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巻頭言

21世紀型の砂防を目指して

池谷 浩 建設省河川局砂防部砂防部長

1998年は土砂災害の多発した年となった。全国で

約1630件にものぼる土石流、地すべり、がけ崩れが

発生したのである。 しかも発生場所を都道府県別に

みると茨城県のみ災害発生がないだけで、残りの46

都道府県では少なくとも 1件は土砂災害が発生して

いる。

土砂災害はところを選ばないとも言えるが、一般

的に言えば、我が国はいずれの地域も地形が急峻で、

地質がもろく、気象条件等何らかの外力が加われば

どこででも土砂災害が起こりうる国であるというこ

となのである。 •• •• 
昨年の土砂災害を分析してみると二つの特記すべ

き事項に気がつく 。

一つは降雨量という点で、気象庁が定義している

いわゆる異常気象が全国的に数多くの場所で発生し

たということである。とりわけ思わぬところに思わ

ぬ集中豪雨が発生している。

地球の温暖化により降雨量に関してはその変動幅

が大きくなりうることが専門家により指摘されてい

るところであり、すでにその意味では21世紀は異常

気象の時代になるとも言えよう。

二つ目の事項は、 1998年に土砂災害で死亡した方

の多く (60％以上）が、幼児や高齢者など災害弱者

であったことである。

21世紀、高齢者率は高くなる。特に土砂移動現象

が多く発生している中山間地域でその傾向が強く、

今後高齢者等の災害弱者の土砂災害による被害の増

加が心配される。 •• 
．．
 

21世紀ば情報化の時代とも言われており、情報公

開法も国会を通過した。

建設省でも、所管する事業のうち管理関係の事業

を除くすべての事業について、新規に採択する時点

および一定年数を経過した時点で事業の評価もしく

は再評価をするシステムを構築し、すでに実施して

いるところである。

砂防事業についても例外ではなく、すでに直轄事

業についてはすべての地建で再評価がなされ、現在

までのところ、生命に関係する璽要な事業でありも

っとしっかりやるべし、とのご意見をいただいてい

る。今後はますます事業に対して公平性、透明性が

求められていくことになるだろう。•• •• 
今これらの課題を考えてみると、砂防事業は20世

紀型のやり方から21世紀型の砂防へと展開する時に

きていると言えよう。

まず、21世紀型の砂防として最も急がれることは、

ソフト面対応の強化である。

たとえば、災害弱者の生命を確実に守るためには、

20世紀型である単なる避難勧告や命令ではだめであ

る。なぜならば、弱者は逃げようと思っても自分だ

けでは逃げられないのだから。

そこで21世紀型の避難システムが必要となる。新

システムでは災害弱者を支援するグループをつく

る。この際、同じ高齢者同士ではなく若者も含めた

グループであることが重要である。また、このグル

ープはいつ来るかわからない災害時だけのためでは

対応が難しいことから、日常的にも支援が可能なグ

ループとする。地方に古くからあった 「結 （ゆい）」

のような地域ごとの互助制度を復活させるのも一つ

の方法であろう。今ならまだその可能性の残ってい

る地域も多いから。

次に、異常気象が多発することを考えると、ある

地域においてその土地の過去の情報だけでは不十分

となる。そこで全国的に土砂災害情報を収集し、こ

れまで土砂災害に関係のなかった地域においても、

今後土砂災害の可能性のある場合には住民まで土砂

災害に関する情報を確実に伝える。

特に、行政からの一方的情報だけではなく、地域

固有の情報を含め住民から行政に情報伝達し、専門
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家とともにその情報の確かさや土砂災害の危険度を

調べるシステム（現在土砂災害llO番制度として動

きかけている）を構築する。

また、降雨に伴う土砂災害から避難するためには

短時間降雨予測を加味した合理的な予菩報システム

の開発をする。 •• 
．．
 

一方、ハード面の対策強化では、まず土砂を流す

べき場か、流してはいけない場かを判別すること等、

その場における土砂移動現象の種類、頻度、外力等

を十分に調べて、その場に合った計画、設計および

施工をする。

周辺の自然環境との調和 ・保存は当然考感すべき

であり、渓流ごとに対応を考える思想をもつことが

重要である。

すなわち、画ー的な発想から多様化した発想へ技

術者の発想を変えなければいけない。

計画面では、砂防計画を一般にわかりやすい表現

にすることを考えるべきである。水系一貫した土砂

管理の観点からは、従来の個別のパーツごとの査料

ではなく、水源から海までを土砂の管理者たる砂防

関係者がきちんと見る必要がある。特に一洪水ごと

の水系一貰した土砂移動や、土砂移動の不連続性と

洪水との関係の把握、これら土砂移動がどのように

自然環税に影野するか等を調べる。この他、我が国

の河川の特性とも言える自然環榜に強い影聰を与え

るデイスターバンスをどのように評価するか等、ま

だまだ議論を深める必要のある事項も多い。

しかし、いずれにせよ計画に時間軸を取り入れた

考え方が21世紀型砂防には必要となる。

また、緑を活用したエ法の開発とともに、樹木に

より住宅などの開発が山麗部や斜面等の土砂災害の

危険のあるところに拡大することを阻止する、いわ

ゆるバッファーゾーンとしての樹木帯の設定や、土

地利用に対するコントロール等、都市計画や街づく

りと共同した対応をすべきであろう。

緑の管理面では、その土地をよく知っていて、い

ざというときにすぐに緑の管理が可能な地域の住民

と行政が一体となって対応するシステムが求められ

る。 •• 
．．
 

この他にも21世紀型の砂防についてはいろいろ列

挙することができるが、上述のような視点でぜひ皆

さんが自ら「20世紀型砂防から21世紀型砂防への展

開」を考えてほしい。

とにかく、土砂災害から地域の安全を確保し、自

然環境と共生するため、地域の声を開き、かつ画一

的な技術思考をやめて、その場に最も適した対応を

するよう常に心がけてもらいたい。それが21世紀型

砂防の基本である。

21世紀型砂防を展開するためには、まだまだ多く

の調査 ・研究と現場における確認が必要である。

帥砂防 ・地すべり技術センターの皆さんの、これ

らに対する先蔚的役割を期待するものである。

2
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平成10年福島県南部における
土砂災害調査報告

土砂災害ソフト対策研究会

はじめに

土砂災害ソフ ト対策研究会では、土砂災害につい

て聞き込みを主体とした現地調査を実施し、土砂災

害の発生時刻や地元住民 ・行政の行動等を正確に把

握することで、ソフ ト対策上の課題の整理 ・解決を

目指している。

本報告は、同研究会の活動の一環として実施した

福島県南部における土砂災害（平成10年 8月26日～

31日）に関するものである。

1.災害概況

1998年 8月26日～31日にかけて、北日本の広い範

囲で平年の月間平均降雨益を上回る降雨があり、多

数の土砂災害が発生した。なかでも福島県南部の西

郷村にある建設省真船観測所では総雨批1.268mmを

記録し、隣接した白河市や大信村の一部でも総雨茄

が800mmを超えた（図ー1)。西郷村周辺の観測所に

おける降雨の時間分布パターンを見ると、まず26日
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0：土砂災害発生位置
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図ー1 主な土砂災害発生位置と雨量分布 （雨量は総雨量 1 998.8.26~31) 

夕方から28日未明にかけて時間雨舟50mmを超える強

い降雨があり、真船観測所では最大時間雨菰90mmを

記録した。このあと小康状態を経て、29日朝から31

日朝にかけて再び強い降雨があった。

この降雨によって西郷村 ・大信村 ・白河市では、

27日未明をピークに多数のがけ崩れ ・土石流が発生

した。 3市村の被害状況は、人的被害は死者10名、

重俗者 9名、軽像者 9名、住家被害は全壊38棟、半

壊3針東である。なお、建設省の発表によれば、福島

県全体で土砂災害発生件数は土石流15件、地すべり

5件、がけ崩れ155件となっている。

2.調査箇所

今回の調査箇所は表ー1(P. 4)のとおりである。

災害箇所の中で災害弱者関連施設と人的被害箇所に

重点を置き、斜面特性 ・災害実態から見てさまざま

な被災形態が含まれるようにした。

3.調査結果

今回の現地調査では被災箇

所の斜面特性（地形 ・地質 ・

植生等）と災害実態について

調査票により調査箇所ごとに

整理した。調査結果の総括表

を表ー2(P.5~6)に、斜面

特性としての崩壊地の諸元を

表ー3(P. 7)にそれぞれ示す。

土砂災害の特徴と開き込み

調査結果の要点はつぎのとお

りである。

(1)崩壊地の形態と崩壊土

砂の流下

調査した崩壊は実態から二

次堆積物崩壊タイプ、風化恩

崩壊タイプ、火山灰質土崩壊
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タイプに分けられる。

①二次堆税物崩壊タイプ (No.I、5、6、9、17)

崖錐などの二次堆梢物が基岩上に堆和してお

り、基岩が不透水層であるため二次堆積物が崩

壊したもの。基岩と二次堆積物のちを界面は明確

な不連続而を形成している（特にNo.1とNo.6)。

基岩はNo.17以外の全てが溶結凝灰岩であり、

弱溶結であるために亀裂が少なく塊状を示すの

が特徴である。

②風化層崩壊タイプ (No.2、3、4、12、13)

溶結凝灰岩の風化層が崩壊したもの。風化部

はハンマーの軽い打繋で容易に崩せる砂質土と

なっている。基岩は溶結凝灰岩 (No.12は一部

泥流堆租物）であり、割れ目が少なく塊状であ

るため不透水層となっている。

③火山灰質土崩壊タイプ (No.7、8、10、11)

火山噴出物が何層にも堆積しており、これら

の間の相対的な不透水屑から上部が崩壊したも

の。土陪構造は上位からローム、スコリア、パ

ミス（風化して粘土状）、泥流堆積物（マトリ

ックスは粘性土含む）、基岩（弱浴結の浴結凝

灰岩）からなる。現地の観察では不透水層とし

てパミス、泥流堆積物、 弱溶結の溶結凝灰岩が

見られた。

表ー1 災害調査箇所一覧

No. 箇所名 所在地

l 骰ノ目 西白河郡西郷村哀船

2 羽太 ，， ，， 羽太

3 赤仁田 ，， 大信村赤仁田

4 大坂山 白河市大坂山56

5 円明治 白河市円明治

6 赤仁田2 西白河郡大信村赤仁田

7 太陽の国 み 西郷村太腸の国かしわ荘

8 ク ク からまつ荘

崩壊の元地形は斜面傾斜が比較的小さい。表ー3

に示すように崩壊地の平均傾斜は概ね25~30゚ 程度

であり、 No.8では15゚ の緩斜面で発生している。

崩壊土砂の移動形態の特徴は、流下区濶における

洗掘や樹木の損伽がほとんど見られず、到達距離が

長い。これらのことは崩土がかなり多檄の水を含ん

で流下した（土砂浜度が小さかった）ことを示す。

(2)現地聞き込み調査結果

被災地のヒアリングにより、警戒避難に関して得

られた情報は、つぎのとおりである。

①住民の防災意識と行政の対応

．既往災害がほとんどなかった地域のため、住民 ・

行政とも、平素から異常な災害について具体的に

は意識しておらず、あらゆる面で日頃の備えが不

十分だった。

・出水～洪水氾濫～土砂崩壊～土石流氾濫といっ

た、一連の豪雨災害が夜半から順次多発し、ライ

フラインも各所で寸断される事態に、住民 ・行政

ともに必ずしも的確な対応ができなかった。

・情報の収集～伝達方法が十分確立されていなかっ

た。

• かつて豪雨災害を経験したことのない地域であっ

たことと、夜半から未明にかけての出来事であっ

被害状況 調査日

死者 2 全壊 l 半壊 1 H.10.10.13 

負術 2 全壊2 H.10.10.15 

死者 1 負傷2 全壊 1 H.10.10.15 

負術 2 全壊 1 H.10.10.14 

全壊 l H.10.10.14 

負傷 1 半壊 1 H.10.10.15 

一部破損1 H.IO.J0.14 

死者 5負偽 1半壊 l一部破損2 H.10.J0.13 ， ク ，， 給食センター北 H.10.10.14 

IO ケ ，， 給食センター南 なし H.10.10.14 

ll ク ，， さつき荘北 H.10.10.14 

12 ，，， ，， さつき荘中 H.10.10.14 

13 ，， ，， さつき荘南 H.10.10.14 

14 カニ沢 ケ 羽太虫笠 一部破捐 1 H.10.10.15 

15 上前田 ク・ ，，上前田 一部破損 1 H.10.10.15 

16 日向沢 ，，， 大信村日向 床下1 H.10.10.15 

17 金勝寺 白河市鶴巻山金勝寺 全壊 1 H.10.10.14 
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表 2 調査結果饂表

番号 箇所名 発生年月日時 現象名 土砂移動形態 避難状況 前兆現象

災害報告 闊き込み結果 災害報告 調査結果

殴ノ目 Hl0.8.27 8.27 がけ崩れ表唇崩壊 溶結凝灰岩を不透水層 （隣家）災害発生5時 不明（発生が

3:50 として上部崖錐が崩壊 間後に親戚宅へ避 未明のため）。

し、斜而直下にあった 難。

人家2棟を直撃した。

2 羽太 Hl0.8.27 8.27 がけ崩れ表層崩壊 溶結凝灰岩の土砂状風 （隣家）肌壊発生後役 近隣斜而の崩

7:30 化部が崩壊し、直下の 場から避難指示があ 壊。またスギ

人家 1棟全壊。 り、夕方に避難した。 の流木は2回

目の崩壊で来

たとのこと。

3 赤仁田 Hl0.8.27 8.27 がけ崩れ表層崩壊 溶結凝灰岩の砂質土状 （近所）周囲一帯で崩 隣の斜而の崩

7:30 7:10 風化部が崩壊し、斜面 壊が発生しているし 壊。

直下の人家 1棟が全 孤立地区なので、避

壊。 難しようにもできな

かった。

4 大坂山 Hl0.8.27 827 がけ崩れ表層崩壊 溶結凝灰岩の砂質土状 被災後、家族を救出 認められず。

19:30~20:00 風化部が加壊し、斜而 して近くの家（看設 隣家の1人は

を20~30m流下。斜而 婦）に避難。 発生時の音に

下の人家 1棟が全壊し 気付いた。

た。

5 円明治 Hl0.8.27 8.27 がけ崩れ表層崩壊 溶結凝灰岩を不透水厄 （近所）27日昼に自主 700m離れた

19:30 として上部屁錐堆積物 避難の指示があり、 地点で斜而か

が崩壊。斜而下の人家 午後～夕方にかけて ら赤土流出。

（無人） 1棟が全壊。 避難。避難から戻る

と崩壊が発生してい

た。

6 赤仁田2 Hl0.8.27 8.27 がけ崩れ表陪崩壊 基岩（溶結凝灰岩）凹状 （隣家）崩壊発生1時 なし。

6:00過ぎ 部に 2次堆稽した砂質 問後に竹藪に避難。

土が崩壊。斜面直下の その後、不通だった

2階建て人家の 1階部 道路が1月いたため、

分を破壊した。 昼過ぎに公民館に避

難。

7 太陽の国 Hl0.8.27 8.27 土石流 深悩崩壊 何層にも堆積した火山 からまつ荘被災の桁 近憐斜而の崩

6:55 唄出物や泥流堆栢物の 報を受けてから順 壊（からまつ

間に相対的な不透水陪 次、山から遠い棟に 荘など）。

が形成され、崩壊。1ii 移動していた。崩壊

土は約50m流下してか 発生直後に38名がか

しわ荘に直撃し、窓ガ えで荘に避難、 3時

ラスを破って一部建物 間後に残り60名がか

内に侵入。流下区問で えで荘に避難。

ほとんど洗掘なし。

8 太陪の国 Hl0.8.27 8.27 土石流 崩壊起因 何層にも堆積した火山 士砂が勝手口に入っ 不明（発生が

4:50 4:50 型泥流 咬出物や泥流堆積物の てきて初めて、土砂 未明のため）。

間に相対的な不透水層 崩れの発生を認識。

が形成され、崩壊が発 その後避難。

生。崩土は多祉の水を

含み、地表を佼食する

ことなく流下し、谷出

口のからまつ荘に直翠

廷物内に侵入し就寝中

の5名の命を奪った。

， 太陽の国一 8.27 表層崩壊 溶結凝灰岩を不透水層 近隣斜而の崩

15:00 として、上部崖錐がスラ 壊。

ンプ状に崩壊。斜而脚部

が水路状であることも

関係した可能性あり。
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（表—2 つづき）

番号 箇所名 発生年月日時 現象名 土砂移動形態 避難状況 前兆現象

災害報告 閾き込み結果 災害報告 調査結果

10 太船の国 Hl0.8.27 8.27 土石流 表層崩壊 溶結凝灰岩、あるいは 近隣斜面の崩

6:15 バミス層が不透水陪と 壊（からまつ

なり、 上部のローム層 荘など）。

とバミス層が崩落。堆

積範囲は非常に広く、

堆積勾配はほぼレベル

である。

11 太陽の国一 8.27 表層崩壊 泥流堆税物あるいはパ なし。

4:50 ミス/(ijが不透水層とな

り、その上部が崩壊。

12 太協の国一 8.27 表凶崩壊 溶結凝灰岩と泥流堆積 なし。

4:50 物の風化部が崩壊。

13 太陽の国 一 8.27 深層崩壊 泥流堆和物 （粘性土） 災告発生後、避難。 なし。

4:56 を不透水層として、上

部の浴結凝灰岩の角礫

状風化物と表土が崩

壊。斜面直下の建物

（鉄筋コンクリ ー ト造

り）が一部破損。

14 カニ沢 I-Il0.8.27 8．切 土石流 土砂流 山道が著しく侵食さ 出水が0時頃から始 なし。

0:00 れ、表流水とともに流 まったので、避難準

下。 伽や土嚢詰めを行

う。明け方を過ぎて、

役場の指示を受けて

自主避難。

15 上前田 Hl0.8.27 8.27 土石流 泥流 発生源調査困難のため 発生後ひとまず集落 なし。

3.00 発生機構は不明。浅い の端のところに避難

渓岸没食を伴いながら し、 51時間後に役場

流下し、谷出口で氾濫 からの指示により避

開始、道路反対側の人 難所に移動。

家まで到達。

16 日向沢 記入なし 8.26 土石流 土砂流 河川流砿がカルパート 浸水後、消防署の人 衷山の崩壊。

の排水能力を超えたた の指示により上の家

めに溢流し、作業道の に避難。翌日か翌々

盛土部が崩壊。土砂は 日に公民館に移動。

下流の畑地に堆積。

17 金勝寺 Hl0.8.29 8.27 土石流 崩壊起因 もとの谷地形を 2次マ 崩壊発生と前後して 井戸 水 位 上

13:00 20:45 型泥流 サが埋めており、元地 避難命令があり 、宿 昇。他箇所で

形に沿って流水が集中 泊客は中央公民館に の土砂崩れ。

したために深い崩壊が 避難した。従業員は

発生。そのまま流動化 その後、4号線沿い

して谷出口の旅館に直 のオートバックスに

撃、 1戸全壊。 避難。

6
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たため、土砂災害は予想されにくかったことによ

る対応の遅れが目立った。

・注意していた人は、河川の増水、道路の冠水、山

からの出水、井戸の水位上昇などから危機感を持

った。だが、反面、無意識の人が多 く、降雨当時

の住民危機意識の差はかなりの開きがあった。

②情報収集と伝達

．雨の降り方が地域的かつ時間的に大きく変動し、

警戒対応を惑わした。

・通信 ・交通網が途絶した中で、消防無線を通じた

各集落の消防団からの情報収集が有効であった。

・電気 ・電話 ・有線 ・水道 ・道路といった、ライフ

ラインが随所で寸断されたことによる情報伝達の

機能低下が大きかった。

・雷喝著しい豪雨の中で、屋外～自動車の拡声器に

よる声は届きにくかった。

• そのような中で比較的有効に機能したといえる伝

達手段は、戸別防災無線と憐近所の口づてであっ

た。衛星回線や携帯電話も使えたが、それほど有

効には機能しなかった。

表-3 崩壊諸元等一覧表

No.区域名 発生日時 崩壊諸元

10年度災害 1 

• 今回の災害では、土砂災害に対する警戒・避難基

準雨批は運用されなかった。崩壊等の現象が発生

した後、より安全な避難場所へと誘禅する結果に

なっていた（事後対応）。

③避難行動と避難生活

・雷嗚を伴う豪雨の中、情報のみで屋外へ自主的に

避難することは決断されにくく、往々にして近傍

の崩壊発生等を目の当たりにしてからの行動とな

っていた（情報否定の心理）。

・避難路自体が寸断され、孤立したところもあった。

・建物の場合、山と反対寄りの 2階以上にいた方が

助かる可能性が高いようであった。

・非常に流動性の店い土砂が生け垣の樹林により抑

制されているケースがあり、これにより被災から

免れた。

．避難は、行政から 「自主避難」を勧められたかた

ちが多かった。

．避難生活は、設備も完備しておらず、いつまで続

くかわからないといったことから、精神的にも楽

ではないとの話であった。

植生状況

日時 長さ 幅 平均深霞大深 傾斜 崩壊土量種類 高さ 胸高四径 密度樹齢 備考
(m) (m) (m) (m) (rrl) 6•広・混など）（m） (m) （年）

I 骰の目 27 3•50 28 10 2.5 3.0 L30° 1.200 針業樹 7 0.2 密 lか30 スギ植林

2 羽太 27 7:30 15 8 1.0 1.0 L30° 100 針業樹 20 0.35 中 lか50 スギ植林

3 赤仁田 27 7:10 30 
上15

1.6 2.0 L27• 750 針築樹 12~ 15 0.2~0.3 中 1か30 アカマッ
下20

4 大坂山 27 19:30 17 
~20:00 ll 1.6 1.6 L25° 140 広葉樹林 12 O.l~0.15 粗 10~30 雑木林

5 円明治 27 不明 3.5 10 2.0 2.0 L23' 65 針業樹 12 0.2 中 10~30 アカマッ

6 赤仁田2 27 6時過ぎ 14~24 16 3.0 5.0 L25° 750 広葉樹林 5 0.05~0.l 密 10年以下 15年ほど前に伐採した。
現在、雑木生存

7 太楊の国
（かしわ荘） 27 6:55 37 13 3.5 5.0 L24° 1.500 針薬樹 15 0.25 中 10~30 アカマッ

8 
太陽の国 43 20 1.5 3.0 L 19° 1,230 広葉樹林 7 OJ 中 10年以下
（からまつ紺 27 4:50 28 12 1.5 3.0 L15° 490 広薬樹林 7 0.1 中 10年以下

， 太楊の国
｛鳶貪七99-l} 27 15:00 8, 5 8 LO 1.0 L45° 50 針策樹 15 0.3 中 10~30 アカマッ

太楊の国 ． 
10 償貪七ン9-？） 27 6.15 60 20 1.5 2.4 L25° 1.600 針紫樹 18 0.3 中 10~50 アカマッ

太陽の国
12 1さつき荘l) 27 4:50 38 13 1.2 1.2 L25° 540 針葉樹 l5 0.2 中 10~30 アカマッ

太楊の国
13 （さつき荘2) 27 4:50 10 12 1.2 1.2 L28° 130 針薬樹 15 03 中 10~30 アカマッ

太殿の国 汲｝
14 1さつさ母3) 4:56 26 12 3.0 3.0 L30° 810 針菜樹 18 0.25 中 10-30 スギ

17 金勝寺 27 20:45 18 12 4.0 7.0 L35° 700 針菜樹 5 0.1 中 10年以下 アカマッ
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④災害弱者への対応

• 太陽の国のみならず、老人が被災したり、老人を

避難させようとしている時に小学生の子供が被災

したりという例が見られ、災害弱者が浮き彫りに

なった。

・応急措置を含めた災害復1日対策をとるための複数

組綴問の行政手続きに難点を感じた。

(3) ソフ ト対策上の問題点

崩壊発生時刻がわかり、かつ観測所近隣 (2km程

度を目安とする）にあるものを抽出すると、各観測

所における降雨の時間推移

と崩壊発生のタイミングと

は概ね整合している （図一

2 (1)、 2(2)）。 崩壊は概ね

積符雨飛が400mmを超えた

時点から発生し始めてお

り、発生時点の 1時間雨絋

は45mm前後が多い。しかし

太協の国 (No.7~13) や赤

仁田 (No.3とNo.6) など、

降雨条件がほぽ一致してい

るはずの狭い範囲内でも崩

壊発生時刻のずれがある。

また、既往のCL図に今

回発生した崩壊をプロッ ト

するとCLの右上側に大き

く離れており、真船観測所

にお け る ス ネ ーク 曲線

(SL)がCLを超えてから実

際に崩壊が発生し始めるま

でには 4~5時間を要して

いる（園ー3)。

このように、現行基準雨

最と今回調査結果とはうま

く整合していない。この原

因としてはつぎのことが考

えられる。

①現行の警戒 ・避難基準雨

批の設定に当たっては、

土砂災害発生地点の降雨

を遠く離れた観測所で代

表せざるを得ず、発生時

刻に関しても推測のもの
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図—2(1) 雨量変動図と崩壊の発生時刻 （建設省真船観測所）
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10 

がある。これに対して、今回の調査対象地域には

比較的密に雨飛観測所が存在しているため、発生

地点の降雨パターンをよく表すことができ、また

現地聞き込み調査によって発生時刻を正確に特定

することができた。すなわち降雨データと発生時

刻のいずれについても現行基池雨猿設定に用いた

ものと今回のものとでデータの質が異なる。

②現行の基準雨批設定に当たって、サンプルとした

土石流や崩壊の発生事例が極めて少なく、主とし

て非発生データから基準雨鎌を設定している。

したがって、ソフト対策上の主力である基準雨量

太陽の国
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図ー2(2) 雨量変動図と崩壊の発生時刻 （建設省隈戸観測所）
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の設定にはデータの質の見直しは欠かせない。

4.ソフト対策上の課題

今回調査した土砂災害の特徴と聞き込み調査結果

及びソフト対策上の問題点からソフト対策上の課題

はつぎのように考えられる。

(1)崩壊発生時刻のずれと斜而特性（素因）との

関係の検討

太陽の国敷地内 (No.7~13) や赤仁田 (No.3と

No.6)など、降雨条件がほぽ一致しているはずの狭

い範囲内でも崩壊発生時刻のずれがある。今回の現

地調査ではこのずれを説明できる索因の違いは確認

できなかったが、今後、斜面内部診断調査を行い、

崩壊発生時刻のずれに地形 ・地質 ・植生などの素因

の違いがどのように影押しているかを検討する必要

がある。

(2)避難経路の安全性の確認

土砂災害のソフト対策においては、人家を直接襲

うがけ崩れ•土石流の発生のみならず、避難を妨げ

る小河川や側溝の氾濫、ライフラインの寸断といっ

た現象の危険性もチェックしておくことが必要であ

る。今回の災害では道路が）IIと化し、歩行と車での

移動も困難な状況となり、それに加えて中小河川の

氾i監による道路の決壊で孤立した地区があった。避

難経路の安全性診断と住民への周知は水害 ・土砂災

害危険区域の公表とあわせて実施していく必要があ

る。

(3)住民自主判断による避難行動

土砂災害のように時間的余裕の少ない現象は、住

民自身による的確な判断に基づく自主的な避難行動

がとれるようにすべきである。今回の災害では隣家

の裏山が崩壊したこと（被害発生後）をきっかけに

5
0
4
0
3
0
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効
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強
度
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一県南建設SL
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0, 
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図-3 既往CL検証図

避難したケースが多かった。これでは人的被害を未

然に防ぐことは難しい。この教訓を風化させないた

め平素から防災意識の啓発や防災訓練が必要であ

り、自主避難に必要なリアルタイム情報の提供が求

められる。自主避難に必要な情報として何が必要か

の検討も地域ごとに整理していく必要があろう 。

おわりに

現地調査と開き込み謂査により土砂災害の実態と

それに対応したソフト対策の実態を調べ、実際の現

地で対応するために何が問題であるかの費重な情報

を整理できた。とくに、災害弱者対策の必要性を痛

感するとともに土砂災害は降雨のみによるものでな

く、地形 ・地質・植生等の斜而特性が複雑に関係し

ていることを改めて認識させられた。

本調査の実施にあたり、福島県土木部と県南建設

事務所からは査科提供と被災地に入るためのお世話

をしていただいた。また、白河市、西郷村、大信村

の被災者の方々と防災担当者の皆様には開き取り調

査でご協力いただいた。ここに深甚なる感謝の意を

表します。

執節担当：水越三郎、天野篤（アジア航iJllJ聡）
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p.91-98. 
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羽太（はぶと）がけ崩れ

風化屈崩壊タイプで、溶結凝灰岩の風化部が

崩壊した。崩壊源頭部の横断形は凹状を示し、

地表水が集まりやすい集水地形をなす。

斜面の勾配は35゚ と急傾斜を示し、杉の植林

として利用されている。

太陽の国（からまつ荘）背後の崩壊地

火山灰質土崩壊タイプで、泥流堆積物上位の

ローム暦、スコリア磨、軽石屈が崩壊した。

源頭部には湧水跡地形として,p2mの穴が形成

されている（ボールの背後）．

斜面勾配は10・と緩傾斜である。

資料ー1 土石流災害調書 （例）

No,8 (IR ,30b) 
92年 ／0月 13日 綱資者： 足立中1’I

地点 渓 流名 小 a会 （かう'”正）
|土石流危険渓流番号 - |ランク|-

情報

県面色：：て召・＠あ知｀ 耐•⑪小巴倉均 所 福あ

河 川名 r冠＼・猿 JII水系”凡 JII 所管 事務 所 瀑• 南;ti及
災害 発生 B 時 q8年 10月l7Bヰ時,o分頃 気象条件 晴 曇 ． 廼）

情 報
被害状況 全壌 →0セ戸ヽ~~・b_半' I邁,. 0戸 人的按害 死者 5名 ・負傷者 l名

降雨状況 連統雨量 •• I年 8雨長 - 長大時r.，雨量 m 

（日峙～日時） （ 日時～日時） (8 時～ 8 時）

硯測所名
（現地まで km) 

I異常気象名

発生状況 士石澁の
石裟型・嚢土砂流型 • その他 ( 9ネ・ヅ流ふ

(ill!さ込み等） 流動タイプ
） 

4 て＊＇ら

発生のタイプ
せさ止め型 ・⑭邊起因型う渫床堆f.I物流動型 ・

その他( ) 

淀下状況
柑洗控';等 ：・；たtG閏て1で；‘え私rr....す qpヽ”；・丸下ガ釘9:

が3で1、ら,,'i'.t.・ )"·',工;;t'i,ニ註ル•hャ1・l ゞ.m.J9 F九と示91•• も．

増積状況 I!g 冒ヽ氏認r年Rら•ク；：t.た•，,i”·,t,“,i社“會‘う”．It'q印ふか屯9りい内•五＇'f-lぷ月I’·.lにし0口かへ、たかぶら＜R9；社9む荘と駐沿（虹．t 1 ．研含t,)

前 it 現象
＂月（茫 i-r,l1 が＂ 未•R • Kり）

・文・〇` しわ石 t，で O` ら ぅガ王0‘}い代t度1立ft.

沼麻，‘”で1ネ・ぐ'i<（＂込な'"・ぇ針Lル‘9,・は-メM札只q)・＇，，
過去の 覆 歴

1が1こ9吐でぃ9戎,"も・＇‘さ し 1 • ' ら ):と 0‘冠ii.." ...り‘y
、b,(: :t,9稚な 噌`か,;.

流 域 性 状 冦面積 1 0.021< ... ~ 渓床平均勾6e| q ° 
情報

浪”合も}しパし信・1＊tt．初m’7（ェ2(oい 1.0 .. )忠わぶ’/i'?＆•ぼロ-るムて（―1江．9へ2,5叩）．9iみ(0.1-0.1呵）地 質 迄 質
~ ~; 0-,., I て`●1}

凪化の程度 湛屯すも滋湛f出KK和．位枯~9 印念「＃． 色 t を可 ;,,· 9•/Aヽ ヽ 3·• マ士・m1”ふち•, !fl<! み祥疫 ，＜
t I沢ひ 、1心＇I:::. ， 娃 ． 

表土層の状況 丸す・迄 序 の 項 し今93,．

荒廃状況 次祝 ，て ザ打 •へ打；して 、・らンしいう 岳血兎C••.l-””’’ t o,t 
（崩遇笞の分布） 妥•‘ • R士りし方 こ‘・・,ィ:?. 

碩生の糧類 禄地 ・互地・竹林・針葉l!l・返亘直）・混交林 好t斤rり

符 高 高木・＠．低＊ コメント ：店↑もワ心莉稔．．

緊茂 状況 忘 ・@・桓

積類．基数：

R 対策施註の有煕 有

規桟

類ノ目（よしのめ）がけ崩れ

二次堆積物崩壊タイプで、溶結凝灰岩の上に

巨礫まじりの崖錐堆積物が分布し、これが崩

壊した。溶結凝灰岩の斜面勾配は2アである．

崩壊土砂は斜面直下の人家2棟を直撃した。

10 SABO vol.62 June.1999 
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資料ー2(1) 災害状況図（例）

No8 (18 130 b) 

溌生位置図 | I: 10,000 

A.B._<:_11詣逗℃＾do.

i"資者名 ：足立．平IlJ

太陽の国（からまつ荘）背後の崩土流下区問

火山灰質土崩壊タイプの崩土流下区間はササ

が流下方向に倒れており、渓床の侵食が見ら

れない。

多量の水と崩土が一気に流下したものと予想

される。

羽太（はぷと）が1:t崩れの人家被災状況

斜面勾配35゚ の風化層が崩れ、斜面直下の人

家を口撃した（人家1戸全壊）。

人家の斜面上方に位置していた神社の社はか

るうじて被災をまぬがれた。

S⑬ 0 vol.62 June.1999 11 
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資料ー2(2)

宿茂-reA ＾磋式ほ面（対•9+）
ぇでV,,

巴出し；託、 ぃ鋲
竺;r..,7ば；エ）

朽＇？江’IO-、
か•こ Z

でが守lヽ ／ ／ ，』・ ，̀ 嶋 ~ ;£,和はt呪
/' 

／ぢ i蔚遠韓

,＜遥° ^ 

麻1ゑで6 の楳式笠海（Zケ••,+)
そ

如て1悶字＼」羹；；お゚ i：し了。三ム
ヽ 9., • Bを'"ミス

B己20..,.

L ̀  4うm

d "1.s-

て二 1い0..,l 

ら •12 ~ 

L028hヽ

d ~ 1.o;,,,. 

；t；租rピ＃i.t--i 
如しーエ tデ 寸b • 490m う

浅苓主i'廷庭

簡1/哀で C01和‘貼/3¥(2ヤ..,+）
B = 5~‘ 

屈；位tエ元「ご戸戸；で，2 （゚‘-o.1!,が） h L :。こm

、 9 ▲ ▽; : 60…3 
ー 、

,.m.¥l!ff切 ‘

• '，勾FCP09 /}Iイ晏食'.lTJし(mfが：：：t)

．崩浅跨郭と ¢l,5mの穴ょ・J,

・ー・了一員ロ’・

太陽の国（からまつ荘）への土砂流入状況

背後の渓流内で発生した3箇所の崩壊士砂は渓

流出口に位置する建物に流入した。礫は少な

く火山灰質士からなる泥と流木が、施殷内の

災害弱者を襲い就寝中の5名の命を奪った。

SABO vol.62June.1999 
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資料ー3 住民への閾き取り調査結果

■10月13日（火）

●太陽の国・からまつ荘／かしわ荘

・災害時の状況（からまつ荘）

土砂崩れが起きたのは、土砂が勝手口に入ってきて初めて知った。

水を多く含んだ流動性の高い土砂で、鉄筋コンクリート造りの 1階窓ガラス部分を破って侵入。

住民は夜で寝ていたし、全く予期していなかった。

昭和50年9月開所以来のことで、山が危ないとすら思っていなかった。

雨批計はなかった。

前の道路は用水路 (1.2x1.2m)から水が溢れ、 40cm位の水位があり、川のようだった。

電話は遥じていた。

．避難状況 （からまつ荘）

からまつ荘には150名住んでいた。

現在避難した住民は、大和町と特別老人ホームなど4ヶ所に別れて避難している。

12月には戻ってくるらしい （また同じ場所で生活する予定）。

・行動経過 （かしわ荘）

27日3:00停籠した。

27日4:50からまつ荘で土砂崩れが起きた。

27日5:05園長からの連絡を受け、施設長が非常食の手配を指示した。

この直前にB棟襄で小規模崩壊が起こっていた。

27日5:50山際のA棟からB棟に移動した。

27日6:15さらに山から遠いD棟へ全貝避難した。

27日6:55ものすごい音がして食堂と風呂場に土砂が入ってきた。

27日7:00かえで荘に避難した (38名）。

27日9:55残りの人がマイクロバスでかえで荘に避難した (60名）。

•今後の防災体制 （太陽の国）

太陽の国では太腸の国自営消防隊があり、各施設14名で総勢140名からなる。

今後は、消防計画を更新する。

管理センターに雨恨計を付け、特戒システムを新設する。

→現行の通報装置は、火災時のみに使うものとの誤解もあった。

雨が降った日には夜勤（待機者）を 4+ 4名に増貝する。

SABO vol.62 Junc.1999 
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平成10年9月高知県
土砂災害調査報告

土砂災害ソフト対策研究会

1.はじめに

土砂災害ソフト対策研究会では、平成10年に生じ

た土砂災害について聞き込みを主体とした現地調査

を実施し、土砂災害の発生時刻や地元住民 ・行政の

行動実態等を正確に把握することで、ソフ ト対策上

の課題を整理しているところである。

本報告は、同研究会の活動と して実施した高知県

における土砂災害 （平成10年 9月）に関する調査結

果およびそこで得られたソフト対策上の課題につい

て報告するものである。

2.災害概況

西日本上空に停滞した活発な秋雨前線により、県

中央部を中心に24B未明から25日朝にかけて激しい

栄雨が降り続いた。

24日からの降雨址は、土佐山田町 （甜知県新改観

測所）で総雨址1.007mm、最大24時間雨址943mm、最

大時間雨址96mm。高知市（高知県庁観測所）で総雨

虻858mm、最大24時間雨屈768mm、最大時間雨批106

mmを観測し、各地で記録的な豪雨となった（回ー1

参照）。

120 
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6
0
 

時
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雨
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9月24日

15 22 05 12 
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図-1 高知県庁における時間雨量 ・累加雨盪の推移

今回の崇雨によって、高知市を中心に昭和51年台

風17号に次ぐ22年ぶりの大水害と なった。その被害

は高知県発表 (10月12日）によると、死者 6名、負

慟者12名、家屋全壊12戸、家屋半壊24戸、床上没水

12,370戸、 床下浸水9,885戸である。

一方、水害が注目されるなか、土砂災害の発生は

高知県による本省報告分で107箇所（土石流65箇所、

がけ崩れ40箇所、地すべり 2箇所）であり 、小規模

なものを含めば200箇所以上確認されている。

3.調査箇所

今回の調査箇所は図ー2、表ー1のとおりであり、

特に被害の大きかった箇所を中心に行った。

4.調査結果

今回の調査では、各調査箇所ごとに表ー3(1)~(4) 

(P.17~19)の調査表を作成し、災害実態の把握を

行った。それらを総括し、表ー2 (P.16)に示した。

5.ソフト対策上の課題

(1)今回の土砂災害では市町村からの避難勧告の

図-2 現地調査箇所位置図

14 SABO vol.62 June.1999 
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表ー1 災害調査箇所一覧表

箇所名 所在地 被害状況 調査日

平西 高知市召l西町深谷 全壊 2戸、半壊10戸、床上5戸、床下10戸 Hl0.11.4 

北高見 商知市高見町
全壊 1戸、死者 1名、一部破損十数戸

Hl0.11.4 

中高見 店知市北茄見町 H 10.11.4 

弘岡中 吾 川 郡 春 野 町 弘 岡 中 全壊 l戸、負偽者 2名（軽傷） Hl0.11.5 

平和 吾川郡春野町平和 法枠工平み出し、モルタル吹き付けに亀裂、その他被害なし H 10.11.5 

横浜西 高知市横浜西町 全壊 l戸、半壊4戸、 一部破損1戸、負俗者 1名 Hl0.11.5 

西久万(1) 高知市西久万
半壊2戸、負俗者 1名

Hl0.11.5 

西久万(2) 高知市西久万

平山 香美郡土佐山田町平山 全壊2戸

引地 香美郡 土佐山田町引地 全壊1戸

遅れ（最大で約 3日遅れ）が問題点として指摘され

る。被害の集中した高知市内では大水害によるパニ

ック状態にあり 、交通網・通信網の寸断等により市

の対応も遅れざるを得なかったものと考えられる。

今後、広域にわたる大規模災害と土砂災害が輻較す

るケースに着目した警戒避難体制の整備が望まれ

る。

(2)水害によるパニックのなか、地元住民は何ら

かの被害が生じた後に自ら、あるいは消防 ・警察の

指示により避難を行っているケースが多くみられ

た。このようなパニック下においては、自主避難に

よる安全確保の重要性が増すものと考えられ、行政

側から住民に対して、土砂災害に対する危険度を段

階的に提供することや、日頃から前兆現象に関する

情報などを提供することが必要と考えられた。

(3)災害を被った地域での開き取り調査対象者の

年齢層をみると、60代以上の高齢者が多く、中には

体の不自由な方もいた。若者は都心へ流れ、山裾の

土砂災害の危険性が高い地域には高齢者などいわゆ

る災害弱者が取り残される状況にあり、避難の誘源

や受け入れ体制の整備などにおいて配慮が必要と考

えられた。

(4)県下の最大で総雨批1.000mm以上、最大1時間雨

Hl0.11.5 

HJO.ll.6 

HJ0.11.6 

砿100mm以上を記録する呆雨でありながら、大規模

な土石流や崩壊が少なく、過去の栄雨による 「雨な

れ」の状況が考えられた。このような 「雨なれ」の

状況を全国的に把握することが、警戒避難基準雨泣

の設定において有効な情報と考えられた。

6.おわりに

聞き込みを主体とした今回の調査により、現象面

の調査のみでは把握できない多くの共重な情報（前

兆現象、発生時刻、被災者 ・行政の行動実態、災害

関連術報のニーズなど）を得た。また、被災者など

の生の声を通じて、災害時の不安な状況などを痛感

し、ソフ ト対策の重要性を改めて認識することとな

った。

今後、これまでに報告した熊本県、新潟県、福島

県、高知県における土砂災害をはじめ、平成10年度

に生じた多くの土砂災害事例より、ソフト対策上の

課題 ・方策について検討していきたい。

本調査の実施にあたり、お世話いただいた高知県

土木部防災砂防課、またl閉き込み調査にご協力いた

だいた多くの被災者の方々に深甚なる感謝を申し上

げます。

執節担当：小川祐示、原口勝則（国際航業（扮）
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表ー2 調査結果総括表

番号 箇所名 発生年月日時 現象名 土砂移動形態 避難状況 前兆現象

災害報告 聞き込み結果 災害報告 調査結果

学西 Hl0.9.24 崩壊 ：9．25 土石流 左同 流域源頭部尾根部が破砕帯など 被害発生後、避難勧 岱とは違う大き

は山谷川） 23:00 1:00頃 地質構造に起因して大崩壊一土 告前に自主避難。 な音が何回か聞

土砂流出 ： 石流化。 9.27 22:30 73世帯に こえる。

9.25 谷出口付近の砂防ダムによって 避難勧告発令、

3:00～3:30 崩土の大部分は捕捉され、下流 IO.II 20:00 避誰勧

での被老は現象の規楔に比して 告解除。ワイヤセン

少ない。 サおよぴ警報機設骰

済み。

2 北嵩見 HJ0.9.24 9.24 がけ崩れ ク 粘土化した風化物の小崩壊で、 自主避難状況は不明。 大きな音と家の

22:30 23.57~23:58 流下過程で激しい縦佼食を生じ 9.27 22:30 73世帯に 揺れを感じる。

て拡大し、谷出口の人家 1戸全 避難勧告発令、

壊、死者1名の被害を生じた。 10.13 18:00 避難勧

告解除．

3 中窃見 Hl0.9.24 9.25 がけ崩れ ，， 北高見と類似する条件下での小 25日に自主避難あり。 水の色が変わっ

22:30 0:00過ぎ 崩壊であり、階段状の墓地に拡 9.27 22:30 73世帯にた。

散・堆和することで下流での被 避難勧告発令、

害は一部破損2戸などにとどま 10.13 18:00 避難勧

る。 告解除。

4 弘岡中 Hl0.9.25 9.25 がけ崩れ ク 破砕帝など地質構造に起因した 崩壊に関連した自主 裏1J」から滝のよ

（新荒倉 2:00 1:00頃 崩壊で 3つプロックからなる。 避難ではないが、近 うに出水。

トンネル） 直下の人家は全壊したものの、 隣の集落では河川水

たまたま 2階にいたため人命は 位上昇に伴い消防の

助かった。古くからIllにキレッ 指示で自主避難。

があり、「家を建てるな」との

言い伝えがあったらしい。

5 平和 Hl0.9.25 9.24 地すぺり ク 対策工整備済みの地すぺり斜面 24日に自主避難あり。 「ズーズー」と

（平和団地） 24:00 が卒み出す。また、地すべり地 9.26 16:30 65世帯に いう音がした。

左側の谷地形で小崩壊発生。人 避雌勧告発令、

家等への被害はない。 9.28 16:00 避難勧告

解除。伸縮計3碁、警

報機等設骰済み。

6 横浜西 l-110.9.25 9.25 がけ崩れ ，' 人工的に造成された硲地のIi! 25日に自主避雄あり。 特になし。

0:30 0:30頃 壊。多泣の湧水があったらしく、

緩勾配地ながら100m程流下し

て全壊 1戸、半壊4戸などの被

害を生じた。

7 西久万0) Hl0924 9.24 がけ崩れ ，' 強風化物の小崩壊であり、多泣 25日に自主避雑あり。 水が道路を走

21:20 22:00~23:00 の湧水によって流動化した土砂 り、そのうち土

により半壊1戸の被害を生じて 砂が況ざってき

いる。平時の降雨でも出水が多 た。

いとの証言あり。

8 西久万(2) H 10.9.24 9.24 がけ／blれ ，' 伍錐斜面の小崩壊であり、多祉 25日に自主避難あり。 「ドスン」とい
21:20 22:30~22:40 の湧水によって流動化した土砂 う面戸を閉めた

により半壊1戸、れ偽者1名を ような大きな音

生じた。 がした。， 平山 Hl0.9.25 不明 土石流 ク JR土讃線の盛土が大規模に崩 2世帯 4人が自主避不明。

伏石ケ谷） 壊し、直下で合流する支渓の水 雌。

などとあいまって土石流化し、

下流の人家 2戸を全壊。人家は

土砂堆積状況より直繋ではな

く、徐々に埋没した桟様。人家

裏に小崩壊あり。

10 引地 桐査中 9.25 地すべり ク 地すぺり性崩壊により人家 l戸 特になし。 不明。
(JRによる j:20 が全壊。崩土は、人家下の町道

点検直後ら を乗り越え、河川へ突入 ・閉塞

しい） し、その天然ダム決壊により下

流の田畑に氾濫被害を与えた。
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| 10年度災害 2 

表 3(1) 現地調査表

::z: a ... ビヽ コ』・ 4ヽ ピ• I 

地点 箇所名 弘印（附紐トン1・ル） 1箇所番号 I-Iランク I-
情報

ゎ 1、c 県ゑ，, ) 市⑥ むrJ"（@• 村場所 私I到f
所笞攀務所 4f祈石lヽ 指定地 I有・⑨

災害 披害状況 全壌ノ戸・半壌 9 戸 人的被害 死者 0名 ・負傷者之名
情報

．曇． G発生日時 ん90年 11月..,r日 1時 ヽ分頃 気象 条件 晴

絡雨条件 運続雨量 C 之 血 1最大日雨量 心と四 最大時間雨塁 ／ヽ m 

似 8/時～心巳衣時） ←モI／時～ッA3ナ時） （乎巳2時～4凶3/'j'時）

観 illl所名 1f呼（ふ） 真常気象名 が (!",I刹維（塚地まで u) 

発生状況 崩壌の規模 JO さ‘“r‘°° o ,  幅<,.•Om. 長 m・ 深さ.,_，m・崩土羹／／“心 m'
（闊き込み等）

表層崩壌 ・這邑塾星ノ） 岩盤崩壊・法面崩壌 ・崩壊のタイプ
その他 （

発生機構
..Jっ99.. 0..”“'‘i雇“‘ah名A「9州•9g..” 之夕松＆帆 I比1. ~ 

lllfぶ4<i”“v、也~J 1."1位ぷL9d• し

前兆現象 釦社あ｀心灼'•屯9) •/19' "' ”‘ .̂"i”'2••4 . 
：：：~.,,,...,~ 喩̂ ar,Jocat必1J,t・う

過去の履歴 る,1＜1＂J̀s＇し.ふ＂Iそら れ•I 小'“し1JR.ll·‘i`”m邑',-苔“aれ,,い
..,'、久Al、• "'.,_Jり1，みク

斜面 勾 配 最大 «c 度•平均上0 度 状況掃足説明（崩壊関与程度）

情報

凸型 ・ 直総•厄面）絞 断 形 状

横 断 形 状 尾根型・直線・ G云）

規 襖 長さ ー m・幅 - m 比高 ―-m -iJ.羽和が111ぃ

地費・岩質 崩積土 ・火山砕屑物硬・遜岩頂匝う ・
段丘堆積物・軟岩 ・

表 土の層厚 最大 I、っ m • 平均 •,rm

地費構造 流れ盤 • 水平 ・受け盤 ・G)

風化状況 釦． 中 ． 弱

湧水状況 有 . (i) 秋刹バ釦“代‘？§ヽ,•，，て.,＂e,．耐<fdfl→免．.,ク9Jシ1<^ “

人工改変状況 上部 ・中部 ．＠ ・全体 兄必

植生の種類 裸地 ・立地 ・竹林・針葉白・広葉樹・怠畔 ィ吟` ・ •• tr...t~¢·、1-1t11 ・行11、
樹 齢 10 年以下 • ~30年 (-50}・ 50年以上

繁茂状 況 ⑬ • 中・粗 |五 |／0 m 胸高直径IC'.,_y Ill 

対策箆殷の有無 ~I 有 種類 ・規模 ・施工年

／／年 ／9 月 5一日 謁育者 倉、 aI~J!..、 1

学西における土砂災害状況

流域源頭部より深庖崩壊を生じ2方向へ流下。

合流点付近の砂防ダムにより大部分の土砂が

捕捉される。

（写真：国際航業株式会社提供）

----

弘岡中における土砂災害状況

強風化岩の深層崩壊。

崩壊土砂の末端部は復旧工事のため整形され

る。

蓑 3(2) 現地調査表

弘岡中縦断図

/'/／ 
.
E
0
o・z
s
 

横浜西における士砂災害状況

人工的に造成された蚕地が崩壊。

崩壊面にパイピングあり。

（写真：国際航業株式会社提供）

1/4.6 

m
 ゜゚

I

I

 

0
、

ー2
 

1/2.1 

110.00m. 45.00 m. 

． 
| 1 /2.9 | 1 /1.2 

ヒ—
T 」

32.00 m．↓ 32.oo m.i 
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| 10年度災害 2 -

平山における崩壊状況

JR士殷線の盛土部が崩壊。

表 3(3) 現地調査表

災害状況図

問脊者名： わ＾ “ふりヽ

三五賛響覧::,;:-: 

冒:図＿・-石ご玉 I, 9 -撮影位区）一 l

＇ 
---,, 

ヽ~

Ill ,L、ク
ヽ／

、ク
/̀ 

ィ→“I(,.走合 、/̀：：：： 
、ク

”9 ，こ屯応広碕が’こ占 ..t..ft•J いれル1サ9.

if•f.、び、[”‘B 耐文raが、．．“1: と.. こ いとうん叩．“｀・）．

ニ益ミ
平山における被害状況

弘叫中

（新昆念ドネIし）

ム

滝叫、

,,.女 '"、
のや-9 Sô ”’” 

二／．～90,"』

R.,。E • 4â  • /a  

• /Soo m• ， 

〇 ≪0”'””°ーXと”
亡ぷA9、‘”’

4 00”會

＼ 

ジ忠

支川の流水も係わり約200m下流の人家を埋没。
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表—3(4) 現地調査表

聞き込み調査結果弘岡中（新荒倉トンネル南出口付近）

調査 平成10年11月5日

聞き込み対象者 古味（男性）

居住地概 要 崩壊地より国道を挟んだ斜向

聞き込み情報

・ 24日21:00頃から水が多最に出てきた。

．雨が激しくなったので、消防車を呼んだ。

. 24日21:30頃に消防車が婦人と子供を中央公民館へ避難させてくれた。

• そのころ、停電、電話不通の状況となった。

・車を高い国逍56号に上げ、そこで一夜を過ごした。

・雷で照明が不要なくらい外は明るかった。

．浸水は最大で床上80cm程であった。クーラーの室外機が流された。

・雷の音がひどくて、崩壊の音は気づかなかった。

・救急車が25日2: 00ぐらいにきたので、崩壊はそれ以前であろう。

・家の近くで合流する小河川の出水に以前から不安を感じ、自宅に入らないように角落しの水止を造って

いたが、今回の水には不充分であった。

調査 平成10年11月5日

聞き込み対象者 古味（女性）

居住地概要 崩壊地より国道を挟んだ斜向

聞き込み情報

・今年になって何回か襲来した台風はさほど大きくなかったので、今回も大丈夫だろうと思った。

・ 25日1: 00過ぎ、近辺を見に外へ出かけた。そのとき、レストラングローリーのところが水に浸かって

おり（足首まで）、吉川さんから葛岡さん宅の裏で崩壊があったと1姐いた。

・グローリー（レストラン）の人が 「ズン」という音を 2回ほど聞いたらしく、それが25日1: 00頃なの

で、崩壊発生はその時刻であろう。

・聞いた話によれば、同時刻頃葛岡さんの家の方から、 「助けて」という声が間こえたらしい。

• それに気づいた三谷工業の人が消防などに連絡し、ボート • 投光器などが用意され、 25日 1 :30~3 :oo 
頃まで救出作業が行われた。

・葛岡さんの主人は、当日、会合で在宅していなかったようで、 自宅には奥さんと小学生の良治君が閉じ

込められ、たまたま、 2階にいたため助かったと聞いている。

• この様子をテレビで放映していた。

• その後、情報が途絶え孤立化した。

• その後、事務所の 2 階で寝ていた。

• 水害に関しては、消防の判断が的確であり、少し早めにみんなが避難できた。

．崩壊のあった箇所は、昔から山に亀裂があるので、人家を建ててはいけないとの古老の言い伝えがあった。

• このような言い伝えがあることを無視して、昨年の春、道路拡幅に伴い山側へ人家を移動したために災

害に至ったものと考えられ、ある意味で人災とも言えるのではないか。

・近くの権現山からは、石灰岩が多く採掘され、この地区では降雨後しばらくして水が吹き出す箇所が多

し‘o

・慈岡さんの奥さん （被災家屋に閉じ込められた当事者）によると、災害前、駆山から滝のような出水が

あったらしい。
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［研究成果

鋼製砂防構造物の硯地調査報告

................................................................................. 
鋼製砂防構造物研究会

1.はじめに

帥砂防 ・地すべり技術センターでは、 昭和57年か

ら現在に至るまで約25年間にわたり銅製砂防構造物

の研究をすすめており、その成果を鋼製砂防構造物

設計便覧として刊行してきた。

本調査は、この研究の一環として、現行の鋼製砂

防構造物設計便翌に記載されている耐久性に関する

項目（腐食 ・摩耗しろ）の妥当性について検証を行

うとともに、 土砂堆積、流木捕捉状況について、概

略の機能調査を行うため実施した。

2.調査概要

(1)調査地域及ぴ調査期間

表ー1 調査地域及び調査期間

調査地域 建設省北陸地方建設局飯翡山系砂防工事事務所

調査期問 平成］0年11月12日、 13日

(2)調査対象

表 2 調査対象（飯豊山系砂防工事事務所管内）

ダム名 形式

板u.I川砂防ダム 格子形鋼製砂防ダム

郡谷川第 2号砂防ダム 格子形鋼製砂防ダム

上の沢第 4号砂防ダム 格子形鋼製砂防ダム

真木川砂防ダム 格子形鋼製砂防ダム

伊勢沢砂防ダム 鋼製自在枠

①
一
②
一
③
一④
一⑤

竣工年

昭利62年

平成 6年

平成 7年

平成8年

平成2年

(3)調査項目及び調査方法

① 外観観察

目視により 当該調査対象において最も腐食が進行

していると思われる場所を探し、腐食調査箇所の選

定を行った。また、調査施設の全屎、調査箇所及び

調査状況を写真、ビデオにより撮影するとともに、

スケッチを取り土砂堆和ならびに流木捕捉状況を記

録した。

② 腐食調査

目視により選定した腐食調査箇所を対象に、同一

部材の中で腐食部ならびに健全部の板原を超音波厚

さ計により測定した。なお、板厚の測定は、錯や塾

装 （塗膜）をやすり等により除去し、鋼材の素地を

出したのち行った。

③ 礫径調査

当該施設の上下流において、粒径の大きいと思わ

れるものから10個程度を無作為に抽出し、それぞれ

横径、縦径、店さの測定を行った。なお、過去に移

動の形跡のない巨礫、明らかに山腹より転がり出た

と思われる巨礫は測定対象外とした。

④ 流木調査

当該施設により捕捉された流木の中で、現状のま

ま測定できるものを数本抽出し、それぞれ流木長と

直径を測定した。

⑤ 水質調査

施設における流水を採取し、銅材の腐食に特に大

きな影押を与えるpH値を測定した。

(4)調査機器

① 板厚計

表 3板厚計

名称

型式

測定範囲

厚み表示分解能

測定音速

作動温度範囲

超音波印さ計（バナメトリクス株式会社製）

モデル26MG

0.5~500mm 

標準0.01mm

襟準モード

-10~50℃ 

鉦秒4測定値

②
 

pH計

表—4pH計

名称

型式

精度

測定範囲

測定温度範囲

校正方法

測定方法

pHBOY（新鼈元工業株式会社製）

KS501 

土0.2pH

pHZ.0-pI-:I12.0 

5-40℃ 

pH6.9自動 1点校正

ISFET（半祁体）方式
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3.調査結果

以下に上記調査箇所の中で、上 の 沢 第 4号砂防ダ

ムについて抜 粋 す る。

地建名 北陸地方建設局

事務所名 飯股山系砂防工事事務所

河川名 （水系名） 荒川

河川名 （幹川名）

河川名 （渓流名） 上の沢

ダム名 上の沢第4号砂防ダム

構造物の形式 格子形

ダム高 (m) 13m 

ダム畏 (m) 62m 

竣工年 平成7年施工

クラック （有・無） なし

変形（有・無） なし

調迂年月日 平成］0年11月12日

土石流捕捉履歴（有 ・無） なし

流木捕捉履歴 （有・無） あり

洪水履歴（有・無） あり

霞大礫径 (m) 0.6 （ダム上流側）

平均礫径 (m) 0.28 （ダム上流側）

酸性河川 (pH値） 7.9 

常時流水 （有・無） あり

へこみ （有・無） なし

所見 ・上流右岸側に流木を1.5m程度の窃さまで捕捉している。

・錮管の板厚測定は腐食変化もなく、きわめて良好である。

・右岸側近傍下流に鉱山の土砂が落下。

下流からみたダム正面 pH測定結果

ダム最上流柱にたまった流木捕捉 板厚測定健全部

研究成果 1] 

〇板厚測定結果（酎久性） 単位（面）

測定位置 位置 板厚

健全部 右岸側から 3本目の横材 12.33 

損傷部 右岸側から 3本目の横材 12.32 

健全部 右岸側から 2本Hの横材のフランジ部 21.47 

捐傷部 右岸側から 2本目の横材のフランジ部 21.49 

備考 ・損傷部は浮き釣除去後を指す。

〇礫径調査（ダム上流側） 単位 (m)

d 1 d 2 d 3 平均値

NO.l 0.4 0.35 0.2 0.3 

N0.2 0.4 0.3 0.25 0.3 

N0.3 0.45 0.3 0.2 0.3 

N0.4 0.6 0.5 0.3 0.5 

N0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 

N0.6 0.8 0.7 0.3 0.6 

N0.7 0.45 0.4 0.25 0.4 

N0.8 0.3 0.4 0.25 0.3 

N0.9 0.4 0.3 0.2 0.3 

N0.10 0.7 0.5 0.35 0.5 

N0.ll 0.7 0.3 0.4 0.5 

4.調査結果のまとめ

(1)気象状況

今回の流 木および土砂の捕捉状況は平成10年8月

3日～ 4日にかけての雨に よるものである。

施設近くの赤谷雨戴観測所によると最大時問雨磁

板厚測定浮き錆除去部

格子内にイワナ等の渓流魚が棲息
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［研究成果 1 

が55mm/hであり、累力ll雨誠は175mmとなっている

（図ー1)。

(2)板厚測定結果

表も 調査地域及び調査期間

No.ダム名 P全部損償部腐食量経過腐食
反厚板厚 年数速度
（四） （11111) （匹）（年）（rnm/年）

1 板山）II砂防ダム 33.85 33.85 0 11 0 

2 郡谷）II第2砂防ダム ー ― - 4 -

12.33 12.32 0.01 3 0.0033 
3 上の沢第 4号砂防ダム

21.47 21.49 - 3 -

4 真木川砂防ダム - 2 -

5 伊勢沢砂防ダム 5.7 4.79 0.91 8 0.1138 

※腐食砿は 1（健全部板駆）ー（拍倍部板厚）1によりれ：出した。

※砂防ダム事態が担傷を全く受けていない場合、あるいは板

匝計及ぴ測定誤差により腐食抵が負の他となる場合におい

ては1腐食速度を卯Illしていない。

①上の沢第4号砂防ダムにおいては鋼材の腐食速度

は年間約0.003mm程度となっているのでほとんど廊

食が進行していないことがわかった。

②伊勢沢砂防ダムにおいては、全体的に塗装が残っ

ている箇所もあり、浮き錯が見られる程度であった

が、 一部本ダム下流左岸の袖嵌入部付近に年間腐食

す必要があると考えられる。

5.結言

以上の調査結果、以下のことがわかる。

(1)礫の衝突はなく、流水もないところに立地す

る場合、腐食はほとんど生じず、塗装効果が十分発

揮されている。また、流水の中では、塗膜は徐々に

減少するが、長期にわたり防鉛効果を保持している。

(2)礫の衝突等により途装被膜は消失するが、そ

の後の鋼材腐食の進行はない。

したがって、今回の腐食しろ ・庶耗しろ調査の結

果、健全部と損傷部との差はほとんどなく、銅製ダ

ムの一連の初期値としての評価ができた。

今後も継続して、今回の調査を初期値として、構造

物の腐食しろ・摩耗しろの経年変化を把握するため

の、耐久性の調査を行うとともに、土砂堆租、流木捕

捉調査に関する機能調査を行っていく予定である。

本調査を実施するにあたり、ご協力いただいた建

設省北陸地方建設局飯豊山系砂防工事事務所、福島

県土木部砂防課、栃木県土木部砂防課の関係各位に

厚く御礼を申し上げます。

速度約0.11mmと、 一般の腐食速度 (0.03mm/year)を 執節担当：加藤貨章・中野博志 ・鎌綺祐治

大幅に上回る箇所が見受けられた。 回 1 雨置状況調書雨量罷測所名 ：上赤谷

累加雨量(mm)

180 

したがって、今後腐食速度が速まっ

た原因を明らかにするとともに、部

材の取り替え等、何らかの対策を施 160 時間雨国(mm/h)

板厚測定フランジ健全部

板厚測定フランジ浮き錆除去部

22 
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時110雨紐（皿／h)

梁加雨趾（皿）

時間両品(mm/h)

累加雨批(mm)
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時間雨量(mm/h)

22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 

8/4 

8月3日 8月4日
20時 21時 22時 23時 24時 1時 2時 3時 4時 5時

11.0 1.0 0.0 0.0 7.0 1.0 8.0 4.0 10.0 17.0 

IJ.0 12.0 12.0 12.0 19.0 20.0 28.0 32.0 42.0 59.0 

6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時

33.0 55.0 9.0 4.0 1.0 4.0 4.0 5.0 1.0 0.0 

92.0 147.0 156.0 160.0 161.0 165.0 169.0 174.0 175.0 175.0 
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図ー2 上の沢第4号砂防ダム（格子形鋼製砂防ダム）の縮図 構造一般図（水道くみすみち）のわかるもの） 平図 ・正面図・側面図
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研究成果 2] 

日本列島における畢近の火山活動

................................................................................. 
伊藤英之＊ 林信太郎＊＊

1.はじめに

日本列島には83の活火山があり 、毎年 5火山程度

の火山において、 I腹火活動や火山性異常等が発生し

ている。近年においては1986年伊豆大島哨火、 1988

年十勝岳、そして1991年～1995年雲仙普賢岳の哄火

など社会的不安を引き起こした火山も数多い。

1995年 9月15日、岩手山において低周波地震が観

測され、 1998年 3月以降、地捉活動が活発化、同時

に地殻変動が検出されはじめたことから、「岩手山

噴火」に対する社会的な関心が訊まってきている。

一方で、岩手山以外の火山においても火山活動は

発生しており、雲仙普賢岳の火山活動の停止以降、

1995年には九重山、 1996年には北海道駒ヶ岳および

雌阿寒岳、 1997年には秋田焼山および新潟焼山が水

蒸気噴火し、 1998年に入って、北海道駒ヶ岳および

雌阿寒岳が再咬火している。

表ーl1997年～1998年に発生した主な火山噴火、火山性異常

発生年月日 火山名 災害等の概要

1997.3-4月諏訪之瀬島 火山灰明出、島内降灰

1997.5.11 秋田焼山 證川温泉で地すべりに伴う水蒸
（澄JIl温泉） 気爆発 ・土石流

1997, 7.17 八甲田山 CO,ガスにより自衛隊U3名死亡

1997.8.16 秋田焼山 山頂空沼火口で水蒸気爆発・泥流

1997.9.15 安達太良山
沼ノ平で火山ガスにより登山者
4名死亡

1997.11.25 阿蘇山 火山ガスにより観光客2名死亡

1997.ll 新潟焼山 山頂東部で水蒸気録発、火山灰
-1998. 3月 噴出

1997~1998 桜島 断続的な噴火活動、火山灰明出

1998. 3- 岩手山 火山性地従、地殻変動

1998. 5月～ 十勝岳
咬気異常、 10月より有色喰気が
観測

1998.10.25 北海道駒ヶ岳 水蒸気爆発、火山灰噴出

[998.ll. 9 雌阿寒岳
水蒸気爆発、火山灰噴出、火Ill
灰中にマグマ物質検出

＊財団法人砂防・地すべり技術センター砂防部

＊＊秋田大学教育文化学部地学研究室

ここでは、近年における火山活動状況について概

説するとともに、日本列島における火山活動状況に

ついて予察することとする。

2.日本国内における火山活動状況

図ー1は1997年～]998年に唄火、火山災害あるい

は火山性異常を発生させた火山の分布圏である。図

-1より 1年間に15の火山においてなんらかの火山

性異常が認められたことがわかる。表ー 1はこれら

の火山性異常の概要を取りまとめたものである。従

来から断続的な火山噴火を続けている桜島、諏訪之

瀬島等以外の、通常から咬火活動をしていない、比

較的静穏な火山における突発的な火山噴火が多発し

ている傾向が認められる。

これらのうち八甲田山、安達太良山ならびに阿蘇

山においては、火山ガスにより死者が出ているが、

薩摩硫
（曝火） ＼ァ＼昼坦邑‘-•ヽ•

▲ （躙火）

. (?~彎

’ 
ヽ

・. ． 
蜘 ・
（海水面変色）

図ー1 1997年～1998年までに隕火 ・火山性異常または火山災
害を発生させた火山 （三角は活火山分布を示す。秋田焼山は澄川温
泉災害も含む）
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これらの災害は、有毒火山ガスの噴出 ・停滞地帯に

立ち入ったため発生したもので、直接火山活動の活

発化に結びつくものではない。しかしながら安達太

良山の火山ガス災害は若干異なり、 1996年 9月から

熱泥の唄出など、火山活動が活発化していた矢先の

災害であった。

この期間においては特に北海道～束北地方にかけ

ての火山活動の発生が特徴的であり、特に秋田焼山

においては、1997年 5月に山麗の濫川温泉で、また

8月に111頂の空沼火口で水蒸気爆発が発生してい

る。また、 1995年10月に水蒸気燥発を発生させた九

諏111においても緩やかな地殻変動が継続している。

これらの火山活動のうち、特徴的な 3つの火山活

動（秋田焼山、新潟焼山、岩手山）についてレビュ

ーを行う。

3.各火山における火山活動状況

(1)秋田焼l山における 2回の水蒸気燥発

1997年 5月1]日、秋田焼山北東山麓に位骰する濫

川混泉において、大規模な地すべりとそれに伴う水

蒸気爆発と土石流が発生した。

図ー2にこの災害進行の時系列を示す。大規模な

地すべり滑動は、 5月3Bから進行した。 5月7日

には114mm/dayの降雨が観測され、融雪水とともに

大批の水が地すべり内に供給された。一方、澄川温

Moy 

Moy 11th 
4th 

7:00、
5th 

7:10 
ヽ
ヽ 6th 

7:20 
oMf obviuipl§ilinangs docf olthlae 函s図llg 

7:30l 7th 
Acceleoraf tliaonn ds 

r(" I tide 
7:40 

I iEnvsapceucatitoion n of I 8th 
7:50~ I party 

9th 

So,1t!1ern slope 

、lOthl~~゜成置w
Rapid movement of ｀こ、
landslide. Steam | ｀` 心`
explosions. Debris I 11th 
flow. Debris avalanche 

Begi!rning of 
volcamc tremor 

(Hamaguchi et al. 1997) 

泉の淡山にある泥火山が5月9日頃より活発化し、

温泉の異常湧出を開始した。

5月11日午前 7: 00位より地すべり滑動は活発化

し、 7: 40前後には、濫川温泉が土砂により押しつ

ぶされ、8: 00前後には 3回の水蒸気燥発が発生し

た（林他、 1997a)。

水蒸気爆発による放出物は、I殷石と火山灰である。

唄石の多くは第三期陪に由来し、温泉余土と見られ

る白色粘土に毅われる。噴石は最大203m飛行し、

それが作るザグ棉造から推定される噴出源は1日橙川

温泉付近である"o
図ー3に火山灰の分布図を示す。火山灰は火口北

東方向の澄川温泉対岸の樹木に付茫し、その最大層

厚は約 3cmである。このことから火山灰は横殴りの

唄煙によってもたらされたと考えられる。

林ら (1997a) は、人工燥発実験”などに基づき、

哄石の最大到達距離から爆発のエネルギー拡を算出

し、 2.5XlQり (550kg/TNT)という値を得た。火山

噴火のエネルギーとしては極めて小さい値である。

澄）1|水蒸気爆発の 3ヶ月後の 8月16日、 3 km離れ

0
1
 一

z
△

-

□］火口、ガリー

D 醤齢如．土石流

D 降灰閉石に覆われた
温泉余土

・じ謳による森林

SOO(m) 

一l

図ー2 災害発生の時系列 図ー3 澄川地すぺり ・水蒸気爆発 ・土石流災害実績図 （火山灰は

対岸に吹き付けられるように分布している）
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た秋田焼山山頂付近において、水蒸気爆発が発生し、

同時に約 1時間の火山性微動が観測された％ 図ー4

に噴火発生後の土砂移動実紐圏を示す。噴火は1949

年の火口群と同じ位置から起こった。この唄火では、

① 新火口blあるいはb2から泥が吹出し、空沼火

口に泥流となって流れ込み

② 新火口aから火山灰 ・泥スパター、 咬石が唄出

（噴火のクライマックス）

③ 新火口b2から少罰の泥が唄出し、それ以前の

堆積物を同心円上に覆った。

という活動をたどったものと考えられる（林他、

1997b)。
この噴火活動においては特徴的に泥流が発生して

いる9)。泥流の体積は約2,000吋程度であり、泥流とし

ての規模は小さいが、咽火に伴って、火口から直接発

生した泥流の例はあまり報告がなく注目に値する。

これら 2つの水蒸気爆発は時空的に非常に近く

（図ー5)、なんらかの相関がある可能性がある。秋

田焼山周辺においては1994年頃より微小地捉の増加

傾向が認められており、 1996年になると1日20個以

上の群発地震が発生している5)。これは秋田焼山の

熱水活動または火山活動が活発化してきていること

を示唆しているのかも知れない。

図-4 秋田焼山1997年8月16日噴火における土砂移動実績図

（林他、 1997b。降灰分布を太実線で示す。黒色部は今回の噴火
によって発生した火山泥流）

研究成果 2] 

(2)新潟焼山の噴火活動

新潟焼山は、 1997年10月下旬頃より哨気屈が通常

より多い状態となり、有色噴気も確認されるように

なった。1997年11月12日には山頂南側に黒色変色域

が認められたため、同日17:30に臨時火山情報第 1

号が発令された。

新潟焼山は、秋田焼山と異なり、比較的火山活動

が活発で有史以降、 1852~1854年、 1949年、 1974年

に水蒸気燥発を発生させ6)、敵近では1983年、 1989

年に今回と同規模程度の水蒸気爆発を発生させてい

る。特に1974年唄火においては、放出岩塊の落下に

より山頂付近にいた登山者3名が死亡し、降灰批は

6.5 X 10咄、この時の唄火でも火口から直接泥流が

発生し、早川流域に深刻な影聰を及ぽした1)。

今回の哄火活動は、 1989年活動同様、山頂東側に

存在する既存唄気孔で発生した8)。写真一1は、1997

年11月21日に撮影された噴気活動状況を、写兵ー2

は1998年 3月30日の唄気活動状況を示している。写

真ー1より噴気孔周辺は地熱により積雷が認められ

ず、 2カ所の唄気孔の周辺が降灰により灰色～行灰

色に汚濁している。積雪上に黒色変色域は認められ

ていない。一方写真一2においては、噴気活動は 1

カ所のみであるが、火口周辺の積雪が降灰により汚

16th Aug 1997 

Plu・eatic eruption 

Ash. 

ballistics 

"mud flow" 

Kar皿 umaCrater 

Phreatic eruption 
Ash (fallout. surge) 

ballistics. explosion 

breccia, mud flow 

SumikawaSpa 
図-5 5月11日澄川温泉水蒸気爆発と8月16日秋田焼山空沼火口

との位置関係 （北東側からの鳥轍図）
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染されており、 一部は融雪したように見える。 また

山頂付近には若干砿の降灰が認められる。

以上のことから、咀火活動は1997年11月より 1998

年 3月程度まで断続的に行われ、降灰と秋雷がサン

ドウィッチ上に堆梢したものと考えられる。

このI朋火活動による哄出総屈、マグマ物質の関与

については不明である。これは山頂付近へのアクセ

スが困難であり、詳細な記載ができなかったためで

ある。

新渇焼山は1998年 7月に入山規制が緩和され、火

口から半径 2kmまで入山可能となった。新潟焼山は

融雪期あるいは秋雨期に噴火活動を発生させる傾阿

があり、今後の防災体制を早急に整備する必要があ

ると考えられる。

図-6 岩手山地形概略図 （千葉・和知1998より引用）

^ ｀ J.. `  ` ‘じ 、 U,• •, . .m i.‘‘‘` ‘ ‘ 
写真一1 1997年11月21日撮影の新潟焼山山頂部
（上下2つの唱気孔からの噴気活動が認められる。また噴気孔周辺
は地熱により融雪している）
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(3)岩手山の火山活動

岩手山は、火山噴火予知計画の中で、「活動的火

山及び潜在的爆発活力を有する火山」に分類される

23火山の 1つに位置づけられ、東北大学では1981年

より定点観測を行ってきていた％ 岩手山は東西に

配列した複合火山体から構成されており、山体形成

史から束岩手山と西岩手山に区分されている（図一

6)'0)。最近の噴火は東岩手山で1686年の火砕流を伴

う山頂噴火、 1732年の側唄火（焼け走り溶岩流）、ま

た西岩手山大地獄での1919年唄火が知られている四

1970年以降は山頂の哨気活動も停止し、表面的には

静穏であった。

1995年 9月15日、東岩手山東龍の地下 8-lOkmで

火山性微動が観測された。その後やや深部での低周

波地霰活動や山頂直下での浅部地旋

活動が継続した後、 1997年12月28日

以降、震源は西岩手山に移動し、

1998年 2月14日頃には傾斜計、歪み

計等でも明瞭な地殻変動が観測され

るようになった。

図ー7に岩手山における火山性地

擬の発生状況を示す。地霙活動は 4

月下旬より活発化 し6~7月にビー

クを迎えその後、高い活動レベルで

推移している。また、しばしば有感

地震に至ることもあった。一方 9月

3日にはマグニチュードM6.lの逆

断層型の地捉が発生し叫その後の

余捉と考えられる地誤活動が数日に

わたり観測された。その後地霞の発

生回数は減哀傾向にある。

~ 

写頁ー2 1998年3月30日撮影の新潟焼山山頂部
（上部噴気孔からの噴気活動は停止しており、火孔内に積雪が認め
られる。しかしながら周辺の積雪には黄灰色の降灰が認められ．一
部はアルベドー融雪している部分が認められる）
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これらの地震の霰源はほぽ東西方向に分布し、震

源は西進する傾向が認められている。また、茂木モ

デルから求められる球状圧力源の位置も時間経過と

ともに西進かつ浅化する傾向が認められている。

さらにこれらの地捉とは別に、地下約30km付近に

おいて、発生する低周波の地縦がしばしば観測され

ていたが、 4月末以降その回数が増加した。

岩手山大学合同観測班水準測品グループが11月2

日から 8日にかけて岩手山の南山麓で実施した水準

測祉によると、これまで (7~ 9月）の網張温泉付

近の隆起傾向は 9月3日以降も続いている。東北大

学のGPS観測では、岩手山西側の南北伸張の傾向は

7~8月頃から鈍化しているものの、現在も続いて

いる。また、国土地理院のGPS観測でも、山体に近

い基線で 9月 3日の地震以前の 2ヶ月間に 2~3

cm継続的に伸び続け、地震時に 1~ 2cm程度縮ん

だものの、その後の 3ヶ月間も継続的に仲び続けて

いる叫

これらの火山活動は地下に苓積されているマグマ

の活動であることは、ほぽ間違いないと考えられて

いる。 9月3日に発生した地裳以降、火山性地霙お

よび地殻変動批は鈍化する傾向が見られ、特に火山

性地裳の発生回数は1999年 1月以降減少する傾向が

顕著であるが、 1999年4月時点でもモホ面付近の地

震は続いており、今後の火山活動の推移を見守る必

要がある。

4.日本列島の火山は活動期に入っているのか？

前述したとおり、 1997年～1998年にかけて 8つの

火山において火山噴火、火山性異常および火山災害

（事故）が発生し、特に岩手山の火山活動の活発化

により火山活動に対する社会的不安は増大している

ように見える。

かつて、日本列島に存在する主要活火山がある時

期に集中して哄火する年代があった。例えば北海道

駒ヶ岳は1640年、 1856年に1腹出屈が0.1面を超える

大噴火を発生させているが、この時期には梯前山

(1667年、 1739年）、有珠山 (1663年、 1882年）もそ

れぞれ同規模の1贋火を非常に近い間隔で発生させて

いる。また、富士山の明火(1707年）の前後には、霧

島 (1716~1717年）、伊豆大島 (1777~1779年）、浅

間山 (1783年）、桜島 (1779年）が大哄火している。

それでは本当に日本列島にある火山は1700年代前

後と同じような火山活動期に入っているのか考えて

みる。

気象庁は特に活動的で璽点的に観測を行うべき火

山および活動的火山、潜在的爆発能力を有する火山

（合計20火山）において、目視観測、捉動観測等の

常時観測を行っている。当然、火山活動が活発化す

ると、臨時火山情報の発表回数が多くなり、日本列

島全体の火山活動が活発化すると、発表火山数が増

加するはずである （表ー2)。

図ー8は、気象庁が火山観測業務を行ってから発

表された臨時火山惰報の発令数と発表された火山数
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図—7 岩手山における火山性地震の発生回数

（地震発生回数は盛岡地方気象台発表の火山観測情報より抽出している）
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を示している。

図ー8より、平均すると臨時火山情報の発表数は

表 2 気象庁が発表する火山情報

情報の種類

緊急火山情報

臨時火山情報

火山観測情報

定期火山情報

情報内容

生命 ・身体にかかわる火山活動が発生した場

合に発表される。

火山活動に異常が発生し、注意が必要なとき

に発表される。

緊怠火山情報 ・臨時火山情報を補うなど、火

山活動の状況を定期または臨時にきめ細かく

知らせるために発表される。

常時観測火山の活動状況が （年 3回あるいは

毎月）定期的に発表される。

年間30回程度であるが当然のことながら火山活動が

活発化するとその発表回数は増加する。回ー8にお

いては、1973年浅間山、 1974年新潟焼山、 1977~

1978年有珠山、 1983年三宅島等の社会的に大きな影

響を及ぽした火山咬火にそれぞれ対応している。最

近においては、 1991年～1993年に大きなビークがあ

り、これは雲仙岳の影響である。

一方、臨時火山情報が発表された火山数はさほど

大きな変化が認められず、 1997年は 2火山、 1998年

は4火山であった。

圏ー9は常時観測火山とそれ以外の火山における
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図ー8 気象庁による火山情報等の発表件数の推移

（第1軸は火山情報を発表された火山数の推移を表しており、第2軸は臨時火山情報の発表回数を示している）
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臨時火山情報発表数を示している。屈I-9より 、常

時観測火山以外の火山においても毎年 2火山程度に

おいて臨時火山情報が発表されるような火山活動が

発生していることが分かる。すなわち、 1965年以降、

1999年 4月時点まで日本列島における火山活動は同

じような活動レベルを保持している。今後も同様の

活動レベルで推移していくとすると、年間 2火山か

それ以上の火山において火山性異常が発生すること

となる。

5.最後に

今回の岩手山の火山活動に関連して、わずか 1年

にも満たない間にハザードマップの整備 ・公表や、

建設省 ・岩手県による砂防ダムの設置、モニタリン

グシステムの導入など、 実際の噴火発生前にこれだ

けの防災関連事業が実施されたことは、日本国内で

恐らく最初の例であり、非常に喜ばしいことである。

しかしながら短期間に、これほどの防災事業が展開

できたのは、第 8次火山噴火予知計画により東北大

学が精密観測井を事前に 4カ所に設骰していたこと

によるところが大きい。もし、観測設備が整ってい

なければ、今回の岩手山の火山活動に対して、どれ

ほどの防災関連事業が実施されていたであろうか。

今回の岩手山の火山活動を通して、火山活動の監

視 ・観測が全ての火山防災体制整備のタイミングや

防災体制の質を決定づける重要な判断要素であるこ

とが明確になった。一方で、 岩手山のような常時観

測体制の整備がなされていない火山における火山防

災対策について多くの課題が残されることになっ

た。
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正論砂防国際協力序説

渡辺正幸＊

「やめろ ！」ザイディ氏は私の腰のパンドを掴ん

で、高みに登って展望を得ようとする私を厳しく引

き止めた。そして私に替わって小山の頂上に立つと

手を額にかざして悠々と周囲を見渡した。この間約

5分、そして彼は私に告げた。「いいだろう」

私たちはパキスタンの「西部辺境自治州」の山岳

地帯にいた。ここはネパールと中国・チベット国榜

にあるヒマラヤ山脈がその西端でアラピア海に向か

って南に折れ血がって作るスレイマン山地の入りにl

である。パキスタンとアフガンの国境地帯にあって、

その東側にはインダス河が潤す水と緑のパンジャプ

の沃野が広がる。

その沃野の西端にある街デラ ・ガジ ・カーンを出

て西南に約 1時間走ると岩漠の丘陵地帯に入る。 8

月。青い空から太陽が熱線を放射してくる。焼け付

くように熱い。温度計は外気温50度を示す。本来直

線である道路、電柱、架線のすべては陽炎でゆらゆ

らと揺れて真っ直ぐなものは全くない。頭がクラク

ラする。たえず水分を補給しないと脱水症状になる。

高度を上げて山岳地帯をさらに 2時間走る。この

辺りはインド ・プレー トがユーラシア ・プレートを

押している現場である。数十メー トルもの分原い岩

層がいくつも折り重なり、弓なりに反って天を突き、

こらえきれずに折れた破片がその足元に高地を作

り、いくつもの大岩層をぶった切りながら流れてき

た川が吐き出してきた礫層がその高地を覆う。地殻

の激しい動きとそれにも負けない川の営々たる力は

伸大だ。

表層にある頭ほどの大きさの礫はイーストを入れ

て焼いたパンのように表面がはじけている。石にと
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ってもここの気候は熱いのだ。

平坦なところに長さ 2メー トルほどの砂礫の盛り

上がりがいくつもある。これらはイスラム教に則っ

た蒻地であり住民の生活がこの付近にあることを知

る。 しかし、 人の姿は全く見えない。周りはカリカ

リに乾燥していて緑はかけらもない。時々刺をもつ

肉質の植物らしきものが砂礫から頭を出しているの

みである。アジや鰯を並

べておけば旨い干物が大

泣にできるにちがいな

い。卵焼きは瞬時にでき

る。

ザイディ氏は言った。

事業の対象であるドーリ村は灼熱の岩漠地帯にあ

る桃源郷であった。約 2平方キロある山中の平坦地

には木や草の緑がありその中に家屋が点在してい

る。干物になりかけていた身にも心にも救われたと

の思いが染み渡った。村の中には数箇所の泉がある

がその内の二つだけがスイー ト・ ウォータとされ

る。残りは塩を含んでいて辛い。 ドーリの住民はこ

のスイ ー ト・ウォータを飲用にしている。

「この土地では誰かが

我々を視ているのだ」

「ここはパシュトン族の

自治区で共和国の行政 ・

警察権は及ばない。無断

バキスタン ・バンジャプ州ドーリ村のブロジェクトサイト

村にはチョティ ・ナラ

というJllがある。ナラは

川の意味である。村があ

る土地はその氾濫原であ

り既に段丘化している。

流域面積は数百平方キロ

もあるが乾季なので流屈

は1トンもない。村人は

この水を潅漑に用いて小

麦と野菜を自給用に作っ

ているが、主たる生業は河岸段丘の上に立地しているので護岸、水制等が必要である。

でテリトリーに入った異邦人は射殺されても文句は

言えないんだ」「俺がまず高みに立つ。その後で君

が立てば弾丸は飛んでこない」

ザイディ氏が箔ている木綿服の裾が風になぴく 。

バシュ トン族はプレジネフのソ連がアフガンに侵

入したときに果敢に戦った部族の一つでスレイマン

山地一帯をテリトリーにしている。「羊が行く所な

らどんなに急峻でも俺達は行く」と言い、山岳戦の

コツを説明する。岩陰からソ連の戦闘機やヘリコプ

ターを繋ち落としたと自慢する人たちである。

目的のドーリの村に近づく 。車を降りて灼熱の地

面を歩く 。黒衣で全身を覆った人が一人、背を向け

て路端にうずくまったまま動かない。女性だという

ことはわかるが顔つき ・身なり ・年齢等は一切判ら

ない。さらに村に近づくと数人の男の集団が来た。

全員ライフルを持ち府に弾帯を掛けている。挨拶を

したが返辞がない。髭の中から猜疑心の塊といった

きつい眼が覗く 。無礼な奴等だ。

私はパキスタン政府の要諮に応えて、国際協力事

業団が国連の食粗農業機構と共同で実施する 「ミタ

ワン流域保全事業」に関する協議をするために現地

視察を行っていた。

羊の放牧である 。草

地を追って羊を放牧し、頭数を増やし肥育して近く

の市場に出して金に替える。羊は貝重な食粗であり

動く札束である。

流域保全単業の目的はこの地域の燐業生産性を上

げることである。ここもご多分にもれず人口が増加

し、何人かは山を下りてパンジャプや中東へ出稼ぎ

に行くが、教育レベルの低い村人に高い収入の機会

はない。そこで、人口が希源で未利用地が多い山岳

地域の農業生産性を上げて人口収容誠を大きくしよ

うとする遠大な政策である。 ミタワン流域の事業の

成果をこの国の半分を占める広大な山岳地域に普及

させようと考えているのである。

したがって、この事業がうまく行くと、その成果

はバキスタンだけでなく近隣のアフガン、イランそ

して中央アジアや中東の乾燥地域の住民の生活向上

に役立つはずである。 しかし、なぜパキスタンの乾

燥岩漠地帯？ なぜ遊牧民社会？ 日本の砂防とな

んの関係が•あるの？

そうです！ 日本の砂防にはおおいに関係がある

のです！ 日本の砂防の心に繋がるのです。そして、

21世紀の砂防と私たちの生きるみちに関係すると私

は考えています。そのこころについて次回から絵解

きをしましょう。お付き合いください。
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ホンテュラス災害調査団報告

細川容宏＊

1.はじめに

ハリケーン・ミッチは1998年10月30日から11月3

日にかけて中米諸国を直繋し、被害がホンデュラス、

ニカラグア、エルサルバドル及びグアテマラ等に及

んだ。特にホンデュラスでは今世紀最大の被害とも

言われ、死者5,642人、行方不明者8.050人、避難民

1,119,000人、被災者1,482,659人、 全半壊家屋数

100,000戸（＊ンデュラス政府発表）の多大な被害

を受け、全国で大きな影響がでたl)。

ホンデュラス共和国への、砂防 ・洪水防止分野で

の技術協力は1979年に竹本佳浩氏（現在全国建設研

修センター：ホンデュラス国短期派逍中）の長期専

門家派逍に始まり、その後荻野厚氏 （現在長野県）、

松本司氏（現在和歌山県）が派遣され、 4代且とし

て私細川容宏が昨年 4月まで派遣され、通符4名10

年問の技術協力が続けられていた。 4月以降長期専

門家派述は中断されたが、無償査金協力援助により

砂防ダム建設が開始されることとなり、引き続き砂
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防分野での日本政府の技術援助が行われている。ま

た昨年 8月には無伯資金協力援助の契約のためにホ

ンデュラスからロサノ公共事業 ・運輸 ・住宅省大臣

とウォン公共事業局長が来日し、建設省関係者及び

歴代長期専門家との懇親を深めた。あいにく、東日

本豪雨災害が発生した時期であり、 池谷砂防部長と

の懇談はかなわなかったが、ロサノ大臣はこの災害

をわがことのように心配され、治水事業に対する思

い入れが両国の間で一つになる機会となった。その

直後に、ハリケーン ・ミッチによる災害が発生した

のは、偶然ではないような気がする。

災害後ホンデュラス政府は、日本を含む国際社会

に対し、復典 ・再建計画にかかる支援を要請し、こ

れを受けて開催されたワシントンでの対中米復興支

援国会合において、日本国政府は、中米の被災4カ

国の復旧 ・再建のための国際社会の努力に積極的に

参画し、基礎的インフラの整備、保健・医療、教育、

農業等役困層あるいは社会的弱者にも配慮した支援

を被災各国に対して行うことを表明

した。特にホンデュラスに対しては、

被害が甚大であったことや日 ・ホ両

国の友好関係から、同国の復興 ・再

建援助に直接碑益する人的貢献を行

うべく、同国の要請を受けて砂防 ・

洪水防止、下水道等インフラ分野の

専門家、及び同国への今後の技術協

力にかかる追加的支援の分野 ・内容

を特定し、これらの支援を効果的 ・

効率的に行うための調査団の派造を

決定した。

建設省は、外務省・匡l際協力事業

団 (JICA)の要請を受けて、 12月

26日から 1月23日にかけての約 4週

間、 ]ICA国際協力専門員の大井英

＊長野県土木部砂防課
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臣氏を団長とする調査団と専門家による合同チーム

を派遣した。

実は公式要請に先立ち、ロサノ大臣からは非公式

に池谷砂防部長あての私信の技術援助要話が届いて

おり、建設省砂防部で非公式の折衝を行い、災害後

2ヶ月という早期に調査団派造が実施できた。これ

も8月の懇親の機会があったために成せる業であろ

っ。

2.ハリケーン・ミッチ

通常のハリケーンは、カリプ海上で発生し、中米

諸国の大西洋沿岸に沿って西北に進み、メキシコ湾

へ抜けるコースをとる。ハリケーンとして最大のラ

ンク 52)を記録したミッチは、10月21日にジャマイ

カの南方約570kmのカリプ海で熱帯嵐 (Tormenta

Tropical)として発生し、通常のルートを勢力を増

しながら西へ進み10月24日 4時にハリケーンに発達

した。その後ホンデュラスのカリプ海沿岸に達した

10月27日に急速に速度を落と し、また進路を南西に

変え、ホンデュラス国内の約200kmを5日間かけて

降雨をもたらしながら縦断した。熱帯に区分される

この地方の降雨は、継続時間が短く局地的であるこ

とが特徴である。 このため、ミッチのもたらした長

期間の降雨は、土地を飽和させ、各地で土石流、地

すべり、がけ崩れといった土砂災害を引き起こし、

また、河川へは土砂を多く含んだ水が流れ込み、河

岸の没食、橋梁などの構造物への被害を与え、低地

の浸水を引き起こした。

tニZ函
平成10年8月 ロサノ公共事業・運輸・住宅大臣の訪日
写真後列石から 竹本佳浩元専門家（全国建設技術センター）、中

野泰雄氏（達設省砂防部砂防事業調整宮）、荻野厚元専門家（長野

県）、細川容宏元専門家（長野県）、友松靖夫氏（財団法人砂防フロ

ンティア整備推進機構理事長）、松本司元専門家（和歌山県）、前列

右からウォン公共事業局長、ロサノ大臣、通訳

3.災害状況

今回の合同チームは大井団長ほか長期専門家OB

3名（砂防分野：松本司、細川容宏、下水道 ：大久

保ー文；横浜市）と地すべり分野で土木研究所地す

べり研究室長の綱木亮介氏、橋梁分野で土木研究所

構造橋梁部長の岡原美知夫氏の 6名で構成されてお

り、各分野での現地調査を実施した。大井団長はそ

の合間を維って世界銀行などの国際機関との調整、

情報収集を精力的に実施された。ただ、時間的制約

から、地方部の主たる被害地についてはヘリコプタ

ーによる上空からの視察を実施した。

砂防関係では、全国的に山間地で表層崩壊、地す

べり性の崩壊が発生していた。この崩壊により流出

した土砂は、土石流や土砂流となり下流部へ流れ下

った。山地崩壊の原因は、今回の異常な降雨形態に

加えて、焼畑や放牧のための森林破壊であると考え

られる。また、容易に土砂が下流部へ流出した原因

として治水 ・治山に対する認識が低く 、土砂の生産、

流出をコントロールする砂防ダム等の構造物が皆無

であったことである。

北部のエル・プログレッソ周辺では、山腹で崩壊

した土砂が平地部へ流出し、人家 ・牒地を埋没させ

た。道路により土砂流出は停止したが、渓流に残存

している不安定土砂により次期出水により再流出す

る危険性がある。

ラ ・リマは洪水氾濫の常襲地帯である。毎年起こ

る洪水に対して低地の住民は高台の道路へ避難する

のが常識となっている。例年は水が引けば自宅へ戻

る彼らであるが、今回の災害では土砂流入が多く 、

テクシガル／田5長代行との会談

写頁右から、岡原専門家、大井団長、テグシガルパ市侵代行、一人

おいて松本専門家、綱木専門家、二人おいて大久保専門家、細川専
門家
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自宅が埋没したため、災害後 2ヶ月経った時点でも

戻ることができない状態である。

無恨査金協カプロジェクトで実施中のチョロマ川

では、河道が大きく変動し、 川幅が災害前の約1.3

倍に広がり、床固工の袖部が抜けた。このため、河

川の偏流が著しく次期出水による洪水氾濫の危険性

を有している。

国のほぼ中央に位置するラ ・リ ベルタ村では土石

流が発生し、25名の犠牲者を生じた。焼畑や放牧に

より開発された山腹が崩壊し、 土石流となり村を襲

った。現在、村により河道開削と盛土工事を実施中

であるが、河床には不安定な土砂が堆積しているこ

とに加えて、盛土の強度不足、河道断面の不足が懸

念されることから、ソフト対策を含んだ次期出水期

対策を講じる必要がある。

南部のペスピーレ村では、低地部の住宅地が3日

間にわたり没水したため、アドベ (E干し煉瓦）で

造られた家屋が溶ける被害が発生した。この地域は

年間降水批が少なく比較的乾燥した土地であり、セ

メントが高価であるのに対してアドベはコストが廉

ラ・リベルタで発生した土石流の源頭部 流れ下った土石流
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価であるため、低所得陪の住民の一般的な建築材科

であった。

南部のチョルテカ川下流域のモロリカ村では、か

なりの土砂を混入した洪水氾濫により村が全壊し

た。幸いにも上流域からの事前の情報により村民は

避難し、死者は12名にとどまった。 しかし、避難し

た住民は現在も避難キャンプでテント稚らしが続い

ている。

地すべり災害に関しては首都テグシガルパ市内の

2箇所の大規模な地すべり 、 1箇所の大規模崩落が

発生した。

ソト地区では幅約350m、長さ約800m、最大深さ

40~50mの大規模地すべりが発生し、末端を流れる

チョルテカ川を堰きとめ、市街地中心部を湛水させ

た。地質的に弱面を形成しやすい風化した変朽安山

岩や角礫凝灰岩等が広く分布していたことに加え

て、地すべり性の変状を呈した斜面であったところ

に、長時間にわたる多屈の降雨と上部台地からの流

入水により発生したと考えられる。地元住民は「歩

くように」 ・「波打つように」といった表現でその

中州のように見える山を削って流れた土石流

（ラ ・リベルタ）

，つき
チョロマ川の川幅の拡大状況。ホンデュラス
政府で建設したフトン籠床固めの左岸の袖抜
けが生じた。

竹本砂防ダム（チョロマ川）
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当時の模様を語ってくれた。 同地区の約100戸の人

家は全壊したが、自主避難により犠牲者は生じなか

った。

レパルト地区でも幅約150m、長さ約300m、最大

深さ15~20mでソ ト地区同様の大規模地すぺりが発

生した。ここは、地すべり地末端に住宅街があり、

流出した土砂が再移動する危険性を有しているが、

避難体制等のソフ ト対策は実施されていない。

ヌエバ ・エスベランサ地区では、幅300mにわた

り30~40mの覇さで崩落が生じ42名の犠牲者が生じ

た。地形的には河岸の大規模な崩壊であり、風化 し

た脆弱な安山岩質凝灰岩、角礫凝灰岩からなる急斜

面であり、その下部陪で第三紀の砂岩や砂質凝灰岩

などの堆梢岩類が緩い流れ盤構造を形成していたと

ころに、河川洪水による斜面末端部の浸食及び激し

い降雨により崩壊が生じたと考えられる。当地区は

低所得層の住宅地が密集していた。現地ではいまだ

に犠牲者全貝の探索は完了していない。

喋匹
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チョルテカ川の下流に位置するモロリカ村。
写真で見られる白いものが遭物。この部分に
街があったが土砂で埋まってしまった。

一モロリカ村の住民の追難キャンブ。日差しが
強いホンデュラスでは、日中のテントの中は
サウナのようである。
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テグシガルバ市内中心部。アドベ（日干し煉
瓦）でできた建物は融解した。原因は長期問
の冠水である。

今回の災害による被害は、ホンデュラス国全土の

公共インフラ施設で生じたが、特に橋梁被害が顕著

であった。全国での橋梁被害は全壊93橋、半壊又は

一部損傷75橋に及んだ （全橋梁数950)。このほか道

路法面の崩壊や路肩の決壊、地すべり 、土石流によ

り通行不能箇所が相次ぎ、中央高原地帯に位置する

首都テグシガルパは、その生命線が絶たれ、食料や

日常品、燃料などの入手が困難となり 、市中では一

時パニック状態に陥ったとのことであった。

橋梁の被害状況は、 上下部エとも流失したもの

（橋台が残っている場合が多い）、上部エの一部のス

パンが流失したもの、上部エ（橋桁）のみが流失し

たもの、橋脚 ・橋台が転倒 ・流失したもの、上部エ

に損傷がみられるもの、下部エが沈下または傾斜し

ているもの、橋梁そのものは無傷であるがアプロー

チ部が流失したものなどである。被災要因としては、

まず基本的には出水流最が非常に大きかったことで

あるが、水衝部における川岸の洗掘及び流路変動、

3^• iぶ．．
繭ち； ＿

首都テグシガルバ市内で発生したソト地区地す
”やゴ ペり。写真は土砂が末端を流れるチョルテカlll

の、対岸の建物まで土砂が流れ込んだ状況。

首都テグシガルパ市内で発生したレバルト地
すべりによる住宅被害。幸いにも死者はでな
かった。
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橋脚周辺の洗掘、流木の衝突、橋梁部 ・アプローチ

部での越流がある。

一方、道路は大規模法面崩壊や地すべりによる被

害が相次いだ。 ホ国では、日本のような法面保設工

は皆無である。この理由は堅い岩盤で構成されてお

り、岩掘削そのままでも法面が自立することにある。

しかし堅く見える岩質は実は脆く、一度バランスを

崩すと大規模な崩壊を発生させる。経済力の弱いこ

の国では、その対策は、崩土除去のみで終わってし

まい、再度崩壊があれば再度除去すればよいという

発想である。

4.現在のホンデュラス

被災約 2ヶ月後に我々は現地入りしたが、首都テ

グシガルパは平穏を取り戻したようであった。長期

専門家時代のカウンターパー ト達も幸いにして被害

を受けず、国土再建のために仕事に励んでいた。ま

た、今回の調査団に対しても、梢報収集など積極的

な協力を行ってくれた。

個人的に心配していた在任中のお手伝い及び秘杏

らとも無事再会し、その元気な姿を確認し安心をし

た。 しかし彼女らの話では、災害直後のパニック状

態では、普段陽気なラテン民族である彼女らも恐怖

を感じたようであった。ただ、政府による早期の道

路応急復旧が物査輸送を早期に回復させ、また各国

の援助により市民生活が比較的早く回復したと思わ

れる。現時点では大使館員の話では食料、衣類は救

援物資により十分足りているとのことであった。た

だし、地方部ではテントによる避難生活を余俄なく

されているなど災害の爪痕は鮮やかであり、地方部

の復旧対策の遅れが気になる。今年はラ ・ニーニャ

首都テグシガルJ¥m内で発生したヌエパ・エスベランサ崩壊。がけ

上にあった住宅が巻き込まれ、現在も犠牲者ががけ下に埋まってい

る。このような状態でもがけ上の住民は、危険は承知でも低所得ゆ

え移転する場所がないために住み続けている。
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現象により異常気象といわれており、乾季のこの時

期にまとまった降雨があり、この影野で一度復1日し

た北部沿岸の道路が再度被災するという事態が起こ

った。

また、平穏に見える都市部でも、復旧作業はほと

んど行われておらず、 5月以降の雨季を考えると、

災害ポテンシャルは以前にも増して大きく、再度災

害を懸念せざるを得ない状況であった。首都テグシ

ガルパの市長は、危険な地域への居住禁止を強く希

望しているが、移転地の確保が進展せず、具体的な

方策が採られていないのが現状であり、新聞記事で

は市民から不満の声がでている ようであった。

5.今後の技術脇力

ホンデュラス政府は、現段階を緊急援助を必要と

する段階は終了したとしている。そして、今後の対

応についても単なる災害復興 (rehabilitacion)では

なく、新しいホンデュラス建設 (NuevaHonduras) 

をキャッチフレーズに復典を進めている。そして現

在、政府は 5月に北欧ストックホルムで淵催される

対中米復典支援国会合（ストックホルムCG会合）

でアピールすべく中長期援助の要請曾を作成中であ

る。先進 ドナー諸国はインフラ整備部門での援助を

提案しているが、そのほとんどが道路、橋梁、住宅、

上下水道分野であり、砂防、河川分野での提案は日

本政府だけであると聞いている。同時にホンデュラ

ス政府も日本政府に対して同分野での援助協力を期

待している。

これは、世界的に日本の砂防、河川分野の技術力

が優れていることが認められていることが一つの理

由である。このことは現地において開催した「災害

チョルテカ川の下流に架かる新チョルテカ橋。この橋は日本政府の

無腐資金協力援助で建設され、橋梁自体に被害はなかったものの、

ホンデュラス政府建設の橋梁前後のアプローチ部が流失した。



復旧に関する技術セミナー」には急遠開催したにも

かかわらず120名の参加があり、当日参加できなか

った技術者からは資料の依頼が来たことなど、その

関心の商さを実証していると思われる。また、 4名

の日本人専門家の長期派逍ほか、多数のホンデュラ

ス国技術者の来日を通して築かれた友好l紺係もその

一因であろう。

今回の災害の主たる原因は、もちろんハリケーン

がもたらした全国的な豪雨であろう。公共事業 ・運

輸 ・住宅省の航空局の打科によれば、南部のチョル

テカでは10月25日から31日の 7日間の総降雨紐は

911.2mmで年間平均降雨泣1.000mmと比較すれば、今

回の降雨絋の多さがわかる。橋梁被害の原因は、こ

の異常な降雨に伴う流批増によるものである。今回

の流最計葬の多か出は行っていないが、チョルテカ橋

周辺の住民の話では、橋梁部で堰上げ現象が生じて

おり、その後アプローチ部から越流したという。予

想を超える流量があったと推察される。一方、テグ

シガルパ市内で被災した住民の多くは、不法に住み

滸いた、いわゆる貧困層である。

ここで問題なのは、彼らは自分達の住んでいると

ころが危険であることを承知していることであり、

役困ゆえに安全な土地へ移り住めない現状があるこ

とである。日本では法的な避難勧告により移転させ、

対策工事を実施することが可能であろうが、当国で

は法的整備、経済的な理由により難しい。河川に堆

積している不安定な土砂は、雨季における土砂災害

ポテンシャルを高く、危険な箇所に住む住民はまだ

多い。

抜本的な対策には、ダム建設や河川整備、橋梁復

旧、下水道復旧などのインフラ整備が必要であり、

そのためには日本の技術を生かした開発調査及び無

伯資金協力が必要である。同時にこの国が抱える貧

荒れた川で魚を釣る子供たちは無邪気だ。

海外事捐 2 

困層対策といった社会問題の解決支援のための人的

協力が不可欠である 。 ホンデュラス投資基金

(FHIS)という組織では、地方部へ小額の資材、機

器笠与などの援助を行い、住民主体の工事を支援し

ている。このような組織と日本の資金、技術協力が

連携することにより、比較的小額で多くの住民が救

われ、大きな効果が期待できると考えられる。無償

査金協力による大きな援助も必要であるが、小さな

査金と大きな人的協力を組み合わせた援助がこの国

の災害免疫力を高めるものと確信している。

6.あとがき

今回の合同チームは、緊急援助と経済協力との隙

問を埋める目的で派述された。このような派造は外

務省では初めての試みであり、本チームが報告 した

内容が今後のホンデュラス政府に対する日本政府の

技術協力方針の基礎になるものである。経済的な援

助のみが強調される日本の国際協力であるが、少な

くともホンデュラス国では今回の災害援助に対して

は、日本の人的貢献が理解されたと確信している。

このヒューマンコミュニケーションが今後も引き続

き継続されることを、ホンデュラスに縁がある一人

として期待したい。

最後に今回調査団として現地を訪れることができ

たことに感謝するとともに、派遣に際してご配慇い

ただいた建設省砂防部、国際課及び長野県砂防課、

飯田建設事務所をはじめとする関係各位にこの紙面

を借りてお礼を申し上げたい。

注

1)ホンデュラスの国土面積は約112.000k面 （ほぽ北海

道と九州を合わせた面積）、人口は約500万人、主

たる産業はパナナ、パイナップル、コーヒーなど

の第 1次産業、国民一人当たりGNPは590$ （日本

は約26,000$）。

2)ハリケーン ・ミッチは中心気圧905hPa、最大風速

285km/b (80m/s)を記録した。ハリケーンの名称

及ぴ強さは、最大風速により、「熱帯低気圧」、「熱

帯嵐」、「ハリケーン (5段階）」 の8ランクに定義

されている。
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建設関係事業の再評価について

小林稔＊ 栗原淳一＊＊

1.建設省所管公共事業の再評価システムの概要

建設省所管公共事業の再評価システムは、公共

事業の効率性 ・透明性の一層の向上を圏るため、

平成10年度から淋入されたものであり、再評価に

より必要に応じて事業の見直しを行うほか、事業

の継続が適当と認められない場合には事業を中止

または休止するものである。

再評価を行う事業は以下に該当する事業であ

り、直轄事業については地方建設局等が実施し、

補助事業については都道府県等が実施するもので

ある。

①事業採択後 5年間を経過
図ー1 再評価の実施フロー図（例）

した時点で未済工の事業

①砂防事業については以下のとおり。

〇砂防ダム等施設が明確なものについては施設

単位

〇床固エ群については、 一定の効果を発揮する

連続した施設単位

②地すべり事業については、地すべり防止区域単

位（ただし、直轄地すべりについては、直轄地

すべり防止工事施工区域単位）。

③急傾斜地崩壊対策事業については、急傾斜地崩

壊危険区域単位。

②事業採択後10年間を経過

した時点で継続中の事業

再評価に当たって客観

性 ・透明性を確保するため

に、学識経験者等からなる

事業評価監視委員会を設箇

して意見を聴くとともに、

再評価結果等の打料はマス

コミ等を通じて公表してい

ると ころである（固ー1参照）。

2.砂防関係事業における再

評価の概要

〈直轄又は公団施行事業〉 〈補助事業等〉

(1)砂防関係事業におけ

る再評価の対象事業及び事

業評価単位の取り方

砂防関係事業における再

評価は、修繕事業を除く事

業を対象として以下の事業

評価の単位の取り方のもと

に実施している。

本省各局 地建等又は公団 本省各局

↓ • ↓ 

注）公団施行事業のうち、公団に対する補助事棠については「涌助事業等」のフローに準する。

＊建設省河川局砂防部砂防課課長補佐 ＊＊建設省河川局砂防部傾斜地保全課課長補佐
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I トピックス 1

④雪崩対策事業については、雪崩危険個所単位。

(2)砂防関係事業における評価項目等

砂防関係事業の評価については、以下の項目に

ついて検討を行い、事業評価監視委員会の意見を

踏まえ、事業の継続や休止等の対応方針を決定し

ている。

①事業の進捗状況

ア．事業採択年

イ． 用地着手年、 工事着手年

ウ．事業進捗状況等

②事業をめぐる社会情勢等の変化

ア．災害発生時の影響

イ．過去の災害実績

ウ．災害発生の危険度

エ．地域開発の状況

オ．地域の協力体制

カ．関連事業との整合等

③費用対効果分析

なお、上記評価項目により要因の変化等が認め

られた場合には、上記に加えて以下の項目につい

て検討を行う。

ァ．上記に掲げる要因の変化についての分析

ィ．代替案の可能性の検討

ゥ．コスト縮減の方策

工．特用対効果分析等

(3)平成10年度における再評価実施状況

平成10年度における砂防関係事業の再評価の実

施状況は、直轄事業が92事業、補助事業が482事

業、計574事業について再評価を行い、いずれの

事業も事業継続の結果となっている（表-1参照）。

なお、事業監視委貝会の主な意見としては、以

下のような意見が出されている。

〇砂防林のような樹木はできるだけ残すべき。

地すぺりは事業が長期化している理由につい

て、わかりやすい説明を行っていくこと

〇地すべりの挙動監視や、危険地域の周知等の

ソフト対策の充実を図り、効率的な事業執行

に努めること

〇費用対効果分析については、金銭で評価が困

難な便益についても定性的に記述する、問接

的な便益も考慮する等、さらに検討を深める

こと

〇砂防事業や海岸事業については、流域におけ

る土砂の全体的な流れを考慮して、今後、総

合土砂管理を進めるべき

C)自然条件の変化に柔軟に対応しつつ、早期に

事業効果を発揮できるように努めること

〇河川、砂防事業については、森林計画 ・箭理

との連携など、流域全体を総合的にとらえて

事業を実施していくことが重要である

3.おわりに

再評価については、 平成10年度が初めての取り

組みであり 、評価の手法等について試行的にやら

ざるを得ない部分も多かったが、第三者機関であ

る事業評価監視委員会の意見を踏まえた結果、す

べて継統が腋められる等、 一定の成果があった。

一方、費用対効果分析の手法等について改善すべ

き課題が残されていることも事実である。

今後は、建設省全体で平成11年度以降に取り組

む予定である事後評価や、すでに実施している新

規採択時評価とあわせて、事業の着手時から完成

後までの事業評価システムを確立し、再評価の評

価手法の改普を進めていきたい。

表ー1 砂防関係事業における再評価結果について （平成10年度）

事業名 対象事業数 実施結果

うち10年経過 うち5年未慧手継続 休止 中止

砂防事業 直舘 82 79 3 82 

補助 82 80 2 82 

地すべり対策事業 直轄 10 10 10 

補助 胡8 348 348 

急傾斜地崩壊対策事業 補助 46 46 46 

雹崩対策事業 補助 6 6 6 

合計 574 569 5 574 

うち直軽 92 89 3 92 

うち補助 482 480 2 482 
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第2回「緑のゼミナール」開催

バネルディスカッション「緑の斜面つくり」

斜面保全部

1.まえがき

平成11年 1月25日に砂防会館で開催された第 2回

「緑のゼミナール」において、当センターの主宰に

なるパネルデイスカッション「緑の斜面づくり」が

実施されました。

人的被災をなくすことを目的として設計・施工さ

れる急傾斜地崩壊対策事業では、これまで不安定表

層土層の排土を基本的に実施してきましたが、この

工法は斜面の植生を表層土とともに除去することに

なり、従来の自然環境、景観を著しく改変する結果

を来していました。

近年の棗境保全に関する強い世論を背景に、公共

事業をはじめとして自然の改変を伴う全ての事業の

実施に際しては、自然の保護あるいは早急な回復が

囮られるよう計画すべく要望される時代となってい

ます。がけ崩れ災害から人命 ・財産を保全するとい

う回避のできない本事業においても、自然を残すエ

法の考案 ・適用によって環境の保全が図られるよう

求められています。

以上の背景をふまえて、当センターでは、平成 8

年度から「緑の斜面づくり工法検討研究会」を設置

して、人命の安全と環境の保全を両立さすべく 、が

け地斜面植生の望ましいあり方の研究と適用工法の

検討に努めてまいりました。その結果、立木根の表

層土壌緊縛効果について現地実験から数址的に把握

することによって、斜面安定解析に対して土陪強度

の補強要因とすることが可能となる一方、適用工法

についても補強土工法を中心として一応の設計手法

を取りまとめる段階に至ってきました。

本ディスカッションでは根系の補強土効果につい

て、現地実験の成果からその機構を解析しているほ

か、急傾斜地崩壊対策事業では試験的な工事にとど

まっている補強土工法について設計手法を解説する

ことに主眼がおかれています。

このような時宜にかなった話題を取り上げたこと

によりまして、官公庁のみならず地質コンサルタン
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バネルディスカッション 「緑の斜面づくり」肘請会場全景

ト業界からの参加者も多く、総数485名を数える盛

会となりました。以下にデイスカッションにおける

話題提供の概要をとりまとめました。

2.根系の効果、鉄筋挿入エ

東京農工大学教授 中村浩之

樹木を残したままで斜面を安定化させようとする

工法の必要性は、環境 ・尿観に対する意識とともに

在まっている。緑の斜面づくりの中で鉄筋挿入エが

注目されているが、樹木を利用して斜面の安定化を

図るパイオエンジニアリングによる効果を十分に発

梱させ、さらに鉄筋を斜面に挿入し、安定度を向上

させることができるためと考えられる。

本文では樹木の斜面安定に対する力学的評価と鉄

筋補強土工の設計法について簡単にとりまとめるこ

とにする。樹木や植生が斜面安定に与える影響を表

表ー1 樹木の斜面安定に与える影響

水文学的 力学的
効果 効果

樹冠遮断による降水飛の減少 〇
樹根の補強効果
（土のセン謡強度の増傭）

0 

没透能の増加 x 樹木の載荷韮 OX 

蒸散による土壌水分の減少

（間隙水圧の減少）
〇 風荷煎

凡例 0 ：プラス効呆 x:マイナス効果

X 



-1にとりまとめる。

補強材の許容引張り耐力Tpaは補強材の支圧盤が

移動土塊から受ける許容支持力T,、不動層から受

ける許容引き抜き抵抗力T2、および補強材の許容

引張り力Tsのうちの最小のものであるが、樹木を

残し表層土の発達した自然斜面に適用された挿入鉄

筋の許容引張り耐力Tpaはほとんど支圧盤の許容支

持力T，によって決定される。

図ー1に補強材に作用する軸方向の力を示す。

また室内実験より補強鉄筋は坑エとしての補強力

もあることから杭頭が拘束され、かつ支圧盤の下の

地盤より地盤反力を受ける杭エと考えることが適当

と考えられる。

緑を残したままでの自然斜面を安定化させるため

には多くの問題を残している。樹木の斜面安定化に

対する評価は今後も大きな検討課題である。現在樹

根の引き抜き抵抗を測定し、補強力を求めるための

調査や根系の分布調査などが実施されているが、そ

の成果が待たれる。

また斜面の安定化工法の一つとして用いられてい

る鉄筋補強土工は、従来切取り法面に用いられてい

るものと設計の考え方を変える必要があるが、まだ

その設計方法は確立していない。

今後研究を進めることによって、パイオエンジニ

アリングと鉄筋を用いた斜面補強土工の組合せによ

り、緑の斜面による土砂災害の回避ができればと考

えている。

ご移動層

ベ').

図ー1 補強材に作用する軸方向のカ

3.枠エと風倒

建設省土木研究所地すべり研究室主任研究貝 富田陽子

実験内容

樹木を残してのり枠工を施工した場合で、特に強

風により樹木が倒れようとする場合の樹木がのり枠

に与える彩響を計測した。

試験木 ：アラカシ （樹高 9mを2mに伐採）、樹幹

から20cm上部に上枠がある。

試験方法 ：

①試験木の地上1.35m付近にワイヤーロープをか

け、斜面下の平地部に載荷重を満足させる固定

端としてバックホウ 1台を配置。

② 1分間にlOOkgfずつ載荷し、その荷重を 4分閾

程度保持した後に、新たに次の荷重を載荷する。

③引張荷重は最大2.200kgfまで載荷し、最大荷重

に達したところで20分間程度保持した。その後

は 1分間におおよそ1,000kgf程度の荷重を除荷

していった。

④樹木の下記各場所に変位計を設置し、変位を測

定した。

樹木の根元部（地上閥 0m) 

載荷部（地上高1.35m)

切断部 （地上高 2m) 

⑤のり枠の計測として、のり枠の内部の鉄筋歪み、

表面のコンク リート歪み、浮き上がり薗の測定

を行い、のり枠の内部の鉄筋歪みは、樹木のあ

るのり枠と、樹木のないのり枠にそれぞれ8箇

所ずつ計16箇所の鉄筋計を、のり枠吹付前にの

り枠内部に設置した。のり枠表面のコンクリー

卜歪みは、歪みゲージを樹木のあるのり枠の表面

に5箇所設置した。のり枠の浮き上がり絋はダ

表ー2 斜面・樹木の諸元

斜面高さ

斜面勾配

主な土質

樹種

樹高

胸高直径

根元直径

樹冠長

樹幹幅

地上部重量
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15m 

平均47°

関束ローム

砂質土

アラカシ

9.0m 

21.4cm 

24.8cm 

4.7m 

3.0m 

2.9m 

183kg 
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イヤルゲージを樹木のある上枠中央に設位した。

上枠では、上に凸の最大曲げ応力12kgf／面が発生

した。

試験後、樹木の根元で 5mm程度のクラックが発生

していた。

樹木のある上枠の浮き上がりは、引張荷重700kgf

以上になって発生し、最大引張荷重2,200kgfの時に

浮き上がり批0.51Dlllを示した。

浮き上がり飛は荷重を徐荷した後も残留 し、 残留

変位0.45mmを示していた。

上枠では、上に凸の最大曲げ応力 (12kgf/叫）が

発生したが、これはこののり枠の吹付 コンクリ ー ト

の引張強度試験結果の最低値l7kgf/cofを下まわり、

コンクリー トが破壊しないことが裏付けられた。

図-2 引脹試験概略図 （横断図）

し」圏-二 7t1J竺？？ージ5箇所←-l:枠しーロダイヤルゲージ 1臨所

「▽樹木変位3箇所
，右枠 0ロードセル（荷重計） 1箇所

しないのり枠

' 
1西冠環）

，鹿
虹号税竺呵•世烈翌翌下側）

〗予茫戸］ 「
図-3 計測機器配置図 （平面図）

4.複合補強土

⑮砂防 ・地すべり技術センター専務理事 安江朝光

この複合補強土工法は、鉄筋補強土工法とグラウ

ンドアンカーエ法を組合せ、地表面と安定した地盤

が離れている場合でも樹木を保全した状態で斜面安

定を図ったものである。すなわち、グラウンドアン

カーエ法において、アンカー頭部としての中心部と

この中心部から放射状に延びる 3本以上の脚部とか

らなる星形のキャッピングプレー トを用慈し、この

星形キャッピングプレートの中心部にグラウン ドア
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ンカーの引張部の端部を固定するとともに脚部に網

状鉄筋挿入工法による棒部材の端部を固定すること

により、グラウンドアンカーエ法と網状鉄筋挿入エ

法とを複合させたものである。

この複合補強土工法による斜面安定の考え方を図

-4に示す断面図に基づいて説明すると、法枠に相

当する疑似法枠が、棒部材を挿入した地表面付近に

補強土ゾーンとして形成される。この補強土の効果

は樹木の根によって増大する。法枠との違いは、法

枠より強度が小さいことおよび斜面のどの断面でも

図ー4に示すような疑似法枠が存在することである。

｝疑似法枠
（補強土ゾーン）

アンカー丁

安定地盤

図—4 補強土エとグラウンドアンカーエを組合せた複合補強士工
法概念図

園ー4において、想定すべり面は表層の底盤ある

いは表層の下にある風化岩の層あるいは締った崖錐

層の中にある。アンカーの確実な定着層は、このす

べり面よりある程度深い。想定すべり面より深く棒

部材が入っている場合は、この部分での引き抜き抵

抗を考慮することができるが、この部分での地層の

強度が信頼できない場合は、現時点では安全側を考

え考慮に入れず、これについては今後の課題とする

のが妥当であろう。

従って、図ー4において、複合補強土施工後の斜面

の安全率は実務的には次の式で示されるであろう。

L(c ・ l+cosa ・ tan (/J) + L Po(μ汁cos/]+μ,・sin/]・ tan (/J) 
Fsp"' 

LW・sina 

ここで、

Fsp:計画安全率

w:各スライスにおける土塊重蘊 (ti/m)

Po:各スライスのアンカー引張力 (ti/m)

I:スライスがすべり面を切る弧の長さ (m)

a:各スライスすべり面の斜傾角（度）

C :土の粘着力 (tf/m)

か土の内部靡擦角 （度）



μ1:弓l止め力低減率 μぷ締付け力低減率

上式は従来からグラウンドアンカーエに対して用

いられているものであるが、アンカーの引止め力お

よび締付け力に対してそれぞれ低減率μ,、μ2に乗

じることになる。μ,、μ2は主として疑似法枠の強

度や変形性により変わってくるが、法面補強土に関

する道路公団の資料、研究等から一つの目安として、

μ1=0.4~0.6 

μ2=0.l~0.2 

程度ではないかと考えている。いずれにしても今後

の研究課題である。

5．土留柵工

北海道建設部砂防災害課長

急傾斜地崩壊対策工事は、がけ崩れ災害を防止し

人命を守ることを第一の目的として実施されるが、

環境や景観に対する地域住民の関心が高まる中で、

北海道においてもこれらに対する配應が強く求めら

れるようになって来ている。

「土留柵エ（どどめさくこう）」は、施工前の斜面

表—3 土留柵工の構成要素

山平英夫

構成要素

杭

土留横材

崩土防止横材

裏込め材

水路工

モルタル等

摘要

不安定土砂の下位地盤に支持され、すべりを

抑止する。

杭で支持され、表土の小崩壊を防止する。

杭頭部に立ち上げて小崩壊士砂や積釘の下方

への移動および小規校な落石を防止する。

不安定土砂内への没透水を述やかに排水する。

表面水や裏込めからの地下水を排水する。

杭と地盤を一体化させる。

l

□―□

」̀
-

／
 

a
 

お
蕊

に生育している既存の樹木を、ある程度残すことが

可能であり、自然環境の保全に対して効果が期待で

きるエ法である。

北海道では、急傾斜地崩壊対策事業が開始された

昭和40年代から、表土附の滑落を抑止することに主

眼を置いて土留柵エが採用されてきたが、近年では、

地域住民の強い要望を受けて多くの箇所で土留柵工

が採用されている。

土留柵工は基本的に表ー3に示す要素で構成され

る。図ー5（標準側面因）および図ー6（標準正面図）

に基本的な構造を示した。

土留柵工は通常、崩壊が予想される不安定土砂の

厚さが3m程度以下、斜面の勾配が45度程度以下の

場合に採用される。

杭の材料としてはほとんどの場合H型鋼が、また

土留横材としては軽屈鋼矢板、崩土防止横材として

は落石防護柵が使用される。

表層土の滑落を杭で抑止することを主眼としてい

るが、土留横材の相互に隙間 (1~2cm)を持たせ、

背面に透水性の高い裏込め材を充填することで、浸

潤面の上昇を抑える抑制機能を併せ持っている。

土留柵エが既存の樹木を保全できるといっても、

もちろん全てを残せるわけではない。

北海道においても現在の状況に渦足してはおら

ず、設計段階において立木調査を行い具体的に保

全樹木の選定をしたり 、補強土工法の併用により

列間隔を拡大したりして、樹木の保全割合の向上

に取り組んでいる。

また、防錆対策として実施してきた亜鉛メッキが

景観上の大きな弱点であることから、最

近では露出部を木材で覆ったり 、メッキ

の上から塗装するなどの工夫もしてい3.00 

| 150 | 1501 

’ネット
9--0-→ 

図—5 標準側面図 図-6

る。

がけ崩れから住民の生命を守ることを

第一の目的としている急傾斜地崩壊対策

事業は、まず斜面の安定をより確実なも

のとしなければならない。

このことを踏まえた上で、 地域住民の

要望や社会の期待に応えられるよう、北

海道として今後ともいろいろな課題に積

極的に取り組んでいく必要があると考え

ている。

標準正面図
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［新技術 1 

民間開発砂防技術（審査証明醐術）の紹介⑪

ST集排水工法

................................................................................. 
（株）興和 東興建設（株）東邦地下工機（株） （株）日さく 日特建設（株）日本基礎技術（株）ライト工業（株）

はじめに

街砂防 ・地すべり技術センターでは、建設省の

「民間建設技術の技術審査 ・証明事業認定規定」 （昭

和62年7月28日建設省告示1451号）に基づく建設大

臣の認定 （平成 2年2月 18建設省告示第 123号；

平成 7年2月 1日更新）を受け、民問における研究

開発の促進および新技術の建設事業への適正かつ迅

速な導入を図り、建設技術の水準の向上に寄与する

ことを目的として、民間において自主的に開発され

た砂防技術の内容に関して、技術審査証明を行って

いる。

このたび、 「ST集排水工法」に関する技術審査証

明の依頼があり、審査証明を行った。審査に当たっ

ては学識経験者からなる 「砂防技術 ・審査証明委員

会」（委員長 ：渡正亮地すべり学会顧問）を設置し、

審議を進めた。

以下に、平成10年7月8日付で行った審査証明技

術の内容を紹介する。

1.依頼者

46 

株式会社興和

所在地：新潟県新潟市新光町6番地 1

東興建設株式会社

所在地 ：東京都港区新橋 5丁目11番 3号

東邦地下工機株式会社

所在地 ：福岡県福岡市博多区西月隈5丁目19番筍号

株式会社 日さく

所在地 ：東京都中央区京橋 2丁目 4番 1号

日特建設株式会社

所在地 ：東京都中央区錢座 8丁目14番14号

日本基礎技術株式会社

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町15番17号

ライト工業株式会社

所在地 ：東京都千代田区九段北4丁目 2番35号

・SABO vol.62 June. 1999 

2.技術の名称

ST集排水工法

3.開発の趣旨

地すべり抑制エとしての集排水工法の進展を図る

ことを目的として、方向制御が可能な掘削方式を用

ぃ、径300~600皿の大口径の集 ・排水管を精度よく、

掘削と同時に挿入 ・設置するエ法を開発すること。

4.技術の概要

本技術は、地すべり抑制エ （地下水排除エ）に関

するものであり、地すべりの誘因となる地下水が集

中して多誠に賦存する箇所等において、効率的に多

巌の地下水を排除し、地すべり活動の抑制を固る大

口径の集排水工法 （横孔）である。

ST集排水工法は、小口径下水道推進工法 （オー

ガ掘削鋼管推進工法）を地すべり用に改良したもの

で、方向制御が可能な非国転式の圧入式鋼管挿入方

式を用いて、径300~600rnmの大口径の集 ・排水管を

精度よく、掘削と同時に挿入 ・設骰するものである。

ST集排水工法の特徴をまとめると 、以下の通り

である。

(1)孔曲がりの監視と修正が可能な指向性の掘削

方法を用いることにより 、一定以上の施工精度が確

保でき、所定の位置に集 ・排水管が設置できる。

(2)掘削と同時に集 ・排水管を挿入 ・設置する非

回転式の圧入式鋼管挿入方式であるため、孔壁崩壊

が生じにくく、無水掘削を主とすることから、地す

べりや地山に対し悪影響を与えることが少ない。ま

た、掘削中に掘削ビットの位骰を先端シューに対し、

前後調整を行うことにより掘削面の崩壊も防止でき

る。

(3)非回転式のため集水管のストレーナ一部を確

実に上部に設置できる。また、掘削後に保孔管を挿

入する方式に比べ、施工が容易である。

(4)径300~400mmについては、 TH-100型推進機を



集水井内

こ パワーレンチ

トランシット
l 集 ・排水管 ピット

I 
先端シュー

捨コン

地表部

0元誓

スクリューオーガ
/' 

図ー1 ST集排水工法の施工概念図

①計画通りに直進している状態。

センターターゲット

- ―胃—
R先端部が上向きに偏位。偏位塁はターゲット光点閻距離を物差しとして測定する。

胃――三
③ 先端シューを回転させ、その方向を変えて推進し、センターに戻す。

爪二三
トランシット

図-3 孔曲がりの測定と修正方法

新技術 l ] 

用いることにより集水井や排水トン

ネル内での施工が可能である。ただ

し、集水井の径は3500mm以上、排水

トンネルは幅4000mm、高さ3000mm、

長さ4000mm以上の作業範囲が必要で

ある。

(5)掘進中、地質にあった掘削ビ

ットの交換 ・補修が可能であり、複

雑な地質を呈する地すべり地盤に幅

広く対応できる。

(6)方向修正方法が単純であり、

集 ・排水管内にnlI圧ホースや遁線を

接続挿入する必要がないのでトラプ

ルが少ない。また、回転部が外側に

現れないため、作業の安全性も高い。

5.審査証明の結果

ST集排水工法は、以下に示す性

能を有すると認められる。

(1)方向制御が可能で、所定の位

置に径300~600mrnの集水管および排

水管を設骰できることが認められ

た。

(2)施工延長50m以下で1/300、施

工延長50~80mで1/150の施工梢度

が概ね確保できると認められた。

(3)径300~400mmについては、集

水井内での施工が可能であることが

認められた。

図ー2 方向修正概要図
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［新痴箭

（施工手順） （施工管理項目）

推進方向、芯高、施工傾斜角の設定

-I位置、角度の確認 1

日i掘削用器具確認 I

推力、地質、湧水量、孔芯偏位
塁の確認

旦
＇ 
---_＿→一_----
I 
，維持管理 ：

-----------→ 

① 測鑓、仮設

上 ・-・● --
R 

R
 

推進機組立・据付

止←―→一·-·—·—
口元管設置

三←·-·-·—-—
④掘削推進（集・排水管設置、掘削 ・排士、計測 ・修正）: 
⑤推進完了（集・排水管挿入完了、オーガ引抜回収、推進機撤去）

こ------ コ

⑥完了

上 ^ l 

図—5 施工手順

図—4 施エフローチャート

塁g[

董
図ー6 TH-100型推進機 図-7 TH-200型推進機
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新技術 2] 

民間開発砂防技術（審査証明技術）の紹介⑫

スバイラル補強圧縮型永久アンカー (SuperMCアンカー：荷重分散型）

................................................................................. 
鹿島建設（株）ケミカルグラウト（株）ジャバンライフ（株）鈴木金属工業（株）

はじめに

⑲砂防 ・地すべり技術センタ ーでは、建設省の

「民間建設技術の技術審査 ・証明事業認定規定」（昭

和62年7月28日建設省告示1451号）に基づく建設大

臣の認定（平成 2年2月1日建設省告示第 123号；

平成7年2月1日更新）を受け、民間における研究

開発の促進および新技術の建設事業への適正かつ迅

速な郡入を図り 、建設技術の水準の向上に寄与する

ことを目的として、民間において自主的に開発され

た砂防技術の内容に関して、技術審査証明を行って

いる。

このたび、 「スバイラル補強圧縮型永久アンカー

(SuperMCアンカー ：荷重分散型）」に関する技術

審査証明の依頼があり、審査証明を行った。審査に

当たっては学識経験者からなる「砂防技術 ・審査証

明委員会」（委員長 ：渡正亮地すべり学会顧問）を

設置し、審議を進めた。

以下に、平成10年7月8日付で行った審査証明技

術の内容を紹介する。

1.依頼者

鹿島建設株式会社

所在地 ：東京都港区元麻布 1丁目 2番7号

ケミカルグラウ ト株式会社

所在地 ：東京都港区元麻布 1丁目 6番4号

ジャパンライフ株式会社

所在地 ：東京都窮飾区新小岩 1丁目53番10号

鈴木金屈工業株式会社

所在地 ：千葉県習志野市東習志野7丁目 5番1号

2.技術の名称

スパイラル補強圧縮型永久アンカー (SuperMC

アンカー ：荷直分散型）

3.開発の趣旨

アンカー性能および施工性に優れた二重防食タイ

プの永久アンカーを開発すること。

4.技術の概要

本技術は、地すべり抑止や斜面安定などに用いら

れるグラウンドアンカーのうち、 二重防食型の永久

アンカーに屎するものであり、鹿島建設株式会社が

ケミカルグラウト株式会社、ジャパンライフ株式会

社および鈴木金属工業株式会社の協力を得て開発し

た技術である。

グラウンドアンカーは、頭部、自由長部、定滸長

部の 3つの部分から構成されているが、本技術では

頭部およぴ自由長部については従来技術を利用し、

定着長部に関して新しい技術を提供するものであ

る。

また、スパイラル補強圧縮裂永久アンカー（Super

MCアンカー ：荷重分散型）は、アンカーの構造、

支持機構および防食について、以下に示す特長があ

る。

(1)スパイラル補強筋を有する耐荷体

圧縮型のアンカーは、一般に耐荷体の下部に大き

な応力が発生するため、荷重が大きくなると耐荷体

直下のグラウトにせん断破壊が生じる恐れがある

が、この耐荷体直下部分にスパイラル補強筋を配骰

すると、スパイラル補強筋の拘束効果により 、荷重

が増大してもスパイラル補強筋内部のグラウトは健

全な状態を保つことができる。

(2)荷重分散裂アンカー

2本用および1本用の耐荷体には、圧苅グリップ

収納スペースの横にアンボンドPC鋼より線貰通用

の穴が設けられており、その貰通穴にアンボンド

PC鋼より線を通すことにより、複数個の耐荷体を

一つのアンカーテンドンとして組み立てることがで

き、荷重分散型のアンカーテンドンを形成すること

ができる。

(3)二重防食

自由長部および定着長部において、アンポンド
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PC鋼より線は、ポリエチレン樹脂からなるシース

およぴシース内に封入された防鉛湘をもって二璽防

食が構成されている。定着長部の圧滸グリップ部は、

防錆処理（ダクロタイズド）が施された鋼製の耐荷

体およびその内部に封入された防錆油をもって二重

防食が確保されている。アンカー頭部は、亜鉛めっ

き加工されたヘッドキャップで覆い、アンカープレ

ート背面部は、アンカープレート背面に溶接接合さ

れた養生管にゴムキャップを設置する構造となって

おり、ヘッドキャップおよびアンカープレート背面

養生管の内部に防錆油を充填することによって二重

防錯を確保している。

(4)テン ドンの現場組立加工

テンドンの組立加工は、 PC鋼より線の切断、圧

着グリップ加工、耐荷体の組立および耐荷体内部へ

の防錆油の充填の 4つの工程からなり、どの工程も

作業は極めて単純で特別な熟練工を必要とせず、し

かも容易に高い品質が確保できる。従って、テンド

ンの組み立てはアンカー工事現場で容易に行うこと

ができ、地盤状況の変化によってアンカー長または

アンカ ー荷璽が変更されても即座に対応可能であ

る。

(5)耐荷体の組み合わせ

本技術に用いるPC銅より線は、 <I>12.7mmおよぴ¢

15.2mmの 2種であり、 <I>12.7mmの場合、耐荷体はPC

銅より線 1本用、 2本用、 3本用の 3種類があり、

PC鋼より線を 1本ずつ増やすことによりアンカ ー

設計荷重はll.2tonf(PC鋼より線1本）から78.Stonf

(PC鋼より線 7本） までが得られる。<I>12.7mmのPC

鋼より線を使用する場合の削孔径は115mm以上であ

る。

<I> 15.2mmの場合、耐荷体はPC銅より線 1本用、 2 

本用の 2種類があり、 PC鋼より線を 1本ずつ増や

すことによりアンカー設計荷重は15.9tonf(PC鋼よ

り線 1本）からlll.7tonf(PC鋼 より線 7本） まで

が得られる。 <I>15.2mmのPC鋼より線を使用する場合

の削孔径は135mm以上である。

5.審査証明の結果

スパイラル補強圧縮型永久アンカー (SuperMC 

アンカー ：荷重分散型）は、以下に示す性能を有す

ると認められた。

(1)スバイラル補強筋の効果

本アンカーは、耐荷体直下部に配骰したスパイラ
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ル補強筋の拘束効果により、大きな荷重に対しても

健全な状態を保つことが認められた。

(2)材料性能による耐久性

ポリエチレンシース、ダクロタイズド加工（防錆

処理）等は、アンカーの一般的な使用環挽下では材

質の劣化を生じ難く、防錯油も十分な耐浸水性を有

することから、材料的に見てテン ドンは長期にわた

り耐久性を保持できると認められた。

(3)構造性能による耐久性

本アンカーは、自由長部および定着長部ではポリ

エチレンシースと防錆油で、定着長部の圧着グリッ

プ部では防鉗処理 （ダクロタイズド加工）と防錆油

で、アンカー頭部では亜鉛めっきを施した鋼製のヘ

ッドキャップと防錆湘で、アンカープレート背面で

はゴムキャップと防錆油で、全長にわたって二重防

食構造となっており、各部分の水密性および強度は

一般の使用に十分耐えられ、構造的に見て長期にわ

たり耐久性を保持できると認められた。

(4)構造性能による特性

荷璽分散型のアンカーは、耐荷体周辺における歪

みの集中等について、研究段階にあることから、現

時点ではそれぞれの耐荷体の定着部については均質

かつ信頼しうる耐力を保持できる地盤であることが

必要となる。従って耐荷体の数はできるだけ少ない

方が望ましい。また、各耐荷体の位骰により自由長

が異なるので、慎重かつ十分な緊張管理のもとに行

うものとする。

また、本アンカーは締め付け製アンカーとして、

がけ崩れ、法面および地すべりの対策工に適切であ

ると認められた。

(5)テンドンの組立加工および現場での適応性

圧着グリップ加工を含め、耐荷体の組み立ては施

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

れた場合にも即座に対応できると認められた。
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■耐荷体諸元（アンポンド PC銅より線： SWPA7BL)

?l2.7mm用 ／を/／で/ ク/ 多/ で『
¢15.2mm用

SMC5・） 最大閲● Il-i: !l 

SMC§・.? "六伺菖3].§ltf

SMC6・1 最大随● 15.9tl

■耐荷体の組合せ
最大荷重

耐荷体の組合せ
最大荷重

耐荷体の組合せ(tf) (tf) 

PC鋼より縁径 11.2 匝 PC●より諭径 15.9 匝エ鯵一
1ヽ2.7mm

22.4 匝五枷一
; 15.2mm 

31.9 旺互珈一
撮瀑削孔径 橿準削孔径

;l 15mm 33.6 匝互葦一 ,>135mm 47.8 ~国鯵一旺工枷一

44.8 匝互診一旺亘”― 63.8 iH五伽全

56.1 匝 79.8 匝苔軍一旺互枷一旺ユ津一

67.3 匝互”＿匝互扉一但互伽一 95.7 ~ 

78.5 匝互”―旺互曇＿匝互枷一但エ枷一 111.7 旺

g

―
届
亡
紐

-ご

-n=『
一線＿

B

且思旦

図ーl SuperMCアンカー構造図
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民間開発砂防技術（審査証明技術）の紹介⑬

緊急地すべり自動監視システム

................................................................................. 
（株）オサシ・テクノス

はじめに

帥砂防 ・地すべり技術センターでは、建設省の

「民間建設技術の技術審査 ・証明事業認定規定」（昭

和62年7月28日建設省告示1451号）に基づく建設大

臣の認定（平成 2年2月1日建設省告示第 123号；

平成 7年 2月1日更新）を受け、民間における研究

開発の促進および新技術の建設事業への適正かつ迅

速な消入を固り、建設技術の水準の向上に寄与する

ことを目的として、民間において自

主的に開発された砂防技術の内容に

関して、技術審査証明を行っている。

このたび、「緊急地すべり 自動監

視システム」に関する技術審査証明

の依頼があり、審査証明を行った。

審査に当たっては学識経験者からな

る「砂防技術 ・審査証明委員会」

（委貝長 ：渡 正亮地すべり 学会顧

問）を設置し、審議を進めた。

以下に、平成10年8月4日付で行

った審査証明技術の内容を紹介す

る。

1.依頼老

株式会社オサシ ・テクノス

所在地 ：高知県高知市本宮町65番

地 3

2.技術の名称

緊急地すべり自動監視システム

3.開発の趣旨

緊急に対応を必要とする地すべり

の現場で、システムの設置や運用操

作性に重点を骰き、 一切の付属品が

内蔵され、 全ての機能を組み込んで

なお小型軽批であり、センサとの接

続が容易で、設定操作が熟練者でなくとも可能であ

る、十分な耐候性、安全性を有するシステムを開発

すること。

4.技術の概要

「緊急地すべり自動監視システム」は、伸縮計、

地下水位計、雨量計を用いて対象地すべり地の地表

の変動、地下水位、雨誡を計測し、担当者に迅述に

多芯シールドケーブル
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図-1 システム構成図
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伝えることによって、地すべりの挙動の監視解析を

するものである。

本システムは大別して以下の 3つの機能を備えて

いる。

(1)監視機能

秒単位でのデータ測定 ・状態表示および警報監

視、繁報値出力制御、各センサ初期化、センサスケ

ール変更。

(2)解析機能

伸縮計、地下水位計、雨猿計のデータを 1分単位

でデータ更新し、時系列グラフ表示、数値軸スケー

ル ・時間軸のスケール変更、 1分データを過去 1週

間、 1時間データは過去 1年間表示できる。

(3)伝送機能

観測データのフロッピーディスクヘの出力および

RS232Cインターフェースによる外部伝送ができる。

主要機器の詳細仕様

●監視装置

●制御部

CPU i4邸SX(33MHz、ノーウェイト）

メモリ 9.6メガパイト

ハードデイスク 80メガパイト

●フロッピーディスク装置

3.5インチ (640K、t.2M、1.44M 3モード対応）

●タッチバネル式TFTカラー液昴ディスプレイ

クッチバネル 抵抗膜方式 （分解能640X48Q)

≫, 

表示エリア 192Wx 120H (640X400／硲〇ドット表示）
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5.審査証明の結果

緊急地すべり自動監視システムは、以下に示す性

能を有すると認められた。

(1)監視装置本体の重溢が30kgf以下で、警報出力

用電源DC24V（最大IOOW)を内蔵していることが

認められた。

(2)地すべり監視 ・警報用の各種設定（時間移動

砿、日移動醤、時間雨品、日雨絋、連続雨絋）が容

易にできることが認められた。

(3)記録 ・解析機能、また遠附地への伝送機能を

有することが認められた。

(4) ケープル断線やセンサの不具合がすぐに判断

できることが認められた。

(5)エラー自己診断機能 (AC電源断、冷却ファン

停止および内部温度異常の監視）を有することが認

められた。

●伸縮計・地下水位計データ入力部

入力点数 16チャネル

入力信号 4 ~20mA霞流

変換方式絶縁16ピットAID変換

精度 士0.007%(25℃) 

温度ドリフト 50ppm／℃ 
●雨量計データ入力部

入力点数 1チャネル

入力信号 無霞圧メーク接点 (0.5匹／ 1パルス）

●4~20mAセンサ供給電源

出力電圧 DC24V 土 2V
出力霞流 MAX 0.7 A (15W) 

●董報出力電源

出力電圧 DC24V 土 IV（負荷35W時）

出力電流 MAX 4.2A (JOOW) 
●環境条件

使用温度範囲 5~45℃ 
使用湿度範囲 20-80%（結露しないこと）

●電源

電源電圧 ACIOOV + 20%. -15% (AC85-120V) 

電源周波数 50/60Hz士 1Hz 
サージ耐量 20000A (8 x 20uSEC) 
消費霞カ 200W（警報出力sowの場合）

●外形寸法 ・重量

外形寸法 526(W) X410(D) X46l(H)四

重嚢約29kgf



1 技術ノートI

地理情親システム(GIS)の紹介～その2

流域総合土砂整備研究会事務局

はじめに

地理情報システムの紹介 （その 1)では、地理情

報システム (GIS)の概要、 GISの歴史、 GISの構成、

GISの構造、 GISの機能について紹介しました。

今回は、 GISの適用分野、 GISで用いられるデー

タ、 GISの祁入方法、他要素技術との統合、 GIS関

連情報の紹介の順で、紹介します。

6. GISの適用分野

GISの世界は、情報処理技術の発展により、複雑

かつ高度な情報の処理が可能となり、砂防 ・環境・

都市計画 ・農業その他各種の計画業務への支援ツー

ルとして、利用が拡大してきている。今や、 GISは

単なるデータベースの域を超え、計画時における意

志決定のための支援ツールとして、高度な戦略計画

を策定するために用いられるようになってきた。

以下に、 GISの適用事例を紹介する。

(1)環境分野

環境関連のプロジェクトに適用した事例を紹介す

る。

① 動植物生態系の管理

GISを有効に利用すれば、生態系の全体像を把握

することができる。米国のNationalBiological Serv-

図ー12 米国コロンピアJII流域における生態系蓄理へのGIS適用事例

（出典 ：ESRIHome Page) 

iceでは、GISを利用して生態系情報をDB化し、そ

の影野範囲を視兌的に表示し一般に公開している。

また、米国土地管理局では、 GISを利用して、コ

ロンピア川流域の生態系管理に利用している。ここ

では、環挽影響評価や開発計画策定にGISを適用し

て、計画等の全体像を把握する情報を作成している。

② 水質管理

水質管理への適用事例としては、建設省河川局の

水文 ・水質データベースがあげられる。水文 ・水質

データベースは、全国の一級河川の測定地点からの

流菰 ・水質測定結果をリアルタイムでデータベース

化し、流域を流れる河川の流批 ・水質の現況 ・変化

を一般市民に公開している。水質観測項目としては、

水温 ・透明度等の一般項目、 pH・ BOD ・ COD ・ 

SS・大腸菌等の生活環悦項目、 Cd、Cr、Pb等の健

康項目等である。

ら

0€ 
参竪したい水系を地図または水系名から選択してください．

二 雷
書

図ー13 水文・水質データベース
（出典： 建設省ホームページ）

(2)行政におけるGISの整備

① 河川GIS

河川GISの整備範囲は、河道及ぴ河道周辺500mで

あり、以下に示す整備方針で整備してしる。

l) 河JII業務で扱う空間データ （河川基本図、河

川施設台帳、水質等観測データ等）

2) 空間データを利用するための処理システム

3) 建設省内での共通利用や他機関等との情報交
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換用リファレンスのための所在ファ イル （クリ

アリングハウス）

② 森林GIS

現在、森林GISは構想段階であり、主として営林

署で個別にシステムを開発している段階で、大阪営

林局や東京営林局の一部で試験的にGISが祁入され

ている。大阪営林局では、森林基本図の管理 ・森林

の現況の把握 ・各種計画の策定 ・集計業務 ・事務所

内のネッ トワーク化 ・営林署間のデータの共有を目

的とした森林査源管理システム (FORMS［仮称］）

を開発して、森林情報の整備 ・編集、データの変換、

図而の出力をシステム上で行っている。

今後、森林GISは、行政、学識者の連携により検

討され、今後システムの運用が図られる予定となっ

ている。

(3)防災分野におけるGISの利用

GIS・リモートセンシングを用いた防災分野にお

ける事例を紹介する。

① 土石流危険度評価

土石流対策支援システムは、 GISを用いて地形デ

ータ等の地理情報をデータベース化 し、土石流発生

予測とを統合することによ って、警戒 ・避難の意志

決定を支援し、迅速かつ的確な情報提供を行うこと

ができる。

図ー14に示すように、危険渓流ごとの予測結果は、

降雨観測日時に応じて、 地図上で渓流ごとの危険度

を色別に表示することで把握できる。これにより、

り 1時間爾量—• "”"nu., 9. 9, ． • - .~ 

::: "--↓-9•• ..;—,. I 国
讐戒這JI.情輯

：： -9 ● 

勺澄信亡｝；±弓□9情帽

l "'..`和J ゴ霙ご． ‘ヽ』二 l

ー•一

図-14 土石流対策支援システム （出典 ：荒木 ・ 鈴木•石Il l • 水山
古川：土石流危険渓流における崩壊規模の評価に関する研究：土木学

会蝸文集 No.522/VI-28.1995) 

56 SABO vol.62 June. 1999 

降雨時にどの地域がどれくらい危険であるかが視党

的に把握でき、避難レペルに到達した土砂氾濫区域

に関する情報及び最寄りの避難場所に関する諸元

（場所名、所在地、連絡先）が表示される。

② 治山事業効果予測

栃木県足尾町で銅山の精錬所からの排気ガスによ

る森林荒廃地において実施されている緑化工等の治

山事業の効果について、GIS・衛星 リモート センシ

ング技術を用いて評価を行っている。 GIS・リモー

トセンシングより作成した情報を用いて、土砂流出

モデルに適用して、評価予測を行っている。

1957 
(0) 

2007 
(50) 

2157 
(200) 

こ

こ

図ー15 植生回復シミュレーション結果 （出典 ：本多：砂防における

リモートセンシング技術の活用．5.リモートセンシング技術の活用
例（2) :砂防学会誌 Vol.48No.4,1995) 

③ 流域管理

リモー トセン

ダム機能の

砂防に関する情報を取り入れつつ、

シング機能とGIS機能を組み合わせて、

維持管理を行うことを計画している。

ここに示す流域管理システムとは、

1) リモー トセンシング及び現地測定データのデ

ータベース化と情報管理

2) GISによる時空間的な解析

3) 結果の 3次元表示と出力

をダム周辺の流域に対して行い、 土砂生産となる崩

壊地の形状、ダムの堆砂状況、河床変動等の 3次元

的な変動や経年変化をモニタ リングするシステムで

ある。
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．`  
コンター表示と3次元表示

漕疇i
¥三

ー II芦 謳 守 =戸［声頃出］—l 巳〗
図 16 GISによる流域管理の例
（出典 ：斉藤：砂防におけるリモートセンシング技術の活用， 3.リモートセンシングとGISの活用：砂防学会誌 Vol.48 No. 2. 1995) 

図ー17 過去の降雨によって起きた既往山腹崩壊の分布 （黒点が山腹
崩壊の位置を表す）、地震による崩壊と断層 ・等高線の分布 （太線：
断層細線： lOOmコンター）
（出典：西田.IJ¥.j畠水山：土砂災害用データペースを活用した兵庫
県南部地震による山腹崩壊分布の解析：砂防学会誌、 vol.49No.l 
1996) 

図一16に、その概念図を示す。

④ 崩壊特性解析

六甲山地での小規模な山腹崩壊の分布特性を、土

砂災害専門のデータベースである “MOUDIS"を

参照することにより解析を行っている。 MOIIDTS

は、六甲山地を対象とした標嵩、勾配、斜而形状、

斜面方位、地質、地被条件、既往崩壊歴、流域而積

をデータベース化したシステムであり、 50mメッシ

ュ上に構成している（図ー17)。

7. GISで用いられるデータ

(1)入手可能なGISデータ

地理情報処理において、実務者や研究者が作成す

るデータには技術 ・費用 ・時問などの限界がある。

従って、その分析 ・表示を行う場合は、既存のデジ

タル地図を利用することが効果的である。

現在、日本で利用可能なデジタル化された地図情

報は、大別して以下の種類がある。

・地形図の内容をデジタル化した地屈（ベクター ・

ラスター）

・標準地域メッシュで作成された地圏情報及ぴ各種

統計情報

・行政地域単位に集計された各種統計値

• 各種白地図イメージ
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・カーナビ用市街地図 ・道路地図

・マルチメデイア型のCD-ROMアトラス

ここでは、最も使用頻度の高い国土数値情報につ

いて紹介する。

① 国土数値情報

国土数値情報は、国土に関する諸計画策定事業実

施のための基礎情報の提供を目的として、日本全域

について、地形、水系、土地利用、指定地域等の基

本的な地理情報を数値梢報として整備したものであ

る。

刊行されている数値地屈は、国土地理院の各種事

菜により作成された基本測批成果の一部で、現在以

下の梢報が提供されている。

・数値地固10000（総合）

・数値地図25000（海岸線 ・行政界）

フトを使用してベクターデータに変換す

る必要がある。

8. GISの導入方法

すでに、 GISを蔚入している部署では、以下のよ

うな問題点を抱えている。

<GISシステム導入時の問題点＞

・必要以上に大きなシステムを計画してしまう。

・ データの維持 • 更新業務を甘く見る。

・将来の見通しがないままに単独慈入 ・整備してし

まう 。

・システムの実現自体が目的となってしまう。

・業務内容の変更、ニーズの進化に対応できない。

・ハードウェアの進化に対応できない。

・リーダーが人事異動で変わると途端にプロジェク

・数値地岡50mメッシュ（標高） 卜がだめになる。

・数値地囮250mメッシュ（標高）
表ー3 一般的なGIS導入手順

・数値地図 1kmメッシュ（標高／平均
（出典：木平・西川 •83中：森林GIS入門：卸日本林業技術協会． 1998)

標高）

・数値地囮2500（空間データ基盤）

② その他GISデータ

これまで述べてきたデジタル情報の

他にも、各所で地理情報のデータベー

ステップ

第1段階 ：前池俯

ス化が行われている。また、地方自治 第 2段階：基本設計

体においてもGISの導入が進められて

おり、地域ごとの地理情報データベー

スの整備が進められている。

民間ベースの数値地図も数多く市販 第3段階：印験運用

されている。その情報は、 「地理情報

システムを学ぶ（中村和郎他編、古今

書院 (1990)）」に詳細な紹介がある。

(2)屈面のデジタル化

紙ベースの固面をデータベース化す
第4段階：ー詳細設計

る手法としては、スキャナー・デジタ 第5段階：初期データの作成

イザーからの入力などがある。

デジタイザー…・・・地図や写真をデジ

タイザに貼り付けた後、入

力したい点を人力で 1つ 1

つ入力する方法である。

スキャナー……屈而に関する情報を

地囮や写真から自動的に入

力する装置である。入力さ

れた情報は、ラスターベー

スであるので、人力及びソ

第6段階 ：GISの利用体制並
びにデータ更新体制の整備
第7段階：通常実務実地試験

第 8段階： GIS専門役貝によ
る新たな基本図面の作成
第 9段階： GIS公開に向けて
の準俯
第10段階 ：GISの公開
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検約内容

郡入準俯委且会の発足
GISに関する情報収集、先進事例の視察
システム概念図の作成
関係部培、関係者のリストアップ
プロジェクトチームの発足（各分野に精通している人を選出）
GISならぴにリモートセンシングの窮門技術者の養成
埠入目的、導入方針の設定と確認
関連するデータ並ぴに囲而のリストアップ
システムで行う仕事の内容及ぴデータの流れの確認
テータペースの設計と確認
システム構築の設計と確認
データ更新に関する役割分担の取り決めと確認
システム導入事業全体計画の作成
パソコン版GISの導入
モデル地区の選定
モデル地区の基本データの入力
GISの諸機能並ぴに操作性の試験
GISを用いた解析内容の検討
基本設計の見直し
全体計画の修正
データの流れの最終チェック
役割分担の確認と要貝の確保
本システムの渫入
各種属性データの電子化
碁本図など各種固面のデジタル化
本システムの試験連用
バソコン版GISとのデータ交換試験
初期データCD-ROMの作成
利用の手引き、マニュアルなどの作成
担当戦貝の教脊と演習
システムサポート体制の確立
プロジェクトチームの解散
サポートチームの発足と任命
システムの改良、バージョンアップ
簡易オルソフォトマップの作成
地形解析機能を応用した各種主題図の作成
プロジェクトチームの発足
公開内容の検討
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よりよいGISをより確実に構築するためには、少

なくとも以下のようなポイン トを押さえておく必要

がある。

<GIS甜入のポイント＞

・ 段階的に導入 • 利用する。

・道具と割り切り、システム利用の目標をきちんと

決める。

・データは最重要査産である。

・データの発生業務から導入する。

・基図データの共有など、データの相互利用の枠組

みをきちんと決める。

・システムの整備 ・推進体制を強化する。

表ー3に、 一般的なGIS蒋入手順を示す。

9.他要素技術との統合

GIS技術の周辺技術であるリモートセンシング技

術やGPS、CAD、エキスパート技術を組み合わせ

ることで、より可能性が広がることが容易に想像で

きる。

ここでは、これからのGISの方向性を考える上で

のキーワードともいえる新技術との融合について、

概略を取りまとめる。

(1)リモートセンシング

人工衛星で取得できるリモートセンシングデータ

は、デジタル化された国土の土地被覆状況や植生状

況を定期的に取得できる利点を有しているので、

GISの欠点である地理情報の更新手法としての利用

が期待されている。

図ー18 リモートセンシングとGISの統合例
一高解像度画像はそのまま地図として使用できる一

（出典：IKONOS: Space Imaging Co.. Ltd.) 

L'.ぶ正；！

リモートセンシングデータのGISへの統合利用

は、定期的に観測できる航空写真的な利用と、衛星

画像分類等による土地被覆図や植生図などのように

加工された情報をGISに取り込み何らかの評価解析

に利用する 2種類が考えられるが、リモートセンシ

ングデータが持つ分解能の問題により有効的な利用

がなされていないのが現状である。 しかし、今後共

用が予定されている高分解能衛星画像によりこの問

題は解決される方向にある。

(2) GPS (Global Positioning System) 

GPS技術は、複数の衛星から発信される信号をも

とに、測定器械の位置している場所の緯度、経度、

高度を算出する技術である。

GPS技術をGISに統合させることにより、自然現

境に関する各種現地調査や動物の行動範囲の特定等

の環境調査、地すべり自動観測結果との連携による

危険度評価等の利用に期待が高まっている。

(3)エキスパート システムとの統合

近年、施設配置計画や避難計画等の各種プロジェ

ク ト計画立案の補助的評価として、 GIS・シミュレ

ーション技術 ・エキスパートシステムを組み合わせ

た意志決定支援システムの開発が行われている。

計画立案のロジックにエキスパートシステムを諒

入することで、より多くの事例評価を行うことがで

きる利点がある。

1一 三亘］

｀ 
疇ベース

[]、［ 玉―_＿＿------：ご沿：：案の抽出令図化

i 璽 J—． 

＇プータベース
， 図形データ
I 属性データ

-----------------—現在のGIS -』

図ー19 GISのエキスバート化
一高解像度画像はそのまま地図として使用できる一
（出典 ：IDJ田：地理情報システム 入門＆マスター：山海堂）

10. GIS関連情報の紹介

以下に、 GIS関連の文献 ・雑誌 ・インターネット

情報を紹介する。

(1) GIS関連図む

表ー4に、国内外で出版されているGIS関連の杏
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籍を示す。個々 に紹介した書籍は、 GISの初学者向

けの入門書から、 GISを実際に甜入しようとする責

任者向けの導入マニュアルまで紹介してある。

(2) GISI謁連雑誌

表ー5に、 GIS関連の雑誌を紹介する。

(3) ソフトウェア

表ー6に、 GISに関連するその他のソフ トウェア

を示す。

(4)インターネッ トとGIS

ここでは、インターネット上で入手できる情報に

ついて紹介する。

① WWWホームページ

GISに関連する代表的なWWWホームページを紹

介する。

l) 学会等のホームベージ

地理情報システム学会 ：

http://www.gisa.tu-tokyo.ac.jp/ 

表 4 GIS関連図書情報

書名 著者

写真測菰学会：

http:II rsirc.cr.chi ba-u.ac.jp: 8080IJSPRSI 

日本リモートセンシング学会 ：

http:/I geosysl.t.u-tokyo.ac.jp/RSSJ/RSSJindex. 

html 

日本地理学会 ：

h ttp:/1 wwwsoc.nacsis.ac.j pl aj glin <lex.html 

表 5 GIS関連雑誌

雑誌名

GISー理論と応用

International Journal of 
Geographical Information Sciense 

Cartography and Geographic 
Information Systems 

Geographic Systems 

U印SAJournal 

Computer & Geoscience 

出版社名

出版社

日本地理情報システム学会

Taylor and Francis 

American Congress on 
Surveying and Mapping 

Gordon & Breach Scicnse 
Publishers 

Urban and Regional 
Information Association 

Elsevier 

年度

入門地理情報システム 岡部篤行、貞広幸雄、今井修 共立出版 1992 

地理情報システム入門＆マスター 町田聡 山海裳 1994 

地理情報システムを学ぷ 中村和郎、寄藤昴、村山祐司 古今害院 1幽

触ってi'とえるGIS 町田聡、大池浩治 山海堂 i995 

GISソースプック 高阪宏行，岡邪篤行 古今書院 1996 

GIS原典 マギー、グッドチャイルド（小方登他訳） 古今魯院 l殴

行政とピジネスのための地理情報システム 高阪宏行 古今也院 1994 

都市と地図情報システム マッブ ・インテグレーション研究会 講談社 1992 

実務者のための地理情報システム入I'9 コル ト （村井俊治訳）
インターナショナル ・トムソン

・パプリッシング 1997 

GIS電子地因革命 桜井祁行 東洋経済新報社 1997 

モパイルGISーモパイルコンピューティングと地理
東明左久良 オーム社 1997 

情報システムー

環校資源と情報システム 武内和彦 • 恒｝I I篤史 古今書院 1994 

市町村GIS導入マニュアル 国土庁土地局土地情報課 ぎょうせい 1997 

森林GIS入l'1一これからの森林管理のために一 木平勇吉、西川匡英、田中和博、龍原哲 （社）日本林業技術協会 1998 

都市情報データペース 都市情報研究会 ケイプン 1987 

都市をとらえるー地理情報システム (GIS)の現在と
玉JI(英則 東京都立大学都市研究所 1996 未来一

地域分析のための地理情報システムーArc/Infoを
村山祐司、尾野久二

文部省科学研究費頂点研究
1993 

使用して 領域研究技術資料

地理情報科学の新展開 久保幸夫、厳網林 日科技遥 1996 

地理情報システムの原理一土地資源評価への応用一 安仁屋政武、佐藤亮 古今柑院 1990 

新しい地理情報技術 久保幸夫 古今害院 1996 

地理情報の処理 秋山実 山海裳 1996 

Exploring Geographic Information Systems Nicholas Chrisman 」ohnWiley & Sons 1997 

Fundamentals of Geograpl:tic Informaton Systems Michael DeMers Jobn Wiley & Sons 1996 

Getting Starts with Geographic Information Systems Keith Clarks Prentice Hall 1997 

The Global Positioning System and GIS: An Intro-
Michael Kennedy Ann Arbor Press 1995 duction 

Principles of Geographical Information Systems Peter Burrough&Pachael McDonnell Oxford University Press 1998 

Zeroing in : Grographic Information Systems at 
ESRI 1997 Work in lhe Community 

地理情報科学用梧集 地理情報システム学会 地理情報システム学会 1997 

60 SABO vol.62June.1999 



I 技術ノートI

日本測撒調査協会 ：

http://wwwle.meshnet.or.jp/J-Survey /index. 

htm 

2) 官公庁のホームページ

建設省 ：http://www.moc.go.jp/

国土庁 ：http://www.nla.go.jp/

建設省国土地理院 ：http-.//www.gsi-mc.go.jp/ 

総理府統計局 ：http://www.stat.go.jp/ 

3) 財団のホームページ

個日本 リモートセンシング技術センター：

http://www.restec.or.jp/ 

帥統計情報研究開発センター：

http:/ /www.sinfonica.or.jp/ 

帥日本建設総合情報センター(JACIC):

http:/ /www.jacic.or.jp/ 

帥日本地屈センター ：http://www.jmc.or.jp 

② インターネット上のGIS

日本においては、インターネッ トを通じてのデー

タ提供はまだ一般的ではなく、総理府統計局

(http://www.stat.go.jp) や一部の地方自治体が基

本的な統計データを提供している程度である。

欧米では、米国の地質調査所では各種の基本図や

衛星画像を、アメリカセンサス局では国勢調査結果

をそれぞれインターネット上で公開し、さらに地理

情報の所在 ・内容情報の検索サービスであるク リア

リングハウスを公開している。日本でも、国土地理

院と総理府統計局それぞれ所有するデータの一部を

検索できるクリアリングハウスを公開している。

さいこに

GISは、地圏を媒介にしたさまざまな情報を総合

化するコンピュータシステムのことである。ネット

ワーク化が進展することによって、データの相互利

用やいっそうの業務の質的向上が図れる。普及には、

数値地圏のようなベースとなる空間データ基盤の整

備が重要である。 また、あらゆる分野は、相互利用

のためどのような情報を提供できるか考える必要が

ある。提供できない分野は梢報公開の時代に生き残

ることはできないであろう。

表―6 バソコン上で動作する低価格GISソフトウェア
（出典：中村和郎他編：地理情報システムを学ぶ；古今書院、 1990)

ソフト名称 データタイプコンピュータ

ペクターラスター

OS 日本語

ArcExplorer O x IBM-PC Win95/NT 日本語版

ArcView 0 △ IBM-PC/Mac Win95/NT/M.acOS 日本語版

GEO CONCEPT 0 △ IBM-PC/Mac Win95/NT/Mac0S ? 

Geomedia 0 △ IBM-PC Win95/NT 日本語版

GIS+ 0 △ IBM-PC Win95 可

GRASS △ 0 IBM-PC/Mac Unix ? 

GRASSLAND △ 0 IBM-PC Win95/NT ? 

IDRISI △ 0 IBM-PC Win95 可

matlifold O x IBM-PC Win95/NT 可

MapFactory x O Mac Mac ? 

MapGrafix 0 △ Mac Mac 可

Mapll x O Mac Mac ? 

Maplnfo 0 △ IBM-PC/Mac Win95/NT/MacOS 日本諾版

Maplnfo Desktop Mini O x IBM-PC Win95/NT/MacOS 日本語版

Mapsheets 0 △ IBM-PC Win95/NT 日本歴版

Maptitude 0 △ IBM-PC Win95/NT 可

〇対応、△部分的にまたはオプションで対応、 X未対応、 ？不明。

トポロジー 地図データ入力形式
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随想

ガイドラインとマニュアル

海外技術協力の経験から

廣住富夫

ガイドラインは 「指針」、マニュアルは 「手引」

とか「要領」とか解釈される。つまり、ガイドラ

インは大まかな考え方や方向を指示するものだ

が、マニュアルは実際にその動作を行う人間が準

拠すべき具体的な要領を示すものである。

丑

いま、日米間の有事ガイドラインが問題になっ

ていて、「国」は「地方」に協力を要請するとか、

しないとか、奇妙な議論が始まっている。いまこ

こで、そんな大問題を取りあげることは勿論でき

ない。ただ、いくら立派なガイドラインが成文化

されたとしても、実行者のためのマニュアルがな

くては、実務を行うことはできない。そして、も

し不明瞭なマニュアルに準拠して軽率な行動をす

れば、大変危険なことが起こるだろう。つまり 、

最終的にそれはマニュアルの問題になると思う。

日米ガイドラインの問題はさて措いて、話を海

外技術協力の関係に戻さねばならない。

：： 

1971年、故横田知昭君はOTCA(JICAの前身

機関）からインドネシア公共事業省へ派遣され、

滸任直後から夜を日についで、 「砂防」のための

ガイドラインを英文で書いた。それは図表等も付

けた労作であり、籠者がインドネシア在勤中に印

刷製本してきた。彼は 「基本技術」のような意味

でガイドラインと名付けたようだ。当時は、建設

省に「河｝II砂防技術基準」も未だなかったので、

それはいまの 〈計画編〉の内容よりも〈設計編〉

の内容に近いものであった。いずれにしても、大

変な努力を払ったものである。

ガイドラインは 〈案内杏〉の意味にもなる。横

田君が書いた冊子の内容は「砂防」を全く知らな

いインドネシアの土木技術者に「砂防技術」につ

いて規範的なことを教えることを眼目としてい

た。そして今日では、 「砂防技術」の基本的なこ

とはインドネシアに一応定滸していると言って良

いだろう。

ここで節者があえて 「＿応」といったのには意

味がある。それは、構造物としての砂防施設ー一

とくに砂防ダム—に関することに限られる傾向

があるからである。流出土砂の質的 ・歴的な扱い

方等については、決して十分な理解にもとづいた

計画や対策が行われているとは思えない。

横田君がジャカルタの土を踏んでから、なんと

27年余り、極めて長い歳月を経て、いまさら、こ

んな議論をしなければならないのは何故だろう？

我ながら、全くおかしいと思う。

•• 
．．
 

実は、私は横田君に遅れること10年、 1982年中

部ジャワのメラピ山麓のヨクヤカルタに設立され

たJICAの「火山砂防技術センター」に派造され、

丸 9年という長期間在勤した。その間、私の他に

もたくさんの方々が長期または短期の専門家とし

て、大変な努力をしてこられた。それなのに、私

自身が、ここでこんなことを言わなければならな

い原因は何だろう？

原因はガイドラインはつくられたが、実はマニ

ュアルはつくられなかったことにある。そもそも

マニュアルというものは、日本側で、ある程度の

ところまで指森できるにしても、最終的には相手
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国の 「受け皿」機関が自分でつくらなければなら

ないものである。そうしなければ、マニュアルが

正式なものとなり、周知徹底される筈がない。

このことは使用言語の問題とも絡むのであっ

て、インドネシアの場合には、それはインドネシ

ア語で綴られていなければならない。この至極当

然のことが盲点になり、マニュアルとガイドライ

ンの区別がつかなくなって••…•長い時間が経過し

てしまったのである。

私がインドネシア在勤中の1980年代の後半から

終わり頃、公共事業省 ・水資源総局のト ップから

再三、 「マニュアルはできますか？」などと尋ね

られたものである。それは、ガイドラインはもう

良く分かったから、下部組織の実務者に与える

「虎の巻」をつく ってくれ……という意味だった

らしい。このことは後で分かったことで、当時は

その辺が必ずしも明確になっていなかった。頼む

方も、どこまで認識していたか？ 大変あやしい。

．．
 

．．
 

「マニュアル」はまた、所謂 「便覧」と解され

ることも多い。 その場合は、地形 ・ 地質 • 水文等

から森林や林相の問題はもとより、砂防の構成要

因となる極めて広汎な、そしてインドネシアに特

有な部分を、極力分かり易く類別的に網羅しなけ

ればならない。それは現地語の会議のなかで煮詰

められ、現地語で綴られるもので、彪大な作業祉

となる筈であり、数名の日本人専門家でやれる性

質のものではない。

要するに、本当の意味の 「マニュアル」は、当

該国の関係者の衆知を集めて編慕されるべきもの

で、この作業なしに「技術」の下部への 「滲透」

はありえないのである。いままで、このあたりの

苦い話は常に9わかしそ語られてきたきらいがあ

る。

インドネシア語はまだしも、ネパール語の場合

はその文字の壁はより越えがたいものだから、ネ

パール人の優秀な技師が分かり易い絶妙な「マニ

ュアル」をネパール語で書かなければ「話し」に

ならないのである。

計

なお、この現地語の問題の根は大変深い。何故

ならば、当該国の建設業者や作業員は現地語の一

般仕様害と特記仕様む、そして図面だけでもあを

つくるからで、 「マニュアル」はこのことと不可

分であるからだ。わずか数年間派遣される 「専門

家」が、そこまで首を突っ込む余裕はないから、

「技術」の「滲透」の話は空転し易い。

留学生の受け入れや現地大学への協力や援助が

この辺の問題を少しでも解きほぐす糸口として期... 
待されるゆえんである。
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Iセンターニュース 1 

行事 一 覧 平 成 ,,年9月～5月

日付 行事内容 場所

1月26日 「地すべり防止工事士」資格認定試験第 21国試験委員会 松本楼

1月28日 雪崩防災シンポジウム 会津若松市

2月 1日 常任理事会 砂防 ・地すべり技術センター

2月 2日 砂防技術 ・技術審査証明委員会（新規） 砂防 ・地すべり技術センター

2月 2日 砂防技術 ・技術審査証明委貝会 （更新） 砂防 ・地すべり技術センター

2月 2日 「建設省 第4次急傾斜地崩壊対策事業 5箇年計画」フォ ーラム 弘済会館

2月4日 蔽雪を考慮した士石流咎戒 ・避難基準検討委貝会 砂防 ・地すべり技術センター

2月4日 土石流区域用の鋼製枠ダムの開発に関するWG 砂防・地すぺり技術センター

2月 5日 渓畔林を含めた砂防計画に関する研究会 砂防 ・地すべり技術センター

2月 5日 治水 • 砂防技術諮問委貝会ワーキンググループ会議 砂防 ・地すべり技術センター

2月 8日 上高地自然環境調査成果とりまとめ委貝会 松本市

2月 9日 頴問会 松本楼

2月 9日 河川砂防技術基準 （案）改訂検討幹事会急傾斜地崩壊分野 砂防 ・地すべり技術センター

2月12日 譲原地すべり対策 ・地域活性化検討委員会 高崎市

2月12日 河川砂防技術基準 （案） 改訂検討幹事会地すべり分野 砂防 ・地すべり技術センター

2月15日 第 9回「河川文化 を語る会」 シェーンパッハ ・サポー

2月16日 重要交通網集中地域土砂災害対策検討委員会 砂防 ・地すべり技術センター

2月18日 赤崎、滝坂地すべり対策検討委員会 新潟市

2月22日 理事会 砂防 ・地すべり技術センター

2月22日 河川砂防技術基準 （案）改訂検討幹事会雪崩分野 砂防 ・地すべり技術センター

2月23日 口坂本地すべり対策合同会議幹事会 静岡市

2月24日 四国山地の砂防基礎構想検討委員会 高松市

2月24日 口坂本地すべり対策合同会談幹事会 静岡市

2月24日 中羽根地すべり対策総合解析検討委員会 静岡市

2月24日 鋼製砂防構造物研究会 砂防・地すぺり技術センター

2月25日 シンポジウム'99「明日をめざす科学技術」（海洋 ・地球科学技術） KKR竹橋

2月26日 平成10年度砂防学会ワークショップ 砂防 ・地すぺり技術センター

3月 1日 岩手山砂防計画検討委員会 盛岡市

3月 2日 融雪を考慮した土石流警戒 ・避難基準検討委貝会 砂防 ・地すべり技術センター

3月 2日 土砂防災研究シンポジウム （八幡平地すべり及び出水市土石流） Kl<R竹橋

3月 2日 第 2回新工法検討ワーキング 砂防・地すべり技術センター

3月 4日 しらす急斜而緑化研究会 鹿児島県庁

3月4日 「土砂災害防止月間」実行委員会及び推進協議会総会 砂防会館

3月4日 根岸住宅地区隣接崖地崩落対策委員会 横浜市

3月 5日 普徳 ・怒田八畝地すべり対策検討会 阿波池田市

3月 6日 これからの水辺林を考えるシンポジウムー流域の視点から一 札幌市

3月 813 招前山火山砂防計画検討委員会 苫小牧市

3月 8日 戦後の関東地建管内砂防について学ぶ会 シェーンバッハ ・サポー

3月913 雲仙 ・普野岳火山砂防基本計画技術検討会 福岡市

3月 9日 砂防技術 ・技術審査証明委員会一せん断試験立会一 大阪府吹田市

3月10日 流域総合土砂整備（砂防GIS)委員会 砂防 ・地すべり技術センター
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1 センターニュース1

百符

3月10日

3月10日

3月11日-12日

3月11日

3月11日

3月12日

3月l5日

3月15日

3月16日

3月17日

3月17日

3月18日

3月18El

3月19日

3月19日

3月23El

3月24日

3月26日

3月29日

3月30日

4月6日

4月12日

5月8El-9 B 

5月11日

5月12日

5月12日

5月13日

5月15日

5月17日

5月18日

5月18日

5月18日

5月19日-20日

5月20日

5月21日

5月24日

5月24B

5月26日

5月288

5月288

5月31日

行事内容

河川砂防技術基準（案）改訂検討幹事会（地すべり分野）

河川砂防技術基準（案）改訂検討幹事会（急傾斜地崩壊分野）

第39回 砂防および地すべり防止講習会

口坂本地すべり対策ワーキング

河川砂防技術基準（案）改訂検討幹事会（雪崩分野）

平根地すべり対策検討委員会

第10回「河川文化を語る会」

兵駆県縦後土砂災害智戒 ・避難基準検討会

鹿児島県土砂災害警戒 ・避難基準検討委貝会

湘南国際村防災施工委員会

AE共同研究会

土砂災害防止に関する「絵画、ボスタ ー、作文」審査委員会

緑の斜面づくり検討会

大分餞見岳火山噴火対策連絡協議会

新工法ワーキング

大利地すべり解析検討委員会

災害対応行動マニュアル作成検討委員会

新工法検討委員会

第 3回砂防事業費用便益分析検討委員会

大網地区地すべり対策検討委員会

平成11年度 新規施策等に関する研修会

理事会

センター旅行会

監査

全国治水砂防協会通常総会

急傾斜地法施行30周年記念講演会

重要交通網集中地域土砂災害対策検討委員会

滝坂地すべり現地視察会

常任理事会

日本地質学会関東支部総会講演会

環太平洋インタープリベント総会

砂防学会理事会

平成11年度卸砂防学会通‘常総会並びに研究発表会

国際建設技術協会理事会

平成11年度地すべり学会中部支部総会及ぴ講演会 • 発表会

評議員会

平成l1年度研究開発助成委員会

融雪を考慮した土石流誉戒 ・避難基準検討委員会打合せ

しのぶ砂防ダム竣工式

「洞谷災害20周年」記念講演

理事会
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亨

砂防・地すべり技術七ンター

砂防 ・地すぺり技術センター

シェーンパッハ ・サポー

静岡市

砂防 ・地すべり技術センター

砂防・地すぺり技術センター

シェーンパッハ ・サポー

神戸市

鹿児島市

湘南国際村

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防会館特別会議室

砂防会館特別会議室

大分市

砂防・地すぺり技術センター

いわき市

神戸市

7階大会議室

7階大会議室

長野市

7階大会議室

特別会議室

湯河原

特別会議室

シェーンパッハ ・サポー

シェーンパッハ・サポー

大会議室

新潟限滝坂地すべり地

特別会議室

北とびあ（東京祁北区）つつじホール

四日市市

三重県四 13市市

三重県四日市市文化会館

国際建設技術協会

ホテル国際21（長野市）

特別会議室

理事長室

7階大会議室

岐阜県吉城郡上宝村

岐阜県上宝村

特別会議室
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人事異動等

理事の辞任・就任

国任］ 益子恵治 （非常勤） 平成11年 4月12日付

ぼ任］ 保科幸二（常勤） （平成11年 4月12日理事会選任） 甲成11年 4月16日就任

監事の変更

固任］ 安念満 陳富士銀行常務取締役

ぼ任］ 吉田正樽 （樹富士銀行虎ノ門公務部長 （平成11年 2月22日選任） 以上平成11年 2月22日付

評議員の委嘱変更

［委嘱終了］ 佐久間悼 園住友銀行取締役本店支配人 （辞任）

［委嘱］ 伊藤忠彦 （樹住友銀行常務取締役 （平成10年 9月 7日理軍会委嘱同意）（就任）

以上平成10年 9月21日付

［委嘱終了］ 伊藤忠彦 陳屯友銀行常務取締役 平成11年 3月31日辞任

［委嘱］ 豊田正明 俄准友銀行東京公務法人部長兼公務部長 （平成11年 4月12日理事会委嘱同意）

平成11年 4月23日就任

［委嘱終了］ 近藤浩一長野県土木部砂防課長 甲成11年 3月31日辞任

［委嘱］ 坂口哲夫 長野県土木部砂防課長（平成11年 4月12日理事会委縣同意） 平成11年 4月12日就任

［委嘱終了］保科幸二 秋田県企業局公営企業管理者 甲成11年 3月31日辞任

［委嘱］ 高梨和行 山梨県土木部長 （平成11年 4 月 12日理事会委嘱同意）―-—-甲成11年 4 月 12日就任

職員等の採用、退職等 （平成10年 7月以降）

日付 氏名 所属 前職、転出先

［採用者］ Hl0.7.16 向井啓司砂防部

H 11.4.1 松木敬砂防技術研究所 立命館大学理工学研究科膊士前期課程

H 11.4.16 吉松弘行斜面保全部長 建設省土木研究所砂防部長

［選職者］ H 11.3.31 加藤淑江砂防部 （樹サイエンス ・サーピス

H 11.3.31 植田芳弘企画部企画課 帰任 （奈良県東京事務所→建設省砂防部傾斜地保全課）

Hll.3.31 山田皓章 総務部 （嘱託員） 全国ヒューム管協会専務理事事務局長

Hll.4.30 i'r木義光砂防部長 アジア航測（樹経営企画本部理事、技師長

平成11年匿業務実施体制への移行

6月 1日から、別掲事務局名縛のように平成11年度業務の実施体制へ移行しました。

なお、研修出向者の交代等は、次のとおりです。

"！修終了帰任者］ 筒井正明 砂防部 H8.6.l ~ H 11.5.31 （樹ダイヤコンサルタント

小更 亨 砂防部 H9.6.l ~ H 11.5.31 （樹パスコ

目 晋一 砂防部 H9.6.l ~ H 11.5.31 （樹アイ ・エヌ ・エー

臼杵伸浩砂防部 H9.6.l ~ H 11.5.31 アジア航測（樹

藤井省五砂防部 H9.6.1 ~ H 11.5.31 （樹間瀬コンサルタント

麻橋明久 斜面保全部 H9.6.l ~ H 11.5.31 奥山ポーリング（樹

木下三郎斜面保全部 H9.6.l ~ H 11.5.31 国際航業（樹

加藤貨章総合防災部 H 8.6.1 ~ H 11.5.31 日鐵建材工粟（樹

大坪隆三 総合防災部 H 9.6.l ~ H 11.5.31 住鉱コンサルタント（樹

中野拇志 砂防技術研究所 H8.6J~I-I11.5.31 俄神戸製鋼所
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I センターニュース

［新頬研修出向者］ 上羽敏史 （樹ダイヤコンサルタント Hll.6.1~ 荻田茂 奥山ポーリング（悧 Hll.6.1-

横田浩 卸パスコ Hll.6.1- 近藤敏光 国際航業（悧 Hll.6.1-

山中久幸 （船アイ・エヌ・エー Hll.6.1- 片嶋啓介 住鉱コンサルタン ト（悧 Hll.6.1-

小林富士香アジア航測（掬 Hll.6.1~ 渡部直樹 倶神戸製鋼所 Hll.6.1-

山内敏男 保澗瀬コンサルタント H 11.61~ 中村智之 （樹ゼックス Hll.6.J~ 

理事会等の開催

平成10年度第2回理事会の開催

平成10年度第 2回理事会が、平成10年 9月7日、 「評談員の委嘱に関し同意を求める件」につき害面表決によ

り開催され、佐久間博評議員の後任を伊藤忠彦氏に委嘱することについて同意されました。

なお、この同意に基づく委嘱手続により、伊藤忠彦評議員は、平成10年 9月21日をもって就任されました。

平成10年度第3回理事会の開催

平成11年 2月22日に当センターの会議室において、平成10年度第 3回理事会が開催され、次の議案について審

議識決されました。

第 1号議 案 平 成10年度収支予算の補正の件

第 2号議案 吉田正t専氏を監事に選任する件

なお、第 1 号議案は、受託調査等の業務の増加等に伴うもので、当初予算額29餡円余が331~円余に補正された

ものです。また、第 2号議案は、前監事安念満氏の辞任に伴い、後任に吉田正博氏 （圏富士銀行虎ノ門公務部長）

が選任 （任期は選任の日 （即時就任）から前任者の残任期間（平成11年 8月27日まで））されたものです。

平成11年度第 1回理事会の開催

平成11年 4月12日に当センター会議室において、平成11年度第 1回理事会が開催され、次の議案について審議

議決されました。

第 1号議案 保科幸二氏を理事 （常勤）に選任する件

第 2号議案 辞任に伴う後任の評議員の委嘱に関し同意を求める件

なお、第 2号議案は、伊藤忠彦評議員、近藤浩一評議貝及び保科幸二評議員の辞任に伴う後任の評議員を、そ

れぞれ豊田正明氏 （（樹住友銀行東京公務法人部長兼束京公務部長）、坂口哲夫氏 （長野県土木部砂防課長）、 高梨

和行氏 （山梨県土木部長）に委縣することに関し同意を求め、これが承認されたものです。

平成11年度第2回理事会の開催

平成11年 5月31日に当センターの会議室において、平成11年度第 2回理事会が開催され、次の議案について事

務局原案のとおり審議議決されました。

第 1号議案 平成10年度事業報告承認の件

第 2号議案 平成10年度収支決算承認の件

第 3号識案 平成11年度事業計画承認の件

第 4号議案 平成11年度収支予算承認の件

平成11年度第 1回評議員会の開催

平成11年度第 1回評議員会が去る 5月24日に当センター会議室において開催され、次の議案について審議が行

われました。

第 1号議案 平成10年度事業報告案審議の件

第 2号議案 平成10年度収支決算案審議の件

第 3号議案 平成11年度事業計画案審議の件

第 4号議案 平成11年度収支予算案審議の件
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第5号議案 寄附行為改正案について

第6号議案役貝選任方法について

なお、第 1号議案ないし第4号議案は、これらの議案の理事会提案議決前に、評議員会で審議し同意を経るこ

ととする寄附行為の規定の趣旨に基づくものです。また、第5号議案は、現在改正作業中の当センターの寄附行

為の事務局改正素案の概要説明等が行われたものであり 、第6号議案は、寄附行為が改正された場合の役貝選任

方法等に関し意見交換等が行われたものです。

顧問会の開催

平成11年 2月9日、日比谷松本楼において顧問会が開催されました。

当日は、理事長の挨拶後、寄附行為の改正に関連する事項を中心に意見交換が行われ、貨虚にご意見をいただ

きました。

役員・評議員・顧問名簿

役員

理事長 矢野勝太郎常勤

専務理事安江朝光 常勤

理事 内田辰丸 砂防広報センター理事長 瀬尾克美 常勤

大久保駿 霙国治水砂防協会常務理事 中村三郎 防衛大学校名誉教授

設楽武久 （掬地崎工業専務取締役 藤田壽雄 常勤

友松靖夫 衡砂防フロンティア整備推進機構理事長 保科幸二 常勤

五十君亘弘 日本プラフォーム（樹取締役副社長 渡沿義正 日産建設保湘・務取締役

岸田 弘 株）植村組常務取締役 吉田正t専 齢富士銀行虎ノ門公務部長

小林一三 新潟県新津市長 冨所憲二 （樹アイ ・エヌ・エー常勤監査役

小森幸造 名エ建設（掬取締役営業部長

評議員

武居有恒 京都大学名将教授 田村孝子 日本放送協会 解説委員

内田辰丸 砂防広報センター理事長 栃木省二 広島大学名誉教授

坂口哲夫 長野県土木部砂防課長 戯田正明 岬友銀行束京公務法人部長兼公務部長

沢田秀男 横須賀市長 林勘市 弁護士

下鶴大輔 東京大学名脊教授 原あやめ 学校法人山脇服飾美術学院理事長

関戸研一 利根コンサルタン ト（樹代表取締役社長 八木壮一郎 香川県池田町長

高梨和行 山梨県土木部長 柳田カ 帥土木研究センター顧問

高柄哲雄 西武建設閥常務取締役 吉岡庭二郎 島原市長

玉光弘明 社団法人国際建設技術協会 理事長

顧問

小藪隆之 饂国治水砂防協会理事

中村二郎 技研典業瞬代表取締役会長

松林正義 （出全国治水砂防協会 副会長

矢野義男 侶吟国治水砂防協会 顧l甘j
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（財）砂防・地すべり技術センタ ー組織名簿 （平成ll年6月1日現在）

理事長 矢野勝太郎

専務理事安江朝光

理事 藤田稲雄 瀬尾克美 保科幸二

事務局 砂防部 技師 岡田和美

総務部部長（兼務） 安江朝光 ク 安田勇次

次長 木村久 ク 立川哲史

ク 長谷JI!貢

庶務課 課長 （兼務） 長谷JI!貢 斜面保全部部長 吉松弘行

事務 大滝左枝子 次長 船崎昌継
,,,. 徳丸香織 事務 水野忍

契約第 1課課長 福原則雄 技術課課長 （兼務） 船崎昌継

事務 木村紀美子 主任研究貝 前田憲章

契約第 2課課長 （兼務） 福原則雄 技師 （兼務） 酒井敦章

事務 安味恵理 ，， 荻田茂

経理課 課長 （兼務） 木村久 ，，， 近藤敏光

事務 岩岡町子 ク 堀松崇

•ヽ 三浦知子 ，，， 稲垣裕

企画部部長（兼務） 瀬尾克美 総合防災部部長 大田原幸亘

企画課 課長 黒川典及 事務 河村弥生

課長代理 比留問雅紀 技術課課長 （兼務） 阿部宗平

事務 田地野真由美 課長 菊井稔宏

技師 山中久幸 技師 吉田真也

情報課 課長 （兼務） 黒川興及 ク （兼務） 嶋 大 尚

事務 武田愛 ク 山内敏男

技師 （兼務） 矢野将之 ，，， （兼務） 白山昌義
，，， 酒井敦章 ク 片嶋啓介

ク （兼務） 立川哲史 ク 社本静香

ク 川満ー史

砂防部部長 （兼務） 保科幸二 ク （兼務） 鎌崎祐治

次長 松村和樹 ，，， （兼務） 細村誓一

事務 櫻井真見

課長 安養寺信夫

課長代理（兼務） 比留間雅紀 砂防技術研究所

ク 向井啓司 所長 （兼務） 瀬尾克美

主任研究員柳）II 尚 次長 阿部宗平

ク 斉藤義文 研究企画課 課長 （兼務） 松村和樹

主任技師 栢木敏仁 技師 矢野将之

技師 伊藤英之 ，，， 渡部直樹

ク 上羽敏史 ク 鎌崎祐治
，，， 横田浩 ク 白山昌義

ク 吉田聡司 研究開発課 課長 （兼務） 阿部宗平
，， 小林窟士香 技師 嶋大尚
，， 中村智之 ，， 松木敬

ク 二宮忠之 ク 細村誓一
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センター一

事務局等配置図 （平成1l年6月1日現在）

（席の数字は内線電話番号）
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特許等堂録済み物件一覧 1999年3月31日現在

件名 種類 出願窒録の経緯 共同出願人

斜面調査用簡易貫入試験機 意匠登録 出願昭57-40580 S57,09,07 

登録第635530号 S59.07.24 

鋼製スリットダムB型 意匠登録 出願平 1-22480 新日本製鉄（掬

登録第022480号 日鉄建材條

河川内堰堤用枠体 意匠登録 出願平 1-022480 HOl.06.20 新日本製鉄卸

登録第815782号 H03.05.l5 日鉄建材卸

砂防ダム流出土砂調節用水抜孔の 実用新案 出願昭58-154352 S58. l 0.06 

閉塞防止装図 登録第1765104号 HOl.03.22

土木工作物構築用エキスパンドメタル板 実用新案 出願昭61-169451 S58. l 1.30 共生機構

登録第1847694号 H03.0l.29

摩耗防止用ゴム弾性補強材 実用新案 出願昭61-010973 861. シパタ工業條

登録第2035466号 H06.l021

橋脚用保護材 実用新案 出願昭59-159714 S59. l 0.24 シパタ工業閥

登録第1973761号 H05.07.l4

銅製アーチ型格子による砂防堰堤 実用新案 出願昭63- 4523 S63.0 l 18 住友金屡工業卸

登録第1994817号 H05.ll.26 

土留擁壁の構築方法及び土留擁壁 特許 出願昭58-124356 858.07.08 共生機構

構築用コニット 登録第1462418号 S63.1014

中空中詰め重力式コンクリー ト 特許 出願昭59-226849 859. l 0.30 共生機構

土木工作物及びその構築方法 登録第1626625号 H03l l.26 

砂防ダムの水通し天端 特許 出願昭58-214022 858.11.16 シパタ工業卸

登録第1800686号 H05.1l.12 

土石流用プレバックドコンクリー トダム 特許 出願昭58-232559 S58.12.07 川鉄建材工業卸

工法及び装置 登録第1655976号 H040413 

銅矢板セグメントセル構造物の 特許 出願昭60-19382l S59.09.04 共生機構

構築方法 登録第1706175号 H0410.27 

鋼矢板セグメン ト部分 特許 出願昭60-274993 S60.12.09 共生機構

開□セル構造物の構築方法 登録第1706179号 H0410.27 

鋼矢板セクメン トダプルウオール 特許 出願昭60-274994 S60 12.09 共生機構

構造物の構築方法 登録第1717544号 H04.12.14

鋼矢板セグメン トをタイ部材とする 特許 出願昭62-290600 S62 01.19 共生機構

ダプルウォール構造物 登録第1790801号 H05.09.29

ハイブリッ ト構造スリットダム 特許 出願平5-173558 H05.06.22 共生機構

登録第2576020号 HOS.ll.07 

オープン型銅製砂防堰堤 特許 出願昭62-123874 新日本製鉄（樹

登録第1790780号 日鉄建材卸

流砂現象解析法 特許 出願昭62-173765 862.07.14 

登録第2876021号 Hl1.01.22 

弾性袋型緩衝材 特許 出願昭63-014648 S63.01.27 八千代エンジニャリング卸、

登録第2584812号 H08.ll.21 卸ブリヂスト以シバタ工業（樹

樹木を保全した状態で斜面を 特許 出願平3-339267 H03.10.24 

安定させる複合補強土工法 登録第2116453号 HOB.12.06

透過型流木発生抑止工 特許 出願平5・141465 H05.05.l9 川鉄建材工業（樹

登録第2608018号 H09.02.13

伏篭式のスクリーン皓渠体を設けた 特許 出願平7-344746 H07.12.07 新日本製鉄卸

砂防ダム及び伏篭型のスクリーン暗渠体 登録第2724454号 H0912.05
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テレホンカード・手拭い及び腕章の作成

災害調査等現地調査を実施する際に聞き取り等でご協力いただく地元行政関係者及び地域住民の方々

等への感謝と当センターのPRとして、テレホンカー ドと手拭いを新たに作成いたしました。

このテレホンカードと手拭いのデザインについては、センター内で公募を行い、次長以上で構成され

る選考委員会において決定いたしました。

また、現地調査を実施する調査実施者の身分を簡易に判断できるように、当センターの名称を明示し

た腕章を作成しました。

ぃゞ．’`・ •、4 2』・ •J-‘`\1 ` →・.．マ必・・ ← r 
泣＊はどこからくるのでしょう

r白
~-叫：

テレホンカード 腕章

9 9 

唸闘：む素j
船忍っている「、しょう

A &  

¢-—令至

手拭い

出版物一覧

書名 編著者 発行年月日 備考

土石流災害調査法 池谷浩 昭和55年11月

土砂災害の実態 土砂災害年報編集委貝会編 昭和57年～毎年

北海道砂防計画論 北海道開発局 ・北海道監修 昭和63年6月

英和 ・和英砂防関係用語集 砂防関係用語編集委員会絹 平成元年6月

目で見る砂防水理模型実験 砂防 ・地すべり技術センター編 平成2年7月

砂防技術の変遷と展望 阿座上新吾 平成2年8月

流木対策に関する講習会テキスト 平成2年12月 コピー版

鋼製砂防構造物設骰事例集 鋼製砂防構造物委員会編 平成3年5月 白黒コピー版

砂防地すべり設計実例 砂防地すべり対策工罪設計実例編集委員会 平成3年5月

火山砂防計画策定（案）等に関する講習会テキスト 平成4年5月 コピー版

銅製砂防構造物設計便覧 鋼製砂防構造物委員会編 平成5年3月

砂防技術ー設立20周年記念出版一 砂防 ・地すべり技術センター編 平成7年7月

上記店範のお問い合わせ及びご注文は、

企酉部 (Tel03-5276-3271 Fax 03-5276-3391)までお願いいたします。
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ホームページの開設 企画部情報課

当財団におきましても、昨今のインターネッ トの普及に鑑みまして、ホームページを開設する ことと

いたしました。まだまだ未熟な内容ではございますが、これまで当財団で培ってまいりました研究内容

や砂防に関連する各種情報を整理し、 みなさまにご提供できればと考えております。

また、これまで機関誌 「SABO」や 「土砂災害の実態」などの冊子につきましても、インターネット

という新しいメデイアを使って、より分かりやすい形で表現していけるように進めていく予定です。

現在、ホームページは以下の構成になっています。

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

TOP-,-新藩情報

（ホ＿ムベ＿ジに新規に追加された情報の紹介）

1-STCの概要

（理事長挨拶、組織構成等）

一ー 事業案内

（事業概要について各項目ことに紹介）

ヒー 出版物案内

(STCで出版（販売）しているものを紹介）

トー 土砂災害の実態

（「土砂災害の実態」 ホームページ版）

←ー機関誌 「SABOJ

（準備中： 「SABO』のホームベージ版）

ト一 砂防の勉強

（準備中 ：砂防の技術的な内容について紹介）

←ー 砂防データベース

（準備中：基礎的なデータ、用語集等）

ー リンク集

（関係する名機関へのリンク）

財団法人 砂防 ・地すべり技折センター
... ,＂如90}9 ...，.,•ゅ

ヽヽこ會9

紺湿密がな中ぷぢとロ点(“̀

9工にご 1二。．I二 I
[..，→可― |＝ 一

ご•こ艶竃2 ＂̀....ベ・• " 9Cぷ鵬・し’胃．

”.,.-•-茄”占裳性内ず点紺仕し”"”’
=>財〇遭人 砂鰐 ・嶋すぺり1l附センター

T』』出エ'“’"“エ→m.n9... ,. 

言i事渭匡I
・ぷ泣ユお特汽ぷに甘浄討U畑．．に

學置寡内

醗園団翌蹄匹鴫澤箪泣四逗恥

`̂-
濯距職芦日ー

紺~'.Y.•""70''''-..口九心心

し

このホームページは、職員の手作りにより 、 コンテンツの作成 • 更新を行な っております。 現在は、

まだまだ手をつけた段階でしかありませんが、夢をもってこれから作り込んでまいりますので、暖かい

目で見守っていただけますようお願い申し上げます。

なお、ご意見 ・ご感想 ・ご要望等ございましたら、お気軽に下記までご連絡ください。

連絡先 ：E-mailwebmaster@stc.or.jp 
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平成10年8月災害において住民の避難誘導に活躍された
区長さんからのお便り

土砂災害ソフト対策研究会のメンバーは、平成10年 8月12日より 4日間、新潟県両津市東立島に災害

調査に出かけ、当時区長の端野靖夫さんに大変お世話になりました。

その後、平成10年災害の状況を載せた機関誌「SABO」No.61を送らせていただいたところ、次のよ

うなお便りを頂戴いたしました。災害対策に参考になると思われますので、ご本人の了解を得て掲載さ

せていただきます。

謹啓

陽春の候、費位益々御健勝にて御活躍の事と拝察致します。

過日は、 「砂防」誌、お送り下さいました御厄志、心からお礼申し上げます。当時を想い出し

乍ら拝読させて頂きました。

常々私達には、地元対行政と云うだけの視野しかありませんでしたが、砂防誌を通じ、多くの

方々が災害防止の為に一生懸命取組んでおられる事を知り心強く感じました。

以来 9ヶ月、 一時は壊滅かに思われた集落も各方面からの温かい御支援のもと、すっかり復旧

して、元の姿をとりもどして頂き、何事もなかったかの様に平穏な日々を過ごしております。

只々感謝で一杯です。

ヒャリング記事の中で11時に避難所へ入った、と 2名おられた様ですが、その通りです。とな

りの集落から人を走らせ安否の確認に 1回、避難の催促に 2回伝達致しました。

私も反省し又将来の教訓の一つにと韮く心に受止めています。

老人程、財産、殊に住宅に対する愛滸が強く、どうする事が出来なくとも見とどけたいの一心

で現場を離れようとしません。三浦嘉吉さん、車椅子で移動する身ですが、若い頃、亡父に手伝

って建てた家です。気持は理解出来るが、ハラハラさせて頂きました。

あってはならない災害に対処する心得の一つに、老人の愛着心を忘れず計算に入れる事を心に

刻みこまれました。

崩落ヶ所の急傾斜工事は急ピッチで進み、法枠組も 8分通り出来ました。只、道路、河川の護岸

修復工事が一向に進みません。再度大雨になれば更に被害が拡大するおそれがあるため心配して

おります。

取りとめの無い碩を連ねましたが、懐かしさと嬉しさでついペンが走りました。

お礼と併せ、益々の御健勝、御活躍を佐渡の空よりお祈り申します。

敬具

編集後記 樹々の緑が急速に濃くなってきました。この頃感 常気象の頻発に警鐘を嗚らしています。

76 

じられる猛暑、さ らに雨足のはげしい降雨について

は、植物の生長に寄与することを喜ぶと同時に、こ

れから本格的な雨期のシーズンを迎え、災害の発生

を危惧するものであります。ハワイのマウナロア山

の観測所では、約40年間確実に地球の炭酸ガスi農度

が増加していることを確認し、地球温暖化による異

・SABO vol.62 June.1999 

当財団としては、 6月から新しい研修生を迎え、

総合的な土砂管理、新工法、ソフト対策手法の開発

等を引き続き滸実に発展させ、かつ国際協力への支

援、土砂災害発生時の調査、研究体制の充実をはか

っていくことにしております。今後も関係者の厳し

い御助言をよろしくお願い致します （瀬尾克美）。



‘
 

至
-

シャーブ． 

-
．
 
．
 
．
 
．゚
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 
．
 

ブリヂストン． 

さくら銀行． 
頑榮

JR総武線市ヶ谷駅徒歩 1分

地下鉄営I'll有楽町線 ・南北線 (A2出口）徒歩 1分

都営地下鉄新俗線 (A2出口）徒歩 ，1分

SABO編集委員 （敬称略、 五十音顛）

委員畏

廣住 富夫元（財）砂防 ・地すべり技術センター理事

栗原 淳 一 建股省河JI!局砂防部領斜地保全課課長補佐

小林 稔 建設省河川局砂防部砂防課課長補佐

瀬尾 克美 （財）砂防・地すべり技術センター理事

邸橋 哲雄西武建設（株）常務取締役

中矢 弘明 （株）建設技術研究所取締役

森本 正1l召 神奈川県土木部砂防課長

渡辺 正幸 国際協力事業団国際協力軒判 貝

事務局

長谷川 貢総務部庶務課長 栢木敏仁砂防部

大滝左枝子総務部庶務課 吉 田 真也総合砂防部

黒川 典 及 企 画 部 梢 報 課 長 縞 大尚 砂防技術研究所

矢野 将之企画部情報課 酒井敦章斜而保全部

武田 愛企画部情報課
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