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巻頭言

災害雑感

廣井脩
束京大学梢報学現・学際情報学府 教授

H本災害情報学会長

自然災害が多発した2004年

由国民社の 「現代用語の基礎知識」が、侮年暮

れに、その 1年の世相を象徴的に表現し、広く大衆

の口にのぼった新語や流行語を選ぶ「流行語大賞」

は、多くの人に知られている。 ご承知のように、

2004年のトップテン大伐は、水泳の北島康介さんの

「チョ一気持ちいい」だったが、そのほかトップテ

ンとして、レスリングのアニマル浜口さんの「気合

いだー 1」や自民党幹事長の武部勤さんの 「サプラ

イズ」、該当者なしの「自己資任」などが選ばれて

いる。

では、これと同じように、財団法人日本漢字能力

検定協会が、年末に全国公暮によって 1年の世相を

端的に示す渓字を選んでいることはご存じだろう

か。この行事は1995年からはじまったが、その95年

は、阪神 ・淡路大震災の年だったので「旋」がトッ

プになっており、 一咋年の2003年は阪神タイガース

の18年ぶりの優勝が大きな話遁になったため 「虎」

が選出された。

そしてll乍2004年。10月下旬から12月初旬 までの間、

「今年の漢字」を全国公森した結果、過去最多の

91,630通の応募があり、 「災」が20,936票 (22.8%)

を集めて第 1位を占めた。第 2位の「緯」が6,243

票 (6.8%)だったので、この数字は圧倒的多数と

いえよう 。また、 3位が 「震」、6位が 「風」、 7位

が「嵐」、 9位が「揺」だったから、きわめて多く

の人が自然災害に関わる漢字を選んだことになる。

たしかに、昨年は災厄の年だった。 7月12日から

13 日にかけての新潟 • 福島染雨を皮切りに、局地的

な集中豪雨が多発し、さらに総計10個の台風がF1本

列島に上陸するという観測史上初めての記録を作る

とともに、その被害もさわめて著しかった。とくに

10月20日から21日にかけて日本列島を縦断した台風

23号は全壊家屋893棟、死者行方不明者98人の被害

を生じ、平成はじまって以来最大の台風災害になっ

てしまった。そして 2日後の23日、今度は新潟県中

越地旋が発生し、全壊家屋2.802棟、死者行方不明

者40人という、阪神 ・淡路大震災以降最大の地捉被

、4勺を生じてしまった。

前述の世相漢字の公募結果は、このような事実を

反映したものであるが、これに加えて、大晦日も近

い12月26日、スマトラ島西方沖でマグニチュード

9.0という超弩級の大地縦とそれに伴うインド洋大

津波が発生し、震源域に近いインドネシアをはじめ、

スリランカ、タイ、インド、ミャンマー、モルデイ

プなどの各国に大打撃を与えた。この浬波による被

害は、 2ヶ月 以上経過した2005年 2月末現在もまだ

確定していないが、 2月22日に発表された国際通貨

基金 (IMF)と世界銀行の調査によれば、死者・

行方不明者が約30万人、避難者は約150万人、被害

総額が64億ドル（約6.6501怠円）以上に達しており、

この数字は調壺が進めばもっと大きくなる可能性が

甜いということである。

なお、津波の被災地にリゾート地が多かったため、

住民ばかりでなく、外国からやってきて被害に近っ

た鋭光客も少なくなかった。 とくにスウェーデン、

フィンランドなどの北欧諸国の賎光客の被害が大き

表 被 災12ヶ国の死者・行方不明者数（ロイター通信などによる）
(hltp://W¥vw.asahi.com/special/041227より）

国名 死者（人） 行方不明者（人）

インドネシア 105.162 127,774 

スリランカ 38,000 5,600 

インド 11.000 5,600 

タイ 5.400 3.100 

束アフリカ 4ヶ匡

（ソマリア、ケニア、 137 

タンザニア、セーシェル）

マレーシア 74 

モルデイプ 82 26 

ミャンマー 59 

パングラディシュ 2 

インドネシアは2005年1月3]日、他は2005年1月25日現在
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く、 3月5日現在、スウェーデンの死者数は52人に

のぽり、約1.900人が依然として行方不明。 フィン

ランドの犠牲者は14人で、 183人が行方不明。ノル

ウェーの死者は16人、行方不明者は90人となってい

る。一方、わが国は、 3月はじめの段階においてタ

イで19人、スリランカ で11人の計30人の死者が出て

いる。

動物が津波を察知した？

津波の被害が甚大になった理由は、改めていうま

でもなく、 一つには、インド洋には津波警報発表シ

ステムも伝達システムもなく、たとえ地籐後に津波

の来襲が予想されても、これを住民や観光客に知ら

せ、避難してもらうことができなかったことである。

そして、もう一つは、ほとんどすべての住民や観光

客に津波の知識がなかったことであり、大地旋を感

じた地域はもちろん、大きな引き波を観測した地域

も少なくなかったので、これらの地域の人々にもし

津波の知識があれば、被害は相当減ったのではない

かと思われる。

ところで、虚実はあまり定かでないが、新聞紙上

には動物が津波を予知していたという記事がいくつ

か載っている。たとえば、 200砕s1月4日付の朝日

新拙には、 「ゾウ 律波察知？ 客乗せ高台へ迎難」

という見出しで、次のような記事が掲載されている。

タイ南部のリゾート地カオラックで先月26日、観

光用のゾウが、津波が来る直前に商台に向かって走

り出し、背中に乗っていた観光客十数人が結果的に

難を逃れたことがわかった。ロイター通信が伝えた。

カオラックの海岸で 8頭のゾウを使うダンさん

(36) によると、ゾウは地娯が起きた午前 8時ごろ

に嗚き声をあげた。 1時間余り後、ゾウは再ぴ典粥

し、背中に観光客を乗せたまま近くの丘に向かって

突進。追いかけるうち、津波が海岸を襲うのが見え

た。ダンさんの指示で、ゾウは、観光客を一人、ニ

人と鼻で拾い上げて背に乗せたという 。浜辺には当

時3,800人の観光客 らがいたが、ほとんどが波にの

まれたという 。

また、近くの北ラノーン県沿岸では、沌波の直前、

草を食べていた100頭余りの水牛が一斉に海の方を

見て、高台に走り始めた。追いかけた村人たちは

「おかげでかすり俗ひとつなかった」と話している

Iという。

津波を察知したのはゾウや水牛だけではなかっ

た。 1月9日付の朝日新開には、以下のような記事

がある。

津波を 「予知J? 動物・虫に異変

カマキリ大量発生／国立公園死骸わずか

津波が襲う前、動物や昆虫の間に 「異変」が見ら

れた、と現地メデイアなどは伝える。

▽津波前日の25日夜、タイのプーケット海岸のコ

テージの部屋にカマキリが大殿発生。奇妙に思った

宿泊客の一人は、海岸から離れた部屋に移り、難を

逃れた▽プーケット北方のカオラックでは26日朝、

津波が来る直前に観光客を背に乗せていた象がlllI・ぴ

声をあげ、丘の上に逃げた▽日本人観光客の犠牲者

も出たスリランカ南東部のヤラ国立公園では、津波

が園内に及んだのに、動物の死骸はほとんど見つか

っていない。

「偶然」との見方もある一方、 「動物には災害が

予知できるのではないか」（ヤラ公園関係者）とい

う声もある。溝上恵 ・束京大学名脊教授（地震学）

は 「津波が近づくと、波頭が砕けたり、海底の岩盤

や岩礁を壊したりして音を立てる。聴笈が鋭敏な勅

物が人間には聞こえない周波数や音漿を感じとり、

逃げ出すことは十分考えられる。津波はすでに起き

ている現象の接近だから、地震前に動物が騒いだと

いう話とは次元が述うJという 。

感位が鋭い動物が油波を予何lないし察知したとし

う話であるが、この種の予知談は、いままでも各種

の災害の後にしばしば語られてきた。阪神 ・淡路大

震災直後にも、 「そういえばいろいろな前兆現象が

あった」などといわれ、裳災前の 「前兆」を集めた

本が出たほどである。大地や海中の微妙な異常をキ

ャッチして、地擬や油波の前に動物が嗚き声を出し

たり、異常な行動をしたりするというのはありそう

なことである。しかし、地震や津波の前に大地や海

中の微妙な異常があるとしても、大地や海中の微妙

な異常があると必ず地裳や津被が来るとは限らな

い。逆は必ずしも真ならずで、感此が鋭い動物をし

て予知の手段とするには不足があるが、科学的手法

の補助手段としては有効かもしれない。
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海外版 同訊3らの火」

動物や昆虫と述い、残念ながら人間には津波を察

知する能力が無かったようである。 しかし、その代

わり 「知識」があった。前述のように、被災地の圧

倒的多数の人々には津波の知識がなく、それが被害

を拡大してしまったが、ごく少数ながら、津波の知

識が人々の命を救ったケースが報道されている。

2005年 1月4日の侮日新I朗の記事はその一例である。

海水引いたら大津波

インドネシアのスマトラ島沖大地擬で痰源からわ

ずか60キロに位置する同国シム）レ島では、住民約

65,000人のうち津波による死者は 6人にとどまって

いる。1907年に大津波を経験し、 「海水が引いたら

高台に逃げろ」という教訓が伝統的な教えとして住

民の間に語り継がれていたからだという 。

島民のユスマンさんは地元メディアに対し、 「海

水が引いたら次には必ず大きな波が来る、という教

えが昔からある。これをわれわれは【スモン）と呼

んでいる」と話した。住民らはこの言い伝えに従い、

水が引いた時、すぐに丘へ避難したという。

一方、シム）レ島の東南に伎骰し、碇源から140キ

ロ離れたニアス島の住民の多くは、海水が引いた時、

海岸に残った魚を捕ることに夢中になり、 227人が

死亡した。

この記事に杏かれているのと追って、津波は必ず

しも引き波からはじまるとは限らないので、その意

味ではこの伝承は正しくないが、今回の津波は引き

波からはじまったため、多くの人が津波来襲前に避

難し命を失わずにすんだのである。また、タイのプ

ーケ ット島で10歳の少女が100人の観光客の命を救

ったという話も、多くのマスコミが報道している。

もっとも詳しいと思われる 「週刊新潮J(2005年

1月20日号）によれば、この少女はイギリスのテイ

リー ・スミスちゃん (10歳）。 津波が来襲する前、

テイリーちゃんはプーケッ ・ト島のマイカオ ・ビーチ

で遊んでいたが、海水が泡だって、その直後に急に

'JIいていくのを目撃し、津波が来るということを直

感した。そこで、母親にこのことを告げ、母親が海

岸にいた観光客やホテルの従業貝に危険を知らせ

て、ホテルの高いところに避難させた。そして．

100人近い人々が避難してから数分後、 巨大な津波

が海岸を襲ったが、少女の機転で事前避難が行われ

ていたため、マイカオ ・ビーチでは一人も死者が出

なかったのである。

では、なぜテイリーちゃんが津波を予想したかと

いえば、偶然 2週間ほど前に、学校の地理の授業で、

1950年代にハワイで起こった津波のピデオを教材に

して、地誕と津波の関係を学んでいたからだという 。

防災教育が大事な場而で活かされたということであ

る。

ところで、津波の防災教育といえば、戦前の国語

の国定教科書にあった「稲むらの火」が有名である。

この話は、安政元年11月5日、紀伊国有田郡廣村

（現 ：和歌山県広川町）を襲った津波の災禍に際し、

濱口儀兵術（梧陵）のとった決死的な行為を脚色し

たものであり、津波の怖さと避難の重要性を教える

格好の教材であった。

しかし、戦後いつのまにか教科書から消えてしま

っていた。昭和58年の日本海中部地震による禅波の

ために遠足中の小学生13人が亡くなった頃から、

「稲むらの火」を教科杏に 1という動きがはじまっ

たが、今回のインド洋大津波の後も、神戸で閲催さ

れた国際防災世界会議のなかで 「稲むらの火」の実

話を紹介したことなども相まって、ふたたぴこのエ

ビソードを教材にしようという気述が高まってい

る。

これは大事なことであるが、つい最近、 「稲むら

の火」で紹介されているのとほぽ同じストーリーの

教材が、アメリカや台湾の教科術に載っていること

を知った。この話はもとも とラフカデイオ ・ハーン

（小泉八娯）の「Gleaningsin Buddha-Fields（仏の

畑の落穂）」の「aLiving God（生ける神）」から素材

をとっているので、外国の教科瞥に載っていても不

思議ではないが、その後、カンポジアの教科牲にも

載っていることを知って、なぜこれらの国で公的に

教えられていることが、津波の多発国であるわが日

本でいままで復活しなかったのか不思議に思うとと

もに、強い関心を持っている。

鉄は熱いうちに打てというように、津波の怖さと

津波防災の重要性が人々の記悦から消えていない現

在、本気で、 「稲むらの火」を教科杏に 1という動

きを加速し、これを具体化させたいものである。
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第3回日韓土砂災害防止技術会議の参加輻皆

蒲正之＊

はじめに

平成16年10月28日、大韓民国（以下、韓国と略）

の大田市内において 「第3回日韓土砂災害防止技術

会議」が開催された。

この日韓土砂災害防止技術会議は、平成1牡p3月

に第］回会議が韓国において開催され、第2回が平

成15年、日本の大阪市内で開催されている。日韓、

両国の土砂災害防止のための技術と施策の向上を目

指して両国の制度、研究、技術、施策等に関する情

報や意見の交換を目的に開催されているものであ

る。

華者はE本側の出席者の一貝としてこの会議に参

加する機会を得たので、個人的な印象を含め、概要

を報告する。

1 第 3回日輯土砂災害防止技術会議

会議は秋色が深まりつつある10月28日、韓国大田

市内の山林庁15階の会議室で1開催された。会議参加

者は以下のとおり 、日本側からは坂口哲夫国土交通

省保全課長他 7名、韓国側からは金野秀ll」林庁治山

課長他 8名が出席した。

韓国山林庁次長への表敬訪問

・（財）砂防 ・地すべり技術センター企酉部長

① 日本側

坂口哲夫 国士交通省砂防部保全課長

渡溢茂 国土交通省砂防部砂防計画課課長補佐

笹原克夫 （独）土木研究所土砂管理研究グルーブ

上席研究員

岡本正男 （社）全国治水砂防協会理事

友松靖夫 （財）砂防・地すべり技術センター

理事長

蒲正之 （財）砂防 ・地すべり技術センター

企画部長

池田暁彦 （財）砂防 ・地すべり技術センター

砂防部課長代理

阿部柾師 (NPO)砂防広報センタ ー

企画調整部主任

② 韓国側

金賢秀 山林庁治ll_1課長

鄭眠鏑 山林庁治111課山林土木係長

金 鍾 淵 山林庁治山課砂防樅営

柑： 正仁 山林庁治山課災害対策係長

李天龍 111林科学院林地保全課長

金在憲 山林科学院林地保全課研究官

弔栄重 山林科学院林地保全課研究士

李展雨 山林科学院林地保全課

麻鏑要 脱尚大学校農業生命科学大学

山林科学部教授

[l0月27日（水）］

日韓土砂災害防止技術会議に参加する日本側のメ

ンパー 8名が秋哨れの羽田空港に集まったのは10月

27日の朝であった。わずか 2時間余りのフライトの

後、ソウル郊外の金浦空港に苛き、韓国山林科学院

の方々の出迎えをいただいた。この日、マイク ロパ

スで高速道を 3時間余り移動し、忠楕南道山林環挽

研究所の施設を見学した後、輯国山林庁のある大田

市内のホテルにたどり着いたのは21時30分を少し回

っていた。
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長時間の移動とはいえ、ほとんどが扁速道路から

眺めただけだったこともあり、日本とあまり変わり

のない風捩に映った。 しかし、都市周辺には規模の

大きな高層住宅団地が立地し、その代わり周辺部に

は広がりのある住宅街といったものが見られない。

韓国の地を初めて踏んだこともあり、妙に印象的だ

った。山林環槌研究所の所長さんの張り切った迫力

たっぷりの説明も心に残る。

[10月28日（木）I
この日は10時から大田市内にある山林庁15階の会

議室で会議が開催される。会議に先立ち、山林庁次

長を表敬訪側した。次長から技術交流や人的交流の

期待とともに土砂災害防止技術会議の発展を願うこ

とが表明された。

会議は緯国山林庁金賢秀治山課長と国土交通省砂

防部保全課長からの挨拶に始まり、日韓両国からの

発表及び買疑応答という形で昼食を挟んで進められ

た。発表は以下のとおりである。

1)山林流域管理事業と今後の展望

雀正仁

2)日本における最近の土砂災害特性

坂lコ哲夫

3) 日本における土石流研究の現状

笹原克夫

4) GI Sを用いた砂防構造物適地選定システム開発

手栄直

5)土石流に対する構造物対策の計画と事例

池田暁彦

6)蓄戒避難に関する施策

渡追茂

7)金海市内三農エ団地災害原因及び対策

朴在欽（晋州産業大学校教授）

8) The Restraint on Slope Failure by Hillside 

Vegetation during a Heavy Rainfall 

小山内信智（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長）

（資料配付のみ）

各発表内容についてはすでに r砂防と治水」に詳

しいのでここでは割愛する。発表と質疑が終了した

後には総合討論が行われた。

韓国では最近、災害が大型化 ・頻発化しており、

さらに人工的な土地利用によって災害危険度が増大

している。一方、個別の対策や偏った展開によって

実効性は低下してきており 、今後は山林流域管理事

業を重点的に進め、森林育成に よる災害の防止、G

I Sを用いた施設適地の選定システムで広域的な観

点からの効率的な施設整備を行うとの説明がなされ

ている。

日本側からは砂防協会の岡本理事が国際砂防協会

発足の説明を行い、趣旨に賛同される向きにはぜひ

参加して欲しい旨の要請があった。

こうした識論を経た上で、今後も日本の国土交通

省砂防部と韓国山林庁間で交流を行うため El韓土砂

災害防止技術会議を開催することを確認して議事録

をまとめて終了した。

すでにほの暗くなった会議終了後、山林庁を出発

し、今夜の宿泊地大邸市内へと高速道路を移動する。

薄暮の中、高速道路を走行するが、沿道に教会とお

ぽしき建物がずいぶんと目立つことに気づいた。イ

ルミネーションで飾った尖塔がやけに目立つ。 1時

間30分余りで高速をおりた。料金は日本円にして

660円、安い！

会議風景 両国の代表

SABO vol.82 Apr.2005 5
 



トピックス1

2 硯地視察

[10月29日（金）l
この日、慶尚北道の亀尾市山沙汰復旧事業区：呉

太洞及び金泉市山沙汰復旧事業区 ：牒所而鳳谷里の

現地視察をした。

呉太洞は、 2003年、台風で山腹が崩壊し、約

10,000面の土砂が野渓の出口に位僅するため池に流

れ込んだもので、日本でもよく見られる災害形態で

ある。谷止工を配置した山腹エが施工されていた。

丁寧な施工がされている。高速道路からよ く見える

位置にあり、挟観を配慮したもののようである。現

場では、エ法や日韓の比較など活発な議論が交わさ

れた。

一方、鳳谷里は、やはり 2003年の台風で土砂流出

のあった渓流で小規模な砂防堰堤と護岸を組み合わ

せたエ法が取られていた。韓国においても自然環挽

保全の要望が大きくなっており 、このため、転石を

利用した石租堰堤や石租みの談岸工が施工されてし

凰谷里の現場

る。珠境保全要望に関する一つの回答事例として現

場では考えている ようである。ここでも環境対策や

流出土砂を運んだ下流貯水池堤の安全性等の意見交

換が活発に行われた。

[IO月30日（土） ］

最終日であるこの日は、朝から2002年 8月に発生

した大規模な山腹崩壊の現場に向かった。対策は視

察をした時点でほぽ85％の進捗である。工事は排土

やアンカー工事、緑化工等を組み合わせたもので

概ねわが国における対策工事と同様である。

大規模な災害現場だけに様々な質問が飛び、 lII寺

間近くの見学になったが、この現場の視察をもって

第 3回の日蒋土砂災害防止技術会議の全日程を終了

した。

おわりに

3回目 となる今回の日韓土砂災害防止技術会議で

は、情報交換も活発になり、双方の防災対策車惰に

対する認識も深まっていることが実感された。お互

いに顔見知りのメンパーも多く 、だんだんと交流会

議が育っていることを実感する会隈であった。 4『

目は2005年、日本で開催される予定になっている。

この会議では韓国の方々から手厄い歓迎をいただ

いた。会議、移動、現場視察とお世話をいただき、

快適に日程をこなすことができた。ここに記 してお

礼を申し上げるとともに、今後さらなる交流が深ま

ることを祈りつつ会議の参加報告とする。

:•: 第3次怖・llI：砂災暉j止技術合議
B iij:珈 9,10.27、10,30HaIll） 場1!i山n● 
主 •:UI 叫1 日＊1土交目嘗

金海市内-農エ団地 会議参加者の皆さん
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第37回台風委員会総会への参加

比留間雅紀＊

1 台風委員会

台風委員会 (TyphoonCommittee : TC)は、珠

太平洋地域の台風災害軽減を目的として国連アジ

ア ・太平洋経済社会委員会 (UnitedNation 

Economic and Social Commission for Asia and th 

Pacific : UNESCAP)が世界気象機関 (World

Meteorological Organization : WMO)と共に設骰

した、データの相互利用や被害軽減方策の提示、方

向性の議論などを行う検討機関である 。事務局

(Typhoon Committee Secretariat: TCS)はフィリ

ピンのマニラに骰かれ、例年、夏にワークショップ、

秋に総会が各国持ち回りで開催されている。

委貝会は気象、水文の 2部門を柱に、水文部門の

副部門としての防災部門、研究・研修部門の 2部門

を加え、計 4部門で構成される。 日本からは、気象

部門には気象庁から、水文部門と防災部門には国土

交通省河川局と内閣府防災担当から、それぞれ毎年

参加している。 日本は、この中で解析手法や画像デ

ータの提供などを行って指尊的な立場にあり、水文

部門の議長を務めている。2004年は、 9月に韓国ソ

ウルでワークショップが行われ、 11月に上海で総会

が開催された。

2 開催概要

期間●平成16年11月16~201:I

(15日にプレセッション）

会場●中国 ・上海市 上悔気象局講堂

参加国●アメリカ、中国、香港、マカオ、マレーン』

ア、ベトナム、韓国、北朝鮮、フィリピン、タイ、

ラオス、日本。計12カ国 （カンポジア、ラオスは

欠席）

日本からの出席者は＜文、防災部門；気象部門には

気象庁から 3名） ● 

・（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部国際課長代理

国土交通省河川局防災課防災調整官

廣木謙三

〇材）ダム水源地環税整備セ ンター調査第一部長

三宅且仁

内閣府防災統括官付企画官

丸谷浩明

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

水野秀明

アジア防災センター主任研究員

羽烏友彦

（社）国際建設技術協会研究第二部長

梅田和男

（社）国際建設技術協会研究貝

岩井宏道

（財）砂防 ・地すべり技術センター企画部国際課長

代理

比留r廿1雅紀

日程 •

2004年

11月14日（日） （移動：成田→上悔）

15日（月） 各部門単前会議

16日（火） 開会式

2004年活動報告 I

（全体、気象部門、水文部門）

17日（水） 2004年活動報告 lI

（防災部門、各国の活動）

18日（木） 2005年活動計画に関する討議

機構改革に関する討議

19 El（金） 学術講義

気象観測施設等視察

20日（土） 報告杏採択 ・配布

閉会式

（移動 ：上海→成田）
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3 討謹内容

200~Fの活動報告では、前日の事前会議で討議さ

れた内容が｀各部門の議長から報告された。水文、

防災部門は、昨年マレーシア総会以降の各国の取り

組み状況が旅木議長から報告され、了承された。特

に、

①洪水災害・土砂災害に対して非構造物対策を主に

して整備を進めていくこと。

②民に対する防災教育や広報、訓線を痙視するこ

と。

③降雨観測には、各国気象部局による観測網を補助

するものとして、ソウルワークショップで紹介さ

れた簡易型雨凪計のような安価で管理が容易な装

骰の開発を囮っていくこと。

④各国間でデータの共有を固っていくこと。

⑤水文、防災部門の議長は、今年までの廣木氏から

三宅氏に交代する。

という内容が示された。

2005年以降の活動に関しては、

①WMOで認められている 4カ年の事業のうち 3年

がたち、最終年に向けて、これまで通り、気象部

門、水文部門（防災サプ部門を含む）で検討を進

めていく 。

②次回からの議長は、 Dr.Xu Xiaofeng（中国）、副

議長は、 Mr.R. Jeffrey La Douce (USA)が専任さ

れたロ

③2005年 1月に行われる国巡批界防災会議では、

WMOがセッションを持つので、その中で議長、副

議長が台風委員会の報告を行う 。

④次回ワークショップはマレーシアで2005年 8月頃

に開催する。その際、 2004年韓国のワークショッ

プで好評だった現地講義を開催する。 その一•つと

して「土砂災害」をテーマとする。

⑤次回総会はベトナムで2005年11月頃に開催する。

という方向で進めていくことが了承された。

紺会の様子

会場の上海気象局講堂

上浪而街
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JICA火山・砂防関係集団研修コース

帰国研修員フォローアッフ調査輻告

藤田久美子＊

はじめに

2004年12月6日から12月10日まで、フィリピンに

おいて独立行政法人国際協力機構 (]ICA)による

火山 ・砂防関係集団研修コース帰国研修員に対する

フォローアップ調査が実施された。箪者は調査団員

として標記調査に参加する機会を得たので、ここに

概要を報告する。

1 概要

［案件名】

JICA集団研修 「火山学・ （火山）砂防工学」

ソフト型フォローアップ調査団（フィリピン）

［目的l
●ソフト防災対策に係る技術セミナーを実施するこ

と。

●帰国研修貝の本邦研修活用状況を調査すること。

●本邦研修・村1国研修貝リソースの更なる発展につ

いて意見交換し、提言を取りまとめること。

［調査団員］

韻口栂之（総括／火山防災 ：束北大学名営教授）

山口真司 （砂防： 国土交通省国土技術政策総合

研究所総合技術政策研究センター建設マネジ

メント技術研究室室長）

山下望 （計画／評価 ：独立行政法人国際協力機構

東京国際センター珠境 ・管理チーム）

藤田久美子 （業務調整 ：財団法人砂防 ・地すべり

技術センタ ー企画部国際課）

（調査期間］

●200咋 12月1E（水）～12月11日（土）（山下、藤田）

●200咋 12月5日（日）～12月11日（土） （濱IJ、山口）

2 技術セミナーの実施

（参加対象者］

「火山学 ・火山砂防工学集団研修」又は

「火山学・砂防工学集団研修」の受謡修了者で、

アジア地域在住者

（開催場所］

フィリピン マニラ ケソン市

（参加国・人数（所属先）］

●中国 1名 （東北師範大学）

●インドネシア 4名 （居住地域インフラ省、

lず
122• 
l 

EXPLぶ＾TION

.a. Pl~-0“鴎m”

t 
心に“X》

Coǹ omI Plale 
Bound町

g`• 
呻 U庁 INESE

ピナッポ火山とタール火山

＊元（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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火山地質防災局）

●イラン 2名 （農業開発推進省流域管理局）

●ネパール2名 （鉱山地質局地厖センター）

●フ ィリビン17名（地霞火山研究所、公共事業道路省）

合計 26名

（日程・内容I
●12月 6日（月）

14: 00 自己紹介

15: 00基調講演 く火山＞

"Lava lal<e activity and its accompanying 

disaster at Nyiragongo and Nyamuragira 

volcanoes in the mid African plate" 

東北大学名誉教授 禎口拇之

17:00各国のハザードマ ップの紹介

●12月 7日 （火）

ピナツボ火山周辺現場視察

●12月8日（水）

タール火llJ周辺現場視察

●12月 9日 （木）

09: 00基調講演 ＜砂防＞

pproach to utilize hazard maps-through 

the practice in Japan and Nepal" 

ピナツポ火山現地視察

「火山学・火山砂防工学」

「火山学・砂防工学集団研修」について

1990年に日本の火山 ・砂防技術を開発途上国

へ移転するため 「火山学 ・火山砂防工学」が開

設された。さらに、開発途上国のニーズ、日本

側の実施体制を再検討した緒果、平成11年度

(1999年度）以降は、「火山学 ・砂防工学」とし

て、毎年研修を継続することとなった。

この研修は、開発途上国に対する日本政府の

技術協力計画の一環として実施してきたもの

で、これらの国々の政府又は関係機関において

火山観測及ぴ砂防業務に従畢する技術者に対

し、講義、実習、見学等を通じ、火山に関辿す

る災害防止のための火山観測ならびに、 砂防に

関する理論、技術を習得することを目 的として

きた。また、この研修を通じてこれら諸国にお

けるこの分野の技術の向上を回るとともに、日

本とこれら諸国 との問の友好関係を増進するこ

とを目的としてきた。

タール火山視察事前説明

タール火山までは、小さな船でカルデラ湖を渡るため、全員で水をかぷってしまいました

10 SABO vol.82 Apr.2005 



濱口先生質疑応答

国土交通省国土技術政策総合研究所建設マネ

ジメント技術研究室室長 山口真司

13:30~ 17:00 

中国、インドネシア及ぴイランの帰国研修貝

代表者による砂防事業、火山観測等に関する

報告

●12月lOEI（金）

09 : 00~ 12:00 

ネパール及びフィリピンの廂国研修貝代表者に

よる砂防事業、火山観測等に1紺する報牛

14: 00~17: 00 取りまとめセッション

人材育成を通じた組織強化、今後の集団研修に

対する提言、婦国研修員ネットワ ーク構築等に

ついて参加者全貝で議論し、討議議事録として

とりまとめた。

17: 30閉購式

3 まとめ

このセミナーの目的の一つである、 「ソフト防災

対策に係る追加的研修」では、日本の派遣メンパー

が、近年の世界における火山・砂防の取り組みにつ

いて紹介した。

「帰国研修員の本邦研修活用状況調査」は、帰国研

修員が日本での研修成果をどのように生かしている

かを調在した。これによ って、下記のことが確認さ

れた。

●この研修の成果がすぐに本国で活きている事例の

帰国研修員（フィリピン）による、
J¥ザードマップの紹介

確認。

トピックス3

.JICA技術協カプロジェ クトのカウンターパートと

して活蹄している事例の確認。

●JICA以外の国際的なプロジェク トのカウンターパ

ー トとして活躍している事例の確認。

●個人レベルの人材育成のみならず組織強化に寄与

している単例の確認。

また、各国の火山 ・土砂災害の実態、対策に関す

る梢報のネッ トワークの必要性が合意形成され、こ

の研修での人）派の直要性が有益であるとされた。

なお、ネットワ ークに関しては、国際砂防協会が

迎営している、既存の国際砂防ネットワーク

http://www.sabo-int.org/ (SABO Vol.75参照）が

紹介され、 21名が会貝となった。

さらに、参加者から日本での集団研修に対する改

普意見が出されたが、それらの意見は、今後の研修

を現地のニーズに合わせてより良いものとする上で

有益であると思われる。

4 おわりに

現地滞在中に台風が襲来したため、急な予定変更

などもあったが、 JICAフィリピン事務所、

PHIVOLCS、DPWHの何ヶ月にもおよぶ事前準備

と現地でのご支援により、無事調査を終了すること

ができた。誌面を借りて心からお礼申し上げます。
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平成16年麿砂防地すべり技術研究成果報告会開催される

（財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所

平成16年11月24日午後 1時より、砂防会館別館シェーンバッハ ・サボ

ーにおいて「平成16年度砂防地すべり技術研究成果報告会」が開催され

た。本報告会は、当センターの公益事業の一屎である研究開発助成事業

により行われた研究の成果を広く 一般に公表し、関連事業及び今後の各

方面での研究活動に役立てていただくことを目的と して開他している。

本年度の研究成果の発表は合計 6研究課題であり、平成15年度研究開

発助成事業により実施された研究である。研究成果内容は、斜面土層内

の雨水の挙励、深層崩壊発生場の予測、国内外における土砂動態観視I、

斜面補強工法、地すべり地の土の残留剪断抵抗角推定方法と、多岐にわ

たるものであった。

いずれの研究も、今後の砂防事業の礎となる貨謳な研究成果であった。

以下、これらの研究成果の概要について紹介する。

(1)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

東京工業大学助手 井澤 淳

本発表では、山岳地帯などにおける道路切土のり

面を対象に十分な安全性を有し、補強効果が高く、

耐久性 ・施工性に優れた斜而補強技術として、従来

法より 小さい径の小口径鋼管杭の効率的配龍に関

する実験が紹介された。

実験は、直径300mm以下のマイクロパイルと呼ば

れるI」ヽLI径鋼管杭を用い、地すべり 抑止杭の設協条

件を変化させた場合の抑止挙動を実際の地盤の応）J

状態を再現し得る遠心模型実験装箇を用いて実施し

た。地すべりは30Gの遠心場で移動層地盤を稲城砂、

不動層地盤には軟質塩化ピニルを用いて移動層を横

方向に載荷することで発生させた。実験ケースとし

ては、直杭のみ単列に設骰した場合や直杭と斜杭を

交互に設置した場合を中心に行い、地盤の挙動、杭

の挙動および地盤と杭の相互作用について比較 ・検

討を行った。

実験の結果、直杭と斜杭による組杭を用いること

によって、直列単杭による補強と比較して、杭頭の

水平変位最を抑えることが可能となることが説明さ

れた。
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(2)樹木の根系が斜面土層内での雨水の挙動に及ぽす

影響に関する水文学的研究

信）i-1大学農学部教授 （元莉知大学助教授）ヰ林公晋fせ3

本発表では、通常の飽和不飽和没透流解析による

表陪崩壊発生予測モデルでは特に発生時間が遅れる

という問題を解決するために、斜而の不均一性、特

に根系による影響を定拡的に把握することを目的と

した、愛媛県の重信川上流右支川上宿野谷のトレン

チ断面における現地散水実険が紹介された。

実験の結果、通常のマトリックス （均一土質）部

に対して腐朽根部では流出砿にして 2オーダーほど

の違いがみられたこと、また艇朽根部からの流出枇

は、散水量と土壊内での深度、根の円周長により精

度良く推定できること、今後は根系流モデルを構築

しさらに土壌内のパイプや石礫、根茎など不均一性

を考感した崩壊発生モデル構築を目指すことなどが

説明された。

上記の発表に対して、会場からはトレンチ断而が

開放されていることによる影押とマトリ ックス部の

土賀による影郭をどのように考えているかとの質問

があった。これに対して、発表者から今回の実験は

マトリックス部と根系との流出率の違いを見ること

が目的であったため、開放されたトレンチでも問題

がないこと、ただし来年度は断面を埋め戻 して同様

の実験を行い土質による述いなども研究する予定で

ある旨の回答があった。さらに、今後の方向性とし

て根系の直径と長 さを一種の土の空隙率 として扱う

のか、それとも根系の直径などは単独のパラメータ

ーとして詳細に土の内部構造を反映していくのかと

いう烈問があった。これに対しては当面の使用を考

えると空隙率 というよりはむしろ等価透水係数とし

て根系による土の不均一性を評価していく方向では

ないかとの回答があった。

(3)地下水が関与した崩壊発生場の予測法の開発

鹿児島大学助教授地頭薗 隆

本発表では、地下水が関与して崩壊が深層まで及

ぶタイプの崩壊発生の予測法を確立するため、針原

川が位骰する矢筈岳山体をモデル地区に、水文地形

学の立場から、深陪肌壊発生場を予測する方法に関

する研究が紹介された。

矢筈岳山体に位骰する流域の地形言tij11]・現地調

査・ 空中写真判読から得られた深屈崩壊跡地の分布

地
下
水
が
関
与
し
た

崩
壊
発
生
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予
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頭

の特徴、水文調査結果から得られた流誠、水質 （電

気伝群度、シリカ浪度）の変化の特徴が報告された。

さらに、針原川流域における水文観測結果から、流

出特性、地下水位の応答特性の分析結果が報告され

た。これらの結呆から、深陪崩壊発生場の条件とし

て、地下水の集中と厚い風化物が存在する場とする

基本的な考え方が示された。

上記の発表に対して、会場からは大規模な崩壊

（深陪崩壊）箇所の特定は防災対策上璽要であるが、

崩壊発生箇所について、 一度発生した箇所が再崩壊

する危険性と新たな箇所に崩壊が発生する危険性は

どちらが高いと考えられるかとの質問があった。こ

れに対して、発表者からは再崩壊の危険性と新規崩

壊箇所の危険性の判断は難しく、現時点では箇所ご

との危険性より、もう少し広い流域単位で危険性を

判断したらどうかと考えているとの回答があった。
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(4)ネバールシワリク山地における流域管理計画のための

優食動態の研究

弘前大学教授 桧垣大助

本発表では、ネパール ・ヒマラヤ山脈の最南端に

あるシワリク山地のモデル流域において流域管理計

画策定に査するため、これまでまった＜欠如してV

た土砂生産 ・侵食 ・鉄砲水洪水の水文流出の定屈的

データを 3年間の現地観測により把握した結果につ

いて紹介された。

斜面侵食品 （表面侵食、リル侵食）、ガリ ー侵食

浮遊砂量などの土砂砿とフラッシュフラ ッドの

ハイドログラフ、斜面浸透能、浮遊砂証、河道変化

と土地利用の変遥が示され、流域の中で侵食対策

（特に、ガリー対策、河岸侵食対策）が必要である

ことが示された。

上記の発表に対して、会場からは農地が広がった

箇所はどのような箇所かとの質問があり、発表者カ

ら、開発は段丘域が中心であるとの旨の回答があっ

た。さらに、農地からの土砂供給（生産）は考えな

くてもよいかという質問に対して、農地はほとんど

が平地にあり 、土砂供給源とは考えていない旨の回

答があった。
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(5)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 稜雪地域災害研究センター教授 丸井英明

木発表では、第三紀層地すべり地の土の残留剪断

抵抗角推定のための方法として、鉱物組成の三角座

標表示に基づく残留剪断抵抗角推定法の考え方と有

用性に関する研究が紹介された。

第三紀吊泥岩地域において、種々の物理特性、例

えば粘土含有批、液性限界、塑性限界等の指標と残

留剪断抵抗角推定法の適用性を検討するために、新

潟県安塚町、牧村、浦川原村を主要対象地域として

試験試料を採取し、これらの試料に関する物理特性

と残留剪断抵抗角の関係を検討した。

その結果、粘土含有批あるいは塑性指数、液性限

界と残留剪断抵抗角との関係は、ばらつきの範囲は

大きく、この関係によって残留剪断抵抗角を推定す

ることは困難であった。しかし、さらに検討した結

呆、スメクタイト 、カオリナイ トおよびその他の主

要鉱物の構成割合を三角座標表示で示すことによ

り、泥岩地域に関しては、残留剪断強度を実用的な

精度で推定することができることが説明された。
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(6)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

三煎大学助教授 近藤観慈

本発表では、 1998年以降数回にわたって土石流が

発生し、現在も渓床堆租土砂の移動が進行している

三重県藤原岳西之貝戸川における土砂動態の追跡閣

究が紹介された。

1999年以降渓床に堆和した土砂が移動していく様

子が確認されており、土石流発生の際に渓床堆積土

砂が流動化している。対象流域は、渓流沿いに分布

する石灰岸質角礫岩が渓床の低下によって砂礫を生

産し続けているという特徴をもっている。

土石流の発生形態は一般に①渓床堆秋土砂の流動

化、 ②山腹崩壊の土塊の流動化、 ③天然ダムの決壊

の3つのタイプに分類されるが、西之貝戸川では①

と②が関連して土石流が発生していると考えられ

る。また、タンクモデルにおいて①のタイプは流出

成分、 ②の場合は貯留成分が深く関わっており、 -I••

石流の発生予測にはそれぞれの成分に注意する必要

があると考えられる。今後も調査は継続されていく

予定である。

上記の発表に対して、会場からは最初の土石流発

生の契機は何と考えられるかとの質問があり、発表

者からは1998年の地震が、1995年に撮影された空中

、-真から関係しているという見方もあるが、 土砂が

動いている様子が見られており 、現在詳細に調査中

である旨の回答があった。
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［事技術審査証明

口ービングウォールエ法

SEEE永久グラウンドアンカーエ法

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

当センタ ーでは、平成13年より建設技術審査証明

協議会の一員として、民間法人において研究 ・開発

された技術を、砂防事業へ適切かつ円滑に導入し砂

防技術水雄の向上を囮ることを目的として、技術の

性能等に直点をおいた審査証明を行っております。

当センターにて審査証明書を発行した技術につい

ては逐次紹介しておりますが、今回はロービンウ ォ

ールエ法とSEEE永久グラウン ドアンカーエ法の 2

技術について紹介します。

ー 口ービングウォールエ法

（法園保護タイプ及び擁壁タイプ：

長繊維混入補道土一体緑化工法）

1)ロービングウォールエ法の概要

ロービングウォールエ法は、砂防事業における

「緑の斜而づくり」を租極的に推進するため、長繊

維 （連続した極めて長い化学繊維） を混入した土構

造物により斜而の安定を囮り、土構造物の表面に緑

化工を施すことにより植物の生育を健全に保つこと

を目的として開発されたものです。

本工法は砂とセメントの混合物に、長繊維をエア

の圧力で強制的に吹付ノズル先端にて混入させ、斜

而 ・法面を吹付造成した補強土構造物とその補強士

表而を、厚層碁材吹付工などで緑化します。本工法

は、固 1と図 2に示すように対象斜面の勾配により

2種類のタ イプに分けられます。

審査証明依頼者：ライト工業株式会社

審査証明書発行日：平成15年9月22日

ローピングウォールエ法施エフロー

法面保護タイブ

1 : 0.5より緩

法面勾配
造成厚さ 20 

長繊維混入補強土工
岡 翻辻基礎エ I 

囮 長繊維混入補強土吹1寸エ1

擁壁タイプ

l: 0.5より急な斜面・

法面勾配
擁壁形状で造成

表面緑化工
［国紐；基礎

④緑化吹付工

図1 ローピングウォールエ法のタイプ分け
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法面

有機質系生育基盤

長繊維混入補強土

排水材

アンカーパー

:0: • ＂ • • 

擁壁夕

図2 ローピングウォールエ法の概要図
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2)ロービングウォールエ法の特徴と

審査証明の結果の概要

ロービングウ ォールエ法の主な特徴を以下に示し

ます。

長繊維補強土の強度について

審査証明では、長繊維混入補強土の粘着力とせん

断抵抗角を計測した結果、斜而安定上、十分な強度

を有していると認められました。

緑化工としての性能について

長繊維混入補強土を吹付造成された土構造物は、

造成厚さが20cm以上と厚いため、草本類から木本

類まで、多様な植物の根系伸長域としての機能を有

しています。

写頁l 施工前の状況

写真2 施工2年後の状況

一審査証明］

審査証明では、施工後 1~2年、 10年以上を経過

した事例を検討し、表而緑化工による植生の生育は

健全であることが認められました。

施工性について

長繊維は、モルタルとは別系統のホース内をエア

圧送するため、長距離搬送が可能です。

審査証明では、吹付材科の吐出試験結呆から、水

平距離120m以下では直高40m以下、水平距離120~

160mでは直高20m以下の範囲において施工可能で

あり 、優れた施工性を有していると認められました。

3)現場施工例

平成12年に施丁された事例を紹介します。エ法夕

イプは、擁壁タイプと法面保護タイプの併用型です。

施工後 2年経過後では、法面は草本類で被覆され

ており、年数の経過とともに木本類に移行すること

が期待されます。

セメント

長

発電讀 ＿．― ―--"---. .ートマッ".,9一—)

図3 畏繊維混入補強土吹付工の施エフロー図
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f建設技術審査証明

2 SEEE永久グラウン ドアンカーエ法

（タイブルアンカーA型、 U盟 M型）

審査証明依頼者：株式会社エスイー

審査証明沓発行Ea：平成16年8月10日

1) SEEE永久グラウンドアンカーエ法の概要

SEEE永久グラウンドアンカ ーエ法は、砂防 ・地

すべり分野に有効な永久アンカーとして1開発されま

した。

本工法は反力構造物 （受圧板等） と地l上lを一体化

させて安定させる圧縮型の永久アンカーエ法で、設

計術重］56.6kN~ 2086.2kNの範囲で使用することが

でき、再緊張などの荷重管理をはじめとする維持管

理に優れた構造を持っています。また、タイプルア

アン刀ー•［ヽ
n,,_,.I L ..ンロー●薗“Kー 、．
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図5 タイブルアンカー各タイプの断面図
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ンカーM型は、耐荷体長を長くすることによりアン

カー引抜き抵抗力を大きくすることができ、第三紀

の岩盤や粘性系地盤など拘束力の小さい地盤に適用

することができます。

図 5に本工法の各タイプの断而圏を示します。

図4 タイプルアンカーM型イメージ図
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建設技術審査証明］

2) SEEE永久グラウンドアンカー

工法の特徴と審査証明の結果の概要

SEEE永久グラウンドアンカーエ法の主な特徴を

以下に示します。

永久アンカーとしての耐久性について

アンカー鋼材は、全長にわたり、防錆油、ポリエ

チレン樹脂による二凪防食加工を施しており、高し

耐久性 ・防食機能を有しています。

また、定着具がねじ式であり、定着が確実で、再

緊張・緊張力緩和 ・除荷といったメンテナンスを容

易に行うことができます。

審査証明では、材料的、構造的に本アンカーは長

期にわたり耐久性を保持できると認められました。

アンカー各タイプのメリットについて

タイプルアンカーA型、 U型、 M製の選定基準は

囮 7のとおりです。地盤状況や経済性を考慰して適

用するアンカーを決定します。

特にタイプルアンカーM裂は、第三紀の泥岩・シ

ルト岩・凝灰岩等膨澗やスレーキングを生じやすい

岩盤や粘性系地盤など拘束力の小さい地盤におい

て、図 8に示すように、耐荷体長を長くすることに

より応力の媒中を防ぐため、アンカー引抜き抵抗力

を大きくすることができます。
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・ Td> 1 096.2kN 
または

・港湾や湛水面下など

厳しい腐食環境

タイブルアンカーU型

・忠！地翻第季の泥岩・1
タイブルアンカーM型

シルト岩・凝灰岩
または

・定鶯地盤が n5性系地盤」

・定着地盤が「岩盤」
（第三紀の泥岩・ シルト
岩・凝灰岩は除く）
または

・定漕地盤が屁り質系地盤」

タイブルアンカーA型

IタイブルアンカーM型l タイプルアンカーU型
タイブルアンカーM型

・経済性等を考慮しU,M 
型のいすれかを選定する

図6 タイプルアンカー選定基準

写頁3 SEEE永久グラウンドアンカーエ法（タイプルアンカーA型）現場施工例
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＇ 夢の公園づくり

松村みち子
（タウンクリエイター代表）

札幌市藤野にある 「むくどり公薗」が「バリアフリ ー公園」として開園したのは平成 8 (1996)年 8月8日。

バリアフリーと銘打った公園は当時としてはまだ珍しかった。障害のある子もそうでない子も仲良く一緒に遊べ

るよう、ユニバーサルデザインをコンセプトにつくられた。

きっかけは「風がない日でも遊ばせたい」という、ある舟親のひとことだった。彼女の子どもには目の障害が

あり、なかなか他の子にとけ込めない。風が強くてだれも公園で遊んでいない 13だけしか遊ぴにいかない。それ

を聞いたのが、自宅前の空き地を公園にしようと考えていた地権者のSさんだった。Sさんは視党障害者と地域

の人とのふれあい拠点として自宅を開放しており 、夫もまた地域で熱心にポランテ ィア活動をしている。

「それならバリアフリー公園にしま しょう」とSさんは提案した。施設としてバリアを取り除くだけでなく、

節害のある人とない人との心のバリアも取り払えるような公園を市民参加でつくりましょうよ、と周りに呼びカ

けた。 その熱意が行政や地域の人を動かした。 市の公園計画課の識員、設計コンサルタントや専門家、地域のイ3•

民、障害のある子どもの親などが参加してワークショップが組まれ、ユーザー本位の公園施設が立案されたc

どういうところがバリアフリ ーなのか。まずすべり台は傾斜が 2種類あり、緩やかな傾斜のほうは削屈が広く床

はローラー付き （ローラー ・ス ライダー）である。車いすからも乗り移りやすい構造で、介助者も 一緒に滑るこ

とができる。プランコはシートベルト付きのものと、介助者が一緒に乗れる二人乗りの大型プランコを選んだ。

これなら蹄害のある子を助けながら楽しみを共有することができる。砂場の一部はテープル式になっていて、車

いすに乗ったまま遊べる。他の遊具や水飲み台なども車いすを横づけしやすい工夫がなされている。目の不自由

な子には、点字の案内板や表示もあり、園内には香りを楽しめる

ようハープなどの草花が植えられている。

このようなたくさんのアイディアは、基本股針の段階で、公圏

をつくる人、使う人、障害のある人、ない人が同じテープルを囲

んで話し合いを拡ねることによって形になった。さらに公園が完

成したあとは、地域の住民が積極的に維持管理に挑わっている。

ところで公園には、目的や規模により 「都市公園法」にもとづ

く都市公圃（街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公

固など） と、「自然公園法」にもとづく自然公園 （国立公園、国

定公園など）の2つがある。公園とは別に、子どもの遊び場とし

て児童遊園がある。こちらは 「児童福祉法」にもとづき設骰され

ている。児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または梢操をゆたかにすることを目的とする施設、と

いう位置づけで、 一定以上の敷地に遊具を設置することなどのJレールが定められている。

これらの中で、住民が計画に参与しやすいのは都市公園で、中でも住民参加のワークショップ方式が採用され

るのは街区公園 （主として250mの範囲内に住む人が利用することを目的とする公園）であることが多い。それ

はつくるプロセスの中で周辺住民のニーズをデザインに反映させることができるからである。参加した人にとっ

ては愛着もわき 、完成後の維持や運営に前向きに閾わろうという気持ちを醸成する。前述のむくどり公固も街区

公園である。
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子どもの数が減り、高齢社会になってきたいま、公園に求められる機能は多様化してきている。子どもの遊ぴ

場としてだけでなく、地域住民の憩いの場、レクリエーションの場、園芸療法をめざしたリハビリの場、災害時

の避難場所、あるいは棗境教育の場としての機能も求められるようになってきている。

価値観の変化によって、利用者のニーズも変わってきた。たとえぱ街区公園では、かつての三種の神器 「砂

場 ・プランコ ・すべり台」に代わって、複合遊具が人気を集めるようになってきている。複合遊具とはすべり台

や登り棒やリング トンネルなどいくつもの遊具を組み合わせた遊具で、 比較的大型であるため、幼児から小学校

高学年までの年齢の異なる大勢の子が同時に遊ぶことができる。単機能遊具としてはスプリング遊具も好まれて

いる。シルバーエイジ向けのフィットネス器具も販売され、設箇され始めた。

既存の公園で利用者のニーズを取り入れるとしたら、 トイレなど施設の老朽化や遊具の取り替えなどによる改

修時だろう 。事実、各地で培えている住民参加型の公園づくりは、 リニューアルに伴い祁入されるケースが多い。

住民サイドで自発的に遊具の点検活動を行い、それが改修工事に反映される事例も出てきた。ワークショップだ

けでなく、アンケー トなどで遊具選びに子どもの意見を取り入れる工夫もされている。

神奈川県厚木市では、小学校の総合的な学習で子どもたちが提案した「夢の公園づくり」を市側が受け止め

改修工事で実現させた。

「夢の公園づくり 」に取り組んだのは厚木市立原木第二小学校5年 1組の児蛮。2001年のこと、担任のK教諭

が総合的な学習の時問を使って地域探検を行った。K教諭は子どもたちの生活実態から考えると、公園に党目さ

せれば子どもたちの思いを反映させる学習につながるのではないかと判断した。いくつかの公園を巡ってみると、

破れたままのネットや、壊れかけた遊具、落穆きで汚された施設などがたくさんあることに気づいた。遊具でケ

ガをした友だちがいたことや、使い方がよくわからない遊具があることもわかった。

こういうことは誰に質問したらいいのだろう 。公園で「公園緑地課」と書かれた看板を見つけた子どもたちは、

市役所の公園緑地課を訪問した。そこで話を開くうち、学校のすぐ近くのあさひ公園（街区公園）の改修工事が

計画されていることを知ったのだった。

「私たちがいいなと思う公園」はどんな公園だろう。小学生だけでなく、幼稚園児やお年寄りの声も聞いてみ

よう 。調べてみると、幼稚園の子に好かれている遊具は、アスレチック、シーソー、プランコ、砂場、タ ーザン、

すべり台。小学生低学年の子がほしい遊具はローラーすべり台、登り棒、鉄棒、うんてい。高学年になると、鉄

棒、タイヤプランコとそれぞれ異なっていた。お年寄りが公園にほしいもののベスト 3は、休憩所、広場、花埴

イラスト・宮内かおる

だった。

公園にほしいものは人によって、年齢によって辿

う。でも公園をつくるときは大人ばかりが集まって

決めてしまう 。だから自分たちも 「こんな遊具がほ

しい」という提案をまとめようということになった。

いろいろなカタログを取り寄せアンケー トを取っ

た結果、「バランススプリングプレイ 」という遊具

に人気が集中した。理由は、ジャンプができて楽し

そう、手すりがついているから安全そう、大勢が乗

れるので一緒に遊べる、こういう遊具はめずらしし、

というものだった。子どもたちは、まさか本当に夢

がかなうとは思ってもいなかったという 。

あさひ公園に寄ってみた。きれいに管理された遊

び場のバランススプリングプレイで子どもたちが楽

しそうに遊んでいた。

ABO vol.82 Apr.2005 21 



鋼製砂防構造物に関する計画及び設計上の留意事項

............................................................... •·.................. 
嶋丈示＊

1 鋼製砂防構造物技術検討の経緯

銅製砂防構造物が開発された当時、構造及ぴ材料

として新しい技術であり、土石流についても研究段

階であったことから、現場ではこれらを採用するた

めの技術的判断ができない状況であった。そこで

当セ ンターでは公益事業の一現として鋼製砂防構造

物の技術検討を本省指都のもとで行ってきた。この

技術検討の回答については開始 （試行期間を含め）

から20年近く経過しており、この期間に 「鋼製砂防

構造物設計便鹿」の発刊も行われ、土石流の捕捉実

績や鋼材の経年変化など、現地調査も行われてきた。

そこで今後は、新規に開発された銅製砂防構造物に

ついてのみ技術検討を行う方針としている。

そこで、これまで実施してきた技術検討内容を整

理し、特に多くの指摘事項として回答した内容につ

いて、今後担当者自身が計画及び設酎

時において利活用できるよう技術的チ

ェックポイントを取りまとめることと

した。今後は、これらを活用して設計

技術者自身でのチェッ クを望むもので

ある。

2 透週型鋼製砂防堰堤について

2.1 概説

土砂災害防止のために設計される鋼

製砂防構造物としては、区11のように

透過裂鋼製砂防堰堤と不透過型鋼製砂

防堰堤がある。透過型鋼製砂防堰堤は

鋼管を組み合わせた開口率の大きい構

造となっており、土石流区間には透過

型砂防堰堤として、掃流区間には流木

捕捉エとして設置されている。不透過

裂銅製砂防堰堤には、鋼製壁間に現地

発生材を投入したダプ）レウォ ール及ぴセル構造、形

銅でフレームを組みその中に礫材を投入した銅製枠

堰堤がある。

不透過型砂防堰堤については、基本的には計圃上

の留意事項は不透過型コンクリート砂防堰堤と同じ

である。 しかしながら、透過型鋼製砂防堰堤は、鋼

材の特徴を利用して開口部を大きく設けることで、

コンクリート構造物ではなし得なかった機能を発揮

することができる反而、土石流の流下形憩に応じた

施設の位置や開口部の形状等、不透過型堰堤に比べ

て考慮しなければならない項目が多い。

つまり、透過型鋼製砂防堰堤は、対象とする流れ

（例えば土石流）に対して、構造上安定 しているか

どうかのチェッ クは当然であるが、設置目的である

下流への安全確保に対して、各構造物の特性を活力

した機能が十分発揮できるかどうかのチェックも重
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図l 銅製砂防堰堤の分類

・（財）砂防・地すべり技術センター砂防部課長代理
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要である。

そこで、透過型鋼製砂防堰堤を計画するにあたっ

て、施設の機能を十分発揮させるための留意事項を

取りまとめた。

一般に、渓床勾配によって土石流区間、掃流区間

に大別され、 1/20以上の土石流区問において透過型

鋼製砂防堰堤が計画されている。しかし、土石流区

間においても、圏 2に示すとおり、土石流の発生区

間、流下区間、堆秋区間と渓床勾配によって、その

流下形態も変化する。そこで流下する土石流の種類

が問題となる。透過型鋼製砂防堰堤は、 巨礫を先頭

部に伴った集合運搬で流下する土石流を捕捉するこ

とで、後続流をも捕捉する機能を有している （國3

参照）。 しかし、泥流型の土石流や土砂流のように

巨礫が先頭部に集中しない場合には、期待されてい

る機能が十分発揮できない可能性も考えられる。こ

のため、 一律に、透過型鋼製砂防堰堤のスリッ日間

隔を最大礫径の1.5倍で設定してしまうと 、捕捉機

能を発描しない場合が出てくる。

そこで、集合運搬で流下してくる条件を渓床勾配

のみで決定するのではなく、地形 ・地質条件も踏ま

図2 勾配による土石流の流下形態

図3 土石流の捕捉事例

えて集合運搬から各個運搬に流下形態が移行するケ

ースについても監理する必要がある。次項に地形、

地質などを踏まえた土石流流下形態についての留意

事項を示す。

集合運搬で到達しない場合の基本的な対策として

は、 「土石流対策技術指針 （案）設計編Jp.15の

「さらに確実に捕捉しようとする場合は1.0倍程度と

する」に準拠すると、確実に礫を捕捉するために部

材間隔を礫径の1.0倍程度に設定することになるが、

最も直要なことは堰堤に到達するであろう礫径をど

のように設定するかである。したがって、礫径調査

を確実に行い、発生する土石流の規模と堰堤下流の

保全対象の安全性に留慈して礫径を設定する。そし

て、これを確実に捕捉できるように開口部の形状を

縦材のみではなく、横材も組み合わせるなど工夫が

必要となる。

2.2 地形条件からみた留意事項

(1)土石流堆積区間に設置する場合

石礫型土石流が土石流流下区間から土石流堆積区

問 （図2参照）に移行するとき、土石流先頭部の巨

礫群がほぐれて流下する可能性があ

る。特に、谷出口のような）II幅が広

くなるところでは水と土砂が分離し

やすく、先頭部の巨礫が停止しやす

い。また、土石流区間の中で堆租区

間は下流域になるため流誠が大きく

なる傾向があり、よりほぐれやすし

要因が加味される可能性がある。こ

のような場合は、先頭部に巨礫群が

ない土砂流や各個巡搬である描流の

状態で流下する場合となることが想
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定される。このため、礫が確実に捕捉されるように、

縦材間隔を礫径の1.0倍に設定するとともに横材を

捕捉部材とする必要があるa

(2) 上流河道が湾曲している場合

堰堤の直上流が湾曲していると土石流が堰堤に到

達する前に湾曲部でほぐれるため、集合運搬で到達

しない場合が考えられる。透過臨砂防堰堤は先頭部

に巨礫群のある砂礫裂土石流に対して機能を発揮す

るので、渓流蛇行部、支流合流点で土石流がほぐれ

やすい地形では、土石流形態で流下しない場合が想

定されるため、透過型砂防堰堤の配置には注意が必

要である。

(3) Ill幅が広い河道に設置する場合

透過型砂防堰堤のスリッ ト問隔は最大礫径の1.5

倍以下で設定する （「土石流対策技術指針 （案） 」

p.15)が、開口部幅の広い堰堤が土砂捕捉機能を発

揮するには開口部全而 （水通し幅）が巨礫によって

閉塞されることが条件となり、 一部でもオープンな

部分があるとそこから後続流による土砂の流出がお

こる可能性がある。したがって、開口幅全面を閉塞

できるほど礫個数が渓床に存在するかどうか礫径調

査時に併せて確認する D 土石流流下幅に対して

川幅が十分広い場合には、縦スリット間隔を一

律とせず複断而とするなど土石流が確実に開口

部に到達するような工夫も考えられる （~4参

照）。

2.3 火山砂防事業における留意事項

部に伴った土石流とは考えにくく、ある上流地点で

土石流がほぐれて小粒径のものが各個遥搬で流下し

た痕跡とも考えられる。この場合は土石流堆稜区間

と1同様に透過型鋼製砂防堰堤では捕捉するこ とが困

難なため、「2. 2 地形条件からみた留恋事項」

と同様の対策が必要となる。

2.4 堰堤を連続配置した場合の留意事項

(9)連続の定義

堰堤が一渓流に連続して設骰されている場合で、

一方の堰堤の土石流捕捉効果がもう 一方の堰堤の

石流捕捉機能に影野を与える場合、これを連続配置

と定義する。したがって、上下流の堰堤の効果がお

互いに影郭しないほど十分離れている場合には、単

独設置と考えてよい。また、上下流の堰堤の距離が

近い場合でも、堰堤間に支川が合流しており、支川

からの影靱が大きい場合には、支JIIの影酔は単独設

置として考える。

(2)透過型を連続配置する場合

上下流に連続して透過型砂防堰堤を計画する楊

合、下流の透過型堰堤の機能は、上流の透過型堰堤

河道に火山堆積物が堆秋していることが推測

される場合は、泥流型土石流が発生する可能性

が考えられる。砂礫型土石流の捕捉を目 的とし

て計画された透過型鋼製砂防堰堤は、スリット

間隔を最大礫径の1.5倍に設定すると泥流型

石流では機能を発揮しないことが考えられる。

したがって、泥流型土石流の現象を考慮してス

リット間隔を礫径の1.0倍程度に狭めることが

図4 川幅が広い河道に設閉する場合

必要である。

また、火山地域における土石流区閾の区分に

ついては r土石流対策技術指針 （案）」 に「火

山地域で発生する土石流は緩勾配まで到達する

傾向があるので、実態等に基づき判断するもの

とし、夜料が不足している場合は渓床勾配 I

=2゚ （概ね1/30)までとする」とある。これ

は礫が到達した渓床勾配であって、巨礫を先頭 図5 透幽叫＇堤を運即杞置した場合
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の効き方に影響を受ける。このため、堰堤ごとに確

実に到達するであろう礫径を対象礫径に設定する。

このため、礫径調壺は上流 ・下流堰堤別々で調究し、

対象礫径を設定する必要がある （区15参照）。

特に、土石流が上流で捕捉された場合は流下する

土石流が減勢されており、流下形態は土砂流 （掃流

状集合流動）もしくは掃流になり再び上下流堰堤問

に点在する礫を巻き込んで砂礫型土石流になるかど

うか検討する必要がある。スリ ット間隊については、

礫径の1.0倍程度に設定し捕捉機能を尚める。

(3) 上流を不透過型（既設）で

下流を透過型（新規）で配置する場合

上流に未満砂の不透過型砂防堰堤がある場合、土

石流の先頭部は不透過型堰堤で捕捉され、これを乗

り越えた流れが下流の透過塑堰堤に到達することか

ら礫を捕捉できないものと考えられる。また、上流

の不透過堰堤が満砂している場合においても、不透

過型堰堤に到達した土石流は堆砂域で土砂流に変化

することが考えられるため、水迎しから乗り越え下

流の透過型堰堤に到達するときは集合状態で流下し

ていないものと予想される （図6参照）。

このため、下流の透過型堰堤が機能するためには、

上流の砂防堰堤から越流してくる流れが下流に到達

するまでに河床の礫を巻き込み、再び七石流の先頭

部を形成する必要がある。したがって、 上下流の堰

堤の距離、支川合流の状況、河床に存在する礫など

から再度、土石流状態になるかどうかを判断するこ

とになる。

2.5 保全対象直上流に設置する場合の留意事項

(1) 最下流堰堤の定義

保全対象の上流に堰堤を計画する場合、 土石流の

回6 上流を不透週型で下流を透過製で配置する場合

匝撃による土砂災害から生命、財産、生活現税及び

自然環淡を守ることを目的として設定されるものを

最下流堰堤と定義する。堰堤が保全対象から十分離

れており 、堰堤を乗り越え、あるいは通過した土石

流が保全対象に直接影押しない場合には最下流堰甜

として取り扱わない。

(2) スリット問隔の設定

＂叫製砂防構造物設計便覧 （平成13年版）」「参考

査科3 土石流危険渓流の波下流用透過型砂防ダム

(p.101)」が現在オーソライズされているス リット

間隔の設定であるが、これは、砂礫型土石流を対象

に設定されたものであり、先に示した土石流の流下

形態等を考慇すると機能を十分に発揮できない場合

もある。

したがって、これまでの礫径調査から求めた最大

礫径 (D95)を対象にス リット間隔を設定した場合、

ーピ石流の先頭部が到達しないと礫が通過してしまう

可能性がある。そこで、保全対象直上流に計画する

最下流堰堤は、堰堤に到達するであろう礫径として

河床材料製査の最大粒径 （礫径調査のD80程度）を

採用したり 、スリット形状も縦材と横材を組み合わ

せるなど、土石流の流下形態や礫径の設定を十分吟

味してスリット 11:1]附にも工夫が必要である。

2.6 部分透過型砂防堰堤について

(1)部分透過型の定義

部分透過型堰堤とは、渓床から数mコンクリー ト

の不透過部が存在し｀その上方に鋼製の透過部が存

在するものをいう 。部分透過型堰堤の不透過部は

不透過型堰堤と同様に土砂の調節効果を有してし

る。

(2) 部分透過型の土石流捕捉機能

部分透過型堰堤に、砂礫型の土石流が到達すると

不透過部で巨礫を含んだ先頭部が捕捉され、不

透過部の上方に設けた錮製透過部には巨礫を含

まない後続流のみが到達する可能性がある。ま

た、不透過部が満砂すると、上流の堆砂勾配が

緩くなるため、土石流は堆砂域の勾配変化でほ

ぐれることも考えられる。したがって、部分透

過型砂防堰堤を土石流捕捉として利用する場

合、以上のような現象を踏まえ検討する必要が

ある。

また、不透過部が満砂して堆砂勾配が掃流区

間程度に緩くなった場合には、掃流状態で鋼製

SABO vol82 Apr.2005 25 



透過部に土砂が到達することになる。このため、施

設の効果畑は掃流区間に設置した流木捕捉エと同じ

と考えられ、土砂批がカウントできるか検討を要す

る。ただし、部分透過型砂防堰堤を流木対策として

計画する場合には、流木捕捉の機能を十分発揮する

（即7参照）。

2.7 設計外力について

(1)堰堤軸が河川流下方向に対して偏心している

堰堤の上流部が河川流下方向に対して侃心してい

る場合は、偏心荷重についても検討する必要がある。

一般に、堰堤は下流に対して直角に設僅すること

とするが、透過型堰堤の場合、土石流の捕捉を侵先

すれば、上流に対して直角にした方が捕捉の機能が

明確である。このため、透過塑堰堤を計画するとき

には、下流のみならず上流に対しても直角となるサ

イトを選定することが望ましい。

(2)土石流発生区間での崩土及び落石の荷重

河床勾配が土石流発生区間であり 、縦断形状から

判断して落石や崩土が鋼製部に衝突する可能性があ

る場合は、鋼製部の部材の照査に際しては落石や崩

の荷重についてもチェックする必要がある。

(3)雪崩のおそれのある場合の荷重

堰堤の計画箇所が栄雪地帯で、堰提に雷崩が作用

する可能性がある場合には、鋼製部の部材の照査に

際して省崩及び雷塊の衝漿力の荷諏についてもチェ

ックする必要がある。

2.8 その他の留意事項

(1)堰堤上流の保全対象について

保全対象が堰堤の上下流にある場合には、堰堤で

-,-石流および流木を捕捉した場合に河床が上昇し、

溢水による被害も考えられるため、堰堤サイ トを決

定する時には下流の保全対象のみではなく上流側の

保全対象についても留意する必要がある。

(2)前庭保護工について

透過型砂防堰堤は、土石流を捕捉するまでは

水通し部から常時流水や裸が越流することはな

い。土石流捕捉後は除石を行って機能回復をす

る必要があるため、 水通し部からの越流につい

ては短期的なものと考える。

堅牢なコンクリ ー ト製の前庭保護工ではなく、護床

プロ ッ ク • 寄せ石等の節易な自然河道に近い前庭保

護工でよい。

ただし、アクセスの脚係等で除石を考磁せずに→-

石流捕捉後は不透過型砂防堰提の機能のみとする計

画であれば不透過型砂防堰堤に準拠する。

(3)直下流域の渓流保全工について

堰堤下流にポックスカルパート等が道路を横断し

ているケースでは、ポックスカルバー トを閉塞しな

い条件として土石流母流工を参考にすると、流下す

る礫の 2倍以上、または 3m以上の幅を設定する必

要がある。しかし、流木が詰まると閉塞される可能

性が考えられるため、堰堤下流へ流れる礫径や流木

も考慮した計画とし、下流の安全性についても検討

する。

(4)魚道機能について

透過型砂防堰堤は上下流に河道が連続しているた

め、魚類等の水生動物が上下流を行き来することが

可能である。ただし、底版コンクリートを全而斜路

としていると、水深が確保できない場合がある。そ

こで、魚道機能として活用する場合は対象魚にもよ

るが、底版コンクリート上に自然石などを置き水深

を確保したり、水みちの上流側が閉塞されることも

予想されるので水みちを抜数本形成するなど、魚道

として機能できるよう工夫する。

3 不透過型鋼製砂防堰堤について

3.1 鋼製枠堰堤について

(1)土石流区間に設置する場合の留意事項

「鋼製砂防構造物設計便笈 （平成13年版）」では、

「渓岸や渓床の侵食による上石流発生に対しては、

砂防ダムや床固め工によってその発生防止を図るも

よって、基礎地盤が砂礫地盤の場合は、透過

型砂防堰堤の前庭保護工は常時流水の洗掘対策

が中心となるため、不透過型砂防堰堤のように 図7 部分透週型砂防堰堤を配置した場合
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のとするが、土石流がより上流域で発生して流下す

る可能性もあり 、設計条件として土右流の衝撃荷重

を考慮するか、もしくは盛り土等の緩衝材によって

衝繋を避けることが必要である」としている。

平成15年 2月17日の事務連絡 「枠梢造の既設鋼製

砂防堰堤補強 ・保設対策の実施について」において、

既設の鋼製枠堰堤に対して緩衝材を設骰するなどの

対策の必要性が示された。これは、既設鋼製枠堰堤

についての暫定的な対策であり、新規についての対

策ではない。 したがって、土石流区間に鋼製枠堰堤

を使用する場合には、以下に留意する。

①現時点では鋼製枠堰堤自体で土石流の衝撃荷煎に

耐え得る構造としての設計がなされていない。こ

のため、鋼製枠堰堤を待受け型の土石流対策とし

て使用する場合には土石流に耐えることを検証す

るものとする。

②緩衝材に盛土等で緩衝効果を期待する場合、土石

流に対して緩衝材の効果を保証しなければならな

して。

なお、平成15年 5月7日の事務辿絡 「透過型砂防

堰堤の計画 ・設計上の注意点について」において、

「土石流捕捉のための透過型砂防堰堤を設置する場

合は、原則として鋼製スリ ット砂防堰堤とする」と

あるが、これは鋼管製の透過型砂防堰堤のことであ

り、鋼製枠堰堤をスリ ット化したものではない。

(2) S$400材を採用する場合の留意事項

鋼製枠堰堤の使用鋼材にSS400の材質を使用して

いる楊合で、腐食が進んだ事例があった。腐食が著

しく進行した原因を分析した結果、フ ェライト主体

の材料でMnS（微細析出物）が高密度に含有され

ていたことがわかった。国内生産材料では、 MnS

の除去・精製が不十分な材料、またはフェライト 主

体の材料は考えられないため、輸入材料と推定され

る。

フェライト主体の組織となっている要因は、炭索

含有祉不足である。現在のJIS規格では、最も一般

的な構造用材料であるSS材には炭素批の規定はは

ない。しかし、ひとつ上のSM材では炭素最が規定

されており、しかも国内産の場合SS材においては

SM材の基準をクリアしているといわれている。し

たがって、 SS材であってもミルシートで炭素祉を

確認し、SM材での基池程度 (0.15％以下～0.22以

下：強度により異なる）をクリアしていることを確

認してから用いることが望ましい。どのような材料

なのかを知る手がかりとして、炭素最を確認するだ

けでも十分効果的である。

3.2 ダブルウォール堰堤について

(1) 中詰め材にソイルセメントを用いる場合

ダプルウォールは中詰せん断抵抗を得る必要があ

ることから、必要断面が比較的大き くなる。また、

中詰に用いる現地発生土の材料特性を十分に確認し

ておく 必要がある。

しかし、中詰め材としてソイルセメン トを利用す

る場合には、剛体と仮定できる程度に強度が得られ

れば、剛体として転倒及び滑動による安定性の検討

が可能となるため、中詰め土砂よりも堤体断而をIj

さくできる。

(2) ダブルウォール構造とコンクリート構造を

併用した場合

堤体内にコンクリー ト構造とダプルウォール構造

を併用する場合、コンクリート構造とダプルウォー

ル構造の自童差による地盤への載荷圧に差が出る。

このため、不等沈下が発生 した場合、自重の大き＂

コンクリート構造にダプルウォ ールが引っ張られダ

プルウォールが損働する可能性がある。このため、

不等沈下の影響を受けるかどうか検討しておく 必要

がある。軟弱地盤で不等沈下の可能性がある場合に

は、 地盤を改良したり、コンクリート構造とダプル

ウォール構造を分離するなどのエ夫が必要である。

(3)海岸に近い場所に設置する場合

海岸線に近い場所に設骰する場合、山間部に比べ

ると鋼材の耐用年数は低下する (r銅製砂防構造物

設計便院Jp.103参照）。

腐食対策として亜鉛めっきを550g／面を施す場

合、 一般的に亜鉛めっき (550g/mり の海岸線に

おける耐ffl年数は35年程度となり 、残りを鋼材部分

で受け持つことになる。上流側壁面材の水通し部以

下は土砂が堆積する年数を考慮し、袖部については

常時大気中に曝されるため、下流側壁而材と同様の

腐食対策となる。また腐食しろを検討するにあたっ

ては、現地周辺における銅製構造物の腐食状況が参

考となる。

S⑬ O vol.82 Apr.2005 27 



1自主研究 I 

不均質地盤の3次元地下水モデル解析による

対策効果の判定法に関する研究（その2)

相楽 渉＊

3.2 地下水排除エモデルの開発

3.2.1 集水井モデルの概略

集水井のモデル化は、 本来であれぱ臭水ポーリン

グエを1本ずつモデル化することが最適であると考

えられるが、その場合、節点数および要素数が増加

する。広域の地すべり領域とその中の集水ポーリン

グを 1本ずつメ ッシュ分割することは非常に困難で

ある。そこで、本研究で開発した集水井のモデル化

方法は、メッシュ作成の容易さと、節点数 ・要素数

の低減のため、集水井から放射状に施工された集水

ボーリングエの占める扇状の領域（または円形領域）

を透水性の良いゾーンとして、平而要素を用いてモ

デル化するものである （図4 )。ここで用いた平面

要素とは、元々は亀裂而に沿った水の流れを表す厚

みのない要素であり、平面の局所座標系で見れば 2

次元の要素である。

この平面要素の透水係数を変更することにより、

水位低下幅および排水批を調監することが可能であ

り、柔軟な表現を行うことができる。集水井の中心

にあたる流出口節点は、圧力水頭 0を与える。

従来のモデル化手法では、集水井の施工位置に相

当する要素の透水係数を胴整することによって集水

効呆を表現するものが多い。集水ポーリングエを要

素でモデル化する場合は、ボーリングエにあわせて

要素も小さくなり、それに伴い周辺地盤の要素サイ

ズも小さくなるため要素数の増加を招く 。特に深度

方向の要素サイズが小さくなる。

本モデルでは、厚みのない 2次元平而要素を採用

したため、深度方向の要素サイズは考慇しなくて良

い。地盤要素を横ボーリングの設置深度位置で分割

しておけば、その間に平面要素を設定することがで

きる。また、後述するポクセル要素を用いれば、任

意の位骰、深度に集水井モデルを設定できるという

メリ ットがある。

（財）砂防・地すべり技術センター斜面保全部技師
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本研究において、例えば平根地すぺりでは地下水

排除工を次のように考えた。

流祉境界の設定による集水ポーリングのモデル化

を行うこととした。

●境界条件設定の対象とした格子はシラス層およぴ

強風化陪のすべり而付近の集水ポーリングが介在

する格子である。

集水の対象格子では集水井 1基ごとの観測排水ニ

をその集水井における総対象格子数で平均化した

排水流枇を既知流誠境界として設定した。

●不透水層の基盤からの集水は微批であることが既

往調査より明らかとなっているため、基盤部分か

らの湧水を零と扱った。

●排水トンネルから集水ボーリングの場合では、対

象格子を基盤卜．部の平而的に円状な配置とした。

●集水井からの集水ポーリングの場合では、放射状

の集水ポーリング領域の全てを対象格子として取

り扱った。

●集水ボーリングを表現する対象格子は実際の集水

ポーリングの空隙空間と比較して非常に大きな差

分格子であるため、対象格子の透水係数を大きめ

に設定するなどの特別な処理は行わなかった。

図4

集水井（縦孔はモデル化しない）

← ：大の流れ

ム

ヽ
誹水ポーリ ングエの占める
隅状（または円形）領域を、
透水係数を有する平面要素
でモデル化する

地下水排除エモデルのイメージ図



3.2.2 集水面積の検討

集水ポーリングを配置する扇形領域の大きさによ

る影響は、平而要素の透水係数、集水面積を変更す

ることにより、地下水低下菰および排水骰が変化す

る。これらの設定を変更することにより、集水井の

集水効果を調整することが可能である。観測結果を

再現するように平面要素の透水係数を逆算すれば、

新規に設置する集水井の効果の予測解析に用いるこ

とが可能である。このように、本モデルは平面要素

の透水係数の設定により排水拡や地下水低下誠を濶

整することが可能である。

本モデルを用いれば、従来のように低下最を一律

に見込むのではなく、地盤透水係数や流動機構を考

慮した上での効果を予測し、合理的な設置位置を雅

定することが可能となる。

3.2.3 ポクセルメッシュについて

本研究では地下水排除工のモデルヘの組み込みを

3.2.l項で検討した手法を用いて行っているが、さら

なる取り組みとしてポクセルメッシュを用いてい

る。FEM浸透流解析では入念な調査 ・観測結果を

解析モデルに反映させることが必要である。そのた

め、例えば、新たな調査ポーリング結果によりすべ

り面位置が修正された場合や、新たな地層が確認さ

れた場合には、メ ッシュを新規に作成し直す必要が

出てくふまた、地下水排除工の施工位骰の検討解

析では、複数の酎酉案ごとのメ ッシュを用意 しなけ

ればならな＂． 。

表2 要素タイブの比較

4面体摂索 ポクセル (6面体）要累

ふ
節点

図
特徴

自主研究

一方、 3次元メ ッシュの作成には自動メ ッシュソ

フトの機能が充実してきたとはいえ、幾何形状の細

分化といった手作業の部分が未だ多く残されてお

り、メ ッシュ作成作業に費やす時間は解析全体にか

かる時間に対して大きい割合を占めていることが多

い。特に近年の計符機性能の向上により、解析時間

は短縮される一方でメ ッシュ作成作業についてはあ

まり以前と変わっていないのが現状である。従って、

メッシュの再作成や複数のメ ッシュを用意する可能

性があることを考えると、効率的なメ ッシュ作成方

法が望まれる。

ボクセル解析とは、 3次元形状表現法の一手法で

あるボクセルモデルをそのまま解析用のメ ッシュと

して用いる方法である 。物体形状をポクセル

(voxel : Volume pixelの略）と呼ばれる微小な直

方体のセルで表現する手法であり、物体を含む直方

体領域をx、y、z方向にいくつかに分割することに

より、対象物の複雑さに関係なく容易に解析モデル

（有限要素） を生成することができる。

ボクセルメ ッシュの利点は、すべて同じ形状で要

素分割されているため、前述のようにすべり面位骰

の変更や物性区分の変更があった場合、要素の物性

1直設定を変えるだけで対応することができるところ

にある。また、先に示 した平面要素を用いた地下水

排除エモデルとの適合性も良く、要素間隔ごとでは

あるが任意の位置に設定できる。

表 2にポクセル要素と 、一般的に用いられること

が多い 4而体要素の特徴の比較を示す。このように、

ポクセルメ ッシュはすべて同じ形状で

要素分割するので要索数が増大すると

いう問題はあるものの、 上記に示した

ような利便性を考えれば非常に有効な

メッシュ化方法である。

任意の3次元領域を分割し易い． 全て同じ形状の要菜で分割する．

ポクセル要素で地陪構造や物性区分

を表す場合、その地府構造に相当する

要素を選択して、物性値を設定する。

そのため、新規に行ったポーリング調

査などの結果を容易に反映させること

が可能である。また、集水井モデルに

ついても任慈の位骰に設定できるた

め、集水井の配骰を変更させて検討を

行う場合においても、新たに地盤メ ッ

シュを作成し直す必要がない。地下水

排除施設の設計や効果判定の解析にお

記域毎に要素サイズを変更でき、節 節点数｀要駁数が増大する．
点数、要素数の低猿が行なえる．

メッシュ分割が比較的容おである．

地下水排除
エモデルの 三角形要素で集水井をモデル化する。 匹角形要索で集水井をモデル化する。
適用性

集水井モデルの設置位魃を予め決め 任意の位置トこ集水井モデルを設定で

ておき、メッシュ分祖する必要があ きる曇

る．
位置の変更や追加も可能である．

位置の変更や追加を行なう掛合はメ

ッシュを作成し旺す必要がある．
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いて、ポクセルモデルは非常に効率的なモデル化手

法であり、解析全体の時間短縮につながる。本方法

は現在モデルを作成、継続中である滝坂地すべりに

て適用している （図 5)。今後、調査が進捗して地

質状況等が詳細に把握された場合にも、効率的にモ

デルの変更を実施できる。

地盤モデル設定例として滝坂地すべりの例を固 6

に示す。また、各地すべりともプロ ック内ではある

程度のポーリングデータが得られているが、プロ ッ

ク外エリアのポーリングデータは極めて少ない。そ

のため、解析に必要と考えられる地下水流動エリア

に関しては地表踏査などの結果から推定を行った。

4地下水排除工の効果評価

解析対象となった地すべり対策工は、集水井エ、

排水 トンネルエである。基本計画の現状評価と将来

予測においては集水井エ、排水トンネルエの効果と

する地下水位変化、集・排水益の解析時点での再現

性に重点を置くことで、具体的な各対策工による地

置が、 5~6mの地下水位低下を示すオレンジ色の

ゾーンが広く、全体的に地下水位低下拡が大きいこ

とがわかる。また、安全率においても、 100年超過

確率降雨を想定した場合、 No.1の対策案が

Fs=l.058-~1.079と最も高い値を示していた。

現在検討中の滝坂地すべりでは、南部プロ ックに

おいて地下水排除工の設置前後における地下水位の

低下餓の把握を行った。対策工施工前 （平成 7年）

と施工後 （平成1笈f-)の地下水位の差分コンターを

示した。これによると、地下水位低下批は、平均で

6.25mであった （図8)。

5まとめ

地すべり地における地下水排除工の効呆判定手法

として、 3次元での地下水変動モデルを考應するこ

とにより対策工効果を立体的・視党的に表現し、評

価した。地すべり地の広域性や地盤の不均質特性を

考慮し、地下水排除工のモデルヘの組込みを集水

井から放射状に施工された集水ポーリングエの占め

下水排除モデルの正当性とするこ

ととした。本研究にて対象地とし

た 4地区の地下水排除工の効呆

は、以下の検討を実施することに

より評価した。

・簗水ポーリングの占める領域を透水性
の良いゾーンとしで平板要烹を設定
しモデ）vii:;（平板要素、四角形）

・対策工の施工前と施工後におけ

る地下水位の比較

・ 100年超過確率の降雨を想定し

安全率を算出

・排除エと接合され、地盤とは接合され
ない節点を、排除工毎に1箇所設定し、
この点から排除工の排水皇を想定

国 団 田

例として平根地すべり東南プロ

ック 、及び滝坂地すべり南部プロ

ックでの解析例を示す。安全率の

算出手法は、 Lambe-Whitmanの

近似 3次元解析法を用いた。排水

麟； 6,400而 醐：3.BOOm• 薗積 ： 1 .600叩
t平板要素16聾素） （平 9要素） （平板翌素4雙棗

図5 地下水排除工のモデルヘの組込み

トンネルエの施工前と施工後の水位差を用いて効果

評価を行った。排水トンネルエ施工前 （平成8年）

と排水トンネルエ施工後 （平成14年）のFEM解析

水位の差分から排水トンネルエによる効果は、東南

プロックの頭部及ぴ中腹部で顕著に現れていた。

さらに、効果的に対策工を配置することを目的に

回7に示す 4ケースの対策工配置案についてシミュ

レーションを行った。検討の結果、 No.lの対策配

~n 

折メッシュの作[

・地買デ→の入力

・還水伍鮫の設定

． 屯下水ロデータの譴蕊尋

凝

図6 地盤モデルの設定 〇荻迂bすぺりの例）



1 自主研究I

る扇状の領域 （または円形領域）を透水性の良いゾ

ーンとして、平面要素を用いて行った。

さらに、地下水排除工のモデル化にあたってはボ

クセルメッシュを採用した手法も用いた。この手法

は、地すべり地内をすべて同じ形状で要素分割して

いるため、すべり面位阻の変更や物性区分の変更が

あった場合、要素の物性値設定を変えるだけで対応

することがでさる。

述の手法を適用した解析を行い、対策工の施工

前と施工後における地下水位の比較、並ぴに100年

超過確率の降雨を想定し地すべりの安全率を算出し

た。さらに今後実施が予定される対策工の配置につ

いての解析を行った。

本研究にて、地すべり地における地下水排除工の

新たな効果評価の一手法を提案できたと判断する。

今後は本モデルを様々な現場に適用して検証を行

い、より高精度なモデルヘと改良していく必要があ

る。さらに、浸透流解析水位をより反映できる安定

計符手法の開発が課題である。

Ill●年融曹l1! 亀下＊位ほ下囀fl(諭因

心Ii!量釦~, 対讀匹 ...2

｀
 ＇

庫

皇

Lー

地
下
水
位
低
下
高

('
m
l

｀・ コ心0......
”鸞配置｀．---

図7 対策工の効果予測結果

3次元FEA'1飽和・不飽和浸透流解析の実苑

（滝坂地すぺり南部ブロック地下水排除工の効果評面）

8 12 

地下水位低下高(-999)

対エ厖工前（平成？年）と施工後（平成J2年）の地下水位変化

図8 3次元FEM飽和・不飽和浸透流解析結果

前号に掲載した本稿（その l)の中で、図版に誤りが
ありました。37頁の圏 3は下記のものです。

｀
 観測地下水位との困差（モデル全体の平均儀）
2.60m 

"↓ 

•9e. 

T
 
_, .. 

図3 テスト解析の実施、観測水位との整合性検討
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センターニュース

行 事一 覧平成17年1月～3月

理事会等の開催
［平成16年度第 2回理事会］

第2回理事会が、3月1日午後、砂防会館会譜室で開催され、次の議案について

審謡が行われました。

第 1号議案 平成16年度収支予算の補正に閲する件

第 2号議案平成17年度収支予岱 （暫定）に凋する件

第 3号議案 評識員の選出（補充）を求める件

［平成16年度第 2回評議員会］

第 2回評議員会が、 3月1日、砂防会館会議室においてf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16年度l収支予算の補正に関する件

第 2号議案平成17年度収支予算 （暫定）にI見する件

第 3号議案 監事の選任（補充）を求める件

協賛（後援）
●1月27日 平成16年度雷崩防災シンポジウム（協笠）

● 3月5日 防災 ・まちづくりフォーラム＠松之山（協賛）

人事異動
●12月31日付

（辞職l 藤田久美子 企画部国際課専門戦

●1月31日付

（辞職l 高木洋一 砂防技術研究所技術開発研究室研究貝

STC短信

第6回「鋼製砂防構造物講習会」
並成16年12月17日 （金） に、鋼製砂防構造物研究会主催の講習会が都内砂防会館

にて開催されました。当センタ ーからは砂防部課長代理嶋丈示が、「鋼製砂防構造

物に関する計画及び設計上の留意事項」に関する講演を致しました。

詳しくは「技術ノ ー ト」のコ ーナーで紹介しておりますので、ぜひごー読下さい。
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国連防災世界会議Itフリックフォーラムヘの参加
企画部固際課

平成17年 1月18日 （火）～ 22 Fl （土） にかけて、国連主催の国連防災世界会議

(The United Nations World Conference on Disaster Reduction: WCDR)が神戸

市内にて開催されました。

この会議は国連国際防災戦略 (InternationalStrategy for Disaster Reduction : 

ISDR)が核となり、国際防災の10年 (IDNDR: 1990-2000)以降の、各国の防災の

方向性を模索 ・確認する目的で開催されたもので、阪神 ・淡路大捉災発生後10年を

経過した神戸の取り組みを振り返り、得られた教訓を総括することも目的の一つで

す。

各国政府防災担当者による本体会議では、各国政府代表団が参加する政府間会合、

3つの高官級ラウ ンドテープル会識、 5つのテーマ別会合が削かれました。 1月22

日には成呆として、 2005年から10年間の行動の方向性をうたった 「兵廊宣言」 と、

宣言内容を実現してい くための内容と方法、各機関の責任をうたった「災害に強い

国 ・コ ミュニティの構築 ：兵匝行動枠組2005-2015」が採択されました （→内閣府

防災担当ホームページhttp://www.bousai.go.jp/wcdr/index.html 参照）。

本会議に付随して、 一般参加が可能な、阪神・淡路大媒災総合フォーラム、各稲

防災閲連団体がテーマを66のバプリックフォーラム、総合防災展示、ポスターセッ

ション、スタディーツアー、歓迎行事等が行われ、政府機I紺や自治体の防災担山

国際協力機関、大学等研究者や一般市民などの参加を得て、盛況のうちに終了しま

した。

1月19日（水）には、神戸国際会識楊502会議室において、内閣府中央防災会議

災害教訓の継承に関する専門調査会が主他したパプリ ックフォ ーラム 「歴史災害の

経験と知恵の継承」が開かれ、 当センター専務理事 池谷浩が 「頻発する土砂災

害 ：ToPrevent Frequent Sediment-related Disasters!」のタイトルで話題提供を

行いました。

会場となった神戸国際会議場 話題提供を行う池谷浩専務理事
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創立30周年記念
（財）砂防・地すべり技術センター記念講演会

のお知らせ

当セ ンターは、昭和50年 (1975年） 7月に創立し、今年で満30年をむかえる

こととなりました。このたぴ、例年開催しております「（財）砂防 ・地すべり技

術センタ ー講演会」を30周年記念行事として拡大し、「記念講演会」 として開

他すること といたしましたので、お知らせいたします。

日時 ：平成17年6月28日 （火）14:00-17:30

場所：砂防会館別館 シェーンパッハ ・サポー （淀 ・信淡）

プログラム （予定）

(1)開会

(2)主催者挨拶

(3)祝辞

(4)記念講演 3題 （講演者調斃中）

(5)閉会

なお、詳細は決まり次第、当センタ ーのホームページにて発表していきます。

ホームページURL: http://wW¥v.stc.or.jp/ 

.................................................................... ． ． ． •••••.• 
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この店の看板は、「鯵のたたき」。

活きの良い鯵を 3枚におろして皮をはぎ、それに

刻みネギと自家製の味噌を加え、 2本の包丁でミン

チ状になるまでたたいたものを、ショウガ醤油で食

す。新鮮な鯵の甘みと味噌の塩加減が口の中に広が

る。そこでほどよい煽のお酒をひとくち..…・。お品

書きには書いていませんが、板さんが鮮度に絶対の

自信があるときのみ「鯵の刺身」に出会えます。出

会えた人は運のいい人です。

その［まかのお躍めは、「鯛のあら煮」 ・「鯛かぷ

との酒蒸し」。季節限定では、冬場の「白子ポン

酢J・「鱈ちり」、夏場の「滝川豆腐」等々...…。

また、自家製の「お新香」をはじめ、何を食べても

はすれはないと思います。

新橋駅から歩いて 1分弱の路地裏にあり、 13人

で満席になるカウンターのみ、板さんは二代目、先

代のおかみさんと娘と 3人で切り盛りしている家庭

的な小さな店です。お品書きもその日の仕入れによ

って20種類程度が、黒板に手書きされます。看板

メニューの「鯵のたたき」と「お新香」以外は、当

日のお楽しみ。

カウンターから料理をしているすぺてが見渡せる

こと、 帰りそうなお客さんがいても空き席がなけれ

ば常連さんでもお断りすること、好みに合わせてお

澗の塩梅をしてくれること、など心配りもこまやか

です。

ただこの店は、おいてある酒の銘柄はひとつだけ、

あとはピール、凍結酒の 3種類しかありませんので、

銘柄にこだわる方や焼酎がお好きな方はその旨こ承

知おきください。

17時開店で閉店は22時頃、お鷹めの時間帯は第

1回目が18時30分頃、第 2回目は20時過ぎ。い

すれも 3人以上だと入店できる可能性は無きに等し

いかと思います。

まな板を粗塩で渭め、惜しげもなくたっぷりの爛

酒で濯ぐとその日は宕じまいです。板さんは、ピー

ルお酒ともにOKですが、飲ませたからといって何

かを期待しても無駄です。

この店の名前は 「均一軒」、美味しいもの居心地の

よい店を追い求める私の原点ともいえる場所です。． ． ． ． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 
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読書案内

カルデラの赤電話

文吉友嘉久子 絵渡辺あきお
発行 NPO法人砂防広報センター

定価800円 （税込）

)) IL ヽ• •...,...9-
非,苓 >の

甲王こ

やさしい言葉で伝えたい

街角の風娯から軒先の赤い紺話が消えて久しい。

三十年むかし、赤電話は遠方にいる人へ思いを伝える

璽要な役割を担う花形であった。それが標高1116メート

ルという現場の宿舎にあるたった一本の公衆軍話であれ

ばなおさらであろう 。当時、立111・水谷出張所の売り上げは日本

ーを誇ったという 。

現場の人々の日々の森らし、仕事への誇り、そして何より離れて暮らす家族への

思い…••ヽこの愛らしい絵本に込められたメッセージは、その電話に洗し込まれた

日輝のように、あふれんばかりだ。

死の危険と1f中合わせに、大自然の脅威をなだめ、恐き、人々の暮らしと共存さ

せようとする砂防という仕事、それに携わる＂普通の人々＂を語り続ける老者はさ

ながら 「砂守りの語り部」であろうか。横浜で生まれ脊った著者が魅せられたのは、

都会では希源になりつつある生業への確かな手応えかもしれない。

ともすれば堅い首梨で四角く議論されがちな公共事業のあり ようを、折々の美 し

いスケッチを交えて著者は易しい言業で優 しく 語りかける、「こんなにも多くの人

びとのおかげで安全な姪らしは成り立っているのですよ」。I町園に語る言業が人の

心に届くとは限らない、ま ず身近な人、愛する家族へ伝えるこ とから始めたい、

「砂防」という仕事の大切さを、飯しい言築に誇りをこめて……。でももし照れ<

さかったら 、この一Ill}をどうぞ手渡してください、「これが砂防という仕事だよ」

と。

名作アニメ 「Fl本昔ばなし」で永らく背景を担当していたという渡辺氏の描く淡

い水彩でつづられる立山の四季もまた限りなく優しい。

十円玉の重 さに思いを託した H々 は遠くなったが、人々の祈りは今も変わらない。

「カルデラは生 きとるんや。これで安心は、絶対ないがだぞ。気ぃひきしめて、頑

張られ」 主人公がつぷやく 柔らかな富山の言葉に余韻が残る。

立山の積雪の下で、 早蕨は芽吹く準備を始めているのだろうか•… • • O

（企画梢報課仲野順：：f)
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平成17年度砂防・地すべり技術センター研究開発助成

募集の御案内

財団法人 砂防・地すべり技術センター

理事長友松靖夫

当センターでは毎年度研究朋発助成事業を実施しております。この助成事

業は砂防並ぴに地すべり及びがけ崩れ対策に関する技術の向上を図るため、

これらに関する技術開発および調査研究を対象として、特に問題意識が鮮明

で達成目標が具体的であるテーマで、優れた人材を結集し十分な遂行能力を

有する大学、高等専門学校等の研究者に対して実施しております。

平成17年度も研究開発助成の実施に向け、助成対象を森集します。

応募方法及び様式は 「平成17年度砂防・地すべり技術センター研究開発助

成募集要領」に示しております。必要な方は下記あて請求して下さい。

記

1．助成金額： 一件につき、 300万円以内（助成総額：約1.300万円）

2.助成対象の決定等：平成17年 5月中に決定し、応孫者宛に咎而で通知

3. 報告義務 ：研究実施期間終了後 1ヶ月以内に、成果の概要書 (A4判20

頁程度、日本語）を当センター宛に提1±1

4. 成呆の帰屎：研究成呆は助成対象者に湘属するものとする

5.森集受付け期間：平成17年 4月 1日～30日

6.磋集要領請求先並びに問い合わせ先：

（財）砂防・地すべり技術センター 企画部

〒102-0074東京都千代田区九段南 4丁目 8番21号 山脇ビル

TEL 03-5276-327 l 

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

（最新梢報及び要領はホームページに提賊しておりますのでご確認ください）
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束京

学会館

‘”ドミ
山脇ビル

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

本号の巻頭言を執節していただきました廣井俯

先生が、第32回赤木代を受'J，tされました。先生は、

長年にわたり災害時における人間行動や情報伝達

に関する研究を行われており、当センターとして

も各種委貝会等においてl't重なご意見を頂いてい

ます。またII乍年 6月には砂防地すぺり技術センタ

ー講演会において「土砂災害と避難行動」と姻し

たご講演を頂きました。先生のこれまでのご活躍

に敬意を表しますと共に、今後のますますのご健

勝とご活躍を祈念いたします。本当におめでとう

ございます。

何年かぶりに表紙を一新しました。平成16年は

土砂災害が非常に多かった年であり、斜而崩壊や

土石流に伴い発生した流木による被害も多かった

と思います。新しい表紙のデザインは、土砂災

害 ・流木災害が無くなって欲しいことを願って

型流木捕捉工をモチーフとしました。この新しい

表紙が皆様にどのように受け止めていただけるか

千思万考の想いです。

編集担当ー同、皆様からのご慈見 ・ご感想を糧

にして、本誌をより魅力あるものへと切磋琢磨し

て参りますので、よろしくお願い申し上げます。

| 「SAB0」についてのこ意見、四感想をお待ちしています l 

「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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