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　平成20年の年頭にあたり、皆様のご多幸とご健勝を心から

祈念申し上げます。

　我が国では昨年も800件を超す土砂災害が発生するなど相

変わらず全国各地で土砂災害による被害が生じています。

　そもそも、我が国は４つのプレートの境界に位置していて、

プレートの動きにより地震や火山活動が生ずることから、地

形急峻にして地質脆弱な国土が形成されています。とりも

なおさず国土そのものが自然災害を生じやすい特性を有して

いる国なのです。

　加えて、台風や前線の活動に伴う豪雨を受ける条件も有し

ていることから、降雨による災害も多発しています。日本と

いう国に住む人々にとっては、このような自然の宿命とどう

共存していくかが大きな課題であります。

　この課題の解決には防災に関する技術が重要な役割を果

たします。特に、ブラックボックスの多い自然災害である土

砂災害ではありますが、先人の努力により多くの有益な砂防

の技術が確立されてきています。そして、その技術によって

災害を防ぐことがかなり可能となってきているのです。

　しかし、これらの技術をより有効なものにするためには、

災害をもたらす自然現象を正確に把握することが求められ

ています。土砂の流れ一つをとってもきちんと捉えられてい

ないと、これらが集まる流域としての土砂管理はできません。

もちろん、多様な土砂の流れすべてを今すぐ把握することは

難しいことですが、確実にブラックボックスを一つずつ潰し

ていくことが大切です。

　では、その間は土砂災害を受け続けていかなければならな

いのでしょうか。答えはノーであります。予知・予測の難し

い土砂災害を減らすためには、これまでに開発された砂防技

術の活用に加え、我々人間の感性を含む生活の知恵を組み合

わせて対応する方法があります。たとえば、自主的に避難し

た人々の理由として挙げられている土砂災害の際に生じる前

兆現象の把握や「何かいつもと違う状況だったから」という

言葉などは、まさに人間の感性を基にした防災であり，旧家

は比較的安全な場所に建てられていることなどは先人の知

恵によるものであります。

　（財）砂防・地すべり技術センターでは，今年も砂防技術を

科学という視点から追求し、一つでも多くの土砂災害に関す

るブラックボックスをなくしていく努力をするとともに、生

活の知恵を生かした防災のあり方についても引き続き研究し

ていくこととしています。

　今から70年前には六甲山系からの土石流で神戸市が壊滅

的に被災し、50年前には狩野川台風による、また30年前には

妙高土石流による土砂災害が発生しています。もう少しさ

かのぼると、150年前には安政地震により鳶山が崩れ富山平

野で土砂災害が発生、それ以降常願寺川が荒廃した川に変

わり長い間下流に災害をもたらしました。

　このような悲惨な土砂災害を二度と引き起こさないために

も、砂防技術の開発と生活の知恵の活用により、多くの尊い

人命と貴重な財産を守り，住民が安全で安心して生活でき

る国土の創出に役立つ仕事を実施していく所存であります。

そして、その結果として今年が土砂災害による死者ゼロの年

となることを願っています。

2008年の展望
財団法人 砂防・地すべり技術センター

年頭所感

砂防技術と生活の知恵

理事長　池谷 浩
　　　　　　　　　　　いけや ひろし
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　台風の上陸数は3個で平年並み、台風の発生数は24個で平

年値26.7個よりすこし少なかったのが昨年でした。また梅雨

前線の動きもそれほど活発でなく、集中豪雨に見舞われた頻

度も普通で、そのせいか土砂災害の発生も件数的には平年並

みで済んだ年でした。しかし３月に能登半島沖地震、７月に

は新潟県中越沖地震が発生し、それらに伴ってがけ崩れや地

すべりによる土砂災害が発生しました。近年続発する地震

に対し、日本海沿岸から神戸方面にかけ「ひずみ集中帯」が

関係しているとの説が出され、地震発生の予知の難しさをあ

らためて想った次第です。

　また昨年は太平洋赤道域東部でラニーニャ現象が5月ごろ

から発生し「暑い夏」が予想されていましたが、8月16日岐阜

県多治見市と埼玉県熊谷市で40.9℃を記録し、74年ぶりに

日本最高気温記録を更新しましたように暑い夏でしたが、こ

のようなことが起こると地球温暖化がより身近な問題とし

て関心が高まってきたと思います。「不都合な真実」を制作し

たゴア前米副大統領と第４次報告書までまとめてきたIPCC

にノーベル平和賞が授与されたことは、温暖化の危機を国際

的脅威としてとらえるべきとの警鐘でもあるのです。

　脆弱な国土またそれゆえに起こる数々の自然災害に対し、

構造物で計画的に対応し始めてからまだ200年も経っていま

せん。（江戸時代初期に河川工事が行われていますが、これ

らは新田開発のためだと思われます。また砂防工事に関し

ても江戸時代に福山藩が芦田川支川堂々川流域を中心にマ

サ土流出による被害を防ぐため、今も立派に残る「砂留」砂防

堰堤を多く築造しましたが、独立国家的幕藩体制のためか全

国に普及することはなかったようです）。しかし自然災害は

さまざまな姿かたちをして繰り返し襲ってきていますし、地

球温暖化が進行すれば水害や土砂災害は、その頻度や外力

規模（マグニチュード）を増大させてやってくる恐れがありま

す。何十年、何百年のインターバルでやってくる豪雨、地震、

火山噴火などが惹起する土砂災害に対し、その時の知見を最

大限生かした計画を立てあるいは見直し、既存の施設を適切

に維持し保守し、そして永く機能を発揮し続けてくれる新た

な施設を建設し、災害に強い国土づくりへの手を休めないよ

うにしていかなければなりません。富士山が最後に噴火して

まだ300年しか経っていません。かなりの人は、富士山が活

火山であることを知らないか忘れているのです。このおよそ

千年の間に、富士五湖や青木ケ原樹海を造りだした貞観の噴

火や、現在最も警戒されている地震のひとつである東海・東

南海・南海地震の三連続地震に誘発された宝永の噴火（1707）

など何回も噴火してきたのです。このような天変地異という

べき自然の豹変に、防災施設は遭遇してきたし、今後も遭遇

していくわけです。いくつかの歴史的施設はそうした自然に

耐えて今なお役目を果たしています。灌漑施設ですが、満濃

池などは千年の時空を越えて今も役割を果たしています。先

ほど記した堂々川の石積み砂防堰堤も150年以上もの間、渓

流の基礎として、禿赦地が緑に復元した今もその基礎として

機能しているのであります。

　世界遺産暫定リストに記載されるよう富山県と関係市町

から提案書が文化庁に出されました。それは「立山・黒部　

～防災大国日本のモデル―信仰・砂防・発電―　～」で、安

政５年の大地震により常願寺川上流で大崩壊が発生、これ

がきっかけとなり明治末期から砂防工事が始まり、このカル

デラ地形の出口部をしっかり抑える非常に重要な白岩砂防

堰堤を始め、これらの砂防施設群が百年を超える国家事業と

して行われてきたことに焦点を当てて提案されています。

　こうした砂防に尽くされた先人達に改めて敬意を払い、将

来に続く国土保全の仕事に携わっている今、千年の視座と気

概をもって今年も臨んでいきたいものです。

千年の視座

専務理事　近藤 浩一
　　　　　　　　　　   こんどう こういち

年頭所感――2008年の展望　 （財）砂防・地すべり技術センター 
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 「SABO」では、現在活用されている技術の確立に尽力された方々を対象に、その経験談を伺う「技術の伝承」を連
載しています。第３弾は「河床変動と流砂量式」と題して、京都大学防災研究所、鳥取大学で土砂移動現象の研究
に取り組まれ、”芦田・道上の式”などの流砂量式を開発された、道上 正䂓氏（鳥取大学名誉教授、(財)とっとり政策
総合研究センター 理事長）にお話を伺いました。

河床変動と流砂量式

● 語り手

道上 正䂓 みちうえ まさのり
鳥取大学名誉教授
㈶とっとり政策総合研究センター 理事長

嶋● 本日はお忙しいところお時間をとっていただき、あ
りがとうございます。（財）砂防・地すべり技術センター
の機関誌「SABO」では、技術の伝承をテーマにして砂防
技術を研究開発された方々に当時の状況や開発の経緯
などをお聞きしています。
　まずは道上先生が砂防の世界に入られたきっかけや、
大学の研究室時代にどんな研究をされてきたかをお話い
ただければと思います。
道上● 砂防の世界に入って河床変動や流砂量式を扱う
ようになったきっかけは、大学3年生の時の建設省の実

習で小渋ダム調査事務所にいったことです。当時はまだ
小渋ダムは完成していませんでしたが、事務所の鈴木徳
行係長の下で堆砂量の推定をやったことです。まだ流砂
量式も使われていなかった頃で、今から見ればちょっと
問題のあるやり方でしたが。その後4年生になる時に研
究室の配属を決める際に、その実習でダム堆砂の調査を
したことが縁になって矢野勝正先生の河川災害研究室
に入りました。
　ちょうどその頃、天竜川の泰阜（やすおか）ダムが満砂
して、背砂（バックサンド）によって上流の河床が上がり、
天竜峡などの観光地が被害を受けるようになる問題があ
りました。そこで卒論の研究テーマとしては、ダムが満
砂した後の堆砂がどうなるのかを、長さ150ｍの水路を
使って実験的研究をしていました。
嶋● 長さ150ｍの水路とはすごい装置ですね。
道上● 来る日も来る日も上流側から砂を投入して、出て
きた砂を乾かしてまた投入して、という肉体労働でした。
（笑）
　水路実験の他にも計算で堆砂形状を求めようとしま
したが、昭和39年頃のことで流砂量式はBrown式ぐら
いしかないし、計算機も手動のタイガー計算機を使って
いたのであまり複雑なことはできず、特性曲線法を使っ
て計算を簡単にしてやっていました。そっちの方は当時
助教授だった芦田先生がやられていましたが、それでも
堆砂形状を求める外力条件となる水面形状を求めるの
が大変で、よく計算が発散しました。今考えてみたら、

● 聞き手

嶋 大尚 しま ひろなお
（財）砂防・地すべり技術センター 砂防部 課長代理

略　歴
昭和39年3月　京都大学工学部土木工学科卒業
昭和48年5月　工学博士取得
昭和59年5月　土木学会著作賞受賞
平成13年4月～17年3月　鳥取大学学長

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

技術ノート ● ● ●



技術ノート ● ● ●

満砂状態からさらに給砂して、ある種の平衡状態になっ
たら、それ以上堆砂形状は変わらず、給砂した砂が出て
行くだけだったんですが。（笑）
嶋● 他でも昔の計算に係わるお話を聞きますと、大変な
苦労をされていたとよく言われます。それでは砂防の研
究を始めた頃の、流砂量式などを取り巻く状況について
お聞かせください。
道上● 大学院に入る頃、矢野先生が砂防研究室に移動
し、芦田先生が教授になって河川災害研究室を引き継い
だのですが、私は矢野先生といっしょに移動して論文を
書いて助手になったのが昭和41年です。砂防といっても、
主に土砂水理学や河床の粒度分布の変化などを研究し
ていました。
　ところで、河床砂礫の大きさに関するステルンベルグ
の法則というのがあって、これは川の上流側の河床砂礫
の粒径が大きく、河口に近づくほど小さくなるという法
則です。どうしてそうなるのかについては、当時は「摩
耗によって流れていくうちに砂礫が小さくなる」と言わ
れていました。
　私はそれに対して、「育ちより氏」だと考えていました。
つまり、流れていく間に摩耗するよりも、山から川に流
れ込んできた時点での粒径に応じて、小さいものは遠く
まで流れて大きなものは流れずにその場に残るという、
掃流力による分級作用だと主張していました。それはス
テルンベルグの法則が作られたライン川のような流路の
長い外国の川も、短い日本の川も同じように摩耗して小
さくなるのはおかしいからです。
　その頃の砂防学会は和気あいあいとしてよい学会だ
ったのですが、水理学的というより文学的な表現をされ
ることが多かった。例えば、なぜ砂防ダムにいったん堆
砂した土砂が、時間の経過とともに元の河床勾配に戻る
（調節機能）のか、などについて概念的なことはあったの
ですが、実証するデータもなく議論をされていたのです。
そんな時に田畑さんや池谷さんが京大防災研のゼミにく
るようになって、河川の掃流力の考え方に基づく土砂水
理学を勉強して、後に砂防の世界にそのような土砂水理
学的な考え方を導入したのです。
　それからその頃ユニークだったのは、名工大の橋本規
名先生で、常願寺川や黒部川で流砂の研究をされていま
した。その先生が言われていたのは狭窄部に砂防えん提
を入れるよりも、狭窄部の上流はもともと土砂が堆積す
る場所なのだから、砂防えん提を入れないで自然調節を

させたらいいではないかということです。ちょうど今で
いうスリットダムと同じ発想ですね。その他今話題にな
っている穴あきダムなども提唱されていて、そんな概念
は40年も50年も昔から言われていたことなのです。そ
の辺りのことは「新河川工法」という本にまとめられて
いるので、できれば読んでみてください。いい本です。
嶋● 流砂量式の「芦田・道上式」を作られた経緯を教え
てください。
道上● 昭和40年代の初めの頃、一様粒径のことはある
程度分かってきたのですが、混合粒径になると流砂の状
況がよく分からない。上流からの土砂供給が減少する
と混合粒径河床ではアーマコートが起きて流れにくくな
るのですが、その詳しい理由が分かっていませんでした
イラスト1。特にダムの下流で粗粒化する現象が顕著に
現れるが、そのメカニズムについて勉強しようかという
ことで、京大の防災研にいたころ芦田先生と一緒に混合
砂の流砂量を勉強して、流砂量式を考えました。同じ頃、
九州大学の平野先生も混合砂の移動について研究され
ていました。
嶋● 粒径別の流砂量に関する先生の考えを教えてくだ
さい。

Qs

Qs

Qo

Qo≒0

粗粒化アーマコート

イラスト1 ダム下流での粗粒化

4 SABO vol.93 Jan.2008
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道上● 河床の平均粒径に対する限界掃流力をはるかに
超える流れの時は、河床材料全体が動くので、分級作用
（粗粒化）はあまり起こらないのです。こんなときは粒径
別の流砂量式はそんなに重要ではないのです。反対に、
粒径別の流砂量式が重要なのは、平均粒径が動くか動か
ないかという付近の流れなのです。このような条件は、
ダムで砂の供給が絶たれた時の、ダム下流部の河床や上
流河道の土砂供給が変動するような河床で現れる。ほぼ、
こういうような流れになってきたら、あるところから今
度は、河床変動よりも、むしろ粗粒化が起こって、それ
がまた河床を固定するのではないか。そういう風に私た
ちは考えたわけです。
　それで、こういう状況がどういう形で起こるかという
ことを考え、河床変動に関する拡散の式で表すことがで
きると言うことを提案したのです。これで一応限界はあ
るが解析的に計算できるようになった。そうこうしてい
るうちに、計算機の性能が良くなってきて、数値解析に
よって細かい議論ができるようになってきたのですが。
嶋● 流砂量式を開発した頃の苦労話などがあれば教え
てください。
道上● 苦労話というわけではないけれども、段々計算
機のよいのが出るようになって差分法で式を解くことが
できるようになっても、流砂量式そのものの精度が悪い
と細かい議論はできません。流砂量式の精度を高めるた
めには何に注目する事が重要かということを考えて見て
ください。
　流砂量には河床の粗度がものすごく影響しているので
す。ふつう粗度係数が大きければ、掃流力も大きくなり
ます。でも流れが常流域では河床に砂堆（dune）ができ

るが、そのとき粗度係数が大きいにもかかわらず、その
割に砂が流れなかったのです。
　それで困って、なんとかしようと言うことで導入した
のが有効掃流力という考え方です。これは、河床に形成
された砂堆の形状によって、流れのエネルギー損失が発
生し、砂を移動させるために使われる有効なエネルギー
が減少するという考え方ですイラスト2。
　つまり、常流域では砂堆の下流で発生する流れの剥離
や、渦によるエネルギー損失が大きいので、流砂量の評
価は有効掃流力をきちんと評価しないと、全掃流力だけ
ではなかなかうまくいかなかったのです。しかし、射流
域では剥離も少ないので反砂堆（antidune)による流れの
エネルギー損失が少ないため、全掃流力と有効掃流力は
ほぼ同じぐらいになるので、有効掃流力を考えなくても
影響は少ないと考えられます。要するに流砂量式と河床
粗度は一体のものなのです。昔の佐藤・吉川・芦田公
式でも有効掃流力の考えは無かったけれど、粗度係数が
流砂量に影響を与えるという観点から、掃流力に対する
粗度係数の補正という形で、流砂量式の中に粗度の影響
が導入されています。
嶋● よく渓畔林のように河床に樹木があると土砂が堆
積する効果があると言われますが、樹木があることによ
って粗度が大きくなり、掃流力も大きくなって、計算で
は余計に土砂が流れやすくなるように思うのですが、こ
の効果を評価するためには樹木による粗度（抵抗）を考
慮した有効掃流力を考える必要があるのですね。
道上● 河道内に樹木があれば形状抵抗が増すので、そ
のためにエネルギーが失われ、砂を移動させるために使
うエネルギーが減少すると考えれば良いのではないでし

掃流力は有効掃流力で評価しなければならない
砂堆形状による抵抗 エネルギーの損失が起きる

河床の粗度が大きければ掃流力は大だが……

渦などによるエネルギーロス

砂堆

常流

イラスト2 常流域での有効掃流力の考え方
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ょうか。要するに広い流れの範囲にわたって、流砂量を
計算しようとするときは、河床の抵抗あるいは粗度係数
といった概念を上手に取り入れないとうまくいかないと
いうことですね。
　粗度が一定として扱える実験室などの狭い範囲では、
Brown式で流砂量を求めることができますが、実際には
流れによって粗度が違い、その粗度を現実にどうやって
合わせるのかが、流砂量式を扱う際に一番大変なところ
だと思います。
嶋● その他に先生のご経験から、最近の流砂系、流域一
貫という観点から研究すべき事項がありましたら教えて
ください。
道上● 経験をふまえてということでしたら、私が鳥取大
学に来たのは今から30年前の昭和53年の頃ですが、当
時の建設省出雲工事事務所の定道所長に「斐伊川では
河川測量などのデータを取ってきているが、それをどう
やって解釈したらよいか、考え方というか哲学を教えて
ください」とお願いされまして、今で言う河川ドクターの
ようなことをやりました。
　斐伊川は昭和49年から河床が低下しすぎるというこ
とで、河道での砂利採取を禁止しており、その影響も考
慮しながら河床変動計算を斐伊川全体でやってみたと
ころ、砂利採取量が年間10～20万㎥と言われていたの
に、私の計算では50万㎥／年ぐらいじゃないと現実に合
わない。おそらく業者が多めに取っていたのでしょうが
（笑）。その計算ではこのまま砂利採取を禁止し続ければ
昭和55年頃から再び河床が上昇傾向になるというシミ
ュレーション結果がでました。実際にその頃から河床が
上昇し始めて現場では問題になってきました。
　というのも斐伊川は宍道湖に流れ込むため、土砂が河
口にたまりやすく、バックサンド（背砂）によって河床が
上昇していくので、年間10数万㎥程土砂を取らなけれ
ばならないというのが河床変動計算から分かってきまし
た。そこで所長に「今後は適度に河床を掘削して土砂を
取るしかない」とアドバイスをしました。本当は上流の
砂防ダムに穴を開けて土砂を流して、下流で砂利業者に
土砂を取ってもらう、というのが流砂系という観点から
はよいと思うのですがいろいろな事情があって実現はし
ていません。
　ここでは、河床変動計算の精度がよく、その予測に基
づいた河道計画と対策がうまくできた事例です。もっと
も、斐伊川は一様粒径に近い「砂河川」で、土砂が動きや

すく、計算の検証に時間がそれほどかからなかったから
という理由もありますが。あれが混合粒径の「礫河川」
だったら、計算による予測があっているかの検証に何十
年もかかって、すぐに精度の高い河道計画や対策という
わけにはいかなかったでしょう。
　それから帯工や床固め工なども適切な位置にあるかど
うか、これに関しても合理的な配置が必要です。そもそ
も河川の帯工などは河床低下しないと効果を発揮でき
ないもので、河床低下により帯工の頭が出て、そこで支
配断面（コントロールセクション）が現れます。その上流
側にせき上げが起こり、土砂がたまり、それで河床が安
定するのです。したがって、構造物の上下流で流れが変
わらないと意味がありません。逆に環境面からは、横断
構造物は余計な負担になるので、その辺りを河床変動計
算で検証して、それらを配置する必要があります。
　その他にも、今では河川環境について重要視されてい
ます。河川では瀬や淵という形状も生物には必要で、そ
れを作るためには二次元や三次元での河床変動計算を
しないと予測できません。私はもう三次元で計算するの
がよいと思いますが、計算時間がかかるため、まだ一洪
水ぐらいの短期予測しかできていません。これからの河
川計画や流砂系を考える時には、一次元河床変動計算
で長期のマクロな河道計画、三次元計算でミクロな局所
洗掘や、瀬や淵などを評価・予測することを組み合わせ
ていく必要があると思いますイラスト3。
嶋● これからの話がでたところで、今後流砂量式など
に関係して改良していくべき点はなんでしょうか。
道上● いわゆる砂河川では河床変動計算は精度良く行
えるようになりました。これからは礫河川でもデータを
取ってうまくあてはまる流砂量式を作っていき、それを
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中洲

瀬や淵
樹林

流れの分断

局所洗堀

マクロ：河道計画 一次元河床変動計算で確認

床固め工：河床低下防止に働く　　　一次元河床変動計算で確認

ミクロ：河道計画 三次元河床変動計算で確認

再度現地で検証することが必要だと思います。
　それから今の流砂量式の中でも粒度分布の取り方や川
幅の変化など問題があります。川幅全体で流れるのでは
なく水みち部分でだけ浸食が起こる、など現実に即した
計算方法を開発していく必要もあります。後は、交換層
の厚さなども適切に決める必要もありますが、そのため
には混合粒径での連続式を作らないといけません。
　さらに、礫河川では河床変動があまり起こらないため、
データを取るために長期間を要し、10年や15年というス
パンでのモニタリングも必要です。やはり実測データに
基づいてシミュレーション結果を検証しないと精度が出
ないのではないかと思います。
　また流砂系では、水を流しているように土砂もダムな
どで止めずに流さないと、環境がおかしくなります。昔
からの川の姿を崩さないように。となると同じように河
床のモニタリングが必要です。それから土砂以外にも水
質も生物に影響を与えるので、例えば砂防ダムに堆砂し
ている土砂にはどのような成分が含まれていて、それを
流すようになったら水質にどんな影響を及ぼすか、など
も調べなくてはなりません。

嶋● 最後に、これからの若い技術者に向けて期待するこ
となどがありましたらどうぞ。
道上● 若い人だけに限らず、やはり川や砂防えん堤など
現場を見ないといけません。現場をよく見てそこで自然
現象としてなにが起きているのか、それをどう解釈する
のかという自分なりの哲学を作る必要があります。私も
いろいろな現場を見て、最後にはライン川まで見に行っ
てそこで粒径が小さくなるのは分級作用によるものだ、
という自分の考えを身につけました。
　それから今は計算機の性能が上がってシミュレーショ
ンの精度も良くなっていますが、それだけではダメで、
現場で検証しないといけません。シミュレーションは道
具なので適当な数字を入力すれば適当な結果がでます
が、それを現場で検証しないと誤った計画が対策になる
恐れがあります。よく言われるPlan Do Check Actionい
わゆるPDCAのサイクルを回して、よりよいものにして
いくことだと思います。
嶋● 本日はお忙しい中、貴重なお話をしていただいてあ
りがとうございました。

イラスト3 河床変動計算の使い分け
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海はロマンを運ぶ夢多き領域。本

年7月20日、海洋基本法が施

行され、海洋立国日本として海洋政策

を総合かつ体系的に推進できるきわめ

て意義のある年でもあった。海を知り、

守り、利用する、その英知の創出が今

後重要である。

　40億年前に生命が誕生し、進化し

たのも海が舞台。人や生き物が住みや

すい環境、ダイナミックに地球史が展

開されたのも、それは海洋の役割が大

きい。しかし、昨今の異常気象や地震、

津波の災害に、今、何が地球に起こっ

ているのかと戸惑うほど環境異変を感

じる。

まだまだ知られざる世界が海。地球最

後のフロンティアと言われるほどであ

り、特に深海は地球に関する情報が埋

もれた宝庫ともいえる。

　最近、水族館では表層から深海ま

であらゆる動物相を紹介できるように

なった。

　ところで、深海に生き物がいるとい

う事実がわかったのは、わずか30年ほ

ど前なのである。Ｃ.ダーウィンがビー

グル号で調査し、進化論の「種の起源」

が公表されるに至ったガラパゴス諸島

沖で、1977年、米国の潜水調査船ア

ルビン号が水深2,200mで初めて、熱

水噴出孔を発見。そこは、海底で熱水

が噴き出している場所であり、しかも、

その周囲に多数のカイ類、エビ類が群

衆していることがわかり、これは世界

中の人々を驚かす大発見であった。こ

れらはどのように生きているのであろ

うか。その謎解きが始まった。

　生物の餌となるエネルギー源は地球

上に生息する生物のほとんどが植物を

起源とする生態系を構成している。太

陽の光を受け、光合成によっての生存

である。海では、植物プランクトンから、

動物プランクトンへと食物連鎖が始ま

る。

　しかし、深海で最初の栄養を作り出

す主役は、「化学合成細菌」と呼ばれる

微生物なのである。酸素を嫌って無

酸素状態を好む。深海の海底から吹

き出す熱水や、冷水には大量の硫化水

素やメタンが含まれている。その化学

物質を酸化してエネルギーを作り栄養

ができる。

　ちなみに、硫化水素は人間などの動

物にとっては吸い込んだら死に至るほ

どの猛毒である。

　深海はこのように光が届かない暗

黒、貧酸素であり、マリアナ海溝では

水深10,400ｍ、水圧は1,000気圧

と高圧であり、そこにも生物がいると

いうことで、今までの生命史を覆すほ

どのことであった。

　当館では、（独）海洋研究開発機構

（以降JAMSTEC）と共同研究を締結し、

それ等の生き物を長期飼育し展示公

開している。

JAMSTECは大型船舶とともに潜

水での有人、無人探査機を有し、

深海研究をはじめ地球観測、地球内部、

深部の調査および地球環境変動の仕

組みの全体像を明らかにする取り組み

を行っている。巨大なシミュレーション

技術を駆使し、地球システムの解明を

行う世界に先駆けた研究機関である。

　有人潜水調査船「しんかい6500」

は深海での太平洋プレートの裂け目

を発見したり、シロウリガイの群生を

発見するなど、今では各国から注目を

浴びている。当館の職員も「しんかい

6500」に乗船し、その神秘的な海中

を体験させていただいた。

　イカとタコの共通祖先である生き

た化石ともいわれるコウモリダコ、ホ

ヤの仲間で大口で笑っているようなオ

オグチボヤ、硫化鉄のウロコに硬いヨ

ロイをまとったクロフネタマガイ。中、

山・川・海
命の絆
堀 由紀子
ほり ゆきこ

新江ノ島水族館 館長

4

イラスト：仲野順子
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深度には光るクラゲやまるで深海のオ

ブジェのようなイソバナ、そこはまさに

想像をはるかに超えた奇抜な姿の生き

物たちが数多く見られた。まるで海の

美術館である。

さて、JAMSTECでは、世界最大

の地球深部探査船「ちきゅう」を

2004年に建造。科学掘削船で海底

下4,000mから7,000mまで掘削す

る予定で、それはマントルにまで届く。

　その研究目的は多様であるが、生命

の起源、巨大地震の発生の仕組み、海

底資源の発見、将来地球規模で起こ

るであろう環境の変化など、人類の未

来にかかわる地球の謎を探るためであ

る。

　たとえば、極限環境、つまり私たち

人間の生きる環境と正反対と考えれば

よい。非常に高温や低温で、人間の体

を変化させてしまうほどのアルカリ性

や酸性の強い地獄谷とも呼ばれる深海

の毒ガスのある世界。そういう環境で

しぶとく生きる微生物が存在している。

その熱水噴出孔や地殻内にいる

生物が今注目されている。分子

生物学の発達で地下微生物圏の存在

が解ってきたのである。採掘する地層

のサンプル「コア」と呼ばれるものを地

殻やマントルで探すことにより、今ま

での動物系統樹からさらに進化した微

生物の発見が可能となる。そこには想

定外の巨大な地下生命圏が広がって

いると考えられる。

火星は過去に海洋があったらし

い。木星も火山活動が存在し

ていたといわれている。すると地球外

生命ももしかして．．．という探索なの

である。まさに驚きと夢の発見を期待

したい。

 「ちきゅう」の最深部への挑戦の一つ

にプレ－トが沈み込む境界の大地震の

メカニズムの追求がある。巨大地震は

津波を伴い、甚大な被害をもたらす。

2004年にスマトラ沖でマグニチュ－

ド9の地震が発生したが、その時、海

底では恐るべきことが起こっていたの

である。スマトラ島北西部からニコ

バル諸島、アンダマン諸島にかけて

1000ｍにもわたる海底の断層が動い

たのである。そして、巨大な津波がイ

ンド洋全域に広がっていった。

　日本列島は地震や火山、地殻変動

などが集中している。日本で大きな被

害を引き起す地震は大きく見て二つの

領域で発生している。一つは内陸活

断層による「直下型地震」で、もう一つ

は、沈み込むプレ－トの境界付近で起

こる「海溝型地震」である。

近年、直下型として記憶に新しい

のは1995年の阪神・淡路大

震災や、2004年と本年の新潟県中越

沖地震である。３年前、㈶砂防・地す

べり技術センタ－で開催された現地視

察に参画し、山古志村の惨状を目の当

たりにして痛恨の思いであった。

　当センタ－をはじめ、国内外の支援

により、回復が目覚しく、最近ＮＨＫ

のニュ－スで山古志村に希望の鐘が

届けられた。大晦日の除夜の鐘をドラ

ム缶で打つその様子に心から同情した

茨城県のつり鐘職人がすばらしい鐘を

プレゼントし「世界に響け感謝の音」と

明記された。それには、山古志村の鯉

の養殖業の方々への、世界各国からの

鯉の美しい姿を要望し待っているとい

う熱いメッセ－ジの言葉が刻まれたの

である。本当によかったと感動した。

まさにグロ－バルな支援だが、「海

溝型地震」の提言もＩＯＤＰ国

際深海掘削計画の推進でアメリカ、日

本、ヨ－ロッパ、オ－ストラリア等が参

画している。特に日本は、「ちきゅう」

により洋上研究船として様々な研究

機材を揃え未踏の地球深部を掘削技

術で断層面そのものを掘削し、含まれ

ている水、温度、歪み、圧力を調べ広

域的な海底の地殻変動とプレ－ト環

境の変化を調査し、観測網を長期的に

展開する。それが地震予測への近道

として始動しているのである。

　山、川、海は命の絆である。しかし

「私たちの住む地球表層の部分、そし

て海洋、大気、生物、人間関係の営み

は、地球内部、深部と従来考えていた

よりはるかに密接である」という考え方

が急速に発展してきているのである。

海の未踏の領域は惑星地球そのもの、

地球システム科学の追及でもある。海

には未知の部分が多いが、地球そのも

のもまた全体像において未知である。

気候変動や温暖化が問題視され

ているが、私たちにできること

は、人間生活の生産と消費のバラン

スがとれた、持続可能な文明を構築し

ていくことこそが肝要である。つまり、

足元からの自然の回復を期待したい。



10 SABO vol.93 Jan.2008

海外事情

2007日台
砂防共同研究
参加報告

はじめに

　本年度の日台砂防共同研究が、2007年9月11日に台湾の台東県
知本で開催されました。筆者はこの発表会に参加する機会を得た
ので、その状況について報告します。本共同研究は1989年から㈳
全国治水砂防協会と台湾の中華防災協会が行っているものです。
9月9日から15日まで台湾各地の土砂災害箇所と砂防事業を実施
している現場を視察し、11日の研究発表会で相互の研究内容の発
表がありました。日本側の参加者は、友松靖夫（㈳全国治水砂防
協会副会長）、大久保駿（同理事長）、土屋智（静岡大学教授）、吉
松弘行（㈱アイエステー）の各氏と筆者の5名です。

1.台湾の土砂災害

　台湾は島内を北回帰線が通っていることでもわかるように、お
おむね亜熱帯気候及び熱帯気候であり、年間平均気温は22°と温
暖なところです。春の前線に伴う降雨や、夏から秋の勢力を保っ
た状態の台風の降雨によって、年間降雨量も約2,500mmと非常に
多くなっています。
　地形は日本同様に急峻で、台湾の中央を南北に貫く中央山脈を
構成する山のなかで最も高いのは、3,952ｍある玉山主峰です。また、
地殻変動の影響を強く受けるため地質は脆弱で、1999年の集集大
地震のように大きな地震も発生しています。ただし火山は多くあ
りません。
　日本と共通する部分の多い自然をもち、九州と同程度の面積に
2,300万人の人口を抱える台湾は、わが国と同じように土砂災害の
多い国です。土石流や地すべりが毎年のように発生し、大きな損

西 真佐人
にし まさと

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術部長

写真-1

図-1 台湾全図

台中
（タイチュン）

新竹
（シンチュー）

台北
（タイペイ）

蘇奥

花蓮
（ホワリエン）

嘉義
（チアイー）

台南（タイナン）

台南（タイトン）
知本

高雄
（カオシュン）

バス新幹線
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失を招いています。もちろん、政府も手をこまねいているわけで
はなく、積極的に砂防事業や治山事業を展開しています。
　今回の研究発表会にあわせて、その前後に現地視察を行いまし
た。視察先は花蓮県、台東県、屏東県といった台湾の東、南部で
したが、そのいくつかについて紹介します。特に台湾東部はなか
なか訪れる機会のないところですが、豊かな自然のなかに町が点
在している地域でした。

▶台東県鳳義水源地
　2001年に土石流が発生し人家等を破壊し、死者5名を出しました。
現在では、透過型の砂防えん堤と渓流保全工が完成し、周辺は公
園として整備されています写真-1。

▶台東県鳳義溪
　1998年に上流の斜面崩壊から土石流が発生し、扇状地上の人家
や農地等に大きな被害を生じました。その後、鋼製スリットえん
堤や導流堤を完成させています。また、センサーによる警戒避難
体制の整備も実施されています。写真奥に見える崩壊斜面は、す
でに植生が戻っているので、説明を受けなければ、災害を起こした
場所とはわからなくなっていました。中央に見える構造物は、災
害以前に建設した床固工群です写真-2。

▶台東県龍泉溪
　2006年に大きな斜面崩壊を起こし、河川を閉塞させました。上
流にできた湛水湖は現在もそのままであり、下流に砂防えん堤を
建設中です。崩壊土砂量は約50万㎥、上流の湛水は約100万㎥に
達しています。この現場については9月11日の発表会でも紹介され、
同日午前に成功大学による現場説明がありました写真-3。

▶屏東県草埔地区
　2005年に上部斜面の地すべり（深層崩壊）から土石流を発生し、
河川を閉塞し、対岸の国道を埋没させました。通行中の車が被害
に遭っています。また同じ日には、近くの小学校の校庭を土石流
が襲っています。除石等の緊急対応はすでに終了し、砂防施設の
建設に取りかかっている状況です。写真は渓流の出口付近で、手
前側に河川と国道があります写真-4。

2.研究報告会

　「対策」と「土砂災害観測」に関して各1題ずつの発表がありまし
た。台湾側からは「台東県天然ダム対策」と「烏石流域の土砂観測」
の2題を、日本側からは吉松氏が「中越地震時の天然ダム対策」、
土屋氏が「安倍川における土石流観測」をそれぞれ発表しました。
土砂災害に対する共通の認識をもち、それぞれの知見と努力を伝
える有意義な会議であるとともに、台湾各地から参加者があり、
熱心に聴講する姿も印象的でした写真-5。

写真-5

写真-4

写真-3

写真-2
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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

タイ王国に
おける土壌浸食
対策の紹介
「第2回砂防海外セミナー
および視察」見聞記

1.はじめに

　タイは、インドシナ半島のほぼ中央にあり、ミャンマ
ー（ビルマ）、ラオス、カンボジア、マレーシアと国境を接
している。国土は、中部平野地域、東部海岸地域、東北
高原地域、北部および西部山岳地域、南部半島地域に区
別される図-1。中央部にはチャオプラヤー川が形成した
チャオプラヤー・デルタと呼ばれる豊かな平地が広がり、
世界有数の稲作地帯を作り出している。気候は、熱帯モ
ンスーン気候に属し、5月中旬から10月ころまでがスコ
ールなどを特徴とする雨期にあたり、北部および中部で
は8月から10月にかけて降雨量が多く、しばしば洪水が
引き起こされる。
　日本とタイとの関係の始まりは、スコータイ王朝時代
（1238年～1438年）にあたる14世紀頃から東南アジア各
国と通交関係をもっていた琉球王朝の商人との交易が始
まりとされる。アユタヤ王朝時代（1351年～1767年）に
入ると朱印船による貿易が始まり二国間貿易は拡大し、
多くの日本人商人がアユタヤに移り住み日本人町を作っ
た。日本人町には最盛期で約1,500人の日本人が住んで
いたと伝えられる。
　1887年9月26日「日暹（にちせん）修好通商に関する宣
言（日タイ修好宣言）」の調印が交わされた。本年（平成
19年）は、日タイ修好120周年の年にあたり、両国で記念
事業が開催されている。ちなみにタイにおける年号は仏
暦が用いられている。仏暦は西暦に543年を加えたもので、
本年は2550年にあたる。
　去る平成19年9月9日から9月15日まで、社団法人全国
治水砂防協会の国際交流活動の一環として、昨年度より
開催されている「砂防海外セミナー及び視察」に参加する
機会を得た。本年度は「第2回砂防海外セミナー及び視察」
としてタイでのセミナーであった。本セミナー全体の概
要については、「砂防と治水」★１に報告したため、ここで
は本セミナーで視察したタイ王国農業協同組合省王室
灌漑局のLam Phra Phloeng Project★２,３について紹介
する。

2.タイにおける土壌浸食

　タイにおける農業は、社会経済を発展させるために、
それまでの自給自足農業から1960年代以降に市場用（換
金）作物農業へと移ってきた。この農業形態の移行は、森

図-1 タイ全図
ミャンマー

タイ

ラオス ヴェトナム

カンボジア
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林を耕作地に変換するという結果をもたらし、急速な森
林伐採によって作り出された畑地の土壌浸食という資源
悪化の深刻な問題となって現在に至っている。
　タイ国家統計局によると、タイの国土全体の森林面積
は1961年の2,910万ha（国土全体の57%）から1998年の
1,300万ha（同25%）まで減少した。また、FAO（国連食
糧農業機関）の統計データベース（2005年）によると、畑
地の面積は1962年の100万ha（同2%）から1999年の460
万ha（同9%）まで増加し、水田面積は1962年の670万ha
（同13%）から1999年の1,050万ha（同21%）まで増加した。
このようなタイにおける土地利用の変化のなかで最も森
林伐採の進んだのがタイ東北部である。
　タイでは経済発展と人口の増加に対する水の供給は重
要な課題となっている。森林伐採が原因と考えられる貯
水池内への土砂の堆積は、タイにおける水の供給システ
ムとしての貯水池供用期間に大きな影響を及ぼしている。

期間
年間堆積土砂量
（百万㎥/年）

森林面積率の増減
（%）

1970-1983 2.230 -73.57

1983-1991 1.625 -1.30

1991-2000 0.365 +5.05

表-1 貯水池への年間堆積土砂量と森林面積率

図-2 Lam Phra Phloeng貯水池と上流域

とくにタイ東北部における貯水池への土砂の流入と堆積
は増大しており、貯水量の減少は灌漑対象地域への水の
供給に支障をきたしている。
　このような状況を踏まえ、水資源管理計画は土壌の浸
食と堆積の評価をすることにより発展するとの観点から、
王室灌漑局は貯水池への深刻な土砂堆積が進んでいるタ
イ東北部のMun川流域にあるLam Phra Phloeng貯水池
とその上流域図-2において研究を実施している。
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いる。降雨の約80%は5月から9月の
間にもたらされる。主な地質はローム
またはシルト性ロームである。
　この研究の目的は、水文データと堆
積データから貯水域への土砂堆積を
予測するとともに貯水池の供用期間
を推定することである。この推定は
USBR（アメリカ内務省土地改良局）が
1974年に提案した手法（USBR（1974） 
: Design of Small Dams）を一部用いて
いる。
　この研究には、土地開発局による地
形図、土壌図、土地利用分類図、王室
森林局による森林図を使用し、貯水池
における降雨量、流出量、堆積量およ
び貯水池内等の縦横断形状は王室灌
漑局が観測・計測している表-1（前ペ
ージ）。
　Lam Phra Phloeng貯水池上流域では、
土壌浸食対策のためにユーカリの木を
中心に植林が進められており、減少の
一途をたどっていた森林面積は増加に
転じた。
　これまでの観測・調査結果から、王
朝灌漑局は単位面積当たりの平均土
壌浸食深1.94mmの計算結果を得てい
る。

4.M.145観測所

　Lam Phra Phloeng貯水池上流域では、20箇所で観測
しており、そのうち4人のスタッフが常駐しているM.145
はLam Phra Phloeng貯水池上流域での調査、観測が
中心的役割を果たしている図-3。ちなみにM.145とは、
Mun川の145番目に設置した観測所を意味する。
　「第2回砂防海外セミナー及び視察」では、9月10日に
M.145を視察した。視察前に、ナコンラチャシマ県に
ある王室灌漑局の現地事務所で、本セミナーの全行程
にバンコクから同行いただいた王室灌漑局のKosit博士
写真-1（中央）からLam Phra Phloeng貯水池上流域での取
り組みについてプレゼンテーション★３を交えながら説明

図-3 M.145位置図

3. Lam Phra Phloeng貯水池における
　　　研究の概要

　Lam Phra Phloeng貯水池は、タイ東北部のナコンラ
チャシマ県の南西部、北緯14度30分34秒、東経101度
50分28秒に位置する。貯水池の集水面積は約820㎢、
年間平均流入量は約14,200万㎥、主流路の河床勾配は
約1/300、流路長は約60km、1000年超過確率の流量は
6,733㎥/secである。
　対象地域の気候は、モンスーンに影響された熱帯サバ
ンナであり、平均年間降雨量は約1,140mm、1990年から
2000年の期間では925mmから1,491mmの間を推移して

図-4 横断図(測量年が仏暦で示されている)
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　本セミナーのタイ滞在を通し、M.145での取り組みを
はじめ、観測や調査を通じて地道ではあるが着実にデー
タを積み重ねて研究や行政に生かしているタイの取り組
みの真摯な姿勢がよくわかった。
　最後に、タイ王国農業協同組合省王室灌漑局のKosit
博士には、訪タイ前の周到な準備、タイ滞在中の終始て
いねいな対応、貴重な研究資料の提供をいただきました。
ここに記して感謝申し上げます。

を受けた。
　M.145では現地スタッフから、Mun川流域における
Lam Phra Phloeng貯水池上流域の位置関係、観測網の
概要から始まり、降雨量、流量、縦横断形状等の経年変
化図-4、流量と浮遊砂の相関関係図-5等についてポスタ
ーを用いた説明があった。資料の説明後は観測施設や観
測機器の紹介があった。

5.おわりに

　タイにおける自然災害はCRED★４によれば、記録の
ある過去の自然災害において死者数の上位10位まで
は、1950年代が1件、1960年代が1件、1970年代が1件、
1980年代が2件、1990年代が2件、2000年代が3件発生
しており近年増加傾向にある。このうち6件の自然災害
はFlash Floodを含むFloodとされる。
　タイの経済は近年堅調な成長を示しており★５、今後も
成長していくことが予想されるが、経済成長していく過
程で国土の土地利用の変化に対する適切な対策なしでは
自然災害の発生を助長していくことは考えられうること
である。本セミナーにおけるタイの研究者や技術者との
議論のなかで、開発等の行為や自然災害に対する教育や
認識の不足が自然災害による被害をより大きくしている
のではないかという意見があった。これはタイにかぎら
ず、日本も同じ問題、課題を抱えているとの認識で一致
した。

写真-1 M.145観測局にて

図-5 M.145での観測結果から得られた流量と浮遊砂の関係

浮
遊
砂
量

流量　㎥／秒

t／日

★資料（写真・図）
１  向井啓司・田中賢治：第2回砂防海外セミナー及び視察」に参加し

て、砂防と治水180、Vol.40.No.5
２  Kosit Lorsirirat, et al. : Effect of Forest Cover Change on 

Lam Phra Phloeng Reservoir Sedimentation in Northeastern 
Thailand, 2006

３  Kosit Lorsirirat, : Effect of Soil Erosion on Lam Phra Phloeng 
Reservoir Sedimentation in Northeastern Thailand, 2007

４  Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Belgium 
: http://www.cred.be/

５  在京タイ王国大使館HP・タイ経済情勢
 ：http://www.thaiembassy.jp/rte1/content/view/79/101/
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1 　③  GUIを搭載したプレ・ポストアプリケーションの整

備により操作性を向上した。

　があります。解析結果の事例を図-1に示しました。ま
た、対象とする土砂移動現象は、土石流、泥流、火砕流、
溶岩流であり、さまざまな土砂災害への対応が可能です。
　現在は、業務への適用を行いつつ、精度や操作性の向
上をめざして改良を重ねています。

2 ……全流砂量観測の実施

　土砂移動の実態把握は、土砂災害対策の基本ですが、
洪水時の土砂の挙動を直接観測することは多大な困難

 自主研究の事例

1 ……二次元氾濫数値シミュレーションモデル

(New-SASS)の開発

　土石流をはじめとする流動現象を精度よく近似する
ために、数値シミュレーションが用いられるようになり
ましたが、当センターでは二次元氾濫数値シミュレーシ
ョンモデル「New-SASS」を開発し、解析に利用していま
す。New-SASSの特徴としては、
　① 砂防えん堤等の施設効果の評価が可能である。

　② 計算精度の向上、計算時間の短縮が図られている。

　効率的な土砂災害防止を実施していくためには、災害実
態の把握、対策方針の立案、砂防計画の策定、対策の実施
などの各段階において、技術的な検討を十分に行うことが
必要であり、そこで用いる技術を常に向上させていくこと
が求められます。（財）砂防・地すべり技術センターは、高
度な技術力をもって、砂防に関する新技術や新工法を開発
し、砂防事業の進展に貢献するとともに、これらの調査・
研究の成果を技術手引き書等としてとりまとめ、民間のコ
ンサルタンツへ技術移転するなど、砂防技術の向上を図る
ことを目的としています。したがって、このような技術研

究、開発を行うことは、私たちにとって業務の基本となる
重要な事項です。
　この目的を達成するため、新たな技術開発をセンター独
自で行うものとして自主研究を実施しています。土砂災
害の防止という柱となる目標に加えて、その時代の社会的
ニーズを反映させていくことから、研究対象は多岐にわた
り、各課題に対し、砂防技術研究所を中心として取り組ん
でいます。本稿では、現在行われている自主研究の事例と、
今後の方向性について紹介します。

図-1 構造物の有無による土石流の最大水位の違い（左：無し、右：在り）
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自主研究の今後の動向について
西 真佐人　にし まさと
（財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 技術部長
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2

を伴います。当センターでは、洪水の全水深に係る土砂
を一挙に採取する、全流砂量観測装置の開発を平成14
年に行い、その装置を使った流砂量観測を続けています
写真-1,2。
　観測装置を設置しているのは、安倍川流域の大島砂防
えん堤です。上流には大谷崩があるなど土砂流出の盛ん
な流域です。平成19年9月の台風9号時に観測を実施し
ましたが、このときは24時間雨量500mmを超える豪雨
でした。
　この観測結果や他の調査を基にして、流域の土砂動態
把握、流砂系における土砂管理計画策定のための基礎
資料とすることを目標としています。

3 ……鋼製砂防構造物の研究

　近年は鋼製砂防構造物が、現場で広く使用され、その
構造形式も多様なものとなってきました。当センターで
は新しい工法の普及のため、鋼製砂防構造物に関しても
各種の研究を進めています。
　平成18年度は、透過型砂防えん堤の設計に使われる、
最大礫径に関する妥当性の検証を行いました。透過型
砂防えん堤が設置されている渓流で、礫径調査を行い、
その結果を整理したところ、
　①  流域面積が小さいと、最大礫径の調査結果が大き

く変動しやすい。

　②  土石流発生後に堆積した土砂の除石作業を行った

場合、最大礫径の調査結果に大きな影響を与える。

　③  ランダム法では、１カ所での測定個数が多いほど最

大礫径が小さくなる傾向があり、線格子法では、狭

窄部等で礫個数自体が少ないと最大礫径を逃す可

能性があるなどの課題があることがわかりました。

今後、精度をより向上させるため、調査手法の検討

を続ける予定です写真-3,4。

 今後の自主研究

　新しい技術開発にチャレンジしていくという性格上、

自主研究の内容は常に変化していきます。その際考慮
すべき事項として、
　・土砂災害防止に効果的な技術であるか。

　・社会的な要請を反映しているか。

　・民間では対処できない先端的な技術であるか。

　などといった点が挙げられます。最初の点については、
自主研究が砂防技術の向上に役立つとともに、実務上有
益な成果が出ることを目標としています。
　2点目については、技術開発を行うにあたって、防災
面に加えて、経済性、長寿命、環境、リサイクル、景観な
どの条件を加えることによって、新たな技術の方向性を
生み出し、ひいては、社会的に付加価値の高い砂防事業
を進めることに貢献することを目標とします。
　3点目については、他にはない高度で先端的な技術を
開発・保持することは当然ながら、収益性などの面から
民間企業では実施できないことに取り組むことを目標と
します。
　これらに従い、今後の自主研究の方向性としては、
　①  土砂移動現象の解明のための、調査、観測、解析技

術の開発。

　② 新工法の開発と一般化。

　③  土砂災害や土砂動態に関する情報の収集と分析。

　などを進めていくこととしています。なお、自主研究
については、適宜「SABO」や当センターの砂防研究所所
報にて内容を紹介していきますので、ご覧ください。

写真-1 全流砂量観測装置の全景 写真-2 流下土砂の採取状況

写真3,4 粒径調査
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　平成19年11月9日（金）午後1時30分より、砂防会館別館シ
ェーンバッハ・サボーにおいて「平成19年度砂防地すべり技術
研究成果報告会」が開催され、205名の方々にご参加いただいた。
本報告会は、当センターの公益事業の一環である研究開発助成事
業により行われた研究の成果及び当財団の研究的な業務成果を広
く一般に公表し、砂防関連事業及び今後の各方面での研究活動に
活用していただくことを目的として開催している。
　本年度の研究成果の発表は合計6題であり、平成18年度研究
開発助成事業により実施された研究５題と、当財団が実施した業
務内容1題からなる。発表内容は、凍結融解による土砂生産、表
層崩壊発生危険箇所の推定手法、流木の流出機構と流下・堆積特性、
樹林立木の減災効果、登山道侵食による土砂生産、貫入試験機を
用いた地盤特性調査、と多岐にわたるものであった。
　以下にはこれらの発表の概要について紹介する。
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堤 大三
つつみ だいぞう

京都大学防災研究所
准教授 

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

亀江国土交通省砂防部部長による来賓挨拶
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　本研究は、流砂系の出発点である土砂生産現象のうち、
小規模だが恒常的な現象である凍結融解による基岩か
らの土砂生産を把握するために実施した。
　平成18年度までに、風化花崗岩地域である滋賀県の
田上山地などで、凍結融解による基岩からの土砂生産現
象をモニタリングし、凍結融解の履歴が基岩からの土砂
生産に影響を及ぼしていることを把握した。また、生産
された土砂の被覆の効果により基岩の温度低下が緩和
され、基岩からの生産土砂量が減少することを把握した。
これらの観測データを基に、地盤の熱伝導モデルを構築
し、凍結融解の履歴によって凍結融解による基岩からの

生産土砂量を推定するモデルを構築した。さらに、外気、
地表面、基岩内の詳細な温度観測により、リターや積雪
の影響で、基岩の温度低下や温度変化が緩和されること
を把握した。
　これまでの検討を受け、今年度より、より汎用性の高
い土砂生産モデルを構築するため、観測地を岐阜県高原
川流域、静岡県井川流域、滋賀県田上山地、鹿児島県
高隈山地の4箇所に拡大し、観測を開始した。今後、こ
れらの観測データを取りまとめ、大気・地盤連続熱収支
モデルを構築し、面的な気象データをもとに、面的な土
砂生産量を推定していく予定である。
　また、基岩の風化による物理的破壊過程のモデル化を
目的に、基岩および土砂の空隙調査および顕微鏡観察を
行った。その結果、基岩が土砂に近づくにしたがい、空
隙が増加していることを把握した。今後、このような現
象をモデル化し、土砂生産量予測のためのより高精度か
つ汎用性の高いモデルを構築していく予定である。

平成19年度

砂防地すべり技術研究成果報告会
開催報告

(財)砂防・地すべり技術センター　企画部



講
演
2

小杉 賢一朗
こすぎ けんいちろう

京都大学大学院 助教 

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
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　豪雨の度に繰り返される土砂災害のなかで、表層崩壊
は最も発生件数が多く、人命および財産に莫大な被害
を及ぼしている。しかしながら、表層崩壊発生の時間と
箇所を精度よく予測することは難しい。表層崩壊発生
の時間と箇所の予測には斜面土層内における雨水の挙
動把握が重要となる。この方法について、既往の問題を
踏まえたうえで新たに開発した土壌水分計付貫入抵抗
試験機（Combined penetrometer moisture probe,以下
CPMP）について紹介した。
　CPMPは長谷川式土壌貫入計の先端に、TDR式土壌
水分計のセンサー部をコイル状にしたものを取り付けた

ものである。これまでに改良を重ね、現在では100drop/
10cm以上、最大貫入深5mの耐久性を確保するとともに、
土壌水分を適切に評価できるセンサー形状についても検
証をしてきた。また、現地検証試験を実施し、既往の計
測方法の結果と良好に合致することを確認した。さらに、
従来の計測方法に対して、CPMPは迅速かつ詳細に計測
できることが確認できた。電気探査法との現地比較では、
土層内部をより詳細に把握することが可能であった。
　これらのことから、山地源頭部の土層構造・土壌水分
分布の把握には、非接触計測で大まかな構造を把握し、
その結果をCPMPで解釈する方法が有効であると考えら
れる。また、CPMPを用いた現地計測の結果、地形上の
集水性とは対応しない浸透水の集中部位の存在が確認
された。このような土層内部構造の意味や、表層崩壊の
発生との関連について検証していくことが今後の課題で
ある。

　流木災害を防止・軽減するためには、その発生原因、
流下機構、堆積機構などを解明し、流木捕捉のための効
果的な透過型えん堤を設置するなどの適切な対策をとる
必要がある。しかし、その実態には不明な点が多く、流
木による被害の発生予測手法や効果的な流木対策手法
の開発・検討のための基礎的な知見が不足しているのが

現状である。そこで本研究では、実際の渓流における流
木の移動開始機構を明らかにすることを目的に、三宅島
金曽沢において流木の動態観測を行った。そして、得ら
れた画像データを基に流木の移動開始時の水深等の条
件を力学的に検討した。
　これまで渓流上に堆積している流木の移動開始状況
を捉えた映像記録等はなく、実際にどのような状況で流
木の移動が開始されているかは不明であったが、出水時
における水、土砂、流木の流れに関する多くの画像デー
タが得られた。取得したデータを基に流木の移動開始時
に流木に作用する力およびモーメントを検討した結果、
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石川 芳治
いしかわ よしはる

東京農工大学大学院 教授 

三宅島金曽沢における流木の流出機構と
流下・堆積特性
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　これまで樹林内の立木によって崩壊土砂が堆積する
調査研究は、堆積事例がないため行われてこなかった。
本研究は人家に近い里山周辺での減災、特に家屋・人命
等の軽減をめざして林内の立木間に崩壊土砂を堆積さ
せられるような立木径と立木密度等の研究や崩壊規模
の拡大防止に関する研究を行うものである。
　今回は平成16年9月に発生した三重県宮川流域、福井
県足羽川流域での災害実績における樹林で発生した崩
壊土砂の堆積状態の調査研究を行った。まず調査地域
を①崩壊特性、②地形・地質、③林況から齢級と崩壊面
積率を分析して調査地域の崩壊の特徴を整理した。

　次に崩壊土砂が樹林内で堆積する要因を1地形的要
因、2流下と堆積事例の崩壊規模、3崩壊規模と胸高
直径等に着目し、堆積事例と流下事例の比較を、a）崩壊
規模、b）地形的特徴、c）胸高直径の頻度分布を分析し、
崩壊深と胸高直径の関係について検討した。
　その結果、①小崩壊の発生に樹木根系の関与が推察
される。②崩壊による堆積事例の起こる必要な斜面条
件として凸型斜面と平衡斜面があげられる。③樹林内
の立木の平均胸高直径が大きくなれば、堆積事例は多く
なる。④立木に作用する受動土圧と堆積深の関係より、
胸高直径は崩壊深の3/2乗に比例する関係が得られた。
ここに堆積深と崩壊深は比例関係があるとし、立木径を
胸高直径とした。今後事例数を増やし分析する必要が
あるが、崩壊土砂堆積のためには、崩壊土砂が多くなる
ほど大きな胸高直径の樹林帯が必要になることが考えら
れ、防災対策としてもパイル群の有効性が示唆される。
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林 拙郎
はやし せつお

三重大学 教授

堆砂を考慮した場合の移動開始直前の移動モーメント
と抵抗モーメントはほぼ一致し、流木の移動開始条件を
合理的に説明できることがわかった。
　渓床上の流木の移動開始を検討する場合には、単純に
流木に対して流水による流体力のみが作用する条件だけ

ではなく、流木上流側への堆砂進行、堆砂による流木の
部分的な埋没等を考慮する必要がある。さらに、実際に
は根系がついた流木も多く存在しており、流木の形状や
堆積形態は複雑であり、現地に適合した複雑な条件の下
で流木移動開始機構の検討を行う必要がある。

　近年、登山者の踏みつけによる登山道侵食が問題とな
っており、効果的な対策工法を立案するためには、登山
道の侵食プロセスの解明や登山道上における侵食土砂
の流出経路・流出過程の解明が必要である。本研究は、
霧ヶ峰における登山道侵食と同地域内に位置する八島
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平松 晋也
ひらまつ しんや

信州大学 教授

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

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
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しており、従来より軽い重錘の打撃で表層付近を調査で
きるため、移動層と不動層の微妙な境界部分の土層構造
を比較的詳細に知ることができる。
　試験の結果より、Ⅱ1層（Nc=5～10、現地風化の残積土）
と、Ⅱ2層（Nc=10～20、強風化部分）との境界でせん断
面ができることが想定された。横断形状からみると、難
透水層であるⅡ層以深の層（基盤岩）が凹地状に分布し
ていることが明らかになった。崩壊の発生機構としては、
基盤岩が凹状の地形をなしていて地下水が集まりやすい
こと、さらにⅡ層以深は難透水層であるため特に地下水
が溜まりやすいことが考えられた。
　今後は、地層の透水性の把握、土層構造の未確認部分
を明らかにするための追加調査、試験データの蓄積が必
要とされ、今回の調査結果の妥当性の確認、表層崩壊規
模の予測精度の向上について、今後、SH型貫入試験機
を用いてさらにチャレンジしていきたい。
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綱木 亮介
つなき りょうすけ

（財）砂防・地すべり技術センター
斜面保全部 部長

　斜面・のり面の表層崩壊は非常に悲惨な災害を引き
起こしているのが現状であり、斜面対策として構造物等
を設計するための地盤情報や、ソフト対策としてどのエ
リアが危ないかという情報を得ることが不可欠である。
　このような背景のなか、当財団では新しい調査手法と
してSH型貫入試験機を共同開発した。今回は、平成18
年度に長野県岡谷市で発生した災害に対し、源頭部に位
置している表層崩壊を対象としてSH型貫入試験機を用
いて詳細な斜面の土層構造を調査した。
　SH型貫入試験機は、従来の貫入試験機が5kgの重錘
を用いているのに対し、2kgと3kgの重錘に分割可能と

ヶ原湿原への土砂流入の実態を把握するために、自然降
雨観測と現地散水実験を実施したものである。
　旧登山道と草原における自然降雨観測結果により、降
雨に対する表面流発生の反応時間は旧登山道の方がは
るかに早く、旧登山道の表面流出水量の総量は草原の
50～8,000倍となる事実が判明した。また、旧登山道の
表面流出土砂量は草原の最大300倍以上になることも
明らかとなった。
　現地散水実験では、表面流出水量と表面流出土砂量（侵
食土砂量）を計測し、自然降雨観測と同様の傾向が確認
された。この実験結果から、それぞれの関係式を作成し
て、自然降雨観測の再現計算を行った。旧登山道におけ

る再現結果は、表面流出水量に関してはおおむね良好な
再現結果が得られたが、表面流出土砂量に関しては実測
値が再現値を大きく上回る結果となった。これは、実験
装置が小規模だったことにより、予測式に掃流力の影響
が加味されていないことが原因と考えられる。
　本研究により、旧登山道では草原よりも極めて多くの
表面流出水量、表面流出土砂量が発生していることが
明らかとなった。実際に使用されている現登山道では、
さらにこれを上回る流出が発生していると推察される。
現在、掃流力の影響も考慮した大規模な散水実験を現
登山道上において行っている。今後の研究成果に期待
されたい。

SH型貫入試験機を用いた崩壊発生斜面の地盤特性に関する研究
～ 平成18年7月長野県岡谷市土石流災害における崩壊発生斜面の地盤特性～
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カリさんの
コミュニケー
ション力

研　修

ロンボク島の土砂災害
　「 2006年1月末、インドネシア・ロンボク島写真-1ベ
ランティン川流域は、豪雨により地滑りや土石流が発生
して甚大な被害を受けた。土砂は農地や橋を押し流し、
住宅、そして町の公共施設、警察学校まで押し寄せた。」
　これはインドネシア公共事業省水資源総局の西ヌサ・
テンガラ州、治水海岸事務所計画・調査課のI Ketut  
KARIHARTA（イ・クトゥトゥ・カリハルタ、以下カリ
さん）のレポートの一部です。
　2006年といえば、インドネシアではメラピ山の噴火、
ジョクジャカルタの地震があったと思いつつ、OCHA
（国連人道問題調整事務所）のRelief Web、そしてISDR/
CRED（国連防災戦略/ベルギー・ルーベンカソリック
大学の災害データーベース）で、ロンボク島土砂災害を
探してみると、ようやく「ロンボク及びバリ島で合計死
者11人、被災者3000人」の記録を見つけました。これも
CREDの統計基準の一つが「死者10人以上の災害」とし
ていたためであり、改めて世界の自然災害の多さを再認
識させられました。

コミュニケーション力
　JICA集団研修「火山学・総合土砂災害対策」コース
の主要部分をなす2ヶ月半の個別研修で「何を学びたい
か」を聴取するため、来日前の2月に初めてのテレビ会議
写真-2を開催しました。ジャカルタのJICA事務所での
カリさんは、JICA東京のカリキュラム委員の質問に答
えて「砂防計画を学びたい」と一言述べていました。隣

リンジャニ山

ロンボク島

スンギギ

空港
マタラム

クタ

ベランティン川流域

マレーシア
マレーシア

シンガ
ポール

ヌサテンガラ

カリマンタン

スマトラ スラウェシ マルーク

東ティモール

ジャカルタ

ジョグジャカルタ

バリ島ジャワ イリアンジャヤ

荻原 久義
おぎわら ひさよし

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部調査役

写真-1 ロンボク島の警察学校前
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の火山学研修生ヘリさんと同様に緊張の面持ちでした
写真-3。
　そんな言葉少ないカリさんは、来日後常にロンボク島
の地図と写真を携行していました。4月、国土交通省砂
防部長への表敬訪問でもベランティン川流域の地図を
広げ「 2006年の土砂災害を繰り返したくない」と訥々と
説明していました写真-4。
　また、研修期間中2週間おきに開かれた「ふりかえりと
討議」の時間においても、カメルーンからの研修生オジ
ュクさんの熱弁を聞く役を努めていました。
　そうして6月中旬から当センター砂防技術研究所にお
ける研修がスタートしました。
　「私は、インドネシアから来ました。カリと言います。
どうぞよろしくお願いします。」と挨拶、インドネシア語
で声をかけられ、安心した様子でした。早速催された
歓迎会では、インドネシアOBの役職員が集まりました。
その夜は、温厚で静かなカリさんから、よく話し歌うカ
リさんに変身しました。英語もよくしゃべるようになっ
たので尋ねると、「テレビ会議では、しゃべれないから静

かにしていた」とお茶目な回答をして、来日後オジュク
さんから毎日勉強してきたとのこと。日本語の学び方に
ついても「帰ります。帰りました。」と会話のなかで実際
に使う変化を学ぶのだと教えてくれました。
　8月、カリさんは、「Countermeasures for Debris Flow 
and Driftwood in Belanting River」をとりまとめて、STC
における研修成果報告会、そしてJICAでの最終報告会
を無事終えました。40才のカリさんは、インドネシアの
歌「美しきインドネシア」や「可愛いあの子（ノナマニス）」
を熱唱するのが好きでした。インドネシアＯＢ諸兄との
合唱は、今でも耳に残っています写真-5。
　1989年から、これまでに来たインドネシアからの砂防
研修生13名の多くは、公共事業省研究所（砂防実験所）、
JICAプロジェクト（砂防技術センター）、技術局そして
ガジャマダ大学からでしたが、カリさんは現場事務所か
らの2人目の研修生でした。今回とりまとめた砂防計画
がロンボク島ベランティン川流域の減災対策に生かされ
ることを期待しています。写真-3 カリキュラム委員の質問に答えるカリさん（赤シャツ）たち

写真-2 研修目的を聴取するテレビ会議

写真-4 災害状況を説明するカリさん

写真-5 インドネシアOB諸兄と共に
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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

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

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

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

技術の特徴・概要

技術名称

技術審査証明8

　地すべり活動の誘因となる地下水をφ300～

φ600mmの大口径の集排水管を敷設することに

より、速やかにかつ大量に排除する技術です。ま

た、従来工法にない孔曲がりの監視と方向制御が

可能なシステムを導入し、計画通りの出来形およ

び工期で完成させることができる技術です。

　従来工法とは、ボーリングマシンによる回転掘

削で施工していたため、経験と勘の世界で対応し、

φ40～100mmの小口径管を数多く施工する工

法です。

　ST集排水工法は斜面防災工事・地すべり対策

工事・砂防ダムの排水路工等に多く採用されてい

ますが、他にも廃棄物処分場の排水工や谷埋盛

土の地下水排除工にも活躍の場を拡大することが

可能です。

　あらかじめ、施工する位置の地質状況を把握す

ることが重要となり、設計においては充分に調査

を行う必要があります。互層や地層の硬軟が認め

られるような場合は、地質状況に応じた掘削方法

を選定し、施工精度を確保するため、孔曲がりの

監視や制御管理サイクルタイムをより短縮する必

要があります。

　今後の改良課題として、高精度かつ迅速な精度

管理を行う新システムの開発等があげられます。

　従来工法と比較して、大口径（φ300～

φ600mm）の集排水管を長尺敷設することが可

能です。また、湧水が多く認められる地すべり地に

おいて、集排水効率がきわめて優れており、グラベ

ルパイル工との組み合わせにより、立体的な集排

水システムを可能としました。

ＳＴ集排水工法

技術の詳細に関するURL　http://www.raito.co.jp/

　平成16年7月に排水トンネル内

（狭隘なボーリング室）よりST集排

水工法（集水ボーリング）を施工（左

写真）。平成19年9月におけるST

工法集水状況（φ300Aスリット管

使用）（右写真）。ST集排水工法施

工の上部には、従来工法の小口径

集水管が施工されている。

審査証明取得日： 平成15年7月8日
審査証明取得会社：㈱興和、東邦地下工機㈱、㈱日さく、日特建設㈱、日本基礎技術㈱、ライト工業㈱
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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

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

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

技術の特徴・概要

タイブルアンカーM型施工イメージ

ナット式定着具
再緊張・緊張力緩和・
除荷が容易

完全二重防食
全長にわたり二重防
食が施されている

摩擦圧縮型の支持機構
・テンションクラックが生じない
・安定した力学性状を示す

技術名称

技術審査証明9

SEEE永久グラウンドアンカー工法
（タイブルアンカーＡ型、Ｕ型、Ｍ型） 

技術の詳細に関するURL　http://www.se-corp.com/

　本工法は、ポリエチレン樹脂と防錆油により二

重防食加工が施されたPC鋼より線をテンドンとし

て使用した永久グラウンドアンカー工法で、地す

べりや斜面安定の対策工法として十分な耐久性

および強度を有している。

　また、摩擦圧縮型の支持方式により、アンカー

体グラウトが全長にわたり圧縮力を受けるため、ク

ラックが生じず防食層として有効に働くとともに、

安定した力学性状を示します。

　さらに、頭部はナット式定着具を採用している

ため確実な定着が行え、また、再緊張・緊張力緩和・

除荷といった維持管理が容易に行えるアンカー工

法である。

　アンカー全長（頭部・自由長部・アンカー体長部）

にわたり二重防食加工が施され、高い耐久性を有

している。なかでもA型は、防食性能に秀でている

ため湛水面下での使用や港湾構造物の補強など、

腐食環境の厳しい箇所での使用において、特にそ

の特性を発揮する。

　また、ナット定着のため施工後の再緊張・緊張

力緩和・除荷（緊張力開放）が容易であり、アンカ

ー長が長くなるにつれ、この特徴がより顕著となる。

　現場での施工性をより良くするため、改良検討を進める。

審査証明取得日： 平成16年8月10日　審査証明取得会社：株式会社エスイー
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１
　2001年から2005年まで、50回にわたって日本列島の
崩れをめぐって歩いた。『メディア砂防』の連載「水源地
を訪ねて」の取材のためだったが、山の奥深くにある水
源地にはなかなか辿りつけない代わりに、川に沿った上
流の村々を歩いた。
　どの村にも川の氾濫、土石流で亡くなった人々の慰霊
碑があり、水害の記録がそのまま村の歴史となり、自然
災害との闘いが、いつの時代も行政の課題となっている
ことを知った。山奥にまで堰堤やダムが造られ、にもか
かわらず地震・台風のたびにいまなお多くの命が失われ
ていく。日本の自然の美しさに歓声を上げながらも、一
方、自分が生きているあらゆる場が、いつ崩れていくの
か判らない危さの中にあることに改めて気付かされた取
材の旅だった。
　太古から続くこうした自然災害が、日本人の精神構造
におおきく作用していることを思う。平安朝の優美な「も
ののあはれ」も、人間の命のはかなさ、明日のわからない
不安が育てた美意識ともいえるし、「ゆく河の流れは絶
えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮かぶう
たかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例
なし」と始まる鴨長明「方丈記」は、全篇、災害の記録で
あり、「無常観」の底には、大自然の猛威の前には、生死
紙一重の実感がある。
ヨーロッパの堅牢な石造りの住居に対して、長屋から贅
を尽した家屋まで、かつての日本の住居の大半は木と紙
で出来ていた。どのように繊細な美を讃えられようと、
石造りに比べたら脆いし、火災にも弱い。崩壊した住居
跡に呆然と立ち尽くす人々の顔には口惜しさと同時に諦
めが浮び、それは第二次世界大戦で、壊滅されたワルシ
ャワの街を、生き残った人々が、煉瓦や石の破片を集め、
カーテンの色まで同じに復元していった気の遠くなるよ
うな意志や忍耐力とはあまりに異なる。いまや色あせ静
かな初秋の景色に溶け込んだワルシャワの旧市街を歩き
回った時の感慨を思い出す。
　もちろん地震と無縁の地だからこその石造りではある
が、木や紙の家には、自然災害に対してのどこか素直な
諦めがある。人間の無力を知ってなお、しばしこの世に
生きることを大自然に認めて欲しいと願う優しさと謙虚
さが漂っている。闘う前にギブアップしたような。多分

文学に描かれる
自然災害

尾形 明子
おがた あきこ

東京女学館大学 教授
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日本人の血の中には、自然への畏敬と憧れ、そして多分
無条件に自然が大好きという感情が流れているのではな
いか。自然を征服する対象と見る人たちとの違いは大き
い。狩をし、肉食を主体とし、自然の猛威を堅固な石造
りの建物によって防いで生きてきた人々は、今も自然を
スポーツやレジャーの場として、人間の生活に組み込ん
で生きる。
　とはいえ、今やコンクリートの高層ビルが羅列し、住
居も都会はマンションが主流となり、私たちの生活もず
いぶんと変わった。かつてよりはるかに自然災害に対し
て堅固になってはいる。でも、にもかかわらず、私たち
の心の底には遺伝子のごとくに、かつての「もののあは
れ」や「無常観」がこびりついているように思う。「自然に
溶け込む堰堤やダム」と言ったら、「自然から人間を守る
のに何でそんなに自然に遠慮する必要があるのか」とフ
ランス人の友人が笑った。

2
　こうした日本人の意識構造を、文学に探りたくて、自
然災害が記された文学作品を思い浮かべてみた。〈戦争
文学〉のジャンルは確立しているし、〈戦時下の作家たち〉
の言説への研究は、今日もっとも求められているテーマ
でもある。私自身〈戦時下の女性作家〉と題して林芙美
子を中心に書き続けている。人間が引き起こした戦争に
よるおびただしい死者たち、焦土と化した都市、計り知
れない被害は、自然災害と並ぶ。人間が人間を殺しあう
中で、おそらくは人間の数だけのドラマがあり、作家た
ちはそれを文学に残してきたのだが、〈戦争文学〉と並ぶ
形での〈自然災害文学〉を見つけ出すのは難しかった。
　もちろん前述の「方丈記」だけでなく、平安時代の「今
昔物語」「宇治拾遺」にも災害の様子は詳しく記されて
いるが、文学の手法で書かれたとはいえない。記録はお
びただしくあるし、作家たちもエッセイや日記に詳述し
てはいるが、文学として真正面から取組んだ作品となる
と、今、私の中に浮ぶのは「宝暦大治水」と後に呼ばれる
濃尾三川治水の幕命を受けた薩摩藩士が、平田靱負を
中心に濃尾に赴き、役人や関係者のエゴイズム、疫病等々
に阻まれながらも、果てしない水との戦いに挑む様を描
いた杉本苑子「孤愁の岸」、大正15年5月24日の十勝岳
の土石流を描いた三浦綾子の「泥流地帯」、江戸時代の

浅間山の大爆発と村人の悲劇、復興へと立ち上がってい
く姿を描いた立松和平の「浅間」――。おそらくはもっ
ともっとあるのだろうが、私自身、これまで自然災害と
いう視点で文学作品を見てこなかったことに今更ながら
気がつく。が、作品の中に印象的に描かれた自然災害と
なるとこれはもう枚挙にいとまがない。次々とほとんど
エンドレスに浮ぶ。猛威をふるう自然に、為すすべなく
逃げまどい、閉じこめられ、身を寄せ合い、ただ治まる時
を待つ中で主人公たちは幾重にも覆っていたものをかな
ぐり捨てる。凄まじい風雨に煽られるように、心の奥を
さらけ出す。作品の重要な展開場面として、作家たちは
自然災害をしばしばその背景としている。

台風

　今ほど気象予報が発達していなかった時代、主人公た
ちはしばしば予想外の自然災害に見舞われる。
　夏目漱石は、明治44年８月15日、和歌山県新和歌浦
の県会議堂で講演を頼まれ、大阪から出かけるが、その
夜暴風となる。電話は不通となり、往来の松の大木が倒
れて電車も止まる。翌朝、漱石は人力車を雇い、平生の
３倍の料金で和歌山に出て、10時の汽車で大阪に戻る。
日記に詳しく記されたこの夜の体験が、やがて「行人」の
32回～37回までに書き込まれる。
　親戚の縁談に大阪に家族が集まった折、兄の一郎から
その妻お直の節操を試して欲しいと頼まれた二郎は、雨
模様を気にしながら和歌の浦に出かける。もちろん日帰
りの予定だったが、その夜、台風が直撃する。電話は切
られ、松が倒れて電車も不通となり、料理屋から二人は
宿屋に移動することになる。
　「電燈と車夫の提灯とが、雨の音と風の叫びに冴えて、
恰も闇に狂ふ物凄さを照らす道具のやうに思はれた」。
兄の依頼で仕方なく出かけてきたのだが、大自然の猛威
に、二人の気持も昂ぶっていく。「周囲一面から出る一
種凄じい音響は、暗闇に併つて起る人間の抵抗し難い不
可思義な威赫であつた」。お直は、夫から信頼されない
ことの口惜しさを語り、死ぬのだったら自然の猛威の中
で死にたいと言う。一郎に比して平凡な青年である二郎
もまた「自分の頭の中には、今見て来た正体の解らない
黒い雲が、凄まじく一様に動いて」いることを知る。後
期3部作といわれる「彼岸過迄」「こころ」の間に来る「行
人」のハイライトである。
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さらに短歌・俳句・詩等の短詩形文学は書かれてきたが、
管見では未だ小説の形にはなっていないのではないかと
思う。
　大正12年9月1日の関東大震災を作品の背景とした作
品として、田山花袋の「百

もも

夜
よ

」が浮ぶ。「百夜」は、平安朝、
美人の誉れ高い小野小町が、深草の少将に、百日通って
きたらその恋を叶えようと約束し、まさに満願の日、少
将は大雪のために凍死してしまという故事を踏まえ、長
年続いた芸者と作家とが、大震災の中で互いの愛情を確
認し、作家が芸者を囲うことで成就するという、紹介す
るに少々恥ずかしいストーリである。が、崩壊し、まだ
火が燻ぶる本所に恋人の安否を尋ねて駆けつける男の心
情は鮮やかであり、作品の白眉となっている。
　花袋にはその折の状況を細かに記した「東京震災記」
がある。代々木の自宅から震災の3日目に新宿・赤坂・
本郷と歩き、東京市内の惨状、竹槍を持った自警団が｢
真蒼な顔をした若い一人の男を皆なして興奮してつれて
行く｣様子もつぶさに記されている。5日目の朝、花袋は
再び浅草に行く。新宿・大久保を通り、若松町から弁天町、
小石川に入り伝通院から春日町、本郷台と歩くに連れて
焼跡が広がり、湯島天神を出ると「もはやあたりは一面
の焼野原」となる。辛うじて形を止めている厩橋を電線
につかまりながら渡り、さらに吾妻橋から枕橋を通って
本所に辿りつく。
　｢百夜｣の背景というより、文字通りの東京震災記録で
あり、同じく花袋の｢東京の三十年｣と重ねて読むなら、
興味尽きないことだろう。「東京の三十年」は、館林から
丁稚奉公に出て来た少年時代、作家を志した青年時代、
文壇に地位を築いて後と、それぞれの時代の花袋の目に
映った東京がつぶさに描かれたエッセイである。
　大震災の記録は林芙美子の「放浪記」にもでてくる。
本郷の下宿から両親が住む新宿十二社まで余震に揺れ
る中を芙美子は歩き続ける。昨日払わなかった下宿代
30円で、途中１升１円の米を２升、干しうどんの屑を50
銭、それに青年から日傘を50銭で買う。町では女たちが
「たった二三日のうちに、みんな灰っぽくなってしまっ
て、桃色の蹴出しなんかを出して裸足で歩いてい」た。4
里の道を歩き、日暮れに着くが、両親は引っ越してしま
った後で、芙美子は広場に野宿する。翌日やっとのこと
で根津権現にまで来ると、「シャツを着たお父さんがし
ょんぼり煙草をふかして」待っていた。芙美子を探しに
来る途中、朝鮮人と間違えられてやっとのことでここま

　戦後まもなくに書かれた大岡昇平「武蔵野夫人」は、武
蔵野の面影の色濃い〈はけ〉と呼ばれる地に住む秋山道
子と復員してきた従弟の勉の物語である。当時日本に
は、結婚している女性が他の男と関係することを禁じた
〈姦通罪〉があった。夫からの親告によってのみ成立する
罪だが、北原白秋が被告第一号として知られている。私
大のフランス文学教授の夫との間は冷え、道子は勉に心
惹かれる。ある日二人は狭山丘陵にある村山貯水池畔
にピクニックに出かける。ラジオは「硫黄島附近に生ま
れ、八丈島から急に勢力を増した一つの台風が小田原に
上陸して碓氷に向ってゐる」と報じていたが、ここは安
全なはずだった。が、風雨が強まり、びしょ濡れになっ
てホテルに辿り着いた二人は、そこで台風が急に進路を
変えて小田原に上陸し、今まさにこの狭山丘陵に向かっ
ていること、彼らが乗るはずの多摩湖線が配電線の故障
で不通となったことを知る。追いつめられた道子はやが
て絶望の中で死を選ぶが、その悲劇の予兆が込められた
場面となっている。
　同じ設定を松本清張は「波の塔」（昭和35年）において
使う。青年検事の小野木は謎めいた美しい結城頼子に
惹かれる。身延線の小さな温泉に旅にでた二人を台風が
襲う。伊豆半島に上陸後、関東北部を通って日本海に
抜けるはずだったが、直撃したという。暴風雨の中、電
気が消え、頼子は自分には夫がいることを告白する。崖
が崩れ、川が氾濫し、交通は遮断される。復旧に2・3日
かかるといわれて、二人は徒歩で山を下りることを決意
する。もはや姦通罪は廃止されていたが、政・財・官を
巻き込んだ汚職事件の黒幕として頼子の夫が逮捕され、
担当検事となった小野木と被告の妻頼子の関係がスキ
ャンダルとして報じられ、頼子はひとり富士の樹海に入
っていく。まさに行き場のない愛の背景としての〈自然
災害〉であり、二人の愛のクライマックスに凄まじい風
雨が響き、その行方を予言している。

地震

　台風に比べると地震は、その破壊力のあまりの凄さと
悲劇の大きさにおいて、文学作品の一場面とするには似
つかわしくないのかも知れない。真正面から取り組まな
くては、太刀打ちできるはずもなく、生な感想を日記や
エッセイ、記録には残せても、作品化は難しいのだろう。
阪神大震災から10年、おびただしいルポ、ドキュメント、
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で来たという。道々に人を探す声が響き、産婆を探す声
もする。芙美子はその後、酒屋関係の羅災者を関西に運
ぶ船に紛れ込んで、尾道に向うのだが、命さえ無事なら
失うものなど何もない若い娘の体験記は逞しい。
　突然私の個人的体験を書くことをお許しいただきた
い。十勝岳を取材で訪ねた2003年9月26日未明、実は
マグ二チュ―ド８の十勝沖地震に遭遇した。一瞬ふあっ
と体が浮き上がったような気がして目が覚めた。かなり
長く揺れが続き、起き上がろうとしたら足がふらついた。
頭の上で激しく揺れる電燈に、自分が十勝岳の白金温泉
に来ていることを思い出した。枕元に読みかけの「泥流
地帯」があった。
　三浦綾子｢泥流地帯｣には、土石流による地獄のよう
な光景が描かれる。｢大音響を山にこだましながら、見

る間に山津波は眼下に押し迫り、3人の姿を呑みこんだ。
拓一と耕作は呆然と突っ立った。丈余の泥流が、釜の湯
の中のように沸り、踊り、狂い、山裾の木を根こそぎ抉る。
バリバリと音を立てて、木々が次々に濁流の中に落ち込
んでいく。樹皮も枝も剥がし取られた何百何千本の木が、
とんぼ返りを打って上から流されてくる。と瞬時に泥流
は二丈三丈とせり上がって山合を埋め尽くす。家が流れ
る。馬が流れる。鶏が流れる。人が浮き沈む。｣
　近年、宮沢賢治の作品を自然災害の立場から読み込み、
研究しようとする動きがある。岩手県花巻で賢治が生ま
れた1896(明治29)年は三陸大津波が押し寄せた年であり、
小学校に入学した1903(明治36)年から4年間、東北は大
凶作にみまわれる。飢饉が続き両親を失ったグスコーブ
ドリが、火山の爆発を自ら犠牲になることで防ごうとす

大正15年の十勝岳噴火。川からあふれた泥流の様子。　写真左上：泥流で破壊された上富良野の集落　　（写真提供：北海道上富良野町教育委員会）
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る「グスコーブドリの伝記」には、そうした身近な天災が
色濃く反映している。1919年の岩手山大地獄谷の水蒸
気爆発もあるいは契機になったのかもしれない。

津波

　私の手許に劇作家長谷川時雨が九州小倉に住む少年
緒田原雅夫に宛てた葉書と手紙の束がある。その中に明
治44年7月26日未明、東京新佃島で遭遇した津浪につ
いて巻紙に毛筆で記したものがある。
　「私の家は　これで海岸なのです。海岸といふとおか
しいほど　まあ　入江ですね　隅田川の下流で　品川へ
はいるてまへの小さな島です　東京では新しい島なので
す　つい近年まで　渡舟ばかりでしたが　今は深川区の
方から　相生橋といふ橋が二本つながつてまんなかに小
浜のある　東京一番の長い木橋がかかりました。（不明）
とはいまだに渡舟です
　そんな處故　夏ごろのようなつなみなんていふ珍らし
いものに逢つたのです　それでもやつと壁もふすまも出
来上がりました。其かはり　つなみの為にびょうきにな
つた祖父はなくなりました。」
　印刷された7月28日付の葉書には「謹啓　廿六日早暁

に於る海瀟に就て御懇篤なる御見舞に与り幣家一同奉
鳴謝候海水は床上二尺に達し多少の被害有之候が幸ひ
家族一同無事避難仕り候間」云々とあり、この時の水害
見舞いへの礼状だろう。
　これらの書簡を緒田原雅夫氏のご長男緒田原涓一上
智大学名誉教授から託された経緯については、1994年
秋の「別冊文藝春秋」掲載の「時雨の恋文」に詳しく書い
たが、明治末から大正期にかけての長谷川時雨とその背
景が浮びあがってくる。
　時雨は、日本で最初の女性歌舞伎作家で7冊の｢美人
伝｣の作家でもある。昭和3年から7年まで女性作家の発
掘・育成と全女性の連携を目指して文芸誌「女人芸術」
を発刊、続いて昭和8年から16年まで102号のリーフレ
ット「輝ク」を発刊し、女性文壇の大御所だった。
　時雨は、江戸から東京に変わって間もない明治12年、
日本橋通油町に生まれ、女に学問はいらないと小学校を
卒業すると間もなく、池田侯の屋敷に行儀見習いに出さ
れた。18歳で鉄成金と結婚、釜石鉱山での生活を経て
離婚し、明治30年代末から劇作家としての活躍が始まる。
日本で最初の弁護士だった時雨の父親は、東京市の汚職
事件に連座し、総てから遠ざかり、新佃島に松林が海に
続く1000坪もの屋敷に隠棲していた。才覚のある母親

長谷川時雨の手紙
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は箱根の塔ノ沢で旅館を経営していたので、時雨は新佃
島で主婦代わりの日々を送っていた。劇作家として活躍
する一方で70歳の父親と母方の80歳になる祖父、それ
に弟や幼い甥の世話をしていた中での大津波だった。
　昭和13年に出版された「旧聞日本橋」は、少女の目に
映った町の光景が、時代の大転換期を辛うじて生きた
人々の姿とともに懐かしく切なく浮かび上がってくる名
品だが、その中に津浪の様子が詳しく書き込まれ、さら
に津波が引き金となって生涯を硫黄鉱山発掘の夢に憑
かれた祖父の死までが記されている。但し「明治43年の
9月に佃島に津波が来た」という書き出しは時雨の記憶
違いである。前年、箱根塔ノ沢を襲った土石流と混同し
たのだろう。
　「京橋の築地河岸一体にまでその水は押し上げたほど
で、洲崎や月島は被害がひどかった。庭の眺めになるほ
どの距離にある相生橋から越中島の商船学校前には、避
難して来ていた和船が幾艘も道路に坐ってしまったほど
で、帝都には珍しい津波だった。あたしの家は老人たち
の丹精の小松が成長して、しっかり根をかためていたせ
いか、防波堤は崩れなかった。海水が高いと案じ油断は
していなかったが、うとうとと眠った夜中にチョロチョ
ロと耳近く水の音をきいた。戸外の暴風雨にはまぎれぬ

音なのですぐに目が覚めた。潮入りの池は島中でたった
ひとつだから、これは池があふれたな、近所に気の毒だ
とその瞬間に思ったが、よく目を覚ますとそれどころで
はなかった。何もかも浮き出して器物が活動している。
ぼんやりしているのは人間だけだった。電燈は断たれた。
幸いに満月の夜ごろだったから、月はなくても空は真っ
暗というほどではない。離家から、二階にいた中学生の
弟が裸で、胸まで水に浸かって、探検用の燈火をつけて
やってきた。二匹の犬がザブザブと泳いで後についてき
た。」
　「水が引いたあと、ヘドロを掻くのと、濡れた衣物や書
籍が洗いきれずに腐って、夜になると川へ流して捨てた。
壁は上まで湿気が滲み上がっていた。額などは水に浸か
りもしないのにパクパクして、何もかもが病気になった
状態だった。あたしは二人の老人の健康を気づかった。
離家の二階が一番乾いていたのと通風がよいので、みん
なが其処に集まって暮すと、二人の老人はまだ互いに強
がりはじめた。しかし、二人ともどこか悪くしているよ
うすが見えた。」「医者に見せるとどこも悪くはないが死
期が迫っているといわれる。初秋の風に竹がサラサラ鳴
る暁、棺は出てゆくのだった。」（木魚の配偶）
　明治44年、春陽堂から出された｢東京年中行事｣には
｢今年は修築落成祝と不景気挽回策とを兼ねて、盛大な
祭典を行うべく、氏子の佃島、新佃、月島の三島にては、
住吉神社の三巴の赤提灯を軒に吊るし、各町にてはそ
れゞ町名に因んだ揃いの浴衣を作って三本の山車を曳き
廻し、佃島の子供連は稚児行列をなし、芸妓の手古舞も
ある外に、七日には縮緬の揃いを着た漁師連が、例によ
りて午前8時佃島一番地先から神輿を海中にかつぎ込み、
（中略）神輿の海中渡御を行い、佃島、月島、上総澪を一
周して月島11丁目に上陸、仮屋に宿泊し、翌8日、氏子
町内を一周する筈であったが、7月26日の大津波にて氏
子の被害甚だしき為、折角用意した山車を曳き出すこと
出来ず、神輿の海中渡御も中止となったのは残念であっ
た｣とある。

3
　いくつもの心に残る〈文学の中の自然災害〉の場面が
あるが、私にとっての圧巻は谷崎潤一郎の「細雪」である。
｢細雪｣は、大阪船場に古くから続く木綿問屋蒔岡家の美

旧聞日本橋（箱装幀）

清親版画より
「佃島」



32 SABO vol.93 Jan.2008

しい4姉妹鶴子、幸子、雪子、妙子をめぐる物語であり、
昭和10年代の関西上流社会の日常生活が浮かび上がっ
てくる。
鶴子は本家を継ぎ、分家して芦屋に住む幸子夫婦のもと
に雪子、妙子の未婚の妹が同居する。古風で日本的美人
でありながら30代半ばまで独身の雪子の見合いが作品
の軸となっている。一方自由奔放な末娘の妙子は、男と
の恋愛事件が絶えず、幸子夫妻はその処理に奔走しなく
てはならない。花見、蛍狩り、月見と四季折々の行事を、
贅沢な着物に身を包んで4姉妹は楽しんでいるが、中国
での戦争は広がり、生活はしだいに厳しさを増していく。
そうした中で、昭和13年7月5日の大水害の様子は、圧
巻というだけでなく、激化していく戦争に蒔岡家も、関
西の上流社会も、日本中が巻き込まれていくことの不気
味な予兆となっている。神戸市内にある六甲山の山津
波が直接の原因だったが、7月3日から５日にかけて600
ミリを越す豪雨が降り、河川の氾濫、堤防の決壊が相次
いで、死者200人、行方不明者400人の犠牲者が出た。
中巻（全35章）4－10章に、文庫本（新潮）316ページ中60
ページを占めて谷崎はこの場面をつぶさに書き込んだ。
関東大震災を契機に関西に移住した谷崎潤一郎が、「細
雪」の舞台となる住吉川畔の家に住んだのは昭和11年11
月。船場の御寮人根津松子との9年越しの恋が実り正式
に結婚した2年後である。松子と小学校に通う娘、松子
の二人の妹との生活は、そのまま「細雪」に重なる。二女
幸子の夫の貞之助が、谷崎にあたろう。華やかな舞いの
会があった1ヵ月後の7月5日、朝からの豪雨の中を、娘
の悦子が芦屋川沿いの小学校に出かけ、続いて４女の妙
子が住吉川沿いの洋裁学院に出かける。間もなく川は氾
濫し、貞之助は半身水に浸かりながら悦子を迎えに学校
に行き、ついで妙子の救出に向う。すべての場面を引用
したいほどに臨床感溢れる描写が続き、渦巻く泥流に流
されていく人や家、避難する人々、泥だらけの死体――
災害の様が人間ドラマをくっきりと浮び上げる。妙子は
カメラマンの板倉のおかげで九死に一生を得た。死を覚
悟して自分を救ってくれた板倉に、妙子はこれまで付き
合ってきた同じ階層の＜ぼんぼん＞にはない魅力を感じ
る。
「細雪」は「中央公論」の昭和18年1月号、３月号に掲載され、
次の６月号にも掲載予定で校正刷まで出来ていながら、
贅沢な描写が検閲を通らず中断する。戦時下、疎開先の
熱海で書き継がれ、全3巻が揃ったのは昭和22年末だっ

た。「源氏物語」の現代語訳と共に、戦争で失われていく
日本の伝統と美を、谷崎はひたすら文学に残すことを思
ったのだろう。
その後谷崎は東灘区岡本に自らデザインした家を建て鎖
瀾閣（さらんかく）と名付ける。昭和28年熱海伊豆山に
転居するまでを過すが、平成7年の阪神大震災に全壊し
た。谷崎潤一郎記念館でもあったその家をかつて訪れ
たことがあったが、もし谷崎が生きていたら大震災もま
た小説に描かれたような気もする。
人類の歴史は、自然、特に自然災害との戦いの歴史と言
ってもいい。だとしたら私たちは文学にそれらを刻み付
けていかなくてはならないし、〈自然災害文学〉のジャン
ルが〈戦争文学〉と並んであってもいいのだろう。
2008年2月、日本で開催される国際ペンクラブのテーマ
は〈自然災害と文学〉ということである。

省線（現在のJR）住吉駅に立ち往
生し、土砂に埋まった列車

ガレキや流木の散乱する省線神
戸駅前

昭和11年から18年まで住んだ「倚松庵(きしょうあん)」。ここで「細雪」
を執筆、大水害を体験した。現在は一般公開されている。
阪神大震災で倒壊した「鎖瀾閣」はNPO法人谷崎文学友の会が復元に
取り組んでいる。
写真提供：国土交通局近畿地方整備局六甲砂防事務所ホームページ
http://www.rokko.kkr.mlit.go.jp/
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協賛（後援）

行事一覧（平成19年10月～12月）

STC短信

依頼者 講師 月日 内容

国立大学法人東京工業大学 斜面保全部長
　綱木 亮介

平成19年10月1日～20年3月31日
期間中4時間

大学院理工学研究科（工学系専攻）
社会資本の安全特別講義

（財）横須賀市生涯学習財団 理事長
　池谷 浩

平成19年10月～20年1月
（全5回）

横須賀市市民大学講師
「火山と地震～変動する日本列島を知ろう～」

環富士山火山防災シンポジウム 理事長
　池谷 浩 11月25日 パネリスト

「火山防災～行政そして住民にもとめられるもの」

国土交通省多治見
砂防国道事務所

理事長
　池谷 浩 12月9日 「土岐川グリーンベルトフォーラム」

基調講演

（独）産業技術総合研究所 総合防災部長
　安養寺 信夫 12月19日 産業技術総合研究所地質調査総合センター主催

シンポジウム講師

Cities On Volcano5 in 島原 理事長
　池谷 浩 12月20日 基調講演

「雲仙普賢岳の平成噴火と火山災害対策」

● 機関誌「SABO」編集委員会開催

標記委員会が、平成19年11月30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1　編集方針について
議案2　平成20年度記事案について
議案3　今後の配布先について

● 11月9日(金)シェーンバッハサボー「平成19年度砂防地すべり技術研究成果報告会」開催
　（詳細は本文参照）
● 12月11日(火)シェーンバッハサボーにおいて「土石流・流木対策の技術指針に関する講習会」が
　約550名の受講者参加の下、実施されました。（詳細は次号）

依頼講師

●10月15日 （社）砂防学会日韓台砂防シンポジウム（協賛）
●10月18日～19日 （社）砂防学会シンポジウム（協賛）
●10月25日～26日 2007火山砂防フォーラム（協賛）
●11月19日～23日 第５回火山都市国際会議（後援）
●12月　1日～　7日 雪崩防災週間（協賛）

委員長 西田 一孝 共和コンクリート工業株式会社　特別顧問

特別顧問 廣住 富夫
委　員 小川 紀一朗 アジア航測株式会社 推進事業本部 コアテクノロジー事業部 新砂防 グループ マネージャー

 栗原　淳一 長野県土木部参事（兼）砂防課長

 杉本　良作 近畿技術コンサルタンツ株式会社 技術顧問

 松村　和樹 京都府立大学大学院 教授

 松村みち子 タウンクリエイター代表
＊50音順、敬称 

C E N T E R  N E W S
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出張先 出張者 月日 内容

エチオピア 斜面保全部長
　綱木 亮介 10月13～10月24日 第三次幹線道路改修計画実施促進調査

台湾 企画部長
　万膳 英彦 10月28～11月3日 2007年台・日砂防共同研究

山間地における土砂災害軽減に関する国際シンポジウム

マカオ 企画部国際課長
　比留間 雅紀 11月20～11月27日 第40回台風委員会総会

　今回は「築地の食堂」です。築地の寿司屋はお
まかせで3600円前後で食べられ、美味しいので
すが、土曜日や年末は大変混みます。それにくら
べると空いているけれど、目から鱗が３～４枚は
がれ落ちるくらい美味しいのが築地の食堂です。
一般の人でも場内の食堂に入ることができます。
❶「豊ちゃん」（１号館）のカツ丼
　日本一うまいカツ丼だと思います。カリッと感
を残して卵でとじ、三つ葉が乗っかった基本的な
面構え。青光りする固めのご飯につゆがしみて、
幸せです。常連が作ったと言われる、アタマライ
ス（カツ丼の具とライスを別盛りにしたもの）やオ
ムのっけ両がけ（皿のライスにオムレツを乗せ、カ
レーとハヤシをかけたもの）など、わがままメニュ
ーもあります。カキフライ２個とかメンチカツな
どの追加にも気さくに応じてくれます。
❷「八千代」（６号館）のミックスフライ定食、チャー
シューエッグ定食
　刺身になるネタをフライにしてます、新鮮です。
車海老、ホタテ、アジ、穴子、キス等いろんなネタ
がありますが、この季節、初回は車海老、ホタテ
とカキあたりからお試しを。さらに「のっけ」とい

えば百円で丼飯にカレーをかけてくれます。火木
土には目玉焼き2個に角煮のようなチャーシュー
が乗っかったチャーシューエッグ定食も食べられ
ます。
❸「たけだ」（８号館)のマグロ頬肉バター焼定食）
　最近、「バター焼、ソテー」というものを食べて
いない方も多いと思います。フライパンにバター
を溶かし、肉や魚を焼き、醤油酒みりんで甘辛く
味付けたもの。ここではカジキやポーク、カキも
美味しいですが、マグロの頬肉がうまいです。お
かずを食べたあと、残ったつゆをご飯にかけたく
なります。
❹「中栄」（１号館)の合いがけ）
　ここはカレー屋です。「合いがけ」とは豊ちゃん
の両がけと同じく、カレーとハヤシを半分ずつラ
イスにかけたもの。キャベツの千切りがつきます
が、コップの水につかって出てくるスプーンでキ
ャベツをルーに混ぜ、ザクザク感を残しながらか
っ込みましょう。この食べ方、家でやってもうま
いです。瓶詰めのカレーソースもおみやげにグッ
ド。
❺「瀬川」（場外）のまぐろどんぶり
　場外市場の新大橋通りに面した角から3件目。
スタンドだけのまぐろ丼屋です。本マグロの赤身
はやや酸味を感じますが、ねっとりとしてコクが
あります。ここは本マグロの赤身だけをづけにし
て青じそ他の薬味と一緒に丼に乗せています。お
新香をつまみつつ、丼をかっ込んだら濃い目のお
茶を飲んでご馳走さん！
❻年末のお買い物
　築地の年末はおせちを買う人でごった返します
が、他の市場より高級な良いものが出回るのが特
徴。伊達巻きや蒲鉾も、やや高価だけど「違う！」
物が買えます。京野菜やツマものも豊富。松露の
三つ葉入り卵焼き、佃権の鰯団子など、ちょっと
美味しいおかずもたくさんあります。
　さあ、早起きして出かけてみませんか?　なお、
大晦日は休場のため、30日はどの店も昼前には片
付けに入りますので、お早めに。　　　　　　（H）

築地の食堂

界隈
食べある考

4

「豊ちゃん」のアタマライス、990円也

海外協力



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

　街に新年のカレンダーが出回ると、年の瀬の日々は飛ぶように
過ぎてゆきます。丸められたカレンダーのクセを直しながら、来
るべき季節の写真をめくっていくと、しらずしらずのうちに思いは
過ぎゆく一年を振り返っていました。

　先のリニューアルから季節は一巡し、2度目の新年号をお送り
しています。毎号感謝と賛嘆の念に堪えないのは、お寄せ頂く四
季折々の表紙写真・・・現場帰りの夕景、機上から見下ろす火口、
降りしきる雪に埋もれたえん堤・・・・、なにを美しいと思い、な
にに感動するかは人それぞれですが、その瞬間のときめきをみご
とに伝えてくれる力作ぞろいです。表紙のレイアウトは編集の楽
しみのひとつですが、誌面の制約があるため、撮影者のご了解を
得てデザイナーがトリミングすることがあります。構図が絞られ
て、いっそうテーマがきわだつ・・というのは、いささか我田引水
にすぎますが……。

編集後記
市ヶ谷便り

　写真の不思議さは、自然ばかりでなく無機的なコンクリートや
鋼材の、意外な美しさを引き出すことです。砂防えん堤を撮り続
ける中田聡一郎さんの写真集『飛騨の砂守』では、施設達のリリ
カルな表情に驚かされます。「安全を守る」という実用を超えて周
りの自然にとけ込む姿、「砂防は美しい」と言いきるカメラマンの
まなざしに深い共感を覚えます。

　防災施設などの土木事業に、環境との調和、景観の重要性が
叫ばれるようになって久しいですね。それには技術の問題もさり
ながら、美しいもの、大いなるものへの感動と畏敬の念が基本で
はないかと感じます。忙しい業務の合間に、ゆきずりの景色に思
わずシャッターを切る瑞 し々い感性が、年月を経たのちまでも美
しく豊かな環境へと導く成果につながるのではないでしょうか?

　さて壁にかかったインクの香りも真新しいカレンダー、これか
らめぐりくる季節のもたらすものが、皆様の平穏と安全と、そし
て感動に満ちた日々でありますように……

手のつかぬ　月日ゆたかや　初暦̶̶吉屋信子　　　　　（J）
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