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2'L泄紀＇を迎えて

友松靖夫

明治34年から始まった20世紀も硲を閉じ、平成l3

年1月1日から21世紀がスタ ー トした。

20世紀の始まる直前の明治30年に、現行の「砂防法」

が制定され、その後、「地すべり等防止法」（昭33)「急

傾斜地法」（略称、昭44)が制定された。20世紀の砂防

行政は、砂防法を中心としたいわゆる砂防3法によ

って進められてきたが、20世紀最後の2000年に新しい

法律「土砂災害防止法」（略称）が制定され、21世紀初

頭の2001年4月1日から施行されることとなっている。

この法律は、土砂災害防止のためのソフト対策に

ついて定めており 、21世紀の砂防行政は、従来から

の砂防3法に基づき実施されている土砂災害防止...l

事というハー ド対策と新法によるソフト対策を併せ

て進展していくものと思われる。実務的には色々な

問題もでてくるだろうが、お互いに知恵を出し合い、

新しい枠組みの中で、土砂災害防止に向けての大き

な成采が上がることを心から期待したい。

私も昭和の後半から平成にかけて、砂防行政にか

かわってきたが、20世紀のしめくくりとして、紙面の

許される範囲で伝えておきたい事項を繍めてみた。

l.淀川流域の砂防

明治II年淀川流域で内務省直轄砂防工事が始まっ

た。全国に先がけて何故淀川流域だったのか ？当時、

琵琶湖周辺の山々や、支川木津川流域の山々は禿山

であった。表面侵食による土砂が河川に流出し、唯

ーの輸送機関であった舟運に影囲をもたらしたから

であろう。今ならばさしづめ、鉄道や裔速道路が長

期間ストップするに等しいことだ。

爾年130年、営々とした砂防工事により、田上山

の一部を残し全て緑が回復した。昭和40年から3年

間、工事課長として田上山の山腹工事に従事した。

田上山のみが二度目、三度目の工事を繰り返してい

た。植栽した樹木も7年目ぐらいまでは順調に成育

するが、それから徐々に衰退し15年目ぐらいには、

全く元の禿山にもどるという繰り返しであった。虫

害や肥料木による被圧の影咽もあったが、何といっ

ても腐植層の全くない、風化花尚岩の荒廃地のうえ、

（財）砂防 ・地すべり技術センター理事長

植えっぱなしで何も手をかけないというやり方が問

題であった。植物も人間と同じ、10年ぐらいは目を

かけてやろうと、追肥や間伐といった保育工事を導

入した。今では再施工個所はないはずである。

生き物はこちらが目をかけてやれば、こちらの目

にもきちっと反応してくれることを判らせてくれた

楽しい職場であった。

2 ・砂防100年

淀川や木瞥川での、国による砂防事業に続き 、明

治14年には広く府県においても砂防事業が好手さ

れ、今日の近代砂防の碓開きとなった。私が建設省

砂防課の専門官をしていた昭和56年は、これから数

えて100年であった。

この100年の砂防の歴史を記念しようと 、昭和55

年に当時の西村英一砂防協会長を委員長とする「砂

防事業100年記念行車実行委貝会」が設置され、55年

12月から7ヶ月間、都道府県の記念式典を含め、さ

まざまな記念行事が行われた。記念切手の発行、社

会科の副読本ともいうべき学校用資科の作成、作文

絵画コンクール、科学技術館における 10日間の記念

展の開催、官界、学界、有識者に参加いただき、 19

課題に対する討論会が個別に開かれ、誌上シンボジ

ウム「明日の砂防を考える」と題してまとめられたの

も大きな成果であった。 1981年］2月発刊の「砂防と

治水」 (Vol14. No3, 35号）に、誌上シンポジウム特

集としてまとめられている。記念行事のフィナーレ

は、昭和56年6月27日にNHKホールで3000人が集っ

た「砂防100年の集い」であった。

常陸宮同妃両殿下や、斉藤建設大臣、山内郵政大

臣を迎えて行われたこの集いは、元NHKディレク

ターで、現参議院議貝、建設政務次官にも就任された

田村公平氏の総指揮で行われた一大イベントであっ

た。なお 、砂防100年記念の各種行事については

1981年8月発刊の「砂防と治水」(Vol14. No2, 3L号）に

報告されている。

SABO vol.68]an.2001 



3.さぽうランド

建設省砂防部長として在職中の平成2年4月1日か

ら6ヶ月間、大阪で「花と緑の博翌会」が開かれた。

この花博に建設省砂防部は、近畿地方建設局の協力

を得て「さぼうランド」を出展した。「花博に何故砂

防が？」とよく聞かれた。大阪が位粧する淀川は、

前述したとおり、砂防の原点ともいうべき場所であ

り、今、 われわれが、ごくあたりまえに見ている緑

も、実は先人達の苦労の結晶の賜物である。大阪で

「緑」をテーマとした博覧会ともなれば、 上述したよ

うな背景もあり出展することに決めた。

子供達が遊びながら、楽しみながら少しでも「さ

ぼう」や「みどり」を意識してもらえるよう工夫した。

人生の初期に「さぽうランド」で芽吹いた「さぽう」や

「みどり」に対する芽が、たとえ幾人かでも、彼らの

人生の中で、はぐくみ育てられればと期待したもの

だった。「さぼうランド」には160万人の人達が訪れ

てくれた。なお開期中の8月31日には外国からの参加

者を含め、緑の興亡と題するEXP0'90SABO国際シ

ンポジウムが開他され：ド記のような提言がなされた。

花博会場跡地は、現在餞見緑地公薗として整備さ

れているが、「さぽうランド」で子供達が遊びまわった、

石稽の砂防ダムや、流路工はそのままの姿で残され

ている。また、当時、lfl上山の山腹工事を模 して施工

された周辺地域はすでに美しい松林に変貌している。

かわりあいながら、より活力のある自然を育て

ていく “SABO"の理念と実際」を人間の共有の

財産として活用し、ともに努力することを提言する。

EXP0'90 SABO国際シンボジウム

1990年8月31日

4.平成の砂防

昭和から平成へと時代が動いた直後に開かれた、

第30回「砂防地すべり防止講習会」で「これからの砂

防全体が目指すもの」という標題で話すよう依頼を

受けた。この中で私は、これから砂防が目指すべき

方向として、(1)線から面へ (2)羹から質へ （3)画

ーから多様へ (4)ハー ドからソフトヘの匹つを提示

し、その理由を述べた。

それから丸5年が経過した平成6年に、現実にその

後の砂防がどのような方向に動いてきたのか、自分

なりに検証し、平成6年「砂防と治水」8月号に発表し

たので、ここでは詳細は述べないが、確実にこの方

向に進んできているし、当分はこの軌道を大きくは

ずれることはないと確信している。

砂防よりの提言 IN EXP0'90 

近年地球的規模で進行している緑の衰退は、

現代文明における人間と自然のかかわり方を根

本的に問直すよう警告している。

過去に置ける人間の森林に対する働きかけ

は、貴重な資源を供給するとともに濶いのある

緑の環災を築くことにも貢献してきたが、一方

では無秩序な緑の収奪がその地域の生活を枯渇

させ、民族の衰退をさえ招いたことを人間の歴

史から学ぶことが出来る。しかしまた他方では、

自然の営力や人間の攻繋によって失われていく

緑を回復させるための営みが着実に続けられて

きたこと、そして“SABO"こそその役割を担っ

てきたものであることも、銘記されるべきである。

いま我々は、先人が築き上げてきた文明を継承し、

さらに新たな文明の転換期に立って、過去の自然

に対する恣意的な働きかけを反省し、今後の調和を

保った共存の道を模索するために、「自然に深くか

5.附録

趣味の領域に入るかも知れないが、やりたいこと

がふたつある。

第一は、明治時代、淀川流域にかぎらず、禿山が

たくさんあった。木曽川流域の瀕戸や多治見、六甲

山も全山禿山であった。今、話題となっている愛知

しガ博の開他地「海上の森」も 100年前は禿山であった。

先人達の努力によって、すべて緑に回復されている。

ここに住んでいる人達でさえ、大部分は昔からこの

緑があり、この自然があったと思い込んでいるだろ

う。われわれの世代がいなくなれば、先人の努力も

埋もれてしまう。何とか色々の狩料をさがし出し、

20世紀始めの状況をできるだけ止確に把握し、とん

な経緯をへて、どんな状態で21世紀へ引き継いでい

ったのか、地域ごとにまとめてみたいと思っている。

全国の皆様のご協力をお願いしたい。

第二は、環壕集落と土石流のかかわりあいである。

詳細は砂防学会誌、平成10年 Vol51. No.4（通巻219

号）に詳述したが、弥生時代に土石流対策として、

環様集落を形成したという考古学者の説を、何とか

検証できないかと思っている。吉野ヶ里遺跡をはじ

め、いくつかの環壕集落をみたが、検証できていな

い。趣味の領域で楽しくやっていきたい。

2
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゜雲仙普賢岳噴火災害の復興と教訓

はじめに

今から IO年前、 198年ぶりの雲仙普賢岳の噴火に

起因する災害につきましては、 1996年6月3日の噴火

終息直言を経ながら、全国の皆様方からの多大なご

支援のもと、現在、様々な復典事業が急ピッチで進

展してきておりますc

これまでの災害の経過や復典状況、今後の課題等

について、以下、述べてみたいと思います。

噴火災害の経過

本市の西側にそびえる雲仙普賢岳から一筋の明煙

が上がったのは、90年11月J7日のことでした。

初めは、新しい観光の名所にもなるのではとの期

待の声もささやかれていたのですが、その後、噴火

活動は活発化し、91年6月3日に、43名もの難い命を

奪う大火砕流が発生しました。

それからは、島原市と隣町の深江町は、度重なる

火砕流と土石流の襲来を受け、本市における避難者

は最大時で7,208人、また、被害状況については最

終的に、火砕流や土石流による被害家屋が合計で

島原市役所屋上より (1993年6月24日摺影）

吉岡庭二郎＊

2,511棟、農林水産、商工業、公共土木施設等の被

害総額は、 2,300億円にも上がりました。

この間、全国の皆様方から、義援金や救援物資、

チャ リティーイベン トの開催等、物心両面にわたる

様々なご支援をいただき、また、多くの励ましもい

ただいたところであります。

その後、噴火から約4年半後の95年5月に哨火活動

はほぽ停止状態との見解が発表され、翌96年6月3日

に、噴火活動の終息宣言を行い、いよいよ、本格復

典の幕開けとなりました。

火山情報伝達体制の拡充

哨火災害発生当初の火山情報、防災情報等の伝達

は、長崎海洋気象台や雲仙岳測候所からの専用ファ

ックスなどの情報をもとに、市の広報車や消防車等で

市民に非難を呼びかけたり 、住民向けチラシを作成し

て全町杓に配布していました。

その後、火砕流や土石流が頻発し、災害が深刻化

していく中で、住民への情報伝達体制を充実 ・強化

するために、91年度と92年度において、同報系の防

災行政無線の屋外子局を72箇所、個別

受信機を市内全世帯に合計でl万5千個

設骰しました。それにより 、ほぽ瞬時

に全地域、全家庭に火山情報や防災情

報、避難勧告等を伝達することが可能

となり 、緊急時の情報伝達に威力を発

揮しました。噴火活動が終息した現在

は、大雨洪水注意報 ・警報や台風情報

等の伝達に活用しています。また、島

原市杓にある建設省要仙復典工事事務

所からは、地元CATVを通じ、河川

等に設置された監視カメラの映像やレ

ーダー雨最状況等の画像情報も常時提

供されております。

復興の過程

＊島原市長／（財）砂防 ・地すべり技術センター評議員 本市復典の過程についてでありま
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すが、災害が継続中ではありましたが、災害にくじ

けず、ふるさと島原での将来に明るい希望を持ち続

けるためには、本市における災害復典計画の早期提

示が必要でした。本市として92年を復興元年と位四

付け、その年の10月には、住民代表や各種団体、市

議会、学識経験者の皆さん方からなる島原市災害復

興検討委員会を設笠して復奥基本方針や復典基本構

想の検討を行い、93年3月には島原市復腿計幽を策定

いたしました。

しかしながら、火山活動の推移とともに、中尾）II

流域や湯江川流域、さらに眉山六渓等においても被

書拡大の危険性が増大してきたため、これらの地域

においても、水無川流域同様に大規模な防災事業等

の実施が図られることとなり、予想を超える災害の

長期化にも対応するために、住民、各種団体、市議

会、行政、学識経験者からなる島原市災害復興懇話

会での検討も踏まえて、それまでの復典計画の見直

し作業を行い、 95年3月に島原市復興計画の改訂版

を策定いたしました。

そこで明らかにした本格復興の指針とも言うべき

「復興基本計画」の柱は、①住宅確保や牒林水産業

の基盤整備、商工業の再建や雇用対策を柱とする

「生活再建」の推進、②避難システムの確立、治山

や砂防事業の実施による土石流対策の充実や防災活

動体制の強化を柱とする 「防災都市づくり」の推進、

③火山観光や地場産業の育成強化を柱とする「地域

の活性化」の三つでした。

また、噴火活動の沈静化に加え、 96年に雲仙岳災

害対策基金の増額と延長が実現したことを機に、島

原半島全体を視野に入れた島原地域再生行動計画

（愛称 がまだす計画。くがまだす＞とは、島原地

方の方言でく頑張る＞の意）が住民と行政の共同作

業によって97年3月に策定されました。がまだす計

画事業には、防災工事、農地の災害復旧、交通体系

の整備などの基礎的事業から、塁林水産業や商工、

観光業の振興、各種公共施設の整備等に至るまで、

計画策定前からの継続事業と新規事業を合わせて

335の事業が掲げられ、島原市における復興事業も

その多くが、「がまだす計画事業」として位置付け

られております。

そのような、 「島原市復興計画 ・改訂版」及び

「がまだす計画」の後押しにより、次のような復

興 ・被災支援事業が本格化しました。

まず、防災事業の進捗についてでありますが、普

賢岳の溶岩の噴出醤は2億4千ガm3と言われ、普野

岳の直下、水無川流域の復典には、流域の防災対策

の確立が急務でした。まず、水無川の災害復旧事業

として、長崎県により、河口から上流までの延長

2.1kmの区間において水無川自体の河川拡幅と提防

嵩上、河床掘及び橋梁架け替え等の工事が着..[され、

95年度に完成いたしました。また、水無川上流部で

は、建設省の世界初の無人化施工技術を取り入れた

砂防工事により、 93年9月に着工された水無川1号砂

防ダムが98年2月には完成し、また2000年3月には2

号砂防ダムも完成しました。流域の基幹となる 1号

砂防ダムは、計画財砂料100万nl3、高さ］4.4m、堤

長870mの日本一長い砂防ダムであり、計画貯砂批

70万m)を有する2号砂坊ダムや、土伍流の氾濫を軽

減するために設置された30基の尊流堤と合わせ、水

無川流域の防災機能は大幅に高まりました。

また、 93年に大規模な土石流災害に見舞われまし

た島原市の北部を流れる中尾川流域につきまして

は、建設省により、 94年から砂防ダム建設が始まり、

2000年3月には、計匝貯砂批37万m3、高さ 14.5m、

提長476.3mの千本木1号砂防ダムが完成いたしまし

た。また、日本最長747mの治山ダムをはじめ、多

くの治山ダムも林野庁及び長崎県により建設され、

山腹荒廃対策としての航空機による緑化工と併せ、

中尾川流域におきましても治山事業が著しく進展し

ております。このほか、下流部においては、長綺県

によって中尾川河川改修事業も実施されました。

水無川をはさむ道路網の整備につきましたは、土

石流に対し安全な交通を確保するため、島原市の秩

父が浦町から南高来郡深江町の諏訪名までの延長約

4.6km区間について、建設省によって93年度から地

域高規格道路 「島原深江道路」が沼エされ、 99年2

月に、全線閉通となりました。この道路は、 94年12

月に、諫早市までの地域高規格道路の計画路線に指

定された「島原道路」の一部を構成しており、すで

に県により着工されている「がんばロード」や、99

年4月に着工準備が始まった「島原中央道路」の整

備と合わせ、島）東半島活性化のため、今後の進展に

大きな期待がかかっております。

次に、水無川と禅流提に挟まれた被災地域、通称

「安中三角地帯」の安全性を確保し、当地での住宅

再建を可能にするために、「安中三角地帯嵩上事業」
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最大規模の土石流に襲われた安中三角地帯 (1993.6.20撮影）

を実施いたしました。この統上げ事業は、 土石流災

害を蒙った安中三角地帯を噴火により発生する土石

で平均6m埋め上げ、93haもの広大な造成地を作り

出すという 、酉期的な事業でした。安中三角地帯謀

上げ計画については、93年3月策定の島原市復興計

画1こ盛り込んだ後、地元住民により結成された安中三

角地帯嵩上げ推進協議会との連携を図りながら、本

市として建設省に嵩上げの要請を繰り返し、また、屁

上げ推進協議会の役員が中心となって関係住民の窃

上げ同意の取り付けなどにも奔走し、94年4月に三角

地帯を土捨て楊とすることが正式に決定されました。

この事業は島原市が事業土体となり 、市から委託

を受けた島原市土地開発公社が事業を実施したもの

で、95年6月に滸工し、2000年3月に竣工いたしまし

た。事業毀は901~7千万円で、 その財源としては 、

建設省や長崎県等からの土捨て科を当てました。同

造成地の上に実施した約43haの士地

区画整理事業も2001年3月には完了

の予定であり 、完成した区画では、

すでに住宅の建設も始まっていま

す。また、謀上げの地域では、混地

の基盤整備事業も実施しましたが、

今後、此用地の利用拡大と併せ、地

元住民が中心となった安中三角地帯

の夢のあるまちづくりに期待してお

ります。

避難用公営住宅につきましては、

91年から県営、市営合計で、島原市

内に640戸が建設され、個人住宅建

設に関しましては、93年から県、市

の負担で被災者用住宅団地の造成を 島原一深江間を走る「観光トロッコ列車」

進め、3つの団地に合計224区画の宅地が完成して、

すでに多くの住民が住まわれております。

教育施設の復典に関 しましたは、中尾川改修上事

に伴い、普賢岳噴火による土石流発生のため長期避

難を余1義なくされた島原市立第4小学校の移転工事

が進められておりましたが、2000年7月に新校舎が

完成し、9月からは子供たちの新しい学校生活がス

ター トいたしま した。

交通網の復興につきましては、地域高規格道路

「島原深江道路」の供用開始と合わせ、島原半島の

足であります島原鉄道についても砂防事染による補

依工事としての高架化などにより安全が確保される

ことにより97年に全線開通し、今では、観光トロッコ

列車が島原一深江間を好調に走っております。

また、今回の噴火により 、多くの土石流が発生し

ましたが、堆積土砂を利用しての海岸埋立て事業を92
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地域活性化の拠点となる 「島原復興アリーナJ

年から95年度にかけて実施し、 26haの土地を造成して

平成町と命名し、その土地の一角に、本市の復典のシ

ンボルとして、また、地域活性化の拠点となる 「島原

復典アリーナ」が、今以完成いたしました。このアリ

ーナは、 3,500人の収容能力を有し、スポーツ施設で

あると同時に、コンペンション機能を兼ね備えたもの

でありまして、隣接して建設されました島原勤労者総

合福祉センターやこの秋に完成しました野外ステー

ジ、さらには長崎県により建設が始まりました「雲仙

岳災害記念館（仮称）」と合わせ、スボーツ、文化面

の振典はもとより 、火山観光化、地域経済の活性化に

寄与するものと大いに期待しております。

本市の基幹産業の農業の復興につきま しては、今

回の雲仙普賢岳噴火による被災農地は、一部深江町

を含む水無川流域で176ha、島原市の北部を流れる

中尾川流域で59haにも上がりました。壊滅した牒地

を復輿し、営農再開を固るため、 94年1月から始ま

った、島原市と深江町にまたがる合計340haもの広

大な圃場整備が、県営の供地 ．J品業用施設災害復旧

事業及び罠地災害関連区画整備事業等として99年2

月に完成し、施設園芸の導入など本格的な農業経営

が始まっております。

次に、これも本市の基幹産業の一つであります観

光産業復興についてでありますが、平成3年の噴火

災害が起きる前は、年間200万人を超える観光客が

島原市を訪れておりました。明火災害直後は、観光

客数は半数に落ち込みましたが、 93年からようやく

微増し、昨年は163ガ人となりま した。 96年5月には、

溶岩ドームでできた標高1486mの新

しい山を「乎成新山」と命名し、本

年3月には、間近に迫る「平成新山」

や土石流 ・火砕流の凄まじい爪痕、

砂防ダムや治山ダムなどの防災施設

群を一望できる周遊ルート 「島原ま

ゆやまロード（県道 ・千本木島原港

線）」も完成いたしました。 それら

新たな観光スポットの誕生は、地域

高規格道路の完成や観光トロッコ列

車も賑わう島原鉄道の復典と相まっ

て、火山学習や自然体験と一体とな

ったこれからの観光復興、振興に大

いに貢献するものと期待いたしてお

ります。

商工業の復興に関しましては、県の雲仙岳災害対

策基金や島原市義援金等の助成も受けて、アーケー

ド街や街路灯の整備、様々な活性化イペント等への

補助のほか、低利の融資制度の運用、特別施策の実

施等により、地域経済、産業の活性化を図って参り

ました。また、災害の長期化により沈滞している地

域経済の活性化を図るため、本市に寄せられた義援

金を原資に、93年12月に1世帯当たり2万円の商品券、

94年l2月に1世帯当たり 1万円の商品券を発行し、年

末年始の特別見舞金として市内全世帯を対象に合計

4位2千ガ円の商品券を配布いたしました。商品券の

利用範囲は市内の商店、事業所に限定し、市内全域

における` i肖教の拡大と経済の活性化に絶大な効果を

発揮し、 99年度、国において実施された地域振興券

事業の先駆けとなったものと思っております。

火山灰や流入や土石流等で被災した漁業の復典に

つきましては、漁場の整備、魚礁の投入や種苗放流

等を実施しておりますが、2000年4月からは、普野

岳の火山灰を活用した干し魚の加工、販売も始まっ

ており 、それは、まさに「火山と共存」の実践とも

なりました。

噴火10年復興記念事業

そのような中、島原市は、 2000年に市制施行60周

年を迎え、同時に、唄火からまる lO年という節目の

年に当たったことから、住民と行政が一体となって、

局原復興アリーナでの大相撲島原場所や火山砂防フ

ォーラム、 1万人規模の野外ステージコンサートな

6
 

SABO vol.68Jan.2001 



ど、様々な雰仙普賢岳噴火10年復興記念イベントを

開催いたしました。今後、全国の皆様方には、災害

から立ち直り 、新しく生まれ変わりつつある島原に

是非おいでいただき、復典状況とも合わせ、自然の

驚異、営みを体感していただきたいと思います。

普賢岳噴火災害の教訓

普賢岳噴火災害の教訓は、大きく言って、 3つ挙

げられます。 1つは、「自然の驚異」です。相次ぐ土

石流や火砕流の波状攻撃にはなす術はありませんで

した。これからは、自然学習、火山観光のスポット

として、「平成新山」土石流 ・火砕流の爪痕など、

ダイナミックな大地の営みを後世に伝えていきたい

と思います。二つ目は、「生命の葬厳」です。普賢

岳噴火災害で、44名もの控い命が奪われました。そ

の教訓を生かして、人命最優先の防災対策を進める

必要があると存じます。

三つ目は、「全国からのご支援に対する感謝」の

気持です。意仙普野岳災害で、全国の皆様方から物

心両面にわたる多大なご支援をいただき、復典事業

も急ビッチで進んで参りました。災害から立ち直り 、

新しく生まれ変わった島原を、今度はぜひ皆様方に

ご覧いただきたいと思っております。そして、それ

ら費重な教訓をきちんとした形で後世に伝えるた

め、これから、本市としまして、噴火災害の公式記

録集の作成に着手して参ります。

今後の課題

本市の復興計画を踏まえて95年に策定いたしまし

た島原市勢振興計画において、目指すべき将来像と

して描いておりますのは、豊富な自然壺源や史跡を

活かした 1火LL1とともに生きる湧水と歴史の国民公

園都市」づくりであります。そして、その将来像を

実現するために、 5つの課題を掲げておりますが、

その主なものは、「火山、湧水、歴史の公園都市づ

くり」であり、「火山と共生する強靭な防災都市づ

くり」であり 、「西九州と中 ・南九州を連結する広

域拠点都市づくり」です。復興事業の推進と併せ、

今後の市政運営の指針となるそれら諸課題の達成に

向け、尽力して参りたいと存じます。

雲仙普賢岳の噴火活動はほぽ停止状態にあるもの

の、依然として溶岩ドームは不安定な状況にあり 、

99年9月には小規模な崩落が起きるなど、土砂の供

給源となっております。また、99年の同時期に土石

流が2回発生し、約10)im)の土砂は2号砂防ダムで

捕捉したため、一般への被害はありませんでした。

また、水無JII、中尾川流域の火l.lJ堆積物は不安定な

状態で存在し、豪雨により土石流が頻発しており 、

被害の発生が懸念されております。さらに、噴火を

繰り返すこのような火山地域におきましては、将来

の再噴火に備えて、地域の安全性をさらに向..tさせ

ておくことが璽要であります。このため、今後とも

環境面に配慮しつつ、砂防施設の整備を強力に推進

していく 必要があると考えます。

北海道 ・有珠山の唄火に引き続き、東京都 ・伊豆

諸島で過去に例を見ない規模の群発地裳が発生する

中、三宅島でば火砕流を伴う噴火災害が発生し、 全島

民が避難を余倭なくされています。また、福底県 ・磐

梯山や北海道 ・駒ケ岳においても火山活動が活性化し

て臨時火山情報が発表されるなど、全国の活火山に対

する国民の関心も近年になく高まっております。この

ような状況の中、全国に86を数える活火山に如する観

測と噴火の予知は、 住民の生命 • 財産を守る上で欠く

ことのできない重要な対策であるとの考えから、本市

が提案しました「火山観測 ・予知体制の強化」に関

する決議が2000年9月の長綺県市長会で採択され、

その後に開かれた九州市長会においても同決議が瀾

場一致で採択され、関係省庁に要望されることとな

りました。火山列島日本に生きる者として、また、

後世の繁栄と安寧のため、火山観測 ・予知体制の強

化、充実は、今や国民的課題と言えます。

終わりに

終わりになりま したが、有珠山の噴火に統き、伊

豆諸gで頻発した地震の最中、 2000年7月の三宅

島 ・雄山の噴火によりまして、三宅島住民の方々は

長期にわたる全島避難を余倣なくされております。

住民の皆様方及び日夜、災害対策に全力を挙げてお

られる関係機関の皆様方におかれましては、予断を

許さない、大変厳しい状況が続いておりますが、く

れぐれも健康には十分留意され、必ずや、数々の困難

を克服していかれるものと確信いたしております。

「一陽来復」の言葉のごと く、三宅島が一日も早く元

の静けさを取り戻し、すばらしい山紫水明のふるさと

と人の硲らしが甦りますよう心から祈念いたします。
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却的イニシアテイヴに対する行政の役割
特に砂防の世界に関連して

三本木健治＊

最近公共事業について、その必要性、執行方法

等について広く議論がなされているところです。

国土保全にかかわる砂防事業に携わる者として、

今後どのように対処すべきかを考えるため、公共

事業全般について幅広い見識を備えておられる三

本木健治先生から直接お話を伺い、質問をさせて

いただく機会を平成12年9月5日に得ることができ

ました。その要旨を以下にまとめてみま した。関

係者の参考になることを期待するものであります。

（編集委員会事務局）

イニシアテイヴはどこに？

「私的イニシアテイヴ」は、最近のキーワード

のひとつです。その最先端が、民問資金を活用し

た公共事業を推進するために、賊員立法として成

立した「PFI（プラ イベート・ファイナンス ・

イニシアテイヴ）推進法」です。

PFIは、今、多方面から関心を集めています。

これをもっと幅広く考えてみたいと思います。

ファイナンスというと 、科金を払ってペイする

ようにする有料事業がどうしてもボイントになり

ます。そのため、今、道路関係や廃棄物関係など

がPFIの先頭に立っています 。

これをもっと広範な面で考えていきますと、「そ

もそもイニシアテイヴを誰が起すべきなのか」 と

いう問いにいきつきます。これまで公共サイドが

「これが公共事業である」と考えて、その財源とか

人員とか技術の範囲内で公共事業の定義が決まっ

ておりました。ところが、PFI法ができたこと

が大きな転換点になったと思うのですが、従来の

公共事業のタガがはずれて、制約がなくなってし

まったのではないか。極端に言うと、「人がたくさ

ん集まって喜んでくれるようなものは、すべて公

＊明海大学 ・同大学院教授

共事業である」ということになりそうです。

そこでまず、「イニシアテイヴがどこにあるのか」

というところから考えてみたいと思います。

4年前の夏に、行政改革が党本部の中で新たにス

タートした時のキーポイントのひとつは、「行政は

森羅ガ象のすべてに費任を持つものではない」と

いうことでした。今までは、行政がすべてに資任

を持つという自負や期待のもとにやってきました。

たとえば、各省設置法にはイ可でもできるように杏

いてあ って、権限を拡大してきました。また住民

のほうも行政依存体質が極限にまで達してしまっ

たのです。「果たしてそうなのか」と 、これをもう

いっぺん整理してみようというのが、ス タートに

あったわけです。

そのひとつとして、行政の中の「企画と執行の

分離」というのがありました。行政をもっと身軽

に、機動的に動けるようにしたうえで、省庁再編

をするという段取りであったはずなのです。しか

しながら 、総選挙前の状況から、いわば各党の叩

き合いみたいになって、省庁再縫だけが先行して、

いわゆる「エージェンシー」、執行機関（「独立行

政法人」という妙な名前になっていますけども）

がおまけみたいになってしまったという、逆の結

呆になったのです。そのため、「企画部門」（政策

を打出す貰任分野）の範囲は、依然としてあいま

いなままです。

「イニシアテイヴ」と いうのは発案とか、 自主的

取組みなどの意味をもっていますが、特に近年こ

れが意識的に言われ出した最初は、「ローカル ・イ

ニシアテイ ヴ」という言葉です。 これは、 国際政

治学の論餓から出たものです。

国際関係は一般に国と国との関係で成り立って

いると思われていますが、かならずしもそうでは

ありません。境界を接する2つの国の自治体とか住

民というレベルで、経済活勒なり環境保護の活動

が、どんどん進んできましたc
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そのひとつの典型的な例が、ベネルクス三国で

す。ペルギー、オランダ、ルクセンプルクという

三国の間で、国境を接する地域の住民の問題や環

境の問題に関しては、国が直接口を出さないで、

住民の合意にまかせるという条約を結んだわけで

す。これが「ローカル ・イニシアティヴ」として、

国際関係のひとつの典型的な例です。国の利害関

係ではなくて、住民の利害関係を優先させるとい

う趣旨です。そこでは、私人である住民 ・市民の

関心、願望や発言が先立つべきものである、とい

うことです。

これに対して、行政なり国家というものが、ど

のような特化した買任を担う関係になっていくか

ということが、私の筋立ての総論的なものになる

わけです。

3種類の「責任」

そこで「貨任」というのはどのようなものか、

ということになります。日本語では一緒くたにさ

れてしまっているのですが、3種類あると思います。

「ラ イアビリティ」というのは、法的な責任です。

これがはっきりしているのは裁判所に対して出て

くる文脈の問題です。それから「レスポンシピリ

ティ」というのがあります。これは、何か対応し

なくてはならない、リスポンスしなくてはならな

い、いわば国会に対する関係で出てくるような頁

任の問題です。

ところが、最近、「アカウンタビリティ」という

言葉が、「説明費任」と称されて、いっきょに普及

しました。実は、これも4年前の行革の議論の中か

ら出てきた言葉です。私は、 「これを説明費任とい

うふうに訳すのは、おかしい」と申し上げました

が、 「いや、この用語を普及させるんだ」という こ

とで、あっという間に定着してしまいました。ど

この役所も 、これを「PR費任」 というように理

解をしているみたいです。

「アカウ ンタピリティ 」は、もともとは会計検査

院に対して出てくるような問題で、本来の意味は

「会計買任」です。結果について説明できなかった

ら、弁償責任までとるというほどの厳しい会計法

上の費任を言うのです。せめて、「結果説明貨任」

と訳してほしいものです。

逆に、日本のアカウンタビリティの施策を英語

の文献に翻訳した場合に、「あれ、こんなことまで

日本の政府なり行政は買任を持つのか」と、怪誇

に思われるのではないかと思います。今のところ

は、マスコミの社説もふくめて日本中で「説明し

て納得してもらう努力の責任」という使い方をし

ています。まだ問題は表に出ていないのですが、

私は 「いずれ妙なことになるのではないかな」と 、

心配していますが、杞憂であれば幸いです。

イニシアティブの歴史的事例

今までの公共事業は、「公共のためなのだからや

らせてくれ」という貨任感が根底にありました。

「これが一番いい計画」「最善の案J「エ期もいつい

つまで」と決めてかかって、ひたすら説得に努め

るという姿勢でした。これをもうちょっと党めた

目で見て、「やってくれ」と言われてはじめて取り

かかるというポーズにすれば、これはまさに私的

イニシアテイヴを先へ立てるということになるわ

けです。

吉野川の第十堰の問題を例にとって考えてみま

すと 、さまざまな見方がありますので、最近のこ

との論評は避けますが、かつて吉野JIIでは、内務

省が明治19年に直轄で河道の改修を始めました。

しかし、その沈床エが原因で洪水が起ったと誤解

され、地方騒擾にまで発展しました。そこで、県

議会が工事を返上するという決議をしました。そ

のため、内務大臣山県有朋は、吉野川の内務省直

轄の出張所を広島に移転してしまいました。その

間にも洪水が頻発しましたが、ついに20年後に、

県議会はもういっぺん再開してほしいという決議

をして、吉野川の直轄事業が再開されたという経

緯があります。

この事実を引用した新間の社説は産経新聞です。

他の新聞は、もっと説明責任を果すべきであると

か、あるいは河川法改正によって住民の意見を聞

くという姿勢をとったのだから 、この結果を筏重

すべきだというようなものでした。さまざまな議

論がありますが、歴史を振り返ることも大切では

ないかと思います。

官民の役割分化の実態

「官民の役割分担」とよく言われます。そこで、

役割分担がどうであるべきかということを決める

前に、役割が分化していく姿をよく見てみないと

いけないと思います。ここには、 「関心」と 「対応」

と「ダイナミックス」という3つのモチペーション

ないし側面があります。
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「関心」と「対応」が、「散在的、日常的」か、あ

るいは「集中的、危機的」かという分析を した大

変良い文献があります。NATOの科学委員会が

環榜アセスメントに関してこういう観点から分析

したものです。国会固瞥館の国会向けの 「レファ

レンス」という月刊誌に紹介したこともあります。

ここでは、集中的、危機的な問題については、

行政が先頭に立ってやるという理解をしましたが、

巌近私は、かならずしもそうではない、と考えた

りしております。危機的な状況の中で仕民が先に

立つというのが、ありうるわけです。集中的な問

題だからといって、かならずしも行政が取り組ま

なければなければならない、ということにはなら

ないのではないか、と思います。

日本的な社会の中では、「日常的、散在的」な問

題の中にも 、もっと行政がやるべきものがあって、

「集中的、危機的」なものの中にも 、住民が先頭に

立つということがありうるのです。阪神大裳災の

救援活動もそのひとつの例ではないかと思います。

これは、一概には決められないもので、社会の特

性なり状況によって変わりうるものだ、というこ

とです。

もうひとつは「ダイナミックス」です。現場の

事務所で「JIIの楽校」をひらいて、地元の小学生

に河川敷で楽しんでもらうということを行なって

います。いろいろやっているうちに、小学生たち

が河川の維持管理について注文をするようになり

ました。「なるほどこれはいい」というので、事務

所はそれを取り上げたという話です。

これはまさに「求心的、主体的」に行政が企画

したところが、その「客体」である小学生がいつ

の間にか 「主体性」を持つようになってきたとい

うことです。「求心的な主体」のまわりに集まる

「客体」というのは「遠心力」を持ちますから、な

るべく縛られたくないという物理的な作用が働く

のではないかと思います。その 「遠心力客体」が

いつのまにか 「主体」になって、こ ちらが「お客

さん」になるという現象も方々にあるようです。

お金と技術が伴うのであれば、そういう注文を聞

くのは大変結樅なことでして、それではじめて水

辺の楽しみ方、整備の仕方がもっと開けてくると

いうことにもなるわけです。

そのへんに最近の新しい行政の役割分担という

面が開けてきたということで、お金があればいく

らでもつきあってもいいし、むしろお金を増やす
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ために、そういう力を活用することも可能ではな

いか、と考えてみたわけです。

国土環境形成のための公共費の使い方

本来、公共事業には、「国家的事業」「広域的事

業」 「地域的事業」という 3つの分類があると思い

ます。

国家的事業には、たとえば大災害対策とか、国

土保全のための国家的な問題があります。大規模

予算であるがゆえに、その完成能力を争う競争に

なります。これが制限付き 一般競争のほうでよけ

ればそれでもいいし、指名競争をルール化 しても

っと透明化してやるのもいいと思います。

広域的な事業は、道路のネットワークを整備し

ていくというようなものです。砂防関係でも 、下

流から上流あるいは上流から下流にというように、

一連の砂防ダムを造っていくということで、ネッ

トワ ークと 言えな くもないとも思います。また、

それは次々と段取りをしていくというように理解

してよろしいかと思います。いずれにせよ 、広域

的な事業というのは、逐次予算化され事業が延伸

されていくというのが典型的な例です。そこで行

われるのは、機会均等のための競争です。

「地域的事業」は、生活に非常に密滸したもの、

地域の希望を優先すべきものですから 、私的イニ

シアテ イヴの性格が高いものです。そういうもの

については、別の公共費の使い方があるのではな

いかということです。

たとえば、江戸時代には現場直営工事が一般的

に推奨されていました。請負というのは、よそか

ら業者がやってきて、 「他国ではこうだった」と吹

聴 して、ひと儲け した後は、ほかへ行ってしまう

というのです。現場直営の形でやれば地域の経済

も潤うし、確実に地域の福祉になるということか

ら、江戸時代には節約令 ・倹約令の一環として、

話負禁止令が何度も出ています。江戸時代以来、

建築は請負が土体でしたが、 土木工事は戦後まで

そうではなかったのです。

私は建設省に入りまして、昭和37年に地方厚生

課で、直轄事業の契約事務の取りまとめの仕事を

しばらくやっていたことがありました。一番激動

の時代で、暗いうちに寝たことはなかったという

時期でした。明け方まで資料を作り、出勤して来

た上司に説明をするというのが、ひと反続きまし

た。



その頃、現場事務処理要項と申しましたか直営

事業に関する内訓がありまして、この改正を（最

後の改正だと思います）やったことがあります。

その数年後にこれは廃止されて、すべて請負に切

り替えるということになったわけです。

わが国の歴史の中で何白年も続き 、実際にご く

最近まであった制度を、もういっぺん振り返って

みることも必要ではないか、と考えております。

生活利便の向上のための負担の在り方

生活の利便とか、生活利益の向上のために期待

されているのが、PFIです。

私のゼミに、「卒論にはPFIをやりたい」とい

う学生がいました。「何をテーマにするの ？」 と聞

きましたら、「私はサッカーが大好きだから、サッ

カー場を多目的スタジアムという形にすれば、な

んとか公共性が出てくるんではないでしょうか」

と、フランス、スペイン、イ タリアなどから イン

ターネットで査料を取り寄せていました。

しかし、「どうしてPFIのサッカー ・スタジア

ムが、公共事業の肩代りになるのかという問題が、

最後まではっきりしません」と学生が言いました。

そこで私は、「大勢の人が楽しむのならば、それだ

けで公共事業 ・公共施設と言っていいのではない

か」と答えました。はたして、学生が 1人に教貝

が20名も集まって発表会。私が言ったように学生

が答えたら、「あっ、なるほど。そういう公共施設

がこれからどんどん出てくるんだ。公共施設と称

していいんだ。 これでひとつ目が開かれま した」

とみんなが言っていました。

PF I法によって公共事業・公共施設のタガが

はずれて定義がなくなってしまったのです。ただ

し、「償還できるかどうか」という問題は常につき

まとっています。 3年前にPFI法案が談員立法と

して出かかった時に、私は、条文を全部チェック

して、問題点を整理したことがあります。その結

果がPF I法として成立したわけですが、その中

で最後までつきまとったのは、償還不能の事態が

あったらどうなるかというリスクの問題です。

撤収することができないで、いつまでももたも

たとやっていた第三セクターがみんな駄目になっ

てしまいました。早く危険を察知して、撤収する

ことができればそんなに心配いらないのです。民

間でイニシアテイヴをとって始めたものだから、

役所の賀任でもありません。また、 20年ぐらい間

があいても金利のリスクなどなければ、かま ない

のではないか。たとえば、ケルンの大型堂のよう

に800年かかったものもあります。バルセロナのサ

グラダ ・ファミリアなどは、い まだに完成してい

ません。

要するにどんどん債務が膨らむような事態を避

けることができれば、あまり心配しなくてもいい

のではないでしょうか。 PFI法の当初案にはリ

スク分担についてはっきり書いてありました。し

かし、 「そんなことを最初に言ったら、みんな恐が

って誰も手を挙げませんよ。なるべくそういうマ

イナスイメージは、やめましょう」ということで

非常におおらかにでき上がったのが、今のPFI 

法です。

ちなみに、ニュージーラン ドの行革が成功した

のは、借金の膨らむ順番から整理したからです。

放っておけば国民のほうにツケがまわってくるも

のを早く整理したことによって、成功したわけで

す。もうひとつのニュージーランドの成功の秘訣

は、行革と同時に屈用保障法を作ったということ

です。生首を切るようなことはなかったわけです。

要は生活の利便、利益が向上するのであれば、

PF Iの需要はこれからどんどん増えてくるとい

うことです。ただこれを全部民間に肩代りさせる

ような、過大な負担になることはまず最初にやる

べきではないということです。

イギリスの例などでも 、ある トンネル区間とか、

橋をもうひとつそばに架けて交通を緩和するとい

うものを有料でやる。そうした部分的なものにつ

いてやったものは、みんな成功していますが、そ

っくり屑代りさせたものは、だめになっています。

では日本のPFI第一 号を何にするかというこ

とでありました。ダイオキシン対策のために廃棄

物処理場の能力の問題がありました。自治体の焼

却楊を全部改築するのは大変なことですが、燃料

棒にして高熱を扱うところで、部分的に工程の一

部を肩代りして もらうというように、お互いにメ

リットのある範囲であれば今すぐできるのはない

かということです。火力発電所や製鉄所という高

熱を扱う場所でRDFを処理するという形の廃菓

物焼却場の部分的PFI化が、日本版PFIの第l

号と して登場しました。

サッカ ー ・スタジアムなども、フランスのワー

ルドカップでは、国にお金がないのでPFIとし

て募集したところ、みんなワッと手を挙げたとい
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うことです。 リスク分担の問題があったはずです

が、フランチャイズ料として売り上げの何割かを

召し上げるという形の大ざっばな契約を結んでや

っているようです。

PSIのコンセプト

（プライベート・セイフティ・イニシアテイヴ）

プラ イベート ・イニシアテイヴをもうひとつ安

全対策の方面で考えてみてはどうかと、私は最近

考えております。 PS I （プラ イベート ・セイフ

ティ ・イニシアテイヴ）という提案です。

安全のためにはずいぶんお金がかかっています。

無形のものもずいぶんあります。精神的な苦痛や

苦労も含めたら、とてもお金には換算できません。

しかし、プライベー トなイニシアテイヴで、もっ

とも普遍的に考えられるのは、むしろ PS Iでは

ないでしょうか。

これに、どのように行政が対応していくのかと

いうことです。たとえば今回の 「土砂災害新法」

は非常にいい府眼をされたと思います。私は、講

義の中で新法の説明を学生たちにしまして、試験

問題も出しました。「自己の居住の利用に供する住

宅を除くのはなぜか」。「自己打任」というキーワ

ードが答の中にあれば、当りです。「高齢者対策を

重視するのはなぜか」。「災害弱者」というキーワ

ー ドがあればマルという具合です。

それから「今までの法律と基本的に迫うのはど

ういうことか」という問に対して、「原因対策から

結果対策へ」と書けば当りです。講義では「発生

源地点対策Jから「被害想定地点対策」へと、も

っとT寧に図を書いて説明したのです。

これより先に、阪神大震災の直後に、地震防災

対策特別措置法という議員立法がありました。 「阪

神大裳災のような事態に対応する新しい法律を作

りたい」 K議員から言われて、私はいろいろ選択

案を提出しました。「今までのように予知を前提に

した法律ではなく、地展発生の予知にかける対策

よりも 、補強とか避難とか救援という 、結果の方

に焦点を合わせて、対策をシステム化する制度が

必要です」と申し上げまして、あの法律ができた

のです。

幸いに大蔵省は「筋が通れば、なんでも結構」

という理解を示してくれましたので、原案には10

項目しか対策事業がなかったのですが、一挙に20

項目に拡大したということがあります。
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これは、予知は無理ならば被災想定地点対策を

充実するもうひとつの制度です。予知を前提とし

たのは、大規模地震対策法でありますが、両様あ

いまってうまくいくという趣旨です。

そういう意味で今回の「土砂災害新法」は、非

常にいいところに到達しています。これで初めて

完結すると私は理解していますが、その前提には

民間の活動、セルフ ・ヘルプが当然あるわけです。

環境サミットのアジェンダ21の中では、「セーフ

ティ ・カルチャ ーを醸成すべきである」と言って

います。「カルチャー」というのは、「耕す」「培う」

という意味です。「培う」というのは大変いい言葉

で、「ッチをカウと作物は実る」ということです。

昔から「稲を作る」と言わないで、「田んぽを作る」

と言います。身のまわりから同土全体までの安全

を培うカルチャーが必要ではないかということで

す。

それから、例の玄倉川のことです。日本河川協

会から原稿を頼まれて、親水活動に伴う危険につ

いて実際に見て歩こうと思って、JI[越辺の入間川

に行って帰ってきたら、すぐあとに玄倉川のあの

事故がありました。その原稿に書いたのは、「親し

む」と「避ける」に「教える」を加えて、三角構

造にして対策を考える必要があるということです。

「教える」、つまり情報伝達はこれから特に璽要に

なる行政の仕事です。もうひとつは土地の古老で

あるとか、その地域の自然に詳しい、シェルパの

ような役割を担う人が必要になります。今年の谷

JII岳のあの事故からも、ひとつの教訓が残ったわ

けです。

渓流キャンプの事故の教訓は砂防の判例にもあ

ります。横浜地裁が出した判決の中では、「砂防指

定地は公物だから 、砂防管理者にはたいていのこ

とができる」というくだりがあります。砂防指定

地が公物というのは勘違いですが、そごまで期待

されるのであれば、その期待に応じることが、ど

のへんまでできるかということになります。行政

のリスポンスとして、裁判所でのライアピリティ

じゃなくて、市民へのリスポンスということで、

どのぐらいのことが可能かということになります。

山地渓流に親しんでおられる砂防の方々のノウ

ハウは、ほかよりもずっと濃いと思われますので、

私も期待しております。

ある研究会で聞いた話ですが、実際のところ、

レスキューの当座の費用負担が大変なのだそうで



す。それを一時肩代りしてもらえれば、レスキュ

ー活動も助かるという意見もあります。これも私

的イニシアテイヴに対する課題であると思います。

砂防行政への期待

大変おこがましいのですが、いくつか私が考え

てまいりましたことを申したいと思います。

土砂総合管理。これは、流域における土砂の収

支管理という点では、ずいぶん検討が進んでいる

ようです。むしろここでは、川に入ってくる土砂

だけではなくて、土砂その ものについて考えてみ

たいということです。とくに「新法」の精神から

すれば、砂防行政の側からもっと街づくりに参入

されてもいいのではないか、と思います。建築構

造と強度の問題、なかでも公益的な施設、高齢者

施設、災害弱者施設に関することについてもっと

発言権を持たれて、街づくりに参入していくこと

があってもいい、と思います。これは、時機をと

らえた国土整備の問題になると思います。

それから総合斜面管理ということは、私の本の

中でもたびたび申し上げておりますが、前に、「建

設オビニオン」という雑誌の地卜.空間活用特集号

の巻頭対談で、がけを使った地下駐車場について

話をしました。がけは表玄関です。そこに例えば

急領斜地のエ法と負担ルールを適用し、 「安全性」

という 、いわば首根っこを抑えます。あとは可能

ならばいくらでも地下を掘り進んでいって、採算

がとれる範囲で地下駐車場などPFI事業をやっ

てはどうかと 、勝手ながら提案させていただきま

した。立体的土地利用について、斜血一般を扱っ

ておられる砂防の方々に大いに関心を持っていた

だければということです。

たとえば、モナコの地下駐車場では、海岸に近

い道路からトンネルで入ってきて、 10層の立体駐

車場ががけの奥にあります。その駐車場をリフト

でてっぺんまで上がりますと 、山岳道路に出られ

るようになっています。観光にも非常に便利だと

いうモナコの例です。六甲山のようなところのグ

リーンベルト構想の中でいかがでしょうか。

そういうものを取り込みながら、緩俊な形では

あっても国土改造をやっていくということです。

それからもうひとつ。何年か前の「砂防と治水」

の中にも書きました「従来の砂防」です。明治30

年の砂防法制定以前になされてきた「従来の砂防

はこの法律を適用する」という規定が砂防法の中

にあります。

砂防法は、ご承知のように、「治水上砂防のため」

という思想で通しておりますが、従来の砂防とな

りますと 、かならずしも治水砂防に限定されない

ものがあるのではないか。川と関係なく山を安定

させるというと、治山砂防に近くなってくるのか

もわかりませんが、それやこれやの土砂対策に砂

防法の中で「従来の砂防」という位罹づけがなさ

れている。ということは、明治30年以前の歴史的

なものを発掘すれば、砂防法で使えるということ

です。補助もできるし、国の事業としてもできる

ということになるのではないでしょうか、という

ことを何年か前に申したわけです。

私は実態のことはよくわかりませんので、明治

30年以前にどんな砂防があったのか、治水砂防か

らはみ出すものに、どういうものがあり得るのか

ということを知りたいと思って、「日本砂防史」な

ども読みました。

新しい事業を興すとしても、賽材と工法が変わ

るだけで、できあがった姿、パフォーマンス（出

来上りの性能）として従来の砂防、昔の歴史的砂

防に近いものがあればできるわけです。これはお

そらく、コンクリートなどは使っていないわけで

すから、土と木を生かす国土管理ということにな

るのではないか。今、期待されているのは、そう

いう自然に近いものです。近自然工法は、河川の

ほうではやっていますが、砂防はもともと初めか

ら近自然です。しかし、ここでもうひとつそうい

う流行に乗ってやることも考えられると思います。

私は、河川の環境整備事業は、ひとつの流行で

して、ハードコアはやはり 「治水 • 利水」である

と考えています。日本では、古来から環境をよく

しようという意識でやってきたのではなくて、お

のずからそうなったのです。河川法を改正して、

これを 3つ目の柱にしたというので、たいへんみ

なさん喜んでおられる。私もご同慶にたえません。

しかし逆に、「環境」を主体に河川法ができていた

ら、直轄事業はなくなっていたと思います。やは

り治水利水というハードコアを持っていたからこ

そ、河川行政がいまだに盤石であるわけです。し

かし、治水を軸にした砂防法の周辺にも、もうひ

とつ「従来の砂防」というのがありうるのではな

いか、と思っています。

おわりに、「ヴ ・ナロード」とレジメに書きまし

たのはロシア語です。ロシアというお国ぶりはと
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もかくとして、ロシア文学やロシア語は好きです。

「ヴ ・ナロード」という言葉は、マルクス ・レーニ

ン主義が出て くる前のロシアの社会主義的な標語

で、「人民の中へ」「人々の中へ」という意味です。

「役所の言うこ とは間迎いないんだ」 「これしかな

いんだ」と言わないで、まずそういう形で私的イ

ニシアティヴを醗成する。役所は、そこにどこま

でおつきあいするのか、というふうにもっとゆっ

たりした気持で考えていけば、我々の事業はもっ

ともっと増えこそすれ、減ることはないと思いま

す。

質疑応答

Q PFIは、思ったより普及していないのでは

゜A かなり進んでいると思います。たとえばある

市などは、市会議員さん一人一人がPFIの

構想を持っているというぐらい、いろんなも

のをやろうとしています。ですから、「いった

い公共性があるのか」とか、「ほんとに必要な

のか」ということで、誰が絞るのかが問題に

なってきます。縛るのではなくて、ほんとう

に必要なのはどれかということです。あまり

散漫になると 、みんな絵に描いた餅になって

しまうおそれがあります。それが一番心配だ

と思います。

先ほど申しましたリスク分担というのがあ

ります。償還不能の事態です。しかし、これ

はやってみないとわからない面もあります。

卒論の発表会では「なぜ今までのサッカー ・

スタジアムはだめだったのか」とある教授が

質問しましたが、「あれはサッカーを知らない

人がやっているからこうなるんで、ほんとに

サッカーが好きな人が運営すれば、人が集ま

らないことはありませんよ」と学生が答えて

大拍手喝釆になりました。そういう情熱があ

ればリスクはそれほど心配ない。それが、似

たようなものがあってお互いにバッティング

したり 、それから利益誘涅や選挙の票集めに

使われるようなことになりかねないですね。

NGOの活動もそういう 危険があると思いま

す。

ている、と言っていました。透明性がないと 、

やはり投資銀行とか、入りにくいですね。

A 資金提供側の事業評価システムが非常に遅れ

ています。公共工事では保証会社がそれらし

いことをやっていますが、民間事業に対する

評価機関は全くないですね。銀行自体がそう

いう審査 ・調査をやっていますが、それは表

に出ません。表に出るプロジェクト格付け評

価機関があればPFIはもっと軌道にのると

思います。

Q 日本の経済状態の厳しい中でPFIのファイ

ナンスをかってでるという線織や機関は、た

くさんあって、心配ないのでしょうか？

A 今までのような不動産担保を主体にした銀行

の在り方が問題になって、ひどい事態になっ

ているわけですが、開発プロジェクト面でど

こまで資金担保のルール化ができるかという

ことですね。それから証券化という方法もあ

ります。不動産証券、 SPCです。発展性の

ある事業に対して SPCを構築しなければ、

一回かぎりで先に進まなくなってしまうだろ

うと言ったのですが、大蔵省は常に小良債権

処理を先頭に立てて突っ込んできたのです。

ようやく去年の2月ぐらいに優良なプロジェク

トについて SPCを奨励するということを、

大蔵サイドの識員さんが言い出してやっとわ

かってきたなと思ったんですけどね。

優良プロジェクトの評価、格付けがあって、

それに対する証券化なり 、SPCなりが伴っ

てきて、それで賽金調達が進んでいくことが、

成功の秘訣ではないかと思います。

ちなみにPFIに対して、「国の補助はいら

ない」と極言するゼネコンのスタッフの話も

あります。また、そのプロジェクトそのもの

を小口証券化してしまうから 、そこでペイす

ればいいですよと言うわけです。

部分的なPFIなら、それは十分ありうる

と思いますね。国は、コアの部分だけ公共事

業で付き合って、それにプラス採算ペイする

事業部分を肩代わりするという形です。それ

にしても透明性がない、客観的に評価するも

のがない、というのは問題です。

Q オーストラリアの PF I投資銀行の人と話し

ていたら、日本のPFIはまだ透明性が欠け
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Q 採算がとれる部分ばかりが興味の対象になっ

ていますが、広い眼で見た時に、償遠不能に

陥っていても救わなければいけないものとか、

たとえばリサイクルの問題に対してPFIが

導入できるような事例の仕組作りなどについ

ては、公共といいますか、行政の役割として

望まれるのではないかと思いますが……。

A 私のイメージでは、 PFIは、優良なもの優

良でないものの程度の差があるとしても、利

益を生むものです。その先のPS Iは、もと

もと償還とかファイナンスになじまないもの

です。ただし、それはこれまで公共事業と思

われてきたのですが、その先にはもっと民間

の希望するものがあるということです。

ですから 、PFIですべてを律するのでは

なくて、もうひとつ、はじめから1賞遠とかフ

ァイナンスは考えていないPS Iというのが

あって、それがどこでつり合うのかですね。

採算性がないとか、希望が少ないと言っても、

希望している人が、大切な少数派でもありう

るわけです。おそらく市議会あたりでみんな

PF Iを提案し出したら、利益事業の中でも、

うんと儲かるものもあれば、儲からないもの

もある。初めから儲からないけれど非常に大

事だと いうもの、ある少数の人のためには絶

対必要というものがあるわけです。こういう

姿のプライベー ト・イニシアテ イヴをどのよ

うにルール化していくのかということですね。

今は PF Iだけに目を取られていますが、

現にさまざまな私的イニシアテイヴがありま

す。「私的土地利用イニシアティヴ」とか、P

とIの間にい くらでもはめ込むものが出て く

るのです。今のところ私は、 PFIとPS I 

資
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P
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p
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―
―
―
―
―
―
 

負
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•—_ 

大 ←ーー一→ 少：少 ←―--- 大
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を対応させて、凹レンズのイメージを持って

おります。やはり、もうひとつのPS Iとい

うようなもので対応した構造を作らないと、

全体が見えてこないのではないかということ

です。

Q 今の私鉄は、みんなPFIのはずですね。

A 柳沢吉保が六義園をこしらえましたのは、自

分のお客さんを遊ばせるためですが、今は東

京都の公個になっています。何白年か後に P

F Iみたいになったわけです。しかしそんな

悠長なものではなくて、何年、何十年でペイ

するかどうかというのがPFIなのですが、

PF Iに似た話はいくらでも出てきますね。

Q 仕分けをしてやるべきだと思いますね。従来

の公共事業の中にも PFIですんでいるもの

は、いくつかあるはずです。

A 基本的には、公共的な事業の範囲が広がって、

全体が底上げされるということは、いいこと

だと思います。問題は、その中でのバッティ

ングとか、競争をどうするのかですね。

Q イギリスは、実際に成功している例のほうが

多いのですか？

A 成功した例しか伝わってこないものですから

…… （笑い）。労働組合がどうしようもなくて、

やらざるをえなくなったというのはうまくい

っていないという例が上がっています。うま

くいかなかった例は、いくらでもありうると

思いますね。

行革の中でも、規制緩和の経済効果を出せ

といわれまして、たとえば、総合設計制度と

いうのがありますが、方々でこういううまい

例があると宣伝されていますけども 、実はあ

るデベロッパーに聞きましたら、「いろんな規

制の制約なり審査のタイム ・ロスとかあって、

9割は断念されている。うまくいったのは1割

しかない」と言うのですね。

それで、 「今できあがったものの総事業殺を

9倍すれば、経済効果になる。これでいいです

ね」と言って数字を出したこともあります。

しかし、成功例を作らなくてはなりません

ね。
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レジメ (9月5日当日、配布された資料です）

＊イニシアテイヴの所在

行政は森羅ガ象のすべてに責任を持つもので

はない。私人 ・ 住民 ・ 市民の関心 ・ 願望 • 発言

等が先立つべきもの。

広範囲な私的イニシアテイヴに対する行政側

の特化した対応の在り方を見直す。

貰任 ：ライアビリティ 、レスポンシビリテ ィ＆

アカウンタビリティ

＊官民の役割分化（→分担）

関心 (Concern)：散存的～躯中的

対応 (Response)：日常的～危機的

動態 (Dynamics)：遠心的（客体）～求心的（主体）

必ずしも官民がいずれかに分化するわけではな

い（例 ：ポランティア活動）。

＊安全な国土環境形成のための公共費の使い方

国家的事業 ：大災害対策、大規模予算の故に完

成能力競争

広域的事業 ：ネッ トワーク整備、逐次予葬化の

中で機会均等競争

地域的事業 ：生活密着性 ・地域の希望優先、現

場直営工事の復活も ？

著者略歴

1938年生

1960年 東京大学法学部卒業 ・建設省入省

官房 ・ 全局のほか、環境庁 • 水査源開

発公団等に勤務

1988年建設省退官（河川局次長）

住友信託銀行顧問 ・日本下水道事業団

理事 ・東京大学大学院工学系研究科非

常勤講師、国立国会図密館調査及び立

法考査局専門調査員 ・水文水資源学会

副会長等を経て

1998年 明海大学 ・同大学院教授

同年 国際水法学会（在ローマ）理事
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＊生活利便•生活利益の向上のための負担の在り方

有科事業 ・公共企業プラス PFIの登場。

多くの人々が望む施設整備は総て公共性あり。

公共事業の定義 ・枠付けの変化。

償還不能事態の想定。

＊生活圏の拡大と事故対策 ・自己責任

土砂災害新法 ：原因（発生源地点）対策から結

果（被災想定地点）対策へ

親水危険対策 ： 親しむ・避ける •教えるの三角構造

啓発 ・情報提供 ：自己責任を全うさせるための

「教えるサービス」

経 済 合 理 性 ：費用弁償システム（抑止力）、救

援 ・補償基金（社会連帯性）

＊砂防行政の展望

土砂総合管理 ：各種指定地～新法による街づく

り参入、時機的国土整備

総合斜面管理 ：立体土地利片 ・地下空間利用の

表玄関、緩漫な国土改造

「従来ノ砂防」の歴史的評価 (vs．治水砂防） ：土

と木を生かす国土管理行政は 、人々の中へ

（ヴ ・ナロード）、私的イニシアテイヴの酪成へ

著 重cョ

共立出版「水法論」（金沢良雄教授と共著、1979年）

水利科学研究所「比較水法論集」 (1983年）

山海堂「論集水と社会と環境と」 (1988年）

同 「公共空問論水と都市をめぐって」(1992年）

同 「判例水法の形成とその理念」 (1999年）

同 「国土の管理と利用」 (1999年）

ほか 共著 ・研究論文等多数



平成13年度砂防関係新規・重点事業勉強会

10月25日に建設省砂防部との、来年度の砂防関

係新規 ・重点事業に関する勉強会が、6階特別会議

室において行われました。

砂防課関係は南砂防事業調整官より 、「安全で活

力ある21世紀の地域づくりのために」～半成13年

度砂防関係新規 ・重点事業～を資料として、ご説

明があり 、質疑応答が行われました。新規 ・重点

事業の内容については上記パンフ レット （砂防広

報センター発行）を参照していただき 、ここでは

補足説明と質疑応答についてメモします。

〔全体〕

平成13年度は火LI.J対応を徹底的に行う考えであ

る。火山に対する事業は国土交通省が対応する方

針である。

ソフト対策については土砂災害情報相互通信シ

ステムにより、住民と役所との情報の相互通信を

達成していく。個々の住民の方の土砂災害に関す

る情報を活用する。従来の災害対策基本法での、

行政が主体となった警戒避難体制ではなく 、住民

からの情報提供を重視し、住民参加型の災害対応

を目指す。

昨年の広島での災害では流木が相当出ている。

また土石流災害も従来、河床勾配が3度位までが被

害を受けると考えていたが、それが2度程度の所に

ある家屋も被害を受けていた。流木対策指針は不

完全な部分もあるが、早期公表を重視した。

l.活火山対策の推進

ハザードマップは28の璽要活火山についてはす

べて作成したい。この内すでに作成されていて公

表されているものもあるが、その公表のレベルが

まちまちである。

例えば、役場に固面が張り出されている程度で、

住民が存在を認識しているとはいいがたい所もあ

る一方、有珠山では各家庭にマップが配布されて

いる。現在28活火山の内でハザードマップが無い

火山で来年度中に作成し、公表に持って行きたい。

本事業の概念を示したポンチ絵は、例えば岩手

山近辺において、普段はキャンプ場、道路等に利

用しながら、いざ噴火時にはそこが大遊砂地 ・導

流堤にすることを考えている。中は砂防林等で整

備していく方策もある。

〔質問〕

火山砂防対策指針において、噴火対応計画で火

砕流についてもハードで対応することにしていた

が、現実には難しいと思われる。建設省の明火対

応としてのハード対策のスタンスを教えて欲しい。

〔回答〕

噴煙、火砕流の熱風部のように空にあるものは

除外するが、地面にある土砂（降灰）や、地面を

はう土砂（火山泥流、火砕流本体）は砂防のハー

ド対策の対象となる。

特に哄火のタイプによって、火砕流でも対応が

可能であろう。前回の案仙程度なら、ハード対策

で止めようと考えている。

ところで今回の三宅島での現象は火砕流と言わ

れているが、これは英語で表現すると 、ashcloudと

呼ばれ、本体部の無い現象であった。このような

ものに対してはハードで対応することはできない。

規模においては現時点では、例えば200年に一度

起こる等、限定する。しかしそれも技術の向上で、

対象とする規模は変わり得る。とは言っても、姶

良カルデラの明火や磐梯山の山体崩壊のような巨

大災害は永遠に対応不可能と考えている。

現状の火山砂防事業の一悉の問題は、規模が示

せないこととである。対策で守れる、守れないと

言っても 、より大きな唄火が起こった時に、その

噴火規模をどう解釈するか、大きな問題である。

〔質問〕

将来のIJJ't火に対する対応を喪仙では心配してい

る。公共事業として、一般論でそこまでやる必要

があるのでしょうか。

〔回答〕

有珠山でも同様の議論がなされており 、次回の

噴火が科学的に説明できる（例えば30年後に この

SABO vol.68 Jan.2001 17 



当たりで起こる）のなら 、そのための対策工事を

実施することは懃められると考えている。ところ

が、今回の有珠山の噴火は前回から期間は過去の

予想どおりであったとしても 、思ってもいない地

点で噴火している。そもそも場所を予測するのは

無意味だという意見も出ている。また、 一般の砂

防事業に比べれば規模が大きいかもしれない。

2.土砂災害防止法の施行

どの様な順序で区域設定をすることになるのか

検討している。

3.根幹的な土砂災害対策の推進

危機管理という面で、土石流、地すべりやがけ

崩れは直接的な土砂災害を防止するということで

分かりやすい。これに対して砂防の国土管理はど

う考えればよいのか。国土管理における砂防の役

割は何か。砂防の役割は本来、砂防基本計画で明

らかにすべきだと考える。そういった面で現在、

新砂防基本計画、技術基準および流域土砂管理計

画が検討されている。

例えば立山での説明（立山カルデラ内の不安定

士砂祉が、臼山平野を厚さ2mで狡うという）が一

般の人にイメージが理解されるか。また、現状を

保全することを最善とするか。どれくらいの時間

でどの様な現象が起こりうるのか、人間が生活し

て行く中で流域は変化していく。そう言った部分

をいかに分かりやすく説明するかが課題となる。

〔質問）

新砂防基本計幽の検討が進められているが、危

機管理の考え方を入れ込む考えはないか。

〔回答〕

水系砂防の甚本計画は量的な話だけにとどめた

い。土石流については危機管理があってもよいと

考えている。針原川で起こった大規模崩壊は通常

の計胆では対象となり得ないが、実際にはその危

険性を土石流危険渓流でははらんでいるので、こ

のような現象を危機笠理として対象とすることは
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あり得る。

ところが水系砂防が対象とする上流山間地で発

生する現象は確率論ではいかない。危機管理対策

としてのソフト対策の到達点（どこまでを 100％対

応したという）が示されないと難しい。

4. IT防災基盤整備の推進

斜面監視施設や光ファイバー網、土砂災害情報

相互通信システム等、さまざまな IT関連のアイ

デアをひとまとめに関連づけて考えていかなけれ

ばならない。従来は、人命保全を第一に、ともす

ればコスト無視で対策施設によるハード対策を実

施してきた。今後は高度化した情報基盤をもとに

して、住民自ら警戒避難が行えるように ITを活

用したソフト対策を進める。例えば住民参加型土

砂災害危険個所管理の一貫として斜面カルテの整

備が進められている。

5.総合的な土砂災害対策の推進

これまで様々な施策が実施されてきた。危険個

所の周知、土砂災害情報の収集等である。新しく

土砂災害情報相互通信システムが導入されること

による大きな利点は土砂災害情報が住民から直接

得られることであり 、それは情報の価値を高める

ということである。

例えば従来は住民からの土砂災害発生の通報は、

警察や消防に入っていた。そこから役所への情報

伝達が単なる通報に終わっており 、本当の意味で

流れていたとは言い難い。これが、相互通信によ

りインプットされるとモニタリング圃面に状況の

悪化が一目で分かるようになるとすれば、判断が

迅速かつ合理的になされるようになる。

また、 ITを前提にすると従来の管理方法を変

えてい く必要がある。すなわちこれまでは、河川

の水位上昇等目視が基本であったが、これからは

リモートコントロールによる監視も認める必要が

ある。

〔質問〕

携帯電話等情報通信のためのツールのダウンサ



イジングが進む中、相互通信の枠線みの中に住民

同士が互いに情報が流せる方策を取り入れること

についてはどうでしょうか。

〔回答〕

行政から住民という従来の縦方向の情報の流れ

ではなく 、住民間等横方向につながることが効果

を上げる。携帯はNTTドコモが扱っているが、

電電公社の流れを汲むNTTは防災指定機関にな

っているのに対して、 ドコモは災害対策基本法に

おける指定機関になっていない。防災システムに

携帯道話を活用していく上ではこの点も改善の余

地がある。

なお、携帯電話に防災のサービスを付加すると

なると 、月額100~500円基本科金に追加する必要

がある。小さな村だと 、世帯数が500軒 くらいで、

仮に月500円／軒とすると 、年額で300万円の費用

が必要となり 、村がそれを負担するのは難しいだ

ろう。携帯の利用は若い人ではほぼ100％に近いが、

防災情報対応はされていないであろう。しかしな

がらこの方法が防災に有効となれば、行政と個人

の負担を折半する等を考えれば現実的な方法かも

しれない。

以上のように情報が個人レベルで相互通信でき

るとなると 、防災リーダーは従来の地域の世話役

から若者等へ代わって行くかもしれない。

6.地域活性化を支援する砂防事業の推進

防災は国土管理であり 、普段はその効果は分か

らない。目立たない縁の下の事業であるが、事業

に付加価値をつけることにより 、事業実施に対す

る国民の理解を得るようにすることができる。

7.緑の砂防事業の推進

グリ ーンペルトは他事業等との調整が璽要であ

ると認識している。従来の砂防事業は事業実施個

所のすべての範囲で実施していた。砂防法が制定

された明治以来、山と平地という関係で、山は

100％砂防をやります、平地は全くやりませんとい

う形であった。これからはある場所での事業をす

べて砂防で行うことは、国民経済全体から見て効

率的ではないので、他事業とも連携して実施して

いこうとするものである。すなわち、1か0ではな

く、連携することにより0.2あるいは0.5は分担しま

しょうという考え方である。 例えば保安林用のエ

事用道路も砂防で建設しましょうということであ

る。占用工作物でも他事業と連携して工事してい

く考えである。

8.流砂系の総合土砂管理による国土保全の推進

まさに国土管理の一環であり 、総合土砂管理自

体が砂防基本計画であると考えている。現状で到

達点を明確にすることは困難である。現在はモニ

タリ ングに力を入れて、とにかく流砂系を把握す

ることにしている。ただしモニタリングはあくま

でも手段であり 、目的ではない。河川と砂防が連

携して解析を行おうとしている。河川は流砂系検

討のターゲットを河川環疫、例えば瀬と淵に絞っ

てる。

〔質問〕

流砂系の検討は砂防、河川、海岸各々別々に検

討されていて、調査 ・計画が融合されていないと

思われるがどうか。

〔回答〕

今まではそれでも差し支えなかったが、問題と

なってきたので砂防で全体をくくろうとしている

が、実際にはまだ充分ではない。

9.省庁連携の推進

国土交通省として来年1月6日にスタ ー トするが、

建設省を含め4省庁が1つになるということは、効

率化することになると見られている。効率化とは

①人が減る（だぶりの部分がなくなる）

②事業の単価が減る

ことであると考えられている。

l 0.新技術 ・新工法

有珠山でも土研が開発した無人ヘリにより 、監
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視が効果を発揮した。また、雲仙で開発された無

人化施工も実施された。現在、噴火等の緊急事態

に、1週間以内に人も機材も準備できるような体制

を整えつつある。 雲仙のシステムを汎用型にする

ようにして、岩手山でモデル事業を実施する考え

である。

1 1.事業の客観性・透明性の確保

従来の砂防事業の効果としては、事業実施に伴

い氾濫範囲が減少して、被害軽減便益が上がると

いうような説明のみをしてきたが、今後はもっと

異なる効果（アウトカム）の説明が必要となる。

このアウトカム・指標を今後検討する必要がある。

道路などが、渋滞の緩和等、誰にも効果及ぶの

に対して、土砂災害での保全効果はその場所に住

んでいない人には関係無いのが弱いところである。

ただし都市部でのがけ地は、危険区域外の人にも

景観面で効果をもたらしている。このような効果

を計紐化 していく ことが課題である。

＊アウトカムに関する説明

アウトプット ：ある施策等の対象者に直接的に提

供された金銭、モノ又はサービス

の屈や提供された数

アウトカム ：ある施策等によりサービス等（アウ

トプット）を提供した結果として生

み出される成果なり効果等

と説明されるが、これを砂防に当てはめるとアウ

トプッ トは、 一般に「土砂整備率」となる。これ

じ対Lて、アウトカムはどういう説明になるか、

どう説明すれば分かりやすいか、これから工夫す

る必要がある。

ちなみに道路では、「3大都市圏での朝夕の走行

速度を平成9年度末の2lkm/hを22km/hにアップさせ

ます。」というようなアウ トカム指標を示している。

治水では「当面の目標とする時間雨量50mm相当の

降雨において、氾濫防御が必要な面籾約38,000平方

キロに対する氾濫防御率を平成8年度末の約52％を

平成15年度に約59％に高めます。」というアウトカム

指棟を示している。（建設白誓2000,P.19，建設省編）
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〔質問〕

土砂整備率という指様ではなく、今後は砂防に

おいてもアウトカム指標で説明することになるの

でしょうか。

〔回答〕

財政当局への説明としては整備率は残るが、こ

れはあくまでも投；仕計画を説明する言葉となる。

また土砂整備率というのは施策ではなく 、今後は

施策としての事業の効果はアウトカム指標で説明

する必要がある。



discourse 1111 
p
 砂防技術について

平成12年匿技術研究成果報告会(11月20日）での基調講演より｀ 
森 俊勇 建設省砂防部長

本日は砂防技術に関して、常日頃テーマと思って

いることをかいつまんでお話し申し上げます。これ

らに関する研究とか取り組みは、皆様方それぞれの

立場で今後に向けてがんばっていただきたいと思い

ます。

1.施設設計の考え方とその機能

砂防ダムの機能、断面設計、強度

「砂防ダムいらないネットワーク」というものが

できております。「フライフィッシャー」という雑

誌にずっと連載されておりますし、インターネット

で配信されているようですから、皆さんもよくご存

知かもしれません。内容的には、ある特定の渓流に

ついての砂防ダム計画に対する反対活動がベースに

なっています。砂防の計画論についての知識も十分

お有りでありまして、そういう点から私どもの砂防

計画論そのものに対して大きな異議をとなえていら

っしゃるように思います。

長良川の河口堰や吉野川の第十堰の改築等につき

ましては、建設省として治水の計画論あるいは利水

の計画論という観点から施設の必要性というものを

徹底的に説明してきているわけです。

「砂防ダムいらないネットワーク」が指摘してい

る内容は、ある特定の砂防ダムについて、「なぜそ

こに、それだけの規模の砂防ダムがいるのか」とい

うことです。われわれにとっては非常に厳しい指摘

でありまして、これについて将来に向けて、この際

真剣に議論して、説明できるような計画論に仕上げ

ていく必要性があるということであります。

この部分につきましては、現在、砂防 ・地すべり

技術センターにもご協力をいただきまして、担当の

事務所等々で議論をスター トさせていただいており

ますが、われわれ砂防の分野にと っては、大変大き

な課題だと思っています。

さらに、砂防ダムの機能については、「河川砂防

技術基準」の中で、貯砂景を考慮するケースも有り

ますが、一般的には調節量もしくは杵止羅という従

来の計画論、施設機能の評価の考え方になっており

ます。しかし、果たしてこれからの世の中に今の計

画論がそのまま受け入れられるかどうかと考えてみ

ると、不安が有ります。この際、もう 一回原点に返

って、砂防の計画論というものの見直しもあってし

かるべきということで、現在、砂防課長がチーフに

なりまして、直轄の所長さん方と新しい砂防計画論

のあり方について談論をすすめさせていただいてい

るところであります。

次に、断面設計と強度についてであります。技術

も進んでまいりまして、品質も非常に良くなってま

いりました。そういう中で、仮に 「本当に今の強固

な砂防ダムがいるのか」という疑問が投げかけられ

た時に、説明しきる必要性があるわけです。

各地建によってコンクリ ー トの呼び強度が多少違

うようであります。そのために、横並びで見た時に

は、そうした疑問が出る事も有り得ます。これも

「前からやっているからこうだ」、もしくは「すでに

やったものがこうだ」ということの延長線で識論で

きるわけではな くて、あるべき必要性を十分考えて

いただいて説明できるように してやってゆく必要が

あると思います。

たとえば、土石流対策で強度が必要だということ

であれば、そうしたものを造ればいいわけですが、

そうでない所について果たしてそれだけのものが要

るのかどうか、そういうことも改めて検討していた
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だければ、と思います。

なぜそういうことを申し上げているかといいます

と、今は新しい技術が出てきます。新しい技術が出

てきた時に、たとえばCSGという工法でありますが、

それといわゆるマスコンクリートの構造物との関係

からしますと 、たぶんコアの強度は当然違うでしょ

う。それから、生コンクリー トのようにJIS管理さ

れているものとも品質的なばらつきも出てまいりま

す。現地での施工の関係もいろいろ複雑な状況の中

でやってゆくわけでありまして、新しい技術を受け

入れようとする、もしくは新しい技術のものでいい

ということになりますと 、今までやってきているマ

スのコンクリートの構造物が「そこまで要らない」

ということにもなりかねないわけであります。その

へんもやはり 、「すでにやっているから、それでい

い」ということではなくて、考えていく必要性があ

ると思っています。

特に、沢の中にシリーズで造っていく構造物の場

合、直撃を受ける構造物とそうでない構造物とで強

度的な差を設けてもいいような気がいたします。可

能であれば、オーストリア等でやっている鉄筋コン

クリートの構造物も 、今後は十分有り得るのではな

いか、と思っているわけです。

そういうように、本来の必要性、必要となる強度

というものを考えながら、幅広に施設設計をやって

ゆくべきではないかと思います。ただ現状では、

「河川砂防技術基準」とかいろいろな制限があるわ

けでありますから、今後に向けた取り組みとして、

大いに勉強していただきたいということでのご提案

であります。

地すべり対策の排水ポーリング

たとえば地すべり対策の設計をされる時、技術的
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に入りうる範囲で集水井からの排水ボーリングを計

画されます。その際、かりに今の排水パイプの機能

より倍の機能のものが開発された時に、半分の本数

でいいのかということを、私どもの担当課に聞きま

した。「いや、そうはなりません」という回答でし

た。

一般的には、「倍の機能があれば半分の本数でい

いのではないか」と言いたいわけでありますが、ど

うも今の排水ポーリングの考え方からすると、必ず

しもそうはなってないようであります。

金銭的にみますと 、ポーリングそのものに相当の

お金がかかるわけでありまして、パイプの経費は非

常に小さいのであります。ですから、地すべりの排

水ボーリングひとつにしても、どういうやり方をし

ていくのが経費の節減につながるのか、という観点

から見直す必要性もあるのではないかと思います。

段階的にやってゆくというやり方も当然おやりにな

っているとは思いますが、どうも現在の考え方から

すると目一杯やってしまっているケースが多いよう

に思うわけであり 、工夫できる余地が有る様に思い

ます。

急煩斜地崩壊防止施設

急傾斜地崩壊防止施設については、皆さんいろい

ろなケースでデザインを決めてやっていらっしゃる

と思うのですが、問題は施設の安全性であります。

安全性といいますのは、斜曲の崩壊との関係であり

まして、どういう現象に対してその崩壊防止施設を

造っているのかということを考えた時に、必ずしも

統一されていないような気がするわけであります。

お気づきになっている方もいらっしゃると思いま

すが、横並びで一連の斜面の対策をやっている時に、

左側の斜面が待受擁壁的なものになっている時に、

右側の斜面にもっと強固な対策をやるわけにはいか

ないということもあるでしょうし、経費的な問題も

あるのかもしれません。

ただ、今後はそこに住んでいる方々に、その施設

の機能を十分説明していかなければいけない時代で

はないかと思います。施設があるからということで

安心して寝ていたら、崩れてきて夕じんでしまったと

いうことでは固るわけです。急傾斜地崩壊防止施設

に限らず、今後は施設の限界というものも十分説明

していく必要性があると思います。
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生態-魚類、猛禽類、植物

砂防と環境については、従来から言い古された部

分でもあります。ただ、魚道ひとつをとってみまし

ても、造ってはあるようですが、事実上は機能が発

揮できていない魚道がたくさんあるようでありま

す。 これも 、「砂防ダムいらないネットワ ーク」の

方々にきぴしくご指摘を受けている部分です。

もうひとつは、スリットダムもしくはジャングル

ジムタイプの砂防ダムについてです。これは、それ

なりに評価をいただいている楕造物です。ただし、

出水がありますと、木や石がからんで、事実上魚が

行き来できない状態になっている写真をたくさん撮

って雑誌に載せていただいております。

そうしてみますと、我々は渓流の魚がたくさん生

息している地域を中心に仕事をしている割りには、

魚のことをあまり真剣に考えていないのではない

か、と思えてきたわけです。今後私達は、魚のこと

を十分考えていかなくてはいけないし、そのための

勉強も改めてやっていかなくてはいけないと思いま

す。

また猛禽類についても、前からケースバイケース

で対応をせまられているテーマであります。ただ、

われわれとして猛禽類に対する情報をどのくらい持

っているのかというと、ある日突然、翌鷹の研究会

の方々から 「あそこに営巣地があるぞ。このへんは

飛来する場所だ。このへんは餌をとる範囲の場所だ

からそんな上事やられたら困る」 といった指摘を受

けてはじめて、あわてて調査をするということにな

っているのではないか、という気がするわけであり

ます。

我々は山の中で仕事をする場合、当然、猛禽類と

の接触は避けられないわけでありますから、そうい

う猛禽類の行動や生息状況を、予備情報として十分

つかんでいくべきではないかと思うわけです。そう

いう点がどうも受身になっていて、積極的に取り組

んでいない気がするわけであります。

さらに、植物にしても然りであります。たとえば、

砂防上事等で法面に厚層基材の吹付け工法をよくや

ります。その時の種はいったい何を使っているのか

ということを考えると、あまり周辺の植生に考慮し

た種を使っていない。一般的に、枯れてしまうから

いいんだといいながら、牧草の種を入れたものを使

っているケースもあるでしょうし、クローバーの種

を入れているケースもあるかもしれません。ですけ

ども 、本当に植物生態のことを考えるのであれば、

その付近に生息している自然の植物の種、もしくは

類似した植物の種を混ぜるのが本当ではないかと思

うわけです。その点も、どうも真剣な取り組みとい

うか、そういう感覚で仕事がなされていないという

ことを申し上げているわけです。

景観—素材、 デザイン

娯観については、最近いろいら上夫した構造をし

たものが出てきています。たしかに砂防ダムという

ものは、自然の中にも滝や滝壷があるというように、

自然の構造と基本的には似ているわけでありますか

ら、できるだけ自然と馴染むような砂防ダムを造る

ことは、デザイン的には十分可能なわけであります。

何が問題かというと、袖の部分ではないかと思いま

す。そういう点では今後、素材とかデザインについ

いて十分ご検討いただけるのではないかと思いま

す。

また、自然の中には直線の構造物はないわけであ

りますから、そういう部分を果たしてどのように展

開していただけのかということが、ポイントになる

と思います。今は、伍などいろいろな素材 を使った

り、デザインも工夫したものができておりますが、

まだまだ大いに研究できる分野だと思いますc

3 事業の優先度判定

「土砂災害防止法」 という新しい法律ができまし

た。それにともなって、これから全国の危険な場所、

もしくは危険な区域を公にしてまい ります。そうす

ると、 「おれのところを先にやってくれ」 という話

が必ずまいります。「なんであっちを先にやるんだ」

という話もくるでしょう。そうなると 、全国の各都

道府県もしくは直轄の事務所の方々が、説明を求め

られます。その説明を求められた時に、はっきりと

胸を張って説明できるような施設の施工の優先度の

判定をやってゆく必要性が出てくるわけですc

ただし、百力所あるとして、一番から 白番まで決

められるものではないと思います。ですから、せめ

てABCランクとかABCDランクという大きな色分け

ぐらいは、正確にやっていくべきではないかと思い

ます。そういう中で、どこを先にやるかは、やはり

地元の方々と十分議論して決めていくしかないと思

います。
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月に行って帰ってくる世の中ではありますが、ま

だまだ斜面の中の構造については十分把握できない

状況であります。そういう点では、一時期勉強した

優先度の判定手法というものを、今後一般の方に説

明できる手法として考えてゆく必要性がある、と思

っています。

4.酋戒・避難の基準雨量

醤戒 ・避難の基準雨祉についても、「新法」がら

みで、全国的に各渓流ごとに設定しなければならな

いことになっています。警戒 ・避難の基準雨祉を提

示しますと、それにもとづいて市町村長が番戒 ・避

難の体制をとります。もし、結果的に基準雨址に達

する以前に何かありましたら、そうした基準をつく

ったところにクレームがくる、もしくは裁判ざたに

なる可能性も有り得るのではないかと思います。

そういう点では、警戒 ・避難の基準雨量もしくは

区域の設定についても、これからはひとつの線を引

く、もしくは数字を決める時に、裁判になって自分

が法廷でちゃんと説明できるように、仕事をしても

らいたい、と思っているわけであります。

5.総合土砂篭理計画

総合土砂管理については、これから長い期間にわ

たって、砂防の分野が引っ張りながら計両をつくり

あげていかなければならないと思っています。幸い

にして、平成13年1月6日から海岸室が砂防部の組織

の中に入ってきます。総合土砂管理という考え方の

中では、砂防とダムと河川と海岸と一体となってひ

とつの計画をつくらなければいけないわけでありま

す。

この計画を作る中で、砂防が従来悩んでいた、昔

でいう「許容流砂罰」の概念なども明確に位置づけ

られればいいと思っていますが、まだどちらの方向

を向いて動き出すかわからない状況であります。こ

れらについては今ようやく緒についたところであり

ますが、今後の砂防の大きな部分になってくると思

っておりますので、皆様方もいっしょになって取り

組んでいただければと思っています。

6.経済効果（ストック、フロー）

従来の経済効果論といいますのは、ストック効果

を中心にいろいろ議論されています。特に砂防の場

合は，人命保護ということで理解を求めてきている
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部分があるわけですが、これからはますますB/C

の議論が要求されてくるでしょう。そういった時に、

単純に現在あるものや住んでいる方を守っていくと

いうことだけではなくて、地域の経済発展に及ぽす

影響を効果としてアピールしていく必要性がある、

と私は思っています。

たとえば長野県の白馬村があります。あれだけの

発展をしてきている背穀には「砂防ありき」という

ことを、前の白馬の村長が言っていただいているわ

けであります。姫川、松川という大きな川が落ち着

いたことが白馬村の発展につながっていったわけで

あります。つまり 、結果として上地の高度利用が進

み、またいろいろな経済活動がなされておりまして、

それらは村の財政にとって大きなプラスとなってき

ております。そういう部分を分析し、10年間でいく

ら、100年間でいくらというように考えてみますと 、

結構大きな経済効果が出で くるのではないか、と思

っているわけです。そういう部分をフローの効果と

して分析してい くことも必要ではないかと思ってい

るわけです。

7.アウト・カム指標

今まで我々は、「土石流危険渓流を何渓流整備し

ます」というようにして、自分たちの行政目標の指

標を設けていました。しかし、アウト ・カム指標と

いうのは、国民がいかなる行政サービスを享受でき

るのかということを国民に対して説明するというよ

うに、受益者である国民の側に立った表現方法が求

められます。たとえば「贄戒 ・避難の基準雨戴とか

危険区域を、何年先には全国民が知ることができる 、

もし くは10年先には50パーセントの人が卸るように

なる」ということは、ひとつの表現方法として妥当

だと思うのです。

一番むずかしいのが、従来から言われているよう

に、大河川の上流で行っている砂防事業であります。

常願寺川の上流でやっている砂防事業をいかにわか

りやすく説明していくのか、もしくは利根川の上流

でやっている砂防事業をいかにわかりやすく説明す

るのかということであります。従来の河川局の中の

考え方は、砂防とダムと河川改修の 3つで 1つの効

果を発揮するという考え方になっています。単独で

できないところに苦しさがありますし、逆にいっし

ょになって埋もれてしまったら、何が砂防の効果な

のかということが説明できないわけです。
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このアウト ・カム指標は、今後いろんな事業の評

価をされる部分において尊入されてまいります。そ

のへんを頭に置きながら、私ども砂防関係の仕事の

説明の仕方を考えていかなくてはいけないわけであ

ります。説明するためには、いろんな数値とかベー

スとなるデータがいりますので、そういうことも併

せて考えていく必要性があると思います。

8.緑の活用と間伐材の活用

間伐材を使った仕事は、いろいろ展開してきてお

ります。河川局関係が多いと思っていましたら、先

般まとめたデータからしますと、建設省関係全体で

年間12万面 くらいだそうです。そのうち、 2ガm'̀<
らいが河川局で、 l 0万m•‘ くらいが道路関係だとい

うのです。そんなに道路が扱っているとは思ってい

なかったのですが、積極的に展開しているようです。

岩手県の焼走りという地先で行っている直轄事業

があります。床固エ、護岸工 を施_[していますが、

すべて木で造った施設であります。それが、「何へ

クタールの松林を間伐したのに相当する間伐材の使

用溢だ」という表現をしています。地域の問伐が進

まないなかで、われわれが間伐材を活用する場合、

「何m牙吏っている」と言ってもあまりインバクトが

ないのですが、当該地域の松林を、たとえば10ヘク

タール分の間伐をしたのに相当する材を使っている

というような表現方法は非常にいい考え方だと思い

ます。

間伐材を使うに際して、以前県におりました時に

3つの注文を出しました。一つは、どういう場合に

間伐材が使えるのか、間伐材を使ったエ法にもいろ

いろなものがありますが、どういう場合にはどうい

う工法が使えるのかというマニュアルをきちんと整

理しなさいということです。二つ目は、たぶん現場

の担当者は歩掛りに悩むから、仮でもいいから歩掛

りを作りなさい、ということです。 三つ目は、現場

の施_[管理の時に、どういう管理基準でやるのかを

きちんと示しなさいということです。

そして、考え方をコンサルタントにも示しなさい

と申し上げました。なぜかと言いますと、今は建設

省や県の人たちはほとんど外注に頼っているわけで

す。ですから、コンサルタントの人を指導して、コ

ンサルタントの人があるケースに遭遇したら自動的

に間伐材を使ったエ法が絵になるような仕組みにし

ておけば、手っ取り早いわけです。

間伐材を使用する時に、IOcrnの材にしなさいと

言えば、 10cmにしたものを持ってきます。それで

は、あまり意味がないように思っています。むしろ

10cmから20cmくらいの幅があってもいいのではな

いかと思っているわけです。そういう点から、本来

の必要性とともにどの程度の管理水準であれば現地

近くの間伐につながりやすいか、もしくは現地の森

林組合の間伐材の活用につながるのかということ

で、先程申し上げた施工管理の考え方を明確にして

おく必要が有ると思います。

最近ある県では若年性の林を皆伐して、「間伐材」

と称して売り込んでいる地域もあるようでありま

す。いろいろなことを考える人はいるわけですが、

我々はそういうことにめげずに間伐材を活用すると

ともに、われわれの仕事のエリアは川の中だけでは

ないということを改めて皆さんにお願いしておきた

いと思います。川の中だけが仕事の分野でなくて、

山の斜面もわれわれの仕事の範麻であるということ

を改めてお話し申し上げて、私のお話を終わらせて

いただきます。ご消聴ありがとうございました。
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2000.9.12籟阜県上矢作町0土砂災害における情藉伝達状況と住民のこーズ
～現地閻き込み調査結果報告～

1.はじめに

2000年9月11日から12日にかけて東海地方を

襲った奈雨により 、 岐阜 • 愛知 • 長野3県の県

境付近において多数の土砂災害が発生した。

..L砂災告‘ノフト対策研究会では平成10年度

より 、土砂災害発生後に聞き込みを主体とし

た現地調査を行い、発生時刻データの取得や

災害時の住民行動の把握を行ってきた。今回

は、 建設省施策である土砂災害侑報相互通報

システム整備事業において 「住民にとってど

のような情報が欲しいか」「住民からどのよう

な情報が発信できるか」 といった情報の内容

や通報手段が重要なポイン トとなること を踏ま

え、このような内容に重点をおいて、岐阜県

上矢作町において現地開き込み調査を行った。

2.調査箇所

調査対象は岐阜県上矢作町内の 14箇所で、

皿 に対して聞き込みを行った（図ー1、表ー1)。

番 区分 場所 人的被害※

号 （全て岐阜栞上矢作町）

‘̂ m.で

涵—"ヽ. —尻

図ー1 調査箇所位囮区l

表ー1 調査箇所一覧

建物被害※

住家 非

地名 渓流名 ・ 死者 行方 負傷 全壊 半壊 床上 床下 一部 住

箇所名 不明 者 流出 漫水 浸水 破損 家

1土石流 飯田洞 松ヶ沢

゜゚ ゜
2 2- I 

上 土石流 達原 中新田沢

゜゚
0- I 2 

3 土石流 II 奥犬間沢

゜゚
0-

I -—• ユ土石流 ，、 犬間沢

゜°-上
I- 2 

ユ土石流 横道 磯沢JII

゜゚
0-

6 土石流 下久呂瀬 黒州谷

゜゚
o-

7土石流 足沢 大洞沢

゜゚
0-

8 土石流 万場 大兼沢

゜゚
0-

ユ土 石流 河上瀬 悪沢谷

゜゚
0-

10土石流 間野 間野谷

゜゚
0- 3-

11土石流 飯田洞 暗井沢

゜゚
0- 1 -

12が1ナ 小田子 小田子①

゜゚ ゜゚
0- 1-

13がけ 本郷 陣屋洞

゜゚ ゜゚
0- 0-

14土石流 小田子 井取洞 (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) 

合計

土砂災害ソフト対策研究会

聞込調査 発生時刻知繹 漏考

対象者数 （全て9月12日）
※※ 

2 6 30~7 00(3波）

2 1:00~2:00頃

2 4:00すぎ～5:00頃

I 3:00-3:30 

〇不明

1不明

r 5:30頃

1不明

〇不明

〇不明

2 5:00頃

む未明

〇不明

2 5:15~5:30頃

16 

※被害については、 14番以外は災害報告から転機。「一」は記入無しの意味。14番は災害報告が入手できなかったので調査結果より。
※※間込調査対象者数が0の箇所は、災害箇所の近傍に人家が無かったか、留守であった事を意味する。
※※※発生時刻1ま聞き込み調査結果より。

26 SABO vol.68/a.11.2001 



disaster 1111 

3 調査方法

調査は平成12年10月26日（木） ～28日（土）にか

けて、（財）砂防 ・地すべり技術センタ ーの荻田充

祥 • 平川泰之、 アジア航測（株）の飯塚史教 ・ 佐野

寿聰の合計4名、2班構成で行った。調査項目は下記

のように設定した。聞き込みに要する時間は 1人あ

たり30分～2時間程度であった。

〇現象と災害の概況（発生日時、現象名、被害状況、

見取り図）

〇避難行動（避難の有無、避難 ・非避難の理由、今

回入手できた情報の内容と手段）

〇現在の通信インフラ状況

〇住民が入手したい情報の内容と手段（雨批、避難

勧告、周辺の発災 ・避難状況等）

〇住民から発信できそうな情報の内容と手段（発災

情報、周辺異常、避難報告等）

0回答者の属性

4 調査結果および考察

4.1 現象と災害の概況

発生時刻は表―lに示したとおり未明のI:00頃～

7:00頃の間に分布している。当 日の降雨状況（図一

2)は深夜23:00~6:00にかけて、途中に数時間の小

康状態を挟むものの時間雨祉40mmを越す降雨（槍

ヶ入で最大80mm/hr)が断続しており、災害発生時

刻は降雨状況におおむね対応している。ただし調査

対象の隣の小渓流で、雨の止んだ9時頃に土石流が

発生したという証言もあった。

調査対象となった士石流の堆積物はいずれも風化

花尚岩（マサおよび角礫）から構成されており、ま

た概して多量の流木を含んでいた。氾濫面租は数百

～数千nや程度であり 、特別に大きなものはない。

発生源が確認できたものはいずれも、山腹崩壊に起

因した土石流であった。

被害状況は全壊 ・流出4、半壊6などの家屋被害は

あるが、人的被害はなかった。

4.2 聞き込み対象者の腰性

表ー2に示す通りである。

性別

年齢

2
 

翌
訊
盟
盟

表

―性

性

＿
男
女

2
3
4
5
6
7
8

_
1
9
1
9
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
ヽ
1

闘き込み対象者腐性

汀世帯人数 ！誓4人

1 !5~6人

□戸
-
6
4
4
2
-
1
2

6

6
1
 

100 r---------,  1,000 

90 
檀ヶ入

900 

80 
戸間閉量伽m)

800 

^ 70 
一 週帳雨量(mm)

E 700 ＾ E 
E 60 - 600 E 

閉50 -． 500 日
五叩

- 400 寄
宝 30 - 1 300 隈

20 200 

10 100 
o. ,．，-n 9 9 9 9 9 9, 0 
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ーマト 0 0 0 0 f嶋一疇卜 0 " ° ° " ----N ----N 

9/11 9/12 

4.3 情報適信インフラ状況

テレビ ・固定電話は16人全員、防災行政無線の巨

別受信機は15人の世帯に設骰されていた。携帯軍話

は世帯内の誰かが所有しているケースも含めると !..Q

ム（うちl人は災害後購入）が所有しており、比砥

数白mの山に囲まれた谷あいの集落という地域特性

を考慮すると、意外に普及率が高いという印象を得

た。一方インターネットが利用可能なのは1人のみ

であった。

100- ---,  1,000 

90 
上矢作

900 

80 
I[＝3時間雨量(mm)

800 

^ 70 
＿ 遥紐雨量(mm)

e 700 ^ 
E 

E. 60 

番50| ＇ 
ー 600.Eシ

500 : 

恒叩 1 400 燦

窯 30 - 300!!I 

2。 —— , 200 
10 f---,.n- aa — I 100 
o ~,.u.o, ,,,,, ~ o 

g § g § g g蚕恩き§密患登毯釜恩
----~ ＂ -----≪ヽ』

9/11 9/1 

図ー2 降雨状況（観測所位四1な図ー1参照）

4.4 避難 ，非避難の事態と理由

避難した人としなかった人は各8人ずつであった。

禅難した坪由（複数回答 ：以下特記無い場合は同様）

としては自分の判断 (5人）、消防団等の指示 (3人）、

役場からの勧告 ・指示 (2人）があげられた。なお

発災前に婢難した人は1人だけであった。彼女は勧

告や指示などは開いていなかったが、家屋のすぐ横

の渓流が増水し土砂や流木が流れるといった状況か

ら自分で危険を判断し、自宅を流出させることにな

る土石流の発生から15~30分前に避難した。一方追

難しなかった理由としては自分の家は安全だと思っ

た (4人）、家屋を守るための作業 (2人）、道路が寸

断され逃げられなかった (2人）、土砂災害の危険を

SABO uol.68/an.2001 27 



写真一l 土石流流下区問の渓流の状況（松ヶ沢）

写ロー2 土石流堆積状況（奥犬閻沢）

感じなかった (I人）があげられた。

4.5 今回の情報伝達における実態と問題点

停電 ・断線 ・共同アンテナの切断操作などによ

り、ほとんどの家庭で（早いところでは深夜12時頃

から）テレピ ・寓話 ・防災無線などの情報涌信イン

フラが使用不能に陥った。防災無線は乾電池で動作

するはずだが、動作しなかったケースでは翫池交換

を行っておらず雷池切れになっていたものと思われ

る。この結果住民が入手できた情報は全般に少なく 、

最も容易と思われたテレビ ・ラジオからの情報入手

すら、行ったのは7人だけであった。

一方、上矢作町役場によれば0• 10 （消防団招集と

大雨に対する注意，、）、 3：05(250mmに憚したため警

戒）、 3：46（僻難勧告 ：290mmに悴したため僻難の

準備）の3回の防災行政無線放涙を行っており、こ

れに対して8人の回答者が何らかの放送があったこ

とを記憶している（表ー3)。このうち1回目の放送

（消防団の招集）をよく記憶していた回答者5人はい

ずれも家族内に消防団員が居る人であり 、このため

注森喚起が行われたようである。しかし3回目の放

送（避難勧告）については、この時点で倅電してい

28 SABO vol.68/an.2001 
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なかった回答者少なくとも4人（調査番号8,J2-J,J2。

2,IL-2)のうち、「避難」の言葉があったのを記憶

しているのは2人だけであり、さらに4人全員が自宅

に関してはさほど危険を感じず放送後も発災まで家

にとどまっている。すなわち町が発災前（一部地域

でにすでに発災していたが）に避難勧告を出したに

も関わらず、これが住民の福＄難を促す重要なインパ

クトとなり得ておらず、発災前の避難が行われなか

った原因として停電だけでなく住民の，識にも問頚

があるといえる。

この他、消防団の訪問により避難指示を受けた人

が5人いた。

また住民の側からの情報発信としては、唯一発災

前に避難した回答者が、隣家へ辟難する直前に消防

団と弟に「これから僻難する Iとの電話禅絡を入れ

ていた，

4.6 今後の情報伝達に関するニーズ

住民が入手したい情報については当初積極的な回

答が得られなかったが、具体的な例示と丁寧な説明

を行ったところ、「このような情報なら入手したい 1

というニーズを引き出すことが出来た。具体的には



a写 ter

"'’ 
表ー3 防災行政無線の放送内容とそれに対応すると思われる聞き込み対象者の柾言

Q: 10 I 3:05 3:46（避難勧告）
〇消防団招集 0250mmに達したため詈 0290mmに達したため避

難の準備をするように0大雨に対する注意 戒するように

役場からの放送は無かった。

憚l-

の時点で停電はして

※網掛Itは何らかの放送を記憶しているもの、 斜字は内容を比較的良く記憶しているもの。

雨屈情報として図ー3に示すような表現方法を例示

したところ、時系列グラフと棒グラフ（共に4人）

が比較的人気が商く 、雨磁情報以外では避難勧告 ・

指示 (5人）、周辺の災害発生状況 (5人）などの回

答が得られた。

否定的な回答者からは「発信してくれる人がいな

いだろう」「アテにならない」などの言葉が語られ

たが、このような「あきらめ」に似た気持ちに対し

ては、技術的に掃示可能な情報を具体的に示すこと

によって，坤解を得るとともに潜在的なニーズを引

苔出していくことが重要と考えられる。

住民から発信できそうな情報については、災害時

には余裕がないという理由から8人が無回答であっ

た。実際に避難直前に連絡した人も1人いたが、こ

れを標準と考えるのは期待しすぎであろう。まずは

滸難後の状況報告が確実に行われる ようなシステム

を構築することが重要と考えられる。

希望する情報伝達手段としては、発信は猷話（固

守／襟帯） （8人）、号信は防災行政無線の戸別帝信

機 (4人）が最も多かった。このほか各手段の問題

点として、テレビは地域の詳細な情報が放送されな

い、電話やインターネッ トは災害時の停翫 ・断線の

ためアテにならない、災害時の役場は対応に追われ

ているため電話はかけられない、など従来からの問

題点がここでもあげられた。また機械などでなく逍

防の人が来てくれるのが一番良いという声もあっ

た。連絡先としては役場のほか区長、消防団、実家

などがあげられた。

4.7 避難方法に関する問題点

入手したい情報を問う中で、「情報をもらっても

どうしようもない（避難できない）」という 言葉が

聞かれた。実際一部の集落では道路が寸断されてお

り、 12日の昼以降にヘリコプタ ーで救助されている。
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(C)棒グラフ

図ー3 雨臼情報の表現方法（閾き込み調査時に例示したもの）

また役場指定や集落内での慣例により決められた避

難場所に対しては、遠くて避難できない、斜面直下

にありかえって危ない等の意見があった。さらに避

難先までの移動手段として車を利用したり、車の中

で一夜を明かした （つまり車に避難していた）例も

あった。このような避難方法（場所と手段）上の問

題点は従来から指摘されているが、冒頭のような住

民の声からは、梢報伝達の問題と同時に避難方法の

問煩も解決していかなければ情報の活用は期待でき

立上ことがわかる。

5 今後の調査様式の改良点

今回は開き込み対象者に対して雨証情報の表示方

法を具体的に例示した（刷ー3)ことにより 、対象

者側でのイメージアップを促せ、結果的にある程度

の回答を引き出すことが出来た。一方通信手段につ

いては言葉だけの説明であったため、例えばインタ

ーネットでどのような操作でどのような画面が見え

るのかといったイメージが、回答者には把握しにく

かったようである。これまで体験したもののないも

のに対するニーズを引き出そうとする場合、具体的

な例示をすることが必要である。ただし調査にかけ

られる時間との兼ね合いが問題となる。

また発生時刻についてはその精度も璽要である。

時

間

肉

量

発生基準線 (CL}
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今回の様式では避難行動の詳細を読めばおよその精

度が判るようになっているが、とりまとめ作業の効

率を考慮すると 、発生日時の欄に何らかの指標で精

度を記入する様式としておくのが良い。

この他、後El回答者に確認したいケースも発生す

るので、回答者の電話番号を記入する欄も設けてお

くと良い（もちろん開き方には注意が必要であるが）。

6.まとめ

上記で抽出された問題の中には従来から指摘され

ているものもあるが、情報に対する不信感とともに

潜在ニーズもあることを引き出せたのは大きな成果

である。また限られた少数の調査対象ではあるが、住

民の望む情報内容や手段についてデータが得られた。

建設省施策である土砂災害情報相且通報システム

整備事業では、住民と市町村の間でやりとりする情

報の内容が重要なポイントとなる。本調査で得られ

た知見を活かして、 i替在ニーズを引き出せるような

調査方法や、避難に役立つシステム作りをさらに検

討していきたい。

最後に、調査にご協力頂いた岐阜県砂防課、恵那

建設事務所、上矢作町役場の各戯貝、および住民の

方々に謝意を表します。

（執箪担当 ：総合防災部半川泰之）
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disaster 1111 

東海地方豪雨災害 現地聞き込み調査表 (1/ 3) て．ゃ＼ f左＇丹

渓流名 ・箇所名 井駄汎

住所↓支昂員，上矢竹遵灯 小国を

調査番号／ゲ— l

調査日 (0/L'1 

(1)現象と災害の概況

①発生日時~ •• -,,-
加
j ̀  IS ~ y,Jo <＄J②現象名 1るげし

③被害状況（聞き込み対象者の世帯に関して）

人的 ：死者 行方不明 ー 負傷者ー なし

家屋： 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水

その他：
こ

④被災現場見取医（堆積深等の現地情報は適宜記入）

1' •̀ --m,.,t ̀  --～← ；を

浅！土砂戸’呈没

□口
V 

V v i□一

田直 ¥
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1111 disaster 

東海地方豪雨災害 現地聞き込み鯛査表 (2/3) 

(2)今回の避難行動

①災害発生と避難の経緯面の全がこか1℃のい1i ，た。 13•.oo: 3カ9$1、1を見

てい1vふ砂がてLt'J.., tたれt‘‘1ら 29;ooこう、は直翡し"-消由蒻9炉力‘

が， 1乙。 3: C)O :.うが両，， t.0-'7 ヽ~. :..の :..5(-:. l"J.荏筍佐の屯 f．ちか→7をて＼、1-:;.

（も＇しいさ んが（本がイ自占 1J-ので）~ s凶o:. 5, i紐庫困に迫稚""9SJヽ 迫硲、 --
彗＜裟、炉OJこうに岩J.令をJ改定に叫難。 も＇じいさい載 Ii＆を1もh1:℃ゾ‘うので

10象に瓦Jl沼心また考崎ml...丸に入ぅ瞬閑、土る tたャと 1家が浪され

T:.。大をな木やるが決わいにい1i;;..ンた出難（合pi更局七さ1-兌） ，三如位難

L業灸）いが1、合も笑雰に、t5.

②避難の有無： 立。5 時頃） しなかった

③避難した理由
ナツ

役場からの勧告や指示

その他（

ナシ
消防団その他の指示 負五三己丑こ）

④避難しなかった理由

士砂災害の危険を感じなかった 自分の

豪雨のため出られなかった

避難路や避難場所が危険だと、甲- I--ノン 、
（土嚢稼み等）

⑤今回入手した情報の内容と手段（避難した人は避難前に入手できたもののみ）

：テレビ・ラジがインク→ネット：防災無線浅の他...... ・・-................... -..... r..............,............・・・ーー・・・....,.・・・・------・・・・
雨星 ＇ 
:::.-:: ____・・・-·····-···--·-·- ・ ・・—·~-·-· · ··-······;· · · · ···-· · · ．し．-·········:-.. ............
土砂災害の発生のしやすさ：
（近年で最も高いとか） ： ー・-..........・-........ -・.........'..............』....．.--・・一●’・-・-・・---・-・'・・・--・・・・・・・・・・ 

大雨警報・ • -.．..．．.．．.．．..．．．.．....．．.．．... i.．．．．．．．．．．．．-i.．．．．．．．．.．i..．．・ • -..... i 
役場からの勧告や指示 ' 
・・・・·· ·················-··• · ·

....,.... -....................... 

消防団その他の指示 ； -.．．-.．. --• -.．．-・ • -----．．．．..．．．・ • L.．..．．．．．．．．．．i.．．．．．．．．．..:.. --・ • --• ---;....... ------• -
周辺の災害発生状況 i 
;,;: :..:: :: :;..: ::: ; ;:.::.:........... . ..、 · · ·-·-····· ···-i········· · · · i···········~・・・・・・.........

門辺の避難状況 .......'............,............................ 

その他 :o吐名 ＇ 

炒舒切
： 終集
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disaster 1111 

東海地方豪雨災害 現地聞き込み調査表 (3/ 3) 

(3)現在の通信インフラ状況

巴亘〇 ィンクーネット ケー7゚ 恥｀ 携帯電話

その他（

(4)住民が入手したい情報の内容と手段

①内容

時系列グラフ（別紙A)

で三三
CL/SL図（別紙B)

マップ（別紙D) 」Y極襄上なぷ主視ずる：
周巳三-ら良

、-れが 一塔

②手段

テレビ

インクーネット
夜 ‘ォ ｀`戸 携帯電話 ファックス 戸別防災無線

その他( ~酋舷の人が糸 1くれ5 の が一冷＆しヽ 。

(5)住民が発信できそ うな情報と手段

竺
匂

害

のa]そ

①
 ← ／ 翅ート

今3、食ぽに行，7戸

②手段

三その他（

携帯電話 ファックス インターネット

(6)聞き込み対象者の属性 （教えて頂ければ） （•い、 ： ぷ／）

①氏名（這命違丸 ） ②性別（男 •厄） ③年齢（り9 )オ

④家族構成 (L)人 内訳 （先人℃こ-王）、 次夕祖1為到に和＇匂

⑤居住年数（方）年くらい ⑥職業（藍:諺~ ) 
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平成10年度（財）砂防・地すべり技術センター 研究開発助成報告

斜面内土要素の間隙水圧の繰り返し載荷に伴う強度劣化過程の
実験的解明と地すべり安定解析に用いる強度定数に関する検討

研究題目：

斜面内土要素の間隙水圧の繰り返し載荷に伴う強

度劣化過程の実験的解明と地すべり安定解析に用い

る強度定数に関する検討

研究概要と成果：

本研究は2つの視点から楷成される。 1つは地すべ

りがどのように生じるのか、その破壊機構を土の状

態変化から明らかにする。地すべりの特徴は緩速破

壊にある。土砂崩れのような急速破壊でなく、何故

有限な変形を繰り返し生じるのか。また、一度すべ

った地すべり斜面内の土要素は次のすべり破壊に対

してどのような強度を有するのか。最終的にどのよ

うな状態に到達するのか。これらは本質的な問題で

ありながら、これまでに十分に明らかにされていな

い。 2つ目は地すべり安定解析に用いる強度に関す

る検討である。地すべり機構を踏まえた安定解析が

地すべりの安定性評価にイ誼可欠である。本研究は地

すべり斜面内の土要素を模擬した、初期せん断応力

を受ける粘性土の問隙水圧載荷によるせん断挙動を

実験的に調べることによって、土のせん断強度の変

化の視点から地すべり破壊機構を明らかにすると共

に合理的な地すべり強度の提案を目的とする。

実験から得られた主要な結論を箇条害きにする。

「研究開発助成」について

当財団では、毎年研究開発助成事業を実施してい

ます。この助成事業は、砂防ならぴに地すぺりおよ

びがけ崩れ対策に関する技術の向上を図るため、こ

れらに関する技術開発およぴ調査研究を対象として、

特に問題意識が鮮明で、達成目標が具体的なテーマ

で、優れた人材を集結し十分な遂行能力を有する大

学、高等専門学校等の研究者に対して実施しており

ます。

＊長岡技術科学大学 環境 ・建設系
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(1)供試体下端から間隙水圧を載荷すると、水圧が供

試体上端にまで伝達するにはある（伝達）時間が

必要である。水圧載荷によって供試体は吸水膨張

するが、初期には弾性膨張のために伝達時間はほ

ぼ一定であるのに対して、水圧を大きくするとあ

る水圧から伝達時間が長期化し、破壊近傍では極

めて長い時間をかけて変形が生じた。供試体が破

壊し始めると非常に長い時間がかかる現象は、地

すべりの緩速破壊とよ く似ている。この原因には

土が破壊し始めると土の骨格剛性が低下すること

による圧密現象の長期化と、過圧密粘土のせん断

による吸水膨張（ダイレイタンシー）が水の移動

と共に生じるために土のせん断変形が水の移動と

共に進行的に生じる（進行性破壊）ことによる。

土試科は非排水粂件ではせん断強度が大きくてせ

ん断しないが、水を吸水すると塑性軟化してせん

断変形を起こす。しかし、吸水には水の移動が伴

なって長時間を必要とする。土試科の吸水による

塑性軟化は新たなせん断を誘発してせん断が次々

に進行する破壊機構を有する。

(2)間隙水圧載荷による供試体の軸変位に着目すると

軸変位の魚培する水圧がある n 供試体の間隙比変

化を調べると水圧載荷初期においては間隙比が弾

性膨潤線上を推移するのに対して軸変位の急増点

にて間隙比が急増して弾性膨濶線から離脱する。

この土の膨張はせん断によるダイレイタンシーが

生じたことを示しており、この点での平均有効応

力を下降伏点と定義した。下降伏点は弾性限界に

対応している。間隙水圧を更に載荷すると供試体

のせん断変形が徐々に大きくなるが、最終的に所

定の軸差応力を保つ事ができなくなる水圧に至l」達

する。この後に供試体は著しいせん断変形を生じ

て破壊に至るが、この点を上降伏点と定義した。

上降伏点は供試体のせん断強度が最大に発揮され

ているピーク強度に対応する。上降伏点以降は排

水試験における土のせん断軟化挙動と同様に間隙

水圧載荷試験においても破壊する。
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(3)供試体に作用する軸差応力を変化させた一連の実

験から、下降伏点は土の摩擦角を示す限界状態線

上にプロットされた。限界状態線は通常土の残留

状態にて到達する点を示す事から地すべり解析等

においても長期安定問題で用いるべき材科定数を

与えるが、本実験から限界状態線は弾性限界にも

相当する事が分かった。他方、上降伏点は有効応

力による整理にて限界状態線の左側に位箇する

dry側にプロットされ、 実験の範囲では線形関係

が成立する結果となった。上降伏点はせん断強度

をぎりぎりに見積る設計に対応する強度を与え

る。

(4)間隙水圧載荷試験から得られた下 ・上降伏点は地

すべり斜面の安定性を評価する上で重要な設計定

数を与えるが、斜面の地盤が有する土質定数とど

のような関係があるのか検討した。土の最新の弾

塑性構成式である橋口の下負荷面モデルを用いて

間隙水圧載荷試験の数値シミュレーションを行っ

た。降伏関数にはオリジナル ・カムクレイモデル

を用いた。その結果、数値シミュレーションによ

る弾t生限界はほぼ限界状態線に一致して、下降伏

点をシミュレーションによって適切に表現でき

た。従来の構成モデルによると弾性限界が限界状

態線に一致する現象を構成モデルによって表現す

ることは極めて難しかった。また、上降伏点は限

界状態線を越えるdry側に実験結果は得られたが、

構成モデルを用いたシミュレーションは実験結果

を非常によく説明することができた。実験では上

降伏点が限界状態線とほぽ平行な直線状にあるよ

うに観察されるが、惜成モデルによると上降伏点

は非線形な曲線を呈しており、従来に得られてい

る土質工学的な知見とより合致する結果となって

いる。用いた構成関係は地盤の平均的な地盤定数

を用いており 、間隙水圧試験で得られた下 ・上降

伏点はこれらの土質定数並びに地盤内土要素の応

力状態に応じて求める事が出来るようになった。

(5)問隙水圧増加試験では正規圧密粘土に対して実験

を行なったが、土の I‘ー・上降伏点が構成モデルに

よって表現できる事が示された事から、実際斜面

の過圧密土に対しても下 ・上降伏点を予測する事

が可能になった。初期状態が正規圧密である粘土

の場合には上降伏点がほぽ限界状態線に平行な直

線状にプロットされるのに対して、過圧密比が大

きいと上降伏点が強い非線形曲線を呈する事が明

1111 幽
らかとなった。

(6)本研究では当初健全な状態にある土試料が問隙水

圧の増加によってどのように変形して破壊に至る

のか観察した。しかし、この現象は地すべりでは

初生すべりといわれるすべり形態に対応し、繰り

返し地すべりが生じる再すべり型地すべりにその

まま対応するものではない。再すべり型地すべり

の場合には既存のすべり面に沿う士の強度が非常

に大きなせん断変形を経験することによって大き

＇く変 化することが指摘されており 、本研究で行っ

た実験条件とは異なっている。今後は大変形を経

験したすぺり面上の土要索のせん断挙動について

調べる必要がある。初生すべりの場合に適用性が

確認された構成モデルについてもすべり面上の土

要素に対してどう適用するのか、モデルについて

も検討を加える必要がある。

研究報告：

l.はじめに

本研究は地すべりの誘因を、 (I)斜面が有する幾何

形状に起因する土要素のせん断応力と 、(2)降雨や融

雪などによる斜面内の問隙水圧の上昇ととらえて、

三軸試験機を用いた間隙水圧増加試験を行った。斜

面内の土要素に働くせん断応力は三軸試験における

軸差応力として載荷して、軸差応力を一定に保つ条

件にて土試科の間隙水圧を強制的に上昇させる試験

を実施した。同種の考え方に基づく実験的検討は小

川（例えば小川ら、1985)、片桐 (1990)らによっ

て行なわれている。しかし、これらの研究は土の変

形 · 強度特性を調べる事を目的としており 、 土 • 水

連成の視点から地すべりが間隙水圧の上昇によって

どのように発生するのかを明らかにするものではな

かった。地すべりの特徴は緩速破壊にある。土砂崩

れのような急速破壊でなく 、何故有限な変形を繰り

返し生じるのか。また、一度すべった地すべり斜面

内の土要素は次のすべり破壊に対してどのような強

度を有するのか。最終的にどのような状態に到達す

るのか。これらは本質的な問題でありながら、これ

までに十分に明らかにされていない。本研究は地す

べりの破壊機構を土の状態変化から明らかにするこ

とを目的とする。その結果を踏まえて地すべり安定

解析に用いる強度に関して検討した。
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2.既往の研究

本研究で行なう間隙水圧載荷試験に関する既存の

研究について簡単にまとめる。

小川 (1985)はリングせん断試験機を用いてせん

断応カ一定条件で全垂直応力を減少させる試験を行

ない、土のせん断強さの変化を調べた。土のせん断

ひずみの変化から、せん断ひずみの急増点（下降伏

点と定義）並びに破壊点（上降伏点と定義）が存在

する事を示した。ピーク強度は拘束圧が等しい場合

に正規圧密土の強度よりも大ぎくなる、過圧密土に

特有なせん断強度を示した。他方、Eigenbrodら

(1987)は三軸試験機を用いて軸差応力を加えた状

態の粘性土供試体の端面に間隙水圧を繰り返し増減

させる実験を行った。実験から低応カレペルでは破

壊包絡線が過圧密供試体の破壊包絡線の下方に位置

することを報告している。片桐 (1990)は同様に三

軸試験機を用いて軸差応力を載荷した供試体の間隙

水圧を強制的に増加させる試験を行っている。水圧

載荷によって粘土試料が過圧密へ移行した後にどの

ようなせん断挙動を示すのか過圧密粘土の構成関係

を念頭に実験的に明らかにした。

これらの研究は地すべりを念頭に、間隙水圧の上

昇に伴なう土の有効応力の減少によって生じる土の

せん断特性を調べたものである。最終的には地すべ

り斜面の安定性評価を目的とするために、主として

土のピークおよび残留強度を求めることを主眼とし

ている。しかし、地すべりは土砂崩れのような斜面

崩壊と異なって、繰り返しすべり破壊を生じる特徴

がある。何故、地すべりは緩速破壊を生じるのか、

強度論と力の釣り合いに基づく従来の研究では現象

を十分に説明することは難しい。本研究で行なう三

軸試験機を用いた間隙水圧増加試験では土の強度 ・

変形特性を調べるが、従来のような三軸試験は要素

試験であるとの認識から離れて、地すべり斜面と同

様の境界値問題としてのモデル試験として解釈す

る。実験当初においては要素（供試体は均質—•様）

に近い状態であるものが、せん断変形の進展によ っ

て次第に変形が局所化して最後にはすべり線が形成

される過程をありのままに観察して、地すべりの緩

速破壊の機構を考察する。浅岡（例えばl996)は三

軸試験であっても 、供試体内ではせん断の非一様性

に起因して水の移動が随所で生じており 、供試体内

のある部分では水を排水するせん断が生じたり、他

の部分では強制的に水が流入する条件で土のせん断

が生じることを明らかにしており 、粘性土のせん断

挙動の理解には土と水の連成挙動の視点が不可欠で

あることを指摘している。

3.実験に用いた粘土試料の力学的性質

間隙水圧増加試験では新潟県長岡市にて露頭して

いる粘土層から直接試料採取を行なった。採取試科

は425μmふるいでふるい、その通過分を水と共に十

分に練り返した後に予備圧密して三軸試験に用いる

供試体を作成する。ふるい涌渦試料中に含まれる滑．

入空気は、液性限界を十分に超える含水状態へ試科

を調整し挽拌によって除去する。その後一昼夜静置

して予備圧密を行なった。調整試料は自立可能な最

低限度の予備圧密圧力で予備圧密する。本試料は予

備圧密試験から上載圧を47k.Paとして、1次元圧密が

十分に終了するように予備圧密の期間を7日間とし

た。

試科の物理的性質を調べるために、土牧試験法に

基づき比重試験、液性試験、塑性試験、及び粒度試

験を実施した。得られた結果を表3-l、図3-lに示す。

表3-1

比璽

液性限界

塑性限界

塑性指数

試料の物理的性質
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図3-1 粒径加積曲線

試科の庄縮、膨潤特性について三軸試験機を用い

た等方圧密、膨潤試験の結果を示す。図3-2に実験

結果を示すが、正規圧密曲線 (NCL)の勾配（弾塑

性圧縮係数）は ,l=I. I 123勺0-l、膨潤曲線 (OCL)

の勾配（弾性圧縮係数）は IC=J.8205 • 1..2と得られた。

試科の内部邸擦角を等圧密非排水三軸試験により

求めた。下図は圧密圧力200kPaと300kPaの圧密非排

水せん断試験結果である。 有効応カパスは両者にて
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図3-2 等方圧密膨潤試験

ほぽ相似形をなし、正規化挙動が観察される。ピー

ク強度に対して原点を通る直線を当てはめると、限

界状態線勾配が＝1.53と得られる。限界状態線勾配

Mは土の内部摩擦角と対応関係がある。
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図3-3 等方圧四非排水せん断試験

4．間隙水圧増加試験の手順

間隙水圧増加試験では供試体を所定の圧密荷重で

等方圧密し、正規圧密状態とした後に所定のせん断

力を載荷する。本試験では供試体の問隙比の変化を

測定するために、供試体に作用させるせん断力は非

排水条件で載荷する。所定のせん断力を載荷後8時

間放窟した後に、間隙水圧増加過程に移る。間隙水

圧増加過程では供試体下端にて水圧を強制的に載荷

する。試料は透水係数の低い粘性土であるため、水

圧の載荷速度をL5kPa/minとし、 IOkPaづつの段階

的な水圧載荷を行う。各載荷段階で下端部より与え

た間隙水圧増分が上端部にて観測されると、供試体

内の水圧は一様と判断して次の水圧載荷に移る。水

圧の増分は本来小さく設定するほど試験精度への影

響は少ないものと考えられるが、浸透力とノイズの

関係からIステ ップ当たり lOkPaの間隙水圧増分とし

た。なお、水圧の伝達の判定は、突発的なノイズの

影響を受けないように20秒に一回測定される値から

5つの平均値を算出し、これが目標1直を中心とした

ある範囲内に入った時点で水圧が供試体上端部まで

伝達され、供試体内での分布が一様であると見なし

ている。

間隙水圧の増加により供試体は正規圧密から過圧

密へと状態が移行する除荷過程において平均有効応

カの低下に伴ない土試科は膨潤する。膨潤による供

試体断面積の増人から軸差応力が低下しないよう

に、 20秒に一回測定される値（排水最、軸変位）か

ら断面積を算定し、常に軸差応力を一定に保つよう

に補正する。試験終了の判定は、供試体内部の間隙

水圧とセル圧との差が5kPaに達したとき、ま たは、

供試体の軸変位が間隙水圧の増加（載荷）によって

ダイヤルゲージの定格容屈である30mmに達したと

きである。試験終了後に含水比、乾燥重批の測定を

行う。本実験では非常に長い時間を要する実験であ

るが、メンプレ ンの透水性に関する補正は行ってい

ない。その理由として、間隙水圧増加試験では水圧

の増加によって有効応力、すなわち、セル圧と供試

体内部の水圧の差が小さくなるので浸透羹は比較的

小さいと考えられることによる。表4-liこ間隙水圧

増加試験での試験条件を示す。初期せん断力の大き

さは圧密圧力200kPaでの非排水せん断試験強度

140kPaを上限に適宜設定した。

表4-1 問隙水圧増力0試験の試験条件

圧密圧力 (kPa) 初期せん断応力 (kPa) I 
25 | 
50 

200kPa 75 | 
JOO 

I 

120 | 

J 30 I 

5.間隙水圧増加試験における間隙水圧の経時変化

図5-1は供試体上端で観測される間隙水圧の経時

変化を示している。全応力は一定に保たれているの

で間隙水圧の増加は有効応力の減少を伴う。水圧の

経時変化は上に凸の関数形を示しており 、供試体下

端での水圧が上端へ伝達するにはある時間が必要で
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ある。この挙動は圧密における水圧消散の経時変化

と同様であると理解される。そこで間隙水圧の伝達

を圧密理論に基づいて考えると、水圧が伝達される

までに必要とする時間は圧密係数または排水距離に

変化が生じない限りにおいて、各水圧の載荷ステッ

プにて一定の値をとる。図5-］では水圧が小さい場

合には各水圧載荷ステップにてほぽ伝達時間が等し

く、水圧載荷初期においては圧密係数がほぼ一定で

あると考えられる。しかし、水圧が大きくなると伝

達時間は徐々に長期化し、供試体が15％ひずみに達

する最終ステップでは実に長い時問をかけて水圧の

伝達が行われる。排水距離の変化は大変形を生じる

妓終ステップを除いてごく僅かなものであるため、

伝達時間に影響を及ぽす要因として圧密係数の変化

が考えられる。
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図5-1 間隙水圧の伝達時問

圧密係数は透水係数と体積圧縮係数の影響で変化

する。試験が進むに従い供試体は吸水膨張し間隙比

が大きくなる。透水係数は間隙比の閑数であるため、

試験が進むにつれ伝達時間が短くなることになり 、

今回の試験結果と一致しない。従って、試験での水

圧伝達時間の長期化は体積圧縮係数の増加に起因す

るものと考えられる。体積圧縮係数の増加は土供試

体の接線剛性が低下することを意味することから、

伝達時間が長期化するのは塑性変形による粘土供試

体の剛性低下が要因と考えられる。水圧載荷によ っ

て供試体が過圧密状態へと移行すると弾性的挙動を

示すために水圧伝達時間がほぼ等しいが、間隙水圧

の増加により塑性変形を生じると塑性軟化による圧

密係数の変化によって伝達時間が長期化すると考え

られる。

6.間隙水圧増加試験における軸変位と下 ・上降伏点

図6-1は間隙水圧増加試験より得られた軸ひずみ

と平均有効応力の関係を示したものである。図には

等方圧密終了時からの変形を示している。本実験で

はひずみ制御により 0.05mm/minで非排水せん断を
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行っているため非排水せん断時には図のように、有

効応力の減少に伴い除々に軸ひずみは増加してい

る。その後、所定の初期せん断力に達し間隙水圧増

加過程に入ると軸ひずみはほぼ一定値に落ち箔いて

おり変化盈はきわめて小さい。その後、下降伏点に

達すると．軸ひずみは増加して、上降伏点に達する

と平均有効応力の変化なしに急増して破壊に至って

いる。この偲より、粘性土供試体の内部に間隙水圧

の上昇が起こると破壊の直前になるまでその前兆は

ほとんど見られず、急速に破壊することが分かった。

しかし、軸変位の急増点は小川が指摘するように2

点観察された。ここでは小川の定義に従い、軸変位

が生じる点を下降伏点、軸変位が大きくて破壊する

点を上降伏点と定義した。

図6-2は初期せん断力75kPaでの平均有効応力と間

隙比の関係である。図では非排水せん断中、間隙比

に変化は生じず一定値のままに状態点が移動し、そ

の後水圧載荷による膨潤を生じる様子が示されてい

る。水圧載荷初期においては間隙比経路は膨潤線上

を移動するがド降伏点の付近から膨濶線を離脱し、

間隙比の増加を伴いながら破壊に向かう 。この挙動

は土要素が過圧密化に伴い弾性状態から塑性状態に

移動していることを示している。膨潤線を離脱後の

間隙比の変化は塑性変形の発生にともなう正のダイ

レイタンシーが生じたためである。ダイ レイタンシ
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ーが生じると吸水作用により塑性軟化が生じる。塑

性軟化が生じるとせん断抵抗力は低下し更にせん断

を促進させる。これは5．で述べた体積圧縮係数と接

線剛性の関係からも説明できる。 9また、 ド降伏点を

過ぎた辺りから、塑性変形の進行に伴い次第にせん

断帯が形成されており 、土の要素性が消失している。

上降伏点を過ぎるともはや完全に要素性を失い有効

応カ一定の ドで著しい体積膨張を生じながら破壊に

至る。最終状態において限界状態線に至っていない

が、限界状態線に阿かって膨張する傾向がみられる。

ダイレイタンシーは水の移動と共に進行的に生じ

る。しかし、水の移動には大変時間がかかるため破

壊に至るまでには非常に長い時間が必要となる。屈

5-1において破壊が近づくにつれて水圧の伝達時間

が長くなるのは、水の移動によって次々と進展する

進行性破壊によって説明できる。この現象は地すべ

りの緩速破壊の現象を引き起こす大きな原因と考え

られる。
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図6-2 閻隙比一平均有効応力関係

次に体積ひずみ、せん断ひずみと平均有効応力の

関係を因6-3に示す。図では軸差応力を載荷する初

期の非排水せん断時においては供試体肉への水の流

出入がないために、体積ひずみの変化は生じていな

い。しかし、間隙水圧の増加試験過程に入ると水圧

の流入に伴いほぽ一定の割合で体積ひずみは増大し

ている。せん断ひずみは非排水せん断過程では軸ひ

ずみの変化に伴い発生するが、間隙水圧の増加過程

では軸ひずみがほぼ一定値であることを反映してせ

ん断ひずみもほぼ一定値を示している。その後、下

降伏点に主ると体積変化が急増し破壊に向かう傾向

はせん断ひずみも体積ひずみも同様である。
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図6-3 平均有効応力～せん断ひすみ、体積ひすみ閾係（初期せん

断力75kPa)

7.間隙水圧増加試験における有効応力経路と下・

上降伏点

図7-1は実験より得られた軸差応力と平均有効応

カの関係を示したものである。図には非排水せん断

試験から得られた非排水パスと 、限界状態線、三軸

試験機の測定限界であるTensioncut off線、 並びに

上ド降伏点を示している。

(eら
1
)
b
ssa.q
s
,-
S
S
A
3
G
 

160 

140 

120 

100 
80,. 

60 

40 

20 

゜゚

,.. I―← Undram叫 pas |―ヽ

, . .' -：こごご。1こrfacel ¥ 

50 100 150 200 

Mean effective stress p'(liPa) 

図7-1 軸差応カー平均有効応力関係（初期せん断力75kPa)

応力経路は圧密圧力200kPaを初期状態として初期

せん断力の載荷によって非排水パス上を移動し、軸

差応力が75kPaに達した時点で間隙水圧増加過程に

移行する。軸差応力を一定とする応力制御のもと平

均有効応力が減少する間隙水圧増加過程では、供試

体がド降伏点 ・上降伏点に達して破壊に至る。図中

の間隙水圧増加による有効応力経路は、限界状態線

を越えて上降伏点を過ぎた辺りから軸差応力が急激

に減少して限界状態線にたどり着く。この時に最終
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的な破壊が生じている。この間に回では平均有効応

カの増加と減少が生じており興味深い。この現象は

他の初期応力の場合でも同様に観測されている。な

お、上降伏点を過ぎるとすでに要素性を失い、せん

断帯が形成されている。そのため、実験結果は土要

素の平均の値であり破壊近辺の挙動を示しているの

ではないことに注意する必要がある。

圏7-2に実験より得られた軸差応力と平均有効応

カの関係を間隙比の変化と合わせて示す。

図は初期せん断力がの時の有効応力経路と共に間

隙比の変化を示している。図には先に示した土質定

数を用いたカムク レイ モデルによる降伏関数も合わ

せて示 している。粘性土の変形特性の変化を表す2

つの閾値、下 ・上降伏点に沿目すると 、「下降伏点」

は間隙比一平均有効応力関係において膨濶線と実験

値が離れる点を示している。問隙水圧増加試験では

有効応力の減少が生じるが、初期においては弾性的

な挙動を示すために間隙比は膨潤線上を移動する。

したがって間隙比が膨潤線から離脱するのは供試体

内に塑性変形が生じたことを示しており、「下降伏
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図7-2 軸差応力～平均有効応力～閤隙比関係

点」は弾性から弾塑性への変曲点を示す。カムクレ

イモデルは降伏曲面の内部は完全弾性体と定義する

ことから、カムク レイモデルでは観察された現象は

上手く説明することが出来ない。他方、「上降伏点」

は軸差応カーキ均有効応力図において軸差応力を一

定に保つことができなくなり 、平均有効応力の変化

なしに軸差応力が低下する点に対応している。この

点に達すると供試体には急速に変形が進行して破壊

に至る。したがって、「上降伏点」は粘性土の排水

試験で言うピーク強度に対応している。上降伏点を

過ぎるとせん断応力を一定に保つことが出来ず、低

下する現象はピーク強度後の軟化現象に対応すると

考えることができる。最終的に土の状態は図から判

断すると限界状態線に向かって移行しているように

見える。すなわち「残留状態」である。

8.間隙水圧増加試験から得られる下 ・上降伏点

初期の軸差応力を変化させて、間隙水圧増加試験

を行うとそれぞれ l‘・・上降伏点が得られる。図8-1

は軸応力を変化させた場合の一連の実験における有

効応力経路を示す。本研究では、表4-lに示したよ

うに初期せん断力を6段階に変化させて実験を行っ

た。図中の◆、Oはそれぞれ下降伏点並びに上降伏

点を表し、●はビーク強度を表している。図では

上 ・ド降伏点ともにある直線状にプロットされてい

るように見える。下降伏点は弾性限界を表し、上降

伏点はピーク強度を表すことから下図の上 ・下降伏

点の直線は設計に用いるべき定数を与えている。因

では見え難いが上降伏点を超えると粘土試科は軟化

を起こして残留状態に至る。残留状態は限界状態線

への移行を示しており、限界状態線を含めると下降

伏点、上降伏点、残留状態の3つの閾値が得られた

ことになる。これらの敷居値はそれぞれ、弾性限界に

よる控えめな設計、ビーク強度を用いた積極的な設

計、残留状態に着目した長期安定の設計に対応する。

圏を見ると、F降伏点はほぽ限界状態線と一致し

ている。これは間隙水圧の増加に伴なう弾性除荷は

限界状態線に至るまで生じて、限界状態線近傍の下

降伏点にて塑性化して弾塑性挙動をすることを示

す。下降伏点と限界状態との一致は弾性限界を片い

た控え目な設計と 、残留状態に箔目した長期安定を

図る設計が一致した敷居値を与えることになり 、興

味深い。この傾向が本実験に用いた試料だけの特殊

な傾向かむかは後述する構成式を用いたシミュレー
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ションにて検討する。上降伏点は限界状態線を越え

た左個ll（ドライ側）にプロットされている。実験で

は上降伏点を結ぶ直線が限界状態せんに較べてやや

勾配が小 さく、両者は下回の非排水せん断経路と限
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図8-1 上・下降伏点と限界状態線

界状態線との交点近傍にて交わるように見える。こ

の現象は、間隙水圧載荷試験は土試料を過圧密化し

ながらせん断すること、初期せん断力が大きいと正

規圧密状態でのせん断が土試料を有するせん断抵抗

カの大半を占めていること、を勘案すると圧密圧力

と非排水せん断強度で限界状態線、上 ・下降伏点を

正規化して示すことが出来る可能性を示しており 、

土の描成式における研究と整合した結果を与えてい

る。

9.下負荷面モデルによる間隙水圧増加試験の考察

間隙水圧増加試験は、所定のせん断力に達したあ

と闇隙水圧を増加させることにより有効応力を低下

させる。当初供試体は正規圧密状態であったが、水

圧載荷によって過圧密化するために、観察される挙

動は過圧密な粘土のせん断特性を示す。土の構成式

として標準的に用いられるカムクレイモデルは正規

圧密粘土のせん断挙動を比較的良く表現するが、 本

実験は過圧密粘土の挙動を示すためにカムクレイモ

デルではせん断挙動を適切に表現出来ない。そこで

本研究では橋口によるド負荷OOモデルを適用して間

隙水圧増加試験の考察を行なう。

下負荷面カムクレイモデルは基本的にはカムクレ

イモデルを拡張したものなので、使用するバラメー

タもほとんどはカムクレイモデルと同じである。こ

こでは本モデルに使用したパラメータについて述べ

る。

(1澳単塑性圧縮係数、弾性圧縮係数

、は等方圧密試験を行うことにより求めることが

できる。は正規圧密状態におけるの勾配であり 、経

験的に信用できる。そのための値は圧密試験より求

めた＝0.111を用いる。しかし、の確定には単に膨

潤試験から得られる値をパラメータとして用いると

解析結果が実験の諸現象を巧く表現しない。これは

モデルが土の挙動を完塁に表現するものでなく 、あ

る挙動を巧く表現するようにバラメータを定めると

他の挙動においてモデルと実際の挙動との差呉 （ギ

ャップ）が生じる問題を抱えていることによる。こ

こでは応力経路に沿目して、非排水経路を巧くフィ

ッテングする視点からを求めることとする。図9-1

に＝0.111での値が＝0.0182、=0.025、=0.03のとき

の有効応力経路と実験結果の有効応力経路を六す。
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図9-1 有効応力経路によるの検討

因より応力経路の初期立ち上がりの角度、 ピーク

時の軸差）心力の値から＝0.025の時が最も実験結果

と整合する。図9-2は＝0.0182、=0.025、=0.03の
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間隙比経路と実験による間隙比経路を示すが、 ＝

0.025の時の膨澗線の傾きが最も良く実験結果と整

合している。以上の結呆より、下負荷面カムクレイ

モデルに用いるの値は＝0.025を用いることにする。

(2)進展則の確定

橋口による下負荷面モデルをカムク レイモデルに

適用すると、降伏関数内にある下負荷面は次式のよ

うに表される。

f. -q+Mp'ln兵一q+ Mp'ln~ -Mp'ln R ■ J(a,p;)-Mp'In R -0 
p. Py 

ここにfはカムクレイモデルの降伏関数を表して

おり、 PY'は硬化パラメータを表す。パラメータRは

下負荷面の位骰を表す係数であり、過圧密土の場合

にはRの変化がモデルの性質に大きく影響する。R

の進展則に関しては決定的なモデルが存在していな

いが、橋口は次式を提案している。

ii... vllcd• -μlnR柘l

本研究では上式を用いてパラメ ータを操作して、

間隙水圧増加試験を上手く説明するを次のように求

めた。図9-3はの値を1,10,15.20,100と変化させて、

実験結果の上 ・下降伏点と比較したものである。こ

の図よりの値を大きくするほど上 ・下降伏線は左に

ずれ、が1の時には限界状態線とほぽ等しくなるこ

とが分かった。また、の値をかなり小さくとっても

限界状態線より右側に位骰することは無かった。図

より上降伏点の値に着目すると＝ 15が最も実験結果

を表現できている。

(3)間隙水圧載荷試験のシミュレーション

間隙水圧増加試験結果を有効応力経路、間隙比経
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図9-3 Rの進展則とバラメータ

路および下 ・上降伏点に滸目し考察を行う。屈19-4

は初期せん断力50,75,100,120kPaの条件で行った間

隙水圧増加試験より求めた有効応力経路と、下負荷

面モデルから求めた有効応力経路を示したものであ

る。図には実験及び下負荷面モデルより求めた上 ・

下降伏点も示している。

回9-4では実験値とモデルの上 ・下降伏点が非常

に良く 一致している。下負荷面カムクレイモデルに

よる下降伏点は限界状態線にほぽ一致しており、実

験結果を良く説明している。従来のカムクレイモデ

ルなどの構成式では過圧密領域でのせん断特性をう

まく表現することはできないが、下負荷面カムクレ

イモデルを用いると弾性限界 （下降伏点）をよく説

明できた。上降伏点は限界状態線の左側に得られて

おり 、実験値と軸差応力が大きい場合に若干の相違

がみられる外は良く 一致している。以上から、下負

荷面カムクレイモデルを用いた間隙水圧載荷試験の

シミュレーションの可能性が示された。実験では上

降伏点を越えた後に軸差応力の低下を生じ、引き続

いて残留状態である限界状態線へ有効応力がすり付

＜仰向が見られるのに対して、シミ ュレーションは

上降伏点までしか行なう事が出来ない。これは上降

伏点はビーク強度に対応しており、この近傍になる

と土供試体は要素性を失っている事から、要素性を

仮定した数値シミュレーションを行なっても意味の

無いことによる。逆に言うと、実験についても上降

伏点以降の状態について要素性を仮定した整理は厳

密な意味がない。 しかしながら、 巨視的な視野で有

効応力変化を捉えると、有効応力は傾向として限界

状態線に向かっていると言える。

固9-5は下負荷面カムクレイモデルにおける初期

せん断力が75kPaの時の有効応力経路、間隙比経路
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を模式的に示したものである。下降伏点は間隙比経

路において膨潤曲線上から離脱した点であり 、上降

伏点は有効応力経路において所定の軸差応力を維持

できなくなる点である。図では下降伏点を点c、上

降伏点を点dとしている。点aの状態より非排水条件

にてせん断を行い、点bにて所定の軸差応力に達し

たとする。非排水条件であるのでこの時点では問隙

比の値は一定であり、モデルでも巧く表現できてい

る。次にb点より間隙水圧増加試験を開始する。間

隙水圧増加試験では軸差応力を一定に保ちながら有

効応力を低下させるために、屈のように有効応力経

路は点b一点cのように直線になる。この間、土要素

の中では、有効応力の低下にともない、吸水による

体積膨張が起こっている。間隙水庄増加過程の初期

においては弾性膨欄のみが発生しているため間隙比

経路は膨潤線上を移動している。

その後点cつまり下降伏点に至ると塑性変形が始

まる。下負荷面はこれまで縮小のみであったが、下

降伏点以後拡大に転じている。下負荷面モデルでは

下負荷面の拡大 ・縮小により塑性変形が発生する。

下降伏点と限界状態線はほぽ一致しており 、下負荷

面の拡大による塑性変形の発生とが同時に起こ って

いる。急速に塑性変形が発達しながら最終的にd点

に達した。

次にせん断ひずみと体租ひずみと平均有効応力と

の関係を因9-6に示す。図中の記号（点a一点d)は

先ほどの図9-5に対応している。図の体稜ひずみは

非排水せん断時（点a-b間）には発生せず、 b点に

て水圧を載荷すると除々に体租膨張によって生じ

る。この体積膨張は図9-5の膨潤線上（点b-c)の

動きと対応しており弾性体積膨潤による。点cに達

すると急激にひずみが増えて点dに逹する。この体

積ひずみは過圧密粘土がせん断されると発生するダ

イレイションによるものであり、塑性変形が生じる

点c以降に顕著に表れる。塑性膨張は土のひずみ軟

化を促進するために土供試体は素早く破壊に至る。

他方、せん断ひずみは非排水せん断時にはほぽ一定

の割合で培加しているが、b点の間隙水圧増加過程

に入ると一定値に落ち着く。水圧載荷過程では下降

伏点に達するまでは弾性応答を示すが、 F降伏点に

達すると急激にせん断ひずみが増大し上降伏点に達

する。図には実験結果を合わせて示しているが、下

負荷面カムクレイモデルは実験結果を良く説明して

いる。
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図9-6 下負荷面カムクレイモデルによるシミュレーション

10.下負荷面モデルによる間隙水圧増加試験の考察

実際の設計では土の上 ・下降伏点を簡単な試験か

ら求める必要がある。 卜負荷面カムクレイモデルを

用いると、上 ・下降伏点の予測が比較的精度良 く行

なうことが出来た。これによって土の基本的な土質

定数より容易に上 ・下降伏点を定められる。モデル
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化の利点は限られた実験結果からの他条件への外挿

や、土の墓本的な力学試験から上 ・ト降伏点を定め

られること、地すべりの破壊メカニズムを総括的に

把握すること、が可能になることにある。図10-1は

土試科が過去に非常に大きな荷重を受けた場合の

上・下降伏点の予測である。ここでは過庄密比を変

化させて上 ・下降伏点を下負荷面カムク レイモデル

を用いて予測した。精度の検討は課題であるが通常

の試験機では実験を行なう事が出来ない条件に対し

ても 、モデルを用いると上 ・下降伏点を定める事が

出来る。圏には過圧密比 (OverConsolidation 

Ratio:OCR)をOCR=L,10,20,100と変化させたときの

上降伏点 ・下降伏点を示した。図中の黒塗りの点は

上降伏点を示し、白抜きの点は下降伏点を示してい

る。この図より上降伏点は過圧密比が大きいと勾配

が大きく 、また直線ではなく滑らかなカープを持っ

た曲線になる。得られた予測の是非は実験による検

証が必要である。しかし、モデル化によって随分と

現象の構造は明らかにされたと言える。

実際の地すべり斜面では間隙水圧の変化は本研究

で実施したように単調に増加するのではなく 、繰り

返し増減する。これが本来地すべりの緩速破壊に大

きく影響するのであるが、本研究では水圧の繰り返

し変化については十分な検討が行なわれていない。

今後、水圧屈歴の変化による土の状態変化に着目し

て、上 ・下降伏点や残留状態への影靱に関して検討

すると共に、モデルの適用性について検討する。
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図10-1 過圧密比の変化による上・下降伏点の変化
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独断砂防国際協力序説その7

まあ、そう深刻になりなさんな ！ そういう日本

にも無視された災害死の事例がわんさかあるので

す。たとえば1945年9月17日の枕崎台風による広島

県呉市の死者2,012人に関する公刊の査料は昭和26

年に広島県砂防課がまとめた「昭和20年9月17日に

おける呉市の水害について」以外には全 くないと柳

出邦男は「空白の天気屈」で述べている。

1945年 1月J3日に愛知県南部幡豆郡で起きたM

=7,1の三河地震は死者1,96l人をだしたが、当時の

箪部の戦意を喪失させるとの判断で秘匿されて世間

に知らされることはなかった。

「昭和20年8月15日をも って地上における最大の

災厄である戦争は終結した」と防災ハンドブックが

記すとおり、戦場で起きた被害 ・損害を秘匿したり

過小評価するのはどちらの軍部もやることである

が、帝國陸海軍は度が過ぎて完全な負け戦を嚇々た

る武勲にしたてあげていたことは史書を見れば明ら

かである。1945年帝國陸軍の関束軍は保設の任に当

たるべき日本人居留民200hを1日瀾州の荒野に置き

去りにして逃げている。当時オールマイティーで滴

州国に君臨した軍の任務に国民の保護があったはず

であるがそれは無視された。

いずれにせよ、ガオーダーの人命の帰趨が明確で

ないままに社会が動いているという事実を認識しな

ければならない。「そのような社会なのだ」 とも

「その程度の社会なのだ」とも考えられるが、その

事実があらわす社会はどういう社会なのだろうか ？

「10人十色」と言い、「所替われば品変る」とも言う

が、人の命の値打ちが変ることはないと信じたい。

“渡辺さんは日本では人として認められているかも

しれないが、ここへ来たらスープの材料だよ’'なん

ていう所へは行きたくないからだ。

民主主義社会では、A氏あるいはBさんの行方が

判らないとなれば大騒ぎになる。大捜査や時として

山狩が行われる。一人ひとりは戸籍をもち住民とし

＊元建設省土木研究所砂防部長

渡辺正幸＊

て登録されているから、死ねば戸籍から抹消される

がその時には検死という法律上の手続きを得なけれ

ばならない。災害で行方広明になった場合には生死

が不明なわけであるが、戸籍からの抹消は提出され

た失踪届を裁判所が判断して決めることになる。戸

藉からの抹消といった問題でなくても、人ひとりの

存在は税 ・兵役 ・保険 ・教育 ・保健等の義務 ・公

課 ・サービスの対象として行政のシステムに組込ま

れているはずである。だからこそ、人がいなくなれ

ば遅かれ早かれ法的 ・行政的な決着が必要になるは

ずである。

しかし、そのような気配は半年経っても何も無い。

したがって、唯一考えられることは、万人オーダー

の人が行政的に認知されることなく住んでいるとい

うことである。

このようなことは開発途上国では珍しいことでは

ない。行政に無視されるどころか全く行政をアテに

していない生活があるのも珍しいことではない。そ

ういうところでは行政はありがた迷惑なのである。

何もしてくれないくせに規制だけはうるさい一無い

ほうがいいという考えをもつ人達も多いのである。

ヴェネズエラの社会の特殊性に目を向けるとその

背娯が浮かんでくる。

ヴェネズエラは産祉］国だから石油の値段が高騰す

ると娯気がよ くなる。すると、隣国のコロンピアか

ら労働者が収入の機会を求めて越境して くる。国境

顎備はなきに等しいから金になる話に尾ヒレがつい

て人口流入が続く。言葉が同じスペイン語だから生

活には全く不自由はない。しかし、ヴェネズエラも

中南米の国の御多分にもれず貧富の差が極端で、良

い土地はウルトラ ・リッチの大土地所有者に占有さ

れている。金をもたない新参者が住んだり耕す土地

はどうしても、大土地所有者が見向きもしない余っ

た土地、すなわち斜曲 ・谷底あるいは段丘血に限ら

れる。とりたてて教育も技術ももたない新参者がど

っと流入した場合、労働力は買い手市瑞になり新参

者が役しい榜遇から脱け出す機会は日を追って少な
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写直ー5 カリブ海に沿う扇状地のリゾートとその背後の断崖斜面に猥
付く被災したスラム

くなる。こうして、斜面 ・谷底 ・段丘はスラムとし

て固定される一方でその数は増加していく。

輝く三角末端面はそのような人達が住むスラムな

のです。世界には貧しい人の集団が住んでいるスラ

ムが沢山あります。悲惨かつ陰惨な貧困の中に一瞬

の喜劇をみるカルカッタのスラム（歓喜の街 ：河出

啓房新社刊）、マニラのトンド、その形成と 8千人

の命とともに消えた経過が入念かつ愛を込めて語ら

れている レイテ島のイルサヴェルデ（洪水で消えた

街 ：草思社）、そして街の半分近くがスラムになっ

ているダッカやラングーン、 リオデジャネイロのフ

ァペラ、グアテマラのレモンシティ等々私が訪れた

スラムは結梢多いのですが、このようなスラムも大

きく 2種類に分けられるように思います。

前に挙げた 5つが「おこぼれ依存製」であり 、あ

との 2つが「独立自邸型」だというものです。前者

は、人口比率でおそらく数パーセント程度以下のウ

ルトラ ・リッチの食べ残しを残りの仕民が分け合っ

て蓉すものであるのに対して、後者は独立採符制で

自分の食い扶持は自分で稼ぐー政府の世話にはなら

ない分だけ政府の干渉も排除するという気高いタイ

プです。

独立自尊型は力をもっていて、政府が不用意に彼

らに干渉しようものなら、そのために派遣された役

人や秤官は生きて彼らの支配地域から出さないとい

う徹底したものです。リオデジャネイロでこのよう

なことが実際に起こりました。 1990年の環境サミッ

トが当地で行われるに先だって、プラジル連邦政府

が治安確保のためとして送り込んだ警官隊 1個小隊

が生還しなかったのです。「共和国の中にあって別

に主権をもつ独立国」と言っても過言ではない状態
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です。どうしてこのように共和国の中に独立主権国

家が存在するという状態になるのでしょうか ？

この、スラムの2大分類からみると、ヴェネズエ

ラのスラムは中問種と考えられます。

大部分が生計をおこぽれに依存していながらも 、

社会秩序や権力に対抗するある程度の力をもってい

るからです。意識的に「対抗する」というよりも、

「政府が本気に相手にしない」から「やりたいよう

にやっている」ということかもしれません。下級の

軍人や警察官には貧困層の出身者が多いために一金

持ちは叩き上げの警官や軍人になりたがらない一法

律を執行しろといっても 、脊官が住民に同情して取

り締まりの実効が挙がらないというところに断層三

角末端面のイルミネーションの理由があるのです。

法律は「盗電は犯罪である」としている。しかし、

犯罪を取り締まる著察官が投困屈の出身なので、厳

正に取り締まらないー電気は無料だ一夜になっても

スイッチを切らなくてよい＿という論理が確立して

いるのです。

「電気代を支払わなければ電線を切る」などと言

えば袋叩きに遭って命の保障はないというそれなり

の秩序ができているのです。「法律がある一法律は

正義である一法律は執行される」という常識が成立

たない独自の正義をもつ社会が厳存しているので

す。「それは俺達の止義でも常識でもない」と主張

できる力を備えたスラムがあるということです。

ヴェネズエラのスラムが中間種だと思われる根拠

はその居仕環悦ーといえば聞こえがいいが実際は危

険度の幅といった方がはやい一の幅の広さです。

「おこぼれ依存製」の場合は居住環境が、多くの

場合、一連托生の状態にあります。雨期にはスラム

全域が水没して住民はなけなしの堤防の上に鈴なり

の状態に追い込まれる。海岸低地のスラムでは波に

さらわれて全貝平等に消滅する。土石流段丘や河岸

段丘のスラムでも一発の士心流や洪水で全員消滅の

危険性が極めて大きいというように、「まるごと」、

「Allor Nothing」で住民が同じ運命に平等に遥う一

水没から「死ぬ順番待ち」の状態まで災難の レベル

の違いはあれど一危険性を共有しているという特徴

があります。

一方の「独立自尊型」は日本のウサギ小屋型の住

宅事情からみると、外見はスラムとはいえないサイ

ズと高級感をもつ家屋からなる団地が、地域として

のまとまりを保ってできていてその生活水準や危険
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写真一6 こんな所にも住んでいるの？！ 「死ぬ顧番を待つ」

ているに等しい危険な斜面に上下にある住居群

度に大きな差がないように見えます。難点はその立

地が住みにくい、従って金持ちが住まない斜面だと

いう点です。

ヴェネズエラのスラムは、絢爛たるイルミネーシ

ョンを誇る三角末端面のスラムから河床低ドが進む

渓谷の急斜面まで、すなわち、豪雨でもなければ崩

れない‘‘安定＂斜 面から自直で崩落しつつある“危

険斜面＂に至るまで、交通の便だけを頼りに斜面利用

が極限まで進んでいることです。貧困庖(/)中にも生活

水準と居住環境の危険度にかなりの差があります。

ともあれ、発言力をもたないスラムは、夜になる

と蝋燭あるいはケロシン ・ランプの明かりになり、

その余裕もない費しさでは暗黒の削という生活を強

いられるのです。

その力の源泉は何か？ が問題です。独立した共

和国のなかに独立した地域を維持するにはそれなり

の力 （発言カ ・実行力）が必要です。政府が本気に

相手にしないと言っても、ある日、軍隊を動員して

緑繋でもすれば敵わぬことは一目瞭然、しかし、そ

れをしない一それができない一それをさせないー政

府をそこまで本気にさせない一そんなにしても何の

得にもならないという理由があるはずです。

それはどうやら「麻薬」のようです。麻薬取引が

1111 

生み出す資金だと思われます。

麻薬の生産 ・精製地域と大消費地 （市場）を結ぶ

ルー トにあるスラムは元気がいいと言えそうです。

麻薬のルートからそれたスラムは名実ともに貧困だ

というのです。問題は、裕福なスラムも、名実とも

に貧困なスラムも、ともにサイズが大きくなり数が

増加し人口が増大していることです。

麻薬産業がルート上の地域社会を活性化するとし

ても、末端の消費市場の社会は悲惨です。結末は人

生の破滅そして社会の荒廃 ・破壊です。たとえ、独

立自尊のルート上の社会にしても、それが民主主義

や人権が尊ばれる社会でありうるわけがありませ

ん。鉄の規律と暴力が支配する専制者の社会である

ことはパナマのノリエガ氏の経歴が物語ります。ど

っちにせよ スラムの生活は人類社会の恥部であり消

滅させなければなりません。

スラムと砂防事業がどう関わるんだ？ と開くあ

なたの感性はすばらしいと思います。

砂防事業でスラムの悲惨を解消することができる

のか？ 私は可能だと信じています。これからます

ます可能性が大きくなると考えています。問題は砂

防事業に携わる人の社会を見るすなおな眼力•生き

ることへの共感 ・構想カ ・計画カ ・実行力そして1本

力だと思います。
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中国雲南省小江流域の覇境修復・貧困緩租と砂防

l.はじめに

この記事をお読みの方々の中で、砂防あるいは治

山関係者の方は、砂防技術が山地 ・斜面の環境修復

や安全な国土の維持、つまり地域の社会的安定に有

効なことを疑う人はいないと思、います。ところが、

大学で講義などをしていると案外この点が理解され

ていないように感じることが多いものです。

この度、砂防地すべり技術センターの池谷理事と

ともに10月13日～25日の13日間、JICAの小江総合

土砂災害対策短期専門家として中国雲南省に派遣さ

れる機会を得ましたが、この極度に荒廃した小江流

域こそ環境修復及び安全で豊かな社会作りに砂防技

術を活用する格好の場所かと考えられます。

そこで、現地の状況をここに報告して貧因など小

江流域の社会的問題を解決するために砂防技術がど

のように役立かを報告できればと考えます。ただし、

小江流域の土砂流出などについては、これまで砂防

学会誌上に数編の報告がなされていますので、これ

ら既往の報告と重なる点があれば、ご容赦願います。

2.自然的背景

概要だけを簡単に述べます。小江の位置する雲南

省は人口約4000万人で、面校の94％は山地 ・高原が

占めています。最高峰は6740m、平均標高は約

2000mの山がちな立地になっていますが、森林面租

はたった24％と発表されています。また、雲南省は

中国一の河川 「長江」と東南アジアの代表である

「メコン川」の上流 ・源流にあたります。気候は亜

熱帯～熱帯モンスーンに属し温暖で、ランなど花の

生産で有名です。

小江は揚子江（長江）の上流部である金沙江の右

支川で、流域面積約3千43km2、四川省との榜界で

本川に合流します。度重なる大地裳や人為の影嬰に

より植生が少なく 、崩壊 ・土石流 ・土砂流出の頻発

する見事なばかりに荒廃した地域となっています

＊鳥取大学農学部生物査源礎境学科森林科学講座 緑地防災学研究室
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写真一1 /jl江流域の国道（河床路）

写頁ー2 小江流域 （支川からの土砂流出）

（写真l、2、図l)。この流域では昆明市東川区（人

口約30万人、昆明市中心市街の約180km北西、旧東

川市、写真3、4)や会澤県会澤（写真5)が主要な

都市となって、中国側の砂防対策もこの周辺では進

んでいます。

気候は山岳地の割に温暖で、降雨も年間l300rnm

程度あるとされています。

流域の地質は、「インドシナ期造山帯」と呼ばれ

中生代三盗紀～ジュラ紀に形成されたものとされま

す。岩質は、熱帯地方の浅海で堆積 ・形成された赤
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図ー1 小江流域位堕図

写頁ー3 昆明市街

色頁岩や泥岩を中心に多色泥岩からなっている他、

石灰岩、玄武岩なども見られます。表陪はこれらの

風化生成物の赤色土が分布していますが、これは森

林褐色土よりやや化学的風化と溶脱が進んだもの

で、熱帯性のラテライトと良く間違われますが異な

るものです。劣悲な土壌ではないようですが、腐食

質が少ないので侵食に弱いものとなっています。

地質構造はインドプレー ト （インド亜大陸）とユ

写真一4 東川区市街

ーラシアプレー トの衝突に起因する北西方向の造構

応力場（圧縮 ・横ずれ）に支配され、「小江断裂」

と呼ばれるトランスフォーム断層が発達し、活断陪

や構造線性の直下型大地庭も多い場所となっていま

す。新生代にもここでは、地殻の隆起を伴うインド

プレートとユーラシアプレートの衝突活動は続いて

おり、急峻な地形の維持と活浙層及び地霙の成因と

なっています。
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写真一5 会澤市街

写真ー6 金沙江と1J1江の合流点（土砂流出）

このような地衷時に形成されたと思われる大規模

崩壊が上流に存在する場合、それらの支川 ・渓流か

らの土砂流出が極めて多くなっています。既往の報

告にもありますように、年平均土砂生産屈は4000万

tから7000がと言われてお り、世界でも最大級の荒

廃状況と考えられます。この土砂は金沙江を通じて

F流の長江に流出し （写真6)、洪水の原因となって

いると報告されています。

3.社会的背景

最近、経済成長の著しい中国ではありますが、首

都北京から2100kmも離れている言わば辺境の地で

ある雲南省は、90年代初頭まで上海など沿海地域に

比べて経済発展が遅れてきた地域です。とは言うも

のの、1980年～1996年の平均GDP成長率は10％と高

く、97年も9.3％を維持して中国平均の成長率8.8%

を上回っています。これは、タイをはじめとする成

長著しい東南アジ7の影響を受け、メコン川流域圏

開発に代表される東南アジア経済発展の中国側カウ

ンターパートとなり得たからと言われています。従
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写頁ー7(a)東Jll区郊外の砂防ダム

写真ー7(b) 東川区郊外の流路工

って、これら周辺国との国災貿易も盛んです。成長

率は近年では中国随ーとなっており 、昆明（人口

367万人、写真3) を中心に今後も活発な投資とイン

フラ整備が期待されます。外資の直接投資も盛んで、

昆明周辺では精密機器などの工業も盛んとなってい

るとのことです。
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写—8

写n-9土石流シェット（鉄道）

また、雲南省は中国一の少数民族の省であり、石

林など盟かな観光資源と合わせて観光業も極めて盛

んで、昆明は歴史文化都市に指定されてもいます。

この様な明るい見通しを妨げているのが山岳地の

多いこと、並びにその山岳地域の災害 ・人為による

環壕の破壊と翁困です。 小江流域では、銅鉱山の精
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練工場から排出された有毒ガスの被害により森林 ・

植生が消滅したと言われる箇所もあります。

ただし、中国中央政府も 1999年の中央経済工作会

議で盤南省を含む「西部大開発」の方針を決定する

と同時に、地域の生態環境の復元と保全を前面に掲

げる国策を取っていますので，小江流域の土砂災害

対策にも弾みがつくものと期待されています。

4.小江の土砂災害対策の現況

先に述べたような自然条件のもとで、ガリーを伴

う激しい斜面佼食が生じており、これが発達すると

表層崩壊や土石流の発生に至ることから、雲南省水

利庁を始めとして諸機関において砂防施設の整備と

植林の他、 勾配25度以上の傾斜地での耕作の禁止な

ど土地利用規制も行われています。緑化木としては

ネムノキが良く使われていますが、土砂流出の落ち

落いた扇状地などでは、ユーカリ、 アカシャ、くる

みなども植林されています。また、植林をする場合

もなるべく商用となる樹種を選び、経済林とするこ

とを旨としているとのことです。

土石流対策としては、流路工、砂防ダム（写真7)

の他、鉄道災害（写真8)対策の土石流シェッド

（写真9)、などが作られており、 一部では一定の成

果を挙げて、東）llモデルと呼ばれる中国国内の土砂

災害事業のモデルとなっているとのことでした。

地すべりも発生しており（写真10)、これに対して

は家屋の移転などが行われています。この他道路対

策として洗い越し解消のための沢にかかる橋梁の整

備、鉄道の高架化と）レー ト変更なども進められてい

ますが，土砂流出量の多さと予算上の問題から整備

は徐々にしか進まないように聞きました。

5.小江の総合土砂災害対策の今後と貧困改善 ・環

境の保全

本題から離れて恐縮ですが、まず文明論的な話題

から入らせていただきます。小江流域の貧困と地域

開発の遅れは悪名嵩い中国のトイレ事情の存続程度

から推定できると感じました。東川区へ拘かう国道

のドライプイン（道の駅）のトイレは古いタイプで

も最悪の衛生状態（蜆の養殖場状態）でしたが、中

国でもかなりの部類だったらしく同行した中国の人

達もかなり汚い方だと言っていましたし、小江流域

内の山村のトイ レもかなりのものでした。これらは

山中の村落にも設骰されている衛星放送用パラポラ
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写頁ー10 地すぺり（会澤県）

写頁ー11 小江砂防学術検討会

アンテナや普及している携帯電話などハイテク製品

とは好対照でしたが、農村の人が外で用を足さずに

股地に設置されている共同トイ レに向かう姿を見て

いると 、何千年もの悠久の昔から原野で用を足すこ

とのなくなった 「文明国」 （古代 ・中世での先進国）

である中国の懐の深さを感じたのは私一人なのでし

ょうか ？

さて、今後は中国政府も西部内陸部の開発に力点

を移すと宣言しているわけですが，この観点からも、

小江流域のような荒廃山地を無くして地域環境を改

善するとともに住民の生活を安定させ、貧因から脱

52 SABO vol.68}an.2001 

forei.9n circumstances 

出していく事は重要であると考えられます。そのた

めには渓流の荒廃度分類を行い、河床整理 ・盛土と

捨石などローコストな方法を考えに入れながら、 土

砂流出が比較的小さい成果の出やすい渓流から箔手

して砂防を進める手法が、池谷団長を中心に話合わ

れました。現在、土砂のコントロールに成功してい

る個所では商品作物の栽培や養魚場などが営まれて

おり、経済の発展が期待できるところですが、砂防

施設の計画規模が小さいので上流の砂防ダムの除石

必要性も指摘されました。さらに、河床に堆積した

膨大な土砂を排土することにより土砂氾濫と洪水が

軽減できるとともに、今後の営南省におけるインフ

ラ整備に需要が見込める建設用資源としての 「川砂

利の有効利用」とその収益に基づくこれからの砂防

事業の経済的負担見通しが検討されました。重度の

荒廃渓流に関しては山腹工による森林の回復など長

期的な対策を考えざるを得ない状況でしたが、地元

の熱意を考えると優先順位を含む良い計画さえあれ

ば、将来の環境回復と地域の安定は可能と思われま

す。明治以降過去に類似の経験を持つ日本はこの面

で技術協力の良いパー トナーとなり得るで しょう。

現地調査に基づく以上のような意見交換ととも

に、地元技術関係者、砂防行政関係者を対象に

JICA水利人材養成セ ンター主催の小江砂防学術検

討会（セミナー）が開かれ（写真JI)、短期専門家

の他、科学院成都山地災害及び環税研究所の欧国強

教授及び雲南省地理研究所唐川教授、雲南省 ・昆明

市関係者からも発表があり、討論が繰り広げられま

したが、これらの意見交換が小江流域の土砂災害軽

減と環境改普 ・貧困の解消など小江流域の発展に、

少しでも寄与できれば幸いと考えています。

最後に、種々御指導いただいた建設省砂防部の担

当者の皆様、中国においてすべての点でお世話をお

かけした欧国強教授、熱烈な歓迎をしていただいた

雲南省関係者の皆様、ご曲倒をおかけした氏家消彦

リーダーを初めとするJICA水利人材プロジェクト

の皆様、在北京大使館及びJlCAの関係者の皆様、

北京のワ ールド防災の皆様に記して感謝いたしま

す。
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第2回日伊土砂災書防止技術協力会議に参加して

l.これまでの経緯

1998年5月5日～6日、イタリ ア南部サルノ市周辺

で袋酎により死者行方不明者l60名にの；まる土砂災

害が発生した。これに対して土木研究所がイタリア

政府総理府、サレルノ大学と共同で調査を実施した。

同年1月2日～5日に「第6回日伊科学技術協力合同会

議」で、土砂災害という共通の課題を持つ両国が日

伊科学技術協力協定に基づき土砂災害防止のための

共同研究及び科学技術交流会議を新たに実施するこ

とが提案され、実施について合意された。"

合意事項中で

・東京、ローマでj年交代で開催

• 第 1 回会議は1999 （平成l l)年に東京で開催

が決められ、第1回は11月1日～5日にかけて日本で

開催された。今回 (2000年）はこれを受けて10月16

日～20日にかけてイタリアで開催された第2回目会

議である。この会談の様子やイタリア北部の砂防に

関する現場視察の状況を述べる。

2.会議の全容

日本からは建設省を中心に以下のメンバーが参加

した。

団長森俊勇建設省砂防部長

団員水山高久京都大学大学院農学研究科教授

，， 藤田慈雄元（社）地すべり学会会長

，，， 杉浦信男 建設省砂防部砂防課火山 ・土伍流

対策官

，， 松本直也建設省河川局治水課流域治水調整官

，，， 反町雄二建設省土木研究所砂防部長

，， 仲野公章 建設省士木研究所砂防部砂防研究

室長

，， 山出 孝建設省土木研究所砂防部砂防研究

室主任研究員

，， 水野秀明建設省土木研究所砂防部砂防研究

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター専務理事

*＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター企画部次長

瀬尾克美＊、黒川興及＊＊

室研究貝

ヶ 今田幹男広島市建設部参事兼河川課長

，， 瓜生守幸鯖江市理事（建設担当）

ヶ 町田修一赤城村建設部

，， 小林英昭 （社）全国冶水砂防協会埋事

，， 瀬尾克美 （財）砂防 ・地すべり技術センター

専務理事

，， 黒川輿及 （財）砂防 ・地すべり技術センター

企画部次長

一方、イタリア側の主な参加者は次のとおりである。

ウペルティーニ教授（国家研究評談会〔CNR〕、

水文土砂災害防止グループ団長）

ポポリン博士（サレルノ大学土木講師）

シルバーノ博士 (CNR水文土砂災害防止研究所、

所長）

パスート博士 (CNR水文土砂災害防止研究所、

研究員）

スクッセル博士 （雷崩研究センタ ーベルーノ主任

研究員）

会議の日程、発表テーマおよび現地視察箇所

（固ー1参照）は次のとおりである。

16日（月）

l)ローマ、総理府市民保護局

①市民保護局の挨拶

② 日本側 ：森団長の挨拶

③ イタリア恨lj:ウベルティーニ教授の挨拶

2)ローマ、国家消防隊の高等消防学校

① デリーチョ博士（国家消防隊視察官）挨拶

② 基調講演

• 森団長 ： 日本における総合的な土砂災害対策

の確立

・ウベルティーニ教授 ：イタリアにおける土砂

水文災害に対する研究

活動
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ロ已

図ー1 会讀および現地視察箇所

17日（火）

3)ベニス、CNRベニス支部にて本会談

① 午前セッション1（座長 ：杉浦団員）

54 

・バルフィ技師（ペニス、流域管理庁）

イタリアにおける土壌保全

• 水 LLt団員 ： コンピューターによる砂防施設計

画システム

② 午前セッション2（座長 ：シルバーノ博士）

・カサリ ン博士（ペノト州環境公共事業長官）

• 松本団貝 ： 日本の洪水対策

③ 午後セッション1（座長 ：森団長）

・杉浦同員 ：総合的な土砂災害対策

・瀬尾団員 ：GISを活用した土石流警戒避難

支援システム

④ 午後セッション2（座長 ：ウベルティーニ教授）

・シルバーノ博士／マルチ博士(CNR、IRPI) : 

山地における崩壊および土砂生産モニタリ

ング ー最近の北部イタリアの事例
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・反町団員 ：自然環境に調和した土砂管理計画

4)歓迎夕食会

18日（水）

5)ロンガローネ（図ー ］の①）

ワークショップ1（座長 ：仲野団員）

• 藤田団貝 ： 日本における地すべ り 対策の実状

と問題点

• 山田団員 ： 土石流による鉄筋コンクリ ー ト家

屋の被害

6)ボイト）II支川パンチャ川他土石流監視および遊

砂地対策現場視察（屈ー］の②）

19日（木）

7)アラッバ、雪崩研究センター（図ーLの③）

① ワークショップ2 （座長 ：ルチェッタ栂士）

・仲野団員 ：流域全体における流出土砂管理の

ための流砂モニタリング
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・フォンタナ教授（パウダ大学） ： 
アルプス流域における崩壊 ・斜面安定調査

のためのGIS技術

・ファローニ博士（フローレンス大学） ： 
エクアドル、グアグア ・ビチンチャ火山の

ラハールモデル

② 座長 ：反町団員

・ソマビラ博士（雷崩研究センター）

ベネ ト州における直崩対策手法ー型式、目

的および維持管理

・パスー ト博士 (CNR、IRPI) : 

西部イタリアアルプス地方の活動地すべり

の監視

8)コルドン川流砂最等観測施設の見学（図ー1の④）

9)ペルモ山山腹崩壊箇所の視察（図一 lの⑤）

JO)マエ川のスリット砂防ダム視察（図ー 1の⑥）

II)フォルノ市内の災害復1日現場視察（囮ー1の⑦）

20日（金）

12)バイオントダムおよび上流大規模地すべりおよ

び堆砂状況視察（回ー1の⑧）

13)災害記念陣物館においてクロージングセレモニー

3.イタリアにおける土砂災害対策にかかわる組織

について

昨年来Flして、今回も直接我々の受け入れ側とな

ったのは、CNR（国家研究評議会）という組織で

ある。イタリアにおける土砂災害（砂防）に関する

組織を正確に説明すると長くなるので、メンパーの

水野研究貝の報告1)を参考にしていただきたい。今

回、お世話になった組織についてのみ以下に概要を

述べる。

まず初めに訪問したのが、総理府の市民保護局と

いう組織である。市民保護 (CivilProtction)活動の

中央組織として機能し、内閣の活動を補助すると共

に、予知活動 ・防止活動 ・救助活動 ・復興活動に関

する国家事前計幽を作成する。また、非常事態（大

規模災害）栢嬰の分析と評価、救助活動に関わるす

べての組織に対して統一・的な調整を行っている。

我々がイタリアヘ到滸する直前にイタリア北西部

のスイスとの国境のアルプス地方で豪雨による大災

害が発生して、ローマ市内の役所を訪問した時には

まさに緊急対策会議の最中であった（写真l)。この

会議は市民保護局が、消防、軍隊、環境省、公共事

写頁ー1

業省等の関係機関を集めて、前述のような災害に対

する調整を行う場である。 3)

市民保談局は政府組織であるが、現在、その機動

性をより高めるために、独立行政機関としてのエイ

ジェンシー化が進められている。従って国の機関と

エイジェンシーの2本建ての組織となっており、保

護局の局長 (Dr.D'ASCENZO)とエイジェンシーの

ヘッドであるバルベリー教授の両方がおられた。余

談であるが、局長は女性で、前任地のペルージャで

は中央政府代表官（市民保誤局の各県のトップ）だ

ったそうであるが、任期中は日本からのお客の相手

で忙しかったとコメントされた。お客とは、サッカ

ーの中田選手に対する取材陣の事であった。なお、

日伊技術協力会議はこの市民保護局が持つ海外技術

協力予算で行われているとのことである。

市民保護局の下部に市民保護に関する国家サーピ

ス実施組織が数多くあり 、国家研究評議会 (CNR) 

もその肉の一つである。災害に関する事前計画の作

成に関して科学的な研究を実施する組織であり 、大

学の研究者等が参加している。そういった意味では

大学の組織ではないが、大学も閑わっている組織と

言える。この内、土右流 ・地すべり等の土砂災害に

関して研究するグループが、今回の相手側であり 、

そのチーフがウベルティ ーニ教授である。教授はロ

ーマ大学にも席をおいている。

また、同じく国家サービス実施組織として、国家

消防隊がある。これは日本ではさしずめ自治省消防

庁といった組織になるが、日本の消防活動より大規

模なようであった。これは、 16日に国家保談局の後

に訪問した付属高等消防学校でのプロモーションピ

デオを見る限り、日本では自衛隊がやるような救助

活動も行っていたことからうかがえる。
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4.イタリアの砂防技術について

今回、砂防技術に関わる現場を視察する機会がも

てたが、その中で特に印象に残った箇所について以

下に述べる。

(1)ボイ ト川支JIIパンチャ川土石流監視および遊砂地

対策現場

上流域は写真ー2に示すような凍結融解に伴うと

思われる土砂生産の活発な流域である。最高点がア

ンテラオ山の頂上の標高3,263mであり、下流扇状

地部に存在するポルカ村（標高1,200m) に対して

土石流被害を及ぽしており、その対策が実施されて

いる。

イタリア北部の山岳娯勝地として有名なドロミテ

地方の中心に位協するが、最近10~15年の間に土砂

災害が多くなっている。ここでも 1994年に大きな土

石流が発生して、さらに1996年にはそれ以上の規模

で発生し、集落までに40,000面の土砂が流出して被

害を与えた。ここは別荘地としても開発が進められ

て、保全の必要性が高い。

まず写真一3に示すような、超音波計で土石流

（波高）を検知して、下流に警報を流す監視体制が

とられている。対策上事としては、サンドポケット

（遊砂地）を設けている。遊砂空間を鉄線蛇篭を積

み上げて確保している（写真一4)。なにかの足しに

はなるが、使用されている鉄線も細く 、大規模な土

石流がきたら容屈的にも 、力学的にももたないよう

な印象を持った。計圃規模対応で実施されている日

本の砂防工事を見慣れている目には、不十分な印象

写巽ー2 写頁ー3
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をもった。なお予算が少ないとの説明をしていた。

(2)コル ドン川流砂量等観測施設

昨年の第1回会議でも説明を聞いて、典味を持っ

たところであるが、現地を見て改めてその施設に感

心した。

流域面稽5km2の渓流を観測対象にして、渓流の

出口に流量、土砂量等を直接観測する施設を設四し

（写真一5、6、7)、1985年から観測を行っている。

主な観測内容は次のとおりである。

・沈砂池では掃流砂を全部捕捉してその猥を計測

（写真一6)

，浮遊砂は採水および沈砂地により計測（写呉ー7)

・ Wash Loadは濁度計で計測（写真一7)

・超音波水位計で水位（流砒）を計測

，圧カセンサーにより堆積土砂の最を計測

・地下水位は流域内3ケ所のポーリング孔で計測

・流域内2箇所で雨醤を観測

・テレメータ ーでデータはCNR水文研究所に伝達

様々な観測の目的の一つはステップ ・プールの研

究とのことであった。写真一5に写っている観測所

には寝泊まりの施設があり、雨期に当たる 10、11月

には泊まり込みで観測するとのことである。観測対

象となるような規模の土砂流は1987に4回発生した

が、その後あまり発生していないとの説明であった。

(3)マエ川のスリット砂防ダム

この川では1966年に土石流にともなう災害が発生

して、写真一8のスリットダム下流で18名の死者が

出た。この対策としてこのスリット砂防ダムがウベ

写頁ー4
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写真ー5

写真一7

ルティーニ教授の設計でCNRとバドバ大学協同で

水理模型実験委只会を設匝して検討を行った。

ダムは副ダムもあるため、スリットダムながら、

魚道が設樅されている。なお、ダム上流に堆砂した

土砂は州政府が建設用材として売っている。

(4)バイオントダムおよび上流大規模地すべりおよび

堆砂状況

ダム技術者、土木関係技術者なら誰でもご存じの

バイオントダムを見ることができた。周辺は公園等

があり 、当然見ることはできるが、今回は立ち入り

禁止になっている、ダム内部の施設を見ることがで

きた。提高260mのアーチ式ダムであるバイオント

ダムは現在、砂防ダム状態になっているので、提体

に検知センサーを埋め込みダムの破壊を監視してい

る状態であり、提体内部へは入れない。しかしなが

ら、提体前の導水管端から目の前に提体を文字通り

仰ぎ見ることができた（写真一9)。さらに発電ター

ピン室になる部屋を見たが、提体の上を200mの詞

さの段波が越えて行き、甜水管からその分、圧力を

増した水がターピン室を破壊して流れたという説明

を、なにか実感を伴わない気持ちで聞いていた。

写真一6

写真一8

ダムの上流側から提体を見たのが写其― LOであ

る。写真でみるとちょっと大きめの砂防ダムがまだ

満砂状態になっていないなという印象であるが、大

規模崩壊（写真一11)が一望に見える現場からは、

ダムの空き容量はわずかなものである。ダム直上流

の左岸側斜面が、試験湛水を経て、 HWL762mに対

して本格的に貯水して710m達した1963年10月9日に

崩落したものである。崩落土砂是2低5千万面との

説明であった。

段波は下流、対岸、上流側3波に別れて発生した。

対岸では200~230mはい上がってきた。下流はダム

を200mオーバーフローして、直下流のロンガロー

ネの集落を襲ったu 上流でもエルト村を襲い、村人

270名、ダムの工事従事者57名と、下流域での被害

者会わせて死者 ・行方不明者約2,000人の大参事を

引き起こした。

これが教訓になり、その後の貯水ダムの建設は、

周辺地すべりの可能性についてより詳細な調査と、

惧重な試験湛水が行われるようになった。このバイ

オントダム建設時点でもある程度の、貯水池周辺地

すべりの知識はあったため、この災害も人災として
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写頁ー9

写真一10

写頁ー11

本年まで約40年に渡って、イタリア政府により造族

等への補償を行ってきた。補償は今年でうち切られ

るが、その教訓を長く後世に残すため、ロンガロー

ネに博物館の建設計画があり 、日本からの土砂災害

に関する展示資料を、ウベルティーニ教授から求め

られた。
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5.これから

日伊土砂災害防止技術検討会は今回が第2回で、

毎年交互に実施する申し合わせになっており 、第3

回は来年日本で行うことが合意された。また、検討

テーマについては、森団長から以下のものをあげて、

イタリア側も了解した。

l)危険区域の設定方法

2)警戒避難の基準の考え方

3) GI Sを活用した危険度判定

4)モニタリングシステムー計測手法とその有効性

なお、イタリア側は土砂災害に関する日本との技

術協力に強い期待を持っている。それは、今回の一

連の会議の冒頭の総理府市民保設局における挨拶に

示されている。内容は以卜のとおりである。

「イタリア、日本は先進国の中でも土砂災害被害

の多い国で、イタリアは従来からアメ リカとの協力

はあったが、これからは土砂災害と闘うために日本

との協力を進めたい。

イタリアはEUの一員としてCivilProtectionを押

し進めたい。ただ、 EUの隣国との関係を築くだけ

ではなく 、日本との関係を深めることが重要と考え

ている。

2001年6月から日伊の重要なイベントがある。一

つは商業 ・文化に関するイペン トが、イ タリア海軍

の船が日本に停泊して、その中で開催され、そこに

市民保護局の催し物も企画されている。もう一つは

地鹿 ・火山に関するもので、市民保護の新しい技術

がとりあげられ、日本の洪水 ・土砂災害も取り上げ

られる。

この2001年からのイベントの中で、日伊交流の合

意が結ぱれることを期待している。」

今回の会談に際して、大変お世話になったイタリ

ア政府市民保談局、 CNRや、日本側建設省等に対

して感謝申し上げて本報告を終わる。

参考貞料

1) 第1回日 ・伊土砂災害防止技術会議 記録集

2) 水野秀明 ：イタ リア共和国における土砂災害対

策に関する法律と行政組織 (2000)、砂防学会

誌（新砂防） Vol.53,No.4

3) Establishment of the National service of Civil 

Protection, Law N.225,24,Feb. 1992 



foreign circumstances 1111 

ネバールDMSPプロジェクト短期専門家活働報告

l.ネパールの砂防技術協力の沿革

ネパールに対する砂防の技術協力は、1976年にネ

パール政府から、自然災害防止対策の長期専門家に

関する派造要請が、日本政府になされたことを契機

として、始まった。 1977年4月の玉光弘明氏、松下

忠洋氏の視察を経て、 1977年9月から 1年 lヶ月 、

故 ・橋本明氏が、森林省土壌 ・水保全局（当時）の

個別専門家として、ネパールの土砂の問題に関して

精力的に調査 ・技術指導を行った。

この報告をベースに開発調査やアドバイスチーム

の派造等が実施され、その後、1990年のネパール政

府の要請により 、何回かの調査団派遣を経て、プロ

ジェクト方式技術協力、 DPTC(Water Induced 

Disaster Prevention Technical Centre)プロジェクトが

始まった。同プロジェク トでは、 1991年10月から、

1993年の大災害の影饗による2年半の延長を経て、

1999年3月までの7年半、砂防 ・地すべり ・河）1|技術

の技術移転が行われた。

そして1999年9月から5年間の予定で、地域防災 ・

災害復旧 ・情報システム化を目的としたDMSP

(Disaster Mitigation Support Programme)プロジェク

トが進められている。

なお、本年 4月に組織の恒久化が認められ、水査

源省治水 ・砂防局 (Departmentof Water [nduced 

Disaster Prevention : DWIDP)となった。

2.短期専門家活動内容

2000年9月9日から3週間、 DMSPプロジェクトの

「低コストエ法」短期専門家として、訪ネした。目

的は、地域防災モデル活動において、現地の自然お

よび土地利用状況に適し、かつ仕民自身が実施可能

な低コス トの防災対策の検討を行い、ネパールに適

した住民参加那防災活動の促淮を図ることである。

当初、DWIDPの技術者に対して、ネパールにおい

て適用が可能と思われる日本の伝統的工法の紹介

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部国際課長代理

比留間雅紀＊

と、工法選定に至るまでの現象把握、計画立案のプロ

セスに関してプレゼンテーションを行った（写真一l)。

写真ー1 講義中

次に地域防災モデルサイト（河川ならぴに砂防分

野）のギルバリ川の現地調査を行った。その後3日

間にわたり担当部署の技術者とワークショップを行

い、ギルパリ川の全体計画 ・今後必要な調査等につ

いてカウンタパー トと討議を行った。これをレポー

トに取りまとめ、他の技術職員、長期専門家に対し

てプレゼンテーション、質疑応答を行った。

3.ギルバリ川について

ギルバリ ）11(Giruwari-Khola)は、DSMPプロジ

ェクトの2つの地域防災モテルサイトの一方で、ガ

ンジス川へと流れるナラヤニJIIの1次支川である。

流域面稽250k而程で、ミッド ・シワリク 山地を下

刻する上流部と、扇状地を削り幅広い河床を持つ中

下流部とに大別できる。

9月13日から4日間、カウンタパート 、長期専門家、

そしてタマサ リヤ地区の開発コミッティ議長の

Rayamaji氏と共に、ナラヤニ川合流点から、約20km

上流のジャルバス集落上流地点まで、現地調査を行

った（写真ー2~4)。

現況では、上流部と中流部左岸山腹で大規模に焼

き畑農業が行われ、土砂生産の一因と言われている。

中下流部では数段の段丘面が存在し、主に水出とな
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写頁ー2 上流部の河床と焼き畑 （とうもろこし）

写真ー3 中流部（水際近くまで水田）

写真一4 下流部ナラヤニ川合流点付近（蛇篭歴岸が部分的に存在）

っている。洪水時には河道の首振りにより段丘面が

削られたり 、低位段丘面に溢水したりして、震業被

害をもたらしている。住民によれば、上流部からの

土砂流出により河床が上昇し、水田が被害を受けや

すくなっている、とのことであった。 上流、中ド流

の住民組織は別なので、本当に上流が荒れているの

か、早急に調査する必要を感じた。

現時点では、河床縦横断測羅、雨盈、流醤や、上

流域の土砂生産 ・流出状況に関してデータがなく、

多 くの推定を含む机J:検討による全体計画である

が、今回の踏査をもとに一通りの流れに沿った計画

を立案した。特に、予算がオ演足し全川にわたる工事
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の実施が不可能な中で、生起する現象は全流域で定

性的に押さえ、どういう レペルで対策を行っていく

かを、できるだけ早く決める必要があろう。

4.第2フェーズの側面

現在、プロジェクトには日本人長期専門家6名が

アドバイザーとして赴任しており 、精力的に活動し

ているが、活動計画書に上らない課題もあり 、これ

らの対応に苦慰し、手間を取られている。日本から

は見えにくいことを、2点ほど紺介する。ネパール

の習慣に関わる問題もあり、日本の尺度では前ljれな

いものもある。解決策 ・打開策をお持ちの方は、是

非お聞かせ願えれば、と切望する。

4.1 技術者の育成

プロジェクト第1フェーズの開始から9年経過した

が、転勤等があり、中核となる、エンジニアクラス

の技術者の定済率は低い。砂防では起こった現象か

ら将来予測をして計画を立案していくが、調査から

計画までの技術思想 ・哲学を身につけるには場数を

踏む必要がある嘉自身第lフェーズの専門家であり 、

そうした技術者を育成仕切れなかったことに強い自

買の念を持つが、新しく来た技術者をある程度のレ

ベルに引き上げることが、いつの段階でも必要であ

り、時間と忍耐力が必要な陰の作業となっている。

4.2 技術者のモテイベーション

ネパールの技術者たちは留学経験を持つものも多

く、優秀な人が多いが、国内予往が乏しく事業の絶

対益に欠けることから、大規模建設プロジェクトに

従事することが、彼らにとってステータスとなる。一

方、第2フェ ーズ(DMSPプロジェクト）では、プロジ

ェクト終 （後の持続可能性を考え、事業予算を押さ

えて住民参加型の対策推進という事業形態を模索し

ていこうとしている。技術者の典味が向きにくい仕

事を進めていこうとするなかで、いかにネパール人

技術者が意識を持ち、イニシアテイプを取っていける

かが、今フェーズの璽要なポイントとなると感じた。

参考文献

DPTC ・ JICA : DPTCネパール治水砂防技術セ

ンター、（プロジェクト終了時セミナー資料）、1999

橋本明追悼文集編集委員会 ：追想 橋本明、

（非売品）、1994
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平成12年鳥取県西部地震速輻

土砂災害ソフト対策研究会

1.はじめに

平成12年10月6日13時30分頃、島

取県西部地下約10kmを鋸源とした

「平成12年 (2000年）烏取県西部地

裟」が発生した。マグニチュードは

7.3（暫定10月6日気象庁発表）と 、

半成7年1月17日に起きた兵庫県南部

地震 (M7.2)に匹敵する大きな地震

であり、烏取県境港市や同県日野町

で庭度6強を記録したのを始め、中

国 ・四国地方の広い範囲で袋度4~5

の強い揺れを生じた。その後は余緩

が続き、 8日にはマグニチュード5.0

の最大の余震が発生したが、平成12

年11月15日現在、余裳活動はほぼ収

束している。鳥取 • 島根県地方に於

ける規模の大きな地震は1943年に死

者1,083人を出した烏取地震 (M7.2)

以来約半世紀ぶりである。烏取県西

部地裳の発生箇所では、活断陪は知られていなかっ

たが、余旋の裳源分布や発震機構からみて、北北

西ー南南束方向の断層が活動したものと考えられて

＼
 地域震度分布図

丘］

J
 

．． 
~·. I 

ヽ

図1 雲度分布図

いる。

2.地霰災害の概要

今回の地鋸では烏取県日野町 ・西伯町 ・境港市、

島根県伯太町 ・広瀬町 ・安来市、岡山県新見市に被

害が集中している。 地震の規模が大きかったにも係

わらず幸い死者は0人であったが、負傷者は138人に

上り、住宅も約2,000棟が全半壊するなど大きな被

害が出ており 、一時は鳥取県内だけで2,700人余 り

が避難生活を強いられていた。また、境港市では港

湾施設などに液状化現象による唄砂の発生や、中山

間部ではがけ崩れなど、土砂災害が多数発生してい

る。

表ー1 烏取県西部地誤による被害

人的被害 住家
がけ崩れ

死者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

鳥取県

゜
97 289 289 3,119 9195 I 

島根県

゜
I J 19 19 3,703 6 

岡山県

゜
18 7 7 453 5 

他府県

゜
12 

゜ ゜
43 I 

合計

゜
138 315 315 7,318 207 

平成12年LO月30日11時00分現在消防庁(37報）による
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米子市青木地区における蘊石の転倒状況
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3.農後の降雨状況

平成7年の兵犀県南部地幾や本年

の伊豆諸島 ・神津島の地捉活動で

は、地震動によって斜面が1浮安定化

し、後の降雨によってがけ崩れを始

めとする土砂災害を引き起こしやす

い状態にあった。当地域では地縦後

しばらくは目立った降雨はなかった

ものの、 10月末から11月初頭にかけ

て温帯低気圧による大きな降雨を記

録している。この降雨により、がけ

崩れが発生し、伯備線が根雨（日野

町）～生山（日南町）間で長期間不通

になるなど各地で被害を出している。

4.センターの取り組み

この地炭災害を受けて、烏取 • 島根両県では、銀

後の土砂災害基準雨量の検討を行うこととなった。

地裳による地山状況の変化を考慮して、土砂災害醤

戒避難基準雨是値の引き下げを検討するもので、学

識経験者と行政担当者からなる「震後土砂災害笞

戒 ・避難甚準雨量検討委員会」（委員長 ：小橋京都

大学名誉教授）を設置し、検討することとなった。

対象地域は豪雪地域に指定され、融雪による土砂

災害の酋戒 ・避難についても考慮する必要があり、

今後それらの検討を進めて行くことにしている。第

1回検討委員会は11月27日（月）に米子市において

開催した。

これに先立ち、 11月7~8日に瀬尾専務理事を中心

とした調査チームが現地入りし、被害の大きかった

日野町を中心に現地状況調査を行った（写真）。

現地の状況としては、屋根にプルーシートが多く

見られ被害が決して小さくはないことが窺えた。

10/6の地震による崩壊に対しては、応急的な対策が

なされているところであるが、降雨等による崩壊の

拡大が懸念されるところであり、 11/2の雨により崩

壊が散見され、現在応急的な対応も含め実施されてい

るところである。

また、瀬尾専務理事の恩師にあたる日野町長によ

り、日野町内の現場をご案内いただいたことや、調

査中にお会いした地元の方々から地擬時に「山腹や

土蔵 ・土壁等の崩壊などにともなう土煙が激しかっ

日野町道三原上流における斜面崩壊状況 た」などの話を伺い、現地の状況把握に役立った。

（執箪担当 ：総合防災部小野弘道、片嶋啓介）
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第4回「緑のゼミナール」開催JtネルディスカッションI
「渓流の周りの緑について考える」

1.はじめに

平成12年10月31日に砂防会館別館シェーンバッ

ハ ・サポーにおいて「第4回緑のゼミナール」が開

催された。緑のゼミナールは平成10年から毎年開備

されており、当センターは共催機関の一つである。

午前中は森俊勇建設省砂防部長が講演を行い、続い

て、「里山の森林 ：その歴史と環境保全」と題 して

塚本良則東京農上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部では当センター主宰による「渓流の緑について

考える」と題して話題提供及びパネルディスカッシ

ョンが実施された。

バ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）を活用した積極的な事業が促進

されるように、行政、研究機関、民間企業の方々か

ら広く識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、まず、中村太士教授（北海道

大学大学院）からこれまでの研究成果等を踏まえて

渓畔林の必要性について、話題を提供して頂いた。

次に、長野県鳥居JIIを事例とした水と緑の生態学的

保全 ・復元として福留脩文所長（株式会社西日本科

学技術研究所）から紹介を頂き、同流域の渓畔林を

活用した砂防計画として坂口哲夫課長（長野県土木

部砂防課）から紹介頂いた。さらに渓畔林が土砂移

動に与える影響の実験的研究として、仲野公章室長

（土木研究所砂防部砂防研究室）から紹介頂いた。

これら話題提供を受けた後、話題提供者と大手桂

二氏（京都府立大学名誉教授）のパネラーとコーデ

ィネイタ ーとして池谷浩理事 ・砂防技術研究所長

（財団法人砂防 ・地すべり技術センター）によるパ

ネルデイスカッションが行われた。（写真l参照）

第4回緑のゼミナールの参加者は官公庁職只や大

学、コンサルタント等を含めて総勢377名であった。

本稿は、パネルデイスカッション (I)における話

題提供の概要及びパネルディスカッションの内容を

とりまとめたものである。

砂防部

2.なぜ渓流の周りに樹林帯が必要なのか

北海道大学大学院教授 中村太士

水辺の植生群落は、洪水 ・流路変動などの影密を

受ける一方、日射遮断、リター供給、地下水脈によ

る物質交換等を通じて河川の地形、水質、生物生息

場の形成に多大な影響を与える。さらに、河川は山

地源頭部から河口までつなぐ物質運搬経路であり 、

河川と植物群落の相互作用は河川の上流から下流に

向かって変化し、流域斜面で発生した自然 ，人為的

攪乱の影眠は最終的に水辺域に集結する。結局、水

辺域は陸域と水域の生態系を結ぶ接点に位置し、攪

乱の波及など集水域全体の生態系を考える上で極め

て重要な区域としてとらえることができる。ここで

は成立した水辺林がいかなる生態的機能を果たすの

かについて紹介する。

水辺林の日射遮断については、北海道苫小牧地方

の落葉広葉樹林帯の調査結果によると、樹冠により

河川水面が欝閉されているところでは日最大日射益

で1/4、日総最ではl/7まで低下することが明らかに

なっている。山地小渓流における水面熱収支を考え

た場合、収支項目の中で純放射巌の占める割合が極

めて高い。このため、水温変動は上流域で樹冠に覆

われていない区間長を求めることにより 、容易に回

帰式で推定できる。

山地渓流におけるエネルギー収支を落葉広葉樹林

帯で調査した結果を参考にすると、山地渓流におい

て渓流外の山腹斜面から供給される有機物砧は浴存

態のものを含めると全体の99％以上にものぽり 、リ

ター供給は極めて重要なエネルギー源である。

朽ちて渓流内に倒れ込んだ倒木、さらに移動した

流木は渓流の微地形形成、さらに渓流内の物質移動

に重要な役割を果たしている。淵体積の約40％は倒

流木によって形成されている。このような微地形変

化に伴う淵形成は魚類生息場として注目され、倒流

木の本数もしくは体積と魚類の種類や数の関係が研

究されている。倒流木は淵の形成のみならずカバー

構造にも影器する。カバーとは、障害物などのl会に
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できる暗い場所や流れの遅い場所のことで、魚類の

生息場所として重要な要素として知られている。米

国の研究成果では倒流木証が増えると魚類の最が増

える傾向を示し、倒流木が形成する環境は魚類生息

場として欠かせない要素であると考えられている。

日本における倒流木磁とニジマスの関連の調査結果

は、倒流木による淵形成とこれに伴うニジマス現存

祉の上昇を明らかにしている。

'地 ド水脈と森林との相互作用として、間隙水域と

して注目を集めており 、ハンノキ類など窒素固定を

行うことができる樹種をつうじて栄整元素の交換、

さらに水生生物の生息場提供など、地下水を通じて

氾濫源の役割が注目されている。

河畔域の構造と機能を維持するためには、物質輸

送の連続性を保証する上流と下流のつながり 、森林

と川のつながり、地表水と地下水脈とのつながり 、

川と地域のつながりを保持することが重要である。

日本の川のほとんどは、この4つのつながりが遮断

されているのが現状であることから、今後はこれら

のつながりをいかに回復してゆくかが、今後の）IIづ

くりの基本理念となりうる。

3.水と緑の生態学的保全・復元について

一鳥居川を事例として一

（株）西日本科学技術研究所所長福留脩文

鳥居川おいて、砂防河川での生態学的な環境保全

や、その復元に関する土木工法を検討した。ここで

は、その過程で試みた設岸工、水制..[および床固め

工の新しい構造と、その役割について報告する。

従来工法の生態学的な改善方法は以下の通りであ

る。

①まず河川生態系の復元は、従来の固い直線的護岸

によって形成される水辺環境でなく 、護岸がない

時のような多様な水辺珠境に着目する。ここに、

生態系の底辺を成す藻類や、水生昆虫が生育する

入江水域を確保する。

②河道とその堤内との生態学的な連続性を保つた

め、河岸の脚部から法面にかけ、河床と河岸の材

料および植生遷移の連続性を保てる護岸構造を目

指す。
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③平水時の生態学的な地形特性は、平面的には低水

流が形成する蛇行を、横断的には蛇行に応じた侵

食および堆積地形を、そして縦断的には瀬や淵の

連続する河道を再現する。

この方針を実現するため、本来の河川や砂防のエ

法である、陵岸工、水翡IJ工および床固め工を基本構

造とし、自然の野石で高伍垣を築く日本の伝統_[法

を参考に改善を試みた。

(1)護岸工

談岸工の天端ラインは護岸の計画法線に準じ、根

石から始まる裾部の構造に緩やかなアーチ構造と

し、そこに入江状の水際空間を取り込むよう提案し

た。上流からの大きな外力を避けるために、アーチ

支点から上流側の形状はその流れに沿わせ、下流側

はそこに入江状の空間を作る形状とした。同時に巨

石の構築法として、コンク リー トを使った練り積み

でも、横目地を直線に通す布積み様式を廃し、野石

を波状形に積み上げていく 方式を提案した。

(2)水制エ

水制頭部周辺の河床洗掘を防ぐため設けられた根

固めをやめ、頭部基礎構造は根入れを深くし、その

周辺に若＋の洗掘を許容して淵を形成させる構造と

した。水制頭部の梢造は、河床から 1.5~2.0m深く

床掘りし、波状積みの根石と築石で台座を作り 、そ

の中央部に現場で得られる最大級¢ 1.3~ 1.5m程の

巨石を、夭端石と して落とし込むように据えた。胴

部は河床から 1.0メートル深く床掘り し、根石を配

置して波状積みに石を組み、天端は0.5~I.Omの巨

石仕上げとした。

(3)床固め工

その基本的な構造は、斜路工の河床に、半円アー

チの頂点を上流に向けた石組みを施すものである。

そして最終的な構造としては、半円下流側の2支点

と頂部l筒所の3ボイントに、‘'力石＂としての巨石

を据え、その間にアーチリングの“輪石＂を配置す

るものである。そして、すべての石材は控を上流側

に向け、その尻部を河床より Fにドげて、洪水や土

石の流れに抵抗せず、逆にこれを安定方向にも使う

構造とした。
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4.長野県鳥居川渓畔林を活用した砂防計画の一考察

長野県土木部砂防課長坂口哲夫

長野県上水内郡信濃町黒姫地籍を流下する烏居川

は、流域面積49km'、河床勾配1/20~1/30の急流河

川であり、平成7年7月の梅雨前線豪雨により渓岸侵

食及び異常埋塞 ・氾濫の災害が発生し、現在、砂防

工事が行われている。烏居川においては、従前から

有していた自然環境を復元させるため、生物相互の

つながりが維持でき、特定の種（イワナ ・ホタル等）

の復元に固定せず生態系全般を見据えた新しい環境

に対する概念により「川づくり」を試みている。

烏居川における渓畔林の活用については、既存林

の活用方式と河積拡大方式を採用し、水辺の自然環

境への影響をできるだけ低減することとした。

(1)既存林の活用方式

現況の河道を拡幅して流ド能力を向上させるので

はなく、遊砂地として位置づけ流水が乗り上げる計

画とした。場の選定は、河積が狭く 、樹林地へ乗り上

げた流水が背後地へ氾濫しないような地形である区

間とした。祖度係数については河迫部を0.035、渓

畔林部を0.1と設定した。縦断計画は砂防事業の全体

計画を踏襲した。横断計画は現況河道幅を用いた。

計画上の注意点としては、渓畔林地内の土砂流出防

止、渓畔林地内の排水処理（立枯れ防止）があげられる。

(2)河積拡大方式

基本設計としては混業用取水堰は取り壊さずに、

砂防計画との整合を図ることとした。このため取水堰

は左岸袖部を中洲として残し、その裏側を放水路的に

新規開削を行うことで流下能力を向上させた。植生

復元としては河積の拡大に伴い渓畔林の面積が減少

するため、烏居）iiの沿川に自然植生しているサワグル

ミ、ミズナラ、イヌコリヤナギ等を代償として復元する

こととした。縦断計画は砂防事業の全体計画を踏襲し

た。横断計画は拡幅部左岸側の法面は提内外地の動物

及び植生の復元を考慮し、 l:5の緩勾配とした。

今回の試みでは、既存林の活用方式及び河積拡大

方式の双方ともに、計画高水位に余裕高を加えた範

囲まで渓畔林として利用するものである。砂防施設

として、よりよい水辺環境を復元 ・保全及び創造し

ていくためには、水理学的妥当性の検証、環境面の検

|

9
 

討、砂防計画へ反映方法を整理していく必要がある。

5.渓畔林が土砂移動に与える影響

建設省土木研究所砂防研究室長仲野公章

渓畔林の重要性に対する認識が嵩まりつつあり、

土木研究所においてこれまでに渓畔林に関する調

査 ・研究を行っている。今回はその中から土砂移動

に与える影饗に着目した実験的研究として、①横工

直上流の樹林帯の土砂堆積促進効果、②木本植生の

渓岸侵食抑制効呆、③渓畔林を保全するための流路

整備手法（洪水流に対する整流効果）を紹介する。

(1)横工直上流の樹林帯の土砂堆積促進効果

袖のある横工背後の樹林帯には土砂堆積促進効果

があるが、高い効果が発揮されるのは横エから離れ

た位槌であり、そこでは樹木占有面積率が高いこと

で効果を上げることができた。逆に横工にごく近い

位置においては、樹林帯自身による土砂堆積促進効

果はあまり発揮されなかった。よって袖のある横工

背後の堆砂敷上にある樹林帯には土砂堆積促進効果

があるが、それがよく発揮されるのは横エ袖堰上げ

範囲より上流側であると考えた。

(2)木本植生の渓岸侵食抑制効果

渓岸上に木本植生があることによって侵食抑制効

果は発揮されることが分かった。渓岸侵食土砂量を

定最的に表現するために、下記式を仮定した。

qe 
= Dx'-r. 

5/2 

贔
ここに、qe:単位幅単位時間での渓岸侵食益、
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s :砂礫の水中比重、 g:重力加速度、 d：渓岸土砂

の粒径、 Dx' : 渓岸侵食土砂批係数、 T• :無次元掃

流力である。

侵食抑制効果址としては樹林専有面積率が高くな

ると、渓岸侵食土砂凪係数の値が小さくなることに

よって、渓岸侵食土砂最も小さくなることが分かっ

た。

(3)渓畔林を保全するための流路整備手法（洪水流に

対する整流効果）

床固工群と渓畔林を組み合わせることによる、低

水護岸を用いない流路整備の一手法の実現可能性を

示すことができた。ただし、対象箇所が段丘等の河

床との比高差を有する地形状況の場合には、側岸侵

食は崖状に進行する可能性があり、渓畔林の安定性

を確保するために今回検討した袖の長い床固上や部

分的な護岸上を用いて侵食崖を形成させにくい流路

構造としておき、また冠水頻度の高い範囲では流木
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化を防ぐための人工構造物の整備も考える必要があ

る。

今回樹林帯が土砂移動に与える影響に悶する実験

的研究を三つ紹介した。これらの研究は、定量的評

価がまだ不十分であるので引き続き検討を行うこと

が必要である。また得られた実験結果の現場での適用

性についても考察しなければならないと考えている。

6.バネルディスカッション

パネルディスカッションの内容をまとめると、以下

の通りであった。①計画 ・設計における現状の技術

レペルと課題の確認、②モニタリングの必要性、③

渓畔林の積極的展開の必要性、④緑を用いたエ法の

時間軸の議論、⑤湘t断的な緑の連続性、⑥現場技術

者の心得（現場をしっかり見ることが重要）、⑦地

元の声を開く仕組みを検討する。

（執筆担当 ：砂防部炉木敏仁）
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月日
9月l日
9月4日
9月6日
9月6日
9月7日
9月8日
9月12日
9月12日
9月13日
9月l3日～15日
9月21日
9月21日～23日
9月26日
9月26日
9月28日
9月27日～29日
9月30日
9月308~10月1日
10月5日
10月JO日
10月10日
10月lO日～II日

10月J3日
IO月13日
10月14日～22日

10月17日
10月18日
10月25日
IO月26日
10月28日
IO月31日
10月3]日

10月31日
11月1日
II月1日
11月1日
II月1日～2日
II月7日
l)月7日
II月7日
11月9日
11月JO日
II月15日～16日
II月16日

II月20日
II月22日
11月22日
II月24日
II月268~12月3El
II月27日

II月27日
11月27日
II月27日～29日
l)月30日

l)月30日

行事等
第1回伊豆諸品土砂災害対策検討委員会

地霞 ・活断層セミナー「山梨県の地震、活断屈と防災について」

鋼製砂防構造物委員会

建設 ITフォーラム「情報技術が築く新生産システム」

第2回伊豆諸島土砂災害対策検討委貝会
第1回泉祁地すべり解析検討委貝会

口坂本地すべり対策検討幹事会
フォーラム「貧困緩和戦略ペーパーについて」

STC技術検討会

日本火山学会2000年度秋季大会
第3回伊豆諸島土砂災害対策検討委員会

土木学会平成12年度全国大会 「第55回年次学術講演会」
評議貝会

理事会
セミナー「警戒避難基準雨嚢の設定法」

平成12年度（第13回）砂防研究報告会
第1回秋田駒ヶ岳火山防災対策検討委貝会

富士山砂防30周年記念事業「富士山御中道ぐるっと歩こう360°」
第32回砂防学会シンボジウム「斜面都市における防災を考える」
有珠山土砂災害対策検討委貝会

セミナー「有珠山、三宅島、新島 ・神津島の活動と災書情報」

第3回砂防CSG工法（仮称）検討会
第1回宮山県土砂災害誓戒避難基準雨址検討委員会

新型鋼製砂防構造物開発技術検討会
第2回日伊土砂災害防止技術会議

第4回伊豆諸島土砂災害対策検討委員会

大網地すべり対策総合解析検討委員会
土砂災害情報通報システム整備事業に関する意見交換会

淵出川砂防計画関連業務連絡会
不パールヒマラヤの地質とラン ドスライド災害講習会

第4回緑のゼミナール
第2回泉郷地すべり解析検討委貝会

北股入沢崩壊対策検討幹事会

地すべり概成判断検討委員会
第1回烏海山火山噴火警戒避難対策計画作業部会

新法関連業務検討会

第7回河／1|整備基金助成事業成果発表会

第IL回民間開発建設技術報告会
砂防‘Jイルセメント工法検討会

銅製砂防構造物の損傷およびその対策に1及］するワーキング
鳥海山火山防災マップ策定検討委員会

海外担当非常勤顧問会議
平成12年度総合防災学院 ・総合防災セミナー

平成12年度治水事業促進全国大会

平成12年度技術研究成果報告会
第8回リバーフロント整備センター研究発表会

第4回砂防CSG工法検討会
鋼製砂防構造物設計便覧に関するワーキング（第7回）
第l5回日中河川及ぴダム会議

綱製砂防構造物委一日会
裳後土砂災害警戒避難墓準雨磁検討会

島々谷技術検討会

平成12年度総合防災学院 ・総合防災セミナー
伊豆諸島土砂災害検討委員会（斜面分科会、土石流 ・泥流分科会）

フリーフレーム協会創立25周年記念講演会

―
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理事会等の開催

【平成12年度第3回理事会】

第3回理事会が、平成12年9月26日午後、アルカディア市ヶ谷6階「阿蘇Jの間で開催され、次の議案につい

て審議が行われました。

報告事項（1)理事の選任について

報告事項（2)非常勤顧問の委嘱について

報告事項（3)有珠山咬火に対する対応について

報告事項(4)ベネズエラ災害に対する対応について

報告事項（5)伊豆諸島土砂災害に対する対応について

【平成12年度第3回評議員会］

第3回評議員会が、平成12年9月26日午前、当セ ンタ ー会議室において開催され、次の議案について審議が

行われました。

第1号議案 理事の選任を求める件

報告事項（I)非常勤顧問の委嘱について

報告事項(2)有珠山噴火に対する対応について

報告事項（3)ペネズエラ災害に対する対応について

報告事項（4)伊豆諸島土砂災害に対する対応について

人事異動等

●職員の採用等

氏 名

9月1日付 【新規研修］ 村上 治

9月30日付 ［辞 職l 保科幸二

10月1日付 ［委 嘱】 池谷 浩

［昇 任】 矢野将之

［昇 任］ 藤田久美子

【新規研修】 松原智生
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砂防部技術課（朝日航洋（樹）

理事兼砂防技術研究所長（砂防広報センター）

理事兼砂防技術研究所長（顧問）

砂防技術研究所研究課主任技師

（砂防技術研究所研究課）

企画部国際課専門職（企画部国際課）

砂防部技術課（（掬建設技術研究所）
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平成12年度 「技術研究成果報告会」の開催

企画部企画情報課

去る 11月20日（月）、砂防会館（東京都千代田区）において、

「技術研究成果報告会」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

ました。ここに改めてお礼申しあげます。

当財団では、これまでにさまざまな調査 ・研究活動、公益事業

等を行なっております。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関に所属される研究者の方々に助成を行なっ

ております。このたび、技術研究成果報告会では、過去の研究開

発助成の成果の中から一部を発表させていただきました。

報告会では、建設省砂防部長 森俊勇氏より基調講演をいただ

理事長挨拶

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2題と当財団が自主研究として実施してきました中か

ら2題の計4題についての発表を行ないました。

まず、基調講演として森砂防部長より、「砂防技術について」示唆をいただきました。研究発表のl題目とし

て立命館大学の江頭教授より 、「流出土砂予測法の開発」についてご発表いただきました。東京大学大学院の鈴

木教授には、「林地斜面崩壊監視モニタリングシステムの現地適用について」ご発表いただきました。当財団か

らは菊井課長（総合防災部）より、「住民に分かりやすい防災システムについて」、最後に吉松部長（斜面保全

部）より、「1999年ベネズエラ共和国における土砂災害について」紹介させていただきました。発表に対し会場

より質問があり 、有意義な報告会であったと考えております。

なお、「技術研究成果報告会」は、研究開発助成における研究成果の発表の場として、来年度も開催する所存

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13年3月発行）に掲載する予定です。

くプログラム＞ 「技術研究成果報告会」

基調講演 砂防技術について ＊＊ ＊ 俊勇（建設省砂防部長）

発表l 流出土砂予測法の開発 江頭 進治（立命館大学理工学部）

発表2 林地斜面崩壊監視モニタリングシステムの現地適用 鈴木 雅一 （東京大学大学院）

住民にわかりやすい防災システムについて
発表3

ー地域防災学習マップの作成一 菊井 稔宏（（財）砂防 ・地すべり技術センター）
-----------------------------------------------------------------------------

発表4 1999年ベネズエラ共和国における土砂災害 吉松 弘行（（財）砂防 ・地すべり技術センター）

•「研究開発助成事業」 ： 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8ヶ年41課題の助成実綬があります。

※この成果報告会の予稿集は、無科でおわけしております。（送料はご負担いただきます。）ただし、数に限り

がございますので、ご希望の方は、お早めにお申し込み下さい。

［問合せ ・申込先】

企画部 TE L (03) 5276-3271 FAX  (03) 5276-3391 
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島原の住民団体より当センター職員が感謝状を贈られる

雲仙普野岳の噴火に伴う土石流災害によって人家が土石に埋まるなど壊滅的な被害を受けた島原市の安中地

区住民主催の復興シンポジウムが11月19日（日）に、安徳海岸埋め立て地に完成した復興アリーナで開催され

ました。

このシンポジウムは噴火10年という節目を迎え、災害対応に苦労された方をパネラーとして、当時の体験を

紹介するとともに、「火山と共生する」ための今後のあり方について住民自らが考えようと実施されたものです。

シンポジウムでは、池谷砂防技術研究所長が基調講演をし、また、建設省在職中に発言 した「住民へのエー

ル」をまとめた語録集が参加者に配布されました。 そ して、シンボジウム終了後、住民代表から高田前長崎県

知事、池谷前建設省砂防部長（当センター砂防技術研究所長）、太出前九州大学地袋火山研究所教授、松井元雲

仙復典上事事務所長（当センター砂防部長）、三木前雲仙復興工事事務所長らに感謝状が贈られましたc
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役職員の海外派遣

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
〇短期専門家の派遣

●ネパールDMSPプロジェクト短期専門家（低コストエ法）

l．派造者 ：比留間 雅紀（企画部国際課長代理）

2派遣期間 ：2000.9.9~ 29 

■中国雲南省小江砂防短期専門家

l．派造者 ：池谷浩（砂防技術研究所長）

2派造期間 ：2000.10.13-25 

3．活動内容 ：

世界でも有名な土石流多発地域の小江流域は中国の重大貧

困地域でもある。また、長江の上流部に位置していて、毎年

多羹の土砂を長江に供給し、長江水害の遠因ともなっている。

これら解決すべき多くの問題に対し、総合的な砂防事業を

実施することにより地域の安全を確保するとともに、緑を復

元させ生態環境を改善させ、かつ、土地の高度化利用を可能

にして経済的自立による投困からの脱却を図るための開発調

査を申請するべく中国政府は検討している。

そこで、案件形成に阿けての指禅 ・助言のため専門家派造

の要請があり 、現地に派遣されたものである。小江流域 （約

昆明市での意見交換会議事録のサインをする日中両国代表

3,000kmり を4日間にわたって上流域から金沙江合流点まで視察し、これらを提言としてまとめて中国側に提出

してきた。

技術的な視点からは日本と中国の土砂災害とその対策に関するセミナーを開催した。また雲南省水利庁を中

心とする関係機関と意見交換会を開催し、談事録として記録したところである。

これらの内容を在中国日本大使館に報告したところ、谷野大使から「大変すばらしいプロジェクトになる」

との言葉をいただいている。 早急に開発調査が開始され地域の安全、環境及び活性化が図られることを期待し

ている。

●弟15同 日中河川およびダム会謙（中国武漢）

1.：派造者 ：松井宗広（砂防部長）

2.：派造期間 ：2000.11.26~12.3 

3.:活動内容 ：個別課題 「総合的な土砂災害への取り組み」について発表

〇国際会議等への参加

●第2回 日伊土砂災害防止技術会談

1.：派遣者 ：瀬尾克美（専務理事）

：黒川典及 （企画部次長）

2.：派遣期間 ：2000.10.14~22
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海外研修生の受け入れ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

72 

■10月5日（木）「地震後砂防対策の研修」台湾 行政院農業委員会水土保持科技師

楊健昌氏

林成偉氏

何窟吉氏

察明登氏

■10月5日（木）6日（金）「ネパールDMSPブロジェクト ・カウンターバート研修」

「地域防災計画」Mr.Ram Hali PANNTHA（土壌保全技官 ：36オ）

「災害調査 ・復旧」Mr.Bhubar1 GHIMJRE（技官 ：34オ）

左から

比留間課長代理

Mr. PANNTHA 

Mi・. GHIMIRE 

友松理事長

■10月18日（水）「ネパールDMSPプロジェク ト・カウンターパート研修」

「GIS」Mr.Prakash Man SHRESTHA （技官 ：40オ）

左から

砂．．SHRESTHA

友松理事長
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海外担当非常勤顧問会議の開催

企画部国際課

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
10月1日より、センターに海外担当非常勤顧問をお迎えすることになりました。

早速ll月LO日、お忙しいなか皆様にお集まりいただき、第1回「海外担当非常勤顧問会議」を開催いたしまし

た。会議には、建設省より岡本砂防課長がかけつけてくださり、「砂防における海外技術交流の現状」について、

お話しいただきました。また企画部国際課より、七ンターがめざす海外技術協力について、 1．砂防閾係海外技術

協力に関する状況 2．国際課の業務内容 3．本年度の活動状況、を報告いたしました。

ますます国際化がすすみ、砂防の世界でも国際協力の必要性が高まっています。海外専門家として経験の数

かな非常勤顧問の方々には、海外の砂防の現状や、センターが砂防関係の海外技術協力のなかで何を担ってい

くべきか、またそれぞれの得意分野についてご意見を伺っていく予定です。

海外担当非常勤顧問 (50音順）

板垣 治財団法人砂防フロンティア整備推進機構 理事

小川 祐示 国際航業株式会社 常務執行役員

清野雅雄株式会社オリス 取締役

杉本良作 株 式 会 社 ニ ュ ー ジ ェ ック 東京本社理事

西出 一孝株木建設株式会社 常務取締役大阪支店長

保科 幸二 砂防広報センター 専務理事

牧出 一男 八千代エンジニャリング株式会社 取締役

宮本 登株式会社アイ ・エヌ ・エー 取締役

山肉 修社団法人雪センター 研究調査部長
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出版物こ案内

国名

土石流対策のための土石流災害調査法

編著者 発行年月日

池谷浩

centern細 S

平成12年 12月現在

備考

山海棠へ注文下さい

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

土砂災害年報編集委員会編

砂防関係用語編集委貝会編

1980 ・ 11月

1982～毎年

1986 ・ 6月

1990 ・ 7月

1990 ・ 12月

1991 ・ 5月

1992 ・ 5月

1993 ・ 3月

1995 ・ 7月

1999 ・ 11月

2000 ・ 11月

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

山海堂へ注文下さい

コピー版

鋼製砂防構造物委貝会編 白黒コピー版

コビー版火山砂防計酉策定（案）等に関する講習会テキスト

銅製砂防構造物設計便覧 絹製砂防構造物委員会編

砂防技術ー設立20周年記念出版一 20周年記念出版物編集委貝会編

砂防地すべり技術研究発表会予椙集ー設立25周年記念一

平成12年度「技術研究成果報告会」予稿集

上記魯籍のお問い合わせ及びご注文は、企画部 (TEL03-5276-3271/FAX03-5276-339I)までお願いいたします。

/ 
〇絹集後記

いよいよ21世紀の福開けとなりました。新し になり、実施する業務も公益法人にふさわしい

い時代を迎え、新鮮な気持ちで前向きに暮らし ものであることがより一層、厳しく求められる

ていきたいものです。 ことになります。現在残されている課題、新し

さて、地球温暖化の影響か今年も暖冬という く生じた課題にパイオニア精神で、積極的に取

了想でしたが、それぞれの地域ではいかがでし り組んでいく所存です。

ょうか。 年度末となり、なにかと慌ただしい時期とな

行政改革で国の組織も新しくなり、当センタ ります。皆様のご健勝とご活躍、ご発展を真に

ーの所管も国土交通省となりました。さらに、 祈念いたします。

＼ 
公益法人の見直しもより一層、進められること
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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出口）徒歩1分

都営地下鉄新宿線 (A2出0)徒歩l分
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