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21世紀は「珊境の世紀」

秋山哲郎＊

このところ、毎日のように、環境に関する記事が

新聞を賑しているが、これは、我が国は勿論、国際

的にも、 先進各国の大最生産、大飛消野、大姑破棄

の仕組みがもたらした20世紀型の経済社会構造の反

省から、新たな21世紀は地球資源の有限性、自然環

境保護の孤要性を共通の課厖と認識し、行動を起し、

とり組むことが求められているからである。

20枇紀の最大の技術的功績の一つが、宇宙閲発で

ある。今から44年前に、ソ連の宇宙船ポストーク l

号が、ガガリーン飛行士を乗せて宇宙を飛行したの

を嘲矢として、米‘ノの宇宙開発が始まり、 1969年に

は、アメリカのアボロl1号が月面滸陸に成功するな

ど、技術の進歩は目党しく、今日ではスペースシャ

トルがしばしば宇宙を往復している。これまでに打

ち上げられた人工衛星や、惑屋探査機はほぼ5,000

個におよび、宇宙を旅した飛行士も400名を超える

ほどである。日本人として、初めて宇宙を飛行した

のは、 TBSの記者であった秋山豊究さんで、 1990年

12月ソ連の宇宙船ソユーズに同乗しての飛行であっ

た。その後、 NASAのスペースシャトルで毛利、向

井、若田さんなどが宇宙を飛行し、活躍されたこと

は記憶に新しい。宇宙からの帰遠直後、秋山豊窃さ

んとお会いする機会があり、感想をお聞きしたとこ

ろ、「地球は暗黒の世界に浮んだ、青く美しく、ま

ことに神秘的な惑星という感じであった。しかし、

人工密度が高く、活力ある大都市の周辺ほど、昼は

空や海の汚れが目立ち、夜は、明る＜輝くほどの光

の渦に驚いた。」

と語ってくれた。今日では、宇宙はもとより 、南

極、北極などの地球のあらゆる地点から店度の技術

を駆使して、地球の変わりゆく様子を、精度高く、

リアルタイムに知ることができる。さらに、収集し

たデーターを解折し、予測する技術の進歩により、

地球の未来の姿を靡げながら知ることができるよう

になった。

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター理事

地球は、 46低年前に、宇宙のビッグバーンによっ

て誕生したといわれており、その後、 10位年ほどで

原子生命が出現し、細胞や逍伝子の進化、大気中の

酸素濃度の増加、オゾン層の形成などが進み、海中

動物が陸上にあがるなどの経過を経て、地球上に今

Elの自然界が形成され、人間をはじめ動植物が存在

するようになった。太陽系の惑星である地球は、太

陽から L.5佑km離れたところを秒速30kn1という速さ

で回っており、表面の平均温度が15℃、海が7割、

陸地が3割で、文字通り水の惑星と呼ばれるにふさ

わしく、さらに、生存可能な大気に毅われるなどあ

らゆる条件に恵まれた宇宙で唯一の星といえる。

このように、長い年月をかけてできあがった、す

ばらしい今日の地球が、僅かl00年ばかりの大砒生

産、大絋消費、大紐廃棄の経済社会活動によって、

破壊され、偽み始めている。既に、温暖化による海

面上昇や、気候の変動、オゾン層の破壊などによる

生態系への影響、酸性雨による森林被害の増加、海

洋汚染、廃棄物の途上国への越挽移動、無秩序な伐

採による熱帯林の減少、さらに、気候の変動や、過

度な耕作、放牧により毎年600ヘクタールもの面積

が砂漠化している。これら諸々の影響からかつて地

表の40％以上を覆っていた森林が27％までに減少す

る結果を招いている。当然のことながら、生物の多

様性もきわめて速いスピードで失われている。

このような、地球上の自然環疫の悪化は最早、他

国や、他の地域のことではなく、我々の周辺にも忍

びよっている。例えば、美しい日本の山林も、戦中

戦後の無分別な伐採や、生態系を無視した林道の建

設、不適切な植林、不充分な山林の保全などの影孵

か、 山に登ると、かつての美しいぶな林が見る影も

ないほど枯死していたり、登山道の崩壊などの儒跡

がみられる。また、中国からの影響と思われるが、

日本悔に面した山陰、北陸地方の湖沼のpH値の低

下や、酸性雨と考えられる雪の結晶の存在が報告さ

れており、環境の変化による山林の荒廃と「地すべ

り災害」も決して無縁ではないと思われる。
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さいわい、宇宙関係の成果は、現在の傲投な人類

に、反省を促すさまざまで、かつ、確実な情報をも

たらしてくれる。

その結果、 20世紀型の経済社会システムは最早、

「持続不可能であり、このまま継続した場合には資

源の枯渇、自然環境の破壊や汚染、国家間の経済較

差を一層加速することになり、そのうえ、国連の予

測によると60億の現在の世界人口は、 21世紀半ばに

して90低人に達し、あらゆる面（食料、水、エネル

ギー等）で深刻な事態を迎えることになる。

すなわち、これまでの市場資本主義では今世紀中

に問追いなく、自然査源と、生命体を支える生態系

を食いつぶすことになる。そこで、減少化の進むこ

れらの自然資本を効率よく使いこなし、再利用する

など「持続可能」な「循環型社会」の梢築が望まれ

る。我が国が、本年4月から「循環型社会形成推進

基本法」をはじめとする各種の循環関連法を施行し、

新世紀に相応しい社会の構築を目指し、大きな一歩

を踏み出したことは、まことに、時宜を得たことで

ある。

ところが一方、4年前に京都で開催された地球温

暖化防止会議で定めた議定杏は昨年11月のオラン

ダ、ハーグ会議で合意されず、この7月にドイツ、

ボンで再開会合が開催されたが、世界最大のCO2排

出国（世界の36%）のアメリカのプッシュ大統領が

不支持を表明し、全体の合意がなされず、再度次回

に繰り延べられた。

本年2月の「気候変動に関する政府間パネル

(TPPC)」の報告書によると今後JOO年間に、平均気

温は 1.4~5.8度上がり、海面水位は9~88cm上昇す

るとの予測を発表した。このようなことになると今

世紀は熱波、寒波、洪水、干ばつなど異常気象が頻

発し、水、食料の不足、自然災害の多発が予想され

る。最近、スイスアルプス最大の大アレッチ氷河、

アラスカのメンデンホール氷河、南米パタゴニア氷

河の急速な後退、南極ロンネベルグ棚氷の大規模崩

壊、グリーンランド氷床の厚さ減少、この4月には

シペリヤ、サハ共和国レナ川のJOO年ぶりの大洪水

など温暖化によると思われる現象が数多く報告され

ている。

大きな家に住み、大きな車に乗り、エネルギーの

多消骰生活を享受しているアメリカは、反面、自然

保誤や環境保全に熱心な環境先進国でもあるだけ

に、なんとしても議定書に合意すべきである。

一方、日本も議定杏を批淮しなけれぱならないが、

現時点で1990年に比べCO2の排出批は6％も培加し

ており、議定書では2012年には90年レベルから6%

削減することになっているので、合せて12％もカッ

トすることが必要となり腰を据えて努力しなければ

ならない。

経済発展と資源、エネルギー、食料、水、と地球

現境との間には、複雑に絡んだトレードオフの関係

が存在する。 20世紀型の経済社会は、人口爆発とあ

いまって、地球の気候を根こそぎ変え、その結果、

人類滅亡の危機が訪れることになる。このリスクを

回避するために、先進国、途上国とも国際協調のも

と、エコロジ一璽視の「循環型社会」の形成を目指

して、この問題に取り組むべきである。それこそが、

21世紀を 「成長の世紀」にする鍵になり、原動力に

もなる。

特に20世紀に、 GDP世界第2位の発展を遂げ、

co第 4位（約8.5%）の排出国である日本は、究源

の有効利用、生態系の保全など環境に係る諸課題に

国を掲げて取り組み、その成果を世界の国々に移転

するとともに、あらゆる面でリーダーシップをとる

べきである。

これこそ我が国が目指すべき国際貢献の姿と考え

る。

2
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゜「ゆらぎ」が描く氷堆積域斜面

中村三郎＊

1.はしがき

地形・地盤の多くは、地球自然の法則に従って風

化 ・没食 ・堆梢を繰り返し、地層の示す縞々は長い

歴史の痕跡をとどめ、これが各地の原風呆をつくり

あげてきた。しかし人間は領域の拡大とともに、人

エ空間も増大し原風景にも大きな影響を与えた。い

わぱ私達の硲らしが次々と新しい風景をつくり出し

ているわけである。最近は、人間の活動がひき起こ

す大気の変化が、地球の温度環境、気候環悦に大き

な影響を与えている。日本列島のような中緯度帝に

位骰する国土は、熱帝地域などに比較して気候条件

変化の影響を受け易く、これが地球自然の変化に加

え、斜面環境の不安定化を助長している。

私達にとって地盤条件の現状を理解するために、

過去を追跡し古い地形とのかかわりを知ることは大

切でその追跡はなかなか困難な点があるが、地盤の過

去を知るわずかな情報でも対策の上では貸霞である。

最近、私達が経験するカタストロフィーは、その

位置 ・規模・時期などに異常な例が報告されたり、

拌告されたりしているが、これも気候変化の影響で

あろうか、杞憂であれば幸いである。最近の調査地

の一例について愚考してみたい。

図ー1 白馬岳～1J1蕩華山、東斜面の標高分布と山腹断面位置

（安藤潤・中村三郎 2001) 
（国土地理院発行数値地図50mメッシュを使用して作成した）

2.北アルプス山麓の緩斜面

造山帯に位四する日本列島は隆起 ・沈降と浸食作

用の繰り返しが著しく、山地・盆地や平野をつくる

運動が現在もつづいている。日本アルプスおよびそ

の周縁山地は、第四紀の期間1500~1700m隆起した

と言われている。このような中で過去!~2万年来の

地学的現象は私達身辺における斜面環境にとっても

重要な意味がある。造山運動に加えて、今日の地球

にとって最大かつ最終のウルム氷期と、後氷期にお

ける気候条件の変化は、地形の没食 ・堆積作用に大

きな影響を与えた。氷河によって覆われている地域

は勿論のこと、直接氷河に覆われなかった地域でも、

山地 ・山龍における寒冷 ・温暖気候の影響が大きか

ったことはよく知られている。 北アルプス白馬3山

およびその周縁山地・山麓における地形も例外では

ない。

図 lは北アルプス白馬岳～小蓮華山～乗鞍岳山稜

とその東側斜面の標高分布と当該地域北西の山稜部

分から南東方阿の山腹断面図位置を示した。園」 ・

2はいずりしも国土地理院発行数値地図50mメッシ

ュを使用して作成した。白馬岳 (2933m)～小蓮華

山 (2769m)に至る山稜は険しい山容を呈し、主山

稜から姫川までは水平距離にして約15km、高度差

は凡そ2000mである。図-2の図中側線A,B…Kにつ

畑 r
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図2 図ー1のA,B・・・K断面 （安藤潤 ・中村三郎 2001) 
標高1000m以上の緩斜面の多くは周氷河地形堆積面

（国土地理院発行数値地図50mメッシュを使用して作成した）

＊（防衛大学校名脊教授）（財）砂防 ・地すべり技術センター理事
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いてみる。側線A,B北西部は最終氷期以前の乗鞍火

山に由来する稜線を反映し、溶岩や火砕質物よりな

る緩傾斜面が卓越している。側線C,D,E…Kは、白

馬岳北方山稜線東側の斜面形である。山稜線直下は

ペルクシュルントに由来する急崖、それに続くやや

広い平地をもつカール底の一種、更にその束南前面

の栂池高原付近までは氷堆石か氷堆石堤の延長部分

で、堆石堤或いはそれに付随する部分が長大な緩斜

面をつくり 、その斜面が栂池スキー場として利用さ

れている。北アルプスの各地は、フォッサマグナ沿

いの階段断層地形の緩斜面の部分とか、氷期 ・後氷

期における浸食 ・堆精作用の繰り返しによる堆積ま

たは古い谷の埋積等によって自然の長大な緩斜面が

つくられ、その一部がスキー場などとして利用され

ている。氷河期および後氷期における浸食・堆租に

かかわる営力は、今日吾々が経験する営力と比較す

ると 、想像以上のものである。氷河の周縁や末端付

近には崩れた大小の岩片がうず高く積み上げられ特

異な地塊をつくる。 北アルプス柏ヶ岳山腹の槍沢u
字谷は大規模で古くから著名であるが、白馬岳北東

部の氷河関連の地形はやや小規模である。したがっ

て栂池高原周縁の氷堆石や氷堆石堤などはやや判り

にくい。

図 3は栂池高原およびその周縁の傾斜分布を求め

たものである。この固面も建設省国土地理院発行数

値地圏50mメッシュを使用して作成した。50mメッ

シュの最大傾斜角を求め固化 したものである。図中

北西～北は白馬岳～小蓮華山～白馬大池、北東～南

東方向には姫川が位置している。傾斜分布特性をみ

ると大きく 三つのゾーンの区分が可能である。即ち

図中西側の35度以上の急傾斜地はアルプス山地、そ

の東側前面に分布する緩傾斜地 (5度～25度）、そし

て南東から北東にかけて広がる姫川両岸および白馬

山麓構造線前面（東側）の緩傾斜地 (15度以下）の

ゾーンが眼につく。

3.栂池地すべり地と氷堆石

平成12年3月4~5日にかけて降雨と融雪がくり返

された。スキー場として利用されている栂池地区の

標高1130m~ 1500mの部分で地すべり性の挙動がみ

られ、急遠対策のための調査が実施された。地すべ

図4 栂池地すべり平面図（長野県・砂防・地すぺりセンター）
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図.3 栂池高原およびその周辺の傾斜分布

（安藤潤 ・中村三郎 2001) 
（国土地理院発行数値地図50mメッシュを使用して作成した）

りの規模は巾600m長さ850mである（図4)。

地すべり地塊部分は糸魚川～静岡構造線の西に位

囮している。更に西に接する部分は飛騨外縁帯に属

する古生陪や、結晶片岩類など古期岩類と、それに

併入 ・狭在する蛇紋岩類によって構成されている。

これを白馬乗鞍溶岩 ・火砕流堆積物 ・新しい土石流

堆積物などが複雑に被覆している。長野県姫川砂防

事務所の調査成果によれば、上記土石流堆積物は、

主として上記古期岩類の混在岩、蛇紋岩及び第四紀

安山岩類由来の岩屑が主であるが、場所によって厚

さや広がりが異なる。

今日の地すべりによる変動域は楠川上流域の北股

沢と南股沢に挟まれた部分であるが、南股沢沿いの

A・Bプロック境界付近から先づ変異が観察された

との報告がある。この部分がたまたま南股沢の遷移

点のゾーンでもあり、新しい堆積面の一部である。

4
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゜
河床に近い部分には前記混在岩の露頭も散見され

る。県調査のI祈而図によれば、蛇紋岩体上に位骰す

る混在岩は、 Bプロック上には認められるがAプロ

ック上には欠けている。 Bプロックは堆石堤の側端

部か末端部の可能性が大きい。各種計測器に因る計

測結果から、すべり面はBプロックでは混在岩類J.:.

位の安山岩礫主体の新しい土石流堆積物陪内の深さ

30m、Aプロックは蛇紋岩体上位に位骰する土石流

体堆積物陪内の深度40mと考えられている（図-5・

土木研究所）。新しい土石流の一部は阿弥陀山の山

腹、標裔1200m~ 1300mの付近にも到達堆梢してい

ることは古くから指摘されている。
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図5 栂池地すぺり断面図（長野漿 • 砂防地すべりセンター）

地盤の地すべり性挙動の誘因となる地下水の関わ

りをみると、蛇紋岩体の存在は勿論のこと、その上

位混在岩表層の一部が、地盤体内における水の貯留

層或は通水帯の役割を呆たしているということも考

えられる。 Bプロックでは混在岩類中の貯留水或は

通過水がBプロック上位の土石流体或はAプロック

の土石流体に供給され、地盤の安定条件に変化をも

たらしていることが考えられれる。 2度3度押し出さ

れたり、被毅し合ったりする氷堆石の原さの分布は

様々である。したがって現在地形表面で認識できる

氷堆石が、かつての氷河中のテイル（標礫土）であ

るのか、氷河表面テイルであったのか、それとも氷

河底肖IJ磨部分の削剥岩体の一部であったのかの判別

は困難である。

不明瞭乍ら、これらの氷堆石の存在と今日の地す

べり性の挙動とのかかわりは無関係とはいえない。

最近は中部日本の漑山地域一標高1200m以上のゾー

ンにおいて、今日まであまり挙動のなかった地帯で

思いもよらぬ地区における地すべり性の崩壊や挙動

が見えはじめている。そこで化石岩屑斜面石分布の

様相と崩壊域との関係を、写真濃度画像によって類

推してみた。

4.写真濃度の「ゆらぎ」と堆積物

従来、航空写真による土地分類では、地盤高の相

対的な差を判別し、地形 ・地物の形態とその規模、

植生の樹冠 ・疎密状態などは、写真の濃淡が反映し

総合された トーン（階調）によって肉眼判定を行っ

てきた。これに写真濃度読取装置による測定を加え、

地盤条件判読規準の目安を求めその意味を考えた。

（航空写真は国土地理院撮影の2万分之1大のモノク

ロ写真を利用して、画像解析を行い図-4~13を作成

した。）

写真濃度波形と淡度パターンを活用した地形 ・地

盤条件の認識を主として1)濃度 レベル 2)波高

（階調）などの2つの面から考えた。即ち

l)濃度レベル ；各ス リット（写真上の0.2mm四方）

の平均濃度 ：対象となる物体の稲類（岩体一岩

種、岩塊、岩恩、土壌、植生種類、植生の成長

度合、枯渇状況など）や地物の凹凸によって写

真撮影時の反射率が変わるので、写真上を走査

すると細かく振動する浜度波形が得られる。走

査用スリットが小さければ、それに比例 して細

かい振動が多く、スリットが大きければ猿度波

形はなだらかなカープとなる。楼度レベルは対

象区域の等質地盤 ・地物に対応して同レベルを

示す。

2)波高（振幅）とその変化 ；測定対象となる地

形 ・地物によって出力が異りこれが各波形の波

高値となって表現される。また氷堆石など或時

期に押し出された岩序体とか、ほぽ等質の源礫

体などが存在する場合、類似の波裔値が複雑に

変化し「ゆらぎ」を示す。時期の異る土塊は、

その上の植生の成長度合いや植生の種類等は時

期別にほぼ等質（土塊の風化度合、堆積時の岩

隅 ・岩体の類似性）の場合が多いため、複合濃

度の波嵩 ・波低等の特徴が類似する。

上記の1)、2)の特徴から、図-6に示す当地域の

濃度波形の例についてつぎの ような各濃度 レペル、

波高変化と地盤条件を対応させてみた。即ち図中1,

2…5について

1.写真上の区域区分のためのグリッド線
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図6 栂池高原とその周辺の256階調白黒表示画像
ここでは0.2mm四方スリットを用い、写真上のX軸Y軸方向に順次

走査し、各移動点の濃淡に比例して変化する光電子倍坦管の出力電圧
の差を信号にかえ、濃度波形 ・分布等の資料を抽出した。本図を基本
に図6-13を解析図化した。
2万分之l航空写真を使用した場合、現地における4m四方の平均濃

度を把握していることになる。本図の画素数は600X600画素である。
図中l00. 200. 300等の線は濃度波形位置を示している。

（中村三郎 2001) 
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濃度波形

図7 図ー6、Y300位置の濃度波形
各波高位置 (l.2.3,4.5)と地形・地物条件、レペル120~190

の区間ほぽ類似の波高・波低値のレペル範囲で示される 「ゆらぎ」が
みとめられる。

（中村三郎 2001) 

2.岩盤およびミヅナラを主とする落葉広葉樹林地

帯

3.岩屑土（時に氷堆石岩屑土）とダケカンバ、高

茎草原帯

4.氷堆石等の卓越する化石岩屑土帯およびオオシ

ラビソ、シラピソ帯

5.基盤岩体の滑落跡、崩壊域、人工梢築路面とそ

図-9 2値化画像（レベル150) （中村三郎 2001) 

の周辺の地形改変部分

氷堆石体域は標礫体は勿論のこと、 山腹 • L1J駕の

押し出し地形 ・地盤は、形成された当初比較的わか

り易い形態を示しているが、年数の経過とともに浸

食による地塊の低平化 ・土地利用変化などによって

周縁地形との差がなくなり、判別が困難となってく

る。しかし低平化しても地塊部分を構成する物質が

異質であれば、 例え起伏は小さくとも写真上の トー

ンが異るため、濃度レベル、波形等に微妙な差が現

われる。当該地区の標高1000m以上の部分には、新

旧の氷堆石ゾーンの分布が多く、浪度波高の変化ゾ

ーンも広域にみとめられる。

当該地域における濃度分布と地盤の凡その特性に

ついて、大きく2つのゾーンを考えることができる。

.1つは基盤岩地域或は長期間安定している沖積地帯

と一部の植生域である。濃度レベルは一般に低く 、

6
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図 10 2値化画像（レベル170)
氷堆石域岩屑流体部分が現れている。

図•ll 2値化画像（レベル190)
氷堆石、岩屑流体主要部

（中村三郎 2001) 図-12 8階調表示、 4値化画像

前記I・ 2の地帯である。他は岩屑土帯、氷堆石地帯、

火砕質物地帯、土石流帯および人工構築路面と地形

改変部分。前記3・4・ 5等のi農度レベル帯で示され

る。浪度レベル5のゾーンは画像で判読し易いが、

3・4の中間浪度帯の描く波形の「ゆらぎ」と地盤条

件の対応は複雑である。基本的には基盤岩層 ・岩屑

土（氷堆石）と地表の植生との関係であるが、当該

地域はたまたま高山帯 ・亜高山帯であるため、樹種

等が限られており 、一般に低木のために岩盤との関

係が濃度バターンに反映し易く、地盤条件を認識し

易い。ダケカンバ、高茎草原、ミヤマハンノキ、シ

ラピソ、コメッガ等亜高山帯の植生状況は岩屑土等

の地盤条件が微妙に反映する。岩塊流或は土石流体

の一部が再度崩壊したり、風化のため土壌成分が卓

（中村三郎 2001) 

（中村三郎 2001) 図—13 8階調表示、 4値化画像 （中村三郎 2001) 

越したり 、湧水などの影評があると、植生の樹冠や

活性の度合や、繁茂の度合に反映し易く、それが濃

度パターンに微妙に反映する。一般に岩塊の卓越す

るいわゆるガラ場の濃度レベルは反射率が高い。そ

して安定域であればその濃度帯は団塊状のプロック

で認識できる場合が多いが、そんな条件の中でも不

安定化すると、一部が徐々に団粒状の白色パタ ーン、

或は黒色パターンに様相が変化してゆく。この場合

は現地の露頭や植生とのかかわりをチェックする必

要がある。

図-8,9, 10, 11は当該地域濃度の2値化画像の変化

を求めた例である。ここでは多数の2値化画像のう

ちレベル］30,150, 170, 190のみを取り出してみた。

その結果白 • 黒パタ ーンが消去したり増加したりす
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表 1 濃度分布バターン（判読の目安）

濃度レペル 白ゾーン 黒ゾーン 氷堆石の目安
・人工構築路面地形改変部分（道路） ・岩盤 ・岩屑域で植生繁茂域 ・不明

150 
・山腹の崩壊城 ・人工構築植生城（スキー場など）
・岩屑 ・岩盤部分 ・ 岩屑 • 土石流城
• 河)I I河床礫等のゾーン（団塊状） ・山腹山頂植生域（団塊状）
•山股 ・ 山麓の崩壊堆積域 ・岩盤・岩屑域で一部で風化変質のすす • 一部氷堆石或は側堆石ゾーンと考え

170 
• 河JI I ・河床礫等のゾーン んだ植生城（団粒状分布） られる部分が帯状に観察できるが、現

・人工構築植生域（スキー場など） 地における堆積物の確認が必要（団粒
• 山股山頂植生城 状・粒線状）

・人工構築路面地形改変部分 ・岩盤・岩屑土塊の風化、変質のすすん ・氷堆石の末端堆積城、粒線状にみられ
190 • 岩肘等の押し出し堆稜面 だ植生域（団粒状の変化） る部分は側堆石パターン。団粒状部分

・岩盤部分の変質（団粒状に変化） は変質しつつあるゾーン。

（中村三郎 2001) 

表—2 濃度分布バターンと地盤条件追跡の目安

濃度レベル カラー表示 地盤条件

0~63 黒色 安定した岩盤 ・植生城

64~139 赤色 安定した岩盤 ・植生域 ・一部漂礫土

140~169 黄色 氷堆石・岩屑流と考えられるゾーン

170~255 白色 岩塊 ・道路等人工構築路面等地形改変地

（中村三郎 2001) 

るが、図示した例で白色パターンが順次団

塊状 ・団粒状或は粒線状に縮小 ・変化 ・変

形している（図-9)。150,170, 190の各濃度

レベルにおける白黒バターンと地形・地物

の関係、更に氷堆石の状況把握との関わり

の目安について次の表のようにまとめてみ

た（表l)。

更に白黒パターンの変化のはげしい部分

を4値化カラー画像として表現してみた

（図12,13),（表2）。図12の図中濃度レベ

ルI40~169（黄色部分）は岩屑流体或は氷

堆石体で、特に因43の160~I 69のゾーン

はその主要部分が表現されているものと考

える。回ー12C地区付近とD地区は濃度パタ

ーンの変化が激しく、現在の地すべり性挙

動域A・B地区北西部のC・D地区周縁部分

については地塊安定上留意すべき「ゆらぎ」

のゾーンと考えた。A・B地区の地すべり

性変異に加え、図-12・ 13の破線で囲った

部分は、氷堆石 ・氷堆石堤或は標礫土の一

部であろうか。このゾーンの中の特に団粒

状に変化する部分は、本来安定な氷堆石の

¥̀’9 
,r -
4 . -

I、 ぇ

写真-1 姫川左岸栂池高原と北アルプス山地の地形
（長野漿提供 1999) 
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一写真2 カレッジフィヨルド沿いの大氷河と山腹の周氷河緩斜面 写真•3 ハーパード氷河南西末端

氷河が融けると北アルブスとそっくりの景観が予想される

（中村三郎 2001) 
（中村三郎 2001) 

・ ・ 王 屠 髭，汎；ク丸叫

図-14 アンカレッジ南東 アリエスカリゾートの畏大斜面 （中村三郎 2001) 

部分が変質し、徐々に不安定化しつつある部分と考

えられる。崩壊域でこの種の計測作業をすると、崩

壊転移ゾーンの濃度パターンが、しばしば地塊状か

ら団粒状に変化している場合が認められる。更なる

調査による確認が必要である。

5.長い歴史をこえた共通の地形

写哀-1は北アルプス栂池付近の栞観である。栂池

(Ts)高原背後の長大なスキー場、更にその上位背

後には、巾広い緩斜面 (Gs,,Gs2)が白馬～小蓮華山

の峰をとりまくように発達し大規模な埋積性の地塊

をつくっている。氷期～後氷期における河川の作用

をみると、氷河期、上流部では岩屑の供給が河川の

運搬作用を上まわり、下刻のすすんだ河谷は氷河性

の岩屑によって埋租もされている。更にその下流域

も、水位の上昇或は水最の増加に伴い堆積がすすみ

一連の緩斜面が形成されている。

凡そ北緯60゚ 以北に位置するアラスカには、大小

10,000もの氷河がある。 したがってその周縁には、

椋高の低い位置においても現実に形成されつつある

周氷河地形を観察することが出来る。アラスカ南部

に点在する氷河は、今も活発な動きをみせている。

最近は、温暖化の影響もあり、これらの氷河の流出

は以前の5倍のスビード（コロンビア氷河では、 I~

2m/EIが今日7~JOm/[I)に達しているという。

氷河の跡にはエゾ松や、アメリカ栂が繁茂している。

SABO vol. 71 Oct.2001 
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アンカレッジ南東約60kmにスキー場として有名な

アリエスカリゾートがある。山頂1220mの山腹には、

長大斜面を利用した滑降距離5kmの見事な国際的ス

キー場である。この長大斜面を眺望すると栂池高原

の批観とそっくりである。更に北東のカレッジフィ

ヨルド沿いに発達する氷ih［および周氷河の氷雪を剥

ぎ取った状況を考えると、栂池周辺とよく似た地形

を推測することが出来る。栂池上部の地形主体は、

過去2万年以降数千年前につくられた緩斜面であり、

アリエスカやカレッジフィヨルドで見る写真:-2の尿

観は、今日つくられつつある周氷河地形である。緯

度を変えて観察すれば、長い歴史をこえた共通の周

氷河地形をみることが出来る。

今日と異なる気候条件下で大規模崩壊や周氷河地

形がつくられ、その後安定している楊合、もし古環

榜にすこしでも近い環換がととのえば、この種の潜

在地盤が挙動し、大規模崩壊が発生する可能性も考

えられる。地球の温暖化が取沙汰され、しかも予想

以上のテンポで温度環榜がかわりつつある今日、

中 ・高山間地における周氷河地形由来の地塊の不安

定化も例外ではない。最近北アルプスでは、標高

I OOOm ~ 1300m以上に分布する周氷河性堆殺面と考

えられる部分の変異もしばしばみとめられる。これ

らの徴候も画像上大きな“ゆらぎ’'となって認識把

握出来る筈である。航空写真で把握し得る単純なト

ーン、そして濃度波形の描くゆらぎであるが、今後

買重な情報として見過し得ないものがある。

本小文をまとめるにあたり、現地において和沢伊

久夫、山辺康晴、飯沼達夫、野田聡の各氏に終始お

世話になった。また、地すべり地形即 ・断面図・現

在までの地すべり変動に関する見解等は長野県及び

土木研究所の資科に因った。闊ーI,2, 3の調整作業等

に際しては、菊山浩喜、安藤潤両氏のお世話になっ

た。記して深く謝意を表します。
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土砂災害防止のためのソフト対策のあり方について

平成13年7月18日に、（財）砂防 ・地すべり技術センタ ー7階大会議室において、市町村の防災担当者と県砂防課

担当者を招いて 「土砂災害防止のためのソフト対策のあり方について」と題した座談会が開催された。その概要

を紹介する。

参加者

北海道建設部砂防災害課 長課長

長野県土木部砂防課 堀内課長

静岡県土木部砂防室 武田砂防統括監

山口県土木建築部砂防課 小原課長

鹿児島県土木部砂防課 平山課長

北海道南茅部町建設課 佐々木主幹

長野県飯島町総務課 久保田総務課長

浄岡県静岡市建設部河川課 佐藤課長

山口県熊毛IIJJ土木建築課 久行課長

鹿児島県宮之城町建設課 久保蘭課長

国総研危機管理技術

研修センター 中谷研究官

（財）砂防 ・地すべり技術センターソフト対策研究会

議事次第

(1)趣旨説明

(2)土砂災害対応に関する防災システムの現状と

課題について

(3)今後の防災システムに関する対策について

座談会の目的

センター

新法もできまして、警戒避難体制の充実がうたわ

れている昨今ですが、それぞれの県や市町村にあっ

ては、その実態はかなり異なっているのが実情では

ないかと思います。

そういった事態にあって、現状がどうなっていて、

そこにどのような課題があるのか、今後どうあるべ

きかを、ご議論いただき、今後の繁戒避難対策の参

考とさせていただくことを目的としております。

この座談会の内容は、（財）砂防 ・地すべり技術セ

ンターの機関誌「SABO」に掲載させていただきます。

................................................................................. 
l.土砂災害対応に関する防災システムの現状と課

題について

静岡喋（武田）

まず、土砂災害の予測システムですが、私どもは、

できるかぎり箇所ごとに予警報ができる方向に持っ

ていくべく努力をしています。

予測システムとしては、レーダー雨屈計を設置し

て、本年1月16日から伊豆半島地域で稼動しており

ます。これによって伊豆の7市町村について、予測

値、短時間降雨予測を読みまして、なおかつ県の土

木総合防災システムでは、民間のウェザーニューズ

から24時問の降雨予測を購入して、それを活用して

います。より正確な予測をするためには、より正確

な短時間降雨量予測が必要だという観点で、このレ

ーダーのシステム整備に取り組んでおります。

全県については、現在、市町村にはFRICSを通じ

た配信しかございませんので、既存のFRICSとイン

ターネットで全市町村に配信すべく、今、情報基盤で

やっております。ただ、予測システムはございます。

雨菰計の設置につきましては、今、局地レーダー

雨址計が伊豆半島で稼働しております。県の将来構

想では、県下に数基設置して全部をカバーしたいの

ですが、非常に費用がかかるものですから、今のと

ころ伊豆半島の大峠でしか進んでおりません。

それから、砂防系のテレメータが4台、その他河

川系の水防システムで107台のテ レメーターが設協

されまして、これらと全部合わせながら災害防止に

努めております。
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県から市町村へ配信している情報は、時間雨恨、

累加雨址、短時間降雨予測等を配信しております。

将来的にはインターネットを利用して全市町村へ配

信するつもりでございます。

さらに地域住民の方につきましては、情報を整理

しながら、インターネットで誰でも見られるようにし

ていきたいということでアプローチをしております。

笞戒避難基準雨最でございますが、平成12年度に

全県下を21プロックに別けて、提言案で土石流、が

け崩れについて委員会を設けて決定しました。その

成呆を県庁に全部取り込んで、スネークでより正確

な降雨予測を入れた危険度情報を配信するという考

え方でございます。

課題といたしましては、いろんなシステムがござ

いますが、数年後に更新しなければならない状態で

す。これからあまり金のかかる機器をたくさん使っ

ていくと、更新と維持にかなり苦労するのではない

かということで、なるべく既存のシステムを活用し

ようという考え方をとっております。メンテナンス

が第1の課題になろうかと思います。

第2に、情報は、われわれ県あるいは市町村が地

域住民に流すわけですが、この受け取る側の土砂災

害に対する認識レベルが上がらないと、効果が発揮

できないということを、相互通報で常々感じていま

す。そういう考え方から相手方のレベルアップ対策

として、静岡県地衷対策で5,100余の地域防災組織

ができておりますが、そこにかならず土砂災害危険

箇所があるという形の中で、ボランティアとして位

置づけた防災連絡貝を2,700人体制へ組織 しようと

しています。

第3に、幸いなことに、本年は雨が例年の半分以

下です。今日まで地霰による 1件の落石報告があり

ましたが、 7月の現在まで災害がひとつも発生して
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おりません。基準雨景検討の事例がないということ

はネックです。また、砂防独自にシステムを構築し

ても、受け取る側がたくさんシステムがあれば混乱

するということで、いろいろなシステムと連携した

土砂災害防止システムの構築が必要になってくると

感じております。

第4に、新法ができましたが、これをレールに乗

せるのが大変かなと感じております。従来5,100余

の危険箇所ですが、私どもの調査で、おおむね3倍

の15,700ぐらいに数が増えるということです。国か

ら最近、指針も示されたわけですが、何をやるにし

ても時間がかかります。時間がかかると、対象とな

る箇所の人からは、いろいろな行政不服が出てくる

ので、どんな形でレールに乗せるのかが課題と考え

ています。

第5に、土砂災害相互通報やいろいろとシステム

を作っていくうえで、中聞にある市町村の役割がキ

ーポイントになります。ということで、各市町村長

さんに積極的に土砂災害防止への理解を求めていき

たいと考えています。

静岡県静岡市（佐藤）

新法も制定され、 21枇紀を契機に砂防半業がソフ

ト対策を中心に変革しようとしている中で、われわ

れ静岡市では河川課の中に、神戸市、横須四市に次

いで全国で3番目の県下では初の砂防急傾斜地係を

新設いたしまして、その対策に努力をしているとこ

ろでございます。

最近では、県が主催しています雨期の急條斜地パ

トロールに、防災課、消防署、建築指母課職員の派

造を求め、合同で実施しており、更に静岡大学の土

屋智先生を請師としてお招きいたしまして、「台湾

地裳と土砂災害」というような講演も開催し、防災

意識を高めているところでございます。

また、今年は、職員に対する砂防事業の研修を積

極的に取り入れて砂防知識の向上を深めていきたい

という計画をしております。

口坂本の地すべり防止事業につきましては、平成

15年度に概成をみることができますが、現在、口坂

本地区の地すべり災害避難訓線を、年に1度実施し

ております。この訓練が終った後に、地域の住民や

関係機関の方々と意見交換会をやりながら、理解を

深めているところでございます。

ハザードマップの作成につきましては、平成9年3



月に市の防災課で学区ごとに作成し、全世帯に配布

しているところでございます。防災マップには、土

砂災害危険箇所や地捉時の避難等の情報を示してい

ます。

土砂災害IJO番は、平成12年の7月より河川課内に

設慨しております。ただし、河川課内では24時間体

制をとることが困難ですから、住民も夜間や祭日等

で急を要する場合には、消防本部に連絡をとって、

そちらから連絡をしていただくという体制をとって

おります。

住民への梢報提供ですが、急傾斜地崩壊危険区域

に指定されている区域には、防災課で同報無線戸別

受信機を設置し、気象情報を一方通行ではあります

が流しております。この戸別受信機では、地袋情報

も流しており、総合的に災害に対処しております。

ただし、細かな雨批情報を住民に配信することは、

現在はまだ行われていません。

また、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域肉

代表者宅には節易雨最計を設四し、避難の目安とし

ていただいております。現在、財政上厳しくなって

おりますが、市で簡易雨批計を購入して、設置をし

ているところでございます。

雨址情報につきましては、市としての雨磁梢報の

把握は、維持管理課内にMICOS、日本気象協会が

発信しているものを設置して情報を得ております。

もうひとつは、防災課ではFRICS端末とつながって

おりますから、そちらのほうからいただいておりま

す。また、市内山間部6カ所に独自に雨枇計を設置

し、情報を得ているところでございます。

もうひとつ、土砂災害防止法で国が基本方針を示

されると、次に県のほうでそれをもとにして特別晋

戒区域を設定されます。その後の避難の問題につき

まして、我々のところで作業しなければなりません。

しかし、今、こういった時期でございますから、人

貝が非常に少ないということで、総合的にやらなけ

ればならないのです。そこで、昭和50年に、急傾斜

地崩壊危険区域の協議会として、市の担当部課より

24名の委員を決め、対応しております。しかし、こ

ういった指定を受けることが住民の皆さんの損得に

かかわってくるというか、土地の下落が蚊大の問題

になってきますものですから、その対応に苦慮して

います。
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静岡県（武田）

静岡市さんは市の面積が全国2位ですが、危険箇

所が、土石流、地すべり、がけ崩れを合わせると

703箇所ありまして、県下74市町村ございますが、

県下の約7分の1が市内に集中して存在しているとい

う事情がございます。

センター（瀬尾）

急傾斜地危険区域の中に戸別の受信機を設置して

いるということですが、それは全戸ですか。

静岡県静岡市（佐藤）

現在、急傾斜地危険箇所が407箇所ございます。

要対策箇所が333箇所ございます。指定箇所数が178

箇所ございます。その178箇所の中の代表者宅には

すべて 1個ずつ戸~IJの受信機を設置しています。

それと一般の同報無線があり、それと連携をとっ

てやっております。先般、訓練の中で一番問題にな

りましたのが音声です。聞こえるか聞こえないか、

そのへんを主に訓練いたしました。

北海道（長）

土砂災害発生危険度システムにつきましては、梢

度の問題があり、またがけ崩れが発生した時と雨址

の関係の把握が困難だということもありまして、ま

だそういう発生危険予測はできていません。

雨最計の設置状況でございますが、砂防課所管分

43台、その他の機関によるもの219台で、合計262台

です。

この雨罰計については、平成5年度から北海道の

河川情報システムで始まっております。平成5年か

ら7年にかけて、単独事業で、札幌などを先行し平

成8年からは補助事業である情報基盤整伽事業によ

り設置しております。

このようなことから、まず先に河川のほうで計画

しておりました219台の雨量計の配置箇所と気象庁

関係のアメダスの配置を勘案して、砂防所管の雨批

計の配置をしました。その結果、現在43台の設置が

おおむね完了しています。

続いて市町村に配信している梢報ですが、配信方

法としては、 FR1CSを用いています。これは私ども

の情報を開発局さんのほうに送り、開発局さんのほ

うからFRICSに流しているというものです。

このような連携プレーにより 、時間雨批、連続雨
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址は、 FRICSがある市町村に伝わっているという実

態でございます。この点では、もともとFRICSには

1級水系の河川情報が入っておりましたので、 2級水

系に関わる市町村のほうにはFRICSが設置されてい

ないところがあり、今後これをどうしていくかとい

う問題がございます。方法として、インターネット

の活用などが必要なのかなと考えております。

啓戒避難基準雨屈の試尊方法と見直しにつきまし

ては、 A法、 B法により試算をしている段階に止ま

っている状況です。

防災システムを整備することによって、情報がリ

アルタイムで入ってくるようになります。しかし、

いかに情報が入ってきても、体制が蟄っていなけれ

ば、スムーズに流れません。私ども道庁や防災部と

しての体制整備も必要になっております。ただ、い

ろいろと人員の厳しい中で、今後どのようにしてい

くかが大きな課題です。

機器が非常に多く入ってきます。例えば雨屈計で

あれば、5年に1回の検定が必要ですが、今後このよ

うなメンテナンスをどう展開していくか、これも財

政を考えた場合に大きな課題だと思います。

土砂新法のからみで、醤戒区域や特別警戒区域を

設定していくことになります。この区域設定に当た

り、どういう具合に地域の理解を得ていくのか、ま

た地域の理解を得るために調査手法をどう展開して

いくのかということが大きな課題になっています。

北海道南茅部町（佐 木々）

時間雨醤、連続雨批その他は、渡島支庁を通じて、

すべて配信されています。それについては、 NTIの

回線や衛星回線などが使われています。

その他に南茅部町の単独で、気象協会と連携して

アメダスによる雨砿システムを各地区に6箇所作っ
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ておりまして、その都度、雨誠が町のほうでわかる

ようになっております。

北海道さんのほうから配信されるものを参考にし

ながら南茅部町が直接設置しているアメダスによっ

て災害に対する対応を決めております。

町内行政の防災体制でございますが、行政無線に

よって対応しております。自主防災組織につきまし

ては、砂防の関係で急傾斜地等の多い大船地区でl

箇所組織しています。この面につきましては、各地

区に消防団がございますので、その方々にお願いし

ています。

住民との連絡体制でございますが、防災行政無線

は、戸別に各戸にすべて配備しております。重要な

地域、人が集まる地域にも配備しております。さら

に、海に出ることが多いものですから、そこに削こ

えるように拡声型の防災無線を整備しております。

あと、土砂災害相互情報通報システムは、北海迫

でおそらく第1号ではないかなと思うのですが、去

年から話がございまして、今、準備に入っております。

これは、各地域リーダー、学校、漁業協同組合な

どにコンピューターを配備しまして、 町と北海道を

つないで情報システムを構築するということです。

南茅部町の地図を全部、地域リーダーや学校等のパ

‘ノコンの中に入れまして、「このへんで災害が起き

ていますよ」という梢報をパソコンで配信していく。

それを町のほうで受けまして、「こういうことにな

っていますよ」と現場に送り返していく。そういう

システムです。

南茅部町といたしましては、昭和48年に大災害が

ありまして、 8名の方が亡くなっています。それが9

月24日です。全国的には防災の日がありますが、町

独自でも防災の日ということで9月24日を決めてお

ります。その9月24日をめざして、その日に配備さ

れるであろうシステムを使いまして、訓練を行う予

定でいます。

このシステムの稼働は平成14年4月1日からという

取り決めにはなっていますが、この防災の日に訓練

を行って、システムそのものの活用の仕方をいろい

ろやっていきまして、住民との通報システムはどう

あるべきかということを、お互いに考えていきたい

と思っております。

北海道（長）

このシステムについて、少し補足させていただき



． 
sympoSIum 

一

ます。まず、南茅部町さんなら南茅部町さんの地図

情報ii!ii像を全部入れます。そして、例えば「この部

分のがけが崩れていますよ」とか、「クラックが入

っていますよ」といういう時に、地域住民の方が地

回に印を付けたものが南茅部町さんのところに伝わ

る。これを受けた南茅部町さんのほうで、他地域に、

同じような情報を配信できます。逆に、通りかかっ

た地域の人から電話連絡などで南茅部町さんに情報

が入れば、南茅部町さんはそれを入れていく。その

ようなシステムを考えています。

平常時は、防災情報とか、避難箇所とか、気象惰

報関係などを配信して、機器の使い方について訓練

を行うようにします。

その際、例えば、がけ崩れが起った時にはこうい

う記号を入れるというようにパターン化していま

す。そして、パソコンの中にトレーニング用のソフ

トを入れており、普段の時はそれで線習してもらう

ょうに考えています。そういう訓練がないと難しい

だろうと思っていますので、町さんのお力をお借り

しながら、なんとか実行していきたいと思っています。

センター（瀬尾）

地域リ ーダーさんのところに入った情報は、即、

町にも道庁にも行くのですか。

北海道（長）

まだ道庁のほうにはつながってはいませんが、函

館土木事務所には行くようになっています。将来的

には、道庁のほうにも入るようなシステムを構築し

ていきたいと思っています。

長野喋（堀内）

雨最計の設置状況ですが、現在、123台の地上テ

レメーター雨量計が整備済でございます。県下を5

キロメッシュでカバーできるオーダーで整備をして

おります。これとその他、主に河）1|課所管分の雨祉

計を合わせまして、 195台で県下全域をカバーして

いるという状況でございます。

現在、県庁から市町村に配信しているコンテンツ

といたしましては、電話応答でこの195箇所の一部

の雨最状況が把握できるという状況になっていま

す。 一部FRlCSの照備も進めていましたが、今のと

ころFRICSとは切り離して、独自のコンテンツとシ

ステムを梢築すべく進めているところでございます。
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醤戒避難基準雨飛の試符方法と見直しでございま

すが、従前は提案されていましたA案、縦軸雨絋強

度、横軸実効雨飛を採用しておりまして、平成7年

の7月災害を受けて、平成8年度、 一部の地域で基準

雨址の見直しを実施しましたが、これもなかなか合

いにくいということで、今ちょうど再検討している

真っ最中でございます。縦軸1.5時問半減期の実効

雨伍、横軸72時間半減期の実効雨屈にMICOS情報

で予測雨祉を合わせた形の警戒避難基準雨菰のシス

テムを検討中でございます。

基準雨証の試算方法、予測システムについて、説

明させていただきたいと思います。

まず、雨凪観測データは、 195箇所の雨量計から

テレメーターで、現在、県下に l8箇所ございます現

地の建設事務所のサーバーにlO分ごとに送られてま

いります。この10分ごとのデータは今のところ建設

事務所で止まっているのですが、今年度上半期中に、

現在防災無線で使っていますプロードバンドを逆送

させて、県庁まで持ってまいります。

県庁まで持ってきたデータを、雨祉梢報の配信コ

ンテンツに加工いたしまして、ここのメインサーバ

ーからインターネットでリアルタイムの雨帰情報を

公開するというのを、まずひとつ実施いたします。

それと個別に、もう 一度この加工したデータを建設

事務所に同じプロードバンドで持っていきまして、

ここから、それぞれ光ファイバー等を使いまして、

市町村までデータを持っていきます。

ここまで持っていったデータを、これは県下120

の市町村ごとに状況が辿うのですが、それぞれの方

法で住民との間の土砂災害情報の相互通報システム

を構築していきたい。これが基本の相互通報システ

ムの概念でございます。

市町村と住民との間の通報システムでございます

が、長野県の市町村はCATV （ケープルテレビ）が

非常に普及しておりますので、このケープルテレビ

を活用しまして、これに雨最情報のコンテンツを配

信していくというのが一例です。

ケープルテレピは、普段は消していたり 、別のチ

ャンネルを見たりしているものですから、これと防

災行政無線を組み合わせまして、ある程度の状況ま

でいったら、防災行政無線で「こういう状況になっ

ているからケープルテ レビの何チャンネルを見てく

ださい」というように呼びかけてスイッチを入れて

いただく。
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これも市町村によって辿うのですが、ケープルテ

レビがデジタル方式だと双方向で使えますから、そ

のチャンネルを見ていただいて、例えば、そのまま

留まる時は1番、避難する時は2番、了解したら3番、

あるいは担当者と話したい時は4番というような形

の双方向の通報システムが可能になります。また、

CT1ボード等を組み合わせた、双方向の相互通報シ

ステムの構築も考えています。

また、 WebGISを使ったポード管理をして、摺戒

区域に住んでおられる住民の動向も市町村役場で把

握できるシステムを考えています。

コンテンツについてはいくつかの画面を考えてい

ますが、基本的には10分ごとに配信される情報をリ

アルタイムで提供いたします。それに、今年の4月

から気象協会のMlCOSデータが2.5キロメッシュの

10分ごとの予測雨量が3時間先まで出るようになり

ました。これと現況を合わせたスネ ーク曲線に、

CLラインを入れたのを乗せます。このCLラインは、

1.5時間ー72時間半減期のものですが、これを曲線

にすることも、検討中でございます。

これと、実際の過去の事例であるスネークを両方

合わせて見て、住民の方が現況の判断ができるとい

うような形を考えております。

タテ軸を実効雨批にする時に、いろいろと識綸を

したのですが、 1時間雨址、雨派強度というのもひ

とつの目安でわかりやすいのではないかという話も

ございまして、従前からの棒グラフと累加雨址の画

面も提供する。それと、 195箇所の今の雨屈、累加

雨批、観測所の位骰の情報を提供する。これと

MICOSから送られてきますアメダス情報、これら

をコンテンツとして配信するというイメージです。

現在、上半期ぐらいで整備配信するべく検討を進

めているところでございます。

次に課題でございます。まずl点目の課題は、精

度の問題が当然あろうかと思います。精度について

は、私どもはこういうふうに考えております。

従前のように、「ここから評戒雨批です。ここか

ら避難雨醤です」と行政側である線を引くのは、災

害対策基本法60条による市町村長からの避難勧告、

避難指示の発想で、とにかく行政側で判断して避難

を指示するという考え方と言えるかと思います。

他方、この土砂災害情報の相互通報システムは、

行政が知り得た情報をリアルタイムで情報公開し、

住民と共有することによって、避難・秤戒のひとつ
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の判断材料として使っていただくというスタンスで

す。

ですから、あくまで住民の方の置かれた立場、危険

度は、自分で判断をしていただくということになっ

てきます。そうなりますと、できるだけありのまま

の情報を、なるべく早くわかりやすいように伝えて

いくというのが、梢度の向上と相まつで必要ではな

いかと考えています。

MICOSの予測雨菰を取り入れましたのも、 2.5キ

ロメッシュの10分先予測というのは、精度的に十分

ローカルな部分に対応しているという現状と、避難

にはある程度の時間的余裕が必要ですので、予測雨

拡を取り入れるという考え方を持ちました。

2点目は、メンテナンスに関する問題です。メン

テナンスは二つあると思います。年に数回だけ、数

日だけ使ってくださいと言っても、メンテナンスが

難しいということで、普段はお天気梢報とか、ある

いは市町村で考えておられる行政情報などにシステ

ムを使っていただいて、緊急時には優先的に見てい

ただくというような利用方法が必要ではないかと思

います。

また、コストの問題があります。 200箇所のテレ

メーターを管理して動かそうと思いますと、年間l

憶円ぐらいかかります。長野県は今回、危機管理対

策室ができましたので、そういう防災データを一元

管理して、サーバーもとりあえずは砂防課ホストサ

ーバーを県庁内、あるいは外に四くようにしますが、

将来的にはそういう防災センターに集約するような

こともメンテナンス上、コスト上考えていかなけれ

ばいけないのではないかという問題意識を持ってい

ます。

3点目は、それぞれの市町村、 例えば長野県には

120の市町村がございます。これらの市町村によっ

て、ケープルテレピが整備されているところ、行政

無線が整備されているところ、あるいは町内の有線

放送が100％普及しているところというように、そ

れぞれの機器が違います。

市町村の体制、あるいは1箇所に集まって集落が

あるところ、 山間部に分散しているところというよ

うに、地勢条件にもそれぞれの違いがあるというこ

とで、120市町村、 120通りの特徴を生かした相互通

報システムを考えています。従って、住民との接点

のところは120通りのところを考えていかなければ

いけないということを考えております。
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4点目は、法的な問題です。従来、行政と住民と

の防災梢報の接点は、災害対策基本法60条による避

難指示あるいは避難勧告というのが、唯一のもので

したが、 4月から土砂災害防止法が制定されまして、

これで罹戒区域に指定されますと、ここの評戒避難

に査する情報提供、あるいは避難地 ・避難路の設定

の仕方等が当然、問題になってくるかと思います。

これらをにらんで、今あるそれぞれの危険箇所の

データ、あるいは土砂法の指定区域と、この相互通

報システムで使っている設定区域とを、どのように

合わせていくかという法的な問題も、数年先の課題

として出てくるかと思います。

長野県飯島町（久保田）

県庁のほうから配信される防災梢報は、ファック

スによるリアルタイムの送信でございます。そのフ

ァックスによる情報により、 町といたしましても、

順次、判断をしている状況でございます。

また、管内の行政の防災体制でございますが、防

災行政無線を県内一連の防災行政無線として当町で

も設置しております。また、町独自の防災無線の設

問をしております。自治組織が37箇所ありますが、

それぞれに自主防災会というのを設四しておりま

す。 30戸から50戸、多いところは150戸ぐらいの自

主防災組織がございます。

また、この自主防災組織を4つの地区に別れて、

区という自治組織がございまして、 4つの区による

ひとつの自主防災組織がございます。

それから、住民との連絡体制でございますが、戸

別型防災行政無線が、町内の公民館とか、保育所、

学校といった公共施設、それから役場の公用車に33

箇所設置しております。

また、ケープルテレビは全戸に入っている状況で

ございます。このテレビの中には、行政で通常のお

知らせをやるチャンネルが1チャンネル、また双方

向のチャンネルを lチャンネル、それぞれ占用して

おります。これらによりまして、町のいろんな行事、

あるいは訓練、報道等をやっておりますが、この占

用チャンネルを使いまして、防災システムの利用に

供してはどうかという考えを持っています。

県のほうで相互通報土砂災害情報システムを整備

していただけるということでございますので、災害

対策本部をどういう判断基準で設置していくのか、

災害発生予測の時期、あるいは避難命令、避難誘導
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といった町として受け皿を作っていくことが、今後

の大きな課題でございます。

町といたしましては、今後、モデル事業を受け入

れに対する体制作り、また、国土交通省との連携、

災害発生時における災害救助法の適用等がどういう

判断で、いつの時期にやっていったらいいのかとい

うことが、今後の大きな課題でございます。

山口県（小原）

県の面租が約6,100平方キロメートルありまして、

雨量局といたしましては121箇所、水位局が95箇所、

排水機場局、潮位局とありまして、そのうち砂防l紺

係が106箇所ほどございます。各雨祉局から入って

きた情報を県庁の中で整理いたしまして、現在のと

ころは土木建築部の出先機関、それから市町村、防

災機関、報道機関にインターネッ トで配信できるよ

うになっています。

この配信する情報としましては、雨批情報、河川

の水位で、雨批情報は、時間雨凪と連続雨拭の両方

ございます。それから警戒避難基準雨地、スネーク

曲線は市町村一般までいっておりませんが、それは

配信できるようになっています。それから、気象情

報の提供は、MICOSで配信できることになってい

ます。

平成14年6月からは、 一般県民にもインターネッ

トで見ていただくというふうなことにしております

が、これについて榜戒避難基準雨最については、今

のところ配信する予定はございません。というのは、

現在、やっているのが建設省のA案ですが、予測雨

散でやっているわけではないので、この前の6月の

爾の時は、ほとんどの地域でWL、EL、CLがオー

バーし、CLは26箇所ほどオーバーしていたのです

が、ほとんど空振りのような状況だからです。

ですから、今後のやり方としては、予測雨砒を取

り入れた避難基準雨益を用いなければいけないのか

なと思います。住民の方に知らせても 、ほとんど空

振りのような状況では、どういう梢報を流している

のかということになりかねないと思います。

それから課題でございますが、メンテナンスや運

用の投用がかなりかかります。私どもも河川課と一・

緒ですが、年間5,200万ぐらいかかるようです。で

すから、この前も補助事業でできないかということ

で国土交通省に陳情したんですが、なかなか難しい

状況です。
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山口喋熊毛町（久行）

県庁から配信される防災情報等は、県の土木防災

システムをそのまま受入れておりまして、時間雨批、

辿続雨最等々をインターネットあるいはファック

ス、それからインターネット対応の携帯電話で受信

することができるようになっています。

管内行政の防災体制でございますが、これも県の

システムに準じておりまして、無線それから衛星通

信、電話等々があります。自主防災組織はございま

せん。

それから住民との連絡体制でございますが、防災

行政無線、圏内30箇所、拡声型でございます。ただ

それだけでございます。

ケープルテレビが、現在、 4,250戸ぐらい受信可

能になっています。そのうち2,230戸程度は受信を

しているところでございます。町の全世帯数は

5,850世帯ぐらいございますので、もう 1,500ぐらい

ケープルテレビの受信可能な施設を作れば、防災上

たいへん役に立つのではないかと考えています。こ

れは今後の課題であろうと考えています。

それからもう 1点、住民の防災に対する意識の向

上を図っていくことがたいへん凪要ではなかろうか

と考えています。

国総研（中谷）

平成10年度にお配り になった1坊災マップに「徒歩

での避難を心がける」とありますが、これはなぜで

すか。

山口県熊毛町（久行）

ところにもよりますが、山間部などは、土砂崩れ

等で通行止めになりますので、 2~3名の方連れ立っ

ての避難ということも心がけていただきたいという

ことです。

鹿児島県（平山）

本県の土砂災害の発生予測システムは、県内各地

に半径4キロメートル、約50キロ平方メートルに1箇

所で設置した、テレメータ雨位計からの時々刻々の

降雨拡を、 21土木事務所等の梢報処理装置より自動

的に収集処理し、土砂災害の発生が予想される時に、

その危険性を市町村に自動的に提供し住民の晋戒避

難に役立てて貰おうとするものです。

雨最観測局は、砂防で整備したものが180局、河
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川栢報システムに改良を加えたものが79局、合わせ

て259局でほぼ県下一円を網羅できていると考えて

います。

土砂災害発生の危険性は、あらかじめ危険指数とし

てレベルlからレベル3の段階に設定されており、危

険度が各段階に達するごとに電話またはファクシミ

リで、観測局毎の雨址情報等が通報されます。

この他、テレホンサービスで観測局毎の時間雨証、

連続雨最等を住民の方々へ提供していますし、県の

ホームベージにも、 259観測局すべての、 10分間雨

枇、1時間雨益、連続雨益を掲載しており、時々

刻々変動する降雨砿を入手できるシステムを整備し

ております。

基準雨凪試算方法は、 1.5時間半減7.5時間半減期

の提言法を採用しております。平成8年度から基本

計画、整備計画策定を経て12年度に完成、本年5月

28日から本格稼働しております。

災害時等を踏まえた見直しについては、警戒避難

基準検討委貝会において検証を行いましたが、災害

事例が少なかったことから実施には至っておりませ

ん。

相互通報システムの整備については、現在、平成

9年に大きな災害が発生しました出水市、宮之城町、

平成5年に大災害見舞われた川辺町等、 5市町村をモ

デル地区として抽出、モデル市町毎に相互通報の手

法等、詳細な検討を行なっているところです。

相互通報システム整備の課題としては、相互通報

の手法・方式が96市町村毎に異なった形態となるこ

とが考えられ、これらの整備完了までには、かなり

の年数と投用を要すると思われます。

又、 土砂災害発生予測梢報システムのメンテナン

スについても、毎：年7,000万円程度を要すること、

今度5年位には機器の更新期をむかえることになる

が、これらに要する費用等々についても危惧してい

るところです。

鹿児島嗅宮之城町（久保薗）

災害といたしましては、平成10年3月26日と5月13

日に鹿児島県北西部地縦がありました。マグニチュ

ー ド6.3、裳度は5強あるいは5弱という地震があっ

たわけですが、幸いにして人命の被害、がけの被害

等はありませんでした。

それを踏まえて、「みんなでつくる防災の町 宮

之城」というパンフレットを作って、全戸に配布し
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ております。内容的には、地霰、風水害対策、土石

流、がけ崩れ対策というものになっております。避

難場所、土石流危険渓流、がけ崩れ危険箇所などが

杏かれております。それとあわせまして、災害時の

初動マニュアルというのを作っております。地捉の

時には宮之城町の防災行政無線が整備されたばかり

でしたが、これは有効に運用されました。

町内の防災システムですが、県庁から配信された

防災情報については、時間雨拡、連続雨批、その他

地震 ・台風惰報となっております。配信方法として

は、県防災行政無線、ファックスにより連絡となっ

ております。また、土砂災害発生予測情報につきま

しては、ファックスで配信されております。

管内行政の防災体制としましては、防災辿絡手段

としては町の防災行政無線システム、また衛星通信

については「ひまわり」を通じた画像受信、雲、台

風となっております。自主防災組織としては5箇所

でございます。

住民との連絡体制につきましては、 町の防災行政

無線システムとして、戸別型879箇所、拡声型28箇

所、町からの一方通行ですがファックス 111箇所、

その他、公用車での広報となっております。

センター（瀬尾）

ファックスで県から土砂災害発生予測情報が入る

ということですが、それはどのくらいの時間間隔で

入るのですか。

鹿児島県（平山）

危険度が各段階に達するごとに電話またはファク

シミリで、観測局毎の雨砿情報等を通報するシステ

ムとなってますので、市町村としては通報があって

初めて、情報が把握できるような状況です。

これらを解消すべく、今年度より相互通報システ

ム整備事業の中で、土木事務所に整備済みの表示端

末と同等の機器を整伽していきたいと考えてます。

これにより 、市町村としても時々刻々変動する雨

絋情報等を的確に把握することとなり、今後、整備

を進めていく相互通報体制の整備とも相まり 、警戒

避難体制の確立に寄与するものと思われます。

国総研（中谷）

一つは、どのくらいの精度で警報や避難勧告が出

せるのかということです。警戒避難基準雨誠の考え

方については、今もいろいろと検討されているよう

ですが、建設省案A案、B案、矢野案、総合土砂災

害対策検討会提言案とかいろいろとあります。そう

いう雨の精度の話を進めております。

もう一つは、どのくらい前から発災を知りうるの

かということです。例えば、30分前に土石流が来る

と言われても 、避難をするには時問が足りません。

そういうところで、例えば降雨予測でいくか、前兆

現象などで信頼に足るものがあればどれぐらい前に

知りえるかというのを、今、整理中でございます。

三つ目は、例えば、平成11年災害の時の聞き取り

調査などをいたしますと 、発災の数時間前から、被

害にあった24戸数中4件が停電したということがあ

ります。いろいろとシステムを作ったとしても、亀

気が来ない中で情報が行けるのかいう信頼性の問題

です。それから、避難路が使えるのかという問題が

あります。開き取り調査をすると、高齢者の方、災

害弱者の方で、せっかく繁報をもらっても逃げられ

ない。大雨の時は、家に居るほうがいいと判断され

る方が割りとおられまして、繁報を出した場合に本

当に避難されのかという問題があります。

そういう問題を全体としてやっていかなければな

らないと思っています。情報を取りまして、雨を解

析して、どういう時に避難するのかということをわ

かったとして、それを住民の方にまでお伝えして、

それで本当にその人たちの命を救うことができるの

かという全体の問題を、もう一歩考えていかなけれ

ばいけないと考えています。

停電とか、がけが崩れて避難路が使えないという

ことになりますと、避難勧告を出そうにも、この梢

報をどのように伝えていくかが問題です。せっかく

雨で崩れるとわかったものを、どうやって人の命を

救うように使うかというところまで踏み込んでいけ
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たら、と思っています。

当面やっておりますのは、雨を使った土砂災害予

測の梢度を上げるということと、何時間前からわか

るのかということです、もし1時間、2時間しか発災

までの時間が取れないということになりますと、家

の中での対処も考えないといけない。そういうデー

タの整理、被害実態などを調査しながら、例えば、

2階に上がれば少しは助かる可能性がある、がけ崩

れでしたら、がけから離れた部屋にといういう対処

法が考えられますので、そういう点をきちんと整理

していこうと思っています。

2.今後の防災システムに関する対策について

センター（瀬尾）

今、いろいろとうかがって、課題がいくつか出て

きたように思います。

まずひとつは精度の問題が出てきています。それ

に対してどのように対応していくのかというのが、

ひとつあるだろうと思います。精度というのは、特

に登戒避難基準雨且の精度です。

それからもう一つは、行政として知り得た情報を

どこまでどんな形で出すのか。今、おl湖きしても、

例えば、長野県さんは知り得た情報はすべて出すべ

きではないかというお考えのようですが、山口県さ

んはすべてを出すということがいいのかということ

を提案なさったと思います。そういうことによって

システムそのものの対応が変わってくると思いま

す。

それからあとは、メンテナンスの野用に係る課題

があります。相互通報関係については起伯が認めら

れていないとか、あるいは財政当局のほうからいろ

いろな課題が投げかけられていると1iflいております

ので、ソ フト対策の事業を実施していくにあたって

予算上の問題があろうかと思います。そういったと

ころを視野に入れながら、この後、議論ができれば

と思っています。

まず、警戒避難基準雨砿関係です。指針として昭

和59年に、 A案、 B案が提案されていますが、ここ

では、避難ラインであれば既往最大の時間雨覇とか、

あるいは警戒ラインは規模最大で2時間の余裕を持

って発するということですから、要は早め早めに出

そう、安全側に出そうというようになっております。

そこで、短時間雨菰予測も含めて、堀内課長のほ

うから精度についてお話しいただければありがたい
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長野県（堀内）

まず、災害対策基本法60条による避難指示と、相

互通報システムとは全く別のものという点を踏まえ

ておかないと、進まないと思います。

A案、 B案で舒戒避難基準雨餓を設定した当時は、

土砂災害防止法の考え方もなかったし、これだけ情

報インフラが進歩するとは全く想定していませんで

した。今は、当然、現在の状況に合わせて考えなけ

ればな らないと思います。

では、災対法による避難指示と、今回の相互通報

システムの情報提供とどこが迫うのかというところ

で、梢報公開の話になってくると思います。すなわ

ちlT防災のキーワードは、梢報公開かと思います。

当時は、我々プロフェッショナルが判断して、 「と

にかく黙って逃げなさい」、あるいは「我々が言う

までは家に居てよろしい」という発想がありました。

ところがよくよく考えてみたら、裏山ががけで常

に自分の危険を考えている人と、県庁職貝あるいは

市町村職貝とどちらが知識レペルや注意レペルが高

いかといったら、我々行政担当者のほうが高いとは

決して言えない。そういう中で、知り得た情報は、

リアルタイムでなるべく早くありのままに伝えてあ

げるほうがいいのではないかという発想です。これ

は災対法とは速う話です。

また、避難するまでは時間的余裕が必要です。そ

れを考えて、 MICOSの超短時間予測が、精度もか

なり高くなってきたということで、リアルタイムの

雨菰にこの予測雨菰を組み合わせることによって、

ある程度余裕を持っての判断ができるのではないの

かというのでMICOSデータを取り入れました。

それに過去の300から400の降雨パターンを合わせ

て見せることによって、「過去、実際にこの時点で

災害が起きている」、「こんな雨の時は、まだ災害が

起きていない」というのを見たうえで、現在自分が

置かれた立場を考えていただくということが、判断

のひとつの材料になるのではないか。

パターンは観測する雨量観測所によって違います

し、過去のすべての豪雨パターンと現況を合わせて

提供する。これは、こちらで取捨選択して判断して

加工して出すよりも、これを見ていただくほうが理

解しやすいのではないかということです。また、情

報公開としては、本来の姿ではないかと考えていま
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す。

ここで注意しなければならないのは、なんでもか

んかでも出せばいいというのではなくて、誤解を与

えるような情報の出し方は、滉乱を招きますので、

なるべくありのまま、わかりやすい情報で出すとい

うことです。

したがって、この目安のCLラインも、楊合によ

ってはソリッドな線で引くよりは、グラデーション

をかけたイエローゾーンとレッドゾーンにするとい

うような検討をしています。

これと災対法に基づく避難指示、あるいは避難勧

告とは全然迎うものだというのが、まずl点はっき

りしておかないと、市町村担当者がかなり混乱して、

出すのに躊躇するということがあるかと思います。

また、土砂災害防止法が今後進展してきますと、

密戒区域に指定したら、そこの署戒避難に資する事

項ば法的に決まってますから、これはリンクさせな

ければならない。したがって3年から5年先のことを

にらんでのことも一方では課題として残るというこ

とです。 しかし、今のところはありのままの情報を

提供して醤戒避難の参考にしてもらう、参考情報と

いうことでできるだけ出すということです。

粕度についても、過去のものを全部出す。ここは

たまたまJO例があります、別の場所を見たらここは

災害発生事例が2例しかありませんから、そういう

事も考えてこの線を判断してくださいというところ

まで出すという意味で、できるだけ早く、できるだ

けたくさんの情報を見ていただくという発想です。

静岡県静岡市（佐藤）

我々は市のほうでございますから、避難をさせる

立場でございます。よく辿続雨屈が100ミリとか、

時間雨址が20ミリといった表示の仕方で情報が入っ

てきます。ところが、 20ミリの雨が降ったら危険で

すよと言っても、住民側のほうは、いっこうにわか

らないわけです。例えば、「10ミリの雨はこういう

状態ですよ、この時にはこういうことが起りえます

ょ」と、目でわからせるようなものを考えていただ

けないでしょうか。

そのようにして、住民を啓発していく以外は、人

命を守ることはできないと思います。「自分の命は

自分で守れ」と言っても、その基準となるべきもの

がないものですから、 言葉で100ミリとか50ミリと

か言っても、わかりませんので、 「土砂災害が起り

1111 

うる雨泣は、こういう状態ですよ」というようなビ

デオなどを作って、啓発していくしかないと思いま

す。

静岡県（武EB)

精度を上げるために、私どもは、箇所ごとの危険

度判定を目指して予測をやっています。ただ、管戒

避難の委員会で県内21プロックを決めたのですが、

市町村では公表していません。レーダーを使い、危

険度情報をリアルタイムで伊豆の7市町村に配信し

ており、地域に配信していけば警戒避難に役立つこ

とができるはずです。

相互通報システムの中では、住民への講習会の開

催は、年10数1国、市町村単位の防災の代表を集めて

やっています。住民にどういう形で知らせしめるか

ということについては、パンフレッ トでいちいち説

明してもよくわからないので、動画的に音と目と両

方から入るようなCD-ROMを作製し、積極的に地域

住民に貸し出すなり 、講習会をやるつもりです。

静岡県静岡市（佐藤）

静岡市は全国で2番目の行政面和ですから、例え

ば安倍川の上流で雨が降っていても、市街地はほと

んど降っていないというようなことがありますか

ら、統一的に決められないということがあるわけで

す。

静岡県さんのほうではプロックごとに雨址の基準

を決めていくように料］いていますが、やはり地域性

の考應という点が必要になってくると思います。

何ミ リの雨が降ったから危ない、これから先は安

全ということも、いちがいに言えない難しさがある

のではないかなと思っていますから、細かな雨絋の

設定の仕方で各々のところで避難体制を作らないと

いけないのではないかと感じております。

国総研（中谷）

住民の方にどのように伝えるかという問題で、普

遥、雨がミリ、何ミリと言っても、住民の方はよく

わからないのです。私どもでも、どういう 言葉を使

ったら伝わるのかということを研究課題としてやっ

ています。リスクコミニュケーションの課題ですが、

地方によって、例えば「白い雨が降ったら逃げろ」

というのがあります。真っ 白になって見えなくなる

ほどの雨は危険だということです。いろいろな言い
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方があるのですが、そういう研究をしています。

静岡県静岡市（佐藤）

それと、市にはいろいろな情報が入ってきますか

ら、どの雨溢を考えたらいいかといった問題もあり

ます。簡易雨屈計での判断なのか、あるいは気象台

が出している雨最の考え方なのか、あるいは河川梢

報で入ってくるものなのか、さらにまた土砂災害で

入ってくるものなのか、どれを基準にして判断すれ

ばいいのかという点があります。士砂災害は、かな

らずしも雨が降っている時に起らなくて、ある程度、

土砂の間の間隙が崩れた時に、一つ石ころが落ちて

きた時に、崩壊が発生したり、いろんな現象により

迎いますので、なかなか難しいのかなと思っていま

す。

長野県（堀内）

20ミリとか数字で言われて も、なかなかよくわか

らない。それで絵で見せようと思ったのです。「今、

ここですよと、ちなみに過去、ここで災害が起きて

いますよ」というのを、視覚的に見てもらうという

試みを考えています。

別の話になりますが、 CTIボードを付けるという

話をしました。例えば、イエローゾーンになって、

インターネットなりケープルテレビで配信されて

も、行政担当者が不在であったり気がつかないとい

う心配がありました。しかし、 CTIポードを入れて

特定の電話番号を登録しておけば、ある情報を配信

すると同時に、あらかじめ登録しておいた担当者の

電話にも入るようにできます。

静岡喋静岡市（佐藤）

住民の皆さんの命を守るというところが一番重要

になってきますから、住民の皆さんが自主的に避難

できるような体制を作るというのが、我々の役目だ

ろうと思っています。行政の人だけが理解しても仕

方がないですから、 CTIボードを見た時に、「これ

はこうだな」というように、住民の皆さんが自主的

に判断できる材料を提供する必要があると思いま

す。数字などを公表しすぎてかえって混乱を招くお

それがありますから、基準の雨批というのを決める

には難しいのかなと思います。
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センター（瀬尾）

住民の人にできるだけ早く判断をしてもらうため

には、場合によ って今、長野県さんが言っておられ

ましたスネーク曲線画面そのものを直接配信すると

いうことぐらいなこともあっていいと思いますが、

いかがですか。

静岡嗅（武田）

我々はあくまでも災対法にもとづいて市町村の支

援という形で1灼わっていますから、危険度情報まで

住民に流すのは問題があると思います。

雨の情報は、公開してもいいのですが、危険度情

報は、地域住民がある程度理解してからということ

になると思います。例えぱ、長崎県の57年の災害が

あった時に、土石流対策を一生懸命やれという国の

指示があって、具体化を進めていったわけです。あ

の時もバックになる法律が必要ではないかと言って

きたのです。ようやくいい新法ができてありがたい

と感じているわけです。そういう意味では、ちょっ

と今の体系、体制の中では、すべて情報の公開とい

うのは、踏みきれないという感じです。

鹿児島県（平山）

そろそろやるべきではないかな、というようには

考えています。と申しますのは、新法で、市町村の

警戒避難体制の確立ということがうたわれています

から、当然、地域防災計画の中にも基準雨批等の情

報を掲載しなければならないと思います。そういう

時に、何が基準になるかというのを示すためにも、

やはり避難のために壺する基準雨址等についても 、

皆さんに公表すべきではないかということで、現在、

検討はしています。

ただ、基準雨量そのものが、住民の方々にどこま

で判断できるのかどうかについて、現在のところど

うしたらいいのかなという面もあります。

避難の判断基準を第一ということで皆さんにお知

らせしたいと思いますので、「これはあくまでも避難

する市町村の現在の状況、前兆現象等々、諸々につい

てからみ合わせてやってくださいよ」という位置づ

けのもとです。これは判断材料に査するということ

ですから、即、基準雨量になるかどうかについては、な

んらかの方法を考えないと混乱する面も出てくる。

一方ではしたほうがいいのではないかと思いなが

ら、他方ではまだ早いのかなという気持ちです。
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長野県（堀内）

土砂法で区域が設定されますと、基準雨祉を公表

せざるをえないということになる。それに備えて、

考えていかなくてはいけないなということです。

長野県の方式は「現状はこうです。気象協会の

MICOS予測だと、これから雨はこういうふうに降

ります。過去の実紺はこうです。」ということで、

基準雨誠というのは出していないのです。とりあえ

ず現状を公表していこうということで、基準雨址を

こちらで決めて出すというのとは、ちょっと発想が

迎います。

北海道（長）

私どもは、過去に降った雨とそこで起きた被害実

例は出したいと思います。線を出すにはまだ至って

いません。

山口県（小原）

山口県の場合、基準雨批は62年に公表することに

なっています。その時の設定の仕方が、過去の最大

雨泣でやっているものですから、ほとんどが空振り

になっているのです。これを今、市町村に流しては

いるのですが、避難勧告なり避難指示に全然役だっ

ていないのが実情です。

ですから、もう少し精度が上がれば、 一般の県民

の方にいろいろな方法で情報提供はしたいと思って

います。精度を上げるための試行錯誤はいろいろと

しているわけですが、なかなか検証というのができ

ないものですから、現在に至っているわけでござい

ます。

センター（瀬尾） 精度を上げるために、短時間降

雨批予測を入れるのは、ひとつの方法です。もうひ
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とつは、 CLを決めるにあたっては、今までは直近

の観測所の雨批計という言い方でやっていますが、

実際には、それから5キロ離れたり 、IOキロ離れた

りして、相当差があることも確かです。

それで、実際に災害が起った時に、等雨醤線の分

布をむいて、そこの災害地のものを推定するという

やり方でやるとすると、かなり確かなものになって

きます。CLそのものが変わってくることもありま

すで、一番確からしい値を使ってCLを決めたかど

うかという問題も出てきます。

また、精度の問題については、いろいろの形で試

算の仕方もやり直していくといった余地もあるので

はないかという気はしています。

静岡県静岡市（佐藤）

基準雨益を発する側と受け取る側の立場が違いま

すので、まだまだ大変なのかなと思います。県の人

は、情報を発すれば、それで一応買任は終ってしま

うわけです。その後大変なのは、受け止め側の市町

村だろうと思います。そういったところをきめ細か

く、わかりやすく基準雨量なりを発してもらいたい

というのが、我々の気持です。

長野県飯島町（久保田）

過去の事例として、可住地はわりあいお天気がよ

ろしいのに、山のほうでかなり雷雲が発生して、上

ではかなり降っているのに、下のほうでは平穏無事

で魚釣をやっていたところが、上の雷雲と降雨最が

かなり多くて、一気に土石流的な大きな水が流れ落

ちてきて、中州へ釣人が取り残されてしまったり、

簗場で人が亡くなってしまったという事例が過去に

ありました。

可住地のみならず、可住地から源流に至る山間の

降雨批予測をキャッチして流していただくと、地元

に住む者としては、ありがたいと考えております。

静岡県（武田）

私どもは、レーダー雨絋計を、使っております。

レーダーの特徴として雲の流れが把握できますの

で、局地的な棗雨の把握にと ってかなり進歩になる

と思います。例えば伊豆半島の下田市では80ミリで、

たった数キロ離れたところでは330ミリということ

もありました。レーダーでは250メーターメッシュ

で把握できますので、地域の防災に非常に役立ちま
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す。ただ、今年1月に運用を開始したんですが、今

年は雨もないし、災害はないので、検証ができてい

ないという現状です。

それと、気象庁からの注意報が出れば、当然、市

町村さんのほうでそれなりの防災体制をとられるの

ですが、局地的豪雨は、そこに人が張りついていた

だかないと監視できないわけです。だから活用の方

法について、まだ問題があるという状態でございま

す。ですから、土砂災害防止のためにいい機器を作

ったと思っているのですが、活用次第では、無用の

長物になりかねないということを考えています。そ

のため、市町村の載貝を集めて活用のための委員会

の検討をさせていただいております。やはり最後は

人間がそこに張りついて、その人間が瞬時に判断し

て、また情報を再度発信するということになろうか

と思います。いい指祁なり、教育なりをしていかな

ければならないと思っています。

鹿児島照宮之城町（久保薗）

災害は土曜とか、日曜とか、夜とかにほとんど起

っています。私ども、県のほうから情報をいただ＜

わけですが、それを直接住民に何回も流した時、

「狼が来た、狼が来た」となって、実際に来た時に

はだれも動いてくれなくなってしまいかねない。そ

ういう対処をしていいのかというのがあって、担当

者が苦慮するというのがあります。

長野県（堀内）

せっかく、今日、市町村の方が来ていらっしゃる

ので、お問きしたいのですが、土砂災害を想定して

避難路とか、避難地を、市町村できちんと考えてお

られるのでしょうか。川沿いを避難していく途中で

やられる危険性も多いですから、場合によっては家

に留ま ったほうが安全かもしれないわけです。土砂

災害を想定しての避難路なり、避難地なりを考えて

おられるのでしょうか。

静岡県静岡市（佐藤）

静岡市の場合は、地銀の関係がありまして、防災

マップを作って、がけのところも一緒にやって、各

世帯に配っています。そして、地従はいつ来るかわ

からないものですから、 12月に自主防災組織の訓練

をやっております。
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長野県（堀内）

長野県も、ほとんどの市町村で地震想定の避難地

が考えられているんですけど、そうなってくると 、

土石流の氾濫域のど真ん中に避難場所の公民館があ

ったりする場合があります。ですから、実際に土砂

災害を想定しての避難路、避難地を考えておられる

のかお開きしました。

静岡県静岡市（佐藤）

1品いところに避難をさせるという時に、高培のピ

ルの屋上を借りるなど、どうかといった、いろんな

要素が入ってきますから、なかなか決めかねるとい

うのが、実梢です。

長野県飯島町（久保田）

避難場所については、当然、指定していますが、

避難路については、今、県のほうで指祁していただ

いているところです。まわりは山で谷間には田んぽ

があって集落がある。そうしますと、山を越えなけ

れば避難場所はないわけですから、小さな河川に沿

って避難路があるという危険な珀例もございまし

た。

静岡県（武田）

ハザードマップについては静岡県では17市町村作

成済であり、そこには地鋸対策避難地と整合させて

避難路を指定していないのですが、危険な区域から

外に逃げる方法だけはちゃんと示してやっていま

す。車で避難というのは非常に問題がありますし、

避難地に全部に行けたら理想的ですが、私は、巷本

的には区域外に出られればいいのではないかと考え

ています。

センター（瀬尾）

確かに避難所、避難ルートについては、地域防災

計画啓に掲載する必要があることになって義務づけ

られているのですが、具体的な安全性をチェックし

た上で行っていない而が多いのではないかと思いま

す。これは大きな問題だと思います。

時間もまいりましたので、このあたりでしめをさ

せていただきたいと思います。本日は、本当にあり

ヵゞとうございました。
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エル・サルヴァドルでの砂防技術協力 その3

l.はじめに

平成13年1月13口、 2月13日、 2月17Flエル ・サル

ヴァドル周辺を裳源とする地捉が発生しました。こ

の3回の大きな地裳と数回にわたる余誕によりエ

ル・サルヴァドル国内各地で住宅 ・公共施設の倒壊

や地すべり、胆崩れが発生しています。これらの地

すべり、崖崩れで住宅が被害を受け、多くの死偽者

が発生したほか、主要道路の寸断で交通網にも重大

な影牌を与えています。さらに5月から雨期に入り

これらの崩壊の拡大や新たな崩壊の発生、崩壊した

不安定土砂の降雨による土右流の発生等の2次災害

が懸念されています。

地震発生後にJICAが実施した「エル ・サルヴァ

ドル従災復典支援計画策定調査」においても地震に

より発生した土砂災害対策に加え、雨期に予想され

る2次災害対策が急務であると報告されています。

こうした状況の中でエル ・サルヴァドル政府からの

砂防に関する技術指琳等の要詰があり、これらの指

祁等にあたるため6月5日から16日までの2週間1JlCA

専門家としてエル • サルヴァドルに派造されました。

なお、上述した 「エル ・サルヴァドル誕災復典支

援計画策定潤査」は、平成13年2月121::Iから調査が

実施され、私も砂防・地滑り分野のメンバーとして

この調査団に加わり地震直後のエル ・サルヴァドル

国内の被害状況を閤究しています。その内容につい

ては「SABOVOL.70 エル ・サルヴァドルでの砂

防技術協力その2」をご認下さい。

2.活動内容

(l)カウンターパート及び関係機関

今回の派造中に面会、調査への同行等を行った機

関及ぴ人物は以下の通りです。

・外務省 (Ministeriode Relaciones Exteriores) 

海外協力総局次長 Jose Domingo Gastellanos 

アジア ・アフリカ・オセアニア協力課長 Mirna 

＊固土交通省河川局砂防部保全課

長井義樹＊

Alas de Miranda 

・農牧省 (Ministeriode Agricultura y Ganaderia) 

大臣 SalvadorUrrutia Loucel 

次官 Roberto Interiano 

再生可能天然賽源局長 Julio A. Olano Noyola 

同局 Mario Ernesto Lobo 

Hugo Lone 

William Rivas 

Luisa Augelesa de Ujejea 

・環檄省 (Ministeriode Medio Ambiente y Recursos 

Naturales) 

気象分析恵1'1官 Carlos Salazar 

環挽情報システム調整官 Rafael Guillen Morales 

他2名

・住宅庁(Viceministeriode Vivienda y Desanullo Urbano) 

Oscar Lopez 

Ana Silvia de Mena 

・サンタ ・テクラ市役所 (Alcaldiade Santa Tecla) 

市長 Oscar Ortiz 

土木部長 Jose Buenaventura Perez Ibarra 

Tomas Mena 

このうち、）；打牧省及び住宅庁の担当者と現地調査

を行い、サンタ ・テクラ市土木部長他の担当者とは、後

ほと述べる土石流魯報装骰の設骰作業を行いました。

写真1 サンタ・テクラ市役所仮庁舎。地震により庁舎が崩壊し
たため体育館を仮庁舎としていた。右から2番目が市長。
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(2)土石流警報装置の設置

今回の活動は抒戒避難のための土石流警報装置の

設置とその活用に関する指蔚及び現地調査での対策

工事の指禅 ・助言を実施しました。

2月に実施した「エル ・サルヴァドル縦災復興支

援計画策定調査」において雨期における警戒避難体

制を整備することが急務であると報告しており、こ

れを受けてエル ・サルヴァ ドル側からの要請が秤戒

避難体制整備の技術移転となっていたため、サン

タ ・テクラ市ラス ・コリナスをモデルサイトとし携

行機材の土石流咎報装置を用いて、崩壊の発生前に

住民を避難させるためのシステムについてカウンタ

ーパートに技術移転することとしました。

写真-2 2月撮影時。

写真3 6月のラス ・コリナスの崩壊跡。

笞報装置は、雨砿計、太陽電池パネル、サイレン、

回転灯、分電盤、雨砿俯報制御分析装置から構成さ

れています。

モデルサイトは、私がエル ・サルヴァドル裳災復
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輿支援計画策定調査に参加しているため、ラス ・コ

リナスの崩壊地がモデルサイトとして適当であろう

と考えていましたが、装置の設置場所は、装置自体

の管理が必要なことと避難が必要な住民に警報が伝

わる場所に設置する必要があるため周辺のいくつか

の候補地を実際にみて設置個所は決めることとしま

した。最終的に、定期的な点検と盗難 ・破壊から装

置を守るため公的な機I関で出来れば幣時人がいると

ころと言う条件で3箇所の候補地を見て回り、サン

タ・テクラ市警察庁舎がこの条件にあうことと庁舎

が崩壊発生後に設定されている立入禁止区域とのち

ょうど税界付近に位置しているため位置的にも最適

と判断しこの場所に設置することとしました。

設置作業は、 6月513及び6日の2日間で終える予定

でした。サンタ ・テクラ市が作業員を7人割り当て

てくれたことと警察側が作業に協力してくれたため

こちらの指示に従って作業が順調にすすみ、6日に

は設置作業は予定通り終了しました。

しかし、分電盤と雨飛情報制御分析装骰に不具合

があり、試験操作で装置が作動しないためメーカー

と電話で話をしながら分飽盤と雨最情報制御分析装

置の配線及び基盤の改造を行いました。日本との時

差がある中での龍話であったため、この改造作業に

2日がかかり碧報装置が作動するようになったのが8

日になってしまいました。

また、作業を実施するにあたりサンタ ・テクラ市

長を訪問した際にテレビと新聞の取材を受け6日の

新聞 (LaPrensa) に記事の掲載があり同じく 6日朝

のニュース (TCS)で会見の様子が放映されました。

サンタ ・テクラ市では、この者報装骰に相当の期待

が込められていたようです。

現地調査を終えた12日に今回の活動全般に関する

セミナーを開催し、その後サンタ・テクラ市の土木

部長、担当者及び農牧省の担当者に対して警報装置

の操作 ・管理について説明を行い実質的な引き渡し

を行うこととしました。

(3)現地調査

地震後にJ災牧省が優先的に対策を実施する個所と

して全国32箇所（当初15箇所でその後17箇所を追加）

を選定し実施計画を作成しています。このうち特に

規模の大きなもの ・被害が大きかった箇所について

現地を見ながら指甜 ・助言を依頼されたため日程の

許す限りで現地賜査を行ないました。
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写真4 警察庁舎屋根の雨置計とソーラーパネル。写頁中央がラ

ス・コリナスの崩壊。

写真-5 誓察庁舎内の分電盤等。

写真ー6 蓄察庁舎。写頁左の低い電柱上にサイレンと回転灯。

また、住宅庁からもコマサグアという山間地の町

が崖崩れ等で住宅地に甚大な被害を受けているので

見てほしいと依頼があったのでここも現地調査に加

えました。
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現地調査については、調査時の指祁 ・助言を報告

書として残してほしいと言うことだったので、日本

語及びスペイン語で報告柑を農牧省、住宅庁及び

JICAへ提出してきました。 以下がその調査結果の

抜枠です。

6月7日（木）

同行者 ：製牧省 HUGO LONE 

WILLIAM RIV AS 

(1)調査箇所 ：RIOLos Choros沿いのColon、

Colonia Madrid 

写真7 集落内河岸崩壊。斜面中腹の住宅が溺壊で消失。

調査内容、助言等 ：

①パンアメ リカン道路沿いの深い渓谷の両側に家

が斜面に張り付いている。

②1月13日の地誤で発生 した高さ約15m、幅約

15mの崩壊があり。

火山灰の堆積層。

③対策工事の実施に当たって留意点は以下の通り

• 河床の安定を図る。（住民の話「地震後河床

は下がっている。」）

・渓岸浸食の防止対策。

• その後崩壊地の表面浸食の防止対策。

(2)調査箇所 ：SantaTeclaの西LosCedros周辺及び

El Astillero周辺

調査内容、助言等 ：

①渓谷沿いに多数の崩壊地があり。

②対策工釘・の実施に当たって留意点は以下の通り

・渓流工事によって渓床勾配の緩和と土砂流出

を抑制する。

• 砂防堰堤等は崩壊地の下流側に設骰する。
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③別の渓流で高さ約20m、幅約IOOmにわたって

崩壊し、谷が深さ約25m埋塞した大崩壊地あり。

④現在、土砂の流出はないが下流道路に上砂流出

があることを知らせる必要あり。（調査をした

屈牧省から道路の工事を担当している公共事業

省に対して）

⑤途中の追路の路屑で斜面安定対策として柵工を

実施していた。（牒牧省担当者は、「砂防を行っ

た。」と言っていた。）

(3)調査箇所 ：Comasagua迫路の地震時に土石流の

発生した崩壊地

調査内容、助言等：

①この渓流の道路出口は公共事業省が蛇篭で堤防

をつくっている。道路から上の渓流から崩壊上

部は）品牧省が担当。

②渓流工事で勾配を緩和させ、崩壊地からの土砂

の流1，1,1を抑制する。その後崩壊地の表面浸食の

防止対策。

6月8日（金）

同行者 ：品牧省 HUGO LONE 

WILLIAM RIV AS 

(I)調査箇所： Lagode Ilopango北側

Hacienda Buenavista周辺、

Qda. Chanpezote、Qda.Cacao 

Qda. Guluchapa及びSanAgustin 

写巽8 地震で起こった河岸崩壊。

調査内容、助言等 ：

①3つの渓流が合流してイロパンゴ湖にはいる。

②Quebradaと言うのは、Rioのように常時水が流

れていない。
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③砂防堰堤4mを計画している。

④設置のポイントは、保全対象の上流側、崩壊地

の下流側、合流点の下流側である。

⑤砂防堰堤の両岸で没食がおきないように両岸と

ともに敢入深を十分にとること

6月9日（土）

同行者 ：住宅庁 OSCAR LOPEZ 

アルバート ・アインシュタイン大学

JOSE SALVADOR CHORRO、学生2名

JICA駐在具事務所上島篤志

写頁9 がけ崩れで被災した住宅。

(I)調査箇所： COMASAGUA町内

調査内容、助言等：

①町内の崩壊箇所を見て回る

②がけ地での住宅建設時の規制の基準として日本

の事例を紹介。なお、（ ）内は、メキシコ人

技師の提案。

・自然がけのうち高さ5m以上、勾配30゚ 以上は

崩壊の危険があることを住民に周知させる。

．危険な勾配は、地域ごとに土質試験を行って

決める方が望ましいが、 30゚ は一応の目安。

．がけ地近傍に住宅を建てる場合にはがけの上

下部でそれぞれがけの店さと同じだけ離れ

る。（がけの翡さの 1.5倍）

・斜而を切り土するときは、勾配30゚ 未満で高

さは5mごとに小段を設ける。（高さ Im毎に

幅l.5mの小段）

・住宅の下部にある渓流では渓流の投食を防止

して崩壊の拡大を防ぐ。
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6月II日（月）

同行者 ：牒牧省 HUGO LONE 

WILLIAM RIV AS 

(I)調究箇所 ：SanPedro Masahuat、

Rio El Desague、Guadalupe

調査内容、助言等 ：

①San Pedro Masahuat町内の3箇所の崩壊防止対策

計面について説明を受ける。

②基本的には問題ないが水路を設けること、Gabion

砂防ダムの下流側表面を補強することを助言。

③Guadalupe上流のSanVicente火山山腹の崩壊は

規模が大きいため砂防ダムの建設とあわせて町

内の住民に雨が降ったら土石流の可能性がある

ことを周知させること。

また、股牧省や住宅庁の担当者への指祁 ・助言以

外に前回調査2月12日～25日のエル ・サルヴァドル

袋災復興支援計画策定調査とくらべていくつか気づ

いた点は以下の通りです。

写真10 ペネズエラ軍による被災者用住宅建設。42m2で浄化楢付き。

写真11 エル・サルヴァドル政府が用意した被災者用住宅。トタ
ンだけの物置小屋とも言えないようなもの。

1111 

・コマサグア郊外にベネズエラ軍による被災者用住

宅の建設が進められていた（写真-)0)。これに対

してエル ・サルヴァドル政府が被災者用に）廿意し

た住宅は写真11のとおりで、コマサグアの町の中

心から山中の未舗装迫路を約5km行った場所でト

タンで周りをかこった物骰小屋にもならないよう

なもので住宅といえるものではなかった。

・イロバンゴ湖南東の山間地は、地捉で河岸、渓岸

崩壊が多数発生しそれらの土砂が原因で河床上昇

が起こったり、せき止め湖が出来たりしていた。

新聞報道によればヒボア川が地滑りでせき止めて

られたが水路を新たにつくつて水は流れるように

なったとあった。

しかし、写真12、13のように河床上昇による洪水

被害はいたるところでおこっている ようである。

• 山問地の都市を結ぶ道路も地震直後は法而の崩壊

で道路が土砂で埋まり、写真14の箇所は地震直後

の調究時点では崖から崩れた土砂で道路は埋まり

写R-12 2月撮影時のエル・デサグエlll。

写頁•13 河床上昇で洪水が発生しているとのこと。
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写真—14 2月の地震直後は、が1:t崩れで道路が埋まっていたが、

写真のように道路は復旧していた。法面工事は実施され

ていない。

道路自体がまったく見えない状態で、車1台分が

やっと通れるだけの幅を確保してなんとか車を通

していたが、今回は道路だけは舗装をし直しきれ

いになっていたが、法面保護対策はまったく実施

されていなかった。

(4)セミナー

12日には、関係する機関を対象に醤報装置を使っ

た警戒避難対策と地震による崩壊対策工事について

セミナーを開催しました。

セミナーは、サンタ ・テクラ市内のライオンズク

ラプでJ塁牧省、住宅庁、サンタ ・テクラ市役所のほ

かに環挽省、公共事業省、サン ・サルヴァドル首都

圏計画局、民間建設業者の約30名が参加しました。

セミナーは以下の内容で講義を行っています。

• 土砂災害対策の内容

地震によ って発生した土砂災害の種類

雨期における土砂災害

対策工事

渓流での土砂流出防止

斜面の安定

・醤戒避難対策

基準雨屈

警報装置

簡易雨抵計の使い方

このセミナーにおいて警報装附の弊報の基準とな

る雨枇を示し、避難対象となる区域は、あらかじめ

市役所側で決めた範囲としました。

講義終了後、サンタ ・テクラ市警察庁舎に移動し

辟報装置がどういうものか実物を見てもらい、着報

装置を作動させるデモンストレーションを実施しま

した。

セミナーもテレピと新聞取材があり、 6月13日の

新聞 (ElDiario de HoyとMasの2紙）とテレビ (TCS)

で紹介されました。

セミナー終了後に今後実際にこの警報装置を操作

したり管理する人たちを対象に説明を行いました。

會

写真-15 セミナーでの講義

写真-16 肇報装匿のデモンストレーション

電源やサイレン、回転灯の操作は、特に警察庁舎

内の警官ほか職員の方々に説明しました。雨最の設

定については農牧省及びサンタ ・テクラ市役所の土

木技師に説明しましたが、器戒避難対策の中での基

準雨巖をよく理解できていないことと装置自体がは

じめてみる機械なのでなかなか党えることが出来ず

おもったより説明に時間がかかってしまいました。

操作マニュアルは、装置の表示が英語になっている

ため日本語版と英語版をJICAへ英語版を晋察、典

牧省、サンタ ・テクラ市それぞれに渡してきました。
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崩壊により斜面中腹の住宅が消失。
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道路を埋めた崩壊土砂が雨で泥水となり四輪駆動も通行が困難。

コマサグア遵路。

3.課題

地震後の砂防 ・厖崩れ対策という内容での今回の

派遣でしたが、その中でも警戒避難対策という工事

ではない対策なので理解が難しいと予想していまし

た。しかし、抒報装置という機材があったためなん

とか理解をしてもらえたと思っています。

また、エル ・サルヴァドルの人たちはまじめに仕

事に取り組んでいるため特に地縦後の災害対策のな

かでも砂防はまだ新しい技術ですが、私がはじめて

派遣された咋年10月時点で伝えたことや渡した資料

を活用し、土石流やがけ崩れの施設計画をつくられ

ており、技術移転が実際に目に見える形にあらわれ

たのはうれしいことでした。

今後の対応として醤戒避難のための基準雨批の設

定に関しては雨景データや災害情報の蓄租がある程

度出来た段階（今年の雨期を過ごしてから）で基準

雨最はどういうものでどのように設定していくのか

詳しい技術指祁が必要であろうと思われます。

また、携行機材としてもっていった警報装置は、

nCAがサンタ ・テクラ市役所に1年間の期限付きで

寄付をしたかたちで設置を してきました。

当初の機材の扱いは、笞報装骰はモデルサイ トへ

の設置であり、エル ・サルヴァドル国内には同様の

危険個所が多数存在すること、また、この警報装骰

の設置は比較的容易なので移設が簡単にできること

から装置は政府機関が所有し必要な箇所に設置し、

設置された自治体が維持 ・管理般用を負担し、所有

者である政府機関が自治体に対して技術的な支援を

する、という形態を考えていたのですが、関係機関

との協議の中で警報装置を所有できる機関がないこ

とがわかり上述のような扱いとなってしまいまし

た。

今後、警報装置を活用 した警戒避難対策の実態を

見ながらJICAの所有ではなく早い時期にしかるべ

き政府機関に所有させる形態にすることが望ましい

とおもわれます。

4.おわりに

昨年lO月にエル ・サルヴァドルに来た際の通訳だ

ったバレイロさんが今回もついてくれました。先の

地震により大規模な崩壊があったラス ・コリナスの

300mほどしか離れていない同 じ斜面の下の住宅地

に彼の家があり、地震後は避難をしていましたが、

彼も含めて多くの住民は自分の家に戻ってきていま

した。もともと 山に囲まれた土地に首都圏が広がり

安全で新しい住宅地も見つけるのは難しい状況のよ

うです。危険度の高い区域にパレイロさんのように

知り合いがいるだけに今回の管報装置が役に立って

くれることを切に願っています。

SABO渕 ．71Od.2001 31 



1111 ?orergncircumstances 

オーストリアの森林と傾斜地危険区域規制

はじめに

本年3月末から4月初旬にかけて、（財）砂防・地

すべり枝術センターの悔外濶査団の一員として、オ

ーストリアとスイスの危険区域制度迎用の実情を研

究する機会をいただいた。ここには、まずオースト

リアl紺係の紹介をしたい。

オーストリアには、ウィーンとそれ以外のオース

トリアがあるのは、フランスにパリとそれ以外のフ

ランスがあるのと同様である。オーストリアは連邦

制とはいえ、かなり中央集権的な国であり、かつて

欧州に覇を競った大帝国の時代に、世界都市たるそ

の首都には、咲壮な都市の逍梢など、数多の文化遺

施が蓄梢されている一方、地方都市と13翡t1地幣は、

都会の喧燥から離れている。

まず旧知のウィーンエ科大学教授フレクセダー氏

（一時連邦農林省に勤務し、 ドナウ河回際委員会事

務局の技術代表も勤めた）が見せてくれたのは、ウ

イーンの北方になだらかにそぴえるカーレンベルク

（京木の生えていない山という意味）の山頂から見

る市街地とドナウ河の夜県である。その山麓には、

ちょうど2世紀前に、ベート ーベンが聴党を失った

絶望の余り、辿密を許いた土地として有名なハイリ

ゲンシュタッ トがある。いわゆる「ウィーンの森」

は、この山裾から市街地の西方を取り巻いて、ぷど

う畑を織り交ぜながら広がっている。乗用車のなか

った時代のウィーンの民謡には、「初めてカ ーレン

ペルクに登らせてもらった子供の頃を蹂えている」

という 一節がある。また、 201せ紀前半のオーストリ

ア最大の詩人と称されたワインヘーバーの「カーレ

ンベルク枝歌」には、登る途中の森と花や、頂上か

らの夜景や下り道の酒場のことがうたわれ、「君が

今Hもその栄光を意識して／お高くとまっている故

ではない／君はウィーンっ子なのだから／カーレン

ペルクよ、挨拶を送りたい」とあり、古き良き時代

のウィーンを描いたものには、「緑の森にはJ火色の

＊明海大学教授
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街がまだ押し寄せていなかった」という状況証言が

ある。

なぜ森林が山地や傾斜地に追いやられてしまった

かということは、幾万年以来の耕地湖墾と定住地開

発の故であることは言うまでもないが、ヨーロッパ

の風土（ドイツ語にはランデスクルトゥ ーア＝土地

文化という言業がある）には特にそれが顕著ではな

いかと思われる。そのしっぺ返しが斜面災害である

が、またここで改めて、森林そのものの匡l上保全機

能（オーストリア連邦森林法では「保護機能」と特

記されている）としての位骰付けを考えなければな

らないときである。

概念定義の重要性

ウィーン股科大学のワインマイスター教授（日本

流には「ワインの杜氏」という意味？）とは、ウィ

ーン西駅で初めてにお目にかかり、爾後のチロル行

きのR程に同行して下さった。ウィーン西駅から特

急に乗って、ザルップルクあたりで食事をしながら、

「土地利用法令の中で、自然の保渡と故郷的自然の

保護とが並列されているのは、どう違うのか」と揖l

いたのに対して、「前者は純粋な自然、後者は保全

すべき集落 ・建物を含む概念である」と、明確な答

えが返ってきた。教授は若い頃にザルップルク地方

の自然保護監督官をされた由で、いま災吾危険区域

についての指蔚を我々にしようとされるのは、ちょ

うどその対比に相応している。

さらにドイツ領内の鉄道線路をノンストップで通

り抜け、チロル州西部の駅イェンパッハに滸いたと

きは、 4月初めとしては異常に倍く、地中湘からの

風がアルプスを越えてフェーン現象を起こしている

ということであった。宿舎行きのマイクロバスの中

で、ワインマイスター教授の側に座り、「オースト

リア森林法はフ ォルス ト・ゲゼッツと称するのに対

して、スイス森林法はワルト ・ゲゼッツというのは、

どう辿うのか」という質問に対して、オーストリア

は森林育成の概念が基本にあるが、スイスでは原生
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ツィラータールの春。整備された渓流、モクレンやレンギョウの
花。緑の斜面の高いところの家々 と道路。その上は森林生存闘争
地帯？

的森林が基本にある」という、予想どおりの答え。

法律家はどうしても概念定義の問題から入るのでと

御了解を願ったところ、さもありなんと微笑を見せ

られた。

車窓から見る急峻な山々に挟まれたツィラーター

ル（ツィラー川の谷）は、すっかり春めいている。

雪が溶けた近くの山の上方を指して、「オーストリ

ア森林法には、森林生存地帯（カンプフツォーネ＝

闘争地帯）という概念があることを前以て勉強して

きたが、あのあたりがそうか」と聞いたのに対して

は、「あのとおり必死に生存しようとしている」と

いう答えであった。

ちなみに、オーストリア連邦森林法の森林の定義

（むしろ適用範囲）は、植生（法律の別表に列記し

たもの）が千平方メートル以上、その幅が10メート

ル以上とされるが、自然の樹木生育限界（森林限界）

と一団の樹木生育地（現状の森林）との問の地帯は、

土地利用の態様及び植生の規模にかかわりなく、森

林生存地帯として、防風林もこれと同様に、森林法

の規定が適用される。このほか土地台帳等に森林と

1111 

明記されている土地は、公共 ・公益施設のための開

発行為の許可があるものを除き、官庁がこれを森林

として取り扱わないことを確認しない限り、森林と

みなすという規定がある。これらの規定は、特に土

地利用規制との関連で、重要なものである。

基本規定と訳語の問題

本番のワークショップ冒頭には、連邦農林省バウ

アー氏により、 1975年オースト リア森林法（旧法は

1852年制定）中の森林空間計画 ・危険区域圏に関連

する制度と、危険区域図に関する 1976年連邦農林省

令の紹介があった。前者の法文は、数年前に原文を

入手して翻訳を試みたことはあるが、ここであらた

めて実情を聞くことによって、疑問が解けた部分も

あり 、また、かえって訳語の選択の難しさを知るこ

とも多かった。

まず、「森林空間計画」の原語は、「フォルス トリ

ッヒェ ・ラウム ・プラヌンク」であるが、「ラウム」

（空間）の実質的な意味は、ほとんど「土地利用」

ということである。 しかし、個別具体的な土地利用

まで行かない包括的な措置対策にとどまる場合の文

脈であれば、直訳の方が良いと思われる。また、

「プラヌンク」は、「計画」そのものと 、「計画を策

定すること」の双方の場合があり 、その使い分けも

難しい。 さらに、単なる「プラン」とあるのが、

「計画」であったり、これを一覧表示する等の「図

面」であったりする。その「図面」は、物理的な紙

であるよりも、少なくとも法令上は、財産権の制限

など権利義務に関連するものであることが多い（こ

の点は、従来の日本の行政担当者にはなかなか理解

し難い）。次の森林法規定には、それらの実例がふ

んだんにある。

「（森林空間計画の目的）

第6条 森林空間計画の目的は、連邦領土又はその

一部における森林関係事項に係る現況表示及び将来

計画にあるものとする。

前項に規定する目的の達成のため、次に掲げる機

能が最大限に発揮され、かつ、確保される森林の範

囲及び性状とするように努めなければならない。

a)利用機能、特に経済的に影響が残る原料木材

の生産

b)保護機能、特に自然災害及び有害な環境影響

並びに土地の氾濫及び飛散、岩屑形成及ぴ斜面
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地すべりからの保設

c)環境機能、すなわち環境への影響、特に気候

と水管理との均衡、大気と水の浄化及び再生、

及び騎音緩和への影響

d)保養機能、特に森林来訪者に対する保蓑空間

としての森林の機能

森林空間計画の達成のため、特に次に掲げる事項

について考慮が払われなければならない。

a)居住及び勤労の場所並びに交通の場所が集中

する地域にあっては、森林の保護、環境及び保

養の機能が提供されるように、森林の空間的な

配骰及び発達が形成されるものとすること。

b)洪水、雪崩若しくは風害からの保陵又は水の

貯留等、森林の保股機能及び環橙機能が特別の

爾要性を有する地域にあっては、当該重要性に

ふさわしい森林の空間的構成が残されるように

すること。

〈森林空閻計画の範囲〉

第7条 森林空間計画は、特に次に掲げる事項に及

ぶものとする。

a)現況及び計画

l. 高度の原料生産物の取得を伴う森林地域を

特に考慮した利用機能の優越する森林地域

2.保安林若しくは禁止林又は騒音を含む公害

から保護する森林等、保渡、環榜又は保養の

機能の優越する森林地域

3.公害からの保設のため特別の措置を要する

保養地域である森林地域

b)現況

I. 渓流又は雪崩の集水域

2.渓流又は省崩に係る危険地域

c)計画

I. 予定された土地における新規植林並びに風

害防止、風致形成及び水管理の改善のための

植林、特に造林の翁弱な地域におけるもの

2.森林生存地帯におけるように、森林の機能

の向上発展に有利な場所における林業、牒業

及び牧畜業の間の境界設定

〈森林空間図〉

第8条 森林空間因においては、前2条の規定に従い、

計画地域の森林関係事項を左右し、及びこれに影婢

を与える事実及び認識可能な開発について、次の措

箇がなされるものとする。

a)回面及び文書により明示すること（図化）
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ワインマイスター教授の説明：氷河落石が氷の中に沈みこむ間に
側面が削られて直方体になった。ゲアロス村の渓流の岸で。

b)計画地域におけるその都度の事実上の閉発に

即応すること

森林空間図は、次のとおりとする。

a)森林施菜図（第9条）

b)森林区画図（第10条）

c)危険区域図（第II条）

森林空間固の内容、形式及び作成に関する細部の

規定は、連邦牒林大臣が命令で定める。」

さらに、細部の規定の用語として、さらに難しく

なるのが、「ゲビーテ＝地域」、「ペラィヒ＝領域」、

「ツォーネ（ゾーン） ＝区域」、「ウイドムンク＝ゾ

ーニング」などの使い分けである。通常は、このよ

うに原語と一対一の訳語を決めてかかることにする

が、市町村の「区域」、建築敷地の 「区画」など、

原語に関係なく日本の法令用語の恨例に合わせない

とかえってわかり難くなる場合には、そうする方が

良い。普通に我々が使う「土地」の原語も、「グル

ント」、「グルントシュトウッケ」、「フレッ I::'.ェ」、

「オーペルフレッヒェ」、「ベジッツ」、 「アイゲント
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ゥーム」など、専門の民法学者でさえ使い分けに迷

う原語が出てくる。この辺は、訳者に任せていただ

くしかないが、良心的な訳としてはあくまで原語に

忠実であり、読んで下さる方々にはできるだけすぐ

に意味が通じるようにするために、買任は益々重大

である。

危険区域図の制度

これからが、海外調査の核心に入るところである

が、紙数の関係から法文に注釈を加えるのを差し控

えて、引き続き連邦法の要点を掲げる。

「（危険区域図〉

第 11条 危険区域屈の調製及びその適用について

は、連邦牒林大臣が、地方官署（森林技術局等）の

意見を聴いて、権限を行使する。

危険区域図においては、渓流及び雷崩の危険があ

る領域並びにその危険度を明示するとともに、今後

の防護措饂として管理又は空地維持に関する特別

の手段を必要とする領域を明示するものとする。

危険区域図の案は、市町村長に送付され、市町村

長は、当該市町村において4週間一般の縦覧に供す

るものとする。

何人も、権利としての利害関係を信じさせること

ができる者は、危険区域図の案について、縦覧期間

内に文書により意見を述べる権利を有する。

危険区域図の案は、委員会において専門的にその

正当性を審査するとともに、必要な場合には変更を

加えるものとする。適法な期間内に提出された意

見は、その際に検討されるものとする。

委員会は、委貝長としての農林大臣の代理者のほ

か、地方官署、州及び市町村それぞれの代表をもっ

て梢成する。委員会は、単純多数決をも って決定

を行うものとし、可否同数のときは委員長がこれを

決する。

連邦大臣は、本章の規定に違背しないものである

1111 

国民の権利義務を定める法律事項として、良く整

備された手続規定であるが、時間の制約から、現場

見学などの際に聞きただして、州 ・市町村の代表は

当該案件に関わる地域の代表で、いわゆる審議会委

貝のような包括的代表ではない、縦魏期間内に梢力

的に説明会を開く（個別訪問はしない）ほか、質

問 ・回答も文書による（文書で意見を提出すべきこ

とは法定されている）、縦覧期間終了の頃にウィ ー

ンからも委員が現地入りして状況梨約をする、近年

の運用としては様々な段階で意見や異譲をこなして

いくので、最終的に危険区域設定についての異論は

ほとんどなくなる（バウアー、ザウアーモーザー、プ

ローナーの各氏）など、納得のいく説明が得られた。

ワインマイスター教授には、「私があらかじめ東

京で参照したオーストリアの最新の法令集（チロル

州の土地利用関係）に付せられた判例は、 1980年代

までのもので、それ以後の新しい判例が途絶えてい

るのは、制度の整備と科学的知見の充実のお陰であ

ろう 。オース トリアでは、国家と専門家の権威が高

い故に、よく治まっているものと理解する」と述べ

限り、委員会が審査した危険区域図の案を認可する ＼＼ 

ものとする。

地方官署は、認可された危険区域図を閲覧させ、

かつ、謄本事務を行うものとする。その各一部は、

関係の地域団体及び郡庁に提供するものとする。

原則又は評価について変更がある場合においては、

変更のある関係実態に危険区域國を適合させるべき

ものとする。」

’ 七／．9 ，
．．： 

ir'鼻 わ宍： ¢ ．． ＇,＇ 
...,~-..;,-~-:'.一・` ・ ・人→--.,. 7‘ご• こ̂

戸
I9、`，.』•ヽ， 9‘

... ～ ・ •, -，.9ぶたに`ーミ心::: ` _ ・ • ・．． り査，9
l• 』.. .-＜ r≪・ク・ぐ：生；ぞムヽ． ．ー~_-:-";、一．屯
• ---．．` • • • • ..~ --’..  ・ •~ ̀.‘`’• 9.． 
もうすぐ危険区域図の案の縦覧が始まる古い集落。点在するのは
干草小屋。手前は雇上の残雪。ゲアロス村の山中にて。
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たのに対し、幾らかはにかみやの教授は、「問題事

例は無いわけではない。それだけに我々の苦労もた

いへんだ」と申しておられた。

ちなみに、「森林 • 河川の文献には今もホーフラ

ート（宮中顧問官）の称号が出てくるが、どんな人

がなるのか。一人だけか複数か」と、食事のときに

ザウアーモーザー氏に聞いたところ、「それは大

学 ・官庁両方の経験者がなる。複数で地方の管轄区

域を分担する」という答えであった。おそらく、中

世ゲルマン時代以来の国王の狩猟特権（特に森林と

河川が対象である）に関係があるのではないかと思

ったが、後日の研究に残すことに した。

危険区域図作成の準則

次に掲げるものは、「危険区域図に関する 1976年

連邦品林大臣令」の大要であるが、その第1条に規

定されているように、危険区域因は、渓流 ・雪崩対

策工事、専門的鑑定、土地利用計画等の基礎となり、

国土保全に係る森林技術上の権威ある行政資料とさ

れるべきものである。危険度の具体的な色分けは多

t-.. 冨ニ

タールパッハの渓流対策工事現場。ここでは工事中は既存違物ぎ
りぎりまで危険区域をかけるが、完了後は管理幅員（両岸3m位）

まで縮小すると、ザウアーモーザー氏の説明。
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種多様であるが、一貫した体系を構成している。

「第1条 危険区域屈は、 特に次の事項の基礎とす

べきものとする。

a)渓流及び雪崩対策工事森林技術局（以下単に

「局」という。）による措置並びにその緊急性に

対応するこれらの措置の設計及び実施

b)専門家としての局の職員の活動

前項のほか、局に指示される可能性を考感し、危

険区域屈は、土地利用計画、建設事業及び安全確保

に係る地域における諸計画の基礎として適切なもの

となるように策定されるものとする。

第2条 危険区域回上の記述の対象は、渓流及び雪

崩の集水域、その危険のある領域（危険区域）並び

に後日の措置のため又は渓流及び雪崩の危険を考慮

して保渡措置のための保留地として管理すべき領域

（保留領域）とする。前項に規定するものに直接の

関連を有しない調査事実の生起現象並びに地形地質

の性状に対する考慮は、当該性状により保護機能が

影響を受けるものである限り、認められるものとす

る（考慮領域）。

第3条 危険区域図は、原則として、一の市町村の

区域（図化地域）及びこれに影響がある集水域に及

ぶものとする。危険区域図は、必要な場合には、森

林に該当しない土地に及ぼすべきものとする。

第4条 局は、集水域について、図化の原則を提示

しなければならない。当該原則には、特に次の事項

を含めなければならない。

a)地質、水文地質、水文、気象、気候及び生物

に係る関係並びに地方文化その他の人文的影響

の考慮のもとに、危険の要因を探ること。

b)過去の渓流又は雪崩にさかのぼって、発生し

た被害の頻度及び規模に1紺し、適切な手段を用

いて取得できる情報を集めること。

局は、提示された図化の原則について、評価を行

わなければならない。これについては、危険区域図

の本文に反映させるものとする。

第5粂 危険区域圏は、図面及び本文をもって構成

するものとする。

因面には、次のものを含めなければならない。

a)第3条に規定する計画区域及び集水域並びに

特に危険要因を示す危険屈

b)図化地域内の集水域につき土地利用に関連す

る領域内の生起現象測定のために調査した成果
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並びに保留領域及び考慮領域を示す危険区域図

本文には、次の事項を記載しなければならない。

a)園化原則の記述

b)評価の根拠の記述

c)これにより危険区域及び保留領域の設定を必

要とする記述及びその理由

d)第1条第2項に規定する諸計画への考慮

危険図は、縮尺5万分の1、2万5千分のJ若しくは2

万分のlその他の適切な原図、航空写真又は航空写

真を図化したものにより調製するものとする。特別

の危険要因については、適切な標示を行うものとす

る。

危険区域図は、土地課税又は土地台帳の作成に係

る図面査料を基礎とするものとする。縮尺は、 5万

分の1以上とする。

第6条 危険区域図は、次の規準に従い、約150年の

回婦確率による予測生起現象を基礎とするほか、保

留領域を線引きするものとする。

a)赤色の危険区域は、渓流又は雪崩により危険

を受ける土地の態様として、予測生起現象又は

危険の頻度から予見される被害の結果の故に、

居住及び交通の目的のための継続的利用が不可

能であるか、又は釣り合わないほどの高額の出

野をしなけれぱ可能でないような土地を包含す

ること。

b)黄色の危険区域は、渓流又は雷崩により危険

を受けるその他の土地の態様として、居住又は

交通の目的のための継続的利用が当該危険の故

に影醐を受ける土地を包含すること。

c)行色の保留領域は、次に掲げる領域とするこ

と。

J.局の技術的又は森林生物学的措餃の実施の

ため、及び当該措置の機能保持のため、必要

な領域であること。

2.保護機能又は建設工事の結果の確保のため、

特別の態様の管理が必要とされること。

第7条 危険区域回には、次の規準に従い、考慮領

域を示すことができる。

a)褐色の考慮領域は、落石又は渓流若し くは雪

崩に関連しない地すべり等、渓流及び雪崩以外

の原因によりもたらされる自然の危険によるも

のと推測されることが調査事実から確認される

領域として設定すること。

b)紫色の考慮領域は、その保護機能が、地質又

1111 

9- ＿ノ-—-/ 9 ----- -雪崩の来る斜面側に建物を保護するための塀を作った。ヒンター
トウックスのスキー宿で。

は地形の性状の維持に依存する領域とするこ

と。」

この制度の遥用の実際は、現地局の建設所のザウ

アーモーザー氏から提供されたツィラータール中部

に位置するアシャウ村（人口1500人）の事例により

次に述べるが、基本的な問題として、この連邦法に

基づく危険区域図そのものは、科学的基礎に基づく

行政上の「鑑定」意見（同様のことについてスイス

法では「勧告」という表現をしている）であり、具

体的な申請を受けて建築審査等を行う際に、土地利

用規制の直接の根拠とする土地利用ゾーニング（例

として、後述のチロル州法）のような一般的命令

（財産権の制限に直接関係し、従って行政救済上の

処分性があるもの）とは、法的性格を異にする。た

だし、 一般的な危険区域図に基づいて、個別の建築

物等に対する具体的な指端の段階では、その危険区

域図に欠陥があった場合に、問題となることがあり

得るということである（これらの基本的な点は、現地

のシュワーツ郡庁のマーク氏から明快な説明を得た）。
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渓流・雪崩危険区域図の縦覧意見の処理

アシャウ村については、 1977年に危険区域図が、

土地利用ゾーニングに対する「鑑定」として整備さ

れている。同年に、チロル州空間整序法に基づき、

建築部局によって土地ゾーニング図が整備された。

その後の危険区域図の変更は、渓流 ・雪崩対策工事

の進展動向に伴うものであった。

今回1999年に開始された変更作業は、村内のトゥ

ルムバッハ川の対策工事計画を契機として、アシャ

ウ村の側で近年企画されている建築用地の拡大ない

しは土地利用ゾーニングを考慮するとともに、既存

のバラ建ち住宅の領域において予期されるインフラ

の発展を考慮するものである。重要な交通網連結も、

関連領域において完了している状況にある。

アシャウ地区の危険区域図の案は、連邦農林省か

らアシャウ村に、公衆の縦覧のために交付された。

2000年6月13日の公告以後4週間の縦翌期間内に、 4

通の意見書が出されたが、委員会は、危険区域の線

引きは正当なものと認めて、いずれも全会一致をも

って否決された（以下に権利者である住民の意見と

委員会の判断の要点を掲げる）。特に委貝会は、図

化地域における地質学的 ・気象学的及び水文地質学

的関係における科学的な判断のもとに、地元民のと

の調整及び既知の災害の観察の結果として、危険区

域図の変更案の提示がなされたことを認めている。

このほか、村当局が所蔵する包括的な年代記録につ

いても、考察がなされたことを特記している。

〈提出意見の要点〉

l.ヨゼフ・アルツバッハー

「私の土地は、部分的に地すべりの危険地域と

表示されている。私の意見では、この地域は排水

措置によって地すべりの関係から緩和されること

になると思う。それ故、建築用地としての私の区

画 （農業との混用地域）は、褐色の考慮領域から

除外してゾーニングされるよう、要請する。」

2 パウル＆ウルスラ・シコタインレヒナー

38 

「この建築区画を買ったときに、渓流対策工事

当局と売主（アシャウの住民）は、この土地が全

然危険区域にはないことを、私たちに保証した。

それだったら、私たちはこの土地を取得すること

はなかった。危険区域の変更と、即時の解決を要

請する。」
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3 ヨハン・エッガー・カンマーランダー

「すでに1991年、開発地域にゾーニングされた

土地の所有者として、私は、この危険区域図の案

には、不満があり理解できない。あなた方も知っ

ているように、私は、この開発地域に、渓流から

の距離を取るための道路の移設 ・境界設定など、

すでに多額の出費をして、将来の建築用地になる

ようにしてきた。今回の案では、この土地に建築

ができなくなるし、これらの準備作業も無駄にな

ってしまう。それ故、どうか例外的な配慮をする

ことと、私の意見を前向きに扱われるように願

う。」

4 ミヒャエル ・オベッツホーファー

「基本的に赤色ゾーンヘの変更は理解する。ト

ウルムバッハの対策工事が完了して、 2、3年観察

期間を経過した後には、事情の変更に合わせて黄

色ゾーンに戻すことを期待している。ついでなが

ら、私は適法な建築許可を得ており、 2000年秋に

は、私の既存の住宅に増築をしようとしている。

危険区域の変更は、私の建築の実行には何の影郭

もないものと思っている。」

〈意見に対する委員会の鑑定及び決定〉

意見I:ヨゼフ ・アルツバッハーは、その土地の褐

色考慮領域に対する異議を申し立てた。そ

の理由は、その土地が、排水措置により危

険がなくなるということである。この申立

ては、万一の地すべりが否定できない以上、

認められない。しかしながら、将来の対策

工事により土壊学上の鑑定がなされるな

らば、これには異存がない。

意見2:パウル及びウルスラ ・シュタインレヒナー

は、その建築区画の赤色危険区域に対する

異議を申し立てた。アッシャウアーバッハ

は、 4.6平方キロメ ートルの集水域を有して

おり、予測生起現象の際には、 42立方メ ー

トルの押出物を含む洪水の流送物があると

計尊されている。この領域においては、比

較的狭い渓流の流路と 、両岸の渓流破壊が

万ー有り得る場合を理由として、図面作成

者による赤色危険区域は正当に提示された

ものと 、全会一致で認められた。それ故、

申立ては認容されない。

意見3:ヨハン ・エッガー ・カンマーランダーは、
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その2筆の土地の赤色及び黄色の危険区域に

対する異議を申し立てた。その理由は、こ

の土地が1991年当時すでに開発地域として

ゾーニングされているということである。

この意見は、前記2の意見に対するものと同

様のことが妥当するものであり、それ故、

申立ては認容されない。

意見4:ミl:::ャエル ・オベッツホーファーは、その

土地の危険区域屈に対する異議を申し立て

た。その意見から明白であるのは、危険区

域の提示は、現時点において対策工事がな

いという理由からは認められるが、対策工

事の後には変更すべきでるということであ

る。この申立ては、全会一致で対応できる

ものとされた。その理由は、 1976年の危険

区域図令第8条第2項に規定されているとお

り、原則の変更により、役所は変更された

状況に適合すべきこととされているからで

ある。（しかし、現時点では、原案を妥当と

する。）

この審査の際に、アシャウ村の村長は、アシャウ

アーパッハ川左岸の西方に森林植生を拡張すること

は可能かどうか、検討することを提案した。図面作

成者によれば、この植林地域は、行色の考慮領域と

して、計画上特別の管理をすることとされている。

このことは、予測生起現象を超える災害の際に、こ

の領域の森林は、追加的にフィルター機能及ぴ保護

機能を果たすということである。全会一致で確認さ

れたのは、予測生起現象の効果の外にあるものは、

森林の土地の取扱いにかかわる事項であるというこ

とである。

チロル州空間整序法

最後に、このような危険区域図が活かされる場面

の一つとして、都市計画 ・建築規制部門からなされ

る土地利用ゾーニング制度の問題について、チロル

州空間整序法の要点を述べる。これは、直接的に建

築承認等の可否に関係するものであるので、その関

連の判例も紹介することとする。（ラウム ・オル ト

ヌンクの原語は、 「土地利用規整」と訳した方が分

かり易いが、直訳のままとする。なお、濁音が極度

に少ないのが、オーストリア ・ドイツ語の特徴であ

る。）
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「土地ゾーニング図においては、ゾーニングによ

る使用目的に係る市町村領域内のすべての土地につ

いて、建築用地、白地（未利用地）、特別区画（碇

蜂場、給池所、レクリエーション施設等の土地）及

び保留区画（教育 ・医療 ・公益施設等の土地）とし

て設定するほか、道路の用地を設定しなければなら

ない。白地としてのゾーニングは、建築用地、特別

区画及ぴ保留区画としてゾーニングされた土地並び

に道路の用地の図示との関連で必要となる限りで、

図示しなければならない。」

「建築用地としては、健康上、技術上及び経済上

の考慮に適する土地のみをゾーニングすることがで

きる。建築用地としてのゾーニングは、a)雪崩、

洪水、渓流荒廃、落石、地すべりその他の自然災害

を特に考慮して、ゾーニングにふさわしい建築に適

しない土地、 b)土地の負担又は排出の負担により 、

ゾーニングにふさわしい建築に適しない土地、 C)

交通に適する開発又は上水、消防用水及びエネルギ

ーの供給及び廃水処理を伴う開発のために、公共的

手段によっては不当に高い支出を必要とするような

土地を除外するものとする。」「雪崩、洪水、渓流荒

廃、落石、地すべりその他の自然災害のおそれのた

めに危険区域固を特に考慮すべき建築用地に該当す

る土地は、既存の建築物との関連で居住領域の内部

にあり 、又はこれに直接的に接続しており、それに

よって建築用地が危険の大きい領域に拡張する方向

とならない場合においては、建築物に係る一定の指

示又は建築性能その他の建築物の分野における建築

上の措置がなされることを条件としてのみ、建築用

地としてのゾーニングをすることができる。」

「建築用地の土地は、住居地域、商工業地域又は

混合地域としてゾーニングをしなければならない。

地域の境界設定に際しては、相対する影響、特に騒

音、大気汚染、悪臭又は振動によるものが可能な限

り避けられるように、配慮しなければならない。」

法令集の注釈によれば、チロルのような山国では、

危険地域の建築行為を全面的に無視するようなこと

は困難である。しかし、建築用地としてゾーニング

し、縦蔑にかけて異存がない等の場合に建築承認が

できる可能性をもった従来の規定は、 1998年改正に

より廃止された。

また、「適する」とは、建築用地ゾーニングをし

なければならないという意味ではなく 、適するかど
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うかの疑問が生じたときは、ゾーニングの前に、専

門家の「鑑定」を得ることが必要であるとされる。

ここでまさに「危険区域図」が活かされることとな

るわけである。

以上のような危険区域の問題に関連した判例に

は、次のような判断が示されている。

l. 雷崩危険領域の概念は、次のように理解するこ

とができる。雪崩の危険が実際的な可能性として

つねに裔いため、正常な考えを持つ人がその土地

に建築することを差し控えるであろうということ

である (1977年行政裁判所判決参照、洪水の脅威

に関するもの）。この意味で、あらゆる事情のもと

で雪崩に安全であるとは言えない各土地は、雪崩

の「危険領域」とみなすことができる。これにつ

いては、相応の状況確認（雷崩の走路等）が必要

である。 (1980年行政裁判所判決）

2.落石の危険領域にある場合には、その土地は建

築に適しない。(1983年行政裁判所判決）

3.建築用地に残余があるという理由のみで建築用

地を縮減する必要性は、白地のゾーニングを正当

化するものではない (1984年憲法裁判所判決）。 総

点検の重要な機会を合わせ考慮し、又は最善の指

示と建築用地の区分に関して比較衡最することな

しに、当該土地を白地に指定した場合には、その

限りにおいて土地ゾーニング図は法律違反とされ

ることとなる。(1984年憲法裁判所判決）

イソ河畔のインスブルックよ、さようなら
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おわりに

今回の調査では、公式のワークショップのほか、

現地の様々な関係者と会って、有益かつ生々しい証

言も得ることができた（主として屋外やリラックス

した場所での会話の記憶なので、必ずしも厳密な襄

付けはない）。 いわく、

「まず危険区域規制、次に対策工事。雪崩の射繋

等の緊急避難的対策は稀である。雪崩発生の際は、

建物の中が一番安全な仕組みになっている。現に被

害数も少ない。」（インスプルックのコンサルタント、

プローナー氏）

「赤ゾーンになって建築が規制されても、税金は

安くならない。」（ヒンタートウックス ・スキー旅館

の経営者）

「土地の価格は10分の1くらいになるが、補強工事

をして既存の営業は存続できる。」 （プローナー氏）

「実際には財産権が強いので、建物移転を強制す

ることは難しい。保護対策で90パーセントはカバー

できる」（シュワーツ郡庁のマーク氏）

「観光施設経営は家族全員が就業できるから、農

牧業よりも良い。」（ヒンタートウックス村長）

「防災のためには森林が有効。森林を荒らす野獣

の狩猟を制限すべきでない。」（狩猟愛好家のゲアロ

ス村長」

短期間ながら、数々の忘れ得ぬ印象を刻んだ調査

旅行であったが、もうひとつチロル州の首都インス

プルックには、ウィーンのザッハ

トルテ（ウィーンっ子は 「サハ」

とさわやかに発音する。ついでに、

バターは「プタ」 という 。）の支店

があった。ということは、ザッハ

トルテが、オーストリアの東から

西まで （オース トリア航空機の中

まで？ ）支配していることになる。

スイス行の列車に乗り込むぎり

ぎりの時間まで、サハを頂きなが

ら、15世紀の民謡「インスプルッ

クよ、さようなら」を歌った。
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YWWF, Youth World Water Forum（ユース世界9kフォーラム）参傭罷告

l.概要

案件 ：世界水フォーラム ・ユース会議 (HJ3.6.25

~28)参加

目的 ：2003年3月、日本で開催される第3回世界水

フォーラでの土砂災害問題の検討方策およ

び水フォーラムの動向把握

出張者 ： 反町雄二 • 藤田久美子

出張先 ：オランダ（プリシンゲン）

（注） I. アムステルダム ・スキポール空港駅から

列車で2時間半

2.人口9万人

参加者 ：日本 ：第3回世界水フォーラム事務局 ・

尾田事務局長 ・横田さん

立命館大学学生2名

今村能之氏（国土交通省よりユネ

スコに出向中）

その他 ：オランダ国オ レンジ公等総勢

420名程度

（注） 1. ユース (30歳以下）とシニアはほぼ半々

2.女性が3~4割程度

3.ヨーロッパ地域 ：半数以上、アジア、ア

フリカ、南米、北米など ：各10名程度

その他 ：英語が共通言語であり、英語で意見を即

応的に言えることが必要

日本での開催時には同時通訳が必要であ

るが、デベート時は自力で対応

2.会議内容等

l)日程別

25日 (l日目）

午前中は開会式 ・午後からは細かく分かれ

(10程度）ての会談。著者が参加したセッション

は20~40人程度。発表者が説明し、その後質疑。

時聞的にも突っ込んだ内容を期待できるもので

はなく、持論紹介程度。また、図表 ・写真なし

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部

藤田久美子＊

の文章だけの発表も複数あり、持論の根拠が全

くないものもあった。

土砂災害についてはネパールから1件の発表が

あったが、内容は実態報告程度 (IClMODとの共

同研究でデータの信頼性はある）の水準であっ

た。

発表者は研究途上の世代であり 、内容よりは

参加し発表することに主眼を置いたものも見ら

れたが、それらを温かく受け入れる雰囲気があ

った。

26日 (2日目）

午前は全体会議。午後は全貝が10名程度のグ

ループに分かれ、今後の方針について議論した。

27日 (3日目）

午前は前日の結果報告。午後は今後の活動に

拘けての、アクションチームの紹介等。

28日 (4日目）

現地調査

2)課題等

多数の参加者に対する適切な運営

2003年水フォーラムでは多数の参加者が想定

され、それに対して適切な運営等を行わないと

混乱を起こす懸念がある。今回の会議では、学

生が献身的に運営を進めており、査料の準備 ・

配付、車の手配 ・運転、会場設営等を円滑に進

めていた。目に見えない部分での組織的 ・行動

的 ・献身的な活動があったことを十分にうかが

わせるものがあった。

地域 ・国別の特徴

先進国と発展途上国、流域に複数国がある河

川と 1国内単独の河川等、世界各国にそれぞれの

国情があり、同一見解を出すことは困難。一つ

の結論 ・統一見解を出すのではなく、各国の事

情に配慮した • それぞれが向かっていける方向

を結論とするなどが肝要。例えば、世界ダム委

貝会の発表に対して、発展途上国からはダムの
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必要性が意見として出されていた。

土砂災害問題を取り上げるに際しては、各国

の実状を踏まえた上での組織あるいは目標等を

定めることを検討する必要がある。

会議目標

一定の成采を出すためには、課題毎に牽引者が

いないと困難である。従って、委貝会等を設置

して目標を早めに確定し、準備に入らないと手

遅れになる懸念がある。

3.今後の展開等

2003年会議は数千人となると想定される。

1)水フォーラム (2003年）に向けての上砂関係の

会議開催候補案

2003年会議で土砂災害に関する議題を含める場

合には、次の様な会議が候補となる。

・閣僚級会議での識題化

・地域会議の総括会議f開催

・ユース会識開催

・インターネット会識の総括会議朋催

また、会議の結論 ・評価として次の様なことが

想定される。

・インターネットによる国際的なネットワーク

作り

• 国情・地域の特性を生かした砂防の促進に

1尉する行動計画

2) YWWFを踏まえたWWFに向けての今後の取り

組み等

42 

この会識は、固際会議の中でも大規模なもので

あり、以下の点で新しい試みでもある。

• 水関係の専門家だけでなく、経済 ・ 産業 ・

行政 ・メデイアなど多様な分野 からの参

加。導門家からNGO、一般市民までの参

1Jll 

・インターネットを使ったセッション

・参加する会議ではなく、一人一人が創る会

議（参加者自らが準備をする）

議論から具体的な行動を実現する会議へ

ヴァーチャル ・フォーラムに参加出来ない

人のために、ポランティアを券り、「水の

声」メッセンジャーとして、世界各地の水

に関する声を集めてもらい、集められた声

をデータベースに登録しヴァーチャル ・フ
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ォーラムを通じ、様々なテーマの談論に反

映させる。

・ヴァーチャル・フォーラムにおいてセッシ

ョンの主催 ・参加

水問題解決に向けた取り組み ・識論をイン

ターネット上に仮想会議場（ヴァーチャ

ル ・フォーラム）として公開し、多くの方

に参加していただく。

• 8日間で約120のセッションの予定。

参加方法は3通りで、オプザーバー・実際

に発言をする参加 ・会巖を主催である。

•海外における地域会議への主催 · 参加

などである。

第3回WWFにおける会議の形式は、事務局が設

定したものに参加するだけではなく、参加者みず

から梢極的に取り組んで創り上げるものであるた

め、フォーラム当日だけの参加では不十分であり、

今から相当の準備が必要で、地域会議とヴァーチ

ャルフォーラムをリンクさせる運営の方法を検討

するなどが求められる。

2003.3 WWFにおいて砂防関連のセッションや

ヴァーチャルフォ ーラムを開催 ・運営するために

は、主催者となるべき人選を急ぎ、インタープリ

ベント2002やネバール、インドネシア、中南米等、

顕著な土砂災害問題を抱える地域でセッションも

しくはヴァーチャルフォーラムを実施することが

望ましい。

4.その他（参考資料）

I) WWC, World Water Council憔界水会談

1992年のダプリン宣言 (DublinDeclaration) に続

き、 1994年3月オランダで飲料水と環埃衛生に1渕す

る閣僚会議 (theMinisterial and Officials Conference 

on Drinking Water and Environment Sanitation)が開

かれた。

このことは、持続可能な開発に関する委員会

(the Commission on Sustainable Development) と国連

総会より評価された。

それを受け、国際水賽源協会 (theInternational 

Water Resources Association) は1994年にカイロで開

かれたミーティングで、世界水会議 (WorldWater 

Council)設立準備のための委貝会をつくった。こ

の委貝会は1995年3月にカナダで開催されたのを始

めとし、同年9月にはイタリアで開催された。



この2回の委員会において世界水会議の目的が決

定され、国際水政策のシンクタンクとして 1996年6

月14日にフランス、マルセイユで正式に設立された。

目的 ：1.地域／世界レペルでの水危機問題の確認

2．一般市民への水危機への認知

3世界レベルで統合された水汽源管理政策の

ためのフォ ーラム開催

4持続可能な水査源管理政策及ぴ戦略に1対す

る梢報提供及び助言

5.国境をまたがる河川に関する問題への取り

組み

なお、 当センターの会員力ll入日は2000年10月20日

で、 wwc日本会貝は別紙のとおりである。

2) WWF, World Water Forum世界水フォーラム

第1回 世界水フォーラム

1997年3月、モロッコのマラケッシュで開備され、

63ヶ国から500人が参加し、 「21世紀における世界の

水と生命と環境に即するビジョン」の策定を提唱し

た。

第2回 世界水フォーラム

2000年3月、オラ ンダのハーグで開催され、 156ヶ

国か5,700人が参加した他、 600人のジャーナリスト

も集まる。 80余りにのぼる地域 ・分野別の分科会の

開催され、閣僚級会議にはIl4ヶ国の水関連大臣が

出席した。

「世界水ビジョン」の発表があり、世界水フォ ー

ラムの取り組みが国連などで大きな反響を呼んだ。

第3回 世界水フォーラム

2003年3月16から23日、京都で開催される。

3)第3回世界水フォーラム土砂委員会の設置

第3回世界水フォーラムに向けて土砂問題について

の隈諭を深め、世界各国における土砂問題に対して

接続可能な社会に向けたビジョンを策定するととも

に、第3回世界水フォーラムにおいて具体的行動の

提言を目的とした「土砂セッション」 開催のため

「第3回世界水フォーラム土砂委員会」が設骰され平

成13年9月28日に第1回委貝会（委貝長国土交通省

森砂防部長、副委員長京都大学水山教授）が開

1枇された。

1111 

5.おわりに

当センター企画部国際課では、国際会譲のセッシ

ョン主催の経験のある者がいないため、 YWWFに

参加した。実際、 YWWFはWWFのyouthパージョン

でありそれに参加することによりどのようなことが

セッション主催又は参加上の問題となりうるのか認

識することができた。

2003年の本会識、あるいはその前の地域会議等が

開催される際には、今回の経験を生かして参りたい。
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写真1 オランダの典型的な風景 写頁-2 ディスカッションの様子ー10人程度に別れてディスカッシ

ョンをした後に、グループの代表が意見を発表

写 真3 コメディアン志望？一頁剣なディスカッションの中にも、コ 写真4 尾田事務局長のこ挨拶

メディアンを登場させるオランダ流の会議の進行方法です
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topics 1111 ＊ 
富士山の防災に関する最近の働向と今後の見通し

1.富士火山をめぐる砂防の取り組み

富士山が日本を象徴する山岳であることを否定す

る人はほとんどいないであろう。しかし、活火山で

あることを認識している人はどの程度なのか。以前

は活火山、休火山、死火山の区分があると教えられ、

昔は唄火したことがあるが、しばらく噴火していな

い休火山であるか、もう噴火することのない死火山

と思っている人がいるのではないか。

2000年9月下旬より富士山の直下深さ 15kmの地下

で「低周波地震」の回数が急増したことがマスコミ

に取り上げられ、一部センセーショナルな記載もあ

った。「富士山は今も生きている」火山であること

を、忘れかけている国民にみずから伝えようとして

いるかのごとく、このイベントをきっかけに社会の

様々な動きが始まった。もう一つのトリガーは2000

年に相次いで咬火した有珠山と三宅島であった。

それまで地元では年間2000万人に及ぶ観光客、リ

ゾート利用者、登山客への影響を懸念して、火山防

災そのものについて消極的であった。とくに10年以

上前に宮士山噴火説がl喧伝されて、その影響で一部

観光客が減少したことなどが、このような態度を助

長したものと考えられる。

昨年11月に富士砂防工事事務所、山梨県、静岡県

の共催による富士山火山砂防シンポジウムが富士吉

田市で開催され、ここでは地元市町村からも富士山

が活火山であることを認識し、火山防災に積極的に

取り組むきっかけとしてJヽ ザードマップを作成しよ

うとの発言があるなど、大きな転換をみせている。

実は火山砂防の世界では宮士山は活火山であるこ

とは常識で、もう 10年以上前より国土交通省富士砂

防工事事務所や山梨県、静岡県の手で調査が進めら

れている。その内容は過去の哄火実績の整理やハザ

ードマップ作成のための基礎検討、火山防災知識の

普及や啓蒙資科の作成など多岐にわたっている。

このような中で、平成12年度末には富士山火山防

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター総合防災部技術課長

安養寺信夫＊

災ハンドプック第2版とともに臼士山火山災害実級

マップが作成され、平成13年度には配布が開始して

いる。これらの査料は、火山噴火の歴史と実綾範囲

を示すことによって、過去2000年間で確実にわかっ

ているだけで10回もの唄火を起こしていることをわ

かりやすく示している。同時に最近日本各地で起こ

った噴火災害と噴火現象について写真や固を用いて

解説するなど、住民の富士山噴火に関する知識の向

上を目指している。

2.国を挙げての体制が動き始めた

このような状況のもと、平成13年6月に富士山ハ

ザードマップを作成することが、内閣府、総務省、

国土交通省から発表された。その内容は「臼士山に

おいて、火山災害の事前評価を行い、住民へ正しい

情報を提供すること、広域的な防災対策を踏まえた

防災計画を策定すること、火山と共存する地域計画

等を検討することを目的とし、周辺住民 ・観光客の

富士山の火山活動に対する認識の向上を屈るととも

に、行政側が策定する各種防災対策の基礎とするた

めに、関係機関が協力して富士山の火山ハザードマ

ップの作成に箔手することととなった。」というも

のである。

国内には86の活火山があり（気象庁の定義）、そ

のうち30程度の火山は咬火活動によって周辺地域に

被害をもたらしやすいとされている。そのため平成

3年度より当時の国土庁（現内淵府防災担当）では

火山ハザードマップ（被害想定区域や避難地 ・避難

路などの防災関係施設の位爵、災害時に対応すべき

事項等を総合的に表示した地因）の作成指針を策定

して、マップ作成の地方自治体への補助を行ってい

た。同時に建設省（現国土交通省）でも火山砂防事

業の基礎資料として「火山災害予想区域図」を検討

するとともに、その情報を地元自治体に提供して地

域のハザードマップ作成への支援や協力を進めてき

た。その結果、平成13年7月までに18火山でハザー

ドマップが作成 ・公表された。
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ところで、宮士山は山体が大きく、すそ野が広い

ことから、多くの市町村を対象とした広域的な防災

対策が必要である。また、 1707年の宝永噴火以降約

300年間の静穏期をはさみ、次の噴火がどのような

形態で想定されるのかなど、技術的課題が多くある。

そのため、宮士山の火山ハザードマップは地元自治

体と国が協力しないと作成することが困難であっ

た。今回の発表により、その体制が監ったことにな

る。具体的には、「富士山ハザー ドマップ作成協艤

会」を設立し、関係自治体や機関が協力してハザー

ドマップの作成を進めることとしている。

また富士山ハザードマップの作成にあたっては、

学識者等から構成される窟士U」ハザードマップ検討

委員会を設置し、さまざまな見地から検討を加える

ことになった。委貝会による検討結果は協議会に答

巾され、それを踏まえて協議会がハザードマップを

作成することとなっている。また、検討委員会は、

咬火規模 ・様式や火山活動異常時の対応等について

の検討を、火山哄火予知連絡会富士山ワーキンググ

ループと連携して進めることとしている。協議会と

検討委貝会の関係を図ー1に示す。

平成13年7月11日、中央官所合同会議所（東京都

港区）において第1回の協議会が開催された。会議

には村井防災担当大臣、松下内閣府副大臣をはじめ、

関係省庁、神奈川、山梨両県知事、静岡県副知事、

地元市町村長らが出席し、富士山ハザードマップ検

討委員会の設置、委員会報告をもとに平成14年度末

を目途に宮士山ハザードマップを作成すること、各

種防災計画等への反映、富士山ハザードマップの周

知などについて意見交換がなされた。

貨士IUハザードマップ検討委貝会は、協談会の諮

問を受けて「周辺住民、観光客の富士山の火山活動

に対する認識の向上を圏るとともに、行政側が策定

する各種防災対策の基礎として活用できる火山ハザ

ードマップを富士山に整備する」こ とを目的に設置

された。委員構成は火山、砂防、災害社会学など多

岐にわたり 、荒牧重雄東大名誉教授が委貝長に就任

された（表4)。

第1回委貝会は、平成13年7月16日にシェーンバッ

ハ ・サポー （東京都千代田区）で開催された。おも

表•1 委員会の構成
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図-1 冨士山ハザードマップ検討の構成
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写頁-1 富士山ハザードマッブ作成協頃会

（平成13年7月11日、中央合同会議所）

な識題は今後の検討の進め方についてであるが、 2

年間という限られた期間内の検討成果が求められて

いることから、効率的かつ有効な検討をいかに して

進めるかが論点となった。

委貝会では、①過去の噴火災害実鎖に1関する既存

賓料の吟味、調査等、②将来の噴火想定（噴火シナ

リオの想定、哨火形態別予測シミュレーション）、

③二次的土砂災害等を含む唄火被害の想定、④防災

機関における情報伝達、活用を踏まえたハザードマ

ップのあり方、⑤一般住民、民問企業等に対する情

報提供、活用を踏まえたハザードマップのあり方、

⑥市民生活、観光等産業と防災対策の共存等ハザー

ドマップとして配慮すべき事項、⑦ハザードマップ

におけるGISの活用、について検討する予定である。

これらの多岐にわたる課題を検討するため、委口

会の下に部会を設けることが決まっている。一つは

基図部会で、火山学や砂防学に基づく噴火シナリオ

やハザードゾーニングについて検討する。もう一方

は活用部会で、防災計画への展開や住民 ・観光客等

への公表方法などを検討する予定である。

さらに基固部会では火山哨火予知連絡会と述携を

図り、咬火規模と様式の想定等については、同連絡

会での検討結果を適時活用していく。

今後、現地調査や資料収集とともに以上の検討課

題が同時並行で進められる。当センターでは、検討

委員会事務を担当するとともに、検討課題について

も現地調査、賓科解析や、数値シミュレーションな

どを実施すべく、砂防部、総合防災部、技術研究所

のスタッフが協力してプロジェクトチームを結成し

ている。

写真2 検討委員会

（平成13年7月16日、シェーンパッハ・サポー）

3.これからの火山防災の指針となる富士山ハザー

ドマップ

冒頭にも書いたように富士山は日本を代表する火

山である。山体規模が余りにも大きいため、今まで

調査が充分には行われてこなかったこともあり、 I府

火史の全容が把握されているわけでもない。しかし、

今年から始まったハザードマップの検討では、まず

検討されたハザードマップを受け入れる素地が、協

議会という組織で存在していること。さらに、防災

目的を前面に出して、ハザードマップの検討が単なる

火山学的あるいは砂防学的な研究成果にとどまら

ず、社会システムの中で市民生活と密滸した防災体制

を検討するための契機にしていることが特箪される。

これまで作成された火山ハザードマップは、被害

予想区域を示すことに主眼がおかれているものもあ

る。防災の基礎知識や避難場所などが付加情報とし

て記載されているものもある。窟士山ハザードマッ

プでは、これらの既存ハザードマップの長所を取り

入れ、さらに一般への周知、防災機関での活用や、

火山と共存する安全で活力のある地域づくりに十分

配慮したものを目指している。

そのような意味でも、今後のわが国の火山防災の

指針として、検討成果そのものが活かされ、また窟

士山ハザードマップの検討プロセスやその仕組みが

参考にされることが期待されている。

参考 ：内閣府では富士山ハザードマップ専用のホー

ムページhttp://www.bousai.go.jp/fujisanで梢報

提供を行っている。典味のある方はご覧下さ

vヽ
゜
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行事一覧平成13年6月～8月

0行事
月 日 行 事等

6月8日 銅製砂防構造物技術検討会

6月13日 土木研究所砂防関係新組織発足記念公開討論会

6月18日 蔵王産火山防災マップ検討委貝会 第1回 作業部会

6月22日 インドネシア火山地域総合防災プロジェクト総合防災講座説明会

6月24~30日 Youth World Water Forum 

7月5日 伊豆諸島土砂災害対策検討委貝会WG

7月5日 「瀬田川の砂防を語る会」討論会

7月7日 JIIの日フォーラム

7月16日 猛士山ハザー ドマップ検討委員会

7月17日 伊豆諸忌土砂災害対策検討委員会

7月l8El 土砂災害防止のための‘)7卜対策のあり方について（座談会）

7月24~25日 伊豆諸島土砂災害対策検討委員会

7月29EI センター創立記念日

7月31日 「SABO」編集委員会

8月2日 評隈員会

8月9日 蔵王山火山防災マップ検討委員会

8月10日 第1回平成13年度水ヶiili地すべり対策検討委貝会

8月10日 第三回摘撃力と崩壊土砂紐を考慮した揺壁の設計手法検討委員会

8月22日 宮士山ハザー ドマップ検討委員会（活用部会）

8月27日 理事会

8月28~30日 平成13年度（社）日本地すべり学会 ・研究発表会

〇協賛（後援）
月 日 行事等

6月1-30日 平成13年度 「土砂災害防止月間」（後援）

7月7日 平成13年度「川の日」 中央記念行事（協賛）

8月7日 第25回「水の週間」（協賛）

8月20日 特定非営利活動法人ネパール治水砂防技術交流会（協賛）

8月31El 平成13年度「国土交通行政推進事業」（協賛）

9月10日 2001・日韓文化交流会（協賛）

9月13-14日 第33回（社）砂防学会シンポジウム（協賛）

IO月18~19日 地すべりフオラーム2001in大鹿（協賛）
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理事会等の開催

【平成13年度第2回理事会】

第2回理事会が、平成13年8月27日午後、アルカデイア市ヶ谷 ・会議室で開催され、次の議案について審議

が行われました。

第1号議案 理事長及び専務理事の互選を求める件

報告事項（l)三宅島噴火対策について

報告事項（2)富士山のハザードマップ作成について

【平成13年度第2回評議員会】

第2回評議員会が、平成l3年8月2B午前、アルカデイア市ヶ谷 ・会議室で開催され、次の議案について審議

が行われました。

第1号議案 理事及び監事の選任を求める件

報告事項（l)三宅島噴火対策について

報告事項（2)富士山のハザードマップ作成について

役員等名簿 （平成13年8月27日現在）

理事長 友松靖夫 常勤

専務理事 池谷 浩 常勤

理 事 秋山哲郎 東京ガス（株）参与

浅井涌太郎 大木建設（株）取締役

新 壽夫 新法律事務所弁護士

荒牧重雄 東京大学名誉教授

大久保駿 （社）全国治水砂防協会理事長

小橋澄治 京都大学名誉教授

小林 ー＝ 普談寺住職

郷津久男 長野県小谷村長

人事異動等

●職員の採用等

氏 名

6月30日付 ［辞 職］ 武田 愛

8月27日付［委嘱終了］ 瀬 尾 克 美

［委 嘱】 池谷 浩

塚本 良則 日本大学教授

中村 三郎 防衛大学校名誉教授

西田 一孝 麻建設（株）常務輝役・大阪支店長

藤吉洋一郎 日本放送協会放送総局専1'1委只

船渡清人 （財）林業土木施設研究所理耳長

堀 由紀子 （株）江ノ島水族館代表取締役社長

松武義聰 （株）liIl組顧問

松村みち子 タウンクリエイター主宰

吉友 嘉久子「OFFICE・ よしとも」代表

監 事 新井 宏 （株）宮士錢行虎ノ門公務部長

川野正隆 全国治水期成同盟会連合会専務理耳

所属（旧所属・転出先等）

企画部企画情報課

総務部長の委嘱を解く

（専務理事兼総務部長）

総務部長を委嘱する

（専務理事兼砂防技術研究所長）
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「平成13年度技術研究成果報告会」の案内

本報告会は当センターが実施しています研究開発助成事業ならびに自主研究における技術研究成果について、

砂防関係に携わる皆様方に最近の課題と解決への方向性、新しい技術について報告すると共に、当センターの

活動の一端をご理解していただくことを目的に開催いたします。

研究開発助成事業は、当センターにおける公益事業の一つであり、「砂防ならびに地すべりおよびがけ崩れ対

策に関する技術開発および調査研究」を対象として、平成4年度より実施し、これまで9ヶ年46課題の助成実績

があります。

自主研究は、これまでの調査 ・研究業務を実施する中での課題に対する解決方法、また将来必要とされるで

あろう技術に関する基礎研究を実施しております。

本報告会では、昨年度の研究開発助成事業における研究成果の5課題について研究者の方にご発表していただ

くことになりました。また、あわせまして当センタ ーの自主研究から2課題発表いたします。

みなさま、どうぞご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

l.開催概要

開催日時

会 場

参加者

参加費

：平成13年11月13日（月） 10:00~16:50

受付開始は9:00より開始いたします。

：砂防会館 別館シェーンパッハ ・サポー

（東京都千代田区平河町2-7-5 Tel:03-3261-8386) 

: 300名程度

：無料

2.プログラム

10:00 

10:10 

10:30 

11:10 

11:50 

13:00 

13:40 

14:20 

14:40 

15:20 

16:00 

16:40 

16:50 

開会挨拶

基調講演

（予定）

発表J

発表2

お昼休憩

発表3

発表4

休憩(20分間）

発表5

発表6

発表7

閉会挨拶

終了

友松靖夫（理事長）

タイ トル未定

森俊勇（国土交通省砂防部長）

土石流発生後の渓床における土砂の再堆租機構に関する研究

水山 高久（京都大学大学院）

固液混相流の構成則と相似則に関する研究

宮本邦明（筑波大学）

Internetによる記録的豪雨発生状況のリアルタイム表示システム開発に関する研究

牛山 素行（京都大学防災研究所）

崩壊の免疫性に関する地形学的研究ー多雨地域と非多雨地域の比較一

平松晋也（高知大学）

ため池が土石流の流動 ・堆和特性に及ぼす影響に関する研究

海掘正博（広島大学）

イタリアの火山災害対策 安養寺信夫（（財）砂防 ・地すべり技術センター）

崩壊地の自動判別システム 松村和樹（（財）砂防 ・地すべり技術センター）

池谷浩（専務理事）

3.申込み方法／問い合わせ先

50 

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

ております。受付期間はJO月2日（月） ～31日（火）となっております。なお、会場の都合上、定員になり

次第、締め切らせていただきますので、なるべくお早めにお申し込み下さい。

詳細および最新情報は、ホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。

（財）砂防 ・地すべり技術センター 企画部 担当 ：三浦、松木

Tel:03-5276-3271 Fax:03-5276-339 I E-mail:j-happyo@stc.or.jp 

U紅：http://www.stc.or.jp/j-happyo.htn1
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企画部行

(Fax : 03-5276-3391) 

「平成13年度技術研究成果輻告会」
参加申込書

「平成13年度技術研究成果報告会」への参加を申し込みます。

氏名：
............, 

所属：
............, 

部署： 役職：

住所：〒
............. 
TEL: FAX: 

＼
、

／
 

-、
氏名：
............ 
所属：
............ 

部署： 役職：

住所：〒
．．．．．．．．．．．．． 

TEL: FAX: 

氏名：
............ 

所属：

···········•· 
部署：
............. 

住所：〒

．．．．．．．．．．．．． 

TEL: 

役職：

FAX: 
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出版物こ案内
平成13年3月現在

書名 編著者 発行年月日 備考

鋼製砂防構造物設計便翌 鋼製砂防構造物委員会編 2001 ・ 2月

鋼製砂防構造物設置事例集 鋼製砂防構造物委員会編 1991 ・ 5月 白黒コピー版

土砂災害の実態 土砂災害年報編集委員会編 1982～毎年 '84/'86/'87 /'88 

'94/'95 

'97-'99 

英和 ・和英砂防関係用語集 砂防関係用語編集委員会編 2001 ・ 6月（予定）

火山砂防計画策定（案）等に関する講習会テキス ト 1992 ・ 5月 コピー版

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 1995 ・ 7月

砂防地すべり技術研究発表会予稿集ー設立25周年記念一 1999 ・ 11月

平成12年度技術研究成果報告会予稿集 2000 ・ l1月

砂防技術の返遷と展望 阿座上新吾 1990 ・ 8月

土石流対策のための土石流災害調査法 池上浩 1980 ・ 11月 山海堂へ注文下さい。

目で見る砂防水理模型実験 1990 ・ 7月 ケ

上記書籍のお問い合わせ及びご注文は、企画部 (TEL03-5276-3271/FAx.03-5276-3391)までお願いいたします。
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