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巻頭言

火山砂防地質学と
マスムーブメント学

山岸宏光（社） H本地すべり学会長・新潟大学教授

平成16年 5月21日に開催された（社）日本地すべり

学会理事会において、平成16、17年度の会長に選出

されました。（財）砂防・地すべりセンターの機関誌

「SABO」の巻頭言を依頼されましたので、これま

での砂防屋さんと私とのつながりの自己紹介から始

めて、日頃の考えの一端を述べさせていただきます。

火山地質学から出発して

私は、新潟大学に赴任する前の1999年 3月まで、

北海道立地質研究所（旧北海道立地下資源調査所）

に34年間ほど勤めていました。そこでは鉱山地質調

査、地質図作成業務にたずさわり、 5万分の 1地質

図幅を計10枚ほど作成し、環境地質部長として火山

災害、地震災害、斜面災害のまとめなどに 7年間従

事しました。その間、 1977年 8月7日の有珠山噴火

の際には、噴火そのものにはタッチしなかったので

すが、噴火直後からこの粘性の高いマグマの活動に

より地形変動や土石流・泥流の調査に 4年間費やし

ました。 5千分の 1の青焼きの地形図をもとに、有

珠山の全ての谷を歩き回りました。そして、その報

告書は、 4年にわたって、当時の地下資源調査特別

報告として、毎年、出版しました。

この経験は、私個人にとっても、また当時の北海

道立地下資源調査所にとっても、今日の火山災害、

地震災害、斜面災害などの調査研究の基礎になった

と思っています。そして、砂防屋さんから“不安定

土砂”という言葉を学び、当時の入江一の沢川とい

う谷から土石流が大量に発生したとき、ガリー侵食

のすさまじさに驚きました。その踏査で 1万立方メ

ートルという値を出しましたが、その際、当事の道

庁砂防災害課の砂防係長が私のところへ来られて、

道庁での計算と合うと言ってくれたのが嬉しかった

のを覚えています。

また、有珠山の地形変動は、まさに“地球は生き

ている”ことを実感させてくれたし、“活断層’'運

動 (4年間で地面が180m隆起したことなど）を初

めて目撃し、地質屋冥利に尽きると実感したもので

す。それが、その後の北海道で初めての活断層調査

に生かされたのでした。私は1966年に大学を卒業し

てから、その調査所で地質図幅調査に長年従事して

いて、とくに積丹半島などの新第三紀海底火山岩地

域の調査に従事していました。その際には、 1996年

の積丹半島豊浜トンネル岩盤崩落の発生した岩石で

ある“ハイアロクラスタイト’'を調査していました

が、それらが海底土石流堆積物であることがわかり

ました。この堆積物が現実に発生するのを見ること

ができるのは陸上の火山しかないと思ったことも、

有珠山調査の個人的動機でもありました。地質学で

いう‘‘現在は過去を解く鍵である”からです。また、

土石流なども地質学では堆積学として扱えると思っ

たものです。

ついでに言うと、日本の大学では火山を研究教育

するのは岩石学講座であり、こうした火山性堆積物

の研究はしてこなかった一方、堆積学の講座では砂

や礫などの普通の堆積岩のみを研究していて、活火

山で発生する土石流などの研究はしていないので

す。しかしオーストラリアの友人で、火山地質学の

有名な教科書 “VolcanicSuccession"を著したRay

Cas教授は堆積学者であり、彼の大学では火山学と

堆積学を教えているといいます。

空中写真の有効性を思い知らされたのもこのとき

でした。火山活動の変化とともに、有珠山の山頂が

刻々と変化する山体、外輪山斜面の傾動、土石流・

泥流の発生場の変遷など時系列的に捉える仕事はこ

れが初めてで、その後における私の研究手法の原点

となったものです。

1980年代には、有珠山で火山に関する国内学会、

国際学会もたびたび開催されましたが、日本の火山

砂防の草分けである有珠山の砂防施設が外国人研究

者を驚かせたのは忘れることができません。 80年代

の初め頃、当時の北大の東三郎先生が委員長で、
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“北海道砂防施設計画検討委員会”が 3年くらい議

論して、まとまった報告ができました。その会議で

は、社会構造、地形地質から始めて、火山砂防、海

岸砂防、広域砂防などそれぞれの分野の見直しと理

論構築を行いましたが、私はその中の唯一の地質屋

でありました。私としては、多少違和感を感じなが

らも、地質屋の存在意義を認めてくれたのはありが

たかったと思います。

また、その具体版として始まった十勝岳砂防検討

委員会（委員長、東三郎先生）にも参画し、その委

員会終了後の1988年に十勝岳が噴火して、タイミン

グよく砂防施設計画ができあがっているのを東先生

がマスコミに誇らしげに語ったのを覚えています。

それがその後、建設省の火山砂防の原点となり、

1991年から国土庁が主導的に始めたハザードマップ

作成につながっていったように思います。私はその

マニュアルづくりにも参加させていただき、雌阿寒

岳、樽前山、北海道駒ケ岳などのハザードマップの

策定にも参加してきました。また、これらの委員会

には、私と北大の農学部の新谷融先生、同工学部の

河川屋さんで黒木幹夫先生が参加していて、東先生

から、北海道の火山砂防三羽烏などと呼ばれました。

1990年代後半には、当時北大にいた荒牧重雄先生

と一緒に「北海道火山勉強会」を立ち上げ、有珠山

2000年噴火の際には、大きな力を発揮したと聞きま

した。現在も活発に活動しているようです。最近で

は、（財）砂防・地すべりセンターの協力を得て、新

潟焼山のハザードマップ改定版作成の資料となるア

ンケート調査を学生にさせました。

というわけで、私は、いわば主に火山砂防地質学

を経険してきたとでもいうべきでしょうか。とにか

く、地すべり屋さんよりは、火山砂防屋さんとの付

き合いが長かったわけです。その後、地すべり分布

図を出版したり、岩盤崩落問題に関わったり、若い

頃は火砕流もやっていたので、マスムーブメント学

の研究者と自称しています。

日本列島の地質条件とマスムーブメント学

さて、わが国はご承知のように、日本列島に向か

って、太平洋プレートやフィリピン海プレートが沈

み込むという特異な地学環境にあることと、モンス

ーンアジアの一角に位置していることから、地震災

害、火山災害とならんでマスムーブメント災害が代

表的な自然災害といえます。このように島弧であり、

世界的に見ても特殊な地質条件にある日本における

砂防学から、 “SABO" という語が英語になってい

るのは十分理解できることです。

また、マスムーブメントは、地すべり、崩壊、岩

盤崩落、土石流、山体崩壊、火砕流まで、研究対象

は幅広く、アメリカなどでは環境地質学の教科書の

なかに必ずはいる重要な分野です。しかし、日本で

は、このような間題を包括した環境地質学の教科書

はまったく存在していないのです。日本の大学では、

“環境”という名前がついた地質学を教える理学系

学科などはたくさんできたようですが、果たしてそ

のなかで、まともに、これらのマスムーブメントを

含む“環境地質学’'を教えている学科がどれほどあ

るかは疑問です。

日本の火山砂防は、火山学ともあいまって進歩著

しいようです。とくに、近年、有珠山の予知の成功

の影に、ハザードマップの作成と活用、火山研究者、

砂防技術者、マスコミ、行政などとの連携も大きか

ったようです。それに刺激されたとは思いますが、

富士山のハザードマップの作成が進んでいるようで

す。私は、もともと火山地質学から出発していて火

山研究者の友人も多いのですが、もっぱら理学であ

る火山学と、実学としての砂防学との連携が、火山

防災学として発展しているのは喜ばしいことと思い

ます。その意味で、（財）砂防・地すべりセンターの

役割は大きいと思います。
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新システムとマスムーブメント関連学協会の

今後の方向

今年度から国立大学が明治以来の大改革といわれ

る法人化という大転換が行われ、大学の生き残りを

かけたさまざまな再編成がすすんでいます。また、

従来の国立研究所もすでに法人化し、最近ではそれ

ぞれの中期計画の外部評価がなされて、再編・統合

が急速に進むと予想されます。このように、日本の

科学技術政策が大きく転換され、また、平成の大合

併といわれる市町村合併、公共事業費の抑制など、

さまざまな新しいシステムヘの転換が現実となって

います。こうしだ情勢のなかで、マスムーブメント

に関する学協会も安閑としてはいられないのではな

いでしょうか。

日本には、それぞれの生い立ちや歴史を背負った

マスムーブメントに関連する学会や協会もいくつか

あります。また最近は、関連する NPOも各地でで

きつつあることもよく耳にします。また、地すべり

学会などでも、他の学会にも入っていたり、雑誌は

会社に 1冊あればいいといって会員にならなかった

りする若い技術者も多いと聞きます。さらに、時々、

総会や研究発表会が重なったりして、不都合なこと

も多いようです。その意味でも、マスムーブメント

に関連する学会や協会がお互いに足を引っ張るので

なく、懇談会やシンポジウムなどを通してそれぞれ

の役割や使命をお互いに認識しあい、新しいシステ

ムに対応したマスムーブメントの研究や技術開発に

いかに対応していくのかを探るのも今日的で緊急の

課題であるように思います。

（財）砂防・地すべりセンターがそうしたアレン

ジメントの役割を果たしていただければ幸いです。

貴センターヘの期待を込めて、機関紙「SABO」へ

の巻頭言とさせていただきます。
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箪説

メキシコ東部ヌエポレオン州の
東シエラマドレ山脈における山麓開発と砂防＊

.................................................................................. 
久保田哲也＊＊

1はじめに

進出企業関係者を除けば、我が国ではあまり知ら

れていない地域ではあるが、アメリカのテキサス州

に隣接するメキシコ東部ヌエボレオン州 (Estado

de Nuevo Leon) は、産業が盛んで、中南米で最も

裕福な地域のひとつである。特に州都モンテレイ市

近郊地域（人口約 4百万）では、治安・衛生など社

会情勢が日本と同等程度と極めて良好のみならず、

電カ・道路・空港・鉄道など社会基盤整備も進んで

おり、家電メーカーをはじめ日本その他の外国企業

の進出も多数にのぼる。

また、テキサスのダラス方面から続く大平原地帯

の南西縁を構成する東シェラマドレ山脈 (La

Sierra Madre Oriental :最高峰3713m) を自然環境

として持つ州でもある。このモンテレイ市

(Monterrey、北緯約25度52分、西経約100度14分、

標高約440m、図 1) は、後述のように摺曲を伴う

強い変成を受けた東シェラマドレ山脈の山麓に広が

る街でもあり、ハリケーン来襲時の豪雨により大洪

水と土砂災害の経歴のある地域でもある。このよう

な決して安全とは言えない自然条件の下、高級住宅

に対する旺盛な需要に裏付けされ、山脈の都市近郊

山麓や丘陵斜面において種々の大規模宅地開発と観

光開発が行われている。従って、開発の進展に伴う

土砂災害の危険性が指摘されている。

この度、 2003年12月上旬、上記モンテレイ市に隣

接するサンペドロ・ガルサ・ガルシア市政府 (San

Pedro Garza Garcia、以後はサンペドロG.G．市と略

記、図 1、図 2)の招きにより、東シエラマドレ山

脈山麓における同市及びモンテレイ市域の山地開発

と土砂災害危険度及び自然公園荒廃度調査（同市都

市開発局環境部及び連邦政府天然環境資源省ヌエボ

レオン地方局の合同調査）に同行するとともに、モ

テキサス、 USA

メキシコ湾

図1ヌエボレオン州及び調査地位置図

* Anthropogenically Modified Mountains and the Necessity of Erosion Control in the Sierra Madre Oriental at San 

Pedro G. G. in the vicinity of Monterrey, Nuevo Leon, Mexico 

** Tetsuya Kubota 

九州大学大学院農学研究院森林保全学研究室 ErosionControl and Forest Conservation Division, Faculty of 
Agriculture, Kyushu University 
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饉翫］

ンテレイ大学における砂防 ・防災セミナーで日本の

山地災害と砂防の研究 • 砂防技術に関して講演する

機会を得たので、現地の状況などを報告したい。

2自然条件（地形 ・地質・気象条件）

ヌエポレオン州北部は北米大陸南東に広がるメキ

シコ湾岸平野の一部を構成し （都城 1979)、テキサ

スに連なる大平原地帯となっている。概ね土砂災害

図2東シエラマドレ山脈の衛星写真

（運邦天然環境資源省提供、 撮影1993年）

写頁1東シエラマドレ山脈（北東斜面から南西斜面を望む）

とは無縁な地勢と言える。この大平原の南西縁を成

す東シエラマドレ山脈 （図 1、写真1)は長さ約

600km ・幅約80kmで、標高450m~3240m、北緯25

度33~35分、西経100度18~24分の地帯は 自然公園

に指定されている (Vargas1984)。

山脈の地質構造は、中生代白亜紀の終わりから新

生代第三紀はじめにかけてのララミッド変動

(Revoluci_6n Laramf dica : Laramide造山巡動）の

圧縮 ・摺曲 ・隆起により形成された。この造山運動

はロッキー山脈形成にも関与するとされる

大規模なもので、山体は大規模な摺曲構造

と断層 ・破砕を伴う広域変成を受け、非常

に脆いものとなっている (Silva2003)。摺

曲の背斜軸が山頂を、向斜軸が谷部を形成

し、波状の山地を形作っている （図 2)。岩

質は、主に中生系 （ジュラ紀と白亜紀）の

石灰岩、緑色片岩、粘板岩、泥質岩などで

構成されているが、山菰の一部では、その

上 に角礫岩などの堆和構造も見られる

(Bremer 2003、Silva2003、Vargas1984)。
山脈山頂周辺は、 主として中生系石灰岩の

岩盤 （背斜軸）で構成され、勾配約60度～

75度の急崖となっている。その下方の斜面

は概ね勾配35度から45度の崖と、それに続

いて25度～45度の急斜面及び、 16度～20度

程度の比較的緩斜面から構成されている。

このヌエボレオン州は、火山は有しない。

また、大陸の地殻構造上から地捉の可能性

も極めて低いとされている （都城 1979、

Silva 2003)。
気候は、亜熱帯高圧帯下の亜熱帯半乾燥

地気候 （年平均気温20.7℃)に属するが、

年降水乱は最近27年間の平均で391.5mmとな

っている。 9月の雨皇が最も多く、 2000年

にはモンテ レイで160.3呻が観測されてい

る。また、ハリケーンが10年から15年に一

度、カリプ海 ・メキシコ湾方面より来襲す

る。特に、 1988年 9月のハリケーン・ギルバ

ート (Gilbert、最盛期で中心気圧885hpa程

度、最大風速77m/s、瞬問最大風速90m/s以

上 とされる）はモンテレイ地域を直繋し、

東シエラマドレ山地に大雨をもたらした。

それにより、この山地を源流とし市内市街

地を流れる 「サンタ ・カタリーナ川 (Santa
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［譲説

Catarina)」が、流出土砂により埋塞 ．氾濫した結

果、 200人に上る死者を出している（写真 2)。この

川は大河川リオプラポ （リオグランデ）の一支JIIで

ある。

山脈の北東斜面はメキシコ湾からの湿った風が当

写真2サンタ・カタリーナ川の氾濫 (1988年9月）

たり、地形性降雨が生じるため、前述のように 9月

を中心に降雨批が多く、ウパメガシ類 (encinos)

や松類からなる森林が形成されている。逆に、風下

となる南西斜面は半乾媒地状態となり、森林は形成

されず、植生はサポテンと潅木類からなる。いずれ

の斜面にも、降水の多い時期の土砂流出や侵食が生

じた荒廃渓流が存在する（写真3、4)。

3斜面開発状況

先にも触れたように、大規模な宅地開発と住宅 ・

観光用の道路開発が、急崖斜面を含む山麓のいたる

ところで行われている（写真 5)。宅地開発は、 主

として勾配16度～20度程度の斜面まで及んでいる

が、セロ ・デラ ・コロナ (Cerrode la Corona)地

区など一部では35度から45度の急斜面にまで及んで

いる。そのため、自然保陵区を除いたチピンケ自然

写真3山脈北東斜面、ピベロ渓谷地区の荒廃渓流 写真4南西斜面、ミトラス地区 (Mitras)の荒廃渓流

（セロ・デラ ・コロナ地区）

写頁6宅地開発状況と落石源

（セロ・ デラ ・コロナ地区）
写頁7マリポサス渓谷地区

道路盛土斜面崩壊

6
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議説］

公園 (ParqueChipinque)内の道路建設による森

林・渓流の荒廃、宅地 ・道路の切土 ・盛土斜面の崩

壊、道路 ・住宅地への土砂の流出、岩盤崩壊と落石

などが目立っている （写真6、7)。

また、宅地開発により、流末が住宅地に隣接する

小口径ヒューム管とそれに接続する狭い水路となっ

ている荒廃渓流もあり（写真 8)、脆い地質に伴い

渓岸崩壊が複数生じている現況を鑑みると、出水時

には大変危険であると感じた。さらに、住宅用の上

水道 ・浄水場の貯水タンクが渓流の中に設佐され、

流れを阻害している場所さえある。山脈の頂上付近

と自然公園の一部を除けぱ、斜面及び渓流の大部分

は法人または個人の所有地であり、 州や市政府の開

発規制には限度があるとのことである。鷲いたこと

に渓流そのものが周辺の土地とともに売りに出され

ている場所もあった。従って、サンペドロG.G．市で

は市長のリーダーシップのもと、災害危険度を把握

し、開発行為には十分な絋と質の土砂災害対策 （斜

面対策と砂防施設）を義務付けようと努力している。

4砂防の必要性と対策

前述のような立地条件と開発状況であり、山菰の

至るところで淡岸崩壊及び渓流からの土砂流出、の

り而崩壊 ・落石の問題が生じており、これらに対す

る対策として砂防の必要性が認識されている。また、

土砂災害危険固 （ハザードマップ）は天然環境資源

省によって試験的に作成されてはいるが、開発状況

を加味して再検討したうえで、具体的な対策とリン

クさせる作業は、今後の課題となっている。以下に、

特に早急な対策が待たれる渓流・斜面についての現

地状況を述べる。

4-1チピンケ自然公園マリポサス渓谷

(Canada Mariposas) 

源流部は東シエラマドレ山脈の3000m級山岳の絶

壁 ・急崖であるが、むしろ中流 （基盤岩は黒色泥岩）

支渓からの七砂流出や観光用道路の切土 ・盛土のり

面崩壊と土砂流出が著しく、これら支渓の侵食防止、

道路のり面保護工や捨て土の安定化が問題となって

いる。支渓の侵食防止には蛇籠が用いられているが、

出水時に破壊されていた。渓床材料は数10cm径の

砂礫が多く、渓床勾配は支渓が13度、本渓流で12~

13度であり、この部分の渓床堆積物が土石流化する

可能性は大きくないと思われた。また、この上流部

では、勾配40度 ・高さ約 6mの道路盛士（捨土）が

原因で、勾配35~38度 ・深さ約0.6~1.0m・長さ約

100mにわたる斜面崩壊が生じ、勾配が約29度もあ

る渓床を天然ダム状（高さ約 4m・幅約10m)に塞

いでいる箇所があり（写真9)、極めて危険な状況

と判断した。下流にごく小規模な床固エが施工され

ているのみであり、天然ダム状の不安定土砂排除や

えん堤工事、道路通行規制（基準雨餓）の検討など

必要な対策の実行を関係者に提言 した。

4-2ピペロ渓谷地区 (CanadaVivero) 

上流は山脈の絶壁 ・急崖であるが、最近の航空写

真から判断すると、この流域には近年における大規

模な崩壊拡大など著しい荒廃状況は見られない。し

かし、中流～下流にかけて渓岸崩壊も生じており、

渓床には堆積勾配4~5度で高さ ・約 2m・幅 5m

写頁 8ピペロ渓谷出口における宅地

写頁9マリポサス渓谷の盛土斜面崩壊による

天然ダム状堆積
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［躙説

長さ110m程度の不安定土砂も見受けられた （写真

3)。最大礫径は0.9~1.0m程度であった。渓床勾配

は14~15度であり、これらの土砂が土石流化する可

能性は否定できない。ただし、流域の荒廃状況や降

水条件などを総合的に見た場合、直ちに極めて危険

とは判断できなかった。ここには、蛇簡の谷止めえ

ん堤 （写真10)が設置されているが、渓床堆租土砂

の一部だけの流出を考えても十分な規模と構造では

ないので、構造の補強と務上げ、他渓流では採用さ

れている石枝えん堤 （写真11)への改築などを提言

した。

4-3セロ・デラ・コロナ地区

(Cerro de la Corona) 

粘板岩などの基岩の上に角礫岩が堆税している台

地状斜面 （図3、写真12)で、台地の所有者はメキ

写真10ピペ口渓谷地区の蛇籠えん堤

シコの大手テレビ局のオーナーである。厖部を除い

た頂部からすそ野までが宅地開発されており、台地

上の街路の排水不良により北西斜面上端部が角礫岩

内で小規模な地すべりを起こした。このすべり面末

端部の未固結岩塊が崩壊し、落石を生 じて、数百m

下の宅地に被害が及んだ。幸い死者は生じをかった

ものの、斜而は現在も滑動しており、 予断を許さな

い状況だった。連邦政府が、応急対策として、仮の

鋼製落石防止柵を設骰しているが （写真 6)、恒久

対策は市政府の資任であるとのことである。建築士

でもある市のVillarreal都市開発局長が提案してい

る鋼製落石防止杭に対する構造上の改善点と、 小規

模地すべりに対応するための排水工を提案した。し

かし、工事は原則として土地所有者の買任であり、

その同意が必要であるために数回にわたり合同の現

地調査や説明会を設定したが、所有者本人の出席は

得られなかった。

写真11練石積えん堤（ミトラス地区）

CERRO DE IA CORONA 

Rabem 
C比mue

A
 

SECCl6N GEOL必 ICA濯 NDOPJ.NORた B
 

図3セロ ・デラ・コロナ地区の地質構造 (Bremer.Martin H.、2003)

上層は集塊岩や角礫岩、下層は粘板岩・片岩・泥質岩から構成される。

写真12セロ ・デラ・コロナ地区全景
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繭説I

5結語

メキシコ北東部は、経済的に豊かで生活レベルは

極めて高く、特に州都モンテレイ都市圏のサンペド

ロG.G．市は中米のビバリーヒルズと呼ばれ、東京の

田園調布や関西の芦屋などに匹敵し、多くの富裕層

が居住する裕福な自治体となっている。そのため、

良好な景観や自然環境を求めて、山麓斜面を高級住

宅用宅地として開発する動きが目立つ。このような

情勢の下、山地の人為的荒廃が進行し、土砂流出防

備や災害防止上、放置できない状況が生じている。

しかしながら、メキシコの固有な社会体制、社会通

念、法体系、経済状況のもとで、日本のような砂防

が行われる情勢にはない。ただし、高額納税者でも

あるサンペドロG.G．市民の大方は、経費が高くても

安全が確保される日本的な砂防技術の導入を望んで

おり、今後の市の対応に期待する声が多かった。こ

の意味でも、今回の現地調査への参加と、防災セミ

ナーでの講演・話題提供や有識者・住民との意見交

換が地域の方々と関係者一同に役立ったことを願っ

ている。

最後に、今回の調査で大変お世話になったヌエボ

レオン州立自治大学森林科学部（連邦天然環境資源

省兼任）のIsraelCantu Silva博士、サンペドロG.G.

市AlejandroPaez Aragon市長、同市都市開発局

Juan Barragan Villarreal局長、 JorgeGarza 

Esparza環境部長、 NancyLozano広報課長、

Humberto技師及びその他の皆さんに記して感謝い

たします。
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雑感

北澤秋司＊

1999年 3月信州大学を退官して 5年が経過し

た。退官が迫っても仕事のリズムは変わらなかっ

た。退官後の仕事は10年以上前から決まっていた

からである。だから当時の計画からは多少違った

部分もあるが、大幅には変わっていない。

家族や自分のためになにかをしたり、余生を楽

しんだりしてみたいなどとは思っていなかった。

そんなことが器用にこなせる人間ではないこと

は、自分が一番知っていることである。自分がこ

れまで培ってきた知識や技術を生かすぺく、社会

に貢献したいとかっこいいことを思っていた。さ

りとて、それも相手が利用してくれなければ何も

できないことでもある。

幸いなことに現役時代から災害関連の仕事が多

かった関係で、現在でも同じような仕事が継続で

きている。大学を離れ学生がいないから講義や研

究等の面倒を見ることはなくなった。もっともそ

こから解放されたのは2003年4月からである。そ

れでも講義や研究等から完全に解放されたわけで

はなく 、長野県林業大学校や請習会のお手伝いは

相変わらず続けられている。

ある企業や災害調査のお手伝いをしているが、

現役時代よりも難しい問題に直面することが多

い。大学の現役時代は多忙で自分の時間が取れな

いことがあったけれど、現在は十分自分の時間が

生み出せる。そこでじっくり考えればよいし、必

要なだけ時間を使えばよい。

現職の教官の立場を少し弁護しよう。「大学の

先生は時間が自由で高給が出るしいいですね」と

言われているが、国立大学の給料は一律ではない。

助手、講師、助教授、教授で給与体系が違う。年

齢的に教授の給料が義務教育学校、高等学校、専

門学校の教諭と大差はない。

200咋 4月 1日より国立大学は独立法人となっ

た。現在、給料や研究貨は以前と 同様継続してい

・山地環境防災研究所 （信州大学名誉教授）
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るが、今後の成果によっては減額される。10数年

前、国際的な大学の研究環境の調査があった。日

本の大学は劣悪な研究環境で最大の研究成果を挙

げているとの評価であったと開いた。これからは、

目に見えて成果を挙げた大学に重点配分をすると

なっているが、基礎科学や成果が挙がるのに長時

間を要する研究、自然相手のフィ ールド科学等ど

のように評価ができるのか。それが見えてこない。

＊ 

戦後、資源の無い日本がどうして経済大国と言

われるようになったのか。はっきりしている。そ

れは「人間力」なのである。それを哀付けている

のは 「教育」なのである。日本人の持つ「まじめ

＝誠実」、「がんばり＝努力」、「がまん＝持久力」、

「おもいやり＝寛容」、 「つきつめる＝探究心」が成

果を挙げたのである。

青少年犯罪の増加と犯罪年齢の低下は、社会の

大問題となっているが、これも家庭哀境をつくれ

なかった親の責任である。「いまの若い者は……」

という大人の責任転嫁は教育的ではない。学校教

育に家庭の問題、社会の問題、地域の問題を何で

も持ち込んで先生に押し付けている。この社会の

体質が問題なのである。学校は「よろず承り所」

ではない。先生は科学、芸術、スポーツ等文化造

産を教材として、子供たちに基礎力をつけ上位の

学校や社会で学力や技術が拡大できるようにして

やる仕事が第一義である。

教育に携わってきた者はどうしても教育の問題

が気になる。災害問題については様々な機会に述

べてきているので、ここで誌面を割くのはどうか

と思ったけれど、長野県知事の「脱ダム宣言」に

は、どうにも我慢がならない。

道路、空港、港湾、河川、都市、耕地、山地森

林等、日本列島改造論から急ピッチで進められて

きた公共事業であるけれども、 一面的な批判が公

共事業に対するイメージを損ねてしまった。日本



I 随想I

列島の地形地質の劣悪条件は、公共事業のコスト

高に影響している。諸外国に比較して事業の省力

化、コス ト縮減は難しい。それを乗り越えるのは

先に述べた日本人の「人間力」である。せっかく

の努力の成果は、「人間力」を醸し出す日本人の

幸せに直結していかなければならない。資源の乏

しい日本は多くの国と友好関係を結び、査源を得

て高い技術で高価値の産物から利益をあげなけれ

ばならない。工業国日本の土台を支えるのは農林

漁業である。企業は労働力確保で賃金の安い中国

をはじめ東南アジアに進出したけれども、質の高

い製品を生産するのは質の嵩い労働力であること

に気づき、高度なソフト開発と相まって続々と日

本に焔ってきている。嵩度な技術に頼らなければ

ならない我が国の最先端を流出してはならないの

である。

＊ 

我が国は古くから国土の保全を経験的に図って

きた。それを示す施設は、藩政時代から岡山、美

濃、摂津、甲斐、信濃等に残る。治水事業の目的

は、住民の安全と耕地を守ることであった。明治

になって早々、豪雨によって日本列島は大洪水に

襲われることになった。新しい時代の幕開けは大

雨によって洗い流されることになったのである。

そこで多方面の文明開化を目指す明治政府は、オ

ランダから河川技術者を招いた。オランダはライ

ン河の河口にある国で、洪水に最も悩まされてき

た国である。明治 5年ファン・ドールンとイ ・リ

ンドーの 2人が来日し、翌6年エッセル、チッセ

ン、そしてヨハネス ・デレーケの 3名とエ手4名

が来日した。台風の連続で洪水となった淀川、宇

治川、木曾川、天竜川、信濃）II、利根川等の河川

の調査を依頼した。これらの技術者は、我が国の

主要河川の河床勾配がヨーロッパ等の河川に比較

して急流で、滝ではないかとびっくりし、なにも

しないで帰国してしまった技術者もいた。

この技術者の中で明治3牡Fまで約30年間残って

指導した人がヨハネス ・デレーケである。内務省

土木局は、デレーケの協力を得て明治 7年直轄治

水工事を開始した。 8年に利根川、江戸）l|、信濃

川、 11年に木曾）11に直轄工事が始められ、砂防事

業は10年に木曾JII、11年に淀川、14年に信濃川及

び利根川で始められた。木曾川に砂防事業が始め

られた 2年後の明治12年にデレーケによって築設

されたデレーケ谷留エ（写真参照）は、南木曽町

大崖で発見され現在砂防公園に保存されている。

野面石を使った高さ 5メートル長さ50メートルの

見事なダムである。これは昭和57年に深さ 2メー

トルの土の中からほぼ百年ぶりに発見された。

明治政府は明治20年代に頻発した水害に対処す

るため、明治29年に河川法を、同30年に砂防法と

森林法を制定し、これによって度重なる水害を防

ごうとした。これをいわゆる治水3法と呼んでい

る。ヨハネス ・デレーケが示した治水の理念は、

治水は上流の森林を大切にすることであり、樹木

をみだりに伐採することは下流に洪水を引き起こ

すことになること、したがって上流の森林整備は

不可欠であることを｝J説した。

明治33年東京帝国大学に 「森林理水及び砂防工

学」の講座が創設され、初代教授にオーストリア

からアメリゴ ・ホフマンを招いてその講座を担当

させた。その時の助教授が諸戸北郎であった。後

に諸戸北郎はじめ内務省の技師、京都帝国大学砂

防工学講座河上恵二教授らが次々にヨーロッパに

留学し、治水技術の導入を急いだ。

諸戸は、我が国の砂防技術がようやく実用化さ

れ定着してきた昭和 3年 7月、薗部一郎や田中八

百八（昭和25年 3月信州大学農学部の前身長野県

立農林専門学校校長となる）らとともに学術雑誌

「砂防」を発刊した。

その第 1号（現役の頃、研究室及び図魯館に治

山 ・砂防に関する学術雑誌を整備してきたので第

1号は読んでいた）には、冒頭に「瑞穂の國の稲

田の潅概や、工業國としての水力発電や又都會水

道の用水、燃料問題の解決者としては、皆揮々と

して涸れざる水を淵源となす。文化の培養には水

はな くてはならぬ。文化の破壊は亦水によるもの

少なくない。我固府県債の大部分は治水費である。
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この文化の破壊者であり培養者である水の源泉を

遡り尽さば其処には山林がある。 1200年前の太政

官符には既に 「水木相生い」の大原則を道破して

居る。水源に立ちて其水を調節するものは山林で

ある。治水と治山とは一にして二であり 、二にし

てーであると云はねばならぬ……」とある。

ここまで害いてきた日本の治水の歴史など関係

者は誰でも知っていることであった。あらゆるジ

ャンルでそうであるけれども、過去は時代の背景

のもとに最大の努力が払われた結果、今日の時代

背景において評価されている。全地球的には人間

の生活環境は、社会経済の発展とともに悪化して

いるので、これをなんとか食い止めようと1992年

のリオにおける地球サミットや京都議定書 (1997

年12月に、国連気候変動枠組み条約第 3回締約国

会議 (COP3)京都会議で採択されたもの）など

国際社会の合意が必要であるが、先進諸国の間で

さえ批准されていない。

2004年5月4日付で長野県知事及ぴ各部長の連

名で 「信州 ・長野県における土砂災害対策のあり

方」が以下のように示された。

「全国でも土砂災害の危険性が高い信州・長野

県においては、砂防事業、治山事業等には優先的

に国庫補助予算の配分がなされ、人命を守るため

のハード整備が進められてきた所であるが、現段

階でも危険地域とされる集落は膨大な数に及んで

残されている一方、国、県ともに財政状況は厳し

く、行財政運営において真の構造改革を要してい

る中、土砂災害対策のあり方もまた、抜本的な転

換を必要としている。

脱ダム宜言が示した公共事業全般のあるべき方

向への転換を、砂防事業、治山事業等においても

進めることが喫緊の課題であり、信州・長野県で

は今後、以下の方針に基づいてこれらの事業を行

うこととする。

くハードになるべく頼らない＞

土砂災害対策は、ハード施設を中心とした従来

の考え方から脱却し、具体的には、

1 危険地域にある人家、福祉施設等の安全な地

域への移転促進

2 移転が困難な住民に対する事前避難体制確立

の支援

3 土砂流出を抑制するための森林整備を重点的
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に進めるものとする。

くハードに頼る計画を見直す＞

16年度当初時点で着工に至っていないハード施

設（砂防堰堤、治山堰堤、地すべり防止施設、急

傾斜地崩壊防止施設等）に関しては、上記の観点

から再度見直しを行うこととする；

複数の施設が計画されている継続事業について

も、 16年度以降着工分については同様とする。

＜ハードに頼る意識を変える＞

災害危険区域にはハード施設という従来の発想

を根底から変えるために、ハード整備に携わって

きた各機関の職員が 「移転促進コンシェルジュJ
となり、危険地域とされる集落の各戸を分担して

訪ね、地域の状況、災害の履歴、住民の要望をつ

ぶさに聴き取って、移転の促進、対策の転換を図

ってい くこととする。」

＊ 

地域住民が自主的に参加している流域委員会も

これまでの防災対策に代わる県の提案も各地で行

き詰まっている。治水対策が堤防の嵩上げ、浚渫、

遊水池、河道拡幅、森林整備等によってできるの

であれば、我が国のどこにでも取り入れられ実施

されている。

先にも述べてきたように、藩政時代から経験的

に対策を積み上げ、明治初年諸外国から科学技術

を急速に導入して、今日我が国独自の治水技術が

確立している。洪水、山崩れ、土石流、地すべり、

崖崩れ等の自然現象は、社会経済の発展とともに

生活基盤に及んできた。首い換えれば、自然現象

には大きな変化がなく、生活圏が災害圏に入り込

んでいるのである。我が国のような地理的条件で

は、狭い国土を高度利用していかなければならな

い必然がある。先人たちは社会経済の発展に伴っ

て、生活基盤の保全に努力してきた。その結果、

必要な法律の整備を進め、時代とともに改正を重

ね、効率の良い施行をするために砂防技術基準や

治山技術甚準ができている。

我が国の自然災害関連法規では、国民の安全環

境保全確保のために条文が整えられ、国、都道府

県、地方自治体の役割、負担の割合を明確にして

いる。国は地域の要請によって河川の取り扱い区

分や砂防指定地、地すべり指定地等について判断

基準を定めている。大熊孝氏はその著杏 「洪水と

治水の河川史ー一水害の制圧から受容へJ（平凡
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社自然叢杏7 1998)の中で、どんなにがんばっ

ても洪水を根絶することはできない。少しばかり

の洪水は我慢しなければ、と言っている。世界の

多くの国が自然災害に何百年も立ち向かってきた

歴史がある。けれども自然災害は相変わらずどこ

にでもやってくるし、毎年のようにどこかで生命

財産を失っている。自然災害を根絶することはで

きないと関係者は思っているだろう。

しかし、だからといって諦めてよいのだろうか。

自然災害科学会をはじめ関連学会では、自然災害

防止に向けて研究が進められている。学者だから

何を言ってもよいのだなどと甘えてはいけない。

そこに住む人々の生命財産を守り幸せに姪らして

もらうために何ができるかを考えねばならない。

危険なところに住まないように、移転を勧めよう

などいうのは広大な国土がある国の施策といえよ

う。我が国のように狭い国土が高度な土地利用を

余儀なくされてきた背景に、災害予防及び復旧対

策関連事業が展開され、世界的に過密な人口を抱

えている割には自然災害の被害が最小限に食い止

められているという事実がある。この機関誌で掲

載される自然災害被害状況の経年変化を見れば明

らかである。

＊ 

緑のダム構想があたかも水資源ダム、多目的ダ

ム及ぴ治山・砂防ダムに代替できるなど神話であ

る。瑞政時代から森林の大切さは知っていたし、

事実大切にしてきた。日本には多くの自然林や天

然林が残されており、ヨーロッパでは皆無に等し

い。よい森林があれば山崩れ、土石流、洪水は無

くなり水も増えるなどと森林の多機能を強調する

向きがある。森林の災害防止機能には限界があり、

初期の雨址は林内に浸透し押さえられるが、 20mm

1時（これ以下で発生している地域もある）を超

えたらどんなに優良な森林でもどこかに山崩れが

発生するが、これまで我が国では、 100mm／時以上

降ってその直下のすべての山地が崩れてしまった

例はない。

B雨益が400mm近似の降雨があった1961年 6月

27日天竜川支流域の一部で、カラマツ人工林25-

30齢の小渓流において崩壊面積率が38%-43％と

計測したことがある。我が国では森林が生長し繁

茂して、蓄積最が増大している。手入れが行き届

いていないから蔓類が繁茂してマント群落とな

り、下屈植生が衰退して林地の緊迫力を失い、ヒ

ノキ、カラマツ、スギ等の人工林は浅根であるか

ら山崩れや土石流で立木のまま運ばれてしまう。

仮に手入れが行き届いて優良林となりすくすくと

生長したとすれば、水分吸収最も旺盛となり蒸発

散益も増大するから流出藷は減少する。この貯留

砿で渇水期に少しは調節してくれるが、今年のよ

うな猛暑ではなおさらのこと目に見える調節濫と

はならない。

山地・森林から流出する水は、大半が点伍水と

いって地肘や岩の割れ目に貯められた地下水であ

る。高山では森林限界から上部は高山植物か無植

物地帯になる。それでも水飲み場があるのである。

何故か？ 裂紺水は涸れないからである。森林は

健全な状態で繁茂していることは重要であるし、

機能していてくれなければ困る。山崩れが起こら

なければ少々の雨では濁らないのである。昔から

森林に限界があるから、治水事業では上流の森林

を保護して山崩れや土石流を未然に防ぎ、それで

も発生した箇所は早期に林地に戻す治山工事を実

施してきた。森林に復帰すれば治山工事の役割は

100％終了である。無駄な施設を残す必要はない。

ただし、優良な森林が実現しても流出土砂量はゼ

ロにはならない。浸食は海抜高がある限り地形形

成の一過程であるからである。下流の河川に土砂

が流入しないように抑制するのが砂防事業であ

る。

先に述べたようにヨーロッパ人が日本の河川を

滝と見間違えるくらいであるから、河川内に土砂

は流入する。我が国のように温暖で多雨な地帯で

あっても、水が不足する。生活が便利になれば一

層使用益が増大する。水資源ダムはなくてはなら

ないし、多目的ダムも大切な役割を果たしている。

海の水を直接利用できるシステムが確立しても、

多目的ダム、治山・砂防ダムがいらない時代など

こない。治山・砂防ダムは、地形形成の過程で人

間生活のタームにあわせていただくように、ちょ

うど自然の滝のような機能を人工的に持たせたに

すぎない。人類の生活に調和させて地球珠境を持

続するような英知を人類は持っている。時代の進

歩とともに最大限の努力と工夫を払っていく必要

がある。
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第4回日伊土砂災害防止技術会議参加報告

菊井稔宏＊

はじめに

200咋 5月20日から22日にかけて、イタリアのナ

ポリ及びサレルノで第4回日伊土砂災害防止技術会

議が開催された。日本側からは、近藤浩一国土交通

省砂防部長を団長として国土交通省国土技術政策総

合研究所危機管理技術研究センターおよぴ独立行政

法人土木研究所ならびに当センターから 9名、イタ

リア側からは25名が出席した（表 1)。筆者らは日

本側の出席者の一員として会議に参加する機会を得

たので、その概要を報告する。

1日伊土砂災害防止技術会議等の経緯

(1)日伊土砂災害防止技術会議

1998年 5月、イタリア共和国サルノ市周辺で土石

流災宰が多発し、死者お0人を出す大災害となった。

表 1 日本側参加者一覧

国土交通省砂防部長

その際、災害直後の現地調査を当時の建設省土木研

究所砂防部とイタリア政府内務省、サレルノ大学な

どが合同で実施した。さらに同年11月4日、ローマ

市にて開催された「第6回日伊科学技術合同委員会」

で、建設省砂防部長が日本の土砂災害防止の取り組

み状況などを紹介するとともに、日伊科学技術協力

協定に基づいて土砂災害防止のための共同研究及び

技術交流会議を設置することを提案、両国間で基本

的な合意に達した。

日伊土砂災害防止技術会議はこのような経緯から

開かれているもので、土砂災害に関する問題を両国

共通の課題として討議し、災害防止の方策を探るこ

ととされている。

第1回会議が、平成11年11月に東京、鹿児島で開

催されて以降、イタリアと日本で交互に開催されて

いる（表2参照）。

近藤浩一

水野秀明

野呂智之

藤沢和範

田中秀基

武士俊也

中村良光

菊井稔宏

藤田久美子

国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室主任研究官

国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室主任研究官

独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ地すべりチーム上席研究員

独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム主任研究貝

独立行政法人土木研究所新潟試験所長

（財）砂防・ 地すべり技術センター砂防技術研究所技術部長

（財）砂防・地すべり技術センター砂防部技術課長

（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部国際課専門蹴

表2 日伊土砂災害防止技術会議の開催経週

開催年月日 開催地 主なテーマ等

第1回 19叩年11月1日～4日 東京、鹿児島 ::t-:砂災害と対策、メカニズム、危機管理

第2回 2000年10月16日～20日ローマ、ベネチア、 土砂災害防止法、砂防構造物、地すぺり対策、モニタリング

ロンガローネ、ミラノ

第3回 2002年4月8日～12日 東京、広島 土砂災害対策エ、危険区域設定、警戒避難、モニタリング

第4回 2004年5月20日～22日 ナポリ、サレルノ 土砂災害対策エ、モニタリング、ハザードマッビング、警戒避難

・（財）砂防・地すべり技術センター 砂防部技術課長
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(2)日伊土砂災害総合研究センター

日伊土砂災害総合研究センター (Geo-riskJoint 

Lab)は日本とイタリア共和国の両国で土砂災害防

止に関する研究を実施するとともに、土砂災害防止

に関する技術や情報の交換を図ることを目的として

設罷されたものである。

2003年10月8日から10日にかけて、イタリア共和

国北部のロンガローネ市において、日伊土砂災害総

合研究センターの開所を記念した国際会議、及ぴバ

イヨントダムの土砂災害による教訓を風化させない

ための地すべり災害40周年記念式典などが開催され

た。

現在、地すべりのモニタリング技術と、土石流検

知センサー （振動センサー）のトリガー（しきい値）

設定に関する技術に関して共同研究を実施していく

ことで基本的に合意し、国土交通省砂防部とイタリ

ア国家研究評議会水文災害防止小委員会との間で、

日伊科学技術協力協定に基づき、今回2004年 5月25

日に正式に調印されたところである＂。

2 第4回日伊土砂災害防止技術会議

会議は、平成16年 5月20日（木）に終日サレルノ

（大リスクに関する大学連合センタ 一ヽ）、 21口（金）

は午前中クインディッチ市の現地視察の後、午後か

らナポリ （カンパーニャ州市民防護局中央指導所）

において開催された。なお 5月22日（土）には、日

本とイタリアの共同研究内容、研究成果の発表方針

等に関してWGによる会議がもたれた。

イタリア側の団長であるアレサン ドロ ・バスート

国家研究評議会水文災害防止研究所長の挨拶により

開会され、近藤砂防部長とカッシーニ、サレルノ大

学教授の基調請演（写真1)に続いて、土砂災害対

写真1 近藤砂防部長の基調講演

策エ、モニタリングシステム、ハザードマッピング、

贅戒避難のセッションに分けて発表と討議が行われ

た。会議プログラム等詳細については、「砂防と治

水」に報告されている°ためここでは省略するが、

セッションごとに座長とバネリストが決められ、バ

ネリストは各セッションの発表を総括し、その後、

質疑応答が行われた。筆者が発表した警戒避難のセ

ッションにおいては、日本の実効雨最の概念につい

ての説明を求められた。また、イタリア側からは警

戒避難基準雨量の設定手法として 、FLAIR

(Forecast Landslide Induced by Rainfall) Model 

が紹介された。資料がないため詳細は不用であるが、

確率モデルを用いた解析から、 24時間、 48時間、 72

時間雨砥それぞれの累加雨位とそのときの雨最の関

係により、 5つの地域のアラートレベル（プレアテ

ンション→アテンション→アラート→プレアラーム

→アラーム）を決めているとの説明があった （写真

2参照）。

3 硯地視察

5月21日（金）の午前中にクインディッチ市の現

地視察を行った。当地区は1998年に土石流災害が発

生したサルノ市周辺地区の一つで、サルノ市の北側

斜面の反対側に位樅する （図1参照）。

当地区の被害は、死者11名、家屋被害は45軒で、

事前に避難を行っていたため、犠牲者が少なかった

とのことである。この地区では、1940年以降、過去

何回か土石流災害の記録があり、それが地図に示さ

れていて、古い記録は教会等の記録から整理されて

いるとのことであった。

雨最計は 5局 （内 1局は計画中）設置されており、

累積雨最が60mmで警戒、 80mmで避難といった基準が

写真2 FLAIRによるアラートレペルの説明図
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設定されている。説明を受けた資料（写真3参照）

としては、 ①過去の土石流発生箇所圏、 ②危険箇所

図 （地質調査）、③危険ポイント図（市で点検する

箇所を図示→危険な箇所、溢れそうな場所が示され

ている）があった。それぞれの渓流については、危

険度の評価を行ったものが示され、工事が完了すれ

ぱ危険度は下がるとのことである。また、災害後、

50家屋が移転するため補助金をもらっているが、ま

だ居住している人もいるとのことであった。

RomaL 

NapoII 

／ 
|salerno| 

図 1 会議及び現地視察概略図

写頁 4 クインディッチの土石流発生渓流と遊砂地
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おわりに

この会議に引き続き、今回の出席者の多くは、同

じく北イタリアのリパデルガルダで開催されたイン

タープリペント2004に参加した。土砂災害の防止 ・

軽減についてはイタリアの他、オーストリアなどの

ヨーロッパ諸国においても関心が高く、とくに近年

は危機管理 （あるいは整戒避難）のセ ッションが設

けられるなど、警戒避難対策が重要視される傾向に

あるように感じられた。

山地が多く、火山活動及び地度活動が多発するな

ど自然条件が日本と共通する点が多いイタリアにお

いて、土砂災害対策における両国の協力体制の強化

を区lっていくことで土砂災害が防止 ・軽減され、さ

らに両国の友好親善がはかれることを期待する次第

である。

写頁 3 現地視察時の説明状況

写真5 1998年災害時の土石流流下痕跡が

残る住居

［参考文献】

l)水野秀明： 「第4回日伊土砂災害防止

技術会議の開催と日伊共同研究所設立に

関する取極めの調印について」、「砂防と

治水」Vol.37、No.2、2004.6 
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INTERPRAEVENT 2004／第5回行政官会議輻告

中村良光＊ 藤田久美子＊＊

はじめに

イタリア北部の都市、 トレントにあるリバデルガ

ルダにおいて、 5月24日から30日にかけて、

INTERPRAEVENT 2004が開備され、 5月26日に

は、第 5回行政官会議が開催された。箪者らは、こ

の2つの会議に参加する機会を得たので、ここに概

要を報告する。

1 INTERPRAEVENT 2004 

国際防災学会INTERPRAEVENTは、洪水、土

石流、地すべり、落石、 雷崩などの災害防止 ・軽減

対策について研究し、技術・知識の普及を区ること

を目的として、ヨーロッパアルプス諸国において、

1967年より、基本的に 4年に一度開催され、日木は

1980年から参加している。前回は 4年ごとの会議の

中間年に、初めてヨーロッバを離れ、長野県松本市

にて 「インタープリベント2002」が開催された。次

回は、 2008年にオーストリアで開催される予定であ

る。これまでの会議開催は、表 1の通りである。

開催日時 2004年 5月24日～30日

5月24日（月）開会式 セッション 1:災害とモ

ニタリング、 2:水文現象

5月258 （火）セッション 3:自然現象、 4:地

すべり、 5:落石、 6:雷崩

5月26日 （水）現地視察及びセミナー、行政官会

議 （次ページ参照）

5月27日 （木）セッション 7:渓流、 8:河川改

修と形態、 9 ：危機管理、閉会式

5月28日 （金） ～30日（日） 現地視察

開催場所 イタリア、 トレント州リバデルガルダ

出張者 池谷浩、中村良光、菊井稔宏、藤田久美子

参加者総数 約500名 （日本からは約50名）

参加国数 16カ国

主な参加国 イタリア、オーストリア、スイス、 ド

ィッ、スロベニア、フランス （アジアからは、台

湾、イラン、ネパールなど）

まとめ セッションでの日本からの発表は、水山高

久京都大学大学院教授がセッション 1、丸井英明

新潟大学積省地域災害研究センター教授がセッショ

表 1 INTERPRAEVENTI!l催経緯

開催年 開催場所

1967 オーストリア、クラーゲンフルト

1971 オーストリア、クラーゲンフルト

1975 オーストリア、インスプルク

1980 オーストリア、バート・イッシュル （日本初参加）

1984 オーストリア、フィラッハ

1988 オーストリア、グラーツ

1992 スイス、ベルン

1996 ドイツ、ガルミッシュ ・バルテンキルヘン

2000 オーストリア、フィラ ッハ

2002 日本、松本

2004 イタリア、リバデルガルダ ＇ ・（財）砂防・地すべり技術センター

砂防技術研究所技術部長
．． （財）砂防・地すべり技術センター企画部国際課専門職
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ン3、近藤観慈三重大学生物預源学部助教授がセッ

ション 4、木村正信岐阜大学応用生物科学部助教授

がセッション 6で口頭発表を行われた。また水山教

授がセッション 3の座長を務められた。

当センタ ーからは、菊井稔宏砂防部技術課長が晋

戒避難システムについてポスターセッション発表を

行った。

INTERPRAEVENT2004で配布された論文集に

ついて、掲載論文数は201題で、そのうち日本から

の論文17題であった。また、日本以外の184題につ

いて日本の研究者の論文を引用した論文は22題であ

った。引用論文総数でみると総数1,837本に対し引

用された日本の研究者の論文数25本であった。

写真1 INTERPRAEVENT会場の周辺

（写真：砂防広報センター提供）

写頁2 INTERPRAEVENT開会式
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2 行政官会議概要

日本の建設省砂防部の提唱で、学問、技術面の情

報交換だけでなく、行政而に関する情報交換や問題

点を討議するための場として、 1992年のINTER-

PRAEVENT （スイス ） において、 INTER-

PRAEVENTの会期中に国際砂防行政官会議

(Summit)が開催されるようになった。これまで

の会議開催は表2の通りである。

開催日時 2004% 5月26日

開催場所 イタリア、 トレント州リバデルガルダ

出張者 池谷浩、中村良光、藤田久美子

主な参加国及び地域 オーストリア、日本、スイス、

ババリア、スロベニア、 トレンティノ、南チロル、

アオスタ

日程

Part1 (9:00-12:30) 

議長 ：イタリア Mr.S. Silvano 

副議長：国土交通省砂防部 近藤部長

開会●自己紹介、開会の目的 （国土交通省砂防部

近脳部長）

● 「国際砂防協会」の紹介 （国際砂防協会大久

保会長）

表 2 行政官会謙開催経緯

開催年 開催場所

第1回 1992 スイス、ベルン

第2回 1996 ドイツ、ガルミ ッシュ ・パルテンキルヘン

第3回 2000 オーストリア、フィラッハ

第4回 2002 日本、松本

第5回 2004 イタリア、リパデルガルダ

写真3 行政官会講風景
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●「AlpineConvention Platform」の紹介（ド

イツ）

●カン トリーレポート （日本、オーストリア、

パバリア、スロベニア、トレント、南チロル、

スイス：計7地域、参加国のうち、地域によ

って砂防行政が違う国があるため、国別では

なく地域別となっている）

Part2 (14:00-20:30) 

議長 ：INTERPRAEVENT会長 Mr. Rohner 

副議長 ：スイス Mr. Goetz 

保全対象 ・署戒避難・危険区域設定手法 ・

保全概念 ・災害緊急対策・防災啓発活動に

関する議論

結論／まとめ

まとめ 本会議では、自然災害軽減に関する問題、

方針、活動と国際協力について議論された。

会議は、 2部に分かれており、 Part1では、国際

レベルでの情報交換が重要であるという点から、 ド

イツの代表者より、 AlpineConventionがとりまと

めている、 "InternationalPlatform for Natural 

Hazards:自然災害のための国際要綱＂ について

紹介があり、次に日本の国際砂防協会、大久保会長

より、国際砂防協会の紹介があった。国際砂防協会

は、国際砂防ネ ットワークhttp://www.sabo-

int.org/（本誌Vol.75において紹介）の活動を充実

するために設立されたものである。

Part2では、特に、自然災害に対する脆弱性と気

候変動がもたらす災害への対処について議論がなさ

れた。その他、ますます複雑になっていく災害対策

を、できる限り少ない予算と人材で、どのように対

処していくかについて議論された。各参加者は、そ

れぞれの経験や各地のニーズに基づき、持続可能性

と総合的な取り組みについて紹介した。

Part 1の結論として、 ’,InternationalPlatform 

for Natural Hazards"と国際砂防協会の活動の重

要性を認識し、支援することとなった。またPart2

の結論として、国際間での情報交換がより一層必要

であるため、 INTERPRAEVENTに併せて開催し

ていた行政官会議を、毎年行うこととし、INTER・

PRAEVENTへの報告を行った。

おわりに

ヨーロッパ諸国では、 一つの流域を共有する国が

多いため、例えば上述のAlpineConventionの活動

もそうであるが、複数国が共同でプロジェクトを進

めたり、ホームベージを運営する ことがよ くある。

その経験をもとに、ホームページの運営に関する、

失敗談や具体的なアドバイスなどを頂いた。このこ

とは、 国際砂防協会や国際砂防ネットワークの活動

を支援する際、大いに役立つと思われる。
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平成16年麿砂防・地すべり技術センター講演会輻告

（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部

平成16年6月9日、砂防会館別館シェーンバッハ・

サボーにおいて、（財）砂防 ・地すべり技術センター講

演会を開催し、 3名の方にこ講演いただきました。

以下講演の概要を掲載いたします。

（講演1] 

土砂災害と避難行動

戸ミ；り技術セン

廣井 脩 東京大学大学院情報学哀・学際情報学府教授

1 警報の軽視

大雨が降ると、気象庁から大雨 ．洪水器報が発令

され、テレピ等のメデイアを通じて一般の方々へそ

の情報が伝達されます。また、地縦の場合は津波警

報、火山の場合は緊急火山情報等が同様に伝えられ

ます。津波や火山唄火のような突発性災害の場合は、

晋報を基に行政と住民がともに、避難行動をとりま

す。これに対し、風水害は進行性災害で大雨・洪水

登報は、軽視される傾向にあります。

これは、津波警報や緊急火山情報を受けた場合、

災害につながる前兆を行政と地域住民が認識し、危

機感を持って醤報を受ける心理状態にあるのに対

し、徐々に危険な状態に近づく大雨の場合は、‘‘雨

は激しくなってきたけれども、災害は発生しないだ

ろう 。仮に、災害が発生しても自分は大丈夫だろう＂

と思いこむ順応現象によって、情報の受け手側が、

笞報を軽視する心理状態 （正‘常化の偏見 ：normal-

cy bias)に陥ることが原因の一つであると考えら

れます。順応現象の一例として、家の外の工事音を
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はじめはうるさいと感じていても、そのうちうるさ

いと感じなくなるようなことが挙げられます。

風水害に対する抒報は「狼少年」的情報と一般の

人にはとらえられ、当たらないと思われています。

警報の出す範囲が広すぎるため、ピンポイントで辞

報の切り替え （スーパー若報に匹敵）を行う必要が

あります。1982年の長崎水害の後に、スーパー抒報

を気象庁に提案しましたが、現在に至るまで採用さ

れていません。

2 遅れがちな避難

水害発生時のニュースで、腰や胸まで水につかり

ながら避難している住民の方や、避難途中の車に取

り残された住民の方など大変危険な状態で避難を行

っている場面が多く見受けられます。2000年に発生

した東海栄雨の時は、被害を受けた地方自治体の約

半数が避難勧告を発令していますが、裏を返せば、

半数の自治体は避難勧告を出せない状態であったと

いえます。このような水害を経験した名古屋市西区
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と西春日井郡西枇杷島町住民の方々に対し、避難場

所までの距離、番報をどう受け取ったか、避難場所

へ行くまでの時間、浸水の度合い、身の危険の感じ

方についてアンケー トを実施し、以下の教訓を得て

います。

●避難場所までの距離

約 6割の方が避難場所から300m以上離れたところ

に居住しており、避難距離が長く、避難途中に災害

に巻き込まれるおそれがあるため、より近い場所に

避難場所を確保する。

●詈報に対する心理

約8割の方が災害が起こるとは思っておらず、警報

を軽視している。よって、災害発生の危険度が住民

に伝わるような情報提供を行う 。

●避難場所に行くまでの時間

約1割の方が1時間以上、 2~3割の方が30分以上

必要であり、避難時間が長く避難途中に災害に巻き

込まれるおそれがあるため、より近い場所に避難場

所を確保する。また、避難場所までの距離が遠い方

や災害弱者の方はより早く避難する。

●浸水の度合い

約 5割の方が、ひざくらいまでの浸水を経験してお

り、危険な状態で避難が行われた。旱めの避難と安

全な避難経路を確保することが必要である。

●身の危険

約3割の方が、身の危険を感じており、危険な状態

で避難が行われた。早めの避難と安全な避難経路を

確保することが必要である。

3 避難情報の提供

束海豪雨後の住民アンケー トの結果からも、災害

発生の危険度が住民に伝わるような情報提供を行

い、安全な状況での避難を促進することが大変重要

な課題となっています。

2002年7月から国土交通省河川局砂防部と気象庁

予報部が連携し、降雨時に土砂災害のおそれのある

市町村や雨の多い地域と雨最などの土砂災害醤戒情

報の提供について検討を始め、 2003年6月から神奈

川県、兵庫県、長崎県、鹿児島県に対する土砂災害

警戒情報の提供を試行開始しています。

災害現場での人的被害の回避には、前兆現象の察

知など、現場での判断が重要になってきます。過去

の災害において、住民が普段と異なる河川 ・山腹の

状況を察知し、人的被害を回避した事例としては、

八幡平地すべり ・土石流災害が挙げられます。この

災害では、 コンクリート舗装道路の亀裂や湧き水 ・

温泉湯の増加などを住民が察知し、 これらを地すべ

りの前兆ととらえ、鹿角市に連絡する とと もに地域

で避難行動を開始したことが人的被害の回避につな

がったと考えられます。

一方、出水市針原川の土石流災害においては、地

嗚りの発生音や川底を流れる石がぶつかり合う音な

どの普段と異なる状況を住民が感じていながら、土

石流の前兆とは察しきれず、最終的には死者21名の

人的被害を受けています。

4 今後の課題

警戒 ・避難による土砂災害の防止に向けての今後

の課題について以下に挙げます。

●受け手側にわかりやすい形での災害発生の危険度

情報の提供

●ピンポイントで発生する土砂災害を回避するため、

土砂災害発生の予測範囲を市町村単位よりもさらに

細分化 した情報の提供

●普段と異なる状況の情報を地域住民から収集し、

どのような災害の前兆であるか正しく判断する体制

の整備

●土砂災害を防止・軽減するために有効な情報を活

用して、国 ・都道府県 ・市町村 ・地域住民が一体と

なって早期の避難行動につなげること

SABO vol.SO Oct.2004 21 



（講演2)

湘南のなぎさと水族館の役割

堀由紀子 新江ノ品水族館館長

l 「湘南なぎさプラン」について

年間1500万人が訪れる観光リクリェーション地域

として多くの人々が生活し楽しみを享受している湘

南海岸であるが、都市化の進展に伴う緑の減少、道

路の慢性的交通渋滞、生活廃水による水質汚染、砂

浜の後退等の諸問題が現れてきました。このため、

神奈川県では昭和58年に「湘南なぎさプラン」を策

定し、関連市町の首長とともに淵南海岸を良好な形

で保全整備していく活動をはじめました。その基本

理念は以下のとおりです。

① 盟かな緑と美しいなぎさの保設 ：自然緑地、風致

地区等の保全・整備に努める。

② 砂防林の保設・育成：防風ネットや砂防棚などを

設けて砂を押さえ、土壌の育成を行う。

③ 美しい浜辺の保全 ：近年、ダムや河川等の事業に

より河川から海に流れ込む土砂拭が減少し、全体

的に浸食傾向にあり、相模川河口付近では人工リ

ーフや消波堤等の施設を祁入している。

④ きれいな海の回復 ：海岸美化財団を設立し、市民 ・

企業を含めて海岸消掃を一元化して実施している。

⑤ 防災機能の確保と国道の4車線化： 防潮堤を兼ね

伽えた道路などを整備しているu

⑥ 海岸文化と海面、海浜の秩序ある利用：海洋レジ

ャー施設の整備のほか、沿岸憔業の環境整備、観

光漁業の拠点となるよう漁港の整備などを進める。

⑦ 江の島・片瀬・鵠沼地区に湘南悔岸地域の交通・

文化活動の拠点を設骰： 0湘南なぎさシティ ー＂

（仮称）を計画し、公園施設の整備、片瀬漁港の

再生と新水族館の再整備を実施する。
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2 新江ノ島水族館の取り組み

新江ノ島水族館では、湘南なぎさプランの理念に

基づき以下のコンセプトで相模湾と太平洋をテーマ

に自然環挽について考える場となる展示を行ってい

ます。

① 海洋科学の場（フィールドミュージアム）

②生物多様性の維持への挑戦 (1992年以来、動物の

ふれあいを通して、自然保渡の理解に努めてきた）

③ 地域性と国際性（地元における推進協議会を設骰、

世界の水族館との交流）

④現境教育 • 生涯学習 ・ 学校との連携

⑤ アミューズメントの場

また、水族館の活動の延長として、揚子江イルカ

やメコン大なまずなど世界の絶滅危惧種について、

保全活動を行っています。

3 河JII躙境楽園の紹介

「河川現挽楽薗」は、生命や自然に対する科学的

な興味が持て自然環境について考える場となる点

で、新江ノ島水族館と同様のコンセプ トを持ってお

り、木曽川が育んだ自然や風土 ・文化を遊びながら

学ぶことができます。約50haの敷地は、国営公園、

岐阜県営公園、自然共生研究センター、ハイウェイ

オアシスから構成されており、河川を上流域、中流

域、下流域に分けてそれぞれの自然環榜を再現して

子供たちが体験できるように作られています。

以上、美しいなぎさをもつ湘南という場所におい

て地域環境と地球環境双方に関わりを持っている新

江ノ島水族館の役割と活動について、紹介させてい

ただきました。



【講演3】

土石流災害と危機管理―水俣土石流災害を例として

池谷 浩 山梨県環境科学研究所客貝研究員

1 はじめに

土石流災害において、土石流の現象だけを追求し

ても土石流災害から人命を救うことは難しく、人問

の生活の場や人間の行動パターンも含めて考えるこ

とが必要である。本発表では、 2003年7月20日に発

生し、 15名の死者が発生した水俣土石流災害の事例

から、今後の土石流災害の危機管理のあり方につい

て発表された。

2 水俣土石流災害の状況

2.1水俣土石流災害の概要

水俣土石流災害の誘因となった降雨について、累

加雨址約430mm、蚊大時間雨批91mmであり、最大時

間雨最が観測された7月20日午前4時から 5時まで

の間に土石流が発生した。降雨の特徴として、レー

ダー餞測によると強い雨域が移動せずほとんど同じ

箇所で強い雨が続いたことや、短時間降雨予測によ

る検討結果からも降雨予測が難しい雨であった。崩

壊部での生産土磁は約43.000m3で、そのうちの約

30,000面が下流へ流下した。加えて、流下部での河

床侵食祉約60.000m3を加えた土砂批が土石流として

氾濫、堆梢した。

土石流によって被災した水俣市宝川内集地区で

は、人家は高台と集川沿いの低地に立地し、土石流

は高台を乗り越えて高台の人家も被災した。この結

呆、集川沿いの低地の人家は 6戸全て全壊または流

失した他、高台の人家も 5戸全壊または流失し、 3

戸で半壊、 1戸で一部損壊となった。

2.2水俣土石流災害における住民の行動

今回の土石流災害で助かった人と披災した人の行

動特性の違いについて、次のようにまとめられた。

土石流災害に対する意識の点で、助かった人は近所

の人や消防団の人の声かけで避難したり、集川の増

水状況や石礫の移動の音から危機感を感じて避難し

ていた。被災した人は、土石流が発生するとは思わ

ず、避難が遅れた実態がある。また、住民の結びつ

きの点では、消防団員が避難が遅れた人を救助をし

ている最中に土石流に遭遇したり、何かが気になっ

て被災地に戻った人が被災して犠牲になった実態が

ある。このように地域の結びつきがかえって災いす

る結果が見られた。

2.3防災情報伝達の状況

防災情報の伝達に関しては、大雨若報などの気象

情報や雨批のデータは気象庁から熊本県庁に配信さ

れ、さらに県庁から自動FAXによって市町村に配

信された。また、土砂災害監視システムからの情報

は県庁監視局からNTT回線を通じて市町村へFAX

配信された。

今回の災害では、夜中に警報が発令され、担当職

員が招集しづらかった状況、情報の受け手にとって、

集まった情報から土石流の危険を判断しづらい状況

にあったことが浮き彫りとなった。また、水俣市に

は保全対象が人家 1戸以上の土石流危険渓流が109

箇所にも及び、どの渓流で土石流が発生する危険が

高いか、ビンポイントで判断するのが難しいことも

土石流災害の危機管理の難しい点として挙げられ

る。

3 水俣災害から学ぷ土石流災書と危機管理

今回の水俣災害の事例から、次のような課題が挙

げられた。

第一に、土石流災害の周知徹底である。住民が土

石流について知ることにより早めの避難が実施され

ることが望まれる。行政においても土石流の危険を

住民に知らせるとともに、情報伝達時には情報の意

味するものを受け手がわかりやすいように伝達する

ことが望まれる。

第二に、平時からソフト対策と併せてハード対策

が進められる必要がある。今回の水俣災害では、土

石流が高台に到達して、高台でも被災したことから、

砂防えん堤によって土石流が高台へ到達しないよう

にして、安全な避難場所を確保することが望まれる。

特に今後、砂防えん堤の掘削残土で安全な避難場

所を創出する、砂防えん堤建設と警戒避難体制の確

立との一体事業など、ハー ド・ソフト両面を一体と

した事業展開が望まれる。
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海外事情

バワカラエン山巨大崩壊調査輻告

JICAバワカラエン山巨大崩壊砂防緊急調査団

1 はじめに

ジェネベランJII下流域に位骰するマカッサル市

（旧名：ウジュン・パンダン市）は、人口約120万人

を擁する大都市であり、スラウェシ島の玄関口とし

て栄えている。

ジェネベラン）II中流域 （マカッサル市上流約

35km)には、洪水調節・瀧漑・上水道を目的とし

たビリピリダム （総貯水品約3.8億m3、本体は1999

年完成）が建設されており、下流のマカ ッサル市に

多大な恵みを与えている。今回のバワカラエン山の

巨大崩壊はそのビリビリダムの上流約40km、ジェ

ネベラン川の最上流地点で発生したものである。こ

の巨大崩壊は、ジェネベラン川沿いの渓谷を崩壊土

砂で埋め尽くし、地元レンケセ集落に壊滅的な被害

をもたらし （死者10名、行方不明者22名、家屋被害

10件、 学校 1棟、家畜 （牛）635頭、農地被害

1.500ha、避難：最大6,335人）、今後は重要公共施設

であるピリピリダムヘの影聘も懸念される。

このような巨大崩壊はインドネシア当局にとって

初めての経験であり、今後のビリビリダムヘの影孵

や二次災害が懸念されることから、 早急な対策を実

施すべく、日本政府に下記の事項に関する技術支援

要請杏 (2004年 4月13日付）を提出した。

①土砂の挙動を調査するためのJICA砂防専門家の派

遣

②ISDMウロジェクトのサポート （次期雨季までの

緊急調査、技術アドパイス、組織強化）

(•ISDM Integrated Sediment-related Disaster 

Management＝火山地域総合防災プロジェクト）

③緊急かつ恒久対策に関する実施も含めた支援

本報告は上記の要請に基づき、 5人の短期砂防専

門家が調査団として2004年 6月20~29日まで派遣さ

れ、 ISDMプロジェクト長期専門家と合同で行った

現地調査結果の概要を報告するものである。
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【調査団構成】

●総合防災管理古賀省三 （国土交通省砂防部火山・

土石流対策官）

●土砂災害調査土屋智 （静岡大学教授）

●防災対策施設計画松井宗広 （砂防・地すべり技

術センター総合防災部長）

●緊愈避難システム計画笹原克＊ （土木研究所土砂

管理研究グループ上席研究員）

●ダム堆砂対策 中廣三男 （（株）帝国建設コンサルタ

ント名古屋支社常務理事）

2 バワカラエン山巨大崩壊

200咋 3月26日13:30頃にインドネシア国スラウ

ェシ島南スラウェシ州にあるバワカラエン山 （標高

2830m)のカルデラ壁の内側が大規模に崩壊し、崩

壊地点から下流約 7kmにわたって膨大な批の士砂

が流出 ・堆積した。崩壊源頭部には 2つの崩壊地が

認められ、その一つはバワカラエン山寄りの崩壊で、

幅約500mの規模を有する崩壊 （崩壊A)であり、

もう一つはサロンガー山稜を水平約1300mにわたり

馬蹄形に巻き込んだ大崩壊（崩壊B)である。両者

とも、崩壊斜面の比高は約700mを有する。

前者の崩壊Aは、目視等から崩壊岩盤の厚さは約

150m程度、後者の崩壊Bは崩壊前のサロンガー山

頂の位置が水平約400mカルデラの内側にあったこ

とを判断すると、崩壊岩盤厚さは泣大約400m、平

均200m程度 （崩壊Aと同程度以上） と推定される。

このことから、崩壊規模は地山掻 として、崩壊Aで

約5.300万面、崩壊Bで18.200万m3、合計約23.500万

m3と推定される。

崩壊Bの斜面中央部には、源頭部から落下した推

定約500万面の土塊が上部に植生を付けたまま残存

している様子が見られ、今後斜面末端部が侵食を受

けて、 不安定化が進行すると 2次崩落に至る可能性
写真1 東側カルデラ山稜から見た崩壊地形
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がある。なお、本報告は短期間の緊急な調査による

ものであり、今後詳細な調査が必要である。

3 崩壊の機構と拡大崩壊の可能性

崩壊の直接原因は現時点で特定できていない。地

震の発生は確認されていないが、崩壊現場に最も近

いティンギモンチョン観測地での20041:J:3月1日～

崩壊前日までの累積降雨菰は786mmであり、同月の

20年平均値508mmの1.5倍ほど大きな降雨飛を示して

いる。

崩壊の素因には、カルデラ側墜の比高の大きさ、

側壁岩盤の脆弱性、 カルデラ内堆租物の侵食されや

すさがあげられる。侵食に対する抵抗力の弱さは、

カルデラ内を流下するジェネペラン川の河床低下を

まねき、カルデラ側壁の比高を大きくするとともに

山脚部にある崖錐堆積物を除去する。このため、側

壁脚部に作用するせん断力は次第に大きくなり、長

期的なすべり面の発達を促し、崩壊発生に大きく影

響したと判断される。また、崩壊様式は、崩壊土砂

がカルデラ内に位置する比高200mほどの尾根を乗

り越えていることから判断して、頭部が大きく転倒

するトップリングではなく、斜面下端で岩盤破壊が

生じ、座屈するように回転を伴い滑落したと考えら

れる。

崩壊土砂は、流動化して発生地点から下流約7km

にわたり、幅500mから800mの規模で堆枝した。カ

ルデラ内ではジェネペラン川に沿ってほぼ直線状に

なお、カルデラ内や堆税地の両端部には幾つかの

湛水池が所々に形成されている。このうち、最大の

ものはカルデラ内に存在するもので、幅200m程度、

長さ300m程度の規模のものがある。

巨大崩落した岩盤斜面は、剥離が生じ安定してお

らず日常的に小岩塊が落下し、脚部周辺ではこれら

が崖錐を形成しつつあると判断される。また斜面上

には、落下しなかった不安定岩塊や山稜から落下し

たもののそこに留まっているものもあり、脚部周辺

に近づくことは危険な状態である。また、住民によ

れば今回の崩落が発生する以前から山稜付近には大

きく開口した段差があり、崩壊後も背部には数メー

トルの幅をもった開口亀裂があるということであ

る。この様な現地状況から判断して、今後の拡大崩

壊の可能性は否定できない。

4 土砂流出状況

インドネシアの年間降雨址は4,000m"程度であり、

l]月～3月の雨季と 4月～10月の乾季に分かれてい

る。今年 3月26日に発生して以来、約 3ヶ月が経過

した。崩壊現場に最も近いマリノ地点におけるこの

間の総雨最は、 388mmであり、日雨拭30mmを超す降

雨も 3回のみで、大きな降雨は発生していない。し

かし、ジェネベラン川上流に堆積した崩壊土砂は既

に幅 50mから」50m、 深さ30mから80mの規模で

侵食され谷地形を形成し（写真 2)、さらに拡大す

ると考えられる。また、この侵食谷地形は、平面的

流下堆租し、カルデラ下流でも川沿

いにパナイカン集落の南側直下の段

丘而に一部乗り上げ流下した。崩壊

時の大音響を聞いた住民の一人は、

崩壊発生時刻とこの段丘面付近まで

土砂が押し寄せた時刻を記恨してお

り、その時間は3分間であったとい

う。この段丘面と崩壊地からの距離

は地形図上で約 6kmであるから、

流下速度は33m/s（約120km/hr)

となる。山腹に衝突した地点で、堆

積面上方山腹に土砂が付滸したこと

や堆稲直後には堆梢物表面はかなり

高温であったこと（住民聞き取り）

から、喩涌富として空気を巻き込み

流下した様子がうかがえる。
写真2 崩壊土砂堆積地の楓食地形（写頁後方の台地（パナイカン）に土砂が乗り上げて堆積）

矢印の方向は下流を示す。
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にジグザグの形状を呈しており、出水規模が大きい

場合には、土石流の流下とともに強侵食されるので、

11月頃から始まる雨季には多量の土砂流出を伴うこ

とは必至と判断される。

2004年 6月中旬までの堆積土砂の侵食土砂量は、

侵食谷地形の目視と地形図から約1,400万m3と推測

される。今回のような大規模な崩壊により生じた土

砂移動については、時間的な経過とともに、流出土

砂量は指数関数的に減少していくと考えられるが、

今後の継続的な調査が必要である。

海外事情

5 下流河道区間の状況

崩壊地からビリビリダムまでのジェネベラン川の

河道区間には 6基の砂防施設があり、その施設は全

て満砂状態である。特に、マリノ川との合流地点の

下流にある幅400mの砂防施設やその上流の河道区

間には一時的に多量の土砂が堆積しており、砂防施

設及び河道調節機能が発揮されていると考えられ

る。一時的に過剰に堆積した堆砂地（写真 3)及び

河道区間内の土砂は、現在侵食されつつあるが、ビ

リビリダム湛水池末端においては現

在のところ顕著な堆積は現れていな

い。なお、巨大崩壊が発生するまで

は、青く澄んでいたビリビリダムは、

現在浮遊砂で濁っている状況であ

る。

6 緊急対策計画について

写真3 ビリビリダム上流にある砂防施設のうち、下流から数えて2番目の砂防施設 (SP2)

上流の土砂堆積状況

バワカラエン山体崩壊による崩壊

土砂量の1/3が、今後 5年間程度で

流出すると予想され、人家、田畑、

公共施設等、特に南スラウェシ州地

域の発展に不可欠なビリビリダムの

大きな機能低下等著しい影響が懸念

される。このため、当面、 2004年か

ら2008年の 5年間を対象に緊急に必

要な対策計画（緊急対策計画）を提

案した。

写真4 洪水によって破損している砂防施設（今回の巨大崩壊以前に破損していたもの）

雨季 (11月）までには期間が短く、

この間に実施可能なハード対策は、

崩壊地からビリビリダムまでの区間

の砂防施設上流に貯まっている土砂

の除石であると考えられる。中長期

的な対策としては、破損している砂

防施設の修復（写真 4)、砂防えん

堤の嵩上げおよび砂防えん堤の新設

等が考えられる（写真 5)。また、

カルデラ内の湛水池の決壊を防止す

るための対策も必要であると考えら

れるが、カルデラ壁の拡大崩壊の可

能性があるため、工事の安全性を十

分検討した上で対策を実施する必要

がある（写真 6)。
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緊急ソフト対策としては、維持管理費用を考慮す

ると、高度な情報機器の郡入よりも人材を活用した

目視による観測体制、現在パナイカンに設置されて

いる雨覇計のテレメータ化とその情報を州 ・県等を

通して住民やNGOに伝達する体制等の整備が必要

であると考えられる。

中長期的には、パナイカンだけではなく雨蘊計を

カルデラ周辺に配置し、登戒避難体制を強化してい

くこと、ジェネベラン川下流の河床と比高差の少な

い集落、人家などの精査が必要であると考えられる。

7 おわりに

今回のバワカラエン巨大崩壊に対する緊急調査に

あたって、地元南スラウェシ州副知事、ゴア県知事

やジェネペラン砂防コミュニティ (KOMUNITAS

SABO JENEBERANG)の関係者に面会する機会

を得た （写真7)。この機会を通じて、地元行政買

任者は今回の災害がビリビリダムに大きな影孵を与

えることを懸念していること、また、地元住民は、

写真5 新設砂防えん堤の建設候補地点（崩壊士砂の堆積末端）

写真6 上空から見た湛水池の状況
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災害からの一日も早い復旧、復興を熱望していると

ともに、日本の砂防技術に関する協力に大きな期待

を寄せていることを実感した。

さらに、報告柑にもとづく公共事業本省における

イン ドネシア側への調査結果説明のための会識にお

いては、バスキ水資源総局長が会議を統括し、熱の

こもった討議がなされた。この際のインドネシア側

からの質問はビリビリダムの堆砂対策としてのバイ

パストンネルの有効性、および、崩壊地点からダム

地点までの約40kmの河道区間における土砂の自然

調節機能の評価についてであった。前者については

ダム下流の河道区間への影響（河床上昇）、コスト

面から有効ではないこと、後者についてはダム堆砂

の将来予測において考慮されており、今後、モニタ

リングが必要であることが日本側から回答された。

パスキ水資源総局長は、今後の日本からの本格的

技術協力、経済協力の実現に向けて調査団に対して、

帰国後においてもさらなる協カ ・支援を要請し、会

議は終了した。

今回の調査にあたって、南スラウェシ州政府、ゴ

ア県、ジェネペラン川流域開発事務所、インドネシ

アSTC、ハサヌデイン大学アグネス栂士等関係者

の皆様に大変お世話になったことに心から感謝する

とともに、今回提案された緊急対策計画が早急に実

施され、地域の活性化並びに安全確保が早期に図ら

れるこ とを心から祈念する。

写頁7 地域住民によるジェネペラン砂防コミュニティ(KOMU-

NITAS SABO JENEBERANG)の設立式 (6月23日）（左から

5人目までがJICA砂防調査団）



自主研究

安倍川流域大島えん堤における全流砂量観測報告
（平成16年台風6号による出水）

近藤玲次＊

1 はじめに

水系一貰した総合土砂管理として適切な対策を講

じるためには、流砂系内での不連続な土砂移動の実

態を把握することが必要である。そのため各流砂系

において、流砂量観測などにより流砂の量と粒度

（質）、それらの時間的実態を把握することが試みら

れている。

このような背景をふまえ、静岡県安倍川流域にお

いても国土交通省静岡河川事務所、国土交通省国土

技術政策総合研究所、静岡大学、（財）砂防・地すべ

り技術センター（以下STC) による流砂観測が実

施されている。 STCでは土砂生産源に近い上流域

での流砂の実態把握を行っている。流砂の輸送形態

は場所や水理条件によって異なるため、輸送形態に

とらわれない全流砂量捕捉装置を用いている。

平成16年6月21日に上陸した台風 6号による出水

の際、流量の増加からピークまでの期間について流

砂観測を実施したのでここに報告する。

2 全流砂量捕捉装置の概要

全流砂量捕捉装置を設置し観測を行っている大島

えん堤は上流に大谷崩の位置する大谷川とその右支

川蓬沢の合流点に位置している。

自然河道における洪水時の土砂移動形態は、流量

の増減、崩壊などによる土砂供給量や河道の状況に

応じ常に変化しているため、本研究においては、流

砂の実態を明らかとすることを第一義とした。その

ため装置は、幅 lmの捕捉口をえん堤の水通し前面

に取り付けることで、流れを乱さずに輸送形態に関

係なく水深方向の全流砂を捕捉できる構造とした。

また、採水タンクを複数用いることで、洪水中の流

量の変化に対応した土砂の採取が行えるようにして

いる。

採取した土砂を含む流水は、まず浮遊成分が沈降

しない状態で濁度計測を行い、サンプリングの後、

沈降試験を実施。タンク内の濁水を除去し、タンク

に堆積した土砂について質量の計測及び粒度分析を

実施する。

さらに、間接計測手法である音響法による観測

（ハイドロフォン）も実施している。

3 平成16年台風6号の影響による出水時の観測

6月21日13時から16時にかけて近畿地方を通過し

た台風 6号の影響により、静岡市周辺でも豪雨とな

った。大島えん堤付近に設置した雨量計の値を図1

に示す。 21日の日雨量は362mm、21日14時30分から

16時30分にかけての降雨のピーク時付近では10分間

雨量で10mm程度、最大60分雨量は68mmに達している。

3.1 観測結果

6月21日9時30分より 17時までの間で10回の観測

を実施した。観測結果を表 1に示す。表 1に示した

結果のうち、 15時30分以降の観測値 (8~10回目）

は参考値として扱うものとする。これは15時30分頃

に一時的に水位が低下し、観測装置内に多くの土砂

を堆積させたために、その後の観測は実際に流れて

いる流砂の量より少なめに観測されたことが考えら

れるからである。また、質量については、クレーン

て
11『
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＊ （財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所 図1 6月21日の大島えん堤の雨量
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の油圧式計測器を用いていることから士200kg程度

の誤差が生じているのが現状である。今後は精度向

上のためクレーンスケールを用いることとしてい

る。

(1)濁度 （浮遊成分）の時間的変化

13時 (5回目）の天端付近の状況を写真 1に、 14

時 (6回目）の状況を写真 2に示す。 13時までの流

水は薄い灰色を呈していたが、 14時段階の流水は右

支川蓬沢の影響により黄色がかった色に変化してい

表1 観測結果一覧

捕捉口上流水理条件

観測時刻

採取試料

る。各観測回に採取した上澄み水を写真 3に示す。

容器に杏かれた番号が表1の観測番号と対応してい

る。時間経過とともに濁りの程度が変化し、 17時

(10回目）の観測時には黒色を帯ぴた色に変化して

いる。この観測結果から、 13時から14時にかけて蓬

沢の上流でアーマコート破壊や渓岸崩壊などが発生

したことが考えられ、それまでと異なる種類の土砂

が供給され始め、その後流城の増加に伴い浮遊成分

が増加するという現象が発生したと考えられる（現

状、上流域での崩壊の有無については確認できてい

捕捉口流入置

浮遊成分量土砂重猛， 
河道幅水位流速 採 水時間体積坦量 （上澄み） （堆積分） 流嚢 流砂塁浮流遊砂(成10羹分~ ・ | 掃流成分

(m) (m) (mis) (s) (m') (t) (g/m') （kg) (m'/s) m'/s) 

l 9:30 15.4 0.09 0.99 180 5.1 5.1 107 0.16 0.084 3.5 0.1 
2 10:00 15.4 0.09 1.13 180 6.3 6.3 236 0.55 0.101 9.2 0.3 
3 11:00 15.4 0.10 1.15 120 5.5 5.4 547 2.59 0.110 23.l 2.0 

4 12:00 15.4 0.11 0.99 120 4.5 4.4 416 0.70 0.104 16.7 0.6 

5 13:00 15.4 0.11 1.04 120 5.3 5.2 651 83.74 0.113 認．2 68.4 

6 14:00 16.5 0.15 1.07 60 2.5 2.5 6030 9.05 0.161 372.8 22.4 
7 14:45 17.5 0.11 3.91 10 6.5 6.5 2618 524,•50 0.446 449.2 1384.5 

8 15:30 36.0 0.10 2.53 120 3.1 3.0 1004 13.42 0.253 97.7 42.l ， 16:45 36.0 0.11 3.44 10 2.0 2.2 323 0.85 0.378 47.0 6.1 

10 17:00 36.0 0.30 2.25 20 0.5 0.6 416 8.36 0.675 108.0 434.0 

写真1 13時の天端 写真2 14時の天罐

日 ヽ
レ／ k ， I/ 

,ヽl 
I 

／ 

0鱒令佃“鯛只
0090OO7060504030201000 ＇ 

v ， 
”III 
'lllll 

譴 み

001 

oi 

01 
n5 

／ 

写頁3 各観測ことに採取した上澄み水 図2 掃流成分の粒度分布
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1 自主研究I

ない）。

(2)堆積土砂 （掃流成分）の時間的変化

採水タンク底に堆積した土砂の粒度試験結果を脳

2に示す。12時 (4回目）までは粒度分布に変化は

見られないが、 13時の観測では粒度構成に変化が見

られ、流砿が大幅に増加した14時45分 (7回目）の

観測では総重最524.5kg、最大粒径30cmの粗い粒度

の土砂が採取された。

(3)ハイドロフォ ンによる問接観測

ハイドロフォンは 6つのチャンネルを持ちパルス

の増幅の程度を変化させている。小田 (2004)らの

研究から、増幅の程度の小さいものほど大きな粒径

の礫の衝突音に対応する傾向があると考えることが

できる。図 3に比較的大きめの粒径の衝突回数と考

えられるch3~6の値の平均値 ・小さめの粒径の衝

突回数と考えられるch1~2の値の平均値・採取試

料より算出した掃流成分流砂址・浮遊成分流砂最．

捕捉口上流に設置した超音波水式位計による水位

（表 1に示した最水標によるものとは位置が異なる）

を示す。水位が上昇し始める13時30頃から衝突回数

が急激に増加するが、その後の水位変化に対する反

応は良くない。むしろ水位上昇に若干の遅れを伴っ

て衝突回数が増加しているように見える。

3.2 捕捉口流入流置と流砂重の関係

15時30分以降 (8回目～10回目）の値を除いた、

捕捉口に流入した流砒 と掃流成分 ・浮遊成分ごとの

流砂量の関係を固 4に示す。12時観測の流量

0.104m'/sまでは掃流成分流砂益はほとんど見られ

ず浮遊成分流砂益が卓越していふ流量の増加に伴

い掃流・浮遊成分とも流砂最が増加しているが、 13

時観測の流量0.113mツs以降より掃流成分流砂誠は

増加が著しくなり、 一方で浮遊成分流砂足は14時観

測の流最0.161mツsから 14時45分観測の流最

0.446mツsの時にかけて増加傾向が緩やかになって

いる。なお、 13時から14時にかけては、流最が増加

して掃流砂最が減少しているが、 13時の観測結果が

正値で14時がエラーなのか、 13時の観測結果が異常

値なのかについては、このデータのみでは言及でき

ない。
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4 おわりに

この観測により洪水時の土砂動態を把握できたこ

とは、これからの流砂系の土砂動態を把握する上で、

大変有意なことであると考えている。 しかし今回の

成果は、これらの数値が観測上の誤差なのか、流砂

の非連続性の発現であるのか判断するのは困難であ

り、データの寄稼が必要である。また下流域の土砂

動態との分析を進め、安倍川流砂系における土砂動

態の把握が近々の課題である。
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1)河川審議会総合政策委員会 総合土砂管理小委貝
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2)垣本毅、池谷浩、安田勇次 (2003) ：流砂系におけ

る土砂移動実態のモニタリングー一流砂黛捕捉装置の

開発、平成15年度砂防学会研究発表会概要集 p90-91 

3) 小田晃、長谷川祐二、水山高久•野中理伸、宮本邦

明 (2004) ：水理模型実験におけるハイドロフォンを

用いた流砂量計測 （その 2 ) —粒径と感度の関係に

ついて、平成1舷F度砂防学会研究発表会概要集 p82-

83 

図4 流量と流砂昼の関係
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［覇技術

土砂流対策用砂防えん堤の開発

.................................................................................. 
嶋丈示＊

はじめに

近年、珠採保全や流砂系の総合的な土砂管理の必

要性が高まる中で、土石流捕捉にも透過型砂防えん

堤が多 く採用されている。この土石流捕捉を目的と

した透過型砂防えん堤は、土石流フロント部の巨礫

群を捕捉することで透過部を閉塞させ、後続流に含

まれる土砂をも捕捉する閉塞タイプを採用してい

る。しかしながら、巨礫を含まないあるいはフロン

ト部が形成されない、いわゆる土砂流に対しては従

来の閉塞タイプの透過型砂防えん堤では十分な土砂

捕捉効果が発揮されない可能性がある。そこで、巨

礫の有無に頼らない新しいタイプの透過型砂防えん

堤を開発することとした。昨年度、この透過型えん

堤の機能検証のために水理模型実験を行ったのでこ

こに紹介する。

1 捕捉メカニズム

透過型砂防えん堤には、閉塞タイプとせき上げタ

イプがある。しかし、土砂流の捕捉に対しては両者

とも以下のような問題がある。

閉塞タイプの捕捉機能

閉塞タイプの砂防えん堤は、鋼管を縦横に組み合

わせることで透過部を構成している。土石流の捕捉

機能は縦材を主要部材としており、縦材純問隔は土

石流を形成するであろう巨礫群で閉塞されるように

最大礫径の1.5倍以下に設定している。横材純間隔

は、後続流に含まれる礫を捕捉するように最大礫径

の0.5~1.0程度に設定している。このタイプの設置

箇所は、一般に渓床勾配1/20以上の土石流区間で

ある（図1)。

しかしながら、谷出口では流下幅が拡幅したり、

土石流堆積区間のように勾配が緩くなると ころ、あ

・（財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部課長代理

るいはコンクリートスリッ トのように透過部の開口

率が小さく、せき上げの発生しやすいところでは、

土石流フロント部がほぐれ巨礫群がえん堤に到達し

ない可能性がある（図 2)。つまり、閉塞タ イプの

透過型えん堤が土砂捕捉機能を発揮するためには、

巨礫により透過部が閉塞される必要がある。
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せき上げタイプの捕捉機能

せき上げタイプは、コンクリ ー ト砂防えん堤の越

流部に縦スリットを設けたものである。このタイプ

はスリッ ト開口率が小さいため洪水時に流水をせき

上げ、えん堤上流に湛水域を形成する。ここに土砂

が流入すると堆砂肩が形成される。土砂が供給され

続けると堆砂府がド流に進行し、堆砂屑がスリッ ト

部まで到達すると、堆砂肩近傍の土砂はスリットか

らの引き水とともに排出される。さらに、洪水後期

にはスリット直上の堆砂肩が崩れてスリットから多

最の土砂が吐き出され、スリット直下に堆積する

（図3)。

土石流区間にせき上げタイプの砂防えん堤を設け

た場合、先行流によりせき上げが生じると土石流フ

ロント部が湛水域で倅止する可能性がある。このと

きスリット部が巨礫で閉塞されず、後続流はスリッ

ト部から流下する。また、せき上げ効果を十分発揮

して後続流の小径礫を捕捉できても、洪水末期にい

ったん貯留した土砂がスリット部から排出してしま

う。

薪型透過型砂肪えん樋の狙っている対象区閲
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新しいタイプの捕捉機能

今回、考案した透過型砂防えん堤は、巨礫群が集

中する砂礫型土石流も捕捉対象であるが、ここでは

特に土石流堆積区間を念頭に、濃度が源くなり掃流

状集合流動化 したいわゆる土砂流を捕捉対象とした

（図 4)。

新しいタイプの砂防えん堤は、圏 5に示すように

本堤と副堤の両者を透過形式として構成される。本

堤の透過形式は閉塞タイプとして越流部を河床まで

開口し、ここに横材を配骰する。河床から横材最下

部との空間は土石流波高より小さく設定する。横材

の純間隔は現地河床材料の90％粒径程度とする。副

堤の透過形式はせき上げタイプとして縦スリットを

設ける。この縦スリットの間隊は、常時及ぴ頻度の

高い中小出水で移動しうる土砂の最大粒径の 3倍程

度とする。副堤の天端高は、本堤

横材最下部より高く設定する。

新しいタイプの捕捉機能は以下

のように想定している。副堤に設

けた縦スリットによって、せき上

げを発生させ本副問に湛水域をつ

くる。土砂が流入してくると、従

来のコンクリー トスリットと同様

に堆砂肩ができ、土砂の流入最に

応じて堆砂肩が下流に進行する

（図 6a)。しかし、このまま、堆

砂肩がスリッ ト近傍まで達する

と、土砂がス リットから排出され

てしまう。そこで、スリットから

引き水の影響を受けないように、

上流の所定の距離で堆砂府の進行

を阻止する方法を考えた。堆砂肩

が本堤まで達すると、本堤に設け

た横材により河床と横材の間が閉

塞される。このとき、堆砂肩の下

流への進行が横材によって阻止さ

れる。本副間に距離があると、副

堤スリットからの引き水や流水の

副堤縦スリッ トヘの衝突による樅

拌の影帯が本堤で停止した堆砂肩

まで達せず、堆砂肩が崩されるこ

H
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とはない。堆砂厨の進行が本堤で停止すると、供給

土砂は本堤横材に捕捉されて堆砂肩上方に堆租して

いく （図 6b)。このとき、流水は横材の間から排

出され、堆砂肩への水圧が軽減され底抜けを防止す

ることができる。土砂が供給され続けると堆砂は本

堤天端まで到達する。洪水末期になると、本副問の

水位は低下するが、堆砂府はそのまま維持されるた

め、捕捉した土砂の再移動はない。

2 実験概要

2.1 実験の目的

実験で対象とする砂防えん堤は、副堤縦スリッ ト

によるせき上げにより堆砂肩を形成させ、この堆砂

肩が本堤横スリットに到達すると上流から到達する

土砂を横スリッ トで捕捉することを想定している。

そこで、本実験ではこの砂防えん堤で想定している

以下の土砂捕捉過程を検証することを目的とした。

図68

図6b
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嗣填の纏スリットに
よるせき上げ
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(1)縦スリ ット高によるせき上げと堆砂肩の形成

(2)横スリ ット最下部による堆砂肩の進行の1阻止

と横材による後続流の礫捕捉

(3)洪水末期の水位低下時における堆砂肩の形状

維持

2.2 実験施設および実験条件

実験に用いた水路は、長さIO.Om、幅0.5rn、高さ

0.4m、勾配1/15の直線矩形水路である。幅0.3mを

流下幅として水路下流端には砂防えん堤模型を設骰

した。実験砂は、平均粒径3.4mm、d90=9.0mmの混合

砂を用い流送能力見合いで供給した。実験流址はQ

=3.5 Lisee（現地スケール35mツs)の定流を基準と

し、流況や水路下端における流出土砂批を流批別に

比較するためにQ=2.0Lisee（現地スケール20mツs)

とQ=7.0Lisee（現地スケール70m3/s)についても

実験を行った。水路勾配は土石流や土砂流の堆積区

間の河道を想定し1/15とした。給砂址は土石流捕捉

のための透過型砂防えん堤における計画流出調節土

砂最を供給し、土砂供給の方法は水路床に供給最を

敷き均し流送能力見合いとした。

実験で用いた砂防えん堤の形状は、縦スリット裔

さhは3.0cmと9.0cm、横スリット純間隔dは0.9cm、

本副間距離は10cm、25cm、55cmとした。一定条

件として固定値にした諸元は、横スリ ット部材径¢

=0.9cm（実物換尊値36cm)、横スリット開口高H

=4.3cm（実物換群値1.7m)、縦スリット幅 b=2.0cm

を2門 （実物換符値0.8m)とした。実験ケースー

立を表］に示す。

3 実験結果および考察

3.1 土砂捕捉機能の確認

実験における土砂の捕捉は、 CASE01~05および

CASE07~08で高い土砂捕捉効果が得られた。土砂

捕捉効果が確認できた各CASEは、縦スリッ トによ

りせき上げが発生し、横ス リットの上流に堆砂府が

形成され、その後、堆砂府が横スリ ットまで到達す

ると、後続流に含まれる土砂は横スリットに捕捉さ

れ堆砂が裔さ方向に進行するという過程であった

（図7)。CASEOOとCASE06は土砂を捕捉しなかっ

た。CASEOOは副堤が無く、土砂流が本堤横材に引

っかかることなくそのまま本堤を通過した。

CASE06は流械が少なく、せき上げ高が低いため横



材開口高Hに達せず、堆砂肩の進行が横材によって

阻止されなかった。このため、堆砂眉が副堤縦スリ

ッ トに到達し、スリ ットから土砂が排出された。

CASE06と同じ流量であるCASE03は、縦スリット

高が高いため、せき上げ水深が横材開口部Hより高

くなるように設定している。このため堆砂肩が横材

に引っかかり、堆砂肩の進行が停止し、その後の土

砂は本堤横材で捕捉した。このことから、以下のよ

うなことが考えられる。

3.2 せき上げ水深と横材開口高の関係

本実験では、縦スリット幅と横スリット開口高を

固定しているため、横スリット開口高とせき上げ水

位の関係は縦スリット高と流量で設定した。

CASE01~05とCASE07~08では、各流最時におい

て堆砂肩が横スリッ ト開口部より高く形成され、

CASE06では堆砂肩が横スリット開口高よりも低く

形成された。この結果、堆砂肩が横スリット開口高

よりも高く形成された場合には、後続流に含まれる

土砂が横スリッ トに捕捉され、堆砂が高さ方向に進

行し土砂の捕捉効果が高かった。しかし、堆砂肩が

図7
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横スリット開口高まで達しない場合は、後続流に含

まれる土砂は横スリットに捕捉されず下流へ流出す

るため土砂の捕捉効果が低かった。よって土砂捕捉

効果を高くするためには、せき上げ水深を堆砂肩の

高さが横スリット最下部の開口高よりも高くなるよ

うに設定する必要があると考えられる。

3.3 本副間の土砂捕捉向上機能

横ス リットから流出した細粒土砂は、せき上げが

生じているため本副間に堆積する。しかし、横スリ

ット上流部での堆砂が進行し横スリット上流の堆砂

面が高くなると横スリットから落下流が発生し、縦

横スリット間の堆積土砂を巻き上げる。 CASEOlや

CASE02では巻き上げられた土砂が落下水の流れに

沿って下流へ流出する。これに対して、 CASE04で

は縦横スリッ ト間隔が長いため、巻き上げられた土

砂が下流側で再び堆積する。これは、落下流がこの

区間で減勢されたものと考えられる。よって、縦横

スリット問に堆積した土砂の下流への流出を軽減す

るためには、縦横スリッ日間際Lを現行基準の本副

間距離程度にとり、落下流を減勢させる必要がある

と考えられる。

4 まとめ

本実験の条件の範囲内において、確認できた現象

は以下のようであった。

(1)せき上げ高が横材最下部より高いと堆砂肩の

下流への進行は阻止され、減水期にも堆砂肩は維

持される。せき上げ高が横材最下部より低いと堆

砂肩は副堤スリット直上まで進行し、減水期に堆

砂屑が崩れる。したがって、土砂捕捉機能を確実

にするためには、せき上げ水深が横スリット開口

高Hより高くなるように配慮する必要がある。

(2)横材純間陥を河床材料の90％粒径程度に設定

しておけば、後続の礫の大半を捕捉できた。

(3)横材の間から抜けた細粒土砂は本副間で再ぴ

堆積するが、同時に横材の間からの落下水により

攪拌されると副堤スリットから抜ける。ただし、

本副間の距離を長くとると落下水が減努され、細

粒土砂の流下は軽減できる。
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おわりに

今回の実験から、新しいタイプの透過型砂防えん

堤は、巨礫を含まずとも礫を捕捉できることを確認

できた。また、今回提案した形状は、副堤縦スリッ

トのせき上げ水位と本堤横スリット開口高の調節に

より土砂の流出や捕捉をコントロールすることがで

図8

36 SABO vol.SO Oct2004 

きる。図8は、流量以外の条件を同じにしたときの

土砂捕捉状況の違いである。 Q= 2.0 R, /secは中小

出水をイメージしており流蓋が小さいときは下流へ

土砂をそのまま流す。Q= 7.0 R, /secは洪水時をイ

メージしており、土石流が発生した場合に土砂を確

実に捕捉する。つまり、流量をもとに土砂の捕捉お

よび流下を設定でき、平常時や頻度の高い中小出水

により移動するであろう無害な土砂は流下させるこ

とができるため、土砂災害を防止する役割をはたす

とともに、生態系への配慮など環境面で有効的な工

法となりうる。また、せき上げ水位を嵩くすること

で横スリットの開口部を広く設けることができるた

め、平常時に流木やごみなどによって閉塞する可能

性が低くなり維持管理面においても効果が高いもの

であると考えられる。

今回、想定した現象を確認することを目的とした

ため定常流で実験を行った。しかし、実現象として

のハイドロ流低や土砂濃度、本副間距離（現行基準

との整合）など、実構造物への適用のための検討が

必要である。このため、上記課題を念頭においた実

験を、引き続き行う予定である。



1歴史探究 I 

什積み堰堤を追いかけて （~)

友松靖夫＊

5 福山藩の砂留工事

わが国の石積み堰堤を知るうえで見落すことが

できないのが、福山藩（広島県）における砂留工

事である。

福山藩の堂々川には、元文3年 (1738年）の深

水古砂留をはじめとし、安政元年 (1854年）頃の

深水砂留等24箇所の砂留の記録がある。これらを

整理し、初めて世に出したのが、下江勉と恵柳信

政による 「江戸時代の渓流砂防一~山藩の砂留」

（「新砂防J昭和52年12月）である。

この報文では、旧福山藩砂留について表5-1 

のように、また砂留の構造の特徴を表5-2のよ

うにまとめている。この中で、階段状の石積みを

藩屈」と表現しているが、その根拠は示されて

いない。

福山藩の砂留に関する文献（古文書を除く ）は

すべてこれより後のものであり、いずれも 「鎧積」

や「鎧形」という表現があるが、階段状の石積み

冗
心
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が鎧の形状に似ていることから 「鎧積砂留」と呼

ばれているといった説明があるだけである。

友人であった恵柳氏が早世しているため確認で

きないので、あらゆる文献の中で「鎧積」という

言葉の語源をさがしてみることにした。砂留にか

かわる古文書をはじめ、 「水理真宝」（前出）、 「砂

防工大意J（前出）、 「土木工要録J、「明治以前日

本土木史」、「日本砂防史j等を調べたが見あたら

ない。また、砂防関係の教科魯である『理水及砂

防工学」（諸戸北郎、大正 6年）、 「渓流及砂防工

学」（赤木正雄、昭和14年）にはいずれも 「階段

状」という 言葉で表現されていた。

このほか、 「石垣J（田淵実夫、 1975年、法政大

学出版局）、 「石垣普請J（北垣線一郎、 1987年、

法政大学出版局）等の書籍の中にも 「鎧積」とい

う言葉を発見することはできなかった。

ただ、 「砂防工大意」の中では「石税構造法」

の記述の中に、

「・・・・・・流水ノ活動カニョリ其表面削剥セラルル懸

念アラバ，其堰堤斜面長ヲ凡三分シ，

下層ヲ三割及至 三割以上，中層ハニ

割及至二割以上，上層ハー割トシ 石

垣面ヲ彎曲ニスベシ 斯クナス場合ニ

於テハ其下層緩ナル部分ハ其ヲ等齊ノ

勾配二積累セズシテ下層ノ石面ヨリ五

寸乃至七寸許リヲ退ケ上層ノ石塊ヲ配

列シ下層ノ石塊ヲ突出セシメ階段状二

積重スルヲ好シトス」

とあった。

なお蛇足になるが、前出の「江戸時

代の渓流砂防――—福山藩の砂留」 中に、

「砂留工事は、近江栗田郡下田上村で、

1718年に高 4尺の鎧留石垣を、 1769年

胴木杭木留等を施工し、桂川流域では

1810年石堰、 1832年石留 3箇所を施工

しており、福山藩の砂留もこの係累に

雫

晶冒―
鼠璽冒

• C・  tと

一写真5・1 堂々 ll16番砂留

・（財）砂防・地すべり技術センター理事長

SABO voL80 Oct.2004 37 



I歴史探究 I 

38 

ある」

という記述がある。

初めて見るエ種である 「鎧留石垣」の出典を各

種文献からさがし求めた結果 r明治以前日本土木

史」の222頁に 「鎧留石垣等の諸工事を施工せし

単明なり」とあるが、実は享保 3年 (1718年）の

「勢田川筋土砂留御普請図録見替帳」の記録から

引用されているもので、正しくは 「鎧留、石垣等

の••… ·」である 。 したがって、鎧留石垣の施工で

はなく、これもまた真実でない言葉のひとり歩き

の例であろう。

なお鎧留については後述する。

表5-1 旧福山藩砂留

堤高 構造

6 もうひとつの鎧積み堰堤

筆者が前述のように鎧積みという言葉にこだわ

ってきた理由は、昔からもうひとつの鎧積み堰堤

群を知っていたからである。

六甲山の最高峰、東六甲山 (932m)から東へ

約8km、六甲山塊が武庫）IIに落ちる所に逆瀕川、

太多田川がほぼ平行して武駆川に流入している。

いずれも六甲山の生成に関係の深い衝上断陪に沿

った渓流であって、山系中でも兵庫県が砂防工事

を実施してきた代表的渓流であるu

逆瀬川における砂防工事は、明治30年から施工

され、明治36年から国庫の補助を受けて大正 6年

（注）施工年次は記録をあて、推定する。

明治の
名称 所在 1 （有(効m高)） アースダム 鎧積 古堰堤

紺上げ
摘要

1700年代 1800年頃 1800年頃

深水砂留 西中条村 6.3 

゜
〇明16 l茨秤、 1年頃の施工記録

深水下砂留 ク 11.0 Ol738 

弥谷砂留 ク 7.2 

゜゜山田砂留 々

I 

7.8 明治改築

圭峰砂留 ク 6.5 

゜
〇明15

圭蜂下砂留 ク 7.0 

゜貝谷砂留 々 6.1 。〇明15

貝谷下砂留 ク 4.7 明治改築

堂々川 1番砂留 溢下野御村頷村 (3.2) 

゜2番砂留 ク 3.9 。
3番砂留 ク 6.1 

゜゜
1832年施工記録

4番砂留 ケ 3.4 昭和改築

5番砂留 西中条村 8.8 

゜゜゜6番砂留 ，， 13.3 

゜゜゜
1838年施工記録

鳶ヶ迫砂留 々 12.4 

゜
〇明17

内広砂留 ，， 3.8 

゜゜淀ヶ池砂留4基
東西下御中中粂領条村村

゜大原池砂留4基

゜綱木砂留 市村

゜ ゜峨谷下砂留 山手村 11.0 

゜
}181咋砂留絵図

峨谷砂留 ク 9.6 

゜
1834年新たに施工記録

本綴渇溜 本郷村

゜
表5-2 構造の特徴 （注）粘土、シックイを使用したものあり

五rミリ ダムの型式 水通し部 石材 平面形状 下流法 積石技法

芍
スベリ台型

1700年代 アース 割石 年で 張石

ロックフィル
全断面型

割石 アーチダム 岳＃• 鎧積ミ
1800年頃

互石堰堤 屯 巨石割石 アーチダム 布積

明治の嵩上 積石 デ字宰戸 割石 （小） 戸 谷積
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1 歴史探究I

まで継続的に上流部の崩壊 ・禿緒地での山腹工事

が実施され、着々とその成果をあげてきた。

ところが、中流部以下の河道に堆積する土砂の

移動は依然として止まらず、大正9年から昭和 2

年にわたって改修が行われた武庫）II本川に多最に

砂礫を供給し、治水上大きな影響を及ぼしている

ので、昭和 3年から逆瀬川の流路工が着手された。

これは白瀬川合流点から下流武庫）IIに至る区間約

2 kmで、昭和 9年に完成した。

太多田川流域における砂防工事も、逆瀬川とほ

ぼ同年度から県単独炭をもって始まり、大正13年

まで継続して大規模な山腹工事を主体とした工事

が施工され、昭和 7年からは堰堤工事等の渓流エ

事に移行している。

これらの一連の砂防工事によって、武廊川への

土砂流入は極度に軽減され、完全な効果を発揮し

ている。兵庫県における完成に近い渓流のひとつ

と言える。これらの流域における堰堤や床固工に

おいて、鎧積みと称される石積み工法がとられて

きたのである。

この流域に施工された砂防堰堤等は、写真 6-

1および囮 6-1に示すとおり、上の和み石に対

写真el 鎧積み堰堤

して下の積み石は15cm程度奥に入り込んだ形で積

み上げており、石積みの外観から、ちょうど鎧の

シコロ（甲冑の兜の一部で、後頭部から首周りに

かけての部位を保護する）の一枚一枚のように見

えることから、この名がついたと言われている。

この積み方は、石と石との合わせ口 （各場）に直

接落水や砂礫があたらないようになっている。

租み石は現場採取がほとんどで、 40cm四方控長

60cmに切り、人力で運搬する。普通の雑割石に比

べて控えの長さが長く、 1個あたりの重最は
きうま

l00kg~200kgもあり、木馬等により人力連搬し

た。鎧石税みの石の採取手間は、普通の雑割石の

2.5倍ほど必要であった。また、和み手間は 1人

1日あたり10個程度で、特に四ツ目になりやすく、

その処理に頭を悩ましたとのことである（節者注、

四ツ目とは図 6-2のように、望ましくない石積

みの中のひとつである）。

時期としては、空石稽みから練石積みへの橋渡

し期につくられており、逆瀬川のそれも昭和初期

の作品である。現在、逆瀬川流域に 7基、太多田

川流域に19基が残っている。石積み表面上を流水

が白く飛びはねながら幾状にもなって落ちる様は

壮観であり、美的 ・構造的にも優れていて、現在

でも十分効用を発揮している。

7 石匠たちとの出会い

京都の下鴨神社に出かけた時のことである。境

内で石和み工事をやっている 3人の石エたちに出

会った。2人は4(}ft半ばくらい、 1人は20代くら

いであった。

図6-1 鎧石積み工法

目
通
り

四
ツ
巻

七
ツ
券

稲
妻
目
地

ご
芋
串

図6-2 望ましくない石積みの例
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思わず 「鎧積みという石積み工法を知っていま

すか？」と声をかけたら、 3人ともまったく知ら

ないと言う。鎧積みという名前の由来や、石の積

み方を説明したものをさがし求めてきたが、つい

に文献では発見できなかった。

プロの石エたちも知らないと言う。一度、石匠

といわれる名人上手に会って、直接、尋ねてみた

いと思うようになった。日本の石積みの兵髄は城

郭石垣にある。現在、城郭石垣の修理を行うこと

ができる技術集団は、文化庁の資料によれば全国

で1冴土ある。幸いこの中の 2人の石匠にお会いす

ることができた。

最初にお会いしたのは、大阪市港区市岡にある

和田石材建設株式会社会長、和田三司氏である。

長男で代表取締役の和田行雄氏も同行されてい

た。

和田会長の話では、「昭和13年の阪神大水害の

あと、昭和16年 8月から17年8月にかけて住吉JII

上流の治山工事に従事し、石エとして稼み方及ぴ

割り方の両方を修業していた。当時石エ仲間たち

と住吉川下流の鎧積みの施工現場に見学に出かけ

た」とのことであった。

逆瀬JIIの写真を見ながら 「まさにこの通りの積

み方であった」ということだった。「見学現場は

写真7-1 住吉川の鎧積み堰堤（部分）

写真7-2 住吉川の鎧積み堰堤（全景）

SABOvol80 Oct.2004 

逆瀬川流域ではなかったのか」と尋ねたら、住吉

川下流に間違いない、と断言された。施工現場を

特定することはできなかったが、当時の石エたち

が鎧積みと認識し施工されていた現場があったこ

とは確認された。

その後、和田社長から施工現場がわかりました

と送られて来たのが写真 7-1と7-2である。

休日に住吉川の下流から踏査して発見していただ

いた。西谷堰堤上流で鵜森橋から見える堰堤であ

る。鉦者自身も、表六甲にも鎧積みの堰堤がある

ことを初めて知った。

次にお会いした方は、滋賀県大津市坂本の有限

会社粟田建設代表取締役、粟田純司氏である。

2004年 4月14日付 「日本経済新聞」文化欄に書か

れている氏の文章をそのまま使わせていただく 。

「姫路城、大阪城、熊本城など全国の城や寺社

の石垣に使われている石積み工法に r灸咲積み」

がある。その名は織田信長の安土城築城で活躍し

た石エ集団の呼び名、 「穴太衆」からきたものだ。

その穴太衆の流れを汲むのは今では我が家だけだ

・ ・・ • • -」。

粟田純司氏は、穴太衆石積第14代石匠である。

今では大変失礼なことをお聞きしたものだと恥入

っているが、お会いして開ロ一番「鎧積みという

言葉をお聞きになったことがありますか？ 」と尋

ねたら、一瞬、この人は何を言うんだろうと怪豚

な顔をされた。だが、すぐに「それこそがまさに

穴太衆積みの真髄なんですよ。先代から教わりま

したし、先代は当然祖父から教わっています」と

言って、その場でいただいたのが圏7-1である。

胴介石

図7-1 穴太衆石積（断面）

偵（岩憐）



穴太衆積みは出っぱりを割ったりせずに自然石
あいば

をそのまま組み合せる積み方であり、合端は表面

から10~15cm内側 (2番という）でつける。しか

も下石の角は上石の角よりも内側に入れて積む

と、手はかかっても足までかからぬ積み方になり、

外からの侵入を防止することになる。さらに重要

なことは、雨水を石積み内に入れないようになっ

ていることである。これが鎧積みの特徴である、

という説明であった。自然石から割石を使うよう

になっても、この特徴を踏襲しているのが写真

6 -1と図 6-1で示した鎧積みである。

14代目の父であり第13代石匠で大津市の無形文

化財技術保持者であった粟田万喜三氏（故人）が、

『石垣普請」（北垣継一郎、 1987年）の中で次のよ

うに述べておられる。

「技術者がもの（書物）を書いてはいけない。

それは、書かれた範囲だけでもって、その技術の

すべてだと解される場合があるからだ」。
くでん

この言葉こそ、このような技術の真髄が口伝で
ゆえん

伝承されてゆく所以かもしれない。

なお、 14代目は逆瀬川の石積み写真を見て、こ

の現場には間違いなく穴太衆積みの石エたちがい

たはずだ、と断言された。また 2人の石匠とも、

階段状の石積みを鎧積みとは決して言わない、と

も断言された。

8
 

荻生祖株

長い時間をかけて鎧積みという言葉をさがし続

けながら読んでいた『石垣普請』の第 3章「石垣

構築理論の成立」の中に、たいへん興味深い記述
けんろく

を見つけた。荻生祖株の著した「鈴録」の記述

である。

以下原文のまま引用させていただく。

野面

あまお

「また『鈴録』は前引にひきつづき、雨落としに

ついて、次のように述べている。
｀ へいした

雨オトシト云ハ下ハカウバイアリテ屏下ハ直ニ
かくのごとし ＇ 

スルヲ云。如此＊。切込ハギ＊＊ハ四分ー、打込ハ
ひと

ギハ五分ー、野ズラハナラシトテ上ートヲリバカ

リヲ雨ヲトシニスルナリ。

この雨落としについて、伊藤ていじ氏は、その

著『城ー一築城の技法と歴史』（読売新聞社、昭

和48年）において、石垣の天端（頂上）付近の垂

直部分を指すもので、機能的には敵のよじ上りを

防ぐことにあり、美的には垂直に建てられている

建物と石垣との間に連続感を与えることにあると

みなされている。なお、雨落としの高さについて、

氏は、『鈴録』から「『切込はぎ』で全体の石垣

の高さの四分の一、『打込はぎ』で五分の一にと

る。そして『野づら』では『ならし』といって最

上段の一列の積石だけを垂直にする」義に解され

ているのである（図 8-1)。

もしそうだとすれば、祖株のいう雨落としとは、

石垣の本来の高さ（高石垣・中石垣・小石垣）そ

のものとはまったく無関係に、ただ石垣用の石材

加工度の精粗によって、こうした原則が生じたこ

とになる。しかしこうした切込みハギ・打込みハ

ギ・野面のような加工度の有無から、石垣勾配の

原則を説明することが可能であろうか。各地の石

垣遣構例からみると、どうも祖株の説明には説得

力が欠けている」。

者
注

＊
原
文
は
、
縦
書
き
で

「

ミ

押

此

」

。

と
い
う
よ
う
に
文
中
に

形
を
そ
の
ま
ま
示
す
表

現
に
な
っ
て
い
る
。

狂
「
切
込
ハ
ギ
」
と
は
、は

精
加
工
し
た
切
石
を
接

ぎ
合
せ
た
も
の
。
「
打
込

ハ
ギ
」
と
は
、
粗
加
工

は

し
た
切
石
を
接
ぎ
合
せ

た
も
の
。
「
野
ヅ
ラ
」
と

は
、
自
然
石
の
意
。

打込みハギ 切込みハギ

図8-1 石垣模式図（伊藤ていじ

『城』所収「雨落のとり方―
『鈴録』による」より）
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引用文からすれば、伊藤ていじ氏は雨落としを

石垣全体としてとらえており、それを前提とすれ

ば祖株の説明は説得力に欠ける、と著者は述べて

いるわけである。

節者は祖株の述べている「雨ヲトシ ト云ハ……」

は、まさに鎧積みの特徴を述べているものと解し

た。つまり雨オトシとは上石と下石との間のこと

であり、祖株の示す図は雨水の落ち方を示すもの

ではないのか？

屏という字の戸はたれたおおいの姿の意であ

り、Fと井で物を並べておおい隠すさま。びっし

りと並ぴたって出入りをとめる意である （「漢字

源」による）。

写真 7-1をもう一度ごfもいただきたい (40

頁）。 上石の下部 （屏）が下石の上部をおおい陰

して雨水を接合部に入れないようにする。そして

切込ハギの場合は四分の一程度引き込め （図6-

1参照）、打込ハギの場合は五分の一程度引っ込

める。また野ヅラについては、平均して上のひと

くぎり を雨落としにするという意味に解した （図
あいば

7 -1のように鎧積みでは石の合端は10~15cm奥

の2番でつける）。

ちなみに、錐者の解釈を14代石匠粟田氏に説明

したら、 「私もあなたの説に賛成だ」とのことで

あった。もし筆者の解釈が正しいとすれば、儒学

者で名高い荻生祖株 (1666-1728)が、 「雨落と

し」という表現で鎧租みについて記述していたこ

とになる。

写真9-1 水原葦城・華虹門全景（城内より）
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9 朝鮮半島からの影響

韓国に水原華城 (HwaseongForterss)と呼ば

れる、世界文化遺産に指定されている歴史的な建

造物がある。これは17941f:に着工され、 1796年に

完成された城である。

その城内を守るために城郭が長さ5.7kmにわた

って築かれ、その城郭には東西南北の 4方向に門

が建てられている。そのうち南北の 2門は水原川

の流れの上方に位置し、その流水の処理のため石

積みの水路が造られている （南水門は洪水により

流失し、現存するのは北水門のみ）。 水原華城は、

水原川の流水を城内の生活用水及ぴ農業用水等に

利用していたものと考えられる。

箪者は、初めて北水門の水路内に施工された落

差工を見た時、たいへん驚いた。幅30cm、高さ25

cm、長さ60cmの切り石を鎧堰堤やオランダ堰堤と

同じように階段状に積み上げたそっくりの形状を

しており、 しかも江戸時代中期 (1800年代前半）

の堂々川の階段状の石積み砂留よりもさらに古い

時代に完成していたことである （写真9-1、9-

2)。日本と朝鮮半島とは古くから交流があった

とされている。14代石匠の 「日本経済新聞J文化

欄 （前出）の文章から再度引用させていただく。

「穴太は滋賀県大津市の地名で、琵琶湖の西岸、

比叡山のふもとに位置する。付近には六世紀後半

ごろの古墳群 「百穴」があり、横穴式石室にはす

でに穴太積み風の石積みが見られる。古代、この
9it.:.お

一帯には中国大陸や朝鮮半島から機織りなどの技

術集団が入ってきたとみられ、石積み技術も彼ら

が伝えたのだろう ……」。

写真9•2 落差工部の石積み
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以上のように、日本の石積み文化、石積み技術

の中枢をなしてきた 「穴太積み」が古く朝鮨半島

からもたらされたことがうかがえる。

節者らは、 200牡F3月に韓国に行く機会が得ら

れたので、韓国内の砂防関係の調査研究を担当し

ている林業研究院に立ち寄り、砂防工事における

石積み構造物の有無や、石積み技術や石文化等に

ついての意見を交わした。

韓国においても、砂防は、当初、山地の植栽の

みであり、 1930年頃より渓流工事に済手したが、

すべてコンクリートによるもので、石租みの構造

物はないとのことだった。

しかし、韓国内においてもたくさんの石積み建

造物があり、特に水原華城には完ぺきな工事記録

が残されていることでもあり、日本の石稽み技術

や石文化に対する朝鮮半島からの影響が少しでも

明らかになることを期待し、調査を続けてみたい

と思っている。

10 謎へのアプローチ

32年ぶりの鎧堰堤との再会後、さまざまな疑問

が生じ、それらを追いかけているうちに韓国にま

で行くこととなった。

まだまだ資料を追い求めている部分もあるが、

とりあえずこれまでの調査結果から謎へのアプロ

ーチを試みた。

なぜ鎧堰堤というのだろうか

一般に砂防堰堤名は築造されている河川名や地

名をつけているものが圧倒的に多い。 「砂防ダム

大鑑J(（社）全国治水砂防協会、 1973年）に掲載

されている直轄砂防堰堤163基のうち、河川名を

つけているもの93基、地名をつけているもの46基、

残りも周辺地域と関係のある名前をつけている場

合が多いようである。それだけに、河）1|名や地名

とはまったく関係のない鎧堰堤と名づけられてい

ることに疑問を持った。

明治以前の砂防工事は、堂々川に代表されるよ

うに砂留と呼ばれる施設が造られていた。それら

は、流下する砂礫をため込む構造物であり、石材

や木材や土 （粘土）等が使われていた。

その中のひとつに、鎧留と呼ばれるものがある。

構造は、図10-1に示すように、約l.2m~l.8m

の高さで、マツ材を使用する。まず末口25~30cm

の枕木を渓間に横断して設骰し、その上に末口12

~15cmの並木を梢を上流に向けて並べ、左右の端

の1本は少し長いものを用いて枕木の動きを押え

る。この時代では最も堅固な工法といわれている

が、 8~9年の耐久性しかなかったようであり、

明治10年以後は施工されていない。

鎧堰堤の石組みはこの鎧留の松丸太を石材に置

きかえたものとまったく同じではないか。このこ

とから設計者もしくは関係者が鎧堰堤と名づけた

のではないかと推論した。

なお、この堰堤が計画され、竣功されたと思わ

れる明治20年から22年にかけて現存する予算帳等

の査料からは鎧堰堤の名前は確認できず、前出の

大正15年内務省調査査料（前号、 P.67)で初めて

鎧ダムの名称が確認できた。

なお、鎧留の名前の由来についてもわからない

が、日本人は横線が段々にたくさんあるものには

鎧の形をイメージするらしく、生活の場でも鎧戸

EOO.
I
I
8
.
[
 

枕木（松材）末口0,25~0,30m

図10-1 鎧留

SA.80 vol.SO Oct2004 43 



1歴史探究 I 

44 

や、鎧板が残っており、鎧留も遠くから見たイメ

ージが「鎧形の砂留」 ということからこのような

名前をつけたのかもしれない。

なぜオランダ堰堤と呼ばれているのだろうか

オランダ堰堤と呼ばれる理由として考えられる

のは、オランダ人、つまりデレーケの設計もしく

は指淋によって完成した堰堤ということであろ

う。

しかし前号で述べたように、通称オランダ堰堤

は田辺義三郎の設計であり、また施工年次に近い

明治20年頃から明治22年頃にかけてデレーケが草

津川流域に出かけた記録もない。大正15年時点に

おける内務省調査書においても「鎧形の石堰堤」

という表現で、固有名詞による記述はない。

実は田辺義三郎設計の堰堤はもうひとつあり、

それは野洲川支川大山川の大山川堰堤である。施

工は明治21年と記録されている。これはたいへん

規模が大きく、砂防の機能だけではなく潅漑用水

機能を併せたものであり、大山川堰堤として関係

汽料がたくさん残っている。施設は災害や高速道

路の建設等で原形はとどめていない。

このように、当時でも大規模な堰堤には名前が

つけられていたが、鎧堰堤や通称オランダ堰堤は、

施工時は他の多くの堰堤と同じように石堰堤とい

う整理をされていたようである。ただ形状が他の

野面石や割石の堰堤と異なり、他に類を見ない切

石による堰堤であり、しかも明治19年でも通達に

よって「デレーケの計画により」という言葉を入

れるように指達されていたことから （前号、 p.71)、

後世の人たちがデレーケが計画もしくは指導した

堰堤として、オランダ堰堤と呼ぶようになってい

ったのではないのだろうか。

ちなみに、いつ、どの文献からオランダ堰堤と

いう記述が出てくるか調べているが、今のところ、

確定はできていない。「淀川百年史J(197牡F）や

「日本砂防史J(1981年）等にはオランダ堰堤とい

う記述はある。これから後には、いろいろな文献

にオランダ堰堤という記述が目につく 。

SABO vol.SO Oct.2004 

同じ設計者なのに、なぜ石積みの方法が

違うのだろうか

鎧堰堤に使用されている切石は、既往資料では

32cm x 35cm x 120cmと示されているが、厚さ、福、

長さの記載がされていない。現地調査の結果、平

均して厚さ31cm、幅36cm、長さ122cmであること

が判明した。

これらの切石を下段に長軸を流れと直角に置

き、上段は流れと平行に置いて積み上げたもので

あり、使用している切石は302個であった。

この鎧堰堤の石積みを、先行した通称オランダ

堰堤と同じ積み方、つまり長軸を流れと平行に置

いてすべて稜み上げていくと、切石は458個必要

となることがわかった。通称オランダ堰堤の石積

みから鎧堰堤の石枝みに変えることにより、石材

数は35％削減される。積み方による強度の問題は

あるが、同等と考えれば（結果として同等であっ

た）、全体工事喪も約35％程度削減されることに

なり、このような石積みに変更したものと思う。

階段状の石積みをどうして

鎧積みというのだろうか

筆者はこれまでいろいろな文献の中で鎧積みと

いう言葉をさがし続けてきたが、残念ながらまだ

確認できていない。しかし前述したとおり、石匠

たちには鎧積みという石積み工法は認識されてお

り、現実に施工事例もあるが、これらは階段状の

石積みではない。

昔からのエ法である鎧留は鎧形の砂留からきた

ものと思われ、そこから鎧堰堤と名づけられたと

推論したが、前出の下江、恵柳による報文におい

て、階段状の石猿みを鎧積みと分類している。

鎧という堰堤名と当時としては他に類のない特

異な石積み堰堤であったことから、このような誤

解が生じたのではないのだろうか。

このようなタイブの堰堤が、

なぜ2つしか施工されなかったのだろうか

最大の原因は設計者である田辺義三郎が、明治

22年9月22日、 30歳という若さで早世したことで

ある。さらに彼のあとを受けて、このような堅固



で美しい石積み堰堤を施工したいと思う技術者が

いたとしても、工事費の問題が生じたであろう。

当時の砂防堰堤はすべて野面石積みか雑割石積

みの堰堤であった。 6で述べているように、鎧積

み堰堤における石の採取手間は雑割石の2.5倍を

要したが、鎧堰堤タイプや通称オランダ堰堤タイ

プの石材使用量は鎧積み堰堤よりもさらに多く、

また石材 1個あたりの重量も倍近いものである。

したがって、運搬費や積み手間を含む全体工事費

は、野面石や雑割石を用いた堰堤の数倍はかかる

であろう。

巡視長という立場にあった田辺なればこそ、理

想の堰堤の施工が可能であったと思われる。

おわりに

石積み堰堤を追っているうちに、早世した先人、

田辺義三郎さんの功績に対して、われわれはしっ

かりと認識すべきだという想いと、真実でないこ

とが、事実として定着している部分もいろいろあ

り、これらをできるだけ正しく残したいという想

いで調査を進めた。もちろんデレーケさんや恵柳

さんの功績がこれによってそこなわれることは決

してない。

趣味の域で始めたが、結果的には大勢の方々の

ご協力をいただくこととなった。村上康蔵先生に

は、主として田辺義三郎やオランダ堰堤について

ご教示いただいたし、建設省の先輩、上林好之博

士からはデレーケやエッシャーの活躍などを何度

も聞かせていただいた。

お二人の石匠からは鎧積み工法等についてお話

をうかがった。特に粟田氏には荻生祖株の著した

「鈴録」の記述に対する私の意見に賛同をいただ

いた。韓国への調査には、橋渡しをしていただい

た（社）全国治水砂防協会•岡本理事に同行いた

だき、韓国内では林業研究院・李腱雨氏にご尽力

いただいた。内務省における各種資料は、アクア

琵琶副館長・宮本亘氏、淀川資料館チーフマネー

ジャー•田村輝男氏、マネージャー•松永正光氏

にお世話になった。そして何よりも当センター技

術研究所の安田君、高木君、宮内さんには、現地

調査や資料収集等について多大のご協力をいただ

いた。

記して皆様方にお礼を申し上げる。

歴史探究
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STC短信

ネバール国際セミナー
平成16年 7月26日（月）～28日（水）にかけて、ネパール、

カ トマンズ市内にてネパール国際セミナーが開催され、

当センターからは砂防部技術課長代理、嶋丈示が下記

の論文を発表いたしました。

●Functions of Slit-type Sabo Dam and Considerations 

for Planning the Dam.（スリット砂防えん堤の機能と計 戸↓

画上の留意事項）

（社）日本地すべり学会研究発表会及び現地見学会
平成16年8月31日（火）～ 9月3日（金）にかけて、 （社）日本地すべり学会主催の研究

発表会及び現地見学会が、秋田市内にて開倣されました。当センターからは斜面保

全部技師、相楽渉が下記の発表をいたしま した。

●滝坂地すべり地の現状と地すべり対策への課題

土木学会平成16年麿全国大会
平成16年 9月8日（水）～10日（金）にかけて、土木学会主催の全国大会が、翡田市内

にて開催されました。当センターからは総合防災部次長、安養寺信夫が下記題目で

話題提供をいたしました。

●火山唄火に備えて—火山噴火災害と都市災害

46 

「火山災害』が女子大入試問題に

今年も北陸地方での豪雨による甚大な被害が報じられ、日頃の防災意識のあり

方が問われています。そのような流れの中で、当センター池谷専務理事著 「火

山災害J（中公新普）の抜粋が、大阪の名門女子大（一部は今年度より共学）、

帝塚山学院大学文学部の推煎入試に出題されま した。ハード対策についてのく

だりが引用され、本文をまとめて自然災害について思うところを600字以内で

述べよというものです。砂防を志す者にとってはすでに教科書の感のある 「火

山災害」ですが、女子大の文学部といういわば畑違いの分野に引用されたとい

うことは、知識の裾野の拡大という意味においてやはり特節に値すべきことで

しょう。これを期にして、 女子大生の何人かが「防災」に躾味をもたれんこと

を、またこの設問に無念にも敗れた受験生が著者に偏見を持たないことを、 切

に願うものです。

この機会に本書を再読され、上記の問題にチャレンジしてみてはいかがでしょ

うか。事務局に出題コピーを用惹いたしております。
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行事一覧平成16年7月～9月

協賛（後援）
● 8月 1日 第28回水の週間（協賛）

● 8月28日 「火山市民ネット」第 3回フォーラム（協賛）

人事異動
● 9月1日付

【復職】 比留間雅紀 国際課長代理（企画部付課長代理）

【兼務解除】 宮瀕将之 企画情報課長代理（国際課長代理兼企画情報課長代理）
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「平成16年匿砂防地すべり技術研究成果報告会」のこ案内

本報告会は、（財）砂防 ・地すべり技術センターが実施している研究開発助成事業にお

ける技術成果について、砂防関係に携わる皆様方に、最近の課題と解決への方向性、新

しい技術について報告することを目的に開催いたします。

研究開発助成事業は、当センターにおける公益事業の一つであり、「砂防ならびに地

すべりおよぴがけ崩れ対策に関する技術開発および調査研究」を対象として、平成4年

度より実施し、これまで12年間70課題への助成実績があります。

本報告会では、昨年度の研究助成事業における研究成果の 6課題について、研究者の

方に発表していただくことになりました。

ぜひご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

1 開催概要

開催日時：平成16年11月24日（水） 13:30~17:00 受付は12:30より開始いたします。

会場 ：砂防会館 別館シェーンバッハ・サボー

（東京都千代田区平河町2年 5 TEL:03-3261-8386) 

参加者 ：300名程度

参加喪 ：無料

2 ブログラム（予定）

開会挨拶友松靖夫（理事長）

来賓挨拶 国土交通省砂防部

研究発表償i序未定）

●高機能小口径鋼管杭による地すべり抑止工の効率的配置に関する研究

東 京工業大学井澤淳

●樹木の根系が斜面土層内での雨水の挙動に及ぼす影響に関する水文学的研究

店知大学平松晋也

●地下水が関与した崩壊発生場の予測法の開発

鹿児島大学地頭闘隆

●ネバールシワリク山地における流域管理計画のための侵食動態の研究

弘前大学桧垣大助

●再滑動型地すべり地の土の剪断強度の鉱物組成による系統的評価に関する研究

新潟大学丸井英明

●再発性のある土石流発生渓流における不安定土砂の動態に関する研究

三重大学近藤観慈

閉会挨拶 吉松弘行（砂防技術研究所長）

3 申込み方法／問い合わせ先

参加申込魯に必要事項をご記入のうえ、 FAXにてお申し込み下さい。受付締切は11

月17日けく）とさせていただきます。なお、会場の都合上、定貝になり次第、締め切らせ

ていただきますので、なるべく早めにお申し込みください。

詳細及び最新情報は、ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

企画部担当： 三浦、道畑

SABOvoL80 Oct.2004 
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JR総武線市ヶ谷駅徒歩1分

東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅 (A2出口）徒歩1分

都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅 (A2出口）徒歩1分

編集後記

暑さ寒さも彼岸までという言葉がありますが、

今年は久々に異常に暑い夏であったと思います。

気象庁によりますと、東京は40日連続の真夏日と

なり都心における観測史上最長の記録を更新した

とのこと。やっとタオル片手に汗を拭きつつ出勤

ということもなくなり、四谷の土手に上がると心

地よい初秋の風が爽やかに吹くようになりました。

夏バテ気味であった胃腸の調子も涼しくなるご

とに戻りつつあります。またこの季節は、収穫の

秋ということもあり、食べる物がいっそう美味し

くなる季節でもあります。これから年度末に向け

で忙しくなることを考えると、しっかりと食べて

体力を付けておきたいのですが、余分な体重を着

けないよう気を配ることも忘れないようにしたい

ものです。

秋にも七草がありますが、ふと気になって少し

調べてみました。ハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、

オミナエシ、フジバカマ、キキョウ（古名では朝

がほ）の 7種類で、食べるための春の七草とは違

い、見て楽しむための七草ということです。万葉

集に掲載されている山上憶良の歌で「秋の野に

咲きたる花を 指折り かき数ふれば七種の

花」と「萩の花尾花葛花なでしこの花女郎

花 また藤袴朝がほの花」の 2首が始まりとされ

ているそうです。

2004年も残り 4分の 1になりました。新年に立

てた今年の目標を思い出しつつ、少しでも達成で

きるようラストスパートしていきたいと思います。

A ：： ● 、 三三 戸＇ 5 鬱ヽ 9 •• 

「役に立った」「印象に残った」記事、あるいは「もうひと工夫ほしい」記事など、

忌憚のないご意見ご要望を、 Faxやメールなどで下記の事務局までお寄せください。

Fax 03-5276-3391 「SABO」事務局宛

e-mail kikanshi@stc.or.jp 
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