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巻頭言

流
（地）
域住民に学ぶ

新谷 融

あらや とおる

北海道大学 名誉教授
NPO 法人 環境防災総合政策研究機構（ CeMI）理事

私事ですが、3年前にようやく大学を卒業しました。何と

民の生活体験・視点から住民の言葉でなされることです。

北海道大学に45年も在籍していたことになります（出来が悪

これまでその障害になっていたものに、専門機関による住民

かったためです）
。卒業後の心身リハビリー（半年間）
を経て、

への専門用語の濫発があります。専門機関の発信情報には、

それまでできなかった地域住民との直接対話（社会教育）
を

住民理解を前提にしていると思えないときがあります。現地

行うべく、
NPO
（CeMI）
のお手伝いを始めております。この間、

説明会・公聴会等で機関が用いる言語は難解すぎるように

「大学」
・
「学会」などのアカデミー社会から離れ、地域の子供・

思えます。

中高年に、
“国土環境の保全と減災”
を訴えさせていただいて

つい最近知ったことですが、小学校低学年の子供にも理解

います。その中で気付き学ばされたことが多々あります。こ

できる言語には、四文字どころか二文字熟語もあってはいけ

こで、そのいくつかを述べさせていただきます。

ない、のが教育現場の常識！！ と先生方から指導を受けま
した。そういえば、専門用語を一切用いずに日常用語で砂防

一つ目は、住民と機関の位置づけです。地域（まち）
づく

について表現することの困難さに閉口した経験を思い出しま

りの主役は住民のはず……住民の、住民による、住民のため

した。となれば、
専門用語の日常用語への翻訳が必要となり、

の……、とすれば、機関は住民の支援者に位置づけられ、地

その役割は、還暦超えの専門OB達が担わねばならないこと

元自治体は正面支援、都道府県は側面支援、そして国機関

になります（私個人を含め、その自信のほどはか細い……）
。

は後方支援、の役割で“機関連携”
の姿はイメージできます。
機関連携はどこでも、また住民・機関連携もときどきみられ

三つ目は、住民語り部についてです。住民が住民（学校・

ますが、いずれも住民の姿・役割が不鮮明です。住民が住民

地域自治会・職場等）
に、
“環境の保全と減災”
について、生

情報発信、住民提案、住民選択等を放棄し、すべてを専門機

活体験・知恵をもとに継（伝）
承する住民語り部（
“人づくり”
）

関・行政に長期間一任してきたことから、支援者サイドも住

が不可欠です。

民ポテンシャルに期待していないかのようにみえます。

災害頻発域にある流域社会は、中山間の主産業がぜい弱

軽視し得ない住民ポテンシャルの事例を、いくつか学びま

化し、老齢化しているため、地域発展エネルギーが薄いよう

した。函館・松倉川整備計画での“住民選択”
（住民部会結

にもみえます。しかし逆に、自然共生の経験・知恵の豊かな

論：機関提案のうち私達高齢者世代は近未来計画を選択す

世代が濃縮していることから、世代・地域間の継（伝）
承エネ

る、将来計画については次世代が次災害の教訓を含めて再

ルギーは決して低いものとは思えません。むしろ心配なのは

選択する）
、有珠山・減災まちづくりに連動した“住民提案”

都市流域です。戦後列島改造期以後の“移民”
とその次世代

（1977・78噴火泥流災害後に住民が提案した砂防空間配置

が主体をなし、前者はすでに高齢化（筆者のように）
し、次世

案は、2000年噴火泥流災害後の砂防空間配置案の原型とな

代は育児・職務に必死で地域社会に目が向きません。しか

った）
、そして日高・沙流川流域未来づくりの住民部会にみ

し移民世代には、伝承すべき生活体験・知恵が乏しいものの、

る“住民情報の発掘・発信・継承”
などです。これらは住民

人間活動による流域改変（都市化）
の主役世代でもあること

が地域環境防災を担い得ることの証ですし、地域支援のため

から、保全・減災まちづくりの次世代継承者の役割からは逃

の機関連携の姿もより鮮明になってゆくものと思えます。

れられない、との思いも秘めているはずです。結局、保全・
減災の住民・機関連携の推進は、住民ポテンシャルの顕在化

二つ目は、住民が世代間・地域間に継承すべき情報は、住

を図ることに他ならない、と思う昨今です。
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土石流の正体は
寄稿

流水は掬い上げても水である。しかし土石流は掬い
上げたとしてもバケットの中は瓦礫が残るだけ、そ

ミステリアス砂防

の中身を見ることも、触れることも出来ない。
五月晴れのある朝であった。昭和53年上越妙高火
山麓で突如土石流が発生し死傷者がでた。現場では

内田辰丸

消防団・警察・自衛隊が直ちに救助活動に入った。

うちだ たつまる

NPO法人 砂防広報センター 参与

山中で何が起ったのか。白田切川を上流に向った。
雪代水の流はやや多かったが土石流が発生するよう
な状況ではなかった。
数年前桜島でも前触れも無く土石流が発生し砂防作
業員が生き埋めになった。曇りの日であった。
雲仙普賢岳では火砕流である。
火山には今でも魔物が蠢いているのか。
山腹に大規模崩壊地を発見した。崩壊面のあちこち
から勢いよく地下水が噴出している。崩壊土石30万
㎥は対岸に乗上げそのまま激しく流下している。
直進した流れは谷の出口で砂防堰堤の袖を捥ぎ取り
関川合流点まで走り抜けた。大部分は左右岸に溢れ、
大地を埋め尽くしている。
ゴルフ場の管理人はジープで時速70㎞、命からがら
逃げおおせた。
ホテルから目撃した人は「段波の前に15ｍほどの舌
みたいのがあり、それがすべてを薙倒していった」
土石流にベロがあるというのだ。
土石流の末端はまるで融けたチョコレートのようで
あった。
「1ｍの堆積厚さが、30分後には70㎝になっ
た」佇んでいた住民が話してくれた。
スコップを土石チョコレート所謂火山泥流に突き立
てた。湿った泥の中に、転石、砂利、木片、山肌や谷
間にある雑多な物が混じり、独特の匂いを放ってい
る。
30㎝は何処に消えたのか。末端からは水やその他の

不気味な音を響かせて駆け下りてくる土石流
『5.18妙高高原地すべり災害の記録』
（新潟県妙高高原 昭和54年発行）
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ものが流れ出した形跡はない。

匂いは依然として続いている。山の土を掘り起こし

滝と砂防堰堤

てもあの匂いはない。洪水や土石流にしかない匂い
である。

オランダの土木技師デ・レイケが言ったという、
「常

山土にある酵素が土石流に揉まれ発酵を促したのか。

願寺川は川ではなく滝である」
又デ・レイケの研究家である上林好之氏は彼のメモ

物質は内部エネルギーの多少により固体液体気体と

には次の記述があると述べている「常願寺川には滝

様相を変える。

が無い」

土石は重力と地下水圧のエネルギーにより水と空気
を含み液状化する。土石流である。

安政の地震のおりは滝がなかった立山カルデラは山

高い火山エネルギーは土砂を気状化する。火砕流で

がさけ、河床は崩れ落ちた土石で埋まり、降雨ごとに

ある。

多量の土石流が発生し、其のつど富山平野を襲った。

蹴っても叩いても動かない土石チョコのあの運動エ

一方支流の称名谷はカルデラの直ぐ隣合わせにもか

ネルギーは何処に、どのように去ってしまったのか。

かわらず何故か山も谷も無傷であり、土石流の発生

このエネルギーを消滅させる技術を工夫できれば、

もない。

最も効果的な土石流対策となろう。

ただ其処には頑丈な砦、称名滝があった。
滝は渓床勾配を緩やかにし、山腹を安定させる砂防

飛沫か霧か

堰堤の機能を持っていた為であろう。

土石流を題材にした小説が数多くあるが、昭和13年

カルデラの砂防計画はこの称名滝を手本とし策定さ

と昭和42年の六甲山土石流災害をまたぐ陳舜臣の

れた。それが白岩砂防堰堤であり、カルデラの出口

小説「燃える水柱」
がある。

を固めた砦土石流防止の直接工である。

生田川が六甲山に駆け登る所「布引の滝」
付近で水柱

正に滝は自然の砂防堰堤であり、砂防堰堤は人工の

を見たという13年の災害に纏わるミステリーじみた

滝である。

描写から物語がはじまる。

本宮堰堤の謎
山腹崩壊や土石流流下瞬間の記録写真は天候、
時刻、
場所、カメラ持参など条件が揃って始めて撮れるも

常願寺川にはもう一つの代表的な堰堤がある。扇状

ので、確率の低い貴重なものである。数葉しか見て

地をなす富山平野の入り口を固める砦本宮堰堤であ

いない。

る。土砂の流下区間に位置し、貯砂を目的とした間

その多くに霧か霞模様がかかっている。水か土飛沫

接工である。

だろうと考えていたが、そうとも受け取れない節が
ある。

砂防の先達赤木正雄著『砂防一路』を紐解いた。
いくら探しても本宮堰堤に関する記述は一行もない。

短時間に数万㎥から数十万㎥に及ぶ土量が移動し、

なぜ彼は本宮にふれなかったのか。

大気を圧縮し希薄にする。その際断熱膨張による冷
気が幕引くような霧を発生させた可能性が大である。

久しぶりに本宮堰堤を訪れた。堆砂地はまるで砂漠

布引滝を多量の土石流が流下、断熱膨張により霧が

であり、左岸堰堤袖から堤防が上流に向かって築造

発生し、それに加え水土飛沫、小竜巻、光の反射に

されている。

より水柱模様が現われたかも知れない。それとも作

河床が上昇し、洪水の恐れがある集落を守るため必

家の創作なのか。それにしても珍しい話ではある。

要になったのだ。

土石流には解けない謎が数多く存在する。

堰堤を計画する時は河床の上昇低下を注意深く検討
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しなければならない。

止まらない地すべり

今は亡き元砂防部長の矢野義男氏に尋ねた。彼は赤

昭和33年地すべり等防止法が制定された。現場では

木の娘婿である。

効果的な工法を見出しできず、四苦八苦していた。

「赤木先生は本宮堰堤についてどう考えていたのか」

ある砂防部高官が明言した。
「地すべりは止まらない。

「赤木はカルデラの整備をしなければ、下流でいくら

地すべりが止まったというのは、そこが地すべりで

工事を施しても賽の河原である。その費用があれば

なかったからだ」そういう時代であった。

砂防につぎ込むべきであると考えていた」
徳島県に中茂樹という砂防課長がいた。独特の地す
違った考えの人もいた。赤木の内務省同僚の蒲孚氏

べり論を展開していた。地すべりは地下水圧で発生

である。彼も砂防の大家を任じていた。

する。

「運搬路もないカルデラに足を突っ込むとはクレイジ

徳島の地下水は剣山の地下水と連絡し、降雨により

ーだ。下流から堰堤を築き順次上流に向かうべきで

剣山の地下水が上昇すると一斉に地すべりが始まる。

ある」

眉唾みたいな話であったが、藁をもすがる思いで指

赤木と真っ向から対立する計画論である。

導をお願いした。

もう一人砂防の論客がいた。鷲尾蟄龍氏で富山工事

地すべり地を案内しようとしたら、反対方向に行っ

事務所長を勤め常願寺川の河川工事に苦労していた。

て欲しいとのことである。言われるまま俯瞰できる

「赤木さんの砂防計画は正論であるが、河川工事を担

小高い丘に陣取った。

当するものとして、降雨毎に転石が流れきて手戻り

「竹林がありますね。竹は非常に水を欲しがります。

が生じ、工事が遅々として進まない。工事箇所の上

地下水が豊富です。その地下水が地すべりを引き起

流に堰を設置し流石を防ぎたい」

こしています。あの竹林の下にむかって300メート
ルの下向き斜めボーリングをしましょう」

この交わりなき論争の板挟みになった富山県の苦肉
の策であったろう。堰堤を河川事業として計画し、

ボーリングが神戸層を貫いて六甲山地下の花崗岩に

内務省新潟土木出張所に工事委託するというもので

達した当りから地下水が噴出した。

あった。

地すべり地は干上がり、地すべり移動は止まった。
しかし付近の井戸水が涸れ、苦情が続出した。

堰堤の直上流に芦峅寺の集落がある。地すべり地で

他の地すべり地では竹林の下を掘っても地下水の湧

あるが不勉強のせいで見過していた。堰堤築造後地

出はなかった。

すべりの動きが止まったという。
河床の上昇が地すべり防止のカウンターウエイトに

この時以来地すべり地を外から眺めるようになった。

なっていたのである。

地すべり地を日長眺めるのが調査の第一歩であり、

地すべりをも視野に入れた先人の堰堤計画であれば

眺めるうち地すべりの全貌を把握し、調査方法、工

脱帽しなければならない。

法もイメージ出来る様になった。

蛇足：地元では本宮をオングウと発音する。

だが中には水を抜いても、杭打ちしても止まらない

私はかって水通しを切り下げスリットとして、日頃

地すべりがある。調査してもすべり面が確認できな

は排砂して貯砂量を確保し、非常時に備えたらと考

い。

えていた。重石であれば河床を下げることは出来な

人家、構造物が毎年少しずつ傾く。可塑性の地中粘

い。

土が変形していくのだろうか。
元高官の言も一理あるかも知れない。
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蛇足：今でも地形を眺め、あれこれ推察するのに飽
きることはない。それに引きかえ美術館は10分間で

昔の城は石垣の懸垂線が人の目を引きつける。

翻ってわが砂防堰堤はどうか

飽いてしまう。
昔の堰堤は水通しなど意識的に石積みで曲線をつけ

直線と曲線

ている。自然に溶け込んで美しい。
昨今のコンクリート砂防えん堤は何故幾何学直線形

航空写真にみるアマゾン川の蛇行は優美である。あ

で突出させ、自然に馴染ませようとしないのか。

れが直線であったらどうだろう。味もせせらも無く、

形あるものは壊れ、出る杭は打たれるというのに。

また原始林にあまねく水を供給することもできない。

自然に溶け込んだ堰堤は滝と同様自然とともにある。

蛇行こそは川の本質である。
富士山の懸垂曲線の美しさは日本の美である。単な

六甲山の東、宝塚市に逆瀬川がある。その名のとお

る三角形であったらどうだろう。鉋かけして削りた

り暴れ川であった。赤木正雄氏の指導で天端法線が

いと思う人がいるだろう。

美人の鼻筋のように通り、見事な美しい砂防流路工
である。

本四架橋を金食い虫だと非難するが、橋の容姿を貶

コンクリートで固めた流路工法線はギクシャクとし

す人はいない。吊りロープが優美な曲線を画いてい

団子鼻にも劣り自然に沿わず、むしろみっともない

るからである。

姿（という人もいる）
を衆人にさらしている。

道路すら意識的にカーブをいれる。それも美しい。
直線区間が長くなると運転手に心理的圧迫を与える

昨今のどの砂防設備が50年後文化財となる栄誉に

のだろう。

輝くだろうか。

鉄路は直線が安全性にとって最適である。しかし其

先人の審美眼を見習い優美で力強く、自然に溶け込

処を走る電車は見事な流線型である。

んだ設備を設けるのが砂防技術者の使命である。

逆瀬川（宝塚市）
兵庫県土木部砂防課 昭和60年発行
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中東の国
ヨルダンと砂防

図- 1 地形分類図
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——乾燥地砂防の創設にむけて——
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池谷 浩
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いけや ひろし

（財）
砂防・地すべり技術センター 理事長
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高原
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渓谷内
砂漠

図-2 平均年間降雨量分布
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ムジブダム
死海

主要都市

ヨルダン

1 砂漠の国ヨルダン
昨年の秋のことであった。
「ヨルダンで砂防の話をし

イスラエル

てくれませんか」と牛木さん（JICA在ヨルダン国際協力

マーン
サウジアラビア
エジプト

50mm
100mm
150mm
250mm
500mm

アカバ特別経済区

専門員）
から頼まれた。
「1週間程度なら何とか時間はつ
くれるかも……」と答えたのだが、話はドンドン進んで本
当にヨルダンに行くことになった。

0

100km

砂漠の国ヨルダンで砂防が何故必要か、どんな課題が
あるのか気になり乾燥地についての情報を調べた。その
結果、ヨルダンのようないわゆる乾燥地＊と言われる地
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域が世界の陸地の約40%にものぼることがわかった。

写真-1

そして、それらの地域では人口増加に伴う開発や近年
の気象の変化で土砂災害＊＊が発生している。そこで今
後の海外における技術協力という視点で砂漠の国を見て
くることにした。
ヨルダンは正式名称を「The Hashemite Kingdom of
Jordan」と言う。国土面積約9万㎢（日本の約1/4）
、人
口は548万人（2003年）
、現在パレスチナやイラクから多
くの移民が入り込んできている。国の四方はイスラエル、
パレスチナ暫定自治区、サウジアラビア、イラク、シリ
アに接していてハーシム家出身の国王が世襲統治するア
ラビア語圏の国である。
ヨルダンの地形は大きく三つに分類される図- 1 。国土

写真-2

の約80%を占めるのは砂漠である。西側はヨルダン渓谷
と呼ばれる地溝帯で、有名な死海もここに存在している。
ヨルダン渓谷と砂漠の間を南北に高原地域が位置し、
この高原地域 写真- 1 と渓谷内 写真-2 に集落や都市が存
在している。
最高標高は南部ラム山の1754m、最低標高は死海水
面の海水準面下418mである。地質をみると白亜紀から
古第三紀の堆積岩が国土を形成していて、地溝帯内は第
四紀の堆積物で覆われている。東部砂漠の中には玄武
岩が、また南部アカバ周辺には花崗岩がみられた。
植生は一部の山地と地溝帯を除いてきわめて少ない。
とくに砂漠地帯は空から見るかぎりほとんど緑はない。
その理由は降雨量が少ないことである。年間平均雨

写真-3

量は約100㎜、一部の地域では年間降雨量が500㎜を超
すところもあるが国の大半は年間降雨量が150㎜以下と
なっている図-2 。そのため世界でも有数の水不足に悩
まされている国といわれている
＊ 乾燥地の定義は国連環境計画（UNEP1997）により示されている。
それによると降水量と蒸発散位の比を乾燥指数と呼んでその値により乾
燥地を分類している。★１
＊＊ 海外のニュースなどではFlash Floodという言葉で表現されている
ことが多い。しかし、今回ヨルダンで災害の映像を見、また現地で被害実
態を見たところ、明らかに土砂による災害と判断できたので、本文では土
砂災害という言葉を使っている。

2 ヨルダン国における土砂災害の実態★１
2-1 ヨルダン渓谷内の土砂災害
ヨルダン国の主な地域を調査した結果や、現地で行政

ヨルダン渓谷内はヨルダン国の数少ない農業生産地

担当者から聞いた話、また、現地の新聞等の情報をもと

で、現在、野菜や果実の一大生産地となっている。野菜

にしたヨルダン国における土砂災害の実態について紹介

や果実の国内消費の70 ％は渓谷からのものといわれて

する。

おり、一部トルコを経てヨーロッパへも輸出されている
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写真-4

写真- 5

状況にある。そして、これらの農作物の運搬は渓谷内を

への道路の整備が現在急ピッチで行われている。とくに

貫通する国道に頼るところとなっている。最近の土砂災

開発は常時水のない河川の扇状地面上で行われている

害としてはこれら農地や国道が土砂の流れにより被害を

ことから、出水時には当然災害を受けることになる。

受けている。

事実、2006年にはワジ・ムブラックでコンテナ会社が

具体的には死海から北の地域では17地区で土砂災害

被災し、人的被害が生じている。また、アカバ特別経済

を被っており、ワジ・ヌヘイル地域では2006年10月27

区の開発の主体が行われているワジ・ユトゥムの扇状地

日の災害で住居、水路が被災している。また、クレイマ

では2006年2月2日の災害で死者5名、18. 5 ㎞にわたる

地区では農地と道路が被災しているが、この原因として

水道管の破壊、空港の被災など悲惨な土砂被害が生じて

は道路により河川の流れが道路と平行方向に直角に曲

いる 写真- 4 。

げられ、かつ下流側に充分な断面を有する流路がないこ
とがあげられる 写真- 3 。

2-3 その他の地域での土砂災害

死海から南部では7河川の地域で土砂災害が発生して

国の中央部の高原を侵食したワジ・ムジブはその景観

いる。とくに道路被害が主であるが新しい住居が被災し

からしてヨルダンのグランドキャニオンともいえる姿を

ているところもある。

示している。同時に多量の土砂を流送した証拠として河

この他、降雨による崩壊で国道が不通となる災害例と

口部では死海に突出した半島を形成している。その様子

して、2006年12月22日からの降雨によりヨルダン渓谷

は50万分の1の地形図でも明確に確認できるほどである。

内の国道で6箇所の交通止めが生じ、南シューナ地区で

このワジ・ムジブに首都アンマンへの上水の供給、死

は13箇所で土砂崩れが発生して死海－アカバ間の国道

海南部地域での灌漑用水、死海東岸の開発および将来

が閉鎖されたことが12月24日付「Al-Rai」
（ヨルダン日

の水需給に対応する目的で2003年ワジブダムが完成し

刊紙）
に記述されている。

た 写真-5 。ダム高62m、全長765mのRCCによるダムは
貯水容量32百万㎥でゲート操作はなくダム天端を洪水

2-2 アカバ特別経済区内の土砂災害
税の免除や輸入関税の免除などの特典を掲げ、外資を
誘致して、今後20年間に約7万人の雇用を見込むアカバ
特別経済区では住宅地域や商業地域の造成と周辺地域
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が越流する方式をとっている。巨大な砂防堰堤とも考え
られるダムの水通し部の断面は、計画流量5839 ㎥/sの
洪水が安全に流下するよう計画されている。
このダムの上流端で2007年２月大規模な地すべりが

T O P I C S
写真-6

写真- 7

発生している。またダム湖内でもすでにクラックが形成

い。
「雨は危険」と思う思想はすぐには一般の人々に定着

された斜面が存在し、近々崩落すると思われる地すべり

しないであろう。

地が見受けられた 写真- 6 。
ヨルダン国内を車で走ってみたが国道を含む道路では

雨が慈雨なら、上流からの土砂によって形成された扇
状地は貴重な平地であり肥料分をもった土地でもある。

道路法面が各所で不安定な状況にあり、法面上ではうき

そこで比較的平坦な扇状地面上は農地や住宅地へと土地

石も多く見受けられた。また道路の構造面からみると排

の利用形態が変化していくのも当然の成り行きであろう。

水溝が設けられていないため、斜面からの表流水が道路

とくに、気候が温暖なヨルダン渓谷内は灌漑施設の整

を洗堀している場所も数多く見受けられた。

備により国内農作物の一大生産地へと変化し、南部の港
町アカバは輸入関税をなくして貿易の地へと変化した。

３ 何故土砂災害が生ずるか

この他、人口増加なども含めた社会的条件の変化は農
地や都市の開発を土砂移動の発生している場へと拡大

ヨルダンで今遺跡の発掘が盛んに行われている。その
うちの一つウム・カイスでは日本の援助で国士舘大学の

させた。
そこで降雨の度に土砂災害が発生するようになった。

グループがドイツ隊と競って発掘を行っている。話によ

加えて近年の異常気象により降雨の時期や強度が変わ

るとこのウム・カイス遺跡は中近東におけるローマ時代

ってきたとも言われている。

の10大遺跡の一つでダマスカスやアンマンの遺跡と肩
を並べるものといわれている。

今後のより明確な気象変化により土砂災害がヨルダン
にとって重要な問題となることが考えられるのである。

すなわち、今から2000年前の時代には立派な都市が
あり、構造物の屋根がレバノンスギで造られていたこと

４ ヨルダンの砂防

から当時の植生は今よりはよい環境下にあったと考えら
れている。その後の小雨や人間生活による緑の破壊が今
日のヨルダンの砂漠化の原因と言われている。

当然のことではあるが、現在ヨルダンには砂防という
概念はない。故に砂防事業もなされていない。しかし、

2000年にわたって、乾燥地と付き合ってきた人々にと

水不足から水を有効に使うための方策として高原地域

って、雨は慈雨であり恵みであった。この長い歴史を経

や渓谷への斜面で小面積の集水のための対応がなされて

て培った人々の思いはそう簡単に変えられるものではな

いる。
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写真- 8

写真-9

写真- 7 は首都アンマン近くの高原地域で見られた高さ

の担当者からなされた。これらからもヨルダン側の乾燥

2m程度の土堰堤で農業用水用の水溜め堰堤として活用

地における諸課題解決のための意欲が強く感じられると

されている。土堰堤のうち水がオーバーフローした一部

ころである。

の堰堤ではすでに破壊が生じていた。このような集水対

そこで、今後より土砂災害の対応が求められる国ヨル

策には土堰堤の他、石積堰堤、蛇かご が用いられてい

ダンに、そしてヨルダンだけでなく、類似の乾燥地を有

るという。対策はプロジェクトフィールドで農業省の手

する世界の国々に土砂災害を防止するとともに、少ない

により実施されている。

量と機会の雨水を有効に活用するシステムとして「乾燥

この他高原地域、とくにBadiaと呼ばれる遊牧民の地
域では等高線上に溝を掘るもの、石積みをするもの、な
どが行われている。
またBi’r
（ビイル）
と呼ぶ小型の地下水槽 写真-8 を作り、

地砂防」が必要であると考えた。
ヨルダンにおける「乾燥地砂防」でもっとも基本とな
ることは、ワジと呼ばれる平時には水のない河川におい
て、時々降る雨により災害が発生することを防ぐことは

ここに表面流を流し込んで水を利活用する古くからの伝

もちろん、乾燥地特有の問題を同時に考慮しながら対策

統的な技術が用いられている。高原から渓谷に下る斜面

を実施する必要があることである。すなわち

ではJVA（ヨルダン渓谷開発庁）
の手により斜面の等高

① 降雨による災害、とくに土砂災害を防ぐ

線に沿って小規模なテラスを作る手法が実施されている

② 少ない機会と量の雨水をできるだけ活用できるよう

写真- 9

。いずれも雨水を有効に活用しようとする考えの

にする

基に実施されているがこれらの技術を流域単位でシステ

③ 流出土砂の農地化など土砂の再活用を考える

ム的に用いると出水時のピークカット効果も期待できる

④ 長期的な視点にたって緑の復元を考える

ことから、今後の砂防的活用が望まれるところである。

の4つの視点が重要である。
ヨルダンにおける課題を解決するためには、まず防災

５ 乾燥地砂防の提案と実施にむけて

という意識をみんながもつことが求められよう。そして
ヨルダンにすでにある伝統的な技術を活用して災害対

砂漠の国ヨルダンを訪問して本当にヨルダンでは土砂
災害に困っているという事実を体験してきた。とくに一

策を実施するとともに、水資源や土砂の資源の再利活用
を同時に考える砂防を実施することが大切である。

日かけて行われた日本の砂防に関する筆者の講演には

そのためには、対策に必要な基本量（雨量、流量、土

JVA、公共事業省、農業省、水・灌漑省、ヨルダン科学

砂量など）
の調査や、防災地形の調査をしてハザードマ

技術大学など関係機関の局長や学長クラスの人が多数

ップを作り、どこが危険かを知り新たな開発の危険区域

出席し、本気で話を聞き、質問をしていた。また最終日

への進出を防ぐことがまず必要である。これらをまとめ

のワークショップでは5日前の筆者の講演で話題となっ

て、
「乾燥地における砂防基本構想★１」として提案して

た日本の砂防技術に期待する発表がヨルダンの各省庁

いるところである。
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写真- 10

ヨルダン点描

従来の日本の砂防を一工夫して、土砂災害防止のため
の河床勾配論ではなく乾燥地に適合した水収支論を基

国土の80％を占める砂漠。
風紋に、強い日差しが織りなす光と影のコントラストが美しい。

にした砂防の実践をする必要がある。また具体的対策
の一工法として、砂や石そしてセメントの豊富なヨルダ
ンではソイルセメントの活用が考えられるし、石を積ん
でその間にセメントミルクを注入する工法なども有効と
考えられる。
またシミュレーション手法と地形判読をベースとした
ハザードマップの作成は危険区域内の住民の防災意識
の向上と危険区域への開発進出の防止に役立つだろう。
これらの日本の技術を現地に適用させることも重要な技
術協力となる。
このような砂防技術を活用した問題解決に対しては、
在ヨルダン加藤重信大使も緑の復元を含め日本の砂防技
術に強い期待を表明していた写真-10ことを付記したい。

八百屋の店先には、農作物
が豊かにならぶ。その大部
分は、ヨルダン渓谷におけ
る大規模な灌漑事業のも
たらす恵みによるものだ。

本文を読まれた方は是非乾燥地の砂防に興味をもっ
ていただき、新しい日本からの技術協力の発信に協力し
ていただければ幸いである。
末筆ながら今回のヨルダン訪問の機会をつくってい
ただいたJICAの牛木さんおよび現地でお世話になった
JICAヨルダン事務所の皆さんに御礼を申し上げる次第
である。
そして乾燥地砂防の実施によりヨルダンを含む世界の
乾燥地で土砂災害が減少し、安全で安心して生活できる
国づくりがなされることを願って筆を置くことにする。

★参考文献
１ 池谷浩：
「乾燥地砂防の提案－ヨルダン国を例にして－」
砂防学会

誌投稿中

街の食堂での一皿。うすいパン
で包んだ羊肉にポテトやヨーグ
ルトサラダが付け合わされて約￥
500。右は日本でもおなじみの
ドネルケバブ。スパイシーな香り
が街角に流れる。
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現場から――座談会

平成18年７月
長野県土石流災害を
振り返って
（財）砂防・地すべり技術センター
企画部

開催日：平成19年3月15日
（木）
開催場所：長野県諏訪建設事務所
参加者（敬称略／役職は開催当時）
長野県

小田井沢川被災状況（国際航業株式会社、株式会社パスコ撮影）

長野県では、平成18年7月の豪雨を誘因とする土
砂災害により、岡谷市周辺で死者が10名という大き

原 義文

（土木部砂防課長）

柳瀬 勝弘

な被害がもたらされました。
（財）砂防・地すべり技術

（土木部砂防課砂防係長）

センターは、長野県より「 18国補災害関連緊急砂防

小山 栄樹

（土木部砂防課主査）

事業に伴う土砂災害対策検討業務委託」
を業務受託し、

平沢 清

（諏訪建設事務所長）

土砂災害の原因分析、災害対策の検討、警戒避難体制

藤本 済

（諏訪建設事務所整備課整備第一係長）

に関する検討等を実施してきました。 ここでは、こ

（財）
砂防・地すべり技術センター

万膳 英彦

（企画部長）

池田 暁彦

（砂防部技術課課長代理）

吉田 真也

（企画部企画情報課課長代理）

加藤 誠章

（企画部企画情報課技師）

の調査にあたりご指導いただいた長野県の幹部の皆様
にお集まり願い、災害に対して長野県ではどのような
対応がなされたか、あるいは何が課題となったのかを
明らかにし今後の教訓にするため、当時の災害対応を
振り返っていただきました。

万膳● 本日は年度末のお忙しい時期にお集まりいただ
きありがとうございます。平成18年は、不幸なことに岡
谷市周辺で7月の豪雨により大きな災害がありました。
本座談会では、長野県で災害時にどのような取り組みを
され、特にどのような点が大変だったというような話を
いただきたく思います。

地域の特徴と住民の意識について
平沢● 私は三十数年勤めていますが、こんな災害は初
原課長（中央）
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めてです。水害についてはあらかじめ想定していました
が、このような土砂災害は想定していませんでした。諏

現場から

訪地域はあまり雨が降らないと考えられていましたが、

藤本● 岡谷市では平成10年にハザードマップを配布し

今回の降雨では釜口水門付近では400mm以上の総雨量

ています。しかし、住民の方々に災害が発生するかもし

を記録しました。この地域に雨が集中したこともあり、

れないという意識がないと行政が情報を発信しても受け

まさに特異な状況でした。

とめてもらえない面があります。住民の方に伺うと、悪

岡谷市は土砂災害を受けたことがないと言われていま

い方には考えたくないという傾向があるのでしょうが、

す。とくに諏訪湖西岸の西山地域というのは災害とは無

30年程度土砂災害が発生しないともう起きないだろう

縁の地域と信じられていました。一方、天竜川沿いの川

という発言が目立ちました。

岸地区は土石流ではなく、天竜川の水害を気にしていた
ため、避難する方もいました。今回被災した地区でも避

原● 昭和58年に土砂災害で人が亡くなった災害のこと

難意識が高ければ被害が小さくなったかもしれません。

を諏訪市の職員の方はよく覚えていましたが、岡谷市で

下諏訪町
岡谷市

塩尻市

辰野町

諏訪市

土石流災害発生箇所
がけ崩れ発生箇所
浸水範囲

0

2km

被災箇所位置図＊
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報を収集するかです。情報が欲しければ待っていては駄
目で、可能なら災害前から市役所等に職員を派遣するの
がよい方法です。市町村としても県の専門的な職員がい
ることは非常に有用です。今回は柳瀬係長を派遣しま
した。
柳瀬● 岡谷市からの要請があり、7月25日から10日間、
湊支庁にあった現地対策本部にいました。当時は自衛隊、
警察、消防が捜索活動を行っていました。私の一番大き
な任務は、2次災害を防ぐため、上流の巡視と、捜索活動
の中止基準に関して、岡谷市をサポートすることでした。
岡谷市としても専門的な相談ができる相手がいたのはよ
かったのではと思っています。また、
県の職員である我々
藤本係長（左）
、平沢所長（右）

としても技術的な限界があるなかで土木研究所の栗原
上席研究員を始め、国の専門家に助言をいただいたこと

は江戸時代以降、人が亡くなるような災害がなく、災害

は感謝しています。

に対する意識は低いようでした。
小山● 私は災害当時、県の災害対策本部で、林務や農
災害経験のない岡谷市では、豪雨時に情報がたくさん

政と調整を取りながら、資料整理・データ整理をしてい

きても、土砂災害に関する情報が水位の情報などに埋も

ました。今回現地に派遣された方のうち、柳瀬係長など

れてしまい、うまく整理できなかったと聞いています。

の専門家からの情報は確度が高かったのですが、専門外

一方、災害経験のある諏訪市では土砂災害の発生を

の派遣職員の方からの情報はうまく伝わらなかった点も

想定していたため、情報の取捨選択ができていたようで

ありました。曖昧な点は専門家に現地確認をお願いする

す。今後は災害を経験していない地域で情報をどう扱う

などの対応を取ったために時間がかかりました。私は阪

かが課題と考えています。たとえば、リアルな防災訓練

神大震災の時に派遣されたことがあるのですが、そのと

を行うなどの対策が必要であると考えています。

きと同様に今回の災害でも移動時間に時間がかかりま
した。これらの要因により、情報化が進んだ現在でも情

万膳● これからのソフト対策として、住民の方の防災

報伝達に時間がかかることは改善されていないように思

意識を高めるためにはどのような対策を行う必要がある

います。

とお考えでしょうか。
平沢● 災害対策本部のほうが、ヘリコプターによる上
平沢● この地域にはマスコミが16社ありますから、地

空からの情報が得られるため、むしろ早くて正確な情報

域の情報というのは住民の方に伝わりやすい。したがっ

をもっています。もちろん、ヘリコプターから得られる

て、マスコミを通じて防災についての啓発活動を行うこ

情報は大まかなものですので最終的には現地からの情報

とも有効だと思います。

も必要になりますが、現地調査には時間がかかるため初
動でわかることには限界があります。

災害時の対応について

的確な情報の収集のためには、ヘリコプターの飛行行
程策定に砂防の専門家の意見を反映させることと、現地

原● 災害発生時に県がいちばん困るのはどうやって情
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調査の要員に空撮の結果を伝えることで相互の情報交

現場から

志平川土石流流下状況＊

換を緊密に行うことが重要だと思います。

いますが、委託したコンサルタントによって設計にばら

また、災害時の人員の確保という点では、難しいかも

つきがありました。その理由の一つは土石流対策指針

しれませんが、前もって何が足りなくて誰を派遣するの

や河川砂防技術基準についての解釈に差が出たためで

かは調べておくとよいと思います。また、県から多くの

す。その調整に苦労しましたが、そのなかで現場で判断

職員を派遣する一方で、他県等から人員の補充を行うと

のつかないものについては砂防・地すべり技術センター

よいのではないでしょうか。

災害後の対応について
平沢● 今回の災害では災害関連緊急砂防事業がただち
に採択されたことで、地域住民の砂防事業への必要性の
理解が深まりました。県としては非常に助かりました。
藤本● 現場では、7月21日からコンサルタントの方に協
力していただき初期対応をしました。その結果もあり、
早いところでは、12月1日に起工式を行いました。現在
はコンクリートを打設しているところです。次の7月19
日までには対策として一定の形をつくりたいと思ってい
ます。
今回の対策工事では20基のえん堤を同時に構築して

柳瀬係長（左）
、小山主査（右）
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に相談しながら設計を確定しました。

また、本災害では流木の影響が大きいものでした。マ

池田● 私が技術的にお答えできるものはその場でお答

スコミ等で木の根系による崩壊防止機能がよく言われて

えして、お答えできないものについては内部で答えられ

いますが、根の機能にも限界があることを学術的見地か

る者に連絡して、藤本係長と直接お話をさせていただい

ら明らかにすることの必要性も感じていました。そのよ

ておりました。

うなことを踏まえて、信州大学名誉教授の北澤秋司先

おそらくこれだけの短時間で20基のえん堤を設計し
たという話は全国的に初めてではないでしょうか。

生を委員長とする「平成18年7月豪雨土石流災害対策検
討委員会」を設置しました。
今回の小田井沢（湊地区）
の土石流は、非常に礫が少な

委員会による知事への提言

く水分量が多かったこと、流木の影響が大きいことが特
徴的でした。当初はその点を整理する方向で検討を始め

原● 今回の災害は、現象自体はかならずしも大きいもの

たのですが、周辺地域ではいわゆる従来通りの砂礫型の

ではありませんが、被害は非常に大きいものでした。ま

土石流が発生していることがわかりました。もう一つの

た、本災害は水害や道路災害を含めた複合的なものでし

パターンとしては、いわゆる谷形状でもなく、がけのよ

た。これらの背景を踏まえ、とくに被害が大きくなった

うな勾配をもっていないところで、地すべり的に滑った

原因と、ソフト対策の方向性を明らかにし、今後の参考

ケースも少しありました。大きく分けて上記の3パター

にするためにも、全国の皆様にもわかりやすい形で整理

ンの災害形態がありました。委員会ではそれぞれの事例

する必要があると考えていました。

について議論いただいたうえで、しっかりとりまとめる

小田井沢川土石流流下状況
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現場から

＊
湊地区土石流被災状況（小田井沢下流域）

ことができたと考えています。

は土石流の流下方向

習会等で役立てていく予定です。

また、ソフト対策については、砂防・地すべり技術セ

万膳● 土砂災害が多発するなか、今回の岡谷市周辺の

ンターに協力いただき、被災者の方々へのインタビュー

土砂災害において長野県の皆様方がとられた対応、また

を行いました。とりまとめについては国土交通省砂防

そのなかで得られた教訓は全国の防災担当者の方々に大

部砂防計画課と砂防・地すべり技術センターが事務局

いに参考になるものと思います。

として開催した平成17年度の「土砂災害警戒避難に関

本日は、年度末の大変お忙しい時期に長時間にわたっ

わる前兆現象情報検討会」
の結果を参考にしています。

て貴重なお話をいただきまことにありがとうございまし

委員会では先生方に活発な議論を頂いたおかげで、年

た。

度内にまとめることができました。委員会の結果は3月
19日に委員長から知事へ提言することになっています。

今後に向けて
原● 今回の災害は消防団の方も多く亡くなられていま
す。消防団の方の被災は学習等により避けられる部分が
あり、今回の委員会の報告書は、県だけではなく全国的
な教訓になると考えています。長野県でも6月に行う講

座談会風景
＊ 長野県 平成18年7月豪雨土石流災害検討委員会 資料より
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2
連 載エッセイ

山・川・海
命の絆
堀 由紀子
ほり ゆきこ

新江ノ島水族館 館長

古

里は遠きにありて思うものとい

㎢の川で岐阜県をほぼ南北に縦貫し、

う詩があるが私の故郷は岐阜県

河口で揖斐川、木曽川と共に伊勢湾

加茂郡白川町である。むろん東京生

に注がれる。長良川の鵜飼はことさら

まれではあったが本籍は父の実家であ

有名である。そこで川の歴史を学び知

り、実際に太平洋戦争中には三才から

る上で木曽三川文化研究会が出版し

五才の終戦まで疎開し、山深きその里

た
「木曽三川に生きる」
（平成2年）
を

で思う存分野山を駆けめぐり、田んぼ

ひもといてみた。

のあぜ道でよく摘み草をした。黒川村

昔から洪水のたびに流路を変え、濃

（現白川町）
には多様な川がありそこは

尾平野を縦横無尽に入り乱れて流れ、

飛騨川の奥地であるが赤川、
蛭川、
等、

毎年のように流域による洪水の被害

特色ある名がつけられ、柿反淵という

が発生していた。その災害と治水は

比較的浅くゆるやかな流れの中で水遊

1380年代から記録されている。輪中

びをし、鳥を仕掛ける鳥屋で、今では

提は洪水被害から守る人々の地先的

希少種になっているつぐみ等を持ち帰

自衛的手段として築かれた。

が楽しみであった。

こ

それが思いがけず平成16年4月、新

摩藩による御手伝普請が上げられる。

江ノ島水族館が新装オープンした同

その三川分流の先駆けとなった史実

年の7月に岐阜県世界淡水魚園水族

は、NHK「その時歴史が動いた」
でも

館アクア・トトぎふを岐阜県より運営

放映されたことがあるが、まことに感

を受託し、まかされる事になった。古

動的であった。

り、麹づけにして御馳走として頂くの

里が身近に甦ってきたのである。

的に取組んだのは宝暦年間の薩

明治維新となり治水は国の重要課

各務原市に所在するその淡水水族

題として取り上げられ、オランダ人ヨ

館は木曽三川である木曽川・揖斐川・

ハネス・デ・レーケを招き、木曽川水

長良川と濃尾平野を潤す日本の代表

系の三川分流を主体とした改修計画

的河川である。特に魚類が豊富な長

を立案した。しかしデ・レーケはそれ

良川をメインに取り上げ、世界の代表

に先立ち基礎的治山を重視し、崩壊

的な河川の生物を公開している。

土砂の流出に抑制力を注ぐことを重

長良川は石川、福井、岐阜の三県

要とし、水利、護岸、工事、の実施に

の境を重ねる両白山地の大日岳を源

ついて指導した。まさに砂防、地すべ

とする全長126kmと流域面積2,040

りの取り組みの先陣を彷彿させるもの

イラスト：仲野順子
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れに対し線的な改修として本格

であった。先に上げた三川分流の礎

楽園にあり国営公園と岐阜県営公園

砂漠、氷山等、環境があまりにも多様

は特に歴史的には尾張名古屋藩が戦

が一体となった一角に川をテーマとし

であり、それぞれに進化した生き物で

略的備えとして、木曽川左岸に堅固な

た公園
（58ヘクタール）
である。河川

ある。

堤防を築いて守りの堀とした。このた

環境をあらゆる角度で展示公開してい

め美濃側の右岸は大雨のたびに決壊

る場は世界でも類をみない。山紫水明

ナマズ目、カラシン目で、カラシンは南

し洪水の被害を受け1700年代、再度

の豊かな自然と共に｢自然共生センタ

米のピラーニャや熱帯魚が多い。次に

幕府に嘆願を繰り返した。宝暦三年

ー｣があり木曽三川の歴史に鑑み、河

カワスズメ科でエンジェルフィッシュ

十二月九代将軍家重は美濃、尾張、

川湖沼の自然環境の保全と復元の研

や、日本では食用にされるティラピア

伊勢三国にまたがる治水工事を外様

究を行う場であり、水辺環境を創出し

等である。次に多いのがカダヤシ目で

大名薩摩藩島津家に命じ、日本初と

てそこに木曽川の「河原の景」
「大河

熱帯の魚として馴染み深いグッピーや

もいうべき三川分流を実施した。薩摩

の景」
を再現している。
「自然発見館」

ソードテール等である。次にオッセロ

藩総奉行の平田靱負は総勢947人を

の参加体験学習施設や岐阜県の希少

グラツサムのアロワナ類である。

率いて幕府の命に死闘ともいえる難

な魚を保全する河川環境研究所もあ

工事を、その英知と努力を結集させた

り河川と生物について多様な施設を

日

のである。彼は「自分たちの土地では

有している。

サハリンなどの北方系、西日本ではそ

大繁栄したグループの魚はコイ目、

本の淡水魚はおよそアジア起源

と言えるが、東日本はシベリア、

ないが、皇士であるのでその人たちに

水族館は日本の淡水魚ばかりでな

のルーツは中国大陸、朝鮮半島といえ

尽くすのだ」
と申し述べ先駆的改修を

く世界の淡水魚を含め広大な河川を

る。つまり大陸移動説によると約三億

完成し1755年非業の運命の部下た

持つアジア、アフリカの代表的な河川

年前までは大陸は一つにつながってい

ちを思い自害し悲壮の最期をとげたの

の紹介も意図している。長良川の源

たと考えられる。南半球の巨大大陸は

である。その霊に報いるよう平田町と

流から河口域までと中国の揚子江、タ

ゴンドワナ大陸として形成されていた。

地名が記念として残され、平田氏の偉

イのメコン川、アフリカのコンゴ川と

約三千万年前から一千万年前頃に次

業を讃え治水神社が建てられ、その宝

タンガニーカ湖、南米のアマゾン川の

第に現在のように大陸が形成され日本

暦治水の縁で鹿児島県と岐阜県は姉

生物たちである。魚類だけでなく昆虫、

列島が大陸とはなれて日本海が誕生し

妹県として交流がなされている。感涙

鳥類、小動物、水生植物等も総合的

たのである。プレートテクトニクスの

すべく尊い記録は、今日環境異変が顕

に公開した。環境の視点で生態系の

活動によるものである。壮大な地球の

在化している中未来に向けて治山、治

展示を重視した。この基本的な創案

地殻変動のドラマでもある。日本の河

水、防災等の整備を心して行わなけれ

は(財)自然環境センター理事長の多紀

川は急峻で長さもそれ程無く、信濃川

ばと改めて実感した。

保彦先生の指導のもとに計画された

で367kmである。それと比較して世

て岐阜県世界淡水魚園水族館

ものである。いわゆる淡水生物の地理

界の河川はアマゾン川、揚子江、メコ

は東海北陸自動車道が木曽川

学的分布を考察し、日本の淡水魚はど

ン川、など20倍と全長も流量も海の

を渡る川島笠田町の広大な河川環境

こから来たのか等、各国の魚類も比較

ごとくである。日本の淡水魚の最大は

することが出来る。学術面に偏らず家

北海道に棲むイトウ(サケ科)で1m強

族で楽しめるエデュテイメント
（エンタ

であるが、メコン川のメコンオオナマ

ーテイメントとエデュケイション）
施設

ズは3mを超え300kgと巨大であり南

に心を砕いた。

方系に多大に成長したものが多い。し

さ

淡

水魚は全地球の魚類約三万種

かし残念ながら淡水魚類は陸域の様々

いる中でその１/3約1万種をし

な影響を受け、例えば河川の開発、汚

めている。地球の水が海水96.5％の

染、湿地の減少、乱獲など絶滅危惧

うち氷山を除く、河川湖沼が占める2

種になるものが増大しており、これを

％弱の水の中にこれ程多様に種が生

保全することが水族館にとって最大の

息しているのである。海水と比較して

役割となって来ている。まさに生物多

陸域が上下河口域から湿原、
熱帯雨林、

様性維持への挑戦である。
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鋼製透過型砂防
えん堤の種類と
構造上の特徴
嶋 丈示 しま じょうじ
（財）
砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術開発研究室長

写真-1 格子形2000－c（岐阜県：菅沼谷えん堤）

なお、鋼製チェックリストは、昭和60年6月1日建設

はじめに

省砂防課建設専門官発の事務連絡「鋼製砂防構造物に
関する技術検討について」に基づき、
（財）
砂防・地すべ

本年度、土石流対策技術指針が改定され、今回の改訂
では土石流対策施設として透過型砂防えん堤に関する

り技術センターの公益事業として、現在も継続実施して
いるものである。

記述が充実した。今後は、特に土石流対策施設として閉
塞タイプの鋼製透過型砂防えん堤の扱いが重要になっ

鋼製透過型砂防えん堤の構造上の特徴

てくると考えられる。
鋼製透過型砂防えん堤は、昭和48年のA型スリットを

対象とするえん堤は、当センターの常設委員会である

皮切りに、格子形鋼製砂防えん堤、B型スリットをはじ

鋼製砂防構造物委員会で認定したもの、および建設技

め、数多くの施設が開発され、同時に土石流の経験を受

術審査証明制度で認定したものである。このなかで土

けながら改良も加えられ現状に至っている。機能面にお

石流対策用として審査した透過型砂防えん堤を対象に

いては土石流対策技術指針に準拠しているため、部材間

解説してみたい。

隔は基本的にどのタイプも設計条件が同じであれば同じ

ただし、近い将来改良の予定があるものは、ここで解

になるはずである。しかし、この機能部材を支える構造

説すると誤解を招く恐れもあるので省いた。ここで解説

部材は現地条件に、より適した形状を検討する必要があ

していないものについては当センターのHPを参照して

る。多くの鋼製透過型砂防えん堤のどれを採用するか

いただきたい。

については、個々の特徴を理解して選定されることが望
ましいと考えられる。

格子形2000-c

そこで、以下に各種の鋼製透過型砂防えん堤の特徴を
紹介したい。これを理解していただくことによって、よ

格子形2000-c 写真- 1は、格子形鋼製えん堤を基に土石

り現地に適合するであろう形式を検討する場合の目安に

流を受けた経験を活かして、より合理的な形状に改良し

なれば幸いである。ただし、ここで述べることは、鋼製

たものである。また、縦横部材間隔を工夫することによ

チェックリストにより技術的な指摘事項をもとにして、

り最下流部にも設置可能なタイプも開発された。旧タ

おもに構造系の観点から整理したものであって、現地条

イプの格子形と併せて捕捉実績も数多く見受けられる

件によっては適合しない場合もあろう。ただし、現時点

ようになった。

で課題となっていることも改良によってむしろ長所とな

旧タイプである格子形鋼製えん堤は昭和53年旧建設

ることも十分あり得る。したがって、現時点の課題も改

省新庄工事事務所で第1号が施工された。鋼製部の構造

良される可能性を十分に残しているものと考えていただ

は約500～600φの鋼管を立体格子状に組み合わせたも

きたい。また、私の認識不足もあるであろうから、その

ので、縦横部材である鋼管を溶接で剛結している。この

ときはご指摘いただければ幸いである。これらに対する

立体格子状を施工条件によって運搬可能な大きさに分

意見については、今後の研究課題や改良項目として真摯

割し、現地では鋼管端部に加工したフランジ継ぎ手同士

に受け止めたいと考えている

をボルト接合している。基礎部は所定の根入れを確保し
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写真- 2 格子形鋼製えん堤（六甲砂防事務所；松尾第3号砂 写真-3 格子形鋼製砂防えん堤（神通川水系砂防事務所；白水谷 写真-4 B型スリット（多治見砂防国道事務所；木曽
防ダム）

2号砂防ダム）

た底版コンクリートに鋼管を埋め込み固定している。
この底版コンクリートの厚さは根入れ長として２ｍ確

川水系滑川第3砂防えん堤)

▶袖部
写真- 3 は袖部も立体格子状にした例である。開発当初

保しているものが多い。上部工である鋼管構造体は容

はこのように袖部も立体格子状にしているものが多い。

積あたりの単位体積重量が小さいため、底版コンクリー

旧指針では鋼製透過型砂防えん堤の堤高は15ｍ未満と

トの重さが安定性に寄与している。このため、えん堤自

されていたが、今回の土石流対策技術指針改定に伴い、

体の重心位置が低く、安定性の検討において転倒条件よ

堤高15ｍ以上でも計画できることになった。袖部も鋼

り滑動条件で形状が決まることが多い。したがって、滑

製にした例から判断すると、袖部を含めると構造上は15

動に抵抗する自重が確保されればよいことから、上下流

ｍ以上となり十分施工可能である。

に底版コンクリートの形状を延長することで安定性を

先の底版形状と袖部の鋼製化により、地形や流量など

確保することが多い。この結果、えん堤の敷幅が広くな

の現地条件に適応した柔軟な形状が期待できる。過去

り、単位面積あたりの重量が不透過型コンクリート砂防

に多く施行されており復活を期待したい。

えん堤より小さい。このため、不透過型砂防えん堤では
支持力が確保されない箇所でも、
施工可能な場合が多い。

B型スリット

とくに岩着する必要はなく、フローティングでも設置可
能なため、ダムの堆砂域にも設置することができる。こ

B型スリット 写真- 4 は、A型スリットを改良して土石

れは底版コンクリートを用いている鋼製透過型砂防え

流荷重に対する耐性を高めたものである。鋼製透過型

ん堤すべてに言えることである。

砂防えん堤としてもっとも古いA型スリットは、アルフ

格子形2000-cの前身である格子形鋼製砂防えん堤は、

ァベットのAのような形状を河川横断方向に複数基並べ

開発当初、今よりも多様な形状を有していた。今後、さ

たものである。A型スリットは上下流方向に強い構造と

まざまな要求に対して、以前の形状が解決の糸口になる

なっているため、土石流の作用方向に対しては強固であ

のではないかとの考えから、以下にその形状の一部を紹

る。しかしながら、 流れの直角方向には支えがないた

介する。

め、荷重が偏心すると弱軸方向に応力が発生することに
なる。土石流は直進性が高いものの、かならずしも設計

▶底版形状

条件どおりの方向に作用するとはかぎらない。また、え

底版コンクリート上下流方向は渓床勾配に合わせ、か

ん堤の配置も下流に直角にすることを原則としているた

つ最深河床に合わせているため、上下流の連続性に有利

め、上流の地形に対してはかなずしも流心を向いている

である。ただし、河川横断方向については開口幅を広く

わけではない。このため弱軸方向に荷重が作用すること

とると底版コンクリートが地山に食い込んでいくため、

も十分に考えられる。

山側の掘削量が多くなる。 写真- 2 は、この対応として、

そこで、この弱点を改良したものがB型スリットであ

底版コンクリートを谷地形に合わせた形状にした例であ

る。B型スリットはA型スリットを2基連結し、さらに天

る。このような底版形状とすることで谷地形で水通し

端幅を設けた。このことにより、偏心荷重に対しても耐

幅の狭い箇所でも、水と土砂を分離しやすい構造にでき、

性が高まり、かつ天端を設けたことにより曲げで荷重を

閉鎖タイプの透過型砂防えん堤が設置可能となる。

受ける構造となり、土石流のような不確定な外力に対し
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写真- 5 B型スリット2003（奈良県宇陀土木事務所；四郷川2号砂防えん堤）写真- 6 CF型スリット（山口県阿東土木事務所；恵比寿谷川砂防えん堤）

ても有利である。

鋼製透過型えん堤と比較すると短い。このため、中小出

また、A型スリットと同様にユニットとしての利点も

水で引っかかった流木に接近しやすく除去作業も有利で

そのまま引き継いでおり、配置の自由度は高く、鋼製高

あろう。また、ユニットとして独立していため、B型スリ

も6ｍ以下が多いため、施工誤差を調整しやすい。

ットと同様に配置の自由度は高く、現地の施工誤差を吸収
しやすい。 ただし、捕捉部材がセルであることから基

▶B型スリット2003

B型2003 写真-5 は、B型スリットの設計思想はそのま
まにコストダウンを図ったものである。B型スリットは

本形状に横部材がない。したがって、鋼製高が高くなる
と土石流の後続流を捕捉するために機能部材を付加し
てやる必要があろう。

土石流の経験を受け、安全性の検証も進んでいることか
ら、鋼管径を600φから500φに変更し、天端幅を3ｍか

J-スリット

ら2ｍに、下流法勾配を1: 03から1: 02にした。このこと
により、使用鋼材を低減することに成功している。

J-スリットは、I型スリットとL型スリットの長所を活
かしてコストダウンを図ったものである。そこで、I型ス

CF型スリット

リットとL型スリットの特徴を以下に述べる。

CF型スリット写真- 6は、小径セルを下流側からトラス

▶I型スリット

で支えたものである。これまでのセル構造はセル単体で

I型スリット写真- 7 の特徴は、土石流を受ける最上流の鋼管を

安定性を維持するため、直径５～８ｍと大径になる。こ

緩衝材としていることである。土石流を受け止めた緩衝鋼管

のため、セルを使って透過型砂防えん堤を構築する場合、

から伝達される反力が通常の設計外力の約半分になり、構造

川幅が相当広くないとセルを配置できない難点があった。

全体にかかる荷重を軽減しようとするものである。これによ

また、開口面積率も小さくなるため、堰上げが発生する

り、構造部材に作用する設計荷重を小さくしコストダウンを

可能性もあることから、土石流対策用の透過型砂防えん

図ったものである。

堤として採用しにくい面があった。

土石流対策技術指針では最上流部材を礫の捕捉部材

そこで、セルの直径を小さくすることでこの問題点を

として設計することになっているため、最上流部材にの

解決しようとしたものである。しかし、セルを小径にする

み礫の直撃を想定している。しかしながら、実際には最

とセル単体では安定性を保つことができない。このため、

上流部材をすり抜けた礫が下流側の構造部材に衝突す

セルの下流側から安定性を補うためにトラスで支えたも

ることも十分考えられるため、想定外の力が作用した場

のである。安定性に必要な重さ自体は、他の鋼製透過型

合の安全性について課題が残る。そのため、地形から土

砂防えん堤と同様に底版コンクリートを利用いている。

石流の方向性が確定的で確実に緩衝鋼管に作用するよ

CF型スリットはこのセルとトラスを工場で一体製作

う配慮する必要がある。また、縦横部材の連結は交点の

し、上下流方向は現地でボルト接合する。このため、現

鋼殻にコンクリートを充填して剛結する方法をとってい

地ではセルを積み重ねていく作業工程となり、施工性が

る。このため、少量のコンクリート打設が必要であり、

よい。また、鋼製部においては上下流方向の敷幅は他の

施工性においては他のボルト接合より手間がかかる。
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写真- 7 I型スリット（神奈川；笹子屋沢砂防えん堤）

写真-8 L型スリット（長野県；三郷砂防えん堤）

▶L型スリット

写真-9 J-スリット（湯沢河川国道事務所；田沢沢川
第1号砂防えん堤）

ため、形状は捕捉部材を斜材で支えるシンプルなもので、

L型スリット 写真- 8 の他の鋼製透過型砂防えん堤と最

既往の構造系の問題点を踏まえて改良を加えているた

も異なる点は、底版コンクリートがないことである。こ

め、逆に個性的でないところが特徴といえる。それゆえ

れに尽きるといっても過言ではない。鋼製透過型砂防

欠点の少ない構造であるが、新しいタイプであり、実際

えん堤の底版コンクリートの役割のひとつは安定性の確

に土石流の洗礼を受けるまでは、この構造形式の妥当性

保である。つまり、鋼製部が軽量なため、安定性の確保

が証明されないため、
当面は鋼製高を8.5ｍに抑えている。

に必要な重さを底版コンクリートに受けもたせている。
L型スリットは、この安定性に不可欠な底版コンクリー

おわりに

トに代わる抵抗性を確保する方法として受働土圧を考
慮していることである。

鋼製透過型えん堤は、今後も土石流対策の主力施設

下部工はH形鋼によるラーメン構造として上部工と一

として活躍が期待される。土石流対策としての要求性

体となっている。この構造では、若干の滑動や転倒によ

能に応じて、これからも数多くの構造物が開発されるの

りえん堤が変位しても構造自体が不安定になることはな

か、それとも一つの構造物に落ち着くのか現時点では予

いものと推察される。しかし、現行基準では滑働および

想できない。

転倒による変位を許容していないため、この構造系を十
分活かしきれていない。

どちらにしても、基になる基準類が透過型えん堤の機
能を十分発揮できる性能を引き出していることが肝要と

受働土圧を発生させるために、下部工の下方に受圧板

考える。現行基準では、えん堤の土砂捕捉容量をもとに

が設けられている。したがって受働土圧を効かせるため

施設規模が決定されている。透過型えん堤の機能が十

には河床が洗掘しないことが条件であるため、堆積傾向

分発揮され、かつ効率よく配置していくにためには、時

にある箇所を選ぶ必要がある。

間軸も考慮に入れた土砂捕捉効果を検証していく必要

このことから急勾配ではえん堤下流端が洗掘傾向に

があろう。

なり、不向きと考えられる。しかし、底版コンクリート

たとえば、透過型えん堤の捕捉機能の発現は、土石流

を打設しないメリットとして、緊急対応に有効と考えら

ピークに焦点を当てて、部材の間隔を設定している。透

れる。これは先に述べた安定性の基準の緩和で実現性を

過型は中小出水時には土砂を下流に供給する機能を有

帯びてくるものと考えられる。

するので、捕捉する機能と流す機能の両方の機能を発揮

底版コンクリートを打設しないことから、他の鋼製透
過型砂防えん堤より、
河床の連続性の面では有利である。

できる施設が要求される。
現時点でこの要求に既往施設が十分に答えているか

このため、魚類をはじめ水棲動物に配慮したい箇所には

を、土石流捕捉後のみならず、捕捉前の空き状況や上流

ふさわしいと言えよう。

の土砂堆砂状況を調査し、透過型えん堤に要求される機
能が発揮されていることを検証していく必要がある。こ

▶J-スリット

J-スリット 写真- 9 は、L型スリットとI型スリットの欠
点を補い合い、より経済性を追求したものである。この

れらの検証過程に浮かび上がる課題を克服することでよ
り安全で経済性にも優れた透過型砂防えん堤が開発さ
れることを期待するものである。
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とする。本稿では愛媛県重信川流域における砂防施設

砂防渓流における
河床状況と
水生生物の
生息環境との関係

配置区間と自然河道区間において、魚類に着目して、生
物の生息状況と場の情報（物理環境・水理量・植生等）
を定量的・定性的に関連づけるため調査・分析を実施
したので報告する。本稿は当センター自主研究として平
成16年度から平成18年度の3カ年実施した結果の一部
をとりまとめたものである。
なお、調査期間における山之内観測所（重信川流域内）
の最大日雨量は156mm、最大時間雨量は49mm/hr、表

枦木敏仁 はしのき としひろ

川観測所（表川流域内）
の最大日雨量は182mm、最大時

(財)砂防・地すべり技術センター
総合防災部 課長代理

間雨量は40mm/hrであった。この期間内では河床が大
きく変動するような土砂流出は見られなかった。

1

はじめに

2

近年、公共事業において自然環境との調和が一つの

調査範囲及び調査内容

1………調査範囲

テーマとなり、事業ごとに、いかに事業目的と自然環境

調査流域は、砂防施設の有無による違いを比較するた

とを調和させていくかの検討がなされている。地域を土

めに、自然河道区間として愛媛県重信川流域上流域（以

砂災害から守るとともに地域の活性化を支援する砂防

下、
「重信川」という）
を、砂防施設配置区間として表川

事業も例外でなく、渓流や山腹における砂防工事におい

支川井内川（以下、
「井内川」という）
を選定した。図-1に

て自然環境との調和を図ってきたところである。

調査対象流域および調査位置を示す。

一方で、砂防事業が対象とする山地の渓流域において

調査箇所調査対象区間下流端までの重信川流域面積

は、これまで国土交通省が実施している渓流環境影響

は約30㎢、井内川流域面積は約16㎢である。調査区間

調査による自然生態系の調査結果以外に資料が少なく、

は重信川でA ～ C区間、井内川でD ～ F区間の3区間ず

とくに1回の出水やそれに伴う土砂移動現象による水環

つ設定した。また、それぞれの区間において、調査対象

境への影響についての資料がきわめて少ない。山地渓流

となる淵（または浅い淵状の区間）
を各々2～7地点（合計

はその特性である急勾配でかつ出水頻度が高いという

31地点）
を選定し、それらの直上流の瀬（早瀬・平瀬）
と

水理条件を有しているため、より詳細な水環境への影響

併せて調査地点を選定した。表- 1 には調査区間の概要

の実態把握は必要不可欠となっている。

を示し、図- 2には調査地点イメージを示す。

本研究では、山地渓流の河床状況と河川生態系、とく
に魚類の生息環境との関係を明確にすることにより、今
後の砂防事業として実施すべき対策を示すことを目的

2………調査実施日及び調査内容

調査は表-2に示すとおり、2005年12月、2006年6月、

図-2 調査地点イメージ

調査地点2

調査地点1

瀬
瀬

深み（浅い淵状の区間）
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淵

図-1 調査対象流域及び調査位置
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のた
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川
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D
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表-1 調査区間の概要
区間

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

調査地点数

構造物の有無

連続性

区間内 に 横断構造物
はなく、護岸もない

区間内の魚類の移動は十分に可
能であるが、区間下流端に大規
模な砂防えん堤があり、下流か
らの移動はない

8

区間内 に 横断工作物
はなく、護岸もない

区間内の魚類の移動は十分に可
能であるが、上流端および下流
端に大規模な砂防えん堤があり、
他区間との連続性はなく、下流
側の淵はえん堤の影響で砂礫が
堆積している

5

区間内に横断工作物は
ないが、左岸側は一部
道路工事のためか護岸
がある。また、上流端
は砂防えん堤直下流に
あたり、護床工がある

区間内は下流側で砂礫が堆積し、
淵の規模が小さくなるとともに
伏流しており、魚類の生息環境
は上流側によっている。上流端、
下流端に砂防えん堤があり、他
区間との連続性はない

8

落差工・護岸があり、
人為的改変があるが、
工事実施後比較的新
しい

急流であり落差工が連続してい
るため、小型魚の移動は困難と
考えられる。下流端のえん堤に
より他区間との連続性はない

川幅
7m ～20m

2

落差工・護岸があり、
河床はまだ移動が認
められ、遷移中である
と考えられる

落差工が連続しているが、落差
は大きくなく、区間内の連続性
はあるものと考えられる。他区
間との連続性はない

川幅
12mm ～18m

4

落差工・護岸があり、
河床は比較的安定し
ているように見受けら
れ、工事実施後十分に
時間が経過している
と考えられる

落差工が連続しているため、小
型魚の移動は困難と考えられる。
下流端のえん堤により他区間と
の連続性はない

川幅
10m ～13m

4

表-2 調査実施日
調査実施月

2005年12月
調査

2006年6月
調査

2006年11月
調査

調査日

川幅等
川幅
5m ～8m
代表粒径
30mm ～100mm

川幅
5m ～12m
代表粒径
20mm ～100mm

川幅
7m ～15m
代表粒径
100mm ～200mm

代表粒径
200mm ～700mm

代表粒径
200mm ～500mm

代表粒径
100mm ～300mm

土地利用

流れの概況

峡谷 の 谷底
を流れてい
る

急勾配で比較的瀬と淵が明確であり、
谷底を流れ両岸は山地斜面が迫って
おり、平地部が少ない区間で比較的
自然的要素が残されている。しかし、
川幅は他区間よりも狭く、伏流のた
めか水量も少ない

峡谷 の 谷底
を流れてい
る

上流部は明確な瀬・淵が見られ、比
較的自然な要素が残されている。下
流部は重信川第2号えん堤上流の堆
積土砂の中を伏流しながら流れてお
り明確な瀬・淵はあまり見られない

山間地 の 谷
底を流れて
い る が、 区
間ＡＢ よ り
も広い

重信川第2号えん堤下流で、河床も
人為的改変が見られる箇所があり、
流速はあまり大きくない

山間地 を 流
れているが、
農地等 が 見
られる

護岸、落差工が連続する区間である
が、河床部には巨石が見られ、渓流保
全工整備区間のなかでも比較的自然
的要素を残し川幅もやや広く河道内
にも樹木の繁茂が見られる区間であ
る

周辺 は 農地
である

区間最下流部に落差の大きいえん堤
があり上下流の連続性は遮断されて
いる。このえん堤上流部で堆砂して
いるためか、瀬・淵の明確な判別が
困難であり、水深も浅い区間である

周辺 は 農地
である

渓流保全工整備区間であり、落差工
下流部に淵がみられるが、やや平坦
な流れであり、明確な瀬は判別が困
難である。一般的な渓流保全工整備
後の河川の様相を呈している

魚類調査

12月 5日

重信川（B区間）

12月 6日

重信川（A区間、C区間）

12月 7日

重信川（B区間）井内川（E区間）

12月 8日

井内川（D区間、F区間)

12月 9日

井内川（D区間)

6月 7日

重信川（B区間、C区間）

6月 8日

井内川（D区間、E区間）

6月 9日

井内川（F区間）

11月 9日

重信川（B区間、C区間）

11月10日

井内川（D区間、E区間）

11月11日

井内川（F区間）

11月の計3回実施した。

魚類調査時の状況（潜水と観察）

調査箇所のアマゴ

行った。潜水目視によって魚類が確認された場合には、

物理環境・水理量等調査項目は、各区間において、測

魚種別個体数と体長（5cm間隔のランクで記録）
を記録

量（横断・縦断）
、簡易的な平面調査、平常時の川幅・水

した。観察時間は淵当り5分程度としたが、淵の規模や

深・流速、河床材料（目視による最大粒径・代表粒径等）

魚類密度に応じて適宜調節した。また、潜水後には、測

および河床の状況、水温・電気伝導度等である。

量調査で把握できない淵の最大水深や河床の状態（河床

魚類調査は各調査地点の淵を対象に潜水観察により
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材料やリターの有無）
についても測定・記録した。
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図- 4 タカハヤの淵別確認状況

2005 年12 月
n=78
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B7
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図-3 アマゴの淵別確認状況
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0

2006 年 11 月
n=190

40

井内川

図- 5 カワヨシノボリの淵別確認状況

魚類調査の結果、全調査区間を通じて4目4科6種（オ
イカワ、カワムツ、タカハヤ、アマゴ、カワヨシノボリ、

重信川

ノボリの2種も広域に分布する傾向がみられ、A区間を
除くすべての区間で確認された。

F1
F2
F3
F4

E1
E2

2006 年 6 月
n=475

10〜
5〜10

100
確認個体数

すべての区間で確認された。同様に、アマゴ、カワヨシ

井内川

150

ヒナイシドジョウ）
の魚類が確認された。確認種のうち、
もっとも広域に分布した種はタカハヤで、A ～ F区間の

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

0

1………魚類調査結果

C0
C1
C2
C3
C4
C5-1
C5-2

2005 年 12 月
n=103
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B1
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B3
B4
B5
B6-1
B6-2
B7
B8

調査結果

A1
A2

3

3〜5
〜3 （cm)

50

動障害となる横断工作物直下の淵に高い密度で分布す
る傾向がみられた。なお、全種とも水温が高く活性の高

重信川

F1
F2
F3
F4

E1
E2

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

井内川

100

い6月調査時には大部分の淵に分布していたのに対して、
水温が低く活性の低い12月調査時には特定の淵に分布

C0
C1
C2
C3
C4
C5-1
C5-2

0

B1
B2
B3
B4
B5
B6-1
B6-2
B7
B8

確認状況を示す。アマゴは、6月調査、11月調査では移

A1
A2

図- 3〜5 にはアマゴ、タカハヤ、カワヨシノボリの淵別

2006 年 11 月
n=217
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重信川
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E1
E2

D1
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D4
D5
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D7
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え、とくに活性の高い時期には淵の形状によらず多様な

0
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B4
B5
B6-1
B6-2
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B8

以上のことから、魚類は季節によって利用する淵を変

A1
A2

が偏る傾向がみられた。

井内川

SABO vol.91 Jul.2007

29

自主研究

●

●

●

図- 6 調査区間D5における流況平面図
D5-4

D5-3

D5-4

代表粒径500mm
D5-3R

D5-1R

D5-2R

代表粒径600mm

D5-4R
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D5-2
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1：0.5

8.82
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6.33

6.10
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7.54

7.63

8.21

7.48

最大粒径600mm
浮き石

5.28

6.53

8.63

たたき

5.62

6.61

1：0.7

10m

6.46

6.11

6.53

5

0

6.33
6.07

コンクリート被覆
ブロック被覆

6.62

5.83

6.54

7.13

7.54

7.09

7.23

1：1.0

石積被覆

8.14
6.63

6.71

7.48
7.38

7.71

7.48

1：1.2

広葉樹林

9.34

草地

1：1.0
9.26

露岩
転石

9.04

瀬
D5-1L

D5-2L

D5-3L

D5-4L

9.09

Vmax=0.4m/s
Vmax=0.2m/s
Vmax=0.3m/s
i=-1/5

Vmax=1.1m/s

i=-1/6

i=1/6

淵
件名
箇所

井内川 D5

測量年月日 平成17年12月2日
22／31

10m

＊河床縦断図は、各断面の最深河床
高をつなげたものである。
＊水位縦断図は各断面の最深河床高
位置の水位をつなげたものである。
＊最深河床高は、主流路内の最低河

5

床高とした。

D5-4

D5-3

D5-2

D5-1

淵を利用し、活性の低い時期には特定の淵を選好して利

した。これらの12項目は、魚類（とくにアマゴ）
の生息に

用していると考えられた。また、アマゴについては活性

関係する環境要素である可能性が高いため、各淵のアマ

の高い時期には横断工作物による移動障害が、分布の制

ゴの生息に関する環境要因として整理した。

限要因となっていると考えられた。

なお、水質（水温・濁度・溶存酸素量・pH・BOD・
T-N・T-P・有機物）についても2007年6月と2007年10
月に調査を実施したが、各区間、各淵でほぼ同じ値を示

2………環境要因結果

魚類調査と併せて工作物の有無、護岸の有無、河床材

したため、当該区間においてはアマゴの生息を左右する
環境要因の対象外とした。

料、安定性（はまり石、浮き石などの河床の安定性）
淵の
形態、水中カバー（淵中における間隙の状況）
の状況を

4

考察

調査した。また、
別途実施した測量調査により流量、
流速、
水深、淵の長さ、水面幅、面積、体積、を計測した図- 6。
また、淵の形態を表す指標として淵尻の傾斜角を算定

30 SABO vol.91 Jul.2007

1………単回帰分析

アマゴの生息個体数に対する物理環境要因の関係を

図-7 12月調査時におけるアマゴの確認された淵と確認されなかった淵の物理環境要因の比較
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200
0

確認 未確認
D 区間

安定

粒径（mm）

体積（㎥）

確認 未確認
C 区間

0

確認 未確認
B 区間

確認 未確認
C 区間

確認 未確認
D 区間

面積

確認 未確認
B 区間

確認 未確認
C 区間

確認 未確認
D 区間

確認 未確認
B 区間

確認 未確認
C 区間

確認 未確認
D 区間

河床の安定性
2

1

0

確認 未確認
B 区間

確認 未確認
C 区間

確認 未確認
D 区間

急

淵尻の傾斜角

4

0.5

凡例

0.4
勾配

多

1

0

確認 未確認
D 区間

600

水中カバー

空隙量

確認 未確認
C 区間

800

確認 未確認
B 区間

2

8

河床材料の最頻粒径

8

0

確認 未確認
D 区間

1

0

確認 未確認
D 区間

確認 未確認
C 区間

最大水深

2

0.5

0

0

3

面積（㎡）

0

0.5

不安定

0.5

最大流量

1.0

安定

1.0

1
水深（m）

平均流速
流速（m ／ sec）

流量（㎥／ sec）

流量
1.5

2

0.3

平均値

0.2

確認 未確認
B 区間

確認 未確認
C 区間

確認 未確認
D 区間

緩

少

0.1
0

0

確認 未確認
B 区間

把握するために、計測した環境要因のうち、流量、最大

確認 未確認
C 区間

確認 未確認
D 区間

標準偏差

ことはできなかった。

流速、平均流速、平均水深、最大水深、面積、体積、河
床材料、安定性、水中カバー、淵尻の傾斜角の12項目と、
アマゴの生息個体数との間で単回帰分析を行った。

2………主成分分析

単回帰分析では、アマゴの越冬にとって必要な条件が

その結果、下記の結果が得られた。

十分に把握できなかったため、アマゴの越冬に利用して

●水
 中カバーではすべての区間において有意な相関が

いる淵としていない淵との差と、区間における環境要因

認められた。
●一
 方で、流速、体積、安定性については、いずれの区

の違いの両方を把握するために、アマゴの確認の有無を
因子1、
区間を因子2として2元分散分析を行った。なお、

間も有意な相関は認められなかった。

分析は正規性および等分散性を満たすために、各要因の

また、水深、面積、淵尻の傾斜角、代表河床材料につ

実測値を対数変換した値を用いた。

いては区間によって相関係数の有意性の有無が異なり、
アマゴの越冬にとって必要な条件であるか、または区間
による物理環境特性の差を反映しているかを判断する

図- 7 にアマゴの確認の有無による淵の物理環境要因

の比較を示す。
分散分析の結果、12月調査時にアマゴが確認された
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自主研究

●

●

●

長細い淵

図-8 主成分分析による各淵の座標付け
3

越冬非確認地点（自然区間）
越冬確認地点（自然区間）
越冬非確認地点（砂防区間）
越冬確認地点（砂防区間）

2

F4

C5

D4
C4

第 2 軸（寄与率 23.5％）

淵の平面形状に関する因子

1

B6

D5

D3

E1

C3

D8

F2

D1

E2

D7

0

D6

D2

B7

B5
C1
-1

B4

F3

C2

F1

B2

B8

-2

幅広い淵

B1
D3
-3
-4

水深が深く、
水中カバーが豊富で、

-2

-0

2

4

水中の構造に関する因子

淵尻の傾斜が急な淵

第 1 軸（寄与率 47.6％）

6

水深が浅く、
水中の構造が単純で、
淵尻の勾配が緩い淵

淵と、確認されなかった淵とで下記の結果が得られた。

マゴの越冬に関しては、これらの要素は関連性が低く渓

● 最大水深が深い

流保全工の整備そのものが直接的に影響していないと

● 水中カバーが豊富である

考えられる。

● 淵尻の傾斜角が急である
● 面積が大きい
以上のことから、
アマゴの越冬条件としては最大水深、

3………渓流保全工整備区間とアマゴの越冬環境の関係

2元分散分析結果から、これら2つの条件と関連があ

水中カバー、淵尻の傾斜角度という「水中の構造に関す

ると考えられる物理環境要因を用いて主成分分析を行

る要因」と、淵面積という「淵の平面形状に関わる要因」

い、B ～ F区間の各淵を座標付けすることによって各淵

が関与していると考えられた。これらの要因は、いずれ

の特性について整理を行った。なお、主成分分析は「水

の要因も区間との間に交互作用が認められなかったこと

中の構造」
に関わる要因として、
最大水深、
水中カバー
（淵

から、区間によらずアマゴの越冬環境の条件として作用

内の礫間や岩盤の裂け目等の水中の間隙）
、淵尻の傾斜

していると考えられた。

角、
「淵の規模」に関わる要因として面積、水面幅、長さ

なお、横断工作物の有無や護岸の有無については、有
意差が認められないため、縦断的な移動障害を除き、ア
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の合計6つの要因を用いて行った。
図- 8には主成分分析による各淵の座標付けを示す。寄

与率は第1軸で47.6%、第2軸で23.5%を示し、2軸までで

して必要な条件を満たしている淵は存在し、そこで魚類

全変動の70 %以上が説明された。各序列軸と物理環境

は生息し、魚類にとってその環境は良好である。しかし、

要因との関係をみると、第1軸は「水中の構造」に関する

落差工による縦断的な移動障害や産卵環境の有無等の

すべての要因と絶対値が0.76以上の強い負の相関がみ

他の要因が淵における生息個体数に影響を及ぼす区間

られたことから、
「水深が深く、淵の傾斜が急で、水中カ

であるともいえる。

バーが多いほど低い値を示し、逆に水深が浅く淵の構造

したがって、自然環境（ここでは魚類に対して）
との調

が単純であるほど高い値を示す軸である」といえる。ま

和が図れる砂防事業とは防災機能を確保しつつ、越冬環

た、第2軸については「淵の平面形状」に関する要因と比

境に必要な条件を満たす淵を形成・維持し、魚道等によ

較的高い相関がみられ、とくに淵の長さと正の相関、水

って移動障害を取り除くような対応を行うことであると

面幅と負の相関がみられたことから淵の形状に関する因

考えられる。

子であるといえる。
アマゴの越冬が確認された淵は第1軸が負の値を示す

5

おわりに

第2象限、第3象限に偏り、水深が深く、傾斜が急で、水
中の河床構造が複雑であることが越冬場としての利用

これまでの解析によって得られたアマゴの生息状況に

の有無に大きく影響していると考えられた。とくに、単

かかわる物理環境要因の特性としてとりまとめると、下

回帰分析、2元分散分析ともアマゴの生息個体数と強い

記のようである。

相関がみられた水中カバーについては、潜水観察時にも

●「水中の構造」

と「淵の平面形状」の大きく2つの条件

12月調査時には岩のえぐれの中に多数のアマゴがひそ
んでいることが観察されていることから、水中の間隙は
アマゴの越冬場として非常に重要な物理環境要因であ
ると考えられた。また、第1軸の値と確認個体数の相関
をみると、有意に負の相関がみられ（R=0.51、p<0. 01）
、
水深が深く、最深部が複雑な構造の淵ほど多くの個体が
越冬環境として利用していると考えられた。
次に、第2軸についてみると、越冬が確認された淵は

を満たしていることが重要
●水
 深が深く、傾斜が急で、水中の河床構造が複雑であ
ることが越冬場として適している
●水
 中の間隙はアマゴの越冬場として非常に重要な物
理環境要因である
●ト
 ロ状の平面的に広がった形状の淵はアマゴの越冬
環境としては適さない
●渓
 流保全工が整備されている区間であっても越冬環

-2. 3～1. 0までの広い範囲に分布し、淵の平面形状はアマ

境として必要な条件を満たしている淵は存在する

ゴの越冬場の条件として水中構造ほど強く影響しては

アマゴの越冬に適している淵は、アマゴの生息環境に

いないと考えられた。ただし、C4、C5、D4、F4のように

適する定着しやすい淵としてとらえることができる。渓

大きく正の値を示す淵では、いずれもアマゴの越冬は確

流保全工の整備区間において、このような淵が形成され

認されていない。これらの淵はいずれも落差工直上流や

ることも明らかであった。

水衝部の堆砂敷に形成されたトロ状の細長い淵であり、

今後は、渓流保全工を整備するうえではこのような淵

こうした平面形状を呈する淵はアマゴの越冬環境として

が形成され、かつ消滅しないような対応を行うことが重

は適さないと考えられた。

要であると考えられる。

また、渓流保全工が連続して設置されているE、F区間
の淵についてみると、F2、F3のようにアマゴの越冬環境
としての条件を満たしていると考えられる淵においてア
マゴが確認されていない淵があった。これは、この区間
で潜水目視実施時の確認個体数が少ないことからも推
測できるように、生息するアマゴの個体数が他の区間と
比較して著しく少ないためであると考えられる。
すなわち、E-F区間のように渓流保全工が整備されて
いる区間であっても自然河道区間と同様に越冬環境と
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建設技術審査証明の紹介

( 財) 砂防・地すべり技術センター 企画部

技術審査証明4
技術名称

中空コンクリートブロック中詰緑化えん堤
審査証明取得日： 平成15年8月26日
審査証明取得会社：
（株）
ポカラ、
（株）
リタ総合企画
技術の詳細に関するURL http://www.t-hirayama@pocara.com

技術の特徴・概要
中空コンクリートブロック中詰緑化えん堤は、空

中空コンクリートブロックの空隙部及び十字ブ

隙が大きく高耐力を保有する中空コンクリートブ

ロックとの組合せにより出現する空隙部に現地発

ロックと鉛直及び水平方向のせん断力に抵抗でき

生の土石を中詰することで、土石を有効利用する

る十字ブロックを現地で組み合わせて目的の砂防

と同時に中詰土による表面部植生の生育を実現さ

施設を構築する工法です。

せる工法です。

現地での施行状態や技術が活用されている図・写真・コメント等

床固工

標準断面図（床固め工）

標準断面図（山腹工）
山腹工

実際に技術を適用して困った点、今後の改良課題について
現在、中空ブロックは、600型・1200型・

う工夫を要する点、また、従来工法との経済比較

1500型の3種類で、断面形状に限りがでる場面

にてコスト縮減を図る必要があると考えています。

も少ないため、いろんな部位で幅広く活用できるよ

技術のアピールポイント、得意とする現場条件や施工法と比較して有利な点など
中空コンクリートブロックと十字ブロックは組合

●

中詰土砂が作る植栽空間で、現地に合った植生

●

せ構造であるので、骨組の接点には引張反力が

の回復を計る事が可能となり、コンクリート面及

発生しないよう、外力の大小に応じて全体形状

び鋼材の目立たない修景的にも現地に馴染みの

を決定する。

よい施設とすることができる。

二次製品である各ブロックを現場にて組立てる

●

工法で、施工は簡単かつ早い。
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技術審査証明5
技術名称

INSEM-SBウォール工法
審査証明取得日： 平成17年2月22日

審査証明取得会社：
（株）
インバックス、共和コンクリート工業（株）
、日鐵住金建材工業（株）
技術の詳細に関するURL http://www.sbwall.org/

技術の特徴・概要
INSEM-SBウォール工法は、INSEM工法により

また、INSEM-SBウォール工法の内部材は、現

構築した堤体内部を上下流の外部保護材
（上流壁

地土砂の性情により、その品質が大きく異なるた

面材は軽量鋼矢板、下流壁面材はコンクリートブ

め、当工法では内部材の配合試験マニュアル、設

ロック）
で保護することにより、土石流対策えん堤、 計施工マニュアル、標準積算マニュアル（案）
など、
砂防えん堤等に要求される耐摩耗性、耐衝撃性、 設計施工時に必要な各種マニュアルを作成し、設
耐久性および景観性を向上させ、現地発生土砂の

計から施工まで一貫した作業が行える体制を整え

有効活用による建設環境の向上および設計施工

ています。

の合理化を図ろうとするものです。

現地での施行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、今後の改良課題について
現地土砂のINSEM工法への適用に関して、設

っています。また、六価クロム溶出に関する対応

計時点で必要な情報を簡易に取得することが求

や、INSEM材の製造等、さまざまなデータを蓄積

められています。当工法では、過去に行った900

し、外部保護材から内部材まで総合的な情報提供

ケースを越える配合試験データから、現地土砂の

ができる体制を目的に、継続した研究を続けてい

INSEM工法への適合に関する研究を積極的に行

ます。

技術のアピールポイント、得意とする現場条件や施工法と比較して有利な点など
INSEM-SBウォール工法は、外部保護材と内部
材が連続して施工可能であるため、コンクリートえ

ん堤にくらべて工期短縮が可能であり、規模が大
きくなるほど、その効果は顕著になります。

＊先号の技術審査証明3で紹介しました
“SSL-CE永久アンカー工法”
のタイトルは
“SSL永久アンカー工法（拡孔支圧型永久アンカー工法”
の誤りでした。
ここにおわびして訂正いたします。
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１
はしがき

古都奈良には「山の辺道」という街道があり、今日観光
の道としても親しまれている。その昔、為政者はこの街
かまど

道や天香具山などから大和平野を眺め、竈の煙の立つ様
子から民の生活の豊かさを推しはかったという。
街道は奈良盆地東側に位置し、南北方向に発達する
三百断層前面にできたわが国最古の街道といわれてい
いそのかみ

おおみわ

る。盆地北の石上神社から南三輪の大 神に至るほぼ直

斜面環境
断層脇往還

線状の道である。断層（街道）
の西前面には扇状地が発
達し、その周縁に古い集落が認められる。さらにその前
面の初瀬川・布留川沿いの広い低地帯は当初未耕地の
湿地・沼沢地であったという経過も考えられる。
「山の
辺道」
沿いの断層下盤部分や扇状地の一部は、高燥地で

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ー 理事

安全な場所であるということもあり、10代崇神天皇（初
めて国を統治した最初の天皇）
・12代景行天皇等の陵墓
が祀られ、飛鳥時代よりも古い時代の文化地域跡が偲ば
れる。
日本列島は、太平洋プレ－トの沈み込み変動帯に位置
し、地体の圧縮・隆起により複雑な山塊と平地が形成さ
れている。日本列島を東西に二分するフォッサマグナ・
列島を内帯と外帯に区分する中央構造線は周知の構造
線であり、地質の構造を反映する断層地形は、そこに住
む人々の生活に大きな影響を与え、地形を利活用する

南アルプス

櫛形山

上市之瀬

深沢川
滝沢川

写真- 1 櫛形山山塊と南アルプス（山梨県土木部提供）
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人々の行動や考えは長い間に物語を生み歴史を育む。
断層・破砕帯沿いの山地やその前面の平地との間には、
しばしば人の行き交う道ができ、この道のなかには古来

方向の山列が卓越しており、甲府盆地北西の諏訪から韮
崎、盆地西部の櫛形･身延にかけては活断層の発達と地
形起伏の変化が激しい図- 1★１、写真- 1 。

「塩の道」
「信仰の道」
「戦いの道」
等といわれる街道が各

盆地西の南アルプス前面に櫛形山（2052ｍ）
がひとき

地にみられる。今日、私達の見慣れた風景も、ふっ！と

わ目立つ。ほぼ南北方向の断層に沿って三角末端面と

古代にまで通じる風情や奥行きを感じさせてくれるよう

扇状地が発達している、櫛形山の前面（東側）
は三角末

な気持ちをもつことがあり不思議である。

端面である図-2 、 写真-1 。いくつかの三角末端面の並ぶ
山腹を東方から眺めると、和製の櫛を伏せたような形に

２

見えることから、この地域の名称を櫛形と名づけている。

櫛形山と信玄堤

地域地盤や地形部分の特徴をとらえて地域名・町名と
した例は理解しやすくユニ－クである図- 2。
断層の前面には北西から南方向に釜無川が流下し、之
み

だ

い がわ

春先、中央本線の勝沼ぶどう郷あたりからはるか西方

に西から御勅使川が、さらに盆地北東から流下する笛吹

を眺めると、甲府盆地西部の南アルプス・甲斐駒ヶ岳・

川が合流する。常願寺川・安倍川とともに日本の3大急

鳳凰三山など残雪の輝くその山容が美しい。フォッサマ

流河川の一つでもある釜無川（富士川）
はたびたび氾濫

グナ南部の主要部に位置するこれらの山並は、ほぼ南北

し、洪水等による住民の生活は苦難の連続であった。と

図- 1 フォッサマグナ南部の断層分布図・中央構造線位置図★１

日本の活断層より 東大出版会

権現岳
編笠山

瑞牆山
金峰山
伊那市

金ヶ岳
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茅ヶ岳

清水文健；中田 高／平川一臣・
今泉俊文・清水文健

駒ヶ岳

使用航空写真：

仙丈ヶ岳

北岳
甲府市

CB-70-8Y/CB-73-7X/
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404/M476/M482/M484/
M57-2-1,57-2-1A/
M46A-5/M99A-5/M
陸上活断層
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ことが確実な
もの（確実度Ⅰ）

大鹿村
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（確実度Ⅱ）
活断層の疑いの
あるリニアメン
ト（確実度Ⅲ）

短線は縦ずれの低下側を、矢印は
横ずれの向きを示す
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図-2 断層模式鳥瞰図および模式図

Kc

Tf

Tf

Tf

釜無川

Kb

Ta
御勅使川

Tf

F1

Fa
F2
Kc

Tf

Kb

Tf

F1・F2；断層
Kc ；断層鞍部（ケルンコル）
Tf ；三角末端面
Kb ；断層突起（ケルンバット）
Fa ；扇状地
Ta ；高岩

Fa

F1
F2

御勅使川と釜無川の合流付近に霞堤

くに南アルプス山麓の御勅使川は、現在の甲斐市竜王あ

は地域の人々を堤防上に集めて酒等を振る舞い、集会を

たりで釜無川に直角に流入したので水嵩が増し頻繁に堤

定期的に開き、これを堤防の地固めに役立たせたという

防が決壊した。

言い伝えもある。これも領民に対する信頼を重視した信

当時国主となった武田晴信（信玄）
は、
「戦いをするば
かりが国つくりではない」という思いに加え、盆地の安

玄の一面であろうか。
最近、武田信玄や山本勘助を題材にした「風林火山」

定・領内の食糧の確保もあり、河川の氾濫等による災害

が大河ドラマ化されＮＨＫによって放映されている。歴

防止のための治水事業にも意欲的であった。

史認識の浅い筆者にとって当初、話の意図が少々把握で

前述の堤防の決壊についても、御勅使川が釜無川に

きなかった。そこでドラマを見つつ２、３の文献をみる

流入する角度を鈍角になるよう川筋を変え、竜王の高岩

と、信玄は合戦前の諜報活動や内応工作は人一倍入念

（赤岩）
に当たるようにすると同時に、将棋頭といわれる

であったという、勝利の下地を周到に準備した武将で、

石組みを築いて水流を南北に2分し水勢を和らげる工夫

彼は30回合戦をして敗れたのは2回のみであるという
（武

をした。また高岩から下流2000ｍにかけて堅固な堤防

光、2006 ★5）
。これも合戦前の適切な情報収集の成果で

を築き、地中にしっかりと根を張る木を植えて根固めを

あろうか。

し、そのうえ、霞堤（不連続な堤防で、洪水の先頭流量

当時甲斐武田の周囲には、北条・今川・徳川・織田・

の一部が堤内地に氾濫して最高水位を低くしてくれる）

村上・小笠原・諏訪そして越後の上杉などが群雄割拠

という雁行状の堤防まで築いて洪水を食い止めた（千坂

し勢力争いをしていた。いずれの勢力でも、武田に劣ら

2006 ★２、高橋2006 ★３）
。

ぬ盛んな諜報活動は当然考えられ、領域内外における行

約450年前のいわゆる信玄堤（竜王堤）
というこの手法

動は頻繁なものであったのであろう。他国の隠密行動目

図- 3は、今日もなお用いられている優れた土木技術であ

的の者にとって、甲斐の領地内では、時に盆地内よりむ

る。さらに信玄は、付近の三つの氏神様をあわせ、信玄

しろ盆地周縁の山岳地における行動が多かったのではな

堤のかたわらに三社大明神を祀り堤防を参道とした。加

いか、という話を聴いたことがある。

えて、信玄堤近くに移住を勧め、租税や労力奉仕を免じ
洪水時の水防従事を義務づけた（山本、1996
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）
。時に

★４

すなわちフォッサマグナに発達する断層鞍部（ケルン
コル）
沿いの脇古道は、前に述べた三角末端面や山列の

図-3 河川のかすみ堤と治水施設

霞堤（信玄堤）
霞堤

河流

締切堤
副堤

背後に位置し、この鞍部での行動は盆地方向からは見
えにくく（図-2参照）
、隠密行動にとってもってこいの地
形ではないかと推測した。ちなみにこの種の道を俗に
ぬすっと みち

わ ぞう

写真- 2 信濃宮（宗良親王陵・大河原上蔵）

「盗人道」などということもある。行動する者にとって好
都合なこの利点は、甲斐武田にとっては不利になるわけ

に至る、
赤石山脈と伊那山脈との間の谷筋の街道である。

で、信玄は一計を案じ次のような策をとった。すなわち

他の一つは飯田市八幡で遠州街道から分岐して天竜川

部下を農民に変身させて武田郷に居住させ、断層脇古道

を渡り、小川路峠を越えて旧上村の地蔵峠からの道と合

を行き来する人間をチェックし、隠密行動や不穏な動き

わさる伊那山脈越えの古道である。

などを常時見張らせた。諜報活動においても、住み着き

前者はわが国最大のいわゆる中央構造線の谷沿いの

やすく目立たない断層鞍部を信玄が見事に逆利用した

街道である。中央構造線は、西南日本の内帯と外帯を分

例でもある。

ける構造線で、関東地方から中部・紀伊半島北部・四

武田郷（韮崎市）
は中世（戦国時代）
の郷名、武田は江

国北部・中九州にいたる約1000kmである。古道の開か

戸時代以降の村名であるが、甲斐武田にとっては中世以

れた時期は不明であるが、南北朝時代（1330年代以降）
、

前からのゆかりの地であり熟知の土地である。武田郷の

南朝 後醍醐天皇の皇子宗良親王（1311～1385）が南朝

位置は甲府盆地北西部の狭くなる要の部分であり、また

勢力挽回のため地蔵峠北方大河原（旧大鹿村）
に隠棲さ

フォッサマグナ南部断層地塊の山列がやや収斂する地

れ（信濃宮と称えられこの地で崩御され祀られている）

区でもあることから、南北に通行する人々をチェックす

写真- 2 、東海方面の南朝勢力と連係を保つため中央構造

るためには格好の場でもある（図- 1参照）
。

線沿いの地蔵峠（1320m）
を越えて遠山谷に入り、青崩

断層に由来する地形構造と脇古道は、たんに生活のた

峠（1085ｍ）
を越えて遠州へ入る秋葉道を頻繁に使用し

めの往来ばかりでなく戦略のためにも活用されていたわ

ていた。その後信濃と三河・遠江との文化や物質の交流・

けで、地域を鳥の目・虫の目で見たり考えたりして自然

往還にはこの古道が盛んに用いられるようになった。

条件を活用した「風林火山」
当時の計り知れない知恵と
駆け引きが思いやられる。

また、小川路峠（1642ｍ）越えの道筋は1500年代に、
甲斐武田が軍用道として知久平渡（飯田市）
に渡船場を
つくり、交通の便を図り活用したと考えられている（楯

3

1977★６）
。今日街道の至る所に「秋葉道」
や「秋葉大権現

秋葉道 いまむかし

勧講碑」などの道標が遺されている。1685年頃より講組
織などもつくられ、防火・防災の神 秋葉信仰が盛んに
なった当時を偲ぶことができる。

秋葉道とは信州伊那谷から遠山谷
（旧上村・南信濃村）

秋葉街道を北上し、旧大鹿村に入ると小渋川の流域と

を経て青崩峠を越え、遠州秋葉神社に至るいわば参詣の

なる。さらに北の旧長谷村・高遠町を流下する三峰川

道・信仰の道であり、明治以降は秋葉街道と呼ばれた。

とともに、両河川は暴れ天竜の元凶とも言われてきた。

２つの道筋があり、一つは諏訪湖南の杖突峠から高遠町

古来広域な南アルプスの雨水を集め狂奔する河水による

－分杭峠－地蔵峠－南信濃和田－青崩峠を越えて遠江

洪水災害はもちろんのこと、構造線沿いの地盤の破砕が
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図-4 中央構造線沿いの主な断層と地すべり地の分布★７★14

中央構造線の東側（外帯）
部分には三波川帯・秩父帯・

杖突峠

ML

著しく地すべり・山崩れによる被災も後を絶たない。
四万十帯が、西側（内帯）
には領家帯の圧砕岩が帯状に分

S
中央構造線

三波 川 帯

布する。構造線は領家帯と三波川帯との接触部分が主
で、幅約数ｍの断層粘土の部分と数十～200ｍの破砕帯
の発達が考えられており、造構造運動に伴う岩盤の破砕

S

や地形の大きな起伏量は斜面を不安定化している図-4。
構造線沿いの三峰川・小渋川・遠山川流域には多数

S

の地すべりが発生しており、ほぼ190箇所を越える。こ
三峰

のうち約1/2は三波川帯に、1/4は秩父帯に分布してい
S

川

中央構造線

G

るが領家帯には少ない（中村三1984★７）
。地すべり現象

K

は地表の土壌形成が促進されることから、地すべり地と
農耕適地との関係が深いことはよく知られており、岩体

A

K

が脆弱化し粘性度が卓越する三波川帯も例外ではない。

S
四万 十 帯

この地は湧水にも恵まれ畑作はもちろんのこと、中世

分杭峠

以降（中村寿、1990★８）
の水稲栽培と集落の発達も考え
られている。加えて断層背後のケルンコル（断層鞍部）

S

の部分は隠棲しやすいこともあり、しばしば平家の落人
K

A

集落の言い伝えなどもある。1500年代には、構造線沿い
農耕地の太閤検地もすでに実施されていたという記録

小渋

秩父帯

G
S

川

のあることも聴いた。
秋葉道と古い集落の位置をみると、大鹿村鹿塩地区で
は少し小高いところ（800～1050m）
を辿っている（図-6
参照）
。地盤災害があっても道と住居などは確保できる

K

入谷

ようなところにあった（向山1982★９）
。後に構造線谷沿

大西山崩壊

いの通路ができたり気候の寒冷化
（1500年以降の小氷期）
A

R
S

G ；領家花崗岩
R ；領家変成岩類
S ；三波川帯
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A ；四万十帯
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5

10km

写真-3 大西山の惨状

（国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所提供 1961年より ）

なども加わり、人々は次第に狭い低地帯にも定着し生活

図-5 中央構造線周辺の傾斜分布図★12

を展開してきたものと考えられる。
街道沿いの大鹿村「大河原」という地名は、荒れた河原
の意味がある。この河原も永年の治水・砂防事業によ
って安定が得られつつあった。ところが1961年6月29
日、未曾有の「山抜け・土石流」が発生し、平穏な集落を
一瞬にして恐怖のどん底に陥れた。集中豪雨（累積雨量
533,2ｍｍ）
後、雲が切れ青空がのぞき始めた朝9時すぎ、
大河原西に接し三角末端面の一部でもあり圧砕岩より
なる大西山（1741ｍ）
の、高さ450ｍ、幅約500m、厚さ
15mの岩体部分が大音響とともに屏風の倒れるごとく転
倒し岩体は破砕展延し山津波となった 図-5、6 ★12。
山津波は堤防等を瞬時に吹き飛ばし700ｍ離れた対岸
の文満集落まで1分足らずで到達し、家屋や各種構造物
を一挙に呑み込み、必死で逃げる人々を助ける術もなく、
さながら地獄絵そのものであったという。この三六災害
時はちょうど田植えの終わった時期で、水田は満水の状
態であり、この満水が山津波のスピ－ドを早めたという
（伊那谷自然友の会、1991★10）
。崩壊土量330万㎥、42
名の犠牲者を出した大惨事は、多くの悲しみと同時に貴
重な教訓を与えてくれた。地域の人々は苦難のなか、多
◯印は大西山地区、構造線に沿って20〜30°
前後の緩傾斜面が
発達しており、古くから土地が利用されており、居住地にもなって
いる。
＊数値地図50mメッシュ（国土地理院発行）
を使用して作成
（図／菊山浩喜、中村三郎 2001）

くの方々の協力を得て復旧に立ち上がつた。同時に大西
山崩壊がきっかけとなり、地すべり現象に関わる研究や、
大鹿村の入谷・旧南信濃村此田等における地すべりの
調査・対策事業の直轄化などが積極的に推進され、今日

図-6 大鹿村大西山崩壊地と周縁地形（図-5◯印の地区）

街道地域の安心・安定も得られつつある図- 6 、写真-4 。

Hb ；ホツグバツグ（豚の背地形）
Hv ；Hb両側の谷襞
Tf ；三角末端面

Hv

Hb
Hv

Tf

小渋川

Hv

Tf

秋葉道

中央
構造
線

Hb

Hb背面・Hv部分からの渗透水。流
水により次第に圧砕岩が風化し、前
面の岩体（Tfの一部）を不安定にし
たという事が考えられる。
秋葉道
「伊那谷の土石流と満水★10」
中の写
真を使用して図化した（中村）

Hb
大西山崩壊

Hb

Tf
大鹿小

圧砕岩

文満
大河原

青木

小渋川

秋葉道
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Hb

Hv

Hv

Tf

Tf

大西山崩壊
小渋川

写真- 4 大西山崩壊地と大河原付近の現況（2007年5月）、写真左（南）方向には断層沿いに発達する三角末端面脇の山襞が観察できる

4

役割は大きい。断層地形に支配され自然領域内生活の

未来をわける人と葦

卓越する環境のなかで創りだされてきた秋葉街道である
が、今日、街道沿いの自動車道も計画・推進されている。
この先、地域の風情と秋葉街道はどのような変貌をとげ

赤石・塩見 よく晴れて 空の青さが うつりくる

るのだろうか、人間の都合と構造線を伴う自然の都合を

つぶら瞳の かがやきよ 風のことばに 耳たてて

ふまえた、未来の環境に悔いのない新世紀の街道づくり

未来をわける 葦となれ

でありたい。
謝辞 本小文記載のための資料収集及び現地調査に

この詩は中央構造線脇街道のど真ん中に位置する大
鹿小学校の校歌（嶋崎、1984

）
の一節である。断層の

★13
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谷間で仰ぎ見る青く深い紺碧の空、尾根の間に垣間見え

知之・原田晋太郎の各氏にお世話様になりました。

る雪をいただいた南アルプスの山並み等、山や谷の風景

厚くお礼申し上げます。

のなかで街道に立つと、過去の時間のなかに入り込むよ
うな気持ちにもさせられる。微笑むごとく眠るがごとく
断層脇街道にたたずむ石仏は、永い間何を見てきている
のだろうか。
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街道は同時にさまざまな文化が伝播するル－トでもあ
り、各地に心豊かな文化遺産も創出され今日に伝わって
いる。
「大鹿歌舞伎」は地域で育まれた優れた文化遺産

８
９
10

の一つであり評価も高い。古来地域の祭り・踊りなどの

11

伝統行事は、参加する人びとの連帯感を深めひいては他

12

地域との交流をもたらし、人々の生活を刺激しユニ－ク
な文化と社会を創り出すきっかけともなってきた。
むかしもいまも断層人との関わりは深く街道の果たす
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13
14

活断層研究会（1991）
；日本の活断層、 200～201、東大出版会
千坂精一（2006）
；信玄棒道をゆく、風林火山の古道をゆく、36
高橋 裕（1999）
；21世紀の河川、163〜164、ジャ－ナリスト
OB倶楽部情報センタ－
山本晃一（1996）
；日本の水利、5～６、山海堂
武光 誠（2007）
；武田信玄の兵法、28～29、
上村民俗誌刊行会（1977）
；遠山谷の民俗、449、上村民俗誌
刊行会
中村三郎（1984）
；中央構造線の地すべりとその特性、13-25
日本地すべり学会関西支部シンポジウム論文集
中村寿人（1990）
；小渋川水系に生きる、45、建設省天竜川上流
工事事務所
向山雅重（1982）
；伊那谷と災害、22、北原技術事務所
伊那谷自然友の会編（1991）
；伊那谷の土石流と満水、48、伊那
谷自然友の会
天竜川上流工事事務所(1983)；天竜川上流流域の砂防について、
36、建設省天竜川上流工事事務所
中村三郎・
（2001）
；人と栖－構造線とのふれあい、1〜5、地すべ
りフォ－ラム
嶋崎和夫（1984）
；大鹿小学校 校歌の一節
中村三郎・中矢弘明・吉松弘行・打荻珠男・安養寺信夫（1982）
；
天竜川上流流域の地すべり特性、第22回地すべり学会研究発表会
論文集
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行事一覧（４月～６月）

協賛（後援）
●4月26日

平成19年緑の募金（協賛）

●5月9日

シンポジウム「土砂災害を知り、土砂災害に取り組む」
（後援）

●6月1日～30日

平成19年度土砂災害防止月間（後援）

●６月1日

平成19年度砂防ボランテイア基金（協賛）

●６月1日

日本の景観をを良くする国民運動推進会議・全国大会（協賛）

●６月6日

土砂災害防止推進の集い（全国大会）
（後援）

●６月6日

平成19年度砂防ボランテイア全国のつどい（後援）

●６月25日～平成20年２月16日
新しい砂防技術の推進・普及に関する講演・講習会（協賛）

理事会等の開催
【平成19年度第1回理事会】
第１回理事会が、平成19年5月18日、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年度事業報告の議決を求める件
●第2号議案：平成18年度収支決算の議決を求める件
●第3号議案：平成19年度事業計画案の議決を求める件
●第4号議案：平成19年度収支予算案の議決を求める件
●第5号議案：評議員の選出
（補充）
の議決を求める件

なお、第５号議案では、新たに、小川晋氏（三井住友銀行公務法人営業部長）
及び
栗原淳一氏（長野県土木部参事兼砂防課長）
の両氏が評議員に選出されました。
また、審議終了後、次の事項の報告が行われました
①平成18年7月豪雨による長野県での土砂災害について
②平成19年（2007年）
能登半島地震による斜面災害の概要
③火山砂防の今後の展開 ––火山噴火緊急減災対策砂防計画––

【平成１９年度第１回評議員会】
第１回評議員会が、平成19年5月18日、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年度事業報告の同意を求める件

●第2号議案

平成18年度収支決算の同意を求める件

●第3号議案

平成19年度事業計画案の同意を求める件

●第4号議案

平成19年度収支予算案の同意を求める件

また、審議終了後、次の事項の報告事項が行われました。①平成18年7月豪雨による長野県での土砂災害について
②平成19年（2007年）
能登半島地震による斜面災害の概要
③火山砂防の今後の展開 ––火山噴火緊急減災対策砂防計画––
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人事異動
●３月３１日付
【退 職】

吉柳 岳志
小林 威文
山中 和雄

国土交通省に復帰
大阪府に復帰
東京都に復帰

●４月１日付
【採

用】

西 真佐人
鈴木 拓郎

砂防技術研究所上席研究員（併）
調査役（国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所長）
砂防技術研究所砂防システム研究室研究員

【昇

任】

岩本 隆久
近藤 玲次

砂防部技術課上席参事（ 砂防部技術課参事）
企画部企画情報課主任技師（砂防技術研究所砂防システム研究室研究員）

【配置換等】

加藤 誠章
斜面保全部技術課技師（企画部企画情報課技師）
比留間 雅紀 （兼）
企画部企画情報課長（企画部国際課長）
万膳 英彦
企画部企画情報課長の兼務を解く（企画部長）

●４月１６日付
用】

綱木 亮介

斜面保全部長（国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター長）

【配置換等】

【採

吉松 弘行

斜面保全部長の兼務を解く（理事（兼）
砂防技術研究所長）

●４月３０日付
【理事の辞任】

吉松 弘行

（4月30日付～砂防技術研究所長の委嘱を解く）

●５月１日付
【配置換等】

近藤 浩一

砂防技術研究所長を委嘱する（専務理事）

飯田 弘和
小出 哲也
重野 輝幸
清水 幹輝
長谷川 謙二
石川 昌幹
福田 睦寿
山口 恭史

砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
砂防部技術課技師
斜面保全部技術課技師
斜面保全部技術課技師
総合防災部技術課技師

【配置換】

白岩 幸夫
曽田 進

総務部経理課長（総務部契約課長）
総務部契約課長（総務部経理課長）

【新規出向】

笠原 拓造
西尾 英貴
福井 健太郎
若林 栄一
塩野 康浩

砂防部技術課技師（国際航業（株）
）
砂防部技術課技師（サンコーコンサルタント（株）
）
砂防部技術課技師（
（株）
建設技術研究所）
砂防部技術課技師（八千代エンジニヤリング㈱）
）
総合防災部技術課技師（国土防災技術（株）
）

●５月３１日付
【出向期間満了】

●６月１日付

STC短信
平成19年度 （財）
砂防・地すべり技術センター 講演会開催

6月13日（金）
、砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて、
「平成
19年度 砂防・地すべり技術センター講演会」
を開催いたしました。
当日は、285名ものご参加をいただきまして、誠にありがとうございま
した。詳細は次号でご報告いたします。
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砂防学会通常総会ならびに研究発表会

5月23日（水）～25日（金）にかけて、
（社）
砂防学会主催の砂防
学会通常総会ならびに研究発表会が、福井市内において開催さ

くりひろげられました。当センターからの発表者と論文タイト
ルは以下の通りです。

れました。研究発表会には約850名の出席があり、活発な議論が

平成19年砂防学会発表一覧
No
1

所属部
企画部

発表者

題名

近藤 玲次

土砂災害報告データベースを用いた近年の土砂災害傾向の変化の整理

2

池田 暁彦

湯沢砂防におけるハード対策とソフト対策のあり方について

3

宮瀬 将之

住民意識調査による砂防事業の効果項目について

4

道畑 亮一

砂防ソイルセメントを使用した砂防えん堤の施工性と施工品質について
――住民アンケート調査による分析――

5

岩本 隆久

土砂災害経験による住民の危機意識と避難行動の変化について

6

柏原 佳明

平成18年7月豪雨災害の土砂移動実態について ～長野県岡谷市周辺を中心に～

7

來須 洋二

梓川上流域における土砂移動実態と砂防施設効果の分析について

竹本 大昭

庄内川流域における土砂生産・流出実態と砂防事業の効果について

9

清水 幹輝

芋川流域における平成16年新潟県中越地震発生後の土砂生産・流出実態

10

高濱 洋介

11

長谷川 謙二

12

梶山 國博

砂防事業効果評価の考え方についての一手法の提案

13

小出哲也

砂防ソイルセメント工法におけるマサ土の強度特性について

14

阿倍 淳

石狩川上流域の土砂災害の実態と土砂移動について

15

飯田 弘和

生産源領域からの土砂流出に対する砂防施設の効果について

8

砂防部

稲荷川源頭部における土砂移動実態について
「連携案方式」
による土砂災害警戒避難基準雨量の運用検証について

加藤 誠章

前兆現象による土砂災害の発生危険度の評価手法について

17

枦木 敏仁

砂防渓流における河床変動と水生生物の生息環境との関係

18

酒井 敦章

災害予想区域図集を用いた防災対応行動の検討について

19

坂島 俊彦

火山砂防ロールプレイング方式の防災演習の課題と今後の展開――浅間山における事例を中心として――

内柴 良和

防災対策の段階に応じた火山防災マップの検討 ――阿蘇山の事例――

16

20

斜面保全部

総合防災部

21

山口 恭史

落石現象に対する振動センサ－の検出限界に関する一考察

22

本田 健

雲仙・水無川流域における土砂生産・流出モデル構築に関する研究

23

澤田 悦史

プリズム観測体を用いた雲仙普賢岳溶岩ドームの挙動に関する研究

24

千田 容嗣

前兆現象に対する住民の意識と避難行動 ――住民アンケート調査による分析――

筒井 智照

砂防ソイルセメント工法の多様性について

鈴木 拓郎

粗面固定床上を流れる土石流の抵抗則に関する研究

25

砂防技術
研究所

26

依頼講師

4月30日

松井 宗廣

防災士研修センター

防災士研修講座「土砂災害と対策」
講師

5月15日

綱木 亮介

〃

〃

5月17日

山邉 康晴

〃

〃

5月21日

池谷

国土交通省四国山地砂防事務所

H19年度土砂災害防止講習会講師

5月28日

嶋

砂防構造物研究会

砂防構造物研究会 研究報告会

5月31日

安養 寺信夫

浩
丈示

気象大学校

H19年度火山防災業務研修
「我が国の火山防災事業と火山ハザードマップ」

6月6日

池谷

6月11日

綱木 亮介

浩

（社）
日本地すべり学会関西支部

シンポジウム講演「防災専門家もアウトリーチの時代」

（財）
全国建設研修センター

H19年度砂防等計画設計研修講師
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「土砂災害の実態平成18年版」
の発行
「土砂災害の実態」
は、当センタ

認識を深めていただき、土砂災

ーの公益事業の一環として、砂

害対策を考えるうえで参考にな

防関係技術の発展および広報に

ればと考えております。

寄与することを目的とし、昭和
57年度版より発行しております。

土砂災害の実態

なお、
「土砂災害の実態」につ
きましては、バックナンバー（平

「平成18年版」は平成18年1月

成６年以降）
も含めて、下記の当

から12月までに発生した土砂災

センター窓口にて受け付けてお

害をとりまとめたものです。本

りますので、ご入用の方は下記ま

誌により、土砂災害についての

でご連絡ください。

企画部

問合せ 企画部
TEL：
（03）
5276-3271 FAX：03）
5276-3391

界隈
食べある考
2

焼き餃子

今回は「焼き餃子」
です。筆者は特に、皮が厚め

枚（1皿5個）
とビール！」と頼むと、最初のひと皿

でざくっとした歯ごたえのものが好きです。よく

とビールが運ばれ、4個食べ進む頃、おばちゃん

行く店をいくつか紹介しましょう。

が焼きたての乗った次の皿を持って近づいてきま

①ニーハオ（京急蒲田）

す。1個残った皿のはしを握り、手をぴくっと動

京急蒲田から3分。いわゆる大連餃子です。焼き

かすと、1個の餃子が空を飛び、新しい皿に着地し

餃子は、焼き上がりに薄い小麦粉汁を流し込んだ

ます。おばちゃんは、何事もなかったように新し

羽根つき餃子。焼き餃子でビールを楽しんだあと、

い皿を空になった皿に重ねると去っていきます。

隠し味のゴマ油がきいた水餃子で紹興酒を少し。

店仕舞いが早いので注意。

おみやげに冷凍パックの水餃子を買っていけば家

④ファイト餃子（庚申塚）

でも楽しめます。羽田からの帰りにいかがでしょ

野田のホワイト餃子の技術提携店です。市ヶ谷か

うか？蒲田は八木一族の系統をくむ良店が他にも

らは、ここか小岩が最寄り。下半分を揚げるよう

あり、あなどれません。通販あり。

な独特の焼き方と俵型のプロフィールは、
「餃子」

②昇龍（御徒町）

ではなく「ホワイト餃子」という食べ物かも知れま

銀座一丁目の天龍よりもさらに大きい餃子です。

せん。

アメ横のガード下にあります。うっかり餃子ライ

⑤北京亭（水道橋）

スを頼むと、女性では食べきれな

水道橋と神保町の間。狭い店ですが、有名人のコ

い恐れがあります。1人前4コと

アなファンが多くいます。焼きも水(餃子)も美味

サッポロラガーを楽しみましょ

ですが、モツ類が「もうたまらぬ･･･」
味です。筆者

う。

が餃子を食べに行くときは、酒類の他は餃子だけ

③亀戸餃子（亀戸）

を頼みますが、ここではガツや砂肝も頼んでしま

亀戸駅北口1分。焼き餃子のみ。

います。

他のメニューはおろか、ライスも

庚申塚ファイト餃子・皮のさっくりした食感が秀逸!!
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ありません。でも常に熱々を食べ

他にも良い店がありますが、それはまたの機会に。

させてくれるのと、おばちゃんの

さて、今日も食べに行きましょう。焼ダブル、水

技見たさに行ってしまいます。
「4

１とビールねっ！

編集後記

市ヶ谷便り
郊外へ足を伸ばすと、橋上から見上げる空の広さに驚かされま
す。夏雲の白さと、川面を吹く風とがのびやかな開放感を運んで
くれる、水辺の恋しい季節になりました。

動きはより緩慢です。
現代の不夜城を誇る東京も、電灯が普及するまでの夜は深い闇
だったことでしょう、
変化
（へんげ）
や怪異譚が数多く残っています。
有名な
『おいてけ堀』
の伝説は錦糸町だそうですが、お城をめぐる

センターの窓から見下ろす市ヶ谷橋の下、お堀に浮かぶように
釣り堀があります。橋の上を行き交うのは、汗を拭きながら先を急

お堀にもこんな話が伝わっています。
「お堀ざらえ」
を命じられた人足頭の家に、前夜ひとりの男が立

ぐ週日のサラリーマン、点滅する信号にいらだつ車の群れ、市ヶ谷

ち寄り
「明日のお堀ざらえでは目の下四尺の大鰻が出てくるから、

駅を発着する電車の轟音とアナウンス・・・・それらをよそに釣

どうか殺さないでほしい」
とたのみます。快く承諾した親方は彼に

り人たちは、ただじっと水面の浮きだけと対話しています。せわし

麦飯をふるまって帰しましたが、翌朝報せが遅れ、鰻は無惨にも

ない都会の喧噪のなか、そこだけが異次元の休日ののどかさをか

打ち殺されます。そしてその腹からごっそり出てきたのは麦飯でし

もしているのです。

た。

HPで見ると設立は古く昭和31年となっており、そのミスマッチ

恐ろしいというよりも哀れなお話ですが、それにしても、ものの

さにもかかわらず、すっかりまわりの風景にとけこんでいます。手

怪（け）
たちはこの眠らなくなった都会のどこへ追われていったの

ぶらで行ける身近な釣り堀としてマニアの間では知られた存在ら

でしょう？人の心の闇へと潜んだのでなけ

しく、お忍びで来る有名人も少なくないとか・・・・。併設された

ればよいのですが・・・

フィッシュセンターには熱帯魚や水草、珍しいは虫類も展示販売
されています。

ときには心の虫干しも必要ですね。休
日には広い空を見上げて深呼吸を、さもな
ければ手近な釣り堀で、ひととき釣り糸を

日暮れには魚も眠るのでしょうか？たそがれどきの釣り人たちの

たれてみるのもよいかもしれません。
（Ｊ）

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

「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

