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巻頭言

今後の砂防ハード対策に
ついて思うこと

石川 芳治

いしかわ

よしはる

東京農工大学大学院 共生科学技術研究院 教授

１．はじめに

３．ピーク流量からハイドログラフによる施設計画・設計へ

砂防施設（砂防法では砂防設備）
に関しては、最近、透過型

コンクリートスリットえん堤の土砂調節機能はスリットの

砂防えん堤、現地材料を用いた工法等が開発されてきている

せき上げ高さにより左右され、せき上げ高さは一般に計画洪

ものの、
新しい工法の提案や試験施工は少ないのが現状です。

水のピーク流量に基づいて設計されています。実際の大規模

ここでは、今後の砂防施設のあり方について思いついたまま

な土砂流出時には計画したピーク流量の半分しかないハイ

に述べたいと思います。

ドロをもった洪水が発生することも考えられますが、このよ
うな場合には、せき上げが十分に発生せず、スリットえん堤

２．砂防施設に期待されていること
砂防施設は土砂災害防止のために設置するものですから、

の調節土砂量はかなり少なくなります。コンクリートスリッ
トえん堤の調節土砂量を適切に評価するには、ピーク流量を

土砂災害防止の機能が高くなくてはならないのですが、その

含めたいくつかのハイドログラフ（＋セディグラフ）
を用いて

うえで、よりよい砂防施設として期待されていることには次

検討することが必要です。

のようなものがあります。
①経済性：コストとしては建設費のみならず、維持管理費お

４．避難所も砂防施設に

よびCO2 の排出等も含まれるべきと思います。また、パフォ

現状において、避難所として指定されているのは小中学校

ーマンスについては実態に合った適切な評価が必要となりま

の体育館や公民館などが多いのですが、これらは避難所とし

す。

ては不便な場合が多いのです。たとえば、冷暖房施設も十分

②環境保全：地球環境や地域（渓流）
の環境に対して負荷が

ではなく、また多数の家族が避難した場合、プライバシーは

少ないものが必要です。透過型えん堤などの渓流生態系に

保ち難く、さらには災害時要援護者の生活には非常に不便な

やさしい施設が設置されてきていますが、地球温暖化防止等

ものとなっているのが現状です。数時間で避難が解除される

を考慮すると、木材や石材など、CO2 の排出の少ない材料の

のならば我慢もできますが、数日、数週間の避難となると多

使用も積極的に行っていく必要があると思います。

くの問題が生じてきます。

③美しい景観：周辺の景観に適応したデザインや材料を工

避難勧告や避難命令が出されたとしてもなかなか避難が

夫する必要があります。装飾的なデザインを排して、シンプ

進まない大きな理由の一つに避難所の問題があるのではな

ルで洗練されたデザインの施設を設置していく必要がありま

いのでしょうか。避難所は豪雨による土砂災害ばかりでな

す。

く、
地震後や火山噴火の際の避難所にも利用されるものです。

④大規模災害対策：天然ダムや地震・火山噴火など、現状

住民が危険を感じた時には躊躇なく避難できるような安全で

の砂防計画では想定していないような大規模な災害につい

快適な避難所を近くに整備することも重要な土砂災害対策

ても対処する必要があります。これには（a）
事前対策、(b)直

手法と考えます。避難所も土砂災害を防止・軽減するため

前対策、(c)直後対策がありますが、火山噴火対策では直前

の砂防施設として考えることもできるのではないでしょうか。

対策、天然ダムの形成等に関しては二次災害防止のための
直後対策が特に重要です。
⑤性能設計法を開拓していく必要があります。

５．おわりに
近年、わが国の社会構造は急速に変化し、住民の要求も多

⑥最後に、最近のわが国の超高齢化・人口減少社会への対

様なものとなっています。多様な要求に応えられるように、

応を図っていく必要があります。

地域の渓流や社会に適した多様な施設を整備していくこと
が必要とされます。
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論説

1
砂防施設の変遷
江戸時代前期頃までは山地の荒廃を防ぐため、伐採な
どを禁止・制限するという対応であったが、次第に植林

砂防施設の変遷と
社会的背景

などにより積極的に山地を安定させるようになってき
た。1683年の近畿地方の災害を契機に土砂留支配役の
制度がつくられ、河村瑞軒の指導のもとに山腹工とその
基礎工として鎧留、築留、石垣留などの砂防工事が行わ
れた。禿赭地の侵食防止､ 植林の際の地盤安定のための

大久保 駿

ものであるが、わが国で初めての砂防堰堤の原型を見る

おおくぼ しゅん

ことができる｡

社団法人 全国治水砂防協会 理事長

1700年代半ば頃から広島県下福山藩に砂留 写真‑1 が
多く施工されはじめた。江戸時代の代表的な渓流砂防
工事で、渓床堆積土砂の流出防止機能をもつものとなっ
ている。
幕末の混乱で一時中断されていた砂防工事は、明治
元年（1868）の淀川大水害を契機に再開された。明治6
年（1873）
には「淀川水源防砂法」が公布され、明治10年
（1877）
、内務省土木局設立と同時に始まった14大河川
の改修工事と並行して、明治11年（1878）
、淀川などの8
大河川で直轄砂防工事が開始された。この間の砂防工
事は､ いまだ渓流工事までには及ばず､ 土砂生産の激し
い禿赭地の山腹工を主体とする工事が中心であった｡
江戸時代よりはるか以前から、神社の造営による森林
の伐採､ 薪炭林の伐採､ 新田の開発､ 鉱山開発や陶土採
掘､ 陶業のための燃料材の伐採､ 焼畑農業など、木材資
源の活用などにより禿赭地や荒廃地を現出したが、その
結果土砂の流出などによる河川の埋塞、田畑の埋没、土
砂の氾濫による人家への被害、舟運への障害､ 港の埋塞
などが生じてきた｡

写真‑ 1 福山藩・堂々川6番砂留

2 SABO vol.92 Oct.2007

特集

ハード対策

木正雄などが相次いでオ−ストリア等に留学し、オース
トリア流の渓流砂防の思想や技術を日本に導入するこ
ととなり、わが国の砂防技術が体系づけられていく｡ 渓
流を横断する砂防堰堤や床固工を設置して､ 渓床土砂の
流出防止・固定､ 流出土砂の貯留､ 調節の機能を発揮さ
せるようになってきた｡
大正に入るとセメントの実用化に伴い、砂防堰堤につ
いても大正6年（1917年）
芦安堰堤 写真‑ 3 で初めてセメン
トが用いられるようになり、飛躍的な変化をとげる。上
流禿赭地の手当てより渓流工事による土砂の流出防止・
写真‑ 2 鎧堰堤

抑制を優先する流れを促した。大きな渓流の谷の出口の

明治政府はオランダ人技師を招聘し各地の河川改修

勾配変化点上流に広大なポケットを有する貯砂容量の

の指導に当たらせたが、これがその後の砂防の歴史に大

大きい大規模砂防堰堤が盛んに造られるようになり、設

きく影響を及ぼした｡ そのなかのデ・レーケが舟運とし

計施工技術も格段に進歩し重力式堰堤の他にアーチ堰

て重要な役割をもっていた淀川と物資集散の重要な港

堤等も用いられた｡ 砂防堰堤の施工地が上流部から人

である大阪港を見て､ その機能を十分確保するには河川

の生活領域に近接した中流部へ変わっていき、構造物の

改修に先行して上流山地からの土砂流出の抑制など砂

安定性や信頼性の高い設計思想が取り入れられ､ 砂防技

防工事が必要であると明治政府に建言し、流域全体とし

術の進歩を促した。高い堰堤による貯砂機能だけでな

ての治水のあり方を示した。 技術的にも日本各地に存

く、渓流の土砂の流出防止と渓床固定のための堰堤を階

在する既存の古来工法を取り入れ､ 山腹工と土木的手法

段状に複数設ける工法なども採られ、粗石コンクリート、

を結合させて砂防工法を改良・発達させていった｡

玉石コンクリート、練石積コンクリート、重力式コンク

デ・レ−ケ工法は基本的には山腹工であるといわれる

リートなどの多様な堰堤が造られるようになった。

が、不安定土砂の固定や土砂の貯留、調節、山脚固定や

諸戸北郎は明治38年（1905）
から45年（1912）
までオ−

水を貯める機能など広い効果を期待する巨石積の砂防

ストリアに留学し砂防技術を修得し、これを集大成し大

堰堤などを積極的に築造した写真‑ 2。

正4年（1915）
『理水及砂防工学』を著し砂防技術を体系

明治30年（1897）
、砂防法が制定された。淀川に見ら

化した。

れるように下流への土砂流出を抑制するため、砂防工事

赤木正雄は大正3年（1914）
に内務省に入り、その後オ

は上流荒廃山地での山腹工が主体であった。山腹工に

−ストリアに留学した後、大正14年(1925)から内務省で

は必要な小規模水路や谷止め、張石、段切工などの土木

全国の砂防を専管して担当することとなる。オーストリ

手法が併用された。

ア流の渓流砂防の必要性を痛感し、従来の、砂防法が前

デ・レーケなどの技術者が政府に対して広く建言して

提としていた、下流への土砂流出を抑制するための上流

いた時代は砂防事業は進展していったが､ デ・レーケの
帰国とともに政府に対する建言の機会が減り､ 砂防の発
展が滞ることとなる｡
明治37年（1904）
、東京帝国大学に開設された「森林
理水及砂防工学講座」にオーストリアからホフマン教授
を招聘してオーストリアの砂防思想を導入した。愛知
県瀬戸にあるホフマン工事は、山腹基礎工と併せて、禿
赭地への植物の自然導入を促すことを目的としたもの
で、初めてオーストリア流砂防が現地に適用されたもの
といわれる。
明治末期から大正にかけて諸戸北郎や村上恵二、赤

写真‑ 3
下部重力式堰堤は大正 6
年に施工。上部アーチ式
堰堤は大正 1 3 年に施工

SABO vol.92 Oct.2007

3

山地での山腹工中心の砂防を渓流工事主体の砂防に変

ての土砂処理計画を行うこととした。この基準（案）
制

えていく。以降の砂防は赤木の影響を大きく受けること

定と前後して砂防堰堤にアーチ堰堤が採用されるように

となる。赤木は昭和14年（1939）｢渓流及砂防工学｣を

なり、厳しい地形条件のなかでの設計・施工技術が進展

著すが､ そのなかで砂防施設の機能を、①渓床の洗掘竝

した。経済断面として設計できる三次元堰堤も試みら

に渓岸の浸蝕を防ぐ、②渓床を高めて両岸山脚を緩傾斜

れた。昭和36年（1961）
を境に直営工事から請負工事に

となし、したがって山腹の崩壊を防ぐ、③流出土砂の貯

切り替わることとあいまって、砂防堰堤の形式や設計法

留をなす、④渓床勾配の緩和竝に乱流の整治をなす、⑤

が次第に規格化､ 標準化され､ 各地に施工される砂防堰

高水の調節をなす、と砂防堰堤の目的を整理したが、水

堤は重力式コンクリート堰堤が主流となっていった｡ と

力発電、上水道、灌漑用水など砂防堰堤の多目的利用

くに､ アーチ堰堤などは良好なサイトが減ったこともあ

にも積極的であった。

り、次第に用いられなくなってきた｡

第1次世界大戦後の世界大恐慌はわが国にもその影響

昭和41年、山梨県の足和田村の土石流 写真‑ 5 は多く

をもたらし、農村が困窮した。農村救済のため農村救匡

の人命を奪うとともに集落を壊滅させ、一挙に本格的な

事業が起こされたが、砂防事業がその大きな役割を受け

土石流対策が進められることとなった。建設省は危険

もった。困窮した農村の雇用の機会と現金収入の道を

渓流調査を実施するとともに足和田村のように扇状地・

開く効果があったが、
土砂災害に悩む農村を安定させた。

谷の出口に存在する集落を土石流から守るために、各渓

京都府の雲原村は昭和9年（1934）の室戸台風でさら

流の想定荒廃規模に対応した予防的砂防堰堤が必要と

に大きな被害を受けた。単なる災害復旧ではなく農村づ

し、その調査も行った。すなわち、各渓流出口に容量の

くりを目指し、砂防堰堤と流路工に種々の農村振興事

大きな砂防堰堤設置を促したのである。貯砂機能を重

業を合わせて安定した地域を創り出した。赤木正雄は農

視している。

村地域での砂防事業の雛形を創り出そうとしたといわれ
る。
戦局が次第に厳しくなってきている昭和13年（1938）
、

現在の技術基準は平成16年に定められ、砂防堰堤の
目的を土砂生産抑制施設と土砂流送制御施設に分け、
それぞれ①山脚固定による山腹の崩壊などの発生又は

神戸を中心に阪神大水害が起こった。大都市の大きな

拡大の防止又は軽減、②渓床の縦侵食の防止又は軽減、

人命被害であったが、
主要交通網の途絶による物資輸送、

③渓床に堆積した不安定土砂の流出の防止又は軽減、

経済活動の停滞などが戦時体制下で大きな影響を及ぼ

および①土砂の流出抑制あるいは調節、②土石流の捕

し、いち早く直轄砂防事業として復興に着手された。流
路の短い急勾配渓流の谷の出口の容量の大きな堰堤の
築設と下流の流路工の整備であった。昭和42年（1967）
災害時、住吉川の五助堰堤（堤高30m）写真‑ 4 が土石流
を貯めて災害を回避した事実は有名である。
第2次世界大戦中から戦後にかけて砂防事業はほとん
ど休止状態であった。戦時中、資材や労力不足のため、
「戦時工法」なるものが行われ、砂防堰堤でも堤体内の一
部に粗石を埋め込んだ「粗石混合積」
砂防堰堤が用いら
れたことがある。
砂防堰堤の効果を土砂量で理論的に説明することが
必要になり、木村弘太郎は木村構想を発表した。 山腹
工を主体として土砂生産を直接抑える直接工事と、砂防
堰堤の貯留・調節機能を期待する間接工事の組み合わ
せで砂防計画を論じた。
昭和33年
（1958）
に河川砂防技術基準
（案）
が制定され、
このなかで砂防の工法を９つの区分に分類し、流域とし
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写真‑ 4 五助堰堤

特集

ハード対策

捉あるいは減勢、とした。砂防堰堤の形式については、

能をもった砂防堰堤の設置が進められた。遊砂地や樹

すでに透過型砂防堰堤の採用が広く行われていたこと

林帯など、土砂流出を抑制する一方、多目的に活用する

から透過型と不透過型に分け、土砂の調節、供給を意識

ための面的な整備が行われるようになった。砂防堰堤に

した分類とした。

水を貯め､ 種々の用水や水力発電への利用､ 堆砂の砂利

スリット堰堤に代表される調節・調整を期待する透過

資源としての活用､ 堆砂地や流路等の公園利用､ 砂防施

型砂防堰堤に加え、より積極的に土砂を下流に｢流す砂

設により安全になった土地の活用等である｡ 荒れた土地

防堰堤｣という意図をもった大暗渠砂防堰堤も採用され

を砂防堰堤などにより安全な可利用地として再生させ

ている。

ることは､ とくに中山間地では大きな力となる。

土石流が頻発したり、保全対象に近接する砂防堰堤の
除石工が神戸市背後の六甲山で採用されたり、火山地
域で制度化された。現在では、砂防の一つの工法として

2
砂防施設の工夫を

土石流対策指針に位置づけられている。
平成3年の台風19号は九州を中心に風倒木を大量に発

砂防堰堤は、その本来機能である土砂処理に加えて、

生させ、これが土石流とともに流木として流出し災害を

多種・多様な機能を併せもったものにすることが大事で

拡大した。従来からも試みられていたが、流木対策施設

ある。

設置が一挙に広がった。

上流山地の渓流は基本的には縦断勾配を緩和して土

火山砂防事業を通常砂防事業から独立させ、火山泥

砂の流出防止、流出抑制を図るため、砂防施設が果たす

流を貯め込んだり分散させるため広大な遊砂地や樹林帯

渓床堆積物の固定、流出防止は土砂処理機能として重

などの施設が設置されたり、
溶岩流対策も行われている。

要な要素である。下流扇状地や沖積部では、河道周辺の

地すべり地の脚部に設置するコンクリートブロック堰

構造物の維持や自然環境などの課題があるが、渓床を可

堤や枠堰堤などが用いられたり、流出土砂の質的・量的

能なかぎり低下させることは安全性を高めることになる。

調節をねらった鋼製堰堤などの新材料を使った砂防堰

土石流対策としては、土石流のすべて、または一部を

堤が各地で用いられるようになり、砂防堰堤の機能を多

捕捉し、堆積させる機能が土砂処理機能として重要であ

面的に捉えようとする試みが進んだ｡

る。この場合は次の土石流に備えて除石を併せ行う。捕

砂防堰堤の機能に生態の保全､ 維持などが期待され､

捉し、堆積させる方法だけでなく、山腹工や低堰堤工群

魚道設置が急速に進められ、自然石の多用、樹林の設置

等により土石流の生産源を安定化させ発生させない、ま

なども行われた。さらに、
景観上の問題から堰堤の形状、

た流動中の土石流のエネルギーを消耗させてつぶす、あ

色､ 設置位置､ 材料､ 大きさなどについて議論が進むよ

るいは流れをそらせる等、渓流の状況を考慮に入れる工

うになり、平成19年、景観形成ガイドラインが策定され、

夫をする。

景観を考えた計画設計手法を提案するとともに、砂防施
設の「機能美」も強調した。
多目的な機能、付加価値を期待する多様な形状・機

砂防堰堤の永続的な大きな作用は調節効果である。
洪水間の調節効果に加え、一洪水中の土砂流出ピーク流
量の低減、土砂流出ピーク時間の遅延などの調節効果も
考える。流出土砂量の量的調節に加え、洪水流のもつエ
ネルギー量の低減、流出土砂の構成材料の変化、土砂濃
度の低減などの質的調整効果の活用を考える。洪水時
大容量を確保するため、常時は土砂を流す、あるいは長
い堆砂長・広い堆砂面や堆砂末端での勾配・川幅変化
が期待できる堰堤のサイトを選定するなど、調節・調整
の効果を高める工夫をする。
自然河道の狭窄部などにも、上流部での堰上げによる
堆砂の促進や洪水時の大礫等の捕捉、洪水ピークの遅延

写真‑ 5 足和田土石流で被災した西湖地区

や平滑化などの効果が期待できる場合がある。狭窄部
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にスリット砂防堰堤を設置、あるいは水制を両岸から突

自然のなかに人工的な構造物を造るのであるから､ そ

き出すことによるスリット効果を創り出すなど、自然の

の周辺の自然状況が変化するのはやむをえないとして

調節効果を増進、活用、創出する工夫ができる。

も、その影響を最少限にする。むしろ、新しいそして良

流出土砂の調節という土砂処理機能に加え、下流河

好な環境を創造したり、癒しを感じる施設を造る。安芸

道等の維持のため積極的に土砂を供給・流すため、スリ

の宮島の紅葉谷 写真‑ 6 は訪れる人に癒しを感じる新しい

ット砂防堰堤などを多様に工夫しさまざまな土砂処理

自然を見事に造り出した。松本郊外の牛伏川のフラン

が可能になる。

ス式階段工 写真‑ 7 は上流域の大荒廃地の安定のための

大規模崩壊の発生（流域に集中して発生する崩壊も含

砂防工事の集大成のように造られたもので、流域の安定

む）
と火山活動に伴う災害への対応が課題になっている。

とともに、訪れる人に癒しと回復した自然の景観を提供

水理計算にのらないが大きなかつ重大な土砂流出源と

している。また、動植物等の生態系の保全・存続・創出

なる大規模崩壊――マスムーブメント――や火山活動

についてもこれを必須として施設配置・設計に反映する。

による土砂流出を流域の砂防計画のなかに反映し処理

砂防施設を自然環境を構成する一つの風景として見

する必要があるが、今後の課題である。崩壊が起こった

られるものにすることが必要である｡ ①自然への負荷の

後の対策は危機管理対策の観点から、ハード及びソフト

軽減、②環境との共生、③重要な資源である"景観"を大

の両面で緊急対策、応急対策、恒久対策計画を策定し

事に、④自然に融和、⑤機能美を造る、⑥視点場、⑦谷

ておくことが重要と考える。

全体の景観等、自然や景観を考慮した砂防施設のデザイ

砂防堰堤がすでに3万5000基を超え、その維持管理の

ン・設計が必要である。前法や放水路など砂防堰堤の

問題が大きくなってくる。効率的で良好な堰堤のサイト

多様な形状、壁構造からの脱却、材料、高さなどの規模

も少なくなり、かつ昨今の公共投資抑制を考えると既設

の検討が必要である。自然環境や景観と共生できる施

施設の効率向上のための改築、更新、機能増進そして長

設にするためには、施設の機能や形、材料、規模などに

寿命化が必須となってくる。除石、嵩上げ、機能付加、

細心の注意が必要である。画一的でない、人工的装飾の

補強、取替えなどを計画的に考える。永くもち、維持管

ない個性と品格のある施設のデザインが必要である。

理に経費のかからない砂防施設の設計に工夫が必要で

内務省技師、田辺義三郎が設計・施工を指導した天

ある。
砂防施設の計画・設計においても、渓流の上下流で計
画される一連の堰堤の構造や材料が同一である必要はな
く、きめ細かい計画・設計を行うことは経費節減につな
がる。省資源・省エネルギーをいっそう進めるためにも、
また環境という観点からも大事な方策になってくる。
実際、以前から枠堰堤､ 自在枠堰堤やセルタイプの砂
防堰堤など現地材料活用の工法が開発されてきた｡ こ
のタイプのもっとも古いものは｢籠類｣である｡ 資源の有
効活用や自然の環境に馴染みやすいという利点から今
後さらに復活して活用されるようにするのがいい｡
最近ではCGS工法、INSEM工法、ISM工法など、現
地材料を現位置で堤体材料として活用する施工法､ 材
料の開発が行われているが、省資源・省エネルギーの観
点からも今後大いに実用されていくものである。掘削残
土の骨材や砂防堰堤の材料などへの転用、掘削残土発
生の軽減、現位置での短時間施工、危険箇所での無人化
施工に適した工法・施工法、環境負荷の最小化を考えた
施工法や施設の工夫を進める。
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写真‑ 6 上：昭和20年枕崎台風による被災状況
下：秋には紅葉を一段と演出する紅葉谷橋

特集

ハード対策

神川の「鎧堰堤」
および草津川の「オランダ堰堤」
や、京都

の役割、⑧地域の顔をつくり出す、など砂防施設の多様､

府技師、
市川義方がわが国古来の工法の有効性を主張し、

多面的な活用を図り、地域に根ざした砂防を目指すべき

渓床土砂を固定する土堰堤を主体とし天端下流法だけを

である｡

石積にした不動川の石堰堤にもその答えを見出せる。

地域に存在する要望､ 潜在的需要を把握したうえで、

明治24年（1891）
に井上清太郎は「砂防工大意」をまと

提案、計画段階から地域､ 住民などに広く参画してもら

めている。山腹工の基礎工として発達した谷止工は次

う｡ 地域が提案し、造るという行為が施設に愛着をもた

第に渓流内の不安定土砂の固定、土砂の貯留、調節、山

せ､ 自分たちのものという自覚を生み､ 地域の宝として

脚固定などの役割をもつ砂防堰堤へと進展していった。

その後の維持管理が地域一体となって行われるという大

このような施設は、今もなおしっかりと渓流を安定させ、

きな効用がある｡

自然に馴染んで落ち着いて存在している。現地材料を活
用できること、現地渓流の状況に合わせて馴染ませてつ
くることができること、周辺環境に与える影響を軽減で

3
まとめ

きることなど、わが国古来の工法を再発見して活用して
いくことが望ましい。とくに設計にあたっての細やかな

流域全体の完成形を目指して､ その計画の一部として

考察、工夫、心配りは「現地をよく見た設計」
という点で

施設を設置し安全度を高めていくのにあわせて､ 当面の

参考にすべきところが多い。

守るべき目標を設定し支障を排除する､ という「段階計

砂防施設を活用することによって生み出される「プラ

画」のような考え方とその実施が望まれる。流域の状況､

ス効果」
「付加価値効果」を考え､ その方策を検討する｡

災害の程度・頻度､ 保全対象の規模・重要性など､ 諸処

砂防施設の｢土砂処理機能｣としての機能以外の、①多

の条件を考慮しながら当面の支障排除を考えた砂防計

様な資源の保全と創出、②自然環境の保全と回復､創造、

画は「地域の視点に立った砂防」
になっていくと思う。

③緑の回復・創造、④レクリェーションの場の提供、⑤

砂防施設は技術的な研究・開発や現地適用による改

渓流斜面のもつメディカル効果の活用、⑥安全な土地を

良などの歴史を経て変遷してきている。一方で、国土の

生み出す、その活用、⑦地域振興の核としての砂防施設

管理や災害の様相、その対応、地域の要請など社会的な
背景も大きく反映してきている。災害防止の技術という
観点からすると、技術性と社会性の融合ということは大
変大事である。すべてを克明に網羅して説明することは
不可能であるが、砂防施設の変遷の動きについて重要と
思われるものを記してみた。
砂防施設の機能は本来多様であるべきであり、砂防施
設個々あるいは組み合わせによって機能を多種､ 多様に
発揮させるよう種々の工夫を行う必要性を述べた｡ 地域
の特性、地域に何が必要かという視点で進める砂防は災
害防止だけでなく、地域に活力をもたらす。
★データの出典
写真‑ 1 広島県土木建築部砂防課『福山藩の砂留』
平成9年
写真‑ 2 滋賀県大津林業事務所『先人の築いた歴史資産をたずねて
No.2』
平成8年
写真‑ 3 山梨県土木部砂防課『歴史的砂防施設 芦安堰堤』
写真‑ 4 六甲砂防工事事務所『街のしあわせをまもって50年−−六甲
砂防50周年記念誌』
平成2年
写真‑ 5 足和田村役場企画振興課『台風26号災害からの復興まで』
昭
和44年
写真‑ 6 広島県土木建築部砂防課『紅葉谷川の庭園砂防抄』
昭和63年

写真‑ 7 上：上流白影沢 下：フランス式階段工

写真‑ 7 牛伏川砂防工事沿革誌編纂会『牛伏川砂防工事沿革史』昭和
8年
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砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）
解説および土石流・流木対策設計
技術指針解説のポイント
小山内 信智 おさない のぶとも
国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室 室長

水野 秀明 みずの ひであき
国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室 主任研究官

1

計画策定指針（土石流・流木対策）
解説と土石流・流木

はじめに

対策設計技術指針解説において、土石流対策技術指針
土石流対策技術指針（案）
に関する経緯を振り返って
みる。まず、技術基準「土石流対策施設計画」
（案）
が「総

（案）
とくらべて、変更された点や追加された点を紹介す
る。

合土石流対策等技術検討会」
（昭和57年から２年間）
に
よって取りまとめられた。その後、
「総合土石流対策強
化手法検討会」
（昭和59年〜62年）の第3部会（昭和60

砂防基本計画策定指針（土石流・
流木対策編）
解説の主なポイント

2

年より設置）
が技術基準「土石流対策施設計画」
（案）
を
実際の土石流危険渓流に適用し修正した。その成果は
土石流対策技術指針（案）
として平成元年10月9日に建
設省（当時）
河川局砂防課長より全国に通知された。
その後、同指針（案）
は平成12年７月13日に改訂され、
建設省河川局砂防課長より全国に通知された。平成16

1 ……土砂移動の形態

砂防基本計画は土砂移動の形態に則して策定する。
その土砂移動の形態は渓床勾配に応じて土石流区間と
掃流区間に区分される図‑ 1。今回の改定で、その境界と
なる地点を渓床勾配２°
の地点とした。

年3月には、
河川砂防技術基準
（案）
計画編が改正され、
「河
川砂防技術基準計画編」が通知された。そのなかで、砂
防基本計画は水系砂防に加えて、
土石流対策、
流木対策、

2 ……土石流・流木処理計画

土石流・流木処理計画は河川砂防技術基準計画編基

火山砂防、天然ダムなど異常土砂災害対策
の５つから構成されることになった。

図‑ 1 土砂移動の形態の渓床勾配（目安）

このなかの土石流対策と流木対策につい
ての砂防基本計画の標準的な策定方法を
示した砂防基本計画策定指針（土石流・流
木対策編）
および土石流・流木対策設計技

渓床

術指針が平成19年3月13日に国土交通省
河川局砂防部砂防計画課長と保全課長の
連名で通知され、土石流対策技術指針（案）
と流木対策指針
（案）
が廃止された。その後、

渓床勾配

2°
1／30程度

10°
1／6程度

15°
1／4程度

発生区間

両指針の解説が国土交通省国土技術政策
総合研究所を主体として取りまとめられ、
平成19 年３月に国総研資料第364号と365
号として公表された。ここでは、砂防基本
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20°
1／3程度

流下区間

区間
の
呼び名

堆積区間
掃流区間

土石流区間

特集

ハード対策

本計画編でいう土砂処理計画に相当するもので、土石流

図‑2 土石流・流木処理計画に計上できる土砂量（透過型）

対策技術指針（案）
では「土石流量の処理」に流木の処理
計画捕捉量

を追加したものである。土石流・流木処理計画は式（１）
のように書ける。
計画堆砂勾配

V -W （
- X +Y +Z ）=0……（１）
ここで、V ：計画流出量、W ：計画流下許容量、X ：

越流部の天端位置を通る平
常時堆砂勾配を有する平面

抑制
計画捕捉量、Y ：計画堆積量、Z ：計画発生（流出）
量で、単位は全て㎥である。V , W , X , Y , Z は土砂と流

現渓床勾配

木の量を足し合わせたもので、それぞれ式（２）
から（６）

計画発生（流出）
抑制量

のようになる。

V = Vd + Vw
図‑3 土石流・流木処理計画に計上できる土砂量（不透過型）
常時土砂が堆積する空間の最上面（除石

計画捕捉量

により、これ以上堆砂が進行しない面）
計画堆積量

W = Wd + Ww

………………（２）
……………（３）

X = Xd + Xw

………………（４）

Y = Yd + Yw

………………（５）

Z = Zd + Zw

………………（６）

ここで、V d：計画流出土砂量、V w ：計画流出流木量、
計画堆砂勾配

W d ：計画流下許容土砂量、W w ：計画流下許容流木量、
X d ：計画捕捉土砂量、X w ：計画捕捉流木量、Y d ：計画

平常時堆砂勾配

堆積土砂量、Y w ：計画堆積流木量、Z d ：計画土石流発
生（流出）
抑制量、Z w ：計画流木発生抑制量で、単位は

現渓床勾配

全て㎥である。計画捕捉量及び計画堆積量を土石流・

常時土砂が堆積する空間（除石を行わない空間）

流木処理計画に計上するためには、定期的な除石（流木
の除去を含む）
と緊急除石（流木の除去を含む）
からなる

計画発生（流出）
抑制量

除石計画を策定し、その除石計画を実行する必要がある
図‑2 、図‑ 3 、図‑ 4。

図‑ 4 土石流・流木処理計画に計上できる土砂量（部分透過型）

3 ……土石流ピーク流量と土石流の流速と水深

土石流ピーク流量は式（７）
に示した「流出土砂量に基

常時土砂が堆積する空間の最上面（除石

づく土石流ピーク流量の算出」方法に統一した。なお、

により、これ以上堆砂が進行しない面）

土石流対策技術指針（案）
の「降雨量に基づく土石流ピー

計画捕捉量

越流部の天端位置を通る平
常時堆砂勾配を有する平面

ク流量の算出」
方法は、運用を砂防基本計画策定指針（土
石流・流木対策編）
及び同解説に変更するまでの経過措

計画堆積量

置として、参考として記述した。
計画堆砂勾配

Q SP =
計画発生（流出）
抑制量
平常時堆砂勾配
現渓床勾配
常時土砂が堆積する空間
（除石を行わない空間）

0.01C ＊・V dqp

Cd

………… （７）

ここで、Q SP ：土石流ピーク流量（㎥/s）
、V dqp ：1波の
土石流により流出すると想定される土砂量（空隙込み）
（㎥）
、C d ：土石流濃度、C ＊：渓床堆積土砂の容積濃度
（0.6程度）
である。V dqp は次のように算出する。まず、想
定土石流流出区間を設定する。想定土石流流出区間は
図‑ 5に示した例のように、
「Q SP を算出しようとしている
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図‑ 5 想定土石流流出区間のイメージ図

図‑ 6 土石流ピーク流量の流下断面

B da

計画基準点
山腹（0次谷を含む）

Bd

渓流

Ad

「移動可能土砂量と運搬可能
土砂量のうち比較してちいさ
い方の値」
が最大となる想定土
石流流出区間を抽出

「1波の土石流により流出する
と予想される土砂量」
を算出
しようとしている地点または
流下区間の下流端となると考
えられる地点

土石流ピーク流量の
流下断面
渓床堆積土砂

渓流の条件を満たす上流端

0次谷

計画基準点

1次谷以上の渓流

図‑ 7 開口部

地点」
と「土石流の流下区間の下流端地点」
のうち上流側

開口部の幅

の地点（図‑5中の○印）
から、山腹（０次谷）
を含めた渓流
開口部の高さ

にそって流域の最遠点までの区間をさす。流域が本渓の
ほか支渓を有する場合には、想定土石流流出区間が複数
設定される。次に、各想定土石流流出区間における「移

開口部底面

動可能土砂量」と「計画規模の年超過確率規模の降雨量
によって運搬できる土砂量」
（砂防基本計画策定指針
（土
石流・流木対策編）
２．
７．
３解説でいう「運搬可能土砂
量」
）
を算出し、それらのうち小さい値を「流出すると想

断面積（㎡）
、B da ：流れの幅（m）
である。

定される土砂量」とする。最後に、各想定土石流流出区

標準的な手順は、
①水位と流下断面
（Ad ）
の関係の整理、

間の「流出すると想定される土砂量」を比較して最も大

②水位と流れの幅B da の関係の整理、
③①と②及び式
（10）

きい値をV dqp とする。

に基づく、水位と土石流の水深Dd の関係の整理、④③と

土石流の流速と水深は式（８）
、
（９）
、
（10）
を連立させ

理、⑤④による土石流ピーク流量に相当する流下能力の

て求める。

U=

1

Kn

式（８）
、
（９）
に基づく、水位と流下能力Q SP の関係の整

2/3

1/2

D r （sinθ）

水位の算出、⑥⑤で得られた水位と③の関係に基づく、
……… （８）

土石流の水深の算出、⑦⑥で得られた土石流の水深を式
（８）
に代入することによる土石流の流速の算出となる。

Q SP =U・A d …………………………… （９）
Dd =

Ad
B da

……………………………… （10）

（ここで
ここで、図‑6のようにD r ：土石流の径深（m）
はD r ≒D d（土石流の水深）とする）
、θ：渓床勾配（°
）
、
1/3

K n ：粗度係数（s･m ）
、A d ：土石流ピーク流量の流下
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3

土石流・流木対策設計技術指針
解説の主なポイント

1 ……透過型・部分透過型の開口部

開口部の幅 図‑ 7は透過型の機能を十分生かせるよう
に、かつ、土石流の到達前に砂防えん堤の上流に湛水が

特集

ハード対策

表‑1 透過部断面の形状
機 能

水平純間隔

鉛直純間隔

最下段の透過部断面高さ

土石流の捕捉

D 95 ×1.0＊1

D 95 ×1.0＊1

土石流の水深以下＊2

＊ 1 水平純間隔・鉛直純間隔を最大礫径(D 95 )の 1 . 5 倍まで広げることができる。
＊ 2 最下段透過部断面高さを最大礫径(D 95 )の 1 . 5 倍まで狭くすることができる。
表‑2 設計外力の組合せ（透過型）
自重を除く
平常時

表‑ 3 設計外力の組み合わせ（部分透過型）
自重を除く

土石流時

洪水時

堆砂圧、
土石流流体力

えん堤高
15m未満

平常時

えん堤高
15m未満

堆砂圧、
土石流流体力

えん堤高
15m以上

1 5 m以上の透過型砂防えん堤において、透過部の安定条件は 1 5 m
未満の場合と同様とする。また、非越流部については、一般的に上流
側ののり勾配が急な場合が多いため、未満砂の状態のときに下流側か
ら地震時慣性力が作用する状態についても安全性を検討する。

えん堤高
15m以上

静水圧、
堆砂圧、
揚圧力、
地震時慣性力、
地震時動水圧

土石流時

洪水時

静水圧、
堆砂圧、
土石流流体力

静水圧

静水圧、
堆砂圧、
揚圧力、
土石流流体力

静水圧、
堆砂圧、
揚圧力

図‑8 設計外力の作用位置（透過型）

土石流の重さ

Dd

Dd
2

土石流流体力

F

堆砂圧＊1

H

鋼材

自重

堆砂圧

C e・γd・D d

基礎の自重

C e・γe・（H-D d ）

C e ：土圧係数

＊ 1 堆砂圧の鉛直力を算出の際は、土砂の単位体積重量(γe =C *σg )を用いる

生じないように、できるだけ広くとることとし、基本的

巨礫等により確実に閉塞するとともに、その閉塞が土

に谷幅程度とする。

石流の流下中にも保持されること。

2 ……透過型・部分透過型の透過部断面

土石流を確実に捕捉し、一旦捕捉した土砂を土石流の
流下中に下流に流出させないようにするため、透過部断

❷土石流の水深よりも高い位置の透過部断面が土石流
の後続流により確実に閉塞するとともに、その閉塞が
土石流の後続流の流下中にも保持されること。

面の形状は基本的に表‑1に示すものとする。但し、平時
の土砂を下流へ流す機能を持たせた上で、次の①と②の
条件を全て満たす場合には、透過部断面の形状は表‑ 1に

3 ……越流部の設計（透過型・部分透過型）

安定計算について説明する。透過型の場合、砂防えん

示した以外のものでも良い。

堤および構造物の自重に加えて表‑ 2に示した設計外力が

❶土石流の水深以下の透過部断面が土石流に含まれる

図‑ 8のように作用した状態で安定性を有するように、断
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図‑ 9 設計外力の作用位置（部分透過型）
えん堤高15m未満の例：上段は土石流時、下段は洪水時）

土石流の重さ

Dd

土石流流体力

Dd

F

2
堆砂圧＊1
鋼材
自重

H

堆砂圧
堆砂圧＊2

C e・γe・
（H ‑D d ‑H c ）

Hc

不透過部の自重

C e ・γd ・D d

静水圧
堆砂圧

C e ・γs ・H c
γ
C e・ e・
（H ‑D d ‑H c ）

C e ・γd ・D d

C e ：土圧係数

静水圧

Dh

鋼材
自重
静水圧

H

静水圧

不透過部の自重

＊ 1 堆砂圧の鉛直力を算出の際は、土砂の単位体積重量γe を用いる
＊ 2 堆砂圧の鉛直力を算出の際は、水中での単位体積重量γs を用いる

面を設計する。部分透過型の場合における安定計算は、

表‑ 4 設計外力の組合せ（構造計算）
ケース

土石流時

満砂時

温度変化時

砂防えん堤および構造物の自重に加えて表‑ 3に示した設

自重

○

○

○

計外力が図‑ 9のように作用した状態で安定性を有するよ
うに、断面を設計する。但し、越流部の不透過部の天端

土石流
流体力

幅は礫および流木の衝突によって破壊されないよう決定

○

し、衝突する最大礫径の２倍以上を原則とする。
○

堆砂圧

構造計算について説明する。表‑ 4に示した設計外力に

○

対し安全になるよう部材を設計する。また、一部の部材
○

温度応力

が破損したとしても砂防えん堤全体が崩壊につながらな
いよう、フェールセーフの観点から、できるだけ冗長性

許容
応力度の
割増係数

1.5

1

1.15

（リダンダンシー）
の高い構造とする。
なお、土石流を捕捉する目的で配置される部材（機能
部材）
のうち、構造物の形状を保持するための部材（構造

表‑ 5 設計外力の組合せ（透過型）自重を除く
平常時

（透過型、非越流部安定計算）
土石流時

洪水時

部材）
に相当しない場合には、土石流中の石礫を捕捉で
きれば目的を達成するため、塑性変形を許容することが

静水圧、
堆砂圧、
土石流流体力

えん堤高
15m未満

できる。

4 ……非越流部の設計（透過型・不透過型・部分透過型）
えん堤高
15m以上

地震時慣性力
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静水圧、
堆砂圧、
揚圧力、
土石流流体力

安定計算について非越流部は自重に加えて、透過型の
場合では表‑ 5に示した設計外力が、不透過型と部分透過
型の場合では不透過型の越流部の設計外力が作用する

特集

ハード対策

図‑10 設計外力の作用位置（えん堤高15m未満の例：上段は土石流時、下段は洪水時）

土石流の重さ

Dd

Dd
2

土石流流体力

F

堆砂圧＊2

静水圧

H
静水圧

堆砂圧
堤体自重

C e ・γe ・H c

C e（γd - γw ）D d

C e ：土圧係数

＊ 2 堆砂圧の鉛直力を算出の際は、土砂の単位体積重量γs を用いる
静水圧

Dh

静水圧

H

静水圧
堤体自重

として安定計算を実施し設計する。 図‑ 1 0 は設計外力の
作用例としてえん堤高15m未満の場合を示したもので

4

おわりに

ある。但し、袖部の断面は、
「袖部の自重」
、
「土石流流体
力」
、
「礫の衝撃力と流木の衝撃力を比較して大きい衝撃

近年、総合的な土砂管理に見られるように、防災だけ

力」の３つの設計外力に対して、次の１）
から４）
までを

でなく環境や景観に配慮した砂防設備が望まれている。

満たす断面とする。

このような背景から、流砂の調節や土石流・流木の捕捉

１）
袖部の上流のり勾配は直とすることを原則とする。

を効率的に発揮できるだけでなく、河床位や流水の連続

２）
袖部の下流のり勾配は直または、本体の下流のり勾

性を断ち切ることなく、また、動物や魚類等の往来をほ

配に一致させる。
３）
袖部の下流のり勾配を本体の下流のり勾配に一致さ
せた場合、袖部の天端幅は1.5ｍを下限とする。
４）
設計外力に対して、袖部と本体の境界面上における
せん断摩擦安全率は４以上とする。

ぼ妨げることのない構造を有する透過型や部分透過型
の砂防えん堤が着目され、これまでに数多く設置されて
きた。
また、それらの効果の実態も徐々にではあるが、明ら
かになってきている。このような背景から、今後も透過

その後、前述の３つの設計外力を作用させた場合におい

型や部分透過型の砂防えん堤が積極的に計画され、建設

て、
袖部と本体の境界面上に生じる引張応力を計算する。

されていくことになり、技術基準や技術指針の更なる高

許容引張応力以上の引張応力が生じている場合には、引

度化が求められると考えられる。透過型や部分透過型

張応力を鉄筋あるいは鉄骨で受け持たせるものとし、そ

に期待する効果の実態を現地で調査し、蓄積していくこ

れらの鉄筋あるいは鉄骨は袖部と本体の境界面をまたぐ

とで、それらの知見を高度化し、技術基準や技術指針の

ように配置する。

次期改定時に反映させていきたいと考えている。
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雲仙・普賢岳（平成新山）
溶岩ドームの監視体制
〜反射プリズムを用いた観測手法の開発〜
秦 耕二 はた こうじ
国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所 所長

石坪 昭二

いしつぼ しょうじ

国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所 調査課長

1

び落石に対する監視体制を、どのような観測手法を用い

はじめに

て構築すべきかを検討してきた。その結果、

雲仙・普賢岳図‑1は、平成2年11月に始まった噴火災
害から約17年が経過した。しかし、斜面頂部には噴火
活動時に形成された溶岩ドームが、約1億立方メートル
の岩塊として不安定な状態 写真‑ 1で堆積しており、風化
の進行や地震などによる落石や崩落の可能性が懸念さ
れている。
雲仙復興事務所では、下流域の保全対象を土砂災害
から守るために、下流域から順次砂防工事を進めている
が、今後、崩落の影響を受けやすい溶岩ドームに近づい

❶ 溶岩ドームを地表面の形状から複数のブロックに分
けて、施工の安全性に大きく影響を及ぼすブロックの
挙動を「反射プリズム」写真‑ 2を用いて観測する。
❷ 溶岩ドームから落石が頻発する場合は、崩落につなが
る可能性があるため、
「振動センサー」
を用いて落石を
観測する。
以上の2点が溶岩ドームの監視体制の手法として提案
された。ここでは、①の「反射プリズム」
による観測手法
ついて紹介する。

た上流部での工事を実施する予定であるため、施工の安
全体制強化が課題となっている。そこで、学識経験者等
を交えた委員会により溶岩ドームの局所的な崩壊およ
図‑ 1 雲仙・普賢岳位置図

●

福岡
九

写真‑ 2 プリズム部と躯体の分離状況
州

島原半島
雲仙普賢岳

2

反射プリズムによる溶岩ドームの監視

（平成新火山）

1 ……反射プリズム躯体の開発

反射プリズムによる監視は、平成9年から溶岩ドーム
上に10基の躯体を設置し観測を行ってきた。しかし、当
時設置された躯体は、火山ガスによる腐食や過酷な気象
条件により、8基が計測不能となった。反射プリズム躯
体が計測不能となった原因については、次の点があげら
写真‑ 1 雲仙・普賢岳溶岩ドーム（H9.12.4）
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●

火山ガスの影響による接合部の鉄パイプが腐食しプリ
ズム部が落下した。

●

プリズム部付け根のストッパー不良によりプリズム部
が回転した。

●

反射プリズムの表面が火山ガスにより劣化した。
以上の点を踏まえて、新しい反射プリズム躯体は鉄製

の部分を腐食に強いステンレス製に変更し、反射プリズ
写真‑ 3 新しい反射プリズム 写真‑ 4 ヘリコプターによる
反射プリズム設置状況

ム部は、現地試験を踏まえた検討の結果、反射強度を強
くするためにプリズムの数を3個から9個に増やした構
造に改良した 写真‑ 3。また、修理・回収がヘリコプター

監視が重要と考えられる。そこで新しく設置する躯体は、

で容易にできるように吊り下げ部を有した構造とした。

図‑ 2に示すとおりブロックの先端付近の6箇所に設置し

た。なお、No.7とNo.10については、平成9年当時に設置
2 ……反射プリズム躯体の設置

されたプリズム躯体で、現在も観測が可能なプリズムで

施工の安全体制強化という観点から、溶岩ドームの挙

ある。躯体は、ヘリコプターによって各ブロックの設置

動を早期に捉えるためには、各ブロックの先端部の挙動

地点まで運搬した 写真‑ 4。このように新しく開発した反

図‑2 反射プリズム躯体の設置位置図

NO.2

C2

C3

NO.1

C4

P-1プリズム

C5

P- 4 プリズム
03

A1

A2

01

C6
NO.4

02
NO.3

NO.5
NO.6

A3
既設

M2
04

NO.7

P-2プリズム

A

P- 5 プリズム

既設
NO.9

M1

NO.10

M2
NO.8

●……
ブロック名

P-3プリズム

既設反射
プリズムの位置

A ……
M……
O ……
C ……

赤松谷
水無川
おしが谷
中央

P- 6 プリズム
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●
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溶岩ドーム

赤
松

水 無
川

川

が 谷
お し

谷

写真‑ 6 自動観測小屋の外観

①砂防みらい館

②眉山ロード天狗山

写真‑ 5 観測地点位置図

写真‑ 7 自動観測小屋の観測状況

射プリズム6基は、平成18年3月に設置が完了し、新旧

の室内には、光波測距儀 写真‑ 7・左 の他に室温・湿度を

合わせて8基の反射プリズムによる観測が可能になった。

一定保つためのエアコンや観測に必要なハードウェアを
設置している 写真‑ 7・右 。

3 ……反射プリズムの観測結果

反射プリズムの観測は、8箇所の反射プリズムが視準
可能な地点である①赤松谷川右岸側の「砂防みらい館」

4 ……観測地点の位置

各地点の観測データは、斜距離（m）
と観測日の関係を

と②おしが谷左岸の「眉山ロード天狗山」の2地点を選定

グラフにし、管理基準値を設定することで溶岩ドームの

し、光波測距により斜距離を計測した写真‑5。

移動を把握できるようにした。管理基準値とは、過去の

平成18年4月から平成19年5月までの期間は一日一回、

反射プリズムの観測データから許容範囲を設定したもの

工事関係者による手動観測を実施してきたが、平成19

である。現時点では、観測データの回帰直線の±4cmを

年8月からは、6時間に１回の周期で計測を行うことが可

管理基準値として設定し、この範囲を超えた場合は溶岩

能な「自動計測システム」
を構築した。観測周期は、１時

ドームに異常があったものとした。一例として平成18

間単位で変更が可能であるため、溶岩ドームに異変があ

年4月から平成19年5月までの反射プリズムP4（みらい

った場合には短い間隔で測定が可能である。自動観測

館からの観測）
の計測結果を図‑3に示す。

小屋の外観は写真‑ 6に示すとおりである。自動観測小屋
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傾向（観測地点方向に

図‑ 4 反射プリズムのベクトル図

＊変位量は観測期間の近似直線から算出した

近づいてきている）が
みられる。この傾向は、
両観測所から観測した
全反射プリズムで確認
P6

できたため、一部のブ

7.5cm

ロックにかぎらず溶岩
10

ドーム全体が斜面下方

-5.4cm

反射プリズム
躯体新設位置

に向けて移動している

-5.7cm

継続観測
反射プリズム
躯体位置

と判断される。その移
動量は、各反射プリズ

天狗山からの
変位ベクトル

ムで異なるが、概ねみ

みらい館からの
変位ベクトル

-6.6cm

-1.6cm

P5
-2.6cm

らい館で6.0cm程度、

7

P1
-2.9cm

天狗山で4〜5cm程度

-5.5cm

P4 -4.5cm

-7.5cm

である図‑4。

-6.1cm
-4.4cm

-5.5cm

なお、平成18年9月

P3

P2
-9.2cm
-5.8cm

14日 〜19日 に 管理基
準値を超える約6cmの
移動が反射プリズムP5において確認された。この移動

3

おわりに

は、P5だけの一時的なものであり、その後移動が加速傾
向とならず観測が継続できていることから、溶岩ドーム

不安定な状態で存在している溶岩ドームの直下におい

の崩落につながるものではないと判断された。この移動

て安全かつ着実に砂防工事を進めていくことは、地域の

について、この時期の気象状況を確認したところ、平成

安全性を向上させるうえで重要と考えられる。ここで紹

18年9月17日に最大瞬間風速58.1m/s（普賢岳観測所）

介した反射プリズムを用いて施工の安全体制を構築し、

を記録する風が観測されているため、この風が原因とな

工事を進めていくという方法は世界でも類例を見ない。

り躯体が移動した可能性がある。

今後、GPSや航空レーザー計測などの手法を含めた監

現時点では、溶岩ドームが徐々に下方へ移動している
傾向が得られているが、移動の加速傾向や急激な変位は
捉えられていない。

視体制の強化について、さらに検討を行うとともに、砂
防工事の一層の進捗を図っていきたいと考えている。
おわりに、ここで紹介した施工安全体制の強化検討に
あたって、小橋澄治京都大学名誉教授を委員長とした
委員会メンバーの方々、並びに検討にご尽力をいただい

図‑3 反射プリズムP4の変位状況グラフ
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● 雲仙・普賢岳噴火災害復興「 10年のあゆみ」
火山防災事業へのとり
くみ：国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所
● 雲仙復興事務所H.P：http://www.qsr.mlit.go.jp/unzen/
● 中里薫、松井宗廣、山口恭史、秦耕二、大林和幸：
「大規模斜面を対
象とした緊急時遠隔計測システムの開発」
： 平成18年度砂防学会
研究発表会概要集
● 澤田悦史、松井宗廣、山口恭史、秦耕二、石坪昭二、水田貴夫：
「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」
：
平成19年度砂防学会研究発表会概要集
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地すべりのハード対策
「SABO」
では、現在活用されている技術の確立に尽力された砂防分野での先達に、その経験談を
伺う
「技術の伝承」
を連載しています。第2回は「地すべりのハード対策」
と題して、これまで日本各地
の地すべりの機構調査や対策の検討などをされてきた、藤田壽雄氏（株式会社アイエステー 代表取
締役会長、社団法人日本地すべり学会 顧問）
にお話を伺いました。
● 語り手

藤田 壽雄
ふじた ひさお

株式会社
アイエステー
代表取締役会長

● 聞き手
略 歴
昭和35年3月
昭和57年
昭和60年1月
平成元年12月
平成17年5月
職歴
昭和38年10月
昭和48年 4月
昭和50年 4月
平成8年〜10年
昭和59年 4月
平成元年7月
平成8年〜10年
平成13年4月

東京大学農学部林学科卒業
建設大臣業績表彰
技術士（建設部門）
取得
学術博士号取得
瑞宝小綬章 受章
建設省入省
建設省河川局砂防部砂防課長補佐
設省土木研究所砂防部地すべり研究室長
（社）
日本地すべり学会会長
建設省土木研究所砂防部長
（財）
砂防・地すべり技術センター技術第三部長
（社）
日本地すべり学会会長
（株）
アイエステー取締役社長就任

向井 啓司

むかい けいじ

（財）
砂防・地すべり技術センター
斜面保全部 技術課長

相楽 渉

さがら わたる

（財）
砂防・地すべり技術センター
斜面保全部 主任技師

相楽● 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。藤田先生は東京大学農学部をご卒業後、
建設省（当時）
の土木研究所で数多くの地すべりの調査
研究を手がけられた後、財団法人砂防・地すべり技術セ
ンターの理事兼斜面保全部部長として活躍されました。
まずは藤田先生のこれまでのご経歴と携わった地すべ
り地について、簡単にご紹介いただけたらと思います。
藤田● 私は都会育ちなのですが、山の仕事に興味をも
って林学科に進み、大学卒業後に東京大学愛知演習林
で助手として斜面侵食の研究をしている時に、
渡さん（渡
正亮氏）
に声をかけられたのがきっかけで土木研究所に
行くことになりました。
地すべりについては愛知演習林に行く途中、東海道
線から見える景色のなかに由比地すべりがあって、
「地
すべりもあるのだな」という程度の認識でしたが、土研
に移ってからは地すべりを担当していた渡さんの指導下
（砂防研究室）
に属したこともあり、地すべりの調査と対
策の研究を主にしてきました。
相楽● 初めて手がけた地すべりはどこだったのでしょ
うか？
藤田● 自分が初めて関わった地すべりは群馬県の少林
山地すべりで、自然放射能を使ったすべり土塊のゆるみ
範囲の調査をしていました。その頃は、ちょうど昭和33
年から静岡県の由比（寺尾）
の地すべりが再活動し始め、
昭和35年くらいから激しく活動していました。由比地
すべりでは、海岸沿いということもあって切土した土砂
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図‑1 松之山地すべり防止区域平面図

の捨て場がないため、排土の有効活用を考えていて、計

していました。

画中であった東名道路の盛土に転用することになり、土

当時は自動計測する機器もなく、自分の足で歩いて、

研の砂防研究室で路体盛土材としての、適用性について

全体を見回して調査することが基本でした。もちろん、

土質試験を行っていました写真‑ 1。

伸縮計も傾斜計もありましたが、地すべり地が広すぎる

その後は新潟試験所に移って、試験地としていた板倉

ので、観測用の木杭を20ｍ間隔で打って、距離を計測す

町の猿供養寺地すべりで調査手法の基礎研究、また地

ることにより移動量を出していたのですが、その木杭は、

域社会に大きな影響を与えた松之山地すべり図‑ 1を調査

融雪時にできるだけ早く積雪から杭頭が出るように、２
ｍの高さがあったので、打ち込むのが大変でした。二人
がかりで肩車をして杭を打ったものです（笑）
。
相楽● 現在の松之山地すべりはこの写真にあるように、
かなり大規模な対策工を行っていますね写真‑ 2。
藤田● 荒川水系の二瀬ダムや肱川水系の鹿野川ダムで
すでに施工実例があったので、その経験を基に鋼管杭を
対策の主工法として打っています。ただ当時は、安定計
算上は剪断杭として設計していました。杭の太さも直径
で316mmと細いものです。それでも松之山地すべりは、
街の中心部が被災したことで当時社会的に話題になっ
たので、鋼管杭等に費用をかけた、結果としてかなりの

写真‑ 1 由比（寺尾）
地すべりと東名高速道路

規模の対策をすることができました。
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写真‑ 4 岩殿地すべり発生当初の全景

写真‑ 2 最近の杭工施工状況。クレーンを使用して効率的に建て込ん
でいる

り研究室に異動になりました。それから全国各地の地す
べりに関わるようになったのです。
記憶に残っているといえば、昭和42年からは亀の瀬地
すべりが再活動し始めたので、その調査でかなり現場に
通いました。対策工としては集水井工と排水トンネルを
実施してからの排土工を主力の工法として計画していま
した写真‑ 3。
大規模な深礎工をやったのは亀の瀬が初めてで、まず
は安全のため機械堀りができるように直径４ｍくらいの
深礎でしたが、大和川沿いの地すべり本体は大きいので、
そのなかでユンボが動けることも考えて直径５ｍ、最終

写真‑ 3 亀の瀬地すべりでの排土工

的には直径７ｍ程度までになりました。じつは深礎工は、
道路の分野が先鞭をつけていたため、使えることがわか

相楽● その後、
対策などを検討された地すべりのなかで、

っていたのでできたのです。

記憶に残っている現場というとどのようなものがあるで

相楽● 深礎工を行った地すべりは他にありましたか。

しょうか？

藤田● 中央道の岩殿山地すべりは仮設で盛土をして地

藤田● 昭和39年に新潟地震が起きまして、その次の融

すべり活動を沈静化させてから、対策そのものは深礎工

雪時にいくつか地すべりが発生しました。地震の影響も

で行いました 写真‑ 4、5 。その後月山の国道112号で、高

あったのではないかと推定されていました。また、北陸

速規格の道路を造るにあたっても、この経験があったた

自動車道のルート選定にあたっての調査や国道8号線、

めに、深礎工はかなり有効な対策として使えるという自

49号線の改良に伴う地すべり対策検討などをしながら、

信がありました。ちょうどこの頃は大規模な対策工のは

昭和38年8月から昭和40年3月まで新潟試験所にいまし

しりで、
昭和50年頃からは地すべり事業も予算が増えて、

たが、その後は、当時赤羽にあった土木研究所の地すべ

都道府県の工事でも深礎工や杭工などを大規模にでき
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撮影 昭和 60年7月27日

写真‑ 5 岩殿地すべり対策工事後の全景

たのですが、最近は予算も減ってきてそのような大規模
な対策をすることも少なくなり、ある意味残念な気がし
撮影 昭和 63年4月23日

ます。
相楽● その他に、藤田先生が関わられたなかで、規模や

写真‑ 6 長野県地附山地すべりと復旧の足跡

社会的影響等が大きかった地すべりはどちらでしょう
か。

となので、調査してもはっきりわからないことが多いと

藤田● 社会的影響が大きいという意味では、やはり昭

いうのが正直なところです。

和60年の長野県の地附山地すべりですね。

相楽● その他の対策工について、採用され始めた経緯

じつは大きく地すべりが動いた当日、私は長野県の要
請により現場に調査に入っていまして、あまりにも地す
べりの動きが活発で設置していた伸縮計が切れてしまっ
たために観測網を再構築する必要があり、そのために当
日の16時頃まで現場にいました。すでに地すべり中腹
の急傾斜面で小崩落が発生したりした状況でしたが、夕
方県庁で打ち合わせをしている17時頃に大きく活動し
て犠牲者が出てしまいました写真‑ 6。
災害後は地すべりの発生機構を調査する委員会のメ
ンバーに入りまして、もう一つの対策工を検討する委員
会には渡さんが委員長をされていました図‑ 2。当時の調
査では発生原因は地下水の増加と考えられましたが、は
っきりとした水の通り道はつかむことができませんでし
た。やはり地すべりのメカニズムは地下で起きているこ

などをご存じでしたら教えてください。
藤田● たとえば、アンカー工はもともと仮設として使わ
れていましたが、防錆能力が向上した永久アンカーが出
てきて本格的な対策工としての活用が始まりました。た
だし、値段が高かったためにあまり使われていなかった
のですが、四国の小豆島に建設した殿川ダムでの地すべ
りで渡さんが使い始めて、徳島県阿波池田高校のある池
田ダム発電所の掘削で起こった岩盤地すべりでうまくア
ンカーが効いたために、地すべりの分野でも広く使われ
るようになりました。
このように、アンカーも最初はダムの関係で使われて、
それから道路ののり面で使われ、その後地すべりでも使
われるようになったのです。最初は予算がある分野で試
験的に使われて、うまくいったとなるとそこから広まっ
ていく。地すべり対策は経験工学そのものといえます。
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とがあるのですが、いくら直径が大きく

図‑ 2 復旧への対策工法図

ても深さが60ｍ以上となると空が見え
ないのです。すべり面を確認するために
は井戸等の中に入って直接見るのがいち
ばんなのですが不安になりますね。
藤田● やはり集水井の直径が細いとガ
スの心配をしたり、壁が崩れないかなど
と不安になります。
相楽● これから地すべりに取り組んで
いく若い人たちにとって、教科書として
おすすめできるものがありましたら教え
てください。
藤田● よい地すべりの教科書としては、
藤原さん、谷口先生、福岡先生の本など
がありますが、最近のものとしては渡さ
んの本が系統立って書かれています。い
ずれにせよ、これらの本をひととおり読
んで地すべりのメカニズムを頭に入れて
から現場を歩くことが重要です。
相楽● 地すべりを見るのにいちばん重
要なのは何でしょうか。
藤田● やはり地形だと思います。地質
などはある程度共通するものもあります
が、地形は地すべりの各現場によって違
うし、教えるのも教わるのも難しい。最
近はレーザープロファイラーなど計測機
器も発達していますが、人によって地す
また排水工も当初は横穴ボーリングから始まって、掘
削距離を短くするために縦の集水井と組み合わせてきま
した。その井戸も最初はコンクリートの自沈式でしたが、

べりブロックが違うなんていうこともざらにあるほどで
す。
また地すべり調査の鉄則は地すべりの滑落崖まででは

なかなか沈まないうえに傾いてしまうので、根継ぎで入

なく、さらにその斜面の上部の尾根まで登って地すべり

れていくようにだんだん技術開発がされていったもので

の範囲がそれでよいかどうか、また反対側の山の斜面の

す。井戸の直径もボーリング機械が入るように3ｍから

状況もみること。年をとると登るのがつらくなってきま

3.5ｍに大きくなっていきました。でも、欲を言えば、深

すが（笑）
、鉄則を守って尾根まで行ったら、地すべりブ

い井戸では直径5ｍくらいは欲しいものです。ただ最近

ロックが思ったより大きいことがわかった、ということ

はコスト縮減ということもあって、私が砂防・地すべり

もあります。ただ最近はみんな忙しすぎるのか、時間を

技術センターにいたときより安い直径3ｍでなんとかな

かけて現場を見ることがありません。やはり地すべり対

らないかという検討もしたのですが、結局3.5ｍが妥当

策の基本は、じっくりと現場を見ることです。

だろうということになりました。個人的には深さは直径

相楽● 他に、これまでのご経験で、対策が難しかった現

の10倍程度までが安全施工の目安と思っています。

場などはあったでしょうか。

向井● 私も亀の瀬地すべりの深礎工の底まで降りたこ

藤田● 亀の瀬地すべりを見てきたから、他のところの対
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特集

ハード対策

策はそれほどでもないと感じてしまいます（笑）
。
昔の対策には抑止工はなかったのです。猿供養寺の伝
説を見てもせいぜい水田の畦の崩れを防ぐ木杭を打ち込
む程度だったことがわかります。
「地すべりは止まるも
のではない」と言われたりもしていましたが、次第によい
工法が開発され効率的に止められるようになってきまし
た。
それから、抑止工がなかった時代には、盛土や切土で
５％処理すれば止まったり、逆に５％荷重が増えると動
き出したり、ということが経験的にわかっていました。
今は安全率が1.2を目標にしていますが、そこに至るま

とやはり最初にすべり面ありきだと思います。

でにいろいろと試行錯誤があり、結果的に安全率1.2を

向井● これから予算も厳しくなってきて、従来と違った

達成したところでは再度災害は今までなかったので、妥

方向性での対策も必要になるかと思いますが、それにつ

当な数値だと思っています。

いて何かご意見がありましたら教えてください。

向井● たとえば、地すべりが動いている最中、災害の現

藤田● たとえば、地すべりの許容移動量という概念を

場に行ったときにまず見るべきことがありましたら教え

認めて、それ以下の移動量になるように必要最低限の対

てください。

策を施すなど、お金がない時代でも対策は必要だと思い

藤田● 災害の最中にまず見るのは、地すべりが動いてい

ます。そのためにはいちばん地すべりの移動に関連する、

る範囲と活動状況です。それはクラックや土塊の沈下、

地下水をなんとかしないといけない。今までのような井

盛り上がり、側面の押し出し、地下水や湧水の水位でわ

戸の水位だけを見ているのではなく、地下水の動きを三

かります。それから地すべりが動き始める前にどういう

次元的に追っていく必要があると思います、難しいこと

ことが起こったのか、すべり面の形はどうなっているか

ですが……。とくに尾根までそれ程距離のない、集水面

を現場で想像すること。そして、この地すべりにはどん

積がない山の上に湧水があるのが不思議ですね。断層や

な対策を行って、どれくらい費用がかかるかを考えます。

地質構造の影響もありましょうし、
「何も今さら」と言わ

費用のことは学識経験者の方はあまり考えないけれど

れかねないのですが、これからはそのような現象も解明

（笑）
、行政関係者だったものだからどうしても考えてし
まいます。

してかなくてはならないでしょう。
相楽● 本日はお忙しいところをありがとうございました。

向井● 今までのお話のうち、いちばん記憶に残っている
地すべりはどちらでしょう。

今回は、藤田会長に地すべり対策についてこれまでの

藤田● 種類によっていろいろありますが……、いちばん

経緯と今後の方向性や、印象に残った地すべりの現場な

地すべりのメカニズムが難しく、現象が珍しいのは福島

どに関する貴重なお話を伺いました。

県滝坂地すべり。
石川県甚之助地すべりも動きがよくわからないし、規
模が大きい。
立地条件というか社会的影響が大きいのは、大阪府亀
の瀬地すべり。
それから長崎県の平山地すべりのように、挟炭層をす
べり面とした岩盤層すべりが一体となっているのを見た
ときに、地すべりの原点を見たように感じました。以前
はクリープ的な斜面の変形に伴って、すべり面が形成さ
れるという議論もありましたが、このような現場を見る

★資料（写真・図）
●「地すべりの道を拓く」――谷口敏雄 遺稿集
地すべり学会 編集 （社）
地すべり対策技術協会、1989年 発行
●「復旧への足跡」――地附山地すべり対策事業の記録
地附山地すべり記録誌編集委員会 編集,長野県長野建設事務所
平成元年発行
●「新潟の地すべりʼ98」
新潟の地すべりʼ98編集委員会 編集、地すべり学会新潟支部
（社）
地すべり対策技術協会新潟支部、新潟県、1998年発行
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3
連 載エッセイ

の風物誌として長良川の鵜飼い

の風景に涼風が一段と爽やかに感じら

は伝統的であり、鵜匠が巧みな

れた。

夏

手縄で十羽ほどで鮎をとり、風折烏帽

山・川・海
命の絆
堀 由紀子
ほり ゆきこ

新江ノ島水族館 館長

鮎は食用魚としてもっとも好まれる

子（かざおりえぼし）
に腰蓑（こしみの）

川魚である。それゆえ、全国的にも養

を付けたその姿から、文化としての古

殖が成功し、安定した漁業生産を確保

代漁法が楽しめる。

している。その量産体制は昭和30年

昨年、私は金華山のふもとの鵜飼

代から全国的に始まったが、その成功

い舟に乗船したが、ゆるやかな流れと、

例は岐阜県の水産試験場からであっ

かがり火の幻想的な灯のなか、鵜匠の

た。岐阜大学名誉教授である和田吉

「ホー、ホー」
と鵜をはげます掛け声と

弘氏を中心とする調査委員会が1968

船べりをたたく音、清流の美しい流れ

年に発足し、鮎の種苗の量産化法の

に癒された。鵜匠は1300年以上前よ

開発が行われた。鮎は陸封型と降海

り受け継がれており、宮内庁から与え

型があるが、その降海型鮎の生態を追

られた式部職鵜匠という職名は世襲

求しヒントを得たのである。秋に長良

制である。

川で孵化した仔鮎は川の流れに乗って

ちょうど、乗り合わせた時は、宮内

降海し、海で仔鮎から稚鮎となって生

庁の職員が皇室に献上するための参

活し、春になると汽水域から川に遡上

観日であった。鵜は海鵜であり鮎は淡

して成魚になる。つまり、降海遡上型

水、陸封型（海に下らない）
のものに限

鮎の生活誌を再現したのである。そこ

られている。また、鵜飼いは5月11日

で人工繁殖させるには、自然の状態と

から10月15日までと期間が長く、満

同じ環境にすることを考えた。人工授

月の日と洪水によって操業できない日

精をして孵化するまでは淡水飼育、そ

を除いて毎夜行われる。木曽川の鵜

の後ゆっくりと海水に移行し、また、遡

飼いも体験したが、そちらは日中も行

上期の春の河口域の成長度に合わせ

われ、
犬山城の雄姿や、
なだらかな山々

て、海水から淡水に移行することを考

イラスト：仲野順子
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館が連携して行っている｢ウシモツゴ

に誇れる
「人と淡水魚が共存できる豊

阜県は海なし県であるため、海

岐

の遺伝的多様性保全｣のプロジェクト

かな河川、
湖沼の水環境の保全、
再生」

水を富山県あるいは伊勢湾から

でそのの野生復帰と生息環境復元を

について提言を行うこととした。800

集め、また人工海水を流用するなどし

目的としている。平成１７年に発足し、

名を超す方々に参画していただき、ワ

た。初期段階は苦慮されたが、海水と

毎月１回の定期的なミ−ティングや、

ークショップ、ポスター発表は全国か

淡水を複合した淡海水循環濾過法を

放流予定地、外来種の駆除など行い、

ら寄せられた。

1年で完成し、日本で最初の人工鮎の

昨年11月に1200匹を岐阜県内の溜

量産化に成功したのである。

池に放流した。そして本年3月各団体

平

現在長良川では、毎年2億匹から

が繁殖させた親魚を持ち寄り、交換式

トゲウオ科の魚たちの保護や里山、里

50億匹もの仔鮎が孵化しているが、

を行い、
健全な自然放流を試みている。

川の保全について市民参加型の交流

川を降下させると２０キロの地点で半

この活動は「産・官・学・民」
四位一

となった。本年11月には東京都井の

減し、さらに１０キロメ−トル程降下す

体の活動として注目された。

頭公園で「都市に生きる魚たち」
をテー

案された。

ると10％しか生き残れないが、これが

成18年度は山形県の遊佐町で

「湧水の里の保全」
とイトヨなど

厳しい現実なのである。現在人工孵

こ

マに開催する予定である。

国際戦略」
が環境省で発表され

一方、メダカの保全活動も活発に行わ

化の成功により、川の水温に影響され

ているが、76種もの希少種が認定さ

れており、平成8年より設立された
「藤

るが240万から800万匹ともなり、豊

れている。しかし、現在わずか4種（ミ

沢メダカの学校をつくる会」
をはじめメ

かな食材として、また、伝統文化鵜飼

ヤコタナゴ、
イタセンパラ、
アユモドキ、

ダカの保全活動は全国的に広がって

いが堪能できるのである。

スイゲンゼニタナゴ）
だけが国内の指

いる。足もとからの自然を大切にする

方、水産資源でない野生生物

一

定保護動物とされているのみである。

市民と行政、関係各団体の連携は全

の多様な淡水魚は今、絶滅の危

残念ながら市民、ボランティア等の保

国メダカサミットとして、各都市で毎

機に直面しており、各県それぞれ対応

護でしか実際には保全活動は積極的

年開催されている。

をせまられている。そこで岐阜県では

に行われておらず、そこで水族館がコ

１２種の絶滅危惧種を指定している。

アとなってその取り組みを支援するこ

現

木曽三川だけでなく、
飛騨、
中濃、
東濃、

とが重要なのである。

美濃平野など飛山濃水といわれ恵ま

成16年7月
「淡水魚保全研究会」

べく、下水道整備、清流ルネッサンス

れた環境に思われがちであるが、人間

平

を岐阜県世界淡水魚園水族館

Ⅱを掲げ、
水環境の悪化が著しい河川、

の社会活動は都市化が急速に進み森

で発足。ありがたいことに、ナマズを

都市下水路、ダム貯水池等において、

林の衰退が大きな課題となっている。

はじめ多様な生物のご研究家で知られ

地元市町村と河川、下水道管理者が

生活雑廃水、水質の汚染、さらには外

る秋篠宮殿下に常任理事として参画

一体となった水質改善、水量の確保

来種による食害や競合により減少して

していただいた。研究者、国、県の水

を図っており、人と動植物との共生を

いるのである。イタセンパラ
（コイ科）

産、土木、河川関係者、教育委員会、

めざし積極的に改善策がたてられてい

などは日本だけで生息するものをはじ

水族館関係者等がコアメンバーとな

るlことは大変喜ばしい。水田、水路、

め、ナマズ目のネコギギ、トゲウオ目の

り、シンポジウムの開催や機関誌の発

小河川、土地改良の際、生物生息環

ハリヨなどである。 岐阜県世界淡水

行を行うことにした。

境の健全性を柔軟に考慮し始めてい

魚園水族館「アクア・トトぎふ」
では、
「種の保存活動」
としてこれら希少種の

のように現在「新・生物多様性

平成17年11月、大垣市の情報工
房で第1回のシンポジウムを開催。
「人」

在、国では「多自然型川づくり」

（平成2年）
から
「多自然川づくり」

（平成6年10月）
へと新たな展開を図る

る。
地球温暖化や気候変動、さまざま

保護繁殖に精力的に取り組み、この3

「川」
「湖沼」
「魚」
をキーワードに幅広

な水質汚染や都市化の波はもっとも

年間で9種の繁殖に成功したのである。

い分野の関係者が結集し、淡水魚を中

身近な生物生命にダメージを与えてし

とくにウシモツゴ（コイ目）
は｢ウシモツ

心とした野生生物と河川、湖沼等の

まったわけであり、地球生命環境その

ゴを守る会｣を結成、この会は岐阜県

水環境の保全について、
「人から見た

ものへの影響とも考えられる。環境の

河川環境研究所、岐阜美濃生態研究

川と魚」
、
「川からみた人と魚」
、
「魚から

21世紀として、その解決は大きな課題

会、美濃市、関市、岐阜県博物館と当

見た人と川」
という3つの視点で次代

である。
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講演会報告

平成19年度

砂防・地すべり技術センター
講演会報告
(財)砂防・地すべり技術センター 企画部

平成19年６月13日、砂防会館シェーンバッハ・サボーにおいて
(財)砂防・地すべり技術センター講演会を開催し、
285名の聴講者を迎え、３名の方々にご講演いただきました。
以下に講演の概要を掲載します。

講演

近年の豪雨と土砂災害警戒情報

1

どこでも発生する可能性があるといえる。

日野 修
ひの おさむ

気象庁予報部
予報課気象防災推進室長

2――――――――――――――――――――――――
気象庁で行っている数値予報の概要
2‑1現在の数値予報モデル
数値予報は、大気を格子で分割し、各格子点の風向風
速・気圧・気温等のデータを入力したうえで風や気温な
どの時間変化をスーパーコンピュータで計算し、将来の

１――――――――――――――――――――――――
気象の変化と集中豪雨の実態

大気の状態を予測する。ここで使用する膨大なデータは

1‑1 日降水量の長期変化傾向

全球通信システム（GTS）で集約して取得している。日

世界中の地上観測・高層観測・気象衛星等のデータを

全国51地点の観測データの解析により、日降水量が

本周辺の大気の予測には、現在気象庁でもっとも詳細な

100mmを超える日数（概ね大雨注意報が発令される降

予測ができる格子間隔約５kmのメソスケール数値予報

雨に相当する）
と200mmを超える日数（概ね大雨警報が

モデルと呼ばれるモデルを使用している。

発令される降雨に相当する）
は両者ともここ100年間で

2‑2数値予報技術の動向

緩やかに上昇する傾向が認められ、大雨の発生数が長期
的に増加していることを示している。
地球温暖化予測実験の結果も同様の変化傾向が認め
られ、大雨発生の増加傾向は地球温暖化が影響している
可能性が示唆される。
1‑2 短時間強雨の変化傾向

【モデルの精度向上】
今後は、より現実に近い物理モデルの導入やスーパー
コンピュータの計算速度の向上、非定時データの利用技
術の実現などにより数値予報モデルの高度化に努めていく。
【アンサンブル予報】
台風の進路予想等は初期入力値のわずかな差が時間

一方、１時間に80mmを超える強雨の発生数もここ30

の経過とともに大きく拡大する。そこで、初期値を少し

年間で増加する傾向が認められる。短時間強雨は西日

づつ変えた多数の予測を行い、結果を確率的に処理して

本で多く発生しているが、北日本でも生じており、全国

予報する技術を開発している。
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3――――――――――――――――――――――――
土砂災害警戒情報

ーダーアメダスのメッシュごとに設定する
（連携案方式）
。
3‑3土砂災害警戒情報の留意事項

3‑1土砂災害警戒情報の概要

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害の危険度

土砂災害警戒情報は大雨により土砂災害の危険度が

を降雨に基づいて判定し、発表する情報で警戒避難対策

高まった際、区市町村を特定して都道府県砂防部局と

に大変有用な情報である。しかし、ここで対象とする土

気象庁が共同で発表する新たな情報であり、大雨警報発

砂災害は土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊で

表後に発表する。

あり、予測が困難な斜面の深層崩壊、山体崩壊、地すべ

この情報は①区市町村が避難勧告等を発令する判断

りは対象外である。また、個別の災害発生場所・発生時

に役立ててもらうこと、②一般住民の自主避難の判断等

間・発生の規模等を詳細に特定するものでもなく、けっ

に利用してもらうことを目的としており、気象業務法第

して万能ではないことに留意する必要がある。

11条に基づく「大雨警報についての解説」と災害対策基

3‑4土砂災害警戒情報の運用状況

本法第55条に基づく「地域の防災活動に即した市町村へ

土砂災害警戒情報は、鹿児島県が全国のトップを切っ

の通知」を一つの情報として統合して、関係機関に通知

て平成17年9月に運用を開始し、直後の9月5日10時40

するものである。

分に第1号が発表された。平成19年3月には11府県に拡

3‑2土砂災害警戒情報の内容

大され、
平成19年度末には全国で運用される予定である。

情報の判断指標は短期降雨指標と長期降雨指標の組

土砂災害警戒情報は災害の危険がどの程度迫っている

み合わせを用いることを原則としている。短期降雨指標

かを目に見えるようにする画期的な技術である。ただし、

は60分間積算雨量を採用し、長期降雨指標はタンクモ

すべてに万能ではないことをよく理解して、この情報を

デルによる解析から算出した土壌雨量指数を用いてレ

有効に活用していただきたい。

講演

平成18年7月豪雨災害について

2

しかし今回の災害は、過去100年以上災害の起きてい
ない空白地帯で発生している。地質的には第四紀層塩
嶺累層にあたり、地形的には丘陵性の山地である。被災
箇所には治山・砂防施設は入っていなかった。

北澤 秋司
きたざわ しゅうじ

信州大学 名誉教授

今回の降雨は、17日から19日にかけて、2山のピーク
をもっており、
釜口水門での連続雨量は400mmに達した。
19日に箕輪町北島地先の天竜川の堤防が破堤した。こ
れは、釜口水門からの放流量が増加したため、近傍の水

昨年7月の豪雨による長野県の犠牲は、大きなもので

位が5時間以上にわたって警戒水位を超えたことと、こ

あった。しかし、今では地元の皆さんも元気を出して、

の位置が曲流部であり、水衝部となっていたことに原因

復興に力を尽くしている。多くの方々に支援をいただき、

がある。

感謝している。

土石流の発生した小田井沢に目を転じると、崩壊発生

過去に長野県内で発生した6万箇所あまりの崩壊地に

地の地質は、主に未固結の崩積土で構成されている。崩

ついて統計をとったところ、糸魚川――静岡構造線の北

積土と下位の強風化塩嶺累層の間に、粘土様の難透水

東部にあたるフォッサマグナ地帯では、規模の大きい崩

層が存在する。また、崩壊地源頭部においては、パイピ

壊地が多く、南西部にあたる中・古生層地帯では規模の

ング現象による湧水が確認できる。

小さい崩壊地が多く存在することが判明した。

ここでの死者7名のうち3名は水防活動中であった。
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土石流に対しては、状況を的確に判断しながら水防活動

自体はボランティアによって可能である。その他にも健

を行うことは不可能である。流水の濁りや、水量の増減

全な森林の育成のためには森林組合の強化、複雑な森林

もしくは消失、
常時水のないところでの突然の湧水など、

所有形態の解消、林道の整備、木材利用の普及などが必

土石流の前兆現象を捉えた場合は、いち早く安全な場所

要であるが、これには長い時間がかかる。短期的に災害

へ避難しなければならない。

対策を行うとなれば、治山・砂防事業をおいて他にはな

今回の災害では、流木による家屋の破壊も生じている。

い。

流木災害を防ぐためには森林の整備が必要であり、作業

講演

直轄砂防事務所の役割を考える

3

なければならない。平成8年の蒲原沢土石流災害のよう
な災害を再発させないために、発注者から受注者に対し
て流域マップなどにより過去の災害などの情報提供を行

佐藤 一幸

ったり、設計変更ガイドラインにより施工しやすい設計

さとう かずゆき

を行ったりすることで、現場の安全を確保する「発注者

国土交通省関東地方整備局
利根川水系砂防事務所長

としての役割」
がある。
さらに、公開講座、見学会などの防災学習や、自治体
への警戒避難情報の提供、ICTを活用したコミュニケー

利根川水系砂防事務所の管轄区域には、浅間山など

ション型広報を推進することにより、コミュニケーショ

砂防事業の必要な箇所が存在している。とくに浅間山は、

ンを通じて地元の理解と支援を得るという効率的でコス

1783年の天明大噴火や2004年の噴火など、噴火を繰り

トのかからない方法により「説明者としての役割」を果

返している。今年の1月にも、浅間山が噴火し積雪が泥

たしている。

流化した場合のことを想定した演習として、上空から3
時間ほど積雪状況などを視察した。

最近では、少子高齢化に伴う人口減少により地域コミ
ュニティの弱化が進み、砂防の必要性を身近に感じてい

日本では、年間1300回の有感地震や5回の噴火、2.6

た町や村の合併が進んでいる。これにより、防災とりわ

回の台風が上陸するなど、自然災害の発生が多い。自然

け砂防に対する意識が相対的に低下する恐れがある。こ

災害に対する影響のリスク評価について国際比較する

のため、首長が参加した砂防期成同盟会の見直しや協定

と、日本が突出して高いことがわかる。このような自然

等に基づく情報・物資の提供など、市町村を支援してい

災害から国民の生命財産を守ることは国の責務である。

く「国の出先機関としての役割」がある。

この責務を達成するため、全国３４箇所の直轄砂防事

これら4つの役割は非常に重要なものであるが、直轄

務所として管理者、発注者、説明者、国の出先機関とし

砂防事務所に求められてきた役割のなかではミニマムな

ての役割を果たしてきた。

部分である。

砂防事業の伸展に伴い、砂防設備は多様化し、渓流利

今後は安全・安心な地域作りをさらに進めるため、4

用は増加している。公共事業への投資が制約を受けるな

つの役割に加えて、大地震や火山噴火などの大規模土砂

かで安全を確保していくために、計画的な除石や地域コ

災害への対応や総合的な土砂管理による国土保全や自

ミュニティとの連携により効率的に維持管理をしていく

然環境保全、さらに世界に向けた砂防情報の発信に取り

「管理者としての役割」
が求められている。
また、砂防工事は土砂災害から人命・財産を守る仕事
だからこそ、現場において安全はすべてにおいて優先し
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組んでいく必要がある。これらはすべて、国が「土砂災
害から国民の生命財産を守る」という責務を果たすため
に実施すべきものである。

アウトリーチをご存じですか？
̶̶地すべり学会シンポジウムからの提言̶̶
パネルディスカッションのようす(左端が池谷理事長)

ア

ウトリーチ（outreach）
。この言葉は、砂防の分

合も含めて、住民自身で判断し行動できるようにする

野ではまだあまりなじみのない言葉ではないか

ことが大切であると述べました。そのためには、行政

と思われます。その意味は、
「手を伸ばすこと」
「
（地域

からの説明責任や防災対策の実施に加え、これを補完

社会への）奉仕〔援助、福祉〕活動；
（公的機関や奉仕

するための防災専門家のアウトリーチが必要不可欠

★１とされています。
団体の）
現場出張サービス」

であると論じました。

アウトリーチは、社会福祉の分野でクライアントに

特別講演のあと、アウトリーチをテーマに5題の話

表明されないニーズ把握の手法として開発されたもの

題提供（
「中越地震による地すべり多発災害における

でありますが、社会福祉以外の分野でも用いられてい

官学連携」
丸井英明新潟大学教授、
「災害報道と住民

ます。たとえば、芸術文化におけるアウトリーチは、芸

の反応」
山中茂樹関西学院大学教授、
「住民参加型防

術家（芸術団体ないし文化施設）
が、普段、芸術文化に

災活動の現状と課題」
牛山素行岩手県立大学准教授、

触れる機会のない市民に対して、
（その生活の場に出向

「減災と市民活動〜阪神・淡路大震災から12年目を

いていって）
働きかけを行うもので、
「芸術普及活動」
あ

迎えて」
菅磨志保大阪大学特任講師、
「官民連携にお

るいは「教育普及活動」
と言われているものです。★２

ける防災アウトリーチ活動」
千葉達郎氏・アジア航測

また、研究者によるアウトリーチ活動では、研究者
と国民との双方向コミュニケーションに資するような

株式会社)があり、最後にパネルディスカッション（司
会：沖村孝神戸大学教授）
が行われました。★４

活動（たとえば、研究者による国民への直接の教育・

アカウンタビリティー（accountability）
とは、
「
（説

指導、研究者と国民との対話等）
であり、広義では一

明の）責任」
「成績責任：生徒の成績によって学校の

方向の情報発信が主と考えられる広報活動
（たとえば、

★１、
「元来はア
予算や教師の給料が左右される方式」

パンフレットや映像資料の配布 、ホームページ等）も

メリカにおいて1960年代-1970年代に政府のよう

含まれていると言えます。★３

な公共機関が税金の出資者でかつ主権者である国民
などに会計上の公金の使用説明について生まれた考え

成19年6月6日、
大阪建設交流館・グリーンホー

平

★５などとされています。アカウンタビリティーと
方」

ルにおいて、社団法人日本地すべり学会関西支

いう言葉は、今では砂防の分野でも広く浸透しており、

部シンポジウムが「地すべり防災・減災におけるアウ

具体的な取り組みが多方面でなされています。砂防の

トリーチ」をテーマに開催されました。

分野においても土砂災害から人命を守るために、アウ

このシンポジウムで、
当センターの池谷理事長が「防

トリーチが必要不可欠であります。そこで今後はアウ

災専門家もアウトリーチの時代」と題して特別講演を

トリーチという言葉とその手法について、議論と取り

しました。特別講演で池谷理事長は、防災とくに土砂

組みが積み重ねられることで理解が進み、土砂災害の

災害の分野におけるアウトリーチを、土砂災害は人命

防止・軽減の手法として活用されていくことを願って

に深くかかわるものであることから、
「命を守るため

います。

に、住民が自分で判断し、行動できるように防災情報

（斜面保全部・向井 啓司）

の共有化を支援するもの」と定義しました。とくに、
土砂災害に関する防災情報は、その多くが行政から出
されることに言及し、それらの防災情報が十分に住民
一人ひとりに共有されるようにすることが大切であ
り、その意味では、アウトリーチとは行政から出され
る幅広い防災情報をそしゃくし、わかりやすく住民に
理解してもらうとともに必要な情報を補足する手法で
あるとも論じました。
また、平成15年7月20日に発生した水俣土石流災
害を事例に、避難指示などの情報が住民に届かない場

★参考文献
１ プログレッシブ英和中辞典 小学館
２ 的場康子：アウトリーチ活動の意義・課題についての一考
察ライフデザインレポート2003年2月（第一生命経済研究
所）
３ 篠崎剛史：研究者によるアウトリーチ活動の効率的な推進
にむけてMRI TODAY 2005.10.04(三菱総合研究所)
４ 地すべり防災・減災におけるアウトリーチ社団法人日本地
すべり学会関西支部シンポジウム（平成19年6月6日）
５ 説明責任：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）
』
（http://ja.wikipedia.org/）
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はじめに

海外事情

スイスはアルプス山脈に位置する小国（国土面積41,300㎢、人
口740万人）
であり、土石流、地震、洪水、山火事、雹、地すべり、

スイスにおける
土砂災害リスク
マネージメント
スイス連邦の水・地質庁地盤災害課
の 技 術 者 で あ るChristoph Haemmig
氏 に「Landslide Risk Management in
Switzerland」という題目で講演をして
いただいた。スイスの土砂災害対策の
現状をわかりやすく紹介していただいた
ので、その概要を紹介する。

落石、雪崩、暴風雨といった自然災害の危険にさらされている
写真‑ 1。降水量は豊富で、年間を通して安定した降水量である。

スイスアルプスには多数の傾斜地があり、
スイス国土の6%
（2,500
㎢）
以上が土砂災害の影響を受けていると見積もられている。過
去30年における土砂災害による直接経済損失額は年間平均で約
2,000万US $、死亡者は年間平均1名である。
1987年に発生した洪水災害を期に、森林や洪水防止に関する法
律が制定された（PLANAT 2005）
。この新法の目的は、とくに人
命や価値の高い資産を、ハード対策を最小限にして保全すること
である。したがって、ソフト対策が重要であり、スイスの土砂災
害リスクマネージメント戦略において、土砂災害ハザードマップ
が重要な手段となっている。以下に、土砂災害ハザードマップを
中心としたスイスにおける土砂災害対策の現状について紹介する。

土砂災害危険度の評価
洪水と森林保全に関する新条例により、各州には地域計画に導
入するためのハザードマップの作成が求められている。政府はこ

ヘミッケ,クリストフ
HAEMMIG, Christoph

Geologist, M.Sc
Federal Oﬃce for Water and Geology
(FOWG)
Switzerland
訳：砂防技術研究所 技師 鈴木 拓郎
＊本原稿は、平成19年5月30日に当センターで講
演していただいた内容とHaemmig氏から別途提
供していただいた資料（Lateltin O et al. ,2005）
を基に、ご本人の了解を得てその概要を取りまと
めたものである。同氏は東京大学地圏環境シス
テム学研究室に平成20年3月まで留学の予定で
ある。

の事業に対して70%までの補助金を支給することとなっていて、
各州はこの事業に積極的に取り組んでいる。
ハザードマップに示す危険度を評価するにあたり、強度レベル
を高、中、低の３段階に区分する表- 1。発生確率についても、同様
に高、中、低の３段階に区分し、それぞれの超過確率は1〜30、30
〜100、100〜300年である。さらに土砂災害においては超過確率
がきわめて低い極低の区分も設定する。したがって、危険度評価
を行うということは、特定の地点における、確率レベルに対応す
る強度レベルを決定するということである。 表- 1 に現象ごとの強
度区分を示す。強度区分に必要な尺度は、落石においては衝撃エ
ネルギー、地すべりにおいては移動速度等、土石流は先端部厚さ、
速度、不安定層厚さである。
確率レベルは保全対象物の安全要求度の差異という考え方に基
づいて決定される。このような考え方は1987年の災害後の自然災
害リスクマネージメント戦略において提案された。以前は、各現
象とも一律に100年超過確率の現象に基づいて保全対策が設計さ
れていたが、現在では、洪水、雪崩、地すべり、土石流、落石など
の自然災害ごとに、適用する保全対象物によって設計現象の超過
確率は異なる。すなわち、保全対象物となる構造物や資産の重要

写真‑ 1 土砂災害の例：表層崩壊
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度や価値によって安全要求度は異なるということであり、それに

したがってそれぞれの確率レベルが決定される。

表‑ 1 土砂災害現像ごとの強度区分基準

そして、図-1の強度と確率を組み合わせた行列図にしたがって、
マップ上の任意の点における危険度が決定される。その最終結果
がハザードマップであり、レッドゾーンは危険度が高、ブルーゾー
ンは中、イエローゾーンは低を表している。土砂災害に関しては、
イエローとホワイトの斜線で示される極低の区分も存在するのが
特徴的である。危険度 は、
特定のレベルの潜在的危険に対する人、
建築物や公共施設等への損害の程度を意味する。したがって、現
象の強度とハザードマップに示される危険度は必ずしも一致しな
い。たとえば、 図- 2 は地すべり現象の強度マップとそれに対する
ハザードマップの違いを示している。

特定の保全対象、特定の強度の現象についての保全対策で、も

高
強度レベル

ハザードマップと地域管理計画

図‑ 1 確率レベルと強度レベルによる危険度レベル行列図

危険度

中

高

っとも重要な対策方法は適切な土地利用計画である。土地利用
計画における土砂災害危険度の考え方についての政府勧告では、
それぞれの危険度レベルに対する一般的な措置について、次のよ
うに統一化することを提案している。

中
低

低

極低
高

中

低

極低

確率レベル

レッドゾーン（危険度高）
：原則的に建築禁止で人間や動物の避

●

難所は許可される。既存の建築物の建て増しや建て替えは禁止

図‑ 2 地すべり現象強度マップ（上）
とハザードマップ（下）

である（禁止地域）
。現存する建築物の移転は、危険度を軽減で
きる場合のみ許可されるが、この対策が新たな土地利用を必要
とする場合は許可されない。
ブルーゾーン（危険度中）
：建築物は対象とする危険現象に対し

●

て安全性が確実な状況のみにおいて許可される（規制地域）
。と
くに慎重を要する病院や高齢者の住宅などの建築物はこのゾー
ンには認可するべきではなく、大規模な建築計画も同様である。
イエローゾーン（危険度低）
：このゾーンは建築可能地域である

●

が、土地所有者には現存する危険の情報を提供すべきである（注
意地域）
。前述したような、とくに慎重を要する建築物に関して
は特別な保全対策が必要である。
イエロー＆ホワイト斜線ゾーン（危険度極低）
：このゾーンの存

●

在は、たとえば、とても低い確率で落石が発生するような、残存
リスクに起因する。一般的な建築物は特別な条件なしで建築可
能だが、とくに慎重を要する建築物については特別な保全対策
が必要である。

ハザードマップの作成状況
1997年のハザードマップ作成に関する政府勧告が発表された後、
スイスでは徹底的な計画を進められ、州当局はこの事業に積極的
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に参加した。土砂災害ハザードマップの現在の作成状況としては、
縮尺1:25,000から1:5,000のスケールにおいて全国土の50 %がす
でに整備ずみである。

スイスアルプスの観光地Sörenbergの事例
中央スイス、スイスアルプスの観光地Sörenbergは、新しい保全
対策を実施した重要な事例である。かつての土石流堆積物上に位
置し、この40年の間に住宅数が約800戸となるまでに発展した村
写真‑ 2 1999年の移動後の地すべり

である。この土石流の発生源は村の上流の大規模な地すべりであ
る写真‑ 2。
1999年5月、相当量の降雪量が記録された冬季の後、地すべり
が再活動化し、さまざまな2次的現象を伴う30,000㎥もの土石流
が発生した。これらは幸運なことに、近い将来に公共施設の建設
が予定されていた村の2つの主要部の間の空地に流れ込んだ。建
築物に対する被害は限られていたが、地方自治体当局は広域ハザ

図‑ 3 100年超過確率の土石流の強度マップ

ードマップを作成し、村を保全するための長期的解決策を計画す
ることを決定した。そして、現地の状況に応じたハザードマップ
により、多数の家屋を含む大きなレッドゾーンが存在することや
新たに村の拡大や移住を行うことはできないことなど、受け入れ
がたい事実が明らかとなった。したがって、限られた保全対策を
計画するため、以下のような保全目的が決定された。

●

いかなる現象に対しても犠牲者は出さない。

●

30年超過確率の現象に対しては被害は出さない。

●

100年超過確率の現象に対しては限定的な被害以外は出さない。

●

300年超過確率の現象に対しては限定的な有用資産への保全を
行う。

そして、住民と州当局による活発な議論の末、3タイプの対策が
実施された。
❶ 土地利用計画対策：レッドゾーンでは新たな建築と建築物へ
の標準的な維持管理作業が禁止された。ブルーゾーンでは新
図‑ 4 構造物対策前のハザードマップ

たな計画は行わないが、現存する居住地域においては、局所的
な保全対策を行えば、新たな建築は許可された。既存の建築物
への改築は安全対策を行えば、限定的に許可された。イエロー
ゾーンでは新しい建築物に関しては局所的な保全対策を行うこ
とが推奨された。
❷ 構造物対策：リスク、ハザードレベルの軽減のために堰堤、排
水路、人工粗度、導流提などのさまざまな対策が計画された。
これらの構造物は100年超過確率の現象に基づいて設計された
が、さらに大きな現象ではかなりの被害が予想され、構造物対
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策が完了してもなお、レッドゾーンのなかに居住地域が含まれ

図‑ 5 構造物対策の概念図

ることもあり、緊急時対策が必要である。
❸ 緊急時計画対策：長期モニタリングだけでなく、降雨の自動観
測、土石流の発生域の目視観測、ワイヤーセンサーの設置が行
われた。また、緊急時の避難ルートが計画された。
図-3 は100年超過確率の土石流の強度マップ、 図- 4 は構造物対

策前のハザードマップ、図- 5は構造物対策概念図、図- 6は構造物
対策後のハザードマップである。 図- 4、6 を比較すると災害リス
クが劇的に減少していることがわかる。
しかしながら、構造物対策後もレッドゾーンは残っており、❸
のような緊急時対策が必要となる。すなわち、絶対的な安全は存
在しないということである写真‑ 3。

おわりに
スイスでは、すべての種類の自然災害（雪崩、洪水、土石流、落
石、地すべり）
の評価や管理について、統一的な戦略・手法を適用

図‑ 6 構造物対策後のハザードマップ

するために、多大な努力がなされてきた。人口密度の増加、危険
地域への人口移動の増加、危険地域における経済価値の高い資産
の大幅な増加とともに社会の脆弱性は常に増大している。さらに、
環境変化（たとえば温暖化）
はアルプスにおける土砂災害の脅威を
増大させている。
スイスの土砂災害リスクマネージメントにおいて、州や地方自
治体レベルにおける土地利用計画や建築規制の法律の制定は重要
な手段の一つである。1991年から、政府の新規定により全26州に
対して、危険地域における開発規制のためのハザードマップの作
成や危険度区分が求められており、州当局はこの事業に積極的に
取り組んでいる。
ハザ ー ドマ ッ プ を 活用 し た 新 し い 保全対策 を 実施 し た
Sörenbergの事例では、徹底的な管理政策を住民の承認を得て適
用した結果、土砂災害リスクを劇的に減少させることができた。
しかし、保全対策の建設予算を州、地域、個人所有者でどのよ
うに分担するのかという大きな問題も残されている。大規模な災
害が起こった後は住民や当局は開かれた意識となっているが、潜
在的な現象に対しては住民や当局はそのリスクの存在を否定した
り、リスクを過小に評価したりしようとする。このような問題を
解決するためにも包括的な啓発活動が必要であり、徹底的なリス
クコミュニケーションが特に重要である。

★参考文献
Lateltin O, Haemmig C, Raetzo H, Bonnard C (2 0 0 5 ): Landslide risk
management in Switzerland, Landslides, Vol. 2, No. 4, pp.313-320

写真‑ 3 絶対的な安全は存在しない（ HAEMMIG氏提供
のイメージ）
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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6
技術名称「ロービングウォール工法」

（法面保護タイプおよび擁壁タイプ：長繊維混入補強土一体緑化工法）
審査証明取得日： 平成15年9月22日 審査証明取得会社：ライト工業株式会社
技術の詳細に関するURL http://www.raito.co.jp/

技術の特徴・概要
本工法は砂とセメントの混合物に、長繊維をエ
アの圧力で強制的に吹付け、ノズル先端にて混入

疑似粘着力と補強効果を有し、かつ全面緑化が可
能です。

させ、斜面・のり面を吹付造成した補強土構造物

本工法の対象地は表層の浅い崩壊や落石の恐

とその補強土表面を植生基材吹付工などで緑化

れがある斜面･のり面で、緑化工が必要な箇所に適

する長繊維混入補強土一体緑化工法です。従来

しています

のコンクリート構造物とは異なる土構造物であり、

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

施工前

施工後

河川護岸の急傾斜地において切土補強土を併用し、既存木を残したのり面保護工の施工事例

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
地山からの湧水が多い場合は、
標準の排水材
（モ

計画と補強土の安定検討が必要となります。今後

ノドレーン）
以外に排水処理を検討することが必

は長繊維補強土の物性と機能についてさらに検証

要です。本工法は土構造物であり、設計時に排水

が必要と考えています。

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
対象地は道路やダム関連、
急傾斜地などの斜面・
のり面から既設コンクリート吹付面や既設擁壁面
などの特殊のり面まで対応可能です。
また、コンクリート構造物にくらべて景観面に優
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れ、周辺環境との調和を図ることが可能です。
本工法は砂防分野における
「緑の斜面づくり」
を
積極的に推進する工法であります。

技術審査証明7
技術名称

リングネット落石吸収柵工法
審査証明取得日： 平成14年12月24日
審査証明取得会社：東亜グラウト工業株式会社
技術の詳細に関するURL http://www.toa-g.co.jp/

技術の特徴・概要
リングネット落石吸収柵工法は、高エネルギー
吸収タイプの落石防護柵です。現段階での防護

ルギー吸収能が維持されることも、実物大実験と
施工事例で確認されています。

可能範囲は、落石の運動エネルギー2000kJまで

防護柵の下部構造は、合理的な設計が可能で

です。この運動エネルギーは、一般的な斜面形状

あり、軽量な柵部材を使用するため、急崖斜面や

で斜面勾配45度の場合、質量約7tの落石が落下

設置位置の地形変化が複雑な場合など、多様な

高さ40mで発生する値に相当します。落石捕捉

施工条件に適用できます。また、落石捕捉後に補

性能は、
実物大実験と部材要素試験により検証し、 修が必要となった場合、容易に実施できる構造上
同時にネット以外に落石が衝突しても、柵のエネ

の工夫がなされています。

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

設計落石規模が750kJの吸収柵に、約1,100kJ
の落石が衝突し、構成部材の一部に損傷が生じたが、
構造の ねばり強さ が発揮され、落石はリングネット
により確実に捕捉された事例。

設計落石規模1,500kJの吸収柵に、約1,200kJ
の落石が衝突した事例。リングネットのリングが落石
衝突位置に集まり、落石エネルギーを効率よく吸収す
ることが判明した事例。

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
本工法は，当該柵に要求される最大規模の落

力低減できる構造に関する研究開発を継続してい

石が衝突した場合，部材交換等による維持管理

ます。また，海岸・火山地区等での防食性能を向

が必要となるケースがあります。維持管理費を極

上させることが課題のひとつです。

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
本工法は、対応可能な斜面条件と落石防護規
模の範囲が広く、実物大落石実験および多くの落

石捕捉実績を積み重ね、非常に高い信頼性があり
ます。
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１
はじめに

「日光を見ずして結構と言うな」とも言われている日光
は、世界文化遺産に登録されている東照宮など人工建築
物に加え、華厳の滝や中禅寺湖などの自然景観の美しさ
も加わって日本有数の観光地となっている。その日光で
は、一方で明治以後、たび重なる災害、とくに土砂災害
を被っている。
日光が有名になるのは江戸後期である。その源には
「家

日光と
徳川将軍たち

康を祀る」
特別な土地として世にその名を知らしめた徳
川幕府の歴代将軍の姿が見えてくる。そして、その日光
でなぜ土砂災害が多発したのか、そのような危険な場所
になぜ家康は祀られたのか、これらのことが日光で子供
時代を過ごした筆者にとって長い間疑問であった。そこ
で日光と砂防と徳川将軍たちについて調べてみた。

池谷 浩
いけや ひろし

（財）
砂防・地すべり技術センター 理事長

２
日光山と家康

中世には「院々僧坊およそ五百坊」の繁栄を誇った日
光山も、天正18年（1590）
年、豊臣秀吉の小田原征伐の
際に日光山衆徒が北条氏に加担したことから、中世以来
の社領の大部分を没収され、坊舎は座禅寺などわずか9
寺のみとなった。
江戸幕府も当初は秀吉の方針を踏襲し、所領は秀吉の
時代と同じとした黒印状を日光山に与えている。日光
山の繁栄が訪れるのは慶長18
（1613）
年、家康の命により
天海が日光山の貫主となってからである。
家康はこの時、
「日光山を関八州の鎮守にする」という
考えを自ら固めたと言われている。元和2（1616）
年1月
に発病した家康は、4月17日、駿府城にて75歳の生涯を
閉じた。
死に先だち、自らの死後のことを家康は指示していた。
それは「遺体は久能山（静岡）
に葬ること、葬礼は増上寺
（東京）
で行うこと、
そして一周忌が過ぎてから日光山（栃
木）
に小堂を建てて勧請すること」
ということであった。
この指示により建立されたのが後に宮を与えられる東
照社である写真‑ 1。この神廟経営の総責任者には天海が
命ぜられている。
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写真‑ 1 日光東照宮（国土交通省日光砂防事務所提供）

また、神号は幕府により「東照大権現」
と決められ勅賜
されている。そして、元和3年（1617）
には久能山の神柩

これらの結果、日光山の所領は最終的には2万5千石
と当時の大名並みの所領になった。

を日光東照社に移すことになる。
じつは、家康は生前一度も日光を訪れていない。にも
かかわらず没後、
「この地に小堂を建てて祀るべし」と遺

3

言するに至ったのはなぜだったのだろうか。

日光の町並みの形成と家光

その理由としては、日光山が古代から関東屈指の山岳
信仰の霊山・霊場であり、しかも家康が畏敬する源頼朝
の信仰の厚かったところであることから、関東鎮護の霊

日光の町並みの形成史を見てみると以下の三つの出来

山として日光山に着目していたことがあげられている。

事が町の成立に大きく関わっている。★１

もちろん、もっとも信任していた天海が貫主であること

① 元和3
（1617）
年の東照大権現の勧請に伴う工事

も理由の一つと言われている。

② 寛永の東照社大改修とその後に行われた新町の移転

家康の死後、幕府から日光山に莫大な神領が寄進され

③ 寛文2（1662）
年の稲荷川大洪水による稲荷町などの

た。具体的には先に領として認められていた足尾村に加

移転

え、新たに湯西川村、栗山村など17ヶ所と今市村や、草

①については、現在の上鉢石の町並みは山の中腹を

久村、久加村などが寄進されている。
また、日光山の衆徒と社家が門前にもっている屋敷地

切り広げて造成したもので、その土で大谷川の川原を埋
め立てて中鉢石の町幅を広くし、同時に新たな水路を掘

の租税を免除し、今後永代にわたって幕府の警察力を門

削して大谷川の川筋を対岸の小倉山寄りに寄せている。

前に入れない（治安維持を日光山に委ねる）
といったこ

これらの工事は、元和3年、仙台伊達家によって実施さ

とも文書で示された。

れたと言われている。
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②については、松原・石屋・御幸の三町が町として形

4
寛文の稲荷川洪水

成されていくのが寛永以降である。御幸町については寛
永17（1640）
年に山内の中山谷にあった新町という名の
町を現在の御幸町に移転させたものであり、石屋町、松
原町については山内や山外の山際などにあった家を移転

これまで述べてきた将軍家の力による町並み形成に加

させたとされている。それは、寛永11年から13年にか

え、自然災害も日光の町並形成に大きな影響を与えた。

けて行われた東照社の寛永造替工事と無関係ではない。

その代表例が寛文2年の大洪水である。
まずどのような災害であったかは『日光市史（中巻）
』

山内においては俗気を一掃して霊地とし、門前町とし
ての町には新しく区画を整理して家々を集めて、町の発

に寛文2年6月の『徳川実紀』からの引用として次のよう

展の基礎を築いたのである。すなわち、江戸幕府の鎮守

な記述がある。

とするべく家康の神格化と都市計画による、
「家康の墓

「この八日より十三日までの大風雨によて、山水押し

のある東照社の領域を神の領域として、人間社会と分離

出し、石垣崩頽し、目付小屋圧倒され、目付代うけたま

した町づくり」
、いわゆる都市の機能別ゾーニングをし

わりし使番田中三左衛門高成、同心十人溺死し、寺一

たわけである。その意味でも寛永17年は一つの画期的

宇にて九人、山麓の市中にては百四十余人圧死したるよ

な年といえるのである。なお、寛永の造替により、今日

し注進す。
」

の東照宮の大規模で精巧な景観がつくり出された。そ

すなわち、災害の原因となった降雨は、6月8日から降

して、その後、正保2（1645）
年には東照社は宮号を宣下

り続き13日に大洪水が発生した。洪水はたんに水が出

され、東照宮となっている。

たということではないようだ。
「山水押し出し」とあるこ
とから水とともに土砂が多量に流出したことがうかがわ

この東照社の寛永大造替は尊崇する祖父家康のため

れる。

に式年遷宮にならって家光が行ったものである。家光

事実、荻垣面での河道を掘った断面図図‑ 1によると、

自身日光に10回も参拝し、死後日光山に葬られている。
家光の日光を大切に思う気持ちは当然家来にも伝わる
もので、慶安元（1648）
年、松平正綱が日光街道に並木

図‑ 1 稲荷川荻垣面附近の堆積土層調査結果★２
0

を植栽し、同3（1650）
年には酒井忠勝が東照宮に五重塔
を寄進している。日光の町並みはこのようにして基盤が
50

整備され、その後の発展へとつながっていく。

80±60 yBP
380±40 yBP

③については、山内の東側の稲荷川に沿って稲荷町と
いう町並みがあり、目付屋敷、火の番屋敷などがあった。

100
570±50 yBP

寛文2（1662）
年6月14日、稲荷川に大洪水があり稲荷
町は荻垣町とともに流失、
荻垣町の住人は荻垣面に移り、

560±40 yBP
150

稲荷町の住人は現在の稲荷町に移転した。寛文2年はす
でに家光の死後の時代であり、将軍は家綱に変わってい

寛文2年の堆積物

200

たが、家光の画いた町づくりの範疇で被災住民の移転が
行われたものと考えられる。

260±50 yBP
250
300±50 yBP

360±50 yBP

このように、日光の町並み形成史からみると現在の観
光都市、日光の町づくりは家光によってなされたと言っ

300

ても過言ではないだろう。とくに「家康の神格化」と「神
の世界と人間の世界を分離したゾーニング」は徳川幕府

560±50 yBP
350 530±40 yBP

の根幹をなすものであり、その戦略の決定に時の将軍が
かかわっていたことは当然のことといえよう。その意味

400

でも日光の町の形成にとって家光の果たした役割は大き
なものがある。
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450

730±50 yBP

840±40 yBP

もう一つの特徴は稲荷川からの土

図‑2 寛文2年の災害図
1662年災害直後の河川

砂と水の流れが日光の町の低位段丘
はもちろんのこと、萩垣面のような

災害を受けずに残った人家
多聞坊

絵図に残っている住居跡
1662年災害土砂氾濫範囲

中位段丘面上を流れ下っているこ
とである。
中位面は1万年以上前に形成され
た段丘で平時は水がつくことはない
面と考えられているところである。
これからも流れのエネルギーの大
きな、また規模の大きな土砂の流れ

火の番役所

が発生したと考えられるのである。
このような特別の流れをもたらした
という点からみても湖水の決壊説は
信憑性が高い。
この土砂災害による被害について
は、稲荷町一丁目星野家所蔵の『日
光山謂記覚紙数』
と題する記録が
『日
光市史（中巻）
』に示されている。こ
の文や同『日光市史（中巻）
』に記述
河原町
（浸水被害？）

観音寺

されている『徳川実紀』
、
『竹橋余筆』

鉢石町

などの文を総合的に見てみると以下
深さ210〜280 ㎝のところに寛文2年ごろ（約360年前）

のようになる。

の堆積土層が存在していて、その下位に約740年前の堆

「稲荷町、表町、裏町などで約300軒の家が流出、人馬

積層が確認されている。これらの土砂を流域全体で調べ

が流れた。特に住民については被災しながらも助かった

た結果、寛文2年の流出土砂の総量は284万㎥と推定さ

人915名、死者は148名となった。
」

★２

れている

。

このような多量の土砂流出をもたらす原因としては、

この災害に対し、徳川幕府は被災者に金千両を支給し
て住民を支援したことが記録されている。そしてこの災

かなり大規模な山腹崩壊が考えられることから、赤薙山

害後、
新たに対岸の稲荷町に住民を移転させたのである。

の「大鹿落し」がこの原因となった崩壊ではないかとい

日光の家屋数は貞享元（1684）年に約800戸とほぼ江

われていたが、下流での災害規模や「大鹿落し」
の崩壊面

戸時代のピークに達していることを考えると、この寛文

がきわめて鮮明であることなどから、現在は稲荷川の七

の災害から貞享にかけての約20年間に町は大きく発展

滝付近にあった湖水が決壊したものという説★３がとら

したことがうかがわれる。その源には徳川幕府による

れている。

種々の対応があった。将軍の社参や幕府による神領の寄

参考文献3の古地図に筆者が加筆した土砂の流れの状

進は大名・旗本を日光に参らせる役を果たしたのだろう

況は図‑2のようである。この図でとくに目を引くのは元

し、東照社の大造替は新たな観光都市日光を全国にPR

の河川の河幅と災害時の土砂の流下した幅の違いであ

したことになったであろう。

る。大谷川本川に比較して稲荷川の河幅の変化が著し

多くの人々が集まるところには多くの商人や職人が集

く顕著で、災害時の土砂の流れの幅は1662年の災害直

まるのも当然のことで、比較的短い時間の間に日光の町

後の河幅に比較しても7〜9倍という値を示している。

は発展をとげていったものと考えている。

土石流のように多量に土砂を含んだ流れでも河幅変

それはまた、東照宮を守る日光という町が徳川幕府にと

化は数倍程度であり、いかに平常時とは異なる現象が発

って関八州を治め全国を治めるために大きな役割を果た

生したかがうかがわれる。

していた特別な町でもあった一つの証拠であろう。
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表‑ 1 大谷川流域の災害年表★3
発生年
災害状況

5
日光と土砂災害

国土交通省日光砂防事務所が発行しているパンフレ

年

備 考

天文１ 白髭水洪水
（1532）
〜
永禄7
（1564）
1600
天和3 東照宮造営
（1617）

ット★３に大谷川における経年的な土砂災害の状況が記
述されている表‑1。

寛永17 寛永の東照宮
（1640） 大改修
山内から鉢石
寛文2 6月10日 豪雨により稲荷川の水
宿下流へ民家
（1662） 源七滝の辺の湖水東側竣崖が崩れ
て洪水押し出し、稲荷町四丁のう
移転
ち、一丁目を残し、二丁目から下
と荻垣町・鍛治町まで三百軒余を
押流した。
この時の日光の被害は死者140余
人に及んだといわれる。

古い時代の白髭水洪水は別として、日光の町で被害が
生じ始めるのは寛文2年の稲荷川洪水以後となる。
とくに、日光の家屋数が江戸時代のピークとなる貞享
元年ごろから約40年間に、出水による災害が8回も発生
している。そして享保8年からはしばらく災害記述がな
くなる。
被害の状況を見てみると、人的被害が発生したのは寛

天和3 7月25日 大谷川大洪水。神橋
天和3 5月23日
（1683） 高欄流失。河沿いの出店は全部流 （1683） 日光大地震
失した。
男鹿川、海尻地
点の右岸が崩壊
貞享1 3月5日 大谷川、稲荷川洪水。
し、五十里部落
（1684） 御幸町、松原町等浸水。
が水底に没した。

文2年（死者148名）
と安政5年（死者1名）
のみで、それ以
外の出水時には家屋の流出や浸水、橋梁の流失の被害の
みが記述されている。
災害状況については東照宮社務所が発行している『御
番所日記』
にも記述がある。たとえば、
「一昨夜より大雨、

貞享2 8月3日 大谷川大洪水。日光仮
（1685） 橋（日光橋）
流失、湯屋1軒流失。

大谷川稲荷川水余程ます」
（元禄11年7月27日）などと

元禄2 7月1日 大谷川洪水、神橋危機
（1699） に瀕す。

出水の様子は記述されてはいるものの、被害が生じてい
ない様子がうかがわれる。

1700
宝永1 6月29日 大谷川、稲荷川、田母
（1704） 沢出水。日光橋流失。

土砂災害は自然現象、たとえば土石流が発生・流下し
てくる場と人間生活の場が重なるところで発生する図‑ 3。

正徳3 7月4日 大谷川出水。日光仮橋
（1713） 流失

日光の場合も東照宮が造営され町が発展するにしたが
って人間生活の場が自然現象発生の場と重なり、結果と

享保6 7月7日 大谷川、稲荷川出水。
（1721） 社寺床下まで浸水。所野村9戸流
失。

して災害が生ずるようになった。
とくに、貞享元年から享保8年にかけての約40年間に

享保8 8月5日〜10日 大谷川、
稲荷川、
（1723） 田母沢出水。
山内出水。
御番所流失。
日光仮橋流失。

災害が集中しているのは、まさにこの時期に日光の町が
急速に発展していたことと無関係ではない。町の発展に
も充分安全を心がけることの必要性がうかがえる事例と

1800
安政5 6月14日 大谷川、赤堀川、行川
（1858） 出水。
死者1、家屋流失、倒壊8戸、田畑
流失15村

いえよう。
自然現象についても、寛文2年、稲荷川の七滝付近で
大規模な崩壊が発生したことや天和3（1683）
年、日光地

諸川出水。細尾、 明治32 栃木県営事業、
安政6 7月26日 大谷川、
（1859） 瀬川、小百、南小倉、針貝他被害。（1899） 稲荷川に着工。

方を襲った地震により男体山の大薙崩れが発生したこと
などにより、日光市街地上流域の山地の荒廃が進む要因
が生じた。そのため、その後の降雨により多量の土砂が
流下し、災害の原因となったと考えられる。
水源部の山が荒れると土砂災害がいかに発生するか
は図‑4を見てもらうとよくわかる。大きな土砂のイベン
ト（崩壊など）
が発生した後、各10年間ごとに何回土砂
災害が発生したかを図にしたもので、日光の場合、約60

40 SABO vol.92 Oct.2007

1900
明治35 9月28日 足尾台風、全県被害。
（1902） 大谷川水源部に崩壊が多発し、洪
水により神橋、大谷橋、人家100
余戸を流失した。
明治39 7月16日 神橋冠水、
大日堂流失、
（1906） 死者1。
明治43 7月 台風、全県被害。
（1910）

図‑3 災害の発生する場.

図‑ 4 土砂移動のイベントとその影響

常願寺川
日光大谷川

災害回数／ 年

自然現象発生の場
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災害発生からの経年

年間災害が続いたことになるが、より大きな土砂のイベ

石町坂ノ下湯屋一軒押流、仮橋鉢石の方半分押流候」
と

ントが発生した常願寺川（水源部で約4億㎥の土砂崩壊

いう災害への対応がなされていることがわかる。そして

★４

が発生）
では100年経っても災害はなくならなかった

。

何よりも災害対策資金としてただちに2000両（1両を約

幸いにも、日光での土砂イベントはそこまで大規模では

10万円とすると2億円となる）
が用意されているところ

なく（七滝沢の大崩壊では崩壊土砂量は約180万㎥とい

をみると、時の幕府が日光へ特別な対応をしていたこと

われている★２）
、その影響も短かったのである。

を示すものといえよう。この災害対策については、翌年

日光における被害をもたらす災害は、享保8年を最後

の5月10日や23日の日記に「川除御普請見廻りのため川

にしばらくの間発生していない。これは何を意味するの

原まで参候……」と川除工事が継続して行われていた様

であろうか。

子が記述されている。
同時に宝永元年6月29日の災害に対しても8月15日の
日記に「今日より川原御普請初」との記述があり、元禄
6

12年7月1日の出水により稲荷川で災害が発生し、
「川原

防災対策と町の安全

出見世五間残し皆流れ、深教坊、勝泉坊寺まで水がつい
た」
という災害に対しても同年8月16日の日記に「今度の
川原普請のため御奉行鈴木兵九郎殿、甲斐庄喜右衛門

それまで土砂災害を何度も被ってきた日光の町に土砂
災害がなくなっていくのは明らかに徳川幕府による災害

殿今日御着任……」とあり、幕府の日光における災害対
応の早さがうかがわれる。

対策、とくにハード対応がなされたからと筆者は考えて

とくに、正徳3年7月4日の災害に対して川原普請が急

いる。以下にその防災対策の具体的内容を紹介してい

がれることが7月9日の日記に記述されるなど、日光の役

こう。

人からの徳川幕府への報告の速さ、
対応の早さも目立つ。

寛文2年の大災害に対しては、新たな町を安全なところ

これは日光の町の安全に関して一つのシステムができあ

に移転させたこと以外よくわかっていないが、貞享の災

がっていたことを示すもので、その意味でも日光は特別

害に対しては『御番所日記』に以下のような記述がなさ

な場所であったと考えられる。

れている。
たとえば、貞享2年8月13日の日記に

具体的な対策としては、すでに延享3（1746）
年にかな
りの川除がつくられていたこと★５が図‑ 5から判明して

一， 鉢石町川除御普請御金二千両江戸より来候由……

いる。川除絵図による川除は連続堤ではなく水制的な

一， 鉢石町川除大普請今日より始まり候由

配置で画かれており、水衛部に堤が造られ、壊されたら

とあり8月3日の日記に書かれている「大谷川水出鉢

また直すという手法がとられていたようだ。また、この
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図‑ 5 延享3
（1746）
年ごろの日光の川除絵図★5

稲荷川では明治32年に栃木県
営事業により砂防事業が開始さ
れていた。しかし、明治35年の大
災害をはじめとして39年、40年、
43年、そして大正3年と引き続き
災害に見舞われた日光の町を守
るべく大正7
（1918）
年、内務省第
一土木出張所稲荷川工場が設置
され、国の手による砂防事業が始
められた。防災の主役が県から国
へと移ったのである。
毎年8月21日に
「日光砂防祭」
（主
催：日光砂防協会）
が開催されて
いる。これは昭和48年より実施
されているもので、砂防工事関係
殉職者を慰霊するとともに安全

時代の工法としては立篭や二間蛇篭に石を詰めたものが

で豊かな日光をつくるためには砂防事業が必要であると

使われており、篭は竹で編まれていた★５。

いうメッセージを伝え続けている。

このような対策は主に綱吉、家宣、家継および吉宗の

その祭の日は大正7年8月21日稲荷川に国の直轄砂防

時代に実施されている。しかし、徳川将軍が直接指示し

事業が始められた日としている。このような地域からの

たものとは考えにくい。むしろシステムとしてすでにで

強い応援を受け、国土交通省日光砂防事務所の職員は

きあがっていたもののなかで各担当者が忠実に実行し

一丸となって地域の安全と安心の創出に努力していると

ていったと考えるほうが妥当である。ちなみに、慶安元

ころで、平成14年までに堰堤工27基、山腹工38基など

（1648）
年には幕府の目付が日光山に在勤するようにな

の砂防設備が完成している写真‑ 2。このように永年にわ

る。そして元禄13（1700）
年には目付の在勤を廃して日

たる砂防事業によって今、日光の町は土砂災害に対する

★６

光奉行を置いている

安全と安心が守られているのである。

。

とくに江戸幕府の老中を勤めた水野忠之も元禄11
（1698）
年4月に日光目付、同9月に日光普請奉行となっ
ていること（ウィキペディア）
からみて、幕府の官職のな

7
おわりに

かでも日光に関係する官職の重要さがうかがえる。
このように徳川幕府の手による日光の町の安全づくり
は一応功を奏したようにみえた。
しかし、より大きな土砂移動のイベントに対してそれ

日光を特別な町として発展させていったのは徳川家の
歴代の将軍たちであったことがわかる。しかし、日光と

までの対応は充分ではなかったようである。
明治35
（1902）
年9月28日、台風に伴う豪雨により大谷

いう町は元来自然現象に対してけっして安全なところで

川の水源部では崩壊が多発し多くの被害を出すなど、栃

あったわけではないこともおわかりいただけたと思う。

木県下では死者・行方不明者219名、家屋全壊8217戸

すなわち、徳川の将軍たちも自然災害に対し安全なとこ

という大きな被害が発生した。

ろに
「家康を祀った」
ものではなかったのである。むしろ、

稲荷川水源部の大鹿落し（推定崩壊土砂量430万㎥）
の
★７

拡大はこの時ではないかと井上公夫は推定している

。

このような大きなイベントが発生すると、これまでと
は違う新たな防災対応が必要となる。
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現在世界的にも有名となっている観光地、日光の町を災
害から守り、安全を確保していったのは、将軍たちとい
うよりも徳川幕府の行政システムであったといえよう。
そして、徳川幕府にとってとくに重要な場所である日光

写真‑ 2 現在の稲荷川の状況（国土交通省日光砂防事務所提供）

を、多くの人々の手により災害を契機に一つずつ安全に

8
謝辞

していったものと考えるほうが妥当である。
考えてみれば、日本という国で絶対に災害から安全な
場所といわれてすぐに思い当たるところはない。このよ
うな自然現象の多発する国において安全で安心して生

本文全般にわたり、日光市が発行した『日光市史』を

活できる地域を創出してきたのは、時の幕府やその後の

参考とさせていただいた。とくに「日光山と家康」
、
「日

政府による防災対策、とくにハード面の対策の実施が大

光の町並みの形成と家光」の項は『日光市史』をもとに記

きな役割を果たしている。もちろん、住民による「生活

述し、一部文献を引用させていただいている。また、写

の知恵」もあっただろう。しかし、一人の人間の力だけ

真については国土交通省日光砂防事務所から提供して

ではどうしようもない自然現象の発生は古くから存在し

いただいた。記して感謝申し上げる次第である。

ていた。これらを時の為政者が住民を守り、地域を守る
ために努力してきた一つの事例が日光で示されたものと
考えている。
すなわち、防災対策にはハード面による安全な地域づ
くりとソフト面による生活の知恵がともに重要であるこ
とを現代のわれわれに教えてくれているのである。日光
がこれからも災害に対して安全で安心して生活できる場
であることを願って筆を置くこととする。

★参考文献
１ 日光市史編纂委員会：日光市史，中巻、日光市、昭和54年12月
２ 国土交通省日光砂防事務所：まちといのちを守る砂防、
日光稲荷川、
寛文二年の土砂災害を巡る、パンフレット
３
４

建設省日光砂防工事事務所：悠久の時に刻む、平成10年9月
立山砂防工事事務所年表編集委員会：常願寺川の歴史を尋ねて、
立山砂防工事事務所、昭和52年3月

５
６
７

森 豊：日光の災害、大日光、昭和47年11月
柴田 豊久編：近世日光災害史料、国立国会図書館蔵
井上 公夫：土砂災害の地形判読実例問題、中・上級編、古今書院、
平成18年7月
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行事一覧（7月〜9月）

協賛（後援）
●８月１日〜 ８日

第31回「水の週間」
（協賛）

●８月３日〜 ４日

第７回水資源に関するシンポジウム（協賛）

日本地すべり学会第46回研究発表会・三重大会（協賛）
●８月２８日〜31日 （社）
●９月６日〜 7日

シンポジウム「地震による土砂災害の教訓を生かし、現代に生かす」̶̶善光寺地震から160年̶̶（協賛）

理事会等の開催
【第13期第1回理事会】

【平成１９年度第２回評議員会】
第２回評議員会が、平成19年8月3日、当センターで開催され、

第13期第1回理事会が、
平成19年8月27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。
●議案

理事長及び専務理事の互選を求める件

次の議案について審議が行われました。
●議案

理事及び監事の選任を求める件

議案審議では、池谷浩理事が理事長（常勤）
に、近藤浩一理事が

議案審議では、別記「第13期役員名簿」
の方が選任されました。

専務理事（常勤）
に選任されました。

審議終了後、次の事項の報告が行われました。

審議終了後、次の事項の報告が行われました。

新潟県中越沖地震「土砂災害緊急支援チームへの参加」

新潟県中越沖地震「土砂災害緊急支援チームへの参加」

人事異動
●８月26日付
【退 職 等】 松井 宗廣
近藤 浩一

●８月27日付
辞職（砂防技術研究所技術部長）

【昇 任 等】 松井 宗廣

砂防技術研究所長の委嘱を解く（専務理事）
西 真佐人

嶋丈示

理事
砂防技術研究所長を委嘱する
砂防技術研究所技術部長を命ずる
砂防技術研究所調査役の併任を解く（砂防技術研
究所上席研究員）
砂防技術研究所砂防システム研究室長の兼務を
命ずる（砂防技術研究所技術開発研究室長）

第13期 役 員 名 簿 （任期：平成19年８月27日〜平成21年８月26日）
理 事 長

池谷 浩

常 勤

藤吉 洋一郎

専務理事

近藤 浩一

常 勤

堀 由紀子

理

浅井 涌太郎

日本コーケン（株）
顧問

新 壽夫

新法律事務所弁護士

松井 宗廣

常 勤

新谷 融

NPO法人環境防災総合政策研究機構理事・

松村 みち子

タウンクリエイター代表

北海道大学名誉教授

水山 高久

京都大学大学院農学研究科教授

日本植生（株）
関東支店神奈川営業所参与

山口 靖之

東京ガス（株）
特別参与

吉友 喜久子

ＯＦＦＩＣＥ・よしとも代表

事

遠藤 利仁
大久保 駿

東京農業大学教授、東京大学名誉教授

岡田 稔

ホクシン工業（株）
代表取締役社長

金子 詔

（財）
林業土木施設研究所理事長

中村 靖

長野県信州新町長

西田 一孝

共和コンクリート工業（株）
西日本営業部

藤井 敏嗣

東京大学地震研究所教授

特別顧問
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代表取締役会長、新江ノ島水族館館長

（社）
全国治水砂防協会理事長

太田 猛彦

大妻女子大学教授、NHK解説委員
（株）
江ノ島マリンコーポレーション

（20名）
監

事

近藤 浩志
中村 三郎

（株）
みずほ銀行新橋支店副支店長
防衛大学校名誉教授

C

E

N

T

E
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N
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S

平成19年度
「砂防地すべり技術研究成果報告会」
のご案内
本報告会は（財）
砂防・地すべり技術センターが実施しております研究開発助成事業等における技術成果について、砂
防関係に携わる皆様方に、最近の課題と解決への方向性、新しい技術について報告することを目的に開催いたします。
研究開発助成事業は、当センターにおける公益事業の一つとして、
「砂防ならびに地すべりおよびがけ崩れ対策に関す
る技術開発および調査研究」
を対象に、平成４年度より実施し、これまで16年間85課題への助成実績があります。
本報告会では、昨年度の研究助成事業等における研究成果の６課題について、研究者の方に発表して頂くことになり
ました。是非ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

１．開催概要
開催日時 平成19年11月9日（金）
13:30〜17:00
受付開始は12:30より開始いたします。
会

場

砂防会館 別館シェーンバッハ・サボー
（東京都千代田区平河町2-7-4 TEL:03-3261-8386）

参 加 者

300名程度

参 加 費

無料

2．プログラム(予定)
13:30
13:35

開会挨拶
来賓挨拶

13:40

発表１

14:10

発表２

14:40
15:10
15:25
15:55
16:55
17:00

池谷 浩（
（財）
砂防・地すべり技術センター 理事長）
亀江 幸二（国土交通省砂防部長）
凍結融解作用による土砂生産プロセスとその予測モデルに関する研究
堤 大三（京都大学防災研究所)
土壌水分計付貫入抵抗試験機を用いた表層崩壊発生危険箇所の推定手法の検討
小杉 賢一朗（京都大学大学院）

三宅島金曽沢における流木の流出機構と流下・堆積特性
石川 芳治（東京農工大学大学院）
休憩（15分）
宮川災害等山地斜面における樹林立木の減災効果の評価に関する研究
発表４
林 拙郎（三重大学）
登山者による森林地や草原の踏みつけが流域の土砂生産環境に及ぼす人為的インパクトの把握と将来予測
発表５
平松 晋也（信州大学）
閉会挨拶
近藤 浩一（
（財）
砂防・地すべり技術センター 専務理事）
終了
発表３

3．申込み方法／問い合わせ先
下記問い合わせ先に記載されたURLのページから参加申込書(EXCEL)をダウンロードし、
必要事項をご記入うえFAXか、
直接申込フォームからお申し込み下さい。
受付締切は11月1日
（木）
とさせて頂きます。
なお、
会場の都合上、
定員になり次第、
締め切らせて頂きますので、なるべく早めにお申し込み下さい。
詳細及び最新情報は、ホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。
（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 担当：岩岡
〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番21号 山脇ビル
TEL 03-5276-3271 FAX：03-5276-3391
URL:http://www.stc.or.jp/
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「土石流・流木対策の技術指針に関する講習会」
開催のお知らせ
12月11日（火）
、砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて、
平成19年3月に公表された「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）
」
および
「土石流・流木対策設計技術指針」
に関する講習会を開催いたします。
詳細につきましては、当センターのホームページをご覧ください。お問い合わせは下記へ。
（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 吉田・岩岡
〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番21号 山脇ビル
TEL 03-5276-3271 URL:http://www.stc.or.jp/

■ 共催：
（財）
砂防・地すべり技術センター

（社）
全国治水砂防協会
■ 後援（予定）
：国土交通省
■ 日時：平成19年12月11日
（火） 13:00〜17:00
■ 場所 ：砂防会館別館
（シェーンバッハ・サボー）
■ 対象 ：全国の砂防関係行政担当者、建設コンサルタントなど
（約300名）
■ プログラム（予定）：

（１）あいさつ

（財）
砂防・地すべり技術センター

（２）総論

国土交通省砂防部

（３）
「指針」
の解説

国土技術政策総合研究所

（４）
「指針」
に基づく計画・設計事例

（財）
砂防・地すべり技術センター

（５）質問に対する回答
■ 参加費：無料
（ただし、テキスト代実費）

STC短信

カリハルタ氏の成果発表および研修終了

6月21日からJICA集団研修
「火山学・総合土砂災害対策」
コース個別研修生として砂防技術研究所に在席してい
た I Ketut KARIHARTA氏が、9月3日（月）
大会議室に
おいて3ヶ月にわたる研修の成果を発表した。タイトル
は「ロンボク島ベランティン川の砂防計画」
。
カリハルタ氏はインドネシア、ロンボク島出身、公共
事業省水資源総局西ヌサ・トゥンガラ治水海岸事務所
技師。ヒンドゥー教徒
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センター海外協力、研修者

8/18〜25

中国

松木 敬

木村基金海外砂防研修

9/9〜15

タイ

黒川 興及・向井 啓司

第2回砂防海外ｾﾐﾅｰ及び視察

9/9〜15

タイ

岩本隆久

台風委員会ﾊﾞﾝｺｸﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

9/9〜15

台湾

西 真佐人

2007台・日砂防共同研究会

地すべり学会通常総会ならびに研究発表会

8月28日（水）〜30日（金）にかけて、第46回（社）
日本地すべ
り学会主催の研究発表会および現地見学会が、三重県四日市市

において開催されました。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。

平成19年地すべり学会発表一覧
発表者

題名

所属部
口頭発表

山邉 康晴

新潟県中越地震時における芋川流域及びその周辺の地すべり対策工の効果について

相楽 渉

滝坂地すべりのすべり面形状と滑動方向

斜面保全部
ポスターセッション
片山 弘憲

ダム流入量と地すべり発生との関係と監視への適応性

依頼講師

（社）
近畿建設協会

JICA集団研修
「インフラ施設の自然災害に対する抑止・軽減対策及び普及対策コース」
講師

松井 宗廣

7/3

都道府県森林土木
コンサルタント連絡協議会

池谷 浩

7/12 「最近における土砂災害の特徴と対策」

富士川砂防事務所

池谷 浩

9/12 「富士川砂防塾」
講師

静岡県防災局

池谷 浩

9/18 「静岡県防災士養成講座」
講師

(財)全国建設研修センター

綱木 亮介

9/20 「斜面安定対策工法研修」
講師
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天高く、食欲いよいよまさる季節となりました。
初秋の夕暮れ、軽く一杯やってから帰りたい時、筆

界隈
食べある考
3

軽く一杯

③串カツ
チェーン店ではない大衆居酒屋で串カツ（大阪

者は次のものがおいしい店に行きます。

風ではない、豚肉とネギかタマネギを串揚げにし

①つくね

たもの）
を置いている店は、大抵良い店です。神田

この頃、立ち飲みのホルモン屋がブームですが、

司町「みますや」
は戦災で焼け残った古くからの居

皆様の沿線にも昔からやっている焼き鳥屋があるで

酒屋で色々美味しいものがありますが、串カツは

しょう。つくねは、鳥団子を串刺しにしたものでな

必ず注文してしまいます。

く、ナマコ状に握り付けたのがおいしいですね。

④煮こごり他

鳥のナンコツも一緒に挽いてあるとコリコリした

四谷駅２分の「鈴傳」
は日本酒の大セラーを持つ

歯触りが抜群です。西武新宿線・新井薬師に本店

酒屋ですが、その一角が立ち飲みコーナーになっ

がある四文屋（しもんや；中野等に支店あり）
のつ

ており、おじさんの聖地です。カウンターで酒と

くねは抜群。梅割り焼酎でキューッとやりましょう。

小皿のつまみを現金払いで買い、皆さんちょいと

追加は煮込みやレバ刺しを。吉祥寺南口「伊勢屋」
、

引っかけています。醤油皿ほどの小皿によそって

荻窪北口横「鳥もと」
、高円寺「大将」もいい雰囲気

くれるつまみが涙もので、煮こごりや小アジ南蛮

です。

漬け、おひたし、ポテトサラダ等々、飲み助心をく
②ナンコツ

すぐるものばかり。ここでは長居は野暮です。腰

焼きとんの店ではナンコツ（豚
の喉仏の軟骨）
を頼みます。コリ

ついついあれもこれも……鈴傳のおつまみ

を落ち着けたい向きは、虎ノ門に同名の居酒屋「鈴
傳」
があります。

コリというよりバリバリといった

「軽く一杯」
というと、節度を持って30分〜１時

歯ごたえですが、あごと胃壁が鍛

間、一人1,000〜1,500円程度がいいところで

えられ、うまいものです。目黒駅

しょうか。ついつい「おかわり！」と口にしてしま

西口「秀よし」
では体調が悪いと店

いますが、この秋は強い意志を持って切り上げる

主に「やめときな」
と言われるそう

所存です。
「梅割りとつくね２本、ナンコツ２本、

ですが、冷えたビールでやりたい

タレでね。あっ、あとネギとシシトウ焼いて。豚

ですね。

足煮込みも････。
」

編集後記

市ヶ谷便り
深まる秋の週末に、たまには残業を切り上げて、小さな旅に出か
けましょう。

には「上野のお山」
と称された頃の深い闇を取り戻します。もとも
とは全山が徳川家によって建立された寛永寺の寺領でしたが、上
野戦争で大部分が焼失しました。そして、広小路に抜ける一画に

目的地は上野、最近イベント会期中の金曜日は8時まで開館し

彰義隊のお墓がひっそりとあります。数時間の激しい戦いで彰義

ている美術館も多く、会社帰りに立ち寄れるようになりました。こ

隊は敗れ、 朝敵 とされたその骸は捨て置かれました。見かねた円

の秋には、国立西洋美術館で「ムンク展」
が始まります。ケイタイ

通寺の住職が、斬首覚悟で荼毘に付したということです。大村益

の絵文字にも使われている
「叫び」
は有名ですね。ですが、そちら

次郎や西郷隆盛など維新の大立者が揃う官軍に対して、多くの隊

はまたの機会に、今夜は人混みを避けて静かな常設館へ・・・。

士が十代の少年たちだったことから、どうしても
「老獪なオトナ」
に

松方コレクションを核にした所蔵作品群は、14世紀の後期ゴシ

立ち向かう
「若さの侠気」
という単純な図式を思い描いてしまいま

ックから現代までの絵画史の概要ともいえます。でも今日はむず

す。が、有為の若者たちに大砲を撃ち込まねばならなかったオト

かしい理屈は抜きにして、好きな色、好きな顔、好きな風景・・、

ナたちもまた、断腸の思いだったにちがいありません。

時間旅行の車窓を眺めるように楽しみましょう。古今の名画たち
を、
人の頭越しでなく流し見るのは、
極上の贅沢ではないでしょうか。

虫の音のレクイエムに送られて、広小路あたりで無鉄砲な青春
に一献ささげましょうか。歩んできた人生の分だけ、心象風景の

外に出れば、月光を浴びてたたずむ彫刻群。
「弓を引くヘラクレ

旅も陰影を深めていきます。イメー

ス」
は折しも月に向かって矢を放たんばかり、
「考える人」
はただひ

ジが紡ぐ小さな旅はオトナならでは

たすらに思索しつづけています。

の楽しみ、そう考えると齢を重ねるの
も悪くはないですね。

昼間の上野公園はありふれた観光地ですが、夜
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（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

