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身辺雑記

安江 朝光 やすえ よしみつ

フリー工業株式会社 技術顧問

平成11年8月に（財）砂防・地すべり技術センターを退職し

てから、早いもので8年近くになります。同年9月から日特建

設(株)に入社し、民間会社の生活を体験することになりまし

た。定刻の会議でもメンバーが揃うとただちに始まるなど、

多少のとまどいもありましたが、比較的自由な立場だったこ

ともあって、違和感はほとんどありませんでした。定例の技

術開発会議ではなにかと意見を求められたり、またいろいろ

と技術的な相談を受けたりしましたが、入社してまもなく体

調を崩したこともあって、平穏な勤務が続きました。

官とのいちばんの差は利益を求めることが第一義である点

で、現場での技術についても他社より優位に立つことが大切

で、“他社との差別化”がキーワードでした。現在、建設業の

経営環境がきびしいこともあって、今日の利益が優先し長期

的視野に立つ余裕が感じられないことがしばしばありました。

その点、（財）砂防・地すべり技術センターは、その置かれた立

場からできるだけ中長期的な視野で動いてほしいと思います。

私が関係した分野での我田引水的な話で気が引けますが、急

傾斜地では、防災だけでなく、生態系も含めた自然の保全な

ど多面的な視野に立った取り組みが求められています。端的

にいえば、できるだけ斜面に自然（樹木）を残して住民の方々

の生命と財産を保全する対策になるでしょう。「緑の斜面づく

り調査・設計－緑の斜面工法整備の事例集」が平成17年に砂

防センターから出版されていますが、これはその方向での最

初のステップだと思います。現在のわが国の財政事情では、

このような事業を進めるにはいろいろな困難がありますが、

中長期的には必要な技術ですので、ぜひ事例集の続編を進め

ていただきたいと思います。

技術的には、斜面安定に関連して根茎分布と地盤強度およ

び変形性との関係の研究と、樹木の転倒が斜面安定に及ぼす

影響の把握をさらに行う必要があり、また崩土から住宅を待

ち受け擁壁などで守ることに関連して、樹木を含んだ崩土の

衝撃力を正しく求める必要があります。これらの解明を進め

て技術を体系化することについてもイニシアチブをとってい

ただきたいと思います。

官との比較ですばらしいと思ったのは、何か重要な案件が

持ち上がった際、所属する部署に縛られることなく、適した

人をすぐ集める効率的なやり方でした。このようななかで、

技術でも営業でも即戦力のある人が育ってきます。

平成17年3月に日特建設（株）を退社しましたが、また昨年

8月から非常勤でフリー工業（株）に勤めるようになりました。

ちょうどこの間、全国治水砂防協会の機関誌に「砂防と私」

の題で大学卒業の頃から日特建設（株）退社までのことを書く

依頼を受け、あらためてこれまでの歩みを振り返る機会を与

えられたという思いがありました。

当社は100人ほどの規模で、社名はなじみが薄いと思いま

すが、のり面対策工として開発した「フリーフレーム工法」

は、この分野では割合に知られていると思います。防災、環

境、維持管理の仕事が経営の柱であることはこの種の会社で

はいずこも同じで、公共事業の減少が続くなかで受注するの

は簡単ではありません。

それを補うために、少し前から、間伐材を使った木製カー

ペットを開発して一般の建物の床に使ってもらう分野に進出

しています。この分野も競争ははげしく事業量も現在は少な

く、将来的にうまくいけばといったところです。建設業の性

格上、自動車産業と同じようなグローバルな競争は難しいと

思いますが、もう少し海外市場への進出が実現すれば、新し

い空気が入るのではないでしょうか？

また、ほかの産業と同じで競争は必要ですが、過度の弱肉

強食的競争は一時的には利点があっても、長期的には業界の

荒廃、ひいてはわが国の体力を消耗することになり、国民の

ためにならない気がします。公共事業の削減にともなう業界

の再編成、他事業への人の転出、結果的に安くて良い品物（公

共施設）を永続的に国民が買うシステムがうまくいかないも

のかと誰もが願っていると思います。

知らず知らずのうちに若い人に期待するようになり、その

言動が気になるのは、やはり自分がいつの間にかそのような

年齢になったせいでしょう。

元当センター専務理事（平成8～11年在任）
平成18年11月　瑞宝双光章　受章
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地質学的
視点による
地すべりの診断

長谷川 修一
はせがわ　しゅういち

香川大学工学部 教授

論説 はじめに

地すべり対策の設計には、土質力学を基礎とした安定

解析が不可欠である。安定解析には、現状の安全率、地

すべりの範囲、すべり面の位置・形状、すべり面の強度

定数（粘着力、内部摩擦角）、地すべり移動体の重量、地

下水位、間隙水圧が必要である。しかし、実際には安定

解析に必要な情報をすべて独立に得ることはできないの

で、いくつかの仮定のもとに安定解析を行っているのが

現状である。また、調査時点に得られた数値は、地すべ

りの変遷とともに変化するであろう。このような地すべ

りの診断と治療方法は、合理的でかつ有効であるが、西

洋医学のように病気を見て、患者や家族を見ていないと

ころがないだろうか。

テルツァギーは、土の力学現象の数学的な一般化に伴

う危険性の解毒剤として、土木（応用）地質学に注目し

た。地質学の第一の特徴は、地質学的な時間軸で考える

ことである。また地質学は、地すべりを対象地区の局所

的な問題でなく、より広域的な地質構造、多様な地質現

象からの視点も提供する。本論では、地すべりの調査、

対策が西洋科学技術でありがちな局所最適、全体最悪に

ならないようにするために、どのような地質学的視点を

提供できるか考えてみたい。

地すべりの本質とは

本論では焦点をしぼるため、｢地すべりは、斜面を構

成する物質が斜面下方に塊の状態で運動する現象｣とす

る（大八木、2004）。

地すべりの特徴は、風化のほとんど及ばない深度での

せん断現象であるといえる（吉松、1995）。それでは、風

化のほとんど及ばない深度でのせん断面、すなわちすべ

り面の成因は何であろうか。私は、風化のほとんど及ば

ない深度におけるすべり面は、基本的には熱水変質作用

によって形成されたと考えている。

残念ながら、地すべり調査におけるボーリングコアの

記載には、熱水変質の視点が欠けている。たとえば、地

すべり調査に使用されている地すべり地質区分（藤原、

1979）では、熱水変質による粘土化部は強風化岩（W1）

と記載される。このため、粘土化は地表風化によるもの

2

1
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との誤解が根強いのではないだろうか？風化と熱水変質

を識別した記載方法が必要である。

熱水変質作用は、広域的な地下増温率によって与えら

れる温度より、より高温の局所的な溶液が関与する変質

作用である（歌田、1995）。熱水溶液は、断層、節理、岩

脈などを通路にし、また地下から地表に向かって流動す

る。このため、熱水変質帯は周囲の地層、岩石とは不調

和な構造をとり、特徴的な鉱物組み合わせをもつ熱水変

質帯を形成する。

西南日本外帯には第四紀の火山活動がなく、また中新

世の火成岩体の分布もわずかなため、中新世の火成活動

に伴う熱水変質作用による岩盤劣化が見逃されている。

たとえば、四国の中央構造線沿いには中期中新世の流紋

岩の貫入に伴う熱水変質帯が形成されており、地すべり

の素因となっている（長谷川、2002）。 は、中央構

造線近傍で発生した切土による地すべりの事例である。

ここでは、地表付近から地下に向かって熱水変質による

粘土化が顕著になり、著しく粘土化した流紋岩がすべり

面となって、地すべりが発生している。この流紋岩粘土

は、スメクタイトを多く含み、小さな内部摩擦角をもっ

ている。

同様の熱水変質作用は、中央構造線付近だけでなく、

連続性のよい断層に沿って、地質帯を問わず広く四国地

方に存在する可能性が高く、地すべりの素因として注目

される。

小出（1956）は、日本の地すべりを、第三紀層地すべ

り、破砕帯地すべり、温泉地すべりに分類したが、すべ

り面粘土の成因から見れば、三者とも熱水変質作用が主

役であろう。このように考えると、地すべりの主たる実

行犯は熱水変質粘土、そして犯罪組織は熱水変質作用と

いえるのではないだろうか。

山の隆起と解体の黒幕

では山地を隆起させ、地すべりを活発化させる原因は

何であろうか？火山の場合には、火山体の成長と解体に

マグマが深くかかわっていることは容易に推察できるが、

非火山地帯ではどうであろうか。

じつは、西南日本外帯山地の隆起は地質帯や現在のプ

レートの沈み込みではなく、中期中新世の花崗岩体と関

係が深い。ちなみに西日本外帯の最高峰は、いずれも外

3

図-1

帯における中期中新世の1400万年前後の年代を示す花崗

岩体と密接に関係している。たとえば、紀伊半島では大

峯酸性岩類の南北列中に仏経ヶ岳（1915m）がある。四

国では中心部に面河花崗岩が顔を出している石鎚コール

ドロンの一角に石鎚山（1982m）がある。九州の最高峰

である宮之浦岳（1935m）は中期中新世の花崗岩から構

成されている。

私は、西南日本外帯において現在地表に露出している

花崗岩体は氷山の一角で、地下には大規模な花崗岩体が

伏在している可能性が高いと考えている（長谷川・大野、
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図-1 切土斜面で発生した熱水変質に起因する地すべりの事例
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質片岩を主体とし、下部に
熱水変質によって粘土化し
た流紋岩が貫入している。
法面の岩級区分は法面の下
部ほど悪くなっている。地
すべりは、粘土化した流紋
岩（DL級）から発生した。

図-2 西南日本外帯に伏在すると推定される中期中新花崗岩体（長谷川・大野、2006）
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2006： ）。また、花崗岩体の規模は、外帯の半島の

規模に比例し、紀伊半島、足摺半島、室戸半島の順に大

きいと推定される。西南日本外帯山地は、中新世におけ

る花崗岩体の形成後に隆起し、第四紀の初めまでに現在

の地形配置はほぼ完成したようである（長谷川ほか、

2002）。これは、中新世に西南日本外帯の地下に形成さ

れた密度の小さな花崗岩体が浮力によって上昇・隆起し

て、西南日本外帯の山地が形成されたと説明できる。

西南日本の地下に伏在すると推定される中新世の花崗

岩体は、古傷のない塊状の岩体のため、地震活動も低調

で、活断層の分布もまれである。しかし、中新世花崗岩

マグマはその上方に位置する古期岩類には熱水変質作用

を与えて、地すべりなどの素因となっている。このよう

に考えると、西南日本に分布する中新世花崗岩体は山地

の隆起と解体の黒幕ではないだろか。

地すべりの変遷

地質学の視点では、現在の地すべり現象は、山地が隆

起して解体される過程において、地質学的な時間のなか

ので起こっている斜面の変遷の一コマである。

ここでは、斜面は、①斜面の不安定化の進行（地すべ

り前駆現象）、②地すべりの発生・発展・衰退・消滅に

よる斜面の安定化の繰り返しととらえることができる。

つまり、地すべりは、不安定になった斜面をより安定な

状態に移行させるために発生するものである。したがっ

て、これから発展途中の地すべり地塊を力ずくで止める

ことは、場合によっては将来の不安定度を高めるものと

なる。逆に、すべりきった地すべり地塊は安定化したと

みなすこともできる。

現存する地すべり地形は、数十万年前までさかのぼる

ことができ（柳田・長谷川、1993： ）、一般に古い地

すべり地形ほど安定している（稲垣ほか、2005： ）。

また、大規模な地すべり地形では、古い地すべり地塊が

斜面高所に残存し、その下方斜面に2次、3次の地すべり

地形が形成されている。一般に河川に近く、地すべり地

塊が河床に達するほど、また地すべり地形が明瞭で、新

しい（開析が進んでいない）ほど、活動度が高いと想定

される（もちろん例外もある）。地すべり地形の発達史

を考慮した地すべりブロックの区分には、航空レーザー

測量によって作成された赤色立体地図が有効である。

図-4

図-3
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非火山地帯の大規模地すべり地形は
内陸活断層による直下型巨大地震に
よって形成された

四国における大規模地すべり地形は、三波川－秩父帯

からなる四国山地と和泉層群からなる讃岐山脈に集中し、

領家花崗岩分布域と四万十帯には少ない 。

このような地すべり地形の分布は、地質の影響もある

が、基本的には中央構造線活断層系からの距離減衰に支

配されているようにみえる。地すべり地形の分布は、過

去の南海トラフの巨大地震の震度分布や台風などによる

集中豪雨の分布形態と明らかに異なっている。また、南

海トラフの巨大地震や日雨量1000mmを超える集中豪雨

によっても、大規模地すべり地形が形成された事例は報

告されていない。

四国における大規模地すべり地形は中央構造線活断層

系による巨大地震によって形成された可能性が高いと推

定される。これは、中央構造線近傍に大規模な地すべり

地塊が集中していることからも推定できる（長谷川，

1999）。また、四国山地に分布するほとんどの地すべり

地形が、活動していないことも、大地震を誘因として形

成されたことを支持している。

図-5

5

図-3 地すべり地形の開析度と形成年代との関係（柳田・長谷川、1993）

図-4 地すべり地形の形成年代と安定性（稲垣ほか、2005）
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地すべりの宿命

地すべりや斜面崩壊などの斜面移動現象に共通して言

えることは、人間は丈夫な人も丈夫でない人もいずれは

死を迎えるように、斜面も丈夫であろうが、弱かろうが

いつかは崩れることである。つまり、弱い斜面はちょっ

との雨や地震にも耐えることはできずに、頻繁に小規模

な崩壊を繰り返す。これに対して、丈夫な斜面はちょっ

との雨や地震にも耐えることはできるが、耐えに耐えた

だけ大きな外力によって大きく崩れる。

人間が施すあらゆる治療方法も、対策工法も延命策で

しかない。地すべり対策工も未来永劫に有効なのではな

く、斜面の変動を局所的かつ一時的に緩和しているにす

ぎないのではないだろうか。しかし、延命策がまったく

無駄なのではなく、適切な延命策によってしばしの間良

質な生活（QOL）が保たれることに意味がある。このよ

うに考えると、地すべり対策の目的は地すべりを抑止す

ることではなく、地すべり地の住民の生活・文化・伝統

6 や道路などのライフラインを護ることであろう。また、

棚田などの美しい景観や生態系の保全も地すべり対策の

目的と考えると、コンクリートで固めることは目的に反

することになるのではないだろうか。
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図-5 四国の地質図と地すべり分布（四国山地砂防事務所, 2006）
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１ はじめに

2006年11月30日、台風に伴う集中豪雨により、フィリ

ピン共和国アルバイ州レガスピ市ほか、マヨン火山周辺

の広い範囲にわたって大規模な泥流災害が発生した。国

土交通省は、災害の実態把握、火山砂防対策のデータ収

集および比国に対する緊急対策に関する提言などを行う

ため、12月11日から14日にかけて現地に調査団を派遣し

た。筆者もその一員として調査に参加する機会を得たの

でここにその概要を紹介する。

なお、この調査結果に関しては、すでに「砂防学会誌」★１、

「砂防と治水」★２などにも報告がなされている。そこで、

ここでは筆者の個人的な意見を中心に、この災害につい

て考えてみることにする。

2 マヨン火山と周辺の人々 の生活

日本と同様に環太平洋火山地帯に位置するフィリピン

には、20世紀最大規模といわれる噴火（1991年）を起こ

したピナツボ火山をはじめとして22の活火山が存在する。

今回の調査対象となったマヨン火山は、ルソン島の東南

部に位置し、標高は2462ｍ。“マヨン”とは、地元の言

葉で“美しい”という意味だそうであるが、まさに、そ

の称号がぴったりの完璧な円錐形をした活火山であ

る 。しかしながら、その美しい姿とは裏腹に、マ

ヨン火山はこれまでにたびたび大規模な噴火を繰り返し、

周辺地域に大きな被害を及ぼしてきた（火山学的には、

たび重なる噴火による火山噴出物が堆積して美しい姿の

成層火山が造られたというべきかもしれないが……）。

記録に残る最初の噴火は1616年であるが、その後も平

均するとほぼ10年に1回の頻度で噴火している。そして

噴火のたびに火砕流、溶岩流、火山灰などを大量に噴出

し、直接下流の集落や農地を襲って被害を与えてきたば

かりでなく、その堆積物が台風時の集中豪雨などにより

泥流となって流下、氾濫して地域住民を苦しめた。

最近では1981年6月、台風による降雨で泥流が発生して

30名が死亡、また1993年2月には火砕流により農民77名

が犠牲になっており、さらに2000年、2001年そして2006

年にも溶岩流、火砕流、火山灰などを噴出している。

このように、現在も活発に活動を続けているマヨン火

山ではあるが、一方、長期間にわたって火山噴出物が供

写真-1

綱木亮介 国土交通省国土技術政策総合研究所　

危機管理技術研究センター長

桜井　亘 （独）土木研究所土砂管理研究グループ

火山土石流チーム総括主任研究員

徳永良雄 フィリピン共和国公共事業道路省

治水砂防技術センターJICAチーフアドバイザー

光永健男 フィリピン共和国公共事業道路省

治水砂防技術センターJICA専門家

万膳英彦 （財）砂防・地すべり技術センター　企画部長

フィリピン
マヨン火山泥流
災害調査に参加して

万膳 英彦
まんぜん ひでひこ

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部 部長

T O P I C S

ルソン島

レガスピ市

ピナツボ火山

マニラ

マヨン火山

表-1 調査団の構成

表-2 降雨量（レガスピ観測所）

日時 3時間雨量 積算雨量

11月30日 5：00～　8：00 0mm 0mm

8：00～11：00 58mm 58mm

11：00～14：00 227mm 285mm

14：00～17：00 180mm 465mm

17：00～20：00 1mm 466mm

20：00～23：00 0mm 466mm

図-1 マヨン火山位置図
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写真-3 山腹に発達するガリー写真-1 美しい姿のマヨン山 写真-2 山麓に広がる田園風景

給されてきた結果、山麓には肥沃な農耕地が形成され、

住民生活に豊かな恵みを与えてきたこともまた事実であ

る 。今回の泥流災害も、このような自然の営み（火

山活動）と社会の営み（人間活動）との相互関係のなかで

起きた悲惨な出来事としてとらえることができると思う。

3 降雨の状況

台風“ドリアン”の接近に伴って、マヨン火山周辺で

は11月30日の午前中から風雨が強まった。フィリピン気

象地象天文庁レガスピ観測所（マヨン山頂から12Kmほ

ど離れた平地部にある。）の雨量を に示す。

この観測所では3時間雨量の記録が残されていたが、そ

れによると11：00から17：00までの6時間雨量の総計が

400ｍｍを超えている。すなわち平均して時間雨量60mm

以上の豪雨が6時間も続いたことになる。泥流が発生し

た山腹斜面では、それ以上の強雨であった可能性も考え

られる。地元住民からの聞き取りによっても、10：00こ

ろから雨が強くなり、泥流は12：00ころから押し寄せて

来始め、夕方まで続いたということである。年間総雨量

が3000ｍｍを超えるといわれるこの地方においても、今

回の雨はまれにみる豪雨であったことは間違いない。

4 被災地の状況

この豪雨により、マヨン火山の東方から南西方面にか

表-2

写真-2

けての広い範囲にわたって、山腹あるいは山麓にあった

火山堆積物が泥流化して下流の集落、農地、公共施設な

どに襲いかかり、死者620名、行方不明者710名、全壊家

屋約90000戸にも及ぶ大災害を引き起こした 。

現地調査から、今回の災害においてみられるいくつか

の特徴的な現象をまとめてみる。

まず、泥流被害を受けた山麓部においては、その氾濫

域がもとの河川周辺ばかりでなく広範囲にわたっている

ところが多い 。これは前述したように、記録的な

集中豪雨により、きわめて多量の土砂が泥流として流下、

氾濫したことが主な原因ではあろうが、そればかりでな

く、泥流が必ずしも既存の流路（河川）に流れ込まずに、

かなり上流の地点でその向きを変えて（いわゆる、首振

り現象）流下したためではないかと思われる。

は、河川に架かる国道橋から上流側を見た状況

である。この地点での川幅は70～80ｍ、桁下高は10ｍ程

度であった。この河川においても泥流が発生したが、橋

梁地点のかなり上流で流れの方向が左岸側に振れて左岸

護岸よりさらに数100ｍの場所にあった集落に流れ込ん

だ 。現地で観察する限りでは、従来の本川筋であ

る橋梁付近には多量の泥流が流れた形跡はほとんどない。

も同様に、導流堤が建設されていた河川の裏側へ

泥流が流れ込んだ状況を示している。元の河川の流下断

面が不足したために導流堤をオーバーフローしたのでは

なく、泥流は導流堤区間のさらに上流の地点から向きを

変えてその裏側に廻りこんでいる。

これとは逆に、それまでは平地であったところが侵食

されて、新たな流路が形成されたケースも多く見られ

写真-7

写真-6

写真-5

写真-4

写真-3

写真-4 広い範囲に及ぶ泥流の氾濫 写真-5 泥流が流れた痕跡のない元の河川 写真-6 泥流の被害を受けた集落



た。 はそのうちの一つであるが、災害前はこの付

近はほぼ平坦で左右岸は道路でつながっていたという。

現在では幅60～70ｍ、深さ10ｍ程度の河川となってい

る。 に示すように、渓岸はほぼ垂直に切り立って

おり、上部の泥流堆積物ばかりでなく、その下部にあっ

た過去の噴火による火砕流堆積物も侵食されている。お

そらく、いったん侵食が始まった後は上流からの流れが

ここに集中して、一気に下方侵食が進んでいったものと

推定される。

この付近の河床勾配は５°前後であり、比較的勾配が

ゆるかったにもかかわらず、このように大規模な侵食

（土砂の生産）が行われ、それが下流地域の被害を助長

したことについては、今後そのメカニズムの解明が待た

れるところである 。

被災地の住民の話によれば、昼ごろあっという間に泥

流が流れ込んできたため、屋根の上に避難するのがやっ

とであったという。なかには、ヤシの木の上に登って難

を逃れていたが、その木ごと流されてしまった人もいた

ということである。泥流は夕方まで続いた。泥流の堆積

地には所々に直径2～3ｍの巨礫もみられるが 、ほ

とんどは細粒土砂で、堆積深も1～2ｍ程度のところが多

い 。現地に残った家屋（多くはコンクリート造り）

の破壊状況からみると、泥流そのものの衝撃力はそれほ

ど大きくはなかったが、長時間にわたって連続的にある

いは繰り返し襲ってきたために、最終的には集落が壊滅

的な被害を受け、多数の人命が失われたことが考えられ

る 。

このような被災プロセスは、今回泥流が発生した多くの

写真-13

写真-12

写真-11

写真-10

写真-9

写真-8 地域で一般的にみられるようである。

5 再度の泥流災害を防ぐために

マヨン火山周辺では過去の幾多の悲惨な災害教訓を踏

まえて、噴火や火山泥流に対応したハザードマップが作

成され 、また、日本の支援などにより警戒避難のた

めの観測機器の設置、導流堤などの砂防施設の建設が進

められつつあった。たしかに、導流堤によって泥流が集

落に流れ込むのを防いだと思われる箇所もあったが、現

地の行政担当者も認めているように、主として予算上の

制約からその進捗は思うに任せない状況である。住民の

生命を守るという点だけを考えれば、安全な場所への移

住がもっとも効果的ではあろうが、住民の心理や経済状

況また移転適地の選定など、困難な課題が多く、ただち

に実行に移すのは難しい。

一方、もし被災地の復興が順調に行われたとしても、

泥流に対する防災対策（ハード及びソフト）が現状の水

準のままであったとすれば、再度同じような災害を被る

危険性はきわめて高いものといわざるをえない。そこで

調査団は、フィリピン政府機関に対して、緊急に実施す

べき項目として次のような提言を行った。

提言項目

1．防災関係機関の連携の強化

2．気象・水文情報収集体制の強化と情報の利活用

3．緊急的な防災施設の整備と安全な避難場所の確保

図-2
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写真-10 侵食が卓越している地域 写真-11 集落に流入した巨礫（直径2m程度） 写真-9 新たに形成された流路の渓岸部断面

写真-7 導流堤の裏側に新たに形成された流路 写真-8 平坦な場所に新たに形成された流路

元の流路 新たな流路

導流堤

60～70m

泥流堆積物

火砕流堆積物



4．ハザードマップの検証・更新

5．砂防施設計画の見直し

日本では、近年の大規模な災害発生時には、現地に災

害対策本部が設置され関係機関が連携して対処するとい

う体制が一般的である。一方フィリピンでは、火山担当、

気象担当、公共土木担当、災害復興担当などそれぞれの

機関では懸命な災害対応が行われていたが、それらの機

関どうしの情報連絡や調整は必ずしも十分ではないよう

に見受けられた。

マヨン火山周辺における泥流災害を防止するためには、

砂防施設の整備を図ることがもっとも重要である。基本

的な考え方として上流域において土砂の生産、移動を抑

制し、下流部においては余裕のある流下断面をもった流

路を整備して氾濫を抑えるという方法が一般的である。

しかし、そのためには上流域に大規模な遊砂池を設け

たり、また流路を固定する砂防施設を延々と設置したり

しなければならず、莫大な費用と時間を要することにな

る。したがって、まず集落を守るという観点から、いわ

ゆる輪中堤と同様の考え方をとって、集落を囲むように

（とくに上流側）砂防施設を配置することを提案した。こ

の方法では農耕地などを広域的に保全することは難しい

が、少なくとも人命を保護するという点では有効であろ

う。またソフト対策としては、住民に台風情報などがし

っかりと伝わるようなシステムの整備が必要であるが、

周辺に避難適地が確保できないような地域では、集落の

中に一時的に避難するための施設、すなわち護岸などで

保護された高台（盛土）と雨風をしのぐための簡易な避

難所を建設することも考えられる。
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6 おわりに

今回の調査に参加して、あらためて活発な活動を続け

る火山周辺における土砂移動現象のすさまじさと、それ

をコントロールして住民の安全を確保することの技術的

困難さを実感した。単純に事業効果（B／C）という指標

だけからいえば、大規模な砂防施設を建設するよりも住

民を安全な場所へ移転させるほうが得策かもしれない。

しかし、住民たちにはその場所を簡単には離れられな

いさまざまな事情があるであろう。さらに、今回泥流災

害に見舞われた地域に住む人々は、おそらく社会的、経

済的な面での弱者が多いことが考えられる。そのような

人々の生命や財産を守り、安全で安心して暮らせる場を

提供することこそ砂防の重要な役割であると思う。

被災地の子供たちの屈託のない笑顔 に応えるた

めにも、日―比の技術協力関係がより一層具体的なかた

ちで進展し、一日も早く被災地の

復興と安全が図られることを祈念

するものである。おわりにあたり、

いろいろとご指導いただいた調査

団の皆様方、またお世話になった日

本、フィリピン両国の関係機関の皆

様方に厚く御礼申し上げる。

写真-14

6km永久危険区域

レガスピ市

マヨン火山

20°

35° 40° 45° 123°48’123°30’
13°23’

15°

10°

13°70　

泥流到達範囲（危険度小）

泥流到達範囲（危険度中）

泥流到達範囲（危険度大）

5km

★参考文献
１ 桜井亘、綱木亮介、万膳英彦、徳永良雄、光永健男：フィリピン共

和国アルバイ州マヨン火山で発生した大規模な泥流災害について、砂
防学会誌Vol.59 No5

２ 光永健男、綱木亮介、桜井亘、万膳英彦：フィリピン共和国マヨン
火山周辺における台風レミン（ドリアン）の被災地調査について、砂
防と治水〈第175号〉

写真-13 泥流の氾濫・堆積状況

写真-14 元気な被災地の
子供たち

写真-12 泥流で一階の半分程度が埋まった人家

図-2 マヨン火山　泥流ハザードマップ　　2000年7月　フィリピン火山地震研究所
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国際会議は、2004年11月、第6回とし

てアメリカ、カリフォルニア州のモン

トレ－で開かれた。そこでは世界の数

は540となり、それは何と中国の台頭

によるものである。約十年前までは、

中国の水族館はわずか10にも満たない

数であったが、今や80園館と驚異的発

展をとげ、日本に追いつき追い越せの

感がある。中国の経済発展とともに初

めは娯楽施設としての色彩が強かった

が、自然環境と水生生物の生理生態を

教育啓発する方向に今では変化してき

ている様子だ。

それは水族館の世界規律でもあり、

自然保護への取組み、生物多様性や絶

滅危惧種を守り育てる種の保存活動を

各国、各地域で連携して保全に努める

力強い姿勢でもある。

日本の水族館では、その保全をリク

レ－ション、教育、研究と自然保護の

4つの役割と定め、環境教育の役割が

にわかに高まってきている。また、数

のうえでは（社）日本動物園水族館協

会（総裁秋篠宮殿下）に加盟する水族館

は70園館であるが、その他類似施設を

入れると130を超え、数のうえでは米国

を抜き世界に冠たる水族館王国である。

それだけ水棲生物に対する国民的関

心が高い。それは四界を海に囲まれ、

長い海岸線を有し、国土面積あたりの

海岸線延長が各国比でも世界一長い海

岸線を有していることは驚きに値する。

また森林面積では国土面積の67％強で

あり、（財）砂防・地すべり技術センタ－

の池谷理事長の著書『マツの話』によ

ると、先進7カ国の森林率では、日本

が第1位の国と記されている。

つまり海の国でもあり、山の国でも

ある日本の自然環境はまことに豊かな

のである。水族館の生き物達の住みか

はその豊かな自然に育まれ、海岸・海

洋・河川・湖沼・干潟・藻場とその生

今日、水族館は拡大傾向にあり、

国際的にも新設、増設が繰り広

げられている。環境の21世紀といわれ

る今日、自然との共生や持続可能な開

発や利用が課題となっているなか、各

国それぞれの地域の自然生態系が良好

に保たれているかどうかが大きな関心

事でもある。

地球規模で開発による環境への負荷

が低減されるようあらゆる分野で対策

が見直され、日本では海岸法、河川法

も改正された。その自然の森や川の水

辺の生物や、海岸沿岸域の生物を水族

館では大切に飼育展示し、また、楽し

く学び遊び憩うその役割は生涯学習施

設として、社会教育が目的である。一

方、生き物と触れ合い、イルカやアシ

カショ－を楽しむ娯楽施設でもあり、

エデユケ－ションとエンタ－テイメン

トを混合したエデュテイメント施設と

もいわれている。

1996年東京都で開催されたアジアで

初めての第4回世界水族館会議では、世

界の水族館の数は450ほどであった。

オリンピック開催年の4年に1回のその

山・川・海
命の絆

堀 由紀子
ほりゆきこ

新江ノ島水族館 館長

連載エッセイ

1

イラスト 仲野 順子
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息域は一定の地域から地球全域にまで

広がっている。

さて、わが国初の近代的水族館第

1号として昭和29年に誕生した

江ノ島水族館は、50周年事業として平

成16年4月全館リニュ－アルし、新江

ノ島水族館として再生した。神奈川県

の湘南海岸、片瀬江ノ島の134号線沿

いに立地している。相模湾と緑の江ノ

島を目前に、霊峰富士の四季折々の雄

姿、朝日、夕日に輝く海の向こうに伊

豆連山のなだらかな山並みが映えて、

海と山が見事に調和した眺望美である。

また、江の島は近代生物学発祥の地

と云われるが、その由来はE・S・モ－

スである。彼は明治10年に帝国大学初

代動物学教授としてハ－バ－ド大学よ

り赴任し、C・ダ－ヴィンの進化論｢種

の起源｣を講義した。その時期に短期

間であるが江の島に7～8月中の1ヶ月

間滞在し、進化の過程で特異なミドリ

シャミセンガイ（腕足動物）を探し求

めて、ここに臨海実験場を設置した。

その時、江の島の磯の生物相があまり

に豊であることに驚き、これが日本で

初めて、世界で6番目の臨海実験場と

なったのである。

当館の初代館長雨宮育作（東大名誉

教授学士会員）はそのモ－スの直系の

弟子であり、昭和初期に世界の臨海臨

湖実験場を視察した。その体験を生か

し初期の江の島水族館の建設にあたっ

た。水族館は博物館であり、調査研究

所を備えることを理想の姿としてそれ

を実現化した。先年新しくなった当館

でも雨宮先生の理念を生かし、相模湾

と太平洋をテ－マとしているが、今回

初めて深海コ－ナ－を設置し、深海な

らびに地球システムの研究では世界に

誇る（独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）

と共同研究所を設け、深海生物の多様

な展示展開を試みている。

江ノ島の海岸の豊かな生物相は陸

域からの河川の流入が多いこと

と、相模湾、相模灘の海域の複雑で変

化に富んだ海底地形や沿岸流の恩恵で

ある。神奈川県は7割方が自然海岸で

あり、湘南海岸は三浦剣崎から真鶴岬

まで150キロの海岸域だが、砂浜、磯

浜、泥浜、と岩礁、崖として分布して

いる。とくに砂地が多い江ノ島は境川

の河口に面し、砂浜から沖合の島に砂

洲が延びて島にほとんど繋がっている。

この地形はトンボロ地形と呼ばれ、島

に妨げられた波がつくる沿岸流により

砂が運ばれてできたものである。この

トンボロ地形は波による漂砂の作用で

砂洲をつくり出し、島の存在によって

他の海岸域より海岸侵食を免れている。

さて、｢渚｣は日本特有の言葉である

が、緑と砂浜、そして海面下20メ－ト

ルまでの海域を含む幅広いベルト地帯

を示す。その渚には、砂浜と河口域の

干潟、藻場、サンゴ礁などが含まれる。

この渚の海岸域、沿岸域は内湾と称さ

れるが、7割方が海である地球のおよ

そ8～10％程である。あまり知られて

いないが、そこに生物生命の過半数の

誕生や成長があるというきわめて大切

な場なのである。まず砂浜の役割はア

サリ・ハマグリ・ヒラメ・カレイの住

み場所でもあり、さらに顕微鏡でのぞ

くと微生物がひしめく空間が無数にあ

る。その隙間に住む微生物達は、海の

汚れを浄化してくれる。ダムなどで、

砂の供給が少ない河川などはゴロタ石

や砂利の浜であり、微生物が少なくな

り水の浄化に役立たない。水槽の砂ろ

過もこの原理なのである。

相模湾に生息する魚類は1300種ほ

どであり、日本の魚類が3600種

あるといわれるなかで36％と多種多様

である。それは太平洋に面した開放型

の湾で、その沖合に強大な勢力をもっ

た黒潮が流入し、大島を起点に冷水系

の親潮も栄養塩を含んで流れ込む。相

模湾には相模川や酒匂川を中心とした

大小約20河川からの淡水が流入し、山

や森からの豊かなミネラルが注ぎ込ま

れる。また、1600メ－トル以上の深さ

の深海があり、駿河湾、富山湾とともに

日本の三大深海岸の一つに数えられて

いる。

この多様で変化に満ちた自然環境

に恵まれたことで、E・Sモ－ス

も驚くほどに至ったのである。食用の

ブリ・サワラ・マアジ・ウマヅラハ

ギ・カタクチイワシ等水産資源に貢献

し、多種のイルカの群も通過地点であ

る。また、亜熱帯地帯のサンゴ礁に群

がるチョウチョウウオや北方系のホッ

ケ等があげられる。エビ・イカ・カ

ニ・タコ・貝類・海藻類なども豊富で

あるが、驚くことにカニ類が450種以

上生息しているのが、調査で解明され

てきている。200メ－トル以下の深海

では、シロウリガイやエビ・カニ類も

多く、30年前には、高圧、貧酸素、暗

黒な世界で生物がいないとされていた。

研究が進むなか、定説が覆され珍しい

多様な生物が発見されている。そのな

かには新種も多く、まさに相模湾は生

物の宝庫と呼ぶにふさわしい。
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このたび当財団では、よりいっそうの技術の周知・普及をはか

るために、すでに審査証明を受けた技術が、その後に実際に現場

で使用されている状況や課題、そのメリットなどを、「SABO」誌

上で順次、関係者へご報告することといたしました。

今回は地すべり地や斜面の安定工法としてよく使用される永久

アンカー工法に関する3技術について、主に審査証明の申請者から

いただいた原稿をもとに、技術の特徴や現場での施工の様子、今

後の改良課題や他工法に比べて有利な点などを紹介しております。

（詳細については各HPのURLを掲載しておりますのでそちらをご

覧ください。）今後、砂防技術に関する設計や施工の際のご参考に

なれば幸いです。

１．VSL永久アンカ－工法（SP型）
審査証明取得日 ：平成14年2月18日
審査証明取得会社：ブイ・エス・エル・ジャパン（株）

日本基礎技術（株）、三信建設工業（株）
東洋テクノ（株）、日特建設（株）

ライト工業（株）、成和機工（株）

2．SHS永久アンカ－工法
審査証明取得日 ：平成14年4月2日
審査証明取得会社：建設基礎エンジニアリング（株）

3．SSL－CE型永久アンカー工法
審査証明取得日 ：平成14年9月17日
審査証明取得会社：国土防災技術（株）、日特建設（株）、ライト工業（株）

建設技術
審査証明の
紹介

これまで当財団では砂防技術に関し

て、民間で開発された新技術を建設事

業へ適正かつ円滑に導入することを目

的として、建設技術審査証明事業を実

施しております。平成14年以降、現在

までに18件が審査・証明されており、そ

れぞれの技術について報告書を作成し

関係機関に配布するとともに、当財団

のホームページにて技術の概要を紹介

しております。

（http://www.stc.or.jp/support/support_sinsa.html）

(財)砂防・地すべり技術センター
企画部
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VSL永久アンカー工法（SP型）

技術の詳細に関するURL http://www.vsl-japan.co.jp

VSL永久アンカー工法は、1958年スイスのロージ

ンガー社が開発した緊張定着システムであるVSL工

法を適用したグラウンドアンカー工法です。

SP型は従来のものと基本的な構造、使用材料、施

工法および耐久性は同一ですが、1本の注入パイプ

（Single Pipe）でコルゲートシースの内部・外部を

確実にグラウト注入できるシステムに改造し、コル

ゲートシースの径および削孔径の細径化により、コ

スト縮減をはかったVSL永久アンカー工法です。

特徴はテンドン全長がフレキシブルなコルゲート

シースで被覆されています。そのため、化学腐食や

電気腐食などを防止し、長期にわたり、強度と耐久

性を維持します。

技術の特徴・概要

グラウト注入に際し、SP型では、グラウトアダ

プターおよびスリーブバルブを使用します。

今回、現場のさまざまな状況に対応するため、こ

の部分の改良を実施しました。

すなわち、グラウトアダプターは内かん合に加え

て、外かん合のものを作り、長さ変更に対応できる

ようにしました。また、スリーブバルブは注入パイ

プの内側にスリーブを差し込んでいたのを反対にし

て、断面欠損をなくし、グラウトがスムーズに流れ

るようにしました。

VSL永久アンカーはコルゲートシースで覆われて

いるため、エポキシ被覆にくらべ、作業中に傷がつ

く心配はありません。また、地表面の凹凸に緊張余

長の範囲内で簡単に対応できます。さらに、迷走電

流が懸念される地盤でも心配ありません。

技術審査証明1

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真、コメント等

実際に技術を適用して困った点、今後の改良課題等について

技術のPRポイント、得意とする現場条件や他工法と比較して有利な点など

インナーグラウト

アウターグラウト

技術名称
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SHS永久アンカー工法

技術の詳細に関するURL http://www.shs.gr.jp

技術名称

SHS永久アンカーは、自由長部と定着長部の各々

の機能が十分に発揮できる二重防食永久アンカーで

す。通常タイプとシース注入タイプがあり、通常タ

イプはアンカーケーブルにインナーグラウトホース

とアウターグラウトホースが装着されています。シ

ース注入タイプは自由長部シースと定着部シースを

使用してグラウトするもので機能は通常タイプと同

等ですが、削孔径を小さくすることができます。

技術的には完成の域にあり、同タイプにおいて改

良していく部分はないと思われますが、今後市場の

ニーズに応じてさらに部品点数を少なくしたり材料

費の削減によりコストを下げていくなどの必要もあ

るかと考えています。

SHS永久アンカーは二重防食タイプの永久アンカ

ーですので防錆効果に優れています。また、自由長

部はアンボンドPC鋼より線を厚肉のポリエチレン

シースで被覆しているため強度が大きく、摩擦抵抗

が少ないため十分なプレストレスを与えることがで

きます。

一方、定着長部にはステンレス製波形シースを使

用し、拘束効果により大きな付着強度が期待できま

す。このように、SHS永久アンカーは自由長部と定

着長部の構造を変えることで、その機能を最大限に

活かします。

また、フレキシビリティーが高いため、運搬施工

が容易となります。

技術審査証明 2

SHS永久アンカーの構造

施工状況 頭部処理

技術の特徴・概要

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真、コメント等

実際に技術を適用して困った点、今後の改良課題等について

技術のPRポイント、得意とする現場条件や他工法と比較して有利な点など
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SSL-CE永久アンカー工法

技術の詳細に関するURL http://www.snse.co.jp

SSL拡孔支圧型永久アンカー工法は、アンカー定

着地盤を拡孔し、拡孔部にアンカー体を拡径（アン

カー体の径を大きくする）して、この拡孔部における

定着地盤の支圧強度によってアンカー耐力を確保す

る工法で、拡径方式の違いによりパッカー方式のSSL-

P型とメカニカル方式のSSL-M型とに大別されます。

定着地盤が、風化泥岩で周面摩擦抵抗が小さく周面摩擦型アンカーでは定着長が長くなります

が、拡孔支圧型アンカーを採用することで定着長を短くできました。

各タイプの適用範囲は、SSL-P型は、定着地盤の

一軸圧縮強度が5MPa以下の風化岩ならびにN値が

10～50の粘土地盤を対象とし、SSL-M型は、定着部

の一軸圧縮強度が3MPa～25MPa程度の軟岩～中硬

岩を対象としています。

パッカー方式のSSL-P300タイプは設計荷重が

343kN以下であれば削孔径φ135mmで施工可能で

すが、設計荷重がそれより大きい場合は削孔径φ

146mmになるためコスト縮減に向けさらなる改良

が必要と考えています。

地盤との周面摩擦抵抗に頼らないため、従来の周

面摩擦型アンカーで懸念されるような定着地盤との

進行性劣化の影響を受けにくいという利点がありま

す。また、周面摩擦抵抗が期待できない地盤でも定

着長を短くできる点が優れています。

技術審査証明 3

施工前 施工後

技術の特徴・概要

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真、コメント等

実際に技術を適用して困った点、今後の改良課題等について

技術のPRポイント、得意とする現場条件や他工法と比較して有利な点など

技術名称
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講
演
会
報
告

平成18年度

砂防地すべり技術研究
成果報告会開催報告

砂防技術研究所

平成18年11月8日午後1時30分より、砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて「平成18

年度砂防地すべり技術研究成果報告会」が開催された。本報告会は、当センターの公益事業の一環

である研究開発助成事業により行われた研究の成果および当財団の研究的な業務成果を広く一般に

公表し、砂防関連事業および今後の各方面での研究活動に活用し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題であり、平成17年度研究開発助成事業により実施された研究

5題と、当財団が実施した業務内容1題からなる。発表内容は、天然ダム決壊、土砂災害教育、地

すべり岩体、初生地すべりの発生、待ち受け擁壁、緊急災害予想区域図、と多岐にわたるものであ

った。以下にはこれらの発表の概要について紹介する。

地すべりや大規模崩壊により形成された天然ダムが急

激に決壊し、土石流や洪水となると下流域で災害を引き

起こす危険性がある。天然ダム決壊過程とその時の流量

変化を推定することを目的とし、決壊過程の水路実験、

堤体の安定計算、実現象をサンプルとした決壊過程の数

値計算を用いて検討を行った。

決壊過程の水路実験では、堤体の構成材料・下流のり

勾配・含水率と決壊過程・流出波形の関係について検討

を行った。その結果、どの条件でもいわゆる「すべり」

が発生することはなく、粘着性の低い砂のみで作られた

天然ダムが最大越流流量発生までの時間が短く、最大越

流流量が大きいという傾向が得られた。

また、下流のり勾配が緩くなると侵食が抑えられ最大

越流流量の発生時間が遅れ、最大越流流量も低下するこ

とが確認された。堤体の安定計算では、粘着力・内部摩

擦角・下流のり面勾配・堤高・天端幅によって天然ダム

の安全率がどのように変化するかを検討した。

その結果、堤体の安全性に対して、もっとも影響が大

きいパラメータは堤高と下流のり勾配であるという結果

が得られた。決壊過程の数値計算では、再現計算の対象

とした高磯山の天然ダム決壊の洪水高さ、流量等をおお

むね表現することができた。ただし、今回の計算ではダ

ムの形状の違いや側岸侵食による影響を考慮していない

ため、改善の余地はある。

本研究により天然ダムの形状・性質と決壊過程、ピー

ク流量の関係について多くの知見が得られた。天然ダム

のほとんどは閉塞後数日以内に決壊しており、天然ダム

発生後迅速にその形状・性質を把握し対応する手段を確

立することが必要である。

講
演
１

天然ダムの決壊過程とピーク流量の推定

水山高久
みずやまたかひさ

京都大学大学院教授
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自然災害時の避難について、多くの住民は行政からの

情報に依存している。しかし、局所的豪雨の予知が困難

であること、土砂災害の普遍的な予兆現象が確立されて

いないことなどのため、行政は豪雨による土砂災害につ

いて避難情報を出しにくい状況にあり、住民みずからが

判断して避難することのできる体制をつくることが必要

である。この問題点を踏まえ、群馬県みなかみ町のモデ

ル地区において、住民主導型の自主避難体制の確立への

取り組み、およびモデル地区に隣接する地区への波及の

検証を行った。

防災教育において、リスク心理学の知見を踏まえて土

砂災害の発生メカニズムだけでなく、災害に対峙した住

民の心理特性の教育も行った。また予測の困難な土砂災

害に備えるため、地域の伝承や過去の災害の状況を集約

した防災マップを作成し、地域住民が協力し合う自主避

難体制を確立した。そして、その過程で生じた住民の態

度・行動の変化を調査し、同時に、このような一地区を

対象とした防災教育の効果を効率的に他地域へ波及させ

ることを目的として、その効果波及の実態を把握する調

査も実施した。

その結果、モデル地区住民には施設・行政情報への依

存心の改善、自助・共助意向の上昇がみられ、日頃の備

えにおいても避難場所や家族との連絡方法の確認、防災

訓練や防災街づくり活動への参加など、自助・共助レベ

ルでの対応行動の上昇が確認された。

モデル地区の隣接地区では、時間の経過による意識の

風化がみられたものの、取り組みを知っていた住民につ

いては、意識面、行動面で良好な変化がみられた。

講
演
2

効果的な土砂災害教育のあり方と効果の効率的波及に関する研究

片田敏孝
かただとしたか

群馬大学教授
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応用地質学と地球科学の接点における現象である地す

べり岩体の、とくに底面すべりゾーン（basal slip zone）

の組織学的・運動学的研究分野の進展に寄与する目的で、

石川県白山地域の甚之助谷地すべりを例として、現地調

査、試料採集、試料の組織学的・運動学的データの抽出

等を行い、プレート沈み込み帯における巨大地震との関

連、プレート沈み込み境界面（いわゆるデコルマンゾー

ン）における同様な研究との比較検討を行った。

沈み込み断層面であるデコルマンゾーンは、海溝堆積

物の下位に存在するもっともすべりやすい面ですべると

考えられる。その部分が剪断変形をして破砕されると、

割れ目を伝わって間隙水が一気に排出される。初期の組

織の破壊には歪硬化が、後期の脆性破壊では歪軟化が起

きていると考えられる。

変形によって剪断した部分の組織については、凍結乾

燥法による試料にもとづく観察によって初めて明らかに

された（Takizawa and Ogawa,  1999）が、今回、甚之

助谷で観察されたすべり面の組織と非常に類似している。

デコルマンゾーンより下位への応力の伝播に関しては、

デコルマンゾーンが強いデタッチメント（はぎとり、引

きはがし）の面であることから、たんに付加体の荷重に

よる垂直圧縮だけが働いていると考えられる。そのため

変形は、すべり面（デコルマンゾーン）の上位に限られ、

下位はほとんど変形しない。営力こそ異なるものの、地

すべり岩体と付加体とはそのすべり面の特徴はほとんど

一致し、上位の構造も類似することが確認された。

講
演
3

地すべり岩体のbasal slip zoneの組織学的運動学的研究：
甚之助谷地すべりといくつかの付加体のデコルマンゾーンとの比較研究

小川勇二郎
おがわゆうじろう

筑波大学大学院教授

近年の地すべり災害の2割弱は地すべり危険箇所以外

で発生している。このような地すべりのほとんどが地す

べり地形を呈していない所で発生するいわゆる初生地す

べりであり、地すべり災害の軽減のためにその発生素因

や斜面変動過程の解明が必要となっている。過去の災害

事例をもとに地形学、地質学、工学的観点より初生地す

べりの発生機構について分析・解析を実施した。

地形学的観点として、二重山稜や小崖地形は、重力に

よるクリープ的変形によるものであり、崩壊事例により

崩壊前に小崖や段差地形が認められ、崩壊の前兆現象と

考えられることを示した。

地質学的観点として、四国の崩壊を例として崩壊には

熱水変質の影響が大きいことが考えられ、切土のり面脚

部に変質帯が出現した例を示した。また層状岩盤の層理

面に沿ってすべる、層面すべりの地すべり地形の特徴に

ついて、2004年新潟県中越地震での発生事例や紀伊半島

和泉層群に見られる岩盤クリープ性非対称褶曲の例など

を示した。

工学的観点からは、FEM等の数値解析によるせん断強

度パラメータの決定方法を紹介し、斜面変形モデルとし

てのτとσ、θによるクリープ状態の違いを説明し、進

行性破壊によるせん断面形成機構を示した。さらに、安

定解析における臨界すべり面について、発生した地すべ

り面に対する安全率Ｆ＝１.0対応のｃ、φの組み合わせ

と臨界すべり面線形の対比によって、一義的にｃ、φが

決定できることを示しｃ-tanφ図による地すべり機構解

析の重要性を示した。

講
演
4

初生地すべりの発生と斜面変動プロセスに関する研究

中村浩之
なかむらひろゆき

東京農工大学大学院教授
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待ち受け式擁壁の設計法を合理的なものにするために

は、崩積土砂が擁壁に及ぼす力（崩土衝撃圧）の推定が

必要とされている。崩土衝撃力は、崩土先頭部が擁壁に

衝突して発生する衝撃的・非定常なものと理解されてい

る。土粒子まわりの流体運動を近似的に扱う非球形個別

要素法によって崩土衝撃力を求める研究を行った。

計算に先立ち行った文献調査では、斜面崩壊は30°か

ら35°の斜面勾配で発生している事例が多く、そのなか

の8割以上が降雨を原因として発生していることが示さ

れた。

崩土衝撃力を求めるシミュレーション手法としては、

模型による衝撃力実験と数値計算との比較により、非球

形個別要素法による混相流解析の使用が望ましいとの見

解が得られたことからこれを採用した。計算のパラメー

タとしては、崩土衝撃力に大きく関係する斜面傾斜・長

さ、崩壊土量、擁壁位置を用いた。

その結果、崩土は先頭が早くて後流ほど遅く前後に広

がる傾向があること、衝撃力は斜面傾斜角が大きく斜面

長が長いほど大きくなる傾向があること、衝撃圧は擁壁

下部でもっとも大きく上部になるほど小さくなる傾向が

あること、などが示された。なお、検討結果には一部数

値のバラツキも見られるため、粒子生成を変えて同様の

計算を行う必要性が課題として示された。

講
演
5

待ち受け擁壁の設計に関わる崩土荷重についての研究

中西宏
なかにしひろし

神戸市立工業高等専門学校
教授

火山災害に対する防災対策実施のうえで、火山災害予

想区域図（ハザードマップ）が有効である。火山ハザー

ドマップはおもに地域の防災情報も掲載した「火山防災

マップ」として2005年までに国内の主要な30の活火山に

おいて公表され、普及啓発が図られてきた。

火山活動に応じて随時範囲を修正していく緊急火山災

害予想区域図の原形は、1991年6月からの雲仙普賢岳の

噴火活動時にみられ、最初のハザードマップから溶岩ド

ームの成長と火砕流の流下方向の変化や、想定災害現象

の追加などに合わせて、1993年3月まで計8回の改訂が行

われた。

本報告会では、雲仙普賢岳や有珠山などの噴火災害時

における経験の蓄積を踏まえて、（財）砂防・地すべり技

術センターが火山噴火時に災害対策を進めるために構築

した緊急火山災害予想区域図の概念と検討手順について

紹介した。

効率よく緊急対策などを実行するためには、整備済み

の砂防施設・デジタルマップ（DEM）・計算条件など

の事前準備（火山砂防基礎情報のデータベース化）、的

確な噴火シナリオの検討や各火山の噴火特性に精通して

いる研究者やグループとの協力、情報管理の一元化とと

もに提供方法の工夫などが必要である。

ハザードマップ作成システムは、計算システムのみな

らず、技術者の経験的判断と数値計算などのツール活用

にその特徴が集約されているが、現在開発中のリアルタ

イム・ハザードマップ・システムへ発展することで、よ

り効率的となる。

講
演
6

火山噴火時の緊急災害予想区域図の作成システム

安養寺信夫
あんようじのぶお

(財)砂防・地すべり技術
センター総合防災部長
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先般、「2006台日砂防共同研究」の一環として台湾中華防災学会

の主催する土砂災害対策に関する国際シンポジウム（台湾、日本、

オーストリー）および砂防現地視察に参加する機会を得たので、そ

のときの概要について記します。

11月12日出国し最初の滞在地台北から西回りで、国際シンポジ

ウムの開催地である台南を訪れ、その後台湾の南東部にある台東

に移動し、砂防の現地等を視察しながら東側を北上し花蓮に至り、

そこからまた台北に戻り18日に帰国する日程でした。移動はすべ

て車で、台湾の外縁部をほぼ一周したことになります 。

今回訪台した調査団員は次の5名でした。

近藤　浩一 団長

秋山　一弥 国土交通省国土技術政策総合研究所

蒲原　潤一 静岡市建設局

三木　洋一 （財）砂防フロンティア整備推進機構

阿部　宗平 （社）全国治水砂防協会

国際シンポジュームは、成功大学構内の国際会議場で行われま

した 。開会式の後、3つの国から各々専題講演が行われ、オ

ーストリーからはG・Fiebiger氏が「Debris Flow Control by the

Chain of Functions」を、日本から筆者が「Measures against

Sediment-related Disasters in Japan」を、台湾側から成功大学

教授の謝 正倫氏が「Soil Conservation ＆ Disaster Mitigation in

Taiwan」を講演しました。

謝教授の講演では、台湾の厳しい自然状況により土砂災害に苦

しめられてきた状況を話され、日本と類似した状況をあらためて

感じました。台風や集中豪雨等による災害はもとより、地震によ

る災害がわが国と同様多発し、過去100年の間にマグニチュード6

以上の地震が16回発生し、死者・行方不明7730名、損壊建物約22

万戸に及んでいます。また山地部では山崩れ（landslide）が多数

写真-1

図-1

台湾国際土砂災
害防治研討会に
参加して

近藤 浩一
こんどう こういち

（財）砂防・地すべり技術センター
専務理事

海外事情
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発生し、1999年9月21日に起きた集集大地震M=7.3では、地震発生

前と発生後の比較で山崩れ箇所数は361箇所が一挙に2万1969箇所

に激増し、崩壊面積でも814haが1万1297haと14倍になり、台湾中

央部（調査エリア2664km2）の崩壊面積率は0.3％から一挙に4.2％

と荒廃し、大量の土砂生産が山間部で生じ、降雨や出水によって

容易に土石流となって流下する恐れのある危険な箇所が増えてい

る状況が報告されました。

さらに台湾の土砂災害対策について、1960年以前をEarly Stage、

次期をFirst Stage、Second Stageに区分し2000年から現在までを

Current Stageとし、今まで取り組んできた重点課題や対策の進捗

状況等が紹介されました。Current Stageの課題としては、土砂災

害対策の促進、環境保全に配慮した事業の展開、流域総合管理計

画の策定、土石流等土砂移動現象に関する研究の促進、リモート

センシング技術の応用、警戒避難体制の整備そして集集大地震に

より荒廃しその後台風によって激甚な被害を受けた地域の復興等

が紹介されました。これらは中越地震に見舞われ復興に取り組ん

でいることも含め、わが国と共通の課題であると感じました。

基調講演の後、各国から個別発表があり、日本から「砂防の新工

法・新技術」（秋山）、「地方都市における防災と救災対策」（蒲原）

の2題が、オーストリーからは「The 2005 Flood and Sediment
写真-2

写真-3
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Disaster in the Western Parts of Tyrol / Austria Facts and Con-

clusions」（J. Heumader）、「The balance between protecting peo-

ple against flood and sediment disasters and the protection of

the environment, ecology without sacrificingsafety」（C. Weber）

の発表があり、会場では質疑応答が活発に交わされました。

台湾側からは16題の研究発表があり、集集大地震による崩壊分

析や地震後の台風などによる土砂動態に関するもの、リモートセ

ンシング技術を使っての崩壊地分析や土石流シミュレーションに

ついて、また土石流発生限界雨量分析や土石流危険渓流での避難

体制づくりに関するものや天然ダムの緊急調査と防災対応などが

発表されました。

その後参加者全員での総合討論を経て、2日間にわたった台・

日・奥国際シンポジウムは和やかなうちに閉会しました。シンポ

ジウムをはさんで台湾をほぼ一周しながら、街並みや名所・古蹟

を案内していただきました。

また、台湾の繁栄のシンボルのようにそびえる超高層TIPEI101

ビルに登りました。砂防の現地としては、台北部の今なお水蒸気

をあげる活火山地を訪れ 、さらに台湾東部の急流荒廃河

川 の崩壊状況や対策を眺めてきました。またシンポジューム

で報告のあった台東県の龍泉渓の「堰塞湖」も視察してきました。

この天然ダムは2006年7月16日の地震が引き金となって、幅400ｍ、

高さ520ｍ、平均深さ3ｍの規模で崩壊が生じ崩落直下の渓流を堰

き止めたもので、集水面積は12km2、堰き止めの高さは約40ｍと

のこと。決壊による災害を防ぐために、監視と警戒避難体制をす

ぐとり万一に備えたとの説明を現地で受けました。7月25日には台

風による豪雨に見舞われ洪水が天然ダムを越流したのですが、幸

い決壊には至りませんでした。崩壊土構成が大きな岩砕であった

ことや河道沿い埋塞底長が320ｍと比較的長かったことが決壊に至

らなかったのではないかと現地を見て思いました。

タイトな日程ではありましたが、5名の団員は元気で、会議、現

地視察そして交流・親善を果たしました。滞在中、謝先生、李先

生をはじめ中華防災学会、成功大学院生等多くの方の心温まるお

もてなしを受け感謝しています。また、訪台の機会を与えていた

だいた全国治水砂防協会に御礼申し上げます。

写真-5,6

写真-4

写真-2,3

写真-4

写真-5

写真-6
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第39回
台風委員会総会
（マニラ）
参加報告

比留間 雅紀
ひるま まさき

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部 国際課長

海外事情

写真-1 会場から見たマニラ市街

1 台風委員会について

台風委員会（Typhoon Committee : TC）は、環太平洋地域の台

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（Unit-

ed Nations Economic and Social Commission for Asia and the

Pacific：UNESCAP）が世界気象機関（World Meteorological

Organization：WMO）と共に設置した、データの相互利用や被害

軽減方策の提示、方向性の議論などを行う検討機関である。加盟

国は、中国、フィリピン、日本、韓国、北朝鮮、ベトナム、カン

ボジア、ラオス、マレーシア、シンガポール、アメリカの11ヶ国

で、中国は本邦と香港、マカオの3ヶ国扱いとなっている。

事務局（Typhoon Committee Secretariat : TCS）はフィリピ

ンのマニラに置かれ、例年、秋にワークショップ、12月頃に総会

が、各国もち回りで開催されている。

委員会は気象、水文、防災の3部門が置かれ、水文部門のなかに

土砂災害対策プロジェクトがある。日本からは、気象部門には気

象庁から、水文部門には国土交通省河川局が、防災部門には内閣

府防災担当から、それぞれ毎年参加しており、砂防は土砂災害対

策プロジェクトを担当している。2006年は、9月にマカオでワーク

ショップが行われ、12月4～9日にかけてフィリピンのマニラで第

39回総会が開催された 。写真-1,2
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写真-3 水文部門の報告を行う三宅部長

日本からの出席者

水文部門

独立行政法人土木研究所特別調整監 栗城　稔

（財）ダム水源地環境 三宅且仁

整備センター調査第一部長 （水文部門議長）

国土交通省砂防部砂防計画課課長補佐 塩井直彦

国土技術政策総合研究所危機管理技術

研究センター砂防研究室主任研究官
水野秀明

（社）国際建設技術協会研究第二部研究員 荒木秀樹

（財）砂防・地すべり技術センター

企画部国際課長
比留間雅紀

気象部門

気象庁予報部長 櫻井邦雄

気象庁予報部予報課

太平洋台風センター所長
萬納寺信崇

気象庁総務部企画課国際室外事官 尾崎友亮

防災部門

内閣府政策統括官(防災担当)付企画官 青木栄治

アジア防災センター研究員 河内紳吾

2 開催概要

期　間：平成18年12月4～9日（6日間）

会　場：フィリピン共和国マニラ市　マニラホテル

参加国：アメリカ、中国、香港、マカオ、マレーシア、ベトナム、

韓国、フィリピン、タイ、日本　計10カ国

（北朝鮮、カンボジア、ラオスは欠席）

＊今回、インドネシアがオブザーバーとして参加。

日程

2006年

12月3日（日） 移動：成田→マニラ

AM：開会式、各部門会議

12月4日（月） PM：2006年活動報告Ⅰ

（全体、気象・水文・防災各部門、

関係機関）

12月5日（火） 2006年活動報告Ⅱ（各国）

12月6日（水） 2006年活動報告Ⅲ（各国）

2007-2011戦略計画討議

12月7日（木） 2007年予算討議、

事務局移転調印式機構改革に

関する討議

12月8日（金） 学術講義マニラ市内施設視察

学術講義

12月9日（土） 報告書採択・配布

閉会式

移動：成田→マニラ

写真-2 総会会場
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写真-5 台風ドリアンに関するフィリピン科学技術省の緊急報告

写真-4 学術講義でCLの説明を行う水野研究官

写真-6 事務局移転に関する調印式

3 討議の概要

会議は、フィリピン気象庁（PAGASA）次官のDr. Prisco D.

Niloが今回の議長、マレーシア気象局長のMr. Yap Kok Sengが副

議長に選任され、進められた。

2006年の活動報告では、午前中の部門会議で討議された内容が、

各部門の議長から報告された。水文部門は、昨年ベトナム総会以

降の各国の取り組み状況が部門議長の三宅氏から報告され、了承

された 。

今回の会議で特筆されることのひとつとして、戦略計画2007-2011

の策定があげられる。これまで台風委員会では、各国協力実行計

画（RCPIP）に基づいて活動を進めてきたが、各国の進捗には差

がみられた。そこで、一層の推進を図るために、37回上海総会、38

回ベトナム総会において継続審議してきた戦略計画（Strategic

Plan）2007-2011を作成・討議し、より具体的に活動内容と目標を

あげ、各国の台風関連災害軽減推進を図ることとした。

この戦略計画では、7つの重点課題（Key Resulted Areas）と

目標値（Strategic Goals）を設け、人命、社会・経済的損失、危

機管理、コミュニティ開発、情報発信と共有などの問題解決を進

めていこうとするものである。

このうち土砂災害対策関連の活動では、

重点課題-1：台風災害による人的被害の削減

努力目標　：2006-2015年の10年間の台風関連災害による

死者数を、1990-1999の間とくらべて半減させる

に対する活動のひとつ（各部門でいくつかの活動がある）として、

「土石流、地すべり・崩壊を含むフラッシュフラッド警戒体制の確

立」プロジェクトを進めていくことが明記された 。

4 その他

今回の会議の直前、2006年11月30日に、台風ドリアン（国際名：

日本では台風21号）により、フィリピン・ルソン島のマヨン火山

周辺で大規模な泥流災害が発生した。

これについてはフィリピン科学技術省や気象庁から緊急報告が

あり 、現地新聞やTVニュースなどの生々しい報道と相まっ

て、質疑応答が白熱した。

また、長らくマニラに置かれていた台風委員会事務局が、2007

年からマカオに移転することとなり、会期中、移転に関する在フィ

リピン中国大使と台風委員会議長による調印式が行われた 。

新機軸となり、活発な活動が行われることを祈念する。

写真-6

写真-5

写真-4

写真-3
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警戒避難基準雨量の創設

技術ノート　●　●　●

以前の災害報告というものは様式が単純なものだった

のですが、昭和47年6月に災害発生時間、氾濫状況、災

害発生の時間雨量およびそれまでの総雨量、家屋被害範

囲、粒径、堆積深等を記載する様式を決め、事業要求時

に提出してもらうことにいたしました。それ以降、災害

が発生した場合には災害発生時の雨量データが本省に集

まるようになってきました。全国的に土砂災害が発生し

た昭和47年7月においては、新様式にのっとって27県241

渓流のデータを集計することができました。

その集計の結果、土石流が発生するケースは、雨量強

度は小さくとも総雨量が多ければ発生する場合と、総雨

量は少なくとも雨量強度が強ければ発生する場合とがあ

り、それを両軸とした図を描くと、土石流発生のおそれ

のある雨量の領域があることがわかってきました。これ

をとりまとめたものが、昭和48年6月の土砂災害の実態

調査になります★１。また昭和49年に船崎氏とともにさら

に詰め、「雨量強度と総雨量、有効雨量と有効雨量強度

を指標とすれば、降雨による危険なエリアを分けること

ができる」ということを確かめ、『新砂防』に発表しまし

た★２。

その後、昭和53年7月に出した第2報★３では、初めてス

ネーク曲線の概念を紹介しました。私が近畿地建（当時）

に移ってからのことです。有効雨量と有効雨量強度を二

次元グラフの指標としたときに、CL（土砂災害発生危険

基準線）の手前に避難曲線、警戒曲線を設定し、降雨の

推移を刻々とプロットしていけば、視覚的にも土石流発

生区域（危険区域）に近づいていくことがわかり、警

戒・避難曲線とスネーク曲線がクロスする時点で、警戒

および避難の行動を起こすひとつの指標になるものと考

え、提案しました。

技 術 を 伝 え る ●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

●語り手

瀬尾 克美 せのお かつみ

株式会社日さく 常務執行役員 技術本部長

●聞き手

菊井 稔宏 きくい としひろ 加藤 誠章 かとう のぶあき

当センター 総合防災部技術課長 当センター 企画部企画情報課技師

本日はお忙しいなか、お時間をいただきありがとうご

ざいます。瀬尾様は「警戒避難基準雨量」の設立に大きく

かかわってこられました。その設立のいきさつや技術的

に大変だった点などについてお話をお聞かせください。

基準雨量設定手法のアイデア

瀬尾様（以下敬称略）●昭和47年7月に全国的に大きな土

砂災害がありました。そのとき私はちょうど本省（旧建

設省）砂防課補助技術係を担当しており、緊急砂防事業

の資料が全国から集まってくるポジションにいました。

このたび、『SABO』では、「技術の伝承」をテーマとした新たなコーナーを設けました。現在活用されてい
る砂防分野の技術の確立に貢献された方々に、開発時の経緯、いかにして課題を克服されたかなどを伺い、
今後の新技術開発の参考としていただこうというものです。
第1回では、「警戒避難基準雨量」の設立に多大な貢献をされた瀬尾克美様（現・日さく常務執行役員元建
設省河川局砂防部傾斜地保全課長）にお話を伺いました。
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長崎災害と本格的な
警戒避難体制の推進

瀬尾● 昭和57年7月に長崎災害が発生しまし

た。この災害を契機に、ダムを造るだけでは

なく土砂災害の総合的な対策をやろうという

ことになりました。とくに当時の砂防課課長

補佐であった田畑茂清氏（現・財団法人砂防

フロンティア整備推進機構研究所長）が尽力

し、昭和57年8月には、事務次官通達という

形で各地方建設局長宛に総合土石流対策に関

する通達が初めて出されました★４。9月には、

砂防部長から各整備局の河川部長、都道府県

宛に通達を出しています★５。一連の通達のなかで、ハー

ド対策に併せて土石流危険渓流を周知することと、警戒

避難体制の確立があげられました。

その時点では、警戒避難体制の確立ということについ

て具体的に何をやるか考えがまとまっていませんでした。

当時、私は土木研究所に在籍していたのですが、具体的

な対策を土研で何か考えよということになりました。そ

こで、今まで積み上げた過去の災害データをもとに昭和

53年に提案したスネーク曲線活用の方式を一般化すれば、

市町村なり県なりが使えるものができるであろうよいチ

ャンスであると思ったわけです。

スネーク曲線活用方式については昭和58年度の砂防学

会研究発表会でも発表しました。その後、試算したり修

正を加えたりしたものを砂防学会誌や砂防センターの砂

防技術講習会に発表するなどし、最終的には『指針』★６

という形でまとめたわけです。『指針』は昭和59年6月20

日に本省からの通達★７という形で公表されました。

そのなかで、有効雨量強度と実効雨量を指標とした基

準雨量を提示しています。1時間雨量や総雨量を直接指

標にするなどの検討も同時に行ったのですが、単純に時

間雨量や総雨量的なものでまとめるよりは、ある一定時

間の平均値である有効雨量強度と実効雨量を用いたとき

のほうが、空振り率が小さくなるということがわかってき

たからです。実際には発生時間、災害発生地点雨量をよ

り正確に入手できれば、1時間雨量や実効雨量のような指

標をそのまま使っても、精度の高いものができるでしょ

う。

この指針にもとづいて、各県ならびに直轄砂防事務所

で警戒避難基準雨量を設定することになったわけです。

予測雨量について

瀬尾● 警戒避難基準雨量には、災害発生危険性を示す

CLの他に、その1時間前に避難するための指標として避

難曲線（EL）、2時間前に警戒するための指標として警戒

曲線（WL）があります。当時も気象庁は、短時間降雨

予測を出していました。最初にスネーク曲線を提案した

ときから、1時間後の予測降雨と2時間後の予測降雨をス

ネーク曲線に入力することが出来れば災害発生を事前に

予測することができると考えておりました。当時、実際

に予測雨量を適用したときにどうなるのかと、主任研究

員だった水山先生（現京都大学大学院教授）や、日本気象

協会の山口さんらと一緒に検討したことがあります★８。

聞き手：菊井（左）、加藤（右）

有
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雨
量
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図-1 警戒・避難体制判定図（スネーク曲線）

瀬尾克美　土石流警戒・避難基準雨量の設定手法について　財団法人砂
防・地すべり技術センター　昭和59年度砂防技術講習会テキストより一
部改変し引用
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技術ノート ●　●　●

成13年に砂防学会誌に発表しています★９。基準雨量で

は、座標とか指標の取り方についていろいろ改良点があ

りますが、基本的に大切なのはいかに精度のよいデータ

を使用できるかということです。

現状では、たとえば雨のデータについてですが、災害

のあった場所と雨量観測所の距離が離れていることが多

いですね。実際に雨量観測所が20キロも30キロも離れて

いたら両者の雨量は大きく異なります。だから、精度を

よくするためには、災害地を囲んだ複数の観測所の雨量

で、等雨量線図を作って災害地の雨量を算定すると、か

なり精度の良い雨量データが得られます。

これについては平成10年にあった佐渡の災害事例を用

いてデータを再現してみると、けっこう説明のつく基準

雨量が設定できました。すなわち、それまではCLがあま

りにも安全側に取られていて空振りが多かったのですが、

このようなデータを使えば、CLがかなり納得のいくとこ

ろに落ち着いてくるということをこの論文では紹介して

います。

それともう一つは、実際に災害現場に複数で行って、

複数の人に状況を聞くことですね。そうすると災害発生

時刻がかなりの精度でわかってきます。その結果、今ま

での災害報告書に載っていたものと、災害発生時間に1

時間や2時間程度の誤差があることがわかりました。こ

のような不正確なデータを元にして検討した基準雨量は

信頼性もありませんよね。ですから、しっかりとした聞

き込み調査をやるべきだと思います。このようなことを

この論文では提言しています。

また、私が砂防センターにいたときに「土砂災害ソフ

ト対策研究会」をつくりました。機関誌『SABO』では、

私が「誠意のある聞き込み調査（たんなる聞き取りでは

ない）がソフト対策の充実につながる」という題で記事

を掲載していますし★10、同号では平成10年の災害につい

て同研究会で聞き込み調査結果を掲載しています★11。こ

こでは、とにかく災害が起こったら徹底した調査をする

必要があるという趣旨で、砂防センターだけでなくコン

サルタントの方にも参加していただいて、担当のエリア

を決め、災害が発生したらすみやかにデータを取りに行

くということをしたんですよ。その活動のなかである程

度はっきりしてきたものが、「地域性」です。災害発生

はその地域の自然、防災施設等の充実度によって、各々

に異なるということです。そして浸水と土砂災害は一連

の降雨のなかで連続して生じるということです。すなわ

しかし実際に県等の職員に1時間後の降雨データがいつ

配信されるのか調べたのですが、解析、配信されてから

1時間以上かかる事例もある状況でした。

最近は1キロメッシュの精度で、気象庁も河川情報セ

ンターも短時間降雨予測的な情報を出していますけど、

2～3時間先の予測はまだ精度が悪いようです。予測の精

度があがることを期待したいものです。

土石流とがけ崩れの基準雨量に
活用される提言手法

瀬尾●平成5年に「総合土砂災害対策検討会」が開催され

て、指標として有効雨量だけではなく、縦軸に1.5時間半

減の実効雨量、横軸に72時間半減の実効雨量を取る、い

わゆる「提言手法」と呼ばれるものが出てきました。こ

れは本来は集中的に発生するがけ崩れを念頭に開発され

たものでしたが、土石流に当てはめても適用できるとい

うことがわかり、土石流とがけ崩れの基準雨量を別の指

標でつくって運用していくとなると煩雑ですので、「提

言手法」に統一することを、その後検討いたしました。1.5

時間半減は雨量強度の指標を示すものであり、72時間半

減は総雨量の指標を示すと考えられます。これは昭和47

年7月災害のデータを整理してきた土石流発生の条件が、

雨量強度と総雨量を指標とすることに整合するものです。

気象庁との連携手法について

瀬尾● そして最近は、身近な気象庁との連携の土壌雨

量指数を使ったものに変わってきています。60分間積算

雨量を縦軸に、土壌雨量指数を横軸にしたものです。土

壌雨量指数というのは3段のタンクモデルの水位の総和

ですが、これは長期雨量（総雨量）に関係する指標であ

り、縦軸の60分間雨量は、雨量強度を示す指標といえる

でしょう。ただし指標が加工されたものであると、降雨

の実感とは結びつきにくいものとなるきらいがあります。

全国一律に同じタンクモデルを使用していることも、今

後の課題になるでしょう。

精度向上に向けて

瀬尾● 基準雨量設定についての今までの問題点と改良

についてとりまとめたものを、菊井さんとの連名で、平
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ち、降雨開始から時系列で側溝の氾濫、床上浸水、土砂

崩壊、土石流が発生します。そういった一連の現象に住

民は対応しなければならず、かつ災害に至るまでの前兆

現象的な現象が地域により異なるわけです。また、実際

に災害が起こるとなれば、土砂災害だけが対象ではない

んですよね。砂防センターでは、地域の方と一緒になっ

て、「地域防災学習マップ」を作成しました 。マッ

プの作成にあたっては、降雨に関するデータはセンター

が準備をして、どんな現象が生じたかは地域の方から話

してもらうことにしています。このことにより雨と発生

現象の関係がはっきりするため、今後雨量計を見ること

によって、どんな現象を生じるかを想定でき、必要な対

応方法がわかるようになります。この取り組みについて

は『新砂防』で発表しています★12。飛騨高山での事例に

も取り組みました★13。

菊井● 災害報告の約90％は、災害は正時に発生してい

ることになっています。あとの9％が30分単位くらいの

精度です。残りの3パーセントくらいは何十何分に起こ

図-3

図-3 地域防災学習マップ（新潟県両津市東立島地区における作成事例）

っているという記録になっています。

瀬尾● それはやはりちゃんと現場で調べてないという

ことですよ。新聞情報でも何時何分とかいう書き方はし

てありませんし、そういうデータがまずないのです。そ

して今もって全国的な災害データの精度の問題は解決さ

れていないのが現状です。

正確なデータを基準雨量の設定で使う努力をまずする

べきだし、正確な災害データのデータベース化が望まれ

ます。災害関連緊急事業の対象になった箇所だけでも詳

細に調査すべきだと思います。正確なデータがストック

されれば基準雨量設定の精度の向上につながります。ま

た、イエローゾーン、レッドゾーンの設定に資するために

も、災害後に土砂氾濫区域および粒径調査を含めた被害

実態調査を同時にやるべきであると思います。調査主体

としては、国土交通省砂防関連部局が主体となってする

のがいちばんよいと思いますね。砂防関連部局であれば、

災害データが入手しやすいわけですし、事業を通じて都

道府県、住民まで徹底した調査を行うことが出来ます。
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災害調査様式なり調査手法なりを固めれば、誰が行っ

ても同様の精度の結果を得ることができるでしょう。人

が変わっても継続して行うことができるような基本的な

調査様式を統一し調査システムを整備するべきだと思い

ます。

現在は基準雨量については気象庁連携を中心に話が進

んでいて、双方の得意分野を生かすことで意味がありま

すが、基本的には精度のよいデータを入手する努力と調

査システムを整備し、そのデータで現行の基準雨量を再

検討することがまず優先するのではないでしょうか。

菊井● 昭和56年には鈴木先生らがすでにタンクモデル

を研究されていますが、当時タンクモデルを使うという

イメージはなかったのですか？

瀬尾● なかったですね。当時のタンクモデルは、武居

先生や小橋先生が六甲のハチース谷で検討した事例しか

なかったんですよ。将来はそれぞれの地域でそこの流出

特性を組んだタンクモデルができあがれば、それを使う

のも面白いなあという話はあったんですけどね。指針を

つくる際に、全国一律のタンクモデルをそのまま使うわ

けにはいかなかったですね。

加藤● CLを引く際に横軸に長期の降雨指標を、縦軸に

短期の降雨指標を用いるということは、どのような発想

から出てきたものなのでしょうか。

瀬尾● 先にも述べましたが、昭和47年以降の災害発生

データを見た結果です。実際に災害体験していてもそう

いうイメージはありますよね。雨量強度が相当大きけれ

ば、たとえ総雨量が小さくても、がけ崩れは起きるし、

雨量強度がそんなに大きくなくても、だらだら降って連

続雨量が500mmぐらいになってくれば、がけ崩れや土石

流、地すべりが発生することがありますよね。

加藤● 実際に指針を策定するときのボトルネックにな

った点というのは何だったのでしょうか？

瀬尾● 53年時点に提案した基準雨量の手法である程度

の手応えはありましたので、逆に指針策定の指示が出た

ときはよい機会だと思いました。ものすごくやりがいが

あってよかったですね。また、そのときには塩島さん

（現・株式会社地域開発コンサルタンツ代表取締役）に

47年の災害時に集めた資料とそれ以降の災害資料、約10

年分の資料をまとめて計算をしてもらいました。試算は

かなりやりまして、そのときの指標も、有効雨量の他に、

１時間雨量と総雨量、あるいは連続雨量、実効雨量をそ

れぞれとって検討を行いました。また、その当時は最適

技術ノート ●　●　●

な半減期もわかりませんので、一日半減、二日半減、三

日半減についてそれぞれ計算を行っています。

加藤● 当時は計算機は普通に使える状況だったのです

か。

瀬尾● はい。大型計算機は使っていましたね。しかし

今のようにパソコンにソフトをインストールして簡単に

計算するというわけにはいきませんので、塩島さんにか

なり力作業でやってもらっていました。

加藤● 昭和59年に指針が出て、全国的に展開したのは

いつからですか？

瀬尾● 最初は長崎県等ですでに解析し、そのソフトを

建設大臣認定の技術評価で開発した現地設置の予警報装

置に活用しました。この予警報装置はつくばの大型降雨

実験棟を利用し、検証評価を行いました。その後、全国

的に展開されだしたのは平成5年の総合土砂災害対策検

討会で、提言法が採用されてからではないでしょうか。

菊井● それまでは「総合土石流対策モデル事業」など、

渓流や地域単位で構築していました。平成になって、「情

報基盤緊急整備事業」ができてから、全県で基準雨量を

つくる方向性になりました。長崎とか直轄事務所などで

災害経験のあるところは指針ができてからすぐに基準を

つくっていたと思います。

加藤● 基準雨量の考え方は研究から発展したものです

が、海外の事例や河川等の他部局で運用されている指標

で参考にされたものはありますか？

瀬尾● 当時は海外の事例も調べたのですが、同様の事

例は見つからなかったです。その後土砂災害防止法策定

の際にイタリア、スイス、オーストリア等に行ったときに

確認したのですが、とくに同様のことは行っていないよ

うでした。

国内の他部局（道路、鉄道等）については、私が土研に

いたときにかなり調べたのですが、タンクモデルとか研



究的なものはあっても、他分野で行政的に使われていた

指標はすべて一軸の単指標を使っていましたね。

台湾の警戒避難基準雨量について

加藤● 近年の台風委員会の海外移転技術の一つとして

基準雨量がありますが、以前から基準雨量の海外へ移転

はあったのでしょうか？

瀬尾●台湾では日本の基準雨量を参考にしています。以

前台湾の謝正倫先生に基準雨量の資料を送ったことがあ

ります。台湾では日本と違って大学が行政のフォローま

で担当しており、大学で警戒避難の情報を発信していま

したが、最近は行政が主体的に関与していると2007年の

台湾の技術交流会では話していました。また、昭和59年

のインタープリベントでは、指針の内容を海外に向けて

発信しております。

今後の基準雨量の方向性について

菊井● 基準雨量の今後について、お考えをお聞かせくだ

さい。

瀬尾● 基準雨量設定の判定指標をさらに検討すること

よりは、災害発生時間、災害発生地点の正確な雨量の再

現を行い、既往データの見直しできるものは見直し、新

しい正確なデータが蓄積できれば、そのデータで基準雨

量を見直すことを地道にやるべきでしょう。そのために

も正確な災害データを整備するシステムとデータベース

構築が急務です。

加藤● 基準雨量というシステムで最終的には災害をど

の程度予測できるものだと考えますか？

瀬尾● 自然災害は雨だけで割り切れるものではありま

せんので、いかにしても誤差は必ず出てくると思います。

とくに崩壊という現象は、その場所の非常にローカルな

条件、たとえば盛り土をしたとか、植生状況等などにより

左右されます。雨量が少ないのに災害が発生した事例を

調べてみると、山腹に用水路があって、それが溢れたこ

とによって発生した例もけっこうあるんですよ。そのよ

うなものは今のシステムでは把握のしようがありません。

このようなことを網羅するためには、地域の人が「あそ

こはこの前森林を伐採した」とか、「どこそこで宅地造

成をした」とか、災害発生時の時系列的な諸現象と雨量

のつきあわせを住民とともに把握する「地域防災学習マ

ップ」のような対応が有効となるでしょう。

災害を減らすためには、雨の降り方だけを把握してお

けば安心というわけにはいかないですね。斜面の状況や

防災施設の履歴などを把握し、雨の降り方とあわせて総

合的な判断をしたうえで、警戒情報を出すようなシステ

ムが必要になってくると思いますね。防災というものは

コンピューターに任せておけばそれですべてよいと、と

いうようなものではありえないと思います。

菊井● 本日は貴重なお話をいただきありがとうござい

ました。

今回は瀬尾様に警戒避難基準雨量の構築の経緯やご苦労

を伺いました。警戒避難基準雨量は観測精度や計算能力

の向上もあり現在も改良が続いていますが、瀬尾様のお

話を参考とし、砂防センターとしても更なる新技術開発

に関わっていく所存です。

今後も砂防技術の確立に携わった方々にお話を伺ってい

きます。
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１

はしがき

三浦半島から都区内へ出かける折、頻度はげしく京浜

急行電鉄を利用している。東京湾岸を走るこの鉄道は、

すぐそばまで山稜や台地が迫り浜辺の広がりもない。堀

の内駅から追浜という駅までのわずか17分の間に13もの

トンネルをくぐる。長さ100～300ｍそこそこのこれらの

トンネルは、谷戸（やと）地形の尾根部分をブチ抜いた

ものであり、トンネルと平地が繰り返される車窓の風景

は目まぐるしい。

身辺でよく合唱組曲「横須賀」の歌詞（栗原一登）★１を

聴く。そのなかに次のような歌詞がある

じいちゃんのそのまたじいちゃんと

ばあちゃんのそのまたばあちゃんが

好いて好かれた昔の話

いせき娘のばあちゃんが　ひとり

谷戸の山越え訪ねてゆけば

じいちゃんのそのまたじいちゃんが

海から小舟で送ったそうな

昔の恋物語を描いたこの詞は、三浦のリアス式海岸の

湾入と谷戸の様子を、まことに手際よく表現している。

トンネルのない当時、いせき娘は尾根を越えて恋人を訪

ね、恋人は海に突き出た尾根をまわって小舟で送った様

子が見事に詠われている。

地殻変動に伴う地盤の昇降や、気候変化に由来する海

水位の沈水・離水作用は複雑なリアス式海岸をつくるが、

三浦や湘南地方はほとんどそのままの姿で尾根や入江が

保存され、谷戸の地形と谷戸周縁の急傾斜地形の発達が

顕著である。今も昔も地域の人々は地盤条件・斜面環境

を素直に受け入れ、それに適応した生活をつくりあげて

いる。とりわけ青少年の頃自然のなかで繰り返し経験す

る行動や修得した感覚は、長じて後の行動に大きな影響

を与えていると考えられる例がある。

2

流人生活の記憶と着想

源頼朝は義朝の第三子として出生した。1159年（平治

斜面環境
谷戸の記憶

中村三郎
なかむら　さぶろう

防衛大学校名誉教授
（財）砂防・地すべり技術センタ－ 理事
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元）12月、挙兵した義朝は平清盛に敗れ、東国をさして

敗走の途中殺され、頼朝は雪のなか平氏に捕らえられた。

京都で斬首されるところを池禅尼（清盛の父忠盛妻）の

とりなしにより一死をまぬがれ、1160年伊豆韮山の蛭ヶ

小島に流されたことはよく知られている。20年後の頼朝

挙兵までの長期間、この韮山において流人生活を送るこ

とになる。

彼の生活ぶりは内心はともかく、外見的には至極神妙

に流人生活を送っていたため周囲の承認を得、異例の自

由さのなかで日々を過ごしていた（若命、1979）★２。2

～3人の郎党と下人が従うだけの流人生活であるが、狩

猟や遠乗りを通して韮山・伊豆・相模等の在地武士達と

の交遊を深めることもできた。伊豆・箱根といえば言わ

ずと知れた天下の険、累々たる火山性砕屑物や火山溶岩、

加えて相模湾沿いの谷戸地形や崖の連なりなど、青年頼

朝にとっては格好の鍛錬の場であり、また地域の人々の

生活と自然との関わり等についても理解を深め得たもの

と考えられる。

1180年（治承4）8月17日頼朝は平家打倒

を期し挙兵した。しかし力およばず8月24

日、石橋山の合戦に敗れ安房国（千葉県）

へ逃れた。安房国へ逃れた後20日にして陣

容を立て直し、下総国府（市川市）の台地

へ進出し武蔵野進出をねらった。鈴木

（1989）★３によれば「武蔵野台地側には秩

父流平氏の一族江戸太郎重長が居すわって

いたため、容易に渡河を決行できなかった。

頼朝は約半月以上下総国府で足止めをさせ

られた。しかしその間に江戸川・隅田川上

流に渡河地点を見い出し、千葉氏の舟団を

用いて一挙に渡河して武蔵野台地へ入った」

とある。

台地といえば平坦なイメージがあるが、

広域な広がりをもつ武蔵野台地は多数の谷

によって刻み込まれ、大小の河川による開

析谷が樹枝状に発達し複雑である。これら

の谷すなわち谷戸（溺れ谷）地形は、およ

そ6000年前の温暖期、奥深い入江だったと

考えられている★４。

谷の多くは川の堆積物による埋積谷で大

小の沖積低地である。谷戸地形と背後の台

地周縁には、縄文～弥生時代以降の遺跡が

到るところに分布し、往時の人々は谷筋・川筋に沿って

生活していた。中世以降、湧水に恵まれた谷戸の谷筋は

主要な生活の場で、台地は未開な部分でせいぜい狩猟の

場であったと考えられる。谷頭部の湧水付近には権力者

（もっとも古い居住者等）、その全面の谷地に権力者の地

縁・血縁よりなる一族郎党が居住し、それぞれの谷戸地

域を確保し固めていた 。

当時頼朝は、武蔵野一帯を征服通過し早急に鎌倉へ入

る必要があった。そこで彼は各谷戸の征服・支配にあた

り、次のような戦術を繰り返したという。谷戸の入口か

らのアプロ－チは容易だが、谷戸低地帯内の一族郎党に

行動を阻止され時間をついやすことが当然考えられる。

そこで彼は、当時台地は未開なところが多く、行動に多

少困難性があったが、谷戸背後の台地を行動し、谷頭部

に位置する権力者を一気に強襲・説得し一族郎党を服従

させ支配するという手法である。

この戦術はかなり効果的で、10月2日に敵前渡河後わ

ずか4日の10月6日に鎌倉入部という快挙を成し遂げ、短

図-1

かわぐち

あかばね

いけ
ぶくろ

う
え
の

とうきょう

きちじょうじ

しんじゅく

しながわ

野火止 黒
目
川

白
子
川

石
神

　
井
池

三
宝
寺
池

富
士
見
池

成増

善福寺池

神
田
上
水

井頭池

新河岸川

谷
端
川
谷
田
川

荒川

江 戸 川 墨
田
川

神田川

古川

東

京

湾

呑川

渋
谷
川

仙
川 烏山川

目黒川

立会川

久
が
原
台

多
摩
川

浅
間
山

柳

瀬
川

田 柄 川

所沢台

朝霞台

武蔵野段丘

本

郷

台
豊

島
台

東
京
低
地

淀
橋

台

目 黒 台

荏

原

台多
摩
川
低
地

多
摩
丘
陵

下

末

吉

台

地

立
川
段
丘

石
神 井 川

妙正
寺川

善 福 寺

川

多摩面

下末吉面

武蔵野面

立川面

沖積面

泥炭地

0 5km

図-1 武蔵野台地の谷★4

武蔵野台地を開析する谷と川、各地形面（下末吉・武蔵野・立川）の高さの異なる面の境（各地形面の基底礫
岩層の部分）や谷の崖からは清冽で豊富な湧水が認められる。



どについての考えを縷々披瀝、加えて考古学者の馬淵和

雄氏、岡陽一郎氏の説を紹介、古都誕生の謎の解明はい

まだ先のことであると述べている。門外漢の筆者にとっ

て上記のことについて意見を差しはさむ余地はないが、

地域の人々の生活と谷戸の問題は昔も今もなおかかわり

が深い。

3

三浦の崖と鵯越え

過日、司馬 太郎の『三浦半島記――街道を行く 42』★７

のなかで、一ノ谷の合戦にかかわる次の文を興味深く読

んだ。

「一ノ谷の上に鵯越という崖がある、山路を駆けてこ

の崖の上まできたとき、源氏の武者のたれもがひるんだ、

足もとに大地がなかった。この時三浦党の佐原十郎義連

が進み出て、こういう坂は何でもないことを具申した。

（中略）鳥を追っているとすぐこういう崖になってしま

いますと、義連は半島の地形と日頃の暮らしについてふ

れ『こんな鵯越なんぞは三浦の者にとって馬場です』と

いいまっさきに坂落ししたため、他の者もあおられてそ

れに続いた」

司馬はこう書き綴っている。

この文を読みながら、源義経が武具に身を包み急崖を

下ろうとする勇姿を描いた絵本を、少年の頃見ほれてい
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期間の鎌倉入りを可能にしている。これも流人であった

青年時代、伊豆・箱根・相模の険しい山野を跋渉した時の

経験がしっかりと身心に記憶されていたこと、また、地

域の人々の生きざまと自然条件に関わる深い認識が、そ

の後の頼朝の戦術や戦略に生かされたものと考えられる。

鎌倉入部後、頼朝が本拠地として鎌倉を選んだ理由に､

「要害地」・「御曩地」（由縁の地）という2つの要因があ

げられる。このことについては、彼が安房国に留まって

いた頃、源氏の最長老である千葉常胤によってすでに献

策を受けていたということである★５。鎌倉は三方山で囲

まれ南だけ海という谷戸地形である。谷戸の性格を十分

承知している頼朝にとって、限られた弱点をカバ－すれ

ば「自然の要害」として格好の場である。加えて西に近

接する今日の寿福寺とその付近は、かねて義朝居館の跡

であり源にとって由縁の地である。鎌倉の古都誕生にあ

たり、頼朝から父と呼ばれるほどに信頼されていた千葉

常胤の献策と谷戸地形の意義は大きい 。

最近の読売文化欄で「頼朝父祖の聖地鎌倉選ぶ」「天

然の要害」説に異論、という岡本公樹（2007）★６の記事

を拝見した。記事では「頼朝が幕府を開く場所として鎌

倉を選んだ理由は、三方を山に囲まれ、正面は海という

天然の要害だったというのが定説だが、これに対し斉藤

慎一氏は近著『中世武士の城』（吉川弘文館）のなかで、

異論を展開。当時の武家の思想に基づいた非軍事的で宗

教的な『本拠』の設定だったとの新説を発表した」と紹

介している。

岡本氏はこの異論にかかわる城や武家の本拠、聖地な

写真-1

鶴岡八幡宮　1191年の大火類焼直後、頼朝によって大臣山
（大神山）中腹（境内の北を限る孤峰である）に造営再建さ
れた。谷戸地形谷頭部付近である。

写真-1

図-2 衣笠城址付近（佐原西）の急傾斜地（中村・画）
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た時のことを思い出した。同時に義連の館跡は筆者の住

所に近い佐原であることを知り、鵯越の坂（逆）落しと

三浦とのかかわりを改めて認識し直した ★８。

佐原十郎義連は三浦義明の7男である。三浦一族は頼

朝挙兵に応じてこれを全面的に支援した。義連は義明の

本拠衣笠城に隣接する佐原村に居住し佐原と名乗った。

頼朝に仕え、寿永3年平家追討に際して義経に従い西国

に赴いた。時に29歳・身の丈七尺五寸の偉丈夫であった

と記録されている★９。

往事馬術は主要な軍術であり、武士の首領たるもの馬

場を設け修練に励むのが常であったという。しかし、義

連は改めて馬場など設けることなく、身辺の峻険な山野

そのものを馬場となし、日々上下縦横に馳駆し馬と急崖

斜面に親しんでいた。湯本（1996）★10は「東国武士の強

さは馬にあった」と指摘している。すなわち鎌倉時代の

馬は今日の馬とだいぶ異なり、平均の体高は約四尺

（121cm）で、足も短く太くロバのような体形の馬であっ

た。鎌倉における発掘調査の結果から、東国の馬は西国

図-3図-2

と比較して大きくたくましく、体高の平均は129.5cmで

あったという。優れた馬を産する東北地方が近いのも東

国武士にとって有利でもあった。半野性的な逞しい馬を

相手に、急崖だらけの環境のなかで培われた義連の卓越

した馬術が、義経の騎馬による奇襲戦法に大きな役割を

果たした。

上記坂（逆）落しの場所については、古来論争の絶え

ない問題となっている。前述の司馬の記述では、「一ノ

谷の上に鵯越という崖がある……」とある。筆者も鵯越

は一ノ谷の直上部というイメ－ジをもっていた。改めて

坂（逆）落しに関する観光案内や史跡案内を見ると、そ

の多くは一ノ谷説による解説が多い。

しかし、神戸市文書館源平特集11において近藤好和

（2006）は、『吾妻鏡』や『平家物語』の記述によると、

坂（逆）落しの場所は鵯越えであるとの説が根強いと報

告している。ところがこの位置は一ノ谷東方8キロにあ

り、離れすぎているとの指摘がある。筆者は鵯越の地名

に惹かれ、長田区鵯越をたずね周縁の山野を歩き回った
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図-3 衣笠城址および佐原周縁の急傾斜地分布図（神奈川県2004）
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ところ、東里山町の山野井児童公園内に「源平の合戦で

源義経が行った“鵯越の逆落し”の古戦場はこの一帯で

あると云われている」（神戸市長 宮崎辰雄 ）

という記念碑が立っていた。

一方､一ノ谷にも合戦を偲ぶ各種の記念碑や施設が見

られるが、いかなる言い伝え・史実に由るものか筆者に

は判断できない。さまざまな史料や言い伝えの信憑性は

とにかく、義経の「逆落し」の場所を鵯越えであるとす

図-4写真-2
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る「鵯越え説」と、須磨一ノ谷であると考える「一ノ谷

説」の二つに分かれての論争は当分解決しそうもない。

鵯越えから一ノ谷にかけては、六甲断層系の須磨・高

取・横尾・丸山等の各断層が関与する峻険な断層地形が

発達している。加えて、中世の約1000年～1300年にかけ

ては、住（2005）★12によると気候は温暖な時期に相当

し、海水位は今日よりやや高かったということも考えら

れる。さらに古い時期の約5～6000年前は沈水海岸も発

達し、須磨区・長田区北部の一部には谷戸地形も発達し

た。断層と谷戸由来の地盤は今も昔も急崖・急斜面だら

けである。三浦の中心であった衣笠城址からみる周縁の

景観と、鵯越・一ノ谷周縁の険阻な崖斜面は心なしかそ

っくりである。

時移り人変わり、中世の源平合戦の修羅場は、今日都

市化の進展も加わり景観の変貌が著しい。いきおい人間

の都合が優先する環境が現出しやすいこともあり、1969

年には斜面の安心・安定のための「急傾斜地法」、さら

に社会の変化に合わせ、2001年には「土砂災害防止法」

が施行され、砂防事業が各地で遂行されている。兵庫に

おける急傾斜指定区域をみると、その多くは須磨区・長

田区西部の六甲断層山地と山麓部で、正に「坂（逆）落し」

周縁地域の急傾斜地がその対象である ★13。一

方、谷戸・断層の卓越する神奈川三浦半島は、その全域

に急傾斜地の発達が顕著で 、首都圏にも位置するこ

とから、メガシティ化も加わり、急傾斜地対策に伴う砂

防事業は、わが国でもトップの事業量を保つほどの斜面

環境つくりが行われている。その昔義経・義連が、東国

の悍馬で跳梁した坂（逆）落しの場はここだろうか？　な

図-3

図-6図-5

図中児童公園内に『源平合戦の折の「鵯越の逆落し」古戦場』の記念碑がある。
1969年以来急傾斜地対策が図中の各区域で実施されている。

図-4 鵯越周辺の地形図

写真-3 鉄拐山付近の山腹斜面

写真-2「鵯越の逆落し」古
戦場記念碑（神戸市長1997年）

図-5 須磨寺公園より一ノ谷・鉄拐山方面山腹（中村・画）
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どと、想いを馳せながら一ノ谷・鵯越・衣笠城址周縁の

険しい山稜・山腹を跋渉し観察し歩いた 、感無量

である。

4

地盤条件と推測

私達が認識している、歴史上の語り継ぎや事件・史跡

など、往時の地球環境や地盤条件とかかわりの深い例が

しばしば認められる。他方、史実には古来裏づけのない

情報や宣伝のために誇張された情報に由来するものも考

えられる。しかし歴史上の語り継ぎを聴き文献などを見

たとき、土地や自然とのかかわりを見い出し対比ができ

ると、その話題を素直に納得したくなる。わずかな情報

と情報をつなぐのが推理であり、推理に必要なものは史

観であるが、正しい史観をもち合わせていない筆者にと

写真-3

って、地形や地盤の変化と推理の整合性をどこまで追う

ことができるのだろうかなどと思うこの頃である。
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本小文の記載にあたり、資料収集などにおいて、大野宏

之・後藤宏二・石尾浩市・森脇康仁・宮坂清志・市橋清

功の各氏にご高配をたまわり、淵野修二・河村弘之の両

氏には現地踏査等で終始お世話さまになりました。厚く

お礼申し上げます。

図-6 須磨・長田地区　急傾斜指定区域（兵庫県砂防課2004）
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講師派遣　

日本放送「日本人の底力」

「エチオピア
道路地すべり災害調査」

協賛（後援）
●1月18日～19日 地すべりフォーラム2007 in 由比

●2月1日～2日 雪崩防災シンポジウム（協賛）

●2月1日～2日 第11回「震災対策技術展/自然災害対策技術展」

行事一覧（平成19年1月～3月）

STC短信

理事会・評議員会の開催【平成18年度第2回理事会・平成18年度第2回評議員会】
2月27日（火）午後、第2回理事会が、また、同日午前、第2回評議員会が、それぞれ当センターで開催され、次の議案について審議が

行われました。

●第1号議案：平成18年度収支予算の補正に関する件

●第2号議案：平成19年度収支予算（暫定）に関する件

また、審議終了後、報告事項として「公益法人制度改革の概要」についての説明が行われました。

平成19年1月14日（日）、俳優の菅原文

太氏がパーソナリティーをつとめるラジ

オ番組『日本人の底力』に、当センター

の理事長 池谷浩がゲストとして招かれ、

昨年刊行され話題を呼んだ『マツの話』

について語りました。

毎日曜日朝5時30分～6時（ニッポン放

送）のこの番組は、菅原氏みずからが人

選した各界の「古き良き日本人の底力を

もって頑張っている方々」をゲストに招

き、じっくりとした語り口でその核心を

引き出すことで、根強いファンも多いと

いうことです。

新春にふさわしい松飾りの話に始まり、

「日本人になじみの深いマツ」がわが国

に定着した経緯や、防災に果たした役割

が著書に沿って紹介され、温暖化に伴う

異常気象に対しての防災意識の変革の必

要性、衰退する日本の林業の復興が環境

の再生へとつながることなど、20分あま

りの短時間とはいえ、幅の広い展開をみ

せました。

（番組の内容については、企画部情報課加藤まで）

1月28日（日）日本薬学館・長井記念館で

行われた標記講座において砂防技術研究

所技術部長 松井宗廣が講師として招か

れ、『土砂災害と対策』について講義しまし

た。

2月2日　池谷理事長が標記講師に招

かれました。
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アリフさん受け入れ
「富山県砂防技術研修会」

2月8日　指標研修会に近藤専務理事

がが招かれ講義を行いました。
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アリフさん受け入れ
平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ
「平成18年度
山梨県砂防実務者研修」

2月15日　池谷理事長が招かれ講義を

行いました。
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「インドネシア
フラッシュフラッド調査」

3月3日～10日　企画部国際課長 比留

間雅紀が標記調査団に参加しました。
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平成18年度JICA研修生
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平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ
平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ
「水セクターアドバイザー
運営指導調査」

2月16日～24日　池谷理事長は国際協

力機構の通常指導調査のため、ヨル

ダンにおいて講演およびワークショ

ップを行いました。

1月12日～20日　砂防技術研究所長吉

松弘行は国際協力機構の標記調査の

ためアジスアベバに招かれ、現地調

査および技術指導を行いました。



平成19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

1．助成金額：一件につき、300万円以内（助成総額：約1300万円）

2．助成対象の決定等：平成19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一ヶ月以内に、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19年4月1日～30日

6．募集要領請求先ならびに問い合わせ先：

（財）砂防・地すべり技術センター　企画部　担当：吉田・岩岡

TEL：03-5276-3271

URL：http://www.stc.or.jp/

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ならびに地すべり、およびがけ

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、とくに問題意識が

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19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。

応募方法および様式は「平成19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
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日　　時 平成19年6月13日（水）13:30～17:00

場　　所 砂防会館別館　シェーンバッハ・サボー（淀・信濃）（東京都千代田区平河町2-7-4）

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。

平成19年度

「（財）砂防・地すべり技術センター講演会」のお知らせ

1．開催概要

1．開　会

2．主催者挨拶

3．来賓挨拶

4．講師

（1）気象庁予報部予報課気象防災推進室長

（2）北澤秋司（信州大学名誉教授）

（3）佐藤一幸（国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所長）

5．閉会

なお、詳細およ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：http://www.stc.or.jp/

2．プログラム（予定）



“春一番”の報せでようやくその到

来に気づいたほど、暖かい冬は春の

ありがたみを薄れさせます。この陽気では、お堀沿いの桜並

木でくりひろげられる新歓コンパの頃には、すでに葉桜でし

ょうか。ときに眉をひそめるほど羽目をはずす一団も見うけ

られますが、江戸の頃から花見といえば、町内や大店の親睦

会をかねた無礼講だったということですから、これもいわゆ

る“文化の継承”かもしれません。

日本人の心を惹きつけてやまない桜、徳川幕府は土木

事業にその魅力を最大限に利用しました。というのも、川沿

いに桜が植えられることが多いのは、堤防を守るという目的

で、幕府が推奨したのだといいます。根が土手を補強し、花

見客の足がさらに地面を踏み固め堅牢にしたのです。増え続

ける人口対策のため、幕府は海岸線の埋め立て事業に積極的

でした。その方法は、まず新しく埋め立てた土地に桜を植え、

それから遊郭を設ける、たちまち集まる群衆にしっかり土地

が固められたら、桜だけを残して遊郭を取り払う、そうして

残ったのが霊岸島だそうで、なんと巧みに人の心を利用した

街づくりでしょう。Yahooの“古地図めぐり”で時をさかの

ぼると、霊岸島付近は当時隅田川の河口部でしたが、現在で

は川は長く伸びて東京の新しいスポット、ウォーターフロン

トへと続きます。http://map.yahoo.co.jp/kochizu/maptop

そう考えるとお花見時の混雑も、なんだか有意義に思えて

きます、もっとも今では足もとはほとんどアスファルトです

が・・・・そういえば、花びらの散り敷いた歩道は、まるで

江戸小紋の反物をひろげたようですね。江戸っ子は満開の桜

よりも、舞い落ちる花びらが地面に降りつもる散り際を、“見

ごろ”と愛でたということです。

以上は、先年若くして亡くなった杉浦日向子さんの『お江

戸風流さんぽ道』からの受け売りですが、花吹雪に祝福され

て始まる新年度、小誌も『技術の伝承』『連載エッセイ』やコ

ラムなど新シリーズがスタートいたしました。

散る花の潔さはみごとですが、“砂防マン”がみならう

べきは、土手を守る桜の根の方でしょうか、その強さこ

そが美しさを支えているのですものね。（J）

30代向け：メタボリックが気になり出す頃だが、こ

こはガツンと行こう。トルコライスのフジ食堂な

き今（移転）、何を選ぶか。③「かわかみ」の餃子ラ

イス：市ヶ谷駅から日テレ通り方向、五番町交差

点角。ジャンボ餃子（6個）が水曜日半額で、ライ

スを付け、480円。堀向こうの市谷田町にもあり、

ここは火曜日が半額。夜も半額なので、「餃子とビ

ールで軽く……」というときによいです。④みず

ほ銀行うら「九龍飯店」の九龍麺：酸辣麺ですが、高

菜、タケノコ、椎茸などの具がすごい。

40～50代向け：⑤靖国通り近く「羽前」の合鴨セイ

ロおかわり付き：合鴨セイロ自体は普通ですが、一

度行くとおかわり（半セイロ）無料券をくれます。

⑥麹町郵便局先「福龍飯店」：鶏とカシューナッツ

の炒めなどの日替わり定食もよいですが、じつは

麺類がうまく、昔の支那そばに近いです。⑦STC

先京樽角を右の「知多や」の味噌煮込みうどん：寒

いときにはとても暖まります。麺は山○屋よりや

や柔らかめ。⑧オグラメガネ角を右、焼肉「ありが

亭」の野菜スープ煮定食：キャベツ、ジャガイモ、

鶏団子などをコンソメスープ煮したポトフのよう

な定食が体に優しい味です。筆者は飲みすぎた翌

日の出没率高し。

ご来社の皆様、どうぞお試しを。（H）

お昼時である（と思っていただきたい）。さて、

何を食べよう。市ヶ谷界隈での昼メシはどこが良

いだろう。コンビニ弁当や立ち食いそばもあるけ

れど、味気ない。ガツンと達成感をもって午後の

仕事に臨みたい。そんなあなたへ。

20代向け：①さくら水産（STC向かい、市ヶ谷プ

ラザ2F）の日替わり定食A、B：各地にあるが、500

円でご飯、味噌汁、生卵、海苔、漬け物おかわり

自由。大概、Aが魚、Bがフライ。筆者はおかわり

自由の店でおかわりを我慢するのが苦痛なので、最

近行くのを控えている。②堀向こう、ポロロッカ

に来る屋台のカレー：持ち帰りだが、普通盛でパ

ク森の倍はある（大盛り無料）。インド風カレーに

サフランライス、ヨーグルトデザートも付く。こ

れからの季節、買って、土手で食べるのも○。待

ち時間が長いのが難点。

昼食探訪
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界隈
食べある考

「味・量・価格」いずれも大満足の移動販売のカレー、ただし待ち時間で昼休みはほぼつぶれる

さて
何食べよ？

編集後記

市ヶ谷便り



至  四ッ谷

至  飯田橋

山脇ビル

アルカディア
（私学会館）

外堀通り

三菱東京
UFJ銀行

外堀

東京メト
ロ南北線

 市ヶ谷駅

有楽
町線
 市
ヶ谷
駅

都営新宿線 市ヶ谷駅
旧日
テレ
通り

靖国通り

JR 市ヶ谷駅 

ＪＲ総武線市ヶ谷駅徒歩1分
東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅（A2出口）徒歩1分
都営地下鉄市ヶ谷駅（A2出口）徒歩1分

「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

「SABO」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。
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