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巻頭言

自然の景観を大切にしたい
荒牧重雄

東京大学名誉教授

山梨県環境科学研究所所長

日本の山野は美しいといわれる。われわれ日
本人が想う美しい景観とは、たいてい山紫水明、

その白い直線が見られる。
外国の山地では、日本のような頻度でガード

森や林と緑の原と農地の連続といった風景であ

レールが設置されているところは少ないのでは

ろう。温帯から亜熱帯の湿潤気候帯の植生が標

なかろうか？

準といえるかもしれない。また、裸岩がべった

中をレンタカーで通行するときも、ガードレー

り露出する地表は、日本ではあまりお目にかか

ルが少なくて、砂利道をドライブするのが怖い

らない。裸地や荒地が多い大陸地域を旅行して

くらいの山道が少なくない。日本の道路網の安

から日本に帰国すると、日本がいかに緑したた

全整備はこのように進んでいて、インフラスト

る国であるかを再認識して、新鮮な驚きを感じ

ラクチャーの完成度の高さを示す指標なのであ

る。

ろう。

しかし、日本のように緑が豊富な地域は地球

例えば、アメリカの国立公園の

しかし、ガードレールの白い線を見るたびに、

上ではむしろ少ないといえるのではないか。半

私は居心地の悪さを感じる。どうしても気にな

沙漠としか言いようのない土地に、多くの人々

る。そう思って気づくのは、自然景観の中では、

が生活している。その沙漠状態の少なからぬ場

直線という画素はめったに存在しないというこ

合が、自然にそうなったのではなく、森林の過

とである。すべてが曲線か折れ線であり、破線

伐採や過度の農作業により土壌が失われ、沙漠

である。また白色というのは、雪景色でもない

化への悪循環が進行するためであると聞く。日

かぎり、自然の中では案外異端な色なのである。

本は、幸いにもこれまでは、森林や農地の保全

すぐ思い至るのは、日本でも国立公園などでは、

が行き届いたために、このような沙漠化は免れ

電柱の色も褐色に塗装するように指導（？）さ

てきたのかもしれない。

れていることである。建物の色もそうである。

■

やはり、自然景観に配慮すれば白色は避けるべ
き色なのではなかろうか？

私ごとであるが、火山を研究している専門か

国土交通省は2004年３月に、「景観に配慮し

ら、日本や諸外国の火山地域を歩き回ってきた。

た防護柵の整備ガイドライン」をまとめたが、

緑したたる日本の自然を歩くとき、どうしても

その中では、おおむねガードレールの色を白色

気になることがある。それはくっきりとした白

ではなく、こげ茶、薄灰茶色、濃灰色などにす

い直線が目に入ることである。多くの場合、そ

るのが適当としたと聞く。大いにわが意を得た

れは林道を縁取るガードレールなのである。い

という感じである。

ったん気になると、ガードレールの存在はつね

さらに言えば、折れ曲がったり、部分的に赤

に気になるようになってきた。決して広々とし

錆が発生したガードレールの汚さは、気を滅入

てはいない日本の山地形の斜面に、あんなとこ

らせるものがある。私がたびたび訪れる軽井沢

ろにも車道があるのかと思わせるような高所に

地域の道路では、一部、間伐材を用いた木製の
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ガードレールが設置されているが、見た目にき

わせからなっている。非直線から構成される自

わめて心地よいものである。おそらく、製作単

然景観の中では、直線が際立ってしまう。

価は鉄製の何倍も高いのではないかと思われる

人工の直線が全て悪いというつもりはもちろ

が、日本の経済状態では、この程度の贅沢さは

んない。世界遺産として誰も疑わない、かのベ

許されるのかもしれないとも思う。この点は専

ルサイユ宮殿の庭園、いわゆるフランス式の幾

門家の解析を待ちたいものである。

何学式庭園などはその極致であろう。しかし、

先年、東南アジアの国の火山のふもとをドラ

そのような庭園はそれ自体で完結しており、明

イブしていたら、すばらしい緑の山すそに、一

瞭な輪郭を持つ、いわばひとつの小宇宙とでも

本鮮烈な白い直線が延びていた。あまりにも日

いうべき完結性を持っている。一方、自然景観

本的な印象に、はっとしたのだが、後でその白

の中の直線的異物は、周囲の要素となんら調和

線は、日本からのODA援助で作られた真新し

の取れていないことが問題なのである。

い砂防ダムのコンクリートの輝きであったこと

滑らかな曲線を描く火山の中腹から山麓にい

がわかった。やはり、その印象は｢白い直線の

たる緩斜面は、それ自身たいへん美しいものだ

暴力｣と呼ばれても仕方のないものであった。

が、扇状地を輪切りにする形で、いくつもの砂

長年火山屋として、火山砂防にかかわる方々
とお付き合いしているので、火山地域の砂防ダ

防ダムの直線が切り込んでいるのは、決して美
しいものではない。

ムなどの建設にかけられる熱意と善意のエネル

日本では、火山地域の多くが国立公園などに

ギーを疑うものでは決してない。日本の砂防グ

指定されていて、景観美が公認されている場所

ループのおかげで、特に火山地域の斜面の保全

ともいえる。そこに多くの直線的構築物が目立

が、日本のみならず外国でも大いに進展してき

つことは、金銭的に言えば、観光産業にも悪影

たことは、世界に誇れる業績であるといえるだ

響を与えかねない問題である。

ろう。

■
■

それではどうしたらよいのか？

このような実績を踏まえて、あえて提言した

私は、決し

て砂防ダムの構築をやめろというのではない。

いのが、砂防事業でも、そろそろ自然景観への

問題なのは、遠景あるいは中景として見たばあ

濃厚な配慮がなされてもよい時期になったので

いに、白色の直線的なダムなどが目立つことが

はないかということである。

よくないということである。私はダムの設計者

一口に自然景観といっても、いろいろな見か

でもなければ、施工者でもないので、素人的無

た、定義のし様があるだろう。私が問題とした

知で言えば、ダムの存在が見えないようにすれ

いのは、人が見て「美しい」、「気持ちが良い」、

ばいいのではないかと思う。たとえば、白色の

「いやされる」という反応を引き出すような景

コンクリートを暗色に塗れば見えなくなるだろ

色のことである。最大公約数としてこのような

う。石を貼ってもよいだろう。木や草などを貼

反応を引き出せるような景観は、保全の価値が

り付ければわからなくなるだろう。このような

あると考える。

試みは、河川の堤防などですでに実施されてい

私自身の好みを持ち出して恐縮であるが、景
観の美を損ねる要素として、直線の氾濫、景色

ると聞いている。水の流れも直線ではなく、わ
ざわざ曲線状に流すとも聞く。

になじまない色彩などが警戒の対象となる。そ

このような工法は、おそらく従来のそれより

こで困るのが、砂防ダムをはじめとする人造の

も、単価が高くつくだろう。費用対効果の見地

工作物である。これらの多くは、直線の組み合

から、国策に逆行するものとして、これまでは

2
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退けられてきたのに相違ない。そこで、一国民

壊さえする。新しい溶岩流が広がる面積は、ま

として、納税者として、発言したいのは、この

ったくの無人の荒野である。大規模な火砕物の

ような景観対策は決して無駄使いではなく、今

降下は、広大な地域を一時的に沙漠と化し、不

後の正しい方向を示すものではないかというこ

毛の土地とする。実は火山の研究者にとっては、

とである。限られた広さの日本列島を、破壊的

その光景も、自然の営みの一部であり、実に

に「改造」するというようなやり方はもう通用

「美しい」ものなのである。しかし、荒野とか

しなくて、より高度な工法で、あくまで景観を

不毛の地とかの形容は、あまりにも否定的であ

損ねないように、しかも高性能でより能率的に

る。なぜ火山研究者にとって｢美しい｣かという

斜面安定・治水の実をあげるという戦略はいか

と、その状景が火山学的に見て、自然で、合理

がであろうか。

的であるからである。
■

火山現象を知らないものにとっては、荒廃し
た混沌でも、火山研究者にとっては、「アア溶

日本の庭園文化は世界に誇れるものであると

岩」であり「パホイホイ溶岩」であり、網状流

聞く。いわゆる鑑賞式庭園にしても遊歩式庭園

路であり、溶岩堤防であり、それぞれが火山学

にしても、自然の景色を写生したものか、さら

的にいかにも自然で、納得がいくものなのであ

にそれを抽象化したものが主体であって、その

る。このような要素に直行する、直線的な人工

造成には作者の莫大な精神的エネルギーが費や

構造物は「美しくない」のである。

されている。回遊式であれ、書院式であれ、枯

そのような意味では、草木が一本もない裸地

山水であれ、手本は天然の景観であり、縮小さ

でも、自然の造型の美が存在しうるのである。

れた宇宙である。そこには川、水の要素と山、

裸地、裸岩をきらって、見境なく人工的な植林

岩石の要素が芸術的に組み合わされて、美の世

をしたり、緑草の種を一面に吹き付けたりする

界を構築しているのである。石組み、砂紋、築

工法は、沙漠に住む民族にとっては、きわめて

山、池、滝などの要素を組み合わせて、自然を

奇異に見えるのかもしれない。

模写しているが、あくまでも人工の世界である

■

という言い方もできる。
今の日本ではしかし、そのような芸術的空間

とにかく、ひとつの理想として、将来の日本

に感激して寺院の外に出ると、まったくの別世

は、限られた空間をより快適に合理的に生活で

界として、無神経きわまる、雑然とした都市景

きる空間として、｢改造｣してゆかなければなら

観、あるいは破壊されつつある田園景観が広が

ないだろう。それには、自然災害による国土の

っている、というのが現実ではなかろうか？

破壊･荒廃はもちろん徹底的に防がなければな

われわれ日本人は、如何に複雑で不合理な民族

らない。しかしそのために、景観美を破壊して

なのであろうか？

は、｢元も子もなくなる｣のである。

日本人が持つ庭園の美術的

感性を、なぜ自然の景観の保全に活用しないの
だろうか？

高度のテクノロジーは、近代的な造園術とし

平常は水が流れない砂防ダムの在

て、表面には人為としては見えないが、美しい

る河川の景観は、まさに「枯山水」そのもので

景観を保全するために、裏では高度の手厚い人

あるといえよう。

工の技が用いられているというように活用され
■

るべきであろう。

火山景観から見ると、景色は緑したたる世界
ばかりではない。火山の噴火は既存の風景を破
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寄稿

地域との共創による
土砂災害からの減災を目指して
井良沢道也*
して、７月10日未明から岐阜県西部に総雨量で

1 はじめに

400mmを超える大雨を降らせ、その後、日本列
近年、前線性の集中豪雨や台風の上陸、さらに

島の太平洋岸に沿って北上し、東海、関東、東北

直下型地震などにより、全国各地で土砂災害が数

の各地に大きな被害をもたらした。総務省消防庁

多く発生している。これらは、災害に対する整備

がまとめたこの台風による全国の被害は、死者・

水準が未だに低いことが大きな要因であるが、一

不明７名、住家の全半壊39棟、住家の浸水約１万

方、近年の集中豪雨の増加などの自然的状況の変

戸、避難指示や避難勧告が出された住民が約10万

化や、少子高齢化・過疎化などの社会的状況の変

人にも達するなど、その被害の影響は広範囲に及

化にも関連しており、新たな災害の様相も呈して

んだ。
本豪雨により岩手県内ではがけ崩れや土石流が

いる。
こうした災害を防止するために、ハード対策に

各地で発生した。とりわけ三陸沿岸の釜石市（図

加えてソフト対策が実施されている。現状でその

１）では総雨量358mmに達した。豪雨により釜

柱の一つが降雨量による警戒・避難体制の検討で

石市など周辺市町村で崩壊、土石流が多く発生し

ある。しかし、全国に約52万箇所ある危険箇所に

た。釜石市松原地区では細い谷地形の頭部で斜面

対して雨量計やレーダー雨量計など降雨のみで予

崩壊が発生し、土石流となって250m谷を下り、

測することに対しては、雨域の局所性による問題

谷筋を塞ぐように建っていた上の２軒を全半壊さ

がつきまとう。また、同一の地域に同じ降雨があ

せ、２名の犠牲者を出した（写真１、写真２）。

ったとしても、表土層の不均一性から発生する斜

住民への聞き取りからこの場所は60年以上は土砂

面と発生しない斜面とに分かれる。一方、住民自

災害のなかった場所である。

身が土砂災害に対して危険であるとの認識が風化

本災害での住民の行動については多くの知見が

しており、土砂災害の警戒避難指示を発令しても

含まれていると考え、岩手県県土整備部砂防課及

安全と思って避難しない例も多く見られる。

び釜石地方振興局の協力を得て、災害箇所（岩手

こうした中、住民にわかりやすい情報提供をす

県釜石市）への調査（アンケート調査、降雨調査、

るなど新たな視点にたった土砂災害対策の推進が
強く求められている（笹原 2005）。ここでは2002
年７月10〜11日に岩手県釜石市で発生した土砂災
害を事例にして、岩手県内で進めようとしている
施策などを紹介するとともに、今後の土砂災害対
策のあり方について述べたい。

◎盛岡

2 2002年７月10〜11日
岩手県釜石市で発生した土砂災害

釜石
◎

2002年、梅雨末期に異例の進路を取って北上し
東海地方に接近した台風６号は、梅雨前線を刺激

* 岩手大学農学部農林環境科学科 助教授
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図1 岩手県釜石市位置図
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地形調査）を実施し、避難時の住民の対応、住民

最大時間雨量56mmを観測する（気象庁釜石観測

の災害への意識の程度などを検討した。その結果

所）という記録的な豪雨となった。そのため山地

から今後の土砂災害対応について述べたい。

の崩壊や河川の氾濫により、住宅被害は家屋の全
壊３戸、半壊６戸、一部破壊７戸、床上浸水166

2.1

災害を引き起こした降雨

前述したように2002年の７月10日から11日の午
前にかけて台風６号は、釜石市の狭い範囲に激し
い集中豪雨をもたらし、同市では総雨量358mm、

戸、床下浸水453戸、人的被害は死者２名という
甚大な被害が発生した（松原町内会・松原防災会
2002他）。
降水量は11日の午前５時の時間雨量は19mmで
あったが、６時には時間雨量50mm、７時には
56mmと雨の勢いは急激に強まった。土石流が発
生した時間は午前６時40分から７時20分の間と考
えられる（松原町内会・松原防災会がまとめた台
風６号の被害日誌では午前７時20分となってい
る）。そして11日午前６時から９時の間の３時間
に136mmもの雨量となった。雨量グラフを図２
に示す。
2.2

住民アンケート調査

このように土砂災害の多発した釜石市において
アンケート調査を行なった。内容は災害時の行動
などについてで、調査対象は被害の甚大であった
釜石市の松原町、駒木町、浜町の３地区の住民で
ある。アンケートの配布は各地区の町内会長の方
から住民へお願いしていただいた。項目数は選択
式が31、記述式が４の計35項目で、配布日は2003
年７月６日、回収率は258／410世帯＝62.9％であ
った。
2.3

調査結果

ここではアンケート結果のうち住民の災害時の
避難行動及び前兆現象、住民の知りたい情報など
写真1 釜石市松原沢航空写真
（土砂の堆積している部分で被災）

写真2 釜石市松原町における土石流被災状況
（人家2戸が全壊し、2名の尊い人命が失われた）

図2 2002年７月10日７時〜11日11時までの釜石
市の時間雨量、及び累計雨量（気象庁釜石観測所）
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溝から水が溢れてきた」が最も多い。これは雨量

について述べる。

によるもので、土砂災害の前兆現象だけではない
かもしれない。一方、「濁った水が発生した」「何

１）避難行動について

図３に示すように「消防等から避難しろと言わ

か大きな音が聞こえた」などは比較的わかりやす

れて避難した」住民が70名と最も多いが、「雨が

い土砂災害の前兆現象である（図５）。これらを

強くなって危険を感じて」避難した住民も35名お

住民に正しく知っておいてもらうことが、自主避

り、自主的に避難した割合も高いことがいえる。

難させる一つの要因になると考えられる。

なお今回の事例はあまりに急な豪雨であったた
め、災害後の避難の方がほとんどである。

前兆現象を感じた人の方が感じてない人より避
難していると予想した。結果は予想通りとなった

避難した住民は防災訓練など積極的に参加して

（図６）。割合的には両者とも低いが、前兆現象を

いるかどうかを調べた。全体的に、避難訓練に参

感じた人の方が避難をしていることが見て取れ

加している人の方が今回の災害時に避難している

る。

割合が高い（図４）ということが言える。一方、

土砂災害の前兆現象を周知しておけば、前兆現

過去に被災経験（ここでは津波の経験がほとんど）

象自体を早めに知ることができ、それが早い段階

があるからといって今回の災害時に避難している

での自主避難に繋がることになると考えられる。

とは限らないことが住民の傾向として見受けられ

そして異変をいち早く行政に知らせることができ

た。日頃からの防災意識を持つことが、避難行動

れば、行政もより迅速な対応をとることができる

には重要である。

であろう。危険回避という意味では、前兆現象の
周知は欠かせない事項であるといえる。しかし、
個人が屋外で前兆現象の確認のための行動を起こ

２）前兆現象について

今回の土砂災害発生の際には、前兆現象を感じ
た住民が回答者のうち約40％いた。「用水路や側

6

すのはかえって危険であるので、屋内からの情報
収集が望ましい。

図3 避難の動機

図5 どのような前兆現象を感じたか

図4 避難の有無と防災訓練の参加の関係

図6 前兆現象が避難行動に繋がるかどうか
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釜石市で発生した前兆現象の実態を時系列的に

情報も求められている傾向が見られた。

整理した（図７、図８）。土石流の発生イベント

一方、今回の災害の際、情報収集に役立った情

は11日の７時前後であるが、それ以前に松原町や

報源としては「テレビ」が最も高く、次いで「家

駒木町とも「渓流が急に増水した」「巨礫が流れ

の周囲の状況を見ること」「近隣の人との連絡」

る音が聞こえた」など前兆現象が時系列的に発生

が高い値を示した。

している。土石流の発生イベントに近づくにつれ、
「流木が流れてきた」「何か大きな音が聞こえた」

2.4

まとめ

など土砂災害の発生にかかわる大きな現象が発生

2002年７月の土砂災害では釜石市を中心に短時

しているようである。住民がこうした前兆現象を

間に局所的に集中豪雨となった。そのような状況

正しくとらえていれば、土石流発生前に自主避難

で避難した人の割合は３地区で46％で、避難の動

につながっていた可能性がある。

機は消防等からの指示によるものが多かった。し
かし自主的に避難した割合も約30％であった。一

３）住民の知りたい情報について

今後、豪雨時にどのような情報を知りたいかと
いう設問の回答（図９）では「水害や土砂災害に
対して危険な場所の位置」「大雨による被害の発

方、避難しなかった人の大半の理由が、自分の家
は大丈夫だろうという土砂災害への危機感が低い
認識からのものだった。
釜石市は過去に大きな津波災害を受けており、

生状況」「これから降ると予想される降水量」「避

毎年避難訓練が実施されている。釜石市は積極的

難勧告・避難指示が出されているかどうか」が比

に防災意識の啓蒙に取り組んでいる自治体と考え

較的高い値を示しており、危険な場所だけではな

られ、実際に住民も自主避難も含め避難行動をと

く、時間の経過によって時々刻々と変化する防災

った割合が高い。こうした訓練への参加経験のあ
る人ほど今回の災害で避難をした住民が多
かった。一方、過去の被災経験の有無と避
難行動との関連性は乏しかった。これらの
結果から、住民の防災意識を向上させる継
続的な取り組みの必要性が示唆される。
今回の災害で役立った情報としてはテレ
ビといったマスメディアだけでなく、「近
隣住民との会話」や「家の周囲の状況を見
る」ことなどの回答が高い。また前兆現象
を感じた住民が多かったことから、こうし
た住民からの防災情報を地区内へ、さらに

図7 時間雨量・累計雨量と生起現象（松原町）

図8 時間雨量・累計雨量と生起現象（駒木町）

図9 今後、豪雨時に知りたい情報の種類
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地区内から行政へ伝達する、一方、行政から個々

している。現在も危険箇所の周知については、実

の住民へタイムリーな情報を密接にやりとりする

施しているが、それだけでは十分な効果が出てい

双方向の情報体制の構築が必要であるといえる。

ないので、今後は、新たな手法を加えるなり、計

なお、松原町内会はこれまで災害といえば「津波」

画的に周知を図る必要がある。

対策に力を注いでいたのを反省し、自主的に町内

なお、今回の提言の中で岩手県は全国で初めて

の特性を生かした自主防災マニュアルを作成した

の施策として「住宅移転支援事業」を打ち出した。

（松原町内会2004）。

現行の制度（住宅金融公庫の融資及びがけ地近接
等危険住宅移転事業による補助）の対象範囲に一

3 岩手県における
総合土砂災害対策に関する施策
全国初の住宅移転支援事業の創設

定の制約があることなど、現行制度だけでは、移
転がなかなか進まない状況にある。また、聞き取
り調査及び住民地域懇談会では、移転費に対し支
援を望む声が多くあった（図11）。このことから、

これまで述べたように、釜石市にとっては気象

事前の予防対策の一つとして、がけ崩れ危険箇所

台設置以来最大の集中豪雨であり、結果として台

からの住宅移転についての新たな支援制度を創設

風６号時は救助防災活動が主で、事前に組織的な

し、移転を促進していくことを提言したものであ

動きができなかったことから住民と行政による協

る。本施策は全国に先駆けとなる岩手モデルとも

働の取り組み（釜石地方振興局・釜石市 2003）

いえるものである。
岩手県はとくに整備率が10％と低く、今後より

をスタートさせている。
こうした動きを岩手県全県下に広げるべく2004

一層土砂災害対策を効果的に推進するためには、

年度に土砂災害対策のための検討委員会を発足さ

厳しい財政状況にあることも踏まえ、既存の施設

せた（土砂災害危険防止施策検討委員会（2004）
）。

整備に加えて住民移転を促進するなど新たな方策

岩手県は人家５戸以上の危険箇所のハードによる

に取り組む必要がある。当然ながら、この方策の

整備率が10％程度に過ぎず、早急に検討すること
が急がれた。筆者は本委員会の委員長として参画
する機会を得た。本委員会は構成員14名からなり、
４回の委員会を経てとりまとめた。以下、検討委
員会を受けての提言の主なものを紹介する（岩手
県砂防災害課ホームページ）
。
本提言の柱は以下の３つの事項である。なお本
提言は土砂災害危険箇所のうち、当面、がけ崩れ
危険箇所を対象にしている。
図10 がけ崩れ危険箇所居住の認識
（住民聞き取り調査結果）

1

土砂災害防止法の推進

2

土砂災害対策についての住民周知

3

新たなソフト対策として「住宅移転支援事業」
の創設
なお地域住民の意向を把握するため、岩手県内

のがけ崩れ危険箇所に住している664戸の住民に
対して聞き取りを行った。住民意向調査結果によ
り、がけ崩れ危険箇所に居住しているということ
を、十分知らない人が多かった（図10）。実にほ
ぼ半数が知らないと回答しており、住民は住んで
いる土地が安全かどうかもわからないままに居住

8
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導入にあたっては、危険箇所の状況や住民の意向

を実施しているが（事業対象は、保全人家５戸以

などにより様々なケースが考えられる。

上）、依然として施設整備に対する要望は図13に

本事業の考え方は2002年に発生したがけ崩れ災

示すように約40％と多いため、未然に土砂災害を

害がモデルとなっている。釜石市嬉石地区では写

防ぐ観点からも、施設整備を促進する必要がある。

真３に示すようにがけ崩れが発生し人家に被害を

今後の対応策としてはソフト対策は重要ではある

及ぼした。行政は住民の意向が移転したいことか

が、当然ながらハード対策の実施がなくては危険

ら、がけ地近接等危険住宅移転事業を適用すると

箇所そのものは減少しない。生命財産のうち、財

ともに、土地の買収を行い住居跡地に土堤を建設

産は守れない。また住民にいつまでも警戒避難を

した。この土堤の設置により斜面下にある人家が

強いることにもなり、プライオリティの高い箇所

保全されることとなり、結果として、人家が移転

から事業の実施が必要であることはいうまでもな

しない場合にその人家を守るための擁壁を設置す

い。なお、移転施策実現のための支援費の充実を

るより総事業費は安くつくことになる。本事業は

あげる意見も多かった。

図12に示すように災害後ではなく、事前にこうし

なお、避難で最も困難なのは深夜での発令であ

た住居移転＋土堤の実施を行うものである。もち

る。住民自身も避難することへの躊躇があるし、

ろん斜面下部に保全するものがまったくなければ

危険性も伴う。あらかじめ降雨が予測できれば事

危険箇所自体が消失することになる。住民への災

前の避難が望ましい。釜石市では地区住民の自主

害前の移転を促すため現行の制度よりも高い移転

避難を促すため集会施設兼避難所を消防署分署と

支援金を検討している。対象は土砂災害特別警戒

同一の建物とし、整備を進めている（写真４）。

区域の指定がなされている人家である。

大雨となれば消防署の職員が常駐するので、避難

がけ崩れ対策として、「急傾斜地崩壊対策事業」

した住民も安心感を持つことができる。

図13 行政にもっとも望むことはなんですか
（住民聞き取り調査結果）

写真3 がけ地近接等危険住宅移転事業で移転し、その住居
跡地に土堤を設置した事例（釜石市嬉石地区：背後は釜石港）

図12 「住宅移転支援事業」の模式図

写真4 消防署分署と一体的に建設した地区避難所
（釜石市松原町）
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の直接的な会話が重要である（湯川典子他2003）。

4 おわりに

もちろん、こうした危険情報を行政と住民で双方
ここでは2002年に岩手県釜石市で発生した土砂

向で共有することが重要である。

災害における住民意識、2004年に策定された土砂

最後に総合教育の中での土砂災害の教育を目指

災害危険防止施策検討委員会（2004）の提言につ

して、防災教育を地域一体で実施することを提案

いて述べてきた。災害の際の住民意識調査では地

したい。本プロジェクトは北海道大学農学部との

域での連携が重要であることを示唆している。ふ

共同研究である。次世代を担う子供達が今回の災

だんから防災訓練に参加している人ほど避難する

害の実態とそのメカニズム、それへの対策手法を

割合が高い。また前兆現象を住民の４割が認識し

科学的に理解すること、砂防堰堤などの効果と限

ていた。日常的に防災意識を高めるとともに、住

界等について科学的教育を行うことが必要であ

民に正確な情報を与えていく必要があるといえ

る。そのために子供の災害についての意識、認識

る。

度を把握するためのアンケートを実施し、教材の

住民は豪雨時には自ら危険を察知し警戒をしよ

開発の検討を行っている（写真５、６）
。

うとしている。住民自身が避難することは大変な
決断であり、避難する情報は隣近所などのフェイ

謝辞

ス・トゥ・フェイスによる情報が極めて重要であ

本原稿をまとめるにあたり御協力してくださっ

る。避難を徹底するためには個別訪問など住民と

た岩手県県土整備部西畑雅司技監、砂防災害課総
括課長

佐藤喜弘はじめ担当官、土砂災害危険防

止施策検討委員会の委員、釜石市役所、釜石市駒
木町、浜町、松原町の皆様方に対し、厚くお礼申
し上げます。なお、全国初の住宅移転支援事業は、
平成18年度より運用される予定である。

【参考・引用文献】

・松原町内会・松原防災会（2002）：台風６号の被害
日誌
・松原町内会（2004）：自主防災マニュアル
・柴田握（2003）：台風６号から学ぶ私共の災害と自
主防災、河川2月号、ｐ51-54
・釜石地方振興局・釜石市（2003）：釜石市内土砂災

写真5 現地での土砂災害の学習

害対策アクションプログラム
・土砂災害危険防止施策検討委員会（2004）：総合的
な土砂災害対策に関する提言、ｐ1-ｐ21
・湯川典子他（2003）：中山間地における警戒・避難
の現状と課題―岐阜県清見村の事例―、平成14年度砂
防学会研究発表会概要集、p10-11
・笹原克夫（2005）：平成15年の土砂災害とその対応・
警戒避難について、砂防地すべり防止講義集、ｐ99108
・岩手県砂防災害課ウエブサイト（2006）：
http://www.pref.iwate.jp/˜hp0607/
・仏の沢筋災害調査業務委託報告書（2005）：福島県
喜多方建設事務所
・井良沢道也他（2005）：前兆現象検知による土砂災
写真6 模型を使った土砂災害の実験
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雲仙・普賢岳災害から15年

大林和幸*
はじめに

り、家屋・田畑・山林・公共施設などに壊滅的な被
害を与え、地域の方々は長期にわたって不便な避難

1990年（平成２）11月、雲仙・普賢岳は198年ぶ

生活を強いられた。

りとなる噴火活動を再開した。この噴火では、誰も

噴火災害から15年目を迎えた現地は、噴火当時に

想定していなかった溶岩ドームが形成され、その一

比べ防災施設の整備、道路・鉄道の復旧及び整備、

部が崩壊することにより火砕流が発生し、44名もの

住宅・農地の整備、観光施設整備が進み地域の復興

命が奪われた。また、火砕流は多くの森林を焼失さ

は仕上げの段階となっている。

せるとともに、福岡ドームの約100杯分にも及ぶ莫

国においては、土砂災害から地域の人命・財産を

大な量の不安定な土砂を普賢岳周辺に堆積させた。

守り、一日も早い復興を図るため、砂防事業を長崎

その後、わずかな雨でも土石流が頻発するようにな

県より引継ぎ、1993年（平成５）４月に雲仙復興工
事事務所（現：雲仙復興事務
所）を発足させ、国家プロジ
ェクトとして砂防と道路事業
を核に、地域の復興を支援す
ることとなった。噴火災害か
ら15年を迎えた現在、噴火当
時の状況を振り返り、国が実
施してきた事業と地域の現

普賢岳噴火前の島原半島

状、復興の取り組みについて
報告する。
噴火活動と災害
1989年（平成元）11月、橘
湾での群発地震に始まった一
連の噴火活動は、徐々に震源

平成5年当時の状況

を島原半島へと移し、1990年
には普賢岳一帯で有感地震が
頻発するに至った。その後火
山性微動が増加し、同年11月
17日に1792年（寛政４）以来
198年ぶりに噴火活動を再開
し、1996年（平成８）まで約５
年にわたって活動を続けた。

近年の状況（平成15年撮影）

特に噴火を始めた翌1991年
（平成３）３月からは、屏風

* 国土交通省雲仙復興事務所 調査課長
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1
岩、地獄跡、九十九島の３火口から同時噴火を生じ

流、降雨による土石流が頻発し災害は長期化してい

るなど活発化の一途をたどっていった。５月20日に

った。火砕流は実に9,432回も発生した。

は地獄跡火口より溶岩ドームが出現していることが
確認された。さらに５月24日になると、成長する溶

直轄砂防事業の取り組み

岩ドームの一部が東側に崩落し、初めての火砕流が
発生した。数日後には火砕流は流下延長を延ばし治

雲仙・普賢岳災害を受けて、長崎県からは国によ

山ダムの除石作業をしていた作業員が火傷を負い初

る防災事業実施の要望がなされ、1993年４月６日よ

めての人的被害となった。

り国家プロジェクトとして直轄火山砂防事業に取り

それから約１週間後の６月３日、それまでより規
模の大きな火砕流が発生し、死者行方不明者43名、

組むこととなった。
雲仙・普賢岳地域においては、桜島などで培って

負傷者９名、建物被害179棟と大災害となった。そ

きた活火山砂防技術などを結集させ、全国に先がけ

の後、災害対策基本法60条に基づく警戒区域が設定

てさまざまな施策が行われてきた。発足当初は、ま

され、住民の長期的な避難生活が始まった。

だ火砕流や土石流が頻発しており、なかなか現地に

また、５月15日の降雨により水無川で初めて土石

近寄れない日が続いた。このため、危険な所へ行か

流が確認され、６月30日には中尾川や湯江川でも土

なくても災害対応ができるよう、航空写真等を活用

石流が発生した。特に水無川では国道57号直上流か

して用地境界の確認を行い砂防指定地買収を行っ

ら氾濫した土石流が国道251号を越えて海岸まで達

た。また、事業に着手した当時は、火砕流や土石流

した。その後も溶岩ドームの成長と崩落による火砕

による人命や財産の被害を防ぐことはもとより施工
者の安全確保が重大な問題で
あり、比較的安全な下流部の
導流堤を先行して施工を進め
たり、無人化施工技術を開発
し危険な場所に人を近づけな
いで事業を進めた。
無人化施工技術は、簡単に
言うと、大型の建設機械をラ

土石流による被災状況

火砕流による被災状況

ジコンで動かして、砂防えん
堤などをつくる技術である。
建設機械に搭載されたカメラ
や建設機械のお互いの位置関
係が分かるように配置した移
動カメラ車から送られるモニ
ター画像を見ながら、安全な
場所から操作するものである。

現在も残る溶岩ドーム

12

無人化機械のコントロールルーム
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現在、水無川上流域においては、依然として約１
３

画線に指定された島原道路（諫早市〜南高来郡深江

億ｍ の溶岩ドームが不安定な状態で存在しており、

町間50㎞）の一部を構成しており、現在、当事務所

地震等による崩落の危険性がある。また、地元自治

では島原市街地の渋滞解消や災害時の代替道路確保

体も、災害対策基本法による立ち入り禁止区域を設

のため、その地域高規格道路島原道路の一部「島原

定している。したがって工事従事者の安全を確保す

中央道路」の事業に着手しており、完成すれば半島

るため、現状でも水無川上流部では無人化施工を行

地域間及び県央地域との連携が強化され、半島全体

っている。開発当時に比べて大型の建設機械のみで

の活性化、復興に寄与すると考えている。

施工できる工法の開発や、カーナビなどにも使われ
ているＧＰＳの技術を応用し、施工の状況の確認を

地域の現状と復興の取り組み

行うなどの無人化施工技術の改良を行ってきた。こ
のＧＰＳ施工管理システムを用いることにより、設

噴火災害から15年を迎えた現在、雲仙・普賢岳は

計値に対して±50mmの精度で砂防えん堤の施工を

沈静化し、被害を受けた道路や宅地、農地等の復旧

可能にした。平成14年度には、新しい技術により、

も進み、また砂防設備等により地域の安全度も向上

世界初の鋼製スリット砂防えん堤を建設した。

している。しかし当地域は、農業と観光業が主な産

これらの無人化施工技術は、全国の災害発生地に
おいて有効に活用されている。
現在、砂防事業は、計画対象土砂量に対して８割
を超える整備が進み安全度は向上した。
今後は、施工条件の厳しいところでの工事となる
が、無人化施工技術に加え溶岩ドームの監視体制を

業となっているが、未だに噴火前の観光客の回復に
は至っていない。噴火災害に加え社会的ニーズの変
化や多様化等も考えられるが、この地域の将来に向
けてさらなる安全性の確保と県央地域との連携強化
を引き続き進めていくことが重要である。また当事
務所においては、「砂防指定地の利活用について」

強化しつつ、地域住民の安全確保のため事業完成に
向けて計画的に進めていくとともに、ソフト面でも
さらに分かりやすい情報をインターネットやケーブ
ルテレビで地域の方々に情報提供していく方針であ
る。
道路事業
雲仙・普賢岳による噴火災害により、一般国道57
号、251号等が被災し長期にわたり不通となり、島
原半島の社会的経済的活動が大きな影響を受けた。
例えば、国道57号は、島原市の雲仙東登山口から深
江町の町道鳥居松・上牧内線までの3.1kmが、1991

1991年9月に被災した旧大野木場小学校校舎

年６月３日から504日間にも及び全面通行止めとな
った。国道251号においても1991年６月８日に島原
市の雲仙東登山口から深江町の役場までの約５km
が、196日間の通行止めとなり通行規制を余儀なく
された。このように度重なる通行規制や土石流によ
る交通途絶がその後も予想された。そのため地域間
の幹線道路としての機能及び安全確保、恒久的な交
通確保のため緊急な道路整備が望まれた。雲仙復興
事務所は、島原深江道路の事業に着手し、わずか６
年３ヶ月と短期間で約4.6㎞の全線を供用した。
また、この道路は事業化後に地域高規格道路の計

雲仙温泉
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地域住民や自治体と協力し、被災した旧大野木場小

施設等の整備が進んできたことから、砂防えん堤内

学校の保存や、農業研修所跡地の整備など拠点整備

で土砂は捕捉され一般被害はなかったものの、流域

や植樹活動などを行ってきた。昨年度からは、地域

には大量の土砂が不安定なまま残っており、今後も

の住民や島原を訪れた観光客にも防災意識の啓発や

土砂災害の可能性は高いことが裏付けられた。

将来の観光資源として活用してもらうため、今回の

また、昨年３月には福岡西方沖地震のため島原半

噴火で火砕流が到達した範囲を囲むようにイチョウ

島でも震度４を記録した。雲仙・普賢岳の噴火では

の木の植樹を行っている。

巨大な溶岩ドームが形成され、現在も山頂に残った

また、土石流や火砕流により被災した所は、住宅
地や国道が隣接しており、このフィールドを地域の

状態であり、直下型の地震が起これば崩落の危険性
を指摘する学識者の声もある。

方々や観光などで島原を訪れた方々に、噴火災害の

現在、当事務所で行う復興事業は仕上げの段階と

実物として見せることにより防災教育の啓発や観光

なってきているが、引き続き砂防設備や道路整備を

資源としての活用などに寄与するため、大野木場砂

進めるとともに、安全確保のために監視カメラや震

防みらい館、雲仙・普賢岳資料館をとおして啓発活

動センサー等による防災情報の観測に加えて溶岩ド

動にも取り組んでいる。

ームの観測を行い、得た情報については、インター
ネット等を通して関係機関や一般住民へ防災情報の

おわりに

提供など行っていく予定である。
今後とも、地域と一体となって安全確保と地域の

昨年９月には、14号台風によって水無川で６年ぶ
りに土石流が発生した。1991年水無川で確認されて

復興、並びに火山との共生のための取り組みを進め
ていく。

から数えると63回目である。幸い規模も小さく砂防

島原城

監視カメラ

イチョウの木の植樹（火砕流到達地点）

溶岩ドームの状況
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建設技術審査証明事業（砂防技術）の
経緯と概要

中村良光*
1

旧制度と新制度の建設技術審査証明事業

●（財）先端建設技術センター
●（財）都市緑化技術開発機構

旧制度である民間開発建設技術の技術審査・証明

●（財）日本地図センター

事業は、民間における研究開発の促進及び新技術の

が実施している。協議会の事務局は（財）国土技術研

建設事業への適正かつ迅速な導入を図り、建設技術

究センターが担当している。

の水準向上に寄与することを目的として、民間開発

また、審査証明事業は、協議会が定めた「建設技

建設技術の技術審査・証明事業認定規定に基づい

術審査証明事業実施基準」等に従い、各会員が定め

て、建設大臣が認定した認定法人によって昭和62年

る「実施要領」等に基づいて、各会員の代表者の責

から実施されてきた。

任において実施されている。

（財）砂防・地すべり技術センター（以下「当セン

当センターは、対象技術を「砂防技術（砂防、地

ター」）は平成２年から建設大臣の認定を受けこの

すべり対策、急傾斜地崩壊対策及び雪崩対策に関す

審査証明事業を実施してきた。

る技術）」として、平成13年４月に建設技術審査証

平成13年１月６日には、中央省庁再編による国土
交通省の発足と同時に旧制度の認定規定が廃止され
た。
これに伴い、旧制度の審査証明事業を実施してき

明事業（砂防技術）実施要領を定め（平成17年12月
一部改正）、審査証明事業を実施している。
（以下のウェブサイト参照
http://www.stc.or.jp/support/support̲sinsa.html）

た公益法人は連携して、同事業に代わる新しい制度
として「建設技術審査証明事業」を透明性、公平性

2

建設技術審査証明事業の流れ

及び客観性を保ちつつ社会的信頼性の高い事業とし
て実施していくため、「建設技術審査証明協議会」
を平成13年１月10日に設立した。
現在、新制度の審査証明事業は、協議会の会員で

建設技術審査証明事業の流れは図１に示すとおり
であるが、審査依頼の技術について、実施要領の第
３条の「審査証明等の依頼の前提条件」で、依頼者

ある国土交通省所管の14の公益法人、

が満たす要件として、

●（財）砂防・地すべり技術センター

①審査証明の依頼技術が全国的に展開されるもので

●（財）国土技術研究センター

あり、またその技術の汎用にあたって、十分な社

●（財）土木研究センター

会的信用が得られる見込みを有するものであるこ

●（財）日本建設情報総合センター

と

●（社）日本測量協会
●（社）日本建設機械化協会
●（財）ダム技術センター
●（財）日本建築センター

②依頼技術の内容に係わる全てについて開示できる
ものであること
③依頼技術の内容等において虚偽があってはならな
いこと

●（財）建築保全センター

④依頼技術は違法性のないものであること

●（財）道路保全技術センター

⑤依頼技術に係わる特許権等の権利侵害等のないも

●（財）下水道新技術推進機構

* （財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所
技術部長

のであること
⑥依頼者が複数の場合は、依頼技術に係わる各依頼
者の責任の所在が明確にされていること
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⑦依頼技術に起因する工事事故等が生じた際の責任
は、全て依頼者が負うものであること

等、審査証明等に必要な全ての資料を提出すること
となっている。

⑧依頼者は依頼技術に係わる審査証明等の結果に係
わる当センターの普及活動に同意できること
⑨依頼者は前各号に係わる問題が発生した場合は当
センターに報告すること

この技術概要説明書に技術の概要、諸元・性能及
び適用範囲（依頼技術のシステム構成・形状寸法・
仕様・性能・適用範囲等）、既存の技術との対比
（適用性・機能性・安全性・耐久性・経済性等）を

⑩その他審査証明等に係わる本実施要領以外の事項

記載するようになっている。

については依頼者の責任に帰属するものであるこ
と

3

技術審査と審査証明の報告

の10項目が定められている。
次に依頼技術について、審査証明を承諾する前に、

受付審査の結果、審査証明の対象として適当と認

当センター内の受付審査会に諮ることになってお

められた依頼技術については、当センターは審査証

り、この基準として実施要領に受付審査基準が10項

明依頼承諾書を依頼者へ発行するとともに、権威あ

目定められている。

る学識経験者等による砂防技術・技術審査委員会を

①砂防技術であること

設置し技術審査を実施する。審査委員会は、国等が

②使用実績をもつもの、または開発を終了し依頼者

定める技術指針等を参考に依頼技術の内容、開発の

において性能確認試験を行ったものであること

趣旨及び開発目標に応じて実用に即した性能の確認

③建設技術の向上に寄与するものであること

を主眼として、依頼技術の内容の事実について客観

④建設事業において市場性のあるものであること

的に審査を行う。

⑤依頼技術の内容の確認が定量的に明確にできるも
のであること

技術審査を終了したときは、審査証明書、報告書
等を作成し、審査証明書が有効期間５年間として依

⑥日本語により申込みがなされ、かつ技術内容の説
明等の対応がなされるものであること
⑦依頼技術の内容の審査のため、審査委員会が指示

頼者に交付される。また、当センターは審査証明書
取得技術について協議会へ報告することになってい
る。

する試験等を依頼者の負担により実施できるもの
であること

新制度の審査証明事業になって、これまで18の技
術に審査証明書が交付されている。砂防えん堤工法

⑧審査委員会の技術審査に十分対応できる試験成果

に係わる開発技術６件、地すべり対策の抑制・抑止

等の蓄積があり、審査に著しく困難でないこと

工法に係わる開発技術８件、地すべり抑止用鋼管杭

⑨依頼技術の使用マニュアルが依頼者の責任におい

に係わる開発技術２件、法面保護・法面緑化工法に

て整備がなされているものであること
⑩社会的信用の高い法人が開発した技術であること

係わる開発技術１件、落石対策工法に係わる開発技
術１件である。

の10項目である。

ちなみに旧制度での審査証明書取得技術は17技術

依頼技術の要件としては、実施要領第４条で、
「審査証明等の依頼」として、依頼者は、

である。砂防えん堤工法に係わる開発技術１件、無
人化施工に係わる開発技術１件、地すべり対策の抑

●審査証明等依頼書

制・抑止工法に係わる開発技術７件、地すべり抑止

●既存技術との対比

用鋼管杭に係わる開発技術５件、地すべり自動監視

●開発の趣旨と開発目標及び実績等を記載した技術

システムに係わる開発技術３件である。

概要説明書

（表１、表２、及び下記のウェブサイト参照

のほか、

http://www.stc.or.jp/support/support̲chart.html）

●依頼者の責任において作成した確認試験報告書等
の研究成果書

4

審査証明書取得技術の普及

●依頼技術のパンフレット
●依頼技術の使用マニュアル

審査証明書取得技術について、当センターは、国

●会社概要

16
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配布、当センターホームページへの掲載等普及活動

（http://www.jacic.or.jp/sinsa/kensaku/参照）

に努めることになっている。また、平成16年までは、

審査証明書取得技術は報告書に、技術の機能、強

最新建設技術ガイドブック（（財）日本建設情報総合

度、安定性、適用範囲等が記載されており、また、

センター発行）に直近５年間における審査証明事業

施工マニュアル等も添付されおり、技術の適用の範

で審査・証明された技術が掲載されていた。平成18

囲において適正な管理のもと実施することになって

年２月から、審査証明書有効期限内の技術が、協議

いる。技術が適用される渓流等の現地の諸条件と技

会のウェブサイトの建設技術審査証明検索システム

術の機能等を適切に判断して事業主体による砂防関

で検索・閲覧できるようになっている。

係事業への活用が望まれる。

砂防・地すべり技術センター
（STC）

依頼者

技術概要の説明資料の作成

審査証明依頼書類の作成

依頼前打合せ

技術概要聴取

依頼

審査証明依頼書類の確認
受付審査
受付審査会、受付審査基準に
よる審査

審査証明依頼承諾書の受領

承諾

審査証明依頼承諾書の発行
技術審査
砂防技術・技術審査委員会、
権威ある学識経験者等による
委員会で審査

技術審査の過程で必要と
なった追加資料等の作成

追加資料等提出

技術審査終了

審査証明書の受領

依頼者の普及活動
・審査証明書を取得した技術
の各種普及活動

審査証明書交付

審査証明書、報告書等の作成

STCの普及活動
・報告書等の関係機関への配布
・STCホームページ等への掲載
・建設技術審査証明協議会へ報告
・建設技術審査証明検索システム
への登録等

図1 建設技術審査証明事業の流れ
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表1 審査証明書取得技術
番号

1

技術名称

VSL永久アンカー工法（SP型）
（コルゲートシースタイプ）

取得会社名

取得日／有効期限

ブイ・エス・エル・ジャパン
日本基礎技術
三信建設工業
東洋テクノ
日特建設
ライト工業
成和機工

平成14年2月18日
平成19年2月17日

2

SHS永久アンカー工法

建設基礎エンジニアリング

平成14年4月2日
平成19年4月1日

3

LUC−SBウォール工法

インバックス
日鐵建材工業

共和コンクリート工業

平成14年6月24日
平成19年6月23日

日特建設

平成14年9月17日
平成19年9月16日

4

SSL−CE型永久アンカー工法
（周面摩擦先端圧縮型永久アンカー工法）

国土防災技術
ライト工業

5

リングネット落石吸収柵工法
（高エネルギー吸収タイプ落石防護柵）

東亜グラウト工業

6

ST集排水工法

7

中空コンクリートブロック中詰緑化えん堤

8

ロービングウォール工法（法面保護タイプ及び
擁壁タイプ：長繊維混入補強土一体緑化工法）

興和 東邦地下工機
日本基礎技術
日特建設
ライト工業

9

SEEE永久グラウンドアンカー工法
（タイブルアンカーA型、U型、M型）

10

地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手
（副題：JFEネジール）

11

12

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）

ライト工業

平成15年9月22日
平成20年9月21日

エスイー

平成16年8月10日
平成21年8月9日

JFEスチール

平成16年12月7日
平成21年12月6日

黒沢建設

ケーティービー

平成17年1月5日
平成22年1月4日
平成17年2月22日
平成22年2月21日

14

INSEM−SBウォール工法

インバックス
共和コンクリート工業

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）

17

地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継手
（リング継手）

18

18
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日鐵建材工業

平成17年2月22日
平成22年2月21日

共生機構
アミーソリューションズ

平成17年2月22日
平成22年2月21日

JPハイテック
ケミカルグラウト
東亜グラウト工業
新技術工営
東興建設
日特建設
日本基礎技術
原総業
イビデングリーンテック

平成17年3月28日
平成22年3月27日

クボタ

JFE建材

J−スリットえん堤

平成16年12月24日
平成21年12月23日

国土防災技術
サンスイエンジニアリング
共生機構
アミーソリューションズ

16

平成15年7月8日
平成20年7月7日

平成15年8月26日
平成20年8月25日

横ビーム式HBO型堰堤

INSEM−ダブルウォール（DW）工法

日さく

ポカラ
リタ総合企画

13

15

平成14年12月24日
平成19年12月23日

平成17年7月12日
平成22年7月11日
平成18年2月13日
平成23年2月12日

トピックス
2
表2 旧制度による審査証明書取得技術
番号

1

技術名称

VSL永久アンカー工法
（コルゲートシースタイプ）

取得会社名

取得日／有効期限

ブイ・エス・エル・ジャパン
日本基礎技術
三信建設工業
東洋テクノ
ライト工業
成和機工

平成4年3月27日
平成9年3月25日更新
平成14年3月25日

日本基礎技術

平成4年6月4日
平成9年6月3日

キタック

平成4年6月4日
平成9年6月3日

2

地すべり/斜面自動監視解析システム

3

地すべり自動観測システム

4

EGS永久アンカー工法

住友電気工業

平成6年1月14日
平成11年1月14日更新
平成16年1月13日

5

SSL永久アンカー工法

国土防災技術

平成6年1月14日
平成11年1月14日更新
平成16年1月13日

6

SEEE永久グラウンドアンカー工法

エスイー

平成6年8月11日
平成11年8月11日更新
平成16年 8月10日

7

地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手

8

9

KTB永久アンカー工法
（分散型を含む）
地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭の
ねじ継手

日本鋼管

平成7年2月21日
平成10年9月28日追加変更
平成12年2月21日更新
平成17年2月20日

黒沢建設

平成8年6月7日
平成13年6月6日

クボタ

平成9年7月23日
平成14年7月22日

10

地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手
（メカネジ）

川崎製鉄

平成9年7月23日
平成14年7月22日

11

自立式型枠ブロック
（無人化施工対応型）

フジタ 技研興業
日本コンクリート工業

平成9年10月29日
平成14年10月28日

興和 東興建設
東邦地下工機
日さく 日特建設
日本基礎技術
ライト工業

平成10年7月8日
平成15年7月7日

鹿島建設
ケミカルグラウト
ジャパンライフ
鈴木金属工業

平成10年7月8日
平成15年7月7日

12

13

ST集排水工法

スパイラル補強圧縮型永久アンカー
（SuperMCアンカー：荷重分散型）

14

緊急地すべり自動監視システム

オサシ・テクノス

平成10年8月4日
平成15年8月3日

15

地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭の
メカニカル継手（リング継手）

クボタ

平成11年6月17日
平成16年6月16日

16

地すべり抑止用鋼管杭の２段多条
ねじ継手

新日本製鐵
クボタ

平成12年3月28日
平成17年3月27日

17

ハイブリッドバットレス（HB）型
オープンタイプダム

共生機構

平成12年8月25日
平成17年8月24日
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連載エッセイ1

立山砂防のオッカチャン応援隊
吉友嘉久子
（OFFICE・よしとも代表）

砂防のことなど、何も知らなかった。常願寺川が天井川だったことさえ知らなかった。春に雪解け水
を集めてきらきら光る川が、夏にはだだっ広い河川敷に変わる。平野部に住んでいる身には、ごく日常
的な光景だった。暴れ川と恐れられたこの川を鎮めるために、どれだけ多くの人が汗し身を粉にしたか
を私が知ったのは、ほんの14〜15年前のことである。
常願寺川の河口から上流までをたどって、工事に携わった様々な人たちのドキュメントを一冊にまと
めてほしい、という依頼が舞い込んだとき、正直なところ荷が重過ぎると思った。直前に、人間ドキュ
メントふうの本を初めて上梓したばかりだったが、それはラジオパーソナリティーだった十数年に及ぶ
出会いの中から生まれたもので、登場した人は、みな個々の事情はあっても

生活人

だった。確かな

のは、私が普通の主婦だったから聞くことができたし書くことができた、ということである。それなの
に依頼されたのは、いわば

お上

のしてきた仕事の取材だ。耳新しい「治山」「治水」という言葉の

響きにも戸惑った。国の施策に従ってお役人がしてきたことを、普通の主婦が簡単に理解できるはずが
ない。
そう言って尻込みしたが依頼者は引き下がらなかった。現場を実際に見て、そこで働いた人、今働い
ている人の話を聞いて、感じたことを、率直に私の言葉で書けばいい、と言う。工事関係の歴史や技術
的なことは、その道の専門家の手ですでに何冊も完成している。しかし、そこに書かれていないたくさ
んの人たちの存在がなければ、暴れ川は治まらなかった。石ころを一つ一つ、手で運んだ人がいる。荒
くれの男たちに慕われた賄のおばちゃんだっている。工事に関わった

普通の人たち

のことを書いて

ほしいのだから、専門知識は要らないのだ、とまで言う。そして、私は折れた。
はじめて目にした崩れは修羅のようだった。赤茶けた山肌が四方八方で天を衝く。あの縁が弥陀ヶ原、
と指差されて高みを見上げる。立山黒部アルペンルートの足元をえぐる巨大な窪地の底、砂も水も音も
吸い込むカルデラの真ん中で、押し寄せる静けさに背筋があわ立った。私は何も知らなかった。150年
も前の鳶崩れの２億ｍ3ともいわれる崩壊土砂が、今も土石流となって下流を襲う危険性があるなんて。
それを防ぐために100年も前からここで命をかけて崩れに挑んでいる人たちがいることも、平野がその
人たちに守られていることも知らなかった。その衝撃が、砂防への第一歩になった。
２年余りカルデラに通いつめ、ようやくの思いで『巨石が来た道』を書きまとめた。務めは果たした
が、私は山で出会った人たちの温かさが忘れられなかった。そして、下流で暮らす人たちに、災害を未
然に防ぐ砂防事業の重要性を少しでも知ってもらうことが、山の人たちの真心に報いる行為だと信じて、
各地へ出かけて行っては立山砂防に生きる人々のことを語った。しかし、１人で語るよりも２人の方が、
２人よりも10人で語るほうがパワーは大きい。命を守る仕事なのだから命を育む女性の視点で、何より
も生活者の視点からわかりやすい言葉で、と、思いは広がった。
そんな一方的な熱い思いを立山砂防事務所所長だった森山裕二氏に打ち明けて、女性砂防サポーター
構想が小さな一歩を踏み出した。サポーターを募るために思いついたのが、私がはじめてカルデラに足

20
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を踏み入れたときの衝撃の追体験だった。体験にまさるテキストはない。とにかくカルデラに入って感
じてもらおう。荒々しい崩壊地で暮らしの安全について語り合い、防災意識を高めて、一人一人に立山
砂防の語り部になってもらおう。こうして、「女性サロンｉｎカルデラ」がスタートした。
第１回は平成９年10月21日。自分たちのカルデラ体験をメンバーに伝えようという趣旨に賛同した
様々な団体のリーダーたちが、千寿ヶ原からトロッコに乗り込んだ。いずれ劣らぬたくましさを自負す
る富山の

オッカチャン

たち20人である。標高差640ｍ、全長18キロメートルの軌道を、スイッチバ

ックを繰り返し、あえぐようにして登る。工事の前線基地である水谷平（みずたにだいら）まで崖と深
い谷のあわいを約２時間。「アレエー、なんちゅうすごいがー」「キャアー、おとろしいぜぇ」などと黄
色い声が上がり、なんとなく遠足の雰囲気だった。しかし、車に乗り換えカルデラの懐深く入るにつれ
て、声はしだいに小さくなっていった。
窪地の底、多枝原（だしわら）平に立つと、大鳶山と小鳶山の崩壊の跡が目の前に広がる。いまにも
ザザーッと崩れ落ちそうなもろい斜面。時折小さな岩が乾いた音をたてて落ちてくる。オッカチャンた
ちは身をこわばらせて完全に言葉を失った。現場での技術者の説明は、それに追い討ちをかける。普段、
つるはしを打ち込んでも硬くて歯が立たない土砂が、雨が降り続くとドロドロになって、岩を巻き込み
周りを崩しながら谷を雪崩れ落ちる。目の前に見える斜面は土石流の常襲地帯だ、と。
オッカチャンの１人がおそろしさに抵抗するように尋ねる。「あの、宙ぶらりんになってる網は何
ね？」。指差すはるか上方に、大量の土砂がたまってしなったネットが見えた。土砂が一気に暴れない
ように勢いをそぐのだ、という説明に、別の１人がおずおずと尋ねる。「あんな高いところの土砂は、
どうやって片付けるんやろか？」。天気が続いて土が固まったころ、ネットの上流側に重機を上げて取
り除くと聞いて、みんな苦しそうに肩で息をし始めた。崩れもろとも転落しそうな急斜面での作業がど
んなに危険なものか。私も動悸が激しくなる。安全対策が年々進んできてはいるが、予測を超える事態
もあるのだ。
「よう、こんな恐ろしいところで――」
「はじめて知ったちゃ」
「なぁーんも知らんとおったがやねぇ」。
オッカチャンたちのつぶやきに、しだいに力が加わる。普段から自分たちにできる備えをしていこう。
若い人たちにも伝えなくてはいけないね。子どもや孫に語ることから始めようか。今日からでも始めな
くては――と。現実を直視し、心揺さぶられたたオッカチャンたちは、こうして砂防の語り部になって
いった。
その一人一人の思いが次々とバトンタッチされ、５回を数えたときにカルデラ体験者100人で「立山
砂防女性サロンの会」へと発展させた。砂防に関する講義を受けたり、講演会やイベントに参加したり
し、近隣の砂防現地見学ばかりか海外の砂防前線を訪ねる研修も実施している。その甲斐あって、「な
ぁーんも知らんかったちゃ」が、「ちょっこし、わかったちゃ」の喜びに変わってきたようだ。
今年は迎えて10回目。近年、台風や地震、豪雪など自然災害が続いたこともあり、防災、 減災
の関心も高まって、この

オッカチャン応援隊

へ

の活動に目を向けてくれる人も増えた。カルデラ体験

者以外の入会者もあって、現在会員は280人。カルデラで汗する人たちに守られていたことも知らず、
ぬくぬくと暮らしてきた街のオッカチャンたちだが、目覚めてからのスクラムは堅い。がっちりと土砂
を受け止めるえん堤のようだと、私はひそかに思っている。

イラスト・仲野順子
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第38回台風委員会総会への参加

山中和雄*
1

台風委員会
台風委員会（Typhoon Committee：TC）は、北

太平洋地域の台風災害軽減を目的として、国連アジ
ア・太平洋経済社会委員会（UNESCAP）と世界気
象機構（WMO）とが共同で設置している組織で、
北太平洋地域の台風関連14諸国・地域が加盟し、台
風に関する気象観測・予報や洪水・土砂災害等の被
害軽減方策における技術向上や情報交換等の活動を
行っている。
本部はフィリピンの首都マニラに置かれ、例年ワ
ークショップと総会が加盟国持ち回りで開催されて
いる。今回の総会は第38回目にあたる。
委員会は気象、水文、防災の３つの部会で構成さ
れ、日本では気象部門は気象庁、水文部門は国土交
通省河川局、防災部門は内閣府防災担当が担当して
いる。今回、私は水文部門の砂防担当の一員として
総会に参加する機会を得た。

調査第一部長
研究第二部長
研究員

岩井宏道

（財）砂防・地すべり技術センター
上席参事

山中和雄

政策統括官（防災担当）付

企画官

青木栄治

●気象部門
（12日にプレセッション）
ベトナム社会主義共和国

気象庁予報部から３名出席

【日程】平成17年11月

ハノイ市

Melia Hanoi Hotel
ベトナム、アメリカ、シンガポール、

マレーシア、タイ、ラオス、フィリピン、中国、
香港、マカオ、韓国、日本（計12諸国・地域）
。
（北朝鮮、カンボジアは欠席）

13日（日）

（移動：成田 → ハノイ）

14日（月）

開会式、事前調整会議（各部門毎）

15日（火）

2005年活動報告（各国から）

16日（水）
17日（木）

2006年活動計画に関する討議
委員会運営に関する討議
（運営予算、本部選挙）

●水文部門
国土政策総合技術研究所
砂防研究室

WMO事業との協力に関する討議
2006年活動計画に関する討議

【日本からの出席者】

主任研究官

危機管理技術センター
水野秀明

（財）ダム水源地環境整備センター

18日（金）
19日（土）

上席参事
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現地見学会
学術講義、報告書採択、閉会式
（夜間移動：ハノイ → 成田）

20日（日）

* （財）砂防・地すべり技術センター総合防災部
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総合防災部

平成17年11月13日〜19日

【開催期間】

【参加国】

国際建設技術研究所

●防災部門

開催概要

【会場】

国際建設技術研究所

梅田和男

（社）国際建設技術協会

内閣府
2

三宅且仁

（社）国際建設技術協会

（移動：早朝成田着）

海外事情1

3

討議内容

国からの期待や要望も大きいものがあることが感じ
られた。特に水文部門については、以前より日本か

水文、防災部門の討議では、土砂災害に関する警

ら議長が選任されており、今回からは三宅氏が就い

戒避難システム、洪水予測（シミュレーション解析）

ている。特に印象が強かった点として、この議長の

等に関する技術開発と整備について特に熱心な討議

存在感が非常に大きかったことがあげられる。議論

が行われた。また、気象部門では、台風進路予測等

が非常に活発で、総会の席だけでは議論をし尽くす

の技術開発ほかに関する討議が行われた。全体的に、

ことができず、議長等の幹部による打合せが連日連

これまでのワークショップ等における活動を継承し

夜、時間外に実施された。議長の負担は大変大きな

た内容となっている。

ものであった。

水文、防災部門で特に重点的に討論され、今後の

もう１点、今回の総会における注目すべき事項と

活動方針となった事項は以下のとおりである。

して、委員会本部国の交代があげられる。これまで

●リアルタイム水文データ収集ネットワークと警戒

34年間、一貫してフィリピンが本部国を務めていた

避難システムの構築と改善

が、今回の総会においてその交代選挙が行われた。

●洪水予測システムの性能の改善

フィリピンとマカオが立候補し、それぞれ与えられ

●洪水・土砂災害ハザードマップの整備

たプレゼンテーション時間枠の中で誘致のための熱

●水文学者の技術向上

心な説明が行われた後、投票が行われ、マカオが当

●住民に対する防災教育・啓発・訓練実施のための

選した。今後、委員会本部はマカオに置かれ、運営

活動

が行われることとなった。

どの部門においても日本は指導的立場にあり、各

れることが決定された。

次回の総会は、2006年11月にフィリピンで開催さ

開会式の状況

総会の状況

休憩時間の懇談

ハノイ市街地の風景
無数のバイクが無秩序に通りいっぱいを占拠する
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JICA火山学・（火山）砂防工学集団研修
フォローアップ調査（ペルー）に参加して
比留間雅紀*
1

（2）各国間の防災技術に関する情報交換

はじめに

（3）火山・砂防分野における今後のネットワーク構
2005年11月21-25日にかけて、ペルーのリマ市に

築の提案を行うことによって、技術者、防災担当

おいて、JICA集団研修「火山学・（火山）砂防工

者としてのモチベーションを高め、防災対応力を

学」ソフト型フォローアップ（ペルー・セミナー）

高める

が開催された。

ことを目的としているが、同時に、

今回、調査団員としてこのセミナーに参加したの

（4）帰国研修生の現在の職務内容やステータス、研

で、概要を報告する。
2

修に対する要望等に関するアンケート
を行って、研修の裨益効果を確認し、研修改善意見

セミナーのテーマと目的

を吸い上げることも、意図した。

この集団研修は、火山災害、土砂災害の基礎と対
策を学んでもらうために、アジア・中南米を中心と
した世界各国から研修生を募集して、毎年６ヶ月間
行われているもので、1989年以来16年間で、のべ24

3

プログラム

11月21（月）開会・概要説明

服部容子

【紹介】近年の日本の土砂災害と対策

ヶ国147名の研修生を送り出している。2004年度

比留間雅紀

（研修は2005年３月〜９月）からは、「火山学・総合

【講義】警戒避難体制の構築

土砂災害対策コース」の名で実施している。当セン

【講義】富士山ハザードマップの開発

ターでは、2000年度から講義内容のマネージメント
をJICAより受託している。

荒牧重雄
22（火）アレキパ火山現地視察

今回のセミナーは、帰国後数年〜十数年を経過し
た研修生に対し、

CISMID、INGEMMET
23（水）各国発表

（1）昔の講義には含まれておらず、現在では非常に

24（木）各国発表

重要になっているハザードマップの利活用に関す

25（金）各国発表

る講義

取りまとめ／総括／閉会
歓送会

リマの町並み

* （財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課長
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佐藤一幸
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リマ郊外の住宅地の様子

服部・比留間
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4

会議の状況
開催に当たって、各国からの参加者には、現在の

火山活動対策や土砂災害対策の現状と、その国で開
発されているハザードマップについて紹介してくれ
るよう、依頼した。参加者のほとんどは、帰国後火
山観測や土砂災害対策に従事しており、各国１時間
の持ち時間をほとんどの人がオーバーするほど、熱
心な発表がなされた。質疑応答も相次ぎ、熱くなる
とスペイン語での論戦になる場面もしばしば見られ
た。
各国共に、主に火山活動とそれに伴う周辺の土砂

セミナー風景（荒牧先生講義）

流出に関するハザードマップが作成されている。中
南米における防災対策の必要性が高まり、技術開発
が進んでおり、研修内容が生かされていることを強
表1 参加者一覧
【調査団員】

荒牧重雄

東京大学名誉教授

佐藤一幸

（財）河川情報センターデータベース部

比留間雅紀

（財）砂防・地すべり技術センター

総括／火山防災
部長

砂防
コミュニティ防災

独立行政法人国際協力機構東京国際センター環境・管理チーム

計画／評価

国名

氏名

研修年度

種別

Chile

1995

火山

Colombia

˜
Mr. Juan Antonio CAYUPI YANEZ
´
´
Mr. Diego Mauricio GOMEZ
MARTINEZ

1994

火山

Colombia

Mr. Jaime RAIGOSA ARANGO

1995

火山

Costa Rica

Mr. Rodolfo VANDER LAAT VALVERDE

1990

火山

Costa Rica

1991

火山

Ecuador

Mr. Gerardo Javier SOTO BONILLA
´
Mr. Remigio Hernan
SANCHEZ
´ GALARRAGA

1990

砂防

El Salvador

Mr. Francisco Antonio BARAHONA

2002

火山

El Salvador

Mr. Rodolfo Antonio OLMOS GUEVARA

2003

火山

Guatemala

´ PEREZ ALVAREZ
Mr. Byron Ruben
´
Mr. Martin Roberto PEREZ LARA
´
Mr. Claudio Enrique CALIX
PADILLA

1990

火山

1993

砂防

1997

砂防

1991

火山

Mexico

Mr. Carlos de Jesus
´ NAVARRO OCHOA
Mr. Esteban RAMOS JIMENEZ

1997

砂防

Nicaragua

Mr. Carlos Manuel GUZMAN ALVAREZ

1990

火山

Nicaragua

Mr. Emilio Adan
´ TALAVERA MARTINEZ
˜
Mr. Jorge Luis CAPUNAY
SOSA

2001

火山

Peru

1990

火山

Peru

Mr. Juan Carlos GOMEZ AVALOS

1993

火山

Peru

Mr. Zenon AGUILAR BARDALES

1993

砂防

Peru

Mr. Jaime Martin ARTEAGA LIMACHI

1996

砂防

Peru

Mr. Enrique Jesus VALDIVIA FRISANCHO
˜
Ms. Katherine Kelly GONZALES ZUNIGA

1999

火山

Peru

2003

火山

Peru

Ms. Vicentina CRUZ PAUCCARA

2004

火山

Venezuela

Mr. Luis Ernesto MELO GARCIA

2002

砂防

服部容子
【研修生】

Honduras
Honduras
Mexico

以上研修生11ケ国23名（火山16名、砂防７名）
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く感じた。
5

セミナーは、参加者全員から感謝の言葉で迎えら
れたが、それは、同じ分野の近隣国の技術者と、現

現地視察

在の仕事の意味や悩みについて議論を行い、情報共

初日の講義終了後、ペルー南部のアレキパ市に飛

有できたことが大きい。今回、ベネズエラの研修生

び、周辺に位置するミスティ、チャチャニ、ピチュ

が中心となりメーリングリストを立ち上げたほか、

ピチュ火山山麓と研究機関等を視察した。

国際砂防ネットワークの活動について紹介した。こ

降水量が年間200mmほどと少なく、乾燥してい
る。市街地は水を得やすい川周辺を中心としている
が、昨今の人口増加により、災害を受けやすい地区
へと拡大している。災害発生時の住民の警戒避難は

れらを利用して、ネットワークを維持して欲しい。
7

おわりに
今回の日程は移動が深夜に及ぶなどタイトだった

Defensa Civil（政府地方局の自警組織）が所管だが、

が、帰国研修生のさまざまな話を聞き、議論するこ

研究組織との連携は必ずしもうまくいっているわけ

とができ、実り多いものだった。

ではなく、どのような精度の情報をどう伝えるかに

帰国研修生への打診から会場設営、セキュリティ

ついては今後議論が必要とのことで、参加国の多く

ーにまで多大なご尽力を戴いたJICAペルー事務所

から同様の声が聞かれた。

の表所長、小沢次長、Soeda氏をはじめ、お世話に

6

なったたくさんの皆様に、この場を借りて厚く御礼

帰国研修生の現在

申し上げます。

帰国研修生の多くは、火山、砂防の防災業務に従
事しており、研修で学んだ知識・技術を役に立てて
いる。90年代前半頃に研修を受けた研修生の多くは、
組織の中で責任ある立場になっており、「最近よう
やく、研修で学んだ、やりたいことをやれるように
なった」との声もあった。
政府等の予算不足により十分な観測や対策が行え
ない、政府関係者や住民の理解が乏しく、協力が得
られない、などのネガティブ要因も聞かれ、今後の
研修では、警戒避難対策やハザードマップの作成方
法、各レベルでの教育（普及啓蒙）などの重要性が
高まってくると感じられた。
ミスティ火山と開析谷

現地での討論

26

参加者一同
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平成17年度
砂防地すべり技術研究成果報告会、開催される
（財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所
平成17年11月18日午後１時半より、砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて「平成17年
度砂防地すべり技術研究成果報告会」が開催された。本報告会は、当センターが行っている研究
開発助成事業により行われた研究の成果を広く一般に公表し、関連事業および今後の各方面での
研究活動に役立てていただくことを目的として開催している。
本年度の研究成果の発表は合計６研究課題で、平成16年度の研究開発助成事業によって行われ
た研究である。今回は、山地流域におけるリアルタイム気象観測システムに関する研究、貯水池
水位変動による地すべり発生機構の解明及び予測手法の開発、放射性同位体を用いた細粒土砂発
生源および滞留時間の推定法の研究、崩壊型土石流によ
る河床変動と土砂流出に関する研究、山地河川における
浮遊砂に関する研究、可視型地すべり再現試験機と模型
斜面土層を用いた流動化構造の形成と高速地すべりの運
動機構の解明、と多岐にわたる研究成果の発表が行われ
た。
いずれの研究も、今後の砂防事業の礎となる貴重な研
究成果であった。以下に簡単ではあるが、その概要を紹
介する。

1 山地流域におけるリアルタイム気象観測システムに関する研究
京都府立大学大学院教授

松村和樹

現状の気象状況把握

きる可能性が高い。また、端末が破壊され通信が途

に関する「より安価に、

絶えることで土石流発生検知センサとして利用可能

維持管理がより少な

と考えられる。

く、山地上流部も含め

実験は、京都府立大学大野演習林内（大和谷流域）

て高密度な気象観測機

の山間地における標準的な渓流において行われた。

器の配置」の課題を解決することを目的として、開

実験結果より、ある程度電波の回析が見込まれるた

発中の太陽光発電を内蔵した自己完結型の通信受発

め、起伏の激しい山中でも非常に優位である事も確

信端末と気象観測機器を組み合わせたネットワーク

認できた。課題としては、日照条件が厳しい状況下

システムの構築および実証試験が紹介された。

に設置した機器においてはさらに高性能または大容

本システムは自立的なネットワークの構築として
アドホック・マルチホップ通信システムを利用し、

量の電源の確保が挙げられる、といった現地での検
証実験が紹介された。

設置の自由度が高く山間部でのデータ伝達に利用で
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2 貯水池水位変動による地すべり発生機構の解明
及び予測手法の開発
京都大学防災研究所助手

汪 発武

中国の揚子江におけ

高速長距離運動の原因になったとの考えが説明さ

る三峡ダム貯水池周辺

れ、運動シミュレーションによる移動状況が紹介さ

の再滑動型地すべりに

れた。樹坪地すべり及び白家堡地すべりでは伸縮計

ついて、調査・観測を

観測により、湛水・放水による斜面変動への影響が

実施し、地すべり発生

観測され、次の湛水に備える準備ができた。１ｍ地

機構および予測手法の開発に関する研究成果が報告

温探査は、地すべり地における地下水構造の解明に

された。本研究は、千将坪地すべり、樹坪地すべり、

有効な手段である。

白家堡地すべりの３地区で実施された。
千将坪地すべりでは、湛水により斜面が不安定と
なり、構造運動による擦痕と斜行したすべり方向に

また、三峡ダム貯水池湛水の影響を解明するため
に、さらなる長期観測と地下構造の解明が必要であ
るとの見解が示された。

滑動する地すべりであり、結晶方解石の脆性破壊が

3 放射性同位体を用いた細粒土砂発生源
および滞留時間の推定法の研究
筑波大学大学院助教授

間伐等の手入れ不足

恩田裕一
に十分な試料を得るため、長期的に河川に放置する

により樹冠が鬱閉し下

ことで大量の浮遊砂を採取できる簡易なサンプラー

層植生が消失した人工

（Time-integrated suspended sediment sampler）

林、特にヒノキ林では
土壌表面が露出し、降

が用いられた。
研究の結果、浮遊砂試料と林地斜面土壌や河床堆

雨時に土壌が侵食されて濁水となり河川に流入する

積物の放射性同位体濃度を測定・分析することで、

といわれている。

浮遊砂の生産域を推定できた。特にヒノキ人工林で

本研究では、ヒノキ人工林・スギ人工林・天然林

は、広葉樹林よりも森林斜面からの寄与が大きいこ

（広葉樹林）の３つの流域を対象に浮遊砂を採取し、

とが示された。浮遊砂の放射性同位体濃度の測定・

放射性同位体を用いて浮遊砂の発生源および滞留時

分析の結果、大きな降雨イベントでは、より高濃度

間を推定することにより、森林の違いが濁水の発生

の濁水が発生する。また、濁水の発生域（浮遊砂の

にどのような影響を与えるのかが考察された。浮遊

生産域）が小さな降雨イベント時と異なることが示

砂の採取にあたっては、放射性同位体を用いた分析

唆された。

4 崩壊型土石流による河床変動と土砂流出に関する研究
九州大学大学院助教授

福岡県宇美川上流域

前者は崩壊から土石流に遷移する数理モデルをもと

で2003年７月に発生し

に、崩壊地ごとの崩壊土量の実測値を用いて流出土

た崩壊型土石流を事例

砂濃度と崩壊継続時間をパラメータとした流出解析

として、多数の斜面崩

が提案された。後者は雨水流による斜面侵食を考慮

壊を起源とした土石流

した流出解析法が紹介された。
本研究では、斜面からの土砂流出モデルを用いて

の流出解析手法を開発した。
本手法では、斜面を崩壊斜面と無崩壊斜面に分け、
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宇美川上流域で発生した崩壊型土石流を対象にした

講演会
再現計算を行った。計算結果から、雨量のピークか

増大に寄与するが、斜面侵食による流出土砂濃度や

ら20分後に流量のピークとなることが示され、聞き

河道土砂の粒径による差異はあまり見られなかっ

取り調査結果と概ね一致するハイドログラフが得ら

た、などの研究結果が紹介された。

れた。崩壊土砂は流出ハイドログラフのピーク値の

5 山地河川における浮遊砂に関する研究
京都大学大学院助教授

里深好文

山地河川における浮

が示唆された。今回検討したモデルは河床上の浮遊

遊砂の動態予測を目的

可能な砂の存在率を仮定している。また、摩擦速度

とした非平衡状態を仮

と浮上量の関係を求めるために使用した既往の実験

定したモデルに関する

も単一粒径のものであったことから、河床状況の調

研究が紹介された。

査や浮上量の算定法の精査を行うことが今後の課題

山地河川の条件で平衡流砂量式を用いた解析では
１出水の間に浮遊砂は200ｍしか伝播しないという

であると示唆された。
山地河川における流砂は掃流状と浮遊状のものが

結果が得られ、平衡流砂量式の適用限界が示された。

混在しており、掃流と区別して浮上を考慮する必要

既往調査による摩擦速度と浮上量の関係を用いて浮

性に対して、大きめの粒径の土砂が堆積し、隙間に

上量と沈降量を考慮した非平衡モデルを作成し、岐

貯まった細かめの土砂が巻き上げられることを考慮

阜県神通川水系高原川における浮遊砂観測結果と比

しているとの説明がなされた。

較すると良い適合が見られ、非平衡モデルの有用性

6 可視型地すべり再現試験機と模型斜面土層を用いた
流動化構造の形成と高速地すべりの運動機構の解明
京都大学防災研究所助手

近年世界各地におい

王 功輝
布とせん断抵抗の関係が検討された。

て、高速長距離土砂流

実験結果より、せん断速度の変化がせん断ゾーン

動現象による災害が大

における粒子の運動速度分布に影響するが、せん断

きな社会問題になって

ゾーンの厚さに及ぼす影響はないこと、間隙流体の

いる背景を踏まえ、そ

粘性が一定である場合には、せん断速度が大きくな

の運動機構の解明を念頭に置いた成果が報告され

るほど、定常状態における非排水せん断抵抗が大き

た。

くなる傾向が見られることが解明された。また、間

本研究には、流動化発生時及び発生後におけるす

隙流体の粘性がせん断ゾーンにおける粒子の運動速

べり面の状態と速度分布が観察できるよう、世界で

度分布とせん断ゾーンの厚さにほとんど影響せず、

唯一、非排水条件下で３ｍ/secの高速でせん断可能

間隙流体の粘性が大きくなるほど、せん断速度が一

であり、せん断中粒子の運動の観察を可能としてい

定である場合には、定常状態における非排水せん断

る可視型の地すべり再現試験機が用いられた。この

抵抗が大きくなることなどが報告された。

装置を用い、高速運動中の崩壊土層における速度分
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建設技術
審査証明

地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継手
（リング継手）

建設技術審査証明事業（砂防技術）

当センターでは、平成13年より建設技術審査証明

トボルトをねじ込むことで、ボックス継手にセット

協議会の一員として、民間法人において研究・開発

しておいたリング上のキーを押し出し、ピン継手の

された技術を、砂防事業へ適切かつ円滑に導入し砂

キー溝に押しつけることで完了します。

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

リング継手は従来の溶接継手と比較して、下記の
特長を有しています。

す。
当センターにて審査証明書を発行した技術につい

信頼性について

ては、逐次本誌にて紹介しておりますが、本号では

溶接継手では天候（風雨）や溶接工の技量など施

地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継手

工条件に信頼性が左右されていましたが、リング継

（リング継手）について紹介します。

手では天候・施工条件・技能に左右されません。
天候の影響について

審査証明依頼者：株式会社クボタ
審査証明書発行日：平成17年7月12日

溶接継手では雨天時、強風時は作業が困難でした
が、リング継手では、吊り杭作業さえ可能であれば
施工が可能です。

１）地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継
手（リング継手）の概要と特長

作業性について

溶接継手では溶接機、電源等を現地に設置する必
地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継手
（リング継手）は、ピン継手、ボックス継手、リン

要がありましたが、リング継手では特殊な機材を必
要とせず、軽作業のため高い安全性が保たれます。

グキー及びセットボルトで構成されています。従来
の溶接継手は現場で溶接作業を行う必要がありまし
たが、本継手による継ぎ杭作業は、上杭のピン継手

施工時間について

溶接継手では杭径、肉厚に応じて変わり、比較的

を下杭のボックス継手に挿入し、継手外面からセッ

写真1 施工状況

図1 リング継手の模式図
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長時間を要しましたが、リング継手では杭径、肉厚

継手の耐力と信頼性について

リング継手杭の曲げ試験、リング継手の終局曲げ

にかかわらず極めて短時間です。

試験、リング継手のせん断曲げ試験のそれぞれの試
験結果、継手部と杭本体の溶接確性試験結果、継手

施工管理について

溶接継手ではＸ線撮影、超音波探傷、カラーチェ

部の腐食に関する検討結果、継手部の剛性に関する

ックなどの溶接品質管理が必要でしたが、リング継

数値解析による計算結果をもとに検討が行われまし

手では、ボルトの頭が所定の位置までねじ込まれて

た（個別の検討については表１をご参照下さい）
。
その結果、リング継手の耐力は、適用対象とする

いることを確認用ゲージで確認することで容易に嵌

杭本体の耐力と同等以上であるとともに、信頼性も

合確認ができます。

高いことが認められました。また、杭の挙動は継手
剛性の影響をほとんど受けないことが認められまし

２）技術審査の概要

た。
審査証明委員会では、次の点について技術審査が
行われました。

接合作業の施工性について

リング継手の施工試験結果、リング継手の現場施
工調査結果を基に、リング継手の接合作業は、特殊
な機材や技能が不要であり、短時間で安全かつ確実
に行えることが認められました。

写真2 接合完了の確認

写真3 耐力試験状況

表１ 審査項目一覧
審査項目

確認方法

調査・試験方法

最大曲げ耐力は杭本体の規格耐力よ

リング継手杭の曲げ試験
リング継手の終局曲げ耐力試験

調査・試験結果

り大きいことを確認した。
４点曲げ試験

継手部の曲げ耐力は設計継手耐力よ
り大きいことを確認した。
継手部は曲げモーメントとせん断力

継手の耐力

を同時に受けても十分な耐力を有す

リング継手のせん断曲げ試験

ることを確認した。

と信頼性

接合作業の
施工性

継手部と杭本体の溶接確性試験

JIS Z 3040に準じる

溶接性が良好であることを確認した。

継手部の腐食に関する検討

施工環境、継手材質に
対して検討

特に問題はないと考えられる。

継手部の剛性に関する検討

数値解析による計算

リング継手の施工試験

工場建屋内での試験施工

リング継手の現場施工調査

実物件による調査

杭の挙動は継手の剛性の影響をほと
んど受けない。
下杭が５度傾いた状況であっても施
工できる。
ピン継手の挿入開始から接合完了確
認までの時間は４〜６分である。
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都道府県のホームページにおける
土砂災害リアルタイム情報に関する
情報提供について

千田容嗣*
1

道府県のホームページへの意見、工夫点を紹介しま

はじめに

す。
ホームページ作成の上で参考にしていただけたら

近年、気候変動の影響により、集中豪雨等の増加
に伴う水害や土石流、地すべり、がけ崩れ等の土砂
災害が多発しており、平成16年には10個の台風が上
陸する等の異常気象が発生し、激甚な水害、土砂災

と考えています。
2

害等が数多く発生しました。これらの災害を踏まえ、

インターネットの整備動向
インターネットの人口普及率は、平成16年末時点

社会資本整備審議会河川分科会豪雨災害対策総合政

で62.3％になり、IT戦略本部によって「e−Japan戦

策委員会（近藤徹委員長）では「災害時に、より的

略」が策定された平成13年１月（37.1%（平成12年

確に住民の避難等ができ、自治体が防災活動を行え

末））と比べて急速に増加しました。平成16年12月

るよう情報提供のあり方を見直し、地域別のわかり

には総務省によって「u−Japan政策」が打ち出さ

やすい予測情報、氾濫情報など、被害軽減に必要な

れ、インフラ整備に関しては2010年までに国民の

情報など、被害軽減に必要な情報を充実する」等と

100％が高速または超高速を利用可能な社会にする

いった提言がされました。

ことが目標として掲げられています。このように高

また、土砂災害対策検討会（友松靖夫委員長（前

度情報通信ネットワーク社会の重点的かつ迅速な形

砂防・地すべり技術センター理事長））では「土砂

成が推進されており、今後、インターネットの活用

災害情報相互システムの整備等を進め、国、都道府

がますます盛んになり、ホームページによる情報提

県、市町村の間で防災情報の共有化を推進するとと

供が求められると思われます。

もに、地域住民や関係機関と連携して的確な情報伝
達を行うシステムを含む、土砂災害防止のための情
報ネットワークを構築する必要がある」等といった
提言がされました。

3

土砂災害情報提供

3.1

土砂災害情報

土砂災害に関する情報の種類とその情報が必要と

上記提言のとおり、情報提供のあり方が新たな課

される時期について、都道府県のホームページに掲

題の一つとして取り上げられました。砂防学会、日

載されている情報、自治体チャンネルの記事

本災害情報学会等においては、インターネットの普

（2005.5,p24）を参考にして整理しました（表１）
。土

及に伴い、防災情報の一伝達手段としてホームペー

砂災害に関係する情報は、表１のとおり様々な情報

ジの活用が注目されており、災害情報のホームペー

がありますが、ここでは、災害警戒時に土木部局に

ジの紹介、都道府県の掲載状況及びホームページの

関わるリアルタイム情報（①雨量等の状況、③前兆

改良に向けた提案等の発表がされています。

現象、④土砂災害危険度情報）のホームページへの

このように、本格的なソフト対策の展開が望まれ

掲載について取り扱います。

ており、都道府県のホームページへの関心が高まり
つつあることから、ホームページによる土砂災害情

3.2

国民が要望する情報

報の提供方法を検討する時期が来ていると思いま

国民が災害時に必要とする情報を示します（表

す。ここでは、学会等の研究発表会論文を参考に都

２）。災害時に国民の要望する土砂災害情報を、表

* （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
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２から推測すると、土砂災害危険度情報、河川（渓
流）の水位を含む前兆現象や雨量の状況、避難に関

技術
ノート
報監視システムが「大いに役に立った」、「役に立っ

する情報等の提供だと思われます。

た」という回答が69%の市町村から得られています
3.3

（表３）（高橋、2005.3）。このことから、都道府県

市町村の関心

市町村の関心については、熊本県において災害情

から市町村への土砂災害情報の提供が期待されてい
ると推測されます。土砂災
害情報が役に立っていない

表1 土砂災害に関する情報の種類と必要とされる時期
情報名

情報の種類

1

災害発生直後

と回答した理由について
は、「危険個所と思われる

通常情報

(1)一般情報

(2)地域情報

２

通常時 災害警戒時

①土砂災害の種類

○

地点の情報が入っていない

②土砂災害の前兆現象

○

こと」という意見が得られ

③土砂災害防止法

○

④土砂災害危険箇所マップ

○

⑤災害履歴

○

⑥問い合わせ窓口

○

ています。市町村からは、
自治会区や土砂災害警戒区
域等の情報と組み合わせた
きめ細かな情報提供が求め

リアルタイム情報
①雨量等の状況

○

②注意報、警報

○

③前兆現象

○

④土砂災害危険度

○

(3)河川関係情報

⑤水位等の情報

○

(4)避難関係情報

⑥避難勧告・指示

○

県所管のリアルタイム雨

⑦避難誘導

○

量・水位データ及び土砂災

⑧ライフライン情報

○

○

害危険度情報の掲載状況

⑨家族の安否情報

○

○

は、平成15年12月時点と平

⑩被害関連情報

○

(1)気象情報
(2)土砂災害関係情報

られているようです。
3.4

都道府県の

ホームページの掲載状況

成17年11月時点を比較する

⑪被災情報

○

⑫災害情報（余震等）

○

⑬対応に関する情報

○

今後、土砂災害危険度情報

⑭避難所情報

○

を掲載する都道府県が増加

⑮医療情報

○

するものと思われます。

と、増加しています（表４）。

※防災時（災害警戒時、災害発生直後）の情報の分類は、
「シリーズ 災害と地域メディア
第１回総説『災害と地域メディア』
」
（自治体チャンネル、2005.05,p24）を参考
表2 災害危険時における水害や土砂災害の防災情報について

Ｑ：災害危険時に必要な防災情報
・危険な場所についての頻繁な最新の情報

48.0%

・身近な川について細かな場所ごとの水位や雨量を示す情報

45.5%

・何をして良いか、悪いかなど実際にどのように行動すべきかに関する情報

39.5%

・分かりやすい言葉や図表で表示した情報

37.5%

・川が氾濫した時の氾濫水の到達時間や浸水の深さに関する状況

36.6%

出典：「水害・土砂災害等に関する世論調査（H17.9）
」
（内閣府）
表3 熊本県における土砂災害情報
システムの有効性

表4 県所管の雨量等リアルタイムデータの
掲載状況
情報の種類

掲載都道府県の数

大いに役立つ

16.7%

役に立つ

52.3%

H15.12

H17.11

あまり役に立たない

31.0%

雨量・水位データ

36

40

全く役に立たない

0.0%

土砂災害危険度

9

13

※「平成15年7月水俣市災害における行
政・住民の対応に関する調査」より引用

※H15.12のデータは、
「都道府県防災ホームペー
ジの改良に向けて」より引用
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4

4.1

ホームペ−ジ掲載上の工夫点、意見の紹介

利用

（１）わかりやすい表示方法等

①雨量情報

学会発表論文等を参考にして、ホームページの掲

時系列変化の把握、雨量状況の直感的な把握、集

載上の工夫点、意見を整理しました（表５）。以下、

中豪雨への対応（短時間降雨予測への対応）に対し

これについて説明します。

て様々な工夫点がみられます（表６）（図１）。これ
らは、数値情報をみやすくしたり、集中豪雨といっ
た現象に対応したりしたものです。
表5 掲載上の工夫例
工夫した項目

１

具体的内容

（１）わかりやすい表示方法

利用

・数値情報のグラフ化

①雨量情報

・降雨状況の色分け
・10分間雨量の導入
②土砂災害危険度情報（スネーク曲線） ・注意領域と警戒領域との境界をグラデーションによる表示
・危険度段階の色分けによる表示
・雨量、気象情報等を総合的にみられる画面の配置

③総括画面
（２）わかりやすい操作方法

・少ない操作
・操作パネルの配置
・地図の縮尺の変更
・関係部署や他機関のHPとのリンクづけ

（３）関係機関との繋がり
（４）福祉の視点（アクセシビリティ）
ア．高齢者への配慮

・大きな文字

イ．視覚障害者への配慮

・音声ブラウザの利用可能な画面
・配信システム

機能の拡充 （１）情報発信
（２）携帯電話の活用

２

・携帯電話による情報提供
・問い合わせ先の明記

（３）相互通報

・掲示板の活用

芸北町 水防雨量

平成17年12月13日17：20観測（17：26作成）
60分雨量：1mm
10分雨量：0mm
累加雨量：48mm

降雨開始時刻：12月11日13：10
河川：滝山川
地域：芸北
所在地：山県郡北広島町南門原葉山
時間雨量（過去24時間）■40mm以上 ■30mm以上
時刻

18：00 19：00 20：00 21：00 22：00 23：00 00：00 01：00 02：00 03：00 04：00 05：00 06：00 07：00 08：00 09：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00
1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

累加雨量（mm） 16

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

28

29

31

33

35

36

38

40

41

43

45

46

48

時間雨量（mm）

10分雨量（過去4時間）
時刻

13：30 13：40 13：50 14：00 14：10 14：20 14：30 14：40 14：50 15：00 15：10 15：20 15：30 15：40 15：50 16：00 16：10 16：20 16：30 16：40 16：50 17：00 17：10 17：20

図1 雨量情報のグラフ化及び10分間雨量の使用（広島県）
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②土砂災害危険度情報（スネーク曲線）

したり、県全域の雨量、水位、気象、その他の情報

危険度情報への適切な理解を得るために様々な工

を同時に表示したりして、現状を早急に把握できる

夫がみられます（表７、図2、図3）
。

ようにしたものがみられます。防災時に総合的な判

「１」は、注意領域、警戒領域との境界をCLラ

断が早急に求められる時に役立つと思われます。
（２）わかりやすい操作性

インではなく、グラデーションをつけた（色づけし

操作性については、下記工夫点がみられました。

た）ゾーンで表現することにより、「警戒ラインを
ア

超えなければ安全」もしくは「警戒ラインを超えれ

少ない操作（例えば、同じ地図画面での情報
項目の切り替え）

ば必ず災害が発生する」といった誤解や過信をある
程度防ぐことを考えたものです。
「２、３」は、スネーク曲線の見方を知らない、

イ

操作パネルの配置（上部や左側に集中）

ウ

地図を拡大、縮小する操作パネル

初心者や高齢者の利用を考える上で、考慮したら

あるいは慣れていない方に対してスネーク曲線への

よい項目だと思われます。

理解が得られるように配慮されたものです。

（３）関係機関との繋がり（リンク付け）

「４」は、土砂災害が発生する可能性のある危険

防災に関連する情報が他機関や他の部署にまたが

な状況を少しでも理解が得られるように配慮された

る場合、リンクを張ることで利用者は活用しやすく

ものです。

なります。土砂災害関係機関及び消防関係とのリン

その他、土砂災害危険度情報は、10分間雨量デー

ク付けの状況は、「土砂災害関係機関へのリンク先

タの採用、広範囲なブロックごとの警戒基準の策定

の案内（国土交通省等）」40.0%、「防災機関へのリ

から雨量局ごとのスネーク曲線と過去の履歴から判

ンク先の案内」31.1%です（河野ら、2005.10）。リ

断する警戒基準への変更等、様々な改善がみられま
すが、「3.3市町村の関心」で述べたように、市町村

表7 土砂災害危険度情報の工夫点

に自治会区や土砂災害警戒区域等の情報と組み合わ
せたきめ細かな情報提供が求められています。
③総括画面

グラデーション（色）を

CLラインの意味の誤解防止

つけたゾーンで表現

防災情報のトップ画面に、警報の発令状況を表示
表6 雨量情報の工夫点
工夫点

１

目的

工夫点

１

時間雨量や累積雨量情報

目的

時系列変化の把握

２

指標の解説

スネーク曲線の意味の理解

３

段階わけをした危険度を

直感的な把握

色や数字で表示
４

災害発生履歴のプロット

危機感のより実感

のグラフ化（折れ線グラフ）
２

雨量をランクわけした

直感的な把握

ものを地図上に表示
３

10分間雨量の利用

短時間降雨予測への対応

図2 グラデーションを付けたスネークライン（長野県）

図3 段階分けの危険度表示（長崎県）
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ンク付けを活用していない都道府県は、検討してみ

所で「台風14号接近（又は上陸）に伴う災害情報」

てはいかがでしょうか。

という電子掲示板が活用されたことが報告されてい

（４）福祉の視点（高齢者、視覚障害者への配慮）

アライド・ブレインド（株）により、全国47都道府
県ウェブサイトのアクセシビリティ診断（2005.4調

ます（牛山、2005.11）。相互通報の手段として電子
掲示板の活用を考える時に参考になるかもしれませ
ん。

査）がされています。その診断結果には、「高齢者
などを意識した文字サイズの調整などの改良が求め

5

おわりに

られる」、「音声読み上げソフトの利用者には全く情

中山間地域では、高齢者が比較的多く住み、イン

報が伝わらないなどの問題があった」という意見が

ターネットを使えない方が多いのでインターネット

みられました。今後、高齢者や視聴覚障害者の利用

が活用されないのではないかと考えられがちであり

から、ウェブアクセシビリティの配慮が必要だと思

ますが、これをきっかけに積極的な活用を考えてみ

われます。

たらいかがでしょうか。

4.2

【参考文献】

機能の拡張

（１）情報発信

住人に対して、避難の勧告や避難の指示などの緊
急・重要な防災情報を、事前に利用登録された携帯
電話やパソコン等へ電子メールにより提供する「配
信システム」がみられます。現在、運用している県
や市は少ないですが、今後、このようなシステムも
活用されていくと思われます。また、朝日新聞
（2005.12.5）によると、中国地方山間部で「回覧板
自動配布システム」を開始した記事が掲載されてい
ました。通常時の活用も考えると、このような事例
が参考になるかもしれません。
（２）携帯電話への情報提供

携帯電話によるインターネットの利用者は、
5,825万人で、インターネットの利用者のうち73.3%
を占めています（総務省、2005.5）。「携帯電話への
リンク及びモバイルサイト先の紹介」の掲載がある
都道府県は、11.1%です（河野ら、2005.10）。今後、
携帯電話によるインターネットの利用者の増加が見
込まれることから、携帯電話での情報提供を検討し
てみてはいかがでしょうか。現在実施されている上
記サービスは、降雨等の数値情報の提供ですが、数
値ではどのような状況なのか判断ができないという
問題があります。表示方法の課題が残されています。
（３）相互通報

日常的な利用者へのサポートや住民からの前兆現
象等の情報収集という面から、住民との相互通報を
実施する環境をまず整える必要があると思います。
「土砂災害相談窓口の案内」の記載がある都道府県
は31.1%です（河野ら、2005.10）。相談窓口を記載
していない県は、検討してみてはいかがでしょうか。
なお、台風14号の接近（上陸）時には、宮崎市役
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・社会資本整備審議会河川分科会豪雨災害対策総合政
策委員会：総合的な豪雨災害対策の推進について（提
言）、p4-5、平成17年4月
・土砂災害対策検討会：総合的な土砂災害対策につい
て（提言）−多発する土砂災害の実態を踏まえて−、
p16、平成17年3月
・総務省：平成16年通信利用動向調査、2005.5
・㈱三菱総合研究所：シリーズ 災害と地域メディア
第１回 総論「災害と地域メディア」、p22-25、自治体
チャンネル、2005.05
・内閣府：水害・土砂災害等に関する世論調査、平成17
年9月
・高橋和雄ら：平成15年7月水俣市災害における行政・
住民の対応に関する調査、2003年7月九州豪雨災害に関
する調査研究、p235-243、平成16年3月
・牛山素行：都道府県防災ホームページ改良に向けた
提案、平成16年度砂防学会研究発表会概要集、p148-149、
2004.5
・直江延明ら：わかりやすい情報提供の検討、平成17
年度河川情報シンポジウム講演集、p8-1−8-8、2005.12
・堀内成郎ら：降雨予測情報を用いた土砂災害発生予
測システム、平成14年度砂防学会研究発表会概要集、
p102-103、2002.5
・京久野渉ら：土砂災害危険箇所図のインターネット
公開について、平成14年度砂防学会研究発表会概要集、
p308-309、2002.5
・河野祐次ら：都道府県における土砂災害情報の活用
の現状について、日本災害情報学会第7回研究発表大会
予稿集、p1-6、2005.10
・小山正剛ら：インターネットアンケート調査に基づく
都道府県防災情報ホームページの評価の試み、日本災害
情報学会第7回研究発表大会予稿集、p147-150、2005.10
・牛山素行：20005年9月台風14号による豪雨災害の特
徴、第24回日本自然災害学会学術講演会概要集､2005.11
・アライド・ブレインズ㈱ HP
http://www.abrain.com/HP/do/press/20050518diag/info.html

センターニュース
行事一覧

平成18年１月〜３月

協賛
１月26日〜27日

平成17年度

雪崩防災シンポジウム

理事会等の開催
【平成17年度第３回評議員会】
第３回の評議員会が２月28日午前、アルカディア市ヶ谷にて開催され、次の議案について審議
が行われました。
理事の選任を求める件
【平成17年度第３回理事会】
第３回の理事会が３月１日午後、アルカディア市ヶ谷にて開催され、次の議案について審議が
行われました。
専務理事の互選を求める件

人事異動
●３月31日付
【辞職】五十嵐禎三

企画部調査役

蒲

正之

企画部長

中村

良光

砂防技術研究所技術部長

「平成18年度（財）砂防・地すべり技術センター記念講演会」のお知らせ
例年開催しております「(財)砂防・地すべり技術センター講演会」を今年度は、下記の通り開
催することといたしましたので、お知らせいたします。
日

時

：

平成18年6月8日（木）13:30〜17:30

場

所

：

砂防会館別館

シェーンバッハ・サボー（淀・信濃）

プログラム（予定）：
１．開

会

２．主催者挨拶
３．来賓挨拶
４．講

演

(1)「演題未定」阿部勝征

東京大学地震研究所地震予知情報センター長（予定）

(2)「演題未定」丸井英明

新潟大学積雪地域災害研究センター教授（予定）

(3)「演題未定」吉松弘行

財団法人砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所長

５．閉

会

なお、詳細及び参加募集等は決まり次第、当センターのホームページにて掲載していきます。
ホームページURL：http://www.stc.or.jp/
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平成18年度 砂防・地すべり技術センター研究開発助成

募集の御案内
財団法人

砂防・地すべり技術センター

理 事 長

池谷

浩

当センターでは毎年度研究開発助成事業を実施しております。この助成事業は砂防並びに地すべり及び
がけ崩れ対策に関する技術の向上を図るため、これらに関する技術開発および調査研究を対象として、特
に問題意識が鮮明で達成目標が具体的であるテーマで、優れた人材を結集し十分な遂行能力を有する大学、
高等専門学校等の研究者に対して実施しております。
平成18年度も研究開発助成の実施に向け、助成対象を募集します。
応募方法及び様式は「平成18年度

砂防・地すべり技術センター研究開発助成募集要領」に示しており

ます。必要な方は下記あて請求して下さい。
記
１．助成金額：１件につき、300万円以内（助成総額：1,300万円以内）
２．助成対象の決定等：平成18年５月中に決定し、応募者宛に書面で通知
３．報告義務：研究実施期間終了後１ヶ月以内に、成果の概要書（Ａ４版20頁程度 日本語）を当センタ
ー宛に提出
４．成果の帰属：研究成果は助成対象者に帰属するものとする
５．募集受付け期間：平成18年４月１日〜30日
６．募集要領請求先並びに問い合わせ先：
（財）砂防・地すべり技術センター

企画部

宮瀬・岩岡

〒102-0074 東京都千代田区九段南４丁目８番21号
TEL 03-5276-3271

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

―うなぎ編―
桜便りの頃に「鰻」とは土用丑には気が早いが、好
物に時季無し、季語ではないがお許し願いたい。
上野不忍池に本店のある「伊豆栄」。有名な店なの
でご存じの向きも多いとは思うが、鰻、ご飯、鰻、ご
飯と四層になっているここの「殿重」を初めて食した
ときは感動だった。蓋を取ったときは建坪率が悪いな
と思いつつ箸を入れると、思わぬ楽しみが隠れている。
次が、晴海通りの勝鬨橋を渡る手前の信号を左折し
て30メートル先の右側の路地奥にあるお店。松竹梅
に特盛り、クラスが上がるごとに鰻の枚数が増える。
店主曰く「３枚までで止めておけ、それ以上は無理だ」。
朝11時の開店どきにはすでに並んでいる人でいっぱ
い、第二陣はおおむね20分後、売り切れ次第閉店す
るのがだいたい14時頃か。
関東風の蒲焼きは、蒸してから焼くふっくらとした
食感がいい。蓋を開けたときの鰻の照りと艶、輝く白
飯は当然炊きたて。この条件を満たすのは高価い店な
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ら当たり前だが、手頃な値段で……となるとなかなか
難しい。いま、一押しの店は横浜関内の「わかな」。
店構え、値段、接客など総合してお薦めである。近場
の情報としては麹町某店、ここは土用丑の日前後は最
悪、一時間前の物を出してくる。去年は半分食べて女
将に調べてもらったが、今年は如何か？ おいおい市
ヶ谷路地裏の「宮川」についても調査してみたい。ご
報告は後日に。
旅先の楽しみは、福岡久留米付近のセイロ蒸し、こ
れはこれでご飯にタレが染みてまた格別。「柳川セイ
ロ蒸し」と呼ばれている。
Ｎとしては鰻のコース料理に海魚の刺身が出てくる
のは許せないが、帝釈天裏の「川甚」はその点ＯＫ。
そしてもう一つのこだわりは鰻についてくる香の物、
これは「奈良漬け」で決まり。
「これから鰻をさばくのでよろしければその間お風
呂にどうぞ……」。昔はそんな店が有ったと聞く。先
述「川甚」にも岩風呂があったらしいが、今はもう無
い、残念至極である。
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温ませ、外堀通り沿いの桜木の梢へと拡がっていきます。
この冬は、痛ましい雪害のニュースが相次ぎました。越後塩沢の文人鈴木牧之はその著書
『北越雪譜』の中で、暖地の人々の雪を風雅と愛でるのを皮肉り、雪国の暮らしの厳しさ、雪
の恐ろしさを江戸時代に書き残しています。牧之は生業の越後縮を商う江戸との往還で卓越し
た比較文化の視点を養い、豪雪に閉ざされるふるさとの千辛万苦の暮らしをあらためて見直し
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なり」とその地をこよなく愛した人でもありました。
小誌が皆様のお手元に届くのは、「桜桃もこのころをさかりにて雪に世外の花を視るなり…
…」。一斉に花が開くという北国の春を迎えた牧之の心弾みが伝わってくるようですね。
東京ですら春の到来を待ちかねたこの冬の寒さでした。牧之先生には「これしきのこと」と
笑われましょうが……。
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