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巻頭言

国際技術協力分野での活躍に期待

友松靖夫 （財）砂防 ・地すべり技術センター理事長

21世紀に入って、早くも 4年目を迎えました。ま

さに＂光陰矢の如し＂です 。

わが （財）砂防 ・地すべり技術センターも大勢の

方々の信頼をいただき、おかげさまで順調に発展し

てまいりました。近年では、内閣府や防衛施設庁、

あるいは束京都といった比較的砂防事業とは縁のう

すい機関からも、各種の業務を委託されております。

多くのユーザーの皆様方のご支援に対しまして心か

らお礼を申し上げます。

今冊紀に入り 、当センターでは従来からの業務以

外に、新しい分野が広がりました。国際技術協力分

野です。

国際技術協力や、国際会議等が増えていく中で、

砂防関係の公益法人においても、対外的な窓口を設

けておく必要があるだろうと、 2000年 6月に企画部

の中に固際課を設戦いたしました。 また、同年 9月

には、緊急調査等の派逍依頼があっても直ちに対応

できるように、建設省時代に長期専門家として各国

で活躍された方々に、悔外担当の非常勤顧llflを委l屈

し、当センクーの職貝以外にも派述が可能なように

いたしました。

現在国土交通省では、JICA技術協カプロジェク

トとして、ネパールにおける 「自然災害軽減支援プ

ロジェクト」、フィリピンにおける「治水砂防技術

強化プロジェク ト」、インドネシアにおける「火山

地域総合防災プロジェクト」、中国における「中国

水利人材投成プロジェクト」が実施されています。

また、個別専門家派造による技術協力が、イランや

ベネズエラで実施されています。

さらに諸外国からの技術研修貝を受け入れ、「火

山学 ・砂防工学研修」や 「カウンターパート研修」、

「イラン国別特設研修 （砂防）」 が毎年行われていま

す。このほか、 2001年以降フィリピン、ベネズエラ、

中国、インドネシア、イラン、アルメニア等の諸国

においてさまざまな開発調査も実施されています。

また、平成14年度 (2002年 4月～2003年 3月）だ

けでも次のような国際会議が開かれています。

(1)土砂災害に関する国際会議

（訳TERPRAEVENT2002)

(2)日伊土砂災害防止技術会議

(3)第 3回世界水フォーラム土砂委員会

(4)台風委員会

（土砂災害予野報システムプロジェクト）

(5) 日将［土砂災害防止技術会議

等。

以上のような、さまざまな国際技術協力案件につ

いて、当センターでは、国際課を通じて全面的な協

力を行っています。

この結呆、 当センターからの海外派逍実鎖や、諸

外国からの研修員の受け入れ実績は、次のようにな

っています。

派遣実績

2001年 12ヶ匡I41名 217人 ・日

2002年 16ヶ固 60名 348人 ・日

2003年 7ヶ国 22名 134人 ・日

研修生の受け入れ実績

2001年 6ヶ国 26名 126人 ・日

2002年 6ヶ国 22名 134人 ・ロ

2003年 7ヶ国 28名 169人 ・日

このほか、 2002年 3月から当センター職貝 1名を

ネパールの 「自然災害軽減支援プロジェク ト」に長

期専門家として派逍しております。

今後も土砂災害に悩む諸外国に対する "El本の砂

防＂の技術移転や、日斡、日伊における技術交流や

共同研究、さらには国際砂防ネットワークを拡充し、

梢報交換や梢報の共有化といった、より迅速 ・密接

な交流がはかられるものと考えられます。砂防 ・地

すべり技術センターの若い諸君がさらなる研鐙を積

み、国際技術協力分野においても大いに活躍するこ

とを、期待しています。
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STC2004 

学術領域と実施技術領域をつなぐ

調査・研究をH指し

砂防技術研究所技術部長

砂防技術研究所では、これからの砂防技術のあり

方を調査 ・研究する自主研究を担当しています。砂

防技術の向上に査するため、調査 ・解析に関わる基

礎技術や応用技術、新しいエ種 ・エ法の開発研究な

どを自主研究として行っています。

以下に砂防技術研究所が取り組んでいる主な研究

課題について紹介します。

まず、砂防技術の基本として、流砂系を考慮した

土砂の移動実態を知ること、その知見をもとにした

新技術の開発をテーマとして、調査 ・研究を進めて

います。

特に、土砂移動実態を把握するための手法に関す

る研究では、新たに技術開発した全流砂批捕捉装置

による洪水時のウォッシュロー ド、浮遊砂、掃流砂

を含めた全流砂温を計測し、土砂移動の実態と既往

流砂最式等との比較研究を実施します。場の条件の

変化により掃流砂が浮遊砂に変わることもあること

から、ある地点で流れの中の全流砂批を把握しよう

とするものです。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祉及び粒

径について観測を行い明らかにし、将来的には、各

場ごと、流れごとの条件を与え、流域特性を考慮し

て任意の場の流砂批を推定可能とする式の提案を行

うことにしています。

土砂流出モデルの改良と適用に関する研究では、

各土砂移動現象をモデル化し、砂防基本計画策定の

ためや土砂移動による影響を把握するために昨年度

中村良光

開発したNEW-SASS（シミュレーションツール）

を用いて、実現象への適用を行い、現象をきちんと

評価できているかを確認し、計画への適用をはかる

こととしています。

森林の流域保全効果評価に関する調査・研究で

は、森林の持つ様々な効果について検討することに

より、砂防事業と環境との接点について検討を行っ

ています。現在は山腹工の周辺環挽に与える影押を

評価し、 土砂生産 ・流出抑制を目的とした山腹工に

ついて、施工後50年、 100年後の植生の状況を考慮

し、植生の遷移を踏まえた、また植生を誘淋する山

腹エ施工と整備のあり方についても研究を行ってい

ます。

流域情報に関する研究では、デジタルオルソ等を

用いた崩壊地自動判別の研究やGISとシミュレーシ

ョンツールとの統合化に関する研究などを行うこと

により、 IT(Information Technology)を用いて

砂防計画等を策定するために必要な情報をどのよう

に収集し、活用すべきか研究を行っています。

このほか、 当セ ンターで発行している「土砂災害

の実態」や災害報告などの土砂災害情報を一元的に

管理するデータベースの構築を進め、 土砂災害の発

生の傾向等を解析することによ り、今後の砂防事業

の方向性等に資する研究を進めます。

このように砂防技術研究所では、新たな砂防技術

の開発を目指し学術領域と民間等の実施技術領域を

つなぐ調査 ・研究を進めていきたいと考えておりま

す。
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STC2004 

明日の砂防技術につながる調査 ・研究と

その成果の技術移転を図る

砂防部長 松 村和樹

砂防部では現在、以下のようなテーマの受託業務

を実施しております。

●直轄砂防事業実施箇所における新たな砂防基本計

画の策定に関する検討

●水源地から海岸までの土砂移動をとらえた流域土

砂管理計画の検討

●雨羅梢報等のリアルタイム伝達 ・流域内情報の共

有化等、流域情報総合システムの検討

●気象庁と連携した土砂災害情報提供に関する検討

●土砂災害に関する醤戒避難基池雨批の検討

●平成15年九州地域をはじめ各地で発生した土砂災

害に関する調査

●砂防事業評価に関する検討

●砂防施設 ・施工 ・自然環境保全等の砂防技術に関

する特殊なあるいは新しいテーマの検討

このうち、最も多くの件数を実施している新たな

砂防基本計画については、各水系でほぽとりまとめ

段階に入り，今後はこの新計画に基づく整備計画の

策定となります。

次いで多くの件数を受託しているソフト対策に関

する業務は、国土交通省砂防部がソフト対策を重点

的に実施する方向を反映して、当センターでも上記

テーマの業務を実施しています。ソフト対策は総合

土石流対策に滸手した当時から、当センターでは警

戒避難基準雨址等の検討を行ってきていました。さ

らに、その後の IT関係の技術的進歩を受け、短時

間降雨予測を用いた予特報システム （新土砂‘ノフト）

を開発しました。ソフト対策としては、気象庁との

連携が進められたことにより、土砂災害評戒梢報が

試行されるなど、これまでとは大きくその内容が変

化してきています。当センターでは、そのような変

化に対応し、その調査検討に新しい視点で取り組ん

でおります。

特殊かつ新しいテーマに関して、以下の業務に現

在取り組んでおります。

●砂防ソイルセメントに関する調査

●スリット砂防えん堤に関する調査

●山腹エ ・緑化工推進調査

●遊砂工機能調査

●士石流等土砂災害実態調査

その他に自主的な研究として

●泥流型土石流捕捉堰堤に関する研究

●鋼製砂防構造物に関する研究

を実施しています。

これらは明日の砂防技術につながるものとして今

後も継続して進めたいと考えております。これらの

調査 ・研究成果は、それぞれ 「手引き柑」としてと

りまとめ、必要に応じて講習会等を通じて砂防関係

コンサルタン トのみなさんに技術移転を図っていく

所存です。
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STC2004 

地すべり地における危険度評価と

地下水排除施設に取り組む

斜面保全部長吉松弘行

わが国は国土の約70％以上が急峻な山岳地帯であ

り、造II_l運動あるいは火山活動を起因とする脆弱な

地質梢成と梅雨による咲雨や磁雷などを受け、多数

の地すべりなどの斜面七砂災害が多発しておりま

す。大規模な被害をもたらす地すべり災害の危険個

所は一万箇所以上にも達し、その対策及び危機管理

が強く llll•ばれている現況にあります。

地すべりによる土砂災害の発生は、規模が大きい

ため被災範囲も大きく、移動土塊の大半が発生域内

に残存するため二次災害の危険もあり、特に最近の

地震を起因とする斜而土砂災害の発生からその地す

べりの危険度評価手法の確立が望まれています。地

すべりは、過去の山1本併l析の一珠として地域の地

質 ・地形及ぴ気象条件の自然特性を強く受けていま

す。そのため過去の地すべり移動の痕跡としての地

すべり微地形や山体の重力による変形痕跡を把握す

ることが重要となります。

斜而保全部では、これら地形解析と地質構造特性

から地すべり危険個所の判読手法の開発を行ってお

ります。これらの成呆を踏まえて危険個所における

対策工種の選定、施工位置の判定及び地すべり監視

手法の策定などの業務を実施しております。

地すべりの発生の主要な原因は、すべり而となる

地下深部の）脆弱な地質の泰因特性と誘因となる地下

水の変動であり、これまで地すべり対策工の実施個

所の80％以上で地下水排除エが主要な対策工種とし

て実施されています。しかしながら、地すべり現象

は活動而積や移動地塊の深度が大きいことよ りその

対策工の完成には数十年を必要とする場合もありま

す。

地下水排除工の効果判定は、その地域の集水地形

や移動地塊の透水性状況などのその地域の地下水文

特性を幅広く勘案する必要があります。このため定

屈的な効果評価の実施と第三者にわかりやすい効呆

結果を示すためには三次元解析とその結果の可視化

が必要となります。このため、現地観測データを効

率よく反映させるためのボクセル解析手法などの開

発を行うとともに、特に住民にわかりやすい指標と

して降雨尿と安全度の評価手法も検討しておりま

す。

斜而保全部では三次元の浸透流解析と斜面安定解

析の開発と地すべり危険度評価の業務を進めていま

す。これらの成果は、地すべり防止基本計画の樹

立 ・改定、地すべりの概成判定及び概成までの地す

べりの動態観測手法と危機管理基準の作成に用いら

れます。

斜而保全部では斜面土砂災害の防止と地域の発展

のための危険度評価及びその防御の業務を進めてい

ます。皆様のますますのご支援とご指祁をお願い申

し上げます。
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STC2004 

情報化社会の進展に呼応する

火山砂防事業の高度化に向けて

総合防災部此 杉公井宗 広

総介l坊災部では、「火山砂It）j」に関するハード、

ソフト対策について F記のような受託業務を幅広く

担当しています。

●火山砂防4:i-業の 「政策評価 ・事業評価」に1対する

検討菜務

●火lUI『t火に伴って発生する 1”．砂災害を防11こ・軽減

するための「火Ill｛沙防計画」に1紺する検討菜務

●火111砂防施設整備の 「基本方針、施工優先順位等

の整備方針」に関する検討業務

●富 L・II」など、 1澤火山の「火山防災マップ作成」

に関する検討業務

●火山地域における評戒避難体制の強化に(i1Jけて火

山泥流、 土石流等の 「監視、観測システム」に関す

る検討菜務

●火山防災マップ公表後の 「継萩的な防災教育」に

関する検i•I業務

●地方公共団体の 「地域防災計11l1jにおける火山噴火

時のヒ砂災害対策」に関する検討

・＝宅島，裳仙など近年発生した火山哨火後の「土

砂移動現象の継続的評価及び砂防施設 ・事業計画」

に関する検討業務

以 l．．のように総合II）j災部では、国土交辿省砂防部

の重，点施策である火lll砂防事菜に関係した技術的課

題に対して、総合(Iりに取り組んできています。今後

とも、これらの巫淡な課題については、 ;t¥'J}J的に受

託 ・研究してい＜！所イfです。平成元年に創設された

火山砂~}j 'JJ.業は、 15周年の節 II を経過し、現在、社

会的影押度の大きいt要29火Illのうち28の火山で火

山防災ハザードマップが公表済みとなった状況にあ

り、今後の火山砂防1i業の展1mにあたって新たな視

点が求められているところです。

当センタ ーと しても、国」．^交辿省の施策の方向性

にそって新しいテーマとして、次のような菜務に取

り組んでいきます。

●ハザードマップの高度化にl対する謂杏

地形変化等基礎データ取得の叫時化の検討、プレ・

アナリシス型、遂次汁算型等の火ill項火沿動に伴っ

て変化する現象に柔軟に対応できるハザードマップ

のあり方に関する調査等

●火山咬火時の危機管理に1関する潤査

各火山の哨火• -t砂災害特性を踏まえたロール ・プ

レイ ング形式の危機竹理演坪1の実施、及ぴその評価

のあり方、課題のhlIIlI等

●火山咬火に伴う土砂災害に対応する総合(Iりな防災

力向上に関する濶介

土砂災：序対策を中心として、特に初期対応II寺におけ

るハード、ソフト対応の高度化、効率化、 pIとそ

の結呆を反映した火111防災マップのあり方等

●次枇代型火lJ_1防災マップに関する調布

紙による火山防災マ ップから・1じfデータ化された火

山防災マップ及ぴWeb利）fJ等による火Ill防災マ ッ

プの甜度化、多機能化、多Jll途化等

これらのほか、見直しによ って108に妍えた活火

山についても、検村が必要となると考えられます。

これらの新しい）ili』j性を持ったテーマヘの収り組み

については、今後のさらなる梢報化社会の進展に呼

｝ぶして煎要性が増していくと考えられます。

これらの成朱は、適時、「手引き瞥」等を作成し、

技術移転が図られることにより、火111砂防の鴻査、

計両、設計及ぴ現場等で船広く活用されるよう取り

組んでいきます。

今年も総合防災部職員が一丸となって、新しいテ

ーマに向かって挑戦していきますのでよろしくお願

いいたします。
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当センター内外を結ぶ窓n.
接点の役割を担う

企画部長 反 町雄二

企画部は、国土交通省 ・都道府県等と大学ならび

に民間コンサルタント等の間にあって、窓[Iあるい

は接点の役割を担っています。

企画部が実施する事業は公益事業としての性格が

強いものです。その主なものをご紹介します。

大学や研究機関に所属される方々の、砂防に1剥す

る新たな研究開発を支援する研究開発助成事業は、

公森により研究課題 ・計画等を求め、外部の委員の

みで構成される審査委員会で研究対象課題を決定し

ています。研究期間は 1ヶ年で、平成15年度は 6件

について研究をお願いしています。

平成14年度は 7件の研究課題について助成し、平

成15年11月17日に成果発表会を開催しました。当日

は、大学 ・国土交通省 ・都道府県 ・民間コンサルタ

ント等から多数の方々の聴講がありました。今後も、

引き続き研究成果の公開と技術の移転を進めていく

ことにしています。

建設技術審査証明事業は、当センターも含め関係

14団体で協議会を設箇し、調整 ・連挑 ・協議のうえ

実施をしています。当センターは砂防関係の技術を

担当しており、毎年数件の審査依頼があります。審

査証明委員会（関係技術に関する学識経験者等で構

成）の審談を経て、理事長が認定をしています。従

前は当該技術を所管する大臣が認定していたもので

あり、技術的にみて評価が高い事業です。平成15年

は3件の審査証明密を交付しました。

平成15年 6月、 （財）砂防・地すべり技術センター

講演会を開催し、荒牧重雄東京大学名脊教授、冨田

陽子富士砂防事務所長、池谷浩束京大学請師にご講

演をお願いしました。富士山ハザードマップの公表

等話題性のある内容であり 、多数の砂防関係技術者

の聴講がありました。平成16年も同様に、1時宜に適

った購演会を開催する予定です。

平成15年 3月、 J-SAS（二次元数値解析シミュレ

ーション）の講習会を行いました。当シミュ レーシ

ョンソフトは計算結果の判断に熟度を要することか

ら、講習会のご案内は共同開発会社等一部に限定し

ての実施でしたが、今後も手引書あるいは事例集と

して発行や講習会を開催し、民間コンサルタントへ

の技術移転を進めることにしています。

JICA火山学 ・土木工学集団研修をはじめ、海外

からの研修生に対する研修や国際会議等にも梢極的

に参画することにしています。実際の対応あるいは

出席については当センター内でそれぞれ適した者が

当たっていますが、それらの円滑な実施のための業

務を行っています。これらを通じて知り合った海外

の砂防担当者との交流も重要なことであり 、彼らと

の情報交換をいかに進めるかも課題としています。

平成15年 3月、京都市等で開催された第 3回世界

水フォーラムでは、従来の水フォーラムでは話題に

なかった「土砂災害」について、内外から多くの参

加を得て議論されました。この場で国際砂防ネット

ワークの拡充が提言され、当センターはネットワー

クを管理する（社）全国治水砂防協会の支援をしてい

ます。

1975年に設立された当センターは、来年 7月で

30周年となります。この間に実施してきた業務や

梨積された技術 ・脊科は貨厘 ・莫大なものとなって

います。これらについてのDB化は、当センターの

業務を効率的 ・着実 ・高度に進めるうえで不可欠で

す。また、これは、当センターだけでなく、砂防関

係全体に資するところがあります。節目の年を間近

に控えた本年を、その体系的な整備に努める一年に

していく所存です。
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1随想 I 

若いサボー屋さんへ

小橋澄治＊

最初から私事で恐縮だが、京大を退官してはや

5年が過ぎ、現在は人間現境大学という小さな大

学で造園や緑化について教えたり、環税関連のコ

ンサルタン トで相談に乗ったりで、砂防から段々

緑遠くなりつつあるが、皆さんのご配慮で国交省

や府県の懇談会や委員会等に出していただき、砂

防を忘れないように取り計らって貰っている。

年寄りの常で、現職の若い方がやっておられる

ことには何かと気に入らず、あちこちで苦言や混

舌をはき、ご迷惑をかけている。今回はそういう

ことは止めて、なるべく、明る＜建設的なお話を

したい。

現在お世話になっている大学は全教貝数が40名

足らずであり、相互に親密な交流が可能である上、

若い人文系の先生が多く、高尚な哲学や文学の裏

話を聞ける楽しみがある。「ご専門は？ 」という

のが交流の最初の常套旬であり、当然、当方が

「サポー」といってもご理解ある筈はないので、

「がけ崩れや土石流の研究です」ということにな

る。反応は予想に反したもので、「それは、それ

は、現実の社会に大変役に立つご研究で！ 」と素

直に葬敬されることが多い。

それほどよい仕事と意識したことはないが、逆

に 「人文系」に携わる人には自分の仕事が現実の

社会には役立たない「虚業」としての意識（私個

人としては決してそう思わないが）、後ろめたさ

があるようである。それはともかく、 一般人の評

価として「サポー」はそう悪くはない。悲惨な土

砂災害についてのテ レピや新聞の報道で「がけ崩

れ、土石流」なる熟語が普通に使われるようにな

った効果もあろう。

昨今、公共事業に風当たりが強く、 「公共事業

としての砂防」への批判も増加しつつあるが、悲

＊京都大学名脊教授

（財）砂防 ・地すべり技術センター理事

惨な土砂災害を防ぐため日夜寝食を忘れて働くサ

ポー屋は、 一般の人々にとって、葬敬すべき存在

なのである。現職のサボー屋さん、あなたの仕事

は「聖職」（死語です、普通の仕事と異なる葬い

仕事の意）ですぞ。誇りを持って下さい！ とこ

ろで、 「型職」であるサポーが 「公共事業として

の砂防」になるとなぜ批判されるかについては、

「毒舌」になるので止めるが、翌明なるサボー屋

さんには自明のことであろう。

ごく最近、 1週間程、スイスでハイキングを楽

しむ機会を得た。椋高1500m程度にある宿からロ

ープウェイなどで2000mから2500mまで上り、数

時間をかけて、標高差数百mから千m、雄大にし

て秀麗な山岳風景と高山植物を見ながら、ゆっく

り下れる快適なハイキングコースが無数にあるの

は、さすがスイスである。山腹面から谷を巻いて、

ほぽ平坦な歩道が数キロも続く 。山に登るための

登山道（日本にはこれしか無いのでは）でなく、

誰でも歩ける（近く70歳になるジジイはもちろん、

犬まで歩いていた）まさにユニバーサル設計のハ

ィキング道である。急勾配歩道でないため、佼食

による荒廃（日本の登山道の大問題である）もほ

とんど見られない。

このハイキング道を歩きながら、広大な山腹面

に展開される雪崩防止柵、谷筋に設置される無数

の谷止工など砂防施設をたくさん見ることもで

き、ス イスのサボー屋のご苦労が推察できた。と

ころで、わが国では一般の人がのんびりハイキン

グしながら、砂防設備をしっかり見学できる歩道

というものがないのでは、と思った。 というより

谷の出口いっぱいに大きい砂防ダム （昔に婦って

ダムといわず 「えん堤」と呼ぶことになったそう

だ）ができて、ハイキング道が無くなったとか、

えらく迂回しなくては谷に入れなくなったとか、

ハイカーと砂防とは仲が悪い例が多いように思
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つ。 エゾイソッッジ

昨今、公共事業で

は「住民参加」を直

視し、砂防事業でも

例外ではない。砂防

にl関わる自然環境調

壺でも、住民の方々

向きの自然観察会や

調在への参加が折り

込まれる事例も培え クロユリ

てきた。それは結構

なことだが、「サボーヘの住民参加」を目指すな

ら、も っと一歩踏み込んで、住民の方々に一つの

流域の砂防計画、それに基づく施設をしっかり現

場で見せ、理解して貰う仕掛けが必要でないかと

思う。

全国各地で屈開されているグリーンベルト計画

の対象山地や広い砂防指定地を持つ山地に （タテ

方向の急峻な登山誼ではなくて）ヨコ方lf月の緩勾

配にしで快適なハイキング道網を延々と建設して

はどうか。荒廃している山腹や渓流、サポー屋が

人知れず苦労して作っている砂防えん堤などの施

設、山）似工や砂防林など、ハイカーにいやでも目

に付くだろうし、おのずからサポー屋の遠大な砂

防計画もご理解いただけると思う。要所、疫所に

さりげなく、判りやすい解説板を設・j在すればいう

ことはない。いわれなき批判が高まる「公共事業

としての砂防」に正 しいご理解を得るのに最も有

効な手段であることを1祈言 したい。

わが国のハイカー人口をばかにしてはいけな

い。有名にして快適なハイキング道を持つ山はど

こでもシーズン中は滴貝の盛況である。？沿齢者の

比率が高いが、これから急激に高齢者社会になる

ことを考えると、まずは蒻齢者を味方につけるの

が得策だろう。年寄りでも快適に歩けるハイキン

グ道網が完備されていると聞けば（植物や虫、鳥

ノピネチドリI, 
ヽ

＇ と・<.ヽ'/≫ 
t` ・入ヽ• ' 
ヽ —

鴫:~•-·~ 
‘‘、`' —心澪・3~, 

-r 

類が盟臼であればな

おさら）、どっと邸

齢ハイカーが押し寄

せることうけあい

で、安全であること

が判れば孫もついて

くるだろう。

また私事で恐縮だ

クマガイソゥ が、60歳になった時、

「おまえのような無

趣味の人間はこれからが大変で、大型ゴミか、ぬ

れ落ち菜になるのが必至だ」というありがたいご

忠告を素直に受けて、いろいろ趣味を広げること

にした。その一つと して、野や山に出掛けて植物

の花の写真を撮り、学名を調べてパソコン内に集

積するというのがある。固内だけでも1500植以上

集めた （今の大学のHP上で公開しつつある）。

しかしだんだん視力が衰え、カメラのピン トが怪

しくなり、図鎧で名前を同定する根気も減ってき

て、そう長くは続かぬ趣味という予感がする。

111野をハイキングしながらのんびり花の写真を

撮るというのは極めて優雅な印象を与えるが、あ

る山にある季節に行く機会はそう簡単にはなく 、

おまけにある花に出会えるかどうかはある確率的

事象であり、歩いているうちに、だんだん切羽詰

まった気持ちになり、お 目当ての花に会えたら一

期ー会的気分である。要するに歩いている間、花

しか見えぬようになる。これを 「花の目」と秘か

に称していたら、虫屋さんにも 「虫の目」という

現象があるそうで、彼等はジープで山道を走って

いても、飛んでいる虫を判別できるようになるそ

うである。その代り、ジープが谷に突っ込むこと

もあるそうだ。

趣味にせよ、仕事にせよ、それに没入すればす

るほど、他の事象がHに入らぬようになり 、他人
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から見れば、狂気の沙汰に見えてくる。サボーを

天職とするサポー屈が山や渓流を見るとき 「サボ

ーの目」になっているのは当然であり、そうであ

って欲しい。だけど、今の時代、四六時中 「サポ

ーの目」で暮らして買っては困るようである。山

や渓流を土砂災害の発生場、防災空間としてのみ

見て1閃っては困るのである。「そこはそれぞれ独

自の自然生態系が成立している空間であり、かつ

付近住民の生活と深く関わる空間でもあり 、そう

いう複合的な価値を持つ空間であることを理解し

た上でないと、これからの砂防事業が成り立たな

い」という意味のことは蚊近のサポー屋さん向き

の雑誌や文栂に頻繁に述べられている。が、真面

目なサポー屋にとっては「具体的にどうしろとい

うのか」とお考えだと思う。

私の具体的提案は、十分な「サポーの目」をお

持ちの真而目なサポー屋さんには、趣味として、

自然生態系の構成要索の一つを対象としたli（花

の目、虫の目、鳥の目 、魚の目などなどなんでも

良い）をもぜひお持ちになっては、と いう ことで

ある。一つの「目」を身に付けるには、その趣味

に相当入れ込み、ある種の苦労をして没入しなく

てはならない。だけどその効果は絶大であり、私

が「花の目」を身に付けた （というより取り付か

れた）瞬間から、大げさにいえば全ての風娯が一

変した。山野はもちろん、町中の通い伯れた通勤

路も 「花の目」から見れば大変新鮮なものになっ

た。つまり、今までの私にはなかった新しい視点

が開かれたということであり、それを通じて自然

生態系なるものを具体的に垣liり見ることが可能に

なったし、名もなき （と思っていた）植物や虫の

存在にこだわる意味もよく判るようになったよう

に思う。

厄介なことに、これからのサポー屋さんが装滸

すべきといわれるもう 一つの目は、「住民の目」

である。ご存じのごとく、「土砂新法」のための

基礎調査が各都道府県で始まり、特別危険区域の

指定、公示に1剥わる諸問題の検討も始まっている。

この法律の実効性は各地のサポー屋さんが決めた

「危険さ」を、対象域に住む住民の方々がいかに

正確に理解し、対応していただけるかにかかって

いる。

それはサボー屋が、優秀な 「サポーの目」と同

時に住民の視点からの「住民の目」も兼ね備え、

住民への「危険さ」の情報伝達法に問題がないか、

住民の不安に親身に相談に乗れる対応巡備ができ

ているかを判断できなくてはならないだろう 。

「住民の日」をどうすれば装府できるかが大きい

課題である。それは、サボー屋が日常生活の中で

意識して「一人の市民」として生きているかを問

われていることになるが、多くの真面目なサポー

屋が所屈する「仕事人間」族には辛い質問ではあ

る。「住民の目」を装着するための先鋭的具体策

は、綬秀なサボー屋であるあなたが決めた「危険

さ」を、典型的な一般市民であって、あなたの家

庭の地域コミュニティの担い手であるあなたの奥

さんに（独身の方には、あなたにとって最も大切

な女性）、正確に理解させ、その情報から派生す

る諸々の彼女の不安、疑問を全て解消できるよう

説得が可能かという ことである。そんなことお前

にできるか、と問われると、私としても 「自信あ

る」とは言いにくい難しい課題である。
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［誼説

墨近の災害から見えてくる砂防の課題

.................................................................................. 
高橋保＊

顕著な災害が発生すると、往々にして、マスメデ

ィアから私にコメン トを求める電話が来る。03年7

月20日未明に発生した水俣の土石流災害に関して

も、 21日には犠牲者の救助作業等の報道がテレピで

盛んに流されていた。そんな最中、 土石流発生予知

や災害防除の可能性についてのコメントを求める電

話があった。テレビを通じた惜報だけでは、残念な

がら、どのようにして土石流が発生したのかといっ

たことが分からないので、当該メディアからのeメ

ールによる土石流発生領域を含んだ写真の提供を待

って、私なりの意見を述べた。

その後、私は、砂防・地すべり技術センターのご

協力により、水俣市等の現地調査を行い、実態につ

ぶさに触れることができた。ここでは、それらの現

地調査との関連で、日頃私が思っていることについ

て述べてみたい。

大親模崩壊に伴う土石流に関する学術上の課題

・蚊近、なぜか大規模崩壊に伴って発生する土石流

による災害が目立つ。96年12月の長野県小谷村蒲原

沢災害、 97年5月の秋田県鹿角市澄川温泉の災害、

97年7月の鹿児島県出水市針原川災害、そして03年

7月の熊本県水俣市楳川災害がその例である。それ

らは、いずれも数万立方メー トル以上（澄川温泉の

場合は数百万立方メ ー トル）の地すべり性の崩壊の

全部または一部が、流動過程で土石流化して流下し、

災害をもたらしたものである。個々の事例では、発

生誘因、崩壊の発生状況、流下流路状況、構成材料

等に顕著な違いがあり、これらを一口に崩壊誘起型

土石流といった分類でまとめたとしても、現象予測、

災害予測にまで結び付けるには、何が共通的な要因

で、何が個々の現象を特徴付けている要因かを明確

にすることをはじめとして、研究課題が山和してい

＊京都大学名滸教授
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ると言わねばならない。

前述したマスメディアから送付された集川土石流

の写真を見て、私が最初に受けた強い印象は針原川

土石流との類似性であった。両者ともに流域の中ほ

どに位骰する斜面で大規模な崩壊が発生し、それが

斜面下部と接している本流河川へ飛び込んでいる。

しかし、河川を一時的にダムアップした痕跡もなく、

直接土石流に転化したと推定される点が共通であ

り、流域面積も両者ともに1km噛である。さらに、

両者は地理的にも近く、共通の地質条件を持つので

はないかと推定された。しかし、顕著な相迩点も存

在する 。針原川土石流は 3日間連続雨批が約

400mmに達した後、約 3時間の無降雨を隔てて発

生したのに対して、集川では 2日間雨批が約

250mmに達した後の 1時間に9lmm/hrの激しい降

雨があり、その時に土石流が発生している。また、

両者は同様の地質構造の下で発生しているが、土石

流構成材料は、針原川では細粒土成分が非常に多い

のに対して、集川では巨礫成分が多いという特徴が

ある。

大規模な、いわゆる地すべり性崩壊は降雨の最盛

期よりかなり遅れて発生する事例が多く、 地下水位

の緩慢な上昇による土塊の不安定化がきっかけで起

こると考えられる。針原川の崩壊はまさにそのよう

にして発生したと椎定され、崩壊発生時点には本川

河道の水の流批はすでに小さくなっていたはずで、

崩壊土塊の土石流化は土塊自身が含んでいた水の作

用によって生じたとしなければならない。私たちは、

最近、このような土石流化過程をモデル化して取り

扱う理論を提案している 1)。それは、 土塊下部の水

で飽和した部分の液状化によって土石流が生じ、流

下に従って磨り減るような形で土塊ポリュームが減

少するのと引き換えに土石流ポリュームが増えてい

くと考え、土塊と土石流が混在する流れとして計鉢

するものである。そして、実験とそれを復元する数

値シミュレーションによって、針原川で起こった現



象、すなわち、土塊部分が先頭となり、 土石流が遅

れて進むことにより、土塊が停止した後は土石流が

停止士塊を乗り越えて進むという現象が説明できる

ことを示している。

梨川土石流の場合、崩壊および土石流は降雨の最

盛期に生じている。豪雨時に多発する表思崩壊は、

大抵、豪雨の最盛時に同期して起こることが知られ

ており、多くは崩壊の発生とほとんど同時に土石流

化し、河床堆積物を巻き込んで発達 ・流下する。集

川の崩壊は深さ （最大15m程度か？ ）が針原川の場

合 （最大30m程度）より浅く、また、細粒土分が少

ないことにより、地下水の降雨に対する応答が速く、

崩壊発生時に土塊はほとんど水で飽和していた可能

性がある。もしもそうであれば、表陪崩壊の場合と

同様に、崩壊発生と同時に土石流化した可能性も否

めないし、降雨最盛期には河川流拙も相当大きかっ

たであろうから、その水と崩壊土砂との急激な混合

によ って土石流が発生した可能性も高い。私たちは

針原川土石流についても、崩壊当初から土石流化し

ていたとして解析したことがある21。この場合には、

土塊部分の運動が砂防ダムで止められ、土石流部分

のみが砂防ダムより下流へ流されて災害を引き起こ

したこともあって、このような取り扱いで災害現象

が復元できている。集）II土石流についても、針原川

の場合よりも流動化に要する時間が短かったと推定

されることから、そのような取り扱いも可能である

と思われる。

針原川崩壊跡地

躙説］

しかし、針原川の場合も、集川の場合も共に深層

崩壊に起因しているものとすれば、 土石流化過程に

要する時間の大小はあっても、むしろ当初は土塊の

運動として始まり、次第に土石流化していくものと

した解析で統一するのが現象の本質に近いモデル化

であろうと思われる。私たちは、現在、集川の土石

流について、このような立場に立って、モデルに含

まれている諸パラメータの値が土石流の特性にどの

ように彩押するのかの検討を進め、どのように考え

ると実際の現象がよりよく再現できるか検討してい

る。

以上は、崩壊から土石流への転化過程のモデル化

に関する課題であるが、そのモデルによって発生土

石流を予測するためには、どの斜面が、どのような

規模で、いつ崩れるか、そのとき、どのような材料

構成で、どのように水分が含まれているかといった

ことが前提条件として与えられなければならない。

このようなことがらの予測は崩壊から土石流への転

化過程の予測以上に難しい課題であるといっても過

言ではなく、冒頭に述べた最近の土石流災害の状況

に鑑みて、研究を重点的に進める必要があると考え

る。

災害復旧計画の課題

水俣土石流災害の現地調査のついでに、久しぶり

に針原川を訪ねた。崩壊跡地の安定化のために施工
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［譲説

された法枠工には草 ・潅木が根付き、間もなく 一陀

しただけでは崩壊跡地であることに気づかなくなる

ものと思われた。

木災害の復旧は、砂防施設による復l日として、 上

記山腹工の他に、崩壊直下の新設砂防ダム、災害時

にはほぼ完成していて崩壊土のうち土塊状態で運動

している部分を阻止する役割を果たした既設砂防ダ

ムの修復と貯砂容批の回復、および、その下流のス

リットダム付遊砂地によってなされており 、砂防ダ

ム ・遊砂地の堆砂容批合計は56.600m3として計画さ

れている3)。完成した砂防ダムには、土石流による

衝撃を吸収するために古タイヤによる緩衝材を設置

するなど、新しい工夫もなされていて、興味深いも

のがある。

針原）1|災害における崩壊・土石流の土砂収支は、

崩壊土秘16万m尺崩壊地内およぴ脚部残士婿 3万

n廿、既設砂防ダム堆砂最 5万m3,針原地区氾濫堆

租益 8万面と見積もられている。このような土砂

岱：は、針原川の流域面積 (l.55km2)に対して河川

砂防技術基準 （案）に示されている地すべり型大崩

壊の発生が予測されない場合の参考値と対比しても

誘くべきものではなく、まして地すべり性崩壊が生

じているのであるから、当然の土茄であったと評価

されるのかも知れない。

針原川は災害前から土石流危険渓流に指定され、

計画堆砂批22.000面の砂防ダムが、災害発生時には、

まさに竣工直前であった。私は災害前の本流域の計

画土砂批についても不案内であるが、災告復旧事業

で採川された土祉はどのような考えで決められたの

かに関心がある。新たな同様規模の削壊の発生が考

慮されているのであろうか、もし考應されていると

すれば、計画土址はこれでよいのか。本流域内全体

にわたる新たな崩壊可能性に関する調査は（概略に

ならざるを得ないが）行われたのだろうか。土砂災

害防止法に関連する基礎調査の手引書には、土石流

によって流下する土石等の砿は、想定土石流流出区

間長と侵食可能断面租の積で求めるとされている。

そして、斜面の深層崩壊絆に起因する想定をはるか

に超える規模の土石流については予測が困難である

から、技術的に可能な表層崩壊等によるものを対象

とするとしている。針原川の場合、土石流流出区間

は1km程度であるから、このような土祉のみを考慮

したとすれば56.600面は過大ではないのだろうか。

災害復旧事業が実鎖流出土砂砿に対応できるような
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計画規松（針原JIIではそれより少ない土品になって

いるようであるが）を対象としていて、他の災害が

発生しなかった流域の状況と対比して、過大である

と思われるような例がよく見受けられる。針原川の

ように、実際に深附崩壊が起こった流域に対しては、

同一斜面の再度崩壊、拡大崩壊を防止する手当ては

当然であるが、災害復旧事業に対する想定土鉱をど

のように考えるのか、実紹士拡を重視するのか、 上

砂災害防止法の基礎調究が対象としている ような土

批とするのか、考え方を整理し、見梢もりに相当の

曖昧さがあることも含めて住民への説明買任を果た

せるようにしなければならないと考える。そうでな

ければ、後旧事業完成の後に、当該地区が以前より

安全になったのか、まだ危害の恐れが多分に残され

ているのか判断ができず、住民の自主性に重点を協

＜避難システムを実効あるものにすることが困難に

なると思われるからである。

やがて集川に対しても本格的な復旧事業が進めら

れるであろうが、流域内に深層崩壊を起こす可能性

のある斜面は、今回起こった斜面の他にあるのか、

無いのか、あるとすればどの程度の規模を想定する

岩盤まで侵食されている渓床の状況（集川）



のが妥当か、今回の崩壊斜面付近から下流の急勾配

河迫では渓床堆梢物の佼食による土石流発生の可能

性があるが、今は岩盤まで侵食されていて、土石流

になる材料がほとんど存在していない。今後どのよ

うな速度で渓床堆和物が貯まっていくと考えるの

か、そのような渓床堆積物を安定化させる方法とし

てどのような対策を考え、その効果をどう見積もる

かといった問題への明確な考え方の下に、土石流シ

ミュレーション等も駆使しながら復旧計画が立てら

れることを期待したい。

平常時流出土砂量と

計画土石流時流出土砂量への対処

前述のように、針原川の計画土石流による流出土

砂址は56.600m'と定められているようである。そし

て、最下流の遊砂地を除いた 2基の砂防ダムによる

計画貯砂拡は32.100面である。仮に針原川の平常年

における比流出土砂批を500mツ (km'・year)とす

ると、この貯砂容凪が悩杯になるのは約41年後と計

岱される。その間に土石流が発生しないとすれば、

それまでは遊砂地へほとんど土砂が流入しないこと

になる。 2基の砂防ダムが満杯になってからは、遊

砂地へも土砂が流入するが、スリットダムであるか

ら、土砂はそのまま下流へ巡ばれ遊砂地の貯砂容緑

24.500面は確保される。ここで、私の疑問は、最下

流にスリットダムを持った遊砂地を設けたことの意

義についてである。

上流の 2基の砂防ダムが満杯状態のところへ計画

規模の土石流が発生したものとすれば、砂防ダムの

土石流調節屈（満杯ダムの一時貯留徹） を無視すれ

ば、遊砂地の貯砂容品だけでは明らかに不足である

（不足であるから上流に砂防ダムが設けられている

のであろう）。 したがって、いつ起こるか分からな

い計画土石流に対処するためには、 2基の砂防ダム

の堆砂容抵は常に確保されている必要があるので、

平常時に貯留された土砂は頻繁に掘削 ・排除されな

ければならない。もしそのような人工的排土が持続

的に行われるなら、計画規模の土石流が発生しない

かぎり、遊砂地には永久的に土砂は流入しないこと

になり、スリッ トダムにしたことの烈味がなくなる。

もしかしたら、排土を遊砂地に梢み上げ、洪水によ

って自然に排出するという手段が想定されているの

であろうか。

請説］

一般的に言えば、掘削手段を計画に取り入れると

すれば、掘削地点はアプローチの易しい下流にある

のが望ましい場合が多いであろうから、 上流の砂防

ダムを透過型とし、下流ダムあるいは遊砂地に土砂

を貯めてそこで掘削し、搬出することにすべきであ

ろう。もし、人工掘削の手段は一切加えないという

方針であれば、すべての砂防施設を透過型にするこ

とも考えられる。この場合、平常年に流出する十砂

と土石流時に流出する土砂の性例の違いを知って、

平常年の土砂は確実に流下させ、 土石流の土砂は確

実に止めることができるよう、現地条件を十分に勘

案したスリット幅等を採用しなければならない。

ここで、土石流の土砂は確実に止めると言ったこ

との笈t味は直要である。石礫型土石流を透過型砂防

ダムで確実に止めた場合、私の経験の限りでは、貯

留土砂が時間を齢いて自然に流下して貯砂容址が回

復されるということは、まずあり得ない。それだか

らこそ、災害防止の効果が発揮されるのである。土

石流の後半のまだ流益の多い段階で、いったん止め

た土石流を流下させてしまうような大きい透過部を

持つ構造では、流下土砂が下流に危害を与える可能

性が嵩く 、折角多額の投資をして作った構造物が無

駄になってしまう。十石流は確実にl|"・ーめ、その後の

貯砂容祇の回復は人工的手段によらなければならな

い。そのためには、そのような工事がたやすくでき

るような場所に施設が設骰される必要がある。最近、

「流す砂防」の標語の下に、既設のコンクリ ー トダ

ムをスリットダム化する事例が増えている。このこ

と自体は悪いことではないと思うが、そのダムが水

系の砂防ダム群のどこに位置していて、スリットダ

ム化の効果や影評がどのように現れるのか、スリッ

ト幅や深さの検討とともに、十分な検討の下に実行

して頂きたいものである。
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台風委員会ワークショップに参加して

企画部宮瀬将之

1 はじめに

去る9月21Eから27日の日程で、中報人民共和国

の北京市で淵催されたESCAP/WMO台風委貝会主

催のワークショップに出席し、また北京市郊外の砂

防現場において、 土石流対策施設を視察する機会を

得ましたので、簡単ではありますが以下に報告しま

す。

2 台風委員会ワークショ ップ

台風委員会のワークショップは、今回 「Workshop

on Implementation of the Hydrological Component 

of the New Regional Cooperation Programme 

Implementation Plan of the Committee」というタ

イトルで開催され、日本からは 9名が参加しました。

台風委貝会においては 3つの部会があり 、今回出

席したのは水文部会 (TC-WGH)のワーク ショ ッ
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プです。この会議の中において日本は、 “Pilot 

project on the preraration of Inundation and 

Water-related Hazard Maps"と “Pilotproject on 

the establishment on flash-flood warning system 

(including debris flow and landsiefes" （以下、土

砂プロジェクト）の2つのプロジェク トについて主

催国として活動しています。土砂プロジェクトにつ

いては、昨年 (2002年）から取り組んでいるもので

あり、 日本の他に、中国、マレーシア、タイ、ラオ

ス、フィリピン、韓国、北朝鮮、ベトナムが参加し、

合計 9カ国で構成されています。

土砂プロジェクトとしては、今回のワークショ ッ

プの中で日本側から、独立行政法人土木研究所の小

山内上席研究貝による「土砂災害殻戒避難プロジェ

クトの目的と概要」、当センターの宮瀬による「日

本における土砂災害と対策の概要」、菊井による

「笞戒避難基準雨・凪設定の方法」の 3題を発表しま

した。その後、本プロジェクトに参加している日本

を除く 8ヶ国のうち、レポート発表であ

るフィリピン以外の国からプロジェクト

の中間成果について報告がありました。

各国の報告に対して、日本側より質問及

びコメントをする形式で、今後の進め方

ロー
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に向けたサジェスチョンを行いました。なお、各国

から、日本における基準雨批設定の具体的な事例に

ついて情報提供して欲しい旨の要望がなされまし

た。

今後の予定としては、本年（平成15年） 12月にマ

レーシアにおける台風委貝会総会 (TC36)、また来

年には韓国で開催されるワークショップなどの場を

利用して各国のパイロットエリアでの明題点や実施

にあたっての技術的な助言を行うことにしていま

す。各国の温度差はありますが計画期間内 (2005年）

までに少しでも多くの国で野戒避難基準の設定並び

に運用開始ができることを願うものです。

3 北京市砂防現場視察概要について

中国の砂防については、これまで四川省や譲南省

などの災害について報道などで目にする機会が多か

ったため、そのような地域の方が、砂防としても盛

んであろうと勝手に想像していました3 しかし、今

回、 北京市郊外の現場を視察する ことによ り、認識

を新たにすることとなりました。

1)位置概要
みつうん ばんぷー11ぃ

今回視察した現場は、北京市密云県番字牌村にあ

る砂防えん堤で、北京市中央部から北東方向に車で

約2時間ほどの場所にあります。北京市の東部を流

れ、渤海に注ぐ＂潮白河＂の流域で、北京市の水瓶

でもある密云ダムの上流域に位置します。

2)災害概要

殺料の入手はできませんでしたが、案内をしてい

ただいた北京市密云県人民政府の鄭氏の説明による

と、土石流が1989年 7月2日の深夜に発生し、集落

を構成していた70戸程のうち、 21戸が流失する災害

でした。村長などの判断により事前に自主避難が行

われていましたが、逃げ遅れたり家に留まった老人

など3名が命を落としたそうです。この時の降雨は、

日雨址で370mm程度だったとのことです。

3)施設概要

この災害に対して、北京市水土保持工作庁として

は、土石流対策のモデル事業として施工することと

し、中国科学院成都山地災害環境研究所に設計を依

頻し1995年に工事党手、 1996年に竣工したとのこと

です。砂防えん堤としては、練石積み工法 （現地発

生の石礫を積み上げてモルタルで固めた）によるス

リットえん堤で、堤長 ：112m、堤高 ：18.5m、前

法 ：0.1、後法： 0.6、天端幅： 1.5mということです。

4 おわりに

今回の台風委員会出席と北京市砂防現場視察は、

私にとって非常に刺激的であり、普段の業務の中で

は経験できないことが経験できました。そしていろ

んな意味で冥かった眼を少し開かせてくれたのでは

ないかと思っています。これらの経験を今後の仕事

の中で少しでも活かしていけるよう、頑張っていき

たいと思います。

最後になりましたが、 JICA中国水利人材育成プ

ロジェクトの栗城リーダーには、北京市の砂防現場

視察の実現にご尽力いただきました上に同行してい

ただきました。また江原専門家には北京滞在におけ

る注意事項等のアドバイスなどをしていただきまし

た。本当にありがとうございました。ここに辞して

感謝申し上げます。多謝、再見。

記念碑 三 砂防えん堤正面 砂防えん堤より上流を望む

砂防えん堤銘板
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「韓国土砂災害現地視察調査団2003」参加輻告

韓国土砂災害現地視察調査団2003

1 はじめに

大韓民国 （以下 「韓国」という）では、 2002年 8

月31日から 9月 1日にかけて、台風15号 (RUSA)

が上陸して甚大な被害が発生した。被害の規模は死

者 ・行方不明者246名、被害総額は 5兆ウォン（日

本円で約5.000億円）に も達し、この被害総額は韓

国の史上最大規模に相当した。

台風15号 (RUSA)による甚大な土砂災告から 1

年経過し、この土砂災害の復旧状況等を確認するた

めに、 （財）砂防 ・地すべり技術センターは 「韓国土

砂災害現地視察調査団2003」を結成した。この調査

団は2003年 9月3日（水）から 6日（土）の日程で、

台風15号 (RUSA)による土砂災害の被害が特に著

しかった韓国東部江原道 （カンウォンド、 「道」は

H本の都道府県にあたる）の江陵（カンヌン）市と

迎l陽（ヤンヤン）郡の災害現地を調査した。

2 調査団構成

今回の調究団は、当センターの反町雄二企画部長

を団長とし、 当センタ ー職貝 4名 （石井和男、オ戸木

敏仁、近藤玲次、高木洋一）と建設

コンサルタント23社からの38名の計

43名で構成された。

3 韓国の国土について

3.1 韓国の国土の状況

韓国では、侮年のように土砂災害

が発生している。気象条件や地形条

件がわが国と類似していることや、

山林の荒廃が著しいことなどが土砂

災害の原因として挙げられている。

斡国の国土而積は約9.9万km2、人

口は4.600万人 (1997年現在） と、

それぞれ日本の1/4、1/3に相当する。

韓国の気候は束アジアモンスーン地幣に属する大

陸性気象圏で、 7~9月は高温 ・多湿、多雨、 11月

~5月は乾燥した期間が持続する特徴を有してい

る。ソウルと東京の月fJIJ平均気温と降水紐の比較を

図1に示す。東京のデータについては2000年 1月か

ら12月の気象庁統計室のものを用いた。ソウルと束

京の気候と月別平均気温を比較すると、 ソウルの年

降水址は1.171mmと東京の1.602mmと比較して少なく 、

ソウルの月別平均気温は 5月から 8月にかけて束京

とほぽ同じであるが、その他の月に関してソウルの

月別平均気温は東京と比較して低くなっている。今

回 「緯国土砂災害現地視察調査団2003」が訪れた江

陵の年降水址はソウルとほぼ同批の約1.200mmとな

っている。

綿匡lで発生する蔽雨には

①中華華南地方揚子江から発生 ・移動する低気圧、

②梅雨前線、

③台風の 3パターン

となっている。これらの蔽l：月は日本と同様に 7月

から 9月にかけて集中的に発生 し、年降水拡の約50

~60％を占めている。
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図1 月別平均気温と降水量のソウルと東京との比較
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I 海外事情I

韓国の地形に関して、山地が国土の70％を占め、

韓国東部に太白,1」)脈、韓国中部に小白山脈がそれぞ

れ南北に連なっている（図 2)。韓国の主要河川は

南方向 • 西方向に流れるものが多く、雨期と乾期の

水拡の差が大きい。韓国で最も流路延長が長い河川

は太白,1,脈から釜山市に至る洛東江の520kmであ

る。今恒1調壺団が視察調査を行った江原道江陵市を

含む斡国東部では、大部分の河川が急勾配で流路延

長が短い河川となっている。

韓回の地質に関して、花岡岩と花岡片麻岩が最も

広く分布し、それぞれ国土の28％を占めている。ま

た、第三紀附堆積岩が国土の20％に、結品片岩が匡l

土の11％に分布している。

緯固における土砂災奢の索困の一つとして、山林

荒廃が特徴づけられる。かつて山林ば燃料採取、焼

き畑、乱伐や戦乱によって山林が荒廃し、近年でも

山火事などによって山林が荒廃している。特に、

1950年の朝鮮戦争の間には激しい不法伐採や燃科材

の採取が広く行われたことから111林が哨しく茄廃し

た。山火事は人為的と 自然的両方の原因により毎年

のように多発している。1960年から2000年の間に発

生した山火事の総件数は17.348件、総被害而梢は

147,905haにも達している。また、病害虫による生

物的な要因、近年の山地l開発の進展も山林の荒廃の

原因となっている。

韓国における土砂災害について、図 3に韓同林業

研究員の資料による1976年から2002年までの土砂災

害における死者を示す。同期間の土砂災害による死

者数は1.103名で、年平均にすると約41名となって

いる。
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3.2 韓国の砂防事業の概要

緯国では、山林の荒焼による土砂流出の活発化に

よって、 1907年に砂防事業が開始された。1993年ま

で政府による直轄の管理のもとに砂防事業が実施さ

れた結呆、森林がある程度回復した。 しかし、朝鮮

戦争の間に、激しい不法伐採や燃料材の採取が原困

で森林が急速に荒廃した。朝鮮戦争後には政府によ

る政府直轄の砂防事業と併せて、地方レベルでの砂

防事業が実施される仕組みが整備され、その仕組み

が荒廃林地の緑化に大きく貢献してきた。1952年に

は地方レベルで村落森林組合が組織され、 1954年か

らは地方レベルでの砂防事業に淡する予符が全国規

模で助成される制度が制定された。

その後の1962年の砂防事業法制定、 1963年の山林

緑化促進臨時措置法の制定により、山林庁が砂lltj事

業を主要な山林政策の一つとして実施するようにな

った。1970年代以降は 「森林再生10箇年計画」が3

度にわたって実施された。特に1988年から1997年に

実施された「第三次森林再生10箇年計画」では、こ

れまでの荒廃地の復1Hが中心であった山地砂防事業

と併せて土砂災店発生前にハード対策を実施する
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図2 大韓民国の国土 図3 韓国における1976年～2002年の土砂災害による死者数

（（社）全国治水砂防協会「大韓民国の砂防」 (2003)より一部加筆）
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「予防砂防事業」 も新たに実施される

ようになった。

1993年には地方の労働力不足および

機械化が不十分といった作業条件など

の変化を背娯に、これまでの政府の直

轄管理のほかに訥負工事も採用される

ようになった。また1994年3月24日に、

この請負システムの効用改善 • 砂防工

事の機械化の基礎条件を整えるために

「砂防事業法」 が全面改定された。

4 台風15号 (RUSA)による

韓国の土砂災害について

台風15号 (RUSA)は、 8月31日か

ら9月 1日に韓国全土へ上陸し、この

2日間で各地に累加雨砿90mm~898mm

の降雨をもたらした （図 4、5)。特に

江陵市の最大日雨批は870.5mmに達し、

この日雨屈は約300年超過確率日雨批

に相当している。また、最大60分間雨

屎100.5mm(8/31 21:41 ~22:40)を記録

している（図 6)。

この台風により、韓国全土では死

者 ・行方不明者246名（死者213名、行

方不明者33名）、被害総額 5兆ウォン

（日本円で約5.000俯円、 行政自治部中

央災害対策本部調べ）に達する甚大な

被害が生じた。土砂災害を見てみると、

囲 7のように土砂災害による死者が分

布している。

台風15号 (RUSA)による各道から

の被害報告をとりまとめると、崩壊面

租2.304ha、渓岸侵食約70km、林道崩

壊 ・流失506km、道路法面崩壊などの

被害があった。林業研究院では、これ

らの被害は台風による降雨と1996年、

2000年の山火事の影評であると考えて

いる。特に2000年 4月6日に発生し、

韓国統計上最大規模の焼失面秋約

2.400haに達した山火事が発生した江

原道江陵市の沙川而蓋洞里では、多数

の斜面崩壊が発生し、渓床において大

益の土砂流出が発生した。
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現地調査結果 5.1 江陵（カンヌン）市内

本調究団が今回現地調査を行った地点を図 8に示

す。本調査団は 9月 4日（木）の午前中に江陵市内

（江陵市営墓地 ・沙）II而蔽洞里）、午後に襄陽郡和尚

川流域を調査した。

午前中の江陵市内の調査では、江原大学校山林科

学大学山林工学研究室のIF．斗松教授と江原道山林管

理課山林土木係長の李大舘氏（写真 1) に、土砂災

害状況、土砂災告復1日事業やその進捗、対策工の技

術などについて説明を頂き 、調杢団の質問に対して

も快く匝l答して頂いた。午後の襄I湯郡和尚川流域調

査においても、車教授と調査団メンバーで土砂災省

状況やその後の復旧について活発な議論を行った。
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図6 江陵市における8月31日～9月1日の時間雨量と累加雨量

5.1. l 江陵市沙川面薩洞里

江陵市沙川面磁洞里 （図 8) は、 2000年 4月 6日

に緯国の統計上最大規模の山火事 （梢失面積 ：約

2,400ha)が発生した地区であるとともに、2002年

8月31日に台風15号 (RUSA)による梨雨で表層崩

壊が多発した地区である （写真 2)。

李係長から、磋洞里地区の対策方針としては、崩

壊地では1.L1腹工や谷止工による土砂生産抑制、渓流

においては不透過型砂防えん堤による土砂流出抑

制、鋼製スクリーンえん堤による流木捕捉であると

の説明を受けた。復旧工事の予算は751億1.200万ウ

（約75船1.120万円）、予算の負担割合は、国骰ォン
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1海外事情 I 

が56%、道投が20%、市郡費が24％であったc また、

工期は2002年10月25日から2003年11月30日までであ

り、わが国の災害関連緊急砂防事業と同様に約］年

li]という短いエ期であった。なお、1l1Jl!IT．は森林組

合が施工を行っているとのことであった。

江陵市沙川而；；分洞呈の斜面は斜而i勾配が緩く、土

附厚が薄いといった特徴を有している。また、この

地区の流域は流域而梢が小さく 、河床勾配が緩いと

いった特徴を有している。J.ii壊地の規校は輯10~

30m、斜1ffi長30~50m、崩壊深は50cm以下である。

写真 2は2002年11月30日に江陵市沙川面盗洞里か

ら高速逍路を渡った江陵市営墓地から撮影されたも

のであり 、与真 3は2003年 9月41:1に同地点から撮

影したものである。

写真 2、3を比較すると、撮影時期の迩いにより

梢生の色が紋なるが、止而に見えている鉄搭 F部付

近の崩壊地が山股工によ って復旧されているのが確

写真2 江陵市沙川面譴洞里山火事跡の表層崩壊状況

(2002年11月30日撮影）

写口3 江陵市沙川面譴洞里山火事跡の対策状況

(2003年9月4日撮影）
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認できる。 しかし、崩壊地は数多く存在 しており、

最終的には全ての{vi壊地に対して山ni..r．が施l．．され

る予定である。

次に、汀陵市沙川而悩洞里内におけるJ崩壊地対策

が完了した箇所を調究した。写真4はそのl崩壊地の

対策状況である。今回視察した崩壊地の崩壊規検は、

j"｝壊蒻が約20m、崩壊幅が約30m、頼斜が約15゚で

あった。

本崩壊地では山）］及エと擁聖工による対策が実施さ

れていた。山）］団［は崩壊地内に残存した不安定土塊

の除去による切土エ、斜面形状の改良による盛土＿［、

法面の保設を目的とした植生工、表陪の縦排水路に

よる地表水排除T．が実施されていた。梢生工は盛土

の部分、 小段の屑の部分、縦排水路の表面で密に植

栽されていた。

斜面脚部の安定性確保のために施工された擁壁：r:
は、現地で説明はなかったが、擁壁工の状況から勘

案すると、重力式コンクリート擁壁工であると考え

られる。なお、本擁盤工には水抜きが設骰されてい

た。

わが国の急條斜地崩壊防止工事では斜面が人家等

に近接している場合が多いことから、コンクリート

のり枠工や待ち受け擁槌等のコンクリート等の人「．

構造物を用いることが多い。一方、韓国においては

人家周辺の斜而においても植生工や切 1：：エなどの人

工構造物によらない工事が多 く見られる、点が、印象

深かった。これはわが国と韓国の土砂災もに対する

安全度の考え方の述いによるものと考えられる。

また、江陵市沙川面磋洞里内には2003年6月まで

に砂防えん堤28基、護岸工が施工されていた。本調

写頁4 崩壊地対策状況
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究団はそのうちの、プロ ック秘みえん堤 （写真 5)

と流木対策を目的とした鋼製スクリーンえん堤 （写

兵6) を調査した。

今回視察したプロック梢みえん堤の諸元は、堤高

約 3m、堤長約20m、水通し幅約 7m、1'Il1部の貰入

長約 3m（渓炸を掘削し、盛土で固定）、水叩き長

約 3mであり、各コンクリートプロックは連結され

ている。なお、本えん堤は2002年11月に完成してい

る。

本えん提は完成直後から2003年 9月4日までに発

生した土砂流Il}に対して、土砂の捕捉および調節を

行い、その効果が発揮されたとのことである （注 ：

2003年 9月13日に台風14号が韓国に上陸し、韓国南

部を中心に大きな被害をもたらす前に、現地調査が

実施された）。

わが国でも、緊急に土砂流出抑制を実施したい楊

合などに、同様のプロック和みえん堤が施工されて

いる。このように、韓同でもわが国と同様にプロッ

ク積みえん堤が設戦されていることや土砂流出に対

写g5 プロック積みえん堤

写真6 銅製スクリーンえん堤

して効果を発揮した点は典味深かった。

銅製スクリーンえん堤 （写真 6)は、プロック梢

みえん堤の下流に設置されている。このえん提の諸

元は、堤窃約 7m、堤長約20m、水通し幅約 5m、

透過部祐’jさ3m、堤底から透過部までの高さ 2m、

側壁護岸長さ約15m、袖都の共入長さ約 3m（盛土

で固定）である。

韓囲でもわが国と同様に流木災害が多発してお

り、近年では今回視察した鋼製スク リーンえん堤を

含めて流木対策を目的とした対策工が多く施工され

ているとのことである。

ここで、わが困と韓国の銅製スクリーンえん堤を

比較してみた。わが同の銅製スクリーンえん堤の一

般的な構造を!1'ZI9に示す。図9から分かるように、

鋼製スク リーンえん堤はH型鋼パットレスフレーム

壁材として上流フ レーム ・中間フレーム ・l‘・流フレ

ームの 3部分から構成されている。一方、今同視察

した鎖製スクリーンえん堤は、写真 6から分かるよ

うに下流フレームのない点で、わが回のものと相述

がある。本鋼製スクリーンえん堤の設計外力やスク

リーン幅の考え方等について、李係長に質問したが、

明確な回答は得られなかった。

5.1.2 江陵市営墓地

江陵市営墓地は、多数の斜面Jiil壊や大批の土砂流

出が発生した江陵市沙川而磁洞里のIlI火事跡から、

高速道路を越えた場所に位骰している。この市営泌

地は、地質が花岡岩となっている丘陵地に盛土が行

われ、階段状に造成された。

台風15号 (RUSA)によって、市営墓地内の盛」．．．

部分や斜而のI皿部となっている箇所で崩壊が発生

し、約700基の袋が流失した。

K流

： ：．：： ・. j!じ：• 9. •. • B 9 : ：ー：； ：：じ．・.
ふ翠:..:-• 會·・ • •衣ユ年·:．――·し ：！彎・.•. • 

図9 わが国の銅製スクリーンえん堤模式図
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現地調査時点では、 2002年11月に砂防学会調査団

がこの場所を訪れたときと同様に、崩壊地の頭部で

わずかにプルーシートがかけられている状態のまま

で菰地の復II]が依然行われていない状態にあった

（写真 7、8)。

5.2 襄陽郡和尚911流域土石流災害硯場

4日の午後には襄協郡和尚川右支渓の土石流災害

現場を現地調査した。

和尚川は江陵市の北に位置し、襄陽郡南部を西か

ら東に流下し太白山脈の一部を構成する標高900m

以下のなだらかな山地で囲まれる中小河川である。

流域内は台風15号 (RUSA)によって多数の崩壊や

土石流が発生しており 、本現地調査現場は、土石流

が発生した流域の一つである。支渓の概略を図10に

示す。

砂防学会調査団の報告によると、 土石流は上流の

2支渓から発生し、 一つは谷出口にあったアパート

の 1階部分を直撃し、もう一つは釣堀用ため池を破

写頁7 江陵市営墓地盛土崩壊状況

壊している。下流には砂防えん堤が配置されていた

が、 1時間雨試約100mmの雨とため池の水も加わる

こと等により、えん堤の左岸側が侵食されて袖抜け

を起こし、砂防えん堤直下流域にあった人家が被災

している。

写真 9は2002年11月30日に砂防えん堤下流から被

災した左袖部を撮影したものであり、写真l0は2003

年9月4日に同地点から撮影したものである。また、

写真11は2002年11月30日に砂防えん堤」こ流から撮影

したものであり、写真12は2003年 9月4日に同地点

のやや下流から撮影したものである。

写真 9と10を見ると、 左岸袖部が抜けた部分を盛

土するとともに、上流側に設岸工を配骰しているこ

とが分かる。さらに、写真11と12を見ると、渓床内

に堆積していた土砂を除石するとともに、両作とも

護岸工を配置しているのが分かる。

本砂防えん堤の左岸袖部が被災した）原因について

は設計流拭以上の洪水流抵があったのか、施工時の

問題なのか等の原因を究明し、今後の対策に結ぴつ

けるための教訓を検討することが重要であると考え

られるが、被災原因及ぴ教訓等については不明であ

った。

一方、砂防えん堤から約200m上流域にある渓岸

部では、写真13や14に示すように、 巨礫が大址に堆

積しているとと もに、激しく 渓岸侵食を受けている

状況のままで、対策は実施されていなかった。

写呉15は土石流によって被災したアパー トを2002

年11月30日に撮影したものであり、写真16は2003年

9月4日に同地点から撮影したものである。また、

写真17は2002年11月30日に上流域にあったため池の

状況を撮影したものであり、写真18は2003年9月4

日に同地点から撮影したものである。

さ

写真8 江陵市営蔓地崩壊跡地の現状 図10 和尚川上流部概略図
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写真9 和尚川上流右支渓えん堤の被災状況

(2002年11月30日撮影）

写口11 和尚川上流右支渓出水後状況

(2002年11月30日撮影）

写口13 河道における巨礫堆積状況

(2003年9月4日撮影）

写真10 和尚川上流右支渓えん堤の復旧状況

(2003年9月4日撮影）

写真12 和尚川上流右支渓護岸施工状況

(2003年9月4日撮影）

写真14 渓岸侵食状況

(2003年9月4日撮影）
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写真15~18を見ると、約 1年間にアパートの上流

側及びため池に堆梢していた土石流堆積物は除去さ

れ、整地されていた。また、対岸にあった崩壊地に

おいては山腹1こが施Tされていた （写真15、16の青

丸の箇所）。 しかし、 土石流が発生 した渓流におい

ては、 土石流対策は実施されていなかった。 また、

アパートも］階部が被災したままで修復されていな

かった。わが国ではこのような被害が発生したら、

砂防えん堤や渓流保全工などの土石流対策を実施す

るとともに、アパー トも補修することが想定される。

この迅いは土砂災杏対策に対する考え方の迩いなの

か、2003年 9月4日時点では対策の途中であるのか

分からないが、いずれにしてもわが国とは災害後の

対9；ぶが異なっていることが輿味深い。

写頁15 土石流によるアバートの被災状況
(2002年11月30日撮影）

写口17 土石流によるため池の被災状況
(2002年11月30日撮影）
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6 おわりに

「韓国上砂災害現地視察調査団2003」は、韓国の

上砂災害現場を調究し、韓国の砂防事業の一端を知

る貨重な機会に恵まれた。

今回の調査で印象深かった点は、今回の調壺を行

った江l凌市沙）II面泄洞里と滋賀県大津市の[l.l.:.111で

地形 ・地質 ・植生などの政＂党が非常に類似している

点と、韓国と 11本で構造物の形式や対策の考え方が

異なっている点であった。

13本での怠傾斜地Jii壊の対策は、人命や財産の保

護の面から対策工が採用されている場合が多く 、近

年は斜而の樹木を可能な限り残すことができるよう

な対策が検討されてきている。一方、り立国での対策

写頁16 アパート周辺の整地状況
(2003年9月4日撮影）

写頁18 アバート・ため池付近整地状況
(2003年9月4日撮影）
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は人工構造物による対策も実施されているが、斜面

では土エと植生工のみといった梢生の回復に力点が

骰かれている点で興味深かった。

また、渓流においては、プロック梢みえん堤や鋼

製スクリーンえん堤などわが国と同様に対策が行わ

れている反面、 1年経過しても対策が英施されてい

ないことなどわが国とは異なっている点が典味深か

った。

さらに、今後の韓国の砂防事業において、対策工

の施工といったハー ド而の対策と併せてソフ l、対策

の充実 をはかるような検討が必要であると実感し

た。特に、韓国では土石流危険渓流調査が実施され

ていないために、七石流危険渓流の箇所数や分布が

把捉されていない現状にあり、土石流危険渓流の調

杏が必要と考える。また、狐湯郡和尚川流域土石流

災害現場では、 土石流災害を受ける可能性が高い場

所に依然として住民が住んでいた点からも、住民の

土砂災害に対する意識の向上が課題であると感じ

た。

我々が韓国を訪れた約 1週間後に、台風14号が韓

国に上陸し、多大な被害が発生 している。2002年台

風15号 (RUSA)災害後に配骰した対策工の効果や、

今同調査を行った地点の変化について、機会があれ

ぱ調査してみたいと考えている。

（文資 ：硲木洋一＊・近藤玲次＊＊）
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風倒木と山腹崩壊（その2)

松村和樹＊

1991年に風飼木が発生した大分県日田地方や熊本

県小国地方で、風倒木地を中心に1993年 6月梅雨期

の雨で、多数の崩壊 ・土石流が生じた。このときの

降雨は、対象地域内の降雨観測所の記録から判断し

て、通常崩壊を発生させる

降雨に比べその磁は大きい

ものではなかった。以下に

大分県の日田地方を中心

に、 1993年の災害の実態を

示す。

1.対象地域

本対象エリアは、 1991年

に生じた風倒木被害の著し

い大分県日田市に近い筑後

川上流域である。この地域

の中で、前津江村 （流域面

租 ：78.99kmり、中津江村

（流域面積 ：81.91kmり、上津

江村（流域面積 ：88.53kmり

の合計流域面積249.43km2

の地域を航空写真判読を用

いて調査した。その中で、崩

壊 • 土石流が集中的に発生

した河原川支川白草川（流

域面積 ：9.54kmり、熊戸

/11（流域面梢 ：3．44kmり、黒

谷川 （流域面積： 7.56kmり

の3流域については現地調

査を行った （図 1)。

対象地域の表｝罰地質を図

2に示す（（財）日本地図セ

ンター1993)。

下園に示すように当該地域の主たる表附地質は、

安山岩類であり、その他に梨塊岩と一部に花尚岩の

貫入が認められる。

図 1 対象流域（筑後川上流域：前津江村、中津江村、 上津江村）

＊ （財）砂防・地すべり技術センター砂防部長
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2.降雨の実態

2.1 降雨資料の収集・整理

崩壊の発生した1993年 6月の降雨時に風倒木地が

多く崩壊が多発した上津江村内の熊戸観測所のハイ

エ トグラフ （図3) と崩壊発生前の時間雨批等雨址

線圏を作成し、地域の代表観測所におけるこの降雨

の評価を行った。

等雨砿線の作成に用いた観測所は44観測所である

が、対象流域内に20年以上のデータの蓄積があり、

確率解析が行えると判断された観測所は、「黄川」、

「杖立」、「鯛生」、「大野」の4観測所である。
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2.2 降雨の規模

上記の 4観測所について、各 1、3、

4、5、 6、 9の時間雨批と日雨砒の

確率計算を岩井法で行った。このうち

「杖立」以外の観測所では、 1989、

1990年のデータが欠測で1990年の九州

地方の集中豪雨が含まれないため、確

率降雨は若干小さく評価されている可

能性がある。この結果を表 1に示す。

これらの解析から、このときの降雨

の最も確率年が高かったのは、鯛生観

測所の 1時間雨屈では100年超過確率

を超えている。その次に熊本県小国町

杖立観測所の 5時間雨批で約30年超過

確率であり、同じく 5時間雨批では、

鯛生観測所で 5年超過確率、大野観測

所で 2~5年超過確率、黄川でも 2~

5年超過確率であり 、鯛生の 1時間雨

批を除き1993年の 6月降雨はそれほど

大きな降雨ではなかったと認められ

る。

―̀ 
図2 対象地域の表層地質図
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2.3 等雨璽線図の作成

1993年 6月の降雨とそのときに発生

した崩壊の関係を検討するため、 1993

年6月豪雨時における土石流発生前の

l、3、 4、 5、 6、 9時間雨拭と日

雨量の等雨菰線図を作成した （代表と

して1、6時問と日雨屈の等雨拭線屈を

図5-1-3に示す）。

これらの図から、 1時問雨散では上

津江村に雨域の中心があり、日雨枇で

は、上津江村から熊本県の小国町杖立

を中心とした強雨域を持っていたこと

を示している。

図3 1993年6月のハイエトグラフ（熊戸観測所）
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1技術ノート I 

3.対象流域の崩壌の特徴

3.1 風倒木地と崩壊

図 6 に1991年に発生 した風倒木地と崩壊 • -I1石流

の関係を示す。

対象流域の風倒木地と非風倒木地の崩壊発生の特

徴を捉えるため、各流域の崩壊発生状況を表 2に示

す。

崩壊発生状況を風倒木地と非風倒木地で比較すれ

ば、発生個数では非風倒木地の個数は風倒木地の約

1.5倍であるが、風倒木地の而積が対象流域の約15%

であることから、彫位面積当たりの崩壊発生頻度で

は4倍、崩壊而積率では約 5倍となっている。 しか

し、先に示 したようにそれ

ほど大きくない1993年 6月

の降雨でこれほど多くの崩

壊の発生は、非風倒木地の

中にも風倒木地と同様な表

陪土の扱乱が生じているエ

リアがあることを示唆する

ものである。

3.2 崩壊と降雨の関係

崩壊を多発させた1993年

6月の降雨茄は、前述のよ

うに一部の地域を除き当該

地域の約10年確率程炭の規

杭であり 、一般にはこの程

度の規模のl條雨では崩壊は

多発しないと考え られてい

るが、このときには対象 3

村で崩壊が約4,000ヶ所発

生している。このデータと

他地域の崩壊発生下限降雨

に関して比較を行う。

先の表｝曾地質圏から濶壺

対象地域の主な表層地質は

安LU岩であり、他の安ll_I岩

地域の崩壊に関して文献か

ら引用する。

芦田等 (1986)は、 1966

年の洒湖の災害データから

1983年の島根災害までの主

だった栄雨時の崩壊脊科を

解析し、図 7のように整理している。この図から、

安ill岩地域における崩壊発生降面は日爾砿170mm

でかつ時間雨飛60mmが下限値と考えられるが、 全

休では圏に示 したように日雨祉の下限値約220mm

と1時問雨飛60mmに囲まれたゾーンでは崩壊は発

生していない。

1993年の崩壊発生状況を芦田等と同じ方法で整理

すれば、 1時間雨址60mmと連続雨秘220mmに囲ま

れたエ リアにおいても崩壊が多数発生 していること

が確認でき、このときの加壊発生は通常より小さな

降雨で発生 したと認められる。

さらに、調査対象地域における1993年の崩壊と降

始めからの連続雨拡として崩壊発生前の 9時間等雨
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I 技術ノートI

表1 確率降雨量（岩井法）

◎1時間雨量

◎3時間雨量

単位 mm  

H5.6 
2年 5年 10年 20年 30年 50年 100年

降雨実租'i

貨川 30 46.0 58.2 65.8 72.8 76.7 81.4 87.8 

杖立 51 36.6 46.2 51.3 55.7 57.9 60.6 63.9 

鮒生 70 45.7 51.4 55.0 58.4 60.3 62.6 65.8 

大 野 43 41.2 55.2 64.5 73.3 78.4 84.8 93.5 

l-15.6 
2年 5年 10年 20年 30年 50年 100年

降雨実紹

黄川 69 79.0 101.l 115.4 128.9 136.7 146.2 159.2 

杖立 136 60.9 82.9 97.2 110.9 118.7 128.4 141.6 

鋼生 120 91.8 113.9 128.0 141.0 148.4 157.6 169.8 

大野 89 78.4 98.6 110.1 120.1 125 5 131.9 140.1 

◎4時間雨量

H5.6 
2年 5年 10年 20年 30年 50年 100年

降雨実紺t

黄）II 87 89.8 115.8 133.9 151.8 162.3 175.8 194.4 

杖立 149 72.2 982 115.5 312.2 143.8 153.9 170.5 

郎l生 136 104.0 145.5 173.4 200.4 216.2 235.9 263.I 

大野 85 87.9 113.0 128.3 142.3 150.1 159.5 172.0 

◎5時間雨量

HS.6 
2年 5年 10年 20年 30年 50年 100年

降雨実紹

黄Jll 91 99.2 127.8 147.3 166.6 177.8 192.1 211.8 

杖立 180 80.9 109.9 128.8 146.7 157.0 169.8 187.1 

綱生 163 115.9 166.0 200.4 234.J 253.9 278.8 313.3 

大野 107 99.3 126.0 141.7 155.8 163.5 172.9 185.0 

◎6時間雨量

H5.6 
2年 5年 10年 20年 30年 50年 100年

降雨実紹

貨）II 121 109.2 140.6 16].J 180.5 191.7 205.6 224.4 

杖立 216 86.7 119.8 142.l 163.8 176.5 192.4 214.2 

鯛生 200 136.9 173.9 195.5 214.7 225.2 237.8 254.2 

大野 126 109.6 138.8 156.3 172.0 180.7 191.1 204.8 

◎9時間雨量

H5.6 
2年 5年 10年 20年 30年 50年 100年

降雨実紹

黄川 159 128.9 164.2 189.6 215.5 231.0 250.9 279.1 

杖立 240 105.3 145.6 171.4 195.5 209.3 226.2 249.0 

鮒生 225 165.4 208.9 234.2 256.7 269.0 283.8 303.0 

大野 138 131.5 ]65.5 186.0 204.5 214.7 227.1 243.5 

◎日雨量．r -ー・ー一
H5.6 

2年 5年 10年 20年 30年 50年 100年
降雨実紺i

黄川 184 178.6 235.5 272.5 307.2 327 0 351.5 384.6 

杖立 265 135.3 187.6 219.l 247.6 263.4 282.6 307.8 

鯛生 244 213.9 281.5 319.4 352.l 369.7 390.5 417.l 

大野 159 172.3 2188 246.2 270.6 284.0 300.1 321.0 

↓ 
u 
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I技術ノート I 

凡例 ’ -風倒木地

一崩壊 • 土石流

図6 下至ダム周辺の風倒木地と崩壊・土石流
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1 技術ノートl

表2-1 風倒木地・非風倒木地別の崩壊状況（村別）

①風倒＊地における崩壊状況

風倒木地 崩壊地

斜而面積 箇所数 lk而当たり

村名 km' 箇所数

① ② ②／① 

前津江村 6.69 260 38.8 

中i車江村 7.41 379 53.l 

上津江村 8.44 493 58.4 

合計 22.54 1.132 51.1 

②非風倒木地における崩壊状況

非風倒木地 崩壊地

斜面面梢 箇所数 lk吋当たり

村名 km2 箇所数

① ② ②／① 

前津江村 70.74 512 7.2 

中津江村 76.72 1.062 13.8 

上津江村 79.20 1.296 16.4 

合計 226.66 2,870 12.7 

③実態調査全域における崩壊状況

全地域 崩壊地

斜而而積 箇所数 lk面当たり

村名 knl' 箇所数

① ② ②／① 

前津江村 76.73 802 10.5 

中津江村 83.86 1.441 17.2 

上津江村 87.64 1,789 20.4 

合計 248.23 4.032 16.2 

砿線ごとの崩壊個数を集計 し整理を行った。

このように、 当該地域では時間雨拡30mm連続雨

屈90mmから崩壊が発生し始めていることが認めら

れ、芦田等がまとめた結呆では時間60mmと・連続

220mmのエリアにおいては崩壊の発生はないが、

本対象地域において1993年 6月には崩壊が多発して

いる。このことからも1993年 6月の崩壊発生は、極

めて異例な現象であり、 1991年に発生 した風倒木の

影開が大きいといえよう。

また、回 8-1~ 2から風倒木地と非風倒木地と

崩壊地面積 崩壊生産土砂批

面積 面積率 土砂批 lkm2当たり
JOOOm2 ％ m 3 土砂屈

③ ③／① ④ ④／① 

109.7 l.64 87.760 13.120 

114.4 1.54 91.520 12,350 

150.3 1.78 120.240 14.250 

374.4 1.66 299,520 13.290 

崩壊地面梢 崩壊生産土砂砒

面積 面積率 土砂屈 1km’当たり
lOOOm2 ％ m ， 土砂批

③ ③／① ④ ④／① 

123.4 0.17 98,720 1.400 

222.l 029 177,680 2.320 

245.4 0.31 196.320 2.480 

590.9 0.26 472.720 2.090 

崩壊地面和 崩壊生産土砂屈

面積 面栢率 土砂批 lk面当たり

1000m' ％ m 3 土砂屈

③ ③／① ④ ④／① 

223.l 0.30 186,480 2.430 

336.6 0.40 269.280 3.220 

395.7 0.45 316.560 3.620 

955.4 0.38 772,320 3,120 

の差異はあまり認められないが、表2-1~ 2に示 し

たように崩壊個数密度においては風倒木地の方が非

風倒木地より大きい。これは非風倒木地には強風で

強く揺すられ表層土が弱体化した地域と風の影評を

それほど受けていない地域が混在しているためと考

えられる。いずれにせよ同じ程度の降雨で崩壊が発

生 していることは、非風倒木地に風倒木地と同じ状

態の地域があることが考えられ、その地域の同定が

重要である。
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表 2-2 風倒木地・非風倒木地別の崩壊状況（流域別）

①風倒木地における崩壊状況

風倒木地 崩壊地 崩壊地而積 崩壊生産土砂泣

斜而而積 箇所数 1km当 たり 面梢 面積率 土砂拭 1km当 たり
流域名 km' 箇所数 lOOOm2 ％ m 3 土砂批

① ② ②／① ③ ③／① ④ ④／① 

熊戸川 044 32 72.7 l l, 3 2.57 9.040 20.550 
白郎川 1.61 146 90.7 36.7 2.28 29.330 18.220 
黒谷JII 1.00 l36 136.0 30.0 3.00 24.020 24,020 

合計 3.05 314 103.0 78.0 2.56 62.390 20.460 

②非風倒木地における崩壊状況

非風倒木地 崩壊地 崩壊地而積 崩壊生産土砂批

斜而而籾 箇所数 1km2当たり 而籾 而積率 土砂址 lk而当たり
流域名 km2 梱所数 1000m' ％ m 3 土砂秘

① ② ②／① ③ ③／① ④ ④／① 

熊戸川 3.00 47 15.7 14.l 0.47 11,260 3.760 
白草川 7.93 140 17.7 31.3 0.39 25.020 3.160 
規谷川 656 239 36.4 47.3 0.72 37.800 5.770 
合計 17.49 426 24.4 92.7 0.53 74.080 4.240 

③実態調査全域における崩壊状況

全地域 肌壊地 崩壊地面梢 崩壊生艇土砂址

斜而而利't 箇所数 1km当 たり 而積 面積率 土砂砿 1km当 たり
流域名 km2 箇所数 1000m' ％ m 3 土砂批

① ② ②／① ③ ③／① ④ ④／① 

熊戸川 3.44 79 23.0 25.4 0.73 20.300 5.910 
白郎）II 9.54 286 30.0 68.0 0.71 54,350 5.700 
黒谷川 7.56 375 49.6 77.3 1.02 61,820 8. l 80 
合計 20.54 740 36.0 170.7 0.83 136.470 6.650 
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図7 崩壊発生降雨（芦田等）
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図8-1 1993年崩壊と降雨の関係（風倒木地）
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図8-2 1993年崩壊と降雨の関係（非風倒木地）

（引用文献］

芦田和男、江頭進治、青井博志：豪雨時の山腹崩壊に関

する資科解析的研究、京都大学防災研究所年報、第29号、

B-2、p.309-327、1986

（財）日本地図センター ：土地分類図 （大分県）1993
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STC短信

海外出頭

出張期間

出張者

出張国

出張目的

平成15年10月5日～13日

友松理事長・吉松理事（兼）研究所長

イタリア共和国

日伊土砂災害防止会議の事前打合せ、バイオン トダム災害40周年記念式典参加、

防災対策事業に関するラウンドテープル参加等

ラウン ドテーブル

［議題］ 土砂災害防止における住民との関わり

［参加者］友松靖夫（財）砂防 ・地すべり技術センター理事長

エドワー ド • N • プロムヘッド教授 （英国キングストン大学）

パオロ ・カヌティ教授 （フィ レンツェ大学地球科学学部）

ギウリオ ・マイヨール教授 （ミ ラノ工科大学構造学科）

マッシモ ・ジョルゲッティ博士 （地域市民防災局長）

アントニオ ・ルスコーニ氏 （アルト ・アドリコ流域管理局長）

ルーチョ ・ウベルティ ーニ教授（国家研究評議会議長）

［概要］ 日英伊の 3ヶ国 6人を中心に、会場の参加者も含めてイタリアらしく活発な

討論が行われた。

人口増加の影親について、日本では宅地開発が山麓でも行われ、その結果と

して土砂災害の危険性のある個所に住む人が増え、実際に災害も起きており、

その対策の一つとして土砂災害防止法が制定されたことなどを紹介した。また、

学校教育の重要性も議論になり、日本で進めている総合士砂災害対策の概要や

副読本を発刊し学校等に配付していることなどを紹介した。

日本代表、友松靖夫

当センター理事畏
(10月8日）。

ラウンドテープル （パネルディスカッション）の様子。
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行事一覧平成15年10月～12月

協賛（後援）

10月7日 2003火山砂防フォーラム （協賛）

10月30日 第35回砂防学会シンポジウム （協賛）

11月22日 火山市民ネット第 2回フォーラム （後援）

人事異動
●10月 1日付 ［採用］仲野順子 企画部企画情報課

「土砂災害の実態平成14年版」の発行
企画部

近年、平均毎年960件程度発生する土砂災害も、今年は全国42都道府県

において約540件と少ない年でありました。 しかしながら、 三宅島の火

山噴火活動はおさまらず、岩手県釜石市の災害、 三重県の災害など激甚

な災害が発生しました。

本 「土砂災害の実態」は、昭和57年より発行を続けています。それ

は、自然災害は多様であるため、過去の災害から学ぶことも重用であ

ると考えているためです。

平成13年 4月よりソフト対策を推進させるための土砂災害防止法が

施行され、ハード対策を主 とした従来の砂防三法と共に充実した土

砂災害対策が期待されます。

砂防関係者には本誌により 土砂災害の実態をご認識していただき、

少子高齢化の進む21世紀において改めて砂防の必要性や砂防事業の

あり方などを考える上での参考にしていただければ幸いです。

なお、「土砂災害の実態 平成14年版」につきましては、下記の当センタ

一窓口にて受け付けておりますので、ご入用の方は下記までご連絡くださ

い。 1部1.800円の実費を頂戴いたします。

［問合せ】

企画部 TEL(03) 5276-3271 

FAX (03) 5276-3391 

曲戒-

..“"' 
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1センターニュース

出版物のこ案内

当センターでは、以下の魯籍を領布しております。

鋼製砂防構造物設計便覧 鋼製砂防構造物委員会編

平成13年 2月発行 ¥5.000 

鋼製砂防構造物設置事例集 鋼製砂防構造物委員会編

平成 3年5月発行 ¥3,000 白黒コピー版

土 砂災害の実 態 土砂災害の実態編集会議編

昭和57年～毎年発行

昭和59年、 62年版¥1.030／平成 6年～ 7年版¥1.500/

平成 8年～14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 1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 当センター絹

平成 7年 7月発行送付料のみ

砂防・地すべり技術研究発表会予稿集 ー設立25周年記念ー 当センター編

平成11年11月発行送付料のみ

「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～毎年発行 送付料のみ

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 書店 ・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 柑店 ・山海堂＊

＊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、 一般の書店もし くは山海堂へお問合せ下さい。

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

それ以外は、 当センターで実賽領布してお ります。

問合せは、企画部企画情報課までお願いします。
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編集後記

． 

この 1年を振り返ると反省することが多々ありましたが、

その一方で編集を担当した者が味わえる楽しみもありまし

た。お付き合いのなかった出版 ・編集会社の方との打合せ、

その中で、その業界の手の内 ・事情などを知ることもできま

した。

寄稿を依頼すると、驚くばかり早々に提出して下さる方、

恐縮ですが1椛促をしてお出しいただいた方など、さまざまで

した。お忙しい中、原稿を害いて下さっているのでご無理を

申し上げることは心苦しいのですが、発刊時期が遅れるのも

困ります。幸い、編集担当には普段は優しいのですが、ここ

一番には鬼になれる頼もしい女性が〇名いて（具体的な数値

を魯くこと控えます）、原稿も順調にいただくことが多くな

りました。

この 1年、原稿をお寄せ下さいました筆者の皆様にお礼申

し上げます。

新しい年が佳い年となりますことを祈念し、 2003年の

SABO編集作業の総てを終わります。 1年間、ご愛読ありが

とうございました。新しい年も、よろしくお願いいたします。
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