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が濁ーシフト

21世紀の最初の年は、波乱のうちに過ぎていった。

誰もが望んだ穏やかで平和な状況だったとは、決し

て思えない。

日本漢字能力検定協会が公募して選ぶ、2001年の

世相を反映した今年の漢字は「戦」だと発表してい

た。何といっても9月11日に発生したアメリカヘの

同時多発テロ事件と、その後に続くアフガニスタン

への攻撃や、経済の低迷にともなうリストラや狂牛

病騒ぎで、市民生活が「戦々恐々」としていたこと

を理由にあげていた。

******************** 
多数の人達をテレビに釘づけにさせた同時多発テ

口は、人質を乗せた飛行機自体を凶器と化し、アメ

リカを象徴する貿易センタービルや、ベンタゴンを

標的とした、かつてない想像を絶する手段で行われ

た。社会的、経済的にも重大な影響を与えるととも

に、精神的にも多くの人達に大きなダメージを与え

た。

アメリカは新しい戦争行為だとして、直ちにアフ

ガニスタンのタリバン政権に対しての報復攻撃を開

始した。この原稿を執笙中の12月中旬には、アフガ

ニスタンの首都カプールはすでに制圧され、タリバ

ン政権も崩壊の状況にある。アフガニスタンの新た

な統治に向けての枠組づくりにおいて、アメリカを

初めとする各国の思惑や、アフガニスタン国内にお

けるさまざまな反タリバン勢力の確執が連日報道さ

れている。まさにパワーシフト （権力の移行）の真

最中という状況にある。

一方、日本国内にあっては、中央省庁の再編成が

終わり、 21世紀の初頭から、新しい組織による中央

省庁がスタートをした。現在はこれに続く行政改革

の一現として、特殊法人の扱いについて、これまた

連日報道されてきた。これらもまた、いづれもパワ

ーシフトにかかわることばかりである。

******************** 
1990年にアルピン・トフラ ー著（徳山二郎訳）

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター理事長

友松靖夫＊

「パワーシフト」が発刊された。「2]世紀へと変容す

る知識と富と暴力」というサプタイトルがついてい

る。著者は、 70年に「未来の衝撃」 80年に 「第三の

波」等のベストセラーを出している未来学者である。

社会システムが激変していく流れの中で、再読し

てみて、改めて強い衝撃を受けた。

第5部 パワーシフトの政治学の中に次のような

ー文がある。

「極度に不安定な状況では、三つのことが起こる

という。純粋な偶然が大きな役割を果たし、外部世

界からの圧力が影響力を増し、そして正のフィード

バックが巨大な省だるま効果を生みだすという 三つ

である。今日の世界では雪だるま効果の例は、メデ

ィアに見られる。手持ちのカメラの焦点を合わせる

ことによって、リポーターは即座に、政治的変人あ

るいはテロリストの小グループでさえ、世界中に知

らせることで、彼ら自身では到底不可能なインパク

トを与えることができる。いったんそうなると、こ

のグループは「ニュース」となり、他のメディアが

取材して、もっと大きなニュースとする。つまり

「正のフィードバック」が働きはじめるのだ。」

この一節で、誰もが想定しなかった小泉総裁誕生

の過程が見事に説明されている。

すなわち、小渕総理の急逝という偶然から、森派

会長への就任、国民の圧倒的な声援を背景とした総

裁選への立候補、意識的なメデイアヘの登場が、小

泉総裁誕生につながったのである。

著者はまた冒頭で次のように述べている。

「権力（パワー）という言葉はとかく悪い意味で

使われがちなため、その言葉の持つイメージは良く

ないものの、権力 （パワー）それ自体は善でもなけ

れば悪でもない。それはどんな人問関係にも必然的

に生じるものであり、 ……中略……

これほど我々の日常に強く関わり、なににも増し

て重要なものであるにもかかわらず、権力 （パワー）

について我々はほとんど理解していない。「なにに

も増して重要」と述べたのは、我々がいま権力移行

（パワーシフト）時代の夜明けに立っているからで
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ある。これまでの世界を支えてきた権力構造のすべ

てが崩れつつある瞬間にいま我々は生きている。こ

れまでとは全く様相を異にした権力構造が形成され

つつあるのだ。そしてこの現象は人間社会のあらゆ

る分野に起こりつつある。』

この本が発刊されてから10年余の間において、さ

まざまなパワーシフトが確認されている。

国家にあっては、ソ連をはじめ、東ドイツや、ル

ーマニア、ポーランド、チェコスロバキア等の東欧

諸国においては、それまでの政治体制の崩壊や激変

が起っている。オイルマネーが中東に流れこんだ時

には、アラブ諸国は大きな影響力を発揮し、相対的

にイスラエルの孤立化が進んだが、 opecの団結がく

づれ、石油価格が急落すると、この関係は逆転する。

つまり、パワーバランスの変化と連動しているもの

と思われる。

経済面においては、新たなパワーシフトを期待し

たヨーロッパ諸国の通貨統合が実現している。これ

は今後経済にとどまらず、社会、政治、安全保障ヘ

と広がり、深まる上台となるだろう。

日本国内においては、公共事業を基盤とする経済

からITを基盤とする経済への移行は、金融産業再編

成の波を惹き起している。また、労働単価の地域格

差を利用した生産拠点の海外移転が行われている。

これにともなって発生する失業者の増加が、現在の

問題となっている。平成13年12月16日には、雇用創

出をテーマとした「タウンミーティング」を都内で

開催していたが、竹中大臣は「構造改革を進めず、

今後10年間でH本経済の成長率が0~0.5％程度にと

どまると、失業問題は本当に大変になる」と、パワ

ーシフトとなる改革の必要性を力説していた。坂口

大臣は、人材派遣業について、一段の規制緩和を検

討する考えを示していた。アルビン・トフラーは、

「失業者を少なくするのに効率的な方法は富の分配

の問題ではなく、知識の分配の如何にかかっている」

と述べている。

宗教面においては、かつてホメイニ氏が、宗教の

権利を民族国家の上におこうとした延長線上に、ビ

ンラデイン氏がおり、タリバンの指導者オマル師が

いると、私は考える。

今回の同時多発テロは、これまでのパワーバラン

スを突きくづし、国家をも超越させるイスラム原理

主義信奉者によるパワーゲームだったのだろうか。

パワーシフトの具体的な一端をみてきたが、現在、

私が従事している公益法人の活動分野においても、

いづれパワーシフトの波がおし寄せてくるだろう。

いかなる事態になろうとも、公益法人としての立場

と役割を充分に認識し、常に誠実に業務を遂行して

いくのみだと達観している。
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゜国際地盤工学会第14回東南アジア学会に出席して

池谷 浩＊

2001年12月10日～14日香港で表記の国際会議が開

催された。この中で特にワークショップとして広島

1999年災害をとりあげたいので協力してほしいと声

をかけられたのは今年の春であった。広島大学の

佐々木教授が東南アジア学会の役員であったことか

ら特別プログラムをセットするとの事であり 、国土

交通省とも相談の上発表することにした。

その後に第3回世界水フォーラム土砂委員会が設

置され、その仕事で海外出張があるとは考えもせず、

本省近藤保全課長との連名発表の準備をした。

結果的には世界水フォーラム土砂委員会の中南米

地域会議の段取りを決めて帰国後すぐにあわただし

く香港へと旅立つことになった。疲労で声が出るか心

配の旅であったが無事発表を終え帰国した。

A.T.C.3．ワークショップと名づけられたプログラ

ムは12月12日9時香港大学Malone教授の剃会挨拶に

はじまり 、2lの論文発表と2つのデモストレーショ

ンが1日かけて行われた。

今回発表した論文はOnthe New Measures for 

Sediment Disasters Based on the Hiroshima Sediment 

Disaster of 1999と題したものであったが発表ではま

ず砂防とはどのようなものかを説明し、ハード、ソ

フト総合的な対応を法律によって実施するシステム

が出来上がったこと、その理由の一つとして近年に

なって砂防技術による科学的に公平なゾーニングの

設定が可能になったことなどを説明した。

発表を終わってから香港の技術者とポル トガルの

大学の先生とから質問があった。

香港特別行政区政府土木局の技術者Pang氏からは

① このゾーニングで地価が下がらないか

② この法律に対し開発業者は反対しなかったのか

との質問であり、ともに心配したことではなかった

旨の答をした。これに対してPang氏からは、香港で

はとてもできないだろうという感想があった。

ポルトガルのマディラ大学Rodrigues先生からは

砂防事業への質問で、自国でも士石流で困っている

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター専務理事

が良い対策につい・て教えて

ほしいとのこと。

具体的に話を聞くと砂礫型

もしくは土砂流に近い土石

流が発生し、住宅の上流側

にある橋の附近で堆積し、後続流が街中に氾濫する

との事、そこで橋の上流側にオープンスペースを設

けることと後続流が流れやすいように流路を設けて

おくことを提案しておいた。

私の発表の他にも多くの発表があった。特に香港

特別行政区では5000近い地すべり （がけくずれと言っ

た方がよりよいと思うが）に対しモニタリングシステ

ムをつくり、雨によるモニタリングを実施している。

また道路や家屋の近くに図のような危険ヶ所の標

識を設置して注意を喚起している。またデモの時間

にはTVのコマーシャルのような注意VTRが紹介さ

れた。

今後の雨の予測も実施していて、主にソフ ト面での

対応がすすんでいる。

それでも斜面の崩壊災害が発生しているとの報告

があり、今後我が国とはがけくずれ対策の面での技

術交流が望まれるところである。

ワークショップは12月12日の9時～18時まで昼食

の1時間と20分程度のコーヒープレイク2回だけの真

面目な会議に出席して改めて疲れを感じているとこ

ろである。

SABO vol. 72 Jan.2002 3
 



-
--〒

discourse 

L
 

1111 

「もうひとつの立山」を見る

立山砂防現場視察記
松村みち子＊

2つの顔を持つ立山

空路で宮山市に入るとき、飛行機はいったん富山

湾上に出る。それから大きくターンして機首を富山

空港に向ける。富山市内を流れる神通川のほとりに

空港はある。行く手には3,000m級の立山連峰がそ

そり立つ。なんという雄大さであろう。

パノラマのように広がった山並みのうち、私に見

分けられるのは、わずかに2,998mの勉岳と2,926m

の薬師岳ぐらいしかない。まるで巨大な壁のごとく

連なったそれらの山々がグングン目の前に迫ってく

る。その迫力には圧倒される。晴れた冬の日の光景

はとりわけ壮観だ。真っ白に輝く立山連峰が紺碧の

空に映える。言葉も出ないほどダイナミックで神々

しい。

畏れに近い気持ちで遠くから眺めている限りにお

いては、立山連峰は静かに眠っているかのようだ。

しかしそれは立山の 「表の顔」にすぎない。

一般の人によく知られる立山は、古くから信仰を

集めてきた霊山としての山、あるいは美しい大自然

を満喫できる観光地としての山だと思う。

立山を訪れる観光客や登山者は、除雪したばかり

の春山で20mもの高さの雪の壁に驚き、夏には一斉

に咲き乱れる可憐な高山植物に感嗅する。国の天然

記念物になっている愛らしい雷鳥に出会えることも

ある。毎年150万人近い人が、富山市から長野県の

信濃大町まで立山連峰を貫いて走る「立山黒部アル

ペンルート」を利用するそうだ。

その華やかな立山の南側に、一般にはあまり知ら

れていない桜まじい「もうひとつの立山」がある。

立山の「裏の顔」は決して静かに眠っている山で

はない。大きな崩壊や小さな崩れを絶えず繰り返す

浸食カルデラがそこにある。東西約6.5km、南北約

4.5kmという巨大なくぽ地は「立山カルデラ」と呼

ばれる。崩れ続ける「立山カルデラ」こそ、立山の

もうひとつの顔なのである。

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター 理事

容易に近づける場所ではない。ここに立ち入るに

は、国土交通省立山砂防工事事務所の許可を必要と

する。富山には何度も出かけていながら、私もまだ

一度も「立山カルデラ」には足を運べずにいた。

そんな折、当センターの理事ならぴに監事による

「砂防施設現地見学会」が企酉された。2001年10月

l9日から20日にかけての2日間で立山砂防工事事務

所管内の砂防施設を見学するという。私は胸が高嗚

った。大学院まで一応土木工学科ならぴに建設工学

科に節は置いたが、大学で学ぶことはあくまでも基

磋の基礎。技術は日進月歩なうえに、社会情勢やラ

イフスタイルは刻々と変化していく。アンテナだけ

は常に張っていたいし、現場を見せていただけるチ

ャンスがあれば、それは大事にしたいと思うのだ。

ということで、砂防施設の現地見学会に参加させ

ていただくことにした。

砂防事業のメッカ・立山

砂防事業とは土砂によって引き起こされる災害を

防ぐ事業のことだが、この砂防 (Sabo)という用語、

今や世界の共通語になっているという。

土砂災害を起こす現象には、土石流、地すべり、

がけ崩れ、洪水、山体崩壊のほかに、火山の噴火に

よる溶岩流、火砕流などが知られている。

池谷浩氏（当センター専務理事）はその著害 「土

石流災害」（岩波新書）で、広辞苑や災害対策基本

法の定義から「災害とは自然現象などの現象そのも

のではなく、それによって生じた被害を意味してい

る。（中略）すなわち、無人島で発生する土石流は

自然現象としての土石流であって、土石流災害とは

いわない」と述べておられる。

では「立山カルデラ」のある富山はどうか。

立山連峰から窟山湾までの距離はいかにも短い。

「立山カルデラ」を源流とする常願寺川は宣山平野

のほぼ中央を北に向かって流れ日本海に注ぐ。流路

延長は56km。そのうち平坦地を流れるのは平野部

のわずか18kmだ。標高差は3,000mだから、平均河

4
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出典池谷浩著「土石流災害」 Pl7（岩波新書）

床勾配は1/30である。これをほかの川と比較してみ

たのが図1である。

因を見ると、世界の川の中でもアマゾンIll、ミシ

シッピ川、ナイル川が飛び抜けてゆったりと流れて

いるのが目を引く。世界の主な河川に比べると、日

本の川は流路延長が短く急勾配だというのが一目瞭

然だ。その一番左に位置しているのが常願寺JI[であ

る。 1891年（明治24)、富山入りしたヨハネス・

デ ・レーケが、常願寺川を視察して思わず「これは

川ではない。滝である」と声を発したというのもう

なずける。

常願寺川の流域には人家が建ち並び、豊かな恵み

をもたらす田固が広がっている。

大規模な崩壊を起こしてきたカルデラ内部には大

最の土砂が溜まっていて、これまでにも大雨のたび

に流れ出しては下流の富山平野に大きな被害をもた

らしてきた。カルデラには今もなお2億m3もの土砂

が溜まっているという。もしもこの土砂が全て富山

平野に流れ出すと、平野全体が厚さ約2mの土砂に

覆われてしまう。

したがって、ひとたび土砂が流れ出したら大変な

災害が発生する。富山平野40万人の生命と財産を守

るためにも、立山カルデラでの砂防事業が不可欠だ

ということが理解できる。

砂防施設でよく知られているのが砂防ダムだが、

ほかにも山腹エ、床固エ、護岸工といった施設があ

る。いずれも斜面や谷に大雨で士砂が一気に流れ出

すのをコントロールするために配置されたり、崩れ

た斜面を安定させるために施工されたりする。

立山砂防の事業規模は全国一。砂防ダムだけでも

百基以上ある。カルデラ内での砂防事業は1906年

（明治39)から始まっている。床固工などの砂防施

設が計画的に整備され、流域の緑も回復しつつある。

日本一の高さを誇る白岩砂防ダムは、 1999年（平成

11) 6月7日に国の登録有形文化財に登録された。

まさしく立山砂防は砂防施設のデパート ・砂防事

業のメッカなのである。

トロッコ列車に乗る

初日、私たち一行（理事 ・監事合計9名）は、ま

ず立山砂防工事事務所の渡辺文人所長、中村貞敏副

所長、松浦利映副所長の出迎えを受け、ピデオで立

山砂防事業の概要を見せていただいた。一般の人向

けの広報用に作成したのだろうか。 20分足らずだっ

たと思うが、土砂災害の恐ろしさや砂防事業の必要

性がわかりやすくまとめられた内容だった

ビデオ観買のあと、いよいよ現地ヘスタート。砂

防工事専用軌道を走るトロッコ列車に乗って、最初

の目的地、水谷出張所に向かう（写真l)。

写真1 トロッコに乗る一行

トロッコ列車は、普段、工事現場で働く人を乗せ

たり砂防工事に必要な資材や機材を運ぶのに使われ

ている。

起点は立山砂防工事事務所のある千寿ケ原（標高

476m)、終点は水谷出張所（標高1,116m)で、標高

差は640m、延長は18km。 トロッコはそこを約l時

間45分かけて登っていく。

軌間610mm。日本一のナ ローゲージだ。なお、

軌間は国際的には1,435mmが標準軌間で、これより

広いものを広軌、狭いものを狭軌という。日本の

JRの在来線が狭軌の1,067mm(3フィート6インチ）

で、新幹線が標準軌を採用していることは、鉄道マ

ニアでなくてもよく知っていることではないだろう
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か。軌間610mmというのは、遊園地の電車のレー

ル間隔とほぼ同じである。

ギイーギイーと車輪を軋ませながら、私たちを乗

せたトロッコ ・立山号が動き出した。若草色の機l及l

車に赤い屋根の付いた客車はオモチャの電車みたい

に可愛らしい。何10mか動いたところで、おもむろ

にバックする。 しばらくしてまた前進。急斜面を登

っていくためにこうして前進後進を繰り返すスイッ

チバックが、この軌道には全部で42段ある。世界最

多のスイッチバックだ。

軌道は常願寺川右岸に沿って整備された。工事は

1927年（昭和2) に始まり、当初は樺平までしか開

通しなかった。 L965年（昭和40)になって樺平の急

斜面に18段のスイッチバックを造り、水谷出張所の

ある水谷平までの全線が完成した。この連続18段ス

写頁2 スイッチパック

イッチバックは、高低差200mを一気に登っていく

世界に例のない珍しいものである（写真2、写真3)。

昔はスイッチパックのポイント（転轍機）の切り

替えは人力でやっていたそうだが、 1986年（昭和61)

に全部自動化された。

登っても登っても車窓の右側すぐ近くに常願寺川

が見える。軌道の平均勾配は1/28、最急勾配は1/[2

だから、常願寺川の勾配もかなり急なのだと実感し

た。

樺平のずっと手前にはオーバーハングした岩の下

をくぐり抜ける場所もあり、崩れはしないかとちょ

っぴり不安になった。軌道の）レート には脆い岩盤が

多く、いつ上から岩石や土砂が落ちてくるかわから

ない。落石だけではなく、落ち葉もスリップの原因

になる。池断はできない。

軌道の右手にポッンと 1本の橋脚が見えた。土砂

崩れで橋もろとも流されてしまい、あとに残された

橋脚なのだそうだ（写真4)。保線の仕事をしていて

写真4 残された橋脚

写真3 スイッチパック車窓より

落石で亡くなった人もいる。途中 “00落とし＂と

呼ばれる箇所がいくつもあるが、これは00さんが

命を落とした場所という意味だという。作業員たち

の仕事は危険と隣り合わせなのだ。

線路の横にいくつかの「連絡所」という「駅」み

たいなものが設けられていて、それぞれ女性が駅長

をしている。機関車の上り下りを確認しては次の駅

に連絡したり、機関車に青旗、赤旗でゴーサインや

ス トップサインを出す。地味だが重要な役割を担っ

ている。

「アッ。サル ！」 という声に線路の近くに目をや

ると、真っ赤な顔をしたサルが一匹チョコンと座っ

てこちらを見ていた。カモシカやクマが現れること

6
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もあるらしい。

ガッタンゴットンとゆっくり登って1時問50分ほ

どで、終点の水谷出張所に到消した。

露天風呂「天涯の湯」

カルデラ内の視察にはミニマイクロで行くことに

なっていたが、水谷出張所からは白岩トンネルを抜

ける必要がある。狭いトンネルのため小さなバンし

か通れない。トンネルの向こうまでバンで送迎して

もらうことになった。

私は視察メンバーの一人である吉友嘉久子さん

(OFFICE・よしとも代表）と先発隊と してバンに乗

り込んだ。吉友さんは富山市在住で「巨石が来た道

常願寺川の子守歌」（社団法人北陸建設弘済会）の

著者でもある。立山砂防に関わる人たちの人間ドラ

マを、生き生きと綴った素晴らしい作品である。吉

友さんから、 トンネルを出た有峰l号砂防ダムの右

岸に「天涯の湯」という露天風呂があると教えても

らい、後発隊が来る前にちょっと覗いて見たかった

のだ。

この露天風呂は、地元の松嶋久光さんという方が

工事関係者に入ってもらおうと、湯元からパイプで

引っ張ってきたものだそうだ。周囲を石で囲み、脱

衣場まで付いている本格的な風呂である。

作業員たちゃ水谷出張所で働くたくさんの人が、

一日の仕事を終えたあと、体を温めに露天風呂にや

ってくる。脱衣場は男女分かれているが、風呂のほ

うは以前は混浴だった。その後、松嶋さんは隣に女

性専用の露天風呂も こしらえた （写兵5)。洗い場に

はお湯だけでなく水が出る蛇口まで付いている。湯

舟に手を入れるとちょうど良い湯加減である。

雄大なカルデラを眺めながら入る湯はさぞ気持ち

良いことだろう。

もう少し視察時間にゆとりがあればひと風呂浴び

ていけるのにと、ちょっぴり残念であった。

「立山カルデラ」を展望する

立山カルデラで最初に向かったのは「六九谷展望

台」である。六九谷は立山カルデラの西側の高台に

あり、カルデラを一望できる絶好の場所となってい

る。「カルデラ」とはポルトガル語で「大鍋」を意

味する。眼下に鍋底のようなカルデラが広がってい

た（写兵6、写呉7)。

展望台の案内板には、l969年（昭和44)8月の集

中萩雨で新しい谷が形成され、発生年から六九谷と

写真6 六九谷

写真5 天涯の湯 （女風呂） 写真7 六九谷集合写真
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いう名が付けられたことや、このとき発生した土石

流で多枝原 （だしわら）谷に土砂が15万m'も流れ

出たことなどが記されている。

立山カルデラの地質はもろい。安政の飛越（ひえ

つ）地震 (1858年）では、大鳶（おおとんび） 山と

小鳶（ことんび）山が崩れ、 4.1位m3もの膨大な土

砂が湯川谷を埋め尽くした。これは東京ドーム約

330杯分の址に相当する。この土砂が川をふさぎ、

水をせきとめて天然のダムを造った。このダムが二

度にわたって決壊し、大土石流となって常願寺川の

下流を襲ったのが安政の大災害である。

残った大紐の土砂によって多枝原平や泥鮪池の台

地ができた。多枝原平には泥谷、多枝原谷、西谷な

どが流入するため、土石流が発生しやすい。

1969年（昭和44)の豪雨では、各渓流から発生し

た土石流で、それまでに施工した砂防ダム群が壊滅

状態になってしまった。このときの災害を地元では

「44災」と呼んでいる。

1969年当時、立山カルデラの砂防ダムは4l基だっ

たが、 1998年（平成10年）には102基に増えた。そ

の他の砂防施設も増加した。 1998年にも「44災」と

同じくらいの規模の豪雨があったが、被害は大幅に

減少した。常願寺JII上流域の砂防施設が効果を発揮

したことは確かである。

立山カルデラのほぽ中央には立山温泉跡がある。

こんな山奥にもかかわらず、江戸時代から湯治客で

にぎわってきたというから驚く。明治時代には立山

登山の基地としても活気を呈していたらしい。今は

閉鎖され、雑木林の中に風呂場のタイルがその残骸

を見せている（写真8、写真9)。木の根元に錆びた

金血が打ち捨てられていた。

少し後戻りして、「崩れ」文学碑に立ち寄った。

「崩れ」は幸田文が発表した作品である。幸田文は

いくつかの大規模崩壊地を歩いて「崩れを頭に頂い

て流れ出る）IIは、暴れ川になる宿命を負っている」

と書いた。文学碑には「崩れ」の抄文が刻まれてい

る（写真10)。

暴れ）II・常願寺川の源流まで辿ってきただけの成

果はあったと確信して下山した。

直轄事業への歩み

翌日は「立山カルデラ砂防博物館」を見学した。

砂防情報課長の石倉一志さんが案内し、解説して

くださった。

写真8
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写真10「崩れ」文学碑

博物館は立山砂防工事事務所に隣接して建てられ

1998年（平成10)6月に開館した。砂防事業をテー

マにした博物館は全国初で、世界でも例をみない。

ところで博物館の使命とは何だろう。展示は基本

的使命だが、それだけではない。収蔵物の保存や研

究、さらには教育の場として活用したり、市民にボ

8
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ランティア活動の場を提供することも博物館の仕事

に含まれる。

この悼物館では体験学習を夏期30回近く実施して

いる。このような姿勢は評価できる。

企画展も充実しているようだ。 10月23日から「世

紀を越えて伝えたい SABOー赤木正雄・砂防への

熱きおもいを探る一」の企画展が開かれる予定との

ことだった。

赤木正雄は立山砂防の初代所長として、立山砂防

の基礎を築き、日本の近代砂防の発展に大きく貢献

して、「砂防の父」とまで呼ばれている。

立山の砂防事業は今でこそ国の直轄砂防事業とな

っているが、スタ ー トは県単独の事業だった。

富山県が常願時川源流部の立山カルデラ内の砂防

工事を始めたのは1906年（明治39)である。国庫援

助を受けながら計画実施していた事業ではあったが

大雨のたびに土石流が発生し、砂防施設は破壊され

続けた。 1922年（大正11)の大豪雨では、ついに過

去17年間施工していた工事が根底から壊滅された。

県は国による常願寺川の砂防工事を強く要望し、結

果として1924年（大正13) に砂防法が改正された。

こうして立山砂防はようやく 1926年（大正15)から

国に引き継がれることになった。

その初代所長に就任した赤木正雄は、綿密な現地

調査を行ない、土石流に耐えられる材料としてコン

クリ ー トを使用することが不可欠であるとし、白岩

砂防ダムを設計したのであった。

常願寺IIIは流路延長も56kmと短く、流域面積に

しても368km2と小さい川であるにもかかわらず、

わが国にある109の1級水系のひとつである。

立山砂防事業はそれだけ重要な事業に位置づけら

れているのだ。

「立山カルデラ砂防博物館」をあとにした私たち

は、立山の 「表の顔」である立山黒部アルペンルー

トをたどり帰途につくことになった。一大観光ルー

トになっているこの道のりが、ケープルカー、高原

バス、 トロリーバス、ロープウェイ、地下ケープル

カー、 トロリーバスを乗り継ぎながら、延々90km

も移動するものだとは知らなかった。 一帯は中部山

岳国立公園の景勝地であるため、クリーンエネルギ

ーの トンネルトロリーバスを採用したのだという。

こんなに雲ひとつなく晴れ渡る日は1年に何回もな

いというほど素晴らしい天候に恵まれ、高原のすが

すがしさをたっぶりと味わった（写兵11)。

この娯勝地と下流の安全を支えている立山砂防。

砂防工事が進むにつれ常願寺川の洪水被害が茫実

に減少し、窟山平野の人口や資産も増加していると

いう事実を、謙虚に受けとめたい。

最後にこの企画を立ててくださった当センター、

ならびに2日間にわたり現場を案内してくださった

関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

写頁11 立山黒部アルペンルート
景勝地のひとコマ
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土砂災害防止法に関する海外調査団報告（その2)

1.はじめに

前国は、概略行程及びオーストリ

アにおける危険区域設定に関する調

査結果について報告を行った。第2

回の今回は、スイスにおける危険区

域設定に関する調査結果について報

告する。スイスにおける調査は、平

成13年4月5日～4月8日の4日間であ

り、この間にチューリヒ州、ベルン

朴l、ルツェルン州、ウリ州、ヴァリ

ス州の5つの州で現地調査並びに地

元職貝の説明及び討議を行った。 4

日間で5つの州を回るため、朝の8時

前に宿舎を出発し、夜9時すぎに宿

に着くような強行軍もあった（ただ、

緯度が高いため、夜9時でも薄明る

かった）が、貴重な情報が入手でき

非常に有意義であった。

スイスの調査報告を行う前に、行

月日

3月 31日

4月 1日

4月2日

4月 3H 

4月4日

4月5日

4月6日

4月 7日

4月8日

4月 9日

4月 10日

政のシステム等について簡単に触れておく。

土砂災害防止法に関する海外調査団

調査スケジュール

午 前 午 後

土 10:45成田発 (0S556) 16:IOWien着

日 WienWestbahnhof9:17 Jenbach14:09 

第 1回ワークショップ

月 危険区域図に関する連邦法危険区域統計 • Hintertuxの事例紹介

危険区域図の作成法 • Hintertux現地調査

Tyrol及びZillertalにおける危険区域図

第 2回ワークショップ

火
地方政府の見地による危険区域図作成

• Gerlos現地調査
H本の砂防紹介

Gerlosの事例紹介

水
ワークショップの評価、まとめ

• Innsbruckl2:41 Zurich HB!6:27 
Innsbruck大学訪問

the Laboratory of Hydraulics, Hydrology anc 

木 Glaciology(ETII)訪問 • Zurich州職員訪問

日本の現状紹介

金
Lammbachにて現地調査 • Federal Agencies(FOWG)職員訪問

(Schwanden/Brienz) ・日本の砂防紹介

土
Sorenbergにて地すべり地調査 • Uri州：洪水計画

専門家訪問 ・職員訪問

Brig (1993年被災地） 訪問
• Randa(Rockfall) 現地調査

日 Baltschieder(2000年被災地）訪問

職員訪問
・職員訪問

月 Zermatt Bern Zurich 14:00 Zurich発 (SR168)

火 8:50 東京着

スイスは26のカントン（州）が加盟してできた連

邦国家である。カントンは、ゲマインデと呼ばれる

自治体により構成されており、連邦、カントン、ゲ

マインデは、日本でいう国、都道府県、市町村に相

当するが、日本との大きな違いは、各カントンはそ

れぞれ独立した国のように憲法や政府、議会を持つ

ということである。これはスイスが、ゲマインデと

いう自治組織単位が外圧から身を守るため協力して

同盟を結び成り立ったという歴史から来ているもの

であり、そのため住民の自治意識も高く、ゲマイン

デ＞カントン＞連邦といった力関係が形成されてい

る様であった。（オーストリアでは、国＞州＞自治

体であった。）このことが、危険区域図作成につい

ても影響を与えている印象をうけた。

示す。スイスでは、カントン（州）、及びゲマイン

デ（自治体）の担当者の説明及び討議を行った後、

現地調査を行った。

2.1 4月5日

(1) スイス連邦工科大学水力学、水文学、氷河学

研究室にて

スイスでは、まずはじめにスイス連邦工科大学の

VAW （水力学、水文学、氷河学研究室）を訪問し

た。 VAWは、スイス連邦工科大学チューリビ校

(ETHZ) の研究所で、ヨーロッパでも主要な研究

所の1つであり、 1930年に設立された。この研究室

では、従来からの観測、調査による研究に加え模型

実験、コンピュータを用いたシミュレーションを行

っている。

2.スイスにおける危険区域に関する調査結果

下表にスイスにおける現地調査のスケジュールを
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研究対象の中には、雪崩の予測等もある。例えば、

ュングフラウでは人が危険な区域に立入ることがで

きることから、雪崩災害の予測を行っている。予測
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は、 2~3日前に出すのだが、あまり早く出して空振

ると信じてもらえなくなり、遅すぎると文句が出る

そうである。このあたりは、万国共通の悩みのよう

である。

研究費は、連邦と一部企業からの出資を受けて行

っている。民間企業からの依頼もあるらしい。後述

するが、ウリ州やヴァリス州の災害復旧工事のエ法

についても、この研究室で模型実験を行い実証した

とのことである。

今回、模型実験を行っている実験棟についても見

学を行った。担当されている方の話では、現在土石

流の模型実験を行っているが、土石流を再現する材

科を試行錯誤した結果、ある食物素材が最も土石流

の模型実験に適していることが判明したので食品会

社に協力を依頼して試用しているそうである。幅広

い分野との協力が必要であると実感した次第であ

る。（写真-I) 

写真1 実験装置

写真2 Birmensdorf市を流れるReppisch川
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(2)チューリヒ州AWEL(Abfall、Wasser、Energie、

und Luft)の職貝訪問 Goldi氏

チューリッヒ州は、スイスの中央よりやや北に位

置し、面積およそl,728km2で171の市町村からなっ

ている。チュー リッヒ州では、洪水災害を例とした

危険区域屈について調査を行った。

1999年に4つの市町村で試験的に洪水災害の危険区

域図の作成がなされるとともに今後の作成の優先順

位も決められている。

現地調査は、 Birmensdorf市を流れるReppisch川につ

いてである（写真2)。この地点における同河川の流

域は、およそ30km'で1994年の5月19日に洪水災害

が発生した。現地の洪水対策は、被害の拡大が予想

される道路に面した箇所や、直接人家に被害の生じ

る箇所で、人家の建替え（地盤をあげること）がで

きない範囲について護岸や築堤をおこなっていた。

しかし、濫氾しても直接人家に被害の出ない畑や緑

地については、とくに対策を実施 していないようで

ある。部分改修のために未改修部が溢水するのでは

という苦情は出ないのか聞いてみたが、そういう意

識は無いとのことであった。

(3)キーンホルツ教授による危険区域の考え方の説

明

ペルン大学のキーンホルツ教授と会う機会を得た

ので、スイスの危険区域図について話をうかがった。

スイスでは、危険区域図の作成をコンサルタント

(30社くらい）に委託している。オース トリアでは、

まだこの種の業務を行うコンサルタントが少ないよ

うで、公的機関が直営で作成しているとのことであ

る。オーストリアで話をうかがったプロナー、スン

ザーの両氏が設立したコンサルタント会社は、まさ

に民間初の危険区域検討業務を行っていた会社であ

る。スイスでは各州の専門機関が、危険区域図を必

要とする自治体を選定して区域図の作成を実施す

る。スイスにおける危険区域固作成の歴史は、

Avalanche（雷崩）については1955年から作成を始

めたそうである。そして1991年にカントン （州）が

危険区域図を作成するようになった。そして1997年

に 「危険区域図の作成の仕方と土地利用の手引き」

を連邦政府が策定した。 1997年以降、全ての州が、

危険区域図を作成している。 avalanche（雪崩）につ

いての危険区域図は現在スイス全体で実施済である

が、洪水については60~70箇所で全体の10％程度で

SABO vol. 72 Jan.2002 11 
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ある。 2000年度は、 55,000万スイスフランを洪水と

土石流の危険区域図作成に充てた。しかしRockfall

（斜面崩壊）やlandslide（地すべり）は、 2,3しか

マップが無いとのことであった。

スイスにおける危険区域図の持つ色の意味は、

■：建築禁止区域

■: （ここはオーストリアの黄色） ：建築許可を与

える区域（但し教会など集客施設は不可）

賣色 ：情報を与える区域（殆ど大丈夫。もしか した

ら来るかも程度）

黄 ＊白のス介芍 イプ ：さらに危険度（頻度）の低い

区域

となっている。例えばダム工が完成すると、その下

流は黄白ストライプに変わったりする。このように、

各区域の挽界は対策工事の実施により変更される事

例があるとのことである。

これらの区域は、想定災害の規模と頻度により区

域分けされる。

余談ではあるが、キーンホルツ氏の名前は、翌日

訪ねる予定のキーンホルツ村と同じで、日本語にす

るとキーンは松でホルツは木であるので「松木」と

いうことになる。その名の由来は、同村が過去に土

石流災害をうけ壊滅した時に、唯一生き残った少年

の名前で、教会で結婚した人の名簿でわかったとい

う。（本当はおじいさんがもう一人救助されたが、

助かったといううれしさのあまり昇天してしまった

というのが昔話である）。このように、土砂災害に

関係する地名と同じ名前を持つことから、教授は、

多分この少年の子孫であると思うとのことであり、

さらに砂防に関する職についていることを誇りに思

っているとのことであった。

なお、教授は、オーストリアでお世話になったワ

インマイスター教授の退官に伴う後任選出委員会の

委員でもある。他国の大学教授の審査に参加すると

いうのは、まさにヨーロッパの国際性を感じてしま

う。

2.2 4月6日

(I)ランバッハ渓流（プリエンツ近郊のシュヴァン

デン）にて現地調査

0シュヴァンデンにおける危険区域圏について（ツ

ィンマーマン氏）

シュヴァンデンはベルン州の南にあるプリエンツ

湖の北束岸のプリエンツのそぱにある。（図4)今

回、現地をおとずれたのは、シュヴァンデンを流れ

るランバッハ渓流周辺である。

n乙2

図1 ブリエンツ位置図
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図2 キーンホルツ周辺図

プリエンツ、シュヴァンデン、キーンホルツの3

つの村は、土石流、落石、地すべり災害の危険箇所

であり、 5つの大きな渓流が存在する。 1499年キー

ンホルツ村は、士石流災害を被り、近年では1896年

に人家、道路、鉄道が損壊した。 1896年の被災後に

対策工事を実施した（渓流上流域に砂防ダムを施

工）。同時に森林制御により災害に対応してきた。

図-3 キーンホルツ危険区域の手引き図

■：土石流により住居、道路、鉄道などがあり被害

の出る範囲。

箋涵 ：無施設だが塗ってある。

12 SABO vol. 72 Jan.2002 



foreiqncircumstances 

*“ 
"6 

• 
stark 

大

s
 u
 e
 

mlttel 

中
圧

• 
C 

schwach 
小

一 ‘ hoch mlttel gerlng 

welss 
ode『

gelb-welss gestrelft 

sehr gerlng 
1/30 1/100 1/300 

Wahrschelnllchkelt 
頻度

図4 危険区域図設定の考え方

100年前の対策が現在も効果を発揮し、おかげで以

降損害を受けていない。（図-2)

1901年に地すべりが発生し、 村まで土砂が押し寄

せた。その後100年間は災害はなかった。これは、

災害が発生しなかった事に加え危険区域屈の作成を

行ったことによるものである。ベルン州は、 6~7年

前に危険区域図の手引となる回を作成した。同図

(l/25000)は、洪水、落石、土石流等の情報とそ

の指針を示すものである。（図-3)

この図3は、土石流の一般予測のみであり、頻

度 ・規模の予測は入っていない。

土地利用計画（開発、建築許可）には危険区域図

が必要である。

危険区域図の縮尺は1/5000~l/10000で、そちら

には頻度、規模情報が入っている。

手引屈は、現在州全体についてできている。そし

て危険区域屈は市町村毎に作られている。危険区域

図を作成することで渓流により危険となる区域が分

かり、「危険区域図の作成の仕方と土地利用の手引

き」を基に土地利用の勧告が行われる。 同手弓l書に

おける基本的考え方を示す箇所を抜粋して図-4,5に

示す。

回-4の色分けは、規模一頻度により線引きされて

いる。例えば、土石流は規模で見ると、流動深Jm

以上で流速Im以上の場合 「高い」、堆積深lm以下
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図5 危険区域図凡例 ・

で流速lm以下の場合「中」などとなっており、現

象により基準が異なる。例えば、雪崩では単位而積

あたりの圧力などである。そして生起頻度と組み合

わされている。これらは各自治体により違いがある
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図ー6 キーンホルツ周辺の危険区域図

が、基本的に規模一頻度を組み合わせて評価してい

る。

黄色 ：頻度は低く規模は小～中くらい

一 ：頻度が高く 、規模は小～中

＇~ ： 最も危険である
ストライプ（黄白）は、確率頻度でのみ評価され

る。（確率が極めて低いもの）

どの自然災害でもこれを基に作られている。

危険区域図の茫色は同時に、土地利用の規制を意味

している。

■：人が建物の中にいても危険である。新しい建物

は建ててはいけない。

■：完全に建物は壊れないだろう。人が建物の中に

いる時は損害を受けない

→つまり外にいると危険。キャンプ場などの情

報としても有効である。

黄 ：損害のあり得る場所。ここに住んでいる人は安

全であろう。

行は、建物の新築は可能だが、建物は災害に対し

14 SABO vol.72Jan.2002 

保護 （補強 ・対策）を行わなければならない。以上

が危険区域図の作成法と解釈 ・運用するときの基本

的な考え方である。

キーンホルツ周辺における危険区域図の事例を

図 6に示す。

建物補強に必要な力も、同図に示されるゾーン毎

に設定される強度に基づくのである。

ただ、地すべりについては、強度でなく速度で示

されている。

基準線上にある家の扱いは、より危険側を適用す

る（赤と行の境は赤で扱う ）が、実際は家を取り込

む形で線引きしている。

この基準は、連邦が手引き害により全国で適用し

ている。 しかし運用については、州～自治体により

行われている。

0危険区域図のシュヴァンデンにおける運用につい

て（ベルン州 フォレス氏による説明）

ベルン州では1971年以降どこの村でも、土地（空

間）利用因が必要となった (10年更新）。

図•7 ペルン州の土地（空間）利用図

この写真の即（図-7)は1985年に新しく 2つの場

所を追加したもの。 1/2000縮尺でオレンジが住居

地区、赤は住居 ・工業地区、黄は危険な所だが、こ

の図ではあまり関係ない。

1997年に新規の区域図作成を計画した。

シュヴァンデンはベルン州の中でも最初に作囮を

始めた。 当時はまだ区域図作成の技術が普及してお

らず、ツィンマーマン氏の会社に依頼した。

危険区域図を作るときは、州と自治体で話し合い

をして線引きを決めた。反対する人もいたが、対策

や補強の方法などを説明し、合意を得た。

1985年の区域固作成時に赤の区域つまり住居の建
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てられない区域を設定したが、このとき既にこの赤

い区域に11戸の人家を建てる計画があった。その後

の話し合いで、建築を中止した。しかしその後、護

岸（築堤ダム）を作ったから安全になり区域も赤→

黄色と変更された。幸運だったのはこの赤

は非常に重要な役割を果たしているといえる。連邦

と州が協力し指尊的役割を果たしている。危険区域

図作成にかかる費用は、自治体が10％を負担し州と

連邦が90％を負担する。 90％のうち連邦は70％まで

の区域は、村の土地だったので争いは起き

なかった。土地は村のものだが家は個人の

もので、現在はII戸の人家が建っている。

もしその区域で実際に災害が起これば自

治体の責任となってしまう（土地利用を定

めたのは村であるため）。

その災害における護岸の機能について

は、専門家が見に来て、ダムが元々壊れて

なかったなどを調査する。もしそれで護岸

に異常がなければ（止むを得ない災害とし

て）、ベルン州の保険会社が保証する。も

しダムが小さいとか、構造上の問題があれ

ば、調査会社（エンジニア）のほうの保険

でまかなわれる。ただし保険は全ての個人

（企業）が加入しており 、州や村が入って

いるものではない。このあたりは保険制度

の定着した国であると実感させられた。

現在、村人はこの区域図設定に満足して

いるが、 lつだけ、赤の区域の中に学校が

あることが問題となっている。もし今後問

題となれば移設が必要と考えている。

0ベルン州における危険区域因の使用につ

いて

政治的に見ると、危険区域図の作成は州

と市町村で行っている。

集落の保護は市町村の箕務であり、連邦

と州は（基準の作成などにより）可能な限

り市町村を援助する。カントン（州）は、

危険区域図の手引を作成し自治体を指諒す

る。

ペルン州ではそれぞれの市町村は全て州

の作成した手引柑 「Achtung Naturgefarn 

（ペルン州）」を持っている。 他の州でも同

じようなものを用いている。

手引書の中には、州と市町村の災害に対

する責任が① （危険の存在を）知ること→

② （そこの危険度を） 判断すること→③図

化すること（危険区域図作成） →④防護対

策すること と示されている。危険区域図
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図8 ベルン州手引書における規則の考え方
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写真3 橋梁部の無堤箇所

写真4 保管された堰板

出す。その比率は各州の財政状況により異なる。

次に、この手引書に記されている具体的な事例に

ついて紹介する。（回-8)

白い線に囲まれた地域が、市町村の定めた建築区

域（住居区域）の範囲である。

①の範囲 ：赤区域だが建築区域外のため建物がない

範囲。この様な場合は問題なし。将来建てると言

っても州は駄目という 。

②の範囲 ：赤区域で建築区域となっているがまだ住

居が建ってない範囲。 州と連邦は、危険だから 自

治体に建築区域からはずすように勧める。

③の範囲 ：赤区域でかつ建築区域に家が建っている

箇所。この様な場合が一番問題である。まずこれ

以上建てないようにする。次に保全（赤でなくす

る対策）が必要。

16 

この中の既存住宅に対しては、（州の勧告で）

建物の補強（州から援助がでる）や対策工を行う

（自治体による）とのことである。

人家の移転等を実施することは可能かという問

に対して、私有財産（私有財産権が強い）のため

移転は固難であるらしい。では工事黄として、移

転費用を出すのはどうかと聞くと、保全のため

（ダム工など）なら州 ・連邦は90％費用を出すが、

SABO vol. 72 Jan.2002 
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移転のための支出は困難であり、かつ非常に高く

つくとのこと。

④の範囲 ：青区域の建築区域外で家が建っていない

範囲。ここは建てないように指禅する。もし自治

体が建てたいといっても州は建てないように勧告

する。

州と自治体は、同じ意識でこれらについて考え

るが、自治体に対し勧告を州から行う。

州の危険区域図は、命令ではない。科学的意見

である。オースト リアと同じ考え方である。

⑤の範囲 ：青区域で建築区域内だが、まだ家の建っ

ていない範囲。州は建築区域から外すよう自治体

に勧告する。例外的に建てられるものも出てくる。

⑥の範囲 ：青区域の建築区域内で既に家が建ってい

る範囲。建築は許されるが建物を強化する。洪水

なら地盤を上げたり、雪崩は、圧力に耐えるよう

壁厚を増したりする。

⑦の範囲 ：黄区域で建築区域内の範囲。建築区域の

内外にかかわらず建ててもいいが、そういった地

域であることを知っておいてもらう（危険情報を

周知）。既存の建物はそのままでいいが災害に対

し最大限強化する。これから建てるときは、危険

な所は避けてもらう。

州によ っては、赤区域に設定されたにもかかわら

ず建てることがある。そういう場合は、もしどこか

を保護すればいいというケースに限られる。

州は実際、建築区域をはずすよう勧告するかとい

うと、相談、議論はしているが行政手続きを実施し

たことないようである。州と自治体は予算が無いか

ら対策工ができないが、自治体は、将来、対策工に

より②ゃ⑤の区域が安全になりうるという希望を持

っている。だから自治体は州の勧告より連邦の財政

カ（対策エ）を頼りにしている。

スイスでは、個人は、それぞれの建物に保険加入

する義務がある。だから、被害があっても支出でき

る。（このあたりが日本と大きく異なると感じた。）

国内の全危険箇所に対策をするほどお金がないた

め、 87年の災害以降基本的な考え方を変えて、危険

区域図作成と土地規制に方向転換した。

スイスでは、連邦は基準書を作り、州は手引きを

作り、自治体はそれを基に、危険区域図、ゾーンマ

ップ（土地利用図）を作る。土地利用図は法的効力

を持つが、危険区域図は持たない。

現地にて「危険区域図はどこで住民に見せるのか」



と尋ねると、自治体の庁舎で1週間縦覧し、以後も

保管しているので見れるとのことであった。看板な

どでは出していないようである。

また、新規に線引きをするときは、関係者を集め

て説明会を行うとのことである。このあたりは、オ

ーストリアと同じであった。

現地にてダムエ（築堤）を確認したが、橋梁部等

で、築堤が切れる所（写真—3) は、 H鋼の親杭方式

で堰板を入れるようになっていた。そうすることで

土石流が、無提区間から外へ出るのを防げる。ただ

堰板を誰がいつ入れるかの詳細については確認でき

なかった。（写真-4)

(2)連邦機関 (FOWG)職員訪問

水及び地質学のための連邦機関 (FOWG) は、環

境・運輸・エネルギー・通信の連邦省 (DETEC)

に属しており、水利用、水管理、水文学、地質学お

よび洪水や地震などの自然災害に関する共同センタ

ーである。主な部門は5つに分かれており、 130名の

スタッフが所属している。今回、そのうちの

(Natural Hazard Mitigation)部門を尋ねた。事務所

はベルン近郊のビールにあり、今同のスイス調査団

の行程に同行いただいたゲッツ氏、ペトラシェック

氏、ロート氏が迎えてくださった。

FOWGでは、スイスの連邦や州、自治体が目指す

洪水対策の考え方について以下の様な説明を受け

た。スイスでは、 1987年の洪水災害で12億ドルの被

害を受け、これを教訓に洪水対策の指針を再検討し

た。その結果、 1991年に洪水防御にかかる連邦法が

新たな洪水政策として定められ1993年より施行され

ている。

この中では、危険の評価（現象毎の危険箇所、頻

度と規模の評価）、防護の必要性の検討（現象毎の

頻度と規模から必要な対策の検討）、エ法の立案

（まず、適切な河道の維持管理と、土地利用の計画、

そして構造物による防護工法）、緊急時の計画策定

（危険を認識すれば、危険は半減される）が主な柱

となっている。また、今後の洪水対策工は、過去に

おいては点・線的に整備していたものを、面的にそ

して空間的に整備を考えている。そして社会面、環

境面、経済面を検討し、安全だけでなく環境にも配

慮した土地利用を行うべきと考えている。

1111 

3.終わりに

今同は、スイスにおける5日間の行程のうちの2日

間を紹介した。次回には残ったルツェルン州、ウリ

州、ヴァリス州での調査結果を報告したいと思う。

今回のスイス、オーストリアの調査は、 3月31日に

成田空港を出発した。アルプス地方の気候を考える

と、 4月ではまだまだ気温も低く、吹雪や雨に見舞

われて移動すら大変であろうというのが大方の予想

であった。ところがふたを開けてみると、快晴につ

ぐ快晴で絶好の日和が続いた。現地の方々もこんな

事は、めずらしいと言っておられた。我田引水とな

るが、これも調査団各位の日頃の行いの良さの賜で

あったのかもしれない。日本を出発したときは4月

になろうかというのに大雪が降っていたのだから

人゚が会話に困った時にする差し障りのない話と言

えばお天気の事だが、今回はこのことを何回も話題

に使うことができた。
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韓国江原道の砂防

松村和樹＊

1.はじめに

平成13年9月8日から11日まで日韓友好を目的とし

た「日韓職能人大会」に参加するため、韓国を訪れ

る機会に恵まれた。 日本からは2000人を超える職能

人が参加し、金大中大統領も列席され大会は初期の

目的を達成した。この「日韓載能人大会」について

は、他のところでも紹介されているので、ここでは

触れない。

私は、 1992年にスイスベルンで開催されたインタ

ープリベントに参加メンバーで構成される「BS会」

で組まれたツアーで斡国を訪れた。予定では、戟国

の砂防現場を見学できるとなっていた。韓国の訪問

は初めてではあるが、お隣の国で距離的にも近く、

砂防 ・治山事業も似通った点が多いと開いていた。

また、写真等での情報では斡国の多くの山地の地質

は花尚岩質で日本の中国地方の地形に類似し、現地

での直接的見学を楽しみにしていた。

2 行程

今回の予定行程は以下のようであった。

9月8日 （土） ：成田 14:55発 K.E704便ソウル

（仁川）17:20着 その後ホテルヘ

9月9日 （日） ： 「ソウルから予定された三捗（サ

ンチョク）付近の現地へ移動」となっていたが、途

中で三捗ではなく江原道春川付近の現場へ変更とな

った。現地視察後、予定された三捗市のホテルヘ

21:30頃到着

9月10日（月） ：三捗市のホテルを5:00出発 （非常

に早い）、午後、「日韓職能人大会」参加、ソウル市

内のホテル泊

9月11日（火） ：ソウル（仁川）発 KE703便成

田13:35着
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図l 韓国と江原道および現地位置図

写真1 現地流域の状況

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター 砂防技術研究所
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写頁2 現地河床の状況

写真3 崩壊地の状況

3 韓国の砂防事情

3.1 現地流域の状況

我々が訪れた江原道春川はソウルから東北東に位

置し、韓国の中では砂防 ・治山事業が多い地域で、

韓国全体では約1000基の砂防堰堤が築造され、その

うち110基が江原道で施工されている。江原道は鳥

取県と姉妹都市にあり 、今年鳥取市でシンポジウム

が開催されるとのこと。ちなみに、韓国での「道」

は日本の「県」にあたる。現地は春）IIから北西の小

渓流で砂防堰堤や床固エが施工されていた。地質は

花滴岩と片麻岩で構成されて、比較的風化を被りや

すい。植生の状況や地形は、日本の一般的な感じで

違和感はない。

また、河床は¢ = 15~30cm程度の扁平な礫で覆

われており、砂防堰堤に行く途中で見つけた林道沿

いの崩壊地も花巌岩らしい崩壊で、幅が広く（約

8m)、崩壊深は0.3mと浅い崩壊であった。

3.2 江原道の砂防堰堤

①芝岩コンク リー ト堰堤

写頁4 芝岩コンクリート堰堤全景 （副堤にスリット）

写真5 芝岩コンクリート堰堤（本堤化粧型枠）

この堰堤は、高さ6m、上流が直となって、下流

法は1:0.2、天端厚さは、 1.5mで非常にス レンダー

である。現地を案内してくれた江原道林務の技術者

の話では、技術基準に従って設計したものとのこと。

天端を観察すれば、これまで越流を経験していない

と判断され、フルに水圧が作用していないと思われ

る。副堤に約1.5mのス リットがあり、目的は不明

である。流出土砂は花尚岩特有の細粒分が多く、土

砂は堰堤下部にある4基の水抜き穴から流出してお

り、上流の堆積土砂は少ない。

春川支川上流に設置されているコンクリー ト堰堤

の諸元は、表1の通り。

②芝岩コルゲート管セル堰堤

この堰堤は、高さ6.7m、径2.0mと3.0rnの亜鉛メ

ッキを施した厚さ2.7mmのコルゲート 管を直に立て

た構造となっている。コルゲー ト管の中は無転圧の

現地土砂を充填し、基礎部にI.Om、天端には0.5m

のコンクリ ー トを打設している。水通し部には径

3.0m、袖部には径2.0rnのコルゲート管を用いてい

SABO vol. 72 Jan.2002 19 
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表1 芝岩砂防堰堤 (1)

1事業概要 I

口位 躍 ：春川市史北面芝岩里山5番地

口事業量 ：コンク リートダム 1箇所

ロ ダムの規模

厚さ (m)

:;  1二I全高 1地:;|（；い力高 l水通し高 1 越流部 非越流部 1底面幅

45 I 34 6.0 0.5 4.0 1.5 1.0 0.9 3.1 

口 総事業費 — ---------------------443,083,000 ウォン (44,308,300円）

〇国 費— ---- ----------------- 99,251,000 ウォン (9,925,100円）

〇道 費 — ------- --------------29,775,000 ウォン (2,977,500円）

〇市・郡費—----- --------- ------- 14,057,000ウォン（ 1,405,700円）

□主要資材

二。:: I1:：nI 1:1： Iイ:3芯： I1:： I :: I 3,0芯枚 Iそ7:：也

口 動員人員及び整備

0人 員 ：774名（普通人夫、コンクリートエ、型枠エ、石エなど）

〇装 備： 265時間（掘削機、ポンプ車、クレーンなど）

口事業期間： 1998.9.2-11.30
口施工者 ：山林組合江原道支会

1区域現況及び設計概要 I

集水1区域 1 渓流戸 I ダ 1立地地1盤 I g|画流凪 I 

面積 形状 勾配 河幅 渓 床 左 岸 右岸 時間雨最流出係数流醤

152ha I鐘長形 1 ！丘~6門 1 15m 砂礫 砂礫 1砂礫 ご孟：心 0.80 

水通し断面

上幅 下幅 裔さ
袖小口 流下 流下能力

流下能力
備考

勾配 断面梢
／計画流量

22m 19m 1.5m 1: 1.0 30.75m2 97.78 
m3/sec 

311% 

1期待効果 I

口渓流の侵食防止 口 土砂礫の流出防止：貯砂量2,440m3

口 林業経営の基盤施設保設 □流域内の災害防止

20 - SAB0vol.72Jan.2002 

31.37 
m3/sec 



表1 芝岩砂防堰堤 (2)

1事業概厠
口位 置：春川市史北面 芝 岩 里 山 5番地

口事業量：波形鋼板 (Shell) ダム 1箇所

ロダムの規模

:;  1(:)* 1 全高 1地：； 1（；；力高 1水通し高 1 越流：；さ］；｀流部
備考

44 I 44 I 6.70 0.5 4.90 1.8 3.0 2.0 

口総事業費 — -------------------145,156,000 ウォン (14,515,600円）

〇道給工事費—----------＿＿＿-_＿＿-- 54,268,000ウォン (5,426,800円）

0資材代—----------_＿＿ ------83,278,000 ウォン (8,327,800円）

0その他（設計費、付帯費）一―------ 7,610,000ウォン( 761,000円）

□主要資材

レミコン跛形鋼枷合板 I化粧材

39lm3 I 1,059m2 I 53枚 77枚

鉄線

32kg 

角材 芝 その他

3m3 I 3,306枚 I 10種

口動員人員及び整備

0人 員： 427名（普通人夫、コンクリート工、型枠エ、鉄板工など）

〇装 備： 265時間（掘削機、ポンプ車、クレーンなど）

口事業期間： 2001.4.9~6.27

口施工者：春川市山林組合

1区域現況及び設計概要 I

躾水区域

面積 1 形状

渓流現（兄 I ダム立地地盤 1 且1 画流量

勾配 1河輻 渓床 1左岸 1右岸時間雨量流出係数 1流量

1/12.8 105ha I鐘長形 1 17m 岩 岩及び岩及び 92.80 
(4.5) 砂礫砂礫 mm/hr 

o.so I 21.67 
m3/sec 

水通し断面
流下能力

流下 流下能力 備考
上輻 下輻 高さ 側岸長 ／計画流量

面積

21m 19m 1.8m 2.06m 29.25rn2 
？ 

531% 
m3/sec 

1期待効果 I

口流域内の災害予防 □土砂礫の流出防止：貯砂量3,404m3

口林業経営の基盤施設保護 □山林休誇施設の保護

□新しい砂防工法適用の技術性向上：波形鋼板 (Shell)砂防ダム施工

SABO vol. 72 ]an.2002 21 
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写頁7 乏岩コルゲートセル堰堤全景

写真8 芝岩コルゲートセル堰堤上流

る。この使い分けの根拠を開いておくべきだったと

後悔している。

セルは互いに直接連結されておらず、間隙にH鋼

が配置され水抜きの代わりをしている。

上流には堆砂肩が形成され湛水した形跡がある

が、天端よりかなり低い位置にある。

我が国で施工されているセルダムは、厚さ9.5mm

の鋼板を用い、直径は10.0m(C.S.Gを用いた物でも

直径6.0m)でこのセルダムに比較すればかなり大

きい。ここの現地のように花尚岩の細粒土砂の流出

に対しては、このセルは安定しているのかもしれな

いが、 1.0mを超えるような砂礫型の土石流に対し

ては破壊される可能性が大きい。

春川支川上流に設置されているコルゲー ト管セル

堰堤の諸元は、表2の通り 。

4 おわりに

古には、韓国は我々の先生で中国からの文化を伝

導し、様々な面で我が国影響を与えてきた。奈良時

22 SABO vol. 72 ]011.2002 

写真9 芝岩コルゲートセル堰堤上流の堆砂肩

写真6 芝岩コンクリート堰堤側面（上流側が直）

代には百済から多くの優れた文化と技術 ・物が伝わ

ってきたことは歴史の時間に習った。百済から伝わ

らない物は大した物でないとされ、 「くだらない」

の語源となった （？）。今では、ソウルで見かける

自動車は韓国の国情から日本車は少ないが、デザイ

ンは日本車と見まがうものが多い。

緯国の文章はすべてハングル文字で表記され、町

中の看板もすべてハングル文字で渓字は全 く使われ

ていない。ハングル文字は世宗大王が1446年に庶民

のために創ったもので、漢字は費族が使っていたと

のこと。十数年前に韓国の林学関係の論文を見たと

きには、漢字も使われていて、親しみがあったが、

現在では全てハングル文字表記で分からなくなっ

た。

この小文作成には、現地を案内していただいた江

原道山林管理局の安璽木烹課長、張相起さんに負う

ことが多い。またBS会会員の池田暁彦君のメモと

資料が非常に役立った。感謝します。
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世界水フォーラムについて

l.世界水フオーラム

「世界水フォーラム」は、世界の水問題を

討議することを目的に、 3年に一度、 3月22日

の「世界水の日」と同じ時期に開催すること

が、 1996年に専門家、学会、国際機関によ っ

て構成される世界水会議によって採択されま

した。

第1回世界水フォーラムは1997年にモロッコ

で、第2回世界水フォーラムは2000年にオラン

ダで開催されました。そして第3回世界水フォ

ーラムは、 2003年3月に京都、大阪、滋賀で開

催されます。

第1回世界水フォーラムで発表された「世界

水ビジョン」をもとに、世界の人々が直面し

ている水問題をまとめ、正しい解決への方向

性を明確にする活動がはじめられました。こ

のピジョンを受けて、具体的な行動に移すた

めの作業が、全世界で実施されています。

2．土砂委員会

第3回世界水フォーラムにおいては、これま

での水問題に加え、「土砂問題」について議論

するため、昨年9月に 「土砂委員会」が設四さ

れました。土砂委員会は、世界各国における

士砂問題に対して、持続可能な社会に向けた

ピジョンを策定し、第3回世界水フォーラムに

おいて具体的な行動計画に向けた提言を行う

ことを目的としています。具体的には第3回

世界水フォーラムに向けた、海外のいくつかの地域

における地域会議を開催していきます。

土砂委員会のメンバーは表-Iの通りです。

3.地域会議

現在下記の地域会議が予定、または開催されてい

ます。

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター 企画部国際課

第3回世界水フォーラム 土砂委員会事務局＊

表-1 土砂委員会メンパー-------
委只
委員長 森 俊勇 国土交通省砂防部長
副委員長 〇水山高久京都大学教授

委貝 新谷 融砂防学会会長

委貝 中村浩之 地すべり学会長

委貝 太田猛彦林学会会長

委貝 石島 操林野庁森林整備部長

委貝 0大井英臣 国際協力市業団国際協力専門員

委貝 〇渡辺正幸 国際協力事業団国際協力専門且

委貝 岡本正男 砂防計画課長

注 I.0印以外は役戯指定委貝である。

2.事務局は次の者が務めるが、〇印以外は役職指定である。

事務局
〇池谷 浩（財）砂防 ・地すべり技術センター 専務理事

反町雄二（財）砂防 ・地すべり技術センター 企画部長
事務局長
事務局次長

事務局貝

事務局且

向井啓司（財）砂防 ・地すぺり技術センター 国際課長代理

藤田久美子（財）砂防 ・地すべり技術センター 国際課専門職

第3回世界水フォーラム (2003年3月16-23日）までのスケジュ＿ル
日程 会議名 開催地

2001年9月28日 土砂委且会設立 東京

11月6,7B 南西アジア地域会譲 ネバール

II月19~29日 中南米地域会議準備 バナマ

12月21-23日 VWF南西アジア地域における土砂IUl姻 l-ne1 

2002年1月 中南米地域会譲 パナマ

2月 VWF中南米地域における土砂III!週 I-net 

3月 第2回土砂委員会 東京

7月 束南アジア地域会議 インドネシア

8月 VWF東南アジア地域における土砂問題 T-ne1 

2003年2月 第3回土砂委貝会 東京
3月l6-23日 第3回世界水フォーラム 京都

4月 第4回土砂委貝会 東京

VWF:ヴァーチャル・ウオーター・フォーラム

海外のいくつかの地域において、各地域の土砂問

題について議論します。

〇南西アジア地域会議（山岳地域における土砂災害

対策 ：ネパール）

〇中南米地域会議（火山・ 地震 ・ハリケーン常襲地

域における土砂災害対策 ：パナマ）

〇東南アジア地域会議（火山地域における土砂災害

対策 ：インドネシア）
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南西アジア地域会議概要は下記の通りです。内容

については同誌の恩田先生の報告をご参照くださ

し‘

゜
1)概要

・開催日時

・開催場所

・参加者

平成13年11月7日（水） 14時～17時

カトマンズ市内ソルティ・ホテル

約50名（愛媛大学・ネパールエ科大

学のセミナー参加者等）

ネパール政府側参加者

国家計画委員会 Dr. R. N. Vaidya 

水資源省灌漑局 局長 Mr.S. P. Sharma 

森林土壌保全省土壌保全流域管理局 課長

Mr. B. D. Shrestha, 

士壌保全官 Dr. B. P.Gyawali 

ネパール電力公社 副代表 Mr.D. B. Thapa 

水資源省治水砂防局 局長 Mr.A. N. Mishra 

（水資源省水エネルギー委員会 Mr. P. K. Rizal) 

国際機関参加者

ICIMOD Prof. Li Tianchi 

日本側参加者

日本大使館 岡部公使、豊口書記官

JICA 三苫所長

ネパール村落振興森林保全計画プロジェクト

桂川チーフアドバイザー

ネパール自然災害軽減支援プロジェクト

亀江チーフアドバイザー

大学

ネパールエ科大学長 Prof. Deepak Bhattarai 

京都大学 水山教授（土砂委員会副委員長）

愛媛大学矢田部教授

筑波大学恩田講師

STC 

反町企画部長・酒井技師・藤田専門職

その他

大日本コンサルタント（株）山内理事

2)内容

・開会式

主催者挨拶：水山士砂委員会副委員長 南西アジ

ア地域会議の目的等

来賓挨拶：岡部公使、 Dr.R.N.Vaidya 

•発表会：ネパール： Mr. AN.Mishra 
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中国： LiJian (Bureau of Hydrology, 

Ministry of Water Resources) 

バング――ヽフ丁イツン ュ． Asaduzzaman
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Khan (Director General, W APDA, 

Building Branch) 

スリランカ： A.G.H.J.Edirisinghe

(Dept.of Civil Engineering,Faculty of 

Engineering,Univ.of Peradeniya) 

日本：恩田裕一（筑波大学講師）

・パ ネルディスカッション：議長

Prof. Deepak Bhattarai 

副議長矢田部教授

水山教授

恩田先生を除いた発表者

発言概要 バングラデイッシュ： JICAの資金援

助希望

ネパール：資金不足によるソフト対策

重視

防災教育の必要性（地域住

民への警戒避難の啓蒙活

動）

スリランカ： 2003年3月の第3回世界水

会議までに再度地域会議

の開他を希望

土砂委員会：地域会議終了1週間後か

ら1ヶ月間のVWFの開催

提言発表：別紙

・閉会式：水山教授の閉会挨拶と記念品授与

・合同パーティ

4.バーチャル・ウォーター・フォーラム

地域会議は場所や時間が限られており、討論を継

続するために、地域会議の議論を踏まえ、テーマご

との議論をインターネットを利用した第3回懺界水

フォーラム事務局が主催している、ヴァーチャル・

ウォーター・フォーラムにおいて引き続き実施しま

す。

地域会議の議長は、地域会議およびヴァーチャ

ル・ウォーター・フォーラムでの議論をとりまと

め、土砂委員会に報告する予定です。

12月21日に、南西アジア地域会議を踏まえ、

『Sediment-relatedIssues in Southwest Asian Region 

（南西アジア地域の土砂問題）』というルームが下記

URLにオープンしました。

http://www.worldwaterforum.org/jpn/ 



1111 

第3回世界水フォーラム 南西アジア地域会議に参加して

恩田裕一＊

2001年11月7日にネバールで開催された世界水フォーラム南西アジア地区会議に参加し、また現地見学を行っ

てきたので、その概要を報告いたします。

l.世界水フオーラム

今回の会議は、カトマンズ市内にある、 HotelSoaltee Crown Plaza内の会議室で行われました。愛媛大とネパー

ルエ科大による “InternationalSymposium on Geotecdhnical & Emvironmental Challenges in Mountainous Terrain"と

いうシンポジウムの期間内に行われ、多くの参加者を得て開かれました。発表内容は、SouthwestAsiaにおいて、

互いに土砂問題を提示しあう発表が行われました。私の出番の際には、藤田さんには本当にお世話になりました。

その後のディスカッションにおいて、今後の砂防ネッ トワークづくりに生かしていこうということが決議されま

した。

写真1 シンポジウムの様子

2 現地視察

会議終了後、ネパールヒマラヤの地形概観を得るために、航空機による上空からの地形視察を行いました。お

よそ1時間の短いフライトでしたが、実際にヒマラヤの山岳の目前に見ることができ、ネパールにおける土砂生

産源である、氷河地域の地形、氷河湖などの地形の概観を視察できました（写真3)。その視察がいかに有意義で

あったかは、フライト後の藤田さん、水山先生の笑顔が物語っています（写真4)。

＊筑波大学地球科学系
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写 3 マウンテンフライトからのヒマラヤの景観 写真4 上空視察後の様子

3.地すべり、道路被災状況の視察

その後、 JICAのDWIDP(Department of Water Induced Disaster Prevention)の森）IIさん、看舎さんらの案内によ

り、地すべり地における土石流対策地、および、岩盤すべりによる道路被災状況の視察を行いました。

地すべり地域のモデルサイトは、 Dahachowk付近であり現在も活発に活動している地すべり地です。近年も、変

位が認められるようで、石租み堰堤および防災教育についての説明を受けました（写真5、6)。また、蛇篭等の

製作については、住民参加でかつポランティアで行われており、それはお金がでないとやらないことの内容にす

るためである、との説明をうけました。とかく、お金のバラマキと批判されがちな援助ですが、今回のサイトの

例のみならず、その後お話を伺ったJICA三苫ネパール室長をはじめ、みなさんが、長期的な視点の元で、現地

の発展について真剣に考え、悩んでいることに感銘を受けました。

写真5 Dahachokuのモデルサイト

次に、その付近にある道路被災の現場に向かいました。ここは、ネパールと インドを結ぶ唯一の国道における

被災現場です。破砕された変成砂岩質の岩盤すべりであり、単純に下部の土塊を除去したとしても上方からさら

なるすべりを誘発する可能性があり、慎重な対応が要求される現場のようです（写真7)。現場は、土塊の一部が

取り除かれているものの、現場は一車線のみ確保されているにすぎず、早急な対策が必要とされる現場です。し

かしながら、説明によると、現地の対策はきわめてスローであり、財政上の理由により路面より土砂を除去する

にとどまっており抜本的な対策をしていないという説明を受けました。
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現在、日本においても財政事情、環境問題等から大規模な改変を伴う事業はやりにくくなっていると聞きます。

この現場をみて、感じたことは、砂防分野のODAのあり方は、肩肘を張って‘‘援助'’“技術移転”にこだわるこ

とはないのではないかということです。すなわち、最笠国であるネパールにおいては、頑強な構造物を設置する

ことにより、予防的な措置を含めた対策をとることは、はなから不可能なわけです。そこで、お金のかからない

やり方、すなわち土砂移動の実態を見極めた上で、最小な対処療法的措置を取ることを中心としたやり方を取る

方法もあるわけです。

ネパールにおける土砂災害は、日本とかなり共通するものもあると思われますので、むしろ、現地で土砂移動

の観測とそれによる警戒避難案の作成、最小限の対処療法的な対策を行い、その結果を蓄積するのも有意義であ

ると感じました。‘‘管理者責任”に縛られることなく、大胆な発想でモデル事業を行うことで、大がかりな施設

を伴わないタイプの砂防事業として、日本のI坊災対策にもフィードバックできるかもしれません（私の専門が地

形学だから、このように感じるのかもしれませんが）。

写頁7 国道の岩盤すぺり

4.おわりに

被災現場の調査を行った後、カトマンズ盆地内での文化遺産の視察を行いました（写真8)。反町部長の見る目

の確かさに舌を巻きつつ、大日本コンサルタンツの山内さんのお話、ガイドのお話を聞き、ネパールの過去と現

在の状況についても見聞を深めました。改めて、ネパールという国の実態について考える機会を得ることができ

ました。

最後に、世界水フォーラム及びその後の現地調査におきましては、現地に行くきっかけを作ってくださった反

町部長、藤田さん、酒井さんをはじめ砂防地すべり技術センターの皆様、 DWIDP、JICAの皆様、また大日本コ

ンサルタンツの山内さんにたいへんお世話になりました。重ねてお礼を申し上げます。

写真8 現地文化視察の様子
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平成13年度 「技術研究成果報告会」の開催

去る 11月13日（火）、砂防会館（東京都千代田区）において、「砂防地すべり技術研究成果報告会」を蘭催い

たしました。国土交通省 ・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。

当センターでは、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ってきております。

この度の技術研究成果報告会では、研究開発助成を利用された研究成果の中から5課題全て、当センターが実

施してきました自主研究から1題、調査報告 1題の計7題について発表が行われました。

まず、基調講演として国土交通省、森砂防部長より、「これからの砂防技術」について示唆をいただきました。

研究発表の1題目として京都大学の水山教授より、「土石流発生後の渓床における土砂の再堆積機構に関する研

究」についてご発表いただき、続いて筑波大学の宮本助教授による「固液混相流の構成則と相似則に関する研

究」についてのご発表がありました。 3題目 • 4題目はそれぞれ、京都大学の牛山助手による 「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」についての発表、そして高知大学の平松助

教授による「崩壊の免疫製に関する地形学研究」発表を行っていただきました。 5題目には、広島大学の海堀助

教授が「ため池が土石流の流動 ・堆積特性に及ぼす影響に関する研究」について発表をしてくださいました。

当センターからは安菱寺 （総合防災部課長）から「イタ リアの火山災害対策」についての調査報告と、松村

（技術研究所次長）から「崩壊地の自動判別システム」についての紹介をさせていただきました。それぞれの発

表に対して、会場より質問等があり、有意義な報告会であったと考えております。

「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14年3月発行）に掲載する予定です。

※「研究批］発助成事業」 ：当センターで実施している公益事業の一つであり、「砂防並ぴに地すべり及びがけ崩れ対策に憫する技術
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9ヶ年48課題の助成実鋲があり
ます。

プログラム

碁詞講演 これからの砂防技術 森 俊勇 国土交通省砂防部長

発表1
土石流発生後の渓床における土砂の再堆積機 水 山 窃 久

構に関する研究 京祁大学大学院

発表2 固液混相流の構成則と相似則に関する碩究
宮 本 邦 明

筑波大学ri林工学系

発表3
Internetによる記鎌的豪雨発生状況のリアルタ 牛 山 素 行

イム表示システム開発に関する研究 京都大学防災研究所

発表4
崩壊の免疫性に関する地形学的研究 平 松 行 也

ー多雨地域と非多雨地域の比較一 高知大学農学部

発表5
ため池が土石流の流動 ・堆積特性に及ぼす影 海 堀 正 博

響に関する研究 広島大学総合科学部

発表6 イタリアの火山災害対策
安資寺信夫

叫紗防地すぺり技術センター

松 村 和 樹
発表7 崩壊地の自動判別システム

叫湖防地すぺり技術センター 理事長挨拶

※この成呆報告会の予稲集は、無料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 TEL(03)5276-327 l FAX (03)5276-3391 
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吉松弘行斜面保全部長（社）地すべり学会平成13年論文賞受賞

当センター斜面保全部長の吉松弘行が（杜）地すべり学会平成13年論文賞を受賞した。

受賞の対象となった論文は、「GAを用いたファジィ推論法によるすべり面深度の予測」に

関する一連の論文である。

受賞の理由について、これらの長年にわたる研究は地すべり機構の解明、調介手法・対

策工の設計手法の高度化、危険個所の予知・予測手法の提示などの地すべりにおける様々

な分野において数値解析（有限要素法、ファジィ理論、境界要素法など）を用いて解明が

試みられている点が評価されている。加えて、これらの研究成果は実学的なものとしても

高く認知されていて、多くの技術基準類に採用されている。吉松によると、現在のところ

一連の論文は未完成であり、今後も引き続き研究を進めていくことを話している。

吉松においては、連日のように出張しているといった多忙の中、出張の移動中や通勤の

移動中に多くの論文をレビューするなど当センターの業務を遂行する傍らで自身の論文作

成に精力的に取り組んでいるのが現状である。吉松のこのような真摯な姿勢は当センター

の職員において大きな励みになっている。

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

〇協賛（後援）

ロ／宍□□::À：賛）

場所
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’’’’ 行事一覧平成13年9月～12月

0行事
月日
9月4日

9月4日

9月7日

9月9日～11日

9月10日

9月14日

9月16日～28日

9月28日

9月28日

10月3日

10月4日

10月5日

10月9日

10月9日

10月9日

10月10日

10月10日

10月11日

10月17日

10月18日

10月18日

10月19日

10月21日

10月23日

10月24日

10月25日

10月25日

10月26日～28日

10月29日～30日

10月30日

10月31日

10月31日

11月5日

11月7日

11月7日

11月12日

11月13日

11月14日

11月18日

11月20日

11月20日

11月29日

11月30日

12月4日

12月4日

12月5日

12月7日

12月10日

12月12日

12月12日～13日

12月14H

12月14日

12月21日

30 

行事等

平成13年度雲仙普賢岳火山砂防技術検討会

富士山ハザードマップ検討委員会（活用部会）関係機関への説明会

基準雨量の解説書作成打合せ

日韓文化交流会

富士山ハザードマップ検討委員会（基図部会）

第2回岩木山火山ハザードマップ検討委員会

イタリア火山フィールドワークショップ

士砂委員会

富士山ハザードマップ検討委員会（第一回基図部会）

好感度の高い応対を目指す接遇基本研修

瀬田川の砂防を語る会討論会

北股入沢（ネブカ平）崩壊対策検討委員会

第2回平成13年度水ヶ浦地区地すべり対策検討委員会

第2回広島西部山系砂防基本計画検討委員会・幹事会

富士山ハザードマップ検討委員会（第2回活用部会）

島々谷技術検討会

北股入沢砂防連絡協議会

鋼製砂防構造物技術検討会

伊豆諸島土砂災害対策検討委員会

第2回 雲仙・普賢岳火山砂防計画検討委員会

地すべりフォーラム

第1回十勝岳火山噴火警戒避難対策計画幹事会

富士山ハザードマップ勉強会

「立山の砂防発祥記念碑J除幕式

スリット砂防堰堤効果検討会（現地視察含）

第1回有珠山土砂災害対策検討委員会

白山砂防計画検討委員会

富士山ハザードマップ業務現地検討会

口坂本地すべり対策検討幹事会

第1回秋田駒ヶ岳火山防災対策検討委員会

第5回緑のゼミナール

富士山ハザードマップ検討委員会（基図部会）

第1回 十勝岳火山噴火警戒避難対策計画検討委員会

懺界水フォーラム南西アジア地域会議

第1回舟形折渡地すべり対策総合解析検討委員会

第2回 蔵王山火山防災マッ7゚ 検討委員会

STC研究開発助成成果報告会

鋼製砂防構造物技術検討会

雲仙普賢岳火山砂防シンポ゜ゾウム

富士山ハザードマソプ検討委員会（活用部会）

日本写真測量学会講習会

鋼製砂防構造物技術検討会

ウエステック2001 （廃棄物処理・再資源化展）について

H13年度 河川情報シンポジウム

ネパールDMSプロジェクト総合防災講座説明会

砂防工事等における工事安全対策研究発表会

砂防技術・技術審査証明委員会

富士山ハザードマップ検討委員会（ワーキンググループ）

JICE研究開発助成平成11年度成果報告会

伊豆諸島土砂災害対策検討委員会

同際シンポジューム

第3回雲仙普賢岳火山砂防計画検討委員会

長崎県土砂災害警戒避難基準雨量検討委員会
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島原市

都内

STC 

ソウル（韓国）

都内

青森市

イタリア

都内

都内

都内

滋賀県

現地／白馬村役場

STC 

広島市／太田川工事事務所

都内

安曇村／松本市内

白馬岳ネブカ平／白馬村役場

STC 

都内

長崎県島原市

長野県

旭川市

都内

富山県

山形県

北海道

石川県

富士山周辺

静岡県庁

秋田県

都内

都内

北海道

ネパール・カトマンズ

山形県

山形県

都内

STC 

長崎県

都内

都内

STC 

千葉県

都内

STC 

大町市

STC 

都内

都内

三宅島上空

都内

長崎県

長崎県
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日韓・文化交流会に参加して（報告） ぶミ

総務部女性＊

去る9月9日（日）～11日（火）の日程で参加した文化交流会についてご報告します。

l.参加者 ：木村久、福原則雄、菊井稔宏、

向井啓司、矢野将之、嶋大尚、

吉田真也、木村紀美子、岩岡町子、

大滝左枝子、田地野真由美、河村弥生、

水野忍、三浦知子

2．日 程 ：9/9（日）午前ソウル出発着後下記砂防施設及び現場視察

I. 石迎里 2．野渓砂防

3.石蜆里

4. 石蜆里砂防堰堤

9/10（月）日韓 ・文化交流会記念式典出席

9/11（火）世界陶磁器EXP02001大韓民国利Ill会場見学

午後婦国

3 報告：

1日目

私達女性が普段見ることが出来ない海外の砂防施設 ・現場など、韓国山林庁林業研究院李天龍博士、

李渕雨博士にご説明を頂きながら視察することが出来、大変投重な体験をいたしました。

写真1 砂防現場 写真2 砂防現場で説明を受けているところ

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター
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※第2回（平成12年度）火山学・砂防工学コース 参加者より

同際火山学地球内部化学協会及ぴ国際測地学地球物理学連合において、過去幾度となく火山災害怪減のため

の研修の実施が勧告されてきた。昭和63年7月に開倣された鹿児島国際火山会議での宣言の中でも、火山に関す

る国際的な研修センター機能が急務であるとするなど国際的にも火山防災に関する研修制度の設置が強く望ま

れていた。また、 1990年からのlO年1il]を「国際防災のLO年」とすることが同辿で決議された。これらの状況を

ふまえて、世界の中でも飛も進んだ我が国の「火山学及ぴ火山砂防工学」に関する技術を発展途上国に移転す

ることとなり、 1990年に「火山学 ・火山砂防工学」として開設された。さらに、発展途上国のニーズ、日本側

の実施体制を再検討した結呆、平成12年度以降は、火山砂防工学を砂防工学に拡大し、 「火山学 ・砂防工学」と

して、国際協力1i業団東京国際センター研修第2諜、国土交通省砂防部砂防計画課が実施機関となり本コースを

継統することとなった。

本文はその研修参加者であるJessieC.FELIZARDO氏（フィ リピン公共事業道路省治水砂防技術センター） が

研修後に寄せた投稿である。

Jessie C.FELIZARDO氏（向かって前列一番左）
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Growth in Disaster 

Jessie C. Felizardo 

Way back in the Philippines, a brochure on Sabo Works in Japan with pictures of houses on hazardous areas caught my 

attention. "Why would these people risk their Ji ives in such dangerous spots?" I was perplexed for a progressive 

industrialized Japan would tolerate the people to thrive in such places, consid considering countless incidence have occurred since 

their time immemorial. 

Later, I learned from Volcanology and Sabo Engineering Course, Japan is a calamity country lying in three tectonic 

plates; Philippine plate, Pacific plate, and Euro-Russian plate, Pacific plate, and Euro-Russian plate, and with 88 active 

volcanoes spread throughout the land. Volcani olcanic eruptions, earthquake, landslides, debris flows, typhoons, tsunamis, you 

name it and they have it. Indeed the whole archipelago is a hazardous area. 

But what makes these conspicuous people survive and flourish amidst the troubled and unstable environment. While in 

Tsukuba City, I had a short conversation with Hiroaki Nakaya San, a researcher from Research Center for Disaster 

Management, National Institute for Land and Infrastructure Management. I could not forget the gist of out verbal 

intercourse, which goes, "These calamities have given us a chance to grow. Compared to other countries in a complacent 

environment, we have far more developed our technology to compensate the losses, to anticipate and to counter any present 

or future disastrous events." 

Evidently, through these unquenchable and never give up spirits, Japan is now reaping the fruits of its labor and 

perseverance. In every aspect of technology, by and large, it excels in electronics, medicine, agri , agriculture, engineering and so 

on. A role model in its own right, Japan became a brother to other countries血 oughits g enerous assistance in terms of 

humanitarian, technology, financial and expertise. 

Personally, this trait of the Japanese people is worth assimilating in my own character. 

＊ジェス・ C.フェリザド フィリピン共和国公共事業道路省治水砂防技術センター

（平成13年度ncA火山学 ・砂防工学研修員）
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災害を越えての発展（要約）

フィリビンでのことであるが、日本の砂防事業のパンフレットに載っている，危険地域に建っている住宅の

写真は私の注意をひいた。

「なぜこの人達は危険をおかしてまで，そんな危い場所に住むのだろうか？」私は，日本が昔から数えきれ

ないほどの災害を受けて来たことを考えると，工業化が進んだ日本でそのような危険な場所で人々が日常の生

活を営まなければならないことに当惑したのである。

その後，私は火山および砂防工学コース研修で，日本は 3つのテクトニィクプレートすなわちフィリピンプ

レート ，太平洋プレート，そしてヨーロッパ ・ロシアプレー ト上に横たわっており， しかも国中に86の活火山

をもつ災害国であることを知った。火山噴火，地震，地すべり ，土石流，台風，津波等名前を挙げた災害を日

本は被っている。まさに全列島が災害危険区域なのである。

しかし，このような問題をかかえ，そして不安定な自然環榜の中にあって，人々の活発な生活 ・活動はどこ

から生まれているのであろうか。私は，つくば市に滞在していた時に国土技術政策総合研究所危機管理技術研

究センターの研究官としばし会話したことがあるが，その時の話の一節を私は忘れることができない。それは

こういう内容であった。

「多くの天変地異が日本人に成長する機会を与えてくれました。余り災害のおそれのない他の国に比べると，

災害という逆境にあっても前進して行けるように，技術を発展させてきました。これによって，現在及び予期

される将来の災害を乗り越えていかなくてはならないのです。」

このように日本は確固たる，そして不屈の精神を通じ，その努力と忍耐で得られた賜を手にしているのであ

る。日本は科学技術のあらゆる面，すなわち，厖子工学，医学，農学， 工学その他において勝れた力を持って

いると言って良いと思う。そして日本は，人道，科学技術，費金そして専門的知識に関する積極的な支援を通

じて，他の国々のよき隣人となっている。

日本の人々のこのような特質は個人的にも学ぶ価値があると思っている。
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TRAINING COURSE IN SABO ENGINEERING 
INDIVIDUAL STUDY IN JAPAN 

Dimas Orellana Palma 

Secretaria de Obras郎 blicas,Transporte y Viviendas (SOPTRA VI) 

Direcci6n General de Obras匹 blicas.Tegucigalpa, Honduras 

1111 駐匿閾置璽置匿＇

During my individual study on Sabo engineering, in the Sabo Technical Center, I studied very important topics, such as 

mechanism of the landslides, slopefailure and debrisflow, besides the design of Sabo dam. Also I learned something very 

interesting as to be the measurements to anticipate the disasters caused by such natural phenomena as the rain, earthquakes 

and volcanic eruptions, as well as also the topographic and geological conditions of the sites where the disasters happen. 

In my country the natural disasters happen specifically for the strong rains and the rough topography, and we have frequent 

floods, landslides, slopefailure. Japan is a country that has many active volcanoes and has suffered many disasters due to the 

volcanic eruptions, earthquakes and strong rains; you prop the topographic conditions they are very favorable in order that 

these they happen, 76% of his territory is mountainous and has many rivers. My country also is very mountainous, near 70% 

of our territory they are mountains and also we have many rivers. 

The Japanese have managed to reduce the magnitude and number of natural disasters due to the fact that his (its) technology 

on engineering this very developed Sabo and them they work permanently to control these disasters. For me was very 

impressive to know the principal Sabo darn in Japan, these they show the high degree of the technology in engineering Sabo 

in this country. Also another very interesting aspect for me was, to know the works to control the landslides in some such 

sites of Japan as Niigata and Nagano prefecture. These they are very expensive since they need of equipment and hand of 

special work besides are of high risk for the personnel that executes for example the works of drainage as to be the tunnels 

and drainage wells. 

I dealt very well the process of design and construction of these works during my study with the Sabo Technical Center of 

Japan, but really due to the low economic capacity of my country we might not realize this type of works. Nevertheless we 

have capacity to construct small Sabo darn, you act of channel works and reforestation in the basins of our rivers; for this 

reason these topics for my were of a lot of interest specially the design and construction of preys Sabo for which in my final 

report I include the design of a Sabo darn. 

In Honduras we take worry as the existence of three landslides in the area of our capital Tegucigalpa, which caused human 

losses and properties in October, 1998 for the step of the hurricane Mitch; but now the government of Japan realizes a 

master plan for the control of these disasters in Tegucigalpa's area. 

Finally I consider that the training course has been excellent and I hope that it is continued giving with the participation of 

Honduras and it develop to mitigate disasters in the field of the engineering Sabo. 

Also during my study I received information and valuable material of study as to be the book of text for the course and in 

Sabo Technical Center, I obtained the following bibliographical information: 

INTRODUCTION TO THE WORKS SABO by Dr. Hiroshi Ikeya 

SLOPE PROTECTION PROJECT IN JAPAN 

ACTIVATES VOLCANOES IN JAPAN 

GLOSSARY ON NATURAL DISASTER 

This information I consider that it will be of many usefulness in my country. 

Japan, September 2001. 
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平成13年麿砂防ソイルセメント活用技術セミナーの開催

近年の砂防工事の現場では、現地で発生する土砂を活用し、砂防堰堤や護岸など構造物を構築する工法が用

いられるようになってきております。

このような工法は、環境への配慮やコスト縮減等の観点から、大変有意義であると考えられ、今後ますます

積極的に活用されることが期待されます。

当センターにおきましては、かねてから現地発生土砂を用いた、砂防ソイルセメントが各砂防現場において、

より活発に用いられるよう検討を進めてまいりました。

この度、京都大学大学院農学研究科 水山高久教授監修による 「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」が

発刊される遥びとなりましたことから、別紙のとおりセミナーを開催することと致しました。

つきましては、同セミナーに積極的に御参加いただきたく、ご案内いたします。

セメント・混合水の添加

'↓ 

用
に

使
り
の

わ
砂か土'’’’

の
生

材

発

骨

地現

土砂材料

土砂材料の

強度改良に使用

断面の縮小が

可能

適切な配合を
採用することで

幅広い品質が確保

図-1.2 砂防ソイルセメントの概念図

（「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」：砂防ソイルセメント活用研究会編 より ）
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平成13年度砂防ソイルセメント活用技術セミナー
「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」講習会

開催のお知らせ

主催：財団法人砂防・地すべり技術センター

1. 日 時：平成14年2月20日（水）午後1時30分～午後4時35分

2.場 所：砂防会館別館シェーンバッハ・サボー

東京都千代田区平河町2-7-5 TEL : 03-3261-8386 

3. 定員： 500名

4. 参加費用： 2000円（当 B受付にお持ち下さい。）

※説明用テキストには「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」を用いますが、その代金は含

んでいません。事前に購入し、持参して下さい。（当日会場でも販売予定です。）

5. セミナー申込期限：平成14年1月31日（木）

ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。

6. セミナー申込方法

参加申込書に必要事項を記入し、「財団法人砂防・地すべり技術センター 砂防部」宛てにFAX、

郵送またはメールでお申し込み下さい。

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21山脇ビル 7F 

TEL : 03-5276-3272 

FAX : 03-5276-3392 

E-Mail : sabo-soil@stc.or.jp 

時間 内容（予定）

13:30-13:35 開会挨拶 （財）砂防・地すべり技術センター 理事長友松靖夫

13:35~13:40 来賓挨拶国土交通省 砂防部長岡本正男

13:40-14:10 砂防ソイルセメントを活用した技術の展望

京都大学大学院農学研究科教授・農学博士 水山高久

14:10-14:50 「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」について

（財）砂防・地すべり技術センター 砂防部長松井宗広

14:50-15:00 （休憩）

15:00-15:30 ガイドライン活用にあたって

北陸地方整備局立山砂防工事事務所長渡部文人

15:30-16:30 施工事例紹介(2件）

湯沢砂防工事管内事例(INSEM)、大隅工事管内事例(ISM)

16:30-16:35 閉会挨拶 （財）砂防・地すべり技術センター 専務理事池谷浩

「砂防ソイルセメント活用技術セミナー」参加申込書
（フリガナ）

所属（勤務先・会社名）
申込代表者

住所口勤務先 口自宅

丁

TEL FAX 参加者合計人数
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書名 編薯者 発行年月日 備考

鋼製砂防構造物設計便党 鋼製砂防構造物委員会編 2001 ・ 2月

鋼製砂防構造物設骰事例集 鋼製砂防構造物委貝会編 1991 ・ 5月 白黒コピー版

土砂災害の実態 土砂災害年報網集委貝会編 1982～毎年 '84/'86/'87 /'88 

'94/'95 

'96~'00 

英和 ・和英砂防関係用語集 砂防関係用語編集委員会編 2002 ・ 1月

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

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 送付料のみ

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 送付料のみ

平成12年度技術研究成果報告会予和集 2000・ II月 送付料のみ

平成13年度技術研究成果報告会予稲集 2001 ・ II月 送付料のみ

土石流対策のための土注i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。

/
 ‘ 
〇編集後記

新年おめでとうございます。本年も「SABO」
をご愛読頂きありがとうございます。

年頭の理事長のごあいさつに“人生万事塞翁

が馬”のお話が出てきました。

調子が良いときには自ら気を引き締め、調子

が悪いときには自ら良い方に向けるという内容

だと私は受け取りました。何事についても、常

にそのときの状態に押れきってしまわないよう

にしたいものです。

今後ともSABOをさらに充実したものにする

ため、皆様方のご意見をお聞かせくだされば幸

いです。本年もよろしくお願いいたします。

ヽ ィ
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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出口）徒歩l分
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