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巻頭言

1999年台湾集集大地震後の
土砂災害の調査研究

下川悦郎 （社）砂防学会長 ・鹿児島大学農睾部教授

-ーアー

1999年9月21日台湾で発生した集集大地康（マグ

ニチュード7.3)は、台湾中部の台中縣、南投縣を

中心に甚大な人的 ・物的被害をもたらした。 3万棟

もの建物が倒壊し、死者 ・不明者数は2、496人を数

えた。

この地藤から本年は 5年目を迎える。この間、都

市部では急ピッチで復旧作業が進み、地康の但跡は

ほとんど確認できないまでに復腿した。建物が倒壊

し撤去された後にできた空き地が、地康の被害があ

ったことを伝えている くらいである。しかし、急峻

な地形をもつ山闇部では、無数に刻まれた斜面崩

壊 ・地すべり・十石流の{ii跡がいまだに生々しく残

っている。

地震に伴う山間部の七砂災害の実態と原因を明ら

かにするため、地康直後の1999年、治水砂防協会 ・

砂防学会 ・地すべり学会の合同調査が、また、これ

を受け2000年度から2001年度までの 2年間にわたっ

て文部科学省科学研究代による 6大学合同調査

「1999年台湾の地康に伴って発生した山地災害の調

査」（研究代表者 ：林拙郎）が行われた。さらに、

これらの調査は、 2002年度から2004年度までの3年

間にわたる文部科学省科学研究費 「1999年台湾集集

大地底後の土砂災害の推移と地形変化」(7大学に

よる合同調査、研究代表者 ：下/II悦郎）に引き継が

れた。

この調査研究は課題名に表現されているように、

地崖後の土砂災害の推移と土砂の堆積 ・侵食・流出

過程を明らかにすることを目的としている。本年度

はこの調査の最終年度である。この調査研究の概要

について紹介する。

プレー トテクトニクスによると、台湾は大陸側の

ユーラシアプレートと太平洋側のフィリピン海プレ

ー トの境界に位訳するっこの付近では、フィリピン

海プレートがユーラシアプレートに乗り上げるよう

に大陸側に向かって移動しているっこの移動に伴っ

てユーラシアプレート tの大陸棚堆積物がプレート

境界にかき集められて付加体を形成し、逆断層運動

によって隆起し台浩島が形成されたとされている。

そのため、南北に延びる中央山脈は東北アジア最高

峰の玉山（標品は4000mに近い）をはじめ標稿3000

mを超える多数の峰を抱える。

地質は大陸（西）側ほど新しい。巾央山脈は第三

紀中新世の泥岩類、その西側は第三紀鮮新世から中

新世にかけての泥岩類、さらに西側の平野部は第四

紀層で構成されている。中央山脈の東側は第三紀中

新世より古い地質から成る。また、中央山脈の西側

（台浩中部）には彰化断層、車滝哺断層、双冬断層

などの活断層が南北方向に平行して分布している。

これらは逆断層を成し、東側に傾斜している。1999

年台湾集集地震は車簡捕断層が数百年ぶりに再活動

したことによって発生したとされ、南北80kmにわ

たって地表に断層が現れた。

この地震によって急峻な地形を有する山間地では

大小多数の斜面崩壊が発生した。その中には崩士が

河道を閉塞した九粉二 （崩壊土砂量3.5X!O'm")や

草嶺（同1.2~3.5X面 mり の大～巨大崩壊が含まれ

る。一方、地康で緩んで不安定になった斜面では本

緩後も斜面からの土砂の生産は余緩および雨のたび

に繰り返され、斜面の直下および谷の源頭部には不

安定土砂が累禎している。

これらの土砂は雨のたびに侵食され土石流（また

は土砂流）となって流出を繰り返し河道沿いの沖積

錐に到達した後、さらに河川の作用で運搬され河床

の上昇を招いている。河道を閉塞した大～巨大崩壊

の崩土もガリー状に侵食が進行し土砂のソースとな

っている。

こうした一連の士砂移動は山間部の集落に大きな

土砂災害をもたらす一方、斜面から谷さらに河道に

至る斜面 ・河｝l|地形を大きく変化させている。七砂

災害の恐怖と土砂移動に伴う地形変化は現在も引き
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続いている。この間、 2001年7月には桃芝、 9月に
ナリ

は納莉の二つの台風が地震による被害区域を直撃

し、合わせて318名の死者 ・不明者がでた。この中

には土砂災害による死者 ・不明者も多数含まれる。

台湾とその近海では過去大地喪が繰り返されてお

り、前世紀の地痕（マグニチュード5.5以上）は85

回にもなる。今回発生した集集に近いところでも、

彰化地康 (1848年、マグニチュード7.1)、嘉義地喪

(1941年、同7.0)、台南東北地摂 (1964年、同7.0)

の大地四が発生している。したがって、こうした地

四に伴う土砂移動、すなわち地喪時の斜面崩壊発生

と多団の土砂生産から地霞後の斜面崩壊 ・土石流の

発生、さらに河川を通しての士砂流出に至る一連の

現象は、台湾では繰り返し発生し、河川における堆

積 ・侵食地形の形成に普遍的に関わってきたものと

考えている。

この澗査研究はそうした基本的認識に基づいてい

る。台湾行政院農業委員会（水土保持局、林務晦）

や工業技術研究院能源典資源研究所、成功大学、中

興大学などの協力を得て、現地での観測や資料収集

をしながら現在作業を進めている。

主な検討項目は、次の通りである。

① 1999年集集大地喪後の土砂災害の推移

② 2001年7月の桃芝台風と 9月の納莉台風にと

もなう豪雨による士砂災害の実態

③ 地痕後の士砂災害をもたらした気象 ・水文条

件

④ 地痕による斜面の強度低下の実態と斜面崩壊

の発生機構

⑤ 地痕後の斜面および河道部の地形変化

⑥ 地喪および土地利用開発による森林の水士保

全機能の変化と土砂災害

⑦ 地喪後の士砂災害に対する警戒避難システム

⑧ 台浩における地四による土砂災害の歴史と地

形変化

②の項目では、集集大地痕で被害を受けた台湾中

部を中心に300名を超える死者 ・不明者をだした豪

雨災害（土砂災害）の実態と地喪との関係を明らか

にする。⑤の項目では河道を閉塞した大規模崩壊土

砂の侵食過程についても調査する。地霞およびそれ

以後山間部では士砂災害が頻発しているが、この原

因として森林の防災機能の低下が指摘されている。

⑥の項目では森林の水士保全機能の変化と今回の土

砂災害と関係について検討する。

現地での調査を一つだけ紹介しておこう。調査地

は台湾中部の濁水渓支流清水渓（流域面和10.6km¥

標高700~2050m)である。この流域では地震時に

谷頭斜面がほぽ全面にわたって大規模に崩壊し、そ

れによって生産された多品の土砂が標高1000~1500

m付近の渓谷を埋めた。その厄さは少なくとも20m

と推定された。この堆租土砂は地震の翌年 (2000年）

4月ごろから雨のたびに侵食され土石流となって流

出した。2001年7月の桃芝台風と 9月の納莉台風に

伴う哀雨で多品の土砂が移動した後の2001年10月の

調査では、谷を埋めた土砂は侵食され、渓床は地震

前の渓床よりさらに低下した。2002年I2月および

2003年2月、 11月の調査でも渓床低下の基調は継続

している。一方、谷を横断方向でみると両岸には今

回の地震時に形成された土砂の堆梢面が段丘を形成

している。その段丘而のさらに高い位沼には古い段

丘がある。この高位の段丘は過去の大地震に伴って

生じた崩壊土砂が侵食されてできたものと解釈して

いる。台湾ではこうした地震による河川地形の形成

過程が大地震のたびに繰り返されていると考えてい

る。

この調査研究の成果として、次のようなことを予

想している。

① 斜面地盤の強度や排水能力の低下など地震後

土砂災害が繰り返し発生する原因が明らかにな

る。また、地震後土砂災害が頻発する期間が推

定される。

② 大地震後の斜面・河川地形の変化過程が定紺

的に把握される。

③ 土地利用および地震にともなう森林の水土保

全機能の変化が地震後の土砂災害にもたらす影

慇が把握される。

④ 雨位の空問 ・時問分布特性が把握され、地震

後の土砂災害防止に資する警戒避難システムが

提案される。 また、土砂災害の実態や斜面 • 河

川地形の変化過程の把握に基づいてハー ド防災

対策の基本的あり方が提案される。

この調査研究が、台湾だけでなく、東海地震や南

海地震などわが国で近い将来予想される巨大地震に

伴う土砂災害の防災に役立てば、と願っている。
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［特集●土石流論説

土石流研究の現状と今後の方向

.................................................................................. 
水山高久＊

はじめに

土石流研究は、「幻の土石流」と言われた時代か

らずいぶん進歩したが、数年前から壁にぶつかって

いると言える状態にあるかもしれない。

土石流対策の実務を進めてゆくのに必要な基本的

な悟報はかなり蓄積され、土石流の堆積氾濫だけで

なく土石流の発生から堆積までのシミュレーション

がある程度可能なところまで、研究は進んでいる。

研究が進まないと感じる原因は何であろうか。士石

流のビデオ映像はかなり蓄積され、表面流速などの

俯報は増えたが、地すべり研究で地下の情報が十分

入手できないように、土石流の内部は不明であるし、

実際の士石流の発生、堆積の様子は未だに観測され

ていない。それに対応するように、平衡状態の土石

流の流れに関する研究は進んだが、土石流の発生機

構、堆積機構についてはまだ仮説的な研究にとどま

っている。

人工的に土石流を発生させることを含めて、集中

した現地調査、現地実験が現在の壁を越えてゆくた

めに必要であるように思う。ここでは、土石流の流

動機構、発生、堆積の現状と課題をまず整理し、そ

の後、ハー ド対策、ソフ ト対策に関わる研究開発の

現状と課題についてかなり独断的に述べてみること

にする。

土石流の流動機構

平成15年9月、スイスのダボスで第3回の土石流

に関する国際研究集会が開催された。その報告は、

砂防学会誌に詳しいが 1)、台北で開催された第2回

から 3年経ったが目だった進展はなかったように思

う。土石流の流動機構に関する研究の代表的なもの

として、江頭ら叫 こよるものと高橋ら叫こよるもの

がある。これらの中身には触れないが、さらなる進

＊京都大学大学院農学研究科教授

展のためには、より精密な計測を伴う実験や観測が

必要な状況にある。

水深方向に砂礫が十分分散するいわゆる土石流

は、渓床勾配が約15度以上の区間と士石流の先頭部

にしか見られず、土石流災害が発生する渓床勾配が

10度以下の士石流扇状地では、士石流の本体部分の

流れは土砂流（掃流状集合流動）である。したがっ

て、最近の士石流研究の主な対象は、 上記の研究者

や高濱ら ‘1)の最近の研究のようにこの部分にある。

筆者は、士石流先頭部の巨礫や流木が集中する縦断

的に三角形のいわゆるフロント部分の動きに興味を

持っており、扇状地上での土石流の停IL堆積、首振

り現象、家屋の破壊などをさらに進んで検討するた

めには、この研究が必要であると考えている。

これまで土石流の流動機構の進展をもたらしたも

のは実験水路での研究であるが、世界中のほとんど

の研究が、幅5cmから30cm程度の類似したサイズ

の水路と、類似した粒径の砂礫を使って行われてき

た。実際の土石流は、その100倍以上大きく実験は

十分自然現象を説明していない可能性がある。

例えば、実験水路では勾配が緩くなるとそれに応

じて敏感に土砂濃度が減少し勾配変化部に土砂が堆

禎するが、実際はもっと堆積しにくいのではなかろ

うか等といった点である。最近、江頭らは流れのス

ケールが大きくなると、流す土砂と流される土砂の

境界の粒径が大きくなるのではという興味深い議論

を始めている。このような研究を受けて、実際の土

石流を対象に、または人工的に土石流を発生させて

確認すべき項目が明らかになると期待される。それ

を受けて、現在かなりマンネリ化している現地土石

流観測が次の段階に進むことになろう。

ここで思い出したが、中国四｝ll省の成都の中国科

学院山地災害環境研究所には、世界最大の循閑式土

石流実験水路があるが、最近はどのような使われ方

をしているのであろうか。水路が作られた報告はあ

り、第者も20年くらい前に実際に見学したがその水
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論説

路による研究成果はその後見たことがない。

土石流の発生

土石流の発生形態と して、

①崩壊土砂が崩れ落ちる間に連続的に士石流に変化

する。

②崩壊土砂が谷の流れを塞き止め天然ダムを形成し

て、これが決壊する時に土石流となる。

③急勾配の渓床に堆租した土砂上の流凪が大きくな

って土石流が発生する。

④大雨や地震によって発生した大規模な崩壊が連続

的に土石流になる。

⑤火山噴火で新しく山腹斜面に火山灰が堆租して、

少i記の降雨でも土石流が発生する。

⑥火山噴火で（おそらく火砕流によって）山頂付近

の和雪や氷河が急激に融けて土石流（泥流）が発

生する。

⑦火口湖の水が噴火や大雨で溢れ出し土石流が発生

する。

⑧氷河湖が決壊して鉄砲水 (glacierlake outburst 

flood)となる。

⑨人造のダムが決壊してその水によって土石流が発

生する。

⑩ダム湖に崩壊土砂が飛び込んで水が溢れ土石流と

なる。

などがある。

上記のうち、 ②から⑩は、水の供給され方による

分類で、土石流になりうる十分急な勾配の渓床に土

石流の材料となる土砂が存在していることが条件で

あるが、土石流が発生することについては理解しや

すい。④の大規模崩壊は、斜面の地下に存在するで

あろう水によってなんとなく理解される。

さて、 ①であるが、豪雨終了後の土石流が発生し

た渓流の調査で、多くの場合に上流部に崩壊地が認

められ、崩壊が発生して渓床の土砂を巻き込んで土

石流になったと説明されることが多い。 しかし、そ

の斜面勾配、堆租土砂厚さに対して土質力学的な安

定解析を適用すると、安全率1.0で崩壊したのでは

土石流になるのに十分な水が存在しないことにな

る。したがって、見かけ上の安全率1.0を下回って

も斜面は崩れずにいて、表土恩が飽和し表面流が発

生するようになってはじめて崩壊するとか、表陪土

砂中にはパイプが存在したりして空隙率がかなり大

きく崩壊が発生するときには体和が減少しながら土

石流になるなどの説明を試みている。

これらについては十分説明ができていない。特に、

多くの土石流の発生が降雨の終わりごろ（実効降雨

品が最大になる）ではなく、 10分間から 1時間程度

の雨紐強度が最大になる時間に対応しているので、

そのような早い応答を説明するのはさらに難しい。

これを説明しようと、上述のパイプ流出や最近では

早い岩盤流出などの研究が進められている。これは、

崩壊発生の説明にも共通した問題である。（財）砂

防・地すべり技術センター （以降STCと略記）砂

防技術研究所による比抵抗値の連続観測も期待され

る手法の一つである。また水山ら 5)の、崩壊や土石

流が発生するような小さな流域（渓流の源頭部）で

の流品観測、流出解析もこれを説明しようとする試

みの一つである。

このように、土石流発生後に土石流の発生機構を

議論することは難しいが、崩壊地を見て安易に崩壊

が土石流になったと説明されることが多く、それで

無理やり納得しようとしているように見える。平成

9年の針原川の土石流では、明らかに何度かの崩壊

があった叫 平成15年の水俣の土石流では土石流発

生前の流磁が多かったようである。斜而下部の侵食

や、 天然ダムなど土石流発生機構についていろんな

考え方ができそうなのに、河道閉塞の痕跡はない、

したがって 「大規模な崩壊が発生して土石流になっ

た」と簡単に済ませようとしているように見える。

後述する土石流に対する密戒避難の基準雨品は、

土石流発生形態が種々ありうるにもかかわらず、若

干の改良はあるものの長年一種類の手法が用いられ

てきた。最近それではまずいのでないかという研究

が、 STCで行われつつある。土石流の発生に関し

てはまだ十分明らかになっていないので、先入観に

とらわれ過ぎることなく、謙虚な態度で現地調査、

資料分析がなされることが望まれる。

土石流のハイ ドログラフ

前節で述べたように土石流の発生形態は種々あ

り、ある土石流危険涙流を取り上げてもいくつか考

えられる。したがって、土石流のピーク流紺さらに

はハイドログラフ（流姑の時間的変化）となると、

雨伍を想定しても推定することは難しい。

桜烏などの活火山では、ある程度以下の雨紺につ

4
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いては、一般的な流出解析手法で雨品から流凪を推

定し、これに土砂濃度を考縣して流伍が推定できる

場合があるが”、これは例外的である。崩壊や、土

石流発生は一種の破壊現象を伴うと考えられ、決定

論的に推定することには限界がある。したがって、

「土石流対策指針（案）」（平成元年版）ではある程

度の梢度で推定が可能な総浣出土砂品（上限）を対

象に土石流対策捕捉エ（えん堤）の貯砂容紺で対応

する計画となっている。

しかし、土石流のハイドログラフ、粒径の時間的

変化が推定できれば、より効果的な透過型砂防えん

堤の森入が可能となる。したがって、与えられた流

域に、ある想定される雨がある時、いつ、どのよう

な土石流が発生するかを推定することは、この分野

の研究において常に課題であり、目標である。実務

的な割り切りは別として、挑戦は継続されなければ

ならない。

現地での実際の観測データは、ビデオカメラの性

能の向上とともに蓄租されてきた。ほとんどが谷の

出口の映像で発生源の映像は未だにないが、限られ

たこれらのデータを種々の方向から解析すべきであ

る。土石流ビーク流砧と土石流の総払の間には直線

的な関係があるがバラつきが大きい。目安の値を得

るにはよいが、 一般化して使うのは危険である。や

やもすると、大きめの推定式を作成して「安全側だ」

と納得したりもする。土石流対策の構造物は扇状地

上の建物、土地利用の合間をぬって設硲しなければ

ならないので、安全側過ぎるのは適当ではない。デ

ータを見ると、比例係数は、流域面租または総流磁

が小さくなると大きくなるように思える。

土砂浪度、粒径の時間的変化に関する観測の試み、

ビデオ映像からの判読は、以前の方が盛んであった

（図 l)8)。これらの時間的変化の観測データの必要

性は、対策工の圏度化とともに高まっており、再び

チャレンジすべき項目のように思う。

土石流は、多くの場合 1回の土石流中に最大のピ

ーク流紐のものの他、何波かの土石流が含まれてい

る（圏2)9)。現在、土石流の堆積シミュ レーショ

ンやハード対策の検討は、 1回の土石流波形を対象

に行われている。一般にはそれでよいと思うが、何

波かあること（分かれること）が危険な方に影響す

る場合があるかもしれないので、何波か連続したと

きにはどうなるかをそれぞれの検討時に考えておい

てほしい。

土石流の堆積
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土石流の堆租は、土石流災害の発生場での現象で

あり、災害発生機構の解明のためにはもっと研究さ

れなければならない。発生した土石流において、土

砂と水の混合物は減速するとともに巨礫など一部は

堆租しながら、水と細粒

土砂はさらに下流に流下

する。その様子が観察さ

れたり、ビデオに撮られ

たりした例は少なく（昭

和53年白田切川、平成5

年焼岳上々堀沢などを除

いて）、全体像は未だに

よく分かっていない。

一般に土石流の後半は

土砂浪度が減少する。流

品的には小さいが流出は

継続する。この水によっ

て堆梢した土石流の土砂

は急速に侵食され、さら

に下流に運ばれて再び堆

租する。したがって、土

囮1 煉岳上々堀沢の土石流ハイドログラフ、粒径10cm以上の石礫の濃度および粒径特性値Sl(1985年7月21日）

SABO vol.79 Jul.2004 5
 



論説

石流発生直後に災害地を訪れてもすでに堆租物の一

部が侵食されている。その結果、多くの場合土石流

発生前の流路が現れていることが多い。水路実験で

土石流の堆租を研究した例はいくつかある。そこで

は、先頭部に大きい礫が集中して流下してきた土石

流が扇頂部（谷の出口）の勾配が緩くなり、横断方

向の拘束（側壁）がなくなるところで急速に堆和す

る。その様子は、平衡流砂品式を用いた河床変動計

算でよく説明される呪

しかし、実際の土石流は実験よりも停止堆租しに

くいように見える。桜局の野尻）1|などを、先頭部に

巨礫が集中した状態で土石流が流下するビデオ映像

があるが、河床勾配は、 l /15 (3.8度）である。ま

た、災害調査から経験的に土石流の本体（礫分）は、

勾配3度まで達することが知られているが、実験水

路では勾配が10度を下回ると掃流状集合流動が顕著

となり、流れの先頭部は段波状ではあるが土石流と

は言い難い。実際の土石流では細粒土砂が含まれて

いて分かりにくいのかもしれないが、スケールの影

啓があるように思える。

そこで、木曽川左支川の滑川にある

大型の砂防えん堤上流などで、土石流

の堆禎過程がビデオカメラで記録され

解析されることを期待している。実際

の渓流で、源頭部に人工的に水を供給

して土石流を発生させ、土石流の堆租

する状況をヘリコプターから観察する

ような現地実験がなされるべきだと思

う。

土石流対策

土石流対策は、土石流捕捉エ（砂防

えん堤）などの構造物による方法（ハ

ード対策）と警戒避難システムや土地

利用の規制など構造物によらない方法

（ソフト対策）に分けて議論されるこ

とが多いので、ここでも分けて議論す

る。

ハード対策

代表的な構造物は、土石流捕捉工で

ある。かつては（筆者が学生のころ）、

土石流を蒸気機関車のように考え、 巨

礫さえ堆積させればよい、掃流に変えればよいと考

えられていた。そのため、掃流区域の砂防えん堤と

同様に土石流に対しても満砂後の土砂調節効果を期

待したこともあった。現在は巨礫だけでなく、 土石

流全体を砂防えん堤の貯砂容紺で捕捉するのがよい

と認識が変わった。砂防関係の技術者全員の認識が

変わったことを期待するのだが、 「3基30%」（1基

の砂防えん堤で計画流出土砂凪の30％程度以上を処

理し、 一つの渓流に砂防えん堤を 3基程度配憶する

という基本方針）といった土砂調節時代の用語を今

でも耳にすることがあり、心配になることもある。

国土技術政策総合研究所がイタリアとの共同研究

として、コンクリートスリット砂防えん堤を土石流

対策に用いる研究を行ったために、流砂系の流す砂

防えん堤の思想と重なって、それが土石流対策の方

向のように思われた時期があった。国土交通省砂防

部保全課から原則として土石流対策としてコンクリ

ートスリッ ト砂防えん堤は採用しないという事務連

絡が出ているが、まだ混乱が残っているように思え
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図2 桜島野尻川の土石流ハイ ドログラフ、第5号砂防えん堤および野尻川流路工地点9l

(1990年5月18日）
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る。

土石流捕捉工は、土石流発生時に貯砂容凪が確保

されていなければならない。土石流の発生頻度は一

般の土石流危険渓流では、 50年から300年に 1回程

度と低く、その他の年はほとんど土砂流出もないの

で、不透過型えん堤でもそれほど頻繁に除石をしな

ければならないとは思わないが、堆砂状態の点検が

必要となる。砂防は、新しい砂防えん堤の建設に忙

しかったので、日常的な点検などの管理業務に樅れ

ていない。また、自然環境保全の認識が高くなるに

つれて、渓流を砂防えん堤によって分断することに

批判が高まった。

平時の環境保全と土石流発生時の安全を両立させ

るものとして、鋼管製などの透過型砂防えん堤があ

る。 ところが、 20年前の土石流危険渓流の最下流

（保全対象の直上流）は不透過型という、銅管製透

過型砂防えん堤甜入時の原則がまだ生き残ってい

る。これは、 当時の透過型が巨礫を対象としたもの

になっていたことが原因であるが、最近は最下流に

設磁することを前提とした、土石流発生時には限り

なく不透過型として機能する透過型えん堤も開発さ

れてきており、土石流対策は原則として透過型とい

う考え方が定培するものと考えられる。

ただし、最下流の砂防えん堤に達する流れは、最

初は土石流であっても、後半は掃流状集合流動から

掃流に近いものに変化すると考えられ、どのような

粒径に対して開口部の大きさを決めるべきかは現在

も問題である。その意味では、現在、最下流型とい

われている構造物も上部は開口部が広すぎる場合が

あるかもしれない。上部の開口部はかなり安全側に

狭いほうがよいと思う。

さらに、鋼管製の透過型砂防えん堤もコンクリー

トスリット砂防えん堤も同じ透過型と考える砂防技

術者もまだおられる可能性があり、丁寧な解説が必

要と思われる。

土石流対策の構造物を設計する場合、土石流が構

造物に与える力が問題となる。土石流の力は、便宜

的に流体としての力と、土石浣に含まれる礫の衝突

による力に分けて議論されてきた 叫 そろそろ総合

的に評価されてもよく、個別要素法などの解析方法

の進展が期待される。土石流の力は、 土石流衝繋力

と呼ばれることがあり、これが構造技術者の誤解を

生む原因となっている。衝焙力なら緩衝すればよい

と緩衝材の開発に向かってしまう場合がある。同様

の傾向が崩壊土砂でも見られる。土石流に関する認

識を高めて、より合理的な構造物が開発されること

が期待される。

ソフト対策

土石流が発生する可能性のある、いわゆる土石流

危険渓流が調査されてきた。谷の定義や、 15度 5

ha、人家 5戸以上など、ハー ド対策の事業鼠調査

と混同した調査からスタート したが、現在は準ずる

渓流も合わせればほぽ全数を把握している。さらに、

平成13年の広局梨雨災害を契機としたいわゆる「土

砂災害防止法」は、行政サービスとして行ってきた

危険採流の調査と表示、危険区域の調査と表示、詈

戒避難情報に法的根拠を与えた。今は、この土砂災

害防止法に基づく警戒区域、特別警戒区域の設定、

公表をできるだけ速やかに行う必要がある。

筆者は都道府県の予箕が厳しくなる中で、作業が

進まず法律が宙に浮いた状態になることを恐れてい

る。その先に検討を必要とするのは、 十数万箇所の

土石流危険渓流の土石流発生危険度の判定であろ

う。これは従来のa、b、cといった区分ではなく、

土石流発生基準雨品で表現されるのが望ましいが、

過渡的には多変位解析などによる相対的危険度の表

示もありうると考えられる。

基準雨品も、土砂災害防止法の中の器戒避難体制

の整備の一部として位値づけられる。現在、気象庁

と連携作業が試行中である。気象庁の土壌雨品指数

と砂防が進めてきた基準雨目の技術的な調整 ・合体

も作業されているようなのでその結果を待ちたい。

ただ、本文の土石流の発生の節で述べたように、 土

石流の発生形態はいくつかあるので、それを意識し

た基準に向かう必要がある。すでに主張しているよ

うに、現行の基準の発生非発生を議論しているパラ

メーターは別々の現象に対応するもので、右下がり

の直線 (CL)で分離しようとするのは無理がある

し、適当でない。また、短時間降雨予測情報の土石

流予警報への甜入は進みつつあると思うが、 「精度

が悪い」などの批判で逆行することのないように願

いたい。

工事中の安全のためや、土石流が頻発する涙流で

使用される土石流検知センサーについて触れてお

く。いまだにワイヤーセンサーが多く採用されてい

るように見える。ワイヤーセンサーは、振動センサ

ーに比べて誤作動は少ないが、連続して発生する土
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石流を検知できない。土石流の規模に関する情報も

入手できるので、当然、振動センサーが主流になる

べきである。近々、土木研究所から振動センサーの

設沿に関するマニュアルが出ると聞いているので、

それに期待している。

「自らの命は自ら守る」

従来からの土石流危険渓流、土石流危険区域の指

定、平成14年の土砂災害防止法によって、住民は危

険な場所に住んでいることを知っていることが前提

となってゆく 。何でも行政に頼った時代は終わった。

地方自治体は財政が厳しく、住民はハザー ドマップ

などの防災情報を生かしてうまく住まわなければな

らない。まずは、安全なところに住むのであるが、

すでに危険区域に住んでいる場合にも、「耐土石流

住宅（仮称）」への改良や耐土石流塀などによる耐

土砂災害化、土砂災害時に命だけは守る「サバイバ

ルルーム（仮称）」などの採用がありうると思う。

行政側からではなく、住民側からの技術開発が必要

である。

土石流とともに流出する流木

最後に残ってしまった。ハー ド対策のところで記

述すべきであったが、現在、土石流対策と流木対策

は意識して別の事業として動かしている。 しかし、

対象となる場が同じであり、流木の多くは土石流に

伴って流出するので、土石流危険渓流内においては

流木対策を土石流対策の中に組み入れて議論したほ

うがよさそうである。現在、河川砂防技術基準の改

定とそれに伴う手引き等の整備が進められていると

ころなので、その作業の進展に期待したい。
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あとがき

ここまで一応、土石流研究の現状と課題を網羅的

に書いたつもりであるが、大事な何かを忘れている

ような気もする。個々については、分担して執筆す

ることになっているのでそれを読んでいただきた

し‘o
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水俣豪雨災害の検証と当面の対応

江口隆一＊

はじめに 1 水俣豪雨災害の検証

平成15年7月20日未明に水俣市を中心に発生した

梅雨前線による梨雨は、観測史上、本市最大規模の

雨品を記録しました。特に、今回の集中豪雨の特徴

は、水俣市内においても降雨紺に大きな格差があっ

たことです。

この結果、死者l9名、負侶者7名、全壊家屋21棟、

半壊家屋4棟をはじめ、道路、橋梁などの公共施設、

殷林業施設などに大きな被害をもたらしました。

今回の災害の発生から現在までの復旧過程を検証

し、再びこのような災害が発生しないよう市はもと

より、市民が一体となった取組みの契機とすること

が必要であると考えます。

ここに、亡くなられた方々のご冥福をお祈りする

とともに、この災害を過去のものとして風化させる

ことなく、災害から学んだ四重な教訓を生かし、こ

れから取り組むべき課題等について述べさせていた

だきます。

(1)気象から見た水俣豪雨

20日午前0時頃から県南部を中心に急激に大雨と

なり、水俣では午前 1時から午前2時までの 1時間

で72ミリの猛烈な雨が降り、水俣市での雨紐観測史

上最高位を記録し、午前0時から午前7時までの累

計雨屈250.5ミリとなりました。

7月20日に記録された水俣市内に設磁されている

4ケ所の雨伍計データは次のとおりです。このデー

タからわずか数キロしか離れていない市内各地で

も、降雨凪に相当のばらつきがあることがわかりま

す。

(2)捜索活動

深川新屋敷地区の行方不明者の捜索は、市消防団、

自衛隊、市建設業協会等による夜を徹した捜索の結

果、 7月21日午前 5時55分に、 4名すべての追体を

収容、身元確認が終了しました。二次災害の危険と

隣り合わせの状況の中、不幸にも全員が死亡という

結果でありました。

一方、宝）1|内集地区は、土石流災害現場で最後の

表1 市内雨量計の推移 （時間雨量単位mm/h、累計雨量mm)

時間 水俣市役所 深川 県水俣 （久木野） 水俣 （気象台）

時間雨凪累計雨凪 時間雨凪累計雨凪 時間雨磁 累計雨磁 時間雨凪累計雨凪

21.5 490 44.0 26.0 

O~l時 l0.5 32.0 25.0 74.0 18.0 62.0 11.0 37.0 

1~2時 58.0 90.0 200 94 0 1.0 63.0 72.0 109.0 

2~3時 13.5 103.5 42.0 136.0 43.0 106.0 22.0 131.0 

3~4時 33.0 136.5 870 223.0 31.0 1370 48.0 179.0 

4~5時 18.5 155.0 91.0 314.0 57.0 194.0 25.5 204.5 

5~6時 25.0 180.0 48.0 362.0 27.0 221.0 32.0 236.5 

6~7時 10.5 190.5 l0.0 372.0 8.0 229.0 14.0 250.5 

7~8時 0.5 191.0 0.0 372.0 4.0 233.0 0.0 250.5 

8~9時 0.0 1910 230 3950 34.0 2670 0.0 250.5 
（注）累計雨量は、前日降り始めからの累計雨量を記載

傘水俣市長
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1名が発見される7月26日までの 1週間で延べ8,990

人による捜索が実施されました。この間、県を通じ

て福岡市、大分県からのヘリコプターの派遣、熊本

市や天草広域消防本部からの船舶の派遣、周辺市町

村はもとより八代海沿岸の全市町村、有明海沿岸の

県内市町村からの漁船による捜索協力、県内各市町

村からの消防団の派逍、県内各消防本部からの派遣

など、多方面からの捜索協力が得られ、不明者全員

が死亡という最悪の結果ではありましたが、 1週間

という短期間で発見できたことは、一致協力した捜

索体制の賜物であり、ここに深く感謝申し上げます。

(3)被害の状況

①人的、家屋等の被害

今回の災害の人的、家屋等の被災状況は表3のと

表2 救助・捜索活動一覧 県防災消防課調ぺ 単位： 人

区分 7/20 7/21 7/22 

人 消防 525 290 387 
員

笞察 3』2 493 485 

自衛隊 336 386 261 

九州地方整備局 26 25 18 

ロ^ョ~I- l.199 1.194 1.151 

信船舶 5 16 21 

等 ヘリコプター l 3 7 

合計 6 19 28 

おりですが、これらの被害のうち、住家の全半壊は、

宝川内、深川新屋敷地区に集中し、 床上浸水は、こ

れらの地域のほか、陣内、古城地区等に集中してい

ます。

マスコミ等の報道では、宝｝1|内集地区の土石流災

害が大き く取り扱われています。

もちろん15名の尊い生命が一瞬のうちに蒋われた

ことは事実ですが、深川新屋敷地区も 4名の方が亡

くなられています。さらに、陣内、古城地区等では

多数の床上浸水、床下浸水の被害が発生しています。

これらの地域での災害対策についても早急に取り組

むことが必要です。

また、山間部を中心として、山腹崩壊、地割れ等

が確認されている現場が73ヶ所にのぽっています。

7/23 7/24 7/25 7/26 計

812 819 1.046 280 4.159 

443 447 447 446 3.073 

320 136 162 88 1.689 

69 

1,575 1,402 1,655 814 8,990 

23 71 222 58 416 

4 5 5 5 30 

27 76 227 63 446 

（注）人員には、船舶等の搭乗員は含んでいないが、 2,500人以上と推計されます。

このほか、市建設業協会等が捜索に重機の提供等と併せて参加しています。

表3 人的、家屋等の被害状況

項目 棟数 世術数 人数棟0)被害額
（戸） （世術） （人） （千円）

人 死者 19 
的

行方不明

゜塁重但 4 

軽似 3 

住 全壊 20 21 81 387,936 

塁半壊 5 5 II 77,587 
の 床上浸水 l21 121 301 938,805 

呂床下没水 271 271 690 

一部倒壊 5 5 15 

公共建物 15 6,080 

非住家 29 6,380 

新屋敷地区災害現場
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②股林業の被害

燐林業の被害としては、 1塁作物や脳業施設など股

業関係が約10億円、林道や山地崩壊など林業関係が

約27.8億円、合計約37.8億円となっており、大きな

被害となっています。

表4 農林業の被害（地域振興局集計） 単位：千円

件数等 被害額

農業 股作物 6.70ha 6,272 

股業施設 4件 460 

股地等 270件 995.732 

林業 林道等 48路線 496.078 

山地崩壊 81件 2.175.500 

林産物 81件 107.617 

作業道施設 6件 ふ600

合計 3,787,259 

③公共土木施設の被害

表5 公共土木施設の被害（県関係も含む）単位：干円

件数（件） 被也額

土木河川等 143 2.291,313 

道路 68 670,842 

椅梁 3 470.000 

その他 II 3,027,000 

その他都市施設 I 13,601 

合計 226 6.472.756 

(4)二次災害の防止

死者を出した宝川内集地区、深川新屋敷地区では、

県砂防課が土石流の検知システムを設置し、 9月11

日から運用を開始しました。具体的には、監視カメ

ラ、土石流センサー（以上は集地区のみ）、伸縮計、

雨量計を設置し、監視所からの目視に加え、市、芦

北地域振興局、県砂防課での遠隔監視ができる体制

となっています。

(5)ポランティア活動

災害発生後、水俣市災害ボランティアセンターを

設置し、 8月5日までに延べ3,630名ものボランテ

ィアの方に、家屋の清掃等災害復1日に活躍していた

だきました。

(6) 義援金、救援物資

今回の災害では、災害が発生した直後の7月22日

から義援金や救援物資の申し出が、多くの団体、個

人から寄せられました。災害から 3ヶ月を経過した

時点で、当市に届けられた義援金だけでも 2億円を

大き く超えています。

また、救援物資については、飲料水、食料品、衣

料品など、県内を中心に寄せられ、罹災世帯及び災

害復旧に協力していただいたボランティアの方々へ

配布を行うなど、有効に活用させていただきました。

皆様のあたたかいご支援に感謝申し上げます。

2 課題

今回の災害に係る課題（問題点）については、こ

れまでの現状の中でもある程度ふれま したが、ここ

で再度整理したいと思います。

(1)低い防災意識

今回の災害を経験し、さまざまな問題点が明らか

になりましたが、すべての根底にあるのは、防災意

識が低かったこ とです。初動体制の遅れについても、

既に午前 1時から 2時までの1時間で水俣市役所の

雨品計では58mm/hの大雨が記録されています。大

雨洪水警報が出る前に、自主避難の呼びかけ等の対

応は可能であったのではないかと考えられます。ま

た、第 1号配備体制に入ってからでも、関係機関か

らの情報収集に粕極的に努めることができたのでは

ないかということがあげられます。

いずれも、結果論の話ではありますが、災害では、

最悪な事態を想定し、それに事前に備えて対応して

いくことが最も重要であり、このことが防災意識で

あると考えます。

また、防災意識は、市職員だけが持っていればよ

いのではなく、今回のような集中荻雨では、市内各

地で雨紐に大きな開きが出ており、土石流を正確に

予知することは困難であり、住民からの情報（小石

が落ちているとか山鳴りがする）が有効と思われま

す。そういった意味で、市職員と市民が防災情報を

共有する仕組みを整備し、防災意識の向上を図って

いくことが最も重要です。

(2)初動体制の確立の遅れ

今回の災害では、最初の職負が登庁したのが警報

を伝えるFAXを受信した約55分後で、第 1号配備

体制の12名の職員で何ら問題なく出勤できた者9

名、そろったのは午前4時30分でした。その原因は、

防災意識が低かったことのほか、
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①連絡先として自宅しか登録していなかった

②同じ者に何回も連絡していたこと

等連絡体制の不備があげられます。このような初動

体制の見直しが早急な課題です。

(3)気象、災害情報の収集・提供の不十分さ、

連携の欠如

本市では、第 1号配備体制を情報収集体制と位附

づけ、気象、災害情報を収集し、市民に提供する体

制をとっていますが、今回の災害では、これが適切

には機能しませんでした。具体的には、

①各待機者の事務分掌が明確でなかったため警察、

消防本部、地域振興局との連絡体制がとられてい

なかった。

②市民や消防団員から的確に情報を入手する体制が

とられていなかった。

③職員の役割分担が明確に定められていなかったた

め、市民に対して的確な情報提供が行われなかっ

た。

以上の改善が課題です。

また、収集した情報の市民への提供については、

防災行政無線に依存していましたが、難聴地域等が

あり、その対応策について検討が必要です。

さらに集中豪雨については、既存の雨紺計による

情報提供で十分であるのかについても検討が必要で

す。

(4)応急措置

今回の災害では市内各所で山腹崩壊等による通行

止め等が多数発生しましたが、市建設業協会の協力

で順調に応急措附が実施できました。

倒壊住家や床上浸水の後始末、私有地内のがけ崩

民家への応急措置
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れ等について、多くのボランティアが市内外から駆

けつけ活躍していただきました。

(5)地域防災計画の見直し

上記 (1)から（3)については、前述のとおり、

地域防災計画と密接に関連しますが、現在の地域防

災計画は、県地域防災計画を基に作成されており、

地域の実情が的確に反映されていない点や自然災害

については風水害による洪水等を想定した内容とな

っており、集中豪雨による土石流災害や地震、津波

等の場合には適当でない点もあります。また、計画

の内容がわかりにくく、市民の視点に立った計画と

は言えません。このようなことから、今後、 早急に

地域防災計画の見直しが必要です。見直しにあたっ

ては、区長会や既に設立されている自主防災組織等

の意見を参考にしながら進めます。

また、従来、自主避難、避難勧告にあたっては、

水俣市役所雨凪計と新水俣橋水位計のデータ等を中

心に実施してきましたが、今回のような集中哀雨で

は、市内でも降雨に大きな差が見られることから、

判断の手法を見直すことが必要です。

具体的に地域防災計画に盛り込むべき事項として

は、次のとおりです。

① 集中哀雨による土石流災害、 地震、津波、大規

模火災など、具体的に事象を想定した防災計画及

び訓線

② 危険箇所等については具体的場所を記入した図

面等

(6)本格復旧

本格復旧については、国、県の補助制度を活用し、

今後、本格的に取り組むことになります。例えば、

宝川内地区の復興については、治山、砂防事業を県

が実施し、股地復旧事業についても、県に実施して

もらう方向で検討を進めていますが、集落の半分以

上が罹災しており、復旧事業は “むら＂の存続を賭

けたものとなるため、 地元との調整など多くの課題

があります。

3 対応策

(1) 防災意識の高揚

防災意識の高揚については、各種訓練により維持

していくことが必要であり、梅雨前の水防訓練の実
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施についても検討します。

さらに、地域住民の防災意識を高揚する観点から、

地域ごとの自主防災組織の立ち上げを支援するた

め、区長会を通した周知徹底、組織立ち上げや維持

に対する補助制度を実施します。

(2) 初動体制確立の迅速化

既に初動体制の迅速な立ち上げを固るため、第 1

号配備の見直しを実施しました。主要な改正点は、

次のとおりです。

• 宿直からの連絡方法の見直し

・各班具の役割分担の明確化

・総務班の人員増強 (4名→7名）

・総務班当番課長を総務課長、財政課長、企画課長、

税務課長の輪番制

・各配備体制の設磁基準を明確化

(3) 注意報菩戒体制の確立

9月 1日からは、宝川内集地区及び深川新屋敷地

区の被災地に土石流監視システムが稼動したため、

さらに初動体制の見直しを実施しました。

第 1号配備体制（碧報発令）より前に、大雨注意

報が発令された場合、自動的に警戒を知らせるメー

ルを配信し、これにより、注意報咎戒班最低3名が

出動し、市役所内で警戒体制をとるものとしました。

また、独自の基準をもとに、サイレンの作動や防災

行政無線による注意喚起など、被災地の住民に対し、

早めの情報提供ができるように改善しました。

このうち、 宝川内集 ・深川新屋敷監視所にそれぞ

れ 1名ずつを配骰します。これにより、警報へ移行

した場合にも迅速な連絡や配備体制が取れるものと

考えています。

集地区監視システム看板

(4) 情報収集・提供の効率化｀適切化

初動体制での消防本部、警察署、地域振典局との

憤報交換については、それぞれ担当を設け、迅速か

つ的確な対応ができるよう見直しを行いました。今

後はこの体制が維持できるよう平素からの俯報交換

に努めることが必要です。

今回の災害を経験し、災害対応については、 ①災

害情報を収集提供する際、 5WlHを的確に押さえ

ること、 ②報告、連絡、相談を迅速に行うこと、 ③

惰報管理の一元化、集約化を的確に行うことが何よ

り重要であることがわかりました。今後、今回の災

害の経験を風化させないためには、 1胄報提供、収集

のシステムの維持とその基礎となる防災意識の維持

が重要です。

(5)ボランティア組織の充実

今回の災害では、県内はもとより県外からも多く

のボランティア団体が駆けつけ、行政では対応でき

ない分野の復旧に活躍していただきました。

現在、市ボランティア連絡協議会を中心として、

災害があった場合のボランティア派辿を検討する動

きがあり、市社会福祉協議会を介して市としても支

援していくことが必要です。

(6)自主防災組織の設四促進

地域防災の推進にあたっては、自分たちの地域は

自らが守るということを基本理念として、取り組む

ごとが重要です。市内には、 3つの自主防災組織が

あり、避難勧告等に対しては有効に機能しています。

現在、今回の災害を契機として各地域で自主防災組

織を設立する動きがあり、先進的な取組みを行って

いる人吉市等のm例も参考に進めていきます。

具体的には、平成16年度から 2年間で市内全域に

自主防災組織を設立するため、補助制度の充実を図

りました。

(7)避難勧告等の対応

自主避難、避難勧告については、市内に設四され

ている雨量計（気象台 く小崎〉、深川、新水俣 ＜久

木野〉）のいずれかのデータが基準値を超えた場合

は、避難勧告等の措四を速やかに実施するものとし

ました。

さらに、自主避難と避難勧告の区別をわかりやす

くするため、防災行政無線の放送方法について見直
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しを行い、避難勧告については、放送前にサイレン

を流すこととし、自主避難のチャイムと区別できる

ようにしました。また、放送案文についてもまず結

論を伝え、簡潔なものとなるよう工夫をします。

陣内地区 （浸水の様子）

鵡田橋の崩壊 （南福寺）

14 SABO vol.79 Jul.2004 

(8)ハザードマップの作成

地域防災計画の見直しにおいてもハザードマップ

を盛り込むこととしていますが、当面、台風、地震

等に備えて市内の危険箇所、水利、防災行政無線等

の設府場所を示したマップを作成し、各地域に配布

しました。

水俣JII河口 （せり舟艇庫の崩壌）

自衛隊による捜索活動

写真＝水俣市
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6.29災害から5年

都市を襲った土石流とその対策

吉村元吾＊

1 はじめに

平成ll年6月29日、広島市及び呉市を中心として

発生した土砂災害は、死者24名という甚大な被害を

もたらし、その多くが都市近郊の新興住宅地に集中

したことから、都市型の土砂災害として、その後の

わが国の土砂災害対策のあり方に大きな影器を与え

る災害となった。

被災直後より進められた被災箇所の復1日対策はこ

れまでにほぼ完了しており、インターネットを活用

した土砂災害危険箇所や気象情報、土砂災害警戒避

難情報等の防災情報提供システムが構築 ・運用され

ている。また、広島西部山系直轄砂防事業の莉手、

土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等の

指定といった、この災害を直接の契機とした新たな

取り組みも進められつつある。

災害から 5年が経過しようとしている今、土石流

災害を中心に改めてこの災害を振り返るとともに、

安全な地域の実現に向けて進められている各種対策

について、この場をお侶りして紹介させていただく 。

2 6.29災害の概要と特徴

2.1降雨の状況

平成11年6月29日、中固地方に停滞した梅雨前線

は、午後になり活動が活発となり、広島市を中心と

した県南西部では、最大時間雨鍼8]mm（広島市佐

伯区八幡｝II橋観測所）を記録した。

特に13時頃から17時頃にかけての3~4時間に激し

い降雨が集中し（図 1)、最大3時間雨量は、広島

市佐伯区で144mm、呉市で151mmと記録的な棗雨

となった。

土石流やがけ崩れといった土砂災害は、ほぼこの

時問帯で発生したと考えられ、 29日0時～24時の最

＊国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所

t務第二課長

大3時開雨鼠の等雨贔線図を見ると、多雨地域と崩

壊多発地域との重複が確認できる（図2)ことから

も、短時間での崇雨により同時多発的に土砂災害が

発生したことがうかがえる。

時間雨量
患

図1 等雨量線区l

1時間雨量 6月29日14時～17時
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図2 等雨量線図と災害発生箇所

最大3時間雨量 6月29日0時～24時

表1 土砂災害による被害

人的被害
件数

死者 負侶者

上石流災害 139件 13名

がけ崩れ災害 186件 l)名

合計 325件 24名

写真1 土石流による被害の状況

安川左支JII（広島市安佐南区）死者1名`

全壌2棟

5名

9名

14名

家屋被杏

全壊 半煉

49棟 62棟

15棟 l2棟

64棟 74棟

2.2被害の状況

この集中豪雨により、広島県内で大きな被害が発

生したが、中でも土砂災害による被害は甚大で、広

島市を中心に土石流災害が139件、呉市を中心にが

け崩れ災害が186件発生し、死者24名、家屋全半壊

138棟と、県内の被害の大部分を占めた（表 l)。

主な被害状況写真を以下に示す（写真 l・ 2)。

2.3 6.29災害の特徴

6.29災害は、発生地域の特徴が色浪く出た災害

であり、その特徴を整理すると下記のとおりとなる。

l) 自然条件から見た特徴

6.29災害における被災箇所に限らず、周辺地域

には花岡岩が風化した「まさ士」が厚く堆積してお

り、降雨等による侵食に対して非常に脆弱な地質を

呈している（写真3)。また、地形は概して急峻で

あり、平地が非常に少ないのも当地域の特徴であり、

これら地形・地質的特性を有する当地域は、これま

でにも度々大規模な土砂災害に見舞われてきた。

土石流の発生源の多くは、源頭部付近の表層崩壊

であり、渓岸、渓床の不安定土砂や立木を巻き込み

ながら流下し、下流域に位置する

保全対象付近で氾濫 ．堆積した。

大部分の渓流では、流下した土砂

は巨石よりもまさ士主体の細粒土

砂が多く、堆積域末端の勾配は

1 °~2゚ と、広範囲に士砂が到達

した。また、流木が大醤に流出し

た箇所（写真4)が多く、家屋を

直撃し大きな被害となった（写真

2参照）。

2)社会条件から見た特徴

広島市では、昭和40年代から都

市としての拡大が本格化し、宅地

開発が大規模に進められてきた

が、地形的に平地が少ないため、

山を切り開き、斜面の直下や谷の

出口にまで住宅が建築されてい

る。

写真2 土石流による被害の状況
また、呉市は、臨海部の限られ

た平地が造船所や海軍関係の施設屋代l11（広島市佐伯区）死者1名、全壊8棟
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で占められ、軍港の繁栄を支えた人々は背後の急斜

面上に住居を設けざるを得ず、現在もひな坦のよう

に住宅地が形成されている。

前述の自然特性とこのような社会特性を有する広

島県には、全国一の土砂災害危険箇所（土石流 ・急

頼斜地）が集中しており、開発の進展を受け、その

数は増加している（図3)。

このように、多くの人々が土石流やがけ崩れの被

害を受けるおそれのある土地で生活している社会環

境が、人的被害を大きくした要因となった（写真 5)。

また、戦後の植林地の拡大とその後の国内木材市

場の低迷による管理の行き届かない森林の増加、病

虫害による立ち枯れ被害等も、 6.29災害の被害拡

大につながった原因の一つと言えよう。

3 災害復旧と防災情報の共有に向けた対応

3.1 6.29広島県土砂災害対策検討委員会による提言

広馬県では、災害発生直後に災害対策本部を設園

し、災害復旧対策に行手したが、

写真3 容易に侵食される「まさ土」

写真4 砂防えん堤に捕捉された大量の流木

荒谷lll（広島市佐伯区）

①土石流及びがけ崩れの発生メカニズムの解明

＠冷後の恒久的なハード ・ソフト対策のあり方

を検討するため、学識者等からなる「6.29広馬県

土砂災害対策検討委員会」を設固し、 4回の委員会

を経て提言を受け、災害復旧の方針等に反映させた。

土石流災害に関する今後の恒久的なハード対策の

あり方については、被災地域の自然 ・社会特性と災

害の特徴を踏まえた上で、

譴正な森林の整備

②土砂の粒径等に応じた透過型 ・不透過型砂防えん

堤の配四による土砂 ・流木の流下防止

③必要に応じた除石による防災効果の維持

が必要、と提言されている。

また、ソフト対策については、災害の特徴として、

短時間 ・局所的な荻雨により災害が発生したため、

事前の避難勧告は発令されなかったこと、発生前に

自主的に避難した住民もほとんどいなかったこと、

土砂災害の危険性を知識として持っている住民が極

めて少なかったことを指摘した上で、

C辻：砂災害危険箇所図の公表や土砂災害への備えに

関するパンフレッ トの配布、イベントの開催等に

よる住民の防災意識の風化防止 ・啓発

土石迂危屁渓芸

$61 

臼
目
リ

i

所
・
'

菖袋危塁肩
<

急
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-

• 
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図3 広島隈の土砂災害危険笥所数の推移

写真5 土石流が人家を直撃

安川左支川（広島市安佐南区）氾濫開始点の状況
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②リアルタイムの雨凪データ収集と地域住民への周

知、土砂災害警戒避難基準雨品の運用の推進のた

めの観測網及び情報システムの整備

③災害弱者も考慮した避難場所 ・避難経路の検討及

びスムーズな情報連絡を可能とする体制整備

④土砂災害のおそれのある区域への住宅立地規制と

住宅の安全性の向上

が必要、と提言されている。

最後に、ハード対策 ・ソフト対策とも、閥係機関

の連携による対策の推進が重要であるとしている。

3.2 ハード対策の概要

上記提言を踏まえ、砂防えん堤の緊急除石を行う

とともに、災害関連緊急砂防事業、砂防激甚災害対

策特別緊急事業（広島市）等が事業採択され、概ね

平成14年度末までに被災箇所を中心とした一連地区

における災害復旧事業が完了した（表2.写真6)。

3.3 ソフト対策の概要

広馬県では、上記提言を踏まえ、防災関係機関及

び地域住民との間での情報共有の推進を図り、住民

の自主的な防災意識の啓発や災害時の早期避難の実

現に向けた防災情報システムの構築を図った。

表2 砂防事業実施状況 （単位 ：百万円）

災関 激特 特緊
水系

箇所事業費 箇所事業毀 箇所事業費

太田）II 14 4,320 12 3.733 3 

八幡川 I O 4 509 7 5,832 

岡の下川 I 657 l 715 

可愛川 l 327 

その他 l 288 

合計 27 10.101 20 10,280 3 

※この他、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業が58箇所、

3142.8百万円採択・実地されている。

図4 広島県防災情報システム （トップページ）

470 

470 
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l) 広馬県防災情報システムの構築

防災関係機関が収集する各種情報を一元的に集約

し、防災担当職員及び地域住民が必要な情報を随時

入手できるシステムとして構築し、平成13年6月よ

りインターネッ トも活用して運用開始した（図4)。

2)土砂災害醤戒避難基準の公表 ・運用

全県下225箇所の雨誡観測所から収集される10分

間雨祉を用いて土砂災害の発生を予測し、警戒避難

の必要性の判定を行う。

判定結果は、関係機関に配信されるとともに、地

域住民にもインターネットで提供される。

写真6 復18事業により完成した砂防施設

上から安）II左支川、屋代川｀堂々原川 （広島市佐伯区）
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現在は、半滅期72時間と l.5時間の実効雨品を用

い、実際の避難勧告等の検討の際の活用に配慮し、

県内を11ブロックに分割して運用を固っている（図

5)。

3) 土砂災害危険箇所固

住宅が判別できる縮尺 1/10.000の図面に土砂災

害危険箇所を記入した土砂災害危険箇所図を作成

し、各市町村に配布するとともに、インターネット

上でも公開している（図6)。

累 谷：07月19日 08:00
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図5 公表されている土砂災害警戒避難基準の一例
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図6 広島県土砂災害危険箇所図（インターネット版）

図7 広島西部山系直轄砂防事業区域

3市2町に跨る621km' の区域内に約1,700の危険渓流

4 土砂災害防止に向けた新たな取り組み

4.1 広島西部山系直轄砂防事業の着手

さて、広品県による災害復旧や防災情報の共有化

に向けた取り組みが進められるなか、国土交通省で

は、 6.29災害が発生した広烏市周辺に人ロ ・資産

が集租していること、中国地方を東西に結ぶ主要交

通網が横断していること等に鑑み、当該地域の土石

流対策を集中的に推進する必要があるとの認識のも

と、直轄砂防事業に平成13年度より新規粒手した

（図7)。

直轄砂防事業では、土石流危険渓流における砂防

施設の整備を進めるに当たり、団地等の一連の保全

対象に複数の危険渓流の氾濫区域が重複している状

況に行目し、関連渓流を一括して集中的に対策を実

施することを念頭に、地区単位での事業を実施して

いるところである（図8)。

昨年度、事業初の工事に培工し、間もなく 2基の

砂防えん堤が完成する運びとなっている（図 9)。

図8 氾濫区域が璽複する地区のイメージ

回9 広島県安佐南区相田地区完成イメージ図

今年度中に沈砂地工までの全施設を整偏完了予定
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この他の地区でも重点的な対策実施に向けた事業

展開を行っており、今年度からは砂防出張所も新設

されるなど、実施体制の強化も図っている。

4.2 土砂災害防止法に関する取り組み

6.29災害を直接の契機として制定された土砂災

害防止法に基づき、平成15年3月、広品県は全国に

先駆けて土砂災害特別器戒区域等の指定を行った。

6.29災害における被災箇所を中心として、昨年度

末までに126箇所を指定し、告示とあわせインター

ネッ ト上でも警戒区域固の公開を行っている（図

10)。
今後も、住民や市町村をはじめと した関係機関の

理解と協力を得ながら、計画的な指定を行っていく

とともに、指定の対象となり得る膨大な数の土砂災

害危険箇所等が県下に存することに鑑み、本年度か

らは基礎調査結果についても公表を予定しており 、

晋戒区域等の事前周知はも とより、土砂災害防止法

への理解と社会的合意の形成を図っていくこととし

ている。

図10 インターネットによる警戒区域図の公開状況

H16.2.26告示 広島市安佐南区長楽寺地区 （写真は安川左支JIIJ
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5 終わりに

6.29災害から早 5年が過ぎようとしている。土

砂災害が発生しやすいこの地域では、災害は忘れた

ころではなく忘れないうちにやってくる危険性が極

めて高いと思われるが、人々の記憶は少しずつ、そ

して確実に蒋れつつある。 5年という節目の年を迎

え、改めて災害の悲惨さと、土砂災害に関わる地域

特性について、住民の皆さんに思い起こしていただ

く上で、今回網羅的にこの 5年を振り返ってみた。

今後も、限られた予符の軍点投資を圏り、国と県、

関係市町村、そして地域住民とが一陪密接に連携し、

ハード対策とソフト対策の連携による総合的な土砂

災害対策を進めていく必要がある。

関係各位のご指迎こ｀鞭撻をお願いする次第であ

る。

なお、本稿作成に当たり、広島県土木建築部河川

砂防総室砂防室より四重な汽料を提供いただいた。

ここに深謝申し上げる次第である。

【参考資料］

平成II年棗雨災古 6.29災害土砂災害復IA誌（広島県十一

木建築部河川砂防総室砂防室発行）

広島県防災情報システムHP

http://www.bousai.pref.hiroshimaJp 

広島県土砂災害マップ田）

http://www.sabo.pref.hi roshi maJ p 
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桜島における土石流対策

永吉修平＊

1 はじめに

桜島は、鹿児島（錦江）浩のほぽ中央に位置し、

東西約12km、南北約10km、周囲約52kmで、約 1

万3千年前に出現したと推定される。有史以降、幾

度となく大規模な咬火を繰り返しており、昭和30年

代に再び火山活動が活発化したため、南岳火口から

半径2km圏内への立ち入りが禁止された。また、活

発化した火山活動の影密により土石流が頻発するよ

うになり、昭和49年には土石流により鹿児島県の砂

防工東関係者8名が犠牲となる災害が発生するな

ど、土石流対策は困難

を極めた。

火山地帯における土

石流対策は、多額の費

用を要するだけでな

く、火山活動中という

特殊な条件もあり技術

的に困難であった。そ

のため国による対策を

求める声が裔くなり、

昭和49年から調査を実
写真1・1 噴火する桜島
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＊国士交通省大隅河）1|国道事務所調査第二課長
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施し、昭和51年度に直轄砂防事業として着手してお

り、現在では、島内19河川のうち野尻川等10河川で

事業を実施している。

以下にその概要について説明する。

2
 

噴火及び土石流の概要

桜島は、約 1万3千年前から活動を始め、何回か

の大規模な哨火を繰り返した。有史以降における山

頂咬火は南岳のみであるが、溶岩流を伴う大規模な

咽火は山腹から発生している。記録に残されている

規模の大きな咬火は、「文明」「安永」及び「大正」

の大咬火であり、それぞれ多量の溶岩を放出した。

大正3年の大爆発（溶岩流）では、桜島の南東側で

大隅半島と陸続きになった。

近年の活動としては、昭和21年に大きな爆発を起

こし、昭和30年には南岳の咬火活動が活発化した。

昭和47年以降にその活動が次第に激化し、唄石、火

山灰、火山ガスなどを放出し爆発回数も激増した。

降灰回数は、昭和47年は485回、昭和48年は678回、

昭和49年はl.158回となり、農作物に著しい被害を

及ぽした。このような火山活動の激化に伴い、各河

川の流域には火山灰の多量の堆積と山腹の崩壊が起

こり、少量の降雨で士石流が発生するという異常な

状況になった。土石流の発生回数を見てみると、過

去20年間の士石流平均発生回数は年間57回であり、

特に野尻川では年間17回である（図2・1)。

表2•1 噴火災害年表

文明3~8年火山爆発 ・溶岩流、人畜クE似 ・家屋埋没多数

(1471~1476) 

安永8年 火山爆発 ・溶岩流、海底叫火 ・咬火沌波、

(1779) 新島燃島生成、死者153名、家屋耕地被舌

大正3年 火山爆発 ・溶岩流、死者58名 ・負似者］12名、

(1914) 消失家屋2.268戸

昭和2l年 火山爆発 ・溶岩流、死者 I名、村落埋没消失

(1946) 

昭和30年

(1955) 

昭和59年

(1984) 

昭和6I年

(1986) 

火山爆発、死者 1名 ・負似者7名、

山林耕地被害

約30cmの噴石が民家に落下し、 11件の火災が発

生。民家近くの山手側に直径2mのll_fi石が落下

古里町のホテルに直径2mのI収石が落下。

重傷2名 ・中偽2名 ・軽但2名
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図2•1 土石流発生回数グラフ

表2-2 土砂災害年表

昭和21年 5月10日

昭和24年8月12日

昭和39年7月19日

昭和49年6月J7日

昭和49年8月9日

昭和51年6月24• 25日
昭和55年11月13日

昭和58年 2月2日

昭和59年8月2517

河川敷で土石流に巻き込まれ死者 1名

洵岸で船の引き kげ中、上石流に巻き込まれ死者］名

河口で薪拾い中、土石流に巻き込まれ死者 1名

工事現場で士石流に巻き込まれ死者3名

河道内で工事巾、土石流に巻き込まれ死者5名

死者 L名、住宅全壊 1戸、半壊 l戸

土石流により家屋の没水38戸

ホテル・住宅災古、国遥に500mとヒ砂氾溜

流出土砂は約30万m3を観測、止序尻柏付近で5Jjm'の上

砂が氾濫

国道へ3,500面の—t砂が氾濫し、砂防施設が被災

桜島で20分雨吊54mm、時間1討irtで101mmを記録、各河川

で土石流が発生、野尻JIIで砂防施設が被災

ヽ - ． . -.. .,... 
.，- f ?“̀ • 

． ・ ｀―—
• さ• S .-.,：文＃ ―・ヽ．．．

ー17ヒ→ヽ 9 ---、・・•一→.．--―` 
写真2-1 昭和57年7月24日（野尻川）

昭和63年8月22• 23日
平成3年6月28日

写真2-2 昭和61年2月18日 （野尻川）
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3 砂防事業について

3.1 砂防事業の方針

桜島における砂防事業の大きな特徴は、桜島が現

在も活動中で南岳火口から 2km圏内が立ち入り禁

止区域であり抜本的な発生源対策ができないことか

ら、土石流の発生を抑制することではなく、土石流

を安全に河口まで流すことを旨としている点にあ

る。

3.2 土石流対策

(1) 施設整備

一 土石流を安全に海域までに流すため

①これまでの士石流対策

流下土砂を捕捉 ・抑制するための砂防えん堤、床

固工の整備、さらに安全に海域へ流すための渓流保

全工の整備及び流下断面確保のための除石が事業の

主体となる。

②特色のある工事

桜島の土石流は、発生回数が多くかつ破壊力が大

写真3•1 転石張工

写真3-2 土石流により極度に摩耗した砂防えん堤

'"::I 

きいため、砂防施設の被害が著しく、砂防えん堤の

水通し部や流路のコンクリートなどが簡単にすり減

ってしまうため、その対策が求められた。そこで昭

和55年から摩耗に強い対策を模索する試験工事が行

われ、転石張工が良いとの結論を得た。

また、土石流のエネルギーを滅殺する目的で、底

面水抜スケリーンえん堤を施工した。このえん堤は、

スクリーン上の除石や部材の損耗など維持管理上の

問題があるものの、土石流フロント部のエネルギー

減殺には効果が店い。

土石流が頻発する野尻川では、膨大な土砂が河口

に堆積し、その堆禎士砂の先端は 1年に約20メート

ル沖合に進んでいる。その土砂を撤去するため水中

ブルドーザーにより掘削を行っている。近年、より

排土能力が翡い土石処理船（バックホウ船）を使う

ようになり、その後には新技術であるソナーを使っ

た水中掘削監視システムや機械を効率的に扱う制御

システムを組み合わせることで、協い排土効果を得

ている。

(2) 環境の保全と創出

―ー一発生土砂を抑制するため

桜島では現在も咬火活動が継続しているため、南

岳火口から半径2km圏内は立入禁止区域で、土石流

発生源での対策を実施できない状況にある。そのた

めヒ流域一帯は緑のない荒廃地であり、無数の溝

（ガリー）が発達している。そのガリーが拡大集合

して、中には荒廃河川に変化しているものも存在す

る。現在、この地域に無人化施工の技術を応用した

山腹エや緑化工などの施工を検討している。

事例として、黒神川流域の山腹斜面で実施してい

る緑化工について説明する。

■黒神川 ・権現山の山腹緑化工（写真3.5)

黒神川流域内の特に荒廃の進行が著しい権現山の

斜面は、雨／lくの侵食により無数の溝

（ガリー）が発達し、下流へ大量の

士砂を流出させている。そのため、

下流域で除石 ・掘削した土砂を利用

して溝（ガリー）を埋め戻し、試験

施工の結果を踏まえて植栽を行っ

た。

写真3.3 野尻川4号底面水抜

スクリーンえん塊

写真3.4 水中掘削に威力を持つ
現場が植物の成育にとって厳しい

環境であることから、黒神川流域でパックホウ船
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は緑化工に先立って試験施工を行った。その結果、

郷土種のうちクロマツ、ヒサカキ、シャリンバイの

発芽育成が良好であり、植栽方法としては客土 ・樹

皮堆肥 ・吸水泥炭改良材 ・固形林業肥料を組み合わ

せるのが良いという結果を得ている。

現在、クロマツが成長を始めている。

(3) 危機管理対策の推進

ー一いちはやく防災情報を提供するため

①危機管理対策

活発な火山活動を続ける桜島は、火山噴火や土石

流に伴う災害で、これまで数々の被害をもたらして

いる。桜局の火山観測は気象台・大学等で実施され

ており、国土交通省等の火山監視機器と情報を相互

に交換し、馬内の火山噴火 ・土石流の防災情報を一

元管理し情報を提供する取り組みを行っている。

特に土石流については、検知と解明のために、各

所に土石流の観測機器を設骰して観測を実施してい

る。発生した土石流を捉えた映像や様々なデータは

桜馬国際火山砂防センターで集約し、大隅河川国道

事務所及び鹿児島県に伝送されて、防災に活用され

ている。

最上流の砂防えん堤などに設置した土石流発生検

知センサーでは、土石流の発生を捉え醤報を発する

とともに、 VTRカメラを自動起動させるトリガー

に用いている。また、 土石流の流址計鍔などに必要

な水位 ・流速などの基礎データは、超音波式水位

計 ・流速計にて測定している。

また、土石流の発生を検知するセンサーには、ワ

イヤセンサー等の接触型と振動センサーや光センサ

..,,・":' ＇三吋姿贔玉．t一 ぇ

.,..J俎箆
r. ". 9..、.，“ .~ '' '.,•1 .....-... 

、i=ニ..... :t l.-
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1淀尻湯祠し

9•-... -ニ--
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写真3•6 ハネルセンサー

写真3.5 黒神J11権現山の山腹緑化工 写真3•8 監視カメラ

写真3.7 小型レーダー雨量計

写真3-9 ワイヤセンサー

負虞セン"―

や g
: 

通常の状態

図3・1 ハネルセンサーの動作模式図

→ ‘‘
 ↑
 土石流検知 水位計測 土石流終息
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ー等の非接触型の2タイプに大別できるが、おのお

の繰り返し利用や規模確認、気象条件・ノイズによ

る精度低下等の運用上の課題があった。

当事務所職員の発案によるハネルセンサーは、繰

り返し利用ができ、土石流規模の確認が可能である

等の両タイプのセンサーの長所を併せ持つ、新しい

土石流検知センサーと して平成11年に開発された

（圏 3-]）。現在、現地での検証等により改良を重

ね、実用化へ向けた段階として各河川に設囮し、ワ

イヤセンサーとの併用により、一庖の信頼性の向上

を図ることとしている。

このようにして得られたデータや映像を解析する

ことによって、かつては“幻の＂と形容されたこと

もあった土石流の実態が、ようやく明らかになりつ

つある。

②桜品国際火山砂防センターの設立

国土交通省（当時建設省）では、平成11(1999) 

年6月、野尻川下流の国道沿いに桜島国際火山砂防

センターを開設した。

この施設の目的の一つは、 「土石流や火山活動の

集中監視」であり、土石流検知センサーの情報や監

視カメラの映像、テレメータ雨凪、気象レーダーな

写真3-10 桜島国際火山砂防センター 写真3-11 展示室 (2階）

ISM工法

どのデータをこのセンターに集約し、碧戒避難に活

用している。

また、もう一つ大きな目的は、噴火時の対応施設

としての役割である。センターでは、桜局内外から

の情報を集約し現場に提供している。また、噴火の

際には工事関係者など安全を確保する緊急避難施設

としても位殴づけている。

以上の機能をあわせ持った上で、さらに「火山活

動や土石流に関する情報を、日常的に地域住民に提

供する」ことも、この施設の目的である。平常時に

は火山や土石流、砂防事業に関する展示をしている

ほか、内外の研究者や研修生に対する情報提供も行

っている。開館以降、 地元の人々の来館はもとより、

県内の小 ・中学生の学習見学も盛んに行われている。

(4)新技術・新工法の取り組みーーコスト・建物

廃棄物縮減、そしてより効果を高めるため

①ISM（現位四樅拌混合固化）工法（図3-2)

工事の安全性向上や施工の合理化による建設コス

トの縮減等を目的としてISM工法を採用している。

施工箇所にある砂礫にセメントミルクを挫拌混合し

構造物を構築するISM工法の採用により、掘削土砂

写真3・12 ISM工法による作業

已口--―犠枷直-

セメントミルク 1 

図3-2 ISM工法のイメージ図
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（建設副産物）の搬出給を大幅に減少させ、汎用性

の高い機械化施工を行うことにより、安全性の向

上 ・建設コストの縮滅等が図られる。

②ボラ捕捉施設（図3-3)

黒神川より流失するボラ（軽石）は、海域まで流

出し、漁業等に多大な被害を与えている。このボラ

流出対策として、陸域において遊砂地 ・底面スクリ

ーンによるボラ対策施設、海域にネッ トフェンスに

よるボラ流出防止対策を実施している。

③無人化施工（試験施工）

活動中の火山での砂防工事は常に危険を伴い、ま

た、南岳噴火口を中心とした半径 2km以内は立入

り禁止区域に指定されていることから、無人化施工

の技術開発が望まれてきた。九州技術事務所で開発

された簡易遠隔操縦装四（ロボQ)を使った、 ISM

工法の椴拌混合工程の無人化施工と無人ヘリコプタ

ーを使った山腹緑化工の試験施工を実施している。

3.3 地域との連携

桜烏火山砂防事業では、火山災害 ・土石流災害等

から地域の安全と安心を確保するとともに、地域が

水・火山灰 浮辺ポつ

◆遊砂地による浮遊ポラ捕捉のイメージそ 灰
逗砂増R 遥砂地＠

図3.3 浮遊ポラ捕掟のイメージ区l

目指す町づくりを支援するため、 地元の人たちと対

話と連携を図りながら事業を進めている。

また、火山砂防技術の国際的な普及のため、防災

会議の開催を行うとともに、火山砂防における先進

事例として海外研修生の視察なども受け入れている

（写真3-14、15)。

4 今後の砂防事業展開

火山噴火に起因する土砂災害は、火砕流、溶岩流、

火山泥流など、現象も多様で、短時間に甚大な被害

が広範囲に及ぶことが特色である。そのため、対策

としては、想定される噴火現象と被害予測にもとづ

いた危機管理計画を検討し、噴火前後の対策を備え

ておくことが被害を最小限に抑えるうえで韮要であ

る。そのため、火山噴火に起因する土砂災害に対処

するソフト ・ハー ド両面からの応急対策を含めた危

機管理計画を策定するための検討に行手する予定で

ある。

5 終わりに

活発な火山活動を続けているという火山砂防事業

沈隅ボラ・砂磯

水・火山灰

▽ /へ

として日本で唯一の特殊な事例

である桜島火山砂防について、

土石流対策を主題にしつつ網羅

的に述べてきた。

今後とも地域と密接に連携し

つつ、ハー ド対策及びソフト対

策を進めていきたいと考えてい

る。関係各位には、引き続きご

指禅ご鞭撻をお願いする次第で

ある。

写真3-13 無人ヘリコブター 写真3•14 緑の復元を願って 写真3•15 海外からの研修生

26 S,¥BO vol.79 Jul.2004 



［特集●土石流研究成果1

土石流の実態一—滑川北股沢を例に

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
池田暁彦＊

1 はじめに

一般に土石流という現象は、「土砂と水が一体と

なって渓流を流れ下る現象」と説明されている。こ

のような現象が渓流を流れ下れば、下流域では甚大

な被害が生じることになる。土石流災害を防止する

ためには、土石流の実態を知ることが最も重要であ

ることは言うまでもない。土石流の実態については、

土石流が流下した後の痕跡調査に始まり、水理模型

実験、近年では流下中の土石流の観測によって徐々

に明らかにされ、漠然としていたイメージがより具

体的な実像として浮かび上がりつつある。これまで

に鋭意進められてきた土石流の研究成果について

は、砂防学会誌 『新砂防』で連載された「講座 ；土

石流」 1)や 「ジオテクノート12；土石流」2)をはじ

めとする各種文献3)に詳細かつ簡潔にとりまとめ

られている。

土石流の詳細な実態についてはこうした研究成果

などに譲るとして、ここでは長野県木曽郡上松町に

図1 滑Jfl北股沢の流域平面図

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部課長代理

位倣する木曽JII左支川滑川右支北股沢で発生する土

石流について、観測結果を中心にその実態について

紹介し、それに基づく今後の土石流対策のあり方に

ついてふれてみたい。

2 滑川北股沢の概要

滑｝l|北股沢は木曽｝II左支川であり、木曽駒ヶ岳

（標高2956m)を源流とする流域面和6.2km1、流路

延長5.2km、平均河床勾配1/3.2の急勾配荒廃渓流で

ある（図 l、図2)。北股沢は基盤地質が脆弼な花

岡岩類で、かつ高標高地であるために凍結融解作用

による荒廃が著しく、過去から現在に至るまで頻繁

に土石流が発生している。北股沢の谷出口には治山

えん堤群が、その下流に滑川第 1砂防えん堤（計画

貯砂品 ：309,000mりが位脳する。北股沢で発生す

る土石流はこの滑川第 1砂防えん堤の堆砂域で捕捉

されるため、 北股沢では土石流の発生一流下一堆租

状況が把握しやすい状況にある。
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［研究成果1

北股沢では、 l982年から土石流の実態把握を目的

に国土交通省多治見砂防国道事務所が現地観測を開

始しており、 2003年までの22年間にl0回の土石流が

観測された。その内の 7回の土石流についてVTR

画像が得られ、石川 (1985)、池田ら (1998)、

Ikeda & Hara (2003)によって分析されている。

土石流の観測は滑川第 1砂防えん堤から上流の治山

えん堤群までの土石流の堆租流下区間（河床勾配 ：

約10゚ ）で実施されている。治山えん堤群と河道に

設囮された22本のワイヤーセンサーが土石流の通過

によって順次切断されてCCTVカメラが自動的に起

動する仕組みになっている。CCTVカメラは北股沢

第4号治山えん提を正面から撮影するNo.Iカメラ、

同えん堤直下流の渓床を真上から撮影するNo.2カメ

ラ、北股沢第 1号治山えん堤～2号治山えん堤間の

河道を右岸渓岸から撮影するNo.3カメラと滑川第 l

砂防えん堤の堆砂域を撮影するNo4カメラの合計4

基が設侶されている。

3 北股沢における土石流の発生形態と頻度

土石流の発生源（発生位四）は、上流右支渓の標

高2300m付近の山腹斜面やガリーと、標高1700~

2000m付近の河道部に集中している。このことから、

北股沢で発生する土石流の発生形態には、

①崩壊土砂が流動化して土石流に移行する

②渓床堆租土砂が流動化して土石流となる

2タイプがあるものと推定される。さらに、 1998年

には標高1800m付近の河道部で天然ダムが形成さ

れ、翌1999年にその天然ダムが破壊されて土石流が

標高伯）
3,000 

2, 500 

2,000 

I, 500 

I, 000 

冷川第1砂防えん堤
流域源頭部 （榎高？，650n)

植生限界

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

滑川第 1砂防えん堤からの累加距甦111)
1 /1. ： | 1 /5. 6 1 1 /6 2 1 1 /4 8 | I I3 0 

河床勾配

回2 滑ll1北股沢の縦断図
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発生したことから、

③天然ダムが決壊して土石流となる

タイプも発生している可能性がある。

土石流の発生頻度は概ね2~3年に 1回程度であ

り、その発生時期は7月に集中している。土石流の

発生頻度は、凍結融解作用による基盤岩である花岡

岩の風化の進行速度や、土石流の構成材料となる風

化浸食によって生産された土砂が渓床に供給 ・菩柏

されるまでの期間によって支配されているのではな

いかと推定されている。

4 北股沢で発生する土石流の実態

北股沢で発生する土石流は、花岡岩礫を多鼠に含

んだ、一般的に“砂礫型土石流＂と呼ばれるもので

ある。これまで観測された土石流の実測流速、平均

流速、平均波高、流磁の時間変化を図 3(30-31頁）に

示す。また、写真 lに土石流の流下中の写真を示す。

土石流の流速は、ワイヤーセンサーの切断記録、

カメラ間の土石流の到達時間の差、 VTR画像内の

礫等の移動速度から計測している。VTR画像から

計測される礫等の移動速度は土石流の表面流速を表

しているので、土石流の流速分布形が3/2乗則に従

うと仮定して表面流速に0.6を乗じて平均流速を求

めている。砂礫型土石流の流速がマニング則に従う

かどうかの議論は分かれるが、ここでは便宜上、実

測値以外の流速とその時間変化を推定するために、

実測の平均流速と波高との相関をマニング則で与え

た後、その粗度係数nに基づき実測流速以外の平均

流速を冥出した（図 3中の平均流速の時間変化）。

なお、マニングの粗度係数nは他の観測事例からフ

ロント部（本体部）で0.10、後続流で0.06との値を

得ているが、北股沢では先行流部で0.04~0.07、本

体部 ・後続流部で0.04~0.15の広範囲にバラついて

いる。土石流の波高は、北股沢第4号治山えん堤の

水通し部で計測した。土石流の流揖は、平均流速に

北股沢第 4号治山えん堤の水通し部での流下断面和

を乗じて箕出した。

●流下形態

砂礫型土石流を特徴づける巨礫の混入割合によ

り、北股沢における土石流は、

a)巨礫を多絨に含む土石流の本体部

b)本体部の前に流下する先行流部



c)本体部の直後に流下する後続流部

の3つの部分に区分できる。各部分の出現順序は先

行流部→本体部→後続流部である。先行流部は巨礫

を含まず、時折0.5m程度の礫が流下する流れでほ

とんどが泥水のみである。本体部はまさしく土石流

の本体を構成する巨礫が集中する流れである。後続

流部は本体部の直後に続く泥水状の流れで時折

0.5m程度の礫を含む。本体部と後続流部は例外な

くいずれの土石流でも確認できるが先行流部は1999

年6月27日と 9月24日土石流では見られない。

流下形態をみると、

l)顕著なピークを形成して流下する

2)本体部などの段波が複数にわたって流下する

3)先行流を持たずに先端に明確な段波を形成し

て本体部が流下する

というように同一渓流であっても多様な流下形態が

見られる。焼岳上々堀沢ではサージと呼ばれる顕著

な段波が数10分にわたって何回も流下する形態が見

られるが、北股沢ではこうした段波はせいぜい2~

3回程度しか流下せず、流下継続時間は5~10分程

度と上々堀沢に比べて短い。

■土石流の流速

これまでに観測された各土石流の先行流の先端流

写真1 各土石流の流下状況

研究成果1]

速には若干差があるものの最大で4.30-4.60m/sec、

平均で2.30~3.00m/sec程度となっている。一方、

本体部の先端流速は2.80~5.60m/sec程度と先行流

よりもやや流速が小さいが、先行流を持たずに本体

部が流下するタイプは最大流速がL0.26m/secであ

り、平均でも2.30~8.40m/sec程度となり、先行流

部に比べて 2倍程度の流速になっている。後続流部

では最大流速が4.70~9. 70ml sec程度、平均で3.00~

8.40m/sec程度であり、本体部と同様の流速となっ

ている。先行流を持たずに本体部が流下するタイプ

を除き、同様な砂礫型土石流が観測されている焼岳

上々堀沢における同程度の河床勾配での土石流の流

速とほぼ同じである。各土石流の最大流速は本体部、

後続流部、先行流部など各部に出現しており、特定

の部分で出現していない。

■土石流のピーク流皇と総流量

土石流の流虻は先行流部から本体部の到達ととも

に増大し、後続流部へと移行するにしたがい漸減し

ている。平均的なピーク流品は200~300m3/sec程

度であり、ピーク流泣の最小値は83mツsec、最大

値は1.556mツsecであり最小値の約20倍となってい

る。

1999年に発生した3回の土石流を除けばピーク流

- - -

| 1999年6月27日土石流

＇ • そL ,

ヽ

北股沢第1号治山えん堤
北股沢策4号治山えん堤
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図3 各土石流の平均流速・平均波高・流量の時間変化図 ・図中の△は流速の実測値

凪の差があるものの総流紺は概ね23,000~33,000m3

と同程度である。しかし、 1999年6月27日土石流で

は90.000m3、9月24日土石浣では110,000m3とそれま

での 3倍前後の総流払となっている。これは1998年

に形成されていた天然ダムが関与しているものと推

定され、土石流のピーク流品や総品は渓床内の堆租

土砂贔の影習を受けているものと考えられる。ピー

ク流品Qspと総流扱l:Qの関係は、

Qsp= (0.0039~0.0180) L Q与0.0088LQ

となっており、水山 (1990)による過去に観測され

た土石流のピーク流品と総流旦の関係

(Qp=l.0 X lff2Qr、Qp＝ピーク流凪、 QT＝総流姑）

と同様の傾向を示しているがバラつきがある。

■土石流の堆積実態

土石流は北股沢の谷出口に位府する滑川第 1砂防
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一
えん堤の堆砂域で停止 ・堆租している。このえん堤

は1989年6月に竣工し、その直後の1989年7月9日

に発生した土石流によってほぽ満砂している。えん

堤は扇頂部に位骰し、堆砂域は左岸に向かって広が

りを持っている。河幅は治山えん堤群区間で約30m、

滑川第 1砂防えん堤堆砂域上流端で約60m、えん提

軸近傍では約300mと急激に拡大しているため、河

床勾配が1/7.5（約7.6゚ ）と急であるにもかかわらず、

一気に堆稜している。

1989年以降に発生した士石流の本体部は本えん堤

の水通しと上流河道を結ぶ線上に堆柏し、後続流は

そのマウンドを避けるように左岸に拡散堆積してい

る。1999年に発生した3回の土石流の本体部は、堆

砂域上流端から堆積遡上している状況にある。
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5 おわりに

このように同じ滑｝1|北股沢で発生する土石流であ

っても、その実態は実に多様である。このような実

態を踏まえると、土石流対策を考える上で特に韮要

な要素は、土石流の発生形態と流出形態ではないか

と筆者は考える。

北股沢における土石流の発生形態には、

①崩壊土砂が流動化して土石流に移行する

②渓床堆粕土砂が流動化して土石流となる

③天然ダムが決壊して土石流となる

3タイプが推定される。もちろん実際の発生状況を

確認したわけではないので断定はできないが、少な

くともこうしたバリエーションがあるこ とを念頭に

入れておきたい。また、本文では土石流発生時の降

雨諸紺について言及していないが、このように発生

形態が異なれば、土石流の発生を支配する降雨鼠も

異なることが考えられる。したがって、ある程度土

石流の発生形態を知ることができれば、その発生形

態に応じた土石流発生基準雨紺を検討する必要があ

るものと考える。

次に土石流の流下形態である。北股沢の土石流ハ

イドログラフを見ると、

l)顕著なピークを形成して流下する

2)本体部などの段波が複数にわたって流下する

3)先行流を持たずに先端に明確な段波を形成し

て本体部が流下する

といった多様性が見られる。前述した通り、 土石流

とは「土砂と水が一体となった流れ」と説明されて

いる。そして、その流下形態として「先端部に段波

を形成しながら流下する」というイメージをよく耳

にする。砂礫型土石流であればその段波には巨礫が

集中することになっている。しかし、北股沢でみる

限り、このような段波は一連の土石流の中でもわず

か数秒しか流れない上、必ずしも土石流の先頭部を

流下するとも限らない。土石流の大部分はそれ以外

の先行流や後続流などの土砂流である。したがって、

土石流対策を立案するに当たっては、こうした土石

流の流れの時問的変化（流速、波高、流凪など）を

考慮しておく必要があると考える。これはハード対

策とソフト対策の両方に言えることである。
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土石流の実態はある程度解明されているものの、

現状ではまだまだ未解明の部分が多い。今後も引き

続き研究が必要であろうが、土石流対策の視点から

求められている情報レベルを理解し、これまでに何

がわかり、これからは何を研究しなくてはならない

のかを明確にした上で研究を進めることが望まれ

る。

最後に、滑｝II北股沢における土石流硯測データを

はじめとする各種調査 ・検討成果を捷供していただ

いた、国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事

務所の関係各位に感謝の意を表します。
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土石流動態の数値シミュレーション

.................................................................................. 
安田勇次＊

1 はじめに

発達した梅雨前線や台風の通過に伴う豪雨時に、

今なお多くの土石流が発生している。平成15年7月

に九州地方で発生した、斜而崩壊を誘因として発生

した土石流は記俯に新しいところである。近年の土

石流による災害は、「平成14年度版士砂災害の実態」

によれば、過去5年の平均発生件数は193件程度で

ある。この数字は、災害に至った土石流の発生件数

であり、山間部などでは記録に残らない士石流が数

多く発生していることは容易に推測される。

土石流という言葉が一般に使われ始めたのは昭和

41年の西湖災害ごろからで、それ以降、各方面にお

いて様々な土石流に関する研究が行われるようにな

った。その研究成果が総合土石流対策基本計画や土

石流対策技術指針（案）として施策に反映され、最

近では「土砂災害防止法」の施行に至っている。

土石流のメカニズムに開する研究は、証橋らに代

表されるように、士石流観測などによる実態把握を

通じ、数値シミュレーションモデルを構築するに至

っている。

当センターにおいても、土石流や火山泥流の数値

シミュレーションモデルを構築しており、各種業務

に活用されている。

ここでは、当センターにおける土石流数値シミュ

レーションの概要について紹介する。

2 当センターにおける数値シミュレーション技術

2.1 経緯

当センターにおける数値シミュレーション開発

は、昭和61年12月に咬火した十勝岳の災害予想区域

図及び対策計画を策定するためのツールとして、火

山泥流のシミュレーターを開発したことが契機で、

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防技術研究所

上席研究只

その後、土石流 ・溶岩流 ・火砕流についてのシミュ

レーターの開発を行っている。平成2年以降の雲

仙 ・普賢岳のI閃火活動に起因し発生する土石流の到

達範囲圏（ハザードマップ）の作成や甜流堤の効果

評価に活用されている。その後、平成 5年度には、

当センターの自主研究としてシミュレーション開発

が行われ始め、当時、 立命館大学江頭先生、京都大

学防災研究所中川先生をはじめとする学識者の助言

をいただきながら開発が行われ、平成8年にJ-SAS

という名称で土石流 ・泥流 ・溶岩流 ・火砕流のシミ

ュレーションがパラメータを変えるだけで、同一の

アプリケーションソフトとして取り扱えるようにな

った。

さらに平成12年度からの新たな自主研究として、

J-SASの問題点等を分析し、より複雑な地形モデル

や構造物の影密を考慮したシミュレーションが行え

るよう改良を行っており、現在では、筑波大学宮本

先生との共同研究により開発した「New-SASS」な

る土石流をはじめとする数値シミュレーションツー

ルが実用段階に達するに至っている。

2.2 土石流のシミュレーション技術

土石流の数値シミュレーションについては、現在、

各研究機関や砂防関係コンサルタン トなどにより開

発が行われ、 『新砂防』をはじめとする学会誌等で

数多く紹介されている。またモデル化の考え方など

についても、（社）砂防学会編「山地河川における河

床変動計算の数値計算法」などにより紹介されてい

るので、ここでは割愛させていただく。

2.3 New-SASS 

当センターにおける土石流の数値シミュレーショ

ンツールは、 J•SAS版とNew-SASS版の 2 種類があ

る。 それぞれの開発経緯は先に述べたが、 J•SAS版

とNew-SASS版の大きな違いは、流れの連続性をよ

り正確に表現するために、砂防構造物の影密が評価
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できる等、解析精度が大きく向上していることであ

る。

また、土石流モデルでは、土石流の抵杭係数の取

り扱い等を改良したモデルとなっている。

(1)解析精度の向上

精度の向上に関しては、土石流に限った話ではな

いが、 J-SAS版の解析上の問題点を挙げると以下の

とおりである。

①完全陽解法のため、解が不安定になりやすい

②メッシュサイズを大きくすると、解がなまり拡散

する場合がある

③時間的な刻みは固定としているため、計箕不能と

z
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(c) New-SASSモデル

なることや計箕精度上で無駄なタイムステップが

生じる

④流体が境界から外部（計冥メッシュの下流端や両

サイド）へ流出する場合、正しく計冥できない場

合がある（砂防えん堤地点の段落ちもしかり）

これらは、土石流の現象のモデル化という本質的

な問題でなく、プログラミングに用いる離散化手法

の問題である。そのため、当センターで実際に数値

シミュレーションを実施する際には、これらの癖を

理解した上で表現したり、 士石流現象をシミュレー

ションするために、境界条件や初期入カパラメータ

を工夫し利用しているのが現状である。

New-SASS版では新しい二次元解析コードとし、

解析スキームはVanLeeのTVD租分スキームを甜

入し精度の向上を図った。図lは解析モデルが現実

の流体運動にどの程度近い挙動を示すかをテストし

たもので、ダムブレイクテストと呼ばれるものであ

る。図I(a)に示したように、初期条件として流体

を柱状にモデル化し、 X軸方向プラス側の壁を取り

外した後の水面形の挙動を解析するモデルである。

J-SASモデルには数値振動の影薔が確認されるが、

New-SASSモデルでは流体の変形がより滑らかに表

現されている。

また、メッシュのサイズや方向に依存する問題に

ついても、固 2に示したとおり、より適切に表現す

ることが可能となった。

(2)土石流のせん断応力

一般的に土石流は土砂が卓越した高浪度の流れ

で、土砂流は土砂と水の屈が分離した状態（掃流状

集合流動状態）と理解されている。 J-SASは、 この

土石流から土砂流までの土砂移動の形態を連続的に

取り扱うことができるモデルとなっている。

土石流と土砂流では流れ全体と摩擦速度の関係性

が異なるため、土石流と土砂流で流速係数を別々に

設定する必要がある。J-SASにおいては、その避移

状態を一般的には高橋の土砂濃度式で知られている

式形を用いて判別を行っている。

New-SASSにおいては、実際の土石流に見られる

浪床侵食を考應するため、流体の石礫濃度と河床か

ら取り込まれる石礫濃度との関係により土石流動屈

の流速分布形による場合わけを行って計箕してい

る。

図1 ダムプレイクテスト

34 SABO vol.79 Jul.2004 



3 土石流シミュレーションと施設効果

New-SASSを用いた土石流のシミュレーション結

果の一例を図3に示す。図3(a)は施設配骰しない

状態の計箕結果、図3(b)は谷出口付近に砂防えん

堤を配齢 した状態の計箕結果である。その他の条件

は全て同一である。図3に示したように、施設を配

囮した場合、谷出口付近での堆租品が少なくなって

おり、砂防えん堤上流域で土砂が堆和している。ま

た、図4に示す砂防えん堤付近の縦断面図において

も砂防えん堤による堆砂形状をよく表現している。

この計勾結果が示すように、砂防えん堤等の施設

を考慮したシミュレーションが可能となった。
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4 おわりに

ここでは、 当センターにおける数値シミュレーシ

ョン技術の紹介をさせていただいた。ここに示した

New-SASSは、土石流の流動過程における堆和 ・侵

食を考慮できる唯一のモデルである。

しかし、 実際の土石流の発生 ・流下 ・堆和過程に

おける観測事例はほとんど得られていない現状を考

えると、数値シミュレーションで得られた結果をい

かに評価するかは、依然として技術者の判断に委ね

られるところであることには変わりない。

これからの砂防基本計画をはじめとする砂防事業

における数値シミュレーション技術は、より一庖、
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図2 メッシュの方向を変化させた場合のテスト (New-SASS)
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必要不可欠なものとなる。当センターにおいても、

シミュレーション技術の菩租や関係諸機関と共同し

て、土石流の発生等メカニズムの解明に努めていく

ことが重要であると考える。
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(b)施設配四時
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土石流対策としての透過型砂防えん堤の留意事項

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
嶋 丈示＊

はじめに＿ 不透過型から透過型へ

土石流対策技術指針（案）には、多種の土石流対

策工が記載されているが、その数と効果において主

力となるのは砂防えん堤である。この砂防えん堤の

中心に不透過型砂防えん堤がある。その機能は満砂

後に土石流が発生すると、堆砂域に到達した土石流

は勾配変化により流下エネルギーが減勢され、堆砂

域に土砂を堆柏させるものである。この土砂を堆柏

させる前の平常時雄砂勾配と、堆積後の計画堆砂勾

配の差分を貯砂容量として、複数基で土石流全量を

捕捉するよう計画されてきた。しかし、いったん貯

留された土砂が後続流により再侵食されるなど、 土

砂を捕捉した砂防えん堤の堆砂勾配が水平に近いケ

ースもある。また、 土石流区間は急峻であることか

ら、掃流区間の砂防えん堤に比べて堤高あたりの貯

砂容量が少なく、設四基数が増える傾向にある。し

かし、渓流に必要基数を四けない場合も多い。

また、不透過型砂防えん堤は渓流を上下流に分断

することから生態系を含む自然環境に影響を及ぽ

す。

このため、砂防えん堤に求められる機能は、土石

流時には災害を引き起こすであろう土砂を保全対象

の安全確保のために捕捉し、平常時および中小洪水

写真1

＊ （財）砂防 ・地すぺり技術センター砂防部課長代理

時には流砂系を考慰して下流への土砂の供給、生態

系の連続性の維持、 土砂捕捉容量確保のため無害な

土砂は極力通過させるものである。現状でこの性能

に最も近い土石流対策エとして透過型砂防えん堤が

ある。流す砂防の推進により近年、急速に不透過型

砂防えん堤に替わって透過型砂防えん堤の採用が増

えた。

しかし、透過型砂防えん堤の土砂捕捉効果も土砂

の流下形態、土砂濫度、粒径分布などにより変化す

ることから、開口部の形状や大きさをどのように設

定すればよいのか決定打はない。そこで、今後、土

石流対策の主力になるであろう透過型えん堤の機

能、および今後の機能アップに必要と考えられる課

題について述べたい。

透過型砂防えん堤の種類

透過型砂防えん堤には、掃流区間に設四し土砂調

節を目的とした堰上げタイプと、土石流区間に設府

し土砂や流木の捕捉を目的とした閉塞タイプがあ

る。堰上げタイプは、コンクリートスリットえん堤

に代表されるように、開口部が狭いこ とから洪水期

にスリット開口部で堰上げを生じさせ、えん堤上流

に湛水域をつくる。ここに土砂が流入すると掃流カ

が落ち、湛水域上流に堆砂する。後続の土砂もこの

堆砂を乗り越えて堆砂の下流に厨を形成しながら堆

稜していく。土砂が供給され続けるとこの堆砂尼は

スリッ ト開口部まで到達するが、それ以上の土砂が

供給されるとスリット開口部からはき出される。洪

水後期になると、上流からの流量が減少し堰上げ水

深が下がり、これに合わせて堆砂肩が崩れ、流水と

共に土砂がスリット開口部からはき出される。スリ

ット開口部からの流量が小さくなっていることか

ら、土砂を迎送する能力は小さく、はき出された土

砂はスリット開口部直下流に堆積する 1)0

堰上げによる土砂捕捉効果は、洪水期に土砂をえ

SABO vol.79 Jul.2004 37 



［研究成果3

ん堤上流の渥水域に一時貯留し、洪水後期やその後

の中小出水でいったん貯留された土砂を下流に供給

することにある。このため、えん堤の貯砂空間が回

復し、次の洪水に備えることができる。ただし、完

全に空容砧を回復させるためには、開口部の位固や

大きさを工夫するとともに、時間も要することにな

る。この堰上げを利用したえん堤は、いったん捕捉

された土砂が再び動くため、土石流対策としては問

題が残る。したがってコンクリー トスリットえん堤

は、掃流区間で採用されるものであるが、堰上げ現

象による土砂の再流出を考慮せず、土石流区間に数

多く設殴されている。このため、国土交通省砂防部

保全課から事務連絡「透過型砂防えん堤の計画 ・設

計上の留意点について」（平成15年 5月7日）と、こ

の事務連絡に関する補足説明資料（平成15年1]月20

日）において、コンクリートスリ ットえん堤の改良

方法が示された。

土石流対策は、下流域の安全確保のために、土砂

を確実に捕捉する必要がある。この要求を満たす透

過型砂防えん堤として閉塞タイプがある。閉塞タイ

妙

図1 堰上げによる土砂捕捉効果

プはスリッ ト開口部で確実に礫を捕捉し、かつ堤体

全体の開口率を多くとることで流水はできるだけ通

過させ堰上げを生じさせない形状としている。閉塞

タイプの代表的な施設として鋼製スリットがある。

堰上げタイプと閉塞タイプを分けるのは開口部の大

きさと形状であり材料ではない。鋼製スリット＝閉

塞タイプと誤解している例もあるが、これは、鋼材

が高強度なため開口率を大きくとれ、開口部の形状

を比較的自由につくることができることから、結果

的に、閉塞タイプに鋼製透過型砂防えん堤が採用さ

れているわけである。

流下形態と開口部の形状

以下に、土石流区間に設磁する閉塞タイプの透過

型砂防えん堤が効果を発揮できる開口部形状につい

て述べる。

■縦スリット

閉塞タイプのスリッ ト純間隔は、土石流の先頭部

の礫群を効率よく捕捉するよう最大礫径X1.5程度

以下に設定している丸 縦スリットの機能は、土石

流の先頭部に巨礫が集中する性質を利用したもので

ある。礫 1個ならスリットを通過してしまうが、礫

が集合で流下してくるため、 1.5倍程度以下であれ

は礫が絡み合いスリッ トを通過することができず捕

捉される（図2)。ちょうどラッシュアワーで ドア

から人が降りられなくなるのを想像すれば分かりや

すい。土石流対策技術指針（案）には、礫径と縦ス

リット純間隔の関係は水理実験をもとに、礫径の

1.5倍以下なら土石流中の砂礫をほとんど捕捉し、

2.0倍程度なら巨礫は確実に捕捉すると している。

写真2 銅製透過型砂防えん堤 写真3 縦材を機能部材とした鋼製透過型砂防えん堤の一例
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したがって、最大礫径を含む土石流については、透

過部の閉塞により確実に捕捉できる。この程度の開

口部なら中小出水により流下する土砂が開口部を閉

塞することはなく、生態系への影幣は最も小さい。

ただし、流木が引っ掛かると開口部が閉塞され、そ

こから堆砂することもある。したがって、中小出水

であっても点検は必要であろう。

既存の鋼製透過型砂防えん堤の大半は、この縦ス

リッ トを利用して土石流を捕捉しようとするもので

ある。このタイプのえん堤は、渓床勾配1/20以上

の土石流区間に設協されている。しかしながら、採

床勾配が約1/15以下の土石流堆租区間や、1/15以

上の土石流流下区間であっても谷出口のように流下

幅が拡幅する場所では、土石流の先頭部がほぐれて

スリット開口部に巨礫が到達しない可能性がある。

巨礫が到達しないと、スリッ トを閉塞させることが

できない。また、数波でくる土石流に対しては、 一

波目に最大礫径を含んでいなければえん堤を通過す

る可能性が高い。

■横スリット

これまでの土石流捕捉を検証する水理実験は、土

石流の先頭部を対象としたものであり、捕捉後に通

水するといったん捕捉した礫が後続流により再び洗

い流される現象が観察される。スリットで完全に捕

捉された礫は上流から堆砂により押されており咬み

込んで動くことはない。しかし、その上部に堆租し

た礫は、礫の絡みが緩かったり、礫径がスリッ ト純

間隔より小さいことから、後続流により再移動する

/ [／ c-ご/

-/ E ... 、一ー、ー／
I //  

図2 縦材による土砂捕捉効果

研究成果3]

可能性がある。

そこで、後続流による土砂の再移動を防止する開

口部の研究も進められている”。 これは、土石流波

高より上方の縦材に横材を配囮することで、後続流

中の礫を捕捉し、いったん捕捉した土砂の再移動も

防止するものである。

横材の位饂により捕捉の効果は敏感に変化する。

例えば、流木捕捉実験3)では、水深が横材位個より

下方にある場合、流木は横材に接触しないため全く

効かない。ところが水深が横材を超えると、逆にほ

とんどの流木が引っ掛かることになる。この現象は

礫の場合も同様である。この横材の効果を利用して、

中小出水では土砂を通過させ、土石流時には土砂を

捕捉するといったコントロールも可能となろう。

横材により捕捉された礫は、再移動しないことか

ら捕捉の確実性は高い。しかし、確実に捕捉される

礫は横部材間隔より大きい礫であることから、泥流

型土石流のように小径礫を中心とした土石流に対し

ては、部材間隔を相当密にしなければならず、大径

の鋼管を部材とした既存の鋼製透過型砂防えん堤で

は構造に無理がある。今後は、外力を受ける構造部

材と、礫を捕捉する機能部材を分けるなどの工夫が

必要になって くる。

この横材の位置のルールに確定したものではない

が、 当センター常設の鋼製砂防構造物委員会におい

て、昨年度、保全対象の直上流に設置する透過型砂

防えん堤（以下、最下流タイプ）の留意事項を取り

まとめた。これが部材間隔の設定方法の参考となろ

う。以下に概要を記す。

最下流タイプ

最下流タイプは、保全対象が直下流に位附するた

写真4 横材を機能部材とした銅製透過型砂防えん堤の一例
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I研究成果3

め、土石流を確実に捕捉し安全を確保する必要があ

る。

このため、土石流時には、土石流の先頭部の礫群

を確実に捕捉するとともに、後続流中の小礫も捕捉

できる部材間隔で、平常時および中小洪水時には、

平常時および中小洪水時に流下してくる砂礫が十分

通過できる部材間隔とする必要がある。

■土石流時

士石流の先頭部を構成する礫群は、最下流部では

谷出口に位置する場合が多く、上流にえん堤がある

場合も考慮すると先頭部がほぐれてえん堤に到達す

る可能性がある。このため、礫が単独でえん堤に到

達しても捕捉できるように最下流タイプの縦材純間

隔を礫径d8oの1.0倍以下に設定する（図3)。

b1< dsoXl.O 

最下流タイプに対しては保全対象の安全性確保の

ため、礫の捕捉機能向上を念頭に横材純間隔を礫径

d8oの半分程度とする。実験によると土石流の後続

流中に含まれる礫を捕捉するには、縦横部材間隔を

最大礫径程度にとれば、後続流に対しても大半の礫

を捕捉できることが確認されている 4)。実験では礫

成分を主体として土石流形態を発生させて捕捉しや

すい条件のもとで行っていることや、谷出口や土石

流堆積区間に最下流部が多いことを考慰して、最大

礫径の半分を横部材間隔とした（図 3)。

b2 ~ dsoX0.5 

■平常時および中小洪水時

平常時に流下する土砂を通過させるため、河床か

ら最下方の横材までの高さを平常時水深 (2年超過

確率降雨）より高く配誼する。これより、上方の横

材は、後続流に含まれる小径の礫を効率よく水適し

写真5 部材の目を細かくした銅製透過型砂防えん堤の一例
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天端まで捕捉できるよう配四する（固3)。

平常時水深く H く土石流水深

前述した土石流区間に採用されたコンクリー トス

リットえん堤の改良方法は、ス リット開口部に河床

から天端まで横桟を配詔したもので、先行流により

堰上げが生じても、横部材間隔よりも大きい礫は確

実に捕捉される。この横桟の間隔は最下流タイプの

横材間隔と同様に最大礫径X0.5である。

透過型砂防えん堤の留意事項と課題

以下に、透過型砂防えん堤の今後の課題をいくつ

か挙げてみたい。

■捕捉対象礫径の設定

閉塞型の透過型砂防えん堤が機能するためには、

えん堤に到達するであろう最大礫径を適切に見梢も

る必要がある。現行の最大礫径の決め方は、えん堤

サイ ト近傍から上下流の各200mまでの礫径分布を

調査し、累加曲線の95％を最大礫径としている。こ

の方法は簡便であるが、河床に礫自体が少ない場合

でも、 巨礫が6個以上（礫径 d95)あれば最大礫径

b2 

図3 最下流タイブの部材間隔正面図

写真6 コンク リートスリット砂防えん堤に横材を設置した例



が設定できてしまう。このような場合、巨礫が一部

のスリットを閉塞しても、他のスリットから後続流

がすり抜けたり、いったん捕捉された礫が再移動す

る可能性がある。また、礫径 d95近辺は礫の個体数

自体が少ない場合もあり、これが動かないと開口部

が閉塞されないことも考えられる。

そこで、前述の鋼製砂防構造物委員会において最

下流タイプの場合、下流の保全対象の安全確保を念

頭に礫捕捉の確実性の向上を狙って、最大礫径をこ

れまでの礫径調査の実紹をもとに個体数が比較的多

い礫として80％礫径（礫径d80) を採用することと

した（累加曲線から求めた礫径の分布状況によって

は、礫径dsoに限定するものではない）。「鋼製砂防

構造物設計便覧」（平成13年度版）では、巨礫の径

は、その横径、縦径、高さの3辺の平均値を礫径と

している。しかし、深さ方向は埋もれている場合が

多く測定値が曖昧なため、露出している横径と縦径

の2辺を測定して、その平均値を礫径とした。また、

礫の測定個数も礫径の測定を3辺から 2辺に簡略し

たことと、河床に十分に礫が存在している担保とし

て従来の100個以上から200個以上に改めた。

■連続配置

透過型砂防えん堤を上下流に連続して配四する場

合、下流側えん堤に至lj達する土石流の形態、到達す

る礫の大きさは、上流側えん堤の機能の仕方に影響

される。既存の透過型えん堤の効果を考えると、上

流側えん堤が効くほど、下流側えん堤は効きにくい

ことは容易に想像できる。上流側えん堤の下流側え

ん堤に及ぽす影櫓の度合いについて未だ知見を得て

いないが、保全対象の安全を確保するためには、下

流側のえん堤ほど確実に効いてほしいように思う。

この対策として下流側えん堤の開口部の目を細かく

し、捕捉対象礫径を小さく見和もることが考えられ

る。少なくとも両者とも同じ開口部に設定すること

はないであろう。

えん堤の向きであるが、不透過型えん堤の場合、

満砂後を想定して下流に対して直角にえん堤を配悶

する。しかし、透過型の場合、礫捕捉を考應すれば

上流に対してえん堤を直角に配府した方がよいであ

ろう。

■流木捕捉効果

土石流には流木が含まれている場合が多く 、この

研究成果3]

流木が被害を大きくしている事例も少なくない。こ

のため、土石流対策としては流木対策もあわせて計

画する必要がある。閉塞タイプの透過型えん堤は、

水と土砂の分離がよいことから、流木捕捉に威力を

発揮する。むしろ流木を流したくても流せない。こ

のため、流木混じりの土石流を捕捉した事例をみる

と、開口部が流木で確実に閉塞されることから、後

続流に含まれる細粒分も確実に捕捉される”。

現状では安全を俊先してスリット純間隔を礫径を

もとに設定しているが、流木混じりの土石流に対し

ては、流木の絡みによる開口部の閉塞されやすさを

考慮する方法もある。例えば、礫個数が少ない場合、

えん堤の直上流に根の浅い樹木を囮き、土石流時に

強制的に流木を発生させるわけである。緑化が恒常

的な土砂流出には有効でも、土石流の発生にどの程

度有効か定品的に把握できていない今、流木として

出てくることを想定し、これを租極的に利用する考

えもあってもよいであろう。ただ、災害を引き起こ

す要因を利用する考えは、現状では無理かも知れな

い。

また、流木捕捉を目的としていない場合でも、中

小出水で流木が引っ掛かるとその上流部に細粒土砂

が堆租していく。この状況が進行し、中小出水によ

り流送される土砂が通過できないほど堆砂した場合

には除石が必要である。したがって、土砂や流木を

除去しやすい構造とするなど、維持管理にも配慮す

る必要がある。

■部分透過型

一般に、鋼製透過型えん堤は、 2m程度の底版コ

ンクリートの上部に鋼管骨組を構築している。底版

コンクリート天端は渓床に合わせており、土石流が

鋼製部に直繋するようにしている。

しかし、この底版コンクリートを河床より突出さ

せた、いわゆる部分透過型えん堤もある。このえん

堤で注意することは、土石流の先頭部が底版コンク

リートで捕捉された場合、鋼製部には後続流しか作

用せず、土砂を捕捉しない可能性があることである。

また、土砂が底版コンクリート天端まで堆租した場

合、不透過型えん堤と同様に渓床勾配が緩くなるた

め、巨礫が透過部に到達しない可能性もある。この

ため、部分透過型は不透過型えん堤と同じ効果を期

待し、かつ流木対策が必要な場合に設囮するのが正

しい使い方であろう。
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■部材の損傷

土石流は、巨礫群の衝突と流体の圧力が同時に継

続してえん堤に作用する。現状では両者がどのよう

にえん堤に作用しているか不明なため、流体力と礫

の衝突を分けて設計に織り込んでいる。流体力は静

的荷重として安定計符に用い、礫の衝突は袖部や部

材の検証に用いている。えん堤を安全で、かつ合理

的に設計するためには、土石流の外力をImpact的

な荷軍ではなく、 Impulsive的な荷重として取り扱

う必要があろう。

また、既存の鋼製えん堤は外力を受ける構造部材

と、礫を捕捉する機能部材を明確に分けていない。

小径礫の捕捉も念頭に磁くと、礫の衝突を受けても

喪失しない程度の強度を有していればよい。このた

め、過度に部材を大きくすることはせず、損但した

場合、取り替えも考慮し不経済な設計とならないよ

うにする必要がある。

おわりに一土砂をコントロールする

透過型えん堤を採用する場合、保全対象の安全を

確保するためには、えん堤に到達するであろう土石

流の性質を見極め、適切な開口部を設定し、施設規

模に応じた届を捕捉する必要がある。また、いった

ん捕捉した巨礫は再移動しないため、次の土石流に

備え、除石する必要がある。このため、えん堤上流

にアプローチできる方法も計画時に考えておく必要

があろう。また、渓流環境の保全のためには、いく

ら止めていくら流すのかといった凪的な検討に加え

て、時問的にどのような粒径がコン トロールされて

いるのか究明していく必要があろう。
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［特集●土石流研究成果4

土石流に対するソフト対策

.................................................................................. 
菊井稔宏＊

はじめに

砂防えん堤等の構造物によらない繁戒避難対策を

一般にソフ ト対策と称しているが、砂防関係部局の

土石流等に関するソフト対策は、「山津波等に対す

る警戒体制の確立について」（昭和41年建設省河川

局長通達）により山津波等が発生するおそれのある

箇所の調査 ・観測、警戒避難体制の確立をはかるよ

う示されたことに始まる鬼

これまで、全国的に様々なソフト対策が実施され

ているが、平成15年7月に九州地方を中心として発

生した土砂災害時には、危険箇所の認知不足や気

象 ・土砂災害情報の提供が十分でなかったことなど

が挙げられており、より一屈のソフト対策の推進が

必要と考えられる。ここでは、これまで実施されて

きた土石流等の土砂災害瞥戒 ・避難に関する施策等

について紹介するとともに、これまでに整理されて

いる課題を示すものとする。

1 土石流等に対する警戒・避難体制整備の背景2)

前述した昭和41年の通達以降、土石流に関する調

査 ・研究が進展し、昭和52年6月に河｝1|審議会の中

間答申により（総合的な治水対策の推進方策につい

ての中間答申）、土石流対策については「土石流危

険区域における警戒避難体制の整備を図ること」と

の答申がなされ、警戒避難体制整備の必要性が益々

高まってきた。これを受けて建設省（当時）では昭

和53年以降、ハー ド対策とともに舒戒避難体制の整

備等のソフ ト対策を加え、土石流対策を総合的に進

めるための方策を検討するため、 3年を 1期間とし

て検討会を開催し、種々の課題について検討が行わ

れた。

このような流れの中で発生した長崎災害を契機と

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部技術課長

して「総合的な土石流対策の推進について」（昭和

57年（平成］0年改訂）、建設事務次官逓達）が出さ

れ、さらには「総合的な治水対策の実施方策につい

ての提言」 （昭和63年、河川審議会）等が出されて

いる。

一方、昭和63年 3月には中央防災会議において

「土砂災害対策推進要綱」が決定されるとともに土

砂災害対策推進連絡会議により 「土砂災害対策の総

合的な推進について」が定められている。

さらに、昭和63年3月には河川審議会から「総合

的な治水対策の実施方策についての提言」として

「土石流に対して従来実施されてきた施策を地すべ

り、がけ崩れを包含したものに拡充 ・強化し、地域

ごとに全体構想を策定して推進すること」と提言さ

れた。また、昭和62年度からは 「総合土砂災害対策

基本問題検討会」、平成2年度からは「総合土砂災

害対策検討会」が実施され、平成5年に 「総合的な

土砂災害対策について（提言）」が出された。

図 lに昭和52年以降のソフト対策に関連した主な

検討 ・通達等の流れを示した。

2 警戒避難体制整備に関する施策の概要

前述した検討、通達等を背娯として、これまでに

ソフ ト対策として様々な施策が実施されてきてい

る。これら施策の概要3)を表 1に示した。また、雨

磁計以外にも土砂災害の発生を監視する機器等の設

四も行われている。これらに加えて、平成13年4月

には土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律）が施行され、

平成14年度からは気象庁と連携してモデル9県（平

成14年度4県、平成15年度5県を加え）において、

砂防主管課と気象台等が連携し、土砂災害の警戒に

関する情報（土砂災害警戒情報）提供の試行が開始

されている。平成16年度には 「土砂災害対策緊急プ

ロジェクト」として、次の3つのプロジェク トを緊
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昭和52年，河川審繕会中間答申
土石流危険区域における警戒遥羅休
制の整価を図ること

昭和53~55年度．土石流技術検討会

①土石流危険汲流潤査距領の作成
②士石流惰戒避難基汎雨砧の検討

R土石流危験汲流"i知力法の検討

昭和56~58年度．総合土石流対策技
術検討会
①土石流笞戒避難体制整価要領
②菩報の発令と避蛾の指示のための

降雨屈設定指針の作成

昭和59--61年度総合土石流対策強
化手法検討会
①笞J戌逍婚システムの検討

②土地利J1]規制，住宅移転芍検討
③土石流対災広報マニュアル作成

昭和57年8月，建設事務次官通達
総合的な土石流対策の推進につい
て，同9月，砂防部長通達

昭和59年6月，砂防課長通達
土石流危険渓流周辺における誓戒追

難体制の整偏等について，同，土石
流危険渓流周辺における誓戒沼醒基
準の設定について

昭和62年3月，総合土石流対策の強
化施策について （提言） ，総合土石
流強化手法検討会

①土石流に対処するための砂防工事の推進
②土石流危険汲流の周知守
③警戒避薙体制の確立
④住宅移転の促進
⑤梢報の収集 ・伝達 ・防災意設の廿及

国土，自治事務次官へ通連

①密戒避逍体制の確立を推進すること
②士石祝滉淀氾濫区域等の設定手法の朽度

向上を殴り， 公表に努めること
③土地利m規制 ・住宅移転方災を検討した
ので参考とすること
④既存市街地等の柑lJil発と併せた砂防対策

を検討したので参考とすること

昭和63年3月．河川審碩会提言

⑤土石流対策広報マニュアルを作成したの
で適切に運用すること

従来の土石流に対する施笈を地すぺ
りがけ崩れを包括し強化拡允

①昭和63年3月，土砂災害対策推

進妻綱，中央防災会穎

昭和62～平成元年度．総合土砂災

対策基本問題検討会
①土石流危険区域の設定及び公表手
法
②総合的な土砂災む対策の検討
③土砂災害対棗をより推進するため
の誘溝策の検討

平成2~4年度．総合土砂災害対策検

討会
①土石流危険区坂等設定 ・公表
②地すべり．がけ崩れの署戒避薙基
qg等
③総合土砂災杏対鉗としての笞戒避

難のあり方

②昭和63年3月， 土砂災害対策の
総合的な推進について，土砂災害
対策推進連絡会謙

①昭和63年11月，砂防課長通違，総合
土石流対策基本計画の策定について

②平成元年3月，土石流対策官通達，
総合土石流対策基本計画の策定につ

いて

平成5年3月，稔合的な土砂災害対策

について頃言），総合土砂災害対策検
討会

①総合土石流対策甚本計画策定に関する基

本的な方針
②計画を策定する地城の自然及び社会菜壌

に関する事項
③砂防指定地の祝点に関する事項

④土石流に対処するための砂肋工事の実施
に関する事項
⑤土石流危険涙流の爪知に関する事項
⑥管戒避煤体制の確立に関する事項
⑦住宅移転の促進に1関する事項

⑧情報の収集・伝達、防災：ほ滋の粋及及び
防災活動の実施に関するm項

⑨土石流対策を総合的かつ効率的に実施す
るための方策に関する事項

⑩その他

図1 土石流 （土砂災害）ソフト対策に関連する主な流れ
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表 1 土砂災害警戒 ・避難に関する主な施策 2)

区分 実施項目 内容

土砂災害危険箇所の 危険箇所 ・区域の公表 土砂災害危険箇所マップ (I/50.000)、土砂災害危険区域

住民への周知 図 (l/ 1.000~ I /10.000程度）の公表（平成13年6月時点約

1.300市町村、約65.000箇所）

看板の設骰 士砂災害危険箇所に看板設府（約50,000箇所）

ダイレク トメール 土砂災害危険区域内に居住する各世帯ヘダイレクトメール

で直接周知（平成13年6月時点約250市町村、約43,000世

帯送付）

情報の収集 ・伝達 土砂災宙笞戒避難システム整佃 土砂災害笞戒 ・避難基準雨州の設定

（梢報基盤緊急賂備事業等） 雨凪計及び上砂災害梢報処理装骰からなる上砂災害笞戒避

難システムを整備、笞戒避難に係わる↑聞報を市町村へ提供

屯光掲示板等 屯光掲示板やCATV等を整備し、 雨は梢報、土砂災密に係

る抒成避難柏報を直接住民に伝逹するシステムを構築

土砂災害相互通報システム整備 住民の早期避難と災害時における市町村等の迅速な防災体

制の強化のため、行政と住民の梢報交換を推進する 「上砂

災害情報相互通報システム整備事業」を平成12年度に創設

上砂災害110番 上砂災出発生状況や斜面の(U裂などの異常現象を住民から

行政機関（市町村役場等）へ連絡する 「土砂災宮110番」

という情報窓口を設憫（全困約l.200の地方自治体に設岡）

郵便局と連携した災害閑報の収集 郵使局に 「土砂災害危険区域図」、「土砂災害110番」を掲

体制強化 示、周辺住民へ情報提供を行う。前兆現象に1対する情報を

郵便局員から通報してもらう連絡体制を整備

啓発 ・防災教育 霜話帳への防災情報の掲載 土砂災害危険区域図や前兆現象等地域にあわせた防災 ・危

（レッドページ） 険梢報等を屯話帳に掲載（平成12年 l月以降に屯話帳を更

新する地域から順次レッドページを創設）

土砂災害防止月間 毎年6月1日～6月30日に七砂災告防止月ド』を実施、月間

rl1がけ崩れ防災週間 (6月 1日～6月7日）、土砂災害防

止月間推進の集い（全国大会）を開催

危険箇所の点検 住民と行政、砂防ボランティア等が共同して危険箇所を点

検（平成13年に全同約15,000箇所の点検を実施）

新混県では昭和50年より 「地すべり巡視は」制度を設照

防災教育等 土砂災害防止月間時に広報活動を実施するなど、地域の状

況を踏まえた防災教育活動を実施

住宅移転その他 災害弱者対策 災害弱者関連施設に瓜点的ハー ド対策の整備、災害弱者関

連施設を含む土砂災害危険区域図の作成 ・公表

上地利用の規制 ・誘芍 建築基準法、都市計両法、宅地造成規制法、砂防法、地す

べり等防止法及び急傾斜地法に基づき、土砂災害を助長す

るおそれのある行為の規制等

住宅移転の促進 「がけ地近接等危険住宅移転tlt業（がけ近事業）」や 「防災

のための集団移転促進事業」を用いた住宅移転（昭和47年

から平成II年までの28年間にがけ近事業により除却または

建物助成を受けた戸数は33,6l3戸）
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急的に推進することとされている。

(1)士砂災害危険箇所認知プロジェクト

(2)土砂災害情報伝達プロジェク ト

(3)土砂災害警戒避難プロジェクト

これら全国的な施策の他、都道府県ならびに市町

村では、住民参加型の防災マップの作成1)や防災訓

練の実施、自主防災組織の育成5)等、ソフト対策と

して様々な取り組みがなされている。

3 吾戒 ・避難基準雨量

土石流の警戒 ・避難基準雨品は密戒 ・避難を行う

ための一つの目安とするもので、前述した警戒・避

難体制整備の一環として、「総合的な土石流対策の

推進について」（昭和57年建設事務次官通達）の中

で、警戒避難基準を設定し、地域防災計画に記述す

るよう示された。「土石流災害に関する醤報の発令

と避難の指示のための降雨鼠設定指針（案） （以下、

指針（案））」（昭和59年砂防課長通達）6）により、土

石流の警戒 ・避難基準雨凪（以下、基準雨凪）の設

定手法が示された。これ以降、全国的な調査が開始

される一方で、基準雨紺を市町村等に提供するシス

テムとして総合土石流対策モデル事業や情報基盤緊

急整備事業等によりシステム整備が進められ、近年

ではインターネッ ト等により、これら情報を提供す

る都道府県も増加しつつある。

土石流の基準雨鍼設定手法は当初、指針（案）に

示された手法が用いられたが、矢野7)により指針

（案）の改良手法が示された他、近年ではがけ崩れ

の検討と併せ、平成5年総合土砂災害対策検討会

（提言）による手法°が用いられるようになってきて

いる（表 2参照）。さらに、最近では地形特性を考

慮して渓流毎や非線形でClを設定する手法9)10)も

研究されている。

4 ソフト対策の課題と方向性11J

前述したとおり、これまで様々なソフト対策が実

施されているが、土石流に対する醤戒避難の課題は、

一部の市町村を除き、結局のところ適正に避難勧告、

指示を出せていないことにある。

一方、住民は、どの程度の降雨で災害が発生する

可能性があるのか、どのような箇所が危険であるか

知らない状況にある他、土砂災害に対する防災意識

が低く、避難勧告等があっても避難しないなどの課

題があげられている。このような課題の原因には、

土砂災害に関連する種々の情報が市町村に集約され

判断できる状況にないことも一因ではあるが、その

背景には土砂災害に対する認識が不足しているもの

と考えられる。

そのため、警戒避難を有効に機能させるには、も

ちろん情報や体制の整備は必要であるが、住民一人

ひとりの防災意識を高めることが重要であり、 土砂

災害に精通した酵門家の配磁 ・育成、住民等を対象

とした土砂災害に対する防災教育や周知、啓発活動

といったソフト対策を継続的に実施していくことが

大切である。

基準雨品については、昭和59年に指針（案）が出さ

れて以降、平成10年末までに約8割以上の箇所にお

いて調査が行われているが、これまでは一部都道府

県を除き、住民に対する防災情報として実際には活

用されていない現状にある。

この原固の一つに基準雨凪の予測精度の問題があ

げられるが、降雨による基準には限界がある。基準

雨品は、過去の土砂災害を教訓として得られた匹重

な情報であり、地域の危険度を判断するのに有益な

ものであるが、雨凪のみで全ての土砂災害の発生予

測を的確に行うことは難しい。このような認識のも

と、基準雨紺を活用していく運用方法、体制、仕組

表2 主な土石流（土砂災害）警戒・避難基準雨量の設定手法と降雨指憬

46 

設定手法（略称） 長期降雨指椋 短期降雨指標

A （案） 実効雨鼠 1時間雨屈強度

B （案） 実効雨屈 有効雨凪強度

改良~) 実効雨鼠 1時拙雨飛強度

(12~72時間半減）

提言（案） 実効雨似 実効雨磁

(72時間半減） (1.5時間半滅）

注 1)A（案）、B（案）の実効雨量は、前期実効雨量十連続雨量

注2)改良（案）、提言（案）の実効雨量は、時間半減による
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みを地域に即した防災体制の中で確立していく必要

があると考える。

おわりに

以上、土石流（土砂災害）に対する警戒避難対策

の概要と課題を岡単に紹介した。

市町村レベルではここで紹介できなかった取り組

みを含め様々なソフ ト対策が実施されてきている

が、土砂災害の危険性を察知し的確に避難できるよ

うな毯戒避難体制の整備は、住民等の意識の向上を

含めてー朝ータにはいかない。近年の IT技術の発

展により、基準雨足を含む雨磁情報はインターネッ

トで公開され、携帯端末でも確認できる状況になり

つつあるが、情報を出すだけでは十分ではない。情

報の受け手と送り手双方について、種々の情報から

どのような行動が必要なのかを理解し、実際の豪雨

時に対応できるようにしておくことが肝心であり、

そのため地域の防災力を高める様々な取り組みを継

続的に実施していくことが重要と考える。

研究成果4]
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1特集●土石流解説 I 

土砂災害防止法について

土砂災害警戒区域の設定の考え方と線引きの際の留意点

高梨和行＊

はじめに

土砂災害防止法~土砂災害醤戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律—は、平成

12年5月8日に交付され、関係政省令等の公布 ・制

定を経て、平成13年4月l日から施行されている。

また、同年7月には「土砂災害防止対策基本指針」

が国土交通大臣により制定 ・公表され、現在、各都

道府県において、土砂災害防止法に基づく基礎調査

が実施されており、土砂災害器戒区域等の指定に向

けて鋭意努力がなされているところである。

土砂災害防止法は、土砂災害防止のためのソフト

対策（警戒避難措囮、住宅等の立地抑制策等）に特

化した法制度であり、「砂防法」「地すべり等防止法」

「急傾斜地法」などのいわゆる砂防三法に基づき実

施している土砂災害防止工事の推進というハード対

策と相まって、総合的な土砂災害防止対策を講じよ

うとするものである。

公共事業費が削減され、ハー ド対策の進捗が鈍る

中、土砂災害防止法を適切に運用することが、今強

く求められている。

本稿では、土砂災害防止法制定の経緯とその意義

を概括的に述べるとともに、土砂災害警戒区域等の

設定の考え方と線引きの際の留意点を紹介するもの

である。

1 本法制定の経緯

1.1 6.29広島災害

土砂災害防止法制定のきっかけは、平成11年6月

29日に広烏市、呉市等を製った 6.29広馬災害であ

る。

①広烏県沿岸部では、梅雨前線の活発化により、 6

月29日の0時から24時までの連続雨伍255mm、同日

＊ （財）砂防フロンティア整備推進機構専務理事
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14時から15時までの最大時間雨緑63mm（広島市魚

切ダム観測所）の集中哀雨となった。

②広馬県は、土石流危険渓流数、急傾斜地崩壊危険

箇所数がともに全国第 1位で、地質については花

岡岩の風化したマサが広く分布し、

③山裾には新興住宅群が広がっている。

これら諸条件が複合的に重なり、 325箇所で土石

流やがけ崩れが同時多発的に発生し、 24名のかけが

えのない生命が奪われた（表 l)。

翌6月30日、関谷建設大臣、松下股林水産政務次

官（役職は当時）は、現地を視察し、翌 7月 1日、

小渕内閣総理大臣に状況報告を行った。この中で関

谷建設大臣が、「危険な地域に人家が密集している

さまを目の当たりにして、土石流やがけ崩れのよう

な災害に対しては、危険箇所への手当てを行うとと

もに、抜本的には危険な地域に家が建つことを事前

に防止する措附をとる必要がある。このため、法的

な措磁も含め有効な方策を集中的に検討する必要が

ある」と小渕内閣総理大臣に報告したところ、内閣

総理大臣も重要な課題として受け止め、建設大臣に

その検討の指示があった。

1.2 プロジェク トチーム及び河川審議会における検討

建設省では、平成11年7月「建設省防災国土管理

推進本部」を開催し、河川局次長を座長とする 「総

合的な土砂災害対策に関するプロジェク トチーム」

を設凶し、以下について検討を進めた。

①土砂災害のおそれがある地域における住宅等の立

地抑制方策の検討

表 1 平成11年6月末の広島災害における被害状況

、-f,:;:g

発生件数 死者負傷者

土石流等 139 13 5 I 49 62 

地滑り

がけ崩れ 186 II ， 15 12 49 
に →ロ 325 24 14 64 74 49 



1 解説I

②士砂災害のおそれのある地域における防災性向上

方策の検討

③避難及び住民への情報提供のあり方の検討

また、平成11年11月には、河川審議会に ・`総合的

な土砂災害対策のための法制度のあり方について＂

が諮問され、 3ヶ月間の審議を経て、平成12年2月、

河川審議会から建設大臣に対し以下の項目を内容と

する答申がなされた。

①士砂災害対策の現状と認識（略）

②現行制度上の問題点（略）

③総合的な土砂災害対策の在り方についての提言

土砂災害防止に関し、国民一人一人が自分の生

命 ・身体を自ら守るという考え方に立って判断し、

行動することを念頭に、以下の施策を講じる必要性

がある。

(1)土砂災害警戒区域の指定及び

警戒避難措置の充実

土砂災害が生ずるおそれのある区域（土砂災害警

戒区域）を指定し、住民等に対する土砂災害の危険

性の周知徹底を函るともに、直点的に士砂災害防止

のための警戒避難措附（市町村地域防災計画に位詔

づけ）を講じる。

(2)土砂災害特別警戒区域における

立地抑制策等の実施

土砂災害警戒区域のうち、土砂災害により住民等

の生命 ・身体に著しい被害が生じるおそれのある地

域（土砂災害特別瞥戒区域）を指定し、宅地造成段

階や建築段階において、新規立地抑制や建築物の安

全の確保のための措個を講じる。また、被害の対象

をできるだけ減少させる観点から既存住宅の移転等

の促進を図る措四を講じる。

(3)土砂災害に関する基礎的な調査の実施

災害防止のための塾戒避難措殴を講じるべき区域

や住宅等の立地抑制を行うべき区域の設定を科学的

な知見に汲付けられた客観的な基準により行うとと

もに、将来の対策工事の実施にも寄与するため土砂

災害に関する基礎的な調査を全国的に実施する。

(4)土砂災害防止のための指針の作成 （後述）

以上本法制定の経緯を概括的に記述したが、土砂

災害防止法は、

①ハード対策としての対策工事ではなく、警戒避難

体制の整備等ソフト対策を推進するための法律で

あること

②従来の災害の原因地に行目したものでなく、被害

を受ける地域に沼目した法律であること

③土砂災害に対して危険な区域を明示し、警戒避難

体制の整備や、土砂災害特別警戒区域における特

定開発行為の制限、建築構造規制、移転等の勧告

と移転を行う者への支援等の各種施策を総合的に

組み合わせた法律であること

等にその特徴がみられる。

2 土砂災害警戒区域等の設定の考え方

2.1 土砂災害防止対策基本指針

土砂災害防止法では、土砂災害防止対策の推進を

図るために、土砂災害警戒区域においては警戒避難

体制の整備等を、土砂災害特別警戒区域においては

特定開発行為に対する許可制、居室を有する建築物

の構造規制等を行うこととしている。そして、これ

らの施策を実施するため、定期的に基礎調査を実施

し、土砂災害のおそれがある区域を明らかにし、土

砂災害碧戒区域等として指定することとなる。これ

らの施策は、高度な技術を要するとともに、国民の

財産権や行動に対し一定の制約を課すものであるこ

とから、法の施行に当たっては、その運用が適正か

つ公平であることが求められる。

以上のような趣旨から、国土交通大臣は、土砂災

害防止法に基づき行われる土砂災害の防止のための

施策に関する基本的な事項、基礎調査の実施につい

て指針となるべき事項、土砂災害警戒区域及び土砂

災害特別毯戒区域の指定について指針となるべき事

項並びに土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転、

その他土砂災害防止法に基づき行われる土砂災害の

防止のための対策に関し指針となるべき事項を内容

とする、土砂災害防止対策基本指針を定めなければ

ならないこととされており（法3条）、法の運用に

当たっては指針となるべき事項に十分留意する必要

がある。

2.2 土砂災害き戒区域等の設定の考え方

土砂災害防止法において、都道府県知事は、基本

指針に基づき、土砂災害のおそれがあると認められ
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I解説

る土地の区域で、警戒避難体制を特に整備すべき土

地の区域を土砂災害警戒区域として指定することが

できる（法6条）。具体的には、土砂災害の発生原

因となる自然現象の区分毎に、次に掲げる土地の区

域が指定されることとなる。以下“土石流＂につい

てのみ記述する。

■土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂

部から下流で勾配が2度以上の勾配。

施行令では、次のように記述している。

その流水が山麓における扇状の地形の地域に

流入する地点より上流の部分の勾配が急な河川

のうち当該地点より下流の部分及び当該下流の

部分に隣接する一定の土地の区域であって、国

土交通大臣が定める方法により計測した土地の

勾配が2度以上のもの（土石流が発生した場合

において、地形の状況により明からに土石流が

到達しないと認められる土地の区域を除く）。

（一部省略）

■同様に都道府県知事は、基本指針に基づき、土砂

災害磐戒区域のうち、土石流が発生した場合に建築

物に損壊が生じ住民等の生命・身体に著しい被害が

生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、特

定開発行為の制限及び建築物の構造の規制をすべき

土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する

ことができる（法8条）としている。具体的には、

土石流の流体力あるいは堆租時の建築物に作用する

土圧が、建築物（木造）の耐力を上回る区域。

施行令には次のような記述がある。

その土地の区域内に建築物が存するとした場

合に土石流により当該建築物に作用すると想定

される力の大きさが、通常の建築物が土石流に

対して住民等の生命又は身体に著しい被害が生

ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐える

ことができる力の大きさを上回る土地の区域。

（一部省略）

以下、土砂災害避戒区域及び土砂災害特別咎戒区

域の設定手法について記述する。

区域の設定手法は、平成13年6月に（財）砂防フロ
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ンティア整備推進機構によって発行された「土砂災

害防止に関する基礎調査の手引き」に詳しいが、

「手引き」は図 lに示される委員会等における検討

を経てとりまとめられたものである。

図1の①委員会は、広局災害直後の平成11年7月

に（社）砂防学会が、建設省砂防部長から 「土砂災

害危険区域の設定手法について」の検討依頼を受け

設骰されたものであり、土砂災害に対する危険区域

（本法で言う土砂災害警戒区域）、並びに特に人的な

被害や著しい家屋被害を伴う等甚大な被害を受けや

すい危険性の高い区域（本法で言う土砂災害特別警

戒区域）の設定手法が土石流、地すべり、がけ崩れ

の現象別に検討されている。

当委員会の検討結果は、平成12年2月に砂防学会

長より建設省砂防部長に“提言＂され、その“提 言＂

は、平成13年6月に発行される 「手引き」にその基

本的な考え方が反映されている。

文末に示す資料l「I.土石流」が“提言＂され

たもの、資料2 「(2)土石流」が「手引き」である。

その後、 ⑤ワーキング、 ⑥委員会、 ⑦個別検討を

経て、「手引き」が編集 • 発行されることになるが、

1年数ヶ月の検討の中で、“土石流に対する特に危

険性の高い区域＇の箕定方法に変化があったことが

分かる。

このことは、施行令等の策定段階において、私権

制限の伴う土砂災害特別控戒区域を、より適格に線

引きするよう内閣府法制局との協議過程で生じたこ

とである。

一方、土石流の流体力は土質定数等のパラメータ

の値に左右されることが分かるが、パラメータが土

石浣の流体力にどの程度の影器を与えているのかを

試ねすることは、調査精度や作業効率を把握する上

で重要なことである。流体力に対するパラメータの

影態を図 2 (52頁）に示す。

表2 試算に用いた標準値

パフメータ 椋準値

七質定数 土石流の礫密度o 2.6 

上石等の内部摩擦角¢ 35° 

粗度係数n 0.1 

堆私'i土石等の容柏溢度C邊 0.6 

現地調査項目 流Fする土石の吊（流出土砂屈）V 5,000m' 

採床勾配〇 8度

流下幅B lOm 
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④委員会

三設計手怯検討委員会

国交省よりの事務連絡 (HI5.03.12) 

土砂災害防止に関する基礎調査の手引き (Hl3.06)

SFF土砂災害防止法特別委員会において追加、修正

國 1 「手引き」作成に係わる委員会等の流れ

土質定数に関するパラメータは土石流対策技術指

針（案） （平成l2年7月建設省砂防部砂防課）にお

いても上記の標準値が示されており、これらの数値

を使用することに問題はないが、図2に示されてい

るように、流体力に対して流出土砂量と流下幅の影

響が大きいことが分かる。

一般的に多くの都道府県で、流出七砂量Vは、既

存の渓流カルテ関連資料より採用しており、精度上

も作業効率上も特に問題はないと思われるが、ごく

まれに粗雑な渓流カルテが見られ注意する必要があ

る。

土石流の流下幅についてはレジーム型の式等を用

いて勾出するが、 「扇状地における土石流の流下幅

と土砂災害特別舒戒区域設定作業における考察（平

成l4年度砂防学会研究発表会概要集）」を参照され

たい。

おわりに

以上、区域設定の考え方等について述べてきたが、

土砂災害舒戒区域等のゾーニングに大きな影響を与

える基準地点や土石流の流下方向の決定には、しか

るべき技術者判断が要求される。また、政令でいう

「明らかに土石流が到達しないと認められる区域」

をどのように設定するのかなど、課題は少なくない。

今後さらなる災害実態調査が適宜的確に実施される

ことが望まれる。

【参考資料】

「上砂災害危険区域の設定手法について（捉言）」

（平成12年2月） （社）砂防学会

「七砂災舌防止に関する基礎調査の手引き」

（平成13年6月） （財）砂防フロンティア救備推進機構
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既往賣料または硯地調査囀に
図iii、あるいは現地計測

既往災害実績資料， 既往災害実績貴料、図面
基づき算出 図iii.あるいは頂地計測 あるいは現地計測

●パラメータ ：既往資料．図面および現地頂査にもとづき設定されるパラメータ

図2 パラメータが土石流に与える影響（試算）
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資料1 土砂災害危険区域の設定手法について（提言）

I.土石流

〇対象とする土石流

降雨によって発生する上石流とし、土砂の生産源は渓

床の堆租物および山腹斜而の表屈崩壊によるものとす

る。

〇土石流危険区域の設定手法

① 土石流に対する危険区域

上石流氾濫開始地点から渓床勾杞が 2゚ まで

の区域とする。

② 土石流に対する特に危険性の店い区域

土石流氾濫開始地点から渓床勾配が70まで、

かつ渓岸からの距離20m以内の区域とする。

（留意事項）

J. I区域の貝体的な設定にあたっては、次の点に留磁し

て行うこととする。

(I)土石流氾濫範囲

・七石流の氾濫I#1始地点は、地形図から判読した採

床勾配の変化点をもとに、その周辺の渓床福、土砂

堆秘状況および過去の土砂氾濫状況等を調査し設定

する。

• 土石流危険区域の広がりは、扇状地形、巨礫群の

存在、肘状をなさない砂礫の堆和物に行眼して設定

する。

(2)七石流の流向

• 土石流の流向は、地形の凹凸、源流路法線、断面

形、謡岸等の構造、橋梁等の構造物の有無および渓

床との組氏差等の影密を受ける。そのため、これら

を考慇して危険区域を設定する。

(3)シミュ レーション等の実施

・複雑な地形を呈する区域等、地形図、現地調査で

氾濫範囲を把握しがたい場合は、数値シミュレーシ

ョン等を行う。

2.施設の効果

土石流対策の砂防ダム等の施設が整備された場合は、

施設の効果（貯砂鼠、調節鼠、打I上燐等）を勘案する。

3.土石流危険区域内の家屋に作用するカ

特に危険性の詞い区域では、家歴が甚大な被害を受け

る可能性がある。家屋全体に作用する力としては流体力

による影牌が考えられる。そのため、上石流危険区域内

の家屋等に作用する力については、土石流の流体力によ

り評価する。

4.対象としない土石流について

上記の設定手法の対象としない士石流と しては、以下

の3つがある。それらに対する危険区域の設定について

は次のように考えることとする。

(1)火山哄火後など一連の降雨により土石流が短い周

期で継続的に発生するもの（例 ：雲仙、桜品）。

既往の火山収火実絨図や火山明火災害予想区域圏な

どを参考に、当面の 「士石流に対する危険区域」を設

定し、その後の火山活動の状況変化に伴い氾濫範囲が

変化する場合は、適宜数値シミュレーション等により

危険区城を設定していく。

(2)大規桟崩壊や地すぺり土塊が流動して、土石流化

するもの（例 ：鹿児島県出水rl1針原｝11)

これらの現象は、崩壊範囲、土紐、流 F速度等の予

測が難しく、危険区域の設定はできない。今後、発生

する地域の特定およびその影轡等について、さらにfiJf
究を進めることが望ま しい。

(3)流木を多品に含む土石流

流木を多く含んだ土石流は、 7゚ 未悩の緩勾配でも

流木の影響により人家全壊等の被因を及ぼしている事

例がある。また椙梁や狭窄部で閉寒しそれ以外の土石

流とは違う箇所で氾濫している現象も見られる。その

ため流木を多吊に含む土石流の危険区域を一律に特定

することは困難である。今後、その動態や影響につい

てさらに研究を進めることが望ましい。

氾濫開始点

渓・流路

土石流に対する危険な区域設定 （イメージ図）
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1解説 I 

資料2 土砂災害防止に関する基礎調査の手引き

(2)土石流

【危杏のおそれのある土地の設定）

1)設定条件

危害のおそれのある土地の設定条件は以下のとおり

である（図ー19参照）。

・流域面利が5Km2以下の涙流において、基準地点

（扇頂部）から下流の地盤勾配が 2゚ 以上の区域。

ただし、地形状況により明らかに土石流が到達しな

いと認められる区域は除く。

糞汲る

，昌バ―
基準地‘（●頂●）

• <¥ 

2)設定条件

危古のおそれのある七地の区域の設定手順を以下に示

す。

(l)碁準地点を地形固及び現地調査結果から、以下の

項目に着目して決定する。

■谷出LI：谷地形が開けて、谷幅が広くなる地点。

■扇頂部 ：扇状地のT員部で、谷出口と同様に谷幅広く

なり、また渓床勾配が緩くなる地点

■勾配変化点 ：渓床勾配が急勾配区間から急激に緩く

なる地点

■屈曲部；河道の屈曲部（土石流の直進性により外湾

側に氾濫）

■狭窄部出口 ：谷出口と同様に谷術が狭い区間（狭窄

部）から急激に谷輻が広くなる地点

■土石流氾濫実紹 ：過去の土石流が氾濫し始めた地点

(2)韮準地点より下流の地盤勾配が 2゚ となる地点を決

定する。

(3)甚準地点と地盤勾配が 2゚ となる点を囲む範囲と、涙

流周辺の地形、人1.. ：構造物の位四と規模等を考磁して、

危古のおそれのある土地の区域を設定する。

危害のおそれのある土地の区域は、地形、土石流堆積

物の分布、過去の災古実紹調査の結果、さらに隣接する

渓流や地形、地質的に類似した渓流における土石流氾濫

状況等を参考にして総合的に定める。

●上石流が到達しうる範囲を地形、堆禎物から判断す

る府眼点には次のようなものがある。

a 扇状地形

b 巨礫群の存在

C )晋状をなさない砂礫の混在した堆租物

●横断方向の広がり（艮1-21参照）については、渓床

と周辺の地形との比証、河岸段丘、人工構造物など

を現地調査により確認した上で設定する。

基準地点の決定

地盤勾配が2゚ となる地点の決定

危害のおそれのある土地の設定

・基準地点から十．石流が到達する

おそれのある範囲（地盤勾配20以上）

著しい危内のおそれのある七地の設定

• 土石流により建築物に作用すると

想定される力により求まる範囲

図ー20 危害のおそれのある土地等の設定の流れ

図ー21

重冨のおそhのある土論のa.. 

9 ● ~ ~ • - - - - - -••. - - - - - --．．.．．. - --

濃瓢

危害のおそれのある土地の区域の横断方向の設定イメージ

【著しい危害のおそれのある土地の設定］

l) 設定条件

著しい危害のおそれのある土地の設定条件は以下のと

おりである。

「危害のおそれのある士地」のうち、土石流によ

り建築物に作用すると想定される力が、通常の建築

物の耐力を上回る土地の区域。

土石流により建築物に作用すると想定される力、及び

通常の建築物の耐力を求める方法は、国七交通省告示

332号（平成l3年3月28日）に規定されている。
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2) 設定手順

危内のおそれのある土地のうち、著しい危害のおそれ

のある上地の区域の設定手順を以下に示す。

(l)想定される土石流による土石等の土質定数等を設

定する。

(2)土石流により流下する土石等の碩を設定する。

(3) -1:石流が流下する方向と幅を涙床の横断形状や周

辺の地形との比高、人［構造物の影響などを勘案して

設定する。

(4) (3)で設定した流下範囲の任意の横断面において、

地盤勾配と水深から土石流により建築物に作fflすると

想定される力を箕定する。

(5)著しい危害のおそれのある土地の区域は、次の手

順で設定する。

①土石流により建築物に作）廿すると想定される力の

算出方法

土石流により建築物に作用すると想定される力(F，1)

は以下の式により算出する。

Fd=pdU' ..•式 (I)

凡 ：土石流により建築物に作用すると想定される）J

（単位 1平方メー トルにつきキロニュートン）

pd:以下の式により｝な出した上石流の密度

（単位 1立方メートルにつきトン）

ptan(/J 
pd= 

tan (/)-tan 0 

ここにp：土石流に含まれる流水の密瓜

（単位 l立方メートルにつきトン）

¢ ：上石流に含まれる上石等の内部摩擦角

（単位康）

9 ：上石流が流下する土地の勾配（単位 度）

u：以ドの式によりn出した土石流の流速

（単位 メートル毎秒）

グ 1/
U= 

h 73 (sin 0) 12 

n 

ここに、 h:以下の式により算出した土石流の店さ

（単位メー トル）

h=｛OOInC.V(O-p)（tan¢-tan0) % 
pB{sm 0)y2 tan。 }

この式において

n：粗度係数

C.：堆禎土石等の容積濃）虻

v：上石流により流下する上石等の凪

（単位立方メートル）

a:七石流に含まれる礫の密度

（単位 l立方メートルにつきトン）

B:士石流が流下する幅（単位 メートル）

② 通常の建築物の耐力の設定

通常の建築物の耐力(Pi.)は①で使用した土石流の店

さ比から、以下の式により箕出する。

氏＝
35.3 

比 (5.6-H3)
．．．．式 (2)

ここに

圧 ：通常の建築物の耐力

（単位 1平方メートルにつきキロニュートン）

Hぶ土石流により力が通常の建物に作用する場合の上

石流の甜さ（単位 メー トル）

とする。

③ 著しい危害のおそれのある土地の区域の設定

七石流により建築物に作用すると想定される力と通常

の建築物の耐力を比較し、土石流により建築物に作用す

ると想定される力が上回る範囲までを著しい危古のおそ

れのある上地の区域として設定する。

カの符出にあたって用いる土質定数等については、地

質調査による他、付近の土石流対策工事で採用されてい

る値や表ー3の値を参考にできる。

表ー3 土質定数等の一覧

項目 記号単位参考値

土石流に含まれる礫の密度 a tlm' 2.6 

土石流に含まれる流水の密度 p t/m』 1.2 

土石流に含まれる土石守の内部摩擦角 4> 30~40 

粗度係数 11 - 0.1 

堆秘土石等の容禎涙度 c. - 0.6 

※ 「土石流対策指針（案）平成J2年7月建設省砂防部砂防課」

を参考とした。

士質定数等 (O、p、¢、 n、C.）の設定

土石流により流下する土石等の姐 (V)の設定

土石流が流下する幅 (B)の設定

七石流により建築物に作用すると想定されるカ

(Fd)をn:定
Fd＝かU2

凡が通常の建築物の耐力 (P2)を十＿回る

土地の範囲の設定

以下の区域に区分する。

• 土石流の邸さ（h) が l mを超える場合、土石流

により建築物に作用すると想定される力 (F心
が50kN/m'を超える区域及びそれ以外の区域

図ー22 著しい危害のおそれのある土地の区域の設定フロー
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イラン滞在記

長井隆幸＊

平成13年8月から平成16年3月まで、 JJCA専門

家としてイランに滞在し、腹業開発推進省 (Ministry

of J巾ad-eAgriculture) の流域管理局で、砂防技

術や洪水防止技術などについて技術指群を行った。

イランにおける土砂災害の状況などについて報告す

る。

ー イランについて

イランは、北部のカスピ海地方と、中西部の山岳

地帯の一部をのぞいて、年降水品がおおよそ100mm

~300mm程度と大変乾燥した国である。しかし、

標高の高い巨大な山脈を持っているため、その雪解

け水や伏流水によりオアシスのように大きな街があ

ちこちにある。首都テヘランはその代表である。

イランの代表的な風景というと、 「トゲのある草

がまばらに生えている乾媒した大地が見渡す限り続

き、そのむこうに雪をいただいた高い山が連なって

いる」というものである。乾媒した大地。しかし、

標高4000m級の巨大な山々をたくさん持っているイ

ランは、この山々にわずかに降る雨や雪と、その伏

流水で支えられている国と言っていいだろう。実際、

イランの都市は大きな山の麓にあることが多い。

このような乾燥した国、イランでも土砂災害は数

多く発生している。いや、日本よりも深刻であると

いえるだろう。年降水扱が300mm程度のところで

も、 1日に200mmも雨が降ることもある。それに

加えて、山という山は、植生がほとんどない。

2
 

土砂災害の現状

350 

300 

250 

200 

150 

100 

印

一 死者数（人）
.....件数（件）

1)増加する災害

イランにおいては、日本と同じように洪水、土砂

災害が多発している。主たる原因は、気象条件から

もともと植生が乏しいことに加え、不適切な土地利

用、過剰な自然の活用などにより、国土の荒廃が進

んでいるため、流出が短時問に集中する傾向にある

ことや、侵食が激しいことなどがあげられる。河川

に関わる災害の発生件数の推移及び近年の死者数は

図の通り。

ここ数年発生件数は減少し

ているものの、災害のポテン

シャルが低くなっているわけ

ではないので、おそらく一時

的なものであるであろうし、

犠牲者数は減っておらず、災

害規模が増大している頼向が

ある。

゜-＂゚疇 0 0 ← 0 00  -“"マ 0 0,... 0 0 0 - ＂゚マ 0 0 ← 0 0  0 - ＂ ............................ ← ← O O OO O O O OO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 8 o o -----------------------------NNN 

洪水 ・河川に関わる土砂災害の発生件数推移

＊国土交通省四国山地砂防tli務所長

（元JICA流域管理専門家）

2)災害を助長する構造

イランでは森林や山地など

の「自然の資源」を過度に利

用している。遊牧民による過

放牧、燃料としての森林の伐

採などが原因であるが、これ
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については、改善するどころか、悪化の一途をたど

っている。すなわち、 「自然の資源」の過度な利用

により山地が荒廃し、それにより災害が増加する。

その災害により収穫が減るなどして収入が減る。収

入が減るから、さらに過度な利用をする、という負

のサイクルである（写真 1,2)。

3 農業開発推進省流域管理局

1)流域管理活動とは

イランにおける流域管理活動とは、此村の振興

（収入増）を目的とした、侵食防止、土砂災害防止

（砂防）、洪水防止活動のことである。したがって、

災害を防ぐことが最終目標ではないので、腹村活性

化事業（作物の転換、股業形態の変換など）とセッ

トで行われることが多い。屈村振興が目的であるこ

ともあり、事業としては砂防的なものが多い。

写真1 無数の家畜の足跡が走るナラの疎林●本来ならば豊かな森

になっている山である （イラン南西部フーゼスタン州）

写真3 侵食防止のためのえん堤の建設は最も主な事業（イラン中

部チャハルマハル＆パクテヤリ州）

2)主な事業の例

流域管理局の主たる活動は、侵食防止のための小

えん堤の建設、荒廃した山腹への植林である。その

ほか、地すべり対策、がけ崩れ対策などを行ってい

る。洪水防止は、洪水のピークカッ トを行うために

士ダムを建設したり、地先的な不連続な堤防や護岸

工程度を実施している。また、地下水涵設をかねて、

扇状地などで洪水を拡散させる施設なども建設して

いる。

以下に流域管理事業の事例写真を示す（写真6~

10)。

4 イランの水

1)イラン人と水

ここで、若干話はずれるが、イランの人々とは切

っても切れない 「水」のお話をしたい。

先に述べたように、イランは、 一部の地域を除き、

写真2 左の写真とほぽ同じ年降水量の地域●国立公園として保護

されているため豊かなナラの林が残されている （イラン北東部ゴ

レスタン州）

写真4 地すべり対策エ （地下水悽水エ）（イラン北西部ギラン州）
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雨の少ない国である。従って水の総量が少ない上に、

蒸発量も大きい。水は大変貴重なものである。水や

雨に対する考え方が、日本人と根本的に違うと言っ

ていい。たとえば、イランでは、 雲一つない青空が

広がる天気を「良い天気」とは言わない。また、

写真5 土石流に破壊されたスリット型砂防えん堤●この巨石は今

回の土石流で運ばれた （イラン北部マザンダラン州）

写真7 落石対策計画地

（イラン北西部ウエスト・アゼルバイジャン州）

写真9 洪水から集落を守るための堤防●越流してしまった

（集落区間のみ建設。左側が川。イラン南部ブッシェール州）
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「雨は良いことが起きる前兆」といわれる。頻繁に

現地調査に出かけたが、数度だけ雨に降られたこと

がある。そのとき、雨に服を油らして車に戻ってき

たときのイラン人のせりふは「いや一、雨に濡れる

ってすばらしい ！」であった。一方、私は 「こんな

写真6 担当技術者の英知の限りをつくした砂防えん堤●土砂が多
いところには適さない設計だが・・・・・・ （イラン北部マザンダラン州）

写真8 斜面の侵食を防ぐための山腹工の例
（流域管理局撮影 ・テヘラン州）

写真10 地下水涵養と洪水ピークカットをねらった土ダム （高さ

5m)●出水時の越流で破壊された後の写真である
（左岸袖より撮影．ィラン南部プッシェール州）
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天気で運がないな！ 」と愚痴を言っていたのである。

イランの都市は、水があるところにできる。大き

な街の背後には、必ずと言っていいほど大きな高い

山脈がある。もしくは、大山脈から流れる 1年中水

の涸れない河川がある。小さな集落についても同じ

で、山腹や山麓の湧水もしくは地下水が利用できる

ところに村ができる。水が涸れれば、その村は移転

せざるを得なくなる。木が 1本も生えていない山を

何時間も車で上っていった末に、突然、集落に出＜

わすことがある。そこには必ず、小さくても湧水が

ある。また、水がなくなったために廃村になった集

落もたくさん見た。

2)水を使う知恵

イランの人たちは、この負厘な、そして自分たち

の生活の根本である水に関して、さまざまな知恵を

持っている。たとえば、水を菩えるには、温度が低

く、蒸発が少ない地下に貯蔵庫を造るし、その貯蔵

庫をそのまま冷房にも利用する。

また、多くの場合、利用できる水は地下水である。

自然の湧水は問題ないが、井戸を人工的に掘って水

が見つかったとしても、それを汲み上げるのには労

力もしくは動力がいる。その井戸を垂直ではなく、

水平方向に掘って、水が自然に流れ出てくるように

したものがカナートである。現在も、数多くの集落

が、カナートの水に支えられて生活を営んでいる。

カナートは数千年前にイランで開発され、トルコや

エジプトなど各地に広がり、今も利用されている技

術である。

5
 

最後に

以上、断片的ではあるが、イランの状況について

述べた。土砂災害防止技術はイランの発展には不可

欠なものであり、日本からのさらなる技術移転が期

待されている。また、 一見卓越しているように見え

る地下水や水を利用する技術も、日本の技術が応用

できるところが多々あるように思われる。イランは

日本から遠く、あまり馴染みのない国であるが、 イ

ランの人々は、同じアジアの国であり、先進国の仲

間入りをしている日本に対し、大変な親近感と羨望

のまなざしで見ている。引き続き、イランを温かい

目で見つめ、必要な技術協力を行っていく必要があ

る。
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写真11乾燥した斜面で、

わずかな湧水で生活する

村（イラン南西部フーゼ

スタン州）

写真12 カナートの出口

●数km先にある母井戸

からほぽ水平に横穴を掘 I•
り、導水している （イラ

ン中部ファールス州）

= ... 

-̀
-tII 

写真13 水の地下貯蔵庫と冷房装筐●手前の

培の上部から風を取り込み、地下の水タ ンク

を通じて部屋に風を送る自然の冷房装置にも

なっている （イラン中部イスファハン州）
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地震と土砂生産機構に関する研究

安田勇次＊

1 はじめに

近年、阪神 ・淡路大震災や芸予地震にみられるよ

うに、地震による斜面崩壊が多く発生し、多くの被

害を与えている。また中央防災会議で指摘されてい

る東南海 ・南海地震が発生した場合にも、多くの斜

面崩壊が発生し被害を与えることが危惧される。当

センターの自主研究課題である「地震と土砂生産機

構に関する研究」は、地震時に発生する表陪崩壊を

予測することができれば、事前に対策等を講じるこ

とによりその被害を最小限にとどめることが可能と

なると考え、地震時に発生する表層崩嬢を過去の事

例をもとに予測することが可能であるかについて検

討を行ってきた。地震と表屈崩壊との関係について

は、これまでに多くの研究がなされている。それら

の研究成果の一例を挙げると以下のとおりである。

①地震時の斜面崩壊と凸型や平行型の地形形状に関

する研究（大村、 1975;尾張 ・駒村、 1965;芥JII 

ほか、 1980;山ロ ・川邊、 1982;川邊、 1987; 

Keefer, 1993 ; Ochiai et al.,1995 ; Saito et al.. 

1995 : Japanese Geomorphological Union, 1996; 

Nishida et al.,1997, ；西田ほか、 1996)。

②凸型地形における地震波の増幅に関する研究

(Nishida et al.. 1997: Ochiai, 1997)。

③地震波の増幅現象は、これまでの経験によれば、

平地の沖租地盤で丘陵地の硬質地盤に比べ増幅さ

れやすいこと (Ohsaki,1983; Ando, 1993;）、標高

が高くなるほど増幅され地震加速度は大きくなる

とされる (Kawabeet al., 1997)。

④地震による山腹崩壊の統計的特徴は、標高・比高 ：

斜面の上方に位囮するものが多い、勾配 ：35°~ 
55゚ の急斜面での崩壊が多い、斜面形状：遷急点

付近での崩壊が多い、平衡型斜面や尾根型斜而で

崩壊が多い、凹凸が激しいほど崩壊出現率が高い

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防技術研究所

士．席研究只
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などである（奥菌誠之ら、 1995)。

⑤実在する山体モデルを対象に地震時の斜面変動を

再現する動的シミュレーションが試みられ

(OchiaL 1997; Wang, 1998)、その結果はモデル

底面から入力した地震波が尾根筋に沿って大きな

加速度が応答している。増幅された加速度により

尾根部に発生した亀裂は、その後も残留変位とし

て山体中に残存するため、余震や降雨により新規

崩壊を発生させることは否定できない

(Hirmatsu et al.. 1995)。

これら地震と表陪崩壊に関する研究は、地形形状

による表居崩壊の発生しやすさや地震波の増幅効果

に注目した研究が行われてきた。しかし、地震動や

地盤性状の影響、崩壊の可能な規模や山体崩壊ポテ

ンシャル等から土砂生産機構と災害防止の観点に立

った総括的研究がされた事例は少ない。

そこで本研究では、 地震に起因し発生する表屈崩

壊について、地形指標から予測する手法の開発を目

的とし、初年度には3次元動的振動解析によりモデ

ル斜面における地形要素と地震波の増幅の関係につ

いて検討をおこなった。次年度は地形形状による地

震時の斜面形状の変化に及ぽす影響の検討とそれら

地形形状要素に行目し、阪神 ・淡路大震災時に表層

崩壊を発生させた実斜面を用いた解析を実施した。

最終年度である平成15年度には、残留ひずみと地形

指標（勾配、方向、平均曲率）の関係を整理し、地

震時の表層崩壊の発生危険度を示す一般化手法の検

討を試みている。本稿では、本自主研究の主な研究

成果について紹介する。

2 モデル斜面における地形形状の影響

既往研究成果では、地震時に発生する表屈崩壊は

地形形状の影響を強く受けるとされている。そこで

地震動が斜面崩壊に及ぽす地形形状の影習を把握す

るために、典型的な微地形（凸、平坦、凹型地形）
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を有する仮想の斜而地形を作成し、地震動による斜

面微地形形状の相違による斜面の変形状況の傾向を

残留変位に牙引目した解析をおこなった。

2.1 解析モデル

解析に適用する地形モデルは、幅140m、長さ200

m、全陪厚8mの水平から32゚ の傾斜を有する平坦

部に、尾根部の地形をイメージした凸型楕円体（長

(a)・中 (b)・短 (c)軸の半径をそれぞれ a=70m、

b=35rn、 c=lOrn) とする地形モデル（図1、表 l

図1 地形モデル

参照）である。また比較ケースとして上記の斜面傾

斜角 0を20゚ にしたケース及び、楕円体の短 (c)軸

半径を C=5mとしたケースを設定した。入力地震

波の卓越周期などを考慮し地形モデルのx、Y方向

の分割の大きさは500c m X 500 c m、深度z方向の

分割は25cm~250c m程度の8層構造とした。

人力地震波は、図2に示す兵庫県南部地歴時に神

戸大学で計測された地裳波形をもとに、 その地四波

形のEW成分 (Accma,=3.0m/s'程度）を、斜面長

さ方向 (X)の水平方向に与えた。地盤の動的強度

特性は表2のとおりである。また、悦界条件として

は底面を周期境界、側方を周期境界とローラー境界

としている。

2.2 解析結果

残留変位は、凸型の方がフラット面及び凹型より

大きく、凸型 ・フラット面 ・凹型のいずれの場合で

も曲率が大きい程、残留変位も大きい。また、 地震

波形の入力方向に影響されるが、対象斜面に水平方

向に地震波形を入力した場合には、斜面中心より左

右方向で残留変位が大きくなる傾向がある。さらに、

表1 地形モデルの概念

地形形状

x
 

① （凸型） ② （フラッ ト面） ③ （凹型）

断面 断面

表2 動的強度特性値

項目 記号 単位
鉛直方向の屈毎 (cm)

0~25 25~50 50~100 l00~150 150~200 200~300 300~550 550~800 

せん断弾性係数 G N／ポ 6.71E+06 l.15E+07 1.61E+07 2.08E+07 2.54E+07 3.20E+07 4 39E+07 l.98E+08 

体粕弾性係数 K Nim 4 46E+07 4.46E+07 8.92E+07 l.78E+08 204E+08 2.04E+08 4.09E+08 8.18E+08 

単位体和質凪 p kg/m' 1600 1600 1600 1600 1700 l900 2100 2200 

せん断強腹 rf N／ボ 596E+04 6.09E+04 6.29E+04 6.63E+04 7.53E+04 8.39E+04 996E+04 l.38E+05 

兵庫県隋部地震神戸大波影―-EW成分

最大饂 3D5m/$ec2(4.11sec) 

ij： ロヤ~v ＿＿  ＿＿n．“V:|v一―-『¥:¥J知 v̂vt一ー ］叶-▼

OD 1.0 紐 3.0 4.0 5.0 6.0 
時間(sec)

7.0 8.0 90 10.0 

図2 入力地震動波形
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屈肛を一定とした場合、残留変位は地形の凸程度が

大き くなる と、 残留変位も大きくなる。一例として

図3に、傾斜角32゚ の各地形の地表面におけるX方

向の応答加速度及び変位分布を示す。加速度応答及

び変位応答は表面形状の凹凸に応じて分布し、特に

斜面肩部、凹面のような急変部ではいずれの値も大

きく変化している。

2.3 回帰分析

地震時の斜面変形と地形形状の関係を把握するた

め、地形特徴係数として①平均曲率、②局所傾斜角、

③局所傾斜方向（斜面長さ方向 (X)を0゚ とする）

を設定し、地表面の残留変位（ベク トル値）との勇

相関関係をみた。局所傾斜方向を10゚毎に分割し、

全体傾斜面角32゚ の凸面ケースを対象とした。

モデル形状および局所傾斜方向との単相関結果の

対称性により、データ数251個のうち、 120~180度

範囲内の112個を対象に検討を行った結果を表3に

示した。この解析結果より 「平均曲率と局所傾斜角

による影薔度は、概ね斜面縦断方向より斜面横断方

向の方が大きいこと、局所傾斜方向による影響度は、

斜面縦断方向の斜面下方より約45゚ となる斜面方向

で最も大きい」ことが読み取れる。

k-e(n/s2) 

3 実斜面地形を用いた動的振動解析

3.1地形モデルの概要

検肘対象地域は、 1995年兵庫県南部地虚による新

規崩壊の箇所を有する神戸市住吉川五助地区を対象

とした。対象地域の屈厚および土質 ・岩質などは、

既往の調査結果（ボーリ ング柱状図、標準 ・簡易貰

入試験、比抵抗、 PS検附など）をもとに、対象地

域の代表的な断面における土質 ・岩質分布を把握し

て、表屁の平均的な庖厚を設定した（図 4)。図4

において、四角で囲まれた領域が解析範囲、丸印で

示した個所が崩壊地である。入力地震動は、神戸大

学で観測された速度波形の3成分を用いた。

3.2 解析結果

図5に阪神 ・淡路大震災時に表腔崩壊を生じた個

所における加震後の残留変位の分布図を示した。

図5から岩盤部と土砂部の境界付近より浅い領域

において、残留変位が大きくなり、斜面上部の凸型

部分に斜面下方方向の大きな残留変位を生じている

ことがわかる。このことから、表恩土層において地

震波が増幅され、特に凸型の地形形状を有する斜面

においては、ひずみが大きくなることが示された

（図 5(a)）。一方、図 5(b)に示した崩壊地周辺の

Oib(..) 

3OOO xooo 4．籾l笠C)。

(a)応答加速度

図3 加速度 ・変位の応答分布 (X方向、上 ：凸面、 中： フラット面、下 ：凹面）

表3 重回帰解析結果一ー偏回帰係数一覧

偏回節係数 局所傾斜方向10度毎

相渕項目 係数記号 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170 170-180 平均値

平均曲率XI C 0.1316 0.5514 0.0094 -0.3483 -0.2028 0.0655 0.0345 

傾斜角X2 a 0.4046 0.7510 -0.5400 -0.7723 -0.0332 -0.2874 -0.0796 

傾斜方向X3 d -6.6722 -0.8361 0.8326 -1.6497 -6.8491 -3.7400 -3.1524 

定数10 k 11.6436 2.6050 -0.0166 5.0176 15.6043 9.6409 7.9158 

データ個数 N 10 ， 15 20 26 32 19 
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斜面では、図 5(a)に見られるほどの残留変位は生

じていない。このことから、モデル斜面で行った解

析と同様に、局所的な凸型斜面の形状が、地震時に

表屈崩壊を生じやすい傾向にあることが示された。

4 崩壊発生危険度評価手法

4.1 崩壊発生危険度指標

これまで筆者らは、地震時に生じる斜面の挙動に

ついて、斜面形状の違いに珀目し 3次元動的振動解

析を用い、その影響を評価してきた。その結果、地

震波の卓越する斜而方向や局所的な地表面の形状に

応じて異なった斜面上のひずみレベル（残留変位）

を応答していることを確認した。この残留変位と地

形指標（斜面傾斜方向 ・ 斜面傾斜角 • 平均曲率）と

図4 解析範囲位置図

叙男軍五e-<lll-
(a) 

図5 崩壊地における残留変位分布図

の関係を見出し、地震時に崩壊が発生するであろう

範囲を抽出する危険度評価手法の検討を行った。し

かし、図 6(a)に示した通り残留変位を用いた場合、

個々のメッシュの方向が単位斜面全体の傾斜方向と

一致していないと、実際に地俎時に崩壊を生じた斜

面との対応が良くないことがわかった。そこで、方

向成分を持たない「残留ひずみ」を用いることとし

た。有限要素法弾塑性応答解析で残留ひずみが大き

な値を示した範囲と、実際に崩壊が生じた斜而との

対応が良くなった（図6(b)）。

4.2 地形指標と表層崩壊発生危険度指標の関係

この残留ひずみと地形指標との関係を賂理したも

のを固 7に示した。図7より平均曲率が大きくなる

と斜而勾配に依存することなく、残留ひずみが大き

くなる傾向が認められる。また斜面傾斜角が30゚以

上の斜面では、平均曲率に依存することなく、残留

ひずみが大きくなることが示された。平均曲率が大

きな斜面は尾根部や上部斜面である。このことは、

地震時に発生した表陪崩壊が尾根部や上部斜面に多

くみられるという考察を裏付けるものである。

4.3 表層崩壊発生危険度算出式

地形指標と残留ひずみ（表層崩壊発生危険度指標）

の関係について、単回帰分析や重回帰分析により検

討を行った。その結果、式ー（l)に示す関係が最も

相関が高く有意であった。

y=c・xl+a・x2+k •· · • (l) 

ここで、 y：解析によって得られる残留ひずみの

叙景匹3Clr(XX3-
(b) 
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予測値、 X)：任意メッシュの平均曲率、 x2：任意メ

ッシュの斜面傾斜角、 c,a:係数 (c=I.59E-2,a=-

2.08E-6). k：定数項 (k=2.09E-4)である。

表恩崩壊発生危険度箕出式では、累加 ・累乗近似

式の検討や平均曲率 ．斜面傾斜角を符出するメッシ

ュサイズ等について検討を行い、最も相関が認めら

れた2QX20mのメッシュサイズを用いた。また他地

域で簡易に表陪崩壊発生危険度が検討できることを

前提としているため、今回解析で用いたFEMメッ

シュとグリッドメッシュとの違いについても検討を

行ったが、メッシュサイズが小さければ影響ないこ

とを確認している。

5 六甲山系への適用と考察

兵庫県南部地裳で発生した表屈斜面崩壊をもと

に、地形指標を用い簡易に地震時に発生する表陪崩

壊を予測する手法の検討を行ってきた。前項までに

その冥出式に至る過程を説明したが、ここでは他地

域への適用について検討を行った。本検討は六甲山

系地区で荒地山、都賀川流域および山田川流域の3

地域とし、それぞれ5X5kmの範囲を設定した。図
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図6 兵庫県南部地震時に発生した表層崩壊と解析結果
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8に検討範囲位栂図と解析結果の一例を示す。

六甲山系に適用した結果、地形指標から地震時に

表屈崩壊が発生する危険性のある個所は、荒地山地

区で2.11%、都賀）II流域地区で3.25%、山田川流域

地区で3.02％であった。平成7年の阪神・淡路大震

災時に実際に崩壊した面租率は、それぞれ0.31、

0.46、0.40％であったことから、かなり多めに危険

と判別されていることになる。また、実際に崩壊が

発生した個所をどの程度予測できたかについては山

田）II流域を例に挙げると、実崩壊個所数408箇所に

対し、計冥により予測された個所数79箇所であり、

的中率にすると19％である。

この結果から判断すると本手法により抽出された

繹崩壊発生危険個所は、実際に発生した崩壊に比

べかなり多めに箕出される。また実際に崩壊が発生

した地点の 2割しか的中していないこととなる。

しかし、図9に示した解析により得られた崩壊発

生個所と実崩壊地が分布する位協関係を調べたもの

をみると、解析により抽出された地点の近傍50m以

内の範囲に実崩壊地が90％分布している。このこと

は本手法は、概ね地震時に発生するであろう表腔崩

壊の地点を予測しうるということである。
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6 おわりに

本研究では、地震時に発生する表洒崩懐が既往研

究などで地形要素と関係が示されていたものを、モ

デル斜面を作成し 3次元動的振動解析により、表陪

崩壊が発生しやすい斜面を平均曲率と斜面傾斜角を

用いて表現できることを示した。さらにそれら地形

要素と解析により得られた残留ひずみから、地震時

に発生する表阿崩壊の個所を予測する関係式を羽い

た。この表陪崩壊発生危険度箕出式により地震時に

発生する表陪崩壊を予測することが可能となったと

考えている。しかし本研究では、兵庫県南部地俎の

地震波形による六甲山周辺地域での検討にとどまっ

ている。このことは、検討対象となる地域の地質が

花岡岩であることが前提条件となる。

よって今後は、他の地震波形での応答や地質条件

が異なる地域での本手法の適用性について議論する

ことが必要であると考える。

最後に本研究は、（社）砂防学会と（財）砂防 ・地す

べり技術センターとの共同研究によって行われたも

のであり、本論文は砂防学会研究発表会に発表した

内容を取りまとめたものであることを明記するとと

もに、本研究を進めるにあたりご尽力頂いた関係者

の方々にこの場を借りて、謝意を表します。

66 SABOヽ'ol.79Jul.2004 

【引用文献】

松村ら (2002)、地出による斜面崩壊に関する地形効

果の解析的研究、平成l4年度砂防学会研究発表会概要

集、（社）砂防学会、 p.206-207

安[LIら (2003)、動的振動解析による地震時の表荊崩

壊の発生機構について、平成l5年度砂防学会研究発表

会概要集、（社）砂防学会、 p.190-191



I歴史探究 I 

石積み堰堤を追いかけて （上）

友松靖夫＊

よろい

1 32年ぶりの鎧堰堤

平成14年 1月に国土交通省近畿地方盤備局琵琶

湖工事事務所より 「鎧堰提保存 ・活用検討会」の

委員の委嘱を受けた。現在の砂防技術者の中で、

鎧堰提を知っている人は数少ないだろうが、明治

時代に築造された鎧堰堤を保全し、近代士木翡

産 ・砂防学習の場として活かすための周辺賂備を

はかるにあたり、各種の検討を行う委員会であっ

た。

箪者は、昭和42年6月から45年3月までの約3
たなかみ

年間、琵琶湖工事事務所工事課長として田上地区
しがらさ

や信楽地区の砂防事業に従事していた。当時は、

まだまだたくさん残っていた禿赫地の緑化と、施

工林地の衰退を防ぐために、保育A工事、保育B

工事を創設して懸命に緑化に取り組んでいる毎日

だった。

したがって、鎧堰堤については、上流側に広大

写真1 •1 鎧堰現（昭和56年撮影）

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター理事長

な堆砂地が形成されていたこと、下流側にはコン

クリートによる新鎧堰堤が竣功していたこと、明

治時代には珍しく野面石や割り石を使わず、ほぽ

同じ規格の切石を積み上げた階段状の堰堤であっ

たことぐらいの記悩しか残っていなかった。

検討会資料で32年ぶりに鎧堰堤と再会し、あら

ためていろいろなことを知ると同時に、さまざま

な疑問も生じて、その後の2年間、石積み堰堤を

追いかけることとなった。

2 英オ、田辺義三郎

現在の砂防技術者の中で、田辺義三郎を知って

いる人はほとんどいない。だが田辺こそ、明治年

代における代表的な石禎み堰堤で、今なおその機

能を維持している鎧堰堤や草津川にある通称オラ

ンダ堰堤の設計者である。

内務省大阪土木出張所による 「既設砂防工事調

SABO voJ.79 Jul.2004 

査書」（大正15年12月調査）

には、次のような記述がある

（強調は第者による）。

田上管内における 「特記ス

ベキ著大ナル工事」として

「淀川流域内砂防工事ハ主ト

シテ山腹工事ニシテ特記スベ

キ工事 トシテ別段認メザルモ

其ノ形状ヲ異ニスルモノハ、

栗太郡下田上村大字羽栗字若

女谷二現存スル石堰堤ハ明治

二十二年田邊技師計画ノ下二

施行ナシタルモノニシテ通称

鎧ダム ト名ヅク、其ノ法面ハ

七分ノ勾配二保チ階段状（原

文は 「階段上」、筆者訂正）

二 十一段ヲ積上ゲ直高七

米、水通部長九米巾二米両
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袖土堰堤廿二米ノ小堰堤ナルモ 之二因テ土砂

包容紐頗ル多ク全面租ー ・三四ヘクタールヲ箕ス

其堰堤直後八十米ハ今尚水深五米アリ」。

また、草津川においては「特記スベキ著大ナル

工事」として、次のように記されている。

「別二特記スベキ工事ハナシト雖モ当時工法ノ

趣ヲ少シク異ニシ且堅牢ナル施工ハ上流部ノ小谷

集合地点二明治二十一年田邊博土ノ設計.::.甚キ供

形ノ石堰堤ニシテ面一尺角長三尺ノ石材ヲ鎧形二

法面七分ノ勾配ヲ保チッツ十二階段二租上ゲテ直

高二間馬踏四間 長十五間ノモノヲ築設シ一時流

出ノ土砂ヲ擁留セリ」。

田辺義三郎研究の第一人者、村上康蔵氏（滋賀

県立大学名誉教授）の文献から略歴を挫理すると、

表 2- 1のようになる。

田辺は自費で8年6か月に及ぶドイツ留学をし

たが、当時いち早く海外に留学した人たちが他に

もいる。

フランス留学の山田寅吉 (1867~1876年）、古

市公威 (1875~1880年）、沖野忠雄 (1876~1881

年）、アメリカ留学の宮之原誠蔵（期間不明）、イ

ギリス留学の石黒五十二 (1878~1883年）等であ

る。この6人は帰国後いずれも内務省に入り、土

木事業の指甜にあたり、いわば明治という時代を

支えた英オたちであった。

田辺の職歴の中にある巡視長は、明治23年には

署長に変っている。 したがって、現在におきかえ

表2-1 田辺義三郎略歴

1858年（安政5年） 12月20日

1873年（明治6年） 2月

1873年（明治6年） 5月

1876年 (13JI治9年） 10月

1881年 (l)Jj治L¥/:) 6月

1881年（明治14年） 8月

1881年（明治l4年） ］1月21日

1886年（明治19年） 7月29日

1887年（明治20年） 4月22F1

れば、田辺の最後の職務は、 30歳にして近畿地方

整備局長兼関東地方斃備局長であったことにな

る。明治22年3月14日には、時の西村土木局長よ

り、「第一回帝国議会が開催されるにつき、利根

川、富士｝II、天竜｝I|、大井川、淀川、木曽川改修

工事に関する説明材料を予め調挫しておくよう」

第一、第四区土木監督署巡視長、田辺あての照会

文も出されている。

当時の日本の代表的河川の総貢任者としての彼

の活躍の場の広さ、英オだったがゆえに背負わな

ければならなかった職務の軍さが、 30歳という若

さで早世させた原因だったのかもしれない。

3 鎧堰堤、オランダ堰堤の謎

明治年代には数多くの石租み堰堤が施工されて

いる。その大部分は野面石や雑割石を使用したも

のであるが、この鎧堰堤と通称オランダ堰堤は、

ほぼ同一規格の切石を階段状に租み上げた堰堤で

ある。また、当時としてははじめてのタイプの堰

堤である。そのため、別々のエ営所から提出され

ている前述の内務省の調査芯においても、「其ノ

形状ヲ異ニスル……」あるいは「当時工法ノ趣ヲ

少シク異ニシ」といった表現がそれぞれに使われ

ている。また、 「鎧ダムト名ヅク」「・・…鎧形ニ・・・

・・・」という表現があるためか、このような階段状

の石の租み方は、その後のさまざまな文献の中で

「鎧租み」と記述されている。

山口県吉敷郡江的村（現山口市大字江椅原）に牛れる

自既にてドイツ留学

ハノーヴァ州スターデ府高等中学（ギムナジウム）に入学

翡等巾学卒業

ハノーヴァ府工芸大学入学、土木学修業

工芸大学卒業

旱
内務省へ入省

第5区土木監督署（在徳島）巡視長

第4区土木監仔署（在大阪）巡視長

第5区七木監督署巡視長兼務＊

写真2-1 鎧堰堤の設計者、

田辺義三郎 (9淀川左岸水防

予防組合誌』掲載写真より）
1887年（明治20年） LI月151」 結婚。同県人である勝間旧愛知県知事令嬢

1888年（明治21年） 12月l8日 第1区土木監督署 (-(-fd東京）巡視長兼務

1889年（明治22年） 9月22日 病没

＊明治21年7月、 9月の洪水を契機に徳島の第5区監督署は廃止、

明治22年7月29日広島に移る。
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通称オランダ堰堤は、図 3-1の断面囮に示す

ように、堤高7m、天端幅5.8mである。下流側

は平均35cmX55cmX120cmの花岡岩の切石を20段

に和み上げ、法勾配は4分。平面形は、堤長34m

でややアーチ型となっている。石租みは長軸を流

れの方向と平行に詔いた階段状の石租みである。

鎧堰堤は、図3-2の断面固に示すように、堤

高6.8m、天端幅4m。下流側は平均32cmX 35 

cmx 120cmの花岡岩の切石を11段に租み上げたも

のである。石和み方法は、下段は長軸を流れの方

向に対して直角に個き、上段は長軸を流れの方向

と平行に置くというように切石を組み租みして、

順次11段に租み上げたものである。

両堰堤とも、前述のとおり花向岩の大きな切石

を用いた階段状の石粕みの堰堤であり、 100年以

上経過した現在にいたるまで十分にその機能を維

持し、効果を発揮している。きわめて堅牢で、デ

ザイン的にも優れている。現在も自然景観の中に

歴史の重みを感じさせながらひっそりと息づいて

写真3・1 オランダ堰堤 （斜め前から）

1 5.8m ， 
------

l 

『'ヽ 10.7m---,

いるイ生まいを見るにつけ、超ー級の砂防堰堤だと

思う。と同時に、この両堰堤を詳細に見ていくう

ちに、さまざまな謎が生じてきた。

●なぜ鎧堰堤というのだろうか。

●なぜオランダ堰堤と呼ばれているのだろうか。

●同じ設計者なのに、なぜ石租みの方法が違うの

だろうか。

●階段状の石柏みを、どうして鎧租みというのだ

ろうか。

●このようなタイプの堰堤が、なぜ2つしか施工

されなかったのだろうか。

これらの疑問を解くために、さらなる石和み堰

堤の追っかけが始まることとなった。

4 蘭工師デレーケ

わが国の治水砂防事業の進展は、明治政府が招

へいしたオランダ人技術者たちによるところが大

きい。特に明治6年から30年間にわたり 8本に滞

写真3-2 オランダ堰堤（上から）

図3-1 オランダ堰堤断面図

(9デレーケ氏の切石積堰堤に思う』より）
| ' ”• V l l. 5 -

図3•2 鎧堰堤断面図

（『淀）1|流域瀬田）II砂防史』より）
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在し、河JII改修を行うにはまず上流水源地域の砂

防事業が必要であることを説き、禿緒地の緑化を

推進したデレーケの功紐に対して、われわれ日本

人は心から感謝しなければならない。

デレーケは、工事指甜を担当する四等工師とし

て来日した。そして、ともに来日した計画設計担

当の一等工師エッシャーは、日本での生活の中で

デレーケとの絆を深め、その後の彼の生涯の相談

相手となり、指甜者にもなった。

明治6年 (1873年） 11月10日から 15日まで、 2

人ははじめて淀川上流の山地崩瑣の調査に出かけ
かばた

た。こうして滋賀県の133上山、京都府の綺田山や

三重県の伊賀地方のはげ山にオランダ人技術者の

指甜による砂防堰堤や山腹工事が施工されはじめ

ることとなる。

来日後の7~8年間は、淀川、木曽llIなどの水

源地を調査し、河JIIを治めんとするものは、まず

上流水源地において砂礫を抑止することが必要で

あることを力説し、数次にわたって建白苫を提出

した。またみずからオランダ式工法を参考として、

16エ種の砂防工法を考案し 『防砂工略図解』を残

している。

この図面は「蘭工師ヨハデレイケ氏設計 防砂

工略函解」として、「明治13年内務省土木局大阪

出張所在勤内務七等屈稲田忠三氏起草し、京都府

相楽郡綺田砂防工営所在勤土木局雇小方亀三郎氏

が揮硲したる原本より透写す」となっている。

図4-lは、 16エ種のうちの第一図、割石堰堤、

そして第二固、野面石堰堤である。また、デレー

ケ指甜の堰堤はたくさん現存している。写真4-

2は、それらのうちの大鹿砂防堰堤の石租み堰体

と群馬県の八幡川堰堤である。

これらのエ法については井上清太郎著 『砂防工

大意』（大正l5年）の中で詳しく述べられている。

また、これらのエ法による施工結果ついて、市／II

義方が 『水理真宝』（明治28年）の中で厳しく批

判をしているが、部分的な成否はどうであれ、デ

レーケの努力によって今日の緑の復元がなされた

といって過言ではない。

デレーケの活躍を追っていくなかで、ひとつの

ことに気づいた。それは、個人のちょっとした思

い違いや早トチリがそのまま定桁してひとり歩き

し、真実でないことが世の中に定沼してしまった

「真実でない事実」があるのではないだろうか、

<. 9 & 1 :”‘‘rし‘99. a It 
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第1図魯l石厖堤

第 2図野面石堰堤

/ 

割石堰堤横断図

野面石堰提横断図

—写真4-1 エッシャー（右）とデレーケ

（淀川資料館所蔵の写真より）

大崖砂防堰壊の石積み塊体 群馬県八幡）II堰堤
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ということである。

たとえば、明治13年4月7日に、松方内務卿を

中心にデレーケなどが大勢で写っている綺田山

（京都府不動川流域）の写真は、 『淀川百年史』で

は起工式記念写真とされているが、実はそうでは

ないことや、デレーケが常願寺川を視察した際

「これは川ではない滝だ」と言ったと世間に流布

されている有名な言葉が、実は宮山県庁の職具の

言葉だといったことが上林好之著 『日本の川を甦

らせた技師デ・レイケ』に詳述されている。オラ

ンダ語による会話のため、意志の疎通が十分はか

られなかったことからすれば、このようなことは

まだまだあるのではないだろうか。

写真4-4は明治20年度予箕帳から抜粋したも

のである。最初に「エ師デレーケ之計画二因リ」

とし、総額5.192円の予鍔を要求している。前年

の8月に要求四を提出 しているのも今と同じで大

変興味深い。

要求苔は 3種類からなり、ひとつは工事別工費

を箕出した予箕帳、ふたつ目は工事別、材料別単

価表ともいうべき一位代価表、 三つ目は工事別材

料数を表わす材料調苫である。

後にこの予箕帳を見た人たちは、 当然デレーケ

の計画にもとづいて施工されたものと理解するで

あろう。しかし事実は違う。別途、写真4-5に

示すような通達が出されており、「エ師デレーケ

之計画二拠リ」と入れるよう指甜されていたので

ある。当時デレーケは個々の砂防現場へ出かけて

の指甜はしていないから、名前のみがひとり歩き

していた可能性もある。したがって、年月が経過

すれば、デレーケの計画、デレーケの指禅として

「真実でない事実」 が伝わってい くのかもしれな

い。

写真4-3 不動川における記念写真（淀川資料館所蔵の写真より）

最後に田辺義三郎とのつながりについて紹介し

ておく。前出の村上康蔵氏の文献によれば、明治

17年 1月から 2月にかけて、内務省は琵琶湖から

京都までの疎水工事検査として 2人の調査官を派

逍した。ひとりは准奉任御用係田辺義三郎であり、

もうひとりはデレーケであった。

疎水線路の実測と予箕額を検討した田辺は、次

のように 言っている。「第二隧道（南禅寺側）は

土質固からず崩壊の危険あり、よって精々山上よ

り切り下げ隧道を短かくすること、又予箕金額60

万円では到底成し難く、百万円に増額せざれば功

なし」。デレーケの意見も「工事は成就すべし。

なれども費額は百万円を要するならん、隧道も田

辺と同意見なり」というものであった。

ついでながら、田辺は同年8月には滋四県に出

張し、琵琶湖疎水の毎秒 l立方尺300個の流品に

よる水位低下がもたらす旱魃時対策を検討してい

る。その結果、湖面水位は 3寸の低下と箕出し、

この対策のために瀬田橋近くに堰をつくることを

説いた。また、具体的に堰の構造を示し、これに

要する費用4,237円と瀬田川筋の改修費22,361円合

わせて26,598円を、琵琶湖疎水にともなう県下予

防工事費と箕定した。明治18年 1月29日、この予

防工事費の交付を条件として疎水工事の特許指令

が発せられたのである。

いまなお生きつづける琵琶湖疎水や瀬田川洗堰

の施工に、田辺義三郎はデレーケともども多大な

貢献をしていたのである。

（つづく）
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STC短信

災害情報シンポジウム
3月27日千代田区JAホールにて、 E本災害情報学会、毎日新聞社

主催によるシンポジウム 「今、災害時の惜報を問う」が、約400名の

参加のもとで開かれました。『開東大喪災』等の著書のある作家、 吉

村昭氏が 「関東大四災が語るもの」と題して講演。その後のパネルデ

ィスカッション 「命を守る災害惜報」では、当センターから池谷専務

理事がパネリストのひとりとして参加し、 「行政と住民の情報の共有

化、住民の中に防災の核となる人材を育成する必要性」など、平常時

における住民の意識の向上を提言しました。

EGU2004 (European Geosciences Union)通常総会

4月25日（日）～30日（金）にかけて、 EGU（ヨーロッバ地球科学連合）の通常総

会がフランス ・ニースにおいて開催され、 当センターからは総合防災部技術課長代

理、伊藤英之が下記の論文を発表しました。Vo.lcanlchazard assessment of the 

possible disasters using numerical simulations at Tokachidake Volcano. Central 

Hokkaido, Northern part of Japan（数値シミュレーションによる火山災害予測と評

価、北海道十勝岳の事例）。

砂防学会通常総会並びに研究発表会

5月18日（火）～20日（木）にかけて、（社）砂防学会主催の砂防学会通常総会並びに

研究発表会が、宮崎県宮崎市の宮崎硯光ホテルにおいて開催されました。研究発表

会には約750名の出席があり、テーマ別セッション13題、口頭発表108題、ポスター

セッション122題のほか、国際交流会の発表が2題と活発な議論がくりひろげられま

した。当センターからは、 16題の口頭発表と 6題のポスターセッションがありまし

た。

I nterpraevent2004 

5月24日（月）～27日（木）にかけて、 4年に一度の砂防国際会議lnterpraevent2004

が開催され、当センターからは砂防部技術課長、菊井稔宏が下記の論文を発表しま

した。Warningand evacuation standards informative to the public for the preven-

tion of sediment -related disasters（士砂災害防止のための住民にわかりやすい警

戒避難基準について）。

「砂防・地すべり技術センター講演会」の開催

6月 9日（水）、砂防会館別舘シェーンバッハ砂防（東京都千代田区）において、

当センター主催の 「（財）砂防 ・地すべり技術センター購演会」を開催しました。当

日は国士交通省 ・都道府県 ・公益法人 ・民間企業等より約250名の方々にご参加いた

だきました。ここに改めてお礼申し上げます。今年で3回目となる本講演会は 「危

機管理」をテーマと致しまして開師の方々にご講演いただきました。購演会の詳細

につきましては、後日、本誌 『SABO』で紹介する予定です。
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行事一覧 平成16年4月～6月

協賛（後援）
●4月16日 平成16年度砂防ボランティア基金（協賛）

●6月 1日～30日 平成16年度土砂災害防止月間（後援）

●6月 1El 平成16年度砂防ボランティア全国のつどい（後援）

理事会等の開催
●平成16年度第 1回理事会

第 1回理事会が、平成16年 5月20日、砂防会館会議室で開催され、次の議案について審議が行われました。

第 1号議 案 平 成15年度事業報告の議決を求める件

第2号議 案 平 成15年度収支決箕の議決を求める件

第 3号謙 案 平 成16年度事業計画案の議決を求める件

第 4号議 案 平 成16年度収支予箕案の議決を求める件

第 5号議案評議員の選出（補充）の議決を求める件

報告事項 ①安倍／1|における全流砂屈観測について

②地すべり地下水排除工の効果解析システムについて

③災害速報（インドネシア ・スラウェシ島バワカラエン山崩壊）

●平成16年度第 1回評議員会

第 1回評議員会が、平成16年 5月20日、砂防会館会議室で開催され、次の議案について審議が行われました。

第 1号議案平成15年度事業報告の同意を求める件

第 2号 議案平成15年度収支決算の同意を求める件

第 3号議案 平 成16年度事業計画案の同意を求める件

第 4号議案 平成16年度収支予算案の同意を求める件

報告事項 ①安倍／1|における全流砂品観測について

②地すべり地下水排隙工の効果解析システムについて

③災害速報（インドネシア ・スラウェシ島バワカラエン山崩壊）

人事異動
●3月31日付

【定年退職】 木沐寸 久

【婦任】 赤松巧一

南憲和

【研修終了】 高貫潤一

●4月1日付

【組織の新設及び廃止】

【採用】 木村久

小林威文

山中和雄

【昇任】 松木敬

酒井敦章

【配置換等】 白岩幸夫
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大滝左枝子

櫻井真見

総務部長兼契約第一課長

砂防部技術課参事（大阪府）

総合防災部技術課参事団翡涸I)

総合防災部技術課技師

総務部の 「契約第一課」、「契約第二課」を廃止し、 新たに「契約課」を新設

総務部長 ・嘱託

砂防部技術課参事（大阪府）

総合防災部技術課上席参事（束点都）

企画部企画楕報課主任枝師（企画部企画憐報課技師）

砂防部技術課主任技師（砂防部技術課技師）

総務部契約課長（総務部契約第二課長）

総務部契約課（総務部契約第一課）

総務部契約課（総務部契約第二課）

SABO vol.79 Jul.2004 



1 センターニュース 1

●4月30日付

【辞職】 反町雄二 企画部長兼企画桔報課長兼国際課長

●5月1日付

【採用】 蒲正之 企画部長兼企画情報課長兼国際課長（愛媛県土木部河川港湾局技術監）

崎 ●5月10日付

【採用】 楢崎晃久 総務部次長（国土交通省中国地方整伽局総務部長）

●5月31日付

【辞職】 木村久 総務部長 ・嘱託

【研修終了】 加藤光紀 砂防部技術課技師

鈴木崇 砂防部技術課技師

飛岡啓之 砂防部技術課技師

尾崎順一 砂防部技術課技師

垣本毅 砂防部技術課技師

上田哲郎 斜面保全部技術課技師

三浦郁人 総合防災部技術課技師

脇山勘治 総合防災部技術課技師

●6月 1日付

【配置換等】 松井宗広 総合防災部長（砂防部長兼務解除）

松木敬 砂防部技術課主任技師（企画部企画情報課主任技師）

【昇任】 楢崎晃久 総務部長（総務部次長）

黒川興及 砂防部長（砂防部次長）

【新規研修】 石塚昌一 砂防部技術課技師（砂防エンジニアリング保））

重野輝幸 砂防部技術課技師（僻アイ ・エヌ ・エー）

小宮山賢太郎 砂防部技術課技師（中屯技術コンサルタント（樹）

羽山浩次 砂防部技術課技師（大日本コンサルタン ト（既）

佐野寿聰 砂防部技術課技師（アジア航測（)1;))

福田睦寿 斜面保全部技術課技師（国土防災技術濶）

本田健 総合防災部技術課技師（（割パスコ）

飯田弘和 総合防災部技術課技師（（割建設技術研究所）

外部委員任命

●4月 1日付

【非常勤嘱託】 池谷浩専務理事 山梨県環境科学研究所 客員研究員
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歌集 「ゆるい坂道」に思う

池谷浩

（財）砂防 ・地すべり技術センター専務理事

われわれの大先罪である廣住富夫さんが、今般、

短歌集 『ゆるい坂道』を発刊された。

靡住さんは京都帝国大学を卒業後、当時の内務省

国土局（現国土交通省）に入省され、砂防の専門家

として活躍された。そして、現在の松本砂防事務所

長を最後に官を去られ、民間で活躍。その後、国際

協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）の専門

家として砂防の技術指蔚のためインドネシアやフィ

リピンに行かれた。現地では英語はもちろんインド

ネシア語までもマスターして技術指迎にあたるな

ど、地域にあった指説をされた。まさに砂防技術の

指甜者である。これら永年の功績により外務大臣表

賞を受けられている。

現在は、当センターの「SABO」編集委員長のほ

か、砂防広報センター顧問など引き続いて砂防界へ

の技術指焉をされている。

その廣住さんの作品集「ゆるい坂道」は188首の

歌からなっている。これらの歌は、つい最近の2001

年2月短歌研究サークルに入ってから作られたもの

であるという。ここ 3年で作られた歌を集めたもの

と言われて、炭住さんの今さらながらの行動力と短

歌にかける情熱のすごさに驚いているところであ

る。

内容については、まったくの素人の小生が論ずる

ことはさしひかえたいが、歌の題として数多くでて

くるのが、花や木である。草花や木の名前がでてく

る歌は55首もある。廣住さんの自然に対する思いの

一端がうかがわれる。そしてなによりもなくなられ

た奥様への思いの歌がみられる。

本歌集の巻頭言をかざった木谷徹氏（廣住さんの

短歌サークルの先生）は、次のように評している。

「この集の作品は、一読して簡潔明瞭、素朴過ぎ

ると言いたいほどに素朴そのもので、漢字へのルビ

も、ワープロを打ちながら 『えっ、これも？。一般

にはなくても読めるだろうに』と思うくらい親切 ．

丁寧である。これは、己の情感を分かり易く正しく

表記すれば、同感者が大勢いるに違いない、と思う

9
只

・亀ゅ
る
い
坂
道

作者の意図でもあろ

う。事実廣住さん

の作品には、性格や思想

の違いを越えて同感させられるものが多い」。

また、奥さまをうたった
すくな が9

「口数の紗き妻の嘆かいを聞きしことなど遂にな

かりき」を評して、

「口数が少なかったという、女には珍しい妻の性

格も謳われ、追憶ひとしおの心情が伝わり、 言うこ

となしである。あえて言えば、夫としての廣住さん

の優しさもあったろうけれど、家長父制や男優先の

社会風潮が強かった年代に、妻としての嘆きを聞か

せなかったというのは、それだけでもよ くよくでき

た奥さんだったに違いない」としている。

そして、次のように結んでいる。

「自分の人生を顧みて、ゆるい坂道の登りのよう

だった、と感じているのだろう作者が謳うのは、身

辺に生起する事象への心情である。独り窮らしの不

便も孤愁も、老境の不如意も多病も、すべて自然の

流れとして、あるがままに受け入れ、感受している

観がある。それ以上を望まず、等身大に描かれた自

然体でもある。私のような生いきの若鉗には、まだ

まだ到達できない境地であるが、近い将来にはやっ

てくるだろう境遇に、同感せざるを得ない作品群で

ある。また、絵を趣味としているだけに、色彩感覚

の豊かさを思わせる歌も多い」。

まさに廣住さんの生き方を評したものと考えられ

る木谷氏のことばである。

なお、本歌集のタイトルとなった 『ゆるい坂道』

の歌は、

「駅へ行くゆるい坂道息切れて時計見ながら二十

年をふり返る」というものである。

末筆ながら、次の歌集が出版されることを楽しみ

に、廣住さんのご健康とご活躍を願っている次第で

ある。
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編集後記

東京三
ヽ 盃

ー：会館

J暉 、武線市ヶ谷駅徒歩1分

東京メトロ営団有楽町線 ・南北線市ヶ谷駅 (A2出LI)徒歩1分

都営地下鉄新紺線市ケ谷駅 (A2出口）徒歩1分

また梅雨の季節がやってきました。毎年この時期になると少し沈んだ気持ちになるの

は気のせいでしょうか。ただ、この時期があるからこそ、春に芽吹いてしっかりと根付

いた若葉達が一段と伸びていくものであり、我々人間にとっては夏の暑い時期に渇水に

悩まされずに済むと思えば、気持ちも楽になってくるものです。

今回の機関誌では、初めての試みとして、「土石流」をキーワードに特集号を組んでみ

ました。当初考えていたよりも頁数が多くなってしまい、みなさんに全部読んでいただ

けたかどうか、どのような感想を持っていただけたのか、企画 ・編集する立場として心

配でなりません。どのような形であれ、ご意見 ・ご感想をいただければ、それが慈雨と

なってこの機関誌が育っていけると考えています。

最後になりましたが、「梅雨」という言薬を広辞苑で調べると「微雨」とも苫かれてい

ました。過ごしにくい日々であるからこそ、体には気をつけて過ごしていたいものです。
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