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巻頭言

t砂災害に強い地域づくりにむけて

近藤浩一 l血l土交通省河川局砂防部長

最近の土砂災害 している。さらに 8月8日、 9日には台風l0号が上

平成11年の広島県咀部梅l莉'nif線恢雨災害、翌12年

のイi珠山、 三宅島の火山哨火による災咎など人的被

害や社会経済的被害の大きい土砂災害が続発し、今

もなおそれら荒廃地の復lHや再度災害防止のために

砂lth関係事業を進めている。

広島県洒部災専は都市型の土砂災害と言い表せる

ように住宅地が山地斜面や谷筋、沢筋まで立地して

おり、こうした危険な所ががけ削れや七石流で被災

した。この災害を契機に、十．砂災害の恐れがある区

域を法律に基づいて指定し、秤戒避難体制の腋備、

建築 ・開発の許可制による立地規制を日的とした

「土砂災害秤戒区域等における上砂災害防止対策の

椎進に1関する法律」略称土砂災害防止法が災害発生

の翌年 5月8日に制定された。

また有珠,1,、三宅島の1itt火は、それぞれ屈指の観

光地へのダメージ、全島民避難という広範囲で長期

Ililに及ぷ被害をもたらした。観光地の復興支援や焔

島時の安全確保のため、砂防激甚災害特別緊急事業

を改正して、火山激甚災害特別緊急事業を創設し、

5年間で計画的に復IFIしていくことで現在も施工途

中である。

平成13年、 14年は土砂災害の発生件数も500件ほ

どで、平年の半分位の比較的穏やかな年であった。

今年も前半までは平穏に推移していたが、 7月19日

から2OHにかけて梅雨末期の集中梨雨により、九州

を中心に100件を越す土砂災害が発生し、 22名の犠

牲者が生じた。特に熊本県水俣市宝川内地区で20日

明け方4時20分ごろ発生した大規膜な土石流により

一瞬にして15名の命が称われるという惨事となっ

た。

また 7月26Uには、宮城県北部で震度 6の地俎が

1日に 3回も相次いだ。この地店により、幸い死者

はでなかったが、 600人を超す負傷者と多くの家屋

被害が出た。また同時に80余箇所のがけ崩れが発生

陸し、全国各地に街跡を残した。

このように梅雨前線豪雨、地虞、台風あるいは火

山活動と、災害をもたらす苛酷な気象、地象は、我

が国の宿命であり、そのうえ急峻な地形と限られた

可住地に多くの人が容らさざるを得ない状況は、土

砂災害に対して極めて脆弱な国土となっている。強

い降雨があれば、危険箇所のうちのどこかでがけ崩

れが生じ、集中栄雨があればその程度 （降雨址、降

雨強度、降雨範囲等）に応じて、危険箇所のうちの

どこかで土石流が発生するのである。

土砂災害危険箇所の硯況

危険箇所の全国1匁検の契機となったのは、昭和4J

年9月山梨県足和田村西湖周辺で発生した土石流に

より死者94名という悲惨な災宮であった。その年か

ら翌年にかけて、土石流の発生の恐れのある渓流の

調査が実施された。また、昭和42年からは急傾斜地

崩壊危険箇所閤査が、昭和44年からは地すべり危険

箇所調査が開始された。

当時は予算而の制約もあったが、 土石流やがけ崩

れの現象についても未だ十分に把握されていない状

況での点検調査であった。その後適宜、全国点検を

実施してきたが、その間、災害実態の調査、分析の

積み重ねや実験的研究成呆などを点検調査マニュア

ルに反映させ、また航空写真の活用、大縮尺地図を

使っての判読により抽出精度も向上してきた （渓流

ごとの斜面ごとの危険の度合いを判定する技術は未

だ研究途上であるが）。

平成14年度末に全国点検結呆を発表したが、その

結呆によると、従来の人家戸数5戸以上の土石流危

険渓流は89.518渓流、急傾斜地崩壊危険箇所は

113,557箇所となり、両者合わせると約203千箇所と

なり前同の関査結呆数約166千箇所の 2祁j強の削加

となった。増加の理由として、都市部近郊の山麗、
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丘陵地等に住宅等が新たに立地したことや、大縮尺

の地形図活／i1の1足辿などにより詳細に把梱すること

ができたことなどである。

これらの危険箇所のうち、砂Iりrlt業や急傾斜地崩

壊対策事業で要対策箇所の整備を補助事業を中心に

計両的に進めてきているが、危険箇所の増IJIIが著し

く、対策工事が辿いつかない現状にある。

今回の調査から、従来の人家）ゴ数 5J-1以 1：の危険

箇所だけでなく、 上砂災寄防11:法の施行を念頭にお

き、 「人家 1~4戸」 と 「人家はないが今後新規に

仕宅立地等が見込まれる」上石流危険渓流と急傾斜

地崩壊危険箇所 （後者はいわゆる、準ずる渓流と斜

而） を調杏対象に加えた。その結呆、 「人家 1~ 4 

戸」 での危険渓流は約73千渓流、危険箇所は176千

筒所、両者合わせると実に25万箇所と膨人な数とな

った。「人家はないが今後新規に住宅立地が見込ま

れる」渓流と箇所の合計は約61千箇所となった。

対策工事を進めていく際の規準は、保令対象人家

戸数、公共施設等の状況、崩壊等の危険性、災告履

歴、地権者咎関係者の協力などを総合的に評価して

実施しており、人家戸数の少ない危険箇所への対策

J..:の尖施は、後l司しあるいは困難な状況である。対

策ゴ::Jiには多くの予符と時間がかかり、手のまわら

ない危険箇所が圧倒的に多いのが実態であり、伐い

人命を土砂災布から護るために評戒避難体制を確立

していくことも併せて進めていくことが前要である

ことは論を待たない。

土砂災害情輻共有化の推進

今日まで砂防行政、土砂災害I坊Il→．行政の煎要課題

として、危険箇所の周知 ・将戒避難体制の確立など

のソフト対策の充実に向けて取り組んできた。主要

な施策1肛項として、

①土砂災害危険箇所を地域防災計凧ij杏に位骰付け

る

②危険箇所位骰図や危険区域I~の作成公表

③悴戒避難晶準,,1;ifJ:の設定

④降雨等観測 ・予特報システムの整1iii

⑤梢報連絡体制の整備

(6)土砂災街防止）Jl：りなどを通してのPR活動等に

より土砂災害に対する啓栄及ぴ防災意識の砂楊

などを樅統的に進めてきた。

しかし、実際の災布時、緊怠時に上記のような情

報やシステムが活かされ稼動しているかと 百うと、

自治体サイドも住民サイドもまだまだ不十分とn・ゎ
ざるを得ない。行政側の 「知らせる努力」 と1主民側

の 「知る努）］」を怠らないようにしていくことが求

められている。

今回の水俣市で起きた七石流災宵・で多数の犠牲者

が出たことについて、新聞の社説、論説では「遅れ

た避難勧告一 地方行政機関の情報対応能力向上が

必要」、「ヒ砂災？：一 観測と避難が命を守る」、「災

壽への符告一 狼少年でもいいじゃないか」、「梨雨

禍対策＿ 筋縄ではいかない」、「ヒ砂災害ー一梢

報の収集、提供を（lり確に」など狩戒避難体制の不備、

災害梢報へ対応力のイサ足を指摘している。

国 1：交通省砂防部として1玲戒避難体制確立の支援

のため、情報必盤緊怠澄備事業や朴I1-f．通報システム

整備事菜を設けて、都追府県ごとに上砂災害梢報監

視システムを梢築するよう指祁してきた。このシス

テムを活月lし'l=lJI折するのは、防災担当職員であり 1りj

災担当貨任者である。このシステムから配位される

降雨屈、スネーク曲線図等の梢報およぴ気象梢報等

から、符ドの土砂災害危険筒所についてrf戒避難ヘ

の対応をどうするか、迅述 ・的確な状況判断が求め

られる。

しかし栄雨時には街の平地部での洪水、内水氾濫、

あるいは近路等の通行規制、側溝氾濫、落イiそして

磁気 ・ガス ・水道 ・屯話など生活インフラヘの被密

発生など様々なことが起き、山間部の状況把握や対

応に手がまわらないことになる。lll|iil部から山の斜

2
 

SARO vol.76 0<.'t.2003 



面が削れ始めたとか、がけ崩れが起きたとかの情報

が人らないと、土砂災む危険区域内の住民へ避難勧

告を出すまでに至らない、あるいは踏路しているの

が実態と，思われる（ヒ砂災害は瞬時に発生しがちで、

人命に直結すること、 111間部では自｝」避難が困難な

高齢者が多いことを防災担当者は頭にしみ込ませて

おくこと）。

また水位観測によりその危険性を把握し、水防体

制や避難体制をとることが具体的である洪水とは異

なり、 1-．砂災究の場合はこのぐらいの降雨があれば

管：ドのとこかで土砂災名の発生する危険性があると

いう過去の災害実態分析をペースに判断するので、

非発生の空振りも多発しがちで、土砂災寓情報盛視

システムの基準1,IJ菌梢報を1llいて避難勧店を出すと

いうまでにはこれらのシステムが使われていないの

が実状のようである。

七砂災害佑報監視システムが広く使Jl]され、住民

まで情報が届き、地域防災の最前線を担う市町村の

防災部局が、緊急時に扱いやすく分かりやすく、次

の行動を収りやすいものにしていくために、

） 国、屎、市町村の関係部局のIi)j災情報の共有化

2 県、市町村、住民までの梢報伝達乱Ii綽の実施

3 1,'j報伝達機器の整備と点検

4 上砂災布に対する認識、災害時の危機意識を

保持、説揚するための研修や想定訓練の実施

5 夜11-1]、休日での緊急．伝述体制の確立

などを今後関係機関の協力を得ながら実施していく

方針である。

降雨屈による行戒避難基準の設定方法について

は、即l寺IHJ降雨予測情報を活川することによってi協

度化を図り、空振りを少なくする努｝」も必要である。

また気糸庁が土砂災害の危険度を推定する際に用い

ている七穣雨椛指数による方法と組み合わせて、 一

元化した土砂災害舒戒情報（仮称）の提供に向けて、

砂防部と気象庁で検討を進めており、平成15年度は

神奈川県 （柚浜地方気象台）、兵限県（神戸悔洋気

依台）、長崎県 （長崎悔洋気象台）、鹿児島県（鹿児

島地方気象台）に愛知県（名古尻地）j気象台）、 ニ

韮県 （津地方気象台）、和歌山県（和歌山地方気象

台）、島根眼（松江地方気象台）、熊本県（熊本地）i

気象台）の 9モデル県において共同で試行していく 。

こうしたことにより、地方自治体の防災活動や地

域住民の秤戒避難行動等がより迅速に、適切に行わ

れると期待される。

市街地の拡大などにより土砂災害危険箇所は増え

つづけており、施設整備だけでは対応が追いつかな

い状態である。今年の災杏実態も踏まえ、屯点施策

の一つとして、短期集中型半業の展l#Jによる防災基

盤の整備、的確な避難のための1青報伝述システムの

整備、士砂災貨防止法による）＆礎調介と指定を推進

し安全な上地利用への誘祁の施策を総合的に実施

し、「情報」、 「土地利用」、 「防災施設」が一体とな

った安全な地域づくりに取り組んでいく 。
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2003年7月九州豪雨災害硯地調査速報

（財）砂防・地すべり技術センター

2003年7月18日から20日にかけて九州各地は梅雨前線に伴う栄雨に兄舞われ、

がけ崩れや土石流による土砂災害が相次いで発生した。特に人的被害と建物被害・

ともに甚大であったのは福岡県太宰府市三条 1丁目地区］原/IIと熊本県水俣市寂/II

内集地区集）1|である。太宰府原川では 7月l9日AM5:45頃、流域源頭部の複数箇

所の削壊が土石流となって流下し、死者 1名、家屋全壊6戸、半壊14戸、 一部損

壊20戸の被杏が生じた。熊本県水俣rfi宝川内集川では、翌7月20日AM4:20頃、 中

流域右岸山）l屈斜而で発生した大規模削壊が七石流となって流下し、死者15名、家

屋全壊14戸、半壊 1戸という甚大な被害が生じた （ともに国土交通省砂防部調べ）。

当センターでは、特に甚大な被害を受けた大宰府市原川と水俣市集川において

発生した上石流の実態を把握するため、現地瀾介を行ったので現時点での調究結

果を報告する。

1 太宰府市原川地区原川土石流

(1)原川流域の概要
N
0
e
 

•' 
原川は、御笠川の右支JIIであり流城而梢約0.13km1、

流路延長約1.5km、平均河床勾配約1/5（約11.)の

上石流危険渓流である （図1)。谷出口より-ト・流には

燭状地が形成され、」→．流はV字谷となっている。谷

出口から流域源頭部まで河床は急激に立ち上がって

いる。基盤地質は花摘岩類で渓床や渓岸に連続して

露沿している。谷出口下流の扇状地には住宅が密集

しており、その間を流路Tが整備されていた。

原川では1昭和48年7月にも土石流が発生してお

り、その災寄復IEl施設として谷出LIの上流約100m

に高さllmの砂防えん堤が1基整備されている。

(2)降雨状況

福岡県地方は 7月19日、九州北部に停滞していた

梅雨前線の活発化に伴う記録的な集中梨雨に見舞わ

れた。気象庁太宰府観測所の観測結果によると、土

石流発生時の 1時間雨飛 (19U4時～5時）は99mm、

3時間雨址 (19日2時～5時）は214mm、19HのH

図 1 原川地形図
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福岡県太宰府市原JII 谷の出口付近（アジア航測（株）撮影）

雨址は315mmであった。 1時間雨批99mmは観測史

上 1位であり、 19日2時～ 5時までのわずか3時間

で1999年桑雨時の24時間雨批190mmを超えていた。

(3)土石流の特徴

①発生・流下区間の状況

砂防えん堤の上流約600mの源頭部に表胴崩壊が

発生した。位i壊規校は、 J飢壊長約40m、崩壊幅約30

mで、 /iil壊深は lm程度であった。崩壊上砂はほと

んど流出し、 一部が源頭部からl00m~200mの区間

に堆積していた。崩壊地匝下から砂防えん堤までの

渓床 ・渓岸は上石流の流ドに伴って若しく侵食さ

れ、基盤岩である花尚岩が連続して鉗岩していた。

渓岸の侵食深は lm以下と札りかった。簡易i)IIl砧 （簡

易レーザー測距）の結果、土石流の最大流下福は約

25m（源頭部の下流約200m、左屈lll1部）であり、

現渓床と流下痕跡の比両は平均 8m程度であった。

また、流下痕跡の最大値は崩壊地の下流約200mの

h1l1tl1部外湾部でみられ、約14mまで達していた。
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源頭部付近から下流方向の状況

流路工の一部損壊と被災家屋の状況

②堆積域の状況

谷出口の上流約100mに位骰する砂防えん堤には

細粒土砂 （マサ土）と流木（直径約30cm)が堆梢

し、満砂状態であった。堆砂勾配は1.7゚と緩かった。

土石流は砂防えん提の袖部を乗り越えて流下してお

り、側壁の背面が局所的に洗掘を受けていた。

上石流は、砂防えん提 F流の流路工（深さ約1.5

m、幅約1.5m)から溢れて流下し、住宅地や隣接

する水田には細粒土砂と流木片が拡散 ・堆積してい

た。堆積匝は0.5m程疫であった。流路工に架かる

橋のうち、えん堤から下流の 5つが流失しており、

流路工背面が一部洗掘によ って破損していた。流失

した橋の周辺には流木が堆積していた。流路工から

溢れ出した細粒土砂は住宅の合ll11をぬうように堆梢

していた。

6
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水俣市宝川内集地区集川土石流

(1)集JII流域の概要

集川は、水俣川水系宝）II内川右支川であり流域而

秘約1.14km'、流路延長2.52km、平均河床勾配］／5

(8゚） の上石流危険渓流である（図2)。河床縦断形状

は、人家が分布している谷出口の下流では1/9

(6.3°）、それより上流1.500m（大規模崩壊地）ま

での V字谷が連続する区liilでは1/4.7(12゚）と急と

なり 、それより上流の台地状となっている区澗では

1/8.6 (6.6゚）と再ぴ緩くなる。人家が分布する谷出

17の下流には段丘地形が発達し、住宅地と水田 （棚

m)として利）11されていた。基盤地質は砂料頁む互

倍であり、それを郎石安111岩 ・角l刈石安lJ」岩及び凝

灰角礫岩が被投するように分布している。集川には、

布効邸さ約 5mの治山えん堤3基が1980~1982年に

施工されている。

(2)降雨状況

熊本県地方は 7月19Elから20Rにかけて、梅雨前

線の活発化や積乱公の発達に伴う記録的な集中栄雨

に見舞われた。熊本県水俣市深川観測所の観測結呆

によると、土石流発生時の 1時titli:l社J(201:3 4時～

5時）は91mm、3時間雨址 (20日2時～5時）は

220mm、20Rの日雨屈は381mmであった。
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(3)土石流の特徴

.
-

4
.

，'-

／
旦
一

＼・^ニ
:
。]・ニ

①発生・ 流下区間の状況

宝川内川との合流点から上流約L500mの右Iや111

腹に大規校崩壊が発生した。fil場測敵 （前i易レーザ

一測距）の結呆、崩壊長約170m、崩壊幅約70m、

最大肋壊深は約10mであった。Ihi壊頭部にはプロ ッ

ク状の風化安山岩が、崩壊地の石側而には節狸が発

達した安山岩が、そして崩壊地下部には凝／夭角礫岩

が露岩していた。崩壊地内には多批の崩壊上砂が残

存していた。崩壊土砂上には立木や倒木、礫径1~ 
2mの安lll岩礫が散在していた。 また、崩壊地直下

には礫径2~4mの安山岩礫が堆積しているが、hi

壊地より上流域の河道にはダムアップの痕跡は確認

できなかった。

崩壊地から谷出口付近にある最ド流の治111えん堤

までの渓床 ・渓岸は-,：石流の流ドに伴って著 しく伎

食され、 J;,j所的なじ砂堆積を除いて、基盤岩である

凝灰角礫柑、砂沿頁岩互培が連続してi¥岩していた。

渓岸の侵食深は lm以下と源かった。この区l{llでは

左右に1屈IUJする箇所では背しい偏流が見られ、餅i易

測拭 （前易 レーザー測距）の結果、崩壊地の下流約

400mの地点では、両岸の流下痕跡の比高が約20m

に達し、 1立人で約30mにまで逹していた。現渓床と

流下痕跡の比高は平均15m程度であった。土石流の

最大流下幅は約50~80mであった。

図2

②堆積域の状況

最下流の治山えん堤付近から谷船が広がり 、上イ[
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熊本県水俣市集川（アジア航測（株）撮影）

流の流下幅は100m以上に及んでいた。人家が分布

している直上流では河道が左岸方向に屈曲している

ため、土石流は大きく偏流し、右岸側にある比高 6

~lOmの段丘上の棚田に乗り上げ、流下していた。

棚田上には茶褐色の科II粒土砂が約0.5~1 mの匝さ

で堆栢し、直径1~2mの安山岩礫が散在していた。

また、スギの倒木が見られ流下方向と平行に倒れて

しヽた。

一方、災客前に河道のあった左lや側には、安山岩

礫が集中的に堆積してマウンドを形成していた。マ

ウンドでは直径2m以上の安山岩礫が流下方向に平

行に重なるように堆和している部分も見られた。最

大礫径は約 5mであった。

右岸側の棚田上と災害前の河道沿いに分布してい

た人家は全壊、あるいは完全に流失していた。右岸

側の棚出に乗り上げた泥水状の流れと、災害前の河

逍に沿って流下した巨礫を多く含む流れは、集洛の

下方の棚田上を流下し、 宝JII内川との合流点とその

やや下流で拡散 ・堆積していた。宝川内川は巨礫の

堆積によって堰き止められていた。

8
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崩壊地上部の状況

左岸側被災前の河道部と右岸側棚田上の土石流堆積状況

3 あとがき

本報告は、今回実施した現地調査結果に甚づく述

報であり、当センターでは今後詳細な解析を行う予

定です。このたびの栄雨災店の犠牲になられた方々

のご冥福をお祈りするとともに、被災者の皆様の一

日も早い復典を祈念しています。

（文且道灯II茄ー 池田暁彦）

SABO vol.76 Oct.200. 
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［新技術

リンク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

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
建設技術審査証明事業（砂防技術）

(1)技術審査証明の概要

1 技術の概要

リングネット落石吸収欄工法の基本技術は、スイ

ス辿邦森林 ・古 ・屎観研究所 （WSL)とFATZER

社が実物大尖験を主体として開発したものである。

本工法を我が同に適用するにあたり、 13本の山岳地

形、設骰場所の地盤条件に適合するよう柵の支柱間

悩が変化しても落石を捕捉でき、ネット以外の部材

に落石が衝突しても柵の機能が発揮され、同時に合

理的な柵の下部構造設計と維持管理が可能である

「リングネット落石吸収柵工法」を開発した。

本下法は、，＇，•5エネルギー吸収タイプ落石防設柵に

分類され、落石の巡勁エネルギーを剛な構造で対抗

写口1 リングネット落石吸収柵の部材構成

防護槽設置廷長

（ラテラルアンカー）

図2 標準構造図（正面図）

10 SABO voi.76 Oct.2003 

するのではなく、リングネットの大きな変形性およ

びプレーキリングによってエネルギーを吸収する可

撓性の落石防護柵である。

2 技術の特徴

リングネット洛石吸収柵工法の特徴は、落石irli捉

の性能を実物大実験により確認しその性能を保証し

ていること、合理的な下部構造設計に必要な荷屯お

よぴ柵部材の維持管理基訛等も実物大実験と部材要

索試験により猪元を定めていることである。

防設柵に術突した落石の迎動エネルギーは、 図 3

の概念図に示すような過程で吸収される。

① ネット吸収領域

リングネットは、 i此初に落石の衝敷を受ける部材

支a '）テイニングローフ

図1 標準構造図（側面図）

支柱闇閤 X I. 5h 



新技術］

である。衝突する落石の運動エネルギーが小さい場

合、網を形成しているリングの変形によりエネルギ

ーを吸収する。

② システム吸収領域

リングネットの変形だけで吸収しきれない落石の

運動エネルギーは、プレーキリング（衝繋緩和装骰）

の働きにより吸収する。

③ 最大吸収領域

さらに、運動エネルギーが大きい場合、柵を構成

するシステム全体でエネルギー吸収をする。

3 技術の適用範囲

リングネット落石吸収柵Jこ法は、 表 1に示すよう

に 4タイプの防股柵があり、落石の述動エネルギー

2.000kJまでの落石規模に適用が可能である。

リングネット落石吸収柵で防談可能な落石の質批

例を図 4に示す。

① ネット吸収領域 ② システム吸収領域 ③ 最大吸収領域

ネット”"”“で・1 システム・霰●鑢

支旺盲一 支往Ill盲1:-
量大●瞑鍾•

支aIll閾1：叫皿し||l

三

4 技術審査結果の概要

(1)落石捕捉に関する性能

支柱間隔 5mおよぴ10mの柵におけるエネルギー

吸収能は同一 レペルであり、支柱間隔に関わらず、

柵が計画上想定される落石のi立大エネルギーを吸収

することができる。また、格石がリテイニングロー

プや支柱に衝突しても、部材に一部損街を牛ずるの

みであり、柵のエネルギー吸収能は維持されている

ものと認められる。

(2)合理的な下部構造設計

ワイヤロープアンカーは、グラウトの付消強度と

アンカーに伝達される柑重に基づいて設計されてい

る。そのため、設骰位iiftの地盤条件に適合する合理

的な設計ができるものと認められる。

(3)構造的な維持管理性能

プレーキリングの変形献

やそれ以外の柵部材の変形

については交換基準が定め

られており、落石捕捉後に

おいても柵の適切な維持管

理が可能であると認められ

る。

(4)施工性能

軽駁な楕部材を使用して

おり、地盤条件に応じた基

礎工を川いることができる

ので、本_[法が多様な施工

条件に適用できるものと認

められる。

叉
ワイヤ0ーブ．アンカー鴫すぺての髯慎

図3 エネルギー限収概念図一U面L]たり ・u 0 :1~ 

• n駈1.1紀ヽ 5.u o)5 

邸 ト， 一- t¥lib勾配50 μ 915 

表 1 リングネット落石吸収柵工法の適用範囲

如

。 ヽし

泊石の臼:li:1(t

防護柵タイプ

RX-025 

RX-075 

RX-150 

RX-200 

最大吸収エネルギー

250kj 

750kJ 

l.500kJ 

2.000kJ 

［算定条件I
落石の落下高さ H=40m 

斜面の等価摩擦係数 /.J=0.25~0.35 

斜面勾配 8=40-50度

図4 防護可能な落石の臼量例

SABO vol.76 Ocl.2003・ 11 



［新技術

(2)リングネット施工現場例

l 工事概要

発注者 北海逍留1tti森づく りセンター

工事件名 平成12年度別苅漁港地区復lH治llj

工事

現場所在地 北海道増毛郡増毛町別苅

リングネット仕様

防護柵タイプ： RX-200

柵高 ：5m

設骰延長： 上段40m、中段30m、

下段30m

●施工条件

上段柵道路から80mの比窃差

下段柵道路から60mの比窃差

打機材揚直J11120tクレーン使用

2 施工環境

別苅漁港地区では、直径 1m程度の落石が揉甜

150m付近より発生し、斜而防災工事中の仮設足場

を貰通し、 il.（i港の民家裏を直繋した。そのため早急

な落石対策が求められ、今後発生が予測される落石

規模に対応可能で怠崖斜面にも述やかに設lfi'.でき

E
 
写J:12 別苅漁港を見下ろす標高193mの岬

（上段と下段のAN設置完了時）

る、リングネット落石吸収柵工法が落石対策工の一

っとして採用された。

北海道での冬季間 (11月～ 2月）施工となり、施

工期間rhの‘lZ均気温はs・cであった。また、設骰斜

而は急崖斜面で吋と格闘しながらの施上といえた。

3 現場でのエピソード

落石エネルギーが大きいため、リングネット柵の

設骰位骰は迫路面より最大80m上方の斜面に、 3段

のリングネッ ト柵を設骰する計画となった。施丁ヤ

ー ドの制約と斜面状況から、査機材の搬人は次の手

顛で実施した。

●斜面中）腹に脊機材楊重足楊を設骰する。

移動式ク レーン (120t)で揚重足場に査機材を吊上

げ搬人した。

.ffl瓜足場位骰から上部の柵設骰位性の仮設足場ま

で斜路を設け、逍動ウィンチを用いて資機材を引

上げた。

●リングネット柵 l段節に、アップスロープアンカー

設樅用足場と柵組立足場を各々設附した （写真3)。

●このような施工棗境であるため、施工中の安全対

策には最大限の配峨を必要とした。

冬季間の施工でもあり、斜而に降り積もった因は

容易に斜面を滑落し、 「小規模な宙崩」と呼んでも

良いような現象が発生したこともあり 、施工期間中

は、 「安全対策」と「舌対策」との格闘でもあった。

(3)落石捕捉と繕持管理事例

1 工事概要

●発注者 店知県越智土木事務所

●工事件名 防災国第2-210号国道439号線災害

防除

写真3 斜面上に設置中の仮設足場

12 SABO,,ol. 76 Oct.2003 
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●現場所在地 高知県高岡郡仁淀村太郎田

リングネ ット仕様

防護柵タイプ ：RX-150

柵高： 4m

設骰延長： 68m

2 落石の発生と捕捉

(1)落石発生状況

‘I7•成 13年3月 24 日に芸予地震を誘l材とする裕石が

各地に発生した。標記現場でも多くの落石が発生 し

たがその全てをリングネッ ト柵で捕捉し、落石災害

を未然に防ぐことができた。落石発生形態は、柵位

i府から約70~100m以上上部の基岩からの剥離型落

石と推測された。

(2)捕捉した落石規模

浴石は防護柵中央部の 3スバンに集中して衝突し

た （写真4)。小割り対象とした落石数は 9個、そ

の合計質址は約13.ltに逹した。柵衝突時の個々の

落石巡動エネルギーを落石対策便党に示されている

式により符定すると110~1.230k] 個、累計は約

4,000kJに達した。

(3)部材の変形

落石の一部は支柱を

直隈し、支柱に損傷を

生じたが （写真5)、欄

の機能は損なわれるこ

となく格石捕捉に成功

したc また、防護柵の

裔さは減少することな

く、後続して柵に逹し

た浴石を確実に捕捉で '’ 
きた。

柵に衝突したりt1本落 写真4

石の最大規校は、 1.230

kJであり、 当該防護楕

の最大吸収エネルギー

の約80％に相当 した。

しかし、リングネ ット

のリングに一部 (20個

のリング）に若干の塑

性変形が認められたの

みで、弾性変形の範囲

で蕗石の運動エネルギ

ーを吸収した。 また、 写_"5

新技術］

プレーキリングの作動址は10cm以ドにとどまり、

交換碁準である作動批40cmには達せず。交換の必

要はないものと判定された。

3 柵の維持管理

柵に多屈の落石が捕捉堆積し、支柱を直慇した落

石により支柱 (No.5)の変形が生じ、同時に支柱基

部のグラウンドプレー トの ヒューズポルト （計画破

断部材）が作動したため、柵の維持管理 （補修）を

実施した。また、池備工を除く実質補修作業は 4IJ 

間で終了した。

(4)最新ニュース― RX-300の導入

1 実物大実験

リングネット落石吸収柵の研究 ・開発において

は、必ず実物大実験を実施し、落石捕捉能力の確認、

と検証がなされている。現在の防設柵タイプは、蚊

大エネルギー吸収砧2.000kJのRX-200までであった

が、最大吸収エネルギーを3.000k]まで邸めた新し

い防渡柵RX•300の開発が完了し、 Ill界各国で祁入

が開始された。

1始
準備工

落石小書tり、 除去

↓ 
各種ワイヤロープ取り外し

↓ 
No5支柱取り外し

↓ 
グラウンドプレート交換

↓ 
No.5支柱交換

↓ 
上部サポートロープ一部交換

↓ 
各種ワイヤロープ再固定

↓ 
リングネットの一部交換

↓ 
支柱角度等の調整、片付け

↓ 
図5 維持苔理手順
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［新技術

実物大実験は写真7にホすWalendtadt実験場で実

施された。 落石実験は表2に示す仕様で行われ、実

験結果に枯づく落石捕捉能）Jは、スイス連邦政府機

関 (WSL及ぴSAEFL)が発行した証1リ隣により1妹

証されている。

．遍躙:Z一
ヒ部サボートロープ •部交換

I 
写口6 維持管理状況

工種（数量）
平成13年9月

10日

準備..[(l式）

落石撤去 (5.1m3) 

修復エ (1式）

片付けエ (1式）

図6 実施工程表

14 

20日 30日

I ． ． 
SABO vol 76 0cL2003 

2 新技術の導入

RX-200からRX-300への性能向上を図るために、

従来の防設柵システムに次のような新技術が祁人さ

れた。

新型グラウンドプレート

専用支柱アッセンプリー

備考

表2 実験仕様

試験n
落石の質批

落石の落下高さ

柵衝突時の落石速度

浴石の巡動エネルギー

柵の最大変位批

2001年9月201]

m=9糾 0kg

H=32m 

V =25rn/s 

E =3,0lOkJ 

6.6m 

、~.―- I-` ざ`
写頁8 落石がネットに衝突した瞬問



新技術］

プレーキリングGN-9055

DIMOシステム

増大する落石エネルギーと落石衝突時の衝撃力に

対処するため、並びに設骰時の容易性を維持するた

めの改良が、 写真9に示すグラウンドプレー トと支

柱ア ッセンプリーに施された。

リングネット柵のt要なエネルギー吸収部材であ

るプレーキリングは、エネルギー吸収能力を邸めた

(I文17)GN-9055を開発し、在米型プレーキリングと

バランス良く組合わせされる。

防泄柵 システムとしては、 図8に示すDlMOシス

テムを新しく荘人した。このシステムは、リングネ

ットに過大な荷爪が作）llすることを避けながら、リ

ングネ ッ ト面にもプレーキリングを配置し、落石の

運動エネルギー吸収屈を高めることに成功したもの

である。

吸収 b

ブ

レ

エ
J
J
^
‘

の
It埠

GS-8000 

GS-8001 

GS-8002 

GN-9017 

GN-9055 

図7 新型ブレーキリングGN-9055の開発

写真9 専用支柱アッセンプリー

L99 DIMOシステム

'.'t..',, 
9ネ

J記・J. トロ

，
 

9レー`＇J..ブ
t’9 90t 1 69珈

ア饂→r. ト0 フ
フレ-→~ ヽノ9

り 9;,1 9,.OO9 

，
 

一~ヽ・J

ワイヤ

図8 □IMOシステム

DIMOシステム

h , ワ

女'-J.Ilg絨

プレーキリング
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平成15年度砂防・地すべり技術センター講演会を開催

（財）砂防・地すべり技術センター企画部

16 

当センターでは、昨年度より公益事菜の一環として 「（財）砂防・地

すべり技術センター講演会」を開催しております。平成15年度は、 F 

記の通り開11itされました （なお、役職名等は併lilt当日のものです）。

平成15年度 （財）砂防・地すべり技術センター講演会

(l)日時 平成15年 6月25日（水）13:30~16: 45 

(2)場所 砂防会館別館シェーンバッハ砂防

東京都千代田区平河町2-7-5

(3)プログラム （敬称略）

13: 30 開会挨拶

（財）砂防 ・地すぺり技術センター理事長

l3 : 40 特別講演

岡本正男

（国上交通省河川局砂防部長）

13: 50 講演 1

「貨七111ハザードマップ」

荒牧瓜雄

（宮士山ハザー ドマップ検討委員会委員長、

東京大学名抒教授）

14: 40 講演 2

「窃士山のイメージとそれを構成するもの」

冨田1傷子

（国土交通省中部地方整備局F,;-f潅砂防事務所長）

15: 30 休憩

15: 50 講演 3

「火山災害」

池 谷 浩

（（財）砂防 ・地すべり技術センター専務理事）

]6: 40 閉会挨拶

（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部長

以下講演概要を掲載いたします。
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［特別講演】

安全と珊境の21世紀

岡本正男 国土交通省河川局砂防部長

「より一歩前進」を合言葉に

20憔紀は戦争の世紀、 21世紀は災害の戦紀と呼ば

れることになる。その中で砂防行政は「より一歩前

進」というのを合言葉に進めていきたい。具体的に

は「地域の人が分かる、地域の安全を守る砂防計画」

を作っていく。また直轄で40年も50年も事業をやっ

ているが、できるだけ！f・ く完（させて新しい段階に

進んで欲しい。

昔、砂防計画が作られたころは山腹エが瓜視され

ていた。これは 1:砂の発生個所を直接押さえるとい

う考え方であり、今で言えば 「よりグリーン」つま

りグリーンベルトや土砂災害防止法における特別押

戒区域などゾーンで守る街づくりにつながってい

く。土砂法の閲係で言うと、七砂災害危険箇所を見

直した結果、従来の］8万箇所が53万箇所と 3倍近く

に妍えており、ハード対策だけでは限界があり、

「よりソフトに」行戒避難対策などソフト対策を韮

視していくことになる。

それから 「よりオリジナル」ということも強濶し

たい。広島県の厳島には紅築谷堰堤という地域の娯

観にあった見事な砂防堰堤があり世界迫産にも登録

されている。それと「堰堤」と「ダム」という 言築

の使い分けだが、「ダム」は水を貯めるもの、 「堰堤」

は L砂の崩壊を防ぐ構造物という位置づけになって

いる。この意味からもよりオリジナルな堰堤が求め

られている。

最後に、デレーケが日本の河川について 3つのポ

イントを述べているが、これはそのまま現代でも生

きているポイントであり、これを踏まえて世界一の

日本の砂防技術をますます発展させて、 「よりワー

ルドワイドに」 1!.t界に頁献していきたい。

直轄と襦助との役割分担

これからの直轄と補助は「管理」という視点から

役割分担していきたい。たとえば火山地域や断陪な

ど地形的、地質的に荒廃地であるような地域は直轄

が貨任を持って砂防事業を進めていく 。また砂防指

定地は都道府県管理であるが、これはもっとゾーン

的に山を丸ごと管理するという視点を持ってもらい

たし‘o
江戸時代は全国の約］5％が荒廃地だったのが、今

では 1％足らずになっている。 これは山）I~」こをはじ

めとする従来の砂防事業の成呆であり、通常の荒廃

地対策としてはほぼ宇了している。これからはグリ

ーンベルトのよ うに「緑の管理」の方に移り変わっ

ていき、活躍の場所としては六甲や広島のように都

市近郊となっていく 。そういう意味では先ほど述べ

た53万箇所の土砂災害危険箇所は潜在的な荒廃地で

ある。これに対してはまずデータベース化を進めて、

それぞれ状況に応じてハード ・ソフト対策を使い分

けていくことが菰要である。

この他にも広島のような大規模 ・激特な災害はま

さに直靱の仕事であり、短期集中的に投資して整備

をしていき終わった段階で、管理を県に引き継ぐ、

これが今後の砂防事業の進むべき方向である。
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［講演 1l 

富士山J＼ザードマップ

荒牧重雄 如；（大学名脊教授、貨 klllハザー ドマップ検討委且会委H長

富士山ハザードマップ検討委員会の意義

直士山のハザードマ ッブを作成する作業は、 「富

七山ハザードマ ップ作成協議会」（後に貨士山防災

協議会と改称）が平成13年 7JJ I 11]にl}｝liltされた時

から始ま った。その前年 (2000年）の10月末から、

窟士山の直下で低周波地i足の群発が始まった。約 1

ヶ月llりで200個以上の無感地震が計測されたが、そ

れまでの20年間にはなかった顕若な活動であった。

毀年 5月にも同様な規模の群発地媒が起きたが、そ

の後は平静となっている。

しかし、この括動はマスコミに大きく収り上げら

れ、窮士山の固辺社会に衝繋をかえた。年間2000万

人にのぽるとヒtわれる観光客に依併する地域産業へ

のマイナスのイメージが当然心配されたのであっ

た。一方、成仙普府岳、有珠、 三宅島などのl~t火が

話題になり、火111災布の深刻さや防災 ・減災への努

カの必要性が徐々に認識されてきたこともあった。

窟上tli周辺の市町村の行政関係者の埋解もすすみ、

協議会で貨L山のハザードマ ップを作成することが

諮1閉され、 「岱. ..L•山ハザー ドマップ検討委U会」 が

設けられた。はからずも私は委員長をお引き受けす

ることになったが、匪界的に名の通った貨」：：山のlift

火災害対策として、大いに世間の注Hを引いた。

外同と比べるとまだ不「分ではあるが、卜1本でも

中だった活火山についてはハザードマップがほぼI•|J1

揃ってきたのが現状ではある。 しかし、富七山のマ

ップ作成のプロジェクトは、国のレペルで行われる

はじめてのケースであることがきわだっている。我

が国では「災害対策桂本法」により、災杏時におけ

る避難勧告 ・指示とか、防災のための緊急対策の実

施は、基本的には市町村の首長の権限であり、貸任

であるとされている。もちろん火Ill災杏の場合も例

外ではなく、ハザードマップの作成 ・配布は市町村

が主体となって行うと理解されてきた。

しかし、活火山の多くは複数の那逍府県にまたが

18 SABO vol 76 OcL.2003 

って存在し、いざ哨火が始まれば、そのような行政

培界によるIi別が1附意味になるのは明らかである。

t;i七山が哨火すれば、静岡、山梨、神奈川の 3県に

直接の杓威を与えるが、宝水lIn火の例を兄れば、火

規模哨火では求以・まで深刻な被寓を被ることがf想

される。窟七II II I I旅の住民の数は約70万人であるが、

それ以外に年間約2000万人にのぼる一時滞在人口

（観光客、別荘滞在、会議 ・イペント参加など）が

窟上LIJllj't火の際には危険にさらされることになる。

したがって、複数の都逍府県が共同で防災 ・減災の

対策をとる必要があることは明らかであり、さらに

国が調整役として関与することが当然期待される。

そのような観点に立てば、 「宜上ll」ハザードマッ

プ作成協議会」の構成メンバーに内楳llif、総務省、

［五l土交通省、神奈川県、山梨県、静岡県 （後に東京

部も参｝Jll)など、関係者II県に加えて国の機関が参加

していることは極めて適切なことであるといえよ

う。このような協議会の設立は、 H本では、はじめ

てのケースであり、火1111坊災の観点からは画期的な

事件であった。この協議会は、平成14年6月1211に

開かれた第 2lnl会議で、名称を「窪七Ill火山防災協

議会」と改められたが、このことは 「協議会」が単

にIヽ ザードマップを作成するにとどまらず、各種防

災計両の内容に反映されるような事項についても検

討を行うことを慈味している。

「宮-L•山ハザー ドマップ検討委具会」 は発足当時

から、晶図 ・活用の 2つの部会を設ittし、基l文1部会

においては、主として火llIとしての富上山の過上の

唄火活動や災害姐象についての調在 ・研究および将

米予想される哨火による物理的な破壊の特徴、程度、

規校などの評価を行うこととした。一方、 i[i)-ll杵li会

においては、基図部会で得られた成果に基づいて、

将来起こりうる災害の具体的な評価を行い、防災 ・

減災のために必要な手段 ・方法について検討を行う

こととした。各委貝は適宜両部会に配分されたが、

両音lS会は斤．いに孤立して作業するものではなく、随



時交流 • 協力するものとした。 検討委貝会の発足以

来、基図部会は 71!!!、活）ll部会は 8回の会議の他、

さまざまな会合を開き、祈発に作業を行ってきた。

・1碩成］4年6月12nに 「宜士山火山l坊災協議会」に対

し巾Iirj報告を行ったが、以後作業が手問取り、委貝

会の活動期限の目途とされた平成14年度末には未だ

作業が完了していない。本稿が印刷されるまでには

【講演2]

最終報告が提出されるようになることを祈っている

次第である。

その他、宜士火山災苫の特徴将来の1,n火の可能性マ

ップ、紅士山の火111防災マップ、窟士山火l19防災対策、

1.:i士 111火山防災対策策定の登；義と今後の課題についてご

講浙いただきました。

富士山イメージアンケートから見た効果的広報
方策に関する一考察ーイメージ構造形成における地域特性一

冨田陽子 1卦I七交通省中部地方整備局窟士砂防事務所長

国上交通省バ士砂防1i務所の'iif |—l]拗子様には｀現場の

所貶という視点で公共工事の効果的広報方策について、

ご溝演をいただきました。

公共工事と情報戟略

いろいろな媒体によ って多椛の情報が提供されて

いる中で、近年の梢報の得方を見てみると、新1:l.}］も

紙而で兄るのではなくインターネットで読む時代に

なってきている。このような方法では大献の情報を

一気に収り込むことが可能になる反面、項IIと簡単

な概要だけを読むだけにとどまる傾向がある。また、

このような状況下での梢報の提供方法として、セン

セーショナルな項1七概要の書き方をすることが多

く、慈図した内容とは別のイメージを読者に与える

ことも多い。

富士山は、静岡県と lll梨県に位四しているが全国

的に関心が高いILIである、人それぞれに富士ii」のイ

メージ、 「l然や防災についての価値観が異なってお

り、公共工事に対する批判も根強くある。このよう

な方々に、適切な情報を与えなければ一部の情報で

世論が形成されてしまう。

同上交通省では、公共1J'j.業の計画の策定、実施、

料理に関して住民に意見を広くIli1いて反映していく

というガ針に立っているが、そのためには直上砂防

事務所としての意志や意図を確実に伝えていく必要

がある。窮士砂防事務所としては、 「大沢崩れ」と

「活火111対策」という主な事業のイメージや宮士山

に関する梢報を地域住民および全国民に適切に伝え

るための広報方策を考えてみた。

富士山についてのイメージ

窃士山についてどのようなイメージを持っている

のか。また、そのイメージはどのような過程を経て

形成されているのかを全国の 7つの地域で調介を実

施した。

⑫士山に対する基礎的情報批も宿士山からの居住

地の距離により異なり、イメージ形成も地域的な特

徴を持っているという仮定のもと、静岡県、山梨県、

束京都、愛知県、北悔道、大阪府、広島県の高校

生 ・人学生を中心にアンケートを実施した。

また、それらの地域をIR分するために 「窮士山を

見た皿数」およぴ 「登った回数」についてアンケー

トを実施 し、情報批の辿いを調査した。その結果、

山梨県、浄岡県は「窟士山を何度も見た」、「5合1可

まで卓で ］回以上登ったことがある」という人が9

割以上という回答から地元地域と位骰づけ、大阪府、

広島県、北悔珀は窟士山に接する機会も少なく情報

拡も少ないという結呆から遠隔地域、束京都、愛知

県は近郊地域と位樅づけた。

アンケート調査結果の中から 「一般の人が持って

いる富士山の形状イメージ」およぴ 「近所 ・遠方の

人の窃七山に対する邸識と窟士山のイメージ構成要
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素」について、地域区分ごとにとりまとめた結果を

報告する。

富士山の形状を 9種類用窓し、その中から窟士山

のイメージ形状を選んでもらい、 一般の人が持って

いる露士山の形状イメージについて調介した。

調査結果から窟士山の形状に対するイメ ージは写

兵や浮111：絵、絵両によるピジュアルなものの影評が

大きい。山梨県側から見ると山頂は平らなため、山

梨県では「直線のスロープで頂上が平らな形状」、

静岡県侃l)から見ると三蜂にみえるため 「直線のスロ

ープで三峰の形状」のイメージが強いが、地域に1及l

係なく「直線のスロープで三鋒の形状」、ついで

「l直線のスロープで頂しが平らな形状」のEll象が強

い。これは、 北斎、広頂が描いた山頂や富士虻陀羅

図の影押を受けていると思われる。

形状イメージに関するアンケートで注目したいの

は、東京都、大阪府、愛知県で霜七lllのスロープ形

状について約40％近くの人が下に凸型になっている

スロープ形状を選んだということである。これは、

浮世絵を思い浮かべた結果である考えることができ

る。東京都、大阪府、愛知県は都rli部でアンケート

を実施しており、美術館や1屯物館などで窟士山を見

る機会が多い。これらはテレピ等から安易に得られ

る梢報ではなく、自分の足で情報を得る行為を行う

ことからEl]象も強くなる。このことを跨まえて、今

後は美術館や栂物館への情報提供も重要だと考えて

いる。

また、アンケート対象者に高校生や大学生が多か

ったということもあり、教科iりや副読本からの影秤

が強いことがわかった。最近、国七交通省も学校の

総合学習や哀檄学習でいろいろなお手伝いをさせて

いただいていますが、きちんと梢報を伝えていくと

いうことの重要性を感じる。

言葉のイメージ

宜士山周辺の観光賓源、風上汽産に1対する代表的

な30個の言業を抽出し、各地域ごとにそれらのキー

ワードl}りの関連性や結びつきの強さを調査し、イメ

ージ連想階肘構造liJを調在した。この調査により、

地元では窟士山に対して「美 しい自然、信仰、大地、

活動」といった共辿の多くのイメージを持っており、

それに加えて静岡県では「高原」のイメージ、山梨

県では樹海や穴などの 「陰」のイメージを持ってい
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ることがわかった。このことから、地元では窟士山

に対するイメージの集約が著しく、地域のことをよ

＜埋鮒していることが分かった。

→力.、大阪では言葉の関述性が非常に低く、 一つ

一つの言業が分かっても他の言甜が辿想できないと

いった状況だということがわかった。同様に、遠附

地では首築から述想イメージが広がらない状態であ

ることがわかった。

意外な回答としては、北悔道、広島県で窟J..lllに

対して 「火山」というイメージが強いということが

挙げられる。この原訳を調壺した結呆、ハザードマ

ップ検討委具会などのマスコミ報道により、宜士111

が活火山であるという、今まで自分が恩っていたクII

識を塗りかえる新しい知見を得たために 「火山」と

いうイメージが強く印象に残ったと考えられる。逆

に、地元では 「火山」というイメージを他の言菜ほ

ど強く感じていないことも判明した。

このことからも、形成されているイメ ージが地域

によ って児なる。また、それは富士山に関する基礎

的知識の屈が大きく述うことがわかる。

窟士山に関する情報発信の方法を考える上で、受

信者の知識や関心レベルが違うのだということを考

慮して、それに対応可能な媒体の選択と情報の作成

を行っていく必要がある。たとえば受信者を特定し

で梢報を発信する楊合、パンフレット、小•IIItチが有

効であり、いろいろなレベルの受信者を想定した場

合、初心者や上級者）りの↑li報を分けて掲載できるイ

ンターネットが有効であると考えられる （その場合

でも、概要だけを載せるようなことはさけたい）。

近年は、窮士山の情報は窟士山麓に行き渡ればい

いという時代ではなく、国全体へ向けて情報を発伯

しなければならない。そのためには、受信者が元々

記憶として持っているイメージと新しい窟：l：山の情

報をうまく閾連させて自分の中に取り込んでいける

ような工夫をする必要がある これまでの広報のあ

り方を大きく変える必要はないと思うが、地域性の

高い情報を全国発信していかなければならないとい

うことを考えると、今後、さらにきめの細かい梢報

の提供が必要である。



【講濱3】

火山災害

池谷 浩 (l甘）砂防 ・地すべり技術センター 砂防技術研究所長、専務理事

当センター池谷研究所長からは、火山災害対策につ

いての技術的な視点から講演がなされました。

l 「火山災害」という本を書いた理由

■LI本における災害対策は：I:石流対策など一過性の

災専に対するものが多かった。

1999年の広島災害の時にはがけ崩れの対策が行わ

れているところでは大きな被害が発生しておらず、

栄雨に対してハー ド対策が効果を発揮した。

●少子高齢化が進む中で、ハード対策で少しでも安

全な楊所を創出することは重要なことである。

⇒しかしこれは一過性の災忠であったから対応でき

たことである。

■火111災轡は長期化する。

●災害の長期化対策が考えられ始めたのはl991年に

始まった丞仙普衷岳の災害からである。

●2000年の有珠、 三宅喰火災害をみると、 一過性の

議論では対応できないことがわかる。

●また、火山活動を予知、予測することは困難であ

り、発生する現象も多様なため事前に特定するこ

とは困難である。

＊事前に行うハード対策の限界。

*‘ノフト対策として避難が行われるが、そのために

は行政や専門家だけではなく、住民も含めた1i．報共

有が必要。

●住民に火山災害を正しく知ってもらわなければ、

火山災寓は減らせない。

⇒あえて人側側の視点から火山災杏をみた本とし

て、 「火Ill災害」を青いた。

2火山災害とは

■時代とともに変化する火山災害

●災害は、異常な現象によって人命や生活に被布が

与えられることによって発生するものであり、人

がいない場所では起きないものである。

昔は火lllの近くに人がいなかったが、人口の増加

や生活の変化により、人が災害が発生する場に近

づいている。

●竹の火lll災害では飢餓による被害が大きかった。

しかし、現代は降灰による道路交通陪岩や航空機

のエンジントラプルなど新しい災害が起こり、経

済的な被害が発生する。

⇒災害は時代によって変化する。過去に発生 した災

杏にばかり気をとられず、現在発生する災害として

とらえて欲しい。

■火山のめぐみ

●火山は美しい地形、蚊観を呈しており、わが国に

28箇所あるI司立公園のうち18箇所は火illがその扱

観の主役となっている。

→観光地にはそこに住む人に）Jllえ、観光客も訪れる。

●火山地帯では様々な此作物が生j)Eされており、火

山から離れた都市に住む人々にとっても無縁なこ

とではない。

●火山について語られるときに火山の恐ろしさのみ

を考えがちであるが、そのめぐみを忘れるべきで

はない。

⇒火山との共存

●防災関係者は災害について考える時、その現象自

体に目が行きがちであるが、その現象を受ける側

の条件、生活についても考えて欲しい。

■火ll.1災害の多様性

●降灰、泥流、火砕流、浴岩流等、火山では J回の

哨火で様々な現象が発生する。

哄火発生位骰についても様々である。

●|1n火現象や佼骰は山によ っても異なり、また同じ

山でも哨火のたぴに変わる場合もある。

..それぞれの火山で防災を考える際に、「他の火山
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ではこうだったから」、とか 「前のIIJ't火はこうだっ

たから」、といった先人観を持たずに見匝すことが

必要であるc

3 火山災害対策について

■火Ill災害対策の科学的検討

土石流の場合は、発生する「力」がわかる。その

「力」を上lnIる施設を科学的に検討して作れるが、

火山噴火に伴う現象はそれに加え「熱」もあるし、

例えば火山灰による航空機への際害等も考えられ

る。

→火111災害を科学的に検討するためには、考感すべ

き因 fが一つではなく、多様である。

成 仙における「島原大変肥後迷惑」で知られる津

波による災害 (1792)を科学的に検証し、再現計

符を行った。

→現在の山腹をすべり而として過去の山体を復元し

た結呆等をもとに崩壊卜砂冴鼓哺揺定し、崩壊と津波

のシミュレーションを行い、妥当な結果を得た。

1このように過去の伝承を科学的に検証、分析した

結果をもとに、例えばどの程度のリードタイムを

とれるか、避難のトリガーはいつまでに11iされる

べきか、などの対策検討に活用できる。

俎仙における無・人化施工、CSG工法や有珠1!」に

おける GPS搭載ヘリによる現地調査等、災害毎

に新しい工法技術が考案されている。このように

21世紀の新しい」ー．法、技術を考えていって欲しい。

■火山災害対応における時間の概念について

ハード対策で安全な場所を増やすことが碁本であ

るが、火山災害に対してはハード対策に限界があ

り、ソフト対策による対応が必要になる。

→対策には時rJl(J）概念が必要。

⇒IIlの状況変化の把握が必要。

ハザードマップにも時間の概念が必要である。

榜戒区域の設定などの避難対策を行ううえで、い

ったん避難したら住民はいつ家にもどれるかわか

らない。「いつもどれるかわからないが避難しろ」

という指示を実行するためには住民の理解が不可

欠である。

⇒防災関係者はできるだけわかりやすく住民にfti報

提供することが必要である。
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■火山災害対応における現象予測について

●誤仙では過去のIIlt火実組より溶岩流と t石流を想

定していたが、実際には浴岩ドームが形成され火

砕流が発生した。

⇒発生する現象を予測することは難しい。

⇒状況の変化に応じて対策を行う必要がある。

隕火の際に起こりうる現象を推定しておくことが

前要。

大拡の上砂堆梢等により急述な地形の変化が起こ

りうる。地形の変化に応じたハザー ドマップの兄

直しを迅述に行わなければ危険な状況になる。

■ハザードマップについて

9ハザードマップは公表したら終わりではない。住

民に理解してもらうためには十分な説明を繰り返

し行う必要がある。

⇒「知らせる努力、知る努）J」

長期化する避難生活に対応した持ち出し品等が記

載されたマップを作成して欲しい。そのために、

長期に及ぶ避難生活を実際に強いられた被災者に

ヒアリングを行い、意見をliりくと良い。

⇒発生する現象を予測することは難しい。

■復OOについて

順火終息後の被災地の復映は、住届をつくるだけ

では足りない。

●終息後の住民の生活を支援することが必要である

が、難しい問題でありそのしくみを考えて欲しい。

咀火後に住民を移住させればいいという滋見もあ

るが、古くからその上地に生きてきた住民に簡耶

に出て行けというべきではない。住民の移住に対

する慈見を把握する必要がある。

4 最後に

行政、ホームドクター、住民が情報を共有し、平

‘i柑時にできるだけのことをしておくことが咽要であ

る。



海外からの技術研修員の受け入れ

ーイランのヘマティさん一

石井和男※

当センタ ーでは、その事業の一つとして、 「砂防

等に関する国際技術協力」を行うことを寄附行為の

中でうたっており、国土交通省砂防部、国際協力事

菜団 (JICA)等が行う砂防1叫係のプロジェク ト、

専門家．の派追、技術研修員の受け入れ等の国際技術

協力菜務に対し積極的に協力しています。

その中で、技術研修具の受け人れについては、当

センターでは、 JICAが招聘するインドネシア、ネ

バール、イラン、 中l玉1他からのH本人専門家のカウ

ンターパートに対し技術研修を行うほか、国土交通

省と]ICAが実施する集団研修 「火山学 ・砂防工学」

静岡只•安倍川での現地研修

五町樽前山大から沢での現地研修

※ （財）砂防 ・地すべり技術センター企画部 調介役

の令般的な迎営に関する事務｝中の役割を果た してい

ます。

火山学 ・砂防工学コースは、平成11年度から15年

度までの 5年1tl実施されるもので、 世界の土砂災害

の多い国々から1栢年 7名前後の研修員が来Uし、約

6ヶ月にわたって研修を行います。

同研修コースの前半は集団研修で、わが国の火IJI 

学及び砂防工学分野の代表的な学者や研究者による

講義の受講と地方での現地研修を行い、後半では、

大学やI~係機I見において各研修i」のニーズに合わせ

た個別研修を行います。

静岡県・安倍川での現地研修
（全流砂量捕捉装置）

砂防・地すぺり技術センターでのカントリーレポート
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当センターでは、上記の個別研修を毎年実施して

いますが、本年度は、イランからの研修員である

Mr. Hooshang Hemmati F印・（ヘマティさん）を、当

センター砂防技術研究所において本年 6月23日から

9月 5日まで受け入れています。

ヘマティさんは、イラン／：i業開発推進省ホルモズ

ガン州事務所で流域管理の業務に従事している39歳

の地質の専門家です。

イランでは、近年の人口増加によって、山岳地域

等での羊の過度の放牧、森林の伐採及び乾燥罠法な

どにより土填侵食が発生し、流域の荒廃が一段と進

んだことにより、洪水や土石流の発生などの自然災

テヘラン市郊外の山

イラン中部の典型的な山の様子

害が多発するようになっているとのことです。

中でも、ガリ ー侵食の問題は特に深刻であるとの

ことで、ヘマティさんは当センターでの個別研修テ

ーマとして 「ガリー侵食に対する対策」を選ぴ、研

究所の指祁教官の下で、発生のメカニズム及びその

対策について研究活動を行っています。

先13は、静岡県の安倍川流域と北海道の有珠lllに

おいてそれぞれ2泊 3日の現地研修も行い、研究内

容をさらに深めました。

この研修を通じ、イ ランの砂防に関する技術の向

上と、 併せてわが国とイラン国との間の友好関係の

堺進が図られることを切に厠うものです。

'ヽ．
-?・ • 

イラン北部の激しい慢食地

イラン中部の畑の侵食状況

写真提供／国際協力事業団イラン国派遺技術協力専門家 畏井隆幸氏
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ネバール砂防技術協力を取り巻く珊境

比留間雅紀※

1 はじめに 2 ネバールの地気象

ネパールヘの砂防技術協力は、 1976年、ネパール

政府から日本政府へ自然災害防止対策の協力要請が

あったことに端を発し、治水砂防技術センタ ー

(DPTC)プロジェクトの実施 (1992年 4月～1999

年 3月）を経て、 1999年 9月から第 2フェーズの自

然災害軽減支援計画プロジェク トが進められてい

る。咋年 3月から箔者は、ネパール王国の水資源省

治水砂防局 (DWIDP)のlμjプロジェクトに、JICA

長期専門家の一人として勤務している。今般機会を

頂き、技術協）J専門家の活動を紹介したい。

国の状況をイメ ージして頂くために、今回は、ネ

パールという固、そして牲らしについて紹介する。

2.1 地形

ネパールは、インドプレートがユーラシアプレー

トの下に潜り込もうとして押 し上げられたインド亜

大陸周縁部に当たり 、最も」淋りにあり 、蒻く押し上

げられた所がヒマラヤである。プレート運動が南北

方向であるため、東西に等標泊j性を持つ地形が形成

されており、北から、ヒマラヤ、腐111帝、中1:il山地

幣、シワリク丘陵、テライ平原という 5つのレンジ

に区分される。首都カトマンズ （標高1250m)は、

中間山地帝に屈する。

2.2 気象

ネバールの紺度は沖縄付近に相当するが｀各レン

ジの椋麻差とレンジ間を隔てるlll地の影牌により、

ヂ^

凡例 名称 標高範囲

ヒマラヤ 5,DDDm以上

高山帯 3.000~5.000m 

中間山地帝 500-3.000m 

シワリク丘陵 150~2,500m 

ぐ テライ平原 60-150m 
ケ

＊
 4 

’’ 

丑索し叫
全 念 ｛し J石て 茄．ロー・～一 一

e ム

戸声ぎ二言響戸戸
ヽ i 
.. .. -

図 l ネパールの地形
出典： PhygiographicalMap : Dept. of Survey 

※ネパール自然災害軽減支援計画プロジェクト

地域防災計画専門家
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1海外事情 I 

気候は異なる。ヒマラヤ～1均山偕では年間降水址が

200mm程）虻で、可住地のイi在する標高4.000mくら

いまでは乾媒した冷涼な気候である。一方、南のテ

ライは亜熱僻性気餃で、年4.000mm程の雨が降り、

コメの二期作が可能である。また神iは、 主に6月11J

旬から 9)l巾介）までのモンスーン期に集中して降

り、 11月から 5月までは雨はまれである こうした

気象を反映して、北部の高山帯では植生が乏しく、

またその他の地域では、春の乾媒期に耐えうる！！囮菜

樹林が多い。

気象観測は、水文気象｝』により J970年代から始ま

った。全I』で400カ所ほどの観測所が存在するが、

将通1:！i凪計による Fl降水砥を観測しており、山地部

のデータやII寺IHJ雨批などは｀今後の整備となる。

3 人々の暮らし

3.1 人口と居住地

ネパールの人l」は2.351万人 (2001年度調査）で、

世俯平均5.4人が経らしている。国土の67％を占め

る山地部の奥まで、居住地は比較的分骰しており、

hii壊の影押を受けやすい111裾や、 1：石流の直幣を受

写真1 典型的な山村の風景

表 1 ネバールの学校鰈程と就学率

学校種別 年限

Primary 5年

Lower Secondary 3年

Secondary 2年

Higher Secondary or P.C.L 2年

University (Diploma) 3 ~ 6年

年齢（歳） 全学生数（人）

6-10 3.780.314 

ll-13 

14-15 

]6~17 

18~ 

915,649 

385.079 

57,731 

53,819 

ける谷出nに人家がまとま っていることは少ない。

これは直労働の水汲みを厭わずに、術生的なn当た

りの良い尾根部に好んで住む （写真 1)ことや、自

動車迫の整備が進んでいないためでもある (1998年

自動車逍総延長 ：舗装路4.080km、未舗装路

9.143km)。その反而、車道から離れた急峻な山地

の奥深くまで集落が分布するため、効率的なインフ

ラ整備 （学校、医療サービス等を含む）が図られに

くい。近年、道路網の整備や経済の活性化に伴って、

道路沿いや都市部への移住が増えてきた。

カトマンズ周辺でも住宅が‘位が発的に増えている。

不法占拠やスラム街はH立つほどではないが、上地

が窃価なため、地方からの移住者は川近傍や急斜,m
直 Fに住み着くことも多く、水に起困する災害の被

災危険度が相対的に高くなっている。

現在もまだ治安上の懸案となっているマオイスト

活動は、地方山地部から火がついたものだが、問題

の一因として、国のサーピスが都市部偏直となり、

山村の住民達が恩恵に与れないことへの不i1阪がある

とlifl< 

3.2 教育

ネパールの教育システムを表 1に示す。ネパール

では義務教育制度はないが、政府が重点課題として

推泄したことから、 1990年頃から就学率は若しく向

上している。以前は、 ①山l廿1部の学校数ならぴに教

貝不足、 ②「女性はいずれ他家に嫁ぐので教育はい

らない」とする封建的な家長意識、 ③チ供も if_[要な

労働力という考え方、等により、就学率は低かった。

表中の数字は全国の総計であり、実際には都市部で

は就学率が高く、 地方山村郊では未だ低い。

表巾に記載しないが煎要なものとして、S.L.C

(School Leaving Certificate：翡校卒業費格試験）

がある。これはSecondarySchool 2年次 (GradelO)

に全国的に行われる試験で、合格率は約40％ほどで

ある。大学教妥課程への入学要件の他、 Primary

同齢人口（人） 就学比率（％） 備考

3,242.010 116.6%※ 

1,687.290 54.3% 

1.065.164 36.2% 

926.176 6.2% 大学教脊課程、短大にあたる

特定不能 就戟後の人学者多数

lII典： StatisticalYear Book of NEPAし2001;ネバール国家計画委且会中央統計局

（※その他統計内でも同齢人「1より学生数が多い。復学者、留年者が多い等の理由が考えられるが、詳細不明）
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School教師としての扉用要件でもある。

プロジェクトのある水賓源省治水砂防局に勤務す

る技術系職具は、大まかに言ってEngineerクラス

とOverseerクラスに分けられる。Engineerクラス

は大学卒菜を要件として、 Overseerクラスは

Higher SecondaryあるいはP.C.L（高専、技術系短

大のようなもの）卒菜を要件として、それぞれ公務

l且試験を受けて採用される。同年齢約50万人として、

3 Ji人が短大レペル、 12.000人が大学を卒業し、そ

の中から t~：年数百人が公務具となる。 総じて局職具

は餃秀であるが、実家の経済力もふくめ、大変な工

リートだからといえる。

3.3 諸物価と貨幣価値

ネバールは内陸国であり、北はヒマラヤが連なっ

ていることから、生活必囁品等物脊は、穀類等、 一

祁／災涯物や国内生従可能品11を除き、インドからの

翰入に大きく依イfしている。政府は空送の拡大によ

り、 一国依存を少しでも解消したい慈向だが、翰送

コストが高いために品目が限られ、収扱拭は大きく

は伸びていない。現在の物価等を、 表2に示す。

10イlて（王と源は、 1日20ルビー （］ルピー＝約］．67

表2 ネバールの諸物価等

大別 種別 単位 金額(Rs)

給与 公肋貝 （局長級） Rs/J1 20.000 

公務具 （技師級） Rs/月 10.000 

運転手 Rs/月 7,000 

コック Rs/月 7.000 

用務貝 Rs/月 4,500 

熟練作業且 Rs/n 170 

将通作菜且 Rs/Fl 125 
食材 米 kg 25 

牛乳 リットル 30 

マンゴ kg 60 

コーラ 本 15 

外食 ダルパート セット 25 

モモ （餃子） セット 15 

ミルクティー 杯 5 
燃料 灯iIII リットル 20 
交通 パス （市内） 8 

パス （長距離） 300 

タクシー初乗り .17 

建材 セメント 50kg 320 

if竹 本 60 

繰り石、砂 立米 8.000 

金額： Rs（ルピー）、 I Rs＝約1.671可
注：ものにより、数割程度の幅があるが、平均的な価

格をJtI：した。

円）あればネバール人一家が食べていけるといわれ

たが、ここ数年は年約 2％ずつ物価もヒ昇してお り、

かつかつの生活でも 117100ルピーは必要である。

建設l関連項目をみると、普通作業貝のR当は、地

方ごとに定められている1-1・金 (Diso・ictRate)で作

菜具1.p、最も低いものだが、セメント 1袋の価格は、

その約 3倍にあたる。人件骰が相対的に安いのだが、

このことから事業主体が、人手はかかっても、でき

るだけ国内で入手可能な安い材科を川いて施設を作

ろうとするのが想像できると思う。

逆に、技師達が様々な工法に関する経験を積もう

としても、外国がドナーとなっている人きな建設プ

ロジェクトに参圃する以外、なかなかチャンスがな

い。政府予符は2000年度で約 8億ドル、そのうちイ

ンフラ登備等に向ける開発；；f符が約50％である。1m

発予符はほぼ全てを外国からの二国間援助や、 Ill：銀、

アジア開発銀行からの援助に頼っている。 1::I本は1；り

発予符の20~30％を1981年以降貸担しているネバー

ル最大のドナーである。 ドナーの巾で、日本の他、

上記開発銀行やアジア諸国は、建設系の経済インフ

ラ整備に関しても援助を行っているが、欧米系諸国

は、援助の内容を、教育、保健衛生、 tt困、女性問

題等、社会インフラ整備にシフトしつつある。相対

的に、ネパールの技術者が諾外屁l孜本による建設プ

ロジェクトに携わる機会も減りつつあり、様々な工

夫で事業を進める必要が祁まっている。

4 おわりに

技術協力のペースとなるいくつかの状況を紹介し

た。このような中、プロジェクトでは、何とかl1立

発股性のある技術を開発し、それが根付くように活

動している。関係諸氏のご協力、ご助力をお願い「tl

し上げる次第である。

［参考文献）

ヒマラヤの自然誌：洒井治孝編、束海大学出版会、

1997.10 
Statistical Year Book of NEPAL 2001 :ネパール国家計

画委員会中央統汁局、 2001.6

Population Census 2001 : Iii]上、 2002.6

役困プロファイル ネパール王国最終報告11F:国際協力

銀行、 2003.3

ネバールを知るための60f;'i:（ネl:l11本ネバール協会紺、

明石内店、 2000.9
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国際火山防災シンポジウム

Cities On Volcanoes 3に参加して 1

安養寺信夫※

1 火山の上の都市

シティーズ・オン・ポルケーノズ

火山咬火は歴史の中ではいくつかの都市の映亡に

関与し、現在でもイ々威を与え続けている。火山防災

を主題にした本シンポジウムは、都市に及ぶ火111活

動の影評を1ft議すべく自然災害対策にたずさわる専

門家のために企両された会謡である。そのためテー

マとセッションは意識的に多分野にわたるよう企画

され、集まった研究者や実務者が共通の課題を分か

ち合うよう配！殺されている。

このシンポジウム自体は、火山咬火時の緊急．対応

における都市 ・地方魯1他i、教育、火山学、社会学と

心理学についての協Iri]作業を一般化し展開すること

を目的としている。この会議は国際火Ill・地球内部

化学協会IAVCEIが主消し、今lnlはアメリカ地質調

査所やハワイ大学、ハワイ州防災局などが全ifiiflりに

支援して開催に至った。第11司は1998年にローマと

ナポリで開催され、第2回は2000年にニュージーラ

ンドのオークランドで開催されてきた。とくに定期

的に1片」かれているわけではないが、2~3年ごとの

開催を且処としているようである。

わが同は 1せ界有数の火山国として、また火山学研

究の先進国の一つとして期待されている。最近は火

＇ 

山研究者の中からも火山防災に対する取り組みもみ

られるようになった。当センターは火山砂防の一珠

として、ここ数年火山防災全般にわたるさまざまな

調査研究を実施している。今回は最近の研究成果を

発表するとともに、他国の研究者や防災担当者らと

の意見交換を圏るべく当七ンターからも職員を派逍

した。

2 会議の概妻

会議は2003年 7月14R~18Rの間、ハワイのヒロ

市にあるハワイ大学ヒロ校において耕lfitされた。主

1/［同アメリカをはじめ、 H本、イタリア、ニュージ

ーランドが多数を占め、オセアニア、東南アジア、

中南米、ヨ ーロッパ、アフリカなど約30ヶ国からの

総数約330人の参加であった。参加者の所屈は、火

山研究者はもとより、防災行政担当者．教育関係粁、

エンジニア、社会学者、医根関係者、国立公園管理

者など多岐にわたり、このシンポジウムの性格をよ

く表していた。

研究発表テーマも危機符Jlllとしての地域社会の間

逍や備え、対応、災害の評価方法、観測技術などの

科学、火111と健康などに分けられ、口頭発表132件、

ポスター発表1551牛という 盛況であった。 またシン

援助と教育ワークショッブのひとこま ポスターセッションにて大人気の 現地見学会（キラウエアから流れ出した
溶岩によって遮断された道路付近での説明）（子供たちに教える聞火のジェスチャーを参加 立体模型ハザードマッブ

者に実演してもらっている）

※ (Ut)砂防 ・地すべり技術センター総合防災部次E
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ポジウムの前後にはワークショップが設けられ、内

容もハワイに密接な浴岩流対策、火山調究の新技術、

援助と教育という興味あるテーマであった。シンポ

ジウムの叫HIHには現地視察が企l!!ijされ、キラウエ

ア山頂コース、 Iヽ ワイ島南西海料コース (1983-

2002哨火の浴告で覆われた地域）、コナ悔岸コース

がm．唸されていた。

当センターからは安1逢寺が窟士ll［ハザー ドマップ

の基圏に関する話題 2 件、吉l-El真也主任技師がl•iJ じ

＜被街想定について、伊藤英之課長代理らが十勝岳

の火山防災と火山ハザードマップの公表後の住民説

明などについてそれぞれ「l頭とポスターで発表し

た。

シンポジウムは朝 8時半から発表が始まり、コー

ヒープレイクと昼食を挟んで、夕）iまで続き、夜は

7時半から 9時半頃までレクチャーが行われるとい

うハードスケジュールであった。 2日11の夜には荒

牧前雄先生による レクチャーもあった。参加者は疲

れをみせる様子もなく、熱心に聴き入っていた。

3 トピックス

「1本からの参加者は大学 ・研究機IMIが多かった

が、今回は当センタ ーをはじめコンサルタントから

口頭発表中の筆者

も参加があり、とくに砂防関係者は初めてというこ

とで、砂防のことをllrlきたいと直接コンタクトを取

ってくる他国の参加者もいた。 また、有珠山で防災

教育のための資料を作成した地元小中学校の先牛方

も参加されたことは1直i期的であった。

開他地がハワイ島であることから、 1983年から続

いているキラウエア火11！プゥ ・オウオゥとクパイア

ナハ咬火に関する話題が盛り込まれていた。オープ

ニングでは火山の女神ペレヘのオマージュで始ま

り、この噴火による溶岩流による埋没で伝統的な村

を失ったカラパナの1口住民による追憶で結ばれると

いうようなセッティングであった 桜島や有珠山の

ような燐発的咀火に比べて、静かな噴火と思われが

ちなハワイの哄火であるが、 20年もの間に22位立方

メートルの溶岩を咬出し、 42平）iキロメートルの地

域を溶岩で投ってしまったl勺然の）Jと、そこに生訴

する人IHJのltl題について考えさせられる話題であっ

た。

次回はエクアドルのキトに決まったが、 Jり］Hは今

後調整される予定である。

木尾ながら多忙な巾で 1週間の4ミ在をサポートし

ていただいた耶事長、専務理事、総合防災部の皆様

に憾謝1-1-lしLげます。

デイケンズの二都物語 (Taleof Two 

Cities) をもじって “Tale of three 

eruptions"というタイトルで馳演中の
荒牧先生（隣はアメリカ地臼調査所
ハワイ火山観測所のスワンソン所R)

ディナーのアトラクション（地元の子供たちに 結びのプログラム（溶岩で村を失った
よるハワイアン・ダンス、パックは高校生パンド） カラバナの住民による体験談）
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トピックス2

国際火山防災シンポジウム

Cities On Volcanoes 3に参加して 2

吉田真也※

2003年 7JJ 141]から18LJにかけて、アメリカ合衆

国ハワイ州ハワイ島ヒロ市で行われた℃itieson 

Volcano3" という火山と防災に関する会議に参

hll • 発表して参りました。 これは火山を持つ30以上

の国々から300人以上の人々が集まった大規模なも

のであり、キラウエア火山をはじめとする現地見学

会も行われて、 ti凪な梢報と得難い経験をして帰っ

てきましたので会議の様r-を中心に報告いたしま

す。

1 ハワイは火山と津波の島

「ハワイ」と1ilけばたいていの方は、観光地で布

名なオアフ島のワイキキピーチを思い浮かべること

と思います。 しかしハワイ諾島にはその他にもカウ

アイ島やマウイ島などいくつかの島がそれぞれ特徴

を持って存在しており、今lulの会議の会場となった

のはハワイ島、通称BigIslandでした。ハワイ諾島

の中で最南端に位骰し、最も大きく最も若い、すな

わち火111活動が現在でも活発で溶岩流により領土が

増え続けている島です。

ハワイ島というは娯を1州いて「？」 という顔をす

る人でも「キラウエア火Ill」とか「オレンジ色のマ

グマが悔に流れ込んでいる島」といえば、 TVのイ

メージか 「ああ、あの島ね」と分かってくれます。

それほどこの島と火llIおよぴ溶岩流は切っても切れ

ない関係にあります。

しかし現地で感じたイメ ージは災害は溶岩流だけ

ではなく、というより浴岩流は局所的で流下辿度も

遅いので災害というより観光貧源化しております。

それが証拠に我々がまず蚊初にチェックインしたホ

テルには、フロントの横に「津波の時の心得」が掲

示してありました（写真 1)。これは会場となるヒ

ロ市が太平洋に而した外湾であり、 1946年をはじめ

※ (Iけ）砂防・地すぺり技術センター総合防災部
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として過去何度も津披災寮を受けているため、地域

住民の中では 「自然災忠と日えば津波」という意識

があるためだと思います。

またその後見学にも行ったのですが、ヒロ市のダ

ウンタンウンには "TsunamiMuseum"という立

派な博物館があって、 一般の人にわかりやすく津波

のメカニズムや被害を説明していました。ちなみに

英語ではTidalWaveなのですが、 「TsunamiはU本

語で洲内の大波を意味する言染だ」という解説があ

ることから、適切に概念をとらえているわけではな

く日本語がそのまま固有名洞として使われていま

す。 この辺のとjitliは "Sabo" や "Nougyou

Doboku"と同じですね。

余談になりますが、会議が無いRに咀海i叡のコナ

（有名なリゾート地）のショッピングセンターに行

った時も、溶岩流に関する注紅やキラウエア火Illの

梃邸などがi代かれて火111知識の将・及に島全体として

努めていることを感じました。もっとも我々以外に

は、日本から来た新婚夫婦以外存在しないようなシ

ョッピングセンターだったのですが・…..。

2 国際言語による会議

さてCitieson Volcanoesの様子ですが、議題は火

山のメカニズムからハザードマ ップ作成方法、火Ill

(．＂I III'‘‘‘"'• rI9•I 
写口1
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知識の将及や火山灰による健康への彩椰など多岐に

わたり、まさに開界巾の火111防災に関係する人々が

それぞれH頃の研究成果をl」頭とポスターで発表す

る、まるで砂It)j学会のような形態で会議は 5[I Ill]に

わたり行われました。

匪界巾の人々が集ま っているため、発表の内容も

炎語でJ，年かれたものを炎語で発表するのが当然。私

も苦労して 「1;rkll.I哨火を例とした火山灰の被寓想

定」という発表内容を炎語に訳したボスターを貼り

付け、質問してくる人と怪しげな英語で揺思疎通を

図ってき ました（写真 2)。所詮言語はツールなの

ですから意味が通じればいいのですが、粥n頃から

ツールをl11いているネイテイプとの差はマウナケア

（ハワイ島最高蜂）より沿jく、他人の発表を1illいて

いても専1"］的なりt語からかろうじて内容を推定する

程駁。語学）J、というよりコミニュケーションおよ

びプレゼンテーション能力のイ湘足を実感してしまい

ました。

それから発表を間いていて感じたことは、 「l1本

人とイタリア人は激し <iitっている英語を話すな

ぁ」 ということです。他のldの人は英語が母国語な

のか選ばれたエリ ートなのか、ネイテイプスピード

（早n)で話してくれるため何を言っているかサッ

パリなのに対し、 1-1本人とイタリア人はある一定の

法則に従って訛っているうえ、自分が梃諾ド手だと

いうことを 1丁槌してゆっくりと確実に話してくれる

のでなんとなく意味がわかります。中途半端になめ

らかに発音するより、シンプルな論埋展l}t1でわかり

やすい単語を使うのが、相互罪解のためには）lf・、しか

と。

そのおぽろげな感此で他の人の発表内容を聞いて

おりますと、マグマ組成がどうたらという理学的な

話ではなく防災行政的な話がH立っていたように憾

じました。日く、避難の時はどうした、範囲はどう

やって決めた、我が国の体制はこうなっている、な

どという話でちょうど 「火111の防災対策は具体的に

どうあるべきか」について検討中の私にとっては非

常に参考になる部分（現場のエ夫）と参考にならな

い部分 （行政的な仕組み）を知ることができました。

でも•通り 1iflいた後は 「どこもタテワリと防災行勁

のトリガー （いつ避難させるか等）で苫労している

な」と妙な連帝地を‘此えてしまいました。

3 味覚の砂漠

さて会議は何ElllUにもわたるため、その間の休瀾

管理にも気をつけなければなりません。医食l[i]源と

いう中国のことわざにもあるように体調のために

は、栄必と味虹のあるものをしっかり食ぺなくては

なりません。

その点ではアメリカは個人的にはステキな国でし

た ・・ ・・•・。

ファーストフードに行ってカタコトの英語でハン

パーガーをくれというと、もれなく山盛りでついて

くるフライドポテト。地元で有名なロコモコ （なん

か―• JIil飯っぽい）を頻むとやっぱり山盛り 。 もちろ

ん駄がア レなら質もアメリカンです。1l1された科狸

のことごとくが期待を衷切らない出来。肉にかかっ

たグレービーソースは 「石r1l1から合成したのか？」

と思わせる味。お茶などという爽やかなドリンクは

存在せず、炭酸＆合成泊色料系。サイミン （ラーメ

ン）にラーilIlと盤袖を入れようと思ったら、グレナ

デンシロップとプルーペリージャムでした。

おまけに会議l卜の昼食は会場となっている大学の

食堂で好きなものを取るビュッフェ）J式だったので

すが、食敬のオパちゃんに 「鶏l匈だけ、 Onlyチキ

ンで」と言っても、 「あんた、ちっこいんだから、

もっと立べにやああかんぜよ l（推定）と言われて、

何かの肉と野菜が111盛りに盛られてしまう。堆積し

たスコリアにそっくりなチョコレートケーキ付き

で

「ちっこいってオバちゃん、私もう32歳でこれ以

上成長しないと息うんですが？」

と思って局りを見回すと、ワタクシなどCIAに捕

まったGLAY並の小人に見えるような立派な1本格の

紳士淑女たちが。もはや体巫の単俯はkgじゃない、

写真2
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lだと確信完了。

＂生物は寒いところでは 1本熱の放射を防ぐため、

体は大きく丸くなる＂という説を憐 jいたことがあり

ますが、きっとハワイは亜熱術にふさわしく心はお

おらかですが、身体的には寒い国なのでしょう。そ

う思ってツッコむのも疲れたので、黙って（半分ほ

ど）食べてきました（写真3)。

もはや行程の最後の方は 「話のネタにどれだけハ

ズしたものを味わえるか？」ということが主眼にな

って、西に怪しげな店があるとl紺けば飛んでいき、

釆に地元で （砿が）評判の店があると栂1けば歩いて

いく 。そんなグルメ？な我々が最後の晩に行こうと

収っておいたOsakaという "Japanese&American"

レストラン。きっと＂タコヤキカレー＂とか＂お好

み焼きトンカッ”とかが出てくるに述いない！と期

待していたら、晋通のチキンカツとか白身魚の味I附I

烈とか出てきました。 しかもおいしい。

その夜は満腹感と敗北感でいっぱいのまま、 14-J国

の虫の声を聞きながら1股りました。

4 Jimmy Norikazu the 3rd 

会議場にサトウキビを光りに来ていた！］系人の

Jimmy。ハワイ島でプランテーションJ此場を党む

現地の人ですが、火山にも輿味があってピーチサン

ダルでキラウエアのできたて浴岩の上を歩いた剛の

者です。1:1系人ということでカタコ トのFl本語とい

うか関西弁で話しかけてきた後、キラウエアの火山

写真3
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栂物館で偶然であったのを機に仲良くなっていろい

ろな話をしました（写真4)。

El系アメリカ人のくせにスペイン語が得慈なこ

と、あまり綺麗な格好だと観光客とt甘］述われてスリ

にねらわれるため服装に注慈していること、

Jimmyが勤める“トウキョウト”という職場には

「どフリ ー協会」という独身者相互扶助会があるこ

と、ウィンカーも出さずに急に曲がる車にはクラク

ションを嗚らして現地の言業で「ダァホ l」と叫ぶ

こと、 etc.etc.

旅は道述れといいますが、国際会議の会場の中で

知り合った火111の専門家ではなく、現地にしっかり

根を下ろして生きている人が火山や災害について感

じたことを 1itlけたことは大きな収樅でした。

Jimmyとは再来年Quito（エクアドル）で行われる

Cities on Volcanoesでの再会を約して別れて来まし

た。

5 おわりに

あまり国際会議らしくない話でしたが、いつもと

は述う斑桜の中で単なるオノポリさんではなく、参

加者として土地を旅することにより普通では得られ

ないft重な経験をすることができました。それは行

った十地が将涌じゃないのか、抽元の人が拷通じゃ

ないのか、もしくは我々が普通ではなかったのか、

読者のみなさまに 3択問題を投げかけてこの報告を

終わりたいと思います。

写真4
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STC短信

国際測地学・地球物理学連合 (IUGG)総会への参加について

地震や火山、気象など地球物理学分野の世界最大規模の学会、国際測地学・地

球物理学連合 (IU G G)総会が6月30日から、アジアで初めて札祝市で開他さ

れた。約100カ国から約5,000人の研究者が集まり、泣先端の研究成呆として7,000

本以ヒの論文が発表された。当センターからの参加状況は以下のとおりです。

●安投寺信夫総合防災部次長

Thursday 17 July Afternoon 

S.Aramakiet al. : Potential hazard zorning maps and drill maps of Mt.Fuji.]apan 

(Poster ses.<;ion) 

●伊藤英之総合防災部技術諜長代理

Tuesday 15 July Morning 

I-lideyuki Hoh.et al. : The volcanic mitigation strategy for the long-term dor-

mant volcano-Case study of Kuju volcano.nortl1eastern Kyushu.Japan (Oral ses-

sion) 

Tuesday 15 July Afternoon 

Hideyuki Itoh.et al. : Volcank disaster mitigation system at Tokachi Volcano. 

Central Hokkaido. Japan (Oral session) 

吉田兵也総合防災部主任技ftili

Thursday 17 July Afternoon 

O.Hiroi.et al. : Estimation concepts and procedures about volcanic hazards. case 

-study on Mt.Fuji (Poster session) 

●吉田真里夫総合防災部技師

Monday 14 July Afternoon 

H.ltoh.et al. : Enlightening volcano hazard maps to support inhabitants-under-

standing叫 terpublication (Postei・ session) 

SABO vol 76 Oct.200 33 
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行事一覧平成15年7月～9月

協賛（後援）

7月7R 第8回）IIの11 中央記念行事（協校）

8月 1Fl 第27回水の週間 （協抒）

9月25日 地すべりフォーラム2003in J-'11 LI（後援）

理事会等の開催

第11期第1回理事会

第 1回理事会が、平成］5年8月27日、アルカディア市ヶ谷会巖室で閲備され、次の

議案について審議が行われました。

第 1号議案 理弔長及ぴ諄務理事の互選を求める件

報告事項 平成15年7月九州楽雨災害について

なお、この理事会において、去る 7月3013l:Wl催された評議貝会において今期の理事

及ぴ監事が選任された理事の中から、理tjJ.長に友松靖夫が、 w．務理事に池谷浩がそれ

ぞれ互選 （再任）されました。

平成15年11第2回評議員会

第2回評議員会が、平成］5年7月3013、アルカデイア市ヶ谷会議室で開1lliされ、次

の議案について審議が行われました。

第］号議案 理事及ぴ監事の選任を求める件

報告事項 平成15年7月九州豪雨災害について

なお、この評議且会において、選任された理事及び監事は、次頁の 「役貝名源」の

とおりです。

人事異動

● 8月26日付 ［退職】 吉松弘行 斜面保全部長

兼砂l坊技術研究所技術部長

兼砂防システム研究室長

兼技術開発研究室長

● 8月27日付 ［委嘱解除］池谷浩 砂防技術研究所長

［委嘱］ 吉松弘行 〔理事）砂防技術研究所長

● 9月 1日付 【採用］

34 

兼斜而保全部長

中村良光 砂防技術研究所技術部長

兼砂防システム研究室長

兼技術開発研究室長

（前宮士）II砂防事務所長）

SABO vol.76 Occ.2003 
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役員名簿平成15年8月27日覗在

理事長 友松約夫 常勤

専務理事池谷浩 常勤

理事 秋山哲郎 東京ガス（株）参与

浅井涌太郎 大木建設 （株）取締役

新森夫 新法律事務所弁護士

荒牧重雄 束京大学名抒教授

大久保駿 （社）全国治水砂防協会理事長

小橋澄治 京都大学名抒教授

小林一さ NPO新潟県砂防ポランティア協会理事長 普談寺住職

郷津久男 前長野県小谷村長

竹腰正保 オリエンタル建設（株）横浜営業所顕問

塚本良則 束京股工大学名脊教授

中村三郎 防衛大学校名脊教授

西田一孝 株木建設（株）常務取締役

藤吉洋一郎 大萩女子大学文学部教授 • NHK解説委員

船渡梢人 (Jけ）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・館長

松村みち子 タウンクリエイター代表

吉友嘉久子 OFFICE・よしとも代表

吉松弘行 常勤 （兼砂防技術研究所長 ・兼斜面保全部長）

監事 川野正隆 前全国治水期成同盟会連合会事務局長

中村裕 （株）みずほ銀行新橋支店副支店長

SABO vol 76 Oct.2003 35 
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新土砂災害雨量情報ソフトウェアを開発しました

新土砂災害雨拡梢報ソフ トウェアは、国土交通省あるいは自治体のテレメータ雨祉

をもとに判定した土砂災害発生危険度等の佑報を表示するソフ トウェアです。

市町村等の土砂災害に対応する体制の早期確立や避難勧告発令等の情報判断の一つ

に査することができます。

本ソフトウェアは従来機能に加え、新たに予illlj雨凪データを表示する機能＊を追加

しました。これにより、より 一陪の判断情報を提供します。

（特許出顕中特願2003-283418号）

（ 従来画面 ー一一ー

．゚＂と •W ．て，＇ ーし・・—’→J .. ~ ~ ,- - • • 

,'.5日j9叶？：
=ン. -—• 

I,:;苅〗 r幻らヽ
鯛..-

ーよーニ—J●● J.．． 
l.ht 

.... 
皇コ ● •• 

予測雨童データ
/ ／ ーー、、

I 、
→ /） 

‘--／ 

·- • .. 

より的確な土砂災害発生危険度情報が得られます。

＊予測雨量データの表示には、自治体等の土砂災害情報処理装置で予測雨量データの

取込み （日本気象協会との契約）ならびに土砂災害情報処理装置の改良が行われてい

る必要があります。詳細は日本無線（株）へお問い合わせください。
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砂防テレメータ状況地図

— 
砂防テレメータ

日本気象協会等し

砂防テレメータ状況地図

雨蜃判定図

砂防雨量現況表

砂防観測所別雨蜃表

砂防雨量グラフ

砂防観測所雨量状況

予測雨量グラフ

砂防観痢所別雨●坂

• 一..嶋,．—· Z l : --・ ． 
• -.j' ~ 
・ 声● ● 

--―.て

雨●データ

予測百●データ

＊予測雨露データ表示には、 土砂災害情報処理装四側で予測雨量の取込み

（日本気象協会等の契約及び土砂災害情報処理装置の改造）が必要です。

【開発］財団法人砂防 ・地すべり技術センター

【製作・販売］日本無線株式会社
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予測雨11クラフ

土砂追末
（土砂ソフト）

”̀‘ 
回

37 



Iセンターニュース I 

出版物のこ案内

当センターでは、以下のi射節を領布しております。

鋼製砂防構造物設計便覧 銅製砂防構造物委員会紺

平成13年 2月発行 ¥5.000 

鋼製砂防構造物設置事例集 鋼製砂l坊樅造物委貝会編

平成 3年5月発行 ¥3.000 白黒コビー版

土砂災害の実態 土砂災害の実態紺集会議紺

昭和57年～1圧年発行

昭和59年、 62年版¥1.030 平成 6年～ 7年版¥1.5001'

平成8年～13年版¥1.800 昭和57、58、60、61、63年版、平成元年～ 5年版は絶版

英和・和英砂防関係用語集【第3版】 砂防関係用語編集委貝会編

平成14年］月発行 ¥4.800 

火山砂防計画策定（案）等に関する講習会テキスト

平成4年5月発行 ¥2.000 コピー版

砂防技術ー設立20周年記念出版ー 当センター紺

平成 7年 7月発行送付科のみ

砂防・地すべり技術研究発表会予稿集 →距'.i:25周年記念ー 当センター編

平成11年ll月兌行送付科(/)み

「技術研究成果報告会」 一予稿集ー 当センター編

平成12年11月～鉗年発行 送付科のみ

目で見る砂防水理模型実験 当センター編

平成 2年7月発行杏店 ・山海堂＊

土石流対策のための土石流災害調査法 池谷浩著

昭和55年11月発行りt店 ・山海盤＊

＊については、当センターで取扱っておりません。

お手数ですが、 一般の杓店もしくは山海堂へお問合せ下さい。

山海幽 Tel : 03-3816-1618/ Fax : 03-3816-0553 

それ以外は、当センターで実毀領布しております。

問合せは、企両部企圃情報課までお顧いします。
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平成15年度砂防ソイルセメント活用技術講習会
のこ案内

近年、各地の砂防現場において、砂防ソイルセメントを用いた砂防堰堤や設岸の施

工が行われてきています。本工法は、棗境に優しく低コストで短期lii]に施工可能な工

法として今後の将及が期待されており、国土交通省砂防部においても新工法 ・新技術

と位附づけ、積極的に活JIIを進められているところであります。

そこで、これまで、 「砂防ソイルセメント」の活用について技術的検討を行ってきた

当センターでは、具体的な内容の紹介や現場での問題点等その活川技術について皆様

に周知するため、下記の地区において講習会を1}り1枇・協賛いたします。

同土交通省 ・都道府県 ・民li←!］コンサルタント ・建設会社等で砂防ソイルセメントに

典味をお持ちの方々のご参加をお待ちしております。

参加者はいずれも150名程度、参加骰は無料です （ただし現地見学希望者は事前に申

し込み用紙の所定欄にご記入ください）。 なお、詳細は当七ンターHPをご院ください。

記

1.北海道地区 （札幌）

開1mI」時 平成15年10月21[1（火）13:00-16:30

会楊 KKRホテル札幌 5階 「丹頂」

札幌市中央区北4条幽5丁IJ(JR札l視駅南nより徒歩約 5分）

巾込期1恨 平成15年10月7LI 

2.東北地方 （福島）

1片J1!［日時 平成15年11月26日（水）10:00-16:30

会場 ホテル福島グリーンパレス 「瑞光」

福島市太l_[fIIIIl3•53 (JR福島駅西口より徒歩約 2分）

後援 国土交通省東北地）］整備局

申込期限 平成15年11月1OH

3.中国地区 （広島）

開催R時 平成15年12月2日（火）13:00-16:30

会場 KKR広島 ］階 「孔雀」

広島市中区東白島町19-65（アストラムライン城北駅徒歩約 3分）

申込期限 平成15年11月18EI

4.四国地区 （高松）

即It日時 平成16年1月20日（火）13:00-16:30

会場 ウェルシティ高松 （香川l厚生年金会館） 2階「讃岐」

硲松市福岡町 2-2-1 (JR硲松駅よりパス約10分）

申込期限 平成］6年 1月611 

■申込み方法

申込は、 FAXにて受付ております。

（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部 TEL (03) 5276-3271 FAX (03) 5276-3391 
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（絵l水野かおる （康託駿U)

編集後記

今年は梅雨が長く、 I見渠で夏らしい天気が感じられるよう

になったのは、やっと 8月下旬に入ってからでした。それで

も西と束では天候が大きく異なります。九州地方の災害現場

へ行く機会をいただいて現地へ入ったときは、 1閲束との天候

の差を実感しました。

7月19日から20日に九州地方を襲った集中咲雨により、 23

名の方が亡くなられました。災忠肛後に太宰府、水俣、菱刈

と現地をまわりました。発生した土石流の流れは、現地の痕

跡を手がかりに想像するのが現実的です。そこで得た情報を

理論的な手段を使って説明できれば、今度は条件を変えて予

測する一歩が踏み出せます。相手にする自然を直接Hにする

ことができて、設重な経験でした。

人を守る仕事は、社会的な仕組みの中で実現されます。そ

のために打効に働く仕組みとして今後も努力を瓜ねていきた

いと思いますが、読者の皆様の声が重要だと考えております。

直接編集事務局宛でも結構ですので、忌憚のないさまざまな

ご慈見をお寄せください。
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