地内は捕捉容量が確保できれば、自然に任せて土
砂を堆積させてもよいのでしょうが、今回の遊砂地は周
りに民家が張り付いていると想定しているので、平常時
の土砂は既存の流路工から流したいと思います。このた
め、土砂・洪水氾濫対策として遊砂地を活用するため、
遊砂地の要求性能を次の二つに設定しました。
①  常時流水及びそれに含まれる土砂を下流にスムーズに
流す。

②  洪水時に上流から流送される土砂を遊砂地全体にでき
るだけ貯留させる。
この要求性能を発揮させるため、①平常時の流水及び
流砂を下流に流す既存の流路工はそのままに、②洪水時
に遊砂地の出口で堰上げを発生させ、遊砂地全体を湛水
域にすることで土砂を貯留させることにしました。

4．遊砂地の水模型実験
4.1　流量及び流砂量
砂防計画の計画降雨量は一般的に100年超過確率降
雨の日雨量（もしくは24時間雨量）が用いられていま
す。地域によって日雨量は異なるため、一般値を示すこ
とはできませんが、今回は平成29年7月の九州北部豪雨
により多量の土砂が流出した福岡県朝倉市のデータを参
考に、308mm/24hとしました。また、想定した遊砂
地は、流域面積3km2程度と比較的狭く、計画縦断勾配
1/40で掃流形態の土砂移動を想定しました。
今回の実験は、施設規模の決定や位置の検証を目的と
するのではなく、遊砂地にできるだけ土砂を捕捉させる
方法を見つけるためのものです。したがって、機能がわ
かりやすいこと、及び実験回数を多くしたいことから、
上流の流路工に土砂が堆積しない範囲でできるだけ土砂
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図-3　水路模型概形

写真-1　遊砂地の模型
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にはこの流路工から溢れた流水は堰上げにより高水敷（遊
砂地）に広がります。ただし、堰上げても低水路の流速
はあまり落ちないため、低水路から土砂は抜け続けます。
図-5は、堰上げ用の角材を遊砂地内に配置し、1本、

2本、3本と積み上げ高さを上げて堰上げ水深を上げた

時の低水路の流速です。この結果から、堰上げ水深を上
げれば低水路の流速を相当落とすことができました。た
だし、横工（ここでは角材）を高くする方法だと土地の
制約から難しい場合が多いと思います。
このため、横工高を高くする以外の方法で、低水路の

流速を落とすことにしました。これを解決
するため、次の要求性能を追加しました。
③  低水路の流速を落とし、低水路から土
砂を抜けにくくする。

5.2　実験2
③の要求性能を発揮させるため、遊砂

地の上流側に低水路の流速を落とすよう
に新たに減勢工（以降、上流横工）を設
けました。この横工の位置は、湛水域を
外れると機能しないので、湛水域内で入
口から離れた箇所に配置しました（図-6、
下段）。遊砂地の入口に近いと堰上げなど
上流の流路工に影響するからです。今回
は、遊砂地の拡張部の下端に合わせてい
ます。
実験1で堰上げ水深を高くできれば湛

水域を形成できることは確認しているの
で、遊砂地の出口に堰上げ用の横工を設
置しました。縮流の効果もあり、施設高
を低く抑えられるからです。ただし、湛
水域さえ確保できれば、上流横工は不要
ではないかとも考えられます。そこで、
上流横工の有無の違いによる土砂堆積の
違いを実験により確認しました。
上流横工がある場合、流水は左右均等
に上流横工から越流するので、堆砂も左
右均等に堆積します。写真-2は、投入土
砂量と流出土砂量が釣り合った状態です。
この時、遊砂地に貯留された土砂が施設
の最大効果量です。
これに対して、上流横工がない場合、

遊砂地に流入した流れは偏流し、土砂も
偏って堆積します。これ自体が悪いわけ
ではなく、最終的に遊砂地全体に堆積し
てくれればよいはずです（写真-4）。とこ
ろが、上流横工がないため、低水路を流
下した流水によって堆砂域の上流側が侵
食されました。このため、堆砂量は幾分
落ちます。写真-2と写真-4を見比べる
と、湛水域の表面の流速が違うことがわ
かると思います。上流横工があればこれ
を抑制できるので、あった方が確実に捕
捉量は確保できます（写真-3と写真-5）。

出口

入口

堰上げ用横工

堰上げして越流

出口

入口

堰上げ用横工

衝突して越流

遊砂地

流路工

流路工

遊砂地

流路工

流路工

図-4　堰上げ水深と流速

図-5　堰上げ水深－流速

出口

入口

堰上げして越流湛水域内にある場合

減勢工

出口

入口

堰上げして越流

遊砂地

流路工

流路工

遊砂地

流路工

流路工

図-6　上流横工による減勢の有無
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5.3　実験3
この実験は、基本的には先の実験2と同じで、これに
中間に横工を設けた場合です。土砂の溜まり方を見る
と、中間横工があった方が低水路を塞いで水通しから越

流するので安定して堆積しているように見えました。し
かし、湛水域が満砂して、出口から土砂が流出するよう
になると、捕捉形態は中間横工の有無に関わらず同じで
した。

写真-2　減勢工あり（給砂中） 写真-3　減勢工あり（堆砂状況）

写真-4　減勢工なし（給砂中） 写真-5　減勢工なし（堆砂状況）
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結果、中間横工は土砂捕捉量には影響
しませんでしたが、遊砂地の縦断勾配や
長さがあるなど、地形が複雑になれば、
中間に横工を入れることによって地形の
影響を抑制できそうです。

6．遊砂地の設計に際して
実験結果から遊砂地の形状を設定する
には以下の①〜④を参考にするとよいで
しょう。
①  遊砂地の出口で地形の許せる範囲で、
できるだけ堰上げをさせると捕捉容量
は大きい。

②  堰上げによってできた湛水域内に減勢
工（ここでは横工）を配置すると、安
定して堆砂させやすい。ただし、入口
より幾分下流に配置する。

③  遊砂地内に横工を置いても、湛水域内
であれば捕捉効果量に影響しない。

④  遊砂地の入口は流水の勢いで堆砂しに
くい。出口は堆砂肩が引水によって崩
れる。このため、遊砂地の入口と出口
の近傍の土砂は安定していないため土
砂捕捉容量に含めない方が安全である。

7．おわりに
遊砂地は、地形的な制約も多く、どこ
にでも設定できるわけではありませんか
ら、堰堤に取って代わることはないで
しょう。しかし、土砂・洪水氾濫対策と
して遊砂地が注目されています。
今回の水理模型実験は、直線水路で勾
配も一定、定流で流しています。このた
め、地形が湾曲している、勾配によって
施設の高さに限界がある、民家が入り組
んでいるなど、もっと検証すべき項目が
あります。これらについても、整理し設
計方法に繋げたいと思っています。ただ、
今回の実験結果から、効果とある程度は
基本的な形状はイメージできるのではな
いでしょうか。
また、堆積工もそうですが、どちらの
対策施設も、流木捕捉のための施設が必
要であることは言うまでもありません。

参考文献
1）�国土交通省：砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解
説、2016

2）�国土交通省：河川砂防技術基準計画編（改訂）、2019
3）�原田紹臣・中谷加奈・里深好文・水山高久：沈砂地における捕捉

機能に関する研究、令和2年度土木学会全国大会第75回年次学術
講演会、II-239

4）�松村恭一・石川芳治・小山内信智・前田昭浩：遊砂地における土
砂の堆積過程に関する実験的研究、砂防学会誌、vol.54、No.4、
p.33-42、2001
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堰上げして越流湛水域内にある場合

減勢工
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図-7　中間横工の機能

写真-6　土砂堆砂の状況
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令和 2 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの半年間、
国立研究開発法人 土木研究所 土砂管理研究グ
ループ 火山土石流チームに交流研究員として出向
しました。担当したテーマは、火山・土石流チー
ムの研究課題のひとつである「損傷実態を踏まえ
た砂防堰堤の補強に関する研究」のうち、設計に
関するものです。研究の詳細については別の場所
でお話させていただくとして、ここでは研究を行
うにあたって学んだ設計の考え方の変遷について
少しご紹介します。

これまで、砂防の設計法を当然のように受け入
れていたが、他分野あるいは海外に目を向けると、
国際標準化という大きな流れがある。構造設計法
の国際標準化の波は、1990 〜 1999 年に作成され
た EU の地域規格である「Eurocode」の作成に端
を発し、1997 年に国際規格である「ISO2394」が
作成されたことにより、広く認識されたようであ
る。というのも、WTO の政府間調達協定等により、
加盟国の政府機関は国際規格に従うものとされて
おり、技術基準等についても例外ではないためで
ある。国際標準の設計法の中身には触れないが、
そのような観点から令和元年 7 月の「河川砂防技
術基準（設計編）」の部分改定をみると、河川の
堤防「ISO2394」への準拠を意識した形で記載内
容が大きく変更されていることがわかる。ただし、
国際標準の設計法の適用を明示するまでには至っ
ておらず、「ISO2394」の準拠に向けた概念の導入
までがなされたと認識している。このような状況
から、砂防の構造設計に適するか適さないかは別
として、国際標準化の流れは砂防にも及びつつあ
ると考える。その中で、砂防の構造設計法は、ど

土木研究所
交流研究員の
任を終えて

小
こ

林
ばやし

 拓
た く

也
や

（一財）
砂防・地すべり技術センター
総合防災部 主任技師

連載エッセイ

第2回
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のような形で、あるいはどの程度国際規格に準拠
させるのかといった選択を迫られており、砂防の
構造設計法に変化が生じる時は近いように感じら
れた。

ところで、出向開始から 2 週間ほど経った頃、
新型コロナウイルス対策による緊急事態宣言の対
象地域の拡大があり、茨城県も対象地域に含まれ
た。そのため、土木研究所でも在宅勤務体制とな
り、出向しながらの在宅勤務が始まった。在宅勤
務にはインターネット環境と PC が別途必
要という事情から元の自宅に戻っていたた
め、出向に出たはずがむしろ自宅にいる時
間が増えるという逆転現象が生じ、結果的
に出向期間の 1/4 が在宅勤務となった。

そのような短い期間であったが、多
くの学びと貴重な経験をさせていただい
た。例えば、出向期間中に発生した「令和
2 年 7 月豪雨」に際し、土砂・流木の移動
現象が発生した直後の現地調査に同行し、
土砂移動とともに発生・流下した流木が立
木に引っかかることで停止・堆積している
という珍しい事例を調査した。上の写真は
流木の堆積箇所を上流から撮ったものであ
るが、5m 程度の流木集積（いわゆるログ
ジャム）が形成されており、これより下流
には流木の流下痕跡は見られず、流域内に
発生流木の全量が留まっていると考えられ
る事例であった。これまで当センターや砂
防学会の調査団として災害調査に入ったこ
とはあるが、今回のような発生直後の現地
に立ち入った経験はほとんどなかった。今
回、土砂・流木の堆積状況や住民の方々の
状況などを目の当たりにし、土石流や流木
の移動現象を想像するのに役立つ貴重な情

報が得られたとともに、砂防の役割を改めて認識
したところである。なお、流木の移動実態等につ
いては、火山・土石流チームで現在研究が進めら
れている。

これら以外にも、土木研究所においては研究に
関することのほか、研究者あるいは国立研究開発
法人としての視点など、様々なことを学ばせてい
ただいた。この経験を生かし、当センターの技術
力向上に微力を尽くしていきたいと思う。

essay
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はなはだ疑問になってしまう。実のところ、虫が体内で
毒を作り出すためには、大変なエネルギーを費やしてい
るようで、猛烈に強い毒を持てばよいということではな
さそうだ。

さて、こうした毒があると称される虫でも食べられる
ものはいる。オオスズメバチは、毒の無い幼虫や蛹は佃
煮にするし、毒のある成虫でも、焼酎付けにしてエキス
を取り出したあとは、唐揚げにして食べられる。信州の
伊那地方は、昔から昆虫を食べる文化が育っている。よ
く言われることに信州は海なし県でタンパク質が不足す
るから虫まで食べるとされるが、実は、伊那のみなさん
は、虫を捕る楽しみから始まって、食べて会話をはずま
せる楽しみを味わっている。つまり、虫を食べることは
楽しいのである。スズメバチに刺されるかも知れないと
いう危険を冒しながら蜂の巣を掘り出す醍醐味が楽しく
て仕方がないのである。あのときは痛かったよな〜とい
うのも味わいのうちである。

そんな伊那の珍味の一つにザザムシの佃煮がある。世
界的にも稀なトビケラ目などの川虫を食べるという独特
な文化である。伊那を流れる天竜川は、あばれ天龍と言
われ、過去から、幾度となく水害を引き起こしてきたが、
暴れるたびに礫の間に適当な隙間ができ、この隙間にザ
ザムシは、小石をつづって巣を造るため、ザザムシにとっ
てよい生息環境が生まれる。ここで量産されるザザムシ
を捕まえて食べるのである。雪降る厳寒の中で、川に入
りザザムシを採るために“虫踏み”をする（図-4.1）。現
地では、冬の風物詩になっている。ザザムシは、川で採
れる虫の総称で、カゲロウやトンボの幼虫も含まれる。
数が一番多いのがトビケラ目のヒゲナガカワトビケラの
幼虫（図-4.2）である。ザザムシの中でも最もおいしい
とされるのが、見た目がとてもグロテスクで、毒を持っ
ていそうなマゴタロウムシ（図-4.3）。川ムカデとも
言われるが毒は全くない。これは、ヘビトンボの幼虫で
頭に大きな牙を持っている。食べれば確かに香ばしい。
ただし、多くは採れない。

様々な虫を食べてみて、最高においしいのは、カミキ
リムシの幼虫であるテッポウムシとイラガの蛹だと思う。
イラガの幼虫は、トゲトゲの派手な色彩をした青虫で、
刺されると1週間ほど痛がゆさが残る。刺された瞬間は、
電気が走ったようなビリビリチクチクした感じがあるた

め、別名、電気ムシ
とも呼ばれている。
こんな虫食べられる
のと思うが、この幼
虫が、蛹になる際に、
木の枝に雀の卵と称
される繭（図-5）を
造る。この繭の中の
虫が実においしいの

アメリカの昆虫学者のシュミットは、「刺されると痛
い昆虫」ランキングを作るため、自らアリやハチなどの
昆虫78種に刺されてみたという。その結果、1位はウル
グアイなどに分布するサシハリアリだったようで、刺さ
れると数秒で卒倒するという。日本でおそらく刺されて
一番痛いのは、オオスズメバチ（図-1）だろうか。かつて、
足の小指を刺されただけで一晩中、脊髄がバクバクとし
てのたうちまわっていたことがあった。ネギの汁を塗る
と効くと言われ塗ってはみたが、効いたのかどうかは分
からない。蜂は赤色の縞々模様で見るからに毒々しくて
恐ろしそうなやつの毒が強いようである。蜂の中にも、
結構、美しい種がいて、あまり見かけることがなく希少
種にもなっているルリモンハナバチ（図-2）は、瑠璃色
の縞々模様で見るからに毒は弱そうである。自分は刺さ
れたことがないため、また、シュミットみたいに刺されて
みたいとも思わないが、おそらくは痛くはなさそうである。

虫が持つ毒は、身を守るための手段であるが、攻撃に
使用して自らの身を守る方法と、自分は犠牲にはなるが、
将来のために毒を持っていることを敵に覚えさせ、食べ
られることなく種が存続するようにする方法がある。

ツチハンミョウ（図-3）は、人にとっては、猛毒を有
する昆虫である。飛ぶことができずに丸くて黒い体を持
ちよろよろ歩く虫である。刺すことはないが体内には猛
毒を有するとされ、トリカブトの毒同様に、暗殺に使わ
れたとも。しかし、殺されてしまったのでは、覚えても
らえないので、このような強い毒を持つ必要があるのか

蝶たちをめぐる⑧ 最終回

虫食べる文化と
虫の毒
〜虫の楽しさは 
食べてみて〜
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た

下
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�昌
まさ

志
し

長野県建設部長・
日本鱗翅学会理事

図-1　 最強の毒を持つオオスズメ
バチにオオムラサキも警戒

図-2　 美しいルリモンハナバ
チは蜂でも毒は弱い

図-3　 体内に猛毒を持つツチハン
ミョウ

然 紀 行自 Natural Journey
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である。晩秋、葉が落ちた木の小枝に繭は
比較的普通に見つかるが、この時期、繭の
中には、蛹になる前の前蛹という形態のも
のがいて、まだ、幼虫時代のトゲがついて
いる。ただし、毒はもうないような気がする。
この前蛹を炒って食べると、ナッツのよう
なおいしさがお口の中に広がるのである。

もう一つ、食べてみて香りがいい虫は、
カメムシ（図-6）がダントツである。カ
メムシはくさいためもともと嫌われる虫
ではあるが、毒はない。世界では、結構
食べられており、香辛料やビールのつま
みなどにもなっている。煮こぼして強い
においを飛ばしたあと佃煮にすると、あ
まいリンゴに似た香りとなって幸せな気
持ちになる。このにおい成分は、疲労の
回復に使用する薬の成分を含んでいると
いう。食べれば食べるほど元気になると
いうことである。

さすがに、ツチハンミョウを食べたと
いう記録はないが、おいしそうに見えて
もやたらと食べない方が身のためであろ
う。一生に一度しか味わえない味である
ことは、まちがいなさそうであるが。

チョウをはじめとした虫の楽しみ方の究
極は、やはり食べることに落ち着いてし
まったようであるが、高山帯から照葉樹林
帯、北海道から沖縄まで多様な自然を有す
る日本列島である。砂防は、自然に囲まれ
た中での仕事。訪れた先で、ちょっと虫に
目を向けてみても楽しいのではなかろうか。

図-4.1　天竜川のザザムシ採り

図-4.2　 ザザムシ1 
〜ヒゲナガカワトビケラ幼虫

図-4.3　 ザザムシ2 
〜ヘビトンボ幼虫

図-5　イラガの繭
図-6　 ハートマークのエサキモ

ンキツノカメムシ
図-7　 赤い体のジャコウアゲハ

には毒がある

版画-1　様々な虫たち 版画-2　ヤギは虫は食べない

版画-3　高嶺のチョウ〜ミヤマモンキチョウ
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発生日 国　名 種　別 概　要

2020年

6月19日 米国 崩壊
米ミシガン州で連日の豪雨により2つのダムが決壊し、ミッドランド郡に非常事態宣
言が出された。ミッドランドの中心部では20日時点で、水位が最高で1.5メートルに
達するなど、深刻な洪水被害に見舞われた。ウィットマー知事は会見で、「500年
に一度」の洪水で地域住民1万人が避難したと述べた。

6月29日 中国 土砂・
洪水氾濫

6月29日、四川（Sichuan）省の冕寧（Mianning）県で週末に集中豪雨のため少なく
とも12人が死亡し、河川の増水により多数の住民が避難を余儀なくされた。

6〜7月 中国 土砂・
洪水氾濫

中国南部など幅広い地域で6月から続く記録的な豪雨による洪水などで、これまでに
27省市・自治区で延べ約3,800万人が被災し、死者・行方不明者が計141人に上っ
た。建物2万8千棟が倒壊などの被害を受けた。豪雨による被害は、長江流域を中心
に深刻化した。長江の中・下流や周辺の湖などで水位の上昇が続き、212の河川で
水位が警戒ラインを超した。湖北省などで土砂災害も発生し、経済的な損失も拡大
した。

7月2日 ミャンマー 地すべり

ミャンマー北部カチン州パカンの翡翠鉱山で7月2日朝、積み上げられた土石の山が
崩れ、多数が生き埋めになった。救急当局は少なくとも162人が死亡したと明らか
にした。救急当局によると、現場には採掘の際に排出された土石が積まれていた。
モンスーンによる大雨で地盤が緩み、崩落したとみられる。土石の山から翡翠を探
していた人たちが巻き込まれた。ミャンマーは世界有数の翡翠産地で、パカンでは
2015年にも100人以上が死亡する土石崩落事故があった。正規の採掘業者のほか、
出稼ぎの鉱山労働者も多い。

7月9日 ネパール
土砂・

洪水氾濫、 
地すべり

7月9日から続く豪雨により、 60人が死亡、41人が洪水や地すべりで行方不明となっ
た。 何百人もの人々がネパールの大洪水のために起こった大規模な洪水と地すべり
の影響を受け、約1,000人が学校などに避難した。同国西部地区で影響は最も顕著で
ある。

7月13日 インドネシア 土砂・
洪水氾濫

7月13日に南スラウェシの北ルウリージェンシーの多くの地区を襲った鉄砲水によ
り少なくとも21人の住民が死亡した。7月15日午後時点で、156家族（655人）が避
難し、4,202家族（15,994人）が影響を受け、4,930戸が水没し、10戸が流失し、
213戸が土砂で埋まった。また、電力網の復旧や州横断道路の土砂の撤去などの作
業が進められている。清潔な水、医薬品、ファーストフードなどが不足していると
ころがある。洪水は過去2日間に激しい雨によって引き起こされた。マサンバ川、ロ
ンカン川、スンガイラダ川が氾濫し、鉄砲水が発生した。 

8月7日 インドネシア 土砂崩れ

インド南西部ケララ（Kerala）州で、モンスーンの豪雨をきっかけに発生した大規模
な土砂崩れに茶農園の労働者数十人が巻き込まれ、少なくとも43人の遺体が収容さ
れた。土砂崩れは7日、同州の州都ティルバナンタプラム（Thiruvananthapuram）
から約250キロ離れたイドゥッキ（Idukki）県で発生。被害者の捜索や救助活動は続
いた。地元メディアの報道によると、現場地域には78人ほどが暮らしていたとみら
れるが、その多くが行方不明となった。ケララ州では毎年、モンスーンの時期に洪
水が発生し、犠牲者が出ている。

8月26日 アフガニスタン 土砂・
洪水氾濫

豪雨に見舞われているアフガニスタン東部パルワン（Parwan）州の州都チャリカル
（Charikar）で、鉄砲水が発生し、100人以上が死亡、家屋数百戸が損壊した。首都
カブール北方に位置するチャリカルでは一晩中豪雨が続き、倒壊した建物のがれき
の下敷きになっている人々の救出活動が続けられた。

9月2日 ネパール
土砂・

洪水氾濫、
地すべり

Baglung地方Dhorpatan村にて土砂・洪水氾濫で14人が死亡、41人が行方不明と
なった。

9月11日 コンゴ 土砂崩れ
9月11日、コンゴ民主共和国東部の南キブ州にある金鉱で、降り続いた雨の影響で
土砂崩れが起き、採掘用の坑道に土砂や水が流れ込んだ。坑道の中には採掘者など
50人以上が閉じ込められた。

9月13日 ネパール
土砂・

洪水氾濫、 
地すべり、
土砂崩れ

ネパール東部のSindhupalchok（シンドウパルチューク）地方Bahrabise（バラビ
セ）村のGumthangで13日、豪雨による土砂崩れがあり、政府によると少なくとも
11人が死亡、20人が行方不明となった。この土砂崩れで民家11棟が破壊され、5人
が負傷。ネパールやインド、バングラデシュでは、8月にモンスーンの大雨による大
規模な洪水や土砂崩れが相次いでいた。

9月28日 インドネシア 地すべり 28日、北カリマンタン州タラカン市で豪雨に起因する地すべりが3箇所で発生し、
10名が死亡した。避難はおこなわれていなかった。

（一財）砂防・地すべり技術センター  企画部 国際課
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技術の概要
ロービングウォールⅡ工法は、砂と安定化材の混合物に長繊維をエアの圧力で強制的に吹付ノズル先端にて混入させ、

吹付けにより補強土構造物を造成し、その補強土表面を植生基材吹付工などで緑化する2種類からなる工法の一体施工
方法の総称である。

本技術は、急傾斜対策、砂防・地すべり対策、山腹崩壊地の植生回復・緑化対策に適用が可能である。

技術の特長
①  長繊維を混入した補強

土と表面緑化工の一体
型緑化工であるため補
強効果を有しながら全
面緑化が可能である。

②  地山の改変を最小限に
しながら斜面・法面の
表層崩壊防止と自然環
境の保全を図れる。

③  厚さ20cm以上の土構
造物を有し草本類から木本類まで多様な植物の根系伸長域となる。

④  長繊維はエアの圧力により160mの長距離搬送が可能である。

施工事例

施工後 吹付前 
緑地法面防災工事の例 擁壁タイプの例

施工中（長繊維混入補強土吹付工） 施工21年後

他工法との優位点（既存工法の現場吹付枠工に対し）
・ 砂・長繊維からなる補強効果を有する長繊維混入補強土に変えることで、鉄筋組み立て作業が不要となり、作業の

省力化・経済性の向上が図れる。
・ 長繊維混入補強土に変えることで、全面緑化が可能となり、周辺景観と調和し周辺環境への影響が抑制される。
・ 構造物の形状を格子枠状から面状に変えることで、平滑吹付け仕上げが容易となり、コテ作業無し施工となり、省

力化が図れる。

吹付フロー図

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

ロービングウォールⅡ工法
【更新日】 平成30年9月22日

【取得会社】 ライト工業株式会社
【技術詳細に関するURL】 https://www.raito.co.jp/

河川護岸の例

施工前 ロービングウォールⅡ工法
（法面保護タイプ）  

現場吹付枠工
（既存工法）  

法面保護タイプおよび擁壁タイプ　概要図
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技術の概要と更新した技術の主な変更点
① 技術の概要

BSBブロック砂防えん堤工法
は、土石流対策砂防堰堤を構築す
るINSEM材を使用した工法で上
下流の外部保護材としてコンク
リートブロックを使用する工法
です。

この工法は、砂防堰堤として必
要な耐衝撃性を有し、凍結融解と
磨耗に対して内部のINSEM材を
保護する機能も有しています。

②  更新した技術の主な変更点
ブロック仮設時の固定部材の追

加：上下段の外部保護材ブロック
間に樹脂製のジョイントピンを使
用していましたが、そのピンの材
質がリサイクル品になるため性能
が安定せず安全性が確保できない
ため、鋼材プレート板を使用した固定方法に変更し、INSEM材転圧時のブロックの転倒、滑動に対する安全性を確保
しました。尚、リサイクル品の樹脂製のジョイントピンは上下段ブロックの正規の設置位置決定のため使用します。

施工中の様子

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

BSBブロック砂防えん堤工法（INSEM材使用）
【更新日】 平成30年10月11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/

技術の特徴・概要イラスト

透過型堰堤全景 スリット部ブロック設置

ブロック内中詰めコンクリート打設・連結筋設置

外部保護材構造

外部保護材構造

樹脂製ジョイントピン（下段上部）

連結プレート板
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これまでに施工してきた現場での課題や問題点
ブロック背面に取り付ける連結鉄筋を水抜き管周囲の現場打ちコンクリートに取り付ける場合、前面は残存型枠パネ

ルを使用し、背面は木製型枠を使用する施工方法を現状採用しています。
よって、木製型枠を使用する場合、型枠専門工の不足や型枠背面の仮設部材が煩雑となり作業性の向上及び工期短縮

が図れないため、今後、前面背面が連結された残存型枠パネルの開発が課題です。

前面残存型枠パネル状況 背面木製型枠状況（左：連結筋有　右：連結筋無） 背面木製型枠脱型

現場での工夫点、他工法との優位点等
水抜き管部や袖天端傾斜部の残存型枠パネルはすべて

工場製品で現場での切断作業がないため建設廃材はなく
工期短縮が図れます。

この工法は、外部保護材であるBSBブロックの厚さが
下流側50cmと上流側100cmでありINSEM材に影響
を与えるとされる凍結融解から保護していますので、耐
凍結融解性はコンクリート堰堤と同等です。

また、ブロックを使用しているため、型枠作業に足場
工も必要なく安全で、かつINSEM材の連続打設が可能
なためコンクリート堰堤と比較して工期短縮が実現でき
ます。

残存型枠パネル設置

袖天端保護コンクリート打設 打設完了

INSEM材転圧 残存型枠設置・保護コンクリート打設 透過型袖折れ堰堤上流側全景
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技術の概要
アーバンガードは、0次谷等の小規模渓流に適用できる透過型砂防堰堤

（閉塞タイプ）と同等な機能を有する土石流・流木対策工であり、河床地
盤に横断的に自立させた杭式の高強度・高靭性の特殊構造鋼管支柱（以下 
LST鋼管という）を用い、ワイヤロープ（横ロープは周回構造）および締
結金具で格子状のネットを構成した構造です。

また、技術の特徴として、主に下記の3項目の特徴を有する工法になり
ます。

（1）礫の捕捉機能
ロープの目相を最大礫径D95の0.8倍以下

とすることで、集合運搬された土砂を捕捉す
ることが可能です。

（2）土石流・流木への繰り返しの適応
弾性範囲の設計のため、満砂時の除石後

は、繰り返し使用が可能です。
（3）支柱のねばり機能

鋼管内部に小口径鋼管を束ねて配置し、その周りを高強度のモルタル充填した支柱（LST鋼管）を用いることで、支
柱の変形角が45°に達しても設計曲げ耐力以上を保持しており、ねばり強さ（靭性）に優れています。

捕捉状況（実物大実験） 捕捉状況（水理模型実験正面） 捕捉状況（水理模型実験側面）

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

アーバンガード（小規模渓流向け杭式土石流・流木対策工）
【審査証明取得日】 令和2年2月27日

【取得会社】 株式会社プロテックエンジニアリング
【技術詳細に関するURL】 https://www.proteng.co.jp/product_detail.php?Srch=y&keyno=33

構造および名称支柱断面例

完成版のサンプル

工事名：砂防施設工事大下沢その1
場　所：栃木県日光市藤原大下沢

他工法との優位点等
・ 少ない設置面積と工期の短縮を実現できる杭式構造です。
・ 初期設置費用が縮減され、経済性に優れた対策工です。
・ 繰り返しの土石流・流木を捕捉できる対策工です。
・ 高強度で『ねばりの機能（靭性）』に優れた支柱を採用しています。

※設計上の最大曲げ耐力325kN・m

※設計曲げ耐力215kN・m

破断
※最大曲げモーメント390kN・m

中空鋼管

モルタル充填鋼管
LST鋼管

曲
げ
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）
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設計上の最大曲げ耐力（LST）
設計曲げ耐+’荷重－変位力（LST）
実験値（充填鋼菅）
実験値（中空鋼菅）

支柱（LST鋼管）のねばり機能の実験
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技術概要と今回更新した主な変更点
本技術は、地すべり抑止鋼管杭の現場継ぎ杭方法として従来用いられてきた溶接継手に代えてねじ継手を用い、継ぎ

杭作業の簡素化、時間短縮および信頼性向上を図ったものである。ねじ継手は、780N/mm2級鋼材で杭本体と同径の
厚肉・短尺鋼管を素材とし、これに鋼管専用NC旋盤を用いてPIN継手・BOX継手のねじを加工した後、杭本体に工場
で溶接することにより製造される。現場におけるねじ継手の接続作業は、孔中に建て込んだ下杭上端のBOX継手と上杭
下端のPIN継手の芯合わせをした後、上杭をクレーン等で吊りながら人力（チェーントングおよび回転バンド等）や簡
単な機械で回転してPIN継手をBOX継手にねじ込むことにより行われる。

今回の更新申請では、近年、土砂災害が激甚化・頻発化してきていることや、用地制約から小径の地すべり抑止杭を複
数列打設できない等の理由により、その対策工も大規模化してきていることから、ねじ継手の適用範囲を大幅に拡大した。
杭径については、従来のφ1200から最大φ2000までを対象とし、板厚については各杭径ごとで対応可能な板厚レンジを
増加させている（SM570の場合、最大φ2000、t55mm）。また、これにあわせて継手形状のマイナーチェンジも行った。

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

地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手（JFEネジール）
【更新日】 令和元年12月7日

【取得会社】 JFEスチール株式会社
【技術詳細に関するURL】 https://www.jfe-steel.co.jp/products/construction/pile_joints/nejiru.html

本技術の特徴
本技術の特長は以下の通りである。

① 接続時間が短時間
・ 杭の接続に要する時間は、杭の寸

法にかかわらず15 〜 30分程度と
短い。

・ 現場溶接継手に比べ工期を短縮で
きる。

・ 接続時間が短いために、接続中の孔
壁崩壊の恐れが少なくなる。

② 継手の強度と信頼性が高い
・ ねじ継手の強度は杭本体部と同等以

上である。
・ ねじ継手の強度は作業員の技量や天

候条件に左右されにくい。
・ 上記の理由により、すべり面の深さ

や隣接杭の継手位置とは無関係に継
手位置を設定できる。

③ 杭の接続作業が容易
・ チェーントング、回転バンド等を用

いて人力や簡単な機械による施工で
上杭を回転することにより、容易に
接続できる。

・ 杭の接続作業に特殊な技能や機材を
必要としない。

・多少の風雨でも施工できる。
④ 施工管理が容易

・ 接続完了の確認は、ねじ継手同士が
突き当たったことを確認するだけで
よい。

・ X線撮影やカラーチェック等の品質
検査が不要。

杭本体

突き合わせ部
（ショルダー部） 

工場溶接

工場溶接

ねじ

上杭

下杭

（ａ）接合前 （ｂ）接合後

上
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下
杭
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

60

70

1400

板厚
(mm)

10

20

30

40

50

鋼管外径（mm/インチ）
1000800

：SM570材対応範囲
：SKK490材対応範囲

500 2000
300 400 500 600 700 1200 2000

216.3 250 267.4 300 318.5 350 355.6 400 406.4 425 450 457.2 475.0 508.0 550 558.8 600 609.6 650 660.4 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
1600 1800

：SM570材対応範囲
：SKK490材対応範囲



56 sabo Vol.129 2021 Winter

技術概要と今回の主な変更点
Super MCアンカー工法は、地すべり抑止や斜面安定等に用いられるグラウンドアンカーのうち、通常の環境におけ

る防食Ⅱ相当の永久アンカーに属するものです。スパイラル補強筋を直上に有する耐荷体を複数個配置した荷重分散型
永久アンカー工法であり、以下の特長があります。
①  耐荷体直上部にスパイラル補強筋を配置することにより、補強筋内部のグラウトが健全な状態に保たれる。
②  荷重分散型のアンカーテンドンが形成され、確実な防食が長期にわたり確保されている。
③  テンドンの組立加工に熟練工を要さず、現場で容易に組立加工が可能である。
④  小さな削孔径（φ115mm 〜φ135mm）で広範囲の設計アンカー荷重（110kN 〜 1096kN）が得られる。

今回の主な変更点は以下のとおりとなります。
①  アンボンドPC鋼より線φ15.2mm用圧着グリップ内のインサート部については、材質の異なる予備材料を用意し、

緊急工事での材料供給が滞ることのないように、レパートリーの拡大を図った。
②  耐荷体の組み合わせの部分更新を行い、より安定した支持機構を確保できるようにした。

他工法との優位点等
①  本アンカー工法は、耐

荷体直上部に配置した
スパイラル補強筋の拘
束 効果により、アン
カー体設置部のグラウ
トにテンションクラッ
クが発生しないので、
このような耐荷体を複
数個用いることにより、
安定したアンカーの支
持機構が確保される。

②  テンドンの構造がシン
プルのため、圧着グ
リップ加工を含め、耐
荷体の組立・加工は、
施工現場で容易に行うことが可能であり、現地の地山条件等によってアンカー長やアンカー荷重が変更される場合に
も早急に対応できる。

③  永久アンカーとしては、小さな削孔径（φ135mm）で比較的大きな荷重（1096kN）を有するアンカーが施工可能
なので、規模の大きい地すべり等にも対応できる。

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

スパイラル補強圧縮型永久アンカー工法（Super MCアンカー工法：荷重分散型）
【更新日】 令和2年3月28日

【取得会社】 ケミカルグラウト株式会社、新技術工営株式会社、東亜グラウト工業株式会社、東興ジオテック株式会社、
日特建設株式会社、日本基礎技術株式会社、アズマ原総業株式会社、ライト工業株式会社、株式会社ニチボー

【技術詳細に関するURL】 http://www.chemicalgrout.co.jp/

スパイラル補強圧縮型永久アンカーのテンドン標準図

法面工事での施工事例
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多段タイ材連結状況

技術の概要
INSEM-ダブルウォール（DW）工法は、従来のダブルウォール堰堤

の中詰材として砂防ソイルセメントのINSEMを使用した砂防堰堤で
す。ダブルウォール構造で中詰を拘束補強するため、低強度のINSEM
の使用が可能になります。従来のダブルウォール堰堤（土砂中詰）や
砂防ソイルセメント堰堤と比べて、特長は以下に示すとおりです。

（1）粘性土の活用が可能
低強度のINSEMの使用が可能なことから、単独ではまき出し、敷均

し、転圧・締固め施工が困難な粘性土系の現地発生土でも用いること
ができる。

（2）土石流荷重に対して耐えられる構造
上流部壁面材は、堤体が受ける土石流衝撃力より大きいせん断抵抗

力を有する断面とするため、水平打継目処理をしなくても土石流荷重
に十分抵抗できる。

（3）施工期間の短縮が可能
上・下流部壁面材をタイ材で連結した構造であり、アンカー方式のように強度発現を待つ必要がなく、寒冷地におい

ても次リフトを連続的に施工できるため、施工期間が短縮できる。
（4）現地発生材の有効利用

堤体材料には現地で発生する土砂を活用することで、掘削残土処分のコストが削減できる。

施工事例

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

INSEM-ダブルウォール（DW）工法
【更新日】 令和2年2月22日
【取得会社】 株式会社共生

【技術詳細に関するURL】 https://www.kyosei-kk.co.jp/products/insem-dw.html

現場での工夫点、他工法との優位点等
INSEM-DWの中詰は低強度INSEMであるため、一般のINSEM堰堤と比べてセメント搬入量を大幅に削減すること

ができます。そのため、資材搬入が困難な場所や運搬車両の通行を極力抑えたい住宅密集地等では、資材搬入量が少な
いINSEM-DWの優位性が発揮されます。

腹起し材
タイ材

上流面壁面材
下流面壁面材

INSEM材

INSEM-ダブルウォール構造概要

透過型施工事例

不透過型施工事例（1） 不透過型施工事例（2）
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技術概要
SBウォール（Steel wall or Concrete Block wall）工法は、INSEM工法および

L.U.C.工法により構築した堤体内部材を上下流の外部保護材（上流壁面材は軽量鋼
矢板等の鋼板、下流壁面材はコンクリートブロック）で保護することにより、土石
流対策堰堤、砂防堰堤等に要求される耐摩耗性・耐衝撃性・耐久性および景観性を
向上させ、現地発生土砂の有効活用による建設環境の向上および設計施工の合理化
を図ることが可能な工法です。

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

INSEM-SBウォール工法
【更新日】 令和2年2月22日

【取得会社】 株式会社インバックス、共和コンクリート工業株式会社、日鉄建材株式会社
【技術詳細に関するURL】 http://www.sbwall.org/

SBウォール工法　概念図

SBウォール工法　完成写真
（上：熊本県東小倉・下：宮崎県七瀬谷）

完成事例 ①

SBウォール工法　完成写真
（北海道胆振東部地震災害関連　上：下流側・下：上流面）

完成事例 ②

更新した技術の主な変更点
① 正面形状の変更

これまで堰堤インクライン部の袖部形状をスロープ状
とすることを標準としていたが、天端部の施工性の向上
および迅速な商品提供を図ることを目的に階段形状を標
準形状として変更しました。
② 袖部安定検討方法の検討

袖部検討では、内部破壊に対する検討に加えて、流体
力のみを水平に作用させ袖部のみの安定検討を実施して
いましたが、土石流・流木対策設計技術指針の改定に伴
い同様の検討方法と内部破壊に対する検討を実施する方
法に変更しました。
③ 砂防ソイルセメントに関する準拠指針について、

『平成28年版砂防ソイルセメント施工便覧』が発刊
されたことを受けて、準拠指針名を最新版に変更しま
した。

SBウォール工法　施工状況写真
（熊本地震災害関連　上：集中プラント・下：堰堤施工）

施工中事例



行事一覧（令和2年（2020）8月〜令和3年（2021）1月）

◆◆協賛（後援）

  8月    第44回水の週間行事（協賛）     

10月6日    「鋼製砂防構造物」及び「柔構造物」合同講習会（後援）

12月1日〜7日  令和2年度「雪崩防災週間」（協賛）

人事異動

◆◆9月1日付

【委　　嘱】 山邉　康晴  斜面保全部上席参事

◆◆9月30日付

【退　　職】 長井　義樹  砂防部長

◆◆10月1日付

【採　　用】 山口　真司  砂防部長（国土交通省水管理・国土保全局より）

【職務換え】 道畑　亮一  企画部専門調査員（企画部付）

【職名換え】 河村　弥生  総務部総務課主任（総務部総務課）

  水野　　忍  総務部契約・経理課主任 （総務部契約・経理課）

  三浦　知子  総務部契約・経理課主任 （総務部契約・経理課）

◆◆1月1日付

【採　　用】 小野寺智久  砂防部技術課上席参事

  高橋　健太  火山防災部技術課主任技師

『sabo』Vol. 128に関するお詫びと訂正

前号『sabo』 Vol.128におきまして、下記のとおり一部記載に誤りがございました。

訂正させていただくとともに、読者の皆さまにご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げ

ます。

■P.24 図のキャプション

上図：（誤）掃流区間における透過型の流木捕捉  →  （正）掃流区間における不透過型の流木捕捉

下図：（誤）掃流区間における不透過型の流木捕捉  →  （正）掃流区間における透過型の流木捕捉
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場所にあるから、今年から来年の冬は大雪になる」との
投稿があり一時話題となりましたが、今これを書いてい
る横で大規模寒波が日本を覆い、各地で記録的な大雪を
観測しているというニュースが流れるのを見ると、なる
ほどカマキリも「虫の知らせ」を受け取ったのだなと膝
を打ちました。
本機関誌のコンテンツの中にも虫を扱ったものがあり
ます。日本鱗翅学会理事の田下昌志様執筆のコラムはも
うご覧頂けましたでしょうか？122号からの長きにわた
る連載となりましたが、本号で最終回となります。毎回
伝承や歴史等に基づく豊富な知識を、目を瞠るほどに鮮
やかな虫の写真と共にご提供頂き、編集部一同、読ませ
て頂くのが楽しみな記事の一つでした。また何処かで田
下様の虫にまつわるお話をお伺い出来る事を、心待ちに
しております。
さて、最後になりましたが虫の名前が付いたことわざ
をもう一つ。「蟻の思いも天に届く」というものがありま
す。これは蟻のように小さな者でも一心に努力すれば願
いは天に達すという意味です。コロナ禍の今、みんなが
一丸となり、小さな事からコツコツと頑張って感染拡大
を食い止める事が出来ればと、また、砂防や防災の観点
からも同じ事が言えると思います。日々の積み重ねが大
きな力を生みますように、2021年の年頭所感とさせて
頂きます。� （N）

虫出しやささくれだちし水の面　��岸田稚魚

「虫出し」とは、「虫出しの雷」とも言い、立春後に初
めて鳴る雷の事を指します。冬眠中の虫たちが居る土の
奥深くにまでその轟音を轟かせ、春が来たことを告げ、
追うように降り出した雨は根雪を解かし、草木が芽吹く
準備を整え、厳しい冬から徐々に穏やかな暖かさが降り
注ぐ季節へと、四季が巡る様を端的に表しています。こ
の機関誌が皆様のお手元に到着する頃には、虫出しの雷
が鳴っているかもしれませんね。
虫と言えば、日本人は古くから無類の虫好きであった

ようで、遡ること平安の時分から「虫放ち」「虫聞き」
「虫合わせ」といった遊びが盛んであり、さらには虫売り
という鳴く虫を売る商いまであったとか。そんな虫好き
の国民性が影響したのか、我が国にはことわざや慣用句
にも多くの虫が登場します。その中でも、なんとなしに
良くない事が起こる予感がすることを「虫の知らせ」と
言いますが、これは我々人間だけでなく、彼らの世界に
おいても当てはまる言葉のようです。
「カマキリが高い所に産卵すると大雪になる」という言
い伝えをご存知ですか？ カマキリは秋に卵が詰まった
卵嚢を草や木の枝に産み付けますが、その際に本能的に
積雪の高さを予測し、それよりも上の部分へと卵を付け
るそうです。去年の秋頃、SNSで「カマキリの卵が高い

「駒ヶ根ソースかつ丼」をご存じでしょうか？ 駒ヶ根市
では、東に南アルプス、西に中央アルプスを展望する風光
明媚な長野県の街です。あなたが、ふと、この街の料理店、
たとえば、ラーメン屋、そば屋、寿司屋、中華料理店ある
いは喫茶店でもかまいません。訪れてメニューを開きます。
すると、ほぼ確実にそのメニューの中に「ソースかつ丼」
を見つけるはずです。それほどに愛されているソースかつ
丼とはいかなるものか？

駒ヶ根ソースかつ丼会による規定では、1 器はどんぶり
に限定、2 肉ロースが基本で120g以上、3 かつはパン粉の
みで揚げる、4 キャベツは細かく切って水に浸して水分を
切って丼の飯の上にのせる・・・（以下略）等々の約束事が
あります。

今回訪れた明治亭駒ヶ
根店内の案内解説板に
よると、ソースかつ丼の
始まりは、昭和3年頃に
駒ヶ根のある料理人が東
京浅草の洋食店でカツ
レット（とんかつの語源
らしい）を食べてヒント
を得たとのこと 。した
がって、最初は喫茶店や
洋食屋などのおしゃれ系から広がりだしたようです。

そして、今回出張で訪れた明治亭駒ヶ根本店でも定番
「駒ヶ根ソースかつ丼」を注文しました。丼が届けられる
と、なるほど、ご飯の上にキャベツを乗せ、揚げたてのと
んかつをサクサクと切りそっと飾ってあり、しゃきしゃき
したキャベツの食感とソースかつがとてもよく合うおいし
さでした。そして、明治亭が名店である理由、それは明治
亭オリジナルのソースかつ丼用のソースにありました。う
まみと上級な味わいの深いソースで、食後のさっぱり感を
そのままに、肉料理特有のまったりとした重量感や、胃が
もたれるようなしつこさは無く、食後のアッサリ感が特長

で、ついつい多めに食べて
しまうことができます。そ
れ故に人気店になり、最近
では駒ヶ根市外にも複数出
店している明治亭でした。

（p.s.）なお、その他信州名
物、そばや信州サーモンも
おいしいです。 （M）

出張

駒ヶ根名物ソースかつ丼の名店
［明治亭 駒ヶ根本店］
長野県駒ヶ根市赤穂898－6
JR飯田線 駒ヶ根駅 バス10分

中央道駒ヶ根インターから車1分
TEL　0265-83-1115 ／ FAX　0265-83-1177

http://meijitei.com/komaganeten.html

写真-1　明治亭�駒ヶ根本店にて

写真-2　�後日、休暇で�
明治亭�長野駅店にて
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アクセス：地下鉄　永田町駅
（東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線）
4番出口より徒歩1分

〒102-0093　東京都千代田平河町2-7-5　砂防会館５F

「sabo」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。

「役に立った」「印象に残った」記事、あるいは「こんな記事が読みたい」など、
みなさまのご意見、ご感想を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せ下さい。
『sabo』バックナンバーはホームページからダウンロードしてご覧ください。

「sabo」事務局宛
FAX:03-5276-3391／e-mail:sabo-kikanshi@stc.or.jp

http://www.stc.or.jp/
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