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巻頭言

火山噴火予知と火山防災

藤井敏嗣 火山咬火予知連絡会会長

火山哨火予知とは、ある火山がいつ噴火するかを

予測する ことだと思われることが多い。このことが

問違いだと言うつもりはない。地霞予知との関連で

そのような感触をもつのは無理もない。 しかし、噴

火予知においては、いつ噴火するか、どの程度大き

な唄火になるかを予測することと同程度に、あるい

はそれ以上に重要なことは、どのように推移するの

か、いつまで統くのかを噴火が発生した後も刻々と

事態が変化する中で把握し予測することである。

そのため、火山噴火予知とは、ある火山がいつ、

どの場所から、どのような噴火をし、その噴火の規

模はどのくらいで、どのように推移し、いつまで続

くのかを予測することにあるとされる。火山明火の

メカニズムを理解できないことにはこのような究極

の予知には到達できないので、火山噴火予知は火山

学の目的と一致している。

火山噴火は地下から高温のマグマが地表に接近す

ることにより生じるので、通常は何らかの前兆現象

を伴うものである。この点が、地下の岩盤が破壊す

ることによって生じる地捉とは異なる。前兆を捉え

て噴火時期を予知するという点では地震予知よりは

原理的に実現の可能性が高いが、明火予知もまだ完

成の域にはほど遠い。

火山哨火予知手法の発展には 3つのステージがあ

る。第 1は火山における異常現象をとらえて火山活

動が高まったことを予測できる段階である。哨火が

始まる時期を特定できないにしろ、噴火が迫ってい

る可能性がわかれば、いつでも避難できるように心

の準備をすることができるので、防災の観点からは

この段階の火山噴火予知でも有用である。

第2は、これらの異常現象と過去の経験との類推

から噴火の時期や規模の予測を行うことができる段

階である。今、日本できちんとした観測が行われて

いるところではこの段階に到達している火山も少な

くない。噴火は数十年間隔で繰り返すことが多いの

で、複数回の噴火の観測経験が苓梢されているから

である。

2000年の有珠山噴火における予知の成功と適切な

避難はこの例である。しかしながら、火山によって

は何十年あるいは何百年もの問静穏であったにもか

かわらず、突然噴火を開始することもある。過去何

回も続いた噴火とは全く別の様式の哨火を開始する

こともある。このような場合には、過去の経験その

ものが存在しないので、外国を含めた他の火山の例

を参照するしかない。しかし、本来はこのような場

合でも、噴火メカニズムのモデルから予想される事

象と観測データとの対応から予測できるようになる

ことが望まれる。これが噴火予知の第 3の段階であ

る。

このように、観測データによって地下の状態を把

握し、噴火メカニズムのモデルにもとづいて噴火の

時期や規模、推移の予測を行うことができるように

なることが火山噴火予知の究極の到達点である。現

在でもいくつかの火山では噴火メカニズムのモデル

に基づいて、観測データを解釈することは行われて

いるが、実際の予知に結び付けるまでには至ってい

ない。

しかしながら、防災の観点からは、唄火予知手法

の完成を待っていられない。我々の火山に対する理

解の程度にかかわらず、火山は噴火するし、活火山

の近くに居住している限り、いつかは被害を受ける

ことから免れない。

時として、火山から遠く離れた地点でも火山災害

を被ることがある。火山噴火の一つの形態として、
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上空に1殷き上げられた火山灰が広域に、遠隔地まで

堆積することも起こるからである。冨士山の300年

前の1府火では100キロも離れた東京の位置で、数セ

ンチの原さの火山灰が堆積した。最近 7千年ほどは

経験していないが、わが国では 6千年ないし 1万年

に 1回ほどの頻度で日本中に大批の火山灰を堆積さ

せるような巨大哨火も起こっている。

火山から離れていれば、火山災害にまきこまれな

いという常識は、プレートの沈み込み榜界という日

本がおかれた地学的状況では通用しない。したがっ

て、どのようなレベルであるにせよ、火山哨火予知

はわが国にとって重要な課題である。

火山哨火の予知というと、いつ噴火が起こるのか

が最大の話題となる。 しかし、噴火時期の予測には

直前の短期的予知と数年ないし数十年スケールでの

中長期的予知とがある。哨火時の避難の判断などに

は短期的予知が重要であり、多くの人々が気にする

のも、火山活動が高まってきていつ噴火に至るかと

いう点である。

ところが、 土地利用や都市計画という観点からは

むしろ中長期的な予知が璽要である。数十年のスケ

ールで大規模な噴火災害が予想されるとしたら、そ

の地域から学校などの施設や災害弱者の施設をより

安全な場所に移設するという類いの措置も必要にな

る。防災施設の建設も必要である。あるいは、その

ような場所は避難のための手段を十分に確保した上

で、別荘地やレクリエーション施設を建設すること

も考えられるかもしれない。緊急時の対策を確保し

た上で、メリハリの利いた土地利用計画を考えるこ

とができる。

中長期的予知を実現し、 土地利用計画などに反映

できる ようにするためには、それぞれの火山が過去

にどのような噴火を、どのようなタイムスケールで

行ってきたかを詳細に把握する必要がある。さらに、

地下での噴火の準備過程を把握し、現状が噴火に至

るまでどのような位置にあるかを知るための観測手

法の開発も必要である。中長期的な予知ができて、

直前の短期予知も可能になれば、いたずらに恐れる

ことなく、火山の恵みを堪能することもできる。

火山は時には噴火を起こして恐ろしい存在になる

ものの、大部分の時期はおとなしく、風光明美な景

色や温泉の恵みを与えてくれるものである。

噴火時期の予知に成功し、安全に住民の避難が実

現できたとしても、あるいは噴火の発生時期を正確

に予測できなかったにせよ、いったん噴火が発生す

れば、噴火がどのように推移するかを把握し、予測

することが重要になる。

多くの唄火は比較的短い期間で終了するものの、

時には長い間継続することもある。哨火が発生して

避難を余儀なくされた住民にとって、先の見通しの

ない避難生活は精神的な負担が大きいので、噴火が

いつまで続くかをふくめて推移予測は特に韮要であ

る。復興作業にいつ浩手できるかどうかも、この予

測と深くかかっている。

また、噴火継続中にもさまざまな防災対策が必要

となる。噴火の展開状況によっては避難区域を拡大

することも必要となる。避難住民の生活や地域経済

を考えると、状況に応じて避難区域をすみやかに縮

小する判断も必要となる。あるいは、たとえ哨火継

続中であっても、さらなる被災の拡大を阻止するた

めの作業、つまり溶岩流の流路の変更や予想される

士石流の制御のための作業も必要になる場合があ

る。このためには、噴火がどのように推移するのか

について適確な判断と予測が求められる。
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このような噴火推移の予測には噴火発生後の適切

な観測が不可欠である。ところが、わが国では噴火

が始まると周辺への立ち入り規制が厳しくなり、火

山研究者の観測が制限を受けることも生じる。多く

の場合、火山噴火予知連絡会のもとに総合観測班が

つくられ、計画的に観測を行うことになるのである

が、人命尊重のかけ声のもと、いくらかでも危険が

予想されると観測のための立ち入りすらできなくな

ることがある。

危険かどうかを火山研究の専門家が判断するので

はなく、消防や爵察の非専門家が火山の危険性を判

断して、火山研究者による観測のための立ち入りを

規制するという奇妙な事態さえ起こるのである。場

合によると、規制により排除されたマスコミ関係者

から差別とのクレームがあるからという理由で観測

を規制された例すらある。危険が予想されるところ

には近付かなければ、確かに危険な目にあうことは

ない。

しかし、十分な観測ができないために、さらに大

きな危険が迫っているかどうかの判断ができない場

合も起こりうる。また、明火時の観測は次の噴火予

知を成功させるためにも重要である。火山学は、研

究者が哄火を経験するたびに大きく進展してきたと

いっても過言ではないからである。研究者の安全は

確保しつつも、十分な観測を保際する仕組みが必要

である。

哄火現象は地下からマグマとしてあらたな物質を

地表に運ぶ現象であり、本質的に大址の土砂移動を

伴う。火山唄火は他の地学現象に比べるとはるかに

短時間に大散の土砂を地表に移動させ、重カボテン

シャルを稼ぐ現象である。短期間に高度を稼いだ物

質は所詮重力場では不安定であり、 土砂の 2次移動

をともなう。火砕流により運ばれるか、激しい噴火

により空中高く巻き上げられ広い範囲に堆積する火

山灰は、降雨のたびに土石流として土砂災害をもた

らす。

これらの土砂移動による災害は噴火•最中だけでな

く、唄火の終結後も長年にわたって継続する。この

ような土砂災害をどのように防ぐかも火山防災の大

きな課題である。究極の火山咬火予知が完成したと

しても、この事実は変わらない。火山災害を軽減す

るためには、予知手法の高度化だけでは不十分なの

である。火山噴火予知と火山砂防は火山災害軽減の

ための両輪である。両者の連挑と今後の発展に期待

したい。

ところで噴火予知が成功したとしても、火山災害

を完全に防げるわけではない。噴火予知の結果を適

切な避難へとつなぐことができれば、明火による直

接の人命の被害は避けることはできるであろう。 し

かし、火山哨火による被害はそれ以外にも起こるの

である。
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［謹説

魚類の保護と砂防えん堤

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
高橋剛一郎＊

1 はじめに

1992年の地球サミットを契機として日本政府は環

桜保設政策を国政の中に打ち出すこととなった。こ

の影押を受け、河川法、海岸法、森林 ・林業基本法

など、国土保全に関係する法律の改正や制定ではそ

れぞれの事業の中で環悦保全が強く打ち出されるよ

うになった。砂防においてもこの流れに沿って環境

保全を組み込んだ事業を行わなければならないのは

十分に認識されている。

本小論では、砂防の中で現境保全がどのように実

践されているかや今後の方向性などを、渓流に生息

する生き物の中心的存在である魚に注目し、そして

特に砂防施股と魚道の関係について述べてみたい。

2 砂防工事が魚類に与える影響

渓流に生息する魚類にとって砂防工事がどのよう

に影響を与えるかについては、いろいろな調査や研

究がされており、その内容はかなり明確になってき

ている。

砂防工事は渓流の形を変え、 土砂や水の流れ方を

変える。魚類にとってはこのような珠境の物理的な

変化の影評をまず直接的に受けることになる。また、

問接的な影郭があるのももちろんである。直接的な

影押は砂防えん堤、床固工など横工による連続性の

破壊 （あるいは移動障杏）と、河道や河床の平滑化

や護岸の設骰などによる生息環榜の質的悪化の2つ

に集約される。

一般的な閉鎖型の砂防えん堤が魚類の移動、とり

わけ遡上の障害となることは自明であろう。扇状地

河川などでは床固エがしばしば設けられるが、これ

らも魚の遡上の障密となっている。

渓流に生息する魚類として代表的なものとしては

・窟山県立大学短期大学部煤学技術学科助教授

イワナやサクラマス（ヤマメ）、サッキマス （アマ

ゴ）などのサケ科魚類があげられる。これらは本来

は海と渓流を往復する生活現を有しているが、分布

域の南限付近では海に下ることなく一生を渓流の中

で過ごす。サケ、カラフ トマス、アユなども海と川

を往復する生活珠をたどり、 一部は砂防上事の現場

である河川上流部まで生息域が達している。海と川

を往復（このことを通しl卵遊という）しなければな

らない魚種にとって遡上不可能な砂防えん堤の存在

は、そのえん堤より上流域での生息を不可能とさせ

る。渓流 （上流域）の最下流部に遡上を阻むえん堤

があると、通し回遊を行い、かつ産卵楊を渓流に求

める魚種はその渓流では個体群が存続できなくな

る。

北海道のサクラマスはメスのほぼ全てがこのよう

な性質を持っているので、多くの渓流でサクラマス

が消滅に近い状況になっている（小宮山 ・甚情橋、

1988)。渓流の中だけで生涯を過ごす個体群にとっ

ては、単独のえん堤ではこれほどのダメージを与え

ない。 しかし個体群の分断が生じることは明らかで

ある。複数のえん堤ができれば分断の程度は激しく

なり、個体群は衰退し、はなはだしい場合は絶滅に

結びつく 。

生息珠境の質的悪化も深刻な影押を魚類に与え

る。渓流保全工（いわゆる流路工） 施工地などでは、

しばしば流路の法線形が直線や滑らかな曲線状に規

整され、洪水流がスムーズに流下するよう河床の凹

凸は削られ、陵岸や設床工によって平滑にされる。

すなわちこれにより、河道の地形の改変およびこれ

に伴って水の流れ方の変化の 2点が同時に生じる。

その結果、渓流が本来有していた環榜の多様性を構

成する要素、すなわち瀬一淵構造、流れの緩急、水

深の浅深、河床堆積物の粒径組成や堆積構造、魚の

隠れ場所となるエグレなどが大々的に消失してしま

う。

魚に限らず渓流に生息する生物は種によって、ま
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誼説］

たl司一種においても発育段階や行動 （産卵や摂食な

ど）に応じて多様な環境を利用し分けている。個別

的具体的な影評の表れ方は多岐にわたる。上記の環

橙の単純化は特定の種にとって好適な環境となるこ

とはありうるが、 一般的には魚類の生息現境として

は劣悪なものである。さらには、魚類を含めた生物

群集全体や生態系にとってもきわめて危機的な変化

である。

問接的な影評としては、渓流保全工や砂防えん堤

の築設に伴って、 工事以前は流路の近くまで緊茂し

ていた植生が除去されることによる影評がまず挙げ

られる。流路が開放化されることにより水温が上昇

したり、渓流への有機物供給駄の減少、魚の隠れ場

所を提供する倒流木や渓岸の根株の消失といった影

響がある。

これ以外にも、 工事そのものや取り付け道路など

の開設に伴う渓流への流入土砂増加の影靭などが考

えられる。これらの影特、とりわけ流路近傍の植生

除去の影押は小さくはないと予想される。 しかしな

がら、横工による連続性の破壊と河道や河床の平滑

化や談岸の設置などによる生息環境の質的悪化の 2

つが、まずは魚類に影牌を与える主要な要素といえ

る。

3 運網性回復の硯状と課題

魚にと っての連続性の回復の手段でも っ とも•般

的なのは魚道である。魚道の歴史を概観すれば、日

本における魚道の実質的な始まりは大正時代以降

で、以米数疫(/)隆盛をみながら魚道は造られてきて

いる。とりわけ、建設省が1991年に打ち出した ＂魚

がのぽりやすい川づくり推進モデル事粟~ 以降の魚

逍設i翌にはめざましいものがある。この

ように、近年における魚迫設骰は盛況を

みせている。

いくつか、1970年代以降に造られた魚

道を示し、最近の魚迫の実態や技術的な

問題点をみてみよう。写真 lはらせん型

をした魚道である。らせん内部の魚道本

体の構造のいかんを問わず、魚道入口

（出水口）の位骰が不適切で、 十分な機

能を発揮することのない魚道と判断され

る。魚道入口の位低やそこから流出する

水流の状態は、下流からのぽってきた魚

が魚道を発見できるか、あるいはスムー

ズに誘引されるかということに密接に結

びついており、魚道の機能を左右する最
写~1 らせん型魚道。 砂防えん堤の袖より緩勾配の水路が下流へ伸び、タワー状の

構造物へと読く。タワーの内部は水路がらせん状に配置されている。

写頁2 床固エと魚道。

も重要な部分である。

写兵 2は床固工に付けられた魚道であ

る。左岸の端に魚道が付いているが、魚

道から流出した水流は主たる流れに達す

るまでに砂州の上を拡散して流れてお

り、遡上してきた魚がこの魚道の入口に

たどり箔くことは容易でない。さらに、

魚道細部の水流は、 全面的に白泡が立っ

ていることから判断できるように、流速

が速く、また全面的に激しく乱れた流れ

になっている。このような流れの状態は

とりわけ遊泳性魚類にと っては遡上に不

適当であり 、この点でもこの魚道が良い
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構造ではないことがわかる。

写真3に示した魚道は、これは砂防施設に設けら

れたものではないが、堰堤下流部で河床が低下し、

その結果魚道入口の高さが現河床より上に来てしま

い、その部分で落差がついたものである （この現場

では設床プロックが入れられている）。当然魚がこ

こへ入り込むことは困難である。多くの砂防えん堤

や床固工でこのような魚道入口部分の浮き上がり

は、しばしば見られる。

魚道出口 （入水口）もまた韮要な要素である。魚

道へ十分な水流が流下しないような状況になった

り、あるいは写真4のように出口付近にゴミが堆積

して閉塞を起こしてしまうことがよくある。魚道へ

の迎水が十分でないと、魚逍内部に土砂がたまり、

ついには全く機能不全になってしまう（写真 5)。

一方、写真 6に示した魚道は、堤高15mという、

砂防えん堤としては大型のものに付けら

れた魚道である。堤高の高いえん堤の魚

道は、様々な要因から機能的なものは少

ない。しかしこの魚道ではサクラマス幼

魚がこれを遡上 していることが確認され

ている（山中正美氏［知床財団統括研究

員］私信） 。その原因として、魚道の

個々のパーツ （入口、本体構造、出口な

ど）の完成度が高く適切な設計や配置に

なっていることがあげられる。特に入口

の配脱が適切で、副えん堤あるいは床固

工直下に出口が来るようにし、魚道から

出た水流が斜め下流に走って流心へとつ

ながっている。したがって、下流から遡

上 してきた魚はごく自然に焦道にiむかれ

るようになっている。

このように、不備なものからある程度機能するも

のまで様々な魚道があるが、その機能の評価を下す

ことは難しい。感党的に言うならば、機能していな

い、あるいは機能が低いと判断される焦道が多いこ

とから、全体的にはかなり低い評価を下さざるをえ

ない。何よりも、魚道の機能が正当に評価されてい

ないのが大きな問題であると考える。囮6の魚道に

しても、一部の魚の遡上が確認されたことは確かで

あるとしても、魚道本来の機能に照らしてみれば、

それはそれで意味のあることではあるが、魚道の機

能の一部についての結果でしかない。

砂防えん堤の魚道の機能や効果に関する調査や研

究が近年数多く出されているが、それらの多くは非

常に限定的な場面において魚か焦通をのぽることが

できるかを評価する段階にあるものである。魚の生

活に注目すると 、種によって生息場所の範囲は異な

写頁3河床低下による魚道の浮き上がり。

写真4魚道出口（出水口）部分のゴミによる埋堰。 写頁5土砂がたまり、水の流れていない魚道。
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っており、なおかつ時期や生育段階によってさらに

細分化されている。魚道の目的は最終的には魚の生

存と繁殖を保証することであるはずである。 したが

って、魚道を魚が遡上できるというのは最小限の機

能であって、しかるべき時に遡上できるような流れ

の状況であるか、降下に対しても機能するか、そし

て最終的には対象魚がその水系で生存し続けていく

のか、そのために魚道が貢献しているかということ

が本質的な評価である。このことに照らせば、 砂防

えん堤の魚道の調査は本質的な評価には至っておら

ず、部分的な機能の調査の段階にあるといえる。

もちろん、個別的な機能の調査にはそれぞれ意味

がある。写真 6の魚道が、不利な条件である大製砂

防えん堤でも一部の魚を遡上可能にさせたのは、そ

れらの調査研究の成果がうまくとり入れられた結果

であるといえよう。しかし、短期的な遡上実験で魚

が遡上可能であることをもって魚が存続可能である

ということまでは判断できない。

ではどのような魚道の評価が必要なのだろうか。

理想的には該当水系に存在する （あるいは本来生息

するべき）生物全体の関係を把握し、どういう問題

点があるか、その中で魚道はどういう役割や問題点

を持っているかを明らかにする必要がある。しかし

ながら、群集の解明自体非常に困難な仕事である。

現実的方法としては個体群生態学の考え方を下敷に

した評価（高橋 1999、 2000)がなされるべきであ

ると考える。個体群とはある時点での同一空問に生

息するすべての同種個体の集まりをいう。魚道の問

題についていえば、その構造物が建設された水系に

いる同種魚類の全体をさすといったこ とも考えられ

る。したがって、サクラマス（ヤマメ）に魚道を通

過して移動させることをねらう場合、えん堤およぴ

魚道の建設の前後のその水系におけるサクラマス全

体（すなわちその水系のサクラマス個体群）の生息

状況を把握し、これと比較して魚道の機能を評価す

ることが個体群生態学の考えをもとにした評価とい

うことになる。

ある魚類の個体群の動態を把握するためには、そ

の分布域 （例えば水系）における全般的な生息分布、

分布の季節的変動、それぞれの季節 ・場所における

集団の大きさ （個体数 ・現存舟）や年齢構成、性比

などを明らかにする必要がある。これらの項目を脳

い精度で明らかにしようとするとかなりの熟練と労

力が必要である，当然時間と経費も小さくはない。

大規模事業にはほど遠い小規模な砂防えん堤の、

さらにその付帯施設に過ぎない魚道に対してなぜこ

れほどまでのことを要求するのか。それは、従来造

られてきた魚道の多くが十分な機能を果たしておら

ず、多少なりと機能を上げているという魚道につい

ても魚道本来の目的に照らして真に効果的かという

評価が試されていないからである。すなわち、魚道

に対する投資の多くは失敗、ムダ、あるいは効果が

不明という状況であり、これを看過すればさらにそ

の状態がこれからも統いていくと予想されるからで

ある。ムダな投資を避けるためには、早い段階で正

当な手法（これ自体の開発も必要である）に基づい

た機能評価を行い、これ

に基づいた魚道の開発が

必要になると考えるから

である。

すべての砂防施設の魚

道についてこれを行うの

は不可能であろう。まず

は、手近なところ、少な

いコストで大きな効果を

上げられる場所を選び、

そこで成功事例を積むこ

とが何よりも大切である

と考える （高橋、 2003)。

従来、日本には魚道を

専門に携わってきた研究

者や技術者はいなかっ
写真 6大型砂防えん堤と魚道（ベレケ川、北海遵斜里IIIJ)。えん堤は堤高20mで、 1970年竣工。

魚道は2001年設置。
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た。砂防や土木の分野で魚道が研究されるようにな

ったのは1990年代以降であるし、水産の分野でも同

様の状況である。多くの魚道がひどい状況にあった

のは、社会全体の魚道に対する関心がなかったこと

と専門家の不在が大きい。適切な魚道の設計、建設、

評価には土木と魚類生態学の共同が不可欠である。

評価とそれに続くフィ ー ドバックまでを含めて、規

模の小さな事業であっても成功事例を経験すること

により、技術水準を一段も二段も高めることに繋げ

ることができる。何より、従来はよくわかっていな

かった項目 （例えば個体群動態に基づく評価手法な

ど）に対しての方法論を得ることにつながると考え

る。

4 おわりに

「魚道に対する投資の多くは失敗、ムダ、あるい

は効果が不明」であるというような、きわめて厳し

いことを習いてしまい、関係者の方々には限りない

怒りの念をわかせてしまったのではないかと恐縮し

ている。 しかし、現実に水の流れていない魚道や入

ロ （魚道出水口）が現河床から浮き上がってしまっ

て、魚がこれを利用できないことが一目瞭然の魚道

が存在しているのを見ると、その本来の目的 ・機能

に照らせば投資が成功でなかったと言わざるを得な

い。過去の失敗をあげつらうことが目的ではなく、

将来的に有効な投資を行うということを考えたと

き、過去の失敗事例を直視し、そこから教訓を得る

という意味で、あえてきつい言葉を選択した。ご理

解とご容赦を賜りたい。

個体群動態に基づいた魚道の機能評価や、これを

もとにした哀に機能的な魚道の開発にはそれなりの

時間と費用を投査する必要がある。しかしこれを行

わないと、従来のように機能的でない魚道を造り続

けることになるだろう。徐々にではあるが、技術面

の改良が行われるとしても、その進度は穏やかなも

のであろう。回り道に見えるかもしれないが、小さ

なところからでも確実な成功事例を積み上げ、技術

と自信を獲得することが王道であると考える。

本論ではふれなかったが、魚道ではなく砂防えん

堤本体の改良（閉鎖型えん堤ではなく、落差を持た

ない構造で土砂の流出を行うような施設の開発）や、

既存の砂防えん堤の小型化、 開放化、撤去なども連

続性の保証には有効な手段である。魚道と同様に、

これらについての研究l開発も重要な課姐となるだろ

う。

また、砂防工事の魚類への影響として、もう一つ

の重要項目である環境の質の改変については、紙面

の関係で全くふれることができなかった。こちらも

非常に重要な項目であるので、害籍など （太田 ・高

橋、 1999)を参照していただければ幸いである。

［引用 ・参考文献l
小宮山英重 ・窃橋剛一郎 (1988)、知床の動物、

大泰司紀之 ・中川元 （編）、知床の動物、 pp.15-57、

北海道大学回書刊行会

太田猛彦・高橋剛一郎 (1999)、渓流生態砂防学、

東京大学出版会

高橋剛一郎 (1999)、渓流魚からみた河川、科学、

69 (12)、 1036-1040。
高橋剛一郎 (2000)、魚道の評価をめぐって、

応用生態工学、3(2)、199-208 

高橋剛一郎 (2003)、河｝II哀境の回復 ・保全に関する

研究ー1:有峰湖に流入する渓流の事例について一、

富山県立大学紀要Vol.13、pp.91-99
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亘
温故知新●過去の災害教訓を活かし次世代を守ろう

火山と人間との共生
～自然災害に完全な“防災’'はあり得ない。人間の叡智で“減災”の道を～

.................................................................................. 
三松三朗＊

1 はじめに

私は火山に関する理論的なことや、防災の技術的

なことにはほとんど知識がない、火山に魅せられた

人間でしかない。幸か不幸か学生の頃、昭和新山生

成過程を見守り続け、火山誕生直後に勢い余ってそ

の保護と罹災J此民救済のため、 全私財を投じて火山

を買い取ってしまった壮瞥郵便局長“三松正夫＂に

典味を持ち、彼を訪ねて行ったことから私の脳細胞

に異変を来してしま った。その出会いの時から、彼

自身が目漿し体験した有珠111(1910、1943-45)・椿

前山 (1909、1917)・北海道駒ヶ岳 (1929、1942)

の計 6回の噴火について微に入り細に入り熱っぽく

語ってくれた。

世間一般の人々は、噴火は恐怖の対象であり、諸

悪の元凶と考えてしまうが、彼は哨火は生きた火山

の山麓に生活する以上は避けて通れない自然現象と

考え、その非日常的なイベントに立会えたことを、

幸運とさえ言い切った。彼は 「火山災害は火山の長

い平穏期が続く間に、その本質的な危険現象を忘れ

て、火山の恩恵部分だけに 目を向け、それを利用し

ようとする人間社会が自ら生み出したもの」と言っ

た。

その時には 「なるほど」と頭で理解した程度であ

った。その後、後継者がなく、昭和新山とその資料

をどう次世代に引き継ぎ活かすか悩む彼を、 一人の

後競として見過ごせず、 三松の姓共々引き継いでし

まった。そして1977年8月6日に始まる、正夫にと

っては 3回目、私には初体験の有珠火山活動に遭遇

し、彼の火山を真っ向から見つめる姿勢と火山に対

する災敬心を 目の当たりにして、彼の考えと行動の

意味を心から理解することができた。

と同時に、彼の火山に対する熱い思い、考え方が

＊三松正夫記念館 （昭和新山費科館）館長

日本火山学会・日本災害情報学会 会員

全国火山系博物館連絡協議会 事務局

地域の火山防災にまったく活かされず、無為無策の

まま“その時＂を迎えたことに怒りと 失望を感じ、

以来、火山と人間が共生できる道があるはずと“温

故知新＂をキーワードとして模索している 。

2 有珠山贖火で何人が犠牲になったのか

いかに科学 ・技術が進歩しても、明火を封じ、火

山を生活の場とする人間の物的 • 生活被害を100%

守ることは不能であり、「被害と苦労を減じ、人命

損失を出さないこと」が究極の防災と考えている。

有史以来 9回の有珠山噴火をたどり、人的損失の有

無とその因果関係を検証してみた。

l)寛文3 (1663)年

「…七月十四日明方ヨリ、殊外山焼出、同十五日

弥地庭大二仕候、幣敷浦山共二嗚渡リ灰降申、ウス

近辺之夷之家焼、或灰降埋申候、夷五人立退兼、相

果申候・・・」＂とある。

この噴火は、地質調査でこれ以前の哨出物堆積層

が確認されておらず、 7000余年前の山体崩壊後、数

千年ぶりのものと考えられている。当然のことなが

ら、噴火体験者はもちろん、この山を生きた火山と

考える人もいなかったはずである。火砕サージを伴

い、束方流で 2m強の噴出物を堆積させる程の大規

模噴火であったにもかかわらず、わずか 5名の死者

とは信じ難い程である。

対岸に登える北海道駒ヶ岳が1640年に哄火した

際、山体崩壊による津波が発生、噴火湾沿岸で700

名余の犠牲者を出しており、 自然哀境に謙虚に生き

るアイヌ民族が、前兆地猿に異変を感じ、過去の災

害の記悦 ・教訓に従い敏速な避難行動をしたのでは

と推測せざるを得ない。奥尻津波災害の時、多くの

住民が、その10年前の津波体験を生かして、密報を

待たず自主的に避難行動を起こしたごとく 。

2)プレ明和 (1700年代初頭？）

2001年、洞爺湖温泉市街地北西地域でのトレンチ
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調査で火砕サージを含む地層が見つかった。106年

の平穏期があったとされていたが、その間に噴火が

あったことを裏付ける新事実であり 、防災上30~50

年周期で有珠山噴火があるという認識が必要であ

る。

この噴火をうかがわせる古記録は未発見である。

人間不在ゆえ“災害＂がなかったた めと推測される。

3)明和5 (1769)年

「明和戌子五、十二月東部宇須嶽焼崩。夷人畏怖

達彼地」 2)。地陪調査から、火砕流を含む有珠山

南麗一帯を毅う地陪があり、規模の大きな噴火であ

った とされているが、詳細な記録はほとんどなく、

プレ明和哨火と同様、該地域の土地利用がまだ進ん

でおらず、実被害が軽微であったとも考えられる。

4)文政5 (1822)年

「蝦夷人死骸相改候処誰モ難見諜夷人死骸男女セ

カチ [15歳以下の男子］迄男十六女十四都合三十相

改候内猶又山嗚動致燃上リ候二付其儘差置ウス場所

ヘ罷越ー （略）、…五日見聞仕骰候死骸三十ノ外猶

又日数相立男女見謁ケ難キ死骸十四見出都合四十四

取片付候旨届出申候右ノ他死亡ノ夷人ハ砂ニテ沈リ

又ハ海へ逃入溺死イタシ候者モ可有哉人別帳ヲ以調

役夷人呼出相礼候処五十三人焼失仕内九人ハ今以死

骸見当リ不申候」 ”とあり、犠牲者は和人 6名を加

え103名の多きを数えたことが判る。この原因につ

いては別項で詳述する。

5)嘉永6(1853)年

「六月有珠岳嗚動火ヲ哨ク、 民夷多ク死傷ス」4)

「三月五日より有珠岳鳴動地震…十五日遂に哨火し

有珠 ・虻田の和人夷人東西に避難せり。…溶岩湧出

し、凝結して山頂に一高峰を生ぜり、 …陸路の往来

を禁じ…」 9。やはり火砕流を伴い、大有珠ドーム

を生成する大規模哄火であるが、出先役所の詳細報

告書他数々の文書には、 4)に記載の人的被害は一

切なく、むしろ文政噴火の教訓を活かした対応の記

載が中心で、 4) を引用した 5)の公的文魯で 「多

ク死傷ス」が削除されていることからも、現時点で

は断定できないが、死者数を問題視するレベルでな

かったと推測できる。

6)明治43(1910)年

「八月三日、午後六時頃...、"某＂が西丸山脇泥

流を渡渉せんとして死没せり、本人は榜示の禁令を

破り、且つ二名の巡査が二箇所にて制止せるにも拘

らず、之を欺き危険地に進入したるものなり」・）。
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この噴火では脊察署長の英断により、 早期広域避

難が決行され、民家至近地の噴火にもかかわらず、

人的被害を回避した画期的な事例であり、死者 1名

は自殺行為に類するもので、災害死とは言い難い。

7)昭和18~20 (1 943-45)年

「7月11日壮瞥村某弐男四月生当歳は、母の看護

の許に住宅内に居りたるも降灰住宅内に進入せるた

め衣類を母親が［乳児］の頭部よりかけて降灰を防

ぎ居たるため窒息死に至るもの、ごとく」、追報

「医師の診断の結果、数日前より消化不良にて療養

中にして、降灰により多少死期を早めしものと判

明」 ＂。 これも 6)と同様災害死 1名とは言い難い。

8)昭和52~53(1 977-78)年

この噴火は前兆地縦開始からわずか32時間後であ

ったが、快晴・無風・山頂 ・午前 9時12分 ・軽石哄

火という偶然の幸運に恵まれ人的被害を免れた。詳

細は触れないが、住民パワーで「火山に勝った」と

有頂天になるには紙一璽の幸運の連続であったに過

ぎない。明らかにその危機管理は人間サイドの御都

合に視点をおいたものであった。そして翌年10月24

日発生の土石流で死者2行方不明 1という悲劇を惹

起した。これについては別項で検証する。

9)平成12 (2000)年

77年咬火対応の反省から官学民が連携して梢み璽

ねてきた成果で、 一部地域を除き評価に耐える減災

対応がされたことは周知の通りである。

以上を見る限り、噴火規模にかかわらず、文政唄

火を除き犠牲者の少ないことは驚くばかりである。

このことが現在を生きる地域住民に “有珠山唄火は

怖くない＂という誤解を定着させた 。人々は犠牲者

数をもって噴火現象の大小を即断しがちである。江

戸時代の大規模噴火では、犠牲になり得る人々がま

だ多く存在しなかっただけである。雲仙普賢岳の火

砕流悲劇が発生するまで、有珠山で過去に同様の悲

劇があったという事実を知る者は極少数であった。

3 文政の悲劇は避け得なかったのか？

悲劇の存在ゆえに、数多く残された詳細な古文柑

から、その経過を知り得る。地震頻発当初から前回

の哨火体験者の提言を受け、通行禁止 ・避難措骰が

適切に実施されたにもかかわらず、何故15日目の 2

月 1日に発生した火砕流で、 103名の犠牲者を出し



たのか、古文書から幾つかの要因が読み取れる。

1)「土人等は唄火が始まるや逸早く他に避難した

りしに、其れより十日程も経て、噴火も既に幾分か
ニシン

鎖静に帰しつ 、あると思科し、誹の海岸に群集し来

れるを穫取せんとして虻田に帰り来たりしに熱泥の

流出に遭ひて死傷せるものありしと云う」 8)

2)一月二十九日「此ノ日七刻 (16: 00)頃ヨリ大

雨二付逃亡者共皆々我家二立帰リタル安眠」 ')

3)「焼失以前アプタ場所請負人茂兵衛雇船浅間丸

仕入物積入下リ、ウス澗二繋居リ荷揚為候手配 トシ

テ茂兵衛俄倅松之助ヲ召連アプタ會所ヱ罷越山焼ノ

倣モ日々 ノ倣二候ヘパ最早為差儀モ有之間敷卜相心

得候哉會所焼失前夜罷越…」3)。

荷卸作菜に多くの人大を動員したタイミングで火

砕流に遭遇したことがうかがわれる。他の和人が犠

牲になった要因は、牧士 2人は都府御用馬の世話を

する責任感で退去を拒否して残留、白老支配人は災

害陣中見舞で来訪中、他の 1人は茂兵衛の同行者で、

都合 6名が死亡している。

上記のいずれか一つに因果関係を特定する議論の

必要はない。先の展開が読めない火山活動の安全判

断の難しさは、今日に通ずる教訓である。

函l 1910年嗅火時の熱泥流流下状況＂＇

寄稿］

注目すべきは103名の死者数であるが、当時の文

献 3)、10)から類推すると罹災地域の居住者は371

名と試算でき、致死率は26％に及ぶ。現人口 X26%

では千人単位の犠牲者が出ても不思議ではない現象

が、当該地であった事実を認識しておく必要がある。

4 77曝火土石流犠牲者発生の検証18)

本旨に入る前に、犠牲者を出した洞爺湖温泉市街

地の土石流災害に脆い災害環境と防災意識の問題点

を確認しておく必要がある。

1)地形図を見れば一目瞭然、高層ホテルの立並ぶ

緩傾斜の平坦地は、歴史的な土石流の堆積地、まさ

に扇状地であるc

2)明治43年の地形図には、現在の洞爺湖温泉市街

地にトコタン湖畔という字名が記されており、先住

民族は何らかの理由で（火山災害？）、子孫にここ

はトコタン（廃村）、「定住地でないよ」のメッセー

ジを残している（同地形固には現字入江の1822年火

砕流被災地区にもトコタンと記載）。

3)三松正夫によれば、「明治噴火以前には二本の

沢 （水無し川）が存在したが、開発の進む過程でパ

イプ埋設の地下構造にされた」という。明治噴火で
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［寄稿

熱泥流の発生を体験し、記憶に残っていたはずであ

るにもかかわらずである。

4)明治哄火により洞爺湖畔に温泉が湧出し、大正

9年に最初の温泉宿が開業、以降年々有珠山碗の土

地利用が進み、観光客を含む人口密集地となった。

そのことにより 、2000年哨火は明治哄火に比して、

/ 

写真l 1910年

写真2 1931年 （提供 ・小西悦子氏）

写頁3 1997年
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はるかに小規模であったが、その被害は甚大となっ

た。この地の変遷を写真で見る時、その災害環境の

進化は明らかである。

本旨に戻り、 1978年10月24日の土石流による犠牲

者発生について、大雨舒報解除後の異常気象による

不可抗力の不幸な出来事として切り捨てら

れ、充分な検証 ・反省がなされていないよう

に思われてならない。噴火直後から再三新

間 ・TVで専門家筋が熱雲 ・土石流発生の可

能性を指摘しており、町村の防災担当者はそ

の危険性の認識はあったはずである。が、早

期観光再開の声に押された町長は、関係筋の

強い異論を無視し、首長権限で1977年 9月7

日に避難解除、 14日には東、西山麗に土石流

が発生したが、同23日には観光客受入れを開

始した。

結果的にはその後も2000年噴火と桁はずれ

の哨火、土石流も頻発したが、実被害はなく、

その決断は 力英断”と嵩く評価され、災害の

危険性を口にするのをタプー視する風潮が固

まった。1978.4.26予知連の統一見解で安全宜

言が発表され、土石流 ・地殻変動の危険性の

指摘部分は無視され、完全に緊張感は弛緩し

た。

1978年 6月12日には最大級の土石流が発生

し、泉 • 国道230号沿いを埋めた。 8 月 16 日

には最大級の水蒸気爆発があり、泥状の火山

灰が火砕サージのように有珠山全方位に流下

した。この哄火により全山セメントミルクで

固められたようになり、降雨時の保水性 ・透

水性は限りなく零に近い状態になった。加え

て9月13日、温泉街に火山礫を降らせ、 600

m余の火柱を上げる最大級のマグマ水蒸気爆

発が発生したことで、山頂から山麗迄大小の

咬石が散在し、大規模土石流発生のおlj善立て

が整っていた。

果せるかな、 10月16日、日雨批31.4mm、時

間雨批18.0mmの降雨で、温泉市街地に 5~10 

cmの泥流が侵入するに至った。問題の異常降

雨とされた10月24日は日雨撒30.8mm、時間雨

拡16.8mmで16日に比してわずかながら少な

い。ただ木の実団地では10分問に22.0mmと集



寄稿］

中的に降っている。しかし前月26日に同地で10分間

20.0mmの采雨があったが、泥流発生の記録はない。

実情は緊急に施設された砂防ダム 2基が見事に機能

した結果であった。が、ダムの）仔留能力は著しく減

じたために16日の泥流となり 、ダム内堆積の土石排

出が急がれたが、機能回復を果たす時間がないまま

24日を迎えたのである。山肌の浸食が進む悪条件と

遊砂池がないに等しい状況で、 土石流の直繋を許し

たのである。

危機管理関係者と住民が、この日に至る一連の大

雨洪水野報と、現実に目視 ・体験した泥流発生状況

から、土石流発生の要因変化を知らず、数値情報に

対する危機意識に盲点があったのではと考える。一

つの先入観にとらわれることなく、刻々変わる災害

発生要因に幅広い思感が不可欠であり、危機管理意

写真4 壮瞥市街地にて (1978年8月17日）

識は一度弛緩すると戻 し難いという教訓である。24

日の経緯をたどる。

［虻田町洞爺湖温泉支所長証言）＇21

「この日は朝から断続的に雨が降っており、対策

本部も野戒をとっておりました。夕方には雨も上が

り安心していたのですが、 21:00頃から雷を伴った

雨が降り出した…。21:30頃より急に激しく降出し

てきたので、21: 40頃危険家屋の住民にサイレン

と消防の広報車に より避難命令を周知したが・・・、

21 : 45頃泥流が発生…。」

【虻田町洞爺湖温泉支所長証言）＇3)

支所長は夕方 6時頃から支所に詰めていた。砂防

ダムがこれ迄の 2度の土石流で埋まっていて、「今

度来たら危険」なのを知っていたからだ。「あの夜

の避難命令は私の独断でした」 … 「どこに相談する

ということもなかった」。 事後 ＂万全の体制をとっ

ており、適切な避難措置をした＂と説明されている。

上記の避難命令が権限者から委任された適法なもの

かどうかをここでは問わないが、広報開始 5分後の

泥流発生では住民もいかんともし難く 、逆にこの状

況時に避難を呼び掛けるのが適切か、出先機関が独

断専決せざるを得ない状況は万全の体制とは言えな

い。

［住民証言）＇4) 「避難指示は出ていなかった。出たと

もいうが広報車では、雨の音と雷で...」

［当時の町長のコメント］

「泥流の危険のある時は 2階に上がるよう ・・・（町

4,‘

、一ノ“
‘
 

ヽ

写頁5 山頂の火山灰堆積状況 写真6 8月16日の噴火 流下する湿澗火山灰に襲われる洞爺湖畔

SABO vol.78 Apr.2004 13 



［寄稿

広報誌で啓発？ ）。 …雨降ったら 1階には居ない、

泥流の危ない所に人が居ないという自信があった」

「坊っちゃんだって、 2階に居れば 1階を泥流が通

り抜けただけで済んだのだから」

【気象情報］＇S）室湖気象台発表

05: 30 有珠山周辺の雨に関する情報：泥流注意

06: 30 大雨 ・洪水・雷雨注意報：総雨祉30-40mm

局地的短時間に50mmのおそれ、有珠山周辺

では泥流発生に充分注意

11 : 30 大雨 ・洪水・ 雷雨注意報解除 ：「今夜は前

線が通過し雨が降る可能性、 有珠山周辺で

は泥流に一応注意」

05: 30の雨情報の泥流注意は継続中

21 : 35 大雨 ・雷雨注意報雨絨は30mm前後、 有珠

山周辺では泥流発生に十分注意」

以上の経緯から、誰彼を貨めることが本旨ではな

い。犠牲が避けられたのではないかという思いを、

将来の教訓として生かしたいだけである。

5 おわりに

人々は、火山は山頂火口から噴火するものという

先入観で、湖畔で (1910)、麦畑に (1944)、国道や

民家下から (2000)噴火という と、特殊な異変と驚

き慌てるが、有珠山ではごく普通の現象でしかない。

有珠山南麗に硲らす人は 「お爺ちゃん(/)代から逃

げたことがないし、事実一度も危ない目にあったこ

とがない」と、 2000年噴火での避難指示に対し、行

政 ・科学者に対し深刻な溝を生じた。この地域が江

戸時代には再三火砕流に直繋されたことは前述の通

りである。加えて1977年噴火までは丼状だった山上

火口原が噴出物で埋まって西洋皿様に浅くなり、さ

らに火口原が180m余も隆起して屏風状の有珠新山

が誕生したことで、山頂噴火ではこれまで以上に火

砕流の危険性が高くなったことも認識せず、自分た

ちのわずか数世代の短い体験だけを判断材料に、自

論に固執する。

2000年噴火対応が適切でことなきを得たことか

ら、次期噴火でも誰かが守ってくれると誤解してい

ることに危惧を党える。唄火予知技術が進歩し、観

測施設が整備されても、得られた科学的成果を地域

防災に生かす決断者が存在しなければ、事後予知で

しかない。「ハズレ」を糾弾する風潮が高まる昨今、

「ハズレ」を恐れずに事前策を決断することの勇気
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は大変なものと想像される。

1978年土石流災害後、莫大な予算を注ぎ込んでの

砂防施設が整備されたことで、温泉市街地の人々は

安全が保証されたと思い込んだ。山頂から数多く配

備されたダムやスリット ・ダム、遊砂池が機能し、

固形物が排除された状態で 3本の消水路に流入し、

また通常の 「降雨泥石流」であれぱ充分機能したは

ずであった。

が、2000年噴火では最終防御線である遊砂池に火

口が開き、地殻変動と噴出物でダム機能を減じ、火

口から溢出した「熱泥流」の被害を完全には避け得

られなかった。自然災害では、常に想定外の事態発

生の可能性がつきまとう以上、科学者、技術者、さ

らに行政当事者もできることとできないことを充分

住民に説明しておくことが大切であろう。

防災はややもするとハード面に目が向くが、災害

の当事者となる住民に「自分の生命は自分で守る」

という原則の啓発活動、防災関係者の防災マニュア

ル整備というソフト面の充実を期待したい。
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［新技術

ST集排水工法

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

当センターでは、民間で開発された新技術を、建

設事業へ適正かつ円滑に郡入し、もって建設水準の

向上を図ることを目的として、建設技術審査証明事

業を実施しています。ST集排水工法については、

株式会社輿和、束邦地下工機株式会社、株式会社日

さく、日特建設株式会社、日本基礎技術株式会社、

ライト工業株式会社の 6社から審査証明更新の依頼

があり、平成15年7月8日に審査証明書を発行しま

した。

以下に当工法の概要を紹介します。

1 技術（エ法）の概妻

本技術は、地すべり抑制エ（地下水排除エ） に関

するものであり、地すべりの誘因となる地下水が集

中して多祉に賦存する箇所等において、効率的に多

批の地下水を排除し、地すべり活動の抑制を図る大

口径の集排水工法 （横孔）である。

ST集排水工法は、方向制御が可能な非回転式の

圧入式鋼管挿入方式を用いて、径300~600mmの大

口径の集 ・排水管を精度良く、掘削と同時に挿入 ・

設骰するものである。このように、 ST集排水工法

は、大口径集排水横孔としての施工性能および施工

性の向上を図っている。

2 技術（エ法）の特徴

l) 方向制御が可能な掘削方法を用いることによ

り、 一定以上の施工精度が確保でき、所定の位置

に集水 ・排水管が設置できる。

2) 施工精度は、施工延長50mで1/300、50~80m

で1/150程度を確保できる。

3) 径300~400mmについては、集水井内 (<I>

3,500mm)での施工が可能である。

4) 適用地質は、粘性土から硬岩まで複雑な地質

を呈する地すべり地盤に幅広く対応できる。

5) 方向修正方法が単純であり、集水 ・排水管内

に油圧ホースや電線を接続挿入する必要がないの

でトラプルも少なく、作業の安全性もよい。

3 技術（エ法）のポイント

l) 大口径の集水 ・排水管 (</)300~600mm)を

設置できる。

2) 地すべりの誘因となる地下水が集中して多祉

に賦存する箇所に有効である。

3) 方向制御によって地下水帯を狙った施工がで

きる。

／ 

I 
ノ

ーー

、 ST排水工 し—J 地下水帯 ，，／排水トンネル

ー一塁------------------
（すぺり面） ST集水工

図1 ST集排水工法の一例
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［新技術

4 技術（エ法）の週用、用途

ST集排水工法は、大口径の集水 ・排水管を狙っ

た箇所の地下水排除に適用できるので次のような用

途で施工される。

1) 地表からの集水 ・排水管設置

2) 集水井からの集水 ・排水管設置

3) 排水トンネル内からの集水 ・排水管設協

4) 集水井から集水井への連結排水管設置

5) 地下水遮断エ（乾式遮水壁エ） への適用

6) 立体排水工

5 施工方法

施工方法は、集 ・排水管内に掘削ビッ ト、 ピット

回転と掘削土砂の排土用にスク リューォーガを組み

込んだ非回転式の圧入式鋼管挿入方式であり、掘削

ピットの回転ないしは打繋により地山を掘削しなが

ら集 ・排水管を挿入 ・設置する。

掘進が計画通りに行われているかどうかは、掘削

ピットに装党されたターゲットを推進機後方の孔芯

測定機で観測して確認する。この観測にて修正の必

要があれば、方向修正装置により先端シューの刃先

方向を回転させて修正を行う。 （屈 2、3参照）

6 施工事例

（屈 4参照）

7 施工実績

国土交通省 20工区 ST集水エ・・・51孔延ぺ2.460.0m

公共事業 33工区 ST排水エ・"66孔延べ4,400.6m

民 間 1エ区 計 117孔延べ6.860.6m

計 54エ区

8 施工写真

（写真 l~4参照）

9 有効な硯場条件

◆ 地すべりの誘因となる地下水が集中して多最に賦

存する場所。

◆ 長期的に地下水排除を行う場合、維持管理が容易。

◆ 地すべり移動時、従来の集排水管の変形が著しい

場所では管の剛性が高いST集排水工法での施工

が優位。

◆ 掘削水を使用しないため、掘削而の崩壊を伴う場

所において有効。

16 SABO vol 78 Apr.2004 

◆ 連結排水工の場合、長距離の施工が可能 （多重管

方式）。

◆ 地すべり地ではないが、環境対策でゴミ処理場の

集排水管として追加施工が可能。

10 施工上の留意点

◆ 径300~500mmについては集水井 (</!3,500)内で

の施工が可能。

◆ 施工延長50m以下で1/300の施工籾度を確保。

◆ 施工延長50~80mで1/150の施工粕度を確保。

◆ 地表面より施工する場合反力受を必要とする。

1 1 最近の事例

最近の事例では、グラベルバイルエとの併用を行

い集排水工の強化策とした。

グラベルパイルエとは、乾式の遮水壁工法で帯水

陪中に、直線配骰の垂直ボーリング孔を砕石投入し

てグラベルパイルとし、而的鋲水を行うと共にグラ

ベルパイル底部に連結した排水路を設け、効率的に

集排水させるエ法である。従来の排水管はlOOA程

度の横ボーリングエ法であるため施工梢度の確保が

困難であった。ここに高精度な排水路を築造できる

ST集排水工法を実施使用した。

活用されてからまだ日が浅いが、有効な集水効果

をあげている。 （屈 5、6 写真 5~9参照）

12 技術保有関連会社および運絡先

開発会社 ：聡典和 ・東邦地下工機（掬 ・僻日さく ・

日特建設卸 ・日本基礎技術（樹 ・

ライト工業昧 ・丸充建設齢

担当窓n：小断而トンネル排水工法研究会事務局

（東邦地下工機株式会社内）

TEL/FAX: 03-3474-3143/ 03-3474-3163 

ST集排水工法

S T (Semi -Tunnel) 集排水工法

＊財団法人砂防・地すべり技術センター

技術審査証明書 ：第1001号 (HlO年7月）

建設技術審査証明書 ：第0301号 (Hl5年 7月）

女国土交通省新技術情報提供システム

NETIS登録番号 ：HR-990020



新技術］

スクリューオー こ

図2 施工概念図（地表部および集水井内）

TH  -100型推進機

図3 掘削機設置図（集水井内）

刃

凡例：

C匹 匹翡暉事業翻

図4

SABO vol.78 Apr.2004 17 



［新技術

写頁1
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ST集排水工法＋グラベルバイルエ 施行例①
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写頁8

心18ら（薫孔ぶ）謬

忠：m,孔電：4％） L丑玩

No.1虹ぷ唸笞甜踪

"21ST9l設貫＊”“S如,,.プーブレー。

l巣郷地すべ叫

図6 ST集排水工法＋グラペルバイルエ 施行例②

写頁9
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平成15年麿「砂防ソイルセメント活用技術講習会」

について

砂防ソイルセメント活用技術講習会事務局

20 

近年、環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

の現場において、現地で発生する掘削土砂を有効活用し砂防えん堤や護岸などの構造物を構

架するINSEM工法（砂防CSG工法，CSG工法）やISM工法等を総称した 「砂防ソイルセメン

トエ法」が用いられるようになってきています。

INSEM工法は、掘削残土処理が困難な都市砂防の六甲砂防事務所で平成 3年度から検討

されたのが最初の取り組みです。実施工としては、雲仙普囲岳火山噴火災害対策のための火

山砂防事業として、平成 7年 9月に 「水無川1号砂防えん堤」が滸エされたのが最初となり

ます。その後、六甲の住吉川で平成10年に「西滝ヶ谷5号床固エ」が箔エされるなど、 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、北陸地方整備局、財団法人先端建設技術センター及び民問会社が平

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年度に神通川水系砂防事務所管内の 「左俣谷第

1号下流砂防えん堤」での実施が初めての取り組みとなりました。現在まで、大隅河川国道

事務所、松本砂防事務所、立山砂防事務所などにおいて砂防えん堤や床固エ、道流堤の建設

に用いられてきました。

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エ

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行ってきました。現地発生

土砂を活用したエ法は、最近の公共事業に求められる合理化施工、コス ト縮減、環境への負

荷の軽減等の観点から全国各地の砂防の現場で今後ますます活用が進むと考えられます。

このような背娯から、砂防関係技術者がこのエ法についての計画 ・設計 ・施工等全般にわ

たってより理解を深めていただける よう、平成15年度は北海道、東北、中国、四国の全国 4

地区で講習会を開催しました。平成14年度に開催した、近畿、中部、 北陸、九州（九州にお

いては国土交通省九州地方盤

備局が主催され、 当センター

は協賛しました）の4地区と

あわせると、全国で講習会を

実施したこととなります。

平成15年度の講習会概要及

び主な質疑応答は以下の通り

です。

以下、敬称略。

●なお、当センターのホームベー

ジにソイルセメントの頁を新たに
設けました。こちらもこ覧下さい。
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■北海道地区

〇開催日時 平成15年10月21日 （火）13:00-16:30

〇会場場所 KKRホテル札幌

〇参加者 数 約70名

〇講演題巨等

1 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）

2 砂防ソイルセメント現地施工の現状と

今後の取り組み

小山内信智 （独立行政法人土木研究所土砂管理研究

グループ火山 ・土石流チーム上席研究員）

〇美瑛川砂防えん提 INSEM工法概要

事務所：北海道開発局旭川開発建設部旭川河川事務所／

施設名：美瑛川 5~8号砂防えん堤／INSEM適用部位：

砂防えん堤袖部の内部／設計強度： a28=1.5N/mm'／配

合強度：a28=2.3N/mm•~位セメント量C=100kg/m'/

含水比：自然含水比状態 (11~15％程度）／最大骨材寸法：

150mm／混合方法：スケルトンパケット付パックホウ

振動ローラによる締め固め状況

3 「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）

4 INSEM施工事例紹介一美瑛川砂防えん堤に

おけるINSEM工法の設計施工について

只野数明 （北海道l開発局旭川開発建設部旭）Iii可）1|事

務所第ニエ務課長）

石井幸一 （荒井建設株式会社土木部次長現場代理人）

5 ISM施工事例紹介一平成14年度スゴ谷床固工事

佐藤文雄 (ISM工法研究会技術委只長）

0スゴ谷床固工工事ISM工法概要

（北海道地区、東北地区、中国地区共通）

事務所：北陸地方整傭局立山砂防事務所／施設名：スゴ

谷床固エ (1号～ 4号）／ISM適用部位：床固工根入れ部／

設計強度：18N/mmツ単位セメント量： C=275kg/m'W/C=

60%／最大骨材寸法：300mm(300mm以上の巨石率44%)/

施工管理供試体強度結果： 22.1N/mm'（平均1直）18.3~

31.SN/mmゾ施工量： 5,800m'

施工 （ツインヘッダによる撹拌）状況
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〇質疑応答

鹿島建設 ・中村氏よりISM施工事例紹介の講演内

容である①圧縮強度にl紺する事項と②現場での配合

を決めるまで一番苦労した点について質問。ISMエ
法研究会佐籐技術委貝長より 、①打設日ごとの供試

体による28日材齢の圧縮強度ついては強度に変動は

あるものの設計強度18N/mm2をクリアした。②

日々の含水比管理をこまめにすることでいかに水セ

メント比を60％以下にするかといったところが一番

苦労した点であると回答。

また、当センタ ー松井総合防災部長よりINSEM

施工事例について①施工効率向上に関するアイディ

ア、 ②基礎部分の水処理、③天候による作業不能日

の考え方について質問。荒井建設株式会社石井土木

部次長より、 ①JV内での検討を踏まえた施工プロ

セスの決定経緯、②事前調査を蹄まえた現地の実態、

③天候と施工進捗の経過について回答。その他、施

工性を上げるための工夫などについての質疑応答。

■東北地区

〇現地見学

講習会に先立って現地見学会を開催。

開催日時 平成15年11月26日（水） 10:00-12:00

自走式土質改良機による現地発生土砂と
セメントの混合状況（現地見学）

荒川遊砂地砂防えん堤における水叩きの
INSEM施工状況（現地見学）
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見学場所 荒川流域荒川遊砂地

砂防ソイルセメント (INSEM)施工現場

参加者数 約90名

〇講演会 平成15年11月26日（水） 13:00-16:30

〇会場場所 ホテルグリーンパレス

〇参加者数 約140名

〇講演題目等

1 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）

2 砂防ソイルセメント現地施工の現状と

今後の取り組み

小山内信智（独立行政法人土木研究所土砂管理研究

グループ火山・ 土石流チーム上席研究貝）

3 r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）

4 INSEM施工事例紹介ーソイルセメントによる

円形セルタイプダムについて

今野悟 （国土交通省束北地方整備局新庄河川事務所

赤川砂防出張所長）

5 INSEM施工事例紹介ーCSG工法による

玄武砂防えん堤工事について

八重樫悼男 （国土交通省束北地方整備局岩手河川国道

事務所工務第一課砂防係長）

6 ISM施工事例紹介ースゴ谷床固工工事における

ISM工法での施工

吉村明（国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所

工務課工務係長）

施工概要は北海道地区を参照。

Q質疑応答

当センター中村砂防技術研究所技術部長より講演

会当日の午前中に実施された砂防CSG施工現地見学

内容について①全体の施工工程、 ②施工能力、 ③敷

均し厚 ④振動ローラの施工法について質問。福島

河川国道事務所の高橋氏および小林土木の渡辺氏よ

り①5,000面のINSEM施工祉に対して11月5日～3月

末までの工事予定、 ②最大の日打設・址は200~

300面を予定、 ③敷均し厚は25cm、④転圧回数は無

振動 1往復、有振動 5往復と回答。同じく現場見学

会の内容に関して当センター松井総合防災部長よ

り、 ① 自走式土質改良機の実際の使い勝手、 ②現地

発生土砂のスクリーニングの効率について質問があ



り、施工を担当した渡辺氏より、 ①土質は粘性土で

あるが問題なく混合されていること、 ②スクリーン

網目は勾配により調整できるため能率的に飾い分け

られていることが回答。

また、新庄河川事務所のINSEM施工事例紹介の

内容について当センター松井部長より①モニタリン

〇ソイルセメントによる円形セルタイプダム概要

事務所：東北地方整備局新庄河川事務所／施設名：西大鳥

川第二砂防えん堤／INSEM適用部位 ：鋼製セルの中詰め

材(INSEM工法）／設計強度： 1128=0.1SN/mmツ／単位セ

メント量：C=50、100kg/mゾ含水比：自然含水比状態(17%

以下）／最大骨材寸法： 40mm／混合方法：パックホウ

完成後の状況

グの状況、 ②rnSEM中詰材を用いた場合の外側の

鋼材の状況について質問。今野赤川砂防出張所長よ

り①施工後の各種計器のデータを収集しているとこ

ろであるが、施工後大出水などが無いため今後のデ

ータ収梨 ・解析が待たれている状況、 ②施工後土石

流等が未発生であり 、特に変状がないことが回答。

OCSG工法による玄武砂防えん堤工事概要

事務所：東北地方整備局岩手河川国道事務所／施設名：

玄武砂防えん堤／INSEM適用部位：砂防えん堤本体内

部、副えん堤袖部／単位セメント量：C=80kg/m1/含水比：

自然含水比状態 (10~14.5%）／叢大骨材寸法： 150mm/

圧縮強度管理値： 1128=0.48N/mm'／施工管理供試体強

度：2.15N/mm'（平均1直）／混合方法：プラント（ロックラダ

ー：写真※参照）／施工量： 15,869m'（主えん堤、魚道工、

副えん堤右袖部）

完成後の全体概要
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■中国地区

0開催日時平成15年12月2日 （火）13:00-16:15

〇会場場所 KKR広島

〇参加者数 約80名

〇講演題目等

l 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 （京都大学大学院殷学研究科教授）

2 砂防ソイルセメント現地施工の現状と今後の

取り組み

小山内信智 （独立行政法人土木研究所土砂管理研究

グループ火山 ・士石流チーム上席研究貝）

3 「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

中村良光 （（財）砂防・地すべり技術センター砂防

技術研究所技術部長）

4 INSEM施工事例紹介一砂防CSG工法の

取り組みと施工事例紹介

萩原節 （固土交通省関東地方整備局富士）II砂防事務

所建設監督官）

5 ISM（現位置攪拌混合固化工法）施工事例紹介

佐藤文雄 (ISM工法研究会技術委且長）

〇砂防CSG工法 (INSEM工法）施工事例概要

事務所：中部地方整備局富士川砂防事務所／INSEM適用

部位：水叩き内部、堤体内部、護岸／設計強度： 3N/mm'

（水叩き内部）、 6N/mm'（堤体内部）／配合強度： 6N/mm'

（水叩き内部）、 12N/mm'（堤体内部）／単位セメント量：

C=100~160kg/m'（予備配合試験）／最大骨材寸法 ：

80mm／混合方法： 40~50m'/日l台（アジテータ車：写

真参照）200m'/日／台 （自走式土質改良機）／施工量 ：

38,000m'（平成15年度までの15施設）

アジテータ車による混合
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〇阿疑応答

富士川砂防事務所の萩原氏よりISM工法で水セメ

ント比を60％以下に保つ具体的方法について質問。

ISM工法研究会佐藤技術委貝長より基本的な管理と

してはセメ ントミルクをW/C=45％程度にしてお

き、表而積を計って水の茄を調整し全体として60%

に管理していると回答。また、京都大学大学院水山

教授より土木研究所の今後の取り組みについて質

問。小山内上席研究貝より砂防‘ノイルセメン ト活用

ガイドライ ンの改定などについて極力今年度にでき

る作業は行い、来年度に具体化 したい旨の回答。介

吉河川同道事務所の竹森氏より、 ソイルセメン トが

使用可能な範囲について質問。土木研究所小山内上

席研究貝より全国砂防l尉係所長会議、砂防主幹課長

会議の内容などを踏まえて、基本的には強度を必ず

しも要しない部分について用い、本体への使用につ

いては直轄を中心に実紐を和み上げてい く方向であ

ると報告。

その他、株式会社イシンコンサルタン トの濱田氏

から地中部以下に使う場合と地上部に使う場合の強

度の違いによる構造的処理細 目について質問。中村

砂防技術研究所技術部長より富士川CSGにおける床

固め本堤の下部CSGと上部コンクリー ト部の継ぎ目

処理についてガイドラインにも適合する処理をした

事例紹介。萩原監督官から施工後5、 6年経過した

モニタリングの結果他について回答。

自走式土質改良機による混合



■四国地区

〇開催日時 平成16年1月20日 （火）13:00-16:15

〇会場場所 ウェルシティ高松

〇参加者数 約120名

〇講演題目等

1 特別講演 砂防ソイルセメントと砂防

田畑茂消（日本大学理工学部謡師、 （社）砂防学会理事）

2 「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

中村良光 （（財）砂防・地すべり技術センター砂防技術

研究所技術部長）

3 砂防ソイルセメント現地施工の現状と

今後の取り組み

小山内信智 （独立行政法人土木研究所土砂管理研究

グループ火山 ・土石流チーム上席研究貝）

4 INSEM施工事例紹介一大川床固工群工事に

おけるインセム工法

0大川床固工群工事INSEM工法概要

事務所：北陸地方整備局湯沢砂防事務所／施設名：大川床

固工／INSEM適用部位：床固工内部／設計強度：4N/mm'/

配合強度： 6N/mmツ単位セメント量：C=200kg/mゾ含水

比：8~13%／最大骨材寸法：80mm／コア強度：約15N/mm'

（平均1直）／混合方法：スケルトンパケット付パックホウ／

施工量 ：1,071mゾ日最大打設量 ：50m3/日

．`9-：：→~ふ召！19 -..... 奉三i屯呵．、一・, hオ，

ごr ．五..;.:；で
9、“`―只〗こニ- .~・99-4 施工状況（敷均し作業）

完成後の状況

相田勇 （株式会社文明屋土木部工務主任）

5 ISM施工事例紹介ー桜島鍋山谷谷止工工事に

おけるISM工法

神崎義美 （国土交通省九州地方整備局大隅河川国迫

事務所工務第二課砂防工務係長）

〇質疑応答

当センター中村技術部長より①INSEM施工事例

で紹介された間伐材型枠は娯観上対策で用いられた

のか、その使用理由について、 ②ISM施工事例で紹

介された土砂型枠について施工後の土砂型枠の撤去

について質間。①株式会社文明屋相田主任より本工

事では杉の間伐材を拾て型枠として使用しているこ

と。景観上では施工後 5年経過しているが、まだ間

伐材が腐ったりしたような状況は確認されていない

との回答。②大隅河川国道事務所の神崎係長より鍋

山谷の事例では撤去した土砂型枠の土砂を近隣の山

腹工施工に転用することが可能との回答。

〇桜島鍋山谷谷止工工事ISM工法概要

事務所： 九州地方整備局大隅河川国道事務所／施設名：

鍋山谷谷止エ／ISM適用部位：谷止工本体内部／設計強

度： 1BN/mm'／単位セメント量： C=350kg/m'／単位水

量 ：W=21Okglm'(W/C=60%)／最大骨材寸法：

300mm／施工管理供試体強度結果 ：35.43N/mm'（平均

値）／施工量： 9,140ffi3（平成13、14年度）

施工状況（鉛直打維面洗浄）

完成後の状況

以上、今年度の講習会における内容の一部を紹介 しま した。当センターは 「砂防ソイル

セメント工法」が一陪普及する よう、 今後も租極的に検討を進めていくこととしています。
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平成15年度砂防地すべり技術研究成果報告会、開催される

砂防技術研究所

平成15年11月17H午後 1時より、砂防会館別館シ

ェーンバッハ ・サポーにおいて 「平成15年度砂防地

すべり技術研究成果報告会」が開催されました。本

報告会は、当センターが行っている研究開発助成事

業により行われた研究の成果を広く 一般に公表し、

関辿事菜および今後の各方IOIでの{'，l究活動に役立て

いただくことを目的として開催しております。

本年度の研究成呆の発表は合計7研究課題で、平

成14年度の研究開発助成事業によって行われた研究

である。今回は、 土石流の動態観測や斜而崩壊予測

に資するモニタリング手法 ・データ収集手法をはじ

め、降雨指標や樹林帯の効果に1渕する研究、土砂移

動のメカニズムに係る基礎的な研究および数値解析

手法と多岐にわたる研究成果の発表が行われた。

いずれの研究も、今後の砂防事業の礎となる貨重

な研究成果であった。以下に簡単ではあるが、その

概要を紹介する。

(l)森林伐採跡地斜面における表層扇壊

モニタリングシステムの現地適用試験

東京大学大学院講師 執印康裕

表附崩壊の発生予測手法を解明するために、

では自然斜面を長期問にわたりモニタリングするこ

とで、表肘崩壊の発生に係るメカニズムを解明する

ための研究が紹介された。

表肘崩壊に関する研究は、各方而から柏力的に行

われている。本研究による手法は、長期的に斜面を

モニタリングすることにより、斜面内の降雨一没透

一流出過程を明らかにし、斜面崩壊の発生メカニズ

ムを解明することを目的としている。

本発表では、東京大学演習林内に設けられた観測

地におけるモニタリング手法、および降雨に対応し

変化する土壌水分の斜面延長方向の分布や、風によ

り立木がゆれることで表｝習土壌が乱される状況など

の観測結果が紹介された。
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(2)荒廃渓流の源頭域で発親する砂礫流動と

土石流化に関する硯象誼的研究

静岡大学教授土屋智

静岡県安倍川流域の源頭脊lSに位骰する大谷崩で行

われている土石流観測結呆が紹介された。土石流の

流下実態に関する研究は、いろいろなところで行わ

れており、土石流の流動メカニズムも明らかになり

つつある。ここでは、大谷崩ーノ沢の観測から、土

石流は泥流状と礫主体なものと 2種類のパターンが

あることが示され、流出のピーク付近が礫主体の流

れで、後続流が泥流状の流れであるとの報告であっ

た。また、それらは極短時間に複数のピークが出現

する段波状の土石流であったことも紹介された。伐

重な土石流の観測事例が映像で紹介され、観測の難

しさについても説明された。

(3)河道堆積物の生成機構を考慮した

土砂流出予測手法の開発

立命館大学講師 伊藤隆郭

流砂系内の土砂動態を明らかとするために、 土砂

生産 ・流出を表現する数値解析モデルが数多く提案

され利用されている。本研究では空間 ・時間スケー

ルを、数十km2から数百K面におよぶ流域内の長期

的な土砂生産 ・流出を主題に据えた数値解析手法の

紹介がなされた。また、本研究では土砂生産の非線

形について箔目し、斜面崩壊などの土砂生産の取り

扱いを河床変動計算によって生じる表而流の形成率

と斜面崩壊面和率の関係を用い評価し、十津川流域

での計符事例が紹介された。



(4)表層崩壊発生危険部位の検出のための

土壌水分計付き貫入試験機の開発

京都大学大学院助手 小杉爵一朗

斜而崩壊の発生に大きく寄与しているl附炭発生場

の条件をより詳細に明らかとすることは、たとえば

数値モデルによる崩壊発生 ・非発生の予測精度を向

上させることにつながる。

本研究は、斜面の土質構造と上嬢水分状態を簡易

に、かつ面的に把握する手法 （機器）の開発を行っ

たものであった。

紹介された機器は、既存の簡易虹入試験機の先端

部を改良し、TDR土壌水分計を取り付けた装置で

あった。発表では、装置の性能評価および実斜面で

の試験結果が紹介された。

(5)樹林帯による土砂の流出制御と

分級に関する研究

九州大学大学院助教授 橋本哨行

樹林幣による土砂の流出抑制効果については、土

わ流が発生した渓流を調介したときに実態としてよ

く見受けられる現象である。 しかし、その効果につ

いて定砒的に研究された事例は少ない。本発表は、

樹林帯を通過することで土砂流出形態がどのように

変化するかについて消目し、水路模型実験および数

値シミュレーションを用い、その効呆についての研

究成果が報告された。本研究では実験の結果、樹林

幣の空間的な密度を入と定義し、 Aの大きさに応じ

流述係数(<P)が変化するとしている。また、これら

を抗力係数 (CD）とし、数値シミュレーションモ

デルを構築し、実験値と検証した結果が紹介された。

(6)まさ土斜面内の土中水分・地下水位形成の

現位置観測

広島大学大学院教授 佐々木康

平成11年 6月29日に発生した広島県嵌雨災害の事

例を用い、降雨と斜而崩壊の関係について、斜而崩

壊の発生危険疫を表す新たな雨批指標 (Rf)が提案

され、 Rf=450の範囲に広島県蔽雨災害時の斜面藉l壊

発生個所のほとんどが分布することを紹介された。

さらに本研究では、 Rfの持つ物理的な意味を明ら

かにするため、長期間にわたる水分特性観測を実施

し、その観測結呆とRfの適用範囲について紹介され

た。

(7)すぺり面液状化の発生機構の

微視的メカニズム

一瀾述度 ・高解像度画像解析と数値シミュレーシ

ョンによるせん断ゾーンの自己組織化発現機構一

京都大学防災研究所助教授福岡 浩

平成 9年針原土石流災害などの土砂災害では、豪

雨により発生した斜面崩壊の肌土が土石流化 し下流

域に流れ下ることによる土砂災害が多く発生してい

る。これらは、斜面が崩壊した時点で液状化するこ

とによって生じると考えられている。このメカニズ

ムを解明するために、科速リングせん断試験機を用

い、すべり面上の挙動を研究された事例の紹介がな

された。高速リングせん断試験ではせん断而付近の

土粒子が破壊され、すべり面液状化が生じることに

ついて紹介がなされた。さらに、これらの結果を個

別要素法による数値シミュレーションモデルの構築

について、志向していることなども紹介された。
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1海外事情 I 

マレーシア国クヌン・プライ現地視察について

酒井敦章＊

1 はじめに

マレーシア国で行われた台風委員会 (2003年12月

13日～20日）に参加する前日の13日午前中、 2001年

12月27日に災害があった現楊を視察した。

現場はジョホール州の州都ジョホールバルから西

北に40kmほど離れたグヌン ・プライ (Gunung

Pulai)地区プライ山 （図 1参照）で、ジョホール

南部の準平原化した中にある単独の山地である。こ

こで泥流が発生し、山ろくの集落を襲い 4名が死亡

した。

GvJfof O IOO,..、"

同地域は避暑地として有名な場所で、観光が被災

村落の主たる産業であった。 しかし、災害以降ここ

を訪れる観光客はほとんどなく、地域の産業に大き

な影響をもたらしている。

2 災害の状況

マレーシアは、日本に毎年やってくるような大型

の台風は原則的にない場所である。 しかし、 トロピ

カルストームというものは、頻繁ではないが、たま

に発生し上陸することがある。
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， 
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トロビカルストームとは、

赤道付近に発生する大型梢乱

雲が成長したもので、低緯度

で発生するため、地球の自転

によるコリオリの力がほとん

ど作用せず、日本に来製する

台風が持つような“目＂はみ

られない。今回、ジョホール

州を襲ったものは、シンガポ

ール島程度の大きさ （淡路島

程度）であった。
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ルストームによる風雨のため泥流が発生し、死者4

人、被災家屋 2棟、被災車輌 2台、被災総額RM8

百万 （日本円で約 2憶 4千万円）の甚大な災害とな

った。

災害の発生状況 （図 3参照） として、橋梁で堰止

められた泥流が家屋を襲った。圏 4は災害の写真で、

流木が貯まっているところが橋梁のあった場所で、

手前の泥流に家屋があった。

トロピカルストームがジョホール州南部を横切る

ように東から西に移動したのは、 12月27日14時頃か

ら翌日 2時頃までの約12時間である。その後、この

トロピカルスト ームはスマトラを横断し、インド洋

で消滅した。降雨批は災害前 2日間雨址が15mm、

当日日雨祉が90mmと記録され、同地域においては

さほどの雨ではない。

台風時の暴風により上流部にある樹木が倒れた

り、もともと倒れていた木があり、そこに降雨の影

評により倒木が川に流出し天然ダムが形成された。

その後、天然ダムが崩壊して泥流が発生し、下流側

に被害が及んだと考えられる。また、現地では2003

年にも小規模の泥流 （土石流） が発生している。

写頁1 現地の写真

写頁3 Check Dam 

3 硯地視察

災害が発生した渓流の流域而積は3.68km'、地質

は花廊岩であり、表土は痺く、渓流のあちこちに岩

が露出している。

災害により、渓流下流の橋梁付近 （図 3の左岸側）

の家屋が被災した。橋脚のスバンが短く、流木や礫

が堆梢し溢れたもようである。当地は表土が薄く、

渓流のあち こちに岩が露出しているような状況で、

渓岸の表土はマサ土が確認された（写兵1~3)。

当該渓流にはCheckDam（甜さ lm程度のコン

クリートダム）が数基設置されていたが、調査地点

3箇所にあるダムのうち、下流側のダム （写真4参

照）は1985年に建股されたが、すでに破損している。

4 災害後の対応について

災害発生後の2002年、前首相の指示によりジョホ

ール州災害委貝会が設立された。この委員会の事務

局はJKR（公共事業省公共事業総局）であり、関述

官庁がメンパーとなっている。委員会での活動は 3

つのフェイズ （調査、計画、対策）に分け、現在は

第 1段階の調査フェイズが進行中である。

写頁2 現地の写口

写頁4 3つ目のCheckDam 
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調査結果により 、渓流の左岸側上流部の斜面で斜

面崩壊が発生しやすい地形 ・地質であることが判明

した。また、山頂部にはmobilephoneの中継アン

テナ基地があり、渓流沿いの道はそこへのアクセス

道路として整備されたが、整伽の際に伐採した木を

放附しており 、これらの放骰された木が天然ダム形

成の一因とも考えられる。また、委員会では調査結

呆等をもとに地質を 6つのカテゴリ ーに区分してい

る。

写頁5 発生源周辺

30 SABO vol.78 Apr.2004 

5 最後に

i立後に、今回の現地視察で案内及び現地で説明し

ていただいたマレーシア国の牒業省泄漑配水局

(DID)のMr.Sanorとマレーシア工科大学のProf.

Madya、Dr.Zulkifli Yusop、それと今回現地視察

の手配等にご協力いただいたJICA専門家 （流域総

合管理 ・法制度）の佐々原秀史氏、八千代エンジニ

ャリング株式会社l国際事業部水資源部水務源課の水

野直人氏に誌而を借りてお礼を申し上げます。

写頁6 マレーシア国農業省濯漑排水局、

マレーシア工科大学の人たちと記念撮影



1技術ノート I 

火山贖火の危機管理ー北海道十輯号を例として一

伊藤英之＊

1 はじめに

火111噴火時における危機管理では、対象とする火

山における噴火癖を知ることが直要である。2000年

有珠山噴火では、少なくとも有史以降記録されてき

た 7回の噴火と火山地質学的情報から哄火様式、噴

火の規模、活動の推移および継続時問等から活動が

類推され、リアルタイムに観測される地球物理学的

データとあわせて、火山活動の現状を的確に評価す

ることが可能であった。

一方、十勝岳は有珠山のような長期的 ・短期的な

火11」活動の評価を行うに必要な情報が残されていな

い。これは、有珠111や北海逍駒ヶ岳等のように頻繁

に咬火活動が記録されていないことに加え、火山体

の形成過程や哨出物の性質などの詳細な火山地質学

的記載が行われていないことに起因すると考えられ

る。

近年、有珠山、 三宅島が相次いで噴火活動を再開

し、改めて哨火時における組織対応として「危機管

理」が間われるようになった。 しかしながら火山咀

火を含む自然災害の「危機管理」の本質を明確に指

摘できる人は少ないと考えられる。

オブタテシケ岳

＼ 
石垣山

ベペツ岳 ↓ 美瑛富士 美瑛岳

写真1 十勝岳火山群還望

・（財）砂防 ・地すべり技術センター総合防災部課長代理

ここでは、北海道中軸部に位置するAランク活火

山である十勝岳を例として、近年明らかになった火

山地質学的情報から唄火時の特徴を整理し、噴火災

害シナリオ構築までの検討過程について述べる。次

に噴火時における危機倍；理のあり方について識論を

行う u

2 十勝岳火山の概要

十勝岳火山は、北海道中軸部を構成する大酋—+

勝火山列のほぼ中央部に位樅する活火山であり、有

史以降1857年、 1926年、 1962年、 1988-89年に噴火

活動を発生させた記録を持つ。特に1926（大正15)

年の噴火では、噴火活動自体はきわめて小規模なも

のであったが、水蒸気爆発に伴い中央火口丘が崩壊、

積雪を急速に腋解して融雪泥流を生じ死者行方不明

者144名、我が固20世紀史上最悪の火山災者を引き

起こした。また、 1988-89（昭和63～平成元）年の

明火では、積雪期に火砕流が断続的に発生したため、

火砕流災害に加え融雪泥流による災害も懸念され

た。

十勝岳火山は泥流災害を生じやすい火山と考えら

上ホロカミトック山

十勝岳
＼ 三鯰山 冨良野岳
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れている＂。 そのため融雪泥流をターゲットとした

防災工事が著しく進捗している一方、哨火による直

接的災害は、有史以降山頂付近に限られて発生して

いることから、唄火そのものをターゲットとした防

災対策はあまり進んでいなかった。

囮 1に最近明らかになった十勝岳の火山地質屈

を、また図 2に附序プロック屈を示す唸 十勝岳火

山は古期 ・ 中期 • 新期十勝岳火山に分類され、 現在

活動を行っている新期十勝岳火山は約3.500年前程

度から活動を開始したと考えられる％

現地調査、航空写真判読および全岩化学組成分析

結果によると、新期十勝岳火山は、すり鉢火口火山

体とグラウンド火口火山体との 2つの火山体の複合

体であると判断され、噴火活動の初期にはグラウン

ド火口火山体が哨出中心であったが、 9~10世紀頃

にはグラウンド火口北側に位置するすり鉢火口火山

体へと哨出中心が移動し、北向火口から複数枚の溶

岩流を流出させた。また、 一部は山菰哨火により浴

岩流を流出させた。すり鉢火口火山体活動の末期に

は爆発的噴火を山頂付近で起こし、すり鉢火口丘を

Legend 

一62匂•匹 国は悶r·
区l溢f『 国 ら窃炉°

ロ］娑汗森 ••年ご品芯
回~kl 匡］蹂忠森し。
区］ばは 口翌~•n•

区 ばぢ'"'亡］ぽ品迄．．

図1 新期十勝岳火山地質図（伊藤．2003)．新期十勝岳火山は山
頂北西に中心を持つすり鉢火口火山体とその南側を唄出中心とす
るグラウンド火口火山体に区分される．現在の嗅出中心はグラウ
ンド火口火山体であり 最新の噴火活動である1988-89年噴火
もこのグラウンド火口火山体で発生した．

形成した。この活動では火砕流も伴った,,。その後

唄出中心はグラウンド火口火山体にシフトし、中央

火口丘の形成や、約280年前には中央火口丘溶岩流

を流出させた5)。

現在の噴火活動の中心は1962年の噴火においてグ

ラウンド火口南縁に形成された 4つの火口群であ

り、その中でも特に62-II火口が活発な噴煙活動を

継続しており、十勝岳における最新の噴火である

1988-89年噴火もこの62-II火口が主たる活動の場で

あった。

堆積物の特徴および哨火記録から、新期十勝岳の

唄火は水蒸気燥発から始まり、わずかな噴火休止期

または連続的にマグマー水蒸気爆発あるいは激しい

マグマ噴火に移行すると考えられており、定性的な

唄火モデルも提案されているが）。 このモデルによる

と、十勝岳グラウンド火口直下の比較的浅い部分に

帯水層があり、この帯水陪にマグマが直接的に接触

することにより煤発的な哄火が発生、 しばしば火砕

サージや火砕流を伴うと考えられている。また、マ

グマの上昇速度が十分に遅い場合には、 ;lil'水陪がマ

グマの熱により蒸発し、その結呆、爆発的咬火には

至 らず溶岩流が流下する。このモデルでは有史以降、

哄火の数年前から直前までに認められる噴気異常に

代表される表面現象異常を合理的に説明できる。

図 3に新期十勝岳火IIJにおける哨出物一時間積鉢

“”綸“直9...に“'bo’““
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図2 新期十勝岳におけるブロックダイヤグラム．

凡例は図1と同様
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階段圏を示す。噴火規模は過去3,500年間安定して

おり 、一回の噴火でlO'm冴ーダーのマグマが噴出

する傾向が認められ、マグマの長期的噴出率は

0.05kmツlk.y(lk.y=l.000年）と見積もられる。

屈 4に過去1.000年間における災害因子の発生頻

度を示す。回4より、十勝岳においては水蒸気爆発

からマグマ咬火へ移行する可能性が極めて邸 く、水

蒸気燥発のみで活動が終了する可能性は全体の18%

しかない。また、吸火した場合、高々度まで哄煙柱

を立ち上げる大規模哄火 （サププリニー式咬火）を

発生する確率は36％あり 、火砕流を伴う可能性が

24％も存在している。この事実は1府火活動が発生し

た場合、その主たる原因はマグマに起因しているこ

とを強く示唆していると考えられる。

3 イベントッリー図を用いた十勝岳における

長期的火山活動予測

火山哄火予測においては、火山体に設置された各

種センサーから現在の火山活動状況を評価し、リア

ルタイムの火山活動予測を行う短期的火山活動予測

と、 主に地質学的なデータを吟味し、 火山活動の兆

候が認められない火山を対象として、噴火がどのよ

うな形式でどのような頻度で発生するかなどを想定

する長期的火山活動予測がある”。 ここでは長期的

活動予測についての議論を行う 。

長期的火山活動予測を行う際には、イベントッリ

一圏 (Eventtree)による火山活動予illlJが有効であ

る。イペントッリー園はNewhalland Hoblitt (2002) 

6'によ って提唱されたフレームワークで、過去の噴

火履歴や観測データを踏まえ、火山性異常の発生か

ら噴火に至る可能性、哄火が発生した場合、発生の

可能性がある現象とその発生確率を時間の推移を追

いながら議論することができる。また、その議論の

過程においてイベントに関連する災害予測や防災対

策の効果、避難方法などの対応実施評価などについ

ても議論することが可能である。

ここでは、噴火発生確率についての議論はしない

が、図 3、4で示した過去の1府火実組に関するデー

タ等から十勝岳における長期的な噴火予測を評価す

ると、固 5に示すようなイベントツリー図を作成す

ることが可能である。図5ではイペントッリー図か

ら祁き出される結呆をシナリオ群としてとりまとめ

てある。これらのシナリオ群についての数値シミュ

レーション解析を事前に行うことにより、火山活動

の静穏時から想定可能な噴火に対する対策を検討し

ておくことが可能である。
99 
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図3 十勝岳過去3,500年間における噴出物一時閻積算階

段図横軸に時間，縦軸に累積噴出物体積を示している．

□水慕気爆発のみ
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●水蒸気爆発ーサブブ＇JI 図5 十勝岳におけるイベントツリー図
ニー式噴火（火砕流を
伴う）

●溶岩流の流出

図4 グラウンド火口内における1,000年あたりの隕火出

現頻度．十勝岳火山の場合．水蒸気爆発に始まり．爆発的

なサブプリ＝一式噴火に移行する頻度が高く．しばしば火

砕流を伴う爆発的哨火に移行することが多い．
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1技術ノート I 

4 噴火時の危機管理

4-1危機管理の研究史と概念

わが国において、最初の危機管理に関する本格的

な研究を行ったのは近藤 (1980)6)である。近藤

(1980)は、危機管理の研究体系が1962年に勃発し

た 「キューパ危機」を契機として確立され、管理の

対象が安全保障、紛争勃発からテロリストによる破

壊行為、環壕破壊、費源枯渇など幅広い危機への対

応へと拡大していったことを述べている。

表 1に近藤(1980)による軍事的領域における狭

義 ・広義の危機管理を示す。これによると危機管理

はそのときにおかれた局面より、「狭義の危機管理」

と l広義の危機管理」に区分され、 1軍事力の物理

的な使用によって始まる戦争を誘発する危険のある

ような紛争状態の急変」を狭義の「危機」とし、そ

の危機に対し「紛争当事国がそれをコントロールし

ながら事態の発展回避に努め、事態の収拾を図るた

めにとる組織的な諸措骰全体」を狭義の 「危機管理」

と定義した。また、広義の危機管理については、狭

義の危機管理を拡大し、 「平時において危機の抑止

ないし未然防止を図るための組織的な措置と 、万が

ー戦争への発展回避ができなかった場合における戦

争拡大防止をl図り、事態収拾を図るための組織的な

措骰」としている。

日野 (1997)9)は、近藤 (1980)の議論を自然災害

科学への適用を試み、表2に示すように定義した。

表 2より、従来の地域防災計画に記載されている

対処方法は、軍卓的領域における戦時（戦争対処お

よび戦争収拾）に対応している。

日野 (1997)は、従来型の防災対応では突発的に

発生する地震災害はおろか、予兆現象が他の自然災

害に比較して明確に観測することが可能である場合

が多い火山噴火に対しても、大きな事態が発生して

からの応急対応のみの実施となってしまい、事態の

悪化 ・拡大に対処することが困難になってしまうこ

とを指摘した。 また、日野 (1997)は兵庫県西部地

捉における被災地の行政職員の活動手記を引用し、

「状況の先読みと先手の対策」の必要性を強く述べ

ている。

前兆現象認知段階 フェーズ1

• 山重怜這の立ち入り織鯛●

・ 次のシナリオ11111への皐●

4-2 危機管理の構成要素

前述の近藤 (1980)によると、軍事的領域におけ

る危機管理の内容を以下のように整理している。

① 危機的状況の把握

② 危機的状況の評価
シナリオ 1

，▼
 

フェーズD

・ 白會温泉・+．岳濃皐への対讀

・ 糟●綱の緊亀泥溝対鑽

・次のシナリオ累麗への畢•

フェーズn

• 次のシナリオ・鱒への●●

表l 軍事的領域における狭義および広義の危機管理

（近藤，1980)

平時 危機抑止

危機時 危機対処

危機収拾 狭義の危機管理 広義の危機管理

危機再発防止

戦時 戦争対処

戦争収拾

因6 シナリオの時系列変化に対する減災対策の概念図

表2 軍事的領域および災害領域における危機管理 （日野，1997)

軍事的領域
災害領域

風水害 ・火山災害 地霞災害

時期区分 対策 時期区分 | 対策 時期区分 対策

平時 危機抑止 平常時 災害予防対策 平常時 災害予防対策

危機時 危機対処 抒戒避難期 粋戒避難対策 応急対応期 （初動期） 災害応急対策

危機収拾

危機再発防止

戦時 戦争対処 応急対応期 災害応急対策 応急対応期 （救援期）

戦争収拾 復旧 ・復興期 災害復1日・復典対策 復旧 ・復興期 災害復旧 ・復典対策

34 SABO vol.78 Apr.2004 



I 技術ノート1

③ 緊急対策立案

④ 政策 （意思）決定

⑤ 対処策実施計画の作成

⑥ 対処策の実行

⑦ 収拾策の立案

⑧ 意思決定

⑨ 収拾策実施計画作成

日野 (1997)は、近藤 (1980)が述べた上記項目

のうちから、大規模自然災害発生時における防災活

動を考盛し、特に以下の 2点を考慮することが重要

だとしている。

(a)前述の項目には明記されていないが、危機を管理

するためには、ある目的 （この場合には、大規模災

害時のそれぞれの局面で必要とされる防災上の目

的）に沿って、対処策の実行結果の「評価」とそ

の評価をもとにした防災活動 ・体制の

「統制」

活動の顕著な培加が認められている （図6)。さら

に噴火活動によって影響が及ぷと予想される範囲に

ついては、数値シミュレーション解析により把握す

ることが可能である。

すなわち、 十勝岳においては、近未来における噴

火危機に対する進展予測とその災害影秤範囲の予測

がある程度可能であり、それぞれのシナリオに対す

る事前対策 （オペレーション）を準備しておくこと

により、 火山災害の軽減を図ることができる可能性

を強く示唆しているものと考えられる。また、前頁

の表 2では、危機管理においてその局面 （時期区分）

に応じた対策を予め設定しておいて実行することが

重要であることを示唆している。

固 7に火山噴火時におけるシナリオの時系列変化

に対する減災対策の概念図を示す。伊藤 (2003)は、

火山活動の状況 （フェーズ）に対応した防災行動を

(b)前述の項目のうち、軍事的衝突の危機

等、人為的に生じた危機的事態 （の収拾）

1926（大正15)年噴火

直h, 有層r．鳴動‘,

を意識した項目である「収拾策の立案」

以降の活動項目は、大規模自然災害時の

組織対応については通常存在しない。

以上の点に留意して、日野 (1997) は、

大規模自然災害時における危機管理の内容

を次のように整理している。

① 危機の把握

② 危機の評価 ・進展予測

③ 対策 （対処計画）の立案

④ 対策の実施

⑤ 対策実施結果の評価

⑥ 上記活動の統制

すなわち危機管理では、まず危機の認識

と近未来における危機的状況の評価、進展

予測が極めて重要であることがわかる。

4-3 噴火時の危機管理

一具体的施策に向けて一

十勝岳においては図 5に示した とおり、

長期的には火山唄火のシナリオ群が特定さ

れ、また、 20世紀に発生した4回の噴火で

は、哨火活動の数年前から表而異常や地霰

溶融磁「；召形成

一嘱人
約3摯111

|．1962 （昭和37)年噴火 |

I 一4/1 --5/1 5/24 

約60日前からII

磁貴生崖量増加 ） --鴫火 鴫火
...火

約2年前 約1年前

有感地震多発,r,〒：：；,IIIIIIIII
511 - -i 一

昭和火口で IB火口で肩い
剛い水驀気爆覺と 水薫聾爆覺

鴫覺具賞 （懇？）泥漬 ヽ ↓ 蘊賃の畠然覺火

3560l:,.,.、占モ＂加毛→→こ⇒人

"8和火口”咸）

1988（昭和63)年噴火

62-1火口
で熱泥水鴫出

j 

鴫火
約3零前

火山性地震の増加
111111 

一
噴火

約2年＂

賓色噴熾
ヽ

火山性徽動 、ーIIIII--12/1 

鴫火
約Ill!前

図7 20世紀における唄火に至るまでの火山性異常の時系列変化
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予め決めておき、火山活動フェーズに応 じた減災対

策を、火山活動より先に講じることが重要であると

している。また、減災対策を行う際のトリガーと し

て、火山活動の状況に応じて気象台から発表される

「火山情報」が有効であるとしている。

しかしながら、自然現象は人間が設定したタイム

スケジュールに従って事態が進行するわけではない

ため、予測されている進展と現在おかれている局而

の状況推移とのズレが生じる場合が多い。そのため、

常に最新の情報を解析し、新たな進展の予測をリア

ルタイムで行う 必要が生じる。そのためには各種の

計器観澗によるリアルタ イム火山観測が欠かせな

い。

また、火山活動フェーズに対する事前対策の準備

を行う際には、関係各機l紺との事前調斃が直要であ

り、火山活動フェーズに応じた防災活動の役割分担

を明確に しておくことが重要である。そのためには

宇井 （私信）が述べているように 「常にお互いの顔

がみえる関係」を日頃の防災活動から楷築 しておく

必要がある。

表3 危機誓理フェーズことの情報収集作戟（案）

［引用文献l
l)気象庁 (1996)日本活火山総翌．

2)伊藤英之 (2003)十勝岳グラウン ド火口形成以降の

火山活動史の解明と危機管理対応に関する研究．

北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻．

学位論文．249.

3) 中）II光弘 • 長谷川摂生 (1995) ． 新期十勝岳最近

3000年間の活動史．北海道火山勉強会没料，27-31.

4)伊藤英之 ・尾関伸幸 ;1999)十勝岳ーすり鉢火口の

形成過程．日本火山学会1999年度講演会予稿集．2.3.

5)石II]敏夫，横山泉，勝井義雄，笠原稔 (1972)

北海道における火山に関する研究報告魯第2編，

十勝岳．火山地質 ・噴火史 ・活動の現況およぴ防災

対策北悔迫防災会議， 1-136.

6) C.G.Newhall.. R.P.Hoblitt (2002) ConstrL1cting 

evenl tJ・ee for Volcanic Crises.Bull.Volcanol.G4 3-20 

7)宇井忠英 （編）（1997)．火山哄火と災害

東京大学出版会， 219.

8)近藤三千男 (1980)．危機管理の意義と課題．

国際問題

9)日野宗門 (1997)．地域防災実践ノウハウ (15)

大規模災害の危機管理（その 1)．季刊消防科学と

情報．No.5140-45. 

危機切迫度危機体制 十勝岳における想定シナリオ 対応等（ドリル）

危機度小 準備事態 ・静穏な火山活動 ・日頃からの準備

（フェーズ I) ・防災教脊 ・普及啓発活動

| し ・防災訓純

Lー ・火山監視システム整備

巳
［ 部分的緊迫事態・ 臨時火山情報 ・シナリオ1を想定した準備

（フェーズII) （表面異常培大 ・火山性微動， ・監視観測の強化要請 （開発局 ・北海道）

小唄火） ・火口付近の偵察要訥 （陸上自脩隊，北海道舒察）

「
― 緊迫事態 ・緊急火山梢報or臨時火山情報 ・シナリオ2~4を想定した準備

（フェーズm) （シナリオ1の哨火） ・被災状況確認要諮 （自衛隊，野察，開発局．北海道）

・避難状況確認要請 （粋察，自術隊）

「',_ 防衛事態 ・緊急火山情報 ・被災状況確認要間 （自衛隊詈稟開発局，北涌道）

危 （フェーズW) ・避難状況確認要請 （警察，自衛隊）
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行事一覧平成16年1月～3月

理事会等の開催

●第11期第2回理事会

第 2回理事会が、 3月2日午後、砂防会館会識室で開催され、次の議案

について審談が行われました。

第 1号議案 平成15年度収支予算の補正に関する件

第 2号議案 平成16年度収支予符 （暫定）に関する件

第3号議案 評議員の選出を求める件

●平成15年度第3回評議員会

第 3回評議員会が、 3月2口、砂防会館会議室において開催され、次の

議案について審議が行われました。

第 1号議案 平成15年度収支予符の補正に関する件

第2号議案 平成16年度収支予符 （暫定）に関する件

協賛（後援）

● 1月29-30日 平成15年度雪崩防災シンポジウム （協校）

人事異動

●平成15年11月16日付

［新規研修］ 長谷川謙二 砂防部技術課 （玉野総合コ ンサルタント（株））

●平成15年12月31日付

［辞職】 松村和樹 砂防部長

●平成16年 1月5日付

［兼務］ 松井宗広 砂防部長 （総合防災部長）

外部委員任命

●内閣府人事異動として、平成15年 7月30日付で、池谷浩専務理事が中央

防災会議専門委貝に任命されました。
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STC短信

第35回（社）砂防学会シンポジウム

平成15年10月30[1（木）～31FI（金）にかけて、社団法人砂防学会主催のシンポジウム 「風倒

木災害およびその後の土砂 ・流木による災害と対策」が奈良市内 「なら100年会館」ほかに

て開催されました。

当センターからは「リモート センシングによる風倒木地周辺の山腹表罰崩壊発生危険区域

の予測手法」 と題して砂防部長 ・松村和樹が話俎提供をいたしました。

読書案内

女人禁 制にサ ヨ ナラを一今どきのしごと事情一

松村みち子 （著）

発行／行研

定価／1,143円＋税 ISBN4-87732-0」7-2

「おんなこども」とひとくくりにされるように、法律上女性は「か

よわいもの」「守られるべきもの」とされてきたことは、 1999年撤廃さ

れた労働基準法女子保股法にあきらかである。そして彼女らから職域

制限の整を取り除いたのは男女雁用機会均等法であるのは衆知である

が、実際はバプル期のいわゆる 「3K現場」の人手不足が新しい労働

力としての彼女らの参入に追い風となったことを私は本書によって

知った。

杜氏、粕匠などの伝統的なタプーに挑んだ女性たちの談話も面白かったが、やはり砂

防と同じ土木の分野である「トンネル工事と女性」の項を典味深く読んだ。というのも私を

含めて 「土木」「工事」という 言葉にすら拒否反応を起こす女性がまだ大多数である中、彼

女らは何故ことさらに険しい選択をしたのだろうか？ 自身パイオニアとして土木の道を歩

み、現在当七ンターの理事を務める著者の節は淡々と従来の 「禁制」の根拠の簿弱さを解き

明かしていく 。

機械技術の進歩が体力の差をI舷壁とはしなくなり 、また業界のイメージアップのために広

報が女性の起用に力を入れたことも幸いする。一般の理解を得るために技術者との架け橋に

女性の視点が必要とされたのである。その流れを味方として、彼女らの実力と不断の努力が

「タプー」の墜を打ち破っていく 。

若者はまた、働く女性の意欲を支えるのに必須のものとしてパー トナー選びの大切さにも

触れる。育児や介設が女性の適性や役割にかぎらないことは、昨今、女性の職域とされてき

た看設や保育に男性が進出している姿にもあらわれている。

してみると、男女雁用機会均等法は女性のみならず、 ＂男らしさ＂の呪紳から男性たちを

も解き放つ福音でもあったのだろうか？

ともあれ本書は男女の性差を超えて、・・自分らしく”生きたいと願う人々へのガイドプッ

クであり、熱いエールである。 （企両部企酉情報課 仲野順子）
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平成16年度 砂防・地すべり技術センター研究開発助成
募集の御案内

財団法人 砂防 ・地すべり技術センター

理事長友松靖夫

当センターでは毎年度研究l開発助成事業を実施しております。この助成事業は砂防

ならびに地すべりおよびがけ崩れ対策に関する技術の向上を囮るため、これらに関す

る技術開発および調査研究を対象として、特に問題意識が鮮明で達成目椋が具体的で

あるテーマで、優れた人材を結集し十分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等の

研究者に対して実施しております。

平成16年度も研究開発助成の実施に向け、助成対象を務集します。応森方法および

様式は 「平成16年度 砂防 ・地すべり技術センター研究開発助成募集要領」に示 して

おります。必要な方は下記あて諮求して下さい。

記

1 助成金額 ：一件につき、 300万円以内 （助成総額 ：約1,300万円）

2 助成対象の決定ならぴに通知：平成16年 5月中に開催する研究助成委員会により

決定し、応募者宛に杏而で通知

3 助成金の支給 ：Jl力成決定後、銀行振込により支給

4 報告義務：研究実施期間終了後 1ヶ月以内に、成果の概要害 (A4版20頁程度）

を当センター宛に提出

5 成果の帰属 ：研究成果は助成対象者に帰属するものとする

6 森集受付け期間 ：平成16年4月1El ~30日

7 募集要領請求ならびに問い合わせ先

（財）砂防 ・地すべり技術センター 企匪i部

〒102-0074東京都千代用区九段南4丁目 8番21号 山脇ビル

TEL 03-5276-3271 

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

（最新情報及び要領はホームページに提載しておりますのでご確認ください）
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40 

編集後記

桜の季節となりました。この号が発行されたときには、どんなタイミングでみなさんの

お手元に届くことでしょう？

3月のカレンダーを 4月に替えて新しい年度を迎えるたびに考えることがあります。そ

れはこの］年をどう過ごそうかということです。年度末の慌ただしさが一段落した頃に、

次はそうならないようにと反省しているのです。 しかし、喉元過ぎればということでしょ

うか、気がついたら 1年前と同じように年度末と新年度を迎えてしまっています。

平成16年度も公共事業をとりまく哀境は厳しいものが考えられます。このような時代だ

からこそ、財団法人であるということ、あるいは組織の中における自分自身、それらの慈

義 ・目椋 ・立楊を見つめ直し、今年度こそは「喉元過ぎれば......」ではなく 、抑を締め直

して頑張ってきたいと思います。

訂正とお詫び

本誌前号 (No.77)18ページの図 5 「台風RUSAの等雨批線図」は、牛山素行氏

（東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター）が作成され、ホームページ

に公開されていたものですが、出典の明記が洩れておりました。あらためて、この

点を明記するとともに、著作権者である牛山索行氏にお詫ぴ叶lし上げます。
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