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池谷浩 （財）砂防・地すべり技術センター理事長

巻頭言

変動する日本の安全を考える

最近の我が国の自然状況を見ていると何か変動期

に入っていると感じることが多い。火山活動しかり、

地震の発生しかりである。

2000年には有珠山や三宅島が噴火し、2004年には

浅間山が中規模の噴火をするなど、毎年のように火

山の噴火現象が発生している。地震についても同様

で、2000年代に入ってからは鳥取県西部地震にはじ

まり芸予地震、新潟県中越地震そして2005年の福岡

県西方沖地震など、甚大な被害を生じさせる地震が

発生している。

また地球の温暖化の影響で雨の降り方が変化して

きている。2005年10月28日気象庁が発表した「異常

気象レポート2005」によると、日本では明らかに大

雨の発生頻度が増加していて、時間雨量80mmを超

す大雨の発生回数は1980年代に比べて最近では1.7

倍になっているという。そしてこの傾向は今後も続

くことが予想されている。

これらの変動に対して安心、安全というキーワー

ドで土砂災害を見てみると、2004年ほどではないが

2005年も多くの土砂災害が発生し、尊い人命と貴重

な財産が失われた。特に2005年９月上旬九州地方を

襲った台風14号は数日前から台風の襲来が予想され

たにもかかわらず、鹿児島県、宮崎県を主として悲

惨な被害を発生させた。土砂災害を防止するための

施策は古くから先人の手で実施されてきた。しかし

土砂災害による被害はなかなかなくならない。

何故か。例えば2005年の台風14号による豪雨で土

石流が発生した五ヶ瀬川水系小谷内川では、既設の

砂防堰堤により土石流が捕捉されて、下流の人家と

道路が見事に守られている。一方、悲惨な被害を受

けたところを見ると、多くのところは未だ土砂災害

防止のためのハード面の対策が実施されていないと

ころである。ハード面で安全な地域を構築すること

の重要性がうかがわれる。

もちろん、ハード面の対策には多くの費用と時間

がかかるため一度に対策ができるものではない。そ

こで国や都道府県の砂防部局では避難システムなど

ソフト面の対策を併用して、少なくとも人命の安全

を図る施策を実施している。

しかし、このソフト面の対策、例えば避難システ

ムには一つ重要な課題がある。それは避難の主役は

地域の住民であるということである。住民には災害

時に援護を要する病人、お年寄りそして乳幼児など

も含まれている。これらの人々の命を守るためには、

一つの決まりきったシステムではなく、それぞれの

地域の実態にあったシステムを作ることが重要であ

る。また同時多発する崩壊や地すべりにより地域の

孤立化が生じると、行政が助けに行きたくても行け

ない場合が生じるなどの課題も生じている。

眼を世界に転じると世界各地でも同様の災害が発

生している。アフガニスタンの地震災害、アメリカ

や中南米の台風災害そしてエクアドルの火山噴火災

害など、2005年にマスコミを賑わした災害だけでも

数多い。特にアメリカ・ニューオリンズの災害は最

も基本的な土地利用のあり方、低地を残す街に必要

なポンプ場の配置や堤防の強化などのハード面の対

策、同時多数の人の避難システムや孤立化対策など

安全確保のための対策に多くの教訓を与えてくれ

た。

日本の災害や、世界各地の災害から学んだ多くの

教訓を生かして、いかに変動する日本での土砂災害

の防止・軽減にあたるかが今問われている。

21世紀、自然現象だけでなく人口の高齢化の進展

も含め多くの変動要因を有する我が国で、多様な原

因により発生する土砂災害から安全で安心して生活

できる国土基盤を創出するための砂防技術を今年も

追い続け、新たな課題に対応できる技術を一つでも

多く提案していきたいものである。
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近藤浩一 （財）砂防・地すべり技術センター顧問

STC2006

変貌する時代のなかで

新年を迎え御慶び申し上げます。

昨年９月15日より砂防・地すべり技術センターの

顧問に就任いたしました。建設省、国土交通省に在

職中大変お世話になりましたことをこの誌面をかり

ましてお礼申し上げますとともに、今後も同様よろ

しくお願いいたします。

さて平成17年も台風14号などによって800件近い

土砂災害が発生し、多くの貴い人命と財産が失われ

ました。まず３月20日に福岡県西方沖地震が発生し、

玄海島では斜面や擁壁が崩れ多くの島民が被害に遭

われました。そして７月の梅雨末期豪雨や９月初め

の台風14号によって土砂災害が頻発し始め、平成16

年と同じように、災害禍が連続するのではないかと

想いました。しかしその後は幸い台風の上陸もなく、

土砂災害の発生件数としては平年並みの規模ですみ

ました。

最近の気象の特徴のひとつとして、記録的な集中

豪雨があちこちで起こっており、時間雨量100ミリ

を超すような雨も、アメダスによると最近の10年間

ではそれ以前の年間平均発生回数の２倍から３倍に

も増加していることがあげられます。最近の異常気

象の原因として、地球温暖化による可能性が強く指

摘されています。

先般、気象庁が発表した「異常気象レポート2005」

によると、日本の年平均気温は100年あたり約１℃

の割合で上昇しており（世界平均では約0.7℃）、気

温の上昇割合は近年大きくなっている。降雨量でも、

日雨量200ミリ以上の大雨の日数は20世紀初頭と比

べて、最近の30年間では約1.5倍に増加しており、

強い降水の増加には地球温暖化の影響が現れている

可能性が高いとしています。今後、温室効果ガスの

人為的な排出量が比較的高い水準で推移するとした

場合には、2100年頃には日本の年平均気温が２～

３℃程度上昇し、日降水量100ミリ以上の年間出現

日数は1.5～2倍程度増加すると予測しています。こ

うした最近の気象状況と長期予測を踏まえると、水

災害や土砂災害が今後も多発するであろうと容易に

想像できます。

そうしたことに応ずるためにも土石流防止、がけ

崩れ防止、地すべり防止のための対策工事を着実に

進めていく必要があります。しかし昨今の国と地方

の厳しい財政状況のもとで公共事業予算の削減が続

いています。砂防等の対策予算も減少し整備の進捗

も捗々しくない状況を想定し、今後の施設整備の在

りかたを考えてみる必要があります。より効果的に、

より効率的に対策工を施工するために、従来の段階

的整備手法や土砂処理計画、施設配置計画も含め、

施設構造、その材料などを再検討し、改良すべき点、

改善する点がないか、難しい課題ですがそうした取

り組みが必要です。

バブル崩壊後の世の中は、行政改革、財政改革、

金融再編、郵政改革、リストラなど、改革・変革の

嵐のようです（伝統の遵守よりも改革することに意

義がある？　改悪にならねばよいが）。世界のトヨ

タも以前より「変えないことは一番悪いことである」

という社風のもとに、社員全体がいつも危機感を持

ち、第一線が改革に取り組んで今日にいたっていま

す。時代の風を読み、先取りして技術開発・改良に

取り組んできたのです。やがてくる石油の枯渇、京

都議定書発効による温室効果ガスの削減義務の実

行、こうした時代の流れを見据え、ハイブリッドカ

ーを世界に先駆けトヨタが開発したのです。

崩壊、土石流、河床変動、火山活動あるいは環境

緑化など複雑な自然現象を対象とする砂防において

も、調査手法にしても解析方法にしても、あるいは

対策技術そして先程記した対策工の在りかたも含

め、少しでも改善・改良していく姿勢が大切であり

ます。「研究および技術開発を行って砂防等の技術

の向上を図るとともに……」と当財団の目的に掲げ

てあるように、改良、開発にのぞむチャレンジ・ス

ピリットをもって、節目の創立30年経た今年からま

た新たな気持ちで取り組んでいきたいと思います。
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2005年は、前年に続いて台風14号によって九州に

おいて大きな土砂災害が発生してしまいました。土

砂災害関係に携わる立場としては今年は平穏な年と

なることを祈るばかりです。

当センター企画部は、当センターの窓口の役割を

担い、国土交通省や都道府県等と大学、民間コンサ

ルタント等との接点の役割を果たしております。企

画部は企画情報課と国際課からなっていますが、公

益的な色彩の濃い事業や当センター業務のインフラ

的な部分の整備等のほか、砂防関係の国際協力の支

援事業等を実施しております。以下にその主な事業

を紹介します。

当センターでは例年、公益事業として「（財）砂

防・地すべり技術センター講演会」を実施しており

ます。この講演会では当センターで実施している自

主研究の成果等を公開し、民間への技術移転に役立

てようと努めているものです。

平成17年度は、ちょうど当センターが創立30周年

を迎えたことから、この講演会を拡充し、記念講演

会として開催いたしました。このため講演者には気

象予報士の石原良純氏をはじめ、NHK解説委員の

山c登氏、防衛庁陸上幕僚監部広報室長の番匠幸一

郎氏にお願いし、会場は当センターの職員も含め約

360名の方々の参加で埋まりました。30周年記念事

業としては別に記念誌として『砂防技術』を発刊し、

記念講演会ともども好評をいただきました。

また当センターでは、大学等の研究機関に所属さ

れている研究者の方々の砂防に関係する新しい研究

開発を支援する事業として「研究開発助成事業」を

実施しております。この事業では公募によって研究

課題を募り、外部の委員による審査委員会において

助成対象課題を決定しています。

平成16年度事業の６件の対象課題については、平

成17年11月18日に砂防会館別館において「砂防地す

べり技術研究成果報告会」として開催し、大勢の聴

講をいただきました。今後も当センターでは、セン

ター講演会や研究成果報告会を通じて研究成果の公

開とその移転に尽力してまいります。

「建設技術審査証明事業」は、当センターを含め

事業実施14団体で構成する協議会を結成しており、

連携、調整しつつ事業を実施しています。当センタ

ーでは「砂防関係技術」の審査証明を担当しており

ます。審査証明事業は民間で新しく開発された技術

を建設事業に適正かつ円滑に導入することによって

建設技術水準の向上に大きな力になるものであり、

今後も着実な実施を図るものです。なお、平成17年

には６件の審査証明書を交付しました（11月末現

在）。

国際関係では砂防関係の国際協力等に積極的な支

援を行っています。JICAの火山学・総合土砂災害

対策集団研修をはじめ、研修の実施では今年度のべ

５ヶ国から17名を当センターで受け入れ（11月現

在）、研修を実施しました。また日韓土砂災害防止

技術会議やペルーにおける集団研修のフォローアッ

プセミナーの実施など、砂防関係の国際会議等へ積

極的な参加、支援を実施しています。平成18年も

数々の案件が予定されており、当センターとしても

参加や支援活動によって海外技術協力への積極的な

支援はもとより、世界とのネットワークをさらに広

げたいと考えております。

今年は創立40年へ向けた新たなスタートの年にな

ります。昨年は感謝を込めて記念講演会や記念誌の

発刊を行い、新たな10年への区切りとしました。お

陰様で当センターの存在感が少しずつ増してきてい

ると感じております。

我が国の公共事業をめぐる環境は、ますます厳し

さを増し、財団も大きな時代の波の中にあります。

しかし、砂防技術の財団として様々な技術の開発・

移転や社会的な貢献の窓口を企画部がつとめている

ことを自覚し、地道に歩みたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

蒲 正之 企画部長

STC2006

次の節目に第一歩を踏み出す年



砂防部では現在、以下のようなテーマの受託業務

を実施しております。

○直轄砂防事業実施水系における新たな砂防基本計

画の策定に関する検討

○水源地から海岸までの土砂移動をとらえた流域土

砂管理計画の検討

○土砂災害警戒避難基準雨量の検討および気象庁と

連携した土砂災害情報提供に関する検討

○平成17年台風14号により発生した土砂災害に関す

る調査

○平成16年新潟県中越地震に伴う芋川流域他砂防調

査

○砂防事業評価に関する検討

○砂防施設・施工等の砂防技術に関する特殊なある

いは新しいテーマの検討

砂防部では流域の安全のために各水系の砂防基本

計画検討を行っており、過去の土砂移動実態や、想

定される土砂移動現象を明らかにしてきました。こ

れまでの砂防事業の効果を定量的に示せるようにな

り、今後はこれからの砂防事業の効果を示す新しい

技術の開発を進めていく考えです。

一方、水系における土砂による被害を防止するた

めに、また健全な流砂系を確保するためにも、流域

の土砂動態を把握することが必要であり、流量、土

砂量、土砂の粒径等を正確に把握することが求めら

れています。そのため、安倍川他で土砂モニタリン

グ業務を行い、これらのデータを得て、解析を進め

ており、引き続き水系一貫の土砂動態の検討を進め

てまいります。

台風10個が上陸した一昨年に引き続き、昨年も大

型の台風14号により九州、中国地方で土砂災害が発

生してしまいました。砂防部では国土交通省河川局

で実施している「大規模降雨災害対策検討会」での

検討に資するため、土砂災害により死者が発生した

市町村、県等に対する警戒避難の実態調査を行って

います。また、宮崎県の鰐塚山山系では大規模な崩

壊、地すべりが発生し、大量の土砂を別府田野川他

に流出させています。幸いにも既存の砂防施設、治

山施設等により人的被害を発生させてはいません

が、流域に大量に残った不安定土砂の二次移動によ

る下流域への被害が懸念されます。宮崎県より委託

を受け、「鰐塚山山系土砂災害対策検討委員会」（委

員長：谷口義信宮崎大学教授）の指導のもとで砂防

計画の検討を行っています。

また砂防部では平成16年度に実施された「土砂災

害対策検討会」からの提言の項目のうち、砂防事業

に関するハード、ソフト対策等の課題について検討

を進めています。ソフト対策については、土砂災害

に関する警戒避難基準雨量等の検討を行ってきてい

ます。また、気象庁との連携の方策のための検討も

行っています。住民の生命を土砂災害から守るため

にソフト対策の調査検討に今後とも取り組んでまい

ります。

地域及び流域を安全にするため、砂防部は今年も

砂防技術の向上を目指し、調査、技術検討業務を推

進する所存です。

黒川興及 砂防部長

STC2006

地域及び流域を安全にするための
砂防技術の向上を目指して
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昨年度は、台風の多来襲と新潟県中越地震によっ

て、我が国の急峻で脆弱な地質構成と相まって地す

べりなどの斜面土砂災害が多発しております。特に

地震を起因とする地すべりは、大規模な地塊の移動

により天然ダムなどを形成し、その後の二次土砂災

害の原因となるため、その予測・対策及び危機管理

が強く叫ばれている現況にあります。

地すべりによる土砂災害の発生は、規模が大きい

ため被災範囲も大きく、移動土塊の大半が発生域内

に残存するため二次災害の危険もあり、その危険度

評価手法の確立が強く望まれています。地すべりの

危険度評価においては、地すべりが過去の山体開析

の一環としてその地域の地質・地形及び気象条件の

自然特性を強く受けており、地すべり移動による微

地形や山体の重力による変形痕跡を把握することが

重要となります。そのため高精度の微地形図から移

動方向や移動時期を検討するとともに、ボーリング

調査などによる地すべり地塊の破砕特性及びすべり

面の形成特性の検討を通して、地すべり危険箇所の

判読を実施しております。

これらの成果をふまえて、斜面保全部では地すべ

り危険箇所における対策工種の選定、施工位置の判

定及び地すべり監視手法の策定などの業務を実施し

ております。特に地すべりは、地下深部に存在する

脆弱なすべり面を介在する移動現象であり、以上の

危険度評価の成果をふまえて、地震動による地すべ

り斜面の安定度の評価及び防止対策工の検討も進め

ることとしております。

地すべり発生の主要な誘因は、豪雨や融雪を起因

とする地下水の変動であり、これまで地すべり対策

工の実施箇所の80％以上で地下水排除工が主要な対

策工種として実施されています。地下水排除工の効

果判定は、その地域の集水地形や移動地塊の透水性

状況などその地域の地下水文特性を幅広く勘案する

必要があるとともに、将来の豪雨などの気象現象に

対して地下水排除工の定量的な対策効果の評価の実

施と第三者に判りやすい表示結果を示すために、こ

れまでに三次元の浸透流解析手法を検討してまいり

ました。今年はさらに三次元の斜面安定解析手法の

開発を進めています。

斜面保全部ではこれら評価手法を用いて、地すべ

り危険箇所の対策工の施工順位や概成に向けた地す

べりの安定度評価をさらに進めることにしていま

す。併せて地震を起因とする地すべり現象も含めて、

地すべり危険度評価及び対策工の効果評価の業務を

進めています。これらの成果は、地すべり防止基本

計画の樹立・改定、地すべりの概成判定及び概成に

至るまでの地すべりの動態観測手法と危機管理基準

の作成に用いられます。

斜面保全部では、斜面土砂災害の防止と地域の発

展のための危険度評価及びその防御の業務を進めて

おり、皆様のますますのご支援とご指導をお願い申

し上げます。

吉松弘行 斜面保全部長　

STC2006

地すべり地における危険度評価と
地すべり防止工の効果判定に取り組む



近年の火山災害は、雲仙（1992年）、有珠山、三

宅島（ともに2000年）が記憶に新しく、さらに被害

は生じなかったものの日本の象徴である富士山の低

周波地震（2000年末～）や21年ぶりに活発に噴火し

た浅間山（2004年）では火山活動が地域社会に大き

なインパクトを与えました。これらの火山を含め、

108もの数多くの活火山が存在する日本においては、

将来にわたって火山噴火に伴う土砂災害の発生が懸

念されます。

総合防災部では、火山噴火に伴う土砂災害を防

止・軽減するため、効率的かつ円滑な対策の実施支

援を目的に、下記のようなハード・ソフト対策全般

についての調査・研究業務を行います。

○火山噴火に伴って発生する土砂災害を防止・軽減

するための「火山砂防計画」の策定

○火山砂防事業の「事業評価」に関する検討業務

○火山砂防施設整備における「施設配置の基本方針」

や「施工優先順位等の整備方針」の検討

○主要火山における「火山防災マップ」の作成、並

びに避難のし易さを考慮した新たな「火山防災マ

ップ」の作成に関する調査・研究業務

○火山防災マップ公表後における継続的な「周知・

啓発、防災教育」のあり方に関する調査・研究

○火山の噴火状況や土石流、火山泥流等の「監視、

観測並びに情報収集・配信システム整備」の基本方

針等に関する調査・研究

○火山砂防事業の調査計画、設計施工を支援するた

めの基礎データ蓄積・処理を目的とした「GIS、

データベースシステム」に関する調査・研究業務

以上のほか、今年は特に次の事項に重点的に取り

組んでいきたいと思います。

火山噴火緊急減災対策計画に関する

調査・研究の実施

雲仙、有珠、三宅等の近年の火山災害から得られ

た教訓として、ソフト面では人命の安全確保のため

の早期避難とその基本情報として火山防災マップが

重要であること、一方ハード面では被害を最小限に

とどめるため平常時における計画的な防災対策実施

とともに噴火直後における迅速な緊急対策の実施が

あげられます。特に後者の噴火直後の迅速な対策実

施には施設計画・設計の事前検討と火山山麓緩衝地

帯など用地の確保が重要です。これらソフト・ハー

ド両面について平常時から検討しておく「火山噴火

緊急減災対策計画」についての調査・研究を引き続

き行っていきます。

火山防災マップの高度化に関する調査・研究の実施

火山ごとに事前に噴火形式や規模等を設定して、

影響範囲や施設効果をあらかじめ検討しておく火山

防災マップ（事前検討型）や、火山噴火による地形

変化をレーザープロファイラー等により計測し、そ

のデータを用いて数値計算し逐次検討するタイプ

（計算型）等、火山防災マップの高度化のための調

査・研究を実施します。

火山噴火時の危機管理のあり方に関する

調査・研究の実施

岩手山、富士山、浅間山での実績を踏まえ全国の

活火山の火山活動度、噴火シナリオ、それらに応じ

た防災対策シナリオや土砂災害特性を反映したロー

ル・プレイング形式の危機管理演習の実施、評価の

あり方、課題の抽出等に関する調査・研究を実施し

ます。

以上の成果については、火山砂防事業を実施する

現場等で幅広く活用されるよう適宜「マニュアル」

等を作成し、火山防災に関する技術移転が図られる

よう取り組んでいきたいと考えています。

今年も火山地域における安全・安心の確保に向け

て職員一同努力していきますので、関係各位のご指

導、ご支援をよろしくお願いいたします。

松井宗広 総合防災部長　

STC2006

火山砂防事業のさらなる高度化、
効率化をめざして
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2005年は福岡県西方沖地震、梅雨前線豪雨災害、

９月上旬の台風14号による九州・中国地方の土石流

災害等土砂災害が多発しました。台風14号の災害で

は、九州で総雨量が1,000ミリを超える記録的な豪

雨となり、土石流、がけ崩れ、地すべりの土砂災害

が352件発生し、22名の方の尊い命が失われました。

また、宮崎県内では４箇所で大規模崩壊が発生しま

した。

砂防技術研究所では、明日の砂防技術のあり方を

調査・研究する自主研究を担当しています。砂防技

術の向上に資するため、調査・解析に関わる基礎技

術や応用技術、新しい工種・工法の開発研究などを

自主研究として行っています。

以下に砂防技術研究所が取り組んでいる主な研究

課題について紹介します。

まず、深層崩壊の発生に係る研究では、土砂生産

の形態のひとつ斜面崩壊の深層崩壊について、深層

崩壊とはどのような土砂移動現象であるのかを明確

にし、砂防としてどのような対策が可能であるかに

ついて研究を行います。

豪雨時に発生する崩壊は表層崩壊に限らず、針原

川災害等の深層崩壊を起因とする土砂災害が甚大な

被害を引き起こしています。

過去の深層崩壊と思われる崩壊事例の収集・整理

や現地調査を実施し、その特徴について整理すると

ともに、誘因・素因についても分析を行います。ま

た、深層崩壊が発生し土石流化にいたる過程に着目

した整理・分析を行い、発生場所の将来予測を含め

て調査手法の提案を行うこととしています。

土砂流出モデルの改良と適用に関する研究では、

各土砂移動現象をモデル化し、砂防基本計画策定の

ためや土砂移動による影響を把握するために、平成

14年度に開発したNEW-SASS（シミュレーション

ツール）を用いて、実現象への適用を行い、現象を

きちんと評価できているかを確認し、計画への適用

を図ることとしています。

GISの利活用に関する研究では、デジタルオルソ

等を用いた崩壊地自動判別の研究やGISとシミュレ

ーションツールとの統合化に関する研究などを行う

ことにより、IT（Information Technology）を用

いて砂防計画等を策定するために必要な情報をどの

ように収集し、活用すべきか研究を行っています。

渓流環境に関する研究では、砂防事業は地域を土

砂災害から守り地域の活性化を支援するとともに、

渓流や山腹における砂防工事において自然環境との

調和を図ってきた一方で、砂防事業が対象とする山

地の渓流域においては、特に１回の出水やそれに伴

う土砂移動現象による水環境への影響についての資

料が極めて少ない状況にあり、水環境への影響の実

態把握は必要不可欠となっています。

本研究では、渓流環境と河床変動の関係について

整理し、これらの関係を明確にすることで、砂防基

本計画及び総合土砂管理計画における渓流環境とし

ての位置づけや対応方策を示すことが可能となりま

す。

このほか、当センターで発行している『土砂災害

の実態』や災害報告などの土砂災害情報を一元的に

管理するデータベースの構築を進め、土砂災害の発

生の傾向等を解析することにより、今後の砂防事業

の方向性等に資する研究を進めます。

このように砂防技術研究所では、新たな砂防技術

の開発を目指し学術領域と民間等の実施技術領域を

つなぐ調査・研究を進めていきたいと考えておりま

す。

中村良光 砂防技術研究所技術部長　

STC2006

新たな砂防技術の開発を目指し
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私のふるさとは神奈川県小田原市の国府津
こうづ

という地区で、1954（昭和29）年に小田原市に編入されるまでは足

柄下郡国府津町といった。明治から昭和にかけては、交通の要衝として栄えた街であった。なぜならば明治時代

にはじめて鉄道が開通したとき列車は国府津止まりであったし、東海道本線が全通してからは、この地が機関車

の交代や列車編成の基地だったからである。国府津機関庫はフランス人技師が設計した扇形の優美な姿で知られ、

鉄道施設としては日本で最初の鉄筋コンクリート構造物であったが、残念ながら現存していない。

そもそも明治政府が東京～神戸間を結ぶ幹線鉄道の建設を決定したときは、「海岸沿いの路線は防衛上の弱点

が多い」という理由で、中山道ルートでの建設が計画されていた。しかしそのルートは碓井峠をはじめとする山

岳地形のためあまりにも条件が悪く、東海道を経由するよう変更されたのだった。1887（明治20）年には箱根越

えのルート、すなわち国府津から御殿場を通り沼津に至る、現在の御殿場線のルートが確定された。同年、新橋

～国府津間に鉄道が開通し、1889（明治22）年に御殿場経由の東海道本線が神戸まで全通した。小田原は幹線鉄

道から外れたものの、その後東海道本線が国府津から小田原、熱海を経て沼津に抜けることになり、1934（昭和

９）年に丹那トンネルが開通してからは急速に発展した。今ではJR東海（東海道新幹線）、JR東日本（東海道本

線）、小田急、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道（大雄山線）の５つの鉄道が小田原駅に乗り入れ、駅長が５人もい

る全国でも珍しい駅になっている。

逆に寂れたのが国府津である。小田原市に合併されてからは市の東のはずれということもあって、市の主要な

施策からは取り残された。

この街は相模湾に面し、小高い山を背後に東西に細長く延びている。砂浜からは江ノ島、伊豆大島、伊豆半島

を望むことができる。温暖な気候はミカン栽培に適し、背後の山は耕されて山頂までミカン畑となった。

ところが近年、耕作されないミカン畑が増えてきた。遊休のミカン畑は５年で荒れ地になる。ミカン山は潮騒

の音がきこえるほど海に近い。荒れ地の表土は相模湾に流れ込み、海を汚す。

「これではいけない」と立ち上がったのが、国府津商工振興会の奥津弘高会長をはじめとする有志だった。奥

津さんたちはミカン山再生に向けて、背丈ほどに生い茂った草を刈り、荒れ地を整備して、放置されていたミカ

ンの木の手入れを始めた。2003（平成15）年６月には「国府津みかん山再生倶楽部」を発足させた。その年、収

穫されたミカンはざっと300キログラム。その一部は、正月の２日と３日に行われる慣例の箱根駅伝で応援にき

た人たちに配られた。

実は小田原市内には遊休農地が約234ヘクタールあり、その90％以上がミカン畑の遊休農地である。市では農

業が抱えるさまざまな課題を克服するために、2002年12月に「構造改革特別区域法」が公布されたことを受けて、

国に「都市農業成長特区」の申請をした。2003年５月23日に、小田原市は「都市農業成長特区」として国から認

定された。特区認定により、農業生産法人以外の法人が農業に参入することが可能になった。

そこで、「国府津みかん山再生倶楽部」はNPO法人格の取得に向けて動きだし、2004年３月にはNPO法人「み

かんの花咲く丘」として認証された。同NPO法人は、荒廃したミカン畑の復元・維持管理を主な目的としてお

り、市との間で国府津地区の遊休農地78アールを借り受ける契約を結んだ。

私が奥津弘高さんと知り合ったのは、2004年１月に国府津で開かれた「井戸端ミーティング」に個人的に参加

したことがきっかけだった。奥津さんはミカン山の再生活動だけでなく、地元の歴史や文化の掘り起こしもして

いた。奥津さんから教えてもらうまで、私は自分が生まれ育った街が明治から昭和にかけて「別荘の街」だった

ふるさとのミカン山と活断層

松村みち子
（タウンクリエイター代表）

連載
エッセ

イ4
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ことを知らなかった。

何と、気候温暖で風光明媚、かつ明治期に交通の便に恵

まれていたこの地は、当時の実業家や文人たちが次々と訪

れ、滞在し、別荘を構えた街だったのだ。

市の審議会委員をいくつも務めているにもかかわらず、

そんなことも知らずにいた自分を私は心から恥じた。市の

資料には一度も出てこなかった情報ばかりだった。午後７

時からのワークショップに、都内から足を運んで参加して

良かったとしみじみ思った。

奥津さんが丹念に調べた記録によると、当地には幸田露

伴、島崎藤村、福沢諭吉、志賀直哉、有島武郎、坪内逍遥

などが訪れ、小説に書いたり短歌に詠んだりしている。変わったところでは寺田寅彦が小田原に地震調査にきた

とき、国府津の旅館に泊まっている。別荘を構えた人の中には早稲田大学を創立した大隈重信、建築家で宮本百

合子の父でもある中條精一郎、小岩井農場を創業した小野義一などがいて、宮本百合子は父の別荘を度々訪れ当

地に滞在したという。別荘のいくつかは現在も残っていて、文化遺産としても貴重な価値がある。2004年５月に

は、現存する「諸戸別荘」で「川田正子さんと歌う『みかんの花咲く丘』」という特別企画も実施された。

さて地震活動や活断層について関心がある人なら、国府津という地名から「神縄
かんなわ

・国府津－松田断層帯」をす

ぐに思い浮かべるに違いない。日本には主要な断層帯が98あるが、その中で同断層帯は今後30年の間に地震が発

生する可能性が最も高いとされている。

地震調査研究推進本部地震調査委員会では、数年前まで同断層帯の評価を「平均活動間隔は3000年程度、M

（マグニチュード）8.0程度の地震が30年以内に発生する確率は3.6％」としていた。ここ数年、詳しい調査を行っ

た結果、12世紀から14世紀前半にかけても地震が発生したことがわかった。この新たな情報を受けて、同委員会

は2005年３月に、「平均活動間隔は約800年～1300年、30年以内に地震が発生する確率は最大16％、想定される地

震の規模はM7.5程度」と修正した長期評価を公表した。これによって、神縄・国府津－松田断層帯は全国の主

要断層帯の中で、地震が発生する確率が最も高くなったのだ。

公表された地図を見てみると、この断層帯は静岡県の小山町から神奈川県の山北町、松田町、大井町を通って

国府津まで延びていて、長さは25キロメートル以上という。どうみても私の実家は断層帯の真上か、すぐ近くだ。

おまけに小田原では、現在から200年以内に発生する可能性が高いとされている地震が５つもある。「神縄・国

府津－松田断層帯地震」、「東海地震」、「南関東地震」、「神奈川県西部地震」、「神奈川県東部地震」の５つで、ど

れもM７から８クラスの地震だ。

母と妹一家が暮らしている実家から浜辺までは100メートルもないだろう。そして背後はミカン山。その間に、

国道１号と東海道本線の線路がある。奥津さんもその仲間も、私の幼なじみもこの地区に住んでいる。

新潟県中越大震災が発生したとき、NPO「みかんの花咲く丘」のメンバーは被災地用にミカン1000kgを収穫

し、届けた。この地に住む人は、災害発生時に行政ができることには限界があることを自覚している。民間の力

と知恵とで断層帯と共生していくしかないのだ。
イラスト・宮内かおる



1 はじめに

マレーシア（以下、マ国）は年間平均降雨量が約

3,000mmあること、また熱帯性の土壌は表土も薄く

保水能力も小さいことから、急峻な山岳地域周辺で

は従来から土砂・洪水災害が発生していた。しかし、

インドネシアやフィリピンなどに比べると小規模で

あるため、日本にはあまり知られていない。

マ国では、近年の経済発展や急激な人口増加によ

り、森林の伐採及び土地の改変が進められるにした

がって、河川への土砂流出、新規開発地区での地す

べり性崩壊が発生しており、マ国内メディアでは深

刻な問題として大きく扱われるようになってきてい

る。ここでは、当地に約３年滞在したことにより知

りえた、これら土砂災害関係の情報の一端について

半島部（西マレーシア）を中心に紹介する。

2 マレーシアの概要

2.1 人口と国土の概要

マレーシアはマレー半島とボルネオ（カリマンタ

ン）島に分かれており、国土面積比は、半島側４割、

ボルネオ側６割であるが、人口では半島側８割、ボ

ルネオ側２割となっている。

人口増加率は高く、約30年で倍となるペースであ

り、1970年頃、約1,000万人だった人口が、現在は

約2,500万人となっている。それに伴って、傾斜地、

高原地への開発が進んでおり、様々な土砂関連の問

題が発生するようになってきている。さらに首都圏

（クアラルンプール：KLとセランゴール州）を中心

に人口の急増が見込まれるため、郊外の丘陵地、高

原への開発が今後も続けられることが十分予想され

る。

2.2 半島部（西マレーシア）の地形・地質概要

半島部の地質は、主に三畳紀に形成された花崗岩

が約半分を占める。堆積岩の多くは、石炭紀から三

畳紀にかけて形成され、頁岩の互層に石灰岩および

火山岩が含有されている。河川・海岸沿いの平野は

第四期堆積物の未固結の砂、シルト、泥に覆われて

いる。

地形的には、半島の西寄り中央に脊梁山脈を形成

し、南シナ海とマラッカ海峡との分水嶺となってい

る。脊梁山脈は、南に行くにしたがい標高が低くな

り、ジョホール州（シンガポールに面した半島最南

端の州）南部に至って準平原化し緩やかな丘陵地帯

となる。また、半島北中部あたりで、脊梁山脈は東

側に分岐しており、トレンガヌ高地など断続的に山

地群を形成している。

山地は、半島最高峰のGg. Tahan（2187ｍ)のほか、

北中部には2000ｍ級の急峻な山地が連なり、こうし

た山脈の中にはキャメロンハイランドやフレーザー

ズヒルといった高原開発が植民地時代から行われて

いる。

南シナ海に面する半島東海岸は強い北東モンスー

ンの波浪による砂の運搬堆積が見られるが、西海岸

はマングローブが茂った湿地帯の海岸線が発達して

いる。首都クアラルンプール近郊、ペラ州の州都イ

マレーシアの土砂災害

佐々原秀史*
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* 元JICA長期専門家　マレーシア灌漑排水局（DID）所
属　在マレーシア：2001年５月～2004年５月　
現在：独立行政法人水資源機構経営企画部国際課長補佐

約33万Ｋｍ2

約2,450万人

クアラルンプール（KL）

約140万人

4.5％

951億5710万5263 米＄

3,879 米＄

工業製品、石油、農産物

約488億米＄

約3兆円程度

マレー、中国、インド系

表1 マレーシアの基礎データ（2002年時点）

面積

人口

首都

首都人口

実質GDP成長率

名目GDP

１人当たりGDP（名目）

主産業

対外債務

国家予算

主要構成民族



ポー市周辺では、石灰岩層が卓越し、切り立った形

状のライムストーン独特の山塊が見られる。

2.3 半島部の土地利用概要

半島部における平地、丘陵地、すなわち人間が盛

んに利用している土地の割合は約50％程度であり、

山地部が約50％であるといわれている。

半島中央部の山地に囲まれた構造的な盆地、準平

原化したジョホール州、海岸付近の沖積平野、山地

周辺の丘陵地などは、大規模プランテーション（オ

イルパーム、ゴム）として開発されており、一方で

河川の下流域を中心に大規模な水田灌漑プロジェク

トが実施されてきている。半島部ではかなりの面積

にわたって山地の森林が保護区域として指定されて

おり、ケランタン（州都コタバル）、パハン（州都

クアンタン）、トレンガヌ（州都クアラトレンガヌ）

の半島東海岸諸州にまた

がるタマンネガラ（国立

公園の意味）など、広域

の保護地域がある。近年、

こうした森林保護区域や

高原地では、違法伐採や

農地の違法拡大が行わ

れ、土砂流出の一因とな

るなどの問題が発生して

いる。

11SABO vol.85 Jan.2006

トピックス

頁岩、砂岩、火山岩等

石灰岩
花崗岩

沖積平野

タマン
ネガラ

キャメロン
ハイランド

シンガポール

Kuala
Lumpur

ペ
ナ
ン

図2 マレー半島の地質概要

図3 マレー半島の国立公園分布図
（太線の囲みは国立公園）

図1 マレーシア位置図
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2.4 防災関係の行政組織

マレーシアには、現首相（アブドラ首相）が副首

相時代から議長を務めるNational Disaster

Committee（国家災害委員会）がある。90年代初頭

の首都KL郊外のアパート倒壊事故以来、この会議

において、土砂災害もテーマとして取り上げられて

きたようであるが、この会議自体、数年に１度のペ

ースで開かれてきたに過ぎず、防災についての国家

的視点での取り組みは、実際に発生している災害の

状況を鑑みると、まだまだこれからというのが正直

な感想である。

この国家災害委員会の事務局は、JKR（公共事業

省公共事業総局（2002年時点））であり、関連官庁

がメンバーとなっている。なお余談だが、この委員

会では、スマトラやボルネオからの森林火災の煙

（ヘイズ*注）被害なども対象テーマとしている。

最近（在任中）では、この国家災害委員会が2003

年９月に開催され、近年の土砂関連災害がやはり話

題となり、今後は従来よりも本格的に対応すること

となったと聞き及んでいる。

現在までにこの国家災害委員会で、灌漑排水局

（DID：Department of Irrigation and Drainage）

などのインフラ官庁が参画しての道路、河川、住宅

関係の防災をテーマに協議が行われ、災害管理研究

機関の設立や、組織的・協同的な防災対応の必要性

が主張されているものの、一方で防災関係の専門知

識不足、人材不足、投入予算の少なさなど将来に向

けての課題が多いとされている。

灌漑排水局（DID）では将来に向け、こうした防

災関係の機能を拡充し、河川管理官庁としてのメイ

ンタスクの一つにしたいとの希望を持っており、日

本において土砂災害を学んだ人物を中心として能力

拡充を図っている。彼は省庁横断の土砂災害検討会

議を立ち上げ、マ国民間企業の当該分野についての

能力向上を期して、日本企業とのカップリングを企

画するなど積極的に活動している。

なお、筆者が所属していた灌漑排水局（DID）は、

農業省に所属していたが、2004年３月末の省庁再編

により、天然資源環境省に移管された。

*注）HAZE：年間６ヶ月以上、半島中南部を覆う。視
界不良、気管支障害をおこしている。原因は森林開発

に伴う火災。

3 マレーシアにおける土砂災害の概要

3.1 土砂災害の概要

マレーシアで発生している土砂関係の災害の特徴

は、日本と類似しているものが多い。主に、

●傾斜地の崩壊、山地斜面のすべり：住宅の崩壊と

死傷者

●道路法面、斜面の被災：車両埋没、人的被害

●土砂の流入と採取：農地や流域開発に伴う土砂

（特にシルト、泥）の河川への流入による河川の

汚濁、ダム貯水池の堆積、河床の上昇と低下

●流木の河川への流入：天然性もしくは合法、違法

伐採によるもの

●急峻な山地での土石流：原住民（オランアスリ）

などの被害

●海岸浸食：半島東海岸で顕著。人口増加、農地拡

大による河川水量の変化（と想定）、波浪を原因と

する浸食。集落の消失

などである。

当国では、道路や農地、都市開発といった人間の

活動を原因とする土砂関連の被害が目立つようにな

ってきているものの、山地部では天然性の土石流被

害も報告されている。ただし人口の増加による奥地

への開発や人間の居住拡大がこれらに影響してい

る。

なお、山地、高原地での災害地域としては、DID

との話では、主に以下の地域の情報が目立つ。

①KL周辺の丘陵開発地、

②キャメロンハイランドおよびその周辺の急傾斜

山地部（パハン州、ペラ州）、

③その他高原開発地（ゲンティンハイランド、フ

レーザーズヒル：パハン州、セランゴール州）、

④ペナン島（道路災害、泥流）、

⑤グヌンプライ（ジョホール州）、

⑥サラワク、サバ州（ボルネオ）の山間地。

3.2 個別の事例

【事例１】

●土石流災害　ペラ州東側　Pos Dipang地区

イポー市南東、Gopeng町の近くのPos Dipang地

区の脊梁山脈側には、オランアスリが暮らす集落が

点在している。視察した集落は７年前に土石流災害

が発生した場所であり、当時460人余の住民に対し、

44人が死亡している。
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同所での土石流発生は、集落近くを流れる渓流の

最上部での土砂崩壊から始まる。その後、流木が途

中で河川を堰き止め流木ダムとなったところにさら

に土石流、洪水が流入し、これが崩壊したため、大

量の土石流となって集落を押し流したものである。

被災した集落では、その後、集落の全戸移転が行わ

れたが、集落の主産業である森林伐採は同じ流域で

続けられている。このときの発生に絡む現地の状況

は以下である。

発生：1996年８月29日

現地視察時に入手した災害発生後のレポートに

は、発生日前２週間程度は連続降雨状態とあるが、

マ国では一般に１日中降雨があることはあまりな

く、これは１日に数時間の降雨がほぼ毎日続いたと

の意味に取るべきであろう。ちなみに、過去４年間

における８月の降雨量を対比すると表２のとおりで

あり、災害発生年が突出している。降雨が一定時期

に集中する日本の事例と比較すると、この降雨量が

特に多いとは感じにくいが、前述のように熱帯地方

は表土が薄く、保水能力が低い。そのため、こうし

た連続性降雨には弱く、災害が発生しやすい条件に

あることを証明しているとも言える。
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写真2 災害発生時の写真：HP情報写真
図4中の⑤

表2 各年８月の降水量記録（ペラ州）

1993年　1994年　 1995年 1996年

37mm      197mm    281mm   461mm

①

②

③

⑤

④

図4 災害概要図（災害後の調査レポートにあったポンチ絵に番号加筆）
①が上流。②③での山脚の浸食・すべり。④での流木ダムによる川筋変化と集落流出

図5 新聞記事（Pos Dipangでの災害
発生時の航空写真）

写真1 災害発生時の写真：HP情報写真
図4中の④



●災害レポートとその後の概要（参考として）

災害レポートによると、流木ダム決壊による洪水

により、図４の④地点では推定３－５ｍの水位上昇

（土石流）を起こしている。また、河床勾配は①付

近では30度程度、人的被害発生の④付近では５度程

度である。なお、最上流部の山地斜面角度は60度と

のことであり非常に急峻である（図５、写真１-２

参照）。

【事例２】

●首都クアラルンプール（KL）周辺

クアラルンプール首都圏は、当国で最も開発が進

んだ地域である。中心はクラン川流域であるが、近

年、近隣流域に都市域が拡大している。現在、KL

市は140万程度、周辺を入れると300～400万程度の

人口規模である。首都KLの成り立ちが、かつての

スズ鉱石搬出のための集積地であり、クラン川をさ

かのぼった運搬船が到達しえた最上流部（クラン川

とゴンバック川の合流点）から始まっているため、

KL市は河口から30km離れ、丘陵が周辺に多いのが

特徴である。町の東側には脊梁山脈の連なりがあり、

郊外への住宅開発などの進展により、丘陵地での高

層ビル開発が多くなっている。

1990年代中ごろ、こうした丘陵地開発の一つであ

り、KL市の東端付近のブキットアンタラバングサ

地区でアパートが倒壊し多数の死傷者がでた。これ

は急傾斜地形の上部にあったアパートの基礎地盤そ

のものが崩壊したことが原因である。その後、事故

発生地区周辺の類似条件のアパートからは人が移転

し廃墟となり、施工中のものも中止された。

このブキットアンタラバングサ地区で、2002年11

月に地すべりが発生し、８名の死者を出した。この

被災家屋の主が政府高官であったため、新聞には連

日、この報道がなされ、マハティール首相（当時）

も現地に駆けつける騒ぎとなった。この地区につい

ては後に日本の学識者にも視察を頂いたが、周辺で

は過去、頻繁に地すべりが発生していた痕跡が認め

られている。

原因調査の公式なレポートが入手できないため、

データを説明することはできないが、現地を何度か

訪れた結果について若干記しておくと、当地域では

災害発生前、降雨が連続しており、地盤は緩んでい

たであろうこと、さらにすべりの上端には里道があ

り、石積み擁壁が設置されているが、この下流側の

埋め戻し処理が（周辺の石積みを見る限り）なされ

ていないため、水が入りやすい状態であったことが

事故発生の要因ではないかと個人的に考えている。

【事例３】

●ジョホール州　グヌンプライ

2001年12月27日、ジョホール州の州都ジョホール

バルから西北に40kmほど離れたグヌンプライ地区

（プライ山）で泥流が発生し、山ろくの集落を襲い

４名が死亡した。現地視察時に得た情報は、以下の

通りである。

当プライ山は、ジョホール南部の準平原化した中

にある単独の山地である。災害の発生原因そのもの

は、堆積した流木が河川を堰き止め河道閉塞を発生

させ、それが崩壊したものであると分析されている。

マレーシア工科大（UTM：本部ジョホール）が災

害発生後行った調査結果の分析等について、2003年

12月13日に聞いた状況について以下に記す。

災害の状況（現地での聞き取りと視察）

2001年12月27日、トロピカルストームによる風雨

のため泥流が発生し、死者４人、被災家屋２棟、被

災車輌２台、被災総額RM800万（約２億5000万円。

ただし購買力からみると８億円相当）の甚大な災害

となった。泥流の発生形態としては、河道閉塞崩壊

型とみられる。ストームがジョホール州南部を横切

るように東から西に移動したのは12月27日14時頃か

ら翌日２時頃までの約12時間である。その後、この

ストームはスマトラを横断しインド洋で消滅した。
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写真3 地すべりにのまれた家屋
（Photo: Dr. Nasir, DID）



降雨量は災害前２日間雨量が15mm、当日日雨量が

90mmと記録されている。同地域においてはさほど

の雨ではないが、強い風のため倒木が多く発生し、

河道閉塞形成の要因となった。災害が発生した渓流

の流域面積は3.68km2、地質は花崗岩で、表土は薄

く、渓流のあちこちに岩が露出している。

当該渓流にはえん堤が数基設置されているが（調

査地点３箇所にあるダムのうち、下流側のダムは

1985年に建設されたとのこと）、既に破損している。

災害発生後の2002年１月、前首相の指示によりジ

ョホール州災害委員会が設置された。委員会の活動

は３つのフェイズ（調査、計画、対策）で行われ、

現在は第１段階の調査フェイズである。調査の結果、

渓流の左岸側上流部の斜面が崩壊しやすい地形・地

質であることが判明した。委員会では地質によって

６つのカテゴリーに区分している。山頂部にmobile

phoneの中継アンテナ基地があり、渓流沿いの道は

そこへのアクセス道路として整備されたが、整備の

際に伐採した木を放置しており、これらの放置され

た木が天然ダム形成の一因とも考えられる。渓流下

流の橋梁付近（左岸側）の家屋が被災した。これは

橋脚のスパンが短く、河川幅が狭くなっているとこ

ろに流木や礫が堆積し、越水し泥流が左岸側の集落

を襲ったためである。2003年にも小規模の泥流（土

石流？）が発生している。

同地域は行楽地として有名で、観光が被災村落の

主たる産業であったが、災害以降当地は閉鎖された

ため、ここを訪れる観光客はなく、地域の産業に大

きな影響をもたらしている。

道路法面の崩壊

砂防関係ではないが、最近の2003年11月末、道路
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図7 現地の新聞による報道
図６に対応する写真。流木が貯まっているところが橋梁で、
手前の泥流に家屋があった

図6 現地の新聞による報道
災害発生の状況。橋梁で堰き止めら
れた泥流が家屋を襲った

写真5 土石流発生場所の状況（2003年12月の現況写真）写真4 土石流発生場所の状況（2003年12月の現況写真）



斜面で法面崩壊が発生したので、当国の土工事の実

情についての理解のため簡単に紹介しておきたい。

本件は、その発生場所が当国最重要の高速道路で

あることから、メディアで大きく取り上げられた。

場所はKLから10kmほど西側にあるブキットランジ

ャン地区であり、シンガポールからクアラルンプー

ルを経てタイ国境まで延びる南北高速道路の一部が

使用できなくなった。

マ国では、道路施工に伴うトンネル工事は基本的

に敬遠され、オープンカット方式とされる場合がほ

とんどである。当地区も本来トンネルで施工すべき

地区であるが、オープンカットとした結果、長大法

面を作ってしまったことが今回の災害の要因であろ

う。また急傾斜（３分ぐらいか）でのカットの上、

小段がないに等しいこと、さらに明確な法面保護対

策の思想に則り、万全とはいかないまでも何らかの

技術的対策が取られているとは思われず、道路供用

のための安全確保、施工基準についても疑問を持っ

てしまう。

南北高速道路を北に向かうと、こうした急斜面を

たまに見かける。この周辺だけでも、同じような条

件で施工されている箇所がもう１箇所ある。なおそ

の後、上記地区の対策では完全通行止めが７ヶ月間

実施され（1.5割程度の緩斜面として切り直された

と聞いた）ることとなった。この区間に並行する一

般道路はなく、片側開放といった措置も取らず長距

離の迂回路設定で済ませる姿勢は、日本の道路行政

のそれと大きく異なる点であり、ある意味、この国

の気質というものであろうか（写真６参照）。

4 さいごに

現在、日本にあまり知られていないものの、マレ

ーシアにも土砂関係の問題が広範囲に多数あり、こ

こではその一部を紹介した。現状、何とか河川堤防

や河口対策といった対策はできるようになったが、

上流域の発生源対策から流下土砂の対策、さらには

海岸までを含めた総合的な検討は、耳学問としてあ

るだけであり、実際に施策化していくには相当の困

難が予想される。

こうした対策の視点としては、

①長期：国土規模、流域規模の視点での全体計画
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写真6 崩壊現場



の作成、

②中期：発生源対策のための施工技術の向上、す

なわちトンネル技術や沈殿池といった技術の一

般化等、

③短期：緊急対策を要する箇所での早急な検討と

対策の実施、

が必要であろう。現在、マレーシアでは、国家災害

委員会を設けているほか、政府内の関係技術者が海

外の事例を検分しており、今後、防災をテーマとし

ていくことについて関心がもたれている。

しかし災害のデータベースはもちろん、災害対策

検討のための生データが圧倒的に少ない（といって

も途上国としては非常に整備されているはずであ

る）こと、さらに、当国の特徴である民間企業によ

るプロポーザルと費用、効果を比較する入札、受注

方式にしても、マ国のコンサルタントに入り込んで

いる欧州系のアドバイザーの影響が強く、土砂対策

については経験も能力もないというのが日本で砂防

を見てきたDID某氏の言である。実験、観測、対策

工の実施といった土砂災害対策を人口増加、工業化、

農地の急速な拡大の中で行ってきた日本の、そして

何より日本企業の進出と活躍を期待したい。

現在、マレーシアは人口密度が全国平均としては

大きくなく、日本人の感覚からすると、地方では土

地が余っていると感じるのが正直なところである。

いい意味で「ゆったりしている」。だが、裏返すと

「その気になれば村を棄てても何とかなっている」

のが今までの状況であった。

しかし、当該分野の重要性は今後ますます上昇し

ていくと見られ、防災の意識、技術、制度について

充実させていくことが必要である。

DIDでは、将来の砂防技術向上、防災部門の設置

に向けて、2002年４月に日本の大学で砂防、土砂管

理について学んできた人物が合流するなど、少しず

つではあるが対応を取りつつある。日本の防災技術

を見聞したことのある人々の悩みは、予算を含めた

制度はもちろん、技術の底上げ、経験の絶対的不足、

住民対策など多岐にわたっている。

2002年11月、KLで発生した土砂災害の後、被災

者が「これは神の試練であり、我々は耐えなければ

ならない」との発言が（宗教上の言い方であろうが）

非常に印象的であった。自ら立ち向かおうとするマ

レーシア国の努力に期待したい。

最後に、DIDでの連絡先（コンタクトパーソン、

但し2004年５月時点）について記録しておく。

River Engineering Division: Dr. Nasir

Hydrology and Water Resources Division: Mr.

Low Koon Sing

DIDのHP http://www.water.gov.my/
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当センターでは、平成17年６月30日から同年９月

９日までの間、ペルー共和国のMr. Juan Eduardo

VELARDE Manrique（以下、ホワンさんという）

を受け入れ、技術研修を実施した。

ホワンさんは、ペルー国立工科大学傘下の日本ペ

ルー地震防災センターの土質試験室助手であり、独

立行政法人国際協力機構（JICA）が、国土交通省

砂防部及び大学等の協力を受けて実施している集団

研修「火山学・総合土砂災害対策コース」研修員の

ひとりとして来日し

た。

上記集団コースは全

研修期間６ヶ月のうち

最初の約３ヶ月半を火

山学部門３名、総合土

砂災害対策部門４名の

研修員がそれぞれ集団

で研修を受け、最後の

約２ヶ月半は各研修員

が各自の希望研修テー

マに従い、大学、国及

び公益法人の研究機関

等において個別に研修

を受ける形態をとっている。

ホワンさんの当センターにおける個別研修希望テ

ーマは、「地すべり現象の理解と対策」であり、砂

防技術研究所において斜面保全部の協力を得つつ、

研修を行った。

研修は、まずテキストをもとにした地すべりの分

類から始め、地形図による地形解析、航空写真判読

及び地すべり対策までを取り組んだ。事例研究は、

静岡県静岡土木事務所の協力を得て、静岡県安倍川

上流の口坂本地すべりを対象とした。事例研究に取

り組むにあたり、最初に口坂本地すべりの概要を知

るために現地踏査を実施した。その後、航空写真判

読を含む地形解析や既往資料をもとにした安全率の

計算、構造物対策や非構造物対策を含む地すべり防

止対策等の検討まで研究を進めた。

さらに、机上で検討した地形解析や航空写真判読

について確認するため、再度口坂本地すべりの現地

調査を行い、現地において机上検討結果を確認、議

論した上で修正し事例研究をとりまとめた。最後に、

得られた知見をもと

に、指導官の指導を得

ながらペルーのマルカ

バンバという地域での

防災対策の計画策定を

行った。この研修の成

果は、「“口坂本地すべ

り”の事例研究に基づ

く砂防方法論のペルー

国マルカバンバ地域へ

の適用」というタイト

ルの最終報告書にとり

まとめられ、９月16日

のレポート発表会にお

いて、カリキュラム委員及びJICAの前で発表され

た。

ホワンさんによると、ペルー共和国は国土をアン

デス山脈が縦断するため、太平洋側の細長い海岸部、

山岳部及びアマゾン上流部の平坦な森林地帯に三分

され、地域ごとに異なる自然災害により被害を受け

ている。また海流の変化による生ずるエル・ニーニ

ョは、漁業だけでなく、異常降雨等により多くの災

害を引き起こしている。

研修

ペルーからの研修生ホワンさんの受け入れ

五十嵐禎三*
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雨の中、口坂本地すべり研修中のホワンさん（右）



研修

ペルーの自然災害は、土石流、地すべり、崩壊、

洪水、雪崩、暴風、地震等多岐にわたるが、ペルー

では災害対策の専門家が少なく、外国のコンサルタ

ントに頼ることがほとんど、とのことである。

ホワンさんがペルー国で手がけているプロジェク

トのサイトであるマルカバンバ地域は、山岳部のア

ヤクーチョ県にあり交通不便な地域である。当該地

域の土壌は粘土、砂及び砂礫である。

当該地域にある村落の主要産業は農業であり、農

業は村落の家屋が位置する場所より上方の場所で耕

作されている。地すべりは新、旧共に村の中心部で

発生し、村落の家屋と道路に多大な被害を与えた。

ホワンさんは研修の最後に、本邦の地すべり地区

における現地調査を含む事例研究をもとに、この地

域の土砂災害対策について検討を行った。

今回の研修成果が、ペルーの土砂災害対策に少な

からず寄与できれば幸いである。

「火山学・総合土砂災害対策コース」は、今回が

第１回であり、合計５回５年間にわたり実施するこ

ととなっている。

それ以前には、1989年から98年まで、「火山学・

火山砂防工学コース」が10回にわたって実施され、

21カ国から106名の研修員が参加した。

また、1999年から2003年まで、「火山学・砂防工

学コース」が５回にわたり実施され、10カ国、33名

の研修員が同コースで学んだ。今回の第１回火山

学・総合土砂災害対策コースにより、16回の集団研

修を通じて合計24カ国、147名の研修員が参加した

ことになる。

当センターは、JICAとの業務委託契約に基づき、

「火山学・砂防工学コース」の第２回目から、研修

運営の事務局としての役割を担っている。

「火山学・総合土砂災害対策コース」が、本年か

ら５年間の計画で実施されることであり、効果的な

研修実施のため、さらなる努力を傾注してゆく所存

である。

関係機関のご支援、ご協力を切にお願い申し上げ

る。
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口坂本地すべり研修中のホワンさん（中央）

ペルー・マヌーに向かう道路上で発生した地すべり



審査証明依頼者：共生機構株式会社

株式会社アミーソリューションズ

審査証明書発行日：平成17年2月22日

1）INSEM-ダブルウォール（DW）工法の

概要と特長

INSEM-ダブルウォール（DW）工法は、従来の

ダブルウォールえん堤の中詰め材として砂防ソイル

セメントの一種であるINSEM材を使用した砂防え

ん堤工法です。

従来の土砂中詰めのダブルウォール工法では、中

詰め土がせん断変形を起こさないように設計するた

めに堤体断面が大きくなってしまう、また、中詰め

土が沈下しやすいといった問題を有していました。

INSEM材はソイルセメントの一種であり、現地発

生土砂とセメントとの混合物です。そのINSEM材

をタイ材で拘束されたダブルウォールの中詰め材と

して用いているため、堤体内部の一体性が保たれま

す。また、土砂を中詰めする場合と異なり、内部材

としての強度をある程度見込むことができます。こ

のことから、従来のダブルウォール工法の問題であ

った中詰め土の沈下は発生せず、堤体断面も重力式

コンクリートえん堤と同等程度まで小さく抑えるこ

とができます。

従来の砂防ソイルセメントを単独で用いるえん堤

では、ソイルセメント自体にある程度の強度が必要

とされますが（目標強度は6N/mm2以上）、本工法

では内部材として用いられるため、一体性が確保で

き、せん断変形を生じない程度の強度であれば、え

ん堤としての機能を有することになります。本工法

では、INSEM材の目標強度を1.5N/mm2以上（堤体

がせん断変形を起こさないことを確認した上であれ

ばより低強度でも使用は可能）としており、より広

い範囲で砂防ソイルセメントの活用を図ることが可

能になります。

また、高強度の上流面壁面材を配置したダブルウ

ォール構造の中詰めにINSEM材を用いることで、

掃流域並びに土石流域の砂防えん堤として十分な強

度を有することが可能となるという特長を有してい

ます。

2）技術審査の概要

審査証明委員会では、下記の点について技術審査

が行われました。

堤体の安定性について

安定計算によれば、INSEM材の圧縮強度が

0.5N/mm2程度以上であれば通常の荷重条件に対し

建設技術
審査証明

INSEM-ダブルウォール（DW）工法
スパイラル補強圧縮型永久アンカー
（Super MCアンカー：荷重分散型）

建設技術審査証明事業（砂防技術）
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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準の向上を図ることを目的として、技

術の性能等に重点をおいた審査証明事業を行っております。

当センターにて審査証明書を発行した技術については、逐次本誌

にて紹介しておりますが、本号ではINSEM-ダブルウォール（DW）

工法及びスパイラル補強圧縮型永久アンカー（Super MCアンカ

ー：荷重分散型）について紹介します。

1 INSEM-ダブルウォール（DW）工法
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図1 INSEM-ダブルウォール工法構造例（土石流タイプ） 図2 堤体のせん断変形に対する安定性

堤
体
の
せ
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変
形
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荷重条件；
洪水時
越流水深h3=2.0ｍ
単位重量γ=11.8ｋＮ/ｍ3

所要安全率Fs=1.2

中詰土砂の場合

注）図の範囲は、上限は凍結融解の影響がない場合、
下限は壁際0.5mの凍結を見込んだ場合を表わす

φ=30°
C=0.05N/mm2

φ=0°
C=0.1N/mm2

より、えん堤の断面を決定することができます。堤

体のせん断変形に対する安定計算書を照査した結

果、堤体の安定性を十分に有していることが認めら

れました。

堤体の断面について

本工法は、上下流の壁面材がタイ材で連結されて

いるため、堤体内は一体性が保たれます。壁面際の

INSEM材が凍結融解を起こすことを想定する場合

にはその部分自体の強度を期待することはできませ

んが、一体性は保たれるため、凍結融解の影響部位

についてもその重量による安定性は見込むことがで

きます。その結果、重力式のコンクリートえん堤に

近い堤体断面が得られることが安定計算による照査

により認められました。

土石流に対する堤体の強度・安定性について

有限要素法による解析で求められる礫の衝突力は

土石流対策技術指針（案）による計算値と同等であ

るため、礫の衝突力と、その強度検証法が妥当であ

ることが認められました。また、計算書の照査によ

り、本工法によるえん堤は土石流荷重に対する安定

性を十分に有していることが認められました。

て堤体がせん断変形を起こすことがないため、

1.5N/mm2以上の圧縮強度を有している場合には従

来の重力式コンクリートえん堤と同様の安定計算に

えん堤高　Ｈ（ｍ）
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1）スパイラル補強圧縮型永久アンカー（Super 

MCアンカー：荷重分散型）の概要と特長

スパイラル補強圧縮型永久アンカー（Super MC

アンカー：荷重分散型）（以降Super MCアンカー）

は、アンボンドＰＣ鋼より線、圧着グリップ（コン

プレッショングリップ）、耐荷体本体、キャップお

よびスパイラル補強筋を用いて地盤中にグラウトに

よってアンカー体を造成し、構造物に引っ張り力を

伝達させる永久アンカーです。

構造上の特徴的な点としては、荷重分散圧縮型で

あること、耐荷体上部にスパイラル補強筋を有する

ことが挙げられます。一般に、グラウンドアンカー

は、引っ張り摩擦型と圧縮型に分類されますが、本

工法は、圧縮型に分類されます。さらに、本工法で

は、耐荷体を複数設けており、それぞれの耐荷体か

ら圧縮応力として荷重が伝達される荷重分散型とな

っています。それぞれの耐荷体で荷重を分散させる

ため、耐荷体近傍での応力レベルを低く保つことが

可能になります。

圧縮型では、耐荷体上部に大きな応力が発生し、

その部位のグラウトはせん断破壊を生じるおそれが

あります。Super MCアンカーでは、耐荷体直上部

にスパイラル補強筋を配置し拘束することで、荷重

が増大した場合にも補強筋内部のグラウトを健全に

保つことが可能になっています。

防食性については、本工法では自由長部、アンカ

ー体長部およびアンカー頭部はそれぞれ二重防食構

造となっているため、長期にわたり確実な防食が確

保されます。

施工性の特長としては、テンドンの組み立て加工

は特別な熟練工を必要とせず、アンカー工事現場で

容易に行うことができ、地盤状況の変化によってア

ンカー長またはアンカー荷重が変更されても即座に

変更可能であること、耐荷体の組み合わせにより、

テンドンの許容引張力（常時）を109.8kNから

1096Nまでの範囲で選択することが可能であること

等が挙げられます。

2）技術審査の概要

審査証明委員会では、表１に示す調査試験結果を

基に下記の点について技術審査が行われました。
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2 スパイラル補強圧縮型永久アンカー
（Super MCアンカー：荷重分散型）

Super MCアンカー構造概念図

図－３　Super MCアンカー構造概念図



スパイラル補強筋の効果について

耐荷体直上部にスパイラル補強筋を配置すること

により、その拘束効果によって本アンカーは大きな

荷重に対しても健全な状態を保つことができると認

められました。

材料性能による耐久性について

ポリエチレンシース、ダクロタイズド加工（防錆

処理）等は、アンカーの一般的な使用環境下では材

質の劣化を生じ難く、防錆油も十分な耐浸水性を有

することから、材料的にみてテンドンは長期にわた

って耐久性を保持できることが認められました。

構造性能による耐久性について

本アンカーは、自由長部およびアンカー体長部で

はポリエチレンシースと防錆油で、アンカー体長部

の圧着グリップ部では防錆処理（ダクロタイズド加

工）と防錆油で、アンカー頭部では亜鉛めっきを施

した鋼製のヘッドキャップと防錆油で、アンカープ

レート背面ではゴムキャップと防錆油で、全長にわ

たって二重防食構造となっています。従って、各部

分の水密性と強度は一般的な使用に十分に耐えら

れ、構造的に見て長期にわたって耐久性を保持でき

ることが認められました。

構造性能による特性について

本工法は、荷重分散型であ

ることから、各耐荷体の位置

により自由長が異なるため、

「スパイラル補強圧縮型永久

アンカー（Super MCアンカ

ー：荷重分散型）設計・施工

マニュアル2005年３月」に基

づき各PC鋼より線に同じ張

力が導入される緊張管理手法

を用いる必要性が確認されま

した。

テンドンの組立て加工

および現場での適用性

圧着グリップ加工を含め、

耐荷体の組立ては施工現場で

容易に行うことが可能である

こと、現地の地山条件等によ

ってアンカー長やアンカー荷重が変更された場合に

も早急に対応できることが認められました。
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写真1 スパイラル補強部

図4 荷重分散型概念図

主な調査・試験項目 試験項目

・一般的物性
・JIS等による試験
・一般的物性
・JIS等による試験
・一般的物性
・JIS等による試験
・一般的物性
・JIS等による試験
・一般的物性
・JIS等による試験
・一般的物性
・JIS等による試験
・引張試験
・引張疲労試験
・防錆油充填試験
・防錆油充填試験
・複数の耐荷体による
荷重分担割合の確認
・アンカー体内の応力
分布の確認
・組立加工工程および
保管状態の確認

表１　審査項目

審査項目

1.材料性能

2.構造性能

1）被覆材の耐久性

2）防錆・防水材の耐久性

1）構造部材の強度

2）構造部材の防食

3）アンカー体長部
の支持機構

4）構造部材の組立
加工

a）ポリエチレン

b）グリース

c）ダクロタイズド

a）防錆油

b）キャップシール

c）止水具スペーサー

a）圧着グリップ
および耐荷体（拘束具）
a）耐荷体（拘束具）
b）養生管付きアンカープレート
a）試験アンカーによる
引抜き試験

a）組立加工の確認



1 はじめに

水系一貫した土砂管理計画の前段階として流砂系

内の土砂移動実態把握を目的とし、静岡県安倍川流

域において国土交通省静岡河川事務所、国土交通省

国土技術政策総合研究所、静岡大学、財団法人砂

防・地すべり技術センター（以下STC）による流

砂観測が実施されている。STCでは土砂生産源に

近い上流域で全流砂量捕捉装置を用いて土砂移動形

態にとらわれずに水深方向の全流砂を捕捉し、量と

粒度（質）の時間的実態の把握を試みている。

平成15年から観測を開始し、装置の改良を行いな

がら平成17年９月までに10出水の観測を行った。現

在までの観測及び分析結果を報告する。

2 全流砂量捕捉装置

2.1 装置の概要

全流砂量捕捉装置は、上流に大谷崩れの位置する

大谷川とその右支川蓬沢の合流点にある大島えん堤

に設置している。装置の構造は、流れを乱さずに水

深方向の全流砂を流水とともに捕捉するため、幅１

ｍの捕捉口をえん堤の水通し前面に取り付け、川岸

の採水タンクまで導水管を通じて送るものとしてい

る。採水タンクを複数用いることで、流量の変化に

対応した土砂の採取を行う。

採取した流水を含む土砂は、浮遊成分が沈降しな

い状態で濁水をサンプリングし、炉乾燥・重量測定

を実施する。タンク内の濁水を除去した後、沈降し

た土砂について質量の計測及び粒度分析を実施す

る。

捕捉口上流において、間接計測手法である音響法

（ハイドロフォン）による連続的な観測も実施して

いる。

2.2 平成16年以降の観測の改良点

平成16年10月の観測までは捕捉口上流で浮子によ

り流速、設置した量水標・超音波式水位計・圧力式

水位計で水位を測定して採水時の水理条件を把握し

ていた。しかし、過去の全流砂観測では捕捉口上流

安倍川流域大島えん堤における
全流砂量観測報告
平成17年までの観測について

近藤玲次*
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*（財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所
研究員

写真1 導水管に設置した圧力式水位計（水色丸）と
濁度計（黄色丸）

写真2 クレーンスケール



で土砂が堆積して澪筋が変化することにより、捕捉

口へ流入する水理条件が変化し、水理条件の適正な

把握が困難になるという事例が見られた。この対処

として導水管内部に濁度計・圧力式水位計を設置

し、水理条件把握の強化を進めた。

また、前報（SABO、vol.80）での検討の通り、

採水タンクの重量測定にはクレーンスケールを用

い、重量計測の精度向上も行った。

3 平成17年の観測

平成17年に行った２回の観測のうち、８月25日か

ら26日の台風11号の観測について図１に示す。

3.1 台風概要

８月25日から26日にかけて房総半島を横断し太平

洋に抜けた台風11号の影響により、激しい降雨とな

った。大島えん堤付近で観測したハイエトグラフと

捕捉口に流入する単位幅当たりのハイドログラフを

図１に示す。流量は、これまでの観測において浮子

で観測した流速と超音波水位計で求めた流量データ

をもとに作成したＨ－Ｑ曲線から求めた。25日３時

から26日３時にかけての累積雨量は232mmとなっ

た。25日の19時から22時にかけては時間20mmを超

える雨が続き、21時から22時に最大時間雨量29mm

を記録している。

3.2 観測結果

８月25日９時より26日０時までに12回の採水を実

施した。観測結果を表１に示す。

（1）濁り（浮遊成分）の時間的変化

前報の平成16年６月台風６号の観測において時間

経過とともに濁りが変化していく状況を報告した。

今回の観測でも濁りが変化していく様子が見られ

た。14時の水通しの状況を写真３に、15時30分の状

況を写真４に、17時30分の状況を写真５に示す。ま

た、各観測回に採取した濁水を写真６に示す。14時
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表1 観測結果一覧

図1 ８/25の大島えん堤の雨量

*19時から21時の捕捉口上流単位幅流量は、流速の計測が不可能であったため、H-Q曲線により求めている。
19時の河道幅は計測できていない。
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自 主 研 究

頃に白味を帯びた濁りが発生し、16時から17時にか

けて黒色を帯びた色に変化している。16時から17時

にかけて蓬沢の上流でアーマコート破壊や渓岸崩壊

などによってそれまでと異なる地質の土砂が供給さ

れ始め、その後流量の増加に伴い浮遊成分が増加す

るという現象が発生したことが考えられる。

（2）沈降土砂（掃流成分）の粒度の時間的変化

採水タンク底に沈降した土砂の粒度試験結果を図

２に示す。平成16年６月の観測の結果も併せて示す。

また表２に５段階の区分による粒度分布を示す。タ

ンク内に沈降土砂が見られた12時（２回目）以降、

前報の観測と比較して粗い粒径の土砂の流出が続い

た。最大ピーク流量時である23時よりも１回目のピ

ークである17時の方が大きめの粒径の割合が多い傾

向が見られた。17時頃に濁りの色が変化したことも

考慮に入れると、16時から17時にかけてアーマコー

ト破壊や渓岸崩壊が発生し、表層の粗い土砂がまず
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写真6 各観測ごとに採取した濁水

図2 沈降成分の粒度分布
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流出し、河道に残留した土砂もその後の出水で暫時

運ばれていったという現象が考えられる。

なお、台風11号の出水の前後で蓬沢上流の河道で

河道地形の測量を行っており、出水と地形変化の関

係について現在整理中である。

（3）ハイドロフォンによる間接観測

ハイドロフォンはパルスの増幅の程度を変化させ

た６つのチャンネルを持つ。小田（2004）らの研究

から、増幅の程度の小さいものほど大きな粒径の礫

の衝突音に対応すると考えることができる。つまり、

増幅の程度の小さいch５、６の値は比較的粗めの

粒径の衝突回数と考えられ、増幅の程度の大きい

ch１、２の値は細かめの粒径の衝突回数と考えら

れる。図３にch１、２の平均値・ch５、６の平均

値、捕捉口に流入する掃流成分流砂量・浮遊成分流

砂量・Ｈ－Ｑ曲線による流量を示す。なお、 15時

30分以前は操作の不備によりハイドロフォンは稼動

していない。流量の増加とともに流砂量・衝突回数

とも増加している。Ch１、２の平均値は17時以降

流量が下がった後もほぼ一定となっている。一方、

ch５、６の平均値は17時以降も上昇し続け19時頃

にピークを迎えた後、減少し23時の流量ピーク時に

再び増加している。19時以降流量は増加しているの

に衝突回数が減っている原因は現在調査中ではある

が、粗めの粒径の土砂は細かめの土砂に比べて断続

的に動く傾向があるとも考えられる。

4 既往観測における流量と土砂移動形態の検討

観測を行った出水のうち、捕捉土砂量の多かった

４回（平成16年６月台風６号、９月台風18号、10月

台風22号、平成17年８月台風11号）について、捕捉

口に流入する濁水成分と沈降成分を足した全流砂量

と流量の関係、流水幅を考慮した水通し全体での流

量と全流砂量の関係を図４に示す。流量と流砂量に
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図3 礫の衝突回数と流量・流砂量

図4 流量と全流砂量の関係　（左）捕捉口流入流量　（右）水通し全体の流量
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図6 水通し全体での流量と掃流成分流砂量の関係
（左）沈降土砂を掃流砂とする　（右）沈降土砂のうち浮遊限界粒径以上を掃流砂とする

図5 水通し全体の流量と浮遊成分流砂量の関係
（左）濁水成分を浮遊砂とする　（右）濁水成分と沈降土砂のうち浮遊限界粒径以下を浮遊砂とする

図7 平成16年出水における採取土砂の粒度分布
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一定の関係が見て取れた。

これまでの検討では、全流砂のうち濁水成分を浮

遊成分（ウォッシュロード含む）、沈降した土砂を

掃流成分と仮定して整理してきた。ここでは、

Rubey式による沈降速度と摩擦速度の比較により求

めた浮遊限界粒径に着目した分類を試みた。これま

での観測における出水では浮遊限界粒径は概ね２～

19mmと類推されたことから、タンク下部に沈降し

た土砂のうち、粒径２～19mm以下のものは浮遊成

分であったと仮定できる。そこで、４回の出水につ

いて、濁水の成分を浮遊成分・沈降土砂を掃流成分

とする方法と、浮遊限界粒径を考慮した方法による

全幅の流量と流砂量の関係を図５、６に示す。

掃流・浮遊砂とも浮遊限界粒径による選別を加え

ることで関係の傾きが急になる傾向が見られた。掃

流・浮遊の区分は今後さらに検討する必要がある。

5 海岸を形成する土砂への影響

安倍川下流駿河湾の海浜地形の形成に寄与すると

考えられる粒径は0.1～10mm（国土交通省河川局砂

防部砂防計画課他、2003）であり、また、安倍川下

流部の河床変動と数値計算から推定した自然状態に

おける安倍川から河口部への年流出土砂量は約14万

m3/年、静岡清水海岸の沿岸漂砂は約13万m3/年

（国土交通省河川局砂防部保全課海岸室他、2001）

と見積もられている。

平成16年に観測した３出水の粒度分布を図７に示

す。各出水における粒径0.1～10mmの土砂は全体の

30～90％ほどを占め、平均では約40％を占めている。

出水規模によって違いはあるが、平均的には大島え

ん堤地点では全流出土砂量の少なくとも約40％が海

浜地形の形成に寄与する土砂としての流出が確認で

きる。

簡易的に各出水における平均土砂濃度を用いて平

成16年の３出水期間における0.1～10mmの流出土砂

量を算出してみると約7,000m3である。大島えん堤

地点における海浜形成に寄与する粒径の年流出土砂

量は安倍川から河口への年流出土砂量の約５％ほど

と見積もられ、影響自体はそれほど大きくないと考

えられる。しかし、大島えん堤上流域の面積が安倍

川全流域面積に占める割合は1.4％に過ぎず、単位

面積当たりの流出土砂量に着目すると流域に与える

影響を考える上でも重要な流域であると考えられる。

6 おわりに

平成15年から３年間観測を行い、流量と浮遊成

分・掃流成分流砂量の一定の関係を類推できるサン

プルを得ることができたと考えられる。しかしなが

ら、気象庁梅ヶ島雨量観測所の1979年から2004年ま

での26年の日雨量データから求めた降雨の確率規模

によると、観測を行った出水のうち最大の日雨量で

ある平成17年８月25日の252mmは約３年超過確率

であった。また、大島えん堤の計画流量は170m3/s

であるが、観測で最大の水通し流量は32m3/sであ

った。このようなことから、もう少し大きな規模の

出水についてはまだ充分なデータがとれていない。

今後は、より多くのデータを収集するとともに、上

流の地形測量の結果と流砂量観測の結果を照合して

流砂量に与える水理条件以外の要素を整理し、また

水理条件に応じて流砂量を算出する現在の手法と観

測結果との間に現れる差異を評価し、より実現象に

近い土砂動態モデルを検討するとともに、その有効

性を検証することを課題とする。
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1 はじめに

秋の気配が日一日と濃くなってきた平成17年10月

19日、日本都市センターホテル（東京都千代田区平

河町）において「第４回日韓土砂災害防止技術会議」

が開催された。

同会議は、平成14年から日韓、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、

毎年、韓国・日本交互に開催されているものである。

今回、日本側事務局としてこの会議に参加し、会

議後の視察にも同行させていただいたので、概要を

報告する。

2 第４回日韓土砂災害防止技術会議

韓国からの一行は、10月18日に来日し、

国土交通省を表敬した（写真１）。

会議は、10月19日、ホテル607会議室

で開催された。会議参加者を表１に示す。

日本側からは亀江幸二国土交通省砂防部

長他14名、韓国側からは具吉本山林庁山

林保護局長他４名が出席した。

日本側４題、韓国側４題の発表があり、

発表ごとに設けた質疑応答ではかなり時

間を超過するほど、議論が白熱した。特

に、開発が早いGISや情報機器の利活用

や新工法、について、双方から詳細な質

問が寄せられた。

各発表内容については既に『砂防と治

水』に詳しいのでここでは割愛する（写

真２）。

海外事情1

第4回日韓土砂災害防止技術会議参加報告

比留間雅紀*
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* （財）砂防・地すべり技術センター企画部国際課長

【日本】
亀江幸二　　　国土交通省砂防部長
中野泰雄　　　国土交通省砂防部砂防計画課長
西本晴男　　　国土交通省砂防部砂防計画課火山・土石流対策官
小林幹男　　　国土交通省砂防部砂防計画課長補佐
小木曽俊夫　　国土交通省砂防部砂防計画課砂防情報係長
小山内信智　　国土交通省国土技術政策総合研究所

危機管理技術研究センター砂防研究室長
寺田秀樹　　　独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ長
栗原淳一　　　独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ

火山・土石流チーム 上席研究員
秋山一弥　　　独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ

火山・土石流チーム　主任研究員
池田暁彦　　 （財）砂防･地すべり技術センター砂防部技術課長代理
蒲　正之　　 （財）砂防･地すべり技術センター企画部長
五十嵐禎三　 （財）砂防･地すべり技術センター企画部調査役
比留間雅紀　 （財）砂防･地すべり技術センター企画部国際課長
加藤誠章　　 （財）砂防･地すべり技術センター企画部企画情報課技師
【韓国】
具　吉本（Mr. KOO Gil-bon）山林庁山林保護局長
崔　正仁（Mr. CHOI Jung-in）山林庁災害担当事務官
程　龍鎬（Dr. JEONG Yong-ho）山林科学院林地保全科長
全　槿雨（Dr. CHUN Kun-woo）江原大学山林資源学科教授
麻　鎬燮（Dr. MA Ho-seop）慶尚大学山林科学科教授

表1 会議参加者

写真1 砂防部長表敬訪問

3 現地視察

会議終了後、西本火山・土石流対策官随行のもと、

視察旅行へと出発した。

10月20日は、国土交通省日光砂防事務所にて田井

中所長から事業説明を受けた後、男体山山腹の大薙



山腹工を視察した（写真３）。午後からは足尾に移

り、渡良瀬河川事務所に松木山腹工を案内していた

だいた。韓国でも裸地化しているところは多いらし

く、使用樹種や管理、地元住民との連携などについ

て熱心に質問をしていた。

10月21日は富士砂防事務所にて冨田所長から事業

説明を受けたのち、大沢扇状地にて大沢崩れ対策を

視察した（写真４）。そして大沢扇状地からの土砂

を養浜に利用している富士海岸視察後、神奈川県茅

ヶ崎市に移動し、神奈川県庁ならびに藤沢土木事務

所に案内していただき、湘南海岸砂防林を視察した。

松は韓国では最も一般的な樹種で、その管理は仕事

上、重要な位置を占めるとのこと。視察時も松の管

理について、詳細な質問がなされていた。

今回の視察日程はタイトなもので、一同、さぞか

し疲れたことと思うが、会議の内容で分からなかっ

たことや思いついた疑問点について質問するなど、

さながら移動教室のようで、精力的に見ていただき、

有意義なものであったと思う。

4 おわりに

成田出迎えの時のこと。「ウェルカム・トゥ・ジ

ャ……」。「こんにちはっ！　出迎えありがとうござ

います！」あれっ、日本語話せるじゃないか。聞け

ば、山林科学院の程さんは九州大学大学院で修士を、

全先生は北海道大学大学院で博士を取ったとのこ

と。彼らに日本に対する良い思い出と印象を残して

くれた大学の先生方に、心の中で感謝した。

４回目となる今回の会議では、お互いに顔見知り

のメンバーも多く、だんだんと交流が深まっている

ことを感じた。国際交流は人と人とのつながりが基

本であるから、言葉の問題はあるが、手を抜かず積

極的に対応していけば、良い関係を築けるものだと

思う。

韓国とのさらなる交流発展を深めていけるよう、

今後とも関わっていきたい。
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表2 発表題目と発表者

●最近の土砂災害と施策
小林幹男

●GISを用いた崩壊危険地管理システム構築
崔　正仁（Mr. CHOI Jung-in）

●日本における土石流研究の現状について
栗原淳一

●PDAを用いた土石流現地調査プログラム開発
程　龍鎬（Dr. JEONG Yong-ho）

●土砂災害の概要と警戒避難～平成16年7月福井豪雨災害の事例～

池田暁彦
●東海岸山火事被害地の土砂流出と対策
全　槿雨（Dr. CHUN Kun-woo）

●土砂災害に関するデータの蓄積・共有化に向けて
小山内信智

●金海市梅里地域の山崩れ発生特性と斜面安定対策
麻　鎬燮（Dr. MA Ho-seop）

写真4 大沢扇状地で説明を受ける写真2 池田課長代理の発表

写真3 明智平にて



1 はじめに

去る９月５日から８日の日程で、台風委員会水文

部会のワークショップがマレーシアのクアラルンプ

ールで開催されました。

今回はこのワークショップについて報告します。

2 台風委員会

台風委員会（Typhoon Committee）は、国連ア

ジア・太平洋経済社会委員会（UNESCAP）と世界

気象機関（WMO）の共同で作られている組織で、

東アジア・東南アジアの国・地域が参加し、洪水や

台風の気象観測などに対する取り組みを行っていま

す。

台風委員会には、現在３つの部会（気象、水文、

防災）があり、気象観測等の充実・発展、水文観測

や洪水解析の技術向上・発展などのための情報交換

やプロジェクトでの技術的な検討が行われていま

す。

今回の会議には、カンボジア、中国、マレーシア、

香港、韓国、北朝鮮、ラオス、フィリピン、シンガ

ポール、タイ、アメリカ、ベトナム、日本から参加

があり、東アジア・東南アジアの多くの国・地域が

参加する会議となっています。それぞれ、各国の研

究機関、行政機関（気象担当、防災担当）が参加し

ており、気象観測、洪水、防災などの技術について

の検討と情報交換が行われています。

3 土砂災害に関係する取り組み

台風委員会では、気象部会、水文部会、防災部会

の３つの部門での活動があり、今回は、このうちの

水文部会のワークショップとして開催されました。

水文部会では、洪水ハザードマップ、洪水予測や

土砂災害の予警報などのプロジェクトが行われてい

ます。砂防関係では、日本が、土砂災害の予警報技

術に関するプロジェクトの座長を務めており、土砂

災害に対する予警報システムを各国に構築すること

を目指して取り組まれています。

これまで、このプロジェクトでは、土砂災害に対

する警戒避難基準の設定手法など、土砂災害に対す

る予警報技術について、その設定手法などの技術を

紹介し、これを基にして各国で警戒避難基準につい

て、パイロット地区を設定して検証することにより、

問題点等を検討することとしています。

このプロジェクトは、2005年までの予定となって

おり、その後、各国においてパイロット地区以外の

地域にも広げていき、土砂災害に対する予警報シス

テムを構築することとして進められてきました。

今回のワークショップでは、マレーシア、中国か

ら、パイロット地区での取り組みが報告されていま

すが、現状では、雨量計などの機器の設置や情報シ

ステムの整備・維持管理コストなどの点で、思うよ

うに進展していない国も見受けられる状況です。今

後、これらの国に対して、どのような仕組みで進め

ていくかが課題となっています。

4 土石流の危険区域設定手法についての

現地検討会

今回のワークショップでは、予警報システムに関

する各国の報告のほか、土砂災害の予警報技術に密

接に関わるものとして、土砂災害を受けるおそれの

ある危険区域の設定手法について、現地検討会が行

われました。前回の会議において、区域設定手法に

関する資料が配られており、今回は、再度その内容

を紹介するとともに、現地検討において、その手法

を実践して検討することとしています。

現地検討会は、クアラルンプールの郊外において、

土石流の危険区域を想定して行われました。事前に

海外事情2

台風委員会ワークショップ

吉柳岳志*
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*（財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所
上席研究員兼次長

会議風景



この地区での区域設定事例を作成し、土石流の氾濫

開始地点や流下する方向・広がりなどを現地で見な

がら、区域設定手法についての検討が行われました。

現地検討会では、地形が以前と比べて改変されてし

まっているなどの状況もありましたが、積極的な討

議が行われ、有意義なものになったと思います。ま

た、土砂災害の危険箇所が住宅地に改変されている

状況は、このような危険箇所の区域設定と周知とい

うことの意義をあらためて確認する場ともなったと

思います。

5 今後の取り組み

今後は、土砂災害の予警報に関するプロジェクト

を拡大し、危険区域の設定方法に取り組んで行くこ

とが提案されています。また、警戒基準雨量の設定

技術についても、引き続き、日本からの助言・支援

を行う体制を続けることになるものと考えられます。

6 おわりに

台風災害に対する施策や技術は、東アジア・東南

アジアの各国においても、大きな関心を持って取り

組まれています。一方で、国によっては、水文観測

等の基本的な情報基盤が十分でないところもあり、

災害対策に関する基礎的な体制を整えることやその

国の状況にあわせた技術に変換して提供していくこ

とも非常に重要であると感じました。また、現地検

討会で訪れた場所は、まさに住宅宅地の開発が行わ

れているところであり、土砂災害の危険性が十分知

られずに住宅の立地が進んでいくことの危険性もあ

らためて感じました。

今回の会議に参加し、日本で行われている技術・

施策について、より詳しく海外に紹介して技術移転

を図り、各国の施策に取り入れられることで、土砂

災害による被害の減少・軽減に寄与していくことが

必要であると感じました。
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現地検討会の実施箇所

現地検討会のひとこま



行事一覧 平成17年10月～12月

協賛
10月13日～14日　　2005火山砂防フォーラム

10月17日～18日　　北海道火山防災サミット2005 in札幌

11月12日　　　　 「火山市民ネット」第４回フォーラム三宅島大会（荒天により中止）

12月１日～７日　　雪崩防災週間

人事異動
●12月１日付

【新規研修】石川昌幹　斜面保全部技術課技師（応用地質（株））

STC短信

日本火山学会2005年　秋季大会
10月５日（水）～７日（金）にかけて札幌市内において日本火山学会秋季大会が開催

され、当センターからは伊藤英之総合防災部技術課長代理（申込当時）が下記の発表

を致しました。

「アンケート調査による焼岳および鳥海山南麓周辺住民の防災意識の比較」

2005 火山砂防フォーラム
10月13日～14日　富士宮市内で開催された「2005火山砂防フォーラム」パネルディ

スカッションでは池谷理事長がパネリストとして参加し、「広域連携を踏まえた火山

防災」について活発な論議を行いました。

北海道火山防災サミット2005 in 札幌
10月17日～18日札幌市内での標記シンポジウムで「火山地域からの課題提起」につ

いての北海道各火山防災会議協議会代表によるパネルディスカッションでは、池谷理

事長がコーディネーターをつとめました。

日本技術士会中・四国支部主催防災講演会
10月27日（木）広島市内において開催された防災講演会に当センター池谷理事長が

講師として招聘され、以下の演題で講演を行いました。

「最近の土砂災害から学ぶ」
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砂防地すべり技術研究成果報告会
11月18日（金）、砂防会館別館シェーンバッハサボー（東京都千代田区）において、

当センター主催の「砂防地すべり技術研究成果報告会」を開催致しました。当日は国

土交通省・都道府県・公益法人・民間企業等より約200名の方々にご参加いただきま

した。ここに改めてお礼申し上げます。

詳細につきましては、本誌次号で紹介する予定です。
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―お取り寄せ編―

前回に引き続き今回も、各地の「チョット旨いも
の」をご紹介しよう。
北からの一品としては、北海道の「丸高水産の紅

鮭マリ－ネ」がお薦めである。ごくオーソドックス
なレシピながら、新鮮なレタスの上に紅鮭とタマネ
ギを乗せて、一度ご賞味あれ。タマネギの甘みとマ
リ－ネオイルがレタスの歯触りに調和してえもいわ
れぬ味わいである。ふんだんに添えられているタマ
ネギが余ったら、市販のスモークサ－モンを加えて
再度味わうも良し。
お次は長野の東急百貨店が配送している「戸隠そ
ば」。これも取り立てて珍しくもないそば、つゆ、
ネギ、生わさび，きざみのりに善光寺の七味唐辛子
のセットである。ただし、こだわりはゆで時間を説
明書より短縮すること、たっぷりの冷水でゆであが
ったそばをしめることである。ちなみに我が家では
水道水を２時間程度冷凍庫で冷やして使っている。
最後は、鰹のたたき。15年前、四国に赴任する

まで食わず嫌いで口にしたことがなかったが、高知
の朝市でおそるおそる口にした時、20年間損をし
た気になったものだ。本場で食べる鰹のたたきは、
藁で焼いた後氷水でしめず、少し暖かいままで食す。
また、高知市周辺は食べるときにタレをかけて、ニ
ンニクのスライスかおろしショウガとともに食べる
が、中村市を中心とする幡多地方は大葉、ミョウガ、
タマネギ、ネギを添えてタレにつけて食す。個人の
好みもあろうが、焼きたての鰹の旨みを堪能するに
は、高知市方式をお薦めする。
前置きが長くなったが、ここでのお薦めは高知の

「明神丸の鰹のたたき」。贈答用と家庭用があるが、
家庭用で十分。注文のとき、別売りのタレを少し多
めに頼んでおくと、ス－パ－のたたきもひと味違っ
てくる。ただし、ニンニクは青森産か香川産。ネギ
は高知産に限る。それがＮのこだわりである。
これ以外にもいろいろあるが、「これは」と言うお

薦めがあれば、ぜひ編集部までご一報をお待ちして
いる。



出版物のご案内

当センターでは、以下の出版物を頒布しております。

鋼製砂防構造物設計便覧 鋼製砂防構造物委員会編

平成13年２月発行　￥5,000

鋼製砂防構造物設置事例集 鋼製砂防構造物委員会編

平成３年５月発行　￥3,000 白黒コピ－版

土砂災害の実態 土砂災害の実態編集会議編

昭和57年～毎年発行　昭和57年～平成５年版は絶版

平成６年、平成７年版　￥1,500

平成８年～平成16年版　￥1,800

英和・和英　砂防関係用語集【第3版】 砂防関係用語編集委員会編
平成14年１月発行　￥4,800

火山砂防計画策定（案）等に関する講習会テキスト
平成４年５月発行　￥2,000 コピ－版

砂防技術－設立20周年記念出版－ 当センター編

平成７年７月発行　送付料のみ

砂防・地すべり技術研究発表会予稿集－設立25周年記念－ 当センター編

平成11年11月発行　送付料のみ

「技術研究成果報告会」－予稿集－ 当センター編

平成12年11月～毎年発行　送付料のみ（平成13年度版は絶版）

目で見る砂防水理模型実験 当センター編

平成２年７月発行　書店・山海堂＊

土石流対策のための土石流災害調査法 池谷　浩著

昭和55年11月発行　書店・山海堂＊

＊については、当センターで取り扱っておりません。

お手数ですが、一般の書店もしくは山海堂へお問い合わせください。

山海堂　Tel：03（3816）1618／Fax：03（3816）0553

それ以外は、当センターで実費頒布しております。

お問い合わせは、企画部企画情報課までお願いします。
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東京メト
ロ南北線

市ヶ谷駅
 

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

「SABO」についてのご意見、ご感想をお待ちしています

「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

編集後記

明けましておめでとうございます。旧年中は、
ご愛読いただきましてありがとうございました。
本年も、みなさまのお役に立つような記事を掲載
するよう努力していきますので、よろしくお願い
申し上げます。

平成18年元旦

いきなり年賀状もどきで書き出ししてみまし
た。みなさんは、どんな年賀状を出されたのでし
ょう？　また、楽しくなるような年賀状は届きま
したか？　近頃では、パソコンを使って力の入っ
た賀状を頂くことが増えて、来年こそはと思いま
すが、なかなか手がつきません。ごく希に、手書

きや芋版などで賀状を頂くと、子供のころを思い
出しフッと笑みがこぼれることがあります。

インフルエンザの予防接種はされましたでしょ
うか？　新型インフルエンザに効くかどうかは、
よく分かりませんが予防接種を受けてきました。
まぁ、お守りみたいなものでしょうか。ただ、や
はり普段から気をつけておくことが必要だろうと
思います。一つの危機管理という訳ではないです
が、日頃から気をつけていることとして、通勤電
車内のマスク着用、出社時・帰宅時の手洗いとう
がいがあります。風邪は自分が引かないことと人
に移さないことが大切かと思います。（Ｍ）



Vol.85 2006年1月1日　発行 


	表紙
	目次
	巻頭言：変動する日本の安全を考える
	年頭所感：STC2006
	顧問：変貌する時代のなかで
	企画部：次の節目に第一歩を踏み出す年
	砂防部：地域及び流域を安全にするための砂防技術の向上を目指して
	斜面保全部：地すべり地における危険度評価と地すべり防止工の効果判定に取り組む
	総合防災部：火山砂防事業のさらなる高度化、効率化をめざして
	研究所：新たな砂防技術の開発を目指し

	連載エッセイ：ふるさとのミカン山と活断層
	トピックス：マレーシアの土砂災害
	研修生：ペルーからの研修生ホワンさんの受け入れ
	審査証明：INSEM-ダブルウォール（DW）工法
	審査証明：スパイラル補強圧縮型永久アンカー
	自主研究：安倍川流域大島えん堤における全流砂量観測－報告平成17年までの観測について
	海外事情：第4回日韓土砂災害防止技術会議参加報告
	海外事情：台風委員会ワークショップ
	センターニュース
	編集後記

