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巻頭言

江戸城外堀跡の
文化財活用

北原 糸子

きたはら いとこ

神奈川大学外国語学部 国際文化交流学科 教授

現在に残された江戸城の外堀を核としてその歴史的価値

発掘してみると、実は複雑な台地と谷の入り組んだ地点であ

を確かめ、周辺環境を含めた景観形成を積極的に図ろうとい

ったこと、四谷から喰違土橋までは台地を掘り抜き、その膨

う動きがある。都市の土木遺産の一活用例として紹介したい。

大な残土が近くの清水谷の埋め立てに使われたこと、堀が玉

江戸城外堀は城の惣構え（城郭のもっとも外周に設ける城お

川上水の余水捌けとして設計されたこと、原地形では四谷を

よび城下を防衛する堀）
として、寛永13年（1636）
に全国の大

過ぎると台地は徐々に低く広い谷筋となっていたが、水を湛

名113家による天下普請によって構築され、東側半分の堀の

える堀とするために四谷から牛込まではダム形式にして見附

石垣、および一橋、神田、常盤、呉服、鍛冶、数寄屋、日比

橋間にそれぞれ異なる水位を維持させ、牛込見附橋では神田

谷の見附・橋は62家の西国大名による石積み、台地上の西

川から船が遡上できるレベルに設えたことなど、3世紀以上

側半分、牛込（飯田橋駅）
から四谷を経て赤坂に至る堀は52

前の土木工事の妙を実感できたことである。また、この外堀

家の東北の大名による堀掘削工事が施された。現在、構築

構築に伴い、四谷の町屋と赤坂の町屋がこの時に新しく設け

当初の形をある程度留めているのは、ほぼその西半分の牛込

られた。それに先立つ寛永11年（1634）
頃からは、江戸の中

から赤坂にいたる堀である。一方、石積みの外堀は史跡とし

心部にあった寺院の移転が立て続けに行われている。こうし

て残された常盤橋見附門に壮麗な石積みの一部を見ること

た一連の動きをみると、単に城の周りに堀を掘るということ

ができるものの、
東京の近代都市計画の過程で埋め立てられ、

だけではなく、現代にも引き継がれている江戸の都市構造の

あるいは堀の上に高速道路が走り、その痕跡は地名として残

基本がここで策定されたことが浮かび上がる。もちろん、明

るだけである。

暦の大火（明暦3年＝1657）
で再び膨張し続ける都市の拡大

戦後復興が一段落した昭和31年（1956）
には残された江戸

がおこなわれたが、基本構造は外堀構築時を超えていない。

城外堀跡が国の史跡に指定されたが、ここにきて積極的にこ

外堀構築時の文献調査で感じたことは、土木工事は文字

の史跡を生かして、東京の都市の歴史を語る文化財として、

に書かれて継承されることはなかったという点である。築か

また都市のなかの水と緑の市民の憩いの場として考え直そう

れたものの機能が維持存続されることそれ自体が第一義的

という動きが出てきた。千代田区が中心となり、新宿区、港

なことだから当然といえば当然である。しかし、江戸時代に

区の関係者に学識経験者、ジャーナリストなどが加わり、
「史

は、城の石垣にしろ、水堀にしろ、その維持には専門の普請

跡 江戸城外堀保存管理計画」が策定された。

奉行配下の技術集団が関わってきた長い歴史がある。明治

外堀構築の詳しい歴史は、いまから20年ほど前に着手され

期には丸の内を中心とする官庁街の形成、皇居に向き合う東

た南北線本駒込〜四谷間の敷設工事に伴う発掘調査で明ら

京駅の出現、関東大震災後の復興計画などで景観は一変し

かにされた。この地下鉄工事は外堀の下に敷設された既存

たかに見えるが、実は江戸城の惣構えの基本ラインは生き続

路線、飯田橋〜喰違間のさらにその下に敷設されたため、史

け、時代の要求に応じて形を変えてきたにすぎない。

跡の現状変更に伴う事前の発掘調査や文献調査が必要であ

このような歴史を考えると、この都市に住む人ばかりでは

った。歴史文献調査に参加したわたしにとっても、考古学徒

く、ここを訪れる人々に伝統と変貌とがせめぎあいつつ、江

の発掘調査がもたらす成果は、原初の江戸の都市造りを見る

戸・東京の歴史が息づいている場として、外堀周辺の景観と

ような目新しさに満ちたものだったのである。

環境が良好に保たれていくことを願うばかりである。

たとえば、四谷見附付近は標高27〜28メートルであるが、
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1
ハード対策とソフト対策
阪神・淡路大震災、インド洋津波などの大災害を契
機に、世の中にも「防災教育」という言葉が広く浸透し

効果的な防災教育を
進めるために

はじめ、
減災のためには、
従来型の
「公助」
のみならず、
「自
助」
、
「共助」といった住民、地域の防災力の向上が不可
欠であるといわれるようになった。
その背景のひとつには、防災のための行政と住民の役
割分担の構図が変化しつつあることが指摘される。以

山田 孝

前は、行政主導で防災は進められてきたが、今は行政と

やまだ たかし

住民の連携のもとに、住民も自らの役割を果たすことが

三重大学大学院生物資源学研究科
(前北海道大学大学院農学研究院) 准教授

求められる。住民は、行政に全面的に依存するのではな
く、自分でできることは自己の責任でやるべきであると
いう社会認識があたりまえになりつつある。
砂防の分野においても、近年、小・中学校への出前
講義や総合学習の一環とした授業、砂防現場の見学会
などを主体とした防災教育が全国的に実施されるよう
になってきた。一昔前は、このような活動は、砂防事業
促進の理解のための広報活動（キャンペーン等のイベン
ト）
という色彩が強かったと思える。1982年の長崎災害
を契機に防災知識の普及と土砂災害に対する国民の理
解と関心を深めるために、建設省(当時)、都道府県によ
って「土砂災害防止月間活動」が毎年6月に行われるよ
うになった。また、砂防広報センターが設立され、砂防
の広報・啓発活動が全国的に組織的に実施されるよう
になり、全国各地の砂防の現場では砂防博物館・資料
館が設けられるようになった。近年は、住民、児童の防
災力向上を第一義的な目的としたいわゆる「教育」を前
面に出して実施されるようになってきたと感じている。
全国治水砂防協会が発行している雑誌「砂防と治水」に
は、このような活動が頻繁に報告されている。砂防学会
や災害情報学会、土木学会などにおいても、近年、防災
教育の効果などについて報告されるようになってきた。
昨年11月に島原で行われた国際火山会議
Volcanoes 5

Cities on

では、かなりの数の防災教育に関するア

ウトリーチ型研究が発表されていた。
土砂害減災手法には、ハード対策とソフト対策があ
り、両者は車の両輪にたとえられるが、ハード対策の上
にソフト対策がのる形が望ましいと思う。地震などの
広域にわたる大規模災害に対しては、ハード対策では十
分なレベルで対応することは困難なので、自然とソフト
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対策重視ということになる。土砂災害に対しては、ハー

などを垣間見る機会に恵まれたことがきっかけである。

ド対策がかなり効果的であることがこれまでの多くの

土木研究所勤務のときに、1994年から１年間、米国内

実績から明らかであり、ハード対策を実施することでソ

務省地質調査所に留学させていただいた。

フト対策もかなりやり易くなる。自然災害全般に対し

その間、留学先の研究所からそれほど遠くないセント

て、ハード対策をやらずともソフト対策をやりさえすれ

へレンズ火山を頻繁に訪れた。セントへレンズ火山では、

ばよいという極端な意見が時折提起されるが、これは土

1980年の噴火により、ダグラスファーなどの美しく深

砂害減災には当てはまらないと思う。

い針葉樹林で覆われた流域が火砕流やブラスト、岩屑

しかしながら、ハード対策の整備率がいまだに約20%

流、泥流によって壊滅的に破壊され、まさに灰色の死の

にすぎないことやその進捗率の低さ、近年の公共事業の

世界に一変した。下流の河川の河床が泥流の堆積物に

大幅カットなどにより、ハード対策を実施しづらくなっ

より上昇し、洪水の危険度が増大したので、陸軍工兵隊

てきている。したがって、その分、ソフト対策の重要性

などにより、天然ダム決壊防止のための排水工事、砂防

が増していることは事実である。このような傾向は今

堰堤や堆積土砂の掘削工事が緊急でなされたが、工事

後も続くと考えられるが、ソフト対策だけで、ましてそ

は最小限に限られた。上流域はあえて人為の介入を許

のひとつのメニューにすぎない防災教育のみで土砂害

さず、破壊された自然がどのように変化していくのかを

に対応しようと考えるのは妥当ではないと思う。

万民が観察できる国立のモニュメント（National Monu-

それでも、防災教育はやらないよりもやったほうがよ

ment）
とされ、現在に至っている。複数のビジターセン

い。やっていくべきである。うまく継続的にやってい

ターが設けられ、火砕流や泥流などの発生実態、それら

けば、住民が自らの防護のためにアクションしなければ

による生物、植生へのダメージ、噴火後の植生の回復や

ならないという自己責任型への意識改善につながるし、

動物個体数の変化などについての最新情報、ビジュア

具体な防災テクニックを身につけられるなどの効果、さ

ルで科学的な説明（なぜ？ という疑問とその回答）
を

らには、住民と行政をつなぐ地域連携の橋渡しの効果

重視した展示物、映像資料が公開され、関連文献など

を期待できると思う。住民がハード対策の推進の必要

も閲覧できる 写真‑ 1 。インターネットでも常に最新の情

性をより良く理解することにもつながるかもしれない。

報が公開されている。格好よい制服を着こなした林野

危険区域に住んでいる住民に対して土砂災害の危険、

庁（Forest Service）
のレンジャーが来園者相手に、独自

いざというときの警戒避難の方法をきちんと教育する、

に製作した様々な教材を使いながらプレゼンテーショ

将来そのような地域に土砂災害の危険を知らないまま

ンを行うとともに、フィールドツアーと称して、来園者

住んでしまう住民が輩出されるのを防止するために、防

を現場に連れ出し、自然のダイナミクスとその変化を熱

災教育が果たす役割は地味ではあるがそれなりにある。

心に説明する姿勢が大変印象的であった。

ハード対策、ソフト対策を総合的に進めていく必要

国立公園においても、ビジターセンターによる様々な

性は、今もこれからも変わらないと思うが、
「ハード対策

情報提供やレンジャーによるプレゼンテーション、フィ

の不足分を補完するためのソフト対策のひとつにすぎ

ールドツアーなどがあたりまえのサービスとして行われ

ない防災教育、地味でも必要な防災教育」という認識の
もとに、それなりに防災教育に力を入れていく必要があ
ると思う。そのような考え方のもとに、防災教育につい
ての私見を述べたい。

2
米国における防災教育システム
私が、防災教育について考えるようになったのは、米
国のセントへレンズ火山や国立公園での教育システム、
土砂災害危険区域での住民自らの積極的な防護対策

写真‑ 1 泥流の土砂濃度の時系列変化を示す展示の事例
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ていて、来園者に自然を理解させることのできる非常に

しば土砂害について説明する機会に恵まれた。そのよ

優れたシステムであると感じた。このような教育システ

うな経験のなかで改めて驚かされたことのひとつは、専

ムが来園者に対してどの程度の効果をもたらしたのか

門家があたりまえと思っていることが一般の人にはほ

はよくわからないが、来園者のほとんどが楽しみながら

とんど通じない場合が多いことである。

かつレンジャーと議論しあいながら、有意義な時間を過

たとえば、土砂害の発生する場である「流域」
、
「扇状

ごしていたのではないかと思う。私自身も、彼らとの交

地」
などの言葉の意味を理解していない人がかなりいる。

流を通じ、専門分野を含め、専門外の興味について懇切

「流域」という言葉を知っていても、自分が住んでいると

に情報提供いただけた。大変有意義で楽しい経験であ

ころが流域の一部であることを認識していない。自分

ったと今でも思っている。

が流域住民であるという意識もない。どこが流域なの

カリフォルニア州の州都ロサンゼルス市近郊のサン

かを知らない。流域を知ることがどのような意味があ

ガブリエル山は、山麓まで住宅が高密度に張り付いてお

るのかなんて考えたこともない。なぜと聞くと、普段の

り（神戸をほうふつとさせる）
、米国らしかぬ日本的な土

生活には流域を認識する必要性を感じない（私自身も今

地利用がなされてきた数少ない地域である。乾期には

の生活を考えたらもっともと思う）
、中学や高校ではそ

山火事によって植生が広範囲にダメージを受け、地質の

のようなことを教わっていない、などの答えが返ってく

脆弱性とも相まって時折の豪雨により土石流、土砂流

る。口では、流域内でなにが起きているのかを常にモニ

が高い頻度で発生し、これまでにも幾度となく土砂災害

タリングする必要があるとか流域一貫した施策が重要

を受けてきた。

だとか流域住民の合意形成が必要云々などと言ってい

郡政府は、砂防堰堤などのハード対策を進めるととも

るが、
自分自身の問題として流域を考えていない。また、

に、住民自ら実施できる家屋の強化手法を具体的なイ

地形図を渡して、○川の流域をまず書いてというと7割

ラストで示した解説本を住民に配布し、住民もそれをベ

ぐらいの人が流域界を書けない。地形図が読めないの

ースに（住民自ら工夫しながら！）
家屋の壁を厚くした

で谷と尾根の違いがわからないことが大きな原因であ

り、道路沿いに簡易な導流堤を設けたりするなどの対策

る。流域界をきちんと書けるのは、登山部やワンダーフ

を実施している。公共の対策ではないから、住民自身が

ォーゲルなどの山を歩く人たち、ある意味で特殊な世界

やれることに限界はあるものの、住民自らそのような対

にいる人たちがほとんどである。
「土砂」といえば、工事

策を積極的に実施していることに大きな感銘をうけた。

現場の土や園芸用の土を真っ先にイメージしてしまう

米国のこのような防災教育のメニューが当時の日本に

人が多い。砂防で対象とする山腹を構成している土砂、

はそれほど多くなく、日本の砂防が唯一、米国に負けて

河床の移動可能な土砂をイメージできる人は少ない。

いる分野であるとも思ったりした。

また、雨量の意味がわかっていない人が結構いること

その後、日本でも、立山カルデラ砂防博物館などに代

に気づいた。雨がなぜ㎜という単位で表されるのか、こ

表されるフィールド体験を組み合わせた防災教育シス

れまでに雨が100㎜降ったというのはどういう状態なの

テムが整備され、内容も充実してきている。国土交通

かを理解していない。だから、雨が自分でも簡単に計れ

省の平成20年度新規施策にも「砂防フィールドミュー

るということを知らない。雨の情報はテレビやラジオ、

ジアム」
事業というのがあげられており、今後、このよ

役所が提供するものだとはじめから決めつけている。

うな施策に関連した防災教育が益々促進されるものと
期待される。

後述のように、私は効果的な防災教育のためには、基
礎教育と実践教育の双方が必要だと思っている。基礎
教育は、自分の生活・生産圏を土砂移動の歴史から理

3
基礎教育と実践教育

解する、土砂移動現象をもたらすさまざまな素因と誘
因を理解することなどである。実践教育は、危機時に的
確に警戒避難活動を実施するために、たとえば、土砂災

平成13年度に北海道大学に赴任し、農学部の学生（専

害警戒情報の意味と避難に結びつけるための認識の仕

門課程移行前）を相手に「流域保全論」という授業を行

方、具体的な警戒避難方法を身につけるためのものだ

うこととなった。また、危険区域内の住民を対象にしば

と考えている。これまで、専門家は、住民の多くはいく
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らなんでも基礎教育の内容程度のことは知っているだ

ると説明しても、住民の理解には結びつかない。平面図

ろうという前提で（私もそのように思っていた）
、どちら

のみならず縦断図も示して、土砂の影響範囲を三次元

かといえば実践教育に偏った教育をしてきたことが多

で認識させる必要があると思う。地形図から等高線の

いのではと思う。

間隔の変化を気にしながら標高と距離を自分で読み取

実践教育を効果的に行うためにも、基礎教育から実
施する必要があるのではないだろうか。砂防の舞台と

って縦断図を書き、土砂の到達範囲の目処をたてるよ
うな演習も必要だと思う。

なることが多い中山間地での急激な人口減少化、限界

最近は、民間企業により、三次元マップで土砂災害

集落化によって地域コミュニィティが衰退し、それが地

の危険区域を示したりするなどのツールが開発されて

域防災力を著しく低下させ、最悪の場合、危機時に個人

いる。そのようなものも積極的に活用すべきと考える。

単位で警戒避難を行わなければならないような将来を

砂防施設の効果についても、単に堰堤があれば土砂が捕

想定するとなおさら、基礎教育と実践教育の双方によ

捉される、堰堤がなければ土砂は通過してしまうとかで

る力が必要であると思う。

はなく、砂防施設の様々な効果と限界を科学的に説明

基礎教育では、主に土砂移動現象による地表変動と

すべきと思う。砂防施設はかなり効果的であるが、限界

人間の営みとの関係を理解させることがねらいである。

があることを理解できなければ、住民はなぜ自分たちが

自分たちが住んでいる地表面が地表変動によりどのよ

悪条件のなかで大変な思いまでして警戒避難しなけれ

うにして創られてきたのか、土砂災害をもたらす危険の

ばならないのかを理解できない。

ある土砂移動現象が作り出してきた土地が人間の生活・

実践教育では、砂防関係部局が発信する情報を理解

生産活動の場として活用されていることを認識させる

できるようになることが目的である。土砂害警戒情報、

必要がある。災害が発生した後、多くの住民が今まで危

土砂害警戒避難基準雨量の見方、土砂災害をもたらす

険な現象が起きる場所に住んでいたことを知らなかっ

土砂移動現象の前兆現象らしきものの理解、ハザード

た、知らされていなかったという場面が頻繁に報道され

マップの見方、
土砂災害特別警戒区域、
警戒区域の理解、

る。危険区域内に住んでいる住民は当たり前のことと

避難の仕方（たとえば、川に対して直角方向に高いとこ

して自分がどのような土地に住んでいるのかを認識し

ろに逃げる）
、簡易雨量計の製作などが該当すると思わ

ていなければならない。人間の生活・生産活動は流域

れる。これらについては、すでに色々な現場で実施され

のなかで行われていること、流域の中で土砂災害をもた

ている。DIG（災害図上訓練）
など住民が主体となって

らす土砂移動現象が起きること、
「動かざること山の如

地域のハザードマップを作り上げていく演習なども実

し」ではなく、
「山は動くもの」という自然観を理解して

施されている。学術面においても、住民にわかりやすい

もらう必要がある。私が学生のときに恩師に教えてい

災害情報とその伝達方法などについての研究がさかん

ただいたことであるが、
「木があるから山が崩れないの

に行われている。今後、どんどん教育の内容がよくなっ

ではなく、崩れないから木がある」という地表変動の自

ていくものと思う。

然観は最低限、身に着けなければならないと思う。

基礎教育と実践教育により、豪雨などの危機時に住

また、土石流などの土砂移動現象の基本的な理解も

民の頭に真っ先に自分の裏山や流域が浮かびあがり、そ

ある程度は必要となる。特に、複数の現象が連鎖的に起

のなかで斜面が崩れあるいは渓床の移動可能土砂が侵

きる可能性があることなどを教える必要がある。斜面

食されて土石流となり、自分たちの家やその付近にまで

崩壊が場合によっては土石流につながり、土石流本体

押し寄せてくるようなイメージが自然とつくられるよう

の堆積後も後続流としての土砂流がより遠くまで到達

になればと思う。行政などからの情報に注意するとと

する危険があるというように、個々の土砂移動現象が連

もに、雨量を自分でも計測し、今後、強い雨があれば斜

鎖的に生じる場合があるということを理解させる必要

面が崩れるかもしれない、それなら逃げなければならな

がある。土石流、斜面崩壊を個別的に教えるとまった

いとか、逃げるんだったら比較的な安全なあの道やこの

く別物と理解してしまう場合が見受けられた。その場合、

道を選ぼう、場合によっては二階の山側でない部屋や隣

住民が地形図を読めない状態のままでは、たとえば土石

の頑丈な家に避難しようというように「運まかせでない

流が勾配2度あるいは3度の地点まで到達する危険があ

警戒避難のための積極的な意思決定」ができるようにな
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る必要がある。
基礎教育であれ実践教育であれ、それらの方法しだ
いで教育効果は大きく変わると思う。まずどのような
ストーリーに基づいてどのような教材を使って（組み合
わせて）
、どのような言葉、説明によって教育をしたら
よいのか、その効果的な手法を構築する必要がある。教
育業に携わるようになって、教育は試行錯誤の連続で労
の割には時間がかかる仕事であり、その効果を一概には
評価しにくいことを認識するようになった。一人ひと
り思考方法も情報を受け入れて解釈する能力も異なる
し、そのときの感情や場の雰囲気で情報を受け入れられ

写真‑ 3 実験演習でのひとこま（土石流扇状地の形成プロセス）

る許容力も変化する。画一的な方法ではなく、対象者
や場に応じた色々な方法があるべきと思う。他の教育者、

するための演習を行い、崩壊地の場所や人家、砂防施設

技術者との情報交換をもとに、教育事例とその効果を

などがどのように流域内に分布しているのか、豪雨によ

分析し、改善を繰り返していくことの重要性を痛感して

って土砂はどこまで流れてきたのかなどについて空中

いる。

写真などを用いて理解させた。ついで、
すべての児童
（小
学校の教員も含めて）
が沢のなかを歩いた経験をもたな

4
フィールドゼミと実験演目

かったので、皆で沢を歩くことからはじめた。児童の多
くは、沢のなかには、大量の土砂がたまっていたり、流
木があたかもダムのようになっていたり、山腹斜面が崩

私は、
三年前に、
井良沢道也氏
（岩手大学）
、
佐藤創氏
（北

れて土砂が河道に押し出していたりするなどの、日常の

海道立林業試験場）
と共同で、北海道の日高地方の小学

生活圏内では目にしない様々な特異の光景を見て大い

生を対象とした防災教育を試行させていだいた。日高

に驚いたようである。
「大雨によって川の水が増えるこ

地方は、平成15年8月の台風により、多くの流域で斜面

とは知っていたが、山の中が土砂や流木でこんなになっ

崩壊、土石流が頻発し、幸い人的被害はなかったものの

ているとは考えてみたこともなかったし、そのような光

道路や畑、酪農他などが壊滅的な被害を受けたところ

景は自分の目で見るまでは全くイメージもできなかっ

である。

た」という感想をもった児童がほとんどであった。

前述の基礎教育を主体とし、その方法として、まずは

その後、学校内にて実験装置を使った演習を実施し、

斜面崩壊、土石流が発生した沢のなかを歩くというフ

崩れた土砂が土石流となって下流の扇状地で氾濫する

ィールドゼミを実施した 写真‑ 2 。流域を地形図で認識

こと、そのような扇状地を人間は生活生産空間の一部
として使っているので災害が起きてしまう場合がある
こと、
砂防施設をうまく組み合わせれば効果的であるが、
それでも完全には災害を防止できないこと、したがって
雨の情報などから警戒避難を行うことが重要になるこ
とを説明した 写真‑ 3 。さらに雨は、缶や牛乳瓶などの日
常品で簡単に計れること、自分でそのような簡易な雨量
計を製作して雨を計ることの重要性を強調した。
実験演習だけでは、演習の対象となる流域の状況が
イメージできないので、やはりまずはフィールドに連れ
て行くことからはじめる必要があると思う。また、フィ

写真‑ 2 フィールドゼミでのひとこま（クリノメーターで渓床勾配を測
定）
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ールドだけだと、土砂がどのように崩れてどのように土

石流となって流下して氾濫・堆積するのか、途中に砂防

と｢工夫｣、
「面白さ」
、これらの要素をいかに教育内容に

施設があればどうなのかをイメージしづらい。フィール

組み込むか、どのような具体的な方法とシステムで教育

ドゼミと実験演習はセットで実施したほうが効果的で

を継続的に実施していくかがポイントであると思う。

あると思う。時間があれば、実験演習の後にもう一度フ

まずは、
「こわさ」を積極的に擬似体験させてみてはど

ィードに戻って自分の頭で、豪雨による土砂移動現象

うであろうか。北海道雪崩事故防止研究会は、札幌近

とそれによる災害をイメージできるところまでもってい

郊の手稲山で毎年、研修生を雪の中に埋めて真っ暗闇

ければと思う。

の脱出不可能な世界となることを体験させている。少々

今後は、色々な年齢層に対しても同様の方法を適用し

荒療治であると思うが、土砂害についても似たようなこ

てみるのと、そのような教育を受けた児童が大雨時にど

とができないものかと思う。ついで、自分たちの居住地

のような警戒避難活動を行うようになったのかを追跡

はそのような恐ろしい現象によってつくられてきたこと

し、
今後の方法の改善につなげていきたいと思っている。

を、居住地を形成している堆積物の観察などから理解
させるのがよいと思う。防災教育へのモチベーション

5
「共育」による相乗効果を期待

を向上させるためにも、
フィールドの活用が欠かせない。
土砂災害が発生した場合、将来災害をもたらす危険の
ない流域や箇所であれば、砂防工事をあえてせず、セン

最後に防災教育の課題について触れたい。課題が多

トへレンズ火山のようにそのままの状態にしておくの

いと思うことのひとつは、土砂害がこれまでにまったく

はどうだろうか。斜面崩壊や土石流により荒廃した流

発生したことがない地区で平常時に教育する場合、住

域では、自然の状態ではこのように土砂が生産、流出し、

民や児童の学習に対するモチベーションをどのような

下流域に堆積する、時間を経るに従い自然は回復して

方法であげていくかということである。住民の「学習し

いくが、豪雨などによってまた土砂が生産されることを

よう」
「
、自分たちの責任として学習しなければならない」

科学データをもとに万民に説明できる「生の現場」が必

という意識のレベルをあげないかぎり、教育効果の向上

要と思う。砂防施設を施工すれば、こんなに流出する土

は望めない。一方的に押しつける教育では頭から拒否

砂が減るとか、荒れた流域に早く緑が回復しやすいなど

されたり、関心を持続することなくすぐに忘れてしまう

についても科学データに基づいて見せることができる比

のではと思う。普通の山地では、土砂災害の発生頻度

較のための「生の現場」があればと思う。

は百年から数百年というのが一般的であるため、多くの
住民は災害経験をもたない。

そのような「生の現場」を住民や児童が自発的に訪れ、
自らいろいろな調査をしたり、その結果をもとに専門家

毎年全国で1000件近く土砂災害が起きている、国土

と話し合うようになればと思う。専門家は科学的かつ

交通省の指定する土砂災害危険区域が52万箇所近くも

応用的な調査研究を益々進め、現象のきちんとした根

あり、日本の人口の約1割の人がそのような危険区域に

拠とその具体的な対策の方法論を提示していかなけれ

住んでいる、いざというときにも市町村から避難勧告が

ばならない。そのような成果を住民にわかりやすく、面

ほとんどなされていないという説明をしても、また隣の

白く解説する砂防インタープリターも必要である。そ

地区で災害がたまたま発生しても、しょせん他人事で自

のような人を育てていく必要がある。

分には関係ないことだと思ってしまう人が多いと思う。

防災教育とは、ともすれば住民という受け手の問題で

また、はじめから土砂災害に対してなんら関心を持たな

あるように解される場合があるが、しっかりとした科学

い人も沢山いると思う。

の基礎・応用研究を行う人、その成果を土台として、そ

問題は、そのような人に対して、いかに自分や家族の

れを一般用に翻訳して解説する人、教育を受ける人（住

ために土砂災害について勉強してみようという気にさ

民）
、全ての人たちの共通の問題である。皆の連携プレ

せるかである。土砂災害の「こわさ」
、斜面崩壊や土石

ーすなわち「共育」によって防災教育の相乗効果を期待

流、地すべりといった自然現象に対する純粋な「おどろ

でき、レベルの高い効果的な成果が得られるのではない

き」と「なぜ」という疑問、自分なりにこのよう工夫した

かと思う。

ら土砂災害を回避できるのではないかという
「ひらめき」
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T O P I C S

１．はじめに

気象庁が発表する
噴火警報、
噴火警戒レベル

日本には108の活火山があります。世界全体の活火
山の数は約1500ですから、我が国は世界有数の火山国
と言えます。最近では2000年の有珠山や三宅島の噴火
災害、毎年のようにいくつかの火山で発生する小規模
な噴火、ときには江戸時代の富士山宝永噴火（1707年）
や浅間山天明噴火（1783年）
による大規模災害など、大
小さまざまな噴火災害に見舞われています。

青木 元

気象庁では、これらの噴火災害を軽減するため、全国

あおき げん

の活火山の活動を監視し、火山活動に警戒が必要な場

気象庁地震火山部火山課 課長補佐

合には警告を発しています。本稿では、昨年12月1日か
ら発表を開始した噴火警報、噴火警戒レベルなどにつ
いてご紹介します。

２．気象庁の火山監視体制
気象庁では、全国の活火山を四つのブロックに分け、
東京
（気象庁本庁）
・札幌・仙台・福岡
（管区気象台）
の
「火
山監視・情報センター」で、火山の活動状況を監視して
います 図‑ 1 。このうち活動が活発な30あまりの火山に
ついては、大学や地方公共団体等の関係機関の協力も
得ながら、地震計、GPS、空振計、遠望カメラなどの火
山観測機器を用いて、火山活動の様子を24時間体制で
監視しています。この他の火山についても、異常な現象
が見られた際には、火山機動観測班を派遣し、必要に応
じて観測機器を整備するなど、火山監視体制を強化す
ることにしています。

３．噴火警報・噴火予報
気象庁は、気象業務法の改正に伴い、昨年12月1日か
ら噴火警報及び噴火予報の発表を開始しました。噴火
警報及び噴火予報は、全国の活火山を対象に、警戒等を
要する市町村等を明示して発表します。
このうち噴火警報は、噴石、火砕流、融雪泥流等、噴
火に伴って生命に危険の及ぶ火山現象が発生する恐れ
のある場合に発表します。一方、噴火予報はそのよう
な恐れのない場合、あるいは恐れがあっても影響範囲が
火口内等のごく一部に限られる場合に発表します。また、
噴火警報を解除する場合にも用います。
噴火警報及び噴火予報は、分かりやすさと速報性の
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図-1 日本の活火山と火山監視火山監視・情報センター

観点から、警戒等を必要とする対象範囲を表す語（火口

地域防災計画等への反映など、所要の準備が整った火

周辺、居住地域等）
を付した名称及び略称を使用し、後

山から順次導入していきます。

述の噴火警戒レベルあるいは警戒事項等のキーワード
を付すことにしています 表- 1 。

＊平成19年12月1日に噴火警戒レベルを導入した16火山
樽前山、北海道駒ケ岳、岩手山、吾妻山、草津白根山、浅

４．噴火警戒レベル

間山、富士山、伊豆大島、九重山、阿蘇山、雲仙岳、霧島山（新
燃岳、御鉢）
、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島

噴火警戒レベルは、避難、避難準備、入山規制など、
噴火時等にとるべき具体的防災対応を踏まえて火山活

５．噴火警報等の発表

動の状況を５段階に区分したもので、それぞれのレベル
にキーワード（
「避難」
、
「避難準備」
、
「入山規制」
、
「火口

噴火警報等の発表を開始した昨年12月1日には、全

周辺規制」
、
「平常」
）
を設定して、具体的な防災行動を分

国108の活火山について、噴火警報又は噴火予報を発

かりやすく表現したものです 表- 2 。噴火警戒レベルを

表しました。当日は、居住地域に影響するような噴火

導入した火山の噴火警報及び噴火予報は、そのレベル

警報の対象となる火山はありませんでしたが、火口周辺

とキーワードを付した発表となります。

警報を三宅島、硫黄島、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、

噴火警戒レベルは、市町村等における具体的防災対

諏訪之瀬島の6火山、噴火警報（周辺海域）
を小笠原諸

応を分かりやすく示していることから、その導入にあ

島にある福徳岡ノ場という海底火山に発表し、そのほか

たっては、地方自治体の地域防災計画等に噴火警戒レ

の101火山については平常である旨の噴火予報を発表

ベルの活用が定められることが導入の条件となります。

しました。噴火警戒レベルを導入した16火山について

昨年12月1日には、地元市町村等との調整が整った16

はレベルを付して発表しています。その後、今年1月25

火山について、
噴火警戒レベルを導入しました。今後も、

日には口永良部島の火口周辺警報を解除し、2月3日に

防災対策が必要な火山について、地元との調整を進め、

は桜島の噴火警戒レベルを３に引き上げるなど、この原
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表- 1 対象範囲を付した噴火警報の呼び方とキーワード

火山警戒レベル導入火山
予報および
警報の名称

対象範囲を付した
警報の呼び方

対象範囲

噴火警報（居住地域）
噴火警報

⬇ （略称）
警戒警報
噴火警報（火口周辺）

⬇ （略称）
火口周辺警報
噴火
予報

‑

居住地域および
それより火口側
火口から居住地域近
くまでの広い範囲の
火口周辺
火口から少し離れた
所までの火口周辺

レベル
（キーワード）

火山活動の状況

レベル５
（避難）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫してい
る状況にある

レベル4
（避難準備）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される（可能
性が高まってきている）

レベル3
（入山規制）

居住地域のすぐ近くまで重大な影響を及ぼす（この範囲に入った場
合には生命に危険が及ぶ）
噴火が発生、あるいは発生すると予想さ
れる

レベル2
(火口周辺規制)

レベル1
（平常）

火口内等

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険
が及ぶ）
噴火が発生、あるいは発生すると予想される
火山活動は静穏
火山活動の状況によって、火口内で火山灰の噴出等が見られる(こ
の範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)

予報および
警報の名称

噴火警戒レベル未導入火山
対象範囲を付した
警報の呼び方
＊１
噴火警報（居住地域）

噴火警報

⬇ （略称）
警戒警報
噴火警報（火口周辺）

⬇ （略称）
火口周辺警報
噴火予報

‑

警戒事項
（キーワード）

火山活動の状況

居住地域または
山麓及び
それより火口側

居住地域または山麓及びそれよ
り火口側の範囲において厳重に警
＊２
戒（居住地域厳重警戒）

居住地域または山麓及びそれより火口側に重大な被
害を及ぼす程度の噴火が発生、あるいは発生すると予
想される

火口から居住地域
近くまでの
広い範囲の火口周

火口から居住地域または山麓の
近くまでの広い範囲の火口周辺に
おける警戒（入山危険）

火口から居住地域または山麓の近くまで重大な影響を
及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）
程度の噴火が発生、あるいは発生されると予想される

対象範囲

火口から少し
離れた所までの
火口周辺

火口から少し離れたところまでの
火口周辺における警戒
（火口周辺危険）

火口内等

＊１：居住地域が不明確な場合は「噴火警報（山麓）
」

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った場合には
生命に危険が及ぶ）
噴火が発生、あるいは発生すると
予想される
火山活動は静穏。火山活動の状況によって、火口内
で火山灰の噴出等が見られる(この範囲に入った場合
には生命に危険が及ぶ)

平常

＊２：居住地域が不明確な場合は「山麓厳重警戒」と記載

予報および
警報の名称

海底火山

噴火
警報
噴火
予報

対象範囲を付した
警報の呼び方

対象範囲

警戒事項
（キーワード）

火山活動の状況

噴火警報（周辺海域）

周辺海域

海底火山およびその周辺海域で警戒
（周辺海域警戒）

海底火山及びその周辺海域に影響を及ぼす程度の噴火が
発生、あるいは発生すると予想される

‑

直上

平常

火山活動は静穏。
火山活動の状態によって、変色水等が見られることがある

稿を書いている2月12日現在、
6火山に警報を発表中です。
噴火警報及び噴火予報は、その警報事項あるいは予
報事項に変更が無い限り、原則として新たな噴火警報

毎月１回、全国の活火山の噴火警報及び噴火予報の発
表状況をお知らせしています。
このほか、図表や写真を盛り込んで随時又は定期的に

及び噴火予報は発表しません。その間、
噴火活動の様子、

火山活動状況を解説する「火山活動解説資料」
、1週間

火山性地震の回数等の火山の状況をお知らせする場合

あるいは1ヶ月の主な火山活動の概況を報ずる「週間火

は、新設した「火山の状況に関する解説情報」を用いて

山概況」や「月間火山概況」などを用いて、火山活動の状

発表します。また、
「火山の状況に関する解説情報」
では、

況をお知らせしています。
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表-2 噴火警戒レベルの表
噴火警戒レベルは火山活動の状況について、噴火時等にとるべき防火対応をふまえて区分し、警戒を呼びかけるものです。この活用にあったては以下の
点に留意する必要がありあます。
・火山の状況によっては、異常が観測されずに噴火する場合もあり、レベルの発表が必ずしも段階を追って順番通りになるとは限りません（下がるときも
同様です）
。
・各レベルで想定する火山活動の状況及び噴火時等の防災対応に係る対象地域や具体的な対応方法は、地域により異なります。
・降雨時の土石流等レベル表の対象外の現象についても注意が必要であり、その場合には大雨情報等他の情報にも注意する必要があります。

予報
警報

対象範囲

噴火警報

居住地域及
びそれより
火口側

噴火警報
レベル
レベル５
（避難）

火山活動の状況
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生、あるいは切迫している状態
にある。

危険な居住地域＊2 からの避難等が
必要（状況に応じて対象地域や方法
等を判断）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

警戒が必要な居住地域＊2 での避難
の準備、災害時要援護者の避難等が
必要（状況に応じて対象地域を判断）

レベル4
が発生すると予想される（可能性が
（避難準備）
高まってきている）
。

火口周辺警報

居住地域の近くまで重大な影響を及

火口から居
ぼす（この範囲に入った場合には生
レベル3
住地域近く
（入山規制） 命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるい
まで
は発生すると予想される。

火口周辺
噴火予報

火口内等

レベル2
(火口周辺警報)

レベル１
（平常）

説明
住民等の行動＊1

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲
に入った場合には生命に危険が及ぶ）
噴火が発生、あるいは発生すると予
想される。
火山活動は静穏。火山活動の状態に
よって、火口内で火山灰の噴出等が
見られる（この範囲に入った場合に
は生命に危険が及ぶ）
。

通常の生活（今後の火山活動の推移
に注意。入山規制）
。状況に応じて
災害時要援護者の避難準備等

登山者・入山者への対応＊1

登山禁止・入山規制等、危険な地
域への立入規制等（状況に応じて
規制範囲を判断）

火口周辺への立入規制等（状況に
応じて火口周辺の規制範囲を判断）
通常の生活
特になし（状況に応じて火口内への
立入規制等）

＊１：住民等の主な行動と登山者・入山者への対応には、代表的なものを記載。
＊２：避難または避難準備の対象として地域防災計画等に定められた地域。ただし火山活動の状況によって具体的な対象地域は あらかじめ定められた地
域とは異なることがあります。
注 ：表で記載している「火口」は、噴火が想定されている火口あるいはそれらが出現しうる領域（火口出現領域）
を意味します。 伊豆東部火山群のように、
あらかじめ噴火場所（地域）
を特定できないものは、地震活動域を火口領域と想定して対応。

なお、昨年11月まで発表していた緊急火山情報、臨

的な火山防災対応を行うためには、平常時から関係の

時火山情報、火山観測情報及び火山活動度レベルは廃

市町村・都道府県を中心に、地元の気象台や砂防事務

止しました。

所等の関係機関が加わった協議会等を設置して、火山
専門家とも連携しながら、噴火時等の火山防災対策を

６．噴火警報等を地域の火山防災に
活かすために

検討・策定する体制を整えておくことが重要です。
一方、噴火時の避難等が円滑に行えるようにするた
めには、住民個々人の火山防災に関する意識や知識が

噴火警報の発表開始により、防災担当者や地域住民

重要となります。このため、平常時から、噴火警報や避

に対して、噴火災害についての警告をより確実に伝える

難計画等の内容について、自治体広報誌等への掲載や

仕組みが整えられました。また、噴火警戒レベルの導入

火山防災マップの配布、訓練、学校や地域における防

により、具体的な防災対応を分かりやすく伝えることが

災教育などをとおして普及啓発を図ることが重要です。

できるようになりました。これらの仕組みを最大限に

気象庁では、噴火警報等を適切に発表するとともに、

活用するためには、噴火警報等が発表された際にとるべ

噴火警戒レベルの導入を推進し、火山災害の軽減を目

き防災行動を予め具体的に決めておく必要があります。

指して、
地域の火山防災体制の強化に取組んでいきます。

そのためには、各火山の特徴に応じて、想定される噴
火やハザードマップを基に、規制や避難の対象範囲を設
定し、噴火警報等に応じた防災対応を地域防災計画等
に定めておく必要があります。また、火山は複数の県や
市町村にまたがっていることも多く、整合の取れた効果

★参考文献
気象庁ホームページ
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
気象庁ホームページ（火山のページ）
http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcano.html
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はじめに

第5回
火山都市国際会議
Cities On
Volcanoes 5
に参加して

火山都市国際会議Cities On Volcanoesは、国際火山
学地球内部化学協会IAVCEIが開催する活火山を抱え
る都市における防災と火山との共生を考える国際フォ
ーラムである。火山学や関連分野の研究者、行政・防
災関係者が火山活動の社会に与える影響について議論
する会議として、危機管理・都市計画・社会学・心理
学・教育などの連携による、火山災害の軽減を目指し
ている。最初の会議は1998年6月にイタリアのローマ
とナポリで開催され、以降ニュージーランドのオークラ
ンド（2001）
、ハワイ島のヒロ（2003）
、エクアドルのキ

安養寺 信夫
あんようじ のぶお

(財)砂防・地すべり技術センター 総合防災部長

ト(2006)でほぼ2年おきに開催されてきた。
2007年11月19日から23日までの5日間、島原市と日
本火山学会の主催によりアジアで初めての会議が長崎
県島原市で開催された（実行委員長：中田節也東京大
学地震研究所教授）
。開催期間中の参加者総数は会議
参加600名一般参加、フォーラムを合わせて2,100名う
ち、
海外からは31ヶ国、
276名（大会事務局集計）
となり、
史上最大の参加者を得て成功裏に終了した。
今回、日本で開催されるに当たり、わが国の実情を反
映したプログラムが企画された。火山砂防や噴火災害
からの復興、災害実態の次世代への伝承など、単に火山
を、災いをもたらす恐ろしい存在としてとらえるのでは
なく、多くの一般市民が参加できるよう様々なテーマに
よるシンポジウムなどが開催された。
筆者はこれに参加する機会を得たので，その概要を

写真‑1 無人化施工見学でリモコン操作に挑戦する参加者

報告する。

おもなプログラム
会議は大きく学術プログラムと住民や行政，マスメ
ディアを対象としたフォーラムで構成された。

■学術プログラム
学術プログラムでは、火山に関係する学際的な研究
分野が3つの大テーマに区分され，それらを軸にシンポ
ジウムが開かれた。
シンポジウム１
（火山を知る）は火山噴火現象、その予
写真‑2 火山ハザードマップの展示を見る親子連れ

知や情報、
災害などに関する研究の最新の成果を発表し、
議論するもので、地質、地震、地球化学など多分野の研
究者が中心となっている火山の科学的視点でのシンポ
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写真‑ 3 当センターのブース展示会事務局

ジウムである。
シンポジウム２
（火山と都市）は噴火時の危機管理、
火山災害が生活や社会基盤に与える影響評価、災害軽
減のための対策、土地利用計画などを発表し、議論する

火山市民ネットフォーラム：
活火山地域に暮らす各国の住民ネットワーク
住民・マスメディアフォーラム：
噴火災害報道などに関する住民とマスコミの意見交

もので、研究者、防災、行政、報道などの関係者が参加

換

した火山防災に関する多面的なシンポジウムである。

災害教訓の伝承に関するフォーラム：

とくに筆者がコンビーナを務めたセッション2‑2は，
「火山活動の基幹施設への影響と効果的な 減災 対策」
と題し、火山活動による都市や地域社会におけるライ
フラインへの影響の評価、社会基盤施設への危険性を
軽減するための方策などが議論され、わが国が誇る火山
砂防も一つのテーマになった。参加者は研究者、行政、
技術者など多岐にわたり、ハザードマップ、危機管理、
砂防対策の発表があった。
シンポジウム３
（火山とともに生きる）は火山災害の
軽減を図るために重要な教育・広報活動、種々の分野
間の連携、過去の災害・復興体験の伝承など、住民も参
加して火山の麓に暮らす知恵を話し合う場である。こ

災害経験を次世代につなぐための方策
フォーラム 被災地つなぐ再生への思想：
噴火災害からの復興とまちづくり
火山砂防と減災フォーラム：
砂防技術者を中心とした対策のあり方など
こども火山発表会：
中高生が学んだ火山や地域に関する研究成果
火山を丸かじり「キッチン火山実験」
：
火山噴火のしくみについて食材を用いて楽しく学ぶ
火山学Q＆A世界の火山学者に直接聞いてみよう：
内外の著名な火山学者が子供達の質問にやさしく答
える

のシンポジウムが従来の火山学会関連の集会と大きく
異なる。

■その他
その他会期前後には、
国内各地の火山巡検が企画され、

■フォーラム
今回は日本らしさ、島原らしさを前面に次のようなフ
ォーラムが開催された。

有珠山、伊豆諸島、富士山、鬼界カルデラ、阿蘇山、桜
島などへ各国の研究者らが参加した。また会期中には
11月21日（水）
の1日行程で、雲仙普賢岳周辺の現地と
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写真‑ 4 セッション2-2「火山活動の基幹施設への影響と効果的
な「減災」
対策」
で基調講演を行う池谷理事長（写真提供：
COV5実行委員会事務局）

写真‑ 5 セッションで口頭発表中の筆者（写真提供：COV5実行委員
会事務局）

被災跡の見学が実施された。この巡検には島原市の小

評価（口頭）写真‑ 5

中学校への訪問も含まれており、子供達の熱烈な歓迎

安養寺信夫（STC）
、酒井敦章（同左）
、石井靖雄（富士

ぶりに多くの参加者が心和ませるひとときを持つこと

砂防事務所）

ができた。また、雲仙復興事務所の協力を得て無人化

・火山噴火シナリオに基づく時系列ハザードマップの作

施工現場の視察と定点（1991年6月3日の火砕流の犠牲

成（ポスター）

者らがいた地点で現在は立入規制区域内にある）
訪問の

安養寺信夫（STC）
、酒井敦章（同左）
、石原和弘（京大

ミニ巡検が催された。筆者は案内者としてこれに同行し、

防災研）
、武士俊也（大隅河川国道事務所）

説明をした 写真‑1 。

・富士山噴火に伴う地域社会への影響と火山砂防計画
について（ポスター）

STCの取り組み

石井靖雄（富士砂防事務所）
、石原慶一（同左）
、
土屋郁夫（同左）
、
安養寺信夫（STC）
、
酒井敦章（同左）

（財）
砂防・地すべり技術センター（以下STC）
は火山
砂防に関する調査・研究を推進する立場としてこの会

雑 感

議に積極的に参画した。まず後援団体として内閣府，
文部科学省等に名を連ね、
小職は実行委員会に参加した。
以下にSTC職員の関わった発表などを紹介する。

今回の国際会議は単なる研究発表の場だけではなく、
活火山周辺の暮らしや市民と接する場でもあった。島
原市民は1年以上前から開催準備を進め、とくに慣れな

■展示ブース

写真‑2, 3

い外国からの訪問者たちに気持ちよく滞在してもらう

今回の国際会議にSTCは後援団体として寄付を行っ

ため，簡単な日常会話の練習や道案内の方法などを市

た。後援団体には展示ブースが割り振られ、火山砂防

民中心に練習されたと聞いている。その甲斐があって

を中心にSTCの研究成果をアピールする場を得た。

か、ホテルや商店，飲食店などでもアットホームな対応
がなされた。筆者も外国からの参加者と食事をした際に、

■基調講演

写真‑ 4

・雲仙普賢岳の平成噴火と火山災害対策
当センター理事長 池谷 浩がセッション2-2の基調講
演として上記のテーマで講演した。

市民の方々の歓迎ぶりに感心した次第である。
噴火終息後も島原へ訪れる観光客数が噴火前の状態
に戻っておらず、財政的にも厳しい中で本大会を敢行さ
れた島原市長や職員のご尽力、実行委員長として公務
多忙な中でリーダーシップを発揮された中田節也東京

■研究発表

大学地震研究所教授ら火山学会の関係者、さらに多大

・砂防工事安全確保のための溶岩ドーム監視体制につ

な支援をしていただいた雲仙復興事務所や国土交通省

いて（ポスター）

の関係者、そしてボランティアとして大会を支えていた

松井宗廣（STC）
、近藤浩一（同左）
、秦 耕二（雲仙復

だいた市民の皆様に厚く感謝申し上げます。

興事務所）
、 石坪昭二（同左）
・火山砂防計画における想定現象の累積頻度に基づく
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T O P I C S

浅間山ロール
プレイング方式
防災訓練について

1 はじめに
火山噴火対応のロールプレイング方式（以下RP）
の防
災訓練の実施例はまだ少ない。これは、火山噴火時の
防災対応が各火山で検討途上にあること、火山噴火で
の災害想定を行うために火山学の専門知識が必要とな
るためである（吉柳、2007*）
。また、洪水や地震災害と

（財）
砂防・地すべり技術センター

総合防災部
安養寺 信夫

ある。
これまで当センターでは、火山災害を対象としたRP

はしのき としひろ

方式の防災演習を岩手山（H14年1月）
、富士山（H17年

技術課長代理

坂島 俊彦

範囲が広く長期にわたるため、情報や防災対策行動が
逐一変化することも、防災訓練の企画が複雑な要因で

あんようじ のぶお

総合防災部長

枦木 敏仁

異なり火山災害は、発生現象が多岐で輻輳する上、影響

さかしま としひこ

技師

3月）
、浅間山（H18年2月、H18年7月）
に関わってきた。
今年度は、浅間山周辺の自治体及び防災関係機関（浅

塩野 康浩

しおの やすひろ

技師

間山火山防災対策連絡会議）を中心とした防災訓練を
実施し、当センターは訓練の企画と運営支援をとり行っ
た。
なお、浅間山火山防災対策連絡会議では、緊急時の
情報交換や連携体制、浅間山火山防災マップ改訂など
の検討を重ねており、今回の防災訓練はこれらの検証と

実施日時： 平成２０年２月８日、

課題抽出を目的としている。

13:30〜16:00
（訓練時間）
16:15〜17:00
（終了報告会）
実施場所：国土交通省利根川水系砂防事務所内
演習参加者： 国、気象台（前橋地方気象台、長

2 演習テーマ

野地方気象台、軽井沢測候所）
、警
察（長野原警察署、軽井沢警察署、

平成19年12月１日から噴火警報及び噴火警戒レベル

小諸警察署）
、消防（佐久広域連合

の運用が開始されたことを受けて、浅間山火山防災対

消防本部）
、
県（群馬県消防防災課、

策連絡会議では、噴火警戒レベル１〜３に対応した各

長野県危機管理局、中之条行政事

行政機関の防災対応行動（各レベルで影響を被る保全

務所、
佐久建設事務所）
、
市町村（小

対象施設の抽出や道路規制など）
を検討してきた。今回

諸市、
佐久市、
軽井沢町、
御代田町、

の演習では、噴火警戒レベル３における防災行動を確

長野原町、嬬恋村）
など28機関か

認すること、2003年版の浅間山火山防災マップの課題

ら104名参加
参加者役割： プレイヤ ー33名、 評価・ 記録者
16名、コントローラー38名、見
学者17名（ほか報道機関７社）
主催：浅間山火山防災対策連絡会議
共催：利根川水系砂防事務所、群馬県、長野県
後援：国土交通省、気象庁、㈱プリンスホテル鬼
押出し園、上信越高原別荘地防犯協力会

を抽出することを目的とした。
そこで演習の主題は｢情報の共有化と利活用｣とし、
具体には以下の3項目とした。
①噴火警戒レベル3における防災対応行動の確認
②所属機関の役割を確認した上で、関係機関の役割の
確認
③共有化した情報の利活用
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プレイヤー（左側）
、評価・記録者（左側）
、コ
ントローラー（中央）
に分かれて訓練

スクリーンには演習状況をリアルタイムに
表示

3 演習時の役割

統括コントローラー室の状況。演習状況はリアル
タイムに入力し、プレイヤー、見学者が閲覧でき
るようにした。

・浅間山の積雪状況確認等の情報収集
・関係機関（利根川水系砂防事務所、県、市町村）
との情報の共有

演習に参加した自治体及び防災関係機関の役割は、プ
レイヤー、評価・記録者、コントローラーとした 図‑ 1 。

３．消防

当センターは統括コントローラー、外部機関コントロー

・被害情報の収集

ラーとして参加した。

・住民からの通報情報に対する防災行動
・避難誘導計画

4 訓練シナリオの概要

・関係機関（県、市町村）
との情報の共有
４．警察

表‑1 の訓練シナリオに示すように、前半ステージは噴

・住民からの通報情報に対する防災行動

火警戒レベル3における各機関の防災行動・関係機関

・被害情報の収集

との情報共有を評価項目とした。後半ステージは8日

・交通規制の実施

夜半以降の大雪の可能性が高い設定とし、火砕流に伴

・関係機関（県、市町村）
との情報の共有

う融雪型火山泥流発生が懸念される中で交通規制範囲

５．県

の見直し、避難計画を的確に行うことができるかを評価

・被害情報の収集

項目とした。

・交通規制の実施
・関係機関（利根川水系砂防事務所、消防、警察、

5 演習項目

市町村）
との情報の共有
６．市町村

プレイヤー参加機関の演習項目は以下のように設定
し、評価項目とした。

・住民からの通報情報に対する防災行動
・被害情報の収集
・交通規制の実施
・避難誘導計画

１．国
・体制の確認（中噴火を受けて）
・被害状況の把握

・関係機関（利根川水系砂防事務所、県、消防、
警察）
との情報の共有

・浅間山の積雪状況確認等の情報収集
・緊急減災対策を実施する際の被害想定、県市

6 演習の工夫と演習直後の終了報告会

町村への情報の提供
・関係機関（局、気象台、県、市町村）
との情報の
共有
２．気象台
・被害状況の把握
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今回は、防災関係者が多数参加できるように、利根川
水系砂防事務所の地下駐車場を活用した。また、情報
の共有を図るために、訓練シナリオ、演習状況、演習結
果を大型スクリーンに速報として表示し、見学者にも好

T O P I C S

図- 1 訓練時の役割分担
評価／記録者
（各プレイヤーに張り付き）

進行状況の報告と確認

評価・記録

①状況把握
統括コントローラー
外部機関役
（住民役など）

終了報告会で撮影した参加者の集合写真

電話で回答・指示・
問い合わせ

プレイヤー

②検討・判断
③意思決定

④対応行動

情報付与・状況把握
情報付与、指示カードの状況報告書と
付与のタイミングを指示

コントローラー＊
（各プレイヤーに張り付き）
＊必要に応じて当センターがサポート

表-1 訓練シナリオ
設定条件

火山活動状況

2008年
2月8日

コントローラーがプレイヤーへ付与する情報

評価項目

8日13時30分以前の情報
気象状況、噴石飛散範囲図、被害状況、降灰範囲図

事前情報

〈13時30分〉

・防災業務計画書、地域防災計画書の

火口周辺警報
（噴火警戒レベル３）
を発表
前半
〈13時35分〉
ステージ 中噴火発生
・軽井沢測候所で大きな
晴れ
爆発音と空振観測
積雪:
0.1ｍ 〈13時40分〉
風：南西 火口周辺警報
（噴火警戒レベル３）
を発表

防災時の行動に合わせた対応、情報
連絡が的確に行うことができるかを

〈13時30分〉
【各プレイヤーへ一斉に情報付与】

●噴火警戒レベル３に引き上げ
防災対応を拡大

評価する

強制情報
・浅間山噴火警戒レベル導入に係わる
防止対応についての申し合わせ書に
合わせ、交通規制実施、対象施設へ

〈13時40分〉
【各プレイヤーへ一斉に情報付与】

●噴火警戒レベル3は継続
防災対応は拡大のまま

の連絡等が的確に行うことができる

強制情報

かを評価する

〈13時45分〉
【長野原警察署（プレイヤー）
、長野原町（プレイヤー）
へ情報付与】

●長野原町住民からの通報（住民宅へ小石被害）

以下は演習直後の終了報告会からの主な意見である。

ができるかを評価する

強制情報

後半
〈15時15分〉
【前橋地台（プレイヤー）
へ情報付与】
ステージ 〈8日夜半以降〜〉
●大雪に関する気象情報（8日夜から大雪の可能性）回答情報
夜半より 火砕流発生に伴う融雪型火
【軽井沢町（プレイヤー）
、利根砂防（プレイヤー）
へ情報付与】
山泥流の発生が懸念される。 〈15時15分〉
大雪の
●大雪に関する気象情報（8日夜から大雪の可能性）
強制情報
可能性

評であった。

・関係機関との情報共有化を図ること

・融雪型火山泥流の発生が懸念される
中で交通規制範囲の見直し、避難計
画を的確に行うことができるかを評
価する

＜コントローラー、見学者からの主な意見＞
・個人の経験は組織にフィードバックして欲しい。
・今日のようなアクティビティーを維持することが重要

＜プレイヤーからの主な意見＞

である。

・隣の県と一緒に訓練できたことは貴重な体験であっ

・両県担当者が顔の見える関係を構築して欲しい。

た。

・関係市町村は、地域防災計画書（噴火災害対策編）
の

・他機関のノウハウを参考にしたい。

整備を進めるべきである。

・両県担当者が初めて一緒に訓練に参加したことによ

当センターでは今後も、浅間山をはじめとした火山に

って、連帯感が生まれた。

おけるRP方式の防災訓練に対して積極的に企画運営を

・噴火時の対応マニュアルはあるが、訓練ではマニュア

行って行きたい。

ルどおりに動けないところもあった。

★参考文献
吉柳岳志（2007）
火山噴火対応ロールプレイ訓練、Vol.89、p10-31.
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1
連 載エッセイ

文化財を
生かした
地域
づくりを！

「

岡県コンベンションアーツセン

静

いな姿なのに、静岡に着くとその雪が

ター」通称「グランシップ」館

まだらになってしまうのです。目の錯

長の仕事をお引き受けして、まもなく

覚かと思い、毎日注意してみても同じ、

1 年になります。初めての新幹線通勤

それは風のせいと聞き納得したもので

を経験し、そのスピードにびっくりし

す。国が直轄で工事にあたっている

たり、意外と揺れる車体にちょっと不

大沢崩れとともに、自然の厳しさを実

安になったり、でも都内を移動するよ

感する光景です。それと同時に毎日見

り速く到着する便利さに驚いています。

るようになって、気になることがもう

酒匂川付近で試験運転されていた新幹

ひとつあります。それは、小田原を過

線を見学に来た頃を思うと、隔世の感

ぎるあたりまでは車窓の富士山をさえ

といったところでしょうか。

ぎる前景があまり気にならないのです

毎日通う「グランシップ」は、その

が、その後はせっかくの富士山なのに

新幹線が走るすぐそばにあります。13

なぜ？と思う建造物が多くなるのです。

秒で走り去る新幹線からもその存在が

ヨーロッパの森林、山野の光景を考え

田村 孝子

印象的なように、西欧の教会をイメー

ると、せっかくの日本のシンボルを生

たむらたかこ

ジしたという建築家 磯崎 新氏の設計

かした地域づくりをなぜしなかったの

によるその建物は、駿河湾、遠州灘を

だろうと思ってしまいます。

抱く静岡ならでは、その名のとおり大
きな船を思わせます。それと同時に富

実

士山を背景にしたその姿も、展望台や

した「景観法」に基づき、景観形成の

会議室から見える富士山も、まさに静

観点から厳格に規制を定める地域もで

岡ならではの景観です。ところが東京

てきました。それでもなかなか積極的

からの新幹線の車窓から見える富士山

になっていないのが現実で、このほど

は、写真などで見る頂に雪のあるきれ

さらに一歩踏み込んだ法律が閣議決定

（財）砂防・地すべり技術センター評議員
静岡県コンベンションアーツグランシッ
プ館長

はこんな反省は各地でもされる
ようになり、平成 16 年に成立

されました。地域自らが、グランド・
デザインを描き申請すれば、地域再生
が可能な支援が受けられるのです。市
町村にとってはチャンス、ぜひこれを
活用した地域づくりがすすむことを願
い、ご紹介しましょう。
１月末に閣議決定したこの法律名は
「地域における歴史的風致の維持及び
向上に関する法律案」略して「歴史ま
ちづくり法案」です。初めて、文化庁
による文化行政と国土交通省と農林水
産省によるまちづくり行政が共同で、
文化財や歴史遺産のある地域全体を
再生していこう、というものなのです。
なぜこのような法律の成立が図られ
ているかといいますと、
昭和25年に
「文
化財保護法」が成立して以来、国指定
の文化財は国がその保護を支援してき
浅間大社舞楽奉納
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イラスト：仲野順子

ました。年々その指定件数は増えてき
ているのですが、重要文化財、史跡名
勝天然記念物、重要有形民俗文化財
など、所有者、市町村、都道府県そし
て国がその保護につとめています。で
もよく言われることなのですが、文化
財に指定されると充分な資金的支援が
ないうえ、制約もあり大変だと……そ
れに指定された文化財がそれだけで存
在するわけではありません。それを生

れた地域のハードとソフトを一体とし

文化財と一体で、さまざまな復元・再

み出した背景や環境、歴史や文化があ

て維持・向上させ、市町村が積極的に

生事業が強力に推進でき、広告規制や

るわけです。実は文化審議会の文化財

まちづくりに活かせるようにというこ

公園管理も市町村に権限が委任される

部会で昨年出された報告書に「市町村

とで今回の法案が生まれたのです。

のです。この法律が縦割り行政でなく

において、文化財を周辺環境も含めて

どんなことが可能になるのかといい

省庁を超えていること、
「歴史まちづく

総合的に保存活用するための方針 歴

ますと、これまでも国宝や国の重要文

り法案」といわれるようにまちづくり

史文化基本構想 を定める試みを支援

化財に指定された建物の解体修理や

に文化的な視点が重要視されているこ

していこう」とあるのですが、実際問

修復などには補助が出ていましたが、

とは、これまでには無かったといって

題として予算的にも文化庁だけで出来

予算的に充分でないばかりか周辺部分

も言い過ぎではないと思います。

ることではありません。

にある未指定の建造物については無理

今、富士山を世界遺産にという運動

一

方、国では昭和 41 年から「古

だったのです。ところが今回は重要と

がさかんに展開されています。また、

都保存法」で京都、奈良、鎌倉

見なされれば
「歴史的風致形成建造物」

静岡の富士宮市には、東海地方最古

などについて歴史上意義ある建造物、

として復元、修理、買収なども補助事

の名社といわれる富士山本宮浅間大社

遺跡と同時に歴史的風土の保存を図っ

業として行うことができます。また、
「歴

があり、境内にある湧玉池は地下を流

てきました。でも、今日京都や金沢な

史的風致」を損なっていると思われる

れてきた富士山の雪解け水が 1日 16

どの歴史的で伝統的な建造物が急速

建物についても直したり、時には取り

トン湧き出ています。近くを流れる大

に失われている現状が危惧されていま

壊したりするためにも補助が出るので

沢川、潤井川から山部赤人の歌で知ら

す。また、都市については昭和 43 年

す。街の景観のため、電柱を無くし電

れる田子の浦港に至る砂防事業もふく

から「都市計画法」で文化的な都市生

線を地下に埋設すること、地区内の交

め、富士山と周辺の文化財を活かした

活、機能的な都市活動を目指して整備・

通システムや駐車場を整備すること、

地域づくりができるチャンスでもあり

開発がすすめられてきました。ところ

屋外広告物の規制も図れますし、これ

ます。

が、これまで機能に重点が置かれ、実

までは規制のあった地域でも歴史的建

利のみを追求した開発が行われてきた

造物を活用したレストランやものづく

ヨ

のです。そんな反省から「美しく風格

り工房が可能になるのです。もちろん

を見ても、地域づくりには必ず、文化

ある国土の形成と潤いのある豊かな生

地域に伝わる伝統行事などのソフト事

的視点、アートを活かした都市づくり

活環境の創造と個性的で活力ある地

業への支援もできます。

がされています。今回の法案の対象と

域社会の実現」を目指して「景観法」
をつくり、美しい地域づくりを支援し

国

その歴史遺産を活かしたまちづ

「歴史まちづくり法案」がきっかけとな

てきたのです。

くりの方針や重点区域を決めた計画を

り、
「文化による地域づくり」が言葉

これらの法律が活かされたならば、

の重要文化財のある市町村が、

ーロッパの歴史都市を見ても、
EU 連合後の文化創造都市計画

なる市町村は全国 996 あるそうです。

国の基本方針に基づいて作り、それを

だけでなく、文化的視点、さらにはアー

歴史文化基本構想 は実現可能なは

文部科学大臣、国土交通大臣、農林

トの視点が活かされたグランド・デザ

ずなのですが、
現実はそのようにはなっ

水産大臣に申請して認定を受けるので

インを描いてほしい、そんな気がして

ていないのです。そこで、歴史に恵ま

す。これにより、重点区域内では重要

います。
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緑の復元と砂防
●語り手

略 歴

大手 桂二

昭和34年3月 京都大学農学部林学科卒業
昭和35年4月 京都大学農学部助手

おおて けいじ

昭和42年4月 京都府立大学農学部講師

京都府立大学名誉教授

昭和53年11月 京都大学農学博士
昭和54年10月 京都府立大学教授
平成8年4月

京都府立大学名誉教授

●聞き手

比留間 雅紀

ひるま まさき

(財)砂防・地すべり技術センター 企画部 企画情報課長

道畑 亮一

みちはたりょういち

(財)砂防・地すべり技術センター 砂防部 技術課技師

1

砂防の研究を始めた頃

鑑をみることを覚えたことですね。ヒメジオンの横にハ
ルジオンが出てくるでしょう。図鑑にかいてあるのを現

比留間●本日はお時間をいただきありがとうございま

地で見て確認してくると、その違いは？ と図鑑の読み

す。当センターでは、技術の伝承をテーマにして砂防技

方みたいなのを教えられた。図鑑には必ず見るポイント

術を研究開発された方々に当時の状況をお聞きしてい

がかいてあるけどそれを教えてもらった。たとえば「ア

ますが、それをもとに、今後、砂防という観点で、緑あ

ヤメとカキツバタの違いはどこや？」と。花が出てきて

るいは植生・森林がこれからどういうものを目指して

外花被片と内花被片といって外側にあるのと内側にあ

いくべきか、イメージをお聞かせ願いたいと考えており

るのがあって、その対になって出てくる外花被片の付根

ます。本日は、長年植生の切り口から砂防に携わってお

のところに網目模様がでているのがアヤメで、ないのが

られました大手先生にお話を伺いたいと思いお邪魔い

カキツバタ、それさえわかっていればわかる。現場に行

たしました。

っても知っている人は少ない。４回生になって砂防研

まずは、大手先生が砂防の研究を始めた頃のお話をお
聞かせいただければと思います。
★１

大手●この本

にも少し書きましたが、京都大学農学

究室に入って、実際はコンクリートの実験ばっかりやっ
ていたのだけれども、
ひまつぶしに図鑑を見ていたのが、
今に続くひとつのきっかけになったということです。

部林学科に入って樹木学の実習で故岡本省吾先生に教

比留間●京都府立大学学術報告にソイルコンクリート

えていただきました。３回生の実習があるでしょう？

の研究という論文★２がありました。

わけわからん連中は先生をほっといて先に行ってし

大手●これは京都大学の助手になったとき、遠藤隆一

まうが、四手井さん（四手井綱英京都大学名誉教授；森

先生（京都大学名誉教授：砂防工学）から「君、貧配合

林生態学）
は学生たちのまとめ役で、自分もわからんの

コンクリートの研究をしてみろ。自分は３次元（堰堤）

に、これなんやこれなんやと言い合って、そういうなか

をやるから、君はセメント量をどれだけ減らせるかとい

で、植物の名前が覚えられるのが面白いなあと思い始め

うのを実験でやってみろ」と言われて始めたのがこの研

た。岡本先生は森林生態学の先生で、大学は出ていな

究です。研究の背景には、河川砂利が採取禁止になり

いけれども、演習林の技官で朝鮮や樺太や台湾をまわっ

そうな頃で、骨材枯渇が心配されたことがありました。

てきておられた。そういう関係で植物に造詣が深かった。

その当時は破壊試験機がなかったので手押しポンプの

卒業してからもよく植物の名前を聞きに行きました。

10万円くらいの試験機でつくって実験をやってみまし

そのほかの（植物に興味が深くなった）
きっかけは、図
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た。その頃書いたのがこの論文です。

写真‑ 1 京大芦生演習林のソイルコンクリートによる土留工。完成時
（1979年）
写真‑ 2 写真-1と同じ箇所。15年後の状況

比留間●どの程度セメント量を落としたらどのくらい

大手●普通の現場の土をセメントで混ぜるのだけれど

の強度になるか、というものですか。

も、あまりよく混ざらない。だから、初めは強度を度外

大手●そうそう。結局堤体の内部応力に関係してくる

視して水をたくさん混ぜてドロドロにすることを発案し

でしょ。だから表面に出るコンクリートにはちょっと無

ました。そのほうがかえって均一にできるでしょう。そ

理ですよ。

うすると均質に型にはめることができる。それで、農業

1959年から63年くらいまでやって、
1967年に府立（京

土木の大家だった沢田敏男先生（京都大学名誉教授）
に

都府立大学）
に移ったのかな。貧配合というテーマも時

相談したところ、実際にやってみたらどうかということ

流に合わなくなり、コンクリートの破壊試験機ももった

になって、
1979年に学生を連れて芦生の演習林に行って、

いないので、ソイルコンクリートをやり出した。その時

実際に現場の土を使って崩壊地でやってみた。ドロド

に、ソイルコンクリートだから「標準示方書にあるコン

ロにした土とセメントを200袋の土のうに詰めて、土留

クリートとは違うので、構造物には使えません」という

工を作った。セメント量10％、20％、30％と変えて、混

前提のもとで、どこか砂防の現場で使えるところがある

ぜたのを入れて、置いたわけです 写真‑ 1 , 2 。３列作った

のではというところで、強度を要求しない山腹施工に使

だけですが、それでその崩壊地は消えてしまって、自然

えないかと考えました。それでずいぶんあちこち、焼岳

復旧しました。それで今やっと20年経ったところです。

から鹿児島から、試料を取り歩いた。

15年後の状態まで見ましたが、
原型はとどめていました。

比留間●それは骨材ですね？

その上は植生が回復している。

大手●たとえば火山灰、焼岳やったら安山岩、ここの近

道畑●土のうと土のうはくっついてはないのですか。

辺やったらマサ、花崗岩地域でも岡山や島根から全部

大手●くっついてはない。石と同じ。袋が破れている

違う地域のものを集めて試験し、1978年にまとめたの

けれど、崩れても現場の土やからよいわけだ。植生は、

★３

が学位論文

です。

もうこのように回復しているでしょう。これがもとの崩
壊地ね。演習林に一台だけあったミキサーを借りて、こ

2

ソイルコンクリートの施工方法

れでドロドロにして、それを袋に詰めた。
比留間●袋の形状は残っているのですか？

道畑●今使われているソイルセメントとの関連はあり

大手●袋自体が一つの石となって、強度はあまりないけ

ますか？

れど、斜面の土の移動を防いでくれているようです。

大手●INSEMとかISMの元です。水山君（水山高久京

今、高山ダム（京都府相楽郡南山城村；淀川水系名

都大学大学院教授）
が基準をつくるときにこれを参考に

張川）
の斜面で、木材を使う土留めと鉄柵を使う土留め

してもらいました。

をやっています。木材はまあまあもっているけども、鉄

道畑●今のソイルセメントだと現地で敷き均したり、混

柵は水の関係かなんかで一年でぼろぼろになって、それ

ぜたりしますが、ソイルコンクリートはどのように施工

で、ソイルコンクリートをやってみよかということにな

するのですか？

って、今やっている最中です。水を使わずに、現場で空
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練り状態で混ぜなさいと言っています。それで結構強

る。海へは流れていない。時間が制約されて縦断測量

度も出てきますしね。それで背後のスペースにちゃんと

するのでもダーッとかけ足でね。３ｍか４ｍかのフトン

草本が自然に入る。入るやつはちゃんといるんです、オ

籠による谷止めえん堤をつくりなさいと、２渓流に５基

ナモミとかオオフタバムグラが入って毎年水位が下が

ずつ計画したかな。

ってくると発芽して生長する。

緑に関係ないように見えるけど、結局はそれが緑のも

比留間●ネパールで蛇籠の床固工を作ると、堤体内を

とになるのですよ。どんなところでも、縦侵食を受けて

水が流れるので、どうしても前庭部や基礎部が洗掘とか

いる沢があれば両岸の斜面崩壊が収まらなくて、いくら

吸出しをうけて、基礎地盤がなくなってダムが壊れてし

上部の裸地に対策しても崩れてしまうのが明白で、下部

まうという例が非常に多く見られました。それで、下の

（谷の下刻）を止めないといけない。それが砂防の本来

前庭部と基礎地盤の2ｍくらいの深さでセメントを混ぜ
てみたことがあります。

の姿だから。それを計画してもらっています。
それから、勾配が緩ければ、いくらラテライトでも自

大手●いちばん最初に1979年に芦生でやったやつは、

然復旧しているんですよ。ヤギがいなければ。ごく限

2004年に小笠原に行ってやっています。

られた所の禿しゃ地だけが手当てしてやる必要があり、

小笠原諸島の聟島（むこじま）
列島といういちばん北

そこでは、ネット張ったりいろいろとやっていますよ。

側の列島の真ん中に媒島（なこうどじま）
があって、そこ

今はもう現地のシマスズメノヒエというイネ科の植物

でやったんです。媒島は表土が完全にラテライト化し

がたくさん生えています。

ている。なんでこうなったかというと、無人島化したと

比留間●それは在来種ですか。

きにノヤギを放置した結果、増えて増えて植生を食い尽

大手●そうです。

くしてしまった。500何頭かいたのを全部駆除したけれ

比留間●もともとかなり太い木が生えてたのですか？

ど、それでも裸地化した後は植生が回復せず、スコール

大手●タコノキとかビロウヤシだとか亜熱帯性の木が

が来て、風化した岩盤を流下して赤い土が流れている。

あった。それが全部壊れてしまってね。

それは砂防の観点からはあかんと思ったわけです。

道畑●土層は厚いですか。

この島は、父島から北へ２時間ほど漁船で行かないと

大手●土層は厚いですよ。ブロックでバサッと落ちる

行けなくて、漁船も仮桟橋には接岸できず、上陸にはボ

ような感じです。

ートを使うしか渡航手段がない。重い機材や大量の資

道畑●ヤギが入るだけでこんなに荒れてしまうんです

材はとても運べない。
「現地の土を使わなくてはならな

ね。

いだろうから、それを使うためにセメントを混ぜなさい、

大手●狭いからね。最近の大峰の弥山でも、トウヒの林

10％くらいで十分ですから固まりますよ」といってソイ

が全部シカに樹皮を食べられて、枯れているからね。

ルコンクリートをやることになりました。

道畑●ちょっと前大台ケ原でも同じようなことを聞き

河口に入り江があって、そこから上陸するのだけれど

ました。

も、そこの湾全体が（赤土の流出で）
真っ赤になっている

大手●そういう状況だからシカを減らすというような

のですよ。私が行ってる４年くらいで、谷止めえん堤つ

話が出てくるわけです。斜面についても、本来の砂防の

くったら、海の色が真っ赤だったのがおとなしくなって

やり方で、緻密にしっかり下から土砂を止めていけば自

きた★４。

然に回復すると私は言っているけど、それでは追いつか

道畑●完全に表土が無くなっていますね。

ないということで、何とか近代的な工法をしようと思っ

大手●なくなってしまっている。

ているようだけど、それは私は間違いだと思う。

父島の宿から通うのですが、現場では数時間ほどしか
時間がないのですよ。朝島に渡って、帰りは迎えの漁船

3

田上山腹工の成功

が昼の２時半くらいに来る。当時農工大の学生さんた
ちと一緒に、ベニヤ板を練り台にしてソイルコンクリー

比留間●もちろん、そういう工法を使ったほうが早期に

トを作り、土のう袋に詰めて高さ0.8mくらいのダムを

全面的に（侵食の進行を）
抑えられるのでしょうが、果た

作りました。今は埋まってしまって分からなくなってい

してそこまでのものが要るのかと考えると、ある程度、
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自然にまかせるというような面があってもよいというこ

らなかったということでね、何とかしないといかんとい

とですね。

うことで、日本の人たちに懸賞を出したそうです。そ

大手●そうですよ。それがやっぱり砂防本来が昔から

れでその当時、京都府の技師だった市川義方さんが考

やっている通り、積苗工なり、土留工なり、地道にやる

えだしたのが積苗工です★５。当初の積苗工は芝を積ん

ことが必要という話ですよね。

で斜面を緩くしてその背後に苗を植えなさいというも

比留間●斜面上部だけを重点的にやるのではなく、下

のでしたけれど、それだったらいくら芝があっても足り

から地道にやっていかないと厳しいですね。

ないということで改良したのが今の現在の積苗工です。

大手●そうです。そのためにここ（媒島）
では、材料がな

芝の数が無制限でかえってよくないと、田上では藁も使

いから何を使うかということだね。土留めをつくるのに

う、芝も使うということになってきた。結局、標準の積

石がないから土のうにソイルコンクリートを詰めて石の

苗工は、まず、法切をして、法切のとこに切り芝を、5枚、

代用にした。

その背後に土を埋めて、藁束を伏せて苗木を植えなさい

比留間●土留めはガリーの底に必要と思いますが、先ほ

という風になった。法切をして植生の生えるスペース

どの芦生のようなことを丁寧にやっていかないと。

をつくろう、地山へ根っこが行かないのだけど、それを

大手●そうそう。おさまりませんよ。

工夫して成功した。

比留間●斜面上部にネットをかけたりするのも必要な

それともう一つは、ヒメヤシャブシの育苗に成功した

のでしょうね。

というのが大きな転機となったんです。これは「淀川百

大手●途中で上部だけやっても意味をなさんと言って

年史」
（建設省近畿地方建設局）
に載っています。だか

いるのですよ。下からやらないとね。

ら砂防の教科書に載ってる「砂防山腹工」のやり方は、

比留間●遷急線のところをカバーしようとしている工

まず始めに法切をしなさい、法切の角度はだいたい30

事が見られますが、
（谷部が安定していかないかぎり）
お

度に切ってその余った土は下に盛るというのが一つの手

そらくなかなか遷急線のところは安定しないのでしょ

段ですよね。30度以下にすると土の移動が起こりにく

うね。

いということ、そして高さ150cmくらい毎に階段を切っ

大手●そうそう。そういう考え方をあまりしないね。や

てスペースを作って積み上げる、そしてその背後に1ｍ

りやすいとこだけをそうやって対策しないでね。ガリー

くらいの幅の緩やかな勾配にするんです。植物は地山

になっているところは一つ一つ止めていかないといけな

斜面に生やそうと考えていないんです。積苗工の裏側の、

い。

盛って整形した緩斜面に植物を生やそうというやり方

それから、田上山の話ね、最初はデレーケさん（ヨハ

で、これは現代でも通用する方法の一つです。要は斜面

ネス・デレーケ）
の話に尽きるのだけども、オランダの

表層の土の移動を止める基礎工法が「山腹工」です。こ

人たちは海岸での堤防の話がもともとは専門でね、山に

れなくしてはなかなか上手くいかないことを言いたいで

来たのは初めて見たんやろうけど、デレーケさんも、現

すね。だからきつめの勾配でもよいんですよ。ただ、そ

地に来た時、禿しゃ地ですからどうやったらいいかわか

の積苗工の裏側にたとえ50 ㎝でもスペースができれば
そこは植生の生育できるスペースになります。そのス
ペース作りが山腹工のひとつの勘どころです。
この当時は早く緑にしなきゃということで（播種では
なく）
苗木を使いました。初めはアカマツの苗を用いた
が活着が良くないとのことで、
「クロマツ」が用いられ、
「ヒメヤシャブシ」
を混植することを思いついたわけです
が、これがなかなかよいコンビです。ヒメヤシャブシの
育苗が出来るということは画期的だったんですが、実際
はヒメヤシャブシなりの種をどこかから採ってきて蒔い
てもいいわけです。周りがそういう状況で落ち着いてく

ヒメヤシャブシ（カバノキ科）

れば、そこへ必ず自然の植生が侵入してくる。そういう
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ものなんです。

始まった。どういうことかというと、ヤシャブシが大き

というふうに、市川さんが最初考えたことがきっかけ

くなりすぎてクロマツが被圧されるので、ヤシャブシを

になって、山腹工が始まった、と私は記憶しているわけ

剪定してやる。それともう一つは植えたクロマツの成

です。

長を促進するために、
植えたクロマツに追肥をしてやる。

とはいえ、明治期は積苗工を施工しても、なかなか斜

クロマツはだいたい海岸の砂地のものなので、山にもっ

面全体の植生は回復しなかったんです。なんでうまく

てくると成長が遅いのは当たり前で、山はアカマツの天

いかなかったかといえば、この積苗工と積苗工の間の中

下ですから、クロマツを追い越して、クロマツは陰にな

間斜面を、当時は何も処理をしなかったんですね。積苗

ってしまうと枯れてしまうと、それで、今はアカマツ林

工の落差が1m50cmくらいある。これは冬に凍上して

になりつつある。ところが、今度は、アカマツ林になる

土砂が落ちて灰燼に帰してしまった。それが一つの大

と、さきほどの積苗工のスペースにだけ根を張るわけや

きな失敗で、それに気づいたのが、何年だったか忘れま

ね。そうすると（樹高）
５ｍくらいではいいけれども、10

したが、法面を処理するという改良が試みられることに

ｍ以上になると、地表の部分と地下の根系の部分とバ

なり、一つが斜面を藁で伏せる（藁伏工）
、もう一つはそ

ランスが取れなくなって風が吹くと倒れやすくなる、と

れの間に種を直に蒔く方法（播種工）
でした。

いう問題が発生する。

1955以降かな、藁伏せをするようになって落ち着い

それからもう一つはね、アカマツの林ばっかりなって

てきたわけです。一筋だけでも効果があってね、それだ

しまうと、林床に松葉がたまる。

けではもったいないということで、メドハギやエニシダ

比留間●他の植生が侵入しにくくなる。

の種を播いたんだね。その法面が落ち着いて土砂が止

大手●そうそう。そういう問題が解決できていないん

まるようになり、植えた苗木が成長するようになった。

です。

だから結局は植えるスペースをつくることが重要です。

比留間●クロマツは風に対して強いのですか？

それから凍上だけは、
年に30回〜50回以上有るからね、

大手●それはそれほど強くない。しかしそれほど成長

その度に1ミリずつ土が持ち上がって、春に工事用道路

しませんから。アカマツは積苗工のスペースに根っこ

を上っていくと側溝にいっぱい土が溜まっていて、それ

を張ると、やっぱり浅いですからね。直根性の根っこだ

を掃除しなければならない、大変な場所もありました。

といってもなかなか入ってくれません。そこに台風がく

それが現在のような積苗工になって、田上山腹工は成

るので、田上ではアカマツの倒木が多いです。

功するようになったと聞いております。

比留間●田上山では極相林は松の植生になるのですか？
大手●そうですね。それは先駆植生の段階で極相林に

4

植生回復への試行錯誤

は程遠い状態ですから、アカマツばかりになりやすいで
すね。それで松葉をかいてやったらどうなるかとか、い

比留間●最初からそういうやり方があったということ

ろいろ試験やったことがあるんですよ。松葉はひどい

ではなく、それなりに試行錯誤があったということです

ところでは10cmくらいたまるのですよ。それで、せっ

ね？
大手●そうですね。それがあってやっぱり問題は土が
移動することであると、移動の原因はいろいろあるが、
凍上だけは気がつかなかったという面がありますね。そ
れに対する対応策がさっきあったように、筋状の播種工
であったりと、
現在は播種工と筋の併用でやってますね、
それで上手くいくようになったけど、そのあとの問題は
まだあって、クロマツ林ができると今度はアカマツが自
然に侵入して、アカマツ林に交代していく。それで友松
さん（友松靖夫・前(財)砂防・地すべり技術センター理
事長）
が琵琶湖工事事務所にいた頃に保育工というのが
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アカマツ（マツ科）

かく種が飛んできて梅雨の時期に芽が生えて実生がで

混ざり具合を見たときに、高木種があったり、亜高木種

きるのですけど、根っこがその下の土に届かないうちに

があったり、低木種があったり、草本種があったりと、

夏がきて枯れてしまうわけです。そういう問題が今まで

そうゆう多様性のある森を作ることがいちばん土砂流

見過ごされてきているんです。緑にすればいいというだ

出には有効です。現在あるニセアカシアの林は単一の

けの話とは違うんですね。

植生になりやすいから、これはあまりよくないですよと

比留間●持続的に世代交代が行われるためには混交林

いうのがグリーンベルトの整備上の認識です。多様性

のほうがいいのでしょうが、混交林にしても、何かしら

というのは、同じ林地にどれだけカバーが2重3重にあ

の保育をする必要があるというということですね。

るかということで、土砂流出の観点では一つの目標にな

大手●先駆植生がある程度成熟して土壌が形成されて

るんですよ。

くると、やっとこさ陽性の樹木が入ってきますが、陽性

たとえばいちばん上の高木種が風で倒れても、あと中

の樹木はどういうものがあるというと、アカマツであっ

低木がカバーしてくれますよ、とそういう意味も含まれ

たりコナラであったりする。ヒメヤシャブシを植えると、

ていますからね。そういう意味で階層構造をもった林

先駆植生をつくる一つのきっかけになることは事実や

をつくりましょうというのが六甲のグリーンベルトの焦

ね。クロマツは、その次の陽性の樹種になるはずが、思

点になっているわけです。現在の林は既に二次林にな

うように大きくなってくれないので、アカマツに取って

っていて、次の段階の植生を目指すと六甲の場合はうた

代わる。これは自然の姿ですが、アカマツが優先して天

っているわけです。本来は、それから何百年か経ったあ

下を取ってしまうと、アカマツばかりの林になってしま

との極盛相に持っていくべきだけれども、極盛相なんて

います。普通だったらツツジが入ってきたり、ソヨゴが

とてもわれわれの世代から考えたらほど遠い話で、その

入ってきたりしますが、それが侵入できない状態になり

手前の陽性の高木種の林を作るのが、われわれの精一杯

つつあるのは困る問題です。それでまた風が吹いたら倒

の努力目標なんですね。そういう問題を追及している

れてしまって、また元の木阿弥で一からになってしまう

ことを市民の人たちに広めていかなければいけません。

可能性が高い。そういうことで、今現在は広葉樹植え

牛伏川ではニセアカシア林の植生転換を進めていま

てますよ。松にこだわってはいけませんよ、ということ

すが、ニセアカシアは根っこに窒素分を固定するわけで

ですね。真の植生回復とは、ある一定の種がたくさんあ

すよ。それをねらってイネ科の草本がびっしり生える。

って、それが有機的に交互に交代していくということで

それが六甲の場合はニセアカシアの周りにササがびっ

す。

しり生えるのですよ。そうすると、さっきの松葉とい
っしょで他の植生が侵入しにくい環境になってしまう。

5

「緑化」の目標は何か

これが永続性にとっていちばん大きな問題です。土砂
流出に対しては一次的な効果はありますけど、ササとい

道畑●土砂流出の観点からは、当初の目的はまずは達

うのはびっしり根っこが頑丈に入ってますよね、それが

したと考えてよいのでしょうか。

平坦地ならそれで十分効果ありますけど、40度近い斜

大手●まずは。それが長続きするかどうかは別ですよ。
カバーしているということは効果はあるんですけど、そ
れが永久に長続きするかといえば、そうは考えにくい。
比留間●永続性を考えるうえで大切なことは、一つは
持続的に交代していけるか、もう一つは、多様性でしょ
うか。
大手●多様性といいますかね。たとえばね、今六甲で
グリーンベルトの整備をやっているでしょう。なぜそう
いうことをやるのかというと、まず第一に土砂流出のこ
と考えてですが、その山の斜面から土砂流出を抑えるに
は単一の植生ではだめですよと言っています。植物の

ニセアカシア（マメ科）

SABO vol.94 Apr.2008

25

面になりますと今度はかえってすべる可能性が高い、崩

生の時代だけを目標に考えているのか、次世代の植生を

壊する可能性が高い。とくに六甲の場合花崗岩ですか

確実にするまでなのか、どちらがいいですかということ

ら、勾配変化点、尾根筋から少しさがった変換点から崩

を、決めないとその後の方針が立てられず困ってしまう

壊する。1974年の崩壊は全部それです。それで危険で

わけです。先駆植生の時代なら吹き付けでよいし。そ

すよというふうに言われているわけですね。だから、な

やから、緑にするという意味は、早く緑にしさえすれば

るべくなら多種多様性の林にしたい。ササはちょっと

いいというのか、植物群落を造成してそれが永久的につ

くらい生えていてもいいんですよ。だけど、一面にびっ

ながっていくのか、どっちがいいのか、維持管理の問題

しり生える状態にはなるべくしないようにという考えは

も含めて事業者は真剣に考える必要があるでしょう。

整備事業の柱の一つになっています。現在ササのとこ

また施工に関しても、何もひとまとまりの工事ですべ

ろどうしているかというと、ある一定の幅員で刈り取っ

て行う必要は必ずしもない、と思います。そうしないと

て、そこに苗木を植えています。

ね、
樹種によっては植える時期の問題が出てくるんです。

比留間●それはコナラなどの林をめざすための帯状更

いつも予算年度の関係からいちばん寒い時期に植える

新ですか？ ササが他のものにくらべて育ちやすいとい

ことになり、結果的に失敗する事例が多いのが残念な気

う条件にあると思うんですが。

がします。基礎工を先につくって土砂移動を止めたら、

大手●それはそう。ニセアカシアがつくってくれた窒

2〜3年観察してくださいよとも思っています。自然に

素分であると。

植生回復すればよし、これはもう何も生えてこんから植

比留間●そうするとほっておくと、広がっていきますよ

えますよといって、それで適宜春の時期に植えるなら活

ね。ですから、ニセアカシアをコナラなりに帯状更新な

着率もはるかに向上して成功するだろうと思っていま

りで序々に交代させてやると、ニセアカシアの付近はサ

す。そのためには予算執行の問題を今より柔軟に考え

サになるかも知れないですが、そうでないところでは別

ていただきたいですね。

の種類のものが生育する可能性が出てくるわけですね。

比留間●いろいろ貴重なお話を伺って参考にしていき

大手●養分がなくなってくるので、ササ自体も衰えてく

たいと思います。本日はお忙しいところ、長時間にわた

るわけです。もう一つは日陰になりますよね。ニセアカ

り、ありがとうございました。

シアの林は日照は林床に届くんですけど、コナラだとか
がササの上を覆って日陰になると、ササは陽性の最たる
ものだから、衰えてきます。
植物の世界というのは光の争奪戦ですからね。光の
争奪戦で日の当たるところでしか育たない植物がわり
と多いんですよ。それで、
日陰でも育つ植物といったら、
極盛相の構成種になってしまうわけです。シイとかタ
ブだとか。そういった種は、真っ暗のところでも発芽し
て成長していく能力をもっているわけだから陰樹と呼
ばれています。で、コナラとかアカマツとかは、日光が
当たっているところでしか発芽できないから、陽樹とい
う。だから、われわれは陰樹を育てたら一番いいんです
けれど、なかなかそこまでは到達できない可能性が高い
んで、陽樹の最終的な樹種であるコナラの林をめざしま
しょうというのが六甲グリーンベルトの目標なんです。
結局、
「緑化」という問題は何を終着点とするか、いつ
までも引っ張っていくわけにはいかん、ある程度どこか
で一貫した目標を決めることが必要です。緑にすると
いうこと、緑だったらよいとするいわゆる先駆世代の植
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コナラ（ブナ科）
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、1996
２ 大手 桂二：
「ソイルコンクリートの研究Ⅰ」
京都府立大学
学術報告 農学 第20号、1968、P68-77
３ 大手 桂二：
「自然土壌を材料とするコンクリートに関する研究」
1978、学位論文
「媒島植生回復調査報告書」
４ 東京都小笠原支庁：
５ 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所：パンフレット
「瀬田川砂防田上山の山腹工」
★写真出典
国土交通省木津川上流河川事務所 監修大手桂二・冨田靖男：
「木津
川上流域の生きもの〜自然環境ガイドブック〜」
、2006
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土石流・流木対策の
技術指針に
関する講習会報告
( 財 ) 砂防・地すべり技術センター 企画部

12 月 11 日（火）
、砂防会館別館シェーンバッハ砂防（東京都

谷理事長の開会挨拶の後、国土交通省砂防部保全課渡保全調整官

千代田区）において、平成 19 年 3 月に公表された「砂防基本計

から挨拶を頂きました。また、講習会最後には国土交通省砂防部

画策定指針（土石流・流木対策編）
」および「土石流・流木対策設

保全課近藤課長補佐から、指針を使うに当たっては表面的な記述

計技術指針」に関する講習会を開催致しました。本講習会は，財

に縛られず、現場をよく見て技術的な判断をするようにという重

団法人砂防・地すべり技術センターと社団法人全国治水砂防協会

要なご指摘も頂きました。指針に関する基本的な考えは国土技術

の主催、国土交通省の後援で，公益事業の一環として民間コンサ

政策総合研究所危機管理技術センター 砂防研究室水野主任研究官

ルタントなどへの砂防技術移転を目的として開催したものです。

に説明して頂き、具体的な設計例は当センター砂防部嶋技術課長

参加頂いた方は、国土交通省・都道府県、公益法人・民間企業

代理から説明しました。以下は（財）砂防・地すべり技術センター

等より 547 名に上りました。開催に当たっては、当センター池

の企画部によって、まとめたものです。

なお、現在、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のホームページ（http://www.
nilim.go.jp/lab/rbg/faq.html）
で本指針に関する質問の受付及び過去の質問と回答の公開をしています。そちら
もご参照下さい。また、次号のSABOにおいて、講習会及びその前後に受け付けた質問と回答について詳細を掲載
する予定です。
解説
1

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の解説
ついて解説したものである。この改定を受け、従来の土

水野 秀明
みずの ひであき

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

石流対策指針（案）
及び流木対策指針（案）
、透過型砂防
えん堤技術指針（案）
に策定後蓄えられた知見を元に改
訂を行ったのが土石流・流木対策設計技術指針である。

砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）
改訂の
主なポイントとして以下の点があげられる。
2004年に改訂された「河川砂防技術基準」において、
砂防基本計画は、生産源から海岸部に至るまで有害な
土砂移動による被害に対する「水系砂防」
、土石流によ
る被害に対する「土石流対策」
、土砂移動に伴って流動
する流木による被害に対する「流木対策」
、火山現象に

1 計画捕捉量【2.6.2】
と
計画発生（流出）
抑制量【2.6.4】
（＊【 】内の数字は砂防基本計画策定指針（土石流・流
木対策編）
解説内の章・節番号を指す）

起因して発生し広範囲・長期に影響を及ぼす被害に対

土石流・流木処理計画で、除石計画で確保した量を

する「火山砂防」
、頻度は少ないが発生した場合には甚

計上することが大きなポイントである。また、土石流・

大な被害をもたらす可能性が大きい天然ダムの決壊な

流木捕捉工の型式（透過型、不透過型、部分透過型）
ご

どによる被害に対する「天然ダム等異常土砂災害対策」

とに施設効果の計上方法の説明を行った。

に分類されることとなった。
砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）
は、こ
のうち直接的な被害を及ぼす土石流対策、流木対策に

2 計画流出土砂量の算出方法【2.7.1】
計画流出土砂量の算出方法は、
「流域内の移動可能土
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砂量」
と「計画規模の土石流によって運搬できる土砂量」

点より上流の渓床及びダムサイト下流各々200m間の

を比較して小さいほうの値を用い、土石流のピーク流量

渓床堆積物を踏査し、100個以上の巨礫の頻度分布を調

の算出に用いる「 1波の土石流により流出すると想定さ

べ、累加曲線の95％程度をもって最大礫径とする」とし

れる土砂量（Vdqp）
」と異なることを説明した。

ていたが、改訂後は、
「最大礫径は、砂防えん堤計画地
点より上流および下流各々200ｍ間に存在する200個以

3 計画流出流木量の算出方法【2.7.2】
流出が予想される流木量の算出方法について説明を

上の巨礫の粒径を測定して作成した頻度分布に基づく
累積値の95 ％に相当する粒径とする。
」となっているな

行った。

どの変更点についての説明を行った。

4 土石流ピーク流量の算出方法【2.7.3】

2 水通し断面【2.1.3.2(1)および2.1.4.3(1)】

土石流ピーク流量を算出するにあたり、従来は降雨

水通し断面を求めるにあたり、不透過型砂防えん堤

量に基づく算出方法も用いられていたが、改訂された指

は設計水深に余裕高を加えることを原則とし、部分透

針では「 1波の土石流により流出すると想定される土砂

過型砂防えん堤と透過型えん堤は余裕高を考慮しなく

量（Vdqp）
」に基づいて土石流ピーク流量を算出し、実

てもよい。地形などの理由により水通し断面を確保で

測値がある場合で別の方法で推定できる場合にはその

きない場合で袖部を含めた断面によって対応する方法

値を用いてよいとの説明を行った。

について説明した。

5 土石流の流速と水深の算出方法【2.7.5】

3 非越流部の安定計算

渓流の横断形状に合わせた土石流のピーク流量時の
土石流の水深と流速を求める方法について説明を行っ
た。

【2.1.3.3(1)、2.1.4.4、2.1.5.4】
非越流部の安定計算について、各型式において考慮
の必要な設計外力を説明し、また、安定計算の方法を説
明した。

6 透過型・部分透過型の種類と配置【3.3.1.3】
透過型・部分透過型えん堤は、平時には閉塞されず

4 袖部の破壊に対する構造計算【2.1.3.3(2)】
例を示し、袖部の破壊に対する設計手順を説明した。

に容量を確保し、計画規模の流出が発生した時には確
実に閉塞させる機能をもつことが重要である。この目
的を達成できるよう、配置・設計上の留意事項、透過部

5 前庭保護工【2.1.3.4】
前庭保護工の設計に当たり留意する点を説明した。

断面の構成部材に関して説明を行った。
6 透過部断面の設定【2.1.4.3(3)】
土石流・流木対策設計技術指針の改訂の主なポイン
トとしては以下の点が挙げられる。

確実な土石流の捕捉を行うため、部位ごとに開口部
間隔の設定方法を説明した。また、模型実験の映像に
より適切な間隔の効果を説明した。

1 設計水深【2.1.3.1(4)】
（＊【】内の数字は土石流・流木対策設計技術指針解説
内の章・節番号を指す）
設計水深を求めるに当たり、不透過型砂防えん堤は、

説明後の質疑応答では、複数渓流が合流する場合や
火山地帯での流出土砂量の算定法について、また土石
流の流速を算出する場合の渓流断面位置の設定方法、

①土砂含有を考慮した流量に対する越流水深の値、②

流下幅の最大値の目安などについて多くの質問がよせ

土石流ピーク流量に対する越流水深の値、③最大礫径

られ、水野主任研究官から回答を行った。

の値、の内最も大きい値、透過型えん堤は上記②と③の
内で大きい値とすることについて説明を行った。
また、従来は最大礫径を求めるにあたり、
「土石流と
して流出されると予想される土砂の粒径をダム計画地
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解説
2

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
策設計技術指針に基づく計画 ･ 設計事例の解説
により流出すると想定される土砂量と、その推定に必要
な想定土石流流出区間の考え方を示し、土石流ピーク

嶋 大尚

流量等を用いた水通し断面の設定方法についての説明

しま ひろなお

を行った。

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防部 技術課長代理

Step2:透過部断面・本体（基礎）
・袖の設計
最大礫径D95 を用いた透過部断面の設定方法、礫と流
木の衝撃力を考慮した袖部の断面形状を求めるための

流域面積0.12 ㎢の仮想渓流を用いた指針に基づく具
体的な計画・設計事例の説明を行った。

説明は以下のような順序で、図面や具体的な計算事
例を交えながら砂防基本計画の策定手順を解説した。
Step １:計画で扱う土砂量等
計画流出土砂量
（計画流出土砂量・計画流出流木量）
、

せん断強度、許容圧縮応力度・許容曲げ引張応力度の
考え方について説明した。

・不透過型砂防えん堤
Step1:水通し断面の設計
不透過型砂防えん堤の場合は、透過型に比べて水通
し断面の設定には「土砂の含有を考慮した流量」も考慮

計画流下許容量（計画流下許容土砂量・計画流下許容

する必要があることと、余裕高の考え方についての説明

流木量）
、土石流ピーク流量の設定方法の説明を行った。

を行った。

Step2:土石流・流木処理計画

また、
「土石流ピーク流量に対する越流水深」あるいは

計画流出量，計画流下許容量，計画補足量・計画堆

「最大礫径」によって水通し断面を決定する場合で、地

積量・計画発生（流出）
抑制量を用いた土石流・流木処

形などの理由により水通し断面を確保できない場合の

理計画の策定の基本についての説明を行った。

設計水深の考え方についても説明を行った。

Step3:土石流・流木対策施設配置計画

Step2:本体（基礎）
・袖の設計

除石を考慮した砂防えん堤（透過型・不透過型）
の計

透過型砂防えん堤と同様に礫と流木の衝撃力を考慮

画流出量、計画流下許容量、計画補足量・計画堆積量・

した袖部の断面形状を求めるためのせん断強度、許容

計画発生（流出）
抑制量と土石流・流木対策施設配置計

圧縮応力度・許容曲げ引張応力度の考え方について説

画についての説明を行った。

明した。

Step4：除石計画策定

Step3:前庭保護工の設計

除石（流木の除去を含む）
計画の考え方および平常時

本事例の場合、不透過型砂防えん堤を設置した場合

および緊急時などの除石の実施時期についての説明を

には、流木止めが必要となったため、前庭保護工の考え

行った。

方を示した。

設計については以下のように砂防えん堤の型式ごと
に段階を踏み、図面や具体的な計算事例を交えながら
土石流・流木対策設計技術指針に基づく設計手順を解
説した。

・透過型砂防えん堤
Step1:水通し断面の設計
土石流ピーク流量を算出をするための、１波の土石流

SABO vol.94 Apr.2008

29

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 10
技術名称

ＫＴＢ・荷重分散型永久アンカー工法
審査証明取得日： 平成 16 年 12 月 24 日
審査証明取得会社：株式会社ケーティービー、黒沢建設株式会社
技術の詳細に関する URL KTB 協会：http://www.ktb-kyoukai.jp/

技術の特徴・概要
ＫＴＢ・荷重分散型永久アンカー工法は、複

構造安定に非常に優れた永久アンカーです。ま

数の耐荷体を設け荷重を分散させる画期的な構

た、テンドンに全素線エポキシ塗装 PC 鋼より

造を、世界で初めて実現した永久アンカーです。 線（ＳＣアンボンド）を使用することで、長期に
荷重を分散することで荷重の局部集中が避けら

わたる耐食性、耐久性がより一層向上しました。

れ、
グラウトにひび割れが生じません。そのため、

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
KTB アンカー + オクトフレーム施工写真

アンカー施工中

施工後半年経過

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
従来維持管理に使用する荷重計には、市販さ

ネジ付アンカーヘッドと一体化することにより、

れているものを使用してきました。しかし、頭部

通常の頭部キャップがそのまま使用できる安価

が非常に高くなるため、頭部キャップも特注品

で景観の優れた「ナットゲージ（仮称）
」を現在

になるなど高価で景観も悪いものでした。
そこで、 開発中です（H20 年 4 月予定）
。

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
荷重をアンカー体長全体に分散することで、一
局集中型（引張型、圧縮型）にくらべ、周面摩擦

応できます。
テンドン構成が簡易であるので、削孔中に定着

抵抗値
（τ値）
の低い地盤にも確実に定着できます。 地盤を確認しながら現場で加工組立が容易にで
テンドンが軽量でフレキシブルであるため、扱
いやすく、足場上などの狭い場所での施工にも対
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きます（テンドンの加工は、工場でも現場でもど
ちらでも対応できる）
。

技術審査証明 11
技術名称

スパイラル補強圧縮型永久アンカー
（Super MC アンカー : 荷重分散型）

審査証明取得日： 平成 17 年 3 月 28 日 審査証明取得会社：ケミカルグラウト株式会社他 8 社
技術の詳細に関する URL http://www.chemicalgrout.co.jp/technical/anchor/supermc.html

技術の特徴・概要
Super MC アンカーは、安定したアンカー支

うに工夫された合理的な設計により、アンカー

持機構と施工性を追求して生まれた画期的なグ

性能、施工性および経済性を著しく向上させま

ラウンドアンカーです。耐荷体直下をスパイラ

した。

ル筋で補強し、複数の耐荷体をセットできるよ

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

現場での加工状況（ℓ＝66.5ｍ）

アンカー長を決定するためのスライム採取状況

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
・当初、耐荷体内に防錆油を充填するためグリス

先に防錆油を充填し、グリスニップルに替えて

ニップルを装着していました。しかし、テンドン

ボルトで締付ける方式を採用しました。

挿入時にグリスニップルが破損するという事態
が起こりました。そこで、これを解消するために

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
・引張り型アンカーとは異なり、アンカーの負

・アンカー定着層の位置が変化しても、現場

担する耐力を複数個の耐荷体を用い分散させる

加工が容易なので長さや構成の変更に迅速に対

ことで安定性の高いアンカー支持力を得ること

応できます。

ができます。

・頭部背面部の構造は水密性に優れています

・スパイラル補強筋の拘束効果により、スパ （頭部背面部密閉性確認試験では、圧力 1.0MPa
イラル補強筋内部のグラウト強度が増大し破壊

までグリス漏れや水の侵入がないことを確認し

に至りません。

ています）
。
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１
はじめに

寛文6（1666）
年江戸幕府は「諸国山川掟の令」を発布
する。本格的な砂防目的の法令と言われているもので
ある。一方、この令が何故この時期に発布されたのか、
誰が考えたのか、
その効果はあったのかなど具体的に
「諸
国山川掟の令」
について整理されたものが見あたらない。
土砂災害の防止を目的として江戸幕府は法律として
の「山川掟の令」を発布し、組織としての「土砂留奉行」

諸国山川掟の令と
熊沢蕃山

を設置した。また、予算面からも確かに土砂災害対策
を実施している。
まさに現代と同じように法律、組織、予算と言う面か
ら防災対応を行っていたのである。その意味において
も江戸幕府に法律、組織、予算をもって対策を実施せ
ざるを得なくなった土砂災害とはどのようなものであ

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

ったか大変興味のあるところである。
そこで砂防史上重要な法律の一つ「諸国山川掟」の令
を基に、その背景について調べた結果を筆者の推論を含
め紹介するものである。

2
諸国山川掟の令

砂防に関する江戸時代の法律「諸国山川掟の令」につ
いてまずは紹介することにしよう。山川掟の令は寛文6
年当時の老中4名の連名で出された令である 図‑ 1 。
この令は大石慎三郎★１により次のように解釈されて
いる。
一、近年田畑の開発があまりにも進みすぎて、草木の根
まで根こそぎに掘り取ってしまうため、風雨がある
とすぐ土砂が河川に流れ込んで河床が高くなり、流
水が円滑を欠いて洪水になるので、今後草木の根ま
で掘り起こすことを禁止する。
一、河川の上流の山方左右の樹木のないところは、今春
から早速植樹をして風雨で土砂が流されないよう
にすること。
一、前々より川敷の中で河原になっているところを掘り
起こして田畑にしたり、また竹木葭萱などを植えて
川敷きに新しい築出を作るなどして川敷を圧迫しな
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の荒廃田を生む結果となった★１。同時に農業用の肥料

図-1 諸国山川掟の令★1

を山地の草木から得たり、耕作地の増加によりより多く
の人口が養えたことなどから人口増加をもたらし、その
結果生活の中に草木のさらなる使用が増えていった。
特に夜なべ仕事のための照明用の燃料としての松の
根の掘り取りが各地で行われ★２山地を荒らしていく大
きな原因の一つとなった。
このような時代背景は結果として土砂災害を発生さ
せていく。
例えば、淀川水系の諸河川では寛政元（1460）
年頃か
ら洪水・土砂災害が記録として出始めるが、
天正6
（1578）
年から万延元（1860）
年までの282年間には計31回の災
害記録があり、約9年に1回の激しさで住民は災害に見
舞われていたことになる★３。1600〜1700年には土砂
災害が全国各地で発生した記録があげられている。
同じ事は岡山藩でも現実に起こっていた。山林の広
域な伐採と切株まで掘り取っていたことから水源部は
荒廃化していった。そこで岡山藩は承応元（1652）
年に
給人（知行地を持つ家臣）
に次のように指示した★４。
「山林急度はやし置可申候。此外にもはやし候て可然
所は、見立次第林に可申付候」
しかし、2年後の承応3年には岡山城下は大洪水に見
いように。また同時に山中の木立を焼き払って作る
焼畑も今後一切禁止する。

舞われてしまった。
被害は家屋の流失・損壊1455軒、
荒廃した田畑11,660石、

このような令を何故出すこととなったか、当時の時代
背景を考えてみよう。

156名が死亡するという悲惨なものであった★４。
この災害後（明暦2年）にも岡山藩は郡奉行に次のよ

戦国時代末期から江戸時代初頭にかけて大規模な用
水工事が各地で行われた。その結果、我が国の農業は
溜池や灌漑による小盆地的平野地帯及び枝川的小規模
流水を灌漑水源とする谷戸地帯から、大河川の下流域
★１

に展開する広大肥沃な沖積層に移った

。

うな植林の指示を出している★４。
「……郡々随分山を林シ候様ニ仕度候、山の峰より松種
子を植候か能と申候」
これらの災害は開発万能主義がもたらした人災だと
いう考え★１がある。確かに災害の一つの理由として開

時代別の耕地面積を見てみると1450年（室町中期）
頃

発が上げられることは事実だと思う。しかし、当時防災

約950千町歩だった耕地面積が、1600年（江戸時代初

対策が充分発達していなかった事に加え、江戸時代は

頭）
頃には1.73倍に、1720年（江戸時代中期）
頃には実に

全国的に人口が急増した時代であり、城下町を主とす

3.13倍に増加

★１

していることが農業改革の変化を何よ

りも物語っていると言えるだろう。
これらの結果、江戸時代には農業の生産性が向上し、

る都市が形成され、また同時に橋や道路などの公共財が
整備されていった時代でもあった。加えて、特に裸地化
した地域は地質的に見ると土壌層の厚い火山噴出物の

物流を促し、人々の生活の安定化をもたらしていったの

堆積している地域ではなく風化花崗岩地域に多く、そ

である。

こで土砂災害は発生しており、地形的に見ると標高の

一方、江戸時代の新田開発は加速的に拡大するあま

低い里山で土砂災害の発生が多い。すなわち、人口増

り山地を荒らし、また年貢のかからない新田開発に主力

加や開発による被害を受ける場の拡大と保全対象が増

が置かれ古い田畑の管理が疎かになったことから、多く

えたこととともに、自然条件としての地形・地質の因子
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図- 2 江戸時代の工法 飛松留★３
（山腹に穴を掘りマツを植える）

図- 3 江戸時代の工法 石垣留★3
（小谷筋にマツ丸太を横にしき、その上に石垣を積むもの）

も加わって土砂災害が多発したと考えられるのである。
また根本には日本人の「木の文化」に頼る生活様式が存

見運河が開通して、
大阪と京都が舟路によって繋がれた。
地理的に恵まれた大阪は全国経済の中心地となり、

在していたことも相まって山地、特に里山を荒廃させ、

諸国の物産が集散する市場となっていく。それととも

土砂の流出を増加させて土砂災害を発生させていった

にそれらの物産を運ぶための舟運が活発となり、元和5

と考えられるのである。すなわち人災と一口に片付け

（1619）
年、大阪町奉行所の調べによると、2623隻の上

るものではなく、日本という国が有する厳しい自然条件

荷船、茶船が塩屋宗五郎の支配下に置かれ、貨物の市

の下で人口増加と経済的発展過程で経験しなければな

中運搬にあたっていたという★５。

らなかったことと考えられるものであろう。

舟運にとって上流からの流出土砂の堆積は大変迷惑

この他、江戸時代には消費地の都市に生産地の地方

となる。そこで前述の災害対策と同様河道の土砂を堀

から米を初めとする大量の流通がなされるようになる。

削したり、
水源地での土砂留工事を実施するようになる。

このような全国的な物流をになう主役として舟運が用

このように全国的に発生してきた土砂災害を防ぐた

いられた。
淀川でその実態を見ていくと、慶長13（1608）
年に伏
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め、また流通経済を支える舟運の水路を確保するため山
林の取締まりや山地での苗木植付け及び、飛松留や石

垣留などの工法 図‑ 2 , 3 を施工し土砂の流出を防止して、

図-4 熊沢蕃山肖像（複製、閑谷学校資料館収蔵）

山地の緑化にあたる必要が生じてきた。
このような時代を背景とした「山川掟」の令について
大石慎三郎は「従来の開発至上主義政策にストップを
かけたものであって、以降はすでにできている古田畑を
丁寧に管理耕作することによって収穫を増やそうとい
う本田畑中心主義政策に移行していく」と評価した。
これとは別の視点からも山川掟の令を評価すること
ができる。令が発布された1666年頃はその直前まで徳
川家光によって江戸幕府の体制が確立されていった時
期でもあった。そして士農工商の身分制度の確立や田
畑永代売買禁止令の発布など、一般住民にとっては厳
しい制約がなされた時代でもあった。一方で流通経済
が発達し、淀川など重要な河川での舟運の確保も大きな
課題となってきた。
そこに土砂流出などの自然災害が加われば流通経済
にも影響が出る。一方、山地では荒廃が進み土砂災害

「山川掟の令」の
という文章で始まっている★６。また、

が発生して住民の生活に害が生じはじめていた。そこ

効果が充分でないとして貞享元年に通達されたいわゆ

でこれらを防ぐための政策としての令が必要だったと

る「貞享令」はそのタイトルが単に「覚」であるのに対し、

考えることができる。すなわち、山川掟の令は当時の国

1666年の令はタイトルに具体的禁止内容とは異なる
「覚

の農村支配システムの維持と流通経済の進展の過程で

山川掟」という名を用いているのは何故かということ

発生した自然災害に対応する対策として必要な令であ

である。令を全国的に示すこととなっても、
「木根堀取

ったともいえよう。

禁止令」のようにわかりやすい名前の令にするか、一般
的に「覚」としてもよかったはずである。
特に淀川流域のように以前から木根堀取禁止が出さ
3

れていた所とは異なり、初めて禁止令を実行する者にと

誰がこの令を作成したのか、
そして何故山川掟の令なのか

っては「山川掟」より「木根堀取禁止令」のほうが何を指
示されているかがわかりやすい。しかし、1666年には令
の名として「山川掟」が使われるのである。筆者はここ
に一つの意味があると考えた。
当時「山川は国の本なり」と論じていたのは熊沢蕃山

山川掟の令の署名者は久世大和守広之、稲葉美濃守
正則、阿部豊後守忠秋と酒井雅楽頭忠清である 図‑ 1 。
いずれも寛文6年当時の老中として、当時の幕政をと

図‑ 4 であった。

「山川は天下の源也。山又川の本也。古人の心ありて
たて置きし山沢をきりあらし、一旦の利を貪るものは子
孫亡るとや。国こぞりてかくのごとくなれば、天下の本

り仕切っていた人々である。
「山川掟の令」の発布の前にもすでに淀川の土砂災害

源すでにたつに近し。かくて世中立がたし。
」
（
『集義和

対策として山城、
大和、
伊賀の三国に対し、
老中阿部忠秋、

書（補）
』
）
と治山治水が国の基本であることを蕃山は説

稲葉正則、松平信綱の名で伏見奉行、京都町奉行およ

いたのである★７。この蕃山の考え方は、生産を高め経

び奈良奉行あて万治3（1660)）
年3月14日木根掘取の禁

済の発展を図るというのではなく、逆に倹約を勧め農業

★６

止と土砂留のための苗植裁が通達されていた

。

生産を基盤とする自給自足体制に近いものを理想とし

ここでひとつの疑問が生ずる。万治3年の通達には
「覚」

ていたことから、山川掟とは土砂害への対応という共通

等のタイトルがなく、直接「山城・大和・伊賀三カ国…」

の内容を持ちながらもその意図するところは異なってい
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るという考え方もある★８。

★７
図-5『大学或問』

しかし、我が国においては稲作農業を主とする社会
体制が確立されて以来、水の重要性がうたわれ、山の神
や水の神に祈ることがなされた。
『日本書紀』には天武4
（675）
年広瀬、竜田祭の初見がみられ、持統6
（692）
年に
は国司が山や川を祀ることが記述されている。すなわ
ち古代より日本では水と生きる、木と生きるために山と
川の関係が論じられ日本の生活の基本的考え方が示さ
れてきた★９。
当然、熊沢蕃山はこれらのことを知ったうえで水源
涵養と土砂流出防止を考え住民のための治山治水論を
展開したものと考えられる。特に儒学が経世済民とし
て治山治水の精神的高揚を推進していった★３ことや、
山川掟の令が本田畑中心主義政策の推奨という蕃山の
考えと類似する前述の評価を考えると、治山治水の根
本をなす令に当時の幕政をとり仕切った人々が、
「山川
は国の本」を念頭に山川の掟と名付けたと考えることは
そう無理なことではない。
それでは何故に4名の老中が署名した令に「山川は国
の本なり」が用いられたのか。
実は4名の老中と熊沢蕃山とは深い繋がりがあったの

出したのが久世広之かどうかは確認することができな
かったが、少なくともこのようなプロセスで国土の荒廃
に対し、抜本的対応が必要との認識から、蕃山の言う国

である。例えば延宝3（1675）
年2月の蕃山から岡山藩主

の基本となる山と川を守るという「山川掟」という名の、

池田光政の三男政倫への書状を見ると「かねて自分のこ

当時の江戸幕府にとって大変重要な政策が令として出

とを心配してくれている幕府老中の久世大和守に相談

されたものと考えることができよう。

すれば大老酒井忠清、老中稲葉正則なども自分の話を
聞き届けてくれるだろう」という文が送られている★７。

4

蕃山がもともと稲葉正則、久世広之などとは親交があ

令の効果はあったのか

り大老酒井忠清も蕃山を評価していたことがわかって
いる。
特に幕閣の中では最も親交があったのは久世広之で

図‑ 5 は熊沢蕃山の
『大学或問』の記述★７である。山

ある。延宝3年10月蕃山が娘に会うために下野国烏山

川の法度が出来たけれど山はますます荒れ、川はいよい

に旅行した際、蕃山の旅の申し出を幕閣に図って諒承を

よ浅くなる理由が述べられている。
『大学或問』の発行

得たのは久世広之の取りなしによるものとされている。

は天明8（1788）
年とされており、蕃山の死後である。し

また帰途久世広之の下屋敷に7日間滞在したことも明

かし、書かれた内容は、生前蕃山が弟子達に論じられて

★７

らかになっている

。

このような親しい関係は以前からあったようで蕃山
が岡山藩主池田光政に従って江戸に出た慶安4（1651）
年、蕃山の許には紀州頼宣を初め、久世広之らが教えを
★７

請いに出かけている

。

すなわち、この時にも国政について議論し「山川は国
の本なり」を学んだことが考えられる。
これらの事実から「山川掟」という名称を最初に言い
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いたことと考えられるから、少なくとも没年より以前の
1690年ごろまでの状況のもとで論じられたものと考え
て良いだろう。
仮に1690年頃と考えれば、山川掟の令が発令されて
からわずか25年程度しか経っていない時期にあたる。
その間にすでに令の効果は全く見られない状況が述べ
られている。それを物語るように幕府は貞享元（1684）
年3月には再び山川の掟を発布している。

もともと山川掟の令はハード対応とソフト対応から

淀川水系の草津川は天井川としても有名な一級河川で

なっているが、抜根禁止のような住民の行為の禁止事

あった★９が、草津市役所の発行している『年表に見る草

項及びそれを現地の役人が取り締まるというソフト対

津のあゆみ』によると、元文4（1739）
年頃から洪水災害

応には限界があることが示されたものといえる。

（河床が上昇して発生する水害、間接的な土砂災害とい

また、ハード対応としては主に植栽という植物を用い

える）
と川浚えや杭打ちなどの対策のいたちごっこがは

た工法が実施された。植物がそれ自身で土砂流出防止

じまり、安政5
（1858）
年頃まで継続的に災害と対応の記

の効果を出すには、樹がある大きさになり樹冠が充分

録が見られる。

地表面を被覆することが前提となる。すなわちその効

このように、多くの河川で山地の荒廃による土砂災害

果の出現には時間がかかるのである。これらのことも

が明治時代にまで継続して発生している。それはとり

必ずしもすぐに効果が現れなかった理由と考えられる。

もなおさず、水源部が荒廃した河川は前述の諸事情もあ

加えて、
土砂災害対策を現実には農民に強制的に行わせ、

り、長期間不安定で土砂災害の生じやすい河川へと変

★８

その費用も地元の負担があったことを

考えると令の

実行がうまくいかず効果も発現しない一つの理由が理

貌していった証拠でもある。そして、本格的な砂防対策
は明治政府による砂防事業として引き継がれていく。

解できる。
6
おわりに

5
その後どうなったのか

「山川掟」の令は単なる禁止令の一つではなく、当時の
山川掟の令発布後も度重なる災害に手を焼いていた

時代背景をもとに、自然現象による防災面での民生安

幕府は、特に被害甚大な畿内での災害に対し、天和3

定と流通経済の確立を支えるとともに、農業政策の方

（1683）
年、若年寄稲葉石見守正休らを派遣して畿内諸

向づけを変えるまさに国の施策を示した令であったこと

川の巡察を行わせた。そして、災害の原因が山林の濫伐

がわかる。他方、徳川幕府が国の施策として令を出さな

によるものであることを確認して「諸川の水源山林は公

くてはいけないほど、国土特に地方の荒廃が進行し土砂

私の論なく、
その地方をして山地の崩壊土砂を防がしむ」

災害が発生しはじめていた時代であったとも言える。

に至った。このことは赤木正雄をして「我が国砂防事業
★10

名は体を表すとも言われている。
「山川掟」という国
の基本を示す令はまさに山や川を守る砂防の法律とし

の事実上の起源とも云うべき」 こととされた。
しかし、石垣留や鎧留など本格的な土木工法が実施
★９

されるのは文献から見るかぎり18世紀に入ってから
である。

特に19世紀に入ると福山藩（広島県）
で大型の砂留工
事が実施される。

て最も適した名称が使われたと考えて良いだろう。
熊沢蕃山が没して300年余、今まさに国のあり方、国
の本質を考える必要のある時代となっている。もう一
度先人の遺産である「山川掟の令」を見直してみること
もよいのではないか。

これらは何を意味するのかというと、植林による土砂
流出防止効果の発現には時間がかかることから、施工
後すぐに効果の発現がみられない。そこですぐに効果
の見える斜面や渓岸・渓流での、土木工法による小規
模の土砂留工事が実施された。しかしこれでも災害対
応として防災上充分でないところでは、小規模な工法
が大規模なものとなっていったと解釈できる★９。
また、その頃になると技術的にも大規模な土木的工
法による工事も、施工が可能となっていたともいえる。

★参考文献
１ 大石 慎三郎：江戸時代、中公新書、1997年4月
２ 千葉 徳爾：はげ山の研究、そしえて、1991年3月
３ （社）
全国治水砂防協会 ：日本砂防史、石崎書店、1981年6月
、岡山県の自然No.83、1990年1月
４ 吉沢 利忠：熊沢蕃山と森林（上）
５ 淀川百年史編集委員会：淀川百年史、建設省近畿地方建設局、
1974年10月
６ 農林省編：日本林制史資料、津藩、彦根藩、臨川書店、昭和46年
2月
７ 後藤 陽一、友枝 龍太郎：熊沢蕃山、岩波書店、1971年7月
８ 武居 有恒：砂防事業のなりたち、水利科学No.99、1974年10月
９ 池谷 浩：マツの話，五月書房，2006年6月
10 赤木 正雄： 我国 の 砂防事業： 水利 と 土木 第12号、 第2号、
1939年2月
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行事一覧（1 月〜 3 月）

理事会の開催
【平成１９年度第３回理事会】
２月２７日午後、第３回理事会が当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
・第１号議案 平成２０年度収支予算（暫定）
に関する件
・第２号議案 評議員の選出を求める件
第２号議案では、下記「第１７期評議員名簿」の方が選出されました。また、審議終了後、
報告事項として「三宅島における復興支援としての砂防事業」についての説明が行われました。
第17期 評議員名簿 （任期：平成２０年４月２３日〜平成２２年４月２２日）
阿部 勝征

（財）
地震予知総合研究振興会
地震調査研究センター所長

荒牧 英城

（社）
国際建設技術協会会長

中村 浩之

東京農工大学名誉教授

林

林勘市法律事務所弁護士

勘市

藤井 友竝

石川 幹子

東京大学大学院工学系研究科教授

保科 幸二

木村 政生

神宮司庁神宮自然保護委員会委員

森

栗原 淳一

長野県土木部参事兼砂防課長

小橋 澄治

人間環境大学学長、京都大学名誉教授

八木 壮一郎

竹内 俊夫

東京都青梅市長

吉岡 庭二郎

田中

東洋大学社会学部教授

渡邊 純一郎

淳

田村 孝子

俊勇

（財）
河川情報センター理事長
ＮＰＯ法人砂防広報センター理事長
（財）
砂防フロンティア整備推進機構
理事長
前香川県池田町長
長崎県島原市長
（財）
日本気象協会顧問

静岡県コンベンションアーツグランシップ
計17名

館長

協賛（後援）
● 1 月 31 日〜 2 月 1 日 雪崩防災シンポジウム（協賛）
● 1 月 31 日〜 2 月 1 日 第１２回「震災対策技術展 / 自然災害対策技術展」（後援）

STC 短信

平成 19 年
10 月 28 日〜 11 月 3 日

平成 19 年
11 月 20 日〜 27 日

2007 年台・日砂防共同研究「山間地

マカオで行われた「第 40 回台風

における土砂災害軽減に関する国際シ

委員会総会」へ、企画部国際課長

ンポジウム」へ当センター企画部長 万

比留間雅紀が出席いたしました。

膳英彦が中華水土保持学会から招聘さ
れ調査団の一員として参加いたしまし
た。現場視察を含む 1 週間にわたる行
程で、両国間の活発な意見交流が行わ
れました。
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依頼講師

依頼者

講師

月日

（財）
横須賀市生涯学習財団

理事長
池谷 浩

1月11日

（社）
全国治水砂防協会

理事長
池谷 浩

1月16日、23日

（独）
土木研究所

理事長
池谷 浩

2月15日、29日

三宅島人材受け入れ
連携協議会
（財）
土木研究センター

内容

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〜」
第5回 富士山土砂災害対策連絡会
「防災政策プログラム水災害リスクマネジメントコース」

砂防技術研究所長
2月19日、20日
松井 宗廣

三宅島 砂防治山と植生を考える現地シンポジウム

斜面保全部長
綱木 亮介

建設技術審査証明委員会「GTフレーム工法」

2月22日

海外協力・参加

出張先

出張者

月日

内容

ヨルダン

砂防部技術課長代理
池田 暁彦

2月2日〜16日

乾燥地砂防・治水支援計画短期専門家（土石流・施設計画）

グアテマラ

専務理事
近藤 浩一

3月9日〜19日

土砂災害（地すべり）
対策短期専門家

平成２０年度
「
（財）砂防・地すべり技術センター講演会」のお知らせ

例年開催しております「( 財 ) 砂防・地すべり技術センター講演会」を、今年度は下記の通り開催することとい
たしましたので、お知らせいたします。
1. 開催事項

日

時

平成 20 年 6 月 16 日（月）13:30 〜 17:00

会

場

砂防会館別館

シェーンバッハ・サボー（淀・信濃）
（東京都千代田区平河町 2-7-4）

2. プログラム（予定）

１． 開

会

２． 主催者挨拶
３． 来賓挨拶
４． 講

演

⑴「地域の自立と災害復興」
（仮題）片山善博氏
⑵「地域の安全安心と砂防」
（仮題） 松村みち子氏

慶應義塾大学大学院教授（前鳥取県知事）
タウンクリエイター代表

⑶「中越地震後の地域復興と砂防事業」
（仮題）山口真司氏
国土交通省北陸地方整備局企画部企画調査官（前湯沢砂防事務所長）
５． 閉会
なお、詳細および参加募集等は決まり次第、当センターのホームページにて掲載していきます。
ホームページ URL：http://www.stc.or.jp/
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平成２０年度

砂防・地すべり技術センター研究開発助成募集の御案内
当センターでは毎年度研究開発助成事業を実施しております。この助成事業は砂防並びに地すべり及びがけ崩れ対策に関
する技術の向上を図るため、これらに関する技術開発および調査研究を対象として、特に問題意識が鮮明で達成目標が具体
的であるテーマで、
優れた人材を結集し十分な遂行能力を有する大学、
高等専門学校等の研究者に対して実施しております。
平成２０年度も研究開発助成の実施に向け、助成対象を募集します。
応募方法及び様式は「平成２０年度 砂防・地すべり技術センター研究開発助成募集要領」に示しております。必要な方
は当センター HP（http://www.stc.or.jp/）
からダウンロードするか、下記宛に請求して下さい。

記
１．助成金額：一件につき、300万円以内（助成総額：約1,300万円）
２．助成対象の決定等：平成２０年５月中に決定し、応募者宛に書面で通知
３．報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書（Ａ4版20頁程度 日本語）
を当センター宛に提出
４．成果の帰属：研究成果は助成対象者に帰属するものとする
５．募集受付け期間：平成２０年４月１日〜３０日
６．募集要領請求先並びに問い合わせ先：
（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 吉田・岩岡
TEL 03-5276-3271 URL:http://www.stc.r.jp/

界隈
食べある考
4

ちょいと家呑み

今回は食べ歩きません。家での休日の夕方、まだ

じん切りした長ねぎを少し乗せ、ごま油をさっと

陽はあるがちょっと飲みたい、でも乾きモノはイヤ。

かけ、混ぜるだけ。しらすに塩分があるので、塩

あるいは帰宅後にもう一杯だけ飲みたい。そんなあ

も醤油もいりません。そのままご飯や冷や奴に乗

なたへの「男手ですぐできる簡単なつまみ」です。

せても美味しいです。

①野菜をかじる

④油揚げの炙り

ちょいと一杯飲むとき、筆者の祖父は塩や味噌を

堅いのですが香ばしく、ついビールを買いに行っ

じっておりました。胡瓜、大根、人参、セロリ等を

て店先で一杯やってしまいました。油揚げそのま

スティックにして味噌やマヨネーズをつけてかじる

まをオーブントースターか焼き網（チン不可）で

あたりが現代では基本でしょうか。茗荷やクレソン、

軽く焼き色が付くらいに炙ってから 5mm 幅程度

カブ（葉がまたうまい）辺りもいけます。カイワレ

に切り、ねぎのみじん切りかおろし生姜を乗せて

大根を一本ずつ「好き、嫌い」と言いながらむしり

醤油をかければでき上がり。クリスピーさが命で

食いをしておりましたら、家族にあきれられました。

すのでお早めに。

塩だけでなく、一味や黒胡椒を少し混ぜたり、柚子

⑤助六

胡椒をつけるのも一案です。
②ねぎ串
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軽く油抜きした油揚げを半分に切って切り口か
ら開きます。そこにねぎと辛子を入れて混ぜた納

お好み焼き屋では私はねぎ焼とビールから始めま

豆を詰め、楊子で口を綴じます。厚さ 2cm 見当

すが（え、どうでもいい ?）
、これは白ネギの串焼

でしょうか。軽く炙ったら生醤油をかけてかぶり

きです。ねぎを 5cm に切り揃えて串に刺し、小皿

つきましょう。

にごま油と塩を入れ、ねぎに付けます（塩だけの時

⑥キュウリの中華和え

はねぎを濡らしてから塩を振る）
。オーブントース

明太マヨネーズ、こしょう塩、
みそで味わう春野菜

前に豆腐屋で揚げたての油揚げをもらったら、

なめながら、父は胡瓜や谷中生姜に味噌を付けか

胡瓜数本を包丁の背で叩き、一口大に分けます。

ターにアルミホイルを敷いて、あるいは焼き網で小

バットか深皿に胡瓜を並べ、醤油、酢、みりん同

中火で、5 分ほど焼けばでき上がり。慌てて食べる

量にラー油少々を混ぜた浸し汁をかけ、冷蔵庫で

とつるんと抜けたねぎでのどを火傷しますので、ご

30 分から小一時間おけばでき上がり。同じつゆ

注意を。

でトマトの輪切りとオニオンスライスを漬けても

③ごましらす

美味でございます。

これ、簡単です。釜揚げしらすを小鉢に盛り、み

スーパーにならぶパックされた野菜、肉や魚ですらまるで工業

編集後記

市ヶ谷便り

製品のようですね。野菜の土を落としたり、魚をさばいたりとい
うことから遠ざかり、
「命を頂く」
という実感も日々薄れていきます。

たとえ雪がちらつくことがあっても立春過ぎには、名ばかりと

幼な子に手を添えて合掌させ「頂きます」
と唱えさせる食前のあい

もいえない春の気配が感じられるようになります。黄昏どきが長

さつは、生あるものを頂く命への畏れを伝える教えであったはず

くなり、目覚めた樹液のざわめきなのか、裸の木々の梢に芽吹き

なのに、今、学校給食で「頂きます」
をさせるなと抗議する親もあ

のエネルギーが漂うのがわかります。そしてひな祭りの頃から、

ると聞きました、給食費を払うのは親だからと……。

桜並木にまとわるオーラのような薄紅色、冬枯れに点在する萌
葱色が日に日にその濃さを増しながら広がっていきます。

今号の歴史探訪には、より多くの収穫をのぞむ過剰な開発が、
ときに土砂災害を引き起こすこともあり、その対策が講じられた

コンクリートとアスファルトで覆われた街ですら、あちらこちら

とあります。先人たちが、命の糧を得る田畑を確保するために、

で春はその生命の息吹を示してくれます。土手に萌え出る草の

いかに心を砕いてきたかがしのばれます。このところ食物自給率

緑はみずみずしく、お堀に舞い降りる水鳥がときに素早い漁をす

の低さが話題になりますが、土を汚いと感じる子供たち、飽くこ

ることもあります。そういえば以前、お堀端の草むらから大きな

となく美食に走る大人、そしてお金ですべてを購えるという驕り

野良猫がもがく小鳥をくわえて現れ、度肝を抜かれたことがあり

が昨今の状況を招いたとはいえないでしょうか。

ました。不思議と残酷な感じはせず、肉食獣特有のしなやかな身
のこなしに野生を見せつけられて、生命のしたたかさに少しばか
り感動しました。

久しぶりに草の匂いを楽しんでいたら、
思わぬところへ連想がとびました。春は
また享楽的な気分をも誘います・・・さ
てさて今夜はお花見ですか？ 宴の名残
の後片づけはきちんと、小さな共存者たち
の野生を奪わないためにも……（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

