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易＠似輝を迎ゑて

財団法人砂防 ・地すべり技術センターは、 1975年

に設立されましたので、本年で28年目を迎えます。

新宿区砂土原町生泉市ヶ谷ピルの一室で、数名のス

タッフによるスタートでした。20年を経過した時点

で、現在の市ヶ谷駅前の山脇ピルに移転いたしまし

た。現在の職員数は66名になっています。

今や砂防のシンクタンクとして各方面の信頼をい

ただいておりますが、さらなる向上にむけて、役戦

貝ー同努力いたします。引き続き皆様方のご指漑、

ご支援をお願い申しあげます。

新しい年を迎えて今年は、池谷専務理事をはじめ

幹部職只からのメッセージもお伝えすることにいた

しました。
えと ひつじ

今年の干支は羊です。中国に「羊頭狗肉」という

言葉があります。羊の頭を看板にして、いかにもう

まい羊の肉を売るようにみせかけて、安い犬の肉を

売ることから、見せかけばかり立派で中身がそれに

ともなわないことにもたとえられています。

近年、日本の食品業界において、狂牛病に端を発

した牛肉の偽装表示などは、まさに文字通りの羊頭

狗肉であります。他の食品においても色々と偽装表

示が指摘され、世間の監視の目はきわめて厳しいも

のになってきていますし、私達消費者にとって大変

ありがたいことです。 しかし、このような羊頭狗肉

的な作為はひとり食品業界のみのことではないでし

ょう 。一般的な会社経営や経済活動の中にも「羊頭

狗肉」が蕊延しているように思えてなりません。

アメリカのエンロン社に代表される不正経理など

は、見せかけばかりが立派で中身のともなわない会

社ぐるみの「羊頭狗肉」ではなかったのでしょうか。

日本においても例えぱ原子力発電におけるさまざま

な問題を、表面的にとりつくろうことなども、広い

意味での「羊頭狗肉」ではないでしょうか。こんな

のは氷山の一角で色んな所で、きわめて日常茶飯事

的に行われたり、「会社のため」という一言で苦悩

＊（財）砂防 ・地すべり技術センター理事長

友松靖夫＊

している人達が沢山いるのではないかと心配です。

ひるがえって私達が担当しているコンサルタン ト

業務においても、表紙ばかりが立派でも中身がとも

なわなければ、「羊頭狗肉」の批判をまぬがれるこ

とはできません。内容の充実をはからねばなりませ

ん。これからは人々の需要は物よりも知恵に向かう

と言われています。物を売る時代から知恵を売る時

代に入ってきました。紙という同じ素材の上に、ど

のような内容を盛り込むか、どのような知恵を出し

て相手のニーズに応えていくかが焦点となるでしょ

つ。

そのためには一人ひとりが自分の知恵のさらなる

集積をはからねばなりません。

仏教の世界では知恵には三種類あると言われてい
モンエ

ます。即ち聞恵、思恵、修恵です。聞恵とは耳から

聞いた知恵です。聞きかじりの知恵であり本当の知

恵とは言えません。思恵とは耳から開いたり、目か

ら入った知恵をもう一度思いなおし、考えなおした

知恵です。自分の思索の中から新しい知恵に結びつ

けられるか努力することも必要なことです。修恵と

は、自ら行うことによって得た知恵です。技術者に

とっては最も必要なことに思います。

宮本武蔵は「五輪柑」で剣の奥義をきわめるには、

相手の体の動きを見る「見の目」だけでは駄目で、

相手の心の動きまでをも読み取る「観の目」 •が必要

だと書いています。思恵、修恵にあたっては、何事

もこの「観の目」で見すえていきたいものです。

いずれにしてし砂防 ・地すべり技術センターは、

「羊頭狗院」のそしりを受けることのないように、

一人ひとりが研鑽をつむとともに、組織としても、

人材の育成と技術力の向上に努めていきたいと思っ

ています。
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砂防技術研究所の2003年
砂防技術研究所長 池谷 浩

砂防技術研究所では、自主研究に関する調査 ・研究を担当しています。特に、近年は土砂の動態や新規施策の

具体化など砂防事業実施のために必要となる手法や新工法の研究 ・朋発を実施しています。そして手法等が確立

した場合には、それらを解説した手引書を作り 、コンサルタント業界等民間の皆さんに技術移転することとして

おります。

以下に現在取組んでいるいくつかのテーマについて紹介します。

まず最初は土砂の動態把握手法に関する研究を紹介しましょう。流域における土砂の動態の把握は古くからの

テーマですが現実にはいろいろ難かしい面があって確実な手法が確立されていません。そこで最も基本的な掃流

砂景と浮遊砂巌を実際の出水時に測定する手法を現地で実施しています。これらの研究からの賽料は、その河川

のもつ性質特に中小出水時の土砂動態の実態を示すこととなり、防災や現境に有益な情報となることでしょう 。

流砂系の概念からすると主営力の異なる土石流と掃流砂を連続的に取り扱かう必要があります。これまでは難

かしい問題として取扱かわれてきましたが、これらの問題を解決しまた梢造物による土砂の流れへの影響も含め

て連続的な土砂の流れを再現できるような新たな数値シミュレーション手法 (New-SASS)を1開発しました。

これにより活火山地域で強く要望されているハザードマップのリアルタイムシミュレーションも可能となります。

土砂災害に対して安全を確保しつつ環境にもやさしい工法として砂防山腹エが施工されてきました。このエ法

について従来の士砂流出防止に加え、植生遷移をサポートして地域の森を作るという視点でとらえた新たな評価

手法を研究しています。

この他、地震動による崩壊メカニズムの研究やGIS手法を用いた崩壊土砂罷の自動計測手法など多くの手法を

含め新砂防計画を策定するための流域梢報システムの研究もおこ なっています。

このように技術研究所では官と民をつなぐための手法開発を目指して今年も努力していきたいと考えていま

す。

財団の公益事業を担う企画部
企画部長反町雄二

企画部は、国土交通省 ・都道府県等と大学 ・民間コンサルタント等の間にあって、窓口あるいは接点の役割を

担っています。主な業務について、ご紹介します。

・ 当センターの公益事業として実施している、大学や研究機l渕に所属される方々に砂防に関する研究費の助成

をする研究開発助成事業は、公募により研究課題と計画等を求め、外部の委員のみで構成される審査委員会で研

究対象課題を決定しています。平成14年度は7件の研究課題について助成したところです。この事業の成果につ

いては研究成果報告会を開催し、研究内容について大学 ・国土交通省 ・都道府県 ・民間コンサルタント等で砂防

に興味をお持ちの皆様に公開しているところです。

• 砂防事業に係る建設技術審査証明事業は、関係13団体とともに協議会を設置し、各団体と調整 ・連携 ・協議

の上実施をしています。 年間数件の審査依頼があり、審査証明委員会（関係技術に I~する学識経験者等で構成）

の審議を経て、理事長の認定をしています。従前は当該技術を所管する大臣が認定していたものであり、技術的

にみて評価が高い事業です。

平成］5年3月、京都市などで開催される第3回世界水フォーラムでは、従前のフ ォーラムでは話題になってい
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なかった「土砂災害」について、セッションを設け開催することが決定しています。

国土交通省砂防部長を委員長とし、（社）砂防学会など3つの学会長や学識経験者等で構成される土砂委員会が

設骰され、土砂セッションの議論がなされています。当センターは事務局として、既に4回の土砂委員会と6つの

地域会議 （開催地は、ネパール ・パナマ ・韓国 ・インドネシア ・カナダ ・スイス、参加国は日本を除いて28ヶ国）

の開催の実務を担当してきました。 3月18日の本会議の開催に向け最後の準備をしている段階で、読者各位のご

参加を心からお待ち申しあげています。

• 平成14年早々に和英英和「砂防関係用語集」を発行しました。また、最新の技術情報誌として機関誌

「SABO」を作成し、配付しています。

今後とも、これら公益事業を積極的に展開することにより 、砂防技術の向上と民間等への技術移転に努力して

いく所存です。

砂防部の2003年
砂防部長松村和樹

砂防部では、火山地域以外におけるハード ・ソフト対策の調査 ・解析 ・計画立案に携わっています。最近の傾

向として、警戒避難やそれに関わる佗報収集 ・送信 ・解析 ・データの蓄積、さらに住民等関係機関への伝達に関

わるソフト系の調査 ・検討が多くなる傾向にあります。一方、ハード対策の調査 ・検討も従前と変わらず多く手

がけています。以下に砂防部が取り組んでいるテーマについて紹介します。

まずハード対策の代表としては、ここ3年間ほど継続的に検討している新砂防基本計画が上げられます。これ

までの砂防基本計画は、土砂災害に関わる土砂の移動現象が一洪水時に生じるとして、そのときに生産される土

砂凪を無害とするための対応を行ってきましたが、この計画に新しい概念、すなわち弧以外に時間（短期、中期、

長期）、質 （粒径）を加え、 土砂移動現象を時間 ・空間的にとらえた新たな砂防計画の策定を行っています。さ

らに、流域を一つの流砂系としてとらえ、水源地から河口までの土砂移動を管理（流域総合土砂管理）するテー

マにも携わっています。また、流域総合土砂管理の観点から要求される砂防堰堤群のスリット化、コスト縮減 ・

ゼロエミッションのための砂防‘ノイルセメン ト、新たな山腹工などの調査 ・解析 ・評価を行っています。

ソフト対策としては、流域に設置されている各種観測機器やその伝達手段 ・情報の総合化 （流域情報総合シス

テム）の検討、土砂災害情報に関する気象庁との連携のあり方、住民と防災機関のインタラクティプをはかる土

砂災害情報相互通報システム構築などのソフト対策の調査 ・検討、さらに、短期降雨予測手法を取り入れた警

戒 ・避難基準システム （土砂ソフト）の研究を行っています。

この他、鋼製砂防構造物に関しては、新型鋼製砂防構造物の開発を行うとともに、公益事業の一環として鋼製

砂防構造物技術検討サービスを実施しています。また、「鋼製砂防構造物設計便翌」を編集及び発刊し、技術の

普及 ・向上に努めています。また、砂防事業の費用便益等による効果評価手法についても研究を進めています。

これらの調査 ・研究成果は、砂防関係の建設コンサルタントに役立つように、それぞれの「手引き書」として

まとめます。
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斜面土砂災害対策の技術的課題と検討方策
斜面保全部長吉松弘行

斜面土砂災害は地すべりとがけ崩れ災害に大きく分類されます。地すべりは運動の規模が大きく被害面和が数

百haにも及ぶ大規模の災害が発生し、がけ崩れは運動規模が小さいものの移動速度が速いため痛ましい人的被害

をもたらします。斜面保全部では主として次に示す斜面土砂災害の防止の各種調査・計画の業務を担当していま

す。

〇地すべり防止施設の基本設計に関する調査、研究

〇地すべりの災害危険範囲の調査、研究

〇地すべりの若戒避難体制の調査、研究

これら業務の中で、特に大規模な地すべりの発生原因は、 一般的に言われているすべり面となる地下深部の脆

弱な地質の素因特性と豪雨などを起因とする地下水の変動によるものであってもそのメカニズムが複雑であり、

災害による危険範囲はもちろんのこと、地すべり防止対策もきわめて難しいものがあります。そこで当センター

では技術的に困難な大規模地すべりのメカニズムを調査、研究しそれをもとにハザードマップの作成、警戒避難

体制の設定、及びハー ド面の防止対策の考え方などの検討を実施しています。また、これらの対策工の効呆判定

はその地域の地形、地質、地下水状況や運動特性など幅広く考察する必要があります。立体排水施設の地すべり

抑制効果を把握するためには、地下水の移流特性を踏まえた新たな三次元解析があり 、これらの解析手法を適用

し各地すべり地の基本設計の検討や概成判定の検討を進めております。

地すべりやがけ崩れの発生域は、過去の山体開析の一環として地域の地質 ・地形及び気象条件の自然特性と地

域固有の文化を育んで来ております。このような地域での地すべりの危険度判定やそれに呼応した危機管理体制

の検討には、地すべりの階層性を考慮した新たな地すべり変動地形の解析を行う必要があります。そしてGISを

利用することにより、地すべり監視手法や災害危険範囲の高度情報化を図 り、災害対応の効率化を目指すことと

しております。また、がけ崩れに対してもハー ド面、ソフト面の対応が求められており、地域を考慮した技術的

に適正な対応方策を検討しております。

斜面土砂災害を担当する斜面保全部としては今後とも技術的課題を一つずつ解決して技術移転をしていきたい

と思っております。

火山砂防について

総合防災部長松井宗広

総合防災部では、火山砂防分野におけるハード及びソフトを含む総合的な火山砂防対策に関する調査・研究を

担当しています。それらの主なものは次のとおりです。

〇火山哨火直後の緊急対策及び恒久対策としての火山砂防計画に関する調査・研究

〇主要な活火山についてのハザードマップの作成、見直しに関する調査・研究

〇降雨•土石流 ・ 火砕流等を観測するための監視・観測計画に関する調査・研究

〇各種の火山災害の想定シナリオに基づく防災訓練計画に関する調査・研究

火山活動によってもたらされる生産土砂は哄火の規模、形態、時期、生産土砂の夜、地形条件、降雨等によっ

て異なるため、火山砂防計画の策定には高度な技術力が必要となります。当センターは、これまで多くの火山に

おける調査・研究実紹を有しており、現在、「窮士山ハザードマップ検討委員会」の事務局を担当しております。
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内閣府、国土交通省から委託された日本を象徴する山である証士山のハザードマップについての調査・研究は、

我が国にとっては勿論、世界の火山砂防にとっても有益な調査・研究となるものと考えられます。

この他、最近では明火活動により甚大な被害がもたらされた有珠山、三宅島の火山砂防計画、ハザードマップ

の作成等に関する調査・研究や噴火活動の兆候が顕著であった岩手山を対象として実施したような火山唄火の想

定シナ リオに応じた新たな危機管理対応のあり方に関する手法を開発しています。また、店度な技術力を必要と

する火山砂防計画策定等について、一般化、効率化に資するためのマニュアル等の策定に向けて検討を行ってい

ます。

国土交通省の施策に関連して、平成14年度の新規施策として火山砂防調査が本格的に実施されることに伴い、

特に火山活動の初期段階において迅速かつ効率よく監視 ・観測して、より実効的な火山砂防対策が実施できるよ

うなシステムの構築に向けて調査・研究を行っています。

さらに、新しい取組みとして平成15年における活火山の定義の見直しにともない、約110に増える日本の各火

山、さらには世界の主要火山の噴火実績、被害実紹、災害対策の実態等についてGIS等の活用によりシステム化

を固り 、火山砂防対策の迅速化、効率化を目指した調査・研究は、被害の防止 ・軽減を図るうえでも公益性の観

点からも重要であると考えられます。

今後とも、上記のような火山砂防対策に関する調査 ・研究を積極的に行っていきます。
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第 3回世界水フォーラム カナダ会議に参加して

石川芳治＊

2002年9月23日～9月26日にカナダのプリティッシ

ュコロンビア (B.C.）州バンクーバー市で開催され

た第 3回世界水フォ ーラムカナダ地域会談に参加

し、研究発表を行うとともに、現地見学に参加した

ので、その概要を報告いたします。

1.会議

会識は9月26日（木）にバンク ーバー市にあるプ

リティッシュコロンピア大学で行われま した。まず

初めに日本側の参加者から、最近の日本の土石流対

策および研究に関連して次の3課題について発表が

行われました。①大久保 駿 （土砂委員会委員かつ

（社）砂防学会会長） ；Measures against debris flows 

in Japan、②石川 芳治 （京都府立大学）

Mechanism of movements of debris flows、③菊井稔

宏 （（財）砂防 ・地すべり技術センター） ；Non-

structural measures to debris flowso 

次にカナダ側からはカナダにおける最近およびこ

れからの土石流対策並びに土石流研究に関連して次

の3課題の発表が行われました。①BruceThomson 

(Ministi・y of Water, Air, and Land Protection, Surrey, 

B.C.) ; Sediment production during forestry activities、

②D.F.VanDine (VanDine Geological Engineering 

Limited, Victoria, B.C.) ; History aud goals of 

Canadian debris flow research、③NigelThomson 

(EBA Engineering Consultants Ltd, Vancouver, 

B.C.) ; Debris flow countermeasures near Mount 

Cook, New Zealand。

発表の後に討議に移り、カナダ側からは日本で現

在進められている土砂災害防止法に関連して土石流
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災害の特別警戒区域と警戒区域の設定手法について

詳しい説明を求められた。また、カナダ側からはバ

ンクーバ市周辺では1980年代初めに年間降雨祉が多

くなり、 1981.~ 1985年に土石流災害が多く発生した

がこれはエルニーニョ現象と関連があるのではない

かと考えられている旨のコメントがあった。さらに

カナダ側の出席者からカナダにおける林道使用停止

後の林道排水路の撤去および維持管理の不足が斜面

崩壊の発生を助長しているのではないかとの指摘が

あった。日本側からはカナダにおける土石流災害対

策の担当部局についての質問がなされた。この質問

に対するカナダ側の説明では、国家レベルではカナ

ダ地質調査所が土石流災害の調査および防災の啓蒙

を行っていること、州レベルではB.C．州の場合、主

として運輸省、水 ・土地 ・大気保護省、鉱業省が災

害対策を担当していること、また各市町村および民

間の開発業者も対策を行っていることが説明され

た。また、日本側から危険区域内の住宅移転につい

て質問があったが、カナダ (B.C．州）では特殊な場

合を除いては行政としては危険区域内の住宅移転事

業は行っていないとの回答があった。

最後に日本側代表の大久保駿土砂委員会委員とカ

ナダ側の代表D.F.VanDine氏により今後の土砂災害

情報のネットワークづくりの促進などに関する決議

害への署名がなされた。

2.現地見学

現地見学は9月23日（月）にバンクーバー市の北

部のNorthVancouverおよびHighway99沿いの地域、

9月24日 （火）にはさらに北の Whistlerから

Squamishにかけての地域、 9月25日（水）にはパン

クーバー市の西方のFraserValley地域とHope地すべ

りにおいて行われました（図4)。

2.1 North VancouverおよびHighway99沿い

の地域

Highway 99はバンク ーバー市北部およびHowe

Sound（ハウ入江）の海岸沿いを通り 、Squamish,

Whistlerを通って、北東部のCacheCreekに至る約

300kmの幹線道路である。バンクーバー市の北部お

よびその北のHoweSoundでは海岸沿いの急勾配の

土石流扇状地上をこのHighway99と鉄道が通過して

おり、さらに扇状地上は最近になり住宅地となって

いる。この地域は造山運動により形成されたため斜斗

面の勾配は急で地形は複雑であり、地質も花商岩、

写真1 Upper Mackey Creekの土石流捕捉施設（遊砂地＋透
過部（銅製））。透過部の高さは12m、袖部の堤防の高さ
は2-l2m。Highway99沿いではこのタイプの施設が
多い。次のCharlesCreekのものに比べて新しいため、
構造も簡略化されている。

石英閃緑岩、火成岩、堆租岩、氷河堆積物が複雑に

分布している。

(!)Upper Mackey Creek 

最初に訪ねた、 MackeyCreek（カナダでは渓流は

Creekと呼んでいる）上流部はバンクーバー市の市

街地から約12kmに位置し、さらに南向きで高台の

ためバンクーバー市街地を一望できるため住宅地と

し人気があり、比較的高級な住宅地となっている。

Upper Mackey Creekは流域面積約1.0km?、流路長約

0.8kmの渓流で1995年に土石流が発生して家屋数戸

に被害が発生している。このため、北バンクーバー

市が土石流対策施設（捕捉施設；遊砂地エ十透過部

（鋼製）） （写真-l)を1997年に建設 した。その翌年

の1998年に小規模の土石流が発生したがこの対策施

設により土石流が捕捉されたために被害は発生しな

かった。この施設の計画捕捉土砂最は 13,000nゃで、

建設費は1997年時点で約2百万カナダドル（約1億6

千万円）である。この捕捉施設はオーストリーの土

石流対策施設を参考として設計されたもので、高さ

12mの鉄筋コンクリート製の本体部 （ただし、水通

しと透過部はH形銅製）と遊砂地をつくるための高

さ8から12mのロックフィルの袖部（堤防部）から

なる。袖部をロックフィルにしたのはコンクリート

を少なくして経費を節減するためと景観および環境

に配盛したためである。次に述べるCharlesCreekに

比べると新しいため、 CharlesCreekの土石流捕捉工

よりも構造が簡略化されている。本体部の設計に際

しては直径Jmの巨礫が速度3m/sで衝突した場合の
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写真2 Charles Creekの土石流捕捉施設（遊砂地＋透過部

(RC製））。透過部の高さは15mである。初期の設計であ
るため、かなり安全側に作られていると説明された。袖
部上流側はコンクリートでライニングされている。

衝撃力として静水圧の約3倍の力を考慮している。

なお、施設下流部の通水断面は200年確率降雨の洪

水を想定しているとのことであった。

(2)charles Creek 

Howe Soundに面した渓流であるCharlesCreek（流

域面梢1.8km'、流路長2.6km、地質は石英閃緑岩）

はこれまでたびたび土石流が発生し、 Highway99, 

鉄道、および周辺の人家が被害を受けてきた。 1981

年の土石流では 1名の死者が発生した。このため

1985年には土石流捕捉施設（遊砂地工＋透過部

(RC製））（写真-2)が建設された。施設の計画捕捉

土砂泣は33,000面であり、建設費は1985年当時で約

3.5百万カナダドル （約2億8千万円）であり、現在

では約その倍の金額になると推定される。この対策

施設はHighway99を守るために、B.C．州の運輸省が

建設した。この土石流対策施設の基本的な構造は

Upper Mackey Creekの捕捉施設と同様であるが

Charles Creekの施設はHighway99沿いでは最初の本

格的な土石流対策施設であるため、十分過ぎる位の

安全対策が施されたと説明された。その一つが、袖

部（盛土部）の上流側表面はコンクリートでライニ

ングされていることであり 、さらに袖部の上流側は

不透水性の材料により盛土されており、袖部内への

水の浸透を防止している。また本体部の透過部は直

径2mの巨裸が速度7m/sで衝突しても耐えられるよ

うな強度を持つ鉄筋コンクリート (RC)の梁を用

いて作られている。

(3)Newman Creek 

Newman CreekはCharlesCreekの北に隣接する渓流

ー・
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写真3 Newman Creekの導流エ（流路工）。扇状地左岸側にあ
った流路を右岸側に新たに付け替えてコンクリートライ
ニングを施した。新しい流路沿いには人家がない。

Harvey Creekの土石流捕捉施設（遊砂地＋透過部 (RC
製））の下流側。透過部の高さは15mである。Charles
Creekと同様の設計となっている。

（流域面積l.8km2、流路長2.4km)である。この渓流

も1980年代の始めに土石流によりたびたびHighway

99、鉄道、人家に被害が発生している。 Newman

Creekの渓床勾配は下流の扇状地部でも約20％と極

めて急なために、遊砂地を建設するのは効率的では

ないと判断され、速流エ（流路工） （写真-3)によ

り土石流を速やかに海 (HoweSound)へ流下させ

る対策が採られた。このため、元の流路とは別に新

しく流路を開削して、 375m'/sの土石流流最を安全

に流すことができる長さ約250mの導流工をB.C．州

の運輸省が1986年に建設した。

(4)Harvey Creek 

Harvey CreekはNewmanCreekの北に隣接する渓

流（流域面栢7.0km'、流路長5.25km)である。この

渓流でも土石流がたびたび発生しHighway99、鉄道、

人家に対して被害を与えてきている。この渓流では
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写頁•5 Alberta Creekの導流エ（流路工）。流路はコンクリート
ライニングが施されている。流路沿いには人家があるた
め醤戒避難システムが整備されている。

扇頂部にあたる谷の出口にCharlesCreekの施設と同

様の土石流捕捉施設（遊砂地エ＋透過部 (RC製））

（写真-4)がB.C．州の運輸省により l985年に建設さ

れた。施設の計画捕捉土砂証は77,500n廿であり、建

設費は1985年当時で約4.4百万カナダドル（約3憶5

千万円）であり、現在では約その倍の金額になると

推定される。特徴的なのは、左岸袖部に除石用の車

両を通すために トンネル（出入口）が設けられてい

ることである。

(5)Alberta Creek 

Alberta CreekはHarveyCreekの北に隣接する渓流

（流域面積1.2km'、流路長2.6km、地質は火成岩）で

ある。この渓流でも 1980年代の始めに土石流により

たびたびHighway99、鉄道、人家に対して被害が発

生している。 AlbertaCreekの渓床勾配は下流の扇状

地部でも約30%と極めて急なために、 Newman

Creekと同様に郡流エ （流路）（写具-5) により土石

流を速やかに海 (HoweSound)へ流下させる対策

が採られた。このため、流路を広く開削して、

350m'/sの土石流流址を安全に流すことができる長

さ約800m、幅約13m、深さ約5.6mのコンクリ ート

で3面を囲まれた導流工をB.C．州の運輸省が1988年

に建設した。建設費は1988年当時で約8.6百万カナ

ダドル（約6億9千万円）であり、現在では約その

I.8倍の金額になると推定される。

(6)Ma印,esiaCreek 

Magnesia CreekはAlbertaCreekの北に隣接する渓

流（流域面積4.7km'、流路長4.7km)である。この

渓流でも土石流がたびたぴ発生しHighway99、鉄道、

人家に対して被害を与えてきている。この渓流では

写真•6 Magnesia Creekの土石流捕捉施設（遊砂地＋透過部
(RC製））。透過部の高さは15mである。岩盤を掘削して
遊砂地が作られた。透過部のRC梁は岩盤に接続している。

谷の扇頂部にあたる谷の出口に土石流捕捉施設（遊

砂地エ＋透過部 (RC製）） （写真-6)がCharles

Creek, Harvey Creekの施設と同時期の1985年に建設

された。施設の構造もChai-JesCreek, Hai・vey Creekの

施設とほぽ同様であるが、 MagnesiaCreekの場合に

は建設地が岩盤であったために、袖部を盛土するの

ではなくて渓床の岩盤を掘削して堀込み式の遊砂地

（遊砂池）を建設した。このため、透過部は岩盤に

直接接続されている。施設の計画捕捉土砂紐は

51,500m'であり 、建設費は1985年当時で約3.1百万

カナダドル（約21窯5千万円）であり、現在では約そ

の倍の金額になると推定される。

(?)Britannia CreekおよびMCreek 

Britannia Creekでは1921年10月28日の豪雨時に、

上流の銅鉱山専用の鉄道の渓流横断部盛土のカルバ

ート (2.4mX2.4m)が流木等で閉塞されて盛土の

上流部に湛水 (53,000mりが生じた後に決壊 し、こ

れにより発生した洪水が下流の鉱山町を襲い、 37名

の死者が発生し、約60棟の人家が破壊された。

60年後の1981年10月28日の栞雨により 、Magnesia

Creekの北に隣接するM Creek（流域面和3.8km'、流

路長3.5km、地質は花巌閃緑岩）では土石流が発生

して1:-Iighway99の橋梁が流出 し、その後で通りかか

った自動車5台が谷に転落 して乗貝9名が死亡 した。

その後、土石流対策として、クリアランスの大きな

橋梁（計画洪水位から棉梁桁下までの高さが13m)

が圧ghway99に架けられている。

2.2 SquamishからWhistle「(Highway99) 

(l)Rubble CreekおよびTheBarrier 

Squamishの北方約30kmにあるRubbleCreekの上流

SABO vol. 74 Feb.2003 

，
 



1111 

写lll-7 高さ約500mの急崖であるTheBarrier。溶岩からなり
これまでに幾度か大崩壊を起こしている。崩壊した土砂
は下流のRubbleCreek（写真手前）を流下して本川と
の合流点付近に扇状地を形成している。

・る、`

写真8 Whistler Creekの下流流路部から上流部を望む。流域は
スキーのリゾート地として有名である。巨石を用いて環
境・景観との調和をはかっている。

に大規模崩壊地のTheBarrier（写真-7)がある。

The Barrierは氷河期の約 1万年前に、 Mt.Price 

(2049m)の噴火により流下した溶岩が氷河に阻ま

れて停止し固結したもので、その後氷河が融けたた

めに高さ約500111の巨大な溶岩の急斜而（急崖）と

なって残ったものである。その後、風化等によりこ

の急斜面は脆弱化して、大規模な崩壊が幾度か発生

している。最近では1855から1856年にかけての冬期

に約2千5百万m3に上る大規模な崩壊が発生し、崩

壊により生じた土砂はRubbleCreek（写真-7)を約

6.5km流下 してCheakamus川合流点付近まで達して

停止 ・堆積した。崩壊の引き金になったのは地鋸あ

るいは地下水の流れの閉塞によるものと言われてい

る。現在もTheBruTierは急な斜面のまま残っている

ことから、将来同じような大規模な崩壊が発生する

ことが懸念されており 、RubbleCreek下流の扇状地

10 SABO vol. 74 Feb.2003 
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写巽9 Whistler Creekに設置された土石流捕捉施設 (debris
barrier)（上流のもの）。透過部は銅製で、高さは
12.5mである。

(Garibaldi地区）は危険区域として、住宅等の建設

が禁止 されている。

(2)Whistler Creek 

Whistler Creekはスキーリゾート地として有名な

Whistler地区の南部に位置しており 、流域面租は約

8k面 である。下流扇状地にはリゾート施設が建設

されており、流路に沿ってスキーゲレンデおよびリ

フトが設四されている。上流の標高は約2190mであ

り、渓流の平均勾配は約1/3.2(18゚ ）と急である

ため、WhistlerCreekでは土石流が発生し易い状況

にある。最近になって、 WhistlreCreekの下流扇状

地部における再開発が計画され、新たに宿泊施設が

建設されることとなったため、州の開発許可条件と

して民間の開発会社が土石流および洪水に対する対

策を実施した。

土石流および洪水対策計画ではWhistlerCreekに

おける200年確率降雨による洪水流茄は35m3/sであ

り、土石流による流出土砂量は約25,000m北算定さ

れた。さらに、これらの中間的な現象として、土砂

浪度の低い鉄砲水（土砂流、deb1isflood)という現

象についても考慮しており、それによる土砂量とし

て1,000面を想定している。

対策施設はコンサルタント会社により次のように

計画 ・設計された。宿泊施設の建設予定地（扇状地）

の上流に土石流捕捉施設 (debrisbarrier)を2基建設

し、その下流の流路部約600mは洪水および少抵の

土砂が安全に流下可能なように通水断面を大きくす

る。流路部は浸食に耐えるように巨石を渓床 ・渓岸

部に稽み、部分的に巨礫の隙間をグラウトしている

（写真-8)。さらに橋梁については通水断面を大きく
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一写真 10 Fitzsimmons Creekの下流流路。1991年8月の災害

後に改修された。スキーリゾー ト地で有名なWhistler
の中心部を流れる渓流である。

する。 2基の土石流捕捉施設は鋼製の透過型砂防堰

堤（写真-9)であり、上流部のものは巨礫を捕捉す

るもので裔さが1,2.5m、捕捉土砂量は24,000面であ

り、下流のものは上流のものよりも粒径が小さい礫

を捕捉するためのもので捕捉土砂量は1,000面とし

て計画された。鋼製の格子部の設計にはビーク流量

400m3/sの土石流が6m/sで流下すると して、衝撃力

は直径2mの巨礫が速さ5mlsで衝突するものと して

設計された。これらの施設は1999年に建設され、 エ

事費は約5百万カナダドル（約4億円）であった。

(3)Fitzsimmons Creek 

Fitzsimmons Creek （写真ー10)はWhistlerCreekの

北約4kmに位置する渓流であり、流域面積は約

93km2、最上流部の標高は約2600mであり、下流の

扇状地はWhistlerスキーリゾート地 （標高約630m)

の中心地となっている。 Whistlerにおける年平均降

水屈は約1415mrnと比較的多く、流域の山腹斜面の

傾斜は急であり、渓床勾配も比較的急で、土石流が

発生し易い地 形 ・地質 ・気象条件にある。

Fitzsimmons Creekの下流部の渓床勾配は約1/20

(3゚ ）と比較的緩い。

Fitzsimmons Creekでは1991年8月29-30日に鉄砲水

(debris flood)による災害が発生した。この降雨菰

の生起確率は10~20年であり、それほど大きくはな

かったが、夏期としてはおそらく 100年に1回程度の

希な降雨であった。この豪雨により上流の山腹斜而

では浸食により多くのガリーが発生し、生産された

土砂は洪水に運ばれてFitzsimmonsCreekの扇状地ま

で流下した。移動した土砂は流域全体ではおよそ

100万而と推定されており、そのうちの約130,000m'

,.. 
写JI-1 1 Pattersen Creekの扇状地部における土石流の流下痕

跡。下流はトランスカナダハイウェイである。

が下流の扇状地まで流下して堆積したと推定されて

いる。このため下流の扇状地部では渓床が上昇して

洪水が各所で氾濫し、扇状地上の家屋、鉄道 ・道路

等の施設に大きな被害を与えた。災害後、流路の整

備が行われた。

2.3 F「aserValleyおよびHope

Fraser Riverはカナディアンロッキーに源を発して

北から南に流れ、さらに曲がって西に流れて太平洋

に流入する大河JIIであり、バンクーバーはこの

Fraser Riverの沖積平野の上に建設された。Fraser

Riverの下流部はバンクーバーの東部を流れており、

Fraser Valleyと呼ばれており 、カナダの東西交通の

要衝の地あり、国家的にも重要なトランスカナダハ

イウェイ 1号と鉄道が河沿いに通過している。

Fraser Valley周辺の山地は白亜紀から第三紀の花

尚岩や変成岩および火成岩からなっており、度重な

る隆起により断層や亀裂が発達しており地質の分布

は複雑である。 FraserValley周辺の地形 ・地質は氷

河の発達 ・衰退による影響を強く受けており 、さら

に海面の上昇 ・後退による影響も強く受けているた

め地形は複雑である。このような複雑な地形と地質

を反映してFraserValley沿いには大規模から小規模

な地すべりが数多く分布しており、さらにこれに人

為が加わって土砂災害が多数発生している。

(1)Pattersen Creek 

Pattersen CreekはFraserValleyの左岸（南）側斜面

に位置し、地質は新第三紀の花尚閃緑岩であり、流

域面積は6.1km'で、最上流部は標高約1,500mの急勾

配渓流である。この渓流では1983年7月に土石流が

発生し、約30,000m’の土砂が流下して下流の トラン

SABO vol. 74 Feb.2003 11 
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写真12Ted Creekの扇状地下流部。トランスカナダハイウェ

イを横切っているポックスカルパ＿卜の流木による閉塞

を防止するために鉄道のレールを用いた流木止めが設置

されている。

写真•13 Silverhope地区は落石の危険区域である。これまでに

も幾度か被害を受けている。

スカナダハイウェイや鉄道に被害を与えた （写真—

11)。この災害の後で、ハイウェイの上流約200mの

ところに貯砂祉約40,000m'の遊砂地が建設された。

この流域では1960~1970年代にかけて森林の伐採が

行われており、この際に作られた林道の盛土部の崩

壊が土石流の引き金になったと思われる箇所が少な

くとも3箇所認められたと報告されている。

(2)Ted Creek 

12 SABO vol. 74 Feb.2003 

foreign circumstances 

Ted CreekはPattersenCreekの東約Jkmにある渓流

である。流域の半分の地質は花尚岩であるが表層に

は氷河による堆積物（氷成堆積物）が分布している。

Ted Creekでは記録に残る限りではB.C．州の太平洋

岸地域としては最大の土石流が発生した。また、

Ted Creekはこの地域の土石流発生流域と同様に、

流域面積が小さく (2km'）、基盤岩の傾斜ほどには

急ではないが比較的急勾配な流域を持つという特徴

を有している。TedCreekは最上流部が標高1040mで

最下流が標高l0mである。上流の平均渓床勾配は約

25゚ と急であり、下流の扇状地の平均勾配は約10°

(18゚ から2゚ の範囲）である。

Ted Creek周辺の渓流では、 1983年7月12日の崇雨

により 18渓流で土石流が発生した。これらの渓流で

は上流の二次谷における崩壊により士石流が発生し

た。浸食された支川の渓流の延長は約4,400mであ

る。扇状地へ流下した土砂は約60,000面であり、 土

石流の流下痕跡からピーク流址は564m3/sと推定さ

れた。扇状地の末端付近では堆積した土砂の厚さは

約7mになり、これらの堆秋土砂はハイウェイと鉄

道のカルバート （幅7m、高さ3m)（写真-12)を埋

めて、ハイウェイと鉄道上にオーバーフローしたた

めにこれらの盛土の一部が洗掘されて通行が不能と

なった。1984年1月の奈雨により扇状地に堆積した

土砂のうちの約10,000nやが再移動した。1985-1986

年においてこれらの堆穂土砂は掘削されて他のハイ

ウェイの建設用の土砂として利用された。

(3)Silverhope 

Silverhope地区はFraserRiver沿いに走るトランス

カナダハイウェイに面した集落で落石の危険地域で

ある（写真43)。この地区に面している急勾配斜面

は集塊岩と閃緑岩からなり、高さは約l,OOOm、勾

配は約50゚ である。Silverhopeの集落内には過去に

落下して停止した巨大な岩塊が存在しており、落石

が集落内まで到達する可能性が高いことを示してい

る。既往の調査から落石の危険範囲としては、斜面

下部に堆積している崖錐の頂部から俯角27.5゚ で引

いた線の範囲と考えられている。

(4)Hope Creek 

Hope Creekは流域面積が約4km2で、標高が1400m

から200m、平均渓床勾配が1/2と急勾配な渓流であ

る。1989年11月10日の薮雨 （およそ25年確率の降雨）

により土石流が発生して下流の扇状地を流下した。

扇状地の下流部には石油パイプラインが埋設されて



写真l4 Hope Creekの扇状地下流とHighway3。1989年の
土石流堆積物が見える。

おり、パイプラインを埋めていた盛土部が土石流の

通過により洗掘された。さらに土石流は扇状地末端

を走るHighway3（写真-14)の路面上に堆積し、こ

のためHighway3は3日間通行止めとなった。流下し

た土砂の砿は約5,000m)であり、最大の礫径は約3m

であった。この災害の後で、石油パイプラインはさ

らに深い位置に埋められた。

(5)Hope Slide 

Hope Slide（写真-15)はB.C．州における代表的な

大規模斜面崩壊と言える。 HopeSlideは1965年］月9

日の朝、次のような経過で発生した。①朝4時頃の

最初の崩壊により流下した土砂が、斜面の下を走る

Highway 3に達して堆積したために数台の車が

Highway 3上に停止した。②朝7時頃発生した2回目

の崩壊により停止していた車の乗貝のうち4名が亡

くなった。

Hope SUdeはバンク ーバーから東へ約150km離れ

たHighway3に沿いにあり、カスケード山脈の南に

位囮する。崩壊した土砂は全体で4千8百万m'に達

し、崩土はHighway3を79mの厚さで埋めて4名の死

者を発生させ、さらに夏の別荘2棟を破壊した。

Hope SlideはNicolumCreek（北西側）とSumallo

River（南東側）の分水界に位置しているために、

崩土による川のせき止めは発生しておらず、従って

天然ダムは形成されなかった。

崩壊した斜面はJohnsonPeakの南側斜面であり、

崩壊上部の標高は1800m、崩壊下部の標高は］050m、

斜面下部の谷底の標高は約700mであり、崩壊部の

長さは約1.3km、最大幅は約l.3kmであり、斜面の

平均勾配は約34゚ と急である。地質はペルム紀から

L 写真15 Hope Slideは1965年1月9日に発生した。崩蝦土砂
露は約4千8百万叩である。

ジュラ紀のグリーンストーンで断層および危裂が発

達している。グリーンストーンの中には珪長石の層

が挟まれており両者の接触面の一部には断層粘土が

認められ、この面をすべり而として1回目の崩壊が

発生したと推定されている。2回目の崩壊規模は1回

目よりも大きく、崩土は対岸の山腹斜面に比高約

150mで乗り上げた。 HopeSlideは当初は地震による

ものと推定されていたが、後の調査で、観測された

震動は崩土が谷底に衝突した際に生じた旋動である

ことが分かり、地震により大崩壊が発生したのでは

ないと結論づけられた。この大崩壊の原因は未だ定

かではないが、長い間に山体の変位（サギング）が

徐々に進行して山体が不安定化し崩壊に至ったと推

定されている。

3.まとめ

カナダの西部に位置するB.C．州における土石流災

害と研究 ・対策の現状を調査し、今後の日本とカナ

ダの協力方針について討隈した。以下にその概要を

示す。

(1)カナダにおいては地形的な要因と人口分布などの

社会的な要因により主として西部のカナダディア

ンロッキー山脈周辺において土石流災害が発生し

ている。その中でも、人口密度が高いバンクーバ

―市周辺の住宅地やハイウエイで土石流による災

害が多発している。このため、今回の研究 ・調査

ではバンクーバー市の周辺において現地調査を行

った。

(2)カナダのB.C．州では1981年から1985年にかけて土

石流災害が多発した。これらの土石流災害を契機
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にカナダにおける土石流研究や対策が急速に進ん

だ。

(3)カナダにおける土石流対策は、州 （ハイウェイの

防災として）が行う場合と、市（住宅地の防災）

および民間開発業者 （リゾート地の開発）が行う

場合がある。州および市が行う場合は一般的に、

災害が発生した後の渓流で対策施設を設置する場

合が多 く災害復旧的な要素が多い。民間開発業者

が行う場合は予防的な場合が多い。対策は砂防ダ

ム、導流堤等の施設によるものが主である。ソフ

トな対策はあまり進んでいない。

(4)土石流に関する研究としては発生に関するものが

多く、ついで、対策施設に関するものが多い。発

生に関するものとしては、地形 ・ 地質 ・ 降雨 • 森

林伐採、林道等の要因に関するものが多い。特異

なものとしては、カナダでは氷河湖の決壊に伴う

土石流の発生がある。

(5)土石流災害は自然条件と社会条件により変化する

ものであり、これらが異なる日本とカナダについ

て比較して研究することは両者にとって大変有益

であると考えられる。今後とも、両者で情報交

換・交流を行っていくことで会議が締めくくられ

た。

14 SABO vol. 74 Feb.2003 
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ピナッポ火山砂防事業の現状について

赤松巧一＊

1.はじめに

去る7月22日から25日の日程で、フィリビン共和

国のケソン市において、ESCAP/WMO台風委員会主

催の「水災害の危険度評価と管理に関するワークシ

ョップ」開催された。台風委員会は、アジア太平洋

経済社会委員会 (ESCAP)と世界気象機関 (WMO)

とが合同で運営する機関であり 、日本をはじめ東ア

ジア ・東南アジアを中心とする14カ国が加盟してい

る。 (2002年3月現在）

このワークショップヘ出席した後、ピナッポ火山

を訪れる機会に恵まれたので、明火から10余年経っ

たビナツボ火山砂防事業の現状について報告しま

す。

2．フィリピン共和国の火山について

フィリビン共和回は7,109もの局からなる面積

299,404km'（日本の8割程の広さ）、人口7,650万人

の国である。（図1)

この国には200以上の火山があり、そのうち活動

中か、若し くは近い将来噴火の可能性がある火山が

約50あるといわれており、戦後だけでも7つの火山

が唄火している。その一つ、ピナッポ火山では1991

年6月に20世紀最大の哨火といわれる大唄火が起こ

り、フィリピン共和国火山地震研究所 (PH1VOLCS)

によれば約67億面の火山灰が生産されたと推定さ

れている。

堆積した火山灰は降雨の度に泥流化し、麓を襲い

集落を壊滅させた。 10年以上経った現在も 、Lahar

（ラハール ：火山岩屑による土石流、泥流の総称。）

が発生し、大最の土砂が流出している。ビナッポ火

山東部ついては、 1994年の国際協力事業団 (JlCA)

による調査や、 1995年には米軍による緊急計画が立

案されるとともに、対策工事も鋭意行われ、サコビ

アー ・バンバン川については概成しており、パッシ

グポ トレロ川においても「メガダイク」と呼ばれて

＊鰤少防 ・地すべり技術センター 砂防部
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図1 箇所図

表1 行程

7月22日出国 成田一ケソン

23日 ワークショップ ケソン

（洪水ハザードマップ）

24日 ワークショップ ケソン

（土砂災害予警報システム）

25日 ビナッポ火山西部 ： ケソン→

（ブカオ川、サントトーマス ピナッポ

26日 ピナッポ火山東部 ： ピナッポー

（サコ ピアー ・バンパン川、 ケソン
パシグポト レロ川）

27日帰国 ケソン→成田

いる堤防の建設が急ピッチで行われている（囮2)。

これらの流域では哄火直後、緊急避難していた住民

が戻り、再定住も始まっている。ただし、アバカン

川については、住民による工事の反対等もあって事
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図2 位置図

トによるプカオ川、アロマ川、サントトーマス川の

3流域を対象としたマスタープランの作成が行われ

ている。 JICA専門家によれば、フィリピン共和国

政府としても対応が遅れていた西部の状況に危機感

を持っていたようで、日本の支援に対する期待は大

きいそうである。

写口1 ブカオ川、バリン・パケロ川合流点

16 SABO vol. 74 Feb.2003 
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3 行程

今回の全行程は表lの通りである。 25日の早朝、

ケソン市内のホテルから車で移動し、約4時間後に

アンヘレス市内に到着した。現地に向かう道路は相

当楊んでいるところもあり 、移動に時間を要した。

午後から早速ピナツボ火山西部のプカオ川とサン

トトーマス川を調査した。翌26日には東東部のサコ

ビアー ・パンバン川、パシグポトレロ川の調査に向

かった。図2の黄色のOが2日間の調査ポイントであ

る。

あいにく、 25、26日とも蝕で、ビナツボ火山の山

頂は残念ながら見ることができなかった。

4.ピナツボ火山西部の砂防対策の現状

(l)プカオ川

最初に、プカオ川とバリン ・バケロ）I¥合流点を訪

れた。プカオ）II流域は1991年の最初の噴火でもっと

も火山生成物の降下 ・堆梢が激しかった箇所で、

Laharによって噴火前と比べて 15~20mほど河床が

上昇したといわれている（写真l)。

PHIVOLCSによれば噴火直後約31億面の火山灰が

流域に堆租し、その内の約14億而が下流へ流出し、

上流域には、いまなお17億而の不安定土砂が堆積

していると推定されている。 PHlVOLCSによって図

3のとおりハザードマップが作成されており、エリ

アは赤のハイリスクから、青の注意喚起までの5段

階に分類されている。
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図3 ブカオ川流域ハザー ドマップ

プカオ川には上流の町へと通ずる橋が架かってい

るが、 Laharによって河床が上昇し、高欄が水面か

らのぞく程度となっている。対岸の浸食状況から、

橋を完全に埋没させた堆積物は、約1.5m程の層厚

分が、その後の洪水で下流へ流出した状況が伺える

（写真2)。

道路の復旧については、現在バイパス道路が新た

に建設中であった。写真lは右岸側の道路建設現場

から撮影したものである。左岸側も切土エがはじま

ったばかりであるが、時にはLaharが発生する悪条

件下での工事であり 、完成までには相当のエ期を要

するものと思われる。（写真3)

寸断された道路に住民が集まり、川の中には浮輪

を持った人がいたため、「川の渡」でもやっている

のだろうかと思ったが、そのうち上流で人々の大き

な声があがり 、浮輪を持った男性が川に流され、岸

にいる人が長い竿を男性に差し伸べていた。さては

川遊びをしていて溺れたに違いないと思い、心配し

て見ていたところ、実は、キャッサバ（イモの一種）

を上流から運んでいたのだとわかって一安心した。

彼らに一袋買わないかと勧められたが、持ち運ぴに

苦労するので丁重にお断りした。（写真4)

続いて、国道7号線に架かるBucao橋へ移動した。

写真2 埋没した橋（プカオ川）

SABO uol. 74 Feb.2003 17 
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写真3 建設中のパイバス道路（プカオ川左岸）

写真5 国辺7号線に架かるBucao橋

写真7 Laharを眺めながらコーヒーでも・・

この橋梁は1939年に建設されたトラス橋梁である

が、 1991年のLaharによって右岸側の一部が流失し

1992年に一端復旧されたものの、その年のLaharに

よって、またもや流失した。 1993年に再度復旧され、

現在の姿となっている （写真5)。

18 SABO vol. 74 Feb.2003 
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foreign circumst釦 ces

写頁4 収穫したキャッサバを勧める女性

写真6 Bucao橋上流の護岸流失状況

写頁8 Maculcol橋

しかし、右岸側は水衝部となっているため、張コ

ンクリートが流失し、堤防が大きくえぐられており 、

再度、道路災害が懸念される（写真6)。護岸は法面

整形した後に、厚さ 10cm程度の無筋コンクリ ート

が張られた簡単な構造である。激しい河床変動のた
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写真9 天井JIIとなっているサントトーマス川 写真10 サントトーマス川中流部
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図4 サントトーマス川流域のハザードマッブ
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写頁11 マパヌエペ川が堰止められて出来た湖

写真13 サントトーマス川とマバヌエベ川の合流点（手前の法面が開削跡）

め、根入部が洗掘され被災したものと考えられる。

ここは国道沿いということもあって、往来する人

にLaharを観せることができる絶好の場所であり、

住民もちゃっかり観光スポットにしていた（写真7)。

(2)サントトーマス川

プカオ川から国道7号線を南下し、サントトーマ

ス川へと向かった。移動の途中4つの河）1|を横断し

たが、どの橋梁もLaharの堆積物がほぽ床版にまで

達しており、特にサン トトー マス川に架かる

Maculcol橋梁は毎年洪水で埋没するそうで、フィリ

ビン共和国公共事業道路省 (DPWH)が重機を投入

して掘り起こしている。橋梁上流側には布団籠でパ

ラペットが設けられていた。これは橋自体が川を堰

き止めており、洪水の越流を防止するために築造さ

れたものである（写真8)

ここより、サントトーマス川の左岸堤防を上って

いき、マパヌエペ川との合流点へと向かった。

この堤防は、 1992年にDPW Hによって築造された

20 SABO vol. 74 Feb.2003 
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写真12 今ではさびれたVIEWDECK

ものだが、堆積した土砂によって河床が提内地より

8m程度高くなっている （写真9)。写真9中央の堤防

天端と右側の河床とは比高差が5mほどしかないが、

川幅が2~5kmと十分あるため計画洪水贔 (30年確率

降雨最）の流下能力には問題はなさそうである。ち

なみに、我々のドライバーの実家がちょうど対岸の

山裾にあるそうだが、噴火以来家族でマニラに避難

しているとのことであった（写真10)。

さらに5kmほど上流へ上ったところで、合流点に

焙いた。

PHIVOLCSでは咬火直後約13億面がサント トーマ

ス川流域に堆積し、その内の約12億面がすでに下

流へ流出し、上流域に残存する不安定土砂は1億m3

となり、安定してきたとしている。

サントトーマス川流域のハザードマップは屈4の

通りであって、マパヌエペ川合流点（赤色から橙色

への変化する地点）はサントトーマス川の河床勾配

が、1/70から 1/250へと急変する箇所で、土砂が堆



foreign circumstanceS 

写J;,j14 テレメーター

写真 15 タガログ語で書かれた雨置計の説明書

積しやすい地形条件となっている。このため、河床

は20m程上昇し、堆積した土砂によってマパヌエペ

川が堰止められ、水深17~18mの天然湖ができてい

る。（写真II) 

一時期は、この湖に訪れる観光客も多かったので

あろうか、東屋とトイレが備わった立派な展望台が

建設されていたが、いまではすっかりさびれていた。

（写真12)。

堰き止められた直後から、湖の水位が上昇し、大

1111 

写頁16 JICA専門家・現地の子供と記念撮影

写真17朝の交通渋滞（国道1号線）

雨の度に下流に洪水の被害がもたらされたため、

1993年にDPWHによって山の一部が開削され、現在

は水位が、一定にコン トロールされている。（写真

1 3) 

また現地にはテレメーターが設置されていた。

（写真14)タガログ語と英語が併記された看板には、

現地の人への警告と説明書きとなっているようで、

「砂防と洪水対策のためにTICAの協力によって設置

された雨醤計です。」と書かれている。（写真15)

SABO vol. 74 Feb.2003 21 



1111 

写頁18 神風特攻隊平和記念モニュメント

写真 l9 Bonsai for sale ! 
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図5 サコピアー・パンパン川流域ハザードマップ
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写真20 国道1号線に架かるバンパンプリッジ

写頁22 パンパンブリッジ上流

我々が調査していると現地の子供が興味深そうに

近づいてきたので、 一緒に写真を撮ろうと誘うと 、

喜んで入ってくれた。（写真16)

5 ピナツボ火山東部の砂防対策の現状

(1)サコピアー ・バンバンill

26日はサコビアー ・パンパン川の調査から始める

ことにした。アンヘレス市内の宿泊先から現地へ向

かう途中、国道1号の交通渋滞に巻き込まれた。大

型バス、ジープニー、 トライシクル、自家用車と

様々な車が縦横無尽に走っており 、なかなか交差点

に進入出来ない。開いた話では、交差点直進方向に

高速道路のランプがあるため、このあたりはよく混

むのだという。（写真17)

ドライバーの巧みな運転で何とか渋滞を抜け、国

道1号線を北上し、最初の目的地であるバンバンプ

リッジヘと向かった。

間もなく到箔というときに、石で出来た鳥居の前

1111 

写真21 パンパンプリッジ下流

写頁23 砂防ダム全景

で車が止まった。そして、 ドライバーが何やら開き

党えがある「KAM訳 AZE! KAMIKAZE !」と言っ

ている。ここは、太平洋戦争中の神風特攻隊出撃基

地跡で、現在は平和記念モニュメントとなっている。

（写真18)

さらに、途中で典味深いものを発見した。しかし、

技術力は今一歩といった感じを受けた。（写真19)

サコピアー ・バンバンIllのハザー ドマップは、図5

の通りである。マップからも判るように、居住区の

危険度は相対的に中程度以下となっている。

ルソン島北部とマニラを結ぶ動脈、国道 1号線に

架かるバンバンプリッジ（写真20)は新しく架替え

られており 、上下流とも改修が終わっている。バン

バン川では流祉が少ないようで、植生が入ってきて

いた。（写真21・写真22)

次にサコビアー川へと向かった。ここにはダム高

5mの砂防ダムが設置されており 、約1000万面の貯

砂益があると言われている（写真23)。このあたり

SABO vol. 74 Feb.2003 23 



一へ・
写真24 流下する河床堆積物

写真26 うねりが収まった状慇

写頁28 SOUTHWEST MEGADIKE 

―’・̀ -

での河床勾配は1/170程度で比較的緩やかではある

が、前日からの雨で増水しており、大きいもので粒

径15cm程度の河床堆積物が、ダムから流下する様

子も確認された （写真24)。

続いて、国道1号線橋梁下流へと移動した。国道

24 SABO vol. 74 Feb.2003 
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写頁25 うねりが発生した状態

写口27 漫食により流失した河岸道路

写真29 堤防意上げの状況 (h=5m)

より200m下流では、激しい河床変動が発生してい

た。（写真25・写真26)

写真25及び26は同じ場所で撮影したものである。

写真25の通り大きなうねりが見られたが、5~10分

ほど経つと、写真26の通りうねりが全くなくなり、
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図6 バッシグポトレロ流域ハザードマッブ

穏やかな流れに戻った。

一見、河床が均されたのだろうとぐらいにしか思

わないのだが、さらに5~10分ほど経つと、再びう

ねりが発生するというサイクルを、しかも50mほど

の区間だけで延々と繰り返す様は非常に興味深かっ

た。河床の状況は濁流のため確認することは出来な

かった。

さらに下流へ移動しようと堤防道路を走ったが、

先日まであった道が流失してしまっており（写真

27)、迂回するにはかなりの時間を要するため、行

•ヽ•―

程の都合、残念ながらサコビアー ・バンバン川の調

査はここまでとし、パシグポトレロ川へ向かうこと

とした。

(2)パシグポ トレロ川

パッシグポトレロ川のハザードマップは図6に示

すとおりである。

パシグポトレロ川ではLaharから下流都市を守る

ためにメガダイクが建設されている。これは、 3つ

のサンドポケットからなり、流出土砂をここでカッ

トしてから下流へ洪水 (20年確率降雨量で設酎され

SABO vol. 74 Feb.2003 25 
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匹 30 TRANSVERSE DIKE 

写口32 1階部分が埋もれた民家

ている。）を流す計画となっている。

実施計画は7工区からなり、現在5エ区が工事中であ

り、進捗率は15~95％となっている。残る2エ区は、

今年度若しくは来年度から着工の予定とのことであ

る。

最初に訪れたのは、「SOUTHWESTMEGADIKE」

と呼ばれる最上流のダイクである。構造は、既存堤

防を5m程嵩上げして、 1割勾配でぐり石を敷き均し、

張りコンクリートを打設したもので、 5m毎に小段

が設けられていた。（写真28・写真29)

本体は完成しており、本年度中に埋め戻しを行っ

て、このエ区は完成するとのことである。

両岸のメガダイクを横断する「TRANSVERSE

DIKE」はフィリピン共和国政府によって先行して

施工されている。ダイクは数箇所開口しており、ス

リット型砂防ダムの効果がある。（写真30)

メガダイクの提外地にはまばらではあるが家が建

ちはじめている。これは緊急避難していた住民が自

26 SABO vol. 74 Feb.2003 

--- -
写真31 BARBARA BRIGEの改修状況

写頁33 2階が入り口になっている教会

分たちの所有する土地に再定住をはじめたことを示

している。このメガダイクの建設では、提体が掛か

る土地のみが補依されており、堆砂敷の民有地は一

切補償されていない。そのため、住民はその場所の

意味を十分理解はしているものの、他に行くあても

なく、自らの所有地に戻らざるを得ない状況となっ

ている。このことについてはフィリビン共和国政府

でも問題意識を持っているとのことであった。

メガダイクの現場からLaharの氾濫の被害を受け

た下流のバコロール市へ向かう途中、バカラプリッ

ジの改修している現場を見ることが出来た。（写真

31) 

現橋梁の右側が一段あがっているのはLaharの堆

積物で、このあたり一帯では1995年10月の台風によ

る大規模なLaharが発生し、 3m以上堆積したものと

思われる。このため、桁高を5m程屁上げするよう

である。

このLaharによってバコロール市内にも大屈の土
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写真34PHIVOLCSに展示されていたバネル

砂が堆積した。建物の 1階部分が完全に土砂に埋も

れており （写其32)、被災前の教会と被災後の比較

から6m以上もの厚さで土砂が堆積したことがわか

った。いまでは、教会の2階部分が入り 0となって

いる。（写真33・写真34)

バコロールでは住民の再定住が進んでいる。埋没

した民家 もLaharに備え、現状のまま柱を継足し、

商床式の家に復旧したケースも見られた。（写真35)

6. PHIVOLCSへ訪問

PHIVOLCSは、1984年に前身である火山委員会

(COMVOL) と、 フィリピン共和国気象庁

(PAGASA)の地擬の調査部門とが合併して出来た

研究所であり 、火山の噴火及び地震の発生の予知に

関する調査研究、ハザードマップの作成などを行っ

ており 、自然災害による被害の軽減を計り 、社会経

済の発展に寄与することを目的として設立された機

関で、 1987年にフィ リピン共和国科学技術省の所管

写真35 高床式で復1日された民家

... 

写真36 PHIVOLCSにて

となり現在に至っている。

PHIVOLCSの組織は、所長以下、経理部 (FAD)、

広報課 (GDAPD)、地質調査開発課 (GGRDD)、地

震観測予知課 (SOEPD)、火山観測予 知課

(VMEPD)の5部署からなっており 、火山活動に係

る警戒避難体制は図7の通りとなっている。

PHIVOLCSでは、これまでにピナツボ火山をはじ

め5火山についてハザー ドマッ プを作成 しており 、

我々はこれらの資料を収集するためPHlVOLCSを訪

問した。建物内には訪れる学生の教育のために、世

界中から集められたパンフレッ ト類が掲示されてい

る。その中には伊豆大島の唄火に関するものなど多

数展示されている。

ここではPunongbayan所長、VMEPDのSolidum課

長、GGRDDのCorpuz課長とにお会いし （写真36)、

2日間の調査結果について意見交換をすることが出

来た。おかげで、我々が得た情報の中に錯誤がある

ことを指摘 して頂くなど大変有意義であった。その
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図7 WARNING SYSTEM FOR VOLCANIC EVENTS 

後、火口湖のMaraunotNotchの情報については

PHIVOLCSのホームページにも掲載されており、大

変参考となった。

(http://www.phivolcs.dost.gov.ph/breakout/breakout.html) 

7.おわりに

噴火から11年余りが経過し、再定住がはじまるな

ど、市民生活に対策工の成果が現れているが、上流

域に、いまなお膨大な量の不安定土砂が残っており、

Laharによる被害が続いていることも事実である。

しかし、これは決して対応が遅れているということ

ではない。むしろ限られた予算のなかで、効率よく

対策が講じられているというのが率直な感想であ

る。

最後に、フィリピン共和国の早期復興を祈念する

とともに、今回の調査で何かとお冊話になったフィ

リピン共和国でご活躍中のJICA専門家の皆様並び

に現地でピナツボ火山砂防対策にあたられている H

本人技術者関係各位に、紙面を借りてお礼申し上げ

ます。
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行事一覧平成14年4月～12月

0協賛（後援）
月 日 行事等

5月16日 平成14年度砂防ボランテイア基金（協賛）

6月1日 平成14年度土砂災害防止月間（後援）

6月21日 2002・日韓職能文化交流会（協賛）

7月7日 平成14年度川の日フォーラム（協賛）

7月29日 第26回水の週間（協賛）

8月30日 インタープリベントJAPAN2002（協賛）

10月14日 平成14年度砂防学会シンポジューム（協賛）

10月27日 噴火災害における住民活動のあり方に関するフォーラム（協賛）

10月28日 2002火山砂防フォーラム（協賛）

12月1日 平成14年度雪崩防災週間（協賛）

理事会等の開催

［平成14年度第1回理事会】

’’’’ 
旦ユ塁璽星凶

場 所

第 1回理事会が、平成14年5月27日、アルカデイア市ヶ谷で開催され、次の議案について審議が行われまし

た。

第1号議案 平成13年度事業報告の議決を求める件

第2号議案 平成13年度収支予算の議決を求める件

第3号議案 平成14年度事業計画案の議決を求める件

第4号議案 平成14年度収支予算案の議決を求める件

第5号議案 評議員の選出（補充）の議決を求める件

報告事項 ①三宅島における現状について

②地震時における斜面崩壊について

【平成14年度第1回評議員会】

第1回評議員会が、平成14年5月27日、アルカデイア市ヶ谷で開佃され、次の議案について審議が行われま

した。

第1号議案 平成13年度事業報告の同意を求める件

第2号議案 平成13年度収支予算の同意を求める件

第3号議案 平成14年度事業計画案の同意を求める件

第4号議案 平成14年度収支予算案の同意を求める件

第5号議案 理事の選任（補充）を求める件

報告事項 ①三宅島における現状について

②地震時における斜面崩壊について

役員等名 簿（平成14年5月27日現在）

理事等

理事長 友松靖夫 常勤

専務理事 池谷 、伍、生
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 普談寺住職
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郷津久男 長野県小谷村長

竹腰正保 オリエンタル建設（株）横浜営業所顧問

塚本良則 東京農工大学名誉教授

中村三郎 防衛大学校名誉教授

西田 一孝 株木建設（株）常務取締役

藤吉洋一郎 日本放送協会解説委貝

船渡清人 （財）林業土木施設研究所理事長

堀 由紀子 （株）江ノ島水族館代表取締役社長

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）みずほ銀行虎ノ門中央支店副支店長

川野正隆 全国治水期成同盟会連合会専務理事

評議員

木村政生 神宮司庁神宮自然保護委員会委員

沢田秀男 横須賀市長

下鶴大輔 東京大学名誉教授

関戸研一 利根コンサルタント（株）取締役会長

武居有恒 京都大学名誉教授

玉光弘明 （社）国際建設技術協会会長

寺本和子 豊橋創造大学短期大学部教授

栃木省二 広島大学名誉教授

林 勘市 林勘市法律事務所弁護士

原 あやめ 学校法人山脇美術専門学院理事長

廣井 脩 東京大学社会情報研究所長

保科幸二 NPO法人砂防広報センター理事長

堀内成郎 長野県士木部参事兼砂防課長

松山雅英 （株）三井住友銀行東京公務法人営業部長

八木壮一郎 香川県池田町長

柳田 力 （財）土木研究センター顧問

吉岡庭二郎 島原市長

人事異動等

●職員の採用等

氏 名 所属（旧所属・転出先等）

7月8日付 【新規採用】 石井和男 企画部調査役

9月1日付 【新規採用】 嶋 丈示 砂防部技術課主任技師

1 1月1日付 【配置換等】 徳丸香織 企画郭付（総務部総務課）

l l月30日付【研修終了】 小野源一郎 砂防部技術課（住友金属工業（梱）

12月1日付 【新規研修】 吉田一雄 砂防部技術課（川鉄建材（樹）
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絹織名簿（平成14年1月20日現在）
ク 松原智生

ク 松岡滋治

理事 長 友松靖夫
ケ 鈴木 宗トロ

専務理事 池谷 、伍、生
ク 加藤光紀

ク 熊倉明美

事務局
，，， 飛岡啓之

総務部
ク 大角昌弘

部 長 木村 久
ク 吉田一雄

総務課 課長 慇西 隆
斜面保全部

事務 田地野真由美
部 長 吉松弘行

契約第一課 課長 福原則雄
事務 木村紀美子

事務 安味恵理
技術課 課長（兼務） 吉松弘行

契約第二課 課長（兼務） 福原則雄
参事 山辺康晴

事務 大滝左枝子
ケ 吉村和司

経理課 課長 曽田 進
技師 相楽 渉

事務 岩岡町子
ク 高木洋一

ク 水野 忍
，， 秋山晋二

企画部
ク 上田哲郎

部 長 反町雄二
ク 伊藤和広

調査役 石井和男
ケ 井上英将

課長代理 比留間雅紀
総合防災部

（在ネパール国）
部 長 松井宗広

事務 徳丸香織
次 長 安養寺信夫

ク 三浦知子
事務 河村弥生

企画情報課 課長（兼務） 反町雄二
技術課 課長（兼務） 安養寺信夫

課長代理 向井啓司
課長代理 伊藤英之

技師 松木 敬
参事 南 憲和

国際課 課長（兼務） 反町雄二
主任技師 吉田真也

課長代理（兼務）向井啓司
ケ 嶋 大尚

専門職 藤田久美子
技師 小野弘道

砂 防 部
ク 村上 治

部 長 松村和樹
ク 吉田真理夫

次 長 黒川興及
ク 三浦郁人

事務 櫻井真見
ク 脇山勘治

技術課 課長 菊井稔宏
ク 家田泰弘

課長代理 栢木敏仁
砂防技術研究所

参事 赤松巧ー
所 長 （兼務） 池谷 、伍、生

主任技師 嶋 丈示
技術部長 （兼務） 吉松弘行

ク 池田暁彦
砂防システム研究室長（兼務）吉松 弘行

技師 酒井敦章
主任研究員 矢野将之

ク 近藤玲次
研究員 尾崎順一

ク 長野英次
技術開発研究室長（兼務） 吉松弘行

ケ 村瀬俊幸
主任研究員 安田勇次

研究員 垣本 毅
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今般、中公新書から「火山災害」が出版されました。

著者の池谷浩氏は、永年、砂防を専門として歩み、国内 ・国外の多くの土

砂災害とその対策を指尊してきました。特に、最近では雲仙普賢岳 ・有珠

山・ 三宅島等の火山噴火とその後の土砂災害防止対策、海外ではコロンピア

国のネバドデルルイス火山の緊急防災対策など、 時々の社会問題となる災害

について、対応してきました。

本書は、筆者の多くの経験を基にして火山大国である日本で、安全で安心

して暮らしていくために、また、その地域を活力あるものにするためには、

ふだんからどのような心構えと対策が必要であるのか、火山噴火やその後の

土砂災害の実態を判りやすく解説し、火山との共存を実現するための方策を

提言したものです。

火山防災に携わる者はもとよりですが、 「SABO」の読者である皆様には参考になる点が多々あろうと

存じますのでお知らせします。

帥砂防 ・地すべり技術センター総合防災部長 松井宗広

作画 ：水野かおる （嘱託職員）
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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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ÀIM, 
VOL. 7 4 FEB 2003 

2003年2月1日発行

一SABO TECHNICAL CENTER 

編集 SABO編集委員会

発行財団法 人 砂 防・地すべり技術センター

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル

総務部・企画部(6F) TEL (03) 5276-3271 FAX (03) 5276-3391 

砂防部(7F) TEL (03) 5276-3272 FAX (03) 5276-3392 

斜面保全部・総合防災部(BF)TEL (03) 5276-3273 FAX (03) 5276-3393 

砂防技術研究所(BF) TEL (03) 5276-3274 FAX (03) 5276-3394 

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


	表紙
	目次
	巻頭言：2003年を迎えて
	各部長挨拶
	砂防技術研究所
	企画部
	砂防部
	斜面保全
	総合防災部

	海外事情：第3回世界水フォーラム　カナダ会議に参加して
	海外事情：ピナツボ火山砂防事業の現状について
	センターニュース

