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友松靖夫 （財）砂防・地すべり技術センター理事長

巻頭言

創立30周年を迎えて

財団法人砂防・地すべり技術センターは、今

年創立30周年を迎えることができました。

創立された1975年（昭和50年）当時、私は建

設省河川局砂防課に勤務しておりました。公益

法人などほとんどない時代で、身近には国土開

発技術センター（現国土技術研究センター）が

あっただけでした。

砂防や地すべり対策、がけ崩れ対策等に関す

る研究や、技術開発を行って、その成果を広く

社会に提供し、国土の保全と国民生活の安定に

資するための公益法人の設立に向けた、当時の

砂防部幹部をはじめ、砂防関係者の熱意は大変

なものでした。特に砂防の先輩方は、設立に必

要な基本財産の確保にご苦労をいただきまし

た。

そしてこの30年間、建設省やその後の国土交

通省をはじめ、地方公共団体の方々、公団関係

の方々、あるいは民間企業の方々など、本当に

各界、各層の大勢の方々のご指導、ご支援、ご

協力をいただいてまいりました。心から感謝を

申し上げます。

この30年間のセンターの成長を樹木にたとえ

れば、最初の10年は先輩によって種がまかれ、

芽が出た後も、肥料をもらい、添え木がされる

など、大勢の人達のお世話になって成長してい

った時代です。10年目から20年目にかけては、

何とか一本立ちができるようになり、根っこも

大きく、樹も大きくしようと、役職員全員が懸

命に努力した時代でしょう。20年目から30年目

にかけて、特にここ５年間は、枝打ちや、下草

を刈って、格好の良い、質の高い樹になるよう

努力してきた時代です。

さてこれからの10年となりますと、引き続き

公益法人改革は進められていくでしょうし、公

共事業の減少傾向も今しばらくは続くでしょ

う。公益法人をとりまく環境変化や、経済動向

を含む社会的変化を見きわめながら対応しなけ

ればならないでしょうが、成長よりも質を高め

るという基本方針は間違いないと思っています。

いずれにしても、砂防・地すべり技術センタ

ーの役職員は、公益法人としての役割を引き続

き充分認識していくとともに、さらなる研鑚を

積んで技術力を高め、組織としても各界からの

一層の信頼をいただき、砂防のシンクタンクと

しての役割をはたすべく努力を重ねてゆきたい

と思っています。

皆様方の一層のご指導ご支援をお願い申し上

げる次第です。



砂防関係初の財団法人として、昭和50年７月

に砂防・地すべり技術センターが設立されて以

来、本年で30年の記念すべき時機を迎えられた

ことを、心より御祝い申し上げます。そしてこ

れまでの間、貴財団の礎づくりそして業務の充

実と発展に取り組んでこられた理事をはじめ財

団職員の皆様に敬意を表す次第です。

発足時は総務課、技術課の二課でスタートし

て昭和の時代まで課制で対応されてきました

が、業務範囲、業務量等の拡大にともない、平

成元年から総務部、企画部、技術第一部、二部、

三部の部制が敷かれました。

その後、部の名称も砂防･環境部や火山砂防

部また土砂災害に対する警戒避難システム等の

ソフト対策を担当する総合防災部に変わり、さ

らには企画部に国際課が設置されました。また、

砂防技術研究所にプロジェクトチームを設ける

など、その時の砂防事業に求められている主要

な施策や諸課題に応じて機構改変されました。

さらに、雲仙対策部のように大規模災害に緊急

的かつ重点的に対応するための部が設置された

りしてきました。

この30年におけるこうした組織の変遷から

も、砂防をとりまく社会的要請の歴史や災害の

歴史の流れを感ずるものであります。

直轄事業を主に、水系砂防計画の整備や土

砂災害を受けた流域の緊急復旧砂防計画の策

定などの基本的で重要な業務が発足時の主な

業務であったと思いますが、時代とともに社

会からの砂防への要請も多様化し、砂防・地

すべり技術センターの調査、研究そして業務

の範囲も広がっていきました。例えば、自然

環境の保全の声が高まり、環境・景観に配慮

した砂防施設計画や渓流環境調査などの業務

も増えました。

土砂災害は豪雨のたびに発生し悲惨な被害

をもたらしていましたが、昭和57年長崎大災

害は土石流やがけ崩れによる激甚な災害とな

りました。この災害を機に、土砂災害に対し

ハード、ソフト両面からの「総合的な土砂災

害対策」の整備を全国で強力に推進すること

になりました。これに応じて、土砂災害警戒

避難体制の整備検討、土砂災害発生基準雨量

の設定、土石流氾濫シミュレーション、土石

流等発生監視システムの開発など、重要で幅

広い分野の仕事にセンターが中心となって取

り組むことになり、多くの成果をあげながら

特集●STC創立30周年

砂防･地すべり技術センター
創立30周年を祝して

近藤浩一 国土交通省砂防部長
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今日にいたっております。

また火山砂防分野においても、桜島、有珠山、

三宅島などの火山噴火の経験と研究を積み重

ね、平成３年雲仙普賢岳噴火に対しては、ハザ

ードマップの作成や再度災害防止の大規模な火

山砂防復興計画の策定などに大きな役割を果た

してこられました。

最近の10年間においても、阪神淡路大震災

（平成７年）、蒲原沢土石流災害（８年）、広島

県西部梅雨前線豪雨災害（11年）、有珠山、三

宅島噴火（12年）そして昨年の梅雨と10個も上

陸した台風による豪雨災害と新潟県中越地震な

ど大規模な土砂災害に際し、関係行政機関から

の要請に迅速で的確に対応し、高い評価を得て

います。また富士山火山防災計画では、泥流は

もとより溶岩流、火砕流のシミュレーションも

含めたハザードマップの作成をするなど高度な

技術を発揮し、斯界の最先端をいっています。

自然災害は、地球温暖化の進行や東海、東南

海、南海地震の発生確度が高いと予測されてい

ることからすると、今後さらに頻繁に発生する

危険性をはらんでいるともいえます。特に土石

流や斜面崩壊は一瞬にして住民の命を奪い、大

規模な地すべりや火山噴火は社会に壊滅的かつ

長期間にわたる被害をもたらします。一方、今

後さらに少子高齢化が進み、山間地域の高齢化、

過疎化が進むことが指摘されており、山地渓流

の監視や森林の手入れが困難をきわめることが

危惧されます。また近年の財政構造改革により

公共投資関係費は大幅に削減され続けており、

砂防関係の対策事業もペースダウンを余儀なく

されています。

自然そして社会をとりまく環境は、このよう

に厳しい状況に直面し始めています。こうした

状況下で、新しい砂防施策の展開、従来の施策

の充実化、新技術･新工法の開発、コストの削

減への取り組み、災害の予測技術の開発、流域

土砂管理指針の策定そして海外との砂防技術交

流の一層の推進など、取り組んでいかなければ

ならない課題はたくさんあります。今後も砂

防･地すべり技術センターの豊かな経験と高度

な知的財産の活用をおおいに期待するところで

あり、ますますの発展を期するものであります。
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（財）砂防・地すべり技術センターに在籍したのは

平成元年７月～平成11年８月下旬までの10年２ヶ月

でした。この期間には、雲仙普賢岳火砕流災害をは

じめとしてさまざまな土砂災害が全国各地で発生

し、その調査対策計画業務の成果からセンターの防

災研究に関する高度な技術力がマスコミなどを通じ

て広く社会にも知られるようになる契機となりまし

た。私も多くの緊急的な現場調査、解析に従事した

ことで非常に充実したセンター勤務を体験できたと

いえます。

センターにお世話になるきっかけは、そのころ専

務理事であった矢野勝太郎さんから熱心なお誘いが

あったからです。当時の技術陣は技師長クラスに鈴

木宏さん、打荻珠男さん、安江朝光さんという砂防

技術を網羅する三本柱が揃っていて、業務量からし

ても私が入る余地はないように思えましたが、矢野

さんのセンター構想として地すべり部門をセンター

名称に相応しく両輪として活性化させたいというこ

とが重点項目にあがっていまして、道路公団調査役

の年期が終わろうとしていた私にそのお鉢が回って

きたというところです。

平成の初めは、センターとしても創成期からの技

術力を蓄えつつ飛躍の時期を迎えていました。地す

べり部門はまだまだ砂防本流のような業績をあげる

には至っていませんでしたが、昭和60年長野県地附

山地すべり、昭和61年長崎県小舟地すべり、昭和62

年大分県山際地すべりと引き続いて起こった大規模

地すべりの災害関連緊急地すべり対策事業について

対策検討委員会が設けられ、センターが事務局とな

って非常に効果的な対策計画の策定を行っていま

す。この成果が、以降の主要地すべり解析業務には

センターの技術協力を必須なものとする基礎となっ

たことは、言うまでもありません。

なかでも山際地すべりでは、対策検討委員会の成

果を受けて、センターが詳細設計と施工管理を行う

ことになり、委員会のメンバーでもありました私が

移籍後すぐにセンターの技術第三部長としてこの業

務の技術管理にあたりました。現地は一級河川筑後

川右岸に位置し、対岸には大山町の役場をはじめ中

枢部を形成する市街が広がり、地すべりの崩落があ

れば上下流を含め多大な被害が予測されたところで

す。主工法としては大口径深礎工が選定されました。

直近に計画・施工された地附山、小舟地区での成果

を踏まえたもので、地すべり対策としては大規模な

土木工事です。総事業費の約50％、24億円余という

多額の予算を要しましたが、地すべり機構に即して

非常に効果的に実施できました。

地すべり抑止工としての大口径（５ｍ以上）、長

深度（30ｍ以上）深礎工は、亀の瀬地すべりにおい

てセンター主催の技術専門部会提言によって採択さ

れたのが始まりですが、１本あたり数億の深礎工は

なかなか補助事業で実施することは難しいと思われ

ていました。しかし、地附山地すべりに見られたよ

うに、地方都市での地すべり災害が地域社会に与え

る民生の不安、経済損失が極めて大きいという認識

が世の中に周知されたことにより、積極的な地すべ

り対策が計画・施工されることになりました。前述

の３地域の後、長崎県鷲尾岳地すべり、富山県落シ

地すべり、徳島県善徳地すべりＺ－２ブロック（直

轄）でも地すべり抑止深礎工が、いずれもセンター

の受託業務にかかる委員会成果を基に計画・施工さ

れ、抑止効果をあげています。

山際地すべりでの深礎工のうち地すべり中央部の

最も長い深礎杭（予定深度98.5ｍ）は、予期せぬ異

常出水により下部18ｍの継続施工が不可能となり、

径500mmの鋼管杭による根継ぎ工法に変更を余儀

なくされました。この経験から地中掘削をやめ、深

特集●STC創立30周年

大規模地すべり対策に取り組む

藤田壽雄 （株）アイエステー代表取締役社長
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礎工を地上からの大口径全周回転ボーリング工と鋼

管矢板工法の組み合わせで行うスーパーシャフト工

と名付けた新工法が鈴木宏さんから提案され、その

指導の下で新日本製鐵の技術陣と開発に取り組み共

同特許取得にまでこぎ着けました。

しかし施工実例のないことがネックとなり現場で

の採択が難航しているうちに公共事業が縮減されて

いく時期に入ってしまい、深礎工を選択できる大規

模な地すべり対策事業がなくなったので本工法の出

番は今のところありません。スーパーシャフト工法

は地すべり土塊を緩ませずに施工できるという地す

べり対策としては理想的な抑止工であるだけに、本

工法が未だ日の目を見ることができないのは非常に

残念なことです。

大規模な災関地すべり対策事業に加えて、７事務

所12箇所で展開されていた直轄地すべり対策事業の

対策計画にかかる検討委員会を事業の節目の都度受

託するなど数多くの委員会を開催してきました。委

員会の開催など専門家を集めて２～３時間会議する

だけだから簡単なことと思われる方もいらっしゃい

ましょうが、これがなかなか一筋縄ではいかない難

行苦行なのです。

専門委員の選任まではともかくとして、会議開催

日程の調整は手間がかかります。何せ多忙な先生方

ばかりで構成されていますから、すべての先生が出

席可能な日取りは限定されます。さらに委託事務所

の行事との兼ね合いやら所長さんはじめ幹部、担当

者の日程とセンター側の都合を合わせますと、開催

の日取りは数ヶ月先を予定しなければならないこと

になりますが、重要課題の策定は予算要求の時期や

ら東北では雪の到来を睨んでの早急な結論を必要と

しています。

その結果、委員長と委託側の都合を最優先して日

程を決めますが、委員の出席が少数ですと何となく

議論を尽くしていない思いが残って後味がすっきり

しないのが事務局としての気懸かりな点です。これ

に委員会資料の材料集め、解析、取り纏め、委託者

打ち合せ、委員長協議を重ねないと委員会にたどり

着きません。委員会開催の日はその仕上がりですか

ら、オーケストラと練習を重ねて演奏会に臨む指揮

者の心境となるわけです。

主催してきた数ある災害対策技術検討委員会のな

かで最も思い出深いのが、平成５年の鹿児島しらす

斜面崩壊土砂災害でしょう。当時県の砂防課長をさ

れていた板垣治さんからセンターに委員会設置の依

頼がありました。委員長には大御所の九州大学名誉

教授・山内豊聡先生を迎え、委員として鹿児島大

学・下川先生、地すべり学会の渡顧問他の錚々たる

メンバーで構成されました。ところが、事務局とし

て東京に根拠をおく砂防センターがあたるというこ

とに山内先生が不満をお持ちのようでした。東京の

技術者にしらすの何が分かるのかといったご批判で

あったのでしょう。しらすの土質特性解明に尽くさ

れてきた先生にとって、センターの資料説明は勉強

不足の舌足らずということで厳しいご批判を戴いた

ものと理解しています。しらすに関する厚さ20ｃｍ

にも及ぶ多数の文献を戴き、すべてに目を通しまし

たが貴重な知識の集積をいたしました。

また、これは事前に把握していなかった当方の手

落ちですが、山内先生が大のマスコミ嫌いでいらっ

しゃって、第１回委員会の会場にたくさんの記者や

ＴＶカメラが配置についていたため、一時は会場が

フリーズしてしまったのも今では思い出話です。

これより以前、桜島に関する委員会で鹿児島にお

邪魔した折りに、板垣さんから天文館の居酒屋「焼

酎天国」を教えて貰いました。ここのママさんは航

空会社の機内誌などでも紹介されている名物ママさ

んですが、焼酎の銘柄の多さは格別で、それ以来現

在でも２～３ヶ月に一度は通っています。キープし

ているボトルは「80番砂防センター」となっていま

すのでご利用下さい。

センター理事を退任してから６年に近くなりまし

た。委員会に委員として参加する機会を多く与えら

れており、新たな地すべり現象を経験に加えること

ができるのもセンターに在籍したお陰かなと感謝し

ております。委員会の回数を重ねるにつけ持ち帰っ

た委員会資料の山がうずたかくなって、６年で５ｍ

を超えるか（センターの委員会だけではありません

が）というところです。私の貴重な財産ではあるし、

どのような保存をしたらよいか思案投げ首の状況が

続いています。
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昭和50年７月29日に（財）砂防・地すべり技術セ

ンターが建設大臣の認可を得て設立をみて以来、今

年は30周年との由まことにご同慶にたえません。心

よりお祝いを申し上げますとともに、開設以来幾多

の人達が力を尽くして数々の成果を積み重ね、国土

の保全や国民生活の安定に貢献されてきたことに敬

意を表する次第です。

特に設立当初から約10年間ほどは、メンバー全員

が一騎当千の強者とはいえ、理事長は非常勤、体制

としては専務理事、技師長、総務課と技術課という

大変シンプルな組織で諸事に当たられたその頃の

並々ならぬ御苦労の話を伺っては、頭の下がる思い

をしたことが思い出されます。

さて私自身がセンターに多少とも関係したのは河

川局砂防部長として砂防技術研究所の設置に取り組

んだことと、期せずして砂防部長退任後にセンター

に奉職しその研究所長を拝命したことです。

当時、土砂災害による被害形態は多様化、あるい

は大規模化していました。また、過疎化や高齢化の

進む地域社会の安寧と健全性を確保する上で、土砂

災害への効果的な対応が重要な課題として指摘され

ておりました。加えて水と緑のある渓流は、21世紀

の潤いのある望ましい生活空間創造に欠かせないも

のとして強い要望がありました。一方安全な範囲内

で土砂を流下させることも国土保全上最も重要であ

り、いわば砂防行政全体が環境対策や警戒避難体制

の整備なども含めハードな対策にソフトな対策を織

りこんでいく変革途上にあったように思います。

21世紀の公共事業は国民の支持があってはじめて

その存在を確保できるわけですから、砂防政策とそ

の波及効果を定量化して説明することは非常に重要

であります。そのためには生態学、気象学、情報工

学、社会心理学、農村経済学などの総合的な取り組

みが必要ということで、センター内に「砂防技術研

究所」の設置をお願いしたと覚えています。当然セ

ンター側も日々大切な受託業務をこなしながら、な

おかつ根幹的な調査研究に取り組むということは容

易ではないわけですから快諾といえない部分があっ

たようですが、建設大臣による寄附行為変更の認可

を得て、平成６年７月１日に砂防技術研究所がスタ

ートすることとなりました。

さて、研究所長に着任してみると、センターの主

要部分は従前からの砂土原町の古いビルで奮闘され

ているのに、研究所は真向かいの新しいビルに入れ

ていただき、心苦しく感じる面もありました。それ

はそれとして、研究所の実際の業務については建設

省とセンターの間には温度差があり、研究所側から

の提案は一言でいえば継続検討のような形となり、

結果として受託業務の一部を分担することからスタ

ートしました。当時企画課長は松村さんの兼務、研

究開発課は阿部宗平さん、水理実験所は阿部彦七さ

んで、３人の息のあった仕事振りは頼もしいの一語

でした。研究員も多士済済でそれぞれに一家言を有

しており、事務担当の河村さんの行き届いた配慮に

も全員が随分助けられたと思います。

今印象に残っている業務に二、三触れてみると、

先ず平成３年の台風19号により大量に発生した風倒

木がその２年後の降雨により多数の土石流となって

各地で被害を発生させたことです。上空より見ると

風の通り抜けた地区は壊滅的に風倒木が発生してお

り、スギ人工林の脆弱性が強く印象づけられました。

当然流下する流木を捕捉する工法も研究対象となり

ました。私自身は昭和40年代半ば頃、六甲山からの

流木対策として鋼製の流木捕捉工を建設した経験が

ありますが、その頃に比べると設計法は格段に検討

改善されていたことはいうまでもありません。

特集●STC創立30周年

砂防技術研究所長のころ

益子恵治 （株）東京ソイルリサーチ代表取締役社長
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入手できた諸データは綿密に分析された上、具体

的な指針となって活かされているのですが、これら

の捕捉工の効果については見解が分かれることもあ

りました。同様の工法で流木を捕捉できた場合もあ

れば、効果的に捕捉ができずスルーしていると考え

られる場合もあり、体系的に時間をかけて効果に係

わる調査を重ねる必要が指摘されていました。

次に水源から海岸線までを含めた土砂移動や流下

に係わる問題についてです。河川や渓流には大小は

別として固有の土砂調節機能があります。私達は砂

防工事等を進めていく過程で、気づかないでその機

能を損壊あるいは減少させているのではないかとい

う懸念がありました。さしたる砂防施設が設置され

ていなくても、良好な河床状況が保たれている河川

があります。山間部での屈曲部や狭溢な川幅あるい

は山間部からの出口の扇状地が、土砂流下を程良く

治めているのかもしれません。砂防施設の設置だけ

でなく、そんな河川の持つ機能を砂防計画の中に織

りこんでいくという視点でいくつかの課題に取り組

みました。

水理模型実験を主体にして、致命的な損害を与え

る部分のピーク土砂量を低減させ、結果としては安

全な形態で土砂を流下させるダム計画（早月川大平

砂防ダム等）、同様に流下する土砂を無害化あるい

は低被害化させる遊砂池等に係わる計画（生保内川

遊砂池等）、連続するスリット砂防ダムの配置計画

の検討などです。

渓流環境の創造、再生、利用という視点での課題

もありました。砂防施設の設置は生態系を含めた河

川の自然機能にどうしても影響を与えますが、その

影響を軽減し、時には環境を向上させ、さらには地

域の活力の一助にもなることを願って調査を進めた

ように思います。多機能型スクリーン枠工の開発や

渓畔林、河畔林に関する調査が思い出されます。

私は平成９年４月にセンターを退職いたしました

が、その後砂防業務にかかわることがなく、その点

では「今浦島」みたいなものです。しかしいつも拝

見している『SABO』を通じてセンターが着実にし

かも多方面からの依頼も含めて高度な業務成果をも

って期待に応えられ、しかも平成17年度には国から

研究機関として認められた結果、国土交通省より職

員２名が研修出向になるなど、今後ますます重要な

役割を担っていくことがうかがえ大変欣ばしく思っ

ている次第です。

砂防・地すべり技術センターは少子高齢化に伴う

地域の歪み、予想される地球温暖化に伴う災害発生

条件の変化、情報化を含めた文明社会が求める安全

安心のレベルの高度化等、総合的な対応をもって取

り組むべき課題に取り囲まれています。国民のコン

センサスの中で、さらに大切な役割を果たされるこ

とを願ってやみません。

終りに職員の皆様の御健勝を祈念し、当時お世話

になった皆様へ御礼を申し上げて拙文といたしま

す。

7SABO vol.83 Jul.2005

山形県山寺でのひとこま（右から）
筆者・益子恵治氏
阿部宗平氏（元研究開発課長）
東野良平氏（元総合防災部長）



センター設立当初から共に歩まれ、平成11年に

退職された加藤淑江さんに、当時を振り返って、

思い出などを伺いました。

●加藤さんが入られた当時のセンターのようすなどを…。

センター創立30周年　おめでとうございます。

私がセンターに入ったのは昭和51年も押し迫った

12月で、非常勤でいらした理事長を含めて男性職員

は６名、女性は２名という小所帯でした。半年早い

同期には松村和樹さん（現、京都府立大学大学院教

授）がいらっしゃいました。

事務所は新宿区砂土原町の「生泉市ヶ谷ビル」と

いう坂の上にある雑居ビルの４階の１室、同階には

他に３テナントが入っているというまことにこじん

まりとしたものでした。「砂土原町」の「砂防地す

べり」で「よく合っているな」という印象がありま

した。

●担当されていたお仕事は？

後に企画の事務も担当いたしましたが、私が携わ

っていたのは技術課の事務で、一般事務の他、委員

会の設営事務、旅費計算などが主な仕事でした。今

も各部の女性がされているお仕事の規模が小さいも

のといえばよいでしょうか。当時、旅費はまだ振り

込みではなく、都内・遠隔地を問わず実施される委

員会での現金の手渡しとなります。女性の出張が認

められたのが平成５年からですが、少なからぬ金額

の現金を携行することもある出張はかなりの緊張を

強いられました。男性職員が手分けして持っていっ

てくださることもありましたが……。

また、会場やその後の懇親会の場所、宿泊先など

も、今のようにホームページで探すというわけには

いきません。ホテルのガイドブックや共済手帳を調

べ、現地事務所のご指導と電話だけが頼りでセッテ

ィングや席順などをお願いし、また現地調査のマイ

クロバスやレンタカーの手配も、かゆいところに手

が届くというようにはいきませんでしたが、ご出席

いただいた先生方もそのあたりをご理解の上、ご寛

容くださったものと思います。

●現在のような組織になったのは？

「組織は出来てから10年間は横這い」とよく言わ

れますが、61年に経理課ができるまで、組織の基本

の形には大きく変化はなかったように思います。そ

の後平成に入ってから技術課が、第一部、第二部、

第三部に分かれ、総務部と企画部ができてそれぞれ

に各課が設置されて、現在に近い形になってきまし

た。事務方が整ったのをきっかけに各課に配置され

る女性が必要になり、アルバイトさんの募集広告の

手配や電話の対応に追われた時期もありました。女

性職員が飛躍的に増えたのもこのころからでした。

●砂土原から九段南へ移るきっかけとなった経緯は？

４階の１室からはじまったセンターは、その後他

のテナントが一社、また一社と転出されるごとに、

会議室から実務室へという具合にだんだんと拡大し

ていきました。そのたびにパーテーションを外して

配置換えをするのですが、図面の上に縮尺大の机や

家具のボール紙を置いて苦心して配置を考えても、

いざ移動させてみるとほんの数センチの誤差で入ら

なくて、重い思いをして運ぶ職員から苦情が出るこ

ともしばしば……。レイアウトには苦労いたしまし

た。

特集●STC創立30周年

砂土原町から九段南へ
……………四半世紀を振り返って……………

加藤淑江さんに聞く
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結局、４階には技術部と会議室、２階に役員室と

総務部というふうに分かれ、平成６年には研究所が

斜向かいのビルに発足し、また平成７年の阪神淡路

大震災の時には資料置き場や作業場用にまた別のビ

ルに１室借りたり、と組織が大きく成長するにつれ

てますます不便になっていきました。決裁のハンコ

一つ頂くのも、研究所への往来は道を横断しなけれ

ばならないのですから。

とりわけ女性職員に不評だったのは事務所に出没

するゴキブリ達で、一晩でゴキブリホイホイにびっ

しり張り付いたその凄い生態を証拠写真に撮り、当

時の理事長のもとへ直訴に及んだりいたしました。

ですが理事長ご自身は砂土原町に愛着をお持ちで、

移転にはあまり乗り気ではないようにお見受けいた

しました。ところが偶然に仲介してくださる方があ

って今の山脇ビルを一目で気に入られてから、話は

トントン拍子に進んだようです。

●「引っ越し」でご苦労されたことなどは？

「引っ越し準備委員会」なるものが結成されて、

実際の引っ越し自体は業者さんにお願いするので、

もっぱら新しい事務所の各階のレイアウトなどにケ

ンケンガクガクの意見交換が行われました。ことに

「禁煙」「分煙」問題、これはなかなか「禁煙派」の

意見はとおらず、果ては「それなら女性の香水もど

うにかすべきだ」という意見まで出て、結局は空気

清浄機をつけた喫煙コーナーの設置で双方が歩み寄

ることとなりました。またパーテーションの高さも

問題でした。高すぎて座った状態ではお互いの姿が

全く見えず、個室のようで良いという人もいました

が、お客様には非常に不評でした。その後、低いも

のに替えられました。

いろいろとありましたが、平成８年７月には無事

引っ越しもすみ、駅から近く便利になりました。新

社屋はきれいに改装されており、トイレが清潔で明

るく女性陣の評判も上々でした。私事ですが、昭和

34年か35年頃、今もこのビルにある「山脇学園」の

洋裁科に通っていたことがありまして、当時は手前

に高いビルはなく、木立があって広い芝生のスペー

スに囲まれていたように思います。これも何かのご

縁ですね。

●そのほかの思い出などはいかがですか？

そうですね、毎月のお給料からそれぞれの収入に

応じてプールしておいた会費で運営される「親和会」

というのがありまして、旅行などをいたしました。

お好きな方がいて「競馬ツアー」や、はとバスの

「ナイトツアー」が企画されたり、毎年の桜の頃に

は四谷のお堀沿いでお花見、場所取りは新人さんの

初仕事でした。そのほか、フロンティアさんとセン

ター対本省と土研という組み合わせで、野球大会な

ども行われて楽しかったです。でも組織が大きくな

って人数が増えるとともに平成10年をもって「親和

会」は閉会となりました。だんだん「余暇」という

ものについての考え方が変わってきたのでしょうね。

退職後も、災害のニュースなど聞くと「大変！

皆さん今日も徹夜かな？」などと当時を思い出しま

す。

皆様のご活躍とご健康を、またセンターのますま

すのご発展を心よりお祈りいたします。

（聞き手：企画情報課　仲野順子）
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なごやかな昼休み風景（平成４年）生泉市ヶ谷ビル時代の加藤淑江さん
（昭和60年）

イラスト　加藤淑江さん



―出発―

蒲●昭和50年７月29日に（財）砂防・地すべり技術セ

ンター（以下、「砂防センター」）が創立されて、今

年で30周年を迎えました。この30年を振り返って、

また、砂防センターの将来について、新旧職員の

方々に大いに語り合っていただきたいと思います。

手さぐりで作っていった道筋

浅川●私は昭和50年12月16日に砂防センターに入り

ましたが、当時、理事長は非常勤で、専務理事が常

勤、あと技師長１人と総務課長が１人いました。私

が入って、職員は全部で４人になりました。

入った翌日の17日には「利根川水系砂防（工事事

務所）に行ってくれ」と言われました。土石流危険

渓流判定の仕事を受託したのです。昭和50年度の受

託件数は８件くらいで、8,500万円くらいです。そ

のうち四国の仁淀川災害関連の調査費が4,500万円

くらいでしたから、ほとんどが仁淀川関連で、他は

工事用道路の設計などでした。発足したばかりの財

団のために、無理をしてでも仕事を出していただい

ていたと思います。「砂防センターに仕事を出すと

よけい手間がかかる」（笑）と言われた時期が３年

くらいありました。たしかに、技術という面からみ

ると、発足当初の砂防センターのランクはそれほど

高くはありませんでした。

松村●私は、昭和51年４月に京都府立大学の大学院

で修士論文が終わっていたのですが、就職しないで

研究生として６月まで実験をしていました。砂防セ

ンターに行くというので実験を終えて東京に引っ越

し、砂防センターに顔を出したのが６月10日です。

そうしたら、技師長の榎本さんに「君、アルバイト

か」と言われました。それで榎本さんが霞ヶ関の建

設省に行って帰って来たら、「君は職員」と言われ

たのです（笑）。

発足当時、砂防を主とする民間のコンサルタント

会社はほとんどありませんでしたが、砂防センター

が仕事をやり出してから、砂防を実施するコンサル

タント会社が成り立つようになったということがあ

ります。当時は、今のように計画を立てて設計を外

注し、それから施工するというようなシステムでは

なく、事務所が全部自前でやっていました。だから、

大きな事務所でも、Ｂ４判でせいぜい十数ページの

砂防基本計画書に基づいて事務所を動かしている状

態でしたから、たいして解析的なことを行わなくて

済みました。

しかし、いつまでもそういうわけにはいかないの

で、砂防基本計画に取り組みはじめた時に、砂防セ

ンターが関わっていったのです。私も六甲砂防基本

計画、特に住吉川の基本計画に携わりました。委員

会や幹事会を作りましたが、そこに砂防センターの

担当として出たのは、１年か２年しか経験していな

い私一人でした。幹事会の仕切りも進行もまとめも

したのですが、中身はかなり事務所のお世話になり

ました。だから、「砂防センターに仕事を出すと、

自分のところの仕事が増える」と言われたのです。

また、砂防センターは、他の財団法人と比べると

プロパーが多いと言えます。私も新規採用ですし、

その後も採用しています。

特集●STC創立30周年

砂防センターの30年
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砂防関係初の財団法人が発足

【座談会】



浅川●砂防センターができて10年もたった頃には砂

防関係も調査するのは当たり前になりましたが、そ

れまでは砂防の調査にはあまりお金を使っていませ

んでした。

発足当初は、建設省のＯＢが事務所や県の相談相

手になるようなスーパーコンサルタント的なことを

考えていたようですが、組織は大きくなっていかな

いと成り立たないので、自前で職員を採用していっ

たようです。

松村●昭和52年、まだ砂防センターの力が乏しい時

期に、早々と海外プロジェクトに参入しました。イ

ンドネシアのメラピ火山の砂防計画を策定する

JICAのプロジェクトでした。そのためにプロパー

として人を入れました。泥縄式ではあっても道筋を

作っていったのです。

当初は、仕事はすべて自前でやっていて、外注を

活用するようになったのは、かなり後になってから

でした。外注に出すようになってくると、業務量が

増えてその管理に時間をとられるようになりまし

た。それからの方がむしろ忙しくなりましたね。

菊井●私が入った時（昭和59年）はまだほとんど直

営で、ちょっとした図面作成などは外注に出してい

ましたが、報告書は、まだ手書きでした。

枦木●私が入った頃（平成元年）が過渡期だったよ

うです。その頃から、報告書はワープロになり、作

業部分は外注していたと思います。

流砂量計算を導入した砂防計画

浅川●砂防計画で問題提起したのは大谷崩れでし

た。私は松村さんと一緒にてっぺんまで行きました

が、当時の砂防の大家の富岡さん（当時、渓友技術

コンサルタンツ社長）も一緒でした。その時、「土

砂のふるい分けが砂防堰堤の効果です。見てくださ

い、下流側の堰堤ほど礫径が細かくなっています」

と言われました。私もそうだと思いました。砂防セ

ンターで流砂量の考え方を導入した砂防計画は松村

さんが始めたのです。松村さんは、流砂量計算を導

入した砂防計画のために自分でコンピュータ・プロ

グラムを作りました。

松村●河川系の事務所にとって、水が流れて土砂が

流れるという流砂量の感覚はわかりやすかったよう

です。その延長で「砂防基本計画作成要領案」を提

起したのは、昭和62年でした。建設本省などで何回

かにわたって検討されましたが、採用にはいたりま

せんでした。今の新砂防基本計画もその延長線にあ

ります。

そのあと、河川の事務所の仕事をしていた時に

「あれどうなりましたか？　私たちにはあの方がわ

かりやすい」と言われたことがあります。

浅川●道路公団や鉄道建設公団の仕事もしました。
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【出席者】

浅川信雄
砂防エンジニアリング
株式会社取締役
在職期間

昭和50年12月16日～
平成８年３月

松村和樹
京都府立大学大学院
農学研究科教授
在職期間

昭和51年６月10日～
平成15年12月

菊井稔宏
（財）砂防・地すべり技術
センター砂防部技術課長

在職期間
昭和59年４月１日～

蒲　正之（司会）
（財）砂防・地すべり技術
センター企画部長

枦木敏仁
（財）砂防・地すべり技術
センター砂防技術研究所

上席研究員
在職期間

平成元年４月１日～



その最初が上越新幹線でした。群馬県の中はほとん

どトンネルですが、トンネルを掘った残土は、群馬

県が砂防指定地に指定している利根川右岸の河岸段

丘に処理されました。そこに、昭和49年に出された

「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地

造成等の大規模開発審査基準（案）」の基準を当て

はめると、全部アウトでした。そこで、砂防センタ

ーでこの基準に合うよう計画を改良したり新たな計

画を作ったりしたのです。

道路公団も、例えば九州縦貫自動車道の八代付近

はほとんどトンネルと橋梁です。山の中ですから、

残土処理場は砂防指定地しかありません。しかし、

盛土の高さが15ｍ以下とか、渓流に捨てる場合は上

流の流域面積が0.1㎡以下はだめというように、基

準がものすごく厳しいのです。この基準をクリアー

するには大変な設備を造らなければいけない。例え

ば、土捨場を作った上流に水路保護ダムを造るよう

になっていますが、どのぐらいの規模にするかとい

うことは書いてありません。結局、少なくとも50％

の土砂を整備しなければ水路を造ってはいけないと

いう流路工の基準に合わせました。大変な仕事にな

りましたが、土捨場がなくなればトンネルが掘れな

くなりますから、公団もやってくれました。

―発展途上―

蒲●創立から10年たった昭和60年ごろになると、組

織的にも固まってきたように思いますが……。

浅川●昭和60年に阿座上さん（故人）が理事長にな

られて、年間の経営戦略や実行予算といったことを

重視されました。とにかく経営上の体力をつけなけ

ればならないと、業務量を増やしていきました。

松村●この頃になると、たいへん忙しくなりました。

毎年３月はとんでもない状況になります。でも、や

ればやるほど仕事面の体力がついてきましたね。

鋼製砂防構造物の研究

浅川●昭和57年から鋼製砂防構造物の研究に取り組

みはじめました。そして58年には『鋼製砂防構造物

に関する研究』という冊子ができました。それ以降

も『鋼製砂防構造物設計便覧』『鋼製砂防構造物設

置事例集』などを追加していきました。

当時、各鉄鋼メーカーが鋼製砂防構造物を開発し

たのですが、設計する場合の各社基準がバラバラで、

ひどく混乱しておりました。そこで、砂防センター

で技術基準を作ることになりました。紆余曲折はい

ろいろありましたが、昭和60年頃になると、砂防セ

ンターの中の鋼製砂防構造物委員会で基本を決め

て、各メーカーに持ち帰ってそれに合わせてもらう

という体制ができてきました。

松村●データを持っているところが、最終的には強

くなってきます。センターに蓄積されたデータを活

かして『鋼製砂防構造物設計便覧』への取り組みを

続けています。また『土砂災害の実態』も、何年間

も続けて出していますね。

『土砂災害の実態』は、昭和57年の長崎災害をき

っかけにして発行して以来、毎年出しています。い

い写真も載っています。「継続は力なり」と言いま

すが、これだけ長く続けていると、大学の先生から

も「バックナンバーがないか」といった問い合わせ

がよくあるようです。

浅川●まだまだ発展途上だった昭和60年ですが、雪

崩対策を始めたのもこの年でした。集落雪崩対策の

ために、新潟、富山、福井の３県で合同の委員会を

作りました。砂防センターとしては経験がないし、

雪の研究者はほとんど砂防とは関係なかったわけで

すから、苦労しました。それでも、なんとか集落雪

崩対策のマニュアル（案）を作るところまでこぎつ

けました。そして、平成２年に雪センターができた

時、そのマニュアル（案）を渡しました。
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雲仙普賢岳の噴火

蒲●平成２年11月17日から雲仙普賢岳が噴火し、平

成３年６月３日には火砕流によって多くの犠牲者が

出ました。砂防センター設立15年から16年目に当た

るこの頃から、火砕流シミュレーションを作るなど

して、社会的な存在感が高まったように思いますが

……。

松村●そうですね、この頃から、土石流や火砕流に

ついて解説するために、砂防センターの職員がマス

コミに顔を出すようになりましたね。

昭和61年に十勝岳で泥流が発生して、シミュレー

ションを作ったのが最初だったと思います。そのあ

とは、伊豆大島の溶岩流のシミュレーションですか

ら、火山系からシミュレーションに入っています。

枦木●そういえば、当時は、パソコンではなくて、

プライムという大きなコンピュータでした。私が入

った時、大きなコンピュータの前でカタカタやられ

ていましたから、「なんと難しいことをやっている

のだろう」と感心した覚えがあります（笑）。

浅川●雲仙普賢岳の噴火の時は、現地に雲仙対策部

が作られました。篠さん（長崎県砂防課長から就任）

という現場の得意な人が張り付いていましたから、

現地の対策は設計なども含めて雲仙対策部でやって

いました。

枦木●平成に入ってからは、災害があると砂防セン

ターが調査に入り、あとの計画にもかかわるように

なってきていました。

松村●災害の直後にはまだ予算が確保できないわけ

ですから、この頃になると、まず砂防センターが入

ったほうが、全体としては動きやすいというふうに

なっていったようでした。

兵庫県南部地震

蒲●設立20年目にあたる平成７年には兵庫県南部地

震がありましたが、その時はいかがでしたか？

松村●地震が起こった時に、まず10日間くらい尼崎

の国際航業の会議室を借りて、砂防センターのスタ

ッフが張り付いてコンサルタント会社18社の人たち

と一緒に土石流危険渓流の状況を調査しました。市

街が中心部で分断されていたので、西側と東側に分

かれて毎日現場に入り、連絡は携帯電話を使いまし

た。ちょうど携帯電話が普及しはじめた頃でしたね。

浅川●コンサルタント関係の人に協力してもらって

渓流ごとにチェックしたのですが、同じ表を使って

も、砂防的な見方をするところ、地質的な見方をす

るところ、地形的な見方をするところというように、

報告に相当ばらつきがありました。

松村●それを全部まとめて報告書を作ったのですか

ら、苦労しましたね（笑）。それから、設計にかか

わる基準雨量の設定をするにも、現地ではパソコン

が使えないため、雨が降るたびに市ヶ谷で計算して、

現地にデータを送るというやり方をしていました。

菊井●当時、２次災害防止のための基準雨量につい

て検討していました。地震で揺すられると場の条件

が変わるので、今までの基準雨量は適用できなくな

ります。ではどこまで落とすかというと、理論的な

アプローチはありますが、実際には難しいですね。

とりあえず従来の半分に落とす方向で話をしていた
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ら、雨が降ってそのレベルがかなり高かったので、

元の基準の80％ぐらいまで下げるというところに落

ち着きました。

それがベースになって地震の時の基準雨量引き下

げについて議論しました。以降の鹿児島薩摩地方地

震、鳥取県西部地震、芸予地震などのデータをチェ

ックしていくと、低くて６割、高いと８割程度とい

うように、揺すられ方や地質などによって違ってき

ます。

新潟県中越地震の時には、データもとれていない

し、地震の規模や地質を考慮して、とりあえず半分

で様子をみてはどうかという提案をしました。

―安定・充実―

蒲●ここ10年間は、砂防センターの足場を固めた時

期になったように思いますが……。

松村●この10年間、受託量の額はあまり変動してい

ません。そういう意味では、安定期に入り、自分の

力を見直し、自分自身の力を蓄える時期に入ってい

るのではないでしょうか。外に出す仕事は簡易な仕

事ということになっていましたが、簡易でない仕事

も出していた例もありました。やはり砂防センター

内でできる、というような体制にしておかないとだ

めだと思います。

浅川●この10年間は、ソフ

ト関係の仕事が出てきて、

それがひとつの流れになっ

ていくのは確実です。その

一方で、災害では、砂防の

構造物がどうだとか、どこ

にどういう配置をするかと

いったハード面が重要にな

ります。それを若い人たち

に経験させておくことは必

要ですね。

連続した災害

枦木●私が入った平成元年

4月は、まだ「浅川グルー

プ」、「松村グループ」と言

っていましたが、６月には技術第１部、第２部、第

３部になりました。入ったばかりの私は右も左もわ

からないのですが、なにも教えてもらえない。いき

なり「書類はここにあるから、自分で読んで勉強し

て、この仕事をやれ」という感じでした（笑）。そ

れで、徹夜でやるわけです。厳しい先輩もおられて、

翌朝、「う～ん、全然だめじゃないか。もう１回や

り直し」。そんな感じで、５年間ぐらいやっていま

した。

最初の７年間ほどの年度初めはそれほど忙しくな

くて、勉強する時間もありました。しかし、ここ10

年は、切れ目なく忙しいですね。姫川、蒲原沢、針

原川といった土石流災害も連続しています。若い人

たちは大変ですが、勉強する材料がいっぱいあるの

で、うまく活用しながらやっていくと、次の新たな

展開が出てくるのではないかと思います。

実際、災害にかかわって経験を積んだことが、ノ

ウハウの蓄積になっていきました。例えば平成８年

の蒲原沢災害、翌年の針原川災害、１年おいて平成

11年に広島災害がありました。これらの災害対応の

ノウハウがセンターに集まってきて、一昨年の水俣

市集川災害でもそれが活かされてきています。さら

に、新潟県中越地震では、河道閉塞対策という新た

な対応が必要になりました。

松村●私が砂防センターに入った時は、パソコンが

ないから中安の総合単位図法などは模造紙に桝目を

区切って手書きで作りました。だから、パラメータ
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ーの設定に失敗すると、最初からやり直しです。そ

のため、まずパラメーターをどう設定するかに頭を

働かせたのです。

今はパソコンですぐに出ますから、パラメーター

が違っても簡単にやり直すことができるようになっ

ています。その反面、そのためのツールがいっぱい

あって使い方を全部おぼえるのが大変になってきて

いる。そのバランスを考えないと、実際に活用され

るまでにツールをおぼえる方に時間がかかってしま

う。まず仕事の全体をイメージして、そのうえで必

要なツールを入れていくという発想でやらないと、

仕事ができなくなっています。

菊井●砂防センターに入ってからの10年間のうち

に、ラフではあっても基本的な技術は整理されてい

たように思います。例えば、最初の２年間ぐらいで

震後対策調査を行い、天然ダムの事例集や地震時の

点検要領を作りました。兵庫県南部地震の時に使わ

れた点検表のベースになっているのも、昭和60年頃

に砂防センターで検討をしたマニュアルです。

また、シミュレーション関係でいえば、60年頃、

当時センター職員だった宮本邦明先生（現・筑波大

学教授）が氾濫シミュレーションモデルの開発に打

ち込まれていたものが、雲仙普賢岳で活かされまし

た。新砂防計画も60年前後に天竜川で河床変動計算

を使って基本計画を検討する作業をしていました。

このあたりで基本的な技術はすでにできあがってい

たと思います。新砂防ではさらに細かい議論をして

います。

このように、計算のプログラムの基本的な部分は

10～20年ぐらい前に作られていて、この10年の災害

のデータをもとにしてより高度化されてきています。

―飛躍に向かって―

蒲●これからの10年に向かって、どのようなことを

お考えでしょうか？

ハードからソフトへ

松村●これまで「ハード、ソフト」と言ってきまし

たが、ある程度はこれまでの延長線上のものもある

としても、これからは「ソフト、ハード」と逆の方

向で行くと思います。例えば砂防堰堤を造らないと

いう選択肢もありうると思います。ひとつの砂防堰

堤を造る替わりに、たくさんの雨量計を設置してリ

アルタイムの警戒避難システムを作るという選択も

あってよいと思います。しかし、これは行政の政策

上の判断がかかわってきますね。

浅川●砂防センターの技術水準が世界でトップだと

いうことは、今ではほとんどの人が認めると思いま

す。しかし、砂防センターだけがどんどん先に行っ

て、後がついてこないのでは困ります。だから、直

轄事務所や都道府県の技術者のレベ

ルを高めていくことも、砂防センタ

ーの仕事ではないでしょうか。

松村●医者にかかる時、「咳が出て、

熱もあるから、風邪薬をくれ」とい

うのが、今の委託業務のイメージで

す。しかし、医者は患者を診断して

「ちょっと待て、これは風邪ではな

いから、風邪薬は出せない」と言う

こともあります。同じように、受託

者が委託者から「こういうことを、

この金額でやりたい」と言われた時、

本当にそれをやって良いのか悪いの

かを判断して、「国民の本当の利益

のためには、こういうことではなく

て、こちらです」というのがコンサ

ルタントであるはずです。理想論か
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もしれませんが……（笑）。

技術基準と実現象

菊井●私が砂防センター入った頃、「自分で勉強し

ろ」という感じで、ある意味で放っておかれました。

逆に言うと、いろんな発想ができるようになり、必

ずしもマニュアルに書いてある通りに対応するので

はなく、実現象を見ながら結果を解釈するという技

術判断がある程度までできるようになりました。計

算だけならばできるところは他にもあるわけですか

ら、現象を解釈して計画論などに応用していくこと

が砂防センターの人間に求められると思っています。

枦木●施策上の技術基準は、最大公約数にならざる

をえないので、どうしても実現象とのギャップが出

てきます。それをわかったうえで、「次にどうする

か」を考えていく必要があります。砂防センターは、

民間のコンサルタントよりも行政施策を立案する担

当者と話す機会が多いと思います。また、実務経験

が豊富ですから、最も多くの情報を持っているはず

です。行政担当者は人が変わりますが、砂防センタ

ーのプロパーは定点観測をしています。そうすると、

これまでの経緯も含めて砂防センターが最もよく知

っていることになります。その情報を使いながら、

これまでの経緯の上で「次どうしますか」というと

ころを提案していけば、新たな展開が見えてくるの

ではないでしょうか。そのためには、当然、技術を

持っていないとだめですね。

今後は、これまでの技術の蓄積をもって、実現象

と技術基準マニュアルの違うところは、「ここは、

こういうふうに変えていきましょう」、「そこは先送

りしましょう」というところを仕分けしながら、一

歩でも先にリードしていきたいと思います。すごく

おこがましいのですが……。

また、私が入った頃、「砂防センターは、行政、

研究機関、大学、民間をつなぐところです」という

言い方をしていました。これからは一人では全部で

きないわけですから、人のつながりや技術のつなが

りというネットワークをうまく使っていく必要があ

ります。大学の先生にお願いするところはお願いし、

必要であれば、民間のコンサルタントに技術移転す

る。そしてまた状況によっては行政の判断にゆだね

る。その全体を砂防行政として国民に反映していく

ことができればいいと思います。

私もまだ若いほうですが、浅川さんや松村さんた

ちがやってこられたものを伝え、それ以上のことを

やらないといけないと思っています。

松村●これからは、地方の意見を聞くことも大事に

なってきますね。

枦木●現行砂防計画は、基本的な土砂量から施設計

画までが基本計画の範疇となります。一方河川計画

は河川法の改正などもあって、国が決めるべきとこ

ろと地方が決めるところが分かれました。砂防計画

も、配置計画や整備の仕方などは、地方の声を聞く

のが良いでしょうし、国が決めるべきところは、基

本的な土砂量や土砂処理の方針などではないかと思

います。

新たな10年へ

蒲●最後に、先輩方からエールをお願いします。

松村●私は砂防センターに長い間お世話になりまし

た。人間として成長するためには、上司はあまりで

きすぎても良くないと思っています。そろそろ指導

者となっていくお二方には、先、先をあまり自分で

やらないで、部下をじっくり見守ってやることをお

願いしたい。部下が何かやりたいと言ったら、頭か

ら押さえつけるのではなく、その環境を整えてあげ

ることが大事です。

私も、自分で考えることのできた砂防センターに

いてよかったと思っています

浅川●砂防センターも、これだけ組織が大きくなっ

てくると、お互いの情報の共有が難しくなってきま

す。ISOはパソコンの中に記録を残してゆく方法も

ありますので、将来的にはISOを取得してもらいた

いと思います。

今後の10年間、菊井さんや枦木さんたちが中心に

なってやっていけば、間違いなく砂防センターは発

展するでしょう。

蒲●まだまだお聞きしたいことがありますが、時間

がまいりましたので、このあたりで締めたいと思い

ます。今日お話しいただきましたことを糧に、われ

われも日々励んでゆく所存です。これからの砂防セ

ンターに変わらずご支援いただければと考えており

ます。本日はどうもありがとうございました。

16 SABO vol.83 Jul.2005
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1 はじめに

平成15年７月18日から19日にかけて、梅雨前線が

もたらした集中豪雨により福岡県太宰府市、宇美町、

筑穂町など福岡県北部の広範囲にわたって崩壊に伴

う土石流等が発生した。特に、太宰府市三条1丁目

（御笠川水系原川）においては、19日午前５時20分

頃、土石流が発生し、死者１名及び全壊家屋６棟、

半壊家屋14棟、一部破損20棟の家屋被害を出す災害

となった。

福岡県は昭和初期以来、昭和28年の門司

災害、昭和38年の早良災害、昭和48年の宝

満・三郡山系災害、平成２年の県南部土砂

災害という４つの大規模な土砂災害を経験

している。これらの土砂災害のうち２件に

ついては、福岡と北九州という九州地方の

中核を担う２つの大都市圏で発生したもの

である。

今回の災害も、まさに昭和48年災害と同

じ地域で発生した。これは、砂防事業や治

山事業が進められている現在においても都

市近郊の土砂災害に対する脆弱性を露呈し

たものであり、福岡県土砂災害対策の課題

のひとつと位置づけられる。

本報告では、昭和48年災害と平成15年災

害を対象に、空中写真判読を行い、両災害

を比較し、同地域の山腹崩壊の再発性につ

いて検討したものである。

2 検討対象区域の概要

2-1 自然環境

検討対象区域は、福岡県三郡山地・四王寺山周辺

であり、関係市町村は太宰府市、大野城市、筑紫野

市、宇美町、筑穂町、篠栗町、須恵町の一部である。

この地域を保全対象の分布、谷次数、河床勾配等を

考慮して、174渓流に分割した。174渓流の流域面積

は0.1km2以下の渓流数が全体の約50%、1.0km2以下

平成15年福岡県北部で発生した
山腹崩壊の再発性

枦木敏仁* 中村良光* 近藤玲次* 本郷克己**

* （財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所
**  福岡県土木部砂防課

図-2 地質の占有率

図-1 流域面積の頻度分布
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の小さい渓流が約90％を占めており、特に三郡山地

に位置する流域の谷出口付近の河床勾配は約10度以

上であることから、土石流状態で下流の保全対象に

流失する可能性が高い地域である。

三郡山地・四王寺山の一帯の表層地質は黒雲母花

崗岩が最も多く、全体の56％を占めている。この黒

雲母花崗岩は、中生代の花崗岩であり、風化により

表層崩壊が発生しやすいという特徴を持っている。

崩壊した土砂は渓床に不安定土砂として堆積してい

る。このように対象流域は、豪雨時には表層崩壊及

び渓床不安定土砂の再移動が発生しやすい地域であ

る。

2-2 社会環境

福岡市及びその周辺のベッドタウンとして太宰府

市、筑紫野市、大野城市は、昭和40年頃から急激に

人口が増加し、宇美町、篠栗町は昭和55年頃から人

口が増加している。これらの市町では現在も人口の

増加傾向は続いている。

四王寺山の山裾部では昭和49年以前から急

激な宅地開発が行われた。三郡山地の西側山

裾についても昭和後期に宅地開発が進み、土

砂災害ポテンシャルは増加している。法規制

の面から見ると、三郡山の西側は広く都市計

画区域に指定されている。太宰府市・筑紫野

市・大野城市・篠栗町における平地部は、渓

流の谷出口近くまで既に市街地を形成してい

るか、市街化区域に指定されている。この範

囲については今後も人口が増加する可能性が

あると考えられる。
図-3 検討対象区域内及び福岡市の人口変化

図-4 太宰府市における宅地の拡大（平成８年地形図）

昭和49年の地図より存在
昭和52年の地図より存在
昭和57年の地図より存在
昭和62年の地図より存在
平成9年の地図より存在
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3 被害状況

平成15年災害における福岡県全域で発生した土砂

災害は、国土交通省調べによると、土石流が５渓流、

がけ崩れが39箇所となっている。また、平成16年９

月時点における各市町調べによる被害は、人的被害

は太宰府市原川における死者１名、負傷者６名であ

り、住宅被害は全壊・半壊・一部破損家屋が65棟、

浸水被害785棟である。特に、被害が大きかった流

域は、原川、宇美川、仲山川、内住川、大分川であ

る。

4 降雨状況

平成15年７月18日夕方から20日明け方にかけて、

湿潤な気流が九州北部に停滞した梅雨前線に流れ込

んで大気を不安定にし、西日本特に九州地方に豪雨

をもたらした。今回、検討対象区域に発生した豪雨

の範囲は、三郡山を中心に北東－南西方向に約15km、

北西－南東方向に約５km程の細長い範囲（24時間

雨量300mm以上の範囲）に分布しており、非常に

局所的な豪雨であったことが推定される。また短時

間で時間100mmを超す激しい降雨になるという特

徴も見られた。

気象庁太宰府雨量観測所における日雨量の確率規

模を算出すると、70～100年超過確率日雨量であっ

た。

5 山腹崩壊の再発性

5-1 用いた空中写真と判読項目

検討対象区域における山腹崩壊の再発性を検討す

るために、平成15年災害時と昭和48年災害時の両時

期の空中写真判読を行った。判読に用いた空中写真

は、平成15年災害では平成15年７月27日撮影（縮尺

1/5,000）、９月７、27、28日撮影（縮尺1/10,000）、

昭和48年災害では昭和50年１月14日～４月26日撮影

（縮尺1/8,000）である。

図-5 平成15年災害時の降雨状況

（平成16年９月時点　各市町調べ）

表-1 平成15年災害における被害状況

市町村名　
筑紫野市　
大野城市　
太宰府市　
宇美町　
篠栗町　
須恵町　
筑穂町　
合計

人的被害（人） 住宅被害（棟）

死者　
0
0
1
0
0
0
0
1

行方不明者
0
0
0
0
0
0
0
0

負傷者　
0
0
6
0
0
0
0
6

全壊　
0
0
14
2
0
0
0
16

半壊　
0
0
28
8
0
0
0
36

一部損壊　
0
0
8
0
0
0
5
13

床上浸水
46
13
241
43
0
0
5

348

床下浸水
41
107
103
133
0
0
53
437
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写真-2 異なる斜面で崩壊が発生しているが、同一流域内で崩壊が発生している事例
（右：昭和48年災害時、左：平成15年災害時、太宰府市原川）

写真-1 同一斜面で崩壊が発生している事例

判読項目としては、崩壊地、土砂流出範囲（堆

積・侵食範囲）、砂防堰堤堆砂範囲、渓岸等侵食範

囲、土砂氾濫堆積範囲、植生状況である。なお、植

生状況は、植林地（伐採直後～植林直後）、植林地

（幼齢林）、植林地（高木）、自然林（広葉樹）、その

他（荒地・草地・畑地）の５区分とした。また、斜

面勾配は平成12年～14年に計測した航空レーザー測

量（約５ｍメッシュ）を用いて作成し、地質は土地

分類基本調査図 表層地質図（昭和58年３月発行、

福岡県）を用いて分類した。これら判読項目を都市

計画図に移写し、斜面勾配ごとや植生状況ごと等に

崩壊地個数および崩壊地面積をそれぞれ集計した。

写真-1には二時期で同じ斜面で崩壊が発生してい

る事例を示し、写真-2には崩壊は異なる斜面で発生

しているが、同一流域内で崩壊が発生している事例

を示す。
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5-2 崩壊地諸元の比較

表-2には昭和48年災害時と平成15年災害時におけ

る崩壊地の比較を示す。下表にあるように、両災害

時における崩壊箇所数は、昭和48年災害では2,931

箇所、平成15年災害では1,171箇所である。このよ

うに、昭和48年災害時の崩壊箇所数は平成15年災害

時の約３倍である。また、崩壊総面積は約２倍であ

る。平均崩壊面積は昭和48年災害が258m2に対し、

平成15年災害は360m2であり、平成15年災害時の方

が若干平均崩壊地面積は大きい。

平成15年災害時に崩壊が発生した1,171箇所のう

ち、約10％の116箇所が昭和48年災害時にも崩壊が

発生していた。なお、ほぼ完全に崩壊地が重複して

いた箇所は33箇所であり、残りの83箇所は崩壊地が

一部重複している箇所である。このように、太宰府

市周辺においては山腹崩壊の再発性が見られた。崩

壊面積では平成15年災害時の全崩壊面積は421,795m2

に対し、重複崩壊地面積は52,348m2であり、崩壊地

面積では約12％を占めている。

一方、崩壊が発生した渓流数は、昭和48年災害時

が128渓流、平成15年災害時が66渓流であった。こ

のうち、両時期とも崩壊が発生した渓流数は61渓流

であり、平成15年災害時に崩壊が発生した渓流数の

約92％を占めている。このように、平成15年災害時

に崩壊が発生したほとんどの渓流は昭和48年災害時

にも崩壊が発生している渓流であった。

図-6には平成15年災害時及び重複崩壊地における

斜面勾配と崩壊個数の関係を示し、図-7には平成15

年災害時及び重複崩壊地における植生区分と崩壊個

数の関係を示す。これらを見ると、重複崩壊地は平

成15年災害時の崩壊地との違いはほとんどない。

図-8には、昭和48年災害時と平成15年災害時の重

複崩壊地分布を示す。この重複分布域は降雨の多か

った地域とほぼ同様である。

図-6 斜面勾配と崩壊個数等の関係 図-7 植生区分と崩壊個数等の関係

表-2 昭和48年災害と平成15年災害の崩壊地の比較

重複分
116
－
－

17,750
－
－

61/174

崩壊箇所数

崩壊面積(m2)

単位面積当たり崩壊箇所数
崩壊面積率（％）
崩壊発生渓流数

最大崩壊面積　
平均崩壊面積
合計

昭和48年災害
2,931
2,670
258

756,159
31.1
0.80

128/174

平成15年災害
1,171
5,289
360

421,795
12.4
0.45

66/174

崩
壊
個
数

累
加
崩
壊
個
数
（
％
）

崩
壊
個
数

累
加
崩
壊
個
数
（
％
）
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5-3 土砂流出状況の比較

図-9には昭和48年災害と平成15年災害における土

砂流出状況の比較を示す。縦の数値は昭和48年災害

時の被害発生渓流数等であり、横の数値は平成15年

災害時の被害発生渓流数等である。図-9の見方は、

例えば、昭和48年災害時に“農地・道路被害が発生

した渓流”は31渓流（昭和48年災害合計欄）であり、

この31渓流の平成15年災害時の状況（横の平成15年

災害の数値）は、“流出土砂が施設で停止した渓流”

が７渓流、“変化無し”が12渓流である。

一方、砂防えん堤等で土砂を捕捉し、被害を防止

した渓流、すなわち砂防施設等の効果を発揮した渓

流は昭和48年災害では11渓流、平成15年災害では23

渓流であった。平成15年災害における施設効果が認

められた23渓流のうち、昭和48年災害で被害があっ

た渓流で、砂防えん堤等で土砂を捕捉し、被害を防

止した渓流は10渓流であった。このように、砂防え

ん堤等による土砂流出抑制効果を発揮した事例が見

られ、今後とも優先度を考慮した砂防事業を推進す

ることが必要である。

6 おわりに

今後は、重複した崩壊地について、斜面のどの箇

所（斜面頭部、斜面下部等）が重複しているかを検

討するとともに、再発した原因について、地形的な

要素等から検討していきたい。

図-9 土砂流出状況の比較
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近頃、地方に住む女性たちの行動力には目を見張るものがある。活動に参加している女性の層も厚くなった。

そんな女性の行動力に期待して、「女性の視点」からの提言が以前にも増して求められている。ひと昔前と大き

く違うのは、女性たちがITを駆使し、行政とうまくパートナーシップを取りつつ動くようになったことである。

私も昨秋、全国でみちづくり活動をしている女性に呼びかけ、都内で「ウィメンズ・トーク」を開催したのだ

が、「待ってました！」とばかり結集してきた彼女たちのパワーには圧倒されっぱなしであった。実はその企画

で事務局を引き受けてくれたNPOの代表者も女性で、人集めから開催場所の設定、参加者への連絡モロモロを

テキパキとこなしてくれた。そのNPOは日本海側の地方都市にあり、通信手段のほとんどはメールだった。呼

びかけチラシの文案もデザインも、エクセルやワード文書で作っては添付ファイルでやり取りし、突発的な打ち

合わせ事項もインターネットをフルに活用して済ませた。おかげで当日までに必要な資料や書類はすべて準備さ

れ、トークは滞りなく終了した。

ところでトークに参加した女性にはいくつかの共通点があった。

その１として、何らかの目的を持ってグループを結成し、地域で活動してきた実績があったこと。活動内容は、

女性の起業を応援するものだったり、子どもの視点で街を考えるものだったりさまざまであるが、地域づくりに

結びつく点が共通している。国土交通省の社会実験に加わっているメンバーもいた。

その２として、活動の中で横の「つながり」を育ててきたこと。具体的には「全国みちづくり女性ネット」や

「＊＊女性会議」という横の連携である。

その３として、多くのグループがホームページを持ったりメルマガを発行するなど、IT を活用した情報発信

をしていたこと。ホームページでは自分たちの活動を紹介するだけでなく、よその団体の活動内容や自治体の動

きも伝えている。

このように地方に住む女性がパワフルに動くようになった背景には、女性側の参加意識の向上と、行政側のま

ちづくり事情の変化という、２つの大きな理由があると思う。

女性側の意識の変化は、1985年に「男女雇用機会均等法」が成立した頃から顕著になった。それを裏づけるよ

うな興味深い本が1988年に出版された。上野千鶴子氏（当時、平安女学院短期大学助教授）と電通ネットワーク

研究会が編集した『「女縁」が世の中を変える』（日本経済新聞社）である。上野氏らによれば、「女縁」とは専

業主婦層が実践している新しい形のネットワーク活動のことで、従来型の血縁とか地縁とは違う形の人間関係で

ある。もっともこの本で扱っているのはあくまでも「主婦の新しい縁（えにし）」のレベルであった。また当時

の通信手段はNTTの電話かファクシミリで、携帯電話はようやく商品化されたばかりだった。

余談になるが、携帯電話の始まりは1979年に東京23区内で開始された「自動車電話サービス」の移動電話であ

る。1987年に文字通り携帯して持ち運べるタイプの「携帯電話」が誕生したが、結構な額の保証金が必要だった。

出張が多かった私は1993年か94年に携帯電話を持った。初期の頃のそれは、黒くてどっしりと重い代物だった。

ところが通話料がよほど高いと思われていたらしく、滅多に電話はかかってこなかった。それでいて、帰宅する

と家の留守番電話にはメッセージがいっぱい入っていたものである。

そして17年前の日本にはまだインターネットなど普及しておらず、女性の活動を支えるハイテク機器はせいぜ

いコピー機とワープロといったところであった。

それに比べ、現在はインターネットの利用人口が60％を超えている（2003年「通信利用動向調査」総務省）。

「女性の視点」に思うこと

松村みち子
（タウンクリエイター代表）

連載
エッセ

イ2
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インターネットを活用することで、人々は自由に情報を受発信できる術を身に付けた。

1999年に成立した「情報公開法」では、官僚が独占していた情報が本来は国民みんなのものであるとした。多

くの自治体で審議会や委員会を原則公開するようになったのもこの法律がきっかけだった。IT機器の普及と情

報公開が、地方で暮らす女性の活動を質的に変えたと言える。

一方、行政側にも都市づくりに住民参加の手法を導入する動きが出始めた。そもそも日本では都市づくりの多

くは長い間行政主導型で進められ、法的に住民参加の手立てが講じられたのは1992年の「（新）都市計画法」の

改正によってであった。市町村は都市計画の案を作成しようとする際、住民の意見を反映させるために必要な措

置を講ずるものとする、とされたのである。

それ以降、「女性の視点」をまちづくりに反映しようとする行政の動きが盛んになった。人口の約半数は女性

なのだから、行政が計画を策定する際に女性の意見を積極的に取り入れるようになったことに何ら異論はない。

しかし、私が思うに行政が求める「女性の視点」というのは、現実の女性たちの意識や行動とは大きく乖離し

ている。男性は外に出て働き、女性は家庭を守りつつ夫の帰りを待つ。育児、家事、介護は女性が担う、という

性別役割を固定した概念を前提にしている。女性は男性より感性が細やかで、やさしい。専門的知識は持って

いないものとして、素人としての意見を求める……といった具合である。

今や女性たちはインターネットで世界中の情報を収集しながら、地域でしたたかに生き

ている。起業し奮闘している人もいれば、子育てしつつ、あるいは老親を介護し

つつNPOを立ち上げ活動している人もいる。自治体の都市計画部門や都市

計画コンサルタントにもキャリアを積んだ女性が増え、専門家として

都市整備を担当するようになった。

これまで都市計画は男性の専門家が中心に立案してきたから

こそ、そこで欠けているものがあるとすれば女性の視点だ

ったということはわかる。

だれもが安心して暮らしていける地域や、多くの人

に使いやすい施設をつくっていくのなら、高齢者、

障害者、子ども、外国人等、さまざまな立場の

人の、豊かな生活感覚に基づいた意見を参考に

していくべきではないか。価値観が異なれば

ニーズが相反することもあろう。そんな時

には、専門家が専門的立場で知見を示せ

ばよいのである。技術的に対応できる

ことは、客観的データに基づき、数値

や図面を用いてきちんと説明する。

予算の制約があるのなら、納得でき

る範囲で折り合いを付ける。でき

ないことは使い方の工夫などで対

処してもらう。それが専門家と

しての役割ではないだろうか。

利用者の視点も大事である

が、事業を実施する側は

「専門家の視点」もぜひ活用し

てほしいと思うのである。

イラスト・宮内かおる



杭のための溶接作業に長時間かかることや溶接欠陥

が発生しやすいなどの問題が生じています。本継手

はこれらの問題を解決するために、現場継手にねじ

継手を採用し、継ぎ杭作業の簡素化と信頼性向上を

図ることを趣旨として開発されたものです。

2）地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手の特徴と

審査証明の結果の概要

継手の耐力と信頼性について

審査証明では、継手付き鋼管杭の曲げ耐力試験、

引張耐力試験、溶接部の曲げ試験や腐食に関する調

審査証明依頼者：JFEスチール株式会社

審査証明書発効日：平成16年12月７日

1）地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手の概要

一般に、継手とは材を縦方向に継ぐ接合部のこと

を言います。

本継手は、地すべり抑止鋼管杭の現場継ぎ杭方法

として、従来用いられている溶接継手に代えてねじ

継手を用いています。

近年、厚肉・大口径の地すべり抑止鋼管杭が要望

されるケースがあり、従来の溶接継手では現場継ぎ

建設技術
審査証明

地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手（副題：JFEネジール）

KTB・荷重分散型永久アンカー工法
SSL永久アンカー工法（拡孔支圧型永久アンカー工法）

建設技術審査証明事業（砂防技術）
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今号では、当センターにて審査証明書を発行した技術のうち、
地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手（副題：JFEネジール）、

KTB・荷重分散型永久アンカー工法、および
SSL永久アンカー工法（拡孔支圧型永久アンカー工法）について紹介します。

1 地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手（副題：JFEネジール）

図1-1 ねじ継手

上杭

上杭

下杭
下杭

雄継手

雌継手

杭本体

（a）接合前 （b）接合後

工場溶接

工場溶接

ねじ

突き合わせ部
（ショルダー）



査などを行い、本継手の耐力は、鋼管杭本体と同等

以上の耐力を有していると認められました。

また、継手の剛性が鋼管杭本体の剛性と異なるた

め、杭に荷重がかかった時、継手付き鋼管杭は均一

剛性の杭に比べて最大曲げモーメントが増加しま

す。このため、継手の位置をすべり面の上や下など

の位置に設定して荷重をかけ、継手剛性の影響に関

する検討を行いました。その結果、継手の剛性の影

響は継手の信頼性に問題を及ぼすことはなく、また、

継手の位置は、すべり面の深さや隣接杭の継手位置

を考慮せずに設定できることが認められました。

接続作業の施工性

ねじ継手の接続作業は、雌・雄ねじの芯合わせを

した後（写真1－2）、簡易な道具を用いて上杭を回

転することにより行うことができます（写真1－３、

４）。審査証明では、ねじ継手の接続作業には特別

な技能や機材が不要であり、短時間に行えることが

確認されました。
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写真1-1 ねじ部の清掃・潤滑油の塗布 写真1-2 芯合わせ

写真1-3 ねじ込み 写真1-4 大口径継手付鋼管杭のねじ込み
（鋼管径φ1,200mm）



審査証明依頼者：黒沢建設株式会社

株式会社ケーティービー

審査証明書発効日：平成16年12月24日

1）KTB・荷重分散型永久アンカー工法の概要

本アンカーは、各種構造物の安定確保や地すべり

抑止力の確保などに用いられる技術です。図2－1に

一般的なアンカーの仕組みを示します。図2－2、3、

4に本アンカーの構造を示します。本アンカーは複

数個の耐荷体を備えています。アンカー頭部では、

くさび・ナット定着具を用いており、維持管理のた

めテンドンの再緊張を行うなどのアンカー力の調整

を行うことが可能な構造になっています。
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2 KTB・荷重分散型永久アンカー工法

図2-2 KTB・荷重分散型永久アンカーの構造図

図2-3 耐荷体・テンドン（SCアンボンド）構造図

図2-4 アンカー頭部の外観 図2-1 アンカーの仕組み

耐荷体

テンドン固定
地面

テンドン
引き張り 移動層

（地すべり土塊等）

不動基盤

グラウトにより
耐荷体を不動
基盤に固定



2）KTB・荷重分散型永久アンカー工法の特徴と

審査証明の概要

アンカーの支持機能について

一般に、アンカーの支持機構には圧縮型、引張型、

そして荷重分散型があります（図2－5）。本アンカ

ーは荷重分散型であり、複数個配置した耐荷体にア

ンカー力を分散させるため、圧縮型や引張型のアン

カーに比べて地盤への負荷が少ないという特徴があ

ります。

審査証明では、実際の地盤で試験施工を行った結

果、１年後の試験においても、大きな荷重低下はな

く、周面摩擦抵抗とアンカー体の圧縮応力の分散効

果が確認され、各耐荷体が有効に機能していること

が確認されました。

また、施工後９年が経過した箇所においてリフト

オフ試験を行った結果、大きな荷重低下はなく、長

期的にアンカー体の性能が保たれていることが確認

されました。

アンカーの材料性能について

テンドンにSCストランド（エポキシ樹脂全塗装

PC鋼より線）を用いているなど、アンカー各部が

全て２重防食以上の構造となっています。審査証明

では、各種防食性能の確認試験（写真2－1）を行い、

本アンカーは長期にわたり耐久性を保持でき、がけ

崩れや地すべり等の斜面安定対策工に適切であると

認められました。

アンカーの緊張管理手法について

本アンカーは荷重分散型であり、各耐荷体の位置

によりテンドン自由長が異なります。よって、各テ

ンドンに同じ伸びが生じた時に発生する引き張り力

は、テンドン自由長が短いほど大きくなります。

このため、審査証明では、計画最大荷重において

各耐荷体に同じ荷重が導入される緊張管理手法を用

いることの重要性が認められました。
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図2-5 周面摩擦抵抗分布の概念図

図2-6 計画最大荷重時の荷重ー変位関係

写真2-1 アンカー頭部背面の防水性能試験状況
（アンダーキャップの耐水圧試験）



審査証明依頼者：国土防災技術株式会社

サンスイエンジニアリング株式会社

審査証明書発効日：平成17年1月5日

１）SSL永久アンカー工法の概要

アンカー工法は、土留め・斜面・法面・各種構造

物の安定確保などのために用いますが、ここに紹介

するアンカー工法はアンカー定着地盤を拡孔し（図

3‐1）、拡孔部にアンカー体を拡径（アンカー体の

径を大きくする）して定着させる工法で、拡径方式

の違いによりパッカー方式の「SSL-P型」とメカニ

カル型の「SSL-M型」に分けられます。拡径方法で

すが、P型ではアンカー体へのグラウトによりアン

カー体を膨らませることにより行います。M型では

拡径専用ジャッキ等でPC鋼より線を引き上げるこ

とにより行います（図3‐2）。

本アンカーの適用範囲ですが、表3－1に示すよう

に、P型は定着地盤の一軸圧縮強度が5.0MPa以下の

風化岩ならびにN値10～50の粘土地盤を対象とし、

M型では一軸圧縮強度が3.0～25MPaの軟岩～中硬

岩を対象としています。
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3 SSL永久アンカー工法（拡孔支圧型永久アンカー工法）

図3-3 SSL-M型標準構造図

図3-1 拡孔作業

図3-2 拡径作業（M型）

ケーシング一部引き上げ

SSR拡孔ビット挿入 拡孔ビットを孔底に下げ、
エアリフトを行う。

ブレード（開）のロックを解除する。
拡孔ビットの回収。

所定の拡孔長を拡孔する。

ブレード（閉）のロック解除する。
ブレード（開）のロック掛ける。
ブレード（開）のロックの確認。



2）SSL永久アンカー工法の特徴と審査証明の概要

アンカーの施工について

図3‐1、2に示すように、施工時において、拡

孔・拡径作業を行う必要があります。審査証明では、

現場での拡径状況を掘削などにより確認し（写真

3‐1）、良好なアンカー体が造成されていることを

確認しました。

アンカーの材料性能について

本アンカーは、二重防食構造の先端固定金具部、

定着長部、自由長部、頭部背面部、頭部で構成され

ています。審査証明では、これらの防食性能に問題

がなく、本アンカーは長期にわたり耐久性を保持し

ていると認められました。

アンカーの支持機能ついて

本アンカーの定着機構は、アンカー定着部分を拡

孔し、拡孔部における定着地盤の支圧強度で引張り

強度を確保します。審査証明では、M型、P型とも、

長期にわたり支圧が保持できると認められました。
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写真3-1 SSL‐P型アンカー体造成掘り起こし確認状況

図3-4 SSL-Ｐ型標準構造図

ナイフでは
削れない

SSLアンカー形式

一軸圧縮強度
（σｃ）

Ｎ値

岩級区分

地質概略分類

概略分類

SSL-P300

SSL-P400 SSL-M型

SSL－CE型

表3-1 SSLアンカーの適用範囲

0.125        0.5      1     2    3     5     10       20   25   50      100
(MPa)

（σc＝N／8）

10        40   50

Ｄ～ＣL ＣM ＣH Ｂ～Ａ

沖積層・洪積層　　　　　　 新第三紀堆積岩～古第三紀堆積岩　　　　　　　　　古生層

中生層、火成岩、変成岩

ナイフで削れる
ナイフで
かろうじて
削れる

図3-4 SSL-Ｐ型標準構造図

アンボンドPC鋼より線

アンカープレート

ヘッドアダプター
アンカーグリップ
クサビ
オイルキャップ

防錆材

アンカー自由長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンカー体長

芯抜き閉塞長　　　　　　　　　　支圧体　　　　　　案内孔（スライム溜り）

シースパイプ　　 芯抜き閉塞・アンカー体併用パッカー アンカー体　　 補強鋼管 固定金具

アンカー長（テンドン自由長）

A-A断面　　　　　　　　　　　B-B断面 C-C断面

C

C

B

B

A

A

止水材
排気パイプ

圧着グリップ

排気パイプ
排気パイプ

芯抜き閉塞併用パッカー
アンボンドPC鋼より線

アンボンドPC鋼より線
芯抜き閉塞ガイドパイプ

アンボンドPC鋼より線
シースパイプ 芯抜き閉塞・アンカー体併用パッカー
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近年、環境への負荷の軽減やコスト縮減あるいは工事の安全施工等の

観点から、砂防工事の現場において現地で発生する掘削土砂を有効活用

し、砂防堰堤や護岸などの構造物を構築するINSEM工法（砂防CSG工法、

CSG工法）やISM工法等を総称した「砂防ソイルセメント工法」が用い

られるようになっています。現地発生土砂を活用した工法は、近年の公

共事業に求められる合理化施工、コスト縮減、環境への負荷の軽減等の

観点から、全国の砂防現場での活用が進むと考えられます。

このような背景から、平成13年に京都大学大学院教授 水山高久氏監修

の『砂防ソイルセメント活用ガイドライン』の発行を受けて、当センタ

ーにおいては、平成13年度から15年度にかけて「砂防ソイルセメント活

用技術講習会」を全国７会場で実施してまいりました。

その後も、継続的な情報発信として、当センターのホームページで技

術的なQ&Aを公開しています。なお、独立行政法人土木研究所土砂管

理研究グループのホームページでは施工事例集が公開されています。

独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ

http://www.pwri.go.jp/team/volcano/jindex.htm

財団法人砂防・地すべり技術センター

http://www.stc.or.jp/lesson/lesson_soil.html

ここではこれまで当センターのホームページに寄せられた質問とその

回答について、以下に紹介します。

（財）砂防・地すべり技術センター企画部

技術
ノート

2 砂防ソイルセメントに関する
Q＆A

図-1 砂防ソイルセメントの概念図（「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」より）

骨材のかわりに現地発生土砂の使用
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INSEM打設にあたって各層ごとの打設

間隔はどのくらいの日数を取る必要があ

りますか。施工性を上げるためには、一日前の打設

面に翌日打設（連続打設）していく方が効率的であ

ると考えられますが、どのように考えるべきでしょう

か。 ［県土木事務所職員］

砂防施設におけるINSEM材は普通コ

ンクリートに比べてセメント使用量が少

ないこと、多目的ダム等に比較して提体断面が小さ

いので連続打設した場合におけるINSEM硬化時の

ヘアクラックの発生といったリスクがより小さいこ

とから、連続打設して良いと判断されます。

なお、現地発生材等の条件によりセメント使用量

を特に多くするような場合などについては、検討が

必要と考えられます。

平成15年末に国土交通省砂防部から砂

防堰堤本体内部に使用する場合のINSEMの

強度として6-18N／mm2が示されていますが、砂防堰

堤は重力式構造物で設計上必要な重さがあればよい、

土砂でもよいところを、被覆する部材が破壊されてい

ても中詰めの土砂が流出しない（土砂よりましなもの）

としてINSEMがあるわけで、その意味ではガイドライ

ンにあるレベルⅢ（3-6Ｎ／mm2）で十分と考えられ

ますが。 ［県土木事務所職員］

土石流などに対する耐摩耗性、気象条

件が厳しい場合の耐凍結融解性を確保す

るために『砂防ソイルセメント活用ガイドライン』

に示されているように、普通コンクリートやコンク

リートブロック等で表面を被覆（外部コンクリート）

すれば、砂防堰堤内部に使用する場合の強度はレベ

ルⅢ（3－6Ｎ／mm2）程度にすることは可能と考え

ています。ただし、施工事例数が少ないことから、

耐久性に関するモニタリングを継続して実施するこ

とが必要と考えます。

現地発生材が砂防ソイルセメントとして

使えるかどうかの試験が、構造物の設計前

に必要となります。これを示したものが今のところな

いので、現場によってまちまちの対応となっています。

一定の標準となるような試験方法のルール、積算基準

があればよいのですが。 ［コンサルタント技術者］

砂防ソイルセメントの特徴の一つは、

現地発生材の質、量ともに現場ごとに異

なることです。したがって、設計前の室内での材料

試験や必要に応じて施工前の現地試験施工により強

度が確認されますが、その内容は各現場によって一

律でないのが実態です。

現在、入手可能な資料として、試験項目について

は『砂防ソイルセメント活用ガイドライン』が、ま

た積算基準については建設物価版等の土質試験の項

などが参考となると考えられますが、ご指摘の通り、

一定の標準となるような試験方法のルールは示され

ておりません。そのため、現在これらの作成に向け

て検討を進めているところで、なるべく早くお示し

できるよう努力します。

最近の工法で、外部に軽量鋼矢板を用い

て型枠代わりとするLUC-SBウォール工法

において、中詰めにソイルセメントを使用してもよい

のでしょうか。クラッシャランと現地発生材を混合し

た場合はどうでしょうか。 ［コンサルタント技術者］

LUC-SBウォール工法は、クラッシャ

ランを骨材として使用するコンクリー

トを中詰めとすることを基本としており、外部材の

軽量鋼矢板と一体になった構造体としてより剛性が

高く、巨礫が衝突した場合に軽量鋼矢板はあまり変

形しません。

一方、現地発生材との混合や砂防ソイルセメント

を使用する場合については、施工条件によって中詰

めが土砂に近い構造体として施工される場合と砂防

ソイルセメントの構造体として施工される場合にな
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ることから、その取り扱いが異なると考えられます。

前者の場合は大きな変形が生じる可能性があること

から、変形の程度によっては破壊が生じます。した

がって『鋼製砂防構造物設計便覧』に示された設計

の考え方により部材の検討がなされるべきだと考え

られます。後者の場合は、『砂防ソイルセメント活

用ガイドライン』に示された外部保護材厚の考え方

により部材の検討がなされるべきと考えられます。

現地発生材料（骨材）の最大寸法は、敷

均し層厚の１／２程度とされ、INSEMで

は、施工事例としては80mmもしくは150mm、ISM

では混合機械の能力から300mmとしています。しか

し、玉石の除去（篩い分け）は、手間がかります。

構造物の内部に使用する場合などには、あまり神経

質になる必要はなく、極端に大きな岩塊を除いてそ

のまま使用して良いのではないかと考えますが、い

かがでしょうか。 ［県技術職員］
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INSEM工法の場合、一層の敷均し厚

さ以上に大きい岩塊が入っていると、

敷き均しがスムーズにいかないという施工上の理由

などから、最大骨材寸法は敷均し層厚の１／２程度

とされています。

しかしながら、ご質問の通り、土砂の処分が困難

な砂防の現場で、現地発生土砂を有効活用するとい

う観点からは、できるだけ大きい骨材も使うべきだ

と考えられます。用いる材料のうち大きな礫径の占

める割合にもよりますが、施工性等に影響が及ばな

い範囲で、より大きい礫径のものを有効活用すると

いう積極的な姿勢がコスト面、環境面などからして

好ましいと考えられ、試験施工や実施工レベルで、

積極的に試みる必要があると考えられます。

なお、敷均し層厚程度より大きい礫径の材料の割

合が多いと、局所的に礫がかみあって十分に締め固

められないところが出てくることも想定されるの

で、このような場所では岩塊を除いたほうが良いと

考えられます。

また、ISM工法の場合はご質問の通り、ツインヘ

ッダ等の混合機械の能力から規定されているため、

できれば300mm以上の礫は除くことが望ましいと

考えられます。ただし、試験的な意味も含め、混合

状況をよく確認しつつ300mm以上の礫を使用する

ことは今後の施工の参考となると考えられます。

図-2 砂防ソイルセメントを活用した工法の分類
（「砂防ソイルセメント活用ガイドライン」より）

A5
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砂防ソイルセメント工法と従来工法の

比較に当たり、設計段階で検討すべき項

目・実施すべき調査等を教えて下さい。

［国土交通省事務所職員］

循環型社会の形成に資するため、環

境への負荷の軽減や建設コスト縮減等

の観点から、砂防ソイルセメント工法を積極的に活

用していくことが望まれています。

砂防ソイルセメント工法の活用に当たって検討す

べき項目は、“現場条件”“活用部位”“目標強度”

及び“施工方法”が考えられます。まず、現地状況

を把握し、採取できる現地発生土砂の賦存量及び性

状を把握し、対象とする砂防施設及び部位を決定し

ます。活用部位により目標強度レベルが設定されま

すので、現地の施工条件（プラントの確保等）及び

コスト縮減等を含めて総合的に判断し、施工方法、

配合設計を行います。

さらに実施すべき調査については、砂防ソイルセ

メント工法は、ISM工法とINSEM工法とがあり、

配合設計・材料試験が異なります。ISM工法は『現

位置攪拌混合固化工法（ISM工法）設計・施工マニ

ュアル』（（財）先端建設技術センター・ISM工法研

究会）、INSEM工法は『砂防ソイルセメント活用ガ

イドライン』（水山高久監修；砂防ソイルセメント

活用研究会編）がありますので、これらを参考にし

て下さい。

配合設計は、『砂防ソイルセメント活用ガイドラ

イン』のP82から記述されている既往砂防ソイルセ

メントの配合計算例を参考にして下さい。ISM工法、

INSEM工法の両方が記述されています。

次に、材料試験ですが、INSEM工法の場合、『砂

防ソイルセメント活用ガイドライン』のP12に掲載

されている試験項目を参考にして下さい。ISM工法

の場合、『現位置攪拌混合固化工法（ISM工法）設

計・施工マニュアル』のP13に記載されている試験

項目を参考にして下さい。

留意点として、以下のようなことが考えられます。

材料試験に使用する現地発生土砂の採取位置は、

対象とする砂防施設施工箇所を代表する場所を選定

し、有機物を多く含む表層（A0層）をはぎ取り、

なるべく地中部の土層から得るようにして下さい。

現地発生土砂が細粒分を多く含む場合は、強度が

小さくなる傾向があります。

また、INSEM工法の場合、現地発生材の含水率

等の土砂特性が品質に影響を与えるので注意して下

さい。

写真-2 ISM工法におけるツインヘッダ（ISM工法研究会提供）

写真-1 INSEM工法による転圧作業状況
（富士川砂防事務所提供）

ツインヘッダ
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現在、『砂防ソイルセメント活用ガイド

ライン』を参考に、砂防堰堤基礎の地盤

改良の検討を進めております。ガイドラインにより

ますと、基礎部にソイルセメントによる改良体を用

いる場合、目標強度は1.5～3.0N/mm2とありますが、

この数値の根拠をお教えいただきたく存じます。九

州地方整備局の『土木工事設計要領　河川編』には、

「砂防堰堤の基礎地盤は原則として岩盤とし……」と

書かれてあり、地盤の許容支持力の概算表には、軟

岩(Ⅰ )及び軟岩(Ⅱ )の許容支持力はそれぞれ

1,180kN/m2、1,960kN/m2の数値が出ています。ガイ

ドラインの目標強度はこれらの数値に近いのですが、

改良体の基礎の支持力は軟岩に準じるということで、

これらの数値を設定しているものと理解してもよろ

しいのでしょうか。 [コンサルタント技術者] 

『砂防ソイルセメント活用ガイドラ

イン』に示された目標強度は、それま

での砂防ソイルセメントの施工事例、対象とする砂

防施設の構造的安定性等を検討し設定されたものと

考えられます。一方、基礎部での砂防ソイルセメン

トの活用の場合、軟岩程度を目標強度としていると

いう判断もできます。

なお、目標強度は、対象とする砂防施設の部位等

に合わせて適切に設定する必要がありますが、床固

及び砂防堰堤（堰堤高15ｍ未満）の基礎部分（現河

床以下）で、堰堤の基礎の地盤改良及び堰堤の下部

（堰堤の一部）として砂防ソイルセメントの活用を

考える場合は、堰堤の基礎地盤改良としての活用：

3N/mm2程度、堰堤下部における活用：6N/mm2程

度、が求められる強度と考えております。

砂防堰堤の設計を行っていますが、地

質調査報告書では基礎地盤の許容支持力

がｑ＝250KN/m2程度しかなく、この程度では地盤改

良が必要となってしまいました。そこで地盤改良工

法の一つとしてソイルセメントを使用した置換工法

を考えました。『砂防ソイルセメント活用ガイドライ

ン』を確認しましたが、P.16表4.1目標強度レベルⅡ

基礎工の項目で許容支持力500KN/m2とありますが、

この数値は確保されるものなのでしょうか。また、

この数値の該当位置は実際にはどこのことでしょう

か。 [コンサルタント技術者] 

『砂防ソイルセメント活用ガイドラ

イン』に示される目標強度レベルは、

これまでの施工実績から得られた各施設の最大圧縮

応力や有限要素法を用いた解析結果から、構造物内

部に発生する最大圧縮応力を算定した上で決定して

います。一般に砂防堰堤（15m未満）に作用する圧

縮応力は500KN/m2（0.5N/mm2）以下となること

から、ガイドラインでは、この数値以上の許容支持

力を目標とするように記載しています。ただし前述

のような応力解析から地盤支持力等を算出する場合

は、その結果を用いていただけば良いと考えます。

また、目標強度を発現する範囲については、基礎

工を実施する範囲、すなわち、堰堤基礎地盤の改良

範囲を示しています。

砂防ソイルセメントの発現強度に及ぼす要因とし

ては、一般に①活用する材料の含水比、②粒度分布

（細粒分の含有量）、③有機不純物含有量が挙げられ

ます。

これらの条件の違いにより発現する強度にバラツ

キは生じますが、地盤改良を目的とした目標強度レ

ベルⅡの発現強度（1.5N/mm2～3.0N/mm2）であれ

ば、これまでの活用実績から強度発現は可能である

と考えます（『砂防ソイルセメント活用ガイドライン』

P.61参照）。
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このたび砂防ソイルセメントを対象とし

た配合設計・及び粒度試験（現場・室内）

を行うことになりました。試験方法について、特別な

仕様などはあるのでしょうか。一般的な配合設計と特

に異なる点はあるのでしょうか。[コンサルタント技術者] 

砂防ソイルセメントを対象とした配合

設計及び試験については、基本的にはコ

ンクリートのものを準用します。ただし水セメント

比がコンクリートと異なるために、施工中の管理基

準などがコンクリートと異なってきます。

砂防ソイルセメント工法は、ISM工法とINSEM

工法とがあり、配合設計・材料試験が異なります。

ISM工法は『現位置攪拌混合固化工法（ISM工法）

設計・施工マニュアル』（（財）先端建設技術センタ

ー・ISM工法研究会）、INSEM工法は『砂防ソイル

セメント活用ガイドライン』（水山高久監修；砂防

ソイルセメント活用研究会編）がありますのでこれ

らを参考にして下さい。

配合設計は、『砂防ソイルセメント活用ガイドラ

イン』のP82から記述されている既往砂防ソイルセ

メントの配合計算例を参考にして下さい。ISM工法、

INSEM工法の両方が記述されています。

次に、材料試験ですが、INSEM工法の場合、『砂

防ソイルセメント活用ガイドライン』のP12に掲載

されている試験項目を参考にして下さい。ISM工法

の場合、『現位置攪拌混合固化工法（ISM工法）設

計・施工マニュアル』のP13に記載されている試験

項目を参考にして下さい。

留意点として、以下のようなことが考えられます。

材料試験に使用する現地発生土砂の採取位置は、

対象とする砂防施設施工箇所を代表する場所を選定

し、有機物を多く含む表層（A0層）をはぎ取り、

なるべく地中部の土層から得るようにして下さい。

現地発生土砂が細粒分を多く含む場合は、強度が

小さくなる傾向があります。

また、INSEM工法の場合、現地発生材の含水率

等の土砂特性が品質に影響を与えるので注意して下

さい。

砂防ソイルセメントを地山の土留壁と

して活用する場合、砂防ソイルセメント

壁に水抜パイプおよび裏面排水が必要となるのでし

ょうか。砂防ソイルセメントは人工地山（レベル３）

で行います。 [コンサルタント技術者] 

砂防ソイルセメントは、その特徴を

考慮して砂防施設等に活用が図られて

いますが、通常の構造物を設計、施工する際に現地

の諸条件を考慮して行われているように、現地の諸

条件は考慮する必要があります。土留壁として活用

する場合、擁壁背面に地下水等の浸出が考えられま

すので、排水するための水抜孔等の排水工を設置す

る必要があると考えられます。
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行事一覧 平成17年4月～6月

協賛（後援）
●４月11日　　　 平成17年緑の募金（協賛）

●６月１日～30日　 平成17年度土砂災害防止月間（後援）

●６月１日　　　　 平成17年度砂防ボランテイア基金（協賛）

●６月１日　　　　 平成17年度砂防ボランテイア全国のつどい（後援）

理事会等の開催
【平成17年度第１回理事会】

第１回理事会が、平成17年５月20日、砂防会館会議室で開催され、次の議案について審議が行われました。

第１号議案　平成16年度事業報告の議決を求める件

第２号議案　平成16年度収支決算の議決を求める件

第３号議案　平成17年度事業計画案の議決を求める件

第４号議案　平成17年度収支予算案の議決を求める件

第５号議案　非常勤顧問委嘱の同意を求める件

報告事項　　（1）組織について

（2）創立30周年記念行事について

（3）新潟県中越地震について

【平成17年度第１回評議員会】

第１回評議員会が、平成17年５月20日、砂防会館会議室で開催され、次の議案について審議が行われました。

第１号議案　平成16年度事業報告の同意を求める件

第２号議案　平成16年度収支決算の同意を求める件

第３号議案　平成17年度事業計画案の同意を求める件

第４号議案　平成17年度収支予算案の同意を求める件

報告事項　　（1）組織について

（2）非常勤顧問の委嘱について

（3）創立30周年記念行事について

（4）新潟県中越地震について

人事異動

●３月31日付

【定年退職】石井和男　　　企画部調査役

【研修終了】石黒　徹　　　斜面保全部技術課技師

●４月１日付

【採用】 五十嵐禎三　　企画部調査役（ＩＣＯＮＳ国際協力㈱）

千田容嗣　　　砂防技術研究所上席研究員兼次長（土木研究所技術推進本部主任研究員）

吉柳岳志　　　砂防技術研究所上席研究員兼次長（新潟県土木部砂防課副参事）

【新規研修】山邉康晴　　　斜面保全部技術課参事兼砂防技術研究所上席研究員（㈱興和）

【昇任】 嶋　大尚　　　総合防災部技術課長代理（総合防災部技術課技師）

相楽　渉　　　斜面保全部技術課主任技師（斜面保全部技術課技師）
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●５月31日付

【研修終了】松岡滋治　　　砂防部技術課技師

大角昌弘　　　砂防部技術課技師

吉田一雄　　　砂防部技術課技師

久保　毅　　　砂防部技術課技師

伊藤和広　　　斜面保全部技術課技師

井上英将　　　斜面保全部技術課技師

吉田真理夫　　総合防災部技術課技師

家田泰弘　　　総合防災部技術課技師

●６月１日付

【昇任等】 蒲　正之　　　企画部国際課長の兼務を解く

中村良光　　　砂防技術研究所技術開発研究室長の兼務を解く

比留間雅紀　　企画部国際課長（企画部国際課長代理）

嶋　丈示　　　砂防技術研究所技術開発研究室長（砂防部技術課長代理）

【配置換】 田地野真由美　総務部経理課（総務部総務課）

大滝左枝子　　総合防災部（総務部契約課）

櫻井真見　　　斜面保全部（総務部契約課）

水野　忍　　　総務部契約課（総務部経理課）

三浦知子　　　総務部総務課（企画部）

道畑亮一　　　砂防部技術課技師（企画部企画情報課技師）

酒井敦章　　　総合防災部技術課主任技師（砂防部技術課主任技師）

木村紀美子　　総務部契約課（斜面保全部）

岩岡町子　　　企画部（総合防災部）

嶋　大尚　　　砂防部技術課長代理（総合防災部技術課長代理）

安田勇次　　　砂防部技術課長代理（砂防技術研究所技術開発研究室上席研究員）

【新規研修】筒井智照　　　砂防部技術課技師（日鐵建材工業㈱）

梶山國博　　　砂防部技術課技師（㈱ダイヤコンサルタント）

清水幹輝　　　砂防部技術課技師（国際航業㈱）

小出哲也　　　砂防部技術課技師（中日本航空㈱）

大村　泰　　　斜面保全部技術課技師（奥山ボーリング㈱））

山口恭史　　　総合防災部技術課技師（㈱総合防災システム研究所）

内柴良和　　　総合防災部技術課技師（住鉱コンサルタント㈱）

STC短信

砂防学会通常総会ならびに研究発表会

５月25日（水）～26日（木）、（社）砂防学会主催の砂防学会通常総会ならびに研究発表会が、愛知県

厚生年金会館「ウェルシティなごや」において開催されました。研究発表会には約900名の出席があ

り、テーマ別セッション19題、口頭発表95題、ポスターセッション113題と、活発な議論がくりひろ

げられました。当センターからは、13題の口頭発表と５題のポスターセッションを行いました。
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讃岐うどん編
讃岐のうどん店の大半はセルフサービスである。

店ごとにシステムは若干異なるが、客の動作を見れ
ば常連かどうかは一目瞭然だと地元の人は言う。
おおむね間違いのない基本動作を紹介しておこ

う。まず、食べる玉数を決める（大盛りはない）。
１玉が普通、２玉が大盛り、３玉が特大。次に食べ
方を「かけ、ざる、ぶっかけ、生醤油」等から選択、
適した器に盛ってもらう。次に、好みで天ぷら類を
チョイスして料金を支払い、席に着いて食べる。店
によっては最後に自己申告で料金を支払う。讃岐の
人の平均的な量は、男性で２玉に天ぷらとおにぎり
２個、女性で１玉に天ぷら２またはおにぎり１～２
個。ちなみに地元の人は「うどんは噛まずに喉で味
わう」という。讃岐うどんはまず、コシがちがうし、
うどんそのものに味があるのだ、と。
その真偽はさておき、当地の美味い食べ方をいく

つか紹介すると、高松市「鶴丸」の、大釜からあげ
たてのうどんをショウガとネギを入れた熱い漬け汁
で食す「釜揚げ」。飯山町「中村」の、どんぶりの
溶き卵の上に熱々に茹であげたうどんを入れ生醤油
ですする「釜玉」、琴平「宮武」の冷水で締めたう
どんに冷たい汁をかけた「冷や冷や」、これらは地
元でしか味わえない逸品である。繁華街にある「鶴

丸」の営業時間は19時から26時までだが、「宮武」
は11時から麺が完売するほぼ14時頃、また「中村」
も11時からうどんが無くなるまで。後者二店は休
業日も不定。ことに「中村」などは、錆びたドラム
缶を目印に畠の畦道を辿り「旨いうどんにありつく
まではどこまでも」という意気込みで向かうべし。
讃岐うどんを堪能するには「讃岐うどん巡り」ツ

アーに参加するか、地元刊行の『恐るべき讃岐うど
ん』を参考に自力でまわるか……だが、個人で回る
には四国88箇所を巡るより遙かに困難な道である
ことを覚悟の上、チャレンジなさるよう。
本場の味には及ばないが、お取り寄せでお薦めで

きるのが「山田屋」、冷凍の麺の弾力とのどごしは、
当地の味にかなり近い。同店の生うどんも良いが、
大きな釜と技術のない一般家庭では残念ながら店の
レベルまで達するのは至難であろう。しかしお薦め
は添えられている「ぶっかけ出汁の素」。これが野菜
の煮物――ことに里芋やジャガイモ――に大活躍す
るのである。食材本来の持ち味と色を損なうことな
く、まるで料理屋の一品と見まがうばかりの出来映
えとなる。
今回は讃岐に限ったが、全国の「名品」について

はまた、後日に。

「土砂災害の実態　平成16年版」の発行
企画部

「土砂災害の実態」は、当センターの公益事業の一環として、砂防関

係技術の発展および広報に寄与することを目的とし、昭和57年版より発

行しております。

「平成16年版」は平成16年１月から12月までに発生した土砂災害をと

りまとめたものです。本誌により、土砂災害についての認識を深めてい

ただき、土砂災害対策を考える上で参考になればと考えております。

なお、「土砂災害の実態」につきましては、バックナンバー（平成６

年版以降）も含めて、当センター窓口にて受け付けておりますので、ご

入用の方は下記までご連絡ください。

【問合せ】

企画部 Tel（03）5276―3271 Fax（03）5276―3391
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