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年頭所感

2007年の展望
財団法人 砂防・地すべり技術センター

たとえば、平成17年9月台風14号が日本列島を駆け抜け、18
都県で331件の土砂災害が発生し、死者・行方不明者22名、
全・半壊家屋100戸などの悲惨な被害が生じている。
この台風14号による土砂災害の課題として、国土交通省砂
防部は以下の項目を挙げている。
●

砂防設備の整備の遅れ、● 高齢者の被災、● 避難勧告の

遅れ、など。
そしてよく考えてみると、これらの課題は40年前に足和田
村で発生した土石流災害時の状況と非常に似ていることに気
理事長

池谷 浩
いけや ひろし

づく。それは、大雨が原因の一つではあるが砂防対策がなさ
れていないところでの災害が多くあること、住民による避難
がなされなかったことなどである。

温故知新

平成18年9月25日富士河口湖町で「西湖災害より40年の記
念行事」がとり行われた。この地の将来を担う子供たちに40
年前の出来事を伝承し、自分たちの住んでいる地域のことを

今から約40年前の昭和41年9月25日、台風26号の豪雨によ

知ることにより、これからの古里創りのきっかけとなること

り山梨県足和田村（現富士河口湖町）で土石流が発生し、死

を願ってのことであった。まさに『温故知新』
、地域創りの基

者・行方不明者94名、全・半壊家屋90戸という大災害が発生

本が示されたのである。

した。特に、根場地区では地区の全人口235名のうち27％が

砂防技術という視点からも土石流対策の原点に立ち戻り、

死亡し、重軽傷者を併せると42％の住人が被災した。住家被

足和田村土石流災害をレビューして、あらためて何ゆえ現在

害は全家屋41戸において生じている。

も40年前と同じことが起こっているのか、そして今何をなす

このように足和田村土石流災害は多くの尊い人命を奪うと
ともに家屋や財産を破壊し、結果として一つの集落をもこの
世から消し去るほどの壊滅的被害を地域に与えた。
そしてこの他にも地域の社会基盤に大きな被害を与えるな
ど、土石流災害の恐ろしさを世に示す災害となった。
この足和田村土石流災害を契機に本格的な土石流対策が開
始された。まず、建設省（現国土交通省）は全国的に土石流

べきかを考える時にきている。
最近の土石流対策はハード対策主体からソフト対策主体へ
と流れが変わってきている。だが、あいかわらず土石流によ
り尊い人命が失われている現実をみると、ソフト対策にも限
界があると思わざるをえない。そこで、自然現象の解明とと
もに人間の危機管理意識・行動についての検討が必要不可欠
となってくる。

危険渓流を調査し、それらのうち緊急性のある渓流から砂防

加えて、土砂災害対策を画一的な手法で実施するのではな

堰堤の設置などのハード対策を実施した。同時に降雨観測に

く、各地域ごとに自然条件と社会条件の両面を充分把握して、

よる警戒体制の確立についての通達が出され、ソフト面の対

ハード対策とソフト対策を効果的に組み合わせた防災対応を

応も始められた。

計画・実施する技術が重要となってきている。とくに、森林

また、土石流に関する研究も系統だって行われるようにな

での土壌層の形成と大規模崩壊の発生、少子高齢化と避難な

り、一つずつ土石流のメカニズムが解明されていくことにな

ど、現在顕在化してきている具体的課題に対して調査・研究

る。まさに『土石流』そのものを知り、防災という視点での

を進め対策に結びつけていくことが求められている。

対応が始まったのである。

このような諸課題の解決のためにも、砂防技術をとりまと

以来40年、先人の努力により土石流とはどのようなものか

めて民間に技術移転したり、新技術や新工法を開発して土砂

が解り、防災対策もハード面、ソフト面合わせた総合的な対

災害の防止に貢献している当センターが、まさに公益法人と

応がなされてきた。

しての役割を十分発揮していくべきであると思う。

その結果、近年では土石流災害による死者の数が以前より

そこで、今年は『温故知新』
、砂防の原点に立ち、常に心新

減少してきている。これまでの砂防事業の効果が現れてきた

たにして砂防技術の向上と、土砂災害防止対策の開発・啓蒙

証拠といえよう。しかし、最近の我が国における土砂災害の

に取り組み、安全で安心して生活出来る国土の創出を支援し

状況を見ていると気になることがある。

ていきたいと考えている。
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する事業
17

国土の利用、整備又は保全を目的とする事業

今後は、現実に公益目的事業に当たるか否かの判断は、個別具
体的な事業内容を踏まえて認定委員会等が行うことになります。
次に公益法人との随意契約制度の見直しですが、種々の問題
が指摘されていた随意契約について、政府の契約は競争入札が
原則であるという原点に立ち帰って緊急点検と見直しが昨年行
われました。各府省が17年度に所管公益法人等と随意契約した
実態を点検し、その結果、国土交通省が発注した9000件以上の
専務理事

近藤 浩一
こんどう こういち

随意契約のうち、競争を伴わない随意契約として残せるのは件
数、金額とも17年度実績の1割と判断されました。18年6月、国
土交通省としての随意契約見直し計画が示され、真にやむを得

進む公益法人改革と
センターの役目

ないもの以外は、一般競争入札や企画競争・公募に、遅くとも
平成19年度から移行するという大方針が出されました。そして
10月から「参加者の有無を確認する公募手続きについて」に基
づき、新契約制度がスタートしました。これは発注者が特定し

ここのところ公益法人をとりまく環境が大きく変わろうとし

た公益法人以外の参加者の有無を確認するための公募手続きで、

ています。昨年は二つのドラスティックな動きがありました。

透明性・競争性を確保していくものです。今後は当センターの

一つは財団法人や社団法人の法制度化で、もう一つは契約制度

受託業務の多くがこの公募確認型になっていくと思います。

にかかわるものです。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」等、

今後どのような状況になるか予断を許しませんが、今まで砂
防のシンクタンクとして全国砂防行政の支援的役割を務めてき

公益法人制度改革関連3法が平成18年6月2日公布されました。こ

ました。多くの砂防計画や地すべり対策計画などの業務を果た

れらの法律に基づく新制度は20年度中に施行される予定で、施

してきましたし、土砂災害対策のエキスパートとしてハード、

行日から5年以内に現行の公益法人は必要な手続きを行い、新制

ソフト両面において多くの実績を重ねまた新技術を開発してき

度に移行することとなります。

ました。土石流やがけ崩れなどの全国の災害、水系砂防にかか

従来の主務官庁によるによる公益法人の設立許可制度を改め、
登記のみで法人が設立できることになり、そのうち公益目的事

わる流域情報また主要活火山のハザードエリアに関する資料な
どのデーターベースを構築してきました。

業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者

また激甚な土砂災害が発生した場合、応急対策の提案や災害

による委員会の意見に基づき内閣総理大臣または都道府県知事

原因分析さらには二次災害防止、再度災害防止のための土砂移

が認定する制度になります。

動シミュレーションや復興計画案の策定など、たとえば、最近

今後、最も重要なことは「公益財団法人」として認定される

の災害でも広島西部山系災害対策、雲仙普賢岳、有珠山、三宅

ことであることはいうまでもありませんが、公益性の審査、認

島等の火山噴火災害対策、中越地震によるランドスライドダム

定という法人の生殺与奪を決めかねない大きな権限が、今まで

対策など多くの実績を残してきました。また砂防関係事業を進

の監督省庁から内閣府および認定委員会が行うことになり、あ

めるうえでの基準となる数々の技術マニュアルの策定にも携わ

らためて事業内容やその目的、効果などについてわかりやすく

ってきました。

説明できる準備をしていかなければなりません。

公益法人の抜本的改革が行われるなか、今まで培ってきた豊

なお、公益目的事業について本法では「学術、技芸、慈善そ

富で高度な技術力、判断力を活かし砂防行政のニーズに応える

の他の公益に関する別表に掲げる種類の事業であって、不特定

ことが当センターの使命であることには変わりはありません。

かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」と定めてあ

土砂災害は日本の宿命です、昨年も梅雨前線豪雨による長野

り、23の公益目的事業が定められています。そのなかで当セン

県岡谷市における土石流災害をはじめとして1300件に及ぶ土砂

ターの事業に密接に関係している主なものとして、下記の事業

災害が発生し21名もの犠牲者が生じました。さらに地球温暖化

が該当すると想定しています。

により洪水と干ばつ、豪雨と強風、熱波と寒波が各地で頻発す

1

学術及び科学技術の振興を目的とする事業

ると指摘されています。国土を保全し、災害を防止するための

11

……災害の防止を目的とする事業

ニーズに今後も的確に対応できるように研鑽し、
「行政改革と右

15

国際相互理解の促進……を目的とする事業

肩下がりの時代」という厳しい状況のなかで、社会に貢献して

16

地球環境の保全又は自然環境保護及び整備を目的と

いくことが公益法人「砂防・地すべり技術センター」の役目です。

2 SABO vol.89 Jan. 2007

年頭所感――2007年の展望 （財）砂防・地すべり技術センター

切なことは、広い意味で社会に貢献できる、また社会から信頼され

一体感のある
力強い組織をめざして

万膳 英彦

る強力な組織をつくっていくことです。さいわいにして、当センタ
ーにはこれまで30年間以上にわたって積み重ねてきた調査・研究実
績、経験、そしてその成果ともいえる技術力が蓄積されています。

まんぜん ひでひこ

企画部は、これまでのよき伝統を踏まえつつ、しかも新たな社会環

企画部 部長

境の変化にも柔軟に対応できる組織をめざして努力してまいりま
す。皆様方のご指導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

（財）砂防・地すべり技術センターは、砂防に関する技術の向上を
はかることによって国土の保全、国民生活の安定に寄与することを

地域の安全と、
健全な流域を守る砂防技術の
向上をめざして

目的とした公益法人です。
そのなかで企画部は、大きく分けて対外的な業務と組織の内部調
整的な業務の二つの分野を担当しています。まず、対外的な業務と

黒川 興及

しては、国土交通省、都道府県、砂防関連公益法人、学会、民間コ

くろかわ おきちか

ンサルタントなど関係諸機関と密接に関連する業務や外部からのさ

砂防部 部長

まざまな情報の収集、分析および情報の発信を行っています。
「
（財）砂防・地すべり技術センター講演会」は、当センターが自
主的に行っている研究の成果を発表するとともに、一流の研究者を
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

招いて一般の技術者のスキルアップをはかるものです。また、大学
などにおける先進的な研究を支援するために、公益事業の一環とし

おります。

て研究開発助成事業を実施していますが、その成果を公表する「砂

●

れています。

●

水源地から海岸までの土砂移動を「流砂系」としてとら

●

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

えた流域土砂管理計画の検討

建設技術審査証明事業では、個別の新技術について評価、証明を
実施してその普及をはかるなど、技術水準の向上に関してきめ細か

直轄砂防事業実施水系における砂防基本計画の策定に
関する検討

防地すべり技術研究成果報告会」には、毎年多数の技術者が参加さ

土砂災害情報提供に関する検討

な対応を行っています。さらに、本誌「SABO」をはじめ、ホーム
ページを充実して、当センターとしての独自の調査・研究成果を積

●

平成18年7月豪雨により発生した土砂災害に関する調査

極的に情報発信していくことも重要な使命です。これからも、読者

●

平成16年新潟県中越地震に伴う芋川流域他砂防調査

の皆様方のご意見、ご要望などをふまえながら、内容を充実してい

●

砂防事業評価に関する検討

きたいと考えております。

●

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

さて、当センターの特色の一つとして、企画部に国際課を設け、

いテーマの検討

国際関連業務に力を入れていることがあげられます。平成18年は、
「火山学・総合土砂災害対策研修」
（JICA）
、
「日伊土砂災害防止技術

砂防部では、流域の安全のために各水系の砂防基本計画策定

会議」
（国土交通省）などの運営支援を行ったほか、国際会議への

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

参加、技術者派遣、国際砂防ネットワークへの協力など、さまざま

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数値

な分野での国際貢献を果たしてきました。今後も、日本の砂防技術

シミュレーションにより定量的に示せるようになり、今後は計

が 世界のSABO として、より一層国際的な評価を高めていける

画されている施設の効果を同様に定量的に説明する調査を進め

よう、地道に取り組んでまいります。

ていく考えです。

一方、当センターが、これまで述べたような多様な事業をとおし

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

て社会に貢献していくためには、組織力の強化という視点を欠かす

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

ことができません。職員一人一人の業務遂行能力の向上はもちろん

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

のことですが、組織としての一体感をたもち、内部の連携をはかる

することが求められています。そのため、鬼怒川で総合土砂管

ことによって円滑に業務を推進できる体制をつくることが、必須の

理計画の策定を進めており、その他の水系においても水系一環

条件であると考えております。企画部は、いわゆる組織の 潤滑

の土砂動態の検討を進めてまいりたいと考えております。

油 として、内部の調整役を務めていきたいと思います。
公益法人をとりまく社会的状況が変化していくなかで、今一番大

水系砂防事業の効果については、平成10年度に開始された事
業再評価において各地で計測が行われています。砂防事業の効
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果は河川事業の治水経済調査に合わせて被害軽減便益を基本と

発生域の予測手法の確立および、地震後の地すべり防止対策工

して説明してきましたが、土砂災害による被害のリスクプレミア

の樹立が望まれています。このため地震の加速度特性が斜面に

ムを考慮した事業の効果説明が必要と考えています。その取り

与える影響を把握することを目的として有限要素法による広域

組みを、現在、魚野川の流域で行っています。これにより水系

の地震応答解析などを行い、山体の変位挙動特性と破壊応力分

砂防の必要性を新たな視点で説明していきたいと考えています。

布の評価をし、斜面土砂災害の運動様式と斜面安定解析の比較

さて、大型の台風14号により九州を中心に土砂災害が発生し

検討をとおして地すべりの発生危険度の評価を行っております。

た一昨年に引き続き、昨年も7月豪雨により長野県、島根県、鹿

また、地すべりは過去の山体開析の一環として地域の地質・

児島県他で土砂災害が発生してしまいました。砂防部では長野

地形及び気象条件の自然特性を強く受けています。そのため、

県より委託を受け、県が開催している「平成18年7月豪雨土石流

過去の地すべり移動の痕跡としての地すべり微地形や山体の重

災害検討委員会」
（委員長北澤秋司信州大学名誉教授）の指導を

力による変形痕跡を把握することが重要となります。このため

得て、岡谷市を中心とする土砂災害の実態把握を行い、土石流

空中レーザー高精度地形図を利用した地すべり微地形解析と、

対策の検討を行っています。また、平成17年の台風14号と同様

地質構造特性から地すべりの発生の階層性をふまえて、その危

に、7月豪雨により土砂災害が発生した市町村、県等に対する警

険箇所の判読を行っております。これらの成果を用いて危険箇

戒避難の実態調査を行っています。

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

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

手法の策定などの業務を実施しております。

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

斜面保全部では経済的な対策工の計画樹立のため運動方向が

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

屈曲している地すべりの三次元斜面安定解析手法の開発を進め

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。

ています。地すべり安定度の評価はすでに開発した三次元浸透

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

流解析と組み合わせて行い、将来の地すべり災害リスクを勘案

向上をめざし、
調査、
技術検討業務を推進する所存ですので、皆

した地すべり防止基本計画の樹立・改定、地すべりの概成判定

様方のご支援をよろしくお願いいたします。

および概成までの地すべりの動態観測手法と危機管理基準の検
討を進めています。
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
険度評価およ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。

地すべりの
危険度評価と三次元斜面
安定度評価に取り組む
吉松 弘行
よしまつ ひろゆき

斜面保全部 部長

活火山の噴火・
土砂災害の減災をめざして
安養寺 信夫
あんようじ のぶお

我が国は国土の約70％以上が急峻な山岳地帯であり、造山運

総合防災部 部長

動あるいは火山活動を起因とする脆弱な地質構成と梅雨による
豪雨や融雪などを受け、多数の地すべりなどの斜面土砂災害が
多発しております。
近年の斜面土砂災害の特徴は、発生規模が大きくなるととも

平成元年に創設された火山砂防事業に関連する技術は，20世

に、土石流や地すべりダムなどの二次災害の原因となる複相の

紀末に相次いだ噴火・土砂災害の経験を踏まえて着実に進歩し

土砂災害が多く見られ、斜面土砂災害の対策及び危機管理が強

ています。また、全国主要活火山の火山ハザードマップが作成・

く叫ばれている現況にあります。

公表され、火山防災対策の一助となっています。

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

総合防災部では、火山における土砂移動実態調査にもとづく

囲もきわめて大きく、移動地塊の大半が発生域内に残存するた

ハザードマップ作成、火山砂防計画検討、火山防災対策の支援

め二次災害の危険が大きいことが特徴としてあげられます。

検討など活火山地域を舞台に幅広く調査・研究を行ってきまし

とくに新潟県中越地震やパキスタン地震で見られた、地すべ
りダムの形成をなす長距離移動する地すべりの発生から、その
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た。これまでの実績を踏まえ、そこから浮かび上がった課題を
解決するため、次の方針を新しい年の抱負とします。

年頭所感――2007年の展望 （財）砂防・地すべり技術センター

火山噴火緊急減災対策計画に関する調査・研究
火山噴火時の災害防止・軽減のために、噴火直前・直後に実
施する緊急減災対策計画を策定するためのガイドラインが平成
18年度中にとりまとめられる予定です。当センターはこれまで
全国30活火山における調査実績について、火山ハザードマップ
データベースを構築しており、さらに噴火シナリオや火山砂防
施設検討実績などを活かした、緊急減災対策計画を効率的に検
討するノウハウを有しています。総合防災部では、これら活用
して主要活火山における緊急減災対策計画策定をめざした調査・
研究を進めます。

ています。その範囲は砂防に関する調査・解析関連技術や新し
い工法の開発研究などです。
特に、最近は砂防事業の説明責任、効果評価の客観性や明確
化が一層求められてきており、流域における土砂動態の把握と
その変動予測が重要な課題となっています。
このため、砂防技術研究所ではより再現性に優れた数値シミ
ュレーションプログラム（二次元河床変動計算、土石流変動解
析、溶岩流、火砕流）を開発しました。これらを用いることで、
従来にも増して、種々の現象や現場条件に対する適用範囲が広
くなり、砂防施設の効果評価などの解析精度が向上しました。
今後も新砂防計画の策定、施設効果評価や渓流環境の評価など

火山砂防計画・緊急減災対策検討ツール、

に幅広く活用していくことにより、さらなる成果の高度化を目

データベースに関する調査・研究

指します。

火山砂防計画や緊急減災対策計画の検討の際には、多岐にわ
たる多くの資料を必要とします。そのための検討支援ツールと
してGISと連動した数値シミュレーション計算システムを開発
中です。
このシステムは従来の個別現象ごとの改良型プログラム（NewSASS）を組み込み、地形データや砂防施設配置情報などをGIS
から読み込んで、ハイドログラフの作成や数値計算を一連の計
算過程で実施するもので、緊急時などに迅速かつ効率的な対応
が可能になります。
さらに、砂防担当部局での噴火災害時対応を支援するため、
国内の主要活火山における最適なデータベースシステム構築な
どの調査・研究を進めます。
種々の火山防災対策事業の支援策に関する調査・研究
主要活火山において一通り作成・公表が完了した火山ハザード
マップの改訂とそれに合わせた火山防災啓発のための講習会，
説明会などの企画、啓発支援ツールの開発、地域防災と火山砂
防事業の連携策など、広く火山防災対策を支援する行政対応方
法について、活火山の噴火特性や地域の実情を踏まえた実務的
な調査・研究を進めます。

また、近年特に社会的なニーズが高まっているコスト縮減や
環境にやさしい工法である砂防ソイルセメント工法については、
当センターは現行のガイドラインの原案策定に携わってきて以
来、計画・設計の合理化に取り組んできました。
現在、独立行政法人土木研究所と連携して、現地発生土砂の
粒度構成からの発現強度の推定など、計画・設計のための基準
化に取り組んでいます。その成果は独立行政法人土木研究所と
の連名で平成18年8月に発行された砂防ソイルセメントに関する
技術資料に示されています。以上の課題を含め、一層の砂防技
術の高度化に向けて下記の様な課題について取り組んでいきま
す。

●

流砂系における土砂動態の総合的評価

●

土砂流出モデルとしての数値シミュレーション技術の高度化

●

深層崩壊に係る調査手法の提案と現地への適合性評価

●

砂防施設を含めた渓流環境手法の提案と現地への適合性評価

●

鋼製砂防構造物の調査・設計の評価

●

流木対策施設に関する技術開発

以上のほか、● 技術審査証明に関する技術的事項、● 土砂災害
のデータベースに関する事項、● 鋼製砂防構造物、砂防ソイル
セメント、特殊な施設又は構造に関する技術指導などを所掌し
ます。なお、砂防ソイルセメント工法については、今年は、こ
こ数年間の現地試験や施工実績を反映させた、よりわかりやす
い手引書の策定のための調査・研究を行います。

砂防現場に直結した
技術的課題の解決に向けて
松井 宗廣
まつい むねひろ

砂防技術研究所 技術部長

砂防技術研究所としては各研究機関における研究動向を視野
に入れるとともに、連携をはかりつつ、より砂防現場に直結し
た技術的課題解決に向けて努力していきたいと考えていますの
で、今年も関係各位ならびに各機関のご協力方よろしくお願い
申し上げます。

砂防技術研究所では、自主研究としての調査・研究を担当し
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映画・小説・
テーマパークで学ぶ
地震と火山

小山 真人
こやま まさと

静岡大学教育学部教授

１ はじめに
写真-1 映画「日本沈没」リメーク版のチラシ表紙

筆者は、かつて地球惑星関連学会2000年合同大会の地
学教育セッションに招かれて旧来の防災教育の再考に関

前作の『日本沈没』は、当時の最先端の研究成果であ

する講演★１をした際に、
「従来の普及書・解説ビデオ等

ったプレートテクトニクス理論をいち早く取り入れ、プ

には堅くて地味なものが多すぎる。大きくかつ永続的な

レート運動の急激な変化によって約1年で海中に没する

効果を得るためには一流の演出が必要である。とくに芸

ことになった日本社会の大混乱を描いたドラマである。

術家・文学者・マスメディアとの共同作業はよい結果を

現実には起き得ない沈降速度を仮定した作品ではあるが、

生み出すに違いない」と書いて、従来の教材の演出面で

それ以外の中身はリアリティーあふれる近未来シミュレ

の未熟さを嘆いたことがある。

ーションとなっていた。これは、小松左京氏原作の小説

実際には，私たち学者が、そのような一流の演出を得

がもともと優れていたばかりでなく、故竹内均氏を始め

る機会は稀である。しかし、それでも全くチャンスがな

とする当時の学界の泰斗4人が監修者として参加したか

いわけではない。本稿では、筆者が見聞・経験した範囲

らである。

内での、そのような事例をいくつか紹介しようと思う。

たとえば、前作の中盤にある東京大震災のシーンは、
当時は想像の世界の出来事でしかなかった大規模な都市
直下地震の悲惨さをあますことなく表現していたが、今

2 「日本沈没」

見ると、まるで後の阪神・淡路大震災の被害を予測して

―映画でみる地球科学の最先端―

いたような凄みすら感じられる。富士山が山腹から噴火
する設定も、その噴火史（過去2200年間は圧倒的に山腹

2006年夏、
『日本沈没』の33年ぶりのリメーク版映画

噴火が多い）から考えれば自然な成り行きである。

が公開された★２ 写真-1 。DVD版も2007年1月に発売が予

残念ながら時代の要請なのか，新作には前作が備えて

定されている。1973年につくられた前作を中学生の時に

いたストーリーの重厚さは影を潜めている、かつて子供

観て感動した筆者は、その後地球科学の研究を志すよう

心に強く憧れた孤高の天才科学者田所博士も、今回は脇

になった。他にも地震・火山学者の友人たちのなかに、

役扱いである。

『日本沈没』に感化されて研究者を目指した人を、少な
くとも6〜7人知っている。
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しかしながら、山岡耕春氏（東京大学地震研究所）や
土井恵治氏（気象庁）など、現在の地震・火山学を支え

T O P I C S

る専門家を監修に招いて最新の研究成果を取り込む手法

なお、監修者の一人である山岡氏は、新作『日本沈没』

は堅持されたため、新作の細部はじつにみどころが多い。

の内容に関するＱ＆Ａコーナーを開設し、一般市民から

たとえば、劇中の「天竜川河口、諏訪湖、糸魚川の複

の多くの質問（上述した降灰表現の問題も含む）に丁寧

数震源で地震発生、マグニチュードは7…7.4…なおも増

に回答している★６。

大中、東京地方の想定震度は6強」というセリフで代表
される場面は、中部地方を横断する既存の3つの構造線
（糸魚川―静岡構造線北部、中央構造線東端部、赤石裂

3 火山小説「死都日本」と「昼は雲の柱」

線）上で同時に震源断層破壊が始まり、それらがやがて
一つに合体してマグニチュード8級の震源破壊に成長し

筆者は子どもの頃、
『日本沈没』にかぎらずSF小説が

ていく姿を時間差なくモニターするという、近未来の緊

大好きで、作家を志したこともあった。ところが、小説

急地震速報★３の姿をみごとに描き出したものである。

の中によく登場するカッコいい科学者に憧れて大学の理

地下のマグマを監視する装置にも素晴らしい近未来技

学部に入ったところ、ついついその方面に流されて本当

術（リアルタイムトモグラフィー）が使われているし、33

に科学者になってしまい、肝心の小説を書く機会を得ら

年前にはなかった最新鋭の深海掘削船「ちきゅう」★４や

れないまま、この歳になってしまった。

潜水艇の実機「しんかい6500」
「しんかい2000」が大活

しかし、ある日筆者は、未曾有の巨大噴火に襲われる

躍する★５。荒唐無稽にみえる最後の沈没阻止プロジェク

日本社会を、思いがけず書店で目撃することになった。

トも、地球科学的背景はそこそこ練られているので、ほ

小説『死都日本』
（石黒 耀 著、講談社刊、2002年）であ

んとうに実現可能かどうかを思考実験する楽しみがある。

る 写真-2 。現代火山学の成果をよく勉強されて書かれた

この機会に、ぜひ新旧両作品をじっくりと色々な視点か

その精緻な記述は私たち火山学者をうならせ、二度にわ

ら比較・鑑賞してほしい。

たるシンポジウム★７の開催や、学術雑誌（
「月刊地球」
）

あきら

ただし、新作「日本沈没」には誤解を招きかねないシ
ーンもあったので、若干の苦言を呈しておくことにする。

の特集号★８刊行のきっかけともなった。
一般に火山噴火は大規模になるほど発生頻度が小さく

筆者がもっとも違和感を覚えたのが、火山噴火に伴う降
灰の描き方である。物語前半の阿蘇山が噴火して巨大火
砕流が熊本市街を襲うシーンは、後述する小説『死都日
本』で描かれたようなカルデラ火山の破局噴火の一端を
リアルに映像化したものであり、その点は高く評価でき
る。
しかしながら、
『死都日本』では広範囲に厚く積もっ
た火山灰の深刻な被害が国家の存亡まで左右するストー
リーが緻密に描かれていたのに対し、新作『日本沈没』
では阿蘇山噴火にかぎらず、全編を通して降灰はたんな
る飾りのような軽い扱いを受けている。
日本中の火山が噴火しているのに、東京を始めとする
各地の場面では陽光が降り注ぎ、青空や夕日が見えてい
る。火山灰は雪のようにちらついているだけで、そこに
いる人々はマスクもせず、降灰を苦にしている様子は全
くない。降灰の中で航空機も車も自由に動き回っている。
おそらく、この映画でもっともリアリティーを欠いてい
る部分である。33年前の旧作『日本沈没』では、富士山
噴火の降灰の中を避難する人々はきちんとマスクをして
いたから、明らかな後退である。

写真-2 火山小説「死都日本」
（石黒耀著、講談社刊）
の表紙
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なるため、地質学的事実として知られていても現代社会

富士山麓の各市町村は、この試作版をもとにした住民配

がまだ体験したことのない巨大噴火が存在する。
『死都

布用のマップを作成し、2006年夏までに各家庭への配布

日本』は、日本列島全体で1万年に1度程度しか起きない

を終えている。

規模の噴火が現実に南九州で起きてしまった時、どのよ

ハザードマップは、あくまで噴火の影響範囲を予測し

うな現象が起きるか、そして社会がどう対応するかを精

た結果であり、それにもとづいた避難計画や防災対策は

密にシミュレートした近未来小説である。

別途立てられる必要がある。マップの完成後、国の主導

とくに火砕流に関連する現象の描写には、まるで見て

によって富士山火山広域防災対策検討会が設けられ、そ

きたような現実感がある。災害に関する知識の有無で人

こでの詳細な検討の結果★９、2006年2月に中央防災会議

の運命が分かれることもよく表現されている。作者の石

から富士山の総合防災対策ガイドラインともいうべき

黒氏は非専門家（本職は眼科医）のため火山学的にみる

「富士山火山広域防災対策基本方針」★11が示された。富

と疑問の箇所は数多くあるが、秀逸な教材が労せずして

士山麓の自治体の火山防災計画は、この基本方針に沿う

得られたとみるべきであろう。

かたちで作成あるいは修正することが求められている。

その後4年を経て、石黒氏は私たち火山学者の前に再

この基本方針は、噴火の際の具体的な避難手順につい

び姿を現した。しかも、今度は富士山噴火という第一級

ても、避難者の立場と火山の状況別に細かく示している。

のテーマに挑んだ作品『昼は雲の柱』
（講談社、2006年

小説『昼は雲の柱』の中では富士山の噴火が次々と進行

11月刊行）を携えて、である 写真-3 。この小説の中では

していくが、その中に描かれている国や自治体の避難対

富士山のハザードマップや、それにもとづく避難計画の

策は、この「富士山火山広域防災対策基本方針」に準拠

ことがリアルに取り上げられている。じつは幸運にも、

したものとなっている。このため、この小説は格好の防

この作品の科学監修を筆者がつとめさせて頂いた。

災副読本としても活用できるであろう。ぜひ、ご一読を

現実の富士山ハザードマップ作成計画は、内閣府・国

お勧めする。

土交通省・総務省消防庁の3者が主導するかたちで2001
年7月にスタートし、3年間にわたる調査・検討の結果★９、
2004年6月にハザードマップの試作版が公表された★10。

4 人工火山を楽しむ
東京駅から電車で13分の千葉県内に活火山があること
をご存じだろうか？ 東京ディズニーランドに併設され
たテーマパーク・東京ディズニーシー★12の中心には「プ
ロメテウス火山」という人工火山（標高51ｍ）が配置さ
れており、火山学者が近寄って見ても本物と錯覚するほ
どのリアルな造形と表面加工が施されている★13。
専門家の目から見たプロメテウス火山は2種類の火山
の複合体であり、北部にネモ船長の秘密基地があるドー
ナツ状の火山、南部に時折り「噴火」する円錐状の火山
がある。北部の火山はサイズと地形から判断して、伊東
市にある一碧湖などと同種の火山（タフリング）であり、
直径70mの火口湖をもつ。火口内の崖を飾る見事な地層
は、マグマと海水が触れ合って生じる爆発的噴火の堆積
物（火砕サージ堆積物）にきわめてよく似せられている。
また、各所に人工の噴気や硫黄化合物、間欠泉、溶岩
の柱状節理、溶岩トンネルなどがあり、実際の火山の雰
囲気をよく出している。南部の円錐状火山の山頂と山腹

写真-3 新作火山小説「昼は雲の柱」
（石黒耀著、講談社刊）
の表紙
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の一部からは、ハワイの火山などでよく見られる黒光り

T O P I C S

図-1 プロメテウス火山の噴火史（小山真人と林信太郎による調査結果）

1

花こう岩

海面

くとも日本人火山学者が関わったという情報は得られて
いない。
このように、プロメテウス火山の精巧さは専門家が泣
いて喜ぶ域に達しているが、せっかくの造形についての

海底に花こう岩でできた岩場があった。

説明書きやガイドブック類は、林信太郎氏（秋田大学）
と筆者が関わらせていただいた『ディズニーファン』
（講
談社刊）2005年9月号記事「火山学の権威，小山博士と
海底火砕岩

2

林博士がプロメテウス火山の魅力と秘密を紹介！」以外
は、皆無である。
プロメテウス火山にかぎらず、日本の観光地では博物

海底火山の噴火が始まった。海底でマグマと海水が触れて砕けたり、波の作用
を受けたしましまができたりしたため、陸上の火山とは異なる特徴を持つ堆積
物（水底火山岩）がつくられた。

陸上を流れた溶岩流
（その一部は柱状節理をもつ）

3

館のような特別な場所に行かないかぎり、自然の景観や
事物の成り立ちに関する説明を見つけることが難しい。
簡単な知識さえあれば、知的好奇心を満たす実りの多い
観光ができることは間違いないのに、まことに残念なこ
とである。ほんの少しだけ火山のことを勉強しておけば、
プロメテウス火山がどのような歴史をたどって今の形に

海面が下がったため、火口が陸上となり、そこから溶岩が流れ出した。

成長したかを楽しく思い描くことができ 図-1 、行くたび
に新たな発見と感動が待ち受けている。夢の国ディズニ

火砕サージ堆積物
火砕サージ

4

ーシーの新しい知的な楽しみ方を提案したい。
火山はめったに噴火しないが、噴火した時には厳しい
社会対応を迫られる。普段から火山の自然に親しみ、そ
の豊かな恵みを満喫しながら、火山と共生する知識と知

ふたたび、海面が上昇したため、海水とマグマが触れ合って大爆発が起き、火
山灰まじりの横なぐりの噴煙（火砕サージ）が発生した。これによって大きな
火口がつくられ、そのまわりに火山灰を多く含んだしましまの地層（火砕サー
ジ堆積物）が積もった。

5

恵を身につけていく必要がある。そのような観点からも、
火山国日本の、しかも首都の直近にプロメテウス火山が
ある意味は大きい。

現在の
プロテメウス山頂
ポートディスカ
バリーの入り江

ケープコッド

パポイホイ溶岩
ミステリアス
アイランドの火口湖

火口位置が少し移動し、海面もやや下がったので、海水とマグマが直接触れ合
わないようになった。このため、ねばり気の弱い溶岩（パポイホイ溶岩）が静
かに流れ出すようになった。時々小さな爆発が起きて火口の近くにマグマのし
ぶき（スパター）が飛び散ることがある。溶岩やスパターをつくる岩石は玄武
岩である。

した袋状の溶岩流（パホイホイ溶岩）が麓まで幾筋も流
れ下っている。この溶岩流の造形も、表面の質感や火山
ガスの抜けた細かな気泡の作り込み方にいたるまで、非
常に精緻なものである。火口寄りの通路上の防護ネット
には、偽物の火山弾（スパター）がいくつも引っかけら
れるという芸の細かさである。なお、ディズニーシーを
経営するオリエンタルランド（株）広報部の方にたずね
たが、造形物の監修に関する詳細は不明であった。少な

★参考URL
１ http://www.jpgu.org/publication/cd-rom/2000cd-rom/pdf/ad/
ad-007.pdf
２ http://www.nc06.jp/
３ http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/index.html
４ http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/index.html
５ http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/nihon/index.html
６ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/filmnc06/eri̲qa.html
７ http://sk01.ed.shizuoka.ac.jp/koyama/public̲html/etc/
hakyokusympo.html
および http://www.kazan-net.jp/shitosympo/index.html
８ http://sk01.ed.shizuoka.ac.jp/koyama/public̲html/etc/
hakyokuproc.html
９ http://www.bousai.go.jp/fujisan/
10 http://www.bousai.go.jp/fujisan-kyougikai/
11 http://www.bousai.go.jp/fujisan/kihonhoshin/fuji̲kihonhoshin.pdf
12 http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tds/
13 http://www.jpgu.org/publication/cd-rom/2006cd-rom/pdf/J159/
J159-006.pdf
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T O P I C S
プレイ演習では、コントローラーから与えられた情報をも

火山噴火対応
ロールプレイ訓練

とに演習者がその場の状況を把握し、行動すべきことを
判断して対応することが求められる。また、演習者の対
応によって状況が変化しその後の展開も変り、より実践
的な内容となっている。 図-1

吉柳 岳志

このようなタイプの演習は、より実践的な経験（疑似

きりゅう たけし

体験）により、実際の対応時に適切かつ円滑な対応がで

（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

きるようにすることを狙っている。また、演習を通じて、
現在の災害対応の対策・体制の問題点を事前に把握する
ことも目的としている。

平成18年7月28日、火山噴火対応のロールプレイ演習
が利根川水系砂防事務所において行われた。
（財）
砂防・
地すべり技術センターでは、これまで岩手山、富士山で

2 今回の演習の状況

この方式での演習の企画運営に携わっている。浅間山で
は2回目の実施であるが、今回の演習では、同時に国土

7月28日の演習では、午後1時30分に緊急火山情報を発

交通省砂防部と関東地方整備局河川部でも演習を行い、

表することで演習が開始され、およそ3時間の演習時間

3箇所での連携をはかった訓練であった。

で被害の想定から、緊急対策の決定までの訓練を実施し
た。
利根川水系砂防事務所では、災害対策の各班要員が執

１ ロールプレイ演習とは

務室に分かれ、実際の災害時に対応する配置で訓練に臨
んでいる。この配置に向けて、別室のコントローラーか

ロールプレイ方式の演習とは、より実践的な演習を行

ら電話・ＦＡＸを使って情報の付与が行われた。また、

うために、実際の災害時に入手するであろう情報などを

同時に演習に入っている本省・本局からも災害時と変わ

演習進行役（以下、コントローラーという）から、演習

らない系統で確認などの電話がかかってくる。このよう

者に与え、その情報に演習者が対応する形で進行する演

にして演習が進行した。各班の状況は各班に張りついて

習である。

いるコントローラーが別室（コントローラー指揮部）に

従来から実施している訓練は、手順の習熟を主な目的

情報を集め、演習全体の進行状況を把握した。

にしたものが多く、この場合はあらかじめ定められた手

演習は、火山情報をきっかけにして、
「必要な情報の

順を確認しながら一つ一つ作業を実施していく。ロール

補足収集」
、
「上部機関への連絡・報告」
「災害対策体制

図-1 ロールプレイ演習のしくみ

コントローラー

問い合わせ・情報の付与
火山の活動状況（火山情報）
被害の状況
報道・住民からの問い合わせ
現地調査の結果 など

プレイヤー

① 状況の把握
② 検討・判断

気象庁や市町村などの関係機関
報道、住民、施工業者などの役割
関係機関への対応
報道・住民への対応
＊ 被害想定の結果
＊ 緊急対策の内容、方針
コントローラーの行動
● プレイヤーに火山活動などの状況を与える。
● プレイヤーからの問い合わせに対応
（関係機関など外部役を演じる。）
プレイヤーの動きにあわせて、状況や情報の
付与を行う。
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③意思決定
④対応行動

プレイヤーの行動
コントローラーから与えられる情報を受けて、
対応方針などを判断し、活動を実施する。

T O P I C S

電話での指示（国土交通省砂防部）

情報の集約整理（関東地方整備局）

災害対策室での情報収集（利根川水系砂防事務所）

緊急対策の検討（利根川水系砂防事務所）

の確立」
「対応事項の抽出・判断と指示」
「各班での検討

対象にした場合、
「実時間」と「設定した演習上の時間

作業（被害が予想される範囲の検討＝リアルタイムハザ

進行」が大きく乖離する状況があり、このため、演習参

ードマップや対策工法の検討、工事のための準備手続き

加者がその時点でどのくらい時間が経過したこととなっ

など）
」
「関係機関との連絡・情報収集」…と進行してい

ているか、時間の進行と実施すべき作業との関係などか

った。この間に、外部（住民や報道）からの問い合わせ、

ら対応に混乱が生じた面があるようである。

上部機関からの指示、火山情報の発表などを織り込み、
その対応を実施している。 図-2・3

ら場合によっては数ヶ月前からの対応が想定されている。

演習のなかでは、立ち上がり時期に報告指示が集中し
その処理に多くの人手をとられたり、3機
関で情報や指示内容の誤解が生じて、その
確認・修正を行ったり、様々な動きがみら

火山噴火の対応では、対策検討などの場合で数週間か

そのため、これを演習に組み込む際の工夫が必要という

図-2 避難勧告範囲

演習での想定状況

れた。利根川水系砂防事務所は、昨年に続
き２回目の演習であるが、前回とくらべて、
より積極的な情報収集や次の段階をにらん
だ先手の対応に着手するなど、素早い対応
が行われた印象である。

3 演習の結果
今回の演習の効果については、演習後に
参加者にアンケートを実施している 表-1
図-4〜7

。演習自体については役立つとい

う意見が多く聞かれ、演習の趣旨が十分に
理解されているようである。また、現在の
防災計画書については、役立つという意見
の一方で、改善すべき点も意識されており、
参加者の半数が演習を通じて課題を感じて
いるなど、災害体制の課題抽出に役立つこ
とが確認できたと思う。
一方で、演習の進め方については改善点
の指摘もあった。特に、
「演習時間の長さ」
「演習内での設定時間」については改善が

ピンク
：警戒区域
黄色
：避難指示区域
オレンジ ：避難勧告区域

必要となっている。たとえば、火山噴火を
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図-3 ロールプレイ訓練の流れ・タイムスケジュール

13:00（演習開始前）

13:30

15:00

中規模噴火
（火砕流の発生）
（山腹への土砂堆積）

外部情報
（コントローラー）
状況
火山情報

火山観測情報

演習参加者
本省・地整

開始時点での
状況の把握

小規模噴火

16:30

大規模噴火の兆候

適宜
市町村・住民から
報道から問い合わせ

緊急火山情報

緊急火山情報

報告・記者発表など
情報収集

随時
時、
時
「連絡」・
「報告」・「相談」
「意思決定」

新たな状況へ
の対処

事務所の支援

確認
情報収集

被害想定

関係者への
情報提供

新たな状況へ
の対処

緊急対策の検討

砂防事務所

施工の手配
法手続きや用地の手配

図-4『防災業務計画書』又は
「災害対策運営要領」について

図-5 演習課題に対して演習時間が適切か
長いと感じた 0%

その他
不足している
部分がある

適切だった

17%
大変参考に
なった

8%

25%

表1 演習方法に関するアンケート
良かった理由
● 緊迫した中での「今なにをすべき」という判断・行動を体験
するには良い
●シナリオが知らされていないため、本番の状況に近い訓練と
なる
●通常の演習方法に比べ、イロイロ自分で考える必要がある為、

実際に近い気がした

75%

短いと感じた

良くなかった理由

75%

長期を短時間に圧縮しているため、場の状況理解に混乱があ
った
● 複数の系統から同じ付与が発生している
● 情報付与の対応が終わらないうちに新しい情報付与がされた
●

【不足についての意見】
支部との情報やりとりの連絡窓
口が不明確と感じた
● 関係機関との情報伝達及び連携
手法が不足している
●

図-6 演習上での回答で困ったこと
その他

【短いと感じ理由】
状況が把握できるようになる頃
には、訓練時間が終わってしまっ
た
● 一番重要な緊急減災対策を実現
するには時間が短すぎた
● 対応する内容は実際とほぼ同じ
であるのに対し、時間が短縮され
すぎており、時間内での対応が困
難
●

7%

その懸念はあり、時間経過を意識しなくてよいシナリオ
としたつもりであるが、さらに工夫を加えることが必要

特になかった
困ったことが
あった 50%

結果となっている。今回の演習についても計画段階から

図-7 今回の演習形態について
その他

43%

のようである。

20%

【困ったことについて】
立入禁止区域の設定は誰がする
のか、どんな委員会や協議会があ
るのかすぐには分からず、どこに確
認をすればよいのか判断が遅れた
● 対策実施の判断基準の整理が必要
● どの段階で着手するのか、整理
することが必要
● マニュアルボー
ド
（要点だけ記載し
たもの）
が必要
● 資機材の備蓄情報に協力会社が
保有する物資も把握されていると
便利と感じた
● 地権者の了解が得られない場合の
対応
●

特に
役立つとは
思わない

4%

役に
立つと思う

4 火山噴火対応のロールプレイ演習の背景

76%

さて、火山噴火のロールプレイ演習は、富士山、浅間
【役に立つと思う理由】
●

3者で情報の不一致が発生してい
ることが確認された

【役に立たない、その他の理由】
●

ねらい、目標を共有するために
は、上部機関との協働は重要だと
思うが、事務所個々の訓練がもっ
と重要

山、岩手山などで徐々に実施事例が増えてきている。そ
の背景として、雲仙普賢岳、三宅島、有珠山などでの噴
火時に対応を行わざるを得ない状況になったことなどが
ある。
今年も、雌阿寒岳での小規模な泥流の発生、桜島の昭
和火口での60年ぶりの噴火、阿蘇山麓での噴気などがあ
り、その他の各火山地域においても、過去の悲惨な災害
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状況が語り伝えられている。
これまで、火山噴火への対応は、どちらかといえば発

あり、この過程で様々な課題の気づきが得られる。事務
所の体制を検討する上でも非常に有意義と感じており、

生後の対応や避難を中心とした対応が中心であった。ま

今後はこの過程に事務所も加わっていただくことがより

た、避難対策を除いては、噴火以前にどのような対応を

演習効果を高めると考えられる。

行うかを検討していた例は少ない。最近では、噴火の状
況を時々刻々把握し、必要な対策を必要な場所に随時投
入して、被害を軽減することが期待されるようになって

6 終わりに〜今後の取り組み

きている。内閣府や国土交通省においても、火山噴火に
備えた対策の検討（火山防災と火山情報に関する検討会、

今回は、直轄砂防事務所を対象に、火山噴火の兆候を

火山噴火緊急減災対策に関する検討会など）が進められ

受けて緊急的にハード対策を行うステージを対象に訓練

ている。今後はこれらの指針を基に各火山地域で噴火に

を行った。これまでの火山噴火ロールプレイ演習もこの

備えた対策準備を行っていく段階に入っている。

ステージを対象にしたものが多い。
ロールプレイ方式の訓練は、このほかにも、①火山活

このような背景から砂防事務所でも、噴火の兆候を捉

動の観測情報から被害想定を行うステージ、②被害想定

え、関係機関との連携を図りつつ、限られた時間ででき

を受けて避難地区の判断を行うステージ、③避難決定か

るだけ効果的な対応を行うことが求められるようになっ

ら誘導・避難完了まで行うステージなど、さまざまなス

てきている。現在の災害対策計画によりこれが可能か、

テージを対象に実施できる。総合的な演習の前に防災計

何が不足しているのか、常に検証し万全の準備を行って

画の各段階の動きを検証するために、このような部分を

いくことが必要である。ロールプレイ型の演習は、この

取り出して、どのような課題があるのか検討する演習も

ようなニーズに対応するために有効な訓練の方式である。

有効である。
火山噴火時の避難対策については、有珠山や三宅島で
の実例や富士山をモデルにした避難計画ガイドラインな

5 火山噴火の
ロールプレイ演習の特性について

どを参考に、各市町村で避難対策を検討している段階で
あると思われる。その一方で、避難の実施時には、地域
特性によってさまざまな問題も生じると思われる。各地

さてここで、火山噴火対応のロールプレイ演習につい

域の特性を考慮して工夫を加えることが必要である。防

て少し付け加えておきたい。火山噴火対応のロールプレ

災計画が作成された段階では是非ともロールプレイ方式

イ型演習は、いまだ多くない。これは、火山噴火時にど

などで計画の検証をしていただきたい。

のように対応するかが各火山でも検討途上にあることや、

砂防事務所でも緊急ハード対策の立案以外に、避難を

火山噴火での災害の想定を行うために火山学の専門的な

実施する機関の活動を支援する部分に焦点をあて、関係

知識・情報を必要とすることなどがある。

機関と合同で総合的な演習を企画することで、実際の噴

ロールプレイ演習のためには、演習目的に適合した状
況設定や現実的なプレイヤーへの回答の検討など、どの
ような演習状況を設定するか事前に綿密な準備を行うこ
とが重要であり、それなりのノウハウが求められる。

火時に求められる関係機関との連携を深めることにも役
立てられる。
今後はこのような火山噴火時の対応について検討を深
めていかなければならないが、当センターでもこれまで

今回の演習にあたっても、火山活動の推移や火山情報

の経験、ノウハウをとりまとめ、火山噴火対応のロール

の発表の方法、その際の各機関の対応を定めた防災体制

プレイ演習の手法を確立・普及することで、これらの取

の把握などの設定について、当センターに蓄積された火

り組みを支援していきたい。

山や火山砂防の知識・情報、砂防行政での災害対応実態

終わりに、
今回のロールプレイ演習は、
利根川水系砂防

の情報や検討事例などを使い、より適切な場面の設定と

事務所の火山砂防事業の検討の一環として行われている。

なるように演習計画を作成している。

ご指導、ご助言頂いた利根川水系砂防事務所、関東地方

これらの設定を準備する段階での検討は非常に重要で

整備局、国土交通省保全課の皆様に謝意を表します。
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4
連 載 エ ッセ イ

運命を
受け容れた
バイヨント
ダム

立

山砂防女性サロンの会の結成か

分なまま旅の空に飛んだ。

た。ネパール、韓国に続く海外研修で
ある。一行は例によってオッカチャン

ヴ

部隊。今回は36人が参加した。

標高は500メートルほど。目の前に、

ら5年。10月にイタリアを訪ね

イタリア共和国は泥流や土砂災害に

ェネツィアから北へ車で3時間、
霧雨に煙る深い渓谷に降り立つ。

ダムに通じるトンネルの扉があった。

悩まされているという点で日本と共通

鍵穴が錆びついている。国家研究評議

点が多く、砂防研究の技術的交流が活

会のアレサンドロ・パスート博士の案

発だ。最初に日伊土砂災害防止技術セ

内で、一般の人の立ち入りが禁止され

ンターが設置されたのはロンガローネ。

ているトンネルの奥へと進んだ。

そこに、40年以上前に大きな地すべり

前の人の姿がかろうじて見えるくら

で多くの人が犠牲になったバイヨント

いの闇、手掘りなのかゴツゴツした壁、

ダム跡地があると聞いていた。イタリ

歩けば水音をたてる泥んこの足元。ま

アアルプスの山麓に位置しながら観光

るで胎内潜りのような厳粛な足取りで

吉友 嘉久子

案内には載ることがないだろう重い歴

1500メートルのトンネルを抜けると、

よしとも かくこ

史を抱えたその地に、私は無意識のう

パーッと光が射し込んで管理橋に出た。

ちに もうひとつの立山 カルデラの

ざわつく私たちの前に、巨大な白い塊

えん堤のイメージを重ね合わせ、この

が立ちはだかる。堤高262メートル、

目で確かめたいと強く思っていた。そ

切り立った岩場に逆三角形のえん堤が

して、私的な事情から予備知識が不十

踏ん張っていた。砂防えん堤の 威容

Offce・よしとも代表

イラスト 仲野 順子
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命が奪われた。土地の人は「あれは、

堤をつくっても、周囲の山腹の地質が

しかし、通訳を介して聞いたパスー

ボンバードだ」
、まるで原子爆弾が落

もろければ崩落する。当たり前のこと

ト博士の説明に、私は自分の耳を疑っ

ちたようだったと形容する。被災現場

なのに……。異国のことながら聞いて

た。バイヨントダムは、発電用に作ら

では遺体の皮膚がはがれてなくなって

いて悲しく、やるせなく、腹立たしか

れた水力ダムだという。
（えっ？ 砂

いた。なかにはヴェネツィアまで流さ

った。無知の恥ずかしさは消し飛んで

防えん堤じゃないの？）砂防関係者の

れていったものもある。それほど、水

いた。

誰もが口にするバイヨントが水力ダム

を含んだ土砂の勢いがすごかった。救

トンネルを引き返し、山道を車で上

だなんて、私は考えもしなかった。恥

助に入った人たちはその凄惨さに平常

流にたどってダムの堤頂部に立つ。事

ずかしさに打ちひしがれるなか、完成

心を失い、やがて心の病を抱える人が

故から43年。周囲の山肌には今も崩れ

時に世界一の高さを誇ったというアー

続出した。そしてダムは機能を停止し、

の跡が生々しく残っていた。しかし、

チ式水力ダムの屍を前に、パスート博

打ち捨てられた。

天端は意外なほどに損傷が少ない。中

と、私の目には映った。

士はこのダムの数奇な運命を語り始め

ほどまで歩いて、この上を、土砂を含

た。

んだ水が100メートルもの高さでオー
バーフローした状態を思い浮かべてみ

バ

イヨントダムは、イタリアアル

た。10月9日、22時39分。そのとき、

プスに源を発するピァーヴェ川

ロンガローネの村人の多くは夢路につ

総合開発の一環として計画され、民間

いていたかもしれない。何事が起こっ

の電力会社が発電用として建設した。

たか、知る暇もなかったろう。目を閉

1959年に竣工し、電力を供給していた

じて、高ぶる気持ちをこらえる。水が

に移管された。そして竣工から4年後、

説

100メートルの高さを、ハードルを越

バイヨントダムは試練にさらされる。

たことだ。

しなかった。そして、2000人もの命と

が、まもなく電力国営化法によって国

明に胸が痛んだのは、この大惨
事が単純な自然災害ではなかっ

えるように飛び跳ねたから天端は損傷

引き換えに、えん堤はほとんど無傷で

1963年――日本では富山地方が「三八

バイヨントダムで貯水を始めたとき

豪雪」に襲われ陸の孤島になった、ま

に、すでに貯水池の縁で地すべりは発

さにその年。イタリア北部は記録的な

生していたという。このことは、ダム

発電の機能を停止したダムのえん堤

豪雨に見舞われ、山岳地帯では地すべ

建設周辺部の地質に問題があったこと

が、ひっそりと足元にある。上流側に

りが頻発していた。10月、ついにバイ

を示唆している。貯水量の管理の仕方

水はなく、土砂が堆積していた。振り

ヨントダムの貯水池、ダム湖で山腹が

にも問題があった。豪雨に度を失った

返ると、Ｖ字にくびれた岩場の間から

崩れ落ちる。高さ2000メートル、幅

管理者が水量を急激に減らしたことが

眼下にロンガローネの町並が見える。

1600メートル！ 日本では想像を絶す

原因で、その周辺部の縁が緩み、それ

まるでカルデラのえん堤みたい……と

る規模だ。崩落した土砂は推定2億

が渓谷の根っこの部分を崩し、足元が

私は感じた。このダムは今、砂防えん

5000万立方メートル。それが一気にダ

崩れて大規模な地すべりを誘発したと

堤になりきっている。ただの屍じゃな

ム湖を埋め尽くした。力ずくで土砂に

いうことらしい。のちの裁判では、災

い、苛酷な運命を受容し、無謀な人間

押しのけられたダム湖の水は、右岸左

害発生前に住民を避難させるべきだっ

の罪を背負い、立ち往生して砂防えん

岸を高く飛び跳ねながら逃げ場を探し

たとして、関係者8人が有罪の判決を

堤になった。そして、ここから警告し

て勢いを増す。渓谷の出口はえん堤し

受けた。災害は予測可能なものだった

ているのだ。バイヨントのつらい歴史

かない。そして、えん堤の天端の上を、

と判断されたのだ。

を忘れるな。過ちを繰り返すな、と。

残された。

なんと100メートルも躍り上がって飛

この尊い犠牲のもとに、ダム建設に

この声なき声に耳を傾け、自分たち

び越え、大土石流となって、ダムから

際してイタリアでも事前の地質調査が

の声で伝えていこう。それが、今を生

2キロ下流のロンガローネを襲った。流

重要視されるようになった、とパスー

きる私たちにできるたった一つのこと

出からわずか5分後のことだった。

ト博士は語る。苦い思いがこめられて

だから。帰りの空で、こう思った。

この土石流で、2000人あまりの尊い

（了）

いるようだった。どんなに頑丈なえん
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研

修

アリフさんを
とおした
砂防国際協力

個別研修の開始
当センターに、平成18年6月22日から9月3日までイン
ドネシアのジョグジャカルタからアリフさんが（Arif
Rahmat MULYNA,以下敬称略）技術研修にやってきた。
毎年（財）砂防・地すべり技術センター（以下STC）は、
（独）国際協力機構（以下JICA）集団研修「火山学・総合
土砂災害対策コース」の個別研修員として、1名を2ヶ月
半受け入れている。アリフは名門ガジャマダ大学（所在

荻原 久義

地：ジョグジャカルタ市）で地理学を学び、現在公共事

おぎわら ひさよし

業省砂防試験所で砂防関係のデータ収集、解析に携わっ

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部調査役

ている。職務経験は3年、29歳、独身。来日前の書類か
らは、本研修で理論から実習、そしてハードからソフト
対策まで学び、その成果をインドネシアの土砂災害防
止・抑止に役立てたいとしていた。
来日時、個別研修で学びたいテーマについて、ヒアリ
ングをしたところ、
「地理学（地形学）をベースに、ハ
ザードマップを作成したい。GISの利用、ソフト対策に
も関心がある。また、住民啓蒙や土地利用政策にも興味
がある」としていた。
来日後STCに来るまでの3ヶ月半は、JICAの東京国際
センターで火山学・砂防学の基礎から防災・環境対策ま
での講義を受け、また桜島や立山をはじめとする現地調
査を行ってきた。そしてSTCでは、最後の仕上げとなる
事例研究を行い、成果を取りまとめる。
幸い、STCの「砂防技術研究所」では、インドネシア
公共事業省の長期専門家経験者に囲まれながら過ごすこ
ととなったが、この2ヶ月半は、きっとアリフの今後を
左右するものになったと確信する。
インドネシアでは、この4月からメラピ山の噴火が続
いており、さらに5月末にはジョグジャカルタ近郊でジ
ャワ島中部地震が発生した。アリフの指導監督を務める
松井技術部長も、この間にジャワ島中部地震の調査のた
めジョグジャカルタを訪れている。こうしたことから
「ムラピ山で火砕流が発生している。今後二次災害防止
のために何ができるのか」という議論からアリフの個別
研修が開始された。
研修テーマは最終的に「ムラピ山の噴火動向に応じた
ハザードマップの適時修正につながるシミュレーション」
に決定したが、もちろん、研修開始時は「シミュレーシ

技術研修にやってきたアリフさん

ョンをやってみる」でスタートした。アリフがムラピ山
を事例とした研究に取り組むなか、松井部長の調査結果
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int.org）に、この研修のフォローアップのページが設け
られる予定である。ここに、17年間154名の帰国研修員
のリスト、Final Reportのタイトルリスト、現在の業務内
容に関するSituation Report、そしてGood Practiceが掲
載される。これは元研修員からの要望に基づき実現する
こととなった。この他にも中南米地域の元研修員からは
「自分たちの地域でセミナーを開きたい」
「最新の技術を
紹介してほしい」等の要望が寄せられている。
アリフの上司も元研修員、そして部下もやがて研修員
としてやってくる。こうして砂防の人的ネットワークが
ムラピ山の噴火

形成されていく。世界各国の砂防の担い手達が連携し、

報告会がSTCで開催されている。個別研修は、テーマ・

課題に取り組むことはすでに始まっている。松井部長も

手法が決まれば、後は本人（指導者？）の努力といえる。

ムラピ山の観測所所長や元研修員の課長と、現地で情報
交換を行ったと報告している。

母国での活躍に期待

振り返ると、こうした研修で大切なのは、やはり「研
修員との対話」ではないかと思う。相手が個別研修テー

アリフの指導にあたった近藤研究員は、次のように述

マを自分で選択するまで、できるかぎり待つ。このプロ

べている。
「私はハザードマップ上で危険範囲を特定す

セスが国際協力では大切なのではないだろうか。本研修

るための、土石流の数値計算プログラムの操作に関する

の上位目標もキャパシティービルディングであり、自国

レクチャーを行いました。数値計算プログラムは数値を

の問題を把握し、その解決に向けチャレンジする、そし

入力して計算を行えば結果が出てしまうことから、重要

て工夫や改善を加えていく。こうしたキャパシティービ

な計算過程を軽視しまいがちです。しかし、アリフはプ

ルディングのプロセスにご理解をいただき、ご指導ご協

ログラムの中身でどのような処理をしているか、どのよ

力をたまわった講師、現地研修の関係者、カリキュラム

うな考え方を元にそのような処理をしているか、使用す

委員会の先生方等、多くの関係者に、ここで改めて敬意

る数値の根拠は何なのかなどをしつこいくらいに確認す

を表すとともに、感謝を申し上げます。

る点が印象的でした。数値計算プログラムの使用には計
算を流す現場の詳細なデータが必要で、本来現地調査が

「いまアリフは、どうしているのだろうか」
研究所の女史によると、アリフの評価はすこぶる高い。

不可欠です。今回はムラピ山を対象にしていたので現地

遅くまで研究に没頭、好感のもてる青年、日々タバコの

調査を行うことは出来ませんでしたが、数値計算プログ

本数が増えていった、毎週金曜日は代々木に礼拝にでか

ラムの使用に対して注意深かったアリフは、インドネシ

ける、夕食時アルコールを口にしない、クレームや要求

アに帰り現地調査を含む必要な情報収集をふまえ研究成

もない、あせらない。好青年は、いずこの国でも人気が

果を有効活用すると期待しています」

高いのか、帰国後は結婚とのことである。

砂防の人的ネットワーク
こうして、2ヶ月半学んだ成果をアリフは、9月1日に
STC内、そして8日にJICAでカリキュラム委員を前に発
表し、9日インドネシアへ向け帰国した。
「研修成果はどのように生かされるのだろうか」
これは毎年研修終了後に抱く疑問であるが、本研修では
帰国研修員ネットワークを通じてフォローが行われる。国
際砂防ネットワークのホームページ（http://www.sabo-

研修結果の報告
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海外事情

１．はじめに
平成18年8月19日から26日の日程で、
（財）砂防フロン

中国砂防研修に
ついて

ティア整備推進機構の平成18年度木村基金海外砂防研修
に参加し、中国の西、雲南省の東北部にある小江流域を
視察した。以下に視察した内容を中心に報告する。この
他、流域内にある中国科学院東川泥石流観測研究所（以
下、東川泥石流観測所とする）にて、偶然にも中国でい
う泥石流（粘性土石流といったほうが近い）を観測する
ことができたが、発生時間が夜中で照明が少ないため残

酒井 敦章

念ながら写真に残せなかった。

さかい のぶあき

（財）砂防・地すべり技術センター
総合防災部

2．中国での自然災害
中国全体で、2000年から2005年にかけて自然災害によ
図-1 雲南省小江流域
内蒙古自治区

甘粛省
四川省

る被害（死者数）は平均で約1300人ほどになる。中国では
2006年も厳しい自然災害に遭い、8月9日までの統計デー

北京市

河
山 北
西 省
天津市
省
陝
西
安寧省
省 河南省
湖北省

重慶市

タでは国全体で1699人が亡くなっている。そのうち、雲
南省では122人が亡くなり、行方不明者が59人にのぼる。

安徽省
江蘇省

中国全体で災害種類別にみた被害（死亡・行方不明）

江
西 福
省 建
省
広東省

湖南省
貴州省

雲南省

広西
チワン族
自治区

者数は台風が約1000人で一番多く、続いて洪水、雹、土
石流・地すべり、地震、低温・雪害となる。土石流及び

海南省

地すべりに限定すると、被害者数は死亡87人、行方不明
者は22人になる。

金沙江合流点

3．小江流域について

東川泥石流
観測研究所

小江流域は長江の上流にある金沙江の右支川であり、
流域面積は約3,000km2、流路長138kmで、平均河床勾配
は1/100である。年間降雨量は日本と比較するとかなり
深溝

黒水溝

東川
阿旺
河川
道路
流界線
県境
鉄道
都市
村
山

写真-1 小江本川上にある砂防堰堤の堆積状況
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少なく、700ｍｍ〜1,200ｍｍで、雨期は5月〜11月であ
る。流域内の人口は約40万人ほどで、土石流危険渓流は
107ほどある。また、植生の被覆率はわずか十数％とな
っている。
流域内の至る所に崩壊箇所が数えられないほど見られ
るためか、流路には土砂が異常に堆積している。東川泥
石流観測所の報告によると、流域の年間平均河床上昇高
は30cmほどになる。 写真-1 は小江本川上にある砂防堰堤
の堆積状況を撮影したものであるが、堰堤は高さ10ｍで
土砂流出抑制を目的に設置したが、設置後数年で堰堤の
上流側はほぼ満砂している。
写真-2 阿旺郊外の道路と道路脇斜面の状況

4．小江流域の視察状況
行程の制約から流域内の視察は約１日半程度で、車窓
からの視察が中心であった。その他、車を止めていくつ
かのポイントを視察している。
日本では主要幹線道路および市町村道まで舗装されて
いるが、小江流域はまだまだ発展途上段階にあり流域内
を縦横に走る道路のほとんどが未舗装である。流域内の
最大の町である東川（銅鉱山の町）と昆明までを結ぶ高
速自動車道との幹線道路，その他いくつかの道路だけ舗
装されていた。
右の 写真-2 は，流域内の最大の町である東川に向かう
幹線道路（阿旺郊外）と斜面の状況を撮影したものであ
る。流域内の地質は主に粘板岩や泥岩であり、写真にあ
るように道路脇ではのり面対策が一部実施されており、

写真-3 阿旺という町と河川の堆積状況

小江本川上でも砂防堰堤による整備が行われている。し
かし、流域全体でみると未整備箇所が数多くみられる。
流域内の斜面では日本でみられなくなった斜面畑と、
数えきれない小〜大規模の崩壊が見られる。
これより北に進む（小江の下流へ）と、阿旺という町
がある 写真-3 。阿旺の横を流下しているのが小江本川で
あるが，河床上昇が進行している。対岸からの遠望であ
るため道路と河川との比高差は確認できていないが、お
そらく数ｍ程度であり、今後は河床上昇とその後の増水
により町が被災することが予想される。通常であれば、
本川上流に堰堤の設置や除石、土砂の浚渫が必要である
が、現状では本川上に数基の堰堤しか整備していない。
写真-4 は金沙江との合流点を撮影したものであるが、

小江では年間平均土砂流出が約4,000トンで（東川泥石流
観測所の報告）
、このうち約1,800トンが金沙江に流出す

写真-4 金沙江（長江）合流点
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る。毎年かなりの土砂量が金砂江に流下している。金沙

して使用するため）が行われ、植生率が低下し荒廃して

江本川の濁水を見る限り、本川上に粒径の細かい大量の

いた。こうした背景から、流域全体を通して崩壊ポテン

土砂が流入している。金沙江への土砂供給源について東

シャルはかなり高く、土砂流出もかなりあるといえる。

川泥石流観測所に確認したが、特定源はわかっていない

しかし誘因とする降雨量が少ないためか、渓流内に大

との回答であった。
小江流域内では毎年どこかで土石流が発生し、本川上

きな粒径は堆積し留まり、合流点に向かって流下してい
るのはほとんどが細粒分である。

でも河床上昇があるため、早急に整備を要する。現在ま

流域全体の荒廃状況に比べ、本川への土砂流出量は少

での流域内の対策は一部の流域で堰堤や谷止め、植林が

ないように感じたが、施設等の効果というより地形的な

実施されている。流域も広大であり、崩壊箇所数も相当

ものか自然界の土砂コントロールが効いているように思

数あることから、流域内の整備は短期間で終わらず継続

える。今後も、経年的な土砂流出が続く限り、砂防事業

的にすすめていくしかない。

の実施が必要不可欠と考える。

5．小江流域内の
土石流危険渓流について
小江流域内には土石流危険渓流が107あるが、このう
ちの土石流危険渓流のうち、2箇所を確認している。
写真-5 は「黒水溝」という場所で、整備された流路工

と鉄道高架橋（災害後に高架化した）を撮影したもので
ある。黒水溝では1985年に土石流により道路や鉄道、家
屋が被災し、12名が亡くなった。被災前は道路事業や鉄
道事業が縦割りで進められ、防災対策は後回しにされて
いたが，被災後は鉄道も高架化され、現在は災害発生か
ら約20年が経過している。
写真-6 は東川の市街地にある土石流危険渓流の一つで

「深溝」という場所で、市街地の中心に一番近い下流の
堰堤を撮影したものである。堰堤の上にかかるのは歩道
橋であり，対岸に渡ることができる。日本では見られな

写真-5 黒水溝の流路工と鉄道の高架橋

い砂防堰堤である。先の黒水溝と同様，深溝では1960年
代に2回土石流が発生し、7名が亡くなった。現在では6
基の堰堤が整備され、東川の森林公園として住民に親し
まれている。市街地の中心から車で10分程度の距離にあ
り、休日の散策には適度に近い場所にあるが、この上流
域には標高4,000ｍ級の山々がある。降雨量が多い場合に
は土石流が危惧されるが、小江流域内の年間降雨量は700
〜1,200ｍｍで日本と比較すると少ないためか、対策後は
土石流が発生していない。

6．最後に
小江流域では大きな断層があり、またこの流域では唐
時代から銅鉱山の採掘と精錬のための樹木伐採（燃料と
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写真-6 深溝の堰堤と歩道橋

1 はじめに

海外事情

韓国では、2002年の台風15号（台風RUSA）による復旧対策を
講じていた最中に、2006年7月初旬に梅雨期末期の長雨と台風に伴

韓国土砂災害
調査団

う集中豪雨により、再び甚大な災害が発生した★１★２。今回の災害
は、韓国全土で死者・行方不明者62名、被災者数約3700人、全・
半壊家屋数約480戸（8月末現在、韓国消防防災庁資料）であり、土
砂移動現象は土石流等が多いのが特筆される。一方、2002年の台
風15号災害では死者・行方不明者が約250名であり、土砂移動現象

枦木 敏仁

は土石流よりも斜面崩壊が多い★３のが特徴とされる。このように、

はしのき としひろ

2002年台風15号時と比較すると、災害の人的被害は少なかったが、

（財）砂防・地すべり技術センター
総合防災部 課長代理

土砂移動現象の規模は今回の災害のほうが大きいと考えられる。
筆者と（独）土木研究所土砂管理研究グループ 栗原淳一上席研
究員は、韓国防災協会の招請により、8月27日〜31日に、甚大な被
害が発生した江原道の平昌郡（ピョンチャングン）
、麟蹄郡（イン
ジェグン）等の被災地の現地調査を行った。本報告は、その調査
内容の概要を示すものである。

高城郡

楊口郡

江原道
ソウル 春川
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設置場所
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国立公
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2 降雨の規模
韓国東北地方の年平均雨量は1,200mm〜1,500mmであるが、今
回の豪雨では、平昌郡では5日間雨量（7月11日〜15日）793mm、
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最大時間雨量82mmであり、麟蹄郡では5日間雨量（7月11日〜15
日）833mm、最大時間雨量122mmであった。なお、麟蹄郡の最大
時間雨量の122mmは、約1万年超過確率時間雨量であるとの麟蹄
郡の担当者から説明があった。

3 被害の概要
1 平昌郡（ピョンチャングン）

平昌郡の現地調査では、ソクサ一里、ハチンブリー、マンポンリ
写真-1 平昌郡の崩壊・土石流発生状況（空撮）

ー地区の地上調査とヘリコプターでの上空視察を実施した
（ 写真-1〜3 参照）
。現地調査の結果、平昌郡で発生した主な土砂災
害は、風化花崗岩地帯における崩壊に起因した土石流・流木災害
であった。崩壊は小規模なものが流域内の各所で発生し、崩壊し
た土砂は渓床不安定土砂および立木を巻き込みながら流出してお
り、流出土砂の粒径は非常に細かいのが特徴であった。とくにマ
ンポンリー地区では、土石流による被害に加えて流木による被害
が目についた。流木災害は現地での防災担当者の話によると、今
後は韓国においても重要視されつつあるようである。
この平昌郡における土砂災害の状況は1999年6月29日に広島市及
び呉市で発生した土石流災害（以下、
「6.29広島災害」という）に

写真-2 ソクサ一里の被害状況

酷似していた。このことは後述する「災害に関する意見交換会」に
おいて説明した。
「6.29広島災害」では同時多発的な土砂災害が特
徴の1つであり、平昌郡における土石流も防災担当者や現地住民の
話から同時多発的に土石流が発生した可能性がある。ただし、平
昌郡の保全対象は広島市のように山裾まで発展していないことか
ら、今後は砂防えん堤等によるハード対策に加えて、土地利用規
制等のソフト対策の実施も望まれる。

2 麟蹄郡（インジェグン）

麟蹄郡の現地調査では、五色川・北寒渓（国道44号線沿い）
、砂
写真-3 マンポンリー地区の土石流・流木堆積状況

防えん堤設置箇所、徳積里、昭陽江右支川などの地上調査を実施
した（ 写真-4〜6 参照）
。現地調査の結果、五色川・北寒渓で発生し
た土砂災害は、未風化花崗岩の巨礫及び流木が各支川から土石流
等で流出したことによる道路被害であるともに、各支川から流出
した土砂によって五色川・北寒渓における河床上昇に伴う土砂災
害であった。
この区間は雪獄（ソラク）山国立公園内に位置しており、景観
保全を優先し、これまで治水工事は限定的に行われてきたことも
あり、各支川から大量の土砂が本川へ流出していた。本川下流域
では、堆積した土砂により川幅が広くなるとともに澪筋の蛇行し
た結果、護岸が各所で決壊していた。なお、災害発生時刻が午前8

写真-4 五色川支川における土砂堆積状況
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時頃であったことから、住民は自宅屋根に逃げてヘリコプターで

救出されたため、人的被害は少ないとのことである。
今回の調査中、唯一砂防えん堤（2005年完成）を見ることがで
きた。有効高さ6.5m、長さ36m、総工事費2億600万ウォンで、鋼
製のバットレスタイプであった。郡の担当者は今回効果を発揮し
た砂防えん堤を住民や国にPRすることで、今後は積極的に砂防え
ん堤の整備を進めたいと説明していた。

3 災害に関する意見交換会

平昌郡、麟蹄郡等の現地調査後、韓国防災協会のご尽力により
地元の関係機関との意見交換会が開催され、我々も参加した
（ 写真-7 参照）
。意見交換会は、尚志大学土木工学科教授の司会のも

写真-5 北寒渓における土砂堆積状況

と、災害の原因と今後の対策に分けて議論が行われた。
災害発生原因は、異常な豪雨が発生したこと、凍結融解により
斜面が不安定化したこと、人工構造物や水防による対策が不十分
であったこと、流木による橋梁の閉塞に伴い被害が増大したこと
などの意見が出され、この中で、間伐林を放置していたために流
木となり、被害が増大したのではないかという見解も示された。
対策については、一様に砂防えん堤の整備（麟蹄郡では災害復
旧として99基の砂防えん堤を整備）や流木災害に対応するため橋
梁のピア間隔の拡幅などが示された。また、消防防災庁からは移
住の提案があり、現在法的根拠がないので国会で立法中という紹
介もあった。我が国の土砂災害対策の取り組みについても質問が
あり、法律に基づく土砂災害危険区域の設定や気象庁と連携した
土砂災害警戒情報の発表などを説明した。

4 おわりに
きわめて短い調査期間だったために、1カ所をゆっくり調査する

写真-6 災害直後の砂防えん堤（麟蹄郡提供）

ことができなかったことが残念である。筆者は2002年の台風15号
災害後にも現地調査を実施しているが、今回の災害のほうが土砂
災害のインパクトは大きかったと感じられた。
最後に一緒に現地調査を行った韓国防災協会、ハンギョレ新聞
社記者の方々には大変お世話になった。この場を借りて御礼を申
し上げる次第である。

★参考文献
１ 栗原淳一・枦木敏仁：韓国における2006年7月の豪雨による土砂災害について、砂
防学会誌、投稿中
２ 栗原淳一・枦木敏仁：韓国の土砂災害調査の報告、砂防と治水、投稿中
３ 鈴木雅一・権田豊・桜井亘・小林英昭・枦木敏仁：2002年台風15号（Rusa）によ
る韓国東部の土砂災害について
（速報）
、砂防学会誌、Vol.55、No.6、p59-67、2003

写真-7 災害に関する意見交換
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1 はじめに

海外事情

2006年9月4日より8日までマカオにて台風委員会のワークショッ
プ （ Workshop on Integrating Activities of the Hydrology,

台風委員会マカオ
ワークショップ
参加報告

Meteorology and DPP(Disaster Prevention and Preparedness)
components of the Typhoon Committee into the Related International Frameworks for Disaster Risk Management for Better
Impacts and Visibility）が開催されました。本稿では本ワークショ
ップについて報告します。

2 台風委員会ワークショップ

加藤 誠章
かとう のぶあき

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部 技師

台風委員会は1968年にWMO（世界気象機関）とUN-ESCAP（国
連アジア太平洋経済社会委員会）が共同で設立した組織で、ESCAP
の加盟国・地域での台風による被害を最小限にすることを目的と
しています。
台風委員会には気象・水文・防災の三つの部会があり、部会ご
とのワークショップと全体の総会を毎年行っています。近年では
総会はタイ、マレーシア、中国、ベトナム、水文分野のワークシ
ョップはフィリピン、中国、韓国、マレーシアなどで行われてい
ます。
今年のワークショップは三つの部会の共催という形で初めて開
催されました。本年のワークショップには、カンボジア、中国、北
朝鮮、中国・香港、日本、ラオス、中国・マカオ、マレーシア、フ
ィリピン、韓国、タイ、アメリカ、ベトナム、WMO、ESCAP、
TCSから約70名が参加しました。
日本からは、下記の方々が参加しました。
●

内閣府政策統括官付 企画官 青木 栄治

●

国土交通省国総研砂防研究室 主任研究官 水野 秀明

●

気象庁太平洋台風センター 所長 萬納寺 信崇

●
（財）
ダム水源地環境整備センター
●
（社）
国際建設技術協会

研究第二部長 伊藤 和久

●

同 上席調査役 久保 忠雄

●

同 主任研究員 荒木 秀樹

●
（株）
建設技術研究所
●

調査第一部長 三宅 且仁

主幹 佐々木 明

NPO日本水フォーラム プロジェクトリーダー 鈴木 研司

●
（財）
砂防・地すべり技術センター

加藤誠章

また、日本以外から参加された日本人の方々は下記の通りでした。
●

UN ISDR, Platform for the Promotion of Early Warning

Officer in Charge, 小野 裕一
●
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WMO, Tropical Cyclone Programme Chief, 黒岩 宏司

ワークショップでは、参加各国の情報交換、進行中のプロジェ
クトの進捗状況の報告と台風委員会の今後のあり方について議論
がなされました。

3 砂防関連のプロジェクトについて
砂防分野では日本が座長国となり、土砂災害に対する警戒基準
雨量の設定手法を各国に構築することを目的として「Establishment of flash flood warning system including debris flow and

会議風景

landslide」というプロジェクトが進行中です。
本プロジェクトでは、2005年までに各国にパイロット地区を設
けて警戒避難基準雨量の設定、検証を行い、2006年以降にはパイ
ロット地区以外の地域へ拡充していくというプロセスを経るとい
う計画です。警戒避難基準の設定のガイドラインは日本が作成し
たもので、CLの設定方法が記載されています。
日本からはプロジェクトリーダーである水野主任研究官より、プ
ロジェクトの概要の説明、日本の警戒基準雨量についての最近の
取り組み、各国の進捗状況の報告、技術的なヘルプデスクの設置
などについての発表がありました。
技術的なヘルプデスクについてはウェブ上に設置し、基準雨量
の設定に関するガイドラインのダウンロード、メンバー国からの
質問に対して日本からのメールによる回答、Q＆A情報の共有を行
うことが提案されました。
また、本プロジェクトでは、中国、香港、マレーシア、韓国、タ
イ、アメリカから各国の取り組み状況についての発表がありまし
た。各国のプロジェクトの進捗状況には大きな差があり、中国や

建設中の台風委員会の事務所

マレーシアのようにパイロットエリアで実運用しているメンバー
がある一方、発表しなかった国では運用が進んでいない状況にあ
りました。これらの国が今後どのように取り組んでいくかが課題
となります。

4 おわりに
今回のワークショップではその他にも多くのプロジェクトにつ
いて議論がありました。その中でも砂防のプロジェクトは、費用
もあまりかからないものであり、多くの出席者から好評を博して
いました。
台風委員会のメンバー国では現在も土砂災害による死者が毎年
多数発生しています。今後は、他の砂防技術もあわせて積極的に
海外に技術移転を進めていく必要性を改めて感じました。

マカオタワーから望むマカオの風景
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1 はじめに

海外事情

去る2006年7月1日に、
（財）砂防・地すべり技術センター職員有
志によりフィリピン・ピナツボ火山災害緊急復旧事業の現地視察

フィリピン・
ピナツボ火山災害
緊急復旧事業視察
レポート
本田 健
ほんだ たけし

（財）砂防・地すべり技術センター
総合防災部 技師

を実施したので、噴火後15年を経過した土砂流出状況と復旧事業
の現状を報告する。

2 ピナツボ火山・1991年噴火の状況
フィリピンは日本と同じく環太平洋造山帯に位置し、日本の国
土面積の約8割（299,404km2）にピナツボ火山やマヨン火山、ター
ル火山に代表される活火山が存在している。
今回視察したピナツボ火山はフィリピン最大の島・ルソン島に
位置し、首都マニラの北西約90kmのところにある。
ピナツボ火山は1991年4月初旬より火山活動が活発化し、6月9日
に最初の噴火が、また6月15日に今世紀最大といわれる大噴火が発
生した。噴火により山頂に巨大なカルデラが形成され、標高は200m
以上も低下した。大量の火山灰が噴出するとともに火砕流が発生
し、ピナツボ火山周辺の地域は厚い火砕物に覆われた。また、折
しも台風が襲来したため、泥流や雨がしみこんだ火山灰による家
屋の倒壊が発生した。山頂周辺には大量の火砕物が堆積したため、
その後も降雨のたびに泥流が多発し、現在に至っている。
この噴火により60億m3とも75億m3ともいわれる火山噴出物を噴
出し、これによる被害は死者800名以上、被災者100万人以上、家
屋の被害は10万戸以上となった。

図-1 ピナツボ火山と視察ポイント

3 視察の概要

写真-1 参加者（バコロールの埋没教会前にて）。前列左より：山口、山中。後列左より：Libera、光永、Data、Jiao、安養寺、嶋、小出、荻原、本田
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マニラ出発
パンパンガ（Pampanga）州サンフェルナンド（SanFer
nando）市まで高速道路で移動し、PMO-MPE＊スタッフと
合流
①
②

バコロール（Bacolor）にて泥流埋没教会視察
パシグ・ポトレロ川メガダイク、トランスバース・ダイク
視察
アンヘレス（Angeles）へ移動、アバカン川視察
（休憩・昼食）

写真-2 泥流埋没教会の正面。表は普通だが……

サコビア・バンバン川上流視察
③

サコビア・バンバン川遊砂池，バンバン橋など
移転者定住地区視察
視察終了、帰路マニラへ

視察実施日／2006年7月1日（土）
参加者／STC7名：安養寺 信夫、荻原 久義、山中 和雄、嶋 大尚、

本田 健、山口 恭史、小出 哲也
現地4名：光永 健男氏（JICA砂防技術長期専門家）
、
Mr. Leonardo Data氏、Mr. Edgar Jiao氏、Libera氏

写真-3 内部は天井が低く、窓の位置も不自然

（PMO-MPEスタッフ）
視察ルート／今回視察したのは、ピナツボ火山東側であり、パシグ・ポ

トレロ（Pasig-Potrero）川、アバカン
（Abacan）川、サコ
ビア・バンバン（Sacobia-Bambang）川での被災痕跡、
及び、砂防対策である。

4 泥流埋没教会
（パンパンガ州バコロール町）
バコロール町はピナツボ火山の東南東約50kmに位置する、人口
約16,000人の町である。近くにパシグ・ポトレロ川が流れているた
め噴火後に幾度もラハール（泥流）に襲われ、大量の土砂が堆積し

写真-4 埋没前の教会の様子、点線まで土砂に埋没した（小出氏撮影）

た。今回視察したのは、バコロール町の一角にある、3〜4mの土
砂によって埋没した教会である。外見上は普通の教会であるが、内
部に入るとやや低い天井と不自然な窓に違和感を覚える 写真-2・3 。
教会内に飾ってあった昔の写真や絵をみて、土砂に埋没したこと、
現在の入り口が明かりとりの窓であることに気づく 写真-4 。
ラハールによる建物の破損はほとんどなく、窓や出入り口から
土砂が流入し、水平に堆積したようである。この教会周辺にある
民家も同様に、建物全体が土砂の中に埋没している 写真-5 。
このようにバコロール町は大量の土砂に埋没したが、人々はラ
ハール堆積物の上に新たな民家を建て、埋没した教会を再整備し
て使い続けている。住民にとってはラハールに対し100％安全な再

＊PMO-MPE：Project Management office Mt. Pinatubo Emegency Project

写真-5 教会周辺にあった埋没民家
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建よりも、あるものを可能な限り再利用し、必要最低限の労力で
早期に復旧するという現実的な対応のほうが必要だったと感じさ
せる光景であった。

5 メガダイク、トランスバース・ダイク
（パシグ・ポトレロ）
パシグ・ポトレロ川は上流域に大量の火砕流堆積物が堆積し写真-6、
写真-6 パシング・ポトレロ川上流では現在も大量の火砕物が堆積
している（段丘の高さは数十mある）

降雨のたびにラハールが頻発した。このため、洪水・泥流制御の
ためメガダイクとトランスバース・ダイクが建設された。
メガダイクは高さ約10mの堤防 写真-7 で、その下流に横工とし
て高さ約5mのトランスバース・ダイクが建設された。日本では堤
外地での居住は考えられないが、最近はラハールが発生していな
いため氾濫源を開墾し居住するという住民の「したたかさ」がみ
られる 写真-8 。

6 遊砂地、バンバン橋
（サコビア・バンバン川）
サコビア・バンバン川上流域も大量の火砕流堆積物が堆積した
ため、ラハールが頻発している河川である。そのため、ラハール
写真-7 メガダイクの様子、上部は道路として使われている

の氾濫防止対策として遊砂地の整備を進めるとともに、ラハール
による橋梁流出を防止するためフィリピンでは珍しい1スパンの
バンバン橋を建設した。
遊砂地は現地発生土砂、すなわちラハール堆積物を利用してお
り、現地専門家の間では「砂防CSG」ならぬ「CLG（Cemented
Lahar and Gravel）
」と呼ばれている 写真-9・10 。
バンバン橋は、ラハールの頻発によって河道が安定しないサコ
ビア・バンバン川を渡河するために架けられた橋である。フィリ
ピンではコストを重視し、長い橋では河道内に橋脚を設置し、1
スパンの長さを短くするのが通常である。しかしながら、サコビ

写真-8 メガダイクの堤外地に民家が点在している

ア・バンバン川はラハールが多発するうえ、河床洗掘の発生も想
定されたため、河道内に橋脚を設置しない形状とした。このた
め、スパン長174mのバスケットハンドルニールセンローゼ橋（フ
ィリピン初！）を採用した 写真-11 。

7 さいごに
今回、噴火後15年を経過したピナツボ火山の土砂流出状況や災
害対策状況を視察した。噴火によって大量の火砕物の堆積、幾度
もの泥流発生が発生し、家屋や農地の埋没、住民の集団移
転 写真-12 、山麓東側にあった米軍・クラーク空軍基地の即時放棄
写真-9 遊砂地下流の横断構造物
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等、広範囲にわたり短期的、長期的に影響を与えた。その爪痕は

視察の際にも見受けられたが、人々は噴火による被害を乗り越え
て力強く生活しているように見受けられた。現地専門家の話で
は、近年は降雨が少ないためラハールは発生していないとのこと
だったが、各流域の上流には未だに大量の火砕物が堆積してお
り、ラハール発生の危険性が遠ざかったとは言いにくい状況にあ
る。
我が国には狭い国土に108もの火山が存在しており、火山と住
民との距離は物理的にも精神的にも密接している。このような状
況において、ピナツボ火山のような噴火が発生した場合に、如何
に噴火の影響を軽減し、早期に復旧できるか……その対応によっ

写真-10 CLGで造られた横断構造物の堤体表面の様子。セメント
使用量が多いのがわかる（小出氏撮影）

ては我が国の将来をも左右する現象である。このため、静穏な状
況が続いている今のうちから、火山噴火によってどのような現象
が発生し、その影響がどこまで到達しどの程度の期間継続するの
か、また発生した現象に対して効果的な被害軽減の方策（減災対
策）等について、国全体で検討を進めていく必要があると考える。
最後に、フィリピン赴任後間もない時期に、事前調整や貴重な
休日を割いて我々に同行して頂いた、光永健男・JICA砂防技術
長期専門家に重ねて感謝申し上げる。

写真-11 バンバン橋。通行量が多く交通の要衝である

写真-12 移転者定住地区内に設置された看板には、公園を中心に住宅7000戸のほか学校や病院、多目的ホール等も整備されていることが記載されている

SABO

vol.89

Jan. 2007

29

技術ノート

● ● ●

砂防分野における
レーザプロファイラー技術の活用について
安田 勇次

やすだ ゆうじ

(財)砂防・地すべり技術センター
砂防部 技術課 課長代理

用いられるが、被災地周辺の道路も被害を受けている場

1

はじめに

合が多く、調査地にアクセスするのに時間を要するとい
う問題がある。また流出した土砂は、多量の水を含んで

土砂災害による被害を最小限に抑制するために行政で
は、砂防基本計画を策定し、効率的、かつ計画的に砂防

いることが多く、そのような場所において簡易測量を行
うことは容易ではない。

施設の整備を進めている。しかし、土砂災害は、必ずこ

このような制約から、被災直後の二次災害を防止する

れらの計画策定区域内で発生するわけではない。また土

ことを目的とした不安定土砂の分布、及び土砂量を把握

砂災害は、計画策定区域内であっても、土砂の整備が十

するための調査には、ある程度の時間が必要であった。

分に行われていない箇所においても発生する。

この問題点を解消し、できるかぎり早期に、かつ一定

このような箇所において土砂災害が発生した場合、被

の精度を有する新しい調査手法として、航空機やヘリコ

害の状況と今後起こりうる土砂移動現象による影響を早

プターを用いたレーザ計測技術が、土砂災害発生後の調

期に把握し、二次災害の防止、軽減に努めることが重要

査に導入されるようになった。ここでは、レーザ計測技

である。そのため、土砂災害が発生した流域や地域での

術の概要と砂防領域での適用事例を紹介する。

不安定土砂の分布や、土砂堆積量を早期に把握すること
が、効率的な災害復旧や効果的な二次災害を防止するた

2

レーザ計測技術

めの対策計画策定に役立つことは言うまでもない。
一般的に、土砂災害後の不安定土砂の分布、及び土砂
量を把握する手段として、現地での簡易測量及び踏査が

図-1 LPによる計測方法
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レーザ計測は、レーザを目標物に投射し、目標物から
の反射時間から距離を計測する計測手法である。

図-2 地上式レーザミラースキャナー

砂防分野においては、航空機やヘリコプターにレーザ

方式のスキャン型レーザ測距装置と自己位置、及び3軸

スキャナーを搭載し、空中から地表面までの距離を計測

の揺れを検知する3D.G.P.S、慣性計測装置（IMU）で構

し、GPSによる位置情報と組み合わせ、三次元の地形デ

成される。

ータを作成する場合などに用いられている。また、砂防

3次元の地表面データの取得方法は 図-1 に示すとおり

えん堤堆砂敷などの比較的小規模な計測範囲であれば、

で、計測精度は対地高度800ｍで、機械誤差は垂直15cm、

人による持ち運びが可能なレーザミラースキャナーを用

水平40cm以内といわれている。

い、堆砂敷内の河床変動を計測することなどに用いられ

2……地上式のレーザミラースキャナーを用いた計測

ている。

地上式のレーザミラースキャナー計測は、データ取得

１……航空機（ヘリコプター）を用いたレーザ計測

航空機等を用いたレーザ計測は、一般に航空レーザプ
ロファイラー（以降、LPと略す）と呼ばれ、パルス測距

方法はLPと同様であるが、 図-2 に示すように装置の持ち
運びが可能な形状となっている。
そのため、立ち入りが困難な斜面や崖の地形測量やLP

図-3 宮崎県における土砂災害発生状況と連続雨量

300mm未満
300mm以上〜400mm未満
400mm以上〜500mm未満
500mm以上〜600mm未満
600mm以上〜700mm未満
700mm以上〜800mm未満
900mm以上〜1000mm未満

鰐塚山

1000mm以上
● 土石流発生箇所
● 地すべり発生箇所
×がけ崩れ発生箇所
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では精度の得られない林地の測量などに適している。計

写真-1 に矢印で示した大規模な斜面崩壊（L=1000m、

測精度は10ｍｍ以内で、機器の性能によるが、計測最長

W=150m、D=20〜30m）は、その崩壊土砂により「わ

距離は800ｍ程度である。

にづか渓谷いこいの家（キャンプ場等の公共施設）
」を
埋没させた。
2……LPによる土砂生産・流出状況の把握

3

土砂災害時の土砂生産・土砂流出状況を把握するため

計測事例

には、土砂移動現象の前後、2時期の三次元地形データ
3-1 土砂災害時

が必要となる。そこで土砂災害発生後にLPによる三次元

1……土砂災害の概要

地形データの取得が行われる。また、土砂災害発生以前

平成17年9月4日〜6日にかけて宮崎県を来襲した台風

の三次元地形データは、一般的に存在しないため、既存

14号は、総雨量1,000mmを越える記録的な豪雨をもたら

の大縮尺の地形図や過去に撮影された空中写真から作成

した（ 図-3 ）
。宮崎県では、139箇所の土砂災害が発生し

する場合が多い。 図-4 に災害時の土砂生産・流出量を算

11名の尊い命が失われた。

出する場合の流れ図を示した。また、 写真-2 には、2時期

特に鰐塚山山系周辺では、
1箇所あたりの崩壊生産土砂
3

の空中写真一例を示す。 写真-2 に示した土砂災害後の空

量が500,000m を超える大規模な斜面崩壊が発生し、
公共

中写真は、LPによる三次元地形データを取得する際に、

施設がその土砂により埋没するなどの被害を受けた。 写真-1

デジタルカメラで撮影した画像である。

は、鰐塚山山系周辺の崩壊地の状況を示したもので、解析
3

した4流域で生産された土砂量は、6,700,000m に達する。

写真-1 鰐塚山山系周辺の土砂移動の状況
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一般的には、 写真-2 に示したそれぞれの三次元地形デ
ータを重ね合わせ、差分を求めれば、斜面崩壊により発

生した土砂量が算出される。しかし実際には、斜面崩壊

る場合、樹木の表面で反射されたデータを取得してしま

を発生させる以前のデータには、樹木等の影響で地形が

うと同時に、地表面に達したレーザの反射も取得する。

正確に表現されていない可能性が高く、土砂量も多めに

前者はファーストパルスと呼ばれ、後者はラストパルス

算出される可能性がある。

である。三次元地形データは、これらデータのうち、ラ

LPで三次元地形データを取得する際には、
ラストパルス

ストパルスのみを用いて作成する。

を用いているため、樹木等の影響は比較的少ないが、裸

②侵食と堆積が発生した箇所

地と植生がある境界付近では、多少の誤差を含んでいる。

土砂災害が発生するような土砂移動現象の場合、山腹

3……計測誤差

部で斜面崩壊が発生し、その崩土が土石流化し、下流河

①樹木などの影響

道を侵食、流下し、その後、堆積するという流れとなる。

図-5 は、樹木が存在する山腹斜面をLPにより計測した

この一連の土砂移動現象のうち、斜面崩壊による土砂

事例である。LPによる計測は、レーザの反射時間から距

生産から土石流化に至る過程において、生産された土砂

離を計測する技術であるため、樹木等が地表面に存在す

の一部が、山腹斜面内に残留することがある。このよう

写真-2 土砂災害前後の空中写真 左：土砂災害前（空中写真）右：土砂災害後（LPと同時に取得）
図-4 土砂災害時のLPによる土砂変動量算出方法
①変動後の地形データ取得
航空機レーザ計測

②変動前の地形データ取得
崩壊前に撮影した空中写真を用いた空中三角測量

フィルタリング処理（樹木等の影響を取り除く）
③DTM（2ｍメッシュ）へ変換

③DTM（2ｍメッシュ）へ変換
④三次元地形面の作成

崩壊土砂陵の調査（崩壊地）

堆積土砂量の調査（河道・渓岸部）

⑤縦横断図の作成（20ｍピッチ）
崩壊底面の推定（縦横断形状より推定）

⑧樹木の影響について
計測データの精査・補正

⑥横断面積の計測
侵食・堆積・残土の面積計測

⑨変動量の算定（DEMの演算
変動量=Σ（標高差×メッシュ平面積4ｍ2））

⑦変動量の算定（平均断面法による）
変動量=Σ
（平均断面積×区間距離20ｍ）

⑩土砂収支の比較（崩壊土砂=堆積土砂量）

No
（トライ＆エラー）

Yes

土砂変動量（土砂収支）の把握
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な場合、LP計測による単純な2時期の地形データの重ね

動による差分と上下流の断面で同様に計測されたデータ

合わせでは、土砂量を正確に算出することはできない。

から、変動量を算出することとなる。

また、河道部においても、一度侵食された河道に後続流

この手法は古くから行われているが、測量の時期によ

が堆積するケースもある。このような場合も同じで、土

り、基準点の位置や高さ、断面位置が微妙に異なること

砂量を正確に計測することは困難である。

などから、誤差が大きいという欠点があった。

3-2 侵食と堆積が発生した箇所

ここでは、平成16年３月から平成17年3月までの1年間
に砂防えん堤堆砂敷内において、5回のLSを用いた計測

地上型レーザミラースキャナー（以降、LSと略す）を

を行った。

用いて、砂防えん堤堆砂敷内の河床変動を経時的に計測

計測期間内の降雨の状況は、 図-6 に示したとおりで、

することで、堆砂敷内の土砂移動状況を把握することを

総降雨量4,353mm、最大時間雨量61mm（8/7、18時）、

目的に行った事例を紹介する。

降雨回数：75回（24時間無降雨）
、平均降雨継続時間：

一般的に、砂防えん堤堆砂敷内の河床変動や河道区間

24.5h、最長降雨期間：98h（9/23〜27）であった。

の河床変動は、定期的な縦横断測量により行われている。

計測の結果、砂防えん堤の河床変動から推定した当該

この場合、必ず同じ位置で複数回の測量を行い、その変

図-5 土砂災害時のLPによる土砂変動量算出

出典：図解航空レーザ測量ハンドブック

図-6 計測期間内の降雨状況
70
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日時(hour)

2004/11/30

図-7 砂防えん堤堆砂敷における河床変動状況

標高変化差分スケール（ｍ）
1.8
1.4
1.0
0.6
0.2
0.0
-0.2
-0.6
-1.0
-1.4
-1.8

＊等高線間隔0.2m毎であり
等高線平面図は第5回（2005.3）
を用いた

地点からの流出土砂量は35,900m3/km2/year程度である

の変化をより詳細に分析することが可能になると考えら

ことが判明した。 図-7 にLSによる河床変動の計測事例を

れる。そのためには、各地で行われるLPによる計測結果

示す。

等のデータベース化も必要になると考えられる。
最後に、本稿を取りまとめるにあたり、データの提供、
ご助言を頂いた国際航業
（株）
、中日本航空
（株）の関係者

4

おわりに

ここでは、砂防分野で活用されているレーザプロファ
イラー技術の一部を紹介した。このような非接触型の計
測技術は、急峻な地形や山地域で行われている砂防事業
の効率化に大いに寄与する技術である。
また、これまでの断面二次元的な地形情報にくらべ、
広域な範囲において三次元的な地形情報が得られるとい
うことは、地すべりや土石流などの土砂移動による地形

各位に、ここに記し謝意を表します。
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● 鈴木浩二・岩波英二・三上幸三・東川敏・枦木敏仁（1999）：ヘリコ
プター計測システムによる災害調査手法について、砂防学会誌、Vol.52、
No.3、p.59-62
●（財）
日本測量調査技術協会
（2004）
：図解航空レーザ測量ハンドブック
● 宮崎県土木部砂防課
（2006）
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1

はじめに

天井川とは「堤防内に多量の土砂が堆積し、河床が付
近の平野面より高くなった川」
（
『大辞泉』
）のことであ
る。
最近この天井川という言葉は死語化してきているが、
我が国の防災という視点からみると、天井川は災害の源
として長いあいだ存在してきた。
その天井川がいつ形成されたのか、その形成のプロセ
スはどのようであったのか、等についてはあまり知られ

広重と天井川

ていない。そこで拙書『マツの話』★１の一つの章に天井
川についてとりまとめて記述したところである。
この書のなかで一枚の絵を紹介した。歌川広重の木曾
海道六拾九次「草津追分」の絵である。この絵では草津
川（当時の砂川）は見事な天井川として描かれている

池谷 浩
いけや ひろし

（財）砂防・地すべり技術センター 理事長

（ 図-1 参照）
。
『マツの話』では話の流れから記述できなかったが、こ
の絵を調べているときに一つの疑問が生じた。
本当に広重は天井川を見て描いているのか、というこ
とである。そして、当時の江戸の人々は天井川を知って
いたかということも疑問になった。
そこで『マツの話』の続編として広重と天井川につい
て話を進めることにしよう。

2

広重とはどんな人か★２

や よ す が し

広重は寛政9（1797）年、江戸八代洲河岸の定火消屋
敷において生まれたとされている。父は安藤源右衛門と
いう火消同心で母の名は知られていない。兄弟は二人の
姉と一人の妹がいたらしい。幼名は徳太郎といったが、
幼年時の動静については明瞭でない。ただ子供の頃から
絵を好んで描いていたと見られ、
「十歳安藤徳太郎」の
署名が入った「三保松原図」などが存在している。
しかし、広重は早くして両親を失うことになる。そし
て両親を失った翌々年の文化8（1811）年には、歌川豊
広に入門している。その理由は、家計の足しに浮世絵を
学んだというのが大方の見解となっている。そして歌川
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図-1 歌川広重の木曾海道六拾九次「草津追分」

3

広重の画号は文化9年に与えられたとされている。

草津川（滋賀県）の天井川化★１

広重の絵師としての初期の活動は不明な部分が多く、
活動が明らかになるのは文政元（1822）年頃からで、と
くに文政3年頃より役者絵、美人画、武者絵などあらゆ
る方面での活躍がみられるようになる。
文政末頃からは次第に名所絵の作品が多くなってきた
広重だが、天保4（1833）年保永堂版「東海道五拾三次」
を発表して一躍名声を得る。
そして、その後も「近江八景之内」「京都名所之内」
「江戸近郊八景之内」
「木曾海道六拾九次之内」などの優
れた作品を次々と残していく。

草津川は滋賀県大津市田上桐生地先を水源とし、草津
市の市街を南北に分断するように流れる流域面積36km2、
流路延長13kmの1級河川である。
流域の地質は標高の高いところが花崗岩、低いところ
が洪積層、中間部が秩父古生層で平地部は沖積層からな
っている。
草津川がある滋賀県の湖南地方での土砂の顕著な流出

とくに、安政3年から5年にかけて出版された「名所江

やそれに伴う洪水災害は1600年代後半から記録に残るよ

戸百景」は、後にゴッホが模写したことや広重生涯の最

うになる。草津川においても元文4（1739）年に砂川（草

大枚数のシリーズとしてよく知られている。

津川の古名、雨のたびに砂が流れ出てきた証拠ともいえ

このように、晩年まで力作を発表し続けた我が国有数

る河川名である）に杭を打ち、洪水を防ぐ申し合わせが

の浮世絵師 広重であったが、安政5年9月6日（1858年10

行われているが、宝暦6（1756）年には出水が記録され

月12日新暦）享年62歳で没した。

ている。1800年代になると出水と堤防補修がまるでいた

「東路へ筆をのこして旅のそら

ちごっこのように行われており、たんなる洪水ではなく、

み ん

西のみ国の名ところを見舞」
が辞世の句といわれている。

土砂の流出による河床上昇が洪水の原因であることがわ
かる。
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湖南地方の山地は、このように非常に長い時間をかけ

図-2 一般的な天井川形成のプロセス★3

1

た人間の活動等により荒廃していった代表的な地域だっ

最初、川は低いところを自由
に流れていた。

た。そして、その人間の影響による山地の荒廃化が長い
時間続いたことが荒廃山地から多量の土砂を下流に流出

2

させ、草津川を天井川にしていったものと考えられる。

周辺の土地を利用するために、
堤防で河道を固定した。

では、草津川では具体的にいつ頃から天井川になった
のであろうか。天井川形成のプロセスが一般的と考えら

3

れる 図-2

河道を固定したため、流下し
てきた土地は河道内に堆積し、
河床は上昇した。

★3のようであったとすると、天井川の周辺地盤

より高い部分が上流山地より流出してきた土砂によって
形成されたと考えてよいだろう。

4

そこで天井川の断面図から断面積を求めて、過去に上

河床が上昇すると、氾濫の危
険が増大するので、時折人々
は河床を切り下げるとともに
より高く築堤した。

流域から流出してきた土砂の量を推定することにした。
図-3 を例に示すとポイント1と2の間の流出土砂量は

A +B
5

2

このような築堤と河床の上昇
の繰り返しで、天井川化して
いった。

×Ｌ

で示される。これらを草津川の天井川全域についてあて
はめて計算してみると、天井川化した部分にあたる土砂
量は約1,000万m3となった。

図-3 天井川を形成した土砂量の推定
Point1

次に、荒廃した裸地から1年間にどのくらいの土砂量
が流出するかがわかると天井川形成に必要な時間が判明

断面積 A

する。
そこで、国土交通省琵琶湖河川事務所による田上山の
Point2

流出土砂量調査結果を参考にして、草津川では1年間に
L
（距離）

どれくらいの土砂が出ていたか推定をすることにした。
調査結果によると、いわゆる裸地からの流出土砂量は、

断面積 B

1km2当たり年間1,000〜10,000m3とされている。そこで、
最大の10,000m3/km2/年が流出した場合と調査結果の中

湖南地方は飛鳥・藤原・平城京など当時の都に近いこ

間の値となる5,000m3/km2/年が流出した場合とを想定し

とから、万葉集に詠われるように古くから都の造営や神

てみた。その結果、裸地での年間平均侵食量は5〜

社仏閣の建立のための用材の搬出地として森林の伐採が

10mm/km2/年となり、一般にいわれている裸地からの

行われてきた地域である。

侵食量としてもおかしな値ではないことがわかった。

加えて、
人々の日常生活のために、燃料としての木々

すなわち、1km2当たり1年間に裸地から流出する土砂

や農業用の肥料としての草木が必要となり、
人口の増加

量としては妥当な値と考えられた。そこで江戸時代の草

に比例してその採取する量も多くなっていく。これらの

津川において裸地化していたと想定される山地面積10km2

他、
安土城の造営や京に近いところから戦場となりその

を乗じると、1年間に流出した土砂の推定量は約5万〜10

戦いによる山火事の発生等、
多くの原因が湖南地方の山々、

万m3となった。

特に標高が500m程度までの里山を荒廃させていった。

前述のように荒廃山地からの総流出土砂量を1,000万m3

慶長11（1606）年にはすでに近江盆地南部で樹根堀取

と仮定すると、
天井川形成に要した年数はおおむね100〜

りの習慣（住民が燃料のため松などの根を掘ったもの）

200年となる。大雨による山地の崩壊などを考えると、天

があったことを考えると、長い間地表上の木や雑木のみ

井川形成に要した時間はもう少し短かったかもしれない。

ならず地下の樹根までも住民は採取し、その結果山地を

元和6（1620）年の彦根藩文書に、すでに湖南地方の

荒廃化させていったのである。
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山地の樹根掘り取りを禁じていたことが書かれてあるこ

となどを考えると、天井川化の始まりは1600年代初めで
ある。そこで、天井川になったのはいつかといえば、単
純に考えると1700〜1800年頃といえよう。
すなわち、草津川（砂川）は広重の時代（1800年代）

（1844〜47頃の出版・ 図-5 ）である。
ちなみに保永堂版（1833年）
、行書版（1842年）
、隷書
版（1849年）の「草津」の絵ではそれぞれ「名物立場
（うばがぢゃや）
」
、
「月輪新田あたりから琵琶湖ごしに対

には 明らかに天井川化していたといっても間違いでは

岸を望んだもの」および「矢ばせの渡口」が描かれてい

ないだろう。

て、天井川は出てこない。★６
草津川を描いた3枚の絵を比較してみると、ほとんど
同じ方向から（いずれも大路井方面から南を見たもの）
4

描かれている。すなわち、草津川の堤防越しに川床より低

広重は草津川を渡ったか

いところにある草津宿の家々の屋根が見えるものである。
しかし、よく見てみると同じような構図ながら常夜灯
の位置が異なり、堤の上の松の木の形も違っている。ま

広重は天保3（1832）年の秋に幕府の行列（御馬進献

た、東海道の2枚の絵にはないが最初に天井川を描いた

の使）に加わって上洛する機会を得た。この旅で天保4

と思われる木曾海道の絵には堤防脚部に洪水対策のため

年の「東海道五拾三次絵」を制作したというのが一般的

の木杭が打たれている様子が描かれている。

な説となっている。
すなわち、広重は天保3年に草津川を渡ったというこ
とになる。
天保3年頃には過去の災害史やさまざまな資料から、草
津川はすでに天井川化していたと考えられる★１ことか

筆者が最も気になったのは草津川を通過する街道の道
である。3枚の絵どれをとっても草津川の堤防が完全に
切り開かれていて、道の面がほぼ河床と同じ高さとなっ
ている。どう見ても出水があれば草津宿の方へ洪水は流
れ出てしまうという絵になっている。

ら、
「東海道五拾三次」や「木曾海道六拾九次」に登場

『近江名所図會』★７の草津立木大明神の絵では草津川

する天井川としての草津川は、このようにして描かれた

の堤防は明らかに川床より高く、旅人が堤防を乗り越え

のではないかと推測される。

る様子が描かれており
（ 図-6 参照）
、草津宿に対する洪水

しかし、太田記念美術館の永田生慈は広重の「御馬献
上について京都へ上った」という説についていくつかの
疑問を呈している★２。

対策がなされている様子がうかがわれるものとなっている。
これらを考慮すると、広重の絵はどの絵をとっても事
実とは異なる状況が描かれているといわざるを得ない。

具体的には、この御馬献上については三世広重の話と

一方、
『草津市史 第2巻』★８では天保元年に幕府の役

して「浮世絵師歌川列伝」に紹介されているのだが、
「三

人として広重が東海道を旅したことを「広重絵日記」を

世広重がなぜ明確に天保何年であったかを述べなかった

あげて示し、草津の附近の状況も紹介している。

のか」
、
「上洛のことを広重の由緒書になぜ記されていな

このように、広重が草津川を渡ったかどうかについては

いのか」
、
「実際に歩いた東海道の図に他書からの構図を

種々の説がある。

用いたのはなぜか」など多くの疑問点を指摘している。

そこで広重が天井川であった草津川を渡り、天井川に

すなわち、広重は東海道を実際に歩いていないのではな

興味をもって画題としたかという疑問に関して、多くの

いかという疑問である。広重の「東海道五拾三次」につ

事実を総合的に考え合わせて以下のような結論とした。

いて、実際に東海道を旅してスケッチしたものではない

すなわち、広重は草津川を歩いて渡っていない。

とする説は五井野正、横地清などからも出ている。★４
そこで改めて東海道や木曾海道の広重の画のうち、草
津川についての絵を見てみよう。
広重が草津川を描いた絵は少なくとも3枚存在している。
1枚は「木曾海道六拾九次」の「草津追分」
（1830〜44

広重と自然災害との関係を示すもう1枚の絵について
紹介しよう。広重最晩年の作『名所江戸百景』の中の1
枚に「鉄砲洲築地門跡」がある。
安政5年の作で遠方に築地本願寺の立派な本堂が描か
れている。

頃の出版）であり、他2枚★５は「東海道五拾三次」
「草

じつは安政2（1855）年10月に江戸の街は安政江戸地

津」の蔦吉版（1848〜54頃の出版・ 図-4 ）と有田屋版

震に見舞われ、倒壊家屋約1万5000軒といわれる大災害
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図-4 東海道五拾三次「草津」の蔦吉版（1848〜54頃の出版）

図-6『近江名所図會』の草津立木大明神

興されていない築地本願寺の立派な本堂が描かれている
のである。
これは何を意味するのか。北原糸子氏は「その巨大な
屋根が江戸の象徴的建物であった築地本願寺再建への広
重の願いが託されている」★9と解している。
広重という人物、
「描写一途」といわれているものの、
その絵の中には思いや別の考えを入れて描いていたので
ある。本人が歩いていない草津川の天井川をどのような
思いで描いていたのか本当の心を知りたいものである。

を被っていたのである。加えて安政3年8月の台風により
地震後修復途中の家屋が再び被災している。

5

江戸の住人は天井川を知っていたか

この様子は『安政風聞集』の「築地本願寺再建図」★９
に示されている。図には安政江戸地震では崩れなかった
築地本願寺の本堂の柱が、安政3年の台風で折れて倒壊

江戸の一市民として市井に生きた広重は、たしかに天

した様子と、本願寺の門徒衆が瓦一枚一枚を手渡しで本

井川を画題とした絵を描いたが、本当に天井川を理解し、

堂の再建をしている様子が描かれている。

興味を持っていたのかどうかは疑問となった。ただし、

すなわち、広重の「鉄砲洲築地門跡」には、いまだ復
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2代目広重や歌川豊国も「草津」の画題に天井川を描い

図-5 東海道五拾三次「草津」の蔦吉版（1848〜54頃の出版）

ているところをみると、当時の浮世絵師にとって何か心
にとまるものがあったと考えるべきだろう。
一方、広重の「草津追分」の画を見て天井川が描かれ
ていることに気づかない現代人が多いことを考えると少
なくとも広重の時代の日本人、たとえば江戸の住人が広
重の絵を見て天井川が描かれていることに気づいたとは
思えない。
かりに広重の「草津」の絵が江戸の住民に広がってい
たとしても、当時天井川が存在していたことすらわから

もちろん常願寺川（富山県）のように自然の力による
巨大崩壊が水源部に無限の給砂源を形成し、その後の雨
で天井川を形成したところもある。
しかし、数からすると、我が国には人為による天井川
のほうが多いと思われる。
今後このような人為による天井川の形成の可能性は少
ないと考えられるが、短い時間で形成された天井川、江
戸の住人はともかく、現代に生きる我々にとっては防災
を考えるうえで知っておきたい情報の一つである。

なかったであろう。天井川の付近に生活する人々が時と
して洪水害に見舞われるため、洪水対策を何とかしてほ
しいと思う他は！
現在でも天井川とは……と質問して何人の人が正確に
答えられるのであろうか。多分多くの人は聞いたことが
ない単語として「知らない」と答えるのであろう。
そんな天井川が我が国の災害の原因を作り出していた
事実、そして、その天井川は西日本では主に人為による
山地の荒廃により形成された事実を知ってほしいもので
ある。

★参考文献
１『マツの話』池谷 浩、五月書房、平成18年6月
２『広重の動静と作品』永田生慈、太田記念美術館、昭和58年3月
３『天井川がどうしてできるか考えよ』河野俊夫、
「地学研究」
（第47
巻第4号）
、平成11年4月
４『草津川の天井川化に関する研究−江戸時代の絵図による−』村上
康蔵、
「滋賀県立短期大学学術雑誌」
（第49号）
、平成8年3月
５『草津川いまむかし』草津市教育委員会、平成3年11月
６『広重の東海道五拾三次旅景色』堀 晃明、人文社、平成9年4月
７『近江名所図會』柳原書店、昭和49年7月
８『草津市史（第2巻）
』草津市役所 平成5年7月
９『日本災害史』北原糸子編、吉川弘文館、平成18年10月
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行事一覧（平成18年10月〜12月）
協賛（後援）
●10月25日〜26日

（社）砂防学会シンポジウム（協賛）

●11月8日〜10日

2006火山砂防フォーラム（協賛）

●12月1日〜7日

雪崩防災週間（協賛）

STC短信

日韓土砂災害防止技術会議
平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ

「平成18年度 砂防地すべり技術研究成果報告会」開催

11月8日
（水）砂防会館別館シェーンバッハ砂
防（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
開催いたしました。当日は国土交通省・都道
府県・公益法人・民間企業等より約264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。報告会の詳細につきまし
10月18日〜21日 ソウル市内で行われた

ては、次号「SABO」で紹介する予定です。

標記会議で、当センター砂防技術研究所
長 吉松 弘行と砂防部 技術課長代理 安田
勇次が出席し、安田代理が下記のタイト

第38回
（社）砂防学会シンポジウム

ーの活用について」
（本文参照）

JICA
「かんがい排水・農村開発コース」

10月25日甲府市内で行われた標記シ

「日本之土砂災害防止事業」

ンポジウムにおいて、
「足和田土石流

（ Measures against Sediment-related

災害とその後の対応に与えた影響」の
タイトルで、当センター理事長池谷
浩が話題提供を行いました。

10月24日 つくば市で行われた標記研修

藤浩一が下記のテーマで発表をいたしま
した。

ル論文を発表いたしました。
「砂防分野におけるレーザプロファイラ

シンポジウムで、当センター専務理事 近

福井県砂防講座研修

Disasters in Japan）

第39回台風委員会
平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ

に砂防部 技術課長代理 安田勇次が講師

12月3〜9日 マニラ市内で行われました

として招かれました。

標記委員会に企画部国際課長 比留間雅
11月9〜10日 福井市内で行われた標記

第5回 日本・イタリア
平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ
土砂災害防止技術会議

研修に砂防技術研究所 技術部長 松井 宗
廣および企画部長 万膳 英彦が講師とし

紀が出席いたしました。

地盤防災における地盤・
平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ
地質情報の活用とその応用講習会

て招かれました。

10月30、
31日 都内 三田共用会議所で
行われた標記会議に国際シンポジウム

平成18年度JICA研修生
2006
アリフさん受け入れ
日台墺国際砂防シンポジウム
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れた標記講習会に総合防災部長 安養寺
信夫が講師として招かれました。

に当センターより多数参加しました。
11
月1〜3日に現地視察が行われました。

12月1日東京、5日札幌、21日福岡で行わ

11月12〜18日 台湾市内で行われた標記

C
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案 内

思考するノスタルジー
誰しも心の隅に、吹き寄せら
れた風景を眠らせている。
煩雑な日常にまぎれて埋もれ

嫁ヶ皿
――御机村のこと――

新 壽夫【著】
今井出版
ISBN4-901951-23-8 C0095
定価¥1500

に活かしたりという、先達たちの
知恵もまたそれとともに風化しつ
つある。

ているそれらが、ふとしたきっ

そのようなエピソードが問いか

かけで、まるでついさっき見た

ける「豊かさ」の意味、物質的な

ようにいきいきと甦ることがあ

飽満を得た現代の私たちがその代

る。その一瞬を、画家ならばキ

償に失ったもの、それらはいった

ャンバスに、俳人はその句の中

い何であったのかを思わずにはい

に留め置こうとするのであろう。

られない。

―秋高しふる里遠し嫁ヶ皿
表題の「嫁ヶ皿」とは「黄柳

著者の思念は、山の端に上る月

（つげ）に似てそれより葉が少し

の出に手を合わせた幼少の思い出

細長い灌木」の著者の故郷での

から一神教と多神教を巡る宗教観

呼び名であり、その由来は、
「昔

へ、また黄金色の濃淡に実る稲田

の嫁はお菜を盛るにもこの葉の

の風景から、アジアに広く分布す

ような小さな皿しか使うことが

る照葉樹林文化へと波及していく。

できなかったから」らしい。著

本書のもっとも大きな特色は、

者の追憶の中では、ふる里の秋

横溢なる知的好奇心のおもむくま

の風景には必ずこの話のもの悲

ま、さながら人工衛星から俯瞰す

しさがまつわるという。

るかのごとく、遠くアジアやオセ
アニアまでルーツをたどっていく

弁護士であり俳人でもある新

その論理的な視点にある。語られ

氏は、鳥取県江府町御机（みづ

るどの風景のなかにも、はるかな

くえ）村の失われゆく風景を、本

時と空間を経て引き継がれた文化

書のなかに鮮やかに焼き付けた。

の種子がかくされており、そして

詩情と色彩あふれるその回想の

それらが今や風前の灯火であるこ

なかでもことに目にも鮮やかな

とに気づくであろう。

風景は、水田をゆるやかにカー

時の流れのなかで祖先たちが伝

ブしながら流れる小川に自生し

え続けてきた種たちは、現代の怒

ていたという濃紫や黄色のあや

濤のような時流のなかでなすすべ

めぐさ、
「まるであやめの帯が解

もなく散逸しようとしている。世

かれているようだった」と回顧

代ごとの心象風景は異なっても、

する。

アイデンティティーを支える「文

そんな光琳派の絵画さながら

新 壽夫（あたらし としお）
新法律事務所弁護士
（財）砂防・地すべり技術センター 理事

化」は日々の暮らしのなかにある。

の風景も、耕地整理の施行によ

それらを絶やしてはならないとい

り姿を消す。少年たちが遊びの

う著者の警鐘に、耳を傾けよう。

なかで草や虫から玩具を作った
り、自然の恵みを加工して生活

（企画情報課 仲野順子）
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N氏の
こだわり
番外

築地―実食編

人気コラム「N氏シリーズ」ですが、その実情を
調査するべく実行部隊を結成、お寿司大好き女性
三人組で編集責任を果たすことにいたしました。名

E

N

T

E

R

N

E

いなせで愛想がよくて往年はさぞやの男っ振り、一
見の私たちにも居心地のよいもてなしでした。
そのあと場外を見物……のつもりが気がつけば
両手に買い物の包み、おみやげは『丸武』
「ネギ入

付けて『突撃・築地deあさごはん隊』
。
朝7時に大江戸線「築地市場」駅A-1出口集合、

り卵焼き」に老舗『佃權』の「いわし団子」……

いざ「場内」へ。とはいうものの疾駆するターレ

これらは江戸っ子Ｈ氏のご推奨品。刺身の「つま」

ットに気を呑まれ右往左往、しかもめざすお店は

や鰹節の専門店、刃物、あらもの、せともの、食

いずこも長蛇の列……しかし天は見捨てたまわず、

に関する職人技がめじろ押し、お上りさんよろし

日頃は1時間待ちもざらという老舗「大和鮨」がそ

くきょろきょろ歩けば、はや出勤の時刻。

の時だけなぜかぽっかりと空席があり、三人並ん

思い切って1時間の早起きは、日常のマンネリを
打ち破って「今日も一日がんばるぞっ」との活力

でカウンターへ。
定番通りに「おまかせ」
、その初手は輝くばかり

を与えてくれました……（かな？）
。

の「トロ」
、とろける食感にまどろんでいた味覚は
完全覚醒、二番手「ボタンエビ」の甘さに舌はお
どり……（中略）……中盤脂ののった「ぶり」で
最高潮に達し、とどめははみ出るばかりの「ウニ」
……。ふと気づくと、扉の外はさっきとはうって
かわって人の列。長居は無粋とお愛想をすませて
一人あたり￥3000＋税は、はるばる早起きの甲斐
あったというもの、満足、満足……。
うれしかったことのもうひとつは大将のお人柄、

編集後記

市ヶ谷便り

たそがれどきの静かな山容からは、たぎるエネルギー

クリスマス過ぎの閑散としたオフィス街の空に、葉を

をはらむ火山であることをつい忘れてしまいそうです。サ

落としたプラタナスがくっきりとシルエットを刻んでいま

ン・テグジュペリ描くところの小さな小さな星に住む王

す。そんな冬晴れの朝には、通勤の車窓から意外な近さ

子さまは、活火山を「朝食を温めるのに便利」に使い、

に富士の白い頂きを望んではっとすることがあります。ま

「煙突掃除をしておけば安心」とブラシでの手入れを怠り

るで天啓のように現れるその姿は、関東に暮らして久し

ません。しかしながらそういうわけにもいかない私たち

い今も、やはり心踊るものです。

は、万一に備えての心がけを忘れないように、今号では
火山と人との関わりをサブテーマとして、年明けのご挨

北斎の『富嶽三十六景』に見られるように、高い建物

拶とともにお届けいたします。

のなかった江戸時代には、市中からもよく見えたのでし
ょう、随所に「富士見」の地名だけが残っています。都

新年の表紙は、機上から見下ろした富士山の火口です。

心部から西南西100km、篤い信仰の対象でもあった霊峰

天才といわれた北斎もさすがにこのアングルからの富士

を、江戸の庶民はそこここの小高い場所から、四季折々

山は思いもかけなかったことでしょう。「一富士、二

に楽しんだことでしょう。九段は靖国神社の手前にある

鷹・・・」
、みなさまの初夢はいかがでしたでしょうか？

「富士見坂」も、ご多分にもれず今ではビルのはざまです
が、往時はお堀の向こうに夕焼けを背にした絶景が見ら

新しい年も穏やかな一年でありますよ

れたにちがいありません。下城する勤番たちが、一日の

うに、
『SABO』事務局一同、本年もよろ

疲れを忘れてしばし眺め入ったかもしれませんね。

しくお願い申し上げます。
（Ｊ）
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表紙写真の大募集

昨年よりリニューアルしました「SABO」の表
紙写真を募集しています。
砂防にちなんだ写真――現場のみならず、行き
帰りに遭遇した印象的な風景、花々、珍しい昆虫や
動物の生態など――、季節感のあふれるものでした
らなお結構です。PCやデスクの中に眠っている傑
作はありませんか？ 場所、時、その折の状況な
どひとことメモを付けて事務局宛お送り下さい。
Ａ4版に引き延ばして使用することが可能な電子デ
ータでお願いいたします。
ご応募いただきました作品は、19年度編集委員
会で発行季節ごとに選考のうえ、20年度より掲載
予定です。採用分には薄謝を進呈いたします。

外堀通り

ロ南北線

東京メト

市ヶ谷駅

町線
有楽
至 四ッ谷

外堀
至 飯田橋

JR 市ヶ谷駅

り

通
レ

テ

日

旧

谷駅
市ヶ

都営

アルカディア
新宿
（私学会館）
線市
ヶ谷
駅

三菱東京
UFJ銀行

靖国

山脇ビル

通り

ＪＲ総務線市ヶ谷駅徒歩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、
みなさまのご意見ご要望を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せください。

「SABO」事務局宛
FAX：03-5276-3391／e-mail：sabo-kikanshi@stc.or.jp

