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寄稿

災害から学ぶには

藤吉洋一郎＊

毎：年痛ましい土砂災害が起きる。がけ崩れ、地す

べり、土石流とそれぞれに応じた対策がとられてい

るのに、いっこうに後を絶たないのはどう してだろ

うか？そればかりか、自然はまるで人間の力を試

すかのように、次々と新しい課題を投げかけるため、

未解決の課題が山和している。

＊
 

址近の例でいうと、去年 8月14日の神奈川県山北

町の玄企川でのキャンパーの選難事故とか、 6月29

日の広島県を中心とした土砂災害、また一昨年には

……。いや数え上げればきりがない。

玄倉川は、災害の形態としては土砂災害というよ

りは洪水そのものだが、大勢のキャンパーが入り込

んでいた背景には、 一見するとキャンプに適したよ

うに見える広い河原が、実は砂防堰堤でせき止めら

れた土砂や岩石の集まりであったにもかかわらず、

そのことの持つ意味が理解されていなかったことが

あげられる。もともと、大雨になると増水して土石

流が発生する危険がある場所だから、砂防堰堤があ

るのであり、そこがすでに埋まっているということ

は、これまでに何度も大きな土石流が発生したこと

を物語っているのだ、というように考えた人がキャ

ンパーの中にどれだけいただろうか？

玄危川では、最近のアウトドア指向で人気が麻ま

っている河川空間の利用のあり方と、それを誰がど

のように管理していけばいいのかという課題を投げ

かけられた。また、広島の土砂災害では、記録的な

大雨でにわかに土砂災害の危険が高まったときの緊

急避難ができるように、リアルタイムでの土砂災害

の危険度判定が必要だとか、そもそも危険な個所に

住宅を建てること自体をもっときちんと規制すべき

だといった反省が求められ、新しい法律を作るきっ

かけにもなった。

* NHK解説委員

（財）砂防 ・地すべり技術センター理事

マスコミは常にそうした新しい課題の発掘には大

変熱心である。確かに、それが閣題解決のインセン

テイプになってきた側而は大きいだろう 。 しかし、

いつもいつも新たな課題を見つけるばかりでいいの

だろうか？ それまでの努力が実って災害を切り抜

けたというような、もっと前向きの情報はないのだ

ろうか？

私はないのではなく、そうした視点が欠けている

ために見つけていないのではないかと思う。マスコ

ミには、被害の報道に力点を骰くあまり、被害を受

けた人の方に関心が集まってしまう性癖がある。被

害の再発を防止するには、どうやって難を逃れたか

という情報の方が役立つかもしれないのに、そうし

た情報はほとんど省みられないでいる。たいていの

災害では、被害を受けた人よりも、むしろ難を逃れ

た人の方がたくさんいるはずなのに。

＊
 

かねてからそうした疑問を持っていたら、砂防 ・

地すべり技術センターが、平成10年度に佐渡島で行

った土砂災害の聞き込み調査の話を耳に した。

一昨年の 8月4日、新潟では午前 7時から 8時ま

での 1時間に113mmの雨飛を記録した。明治30年以

来、 100年ぶりの大雨だったという 。明治30年には

死者50人、家屋の全半壊576戸という大きな被害だ

った。ところが今回は、土石流24渓流、がけ崩れ10

箇所、地すべり12箇所の土砂災害が発生し、家屋な

どへの被害も全壊 3戸、 一部破損20戸、床上没水20

戸、床下没水46戸といった大きな被害に遭いながら、

人的な被害は皆無だったというのである。

このうち、 l」」と悔岸に挟まれた過疎地域の一つ、

両津市東立島地区では、 2級河川の東立島川が土石

流で氾濫した。また、同時に裏山が崩れて民家 2戸

が押しつぶされたほか、 12戸あった集落のうち10戸

までが被災した。

聞き込み調査によると、夜中から、雨の降り方が

ただならぬ様子であった。このため地元の区長さん
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たちは、未明から起き

出して外の状況を見回

っていた。山）I及から水

が湧き出ていた。普段

は水が流れていないLU

ひだにも水が流れ出し

ていた。そのうち、家

の前の側溝が溢れてく

る。町の中央を流れる

川の水位が上がって、

溢れそうになってく

る。そうするうちに、

裏山が崩れて 2軒を押

しつぶした。押しつぶ

された家の人は、外に

出ていたため無事だった。もはやこれまでと、東立

島地区の区長さんは周辺の住民たちに直ちに避難す

るよう呼びかけ、それによって危うく人的な被害を

免れたというのである。

自分たちの住む地域に大雨のときにはどんな危険

があるのかをよく知っていたことと、早くから状況

の変化を見守っていたことによって、ぎりぎりで避

.,... 
立ヽ ム、

難をすることができたのである。

集中豪雨に多いケースなのだが、このときのよう

に夜中に大雨注意報が舒報に変わり、早朝に被害が

発生すると、自治体では十分な対応ができない。勢

い、避難の判断は住民自らの判断に任されることに

なる。また、被害が起きてからは、道路があちこち

で寸断され、現場にたどり着くこと自体が大変困難

になる。 しかも、海岸にまで山が迫っているような

地形では無線の通りも悪く、このときも消防無線が

使えなかったと言う。

＊
 

このように物的な被害は大きかったが、人的な被

害はなかったというケースには、こうした避難がう

まくいったという実組が隠れている。そういうこと

を知らされる機会は、

実はこの前にもあっ

た。

1995年の 7月11日か

ら12日にかけて、梅雨

全線が停滞して、長野、

富山、新潟の 3県税を、

200年に 1回あるかな

いかというような集中

禄雨が製った。各地で

大きな被害を受けた典

型的な梅雨末期の集中

豪雨である。と ころが

奇跡的なことに、それ

ほどの集中染雨で、 1 

人も犠牲者がなかったのである。

1996年の邪れに14人が死亡した蔀原沢の土石流災

害が起きたのは、この災害復旧工事中のことであっ

た。私は、どうして人的な被害がなかったのだろう、

と疑問に思っていた。そしたら、その 2年後に、最

も被害が大きかった長野県小谷村の村長さんから、

自分たちで作ったと言う災害の記録集が送られてき

た。被害状況を記録した写真や、住民の体験談の投

稿が載っている記録集である。

小谷村というのは、長野県の最北西端の新潟県境

の高い山脈に挟まれた川沿いに集落が点在する、人

口4300人あまりの過疎の村。冬のスキーと山歩きな

ど年間に200万人が訪れる観光の村。一昨年の冬季

オリンピックの会場の一つとなった白馬村の北隣。

私は、その記録集を読んで初めて、住民たちが危機

ー愛で難を逃れた様子が、さまざまな場面であった

ことを知らされた。

がけ崩れ、地すべり、土石流がいたるところで発

生し、道路も鉄道もずたずたに寸断され、家も田畑

も失われたところも。通信手段も失われ集落ごとに

孤立して相互の連絡がつかなくなったため、役場の

対策本部でも状況がつかめなかった。交通も通信も

東立島川で発生した士石流により人家の2mまで土砂に埋まった

（両津市東立島地内） 一新潟県砂防課提供

2
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途絶して外部との連絡がつかないまま、各集落の住

民たちは、大雨の降り方や川の増水の様子などから、

ただならない状況と判断し、自主的に避難して、か

ろうじて難を逃れることができた。なかには、山間

にある＂塩の道＂などを経由して避難したり、発電

所の祁水管伝いに高い位骰まで避難した旅館の宿泊

客らもあった。

塩の道とは新潟県の糸魚川など海と長将県の松本

など内陸とを産物を巡んで行き来した、古い時代の

交易路。現代の国道など自動車の走る道路は洪水で

寸断されたが、人がやっと通れるほどの塩の道は災

害にも強かった。

この小谷村の例も、先ほどの佐渡島の例も、住民

の日頃からのコミュニケーションと、地域がどんな

災害に遭いやすいのか、そのような場合にはどこへ

どう避難すればいいのかなど、地域の特性をよく知

っていたことが、適切な対応につながった。

われわれマスコミはどうも被害の後追いに追われ

て、こうした難を逃れた人々の体験談のような、本

当はもっと役立つ梢報を見逃してしまっているきら

いがあると反省している。若い取材スタッフにも機

会があるごとに、そうした視点を持つように指祁す

るよう心がけている。

＊
 

小谷村の現地を 2年後に見たとき印象に残ったこ

となのだが、コンクリートで固めた護岸に土を盛り、

さらにその上を自然の石で毅う工事をしていた。で

きるだけ自然の川に近づける工夫だろう。このよう

に最近では砂防ダムにもさまざまな工夫が見られる

ようになった。

砂防ダムは、土石流の流れをくい止めて被害を軽

減するのが目的だが、土砂だけでなく魚の上り下り

をも遮断するとして、釣り人には大変人気がない。

小谷村の復旧工事では、大きな岩だけをくい止める

隙l甘Jのあるダムとか、眼鏡橋のような大きな穴の開

いたダムも試みられていた。また、プロックを積み

上げただけで隙間から水や砂が通りぬける構造のダ

ムも考えられている。こうしたものなら小さな魚は

上り 下りできるかもしれない。釣り人の批判に応え

て工夫をすれば、いろんなことができるのだと感心

した。

＊
 

小谷村の被災地を見て歩いて気付いたことをもう

一つつけ加えると、災害前に砂防施設が整備されて

いた川の下流では、ほとんど被害がなかったり、起

きても比較的軽かったことである。これは当然とい

えばそれまでだが、なかなかそのように素直に評価

してもらう機会が少ないのが実状ではないだろう

か？ 役に立って当たり前であって、万ー役に立た

なければ大問題にされてしまう。それが公共事業の

宿命なのかもしれない。さすがに地元のみなさんは

それを自鈷するようになり、これまで自然のままの

姿に手を付けたくないと砂防対策を拒んできたとい

うペンション村でも、この災害のあとでは砂防対策

が進められていた。ここにも課題追及型というか、

そうしたマスコミの発想法の弊害が波及していたの

だ。

＊
 

過疎の村に災害の追い討ち。住民はどう受けとめ

ているのだろう？

「住民の結ぴ付きを日頃は煩わしく感じていたの

に、危急の事態でそれが大変役だったことを見直し

た。地域を愛してみんなで守ってきた人々のつなが

りを、これからも大切にしたい」という大阪から嫁

いできた女性の体験談が印象的。まだ復旧工事が続

いている最中であったが、みなさんの表情は大変明

る＜、災害にあったことを理由に村を離れた人がま

ったくない、というのも大変嬉しいことであった。
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［研究成果

砂防新型水制工（スクリーン枠水制）の開発研究

................................................................................. 
阿部宗平＊ 鎌崎祐治＊

1.はじめに

河道の直線化は生態系に大きな影聘を与える場合

もあるので、なるべく湾曲地形を残すことに配慮し

て流路整備計画をたてることが望まれる。この際、

湾曲部に生じる著しい局所洗掘は護岸の主な被災要

因となるため、水衝部における局所洗掘を低減させ

る対策が必要である。また、局所洗掘が低減できれ

ば設岸に軽易で柔構造の多自然型談岸を取り入れる

こともできるなど、動植物の生息探境にある程度配

盛することができる。

床固工 ・帯工および根固工を設置して護岸基礎部

を保護する従来工法では、 二次流の発達が顕著な湾

曲部に発生する局所洗掘を十分に低減することがで

．きないが、ベーンエは局所洗掘制御工として有効な

工法であることが阿部ら！）によって報告されてい

る 。 しかし、ベーンエの材料•はできるだけ蒋い剛な

ものを想定しているが、大転石の多い礫床河川では

施工が困難である場合も考えられるなど、施工法に

ついて解決すべき課題が残されている。このため実

河川への適用は未だなされていない。

本研究は二次流および主流を減勢して局所洗掘を

低減させるベーンエ と同様な機能＂を発禅し、ベー

ンエの施工が困難な急勾配の礫河川に適用できる新

裂水制工の開発を目的としている。この新型水制は

我が固の伝統工法である牛枠の構造に類似するもの

で、 ）1|鉄建材（株）との共同開発により考案され、ス

クリ ーン枠水制と名付けられている。

前報2)でスクリーン枠水制は、 二次流の強度を弱

めて局所洗掘深を低減する効果の大きいことやスク

リーン枠水制の設計に必要な緒元について実験的考

察を行い、配置法を提示した。本稿では水理模型実

験および現地試験の事例研究を通して前報で検討し

たスクリ ーン枠水制の機能と配置法に関する実験結

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防技術研究所

果との適合性を検討する。

2 スクリーン枠水制の構造

スクリーン枠は写真ー 1および図ー1に示すよう

に、 三角柱の骨組みと、透過性のスクリーン部で構

成され、鋼製フ トン糀の自重で固定するため、河床

の低下に伴う沈下等に追従できる。壁面のスクリー

ン部のスクリーン開度はスリット（スク リーン材と

写真ー1 スクリーン枠設堕状況

正面図
28 2.8 

入が,_,
側面図 「―—

m 
［応ぃ
----L! 

（単位： m)

図ー1 スクリーン枠の構造
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図ー2
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遊砂地の施設配置計画
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スクリーン材の間の隙間）幅の総計をスクリーン幅

で除した値(|丼］度＝区スリット幅／スクリーン幅）

で、実験結果に基づいてベーンエと同様に二次流を

減勢するのに効果的な67％に設定した。

3.水理模型実験によるスクリー刀わ水制の機能の検討3)

流向 ・流速の変化が著しく流砂屈が主流方向に変

化するような水衝部におけるスクリーン枠水制の機

能については、明らかでない。そこで、不規則な屈

廿I•1部において砂礫堆の移動に伴う流れの集中に起因

する護岸沿いの局所洗掘を低減するスクリーン枠水

制の機能を水理模型実験で検討する。実験で対象と

したのは建設省束北地方建設局行内の生保内川であ

る。

図ー3 水制工の位置

(1)実験の概要

実験は、模型縮尺 l/60とし、フルード数相似則

に従って実施した。実験に用いた流砿ハイ ドログラ

フはビーク流倣635m'/sec、飯小流址100111'/secの計

画洪水波形 (100年超過確率）で、給砂材料は河床

材料に同じで、 dm=4 cm、dgo=lOcmの混合砂である。

給砂は、掃流砂猥式により各流批ごとに流砂批を求

め、その紐を模型上流部から与えた。水理模型実験

で検討した遊砂地の施設配置．計画を回ー2に示す。

砂防ダムより下流0.6kmの位置に床固エが、床固工

の下流0.3kmの位置を始点として延長約0.2kmにわた

って13基のスクリーン枠水制工群が計画されてい

る。スクリーン枠水制を計画する付近の河床勾配は

約 l/75で、河道幅は80m~l20mである。スクリー
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［研究成果

ン枠水制は長さ 6m、高さ 2mの大きさで縦断方向

に6.6mのほぽ等間隔に配骰した。この楊合のスクリ

ーン枠の設骰密度（スク リーン枠の長さの総和／ス

クリーン枠最上流端から最下流端までの設骰距離）

は、設四区間長に対して約40％になる。横断方向に

はスク リーン枠の中心が堤防の法尻から10m離れた

位骰に設骰した。流れを河道中央に寄せる目的で、

上流側 5基のスクリ ーン枠の設置角度はスク リーン

枠を設置する位置の中心線に対して30゚の角度を付

けた。また、下流の 8基は既設堤防に平行に設置し

た。

実験は、先ず、現在の河道の状態で計画洪水流址

規模の出水が発生した場合の主流路の時間的変化な

どを観察 ・測定し、水衝部の位骰と局所洗掘などか

ら現河道の問題点を考察する実験Aと、外湾側の堤

防沿いに集中する流れを制御する目的で設置した床

固エ（固ー2)の効果を検討する実験Bについて行

った。実験Bで床固工は、現在の流路の中心線に対

して内湾側に向けて14゚の角度を付けて設骰した。

実験Aで明らかになった局所洗掘部に実験Bの床固

工を設樅した状態でスクリーン枠水制を設置し、ス

クリーン枠水制の流れによる減勢と局所洗掘低減機

能を実験Cで検討した。

(2)実験結果

① 実験Aの水衝部の位置は、昭和35年災害時の破

堤 ．氾濫発生地点にほぼ一致する。災害後、図ー

3 (5頁）に示す位骰に談岸と不透過 ・非越流の

出し水制エが建設されている。実験Aによる水制

工周辺の流況の時間的変化を写真ー2に示すよう

に、砂礫堆の移動に伴って主流水は水制工周辺部

に集中する。護岸および水制工周辺部の河床は 4

m~7mの洗掘を受ける。

② 図ー4は実験A、実験B、実験Cの流屈450m'

/sec時（出水後半）における護岸沿い河床の縦断

変化を示したもので、図1-5は河床の横断測定結

果である。

実験Bで床固工は流れを竪流する効果が認めら

れるが、床固工の単独で設置される床固工では方

向を変化させても水衝部が下流に移行するだけ

で、最大洗掘深を低減できない。しかし、スクリ

ーン枠水制を設置した実験Cの結果は、実験Aお

よび実験Bに比べて局所洗掘は低減されている。

③ 写真一3は実験Cでスクリ ーン枠水制がピーク

•• 
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写真-2 水制エ(1)周辺の流況の時間的変化
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流倣635m'/sec時の主流を減勢している状況と通

水終了時の河床の状況を示したものである。写真

-3 (a)より、内湾側の方向に30゚の角度を付けた上

流側の 5基のスク リーン枠水制は、 主流を河道中

央方向に寄せる機能を発挿していて、 実験Aのよ

うに砂礫堆の移動に伴って主流が護岸および出し

水制を直撃する問題は解消されている。写真一3

(b)はスクリーン枠水制の減勢効果により設岸基礎

は保股されている結果を示している。

(3)考察

① 不透過型の出し水制は流水に対する抵抗が大き

いため、水制周辺部の局所洗掘が著しく、大規模

な出水時には、破堤．氾濫を誘発することが危惧

される。これに対して、スクリーン枠水制はスク

リーン枠水制前面の洗掘が少し大きくなるが、流

れを減勢して陵岸沿いの局所洗掘を低減する効果

が大きい。

② 外湾側に集中する流水を河道中央部に寄せるス

クリーン枠の設骰角度は、流れに対して内湾側に

ジ f

‘ 

凡イ」

哀況

床固工設置

床固工＋透過型水制エ設祓

図-5 河床の横断形状の変化

(b)実験終了直後における水制工周辺の河床状況

写真一3 スクリーン枠水制工による減勢と水制の効果
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［研究成果

向けて30゚ の角度を付けるのが効果的であるとい

うことが確認された。

③ スクリーン枠水制の設置間隔をスクリーン枠の

設骰区間長に対して40％の密度に設置すると、局

所洗掘は低減されていることから、提案されたス

クリーン枠の配置法の妥当性が確認された。

④ 床固工群によって流れを整流させて設岸基礎を

保設する従来工法によらずとも、スクリーン枠水

制群により主流を減勢して、閥接的に談岸を保設

することが可能であり 、従来工法に比べて生態系

に与える影響を小さくすることが期待できる。

4 釜lll遊砂地,~けるスクリーン枠水制の機能の検討4)!i)

建設省湯沢砂防工事事務所の協力により、釜川に

建設されたスクリ ーン枠水制の機能調査から実験的

研究結果の適合性を確認する機会を得た。本枇では、

1996年 5月～1998年11月までの 2年 6カ月の期間に

わたって実施された河床変動、主流路の経年変化、

出水痕跡などの現地調査の結果を基に、スクリ ーン

枠水制の機能と効呆および実河川に適用する際の留

意事項について考察する。
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図—7 遊砂地の位四

(1)遊砂地計画の背景と目的

釜川は信濃川水系清津川の左支川で、苗場山を源

流とする流域面積21.8km'で、泊津川合流点上流 6km 

に位置する名勝天然記念物 「七ツ釜」の「一の滝」

区間の平均河床勾配が、 1/14の急勾配河川である。

釜川は、 1995年 4月23日の異常高温による融雪出水

により、七ツ釜 「一の滝」が崩壊するとともに、右

岸側の斜而崩壊を誘発し、約3.3万m'という大祉の

土砂が河道に流出した。土砂流出前後の田代砂防ダ

ムから上流1.15km区間の河床縦断形を圏ー6に示す

ように、 1995年 8月出水で河床は 3m~5m上昇し

た。 また、右岸側斜面には、約3.3万而の不安定土

砂が残留しており、これらの土砂を放置しておけば、

下流の集落や田畑は甚大な被害を被ることが危惧さ

れた （建設省湯沢砂防工事事務所調べ）。

建設省湯沢砂防工事事務所は、 二次災害の発生を

防止するため、災害復旧工事として「一の滝」の跡

地に、崩落前の滝の形状に似せた砂防ダムを建設し、

1997年11月に完成させている。この間、河道内の堆

積土砂の急激な流出を制御する一方で、埋没した 6

つの滝を早期に出現させることを目的として、建設

省湯沢砂防工事事務所は、図ー7に示すように釜川

の右支川である紫介沢が合流する付近より上流の河

道拡幅部を遊砂地として位置づけ、写真一4に示す

ようにスクリーン枠を土砂調節エとして配四した。

また、紫倉沢合流部より下流約0.25km区間にわたっ

て建股されているフィッシングパークを保全するた

め、スク リーン枠水制を設置した。このフィッシン

グパークは建設省湯沢砂防工事事務所が「魚にやさ

しい渓流づくり」事業として建設したもので、 1995

年 8月出水の大飛の土砂流出により埋没している。

写真—4 遊砂地に設置されたスクリーン枠水制（下流側）と土砂
調節エ（上流側）。写真左側手前がフィッシングバーク。
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(2)遊砂地の施設計画の概要

遊砂地区間の現河床勾配は約1/35、これより下流

で1/45、砂防ダムの堆砂地で1/60に変化する。河道

幅は、土砂調節エ付近で35m~45m、水制エ付近で

30mであり、この間の河道は屈IIllしている。

施設の設骰状況を屈ー8に示 している。下流側右

岸に6基のスクリ ーン枠水制エが、湾III:1部の外湾に

集中する流れを河道中央方向に寄せる 目的で設骰さ

れ、また、 上流側には、河道横断方向に 7基のスク

リーン枠を用いた土砂調節エが 2列に配協され、

1996年 1月に施工が完了している。スクリーン枠の

大きさは高さ 2m、長さ5.6mで、フトン砲によ って

固定されている。

図-8 土砂調整エとスクリーン枠水制の配置図

(3)遊砂地建設後の主な出水

1996年 1月から1998年11月の期間を対象に、各月

別ごとに 1カ月の期間内に発生した田代砂防ダム地

点における出水時の最大流倣 （建設省湯沢砂防工事

事務所の調査による）を圏ー9に示した。1997年 2

月に約127m'/secの流屈が、 1996年 8月と1998年 9

月に約80m'/secの流恩が記録されている。また、施

設設置後、 1996年 7月に斜面崩壊により約800而の

土砂が生産されている。なお、上流の七ツ釜下流砂

防の設計対象流批は、 230mツsecに設定されている。

(4)現地濶査の項目と方法

調査は、縦横断測批と写真撮彩、水位 ・堆砂痕跡、

流況観察、河床材科調査を実施した。調査時期は、

降雪時直前 （出水の半年後）、融雷出水後の年 2回

とすることを基本とした。縦横断測砿の範囲は、土

砂調節工より上流50m、下流150mの延長200mの区

問とし、横断測址の断而および縦断測批の測線は各

測掘時期を通して同じにした。河床変動測批は、上

流の七ツ釜下流砂防ダムから下流の田代砂防ダム区

問について行うのが望ましいが、七ツ釜下流砂防ダ

ムが建設中であり、上流まで立ち入れなかったこと、

また、 平時の出水流批が比較的多いことなどにより

測批範囲が制約された。1997年 1月出水 （流飛

127 m'/sec)の水位と堆砂の痕跡調査を行い、その
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図ー9 月別の最大流屋 （提供： 建設省湯沢砂防工事事務所）
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(a)土砂調節エ（スクリーン枠）による流れの減勢
スクリーン枠の頭部と後部の水面形の変化から流れは減勢されてい

ることがわかる。

後の出水による河床変動解析に反映させた。

河床と主流路の経年変化の記録、定点からの写真

撮影、施設周辺に見られる特徴的な現象の観察と、

その写真撮影を行った。また、縦断方向の粒径の変

化と施設の機能を表現するのに適切な河床材料調資

地点を選定し、河床材料の粒径を写其測定法により

計測した。

(5)調査結果と考察

① スクリーン枠水制流向制御

写呉ー5は、 1996年 6月出水時の土砂調節工お

よびスクリーン枠水翡IJ近傍の流況を示している。

また、土砂調節エから下流における主流路の経年

変化を写兵ー6に、また、各測定断面ごとに、前

期の測屈時の河床邸に対する堆梢深の変化と洗掘

(a) 1996年5月I印~ (b) 1997年5月撮影

写真ー6 主流路の経年変化 （スクリーン枠水制の流向制御効果）

10 SABO vol.66 Jun.2000 

(b)上流側スクリーン枠水制工周辺の流況
スクリーン枠水制の河通寄り、構造体の中、渓岸寄りの水面形の変
化から、スクリーン枠に集中する流れが減勢されている状況がわか
る。

匹ii'
多1k 忍々--99999 9日 •, -

(c)..t流側スクリーン枠水制間の流況
スクリーン枠水制と下流のスクリーン枠水制との間の流蟄と河道中
央寄りの流勢を比較することにより、スクリーン枠水制の減勢効果
がわかる。また、スクリーン枠水制は主流を左岸渓岸側に寄せる水

は捌効果を発揮している様子がわかる。

写真一5 融雪出水時の流況 (1997年5月撮影）

(c) 1998年4月撮影 (d) 1998年ll月撮影
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深を求めて、図ー10に示している。写真一6と図一

10よりスクリーン枠水制の機能は以下のように記

述される。

1) 1996年5月撮影の写真一6(a)より、下流側の

3基のスクリーン枠水制群は右岸側に向かう流

れを河道中央部に寄せる機能を発揮しているこ

とがわかる。

2)写真一6(b)は融雪出水時の流況を示している。

1997年 1月に発生した流址127m'/secの出水お

よびそれ以後の出水で、図ーlO(a)に示されるス

クリーン枠水制群の設置区間に堆積した土砂の

影響を受けて、流水は河追全幅にわたって流下

している。このときの流況観察によると、上流

から 2基目と 3基目のスクリーン枠水i|ilJ間の表

面流速は、水制の左岸側（河道中央側）で

2.5m/sec、水制の右岸側（水制の裏側）で

l.3m/secであり、スクリーン枠水制が流れを減

勢する効果の大きいことが観測された。また、

写真一6(b)より下流 3基のスクリーン枠水制群

は河道中央に向けて流水を寄せている状況がわ

かる。固ー10(a)に示すように河道の中央から左

岸側にかけて土砂が堆積し、スク リーン枠水制

群周辺および右岸側の河床の変化は小さい。

3)写真一6(b)に示した堆積土砂は写真一6(c)で見

るようにその後の出水で流出しているが、下流

のスクリーン枠水制群周辺での河床はほとんど

変化していないことが、写真一6(c)と区1-lO(b)に

よってわかる。

4) 1998年9月に流祉77m'/secの出水が発生して

いる。写真一6(d)はその 2カ月後の状況を示す

もので、 9月の出水時の主流水は、外湾側 （右

岸）に集中したものと椎察される。しかし区I-

10(C)で示されるように、スクリーン枠水制の裏

側での河床の変化は小さい。

以上の結果よりスクリーン枠水制は、流れを河道

中央部に寄せる水勿1jねと流れを減勢する機能を発

揮していると判断される。

② 石礫の分級効呆

河床材料の調査は、広さ 2mX2mの範囲の表

培河床材料を写真に撮り、それを読み取る写真測

定法によって行った。なお、調査は1998年11月に

実施した。調査地点は圏ー11(12頁）に示すよう

に土砂調節エ群の上流で3カ所、上流側のスクリ

ーン枠水制群で 2カ所、下流のスクリ ーン枠水制

群で 3カ所およぴ水制工群より下流 1カ所の計9

カ所である。河床材料の粒度分布を図ー12に示す。

s紐 0vol..66 Jun.2000 11 
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SCALE 
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図ー11 河床材料調査地点 （調査年月： 1998年11月）
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図-12 河床材料の粒度分布

図ー12の河床材料の粒度分布加梢Ilり線は、先ず、

個々の材料の直径と短径を写真上から計測し、平

均値を求め、粒径別にサンプリングした全個数に

対する百分率を計尊し、粒径階ごとに対応した累

加百分率を求めて作成されたものである。屈ー12

より、土砂調節工の上流側と水制工群の下流側で

は、明らかに河床材料の粒径は変化していて、下

流ほど細かいことがわかる。

土砂調節工の近傍（調査地点①＠〇）の60％粒

径 d60は、およそ15cmであるのに対して、水制エ

群の下流⑪の粒径d6oは、 4cmである。このよう

な石礫の分級は、土砂調節工による流れの減勢効

果が大きく関係しているものと判断される。

水制工周辺（調査地点◎①を）では、水制工の面

〶と水制エと水制工の間の®の粒径が、ほぼ d 60 

= 6 cmで水制工の裏◎のd6o= 2 cmに比べて大き

い。このことは、水制エが、流向を制御するとと

もに水制群に集中する主流を減勢した結果の現れ

であると判断される。

写真ー7は、土砂調節エ群の上流の堆租土砂と、

上流側のスクリーン枠水制群および下流側のスク

リーン枠水制群付近における河床而の状況を示し

ている。写真一7より 、上流より下流に向かって河

床材料の粒径が小さく変化 していく様子がわか

る。

コ
(a)土砂調節エ上流付近に堆積した土砂の状況

(b)水制工中流付近の河床状況

鸞ヽ:-
．士.J 

ヽ. 
・ `>→； 
今・ →ゴ島-•

(c)水制工下流付近の河床状況

写頁-7 河床表面粒径の縦断的変化

写真ー8は水制工周辺部の粒径の変化を示して

いる。写真一8(a)より、水制の河道寄りと水制間の

河床材料の粒径は、水制の裏 （渓岸側）の粒径に

比べて相対的に大きいことがわかる。また、水制

裏では、河床の洗掘は生じていない。写真ー8(b) 

のように、集中する流れによって運搬された直径

20cm-30cmの大きさの石礫が水制工前面（河道側）

に堆和している状況から明らかなように、スクリ

ーン枠水制群による流水の減勢 ・水刻ね効果は、

12 SABO vol.66Jしm.2000
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9-, 

(a)スクリーン枠水用」の後面の粒径は、スクリーン枠水制前面および (b)スクリーン枠水制の前面に堆積した石礫の状況。
スクリーン枠水制問の礫径に比ぺて小さい。

写真-8 スクリーン枠水制付近の礫径の変化

大きいといえる。

5.結語

(1)生保内川を例とした水理模型実験において、

出し水制の周辺部の河床は砂礫堆の移動に伴う流れ

の梨中によって著しい洗掘を受けるのに対して、ス

クリーン枠水制工 は流れを減勢して局所洗掘を低減

する効果が大きいことがわかった。 また、スクリー

ン枠水制の設置角度と配置間隔などの配置法の妥当

性が確認された。

(2)釜）l|遊砂地工に設骰したスクリーン枠水制エ

は、流向の制御と流れを減勢する機能を発揮し、ま

た、河床材料の分級作用を高める機能を有すること

が確認された。スクリ ーン枠水制より渓岸側の河床

は洗掘を受けにくいので、多自然型護岸を取り入れ

やすくなる。また、出水時のスクリ ー ン枠周辺の流

れの減勢は魚類の避難場所となり得るなど、魚類の

生息環境を創出することが期待できる。

スクリ ーン枠を固定するフトン1もの金網が石礫の

衝突により切断され、中埋材の一部が流出した。調

査期間中においてスクリーン枠の変位は認められて

いないが、スクリーン枠の前面が深掘れするので、

今後洗掘状態に追従できる材料でスクリーン枠を固

定する方法を1}り発したい。

最後に、生保内川水理模型実験の委託者であり、

また、買重な賓料を提供して下さった建設省東北地

方建設局湯沢工事事務所ならびに釜川遊砂地の現地

調査の場を与えて下さった上、多大なご協力を賜っ

た建設省北陸地方建設局湯沢砂防工事単務所の閲係

者に深く感謝申し上げる次第です。また、スクリー

ン枠水制工は川鉄建材（株）との共同で開発したもの

であり関係者に感謝の意を表します。

参考文献

1) lliiJ部宗平 ・天田翡白 ；洞曲部における局所洗掘制

御工に関する実験的研究、砂防学会誌投稿中

2) （財）砂防・地すべり技術センター ；流路工計画にお

けるスクリ ーン材の機能と効果に関する実験的研

究報告曹、 1994

3) （財）砂防 ・地すべり技術センター；生保内川緑の遊

砂地水理模型実験業務報告書、 1998.3

4) 井良沢道也 ・ 板鼻昭夫 ・ 阿部宗平 ・ 荒牧浩 • 田島

秀俊；現地調査による多機能型スクリーン枠工の

機能と効果に関する考察、砂防学会平成10年度砂

防学会研究発表会概要集、 pp292~293、1998.5

5) 大野宏之 • 本郷図男 ・ 阿部宗平 ・ 鎌的祐治 ・和田

浩 ；プロック式土砂調節工の機能と効果に1渕する

研究、砂防学会平成11年度砂防学会研究発表会概

要集、 pp224~225、1999.5

SABO vol.66 Jun.2000 13 



Iトピックス 1 | 

土砂災害防止法の概要について

栗原淳ー＊

1.法律制定の背景

平成11年 6月末の広島県等における土砂災害をは

じめとして全国各地で激甚な土砂災害が発生し、尊

い人命と貨重な財産が失われたことにかんがみ、建

設省は省内に「総合的な土砂災害対策に関するプロ

ジェク トチーム」を設置して、その恒久的な施策の

在り方を検討してきたところである。

また、建設大臣は、それらの検討を踏まえ、土砂

災害のおそれのある区域への住宅等の立地抑制等に

関する法制度を中心に、総合的な土砂災害対策のた

めの法制度の在り方について河川審議会に諮問し、

本年 2月に答申をいただいたところである。

なお、 土砂災害防止法制定のこのほかの背娯とし

ては、 ①土砂災害が依然として全国各地で多発して

いること、②危険な渓流や斜面の周辺に人家が立地

しているために、 土砂災害危険箇所数が増加してい

る。このため、次のような政策が必要となっている。

〇危険箇所をすべて対策工事によって安全にしてい

くのには膨大な時問と骰用が必要。このため、ハ

ー ド対策 （土砂災害防止工事の推進）と併せて、

土砂災害の危険性のある区域を明らかにし、その

中でのソフ ト対策 （繁戒避難措置、立地抑制策）

を充実させていくことが必要。

これらを踏まえ、建設省は、・「土砂災害笞戒区域

等における土砂災害防止対策の椎進に関する法律

案」（通称、 「土砂災害防止法」）を策定し、 平成12

年 3月14日に閣議決定された。その後、国会での審

議を経て、 4月18日に参議院、4月27日に衆議院で

ともに全会一致で可決され、成立したところである。

＊ 建設省砂防部傾斜地保全課課長補佐

14 SABO vol.66 Jun.2000 

2 法律の概要

土砂災害防止法の概要は次のとおりである（囮―l)。

既存の事業関連諸制度と相ま って総合的な土砂

災害対策を講じるため、 土砂災害のおそれのある

区域についての危険の周知、碧戒避難体制の整備、

住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等

のソフト対策に関する新たな法制度を講じるもの

である。

①土砂災害防止対策基本指針の作成

〇国土交通大臣は、基礎調査や土砂災害笞戒区域

等の指定等に関する指針を作成する。

②土砂災害防止対策のための基礎調査

〇都道府県は、 土砂災害警戒区域の指定等のため

の対策に必要な基礎調査を実施する。

③土砂災害醤戒区域の指定 ・醤戒避難体制の整備

〇都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、

土砂災害のおそれのある区域を土砂災害粋戒区

域として指定する。

01渕係市町村は、 壱戒区域ごとに土砂災害に係る

情報伝達及び碧戒避難体制の整備を圏る。

④土砂災害特別晋戒区域の指定・住宅等の立地抑制等

〇都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、

土砂災害により著しい危害が生じるおそれがあ

る区域を土砂災害特別笞戒区域として指定する。

〇開発行為の規制により、新たに住宅等が立地す

ることを抑制する。

・許可の対象 ：住宅宅地分譲、社会福祉施設等

の建築のための開発行為

〇建築物の構造規制に より、 土砂災害に対する安

全性の確保を図る。
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・構造規制の対象 ：居室（居住、執務、作業等

のための使用する室）を有する建築物

〇勧告による移転者のため、融脊、査金の確保等

の支援措置を講ずる。

3 砂防三法との関係

いわゆる砂防三法（「砂防法」、「地すべり等防止

法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律」）は、土砂災害の原因となる土石流、地すべり、

がけ崩れの発生を防止するために、砂防ダム等の対

策工事を実施するほか、盛土、切土や樹木の伐採等

の行為制限を実施するためのものであり、いわば土

砂災害が発生する原因地対策を講じるための法律と

いえる。

これに対し、土砂災害防止法は、災害が発生する

土地より下の地域で土砂災害が生じるおそれがある

区域すなわち被害を受けるおそれがある区域を対象

とし、ソフト対策を講じるための法律といえる。

4.今後の予定

今後政令等を策定し、 平成13年4月1日に施行予

定である。また、本法律の成立にあわせて住宅金融

公庫法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律、都市計画法、国土交通省設置法の一部を各々

改正したところである。

なお、本法律は建設省専管であり、土砂災害対策

基本指針を定めよう とするときは、総務大臣及び此

林水産大臣に協議するとともに、社会査本整備審議

会の意見を聴くこととしている。

図ー1 土砂災害醤戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の概要

［対象となる土砂災害 ：急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

土砂災害防止対策碁本指針の作成［国土交通大臣］

• 土砂災害防止のための対策に関する基本的事項

・基礎潤査に関する指針

• 土砂災害特別将戒区域等の指定方針

• 特別警戒区域内の建築物の移転等の方針

基礎囮査の実施 ［都道府県］

• 土砂災害警戒区域及ぴ土砂災害特別祖戒区域指定等のための調査

上砂災也背戒！メ：域の指定 ［都辺府県］

く」；砂災省のおそれがあるIi域＞

〇梢報伝達、孵戒避難体制の救備 r-----＜警戒避難体制＞

0加）戌避難に1対する1頃 の 住 民 へ の 叫Iトー―-------l_---.J 1．市町村地域防災計画（災害対策基本法）＇ 

| 1:pi丑り竺匹［□凰：匹し!:| 
ootl発行為に対する記I[1il

対象： il:.‘むも地分，浪、社会伽祉施設守のため

のliil発わ為

0建築規制 （都1|i ，寸 11l1j区域外も建姿確，且．の対象 ） ••

0 1：砂災‘［時に¥•しいtil壊が'|:．じる建築物に対

する移転笠I))勧；＇；

-------' 

[―-

く建築規制＞

・居室を有する建築物の構造基池の設定（建築基埠法）

r- -＜移転支援＞f-i.移転費用馘蒻等

〇勧内による移転者への融:{t、:（t金の確1呆―----- i |----------J 
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図ー2 土砂災害警戒区域等の指定のイメージ

頭部滑落隆 末端部隆起
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有珠山贖火速轄

松木敬＊

1.有珠山噴火の経緯

有珠山は渡島半島の噴火湾北岸に位骰し、 17世紀

以降 7回の大規模噴火を記録している国内でも有数

の活火山である。昭和52年の唄火以来静穏を保って

いたが、 平成12年 3月27日より山体直下を震源とす

る火山性地震が多発し始め、山体に断層・亀裂が形

成されるなどの地殻変動も顕著になった。そして 3

月31日午後 1時 8分に有珠山西麓において哨火活動

を開始した。

その後も活発な活動を継続し、金比羅山西側斜而

に噴火口を形成、西山西山麓と複数の火口から噴煙

を上げている。特に金比羅山西斜面は、西山川流域

の最下流部にあたり、ここでの咬火活動の影孵によ

って斜而に設置された治山施設が被災し、さらに渓

流部に建設されている砂防施設にも土砂が堆積して

いる。また火口からは火山灰や火山弾だけでなく、

熱泥水を哨出しており、扇状地内の流路工を流下し

写真一1 最初の噴火の晴煙 (3月31日撮影）

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防技術研究所

これを閉塞して、洞爺湖温泉の市街地に広がって、

残された建物への被害も懸念される。

有珠山では哄火のたぴに土砂移動に起因する災害

を発生しており、前回咬火時にも山体周辺のほとん

どの渓流で二次泥流 （土石流）が発生した。今回の

咬火活動によっても同様の二次泥流の発生が懸念さ

れているが、さらに地殻変動の影押による土砂生産

場の変化による土砂流出状況の変貌をも考慮する必

要がある。

2 土砂災害対策専門家チームによる調査

平成12年 3月31日午後 1時10分頃の最初の噴火活

動を受けて、建設省、北海道開発局、北海道等は、

火山泥流、 土石流の発生危険度を的確に把握し、閲

係各所に情報提供することを目的として、 「有珠山

土砂災害対策専門家チーム」を構成した。翌 4月1日

より現地にメンバーを派遣して調査にあたっている。

専門家チームの当面の主な活動内容は、建設省防

災ヘリコプター「あおぞら号」

を活用した斜而の火山灰体秘状

況、砂防施設の状況、 主要河川

SABO vol.66 Jun.2000 

の堆砂状況の把握と、立ち入り

禁止区域外における火山灰堆租

深の調査、 土石流に対する避難

先の安全性の検討、等である。

調査結果はチームレポートと

して適宜発表されている。また、

ホームベージに写真とチームレ

ポートが公表されている(http://

www.mr.hda.go.jp/usudata/ 

dosha.htm)。
当センターのプロジェクトチ

ームおよび有珠山土砂災害対策

専門家チームヘの派遣状況は、

表 (18頁）のとおりである。

17 
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3.今後の活動予定

今後、専門家チームでは、熱

泥水、二次泥流発生危険度を把

握するために、引き続き有珠山

周辺の火山灰堆積深の測定、及

び、ヘリコプターからの目視観

測、ビデオ画像の解析等を継統

する。特に、西山JII、板谷川等、

二次泥流発生の危険性の高い河

川流域ではより詳細な調査が必

要となるため、様々な リモー ト

センシング手法の利用を検討す

る予定である。また、西山川等

での土砂流出による被害を最小

限にとどめるための無人化施工

技術の適用性についても基礎的

な検討を行う。

最後に、今回の噴火に伴い今

後予想される土砂災害に迅速か

つ的確に対応するため、北海道、

北海道開発局、建設省及び林野

庁は、「有珠山土砂災害検討委

員会」（委貝長＝北悔道大学教

授新谷融氏）を設置することと

した。委員会では、今後の有珠

llIの火山活動の推移を見守りな

がら、①緊急的に実施すべき対

策とその技術的検討を行うとと

もに、②降灰分布、地殻変動等

の状況を踏まえた砂防 ・治山計

画の見直し、③警戒 ・避難基準

雨誠の見直し等を検討していく

予定である。

18 

写真一2 金比羅山火口から湯気を出してあふれ出る熱泥水 (4月7日撮影）

写真ー3 西山西火口群と国道230号線 （洞爺湖側より、 4月28日撮影）

表（財）砂防・地すぺり技術センター有珠山隕火対策ブロジェクトチームおよび派遺者

総括 保科幸二 （理事 ・技術研究所長）

リーダー 安養寺信夫（砂防部技術課長）

サブリーダー 菊井稔宏（総合防災部技術課長）

メンパー 嶋大尚（技術研究所技師）、松木敬（技術研究所技師）

専門家チーム 企画祁 比留lll:J雅紀、酒井敦和

派遣者拿● 砂防部 安狡寺信夫、向井啓司、栢木敏仁、二宮忠之、吉田聡司

総合防災部 菊井稔宏、小野弘逍

技術研究所 松 木 敬

（＊＊平成12年5月16[1現在）
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ベネズエラの土石流災害

吉松弘行＊

1999年12月15日から16日にかけて、年降雨祉の約

2.5倍にも達する豪雨があり、南アメリカの産池OO

であるベネズエラ国のカリプ海に而するバルガス州

で大規模な土石流災害が発生した。その被害は、死

者30.000名、行方不明者7.200名、被災者331.164名、

崩壊家屋23,234件、半壊家屋63,935件（内務省防災

局発表、 12/22:推定値）と報告されている。

1.集中豪雨の概要

誘因となった集中豪雨は、約20時間も同国のカリ

プ海沿岸部に沿って停滞した寒冷前線によるもので

あり、この降雨批による観測記録は観測所が土砂災

害によって破壊流失しているため少ないが、国際空

港マイケティアの雨祉観測所のデータでは、 12月16

日の日雨枇が410.4mm、14日から16日までの 3日間

の連続雨誠が911.1mmとなっている。なお、同地区

の年間平均降雨憬は540mmである。

ロスコラレス地区の全景と背後斜面の崩壊状況

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター斜面保全部長

トピックス 3 

2 土砂災害の概要

土砂災害が発生した場所は、ベネズエラ国の北部

のカリプ海に面するバルガス州沿岸部であり、首都

カラカスより20kmほど北方に位置する。当地区は首

都カラカスに隣接しているため、同国第一の国際空

港や港湾があり、またカリプ海に面しているためリ

ゾー ト地として多くの居住地が存在して、急速に都

市化が進行した場所である。

地形的には、花飼片麻岩によって構成される様高

約2,500mを超える海岸山脈がカリプ海に急激に落ち

込んでおり、渓流はほぽ南北に長さ約10kmの区間を

急流渓流となってカリプ海へ流下している。このた

め、山地は急激な地形開析が見られ、ほぽV字形の

谷地形が発達するとともに、カリプ海の海岸線では

渓流からの土砂流出により約 4~5度の勾配を有す

る扇状地が形成されている。都市はこの扇状地と扇

状地に沿う山脚部に発達しており、

扇状地における土石流の流下、氾濫、

堆和及び山腹崩壊によって、山腹斜

而に発達した低所得者の住宅が壊滅

的な被害を受けた。

土砂災害の緊急対応については、

ベネズエラ政府の要謂により日本を

含めて 6カ国（日本、イタリア、オ

ーストリア、スペイン、ノルウェー、

フランス）により砂防対策計画が検

討されている。 日本は、今回の土砂

災害で最も被害の大きかった最大の

都市、ロスコラレス地区のサンフリ

アン川とその西方に位四するカム

リ・チコ川を担当することになって

いる。

サンフリアン渓流は、流域面梢約

20haで、概ね南北に流下する比高

差2,500m、長さ約10kmの渓流。扇
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頂部において土石の堆積が始まった

ため、扇状地での土石流は概ね 3流

路に沿って流下 ・氾濫 ・堆和してい

る。その氾濫堆積土倣は約1,000,000

n1'。扇頂部から海岸線まで1,750m、

幅約500mにわたり、面積は約0.6km

に達する。大転石を構成する土石流

のフロントが谷の出口、谷の出口よ

り約750m、約1.000m、約1,250m地

点に見られ、土石流の流下は少なく

とも複数回あったことが推察されて

いる。

カムリ ・チキィート渓流は、流域

面積が約lOhaで、概ね南北に流下

する比高差2,300m、長さ 6kmの渓

流である。標高250m~l40m地点に

おいては概ね南北方向から東西方向

に流下方向を変化させ、災害後の海

岸線より 1.400mの距離に位置する

高さ約30mの片岩から構成される滝

を介在して、南北方向に流下方向を

転化させている。この地区の扇状地

は小さく、 土石の堆秘はU字形状を

なす渓流中で発生したため、土石流

はサンフリアン地区と相辿して単一

の流路に沿って流下・氾濫・堆積して

いる。その堆和絨は約450,000m'、堆

積面積は0.23knl'と推定されている。

なお、表のチームが、現地で施設

計画の作成を実施している。

20 

下流域より見たロスコラレス地区の土石流の氾濫・堆積状況

カムリ・チコ川の土石流の氾濫．堆積状況

氏名 派遺期間 担当

団長 吉松弘行 2000.4.5~4.30.5.22~6.4 砂防対策

石川芳治 2000.5.15--6.4 斜而崩壊対策

笹原克夫 2000.4.5~5.l 4 土石流対策、贅戒避難体制

平城正隆 2000,4..10~5,7 冠戒避難システム

鶴木拓也 2000.4.5-6.4 災害現地閥査

伊藤英之 2000.4.10-6.4 航空写真判読

下田義文 2000.4.10-6.4 砂防計画、施設配置計画

高橋正昭 2000.4.10~6.4 施設設計、施工計画
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独断砂防国際協力序説～その5

渡辺正幸＊

途上国で行われる砂防事業の目的が“住民を食わ

せていくこと＂だ、と「その 3」に杓いた。この意

味をもう少し考えてみたい。というのは、別に砂防

屋に限ったことではないが、日本人のものの考え方

に目的と手段を混同して、主張が本末転倒になって

いることが最近とみに多いように思うからである。

“何のために”という目的意識が明確に自伐されて

いないと思えることがよくある。

結論を先にいうと、“砂防事業はそれ自体が目的な

のではなく、安心して希望をもって生きていくこと

ができる社会をつくるための手段のひとつである＂

ということである。この基本的なことがともすれば

等閑されて、 「目で見て明らかに砂防事業の成呆と

して認識できるものがないから、これは砂防事業で

はない」といった意見がでてくる。 しかし、ちょっ

と待てと言いたい。

砂防屋のスケールも小さくなったものだ。かつて

は ＂砂防は何でもできる＂と 言って憚らなかった。

＂善いと思ったことは砂防の名目をつけてどんどん

実施できる＂ということである。 •‘砂防のためにな

る”あるいは“どこかで砂防とつながる＂ことが説

明できれば事業に取り込める、と積極的に理解した

ものだ。この考え方を実行に移して多様な目的をも

たせた砂防ダムがいくつもできて、地域社会に受け

入れられた。

ところが、最近は“アウトプットに砂防の要素が

みえないと砂防事業ではない＂とみなされて困る、

となる。“これは私の事業ではありません＂と宣 言

して他の事業者に委ねるのだろうか。ずいぶん行俄

がよくなったものだ。どうして“これも砂防だ＂、あ

るいは“これは砂防の一部なのだ”と言わないんだ

ろう？

▼ 

日本でも、この侵食力の激しい日本においてさえ

＊ 元建設省土木研究所砂防部長

海外事情 l 

も、砂防が事業として本格的に行われるようになっ

たのは、平和が確かなものになって国力が回復して

きた1960年以降である。砂防が事業として存立する

基本条件は、「平和な環挽」、「安全に投査できる国

カの余裕」、そして 「砂防の意味を理解し事菜を望

む地域社会の力」である。途上国には、そのいずれ

もが欠けている場合がほとんどである。逆に言うと、

途上国が上の条件のどれかを満たしたときが、砂防

事業をとおして協力する良いタイミングである。

まず「平和な環境の創造 ・構築」しかる後に 「砂

防事業」、まず「経済力の余裕」しかる後に 「砂防

事業」というシナリオが、かつての日本でそうであ

ったように、開発途上国には必要なのである。砂防

事業はそうしてやるほどに、価値のある事業なので

ある。平和で国力のある日本という環境と、開発途

上国の迩いはここにあることを理解しなければなら

ない。これほどまでに途上国との交流の実紐を梢み

ながら、平和が日常化し予算は取ってくるもの、奪

い合いに勝てば手に入るもの、必要な予算は政府が

組むものという日本の発想をそのまま途上国に適用

する“無意識＇が抜きがたいのは、困ったことであ

る。

.... 
国際協力の現場でよく交わされる議論をもとに問

題をしぽることを試みる•…• •。

A :土石流に襲われる危険性の大きい集落を守るた

めには、砂防ダムや流路工のような構造物が必要

です。

B:農村で人口が増加すると、これまでは住まなか

った危険な所に集落ができるようになります。 H

本も例外ではないことは、土石流災害を “分家の

災害＂と 言ったことにあらわれています。

構造物を作るのは、構造物そのものに値打ちが

あるからではなく、その機能に値打ちがあるから

です。機能が同じであれば、安価で長持ちするも

のほど良いというのは当然です。しかし、その機
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能を維持していくためには、モニタリングと維持

管理が常に行われる体制がなければなりません。

でなければ、ダムは必ずといっていいほど倒壊し、

流路工は破られます。

A :限りなくメンテナンス ・フリーにすればいいで

しょう。

B:かといって、完全にコンクリ ートで固めるわけ

にはいきません。また、完全な計画というものは

ありませんから、大きな流出があったときに計画

を見直して、現地の水文条件や水理条件に合致す

るように修正しなければなりません。

この議論は「原論ー1」である。現実は原論だけ

ではカバーできない。そこで、議論が続く ……。

B:問題は、現地の条件に“社会的な能力＂が含ま

れなくてはいけないということです。

A :社会的な能力というのは何ですか？

B:それは、危険を小さくするために、構造物を用い

る対策と構造物によらない対策の蚊適組み合わせ

を考えることと、先に挙げたように、できあがった

ものの機能をモニターし維持管理をし、必要な時

に計画を見直すことができる能力のことです。

▼ 

ここまでは「原論ー2」であろうか。 しかし、「原

諭ー 2」でもまだ問題をしぽりきれない。誂論はさ

らに続く ・・....。

A:土石流が災害になるのを防ぐための対策の最適

組み合わせというのは、日本で言っているハード

とソフトのことでしょう？

B:そうです。その最適組み合わせをどう判断する

かが難しいのです。まず、‘‘がまんできる危険度

のレベル＂を判断しなければなりません 。途上国

の股村では、かつての日本もそうでしたが、“土

地が農民の命＂です 。人口が増加すると、 自由に

開墾できる余った土地はなくなり、資産のない農

民ほど追い詰められて、よ り危険な土地に住まざ

るをえない状況に追い込まれます。

A :途上国の森林の荒廃という現象の背批には、そ

ういう深刻な社会状況の変化があるのですね。だ

から、「荒廃した森林の復旧」＝ 「山腹エ・植林」

という単純な回式ではだめなのですね。

B:そのとおりです。農民でも、相続しても土地が

小さすぎて食っていけない場合や、災害で土地を

失った場合は、もはや人間扱いされないほど土地

の無い農民の生存環境は、厳しく惨めなものにな
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ります。借金をするアテもなく、虎や象や熱病等

の危険を冒して森林を伐採して畑をつくる力をも

たない此民は、都市へ流入します。地域社会とし

ても、土地無し牒民を支える力に限界があるから

です。その結果、途上国の都市は、教育も技術も

もたない住民の流入で膨れあがり、人間の数だけ

が巨大化するメガ ・シティができあがります。

それは、工業国の都市が集稼するメリットを求

めて巨大化する過程とまったく異なる、生産性の

ない巨大化、いわゆるスラムの巨大化です。だか

らスラムが居住に適さない悲惨な環境になり、そ

この人生が、人間の尊厳を守りきれなくなる一一—

人間の生活とは思えないほど悲惨なものになるの

は当然です。

A :そのような巨大な問題と、砂防事業はどう関わ

るのですか？ まだ接点が見えません。

B:なるほど。かなり問題が飛躍しすぎているよう

に見えます。 しかし、巨大なスラムの悲惨な人生

と砂防事業の距離は、そんなに大きく離れている

ものではありません。

▼ 

まだ原論を抜け出せないでいる。現実の社会と砂

防事業の接点には、砂防という小さな、しかも現代

の日本の防災制度に特有の縦割りの、セクターから

は覗けない巨大な問題があるということである。し

かし、セクターが小さいから、できること一一貢献

度ーーも小さいと誤解・早合点してもらっては困

る。問われるのは行政的にみたセクターの大小では

なく、観察力であり、観たものを素にしてできるこ

とを考える想像力と構想力の大きさである。

ただ、厳しい現実を 「眼を開けて見ているけれど

も観えていない」という、いわゆる 「眼開き盲」と

いうことはよくある。いわゆる「視点」と「眼力」

の問題であるが、人生経験 ・洞察カ ・思いやりとい

った全人格の問題でもあるとはいえ、大学教育でか

なりの補充が効くと思うが、どうでしょうか？

以下、「原論ー3」に続きます……。

.... 
“雨期に入って 2度目の土砂流で田畑が荒れた一一

イネを植えなおしたいが、 3度目の借金ができな

ぃ"、“洪水で河岸段丘が削られて、その上にあった

田畑が消滅した"、“地すべりで家も田圃もなくなっ

た＂という股民は、もはや村には居れない。土地を
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政治 ・社会 ・経済
宗教 ・文化に関わ

る根深い理由

叶 ②
農村の人LJ増百――~

ぼ困 ・相続不能 ・災害）

不作ご能（返済不能の借金）｀

（⑧ スラム：［応;

芸塁〔 山地／唸
紐←一旦レー

森林伐採 洪水 ・高浪による

大泣死

図 貧困と環境悪化の悪循環
とのようにして惑循環にブレーキをかけるか？
どのようにして悪循環のリンクを切断するか？

相続できない子供も、成人すると村においてもらえ

ない。

＂都会へ行って夢を実現させよう”というのではな

<、“居る場所がない＂というのが離村の理由であ

る。日本の経済の高度成長を担った“金の卵”の離

村とはわけが追う。

このような歓迎されない、強いられた離村を防止

できれば、翡かで持続性のある殷村地域社会ができ

るだけでなく、同時に、生産性の裏付けのない都市

の巨大化という災害を軽減 ・防止できるというシナ

リオは、社会的 ・人類史的に意味があるチャレンジ

である。

このチャレンジは、＇ ・砂防ダムを作る”とか・'流

路工を作る＂とか ・'地すべり対策をする ＇`といった

ことが砂防の目的だと考えていては、理解できない

だろう 。それは、著しい鈍感か勉強不足、あるいは

教育の貧困のいずれかであり 、国際化した現代の地

球社会では通用しない。

いま蚊も必要なのは、官僚の領分を守る小賢しさ

ではなく、“砂防事業をとおして世の中を良くしよ

う＂という挑戦者の気概なのである 。

‘'事業をとおして、安定した持続的な農村地域社

会と都市インフラを守る”ことが砂防の目的である

と理解すれば、新しいものが見えてくる。

砂防事業は、人口増加と都市の巨大化に歯止めを

かけることができる。これは自然環境の保全と同じ

意味である。こうして、いま現在も途上国で大きな

恨性力をもって回っている「嬰村の人口増加一都市

のスラムの巨大化ー保全 ・危険地域への進入一環境

破壊一災害の多発一貧困」という悪循環にプレーキ

をかけ、さらにそのリンクを切ることができる（図

を参照して下さい）。このように理解すれば、砂防

事業は地球規模の課題を解決する有力なツールであ

ることが、理解できるだろう。

▼ 

A:ツールは、 別に砂防事業でなくてもいいでしょ

う？

B:非常に素朴な、いまどき珍しい質問ですねえ。

たしかに、その疑念はありますから、はっきりし

た説明が必要です。理論は素朴な質問に耐えなけ

ればなりませんし、社会に明確なニーズがあるの

に、砂防事業の担当者に採り上げる気がないのな

らば、誰がやってもいいことになるからです。砂

防といい砂防学といっても、それはニュー トンカ

学のように工学の体系の根幹をなすユニバーサル

な存在価値をもつものではなく、 「砂防屋」とし

て区分される人間集団がどのような価値ある仕事

をするかにかかっているからです。

社会の中で価値のある仕事をするから 「砂防」

というセクターの価値があり、技術と学問が体系

化される意味があるのであって、社会の変化やニ

ーズに応えることなくただ存在するだけといった

ことはありえない、と考えなければなりません。

A:組織や予算制度に安住していてはいけないので

すね。

B:そのとおりです。社会の変化のなかに課題を

次々に見出して 先取りして解決するという気

概がないと、砂防 ・砂防学は存在価値を失います。

「国際社会のなかで名脊ある地位を占め」なけれ

ば生きていけないわが国としては、開発途上国の

社会や珠境の変化と人々の生活に無関心であって

はいけないのです。

A :原論はおぽろげながらわかってきました。 しか

し、具体的に問題をどう捉え理解すればいいかが、

まだわかりません。

B:それは、誰にとっても難しいことです。社会の

問題を分解しながらも、互いの関連性を見失わな

いように理解して、技術課題に絞り込むには誰し

も苦労するところです。そして、砂防の技術課題

には、いずれも深刻な社会 ・経済問題がからみま

すから、単純にハードとソフ トに分けて実行すれ

SABO vol.66 Jun.2000 23 



1海外事情 1 | 

ばよしとするものでもありません。「群盲象をな

でる」という状況があります。砂防に関心をもっ

人が衆知を集めて議論する必要があります。

A :わかりました。具体的な例で話を進めてくださ

vヽ。

..., 

B:いつもながらの概念的な話ではじめます。上に

挙げた 「役困と環悦悪化の悪循環」が途上国の日

常だという理解が必要です。

A :しかし、タイやイン ドネシアならびにフィリピ

ンをみていますと、首都の呆観や物質的な戯かさ

にみられる生活水準の向上には著しいものがあり

ます。「往困と環埼悪化の悪循環」が起きている

ようにはみえません。

B:確かにそうです。私も1970年代のアジアを垣間

見たことがありますが、酋都のスカイラインを見

る限りにおいては、おっしゃるとおりです。その

高い経済成長率でアジアの奇跡といわれました。

しかし実態は、格差つまり「都市と農村」そして

「少数の富める者と多数の行しい者」の所得の差

が大きく開いているのです。成長の果実を国民が

分かち合うとともに、成長の代伯で変質する社会

や環様の1紘みを修復する仕組みが機能していない

のです。経済が成長し一部の人の所得が増加する

反面、その果実に無縁の人の数が増加しています。

大都市圏と農村地域の所得格差が大きくなってい

ます。経済成長の反作用である環境破壊に対する

対策も行われていません。

A : 1998年に東南アジアの広い地域の人々に大きな

迷惑をかけた煙害の原因が、インドネシアの森林

火災であり、その動機が輸出用の湘ヤシのプラン

テーションを造成することであったと聞きまし

た。

B:森林の伐採権を与え、油を生産し輸出して得た

利益が、扉用や徴税をとおして国民や国家を支え

ていく 仕組みが機能していないのです。従って、

その尻ぬぐいともいうべき森林火災の消火や、生

活圏を侵された先住民の生活の再建、そして現

境 • 生態系保全の夜用の大部分は、 外国の援助で

賄われています。

A :環疫を犠牲にした経済発展が、依然としてすす

められていることがわかります。経済成長の果実

の一部が、現境保全の経股に充てられて、生態系

が維持されるようにしないと、湘ヤシの産業も先
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が見えるわけだし、その地域を生活圏にしていた

先住民や移住者も生活できなくなるわけです。

B:そのとおりです。そうして、生まれ育った地域

で生きて行けなくなった人々が股村を離れます。

そのような人々を 「開発難民」といいます。災害

で耕す土地を失った人や相続する土地がない状態

で成人した人も、村を離れることを余俵なくされ

ます。都市に親戚や同郷の縁者を持たない離村者

の一部は、村の近くの森林や空き地に生活の場を

求めます。しかし、そこは虎や象の聖域であった

り、地すべりや土石流による災害危険地で誰も近

寄らなかった地域ですから、いずれ死ぬ運命にあ

ります。森林を伐採して環境や生態系を破壊しな

がらしばらくは生き延びることができますが、そ

の危険度の大きさから 「死ぬ順番待ち」の人々、

あるいは 「災害難民」といいます。

バングラデッシュやインドのカルカッタ近くの

海岸では、サイクロンが襲った時に数メートルの

高浪に製われるガンジス河のデルタで50万人が洗

い流される災害が起きました。ネパールでは、土

石流円錐の上に居住する股民が増え始めていま

す。1998年末にハリケーン ・ミッチに襲われたニ

カラグアやエルサルバドルからは、 50万人が国を

捨てて近隣諸国や米国へ脱出しています。

親戚や同郷を頼って都市へ流入した元土地無し

農民にも、安全な土地は残されていません。空い

た土地があるのは、急斜面 ・河岸段丘 ・谷底ぐら

いのものです。周期的に、しかし忘れた頃に起き

る土石流災害で生き残ることはまず不可能です。

森林を失った流域から出る洪水のピーク流出菰

は、過去に類例のない大きな値となり 、「未曾有

の洪水」になります。1999年12月のヴェネズエラ

の洪水では、いわゆるスラムに住む役困層が犠牲

になりました。犠牲者の数には担当者によって数

千から数万に開きがあり、ここにも開発途上国の

社会の現実が現れています。貧しい者が災害に対

して常に最も弱く （災害弱者）、役しい人の数が

減少していないばかりか増大し、しかもますます

貧しくなっているのです。

しかし、貧しい人に環境破壊の費任を問うのは

誤りであり、研修やトレーニングと称して防災の

心得を説くのも滑稽な独り善がりです。日本で有

効な榜戒避難システムも、日本のシステムをその

ままもって行ったのでは、ほとんど役に立ちませ

ん。
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ネバールにおける低コスト工法について

桧垣大助＊

1.はじめに

ネパールでは、乏しい防災関係予鉢に加えて、車

道から歩いて数日以上かかる地域も多く、限られた

資材で防災工事を行わなければならない。そのため

低コストエ法は必須である。

氷河を頂くハィヒマラヤの北側にあるムスタン郡

も、車道終点から徒歩で 4日以上かかる所に位置す

る （浴産家や外国人は途中まで空路で入れる）。 そ

こでは、日本人N.G.Oが現地人とともに、新たな耕

地を作るため河道横の氾濫原に空石積みで畔を作っ

ていた。畔は、扁平な石を選びながら瓦状にかみ合

うように積んで流水に対する強度を持たせ、洪水時

に氾濫してきた流れによって畔の内側に細粒土砂が

流入堆積することで、自然の力で平坦な耕地を作ろ

うという試みであった（河床勾配は1/100位の所）。

また、カトマンズ近郊の土壊浸食で荒廃した丘陵地

では、ガリーに高さ1.5m以下の空石枝みの谷止工を

作って浸食防止を偲り、住民が薪や家畜の餌を採る

ことのできる森林を回復させていた （写真一l:以下

写真撮彩個所を屈ー1に示す）。 傾斜 ・起伏の小さい

この丘陵地では風化層が厚く、泥流や礫が流出する

ことがないので、空石積みでも成功したのである。

これらは、自然の理にかなった安価な工法と言え

る。低コストな防災工法を考える時、工事府に加え、

外力ヘの耐久性、維持管理の容易さ、環境面への寄

与や住民に現金収入の道を拓くなどの付加価値、 エ

法の持続的な普及 • 発展性といった視点が必要とな

ろう。ここでは、山岳発展途上国ネパールの実態に

合った低コストエ法（手法）とは何かを考えてみたい。

2.ネバールの自然の回復力とそれを活用したエ法

ネパールの災害の実態や自然条件は、いろいろな

所で紹介されているので触れないこととし、ここで

は、同じ崩壊地や地すべり跡地の異なる時期の写真

を比較しながら、まず、この国の自然の持つ回復カ
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写頁ー1 ジクコーラ （川）のガリー浸食防止
のための空石積み谷止工 図ー1 ネバールの地域区分と写真撮影個所①～⑨

（周囲は森林が回復している）

＊ 弘前大学鹿学生命科学部助教授
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といったものを見てみたい。

写真ー2(1)、（2)は、カトマンズ西郊のハイウエー

沿いにある牧草地斜而の表層崩壊地の推移を示して

いる。崩壊地は45°程度の急傾斜の谷壁斜而にあり 、

幹線道路の通る対岸が地すべりを起こし始め、渓流

が右岸側へ押され斜面脚部を浸食したため崩壊が始

まったと見られる。1995年、幹線道路保全のため、

この国ではめずらしく抑止工法（アンカーエ）で地

すべりを止めたが、 1998年には崩壊地に自然に草や

潅木が進入している。このような急斜面で1991年時

点では拡大するかに見えた崩壊地も、河道位臨を安

定させたことで回復に向かっていることがわかる。

次に、写真一3(1)、（2)は、スイスの援助で1984年

に完成したネパール中部を走るラモサングージリ道

路沿いの地すべり地である。横ポーリングや明暗渠

工による排水と、国内の道路防災では先ほどの例と

唯 2つと記憶しているアンカーエで地すべり対策が

なされたが、同時に1991年にはハンノキが植えられ

た。それがわずか 6年後には樹高10数mにもなる立

派な森林になって地すべり地を覆っていた。

温暖で雨季には1500mmを超える降雨のある中央山

地では、このように植生の回復は驚くほど早い。そ

んなわけで、この国では、パイオエンジニアリング

(Bio-engineering：植生工法）といって、崩壊や表

而没食の進む斜而で、まずふとん龍や石梢みなどの

基礎工で斜面を最低限安定させ、同

間で河道面積は10％位増えていて、その原因は土砂

氾濫によるよりも河岸浸食である。護岸工事は、イ

ンドが主に自国の保全のため堤防建設を援助したコ

シ川のような大河川を除いて、ほとんどが局所的に

しかなされていない。写真一4は、 ドイツの援助に

よるチュリア （シワリク丘陵の別名）森林育成プロ

ジェクト (ChuriaForestry Development Project) 

で、住民参加によって1996年に作られた護岸工であ

る。河床勾配 1/140程度の扇状地性平野のところで、

高さ1.5mの堤防にふとん龍水制を等間隊に設け、そ

の間や堤防上に家や家具の建材となるシッソ（マメ

科）の木などを植えている。各水制問に土砂が堆積

したところへ木を植え、木が洪水時に堤防を洗う流

水の減勢効果を果たすというものである。ただ、堤

防設骰区間上流には何も対策が施されていないた

め、 1998年には上流から流路が変わって水衝部とな

った堤防の一部が流出した。

バイオエンジニアリングエ法の実施マニュアル

は、政府道路局によってイギリスの援助を得ながら

作成されていて、技術者向け研修も行われている。

しかし、必ずしも斜面の浸食現象に合ったエ法が選

択されず、斜面安定化や緑化がうまくいっていない

場合もある。水賽源省／］ICA治水砂防技術センタ

- (DPTC)では、今後各工法會隕Iiの参考とするた

め、代表的なバイオエンジニアリング実施サイトの

時に樹木や草の播種植栽を行う防災

対策が行われていて、幹線道路でよ

く用いられる。このエ法の背屎には、

鉄線の腐食その他でふとん籠や石梢

みが壊れる頃には急速に成長した植

物が斜面を保全してくれるという考

え方がある。抑止工効果はもちろん

ないが、幼木期に家畜の侵入を防ぐ
写真ー2 カトマンズ西郊の崩壊地の植生回復。(1)1991年2月、 (2)1996年11月

など適切な管理をすれば、環境的にも良い工法

と言える。

バイオエンジニアリングは、河岸浸食の防止

にも使われている。どの河）1|もヒマラヤ山脈か

ら平原に出た所で網状河川となり 、河岸没食や

河道変化が激しい。固ー2は、ヒマラヤの南端

に位協するシワリク丘陵（山地）から流れ出る

ラカンデヒ川が、テライ平原に出た所で河道が

最近どのくらい広がっているかを、空中写真を

使って見たものである。 1978年からわずか12年

.--
写真一3 ラモサングージリ道路沿いの地すぺ
り地。(1)1991年2月：裸地化している周辺
全体が地すべり地、 (2)1997年 11月，地す
べり地をすっかり覆ったハンノキ林
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没食防止効果と緑の回復状況のモニタ リングを始め

た。

3 そのほかの一般的な治水•砂防工法の実態

この国で防災工事が進んでいるのは、幹線道路や

発謝施設などの国家的インフラに対するものである

が、多くは外国援助に頼っているのが実情である。

一例として写真一5は、前出のラモサングージリ道

路沿いの崩壊 ・地すべり対策である。この道路やボ

テコン川の峡谷沿いを走るチベッ トヘ抜ける道路沿

いでは、山菰に岩盤崩壊や地すべりなどで落ちてき

た土砂が原い崖錐を作っていて、そこに背後斜面か

ら水がどんどん供給されるので、あちこちで地すべ

りが起こっている。地すべり対策として、査金援助

のもとでふとん籠や練石積の擁壁と明暗渠排水工に

植生工法の組み合わせがよく行われている。横ポー

リングエによる地下水排除も行われているが、 一般

的な工法とは言い難い。

護岸工事で最も一般的な材料は鉄線ふとん籠であ

る。鉄線は防釣のため亜鉛メッキされているが磨耗

には弱く、流送土砂の多いヒマラヤの河川では長持

ちしない。また、水制工では脚部の洗掘のためや、

龍の網目に対し充填する石の大きさや梢み方が配慮

されないため、中抜け ・変形を起こして転倒してし

入‘・ヽ＂ 
ー

一
)
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図-2 ラカンデヒ川の河辺拡大

（黒塗りの部分が1978~1990年に浸食され河道となった範囲）

まう例も多い。材料の強化は直ちにコス トに跳ね返

るが、 エ法選択や適切な配置 ・設計、石の充填のし

かたなどは、投資効果を挙げるための重要な点であ

る。また、工事は住民が作業貝となって行われるこ

とが多く （コン トラクターの下で賃労働として、ま

た住民参加型事業では無報酬や食科支給などで）、

住民レベルでの熱練工の妥成も重要であり、発注者

によるしつかりした工事監督の実施も、効果／コス

トを高めるための重要な課題と言える。

竹を用いた丸製の護岸エ（バカリ）もポカラ市郊

外の村で用いられていると言う (JICA(1998)：西

部山間部総合流域管理計画調査報告書による）。 これ

は、直径2~2.5m、高さ0.5~1 m、基部の深さ0.5m

の竹箭製で寿命は 2~3年とのことである。残念な

がら錐者は見ていないが、竹は物質を迎ぶ籠（ドッ

コ）や生活に多くの用途がある。そこで、根の張る

竹を設岸 ・水防林として育てることを目指し、生き

た竹による護岸工といったもの考えて良いのではな

かろうか。

写真—4 植生工法による護岸エー~水制工の間と堤防にはシッソ
（背の高い木）とペサラム（葡匈性で流水の力に強い）が植えられ

ている

写頁ー5 山留ふとん籠擁壁と整形された法面に作られた暗渠工
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政府土壌保全流域管理局では、流域の土地や森林

など天然資源の保全と適切な利用、村落の発展など

を目的として土壌保全 ・流域管理事業をやってい

る。その中で崩壊やガリー浸食の対策工事をやって

いるが、住民の利便を直接の目的としながら結果的

に土砂流出を減らすのに役立っているものもある。

山地で歩道 （踏み分け道）は生活を支える重要な

基盤であるが、人や家畜の踏圧で固まった道は、雨

季には水路になりやすい。その結果、歩道のガリー

化や周辺晨地への流入水による浸食が起こる。坂道

に石段を敷くことによって歩道保全と排水路の両機

能を持たせるトレール改良事業が行われているが、

これは人為的な浸食の防止にもなっている。また、

家畜の飲み水確保などのため尾根近くにため池が作

られる。ただ、これは深さ lm、表面和lOOni'以下程

度で雨の若干の流出抑制になっている程度である。

ところで、ここで触れておかねばならないのは、

斜面に広大に広がる階段盟地（段々畑）の問題であ

ろう（写真一6)。ヒマラヤの山地農業を代表するよ

うなこの耕作のしかたは、実はモンスーンの強い雨

による）器地の土壌流出を防ぐための住民の知恵が作

ったものである。ところが、実際には畑作の階段農

地は数度くらいの下り傾斜になっていることが多い

ので、土壌流出が起こりやすい。これは崩壊 ・地す

べりやガリー没食による11越地喪失とともに大きな問

題で、土壌養分の流出に加え、最近の人口増加に伴

い農地を過度に利用しよ うとするため、山間農地で

の土地生産性は低下傾向にあると言われている。そ

こで、最近、流域管理プロジェク トの中で階段農地

の水平化が提唱され、試行的であるが改良を屈って

いる所もある。さらに、作物 ・家畜 ・樹木を合わせ

て生産するように土地利用するアグロフォー レス ト

リー も推進されている。例えば、 1翌1-3にあるよう

な階段畑地の畔部分に果物など換金作

物を植えたり、家畜の飼料•も採れる樹

木も混ぜて植えることで、住民に直接

の利益をもたらし、同時に土壌浸食も

抑制されるという 一石二鳥とも言える

手法も始まっている。

4 ネバールにおける抵コスト防災工法

（手法）を考える

としているが、これはネパールに限ったことではな

く、 UNDP/FAOの資料 (P.N. Sharma and M. P. 

Wagley (1996) : Case studies of People・ s 

p紅 ticipationin Watershed Management in Asia., 

Partl, UNDP IF AO)によるとアジア各地で推進さ

れている。その理由は、流域の水・土地などの天然資

源のユーザーはそこに生活する住民であり、その管

理は流域全体に展開している住民の生活の中でなさ

れるべきという考えにある。住民参加による事業は、

事業の計画 ・実施 ・完了後の維持管理というすべて

の段階で行われており、事業ガイドラインによると、

流域 ・土壌保全のための住民教育なども工事等の実

施に先立って行われ、住民が事業内容や目的を理解

し、実施に同意してからスタ ー トするようになって

いる。実際の工事や植林などは、資材購入など政府

側が提供する部分と、資材運搬や土木 ・植栽作業な

ど住民が無報酬で行う部分からなっているので、政

府独自でやるのに比べ事業費の低減になる。乏しい

予算の割に保全すべき土地が広大なネバールでは、

住民参加による事業実施は画期的な理念と言えよ

つ。

住民参加による工事では、政府技術者指消のもと

住民が扱える工法 （技術）でなければならない。こ

写頁-6 階段耕地に人家が点在するネパール中央山地の風畏
（手前は1993年士石流の出た所）

3章で述べてきた土壌保全 ・流域管

理事菜は、最近住民参加を実施の原則
図-3 アグロフォーレストリ＿の一例 (ICIMOD,1995) 
（左：従来の階段農地、 右：アグロフォーレストリーによる階段震地）
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のため、地形や山地の荒廃状況によって適用には限

界があることは否めない。ここで大事なことは、ア

グロフォーレストリーの例に見るように、対策が住

民の利益に直接、すぐに帰するものでなければなら

ないことである。そうでなければ、貧困にあえぐ住

民には理解されず、工事実施は危うい。このような

工法（技術）は、住民間で他地域へも展開されてい

く可能性があり、いわゆるセルフサステナビリティ

ーを持つ点で、まさに低コストエ法（手法）と言え

る。以下、治水砂防技術センターと土壌保全局が行

った一例を紹介しよう（詳しくは、 K.K．カルキ ・桧

垣大助 ：ネパールにおける住民参加による土穣保全

の意義砂防と治水122号）。

カ トマンズから北西に車で3時間のところにある

ヌワコッ ト郡ピバルタール地区は、河岸段丘崖の斜

而がはげしくガリー ・表面没食を受け、赤土が覆っ

ていることもあって植生が回復せず荒廃地となって

いた（写真一7)。このため住民は薪や家畜の餌の確

保 ・作物栽培に苦感してきた。1994if:、村人たちは

土壌保全局の郡土壌保全事務所とともに、比較的起

伏の小さい荒廃地のガリー ・土壊没食（写真一8(1)) 

写真—7 ガリーと表面浸食で荒廃したピバルタールの段丘崖斜面

に立ち向かうこととし、①住民は土壌保全事業にか

かる労働力を提供し、事務所は必要な査材や技術指

甜を提供する、②土地の利用者グループを組織して

土地保全に関する貨任を政府と共有する、ことを決

定した。まず、荒廃地での家畜放牧と草の採取禁止

の規則を作り 、違反者から小額の罰金を取ることに

した。没食の進むガリーに 2基のふとん籠砂防ダム

が作られたが、それが1997年には満砂し、そこに屋

根材などに使えるネピアグラスという草（政府が提

供）を植え、住民はその種を売ることによって現金

収入の道が開けた。 さらに治水砂防センターでは、

住民参加でガリー頭部拡大防止のためPNCプロッ

クを用いた植生工法を行うとともに、村人の女性の

みからなるグループを組織し、彼女らとともに没食

の進む赤土の斜面にせき悪地に強い改良型の草（こ

れも種が現金収入になる）を植えた。その結果、写

兵ー8(1)、（2)に見るように荒廃地に緑が回復してき

ている。その後、ほかの地域から見学に訪れる者も

現れ、村人はそういう人から研修科を取っていると

の話を問いた。

この例では、浸食防止を目的としつつ住民に現金

収入の道を開いたことが重要である。次に、当たり

前のことながら、現場の土砂や水の移動などの自然

条件をよく考えて施設を計画することで、長期的な

而で低コスト化が図られるという例を示す。という

のは、案外ネパール人技術者には、現場の自然条件

を見て対策を考えることの苦手な人が多いと感 じら

れたからである。

初めに述べたムスタン郡にはツクチェ村という富

山県利賀村と交流をしている所があるが、近年河岸

浸食で村の土地がどんどんなくなっている。そこで、

村では村人で組織するN.G.O．が没食防止事業計画を

写真—8 ガリーは住民参加工事で緑に覆われつつある。(l)l995年7月、 (2)1998年72月 (DPTC.1999より）
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立て、幸いにして1997年外務省の草

の根無依資金協力案件 （総額約

48.500ドル）に採択されたため、治

水砂防技術センターが技術指謀しな

がら対策が実施されることになった

（図ー4)。この中で、氷河から流れ

下る急流タパコーラ(ThapaKhola ; 

コーラは川）の河岸没食も、限られ

た予算で防止しなければならなかっ

た。地形的には水の流れは右岸側へ

向かうはずなのに異常に左岸に沿っ

て流れていた （写兵ー8(1)）。 これは、

左岸にある水車小屋が原因であるこ

とがわかった。この川から小屋へ引

く水は流砒調節できないので、雨季

には多祉の水が小屋から排水されそ

れが左岸縁を毎年没食する。このた

め本流の水が河床の低い左岸側へ寄

喜＼翠:;:: :·:-·•-三旱
図-4 ックチェ村の防災事業
（カリガンダキ川右岸とタバコーラ左岸の河岸浸食と地すべりの防止を図る）

せられ流れていると考えられた。そこで、水車小屋

の排水路を整備し、また、運搬土砂が多く変化 しや

すい河道を中央から右岸へ持ってくるよう迎流堤

（ふとん甑製）を写真一9(1X2)のように設けた。完成

は1998年 3月だったが、写真に見るように 2雨季過

ぎた1999年10月には流れは川の中央から右岸に移っ

ていて、左岸の没食は起こっていなかった。ただ、

土石流が来たらひとたまりもないであろうが。

5.発展途上国における恒コスト防災対策とは

ここまで紹介したエ法（手法）はどれも弱々しく、

日本の感党では納得できるものではない。 しか し、

現地の社会 ・経済と自然の理に合ったエ法や手法な

のである。今、流域環境の荒廃は役困問題とセッ ト

になってネパールのみならず1:::マラヤ周辺諸国を製

っている。問題をかかえる村でのこうしたエ法 （手

法）による貧困改善への小さな努力が、やがてネパ

ール国内そしてこれらの国々に持続的に展開されて

いくことができれば、それが本当の低コス ト対策と

言えるのではなかろうか。

もちろん、重要インフラなどの保全には、大きな

外力に耐える施設も必要である。ここでは触れなか

ったが、ハザー ドマップの作成と 開発計画への活用

も長い目で低コスト防災対策となろう。その中で情

報の相互利用のためGISの活用などは、地形屈と通

30 SABO vol.66 Jun.2000 

写真—9 導流堤と小屋排水路工によってタバコーラ左岸の水は左
岸から大きく離れた。(1)1995年（田中明男撮影） 一 流れは異
常に左岸に寄っている、 (2)1999年10月

信手段が整備されつつあるネパールでの現在型低コ

ス ト対策かもしれない。
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インドネシア火山地域防災プロジェクトについて

保科幸二＊

1.はじめに

インドネシアに対する日本の砂防技術協力は、

1970年 9月故横田知昭氏が初代の長期専門家として

赴任して以来、 30年になる。その間、長期専門家だ

けでも34名を数える。短期専門家の派遣は数えきれ

ないほど多い。V.S.T.C.（火山砂防技術センター）

が1982年 8月～1990年 3月まで、また、 S.T.C （砂

防技術センター）が1992年4月～1997年 3月まで、

プロジェクト方式の技術協力としてジャクジャカル

タに拠点を置いて実施された。

その問、レーダー雨批計等観測施設、火Ul泥流実

験施設及び寄宿舎等を建設し引き渡しを行う 一方、

500人近くにのぽる公共事業省関係職員の研修を実

施してきた。その他、国際シンポジウムの開催、第

三国研修の実施等々さまざまなタイプの技術協力が

展開されてきたところである。

インドネシア政府は、このたび、なおー屑の専門

技術者の育成を圏ることを目的として、大学との連

携を強化して、技術 ・人材両面における防災拠点の

整備をねらいとしたプロジェクト方式の技術協力を

日本に要話してきた。この要請に応じて、 1999年 1

月末から 2月にかけて、基調調査団が派述された。

引き続いて、このたびプロジェクトの実施に向けて、

さらに協議ならびに調査を行うため、 1月17日から

28日までの日程で事前調査団が派遣されることにな

ったものである。プロジェク トの名称はインドネシ

ア火山地域総合防災プロジェクトである。

2 慌ただしい訪問

私は調査団の団長として参加する機会を得たが、

ワヒド新大統領が誕生し、新しい政府組織が再編中

の慌ただしい訪問となってしまった。

訪イの直前になって、これまで長い間親しみ馴染

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター理事

んできた公共事業省が分離統合して、新しく 、事業

を実施する居住 ・地域開発省及び政策立案を担当す

る公共事業国務大臣府がそれぞれ発足したこと、そ

して砂防尊l11]家は居住 ・地域開発省に、また河川専

門家は公共事業担当国務大臣府に、それぞれ所属に

なることが知らされた。そのような状況のもと、交

渉相手も定かでないまま、果たしてどこまで具体的

に新プロジェク トについて話を進めることができる

か不安をいっばい抱えての出発であった。

結局、多くの懸案を次回に持ち越すことになった

が、唯一の心強い成果として挙げることができるの

は、ワヒド大統領に近いとされるエルナ ・ウイ トラ

ル居住地域開発大臣が興味を示してくれたことであ

る。 NGO出身である新女性大臣は、このプロジェ

ク トが地元住民参加を視野に入れた地域振典策を盛

り込んでいること、そしてモデルとはいえ、実際に

工事を実施することに強い関心を寄せ、我々調査団

と異例の而談をされた。今後とも大臣とコンタクト

を大切にしていくと良いと思う。

居住 ・地域開発省の組織図を図ー1 (32頁）に示

す。今回調査のミニッツは官房長がサインした。ま

た、案件の窓口は、国際協力局長が、そしてプロジ

ェクトの総括買任者は地方開発総局長が就くことに

なった。ジャカルタ滞在の渡砂防専門家は地方開発

総局、地方水資源局に机を置くことになった。

3.プロジェクトの概要

詳細についてはなお検討中であるが、特徴的な事

項を次に紹介する。

(1)モデル事業の実施

日本でもよく見かけるが、防災目的で建設した

砂防ダムや地すべり対策用の井戸などから、水を

引いて周辺猿落の飲料水や発電に利用している事

例は多い。インドネシアにおいても、砂防ダムに

潅漑施設を併設するのは、ごく当たり前の風荻で
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図—1 居住・地域開発省 組織図
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図ー2 モデル地区のイメージ図

ある。荒廃した土地や未墾の土地に設位される防

災施設の有効活用は、地域振典の立場から大いに

配慮されてしかるべきである。

飲料水や発電ばかりでなく、田畑や養魚池への

給水、あるいはカカオやコーヒーなどの生産的樹

木の植栽等、いろいろ策はあると思う。そんな思

いを込めて、モデル事業を組み立てていきたいと

考えている。

モデル地区の選定については、メラビ火山山麓

やアグン火山山麗等が考えられているが、イ側か

らスラウェシ島やスマトラ島からも選定するよう

強く要望されている。モデル地区のイメージを図

-2に示した。

(2)ガチャマダ大学に総合防災マスターコースを

開設

居住 ・地域開発省と大学との連携のもと、より

高度な専門技術者を育成するため、ガチャマダ大

学に開設されるマスターコースを支援していくも

ので、本プロジェクトでは、短期専門家の派遣を

はじめ、教材の準備、 S.T.C．の施設の活用、モデ

ル事業サイトでのOJT（オン ・ザ ・ジョプ ・トレ

ーニング）の実施等を考えている。

また、居住 ・地域開発省の職員の中から、マス

ターコースの受講生ばかりでなく 、講師をも送り

こむことを重要な事項として申し合わせを行って

きた。

(3)砂防情報ネットワークを構築

大学や研究所等関係機関また関係諸外国と情報

ネットワークを構築し、火山災害に関するデータ

ペースを開発し、ホームページを開設するなどに

より、情報の発信や交換を行っていくことを考え

ている。図ー3 (34頁）に火山・砂防情報国際ネ

ットワーク体系を示す。

4 地域住民の参加

モデル事業の実施に当たって、災害発生緊急時の

警戒避難システムや土地利用を考慮した施設配置を

検討する際、地域住民の生の声を反映させることが

肝要である。また防災施設の有効活用は、地域住民

やNGO等との連携を固るこ とにより、より実のあ
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る効果が期待できる。

本プロジェクトでは、 NGO活動

等民間組織に対して直接に査機材を

供与することは目的外なのでできな

いが、例えば草の根無償などの無償

資金協力は、現地大使館から地域住

民組織に対して直接供与されるの

で、このような無依資金を活用する

ことを、ぜひ考えたいものである。

5.おわりに

インドネシア各地域

火山唄火•土石流情報

ィンターネット

ホームベージ-I 
旱

火山 ・砂防情報センター

（電子上の仮名）

JICAの長期研修制度がいよいよ

本格化して、途上国から日本の大学

に留学して ドクターの資格を取得す

る道が拡った。本プロジェク トにお

いて、ガチャマダ大学に開設される

マスターコースの講師になるべき人

の育成が急務である。プロジェク ト

の開始に先がけて、できるだけ早い

機会に、しかるべき人材がこの長期

研修を受講できるよう関係各位にご

支援をお願いしているところである。

プロジェクトの遂行に当たって

は、定められた枠にこだわらず、必

要に応じてこのような長期研修制度

や前述の草の根無償等の資金の活

用、あるいはNGOとの連携、さらには打年海外協

力隊や海外シルパーポランティア等の協力を得るこ

とも視野に入れながら、砂防技術協力の展開を考え

ていったら良いと思っている。

2001年度の開始に向けて、今後モデルサイトおよ

びモデルエ種の選定、必要機材の見積もり、短期派

＄ 
インドネシア行政機関

関係省庁

（醤戒 ・避難情報）

ガチャマダ大学

（システム・データ）

DINAS.PU 
VIS 

BAKORNAS 

SUBDINAS.PU 

日本

火山砂防梢報センター

システム・データ

コントロール・指甜

（大学）

SATKORLAK 
SATLAK 

関
係
防
災
担
当
機
関

モデル地区

警戒 ・避難

プロジェクトオフィス

図ー3 火山・砂防情報国際ネットワーク体系

造専門家の分野と人数、教材の池備等々やるべきこ

とがいろいろあるが、そのための国内支援委員会を

組織して準備支援を行っていくことになると思われ

る。調査にかかわってきた立場の一人として、関係

各位の温かいご指迫 ・ご支援を賜わりますようお願

いする次第である。
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第10回国際水資源学会に出席して

瀬尾克美＊

年度もおしつまった 3月11日より 10日間、岡本正

男建設省砂防課長の代理で、急きょ国際水資源学会

に出席することになった。以下にその概要を報告す

る。

日程・・・・ ・・・・・査料ー1参照

頁任者と発表者………資料ー2参照

発表概要………資料-3参照

国際水資源学会とは• • • •…・・資料一 4参照

感想

学会の開催2週間ほど前に、急に出席するよう要

請されたこともあり、あわただしく準備することに

なった。学会では 「日本の水管理」と称して 2時間

与えられており 、7テーマでおのおの10~15分間ス

ビーチし、その後会場から質問を受けて討論すると

いうものであった。

もともと英会話は勉強不足であることでもあり、

「さてこの対応はいかに」と考えた。昭和58年にモ

スクワで第20回国際水理学会があり、当時土木研究

所の砂防研究室長をしていた関係で、当時の主任研

究員だった水山京大教授に尻をおされて参加する機

会があった。この時は 1人で、持ち時間が20分間あ

り、そのうち発表10~15分間、残りが質問というこ

とであった。発表はあらかじめ用意できるが、質問

はまず掛Jき取れなくては話にならない。巨漢のアフ

リカの人を含め 2人から質問があったが、どぎまぎ

することが一番見苦しいことと、数10％の理解であ

ったがまずは脳することのないように回答すること

が第一、と努力したことを思い出した。

なおこの時は、東大の玉井先生の援護もあり、ラ

ッキーであった。学会参加の話があった時は、セン

ターの優秀な職員に行ってもらおうと思ってあたっ

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター専務理事

てみたが、なにぶん年度末でもあり多忙で断られ、

悲愴な党悟で学会への出席を決意したものである。

出発までの一週間ほどは、多少の効果を期待して、

通勤途中や車の運転中に英会話のカセッ トを聞く等

涙ぐましい状態であった。探料の作成には、多忙な

なか、たくさんのセンター職只の方に大変お世話に

なった。投弱なスビーチをカバーすべく、写真 ・図

表をOHPで用意し、英訳をつけるという作業であ

ったが、結局不十分なまま、発表間際まで蒋闘した

ものである。

このことから、平常から日本の砂防事業の現状、

あるいは砂防に関するさまざまな課題等を紹介する

査科は、和文 ・英文併記で誰でもいつでも使用でき

るように用意しておくべき、と痛感させられた。そ

して、この資料等を活用して、英語で説明する研修

を年に何回かセンター内で設けるべきと思われる。

幸いにもJICAのコーデイネーターをしていた人が

4月よりセンター職員となってもらうよう採用され

ているところでもある。また、準備する査科は、パ

ワーポイント等を利用してプロジェクターで効率よ

く写していけるよう整備されるべきである。今回の

学会発表も、ほとんどがプロジェクターが使用され

た。

＊ 

オーストラ リアヘ行くのは初めてであり、学会で

の経験も大変貨重なものであった。これを機会に、

オーストラ リアのことについてキーワードで整理し

てみる。これには 「オーストラリア変わりゆく素顔J
（大津彬裕著、大修館杏店発行）が参考になった。

〇オース トラリアの国土面積768万km'、日本の約20

倍。

〇最も乾燥 した大陸ー山火事の多発ー11の砂漠 （国

土の 2割）ー海岸沿に人口の85％が居住。

〇オーストラリアに住める人口は、 2300万人から

6000万人までともいわれている。
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0人口密度は、日本が332人／km'、オーストラリア 2

人／km'。
〇土地がやせている一 リン鉱石の島ナウルの荒廃一

補伯金を支払う。

〇内陸河川の富栄化。土壊没食ーグレー トバリアリ

ーフの危機。

067万k面の森林が38万k而に一グリーニング、オース

トラリア政策。

〇オーストラリアの人口は、北と西に向って移動し

ている。

〇英国のエリザベス女王は、オーストラリア女王の

称号をもっている一国旗の左肩に英国国旗のユニ

ォンジャックが入っている。

〇オーストラリアには約200もの国や地域からの移

民が集っている（マルチカルチャリズム）。

〇英語を話す人が85％で、その他の言語は数10に及

ぶ。

01993年国連「国際先住民年」＿アボリジニの復権。

〇オーストラ リアが1989年アジア太平洋経済協力会

議 (APEC) を提案ー「オーストラリアのルーツ

はヨーロッパにあるかもしれない。しかしその将

来は完全にアジア太平洋地域に織り込まれてい

る」。

〇観光が全外貨収入の約15％を占める。石炭輸出額

の2倍となる。

0日本人の観光客は1990年以来最多で、 1997年に81

万人となっている。

〇オーストラリアの主な製品に双胴船型（カタマラ

ン）のフェリー、耳の悪い人の聴力を回復する人

工耳、心臓のペースメーカー等がある。

〇オーストラリア人はたてまえが大き らいで、其実

や本音をずばりと口にする一スポーツ好きーギャ

ンプル好き。

〇オーストラリアから日本への輸出品は石炭がトッ

プで、鉄鉱石、牛肉、アルミニウム、ウッドチッ

プ、原油、銅鉱石、羊毛、甲殻類、天然ガス等。

0日本は石炭、鉄鉱石、牛肉の 5割、 羊毛の 8割を

オーストラリアより輸入している。夏場のそば粉

はタスマニア島より、うどん用の小麦も西オース

トラリア州より輸入している。

0オーストラリアが日本から輸入しているのは、乗

用車、商用車、コンピュータ等である。

0日本語は第二外国語で、フランス語を抜いて一番

人気がある。

〇オーストラリア人は第二次世界大戦時のオースト

ラリア人捕虜への庖待、日本海軍機によるダーウ

ィンの攻撃、シ ドニー湾で特殊潜航艇によるフェ

リーの撃沈を忘れていない。

0日本とオース トラリアは赤道をはさんでほぽ反対

に位置する。あべこべの国。「北向きの日当たり

の良い家」と表現する。

01956年にメルポルンオ リンピック大会、 2000年に

シドニーオリンビック大会。「選手のための五輪」

「環境に優しい五輪」。

メルボルンは庭園都市ともいわれ、世界中から 1

万2000種の植物を集めた王立植物園を擁するキング

スドメイン、公園全体がユニオンジャックの形にレ

イアウトされたフィッツロイ ・ガーデンス等、広大

な手入れされた公園を有しており、まことに落ちつ

いた雰囲気の都市である。タクシーに乗ってもまこ

とに丁寧で、夜おそく街を歩いても治安上の不安を

感じさせない。スポーツ、 ドライプ、ハイキング等

をエンジョイしながら、悠々と生活している様子を

垣間見ることができる。

今回は、たまたま数年前、半年かけてオーストラ

リアの海岸をバイクで釣りをしながら、テントで寝

泊りしていた次男がお世話になった人に連絡をとる

ことができた。メルポルンの中心地より20~30分ほ

どの所に住んでおられる。お礼とおみやげを渡すこ

とができたのも、今回の成果の一つである。

＊
 

今回の第10回国際水資源学会で最も大きな成果

は、高橋裕東京大学名誉教授がクリスタル ・ドロッ

プ ・アワードを受宜されたことである。この貨は 3

年に 1回、世界の水資源に関して国際的に貢献され

た人が 1人だけ受伐できるものである。高橋先生の

受買の主な理由は次に示すとおりである。

(1) 日本の水査源に関して業組があり 、土木学会

において功絞貨を受賞されている。

(2)ユネスコのIHPにおいて日本政府代表として

活躍され、副議長をされている。この機閾の東南

アジアー太平洋委員会においては初代の委員長も

歴任されている。

(3) 21世紀の水危機に対して1997年に設立された

WWC (World Water Council)の理事として活
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躍されている。

この伐は、欧米の人以外で受伐するのは初めての

ことであり、広く関係者に夢を与えるものとなった。

高橋先生はご承知のように、 TVでも紹介されまし

たが、自宅では雨水を溜め急激な流出を抑制し、溜

めた雨水を庭、 トレイ等に有効活用されている。調

査 ・研究のみでなく、水査源について実践されてい

るところも、高橋先生の懐の深さである。先生のま

すますのご健康とご発展を願うものである。今回期

せずして参加することになりました第10回IWRAに

おいて大変貨重な経験をすることができました。ご

報告とお礼を申し上げます。

資料-1 日程

日時 ：3月11日 （土） ～18日 （土）

場所 ：オーストラリア メルボルン

1.テーマ

地球の水配分

持萩可能な水利用政策と実施

水資源の保全

流域管理

資料-2 責任者と発表者

2.プログラム

3月11日（土）市内視察

)2日 (B)「河川環境事業の評価」シンポジウム

13日 （月） 聞会式

全体会議とセッション

「日本の水管理」セッション (16:30~18:30) 

14日（火）全体会議とセッシ ョン

15日 （水）ヶ

16日（木），，

閉会式

17日（金）水教育の日のワークショップ

18日（土）現地視察

セッション：日本の水管理 (3月13日（月） 16:30~18:30) 

座長 ：店橋 裕（東京大学名誉教授、世界水会議理事）

賣任者 所属・役職 タイトル
（発表者）

竹内邦良 山梨大学教授 20世紀の日本の洪水体験と世界の状況

浜口達男 国土庁水資源部水資源計画課長 日本の水利用と2]世紀に向けた広域水管理

（金澤裕勝） （国土庁水資源部水源地域対策課課長補佐）

渡辺和足 建設省河川局河川計画課長 日本の河川の自然的 ・社会的特徴

（横内秀明） （都市基盤整備公団常任参与）

池田道政 建設省河川局河川計画課河川情報対策室長 河川情報の提供による災害対策

（中尾忠彦） （（財）河川情報センター理事）

西品浩之 建設省河）II局河川環境課長 日本の河川の自然環撹の保全

（横塚尚志） （建設省河川局開発課長）

消治真人 建設省河）II局治水課長 日本の治水対策

（横塚尚志） （建設省河川局開発課長）

岡本正男 建設省河川局砂防部砂防課長 総合的な土砂岱理対策

（瀬尾克美） （（財）砂防 ・地すべり技術センター専務理事）
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責料3 発表概要

(1)日本の河川の自然的 ・社会的特徴

日本の国土は、列島を縦断する急峻な山脈、急勾

配な河川を有しており、気候は、アジアモンスーン

型であり、年間の降水砒は多いが、これが梅雨期、

台風期に集中するため、洪水や土砂災害が起きやす

く、また、年平均降水品は1714mmで、世界平均の降

水飛の約 2倍であるが、 1人当たりの年平均降水砿

でみると約5200m'であり、世界平均の約1/5程度で

あり、決して恵まれた状況とはいえず、降雨が梅雨

期、台風期に集中すること、地形が急峻で河JIIの勾

配が急なことから、水査源の安定的利用を固る上で

は極めて不利な条件をもっている。

さらに、国土の約10％に過ぎない河川の氾濫区域

に全人口の約50%、査産の約75％が集中していると

いう社会条件を有している。

このような条件を克服し、国土の発展を屈るため、

日本では、昔から、営々と治水に取り組み、流域の

荒廃地対策を進め、堤防で洪水を防ぎ、さらにダム

等の水資源開発施設を建設し、水を確保してきた。

また、最近では、河川法を改正して目的に河）ll環挽

の整備と保全を入れるなどし、環様にも配慮した事

業を推進している。

(2)河川情報の提供による災害対策

河川に関する情報を、リアルタイムで地域住民に

提供していくことは、極めて瓜要である。

治水面では、雨拡、河川の水位、流絋などの河川

情報は、洪水、高潮等の緊急時における水防活動や

地域住民の避難 ・救助活動等に不可欠なものである。

また利水面では、その他にもダムの貯水批や放流

砿などの河川情報は、異常渇水時における円滑な渇

水調整や節水の促進、舟の安全な航行等にと って重

要なものである。

環税面では、河川の水質情報は、河川水を利用す

る水道、工業、農業等にとって欠かせないものであ

る。

このようなことから、日本では従来よりレーダー

雨祉計やテレメーターなどの情報機器を整備し、ま

たマスメディアや地方自治体の連絡網などを通じた

情報提供に努めてきた。
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本論文では、このような日本の河川情報提供シス

テムの概要と、災害対策に対する役割について報告

する。

(3)日本の河川の自然環境の保全

近年、自然環境の保全に対するニーズが世界的に

高まっている。

日本の河川を管理する立場にある建設省でも 「環

境政策大綱」を策定したほか、河川法の改正を行い、

河川の自然環境の保全に積極的に取り組んでいる。

その取り組みの視点は次の 3点である。

第一に、河川は国民にとって最も身近で日常的に

接することのできるすぐれた自然環境の一つである

ので、河川のもつ自然的な価値、とりわけ多様な生

態系を育むという価値を認重すべきである。

第二に、よりよい河川環境を形成していくために

は、河川が地域に密着した共有財産であるので、地

域住民をはじめとして地方公共団体等との連携、協

調を図るべきである。

第三に、従来にはみられなかった河川利用形態の

出現、安全でおいしい水への期待や、河川に係わる

地域固有の文化を大切にしようとする意識に応える

べきである。

本論文は、このような河川の自然環榜の保全に関

する取り組みの概要を報告する。

(4)日本の治水対策

日本の祖先は平野部で罠耕生活を始めて以来、河

川から多くの恩恵を受けると同時に数知れない水害

に悩まされてきた。

そして河川を制御し、生命財産を守るとともに、

河川を生活と生産に利用するための工夫も今日まで

絶えることなく続けられてきている。

かつて日本では 「川を治めるものは国を治める」

と言われた。

16世紀の戦国時代には武士階級が強大となり、多

数の領国に分かれて相争う戦乱の時代となった。こ

のため、国としての統一的な治水事業は行われなか

ったが、 一方で領土の観念が濃厚となり、宮と武力

を貯えるため諸侯は洪水に対処する治水事業を積極

的に行った。

17世紀から19世紀にかけては太平の世となったた
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め、人口が増加し、土地の開発が盛んに行われた。

河/11工事も隆盛となり、いくつかの河川で大規模な

治水工事が始まった。

19世紀末には河川法が制定されて治水事業に関す

る制度的枠組みが整えられ、西欧の技術を稽極的に

恋入した近代的治水事業が始まった。

とりわけ、この 1世紀における日本の近代化と経

済成長の背景には、安全な国土を造るために営々と

行われてきた治水事業があり、本論文ではその治水

事業の概要について紹介する。

(5)総合的な土砂管理対策

土砂と水に関する問題は、山地 ・山麓部、扇状地

部、平野部、 河口 • 海岸部等のそれぞれの領域ごと

にさまざまな形で発生している。 山地部では、荒 廃

山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、山腹崩壊、地すべり、土石流によ

る災害が生じている。 また、河川にダムなどが築造

されると、貯水池に土砂がたまり、それを取り除く

資料4 国際水資源学会とは

工夫をしなければダムの貯水能力を小さくするとと

もに、下流への土砂移動が遮断される。一方、下流

の平野部、 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。

このような問題に対しては、山地 ・山麓部、扇状

地部、平野部、河口 • 海岸部等のそれぞれの領域で

解決が図られ、成果が得られてきているが、原因と

影聘の範囲が広い場合には、領域の関係者間の意思

疎通の問題もあって、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。

このような状況のもと 、建設省河JI!局では、河III 

審議会総合政策委員会総合土砂管理委貝会におい

て、新たな視点として、源頭部から海岸までの流域

を一貰した土砂の運動領域、つまり「流砂系」 とい

う概念で捉え、それにもとづいた総合的な土砂の考

え方、具体的施策の方向性などの議論を重ね、その

結果をとりまとめた。

機関名 国際水資源学会 (IWRAI ・ nternational Water Resources Association) 
本部所在地 米イリノイ大学 (110カ国）

設立趣旨 全世界の水預源の開発 ・保全 ・調査 ・研究 ・教育に関わる研究者 ・教行者 ・行政官 ・プランナー ・メーカー ・コ

ンサルタント ・コントラクター ，法往関係者の全てを横にひとつに繋ぎ、今日の複雑化した社会 ・経済・印境・

技術問姐への理解を深め、協力し合い、啓発し合うための共同の場を提供する。

活動範囲 年4回会誌 “WaterInternational"を発行。 3年1こ1度総会を開き、与えられたテーマのもとに研究発表、随時

諸種の水関連の会議、ワークショップ、シンポジウム、セミナーをllil催 ・協賛し大会綸文集など各種刊行物を発

行。

最新のアクション ・1997.5第9回 World Water Congressがモントリオールで、 wwc（世界水会議）と同時開催された。①水紛

プログラム 争問題②食料生産と渇水問題③人口爆発と水問題 • 生態系や環境への配慮④洪水及ぴ低水管理⑤国際

間の水利用、等21世紀にむけて諏要となる水に関する様々な視点からテーマのセッションには多くの聴衆を集

めた。水理 ・水文 ・環疫といった技術的色彩の強いものには、聴衆少なかった。全体としては、会議がwwc
総会と併行していたこともあり、低調であった。

・ 次回総会は、 2000年 3 月 11•17 日にメルポルンにてwwc （世界水会議）と同時期開催の予定（但し、両会譲は

併行させない予定）

職員・活動資金 会貝約1,500名 (WWC会貝を包括する）

我が国の参画状況 ・竹内邦良 （山梨大学教授）が、副会長 (1998-2000)。任期は3年。竹内邦良 （山梨大学教授）の前に虫明功臣

（東京大学教授）が副会長 (1995-1997)。

• 国際水資源学会は、世界各国に国内委貝会を設けており、日本は早くからその趣旨を受け入れて各国に先駆け

国内委員会を設粧。日本国内の会員（＝委員）は、大学関係者をはじめ各業界から約50名。

我が国の窓口 日本国内委員会。事務局：建設省河川局河川計画課

違設省の参画状況 ・ 1994年は、大町北陸地建河川部長 （当時）

・ 1997年は、細見1開発課専門官、その他士研や水資源協会からも参加。

組織 • 世界各国に国内委員会

・日本の国内委員会：

委貝長：安芸→堀博→高橋裕 (1997-99)

高橋委貝長より任期3年。扇大2期をルール化した。

その他 1971年骰立

参照 • 水文 ・ 水資源学会誌第 5 巻 3 号1992

• 河川1998-3月号

S紐 Ovol.66J皿，2000 39 
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韓国の土砂災害～その2

- 1998年の事例を中心に＿

周藤利ー＊ 瀬尾克美＊＊

今回は、 1998年 8月の綿国の土砂災害のうち、日

本でも報道された智異山（チリサン）の災害につい

て、韓国防災協会の柳泰容会長から関係査料＂を入

手することができたので、その査料にもとづいてで

きるだけ忠実に紹介する。

1.概況

智異山は、韓国南部の炭尚南道と全羅南道の税に

ある栢高1915mの名山で、韓国の本土では最も麻い。

一帯は智異山国立公園に指定され、名刹も多く、観

光客や仏教徒で年中賑わっている。この山で、1998

竺 ゜がa

ク/
図-1 韓国の主な山と河川概要図

日

本

海

＊ 建設省河川局水利調整室長

**（財）砂防 ・地すべり技術センター専務理事

年 7月31日夜10時から 8月 1日午前 2時にわたり発

生 した土石流により、渓谷でキャンプしていた登山

客を中心に34名の死亡者を出す惨事が発生するな

ど、智異山一円で大災害が発生した。その概況は表

-1のとおりである。

2.降雨分析

図ー2に、降雨が始まった 7月31日昼12時から降

雨が小康状態に入った 8月 1日午前11時までに降っ

た総降水飛の等雨批線を示す。この圏は、建設交通

部媚津江 （ソムジンガン）洪水統制所、韓国水資源

表ー1 智異山一円の1998年災害の被害総括

人命被害 95名 （死亡⑱名、行方不明27名）

被災者数 100世帯、祁5名
没水家屋 71針康

農地被密 5.882ha 
建物被害 邸棟、1.253百万ウォン
船舶 5隻、 7百万ウォ ン

道路 ・橋梁 308箇所、 16,565百万ウォン

河川 396箇所、 37.829百万ウォ ン

小河川 360箇所、 9.745百万ウォ ン

水道 51箇所、863百万ウォン

水利施設 538箇所、 17,988百万ウォ ン

砂防施設 23箇所、 6.578百万ウォ ン

その他施設 513箇所、 10.093百万ウォン
水産登殖場 9箇所、 303百万ウォン

ビニールハウス llha、644百万ウォン

※100ウォン＝10.4円 (1999.6)

40 SABO vol.66 Jun.2000 



I 海外事伯 5| 

,,、 ,27.JO 1 

‘‘/  
｝ ＇ 
(. 

+ r' / \~ l + 

} 
、 氏―/ 1 

図-2 智巽山地域の等雨冒線図 (l998.7.31.12:00~8. l. l l :00) 

要 2 10分資料による時間別最大降雨量（単位： mm)

降雨継続時間

翌
29 

老姑壇

求礼

デ
58 

分30
-80-84 

詈
139

た。また次の時間帯（図ー3(b)、42

頁）は、棗雨の中心が智異山南西側

斜面に移っている。老姑埴（ノコダ

ン）と双渓寺渓谷に100mmを超える

豪雨が降り、突発洪水が発生した時

問帯でもある。図ー3(c) (43頁）に

示した夜12時から午前 1時までの降

雨分布を見ると、豪雨が智異山を西

側から東側に越えて両側斜面に進行

していたことを示している。東西斜

面で同時に相当の降雨が降っていた

が、大源寺渓谷をはじめとする東側

斜面でより多くの降雨が発生してい

ることがわかる。囮ー3(d) (43頁）

は午前 1時から 2時までの降雨分布

を示す。午前 1時を過ぎて西側斜而

の降雨は弱くなり、東側斜而の降雨

は前の時間帯と同様に継続していることがわかる。

大源寺渓谷と徳川江で突発洪水が発生したのはこの

時間帯であったと推定される。

ゞ <

¥-、!

表-3

老姑壇
求礼

双渓

三一岩

文跡邑

1時間資料による持続時間別最大降雨量（単位： lllll1)

降雨持綬時間

苧
131 

88 

lll 
102 

-＿
176-171-158-158-163 

詈
193-203-172-190

公社南江（ナムガン）ダム建設事業団、南原（ナム

ウォン）市、求礼（クレ）郡、河東（ハドン）郡、

山消 （サンチョン）郡、咸陽 （ハムヤン）郡が管理

する雨批観測所80カ所の時間別降雨資料を集計して

図示したものである。この図から、智異山西側斜而

の双渓寺（サンゲサ）渓谷、北側斜面のペムサゴル

渓谷、東側斜面の大源寺（テーウォンサ）渓谷と徳

川江（トクチョンガン）地域に250mm以上の雨が集

中的に降ったことがわかる。

圏ー3 (42~43頁）は、降雨が集中的に降った 7

月31日夜10時から 8月1日午前 2時までの降雨分布

を時間別に示したものである。固ー3(a) (42頁）の

10時から11時までの分布を見ると、今回の豪雨は智

異山南西側から始まったことがわかる。そしてこの

時間帯に順天観測所 （求礼より約30km南）では時間

当たり 145麟という韓国歴代最大降雨記録を上回っ

3.降雨強虞分析

表ー2は、建設交通部の媚津江（ソムジンガン）

洪水統制所が管理する老姑坦と求礼の観測所におい

て10分間隔の降雨批査料を収集して、時間別最大値

を分析したものである。これらの降雨鍼は、平均何

年に 1回発生しうるかを示す頻度で評価することが

できる。 10分降雨の生起確率は約30年程度で、それ

ほど大きな値ではない。しかし、 30分や60分降雨は、

過去の夜料の収集期間が制限され、これより大きな

記録がないために、生起確率を示すことができない

ほど大きい値である。あえて頻度を推定するならば、

30分降雨の場合約500年超過確率、 60分降雨の場合

約1000年超過確率に相当する。従って、今回の降雨

の特性は、過去には10分程度しか持続しなかったす

さまじい強度の降雨が、何時間も継続したものであ

ると言える。

表ー3は、 1時間資料による持続時間別最大降雨

飛を示 したものであるが、時問雨飛が100mmを超え

る記録が4つの地点で発生した（気象庁順天観測所

145mmを含めると 5箇所）。この 4箇所の記録は、い

ずれも 7月31日夜11時から夜半にかけての間に発生

した。この値は頻度で見ると、 30分や60分査料と同

様に、これまで観測された値がこれよりははるかに

SABO voi.66 Jun.2000 41 
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小さいので、確率処理が不可能であ

る。しかし、無理を承知で推定する

と、少なくとも500年超過確率以上

に該当するものと判断される。
＼ ＾ 

¥ S J 

‘‘、 /‘・？
( 1、す 〈し突発洪水は、米国では普通 2時間

に100mm以上の降雨があった場合に

発生すると言う。ところで、今回の

智異山に降った雨は多くの地域で 2

時間に100mm以上を記録し、そのな

かでも順天で60分1開に145mm、求礼

と老姑坦で139mmを記録した。突発

洪水が発生しうる充分な位の降雨が

発生したわけである。
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ヽ
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4.洪水到達時問分析 図—3(a) 智異山地域等雨量線図 (1998.7.31.22:00~23:00)

旦ダ＼，,-¥1 27.30 

r 図ー4 (44頁）は、智異山突発洪

水発生時収集された10分問隔の雨倣

と水位記録である。上側に図示した

棒グラフは、老姑坦観測所で収集さ

れた降雨記録であり、折れ線グラフ

は媚津江本川に位置する求礼 (0表

示）と松亭 （ソンジョン ：●表示）

水位観測所の水位記録である。

、し＼、 r
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まず、突発豪雨が発生した 7月31

日夜11時から夜半までの間は、囃津

江上流の影響が下流に及んでいなか

ったことがわかる。豪雨が南西側か

ら東北側に移動したために、嫌津江

下流地域に上流地域より先に降雨が 図—3(b) 智異山地域等雨量線図 (1998.7.31.23:00~24:00)

あったからである。図を見ると、上流に位置する求

礼観測所の水位が下流に位骰する松亭観測所の水位

よりあとで上昇したことがわかる。

固を見て、老姑坦の雨最の増加と松亭の水位の増

加が直接関逃していることがわかるが、二つの記録

の時間間隔は約40分程度と推定される。老姑培の雨

批は、 7月31日夜10時40分までは10分降雨巌が1mm 

程度で、そのときまで豪雨が始まっていなかったこ

とがわかる。しかし、10時50分には 5mmが記録され、

11時には 8mm、11時10分には17mm、11時20分には25

mm、そして11時30分には最嘱値である29mmを記録し

た。松亭の水位は、夜11時40分までは0.70mで、水

位が上昇していなかったが、 10分後の11時50分には

2.08mと、 10分間で水位が急上昇した。

従って、老姑坦の降雨強度が急上昇した11時10分

42 SABO vol.66 Jun.2000 

と水位が急上昇した11時50分との時間差が40分なの

で、老姑境から松亭水位観測所までの洪水到達時間

が40分程度であったものと推定される。雨批観測所

は、松亭水位観測所より若干上流で流入する蛸津江

支川である徳銀内渓谷に位置する。従って、豪雨が

集中した老姑壇渓谷で降雨強度が最高点に到達した

後、突発洪水が発生して本川に合流した後、さらに

松亭まで到達した時間がほぽ40分なので、渓谷中間

や下流では30分未満で突発洪水が到達したことがわ

かる。

松亭水位記録を見ると、水位が10分間に1.3mず

つ継続して上昇していたことがわかる。蛎津江のよ

うな大河川の水位が40分間に lm未満から 5m以上

に上昇したという事実は、今後、洪水の際の韓国の

河川管理が容易でないことを示唆している。これま
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図

るが、破壊された橋梁の橋脚周辺に

は、すさまじい大きさの岩があちこ

ちにあった。また、数十トンを超え

る橋梁の上板が少し下流に流されて

いき、 2mの大きさの岩が橋梁につ

ながる道の上に乗っていた。

表ー4 (44頁）は、図ー4に示した

求礼と松亭地点の10分間隔水位資料

に関する閲始時間、ピーク時間、到

達時間を示したものである。

5.結論

以上、分析した降雨と水位記録は、

今回の洪水時に智異山渓谷で野営し

ていた避暑客が避難できなかった理

由を若干なりとも説明してくれる。

あの晩、智異山渓谷では突発洪水を

起こしうる時間当たり50mm以上の大

雨が降った。このため、突発的な洪

水を引き起こし、巨岩とともに瞬時

の間に渓谷を流下したものと判断さ

れる。

6.対応策の方針2)

以上紹介した土砂災害に対する対

応策の方向として、次の諸点が指摘

されている。

{ l l 》、
i 

＋ 打ぶ；~+'!!話
,、-

智異山地域等雨蜃線図 (1998.8.1.0l :00-02:00) 

で1時間間隔で収集してきた降雨や水位夜料収集体

系は、これより短い10分や30分間隔の収集体系に転

換することも検討すべきものと判断される。

老姑壇降雨観測所がある求礼郡の徳銀内渓谷下流

部の橋梁が破壊された写真を見ると、こうした推測

が事実であったことを示している。橋梁が破壊され

た場所は、河川の幅が上流に比べて若干狭い所であ

①土砂被害を最小化するための長期

的対策としては、第一に、全国に散

在している地すべり危険斜而の調査

と維持管理の実施、第二に、韓国の

実情に適合した危険斜面調査点検表

の作成及び危険斜而調査の実施、第

三に、調査された各斜而別の投査優

先順位の決定と危険度に応じた年次

別施工計画及び実施、第四に、韓国

の土砂災害の特性と対策工法に対する継続的な研究

が必要である。

②斜而崩壊は、蔽雨のみならず地鋸等とともに発生

するので、広い視点が必要であろう。災害防止のた

めには、工学者、地質学者、土地所有者、 開発者、

保険会社、そして政府の相互協力が必要である。
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③一般的に、地すべり被害軽減は、

次のように 4つのアプローチにより

なしうる。第一に、土砂災害危険地

区のI升］発制限、第二に、技術基準

（掘削、條斜度、施工等） の強化、第

三に、斜面崩壊危険区域の防災対策

（擁壁、アンカー設置等）、策四に、

適切な抒報システムの構築である。

④危険地区の開発制限は、私有財産

権の行使を規制するという批判があ

るし、山岳地形が多い韓国では最普

の選択ではないかもしれないが、斜

面被害低減対策の中で最も効果的で

経済的な方法のひとつが、低面災害

危険地図による斜而崩壊危険地域の

開発制限である。開発制限は、不安

定な地盤での開発規制のみならず、

既存の開発地を変更することも含め

るが、重要な施設の周囲の地盤の変

状が継続する場合、施設の用途を変

えたり、施設自体を放紫する場合が

生じ、その際に斜而の安定にどのよ

うな選択が可能なのかということ

と、所有者との協議に注意を払わな

ければならない。

危険地域での開発を抑制するため

にはまず、 当該地域住民の校同を得

るための広報が優先されなければな

らず、危険区域の設定、公共施設を

建設しない、 警告表示板、税制上の

措置、公的買収など、さまざまな方

法を考慮してみることができよう。
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図-4 智異山突発洪水発生時10分閻隔雨量と水位記録

表 4 求礼•松亭地点の10分閻隔水位資料

開始時闇 ピーク時閻
（月日時間） （月日時問）

7-31-22-40 7-31-23-30 

7-31-23-30 8-01-01-30 

7-31-23-30 8-01-02-IO 

老姑坦
求礼

松卒

到達時間
（月日時闇）

00-50 
02-00 

02-40 

⑤除斗而安定を中心とした掘削、施工、傾斜度決定に

閾する技術基準を策定しなければならない。 法令で

定めることのできる事項は、斜面を切ったり、掘削

あるいは盛土を行う場合の許可を求めさせることと

し、設計や竣工検査、維持補修に関与し、切土や盛

土を規制あるいは禁止することができる。

また、排水や植生の損低を抑制する基準及び地下

排水施設の設計、施工、調査、維持管理の基準を設

定しなければならない。現在、斜面のための技術基

準は設定されておらず、各用途に適合して工事担当

者や機l紺で自主的に定めて施行しているので、技術

基準に明示すべき土木技術者と地質学者等との役割

分担、打任の所在、適切な地盤調査方法及び手統、

土砂流出型の災害低減対策等を定めるためには、今

後一層の研究が必要であろう。

戟国では日本の災害対策基本法に相当する 「自然

災害対策法」が施行されているが、地すべり防止な

ど特定の土砂災害のためだけの法律はいまだに制定

されていない状態であるので、日本の地すべり等防

止法などもも っと研究されるべきである。
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⑥さまざまな規制や危険地域の開発除外などを講じ

たとしても、地すべり地帯や山地の開発は継続する

であろうから、地すべり危険地域の安定化のための

工学的対策を合わせて講じなければならない。工学

的対策を大きく二つに分けてみると、ハードな手法

と警戒避難システムとがあるが、前者には、法切り

工、擁壁等、構造物を利用した方法があり、これは

費用が多くかかるため、どうしても必要な場所での

み優先的に選択がなされる。後者は、斜面崩壊危険

地域を監視した後、斜面の動きが予想される場合に

住民に知らせるシステムで、さらに検討に値する。

⑦工学的な地すべり防止工法のような直接的な地す

べり軽減対策ではないが、地すべり保険は、個人財

産被害を減らすことができる方法である。一般的に、

地すべり保険を実施すれば、その被害の程度は減少

するが、効果的な保険として活用しようとすれば、

国家の補助が相当必要になる。強制力のある保険の

ためには、建物、開発、維持補修を国で評価しなけ

ればならない。ニュージーランドの保険政策をモデ

ルとして研究してみることができる。

⑧最後に、国レベルの斜面被害軽減対策に必ず含ま

れなければならない直要事項は、斜面被害軽減計画

を管理することができる中央組織拡充、そして、国、

地方公共団体、個人それぞれの貨任の所在の確立、

災害危険地図の作成、危険地区の設定、危険度の分

析、災害危険地域に必要な被害軽減対策の技術指針

開発、技術基準（詳細な技術基準は学識者で策定し

なければならないが）のための基礎的な標準の検討、

防災対策及ぴ規制、研究所、大学などの地すべり関

連（原因分析、被害軽減対策、警報システム開発等）

研究テーマに対する強力な支援、地方自治体、学者、

個人などのための情報センター（査料の収集と配布）

としての役割、タイムリ ーで合理的な復1日費及び義

捐金の支出を通じた救援と補依計画の策定が必要で

ある。

参考文献

1)「1998年7月31日発生智異山突発洪水分析」韓国建

設技術研究院水資源研究室ホームページ（韓国語）

2)「土砂被害発生原因と対策」国立防災研究所防災研

究官バク ・トククン（韓国語）
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第3回「緑のゼミナール」開催

バネルディスカッション(I)「渓畔林の創出及び緑の斜面つくり（施工事例の紹介）について」

砂防部 ・斜面保全部

はじめに

平成12年 1月26日に砂防会館別館シェーンパッハ ・サボーにおいて「第 3

回緑のゼミナール」が開他された。緑のゼミナールは平成10年から毎年開催

されており 、当センターは共催機関の一つである。

午前中は「緑を復元してきた砂防」と題して池谷浩建設省砂防部長が講演

を行い、続いて、「森づくりの文化性」と題して東三郎北海道大学名誉教授

が講演を行った。午後からは、パネルディスカッションを 2部に分けて、 I
電Z-

部では当センタ ー主宰による「渓畔林の創出及び緑の斜面づくり （施工碩例 写真ー1バネルディスカッション(I)
討騎会場の全果

の紹介）について」が実施された。

パネルディスカッション(I)では、今後の砂防林 （または渓畔林）ならびに緑の斜而づくりの積極的な事業が

促進されるように、地方行政の長や国、研究機関の方々から広く議論していただくことを目的として実施された。

その内容としては、話題提供として、腰原愛正氏 （長野県大町市長）から建設省松本砂防工事事務所管内に位

置する鹿島川砂防林、急傾斜対策と地域行政の関わりや緑を生かした街づくりに関して話題を提供していただい

た。次に緑の斜而づくりに関する施工事例として、住谷かおり氏（神奈川県県土整備部）から連続繊維複合補強

土工法について、松本比呂志氏 （静岡県土木部）からリングネットエ法について話題を提供していただいた。

この話題提供を受けた後、話題提供者に加えて、大手桂二氏 （京都府立大学名抒教授）、中野泰雄氏（建設省

砂防部砂防課砂防事業調整官）、牧野裕至氏 （建設省砂防部傾斜地保全課特定斜面整備対策官）、反町雄二氏（建

設省土木研究所砂防部砂防技術総括研究官）、瀬尾克美氏（当センター専務理事）のパネラーに今後の砂防林

（または渓畔林）や緑の斜面づくりの方向性について議論していただいた （写真一 1参照）。

第 3回緑のゼミナールの参加者は官公庁職員やコンサルタン ト等を含めて総勢479名であった。本稿は、パネ

ルディスカッション(I)における話題提供の概要をとりまとめたものである。

「住みよい、学びたい、訪ねたい、美しいまちづくり 」をめざして
長野県大町市腰原愛正

大町市は「'92国際アルプス砂防フェア」と 「'94

国際砂防フォーラムin松本」を共催し、 「'98国際砂

防林シンポジウム」を主催した経験から、森林は山

岳地帝の人々を守るために大変重要であると考え、

緑を生かした街づくりを目指している。

同市は山岳と森林、登山とスキー等のウインター

スポーツ、そして温泉と観光査源に恵まれる。その

反面、その盟かな自然は時として厳しい側面を見せ

つける。1969年8月11日に高瀬川上流の不動沢 ・濁

沢で発生した土石流は施工中の砂防ダムを乗り越
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え、葛温泉を一夜にして土砂に埋めてしまったこと

で市民に強烈な印象を与えた。

この高瀬川で、平成10年度新規事業として「鹿島

川砂防林計画」が認められたことは市及び関係区に

とって長年の念願がかなった瞬間であった。

「鹿島川砂防林計画」は高瀬川の支／1|鹿島川で計

画されるもので、上流部での砂防ダムの進捗にあわ

せ、既設の砂防ダムと床固工の間約 4km、40haの

河道部と河畔林を砂防林あるいは遊砂地として整備

するものである。



この砂防林の計画にあたって建設省松本砂防工事

事務所と方針を協議し、そのコンセプトを下記の 2

つにまとめた。

① ヨーロッパの砂防技術、特に近自然工法、樹林

帯を勉強し、良いものは積極的に取り入れる。

② 具体的な整備計画づくりに当たっては、大町市、

地元区、建設省松本砂防工事事務所で構成する協

議会を通して検討する。その結果は単に砂防施設

の整備に止ま らず 「街づくり」 「地域づくり」の

構想に活かしていく。

地方自治にと って安全安心は基本課題であるが、

日本のような国土条件下では「国土保全は至難事業」

であり、 国直轄で砂防事業を行うことは今後とも重

要な施策である。

北アルプスの厳しい自然と向き合う中で、かけが

えのない財産である森林と緑を活かした街づくりを

進め、「住みよい、学びたい、訪ねたい、 美しいま

ちづくり」を実現させたいと考えている。

連続繊維複合補強士工法の紹介
神奈川県県土整備部砂防海岸課 住谷かおり

羽根付アンカー
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図ー1 連続繊維複合補強土工法の概略図
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図 施工手順

連続繊維複合補強土工法とは、切土

をせずに、連続繊維補強土で地山の侵

食を防ぎ、それを基盤材として植生工

（厚附基材吹付エ）を行い、必要に応

じて地山を鉄筋挿入工で補強し安全を

確保する複合工法である。図ー1に連

続繊維複合補強土工法の概略図を示

し、施工手順を固ー2に示す。

本工法は平成 9年度から急傾斜地崩

壊危険区域に指定されている横浜市獅

子ヶ谷光明寺区域で実施されてきた。

平成 9年度に施工した植生工の追跡

調査を実施した結果、下記の点が明ら

かになった。

① 早期緑化の実組があったオーチャ

ドグラス、トールフェスクを中心に種子配合する。

② ペレニアルライグラスやバミューダグラスは発

芽しなかったので当地には適さないと判断し、祁

入種子から外す。

③ 全体的に相対照度が低いため、特に耐陰性のあ

る植物を優先的に甜入し、植栽もする。

④ 立木密度の高い箇所では、相対照度を確保する

ため、活力度の低い樹木の伐採も検討する。

⑤ 林床植生の生育を阻害すると思われるアズマネ

ザサはすべて伐採する。

連続繊維補強土工法の問題点としては、適正な厚

｝翌基材の種子配合の検討やプラントなどの作業ヤー

ドの確保 （作業ヤードは約150m'必要）が難しいこ

とである。

また、改善点としては、既存樹木からの雨滴落下

既存木

遷続織雄補浚土工

（のり面タイブ）

椿水 シート(W=300mm)

遷読繊維襦強土エ

（擁壁タイプ）

鉄筋挿入エ（全ネジ褐網）
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による基盤材の流出防止箇所をあらかじめ調査する

ことにより 、雨滴侵食防止シー トを設骰したことや

粉じん対策のための防じんネッ トを設置したことで

ある。さらには靡擦抵抗が低い圧送ホース内面を開

発したことによって圧送距離が延びたことである。

今後の課題としては、植生の維持管理と更なる技

術開発がある。このような課題を克服することによ

って連続繊維補強土工法は「自然を活かしたがけ崩

れ対策」に加えて、 「地球環境にやさしく、コス ト

縮減も因れる」新たながけ崩れ対策工法となると思

われる。

リングネットエ法の施工事例紹介
酵岡県土木部河川砂防総室砂防室 杉し本且；呂志<

リングネッ トエ法とは、リング状に編まれた金網

（リングネッ ト）の変形により、循撃エネルギーを

分散 ・吸収するエネルギー吸収型防護柵工法（スイ

ス企業の特許工法）である。衝繋エネルギーは

E=25~150tf・mに適用可能であり 、通常のロックフ

ェンス（対応可能な衝撃エネルギーは

lOtf・ m)では対応できない高衝撃エネ

ルギーに対応できるエ法である。圏ー3

にリングネッ トの正面図及び施工手順を

示す。

本工法は災害関連緊急急傾斜地崩壊対

策事業として静岡県天竜市小川地区で実

施したものである。

リングネットエ法は、斜面の掘削がな

いことや、遠景にはリングの背後がシー

スルーであるため景観的な辿和感がない

ため、自然と調和したエ作物でもある。

一方で、立木の伐採が必要であったこと

も事実である。

今後の課題としては仮設作業台を分離

型等とすることによって立木の伐採而積

が減少すると考えられるが、施工上の煩

雑さ等を加味した多方面からの検討が必要であるこ

と、リングネッ トの撓め代はリングネッ トの規格に

かかわらず10mとなっているため、衝撃エネルギー

に応じて規定する等の製品側での工夫を促す必要が

あることである。

①
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ヽ＼

⑧ Iワイヤメッシュをリングネッ トに取付I ヽ ／／

図-3 リングネットエ法の正面図及び施工手順

② l攘アンカーにグラウン ドプレート取付

コネクティングアイテムを介 して
③ | 

支柱をグラウンドプレー トに設置

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

リテイニングローブ取付

（プレーキリング付き）

上部 ・下部ラテラル0ープ役置

上部 ・下部サポートローブ投置

（プレーキリング付き）

リングネット取付

¥ ＼. l i l.. ／ / 

執節担当 ：砂防部 栢木敏仁
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新技術］

民間開発砂防技術（審査証明技術）の紹介⑯

EGS（エポキシゲビンデスタープ）アンカーエ法

................................................................................. 
住友電気工業（株）

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28日建設省告示1451号）に基づく建設大

臣の認定 （平成 2年2月1日建設省告示第 123号；

平成 7年 2月1日更新）を受け、民間における研究

開発の促進および新技術の建設事業への適正かつ迅

速な琳入を図り、次に示す 3点において、建設技術

の水準の向上に寄与することを目的として、民問に

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。

(1)新材料に係る品質及び性能の評価並びに利

用技術

(2)新工法に係る計画、設計及び施工に関する

技術

(3)新規開発機器及び改良機器に係る性能評価

このたぴ技術審査証明の更新を行った 「EGS（エ

ポキシゲピンデスタープ）アンカーエ法」に対して

は、平成 6年 1月14日付で技術審査証明を行った。

審査に当たっては学識経験者からなる 「砂防技術 ・

技術審査証明委員会」（委員長：渡正亮地すべり学

会顧問）を設笹し、審議を進めた。

以下に、平成 6年1月14日付で行った審査証明技

術の内容を紹介する。

1.依頼者

住友電気工業株式会社

所在地 ：兵即県伊丹市昆陥北 1-1 -1 

2.技術の名称

EGS（エポキシゲピンデスターブ）アンカーエ法

3.開発の趣旨

アンカー用引張鋼材にエポキシゲビンデスタープ

を用い、専用の防錆処理部品およぴ所定の付属部品

と組み合わせることにより、材料的にも構造的にも

優れたアンカーシステムを開発する。

4.技術の概要

本技術は、 ドイツのディピダーク社が開発した総

ネジPC鋼棒 （ゲビンデスタープ）を使用したグラ

ウンドアンカーエ法であり、古くから工事用土留め

壁に用いる仮設アンカーや地すべりを防ぐための永

久アンカーとして用いられていた。

EGS（エポキシゲピンデスタープ）アンカーエ法

はこのゲピンデスタープに耐食性がきわめて優れて

いるエポキシ樹脂を粉体塗装したエポキシゲビンデ

断面＾ ～8

二
90[P

，
 

c
 

:
＼
.
 

．

．
 

図ー1 エポキシゲビンデの形状

SABO vol.66 Jun.2000 49 



［新技術

1 頭部 自由長部

遵付きナット用円形プレート

溝付さナット用円形プレート アンカープレート

図ー2 EGSアンカーシステム図

（図ー1 49頁）を使用し、高耐食性能が要求される

永久アンカーエ法として依頼者により開発されたも

のである。

アンカーシステム（岡ー2)においては、頭部は

防錆キャップ、防錆材およびジョイントシースで、

自由長部はエポキシ塗膜、防錆材およびポリエチレ

ンシースで、また定滸長部においてもエポキシ迩膜

およびグラウ トでそれぞれ孤防食が施されている。

5 審査証明の結果

EGS（エポキシゲピンデスタープ）アンカーエ法

は、以下に示す性能を有すると認められた。

(1)材科性能による耐久性

工ポキシゲピンデスタープ、専用ナット類、鋼部

材、プラスチック部材等のアンカーシステム構成部
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・定着長部 1 

（自己融情テープ＋防錆テーブ）

材はアンカーの一般的な使用環境下では材質の劣化

を生じ難く、材料的に見てアンカーシステムは長期

にわたり耐久性を保持できると認められた。

(2)構造性能による耐久性

アンカーシステムにおいては、頭部は防錆キャッ

プ、防錆材およびジョイントシースで、自由長部は

工ポキシ塗膜、防錆材、およびポリエチレンシース

で二重防食構造となっている。

また、アンカー体定着長部でも、エポキシ塗膜を

有するゲピンデスタープをセメント系グラウトで被

覆した十分な防食構造となっており、各部分の水密

性およぴ強度は一般の使用に耐えられ、構造的に見

てアンカーシステムは長期にわたり耐久性を保持

できると認められた。



I 技術ノート 1

数値シミュレーションの紹介～その2

数値解析技術研究会

1. はじめに

流れや土砂移動現象には、 1次元から 3次元まで

様々な数値解析手法が考案されている。現在までに

砂防 ・地すべり技術センターでは、 土石流、泥流、

火砕流、溶岩流の到達時問および氾濫範囲の予測を

目的とした 2次元氾濫シミュ レーションソフト (J-

SAS)を開発している。 2次元の数値解析手法は土

砂の面的な移動を予測するのに適しているが、河道

に沿った縦断的な土砂移動現象を時間的に追跡する

には 1次元河床変動計算手法の方が有利になる場合

もある。

しかし、実際の河川には、湾曲、河幅の変化、支

川の流入および梱造物などの 2次元的な要素が多数

含まれており、 1次元河床変動計尊手法においても

これらの 2次元的な影響も考慮する必要がある。

本研究は、これらの 2次元的な要素を取り込んだ

1次元河床変動手法の開発を目的としている。本報

告は、 MacCormack法を用いた 1次元河床変動計算

の特徴および湾曲河川における 1次元河床変動計算

の適用性について記述し、河道幅変化に伴う側壁の

影響や支川流入が本）IIの流れに与える影響、さらに

スリット砂防ダムの土砂調節機能について検討した

結果を事例や実験を通して紹介する。

2 基礎式と差分法

自然の河道は河幅や河床勾配の変化が大きい。ま

た、河道には砂防構造物も建設されていることが多

く、常流と射流が混在する。流れの計尊は常流区間

では下流側から、射流区間は上流側からというよう

に場合分けして行うのが流れの性質上適切である

が、計算区間に境界が明瞭ではない常流と射流の変

化点が複数箇所含まれている場では、このような場

合分け計算は難しくなる。MacCormack法による 1

次元河床変動計尊手 法では、方程式を保存形

(conservative form)で表現し、弱解として扱うこ

とで、常流と射流が混在するような不連続な水面形

を場合分けすることなしに表現できることが知られ

ている。

基礎式

保存形の連続式

水

aA aQ 
— +-— 01 . ox =q* 

土砂

a (z8 • B) a ( qB •B) 
a[ ＋函 I-入 =q8S

保存形の運動方程式

水

......式(1)

a a l 
- (Au) + i:(Qu+igh2B) =q＊炒cos0+gA(i-i,)
at ax 2 

......式(2)

--r ‘一‘-‘‘
A:通水断面、 u：本川流速、Q:本川流址、

g:重力加速度、 h:水深、 B:川幅、

砺 ：河床位、 入： 空隙率、 qB：掃流砂最、

qBS ：単位長さあたりの支川からの流入土砂批、

i:河床勾配、 ie：エネルギー勾配、

w'：支川の支川下流方向の流速、

〇：本川と支川とのなす角（上流側の角度）、

q:支川の単位幅流址、

q*:x方向の単位長さあたりの支）1|からの流鍼、

q*=qsin0 

差分法

MacCormack法

基礎式を

au aE 
—＋ー＝C
ax ax ・・・・..式(3)

とする。

U'/を格子点 (x=i.1.x、t=n△t)上の
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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

△t 
uf= Ui——(E;+1-E;) 

△x. 
十△tC;-(D、+I-Di)

• 修正子段階

l △t 
Uf=I―(U玖')--（Ef-E、ら）

2 △x. 

叫 cf-(D;-D;-1)J 

ここで、
At 

Di=K四＊出(Um-2U汁 Ui-l)--
△ . 

匹 ：靡擦速度、 Kv：人工粘性係数

3. 

・・・・・・式(3)

1次元河床変動計算の湾曲河道における適用性

水位や河床位は河道の湾曲部で横断的変化が大き

くなることが知られているが、 1次元河床変動計算

では河道の湾曲の影響を考慮していない。したがっ

て、湾曲を有する河道において 1次元河床変動計算

を適用する場合、計箕によって得られた水位や河床

位を実際の横断平均値として取り扱うことができる

か検討する必要がある。

湾曲部における 1次元河床変動計算手法の適用性

を確認するために、写真ー1に示す湾曲部を有する

河道の水理模型実験で測定

された河床位や水位の横断

平均値と、 1次元河床変動

計葬による河床位と水位を

比較し、図ー1に示す。

図ー1より、湾曲部など

横断的に河床位や水位が異

なる場所においても、河床

位や水位の横断平均値と 1

次元河床変動計算結果はほ

ぽ一致することがわかる。

このことから、湾曲部にお

いても 1次元河床変動によ

る計鈴値を横断平均値とし

て取り扱うことは可能だと

考えられる。
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図ーl 湾曲河道における一次元河床変動計算と実験値

FlowL-で全＼~
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⇔ 
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水路平面図

図ー2 流体が側壁から受ける外力
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図-3 水路縦断図

写真-1 湾曲部を有する河道計算
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4 側壁の影響に関する検討

河道の拡幅部や狭窄部での流れを表現する場合、

図ー2に示すように流体が側壁から外力を受ける。

しかし、式2に示した運動方程式にはその外力が考

慮されていない。

流体が側壁から受ける外力の影響を 1次元河床変

動計算に組み込まなければ2次元的な河幅変化の影

響を表現することは難しい。ここでは、台形断面水

路における側壁からの外力 (C)を式4と仮定した。

側壁の外力を考慮した運動方程式を式 5に示す。

C＝嘉（+gBが＋¾grh3)-gAi ……式(4)
a a l 
-(Au)＋ー (Qu+-:_,-gh2B)＝¢w'cos8+Cal ax 2 

.....式(5)

つぎに、側壁の外力を考慮しない運動方程式 （式

2)と考慮した運動方程式 （式5)で実際に数値計

算を行い、どの程度計算結果が異なるのか比較した。

また、岡部らl)が同じ条件で行った実験結呆も併わ

せて比較した（回ー3)。

因ー3より、側壁の外力を考慮した基礎式の方が

実験値に近いことがわかる。

5.支lll流入に関する検討

Mac Cormack法を用いた 1次元河床変動計葬にお

いて、支Jllの流入角度が本川の流れに対してどのよ

うに影響を及ぽすか確認するために、支川の流入角

度を変えて本）IIの水面形を比較した。計算結果を図

-4に示す。

図ー4は支川の流入角度を35゚と90゚にした場合の本

JIIの水面形を比較したものであるが、支川流入角度

0.35 

0.3 

農025

m 02 

｀ 0.15 

0.1 

0.05 

- ;/Ill寓
・・・・・!11'*1!t:文）Iii竃入角度35・（計算t/1)
- :,Ii/II減入角度90*（計算饂）
- ＊鯰幅 固定床実験

゜0 5 10 15 20 25 30 35 40 
距離(m)

図4 支川流入角度による水面形の違い

の違いが本川の水面形に反映されていることがわか

る。支川が直角に近い角度で本川に流入した場合に

比べて、支川が本川とほぽ並行に流入した場合の方

が支川の持つ運動エネルギーは減少しにくく 、本川

の流れをスムーズにする結果を得た。これは経験的

に知られている現象と一致する。 したがって、 1次

元河床変動計算による支川の流入角度に関する 2次

元的な影響も表現できるが、今後実験などにより確

認する必要がある。

6.スリット砂防ダムの土砂調節

スリット砂防ダムの排砂過程を含めた土砂調節機

能に関して検討を行う。図ー5およぴ表ー1に示す条

件を用いたスリ ット砂防ダムの土砂調節機能を検討

する。

1次元河床変動計算結果を固ー6に、スリッ ト砂

防ダムからの累積排砂倣を固ー7に示す。ただし、

スリット砂防ダムの堰上げ水位は流最係数を0.4

（一定） と仮定して計算した。流凪係数は水山ら2)

の研究を参考に設定した。

図ー6 (54頁）および圏ー7 (54頁）に示す計算結

果は、スリット砂防ダムからの急激な土砂流出は洪

水後半に発生し、スリット幅が大きいほどその土砂

流出は急激になるなど、スリット砂防ダムの特徴を

うまく表現できている。ただし、本計算手法では洪

水減水期の堰上げ水位の低下に伴って急激に流出す

る高濃度な土砂流出に関しても通常の流砂屈式を適

用しており、堆砂地内の侵食路の形成とそれに伴う

排砂状況を考應していない。

100 

旦三三 二距離(m)

図—5 河道形状

表 1 計算条件

ハイドロ 因ー7参照

河床材料 粒径3cm 

スリットダムの高さ 12.Sm 

スリットダムの深さ 12.Sm 

スリット幅 3m、Sm、8m

水通し幅 35m 

初期河床勾配 1/30 

粗度 0.04 
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500 流量(m3/s) 排砂量(m'/s)
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(a)堆砂過程 図—7 流置とスリット砂防ダムからの排出土砂震
500 
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標窃 4鉛85〇1 ¥̀‘、̀- I I 7.おわりに

守＝醤祖I

‘‘ I 
Maccormack法を用いた 1次元河床変動計算手法

は河道形状の変化や構造物影評が大きい河川におけ465 一1050分後

4f i 0''  
0 200 400 600 800 1000 1200 る有効な河床変動予測手法であると判断される。今

距離(m)

(b)排砂過程 後、支川流入、スリット砂防ダムの流祉係数および

500 スリット砂防ダムの排砂過程など水理実験や実河川
495 
490 において計算結果の妥当性を確認する必要がある

様莉 44 85 80 が、これらの成果は、 一貰した流域の土砂管理に対
-[!! --475 

応したネットワーク型の 1次元河床変動プログラム470 
465 の開発に役立つものと考えられる。

460 ゚ 200 400 a 800 l⑱ 1200 なお、ここで紹介した 1次元河床変動計尊プログ
距離(m)

(c)堆砂過程 ラムを作成するに当たり、鳥取大学道上教授、檜谷

全-ーダム高12.5m、スリット幅3m、水通し幅35mI I 
助教授、京都大学藤田助教授には多大な協力をいた

だきました。ここに記して感謝の意を表します。

標高 4485 80 

＾ .!!!, 475 参考文献
470 

1) 岡部健士 ・高橋邦治 ・穴瀬康雄： MC法を用いた 1465 

460。
200 400 600 800 1000 ⑳ 

次元開水路流れの数値計算法，徳島大学工学部研

距帷(m) 究報告， No.38,pp.25-33, 1993 
(d)排砂週程

2) 水山高久・阿部宗平 ・矢島重美 ：スリットダムの

図モ； スリット砂防ダムの堆砂排砂過程 流址係数と堆砂形状，新砂防， Vol.42,No.4 (42), 

1989.11 

執箪担当 ：阿部宗平 （砂防・地すべり技術センター）

松村和樹（砂防 ・地すべり技術センター）

嶋 大尚（砂防 ・地すべり技術センター）
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ネパールの“精神ドック”に“入院”して

士井

“精神ドック’'に“入院”する

長寿社会になると、遠暦になっても誰も祝って

はくれない。人口構成が三角型からキノコ型にな

り、今までの生活慣習は、新しい生活規範によっ

て消滅している。

思いおこせぱ、原爆投下によってキノコ誤から

出たエネルギーが一瞬にして国土を焦土化して、

終戦を迎えた。原燥キノコ型の人口構成は、まさ

に国土を疲弊させる方向に進んでいる。

こういう渦中で、俺は遠暦を迎えた。誰も嘉ん

ではくれない。厄介者が一人誕生してきた、と思

われている。物資の欠乏時代から豊饒時代へとう

つり、あらゆる価値観が見直されている。俺は、

戦中戦後の長いトンネルを歩いてきたのに、よう

やく通り抜けたら、老人を難敬する時代は遠のい

ていた。老人が古稀になると「まあまあ」、喜寿

になると「そろそろ」、米寿になると 「困ります」、

白寿になると「死んでくれ」と、冷たい眼でみら

れている。

老人は、葬敬の言葉でなく蔑称となり、産業廃

棄物同様、厄介物として扱われている。介護保険

が4月から開始されたが、俺は、老人の廃棄処理

と思っている。老人たちは社会の冷徹な仕打ちに

対して、痴呆症になったり、アルッハイマー症に

なったりして、社会に無恥の攻撃をかけている。

そして家庭を困らせ、社会を混乱させている。老

人は意識なきゲリラ活動をして溜飲を下げて、弥

陀の世に飛びたってゆく 。

俺は老人である。現世で阿修羅行になるのか、

好々爺行になるのか、俺は世間の対応によって行

動を決めると息巻いている。「若者よ老人を蒻敬

せよ、さもなくば」なのである。

高齢化時代になって、我々老人が、老人の役割

と消滅を背負って長寿をま っとうするのも容易な

ことではない。老人は弱者であると自撹すればす

功

るほど、自己防衛を鮮明にして行動をとらなけれ

ばならない。痴呆症やアルツハイマー症になって

ゲリラ活動をするためには、身体が頑健でなけれ

ばならない。老人は天命を知っているが、忍びよ

る死に対して人間ドックに入院する。老人疎外の

社会になっている現在、老人の人間ドック入院は、

生命をま っとうする人生の寂びでもイ宅びでもな

く、老人の哀れであると思うようになった。

人間ドックの検査は、肉体の機能にかかわるも

のであって、精神の検査は行われていない。大き

なストレスが溜まる文明社会なのだから、精神状

況の検査を重視するべきなのに、どうしてか放四

されている。

還暦になると、肉体同様、精神にも歪みが生じ

ているに違いない。この60年問の人生、自分自身

をいつも自覚して歩んできたわけでもない。いつ

も時の流れに身を任せてしまい、自失してしまっ

た。従って、身体は空洞化され、老人は廃棄物と

して扱われるようになった。

精神の歪みを見つけ出し、それを是正するため

には、どのようにすればよいのか。文明社会で多

くの精神的節害が発生しているので、ここから脱

出する必要がある。また、初期に宇宙に打ち上げ

られた宇宙飛行士は、宇宙に数日の滞在で宗教的

な啓示を受けて、宗教家として人生を送っている

人も多い。宇宙の未知の真空状況に接し、心が浄

化されたに違いない。

ことほど左様なことから、文明社会から離脱し、

空気が浄化されている高地で生活するならば、い

ささかでも心が浄化できると思い、チベットに入

国したいと思うようになった。

チベットは標高4000mもあり、チベッ ト仏教の

行者は 「チベッ トの生と死の杏」を著していて、

生命観について深い知識をもっていることもあっ

た。しかし、チベッ トは中国の弾圧を受けていて、

長期の滞在は難しいこともあり、釈迦が生れたネ
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パールに入国することにした。

こうして、標高2600mにあるムスタン郡ツクチ

ェ村に入村し、セルチャン家の自宅を療養の場と

する精神ドックに入院することになった。

歴史ある“入院病棟’'は爽やかである

ネバールでの入院病棟は、ニルジャル ・セルチ

ャン家の自宅である。この病棟は、首都カトマン

ズ西方200kmのムスタン郡ツクチェ村にある。こ

の村は、標高8000mのヒマラヤ連峰のダウラギリ

とニルギリの大峡谷にあり、インド洋に流出する

カリガンタキ川の標高2600mの河岸段丘にある。

ックチェ村は、 1950年代までチベットとインド

を結ぶ塩の道の直要な拠点であったが、中国がチ

ベッ トに侵攻してその道は途絶えてしまった。こ

の時に100万人ものチベッ ト人が犠牲になり、ダ

ライラマなどの高佃がインド、ネパールに亡命し

た。そして、インドのダラムサラにチベットの臨

時政府が骰かれている。

セルチャン家には、 100年前にチベット旅行記

を著した河口慧海師が1ヶ月ほど逗留していた。

当時この家の戸主はタカリ族長でもあり、ムスタ

ン郡の郡長でもあった。私は、河口師が宿泊して

いたのと同じ部屋に入院することになった。

現在の家族は、母親と息子、女中と使用人夫婦と

赤子の 7人で、動物は馬と犬と鶏がいる。稼業は

リンゴ園を経営し、リンゴを原料にするプランデー

工場を稼働している。自宅は 3階建ての石造りで、

私の部屋は 2階の広さ 6坪である。木製の階段を

上がる と、北而に高さ1.5mの観音開きの扉があ

る。室内には木製の寝台が2脚あり、東面に小さ

い窓が2面ある。そこから眼下に中庭が見える。

中庭の中央に丸太のポールが立っている。それ

には写経された旗1冴文が掲揚され、いつも風でピ

ューピュー嗚いている。風の経と言われ、家内安

全、家内隆盛などを守るために設置されている。

SAB0vol.66J皿．2000

建物の開口部は小さい。その理由はネバール人が

小柄であること、高地での防寒対策、木材が費重

で節約のためと思われる。この構造のために、鶉

居に頭をぷっつけていた。信心深い仏教国である

から、いつも頭を低くせよとの教えなのか、ゴッ

ンゴツンと頭を叩かれていた。

驚くべきことに、夢想だにしていなかったこと

に、釈迦の言行録、 三蔵経のうち経蔵が仏間に安

置されていた。三蔵経は全600巻、仏の説法集の

経蔵、僧院の戒律集の律蔵、経律についての論釈

集の論蔵である。この三蔵経は、 8~9世紀にサ

ンスクリット語の原内をチベット語に翻訳したも

のである。12世紀にイスラム教徒がインドに侵入

して、仏教寺院を破壊してすべてを焼失した。こ

のため、 三蔵経の原書はほとんど存在していない

らしい。

この家の仏問は30坪ぐらい。正面の祭壇に、高

さ40cmの釈迦の木像とその弟子の木像6体が安置

され、両脇に経蔵130巻が収納されていた。この

三蔵経は、現在では非常に少なくなっている高貫

なお経であることは勿論のこと、毎日、釈迦の声

貌にふれて生活できる喜びは、ただただ 「ありが

たい、ありがたい」の感謝であった。

この地方の気候は、 4月から10月までが雨期で、

11月から 3月までが乾期である。雨期といっても

断続的にしとしと降る雨で、熱帯性スコールでは

ない。乾期は空気が乾き、夜は寒気が強くなり、

空は澄みわたり夜空は満天の星のショ ーが見られ

る。つい最近まで水道もなく、電気もなく、自給

自足の生活であった。集落間の人道は、有名なト

レッキングコースになっている。

車道もなく工場もなく、ヒマラヤ連峰で空気は

浄化され、食物は無農薬 ・無公害の健康食品であ

る。遠方から眺める集落は大自然によって浄化さ

れ、澄みきった空気と山地から湧出する透明な水、

さらにはそれらに育まれた緑が、静寂の中で太陽
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の日を受けて眠っている。これが別世界の桃源悦

なのか、と悠久の中に自分が吸いこまれていくよ

うである。

病棟で似非の三行三昧の生活をする

ここックチェ村は、空気が薄く浄化され騒音も

なく、大自然の真っ只中にある桃源境である。生

活慣習は、太陽の浮沈とともに自然サイクルにそ

った生活である。このような環境で長期間生活す

れば身心が洗われ、精神の歪みが自覚できるようだ。

ネパールの精神環境は、神仏混沿の信仰によっ

て培かわれている。ヒンズー教は、創造神のプラ

マン、保存神のピシュヌ、破壊神のシバの三神が

主神となっている。仏教はチベット仏教で、 小乗

仏教、大乗仏教、金剛乗仏教の三乗が混合してい

る。とくに僧は、生命の誕生と死に関して深い知

識を持っている。たとえば、意識の連続性による

転生の活仏誕生とか、生から死へそして生につい

て三つのバルドを通過する思想。日本では三途の

川にたとえられている。

僧侶は 5時起床、 9時就寝の生活を守っている。

僧の修行は、五体投地して仏を拝み帰依する、読

経して知識を高め、瞑想によりイメージトレーニ

ングする。これによって、想像力、洞察力、実行

力を修得する。僧はこの三行を一日中行っている。

私のレベルでの三行の踏襲は、五体投地は立った

り座ったりするので肉体運動であり、読経は発声

するので内臓の活性であり、瞑想は妄想の現出と

なっている。これを毎日継続していないと、自分

自身を自党することはできないし、心を浄化する

こともできない。

先日、知人から「京都でダライラマの講演を聞

くことにしているが、ダライラマは偉いのか」と

尋ねられた。私は 「彼が偉人かどうかわからない

が、幼少の頃から今まで数十年間、 三行三昧の生

活をしてきた人である」と言ったら、理解したか

どうかわからないが、沈黙してしまった。

とくに、高齢になると体力の衰えもあり、瞑想

中心の生活に入る。瞑想は、イメージトレーニン

グすることである。たとえば、仏陀になりきる、

観音菩薩になりきってイメージトレーニングを行

う。このためには、仏陀、菩薩に関する情報を知

悉していないと、イメージができない。従って、

初心者は簡単なことから始める。座禅は瞑想と違

って、あらゆる想念を排出して無の状態にするこ

とである。これらの行動は、目的は同じでもその道

程が異なる。一方では知識の源を発展させようと

するし、他方では知識を消滅させて根源を求める

らしい。

たとえば、仏典に三千世界の言葉が出てくるが、

私の理解では、須弥山を太陽と考えると、この三

千世界の宇宙は、太陽系の宇宙が 1億倍にもなる

空間を持っていることになる。これは想像なのか

妄想なのかわからないが、瞑想によって発現され

たものであろう。高俯は、イメージによって宇宙

の中心に自己を骰き、無次元状態になる。その中

で自然発生的にテレバシーを感知する。あるいは、

心の中に置かれていた題材に光が当てられて、疑

問が解消してゆく 。自己と宇宙が一体になる n こ

ういう状態になると森羅万象について送信された

テレパシーが空から形となって生れてくる。それ

らが仏典の中に曾かれている。

三蔵経の中に飛行機のことが描かれているが、

2500年前に飛行機が想像されたことを話すと誰も

が驚愕する。 しかし彼等にとって、自然の中で1展

想していると、鳥が飛行機に連想されるのは不思

議なことではない。瞑想によって想念を捨て、あ

る事物に心を集中すると、その本質がわかるから

だろうか。

私は、 5時前に起床して、 9時過ぎに就寝する。

午前7時と午後 3時の軽食2回と、午前11時と午

後7時に朝食と夕食をとる。世界的に有名な トレ
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ッキングコースをジョギングしたり、仏間に入っ

て三行三昧をしていた。成果としては、体重が減

址されるのを確信したが、精神の歪みが是正でき

るかどうかはわからない。

転生の活仏を信じるか

カルマパ17世が、今冬に5000mのヒマラヤの山

越えをしてインドに入国したと報道された。中国

政府はチベットに経済支援を行っているが、 一方

ではチベット人の信仰の自由を拘束しているため

に、毎年多数の人が出国して難民になっている。

チペット仏教には、サキヤ派、カギュ派、ゲル

ク派、ニンマ派の 4派がある。カルマパ17世は、

カギュ派の宗派の長、リンポジュである。彼は生

き仏で、活仏と言われ、ダライラマは観音菩薩の

生れ変わりであると信じられている。彼等は自己

を活仏であると自覚しているかどうかわからない

が、幼少の頃から尊敬されている。

ネパール国内に1000人もの活仏がいる。リンポ

ジュの選定には、転生による方法と世襲制による

方法がある。世襲制でも狭義の転生である。親族

の中から身体の特色、たとえば黒子とか痣がある

ことによって決められる。カルマパ17世は遊牧民

の子である。この転生の教義の根本は、意識の連

続性の思想で、魂の存在や不滅性にもとづく考え

方である。

我々でも、感性の高い人は亡くなった人が夢枕

にたって、その事実を事前に知ることができる。

霊魂が雷光のように自宅に飛び込んできて、何か

の異変を知る。これらはテレパシー現象である。

チベット人にとって、テレパシーを認めるのは

ごく当り前になっている。だから、転生の事実に

なんらの疑問を持たない。高倍には対面している

人たちの心に浮んだ考えが、そのままはっきりと

わかる。我々が物質の外見を見てそれを表現でき

るように、高俯はその内面を見ることができる。
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占いとか想像でなく、実態の本質が見られるので

ある。チベットには物故した野者の精神を受け継

ぐ幼児たちがいる。こうした子供は、 生前の高僧

の弟子だった人たちの見分けがつき、故人の所持

品や住んでいる場所までわかったという事例が、

たくさん報告されている。

体験にまさる真実はないが、このようなことは、

私が入院したセルチャン家の息子がその体験を話

した。活仏を探して、リンポジュの就任式に弟子

の数珠を集めて幼児のリンポジュに渡すと、弟子

一人ひとりに聖水を与え祝福して数珠を間違いな

＜返した。「タイム」に報道されたことであるが、

カトマンズのポードナードにある寺のリンポジュ

はスペイン人である。10年前にスペインまで行き、

探し出してきた。

日本のイ曽は葬式坊主になってしまい、死に方を

教えてくれないが、チベット仏教は死への準備、

移行を重要なこととしている。彼等は死への移行

を、バルドという中間状應によって説明している。

肉体や感覚能力が解体する外的解体のパルドの状

況になると、体と意識が分離する。次に、脳の働

きが解体する内的解体のバルドの状況になると、

意識があらゆる概念から解放されて幸の気分にな

り、絶対状況になり、それにとどまる人とそうで

ない人に分かれる。

とどまっている人は解脱した人で、転生を指名

できるが、そうでない人はカルマの風に運ばれ標

ってしまい、自分の転生を指名できない。この解

体のあとに生成のバルドがきて、形が現われはじ

める。亡くなった高倍は自ら選んで生れ変わるの

で、高僧の新しい存在を見分けられることになる。

高僧の辿言は明確に表しているものもあるが、 一

般に漠然としている。弟子たちはそれをもとに探

し出している。

この転生の考え方は動物のみに限定されるの

か、それとも植物を含めて転生されるのか、不明
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であるが、痴呆症とかアルッハイマー症の人たち

は社会に迷惑をかけたのだから、生れ変わりには

桜の木になって、侮年人を楽しませ、いさぎよく

散ってゆく 。さてさて、俺は何に生れ変わろうか

と迷っている。

仏教は一神教か多神教か

仏教は、釈迦が創始者であり、釈迦如来となっ

ているので一神教か。それにしても、大日如来、

薬師如来、文殊菩薩、観世音菩薩、不動明王、愛

染明王などが存在する。寺院には御本難があり、

寺院ごとにそれぞれ異なっている。さらに、各家

庭では先祖に法名が付けられて祭られている。こ

れらの仏を数えると数10位の仏様が存在するの

で、多神教なのか。

多神教であれば、それぞれの神の生い立ちゃ立

派な功鎖を持っているが、我々の先祖の位牌は身

内の人だけがその存在を知っていて、その仏は偉

大な功緩を持ってはいない。在世の人格に関係な

く、死後すべて平等になって仏になっている。普

通の人の仏、聖者の仏、想像された仏をすべて信

仰の対象にしている。これらの仏を普遍化して、

悟りを開いているので総称して仏とするならば、

一神教と言えるかもしれない。

宗教はただひたすら盲目的な信仰によ って受け

入れる。それは、神は絶対的な全知全能の神であ

るという教義の真理を、ゆるぎないものとしてい

るからだ。しかし仏教の教義は、一人ひとりを悟り

に祁く教えである。我々に精神的、実践的側而に

よって現象世界の本質を認識させる。従って仏教

の信仰は、賢者を崇拝することであり、宗教学的

な信仰とは違うらしい。信仰によって真理に目覚

めることである。目鈷めさせる行為が教えである。

ダライラマは言っている。仏教は宗教家から無

神論の哲学とか精神科学と言われ、哲学者からは

他の宗教と同様にされているが、仏教は宗教と哲

学を橋渡しするものであり、人生のあらゆる状況

に生かしうる知恵の源としている。こういう観点

からみると、仏教は世界の三大宗教になっている

が、そうでもないらしい。一神教でも多神教でも

ない。我々は仏教徒であるが、信仰心を持ってい

ない無神論者のような存在である。それは、仏教

が日常生活の中で空気のような存在であることに

気がついていないからだ。

世界の紛争地帯をみると、ポスニア、チェチェ

ン、インドネシアもエルサレムも、キリス ト教、

イスラム教などの宗教戦争である。一神教は他宗

を邪宗とするので、人を殺すことを何とも思って

いない。ボスニアの戦争も、宗教間の憎しみの増

大である。彼等は異教徒に対して寛容ではない。

しかし仏教の価値観は寛容である。あらゆるもの

を受け入れる柔軟性を持っている。

このたびローマ法王ヨハネ ・パウロ 2世がエル

サレムの1B市街地を訪れ、ユダヤ教、キリスト教、

イスラム教の三宗教の聖地で異宗教徒間の対話と

和解によって、世界平和を訴えた。そして、キリ

ス ト教が過去にユダヤ人を迫害したことなどに謝

罪する祈りをささげた。

国際社会において、紛争は、 宗教や民族の相辿

を、融和調和させるのでなく、憎悪をかきたて、

相互に敵対させるために利用してきた。

キリス ト教は愛と憎しみを、イスラム教は目に

は目を、仏教は悟りを得る宗教であり、究容と不

殺生を戒律にしている。偉大なる宗教の創始者の

キリスト、マホメットは解脱した人であったのか、

そうでもないとしたら、その宗教は巨大な腐物に

見えてきて仕方がない。

精神の歪みを矯正できすに“退院”する

平成11年 6月18日 （金）午後 7時過ぎに夜空を

仰ぐ。昨日までの銀海の空が一転して、天体はさ

んさんと輝き、巨大なスペクタルを演じていた。
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月は上弦の三日月で、それに寄りそうように金星

が輝いていた。まるで夫婦のように、ぐんぐんと

北西の方向に流れてゆく 。星は四方八方に光茫を

発し、本体と一体になり星型状になっている。当

然と思いながら一瞬それが異状に思えた。星は大

きく手が届くようで、ただただ呆然とした。

視界を南に向けると、ニルギリの偉容が見える。

万年雷が被っている山頂と、地肌が見える山腹に、

雲がi祟い流れ、山腹にぶつかっている気流が上昇

し、雲が舞い上がる。そこに下方から光線が当り、

山容が浮び上がる。その光景は、山体から光を発し

ているように見える。神秘的とか幻想的という言

葉では表現できない、超然とした仰容にうたれた。

太腸が沈んでゆくにともない、地上から1悧がき

て、暗黒が広がってゆく。最後に、最高峰に光が

当って消えてゆく 。山体と裳と気流の葛藤が、太

陽の光線で浮き出される。太陽による自然のライ

トアップである。

ネパールの人たちは、この天上の夜景を見て生

活している。一方、東京の人たちは地上の夜景を

見ている。自然と人工が綾なす現象である。自然

が織りなす映像は日々変化して、決して二度と同

じ映像を結ばない。人工の映像はいつも変らず白

黒の映像である。

彼等に美しさは何かと問うと、何の路躇もなく

天空の美しさと答えるであろう。文明社会で生活

している我々は、この究極の天空の美しさに接し

て身体を硬直させてしまう。それは蔑きであり、

恐ろしさである。彼等はいつもこの超自然の美し

さに抱かれて生活しているが、文明社会では自然

の恵みを収奪し、廃棄物を放出して生活している。

我々の生活は非常に合理的で充分な衣食住を確保

されている。しかし我々は超自然的な美しさから

疎外されている。従って、美しさに憧れる美的求

心を失っている。高齢者の人間は、 「老人」とい

う非生産的な眼でみられ、廃棄物同様に扱われて
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しまう。

こういう状況にいる我々は、死後の世界などを

考える能力もない。死んでしまえばそれまでだ、

という無神論者が多くなるのは当然であろう。ネ

パールの人たちは、この大自然の美しさの中に抱

かれて生活している。そして、死んで自然の中に

もどってゆくのを知っているので、死後の世界を

想像する。彼らは、死に対する恐怖感を持ってい

ない。我々はこのことを否定してしまい、物質社

会の中で幸を求めている。心の農かさから物の豊

かさに価値観を求めるようになった。

心の豊かさは、心が何かによって縛られること

なく解放されるが、物の豊かさでは心に 「欲しい」

という想念が生じてくる。想念は、連鎖反応をお

こしてしまう。物質的な欲望は、金を求めて借金

したり、次から次へと辿鎖反応をおこしたりして、

殺人事件にもなってしまう。

ボスニアの内戦でも、今まで仲良く生活してい

たのに不快の気持ちが生れ、敵意に変わり、憎悪

になって殺しをはじめる。そして、自分の内面の

安定も壊してしまう。

精神の歪みは、想念の有無である。想念を消す

ことによって、心を浄化することになることがわ

かってきた。究極の知恵をもっている仏に五体投

地して、欲望、傲1曼、嫉妬、憎悲、無知の五毒が

消え、それぞれに対応する五つの知恵に変えるこ

とであるが、俺は五体投地してあいつをダ裁滅せよ

とか、瞑想すると女が現われたり 、読経していて

もそれに集中できないでいたりする。精神の歪み

は大きいと自覚した。

自党することによって次の段階に進めることに

なるが、この是正は容易でない。ネバールの長期

滞在はビザの関係で出国せざるをえないので、精

神の歪みをもって退院することになった。

（住鉱コンサルタン ト（株）特別顧問）



1 センターニュース 1

行事一覧平成12年3月～5月

巴
3月1日

3月18 

3月2日

3月3日

3月7日

3月8日

3月10日

3月10日

3月10日

3月13日

3月14日

3月14日

3月15日

3月16日

3月17日

3月21日

3月22日

3月23日

3月23日

3月23日

3月25日

3月28日

3月28日

3月28日

3月29日

3月308

3月30日

4月13日

4月19日

4月20日

4月20日

4月21日

4月27日

4月27日

4月27日

4月27日

5月10日

5月11日

5月16日

5月16日

5月18日

行事内容

譲原地すべり対策検討委員会

福島県土砂災害警戒避難基準雨批検討会

浅間 ・草津白根火山監視システム検討会

砂防技術 ・技術審査証明委員会 (2条多ねじ継手）

評議員会、理事会

地すべり崩土による家屋への作用力等検討委員会

平成11年度砂防学会ワークショップ

鋼製砂防構造物委員会

中村町C地区急傾斜地崩壊対策検討委貝会

砂防CSG工法検討会

融雪を考慮した土石流警戒 ・避難基準検討委員会

岐阜県土砂災害警戒避難基準雨址検討会

富士山大沢川扇状地対策検討委員会

第 2回大河津分水地すべり解析検討委員会

インドネシア火山地域総合防災プロジェク ト打合せ

栂池地区地すべり検討会

福島県火山災害予想区域屈等検討会

縁の斜面づくり検討会

鹿児島県土砂災害警戒 ・避難基誰等検討委員会

土砂災害年報編集委員会

秋田駒ヶ岳火山防災対策委貝会

平成11年度新工法検討委員会

雲仙普賢岳火山防災とりまとめ検討委員会

砂防技術 ・技術審査証明委貝会

土砂災害に係わる防災教育のあり方に関する検討委員会

湘南国際村基盤監備事業 防災施工委員会

兵庫県土砂災害碧戒 ・避難基準等検討会

現所

高崎市

福島市

高崎市

枚方市

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・地すぺり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センター

横浜市

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

岐阜市

都内

新潟県寺泊町

砂防 ・地すぺり技術センター

長野県白馬村

福島市

砂防・地すべり技術センター

鹿児島市

砂防 ・地すべり技術センター

秋田県田沢湖町

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

砂防 ・地すべり技術センター

横須買市

神戸市

鋼製流木捕捉工設計便屁に関するワーキンググループ 砂防 ・地すぺり技術センター

鋼製不透過型ダムの安定計符法に関するワーキンググループ（第 1回）砂防 ・地すべり技術センター

急傾斜地の崩壊の衝撃力に関する検討委員会 砂防 ・地すぺり技術センター

有珠山土砂災害対策検討委員会 室瀾市

第 2回地すべり崩土による家屋への作用力等検討委員会

有珠山土砂災害対策検討委員会 ・幹事会

地すべり災害防止ワーキンググループ

がけ崩れ災害防止ワーキンググループ

土石流災害防止ワーキンググループ

砂防 ・地すぺり技術センター

室蘭市

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防 ・地すぺり技術センター

地すべり災害防止ワーキンググループ 砂防 ・地すべり技術センター

北股入沢（ネプカ平）崩壊対策検討委員会 長野市

鋼製不透過型ダムの安定計算法に関するワーキンググループ（第 2回）砂防 ・地すべり技術センター

鋼製砂防構造物設計便究ほかに関するワーキンググループ

土石流災害防止ワーキンググループ

SABO vol.66 Jun.2000 

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター
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日付

5月18日

5月19日

5月19日

5月22日

行事内容

上高地自然環境調査成果とりまとめ委員会

地すべり災害防止ワーキンググループ

がけ崩れ災害防止ワーキンググループ

インドネシア火山地域総合防災プロジェクト打合せ

平成12年度（社）砂防学会通常総会並びに研究発表会

場所

松本市

都内

砂防 ・地すべり技術センター

砂防 ・地すべり技術センター

鹿児島市5月24-26日

5月29日 銅製不透過型ダムの安定計算法に関するワーキンググループ（第3回）砂防・地すべり技術センター

5月29日 評議員会 砂防・地すぺり技術センター

5月30日 理事会 都内

5月30日 平成12年度研究開発助成委貝会

5月30日 急傾斜地の崩壊の衝撃力に関する検討委員会

理事会等の開催

平成12年度第1回理事会

砂防 ・地すぺり技術センター

砂防・地すぺり技術センター

第1回理事会（書面による）が、平成12年4月20日開催され、次の議案について審議が行われました。

第 1号議案 評議貝の選任について（人事異動参照）

平成12年度第2回理事会

第2回理事会が、平成12年 5月30日アルカデイア市ヶ谷「阿蘇」において開催され、次の議案について審議が

行われました。

節 1号議案 平成11年度事業報告の議決を求める件

第 2号議案 平成11年度収支決算の議決を求める件

第 3号議案 平成12年度事業計画案の議決を求める件

第 4号議案 平成12年度収支予岱案の謙決を求める件

第5号議案 顧問の委嘱に係る同意を求める件（顧問：池谷浩氏）

平成12年度第1回評議員会

第 1回評議員会（柑面による）が、平成12年 5月11日開催され、次の議案について審議が行われました。

第 1号議案 監事の選任について （松下俊一氏）

平成12年度第2回評議員会

第 2回評議員会が、平成12年 5月29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ま

した。
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第1号議案 平成11年度事業報告の同意を求める件

第 2号議案 平成11年度収支決算の同意を求める件

第 3号議案 平成12年度事業計画案の同意を求める件

第 4号議案 平成12年度収支予符案の同意を求める件
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人事異動等

監事の変更

［辞任］ 吉田正博 前株式会社富士銀行虎ノ門公務部長

［就任］ 松下俊一 株式会社富士銀行虎ノ門公務部長 以上平成12年5月11日付

評議員の変更

［委嘱） 別掲役員等名簿参照 (65頁）-以上 平成12年4月23日付

［萎嘱終了］ 田村孝子 日本放送協会解説委員 以上平成12年4月22日付

職員の採用等

氏名 所属（旧所属・転出先等）

［派遍終了J 帰任斎藤義文 砂防部主任研究貝 （新潟県）

帰任前田憲章 斜而保全部主任研究員（長崎県） 以上 平成12年3月31日付

［嘱託l 採用長谷川貢 総務部次長兼契約第二課長

［採用l 藤田久美子 企画部企画課 （新規採用）

深田健 砂防部技術課（新混県）

相楽渉 砂防技術研究所研究企画課（新規採用）

［配置換］ 川満ー史 斜面保全部技術課（総合防災部技術課）

［昇任］ 炉木敏仁 砂防部技術課課長代理（砂防部技術課） 一―—ー以上 平成12年4月1日付

［派遣終了l 婦任柳JII尚 砂防部主任研究員（大阪府）一＿~ 平成12年4月12日付

［採用］ 荻田充祥 斜面保全部主任研究貝（大阪府） 以上 平成12年4月13日付

［委嘱終了］ 保科幸二 砂防部長の委嘱を解く 理事兼砂防技術研究所長兼砂防部長

［採用］ 松井宗広 砂防部長（前土木研究所砂防部長） 以上 平成12年4月17日付

［採用） 関信明 調査役（前愛媛県土木部砂防課長） 一 以上平成12年5月8日付

［退職I 大田原幸亘 総合防災部長（松本土建（株））

船崎昌継 斜面保全部次長（日本基礎技術（株）） 以上 平成12年5月31日付

（委曝I 池谷浩 顧問（建設省砂防部長） 一~以上 平成12年 6月1日付

（昇格） 黒川興及 企画部次長兼企画情報課長兼国際課長（企画課長兼情報課長）

以上平成12年 6月1日付

［配置換l 関 信明 総合防災部長（調査役）

阿部宗平 砂防部次長 （砂防技術研究所次長）

松村和樹 砂防技術研究所次長 （砂防部次長）

葛西隆 総務部総務課長 （総務部庶務課長）

大滝左枝子 総務部総務課（総務部庶務課）

徳丸香織 総務部総務課（総務部庶務課）

田地野真由美 企画部 （企画部企画課）

酒井敦章 企画部企画情報課（企画部情報課）

武田愛 企画部企画情報課（企画部情報課）

比留間雅紀 企画部国際課課長代理 （企酉部企両課課長代理）

藤田久美子 企画部国際課 （企画部企画課）

吉田真也 砂防部技術課 （総合防災部技術課）

山内敏男 砂防部技術課（総合防災部技術課）

相楽渉 斜面保全部技術課（砂防技術研究所研究企画課）
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且
伊藤英之

松木敬

荻田充祥

矢野将之

嶋大尚

安田勇次

山中久幸

渡部直樹

小野源一郎

所属（旧所属 ・転出先等）

総合防災部技術課（砂防部技術課）

総合防災部技術課 （砂防技術研究所研究開発課）

総合防災部主任研究員（斜面保全部主任研究員）

砂防技術研究所研究課（砂防技術研究所研究企画課）

砂防技術研究所研究課（砂防技術研究所研究企画課）

砂防技術研究所研究課 （砂防部技術課）

砂防技術研究所研究課（企画部企画課）

砂防技術研究所研究課（砂防技術研究所研究企画課）

砂防技術研究所研究課 （砂防技術研究所研究企画課）

以上平成12年6月1日付

平成12年麿業務実施体制

6月1日から別掲組織名簿 (66頁）により、平成12年度業務を実施いたします。

氏名 所属 出向元

［終了帰任者］ 鎌崎祐治 砂防技術研究所 川鉄建材（株）

二宮忠之 砂防部 （株）エイ トコンサルタント

岡田和美 砂防部 大日本コンサルタン ト（株）

立）II哲史 砂防部 三菱マテリアル査源開発（株）

吉田聡司 砂防部 国土防災技術（株）

上羽敏史 砂防部 （株）ダイヤコンサルタント

小林富士香 砂防部 アジア航測（株）

稲垣裕 斜面保全部 日本工営（株）

社本静香 総合防災部 （株）拓和

白山昌義 砂防技術研究所 （株）建設技術研究所

細村誓一 砂防技術研究所 朝日航洋（株）

庫規出向者］ 長野英次 砂防部 （株）エイトコンサルタント

惣田隆夫 砂防部 玉野総合コンサルタント （株）

坂元博文 砂防部 昭和地下工業（株）

北村真一 砂防部 大日本コンサルタント （株）

山辺康晴 斜面保全部 （株）典和

徳永博 斜面保全部 日本工営（株）

平川泰之 総合防災部 アジア航測（株）

柳町年輝 総合防災部 （株）拓和
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役員等名簿

理事 評議員

理事長 友松靖夫 常勤 内田辰丸 砂防広報センター理事長

専務理事瀬尾克美 常勤 坂口哲夫 長野県土木部砂防課長

理事 秋山哲郎 （株）康京ガス参与 沢田秀男 横須賀市長

浅井涌太郎 大木建設（株）取締役 下鶴大輔 東京大学名誉教授

新壽夫 新爵夫法律事務所弁護士 関戸研一 利根コンサルタント（株）代表取締役社長

荒牧重雄 日本大学文理学部教授 高梨和行 山梨県土木部長

大久保駿 （社）全国治水砂防協会理事長 高橋哲雄 西武建設（株）常務取締役

岸田 弘 （株）植村組常務取締役 武居有恒 京都大学名誉教授

小橋澄治 京都大学晨学部名誉教授 玉光弘明 （社）国際建設技術協会理事長

小林一三 新潟県新津市長 栃木省二 広島大学名誉教授

郷津久男 長野県小谷村長 戯田正明 （株）住友銀行采京公務法人部長兼公務部長

塚本良則 日本大学教授 林勘市 林勘市法律事務所弁護士

中村三郎 防衛大学校名誉教授 原あやめ 学校法人山脇服飾美術学院理事長

藤吉洋一郎 日本放送協会解説委員 八木壮一郎 香川県池田町長

船渡清人 （財）林業土木施設研究所理罪長 柳田カ （財）士木研究センター顧問

保科幸二 常勤 吉岡庭二郎 島原市長

堀由紀子 （株）江ノ品水族館長

松武義聰 （株）1川組顧問

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

監事 川野正隆 全国治水期成同盟会連合会専務理m
松下俊一 （株）宮士銀行虎ノ門公務部長

絹織の変更

平成12年6月1日付で組織の変更が行なわれました。

課名の変更

総務部庶務課を「総務課」に名称変更。

新設及び廃止

企画部の企画課及び情報課を廃止し、新たに 「企画情報課」、「国際課」を新設。

組織の統合

砂防技術研究所の研究企画課及ぴ研究開発課を統合し、 「研究課」と改称。
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組織名簿 （平成12年6月1巳現在）

理事長 友松靖夫

馬務理事瀕尾克美

理事 保科幸二

顧問 池谷浩

事務局 砂防部 技術課技師 坂元博文

総務部 部 長 （兼務） 瀬尾克美 ，，， 北村真一

次長 木村久
，， 長谷川貢 斜面保全部部長 吉松弘行

総務課 課長 葛西隆 事務 水野忍

事務 大滝左枝子 技 術 課 課 長 （兼務） 吉松弘行

，，， 徳丸香織 参事 山辺康晴

契約第一課課長 福原則雄 ケ 川満ー史

事務 木村紀美子 技師 相楽渉

契約第二課課長 （兼務） 長谷川貢 ，，， 近藤敏光

事務 安味恵理 ク 荻田茂

経理課 課長 （兼務） 木村久 ク 堀松崇

事務 岩岡町子 ク 徳永博

，，， 三浦知子

総合防災部部長 関信明

企 画 部 部 長 （兼務） 瀬尾克美 事務 河村弥生

次長 黒川興及 技 術 課 課 長 菊井稔宏

事務 田地野真由美 主任研究貝 荻田充祥

企画情報課 課長 （兼務） 黒川興及 技師 伊藤英之

技師 酒井敦章 ク 松木敬

事務 武田愛 ケ 小野弘道

国際課 課長 （兼務） 黒川興及 ク 平）II泰之

課長代理 比留間雅紀 ク 片嶋啓介

専門職 藤田久美子 ク 柳町年輝

砂 防 部 部 長 松井宗広

次長 阿部宗平

事務 櫻井真見

技術課 課長 安養寺信夫

課長代理 向井啓司 砂防技術研究所

，，， 炉木敏仁 所長 保科幸二

主任研究員深83 健 次長 松村和樹

技師 吉田真也 研究課 課長（兼務）松村和樹

ク 長野英次 技師 矢野将之

，， 村瀬俊幸 ク 嶋大尚

，， 中村智之 ク 渡部直樹

，，， 横田浩 ク 安田勇次

ク 山内敏男 ，，， 小野源一郎

ク 惣田隆夫 ク 山中久幸
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事務局等配置図 （平成12年6月1日現在）

（席の数字は内線電話番号）
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防災用備蓄品の整備について

防災業務を担当する当センターでは緊急時に備え、

業務を円滑に執行するため防災用備品として長期間保

存可能な飲料水、調理が不要で長期保存が可能な五目

ご飯、カンパン等の備蓄食糧等を非常用持出袋と 一緒

に全繊貝に支給しました。

支給された防災用備苓品は、各人が個人ロッカーで保

管 ・管理することになっています。

また、各フロアごとに防災用ライト、カセットコンロ

等の緊急備品も同時に備えております。

出版物一覧

書名

谷勲報論文集

土石流対策のための土石流災害調査法

土砂災害の実態

英和 ・和英砂防関係用語集

目で見る砂防水理模型実験

砂防技術の変遷と展望

流木対策に関する講習会テキスト

鋼製砂防構造物設置事例集

火山砂防計酉策定（案）等に関する講習会テキスト

鋼製砂防構造物設計便買

砂防技術ー設立20周年記念出版一

砂防地すべり技術研究発表会予稿集

ー設立25周年記念出版一

上記書籍のお問い合わせ及びご注文は、

編著者

池谷浩

土砂災害年報編集委員会編

砂防関係用語編集委員会編

阿 座 上新吾

鋼製砂防構造物委員会編

鋼製砂防構造物委員会編

20周年記念出版物編集委貝会絹

発行年月日

1981年11月

1982年5月

1982年～毎年

1989年6月

1990年7月

1990年8月

1990年12月

1991年5月

1992年5月

1993年3月

1995年7月

1999年11月

備考

山海堂へご注文下さい

山海裳へご注文下さい

コビー版

白黒コピー版

コピー版

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

70 

編集後記 いよいよ本年も土砂災害防止月間の月になり

ました。大きな土砂災害が起こらなければよい

と祈念いたします。本号の編集はまさに去る 4

月に精力を傾けておりました。折しも北海道の

有珠山が22年ぶりに哨火を起こし、当センター

もその緊急対応のため識貝を現地に応援派遺い

たしております。

思い起こせば、雲仙普賢岳、阪神淡路大震災、

蒲原沢土石流災害等、大災害の時には、通常業

務を中断して財団として緊急対応に努めてきま

した。防災関係に携わる公益法人としての存在

意義だと認識しております。ただ、スタッフに

余裕がある状態ではなく、いつも一部の職員の

SABO vol.66 Jun.2000 

負担になることが多く、健康等が懸念されます。

また、世界中の動きと連動して、技術 （者）

のグローバルスタンダードについても今後の動

きが気になるところです。技術センターとして

その動きは大いに影響を受けると予想され、ま

た個々の技術者としては技術士法の改正等の影

響を免れません。さらに行政改革が一段落する

と公益法人の見直しがあると予想されます。シ

ンクタンクとしての嵩い技術力と公益事業が、

生き残りの道だと職ロー同銘悟を新たにしてお

ります。その一環として本誌の編集に今後とも

努力して参りたいと考えております。
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