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巻頭言

理事長就任にあたって

友松靖夫 （財）砂防 ・地すべり技術センター理事此

平成11年 8月27日に開かれた理事会により、財団

法人砂防 ・地すべり技術センターの理事長に選任さ

れました。矢野前理事長のあとを受け、さらなるセ

ンター発展のために、微力をつくしたいと考えてお

ります。皆様方のご支援、ご協力をお願い申し上げ

ます。

>柊<

当センターは昭和50年 7月に創設されました。当

時、私は建設省河川局砂防課に勤務しておりました

が、公益法人の数はきわめて少なく、身近かには、

国土開発技術センターだけでした。それだけに当時

の砂防l見係者は、センターの創設に大変熱心でした

し、とりわけ砂防OBの方々による基金集め等のご

努力があって、無事設立にいたりました。

それから25年、今や砂防のシンクタンクとして、

砂防技術の発展に大きく寄与してきました。例えば

あの雲仙普賢岳の明火にともなって、火砕流や土石

流が発生しましたが、シミュレーション手法により、

いち早く被害区域を予測し、地元、島原市長や、深

江町長に提示して、避難命令の発令をうながし、そ

の直後にあの大火砕流が発生しましたが、多くの住

民の命が救われたことは記館に新しいところです。

25年間の各種の調査、研究成果の蓄梢と、それに

基づく砂防技術の進歩、発展は、学界や官界からの

協力もいただいて大変めざましいものがあります。

しかし、センターの運営といったきわめて現実的

な恨ll而をみますと、今や、行財政改革や中央省庁再

編成、地方分権といった流れの中で、今までの仕事

の流れや、仕組みが大きく変わろうとしています。

まさに激動の時代に入ってきています。いわば親元

ともいうべき建設省がなくなります。地方建設局の

組織改変や、工事事務所の統廃合が進められるでし

ょう。都道府県における公共事業の執行体制も大き

く変わっていくでしょう。このような流れの延長線

上には公益法人もその対象となる可能性もありま

す。ただこの場合、公益法人それぞれの技術力の評

価や、役割分担といった誂論もなしに、単なる数の

削減といった論理が先行することのないよう期待し

たいものです。

惨柊<

激動の時代の中で、私たちは、今あらためて公益

法人の役割や、使命といったものを認識しておく必

要があります。

たまたまこの原稽を杏いている 9月 4日土曜日、

日本経済新聞 （横浜版）「きょうのことば」に公益

法人がとりあげられていました。以下引用いたしま

す。

公益法人とは、 一般に民法34条に基づき設立され

る社団法人または財団法人を指す。

①公益（不特定多数の者の利益）に関する事業を

行う

②営利を目的としない

③主務官庁の許可を得る

などが主な用件。祭祀 （さいし）宗教、慈善、学術、

技芸などに1見する事業活動を行う、と規定されてい

る（以下略）。

公益法人の用件① については、少なくともセンタ

ーが行っている建設省や都道府県から受託している

調査研究業務や、センターの自主研究業務の成果は、

前述の意仙普賢岳に見られるようにすべて公共公益

に役立つものです。これこそが公益法人の使命でも

あります。受託事業は、その剰余金によってセンタ

ーの運営がなされるので、税務上は収益事業と見な

されていますが、実質的には、すべて国民の安全、

安心につながる公益事業だと思っています。

もちろん、剰余金を充当した、大学や研究機関の

若手研究者に対する研究助成基金や、砂防学会をは

じめとする諸団体のシンポジウムやワークショップ

等への助成、国際技術協力や技術交流に対する支援、

大学生を対象としたキャンプ砂防への支援など、多

くの公益事業にも積極的に取り組んでいます。

②の営利を目的としないという要件については、
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巻頭言

常に民間企業との役割分担を意識しています。例え

ば、 ①技術的に未確立で先駆的な業務、 ②行政が実

施する新規施策のための事前調査やその手法の確立

にかかわる業務、③技術的な統一性が求められる業

務等をセンター業務の中心に据えております。民間

企業ではないので、利益の追求は行っていません。

とはいえ、多くの役職員をかかえた組織であり、当

然経営汀任を担っているわけであります。当センタ

ーでは前述したとおり受託業務による剰余金（収益）

で運営を行っています。毎年、剰余金が出れば、内

部留保されますが、これからは指磁監督基準により、

その上限がきめられることになります。一般の方々

は、その額だけを問題にします。多ければ、「公益

法人のくせに儲け過ぎだ」の一言で片づけられそう

です。それにいたる経緯について理解してもらいた

いのです。

砂防・地すべりセンターが設立20年目を迎える

頃、私はセンターの非常勤理事として参画していま

した。当時、私の職場はセンターのすぐ近くでした。

組織も新しく、建物も新しいものでした。センター

は設立当初から同じビルです。当然ピルそのものも

古く、一室からのスタートで、空室が出ると拡充す

るという方式でした。「天井が低い」「水まわりがわ

るい」 「空調がきかない」 「使い勝手が悪すぎる」

等々、苦情をよく柑］いていましたので、 「20年の節

目にもう少し良い建物に移転したらどうですか」と、

何人かの方々にアドバイスいたしました。その恩恵

を、今、私が受けているとは思いもよらないことで

した。設立から25年、現在の内部留保は、スタート

から現在にいたる役熾貝の汗と涙の結晶です。

要件③については、もちろん設立時に建設大臣の

許可を得ています。しかし平成 7年から 8年にかけ

て、公益法人に対してさまざまな問題点が指摘され、

世論の批判を受けました。これを受けて政府は、公

益法人に対する指琳監督基準を策定し、各法人は新

基準にそうよう改善を求められてきました。もちろ

んセンターが個々の問題で指摘を受けたことは全く

ありませんが、新基準にそった寄附行為の改正を行

い、平成11年8月16日建設大臣の許可をいただきま

した。これにより、役員数や任期の改正とともに、

役員の梢成についても、さまざまな分野の方々に参

加いただき、幅広い視点から、今後のセンターの迎

営がはかられることになりました。設立25周年が、

新寄附行為による、いわば再生 1年目となります。

決意を新たにしているところです。

浣啜

以上に述べてきました法律上の 3要件のほかに、

技術集団であるセンターとしての重要なポイントが

あります。すなわち、 ①技術力の蓄積、②新しい技

術力の開発と利用、 ③技術力に対する信頼の確保で

す。

調査研究業務にたずさわる技術者個人の力磁の集

約がセンターという組織の評価につながります。あ

えて技術力としたゆえんです。

個人個人の技術力を向上させるためには、物 （現

象）の本質を見抜く眼が必要です。

宮本武蔵は 「五輪掛」の中で、「見の限と観の眼」

といっております。武蔵によれば、この 「観の眼」

によ ってのみ剣道の極意に達する ことができる、と

力説しています。

われわれが、調査研究のためにいろいろな現場に

出かけますが、単に現場を見てまわるのは 「見の眼」

です。何故こんな現象が発生したのか、原因は何か、

あらゆる角度から観察しその本質を見抜く 。これこ

そが 「観の1恨」です。

これからの砂防行政の中で、キーワードとなるの

は次のようなものでしょう 。 安全 • 安心、環境、緑、

コスト、危機管理、情報伝達、ボランティア、等々

でしょう。

これらの事象をわれわれは営に「観の眼」で見す

え、21世紀の砂防事業の進展に寄与したいものです。
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繭説

松下忠洋衆議院議員を囲んで

流域の土砂管理を主体として

................................................................ 
期日 ：平成11年8月5日 場所：赤坂「山王飯店」

出席者：安江、瀬尾、 保科、大田原、阿部、木村、 黒川、福原、葛西、向井

多分野にわたってご活躍されている松下先生に、

当財団が何をやっていくべきかについて論説の執鍮

をお願いしたところ、ご自分の思うところを直接セ

ンターに語りたいとのご提案がありました。今回、

松下先生のご厚意により、大変ご多忙のところを、

長時間にわたって親しくお話をする機会をつくって

いただきました。特に砂防関係者の方には毀重な資

料となると思われますので、忠実に記録したものを

ご紹介することといたします。

●松下 今日は、せっかくですから、いろいろな話

をしたい。今、瀬尾さんは砂防技術研究所長ですね。

砂防課のときに、砂防技術研究所をつくりたいと言

ったのは私なんですよ。田畑専門官もいたので、ぜ

ひ砂防 ・地すべり技術センターにそういう ものをつ

くりたいと。どういうように考えたかというと、今

ある砂防 ・地すべり技術センターは、現実の問題を

きちっと整理してやっていく 。現実対応というか、

計画をつくっていく 。しかし大事なことは砂防とか

地すべりとか、がけ崩れとか土砂のいろいろな動き

の問題で、もっと根本的に議論して整理しておいた

りしなければならないことがたくさんあるので、砂

防技術研究所をつくって、そこで基本的なことはき

ちっと整理する。そこで整理されたものを事業をや

っている皆さんの方に答えとして出して、地域から

要請があったものを解決していくという基本的なも

のが必要だ。両方を丸ごとでやっていたのではどこ

かで妥協してしまったりする。しかも、土木研究所

と迎って、現実的な対応をしなければいけないとこ

ろだ。地域の人たちが現実的な仕事の上で、根本的

な問題、困ったときに対応してほしいということで

つくったんです。

何をそのときテーマとして与えたかというと、は

つきり「これをしなさい」と言ったんですよ。それ

は‘土砂の流域管理”なんです。これは砂防計画に

かかわってくることであって、木村弘太郎さんが40

数年前くらいにつくった砂防の計画論というのは、

土砂の流れている実態に合っていないんですよ。あ

れは、大蔵省に対して、従来、定性的な説明しかし

ておらず、砂防を定泣的に説明して予符を獲得する

ために、調節誠というものをつくって、それが10%

で、将来の大きな崩壊に対応するために調節屈で対

応するんだ、そのためにダムをつくつていくんだと

いうことで、調節最の10％か20％というのは将来の

大きな崩壊土砂最に対応してやるということだっ

た。

それはそれで一応整理されたような形になるんだ

けれども、現実にそのような土砂の出方があるのか

ということや、砂防ダムの施設ができていくと土砂

の流出の仕方も変わってくるわけだから、今そうい

うことで直鞄の砂防計画をしていないんですよ。

今、利根水系でも土石流砂防をやっているわけだ

から、そうすると土石流対策砂防というのは要する

に地先砂防ですから、群馬県でやっていたら群馬県

の地先の人が負担金を払わなければいかんのです。

ところが利根水系砂l坊となると東京都民も 3分の 1

の一部を負担するわけですよ。茨城県も負担するわ

けだし千葉県も負担しているわけです。それは上か

ら下まで砂が一気通貫に流れていっているというこ

とでやっているんだけれども、土石流対策などはそ

うではない。

そうすると利根水系砂防を真正面から議論してい

くと木村構想でもなくなるし、直轄砂防の計画論で

もなくなるし、極めてあやふやな問題になってくる。

それだったら補助率を 3分の 1にしなさいというこ

とになるんですよ。直轄砂防でも本当に下流の方に

影響のある施設なら 3分の 2やっていいですよ、し

かし士石流の地先砂防だったらこれは 3分の 1でや

って、あるいは急傾斜でやっているんなら 2分の 1

でやって、あとは地元の県が負担しなさい、こうい

う形になってくるわけです。そういう準備をしてお

かなければいかんなと思ったわけですよ。
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譲説

治山事業などを見ていると、上流の直轄治山など

は、日光の奥の方でもやっていますが、あれは下の

方の茨城県は負担していないですからね。我々 は、

上で治111事業をやるので、あるいは緑の森林をつく

りたいので水源税を取りたいといって、やっては壊

れ、やっては壊れているわけですよ。それを取りた

くてしようがないわけですよ。下流の東京都とか茨

城県や千葉県から、上流で治山事業をしたり森林監

備の仕事をしたりして緑を復活させるための事業に

水源税として幾らかを負担してもらいたいわけです

ょ。ところがそれができていない。

ところが直轄砂防は現実に水源

税に匹敵するようなものを取って

いるわけですよ。 3分の 2は国が

持つ、 3分の 1は都道府県が持つ、

その 3分の 1の負担割合は群馬県

や茨城県、東京、千業県まで含め

て、東京や千葉県は少ないけれど

も、持っていて、明らかにそうい

うところから取っているわけです。そういう理屈に

なるわけですよ。だから治山の林野庁の仕事から見

れば非常にうらやましいわけです。

そのような流れの中で、特に直轄砂防計画にして

も説明し切れない。建設省に入ってすぐ木村構想を

勉強して、どうも納得いかない。おれは頭が悪いの

かなと思っていたんだけれども、やはりどこか土砂

の流れに無理がある。それで僕は砂防百年事業のと

きにみんなで議論をして、 21世紀に向けて砂防は何

をすべきか、 100年たって何を勉強して何を課題と

して残したかということで、都市砂防だの流域砂防

だの、土石流対策だの、ダム上流砂防だの、砂防の

経済効果だのいろいろなテーマごとに分けてそれぞ

れ議論したんですよ。あれを見てもらうと今と大し

て議論は変わっていないんですよ。

そういうものをやったときに、僕は流域の土砂管

理をすべきだと言ったんですよ。今日のテーマはそ

れなんですよ。それでいろいろな議論を始めたんだ

けれども、だれも乗ってこないんですね。当時、兵

庫県砂防課長の内田さんだけが 「そのとおりだ」 と

言った。

何をしたいかというと、土砂は基本的には流さな

ければいかん、海まで流そうということですね。そ

れが害のないような形で流していけばいいんだ。そ

の流すべき土砂は上流の水源山地を含めてどのよう

な状態で流域に存在しているか。あるところでは山

が崩れて大規模崩壊になってどんどん出てくる場所

もある。それからあるところでは地すべりがあって、

今急には出ていないけれども、ひよっとして強い雨

だったら一遍に出てきて、ダムアップするかもしれ

ない。またあるところは表土が侵食されていて、と

にかくザラザラ流れてくるところもある。またある

ところでは山はきれいになっているけれども、渓流

を見たら渓流にものすごく土砂がたまっているとこ

ろもある。また何もないけれども、きれいな山で渓

流は岩盤だけれども、よく調べて

みると将来大規模崩壊が起こると

予測されるようなところもあると

いうことで、土砂のあり方という

のは流域でそれぞれ違うわけです

ね。

今言っ たようにすぐ出てくる

か、将来どうなのかということが

あるので、それをしっかり把握し
＼曹 ー;' .̀... !̀!!9• 賣

ていて、河床もどのようになっているかということ

も把握して、それを100年なら100年の間にどのよう

に治めればいいかということを考えればいい。例え

ば天竜）IIを考えてみれぱいいんだけれども、右岸と

左岸では全く迎うわけで、濯l切り”のある右岸と左

岸側とは遥うわけですね。そのときに同じ施設をつ

くって、木村構想というようなよく説明し切れない

ような計画をつくって流しているようではだめだ。

仮に民家が沢山ある、そうするとそれは守らなけれ

ばいけないから、ここは土石流対策が必要だと思っ

たら、そこを土石流対策として完全に土砂が出てこ

ないようにする。また、流木も出てこないような工

法にして守る。上流が荒れていなくてもそういうも

のをつくっておけぱいいんですね。

それから、今まさに大規模崩壊があると言ってい

るようなところには、徹底的に砂防事業をしていか

なければいかんだろうと思うんですよ。それで全部

止めてしまったりすると、下流は土砂を必要として

いるわけだからそれも問題となる。将来壊れるかも

しれないが今は崩壊はなくきれいだ、あるいは河床

には土砂がある、そういうところは土石流にならな

いように安全に流すような方法もあるかもしれな

い。そうすると、砂防工法を変えて、例えば橋本規

明さんがやっている急流河川工法などをまねて、全

部止めてしまわなくても、水制工をつくつていきな
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がらできるわけです。また、大きな穴をつくった砂

防ダムをつくって、大規模な山津波が来たときには

止められるようなアーチ型のようなものをつくって

いればいい。普段は、土砂はそこを流れていい。

それから、ここは流木があったら流木を止めりゃ

いいんだし、土砂を止めようと思うんだったら杭を

打ったり鉄を使ってやっていけば止まるわけで、今

ある河川砂防技術基準に書いてあるようなものを、

判を押したように同じようなことをするのは間違い

だと思ったんですよ。僕はそれをずっと言い続けて

きた。だからエ法もそれぞれの流

域に合った砂防工法が必要だし、

流木止め工法が必要だし、渓流対

策が必要なわけで、そういうこと

をしながら、河川が必要としてい

る、海が必要としている土砂は流

していくということをしなければ

いかん。

今出てきて困る土砂というの

は、土石流で人が死ぬか、あるいは大規模な崩壊が

起こってダムアップしてそれが一挙に流れてくるの

に対応できるかということです。今、直轄砂防をや

っていたって、 これは怖いというようなところがあ

るかというと、大分違ってきただろうと思うんです

ね。そういうところはもっと流域の土砂管理という

思想を入れて、どこにどういう状態の土砂があるの

かということを全国の流域ごとに押さえていく。土

石流渓流は士石流渓流として調べ上げるし、地すべ

り地は地すべり地でやる。それに対応して必要なも

のは海岸まで流していくという考え方でどういうエ

法がそれぞれに必要なのかということを考えるべき

なんですよ。

それで僕は、天竜川が一番わかりやすいので何か

そういうものをしようかなと思ってやり始めたこと

があるんですよ。その相談に行ったらもう芦田さん亭

が始めているわけですよ。今横浜の市長をしている

高秀さんが論文を書いているんですね。僕だって天

竜を見ているとそう思うんですよ。それは芦田さん

が知恵をつけたんですよ。芦田さんと話をしていた

ら、松下さんの言うとおりだ、現実に佐藤 • 吉川 ・

芦田式を使って芦田さんは天竜川をモデルにして土

砂の流出モデルをつくったんですよ。僕の思ったと

＊芦田和男氏（元京都大学防災研究所長、名脊教授）

おりの感じになっているわけですよ。

でも、芦田式でやっても実際にドーツと出てくる

土石流や地すべりの土砂を流すということはできな

いのではないかな、計笠上どうなるかなと思ったけ

れども、 何かやっておったよ。論文は論文でできた

んだけれども、論文だけでとまっておって実際に砂

防計画でそれを応用している気配は全くない。僕は

そこで河JI!砂防技術基準は無視して、太田切川で砂

防をやるときに、そこにある岩を使って撤底的にや

った。周り に石を全部並べて、河川全体が魚道にな

るような床止めをずっとつくって

いったわけですよ。下から見れば

床固エが入っているとは思わない

です。でも勾配は緩和されている

わけであるし、子供たちが遊びに

来て、本当に一変するくらいの河

川になっているわけです。現地の

石をきれいに並べてやったわけで

す。初歩的だからちょっとなじま

んところもあるけれども、そのような形にして、砂

防技術書にとらわれないで土砂を流す計画をつくつ

ていかないと流域のことは下流にも説明し切れない

ですよ。

それで僕は国会に行ってから、そのことを議論し

たんだが、砂防でもなかなかできないんですよ。河

川砂防技術基準があるんですよ、昭和51年から52年

にかけてつくった。砂防の方では打荻さんが中に入

って砂防計画論をやっていたんですよ。あの計画論

を見てもまだよくわからないですね。説明し切れな

いんですよ。あのときも流域全体を考えて許容流砂

派を流していくこと、という ようにしているけれど

も、あれはよく説明し切れないね。一生懸命覚えて

暗記しても忘れてしまうんですね。やはり実際の土

砂の流れに従っていないからじゃないかな。

だからそういうことを砂防技術研究所でしてほし

いと言ったんですよ。土木研究所もしないんですよ。

実際的なそういうものをつくつて、各流域ごとに砂

防計画論を考えてほしいと。天竜川、利根川、常願

寺川など流域ごとに、将来海岸まで害を与えるであ

ろう土砂がこういう状態で存在しているということ

を整理すればいいわけです。それらの土砂を安全に

また海や下流が必要としているものを流してやれば

よい。エ法は自由にやる。

そうすれば、砂防工法もおのずと述ったものがで
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きてくるだろう。あるところからはどんどん土砂が

出てくる、そこは一定批止めなければいかんけれど

も、せっかく出てくるんだったら必要なものは下に

流していけばいいんだから、つくるときから大きな

穴のあいたダムをつくってもいいし、もっと楽しい

砂防工法ができると思うんです。天竜Jilの右岸と左

岸と同じものをつくるのは間述っている。

天竜川では、むしろ右岸の土砂を全部流すように

して、左岸側の大西山とかああいう大きいのが出て

くる可能性があるところは、思い切ってそういうも

のに対応するようなものをつくっていく 。それから

集落があれば土石流対策だ、あとは砂防ダムに大暗

渠の断而をつくればいいわけだし、ここに流木止め

でもつくっておけばいいんではないか。あるいは急

流河川工法なんかで水制工をしていけぱいいという

ことですよね。

それから鹿児島のシラスなどを見ていると、前法

を急にする必要ないと思いますよ。あれも計尊して

みたけれども、どうもわからないんだね。フィリピ

ンのマカティ地区の高級住宅街に行くと、車がスピ

ード出して走れないように100メー トルおきに道路

が盛り上がっているわけですね。それと一緒で、い

ろいろな工法を考えていけばできる。そうすると経

済断而になるわけですよ。シラスなんか細かい砂ば

かりなんだから、前法 2分の高いダムをつくる必要

はないと思うんだね。

国会でも議論して、河川計画課長も砂防課長も、

「そのとおりで、河川砂防技術基準の見直しも始め

ることにいたします」と言ったんだね。それを変え

ないと今のようなことが実現できないんですよ。で

きてもう20数年たつわけだからね。そういうものを

考えて土砂の流域管理が大事だということを言って

いるんですよ。そうすると砂防工法も楽しくなるん

ですよ。そのようなことを砂防技術研究所はしなけ

ればいけない、そういう約束だったんですよ。それ

で田畑も「そうだ」と言った。益子所長は何をして

いいのか理解していなかったのではないか。僕から

言えばそういうのをしてほしいと思っているんで

す。楽しいですよ。北から南まで流域で土砂がどう

いう形であるのかというのを調べていけばいい。

●センター 今うちの砂防部では本省から新たな宿

題が出ているんです。例えば利根水系の場合ですが、

東京都をはじめ千葉県や埼玉県が金を負担している

というのを、どうやって説明するんだということを

今からもう 1回やるのかといったら、そういった観

点とはちょっと違うんですね。今、センターはシミ

ュレーションがものすごいんですね。では利根水系

の上の方の土砂の流出が千葉の河口まで出てくるの

がシミュレーションで説明できるかというと、それ

ほどのシミュレーションでもないと思うんですね。

流域の土砂の管理というのはどこまでが及ぼす範囲

なのかなというのを改めて考えてみなければいけな

い話ですね。

●センター 利根水系砂防だけだったらキャスリン

台風のときに東京都は持つべきだった。だけれども、

現状になったらどうかな、今の姿でどうかという見

直しはやはりやっていかなければいかんわけです

ね。

●センター それに合った砂防工法ならいいと。

●松下 砂防の目的は、 土砂の流れとあわせて森林

をつくることで水を醸成して出すことにも貢献して

いるという理屈をつくって、それはダムを介して流

れていくということになってくるわけだから、そこ

との関辿もつけながら、ダム負担金も出さなければ

いかんし、金を持っているところから取ればいいん

ですよ。 しかし群馬県で土石流をやるんだったらそ

れは下には負担かけない。 しかし、緑になっていく

ものについては撤底的に取るということもやってい

けばいいし、林野庁と一緒になって議論はできるか

もしれないと思う。しかしやり出すと、今の世の中、

金を削ろうとしている時代だから、ポーツとやって

いたらどんどん金を取られてしまって……。

とにかく今は災害対策をきっちりすることが大事

で、そのためには予防砂防というか、そういうもの

をきちっとしていかなければいかん。それは直轄砂

防区域であろうとそうでなかろうとしっかりやるべ

きだ。広島のような災害を見たり、長崎だとか、福

島の災害などを見ていると予防砂防は大切だ。今の

直轄砂防は見直すべきだ。今のままなら撤退すべき

だと思う。

直轄でやっている区域とそうでない区域との間に

整備に差が出てきて、災害が起こっている地域を見

てみると、ほとんど施設が入っていないというか、

もっと全体を見て砂防の施設配置計画をたて、必要

なところに配分すべきだという議論が出てきますよ

ね。

●センター 今のはちょっと誤解を招くような発言

だと思うんですが、流域砂防から撤退していいとい
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うことは、さっきは流域土砂管理と言われましたね、

流域土砂管理と流域砂防というものとは……。

●松下 今やっているような直轄砂防からは撤退した

方がいいということですよ、説明つかないから。だ

から、流域の土砂管理をきちっと仕上げて、それに

応じた砂防工法をするんだったら下流の東京都から

も金を負担してもらうという仕組みをつくればいい

わけです。土砂を止めるのは土石流でやります。し

かしどこかで流れていくからその分は少しはいただ

きますよ。緑に復元する分は下流からも負担しても

らいますと言えばよい。

●センター ただ、地先だけだというように割り切

るにはまだ早いんじゃないでしょうかね。今のとこ

ろはモニタリングをしてやろうという形で、実際に

天竜川にしてもそうですし、いろいろなところで流

域的なものがどれだけ関係するかをもう 1回さかの

ぼって見ようとしているんですよね。

実は今、センターの砂防技術研究所が計画して、

研究所のスタッフといっても限られておりますの

で、今のところセンターの技術屋はすべてが研究員

だと、そういう心意気のもとに自主研究を実施して

います。シミュレーション研究ということもテーマ

の一つになっていて、山の上から海までシミュレー

ションを具体的にモニタリングなどのデータを入れ

て、そういうのがどこまで説明できるのかを検討し

ています。特に時間のスケールを入れて、プログラ

ムをつくったりしてやっています。できれば巾閥的

にそのあたりの成果も先生に開いていただければあ

りがたいなと思うんですが……。

●松下 それと現実的な問題として、例えば桜島と

か姶良カルデラ周辺を含めて危険地がたくさんあっ

て、大雨が降ったらまた平成 5年 8月6日の災害の

ようになるところがあるわけですよ。本当はああい

うところも含めて新しい直轄砂防というものを生か

してもいいわけですよ。ところがあそこで直轄砂防

をやろうと思ってもできないわけです。それは県が

二つにまたがっているとか、それからエ法が難しい

とか、砂防法 6条であるとか、そういうところに合

うところを探していったって、今本当に砂防法に合

うような工事はどこかでやっているのか、砂防の事

業を維持するとか、純粋に砂防のあり方を考えたと

きに、どこにどう予符を配分してどういう負担割合

でどうしたらいいのか、そして新しい直轄砂防に取

り組んでいくということも必要ではないか。

砂防と治1J」との調整も限界があって、 1年間に10

億円か20億円くらいの事業規模しかできなくて、本

当は500億円くらいの規模でやれればいいと思うん

だけれども、そういうことを県知事とか県の実際に

やっている担当者ともとことん話し合って、新しい

災害対策、それから海岸が必要としている土砂、河

川に集中している土砂を流すための我々のやるべき

仕事というのはどういうことなのかということを話

し合ってやらなきゃいかんのではないかと思うんで

すね。

●センター 私どもそういう実務に当たっていろい

ろ考えるときに、砂防は砂防でこれまでは土砂を止

める、あるいは今で言いますと、流域総合を考えた

ときに下流に対して無害の土砂を流しましょう、そ

の背景としては、海岸線が後退している、河川も河

床が低下している、だけれども、実際に連続して土

砂を流そうとするときに、砂防、河川、悔岸という

プロックごとにこれまで個別に土砂を扱ってきて、

そこの中で対策をしていたものですから連続性がな

い。もっと具体的に1れし上げますと、計画高水流抵

も述うし、許容流砂菰という概念も全くないわけで

す。

そういった中で砂防ダムでスリットあるいは大暗

渠とか無害の土砂を流そうという計画があっても、

河）II改修のところで、流路工の中で湾[II1の蛇行する

ところで土砂がたまってしまったり取水堰があった

りして、そこで土砂が不連続になってしまう。そう

いうことを考えますと、砂防、河川、海岸という枠

を一気通貫とした計画を持つような場が議論されな

いと、さっき先生がおっしゃったような流域の問題

は解決できないのではないかと思うんですね。

要するに、砂防でやるだけのプロックを考えます

と限度がある、それをなくすためにはどうしたらい

いかといいますと、さっき申し上げましたように、

上流から下まで河床の変動の特性を知ると同時に対

策工をやるためにもっと行政が一体となった仕事を

しないとなかなか難しいのではないか。最近考えて

います具体的な例を申し上げますと、土砂を流しま

しょう、これは危機管理に対応したダムでいいと考

えましても、合流点あるいは下流で河川改修が遅れ

ていますと土砂は流せません。ではどうしたらいい

かというと、砂防はそこで、その河川改修工事に見

合った土砂は当而流しましょう、だけれども、これ

から21世紀を迎えたときに、おそらく新しく施設を
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つくるということよりももっと管理的なものが必要

になってくるのではないか。となると砂防の構造物

そのものも21世紀を迎えた管理を考えながらの構造

物をつくらなけれぱいけないのではないか。現状は

これだ、河川改修を見て、海岸の状況も見て、こう

いう状態であるけれども、将来はこれが望ましいと

いう姿を見据えた上でそういう砂防計画、施設を考

えるべきだろうと最近つくづく感じているところな

んです。

●松下 そのとおりですよ。ですから僕が言ってい

るのは、多目的ダムというか、大きなダムが完成し

たりすると砂防計画が一変するんですよ。だからな

お流域の土砂箭理ということを言っているわけで、

ダムができたときとできなかった場合を考えると、

できたら海岸までの土砂の流れは変わるわけだか

ら、そこで一たん切れるわけだから、海岸で必要と

している土砂をどう流すかというと、今度はその下

から流すほかないわけだから。やるんだったら将来

の大規模崩壊に対応する工事をやるとして、あとは

大きな穴をあけて流していくとか、そこで何もかも

止めてしまうような砂防工事ではなくて、 100年か

50年に 1度起こるものに対してきちっとしておかな

ければならない、あとは土砂を流してその維持管理

をすればいいわけですよ。

流域土砂箭理で一番大事なのは、土砂の流れを海

岸までフォローしながら、過去の経験も入れて対策

工法も変化していくということなんですね。最後は

あなたが言ったように維持箭理になりますよと、そ

こがものすごく大事ですよ。今それがほとんどない

でしょう。直戟はつくるだけですから、プロジェク

ト・ワークオフィスですから、終われば県に引き渡

すということですから。その引き渡しをしない。ま

だ治まっていない。渡すところまでいかないから継

続してやっている。

しかしそういう雑念を一切払って、土砂の流れを

追いながら、今、何が流せない土砂で、何が流せる

ような土砂なのかというのを 1回流域ごとにきれい

に洗ってみて、そこから我々の存在価値が見えてく

る。砂防で維持管理が必要だということを直轄を含

めて、新しい要語に対して法律をつくればいいわけ

ですよ。

そういうものを含めて流域の土砂管理という思想

を、上から下まで一気通四流して、ダムも入ってい

るわけだから、そこで土砂がどう切れるのか。新し

くどうすればいいのか。海岸まで流せるのかという

ことを検討していけばいい。これからは維持管理だ

し、直轄砂防という概念をどこに求めるか、ある而

では現在のやり方での直轄砂防から撤退し、別の新

しい意味をつくってもいいのではないかと思うんで

す。そして必要ならあらためて下流の東京都からも

負担してもらう。美しい水を砂防によってつく って

いるんだと。それと林野庁の治山、森林整備との合

体、協調だね。

それはものすごい大改革になるんだけれども、砂

防法は100年たってそれは立派な法律だし、砂防の

目的そのものでやるべきところはたくさんあると思

うんだけれども、利根川を見たり、常願寺川を見た

り、多治見の砂防を見て、地域の特徴ある新しい直

轄の考え方は必要だね。

●センター 日ごろ思っていることなんですけれど

も、今、時間雨位で50ミリ降っても昔みたいな大き

な災害は起きなくなった。ただ、小河川で建設省と

補助河川が連結するような区間のところで意外とエ

事が遅れておって、しかも災害が多いのではないか

と思うんです。それはなぜかというと、さっき言い

ました計画論の違いもありますが、もう少し流砂の

全体的な述続性を考えたり管理を考えたりすると、

従来の砂防工法にこだわらないような、イメージと

しては扇状地の流路工みたいな、改修工事の流路工

というイメージしているんですけれども、そういう

接合部の対策というのは、災害の関連であまりニュ

ースにはなっていませんが、これからは多分出てく

るような気がするんですが、その辺は先生はどのよ

うにお考えでしょうか。

●松下 やはり河川砂防技術基準を全部見直さなけ

ればいかんと思うよ。それと、砂防だ河川だと何と

なくできておって、そこのところの議論を（例えば

流路工だったら河床勾配100分の 1までで、そこか

ら緩いところはしないとか。それは例外もいろいろ

あって、歴史的なことでここは砂防がやるんだとい

うようなことになっているけれども）一度流域ごと

に課題を整理しておく必要がある。そのときの整理

の仕方は流域の土砂管理なんですよ。それに応じて

ここは維持管理を徹底的にするとか。ここは土石流

対策をするとか。ここは大暗渠で100年後の大崩壊

に備えるところで、小規模崩壊などはどんどん流せ、

それに対する災害復旧とか急流河川工法でこうして

いけぱいいと。そんなことを含めてもっと少ない予
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算で効果的な方法でやれるのではないか。そのよう

なことも考えないといけない。何のシミュレーショ

ンをしているか知らんけれども、流域の土砂の状況

に合わせた砂防をし、魚も上っていくような形のも

のにしていかないといかんと思うんですね。

ですから、前年度伸び何％という予算の累進制度

でやっていくことが海外の枝術協力も経済協力も含

めてみんなおかしくしているところがあって、前年

度何％と必ず前年度より伸ばしていかなければいか

んのか、何倍も増やすところと減ってもいいじゃな

いかと思うところもあるわけですよ。

●センター 計画論がはっきりしていないというこ

とですかね。

●松下 必要なことは必要なんですよ。それは広島

のようなことが起こるし、研究をもっとして予知予

測能力を向上させるなど流域の土砂管理が必要なん

です。そういうことを砂防技術研究所はやるべきだ。

流域ごとの土砂管理をやる。しかもそれは実際的な

んだから。そこで得たものをセンターの技術各部の

方でやっている仕事に生かしていく 。そして建設省

の方にも問題提起をしながら、こういう計画論でや

っていこう。ついては砂防法を変えようと。そうし

たらすぐつくってあげますよ。 3ヶ月で通せるはず

です。

●センター 今、先生がおっしゃったことまさにそ

のとおりです。センターの中でも議論をさせていた

だいています。今までの基本計画はおっしゃったよ

うに説明できないところがたくさんありまして、土

砂の出方とかそういうものを、 一つの洪水だけでは

なくて、 10年、 50年、 100年といった流れでこれま

でどういったことが起きたかということを確認して

いこうといった議論をしているところなんです。今

までその場所でどういったことが起きたのか、これ

からどういうことが起き得るのか、そういうのをま

ず把握した上で説明できる土砂の流れというものを

考えようということで今議論をさせていただいてい

ます。

今までどういうことが起きて、これからどういう

ことが起きるのかというのを災害シナリオという形

で説明できたらどんどん外に向かっても言えるし、

いろいろな意味で違った砂防事業ができるのではな

いかということで、砂防課の調整官とか補佐等の御

指示をいただきながら議論をさせていただいている

ところなんです。

●松下 シミュレー ションをやるというんだった

ら、まずありのままの何も施設が入っていないまま

で1回土砂を流してみる。それを50年間流してみる。

そのあと現在の大規模な施設を入れて流してみて、

そして海岸線までどんなことが起きるのかシミュレ

ーションしてみる。海岸の維持も必要なんだから、

大ダムから下は土砂を止めない。するなら100年後

に備えて大暗渠をつくって土石流対策をしておく 。

流木止めをつくっておく。また急流河川工法で流し

ていくことを考える。上流域は大ダムの問題もある

から徹底的にしていくとか、そういうものを入れな

がらシミュレーションをして、この赤く塗ったとこ

ろが土砂が流れていくところだったら海岸までどの

ように流れていったかくらいわかってきますよね。

そのように形でしてみる。

●センター これまでの直轄砂防を否定する人はい

ないんですけれども、今後今までのような形で必要

かというのは必ず経済学者の先生から言われるんで

すね。

●松下 一定の整理というか、法律改正と技術基禅

の改善なんですよ。そのもとはやはり土砂の流れな

んですよ。我々の対象とする土砂がどういう状態で

流域に存在しているか、今危険なのと将来危険なの

と、この 2つだから。今危険なのは山にあるか、地

すべりなのか、渓流なのかによって分かれています

のでね。そして、 下流の海まで流してやるという計

画論だね。

●センター 舟運をやっていたときの淀川砂防とい

うのは必要だったんです。だけれども、今の淀川を

見てそのままやり続けるというのはやはりおかしい

ですね。

●松下 役人は周囲が黙っていればいつまででもや

っているわけで変えないんですよ。その方が安心で

すからね。だから大蔵省も御存じのように、日1立銀

でも長銀でも平気でやるわけだから。そこは変える

べきですよ。

これは全く次元の迩う話なんだけれども、国の予

算は81兆8,601俯円なんですよ。「ハイ、ヤロウ、ア

トイッポン」というんですよ （笑）。 1億2,500万人

いて税収は50兆円ですよ。50兆円切って47兆円しか

入らないんですよ。予符は80兆円で組んでいるんで

す。50兆円しか収入ないのに30兆円は借金で国債で

す。利子をつけて返さなければいかんわけですね。

支出は幾らかというとやはり50兆円あるんです。30
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兆円は国債の返遥が半分、あとの半分の15兆円は地

方交付税として国が県や市町村にやるわけです。

●センター 最近はアカウンタピリティの世界に入

ってきますね。なぜこれが必要かということを言わ

んといかんのですよね。

●松下 金の配分の仕方が間違っているんじゃない

んですか。予算がどんどん伸びているときならいい

ょ。福田大蔵大臣が異常異例と言って本予符でも

20％伸ばしたんですよ。補正でまた30％くらいつけ

たんですよ。 1年たってみたら1.5倍になっている

わけです。そういう時代が4~5年続いたんですか

ら。それで50年代に直轄砂防を入れたり、それはそ

れでいいんですけれども、大きな直靱砂防を広げて

いったんですよ。そこから今の500兆円の借金地獄

が始まったわけだから、国家的価値から見ると治111

ともっと上手に連携しながら安くて効果的な工法を

張って、しかも土砂の流域管理が一番大事なので、

土砂管理をしてそれに必要な対策工法を楽しくつく

っていけぱいいわけですよね。

その中には当然維持管理も入るし、新しいものも

入れていかなければいかんだろう。今の直轄はプロ

ジェクト ・ワークオフィスで、たとえば5年間やっ

たら引き上げて次に行くのだから、本来は直轄で維

持管理がないというのはおかしいが、原則は補助砂

防なんだから。そして異常異例な場合と両県にまた

がる場合に直轄でやる。こうなっているわけだから、

補助で県がやっているのを応援するのが主流なんで

すよ。それが主体でやっているわけだから。地すべ

りとがけは別ですよ。

●センター 私が監察官のときに河川事業が監察対

象となりまして砂防をやったんです。そのときに砂

防法などを読んでいて、もう 100年になるなという

ことでいろいろ調べたんですが。砂防法は河川法よ

りも 1年後にできましたね。今もずっと生き続けて

いますけれども、どういう方が砂防法をつくったの

かちょっと興味を持っているんですね。要するにそ

こまで考えていたわけですね。その後、河川法は大

改正があったわけですね。まだ砂防法はずっと生き

続けているんですけれども、民法と同じく片仮名で

すね。そういう意味では大したものだなと思ってい

るんです。どなたが携わったのかなと、その辺を私

もちょっと知りたいなと思っているんです。もしお

わかりでしたら教えていただければと思います。

●松下 一般的なことしか知らないので説明できな
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いんですが、やはり淀川が出発点で、淀川水源砂防

法から始まっていったというのですけれども、それ

はあくまでも原点です。河川法と森林法が明治29年

にできて、それだけではEl本のこの急流河川は治め

られないということでそれを補完するという意味で

砂防法ができたのは間速いないんですよ。河川法の

補完法なんですよ。ですから、治水のための砂防と

なっているのはそこにあるので、砂防だけで独立し

て治水を完成する思想を持っていないんですよ。治

水上の砂防ですから、あくまでも河川法を補完する

ものとして、治水を助けるという意味でやったもの

なんです。それは治水をやっていくための河床が上

がってくるのを防ぐという淀川からの発想だったこ

とは間辿いないんです。

そこで 3分の 2と補助率をしたりしているのも、

ほかの治水畢業から比べていくと高い補助率でやっ

たのは間追いないと思うんですね。

●センター たまたまその法律を作成するときに携

わったという方も余り出てこないんですよね。技術

の人が携わったのか、それとも法律屋さんなのか、

その辺がわからないものですから……。

●松下 僕も聞いたことがあるんだけれども •••••• 。

●センター 法律なんか見ているとどなたがつくつ

たのかなとちょっと疑間が起きますね。今の法律だ

ったら政府の人が携わってどういう人が考えて出し

たかというのは何となくわかりますけれども、明治

の時代にあれだけの法律をつくったというのは……。

●松下 渋谷君がうちの補佐になって来てくれたと

きに、彼が徹底的に調べたんですよ。古いのを砂防

会館から持ってきて全部調べて整理してくれたこと

があって、我々一堂目を剥いて煎いたことがあるん

ですよ。やはり技術屋集団だから、土石流対策をや

ればいい。それに必要な砂防指定地の範囲をどうす

るかくらいでやっているから。根本からやってくれ

たのは渋谷君なんです。あの人は砂防法というもの

の見直しをしてくれた人ですよ。

●センター 何年かの見直しで、危険渓流はたくさ

ん指定されたんだけれども、砂防指定地にしていな

いということを私が監察官のときに指摘したんです

ょ。そのときに渋谷さんがいて対応してくれたんで

すね。

●センター これからの砂防行政ということでお聞

きしたいんですが。砂防部長として経験されていた

事業そのものと、現在政務次官として他省庁から見



たときの砂防行政、それに中央省庁統廃合によりま

す、流域一気通貰といいますか、悔岸も含めた形で

の土砂流出の管理、その辺をこれからの砂防行政と

してお話し願えればと思いますが…• •。

●松下 砂防部長として砂防のど真ん中でやってい

たときの考え方と、今政治家として行革嵐の中でい

ろいろやってきて、全く変わりましたね。国家の予

符が80兆円のうち50兆円しか収入がなくて30兆円は

借金でやっているということをここ20年間続けてき

て、これからも続けていくといったときに、もう一

度根本から私たちの砂防事業の中身を見直していく

必要があると感じますね。それはお金の多い少ない

という問題ではなくて、我々が今対処しなければな

らない災害防止とか流域の河床の維持とか、沸岸線

の維持とか、土砂に関連するわけですが、今我々に

与えられている予尊が本来やるべきことに対して適

正に分配されているか。されていないのではないか

と思うわけですよ。それは僕流の整理の仕方なんだ

けれども、されていないと思う。それは流域の土砂

管理という、さっき言った水源山地から海までの流

域の中で危険な土砂もある、流すべき土砂がある、

それに対してどうすべきかという点で再配分し直す

べきだと思っていますね。

●センター そうすると工法プラス行政の管理とし

て、下流の方の負担のお話も出ていますが、どうい

う形が国政の立場から見ていかれたとき適切な形な

のか・・・・・・。

●松下 最下流の海まで貰任を持ってやるべきです

よね。土砂のことを一番考えているのはやはり砂防

だと思うんですが、砂防の人たちも海のところまで

本当に考えているかというと考えていない。考える

立場にあるのは私たちだけれども、考えていないの

ではないか。実際そういう面で勉強をしていないの

ではないかと思いますね。ですから、ここは中間に

大きなダムが幾つか入っているけれども、それもあ

わせて土砂の流れがどうなっているのか、その中で

我々が対象とすべき土砂はどれなのか、そのうち流

すべき土砂はどれなのか、きちっと止めて対処すべ

きものはどれなのか、それはわかるわけだから、そ

れに対応したエ法を考えればいいわけですね。だか

ら維持管理とか、必要なものはつくっていく 。流域

の士砂管理というものをしっかりつくり上げて、そ

の中から新しい直轄砂防の慈義、県に対する補助の

砂防の意義、土石流対策をどのようにすればいいか

譲説

ということを地域の負担金のあり方も含めて整理す

ればいいと思うんですよ。それに対して負担のあり

方はどうなのかということを新しく考えていく 。こ

れは大変な議論になるし、砂防部は要らない、全部

係でいいとか極端なことになるかもしれないけれど

もね。しかし現実には21世紀まで耐えられるような

中央省庁再編もしたし、砂防部計画課と整備課をつ

くったし、海岸室も入れたわけだから、安心してや

っていいわけですよ。これは実際的な問題として砂

防技術研究所がきちっとやればいい。そして砂防法

の改正だ。

●センター 今言われた土砂管理という中で、新し

い発想で、しかも21世紀を見据えて、コスト縮減も

あり、しかも自然環境との調和もi図る、そういう中

で新しい発想のもとに、我々が現場で経験したもの

を形に残すということは一つのアイデア、開発とい

うことになると思うんです。今先生のお話しされて

いた大きな暗渠もまさにそうでありますし、 土砂を

コントロールするというのもそうでありましょう

が、これからそのような開発に対して研究すること

も必要ではないかと考えるんですが。あるときには

土砂を流す、あるときには土砂を止めなければいか

ん。そういうことも砂防技術研究所として今取り組

んでいるところですが、その辺は続けさせていただ

きたいと思うんですが..…。

●松下 当然ですね。ですから、とらわれない発想

でしなければいかんですよね。

●センター とらわれないと今おっしゃいました

が、河）1|砂防技術基準、いわゆる基準にとらわれな

いと¥,,ヽうこと・.....。

●松下 部長が通達出せばいいんですから。昭和52

年につく った河川砂防技術基準があるけれども、こ

れはないものとすると。そして流域の砂防計画をつ

くりなさいといってみんなそれをつくればいいんで

すよ。

●センター 実は私、インドネシアの河川を見て、

ああいう金の少ないところで事業をつくりながらも

のすごく効率よく生活の知恵で彼らは仕事をやって

いるわけですね。そういうアイデアは多分日本にも

あったんだと思うんです。赤木正雄先生が本を杏か

れて、同じ流路工であっても今の画ー的な流路工で

はなくて場所によって考えなさいと言っておられま

す。そういうのを知りながら一方で海外でそういう

ものを経験してきますと、これからの21世紀のこと
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を見据えますと、そういうことを生かしながらもう

一度原点に戻って物を考える ような姿勢が必要では

ないかというようにつくづく思うんですね。

●松下 役人は法律に従って仕事をするし、いろい

ろな技術基準とか基本的な考え方で役人は仕事をす

るわけで、それがまた役人の仕事だしね。税金を使

う上で、一定の基巡は必要なんだけれども、それも

100年たって振り返るときに、今言ったように、流

砂も含めて海岸維持も含めての土砂の対応なんだか

ら、それをきちんと整理しないで何をシミュレーシ

ョンして何をしようとするんだということになるわ

けで・・・・・・。

●センタ一 例えば100年後を考えたときに日本の社

会がどのようになっているかなということを考える

と、確実に人口は減っていくわけですね。これから

甜齢化社会と少子化ですよね。そういう状態で100

年後にどういう日本の社会になっているのかなとい

うことも一方では考えないと、どこでもやみくもに

一律にという話ではないと思うんですね。

●松下 だから次に言おうとしたのは、砂防という

のは人間とのかかわりであるわけだから、土砂があ

るだけではないので、守るべきものは何なのか。ど

のような自然を残せばいいのかということになるわ

けです。それもまた新しい価値観として入れて法律

をつくる時期なんですよ。砂防法をつくるんですよ、

流域土砂管理法でもいいじゃないですか。環挽も入

れてそういうのをつくればいいんですよ。地すべり

とか急傾斜地対策は別だと思いますよ。そういう考

え方でやらなきゃだめだと思うんです。自然の復元

をしながら、そういう時期だなと思っているし、昔

の人たちは、淀川水源砂防にしても、古い時代の養

老のころからやっている堰堤だって何も砂防計画が

あってやっているわけではないんですね。上手に

100年も生きているじゃないですか。我々は大蔵省

との予算獲得闘争のためのあれをつくっているわけ

で、それにとらわれて自分たちの本来やるべきこと

を技術者として間遥ったらいかんと思うんです。そ

れが砂防 ・地すべり技術センターの仕事だし、砂防

技術研究所の仕事だし、そこはきちっと骨太のもの

をつくっていかなければいかんと思うんです。

●センター ところで今度省庁の再絹になります

と、本省はどっちかというと現場の仕事よりは、法

律とか、どっちの方向に政策を持っていくかとか、

そういう方向に行くんでしょうね。そうでもないで
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すか。

●松下 僕らは土砂災害防止という崇高な目標を持

っているんだけれども、割と説明しやすいと思うん

ですよね。それさえ100年たって、しかもいろいろ

な時代の流れの中で本来の砂防法から考えると相当

中身が変わってきた。あの岩木山の土石流災害から

23年たつのかな。土石流裁判になったのはあれが初

めてだったんだけれども、 23人死んだのかな。その

ときに問題になったのは、 土石流対策は砂防法の仕

事なのか、どこで読むのかということだったんです

ょ。僕は砂l坊の災害裁判の国の第 1号の証人だから

岩木山の裁判で法廷に出たんだよ。

●センター あれはたしか昭和50年8月6日、ちょ

うど明日あたりですよ。

●松下 葛西さんは行森なんだね。大工原さんが傾

斜地保全課長で青森に出張して、その夜はねぶた祭

りではねていたんだよ。災害が起こって行森県が駆

けつけると同じくらいに本省の課長が出かけて行っ

たので、さすが砂防課だと （笑）。その ときに裁判

になって、要するに土石流対策というのはどういう

経緯でやるようになったのですかとなったわけです

ょ。通達は何に基づいてやっているんですかと。僕

は1人で大変だったんですよ。国の証人の第 1号だ

から、こてんこてんにやられたんですよ。裁判記録

を読んでもらいたいね。

●センター 土石流という言業はいつごろからでき

た言築ですか。

●松下 あれは昭和42年かな。足和田の西湖の災害、

あのときにできた。それ以前には山津波という表現

で通達が出ているんですよ。あのときもまだそうい

う表現だった。警戒警報しろということがあったん

だけれども、その後から土石流という言葉が使われ

出した。建設白柑に土石流という言葉が出たのもそ

のころからですよ。

そのときの裁判で土石流対策というのがどういう

形で行われてきたかという経緯を僕は説明したんで

すよ。僕の裁判記録読んでみてくださいよ、感動的

ですよ。よくここまで勉強したなと （笑）。飯初の

砂防法をだれがつくったかというさっきの質問もい

い話だよ。

●センター センター費料としてバックナンバーで

残すべきだと思うんですね。

●松下 もう 20年前からそれを言っているんです

ょ。センターの固書館にそういうのを入れてファイ



論説

ルごとに海外部門はここ、土石流はここ、砂防法に

関連するのはここと分けて……。 していないだけだ

よ（笑）。

●センター 聞いたのは初めてですが、それはぜひ

やりますよ。

実はこの間から広島の災害で、ああいうところに

住むこと自体が悪いとか、そういった建築関係の問

題については法律そのものをただすべきだと総理に

言っていただいたのは先生ですし、この間「砂防と

治水」で、郵便局の配達貝も一番地域を知っている

人なんだからもっと活用すべきだと。例の野田大臣

の発言がありましたね、あのあたりを少し補足して

いただければと思いますけれども……。

●松下 もう補足することもないんですよ。道路情

報は郵便局も加わってやっている。総理官邸での広

島災害報告は極めて意義があるものだった。

●センター 確かだなと思ったんですね。

●松下 郵便局というのは小学校と同じくらいの割

合で 1つあるんですよ。全国で小学校よりちょっと

多いくらいかな、市町村は3,230。合併したから

3,229くらいになっている。そのくらいきめ細かに

あるし、僕らが政治で後援会をつくるのは大1本小学

校に 1つくらいの割合でつくるんですよ。そうする

と理想的なんですよ。中学校になるとまたちょっと

変わってくるんですけれども、だから小学校の単位

くらいで 1つの後援会をつくっていくわけです。そ

うするとかなり緻密な政治活動やら災害対策ができ

るんですよ。僕なんか毎週婦って山やら田んぼや畑

を見ているんですよ。災害が起こったらあなたたち

よりも早く行っているもの。

だからそのくらいきめ細かに郵便局はあるんです

ょ。必ず 1軒 1軒みんな知っているんですよ。だれ

は未亡人で、だれが離婚してとか、だれがやもめで

とかみんなわかるわけですよ。だから頼んで、ひと

つこれを張ってくださいといって危険箇所を持って

いけばいいんです。むしろ 「あなたの家はここです」

くらいまでして印をつけていけばいいんです。ただ

渡してもだれも見ないですよ。僕らは毎週行って自

分たちの政治活動で、松下はこういうことをしまし

たとか、 1年間の政治でこんなことがありましたと

柑いて骰いていって、 2週間後に行くとそのままき

れいにたたんで骰いてあるもの（笑）。だから僕は

袋に入れるなって言うんですよ。出して散らばして

こいって言うんですよ。そうしたら拾わなきゃいか

んからね（笑）。あなたたちは知らんでしょう、た

だ置いてくれば見ると思っているけれども、危険箇

所なんかだれも見ないよ。

そういう点では郵便局の協力は必要ですね。そう

いうことで、道路状態とか山道とか一番きめ細かに

知っているのはその人たちだから、いろいろな危険

箇所を郵便局に置いておいて配達のときに持ってい

ってもらう。雨のときにはここの水が出るとかくら

いは知っているだろうから、そういう情報は教えて

もらう。僕は、危険箇所をその危険区域の人たちに

教えてやって、あなたのところはこうですよという

ことをそれぞれつくってやればいいなと思っている

んですよ。こんな 1万分の 1の地回をつくってやっ

ても自己滴足でだれも見やしないよ。

●センター 先日、昨年の土砂災害が発生した 6市

町村の担当で特に総務課長さんですけれども、集ま

って座談会をやったんですよ。そのときに話があっ

たのは、一番いいのは自主防災組織をしっかりやっ

たところ、特に函南町の総務課長が言っていました

けれども、ああいう組織は地元にしっかりと根づか

ないと行政がやっただけではやはりだめだと。先生

も今言われたように、地元の協力体制といいますか

゜●松下 それはできないですよ。どんなに地域防災

計画をつくったり訓練しても実際にはできないです

ょ。それでもリーダーが1人よくわかっている人が

いればできますよ。土砂災害防止月問をつくって建

設大臣表彰をしたんだけれども、そのときに島根で

昭和58年と60年に 1年おいて災害があったんです

ょ。三隅町とか益田市とか浜田市とかあの辺がやら

れたんです。流木災害と言われたのはあそこがきっ

かけになったんだけれども、ものすごい流木の山だ

ったんですよ。最初の災害のときにみんなで励まし

合ってつくった施設ができ上がったころに 2回目に

同じようなのが来てやられたんです。

三隅町へ行ったら役場の正面に、「役場の皆さん、

せっかくここまで来たのにまたやられました、しか

しみんなで頑張ってやってください」という小学生

の檄文が張ってあったんですよ。そのときに砂防計

画とかそういう計画のむなしさというものを感じた

わけですよ。

そのときに益田市の市長さんが梨田という人で、

近鉄でキャッチャ ー していた梨田というのがおっ

て、それのお兄さんだったんですよ。そうしたら昨
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譲説

日、農水省の畜産をやっている人たちの会に出てお

ったら、私のおじさんに梨田というのがおる、益田

市出身で市長の親戚だということだったですね。

そのときに言ったのは、大災害のときに、益田の

近くに建設大臣表彰をした集落があったんですよ。

それは集落のリーダーというか、公民館の館長さん

が、これは危ないと思って自分で竹の棒を持ってい

って 1軒 l軒たたいて回って、ここに避難しなさい

といって避難させた。その後ものすごい土石流が起

こって逃げていたので助かったんですよ。それは建

設大臣表彰したんですよ。地域防災計画杏を見たら

きれいに杏いてあるし、逃げなさいとも柑いてある

し、連絡網も杏いてあるわけです。だけれども、し

ないんですよ。役人の仕事としては当然地域防災計

画書も魯いておかなければいかんけれども、それを

やる人たちもリーダーの慈識一つで変わるわけで

す。 リーダー養成が大切だね。

そのときに安全な場所に避難させなかったばかり

に全部やられたのが鹿児島の金峰の地すべりです

ょ。逃げなさいといって逃げた家にドーツと来たわ

けですよ。避難地までは溢れている川を渡って 2キ

ロくらい歩かなきゃいかんのですよ。そこに指定さ

れているところがあったけれども、行けないですよ。

ひとつ間迎ったら谷底へ落ちてしまう。だからこの

高いところに避難したらやられてしまったんです

ょ。 もっときめ細かにしなければいかんのだけれど

も、そこまでは国はできないよ。やはり地域がしな

ければいかん。災害の避難場所って難しい。雨尿計

をつけなさいとか、避難所を設定しなさい、こうし

たら逃げなさいといって場所も設定しても現実には

実行できない。行森県の砂防課もみんなそれでやら

れている。こっちはサーピスでやっているんだけれ

ども行政資任をとらされることになる。やるのは自

治省がやるんだからね。予脊報のサイレンだって砂

防でやるものなのかどうか。

●センター 微妙なところですけれどもね。

●松下 どうも砂防というのは技術屋の課長がおっ

て、正義感だけでシャカリキになって、こうしなけ

ればいかん、ほかの法律も何も見ないでこうやるか

ら……。法律の勉強が必要だね。

●センター この間の広島のときも、今回随分変わ

ったなと思ったのは、委貝の先生の中から、今まで

何か事故があったりするとすぐ行政に費任を押しつ

けるような感じだった、マスコミもそうだけれども、
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そうじゃない、そこに住んでいる人たちが事故の自

己費任をもっと追及すべきだという意見が出てきて

いて、このごろそういう話も変わったなと思ったん

ですね。

●松下 砂防法ということでいえば、 土砂管理法か

土石流法とか何かをつくればいいんですよ。そのと

きに自已賓任を入れればいいんですよ。

●センター 一応災対法には書いてあるんですけれ

ども、それが徹底していないんですね。

●松下 それをおせっかいしていろいろなものを通

達として踏み込んでやるから変なことになる。

昭和20年代に呉を中心として災害が起こ ったでし

ょう、あのときに広島県全体で2,560人くらい死ん

だんですよ。そのときに呉市がつくった床止エがあ

るんですよ。そこの堆砂地に家が建っているわけで

す。

●センター やはりあれは砂防施設なんですね。袖

があったのは確かに見たんです。右岸側はあったん

ですけれども、その横に側溝みたいなのがあって、

左岸側は何もなかったんですね。

●松下 本来あそこは氾濫地であって床止で止めて

あるわけなんですよ。

●センター これはどう見ても袖だよなという話を

していたんですよ。

●松下 読売新問の一面にバーツとその写真が出て

いますよ。そういうのをどうするかということです

よね。それにいちいちお金まで払って立ち退くかと

いったら、やめろ、そんな甘いことするなと、そん

な行政じゃないもの。自己貨任でやらないと。ここ

は入るなという規制をかけるときに、「ここはこう

いうところですよ、それでもいいですか」と言って

始末惜を書かせればいいけれどもね。小渕総理が直

接対応を指示したのは当然だ。

●センター その辺が小渕総理発言につながってい

ったんですか。

●松下 そうですよ。そういう話を持っていったん

ですよ。「ここに専門家がいるけれども」って僕を

指して、「君も貢任あるんだろう」って言われた。

「私も災害のあるたびにこんなことをllHいている。

もう20年くらい聞いている。まだ直らないのか」っ

て……。それで僕は、牒林省の耕作放棄地もある、

そこに家を建てりやいいと言ったんですよ。そうい

うものも含めて行政がほったらかしている部分があ

るんだよね。



おもしろいんですよ。多治見の直轄砂防の区域だ

けれども、 50年前に始めたときと今とでは家の住み

方が辿ってきている。昔は一番上流に砂防堰堤があ

って、そこから 3メートルく らい下げて流路工をつ

くりながら来たんですよ。今はもう都市開発が始ま

って最上流の砂防ダムの上流にまで家が建っている

わけです。だからもっと河床を下げなければいかん

わけです。 それで僕は困ってしまって、この砂防堰

堤は壊そうと言って壊したんですよ。 2メートル下

げたんです。 3つくらい下げて、 1つは壊したんで

すよ。

よく見ると新しいところのエ法ばかりを考えてい

るけれども、今までやってきたところの砂防施設だ

とか維持管理も含めて改善とかやり直しがいっばい

あるんですよ。多治見の都市砂防の密集地などは、

要するに川をいじめて側溝にしているわけです。本

●プロフィール●

京都大学卒業後、建設省に入省。昭和45年に外務省経済協

力局に出向し、インドネシア公共事業省に派造される。ィン

ドネシアとネバールで砂防技術センター設立。大分県砂防課

長時代、 一村一品運動に参画。

霙仙普野岳の土石流災告にはヒゲの鎖ヶ江市長と共に建設

省砂防部長として不眼不休で対策に取り組んだ。平成4年建

殷省を退官c

岡5年衆議院謡且選で初当選、 ltl8年2期当選を果たす。

一期生時代に良林水産委貝としてコメの自由化反対を訴え

松岡利勝談員らと共に国会議事堂前に48時間の断食座り込み

を敢行。その後、変対策等小委貝会委員長や牒林行動隊隊長

として若手議貝と共に数々の難題や価格交渉等に尽力。阪神

淡路大碇災でも防災 ・災害対策のプロとして即断即決で単身

での現地閾査から予符措附まで大活躍した。一貰して牒林水

産業、公共事業の分野で活躍したが一方、福祉関係では隊害

者対策のパリヤフリー問題を駆生委員会で取り上げ大きな成

果を見た。二期目当選後は、講院迎常委貝会 ・牒林水産委貝

会 ・災害対策特別委且会の各理事にも選任され与野党間交渉

に布闘した。党では｝此林 ・建設 ・地方行政 ・社会 ・交通の各

副部会長などを歴任、中でも畜産 ・酪良対策小委J.]会委且長

繭説］

来そこも 3メー トルとか5メー トルくらい広げたい

わけですよ。広げて家を退かせてつくりたいんだけ

れども、そういうこともできなくなっている。何し

ているかといったら、その上の方に砂防堰堤だけつ

くっているわけです。あとの流末処理は何もしてい

ない。そこの努力をしないわけですよ。砂防法には

ソフ トが何 もないわけだから。 ソフ トのない、管理

のない法律というのは発展しないですよ。砂防指定

地 も免税措置も含めて特典措i性がピシッとあるよう

にしなきゃいかんですね。

●センター 今日のお話を伺って、我々は枝業末節

ばかり見て、結局細かいことばかりやっていたんだ

なという気がいたしました。今日のお話を業務に反

映していきたいと思います。今日は遅くまで誠にあ

り力ゞとうございました。

（述統二期）や林政基本問題小委且会委貝長、国有林野問題

小委貝会委貝長代理として抜擢され持ち前の行動力を発揮

し、各方面から多大な評価と期待を寄せられる。現在は小渕

内l捐で11林水産政務次官を務め行動派として頭角を現わし政

権の一災を担う。地元では地域おこしの 「平成の松下村塾」

300人を倖ゞいる塾長でもある。京大時代は応援団長としてア

メリカンフットポールを日本一のチームにした立役者の一人

でもある。

杯敬する人物●緒方洪庵

信 条●「人」という字をほんとうに病ける人間になること。

「うそをいうな、弱い者をいじめるな、 負けるな。」

愛読杓●「故郷忘じ難く候」 「坂の上の為」など司馬遼太郎

作品

趣 味●歴史探訪、民族音楽、歴史小説読れt、沈窃官氏の陶

芸作品鑑買

座右銘●「受けた梢は石に刻み、懸けた情けは水に流せ」

「砥柱中流」「敬天愛人」

箸 19F●「自然の復元」（山海棠）など多数

家 族●爽卒子（昭和16年生まれ）、母タカ子（大正 3年生まれ）

と鹿児島県川内市の自宅に住む。長男真ーは北悔道

の富良野、長女麻子は東京にて独立、生活している。
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l座談会

平成10年の土砂災害を振り返って

平成11年7月30日に（財）砂防 ・地すべり技術セ

ンター会議室において、咋年度災害を受けた市町村

の防災担当者および県砂防課担当者を招いて「平成

10年の土砂災害を振り返って」と題した座談会が開

催された。その概要を紹介する。

参加者

北悔道南茅部町川端建設課長

福島県大越町 渡辺総務課長代理

長野県安母村 川上総務課長

新泥県両津市 檜田総務課長

静岡 県 函 南町 寺久保総務課長

麻知県麻知市 松本総務課防災係長

北悔道砂防災害課 小山内課長補佐
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3.災害概況の説明
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座談会の目的説明

センター 平成10年は全国的に土砂災害が多発し、

本日出席していただいたみなさまもご苦労されたこ

とと思います。この座談会はみなさまの災害対応で

の苦労話を話していただき、今後の特戒 ・避難対策

の課題の抽出と施策の提案の参考とさせていただ＜

ことを目的としております。結果は砂防 ・地すべり
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技術センターの機関誌「SABO」に掲載させていた

だきます。

1.災害の概況の説明

南茅部町 南茅部町は函館から車で40分ほどの位似

にあり、町の殆どが急傾斜地危険区域で平坦部は少

ない土地柄です。

災害は16日の16時頃に発生しました。雨は15日22

時頃から降り始めましたが16日13時より激しくなり

始めました。災害前に避難勧告は出したが、その前

に自主避難を防災行政無線で呼びかけた結果、住民

の方はすでに避難していました。

また南茅部lllIにはAMeDAS観測点が 1つ、

MAMeDASという町独自でつけた雨砿計が4つ、

そのほかに道路関係での雨砿計が 1つあり、この 6

つの雨址データを見ています。災害時には連続雨批

100mm、時間雨砿30mmという一応の基準値がありま

すが、雨址の状況 ・災害の程度を考え、勧告を出す

かどうか判断しています。

大越町 我が町は福島県の中通りと浜通り地方の中

間にあり、ちょうど分水嶺になっているので、降雨

屈が年間1200mm程度と少なく、あまり災害がない町

でした。 しかし昨年の災害時には連続で430mmと平

年降雨の約1/3もの降雨がありました。そのうち降

り始めの 2~3日で350mmと大部分の雨が降ったの

です。

福島県から町の防災計画の見直しをするように指

祁があり 、平成10年の段階では素案はできていまし

たが、具体的な詳細活動について要絹が現場まで伝

達されておらず実際の対応に苦慮しました。

災害時は特に地元の水防団、消防団が活躍してく

れて、大雨が降った段階で地元の水防団がパ トロー

ルをしてその梢報に基づき地区ごとに避難勧告の判

断をしています。

両津市 東立島地区は、市の中心部から約30kmの小

佐渡 • 前浜地区内にあり 、 離島特有の1山と海岸に挟
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まれた過疎の小さな集落でありますが、この地で災

害が発生いたしました。

8月4日早朝、新潟地方を襲った集中豪雨は、明

治30年以来、 100年ぶりの豪雨といわれるほどのす

ごさで、午前 7~8時の 1時間に113mmの雨誠を記

録し、 2級河川東立島Jllが土石流で氾濫したのと同

時に裏山が崩落して 2軒の民家が押しつぶされまし

た。

集落12戸のうち10戸が被災しましたが、早朝に発

生したため、市の対応はできない中で、区長さんの

的確な判断とリーダーシップにより住民が自主避難

し、幸いにも人的な被害はありませんでした。

安曇村 9月22日の台風7号で斜面の木が倒れて崩

壊が発生しましたが、集落方向に流出しないように

低い堤防があったことにより 、土砂の氾濫を防がれ

たようです。

また昨年度は上高地群発地震に対して対策本部を

設立しており、災害直前の 9月7日まで機能してい

たために行政側の対応に慨れがありました。このと

きの対応が教訓になりました。

つらかったのは災害発生時に三役が不在で、到着

まで 1時聞ほど時間がかかったため、自分 （総務課

長）の判断で避難勧告を出したことでして、実際に

は消防と土木の課長の三者が現場に行って、真っ暗

で何も見えませんでしたが地鳴りの音がしたため危

険と判断して避難勧告を出しました。

その後防災無線により佑報伝達を行うとともに、

消防団と自主防災組織が集落の人々に声を駆け回っ

て避難を呼びかけました。

函南町 神奈川県との県税の静岡県伊豆半島の付け

根に位骰し、隣は温泉で有名な熱海市です。

この度の災害は、台風4号から流れ込んだ湿った

空気により、停滞していた前線が刺激され8月30日

未明から激しい豪雨に見舞われました。静岡県桑原

観測所における総雨菰は280mmであり、特に、午前

7時から 9時までの 2時間で127mmの降雨を記録し

ました。また、静岡県丹那観測所における総雨飛は

288mmであり、特に、午前 7時から 9時までの 2時

間で111mmの降雨を記録しました。

この楽雨により、当町を流れる一級河川の来光川

および柿沢JII等が氾濫して、河川沿線の平坦地域で

は、床上授水26牡東、床下浸水29財東の浸水被害が生

じました。

また、山間地域では土砂崩壊により、全壊家屋25

棟、半損壊家屋24棟の被害や道路、河川、農地およ

ぴ林野等の崩壊箇所が400箇所を超える被害が発生

しました。

人的被害では、熟海市へ通ずる熱函道路を走行中

の車両が土砂崩壊に巻き込まれて、 2名の犠牲者が

あり、また、住家裏山等の土砂崩れにより 2名の負

傷者を出すなど、函南町にとって未曾有の災害に見

舞われました。

函南町は、山間地が多く過去に多くの水害を経験

しているため、治水 ・治山が町の重点施策となって

います。当町では過去の災害を教訓として、また、

地震災害を想定して自主防災組織を中心とした訓練

を行っています。

8月30日が、ちょうど防災訓練日であったことや、

日頃の訓練の成果が発揮され、被害を最小でくい止

めることができたと感じています。

情報伝達に同報無線を主に利用しましたが、今回

の災害においてはFMラジオを通じて道路状況や救

急車両への通行の協力を併せてお願いしました。

情報伝達手段としては、これらとともに各避難場

所に整備の同報無線個別受信機、デジタルMCA無

線＊等を活用しました。

高知市 災害は 9月の台風シーズンに発生していま

して、そのときの降雨状況は用意しました別資料•に

示すように、史上最嵩や観測史上2番目かばかりの

かなりの栄雨でした。

具体的には 24日に降り始め、 21~22時の雨址が

112mmを記録し市内のほとんどが浸水しました。市

内の 7河川のうち 2河川が氾濫したがその 1つが国

分川です。

7名の死者のうち、 2名はマンホールのふたが開

いて吸い込まれて亡くなっています。

この座談会の前日に、昨年度と同様の降雨状況の

ため避難勧告を出しましたが、これは昨年避難勧告

をうまく出せていなかった反省をふまえています。

＊デジタルMCA無線

複数の回線から自動的に空き回線を選択し、結果的

に一定の周波数を多数で利用する無線システム。通常

の1対 1のやりとりとは迩い多対多のやりとりになる。

中継局を中心に半径約30kmのサービスエリア内で、ク

オリティの高い無線通信を行うことができる業務用移

動無線システムである。利用者は同じ識別符号を持っ

た会社などのグループ単位ごとに無線通話を行うこと

ができ、他のグループとは通話できない。
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昨年の災害では土砂災害についても住民の自主避

難のみであり 、行政対応は遅れがちでした。1:f/.西の

土石流についても勧告は出ていませんでした。

2.実際の対応について配慮したことおよび困ったこと

(I)南茅部町の事例

南茅部町 まず自分の判断で危険を感じたら避難す

るようにと自主避難を呼びかけました。

屋外と屋内の全戸に防災無線はあるので、伝達方

法については問題はありません。

また住民の感覚として 「自分のところは大丈夫」

と思うのか実際に避難した人は少なかったです。

そして漁業が盛んな町であり樵師さんも多いの

で、自分で天候を判断して避難解除を迫る者も何人

かおりました。

電話については対策本部に10回線用意してありま

すが、現地からの梢報や各種問い合わせなどでパニ

ックになりました。

センター 現在、防災無線は各戸に完備しているの

ですか？

南茅部町 はい、 完備しています。雨址により地区

ごとに避難の必要性があるかどうか判断していま

す。その判断は災害対策本部が行っています。

センター 何か判断基準はありますか？

南茅部町 特に基準はなく、消防や町内会等からの

情報、そして雨誠データから判断して勧告を出して

います。逆に一定の雨倣だけを甚準にするとかえっ

て危険な場合があると考えています。

福島県地区ごとに避難の必要性を判断するという

お話ですが、災害現象によ って避難場所を使い分け

していますか？ たとえば、がけ崩れと洪水などで。

南茅部町 大雨の場合は雨菰計のデータを見て避難

する地区を指定していますが、油波の場合は「裏山

等の安全な場所に逃げてください」と伝えています。

福島県地域によっては避難場所が河川の氾濫区域

や土砂災害を受けるおそれのある箇所等にある場合
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もあり、洪水になりそうな時に高台の山手の方に逃

がすと土砂災害の危険性が生じることもあります。

異なる災害現象でも安全な避難場所の確保、または

災害現象ごとに避難場所を区分できないかと思って

います。

南茅部町避難ルートについても、避難場所が遠い

ところについては安全かどうか懸念されています。

センター 実際に住民に知らせているのはどんな情

報ですか？ それからMICOSなどの降雨予測情報

も役場に入ってきていて実際に使用しているのです

か？

南茅部町地区ごとの雨屈をそのまま（累加で）知

らせています。ただし雨の観測所には気象協会経由

で予illlj雨屈が役場に入ってきています。

センター 住民の方は知らされた雨紐の意味を把握

していますか？

南茅部町 経験を積んできたため、他の地区とも比

較しながら最近では大分把握しているようです。

函南町 うちでもFRICSを入れていますが、その他

の惰報が多すぎても総合判断に困りますし、もっと

簡単な雨餓判断基巡が欲しいと望んでいます。

安曇村 こちらではFRICSを使って予測 した降雨情

報により、道路の交通止めをするかどうかの判断を

しています。

長野県 避難人数が実際には少なかったとあります

が、戸別に巡回するなどフォローをしていました

か？

南茅部町 避難訓線ではやっていますが、やはり被

災の経験がないと自分から避難することは少ないと

感じています。

函南町 ちょっとお聞きしたいのですが、避難した

がらない人に対して避難をさせる法的判断根拠はあ

りますか？

センター 災害対策法では「協力しなければならな

い」 という表現で、具体的な罰則規定は害いてあり

ませんね。

高知市 昨年の教訓から、住民の要望として 「危険

な状態にあるという情報が早く欲しい、避難勧告も

早めに出してくれ」というのがありました。 しかし

本年 1万世帯に避難勧告を出しても40人ほどしか避

難しないというのが実態です。

また洪水の場合は命の危険性が低いので、時間的

な余裕があれば、まず車や家財など財産を守りたい

という意識があると感じています。
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安曇村 避難解除の際には、建設省が災害発生翌日

にワイヤーセンサーとサイレンを設骰してくれたこ

と、そしてヘリによる上空からの崩壊地の状況を確

認することで、これを判断基準として解除を行いま

した。観光協会からも早く国道を開けてくれとのリ

クエストがありましたが。広域消防署には監視カメ

ラを設骰してもらっています。

北海道 一般的には車での避難は混乱が伴うと思い

ますが、実際に車で避難しているという事例はあり

ましたか？

高知市 避難場所は 1~ 2 kmごとに設定しています

が、今回の場合高台に車で避難しています。

センター 先日の広島災害で住民に対して聞き込み

調査を行ったのですが、自分の命より車など財産を

優先する事例がかなり見うけられます。

長野県 実際の避難人数が少ないとありますが、避

難場所がわからないからという理由もあるのではな

いでしょうか。避難場所マップの周知状況について

も伺いたい。

南茅部町 全町の殆どが急傾斜の危険箇所になって

おりますが、道路より下の海側は安全だという認識

を持っており、実際に被害を受けたこともありませ

んので、自主避難の場合はそこに逃げる人もおりま

す。避難場所については町の新聞で広報活動を行っ

ています。

大越町 土砂災害月間で県が作成したマップを危険

区域内の住民に配っています。

両津市 本市では、防災ハンドプックを作成し全戸

配布していますが、離島ということもあって地震 ・

津波対応のものです。溺との比高差と避難場所104

箇所を図示してあります。しかし、洪水、土砂災害

対応のものは作成しておりません。

(2)大越町の事例

大越町 まず勧告に応じてくれず、これまで災害が

起こっても大丈夫だったから逃げないとの意見が強

かったです。こちら側としても強制力がどれくらい

あるかわからないし、責任がどこまであるのかもわ

かりません。

また戸外に設置している防災無線が聞こえないこ

とがありまして、個別受信機の方が良いのではない

かと考えています。ただ今回の場合、急傾斜地付近

の地域で、消防分団が歩いて勧告を行いました。

(3)両津市の事例

両津市 今圃の災害のように夜中に大雨注意報から

弊報に変わり、早朝に発生するような場合では、市

としても十分な対応ができませんでした。また、道

路が各所で土砂崩壊等で寸断され、現場に行くこと

自体が大変な状況でした。

さらに、当該地は、消防無線が届かない地域で無

線使用ができませんでしたが、これを教訓に今年 6

月に全市どこでも通報できる施設に改善いたしまし

た。

長野県 救助活動中の二次災害が心配されるが佐渡

ヶ島の災害ではどうでしたか？

両津市 復旧作業の指揮は建設課が中心でしたが、

復旧作業中、雨もかなり降り 二次災害防止には気を

つかったと開いております。

函南町 避難生活が長引くと避難者のストレスがた

まるが対策は何かたてていますか？

両津市 集落全貝が避難所で避難生活を余儀なくさ

れましたが、連日の復旧作業の疲労とス トレス等で、

避難する方々の健康状態が心配されたため、現地に、

市民病院から看談婦、保健婦等の医療班を派造しま

した。

(4)安暴村の事例

安曇村 避難勧告は防災無線で流すとともに消防団

に各戸を回ってもらったのですが、昭和58年の台風

ではこの地区に被害がなかったという事実があり、

そのため避難しないと言う人がいました。

避難勧告をどうやって徹底するかという点に悩ん

でいまして、また避難勧告を出す際に三役がいなか

ったため総務の判断で出したことも課題であると思

っています。ただ出さないよりは空振りでも出した

方が良いと思っています。

国（松本砂防工事事務所）の対応が早かったし、

解除の際にも松本砂防の整備した観測機器があった

ため助かりました。
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センター 避難勧告から避難指示への切り替えにつ

いては？

安曇村 勧告しても避難しない人々をどうすればよ

いのかということです。対象戸数によって避難勧告

を徹底させる方法が述うのではないかと考えていま

す。

(5)函南町の事例

函南町 函南町の被害等は先に述べたとおりですが、

静岡県では、東海沖地震が心配ということから、ど

うしても地笈が災害対策や訓練のメインになってい

ます。しかし、地震より水害の方が発生頻度が高い

ので、水害に対する防災訓練等を実施するよう要望

があります。

また、災害時に消防車や救急車が渋滞等で通行が

困難になることを想定して、災害報道協定のある

FMラジオを通じて優先通行の協力をお願いしまし

た。

避難勧告については大切なことですが、あらゆる

手段を駆使して情報を伝達し、自主的避難を含めて、

地域住民が準備体制をとることも必要だと考えてい

ます。

また、避難場所には、行政との連絡体制として職

員を配骰し混乱等の回避に努めました。

災害を今後の教訓として活かすため、区長会およ

び職員から各種の意見を伺い記録し、対応策に活か

しました。

センター FMで知らせているとありますが、そのよ

うな協定をあらかじめ結んでいたのですか？

函南町 FM放送局は、 三島市 ・函南町および企業が

共同出行して設立したもので、緊急時の放送協定を

結んでいます。なお、受信体制として、各戸にFM

ラジオの竪備をお願いし、 町としては補助制度によ

り普及に努めました。

また、町職貝には防災対応マニュアルを配布し、

緊急時の対応に努めるとともに、災害時には各区の

自主防と協力し情報伝達等を任務とする職貝を定め

てあります。

当町に現在36区に自主防災組織があり、この度の

災害において、日頃の訓練の成果が発揮されたと思

います。

(6)高知市の事例

高知市 昨年の災害では洪水に対しては勧告を出し
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ていませんでしたが、二次災害（がけ崩れ）に対し

ては勧告を出しています。

その勧告を出す基準は経験により判断しています

が、経験をデータ化して共有することが必要である

と感じています。これはなぜ避難が必要なのかとい

う説明を住民に求められましたが、経験で判断して

いるため答えようがなかったからです。それから状

況をすべて把握していなくても勧告を出すことをた

めらってはいけません。即決、即断が璽要であると

いうのも昨年の教訓です。

地域防災計画の他にも災害対応行動マニュアル、

対策璽点の解説パンフレットを作っています。この

中で危険箇所対策 ・下水道計画など全体を 3年程度

で見直しする予定です。

それから昨年の反省をふまえて、地元マスコミ 6

社と協定を結んで高知市からの情報を直接マスコミ

が流すような体制をとっています。

自主防災組織への取り組みも現状では組織率が低

いのですが、これも昨年の反省から今年は週 1回程

度地域を回ってお願いしています。

高知市では、各部局から経験の盟富な職員を調査

員に指名 (120名） して、災害時には調査員を災害

情報連絡貝として現地の自主防災組織に置き、情報

収集させています。本部の電話対応などは係長クラ

スで、ある程度地名のわかる者が行うこととしてい

ます。現地調査は技師（専門員）を担当としていま

す。

問題点としては現場から対策本部への情報が一元

化されていないことがあります。

センター 災害情報連絡貝のあり方について何かあ

りますか？

函南町 災害時、担当地医の職貝は、各避難所等に

詰め自主防組織と協力対応するので、本部に詰める

必要はないのは、当町も同様です。災害時に全員が

本部に詰めたり、被災地に出向いてしまうと、その

対応に忙殺されて本部や被災地との行き来ができな

くなるので、いち早く駆けつける地区の自主防や担

当職員からの情報が大事であり必要な体制と考えま

す。

センター 梢報の信頼性の確認というのはなかなか

難しいことだと思いますが、行政担当者が直接確認

し本部へ連絡できるのは良いことですね。

高知市 卒西の土石流などは、直後に報告の電話を

受けていたが対応がうまくいかず避難勧告が出せた



1 座談会1

のは 2日後でした。そのため今後は床下浸水のよう

な人的被害が少ない災害よりも、人の命に関わる土

砂災害対策を優先するつもりです。

3.基準雨量について

センター 県のレベルでは警戒 ・避難基準雨砒は調

査されていると思いますが、市町村で活用されてい

る事例は残念ながら少ないようです。その辺の活用

されていない理由についてお聞きしたいのですが。

高知市 雨の状況について住民へは値を出すべきと

考えています。数字を出せば住民への注意を喚起す

るための材科となると考えられますし。注意喚起の

ため報道協定の中に入れていますし、避難勧告の前

に基準雨泣の値を放送で流しても住民から 「なんで

流すのか」という反応はありませんでした。

長野県 現在の基進雨屈は住民にはわかりにくいと

思います。実効雨屈など普段使わない言葉が出てき

ます。だから地域防災計画に掲載されないし、学術

的な用語 ・解説と住民への説明では表現を変えない

といけないでしょう。

安曇村 雨の状況は松本砂防に電話で聞いているし、

直接FAXと電話応答で入るようになっています。

しかしながら基準値が低いため大雨の度に空振りが

多く対応に苦砥しています。

高知県 高知県では高知市の雨批観測網とのリンク

も行いたい。

長野県 機器を整備した後のフォローが大事と考え

られます。たとえばデータをどのように出すのか。

データを蓄積するだけではダメで、データの解釈が

課題としてあります。

また情報の一元化も課題として挙げられます。現

場としては様々な情報が入ると混乱する可能性があ

ります。

センタ一 本日はお忙しいところ時間を割いていた

だき、また費重な体験談をお話しいただきまして、

まことにありがとうございました。このお話をとり

まとめて当財団の機関誌に掲載して関係者の方の参

考に供したいと思います。本日はまことにありがと

うございました。

4.とりまとめ

(1)避難勧告を出す基準が明確ではない。また雨

砿情報は多すぎても判断に困る。

(2)避難勧告を出すときに雨だけを判断基準にす

ると適切な判断が下せない。過去の災害実紹

から降雨と発生する現象をわかりやすくまと

めたものを、管内の出水、溢水、被災状況を

把握した上、総合的に判断する体制が必要で

ある。

(3)降雨予測データは貴重である。さらに正確な

予測を望みたい。

(4)基準雨菰を数字で住民まで出すことは必要で

ある。しかし、実効雨拙等普段使わない表現

のため、今のままでは理解しにくい。

(5)土砂災害後の二次災害について検討するシス

テムや、判断基準の整備が必要である。

(6)情報基盤整備事業については雨批計の増設と

同時に、データ処理の結果が一目でわかるデ

ィスプレイ装置の監備を脳lる必要がある。

(7)建設省の土砂災害に関する情報は大変参考に

なる。ただ警報装性については特戒避難俯報

が自動的に市町村担当者に電話連絡されても、

受け取る側としてはメモを取る必要があるな

ど手間がかかりすぎると感じている。

(8)地元への伝達システムとしては、戸別の防災

行政無線が有効である。この整備を回るとと

もに、行政側の情報提供のためFM放送等マ

スコミとの防災協定を活用することも有効で

ある。

(9)適当な避難場所が少ない。避難路も含めその

確保に苦労している。

(10)避難勧告を出しても避難しない人が多い。自

分の経験の中でのみ判断して安全だと思いこ

む面があると思われる。

(11)ハザードマップの配布は住民及び防災担当者

も異動があるため 1回だけでなく、ある期間

をおいて複数回配布する必要がある。

(12)市町村内における被災状況等の正確な情報を

迅速に把握するために、地元との協力体制及

び市町村の窓口の整備がさらに必要である。

前者においては自主防災組織などのモニター

の拡充、後者においては特に災害対策本部が

できる前の窓口の一本化、対応人貝の確保と

市町村職員の情報連絡貝の配骰等が直要であ

る。

執節担当：瀬尾、吉田、山内、原口、鈴木、屋木
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［研究成果

警戒避難対策のあり方について
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菊井稔宏＊

はじめに

当財団では自主研究として平成10年度に土砂災害

ソフト対策研究会を設骰し、この活動の一環として、

熊本県、新潟県、高知県、福島県の災害発生時の聞

き込み調査により、正確な発生時刻や前兆現象を確

認するとともに避難行動等を把握し、特戒避難の課

題について整理I)2) JI,1151 した。

ここでは、これらの調査結果から得られた課題を

再確認しながら、粋戒避難対策のあり方について考

えてみたい。

1.平成10年災書にみる警戒避難の課題

平成10年の災害調査で得られた辞戒避難の課題を

まとめると以下のようである。

(1)行政側の課題

土砂災害に対する警戒避難の行政側の課題は、 一

部市町村を除き、結局のところ適正な避難勧告、指

示を出していないことにある。言い換えれば、市町

村において災害発生の危険性を予測し、 避難を判断

する基準や体制が十分に確立されていないと言え

る。この原因として概ね次のことが考えられる。

①市町村が災害情報を収集するための情報基盤（シ

ステム）が十分整備されていないため、住民に避

難勧告を行うための危険性を認識できない。

②各機関、各部署から災害等の情報を一元化する体

制は定められているものの、実際の災害時には十

分機能していない。

③豪雨時には、災害が広域的かつ輻較して発生する

ため、情報や避難行動等について様々な混乱が予

想されるにもかかわらず、これらに十分対応でき

ていない。

(2)住民の課題

一方、住民に関しても次のような課題が挙げられ

＊（財）砂防・地すべり技術センター総合防災部技術課長
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ている。

①豪雨時、住民が得られる情報は、テレビ ・ラジオ

による天気予報や気象予繁報に限られているケー

スが多く、自分自身の危険性を認識することが困

難である。

②また、住民は、どの程度の降雨で災害が発生する

可能性があるのか、どのような箇所が危険である

かを知識として知らない状況にある。

③消防 ・弊察から避難の指示があったにもかかわら

ず、住民の危機意識が低く避難していないケース

が見受けられる。

④豪雨時には、近隣の側溝や小河川の溢水等が輻較

して発生し、避難行動等に混乱が生じる。

2．課題の解決に向けての方向性

(1)防災体制等に対する基本的な方向性

前述の課題は従来より指摘6)されている内容と同

じであり、とくに平成10年災害に限ったことではな

い。これら課閣に対する解決方法も一般論としては

既にいくつか提案されてきており、たとえば、避難

の判断については、降雨屈等による警戒避難基準な

らびに前兆現象、気象状況、降雨予iJl!J等を組み合わ

せ、総合的に行う必要があり、この手順については

図ー1"のように示されている。

しかしながら、前述した課題が挙げられる背景に

は、総合的な判断を行うための情報が市町村におい

て一元的に集約されていないことも一因とはなって

いるが、その根幹には、土砂災害という現象の複雑

さに起因する危機意識の希薄さがあるものと考えら

れる。

たとえば、日本全国でみた場合、毎：年のように土

砂災害が発生しているが、対象とするエリアを全国

から都道府県、市町村さらには地区へと小さくする

と、災害の発生頻度は減少し、災害経験のない市町

村では防災意識が低くなり、 土砂災害に対する危機

管理意識に欠ける場合があるとともに、災害経験が
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ないため、事前に避難勧告の判断ができない状況に

あると想像される。このような意識は、たとえば土

石流危険区域に住む住民を対象に行ったアンケート

調査結果8)において、約50％の人々が土石流危険渓

流を知らないと回答していることからも疫える。

結局、このような問題を解決するためには、住民

一人ひとりの防災意識を高める必要があり、市町村

の防災担当者として土砂災害に精通した専門家の配

置 ・育成、住民等を対象とした土砂災害に対する防

災教育や周知、啓発活動を継続的に実施していくこ

とが肝要と考えられる。

(2)基準雨屈の方向性

災害発生を予測する指椋の一つである基準雨巌

は、土石流笞戒 ・避難基禅雨屈として昭和59年に建

設省より設定指針（案）が出され、平成 5年には「集

中して発生するがけ崩れ」に対する基準雨批の設定

手法が提言され、平成10年末までに約 8割以上の箇

所において調査が行われているが、一部市町村を除

き、住民に対する防災情報として事実上活用されて

いないことが汲大の課題となっている。

この主な原因は以下のように考えられる。

①雨菰情報の収集 ・伝達システム（土砂災害発生監

視装骰等）が十分整備されていないため、情報が

市町村まで伝達されない。

②市町村の防災担当者が基準雨派の梢報を十分認識

していない。

③空振り頻度等が高いなどの理由により、基禅雨菰

の精度や信頼性等に疑問を感じており、市町村

（住民）等への周知を徹底できない。

これ以外にも基禅雨址の設定・運用にあたって

は、いくつかの課題があり、これに対する解決方法

が示されている9)が、根幹的には基準雨益を利用す

る珠榜が整っていないことに問題があるものと思わ

れる。すなわち、基準雨菰そのものは災害を予測す

る重要な指標ではあるものの、 100％の精度を持っ

ているものではないにもかかわらず、空振りがあれ

ば信用されなくなり、最終的には利用されなくなる

といった悪循環な状態にあるものと考えられる。

たとえば、 EL、WLの空振りとCLの空振りでは

空振りの意味が違い、また基準を設定した観測所と

実際に運用する観測所の降雨特性が異なることに起

因する空振りなども本来の基準の空振りとは意味が

違うが、 一般的には全て空振りと映ることになる。

このような課題は比較的簡単に解決することが可能

なので、随時、課題を解消していく体制と基準雨罰

を運用する仕組みを整えておくことが直要である。

すなわち、降雨による基準には限界があることを踏

まえながら、精度の高いデータを蓄積しつつ、正確

な発生時刻と判明した災害単例によって基準雨罷の

検証 ・見直しを行いながら、基準を運用する体制 ・

仕組みを作っておく必要がある。
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3 まとめ

聞き込みを主体とした平成10年災害の調査から、

現象面の調査のみでは把握できない投重な情報（日

頃の出水状況、前兆現象、発生時刻、被災者 ・行政

の行動実態、災害関連情報のニーズなど）が得られ、

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が改めて

認識されるところである。

今後は、災害直後に聞き込み調査を実施し、統一

的に梢報の収集 ・苓稽を行い、精度の高い発生時刻

をもとにした基準雨批の検証と改良を行うととも

に、これらの基準雨址を活用していく体制・仕組み

を、地域に密箔した防災体制の中で確立する必要が

ある。あわせて、土砂災害に対する専門家の配置や

育成、住民等を対象とした土砂災害に対する防災教

育、周知、啓発を継続的に行うことが重要と考えら

れる。
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独断砂防国際協力序説～その2

渡辺正幸＊

パシュトン族の男がもつライフルは第 2次世界大

戦で米軍が用いたような梢巧なものではないが、日

本帝國陸軍が用いた38式歩兵銃のような弾込め式で

もなく、連射できるものである。 しかし周辺は狩の

対象になるような動物がいる環境ではないから、と

くに用途はなく古い伝統をひきずっているのだろう

と考えた。ホントのところは20歳以上の男のたしな

みだとのこと。 しかし、たしなみとはいえ、 20世紀

も終わりに近づいた今ごろ、いまだに ＂寄らば撃つ

ぞ＂の姿勢を n＜には相当の理由があるに述いない。

▼ 

事実、彼らの土地は世界地圏の中にあって実に重

要な位置を占めている。ペルシャ世界からインド世

i 

-上一疇9●

OCEAN 

｀
 

し
｀

カイパル峠ほかスレイマン山地の横断ルートと主要地域・都市

＊元建設省土木研究所砂防部長

界へ入る道には、かの有名なカイバル峠がある。峠

はアフガンとパキスタンの国境の北端にあって、ヒ

マラヤ山脈がスレイマン山脈に変わる地点で、比高

が最も小さい所に位骰している。だから道路は曲が

りを重ねつつ標高をかせぐが、谷幅は結構広い。

峠を越えてさらに東へ進むとカシミールを経てイ

ンドに入る。しかし、この地点から陸地はインダス河

に沿って南へさらに続くから、カイバル峠の南側で

スレイマン山地を横断してアフガン南部からパンジ

ャプに入るルートがあって当然だと思われる。いち

いち北の端にあるカイバル峠まで行ってからパンジ

ャプヘ入るというのでは遠回りに過ぎるからである。

ルートは何本かあるが、炎熱のオマン海峡に沿う

砂漠ルート以外はいずれもパンジャプ側に大きく落

ち込むスレイマン山地を横断するから、 200~300メ

ートルを垂直に落ち込んだ絶壁を縫う道になる。そ

れらの道はアレキサンダーの時代から大英帝国のペ

ルシャ ・アフガン ・インド支配に至るまでの長い

間、金の力か軍事力のいずれか、あるいは両方を併

せもつ者が激しく行き交った東西交流の要衝であっ

た。

今もス レイマン山地一帯はパシュトン等少数部族

が支配する地域なので、昔の通行者のうち力のある

ものはこれらの部族をあるときは力でねじ伏せ、あ

るときは金で恢柔して通行してきたに追いない。部

族の立場で見ると 、腕ずくで通過しようとする異部

族 ・邪宗の侵略者から生業の放牧地を守るための強

いられた戦いの連続だったのだろう。もちろん鴨が

葱を背負って通ることもあったはずだ。イギリスは

植民地支配をしていた時代に、スレイマン山地の中

央部フォ ト・ムンロという地域に砦を置いていたか

ら、イギリスにとっても袖断のならない相手だった

ようだ。

山岳少数部族はイスラムのしきたりと部族ごとの

掟に従って生きている。自蔚心が強く闘争心が旺盛

な男中心の彼らの社会では、女性の地位はロバ 1頭
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英国等と日本の植民地領有略史

年号 英国等

1814 ネパール戦争：英箪グルカ族を攻撃 (1816まで）

1816 

日本

イギリス軍艦琉球へ来て通商を術う

イギリス船しばしば浦賀来航

1823 シーポルト長崎在住

1844 オランダ国王日本に開国を進首

1849 グジャラートの戦ー一英軍全パンジャプ併合

1854 対米英露安政和親条約

1867 江戸都府大政奉還

1877 英領インド帝綴成立

1887 ロシアーイギリス間のアフガニスタン分割国撹協定

1893 日本朝鮮出兵

1894 

1895 ロシア ーイギリス ーii雑国間バミ ール国境協定

1904 

日清戦争

下関条約 （遼束半島台愕領有）

日露戦争 （面樺太獲得）

1907 イラン ・アフガニスタン ・チペットに関する英 ・露勢力圏協定

1910 

分だとのことであった。家にいて子育てと料理をや

っておればいい安価な存在である。女は原則的に門

外不出であるから、市場へ買い物に行くのも男の役

割である。肝っ魂母さんが世に出るほどに女性の社

会的地位が高くなるにはまだ歴史の時間が要るよう

だ。

掟に背くことになったり利害が対立する場合、長

老を立てた話も可能であるが、最終的な解決は銃で

つけるという。やはり 、単なるたしなみで銃をもっ

ているのでない。このような話を1附けば、「なんと

男らしい」と感心する向きもあろう。 しかし、実際

は前に述べたように、異部族の往来と植民地支配に

翻弄された歴史が自分達の力しか信用しないという

閉鎖的な社会を作らせたに違いない。

▼ 

完全なイギリスの植民地支配下にあったパンジャ

プの人々はひどい目に遭っている。イギリスは18世

紀の産業革命で生み出した綿織物工業の製品をイン

ド人に買わせようとしたが、当時のパンジャプには

モス リンという絹の光沢をもった綿布があり 、品質

の良くない英国製の綿布の売れ行きはさっぱりだっ

た。英国製の布の販売批を大きくするにはイン ド綿

布が製造できないようにすればいい。そこでイギリ

スの綿織物業界が採った単純明快な手段は、インド

人のモスリン織工の指をちょん切ることであった。

インドはそれ以来、綿花を供給することだけを強い
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H韓併合

られた。植民地制度がいかに伝統社会を破壊して住

民を生存の危機に陥れたかがわかる。山岳少数部族

はこのような悲惨を免れている。扱いにくく生産性

の低い少数部族にはイギリス人もずいぶん苦労させ

られたようだ。

多様な民族 ・部族が住み分けるイン ド世界の植民

地統治でとくに苦労した相手を次のような原則で表

現している。要するにどうすれば西部辺境地域の部

族を意のままに動かせるかである。

「シン ド族は抑圧しろ。パンジャプ人は食わせてお

けばよい。パシュトン人には給金をしっかり払え、

そしてバロチ族はその自邸心を損なわぬようにし

ろ」

ここでいう部族は、それぞれパキスタン南部、イ

ンダス河中流部、西部山岳地域、そしてイランーア

フガニスタン南部ーパキスタン南西部を主要な居住

域としている。私の相手はパシュ トンの一支族であ

る。

かなり乱暴な括り方ではあるが「江戸っ子」 とか

「肥後もっこす」といったわれわれの括り方に共通

する対象認識である。 このような国柄 • 土地柄 ・ 人

柄の認識とその背屎を理解することからプロジェク

トは始まる。相手を正確に知らずして戦争の勝利は

ないが、企業活動も援助も己を知り相手を知らなけ

れば成功はしない。まして、援助の場合は 「あなた

の幸せが私の幸せ」というレベルのオペレーション

なのだから、「ここから先は君達が独り立ちしたま



1 海外事情I

「寄らば撃つぞ」ブロジェク トサイトの男達

え」という持続性の確信が援助のシナリオに組み込

まれていなければならないのだ。「われわれが （日

本で）やっていることはいいことだから君達もやれ

ょ」 「遠隈地のデータはテレメーターで集めるのが

よい」「防災技術を勉強すれば災害は防止できる」

といった 「手法や技術の無邪気な平行移動」では持

続的な援助にはならない。

▼ 

流域保全事業でまず、小さな砂防ダムを建設した。

植生がない所に強度の大きい雨が降ると表面侵食が

起きて土地の生産力が低下する。ダムは土境の流亡

を防ぐとともに、泄漑用の水の供給を目的にしてい

る。暗渠に繋いだパイプが水を村の周辺の乾燥地に

送る。さらに、ダムの建設と村への進入を容易にす

るために道路を作った。パイプはやぎが蹴蹂いたり

風に揺すられて台から落ちたりしてリンクが外れて

送水できなくなる。道路の側溝を溢れた水が路面を

侵食して車両の通行ができなくなる。

水も来なくなり道路も通れなくなると住民はさぞ

困るだろうと思うが、誰も外れたパイプを繋ごうと

しない。誰も路傍のガリーを埋めようとはしない。

「君たちの村を良くしようとする事業を私達はやっ

てるんだから、壊れた所を見つけたら君達で修理し

ろよ。壊れそうになったら補修しろよ」

「何言ってんだ。あれはお前さん方が作ったものだ

から、お前さん方が維持菅理 ・修理するのが当たり

前だ」と村人は主張する。

「君達のため」という当方の思いやり ・熱意が通じ

ない。「俺達のための事業」、「出来たものは俺達の

財産」という認識も、 「この事業を成功させたら俺

達の生活が良くなる」という希望も伝わらない。両

者の考え方に大きなギャップがある。堂々めぐりで

埒があかない。見解の対立は感情の対立になって村

への立ち入りが拒まれかねない霙行きになる。銃を

向けられたらお仕舞だ。一方、放置すれば施設はさ

らに壊れる。なぜこんなに抜き差しならない膠沼状

態になったのか？

村人のテンションは上がってきてもう工事はしな

くてもいいという 。さらにおかしくなると腕ずく

（銃）で止められることになるだろう。

「なぜ、こと志と違って、こんなに抜き差しならな

い状態になったのか？」

「感謝されて当然なのに、なぜ感謝の気持ちが持て

ないんだ？」

「このまま互いに突っ張って立ち入り禁止になろう

ものなら何もできないじゃないか？」

「仕事をしに来て立ち入り禁止を言われ、無理をし

て銃で脅かされるようにでもなれば、折角の好意が

台無しになる—すべてがぶち壊しになる一ー何も

生まれない！ 」

と考えた。

村人の考えは、こうだ；

日本人はある日、勝手に来て勝手に工事を始めた。

ダムもパイプも道路も彼らが勝手に作った。彼らが

作ったものは彼らのもので俺達のモノではない。壊

れたってそんなことは俺達は与かり知らないこと

だ。

▼ 

ここまで考え方に遥いがあると、どっちが正しい

かと比較している場合ではない。比較という作業は、

共通の土俵に入って共通の尺度をもって考えるから

できることである。

われわれは、“日本国民の税金を使って"、“相手

に喜ばれることをしている＂と信じている 。ところ

が、相手は喜んでいない。

この違いは一体何なんだ？

何がどうなってこうなったんだ？

と激しく悩む。

頭を冷やして考えてみた；

事業の説明や段取りを中央政府とパンジャプ州の

担当者に説明した。中央や州の政府の担当者はとて

も喜んでくれた。この事業はこの国の広大な面積を

占める乾燥地帯のJ此業の可能性を開き、股民は大き

な希望を得て故郷に定着するだろう、と述べた。

われわれは、先が限られているエ期をかなり気に

して工事を急ぎ、重機をドカドカと持ち込んで、
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「さあ工事を始めるぞオ」、「労務者には金を払うぞ

オ」といって工事を始めた。

工事を急いで、エ区が別の部族のテリトリーに入

っても同じ部族の労務者を使い続けた、出来科を上

げるために簡単に買金を上梢みして無尽蔵に金があ

るような印象を与えた、村の頻役とおぽしき人物と

話をつけて金を渡しておけば話は片付く ……等々 、

肝心の受益者である住民を置き去りにして一方的に

コトを運んだーーという印象を与える結果になった

ことが そういう努力が不十分だったことが、彼

らの自埒心を偏つけ、土地の秩序を乱し、人の土地

で好き勝手に振る舞う奴等との不快感を与えたに遥

いない。

あとで判ったことだが、それらしき人物を顔役だ

と考えたのは当方の一人合点で、当人には何の権限

もなく、渡した金は配られていなかった―もらっ

た金を配るという発想がなかった 1 し、その部族

社会では意思決定を行う際には氏紫性や貧富の格差

は全く意味がなく、権利は完全に平等だとのこと。

西欧社会が1940年代に幣しい流血の後になって世界

人権宣言でようやく達成した原則が山の中の部族社

会で何百年も前から当たり前のことだった！基本

的人権という社会の価値観では日本を含む西欧文化

人よりもはるかに先進的であった人達だったのだ。

慌てたパンジャプ州政府の仲介で話し合いを持

ち、説明の不足を補い、住民の慈見をもとにして現

地のルールに則った施工計画で進めることにした。

銃弾が飛ぶことは辛くも避けられた。

人々が社会を組み立て、人と付き合い、それぞれ

の生活を律していく方法には、地域の自然環榜や歴

史が色溢く反映されていて、単純に ・・人類みな兄弟"

というわけにはいかない。信仰の対象を画や像にし

て崇拝するという行動が、敵対しさらに殺し合う原

因になってきた。してはならないことや言ってはな

らないことが部族によって異なることや正反対であ

ること—たとえば、子供の頭を撫ぜることや左手

の使い方のように一 も多い。美味しさや美しさと

いう基本的な感覚も民族ごとにずいぶん違う。文化

は相対的で絶対的なものはなく善し悪しはいえな

い。

このような事実は経験の積み瓜ねや社会学・文化

人類学の分野の考察でかなり明らかになっていて、

援助 ・協力の手順にも組み込まれるようになってき

た。住民参加やオーナーシップ、自助努力、持続性

28 ・SABO vol.63 Ocl.1999 

といった概念がそれである。援助・協力は、 「援

助 ・協力担当者が現場を引き揚げたら元の黙阿弥」

というのでは何の役にも立たない。

▼ 

援助 ・協力がきっかけになって、＂担当者が帰っ

たあとも事業が住民に引き継がれて努力が続けら

れ、その結呆住民が食えるようになり、さらに生活

が戯かになって人口増加が環境容批内に止まる＂と

いうのが究極のシナリオだからである。援助・協力

の目的は“貧乏人の子沢山＇を脱却することと言い

換えてもよい。国民のほとんどが1品民という途上国

の社会では、生産の基盤である土地は命である。土

地を失った農民は存在価値を失うといっても言い過

ぎではない現実が1993年の激甚災害を経験したネバ

ールにある。パシュトン族のプロジェクト ・サイト

でも全く同じである。理由は何であれ、土地を失い

存在価値をもたないJ塁民の発言を誰も聞かない。中

央であれ州であれ、政府にはそのような股民を救済

する力も意思もない（なのになぜか他の国家を相手

に戦争をする意思と能力はある）。

このような社会にあって、砂防事業は地形の安定

を目的とするから、その上に乗っている農民の生活

をも併せて安定させる効用を持つといえる。しかし、

途上国が砂防を国家の「事業」とする段階にはイン

ドネシアを除いては達してはいない。われわれはカ

のない国に、まだ「砂防事業を持つ段階に成熟して

いない」国に「砂防事業」を根付かせると錯覚して

はいけない。「砂防事業」を持つことができるよう

になるまでに社会の成長と成熟のお手伝いをするこ

とが当面の砂防 ・防災を通した協力だと理解しなけ

ればならない。「砂防」はあってもそれを事業とし

て国家が実施できるように力をつけるまでには、相

当の努力が要るのである。言い換えると、 砂防を

「事業」にしているということは、国民の生命 • 財

産の保全が国家の使命であると宣言して実行してい

ることを意味する。国民の胃袋さえ満足に満たせな

い国には—日本もかつてはそうだった—不可能

なことである。まずは、砂防は「食わせるための手

段」であり「死なせないための手段」なのであり、

それ以外のなにものでもないのである。このことを

錯覚して自己満足の仕事をしてはいけないというの

が、パシュトンの人々とのトラプルを通して考えた

ことであった。
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平成12年度建設省砂防部関係の概算要求について

三上幸三＊ 小林稔＊ 栗原淳一＊＊

建設省砂防部の平成12年度概算要求は、頻発す

る土砂災害、特に本年 6月末に広島県をはじめと

して全国各地で発生した甚大な土砂災害に鑑み、

予算の煎点配分、新規 ．璽点施策を和極的に盛り

込んだ内容となっている。

1.概算要求の概要

平成11年度概符要求にかかる予算総括を表-1、

2 (30、31頁）に示す。

2．新規項目

① 土砂災害緩衝樹林帯の整備

危険な斜面や谷の出口における緩衝樹林帯の整

備を新たに展開することにより、緑の斜面 ・渓流

空間の創出を図るとともに、危険な地域における

家屋の建築を抑制する（圏ー1)。

本施策に関しては、 6月末に発生した広島県な

どの土砂災害に鑑み、土石流やがけ崩れのような

土砂災害に対し、従来の対応に加え新たな視点で

の施策を検討するため、建設省内に 7月に設置し

た「総合的な土砂災害対策に関するプロジェクト

チーム」においても、検討がなされているところ。

② 再度災害防止対策特別緊急事業の創設（砂防

再特、地すべり再特）

土砂災害発生箇所の応急的対策のみならず、当

該箇所を含めた抜本的対策の実施により、甚大な

土砂災害が発生した地域の再度災害防止対策を実

施するため、砂防事業及び地すべ

り対策事業において、「再度災害防

止対策特別緊急事業」を創設する

（回ー2 32頁）。 がけ崩れ緩面樹林帯

がけ崩れにより激甚な被害を受けた一連の地域

において、定期間内に、災害関連緊急急傾斜地崩

壊対策事業と一体的な再度災害防止対策を実施す

るため、災害関連急傾斜地崩壊対策特別緊急事業

（がけ特）を創設する（図ー3 32頁）。

④ 急傾斜地崩壊対策琳業の採択基郎の拡充

近年、土砂災害により災害弱者（高齢者等）の

被災が急増していることから、災害弱者1彫述施設

の収容人貝を人家戸数に換算することにより、急

傾斜地崩壊対策事業の採択基準を拡充し、避難の

困難な災害弱者が立地している土砂災害危険箇所

の整伽を促進する（図ー4 33頁）。

⑤土砂災害情報相互通報システム整備事業の創設

土砂災害危険区域駒等の作成 ・配布（例えば、

ダイレクトメール、各種広報物の作成 ・配布、節

易雨紐計の配布等）や、土砂災害危険区域内の住

民等を対象とした土砂災害梢報提供システムの整

備、 「土砂災害llO番」の設置により、土砂災害に

関連する情報を住民と行政機関が相互通報するシ

ステムを整備する。これにより、 警戒避難体制の

強化を図る （図ー5 33頁）。

3.重点項目

(1)安全な地域づくり

① 激甚災害地域緊急防災対策

近年、土砂災害が発生した箇所で、土石流、地

すべりおよぴがけ崩れの再度災害により、人命 ・

/‘：仙 I ・
ヽ I

I ③ 災害関連急傾斜地崩壊対策特

別緊急事業（がけ特）の創設
’ m.‘▽でしでマヽ＊ • ’"， I 

◎ぶ i流緩衝樹林帯

＊建設省砂防部砂防課課長補佐
⑲痒傘嚢

＊＊建設省砂防部傾斜地保全課課長補佐 図ー1 土砂災害緩衝樹林帯
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表ー1 平成12年度建設省関係予算概算要求総括表

1. 事業費 ・国費総括表 （単位：百万円）

,SABO vot.63 Oct.1999 

事業費 国 費

12年度要求額 前年度予箕額 倍率 12年度要求額 前年度予算額 倍率

事 項
うち経済新生特別枠 うち生活関運

物流効率化に 環境 ・情報通 等公共事集重

よる経済構造 僧・街づくり 点化枠

(A) (8) (A/B) (C) 改革対応分 等対応分 (D) (C/0) 備 考

迎 路 整 備 7,334.574 7.204,532 1.02 2,693,066 227.974 42.245 96,912 2,583.122 1.04 1. 本表には、北海迫併］発庁、

沖縄開発庁、国土庁計上の建

治 山 治 水 2.175,310 2.097.068 1.04 1,316,717 

゜
23,303 83.862 1.262.962 1.04 設省関係分を含む。

治 水 2,008.919 1.938,256 1.04 1.226,044 

゜
22,722 77.683 l.177.269 1.04 

海 岸 61.0邸 60,003 1.02 37.449 

゜
351 2,227 35,915 1.04 2 12年度国般には、国土交

急領斜地等 105.333 98.809 1.07 53.224 

゜
230 3.952 49,778 1.07 通省関係予枕として233.801百

万円を含む。

都 市 針 画 2,541.598 2,458,031 1.03 1.347.467 

゜
39.349 71.764 1.291,254 1.04 

公 園 383.637 370.326 1.04 169,333 

゜
3.232 8.676 162,026 1.05 3 12年度国股には、

下水 誼 2.157.961 2.087.705 1.03 l.178.134 

゜
36.117 63.088 1.129.228 1.04 追路関係社会質本として

治111治水 30.000百万円

住宅 ・市街地 14.629.690 14.308.130 l.02 J.293,212 2,988 34.230 57.186 1,211.586 1.07 住宅対策 62.000百万円

住宅対策 13,504.196 13.175,935 1.02 l,176,417 

゜
27.784 56.434 1.)28.340 1.04 市街地整備 8.000百万円

宅地対策 570.011 625.722 0.91 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
を含む。

市街地整備 555.483 506,473 1.10 116.795 2.988 6.446 752 83,246 1.40 
4. 前年度国股には、

一般公共事速計 26,681.1Z2 26.Q6Z.Z6l 平 6,650,462 230,962 l39,l27 309,724 6,3祁，924 平 ・物流効率化による経済構造

［公躯 ・公団等除色］ (1174a299J [11,317,468) 幽 改革特別枠(115,481百万円）

・ 21枇紀の経済発展基盤整備

災 害 関 係 62.194 62.069 1.00 44.560 

゜ ゜ ゜
48.588 0.92 特別枠 (68,697百万円）

• 生活llll述等公共事業旗点化
公逃罫汲捌保nt 26,743,366 26.129,830 1.02 6,695,022 230,962 139.127 309,724 6.397.512 1.05 枠 (164,709百万円）

を含む。

官 庁 ポ占・ 繕 132.788 109.391 1.21 57,901 

゜
4-.141 

゜
24.059 2.41 

5. 本表には、 NTT・A型は

建骰行政経致 95,577 80,006 1.19 94.824 

゜
8.863 

゜
79,256 l.20 含まれていない。

合 i:t 26.971.731 26.319.227 1.02 6,847.747 230.962 152.131 309.724 6,500.827 1.05 



表ー2 平成12年度河川局関係予算概算要求総括表- -- - ．． ---・ 
平成12年度要求 前年度 倍 率

区分
事 業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

うち うち
重う点ち化枠

うち
(A) 重点化枠 経済新生枠 (B) 経済新生枠 (C) (D) (A/C) (8/0) 

治 山 治 水 2.175.310 140,967 39,386 1.316.717 83.862 23.303 2.097.068 1.262.962 1.04 1.04 

治 水 事 粟
(2,091.516) (1,265.305) (2,016.382) (1,214.609) (1.04) (1.04) 
2.008,919 129.343 38.416 1,226.044 77.683 22.722 1,938,256 l.]77,269 1.04 1.04 

河 Ill 
(1.197.831) (689.079) (1.151.911) (655,471) (1.04) (1.05) 
1.134.753 69253 26.706 659,696 43,259 15.503 1.093.404 628,078 1.04 1.05 

河 l l l 
(830.452) (523.054) (794,822) (494.879) (1.04) (1.06) 
798.496 49.591 15,260 507.246 34.608 10.287 764.121 479,699 1.04 1.06 

都市河川
(313.845) (136.025) (303,286) (130,592) (1.03) (1.04) 
282,723 19.662 11.446 122.450 8.651 5.216 275.480 118,379 1.03 1.03 

訓1災害復l8等
53,534 

゜ ゜
30.000 

゜ ゜
53,803 30.000 1.00 1.00 

閲迅緊急

ダ ム
(511,822) (347,367) (499,688) (341,306) (l.02) (1.02) 
495.436 26.100 6.980 339,089 16,520 4,197 483,334 333,028 l.03 1.02 

砂 防
(379,861) (227,672) (362,870) (216,694) (1.05) (1.05) 
376,728 33.990 4,730 226.072 17.904 3.022 359.605 215.025 1.05 1.05 

機 械 2,002 

゜ ゜
1.187 

゜ ゜
1.913 1.138 1.05 1.04 

海 岸 事 業 61.058 3.720 510 37,449 2.227 351 60.003 35,915 1.02 1.04 

急傾斜地崩壊対策等事業
(105,751) (53,433) (99,289) (50,018) (1.07) (1.07) 
105.333 7.904 460 53,224 3,952 230 98.809 49,778 1.07 1.07 

特定治水施設等整備事菜 83.015 

゜ ゜
39.470 

゜ ゜
78.606 37,580 1.06 1.05 

住宅宅地基盤特定治水
33.150 

゜ ゜
16.470 

゜ ゜
32,314 16.080 1.03 1.02 

施設等整備事業

下水道関連特定治水
49.265 

゜ ゜
22,700 

゜ ゜
45.692 21.200 1.08 1.07 

施設整備事業

都市公園等関述特定
600 

゜ ゜
300 

゜ ゜
600 300 1.00 1.00 

治水施設等整備事業

小 計 2.258.325 140,967 39,386 1.356.187 83,862 23.303 2.175.674 1.300.542 1.04 1.04 

災杏復旧関係事業 61,171 

゜ ゜
43,695 

゜ ゜
60.209 47.305 1.02 0.92 

災害復 1H 37.460 

゜ ゜
29.684 

゜ ゜
42.763 35.084 0.88 085 

災害関連 23.711 

゜ ゜
14.011 

゜ ゜
17,446 12,221 1,36 1.15 

ノu 計 2,319.496 140.967 39.386 1.399.882 83,862 23.303 2,235.883 l.347.847 1.04 1.04 

（単位：百万円）
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治水事業の国費は、 一般会計ペースである。

上段 （ ）杏は、住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業等を含んだ場合の額である。

ダムの事業費には、水資源開発公団交付金の1fl地先行取得分及ぴダム建設調整分を含む。

利水者負担金を含むダムの平成12年度概坑要求は661.114百万円 （対前年度倍率1.04 前年度632,685百万円）である。

治山治水の各事業の額は、道路関係社会資本 （事業費 (12年度60.042百万円、 11年度9l.64l百万円）、国費 (12年度30.000百万円、 11年度44.400百万円）） を含んだ額である。

12年度国費には、国土交通省関係予算16,732百万円を含む。
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財並に被害をおよぽす

おそれがあり、緊急的

に対策を必要とする約

3,000箇所について、

概ね 3年間で土砂災害

対策を実施し、概成を

圏る。

② 災害弱者関連緊急

土砂災害対策

昨年 8月に福島県西

郷村で発生した土石流

災害や、本年 6月末に

広島県で発生した土砂

災害でも災害弱者1闘述

施設が被災し、被害が

生じている。また、今

回の広島災害でも、亡

くなられた方の半数以

上が災害弱者であった

ことから、昨年犀生

省 ・文部省と合同で実

施した緊急点検結呆に

基づき、自力避難が困

難な災害弱者が入所し

ている施設に係る土砂

災害危険箇所約1,600

箇所の整備を概ね2003

年までに概成を図る

（図ー6 34頁）。

③ 重要交通網保全対策

主要道路、幹線鉄道等の被害

による広域的な物流の遮断や地

域の孤立化など社会経済的に極

めて狐大な被害が発生すること

を防止するため、重要交通網集

中地域における土石流などの土

砂災害防止対策を実施する。

④ 活火山対策

全国86の活火山のうち、特に

活動が活発で、警戒避難体制の

(1)砂防再度災害防止対策特別緊急事業（砂防再特）

(2)地すぺり再度災害防止対策特別緊急事業（地すぺり再特）

ゆるみの発生している
隣接プロック

9、¥--‘‘、
, I 

9 9 , ， 
' ， 
ヽ

地すぺり災害発生
隣接斜面も
ゆるんでいる

ー

J' .....盲.....--
--•こ

四 碩 |̀lと―:t匹 編に成暉 I

ヽ

i 
ヽ

によりI、/、l,,,,.; 
＇ ＇ ヽ

災害関連緊急事業による 災害関運緊急事業と合わせ隣接ブロ
災害ブロックのみの対策では ックの対策を再度災害防止対策特別
再度災害が発生する 緊急事業により一体的に実施する- 19繍i !-• 

図-2

整備に取り組んでいる28火山に

おいて施設整備を直点実施す A ：災害関連急傾斜地崩壊対策特別緊急事業

る。平成11年度は、岩手山（岩 I B ：災害関連緊急急磁珈地崩壊対策事業

手県）等25火山で実施する。 図-3 災害関連急傾斜地崩壊対策特別緊急事業
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改 害弱者関連施設に係る採択墓準：従来）

〇災害弱者関連施設の他に保全人家5戸以上

急傾斜地の高さ
10m以上

図—4 災害弱者関運施設に係る採択塞準の拡充

5戸以上

＋ 

偲害弱者関逼施設に係る採択基準 ：拡充〕

〇災害弱者関連施設の収容人員等3人を人家 1戸に相当するものとして
換算し、その戸数を保全人家戸数の内数としてカウントする

急傾斜地の高さ
10m以上

一従来はIJI菜化が不可能であった人家5戸来満の箇所でも事業が可能
になる

土砂災害情報相互通報システム整備事業

⑤ 災害栢報伝達ネットワーク

の整備

住民の早期避難と災害時における市町村等の迅速な防災体制の確立のため、
「土砂災害情報相互通報システム整備事業」を創註し、
士砂災害関連情報の行政と住民との情報交換を一層推這する。

雨や地震の情報
屠辺の斜面
Illに

← 目畑砂1‘̀3-

一士〉
図ー5 土砂災害情報相互通報システム整備事業

前述の土砂災害情報相互通報

システムの整備や地すべり危険

箇所においてGPS斜面監視装置

を整備し、土砂災害に対する情

報基盤の店度化を椎進する （圏

-7 34頁）。

(2)生活関連の社会資本の整備

① 緑の斜面整備

自然環境や乱観上良好な状態

を保ちつつ斜面の安全度を向上

する 「緑の斜面工法」を消入し、

既存樹木等を生かした斜面整備

や前述のがけ崩れ緩衝樹林帯の

整伽を椎進する。

② 都市山麓グリ ーンベルトの

形成

市街地に隣接した山麓鈴面に

おける一連の樹林帯 （都市山龍

グリーンベル ト）の形成等を推

進し、緑戯かな都市棗境を創出

する。

(3) 21世紀の経済発展基盤整備

① 総合土砂管理対策

海岸侵食、河床低下など土砂

管理上問題が顕在化している流

砂系においてモニタ リングを実

施する。また、オープンタイプ

の砂防ダムの整備や既設砂防ダ

ムのスリット化に加え、砂防事

SABO vol.63 Oct.1999 33 



トピックス 1 

業と海岸事業の連携に

より悔岸の養浜等を実

施し、総合的な土砂管

理を推進するととも

に、生態系の保全にも

寄与する。

② 中心市街地活性化

等民問誘発

護岸整備や斜而上部

の切り 土工などによ

り、住宅 ・宅地基盤、

リゾート施設誘致など

新たな利用可能な土地

を創出し、民尚投汽を

誘発する。

③ 光ファイパネット

ワークの整備

光ファイバによる大

容掘の情報通信基盤を

整備することにより 、

災害弱者関運施設の立地条件
土砂災害危険区域
約9、000施設

切」り点悶店嘉習
その他、
約 122,0

I 災如弱者関回
約 139,000

＼ 

土砂災害危険箇所内の災害弱者関連施設穀

1地崩壊危険箇所

0 1、0002,000 3,000 4,000 5、000
注）上記の致国はダブル計..tあり

平成 10年士砂災害

口災害弱者（幼児、高齢者等）
口その他

日本の人口構成

図45 災害弱者関連施設に係る状況

リアルタイム酉像による土砂災害現場の状況を正

確に把握し、迅速かつ効率的な災害対応を支援す

る梢報の提供を可能とする。

4 その他

6月末に広島県等で発生した激甚な土砂災害に

鑑み、従来の対応に加え新たな視点での施策を検

討するため、 7月6日に建設省内に 「総合的な土

砂災害対策に関するプロジェク トチーム」を設骰

した （事務局は、河川局水政課および砂防部傾斜

地保全課）。主な検討項目は以下のとおり。

①土砂災害のおそれのある地域における住宅等の

立地抑制方策の検討。

②土砂災害のおそれのある地域における防災性向

上方策の検討

③避難及び住民への情報提供のあり方の検討

④その他

現在、プロジェクトチームにおいて、具体的な

検討を行っているところ。今後、各部局で直ちに

実施する施策を 「当面の対策」として 3ヶ月程度

を目途に取りまとめる。また、中長期にわたる対

策も含め、防災国土管理の一環として、「総合的

な土砂災害対策の基本方針」を年末までに取りま

とめる予定。

ぞ
氾
＼

£
 

Iのみ
の酎測

！すべり区域

琴元移動ペクトル ・ i I 
図—7 地すべり区域におけるGPS斜面監視装置

し • 一事•

広島市佐伯区の古野川（このがわ）の

土石流災害（死者2名）
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テクシガルバ市ソト地すべりの機構と対策

藤田壽雄＊ 原龍一＊＊

1.ハリケーン ・ミッチによる災害

1998年10月下旬にカリプ海で発生したハリケー

ン・ミッチ(Mitch)は、ホンデュラス (Honduras)

北部にかかってから速度を落とし、 27日から31日

の 5日間にかけて多拡の降雨をもたらしながら、

南西方向にゆっくりとホンデュラスを縦断して太

平洋に抜けた。このためホンデュラスの全国にわ

たって洪水災害、 土砂災害が頻発し、多大な被害

を蒙るに至っているが、この間の事情については

本誌前号 (Vol.62.1999.6)で、細川氏（長野県

土木部砂防課）によって詳しく報告されているの

で参照されたい。

ホンデュラス国の首都テグシガルバ(Tegucigalpa)

は標高約1000mの高地に立地するためか、 6月か

ら11月の雨期における平均的な月間降雨紐は100

mm内外で、多くても200mm程度にとどまり、年間

降雨址も1000mmに満たないので少雨地帯ともいえ

よう。これと比較するとミッチによる降雨批は遥

かに異常な豪雨であったことが知られる 。

テグシガルパ気象台によれば、 1998年8月から

ホンデュラス

カリプ海

太平洋
し

図ー1 ホンデュラス位四図

表ー1月別降水11(1998年）
8月 9月 10月 11月 12月

月拙降水枇（血） 162.4 76.2 498.6 43.5 1.1 
最大日降水砒（岡） 46.7 15.6 120.4 11.5 0.4 

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター前理事

＊＊ （株）日本工営防災部

12月までの降雨餓は表ー1に示すように、8月下

旬に100mmを超えたものの 9月には月 1川76.2mmの

雨期としては少雨を記録している。10月に入って、

20日までに155.2mmの累積降雨砿となったところ

で、ハリケーン ・ミッチがホンデュラス国周辺で

倅滞し、 21日から31日にかけての11日間で343.4

mmの降雨をもたらした （図ー2)。

特にミッチが通り抜ける10月30日から31日の 2

日問で240.7mmというテグシガルパ市周辺として

は希有な萩雨を記録し、このうち約130mmが30日

の18:00から31日06:00にかけての12時間に集中し

ているので、明け方に洪水が製ったことになる。

この棗雨による災害の規模は、 1999年11月27日

付でホンデュラス政府が発表した「復興マスター

プランのための緊急必要事項とガイドライン」に

よれば、 11月1日現在で死者5657人、行方不明者

8058人、負偏者12272人、被災者総数150万人にの

ぼっている。なかでも首都テグシガルパにおいて

は、ソト (Soto)地区で大規模な地すべりが発生し

て、市内中心部を流下するチョルテカ川 (Rio

Choluteca)を埋塞した。このため河川の堰き止

めによる上流水位の上昇は十数メ ート ルに及び、

テグシガルバ市の中心部での湛水被害を増大させ

た。

ホンデュラス国では、このような地すべり災害

120.0 

100.0 

0

0

 ni
 

゜
8

6

 

日
雨
置
（

唖
40.0 

20.0 

0.0 

""Mitch”の通過

I 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 
日にち

図-2 1998年10月の日雨量
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の対応については全く未経験であるため、日本へ

の技術協力が要請され、1999年1月に建設省土木

研究所絹木亮介地すべり研究室長が現地を踏査

し、当而のところ考えられる応急的な防止対策に

ついて概念図をも って示し、必要な調査について

指示している。このような背娯のもとで、さらに

具体的な技術協力を行うために地すべり防止技術

専門家の派造が要請されたもので、 1999年4月か

ら7月にかけて筆者らによる技術指祁が実施され

たところである。本稿では最重要地点である‘ノト

地すべりの概要について報告する。

2 テグシガルパ市周辺の地形・地質

テグシガルパ周辺は、図ー3の地形 ・地質図に

示すようにテグシガルパ市街を中心とした盆地状

地形を呈しており、東部は盆地内との標高差約

700mの高い山となっているが、北、西、南部に

関しては標高差約300mの比較的低い山並みに囲

まれている地勢となっている。盆地内は主として

複数の段丘面から構成され、市街中心部を主要河

川であるチョルテカ川が北流する。また、チョル

テカ川沿いには比高の小さい沖積段

丘面が分布する。洪積段丘面上には、

第三紀火山岩類からなる残丘が散在

する。これらの残丘は河川の浸食の

過程で硬質な第三紀火山岩類がキャ

ップロックとして取り残されて形成

されたことが推定される。

盆地内のほぼチョルテカ川以束に

は、中生代白亜紀の地層が分布し、

この陪を第三紀堆梢岩類、火山岩類

が被覆する。周辺山地のうち、盆地

内との標高差が大きい個所はおおむ

ね白亜系の陪雄の高まりを被覆して

第三系が残丘状に分布するものであ

地質庖序

第四紀

Qe 段丘堆積物

Qb 玄武岩溶岩およびスコリア

第三紀中新世

Tep 砂礫、シル トを混じえる火山砕屑物

Tpm 流紋岩質凝灰岩

第三紀漸新世

Tcg 火砕流堆積物

Tm 玄武岩および安山岩溶岩

白亜紀

り、標高差が小さい個所には白亜系の高まりがな

く、第三系が分布している。すなわち、周辺山地

の栢高はおおむね白亜系の高まりの有無、及び第

三系の残丘の有無に左右されているようである。

白亜系の基盤は泥岩、砂岩、礫岩の互陪から成

り、比較的硬質である。この地層の下位層が市の

中心部から南東部に分布し、上位陪が市の中心部

を含んだ東部に広く分布する。さらにこれらの周

辺には第三紀漸新世から中新世の泥岩、砂岩の互

層が分布する。また市の北西部の台地は第三紀陪

の上に賊る破砕の著しい火成岩（流紋岩、角礫凝

灰岩） である。そして市の中心部の南方にはさら

に新しい中新世末期の凝灰岩が、空港周辺を中心

に分布し、緩やかな丘陵地を呈している。

3 地すべりの分布

テグシガルパ市を取り囲む山体の西部、北部は

前述の第三紀中新世の泥岩、砂岩陪が主に分布し

ており、その地層のなかには風化によって粘土化

しやすい部分も挟んでいると考えられる。また上

部の比較的なだらかな火成岩も非常に風化しやす

k「C 泥岩、砂岩、礫岩
,.、T

• • I'- ^ •I I -. np ←‘Il r.で`‘4:、~

Kvn 礫岩および赤色系の砂岩 図-3 テグシガルJ¥m周辺の地形 ・地質図
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い凝灰岩陪を挟み、いずれも地すべりが生じるた

めの素因となるすべり面を形成する可能性が高

い。

従って図ー3の地質図に示されている地すべり

分布をみても、第三紀府に起こっているもの、上

部火成岩と第三紀陪の境界で起こっているもの、

第三紀陪と白亜紀府の境界で起こっているものに

区分でき、いずれも第三紀陪が絡んで地すべりが

分布していることが明らかである。

この地質図ではテグシガルパ市西、 北方を中心

に約10箇所の地すべりが記載されている。 1万分

の 1地形屈によれば、さらに大規模な地すべり地

形を含めて数多くの地すべりが読みとれることか

ら、空中写真判読により詳細な地すべり危険分布

圏を作成すべく作業しており、 地すべり分布と地

質分布との関連も明確にできるものと考えている。

4.ソト地すべり

(1)地すべりの概要

ソト地すべりは市の中央を流れるチョルテカ）II

左岸の市中心部コマヤグエラ (Comayaguela)地

区の北側に当たる東向き斜而で、長さ約800m、

幅約300m、深さ約40~50m（推定）の大規模な

．．．．．． ．． ． ． ． 狐．——• 一・・・・・・・ ・・

図—4 地すべりプロックの運動方向

地すべりであり、ほぽ100戸が全壊し 7名が行方

不明ということである。図ー4に示すように、ソ

ト地すべりを挟んで、元々は北部斜面、南部斜面

を含む一連のさらに大きな地すべりであり、今回

はその中央部分が活動したものである。

災害直前の1998年 1月撮影の空中写真によれ

ば、地すべり範囲の頭部から中央部にかけては人

家が存在していない。このことは地すべりが以前

から活動していたことを物語っており、不法居住

者の多いこの地区にあっても家を建てることがで

きなかったのであろう。ただし移動批などの計測

やボーリング調査などが行われた様子はなく、 地

すべりの機構に関するデータの提供は全くなかっ

た。従って本報告も関連基礎査料と箪者らの踏査

結果の考察のみにとどまっていることを付記して

おきたい。

ソ ト地区では、下位より白亜紀の泥岩、砂岩互

層からなる堆積岩を主体とする基盤岩が河床付近

に露頭するほか、地すべり頭部付近にも露頭する。

その上位には地すべり上方の台地に第三紀の火砕

流堆和物が分布する。その上に第三紀の安山岩質

溶岩類、流紋岩質溶岩類、流紋岩質凝灰岩類を主体

とする陪が地すべり滑落崖付近に分布する。地す

べり末端付近には、河床からの標高

差10m程度の段丘礫層が分布する。

(2)地すべりの機構

地すべり土塊は風化 した角礫凝灰

岩と、上部台地から供給された流紋

岩礫などからなる崩積土陪と考えら

れる。地すべりは人家のなかった頭

部から中央部にかけての土塊を主動

部分としている。図ー4中に矢印で

示したが、主動の運動方向はチョル

テカ川に対して斜交する北東方向に

すべり出し、下部に下るにつれて 2

方向に分かれる。南側半分の土塊は、

下部の人家が多く建っていた台地状

のプロックに突き当たって、著しい

圧縮現象を生じながら下部プロック

を押し出した。下部プロックの基礎

岩盤の地層傾斜が斜面傾斜とは逆の

「受け盤」となっていたため、図ー5

の縦断面図に示すように節害物を乗
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り越えるように隆起し、土塊の先端は川に向かっ

て流れ下っている。また土塊の南側縁辺部も押し

出し現象で南側悦界に堆積している。

一方、北側は凹地形の斜面を地すべり境界線に

平行して運動が継続し、すべり面が斜而領斜と同

じような傾斜であったので、地すべり本体そのも

のがチョルテカ川に押し出している。災害直後の

空中写真判読による図ー6からも、 滑落崖の連続

性は下流側で明瞭であり、断層の存在も推定でき

る。従って河川を埋塞した土塊の性例は、崩土が

斜面を流れてきた上流側 （南）と地すべり土塊が

上方斜面に直接つながる下流側（北）とでは異な

り、上流側はすべり面の位骰が高いので河川の復

1日開削による地すべりへの影響は小さいが、下流

側の掘削は再び地すべりの不安定化を招くおそれ

が十分にある。

地すべり頭部では、主地すべりの運動によって

脚部の抑えを失った滑落槌の急傾斜部分で、二次

的な小地すべりが発生しており 、地すべり本体の

運動とは別個に運動を継続する可能性が高い。ま

たさらにこの上部の滑落崖下に残存する小集落の

台地も安定度が低いものと考えなければならな

い。

地すべりの原因は、函雨による地下水の上昇が

直接の誘因となったのは言うまでもない。従前か

ら地すべり頭部には湧水があり 、地下水が戯富な

斜而であって、地すべり運動も観察されていたの

であるから、陥没地形などには異常降雨によって

地下水が大砿に集中してくる条件は整っていたと

言える。

河川による脚部没食が多少はあったと考えられ

るものの、チョルテカ川の現況の様子からすると、

近年に著しく河岸が浸食したということはなさそ

溶岩台地

三 vぶ虹心）← v 

チョルテカIll

図-5 ソト地すぺり北側副測線概略断面図
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うなので、原因としてのランクは低い。

地すべりの深さは、地すべりの最大幅が約350

mであるので、経験的にその 7分の 1として40~

50mを推定しているが、地すべりプロックを詳細

に観察してみると、地すべり本体の活動部分はと

もかくとして、河川の埋塞高さ、末端での岩盤露

頭、地すべり土塊の免裂分布などを考慮して、下

方部分では20m程度の深度とみた方がよい。

北側プロックは今回の移動範囲には入らなかっ

たが、地質も活動部分と同様な地質構造で、典型

的な地すべり地形であり、いつ地すべり運動を起

こしてもおかしくない。今回活動しなかったのは、

活動部分との挽界に地質的な構造線の存在が予illlj

され、横断形状でみれば左右のすべり面が不連続

となって、標高的にも段差があることを原因とし

ていると考えられる。このために活動プロックの

動きと連動することなく、主たる地すべり発生誘

因の地下水の流れもこれを境にして遮断されてい

たと推定される。最近の地すべり股歴もなかった

ことが人家の和］密度に現れている。

従って、この地区は今のところ安定ではあるが、

河岸での崩壊現象が顕著に進行中であるなどマイ

凡例 ―ト---
／ 明瞭な滑落置
.̂..h 不明瞭な滑落塵

^．Mitchで形成された塵．． ,ヽ... ， 移動体
'<f lj遵 ・亀裂地形
こ凹地
咲押し出し

5 段
4ヤ道路

匹人工的な造成地

・，、

9, 9,‘・

‘・、

、．．〗
• o、;‘‘•.'"""-' --＾ ．,••! --=9--l| 1 l l l □ 1きif‘..

10 

0 200m Pue 
I I I 

図ー6 ソト地区空中写口判読図（災害後）
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ナス要因が累租している現状であるから、後背山

地からの地下水流入状況の変化などがあれば、容

易に地すべり活動が刺激される。

(3)応急対策工の計画

今回の災害を顧みると、地すべりの発生によっ

て河川が埋塞し市の中枢部において洪水被害を増

大させたのであるから、地すべりの安定はさてお

いて河川断面の確保のために開削工事が飯先され

たことはやむを得ない措骰であったと考えられ

る。 しかしながらこの工事の実施に当たっての設

計圏の所在も明らかではなく、地すべりの安定が

どのように変化 したのかが不明であった。従って、

応急対策としては掘削によって不安定化した地す

べりの安全率を最低限戻すことを念頭に置いて応

急対策を検討した。

フトン篭を用いた護岸工の背後に抑え盛土を計

画し、湧水、地表水の処理を目的としたフトン篭

による明暗渠工を地形に合わせて敷設することと

した。抑え盛土倣は約15000吋が可能であったが、

斜面での不安定表層の整形掘削が行われた結果、

【凡例］

応急対策工
フトン篭
水路工

D--0  地盤伸縮計

恒久対策工

でニ~：五空グI
麻ポーリングエ

0 200m 
I I—---...J 

図-7 ソト地区対策工計画平面図

その効果にプラス ・マイナスがあり、測線によっ

てはようやく護岸設骰前の安定を確保するにとど

まった。明暗渠工は1180mを計画し、図ー7に恒

久対策とともに示した。

(4)恒久対策工の計画

恒久対策としては、地すべりの誘因と考えられ

る地下水の処理を目的とした地下水排除エが最も

有効である。地下水排除工によっても計画安全率

に達しない場合は抑止工を計画することが一般的

であるが、ホンデュラス国の財政や地すべり防止

技術の現状を考屈すれば、抑止工の実施は難しい。

また地すべりそのものの調査がされていないの

で、 抑止工の設計を行うためのデータが不足して

いる。なお、地下水排除工によって集水された地

下水は、 地元の費重な生活用水として有効利用で

きる。

地すべり層厚が40m以上であることが推定され

ており、集水井の設置が最も適している。集水井

による地下水の低下高を 5mと見込んだ安定解析

結果では、主地すべり （プロック a→ f)及び下

部地すべり (e、g)の安全率は1.10となること

が期待できる。ただし、上部からの二次地すべり

（プロック b、 c)については主地すべりとの裔

度差が大きいため、この地下水排除工による対策

効果が現れない。両地すべりともに独自の運動を

起こすことが想定されているので、今後それぞれ

に対して頭部排土工を含む対策計画をたてる必要

がある。

集水井エの配置については、 aプロック頭部付

近で湧水が多祉に認められていたことから、頭部

から陥没地形にかけて地下水が盟店であることが

推定される。また、地質構造上も上方の浴岩台地

からの地下水が多いことも推察されるので、医I-

7のように aプロック頭部付近に集水井を集中的

に配骰し、下方斜面への地下水供給を遮断する計

画とする。

地すべりの規模から、集水井は径3.5m、深さ

約30mで4甚程度を陥没地形に沿う形で連続配置

とし、各集水井内から長さ50mの集水ポーリング

を2段で約2000mを計画する。

5.対策工の実硯

先述したようにホンデュラスでは地すべり防止
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対策の経験がないため、災害直後からどのように

対処すべきか手探りの状態であったようである。

従って地すべりの挙動がそれ以来どのような状態

にあるのか、などの基本的な調査がなされていな

い。当然ボーリ ング地質調査はおろか、測線設定

illlj批もないという状況で、我々の技術指祁もデー

夕不足のまま行っているので、集水井の採択はよ

いとしても配骰計画は流動的なものとしている。

写頁ー2 滑落崖上部から下方

を望む

JIIを挟んで左がテグシガルパ地

区。右がコマヤグエラ地区。

写真ー1 地すぺり地還望（ピカッチョ

山公園から）

家屋群の途切れる斜面が地すべり。

チョルテカ川にかかるチレ橋も損壊が
菩しい。

写真一3 地すぺり中部の南側縁から上部二次すぺりを見る

・SABO vol.63 Oct.1999 

しかし、ホンデュラス国の財政事情ではこのよ

うな高額な防災工事は望むべくもないので、何ら

かの形で日本からの援助を必要とする。少なくと

も肝心の地すべり機樅を把握するための最低限の

調査の実施と、集水井施工のためのライナープレ

ート支保エの提供に加えて、施工技術の現地指磁

が求められる。
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写頁—4 地すべり中部から下部の状況

写口—5 地すぺり下部
避難していた住民が早くも簡易な小屋に住み始めた。

迄
写真—6 地すぺり末端、チョルテカll1の開削工事
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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

と施策の提案を目指している。

本報告は、同研究会の活動の一珠として実施し

た、広島県における土砂災害（平成11年）に関す

るものである。

1.災害概況

1999年 6月28日、四国沖に南下していた梅雨前

線は夜から次第に北上した。強い雨霙を伴った前

線は束へ移動しながら、中国地方の広い範囲に大

雨を降らせた。広島県内では、 29日13時から19時

にかけて、 30mm/hour以上の楽雨が複数の雨批観

測所で記録された。ただし、県内全域で豪雨が記

録されたわけではなく、図ー1 (45頁）に示すよ

うに局所的、かつ集中的な降雨であったと推測さ

れる。特に呉市（気象庁呉測候所）では、最大時

間雨屈70mm（観測史上 2位）、日雨試185mm（観測

史上4位）を記録した。

この降雨によって、広島市安佐北区 ・安佐南

区 ・佐伯区、呉市を中心に多数のがけ崩れ ・土石

流が発生した。建設省の発表によると、広島県全

体で土石流は139件、がけ崩れは186件の発生が確

認されている。人的被害は死者24名、負傷者 3名、

住宅被害は全壊52戸、半壊61戸、一部破損 5戸で

ある。

2．調査概要

(1)調査年月日

平成11年7月12日（月）～14日（水）

(2)調査箇所

今回の調査箇所は図ー2 (45頁）、表一1(44頁）

・SABO vol.63 Ocr.1999 

に示す13箇所である。

調査箇所の選定にあたっては、被害状況を広範

囲にわたり把握できるよう考慮した。

また、災害発生時刻を正確に把握できるよう、

大規模な被害が生じた箇所を中心に調査を実施し

た。

(3)調査メンバー

・瀬尾克美、大田原幸亘、吉田真也（（財）砂防 ・

地すべり技術センター）

• 鈴木崇 （（株）パスコ）

•鬼石雅之、沖原経昭（日本無線 （株））

・小野田敏、天野駕、佐竹伸二、飯塚史教、甜山

陶子 （アジア航測（株））

3.調査結果

今回の調査結果の総括表を、表ー2 (49~51頁）

に示す。

土砂移動現象の特徴、聞き込み調査結果の要点、

災害の特徴は以下の通りである。

(1)土砂移動現象の特徴

① 土石流

・流域上流部で発生した表陪崩壊（深さ0.5~2 

m程度）を起因とするケースが多い。崩壊土砂は

河床や渓岸を侵食しながら土石流となって流下し

ている。

・荒谷川、屋代川等、土石流の流下距離が長い渓

流では、特に大屈の流木を伴った土石流が発生し

ている。

• 土石流を構成する土砂は、マサ化が進んだ花岡

岩起源の場合が多く、細粒分に富んでいる。

② がけ崩れ

．崩壊斜面の多くは、マサ化の進んだ花摘岩から

構成されている。

・崩壊は30゚ を超える急勾配斜面での発生が多い。
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(2)聞き込み調査結果

聞き込み調査により得られた主な情報は、以下

の通りである。

① 災害発生にかかわる情報

・今回の崩壊、土石流の発生は、平日の15~17時

という勤務時lletj内であった。これが多くの人が就

寝している深夜、早朝であれば、犠牲者は増えた

であろう。

・災害発生前には異常な培水、小石の崩落等、前

兆と考えられる現象が目賠されている。

• 松枯れ等、森林の荒廃が原因の一つではないか

という意見を聞くことが多かった。ただし、必ず

しも流木に松が多いわけではない。渓流部に流木

止めの施設が必要と思われる。

② 住民の防災意識と行政の対応

・被災地の住人は、居住地が危険であるという意

識はほとんどない。危険区域内に居住している旨

はハザードマップ等でさらに周知徹底しておく必

要がある。

・地域住民は、災害が発生する前でも危険性につ

いての梢報提供を望んでいる。行政としてその判

断根拠、連絡体制（屋外スピーカーでは不十分で

ある）を緊急に整備すべきである。

・災害発生前に避難勧告が発令された地区はなか

った。

・災害発生後に役場や消防等に霊話をしたが、話

し中で通じなかったり、緊急応対が要領を得ない

等で、円滑に連絡できなかったという意見があっ

た。また電話が通じても、対応が遅い、適切さに

欠ける（地名を知らない、放送内容が1附こえにく

い等）等、当事者能力をあまり期待できないとい

う意見もあった。

③ 行政に対する要望、その他

・急傾斜地対策施設が施工されている箇所では、

崩壊土砂を捕捉して斜面直下の人家被害を防止し

ている事例をいくつか確認できた。危険箇所に対

する工事を早急に実施して欲しいとの要望もあっ

た。

・集落内 （流末）の流路の流過断面が不足してい

る、あるいはクリアランスの小さい橋や蓋掛かり

している場合が比較的多く流木や濃度の高い土砂

礫の混入により閉塞し氾濫を招いていた。このた

め、河川改修の希望の声がことに目立った。ただ

し流木や土砂は、上流流域内で抒止する必要があ

り、下流では流水の流下に必要な断面を確保すべ

きと思われる。

・家屋の復旧作業（儀、家具の運び出し等）に、

ポランティアが活躍した。被災住民からは感謝の

言業が聞かれた。

(3)災害の特徴

・局所的かつ短時間に集中した豪雨により、崩

壊 • 土石流が発生した。 崩壊 ・ 土石流は、マサ土

地帯の表陪崩壊に起因するものが殆どであった。

また同時多発であり、被災しやすい保全対象の多

い都市型であったことと相侯って、被害の多いの

が特徴である。

• 土石流に関しては、谷出口部に位置する人家等

が被災を受けたケースが多い。

．がけ崩れに関しては、急勾配斜面直下の人家等

が崩壊土砂の直撃を受けたケースが多い。

4.ソフト対策上の課題

今回の調査結果をもとに、ソフ ト対策上の課題

を整理した。

(1)監視観測体制の充実

• 今回の災害は、局地的かつ短時間に集中した降

雨により発生した。降雨状況を正確に把握するた

めに公的な雨批観測所以外のデータも広く収集

し、現行の基準雨誠を検証すべきである。また、

局所的な強雨域の移動に対応できるよう雨砿観測

密度を充実させ、短時間に情報を収集 ・処理 ・配

信することができるシステムが必要である。

(2)登戒避難のための判断指標の整備

・今回の事例では、災害発生前に避難勧告等が発

令されていない。自治体が容易に判断しうる指標

を緊急に整備することが必要である。まず今回の

災害現象を整理し、節便な判断指標を作成すると

ともに、地区毎に雨飛計を設骰するなどして、地

元で危険度が把握できる体制を整備することが必

要である。

・災害発生前の山／1屈斜面の出水 ．i勇水、小石の崩

落等の現象を捕捉できれば、土砂移動現象発生予

澗精度の向上が期待できる。これらの現象を捕捉

しうる簡便 ・安価なセンサーの渕発が望まれる。
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(3)情報伝達体制の整備

・夜間およぴ雷雨等のことを考えれば、戸別に防

災無線の受信機を設骰すると効果的である。さら

に、できれば双方向通信により戸別ごとに避難し

たか否かの確認をシステムで行うことができれば

より望ましい。

• 市町村全域の情報を よ りきめ細かく入手するた

めに、住民自身が防災モニターとして組織される

ことが必要である。また、入手した情報を提供す

る方法としては、ミニFM放送局の開設などが考

えられる。

(4)住民に対する周知啓政等

・今回の被災場所は、谷出口、谷底平野、斜而近

接域（がけ直下）等に集中している。 しかし被災

地の住人は、居住地が危険であるという認識はほ

とんどない。危険区域内に居住している旨をハザ

ー ドマップ等でさらに周知徹底しておく 必要があ

る。

・災害発生前に異常な増水、泥水の流下、 小石の

崩落、近憐での小崩壊等、前兆と考えられる現象

が住民により目繋されていたケースがある。しか

しこれらの現象が、その後に生じる大災害に結び

つくことについては理解されていない。住民に対

して、土砂災害の前兆現象を整理して稽極的に知

表ー1災害調査箇所一覧

番号 箇所名 所在地

らせることが狐要である。

(5)今後の行政的な対応について

・広島県では昭和42年、昭和63年に土砂災害が発

生している。居住区域の推移および災害時の降雨

分布とを比較し、災害発生の要因を整理すべきで

ある。

・地域住民は、安全な宅地の供給を望んでいる。

個人が家屋を売買する時点では、しっかりとその

保証がとれるシステムを行政はとる必要がある。

さらに、行政としては危険箇所における土地利用

の在り方についてさらに検討する必要がある。

おわりに

現地調査と聞き込み調査を実施し、災害の実態

と智戒避難に関する伐重な情報（前兆現象 ・災害

発生時刻、災害時の行動等）を得る ことができた。

今回の調査結果が、今後のソフ ト対策の発展に役

立てられれば幸いである。

本調査の実施にあたり、費重な資料提供をいた

だいた広島県土木部、開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謝いたします。

執筆担当：瀬尾、大田原、山内、吉田 （（財）砂防 ・地す

べり技術センター）

背木、天野、飯塚 （（株）アジア航測））

被害状況 調査日

l 伴束 l丁 目 広島市安佐南区伴東 1丁目59-6-22安JII左支JII 死者 1全壊 2半壊 1 H.11.7.12 

2 亀山 9丁目 広島市安佐北区屯IU9丁 目30-3大毛寺川左支川 死者4全壊 3半壊 l H.11.7.12 

3 相田 2丁目 広島市安佐南区相田 2丁目 なし H.11.7.12 

4 飯室 広島市安佐北区飯室 死者 1全壊 3 H.ll.7.12 

5 八幡ケ丘 広島市佐伯区八幡ケ丘地区 死者 1負侮 3半壊 l H.11.7.13 

6 荒谷川 広島市佐伯区五日市町荒谷川 死者3全壊11半壊26 H.11.7.13 

7 屋代川 広島市佐伯区崖代屋代川 死者 1全壊 8半壊14 H.11.7.13 

8 矢比津 佐伯郡大柿町矢比津 一部破損 1 H.ll.714 

， 郷原 呉市郷原地区 なし H.11.714 

10 木谷 裁田郡安芸津町木谷 死者 1一部破損1 H.11.7.14 

11 吉浦束町 呉市吉浦束町12-23地区 死者4全壊 4一部破損2 H.11.7.13 

)2 清水 3丁目 呉市消水 3丁目 14-6地区 死者 1全壊 l H.11.7.13 

13 的場5丁目 呉市的場 5丁目 1-29地区 死者 1全壊 1半壊 3一部破損 2 H.11.7.13 
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図ー2 調査位置図
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土砂災害における聞き込み調査表

場所 広島市安佐附区伴束I丁目 調査年月日時 平成It年7月12日

氏名 上岡 女性 年齢 30代半ば 家族構成 不明

居住年月 昭和63年3月～

［前兆事象と時刻］

（気象状況）注意報、 警報、雨の降り方、 胃、風等

・昼111lなのに真っ暗だった．

・タ立の様な雨が昼すぎから杭いていた．

（周辺事象）湧水、 山腹からの流水、河川の水量、水の濁り、山の木のゆれ、流木、周辺の音等

• 音あった水路はよくつまった。

・ l 3 : 3 0ころ、道路に福2m、水深l0cm程度の茶色の水が流れていた．

［土砂移動の発生と時刻］

（発生時刻）

. 6月29日15時30分に田島宅裏の斜面崩壌を見た。 15的40分に宮本宅が倒壊したのを発見した．

曲 輯 ） 音、家屋の破壌、土石、泌Kの大量な流れ等

• 音はしなかった．

• 田8宅裏の崩壌地は水が内き出していた。

・尾根を越えて2O Omi'.!iにある寿団地の人は大きな音を閲いたが、時間は不明。

［避難状況］

避難勧告の有無（ 災害後 ）避鑑指示の有無（ 照 ）自主避戴（

（連絡方法）とれかに0をつける

防災無線、有線放送電話、有線テレピ、ラジオ、 一般テレビ、広報皐、サイレン、近所からの述絡

その他（ 自治会役口が声をかけて回った ）

（行動）

・ 6/2 9夜は知人宅へ避羅． 6/30夜は伴束集会所に避薙．

・ 7 /2午前4時に避鱚勧告があり、再び伴東集会所へ避雉した。

・ 7 /3 l 4~1 5詩ころに避難解除、帰宅した。

（避鼈を決断した理由、もしくは避難をしなかった理由）

・被害を見たから．

［危機意謹］

今後の大雨の時にはどう行動しますか．

・自主的に避難したい

ここが危険箇1所と知っていましたか．

• 以 1肖、池があったらしいが、住宅購入時に説明はなかった．山が治るなどとは考えたことがなかった。

［防災体制についての意見］

（市町村に対して）

・造成時に山を切ったままになっている。防災対策をして欲しい．

• 土石流対策をして欲しい。

（その他）

・ I 0年位前から松枯れが目立ってきた。雨の後なとにはよく折れることがあるようだ．

・自治会は20年前からあり、約450戸が参加している．

. Iヶ月程前にドーンという音がしていた （金城、宮本談）．

資料ー1 土砂災害における聞き込み調査表
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伴東1丁目 土石流による被害状況

土石流が家屋を直撃した。家屋の1階部

分は全壊し、 2階部分は下流に押し流さ

れた。

吉浦東町土石流流下域の状況

渓床は露岩している。両岸には崩積土が

堆積している。

吉浦東町下流部の状況

渓床に比較的新鮮な花岡岩の露頭が見ら

れる。この露頭の直下流に被災者宅があ

り、 土石流により家屋は破壊され、道路

をはさんで向かい側の家屋も全壊した。

`̀― ー五し一的場5丁目 崩壊による被害状況

崩壊土砂は斜面直下の家屋を直撃した。



資料~2 (2) 災害状況図 資料ー2(1) 土石流災害調雹
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土石流災害調書

1999年 7月 13日 譴査宕鈴木 ・佐竹

地箇所名 広島市佐伯区歴代3-16-9屋代Ill I土漠石漬讀看危号隣 1 Iランク1

点

情 場所 広島県 広島市佐伯区 屋代3-16-9

籟河川名 八幡 川水系 展代 Ill 所雷事m所 I
発生日約 1999年 6月298 15時 0分頃 気象条件 晴 ・ 曇・R

被害状況 全壌 8戸 ・半 14戸 人的被害 死者 1名 ・負傷者 名

災
連続J!ll.11 .. 1最大BIi'/量 ” 最大時間m .. 

贅園条件
（日巧～日峙） （日 II,'/~ 日峙） （日悶～日峙）

異常気象名 I伐瀾所名
（現まで la,) 

害

先生状況 土石流の 石礫型 ・ 泥流型 • 土砂流型 ・

（閲き込み等） 流動タイプ 心 （上流：石礫型、下流：泥流型 ） 

発生のタイプ
せき止め型 ・崩壊◎因型 ・渓床堆積物流動型・

情 その他 （ ） 

涎下状況 洗掘等：崩壌発生→渓岸・漠床の土砂を巻き込みながら洟下．

堆禎状況 規模等：谷出口で氾濫．ここで巨憬が地積．比較的繹粒部が下流に汲下している。

報

蔚兆現象 土石流発生のl~Iまと前に、近隣で小崩壌兌生．

過去の履歴

性状 流域面績 I 渓床平均勾配 110-20・

撞 地買 ・岩買 花閾岩

風化の程度 マサ化が著しい．

域 表土層の状況 花閾岩の礫を含む浚風化マサ土

崩荒壌屍等 状況 渓流の漏頭部には崩壊地がある．中～下滋部には、渓岸侵食を受けている部分も見られる．
（ の分布）

情纏生の種類 血 ・草地 ・O.“釦 ・広0 ．混紐 I
樹高 高． 0 .低木

コメント ．

帳繁茂状況 密・〶・粗

対策籟設の有無⑧ 1種類 ・基数： 谷止工6基、流路工 | 無
I規模： 有効高ヤ8m l 

4
7
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頁料3 (2) 災害状況図 資料—3 (1) 斜面災害調轡

珊所書号： 13 

信所名 ：科市的鳩5T目1-t9地区

発生位置図 11:25. ． 

災害状況 図

1fi1脊者名 ； 小野田 ・高山

斜面 災害調書

1999年 7月 旦 讀査行 小野田 ・高山
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地籐所名 具市的場5T目1-29蝠区 111所-~I 13 Iうンク I
点
情 場所 広島県 呉市 的場5丁目1-29

帽 所賃事務所 llli定 地IR.熊

被 害状況 全壕 1戸 ・半壇 3戸 人的披害 死者 1名 ・負傷者 名

災 発生日峙 1999年 6月298 16時 5分頃 気象条件 鯛 ・ 曇・ R

降隋 条 件 連続爾量 ーI最大8躇量 — 1 最大問IUIm .. 
( 8 峙～ 8 時） （ 日 峙 ～ 8 闘） （日時～ 日時）

害 l1!i111所名
（現地まで nJ ” m名 1

発 生状況 巖壌の規模 幅 2-0 m • 長さ 20 m ・深さ 1.5 m ．扇土量 600 m' 

情（聞き込み等）
艤壌のタイプ

約冦9環 ・深屠崩壇 ・岩饂崩墳 ・法面巖壌 ・

その他 （ ） 

発生 機 Ill

暢
荊兆現 象

過去の履歴

勾配 最大 45 度 • 平均 お度

縦 翫形状 凸型． i![線・ 匝惇

斜 慣翫形状 尾 ・ 直線 ・ €如

蜆桟 畏さ 100 m ・ 幅 50 m It高 45 m 発生域の長さ20m

地貫 ・む費
崩讀土 ・火山殴属物・肇風化岩 ・ 崩壌地上方の道路のり11i1にて花馘岩薗認．場所により風化

段丘蟻檎物 ・軟岩 ．＠ 著しい

回衷土の11厚 最大 2 m ・平均 0.5 m 

地質 Ill遺 流れ盤 • 水平 ・ 受け鑑． t.(D

風化状況 強 ・ R ・ 弱

情湧水状況 有 ・ R

人工改変状況 . @ . 中躙 ・頂・ 全体 .1:811に道路（鵞土？）、下狐に住宅（切土？）

植生の積類 祖 ・皐地 ・竹林 ・ 針農劉 ・広釦・ 混紐

輻
樹 齢 10年以下 • ~30年・～遥知 • 50年以上

繁 茂状況 密 ・R ・ 組 1 樹 裏 15 m 騎高皿I 0.3 m 

対策誨設の有叫 R |有 櫂類 ・規模 ・籍ユメ
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表-2 調査結果総括表

発生年月日時 現象名 土砂移動と被災状況 聞き込み情報

番号箇所名 聞き込み結果 調査結果

1 伴東 1T Hll.629 土石流 マサ化の進んだ斜面 （災害発生に関する事項）

目 15:40 が崩壊。崩壊土砂は河 ・ 13.30頃、道路を幅 2rn、水深10cm程度の

床 ・渓岸を侵食し、土 濁水が流れた。

石流化 した。 ・ 15:30に田品宅裏の斜面崩壊を目繋。その

土砂と共に流木が大 10分後に宮本宅の側壊を発見した。
祉に流下し、谷出口の （避難行動）

人家を直繋。死者1名 ・災害発生後、自治会館の放送で避難。

の被害を生じた。 （住民の意識）

• 山が沿るなどとは考えたことがなかった。
（行政に対する要望）

• 土石流対策をして欲しい。
（その他）

・ 10年くらい前から松枯れが目立ってきた。

2 f0山9丁 Hll.6.29 土石流 渓流の源頭部 2箇所 （災杏発生に関する事項）

目 15:25 で崩壊が発生。崩壊土 ・ 15:20頃、川が増水し、その後床下没水し

砂は河床 ・渓岸を侵食 た。

しながら流下（土石流 ・ 15時25分頃、土石流の流下を目繋。

化）。 2つの崩壊の発 （避難行動）

生順序は不明。 ・災害発生の後日、降雨時に避難勧告が出

土石流は谷出口の人 た。

家を直撃し、 4名が死 （住民の意識）

亡した。 • こんなにひどくならないだろうという気
持ちがあった。

•前の Ill は幅が狭く、土砂も堆積していた
ので心配だった。

（行政に対する要望）

・スビーカーだと湖き取れないことがあるの

で、サイレンを設骰してはどうか。災害種

類に応じた信号を決めておく。

•川の改修をして欲しい。

（その他）

• 松枯れが椋甜100~200m付近まで進んで
いる。

3 相田2T Hll.6.29 がけ崩れ 吹付のり枠エ上部の （避難行動）
目 15:30 崩梢土が表層崩壊し • 特になし。

た。

崩壊土砂の大邪分

は、斜面下部に施工さ

れた落石防護柵により

捕捉された。

4 飯室 Hll.6.29 土石流 土砂が河床 ・渓岸を （災害発生に関する事項）

15:30 侵食しながら流下した ・ 15:00頃には周辺は水はしだった。

（土石流化）。 ・ 15:30頃、パス停から土石流を目繋。

土石流は谷出口の人 （住民の意識）

家を直撃し、水の決入 ・次回、逃げるかどうかわからない。

を防ごうとしていた 1

名が死亡した。

5 八幡ヶ丘 Hll.6.29 がけ崩れ マサ化の進んだ斜面 （災害発生に1対するりt項）
15:25 の表肘崩壊。崩壊士砂 • 特に音もなく、騒ぎになって知った。

は平均勾配40゚の斜而 （住民の意識）

を流下し、直下の明星 ・ TVを見て、 （大雨）堺報が出ているのは

園を胞撃。1名が死亡、 知っていた。

3名が負俗した。 ．危険箇所であることは知らなかった。

6 荒谷川 Hll.6.29 土石流 流域内では多数の表 （災害発生に関する事項）

14:35 層崩壊が発生してい ．雨樋の手入れをしていたところ、斜而の

る。これらの崩壊土砂 崩壊する音が聞こえた。その後、せき止

が河床 ・渓岸を侵食し められた川が決壊し、木が立ったまま水
ながら流下し、土石流 が流れた。

化したと考えられる。 （避難行動）

土石流には流木の混入 ・災害後、雨が止んだので家にいたら、消
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（表ー2 つづき）

発生年月日時 現象名 土砂移動と被災状況 聞き込み情報

番号箇所名 聞き込み結果 調董結果

が目立ち、縦に回転し 防培が避難を進めて回ってきたので避難

ながら流下していっ をした。

た。 3名が死亡した。 （行政に対する要望）

・オーバーなくらいの警戒装1代を設四して

欲しい。

（その他）

• 松枯れが多いのが気がかり 。

7 屋代川 Hll.6.29 土石流 流域上流部で崩壊が （災害発生に1紺する事項）

1500 発生。崩壊土砂は河 • 土石流発生10分ほど前に、近隣で小規松

床 ・渓岸を俣食しなが 崩壊が発生。崩壊を見に行った帰りに、

ら流下（土石流化）。 家の前の川を濁流が流れてきた。

氾濫開始点ではlm （避難行動）

¢程度の礫も堆積。巨 ・災害発生後、ヘリで避難勧告がされた。

礫や流木の多くは砂防 最初知らされた避難場所は、土砂氾濫域

施設で捕捉されたが、 の中だったので行かなかった。翌日広島

細粒土砂は下流部まで 工大へ避難するようチラシが配られたが、

到達し、 1名が死亡し 内容が具体的でなかった。

た。 （住民の意識）

・今後は自主的に避難したい。

（行政の対応）

．咆力、 NTTに比ぺて対応が遅い。役場の

人は、電話で地名を言ってもわからない。

（行政に対する要望）

• 砂防ダムは除石すぺき。 重機の通れる維
持岱：理用道路を整備すべき。

• 川の流路が狭い。橋やガードレールに木

や石が引っかかっている。

（その他）

• 松枯れ、酸性雨、 手入れ不足などで里山
が荒れ、保水力が低下しているのも災害

の一因ではないか。

8 矢比津 Hll.6.29 がけ崩れ 風化の進んだ斜而の （災害発生に関する事項）

15:00 表陪が崩壊。 ・突然大きな音がしたので廊下から外を見

崩壊土砂は擁壁エフ たら、竹が2階に獲い被さっていた。

ェンス部で停止し、斜 （避難行動）

面直下の家屋には被害 ・義理の息子宅に避難しようと思ったが、

がなかった。 逍路にいっばい水があふれていたので家

にいた。

（住民の意識）

・急傾斜地崩壊危険区域であることを知っ

ていた。

・エ事ができていたので助かった。

（行政の対応）

・災害前に役場から巡回が来て、気を付け

るように注慈を受けた。

（行政に対する要望）

・没水の常襲地を対策して欲しい。， 郷原 Hll.6.29 水田路訂 ため池からの水路が （災魯発生に関する事項）

16:30 の崩壊 閉塞し、オーパーフ ロ ・ 15・00のサイレン後、ため池からの側溝が

ーした水が水田に流 埋まり水があふれた。

入。これにより水田の ・ 17:00のサイレンの前に、畦道が崩れ土砂

肩部が崩壊し、土砂が が流れた。

流出した。 （行政に対する要望）

．危ない時には避難勧告を出して欲しい。

10 木谷 Hll.6.29 がけ崩れ 凝灰岩からなる斜面 （災祖発生に関する事項）

17:20 の表陪崩壊。 1度、小 ・小規模崩壊が発生した（時刻は不明）。

規模な崩壊が発生し、 • 以前にも近くの斜面で崩壊が発生してい
溝に土砂が堆積した。 る。

この土砂を除去中に

2度目の崩壊が発生

50 -SABO vol.63 Oct.1999 



I トピックス 3| 

（表-2 つづき）

発生年月日時 現象名 土砂移動と被災状況 闘き込み情報

番号箇所名 聞き込み結果 調童結果

し、死者が出た。

11 吉浦東町 Hll.6.29 土石流 マサ化した斜面が （災密発生に閥する事項）

17:03 崩壊。崩壊土砂は平均 ・（渓流直下の）楠さん宅裏は、普段は水が

勾配30-40゚ の斜面を 流れていないのに、14-15時をピークと

洗掘しながら土石流 して多磁の水が流れていた。泥水ではな

化し流下。細粒土砂 かった。

のみでなく、 1m </> ・ 16:00頃、隣の沢から小石の落ちる音がし

程度の礫も多数存在。 ていた。また、石混じりの水が流れてい

渓流直下の家屋を た。

含む 4戸が全壊し、 ・ 17:00すぎに大きな音がしたので見てみる

4名が死亡した。 と、楠さん宅が流されているのが見えた。

（避難行動）

・災害後、自主的に避難した。29日は勝法

寺に 1泊、その後文化センターで 2泊し

た。

（住民の意識）

• この周辺が急低斜地の危険区域であるこ
とは知っていた。

（行政に対する要望）

・自宅裏の沢を糾査して欲しい。

・支所単位の（詳細な）天気梢報を流して

欲しい。

（その他）

・ポランティアが被災地の片付を手伝って

くれ、感謝している。

12 清水3丁 Hll.6.29 がけ崩れ やや谷地形部に位 近隣人家にも人がいなかったため、聞き込

目 聞き込み 阻する人家の行後、 み閥査はできなかった。

できず 畑跡と推定される段

差の財部が崩壊した。

崩壊土砂（比較的原

くたまっていたと思

われる崩積土、また

は花摘岩の強風化郭）

は斜面直下の人家を

直撃し、 1名が死亡

した。

13 的場5丁 Hll.6.29 がけ崩れ 花摘岩からなる斜 （災害発生に関する事項）

目 16:05 而の表柑崩壊。花描 ・災害の発生前、下水から水があふれた。

岩の風化は場所によ （避難行動）

り著しい。 ・災害発生後、兄宅に避難した。

崩壊土砂は斜而直 （住民の慈識）

下の家屋を直繋し、 ・斜ilii上の駐車場から水が出ているのを過

1名が死亡。 去に見たことがあり、不安だという声を

lifJいたことがある。

・今度大南が降った時には自主的に避難し

たい。

（行政に対する要望）

・対策工事をして欲しい。

．避難に関する梢報を提供して欲しい。

・スビーカーのみでは放送が聞こえづらい。
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誠意ある閻き込み調査がソフト対策の充実につながる

52 

瀬尾克美＊

地球温暖化の影響か、平成10年、 11年と引き続

いて集中栄雨が続き、多くの人命と財産が失われ

ることとなった。

一般に自然災害後には、行政機関は災害復1日に

向けて全力投球である。まずは関係機関に災害報

告をするため、人、家屋、道路、田畑等の被災状

況が調査され、復旧工法が検討される。行政IMJ係

者だけでは手が足りないので、民間のコンサルタ

ント等を総動員し、じっくり と被災者の話を1姐＜

余裕はない。

災害調査は、目的によって大きく 4つの種類に

分類できそうである。 1つは、自然現象そのもの

の機構解明の調査。 2つは、災害復旧等のエ法の

検討をするハード対策調査。 3つには、被災地の

立地環税の調査。 4つには、災害当日の住民の行

動から顎戒 ・避難等の対策を検討するソフト対策

調査である。前二者については今まで研究者、行

政関係者が熱心に力を入れてきているところであ

るが、後二者は比較的十分な対応がなされてきて

なかった分野ではなかろうか。

平成10年の新潟県佐渡ヶ島、福島県南部、高知

県中南部の土砂災害において、当財団の土砂災害

ソフ ト対策研究会で、最近特に施策の充実が望ま

れているソフト対策の課題の指摘、施策の提案を

期して重点的に調査を実施することとした。災害

は自然現象と人間の生活 ・行動のかかわりによっ

て生じるものである。まず、災害において人間サ

イドに重点を移すこと、すなわち地元の人の体験

をできるだけ共有しようと考えたのである。そこ

で、地元の人がどんな現象を経験し、どんな行動

をし、何を考え、何に困り、何を望んでいるのか

をできるだけ詳しく調査することにした。被災地

の地元の人の痛みを知ることが特にソフト対策の

原点であるとの思いであった。

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター専務理事
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このためまず、被災地で直接災害に関係された

と思われる人家を訪れ、聞き込み調査をすること

とした。まずは、聞き込みを行うことにより、雨

の降り始めから被災するまでの状況を時をおっ

て、四次元で生々しく復元することができる。新

潟県佐渡ヶ島の災害においては、次のようなこと

が具体的に把握することができた。雨が降り出し

てから山腹のi勇水が増え、普段は水が流れていな

い山ひだに水が流れ出し、家の前の側溝が滋れて

くる。街の中央を流れている河川の水位が上がり

氾濫しそうになる。そのうち、襄山が崩れてくる。

統いて、河川が氾濫し床下、床上と水位が上がり、

同時に多倣の土砂も流比し堆積する。こういった

現象とその時刻を聞き込みによりしつかりと確認

し、近傍の雨批計と値をつきあわせれば、その地

区はどの程度の雨址でどのような現象が生じるの

かといったことを生々しく再現することができ

る。それを分かりやすく整理することでその地区

において次回警戒 ・避難体制をとるために貨重な

目安になるのである。

集落ごとにそこに存在する側溝 • 河川の断面、

上流での砂防施設の整備状況が異なるので、雨批

とそれによ って生じる現象の整理は集落ごとに行

う必要がある。この雨泣と生じる現象の関係、さ

らに危険箇所（人家およぴ避難ルートに対して）

の分布と危険度、降雨の時に生じる湧水の場所、

各家屋における居住人口、高齢者およぴ偏病者の

在否等を分かりやすく脊料整備することにより、

地元の人も自主的に判断できる体制をつくること

が容易になる。 こういった体制をEveryone

Watching System（地域連携防災体制）と称し、

今後各集落で緊急に整備すべきであると思ってい

る。現在、地元の協力者が多い新潟県両津市東立

島地区でモデルを作っているところである。こう

した特にソフト対策の課題の指摘および施策の提

案をするために基本となり、かつ有効な調査方法
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は間き込み調査である。平成10年の土砂災害で初

めて試み、平成11年の広島災害においても下記の

調査表のように改良して実施しているところであ

る。この聞き込み調査は主に被災者の方を主な対

象とする点で調査に当たっては災害、行政、人生

経験を必要とする調査手法である。今までの調査

体験を通していかなる心構えで調査を実施すべき

かを次に記してみる。

(1)当時の被災状況をよく把握していそうな家

をまず選ぶ。

調査対象は数よりも質である。

(2)調査対象に選んだ家には迷うことなく呼び

鈴を押す。

(3)丁寧に礼をし、調査目的を明確に分かりや

すく説明する。

(4) まず災害において、いろいろご苦労された

ことに対し慰労の言葉をかける。

(5) 日中に在宅されている方は、お年寄りが多

い。時間をゆっくりとり、こちらの調査表にした

がって順に機械的に尋ねるだけでなく、相手が話

したいことにもしっかりと聞く耳をもつ必要があ

る。近所の人、嫁、息子への不満等の言に対して

も忍耐強く対応する必要がある。よい人生勉強に

もなる。被災者の方は行政担当者等関係者にいろ

いろと話を1姐いてもらいたいと思っている。

(6)災害現場で出会う人には、まず必ず声をか

ける。被災者の方あるいは親戚の方、また町内会

長、市町村議員等であったりして買重な話が開け

る。数少ないチャンスを確実にものにすることが

必要である。

(7)調査者は誠意と感謝をもって地元の方に対

応すべきであり、まずその態度が第一である。ま

た、簡単なプレゼントが用慈できるとさらに効果

的である。当財団ではこのためテ レホンカー ドと

日本手拭い （各々オリジナル）を用意した。

(8)行政についての質問には客観的なきまりの

み答え、実施されたことについて私見、判断は差

し控える。言われたことについては行政担当者に

伝えておくと返答するにとどめる。

以上l}flき込み調査には調査する人の人間性、防

災経験が問われるものである。調査成果は、調査

者の人格と経験に左右される。

災害は人間がかかわることで生じる。特に充実

したソフト対策の実施については、災害時におけ

る人間の心理、行動をよく理解する必要がある。

この分野に多少でも近づくために1湖き込み調査を

実施してきたつもりである。ここに聞き取り調査

と言わないで聞き込み調査としたのは、被災者の

心に入り込んで調査するという意圏を明らかにし

たかったからである。まだまだシステムとして不

十分な調査であるが、関係者のご指祁、ご慈見を

得て、防災対策の強力な手法となるべくさらに努

力することを替うものです。

土砂災害における闘き込み調査表

場所 呉市吉浦東町 調査年月日時 平成11年7月13日 調査者 瀬尾鬼石飯塚

氏名 中村文子 男＠ 年齢 60代 家族構成 息子夫楼、孫2人

居住年月 2年前に住居新築。30年前から新築までは沢氏宅の所に居住。 家屋の場所 下図参照

（防災機器）防災無線（屋外拡声、個別受信）侑線放送電話）有線テレビ(CATV)

・拡芦装置は、平成 3年台風19号以降パッテリーで利用できるようになった。

［前兆事象と時刻］ 事象の後に括弧書で時刻を記入

（気象状況）注意報、 警報、雨の降り方、 雷、風等

・ 14~15時に雨が降っていた。17時頃は雨があがっていた。

（周辺事象）湧水、山腹からの流水、側溝の水量、河川の水量、水の濁り、山の木のゆれ、周辺の音等

・楠さん宅裏は、普段は水が流れていないのに、 14~15時には泥水ではないが多批の水が流れていた。16時10

分頃楠夫人 （今回の災害で死亡）とお互いの家の裏の出水状況を確認しあっていた。その時中村さん宅の裏

では小石混じりの流れであった。このようなことは30年来無かったことである。16時30分には息子の職場に

対応について筵話をしている。
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［土砂移動の発生と時刻］

（発生時刻）

. 6月29日17時 3分に大きな音がした。時間はアパー ト2階の人が、携帯電話を使用していて確認したとf胡い

ている。

（発生事象）音、家屋の破壊、土石、流木の大量な流れ等

・滑るような大きな音がした。楠さん宅が流出し無くなったのが見えた。その時は沢さん宅はアバー トの陰に

なり確認できなかった。

（その時の気象およびライフライン状況）

降雨 17時には小止み 風 雷

電気 通じていた 電話 切 水道 切 （水道管が破裂したため断水）

ガス プロパンを使用

［被災状況］

（被災者と被災場所） 見取り図をつける

［避難状況］ （ ）内に時刻を記入

避難勧告の有 @)( )避難指示の有通り（ ）自主避難( 0 ) 
（連絡方法）

防災無線、有線放送電話、有線テレピ、ラジオ、一般テレビ、広報車、サイレン、近所の人からの連絡、その他

山伝いに歩いて自治会長 （岡本）宅に知らせにいった。帰ってみると嫁と二人の孫は警察の避難の呼びかけも

あり、道路沿いに下りた。この時流水とそれに混じる小石で足に無数の術をおった。本人は山伝いに下に降り

嫁に会ったが、戸締まりをしてないことに気づきまた家に帰り戸締まりをしてきた。

（行動）

そのまま家に居た、（避難した）（ 日 時 分）、避難場所

避難期間

. 6月29日は、勝法寺に行き1泊した。その後文化センターヘ移動し 2泊した。

［危機意識］

今後の大雨の時にはどう行動しますか。

ここが危険箇所と知っていましたか。

・知っていた。 2年前に急傾斜地危険区域に指定されている。

つぎの事を知っていますか、あるいは参加したことはありますか。

ハザードマップ、避難場所、避難ルート、防災訓練、防災講習会等

今までに災害を被ったことはありますか。また災害についてどんなことを閾いていますか。

• 昭和42年の呉災害は、 特に記憶に残っていない。

［防災体制についての意見］

（市町村に対して）

・自宅裏の沢を潤査して欲しい。

・流木が詰まり流水が溢れたことより側溝に壺が欲しい。

（その他）

呉市議（兼吉浦東町自治会長）の岡本節三氏より、以下の話を伺った。

・呉市議では、 7月2日に協議会を開催した。

. 7月10日には、吉浦地区の住民を中心としたポランティアが約400名参加し、被災地の片付けを行った。 2t 

車で500台分の土砂 ・瓦礫を搬出した。

・支所単位の気象梢報を流してほしい。

・沢夫人 （今回の災害で死亡）は中村さんの実の妹
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AEによる斜面動態計測システムの研究動向

建設省土木研究所、（財）砂防・地すべり技術センター他民問10社共同研究

門間敬ー＊

はじめに

アコースティック ・エ ミッション"(Acoustic

Emission:以下AEと記す）は、直訳すると 「音鞘

的放射」であり、ガラスなどにひびが入るときの鋭

い音をはじめとして、物が壊れるときに生じる音は

日常よく経験するAEの例である。AEは、固体の微

小な変形や破壊に伴い、放出される弾性波であり、

斜面内部の破壊の進行など終局的な破壊に至る過程

の情報が含まれていると考えられる。金属、岩石、

コンクリート、セラミックス、木材、プラスチック

スなど様々な材料でAEが観測され、耳に開こえる

ほど大きなAEはむしろ稀で、通常、 AE波のエネル

ギーは微弱で、その検出には高感度の変換子や増幅

器を必要とする。

一方、日本では平坦地が少なく、急な斜而の直下

や直上部にも多くの人家などがあり、ひとたび斜面

崩壊が発生すると、多くの犠牲者が出る危険性を内

在している。現在の斜而崩壊発生予測システムは、

地すべり地におけるモニタリングに代表される伸縮

計 • GPSなどを用いて、土塊の緩慢な動きを観測し、

そのデータを解析して、崩壊発生を予測するもので

あり、比較的急激に発生する斜面崩壊現象には適さ

ない部分がある。

そこで、時間的余裕をも って適切な避難を可能に

するためには、 早期のより精度の高い、またリアル

タイムの斜面崩壊発生予測システム開発が必要であ

る。また、岩盤崩壊のモニタリング技術については、

平成 8年2月に発生した豊浜トンネル坑口における

岩盤崩落災害を契機に、その重要性が再認識され、

AE法の適用が注目されるようになっている。また、

がけ崩れ災害の実態”によると、斜面を構成する土

質別に崩壊発生頻度を整理した結呆では、崩壊した

斜面の 7割は土砂斜面であり、それらの多くは、急

激な「表陪すべり 」により生じていることが認めら

＊建設省土木研究所砂防部急傾斜地崩壊研究室長

れる。

AEにはその特質などから、減衰やノイズといっ

た難しい問題が内在しているものの、外見上の崩壊

に至る前の、内部構造の破壊が先行的に捕捉されう

ることから、斜面崩壊モニタリング技術の確立に

AE法の適用3)◄) 5)が期待されている。

1. AEパラメタと解析手法

AE波のパラメタを図ー1に示す。AEは砲気信号

に変換され、図に示すような波形として認識されて

いる。その主なパラメタには、 H:ヒッ ト (AEの

1信号）、D :波長もしくは継続時間 (1ヒットの

長さを時間で表す）、c:リングダウンカウント

（波形信号がしきい値を切る回数）、s:しきい値

(AEを認識させる トリ ガ ・レベル）、A:最大振幅

値 （一般にボルト (V)表示される、振幅の最大値）、

R:立ち上がり時間 （波動が認識されてから最大振

幅値に至る経過時間）などがある。

このほか、単位時間当たりのヒ ット数 ・リングダ

ウンカウン ト数をそれぞれヒットレイ ト・ カウント

レイ トと呼び、計算値としてエネルギー、 m値 （振

幅規模別頻度分布の微分型勾配）、b値 （同左稲分

型勾配）などがあり、解析手法として位置評定

図ー1

戸問

‘、[『[［ l リ〗：／ダ：；／／カウノト
‘̀ , ' 

‘‘ ‘’  ＇ 
｀ヽAElヒット----， ！ 

： ｝ 
:・ 波長 ・i

AEのパラメタ
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(Location : AEの 3次元発生位置を概ね 5個のセン

サにおける捕捉時間差により特定する）、レイトプ

ロセス (AE発生の時系列分析により破壊時間を推

定する）などがある。

2.斜面崩壊動態計測への展開

(1)斜面崩壊への適用経緯

AE法の斜面崩壊モニタリングヘの適用は、当初

地すべりを対象に検討され、 1980年代に土塊のすべ

りを検知することが困難と認識された。一方、急傾

斜地の崩壊については、その必要性から1993年頃に

検討が開始され、多くの成果（各タイプのセンサの

感度分析、ウエープロッ トの開発、土砂斜面におけ

るAEの意味 ・既往変形インデックスとの関係、室

内崩壊試験及び減衰特性など）を得ている。最近で

は屋外実地斜面での崩壊実験も数回行われ、また近

年の全国岩盤崩壊モニタリング （道路局所管）にお

いて、多様な計測システムを駆使した適用の試みが

なされており、その成果が期待されている。

(2) しらすの崩壊実験

鹿児島県に広く分布するしらすの急崖では、従来

から集中豪雨による土砂災害が発生し、しらす斜面

の崩壊予知等をAE法の現地実験により検討したの

で、以下に概要を紹介する。

叫
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実験斜面として、採取場山際で風化の比較的進ん

でいない、自立する切土部を選び、バックホウによ

り慎韮に整形した。人工的な崩壊を起こしやすいよ

う、斜面をほぽ垂直に整形するとともに、余斗面の左

右両端を深く掘り込み、側面からの拘束がない開放

状態とし、斜面中央址下部も掘削 ・除去した。整形

後の状況を写真ー1に示す。

実験斜面の高さは約 6m、幅は約 5m、奥行は約

3mである。斜面下部は比較的新鮮な固いしらすで、

上部表面から下部約1.5mまでは化学的風化のため褐

色化した層が認められる。また、前而垂直方向の土

壌硬度指数は斜而の下部で最も硬く 25程度、中段で

軟らかく 19程度、上部で再び硬度が増し23程度であ

った。左側面の土壌硬度指数は31程度、右側面のそ

れは26程度であった。

実験の手順を圏ー2に示した。本実験は平成 9年

10月1日から10月15日にかけて実施した。計器の配

置とウェープガイドの仕様など、詳細は 「土木技術

脊料， vol.40,no.6」を参照。

高周波センサで計測されたデータについて、以下

に述べる。

人工崩壊までの工程は、安全管理のため、好天の

続いた10月13日に斜而下部を予備掘削し、不安定化

させたのち放置した。その後、この掘り込みにより、

斜面天端には幅約 2cmのクラックが発生した。次に

10月15日の早朝から天端のクラックヘ注水を行うと

ともに（毎分 5蹂）、午後から斜面下部側部をバッ

クホウにより、側方からアームを伸ばして逐次 5回

掘削し、 AEの発生挙動から斜面が十分に不安定化

していると判断された。

16: 20から注水拭を22,i；の最大限に増やし、多少

の自然降雨があり、崩壊を待機したところ、掘削終

了から約 3時間後に崩壊した （写真一2参照）。

図-2 実験の手順 写頁-2
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掘削開始から崩壊に至る約 6時間の代表的なAE

発生と他の計器のデータを園ー3に示す。掘削を瓜

ねるごとに、 AE発生数の低下 ・収束に要する時間

は逐次増加している。また、 5回目の掘削以降は、

AE発生数が増加（以前の約 2~3倍） した状態が

続き、その後AE発生数が急激に多い 「うねり」 を

2回繰り返し、崩壊発生を予感させたが、概ね18時

45分から累乗的な増加が顕著となって、崩壊に至っ

た。一方、伸縮計及び傾斜計についても、 AE発生

数とほぼ述動した様相で変化していることが認めら

れる。

対象斜面は、下部に比較的固結度の裔いしらすと、

上部に少し風化したしらすが右下がりに原＜堆稽し

た構造になっている。また、向かって左側の斜面が

最終的に崩落せずに残存している。図ー3の伸縮計

の変化を詳細に見ると、 5回目の掘削後、仲縮計ー

1とー2ともほぼ同様に増加する傾向にあるが、崩

壊前約 1時間 (18: 15頃）から伸縮計ー2 （右側）

の開きが大きく増加し、伸縮計ー1の変化が緩慢に

なっていく傾向が認められる。また、傾斜計の変化
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(3) AEセンサch-1（土木研究所ウェーブガイド）
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(4) AEセンサch-3（ステンレス製ウェーブガイド）
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(5) AEセンサch-6（パックグラウンド安定斜面埋設）

斜面下部等のAEヒット数と他のデータ

は、 16:00頃から上部に設罹した傾斜計ー3が前方

ヘ傾動しており、 18:00頃から中間部の傾斜計ー2

は後方への傾動が顕著に、下部の傾斜計ー3は前方

への傾動が顕著になって、そのまま崩壊に至ってい

る。

これらの地質条件、崩壊後の形状、伸縮計等の動

き及びビデオ画像に認められる状況を総合すると、

全体としてはトップリング （転倒）に類似した崩壊

であるが、中下部間ではバックリング（はらみ出し）

の傾向も認められ、崩壊は右側から生じ、 一部滑動

状態での崩壊も含んだ複合的な崩壊形態を示してい

る。

崩壊前に各センサが捕捉したAEヒットレイトを

比較すると、全体的な傾向は同様であるものの、捕

捉したAEヒッ トレイトには大きな差があり、理由

としてセンサの設骰方法 ・位骰の相違が考えられ

る。設置したセンサのうち、斜面下部に設置したス

テンレス製ウェープガイドセンサ (ch-3)で最も

多数のAEが早い段階から捕捉され、次が土木研究

所式ウ ェープロットセンサ (ch-1)であった。 し

かし、直接埋設製センサのAE総数は少なく、また

斜而上部のセンサでも少ない傾向にあった。

これらAEヒットレイトの相辿は、設置センサ周

辺で開放される歪エネルギーの差によると考えら

れ、対象斜面の崩壊形態 ・機構の推定結果と一致し

ている。すなわち、斜而の上部では、 トップリング

状態で崩壊し、変位択は大きいが内部応力は小さい

と考えられ、相対的な歪エネルギーは小さく、これ

に対して斜面の下部では、大きな内部応力の集中が

あり、変位そのものは小さくとも、歪エネルギーが

大きくなり、下部に設置したセンサに多数のAEが

捕捉されたと考えられる。

また、同じ下部に設協したセンサでも、ステンレ

ス製で多く AEを捕捉する傾向にあり、これは結果

的にステンレス製ウ ェープガイドセンサが崩壊部に

設懺され崩落し、土木研究所式ウェープロッ トセン

サは非崩壊部に残存したためと考えられる。

図ー4に、崩壊の約 3時間前と約 5分前のAE波形

(ch-3)を示したが、5分前の波形は振幅 ・波長と

もかなり大きくなっている。また、圏ー5に、崩壊

前30分間のヒットレイトとカウントレイトを示した

が、崩壊の約 5分前に、カウントレイトが急激に増

加し、逆にヒットレイトは急激に減少している。こ

れは、短時間に膨大なAEが発生しているため、 AE
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波形が重なり合って、カウントレイトは正確に計測

されたものの、ヒットレイトはこの影響で識別困難

となり、減少しているものと考えられる。

なお、この崩壊形態は、「転倒」と「すべり」の

複合であり、硬いしらすの毛管的構造の破壊に伴う

AEはもちろん、ウェープガイドとの摩擦によるAE

も多く含まれると考えられるので、注意を要する。

これらの分別方法とAEパラメタの相違点分析が必

要であり、ひいては崩壊予知の確実性にもつながる

ことから、今後の重要研究テーマである。

今回の実験により以下のことが明らかになった。

① 計測システムについて

1)垂直に近い土砂斜面の場合、AEセンサは内

部応力の集中する斜面下部に、ウェープガイド

を用いて設置することが望ましい。

2)土砂斜而で、 60kHz程度の高周被AEセンサ

を用いた場合、数十cm埋設することにより、降

雨などのノイズを除去できる。

3)急傾斜地の崩壊のように、短時間に終結する

現象に対して、 AE計測システムは、リアルタ

イムで現象を捉え、情報砒も多い利点がある。

② 崩壊予知について

1)しらす斜面の崩壊のように、砂質斜面の崩壊

でも、短時間間隔で観察すれば、地すべりと類

似したクリープ的な挙動を示す。

2) AEセンサは、的確に設置することにより、
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(2) 19:10（崩壊前5分）発生AE波形

崩壊の約3時問前と約5分前のAE波形
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斜而の崩壊に至る挙動を詳細にモニタリングで

き、 AE発生を解析することにより、崩壊発生

時刻を予測することも可能である。

3) AEを大砧に捕捉できた場合、 AEバラメタの

状況により崩壊の事前（ヒットレイト ・波形）

と直前（波形の慮合等）の予知が可能である。

3.共同研究

(1)目的など

自然斜面の異常変動を早期に捉え、かつ崩壊時間

等の予測手法として、 AE計測技術の適用性を検討

し、現地観測に適した計測システム開発を目的とし

て、平成7年度から同10年度までの 4年間、共同研

究「AEによる斜面動態計測システムに関する研究」

を、建設省土木研究所、指定機関（（財）砂防・地す

べり技術センター）及び民間10社（（株）エヌエフ国

路設計プロック、）II崎地質（株）、（株）典和、佐藤エ

業（株）、飛島建設（株）、西松建設（株）、日本工営

（株） 、日本フィジカルアコ ースティックス （株） 、

（株）問組、（株）フジタ）の共同で行った。

その成果の一端を以下に紹介するが、詳細は共同

研究報告普第228号（印刷・公開されている）を参

照されたい。

(2)代表的な波形の例

AEは、それが可聴域の周波数（約lOkHz以下）

であれば、人間が音として認識でき、例えば岩の破

壊音はビキパキ～ビシパシ、土砂の脚擦音はジャリ

ゴリ～スズゴー、落石音は文字どおりカランコロン

～ガランゴロン、雨によるノ イズはピチパチといっ

た具合である。その識別に際し、経験を積めば、最

。
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も正確である可能性が覇い反而、他者への説得性に

乏しい。

分別に波形のパターン認識がより定批的なため、

代表的な波形を以下に例示する。

図ー6の（a）は 「砂の三軸せん断試験の80％載荷時」、

(b)は「同すべり破壊時」、(c)は「砂岩の静的破砕

時」、 (d)は「岩盤ハンマー打撃時」、 (e)は「雨滴

によるノイズ」、 (f)は「電源のノイズ」、 (g)は「無

線のノイズ」、 (h)は「落石による打撃音」である。

これらの波形は、横軸（時間）のスケールを縮小

しているため、波形として認識しにくいものの、そ

れぞれ特徴を持っている。 しかし、波形からのヴィ

ジュアル～定祉的分別でも限界があり、「砂のせん

断試験時」のものは「庶擦音」であって「岩の破砕

音」とは異なるが、「岩の破砕音」が多数連続する

と、識別不能に陥ること及びAEと「雨滴ノイズ」

の識別が困難であることなどがわかる。

(3)分析の例

① 木更津の崩壊実験：降雨時と非降雨時（降雨時

のAEパラメータの特徴）

平成 9年7月に、千葉県木更津市内の土砂採取

場で、表翔土砂崩壊の実地実験を行ったので、そ

の成果の一部を紹介する。

この実験では、高周波AEセンサ (60kHz共振

型）・低周波AEセンサ（省略）等と土研式WR・

ステンレスWGの組み合わせによる、 5種類のセ

ンサ計11個を用い、対象斜面の上・中・下方に目

的を持って配骰した。これらいずれのAEセンサ

においても降雨と連動してAEを検出する傾向に

あり、降雨時に計測されるAEの大部分は雨滴あ

るいは流水によって発生したAEがセンサまで伝

播したものと考えられる。しかし、土砂斜而の崩

壊は降雨時に斜面内部の間隙水圧が増加し土砂の

(a) 砂の三軸せん断試験時のAE（荷重 80％前後）

"HII翡州量伍
(C) 砂岩の静的破砕実験における破壊時のAE

←[if+．1十噌
(e) 木更津士砂斜面計測時の雨滴によるAE
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(b) 砂の三軸せん断試験時のAE（すべり破壊時）
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図-6 代表的な波形の例
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強度が低下することによって発生するため、検出

されたAEの中には斜而崩壊の前兆現象である土

粒子の摩擦によって発生したAEも含まれている

可能性が高い。

したがって、 AE計測を用いて斜面の動態を監

視するためには、計測された個々のAE信号と物

理的な現象との対応を明確にし、発生要因別に

AEの発生パターンを明らかにする必要がある。

そこで、斜面の不安定化に起因するAEが多く発

生している時間帯について、 AEパラメタから降

雨時のAE波形の特徴化を検討した。

なお、検討には降雨と小崩壊が発生している時

間帯と小崩壊のみが発生している時問帯について

の高周波AEセンサ （ステンレスWG)のデータ

を用い、これらの時間帯に発生したAEについて、

振幅、波形長、カウントの各AEバラ

メタを分析した。相互のマトリックス

でプロッ トした結果を図ー7に示す。

図に示される時間帯①のデータに注

目すると、 ch-1と2及び3では、プ

ロットされる範囲が異なっていること

が確認できる。すなわちch-1では、

2及び3に比較して、カウント及び波

形長が小さく、振が大きなAEを多数

検出している。とくに、 ch-2及び3

では、波形長が長く、カウントが大き

くなっても、 60dBを超える振幅を有す

るAEは発生していないという特徴が

ある。これは雨滴に起因するAEが低

い周波数を持つことによるものと考え

られる。また、時間帝②においては、

多様な波形タイプを示すAEが発生 し

ているものの、時間帯①におけるch-

1で検出しているタイプのAE（振幅

＝大、波形長＝短、カウント＝少）も

数多く発生している。

時間帯①中のch-1の高周波AEセ

ンサは、斜面最下部に埋設されており、

斜面下部付近の小規模崩壊に起因する

AEを最も検出しやすい位骰に設置さ

れている。このことから、 ch-1に特

異なAE波形は小規模崩壊に起因する

AEである可能性が高い。一方、雨滴

に起因するAEは、振幅が小さく、波
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形長が長く、また低周波という特徴を有している

ものと考えられ、 ch-2及び3で検出されている

AEのパラメタの特徴と一致する。また、 ch-2及

ぴ3で検出したAEの中にも、小規模崩壊に起因

するAEが含まれるものと考えられるが、伝播の

過程で波形が長く周波数が低くなった可能性もあ

る。このことは、時間帯②で発生しているAEに

は多様なタイプがあることからも裏付けられる。

しかしながら、前述した低周波AEセンサを用

い、 異なる時間帯の人間の経験的な聴従から識別

したデータのパワースペクトル分析（多数の波形

を辿続的周波数帯の大きさの分布比較）などによ

ると、上記と相反する結果を得ていることから、

結論の信憑性には注意を要し、さらなる分析が必

要であり、今後の研究進展が望まれる。
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② 日光の岩盤崩壊実験 ：改良b値による破壊の分析

1) 改良b値について

既往研究より報告される b値ならびにm値は、

ほとんどの場合に単位時間当たりの振幅頻度によ

り算出されており、算出に用いた振幅値の母数や

振幅範囲が不明確である。また、 AEの最大振幅

値に与える影評因子として、 AEセンサの取り付

け方法、媒体によるAE波伝播減衰の追いなどが

挙げられ、さらにはAE源がいつも同一場所に発

生するとは限らないので、その発生源により振幅

値の広がりが大きくなることもある。したがって、

地裳学での成果は、そのままAE法に適用するの

は困難であると考えられる。AEが対象とする破

壊現象は、地震に比べ極めて短時間に集中するこ

とから、計測時間とともに刻々得られるAEデータ

に基づき b値を算出し、破壊の定祉化を行うこと

が不可欠となる。

以上のことから、 AE計測に基づく振幅頻度分

布より b値ならびにm値を算出する場合、算出振

幅母数と算出振福範囲をある程度普遍化させる必

要があり、振幅分布の統計諸批に着目した改良 b

値が提案されている＇）7)。改良b値の鉢出方法は

算出に用いる振幅個数を常に直近の一定個 ：fJと

し、振幅分布の平均値と標準偏差に基づき算出振

幅範囲を定めている。この尊出方法により求めら

れる b値は改良 b値： “Improvedb・value"とさ

れ、以下のように定義される。
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図—8 計測時間400秒から100秒ことに1000秒までのAE振幅
分布 （模型砂斜面の載荷実験のAEデータ）

いま、振幅値がμ-az・a以上のAE累私数を

N(w,）、μ+a,・a以上のAE累積数をN(wz)

とすると、

N(w 1) = N(μ -a z a) = fぷ．n(a) da (4.1) 

N(wi)=N(μ +a, a) =f,ふ n(a) da (4.2) 

となる。このとき振幅の範囲は、 (a1 + a 2) aと

なるので、 Ib値は、

log10N (w,) -JogioN (wz) 
I b= （4.3) 

(a, + a 2) 

で与えられる。

固ー8に模型砂斜面の載荷実験により得られた

AEデータに基づき、酎測時間400秒から100秒ご

とに1000秒までのAE振幅分布を示す。ここで各

分布の母数(p)は100個であり、平均値μと標準

偏差6 も併せて記している。図より、振幅値μ~

振幅値μ+aの範囲におけるAE累梢頻度がほぽ

1つの直線で近似できる範囲内にあることがわか

る。

回ー9に振幅個数による相関係数の変化を示す。

図の横軸は振幅個数、縦軸が直線近似したときに

得られた相関係数である。 b値尊出に用いる振幅

個数を40個以上とすれば概ね良い相関が得られる

ことがわかる。さらに、振幅値の累租評価による

b値の収束と併せて振幅個数を検討すれば、 50~

100個程度が妥当な振幅母数であると判断できる。

2) 日光岩盤斜面AE計測での分析例

R 気象起因によるAEのb値解析

例えば、降雨が岩盤を直撃するときその岩盤

への打繋がAE源となり、近傍に設置したAEセ

ンサが降雨により発生した弾性波を検出する場

合がある。太陽光が岩盤を照射するとき、岩盤

の体積膨張あるいは収縮に伴うマイクロクラッ

クの発生などにより、日射の影酵を受ける岩盤

計測範囲でAEが発生する場合がある。これら

の気象条件に起因するAEは、その発生要因が

ある程度限定されることから、 b値に特徴的な

事項が認められる可能性がある。以下に表面設

置、及び表面削孔に設骰したAEセンサで得ら

れたデータ （小雨、大雨、日射）より b値を葬

出し、その特徴を検討する。

図ー10に降雨 （小雨、大雨）、日射により発生

したと考えられるAE振幅値100個に基づき算出
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した b値を示す。個々で、各項目の b値は100

デー タ度に得た値の平均値を棒グラフとして表

し、併せて椋準偏差が示されている。各項目は

順にAE発生起因／AEセンサ種別／AEセンサ

設骰方法を示し、例えば「大雨低表」は、 「大

雨により発生したAEを低周波AEセンサを用

い、岩盤表而に設置して検出した結果」である。

同図から、次の事項が推察される。降雨によ

るAE特徴として、異なる計測装筐でも同位骰

（表面 ・孔内）に設骰したAEセンサにより得ら

れた b値は、ほぽ同じ値と考えられる。b値は、

小雨、 AEセンサ表面設骰で約0.07、大雨、 AE

センサ表面設置で約0.08、大雨 • AEセンサ孔

内設置で約0.11である。また、日射による b値

は製造会社ごとに若干異なるが、高々、 0.08程

度である。 これらの事項とデータ誤差を考慇す

ると、 0.05~0.llの b値は、気象条件に起固す

る b値であり、この範囲に含まれない b値を検

討することで、気象条件に影響しないその他の

要因、例えば破壊現象などの追跡監視ができる

可能性がある。

⑥ ウエッジラムによる岩盤破壊に伴う改良 b

値解析結果

a)高周波AEセンサによる結果

固ー11に、日光岩盤斜面のウエッジラム試験

時、破壊岩体近傍に設骰した高周波AEセンサ

(ch-5)で得られたAE累和発

生数と改良 b値解析結果を示

す。ウエッジラムの加圧は、第

1回が、 13:15: 00~13: 43: 

32まで50kgf／叫ごとに340kgf/

cnfまで 7ステージに分け実施さ

れた。崩壊は、 14:27: 47であ

った。

ほぼ載荷開始と同時にAEの

急増、改良 b値の激増が認めら

れ、改良 b値は、 13: 15 : 15で

最初の最大値約0.16をむかえ、

直後激減する。その後も載荷に

連動した増減を示して、 13: 

35: 31に最大値0.18に至り、直

後に0.05まで低下する。 13: 

35: 30頃は450~500 kgf/ cnfの圧
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力値に相当し、この時刻以降も引き続き加圧さ

れた。岩盤崩落が認められず、最初の加圧試験

により終局崩壊に至 っていないと考えられた岩

体は、 14:15: 00から次の加圧試験が行われた。

改良 b値は、加圧ステップに連動し変動する

ものの、その変動範囲は小さく、 0.04~0.08程

度である。14:21 : 00から14: 23 : 09までの

150kgf/c曲から250kgf/cniの加圧により、改良 b

値は急増し、最初の試験で得られた最大値

(0.18)付近まで上昇の後、崩壊直前に再度急

増するが、圧力が350kgf/cniに至った直後の

14: 27: 47に崩壊に至った。最終崩壊は、同図上

での最後の改良 b値低下時刻に合致している。
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AEの振幅値100個に亘づき算出したb値
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ウエッジラムの加圧により以下の現象が岩盤内

部に生じたことが推察される。対象岩盤内部で

の破壊は、初期加圧時 (50kgf/ cni)に既に生じ、

以降のカ[I圧 レベルでは 「初期加圧時に生じたク

ラックが進展する」のみである。

AEから判断される対象岩体の終局破壊強度

は、改良b値が最大を示し直後に激減した450

~500 kgf/ en!であって、最大圧力700kgf/c面は、

加圧により岩盤が不動岩塊に向いて回転してい

たことから、不動岩塊により発挿された見かけ

の耐圧と考えられる。

したがって、岩盤内部には最初の加圧試験で

既に破壊が生じていたことから、次の加圧試験

では最初の最大圧力の半分程度の圧力350kgf/

面で岩体が崩落したものと考えられる。また、

前節の気象条件に起因するAEより算出した改

良 b値が0.11以下であったことを考慇すると、

改良 b値の0.1以上の上昇は、岩盤内部のクリ

テイカルな破壊状態を示す指標といえる 。

b)低周波AEセンサによる結果
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図ー11 破環岩体近傍に設置した高周波AEセンサ (ch-5)で得られたAE累積発生数と

改良b値解析結果
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図ー12に日光岩盤斜面のウエッジラム試験時、

破壊岩体近傍に設置した低周波AEセンサ (ch

-5)で得られたAE累梢発生数と改

良b値解析結果を示す。なお、同セ

ンサは前節で考察した高周波AEセ

ンサの直近に設置されており、セン

サの周波数特性の違いによるAE特

性を検討するために配置されてい

る。ここで、高周波のAEセンサは、

60kHzを採用している。また改良 b

値勾：出時の振幅個数fJは 「データ数

が高周波AEセンサでの計測結果に

比べて少な<、 (Jを100とした場合、

13: 23以降が定批的値を与える改良

b値となり力lI圧初期の挙動を検討で

きない」ことから50とした。

同図から計測装骰、共振周波数は

異なるが、低周波AEセンサで得ら

れた改良 b値の変化は、概ね高周波

AEセンサの変化の傾向と同様であ

ると考えられる。加圧初期に改良 b

値の0.13程度までの増加はみられる

が、その後の圧力増で顕著な変化領

向は崩壊まで得られない。岩盤内部

の破壊を示す改良 b値も高周波セン

サでの検討結果と同様0.1を超過す
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図ー12破壊岩体近傍に設置した低周波AEセンサ (ch-5)で得られたAE累積発生数と

改良b値解析結果

る加圧初期といえる。

c) 破壊に無閾係な位置の嵩周波

AEセンサによる結果

前節 a)、 b)で得た改良 b値の

変化傾向の妥当性を異なる岩体に設

置したAEセンサによる検出結果と

比較する。本説で検討するAEセン

サは、破壊対象岩体と明瞭な多くの

亀裂を挟み約 7cm離れて配四されて
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いる。図ー13に高周波AEセンサで得られた結果

を示す。加圧は、 13: 15から開始されたが、

AEは加圧に無関係に上昇している。また、こ

れらのAEデータより得られる改良 b値は高々

0.11程度であり岩盤の破裂に起因する有意な

AEではないと考えられる。 さらに、試験時に

試験サイ トが雨（時間降雨址2.5mm程度）であ

ったことから、得られた改良 b値0.07~0.llは、

別途検討した降雨によるAEによる b値結果を

反映した値といえる。

(4)分析結果のまとめ

① 降雨によるAEの特徴として、異なる計測装樅

でも同位骰（表面 ・孔内）に設置したAEセンサ

により得られた b値は、はぼ同じ値と考えられる。

b値は、小雨 ・大雨AEセンサ表面設置で約0.07、

大雨 ．AEセンサ表面設骰で約0.08程度である。

これらの事項とデータ誤差を考慮すると、 0.05~

0.11の b値は、気象条件に起因する b値であり、

この範囲に含まれない b値を検討することで、気

象条件に影押しないその他の要因、例えば破壊現

象などの追跡監視ができる可能性がある。

② 岩体内部の破壊は、改良 b値の変動により追跡

可能であり、計測器に依存せず、破壊に起因する

改良 b値は、気象条件による改良 b値0.11を大き

く超過し0.18程度まで上昇することから、改良 b

値0.11以上の上昇は、岩盤内部のクリテイカルな

破壊状態を示す指標となる可能性がある。

③ 岩体の破壊に無関係な位骰で計

測 ・算出された改良 b値の結果か

ら、破壊の特徴的な変化傾向は認

められなかった。 しかし、改良 b

値は計測サイトの気象条件である

降雨を反映した値0.07~0.llであ

り、改良 b値の破壊状態評価への

有用性が示唆された。

なお、以上の b値及び改良 b値の

検討は、 「改良b値は、 AE一定個数

ごとの、振幅値に基づき坑出した値」

であることからこそ議論できたこと

が多く、「AE母数が異なる、 一定時

問ごとの、振幅値に基づ＜ b値」で

の「値そのものの議論」は、先に述

2SO 

200 

べた理由から困難であること、 b値及び改良 b値は

デシベル単位を基に計算されていることを付記する

とともに、今回は横軸に経過時間をと って対比して

いるが、今後さらに、変形齋等を用いるなど、工夫

を加えて現象との比較を試み、改良 b値による分析

を進展させることにより、 AE法の発展を望む。

4 まとめ

(l)多くの課題

今後の課題として以下の事項が挙げられる。

① • 土砂斜面 ： 何処に設置すべきか、 WGで捕捉で

きるか、深陪崩壊に適用可能か

・岩盤斜面：同上、亀裂の多い場合と大規模斜面

への適用は可能か

② ノイズ対策

：電気的ノイズ；電源 ・配線 ・地電流 ・違法無線

：環境的ノイズ；雨 ・太協光 ・振動

• これらの物理的排除（フィルターなど）と分析

的排除 (AEパラメタなど）

③ 規格化

：データの互換性（有する意味） ；センサの

種類、 しきい値の設定

：設骰方法、 WGの品質•長さ

④ 耐久性

：長期計測に対応可能、短期計測においてもデ

ータ取得の確実性

⑤ 分 析 方 法

：手法、パラメタの特定、現象との対比 （説明
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図ー13 跛壊に関係しない嵩周波AEセンサで得られた結果
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変数）

⑥低コスト

：パラメタの特定などによる計測装四のスリム化

：汎用性 ・施工性の向上

• 分析方法の進展等により、 1 センサ ・ 1 バラメ

タの安価な計測システム

(2)今後の展望

前述した課題の多くは、その解決に向けて様々な

研究が行われており、同朋の熱意によって幾つかの

光明を見出しつつある。その一例として、ノイズ対

策における「霊気的ノイズ」については、計測後の

バラメタ処理などにより、除去できる可能性があり、

「環境的ノイズ」のうち降雨によるものは、 AEセン

サをある程度深く埋めることにより、拾わずに済む

ことなどがわかっている。長期の計測に不可欠な

「耐久性」についても、今回の共同研究成果として

AEセンサの改良を行うなど、多くの辿展も認めら

れる。「規格化」などについては、早急に標準化を

図る必要があるものの、これまでAE法が先行的に

発展した過程 ・研究成果のヴァリエイションを、一

気に斜面崩壊モニタリングに凝集することは困難で

あり、岩盤崩壊モニタリングにおいて標準化 (AE

計測要領の作成など）を試みる予定である。今後の

解析方法の研究により AE法の進展に期待するとと

もに、計測事例の増加を回り、関係データの集積 ・

分析を行う努力を続けたいと考えている。
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数値シミュレーションの紹介

数値解析技術研究会

1.はじめに

最近のコンビュータの高速化とアルゴリズムの急

激な発達に伴って、複雑な流れの現象が計算される

ようになってきている。

物理現象はたいていの場合には、その現象を支配

する方程式の系が構成されているが、それらの方程

式をある特定な条件の下で、厳密解の形で解き明か

すことは一般には困難である。特別な場合を除いて、

不可能と いっても過言ではない。 したがって、数値

i咋は流れなどの複雑な物理現象を把握するのに有

効な手段であると考えられる。

今回は、 Euler式記述法による流れの連続式や運

動方程式を誘祁し、誘母した方程式をもとに 1次元

河床変動計符における基礎式を禅く 。

また、常流 ・射流を含んだ遷移断而 （不連続面）

をもつ流れの解析に使われるMacCormack法につい

て簡単に記述し、 MacCormack法を用いた計算の一

例について紹介する。

2 支配方程式の誘導

まず、方程式の誘祁をする前に、用語の定義の確

認をしておく 。

「システム」とは、ある時刻に流れ場内のある空間

領域を占めている流体塊のことで、時間とともにそ

の位骰 ・形状を変えていくもの。システムの境界面

を(SS)とする。

「コン トロールサーフ ェイス」(CS)とは、流れ場内

で任意に固定された閉曲面。

「コントロールボリューム」(CV)とは、コントロー

ルサーフェイスで囲まれた固定領域。

流体運動の見方には 2つの方法がある。一つは、

時問の経過とともに流体中を移動するシステムに注

目する方法 (Lagrange式）であり、もう 一方は、

空間に固定したコントロールポリュームに注目して

流体の挙動を観察する方法 (Euler式）である。

66 -s紐 0vol.63 Oct.1999 

流れの数値解析を行う場合、 座標系を固定した

Euler式記述法の方が便利であるが、質誠保存則や

運動屈保存則の概念はシステムに関するLagrange

式記述法の方が理解しやすい。そこで、ここでは、

よく知られているLagrange式記述法の連続式や迎

動方程式をEuler式記述法に変換する。

(1)質誠保存則 （連続式）

「ある時刻に流れの場にある空間領域を占めていた

流体塊 （システム）は、時間とともにその位骰 ・形

状を変えていくが、システム自身は同じ実質部分よ

り構成されているから、その質祉は時間的に変化し

ない。 したがって、システムに対しては、質撒保存

則が成立する。」

これが、システムに注目したLagrange的な質量

保存則の見方である。

【質屈保存則）（Lagrang,e式記述法）

|システムの質批の時間的増加率＝ 0| 

つぎに、図ー 1を参照しながら、 Lagrange式記述

法をEuler式記述法に変換する。

屈ー1(a)のように (CS)で囲まれた固定空間領域

(CV)を考える。時刻 tにおいて、この領域に存在

していたシステムが微少時間＆後に図ー 1(b)のよ

うに移動したとする。時刻［におけるシステム内お

,in)cv 

(a) r=r (b) 1=1+01 

システムの境界面

ss 

図ー1 コントロールポリューム内のシステムの移動



よび (CV)内の質屈をそれぞれntcs.,、mCI’.Iとすると、

時刻 1では、

191es, 1 = InCI『.,••• ••» • •• •• •»•O• •••••>• ••»••• • >•••>•• >••••• »••• O••>O••式 ( 1 )

時刻[+8tでは

991 cs,（＋& =m¢,（＋＆ + 8(mmlふー8(mi9, )CV ………•式 (2 )

ここに、 8(m.ouf)“‘8(min)CVは81時間内に(CV)から

出ていく質批および入ってくる質批を表している。

Lagrange式記述法の質枇保存則を式(3)に示す。

Dmsy 
=O・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Dt 
式 (3)

式(3)を上記の関係を用いてEuler式記述法に変換

する。

式(3)は、システムに関する記述法であり、式(4)

のように表される。

lim叫 y.（十&-mが

＆→O ,.!_=O······ · ·············· · ·· ···· · ·· ·····•式 ( 4 )
Bt 

さらに、式(4)は、式(1)・(2)の関係式を用いて、 (CV)

に関する表記法である式(5)のように変換できる。

lim 111cv,r+/Jt-m叩 Jim8(111_。U,）CV-8(min)CV
＆ー0 8t 十←0 8t =0 

・・・・・・ . .•式 ( 5 ) 

式(5)の右辺第 1項は (CV)内の質祉の時間的増

加率であり、

lirn mcv.1+&-mcv.1 _ omcv _ o 
＆ー0 8t ＝下＝乱，pdv…………•式 ( 6 )

と表される。p:流体の密度

また、式 (5)の左辺第・ 2項は単位時間あたり

(CV)から流出する全ての質絋を表す。

つぎに(CV)の表面、すなわち(CS)における流速

Vを用いて式(5)の左辺第 2項を曹き直す。

II: (CS)の法線ペクトル

OtV ・ II 

(CS) 

v: (cs)上での流速

図一2 6t問にdSを通過する流量

nを(CS)の表面に立てた外向きの法線ベクトルとす

る。

図ー 2のように、 (CS)上の微少な面和dSについて

考える。dS上での流速をVとすると、 dSを＆間に通

過する流体の体積は

81V・几dS・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・•式 ( 7 )

dSを単位時間に通過する流体の質飛は

pV·t1dS·· · ······ · ·············· · ················--·--··--·----------·•式 ( 8 )

となる。これを (CS)全体で面積分すると単位時間

あたりに(CS)から流出する全ての質罷となる。 し

たがって、式(5)の左辺第 2項は式(9)のように柑

き換えることができる。

lim 8(m“‘,)“―8(』IIi11)cv 
＆→0 8I = l pV• II dS・・・・疇●●●●● •••••式( 9 ) 

“ 
したがって、質巌保存則のEuler式記述法 ［式 (3)】

は式(5)(6)(9)より、式(10)のように表される。

判pdV+LpV·ndS=O…••…… ·……·…………..式 (10)al l•v cs 

以上のようにして、システムに注目したLagrange式

記述法の連続式をCVに注目したEuler式記述法の連

続式に変換できる。

(2)運動批保存則 （運動方程式）

「システムに対する運動巌保存則は、ニュートンの第

2法則より、システムのもつ運動飛の時間的増加率

は、システムに作用する全ての力の和に等しい。」

これが、システムに注目したLagrange的な運動

砒保存則の見方である。

［運動泣保存則］（Lagrange式記述法）

システムのもつ運動 1システムに作用する
飛の時問的増加率 ＝全ての力の和

システムのもつ運動龍をPとすると

システムに作用する全ての力をFとすると、運動方

程式は、

DP 

Dt 

となる。

=F ・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..式(11)
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つぎに、偲ー3を参照しながら、式 (11)のx方向

の運動方程式をLagrange式記述法からEuler式記述

法に変換する。

運動址のx方向成分をPXとする。

時刻 tのそのシステム 内における値を (PJ,)',Iヽ

(CV)における値を(P.，)CV」とする。

時刻 1では、

(Pxぶ．，＝（Px)cv,t .... ... ................... ..... ......, ...... ...•式 (12)

時刻[+8tでは

(Px)，y.1+s,=(Pふ．（＋＆十ol(Px)。＇‘,lcv-8l (Px)i，上•式 (13)

となる。

ここに、 0l(Px)。u(Iev、81(P.，）in1evは＆時間内に (CV)

から出てい<x方向の運動最および入ってくる x方

向の運動罷を表している。

Lagrange式記述法の x方向の運動方程式を式 (14)

に示す。

D(Pふ .......................................................式(14)
Dt 

=F.., 

Fx：システムに作用するx方向の力の総和

式 (14)を上記の関係を用いてEuler式記述法に変換

する。

式 (14)の左辺は、システムに関する記述法であり、

式 (15)のように表される。

D(PJsy lUn (P) （P) x sy. 1十＆― ．~.......... .
Dt ＆ー0

．．．．．．．．． 

8t 
式 (15)

さらに、式(15)は、式(12)・(l3)の関係式を用いて、

(CV)に関する表記法である式 (16)のように変換で

きる。

o l(P,)。"!ICl' 

システムの境界面

:P,)inlcv 
ss 

(a) ＝ヽ 1 (b) I= I+ 0 I 

図ー3 コントロールポリューム内のシステムの移動
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lllil (Pふ，ヽ棧―(Pふ．I

＆ーo ot 

＝髯 (P.I)CI9,1+&―(Pふ．I＋ Lin1 81(P.t)。u／し、，ー81(P訪，，ICI『

81 &0 祝
........•式 (16)

式 (16)の右辺第 1項は(CV)内の運動誠の時間的増

加率であり、

Jim (Pふ．,+i;,-(Pふ，.,_ o(Pふ a＆→。 ＝ ＝-[ pudV 8t at aI CI9 
…..••••式 (17)

u:x方向の流速 ((CV)内のVのx方向成分）

と表される。

また、式 (16)の右辺第 2項は単位時間あたり

(CV)から流出する全ての運動誠を表す。

(CV)の表面、すなわち (CS)における流速Vを用

いて式 (16)の左辺第 2項を書き直す。

屈ー2より、 (CS)上の微小面積dSを単位時間あた

りに通過する質抵は式(8)に示すとおり、

pV・11dSであるので、(CS)上の微小而積dSを単位時

間あたりに通過する x方向の運動誠は

u pV・11dS・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..式 (18)

と考えることができる。

これを (CS)全体で面梢分すると単位時間あたりに

(CS)から流出する全てのx方向の運動撮となる。

したがって、式(16)の右辺第 2項は式(19)のように

杓き換えることができる。

lim ol(Px)。mlcv-Dl(Px)infc,, ＆→i~=fc,upV· ndS …• ••式 (19)
CS 

したがって、質誠保存則のEuler式記述法 ［式 (14)】

は式(20)のように表される。

打pudV+ L,pu V・11 dS=Fx…・ • ………•…•…••式 (20)otJcv,...... -・ ・ Jes 

以上のようにして、システムに注目したLagrange

式記述法の運動方程式をCVに注目したEuler式記述

法の運動方程式に変換できる。

3. 1次元河床変動計算における基礎式の誘導

以上で求めた、Euler式記述法の連続式［式(10))

・運動方程式 ［式(20)］を利用して、 1次元河床変

動計尊を実施するための基礎式を迎き出す。

回ー4のように、支川のある直線水路を考える。

また、太線に囲まれた領域を (CV)に設定する。
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w'：支川の支川下流方向の流速、Q:本）II流砿、

0 :本川と支川とのなす角 （上流側の角度）、

(1)連続式

まず最初に、式(10)の連続式について考える。

a 
f L pdV+LpV·11 dS=O•"'"""'"""'""" "'""' 
at ev 

式(10)
CS 

式(10)の左辺第 1項は(CV)内の全牧罷の時間的

増加率を表すものであるので、図ー4より、

a 
ー (pAdx)・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・•式 (21)
ar - ) 

(CVの体積）

A ：通水断面 (=Bh),h: (CV)での水深

と書くことができる。

また、式(10)の左辺第 2項は(CS)から単位時間

あたりに流出する全質拡であるので、図ー4の(CS)

から流出する質量を求める。

図ー4のように(CS)を(CSJ ~ 4)に分割し、それ

ぞれの面から単位時間あたりに流出する質址を求め

る。

まず、 (CS1)から単位時間あたりに流出する質泣

は

ICふpu・n1 dS1 = Lp(-u)dS1 =p(-u)A =-pQ 
CSヽ

・・・・・・・..式(22)

となり、 (CS3)から流出する質最は、

[ p(u十△u)・n3dS3 
cs, 

寸pu・n3dS3+fp△U"ll3dS3
cs、

=LpudS心，p（血）dS3

=puA+p血 A （△u＝舟心より）

o(p Q) 
=p Q+~dx . ・．． ．．． ． ． ．．． ．．．． ．．．．．． ．．． ． ．．．． ． ． ． ．．．．． ．．．．．．．．． ． ．．

ax 
式 (23)

となる。

(CS2)から流出する質址は、

L,pw'・n2dS2 =p(-w'sin0) ・ h・dx 
“‘ =-pqsin0dx=-pq＊心 ・ ・・・・ ・・・ ・ ・鴫•式 (24)

h: (CV)での水深

となる。

また、 (CS4)からの流出は 0より、

(CS)から単位時間あたりに流出する全質位は、式

(22)(23)(24)を加えたもので、

a 
i-:(p Q)dx-pq*dx--・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・--・・・・・武 (25)
ax 

と表される。

したがって、 (CV)に関する連続式は、

aA aQ — +— =q., --·····--······--································ 
at ax * 

式 (26)

となる。

土砂の連続式も同様にして次式を得ることができ

る。

a (z8•B) a q8•B + -（― ) ＝ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..式 (27)
at ax 1-入 qBS 

ここに、

切 ：河床位、 入： 空隙率、 qB：掃流砂批、

qns :単位長さあたりの支川からの

流入土砂批

心•sin0

q：支川の単位幅流屈
q*:x方向の単位長さあたりの

支川からの流祉
q*= qsin0 

n,:(CS,)の法線ベクトル

水路幡 B

本川

(2)運動方程式

aIヽ
U＋ー ・心：流速ax 

I
 X

 

太線は(CS)

つぎに、式(20)の運動方程式につ

いて考える。

a 訊，pudV+ L,pu V・11dS=Fx 
CS 

・・・・・・•式 (20)

式 (20)の左辺第 1項は(CV)内の

全運動誠の時間的増加率を表すもの

であるので、

図4 一次元水路の概念囮
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a 
ー (puA心 ）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
aI 式 (28)-(CVの体積）

と書くことができる。

また、式(20)の左辺第 2項は(CS)から単位時間

あたりに流出するx方向の全運動最であるので、区1

-4の (CS)から流出する運動置を求める。

犀 4から同様に(CS)を(CS1~CS4)に分割し、それ

ぞれの面から単位時間当たりに流出する運動砿を求

める。

まず、 (CS1)から単位時間あたりに流出するx方

向の運動砿は

lc,.p1u1・111 dS=-puuA =-pQu 
cs、

………式(29)[ IIと，1,は逆方向］

とすると、 (CS3)から流出するx方向の運動屈は、

a 
pQu +~(p Qu)dx…..…..式(30)[ llとfl3は同方向］

ax: 

となる。

(CS2)からから流出するx方向の運動撒は、

Lp(w'cos0)~' ・ '!?dS2= -p w'cos0w'sin0・ h・ dx “'~ ＾ ＿ ̂.• _ -＿ • _ •. • . 

(-w•'slllO) =-pw'cos0q*dx·……•式 (31)

となる。(q*=qsin0,w'h=q) 

また、 (CS4)からの流出は 0より、 (CS)から単位時

間あたりに流出するx方向の全運動倣は、式(29X3o)

(31)を加えたもので、

f puv•ndS=主(pQu) dx-p w'cos0q＊心……式(32)
cs ax 

と表される。

つぎに、式(20)の右辺について考える。これは、

システムに作用する x方向の力の総和である。

太線 ：システム

/ I 
-P8がB

X 

図-5 システムに作用するX方向のカ

70 

2 
a, I 

＋ー (-pgがB)dxax 2 
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図ー4を側面から見たものが屈ー5であり、システ

ムに作用する力を示す。

g:重力加速度、

h:水深、 B：水路幅、 s：潤辺、 'TO :せん断力

n:マニングの粗度係数、 sino-=. tano-= i 

coso-=. 1 

図ー5より、 (CV)の底面に作用する x方向のせん

断力は

-To s心・ •・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．． ．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．·•式 (33)

であり、 (CS1) に作用する x方向の静水圧は

l 
2 

1 
-pgh Bcos a = -p gがB••………,...,· ••……… 式 (34)
2 2 

また、 (CS3)に作用する x方向の静水圧は

l-十pgh2B—嘉（点pgがB)叫cosa 

= ―十pgh2B―嘉（+pgh2B)心….. .••…………·•式 (35)

となる。

さらに、システムに作用する重力のx方向成分は、

pgA心 i・ • ・ • 9.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ •式 (36)

となる。

したがって、システムに作用する全てのx方向のカ

は

pgA如—Tos心—長（+pgh治）dx·…….. .……•••式 （37)

となる。

また、

n2 u2 
To =pgRi,=pg R111 

........... .... ....................•式 (38)

A=RS・・・・・・・・・，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9●..式(39)

を用いると、

式(20)の(CV)に関する x方向の迎動方程式は

a a l 
- (Au)＋ー (Qu+-;;-gh治）＝q*w'cos0+gA(i古 ）
at ax 2 

・・・・・・・・•式(40) 

となる。

i:河床勾配、 ie：エネルギー勾配、 R ：径深

4 計算手法

山地河川を想定した流れの計算および河床変動計

坑は、跳水などの不連続帯が流れに存在し、従来の
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差分法を用いた計符では上流と射流に分けて計算す

る必要があり複雑で困難なものとなる

ここでは、常流 ・射流を含んだ造移断而 （不連続

面）をもつ流れの解析に使われるMacCormack法に

ついて紹介する。

つぎに、 Maccormack法の差分式を示す。

基礎式を

au aE 
—＋ー＝C
ax ax 

とする

切を格子点 (x=i心、 t=n△t)上のUの値と定義

するとMacCormack法は次のように離散化される。

・予測子段階

At 
uf=Ui--（E、+I-E、)＋AIC;-（Dm-Di)

△x. 

• 修正子段階

l At 叫万(U,＋岱）―云(Ef-E,ら)＋AcCf-(D、-D,-I)l

△l 
ここで、D;=K四＊；h；（Um-2U;＋Ui-l)--

△i1. 

U* ：摩擦述度、Kv:人工粘性係数

5 計算事例

コンクリートスリッ ト砂防ダムのスリット部の形

状がダム下流への流出土砂屈の時間的変化に与える

影響について計符を行った。

計算条件を以下に示す。計画洪水流飛約600吋／

S、水通し幅35m、河床勾配約 1/25、平均粒径約

5 cm、ダム高12m、ス リット形状は次の 2タイプを

変化させた。【スリッ ト高さ12m、幅10m】［スリッ

ト高さ12m、幅 5m] 

スリッ ト砂防ダムには、洪水の増水期に土砂の流

出を抑制し、洪水後半の減水期および、その後の複

数の中小出水で土砂を平滑化 して流出させる機能が

期待されている。

このような機能を十分に発揮させるためのスリッ

ト幅は、狭く深い形状の方が良いということが、こ

れまでの水理実験および数値シミュレーションによ

って明らかにされている。

スリッ ト幅の違いによる流出土砂舟の時間的変化

をMacCormack法により計符した結果を偲ー6に示

す。1つの洪水波形に対して、どちらのスリッ トタ

イプも、供給土砂批に比べて流出土砂のピークカッ

トおよび土砂流出のピークを遅らせる効果が確認で

きる。また、効果の程度はスリット幅の狭いタイプ

の方(5m)が、より大きな土砂祗調節効果を発揮し

ていることがわかる。

6.おわりに

今回紹介した計算手法は、水と土砂の流れに対す

る砂防構造物の影幣が大きい場合や、常流 ・射流の

混在するような流れ場の土砂水理特性を表現するの

に有効だといえる。しかし、数値シミュレーション

を行う際には、目的に合わせた境界条件およびメッ

シュサイズなどに関する検討を十分に行う必要があ

る。今後とも、水理実験結呆などとの比較およびモ

ニタリングにより、梢造物周辺に関する境界条件な

どの改良を行っていきたい。
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執紐担当：阿部宗平（砂防 ・地すぺり技術センター）

船 大尚（砂防 ・地すべり技術センター）

藤田正治（京都大学J昆学部助教授）

流
量
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/
s
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図-6 スリット幅の違いによる流出土砂の時間的変化
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私の20世紀

渡辺正幸

20世紀が残り少なくなってきた。わが家とそし

て私自身の世紀として時間が経つのがいとおし

い。

ものごころついたのは旧満州で 5歳の秋であっ

た。母に手を引かれて幼稚園から帰る途中、大き

な黒豚につきまとわれて恐ろしい思いをした記憶

がある。放し飼い状態で飼われていた豚は、人糞

や生ごみの処分を担当していて重宝がられていた

のである。冬になると、近所にあった池は 2メー

トルほどの厚い氷に毅われた。

春には、300坪はあった庭のゆすらんめの垣根

の赤い実と濃い緑の葉の対照が、どこまでも在い

空と乾いた空気の中で美しかった。眩い陽光を浴

びて家の傍に立っている当時の私の写真が残され

ていて、その写真が撮られた背梨には記憶がある。

何の憂いもないけだるい平和な日々がそこにはあ

った。

※ 

私たちの家族は父が勤務していた満州鉄道の社

宅に葬らしていた。当時の奉天、現在の審陽の町

である。しかし、初夏になると雰囲気は急変する。

社宅街は匪賊の話でもちきりになり、夕方になる

と男は手分けして歩哨に立った。翌朝の話題は匪

賊に襲われた個所とそこでどんな犠牲が出たかで

あった。そのころになって、中国人の使用人の態

度が粗野になって命令を聞かなくなった、と母が

語っていた。日本人と中国人の関係が急にとげと

げしくなり、日常のわずかなことが暴力事件にな

った。私が乗っていた通学バスの前をマウチョ

（荷馬車）が横切ったとしてバスの日本人運転手

が激昂し、付近にいた日本人と力を合わせて御者

・SABO vol.63 Oct.1999 

を引きずり降ろして縛りあげて電柱に逆さ吊りに

した光梨を覚えている。その後学校は休校になっ

たが、 JO)をーにして社宅街は色めきたった。母が

帯を次々に引き裂いて芯を取り出し、そのゴワゴ

ワした布で大小の リュックサックを作り始めたの

である。

強い陽光、熱く乾いた空気、縁台の上にラジオ

と炊き上がったばかりの白い米の飯が詰まった釜

とその横に刻んだ瓜の漬物を盛った皿がある、と

いう奇妙な光禁を覚えている。それは、その日に

敗戦を告げる玉音放送があって、それを聞いたあ

と、当座の衣類や常備薬を詰めた帯芯のザックを

背負って逃げ始めたからであった。

※ 

家族がすべてそろった構成であったわが家はた

いへん幸せであった。父 ・夫が軍人軍属として取

られていたために、女手だけで避難行を始めなけ

ればならなかった家族が多かったからである。

父と母は前後のザックに家族の箔替え ・食糧 ．

常備薬 • おむつ ・ 飯盆等節易な食器等を入れて背

負い、さらに大きな水筒を肩から下げた。私と妹

はわずかな箔替えと食品を詰めたザックをそれぞ

れ背負った。小学校 1年の私の肩には生後半年の

弟の孤みが食い込んだ。

カンカン照りの大陸をすし詰めの無壺行車で移

動する逃避行は辛かった。厳寒の冬、引揚港への

移動の当てがないままに廃屋で過ごすのも辛かっ

た。しかし、泣も辛かったのは食べるものがない

ことであった。食糧不足と衛生状態の悪化ならび

に寒さで、老人・病人と乳幼児が死んだ。蒙古や

満州奥地から脱出してきた人のなかには零下20~



砂防屋は資源と環境の枯渇を防止できる！
International Herald Tribune 

30度の冬に、大豆を入れるカマスの袋しか覆うも

のを持っていない人があったという。絶望と欠乏

そして目前で繰り広げられる国民党箪と八路 ・ソ

連連合軍の戦趾で、路傍の馬と人の死体は日常の

風景だった。

※ 

夏は中国人此民の畑の作物を盗み、冬にはソ連

兵が屠殺して遺菜した牛や山羊の骨にこびり付い

ている僅かな肉片を削ぎ落として野草と混ぜて炊

き、岩塩で味をつけて食べた記憶がある。蒋介石

の国民党軍とそれを追う八路 ・ソ連軍に挟まれた

状態で逃げていたときのことであった。

大人達は手持ちの金品を小出しにしながら、中

国人の鉄道貝から貨車と機関車を調達して、少し

でも引揚港に近づこうとしたらしい。しかし、戦

闘でレールや鉄橋が爆破されていたり、充分な石

炭が入手できなかったりで、移動は困難を極めた

ようだ。共車に乗ったままの生活も苦しかった、

と母は語っていた。昼間はいつなんどき貨車が動

き出すかわからないので降りるわけにいかず、夜

間はロシア兵士に感づかれないために声もたてら

れない状況で、煮炊きする鍋を排泄用に使わざる

をえなかったそうだ。むずかる幼児の泣き声をソ

連兵士に開かれたらどうする、と絞め殺すことを

強要されたとも母は語っていた。

戦争に巻き込まれた時の非戦闘貝は弱い。製い

かかる巡命は彼我の区別なくむごい。規律を守る

ことも人問的に行動することも、戦争中は、とく

に敗走中には、 至難の業だから、だれもが我がち

になって弱い者から順に命を落とす。

辛くも生きて乗ることができた引揚船は砲をも

ぎ取られた旧日本海軍の艦で、たしか「熊野」と

いった。船は直線の航路をとらず毎日毎日汽笛を

嗚らしながら円弧を描きつつ航海した。食糧は支

給されたものの、献立はふんどし付きの麦に大豆

を混ぜた主食とヒジキの塩汁だけで、それを消化

できる人は限られていた。日本を目指す航海の途

中で毎日人が亡くなり、死者をまとめて水葬する

ことが日課になっていた。水葬のとき、船は舷側

から出した手が泡立つ波に届くほど低いた。もう

戦争はこりごりだ つぎ敗けたらどこへ逃げれ

ばいいのか、と玄湘灘に浮かぶ島彩を見ながら思

ったことを記憶している。

※ 

中国では関東叩の一部軍人とその家族が敗戦前

に早々とj帰国していたことをあとで知ったが、そ

んなものだと妙に合点がいく 。理想や志のない国

の軍隊はそんなものだ。

軍隊は国を守るというけれど、銃口は、シビリ

アン ・コントロールの伝統を文化として持たない

限りは、国民に向けられるものであると知った。

かつての束欧諸国をベルリンの壁が崩壊する直前

に巡ったときにそれを確認したし、現に多くの開

発途上国でそうである。

多数のユダヤ人をナチスのホロコーストから逃

したシンドラーや日本人の杉原臀記官の話、自分

の子供を殺すことができずに捨てることを余俵な

くされた多くの日本人の母親、線路脇に包まれて

骰き去りにされた乳児を苦難のなかで育てた多く

の中国人がいたことを長じてから知ったが、それ

ら個々の行為は難しくてできないことでは決して

ない。だれもがシンドラーや杉原になれる。しか
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し、それはしつかりした人間観と価値観、そして

自分自身に対する確信がなければできないことだ

と思う。このことが私の20世紀のレッスンなのだ。

引揚船は大竹港に接岸した。直ちに米軍の双胴

船に移乗させられて、上陸するや否や米兵が大屈

のDDTの白い粉末を頭から浴びせた。

婦国してからの生活は厳しく父も母も夜鍋の連

続をしてわれわれを育ててくれた。戦争中から戦

後の中国や焔国後の社会や生活のことをもっとも

っと聞き出したいと思ったが、日本上陸のまさに

その日に栄養失調による衰弱で次男を失った悲し

みが大きく、母は多くを語らずに世を去った。旧

滴州で私の厨に食い込むほど狐かった弟は、白い

粉まみれのままの家族に看取られて白木の箱に納

まった。

※ 

あの「禁じられたあそび」が生まれたバルカン

で再び戦火が燃えさかっている。多くの避難民が

飢えて雷の中をさまよう苦難が繰り返されてい

る。戦関や苦難の詳細が茶の間に伝えられる今日、

あいまいな隠し立ての多い戦争が許されるわけが

ない。戦争は次第にやりにくくなっているが、逆

に始まりやすくもなっている。

敗戦のあと、庶民は一様に東洋のスイスを目指

そうと思い、戦争は終わった一ー戦争はもうしな

いという気持ちと、心の中に平和の砦を築くとい

うユネスコの憲章、そして日本国憲法 9条の理想

は完全に一致していた。理想を追いつつ現実の問

題に対処する英知を20世紀の末になってわれわれ

は失いつつあるのではないかと危倶する。現実の

問題に対処するための原則は、“戦争を紛争解決

の手段にしない＂ことだ 。

戦争が始まりやすくなっているとの危惧は、人

口増加、その結果としての資源の需要増、資源と

珠境の限界、社会の中の較差の拡大等が原因であ

る。資源をより効率的に使いより多くの人の需要

を満たすという命題に関連する問題の解決を、汽

源の浪既と破壊以外の何ものでもない戦争に求め

るのは完全な矛盾である。相手が見境なく戦力を

振りかざせば、受けて立たざるを得ないではない

かという考え方もあろう。 しかしそれでも‘‘戦争
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は紛争解決の手段としては時代遅れ＂なのである 。

戦争を紛争解決の手段として認めることになれ

ば、日本にも人類にも未来はない。

※ 

コソボをめぐる戦争の本質は、上に述べたよう

な社会の矛盾を“あいつのせいだ＂として民族の

問題にすりかえて魔女狩的に憎悪を煽ったことに

ある。憧悪を煽るという古典的な戦術で人が動く

ほどに人類の社会は成熟度が低い、というのも残

念ながら現実である。

この点についてはアジアも例外ではないだろ

う。上に挙げた問題に加えて、貧困・貧富の著し

い較差・職なし人口の都市集中といった傾向が顕

著になるにもかかわらず、それらを解決しようと

する政治家のイニシアテイプが極めて役しいから

である。あるいは努力がされていても問題が深刻

化するのに追いつかないからである。問題を民族

的な櫓悪にすりかえて迫る手法には日本の立場は

強いとはいえない。

※ 

世に 「金持ちl疸嘩せず」ということがあり、節

者は其実だと考えている。全員を金持ちにするに

は査源の制約もあることから無理だとしても、較

差を縮めることは可能である。その可能性は、較

差を大きくしようとする力を削減することでより

高まる。災害が人の努力や愛を無にし“神も仏も

あるものか”という人倫の荒廃を招くという真理

は、 三浦綾子の 「泥流地帯」で活写されている。

収穫が乏しく仕事がなく娘を身売りさせるところ

まで荒んだ社会を、 J謀村匡救事業で“食わせてい

く＂ことによって支えた歴史があり、河） II・砂防

の事業がその中核として役立ったという事実があ

る。コストのかからない防災手段とそれを用いた

国際協カ一ーなかんずく深刻化する侵食 ・土砂災

害対策ーーが優れた平和戦略になりうる。

砂防屋は眼を大きく開いて世界と人の生きざま

を見よう。砂防技術と事業をとおして世界に貢献

する道はいくらでもあることがわかるだろう。こ

のように考えることで21世紀は湖けてくる。

（元建設省土木研究所砂防部長）
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行事一覧平成11年6月～8月

主
6月1日

6月1日

6月2日

6月3日

6月3日

6月4日

6月4日

6月8日

6月8日

6月11日

6月12日

6月15日

6月17日

6月17日

6月17-18日

6月18日

6月21日

6月23日

6月24日

6月25日

7月1日

7月2日

7月6日

7月7日

7月8日

7月9日

7月22日

7月22日

7月29R

7月29-30日

7月30日

8月2日

8月3日

8月3-4日

8月10日

8月19日

8月20日

8月22-26日

8月23日

8月24日

8月24日

8月27日

8月27日

行事内容

センター歓送迎会

全国地すべりがけ崩れ対策協議会設立50周年記念講演会

砂防技術 ・技術審査証明委員会

土砂災害防止推進の集い（全国大会）

全国治水大会

平成11年度地すべり学会総会及びシンポジウム

岩手山火山砂防計画検討委員会 準備会

滝坂地すべり対策検討委員会

全国河川総合開発促進期成同盟会定時総会

ソフト対策研究会

「桜島国際火山砂防センター」オープン記念式典

上高地自然環境調査成呆とりまとめ委員会

審査証明委員会（クボタのリング継手）

第3回岩手山砂防計画検討委員会

地すべり対策技術講習会

土木研究センター「創立20周年記念祝賀会」

SABO絹集委員会

常任理事会

平成11年度第 2分科会火山工学フォーラム

第2回 大網地すべり対策総合解析検討委員会

土砂災害年報編染委員会

GIS普及セミナー

「河川流域における水問題」国際会議の準備会合

「川の日」フォーラム

鋼製砂防構造物研究会

粗石コンクリート施工法等に関する座談会

6.29広島土砂災害検討委貝会

砂防技術 ・技術審査証明委員会

創寸．．記念日

第16回岩盤システム工学セミナー

機関誌「SABO」座談会

評議員会

理事会

289号地すべり及ぴ土石流対策検討委員会

総合的な土砂災害対策に関するワ ーキングの勉強会

十勝岳火山噴火警戒避難対策計画検討委員会

湘南国際村基盤整備事業 防災施工小委貝会

第22回日韓河川及び水賓源開発技術協力会議

6.29広島県土砂災害対策検討委員会

巨石コンクリ ート設計 ・施工法に関する検討会

新型鋼製砂防構造物技術開発検討会

評議員会

理事会
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塘所

グラン ドヒル市ヶ谷

束條会館新館

島根県益田市

富山市

愛媛県文化会館

東北学院大学（仙台市）

砂防 ・地すぺり技術センター

新潟市

シェーンバッハサポー

砂防 ・地すぺり技術センター

鹿児島市

松本市

砂防 ・地すぺり技術センター

盛岡市

窟山市

池之端文化センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

長崎大学

長野市

砂防 ・地すべり技術センター

砂防会館

ダイヤモンドホテル

メルバルクホール

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センター

広島市

砂防 ・地すべり技術センター

全国都市会館

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防・地すべり技術センター

長岡市

河川）司会議室

札幌市

淵南国際村マネージメントセンター

韓国

広島市

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター
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人事異動

新所属等（発令事項）

契約第二課長の兼務を解く

庶務課長の兼務を解く

契約第二課長を兼務させる

総合防災部技術課の併任を解除する

研究開発課に配樅換えする

（併任 総合防災部技術課）

砂防技術研究所研究企画課に併任させる 山内敏男 技術研修員

（総合防災部技術課）

氏名 旧所属・転出先等

福原則雄 総務部契約第一課長

兼務契約第二課長

長谷川貢 総務部次長

兼務庶務課長

鎌崎祐治 技術研修n
（砂防技術研究所研究企画課 併任 総合防災部技術課）

白山昌義 技術研修貝

（砂防技術研究所研究開発課 併任 総合防災部技術課）

採用 （庶務課及）

辞任

ク

，， 

砂防技術研究所長の委嘱を解く

総務部長を委嘱する

砂防技術研究所長を委噸する

葛西 隆 （建設省防災悔岸課建設専門官）以上、平成l1年7月 1日付

矢野勝太郎理事長 （砂防エンジニアリング（株） 最高顧問）

安江朝光 専務理事 （日特建設（株） 技術顧l!.9)

藤田壽雄 理事 （（株）アイエステー専務取締役）

瀬尾克美 理事兼砂防技術研究所長 兼企画部長

保科幸二 理事砂防郎長 以上、平成ll年8月27日付

理事会等の開催 役員

平成11年匿第2回評議員会

今年度第 2回目の評議貝会が、平成11年 8月2

日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た。

第 1号議案 次期役員選出について （同烈）

第 2号議案 寄附行為の改正について（同意）

平成11年度第3回理事会

第 3回理事会が、平成11年 8月 3日閲催され、

「寄附行為の改正について」審議され、可決同意さ

れた。

平成11年匿第3回評議員会

第 3回評議員会が、平成11年 8月27E午前当セ

ンター会議室において開催され、 「理事及び監事の

選任について」審議され、可決選任された。

平成11年麿第4回理事会

第 4回理窮会が、平成11年 8月27日午後当セン

ター会議室において開催され、同日午前中に開催

された評議貝会において選任された新役員の中か

ら「理事長及び専務理事の互選について」審議さ

れ、友松靖夫理事が理事長（常勤）に、瀬尾克美

理事が専務理事 （常勤）にそれぞれ選任された。

8月27日開催された評議貝会並びに理事会にお

いて役員の改選が行われ、次のとおり選任された。

理事長 友松靖夫 常勤

専務理事 瀬尾克美 常勤

理事 秋山哲郎 （株）東京ガス参与

浅井涌太郎 大木建設（株）取締役

新裔夫 新甜夫法律事務所弁設士

荒牧重雄 日本大学文理学部教授

大久保駿 （社）全国治水砂防協会理事長

岸田弘 （株）植村組常務取締役

小橋澄治 京都大学農学部名誉教授

小林一三 新潟県新津市長

郷津久男 長野媒小谷村長

塚本良則 日本大学教授

中村三郎 防衛大学校名誉教授

藤吉洋一郎 日本放送協会 解説委貝

船渡消人 （財）林業土木施設研究所 理事長

保科幸二 前勤

堀由紀子 （株）江ノ島水族館長

松武義聰 （株）間組顧問

松村みち子 街づく りコンサルタント ・エッセイスト

吉友嘉久子 「OFFICE・ よしとも」代表

監 川野正隆 全国治水期成同盟連合会 専務理罪

吉田正栂 （株）富士銀行虎ノl’1公務部長
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組織名簿 （平成ll年8月27日現在）

理事長 友松靖夫

専務理事瀬尾克美

理事 保科幸二

事務局 砂防部 技術課 技師 横田浩

総 務 部 部 長 （兼務） 瀬尾克美 ，，， 上羽敏史

次長 木村久 ク 小林富士香
，，， 長谷川貢

庶務課 課長 葛西隆 斜面保全部部長 吉松弘行

事務 大滝左枝子 次長 船崎昌継

ク 徳丸香織 事務 水野忍

契約悌 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） 長谷川貢 技師（兼務） 酒井敦立

事務 安味恵理 ク 堀松崇

経理課 課長（兼務） 木村久 ク 稲垣裕

事務 岩岡町子 ク 近藤敏光

ク 三浦知子 ，，， 荻田茂

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 黒川興及 事務 河村弥生

課長代理 比留間雅紀 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（兼務） 嶋大尚

情報課 課長（兼務） 黒川興及 ク 吉田真也

事務 武田愛 ，，， 社本静香

技師（兼務） 矢野将之 ク （兼務） 白山昌義
，，， 酒井敦章 ク 川滴ー史
，，， （兼務） 立川哲史 ク （兼務） 細村誓一

，，， 山内敏男

砂防部部長 （兼務） 保科幸二 ク 片鴫啓介

次長 松村和樹

事務 櫻井真見

技術課 課長 安妥寺信夫 砂防技術研究所

課長代理（兼務）比留間雅紀 所長 （兼務） 保科幸二

ク 向井啓司 次長 阿部宗平

主任研究員柳川尚 研究企画課 課長（兼務） 松村和樹
，，， 斉藤義文 技師 矢野将之

主任技師 炉木敏仁 ，，， 鎌崎祐治

技師 伊藤英之 ，， 渡部直樹

ク 岡田和美 ク （兼務） 山内敏男

ク 安田勇次 研究開発課課長（兼務） 阿部宗平

ク 二宮忠之 技師 嶋大尚

ク~ 吉田聡司 ，，， 松木敬

ク 立川哲史 ク 白山昌義

ク 中村智之 ケ 細村誓一
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寄附行為の改正

咋年来作業を進めてきた当財団の寄附行為の改正については、去る 8月12日建設大臣の認可が下り、同日認可

布の交付を受け、即日施行されました。

主な改正点等は、次のとおりです。

l.改正の背景

政府は、公益法人の担う重要な役割に鑑み、「公益法人に対する適切な指源監督等を強力に推進していく」と

の方針から、平成 8年 9月20日「公益法人の設立許可及び指諄監督基準」を1紺議決定し、所管官庁は、公益法人

に対し、 原則として 3年以内に同基準に適合するように措骰させるよう指甜するものとされた。

当センターの寄附行為は、昭和50年 7月の設立後、平成 6年 6月の砂防技術研究所設立時及び平成 8年 6月の

事務所移転時にその所要箇所について一部改正を行ったが、今回の改正は、前記指媒監瞥基準及び建設省の指蒔

において示された具体的なガイドラインに基づいて見直しを行うものであり 、全面的な改正となる。

2 主な改正点

(1)第2章目的及ぴ事業

イ 目的の規定を明確にした。（第3条）

ロ 事業の規定を明確にした。（第4条）

(2)第3f,'t財産及ぴ会計

イ 事業計画及び予符の決定並ぴに事業報告及ぴ

決符の承認が、それぞれ一体的に行われるよう

に明記するとともに、これらの議決要件等を改

めた。（第11条及び第13粂）

ロ 暫定予算、長期借入金並ぴに義務負担及ぴ権

利放棄について、その決定手続等を、それぞれ

新たに規定を設けて明確にした。（第12条、第14

条及び第15条）

ハ 収支差額の処理（剰余金の処分）の規定を削

除した。（旧 ・第12条）

(3)第4京役貝

イ 理事の定数を 「15名以上21名以内」（旧 「11名

以上17名以内」）に改めた。（第16条第 1項）

ロ 営任理事及び常任理事会の規定を削除した。

（旧・第13条第 1 項及び旧 • 第15条第 4 項）

ハ 役且 （理事及び監事）は、「評議員会において

選任する。」 ように改めた。（第17条第 1項）

二 理事の現在貝数に占める特別関係者等の割合

が「 3分の 1を超えてはならない。」 こと及ぴ

「監事は、相互に親族その他特別の関係にある者

であってはならない。」 ことを、新たに規定を設

けて明確にした。（第17条第5項及ぴ第6項）

ホ 会長の職務を、新たに規定を設けて明確にし

た。（第18条第4項）

へ 「役且の任期は、 2年とする。」（現行「3年」）

ように改めた。（第19条第 1項）

(4)第5章理事会

78 

イ 理事会の種類 （通常理事会及ぴ臨時理事会）

及ぴこれらの開催について、新たに規定を設け
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て明確にした。（第24条）

ロ 定足数を、 「理事現在数の 3分の 2以上の出席」

（現行 「過半数の出席」） に改めた。（第27条）

(5)第6章評議貝及ぴ評議貝会

イ 評議員の定数を「15名以上21名以内」 （現行

「20名以内」） に改めた。（第31条第 1項）

ロ 「評議員会は、理事長が招集する。」 こととし、

また、「評議具会の議長は、評議只会において互

選する。」 ことに改めた。（第32条第2項及び第

3項）

ハ評議員会の権能を、この寄附行為で別に定める

もののほか、「理事長の諮問に応じ、必要な事項

について審議し、助言する。」 に改めた。（第32

条第4項）

二 評議員会の定足数を、「評議貝現在数の 3分の

2以上の出席」（現行 「過半数の出席」） に改め

た。（第32条第5項 （第27条を準用））

ホ 評議員会長に関する規定を削除した。（旧 ・第

28条）

( 6) 第•7 章顧問、研究顧問及び参与

顧問の職務を、「センターの業務に関する重要

事項について、理:CJI長に対して助言を行う。」 に

改めた。（第33条第 3項）

(7)第10京寄附行為の変更及ぴ解散

寄附行為の変更、解散及び残余財産の処分に

ついて、これらの議決要件等を改めた。（第36条、

第37条及ぴ第38条）

(8)第11序事務局及ぴ戦員

帳簿及ぴ祁類の伽え付けについて、新たに規

定を設けて明確にした。（第40条）

(9)その他

条項順序及ぴ表記について、全而的に見直し

を行った。



I センターニュース1

火山砂防工学研修ネパール研修生の受け入れ 企画部

国際協力事業団 (JICA)、（社）全国治水砂防協会による火山学 ，火山砂防工学集団研修でネパール王国から来

日中の、 Mr.Gyani Raja Chiti・akar（ギャニ・ラジャ ・チトラカール）氏が個別研修で当財団に配属となり、 6

月21日から 9月6日までの約 2ヶ月半にわたり、研修されました。

氏は、ネパール王国工業省鉱山 ・地質局 (Departmentof Mines and Geology)の技師で、現在は主に地震観

測に従事しています。

"Landslide Hazard Mapping"をテーマとした研修は、ネパールと地形・地質的に類似点の多い静岡県口坂本

空中写頁判読中

口坂本地すべり現地調査

研修中の仲間と

地すべりをモデルサイトに選び、吉松斜面保全部長監修のもと、

①空中写真判読による地すべり地形分布圏の作成

②土砂移動可能性の推定

③地すべりの危険度分類

④現地調査

⑤ レポート作成

という手順で行いました。

英語教材の不足や、ネパールと比べると森林に毅われて地すべり地形

が判然とせず、空中写真判読が難しかったこと、 3月末から約6ヶ月に

わたり家族と離れていることなど、苦労があったと思いますが、元気に

無事研修を終了致しました。

氏は、帰国後、引き続き鉱山地質局に勤務することになりますが、砂

防 ・地すべりをはじめとする土砂災害対策を知る技術者として、祖国の

防災に貢献してくれることでしょう 。ネパールでは、国民の低所得等の

国情もあり、防災の必要性 ・重要性が国全体に没透していくには、まだ

時間がかかりそうだと聞きます。そのようななか、ギャニさんのような

防災の理解者が増えることが、ネパールに防災を根付かせる一助になれ

ば幸いです。

なお、現地調査に際して特段の便宜を図って頂いた、静岡県土木部砂

防室、同静岡土木事務所、同俵沢支所の皆様に、原く御礼申し上げます。
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「砂防地すべり技術研究発表会」のこ案内

当財団は、昭和50(1975)年 7月に設立いたしまして、本年 7月より、 25周年目を迎えることとなりました。

今回、 25周年目を記念いたしまして「砂防地すべり技術研究発表会」を開催いたします。

この「砂防地すべり技術研究発表会」は、当財団が行っております「研究関発助成事業」により行われてきた

研究成果をそれぞれの研究者の方々に発表していただく場であります。

研究開発助成事業は、 当財団の実施しており ます公益事業の一つであり、「砂防並びに地すべり及びがけ崩れ

対策に関する技術開発及び調査研究」を対象として、平成4年度より実施しており、これまで7ヶ年35課題の助

成実紹があります。

今回その中から 3課題について発表させていただくことになりました。またあわせて当財団の研究の中から 1

議題を発表いたします。みなさまどうぞご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

l．開催概要

開催日時 ：平成11年11月11日（木） 13:20~]7: 30 

受付開始は12:30頃を予定

会 場 ：星陵会館 2階ホール（東京都千代田区永田町2-16-2 Tel : 03-3561-5650) 

参加者 ：300名程度

参加捜 ：無料

2.ブログラム 13: 20 開会挨拶 理事長

13: 30 基調講演

13: 50 発表 1

14: 40 発表 2

15: 30 休憩

15: 40 発表3

16: 30 発表4

17: 20 閉会挨拶

17: 30 終了

池谷浩……••建設省砂防部長

洵外事例から見た地震による大規模崩壊と土砂移動に関する研究

中村浩之……•••東京晶工大学庭学部教授

木製砂防設備の計画 ・設計法

石川芳治………京都府立大学牒学部助教授

砂防計画における降雨特性評価モデルの開発研究

宮本邦明・・……鳥取大学地域共同研究センター助教授

砂防シミュレーション手法について

松村和樹・・・……（財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部次長

専務理事

3.申込み方法／問い合わせ先

参加申込書に必要事項をご記入のうえ、 FAXにてお申し込み下さい。E-mai1でのお申し込みも受け付けており

ます。受付期間は10月 1日（金）～29日（金）となっております。なお、会場の都合上、定員になり次第、締め切ら

せていただきますので、なるべくお早めにお申し込み下さい。
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詳細およぴ最新情報は、ホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。

（財）砂防・地すべり技術センター 企画部企画課担当 ：田地野、酒井

Tel:03-5276-3271 Fax:03-5276-3391 E-mail:j-happyo@stc.or.jp 

URL:http-.1 /www.stc.or.jp/j-happyo.htm 
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1 センターニュース 1

企画部企画課行

(Fax : 03-5276-3391) 

「砂防地すべり技術研究発表会」

参加申込書

「砂防地すべり技術研究発表会」への参加を申し込みます。

ふりがな

氏名：

所属：

部署：

住所：〒

TEL: 

ふりがな

氏名：

所属：

部署：

住所：〒

TEL: 

ふりがな

氏名：

所属：

部署：

住所：〒

TEL: 

役職：

FAX: 

役職；

FAX: 

役職：

FAX: 
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1センターニュース 1 

「土砂災害の実態平成10年版」の発行企画部

当財団では、毎年全国で発生した土砂災害について 「土砂災害年報編集委員会」

を設けて、査科の収集および実態の分析により取りまとめた「土砂災害の実態」

を編集 • 発行しております。

平成10年は 8月末の集中豪雨と台風10号による被害が顕著でした。特に 8月末

染雨は栃木県北部から福島県にかけて記録的な染雨となり、福島県西郷村の福祉

施設 「からまつ荘」の裏山が崩れ土石流となって、 5名が犠牲となる被害を及ぽ

しました。この災害は土砂災害に対する二つの問題点を明らかにしました。すな

わちこのような、いわゆる災害翁者施設は土砂災害の危険な場所に設骰されてい

ることが決して少なくないこと、また崩れた裏山が急傾斜地崩壊危険箇所でも、

土砂災害の実態

1998平成1呼

土石流危険渓流でもなかったことであり、従来の基準による土砂災害危険箇所以外でも土砂災害が発生するとい

うことです。

土砂災害については、対策工事と同様に警戒避難体制の重要性が認識されており、この「土砂災害の実態」に

より、土砂災害についての認識を深め、士砂災害対策をよりいっそう推進していただくことを願っております。

今後とも関係各位のご協力を得て、より良い資料としてとりまとめていきたいと考えています。

なお、「土砂災害の実態 平成10年版」につきましては、当財団にて販売しておりますので、ご入用の方は下

記までお申し込みください。

【問合せ・申込先】

企画部企画課 TEL (03) 5276-3271 FAX (03) 5276-3391 

1部 ¥1,800-（消費税込 ・送料別）

「土砂災害における無人化施工技術の紹介」の発行企画部

当財団では、この度「土砂災害における無人化施工技術の紹介」と題した小冊

子を発行いたしました。この小冊子は、全国 8地区9事例の土砂災害における無

人化施工の事例を収集し、それらの施工条件、エ法、使用機材等をとりまとめ紹

介することによって、今後の土砂災害対応や施工現場の安全対策の参考としてい

ただくことを目的としています。

土砂災害における無人化施工の技術は、建設省において平成 5年度に設立され

た 「試験フィ ールド制度」を利用し雲仙・ 普賢岳においてスタートしました。雲

仙・ 普賢岳では、緊急的に除石工事が必要である火砕流・ 土石流災害現場に適用

し、試験施工の成果を踏まえて、本格的な緊急除石工事に着手しました。この時

無人化國l
施工技術

の紹介

に開発されたのが、遠隔操作の施工機械により除石工事を行う 「無人化施工技術」です。

その後、豪雨災害直後の土砂の不安定な現場において二次災害を防ぎながら緊急に対策工事を実施する場合に

も活用されています。今後、この小冊子を参考にしていただき、無人化施工を活用され、かつ新たな技術の開発

が進んでいくことを願ってやみません。

なお、この小冊子は、当財団にて販売しておりますので、ご入用の方は、下記までお申し込みいただきますよ

うお願い申し上げます。

【問合せ・申込先】
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企画部企画課 TEL (03) 5276-3271 FAX (03) 5276-3391 

1部 ¥1,000-（消費税 ・送科別）
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1 センターニュース 1

自主研究の紹介 砂防技術研究所研究企画課

当財団では、日常的な受託業務以外に研究会を設け、自主研究を実施しております。研究内容は時代が要求す

る先進的なテーマについて、技術職員およぴ民問会社、大学閾係者等からの協力を得て、研究開発を行っており

ます。

以下に、今年度、 予定している自主研究について紹介いたします。

●鋼製砂防構造物研究会

本研究は、鋼製砂防構造物に関する技術、調査、研究を行うことを目的として、昭和57年度より継続実施して

おり、これまでに解明されてきた知見等を鋼製砂防構造物設計便覧に反映させてきた。技術碁準の整備、新工法

の開発等について引き統き研究する。

メンバー

センター： 瀬尾克美、松村和樹、鵡大尚、鎌崎祐治、渡部直樹、山内敏男

民間会社：川鉄建材（株）、共生機構（株）、（株）神戸製鋼所、新日本製鐵（株）、住友金属建材（株）、

住友金屈工業（株）、日鐵建材工業（株）、日本鋼管ライトスチール（株）

●新工法・新技術研究会

本研究は、自然環境および建設喪縮減に配慮した砂防施設の開発を目的とするもので、現在、 土石流発生抑止

工の構造と機能 ・効果を水理実験を通じ検討している。また、今後の砂防施設計画に反映させることを目的とし

て、特性の異なる個々の流域において検討された透過型砂防ダムの配置計画の考え方、構造と機能 ・効果に関す

る事例調査の結果についてとりまとめを行う。

さらに、現地発生材を利用したCSG工法の配合設計要領の作成および巨石コンクリ ー トエ法の設計 ・施工法に

ついて検討している。

メンパー

センター： 阿部宗平、大田原幸亘、嶋大尚、松木敬、白山昌義

●流域総合土砂整備研究会

砂防計画の立案においては、対象とする流域のさまざまな而的な情報を取り扱うことが必要となる。そのため

には、地理情報システム (GIS)を整備 ・利用することが効果的 ・効率的であることから、 GISの砂防分野での

利用方法について、平成10年度から研究を進めている。

メンパー

センター： 瀬尾克美、松村和樹、矢野将之

民間会社： （株）アイ ・エヌ ・エー、アジア航測（株）、（株）建設技術研究所、国際航業（株）、中日本航空（株）、

日本工営（株）、（株）パスコ

●土砂災害ソフト対策研究会

平成10年より、災害直後の地域住民への開き込み調査等の活動を通じて、正確な災害発生時刻や住民の対応行

動の把握等を行っている。今後災害実態等を調査することにより、現在のソフト対策の課題の指摘と施策の提案

を行っていく 。

メンパー

センター： 瀬尾克美、大田原幸亘、菊井稔宏、 吉田真也

民問会社． アジア航測（株）、国際航業（株）、（株）拓和、日本無線（株）、（株）パスコ

大学関係者： 小橋橙治（京都大学名脊教授）
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●数値解析技術研究会

本研究は、砂防における数値解析技術の向上を目的としており 、平成11年より活動を行う。

主な活動内容は、これまでに開発されている数値解析手法の改良および新規のシステムの開発であり、 具体的

には、従来から当財団で開発した 2次元土砂氾濫シミュレーションシステム [J-SASlの改良、土砂生産 ・流出

解析プログラムの開発、 1次元河床変動プログラムの開発を行う。

メンバー

センター： 瀬尾克美、松村和樹、炉木敏仁、吉田真也、嶋大尚、酒井敦章、松木敬、安田勇次

民間会社： アジア航測 （株）、（株）建設技術研究所、国際航採（株）、住鉱コンサルタント （株）、

ダイヤコンサルタント（株）、日本工営（株）、パシフィックコンサルタンツ（株）、（株）パスコ、

八千代エンジニャリング（株）

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 昭和お年11月

土砂災害の実態 土砂災害年報編集委員会編 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 砂防閑係用語編集委員会編 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)]

流木対策に関する講習会テキスト 平成 2年l2月 コピー版

銅製砂防構造物設置事例集 鋼製砂防構造物委員会編 平成 3年5)i 白晶コピー版

砂防地すべり設計実例 砂防地すべり対策工事設計実例編集委貝会 平成 3年5月

火山砂防計爾策定（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 鋼製砂防梢造物委員会編 平成 5年3月

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

上記唐範のお問い合わせ及びご注文は、

企画部 (Tel03-5276-3271 Fax 03-5276-3391)までお願いいたします。
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編集後記 本誌を読んでいただく方々が、眼にされる広

報誌はどのくらいになるのでしょう。砂防関係

団体だけでも数種類になると思います。その他

のものと合わせて、それらの中で本誌がどのく

らい皆さんの印象に残るか、リニューアル 3号

目で大変気になるところです。

砂防l関係者という限られた範囲の読者に読ん

でいただくことが多い本誌は、当財団が技術セ

ンターであるだけに、その技術 ・研究的内容を

充実させていくことが一番と考えています。 「論

SABO vol.63 Oct.1999 

説」でも松下忠洋代議士が当財団の研究に大い

に期待していただいていることが分かりました。

技術ノー 1ヽ等、職員が精魂込めた記事はいかが

でしょうか。

本誌がお手元に届く頃は台風シーズンです。

今夏はミ弱い’'熱帯低気圧による豪雨がキャンプ

客を濁流に巻き込み、その‘弱い”という表現が

問題視されました。‘強い’'台風による土砂災害

が起こっていないことを祈ります。
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杉本 良作 （株）ニュージェック束京本部長代理

瀬尾 克美 （財）砂防 ・地すぺり技術センター恵務理事
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渡辺正幸 国際協力事業団国際協力専門員

事務局

葛西 隆総務部庶務課長 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 嶋 大尚 砂防技術研究所

酒 井 敦 章 企 画 部 情 報 課 船崎昌継斜ilii保全部次長

武田 愛企画部梢報課



ら
SABO TECHNICAL CENTER 

:SABOv__Ql_.§_3-

1999年10月5日発行

編集 SABO編集委貝会

発行 財団法人砂防・地すべり技術センター

〒102-0074東京都干代田区九段南4-8-21 LU脇ピル

総務部・企μlij部(6F) 脚 (03)5276-3271困(03)5276-3391

砂防部(7F) 脚 (03)5276-3272歴 (03)5276-3392

斜而保全部・総合防災・部(8F)圃(03)5276-3273園(03)5276-3393

砂防技術研究所(8F) 1!11(03)5276-3274糾 (03)5276-3394 

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


	表紙
	目次
	巻頭言：理事長就任にあたって
	論説：松下忠洋衆議院議員を囲んでー流域の土砂管理を主体として
	座談会：平成10年の土砂災害を振り返って
	研究成果：警戒避難対策のあり方について
	海外事情：独断砂防国際協力序説～その2
	トピックス：平成12年度建設省砂防部関係の概算要求について
	トピックス：テグシガルパ市ソト地すべりの機構と対策
	トピックス：平成11年広島県土砂災害調査報告
	トピックス：誠意ある聞き込み調査がソフト対策の充実につながる
	技術ノート：ＡＥによる斜面動態計測システムの研究動向
	技術ノート：数値シュミレーションの紹介
	随想：私の20世紀
	センターニュース

