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巻頭言

温故知新

友松靖夫 （財）砂防 ・地すべり技術センター理事長

前回の機関誌に「理事長就任にあたって」という

拙文を寄稿したが、今回の新年号にも何か一文を寄

せるようにと編集委員から言われた。 11月末までの

原稿依頼では、まだ正月を迎えるという感慨もなく、

「新年おめでとう」などという気持ちにもなれず、い

ささかとまどいつつ、新しく迎える2000年は20世紀

を総括する最後の年なのか、はたまた、 21世紀のス

タートの年なのか、などと考えていたら、ふと、 1900

年を迎えた100年前の明治人はどんな感慨を持って

いたのだろうと興味がi勇いたので早速調べてみた。

ジ柊<

国立国会屈害館に、明治時代の新聞がマイクロフ

ィルムで保存されている。読売新湖、朝日新聞、束

京日日新聞（現在の毎日新聞）の明治33年 (1900年）

1月1E版と、明治34年 (1901年） 1月 1日版の新

聞をマイクロリーダーで読んでみた。

明治33年 (1900年） 1月1日の読売新問には、 一

面トップ、横一段に 「明治33年と第20世紀」と題す

る一文が掲載されていた。要旨は次のようである。

「33年 1月 1Bの朝が来た。一世紀は百年だから、

今年は19世紀の終りという人がある。成程理論はそ

うだろうが、西洋でも普通一般に今年を20世紀の始

めと心得て居るらしい。先年佛國大統領が我政府に

照会したのにも、 19世紀の終尾と20世紀の努頭を、

平和を以て祝う目的で、巴里に路国栂屁会を開くか

ら、是非伐國も賛成して呉れとあった。さすれば今

年を20世紀とするのが便利と思う者は、 20・世紀とい

ったからって何も格別不都合ではあるまい。（中略）

元来19世紀の開化は獣羅巴で発達した物質的開化

で世界萬國その勢力の影聾を袋った諄だが、 20世紀

と為るとそうは行くまい。（中略）支那も近々世界の

大市場と為るだろうし、又サイベリヤ鉄道も全通し

て開化の中心が獣羅巴から東洋へ移るのは必定だ」。

東京日日新聞では「明治33年を迎ふ」の中に 「基

腎教国においては、今年はいはゆる19世紀の末年な

り」という記述があった。

朝日新聞は印刷文字が黒ずんで判読が不可能であ

った。また、明治34年 (1901年） 1月1日の各紙に

は、新世紀を迎えるといった主旨の記事は一切無か

った。ただ、東京日日新間には、 「19世紀に於ける

箪事上の進歩」と題して 1頁を要して軍事にかかわ

る部分を総括していた。

新聞以外に、当時発行されていた新聞の代表的な

記事を編集した「新聞集成明治絹年史」全15巻があ

る。この11巻に、明治34年 (1901年） 1月1日の時

事新報の記事が掲載されている。「第廿世紀」とい

う枠見出しをつけ、 「新しき世紀は来れり 」という

記事である。その要旨は次のようなものである。

記事の前段では「19世紀の始めはナポレオン一世

勃輿の時代であり、日本は家齊将軍の治世で徳川全

盛の世の中」を言及し、また「18世紀末に始めて独

立した北米合衆国が、次第に発達して新世界に一生

而を開いた」ことが記述され、続いて次のように述

べている。

「世界進歩の氣運駿々たる中にも、殊に記憶す可

きは所謂文明利器の殺明工風にして、蒸汽船車、郵

便龍信等の効力は地球而の運輸交通の敏述自在に

し、世界商工業の面目を一新して、文明弘布の大勢

をしてますます急ならしめたる其迎輸交通の登達

は、此の世紀の最大現象にして、我嘉永の開罰の如

きも自から其影聾として見る可きものなれども、日

本は不幸にして東洋に僻在したるが為めに、十九世

紀の半に及び漸く文明東漸の餘勢を受けて世界の表

面に陸を開きたることなり」（以下略）。

さらに明治ニュース事典 （全7巻）の6巻に 「世紀

末から20世紀へ」の文中に次のような一文があった。

「慶應義塑のある三田山上において1900年12月31

日から1901年 1月1日の早暁にかけて世紀送迎祭が

催された。脳出血で第一回発作のあと、小康を得て

いた福沢諭吉の発案によるものだという 。古い19世

紀を送り新しい20世紀を迎えるということは時代の
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巻頭言

変化を明白に区切るものであった」。

>啜

西暦2000年は、 20世紀最後の年であるが、福沢諭

吉発案の世紀送迎祭以上の注目を集める年末年始で

あろう。いわゆるコンピュータの誤作動を心配する

2000年問題である。年末年始は首相をはじめ官房長

官等も官邸に出勤し危機管理の陣頭指揮をとるとい

う。全国何万人もの人達が年末のカウントダウンに

立ち会う ことになるのだろう。

1970年代から急速に発達したコンビュータは、短

期間のうちに目ざましい発展をとげてきた。

米オンラインサービス最大手のアメリカ ・オンラ

ィンが約1900万人の会員を対象に募った 「ベスト ・

オプ ・ザ ・センチュリー」（世紀のベスト）投票結

果を11月298に発表したが、それによれば、 「世紀

のイベント部門」では、人問の月面歩行についで、

2位はコンピュータの発明となっている。ちなみに

3位は第 2次世界大戦である。

これでも判るように、今やコンビュータは国家レ

ベルから、市町村はもちろん、あらゆる企業におい

ても中枢的機能を果たしている。2000年問題の存在

は、科学技術の目ざましい発展をとげた20世紀の機

械化され、効率化された社会の裏側に存在するもろ

さを見せつけたもので、科学技術の長所と短所の両

面を印象づけたまさに20世紀を象徴する出来事だろ

う。ただこの問題は、この原稿が皆さんの目にとま

る頃にはすでに決箔がついているはずである。今の

時点では杞憂に終わることを望むばかりである。

ジ柊<

20世紀の科学技術は、第 2次世界大戦後にあらゆ

る分野において急速に発展していった。例えばミシ

ン、カメラ、時計、家庭用電化製品の砿産に始まり、

石湘化学コンビナートの出現、自動車の大最生産、

原子力の利用、宇宙開発、コンビュータやテレビ、

ファックス、携帯電話などの情報機器の鷲異的な普

及等があげられる。

この結果として、人間の行動範囲は宇宙にまで広

がり、行動時間は極端に短縮された。つまり過去

500年、1000年にわたって築きあげてきた人類の活

動の幅が、わずか100年の中でそれをも凌駕する状

態に至っている。

人間生活の利便性は、はかり知れないほど向上し

たが、その反面、負の追産として、地球資源の涸渇

や、環境問題の時間的 ・空間的広がりや、その質の

変化が生じてきている。

大批生産、大批消残型社会システムにより、多数

の人々の生命や健康に直接影響を与えるまでに悪化

した産業公害問題に始まり、 PCBやダイオキシンと

いった化学物質による汚染も拡大してきている。

1970年代以降は、地球温暖化やオゾン陪の破壊、酸

性雨、砂漠化等の地球規模の環境問題が発生してい

る。また野生生物の種の減少の問題もある。現在の

種の絶滅の速度は、自然の状態の50倍から100倍の

スピードといわれており 、地球上で約13分に 1つの

生物種が絶滅しているとの報告もあり、まさに人類

の生存基盤をもゆるがす問題として浮かび上がって

きている。

科学技術の発展に伴なうこのような負の遺産にど

のように対処するかが、21世紀の最大の課題だろう。

個人レベルでは、大址消費、大絋廃棄型の日常生

活が、環境悪化の加害者でもあり、被害者でもある

という認識に立ち、特に先進国のひとりひとりが、

利便性や効率性のみを追い求める欲望を捨て、心の

ゆとりや、快適性を重視する日常生活をとりもどす

ことが必要だろう。

国家間レベルにおいては、先進諸国における環境

対策のさらなる努力が求められるが、発展途上国に

おいても地域エゴを捨て、先進諸国の失敗の二の舞

いをしない 「温故知新」の梢神を人類の知恵として

生かしてもらいたいものだ。

2
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モーリシャスで行われた地すべり対策

（ポートルイス市ラ・ビュッテ地すべり）

渡 正亮＊ 丸晴 弘＊＊

1.はじめに

わが国の地すべり防止事業は昭和33年の「地すべ

り等防止法」の制定以来、各省、各県や各研究機関

の努力によって拡大し、特に防止技術の発展は世界

的にみても目覚しいものがあり、これが防止工に反

映されて、その発生の予知と安定化に大きく寄与 し

ている。また、諸外国との技術交流も盛んで、各地

において技術指祁を行っているのが現状である。

このたぴ、この技術が調査から工事まで一貫した

形で初めて悔外の地すべり地で、しかもわが国の悔

外援助によって実用されて、その事業の完成をみた

ので、ここに紹介するものである。

その対象となったのはモーリシャス国ポー トルイ

ス市のラ ・ビュッテ地すべり地である。

2.モーリシャス国について

モーリシャスはインド洋南半球西部に位附して、

アフリカ大陸に近く、東経57゚30'、南緯20゚で、マ

ダガスカル島の東方約900kmの海上に浮かぶ火山島

であり、付近の若干の小島と共に1968年、英連邦の

ー貝として独立し、その後、完全独立を果たして現

在に及んでいる。

政治的にも安定していて、周辺の海浜の美しさか

らリゾー ト地としては特に有名で、欧州や栄州等か

ら多くの観光客が訪れ、最近はわが国からもかなり

多くの人々が訪れるようになってきた。

モーリ シャス主島は面積1.855k而、南北約50km、

東西約40kmの楕円形の島で人口は約120万人、人口

密度が450人／kmに達して、アフリカ圏では最も人口

密度が窃いといわれている。この島は披初ポル トガ

ル人によ って発見され、その後オランダ、フランス、

イギリスの統治を経て独立したもので、人口の大部

分はインド系とアフリカとヨーロッパの混Jillである

＊ （株）アイエステー代表取締役社長、股学博士

＊ ＊日本工営（株）防災部

クレオール系が占め、宗教もヒンドゥー教が大半を

占めている。

18世紀から19世紀にかけてはインド洋における砂

糖の主産地として発展し、アフ リカやイン ドから移

住した労働者によるプランテーションや製糖工場が

栄え、現在もその近代化に努めている。またさらに

テクスタイルや染色等の近代産業にも力を入れ、国

民所得においてはアフリカ圏では最も商い国のひと

つとなっている。 日前会話はフランス語が転化 した

クレオール語であるが、公用語は英語であり、新聞

等ではフランス語が用いられている (I図ー1参照）。

モーリシャス主島は新第三紀中新世末期から鮮新

世初期に活動した噴火により出現した単一盾状火

山で、最高峰はEL820mであるが、島の中心部は

:C 9 0,．、
図-1 モーリシャスの位四
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EL400~500mの熔岩台地によって占められ、涼し

く、住宅地が点在している。そして、その周辺部は

深い谷により刻まれ、さらにその後の火山砕屑物に

よって覆われている。

首都ポートルイスは島の北西部に位位する天然の

良港で、市周辺を含めると島の全人口の40％近くが

ここに住んでいる。

この島の気候は典型的な海洋性気候で雨期 (12~

4月）と乾期 (5~11月）に分かれ、気温は低地で20

~30゚、台地では15~25゚ 、降水紐は低地では年

1,000mm未満であるが、高地では2.000~4,000mmにも

達している。またこの島はサイクロンの常襲地帯で、

洪水による被害 も目立っていて前に笞戒している

(I区1-2、 3参照）。

3.地すべりの発生とその経過

1987年 6月に地すべりが発生したのは、図ー 2に

示す通り首都ポートルイス市の南部に登える玄武岩

より成る独立峯シグナル山 (EL323m)の北菰の

ラ ・ピュッテ (LaButte)地区一帯である。

ポー トルイス港を臨むシグナル山の北麓は上部が

30゚程度の玄武岩転石より成る急斜而であるが、

臨 OlderVolcanic Series 

巨 Youngervoicanicseries
(Eorty Lores) 

S7'20'S7'30' 
1 ,  

図—3 モーリシャスの地質

｀
 

57•40' 

ELlOOmより ELlOmにかけては 90前後の緩斜面で

あってシグナル山からの崩秘土やそれ以前に堆積し

た火山砕屑物より成っていて、この部分で地すべり

迎動が発生している。

この地域のほぼ中央部には市の Maupin水道配水

池や生徒350人が通う学校（モンターニュ学校）が

あり 、その下方約120mの区間には多数の人家が密

集している （図ー4、5、写真一1~3参照）。

この地すべり地は写真一1や図ー5にみるごとく扇

形に近い形をしていて、幅約700m、長さは平均300

m、面和は約20ha、運動している土屈は約350万面

に及ぶものである。

この活動地域内には建物327棟479家族約3,700人

が生活し、変形運動の中で戦々恐々としている状態

であった。また、その中には前記の学校や約120年

の歴史を持つアル ・マデイナ回教寺院もあり 、これ

らも激しく変形しているため、閉鎖されていた。ま

た、居住不能となり 、撤去された人家は50軒以上に

も及んだ。さらに活動域の北側の悔岸までにはさら

に多数の人家が密集し、ポートルイス市に通ずる幹

線道路付近でも lmの段差を生じており、万一崩壊

すればその被害は計り知れぬものがあった。

4
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図ー5 ラ・ピュッテ地すぺり地域

1987年9月28日～10月7日にモー

リシャス政府の要請によって旧宗主

国であるイギリス政府より専門家 1

名が派追され踏査をした結呆、以下

の結論に達した。

① この地すべりは1987年以前にも

活動の経歴をもっているので、今

後も継続的に活動を続けるであろ

つ。

② 地すべりは原い崩梢土により構

成されている。

③ 地すべり運動の活発化の誘因は

地すべり地中央よりやや上部にあ

る水道配水池（容址4,500t)及

びその送水管からの漏水と、ちょ

うどその時期に襲ったサイクロン

による蔽雨によるものと考える。

この結果に基づいて、この配水池

の使用を中止したが、なお変形運動

は継続し続けていた。そこでわが国

の地すべり対策技術が世界的にみて

最も高いレベルにあるということと

同時にイギリスの尊門家の椎戦もあ

って、同政府は日本政府に対して専

門家の派遣を要請してきたものであ

る。

日本政府はこれに対応するために

国際協力事業団 (JICA)によって

渡正亮を団長とする 5名の調査団

（表ー1 6頁）を1988年9月に 3週

間にわたって派逍して綿密な調査を

実施した。その結果は “Technical

Study Report on the Landslide La 

写頁—3 地すぺり末端部における建物の全壊
写真-2 南側よりみた地すべり地 状況
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Butte in Mauritius"にとりまとめられた。

この提言内容は次の通りであった。

① 地すべり運動の早期の鋲静化をはかるために、

地すべり地の頭部における緊急排土と応急的な地

下水排除工及ぴ地表水排除工を実施すべきこと。

② 恒久対策計画を樹てるために、全域にわたる地

すべり調査を実施して、地すべり機樅を明確にす

ること。

③ 調査団の持参した仲縮計等を用い

て、緊急時の粋戒避難基準値を設定

して体制を盤備すること。

この報告を受けてモーリシャス政府

は日本政府に対して援助の要請を行

い、これを受けてJICAは1989年 4月

に渡正亮を団長とし谷古宇光治を副団

長とする計画調査団（主として日本工

営株式会社と株式会社日さくからのメ

ンパーによる）を結成して、現地調査

と解析並ぴに応急試験対策工事及びそ

の醤理等を実施した。以下にその結果

について説明する。

4.地すべり対策計画調査と応急対策

表ー1 JICA事前調査団

団畏

副団長

団員

渡 正亮（地すべり学会会長）

小林英明（建設省近畿地建河JIl糾究官）

巾野公窄（同傾斜地保全課課長補佐）

黒川興及（（財）砂防 ・地すべり技術センター）

池田精寿（（株）池田自然開発調査）

100 

90 

80 

70 

60 

1988年10月から

1989年 1月末迄の

累加変位量

E -1 -23.9mm 
E-2 47.0mm 
E -3 85. 5mm 
E-4 87.1mm 

地
す
ぺ
り
変
位
量
(

m

m

)

50 

40 

30 

20 

10 
E-3 E-4 

-゚10 

この事業は1989年4月より 1990年10

月にかけて大久保駿（建設省砂防部土

石流対策官）及び池谷浩 （同砂防部建

股専門官）、大八木俊治（同四国地建

現培稲査官）、綱木亮介（土木研究所

地すべり研究室主任研究員）による作

業監理委員会の 3固にわたる指蔚の下

で実施された。

脳1-5に示す調査計画によって、地

すべり活動域の範囲が決定された。そ

れはシグナル山の中｝l復ELlOOmを「か

なめ」とする扇形を呈し、東部は長さ

が100~200mであるのに対して西は

300~400mに及び、すべりの原さは最

も厚いところで30~40mで、西より束

に向かうに従って浅くなる傾向を示

し、平均的には15~20mであって、崩積土や火山砕

屑物の下に、火山性の粘土層が5~10mの原さで分

布しており、孔内傾斜計の計測結呆によると、この

粘土陪の上面において、すべり面の存在が確認され

-20 

_?〇

日
降
雨
量
(

E

)

工」一
4

年・月

I | II I IL 

I 

I 

I 

I 
I 

I I I | 1., 1 1 1 II I,I I 111 l,1,1 I, " 1l11 I I 

10 月 II 月 12 月 I 月

1988年 1989年

14.0/14.0 108.2/122.2 330.4/452.6 415.5/868.1 

30 

20 

月雨量／累加雨量
{mm) 

図-6 地すぺり変位量と降水量

ている（図ー4参照）。

また図ー6に示す通り、運動については、降水巌

と密接に1閾連し、 1988年12月から翌年 4月にかけて

の雨季の総雨茄1.200mmに対して、約250mmの移動を

6
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表ー2 JICAチームによる詳細調査案

工種 仕様 数量

雨址計 1台

地盤頻斜計 7台
計器観測

地盤伸縮計 16台

孔内傾斜計 8台

平而図

地形測批
(S=l/1000) 

1式
断面図
(S=l/500) 

水位計測用
10孔
235m 

地質調査
8 1L 

孔内傾斜計m 195m 

表—3 JICAチームによる応急対策案

①地下水排除工

・集水井 l基 20m 

・中継井 l基 15m 

・集水ポーリ ング 20本 L=lOOOm 

・排水ポー リング 2本 L=120m 

・排水路工 1式 L=1900m 

窃 9土エ

排土俯 V＝約50.000m'

示し、特に 1月末のサイクロン来襲時 （雨泣275mm)

では、非常に急激な運動を示した。一方乾季に入る

と運動はほとんど終息していた。これらの結果から、

次の事業が実施された （表ー2、 3)。

① 地下水排除工は、地すべり厚の最も大きい西部

地区の山腹中央部付近において中継井を含む梨水

井 1基（深さ20m)と共に地表面排水路計900m

を設置した。

② すべり面勾配が15~20゚ に達して地すべり厚が

30m以上にも及ぶ頭部において最大深10mの緊急

排土工を計画した。この排土工は Maupin配水池

を中心として、斜面の安全率を 3％以上の向上を

目指したもので、その排土批は50.000rri・に達する

ものであり、この事業はモーリシャス政府自治省

の直轄工事として1989年10月に実施された。これ

らの応急対策工の結果、地すべり運動は著しく鎖

静化した。

③ 地すべり対策の計画調査は表ー2に示す通りで

あって、屈ー5に示すような配骰で実施された。

そして活動域の外側に潜在地すべり区域を設けて

地すべりの活発化した時の情報伝達系を整備する

よう指蔚した。

地すべり活動域での翌戒は主として伸縮計の計

測値に基づいて行われ、その測定値に応じて通常

段階、特戒準備段階、 碧戒段階、避難段階を設け

て、それぞれの段階における対応方針を自治省や

ポートルイス市当局、消防、医療、 醤察、道路交

通、水道、ガス、遁力、学校等の担当者を集めて

周知徹底し、その対応につき協議 した。1990年1

月末には榜戒準備段階の計測値となって、老人や

病人が一時避難を実施した。

また、現状の水路や水道管からの漏水を徹底的

に防止するよう要望して実施された。

5.恒久対策計画の策定

活動域内に 5本の測線を設定して、ポーリングや

孔内傾斜計の測定結果に基づいて、すべり而や地下

水位の分布を推定し、すべり面を形成していると思

われる粘性土の土質試験値を参考にして、それぞれ

について安定計算を実施した。

そして恒久対策の策定は次の方針に沿うこととし

た。

① 地すべり土塊の巡動は単一体の運動として解析

する。

② 恒久対策の目標とする計画安全率はFs=l.2と

し、応急対策によって得られた現状安全率を目様

値に向上させることとした。

③ 人家密集地が多く、用地上の問題もあるので、

主たる防止工種は集水井を中心とする地下水排除

工と鋼杭工の組合せとする。

④ 地下水排除工は地下水位 2mの低下を且標とし

て頭部において計画する。

⑤ 応急対策エと地下水排除工の効呆を筏定した上

で銅杭工により目標の計画安全率を確保する。

以上の方針に基づいて図ー7 (8頁）に示す通り

集水井 3基と中継井 1碁と地表からの横ボーリ ング

工1670m並びに銅杭工 6列計416本が計両された

（表ー4 8頁）。

集水井工は地すべり頭部に応急対策工で実施した

ものを含めてほぽ東西に100m間隔で4基が並ぶよ

うに計画された。

また鋼杭工の中の 5列は山麗の人家密集地帯の中

で実施するために、用地の関係上、東西方向の道路

敷を利用して配置された （図ー8 8頁）。
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写頁-4 銅管杭工の施工状況

写真--5 JICA調査団による応急排土工広場

（資材置き場）
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図—7 恒久対策計画

a．い9

忙 L1 NEl 携土エ範園 ， 
l00ト 貯水池跡

‘̀ m皿 19mm 匹 ．ぼ9l

”卜
竺 mm 虞 a印皿匹m

(P)；鋼杭エ

匹 心 嶋50 匹

図—8 対策工断面図

6.恒久対策プロジェクトの実施

上記のJICAによる計画調査団の恒久対策計画の

提案を受けてモーリシャス政府は、その対策のため

の取業骰約30億円の借款を日本政府に要望し、これ

を受けて海外経済協力基金 (OECF)では1995年 5

月より30ヶ月の間にこれを実施すべく、供与するこ

とに決定した。

この事業の施工計画、各種の税算、施工管理等は

日本工営（株）が担当し （責任者 ：谷古宇光治）、施

工はベルギーと日本の建設会社の共同企業体が担当

することとなった。施工計画や入札関係の査料作成

に約 1年半を要し、施工は1997年 2月より15ヶ月間

の予定で実施されて無事終了した。この際に鋼管杭

工は、現地での施工性を考惑し、鋼管 1本当りの長

さを 6mまたは 8mで固定し、各杭ともその整数倍

の長さとなるようにし、挿入時の上杭、下杭等、継

手の組違いミスを防止した。また、継手部はネジ継

手を採用し、溶接による継手部の品質低下を防止 し、

表—4 恒久対策工一覧表

工橿 数置 規格

排杢 地表横ボーリングエ 1.670m (3か50m) ¢66IOOl 

集水工 35m (3基） <b 3.5mm 

集水ボーリングエ 2,100m (50-60m) 466Inm 

中継エ llm (1基） </)3.5mm 

排水ポー リングエ 200m (50m) <b 116mm 

綱 1)主要地すべり＇ 垂直ポーリング掘削 8.800m(13-37m, 380孔）350mm

銅管杭の建て込み 8,420m (12-36m, 3801Llい珈mll17mm 

2)小規模地すべり

垂直ポーリング掘削 576m(16m, 36孔）350mm

鋼管杭の建て込み 576m (16m, 36:JL) 蛉300mmt9mm 

施工工期の短縮をはかった （写真一4、5)。

地すべり対策工のうち鋼管杭工は、主に民家密集

地内に施工する計画である。このため、 工事に伴う

変状等を事前に把握するため、鋼管杭施工前に各家

屋に発生しているクラックの状況や、道路の地下埋
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設物（t屈話線、送姐線、上下水道）の調査が行われた。

1997年 5月28日には、政府主催による起工式（オ

ープニングセレモニー）が開催され、日本政府代表

として在マダガスカル日本大使館の大竹ー等柑記官

が出席した。

また、対策工事実施期間中は、住民代表、警察、

関係諸官庁代表者とは月 1回の梢報交換会を開催

し、事業の進捗状況などの情報を公開した。

また施工中においては施工管理者とJVとは週 1

回の工程会議を開催し、また、担当官庁、 JVと共

に月 1回の安全パトロール及び安全会議を実施し

た。

地すべり対策工事の終了をうけて、 1998年 5月13

日に政府主催の竣工式が開催され日本政府代表とし

て在マダガスカル日本大使館の渡辺大使が出席し

た。

7.終りに

この防災事業は前述の如く地すべり対策としては

わが国では初めての海外での調査と防止工の両面に

ついての実施であり、 JICAによる調壺からOECF

の協力による工事実施までの一貫した事業であっ

た。

完成後、現在まで地すべり運動は全く終息し、住

民は安全に生活しており、政府もわが国の技術的そ

して財政的支援に対して深く感謝している。特にわ

が国の「地すべり対策技術」については非常に高い

評価が与えられている。

最後に、この事業の実施に当って、 1989年の計画

調査の開始以来1998年の事業完了までの約10年間に

わたって調査及び対策工の実施を担当・指祁し、ま

たモーリシャス政府とわが国との問の各稲の連絡調

整に当り、さらに恒久対策プロジェクトではその買

任者の重野を全うして、地元民はもとより、現地政

府関係者からも多大の感謝を捧げられ、両国の友好

に努力された谷古宇光治氏 （日本工営株式会社）は

帰国直後の1999年 3月1日に急逝された。氏のこの

似大な功紹とたゆまざる熱意に対してここに深甚な

る感謝と哀悼の意を表するものであります。

なお、その後、ご辿族の手により、長年親しまれ

たモーリシャスの海に散骨され、その折には政府及

び地元l関係者により追悼のミサが営まれ、国民から

も深い哀悼の意が表されたことは地元新聞にも報道

されている。ここに謹んで谷古宇氏のご冥福を御祈

りするものであります。

以上

1999年10月
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［研究成果

総合土砂管理計画

—婚JII流域をモデル流砂系として一

................................................................................. 
本郷国男＊栢木敏仁＊＊

1.はじめに

我が国の国土は、地質が脆弱で地形も急峻なこと

から、山地の崩壊や侵食によって土砂生産が活発で

ある。山地部で生産された土砂は、渓床では土石流

等となって流下 ・ 堆積し、河道 ・ 河口 • 海岸では掃

流や浮遊砂として流下 ・堆精している。このような

土砂移動現象が続いた結呆として、渓床部、河道部、

河口部、悔岸部の地形が形成されている。

明治以降の急激な人口増加と都市化により、土地

利用が高度化した結果、国土の約10％しかない洪水

の氾濫原に、人口の約50%、資産の約75％が集中す

るに至り、突発的な土砂の移動により人命や財産を

失う甚大な土砂災害が発生している。

土砂は水と異なり、連続性をもって流れるもので

はなく、堆積と移動を繰り返しながら時間的 ・空間

的にも不連続的に移動する特性をもっている。

このような土砂移動現象の特性と人間生活空間と

の1紺係から、土砂に関する問題は、山地 ・山龍部、

扇状地部、平野部、河口 • 海岸部等のそれぞれの領

域ごとに様々な形で発生している。例えば、山地部

では、山腹崩壊、地すべり、土石流等による直接的

な災害や荒廃地からの流出土砂による河床上昇が洪

水氾濫の危険性を増大させており、河口 • 海岸部で

は、河床低下、河口閉塞、海岸線の後退等の問題が

発生している。

一方、土砂に係わる問題は土砂災害への危険性や

防災施設の機能低下をもたらすことばかりでなく、

河川 ・洵岸探境や散策、公園等利活用へも影牌を及

ぽすため、洪水時、平常時を問わず、河川や海岸の

安全、自然環境、利活用の面と深く係わっている。

従来、このような問題に対しては、山地 ・山麗部、

扇状地部、平野部、河ロ ・悔岸部等のそれぞれの領域

での対応で解決が区Iられ、それぞれの効果が得られ

＊建設省北陸地方建設局松本砂防工事ー事務所潤査課長

*＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部主任技師
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てきている。しかし、各領域からの土砂移動に関する

原因と影押が広範囲の場合には、各領域の関係者間

の意思疎通の問題もあり、領域ごとの対応では限界

がある場合もある。このような場合も含めて、土砂に

係わる問題を流域の源頭部から河口 • 海岸部を「流

砂系」という概念で捉え、流砂系を一貰して長時間

に及ぶ現象として捉えることが必要になっている。

このような状況の下で、平成10年度の新規施策の

一環として、総合土砂管理計画に関する検討を行っ

てきた。ここでは長野県、新潟県にまたがる姫川流

域をモデル流砂系として、検討成果を紹介するもの

である。本報告では特に、本川、河口部からみた各

支川における整備目標土砂批の設定方法について述

べることとする。

2 総合土砂管理に関する経緯

総合土砂管理に関する経緯としては、平成 7年 3

月河川審謡会答申「今後の河川焚境のあり方につい

て」、平成 8年 6月の同答申 「21世紀の社会を展望

した今後の河川整備の基本的方向について」、及び

平成 8年12月の同答申「社会経済の変化を踏まえた

今後の河川制度のあり方について」を受け、新たな

河川行政が始動したことが挙げられる。新たな河川

行政を実施するに際して、現行の水に関する行政の

枠組みだけでは解決できない課題があった。この課

題のひとつが 「総合土砂管理」である。ちなみに、

他の課題は 「水循環」、「川に学ぶ」、「都市内河川」、

「危機管理」である。

総合土砂管理に対する課題は、平成 9年 6月5日

建設大臣から河川審議会へ、森林を含む山地部、山

菰部、平野部、河口 • 海岸部等における堆積 ・ 侵食

等の土砂に係わる珠境而も含めた問題に対して、自

然との調和を図った総合的な土砂管理の確立に向け

た課題が諮問された。

河川審議会 総合土砂管理小委員会（委員長 ：窃

橋保 京都大学防災研究所教授）は平成 9年9月19



日から平成10年 6月17日まで 5回に及ぶ審議を踏ま

え、小委員会報告をとりまとめている。その骨子は

以下のとおりである。なお、報告については建設省

HPにあるので、そこを参照されたい。

• 総合土砂管理小委員会は、問題解決の新たな視点

として流域の源頭部から海岸までの一買した土砂

の運動領域を「流砂系」という概念で捉え、総合

的な土砂管理の考え方、具体的施策を実施する。

• 総合的な土砂管理の目標として、それぞれの河

川 ・海岸のもつ特性を踏まえ、土砂の移動による

災害の防止（安全）、生態系、景観等の環榜の保全

（環境）、 iiiI)1 1• 海岸の適正な利活用（利活用）を図る。

• 土砂管理上の問題が顕在化している流砂系において、

モデル的に実態把握に基づき効果、影親を見る上で

の対策を実施するとともに、総合的な土砂管理計画

の策定を目指して、土砂管理J:.問題が顕在化してい

る流砂系において土砂の址及び質に関する流砂系

一貰したモニタリングを組織的 ・体系的に実施。

・当而推進する施策として、モニタリング結果に甚

づき、「土砂を流す砂防」、「ダムにおける新たな

土砂管理システムの確立」、堆秘した土砂を侵食

傾向にある河道、海岸に活用する「流砂系内土砂

再生化システムの構築」等を行う 。

• 総合的な土砂管理を効率的かつ効呆的に推進する

ため、砂防、森林、ダム、河川及び悔岸等の関係

行政担関の一荊の連携を図り、学識経験者、地域

住民等と意見交換する。

・今後さらに有効かつ効率的な総合的な土砂管理を

推進すべく、予矢ll．予測手法の検討や土砂の試と

質のモニタリングを効率的に行うためのシステム

を構築する。

総合土砂管理小委貝会等の報告を受けて、平成11

年 3 月には河川審議会答申 「新たな水循環 • 国土箭

理に向けた総合行政のあり方」が報告された。これら

の報告を踏まえて、 「流砂系総合土砂管理計画策定

の手引き（案）調査編、計画編平成11年 3月 流砂

系総合土砂管理研究会」や「土砂移動モニタリングガ

イドラインマニュアル（案）試行平成11年 7月 建

設省河川局 ・建設省土木研究所」が策定されている。

さらに平成11年度から平成13年度の予定で、建設

省技術研究会指定課題として「流砂系における土砂

移動実態に関する研究」が実施され、土砂生産 ・移

動モニタリング手法の開発やモデル流砂系での土砂

移動実態の解明が行われる。

3.婚川の概要

(1)流域概要

研究成果］

姫川は、長野県北安蝕郡白馬村南部にその端を発

し、北流して小谷村、新潟県糸焦川市を経て日本溺に

注ぐ幹線流路長約50km、流域面積約720km̀（砂防基準

点上流（大正橋地点）686kmがを有する一級河川である。

姫川は日本列島を東西に分断する糸魚川一静岡構

造線に沿って流下している。本川の西側の左岸流域

は、中流域では第4紀の火山岩類、それ以外の古生

陪が形成する急峻な山岳地帯となっている。一方、

対岸の右岸流域は、新第 3紀1罰が形成するやや急峻

な山岳地帯を呈している。

新第 3紀陪を有している流域では、岩石の風化、

破砕及び粘土化が著しく発達しており、また全国的

にも有数の地すべり地帯である。第4紀の地質を有

している流域では河川の顕著な下刻作用による大規

模な土砂生産が行われており、多虻の土砂を本川に

流入させている。屈I-1に流域位置固を示す。

(2)平成 7年災害

姫川流域では平成 7年 7月11~12日にかけて新

図ー1 流域区分図
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［研究成果

褐、長野、富山県境の白馬述山を中心に停滞した梅

雨前線により 400mmを超える集中栄雨に見舞われ、

土石流、河岸の決壊、道路 ・鉄道の流失、家屋の挫

没 ・倒壊など甚大な被害が発生した。しかし、幸い

にも適切、迅速な避難行動により人的な被害は生じ

なかった。

流域平均連続雨誠は392.3mmと観測史上最大規模

の降雨を記録し、特に11日夕刻から夜半にかけては、

時間雨砿50mm前後の強い雨が続き、各地で山腹崩壊

や土石流が発生した。このため、姫川流域では中上

流域において山問部の支川からの大址の土砂流入や

本）1|の河岸侵食により、姫）II温泉上下流、 JR大糸

線小滝駅上流部等において異常な河床上昇、土砂堆

秘を生じさせた。

このような現象の時空間分布を把握するため、地

域住民や防災担当者にヒアリングを行った。その結

呆、以下のような点が明らかとなった。

① 流域内の崩壊や土砂流出は11日17時～21時に集

中している。しかし、中谷川の土砂流出は他の流

域よりも遅く、 12日午前中に集中的に発生してい

る。土砂流出が遅く、流拡も少なかったことから、

中谷川本川には全区間で 3~4m程度の土砂が堆

栢したと考えられる。

② 本川の河岸侵食（洞門の倒壊等）は洪水前半に

計画規模洪水

トラブルを起こさない支川の土砂置の検討

1全ての支川で土砂を減らす場合

2．問題に寄与する支川のみ土砂量を減らす場合

3．土砂の流入のタイミングを変化させた場合

本川の維持管理上必要な

各支川からの流入土砂量の設定

図ー2 検討フローチャー ト
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発生したと考えられ、その後の土砂流出により本

/Iii可床には土砂が堆梢したと考えられる。このこ

とは各支川では洪水前半に土砂生産があったが、

本川への土砂流出はまだ少なく 、洪水ピーク以降

に土砂流出が多かったことを示していると考えら

れる。

③ 小谷村雨中 ・糸魚川市山本橋地点のピーク水位

は11日20時頃であるが、姫｝1|温泉付近の最高水位

は12日12時～15時であった。この時間帯は民家や

旅館が流失した時間と一致している。このことか

ら12日昼過ぎには多砿の土砂が河床に堆積してい

たと考えられる。

これらをとりまとめると、平成 7年災害は11日17

時～21時頃に各支川で土砂生産が集中的に発生した

が、本川への土砂流出は遅かったため、本川の河岸

が侵食され、本川への土砂供給が多くなった。本川

における土砂堆積は、本川の河岸侵食と各支川から

の土砂流出により 12日午後に顕著になった。本川で

の土砂堆秘状況は洪水のビークと一致していなかっ

た。また、地すべり地が多い中谷川の土砂流出は他

の支川よ りも半日程度遅かったため（洪水のピーク

よりも遅い）、中谷川での土砂堆梢に影特を及ぼし

たと考えられる。

4.各支河川の整備目標土砂重の設定 （必要土砂量の検討）

(1)検討方法

姫川流域では、前述したとおり平成 7年災害時には各支川

では土石流あるいは土砂流等で渓床が上昇し、本川河道にお

いては各支川からの流出土砂や河岸侵食等によって河床上昇

を引き起こした。一方、平成 7年災害前の姫川流域では橋梁の

ピア等の局所洗掘に見られるように河床低下が卓越していた。

このように、土砂生逝域である各支川からの流出土砂を検

討する上では、大規模洪水時の土砂移動への対応と平時の土

砂移動時を分けて考える必要がある。すなわち、大規模洪水

時の土砂移動では計画許容高以内に抑えるような各支川での

流出抑制を考えるとともに、平時の土砂移動では橋梁等の局

所洗掘を防止するような土砂の供給（流出）を考えることが

必要である。

そのためには、各支川における計画流出土砂菰及び流出土

砂の粒度組成を踏まえ、各支川における大規模洪水時あるい

は平時の適切な流出土砂餓、すなわち整備目標土砂飛を検討

し、設定することが肝要である。

姫川本川からみた各支川の整備且楳土砂砿について検討
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フローに従い以下の 2つの観点から検討した。回ー

2には検討フローチャー トを示す。

① 計画規模（短期）

計画規模としては様々なケースが考えられる

が、今固は平成 7年 7月災害を計画規模とした。よ

って、計画規模時の整備目標土砂址としては平成

7年 7月災害と同様な土砂生産 ・流出が発生した

ときに、姫川本川で問題が発生しない各支川から

の流入土砂絋とした。

② 中長期の流出 (10年間流出）

本川の治水上、利水上の機能の保全、かつ、望

ましい河川環境の確保を図るために必要な各支川

からの流入土砂砒 （姫川本川の維持箭理上必要な

流入土砂枇）とした。

検討に際しては、 1次元河床変動シミュレーショ

ンを用いて、整備目標土砂屈を設定した。

(2)検討範囲

検討範囲は平川合流点から河口までの約51km区間

の姫川本川を対象とした。本川の初期河床は河川改

修後の計画河床とした。なお、その区間に存在する直

轄砂防流域を含む19支川は 1次元河床変動計符の計

算範囲から除外したが、本川への土砂供給として設

定した。
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(3) 1次元河床変動シミュレーション

1次元河床変動シミュレーションでは、流砂泣式

は芦田 ・ 高橋 • 水山式を用い、粒径別無次元掃流力

は修正Egiazaroff式を用いて求めた。

ハイ ドログラフや粒度分布等の計符条件は、下記

のとおりである。

① ハイドログラフ

計画規模洪水の計算に用いたハイドログラフは、

平成 7年災害の降雨実紹から貯留関

数法によって作成されたハイドログ

ラフとした。また、中長期のハイド

ログラフについては、昭和61年から

平成 7年 (10年間）の山本流批観測

所で観測された実鎖流が（から200111'

/s以上のものを打ll出し、作成した。

図ー3、4には計画規模時のハイド

ログラフ、中小洪水時のハイドログ

ラフをそれぞれ示す。

② 粒度分布

粒度分布は、支川からの流入土砂

の粒度分布、本川における粒度分布

に分けて、それぞれ設定した。

③ 粗度係数

粗度係数は河逍計画に準じて上流

域では0.045とし、下流域 （直轄区

間）では0.04とした。

。。

図—4

1500 

時 間 (hr)

ハイドログラフ（中長期、10年間実績、200z/s以上）

500 1000 2000 2500 3000 

(4)検討ケース

検討ケースは平成7年災害（計画規

模） と中長期の洪水の 2つに分けて検

討し、表ー1(1X2)(14頁）に示す計30

ケースを対象とした。

(5)検討結果

① 計画規模

図ー5(lX2)（15頁） には検討結果の一
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［研究成果

表ー1(1) 計画規模での計算ケース

検討項目 CASENo. 土砂量 土砂の考え方 粒度分布

C-J-J H 7災害規嵌 U 7災‘lfiff'現と岡じ。 /il壊上砂批考紐』計 酎11Ji規楳でのトラブルスポットのfllll.U
各支Illが本l||1こ与える影響把拙 C-1啜 1)～OO 1支ll1のみH7 災名規校の•I：砂址を与える。 ク

（各文！I|からの土砂が撼い場合の影辱） 他は0

C-I-3 H 7災害以校の1/2 C-l-1の流砂凪を1/2とする。 ，， 

C-J-4 H 7災；り規校の1/3 C-1-）の流砂址を1/3とする。 ク

c-1-5 II 7 災·,~(以校の3/4 C-l-1の流砂泣を3/4とする。 4• 

4 1111姐となる支IllのみC-1-1の
本JIIでIll!題を生じない上紗Jitの検討 C-1-6 IUI題となる 8支JIIのみH7災害以棋の1/2

流砂fttを1/2とする。
，， 1111遁となる支JIIのみc-1-1の

C-t-7 l!！）題となる 8支J11のみH7災，仔規校の113
流砂飛を113とする。

ク1111俎となる文JIIのみc-1-1の
C-I-8 問俎となる 8支IllのみH7災1f規校の3/4

減砂益を3/4とする。

C-l→2 C-J-6とl,ilじ

C-1-6-3 C-1---6と阿じ

土紗の流11:1のタ イミングを考慇

C-1-1-2 C-1-7と19ilじ

C-l→7-3 C-1-7と191じ

表ー1(2) 中長期での計算ケース

検討項目 CAS即a

中眉 支Illからの」；砂が無い場合の間俎点の検討 C-3 

C-6 

シ紆〗 如 l1からの上砂澁がある場合のIUI迎点の検討 C-8-1 

C-9-I 

C-9-2 

14 

C-8-1の結果から、 F流の洗掘が生じない—t砂地を与える C--9--3 

C-8_2 

C-ll-J 
小沌川合流点下流限Iii!の粒往を変化

C-11-2 

例としてc-1-1の結呆を示す。図ー6(16頁）に

は各ケースにおけるトラプルスボットとその状況

を示す。表ー2(1)(2)(17~18頁）には各検討ケース

の結果の概要を示す。

c-1-1は本川におけるトラプルスポットを抽

出したケースである。その結果、姫）II第3ダム上

流（著しい河床上昇） 、姫川第 3ダム～第 5姫川

橋梁区間（河床上昇による制限水位超過）、補川

～土沢合流区間（河床上昇による溢水）、デンカ

発磁ダム地点（溢水）、第 6、 5、4下姫川栢梁

付近（河床上昇による溢水または制限水位超過）、

第2、1下姫川棉梁付近 （河床上昇による制限水

位超過）がトラプルスポットとして抽出された。

すなわち、本川河道部において河道改修を行った

としても平成 7年災害規模の土砂拡、粒径が各支

川から流出すると、本川部においても土砂災害が

発生する可能性が高い結呆となった。したがって、

各支川からの土砂の抑制（土砂批の抑制、粒径の

潤整）を行う必要がある結果となった。

C-1-2(1)~(20)は、 c-1-1で示された トラプ
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初期河床

計雨河辺

計lIIij河辺

~,涌ii1,T追

C-1-1と1司じ流砂欣で、 ク

洪水前期に上砂を流t11させる。

C-1-Jと1,,1じ流砂位で` み

洪水後期に七紗を流／IIさせる。

C-1-］と阿じ流砂址で、 ク

洪水,iii期に 1.:紗を泣IIiさせる。

C-1-lと同じ流砂凩で｀ ，， 

洪水後期に上紗を減I.IIさせる。

土砂量 粒度分布 河床材科

黒し CASE-I 

1年間でH7災',jf規校の上砂；，t lii埃上砂を考邸せず • 
H7災屯時の残留：KI沙1k ク ク

下流が洗贔1しないような土砂屈I 々 CASE-I 

下減が洗掘しないような七砂凪2 ク ‘’ 

下流が洗掘しないような」：砂砒3 グ ク

1-1 7災也時の残留土砂址 ク CASE-2 

下流が洗掘しないような土砂址4 ク ク

下流が洗掘しないような土砂此5 ケ ,' 

ルスボットがどの支川からの流出土砂による影押

であるかを検討したケースである。検討方法とし

ては、支川からの流出土砂は 1つの支川のみとし、

他の支川からの土砂は 0とすることによって、 支

川からの流出土砂の影態を検討した。このケース

によって、姫川第 3ダム上流域の河床上昇には猿

倉沢、土谷川が影糊し、小谷橋付近（補JII～土沢

間）の河床上昇には中谷川、浦川、土沢が影靱し、

姫川第 7ダム上流域の河床上昇には蒲原沢、大所

川、横川が影響している結果となった。さらに、

全ての支JIIからの流出土砂抗が無い場合には本川

において顕著な洗掘が起こる結呆となった。

C-1 -3 ~C-1 -5は各支川一律に土砂飛を減

少させたケースである。このケースでは、姫川第

3ダムや小谷橋上流、姫川第7ダム上流の第4下

姫川橋梁地点の著しい河床上昇を抑制するために

は、土砂批を 1/2~1/3とする結果となった。

しかしながら、その場合、第 5姫川橋梁や小滝川

合流点下流で 2J1l以上の河床洗掘が生じる結果と

なり、一律に流出土砂を減少させることは本川河
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道に対して問題が発生することとなった。

C-1 -6 ~C-1 -8はC-1-2(1)~(20)の結果を受

けて本川でトラプルを生じさせている 8支川に対

して、土砂倣を変化させたケースである。姫川第

3ダムの土砂堆積を抑制するためには、猿介沢、

土谷川、中谷川の土砂批を 1/2程度、 小谷棉上

流での土砂堆積を防ぐためには、浦川 ・土沢の土

砂屈を 1/2~3/4程度減らす必要がある結果と

なった。小滝川下流での河床低下防止かつ、姫川

第 7ダム上流の河床上昇（特に第 4下姫川橋梁）
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を抑制するためには、葡原沢、大所川、 横川の土

砂址を1/2~1/3とする必要がある結果となった。

C-1 -6 -2 ~C-1 -7 -3は土砂供給のタイミ

ングを変化させたケースである。第 5姫川橋梁地

点の洗掘と小谷橋上流の堆積では後半流出型が有

効であり、小滝川下流の洗掘には前半流出型が有

効である結果となった。

② 中長期

C-3~C-11-2は、計画河道下における平常時

出水によって本川河床状況がどのように変化する

かを把握するためのケースで

ある。各支川から土砂供給が

無い場合(C-3)では、本JIIで

は断続的な河床低下を示した

ため、平時においては適度な

土砂供給が必要である結果と

なった。C-6~C-ll-2では、

土砂址の相違によって河床上

昇が生じる箇所、河床低下が

生じる箇所が異なる結果とな

った。iiiJ床低下に関しては大

所川、横川、小滝川、根知川か

らの供給土砂屈が影郭を及ぽ

している結果となった。姫川

第 7ダム下流の粒径をdm=6.8

cmからdm=9.52cmに変化させ

た場合 (C-18~20)では、小

滝川下流での洗掘が lm程度

となり、大所川、横川、小滝

川、根知JIIの土砂檄を変化さ

せた場合にはトラプルスポッ

トが無くなる結果となった。
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5.考察

平成 7年災害規模では、各

支川の流出土砂絋を一律に減

少させると、河床上昇には対

処できたが、逆に河床低下を

引き起こす結呆となった。し

たがって、全ての支川におい

て土砂流出を一律に減少させ

るのではなく、本｝IIと支JIIの

位骰、本｝II河道の状況、流出

土砂斌によって変える ことが
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図ー6 トラブルスポッ ト地点
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必要である。このことは、平成 7年災害と同様

な土砂災害に対応するためには、各支川で同様

な土砂の整備を行うのではなく 、支川ごとに対

策方法や土砂整備の直要度が異なることを示し

ている。具体的には、平成7年災害規模と同様

な土砂災害に対応するためには、猿介沢、土谷

川、中谷川、 浦JI!、土沢、蒲原沢、大所川、横

川で平成 7年災害規模の約 l/ 2となるような

対策を実施することが必要である。また、本川に

おける トラプルに対応するためには、 土砂流出

のタイミングを考慮することで可能となる。

中長期の土砂流出に対しては、本川下流域で

河床低下を生じさせないためには流域全体で

100万m'/年程度 （約1.400m'I年／km'）の土砂が

必要である。特に、大所川、横川、小滝川、根

知川においては平時から土砂を極力流す必要が

ある。さらに、粒径を変化させると、河床変動

状況も変化するため、適切な粒径調整も行うこ

とが肝要である。

このように、流砂系土砂管理計画における整

備目標土砂を設定するためには、図ー7のよう

な設定方法を用いることに よって可能となる。

さらに、このような方法を用いることによ って

流出土砂を抑制すべき支川、 土砂を流す必要が

ある支川を把握することが可能となる。図ー7

は平成 7年災害時のような豪雨時ばかりでな

く、平時でも同様である。

6.おわりに

本研究では、平成 7年災害規模を対象として

本川においてトラプルを生じさせる支川を抽出

し、その整備目標土砂砿を設定した。紙而の都

合上割愛したが、大所）IIを例にして、整備目標

本川における トラブルスポットの把握

1支川ことに土砂を供給したケースによる

トラプルを生じさせる支川の抽出

問題となった支川を重点的に流出土砂雷

の低減／粒径変更

整備目標士砂の設定

図-7 整備目標土砂の設定方法
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検約項目 CASE No. 土砂量 土砂の考え方 粒 分布 結果

g 規摂

問題点（トラプルスポット）として

・姫）II第3ダム上流 （箸しい河床上昇）

・姫）1|第3ダム～第5姫）II橋梁区間 （河床上昇による制阪水位超過）

計画規狡でのトラプ
C-l-1 H7災害規模 H7災害再現と同じ。 崩壊土砂飛考胞

・浦川～土沢合流区間 （河床上昇による溢水）

ルスポットの抽出 ・デンカ発砲ダム地点 （溢水）

• 第 6 、 5 、 4 下姫JI I橋梁付近 （河床上昇による溢水または制限水

位超過）

• 第 2 、 1下姫川橋梁付近 （河床上昇による制限水位超過）

各支JIIが本）IIに与え
問題点に祢与する支JI I として1• .

・姫川第 3ダム上流の河床上昇 → 猿倉沢、土谷川
る影響把握 （各支Ill

C-1-2(1)~(2()) 
1支川のみH7災害規棋の

ク ・小谷橋付近 （補川～土沢間）の河床上昇ー 中谷川、浦Ill、土沢
からの土砂が無い場 土砂砒を与える。他は0

・姫川第 7ダム上流の河床上昇 → 蒲原沢、大所川、横川
合の影響）

また、各支川からの流出土砂誠が無い場合、異常洗掘が起こる。

C-1-3 H7災害規模の1/2 C—l-lの流砂位を1/2とする。 ，， 土砂品をすべての支）IIで1/2、1/3、3/4とした結果

C-1-4 H7災害規模の1/3 C-1-1の流砂益を1/3とする。 ，， ・姫川第3ダムや小谷橋上流、姫川第7ダム上流の第4下姫!II橋梁地点の

著しい土砂堆積を抑制するためには、土砂祉を1/2~1/3とする必要がある。

C-I-5 H7災害規校の3/4 C-l-1の流砂紐を3/4とする。 ，， しかしながら、その場合、第 5姫川橋梁や小滝川合流点下流で2m以上の河

床洗掘が生じる。

C+6 
間姐となる 8支）IIのみH7 問題となる支川のみC-1-1の

ク
t砂批を以下の支川についてのみV2、1/3、3/4とした結呆

災害規模の1/2 流砂政を1/2とする。 猿倉沢、土谷川、中谷川、浦川、土沢、蒲原沢、大所沢、横川
本Jl1で問題を生じな

問題となる 8支）11のみH7 問題となる支川のみC-1-1の ・姫川第 3ダムの土砂堆桁を抑制するためには、猿倉沢、土谷川、中谷
い土砂砿の検討 C-1-7 

災害規校の1/3 流砂批を1/3とする。
ク

川の土砂紐を1/2程度とする必要がある。

・小谷橋上流での土砂堆積を防ぐためには、 ifli川 ・土沢の土砂址を1/2、

3／但度減らす必要がある。

C-I-8 
問姐となる 8支JIlのみH7 問姐となる支川のみC-J-1の

ク
・小滝lll下流での洗掘が起こらないように、姫川第7ダム上流の土砂堆

災害規棋の3/4 流砂凪を3/4とする。 積 （特に第 4下姫川橋梁）を抑制するためには、蒲原沢、大所川、横

川の土砂紐を1/2~V3とする必要がある。

・すなわちC-Hが妥当であると考える。

C-I-6-2 C-1-6と同じ
C-1-1と同じ流砂瓜で、洪水

，，， 
支）l|からの流出土砂のタイミングを

前期に土砂を流出させる。 ① C+lと土砂供給時間は同じで、土砂濃度を1/2(orl/3) 

C-I-6-3 C-I-6と同じ
c-1-1と同じ流砂屈で、洪水

ク
② C-］ー］の供給開始時間と土砂濃度は同じとし、供給時間を短くする（前半流

後期に土砂を流出させる。 出型）

土砂の流出のタイミ C-1-7-2 C-1-7と同じ
C-1-1と同じ流砂伍で、洪水

，，， 
③ C-l-1の供給終了時間と土砂濃度を同じとし、供給時間を短くする（後半流

前期に土砂を流出させる。 出型）
ングを考慮

に変化させた結果

C-l-1と同じ流砂屈で、洪水
第5姫｝II橋梁地点の洗掘と小谷橋上流の堆積 → 後半流出型が有効

C-1-7-3 C-J-7と同じ
後期に土砂を流出させる。

ク 小滝川下流の洗掘 → 1前半流出型が有効

となる。よって、姫川本川の河床変動を考える上で、支川からの土砂の

流出のタイミングは重要となる。

計画規模での検肘結果

宝
凋
迅
瀾
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表-2(2) 中長期での検討結果

検討項目 CASEぬ 初期河床 土砂量

虞期 支川からの土砂が
無い場合の問題点 C-3 無し

計^！ ~の支験"'討からの土砂紐 C・6 
1年間で平成7年災害規

計画河道 校の土砂批

がある場合の問題
平成7年災祁時の残留土

点の検討 C・8・1 
砂俎

C-9・1 計画河逍
-f流が洗掘しないような

J.:砂jj]:1 

C81の結果から、 C--9-2 
下流が洗掘しないような

下流の洗掘が生じ
土砂址2

ない土砂紐の検討

C-9-3 
下流が洗掘しないような

土砂祉3

計画河道
平成7年災害時の残留土C-8-2 
砂祉

小滝Ill合流点下流
C-11-1 

下流が洗掘しないような
区批］の粒径を変化 土砂祉4

C-ll-2 
下流が洗掘しないような

土砂址 5

土砂に対する砂防設備の配置を検討すると、除石エ、

既設砂防ダムのスリッ ト化、支渓における山腹エ、

砂防ダムを設骰する必要があった。このような検討

を踏まえて姫川流砂系土砂管理計画を策定すること

となる。

しかし、姫川流砂系土砂管理計画を策定する際に

は平成 7年 7月災告ばかりでなく、様々な土砂移動

現象を想定した後、適切な計画規模を決定する必要

がある。姫川流砂系で考えられる土砂移動現象とし

ては、稗田山の大規模崩壊に見られるような大規模

崩壊が発生した場合、 地すべりが多発した場合、上

流域の平川、松川からの流出土砂が多い場合等様々

なケースが想定でき、それらを対象とし、管理のあ

り方や水埠を検討することが肝要である。

さらに、流砂系土砂管理計画を策定するためには、

洪水時や平常時を含めた土砂移動モニタリングを実

施することによって土砂動態を把握し、計画に反映

させることも重要である。平成7年災害の概要で示

したとおり 、各支川における地形 ・地質状況の違い

によって土砂生産のタイミングは同一でなく、さら

に支川から本川への土砂流出のタイミングも異なっ

ている。この各支川の土砂移動の巡いが支川内や本

川における河床変動に影響を及ぼしている。また、

姫川流砂系では崩壊、土石流、土砂流、地すべり等

の様々な土砂移動現象があるため、それによって本

川における河床変動も一義的でない。また、砂防設

備の効果は流出土砂の調節あるいは粒径の調整が知
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粒度分布 河床材料 結果

各河川から土砂の供給がない場合

CASE-! 
姫ll1本川は本川は断続的なiII[／未低下を

示す。よって、平時においては適度な土

砂供給が必要である。

崩壊土砂を考感せず ケ
土砂・址が多すぎて現実的ではない。

ク

ク

，，， 

，' 

', 

'， 

ケ

. JR姫Jll下第5橋梁地．点は、姫JII第7ダ

ムからの堆積遡上によって、 H.W.L近
ヶ くまで土砂が堆積する。ーカで、小沌

lll~iIIi口区111)は時間の経過とともに河

床低下が進行する。

CASE-I 
下流の洗掘土砂ほを考怠して大所JII、

横）II、小滝ll|、根知JIIの土砂祉を設定し

，， た。姫｝l|第7ダム上流の土砂堆積状況及

ぴ小沌llI下流の洗掘状況を考峨すると、

C--9-2程度の土砂紐が必要となる (10年
ク IIりで必要な土砂罷）。

大所JII1.673.700111‘、横川 466.000m'
小滝I11 1.228.800叫根知川 715.400m'

姫川第7ダム下流の粒径をdn=6.8cmか
CASE-2 

らdn=9.52cmに変化させた場合、 (C-8-2)

，' 
は、小滝JIl下流での洗掘がlm程l笈とな

る。さらに、大所911、横Ill、小滝911、根

', 
知川の土砂益を変化させた場合は、 トラ

プルスボットは無くなる。

られているが、これらの効果についてもさらに明確

する必要もある。姫川流砂系における土砂移動現象

には不明な点がまだまだ多く、土砂移動モニタ リン

グを積極的に実施することによって、これら土砂移

動現象を解明することが必要である。

流砂系土砂管理を実現するためには土砂流出のタ

イミングを変化させる、流出土砂の粒径をコン トロ

ールする等が可能な砂防設価の開発も必要である。

以上、この他にも検討すべき項目が山積みとなっ

ているが、今後はよりよい流砂系土砂管理計画を策

定するため、流砂系土砂管理の実現のためにさらな

る研究 ・検討が必要である。
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独断砂防国際協力序説～その3

渡辺正幸＊

しばらく脱線することをお許し願いたい。

「うちの子は卵が嫌いなの」

「うちの子は人参を食べないの」

「うちの子は魚を食べないから牛肉を焼いてあげる

の」

等々、若い母親が当然のように喋っているのを1剖＜

と虫唾がはしる。

レス トランで食事中、ウエイ トレスが私の皿をサッ

と引き揚げた。

「待ってくれェ！ まだ残ってるゥ」と叫んだら、

レス トラン中の視線が小生に集まり失笑が漏れた。

「畜生！世の中間違ってるぞ」、「何が“嫌い”だ、

“食べない＂だ」、 「ぶん殴って食わせろ」、「あげる

とはなんだ」「母親としての買任を果してないじゃ

ないか」と思う。その程度の家庭教育では日本の将

来は極めて危うい。

▼ 

インドのボンベイを旅していたときのこと、バス

を降りると、カシャカシャという安物の鋪や太鼓が

嗚り始め、目の前でガリガリの男の子が一人、猿回

しの猿のように激しく曲芸まがいの踊りを始めた。

傍で囃しているのは両親のようにみえたが、わざわ

ざ手足を切断した子供をポスから買借りし、哀れを

演出して稼ぐ商売もあると聞くから定かではない。

曲芸はそれでも結梢プロの域であり、働いて対価

を得ようとする気持ちが伝わったので、何がしかの

金を缶に入れた。

踊り終えた彼らが少し離れた路傍のテントに入っ

たので家族だと知れた。ビニールやボロで葺いたテ

ントは、もぐるのがやっとという大きさである。食

事の準備を始めたので観察を続ける。準備されたの

＊元建設省士木研究所砂防部長

は、手のひらに一杯程度の砕け米と小さな空缶の中

のアジらしき魚の頭 2個であった。それを炊き始め

た。

彼らの生活は生存限界のレベルではあるが安定し

ている。観光客が乗り降りするバス待の近くに基地

をもっていて、演芸すなわち収入の機会を確保でき

る有利な場所 ・ショバをもっているからである。

私はアキ缶の中の小魚の頭 2個に感銘を受けた。

極端な貧しさ、貧しさと同居する安らぎと満足めい

た雰囲気が、彼ら家族を包んでいた。

▼ 

私にも食う物が何もなかったという貧窮の経験が

ある。米はおろか芋も小魚の頭も一切 ・全く何も食

う物がないのだ。それはあるときは灼熱の夏であり、

あるときは酷寒の冬の荒野であった。空腹に耐えか

ねて、夏は中国人の畑を伽旬前進して胡瓜を盗み、

冬は厚い氷の下にある草の根を掘り出して岩塩で茄

でて食べた。茄でるには国民党軍の敗残兵が残した

ヘルメットを用いた。

私たちは、第二次世界大戦の敗戦の結果、中回の

東北部である旧涸州から放り出されようとしてい

た。旧満鉄の塚奢な社宅の団地にも匪賊と蔑称して

いた中国人ゲリラが出没しはじめていたので、中国

大陸の戦争の敗色は子供にも判った。父はプリキで

大きな水タンクを作り、母は嫁入り道具の帯を解い

て家族がそれぞれ背負うリュックサックを栴えてい

た。1945年8月15日に立ち退きの指令が出され、父

が満鉄社員であった我が家族は、近隣の人々とグル

ープを作って先の見えない逃避行を開始した。

小休止をとった学校の校庭で日本軍兵士が武装を

解除されていた。その日はとても暑かった。急遠母

が炊いた白い御飯に瓜の精演けを添えて食べ、釜や

食器を放ったらかしにして家を後にした記憶があ

る。真っ白い米の飯の記憶はその後の数年間でその

時のものしかない。
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▼ 

戦争はすべてをぶち壊した。中国の此民の生活を、

そしてその後のわれわれの生活を根こそぎひっくり

返した。記録は、国民党と八路軍の間に日本人の非

戦闘貝を安全に帰返させるという協定があったこと

を伝えているが、砲繋を伴う戦闘はわれわれの集団

の前後でしょっちゅうあったし、目の前で鉄橋が燥

破されてわれわれの鉗物列車が動けなくなったこと

も2度や 3度ではなかった。大人たちは時計 ・費金

属 ・薬品等手持ちの財ifを吐き出して、なんとか駅

員 ・機関士 ・保線貝を督励しつつ、列車を引揚船が

接岸するコロ島へ少しずつ近づけていったのだ。

夏の炎天下、無盗行車の旅行は地獄だった。飲み

水や食柑の欠乏、すし詰めで動けない苦しさ、洗濯

も排泄もいつ何時動き出すかわからない列車から離

れるわけにはいかないので、煮炊きする鍋に汚れた

弟のおむつを入れ、排泄し、それを私が誤ってひっ

くり返して周囲の人に大変な迷惑をかけたんだと母

は言っていた。酔っ払ったソ連兵のIll収びが夜の闇に

押いたときは戦慄した。むずかる幼児の口は封じら

れ、それでも喚き声を出す子供は追棄するか殺せと

言われたと母は言っていた。

列車が運行できない区間は徒歩だった。それぞれ

に衣服や食粗 • 水を背負っていたし、乳幼児をもつ

家族の荷物は限られた。1歳に満たない弟の璽みが、

当時小学校の 1年生であった私の肩に食い込んだ。

夏に始めた逃避行なので、冬服を持ち出せた人は

いなかった。持ち物と交換で中国人から綿入れを手

に入れたが、それができない人、特に奥地から脱出

してきた人は、ボロ同然になった夏服にドンゴロス

の袋を諏ねて酷寒に耐えようとした。栄養失調や飢

えで抵抗力を失った幼児や老人が先に死んだ。「嫌

い」とか「食べない」という言葉はなかった。

ある冬の日、ソ辿の部隊がわれわれに追いついて
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i， パキスタン西部辺境の部
族を食わせる砂防事業が

始まった。村の入り口に
JICAが建てた研修棟と

圃場がある。

野営した。大倣の牛や羊を殺し、食べられない頭骸

骨や太い骨を捨てた。われわれは争って得た骨にこ

びりついている肉片をピンセットで摘まむようにし

て剥ぎ取り、岩塩で味をつけて食べた。逃避行を含

む数年で唯一、胸を食った記憶である。

..... 

もうしばらく脱線します。食えなかった恨みにつ

いて、食えなかったために栄養失調で死ななければ

ならなかった人、そして死に瀕している人の分も併

せて綴りたい。

われわれの引揚船は飛行甲板がついていたことか

ら、もと航空母艦と知れた。辛くも撃沈を免れたも

のか小型で出番がなかったのか、生き延びた後の急

な役回りだったとみえて、砲はすべて付根で切断さ

れ銃座は取り除かれていた。 しかも転覆するのでは

ないかと心配になるほど條いたまま航行する代物で

あった。艦名はたしか熊野といった。滞国の途につ

いても毎日死者がでた。水葬の際に船は汽笛を嗚ら

しつつ弧を描くが、船はさらに領き、悔面に手が届

くほどと思われて転毅するのではないかと恐かっ

た。

船の食糧は来る日も来る日もヒジキが入った一椀

の塩水と麦と大豆を炊き合わせたものであった。i肖

化能力の衰えた人にとっては、折角の食柑もほとん

ど意味がなかったといえる。母もそれらを乳に変え

る体力を失い、まだ乳飲み子であった弟は広島県の

大竹に上陸したその日に死んだ。大拡に浴びた

DDTを丁寧に拭ったあと、白布で包まれた小さな

追体は骨に変えられた。逃げまわっていた日々、屑

に食い込んだ弟の重みはようやく上陸した日本を知

ることなく小さな軽い木箱になった。

...,, 



1 海外事惰 1 | 

戦争では人は人を見れば殺す。弾に当ってたくさ

んの人が死ぬ。家を失い、食べ物 ・滸る物を失って

人が死ぬ。病気が治せなくて人が死ぬ。家族と離れ

離れになり希望を失って人が死ぬ。死に瀕した人が

傍にいても助けられない。子供と老人が先に死ぬ。

これが私の目の前で、小学 1年になった年の 1年間

に起きたことであった。

戦争はもうコリゴリだ—空き腹を抱えて逃げま

わるのはコリゴリだと腹の底から思った。フィリビ

ンのレイテ島で洪水対策事業を実施するために訪れ

る前に読んだ、大岡昇平の 「レイテ戦記」と半藤一

利の 「ノモンハンの夏Jに、死地に追いやられた兵

士の死ざまが詳しい。みんな勇敢だったのに武器も

弾薬も食糧もなく倒れたという結末は哀れだ。

安全地帯にいる嵩級将校が、乏しい情報、根拠の

ない希望的観測をもとに、過去の敗戦から何も学ぶ

ことなく作ったずさんな計画を声覇にごり押しした

ことが、たくさんの優れた兵士を無駄に死なせた理

由だという事実がばかばかしい。食糧と水を求めて

ジャングルをさまよってきた兵士が、水面に口をつ

けようとして屈んだ瞬間、狙撃されて死んだと戦記

にあるレイテ島のダナオ湖は静かだった。捨てられ

た兵の無念を浴かしこんで荘かった。

T 

温かく柔らかく美味しい食べ物に何の文句を言う

ことがあろうか？

食べたくても食物が得られない人がわれわれの周

りに10億人以上もいるというのに、自分と自分の子

供の好き嫌いをどうにもならないことのように語

り、食べないで捨てるのはとても罪深いことなので

ある。10似の人とて、怠けて食えないのではないの

だ。

私の仕事場である開発途上国には、東京の銀座に

比肩する栄華レストランと、おびただしい数の「魚

の頭」程度あるいはそれ以下の栄養水準の人が共存

している。共存さえできない無数の人が栄贅失調で

死んでいる。そのような状況は、亜紀書房の 「死を

招く援助1や河出杏房新杜の 「歓喜の街1に迫真的

に描かれている。

▼ 

われわれの援助の仕事を手短にいえば、＂食ってい

ける世の中を作る＂ということである 。飢えと失業

と戦争の恐怖からの解放ともいえる。

われわれの砂防事業、砂防事業をとおした援助 ・

協力はこのような目棟に沿っているだろうか？

この問題に迫る入り口の一つは、 「なぜ食えない

のか？」、「なぜ食えない人がそんなに多いのか？」、

「どうすれば食っていけるようにできるか？ 」を考

えることである。

節者が経験したとおり、戦争は、戦場になった土

地の人々から確実に食粗を奪う。戦争が終わっても

荒れた土地を1此地に戻すことがいかに難しいかは、

何低個といわれる地雷や化学兵器の問題で容易に判

る。 •‘食っていける世の中を作る＂ための最低限の

仕事は、戦争をしない一 させないことである。戦

争をしていた時代には砂防事業骰に予算をまわす余

裕はなく、職員は潮焼きや木炭作りで食い扶持を稼

いだと 「六甲砂防史」は記している。

，， 

1985年ごろ、アフリカのサヘルとエチオピアを中

心とする地域で飢餓が発生し、 100万人を超える死

者がでた。日本でも映画俳優等が中心になって、毛

布やミルクを送るキャンベーンが行われた。飢餓の

原固は旱魃であるとされている。

問題は、なぜ旱魃が起きると人が大祉に死ぬの

か？ である。アメリカやオーストリアでも旱魃は

よく起きている。 しかし、だれも旱魃で死ぬ人はい

ない。旱魃が起きても人が死ぬことがないように社

会ができているのだと考えられる。社会が旱魃に対

して抵抗力をもっているのだ。

われわれの砂防事業、砂防事業をとおした援助 ・

協力は大址死を招くような現象に抵抗する力を社会

がもつのにどう役立つのだろうか？

何よりも、哺戦争をしない一 させない＂ことだと

いうことは先に述べた。軍事支出が膨らむと防災支

出は当然削減される。ODAのための支出も例外で

はない。この意味で、砂防を主とする防災事業や砂

防を含むODAは “平和の象徴＂そのものである 。

砂防は政策さえ真っ当であれば人生を賭けるに値す

る平和創造事業なのだ。

SABO vol.64 Jrui.2000 21 



1海外事情 2 | 

国際防災の10年(IONOR)について

保科幸二＊

1.はじめに

今年は困連国際防災の10年（期間1990~1999年）

の最終年です。最終年行事としてプログラム ・フォ

ーラム1999がスイスのジュネープにおいて、7月5

日から 9日まで 5日間にわたって、盛大に開催され

ました。箪者は日本政府代表団の一貝として参加す

る機会を得ました。

そもそも国際防災の10年 (IDNDR) とは何なの

か、その活動 ・目的等について手元の関連質科をも

とに概要をここに紹介します。

2 国際防災の10年とは

1990年代は、国連が設定した「国際防災の10年」

(International Decade for Natural Disaster 

Reduction)です。国際防災の10年は、世界各国が

国際協調行動を通じ、全世界、特にItり発途上国にお

ける自然災害による人命の喪失、財産の損失及び社

会的 ・経済的混乱などの被害の軽減に取り組むこと

を目的として設定されました。

全米アカデミ ー会長F・プレス栂士が提唱者です。

3.国連の対応

国際防災の10年については、 1987年12月の節42回

国連総会において、日本、モロッコをはじめとする

93ヶ国から共同提案され採択されました。

また、 1989年12月の第44回国連総会において、毎

年10月第 2水曜日を 「国際防災の日」とすること、

国際防災の10年を推進するために、各国あるいは国

連がとるべき措置などを内容とする決議案が、日本

などを中心とするl国々の努力により、国連加盟国

159ヶ国中155ヶ国の圧倒的多数の国から共同提案

され、全会一致で採択されました。また同時に、国

際防災の10年開始の直言がなされ、国連の機構とし

て、国際防災の10年事務局（ジュネープ）が設置さ

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター理事
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れました。

4 日本政府の対応

我が国では、平成元年 5月に内閣総理大臣を本部

長とする「国際防災の10年推進本部」が閣議決定に

より設骰され、同年11月 6日、同椎進本部第 1回会

議において「国際防災の10年事業推進の基本方針」

が決定されました。この基本方針に基づき、政府は

政府関係機l樹、地方公共団体及ぴ学界、民聞組織に

よる推進母体などと連携をとりつつ、多様な事業を

展開してきました。

具体的には、 防災に関する国際会議を開備し、防

災分野における国際交流を梢極的に推進するととも

に、開発途上国における防災能力の向上を目的とし

た人材育成と防災体制整備などに1剥する支援のた

め、研修員の受け入れ事菜、研究者の交流事業、外

国人向けの防災に関する広報 ・訓練教材の作成など

を実施してきました。

日本で開催された主な国際会議は次のとおりで

す。

・ 1994年国際防災の10年世界会議（横浜）

・ 1995年アジア防災政策会議（神戸）

・ 1996年アジア防災専門家会識（東京）

・ 1997年アジア防災協力推進会議（東京）

5.建設省における取り組み

国際防災の10年推進本部が決定した基本方針に基

づき、建設省では、国際防災の10年に係る施策につ

いて、建設省内の緊密な連絡を確保し、総合的かつ

効果的な推進を図るため、平成元年11月6日付で技

監を本部長とする「国際防災の10年建設省推進本部」

を設似し、河川局防災海岸課に「国際防災の10年推

進室」を樅きました。

国際防災の10年建設省椎進本部は、平成 2年 5月

11日、国際防災の10年事業椎進の建設省基本方針

（副題—21世紀に向けての総合防災施策）及び国
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際防災の10年建設省当面の活動 （副題ーIDNDR

アクション ・プログラム1992)を策定しました。基

本方針及び当面の活動は、平成 6年 6月24日見直し

修正され、建設省国際防災の10年がさらに実りある

ものとなるよう、その内容の充実が図られました。

以下に国際防災の10年事業推進の建設省基本方針

及び国際防災の10年建設省当而の活動について概要

を抜粋要約し紹介します。

6．国際防災の10年事業推進の建設省墓本方針

21世紀に向けての総合防災施策

① 国際防災の10年事業推進の基本的考え方

・全世界、特に開発途上国の自然災害の軽減に査す

るため、建設行政に係る国際協力 • 国際援助をさ

らに推進する。

・建設省所管の国土保全事業をはじめとする各種の

災害対策事業及び縦災対策その他の防災行政をさ

らに推進するとともに、これらの推進に資するた

め、諸般の調査 ・研究を強力に推進する。

・自然災害の軽減には、防災知識の普及、防災意識

の高揚等が極めて効果的かつ重要であるため、

「国際防災の10年」の趣旨を踏まえ、防災に関し

て、各種の啓発活動及び広報活動を積極的に推進

する。

② 国際防災の10年事業推進の長期的課題

・防災に!Miする国際協カ ・国際援助及び国際交流の

推進

a)開発途上国等における防災に関する技術の向

上及び普及、人材の育成、防災体制の整備等に

関する支援

b)災害対策のためのプロジェクトに対する支援

c)国際会議等を通じての我が国の防災に関する

経験及び知識の伝達並びに各国相互の経験及び

知識の交流の推進

d)国際緊急援助の拡充と推進

．我が国の災害対策の推進

a)防災体制の拡充 ・強化

b)防災施設 ・設備等の整備の推進

c)国土保全のための河川事業、ダム事業、砂防

事業、急傾斜地崩壊対策事業、地すべり対策事

業、海岸事業等の推進

d)道路、公園、下水道等の都市基盤施設の整備

及び市街地再開発事業等の施行による都市防災

対策の推進

e)多極分散型国土形成のための幹線道路網の整

備及び防災 ・震災対策事業等による道路防災対

策の推進

f)不燃化 ・耐霙耐火構造による建築物防災対策

の推進

g)ハザードマップ等災害危険度評価の実施及び

その公表の拡充 ・強化

h)災害応急 ・復旧対策の推進

i)地碇予知事業、地震防災技術開発等の防災に

関する観測、調査、研究の推進

・防災教育及ぴ普及啓発活動の推進

③ 国際防災の10年事業推進の方策

• 前述の長期的課題に掲げられた事項について、総

合的な施策を展開する。そのため「国際防災の10

年建設省当面の活動」を策定する。

• 国際防災の10年建設省推進本部会議を開催し、活

動状況の報告、防災に関する国際会議 ・展示会等

の主催、後援、活動に関する提言を行う。

・建設大臣が本部長として参画している 「国際防災

の10年推進本部」の実施する諸活動について、積

極的な参加 ・協力を行う。

• 国際防災の10年事業を推進するため関係各省庁、

所管公益法人、学会、国際協力関係機関、国辿及

ぴ各国の行政機関等と密接な辿携と協力を行う。

7.国際防災の10年建設省当面の活動

IDNDRアクション・プログラム 1994 

① 防災に関する国際協力 • 国際援助及び国際交流

の推進

・ 「国連防災世界会議」等の国際会議に梢極的に参

加 ・協力する。

・防災に関する専門家 ・調査団の派逍を引き続き実

施するほか、国際防災の10年を推進する国際機関

への職貝派造を継続する。

• 関係諸国が協力して地娯防災技術の開発 ・ 普及を

行う「地捉防災関係プロジェクト」を今後も椎進

する。

・開発途上国の技術者及ぴ行政官を対象として、

「国際地誤工学研修」等の防災に関する集団研修

及び個別研修、並びに第三国研修を引き続き実施

する。

・日米都市防災会議等の防災に関する国際学会の日

SAB0vol.64J皿 2000 23 



海外事’i月 2 

本での開催、各種の研究交流を和極的に推進する。

• 関係省庁と協力して、大規模災害を被った開発途

上国に対する援助事業を積極的に実施するものと

し、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく

国際災害復1日援助隊の迅速かつ的確な派遣に資す

るための隊貝の登録 ・研修制度及ぴ必要査機材の

確保 ・運用方策の整備等を行うとともに、迅速か

つ的確な海外災害復旧援助事業の実施体制の整備

を圏る。

・開発途上国の防災対策に資するため、海外の水

文 ・地度データの観測 ・収梨ネットワークづくり

及び災害監視ネットワークづくりを推進するとと

もに、災害の多発している開発途上国の実情に即

した防災技術の開発及び技術移転のための調査 ・

検討を推進する。

② 我が国の災害対策の推進

③ 防災教育及び普及啓発活動の雅進

④ その他

8 国際防災の10年国民会議の取り組み

国際防災の10年を成功に磁くためには、政府が主

禅的な役割を果たすと同時に、「学」の知識や経験

と「民」の活力を組み込んだ形で推進していくこと

が重要です。

このような観点から、政府、地方公共団体等と密

接な連携を図りながら、民問の立場から国際防災の

10年を積極的に推進するため、趣旨に賛I司する産業

界及び学界を中心に 「国際防災の10年国民会議」が

設立されました。

国民会議は、政府の 「国際防災の10年推進本部」

と密接な遥携を保ちつつ、我が国における国際防災

の10年事業を推進することにより、世界及び我が国

の災害対策の充実、被害の軽減に寄与することを目

的としています。

これまで、災害発生の防止、被害の軽減のための

各種パンフレット、ビデオ、マニュアル等の作成 ・

配布を行うとともに、調査研究の実施、各種国際会

議の参画、協力を行ってきました。その活動の一端

として調査研究の実施項目を以下に転記します。

・災害時の梢報収集 ・伝達に関する国際比較研究

（平成3、 4年度）
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• 発展途上地域における大都市の災害脆弱性評価に

l関する比較研究（平成 3、4年度）

• 在日外国人に対する防災マニュアルの検討（平成

5年度）

・ 「世界災害報告」の日本語版作成 ・配布 (1994年

版）

・アジア地域防災センター構想に関する調査（平成

7年度）

・防災用語集の作成、改訂、配布（平成 4年度～）

・絵文字を用いた防災標識のシステムの構築のため

の検討（平成 9年度～）

・アジア地域における防災協力のあり方に関する調

査（平成 8年度～）

9.国際防災の10年 (IONDR)

プログラム ・フォーラム1999について（輻告）

本年は国際防災の10年 (IDNDR)の活動の最終

年に当たり、 2月にはバンコクにおいてIDNDR

ESCAPアジア地域会合が行われ、アジア地域にお

けるこの10年間の活動の総括が行われたところで

す。本IDNDRプログラム ・フォ ーラム 1999は、

IDNDRの活動を締めくくる国際会議で、 7月 5日

から 9日までの 5BI閉にわたって、ジュネープで開

催されました。

(1)国際防災の10年の活動の成果及ぴ評価

(2)国際防災協力の必要性の検証

(3)将来の防災協力活動の枠組みづくり

を目的とし、 86ヶ国45国際機関から代表及び学識経

験者等約600人が参加し、大規模かつ盛大な会議に

なりました。

閉会式は、アナン国連事務総長の挨拶に引き続い

て、大会委員長に指名された赤尾駐在大使の司会に

より、 6ヶ国語 （フランス語、英語、スペイン語、

アラビア語、ロシア語、中国語）の同時通訳で、と

り行われました。

会議日程は、

7月5日 開会式、部会 ：21世紀に向けた活動

6日 部会 ：教育と社会経済

7日 部会 ：科学と技術

8日 部会 ：開発と環境

9日 部会 ：21世紀に向けた活動、宣言、閉

会式

となっており、大会議室と小会議室に分かれて40を

超えるテーマ別セッションが、それぞれ同時通訳で
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進められました。 また、ホールでは、ポスターの掲

出 ・展示並びにオープンパプリックフォーラム等が

催されました。

筆者の出番は、 7日の部会：科学と技術 におい

て16:30から17:30までGeologicalHazard Assesment-

How science tries to stop hazards from becoming 

disastersのセ ッションでした。このセッションで

は、オランダ人の教授の司会のもと、 3人 （スイス

のチューリッヒとベルンから来た 2人の教授と節

者）がスビーカ ーとしてそれぞれプレゼンテーショ

ンを行いました。

筆者のプレゼンテーションは、纂仙普賢岳I~火災

害対策 (Countermeasuresagainst Volcanic Disast-

ers on MtUnzen-Fugendake)について、火砕流モ

ニタリングシステム、土石流モニタリングシステム、

ハザードマップ、新技術 (RCCmethod, CSG 

method,無人化施工）についてビデオとOHPを使

って紹介しました。

日本からの出席者は総勢28人で、主な官署は、

総理府阪神淡路復典対策本部

科学技術庁防災科学技術研究所

国土庁防災局

外務省地球規模問題課

建設省河川局防災課

アジア防災センター

大学関係機l掲

また地元から、

国連ジュネープ代表部

IDNDR事務局

などでした。

同行の防災課の担当補佐はInformationTechno-

logy for Assessment and Simulation Capacitiesの

セッションで淀川の氾濫シミュレーション結果を報

告 し、その生々しいCGのピデオに多くの関心が寄

せられていました。

9日の最終Bは、今大会の成功及び10年間の活動

の成呆を総括するとともに、今後さらに防災のため

の諸々の活動の必要性を訴えるジュネープ宜言が、

採択されました。

10.おわりに

災害は忘れた頃にやってくると言われますが、忘

れる間もなく、つぎからつぎへと世界各地で大災害

が発生しています。台風、洪水、火山唄火、地震、

地すべり、油波、干ばつ、栄雨などいろいろな 自然

災害があります。国際防災の10年の取り組みは、本

年 (1999年）を最終年としていますが、いろいろな

自然災害の発生はとどまることがありません。国際

防災の10年は、世界各国が今後連携して自然災害に

取り組んでいく契機としてとらえるべきでしょう。
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第22回日韓会議に出席して

瀬尾克美＊

平成11年 8月22日から26日まで、第22回日韓河川

及び水査源開発技術協力会議に出席してきた。この

会識は、河川と水資源に1渕する技術協力と友好を目

的に、1977年束京における日韓科学技術大臣会議に

l.参加者名薄

おいて合意され、その翌年に第 1回会議が東京で開

他されて以来、毎年日本と韓国で交互に開催されて

いるものである。

日本側

韓国側
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建設省河川局長 竹 村 公 太 郎 (Kout紅 oTAKEMURA} 

建設省河）II局河川計画課長 渡辺和足 (WataruWATANABE) 

建設省河川局水政課水利関整室長 周藤利一 (ToshikazuSUTO) 

建設省河｝II局治水課流域治水調整官 宇塚公一 (KoichiUZUKA} 

新潟県土木部河川課長 米野紀男 (NorioYONENO} 

埼玉県土木部河川課長 尾崎邦夫 (KunioOZAKI) 

水質源l開発公団長良川河口堰↑1理所副所長 長瀬 修 (OsamuNAGASE} 

（財）リバーフロント整備センターリバーフロント研究所長 小池達男 (TatsuoKOIKE) 

（財）ダム水源地環榜整備センター研究第二部長 吉田延雄 (NobuoYOSHIDA) 

（財）砂防 ・地すぺり技術センター理事 瀬尾克美 (KatsumiSENOO) 

（財）国土開発技術研究センター潤査第一部次長 村松正明 （MasaakiMURAMATSU} 

（社）国際建設技術協会技術研究所研究第二部主任研究貝 中田JIJ]樹 (TomokiNAKATA) 

在大韓民国日本大使館二等杏記官 上野純一 (JunichiUENO) 

建設交通部水脊源局長 李王雨 (Wang-OoRhee) 

水そt源局河川計画課長 徐炉l夏 (Hyung-HaSeo) 

水汽源局水査源政策課長 元仁喜 (In-HeeWon) 

水脊源局水；資源開発課長 李文揆 (Moon-KyuLee) 

水査源局京仁述河課長 雀政浩 (Jeong-HoChoi} 

水沢源局水査源政策課土木事務官 安時椛 (Si-KweonAhn) 

水賓源局河川計画課施設卯記官 金亨烈 (Hyeong-RyeolKim} 

水査源局河川計画課士木事務官 鄭海文 (Hae-MoonJung) 

水賀源局 河川計画課土木事務官 孫玉周 (Ok-JooSohn) 

ソウル地方困土管理庁河川局長 李相泰 (Sang-TaeLee} 

原州地方困土管理庁河川局長 巌在華 (Jae-HwaHoh) 

大田地方国土管理庁河川局長 洪爛杓 (Hyung-PyoHong) 

建設交通部益山地方I国土管理庁河川局長 金明國 (Myoung-GukKim) 

建設交通部釜山地方困土管理庁河川局長 金敦沫 (Don-SuKim) 

建設交通部漢江洪水統制所調査課長 李鳳熙 (Bong-HeeLee} 

韓国水質源公社調査計画処長 李命愛 (Myung.SeopLee) 

韓国建設技術研究院水資源環撹部長 金 勝 (SungKim) 

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

述設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

＊（財）砂防 ・地すべり技術センタ ー専務理事
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2 日程

8月22日 12:25 成田空港チェックイン

（日） 14:25 成田発 (KE704)

16:55 ソウル着

ソウル泊

韓国側主催レセプション

8月23日 本会議

（月） 日本側主催レセプション

ソウル泊

8月24日 建設交通部表敬訪問

（火） 在韓日本大使館訪問

ソウル近郊視察

ソウル地方国土管理庁主催

レセプション

ソウル泊

8月25日 ソウル発

（水） 慶州視察

釜山地方国土管理庁主催

レセプション

釜山泊

8月26日 洛東江河口堰視察

（木） 14:20 釜山発 (JL958)

16:15 成田着

4 次回会議の議題・開催日程

大課題 ダム等の事業計画に関する事項

共同課題

・ダム建設と環境政策

大課題 ダム等の事業実施に関する事項

共同課題

・ダム周辺地域の整備

大課題 河川管理に関する事項

共同課題

• 河川管理GIS構築
大課題 防災対策に関する事項

共同課題

・異常洪水の管理技法の研究

開催時期 平成12年 5~6月

3 本会議の内容

(1)場所 ：ソウル建設会館会議室

(2)日 時 ：8月23日 （月） 9:30~18:00

(3)議題

呻

既存ダムの運営能力

再評価

洪水氾濫被害軽減に

関する研究

環校に配慮した河川

整備の推進及ぴ研究

健全な水循棗の保全

発表者 使用器具

韓国 （韓）安時櫂

日本 （日）宇塚公一

日韓共通 （韓）金亨烈

（日）小池達男 OHP
日韓共通（韓）金勝

について

集中染雨がDam工事に韓国

及ぽす影響について

河川審議会での検討 H本

状況について

（日）吉田延雄 OHP
（韓）李命竪

（日）渡辺和足

＊ 発表時間は一人あたり 8-10分程度

（逐次通訳のため実際は倍の時間）

本会議の査料と して1998年の日本の土砂災害の査

科を用意した。

本会議においては、韓国における1998、1999年の

洪水災害が話題となる。特に今後の計画洪水流批の

とり方。また上流が北朝鮮で下流の韓国で災害が生

じたイムジン川 （臨津江）においては、南北共同の

調査を提案している。現在はま ったく水文データが

北朝鮮より入らず、今後レーダー雨最計を計画して

いる。さらにダムを建設するにあたって、環境問題

で地元の反対を受けている件およぴその対応等が討

論された。

1999年 7月末から 8月初めにかけての豪雨によ

り、次のような災害が発生している。なおこの打料

は、 KoreaInstitute of Construction Technologyが

調査したもので、周藤利一建設省水利調整室長が翻

..
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L
 漢灘江遊園地の漫水
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訳されたものである。

5. 1999年7月31日～8月4日の豪雨災害

(1)降雨特性

さる 7月31日から 8月4日までの 4日間、韓国の

北部地方において800mmを超える雨が臨津江 （イム

ジンガン）全流域で降った。このため、堤防、 ダム、

鉄道、排水ポンプ場等、ほとんどすべての洪水防御

施設で設計洪水誠を超過する洪水が発生し、全流域

で被害が生じた。特に、この地域は1996年、 98年に

続き、 4年間に3回も洪水を被ったことになり、高

水管理に対する国家的な危機意識を感じさせること

となった。

降雨発生状況を要約すると、降雨の集中時間は、

地域により若干差異があるが、大体において 7

月31日22時から 8月1日午前4時までと判断さ

れ、降雨の中心地域は漣川 （ヨンチョン）と東

豆川 （トンドゥチョン）、披州 （パジュ）市を

結ぶ地域で生 じた。

3)今年の集中栄雨の 1時間最大降雨強度は、

表ーl 1998年、 1999年の降雨状況

地点 年 1時悶最大降雨
発生時期

江華 98 8.6/01~02 

99 8.1/00-01 

仁｝II 98 8.6/07-08 

99 8.1/04~05 

(2)洪水被害の現況 ソウル 98 8.8/03~04 

洪水被害の現況は表一2のとおりである。 99 8.2/08~09 

(3)結論及び提言

①結論

束豆川

鉄原

98 8.6/00~01 

99 8.1/00~01 

98 8.8/00~01 

1)今年の京畿道北部地域の集中豪雨は、南西気 99 7.31/21 ~22 

流に乗って西海岸から流入した多批の水蒸気 春｝II 98 8.6/02~03 

が、北方から下りてきた大陸性高気圧と台風の 99 8.2/13~14 

消滅による高温多湿の北上気

流の隙間で形成された不安定

な大気に より、栄雨が集中

発生したものと見られる。

2) 7月31日午後から 8月1日午

前までの 6時閥1111隔の時間帯別

表 2 洪水被害の現況

区分 統計 京畿追 江原遥 ソウル

死亡（名） 64 19 17 

被災者 （世幣） 5,921 4.776 784 104 

（名） 24,999 14.729 1.849 272 

住宅浸水 （棟） 9,743 7,026 1,099 239 

／此耕地浸水 (ha) 52.292 19.077 3.541 97 

公共施設 ・道路、棉梁 ：15.611箇所

• 河川 ： 3,474箇所

• 鉄道 ： 5路線、 45箇所

・港涛 ：l坊波堤等23箇所

• 水利施設 ： 1,447箇所

・小規模施設 ：6,593箇所

• 上水道施設 ： 563箇所

• その他 ： 1.917箇所

私有財産 ・住宅 ：2,043棟 （全壊399、半壊1.644)

・船舶 ：794隻 （全壊344、半壊450)

・此耕地流出 ・埋没 ：2.926ha

・ビニールハウス破損 ：4.372ha

1時間
降雨量(mm)

112.0 

48.5 

61.0 

46.2 

60.5 

39.l 

86.0 

48.5 

25.3 

42.6 

34.5 

43.5 

仁 川

4 

257 

856 

1,203 

6,054 

・果樹落果 ：27.638ha（り んご、梨、柑橘）

・家畜被害 ：2,260,061頭（牛、豚、鶏、その他）

（灯料） 中央災忠対策本部発表貨料

豪雨期間の
降雨総量(mm)

747.5 

691.5 

250.1 

562.2 

581.1 

538.2 

651.8 

799.9 

198.5 

802.7 

381.2 

505.4 

虞北道 その他

11 13 

不明

不明

不明

不明

慶州仏国寺花商岩の石積の白雲橋 （注） 統計は 8月10日現在だが、地方別は 8月5日現在のため数字は一致しない。
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1998年に比べ大きくはなかったが、集中豪雨と

言える時間当たり50mm程度の降雨が発生してい

る。従って、 6時間、 12時間降雨砿は、今年が

はるかに多く、各種水文設計及び計画に対する

継続時間をさらに長時間にする必要がある。

4)各地点別、継続時間別最大降雨・砿に対する推

定確率頻度は、継続時間が3時間以下の短い場

合よりは、 6時間以上で文山町、漣川町、戦跡

碑橋、束豆川及ぴ鉄原地点が200年頻度以上を

示す場合が多く 、残りは概ね50年頻度程度にと

どまるものと判断される。特に、 12時間の場合

は、今回の豪雨が集中した地域を中心に200年

頻度以上の降雨が継続し、洪水被害を誘発した

ものと判断される。

5)確率降雨批の頻度を推定し難い200年頻度以

上の確率降雨批を地点（面積25.0km'以下）可能

最大降雨散 (PMP)と比較した結果、継続時

間 6、12、24、48時間について、すべて戦跡碑

橋が被大で、 48時間では95.6％に達するものと

なった。

②提言

1) 2)他の河川の流域に比べ、これまで水文観

測と設計水文絋算定に適切な投資がなされなか

った臨津江地域に対する特別な水文観測システ

ムが必要である。必要であれば、軍部隊と連携

する運営システムにしなければならず、国家レ

ベルでは北朝鮮と共同観測システムを構築しな

ければならないと見られる。

3) この地域の設計水文拡は、単純に他の地域の

解析値を準用して利用することよりは、 1996年、

98年、 99年洪水に係る実組降雨と流出資科を直

接利用して、これに対する安全率を考慮する必

要があると見られる。この場合、過去 3回の洪

水に対する気象庁、韓国水資源公社、韓国建設

表ー3 韓国の主要な河川の概況

単位 全国 五大江

9漢9ンガ江ン 箔紺荏

総延長 km 7,198 7.440 

幹川流路延長 km 482 522 

流域面梢 k面 98,955 26.219 23.859 

降雨飛 mm 1.159 1.230 1.106 

総流出屈 飽 In3 602 209 144 

（注）利根川水系は流域面和16.840knfで、年間総流出址は130低m'。

技術研究院試験流域、そして地方公共団体の降

雨資料の観測誤差等の客観性を検証して、流域

に対する降雨査科を整理して、直接利用する必

要がある。

4) より正確な降雨泣を予測するためには、単純

に雲の強度を予報する人工衛星森料よりは、実

際に地上に降る降雨批を計測する人工術批脊料

を利用して、予報時間を短縮することのできる

新たな人工衛星システムを利用する必要がある

と見られる。

5)今回の栞雨は、 1998年梨雨と同様、梅雨が終

わって水不足現象が生じるかもしれないという

おそれが生じるやいなや、発生したものである。

こうした場合の現象は、相雨のような降雨時期

には雨が少なくとも、その後に極めて大きい降

雨事象が発生して、その飛は最小限年平均降水

砿を充足させる程度に近くなりうることをII音示

する。従って、こうした経験事例は、この地域

のみならず、隙国のどの地域でも降雨期の洪水

管理及び災害予防の而で活用できるであろう。

6.韓国の河川の概況

韓国の河川の概況は表ー3に示すとおりである。

韓国の国土の70％以上が地面勾配が20％以上であ

り、地質や林床状態が水源涵毅条件として良好とは

言えない。また、年平均降雨誠は1.274mmで、 1止界

的には滉潤地域に属しているが、降水期が6~9月

に偏在しているため、いったん降雨があれば短時間

のうちに洪水として河川に流入し、悔に流出する。

このように年1h,1の変動が激しいのみならず、干ばつ

や洪水の頻度が高く、流況の変動がが大きい。

7.韓国における留意点

ここに、韓国の大使館に1986年 4月から1989年 3

その他の河川

藷荏 蘊蘊荏 ヨ栄ン9山ンガ江ン 函約ir 藷砿胃

3.773 2,041 1,463 

396 212 136 

11,488 4,896 2,789 1.722 1,619 

1.242 1.344 1.285 1.284 1.013 

72 39 18 13 12 

また、河状係数（最大流拭／最小流屈）は表ー4のとおりであり、 1仕界的に見ても非常に大きい。
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月まで 3年間にわたって勤めておられた周藤利一建

設省水利閥整室長から緯国の人と交流する点で特に

留意する点をアドバイスしていただきました。お許

しを得て、ここに紹介させていただきます。

(1)「朝鮮」の語は用いてはならない。たとえ相手

が使っても、日本人としては使わない方が無難。

次のように、言い換える。

• 朝鮮半局→韓半島

• 朝鮮海峡→大韓海峡

• 朝鮮人参→裔麗人参

• 朝鮮民族→韓民族

・北朝鮮→北緯

• 朝鮮戦争→韓国戦争又は韓国動乱、略称「 6 .

25」

この二つの語は、相手が特に話題にしない限り、

自分からは言わない方が良い。

「朝鮮」の語を用いても差 し支えないのは、固有

名詞としての「朝鮮日報」（代表的な新聞）、「朝鮮

ホテル」（老舗のホテル）、歴史用語としての「李氏

朝鮮時代」 (1392年～1910年） くらい。

＊ ちなみに、 「日本溺」を韓国人は 「東海」と呼ぶが、こ

れは日本海のままで良い。

(2)相手の名前を呼ぶ場合、極力、厨柑きを付け

て言う。

例 ：李 （イー）局長、朴 （パク）課長など

(3)物を渡す時、もらう時、酒を注ぐ時、注がれ

る時は両手を使うのが望ましい。特に、相手が目上、

年上の場合は要注烈。

やむを得ず、片手を使う場合は、右手を用い、左

手を用いてはならない。

表4 河状係数（最大流霊／最小流量） の比較

(4)佃教梢神が染みついており 、煙草は目上、年

上の前では避ける慣習があるので、日本人としても、

相手が先に吸った場合や勧められた場合、承諾を得

た場合以外は自ら吸わないのが無難。

吸いたい時は、「タンベ、ク エンチャンスムニ

力？」 （煙草かまいませんか）と枇lく。

(5)文化

「韓国に00はあるんですか？ 」式の質問をする

際は、注意すること。

例えば、 「斡国にも、杏道はあるんですか」と尋

ねて、ひんしゅくを買った歴史オンチの人がいた。

（半島から日本に来たもの ：必ずしも半島原産では

ない）

・文字、書道その他の中国文化

・稲作や酒の作り方

・辛子明太子

（日本から半島に行ったもの ：韓国人は必ずしも認

識していない）

・唐辛子

・柔道、剣道

韓国河川概要図

国名 河川名 河状係数国名 河川名 河状係数

韓国 ‘娩Iムジ津ン江ガン 715 ベトナムメコン川 35 

韓国
9ヽ ンガン

393 エジプトナイル川漢江 30 

韓国 ナ洛ク東トン江ガン 372 フランスセーヌ川 23 

韓国
クムガン

298 中国 拗子江錦江 22 

日本 利根川 236 ドイツ ライン川 14 

日本 淀川 117 イギリステムズ川 8 

日本 倍浪JII 85 コンゴ コンゴ川 4 

インド ガンジス川 35 語面島

H

本

悔
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• うどん、大判（どら焼き） 、 海苔巻き、炉端焼

き（斡国話でもそのまま発音する）

・花札（基本）レールはコイコイだが、ゴー ・スト

ップと呼ぶ）

・ガソリン「満タン」、ハンドルを 「いっぱい」

に切るなどの専門用語。

(6)ホテル

・チップは不要 （レストランでも同様）。

・蛇口の水は飲まない方が無難。部屋に置いてあ

るミネラル ・ウォーター （ポットに入っている

場合もある）は可。

・歯プラシ、歯磨きは有料。

．鑓気製品は日本のもの （関西対応）がそのまま

使える。

・日本への電話

ホテルによって異なるが、 0又は 9を押 して、

外線通話状態にした上で、001-81-3（東京の場

合。他の地域の場合は市外局番から 0を取

る）―市内局番の順にかける。

・空気が乾燥しているので、 ドア ・ノプなど金属

に触れる際には、ハンカチを使うなど注意する。

自動車に乗ると、自分も帯電するので、特に注

意する。

(7)酒

．緯国の伝統的な飲み方は、焼酎でもウィスキー

でもストレートで飲むのが基本だったが、近年

はウィスキーは割って飲むようになっている。

・「乾杯」は 「コンペ」と発音する。以前は文字

通り飲み干したが、城近は残してもかまわない。

・盃の交わし方は、献杯スタイル。盃をもらったら、

なるべく早く返杯するのが望ましい。酒の弱そ

うな人を狙って集中的に献杯する傾向がある。

・「ウイ ・ハヨ」と言って皆で乾杯することも多

い。「ウイ ・ハヨ」とは 「～のために」という

意味で、 「あなたのために」、 「日韓両国のため

に」等々の要領で、場が盛り上がれば、何かと

名目を付けて何回も乾杯する。

〇煤弾酒 （ポクタンジュ）別名 「原子爆弾」（ウォ

ンジャ ・ポクダン）

オン ・ザ ・ロック用グラスにピールを注ぐ。

ショット ・グラスにウ ィスキーを注ぎ、そのま

ま前者の中に入れる。こ

れを一気飲みする。これ

を宴席の参加者全員が順

番に行うのが通例。

「水素爆弾」は、ピー

ロ スビロ
ルとウイスキーの注ぎ方

を逆にしたもの。「中性子煤弾」は両方ともウ

ィスキーを注いだものだが、話だけで最近はや

らない。

〇火酒（ファジュ）

ショット ・グラスにウ ィスキーを注ぎ、火を

付けて、そのまま一気飲みする。時間が経つと

アルコールが飛ぶか、グラスが熱くなって口を

つけられなくなるので、絶妙のタイミングが要

求される。

(8)歌

近年は、日本語で「カラオケ」の看板を出す店が多

くなり、日本の最新血のス トックも盟貨になってい

るので、無理に韓国語の歌を歌わなくとも（歌えれ

ば大いにうけることは間違いないが）、堂々と日本

の歌を歌ってかまわない。但し、箪歌は避けること。

（参考 ：韓国みやげの例）

〇 酒 （伝統民俗酒、焼酎、ウ ィスキー、 ビール

等。店級なものは空港で買える。普通のものは

市内の食品店、コンピニで買える）

〇 伝統茶 （ゆず茶、なつめ茶等）（市内のみや

げ店、空港）

0 高閤人参 （茶、エキス、乾燥した物等）（市

内の店、空港）

0 高開青磁 （市内の店、空港）

〇 竹塩石鹸（市内のみやげ店、空港）

〇 紫水晶ほか宝石、貴金屈、アクセサリ ー （市

内のみやげ店、空港）

〇 うなぎ製品ほか民俗工芸品 （市内のみやげ店、

空港）

〇 海苔 （空港、市内の食品店、コンビニ）

0 ラーメン等の韓国の食品 （市内の食品店、コ

ンビニ）

0 キムチ （空港、市内の店）

＊ 発酵食品なので、空港で買うことを原則とするが、真

空バッ ク入り もあるので、これは市内でも買える。 た
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だし、発酵ガスで膨張するので、温度に注意する。

〇 革ジャンほか皮革製品（市内の土産店）

〇 欧米高級プランド （市内の免税店、空港）

〇 欧米麻級プランドの偽物（市内の土産場）

0 CD（韓国、日本、欧米モノ） （市内の店）

8.感想

韓国は気になっていた国であったが、積極的にど

うしても行きたいと思う程の梢熱もなく、今回が初

めての訪問であった。なぜ気になっていたかと思い

をめぐらすと、郷里である鳥取県は韓国と地理的に

も近いせいか、父の勤めていた高校に学生も何人か

留学していたし、また日本の政治 ・文化も中国 ・朝

鮮半島を通じて古くから大きな彩特を受けていたと

いう歴史的な背景によるものと思われる。「ア リラ

ン」、「イムジン）Il」「釜山港に焔れ」等々の歌も、

以前から心の奥底にリズムとして残っている。

ィンドネシアに長期に派逍されていた時に、最も

好んで出かけたのが韓国料理店であった。野菜の多

いスープとライスを主体としたビビンバ等は、なま

じっかな日本料理よりも異境での和式の胄袋をこと

のほか満足させてくれた。また、日本語も朝鮮語も

同じウラル ・アルタイ語族に属していること等、潜

在的に近親の思いを持っているものと考える。

成田からわずか 2時間半で金浦空港に箔く 。時差

は無い。漠江（ハンガン）の左岸沿いに走るバスか

らは緑の多い都市の風景が望まれる。韓国経済もも

ちなおし、五大財閥も一社を残し、順調と1測いてい

る。各地に建設現場も見られ、街に活気が感じられ

る。漢江沿いのメイン道路の一部が橋の下をくぐる

河川敷利用となっており 、時々冠水すると聞いた。

思い切った行政の姿勢にも学ぶところがある。

物価は安く、現在、日本人の観光客が激増してい

る原因といわれている。ただしガソリンは1000ウォ

ン／.e(10ウォンが1円）と日本より商いのが気に

なる。ソウル市内の今回の宿泊ホテルは五ツ星であ

り、朝無料でプールが利用できたのは快適であった。
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ソウルでは会議のため余裕がなく、歴史的な文化

施設に行くことができなかった。 しかし脱州 （キョ

ンジュ）では幸いにも仏国寺に行くことができた。

沿道に国花であるユッカの花（ムクゲ）が咲き、植

生もマツ、サクラ、ヒノキ、モミジ、カシワ等日本

とほぼ同じである。この寺は約1200年前に建てられ

たものであるが、俗世から浄土へ通じる橋として青

雲橋、白雲橋および随所に石組が用いられている。

花岡岩の石積みで新羅石造の技術の高さを示してい

るのは圧観であった。その他韓国には各地に歴史あ

る文化辿産が数多く残されているとl削く 。再度機会

をつくって、文化・社会にもっと触れてみたいと思

う次第である。

一方、 北朝鮮のテポドン発射以来いやがうえにも

朝鮮半島に関する新聞記事、本に目がいくようにな

った。朝鮮半島には200万個の地雷が埋められ、朝

鮮戦争後に地雷被害にあった民問人は少なくとも

1,000人になると推定されている。 また北朝鮮から

韓国に亡命した人が1996年末で635人にのぽるとさ

れている。それも1994年の金日成主席死去以来急増

している。現在、朝鮮半島は危機にみまわれている

といってよい。日本国民としては現在の事態をしつ

かりと認識すべきであり、現況を理解するためには

歴史を勉強する必要がある。 1999年11月6日からの

日韓プロ野球スーパーゲーム、 2002年のワールドカ

ップサッカー等で、日韓の親善を深めるとともに、

北朝鮮との対応についても っと関心を持っていく必

要を痛感するものである。

特に1998、99年の栞雨による災害が朝鮮半島の社

会に大きな影咄を与えているといわれている。防災

で友好な関係が保てるのであればこれにこしたこと

はない。今回の日斡会議への参加で隣国で古くから

交流のある韓国を知るきっかけを与えていただいた

ことに感謝をするとともに、特に韓国事梢に精通さ

れた周藤利一建設省水利調整室長と同行することが

でき、いろいろと教えていただいたことに、心から

お礼を申し上げます。
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ネバール砂防技術協力の背景

比留問雅紀＊

1.はじめに

筆者は、平成10年8月から11年3月までの 7ヶ月

余、ネパール王国水査源省所管の、ネパール治水砂

防技術センター (WaterInduced Prevention 

Technical Centi・e ; DPTC)に勤務した。婦国後、

多くの方から感想を開かれたが、手短に活動内容だ

けを答えると、やや怪誇そうな表情になる。時間を

いただいてネパールという国の車情を説明すると、

「そういう感じなのか。削いてみないとわからない

もんだね」と再び笑頻で話 してくれるようになる。

湘外技術協力を考えるとき、相手国の国情や硲ら

し、物事に対する考え方や対応の仕方を知り、珠重

することが必要である。 しかし相手国の実情は行っ

て初めてわかることが多く、旅行情報誌などで得ら

れるものではないため、普通は知る機会が少ない。

そこで本文では、ネパールでの技術協力を知ってい

ただく 一助として、プロジェクトの活動内容よりも、

技術協力をとりまく環境や国民、専門家の生活につ

いて紹介したい。
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2 ネバールの国情

(1)国土と国民

ネパールは、東西に900km、南北に200kmの広がり

を持ち、 北海道の 21音ほどの面和の内陸国である。

大抵の人はまず、ヒマラヤ、エベレストを思い起こ

すのではないだろうか。私も行くまでは 「ヒマラヤ

の菰の寒い山岳国」というイメージしか持っていなか

った。ネバールの緯度は26゚～30゚と屋久島から沖縄

とほぽ同じである。北側のチベット国境は4.000~

8.848mと標高も高いが、南恨l)インド国境付近は70

~lOOm程度の低地であり、亜熱帯気候を呈する。

全士を見ると地形的に、北部の山岳地帯、中央部の

丘陵地帯、南部の 「テライ」と呼ばれる低平地に分

けられる （地図参照）。

8.000m以上の標高差を反映してか、南部のテライ

を除いて、全般に地形は急峻で、人々は斜而のわず

かな緩領斜地にへばり付くように住んでいる。こう

した状況は、日本で言えば、四国の山岳部に似ている。

凶に＼ヽ
飛行機から見たサガルマータ（エペレスト）

氷河とモレーン、氷河湖（サガルマータ周辺）

34 SABO vol.64 Jan.2000 

人口は2.200万人 (1998年世銀アトラス）で、山

岳部に 8%、丘陵地帯に45%、テライに47％が住む。

平均寿命は55歳程と低いが、これは乳幼児死亡率が

裔いためであり、 55歳位で亡くなる人が多いわけで

はない。近年、医療 ・衛生 ・保健の国際協力により

乳幼児死亡率が低下し、 平均寿命も延びつつある。

しかし一方では、都市部の人口娯発が顕著になり 、

水不足や大気汚染などが問題となっている。

(2)経済

ネパールは1951年まで鎖国状悪にあり、小規模な

交易を除いて対外的な交渉は行われなかった。鎖国

の問とその後、非常に速い速度で全世界が技術的 ・

経済的に進歩を遂げたことと対照的、相対的に立ち

遅れていくこととなった。現在のネパールは、多く

の国際協力の助けを得ながら発展を遂げようとして

いるが、今のところ、国民 1人あたりのGNPは210

ドル (1997)と、後発開発途上国 (LLDC)のひと

つである。

段々 畑とトレール

員 —— - ll•』観光も大きな産業のひとつ。ブッダの故郷ルンピニにあるぽだい樹



主要産業は農業で、国民の80％が従事する。作物

は米、アワ、ヒエ、トウモロコシなどの穀類と実物、

葉物野菜であるが、単位面校あたりの収抵は低く、

生産性向上が大きな課題である。また、家や村落内

程度の範囲での自給的消費が多いことが特徴で、商

品作物として売れるようにするための品質向上も叫

ばれている。ただし、長時問かけて急峻な山道を歩

き、出荷することは困難で、また流通システムも成

立していない状況のため、道路や流通機構整備から

行う必要がある。

国家予算は、 1999年度で通常予算354位ルビー、

開発予符418憶ルピー、計772憶ルピー （約1.200億

円、 1ルビー ""1.55円）である。開発予坑中、 外国

からの援助が50％を超える。 日本からのODA総額

は、 1997年度で約90位円、これはドナー国中 1位で

ある。 しかし、これら援助額の多森とは別にネパー

村の目抜き通り。歩くことを前提とした追幅。
マルファにて

＾ ミュールトラックで岩塩を運ぷゴラ（ラパ）。
ジョムスン～ックチェ間にて
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ルの経済にもっとも影野を与えるのは、隣国のイン

ドであり、その図式は昔も今も変わらない。 ネパー

ルで不足するほとんどの物資はインドから陸送で運

ばれる。言葉や宗教が似ているだけでなく、文化的

にも影響を受けており、インドのアグレッシプな国

民性 （といって嫌うネパール人が多い）に批判はあ

っても無視することはできない。

(3)道路整備

ネパールは内陸国であり、物資の輸送は陸上輸送

がほとんどである。 したがって経済活動を支援する

ために、道路監備が非常に重要である。従来ネパー

ルの物脊運搬は、急峻な地形の制約を受け、人同や

牛馬でミュールトラ ック（踏み分け道）を使って運

ぶことしかなかった。1951年に鎖国が解かれ、悔外

からの質金・技術協力により道路建設が進んでいる

が、進捗は未だ低い水準にあり、 1990年データで、

アスファルト舗装道路が約3,000km、自動車通行が

可能な道路全体で7,330kmほどである。 したがって

ミュールトラックは、今でも村落を結ぶ重要な交

通 ・輸送手段である。ネパール人に故郷を緑ねると、

「どこどこのバス停から 3日歩いたところだ」 とい

う風な答えが返ってくるのは珍しいことではない。

ちなみに、地元の人たちが日常的に使うミュールト

ラックのうち、ヒマール （編をかぶった嵩い山の意）

が綺麗に1桃められるルートを歩くのが、 トレ ッキン

グである。山歩きの格好でひいひい言いながら歩い

ていると、地元の子供や荷物を背負った婦人方が、

ゴム草履履きでこちらを易々と追い越していく。

カトマンズ市内の道路。自分のエサを運ぷ象。
牛や犬がよく寝ている
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3.ネバール人の生活

(1)宗教

ネパールの国教は、 ヒンドゥー教であり、国民の

80％が信仰している。ただし面白いのは、ヒンドゥ

ー教徒が仏教徒でもあることを容認している点であ

る。ヒンドゥー教の神とネワール仏教、チベット仏

教の神に類似性が強いことによるが、寺社なども素

人目にはどの宗教なのか、わかりにくい。ヒンドゥ

ー教の神がどのくらいいるのか、ネパール人に聞く

と、とにかく沢山いると異口同音に言われる。何を

基準にどう考えたかわからないが、神の種類を数え

た人がいたそうだ。13億まで数えて力尽きたらしい。

宗教で興味深いのは、信仰が人々のごく日常に溶

け込んでいることである。

何 らかの宗教的行事や祭は週に一度くらいは暦に

印されているし、若い人でも道端に小さな祠を見つ

ければ手を合わせる。これらを見ると日本人は敬虔

さを失いつつあるように思えてくる。

ネパール最大の祭り、ダサイン前のブジャセレモニー。
機械におはらいをし、安全を祈る

山岳地域で急速に広まった掘りこたつ。
青年海外協力隊員の技術(?)移転
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(2)物価

ネパールの通貨はルビーで1999年11月現在、 1ル

ビー =;,1.55円であるから、例えば公務貝の初任給

(2.500ルピー程）はかなり低く感じる。 しかし、こ

れは対外的に通代が弱いため、そう取れるのであり、

実際には、カ トマンズでは、 1 810~20ルピーあれ

ば、普通に食べていくだけなら一家が食べていける

と間く 。 しかし、生活の質を上げようとすると輸入

品を購入する必要が生じ、桁が違う金額が必要とな

る。また近年のネパールでは教育支出も大きく、た

とえ公務貝でもアルバイトで不足を補うことが多い

と1附く 。

地方では、自給自足的な農民が多く 、月平均の現

金収入は400ルピー程度である。このため、男性は

食いっぱぐれのない陸軍 （海 ・空軍はない）を志願

することがあり、毎年各地で行われる徴兵試験は相

当なにぎわいを見せる。特に鍛えている者は、グル

カ兵のような海外派兵を志願する。政府援助もあっ

て、桁違いの収入を得られることにより、故郷だけ

でなく、カ トマンズ等に何軒もの家を持ったり、貿

易会社を設立するグルカ兵もいる。

(3)教育

ネパールでは、子供 （特に長男）には高い教育を

受けさせる親が増えていると聞く 。したがって、近

隣のパキスタン、プータンなどと較べると収入に占

める教育役の割合は高くなってきている。 しかし識

字率は28%(1995,UNICEF)と低く、政府や国際

協力機関も教育を重点課題として取り上げている。

この28％を構成するのは男が多く、女性が軽視され

る傾向が強い。ひとつには男性 （特に長男）が家を

ヽ

0ヽ.
女性はよく働く。
チサバニ村で苗穂用のポット作り



継ぐのに対し、女性はそうでなく、平均16~20歳で

結婚する際には持参金を持たせる必要があることが

挙げられる。

また教育方針は部族による違いもあり、古くから

交易や客商売を業とする種族では、子供は学校へ行

くより仕事を手伝わせることもある。

(4)食生活

ネパール人の食事は通常、1日2食で朝は 4~5

時頃起きて、まずチャ （ミルクティー）を飲む。そ

れから朝の祈りや用事をすませて 9時頃に朝食をと

る。それから働いて、 1~2時頃にお茶とともにク

ッキーや梨子をつまみ、日が暮れるまで働く 。 7~

8時頃に夕食をとって満腹になると衷る。主食は米

（パート）で豆のスープ （ダル）をかけて食べる。

この 2つに泊け物 （アチャール）、野菜の煮付 （タ

ルカリ）を付けたものがダルパードというもので、

日本で言えば旅館の朝食のようなものに相当する。

これを 1日2回びっくりするような飛を食べる。

汁がしみ込みやすい長軸米はダルスープとよく合い、

腹がもたれにくいので、苦しくなるまで食べてもさ

ほど苦しさは続かない。

最近は欧米人や束アジアの国々の影靭を受け、若

い人はおやつの時間に少なめの食事をとる人も増え

た。

肉類は、にわとりとヤギがポピュラーで時と場所

により羊や豚なども食べる。基本的に牛は食べない

が、外国人向けに水牛の肉をBuffやFilletと称して

典裂的な食事風景。ダルバート。ジリにて
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供するレストランも増えた。

魚は、海焦は食べないが、大きな川では川魚をと

る樵師がおり、 干魚として売っている。

全般に調理法はシンプルで、揚げるか炒めるもの

が多い。ただスパイスは多彩でどんな家でも10種類

くらいは常備し、料理に合わせて配合する。中でも

ターメリックとクミン、コリアンダーを多用し、塩

やしょうが、にんにく、とうがらし （行、赤、イン

ドに比べると使用巌は少ない）などの薬味と一緒に

味付けに用いる。

ネパールにはぜいたくなあるいは高級な料理とさ

れるものはあまりなく、誰もが同じ料理を食べる。

基本的に腹一杯食べられることに感謝する。

(5)国民性

ネパールの人々の物事に対する考え方を一言で言

えば、党容で、かつ敬虔である。比較文化論を述べ

るつもりはないので、思い出すまま列記してみる。

．誰とでもすぐ親しくなり、前からの知り合いのよ

うに話す。言いかえると、もともと人と人との間

の敷居がないのかもしれない。出張に出た際など、

初めて寄った店や道を1聞いた人などが「今日は何

だい」とでも言うように話しかけ、長い時1h1話す。

日本人が観光地でない所をうろついていると興味

深そうに寄ってきて、ずっと見ているか話してく

る （初めての人だと怖く感じるかもしれない）。

・起きてしまったものはしようがないと考える。災

害についても同じである。ただし、これは圧政下

の国民によく見られることでもあるし、どこへど

う訴えたらよいのか、知らないせいかもしれない。

それでも 「誰々のせいだ」と怒ることはまれであ

るし、全くいないわけではないが、責任転嫁する

ことは少ないように思う。ネパール人は日本人と

比べると時間にルーズな面があるが、あまりにい

ろいろなことが起こるために、受け入れることに

恨れているのだろう。ネパールでは様々な約束の

時刻や発着時間などが遅れても怒っているのは日

本人とインド人が多い。原因のひとつとして、約

束時刻などを確実にする社会システムの整備水準

があるだろう 。日本にしたところで停電などがま

れになったのはそう昔のことではない。

• ものをただもらうことは抵抗がある。一度、 カウ

ンタパートに 「いいペンを持っているな」と言わ

れ、安いペンだったので 「あげるよ」という言築

SABO vol.64 Jan.2000 37 



1海外事惜 4 | 

を使ってしまい、逆に怒られたことがあった。彼

の言い分は「ものが欲しくて言ったのではない。

あなたが我々の仕事を評価してくれて、その褒美

（対価）としてくれるのなら喜んでもらうが、た

だくれるというのは誇りをものすごく偽つけられ

る。確かにネパールは役しい国だし、予符も国際

援助に頼っているが、国民全部がそうだと考えな

いで欲しい」というものだった。我々日本人は金

銭の授受に際して、上下関係をつけたがるが、そ

こには必ず対価としての行為やものがあり、それ

を人間の上下とすりかえがち（特に上が）なこと

に思いあたり、冷水をかけられたような気がした。

4 日本人専門家の生活

(1)ネバールの日本人

現在、ネパールには、約450名の日本人が滞留す

る。商店経営者、商事会社、建設会社などの10年を

超える滞在者のほか、 JICA・大使館の数年単位の

滞在者が入れ替わりで約200名、旅行者はそれらの

数倍程度である。

JICAの専門家は、赴任 ・滞在にあたっては、日

本国内長期出張程度の旅費、日当、宿泊料、家族手

当、子供の就学手当などが支給される。このため、

物価、人件府が安いネパールでは、かなりの冨裕席

並の葬らしをすることになる。ただし、治安の良さ

そうな家に住み使用人を雇うことになるため、そう

余裕があるわけではない。

平均的な専門家の現地屑用は、 ドライバー 1人、

コック 1人、デイデイ （掃除洗濯などをしてくれる

女性） 1人、門番 1人といったところで、人によっ

ては庭師、子守などを頼む。

赴任当初、誰でも不安に思うのが、家さがし、使

用人さがしなどの契約と入居まで、そして使用人の

使い方である。特に婦人方は旦那が出勤したあと、

どうしたらいいのか不安に思う人は多い。この辺は

実際にことに挑んで慣れるしかないのだが、誰に開

いたらよいのかわからない状態にあっては「ケアが

もう少しあっても」と望む声も多い。前任者のもの

を全て引き継ぐような幸運なケースを除いて、赴任

後、生活が落ちつくまでには最低でも約 1ヶ月はか

かる。

生活が落ちついた日本人が次に悩むのは、娯楽の

少なさである。ネパールではTVは現地語の国営放

送のほか、インデイアTV （ヒンデイ語）、CNN
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（英語）などが入るが、私は日本語の番組が恋しく

なった。NHKWORLD（術星放送） もレシーバー

を買えば入るが、ニュースのほかは天気予報のみで、

NHK WORLDプレミアムの場合は 1日18時間、い

ろいろの番組が見られるが、スクランプルがかかっ

ており、レシーパー ・アンテナで20万円ほどの投資

がかかる。

買い物はカトマンズにはスーバーマーケット、デ

パートが2つあるが品数は多くない。

多くの日本人は、日本から送ってもらったビデオ

を見たり、ネバールダンスやハンドクラフトを習っ

たり、他の日本人同士の家を訪ねあったりして過ご

す。また長期の休日にはトレッキングに出かけたり、

東南アジアに旅行したりしている。

夜の時間、日本では男性は飲みに行くことも多い

が、ネパールには飲み屋はなく、また夜の交通もな

いため、家で招きあって飲むことが多い。 したがっ

て日本人同士は、大抵、家族ぐるみのつき合いとな

る。

(2)衛生

日本人が海外に出るとき、まず気になるのは水だ

ろう 。カトマンズでも水は悪い。近年の人口増加、

断水時に下水道が浸みいる上水道などが原因だが、

そのままでは飲まない方が良い。多くの日本人宅で

は滅菌フィルターを通したうえで一度煮沸し飲む。

ミネラルウォーターも売っているが、工場を見ると

品質管理にやや不安を詑える。

病気になったときは、カトマンズでは大きな病院

があり「英語での病気の訴え方」などの本を持って

いくことになる。ネパールでは狂犬病や日本脳炎が

はやっている (1998年当時）が、長期専門家は予防

注射を受けていくのでまずかかることはない。医

療 ・衛生の国際協力も進んでおり、ネパールの医療

は急速に進みつつあるが、もし孤症な場合は、タイ

等へ緊急輸送されるこ ともある。

ネパールで日本人がかかる病気で特徴的なのが、

高山病である。患者の多くはトレッキングに出かけ

て3.000~5,000mくらいでかかり、不快感～吐き気

～慈識混濁などとなる。 1日1.000m以上標高を上げ

ないこと、引き返す勇気を持つことなどの注意が喚

起されるが、不自由なところであることから、発症

してからの連絡や治療までにどうしても時間がかか

り、数年に 1人は亡くなった方がいる。
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(3)食生活

専門家の多くは、朝晩は自宅で食事をとり、昼は

自宅か日本食レストランでとる ことが多く、現地食

をとる頻度はそれほど高くない。この理由は、家と

職場が近いこと（車で10分内外）や、現地の食事が

ダルバートを除くと袖っこく辛めであること、日本

食材屋があること、野菜が比較的豊富で形は辿えど

ある程度近いものが手に入ることなどが挙げられ

る。そう考えると日本食の淡泊さや味付けはアジア

地域では得難く、日本人の中に深くしみ付いている

ものだと再認識する。逆の見方をすると、日本人の

弱点であるかもしれない。

日本に婦ったら何を食べたいかという話も日本人

の間でよく出る。焼魚、刺身などの焦類のほか、ボ

ソボソしていないパン、おでん、和菓子、袋菓子や

居酒屋のつまみなどの話をよくした。

日本から訪れる人から何を持っていったら良いか

と問かれると、食べ物を多くリクエストした。魚は

タイで一泊する関係から持っていくのが難しく、新

巻鮭や干物をいただいたときは皆で喜んで、即日胃

袋へと消えたものである。

5.技術移転の現場

赴任当初、カウンタパートたちとモデルサイトに

行き、車から降りた途端に "Whatto do for this 

site?＂と聞かれたときは返答に窮した 。どの程度の

精度で何を答えれば良いのか、全く検討がつかず

「まず現地を一通り見せてくれ」としか言えなかっ

た。後に違うことはわかるのだが、「延長を含めて

7年半になるプロジェクトの末期になって、彼らは

今さら何を言っているのだろう」と思いもした。

そうなる原因にひとつに、ネパールと日本の仕事

の進め方の迎いがある。日本では良くも悪くも部下

が研鑽して上を支えるシステムができている。砂l坊

計画を例にとれば、目的と方向性を考えたうえで、

次のクラスの者が骨組み、肉付けをし、 上の者がチ

ェックをするという作業となる。

ネバールでは全てディスカッションで進む。ディ

スカッションはデイベート的なものではなく、プレ

ーン ・ストーミングに近い。

ただ、ネパール人は人の言うことは下位の者の言

うことでも葬重し、また目上の者にかなり敬意をは

らう国民性であるため、議論は尽くされるのだが、

残念ながら結論が出にくい。 したがって、結論を出

す必要があるときは、上の者の意見を仰ぐことにな

り、若手の技師たちが悩みながら作ってみるという

試行錯誤の過程が抜けてしまう。ここが残念なとこ

ろである。

一見丸く、手早くことはおさまるのだが、技術移

転にはならない。とりわけ、防災に関する技術移転

は施設の作り方だけでなく、考え方を定約させるこ

とが必要であることから、時間もかかるし、しつこ

く教え続けることが必要である。これを、言葉の壁

や任期の限度がある中で、彼らの中に溶け込んで微

に入り細に入った指祁を行うことは、悲しいが、限

界がある。

また、ネパールの場合、技術者の転勤も大きな問

題のひとつである。DPTCの場合、各省庁部局から

の出向者で梢成されるため、数年で異動していく 。

人員の補充は、人が動いてから欠貝補充の要請を出

すシステムであり、引き継ぎもなく、全く白紙の新

人が来ることになる。これは技術移転を考えるとき、

大きなマイナスである。職員の留学も短期的にはマ

イナス要因だが、修士取得が昇進の要因になること

を考えれば、応援してやりたい。

特に日本人が富裕に感じられる程、物価差が大き

い国で、留学志望者の査金不足は切実で、生活を切

り詰めても賓金が足らず、入学許可が出た留学を断

念する者も多い。日本語の経済瞥を読み、話すネバ

ール人と会ったことがある。留学のために来日し、

まずは 3年間日本人と名を偽って働いて査金を貯

め、それから大学に入った。言業を伐えなければ働

けず、帰る金もないため必死に日本語を覚えたと聞

いた。

6.おわりに

以上、断片的に感じたままを述べた。特に関係が

深かった部分については批判的に過ぎるかもしれな

いが、私のみが抱くであろう感伐は除いたつもりで

いる。少しはそんなところもあるのか、という風に

読んでいただければ有り難い。

ネパールでは、 9月からフェーズ としてDMSP

(Disaster Mitigation Support Programme)プロジ

ェク トが始動した。着任し、立ち上げに努力してい

る専門家たちが、どんな生活の中にいるのか、想像

していただく 一助になれば嬉しい。

7ヶ月間という任期は、専門家としては短期であ

るが、半年を超えて海外に滞在するという経験は、
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得難いものである。滞在する国を深く知るうえでも、

日本国内での仕事のやり方が通じないと知るうえで

も、とても有意義な経験であったと思っている。

貨厘な機会を与え、便宜を図って下さった建設省

砂防部、 JICA、DPTC職員と日本人専門家、そし

て職場の皆様に、厚く御礼申し上げます。

h
れ
＂

住民自らの防災モデル地区、チサパニ。ふとん礁工場と苗畑
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1999年台湾地腰土砂災害現地調査に参加して

黒川興及＊

1.はじめに

中華民国台湾中部で9月21日未明に発生した大

地擬は、現地では 「921集集大地捉」と名称され

ています。この地娯による土砂災害に渕する第一

次調査として、社団法人全国治水砂防協会が、社

団法人砂防学会、社団法人地すべり学会と合同で

「台湾921集集大地霞土砂災害現地調査団」を10月

11日から17日に派逍しました。調査団は台湾行政

院農業委員会の全面的な協力の下に現地調査およ

び意見交換を行いました。

私は調査団の一貝として参加しましたので、そ

の内容を以下にまとめて報告いたします。なお、

本調査は災害直後で、なおかつ短期間であったた

め、詳細なデータの入手および計測等は行ってい

ません。

本調査の技術的な検討については、砂防学会誌

等において発表されていると思われますので、そ

ちらを参照するようお願いします。以下の内容は

私個人の所感にとどまり 、調査団としての公式見

解ではないことも蛇足ながらお断りしておきま

す。

2.調査団メンバー

私以外の調査団のメンバーは次のとおりです。

団長 藤田揺雄 （社）日本地すぺり学会

水山高久 （社）砂防学会、

京都大学大学院／此学研究科

土屋

山田

智

孝

仲野公章

嘉根厚夫

小林英昭

（社）砂防学会、静岡大学戯学部

建設省土木研究所砂防部

砂防研究室

兵庫県土木部砂防課

砂防梢報通信技術研究会

（社）全国治水砂防協会

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部企画課長

3.調査の概要

行程に従って、 土砂災害に関する調査箇所を中

心に説明します（図ー1参照）。 あわせて地捉災害

の概要も説明していきます。

10月11日 （月）

①卓蘭〔チョラン〕

図ー2に示されるように、今回の地銀は集集

〔チーチー〕付近を震源として南北方向に走る車

籠浦断層が大きくずれ、断l習の束側の地盤が西側

に乗り上げる逆断附であり、西側の大茅補雙冬断

層に挟まれる地域で、南北約100kmの長さで、北

端で約 7m、南端で10cmの段差、および北端部で

東方向の回転運動的な水平移動が発生 した （国立

成功大学調べ）。

卓曲は、この最も変位の大きかった北端に位骰

匝 （~ • 
‘`̀ 

② J N . ~-.· • 

匿
↑ 

> 製 し9道路

□ 
＼中寮● ー： 

0● -”-:-令J

芦瀑
；｝竺
’Rー璽岡9 lp 2p 39 

図ー1 現地調査箇所

注： O数字は本文中の記述と一致している
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している。

②大安渓流域、食水坑茂盛、平和橋地点（写真一1)

川の下流側が断層変位により持ち上がり、河道

を閉器して湛水している。上流側は果樹園として

利用されており、被害が懸念されている。右岸側

を通る道路は左岸護岸天端と同等の標高であった

が、地縦後相当な坂道となっている。

③大甲渓〔ター トウンシー〕石岡〔シーカン〕ダ

ム下流 1畑地点、埠豊橋

道路橋が落ちている。上流側地盤が約 5m （目

視）河川横断方向に上昇したため、滝になってい

る（写真ー2)。上流の石岡ダムは左岸側地盤が隆

起したため、右岸側提体（ゲート）が破壊を受け

ている。

10月12日 （火）

・交通部民用航空局航空隊ヘリコプターに搭乗し

て以下の箇所を視察した（図ー1)。

9: 30発
↓ 

霧峰〔ウーフォン〕、九九峰 （写真一3)
↓ 

9: 50 九扮二l山〔チュウフェンアル〕（写真一4)、

車籟浦断lff

三義ーJ藷里地震密集帯

彰化断層

池霙密纂帯

南澳池震群

水捏坑断房

,---------------------

｀ 
7ml年の速度で北西へ移動

写真—l

z
J
-

写頁ー2

（台湾111立中央大学応用地質研究所作Nの図を本誌で加工）＇

高

0 50切
I I 

匡戸］

●断層部の東西断面図 （台湾中央研究院埼＂科学研究所のホ ームページから）

水橙坑断層

彰――こ:-:2̀古三紀 中新世 鮮新世 第四紀 O
L
 

5
 

1~km 

図ー2 台湾の主な活断庖と921地霰 出典：日経コンストラクション．1999.10.22 写真一3
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國姓〔ウォホン〕

↓ 

10: 00 捕里〔プーリー〕
↓ 

10: 07 日月渾〔リーユエタン〕

↓ 
10: 15 水里〔シュイリ ー〕

↓ 

濁水渓〔チョスイシー〕沿い

↓ 

集集〔チーチー〕
↓ 

10: 30 草嶺〔シャオリン〕

↓ 

10: 48 九伶二山
↓ 

11 : 00 大甲渓上流域、 t'f山
↓ 

横断道路沿い

↓ 

10: 07 達見〔ターチェン〕、徳基〔トーチ〕

↓ 
水躯：台中県水源ダム
↓ 

大甲渓沿い下流に向かう

：勢
大坑（ターロン〕

↓ 

11: 30 台中到着

④大吐渓〔ター トゥシー〕頭沖坑、一江橋下流地

点（写真一5)

左岸斜而の地すべりにより河道が閉塞した。台

風に備えて、応急的に右岸恨l)が開削されている。

今後の恒久対策としても、河積の確保が大事であ

るが、左岸からの地すべりの脚部を掘削すること

になり、この地すべりの安定化（あるいは除去）

が求められる。

⑤霧峰、霧峰郷総合運動公園（写真一6)

トラックの途中に 2m（目視）程度の段差が発

写真-5

トピックス

生し、運動場を横切っている。その段差の線上以

外にはまったく変状が見られない。

⑥九九峰

ヘリコプターからも確認できたが（写真一3)、

全山崩壊という状態である。山体は第四期礫岩で

構成されているとの説明であった。地震前には全

部緑で毅われていたということが信じられない

が、植生は山地を裂う程度のものであるようだ。

今回の災害区域付近ではマグニチュード 7以上の

大地震は1736年以降今回を含めて 8回発生してい

る。単純に平均すると約33年に 1度の頻度になる。

従って、九九峰も過去にもこのような崩壊が発生

していたことが考えられる。台湾は熱帯で降雨も

多いため、比較的長大な急斜而が少ない九九峰で

は、放骰されていても短期間で植生に覆われるの

ではないかと思われる。

しかしながら今回は、地元民から植栽をしてで

も、植生を復1日させるよう強い要望が出されてい

るとのことである。やはり世界中で浸透してきて

いる、環挽重視の姿勢がここでも民意となってい

るようである。ただし、全山への山腹工等による

植栽を実施することは、現実的な対応ではないと

思われる。

山／j復斜面を遠目に見ただけなので、その表而没

食等による土砂の流出が下流にどのような影靱を

及ぼすか、今回の調査では判明しない。流域全体の

土砂の生産

流出や河床

変動等定散

的な土砂計

画をたて、

土地利用等

を勘案した

砂防計画の
写真—4

写真—6
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立案が今後必要であろう。

⑦中奥新村、典業委員会水土保持局

水士保持局は以前は台湾省政府の機関という位

骰付けであったが、 1999年から行政院（政府）農

業委員会直属の組織となった。役目は以前と変わ

らず、 1昆菜委貝会の所管する事業 （工事） の総括

を行う。水土保持局には 6つの工程所（直轄工事

事務所）があり、実際の工事の計画 ・実施はここ

で行われる。今回の災害は第二工程所、第三工程

所管内で主に発生しており、それらの協力により

現地調査を行った。

局内の会議室で陳志梢局長から、現状報告を受

け、調査団の藤田稀雄団長 （当財団前理事）から

被害のお見舞いと調査の所見が述べられた。陣局

長の報告では、今回の地震による崩壊は約1,800

箇所で、その内lOha以上が18箇所になり、特に

大規模な崩壊として、九九峰 (5,900ha)、草倣

(698ha)、九1分二山 (180ha)をあげた。 また、

これらの災害調査については大学の協力を得て進

められ （後述）、これまでは順調に災害調査 ・応

急対策締が実施されているとのことであった。次

期雨期が始まる2000年3月までに恒久対策計画お

よび楷戒避難体制をたてる予定とのことで、日本

側にも今後の技術的協力が求められた。

その後謡見交換を行った。特にヘリコプターか

らも確認された、河川をせき止めている 2箇所の

大規模崩壊地（九伶二山、草嶺）に

ついて、その天然ダムの決壊の危

険性について議論が交わされた。

なお、草樹は河川を管理する部局

の担当で、次に述べるが九扮二山

が水土保持局の担当とのことであ

った。

10月13日 （水）

⑧九伶二山（写真一4)

台湾南投縣草屯鎖、南港渓支

流韮菜湖渓で発生した大規模崩

壊現場である。ここでは15人が

追体で見つかったが、まだ24人

が依然として行方不明である。

崩壊土砂は、標高約925m付近

を頭部とし、斜面長にして約

1,000mを落下し、山脚を横切る

写真—7
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韮菜湖渓を約100mの原さで埋めている。崩壊土

砂批は約3.000万m'と見込まれ、移動土塊はすべ

て落ちき っている。ただし支渓の合流点部分が閉

塞しているため、 2つのせき止め池が形成されて

いて、その水位が日々上昇している。すでに第三エ

程所により、余水吐けのための仮排水路の計画が

作成され、重機による掘削が盛んに行われていた。

10月14日 （木）

⑨濁水渓本川と鎖有閾渓との合流地点

道路脇の斜面が地誕により 、不安定化しており

（写真— 7 )、法面の処理が必要である。

⑩信義郷既丘

鎮有閾渓沿いの渓流で、このあたりは1996年の

賀伯〔ハープ〕台風で土石流災害に見舞われた所

である。今回視察した箇所の中では地裳の影響は

あまり受けていないようであった。しかしながら、

2年前に訪れたときと比較して、流域内の表層崩

壊の箇所 ・面積が増加しているのは1川違いなかっ

た。右支川の渓流に建設中の砂防ダム（写真一8)

はオーストリアでよく見られるタイプである。

⑪紅菜坪〔コウサイホウ〕地すべり （写真一9)

幅800m、長さ900mにわたる大規模地すべり，で

あり、数10メートルの移動距離かと思われる。 9

月21日の本震後22日の朝までなんともなかったと

•1 . 

写頁ー8

写頁-9
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のことで、22日午前 8時に最大規模の余震 (M6.8)

が発生し、それに伴いみるみるうちに土塊が移動

し始め、 2、3日続く余虚の問移動が続いたとの

ことである。

このように活動性大で、なおかつ長大な斜而途

中であり 、その下部への影靭が懸念されるが、そ

の確認は今回できなかった。

⑫椋平渓流域下水堀

渓岸沿いの斜面で地すべりが発生し、非前に不

安定な状態となっている。その渓流はその直下が

臨岩しており、土塊が崩落すると土石流の危険が

高い。地すべりを押さえることは効率的でないの

で、斜而監視と下流渓流での土石流対策となろう。

10月15日 （金）

・台北、行政院農業委員会906会謡室

農業委員会 ・調査団合同記者会見があり、調査

期間中常に問題視されていた、九1分二山の天然ダ

ムの決壊の危険性について質問が出された。日本

側の見解は、詳細な調査解析が必要ではあるが、

崩落土砂が相当な長さで堆積しているため、パイ

ピング等で決壊する恐れは少ない。越流により、

急傾斜で堆積している下流法面の洗掘が心配であ

る。従って、十分な通水断面を持つ余水吐け水路

と、下流法而の急勾配水路の設置と、法尻の処理

を提案した。

その他に、意見交換の中では台湾側から次のよ

うな質間が出て、各調査団員がその説明を行った。

・スリットダムの効果

・大規模地すべり対策方法

・私有地崩壊地の対策方法

会議の途中、彰作奎主任委員（大臣）との会見

があり、調査団への感謝の言業が述べられた（写

真ー11)。これに対して藤田団長から災害のお見舞

いと復旧の対応への敬意を述べ、治水砂防協会か

らのお見舞い金を彰主任委員にお渡した。

写頁ー10 写真-11

4.私の所感

(1)災害調査について

このような災害が発生すれば、行政は当然各セ

クションごとに調査に入り、応急対策を検討しま

す。日本の砂防関係で言えば、直轄災害でなけれ

ぱ、都道府県が各土木事務所等から職員を楳めて、

あるいは砂防調査関係コンサルの協力を得て、直

後から調査を開始するのが一般です。

これに対して今回の台湾では、農業委員会から

台湾大学、中興大学、成功大学に調査の委託をし

て、大学が実際の調査を行っていました。水土保

持局の陳局長の説明でも、 3大学と協力して、こ

れまでに42の村が危険であることが判明して、こ

れから繁戒避難体制とるとのことでした。

我々の調査団にも協力していただいた成功大学

防災研究センターの謝正倫教授は、土石流危険渓

流の判定や、土石流災害に対する警戒避難体制の

検討の役割を分担されています。この謝先生は京

都大学の防災研究所に留学をされており、日本語

が堪能です。

謝先生のお話では、地震発生が夜中の 1時48分

で、すぐに1関係者に連絡して 3時には台南市内の

大学に学生等を集合させて、 4時に出発して、朝

の7時には災害現場に入ったそうです。余談にな

りますが、謝先生が写真ー 2の地点に到沿した時

には、段差のできた川（大甲渓）の上流側の河原

では、水が引いたところにエピや魚が残され、ま

だ生きていたとのことです。

大学が企業なみにすばやい行動をとることに荒

くとともに、日本とは異なる大学の立場があり 、

企業等から狩金を得て研究を進めるアメリカの大

学と似ていると感じました。

(2)災害復旧状況について

我々調査団が台湾の災害現場に入ったのは、地

ヽ
』

岨本 智

震発生からちょうど20日目にあ

たり、それから正味4日間で各

箇所をざっと見て回ったことに

なります。

まず、全体を見て感じたこと

は、 2,000名以上の死者を出し、

なおかつ家屋 ・橋梁 ・道路等の

被害が甚大であったにも関わら
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ず、大地捉直後の割には町が落ち済いてきていて、

整然と復旧 ・復興が進められている印象を持ちま

した。この原因を私なりに以下のように考えてみ

ました。

・交通渋滞がほとんどない。

・火災現場がほとんど見られない。

台粥は九州程度の広さに約2,200万人が住んで

います。日本と同様な人口密度で山地が多く占め

ています。その島を北の台北から南の高雄まで、

台中、台南を通って蚊低、片道 3車線（台北近辺

では 5車線！）の高速道路が通じています。

また、今回の災害現場でも、本当に山の中の集

落に入ってしまうと片道 1車線ですが、主な町の

間はすべて片道 3車線の道路で通じています。従

って、廃屋のがれき等を運搬するダンプ トラ ック

や、物賓輸送の車が多分常時より多く走っている

と思われるのに、ほとんど交通渋滞はありません

でした。被害が大きかった山奥の集落に向かう道

路では、関係者以外立ち入り禁止およぴ片道規制

で渋滞が発生していましたが、それでもしばらく

待機させられただけでほどなくして整然と通過で

きました。

もちろん地方の大きな町では、生活が復旧して

いないために、普段の通勤ラッシュ等が発生して

いないことも原因だとは思います。しかしながら

阪神淡路大震災の神戸市近辺では、地旋発生後の

交通渋滞はもっとひどく、長引いたように記憶し

ています。私が神戸の災害現場を実際に見たのは

地震発生から約 3ヶ月後ですから、テレビ ・新聞

等の記憶による比較で、間違っているかもしれま

せんが。

現場に向かう途中でも、道路法面が崩落してい

たり、亀裂が入って危険になっている箇所があり

ましたが、 1車線は確保され、通行が可能となっ

ていました。あれが片道 1車線なら完全に通行止

めになっているだろうと思いました。道路に落石

がある所も同様です。片側は通行止めにしても、

もう片側が3車線あるので、そこを対面にして、

渋滞なく通行させていました。

台湾と日本の歴史の違いがあり、用地取得の困

難性がまったく違うのかもしれませんが、‘'とり

あえず通す＂という立場と、幹線道路（高速道路

ではない）は、必ず片道 3車線という思想の追い

があるような気がします。
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一方、火事については、阪神淡路大震災の悲惨

な印象は、いつまでも燃え続ける神戸の市街地で

した。聞くところによると、捕里市内の紹興酒の

工場で火災が発生したそうです。ところが、その

他の災害を受けた町を見ても、広く火災が延焼し

た様子はありませんでした。

その原因は節単です。木造建築がほとんど（あ

るいは全然）ないということです。今回建物の被

害、とりわけ高層マンションの倒壊等が、日本に

も映像で報道され、皆さんもその印象は強いと思

います。中にはコンクリートを節約するため、空

き缶を入れているビルもありました。これらの問

題はありますが、民家を含めてコンクリート構造

物がほとんどのため、火災の延焼がなかったと言

えるでしょう。それが、町の復興が進んでいる印

象につながっていると思われます。

なお余談ですが、紹典酒の工場の火災は補里市

民には思わぬ効果をあげました。地霙が真夜中で、

当然すぐに停電になり、人々はがれきの散乱する

中、暗l柑を避難しなければなりませんでした。と

ころが工場からの火事で、町中が明る＜照らされ、

避難が容易に行われたということです。

(3)その他について

九扮二山の崩壊地現場で、100m近くも堆積し

ている所で、辿体の捜索のために、異様に深い穴

を掘っていました。そこで、同行した台湾の技師

から、「日本ではどうしますか？ 」と1開かれまし

た。そのとき、私は1996年12月の蒲原沢の土石流

災害の現場を思い出しながら、 「追体が見つかる

までひたすら捜します。でも、どうしようもない

ときは、迫族に了解を得てあきらめます」と答え

たところ、その人は「そうでしょう。台湾も同じで

すよ」と我が意を得たりという顔をしていました。

蒲原沢ではあきらめた最後の 1辿体も、その後

発見されましたが、どこであきらめるかというの

は悩ましい問題だと思います。大至急、応急対策

を進めないと、次なる大きな災害を引き起こし、

生き残った人々の生命に危険を及ぽすことになり

ます。同じ仏教国である、日本と台湾は同様な対

応となりますが、アメリカではそのあたりの考え

方が異なるようです。これについて奥味のある方

は、山崎戯子作「沈まぬ太陽」（三）一御巣鷹山編

ーに述べられていますのでご買下さい。
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5.おわりに

今回の921大地縦による土砂災害は、日本でも

我々の世代では経験したことがない大規模なもの

でありました。これを、他山の石として、日本に

おける地縦土砂災害対応を一層充実させる必要を

痛感しました。

順調な復典をとげているようですが、コンクリ

ート建物だけに中途半端な破壊を受けており 、そ

の補修も費用がかかり、また立て直すにはもっと

費用がかかります。行政院（政府）は都市計画と

あわせて再建を考えていますが、人々の判断は極

めて難しい状況です （平成11年10月放送、 NHK

スペシャルより）。

その上に、被災した人々には心の1傷やローンの

負担という阪神淡路大縦災とまったく同じ問題が

残されています。これらの問娼が、擬後土砂災害

対策とあわせて一刻も早く解決されることを望み

ます。

最後に、調査にご協力いただいた行政院農業委

貝会李三畏林業所副所長、陳脇仁技正、瘤連昌第

ニエ程所長、張義雄第三工程所長、成功大学謝正

倫教授、台湾省水土保持技師公會摩大午専業顧問、

工業技術研究院能源興査源研究所王文能主任なら

びにその他お世話になった台湾関係者に心から感

謝いたします。

また、この調査団に参加させていただいた社団

法人全国治水砂防協会の大久保駿理事長をはじめ

関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
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民問開発砂防技術（審査証明技術）の紹介⑭

地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継手（リング継手）

................................................................................. 
（株）クボタ

はじめに

（財）砂防 ・地すべり技術センターでは、建設省の

「民間建設技術の技術審査 ・証明事業認定規定」（昭

和62年 7月認日建設省告示1451号）に基づく建設大

臣の認定（平成 2年 2月 1日建設省告示第 123号 ；

平成 7年 2月1日更新）を受け、民間における研究

開発の促進および新技術の建設事業への適正かつ迅

速な琳入を図り、建設技術の水禅の向上に寄与する

ことを目的として、民間において自主的に開発され

た砂防技術の内容に関して、技術審査証明を行って

いる。

このたぴ、「地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメ

カニカル継手（リング継手）」に1掲する技術審査証

明の依頼があり、審査証明を行った。審査に当たっ

ては学識経験者からなる「砂防技術 ・審査証明委員

会」（委貝長 ：渡正亮地すべり学会顧問）を設置し、

審識を進めた。

以下に、平成11年6月17日付で行った審査証明技

術の内容を紹介する。

1.依頼者

株式会社クポタ

所在地 ：大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 2番47号

2 技術の名称

地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継手

（リング継手）

3.開発の趣旨

近年、経済設計の追求などの理由から厚肉の地す

べり抑止杭が増加し、その結果、溶接時間の増大や

溶接作業者の不足などの問題が起こってきている。

その問題解消のために、自動溶接法等が媒入され、

大幅な改善がなされている。一方、現場継ぎ杭作業

節素化を目的として各種メカニカル継手（ねじ継手）

も開発されている。

本技術開発は、地すべり抑止銅管杭の現場継ぎ杭

方法として、従来の溶接継手に代えてリング継手を

用い、継ぎ杭作業における作業負荷の低減、施工時

問の短縮および信頼向上を囮ることを主旨として開

発されたものである。

4.技術の概要

本技術は、地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭の現場

継手として、従来の溶接継手に代えてリング継手を

用い、継ぎ杭作業における作業負荷の低減、施工時

間の短縮および信頼向上を図るものである。

メカニカル継手（リング継手）を使用した杭の接

続作業は、上端にポックス継手を取り付けた下杭を

孔心に建込んだ後、下端にビン継手を取り 付けた上

杭を吊り上げ、上杭のピン継手を下杭のボックス継

手に挿入し、ポックス継手の外面からセットボル ト

をねじ込み、ボックス継手にセッ トしておいた円環

状のキーを押し出し、ピン継手のキー溝に押しつけ

ることによって完了する。

5 審査証明の結果

地すべり抑止用遠心力鋳銅管のメカニカル継手

下
部
単
管
（
下
杭
）

図—l リング継手の構成およ

遠心力鋳銅管

上
部
単
管
（
上
杭）

工場溶接部（狭開先溶接）

ピン＿継手

リングキー
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（リング継手）は、以下に示す性能を有すると認められる。

(1)継手部の耐力と信頼性

メカニカル継手（リング継手）の耐力は、適用対象とする杭本体の耐

力と同等以上であるとともに、信頼性も高いと認められる。また、杭の

挙動は継手剛性の影聘をほとんど受けないと認められた。

(2)メカニカル継手（リング継手）の施工性

メカニカル継手（リング継手）の接合作業は、ポックス継手を取り付

けた下杭を孔心に建込み、ピン継手を取り付けた上杭を吊り上げ、下杭

のポックス継手に上杭のピン継手を挿入し、ポックス継手の外面からセ

ットボル トをねじ込むことによって行われるため、特別な機材や技能が

不要であり 、短時間で安全かつ確実に行えることが認められた。

(3)施工状況

リング継手の現場施工状況を写真一1~4に示す。

外面

内面

o
e
 

写頁ー2 継手の挿入

図ー2 リング継手の形状

杭の澱入・保管

ミ
I下杭⑪璽て込みセッティングIf：、ク;;：：うけ悶；：巧9烹ぢス゚内面から

｛シ
突き出ていないことを確認する。

上杭の吊り込み

{＞ 
シール材の充頃

二
継手の挿入

｛｝ 
ポルトのねじ込み I :~認。しっかりねじ込み、キーをピンのキー溝に

｛ 
接合完了の確認

フックを使用せずワイヤーを使用する。

地而に直僅きせず枕木、印切岸序の上で保管する。

ゴムシート等を使用し接合面を保護する。

接合而、キー溝の汚れ •砂等を除去する。

シール材を充填する。

I W1I ， ■•一
写真一3 ボルトの締め込み

] ”面、キー溝に偽を付けないようにピンをポックスに

挿入する。

ポル トの頭が継手外面から突き出ていないことを確認する。

図一3 接合手順 写真-4 接合完了の確認
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砂防事業に関する費用便益分析について

黒川興及＊

l. B/Cと費用便益分析

B/C （ビーバイシー）という表現は誰でも耳に

するかと思います。Bは便益でCは投用です （本来

はそれぞれの前に “社会的＂という 言葉がつくので

すが、それについては後で説明します）。砂防事業

について言えば、砂防事業を実施することの便益と、

それに必要な骰用 （事業費）です。便益を股用で割

るのですから、この値が1以上であれば、生み出さ

れる便益が、投脊する費用より高いということにな

り、その事業を実施するに値すると言えます。

また、 B/Cを費用対効果という表現で開くこと

が多いかと思いますが、これは橋本前総理が使って

広まったようです。BとCを求めてその事業を評価

する指標はB/Cだけではなく、その他の指標も含

めて（これについても後で述べます）、本来は費用

便益分析と表現すべきです。ただし、投幣化できる

もの以外の効果を含めて行う場合は「骰用対効果分

析」と言います。ここでは、貨幣化できる効果につ

いてのみ議論するため、費用便益分析という言葉を

用います。

いずれにしてもなぜB/Cかということは、本冊

子の読者はほとんど砂防事業という公共事業に関係

されている方々であり、その事悧、背娯はよくご存

じかと思いますので、これについての詳しい説明は

参考文献 l)、 2)に委ねることにいたします。

そこで、公共事業の各事業の効果を費用便益

(B/C)で評価する必要性は認識したとしても、

砂防事業に関係している者として、やはり以下の点

について疑問があり、費用便益を岱定するのに抵抗

を感じる方も多いと思います。

すなわち、

① 防災事業で、特に人命を守る砂防事業において、

もしB/C<lとなったら、事業ができないとい

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター企画部企画課長
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うことか？

② 都市部と非都市部では、保全する資産がまった

く異なり、当然B/Cも非都市部では小さくなり、

このような場所では砂防事業をやるなということ

か？

云々です。

一言で説明すると、経済的効率性から見ると、い

ずれもそのとおりであると言えます。ただし、 ①に

ついては、 「人命をどのように評価するかである」、

②については、 「効率性が悪くても非都市部への投

査が必要という意見は、それは公共性に着目した意

見である」ということになります。

以上のような疑問等が明らかになるように、喪用

便益分析のアウトラインを説明しながら、砂防事業

の代用便益分析について以下に述べます。

2 防災事業の特性

防災事業の宿命ですが、対象とする現象 （たとえ

ば、地裳、津波、洪水、火山噴火等）が発生した場

合に、その対策が効果を現します。土石流、地すべ

り、がけ崩れ等の土砂災害も同様です。逆に言えば、

何もしていなくても、その現象が発生しない限り問

題はない （人々の不安感等の問題を除いて）という

ことです。

従いまして、ではその現象がどのような確率、頻

度で発生するかを予測することが肝心になります。

明日どこで起こるかが分かっていれば、逃げるを含

めて何らかの対策をします。そのようなことはほと

んどあり得なくて、ある場所で、いつかは分からな

いがある期間の間で、ある規模で必ず発生するとい

うのが、災害の特徴です。

例えば、河川の洪水は大雨によ ってもたらされる

災害ですが、その発生頻度や規模は、水文統計デー

タの密租により、かなり正確に予測されます。大河

)llでは一般に200年に 1回程度の規模の洪水（これ

を「計画洪水」といいます）に対応するように河川



I 技術ノート

改修が進められていますが、 200年に 1厠なんてい

う現象は、人の一生では関係ないと思う人が多いと

言えるでしょう。しかしながら、長く住んでいる住

民にとっては、それほどの大規模な洪水ではなくて

も、過去の台風等による洪水被害の経験から、ある

いは普段は野球場になっている高水敷まで流れる洪

水を見て、実感として災害を認識できます。そうい

うことで、計画洪水を目標に堤防の席上げ等の対策

が進められています。当然のことながら、対象とす

る洪水の規模が大きくなればなるほど、洪水の水位

が謁くなるので堤防の癌上げ等の工事の費用は高く

なります。

一方、阪神淡路大裳災 (1995年）を受けた地方で

の住民の地擬に対する認識は、関東大震災に見舞わ

れた関東地方と、地衷を受ける前はだいぶ異なって

いたと思われます。あのような大地捉は神戸付近で

は起こらないと思っていた人がほとんどだったでし

ょう。それに対して、経験した人は極めて少なくな

ってきてはいますが、関東大擬災 (1923年）という

災害が今から76年前に発生しており、そのような地

震の周期がほぽ70年である等の情報を多くの人が知

っている南閾東に住む人々 は、 自分の生きている間

に同様な地裳災害を受けるという懸念は持っている

でしょう。

そのような状況で、例えぱ都市ガスの設備は、東

京付近では地旋対策がかなり進んでいるのに対し

て、阪神淡路大震災までの神戸の都市ガスは、それ

がなされていませんでした。従ってガス漏れによる

火災が多く発生したと言われています。この対策を

実施した、していなかったは、まさに近い将来に地

簑を考えているかどうかの問題です。当然地霙対策

は股用が余計にかかります。

以上のように、防災対策はその発生の可能性 （頻

度）に応じて、対策を党手します。また対象とする

現象の規模によって、対策事業我が当然異なります。

それらのことが防災事業の費用便益を行う上で、他

の事業と大きく異なる特性を示すことになります。

3.土石流対策事業の評価

ーロに土砂災害を扱う砂防事業と言っても、大流

域における上流域の土砂対策 （水系砂防）、土石流

危険渓流における土石流対策、地すべり対策、がけ

崩れ対策があり、いずれも人家等の資産と人命を保

全する目的で実施されています。 個々の対策で対象

とする土砂災害はそれぞれの特性を有しています

が、ここでは土石流を例にして、股用便益分析を行

う上で滸目すべき特性について述べます。

我々砂防事業に関係する人間は、土石流対策事業

を実施するに当たっては、「土石流危険渓流におい

て計画規模の土石流が発生すると、土石流危険渓流

調査において調査された危険区域に土石流が氾濫

し、それにより家屋等が被災します」という説明を

行っています。ところが、第三者からは次のような

質問が、その人の理解度に応じて投げかけられるで

しょう。すなわち、

①計画規模とはどの位の頻度で発生するのですか？

また、それ以下の規模の土石流が発生する可能性

はどこでもあるのですか？ あるとすれば、それ

はどの程度の頻度まであるのですか？

②想定されている危険区域内の家屋が、計画規模の

土石流ですべて被災するのは本当ですか？ それ

はどのようにして説明されるのですか？

云々です。

土石流について言えば、近年でも1993年長野県新

潟県境の蒲原沢、 1995年の鹿児島県出水市の針原川

での土石流災害が、一度の土石流としては多くの死

者を出したことで記憶に新しいものです。また、去

る7月 (1999年）の広島県でも多くの土石流が発生

し、死者を出しています。 しかしながら、被害を受

けた方には大変お気の源ですが、 1999年に発生した

程度の土石流災害は日本では侮年必ず、どこかで発

生していると言っても過言ではありません。

土石流危険渓流における土石流対策事業は、その

渓流で土石流が必ず＂来年＂発生すると分かってい

れば、守るべき保全対象の価値より、高くない工事

役で土石流が防げるなら、その工事（今年で工事が

終了するかはさておいて）は実施されるでしょう。

ところが、これが100年後にならないと発生しない

ということになると、絶対それまでは工事は実施さ

れないでしょう。

では、100年間の間には必ず 1回は起こる、ただ

しいつ発生するかは分からない、ということになる

と、このような現象を対象として、その対策工事を

実施する判断は、本来は非常に難しいところです。

これは土石流対策に限らず、防災対策全般に言える

ことです。これまでの日本のように、事業費が潤沢

であれば、民政安定の下、特別の判断なしで工事は

実施していました（計画施設すべてではないが）。
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ところが、世界の大多数の国々では、人間を守る

防災事業でも、経済性から工事が見送られているの

が実状で、砂防工事でも、道路、発鉱所施設等須要

なインフラのみが保全されるに過ぎません。国家予

鐸が厳しい状應を迎えている日本においてもこれか

らは他人事ではありません。

まさに、砂防事業においても、他の公共事業と同

様に、骰用便益分析を行う必然性はこの点にありま

す。いわゆる右胴上がりの予算を組めていた時代は、

前年度以上の予算が確保され、当該事業の中での予

符配分を伸び率等に配慇して決められたのです。と

ころが、税収が下降して、高齢化等の社会森境の変

化を受けて、予算の規模 ・配分の見直しが必須の状

況を迎え、その事業（それも個々のプロジェクト箇

所ごと）の効率性が問われているのです。人命を保

全する防災事業でも例外ではありません。

人々が知りたい、土石流の発生とその規模および

被害の程度等については被害の想定で述べることに

します。

4.費用便益分祈の内容

ここで、本稿の本題に戻り、牧用便益分析につい

て述べることにしますが、 一般的な費用便益分析の

流れは以下のとおりになります。

①琳業規模の設定 （代替案）

②事業実施の効果の提示 (WithとWithoutの比較）

③事業実施期問および評価対象期問

④事業実施等のための残用の計上

⑤軍業の効果による便益の計上

⑥翡用と便益の分析 ・比較

以上の個々の項目について、発展途上国に飼料工

場を建設するプロジェクトの例で説明し、併せて砂

防事業において配慇すべき点について述べます。

なお、発展途上国におけるプロジェクトは、一般

に外国からの融査（ローン）を受けて実施されます。

従いまして、そのプロジェクトから得られる利益で

ローンの返済が必要となるため、その収益性を確認

するための、投用便益分析が厳密に行われることに

なります。

(1)事業規模について

発展途上国で飼科工場を計画した場合、需要より

小さい規模の生産能力しかない工場では、本来得ら

れるはずの利益を見逃すことになります。さりとて、
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市場で必要な砒以上の生産能力を持つ工場になる

と、稼働率が悪く無駄な投資となります。

また、当該プロジェクトに対して外国から得られ

る融資額および自国の費金力等からも工場の規模に

は制約があります。これらの最適な規模を決定する

ために般用便益分析が行われます。従って工場の規

模等を変えた複数の案 （代替案）で投用便益分析を

行い、その結果最適な案を採用するのが一般です。

ところが砂防事業では、計画規模がまず一律に定

められ、例えば土石流対策では100年超過確率規模

の降雨で発生が予想される土石流災害を防止する計

画になっています。従って、計画規模を変えた代替

案の比較ということは砂防事業では行う必要があり

ません。

(2)事業実施の効果の提示(WithとWithoutの比較）

蚊用便益分析はプロジェクトの有無比較が原則で

あるため、事業を実施する場合の効果を、しない場

合と比較して説明する ことが必要です。飼科工場の

ように明確な市場があって、製品を生産して販売す

ることによる利潤を生むような事業（プロジェクト）

では、事業を実施しない場合 (Without)に対して、

事業を実施した場合 (With)の効呆は、比較的明

らかであります。 しかしその効果の程度は市場調査

等の調査を行い、できる限り正確に予測することが

必要です。

これに対して 2 （防災事業の特性）でも述べたと

おり、防災事業は、実施した場合の効果が分かりに

くく、 WithとWithoutの違いを分かりやすく示す必

要があります。砂防畢業では取業を実施しない場合

(Without)の不便益、すなわち土砂災害による被

害を想定することになります。この被害の想定を正

しく行うことが大切で、この点については後述しま

す。

(3)事業実施期間および評価対象期間

事業実施期間は飼料工場の建設に要する期間であ

り、評価対象期間は、工場の稼働開始から操業が停

止までの期間です。ただし工場では操業停止の時期

を決めることはあまりなく、一般には建物 ・機械等

の耐用年数で決めます。砂防事業では砂防ダム等の

施設が、コンクリート構造物であるため、その耐用

年数を参考に して、その間は効果を発揮するとして、

評価対象期間を決めます。
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一方、事業実施期間は、砂防事業においてはこれ

を決定するのが大変困難です。比較的小規模な土石

流危険渓流で、砂防ダム 1基と流末整備の流路工で

整備が完了するような場合は、特別な事情がなけれ

ば工事は 2、3年で終了するでしょう。しかしなが

ら、水系砂防では流域全体の整備を完了するには長

い年月を要します。実際に、建設省直轄で砂防事業

を実施している箇所は、下流側に対する治水上の砂

防 （水系砂防）を実施しているわけですが、それこ

そ明治時代に滸手した所もありますが、計両規模に

対してまだまだ整備率は100％になっていません。

それらの箇所では、現在の予笠ペースでは整備が完

了するまでこれからも相当な時問がかかります。

財政事梢が厳しい中で、公共事業予多クの増加は見

込めないわけですから、予坑ペースは今よりダウン

することが予想されます（もちろんコスト縮減で事

業実施ベースは下降することがないよう各事業では

努力していますが）。ところが、この事業費をどう

いうペースでつけるか （投査速度）は、従来から集

中投資の効果が言われているように、本来は非‘常に

重要です。

飼料工場のような場合は、何年かけて工場を建設

するかということになります。もちろん鋸要がある

なら、すぐに作って、生産を始めるに越したことは

ありません。ところが質金繰りの問題があります。

潤沢な査金を有するドナー（汽金援助国）であれば、

一度に必要費用全額を渡せるかもしれませんが、 一

般に予袋には限度があります。またさらに技術的問

題として、事業実施（用地取得、整地、建築等）には

制約があり、そのエ期に応じた予箕（スケジュール）

を組むのが一般です。むしろ、そのスケジュールに

対して、自国で調達すべき脊金が確保できずに工事

が遅れるのが、発展途上国の開発事業では普通です。

さて、新規に土石流対策を実施する筐所では、上

述のように事業の実施期閥を一律に決めることは困

難ですが、例えば10年で事業を完成させる等、具体

的に設定することになります。ただし、水系砂l坊で

は、上述のように完了まで相当の年数が必要で、そ

の場合事業実施期間を設定することが困難です。河

川事業も同様な間題を有しており、事業実施期間は

設定していません。

(4)事業実施等のための費用の計上

飼料工場では建設費（用地取得股等を含む）が事

業実施期間（工場完成まで）に発生します。また、

骰用については、それだけでは終わらずに、工場が

操業を開始した後には、維持笠理投が発生します。

それらは評価対象期間全体に及ぶことが普通です。

一方砂防事業も 同様に砂防施設の建設等にかかる

事業費が費用となります。これらの骰用はいずれも

年間の事業牲として、年野用として計上されます。

(5)事業の効果による便益の計上

工場が完成し操業を開始すると、売上という便益

が年々発生します。便益は一般には、原材科の購入、

人件既等の経費を差し引いたものとなります。

飼科工場のようなプロジェクトですと、以上のよ

うに便益が目に見える形で出てきます。これに対し

て前述したとおり、防災事業は事業完成後、毎年目

に見える便益が発生することはなく、災害という現

象が発生して初めてその効果が見えるものです。従

って、年々発生する被害を発生確率を考慇して期待

値として求めることを行うことが認められており、

建設省の「治水経済調査要綱」においても洪水被害

軽減効果として年平均被密軽減期待値を計上してい

ます。土砂災害を扱う砂防事業もそうすることが求

められています。以上のように、便益についても年

便益として計上されます。

なお、砂防事業における具体的な年便益の符定方

法は、被害の想定と併せて後述します。

(6)費用と便益の分析 ・比較

以上の、年費用、年便益を、工場建設期間、工場

稼働期間にわたって時系列的に計上します。

ここで大きな問題は、飼料工場の建設費は集中的

にかかるのに対し、売上という便益は、建設後徐々

に、しかも長期間にわたって発生します。この便益

が長期間にわたって発生する場合、呉時点の便益を

同一のウェイトで評価できないことは明らかです。

なぜなら、将来時点における財は、現在時点の財に

比べて低い評価しか受けないからです。言い換えれ

ば将来財は「割り引いて」評価される必要がありま

す。これは既用についても、砂防事業のように長期

間の投打が必要な場合、厠様に扱う必要があります。

このように便益および骰用の割引現在価値を求める

場合に割引率が必要となり、現在では一般に 4％と

しています。この割引率を用いて、将来の既用、便

益に対して割引現在価値を求めます。
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また、河川事業や水系砂防事業では、今後の事業

が過去に設置された施設の効果と一体となって効果

を発押するのが一般です。そのため過去の施設の費

用を求める必要があります。そこで過去の事業翌に

デフレーターをかけて、現在価値にする必要があり

ます。このデフレーターについては建設省で建設デ

フレーターとしてとりまとめられており、それを用

いることになります。

以上のようにして、特用と便益を計上した上で、

分析を行うわけですが、評価の基池としては、一般

的に①純現在価値 (NetPresent Value : NPV)、②

便益股用比 (BenefitCost Ratio : BCR)、③内部収

益率 (InternalRate of Return : IRR)などが主と

して用いられています。我々が通常B/Cと言って

いるのは②ですが、各々について以下に説明します。
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①純現在価値 ：NPV

プロジェクトに起因する便益の総現在価値と骰

用の総現在価値との差

" 
BCR=ァ B, 

こ
“ CI 

,-;;--1 （l+i)＇,＝ 1 (l+i)1 

I:年， i:割引率， n:評価対象期間

すなわち、純現在価値によって、経済的採鍔性

を見ようとするもので、プロジェクトの採択は

NPV~ 0となることが条件である。

②便益骰用比 ：BCR

プロジェクトに起因する便益の総現在価値と野

用の総現在価値との比をとった式

＂ BCR=こ B、Iア c,
,~ ( l + i)'/,~ (1+i)' 

すなわち、単位現在価値費用当たりの現在価値

便益の大きさによ って経済的採籾性を示そうとす

る。従ってこの値の大きいプロジェクトが経済的

に優れているということになる。

③内部収益率 ：IRR

プロジェクトの収益率を示す指標を「投下した

資本をプロジェクトの供給によって生じる便益で

逐次返済していくときの返済利子率がどの程度な

らば収支が見合うのか」と考えたときに、収支の

見合う限度の利子率が内部収益率となる。通常プ

ロジェクトの純現在価値をゼロにする割引率と定

義される。すなわち
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" B1-CI 
ア =0 
ご (l+i)1

となる iをもって内部収益率とする。

これらのうち、特定の代替案の採否等については、

純現在価値基準が最も適切とされています。それは、

便益骰用比や内部収益率では純便益の大きさが分か

らないからです。

しかしながら、 一つのプロジェクトを実施するに

値するか、しないかの判断においては、便益費用比

がBCR;;;:;1であればよいわけであります。従って、

現在、公共事業を説明するのに、感党的にも分かり

やすいこともあり、 BCRすなわち B/Cを用いるわ

けです。

一方、飼料工場のような融資を伴うプロジェクト

では③の内部収益率が煎視されます。すなわち投査

に対して回収される便益が大きければ大きいほど、

よいことになるからです。当然ながらIRRは適切な

割引率（通常、市場利子率が用いられる）より大き

いことが求められます。

代替案の比較等にB/Cを選択基準として用いる

のが不適切な、別の理由として、牲用を負の便益と

するか、費用と見るかによってB/C値が変わって

しまうこともあげられています。飼料工場の例で説

明すると、便益は原材料の購入、人件費等の経牲を

差し引いたものとしま したが、ここで原材料や人件

費を牲用として計上すると、 B/C値が異なってし

まうということです。 同一事業ならぱ考え方を統一•

すれば済みますが、全く性質の異なるプロジェクト

を比較する場合には、客観的に区別するのは困難な

ことが考えられます。

また、例えば100万円の投用で300万円の便益が発

生するAというプロジェクトと、 500万円の牧用で

1000万円の便益が発生する Bというプロジェクトを

比較してみます。プロジェクト AのB/Cは3とな

り、 Bは2となります。B/CだけでしたらAの方

がよいことになります。 しかしながら、純現在価値

NPVはAは200万円に過ぎないのに、 Bは500万円

もあります。このことからも、 B/Cを判断基準に

する問題が指摘されます。

(7)費用便益分析とは

冒頭で牧用、便益のいずれにも＂社 会的＂がつく
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と申しました。費用便益分析は、正式には社会的股

用便益分析と呼ばれています。社会とは、社会を構

成しているすべての主体の集まりであり、私たちを

支える社会活動全体を指します。

すなわち社会的便益とは公共事業によって創られ

る施設のもたらす社会梢成員にとっての効用の増大

であり、社会的費用とは施設を整備し維持管理する

ために必要な効用の減少、あるいは社会査源の投入

を意味します。従って、収入や利潤の増大だけが便

益というわけではありません。むしろ便益とは、通

常市場では評価されない様々な内容を含むものであ

ります（これらについては後述します）。

ただ、ここで“社会的＂費用として、我々の感覚

と異なる経済学上での説明の例をあげます。砂防事

業等公共事業については、雁用対策としての意味合

いもあるわけですが、労務買として支払われるもの

は、当然事業野の中で見込まれ、質用として計上さ

れます。ところが、失業労働者を雇用する場合には、

買金を費用としてカウントしてはならないとされて

いるのです。この理由は、失業していた労働者は、

当該工事に扉用されなければ、何の価値も坑出しえ

ないからです。その工事 （プロジェクト）実施に伴

い、その屈用が何の犠牲も生じていない、すなわち

社会的に見ると、その効用の減少（社会的費用）は

ないということになります。実際の会計的なキャッ

シュの出入りと違うということです。

話はそれますが、公共事業の景気刺激効果という

のは、現在の日本のように失業者が多いときに、上

述の説明のとおり、失業者の収入になり、その人た

ちの消牲を促し、景気の向上につながります。この

ような点は経済政策の領域になりますので、ここで

はこれ以上述べませんが、奥味のある方は参考文献

5)をお読み下さい。

以上、本稿は経済学的な内容について、必要かつ

十分正確に記述しているわけではありません。詳細

は下記の文献等を参考にしていただきたいと思いま

す。本稿をお読みいただいている読者の多くは、こ

れらの費用便益分析に関する文献に一度は目を遥さ

れているかと思います。しかしながら、経済学的な

理論すべてを理解することは困難であり、牧用便益

の必要性の全容が理解できないままとなっているこ

とがあるかと思います。本稿では私の理解しえた範

囲で、費用便益分析のアウトラインを、砂防事業に

関連させ、読者の皆様にお伝えします。従って、股

用便益分析がご専門の方から見れば稚拙な内容とな

っていると思われますが、その点はご容赦下さい。

次回は、砂防事業が対象とする被害の想定につい

て、また環校の評価等について述べる予定です。

参考文献

l)「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一

的運用指針（案）」の策定について、建設省、平成

10年6月

2)建設省所管公共事業の再評価実施要領及ぴ新規事

業採択時評価実施要領について、建設省、平成10

年 3月

3)野口悠紀雄 ：公共経済学、日本評論社

4)肥田野登：環榜と社会資本の経済評価ーヘドニッ

ク・アプローチの理論と実際一、勁草曹房

5)小野善康 ：娯気と経済政策、岩波新魯576

6)肥田野登：日本の開発政策はかわるか、地域開発

1998.6 Vol.405. Pl-12 
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行事一覧平成11年9月～11月

巴L
9月2日

9月7日

9月8日

9月13日

9月20日

9月24日

9月27日

9月28-29日

9月30日

行事内容

銅製砂防梢造物講習会

平成11年度地すべり学会第38回研究発表会及び現地見学会

砂防技術 ・技術審査証明委員会

鋼製砂防構造物の設計に関するワーキング

6.29広島県土砂災害対策検討委貝会

鋼製砂防構造物研究会（第3回）

雪崩防災シンポジウム推進協議会

神通川水系白水谷第2号砂防ダム堆砂状況調査

第3回大網地すべり対策総合解析検討委員会

9月30-10月1日第12匝l（平成11年度）砂防研究報告会

10月7日 第1回口坂本地すべり対策検討幹事会

10月8日 「日伊土砂災害防止技術会議」実行委員会

10月9日

10月9日

10月12日

10月13-14日

10月19-25日

10月20日

10月22日

10月28日

IO月29日

11月1-2日

11月9日

11月10日

11月10-11日

11月11日

11月12日

11月12日ー13日

11月15日

11月16日

11月17日

11月18日

11月19日

11月21-30日

11月24-25日

11月30日
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日本火山学会1999年度秋季大会

銅製砂防構遥物委員会

河川砂防技術基準（案）改訂検討幹事会

第31回（社）砂防学会シンポジウム 「火山噴火と砂防」

・gg火山砂防フォーラムinフィリビン

ィンドネシア火山地域総合防災プロジェク トに関する懇談会

6.29広島県土砂災害対策検討委員会 委員長事前説明

6.29広島県土砂災害対策検討委員会

神通川水系直轄砂防事業80周年記念式典

第6回河川整備基金助成事業成果発表会

第1回宿地すべり解析 ・対策検討委具会

鋼製流木捕捉工設計便悶に関するワーキング

289号地すべり及び土石流対策検討委員会及び現地視察

砂防地すべり技術研究発表会

基準雨散の設定に1見する意見交換会

地すべりフォーラム'99-希桑とゆとりの地域づくり

台湾921集集大地霙土砂災害現地調壺報告会

第1回落合地すべり解析検討委員会

麻士山直轄砂防30周年記念式典 ・シンポジウム

平成11年度全国治水事菜促進全国大会

平根地すべり解析検討委員会

砂防学会平成11年度悔外研修

下前地すべり解析検討委員会

全国治水砂防促進大会
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場所

砂防会館別館1F淀信i農

札幌市教育文化会館

砂防 ・地すべり技術センタ＿

砂防 ・地すぺり技術センター

広島東急イン

砂防 ・地すべり技術センター

砂防会館

岐阜県吉城郡上宝村

ホテル1国際21（長野市）

砂防会館

静岡第一ホテル

砂防会館

神戸大学大学教脊センター

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

盛岡グランドホテル

フィリピン

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センター

広島束急イン

岐阜県吉城郡神岡町

ダイヤモンドホテル（半蔵門）

兵庫県美濃郡

砂防 ・地すぺり技術センター

長岡グランドホテル（新潟県）

品悛会館、永田町

砂防 ・地すべり技術センター

高知県長岡郡大戯町

砂防会館別館3F穂高会議室

ホテル国際21（長野市）

甜士宮市

シェーンバッハ ・サポー

農村棗境改普センター（山形県）

ニュージーランド

行森グランドホテル

シェーンバッハ ・サポー



I センターニュース

設立25周年記念「砂防地すべり技術研究発表会」の開催

去る11月11日（木）、星陵会館（東京都千代田区）に

おいて、当財団の設立25周年記念事業といた しまして、

「砂防地すべり技術研究発表会」を開催いたしました。

建設省 ・都道府県をはじめ、関係する法人 ・企業等よ

り多数の方々にご参加いただき、また活発な討誂を行

うことができました。ここに改めてお礼申し上げます。

当財団は、昭和50(1975)年 7月に設立いたしまし

て、平成11年 7月より、 25周年目を迎えております。

この25年間において、さまざまな調査 ・研究活動、公

益事業等を行ってまいりました。特に平成 4年度より、

「研究開発助成事業」’として、大学等研究機閲に所属さ

れる研究者の方々に助成を行ってきております。

開会の挨拶●友松靖夫（当財団理事長）

今回は、建設省砂防部長 池谷浩氏より基調講演を

いただくとともに、研究開発助成を利用された研究成

果の中から 3題と当財団が自主研究として実施してき

ました中から 1題の4題についての発表を行いました。

面渭がリ蜘ンター設立5周年譴

！すベリ技術研男発畏会」

まず、基調講演として池谷建設省砂防部長より、 21

世紀に向かった砂防のこれからの方向性について示唆

をいただきました。研究発表の 1題目として東京農工

大学の中村教授より、地裟による土砂移動の海外事例

の整理 ・分析から今後の調査研究のあり方についてご

提言いただきました。京都府立大学の石川助教授には、

木製砂防設備の計画 ・設計 ・実験施工より現場に適用

する際の留意点についてご発表いただきました。烏取

プログラム

基調講演 21世紀型砂防を展開するために

池谷 浩……………建設省砂防部長

基調議演●池谷浩氏（建設省砂防部長）

発表1 海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……………束京製工大学此学部

発表2

発表3

発表4

木製砂防設備の計画・設計法

石川芳治・・・・.. . ……••京都府立大学農学部

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

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
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大学の宮本助教授より 、土砂の生産 ・輸送過程から見た降雨特性の考え方と土砂生産に関わる降雨の解析手法に

ついてご発表いただきました。最後に当財団の松村（砂防部次長）より、自主研究として独自開発した二次元氾

濫シミュレーションプログラム 「J-SAS」について紹介させていただきました。それぞれの発表に対して、会場

より多数の発言があり、有意義な発表会であったと考えております。

なお、「砂防地すべり技術研究発表会」は、研究開発助成における研究成果の発表の場として、来年度以降も

継続していく所存でありますので、今後ともよろ しくお願い申しあげます。

また、発表内容については次号 （平成12年 3月発行）に掲載する予定です。

この研究発表会の予稿集は、実骰にておわけしております。ご希望の方は、下記までお申し込み下さい。

（問合せ ・申込先） 企圃部企画課 Tel (03) 5276-3271 Fax (03) 5276-3391 

1部 ¥3.000（消費税込、送料別）

＊「研究開発助成事業」について

当財団で実施している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ぴ調査研究」

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課題の助成実績があります。

出版物一覧

書名 編著者 発行年月日 備考

土石流災害調査法 池谷浩 昭和55年11月

土砂災害の実態 土砂災害年報編集委員会編 昭和57年～餌年

北海道砂防計画論 北海道開発局 ・北海道監修 U{｛和63年6月

英和 ・和英砂防関係用語集 砂防関係用語編集委貝会編 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絹 平成2年7月

流木対策に関する講習会テキスト 平成2年12月 コピー版

鋼製砂防棉造物設置事例集 鋼製砂防構造物委員会綴 平成3年5月 白馬コピー版

砂防地すべり設計実例 砂防地すべり対策工畢設計実例編集委員会 平成3年5月

火山砂防~t画策定（案）等に関する講習会テキス ト 平成4年5月 コピー版

鋼製砂防構造物設計便買 鋼製砂防構造物委員会編 平成5年3月

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

上記書籍のお問い合わせ及びご注文は、

企画部 (Tel(03) 5276-3271 Fax (03) 5276-3391)までお願いいたします。

編集後記 新年あけましておめでとうございます。 発展に取り組んでいるところであります。
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本年も「SABO」をご愛読いただきありがとう

ございます。

いよいよ辰の年、 2000年 ・ミレニアムに突入い

たしました。

当センターでは、昨年、設立25周年を迎える

とともに、理事の改選が行われ、矢野理事長か

ら友松理事長へとパトンタ ッチがなされ、新理

事長のもと一丸となって砂防 ・地すべり技術の

SABO vol.64 Jan.2000 

昨年、 一昨年、全国各地で発生した土砂災害

では、特に、幼児、底齢者等のいわゆる災害弱

者の死亡が目立っております。新年にあたって、

このような悲惨な土砂災害の回避に貢献できる

よう、心新たに誓うものであります。

本年も皆様にとりまして最良の年となります

よう御祈念申し上げます。



‘
 

•l 
．
 

慣
．．．
 
．
 

至
曙

ブリヂストン． 
シャープ． 

外堀通り

． JR市ヶ谷5

図

...............：：： 

谷ッ

至
四

私学会館

言`でii 葦 ・b...
部胃 加 t予

JR総武線市ヶ谷駅徒歩 1分

地下鉄営団有楽町線・南北線 (A2 Illロ）徒歩 1分

都営地下鉄新術線 (A2/.l1口）徒歩 1分

SABO編集委員 （敬称略、五十音順）

翌員畏

廣住

栗原

小林

杉本

瀬尾

面橋

森本

渡辺

紹夫

淳一

稔

良作

克美

哲雄

正昭

正幸

事務局

硲西 隆

大滝左枝子

黒川興及

酒井敦章

武田 愛

元()甘）砂防 ・地すべり技術センター理事

建設省砂防部傾斜地俣全課課長補佐

建設省砂防祁砂防課課長補佐

（株）ニュージェック東京本部長代理

（財）砂防 ・地すぺり技術センター専務理事

西武建設 （株）常務取締役

神奈川県県土整備部砂防悔枠課長

国際協力事業HI国際協力専門U

総務部庶務課長

総務部）庶務課

企画部情報課長

企plij部梢報課

企岡部梢報課

栢木

吉田

嶋

船崎

敏仁

真也

大尚

晶紺

砂防部

総合砂防部

砂防技術研究所

斜而保全部次長



-SABO TECHNICAL CENTER 

SABOvo1.64 

2000年 1月1H発行

編集 SABO編集委員会

発行 財団法人砂防・地すべり技術センター

〒 ]02-0074東京都千代田区九段南4•8•2) 山脇ピル

総務部・企画部(6F) 恒 (03)5276--3271揺 (03)5276--3391 

紗防部(7F) m (03) 5276-3272印 (03)5276-3392 

斜而保全部•総合防災部 (8F) 瓦(03)5276-3273紅 (03)5276-3393 

砂防技術研究所(8F) 面(03)5276-3274版 (03)5276-3394

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


	表紙
	目次
	巻頭言：温故知新
	寄稿：モーリシャスで行われた地すべり対策ーポートルイス市ラ・ビュッテ地すべり
	研究成果：総合土砂管理計画ー姫川流域をモデル流砂系として
	海外事情：独断砂防国際協力序説～その3
	海外事情：国際防災の10年（ＩＤＮＤＲ）について
	海外事情：第22回日韓会議に出席して
	海外事情：ネパール砂防技術協力の背景
	トピックス：1999年台湾地震土砂災害現地調査に参加して
	新技術：地すべり抑止用遠心力鋳鋼菅杭のメカニカル継手（リング継手）
	技術ノート：砂防事業に関する費用便益分析について
	センターニュース



