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巻頭言

砂防学会の活動

大久保駿 （社）砂防学会会屁

昭和63年、長年の懸案であった社団法人化が実現

した。学会活動に人格が与えられ、社会的に直任あ

る活動をする団体として新しい出発をしたのであ

る。

部会設訊と、部会による独自 ・自主活動の基盤も

整えられた。活動の輻が広がり 、役割分担が進み、

多くの会貝が運営に携わるようになり、自分たちの

学会として活動に参jilijするよう になってきた。これ

が学会の活）Jの大きなひとつの源になってきた。

今、砂防学会は25年ぶりに砂防用語集を改訂しよ

うとしている。少し時間が経ちすぎた鎌いがあるが、

これも編鉦委貝会と執箪者グループを作って多数の

学会員の参jilijをお願いしている。一点集Iドではなく

多）．ば分散である。学会活動への多数の学会貝の参画

は学会を活力あるものとする。

砂防学会個人会貝は、現在2.400名ほどであるが、

構成は大学関係8%、行政機l紺50%、民間企業38%、

その他となっている。研究者に比べて技術者の割合

が圧倒的に多いのである。砂防の分野が現場に根ざ

した実践的学問分野であり 、また、公共事業として

多くの砂防技術者が砂防事業の実施に従事、関係し

ているからである。昭和44年当時に調べられた数字

を見ると、実に大きな変化が生じているのがわかる。

民間の砂防技術者会員が当時はわずか12％だったの

である。公共事業分野である砂防技術を支える民間

砂防技術者がたくさん育ってきているのを示してい

る。

砂防学会が会員にどのように成果を遥元するかは

大変大事なテーマである。砂防学会誌や研究発表

会、シンポジウムやワークショ ップなどの機会は、

全ての会員が活用でき、また参画できるようにサりか

れている。砂防学会誌に、論文のほかに、報文や現

場情報コーナー、各地の砂防紹介シリーズなど技術

者向けの梢報が掲載されているのもそのためであ

る。

技術士制度が変わり、技術士の賓格取得後、 「業

務に関して有する知識および技能の水準を向上さ

せ、その他その査質の向上をl図るよう努めなければ

ならない」と賓質向上の買務が明文化された。法的

義務というより倫理上の義務と解釈されているが、

そのために保証品夜を確促している証として、 一定

期間内に所定の単位数の研修などの受講を行うこと

となる。科学技術は絶えず進歩していることから、

必然的に技術士も•最新の技術 ・ 知識を習得しておか

なければならないということである。技術士の「継続

教脊 (CPD-ContinuingProfessional Development)」

と言われているものである。

砂防学会は、研究発表会、シンポジウム、ワーク

ショップ、論文発表などの学会活動をその一森とし

て位骰付けるよう検討を始めた。近々実施体制を検

討する委員会を発足させ、このプロジェクトの具体

策を決めていくことになる。砂防学会もこのプロジ

ェクトに参力lIして、 CPDのためのプログラムを巡

備しているということを広く周知しなければならな

い。砂防分野の技術士資格を持っている、あるいは

持とうとしている学会貝へのサーヴィスの提供と成

果の遥元はこのような形でも実施していくこととな

る。砂防関係団体などの実施する講習会や研修会な

ども、ぜひこのプロジェクトに組み入れていただけ

ればありがたい。

一方、研究者 ・技術者の研究活動 ・技術l}り発活動

が杜会に与える影評は大変大きいことから、砂防学

会は倫珊規定を制定することとし、作業を始めた。

研究 ・技術活動をするうえで社会に負の影押を及ぽ

さないようにする自己規正であるが、本来そのよう

な自蹂を持っていることは必須のことであるが、規

定を制定することによって常に砂防学会およぴ会貝

が自己符理をしようとすることである。

話を「枇界の砂防」にしよう。昨年10月、砂防学

会が共催した 「インタープリベント2002」が松本で
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開催され、大きな成果をあげた。ヨーロッパで生ま

れた 4年に一度の砂防を主休とする会議である。中

lil年に初めてヨーロッパの外で開かれた。

また、今年 3月には、京都で開かれた第 3回世界

水フォーラムの中で 「土砂問題」の分科会を、砂防

が開いた。砂防学会長もメンパーになったわが国の

土砂委貝会が主宰し、砂防地すべり技術センターが

事務局を担当された。世界 6箇所で開いた地域会談

に約30ケ国の砂防関係者が討謡に参加し、その代表

者によって「土砂問題分科会」が持たれたのである。

1年半にわたる活動の成果である。将来のネットワ

ークづくりの基礎ができ始めた。こうして、次第に

枇界の中の砂防の活動がさらに広く行われてい くよ

うになる。

途」：：国での砂防の技術協力が行政ベースで古くか

ら行われている。もともと砂防というものがなかっ

た、あるいは必要性を意識できなかった国々に出か

けて行って、砂防技術を移転し根付かせてきた功鎖

は大きい。さらに日本の砂防研究 ・技術成呆を広く

世界に出し、評価されなければならない。

日本人だけしか読めない砂防学会誌では1止界と勝

負できない。英文論文とまで言わなくても、論文の

内容が、概要でなく、かなりの程度までわかる程度

のabstractをせめて 1~2ベージくらい必ずつける

ようにすること、英語で発表し討談できる会議など

の機会をたくさん経験することである。コミュニケ

ーションの逍具を手に入れるかどうかである。祉界

に通じる言棄で、場あるいは機会に、日本の砂防技

術 ・研究成果を発表していかねばならない。日本の

優れた砂防研究 ・技術を1せ界に紹介することで国際

貢献の一爽を担う。

ポスト 「インタープリベン ト2002」を考えていき

たい。「インタープリベント2002」を成功させたが

まだグローバルではない。これをひとつのステップ

として、さらに全1仕界に対象を拡げた国際会誂を日

本が主祁する企画が生まれてくることも願っておき

たい。

さて、 tlt界に目を向けることも大事と思っている

のであるが、日を足元のわが国に常に向けておかな

ければならない。砂防という分野が主として公共事

業分野であるということから来る特性を理解してお

かなければならない。砂防を必要とする背景、社会

梢勢、行政需要を的確に把梱すること、そしてそれ

を研究、技術開発に生かすことが大事である。もっ

と簡単に言えば、今、砂防を進めるのにどのような

技術が求められているのか、何を解決すべきなのか

を的確に対応して答えを出すことである。もっと長

い目で見た基礎的研究の積み凪ねが一方で大事であ

り、もう一方では今すぐの要求に応える研究も大事

なのである。行政湘要に応える研究、 言い換えれば

応用分野の研究は常に必要とされているのである。

砂防学会は行政技術者と研究者の共同研究会 「砂

防研究会（仮称）」を発足させることとなった。全

国共通の砂防事業現場の課題を学会に解決してもら

うための技術者 ・研究者の議論、情報交換の楊であ

る。行政甜要に応え、砂防行政の課題を解決するの

は砂防学会の大きな仕事のひとつである。行政機関

は現場や現場の惰報を研究者に提供し、研究者と提

供者はその成果を積極的に発表して欲しい。砂防の

研究は変幻自在の自然が相手であるから永遠であ

る。また、災害は人間活動があって起こるのである

から、これも変化し続ける。研究にl見する情報は現

場にあり 、研究材料と研究術要は現場にあるからで

ある。

今年の山形での砂防学会研究発表会では、研究発

表の一部を一般市民にも公開する試みが行われた。

小さな試みであるが大きな変化である。砂防全体に

ついて「広報」は大変大事であるが、“知らせるぞ＂、

“知らせたぞ”という、突き放した、 一方的な広報

でなく、“知ってもらおう＂という広報を繰り返し、

持続して、我股強く、さらに掘り下げて実行しなけ
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ればならない。実効を伴った広報である。

砂防学会も 、研究成果や開発された技術や、砂防

学会の活動 ・役割を知ってもらう努力が必要であ

る。「r11-1かれた学会」として、学会活動を広く知っ

てもらうことが砂防の理解を深めるのに役立ち、究

極的には災害防止、国土保全意識が広く浸透する一

助にもなる。

砂防協会と砂防地すべり技術センターは、共同で

「国際砂l坊情報ネットワーク」を立ち上げた。前述

した 「土砂問題分科会」でもその拡充が提言された

が、世界へ、世界から、忙報が行き来するシステム

が動いた。充実とフォローが大事である。すでに学

会員が参加する運営委員会が動き出したし、砂防学

会も協力を惜しまない。土砂委員会の討議に参加し

た30ケ国の砂防関係者もひとつの核にして、これを

さらに拡げ、充実していくことになる。国際的な研

究情報の交換の場ができたのである。(http://www.

sabo-int.org) 

砂防地すべり技術センターなどの財団は大きな砂

防技術者集団である。多くの技術者を育成、1阻Iiiし

てきた。また、砂防学会では研究発表だけでなく、

学会活動に対してもいろんな部分で参両していただ

き、砂防学会発展の一炭を担ってもらっている。現

場を知り、技術力を持ち、研究而での研鑽も積み、

そして行政の動向を敏感に把握できる立場にいる。

大変恵まれた現境である。大学、国の研究機関、行

政、民間との五位一体のひとつの核として砂防関係

団体が連携と補完をしていく ことが全体の力を上げ

ていくこととなる。

砂防学会は 「砂防への多様な社会的要詰」に応え

うるために、さまざまな機関、分野と連挑、補完し

ながら活発、かつ幅広い活動を続けて行きたいと息

う。たくさんの皆様の参画と支援、示唆をお待ちい

たしています。
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1随想 l 

風のことば水のつぶやき

中村三郎＊

1 はしがき

早春の休日、業山町の知人に誘われ、葉山一嶺

岡梢造線沿いの尾根線を 3時間ほどかけて踏破し

た。町民の皆さん60数名、内20数名の小学生も一

緒であった。険阻な山道が多く心配したが、彼ら

は身も軽く、転倒しては！ と息をのんでも元気

よくすぐ復活する。むしろ年配の参加者が難儀し

ていたのかも知れない。県砂防、村上さんもご同

行いただき、砂防 ・防災の楽しい勉強も出来た。

踏破した直後、「君たち山で何か聞こえた？ 」な

どと1iflうと、 「足で踏んづける葉っぱの音」とか

「風の音、風は木の枝や業っぱを伝わって下りて

くるのかな一」などと元気な返事が戻ってきた。

人里離れた山道を歩くと、ちょ っとした音や雰囲

気も彼らの耳や気持ちに伝わるのであろうか。先
みぷかわ

年、南アルプスの三峰川上流の地質調査に入った

折、開いたこと、考えさせられたことなどを思い

出した。

2 風のことぱ

三峰/11（天砲川支流）上流に長谷村という村が

ある。この村は、中央構造線に沿って発達する適

従谷沿いの村である。この谷は諏訪湖付近から天

溜川の東側を南下し、数川の河谷へ延びる谷の中

間に位置する。古来、信仰の道 ・塩の道 ・戦いの

道などとして人々の往来もあり、この構造線谷は

地域の歴史や風土と深い関わりをもつ。

現地では、村の森林組合長である小松正11けさん

のご同行をいただき、歩きながら数々の費重な話

を聴くことができた。彼の自宅は、 一番奥深い集

浴で、 三峰川の河床を］60mほど見下ろす地形価

上に位置し、はるか束方向には、南アルプスの荒

・防衛大学名脊教授 ・成朕大学兼任講師、

（財）砂防 ・地すべり技術センター理事

倉岳 (2.517m)・問の岳 (3,189m)などの稜線を

眺望できる。少年の頃からこのような探校の中で

育った彼の持つ五感の鋭さは格別で、私たちの想

像以上のセンサーを持ら合わせているようであ

る。

標高1.140mの浦梨落付近までは、広葉樹のシ

ラカバ ・クリ ・サクラ ・コナラや針葉樹のマツな

ど 「先駆樹種」が卓越し、 2次林のカラマツなど

が混じった植物相が多い。椋窃1.200mを越える

と、コナラかミズナラなど「極相林」が分布して

いる。これらの植生と土地条件とのかかわりを地

元の方は全て承知している様子である。彼はいつ
99いる

も森や林を吹きぬける風の音色や、足下のV字谷

を淫々と流下し、谷墜に反押する三峰川の瀬音に

注意している様子である。音はいつも同じように

聞こえてくるわけではない。風が、水が山野を通

りぬける時、吸収されたり増幅されたりして、森

の力や活性度に応じた音風娯をつくり 1廿してい

る。自然性が失われつつある私たちにも、 日詣経

験的に開く 音の認識はある。 しかし小松さんは私

たちには到底感知し得ない地域のサウンドマ ップ

を承知しており、折にふれその異常を把握してい

るようである。

樹林などの植生は、風 ・温度 ・水など自然条件

の変化に対し生体砒位が反応する （矢野2002)、

一定のリズムをもっている生体遁位の異常が植物
Ia, 

に変化を与えるわけで、 合歓の木 • おじぎ草など

の反応は理解し易い。自然と一体のように過ごし

ている人にと っては、植生ー風一水ー大地などの

組み合わせと、それらの異変について把握するこ
99ざ

とは、長年の素朴な経験から可能な技であったに

迎いない。1960年代、隣接する奥浦媒落周縁の植

生と湧水の異変にいち早 く気づき、自主的に 1、

2軒の家の人々を転居させ、地すべりの被害から

守ったときの話を聞き感服した。

「風の音色や川の瀬音はいろいろなことを教え

4
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1 随想I

■三峰川上流の小瀬峡口より東方南アルプス荒倉岳方面のスケッチ
-鋒川上流の小瀬戸峡谷（図中白く抜けている部分）のV字谷。図中破線は標高
約1200mの等高線、破線以下は「先駆樹種」が卓越し、破線 (1200m)以上
には「極相林」が卓越している。高い山は荒倉岳（中村三郎、 2003)。

で拾ったものである。

しかし台風やそれに伴う栄雨時には川

の様相は一変する。川幅の割に流域面積

の大きな三峰川の水批は一気に増水し流

下する。その奔流をじっと見つめていて、

引きずり込まれるような感じを経験し、

身梃いしたこともある。中央構造線沿い

に北流した本流は、月蔵111山麓を穿ち先

行谷性の峡谷となり西流し、商遠から一

挙に広大な扇状地面へ流出し、天竜］l|の

合流点に向けて乱流した。

長谷村誌の記録（長谷村1996)によれ

ば、 1798年から1959年の期間、 三峰／l|と

その下流域は 3~4年に 1回の頻度で洪

水に襲われていた。加えて三峰川は、古

来「暴れ天竜」の元凶ともなっていた。

したがって流域近隣集落の人々は力を合

わせ、洪水によるはんらん防止のための

堤防構築にしばしば駆り出されていた。

地域の最長老、故中村千別翁による

「100年のあゆみ」によれば、「出水のと

きは頻度はげしく助け合いの人足として

“もっこかつぎ＂などの防災事業に挺身

した」という買重な記録が克明に報告さ

れている （伊籐2000)。

三峰JIIが天竜川と合流する地区には下

てくれるなえ..:..」山を歩きながら小松さんはつぶ

やいた。山と森を吹きぬける風の音、早朝、東の

アルプスと朝日を仰ぎ知る光の具合によって憾知

する日常の 「観天望気」。 川の瀬のつぶやきで推

し測る 「河勢出水予illl]」など、村や三峰川下流域

の縁者の安全を願う人々の生活の知恵であったに

述いない。

3 「JIIながれ」と「水つき学校」

南アルプス北部の全ての支流を集めて流下する

三峰川、上流右岸の戸草 ・左岸のiili地区は顕著な

V字谷を呈する。平時は行白く透き通るようなii'r

流、その底には古期岩類や蛇紋岩体から生産され

た岩塊や河床礫が見えかくれしている。かつて下

流域において、水遊びをしながら朕耗した色とり

どりの小石を見付け、 宝物を梨めるような気持ち

島新田があった。たぴ煎なるはんらんに

よって、 巨石累々たる河原に変貌する様相が記録

されている。地元の碩学、向山雅重 (1982)の記

録によると、復1日工事に従事していた人々は、

口々に 「この河原へはもう 2度と人は住みつけま

い」などと強調していたそうである。しかしその

後この荒地も再度利用され、 1軒、 2軒と家屋が

建てられてきた。これも、平地の少ない土地の事

情によるものであろうか。また新田 ・原新田など

の集落名は、 三峰川の洪水と土石流によってつく

られたはんらん原に拓かれた牒耕地を、 「新田」

と称したものである。台風などによる出水のあと

登校すると、「川ながれ」などという話を開いた。

川のはんらんによって被災し、家屋ごと流されて

しま ったときのことを指す表現で、特に人が一緒

に流された場合に川ながれなどと言っていたよう

である。時には子供が流されてしまったことなど

を聞くと、その子たちの流されてゆく 様子を想像
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■天竜川・三峰川流域の標高段彩図
諏訪湖から流出する天竜JII（かつてのあばれ天竜）は
固中西寄り北から南へ流下し、途中で三峰川を合流し
ている。図中央に美和ダムが位置する。三峰川は南ア

ルプス北部全ての支流の水を集め、西流し天竜川と合
流している。

Suwa L.；諏訪湖 Miwa D.：美和ダム
Koshibu L.：小渋湖 Tenryu R.：天竜川

Mibu R.：三峰川 Mf.：三峰川扇状地
Ko.：小瀬戸峡

※数値地図50mメッシュ（回土地理院発行）を使用
して作成（図／安藤潤、中村：：：：郎2003)

■三峰川扇状地面の区分図
（天竜川上流域地質解説書（建設省天竜川上流工事事務所） より転載
(pp.290-291)。

高遠の西には広大な三峰川扇状地（図ー2中のMf.）が発達している。近世
以降の氾濫原の上位には、右岸に3段、左岸に5段の河岸段丘がそれぞれ
発達している。次の北沢優美らによる説明は理解し易い。

「何万年もかけて右岸から左岸まで奔流が走って士砂を堆積し河岸を侵食
し、現在の段丘地形が形成され、その氾濫原の持つ性格が、近世の製民を

苦しめた洪水 ・川欠けの原因となった」（北沢優美編著2000)。
図中白い部分は新しい時代の氾濫堆積面KS-3は低位段丘nで風成テフラ
をのせていない。その上位KS-2.l、MD、MK-2.lは低位段丘I、および
OZは中位段丘に区分され、それぞれテフラをのせている段丘面である
(SHIMIZU 1972.参考）。

し、悲しく恐ろしい気持ちで大人や友達の話をlitl

いていた。私自身、川に対する確かな記憶を強く

持つようになったのはこの頃である。

このような悲劇と、水防に対する地域の人々の

絶えItlない努力と気持ちが込められた三峰川、そ

して暴れ天泡に対する長年の経過があった。1959

年美和ダムが出来、その後は 「洪水」 ・ 「川なが

れ」 ・「もっこかつぎ」の話は聞いていない。か

つて、とても住むに堪えない土石だらけの荒地は、

長年の防災事業も加わり、 今日では数万人の人々

が安住する広大な居住地と耕作地に変貌した。自

然条件を生かし、有史以来の不安を解消してくれ

たダムの効用と、はんらん原の経過については案

外知られていない、そして理解されていない。

前記の 「川ながれ」 話の後「水つき学校」とい

う話もllf］いていた。地元の小学校の加藤明治とい

う先生が杏いた童話のタイトルである。先生は赴

任先の川路小学校において、天竜川沿いの学校が

度々水につかる経験をした。流れつく動物や植物

を目の当りにして、これも教材として子供と勉強

した話を窟話としてまとめたものである。この永

つきの原因はダムである。1936年 9km下流に追
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力会社の泰阜ダムが造られた。ところが、 1944年

にはダムの堆砂率は90％を超えた (2000年には

78%）。川路地区における河床も数m上昇し水つ

きがはじまった。今日では、かつての学校付近も

JRの駅も地盤の窃上げをして、居住地 ・耕地に

対する新しい対応を現出しているが、長い苦悩の

期間があった。美和ダム上流においても、堆砂に

よる河床上昇のため、ダム湖沿いの県道の位骰を

変えた。最近は土砂排除のためにバイパストンネ

ルを通し、ダムのリフレッシュ事業も雅進されて

いる。

沈みこみ変動帯に位骰し、造山活動の盛んな日

本列島、ダムの堆砂が激しいことは、当初から予

想されていた問題である。多くのダムにおける堆

砂が70~80％を超えると、当然注目すべき問題と

なりその対応を迫られる。河川のはんらん原、河

JI I敷など居住域 ・耕地としてくまなく利用されて

いる今日、治水 • 利水のリフレッシュにかかわる

対策 ・対応の役用も多大なものとなっている。し

かし現実は、下流域の数万人、数十万人の人々の

安全にとっては、きわめて重要な役割を果たして

きているわけで、お金にはかえられない居住者の

生存と安全にかかわる不可欠な事業である。堆砂

への対応、堆砂中の水の活用手段などについても

様々な手法が考えられている昨今、 「川ながれ」

や 「水つき学校」 の問題を超えた、治水 • 利水 ・

河川周辺の環境保全への努力が煎要である。川の

護岸や甜上げした堤は目立たぬに越したことは無

いが、河；怜からみる遠い山や丘陵地、台地など自

然と一体化した河川珠様の監備などが推進されつ

つある。造山帯における地勢に見合う、土地利用

計画の創出を見出してゆきたいものである。

4 水に流す風土

昨年ライン下りをした折、妖梢伝説で著名なロ

ーレライを通った。lajさ132mの岩憶や、川底に

横たわる岩礁 ・岩盤などを観光しハイネの詩を思

い浮かべた。 しかし、造山幣のど真ん中に位骰す

る天竜川沿いに育った私にとって、ローレライの

川はとても急流とは思えぬゆるやかな流れの川で

ある。ライン川下流域のオランダで生を受けたヨ

ハネス ・デ ・レーケが、日本の川を見て「これは川

でない滝だ！ 」と言った時の気持ちが理解できる。

今から百数十年前、器府の役人が万国拇視察の

ため欧州へ赴いた。当時最も先進的と言われたヨ

ーロ ッパの大都市パリで異様な状況に出くわし

た。即ち、i酋々とゆるやかに流れるセーヌ川や、

そこへ流入する下水道へ、人々は人屎尿を投げ捨

てているのである。その結果に由る臭気芥々たる

街の環桜に接し彼らは鵞愕した。同じ頃の1858年、

ロンドンのテムズ河畔ではグレートスティンク事

件などもあった。硲府の役人は、あの痰．いヨ ーロ

ッパの「先進国」 へは 2度と行きたくない旨の報

告をしていたそうである （石川1991)。

当時の江戸は、 1800年既に徒歩交通乍ら、 100

万人都市であった。 しかしヨーロッパの河川とは

対照的に梢潔で、隅田川などは白魚漁なども行な

われていたというほどきれいであった （渡辺

1991)。また、人屎尿については、近郊の農民た

ちがこれを肥料として遥元する地域的リサイクル

が機能しており、街と村の消潔さが保たれていた。

この制度は江戸ばかりでなく、わが国では第二次

枇界大戦直後まで行なわれていた習恨であった。

かつて映画「第三の男」を観た折、アントン ・

カラスのギターのメロデイーと共に、パリの大規

模な美しい下水道のシーンを見て、さすが文化の

迩い！ などと私は感銘した。ところが、その後
ふんにようた4

パリにおける上記のごとき痰尿諒を知って再度ぴ

っくりした。このようなパリと江戸の話の差は、

文明 ・文化の程度の差ではなく、これは非爵文化

や風土の質の差がもたらすものと考えた。この風

土の差は、とりもなおさず地勢の差に由来するの

ではないだろうか。

「水に流す」（いざこざやうらみなどについて

きっぱりと捨て以後こだわらない慈）とか 「一杯

飲んで水に流す」などの表現を l¾fl いたとき、私た

ちにとってその慈図するところは大体理解でき

る。ところがこの表現、欧米の方々にとってはな

かなか理解できないようである。これも前述のよ

うな地勢と風土の差であろうか、典味深い。

悠々と構造平野を流れる大陸の大河とその流

域、造山帯に位置する短小な日本の急流河川を比

較すると、地形条件はかなり対照的であり、水の

流れ方にしても全く異なる。 したがって両者にと

って河川の中の構造物に対する処骰や計画にして

も、両者には異質な対応が必要であり、河川を不

用意に「自然に戻し」両者一緒くたの対応をする
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■風のことば•水のつぷやきと IT技術 （中村三郎 2003) 

わけにはゆかない。吾同の河川について、赤木正
かつ

雄先生は、牲て誤原村の西原屯蔵村長に 「上流で

きちんと治水 ・砂防 ・治山をやらないと 、下流に

おいてどんなに砂防をやっても駄目だ」と示唆さ

れた（岡本2003)ことや、生涯身命を賭して自然

災害と対処されてきた小谷村の郷湘久男前村長

は、ご自身の貨煎な体験から、 「川 ヒを治めなけ

れば川下は守れない」（郷禅2000)という 言業を

改めて強調されている。今l]、中 ・上流域におけ

る砂防や治水 ・治山の問題は、思いつきや11先の

都合で安易に事業を中止したり、中断するわけに

はゆかない。環境と生活の都市化が進展しつつあ

る今l1、赤木 ・郷津両先生の言葉やt張はなお意

義深い。

Lっ.:.(

5 脱裡桔と斜面珊境

21世紀は此村社会から急激に「都市化への時代」

に変革しつつある時代でもある。最近は人間がつ

くり出した 「人T川りな環悦」が日を追って増大す

ると同時に、あらゆる種類の自然災害を妍幅させ

ている。斜而哀税の問題一つとり出しても、国交

省の調在によれば、がけ崩れの危険箇所 （人家 5

戸以上に危険があるもの）が約11万 3千 5百箇所

(2002年）、（1972年は 6万 7百箇所）、地すべりの

危険箇所は約 1万1千箇所 (2002年）、（1972年は

5千 2百箇所）と報告されている （岡本2003)。

有史以前山地から低湿地へと進出した人間の居住

地は、人口の増加と共に台地 ・丘陵地 ・ll.I麗へと

拡大転移した。1960年以降の大規模な地形の改変

は社会構造を変え、 「土砂災害と背中あわせの街

づくりを余俵なくさせられている」 （池谷1999)

現実がある。

従来、人と白然との共生は私たちにと って大き

なl=I椋である。しかし、最近は上記のような社会

の現実もあり、私たちは非自然的な災害をしぱし

ば経験し、予想しにくい問題に遭過する可能性も

大きい。今日のような社会的 ・経済的な背娯の下

で自然との共生を実現するためには、「人間と 自

然の関係を管理するための新しい規範が必要であ

る 」 とレスター • R ・プラウンは提言 している

(2000年）。たまたま2000年には、国交省における

「土砂災害防止法」が制定された。この法律の趣

旨は、「地域と住民の防災力を邸めるためにハー

8
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ドとソフトのバランスを取りつつ、よりソフ トに

軸足を骰いた施策」（岡本 2003)を目的として

いる。法令の適切な巡用と実行は、 レスター ・

R・プラウンの提言を先取りするものであり、新

世紀への事業の股開に大きな役割を果たすものと

考える。

身辺の斜而珠境は、私たちのもつ社会的諸条件

と不可分な結びつきにおいて成り立っている。今

後は自然に対して人間がどのように働きかけるか

が問題である。大切なことは、

1 現在は地球の長い歴史の呆ての一こまである

こと、

2 自然は人間の理解を超える複雑なシステムで

あること （ レスター • R・プラウン）、

3 自然に対する脱栢桔のツケを常に承知してお

くこと、

などについて十分認識を深め対応する必要があ

る。

今日までの生活とひきかえに失われた 「自然に

聴く耳と心」をとり戻す心がけも大切である。現

場において行動しそこで培われる直観力と、理論

の裏付けのある観測 ・計測の成果を組み合わせた

上での手法を思考し、変貌する自然と社会に即応

した＆環保全を進めたいものであります。

本小文の記載にあたり、図而の調整と資料の作

成において、菊山浩喜氏と安藤潤氏にお世話にな

りました。記して謝意を表します。
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［特集1

平成15年麿の砂防技術研究所の自主研究について

.................................................................................. 
（財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所

STCにおける自主研究の位骰付けは、学術領域

と民間等の実施技術領域との中間的な立場にあると

考えられる。そのため、学術領域で行われている基

礎的な研究を現場に適応でさるようなものにするた

めの技術開発 ・支援を、行っていく必要があると考

える。

また、財団法人という立場から、学術領域への共

同研究などによる支援も必要である。

1. STCの自主研究の目的

①砂防業界の技術力の向上に資する研究

学術領域の基礎的な研究成果を具体化し、民間等

への技術移転、技術力の向上を志向する研究

②基礎研究領域を支援する研究

現場からの要望等のニーズに対応するために、積

極的に大学等に働きかけを行い、新たな技術開発

に資する研究

③他事業部の支援

2． 自主研究課題及び内容

2.1 土砂移動現象の解明とその評価・表現手法に

ついて

(1)流砂系における土砂管理システムに関する研究

①流域情報図の作成に関する研究

流砂系内で実施されている各種調査 ・観測データ

を有効に活用し、 土砂管理計画の策定やモニタリン

グを行うために、 GISを活用した流域梢報一元管理

もしくはデータベース化が可能なシステムの開発を

行う。

→GISを用いた流域管理ツールの作成、将来的に

はシミュレーションツールとの複合を目指す。

②土砂流出モデルの改良と適用に関する研究
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各土砂移動現象をモデル化し、砂防基本計画の策

定や土砂移動による影押を把握するために用いるシ

ミュレーションツールの開発を行う。

→STC及ぴ民l!l］コンサルタント等で利用するため

のシミュレーションツールの開発を行う。今年

度は、火砕流を中心に実施。

(2)土砂移動実態の把握及び評価に関する研究

①土砂移動実態を把握するための手法に関する研

究

新技術開発により開発した流砂屈捕捉装置による

洪水時の流砂批を計測し、土砂移動の実態と既往流

砂批式等との比較研究を実施する。

→流砂系内の土砂動態を把握することを念頭に、

まず実際に流れている土砂の址及び粒径につい

て観測を行い明らかにする。将来的には、流域

特性に見合った流砂最式等の提案を行う。

②森林の流域保全効呆評価に関する調査・研究

森林の持つ様々な効呆について系統立てた整理・

検討及び土砂の流出解析モデルの構架等に関する調

査研究を実施する。

→土砂生産源における土砂生産 ・流出の実態につ

いて、山JI虹エという視点から解析を実施すると

とも に、森林の果たす砂防的な効果について研

究を行う。

③地裳と土砂生涯機構に関する調査・研究

地震に起因する土砂生産機構に関する調査 •研究

を実施する。

→地震と斜而崩壊の関係を定批的に把棚し、地震

時に対策が必要な斜面の分布図 （ハザードマッ

プ）を作成する。



2.2 砂防施設の効果、有効な対策施設の開発に

ついて

Q)泥流型土石流捕捉えん堤に関する研究

泥流型土石流に対応可能な砂防えん堤の開発を目

的とした基礎的な実験を行い、その性能評価に関す

る研究を実施する。

②地すべりにおける地下水排除効果の定址的評価

法に関する調査・研究

直轄地すべりを対象に、地下水排除エ効果の技術

指針化に関する調査・研究を実施する。

③鋼製砂防構造物に関する調査 ・研究

鋼製砂防構造物の技術的課題に関する調査、研究

を実施する。

特●1]

2.3 災害等の事象の収集 ・整理及びデータヘ'-ス

等による蓄積について

①大規模データベースの栴築に関する研究

災害関連の解析にも賀する土砂災害梢報に関する

総てのデータを一元的に管理するためのデータベー

スの構築に関する調査・研究を実施する。

②地すべりデータベースに関する研究

地すべり防止区域においては、長期的な観測によ

り、現在多 くのデータの苓積がなされている。それ

らのデータを有効に活用するためのデータベースシ

ステムの構築を行い、各種施設などの効果黛評価や

構造物機能評価に活用するための研究を実施する。

③活火山ハザードマップの活用に関する研究

ハザードマップの作成後の対応と有効な活用方法

に関する調査、研究を実施する。

SABO vol.75JuJ.2003 11 
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流砂系における土砂移動実態把握のための現地調査

全流砂量捕捉装置の設置

............................................ 
（財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所

調査の目的

現在、流砂系を考慮した総合的な土砂管理を実行

するために、水系一貰とした土砂動態の実態把握を

H的とした土砂モニタリングが全国的に実施されて

います。モニタリング地点における土砂移動現象を

流砂系という視点でとらえ、土砂の流れを生産域か

ら海岸域までの場の連続性や時間の連続性、土砂の

姑 ・質といった視点で、河川ごとの特性を把握する

必要があります。

土砂管理上の大きなテーマは、 「安全」に加えて、

「生態系、景観等の流域環境の保全」であり、財団

法人 砂防 ・地すべり技術センターでは、安倍川砂

防域を調壺フィ ールドとして、中 ・長期的な土砂移

動現象に府目し、出水時における土砂移動の実態を

現地で直接観測する手法を考えました。そして、環

境への影神 （ディスターバンス等）を考恋し、生起

確率1/20年程度までの中 ・小出水時における土砂の

移動実態を調壺することとしました。

なにを計測するのか

中 ・長期的な現象による土砂の移動形態は、掃流

と浮遊、ウォッシュロードに分類されます。これま

でに実験的・理論的研究から土砂移動形態ごとの現

象はモデル化がなされ、定戴的に表現 （予測）する

ことを目的とした多数の流砂倣式が提案されていま

す。現在すすめられている多くの土砂モニタリング

では、このモデル化された土砂移動現象と実際の計

測結果を比較し、境界条件等の検討が行われていま

す。例えば、与田切川坊主平えん堤で実施された土

砂モニタリングでは、各々の土砂移動形態における

質 ・拡の実態把握を且的として、水深方向にOm

（河床）、0.5m、l.Omの 3箇所の取水口を設けて流

砂を計測し、その結果を基に流砂婿式との適合性等

の検討が行われています。
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しかし、 土砂の移動形態は、同じ粒径の土砂であ

っても、場所や流址の大小など水理拡の条件によっ

て、掃流形態や浮遊形態をとるなど様々です。そこ

で、洪水時に流送されるすべての土砂を測ることを

考え、安倍川砂防域における土砂移動実態調査では、

流れそのものの全流砂（掃流砂、浮遊砂、ウォッシ

ュロード）を直接計測するという、我が国で初めて

の試みを行い、あわせて水理拡の計測及び河床の測

拡などを行い、砂防領域からの土砂移動実態（どの

ような粒径の土砂が流出しているのか）を解明する

こととしました。また、河川 ・海岸域の河床変動に

対する影評を把握するために、各領域を支配する土

砂の粒径の生産源を把握することとします。

それらの実態を明らかにすることで、海岸への土

砂の供給の訓題や河川 ・悔岸域の生態系への影牌な

どについても明らかにすることを考えております。

また、これらの土砂移動現象に対して、河川 ・海岸

域においても同じ時間軸上で調査を実施することに

よって、土砂移動に関する時間の連続性の実態を把

握することができ、流砂系全体の土砂移動実態を解

明する事に役立つと考えております。

土砂移動実態調査

今回実施する土砂移動実態調査では、安倍川に設

置されている大島えん堤地点において、全流砂拙捕

捉装骰による観測を実施するほか、流域内の上下流

にある国土交通省国土技術政策総合研究所及び静岡

河川事務所、静岡大学等の観測データから、共同で

総合的な解析を行うこととしています。
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◎：浮遊砂観測：

国土技術政策総合研究所

0浮遊砂観測：

静岡河川事務所

◇ 掃流砂・浮遊砂観測：

静岡河川事務所

● 土石流観測：

静岡大学

〇流域面積A=567km2

〇流路長 L=51km
0 2.5 5km 一安倍川流砂系観測位置図

全流砂量捕捉装置の開発

中 ・小出水時の士砂移動現象の実態把握を合理的

に行うためには、

① 河床から水而まで全水深の流水と土砂を採取

する

② できる限り水の流れを乱さずに採取する

③ 河川の流心方向で流水を採取する

ことが璽要であると考えました。また、同時に出現

している洪水流の水理拡（流速、水深）をえん堤地

点で確実に観測することとしました。

これを実現する装骰として、以下を基本性能と し

た「全流砂披捕捉装骰」の開発を行いました。

l) えん堤水通しのように、洪水流が一定の流れに

なる箇所に、水と土砂を同時に捕捉できるバケッ

トを取り付けて直接採取する。

2)捕捉バケットの形状は、単位幅における河床か

ら水而までの流水の採取が確実に行えるように、

1/20確半ピーク流址までの水脈飛距離を考椒して

決定する。

3)洪水流を連続的に捕捉するために、採取した流

水は直ちに祁水管を通じて採水タンクヘ流送する

ものとする。

4)採水タンクを複数 （現在 5基）用意し、出水巾

の 1回の採水ごとにクレーンによる設置 ・撤去を

行う形式として施設の小規模化を図る。

※今回、開発を行った全流砂品捕捉装i在は、データの

集積に試料採取を伴うため、連続的な流砂抵計測に限

界をもつ。よって、施設が小規模でかつ述続計測にも

適する 「間接計測（音響法）」 を併用し、相互のキャリ

プレーションをとることにより観測精度の向上を図る。
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全流砂量捕捉装置各鄭の説明
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1トビックス 1 

第3回世界水フォーラム 土砂問題分科会について

第3回世界水フォーラム土砂委員会 事務局

1. 第3回世界水フォーラム

「第3回軋界水フォーラム」は、世界の水問題を

討議することを目的に 3月16日～23日までの 8日問

にわたって京都、滋賀、大阪を結ぶ琵琶湖 ・淀川流

域において開催された。フォーラムは、分科会 ・地

域の日 ・フォーラム参加者と閣僚の対話 ・閣僚級匡l

際会議 ・参加者センター ・プレスセンター ・水のえ

ん （水に関するフェア） ・式典で構成された。

フォーラム

●参加者数

●参加固数

24.060人 （海外参加者6.056人）

182の国及び地域

●開催分科会数 351分科会

●フォーラム参加者代表と閣僚との対話出席者数

519人 (102の固及び地域）

●ポランティア数 786人

京都（京都フェア含む） ：388人（延べ1.599人）

滋賀 （滋賀フェア含む） ：210人（延べ429人）

大阪 （水のEXPO含む） ：188人 （延べ300人）

●通訳者数 178人

●プレス数 1.201人 （内海外プレス270人）

第3回世界水フォーラム開催状況

閣僚級国際会議

●参加固等 170の国及び地域、 43の国際機関等

●閣僚級参加 約130人

水のえん（フェア会場の状況）

●来場者数 約210,000人

京都フェア：約60.000人

滋買フェア：約49.700人

水のEXP0:98.417人

フォーラムについての詳細は

b ttp-./ /www.world.water-forum3.com/j pn/ 

を参照下さい。

2. 土砂委員会

土砂委員会については「SABO」Vol.72で紹介し

ているので、その後の活動について報告する。

土砂委貝会は、第 3回世界水フォーラムにおいて、

「土砂問題分科会」を開催するのに先立ち、下記の

通り委貝会及ぴ地域会議を開催した。

委員会

●2001年 9月28B 第 1回委貝会 ：

委貝会股立、地域会議開備について

●2002年4月26日 第 2回委貝会：

南西アジア ・中南米地域会議開催報告、地域会議

等の開催計画

●2002年 8月6日 第 3回委員会 ：

日韓土砂災害防止技術会議報告、地域会議等のI附

催計画、土砂問題分科会開備計画、国際砂防ネッ

トワーク（詳細はp35参照）設立計両

●2003年 1月16日 第4回委貝会 ：

束南アジア地域会謡 ・カナダ個別会議 ・ヨーロッ

パ地域会議報告、土砂問題分科会開催計画

●2003年 4月17日 第5回委員会：
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土砂問題分科会開催報告、解散

地域会議

●2001年11月 南西アジア地域会議

開佃地 ：ネパール （詳細は「SABO」Vol.72参照）

●2002年 1月 中南米地域会議

開備地：パナマ （詳細は 「SABO」Vol.73参照）

●2002年 3月 日韓土砂災害防止技術会議

開他地 ：韓国

●2002年 9月 束南アジア地域会議

開催地 ：インドネシア

●2002年 9月 カナダ個別会議

開催地 ：カナダ （詳細は 「SABO」Vol.74参照）

●2002年12月 ヨーロッパ地域会謡

開催地：スイス

この 6つの地域会議に参加した国は約30カ国にも

達し、それぞれの地域の自然環境や社会条件に応じ

た土砂問題が討議された。このうち 5つの地域 （南

西アジア ・中南米 ・東南アジア ・カナダ ・ヨーロッ

パ）の代表者が、 土砂問題分科会でそれぞれの地域

会談の報告、及び討論を行った。

3. 土砂問題分科会

土砂委員会は、世界各地域の土砂災害の実態と課

題、 七砂災杏の軽減、防止に向けた取り組み、辿携

などについて討誂するため、第 3回1せ界水フォ ーラ

ムにおいて、 「土砂問題分科会」を開催した。

●開催年月日 平成15年 3月18日（火）

12時45分～15時30分

●開1韮場所 京都国際会館B2会議室

9
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会場風景

(2陪席を含め約200席の会場に240名以上が参加）

開催内容

1)開会宣言

2)基調講演

大久保駿 土砂委具

岡本正男 国土交通省砂防部長

1 日本の土砂災害、特に、 土砂災害を起こしや

すいlこ1本の自然社会条件について

2 日本の土砂災告対策について （土砂災害対策

四法、砂防四法の紹介）

3 世界の土砂問題について

4 ホームページ 「国際砂防ネ ットワーク」の紹介

3)地域会議報告 識長岡本正男土砂委貝長

5つの地域会議について、各代表から当該地域会

議の報告が行われた。

1 南西アジア地域会議

開催場所ネパール カトマンズ

開催日時 2001年11月7H 

報告者 Prof. Deepak Bhattarai, Principal, 

Nepal Engineering College. Nepal 

(Representative丘omSouthwest Asia) 

[ l -lプレゼンテーション】

下記の通りプレゼンテーションが行われた。

●ネパール

ネパールにおける土砂災害の紹介、JICA災害軽

減支援プログラムの紹介。集中栄雨における土砂l閲

連の災害について。ヒマラヤ地域での研究、調査の

必要性。

●バングラデシュ

山岳地帯の急傾斜地形が河口地域にもたらす給水

の問題。塩害による農業、漁業、耕転への悪影押。

これらの1問題を解決するための共同措置をとる必要

基調講演（岡本砂防部長）
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性。

●中国

山岳地帯における土砂災害、その対策。 さまざま

な土砂災害の紹介。山岳地帯の災害の分布 (73.9%

から95％の土砂災害は、 5月から 9月に集中＝モン

スーン多発期間）。今後とも 、泄界各地で共同歩調

をとって調査 ・研究していくという提案。

●スリランカ

最も土砂崩れが多い地域での原因を検討。一番の

原因は降雨。 自然災害等を予防するため、あまり人

問の手を加えないようにという啓蒙活動を提言。国

際的なネ ットワークによる土砂liiれへの対応、啓蒙

活動の必災性。

●日本

日本の土砂災害の実態。 日本政府の対策、法律の

紹介。土砂崩れ多発地域でどのように安全に姪らす

か。

世界各地で頻発している土砂災害軽減、防11こに対

し、梢報共有の必要性について強調。国際砂防ネッ

トワーク設立の提案。

[ 1-2パネルディスカッション・提言】

国特異的な問題に対するさまざまな対策、土砂災

害軽減について討謡。今後とも継続的な土砂問題に

ついての研究を続ける必要性。国際的な砂防ネット

ワークをつくるということで総意に達した。

2 中南米地域会議

開催場所バナマ

耕l1椛日時 2002年 ］月21日～2313

報告者 Dr. Eduardo Camacho. Coordination 

Center for the Prevention of Natural 

Disasters in Central America 

(CEPREDENAC). Panama 

(Representative from Latin America) 

【2-1 プレゼンテーション］

中南米は北米からパタゴニアまで22カ国あり、面

和、緯度、経度を見ても、広大な地域である。アメ

リカ開発銀行によるとこの地域における自然災害の

うち、上砂災害は非常に大きな位骰を占めている。

他の地域同様、不適切な土地利用、開発が規制され

ていない状況、森林の伐採が原因となっている。以

下、1刈述する土砂災害事例として災害写具、犠牲者

数などを紹介する。

【2-2 パネルディスカッション・提言］

中南米地域会議は、 CEPREDENACと日本の土

砂委員会の共催で、中南米からの参加同は、

CEPREDENAC加盟国 6カ国 （グアテマラ、エル

サルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリ

カ、パナマ）と、メキシコ、コロンピア、ベネズエ

ラ、 ドミニカである。この会議には、技術者だけで

はなく 、土木工学、公共工事担当当局も参加した。

この会議は、土砂災害、特にその影評とリスク軽

減の対策について焦点を当てたものであり、軽減対

策と防災に関する討論が行われた。中南米で頻繁に

起きている土砂災害の原因として、染雨、洪水、火

山活動、地震、人間活動などがあげられ、各国の社

会経済的発展を1阻害するものであると考えられた。

特に、土砂災害危険区域における人間活動が多くの

懸念事項となっている。 したがって、防災に関する

研究を徹底し、土砂災害防止 ・軽減対策を講じるこ

とが必要である 。 これは人命 • 財産 ・ インフラを保

護するために必要で、インフラ保談とは、農業生涯、

工業生産など基本的なインフラを保護することを意

味している。こうした理由から、上砂災害軽減策は、

中南米における社会経済的発展と、人命、棗境の保

護に直要で、持続可能な開発に貢献するため、頻繁

に大災害の影押を受ける国において特に重要であ

る。

中南米では 1年間を通じて土砂災害を経験してい

るため、技術的、科学的な知識や経験が蓄和されて

いる。この経験及び知識を他国と共有することは土

砂災害軽減に有効であり、共有した経験 ・矢ll識を効

呆的に利用するためには、防災のための監視システ

ム、整戒体制の徹底、ハザードマップの作成、そし

て地元住民の教育が必要である。

この会議では、 土砂災害に関する地域コミ ュニテ

ィーを組織することで合意が得られた。CEPRE-

DENACは、こうした組織を通じて技術協力を進め

たいと考えており、情報の交換は誼要であると認識

した。技術協力を促進するためには、組織が必要で、

政策を優先順位化する必要がある。また法的な枠組

みを開発し、 土地利用の笠理 ・規制、組織の強化、

技術的科学的な知識の促進、地域をベースとした活

動を促進すべきである。

最後に、国際的なネットワークにより 、科学的な
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栢報を交換し、特に砂防技術に焦点を当てた交流が

必要である。例えば、国際会議、研修、研究などの

共同の取り組みが直要である。

3 束南アジア地域会議

開催場所 インドネシア ジョクジャカルタ

開催日時 2002年 9月11日

報告者 Ir.Moh. Hasan, Director of Technical 

Guidance, DGWR. Ministry of 

Settlement and Regional Infrast.J・ucture. 

Indonesia (Representative from 

Southeast Asia) 

[3-1 プレゼンテーション】

以下、参加 7カ国からの報告概要。

●カンポジア

メコン）Il、カンポンチャンにおける水路 ・土砂緩

和について。この川底の侵食が土手を侵食し、それ

が周辺の570世帯と、水田50haを危険にさらしてい

る。

●日本

土砂災害防止の重要性を強調。最新の砂防技術、

土砂災害に関する固際協力の紹介。

●ラオス

水に関する政策は国としてはしておらず、総合的

な全国政策はない。

●フ ィリピン

土砂崩れなどがいかに人命や不動産にとって脅威

になるか。

●タイ

洪水あるいは鉄砲水などが 1地域に発生してお

り、どのような災害状況であるか報告。

●ベ トナム

侵食が、河岸の環榜、生態系及び移住にもたらす

影響。

●イ ンドネシア

18 

土砂災害を受けやすい 5つの背娯

1 大変構造プレートに位置することから地震が

多い。

2 128の活火山がある （＝世界の活性火山の

17%）。

3 地質的条件 （ジャワ、スマトラなどは若い地

域である） 。
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4 年間の降雨屈が大変多く、ところによっては、

4,000mmある。

5 人口密度が高く、人口増加が進んでいるため、

山腹に居住する人が増えている。また、経済危

機が2年ほど続いてお り、上流の木が伐採され

るようになっている。

［災害被害事例紹介］

●メラピー

火山災害 2001年 2月噴火／ 1時間に200kmと

いう速度で溶岩が流出。熱さは600℃。火山明

火後の降雨により、ラハール発生。橋や家屋ま

で流れ込んだ。

●その他、ジョクジャカルタ、 ニャス島、セメルー

山における土砂災害の概略説明。

［対策］

ハード対策として、メラピー地域に一番最初につ

くられた砂防ダムがある。最近では 日本と同様なニ

重壁の砂防ダムがある。砂防ダムは大規模構造物で

コス トがかかるので、その機能を最大限使えるよう

な多目的砂防ダムを現在考案中である。例えば、橋

を一緒につくったり、 小さい水力発砥機能をあわせ

てつくっている。その他、メラピー山の対策として、

ジャワ中央に銅製スリット砂防ダムがある。

ソフト対策としては、メラピー山のハザードマッ

プ （数値モデルに碁づくもの）があり、 土砂や土石

流、灰が流れる危険性のある地域を示 している。マ

ップには観測所、雨磁観測所、 登告を発するタワー

も記載されている。また、伝統的な野報システムと

して、ケン トンガンと呼ばれるものがあり、 土石流

などがあると思われるとこれを嗚らしている

【3-2 提言］

東南アジアは土砂災害を受けやすい地域で、人

命 ・財産 ・インフラストラクチャーの保護のため、

防止 ・軽減策をと っている。また土砂災害というの

は世界的な問題でもあるため、知識の共有や緊密な

連携をはかる ことは土砂災害防止 ・軽減に、効果的

である。
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4 カナダ個別会議

開催場所 カナダ

プリティッシュコロンビア大学

開催日時 2002年9月26日

報告者 Mr.Douglas VanDine. VanDine 

Geological Engineering Limited會 Canada

(Representative from Canada) 

【4-1 現地調査】

カナダにおけるほとんどの土砂災害は西海岸で発

生しているため、バンク ーバーで会議を開催し、災

害現地調査を通して、カナダでの土砂問題対策を紹

介した。

●アルバータクリーク （バンクーバー北側）

土砂崩れ、 1993年何人かの犠牲者。

●ホープ

バンクーバーとほかのプリティッシュコロンビア

州の都市につながるカナダの生命線。

土石流 1965年 1月 200mにわたって国道が遮

断された。

●パンクーパー北部

防災設備 1997年建築 約200の家屋が保全対象。

●ハルサンド

防災設備 80年代中頃 約41の家屋が保全対象。

●マグネシウムクリ ーク

防災設備 約19の家屋が保全対象。

●ラブルクリーク

1985年 土石流火山。

災害当時は人が住んでいなかったが、1990年に分

譲地として販売された。その後危険であることが判

明したため、住宅は移動され、現在は建物がない。

●フレザーパリ ー、ヨホウプパレー地域

土石流対策構築物 80年中ごろに建築。

去年冬、土石流発生の際、高速道路手前で土石流

はとまり 、大事には至らなかったが、十分に機能し

たか疑問である。

[4-2 プレゼンテーション】

参加者は、日本とカナダの代表、学生他。発表者

は、日本 ・カナダより各 3名。

【4-3 パネルディスカッション】

下記のテーマについて話し合われた。

1 土砂崩れのマッビング （日本）

2 気候変動と土砂崩れの頻度 （日本）

3 インターロッキングワイヤリングのフェンス

を使った手法 (B本）

4 土砂崩れの防止 （カナダ）

[4-4 提言】

地質、地形、気候、土地利用が原因でカナダ並び

に日本の特定地域で土砂災害が頻繁に起こってい

る。これらの土砂災害を防止 ・軽減することは、人

命 • 財産 ・ インフラ ・ 環境の保護につながる。 より

効果的に土砂災害を防止 ・軽減するには、 土砂問題

に関する知識と経験を他国と共有し協力しあうこと

が肝要である。したがって国際砂防ネットワークの

設立は、有効な方法である。

5 ヨーロッパ地域会議

開催場所スイス シオン

開催日時 2002年12月5日、 6日

報告者 Mr. Roberto Loat Senior Officer of 

Risk management, Swiss Federal Office 

for Water and Geology. Switzerland 

(Representative from Europe) 

参加国 オランダ、ドイツ、フランス、スイス、

ォーストリア、イタリア、日本

ヨーロッパ大陸は山岳地帯と平野部から構成され

ており 、地域特有の災害がある。土砂流、落石、地

すべり、侵食、洪水もしばしば発生しており、他の

地域同様、土砂災害による損失が急激に増えている。

1970年代以降、特にこの10年間、損失額が増大して

いる。土砂災害が急増している原因として、

1. 非常に密集した土地利用、その危険地域の開発

2. 構造物の老朽化

3. 大規模災害へ対応するための空間の欠如

4. 気候変動による災害の大型化

などが考えられる。

この状況を改普するために、シンポジウムの参加

者は、次のような提案をした。

1 土砂の影響を受ける河川流域の全体的な評価が

必要である。上流部で発生した災害が下流へ影響

しない対策が必要である。洪水、侵食、沈殿など、

それぞれの危険性を分類し、個々に対策を講じる

必要があるc

2 災害時において、意思決定プロセスに参加する

すべての人に情報を開示する必要があり 、情報公
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fitlにはハザー ドマップが有効である。赤いゾーン

では、土地開発を禁止、青いゾーンでは制限する

といったハザー ドマップの作成が煎要である。

3 土地利用の方法によって防災のレベルを分ける。

人命の保殿が第一の優先事項であるが、安全を

100％確保することは不可能であり 、このことを

常に念頭に置く必要がある。つまり洪水発生時に

は価値の高い構造物を優先的に保護し、より価値

の低い地域へその水を流すという対策である。ま

た、計画洪水流巌を上回る大災害の影評を考慮し

被害を最小化するため、緊急避難対策を講じる必

要がある。予測の杓度を上げ、避難計画を徹底し、

暫定的な措附を講じることが肝要である。

4 自然災害防止には、持続可能な対策、総合危機

管理、協力による統合的な防災体制を構築するこ

とが必要である。持続可能な対策とは、社会的経

済的側面、安全而、珠榜面を考慮し、それぞれを

客観的な指標をもってバラ ンスづけることである。

総合危機管理においては、災害前、災害発生時、

発生後のそれぞれの時点で対応できる体制を構築

することが重要である。そのためには、政府、民

間、研究、保険会社、政治家、 地域住民との連携、

協力が重要である。

5 科学者間と同等の行政レベルでの国際協力が必

要である。特に大規模災害に関しては、ノウハウ

の交換、知識の伝播などの国際協力が必要不可欠

であり、ヨーロッパでは、国際的な行政レベルの

ネットワークは必要不可欠であると考えている。

4)パネルディスカッション

議題世界の土砂災害対策

議長岡本正男土砂委員長

坦暉会議報告

20 SABO vol. 75 Jul.2003 

パネリスト 地域会議報告者 5名及び

水山高久 土砂副委貝長

【ディスカ ッション内容l
自然がもたらす土砂生涯 •下流への流出 ·堆秘、自

然だけではなく土地利用・人口問題によって起こる

人命や財産の損失・幹線交通網のダメ ージ対応、土

砂災害防止対策 •迅速な対応（特にハー ド対策と教

育などのソフト対策）、国際砂防ネットワークの必

要性。

5)提言 （要約）

ハリケーン、台風、洪水、楽雨、地族、火山活動

などは土砂災害の原因となり、これらの災害は社会

的、経済的棗境的にも大きな影特を及ぼす。 したが

ってこの問題に対処することは重要である。それに

はハー ド、ソフ ト両面にわたる防災体制、教育、啓

蒙活動が有効であると考えられる。迅述な酔戒避難

活動、土砂災害復旧活動は、人命、財産、インフラ、

現榜の保護につながる。また、社会、経済、環境的

な要素のパランスを保つことは持続可能な開発にい

たる。そして経験、知識を苓稽することにより、 土

砂災害を軽減できる。多くの知識や経験を菩梢して

いる国の情報の共有化は、行政のレベル、技術的な

レベルの両面で必要であり国際協力に有効である。

土砂災害の影評を軽減するためにこのような取り組

みが重要である。そのため国際的な砂防ネットワー

クを開発することが提案されている。すでにウェプ

ページに国際砂防ネッ トワーク （http://www.sabo-

int.org/)が開設されているので、参考にされたい。

.. 

バネルディスカッション
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6)質疑応答ほか

［会場からの質問］

問●カナダでは、国立公園などにハードの施設をつ

くる際、どういう順番で対策を立てていくべき

か？

答●第 1の優先順位は人命の保設。第2の俊先顛位

は、 立楊によ って変わる。たとえば経済学者が答

える場合と深榜学者が答える場合では答えが異な

ってくる。また、これはケースバイケースで、国

によ って答えは異なる。 1つの国でうまくいくこ

とが必ずしも他国ではうまくいかないことが考え

られるが、予岱などの関係上、確かに優先順位が

必要である。

【会場からの意見】ー1 （インドネシア人）

●水フォーラムの中で土砂問題が取り上げられたこ

とは有意義である。

土砂問題に関する情報が非常に不足している。国

際的なネットワークを支持する。

【会場からの意見］ ー2 （在フィリピンEl本人）

質疑応答

●フィリピンでは災害は多いが技術者の数が少な

い。知識と経験も限られており、ネ ットワークの

構築は有意義である。

7)閉会挨拶 大久保駿 土砂委員

4. おわりに

「世界水フォーラム」という大きな国際会議の楊

で土砂問題を初めて謡論したこと、地域会議を通じ

て30カ国近い国々との土砂災害担当者と議論ができ

たこと、日本が主埒的立場でこれらを実現したこと

は大いに意義があった。

今後は、提言としてまとめられた国際砂防ネット

ワークを活用し、砂防の輪を広げ、より深い謡論を

行いつつ、有効的な情報交換を進め、 土砂災害の軽

減に向け世界の砂防担当者と一緒に取り組むことが

重要である。

水フォーラムという大きな山を登り、次の頂きを

目指して共に力を合わせて進みましょう。

閉会挨拶
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平成14年麿「砂防ソイルセメント活用技術講習会」の
開催について

（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部

近年、棗境への負荷の軽減やコスト縮減、あるいは工事の安全施工等の観点から、

砂防工事の現場におきまして、現地で発生する掘削土砂を有効活用し、砂防堰堤や護

岸などの構造物を構築するINSEM工法（砂防CSG工法、 CSG工法）や ISM工法等

を総称した「砂防ソイル七メントエ法」が用いられるようになってきております。

INSEM工法は掘削残土処理が困難な都市砂防の六甲砂防工事事務所で平成 3年

度から検討され始めました。実施工では平成 7年 9月に雲仙の火山砂防事業として水

無川 1号砂防えん堤の着工が初で、その後、六甲の住吉川で平成10年に西滝ヶ谷5号

床固工の施工が行われるなど、全国各地でその活用が盛んになってきています。

ISM工法については、北陸地方建設局 （当時）、財団法人先端建設技術センタ ー並

ぴに民間会社が平成4年度から共同開発し、その後、試験フィ ールド制度及び技術活

用パイロット制度に基づく試験施工を経て、一般工事としては平成11年度に神通／1|水

系砂防工事事務所管内の左俣谷第一号下流砂防えん堤での実施が初めてのものとなり

ます。現在まで、大隅工事事務所、松本砂防工事事務所、立山砂防工事事務所などに

おいて、砂防えん堤や床固エ、祁流堤の建設に用いられています。

当センターにおいては、事務所からの委託を受けて、現地発生土砂

を利用した INSEM工法についての施工の効率化や現場における課題

等の技術的検討を実施してきております。現地発生土砂を活用したエ

法は時代の要請から、全国各地の砂防の現場で、今後ますます増えて

いくと考えられます。このような背景から、砂防に携わる技術者が計

画 ・設計 ・施工の全般にわたり一附このエ法についての理解を深めて

いただけるよう、近畿地区を皮切りに全国 3箇所で講習会を開催しま

した。これ以外に九州地区においては国土交通省九州地方整備局が主

催され、当センターは協賛しました。その概要は以下のとおりです。

■近畿地区
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開催日時：平成14年11月18日 （月） 13:30-16:35

会場場所：メルパルク大阪 参加者数 ：約130名

特別講演 ：「砂防ソイルセメントを活用した技術の展望」

水山高久 （京都大学大学院農学研究科教授）

「砂防‘ノイルセメン ト現地施工の現状と今後の取り組み」

桜井 亘（独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ主任研究員）

「砂防‘ノイルセメント活用ガイドライン」の留意事項と解説について

松井宗広 （（財）砂防 ・地すべり技術センター 総合防災部長）

「INSEM施工事例紹介」

萩原 節 （国土交通省関東地方整備局 宜士川砂防事務所建設監督官）

「ISM施工事例紹介」

末吉正志 （国土交通省九州地方整備局 大隅河川国道事務所 工務第二課長）
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■中部地区

開催日時：平成14年11月26日 （火）13:30-16:35

会場場所 ：愛知厚生年金会館 参加者数 ：約llO名

特別講演 ：「砂防ソイルセメン トのなりたち」

■北陸地区

大手桂二 （京都府立大学名誉教授）

「砂防‘ノイルセメント現地施工の現状と今後の取り組み」

桜井 亘（独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ主任研究員）

「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」の留意事項と解説について

松井宗広 （（財）砂防 ・地すべり技術センター 総合防災部長）

「INSEM施工事例紹介」

萩原 節 （国土交通省関東地方整備局 宜士川砂防事務所建設監抒官）

「ISM施工事例紹介」

上原信司（国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所水谷出張所長）

開催日時：平成14年12月4日 （水）13:30-16:35

会場場所 ：新潟グランドホテル 参加者数 ：約160名

特別講演 ：「砂防ソイルセメントと砂防」

田畑茂消（日本大学理工学部講師、（社）砂防学会理事）

「砂防ソイルセメン ト現地施工の現状と今後の取り組み」

渡 正昭 （独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ上席研究貝）

「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」の留意事項と解説について

松井宗広 （（財）砂防 ・地すべり技術センター総合防災部長）

「INSEM施工事例紹介」

池田 弘 （国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所建設監督官）

「ISM施工事例紹介」

上原信司 （国土交通省北陸地方整備局 立山砂防事務所水谷出張所長）

■九州地区 （国土交通省九州地方整備局主催）

開催日時：平成14年12月10日（火） ・11日（水）

会場場所 ：勤労者総合福祉センター（通称：サプアリーナ）

特別講演 ：「砂防が求める技術開発」

田畑茂泊 （日本大学理工学部講師、（社）砂防学会理事）

参加者数 ：約420名

現地見学 ：水無川 背割堤 (CSG無人）、水無川 3号鋼製スリッ ト砂防えん堤 （RCC無人）、

大野木場砂防未来館

中尾川 千本木背割堤 (CSG有人）など

講 演 ： 「無人化施工技術の概論」

藤野健一（（財）先端建設技術センター碧及振興部長）

正林啓志 （（社）建設電気技術協会専務理事）

「雲仙 ・普賢岳の現状」

古賀省三（九州地方整備局雲仙復興事務所長）

「砂防ソイルセメント現地施工の現状について」

桜井 亘（独立行政法人土木研究所主任研究員） 他

「砂防ソイルセメン トエ法の概論」

松井宗広 （（財）砂防 ・地すべり技術センター総合防災部長）
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■大川床固工群工事におけるインセム工法について

本提天端 ・巨石貼
水通断而図 ．．． 

側而 .flt)伐材型枠

完成イメージ

e直壁天端 ・インセム余盛 t=300mm

側面 • Ilil伐材型枠

■鍋山谷谷止工におけるISM工法について

当センターとしては、砂防に携わる技術者が 「砂

防ソイルセメントエ法」への一陪の理解を深めると

ともに、同工法が普及していくよう、今年度も講習会

の実施を含めた検討を進めていくこととしています。
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.. 
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水叩側壁天端 ・インセム余盛

（概要）

〇施工位置、諸元等

施工位置： 新為県南魚沼郡

湯沢町大字三国地先 信浪

／1|水系栢津川右支二居川

工事概要 ：床固工 ＿ •長さ

31.0m、高さ＿5.8m、輻一

11.2m、インセム施工祉ー

l,07lm3 

工期： 平成11年 8月21日～

平成12年3月25日

〇施工位置、諸元等

施工位置 ：鹿児島県鹿児島

市黒神町黒神地先桜島水

系黒神川右支）II鏑I」l谷

工事概要： 谷止エー長さ

56.5m, 高さー 14.5m,

幅 ー17.3m,ISM施工泣一

9.15lm3 

工期： 平成13年 3月24日～

平成14年12月20Fl 



「J-SAS活用検討会」開催について

主催 ：（財）砂防・地すべり技術センター

1ヽ1センタ ＿では、民liuへの技術移転の一閃として、平成6~8年にIJI.J発した二次元数

値解析シミュ レーションプログラム 「J-SAS」（泥流 ・ヒ石流）についての活用検討会

を、平成15年 3月7日（金）＇ド後 1時30分～午後 4時00分、東条インペリアルパレスにお

いてl}1，l1liiしました。

当l1は、池谷研究所長 （某専務PIし）i)による挨拶と]-SAS活川上の留意；点、安UI..E任

研究貝、尾鮒研究Liによる数値解析ツールの運用という技術的なテーマについて、ツー

ルが対象としている土砂移動現象や使用実紐を踏まえたパラメータの設定における注意

点などの話題提供に引き続き、数値解析技術に1剥する活発な議論がなされました。

実際に同様な技術を巡JIJした実紹を多数持つ、民間コンサルタントの数1直解析担当技

術者 （実務レベル）を中心に、 2符t42名の参力I]がありました。今後も数値解析技術の一

般公開に向けてさらなる検討を項ねる方向です。

こ挨拶（研究所畏） 説明・聴講の様子
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I技術ノート I 

風倒木と山腹崩壊（その1)

松村和樹＊

森林の風倒による災害調査 ・研究は多くはなく、

風の規模と風倒木地の範囲など記述した文献も少な

い。洞爺丸台風、伊勢湾台風、第 2室戸台風など暴

風雨を伴った台風では、風倒災害は発生しているが、

山腹斜面等の崩壊や土石流に起因する災害に比較し

て、残されている賀科は少ない。ここでは入手資料

をもとに風倒被害についてとりまとめる。

1. 過去の風倒木災害の実態

①1954年洞爺丸台風

この台風は、鹿児島県から北海道北部まで日本を

縦断したため、その被害も全国的に広がり、死者

1.327名、行方不明者371名、負偏者1,387名（その内、

洞爺丸沈没による死者1.047名、行方不明92名）、建

物被害3万167戸、建物没水10万3.533戸、田畑浸水

8万2,962町、船舶被害1.752隻、北海道岩内町の大

火で焼失3,300戸、死者34名、行方不明29名、負倣

者223名という大きな被害を被った。また、石狩川

流域では約8,000万石に及ぶ莫大な風倒木が発生し

た （自然災害科学事典 19総）。

②1959年伊勢湾台風

伊勢湾台風は、 1959年 9月26日に潮岬西方に上陸

し、そのときの勢力は、最低気圧929.5hPa、最大風

速50m/sを記録するとともに暴風半径も500kmにお

よぶ超大型の強い台風であった。

被害は死者 ・行方不明者の総数は5.098名 （うち

愛知県3.251名、 三重県1.273名）にのぽり、明治以

降では最大の台風災害となった。その他の被害は、

家屋全壊3万6.135棟、家屋流出4,703棟、家屋半壊

11万3.052棟、家屋浸水36万3,616棟、山 ・崖崩れ

7.231カ所であった。

また、この台風でも多くの風倒災害が発生してい

る。紀伊半島では、伊勢神宮境内で樹齢数百年とい

・（財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部長

26 SABO vol.75Jul.2003 

う大木が強風によって多数倒壊したほか、奈良県内

でも春日山原始林やその他で巨木の倒壊が多数発生

した。

なお、この台風による長野営林周南木曽営林署管

内 (3,500ha)における風倒は針広混交林や広葉樹

林ではほとんど発生はなく、 主として針葉樹林で発

生し、樹齢別では40年未満の林地ではほとんど発生

はなかった （林野庁治山課 1993)。

③1981年台風15号

8月の台風15号の観測では、最大風速は苫小牧で

27.7m/s、最大瞬間風速では浦河40.4m/s、苫小牧

38.6m/s、釧路33.2m/sと記録的であった。この強

風のため十勝、胆振東部、日高西部、 上）1|南部の北

海道中央部から東部で風倒木被害が生じた。その面

和は、 58.780haで、カラマツ人工林の被害が多く 全

体風害屈の35％を占めている （東京大学付属演習林

1990)。

④1990年台風19号

台風19号は、 9月19日20時過ぎに和歌山県白浜町

に上陸し、尾登測候所で最大瞬間風速56.lm/s、三

重県津地方気象台で43.9m/sの最大瞬間風速を記録

した。三重県下での風倒木被害は、スギ、ヒノキを

中心に2,700haに及んだ（陶山 1992)。

⑤1991年台風19号

この台風の被害については後述する。

⑥1993年台風13号

9月3日午後4時ごろ薩摩半島に上陸した台風13

号は、中心気圧930hPa、暴風域半径190km、中心

付近の最大風速は50m/sで、大隅半島肝属郡大根占

町で74m/sの瞬間最大風速を記録し、薩摩半島南部、

大隅半島南部で風倒木の被害が発生した。その被害

区域面税は6,500ha、被害額は66億円であった。
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⑦1998年台風7号

台風7号は、9月22

日本州中央部に上陸

し、近畿 ・中部地方、

特に岐阜県下では大き

な風災害を与えた。こ

のときに奈良の室生寺

では、国宝の五重塔が、

強風で倒れた巨木で大

きく損像を受けた。こ

の台風の局所的な最大

風速は40m/s以上と想

定された。

奈良県下での森林被

害は、 2,579.35haにの

ぽり、被害面稽では、

とくに室生村、吉野町、

東吉野村で300haを超

えている。

一方、被害率では、

明日香村 (5.41%)、

菟田野町 (4.88%）、

室生村 (3.98%）、吉

野町 (3.94%)で底い

値を示している （松本

等 1999)。

以上の風倒木の実態

から以下のような事柄

がまとめられる。

a. 全国的な広がりを

もつ風倒木被害は、

強風を加速させる速

度の非常に速い、大

型の台風によるもの

が多い。

b. 倒木は、スギ ・ヒノキやカラマツなどの針葉樹

に多く発生するが、伊勢湾台風では春日山原始林

でも風倒は発生している。

C. 倒木は高齢林に多い。

d. 倒木の発生は、山腹斜面表層土の強度低下を招

きその後の崩壊発生に対する抵抗力を小さくする。
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＾ 図2.1 台風19号と洞爺丸台風の進路
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図 2.2 台風の進路と気象官詈の最大10分間平均風速分布

2. 1991年台風19号の特徴

2.1 気象特性

1991年の台風19号は 9月26日に沖縄付近を通過

し、 9月27日16時過ぎに長崎県佐世保市に上陸した。

その時の中心気圧は940hPa、中心付近の最大風速

は50m/s、暴風 (25m/s以上）半径が300km以上、

強風 (15m/s以上）半径が600kmの勢力であった。
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台風19号の進路を回2.1に示す。

この進路は、1司様の風台風であった

1959年の洞爺丸台風に酷似してい

る。

台風19号は、北海道に再上陸する

頃には、その速度が90km/hr(25m 

/s)を超えていた。そのため、台風

の進路右側にあたる地域の西日本か

ら北日本にかけて日本海側を中心に

各地で観測史上最大もしくは上位の

瞬間）風速を観測した （図2.2)。

大分県日出測候所では、蚊大瞬間

風迷44.4m/sを記録し、これまでの

30.lm/sを大幅に更新した （大分

県 ・大分地方気象台、 199]、宮沢、

1992)。

図2.3 台風19号による九州の風倒木地の分布

表2.1 各県の風倒木被害

大分県 福岡県 熊本県

風倒木本数 （千本） 22.000 10.900 6.000 

風倒面積 (ha) 22,018 7.239 5.780 

人工林面積 (ha) 218.885 131.041 243.452 

被害率(%) 10.1 5.5 2.4 

表 2.2流域別風倒木地面積

流域名 流域面積 風倒木面梢 面積率
(kn!) (!びm‘) (mう （％） 

筑後川 l.100.39 102.6520 9.3 

山国川 444.83 59,192.5 12.7 

犬丸川 39.46 3,738.8 9.5 

駅館川 152.72 7.148 7 4.7 

その他 54.09 3,613.9 5.3 

合計 （平均） 1.813.49 176.354.9 9.7 

2.2 九州北部の風倒木の発生状況

風倒木は、全国各地で発生 したが、

特に、九州北部の被害は大きいもの

であった。九州で発生 した風倒木地

の分布を図2.3に示す。

固2.3から、大分 • 福岡 ・ 熊本県

の県災付近での風倒被害面積が大き

いことが認められる。被害の落しい

大分 • 福岡 ・ 熊本県では、風倒木の

ほとんどがスギ ・ヒノキであった。

風倒被害が人工林で発生 したとし

て、人工林面税に占める風倒面積

について整理すれば、表2.1のよう

にまとめられる。大分県の人工林

而積に占める風倒而梢率は10.l％と

他の 2県を凌駕している （（財）砂

防 ・地すべり技術センター 1992)。

また、上記各県に関わる主要河

川における、流域面梢にしめる風

倒木地面積率を、表2.2に示す。 この表から山国川

で12.7％と非常に大きく、全流域の平均は、 9.7％で

ある。

合計

38.900 

35.037 

593.378 

5.9 

3．大分県北西部の風倒木の特徴

3.1 風倒木の発生状況

風倒木地は九州全域に発生しているが、特に大分
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表3.1 大分県北西部の風倒木被害 （大分県土木建築部調）

土木事務所 市町村 面梢(A)
(knf) 

中津市 55.50 

芝光村 46.05 

中津 ・ド毛郡 本耶麻渓町 85.04 

耶麻渓町 184-.65 

山国JlrJ 119.60 

小言t 490.84 

日田市 270.78 

日田 前津江村 78.99 

日田郡 中沖江村 81.91 

上津江村 88.53 

大山町 45.64 

天瀬町 ]01.45 

小計 666.10 

玖珠 玖珠郡 九重町 270.70 

玖珠町 287.46 

小計 558.16 

I合社 1.715.10 

県北西部には、躾中的に発生している。そこで、 表

3.1に示す対象エリアにおいて航空写真判読調査を

行った。

判読結果のまとめを表3.1に示す。 この表から、

対象地域の風倒木地面和率は、平均で15％と大きく、

特に筑後川上流域に位惜する上津江村の風倒木地而

栢率は22％と非常に大きいものである。

3.2 風倒木の発生と地形的特徴

風倒木が発生 しやすい地形的特徴は、強風を直接

受けるかまたは、地形上風が梨中し力Il述されるよう

な場所である。

1991年に大分県北西部に多発した風倒木地は、調

査範囲の約15％を占める広い面積で発生 している

が、図3.2(a~c) (enオ）砂防 ・地すべり技術センター

1992)のように風の集中、または風が加速され ・乱

れが生じる地形的特徴のある箇所での発生が多く認

められる。

その主な特徴を以下に示す。

(a) 南～南西向きの斜而

図3.2(a)のような、南南西向きの斜而における

倒木の発生は、図3.2(a)の下圏に示すように風1旬

と一致した南南西の強風が尾根に駆けあがり、この

風は、凸型のIIIJ率をもつ物体の流れとなり、風速が

森林面積(B) 風倒木地而積 (C)
I3 (knl) 8/A (%) C (kni) C/6(%) 

3 5 

゜゜26 56 3 12 

66 78 10 15 

159 86 30 19 

107 89 10 ， 
361 74 53 15 

208 77 29 14 

73 92 14 19 

77 94 7 ， 
83 94 18 22 

36 79 6 17 

80 79 15 19 

557 84 89 16 

216 80 L9 ， 
198 69 33 17 

414 74 52 13 

l.332 78 194 15 

写頁3.1 風倒木の状況（風の方向に樹木が倒れている）

加速されたことが原因と雅定される。

山頂部がなだらかな台地では、台地の曲率が小さ

いので流れは加速されず、倒木は発生しにくくなる。

また、風が山頂を過ぎるときに流れの剥離が生じる。

この剥離点下部の流れは逆向きとなり、強いせん断

力が作）,,1するので、樹木の幹折れがみられる。この

現象を慣性力の卓越した流れの場で考えると 、加速

された風が周囲の風速に戻るため減述され、乱流税

界荊に圧力が増加する。そのため、尾根部近傍に生
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図3.1 1991年台風19号による風倒木地状況 （大分県北西部）

じている榜界陪に剥離が生じ、剥離した点の下流部

には逆流が生じるためと理解される。

(b) 南～南西側が開けている谷筋

図3.2(b)のように、南西からの風が谷の下流か

ら上流に向かって駆け上がる場合の谷筋、特に源頭

部の斜面での風倒木の発生は、区］3.2(b)下部の図

のように谷の断面の縮小によ って流れが集中し、オ

リフィスの流れとなって風が加速されたためと考え

られる。

(c) 孤立峰の東西斜面

圏3.2(c)に示す孤立峰のような鈍い形状の物体

を通過する風は、流体力学のポテンシャル流でみら
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れるように、物体の両サイ

ドで風が加速される。この

現象で、孤立峰の中腹にお

いて風倒木が発生したと考

えられる。また、山頂や山

腹を回り込んだ風が、風下

の斜面に衝突する場合にも

風倒木が発生している。こ

の場合の倒木の方向は、 一

様ではない。

3.3 風倒木の状態

倒木の被害形状について

陶山 (1992)は、 「幹折れ」

「幹曲がり」「幹傾斜」「根返

り」 「枝折れ」「枝葉損傷」よ

うに詳細に分類しているが、

山腹斜面安定 ・崩壊の観点

から大きく区分すれば、表

府土陪に影評を与える 「根

返り」「幹折れ」「曲がり 」

の3分類で十分と考える。

・根返りは、樹幹が途中で

折れることなく、根ごと転

倒している状態をいう。

・幹折れは、樹木の幹が途

中で折れている状態をいう。

・曲がりは、転倒までに至

らず半転倒の状態で傾いて

いる状態をいう。

調査地域内における風倒木の形状は、 「根返り」

タイプが多い。

「根返り」状態の風倒木は、山腹斜面の表層土を

著しく擾乱し、その強度を低下させている。また、

「幹折れ」、 「曲がり 」状態の樹木も強風に揺すられ

ていることから、表陪土陪に扱乱を与えていると推

定される。

3.4風倒木の特徴

大分県北西部 （日田地方）に発生した風倒木につ

いて調査を行った。この地域は、わが国の中でも林

業が盛んな地域であり、森林の73％はスギ ・ヒノキ

の人工林で占められ、人工林の内スギが77％を占め

ている。



I 技術ノートI

風倒木の82％はスギが占め

ており、倒木となったスギの

内、 30年生以上のものが78%

を占め、 20年生以上のスギで

は98％を占めている。幼樹は

樹冠が小さく、しなやかな樹

幹を有しているため倒木とな

らなかったと推定される。

3.5 風倒木地の擾乱

「根返り」タイプの根系の

貰入深や根返り直径の径を図

3.5のように定義し、調査を

行った。その関係を図3.6に

示す。この図からは、根系の

貫入深と根返り直径に関して

明確な関係は認められない。

一部のデータを除き、其入深

については0.5m~l.Omの狭

い範囲に集中し、根返り直径

は、 l.5m~2.5mの範囲に集

中している。表層土厚さの範

囲が1.0~2.0mであること、

また樹高 (20~30m)を比較

すれば、貰入深は小さいと考

えられる。一方、現地での観

察から根返り直径は、各樹木 図 3.2(a) 風倒木発生箇所の地形的特徴と倒木形態南～南西向きの斜面

冒南風倒木工リア北

風

の植樹間隔に一致している。

このことは、樹木相互の干渉

で根系の成長が抑制され、密植された人工林は、不

安定な状態になることを示している。

根返りが生じた風倒木地では、シート状に表層土

が掘り返されたようになっている。このような倒木

が生じた箇所では、斜而勾配が急峻であると倒木と

同時に斜面崩壊が生じている。そのときに崩壊が生

じなかったとしても、斜面は非常に不安定な状態と

なっているので、その後の少祉の降雨でも崩壊や土

石流が発生しやすくなっているものと考えられる。

3.6 風倒木地に発生した崩壊

大分県におけるこの台風19号の最大瞬間風速、最

大風速ともに風向は南西から南南西であり、風倒木

の倒れている方向とほぼ一致しているため、風倒木

は、この台風の強風時に発生したと推定される。日

田測候所で観測された降雨記録は、総降水批で

74.0mm、最大日降水批で70.5mm、最大 1時間降水

屈で28.5mmと被害を発生させた台風の降雨に して

は少なく、風倒木発生と同時に生じたと推定される

崩壊地は、このような小さな降雨で発生したと考え

られる。

根返りを起こした風倒木が分布する斜面は、表屑

土層が激しく擾乱を受けており、土質強度の低下が

生じ斜面崩壊に関して不安定な斜面といえる。 しか

し、根返りが生じていても、勾配の緩い斜而では崩

壊の発生可能性は小さいと考えられる。

ここでは、調査対象地域内において約1.500箇所

の風倒木地を無作為に抽出し、その斜面縦断勾配を

調べた。また、その一方で風倒木の発生と同時に生
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風

図 3.2 (b) 風倒木発生箇所の地形的特徴と倒木形態 南～南西側が開けている谷筋

特に、九州北部における風

倒木の多発はこれまで経験が

なく、大分県、福岡県、熊本

県では甚大な被害を被り、こ

れら 3県の風倒木地頂i和は

35.037haにもなった。

さらに、甚大な風劉木の発

牛．をみた大分県北西部

1715.lk面にl剥して航空写真

判読を行い、風倒状況を調査

した。全域における）嵐倒木地

は194k面であり森林而秋に

対して15％程度である。日1丑

郡上津江村における風倒木地

面枡は18km'となり、森林而

積の22％を占めている。

風倒木の発生は、風の集

中 ・加速される以下の地形的

特徴を有する箇所に多く発生

している。

① 大きい111岳あるいは山脈

の風全而

② 風前の窃い山からの吹き

下ろし風を強く受けるところ

③ 暴風方向と一致したJ公く

じたと椎定される崩壊箇所について斜而縦断勾配を

調壺した。その斜面勾配分布結呆を図3.8に示す。

風倒木地の勾配は、約27度～30度を中心にほぽ正

規分布を示しているが、崩壊地斜而の勾配は、 33度

を超えると急に崩壊地が増）Jllする傾向を示してい

る。さらに、 33度以上の肌壊地の分布系は、風倒木

地の分布系に類似している。このことから、 33度以

上の非崩壊地斜面は、非常に不安定な状態といえよ

う。

4. まとめ

1991年 9月の台風19号は、その進路は1959年の洞

爺丸台風に酷似し、台風の移動速度とあいまって、

各地で風速の記録を更新した、近年まれにみる「風

台風」である。青森県において収穫期直前のリンゴ

の落果被害が喧伝されたため、「リンゴ台風」とも

呼ばれている。この台風被害は、全国各地で様々な

形態の災害を引き起こした。

長い渓谷

④ 円錐形の1_l_1の中腹l_1」龍地帯

調壺対象エリアは、森林の73％はスギ ・ヒノキの

人工林で構成されている。風倒木の82％はスギが占

めており、倒木となったスギの内、 30年生以上のも

のが78％を占め、 20年生以上のスギでは98％を占め

ている。

日田測候所で観測された降雨記録は、総降水拡で

74.0mm、最大！」降水批で70.5mm、最大 1時間降水

址で28.5mmと台風の降雨にしては少ないが、風倒

木が発生した急勾配斜面では崩壊が発生し、斜面勾

配が33度以上の斜面に多く発生している。
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写頁3.3 一部幹折れを含む

図3.3 風倒木と森林全体の樹種構成

桟返り厚さ D

根返り直径¢

図 3.5 根茎の代表的ディメンジョン

` ̀̀’ `／ 

ジ：倒翌リア
：根返りタイプ

● ：幹折れタイプ
• : f封木の方向

図 3.2 (c) 風倒木発生箇所の地形的特徴と倒木形態 孤立峰の東西斜面

％ 
％ 

40 I 120 

一 風倒木地面積率（％）

35 l→ー累加面積率(%)
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図3.4 樹齢別風倒木地面積率

根返り厚さ D
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写頁3.4 風倒木の根系と表層土の擾乱
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国際砂防ネットワークについて 国際砂防ネッ トワーク委員会 事務局

1. 構築の目的

現在、土砂災杏とそれに関連する食料 ・エネルギ

ー問題が泄界各地で依然として顕著である。今後、

人口増加 • +．地利用の変化等により、土砂災忠に起

因した食料供給の困難化、土砂災害による被害の拡

大とともに、貧困の悪循環化が懸念されているため、

t砂災害の被害軽減 ・防l|．．のための総合的な取り組

みを行うことにより 、社会の安定砧盤の構築とと も

に貧困の撲滅を屈ることを目的として、国際砂防ネ

ットワークがインターネッ ト上に2003年3月14日に

2 組織

国際砂防ネットワーク代表

大久保 駿 （社）全国治水砂防協会理事長／砂防学会長

国際砂防ネットワーク委員会

委員長 石川芳治 京都府立大学助教授

委員 井良沢道也岩手大学助教授

恩 田裕一 筑波大学助教授

陸友 優 l乱ヒ技術政策総合研究所主任研究官

久保田哲也 九州大学大学院 JJ)J教授

小林淡昭 （社）全国治水砂防協会 理事

構築された。

国際砂防ネットワークは、各国の土砂災審防止に

携わる関係者が、上砂災害や土砂災害対策に関する

情報交換や、有効な対策について情報提供可能なパ

ートナーを探す枠組みを提供する。

2003年 3月18日に京都国際会館で開1枇された第 3

回世界水フォーラム 「J.:.砂問題分科会」において、

行動計画が策定され、国際砂防ネッ トワークを充実

させていく ことで合意に達した。

桜井 亘 土木研究所土砂行理研究グループ 主任研究且

笹原克夫 国土交通省砂防部砂防計画課課長補佐

執印康裕 束京大学講師

反町雄二 （財）砂防 ・地すべり技術センター 企画部長

桧垣大助 弘前大学教授

山田孝 北海道大学助教授

事務局長小林英昭 （社）全国治水砂防協会 理事

(50音順 ・敬称略）

3 委員会の開催

第 1回国際砂防ネッ トワーク

剛梢1:1時 ：平成15年5月8日（木）

開他場所 ：砂防会館本館 3階 吉野

4. 委員会の役割

・ホームベージの充実に関する指蒔

・ニュースレターの発行に関する指祁

・ 情報収集 • 発信

・資料提供及ぴホームページのモニタリング
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5. 国際砂防ネットワークホームベージ コンテンツ

(1) Home 

(2) News:第 3同世界水フォーラム上砂委員会 6地域会議の紹介

(3) Info :第3回世界水フォーラム土砂問題分科会開催について

(4.) Sabo Tech :日本の砂防紹介（「日本の砂防」の抜粋）

(5) Case Study :施」渭．事例

(6) Data: ［事巾

(7) About us : I叫設の経綽（大久保代表ご挨拶）

(8) Links 

詳しくは、 ド記のサイトをご覧下さいますようお顧い致します。

国際砂防ネ ットワーク

International Sabo Network http:/ /www.sabo-intorg/ 

6. ホームベージ

INTER r..AT IO NAL 

SABO NETWORK 

TOPICS 

• 2003/03/14 
The Sediment-related Issues Commillee held international symposiums on sediment-related issues in the 

• 2003/03/14 
The Sediment-related Issues Commillee hold "Sediment-related Issues Session" in the 3rd World Water 

Copyright c 2003 International Sabo Networl 
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STC短信

砂防学会総会並びに研究発表会

5月］4H（水）～ ］61:1（金）にかけて、社団法人砂防

学会主催の砂防学会総会並びに研究発表会が、山形

県天甑市の天童市市民文化会館ほかにおいて開催さ

れました。研究発表会には約800名の出席があり盛

況でした。

研究発表会では、テーマ別セッション12題、口頭

発表105題、ボスターセッシ ョン103題のほか、今年

より留学生講演会が2題と活発な議論がくりひろげ

られました。

当センターからは、 15題の口頭発表と 6題のポス

ターセッショ ンがありました。

文部科学省の科学技術・

学術審議会測地学分科会への参画について

昭和49年に第 1次計画が始ま った火山哨火予知計

両は、平成15年度に第 6次計画が終了し、引き続き

平成16年度より第 7次計画へ継続される予定です。

第 6次計画に対する科学技術 ・学術審議会測地学

分科会による外部評価報告響では、平成12年の有珠

山において哨火前兆現象の推移を苅実にとらえ、適

切な情報発信が行われた結果、噴火前の住民避難が

実施されたこと、また同年の三宅島でも噴火前兆を

とらえるとともに、当初のマグマの移動について確

実に把握することに成功したことなどが評価されて

います。

さらに、いずれの火l_l」の場合でも噴火開始後の火

山活動の推移予測については、依然として解決すべ

き問題が残されており、今後とも基礎研究の推進が

不可欠であるとの提言もなされています。

なお、火山哄火予矢lI計画に初めて砂防の分野から

測地学分科会外部評価委員として、 当センターの池

谷専務理事が参画しています。

建設技術審査証明事業（砂防事業）の

実施状況

「建設技術審査証明事業」は、民lti1において自主

的に開発された新しい建設技術の活用促進に奇与す

ることを目的として、建設技術審究証明協議会 （以

下「協議会」という）が創設した事業です。協議会

の会貝である当センターでは、実施要領に基づき、

民間法人において自主的に研究・開発された 「砂防

技術」に関する建設技術の審査、証明を実施してい

ます。平成14年度は以下の案件について審査証明を

行いました。

●SI-IS永久アンカーエ法

依頼者／建設甚礎エンジニア リング（株）

●LUC-SBウォールエ法

依頼者／ （株）インバックス、共和コンクリート T.

業（株）、日鐵建材工業（株）

●SSL-CE型永久アンカーエ法

依頼者／国土防災技術 （株）、日特建設 （株）、ライ

ト工業（株）

●リングネ ット落石吸収柵工法

（高エネルギー吸収タ イプ落石防護柵）

依頼者／束亜グラウト工業 （株）
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平成15年度「砂防・地すべり技術センター

研究成果報告会」開催のこ案内

本報告会は、 当センターが実施しております研究

開発助成事業ならびに自主研究における技術研究成

呆について、砂防に携わる皆様にお示しすることに

より、最近の課題と解決への方向性，新しい技術要

素などについてご見聞いただくとともに、当センタ

ーの活動の一端をお知らせすることを日的として1m

催いたします。平成15年は下記の日程で行なう予定

です。

開催概要 ：平成15年11月17日 （月）

開催場所 ：砂防会館別館シェーンバッハ砂防1階

（淀 ・信浪）

東京都干代田区平河町 2-7 -5 

TEL : 03-3261-8386 

昨年度の開催の様子

38 SABO vol.75JtLl.2003 

「砂防・地すべり技術センター講演会」を

開催しました。

6月25日、砂防会館別館シェーンパッハ砂防 （東

京都千代田区）において、「（財）砂防 ・地すべり技

術センター講派会」をl}り催し、国土交通省 ・都道府

県、公益法人 ・民間企業等より約250名の方々にご

参加いただきました。ここに改めてお礼申し上げま

す。

本講派会は、公益事業として昨年度から始めたも

ので、今厄lは2回目です。講師の先生方には、最新

の梢報や動向、あるいは永年研究されてきた1成呆を

お活しして下さり、好評を栂しています。今後も

「砂防 ・地すべり技術センタ ー講習会」を砂防技術

に関する技術請習の場として、開flいしていくことに

しています。講演会の詳細については、後日、 当セ

ンター機関誌「SABO」で紹介いたします。

開会挨拶で講演会の趣旨等を述ぺる友松理事長
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行事一覧平成15年4月～6月

協賛（後援）

5月29日

6月1日～30B

平成l5年度砂防ポランティア基金（協校）

平成15年度土砂災害防止月間 （後援）

理事会等の開催

平成15年度第1回理事会

第 1回理事会が、平成15年 5月27日、砂防会館会議室で開催され、次の談案について審議が行われました。

第 1号議案 平成14年度事業報作の艤決を求める件

第 2号議案 平成14年度収支決算の議決を求める件

第 3号議案 平成15年度事業計画案の議決を求める件

第4号議案 平成15年度収支予算案の議決を求める件

報告事項 ①＝宅島における上砂災害対策の現状について

②第 31II1世界水フォーラム土砂問題セッションについて

平成15年麿第1回評議員会

第 1回評議貝会が、平成15年 5月27日、砂防会館会議室で開催され、次の議案について審議が行われました。

第 1号議案 平成14年度事業報告の『］意を求める件

第 2号議案 平成14年度収支決多かの伺意を求める件

第 3号議案 平成15年度事業計画案の同意を求める件

第 4号議案 平成15年度収支予尊案の同意を求める件

報告事項 ①三宅島における土砂災害対策の現状について

②第 3回世界水フォ ーラム土砂問題セッションについて

人事異動

● 3月31日付

［退職］ 福原則雄 総務部契約節一課長兼契約第二課長

［研修終了】 111辺康晴 斜面保全部技術課参事 （（掬典和）

● 4月1日付

［採用l 道畑亮一

［新規研修］ 石黒徹

［昇任】 宮瀬将之

安田勇次

［配置換等］ 木村久

企画部企画情報課 （新規採用）

斜面保全部技術課 （昧典和）

砂防技術研究所砂防システム研究室上席研究貝 （砂防システム研究室主任研究貝）

砂防技術研究所技術開発研究室上席研究貝 （技術開発研究室主任研究且）

総務部契約第一課長を兼務 （総務部長）
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● 4月2日付

［採用l 白岩幸夫 総務部契約第二課長 （国土交通省河川局防災課企画専門官）

● 5月1日付

［新規研修l 原 龍一 斜而保全部技術課参事 (II本工営（樹）

● 5月31日付

［研修終了】 長野英次

村瀬俊幸

松原智生

熊倉明美

吉村和司

秋山晋二

小野弘道

村上治

● 6月1日付

［昇任等】 吉松弘行

向井啓司

岨丈示

池III暁彦

［配置換等］ 大滝左枝子

櫻井真見

河村弥生

宮瀬将之

安味恵理

垣本毅

尾崎顛一

岩岡町子

栢木敏1―・
近蔽玲次

高木洋一

［新規研修］ 久保毅

大竹剛

井/II 忠

西村悟之

中里照

高貰潤一•

40 

砂防部技術課 （昧エイ トコンサルタント）

砂防部技術課 （聡プレック研究所）

砂防部技術課 （仰建設技術研究所）

砂防部技術課 （仰キタック）

斜面保全部技術課参事 ((i籾荒谷建設コンサルタント）

斜而保全部技術課 （国際航菜仰）

総合防災部技術課 （憫ニュージェック）

総合防災部技術課 （朝日航洋卸）

斜面保全部長兼砂防技術研究所技術部長（斜面保全部技術課長兼務解除）

斜面保全部技術課長 （企画部企圃惰報課長代理兼国際課長代理）

砂防部技術課長代理 （砂防部技術課主任技師）

砂防部技術課長代理 （砂防部技術諜主任技師）

総務部契約第一課 （総務部契約第二課）

総務部契約第二課 （砂防部）

総務部経理課 （総合防災部）

企画部企画梢報課長代理兼国際課長代理 （砂防技術研究所砂防システム研究室上席研究U)

砂防部 （総務部契約第一課）

砂l坊部技術課技師 （砂防技術研究所技術開発研究室研究貝）

砂防部技術課技師 （砂防技術研究所砂防システム研究室研究貝）

総合防災部 （総務部経理課）

砂防技術研究所砂防システム研究室上席研究員（砂防部技術課長代理）

砂防技術研究所砂防システム研究室研究貝 （砂防部技術課技師）

砂防技術研究所技術開発研究室研究員 （斜面保全部技術課技師）

砂防部技術課技師（国縣航業仰）

砂防部技術課技師 （味ニュージェック）

砂防部技術課技師 （仰エイトコンサルタン ト）

斜面保全部技術課技師 ((t:約荒谷建設コンサルタント）

総合防災部技術課技師 （パシフィックコンサルタンツ咋）

総合lりj災部技術課技師 （朝日航洋(I船）
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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 ・南北線市ヶ谷駅 (A2出口）徒歩1分

都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅 (A2出口）徒歩l分

編集後記

私事で恐縮ですが、先日 、＂なくて七癖、 …＂ という 言業

が耳に入ってきました。皆さんご存知の通り、人は多かれ少

なかれ癖を持っているという意味ですが、私はどれだけ自分

の癖に気づいているのかと思い返しました。

眼は、視野の焦点が定まっているごく限られた範囲しか見

えてはいないとも聞きます。 どの瞬間にも、何を見、思い、

するのかは多くの選択肢があります。普段目に入れようとし

ないものを理解し、気を向けるだけでも世界が変わるのでは

ないかと思いました。忙しい、忙しいと侮日過ごしてしまい、

本当に大切なことを逃がしてしまう癖を変えたいと思いつ

つ、当センターを知ってもらうための機関誌の編集に携わら

せていただいております。

読者の皆様の率直な感想をぜひ編集事務局までお聞かせく

ださい。当たり前になりきっている癖も、それに気づく大き

なボイントとなるのは耳に痛い人の言業だったりします。旨

霊では、＂他からの 言葉＂を ＂宝の言業＂とも読むそうです 。

今後ともよろしくお願い致します。
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総務部・企画部(GF) TEL(03)5276-3271 FAX(03)5276-3391 

砂防部(7F) TEL(03)5276-3272 FA.X(03)5276-3392 

斜I[ij保全部・総合防災蔀(8F)TEL (03) 5276-3273 FAX (03)5276-3393 

砂防技術研究所(SF) TEL (03)5276-32711 FAX (03) 527似3394

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