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巻頭言

土砂災害警戒情報を
どう生かすか

山﨑 登

やまさき のぼる

ＮＨＫ解説委員

新しい土砂災害の情報

した危険箇所が多い山あいの地域では過

情報」の発表エリアをさらに小さくして、

最近、各地の気象台と砂防部局が新し

疎化と高齢化が進み、スムーズな避難が

きめ細かい情報を目指して欲しい。市町

い土砂災害の情報の発表を始めている。

難しくなっていること。そして三つ目は、

村合併が行われて面積が広くなっている

新しい情報は「土砂災害警戒情報」と名づ

土砂災害はいつ、どこで起きるかを正確

なかで、市町村全体で危険性が高まって

けられていて、大雨警報が出た後に、崖

に予測することが難しいことだ。

いるといわれても、どこの住民に避難を

崩れや土石流など土砂災害が発生する恐
れが高まった地域に出される。
「土砂災害警戒情報」の大きな特徴は２つ
ある。

こうしたことから、自治体が住民に避

呼びかけていいのか判断に困るという自

難を呼びかける「避難勧告」や「避難指示」

治体の声を聞くからだ。

の発表が遅れたり、出なかったりするケ

③三つ目は、土砂災害を防ぐための施設

ースが多くなっている。2005年に土砂災

の整備を重点的に進めることだ。全国の

一つは、警戒が必要な範囲が市町村単

害で犠牲者が出た全国11箇所のうち、
「避

土砂災害の危険箇所のうち、砂防えん堤

位で発表されることだ。これまで土砂災

難勧告」が発表されたところは７箇所、出

などの整備が終わったところは20％しか

害の情報はもっと広い地域全体を対象に

なかったところは4箇所だった。しかも、

ない。国や自治体の財政状況を考えると

していたが、
「土砂災害警戒情報」は警戒

災害が起きる前に発表されたところは1

施設の整備に万全を期すのは難しい状況

が必要な市町村と解除された市町村が色

箇所しかなかった。

だが、土砂災害の危険箇所には高齢者や
体の不自由な人たちなどの施設があった

分けされるなどして伝えられる。
二つ目は、これまで土砂災害への警戒

土砂災害の対策を進めよう

り、高齢化が進んでいる上に避難場所ま

を別々に呼びかけてきた気象台と都道府

では、どうしたらいいのだろう。

での距離が遠いところも少なくない。そ

県の砂防部局が共同で発表することだ。

私は「土砂災害警戒情報」を生かすこと

うした地域を守るための砂防施設の役割

砂防部局の土の中にたまった雨の量の解

で、被害を減らすことができると思って

は重要で、避難の時間を確保するために

析と気象台の今後の雨量予測などを総合

いる。

も重点的な整備を進めて欲しい。

することで、土砂災害の危険性をタイミ
ングよく伝えられると期待されている。

そのために必要な取り組みは、大きく
いって３つある。
①一つは、自治体は空振りを恐れずに、早

増える土砂災害と特徴
このところ、自然災害の犠牲者に占め
る土砂災害の割合が増える傾向にある。
国土交通省砂防部のデータによると、

土砂災害の被害を減らすために「土砂
災害警戒情報」をどう生かすかの検討を、

めに避難勧告を発表して欲しい。例えば、

全国の自治体と地域の住民の間で進めて

河川の水位が上がって洪水の危険性が迫

欲しいと思う。

ってくることは目で見ることができるが、
土砂災害の危険性は住民

この40年ほどの間に起きた全国の自然災

にはわかりにくい。それ

害による死者・行方不明者うち、半数近

だけに、自治体は「土砂災

い44 ％が土砂災害によるものだ（阪神・

害警戒情報」を受けたら、

淡路大震災を除く）
。しかも、高齢者が犠

住民に早めに避難を呼び

牲になるケースが目立っていて、2005
（平

かけて欲しい。そのため

成17）
年の9月に上陸した台風風14号では、

に日頃から、自治体と住

全国の土砂災害の犠牲者22人のうち、15

民の間で、避難の空振り

人が65歳以上の高齢者だった。

は安全の確保のために必

こうした被害の背景には、他の災害と

要な措置だということを

は違った土砂災害の特徴がある。一つは、

理解しあっておく必要が

全国のほとんどの自治体に土砂災害の危

ある。

険箇所があって、総数が21万4363箇所に

②二つ目は、気象庁と砂

ものぼっていることだ。二つめは、そう

防部局は「土砂災害警戒

長野県岡谷市の土砂災害（平成18年7月）
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特集1

1
はじめに
国土の大半が山地で占めるわが国においては、毎年豪
雨や地震に伴う土砂災害が各地で発生している。地球

地域住民と共に築く
土砂災害対策

温暖化に伴う集中豪雨の頻発化が想定されるなか、今
後においては土砂災害の発生頻度も増加していくもの
と懸念される。
土砂災害から人命や財産を守るため、砂防施設の建
設といったハード対策の推進は、明治30年の砂防法の

片田 敏孝

制定から現在もなお継続的に図られている。しかし、全

かただ としたか

国には50万箇所を超える土砂災害危険箇所が分布して

群馬大学大学院工学研究科
社会環境デザイン工学専攻 教授

おり、すべての危険箇所において治山対策をやり終える
には相当な時間を要するのも事実である。
このような状況下、とりわけ豪雨を誘因とする土砂
災害に対しては、災害発生時の住民の迅速な避難によ
り人的被害の軽減が図られることから、近年では、土砂
災害警戒情報の発表や土砂災害警戒区域の指定といっ
たソフト対策が積極的に進められている。しかし、これ
ら土砂災害に係る災害情報が住民に適切に活用されて
いるとはいえないのが現状であり、土砂災害警戒区域
図に至っては、その情報の受容を住民が拒否する事態す
ら生じている。
本稿では、土砂災害に係る災害情報に関する問題点
と課題について論じるとともに、土砂災害危険区域に
ある地域において住民主導による自主避難体制の確立
を目指した群馬県みなかみ町での取り組み事例を紹介
する。

2
土砂災害に関わる情報の住民受容に
係わる現状と課題
2

–1

住民からみた土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害の危険性
が高まった市町村を特定し、市町村が避難勧告等の発
令など災害応急対応を適時行えるよう、また、住民の
自主避難の判断等に利用できることを目的としている。
この土砂災害警戒情報は、平成19年度末にはすべての
都道府県で運用が開始されている。
しかし、土砂災害警戒情報については、現象面におい
て最も不確実性が高い災害に関する情報であることに
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加えて、情報およびその伝達に関わる地域解像度の問

ならないもう一つの課題は、人のリスク認知や災害心理

題もあり、個々の住民からみればその信頼度は低いと言

学的特性に基づく情報理解の問題である。人には、正

わざるを得ない。

常化の偏見や認知的不協和といったリスク情報を軽視

さらに、土砂災害は毎年各地で頻発しているとはい

したり無視したりする特性があり、それを乗り越えなけ

うものの、個々の住民の視点に立てば被災歴がないこと

れば避難行動は実現しない。この意味において、避難

が一般的であり、住民が認識する土砂災害の発生頻度

行動は、人が元来持っている心理学的特性を自らが理

は高いとはいえない。このため、住民にとって土砂災害

解し、それを意識的に乗り越えて行動を具体化するきわ

警戒情報は、低頻度な災害に対する不確実な情報とい

めて知的な作業といえる。

うことになり、情報が発せられたからといってそれをた

こうした災害情報リテラシーを向上させる手だては、

だちに避難行動に結びつけることは難しい状況となる。

残念ながら地道な防災教育を繰り返すしか方法はない。

特に、土砂災害警戒情報の場合、行政は「いつどこで土

ただし、これまでの「脅しの防災教育」とでもいう従来

砂災害が起こってもおかしくない」という、位置も時間

の恐怖喚起コミュニケーションは、恐ろしいという心が

も特定しない状況情報を伝えて、避難を呼びかけること

長続きしないことから効果的ではない。重要なことは
「理

になる一方で、住民にとっては、状況情報だけで場所も

解の災害教育」とでもいうべき教育であり、そこには少

時間も特定されない災害に対する避難を要求されるこ

なくとも、土砂災害の現象としての不確実性やそれ故

とになるため、その当事者感と切迫感に乏しく、避難は

の災害情報の限界に対する深い理解、リスク情報を軽

より難しいものとなる。

んじる人の一般的な情報理解特性と自らもその例外で
はないことの理解、すなわち「敵を知り、己を知る」とい

2

–2

住民の災害情報リテラシー

う内容は欠くことができない。

情報の受け手が送り手の意図を汲み取って行動を具
体化するとき、｢情報｣はたんなる文字面としてのInfor-

2

–3

土砂災害をめぐる行政と住民の関係

mationではなく、送り手の意図が受け手に伝わり、その

自分の命は自分で守るという基本原則の徹底は、防

意図の共有化が図られる。まさにCommunicationが成

災に対する主体性を住民がどのように認識しているか

り立つ状態である。しかし、実際に住民避難が円滑に行

ということと関わっている。かつての地域防災は、地域

われていないのは、このCommunicationが成立してい

住民の自助と共助によって行われてきた。技術的にも

ないからである。

それしか方法がなかったからである。しかし、近代に入

その基本的要因は、住民の災害情報リテラシーとで

っての治山治水技術の向上は、地域防災の防御レベル

もいう、災害情報を自分の命の保全に繋げる能力の欠

を格段に向上させると同時に、その多くを公助に委ねる

如にあると考える。ここでいう災害情報リテラシーとは、

構造を強化させた。

土砂災害の不確実性、そしてそれ故の土砂災害関連情

この結果として生じた問題が、住民の過剰な防災施

報の不確実性を理解したうえで、それでも災害情報を

設依存と、自分の命を行政に委ねるといってよいほどの

万一に備えての主体的な行動に繋げる姿勢や能力を指

過剰な行政依存、情報依存という問題である。ハード

す。この災害情報リテラシーの醸成において、まず重要

対策が行われると住民の避難率は著しく低下する。また、

になることは、
「自分の命は自分で守る」という原則の徹

相当な豪雨が降り続く危険な状況下でも、
「避難勧告が

底である。後述するように、すでに多くの住民は、防災

なかったから避難できなかった」という住民は、情報へ

を行政に委ねた、いわば災害過保護の状態にあり、自分

の過剰な依存状態にあると言わざるを得ないし、そこに

の命は自分で守るという当たり前の原則を忘れつつあ

おいて自分の命は明らかに行政に委ねられている。ま

る。こうした防災を行政に委ねる住民の姿勢は、
「まさ

さに災害過保護の状態にあると言ってよい。

かのことだから備えない」
という姿勢には繋がるものの、
「まさかのことだからこそ備える」という主体的な行動
には繋がらない。
災害情報リテラシーの醸成において、克服しなければ

2

–4

土砂災害警戒区域図に対する住民反応

このような状況のもと、近年になって住民の過剰なハ
ード対策依存や行政依存を改善し、地域防災における
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自助、共助を強化する対策が積極的にとられるように

以下では、自主避難体制の確立に向けた取り組みに

なってきた。土砂災害警戒区域図のような地域の災害

至るまでの、数回にわたる住民懇談会における著者と地

リスク情報の積極的開示は、まさにその一環として位

域住民とのコミュニケーションのプロセスを示す。

置づけられよう。

①土砂災害警戒区域図の提示と

しかし、すでに地域防災の行政依存度を高めている

ハード対策の限界の指摘

住民に、このような土砂災害警戒区域図はスムーズに

住まう地域のほとんどが赤や黄色に塗られた土砂災

は受け入れられないケースが多々見受けられる。住民

害警戒区域図を見た住民は、開口一番「何だこれは！こ

がまず最初に反発する要因は、赤ゾーンといわれる土砂

れだけ多くの危険箇所をそのまま放置するのか。行政

災害特別警戒区域に指定されると、開発行為や建築物

はどう考えているんだ！」と声を荒げた図‑ 1。

の構造に規制が加わることである。つまり、自らの安全

防災の取り組みを地域住民と一緒に議論すると、必ず

よりも私権の制限に対する意識が先行していることに

ハード対策に係る要望を地域住民から懇願される。む

なる。

ろん、そのような要望のすべてに応えることは不可能で

この反発に続いて住民は、ハード対策を行政に要求す

ある。しかし、ここではそのような住民心理を直接的に

る。土砂災害警戒区域図に示されるような危険を行政

否定せず、むしろ一旦は「そうですね。行政はこれをど

が認識しているのであれば、ただちに対策をせよとの要

う考えているんでしょう？」と住民に同調する。行政に

求である。しかし、その対策をすぐに実行できないこと

よる防災対応に依存したいと考える意識の存在を指摘

を知ると、続いて住民は的確な避難情報を要求する。し

することにより、住民自らにその依存心の存在を自覚さ

かし、この住民要望に対しても行政は応えることができ

せるのである。

ず、住民に土砂災害に関わる情報の限界を示すことにな

しかし、ハード対策による土砂災害対応には限界が

る。この段階で、住民は自らがおかれた土砂災害に関す

あることは明らかである。そこで、ハード対策に依存し

る現実を突きつけられることになる。

たい住民の意識に同調しながらも、時間的、費用的にも

従来からの住民の行政依存が破綻したこのときが重

すべての土砂災害危険箇所に対してハード対策を行う

要である。この先の展開によっては、土砂災害警戒区

ことは不可能であること、また、仮にハード対策を行っ

域図が行政と住民の関係を硬直させることにもなる。

たところで、その整備水準を超える災害も起こり得るこ

しかし、ここからの誘導によっては、住民の自助力、地

とを指摘することによって、ハード対策の限界に対する

域の防災力を大きく高めることも可能であり、ここにお

理解を求めた。

いて理解の防災教育が活きてくるのである。

②ソフト対策の限界の指摘
完全には納得してはいないものの、少なからずハード

3
住民主導型避難体制の確立
─群馬県みなかみ町での事例─

対策の限界を理解した住民に対し、災害発生時には避
難することで災いをやり過ごすことの重要性を指摘し
た。
このとき住民は、
「避難するために情報が欲しい」
、
「危

前述のとおり、たんに土砂災害警戒区域図を提示す

険なときには、ちゃんとその情報を伝えることは行政の

るだけで、地域住民が積極的にその情報を活用し、いざ

責務だ」と、今度は情報に対する要望を行政に懇願する。

というときに避難しようとするかといえばそうではな

しかし、土砂災害はその発生のメカニズムの複雑さ故

い。そこに至るまでには、住民に土砂災害に関わる現状

に、
その発生を正確に予測することは非常に困難である。

認識と、自分の命は自分で守ることの自覚を促すコミュ

そのため、行政から情報が発表されたとしても結果的に

ニケーションが必要不可欠となる。群馬県みなかみ町

災害が発生しないこともあり、その反面で情報が発表さ

で実施した著者の取り組みでは、このようなコミュニケ

れなくとも災害が発生することもある。

ーションを経ることによって、土砂災害警戒区域図を

ここでも私は住民に同調して、行政に対して避難情

用いて住民が主導で自主避難体制を確立するまでに導

報の提供技術や体制整備を推進していくよう要請した。

くことができた。

しかし一方で、土砂災害が如何に不確実性の高い災害
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図-1 土砂災害警戒区域図

写真‑ 1 住民懇談会の様子

で、警戒避難情報の提供が難しいのかを解説し、行政か

れるための、行政からの情報にも期待することができな

らの情報に依存した避難には限界があることに対し理

い状況に、
住民は対策の方向を失い失望する。ここでは、

解を求めた。

住民のそのような失意に同調しつつも、土砂災害から

③失意への同調と根本的解決策の提示

100％の安全を確保するための根本的な手段は、土砂災

「防災施設もだめ。情報もだめ。じゃあどうしたらい

害が発生する可能性のある危険地域から出て行くこと

いんだ？」
。防災施設によって災害の発生を未然に防ぐ

しかないことを毅然と指摘した。これには、地域住民も

ことだけでなく、発生した際に避難することで被害を免

ただ呆然とするしかない様子だった

写真‑ 1 。

図-2 災いをやり過ごす知恵
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図- 3 地区の自主避難ルール

予兆現象や言い伝えなどを語り始めたのである。

この後、住民懇談会は回数を重ね、いつしか地域の自
主防災会議となった。土砂災害警戒区域図は、かつて
の災害時の予兆現象や地域に伝わる予兆を書き記した
付箋で埋まった。これが次世代に引き継ぐべき、地域に
災いをやり過ごす知恵の集大成であり、これを地域住民
自らが活かして地域の安全を確保する手段が熱心に相
談された。いつしか行政と住民の緊張感はなくなり、説
明会の場が和んでいた図‑ 2（前ページ）
。
住民が出した結論は、できあがった知恵の集大成を利
④地域コミュニティが脈々と続いてきた事実の提示

用し、区長発の自主避難勧告を発令するという地区ル

むろん、私はこの地を離れることを住民に勧めたい訳

ールの作成であった。地図に示された知恵を土砂災害

ではない。切り立った山間の集落に、完全な安全はない

の予兆チェックリストとし、住民がセンサーとなって自

ことを強く自覚してもらうために、私自身、内心は躊躇

宅周辺を監視し、それを見つけたら区長に連絡する。区

しながらあえてきつい言葉を住民に対して使ったので

長は住民からの通報が３つになったら自主避難勧告を

ある。

発令する。住民は声を掛け合ってみんなで避難すると

住民との私との間に走る緊張感のなか、私はこの言葉
の真意を説明した。もちろん真意として、住民に集落を

いう。土砂災害警戒区域図の公表は、山間の集落の地
域防災力を飛躍的に高めたのである図‑ 3。

離れることを勧めているわけではないこと、しかし、こ
の地の土砂災害の危険性を完全に排除することはでき
ないこと、そして住民にはその事実を直視して、この地

4
おわりに

に住むのであれば最大限できうる努力をして住み続け
ることしかないことなどに加えて、私はこの地がハード

災害情報は、送り手の意図が受け手に伝わり、その

もソフトも何も対策がない江戸時代から、脈々と維持さ

意図の共有化が図られて初めて意味があるものとなる。

れてきた事実を指摘した。

しかし、送り手の常識に基づき、災害情報によって受け

⑤災害文化の存在とその活用・継承の必要性の指摘

手にその意図の共有を一方的に求めても、受け手がそれ

なぜこの地が度々土砂災害に見舞われながらも今日

を受容しなければCommunicationは成り立たない。

まで続いてきたのか。住民にこの問いかけは響いたよう

住民とのリスク・コミュニケーションで重要なこと

だった。災いをやり過ごす地域固有の知恵の存在。私

は、住民の心理と行動について「内部観察」し、住民の心

はそれを活かしてこの地に暮らしてきた先人に対して、

に寄り添いながらコミュニケーションすることで問題の

土砂災害警戒区域図を見た後の住民の反応を振り返り、

解決を図っていくことである。土砂災害警戒区域図に

地域にあった災害文化が風化しつつあること、そして如

ついても、たんにそれを行政としての常識をもって一方

何に行政依存の状態に陥っているか、そしてその住民の

的に住民に提示するだけでは住民の反発をもたらすだ

姿勢こそがこの地の最大の危険であることを指摘した。

けである。赤く塗られた区域の住民の意識や心理を読

ここで継続的に地域に居住するためには、災いをやり

み解きながら、そのうえで情報のもつ意図を適切に伝え

過ごす知恵の積極的利用と継承が最も効果的な取りう

ていくことが重要である。

る手段であることの自覚を促すとともに、今ここで知恵

本稿が土砂災害にまつわる災害情報の効果的な活用

を風化させてしまったら、子や孫は災いをやり過ごす知

と地域防災力の向上に貢献することを期待する次第で

恵を知らぬまま、土砂災害の危険があるこの地に住み続

ある。

けることになってしまうことを指摘した。
このような指摘は住民にも大いに考えるところがあ
ったようで、住民は口々に昔聞いたことがある災害時の
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1
はじめに
伊豆七島の1つ、三宅島は有史以降度々噴火している
火山島である。昭和に入ってからは昭和15（1940）年、

三宅島噴火と
その対応

昭和37（1962）
年、昭和58（1983）
年と21〜22年間隔で
噴火し、溶岩流による被害が発生した。特に昭和58年
の噴火は溶岩流が島の南西の阿古地区まで到達し、約
400棟の家屋が埋没・焼失した。
その後、平成12
（2000）
年に再び噴火したが、カルデラ

本田 健

の形成 写真‑ 1 、
有毒な火山ガス
（二酸化硫黄）
の大量放出、

ほんだ たけし

低温火砕流の発生 写真‑ 2 、泥流の頻発など、これまでと

株式会社 パスコ
元・
（財）
砂防・地すべり技術センター 総合防災部技師

は異なる激しい活動となった。このため、島民は三宅島
を離島し、本土での長期に渡る避難生活を余儀なくさ
れた。このように、想定外の火山活動が発生し、事態が
急変する中で当センターが実施した対応について、その
概要を紹介する。

2
三宅島 2 0 0 0 年噴火の被害状況
平成12（2000）
年噴火の火山活動の概要と泥流発生状
況、土砂災害への対応を示す表‑ 1。

2

–1

火山活動

噴火の約2週間前から地震活動が始まり、7月4日に最
初の噴火を観測した。15日までに断続的な噴火が継続
写真‑ 1 山頂に形成されたカルデラ （平成17年2月撮影）

し、カルデラの形成が始まった。その後、約1ヶ月間は
沈黙の状態が続いたが、8月10日、18日、29日に比較的
規模の大きな噴火が発生し、29日には低温火砕流が観
測された。また、
8月下旬から火山ガスの放出量が増加し、
最盛期には5万t/日を超す火山ガスが観測された。火山
ガスの放出は現在も続いており、気象庁の最近の調査で
は1000〜3000t/日で推移している。

2

–2

土砂災害

噴火に伴い山頂付近で約1m、中腹の環状林道付近で
約10〜20cmの火山灰が堆積した。このため、泥流が発
生するようになり、全島避難が実施された9月には30回
以上も確認された図‑ 1。この泥流によって民家の破壊
や埋没が発生したほか 写真‑3、4 、島を一周する都道が土
写真‑ 2 8月29日に発生した低温火砕流（千葉達朗氏撮影）

砂堆積や橋梁破壊等により至るところで寸断された。
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表- 1 火山活動の推移、泥流発生状況と土砂災害への対応
年月日
平成12年6月

火山活動

泥流発生状況

土砂災害への対応

26日島内で地震活動が始まる。
27日西方海域で海底噴火に伴う変色水域を確認。

7月

4日山頂直下を震源とする地震活動が始まる。
8日噴火、山頂部で陥没が始まる。
14〜15日断続的に噴火。

26〜27日泥流発生。家屋が埋没
したほか、道路に土砂が堆積。

8月

10日、8日噴火、山麓まで噴石を降下。
29日〜9月1日噴火、低温の火砕流が海まで到達する。
その後も断続的に噴火が発生。

12日泥流発生。

9月以降

2日全島避難開始。
泥流発生を確認、
家屋・道路の埋没、
3日噴火、その後は散発的に噴火が発生。火山ガスの放出量
9月警戒避難基準雨量を設定
橋梁破損等の被害が発生。
は8月下旬より増加、一時は5万トン／日を超す。

平成13年

時々噴火。
火山ガス放出量は徐々に減少し1〜2万 t／日を推移。

泥流頻発。

8月「三宅島工事施工のための作業方針
と留意事項」
を作成

平成14年

時々噴火。
火山ガス放出量は減少を続け1万 t ／日以下となる。

泥流発生。

11月警戒避難基準雨量を改訂

平成15年

火山ガス放出量は0.5〜1万 t／日を推移。

泥流発生。

4月「三宅島泥流防災マップ」
を作成

平成16年

約1年ぶりに噴火。
火山ガス放出量は0.2〜1万 t／日を推移。

泥流発生。

12月「三宅島泥流防災マップ」
を改訂

平成17年

2月1日避難指示解除。
以降、火山ガス放出量は1〜3千 t／日を推移。

平成18年

降灰確認。

平成19年
平成20年

2月警戒避難基準雨量を改訂

10月26日泥流発生。
降灰確認。

3月「三宅島防災マップ」
を作成

図- 1 泥流発生回数

未調査期間あり

泥流発生回数

3
土砂災害への対応

豆諸島土砂災害対策検討委員会〜三宅島土石流・泥流
部会〜」において有識者の意見を伺いながら、①災害発
生直後の初動期、②島民帰島の準備を進めた復旧期、

当センターは東京都など関係機関からの委託を受け

③島民帰島が実現したあとの復興期、それぞれの時期

民家や公共施設、緊急時の避難路となる道路等を頻発

について警戒避難基準雨量、泥流危険想定区域図等を

する土砂災害から保全し、早期復興を支援するため、
「伊

検討した。
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3

–1

初動期の対応（平成12年9月〜平成13年6月頃）

噴火に伴い泥流が発生したことから、島民や工事関
係者の安全を確保するために9月1日に警戒避難基準雨
量
（60分間雨量10mm、
連続雨量30mm以上）
を設定した。
翌2日に三宅村は全島民に対し島外への避難指示を発
表したため、実際に島民避難には利用されなかった。
しかしながら、堆積した土砂の除去や泥流で破壊され
た都道の復旧工事のための作業員は島外から三宅島に
通うこととなり、この時設定した警戒避難基準雨量は
島内滞在中の安全確保に寄与した。
写真‑ 3 土砂に埋没した民家
（坪田地区）
（平成13年2月、
村上治氏撮影）

3

–2

復旧期の対応（平成13年7月頃〜平成17年2月）

平成13年7月に脱硫装置を完備した宿泊施設が完成
したことから、島内で宿泊しながら工事ができるように
なり、砂防施設の整備や都道の復旧が急ピッチで進めら
れるようになった。このため、工事関係者を対象に泥流
危険想定区域図と警戒避難基準雨量等を記載した「三
宅島工事施工のための作業方針と留意事項」を作成し
た図‑ 2。
一方、三宅村では平成13年9月から全島民を対象と
した一時帰島が開始されたほか、平成14年末には火山
写真‑ 4 土砂に埋没した椎取神社（平成13年3月、村上治氏撮影）

ガスの放出量が低濃度で安定してきたことから、島民

図-2 三宅島工事施工のための作業方針と留意事項

図-3 三宅島泥流防災マップ（平成16年12月版）
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3

–3

復興期の対応（平成17年2月以降）

山頂付近には依然として火山灰が残留し、火山ガス
の長期放出に伴う森林荒廃が拡大したが、平成16年を
最後に泥流の発生は確認されなくなった。このような
土砂流出状況を踏まえ、警戒避難基準雨量を再評価し、
東京都が平成20年2月から運用を開始した土砂災害警
戒情報に移行するための条件等を検討した。
写真‑ 5 平成20年4月26日に再開した三宅空港と全島避難にも使用
された三池港を守る砂防えん堤（平成17年2月撮影）

一方、砂防施設の整備も平成18年度末までに51基の
砂防えん堤が完成し 写真‑ 5 、泥流に対する安全性が向上
したことから、平成20年3月に三宅島泥流防災マップを

帰島への準備も進められるようになった。
このため、帰島時の島民の安全を確保するために、泥

再度改訂した図‑ 4。
このような検討を実施しているなか、平成19年10月

流危険想定区域図に避難場所を追加した「三宅島泥流

26日に既往最大の豪雨をともなった台風20号が襲来し、

防災マップ」を平成15年4月と全面帰島直前の平成16

泥流が発生した。しかしながら、砂防えん提の整備が進

年12月に作成した図‑ 3。

められていたこともあり、泥流被害は軽微に終わった。

一方、監視カメラや雨量計等を設置し泥流発生状況
をモニタリングしたところ、平成14年以降泥流発生回
数の現象、泥流発生の誘因となる降雨量が判明したた

4
さいごに

め、その結果を警戒避難基準雨量に反映させた。
（平成
14年11月；60分間雨量25mm、連続雨量150mm以上、

平成12年の噴火は三宅島に多大な社会的・経済的な

平成17年2月；60分間雨量30mm、連続雨量240mm以

ダメージを与えたが、ソフト・ハード両方の泥流対策を

上と設定）

実施したことにより、早期に復興の道筋をつけることが

図- 4 三宅島防災マップ

できた（実際には火山ガスの影響により島民の避難生活
は4年5ヶ月続いた）
。三宅島の完全復興はいまだ実現
されていないが、噴火の影響は徐々に薄れつつある。
三宅島はおおむね20年間隔で噴火を繰り返しており、
今後も一定間隔で噴火を繰り返すものと推測される。
今回の噴火の教訓を教訓にしながら、次の噴火に備えた
火山噴火緊急減災対策砂防計画等の立案を着実に進め
ていくことが望まれる。

★参考文献
・東京大学地震研究所（2001）
、2000年7月〜8月に堆積した火山灰
について（2001年10月22日版）
、
（東京大地震研究所http://www.
eri.u-tokyo.ac.jp/nakada/1022dep.html）
・三宅島、新島、神津島災害復旧・復興パネル展実行委員会（2002）
、
三宅島・新島・神津島復旧・復興写真集
・藤野ほか（2002）
、噴火後の三宅島におけるリル・ガリーの変遷と土
砂流出状況について、平成14年度砂防学会研究発表会予稿集
・気象庁編（2005）
、日本活火山総覧（第3版）
・東京都総務局総合防災部（2007）
、平成12年（2000年）三宅島噴火
災害誌
・気象庁（2008）
、三宅島火山ガス（二酸化硫黄）
放出量（http://www.
seisvol.kishou.go.jp/tokyo/320̲Miyakejima/320̲So2emission.
htm）
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はじめに

特集3

我が国には108の活火山が存在しており、そのうち、
29火山において火山噴火緊急減災対策砂防計画を策定

GIS上のデータベース
と連動した
数値シミュレーション
システムの開発

する予定となっている。これまでに、この29火山では
火山学及び土砂水理学を踏まえた数値シミュレーショ
ンをベースとした火山災害予想区域図が作成されてい
る。これまでに作成された火山災害予想区域図は、あ
る条件下（例えば、地形、流出土砂量、流量など）
におけ
る災害予想区域である。火砕流等の堆積による地形変
化や想定以外の位置から噴火した場合などでは計算条
件を変更して新たに数値シミュレーションを実施し、災

枦木 敏仁

害予想区域図を早急に作成する必要がある。このよう

はしのき としひろ

に状況の変化に対応して、その条件を取り込んだ予測結

(財)砂防・地すべり技術センター 総合防災部 技術課長

果を迅速に示すことにより、防災・減災対策に結びつけ
るものがリアルタイムハザードマップである（安養寺、
2008）
。リアルタイムハザードマップを素早く作成する
ためには、状況の変化に対応した条件を如何に迅速に設
定できるかがポイントである。
地形データについては、近年レーザープロファイラー
や人工衛星（例えば、だいち）
による地形データ取得が
行われるようになり、10数年前と比較すると地形デー
タの取得に要する時間は格段に短縮されてきており、デ
ジタルデータとして取得されている。
地形データの他に、状況の変化に対応する条件として
は、ハイドログラフ及び土砂量がある。融雪型火山泥流

図-1 GIS連動イメージ

従来の手順
各種データ
（時系列、地形データ）

モデルに合わせた
データの整形

パラメータの設定
ⓐⓑⓒ

シミュレーション

表示ソフトへの
計算結果の変換

計算結果の表示

手入力で設定
Excel

Excel
テキスト
データ

GIS データ

テキスト
データ

モデル計算

Excel

Excel
データ変換

可視化ソフト

データ変換

GIS 連動イメージ
シナリオ メニューから選択
Excel

Excel
モデル計算
GIS データ

データの自動変換

指定した形式で表示

ArcGIS 地図表示
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表1 流出解析に必要なデータとArcGISとの連動を図る場合の留意点
通常降雨を対象とした流出解析

火山灰が堆積している
状況下の降雨を対象とした流出解析

融雪型火山泥流を
対象とした流出解析

一次元のKinematicWave法による流出解析計算では、斜面から河道への流出過程
（斜面系）
と河道沿いの洪水の流出過程（河道系）
とに分けて計算するため、
河道系の地形データ、並びに斜面系の地形データが必要になる。

地形条件
（モデル

斜面系

○河道系データ（連続する河道の地形条件を複数の断面データで表現）
→断面区間距離、河床標高、川幅、側岸勾配、等

地形の
作成）

○斜面系データ（河道に接続する斜面を台形近似で表現）
→流入断面番号（下流側）
、流入断面番号（上流側）
、
単元斜面流域面積、流路長、高低差、下端幅、上端幅、等
河道系

降雨条
件

初期条件

・面的に把握された降雨波形（ハイエトグラフ）
→等雨量線図、ティーセン分割法等により面的に推定
（複数の点情報を面情報へ変換）

降灰条
件

───

融雪条
件

───

・面的に把握された降灰厚分布データ
→等降灰厚線図等により面的に推定
（複数の点情報を面情報へ変換）

───

───

───

・融雪範囲（火砕流堆積、到達範囲等）
・面的に把握された積雪厚分布データ
（複数の点情報を面情報へ変換）

一次元のKinematicWave法による流出解析計算では、以下の計算条件（パラメータ等）
を設定することが必要である。

計算条件
（計算パラメータ、河道
特性、斜面特性等）

①対象とする流出現象（土石流、泥流、等）
に関する条件
清水の密度（ρ）
、土粒子の密度（σ）
、粗粒分の平均粒径（dm）
、河道堆積層の土粒子容積濃度、 土粒子の内部摩擦角、
河道再堆積時の堆積層の粗粒分土粒子容積濃度、土石流発生のタイミング等
②河道系に関する条件（河道特性）
粗度係数、許容洗掘深（m）
又は河床不安定土砂量（㎥）
③斜面系に関する条件（斜面特性）
等価粗度係数、飽和透水係数（m/s）
、中間層厚（m）
、斜面崩壊可能厚（m）
又は斜面不安定土砂量（㎥）
、
雨量の表面流出率、斜面中間層の空隙率、等

のハイドログラフや降灰後の土石流ハイドログラフは

たハイドログラフを作成することが可能となる。しかし、

融雪量や降雨量、土砂量、斜面長や透水係数などの斜

KinematicWave法では数値シミュレーションの対象範

面諸元、流路勾配、流下中の堆積・侵食などに依存し

囲が大きいほど膨大な斜面数、河道数を設定し、それぞ

ていると考えられる（例えば、枦木、1995、嶋、2003）
。

れ関係づけることが必要となる。このような多量のデ

このような流出過程を解析するために、流域を河道網と

ータを扱うにはGISを使用することが有効である。

各河道に接続する斜面群としてモデル化する手法が多

本研究では火山噴火に対する緊急時の対策としてSTC

く提案されており（高濱、2004）
、その流出解析手法の

が行う数値シミュレーションを、できるだけ短時間で効

1つとしてKinematicWave法がある。KinematicWave

率的に行える環境を整備することを目的し、そのために

法を用いることで地形や融雪量等を分布型のデータと

GIS上で一貫した操作により数値シミュレーションを行

して捉えることが可能となり、より現地状況を反映させ

うための下記に示す種々のプログラムの1つとしてGIS
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て示す。
ArcGISとの連動を図る場合の留意点

降雨による土石流、泥流と融雪型火山泥流を対象と
した流出解析とArcGIS上の地形データとの連動に関す

地形データ作成にはArcGIS固有機能である水文学に特化した関数

る基本方針は以下の通りとした。

群、流向（Flow Direction）
、累積流量（Flow Accumulation）
、流域界
（Watershed）
、河道生成（Stream Line）
地形平滑化（Sink）
、等の利用

具体的なプログラム作成に際しては、ArcGIS上の一

が前提である。この機能を利用すれば、これまで多大な時間と労力を費

連の操作で、①流出解析のためのモデル地形データの作

やしたモデル地形（河道・斜面データ）
の作成が短時間で効率的に行え、
大幅な労力削減が期待できる。
しかしながら、作成するモデル地形は、作成の基になる数値標高デー
タの精度、流出解析の精度、ユーザー（砂防技術者）
が求めるモデルの
精度により様々な形が予想される。
よって、実際にArcGISで地形データを作成する過程においては、作業
内容を段階的に確定しながら、途中段階（確認・修正段階）
のデータの任
意選択、全削除、任意削除、復元、統合、分割、再計算、再表示等の機
能を有する必要がある。

成・確認・修正、②初期条件としての降雨条件、積雪
や降灰の分布・特性の設定・確認・修正、③計算条件
としての斜面・河道特性(等価粗度、侵食可能深など)の
設定・確認・修正、④流出解析計算、⑤計算結果の表
示・出力が可能となるように留意した。またArcGISで
表現されるまたは入力されている地形データをKinematicWave法にどのように取り込むか、
取り込む際にはどこ

ArcGISの基本機能（Special Analyst）
を利用すれば、容易にモデル
地形で作成した単元斜面毎に降雨条件を設定することができる。
ただし、ArcGIS上で基本となる複数の点情報を面情報へ変換・展開
させる作業が必要となる。
ArcGISの基本機能（Special Analyst）
を利用すれば、容易にモデル
地形で作成した単元斜面毎に降灰厚・降灰量等を設定することができる。
ただし、ArcGIS上で基本となる複数の点情報を面情報へ変換・展開
させる作業が必要となる。
ArcGISの基本機能（Special Analyst）
を利用すれば、容易にモデル
地形で作成した単元斜面毎に融雪の有無、積雪厚・積雪量等を設定す
ることができる他、
若干の計算を付加すれば融雪水量を設定可能である。
ただし、ArcGIS上で基本となる複数の点情報を面情報へ変換・展開
させる作業が必要となる。

まで自動化するか等についても検討した。

①モデル地形データ作成
KinematicWave法を用いた一次元の流出解析では、
地形は大きく斜面と河道に分けられる。そこで、 図 2 に
示すようにGIS画面上で河道と斜面境界を設定し、その
結果をもとに下記に示す流出解析に必要な地形データ
の自動生成を検討する。
○河道系データ（連続する河道の地形条件を複数の断
面データで表現）
→断面区間距離、河床標高、川幅、側岸勾配、等
○斜面系データ
（河道に接続する斜面を台形近似で表現）

①はArcGIS連動の観点からはあまり関係がない。
②は、モデル地形で作成した断面毎に属性を付与する形で容易に
ArcGIS上での整理が可能である。
③は、モデル地形で作成した単元斜面毎に属性を付与する形で容
易にArcGIS上での整理が可能である。

→流入断面番号（下流側）
、流入断面番号（上流側）
、
単元斜面流域面積、流路長、高低差、下端幅、上端幅、等
なお、実際にArcGISで地形データを作成する過程に
おいては、作業内容を段階的に確定しながら、途中段階
（確認・修正段階）
のデータの任意選択、全削除、任意
削除、復元、統合、分割、再計算、再表示等が可能にな
るようにする。

と連動したハイドログラフ作成プログラムを開発した。
なお、使用するGISソフトはArcGIS Ver9.1とした。

②初期条件の設定（降雨、降灰、積雪等）
初期条件としての降雨特性・特性（ハイエトグラフな
ど）
、降灰分布・特性（降灰深、火山灰の粒度組成・密

2
流出解析とGISとの連動の基本方針

度など）
、積雪分布・特性（積雪深、雪密度など）
に関す
るデータは、ArcGISの基本機能（Special Analyst）
を
利用すれば、容易に①で作成した単元斜面毎に初期条

表1 には既往研究やこれまで当センターが実施した

件を設定することが可能である（単元斜面毎に属性付与

流出解析に関する検討報告書等をもとに、
土石流および、

が可能）
。

融雪型火山泥流について、解析モデルと必要なデータ、

③計算条件の設定
（計算パラメータ、
河道特性、
斜面特性）

その形式及びArcGISとの連動を図る際の留意点につい

計算条件として、計算パラメータ、河道特性・斜面特
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図2 モデル地形のイメージ

河道系
（青色の実線）
単元斜面

斜面系
（緑色の領域）

図3 ArcGISメインシステム（インターフェイス）
のイメージ

Data

Modeling

①KW 法流出解析モデル（1 次元）
②KW 法流出解析モデル（2 次元）

表形式

③泥流氾濫モデル（2 次元）
④土石流氾濫モデル（2 次元）

その他のデータ
時系列データ→
降雨、流量等・パラメータ等

インプット
モデル地形作成ツール

GISレイヤー
（地形データ）

ArcGIS
メインインターフェイス

モデルにあった
地形のデータの作成

＊ArcGIS でフォルト機能
を用いて地形データ作成
DM データ
（数値標高データ、国土地理院）等

地形データ

モデル実行
（計算プログラム）

アウトプット

データ更新

Visualization
GIS レイヤー
（その他の空間情報）

●エクセルのグラフ機能を
用いて可視化

＊ArcGIS メインインター
フェイスとは、モデル実行
に必要なデータのインプッ
トやモデルの実行、さらに
モデルでの計算結果の表示
（可視化）などの一連の操
作を同一の画面上から実行
するものである。

①次系列解析結果
任意場所でのハイドロデータ
任意場所での通過土砂量等

②空間解析結果
既存の空間データ
アメダスデータ・積雲データ・
国土数値情報・各種系統データ・流域荒廃データ等

●ArcGIS のデフォルト機能を
用いて可視化

解析結果の空間分布情報
→最大流量深分布
→最終土砂堆積分布等

性に関するデータ設定が必要となる。モデル地形で作

て、GISと連動して一連の操作で流出解析計算の実行で

成した断面毎、並びに単元斜面毎に属性を付与する形

きるようにする。

で容易にArcGIS上での整理が可能である。

⑤計算結果の表示・出力

④流出解析プログラム
流出解析プログラムはVisual BASICで作成する。①
〜③で作成・設定した計算データを直接入力条件とし
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KinematicWave法を用いた一次元の流出解析計算結
果の表示・出力は、Excelをベースに構築する。
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3
流出解析のアルゴリズム及び
プログラムの作成

強度（融雪型火山泥流では融雪水の供給速度）
、k, p：流
れの抵抗に関する定数、x：流下方向の距離である。
表面流の運動がManning則で近似されると仮定する
と、k 及びp は次式で表される。

3

–1

KinematicWave法による

浸透水の二次流出については、地中に浸透した雨水

一次元流出解析プログラムの作成

が地中流として流下して河道へ流出すると考え、地下

ArcGIS上で稼働するKinematicWave法のアルゴリ

水流動の運動方程式としてダルシー則を用いる。ただし、

ズム及びプログラムを作成した。流出解析に用いるプ
ログラム言語はArcGISとの親和性を考慮してVisual
Basicとした。

融雪型火山泥流の二次流出は考慮しない。
〈浸透流の運動方程式〉

なお、流出解析は解析に必要な諸元の算出で抽出さ
れた「Kadou.csv，Slope.csv」のデータをインポートし
て実施することにした。

p=

√i 、

3
5

〈浸透流の連続式〉
㲅hg

一次元のKinematicWave法による流出解析計算では、

p

N

k=

㲅t

+

㲅qg
㲅x

= αr

斜面から河道への流出過程（斜面系）
と河道沿いの洪水

N：等価粗度係数、i：斜面勾配、hg：地下水深、qg：浸

の流出過程（河道系）
とに分け、さらに斜面系では表面

透流の単位幅流量、K：ダルシーの透水係数である。また、

流と浸透流（二次流出）
に分けてそれぞれ次に示す方程

αは雨水の地中への浸透率であり、雨量強度rと有効雨量

式を用いて計算が行われる。

強度reの関係により

図4 斜面系でのkinematic Wave法による流出解析のイメージ

re =（ 1- α ）
r
で定義することとする。
②河道系
河道における連続式および運動方程式は、図 5 に示し

斜面系

たモデルを用いた場合は次式で表せる（高橋ら、1986）
。
〈連続式〉

R（雨量）

河道系

hg

qg
中間流

hg qg
表面流
中間層厚
（降灰層厚）

θ

表面流
流れの性質を決定付
けるパラメータは N
（等価粗度係数）であ
る。
N 値が大きくなれば
なるほど、流れにく
くなる。
・ピーク小、流出継続
時間大

中間流
流れの性質を決定付
けるパラメータは K
（透水系数）である。
K 値が大きくなれば
なるほど、流れ易く
なる。
・ピーク大、流出継
続時間小

㲅h
㲅t

+

㲅q
㲅x

= i+r

〈運動方程式〉
q2
h2 C2 R2 p

= sinθ

ここに、h：流動深、q：単位幅流量、R：径深、C：係数、
p：定数（Chey型の抵抗則の場合p=1/2、ダイラタント
i 侵食（正）
型抵抗則の場合p=3/2）
、：
・堆積速度（負）
、r：
流路の単位長さ当たりの横流入量である。
また、運動方程式に一般的なマニング則を適用した場
合は、
n2 q2

①斜面系
〈表面流の連続式〉
㲅hs
㲅t

+

㲅qs
㲅x

= re

〈表面流の運動方程式〉
p

h2 R4/3

= sinθ

となる。ここに、nはマニング粗度係数である。
③斜面侵食・河床変動
斜面侵食や河床変動による土石流・泥流の発生・発

hs = kq s

達過程については、図 5 のモデル（高橋ら、1986）
を基本

ここに、hs：水深、qs：斜面単位幅流量、re：有効降雨

とした。
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図5 河床変動をとりいれたKinematic Wave法計算フロー

１．斜面系の計算
表面流の計算
㲅hs
㲅t

+

㲅qs
㲅x

浸透流の計算
hs ：表面水深
qs ：表面流の単位幅流量
re ：有効降雨強度
k ：流れの抵抗に関する定数
N ：等価粗度係数
i ：斜面勾配

= re

p

hs = kq s

N

k=

㲅hg
㲅t

+

㲅qg
㲅x

= αr

hg ：地下水深
qg ：浸透流の単位幅流量
K ：ダルシーの透水係数
α ：雨水の地中への浸透率

qg = hg Ki

i ：斜面勾配
r ：雨量強度
re ：有効雨量強度

p

re =（ 1- α ）
r

√i
Output（変数）

Output（変数）

hs , qs

hg , qg

r= qs +qg

i +,-）,θ
（

4．河道系の計算
流れ（土砂込み）
の計算
㲅h
㲅t

+

㲅q
㲅x

q2
h2 C2 R2 p

= i+r

h
q
R
C
p

= sin θ
i
r

：流動深
：単位幅流量
：径深
：係数
：定数（ Chey 型の抵抗則の場合p= 1 / 2
ダイラタント型抵抗則の場合p=3 / 2）
：侵食（正）
・堆積速度（負）
：流路の単位長さ当たりの横流入量

c,q

土砂の連続式
㲅(qc) ic* ;i 0
+
=
ic*D ;i < 0
㲅t
㲅x

㲅V

3

–2

V ：高さｈの流動層柱の中に含まれる土砂の体積
c* ：堆積層の土粒子容積濃度
c*D：土粒子が土石流から離脱して堆積した場合の容積濃度

ArcGISによる

タ作成、斜面データ作成、断面データ作成、数値シミュ

モデル地形作成ツールの作成

レーションに使用する諸元の算出である。本システム

KinematicWave法の流出解析で用いる地形データの
取り込みのため、ArcGISを利用したシステム並びにプ
ログラムを作成した。
本システムの操作手順は、大きく分けると、河道デー
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の手順フローを 図 6 に示す。

特集

ソフト対策

図-6 システム操作の手順フロー

２．侵食・堆積速度の計算（侵食・堆積速度能力の計算）

c<c ∞の場合
c ∞-c

i（ +）= α

c ∞=

c *-c ∞

×

q

c>c ∞の場合
c ∞-c

dm

c*D

i（ ‑）= β

×

q
dm

ptan θ
（σ-p）
（tanΦ-tan θ）

i ：侵食速度（+）、堆積速度（ ‑） c：流動中の土砂濃度
c∞ ：勾配θの元で侵食も堆積も生じずに流れることのできる最大土
砂濃度

〈i =0となるc〉
c*D：流動物が停止した時の容積濃度
q ：単位幅流量

d m：堆積層の代表粒径
Output（変数）

i（ +,-）, c, q

３．河床変動（ i 規制）
㲅D
㲅t

+ i= 0

θ=θ0 -tan-1

D ：堆積層の厚さ
θ0 ：堆積層の初期勾配
θ ：河床勾配

㲅D
㲅x

係数Cの計算
・掃流状集合状態

C=0.7√g

h
dm

c<cdc（ cdc = 0.4c*）

R2-P
c,q
回示した「GISと連動したハイドログラフ作成プログラ

・土石流状態（ h/ dm ≪30）

C=

2

g

5dm 0.02

c+(1-c)

ρ
σ

1/2

c*D
c

ム」の他に「メッシュ作成プログラム」
、
「計算パラメータ

1/3

-1

リスト作成」などの種々プログラムを開発する予定であ
る。これらのプログラムが開発されることにより、さら
に土砂災害や火山災害に対する警戒避難体制に資する

・土石流状態（ h/ dm ≫30）

C=

1
n

ための資料を迅速に提供できるようになる。

1/6

R

4
おわりに
本研究では、リアルタイムハザードマップを素早く作
成するために、状況の変化に対応した条件を迅速に設定
するための環境整備の一環として「GISと連動したハイ
ドログラフ作成プログラム」を開発した。本研究では今
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連 載エッセイ

地域の
豊かさを
考える

緑の季節になると毎年、緑色っ

新

県立劇場で劇団「SPAC」を率いて先

てこんなにもたくさんの色が

進的な創造活動をされていた鈴木忠志

あったのかと都会に住んでいても自然

さんに、芸術家としての姿勢の大切さ

の力を実感し、
元気になります。まして、

を教えていただいたのです。同時に、

以前大型連休中に訪れた時、いつも見

静岡県の文化政策の先進性にも注目す

るのとは全く違うチューリップの鮮や

るようになりました。つまり劇場とい

かさに驚かされた富山県・利賀村では、

う箱だけでなく、そこで提供される舞

今どんな緑が見られるのだろう、さぞ

台芸術創造のための劇団と制作スタッ

さわやかな空気が流れていることだろ

フを持ち、人事権、予算権を持つ芸術

うといつもなつかしく思い起こすので

総監督が運営する体制をつくったので

す。

す。ちょうど公立文化施設のあり方が

──「国際演劇祭」と
「そば祭り」
・利賀村のこころみ―─

田村 孝子
たむらたかこ

（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

問われてきた10年余でしたので、
芸術・
もそも私が、現在のグランシッ

そ

文化の解説委員として、静岡の文化

プでのお仕事をお引き受けする

政策・文化行政については注目し、継

ようになったきっかけは、1976 年か

続して取材もしてきました。ところが、

ら利賀村を拠点に演劇活動をされてき

その意義を当の静岡の方々が理解し、

た演出家の鈴木忠志さんとの出会いが

受け入れているかを少々疑問に思って

あったからです。利賀から活動の拠点

いたというのが正直なところでした。

を静岡に移された年に、NHK で音楽

私が静岡での仕事をお引き受けしたの

番組を担当していた私は解説委員室へ

もそうですが、たぶん鈴木さんの後を

の異動を命ぜられたのです。日本全国

継がれて、
「SPAC」の芸術総監督を

「はこもの行政」といわれることの多

引き受けられた演出家・宮城 聡さんも

かった公立の文化施設でしたが、利賀

静岡県がとった文化政策・文化行政が

では利賀芸術公園で劇団「SCOT」を、

実ることを望まれたからだと思うので

静岡では日本平の静岡舞台芸術公園の

す。そんな出会いがあって、私は利賀
へ足を運ぶようになったのです。
は利賀芸術公園は、過疎に悩む

実

利賀村が地域の活性化を目指し

て、合掌造りの家屋をまとめて移設し、
1973 年に『利賀合掌文化村』を設置
したのが始まりです。これを紹介され
た鈴木忠志さんが、1976 年『早稲田
小劇場』とともにここに演劇活動の
拠点を移し、後に劇団『SCOT』を立
ち上げたのです。ここには、合掌造り
を改造した劇場『利賀山房』
『新利賀
山房』
、ギリシャ風の『野外劇場』な
ど、建築家 磯崎 新さんの設計による
施設が次々に建てられました。そして
1982 年から世界演劇祭「利賀フェス
ティバル」が始まり、世界から注目さ
イラスト：仲野順子
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れる演劇の拠点になったのです。村の

だ、私が最初に利賀を訪れたの

は演劇祭ではなく、今から 10

状地にあるツクチェ村の防災計画が実

方々は「自分たちは作品をよく分かっ

た

などの支援で、二つの川が合流する扇

ているわけではないが、鈴木さんが白

年前、真冬の 2 月に開かれた「利賀

施されるようになったのです。

石加代子さんや他の俳優さん達を指導

そば祭り」です。昔は積雪 5 メートル

されている様子を見て（スズキ・メソッ

といわれた地域で、いったいどんな状

ドによる俳優訓練法）
、これは本物に

態なのかと不安だったのは確かでした

立ち会いましたが、水制工の背後に土

ちがいないと思った」と笑いながら話

が、スキー場と同じと思い直して富山

砂が堆積し、侵食された土地が復活し、

されていたのを思い出します。夏の野

空港に降り立ったのでした。しかし、

柳などの若木が育っていました。当時、

外劇場で「世界の果てからこんにちは」

空港付近の幹線道路が整備されてい

ツクチェ村への交通手段はポカラから

を観たとき、私の隣にお孫さんを連れ

るのは当然としても、利賀村に近づき

軽飛行機でジョムスンまで 8000 メー

たおばあさまがいらしたのですが、小

道の両側が雪の壁になっているところ

トルの山の間を飛んで、あとは馬で行

学生の男の子はしだいに飽きてきた様

でも、車の通る幹線道路に全く雪はな

くか徒歩で 4 時間もかかったのです。

子でした。でもその時おばあさまはお

かったのです。
「道路の整備も含めて、

石の運搬のためのトラクターはなによ

孫さんを抱き上げ、
「もう少し待って

融雪装置がなかったらここは陸の孤島

りだったにちがいありません。また利

ごらん、今に花火が上がるから……」
。

になってしまい、誰も住めなくなるの

賀川の護岸工事は、ツクチェ村の人々

この作品は、途中で打ち上げ花火が

です」と話してくださった村長さんの

に指導によって、ネパールの石積みを

次々に上げられる話題の作品なのでし

言葉は忘れられません。人口 800 人

利用して行われました。その一帯は現

た。舞台の後ろは池、その向こうは川

の利賀村へ、真冬に 3 万人の人が訪

在は砂防記念公園となっており、工事

と山、客席の後ろもまた山というロケー

れるのです。夜になると、道に沿った

に携わったネパールの人々の名前が刻

ションです。真っ暗な夜空には都会で

雪壁の穴には、ろうそくが灯されてい

まれています。

見るのとは全くちがう星空、でも懐中

ました。

電灯がないと歩けない、そんな場所
だから出来る演出なのです。男の子に

そ

今

とって、おばあさまと観た演劇の思い

はないかと考えたのがきっかけだった

クチェへの街道は今でも人気のトレッ

出は一生心に残るにちがいないとうら

そうですが、ヒントは日本のそばの花

キング地帯だそうですが、オートバイ

やましく思ったものです。

は白いが、ネパールのツクチェ村に咲

やトラクターが往き来する道にもなり

現

在この利賀村芸術公園は利賀村

くそばの花は赤いと聞いたのが始まり

ました。収穫物を運搬する手段ができ

だけでは支援できず、富山県の

だそうです。当時の宮崎村長以下利賀

たわけで、旅行者に人気の飲み物とな

施設となっています。
「利賀フェスティ

村の一行が初めてネパールのツクチェ

る沙棘（サジー）がさかんに作られて

バル」もいったん終了し、あらたにア

村へ行ったのが 1989 年 1 月、このと

います。交流の初期から利賀村が受

マチュアからプロにいたるまで、演劇

きの出会いがきっかけで利賀村には、

け入れてきた研修生たちが、日本での

を目指す人材の育成の場としてスター

ツクチェ村の曼荼羅師が描いた 4 メー

成果を生かし、村の生活は豊かになっ

トしています。簡単に勝手に帰宅でき

トル四方の曼荼羅・仏教絵画四面のあ

てきています。10 年前はカメラすらな

てしまう都会とはまったく異なり、夜

る「瞑想の館」と 15 世紀の曼荼羅の

かったのに、今ではパソコンもあるそ

になると星空以外に何もないのは今も

復元を目指した「瞑想美の館」ができ

うです。チベット難民の問題、ネパー

同じです。この夏から再び劇団
「SCOT」

ました。日本・ネパール国交樹立 40

ルの政情転換の時期をむかえ、今後

の活動が始まります。ここでしか得ら

周年記念の年、1996 年にはネパール

のツクチェ村にどんな影響があるので

れない豊かさは、貴重ではないでしょ

のカトマンズで「利賀・ツクチェむら

しょうか？利賀村の方々はこの秋、馬

うか？ 演劇祭がきっかけでギリシャ

おこし交流展」が開かれました。日本

と徒歩とでツクチェ村を訪れる予定だ

のデルフィと姉妹都市となり、村の中

とネパールの山間の過疎の村が抱える

そうです。

学校の修学旅行先は今もギリシャで

問題を話し合い、日本の無償資金と技

す。

術協力、
そして利賀村からのトラクター

ば祭り」は、世界演劇祭以外で

も何か地域を活性化できること

998 年私が初めてツクチェ村を訪

1

れたときに、護岸工事の完成式に

年は利賀村がツクチェ村と交流

を始めて 20 年になります。ツ
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速報
2008年5月26日非公式に中国民政部国家減災センタ

中国四川大地震
災害対応への
技術支援
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

ーから、中国に来て「天然ダムとシミュレーションに関
する」
講演が可能かどうかという打診があった。24日の
NHKスペシャルのTV番組を見た幹部からの要請であ
った。関係の皆さんとも協議をした結果、民間ベースで
の技術指導のため5月29日〜31日北京に行くことにした。

今回話のあった国家減災センターは民政部に属し
ていて、国家減災委員会に情報を出す部所である。従
来は各行政機関が災害時に縦割りで対応していたが、
2002年に国務院は災害情報の迅速な収集、的確な情報
に基づく早期の対応を目的としてこの国家減災センタ
ー設置を決定した。
台風、地震などの自然災害の他、干ばつなどの農業災
害も対象災害としている同センターは、2009年9月にシ
ステム構築を完成させて全面稼働することになってい
る。現在は、衛星を活用したリモートセンシングの情報
により迅速な被害状況の把握と対策への活用を目指し
ている。

今回の技術指導はこの国家減災センターでの「地震と
土砂災害」についての講演と防災担当官との議論が主で
あったが、その後、温家宝首相の出身大学である北京師
範大学 全球変化と地球系統科学研究院常務副院長 藩
耀忠教授の要請により、北京師範大学での講義と大学
主催の交流会に出席してきた。
国家減災センターの講演は方志勇副センター長の挨
拶で始まり 写真‑1 、はじめに日本の協力への感謝の意が
述べられた。また、
「現在（5月30日）
は救命・救急の第
一段階から復興（家屋の建設等）
を目ざした第二段階に
写真‑ 1 国家減災センターでの講演（右から二人目が方副センター
長）

入る時期となった。そこで建物の建築基準や人民の防
災意識の向上など先進的な日本の例を参考にしたい」
旨
の発言があった。
筆者からは、
要請のあった地震による土砂災害の概説、
天然ダムの減災対策（ハード、ソフト）
、中越地震の対応
事例及び唐家山に発生した天然ダム決壊シミュレーシ
ョンについて講演した 写真‑ 2 。

講演後の議論では地震災害のリスクの評価手法、シ
ミュレーションの内容、二次災害への対応など今回の
写真‑ 2 講演中の筆者

四川大地震に関する具体的な質問があり、また全国で
ハザードマップを作りたいのだが何かコメントを･･･な
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速報
どの今後の減災対策手法についての質問も出されるな

土砂流出防止対策などにより一日も早い下流域の安全

ど予定時間を大幅に超す議論がなされた。減災センタ

の確保が望まれるところである。

ーの実質的責任者の範一大氏とは挨拶だけとなったが、
日本の技術協力に感謝する旨の話をしていただいた。

末筆ながら今回の大地震で亡くなられた人々に哀悼
の意を表するとともに、被災された皆様に心からのお見

北京では中央電視台（CCTV）
の他テレビで災害の状

舞いを申し上げる次第である。

況の報道がなされていたが、特に四川星視（衛星放送）
では「抗震救災」の特別報道が流されていて、不屈不撓
（どんな困難にもくじけない）
や友愛互助（お互い助けあ
おう）
などのスローガンのもと、現地の状況や被災民へ

中国四川大地震に関する
当センターの対応について

の救援の様子を見ることができた。
また5月30日付新京報によると、すでに唐家山の天

企画部
地震災害の発生

然ダム湛水量は1.6億㎥となり15日以内に天然ダムが決

2008年５月12日14時28分（現地時間）
に中国四川省

壊する恐れがあること、すでに7万人が避難完了、9万

ブン川（Wenchuan）県を震源とするマグニチュード8.0

人が準備をしていることなどが報じられていた。
天然ダム対策についても高さ10mの排水路長の1/3

を記録する地震が発生しました。地震は、四川省を縦断す
る竜門山（Longmenshan）
断層の活動によるもので、余震
が続いています。この地震により、竜門山断層に沿った広

が完成し、掘削土量は7万㎥に達したとのことであった。

い地域で、各種メディアで報道されたように、ビルや家屋

しかし、水位の上昇により上流の街北川県萬里村では

の倒壊を始め、甚大な被害が生じました。

家屋の水没がはじまっている状況 写真‑ 3 となっている。

中国政府が発表した被害の状況（〜5月29日；新華社
通信電）
は、死者68,516名、行方不明者19,350名、負
傷者365,399名となっているほか、全壊家屋546万戸あ

もう一つの講義が北京師範大学でなされ、教師や大
学院学生など約30名の人々と議論ができたことは有意
義なことであった。
帰国後6月1日付朝日新聞によると唐家山の天然ダム
では排水路工事が終了したこと、下流域の住民19万人
の避難もおわり、1日には排水作業がはじまるとの記事

まりとなっています。
断層北西側の山岳地域では、大規模な崩壊・地すべり
が多発し、四川省内で34箇所の天然ダムを形成しました。
これら天然ダムの決壊による二次災害の発生が懸念され、
中国政府は緊急対応に追われています。
なかでも北川（Beichuan）
県の唐家山（Tangjiashan）
地
区では、大規模崩壊によりJianhe川が堰き止められ、大き
な問題となりました。

を読み、天然ダム決壊による被害が最小限に終るよう願
っているところである。

当センターの取り組み

また、災害現地では山地の崩壊が非常に多く、今後の

この災害に関してマスコミ各社からの取材を

降雨で新たなる崩壊の発生と、下流への土砂流出が心

受け、現象面や今後懸念される事項などについ

配される。折しも下流域では新たな街づくりがはじま

て専門家の立場からコメントを行いました（５月

るところである。そこで山地の変化のモニタリングや

30日現在）
。
メディア名

フジテレビ
めざましテレビ

写真‑ 3 唐家山の天然ダムの湛水水没がはじまった北川県萬里村（5月
30日付 新京報）

対応者

放映・掲載

理事長 池谷 浩

5/19

読売新聞

理事長 池谷 浩

5/20朝刊

TBS ニュース23

理事長 池谷 浩

5/19

読売ウィークリー

理事長 池谷 浩

6月8日号

NHK
NHKスペシャル

理事長 池谷 浩

5/24

フジテレビ
めざましテレビ

理事長 池谷 浩

5/26

フジテレビ
めざましテレビ

専務理事 近藤 浩一

5/27
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土石流・流木対策の
技術指針に基づく
計画・設計事例に
関するＱ＆Ａ

平成19年12月11日（火）
、砂防会館別館シェーンバッ
ハ砂防（東京都千代田区）
において、平成19年3月13日
に国土交通省より通知された「砂防基本計画策定指針
（土石流・流木対策編）
」および「土石流・流木対策設計
技術指針」に関する講習会を開催し、国土交通省・都道
府県、公益法人・民間企業等より547名の方々にご参
加いただきました。

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

ここでは後日、
（財）
砂防・地すべり技術センターにお
寄せ頂いた計画・設計事例に関する主なご質問の内容
と回答について、ご紹介させて頂きます。

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 技術課長代理

Q1. 想定土石流流出区間
「土石流・流木対策の技術指針に関する講習会 テキ
スト平成19年12月11日（財）
砂防・地すべり技術センタ
ー」
（以下、設計例とする。
）
では、
『土石流ピーク流量の
算出地点が堆積区間（θ≦10°
）
の場合、1波の土石流に
より流出すると想定される土砂量Vdqpは、渓床勾配が
θ＞10°
となる流域を対象として算出する。
』と記載され
ています。
例えば、計画基準点や土石流・流木捕捉工を配置し
ようとする地点といった、土石流ピーク流量を算出しよ
うとしている地点より上流の流域において、本川の現渓
床勾配が10°
以下で、一部の支川の現渓床勾配が10°
よ
り大きい場合、どのように「１波の土石流により流出す
ると想定される土砂量」を算出するのでしょうか（上述
のように渓床勾配10°
により区分けした場合、本川の堆
積土砂量を対象としないため、きわめて小さな土石流ピ
ーク流量になるのですが……）
。

A1.
「１波の土石流により流出すると想定される土砂量」
は現渓床勾配が10 °
より大きい区間を対象に算出しま
す。ご質問の場合、本川にある移動可能渓床堆積土砂
を計上せず、支川のうち現渓床勾配が10 °
より大きい
区間に存在する移動可能渓床堆積土砂を計上すること
になります。その際、Ｑ２もご留意ください。
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以上は、指針に基づく基本的な設定方法ですが、指針

流量に対する越流水深の値の検討を省略してよいと読

P.32には「ただし、同一流域において、実績値がある場

み取れますが、なぜ検討を省略してよいのか理由を教え

合で別の方法を用いて土石流ピーク流量を推定できる

ていただけないでしょうか。

場合は、その値を用いてよい。
」とも記載されていますの

当社では現在、透過型砂防えん堤を計画しておりま

で、土石流・流木対策施設を配置しようとしている渓

すが、土砂含有を考慮した流量に対する越流水深の値

流における過去の土砂災害実績に比べて明らかに過小

が土石流ピーク流量に対する越流水深の値、最大礫径

評価となる場合には、実績に応じた別の方法により検討

の値より大きくなります。このような場合でも透過型

することが望ましいと考えられます。

の場合であれば、土砂含有を考慮した流量に対する越
流水深の値を採用する必要はないのでしょうか。

Q2. 1波の土石流により流出すると
想定される土砂量Vdqpの最小値

A3.

計画流出土砂量が1000㎥未満となる渓流の場合、計

透過型の場合は、洪水時の水面は当該えん堤の上下

画流出土砂量は1000㎥となりますが、土石流ピーク流

流で変化しないと想定しているため、土砂含有を考慮し

量算定に用いる「 1波の土石流により流出すると想定さ

た流量に対する越流水深の値を設計水深として採用し

れる土砂量Vdqp」は、どのような扱いになるのでしょう

ません。

か。

A2.

Q4. 水通し断面の設定に用いる

計画流出土砂量が1000㎥未満となる渓流の場合の
「1

土石流ピーク流量

波の土石流により流出すると想定される土砂量Vdqp」の

水通し断面の設定に用いる土石流ピーク流量の算出

取り扱いについて指針には明記されておりませんが、講

方法に関する質問です。指針P.33によると「土石流ピー

習会において国土技術政策総合研究所から、このよう

ク流量を求める際の１波の土石流により流出すると想

な場合は「 1波の土石流により流出すると想定される土

定される土砂量Ｖdqpは、土石流・流木対策施設のない

砂量Vdqp」
も1000㎥とする、
という説明がなされました。

状態を想定して」とあります。例えば、設計しようとす
る砂防えん堤の上流に複数基の砂防えん堤を配置する
場合、設計しようとする砂防えん堤の地点における「１

Q3. 設計水深

波の土石流により運搬されると想定される土砂量」は上

設計水深の考え方についてですが、不透過型砂防え

流側の砂防えん堤の有する計画捕捉土砂量・計画堆積

ん堤の設計水深は、
「①土砂含有を考慮した流量に対す

土砂量・計画発生（流出）
抑制土砂量を差し引いた値に

る越流水深の値」
、
「②土石流ピーク流量に対する越流

したほうがよいのでしょうか。

水深の値」
、
「③最大礫径の値」の最も大きな値を採用し
（指針P.64〜65）
、透過型砂防えん堤の設計水深は、
「①

A4.

土石流ピーク流量に対する越流水深の値」
、
「②最大礫

差し引きません。流域内に新規に複数の砂防えん堤

径の値」を比較し、大きい値を採用する（指針P.75）
と記

を計画する場合、それらの最下流に位置する計画砂防

載されています。

えん堤の水通し断面の設定にも、上流側に計画されてい

透過型砂防えん堤については、土砂含有を考慮した

る砂防えん堤が無い状態を想定して土石流ピーク流量
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表- 1 前庭保護工の水通し断面の設計 （講習会：国総研説明資料）

型式

条件

設計流量

設計水深の算出方法

余裕高

洪水時

土砂含有を
考慮した流量

せきの公式

計上する

土石流時

土石流ピーク流量

等流計算

（但し、袖部を含めた断面で対
応する場合、計上しない）

透過型

土石流時

土石流ピーク流量

等流計算

計上しない

部分透過型

土石流時

土石流ピーク流量

等流計算

計上しない

不透過型

を設定します。

計上する

深以下にします。ただし、土石流の水深がD 95 よりも小
さい場合には、D 95 以下とします。土石流・流木捕捉
工を保全対象から離れた上流に配置したり、複数の土

Q5. 前庭保護工の設計
前庭保護工の設計に使用する設計水深に関する質問
ですが、前庭保護工も本体の水通し断面設計と同様に

石流・流木捕捉工を配置するときの上流側の土石流・
流木捕捉工の場合には、D 95 の1.5倍まで広くできます
表‑ 2 。

設計水深の算出方法や余裕高の有無を使い分けるので
しょうか。

Q7. せん断摩擦安全率
A5.

設計例P115の
「
（5-6）
せん断摩擦安全率の検討」
と
「
（6）

砂防えん堤本体の水通し断面設計と同様に、前庭保

袖部の補強に関する検討」の両方で計算結果がOUTに

護工設計においても設計水深の算出方法や余裕高の有

なった場合、ただちに鉄筋による補強の検討（必要鉄筋

無を使い分けます。砂防えん堤型式毎の使い分けは、

量を求める検討）
を行うのでしょうか。それとも、まず、

表‑ 1 の通りです。

せん断摩擦安全率の検討については、袖の底盤幅を広
げることで対応するのでしょうか。また、底盤幅を４ｍ
まで広げてもOUTになる場合は、補強鉄筋の検討に移

Q6. 最下段の透過部断面高さ
透過型砂防えん堤の最下段の透過部断面高さについ

るのでしょうか。
あるいは、
「
（6）
袖部の補強に関する検討」でOUTにな

ての質問です。最下段の透過部断面高さは土石流水深

った場合だけ必要鉄筋量を求める検討
（鉄筋による補強）

以下に設定することが基本ですが、状況に応じてD 95 の

を行なうのでしょうか。

1.5倍まで狭くすることができると注釈されています（指
針P.81）
。土石流水深がD 95 ×1.5より小さい場合は、最
下段の透過部断面高さをD 95 ×1.5まで広げることは可
能なのでしょうか。

A7.
指針に基づけば、せん断摩擦安全率の検討では鉄筋
補強の検討は行わず、袖の底盤幅を広げることで対応す
ることになります。基本的に鉄筋による補強は、
「
（6）
袖

A6.
土石流・流木捕捉工を配置する位置によります。最
下段の鉛直純間隔は保全対象の直上流だと土石流の水
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部の補強に関する検討」でOUTになった場合のみに検討
します。
ただ、設計例P.115に示したように、せん断強度は

T O P I C S

表-2 最下段の透過部断面高さ

H：最下段の透過部断面高さの設定範囲

土石流・流木捕捉工を配置する位置

保全対象の直上流の施設

土石流水深と の関係

土石流水深
≧D95

保全対象から離れた上流または、
複数の土石流・流木捕捉工を
配置するときの上流側の施設

H

D95

土石流水深
＜D95

H

H

2760（kN/㎡）
（設計基準強度18(N/m㎡)の場合）
を用

クリートそのもののせん断強度」
を評価しようという設計

いますので、底盤幅は4m以内でも、せん断摩擦安全率

思想です。下記に示す参考文献によると、せん断強度の

が4以上になる場合が多いと考えられます。

基準は大きく次の2つに分けられます。

底盤幅が4m以上のとんでもない値が算出された場合
は、外力などの検証も含めて個別に検討する必要がある

①圧縮強度の1/7〜1/10
（比較的古い文献）
②圧縮強度の1/5（比較的新しい文献）
：打継ぎ目が丁寧
に処理されている場合

と思います。

Q8. せん断強度
せん断強度の2760（ kN/㎡）
についてですが、設計圧
縮強度の1/5ということですが、河川砂防技術基準（設
計編）
ⅠのP81の表の数値は使わなくてもよいのでしょ
うか。
※21N/m㎡：せん断応力度353kN/㎡（許容応力度）
18N/m㎡：

〃

323kN/㎡（許容応力度）

A8.
指針ではせん断摩擦安全率を４として別途、見込んで
いますので今回の設計事例では、
「安全率を含まないコン

★参考文献
ダム設計基準S32 P21
改訂ダム設計基準S44 P42
（1/7〜1/10）
第2次改訂ダム設計基準S53 P34
（1/7〜1/10）
砂防設計公式集 P105
（1/7〜1/10）
多目的ダムの建設 設計Ⅰ編 P193
（1/4〜1/6）
コンクリート標準示方書 ダムコンクリート編2002 PⅡ-8
（1/5）
コンクリートダム設計法 P31
（1/5）
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はじめに

富士山の
永久凍土が消える！
─土石流発生への影響─

2007年11月6日付読売新聞に 「変わる富士山①『温
暖化──解ける永久凍土』と題した記事が掲載された。
内容は富士山に存在する永久凍土が徐々に解けている
ということ、そして永久凍土の融解が侵食を加速して山
の姿を変えてしまうかも知れない、というものである。
特に永久凍土の融解については国立極地研究所の資料
からということで次のように記述されている。

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

「 1976年の永久凍土の下限は南側斜面で標高3200m
前後だったが2001年までの25年間で約300m上昇した」
これが事実とすると標高3500mより標高が低い1976
年以前の永久凍土地域は、2001年以後には季節凍土地
域に変化したことになり、結果として土砂の生産・流出
が変化していることが考えられる。そこで大沢川を例
として富士山における永久凍土の融解による土砂災害
への影響について調べてみた。

１．気象変化の実態
気象の変動、とりわけ地球温暖化の影響を検討する
場合、一般的に平均気温の上昇と気温変動幅の増大、
降雨量の変化の影響を確認することが必要である。そ
こで、富士山御中道（標高2350m）
での気象観測データ
から前述の事実があるかどうかを調べた。

1-1 気温の時系列的変化
①地上気温の変化
地上気温として御中道午前9時の年間平均気温の変
化を調べたのが 図‑ 1 である。
欠測の多い山岳地域でのデータの性格上データ数が
充分とは言えないが1970年〜2006年の36年間に大き
な変化は見られない。すなわち年間を通しての平均気
温の変化は、少なくとも御中道の午前9時の定時観測か
らは明らかでない。そこで1970年から2007年までの各年、
各月の最高・最低気温の変化を調べてみた 図‑ 2 。最高
気温では6月、7月、8月及び10月がわずかながら上昇傾
向にあり、最低気温では1月が低下傾向、7月は上昇傾
向にあることがわかった。
そこで冬季の代表としての1月のデータを見ると、最
高気温はあまり変化が見られないが最低気温に変化が
あり、近年は5℃近く下がっていることがわかった。す
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図-1 御中道午前9時の年間平均気温

平均気温℃
観測年

図-2 各年、各月における最高、最低気温の変化

30.0℃
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5.0
0.0
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15.0 ℃
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
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-25.0

1970
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1980

1985

1990

2005

観測年

なわち、最高気温と最低気温の両者の間の差に変化が

ただし、1971年〜84年の間は欠測が多い。その影響が

見られるのである。最高気温と最低気温の差は1971年

あるかどうかは不明である。

〜84年の平均が20.8℃、85年〜95年が20.9℃であるの
に対し96年〜2006年の平均値は24.8 ℃となっている。

また、夏季の代表としての8月のデータからは最高気
温が微増しており、最高と最低の差分は若干だが拡大し
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図- 3 地中温度と土石流発生時期

℃

地温データ
観測月日

2001年

ている。

2002年

示された。そこでいくつかの地点の内標高3000mの地

次に土砂の生産に関係すると考えられる凍結・融解

点の地中温度と地上気温を比較するべく、御中道の地

の時期として11月を選んでデータを調べてみた。その

上気温から想定した標高3000ｍの地上気温の毎月1日、

結果、最高気温はあまり変化がないが最低気温が上昇

15日の最高値と最低値を示したのが 図‑3 の赤線（ ）
で

傾向にあることがわかった。そして最高気温と最低気

ある。11月や12月でも気温の高い日があり、また4月に

温の差が年々小さくなっている傾向が伺えた。

は気温の低い日もあるので、その状況を緑線（ ）
で補足

これら時期を限定した気温変化の実態から次のこと

している。

が言えるようである。まず最高と最低気温の経年変化

図‑ 3 から地中温度が0℃を境に上下する期間、すなわ

からは明確な結論を得ることはできなかったが、一つだ

ち凍結と融解が起こりうる期間として10月末〜12月上

け言えるとすると冬季に寒さが増し夏季に暑さが増す

旬と3月末〜5月中旬頃が想定される。特にこの間の地

という、気温変動の幅が大きくなってきているというこ

中温度は当然の事ながら地上気温とほぼ連動している

とである。また、暑さが秋季まで影響してきているらし

ことも 図‑ 3 から明らかである。

いことも言えそうである。
②地中温度の変化

1-2 降雨量の時系列的変化

国立極地研究所による富士山の永久凍土は地中50㎝

温暖化の影響が降雨量にどのように表れているのか

〜数十mに存在していると考えられている。そこでその

も興味のあるところである。そこで御中道観測所での

地中の温度の変化について調べてみた。

降雨量データを調べた。1979年からの年間降雨量（欠

2001年秋から2002年秋までの1年間の大沢崩れ両岸

測の多い年は除く）
の変化を見るかぎり全体としては降

の標高2800〜3200mの地点で地中温度の測定が実施

雨量の年ごとの変動が大きくなっていると言えそうで

★１

されている

。

それによると各地点での温度の変化は 図‑ 3 のように
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ある 図‑ 4 。また最大日雨量はここ10年ほど減少してい
る傾向が見られる。ただし、観測値には欠測が多く、ま
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図-4 富士山の最大日雨量と年間雨量（御中道）

（年）

た強風の影響や観測年も短いことを考えると決定的な
事実は得られていない。

２．富士山大沢川における
土砂生産メカニズム
2-1 谷壁崩壊のメカニズム
大沢川における土砂生産源は大沢川の谷壁をなす側
方斜面の崩壊が主となっている。
富士山の地質構造は固い溶岩の層と比較的柔らかい
火山砕屑物の層の互層構造となっている。まず、風雨
や凍結・融解の繰り返しにより火山砕層物の層が流出
する。そして、その後自重で溶岩層が崩れ落ちる★２。
このようにして大沢川の水源部の谷は拡大していって

写真‑ 1 現地での谷壁崩壊状況★２

いる。実際の谷壁の溶岩層と火山砕屑物層の状況を
写真‑ 1 に示した。

岩層の崩壊に結びついていることも考えられる。また
滝の後退はその部分の谷の側壁の不安定化をもたらし、

2-2渓床の変化に伴う土砂生産メカニズム

新たな谷壁の崩壊をもたらすことになる。

土砂の生産源としてもう一つ考えられるのが大沢川
の渓床の一部を構成する滝の後退である。滝の後退の
メカニズムとしては谷壁部と同じように風雨によって

３．大沢川における
土砂移動メカニズム（土石流の発生）

火山砕屑物が流出し、その後溶岩層が崩壊するもので
ある。
一方、
土石流の流下時に火山砕屑物が吸い出されたり、
又は震動により火山砕屑物が流出して空洞ができ、溶

3-1 土砂移動のメカニズム
ここまで述べてきたように土砂生産（崩壊）
→渓谷部
での堆積→土石流という土砂移動メカニズムをとりま

SABO vol.95 Jul.2008

29

3-2 土石流の発生・発達プロセス

図- 5 土砂移動のメカニズム

溶岩層と火山砕屑物層の互層

過去に大沢川に発生した土石流を 表‑ 1 に示した。こ
の発生時期（月日）を地温・地上気温の年間変化の図（

凍結・融解、
降雨等による
火山砕屑物層の
崩落

凍結・融解作用による割目の
拡大（溶岩層）

図‑ 3 ）
に記入して比較してみると、おおむね凍結・融解が

活発な時期又はその直後で発生していることがわかる。
オーバハングの形成と溶岩層落

これは凍結・融解で土砂が生産され谷底に土砂の堆
積が生じ、そこに多量の表面流が加わって土石流として

斜面・渓床での堆積

流動したこと（ 図‑ 5 参照）
の証明でもある。 図‑ 3 をもと
に凍結・融解を考慮した土砂の生産と流動の月別の状

降雨
土石流化

況は 表‑ 2 のようにまとめられる。
では大沢川では谷底部への土砂の堆積はどのくらい
の量となっているのであろうか。すでに述べたように大
沢川では谷の両岸の斜面が凍結・融解により崩壊し、谷
底部へ土砂は一時的に堆積する。2001年からその谷底
部での堆積土砂量を調べた国土交通省富士砂防事務所
のデータによると 図‑ 6 のように示される。図からもわ
かるように谷底部での堆積土砂量がある限界値を超え、
そこに豪雨が加わると堆積土砂が流動化する。
限界堆積土砂量と限界降雨量との関係は 表‑ 3 のよう
にまとめられる。 表‑ 3 でいう大雨とは大沢川水源部に
おいて表面流が充分発生する降雨のことであり、堆積
物の量の大小は土石流として流下した土砂量が一つの
目安となるだろう。
これらの堆積土砂量はすべてが凍結・融解による源
頭部からの谷壁の崩壊土砂ではなく、降雨による崩壊
土砂や中流部等の渓岸や渓床の侵食及び滝の後退に伴
う土砂が土石流流動の過程で加わり土石流を発達させ
ていることも考えられる。これらのことから、谷の出口
附近の渓床勾配が約1/7と土石流の流下区間に当たる

写真‑ 2 標高3500mの地表面クラック★1

大沢川では、流域の上流部での土石流の土砂濃度によ
っては流下区間において流送土砂の平衡が保たれる事

とめると 図‑5 のようになる。

もありえるということが言える。

特に土砂生産の要因として源頭部における凍結・融
解の繰り返し作用が大きな役割を果たしていて、富士山

４．気候変動と土砂の生産・流動の実態

の永久凍土の消滅=季節凍土の発生は、今後土砂移動
メカニズムへ影響を与えるものと考えられる（ 写真‑ 2 参
照）
。
ただし、源頭部での谷壁の崩壊が無限に続くものでは

4-1 永久凍土層の解消と崩壊
大沢川の水源を形成する通称大沢崩れにおいて、永
久凍土が形成されていたとされる時期（1970年頃まで）

ないので、ある時期（例えば、渓床からの安息角を考慮

とそれ以後における大沢崩れの形状の変化を調べてみ

して一定の谷幅となった時点）
までの影響と考えてよい

ると、空中写真による地形変化から1971（昭和46）
年か

だろう。

ら1988（平成10）
年までの谷幅の変化（拡大幅）
は、28年
間で標高3200〜3500ｍの左岸において20〜30m、右
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表-1 大沢川における土石流データ（国土交通省富士砂防事務所のデータに筆者が加筆）
発生年月日

最大時間
雨量（㎜）

総雨量（㎜） 日雨量（㎜）

最大流量
（㎥/s）

最大流速
（m/s）

最高水位
（m）

扇状地堆積
流動中の
土砂量（㎥） 土石流濃度（Cd）

1

1972

昭和47年5月1日

168

144

26

130,000

0.35

2

1972

昭和47年5月5日

139

129

22

200,000

0.50

3

1972

昭和47年6月8日

213

117

31

120,000

0.39

4

1972

昭和47年7月6日

293

188

81

30,000

0.02

5

1972

昭和47年7月12日

551

361

100

20,000

0.07

6

1979

昭和54年4月8日

150

150

45

45,000

0.17

7

1979

昭和54年5月8日

140

111

26

26,000

0.11

8

1991

平成3年11月28日

226

166

39

283.47

11.5

2.6

182,000

0.36

9

1997

平成9年6月20日

321

221

63

198.62

9.6

2.6

195,000

0.30

10

1997

平成9年11月26日

298

283

33

226.75

10.0

3.0

199,000

0.32

11

2000

平成12年11月21日

260

149

37

1423.90

15.9

5.4

280,000

0.43

12

2004

平成16年12月5日

162

106

31

182.70

15.0

1.4

113,000

0.33

＊雨量データは大滝観測所の値を用いている。
表-2 凍結・融解を考慮した土砂の生産と流動

表- 3 限界降雨量と限界堆積土砂量との関係

・凍結が卓越、凍結融解は少なく、土砂生産も少ない
1月〜3月末
・降雨は雪となるため土石流の発生は少ない。
・凍結融解の頻度高い。特に4月中旬以降は大沢崩
れ全域で土砂生産起こりやすい。
４月〜５月 ・地中には凍土層が存在。そのため降雨は地下に浸
透しにくく表面流となりやすい。
・谷底の堆積物がある量になると土石流化。
７月〜10月
11月〜
12月初旬
12月初旬〜
12月末

・季節凍土層はなくなり降雨は浸透。
・土石流発生のためには相当量の降雨が必要となる。

○小さい雨量
（堆積物の量の大小によらず）

○大雨
（堆積物の量が少ない時）

○大雨
（堆積物の量が多い時）

渓床堆積物
はポーラス

表面流が発生しにくく
土石流とならない

水だけ出る

土石流化

・4-5月と同じ
図- 6 谷底部堆積土砂量の推移

・1-3月末と同じ

表-4 昭和に入ってからの土石流発生間隔

1941 （昭和16）
年
1949 （昭和24）
年
1972 （昭和47）
年
1979 （昭和54）
年
1991 （平成 3）
年
1997 （平成 9）
年
2000 （平成12）
年
2004 （平成16）
年

8年
23年
7年
12年
6年
3年
4年
（空中写真測量による推定値、富士砂防事務所H19.3.8記者発表資料）

岸では10〜20mとなっている。谷が側方に拡大すると

凍土層が解消されて季節凍土層へ変化したことが考え

いうことは、それだけ谷の側面の土砂が崩壊したことを

られる。すなわち、季節凍土層に変わった活動層が気温

意味するものである。

変化に伴い凍結・融解作用の繰り返し作用をうけ、その

また、この1971年以後28年間の崩壊の拡大地の主な
★２

区域が標高3200〜3500m附近（ 図‑ 7 参照）
である

こ

結果溶岩層での割目の拡大や火山砕屑物層の崩落など
が生じたと考えることができる。

とを考えると、崩壊地が拡大した原因の一つとして永久
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図- 7 過去28年間（1970〜1998）
の崩壊地の拡大部分★2

15m（年平均0.29ｍ）
、1971年〜1999年までの28年間
に約20m（年平均0.71m）
とされている。すなわち近年
の方がそれ以前より2.45倍早く滝の後退が進んでいる
ことになる。
これは直接気候変動により滝が後退したのではなく、
後述するように土石流の発生頻度が増えた事による滝
の後退と言えるだろう。
谷の後退は河床を低下させることから両側斜面を不
安定にし崩壊の拡大をもたらすことが考えられる。なお、
標高1550m附近に位置している大滝の平均後退は推定
で約2000年間に約40m（年平均0.02m）
であり、最近30
年間はほとんど変化していないことがわかっている。

4-3 気候変動と土石流
富士山大沢川での土砂災害（土石流災害）について
歴史的な視点からその発生状況を見てみる★３ と、明
治・大正時代の57年間に土砂災害を伴う明らかな記録
は3回ある。すなわち年平均発生回数は0.05回となる。
1926（昭和元）
年〜1972（昭和47）
年の47年間には3回、
年平均発生回数は0.06回に対し、直轄砂防事業が開始
された1973年から2006年までの34年間には7回発生し
ている、すなわち年平均発生回数0.20回と他の期間の
約3〜4倍の値を示している。
一方、富士山の気象データからは前述のように気象
観測値の変動幅が大きくなっていることが示唆された。
そこで総雨量と扇状地での堆積土砂量（土石流等によ
り大沢扇状地まで流出した土砂の量とその時の総雨量）
との関係 図‑ 8 を見てみると、総雨量が大きくなると堆
積土砂量も大きくなる傾向が認められることから、流出
土砂量と総雨量には相関関係があることがわかる。し
かも最近の土石流の発生は総雨量が多いこともあって、
土砂量としても20万㎥を超すような多量の土砂流出が
見られている。
これらの事実から今後気候変動により一降雨による
総雨量が増すと土石流に伴う流出土砂量も増加してく
ことが考えられる。

4-2 気候変動と滝の後退
大沢川に存在するいくつかの滝は一般的には前述の

そこで総雨量と既往の土石流の土砂濃度を調べてみ

ようなメカニズムで後退している。しかし、より明確な

た。1回の総雨量と流出した土砂量から流動中の土石流

後退は土石流の通過時の震動や火山砕屑層の吸い出し、

の土砂濃度Cdを国土交通省の指針★４により次式で算

岩石の衝突による溶岩層の破壊による後退であろう。

出したものである。

富士砂防事務所の資料集

★２

によるとF2、F3の滝附

近での滝の後退は1919年〜1971年までの52年間に約
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図-8 総雨量と扇状地堆積土砂量の関係

300,000
扇状地堆積土砂量︵ ㎥︶

250,000

1997 年以後

200,000
150,000
100,000
50,000
0
0

100

200

300

400

500

総雨量（㎜）

ここにVは扇状地の堆積土砂量、Pは総雨量、Aは流

おわりに

域面積、Kfは流出補正係数である。
指針の式から計算した各土石流の土砂濃度の値を

全国的な気候変動が論じられている今日、富士山で

表‑1 に記した。表からわかるようにほとんどの土石流

もその影響があるのかどうか、あるとしたら土砂災害に

が総雨量に関係なく、濃度として0.3〜0.4の間に入る値

どのように関係してくるのだろうかという視点で過去

を示す結果となっている。

の資料を調べ直してみた。

すなわち大沢川の渓床に不安定な堆積土砂が充分あ

その結果、夏季に暑さが増し、暑さは秋季にまで影響

れば総雨量に関係なく土砂濃度0.3〜0.4の値の土石流

してきている可能性があることや、同一地点での気温の

が発生することを意味している。

変動幅の増大の可能性があることがわかってきた。また、

なお、表-1に示した土石流の内、流動中の土砂濃度が

富士山の山頂部の永久凍土の解消が季節凍土に変化し

0.02〜0.07の値の流れは厳密には土石流と言うより土

て大沢川の谷壁の崩壊を助長している可能性が考えら

砂濃度の高い洪水流と言ったほうがよい。そこで 図‑ 8

れ、その崩壊土砂が不安定な堆積土砂として渓谷の渓

には記入していない。

床に堆積し、その後の大雨により土石流化しているとも

一方前述のように標高3000〜3500mのいわゆる大沢

考えられる。そこで今後も上流域での土砂供給が充分

崩れ源頭部での季節的凍結・融解による崩壊の拡大に

におこなわれると、土石流の量も降雨量に比例して大き

より、谷底部への土砂供給が充分行われやすい状況に

くなることが想定される。

あること、凍結・融解現象に降雨が加わると山腹崩壊

土石流災害から地域の安全と安心を確保するために

が発生しうること、土石流の発生が生ずると渓床にある

は、これまであまり視野に入っていなかったと思われる

滝の後退も生じやすくなることなどから、移動可能な渓

永久凍土の解消についても充分な調査を行うとともに、

床堆積物の存在は今後も充分ありうると考えてよいだ

必要な対策を実行していくことが大切である。

ろう。加えて、気候変動により豪雨の発生頻度も増加

本文作成に際して観測資料等を国土交通省富士砂防

すると仮定すると富士山大沢川における土石流の発生

事務所から提供していただいた。記して感謝の意を表

は回数が増加し、その規模は降雨量に比例して大規模

する次第である。

化することがありうると考えることができる。
ちなみに昭和に入ってからの大沢川における土石流
発生の時間間隔は 表‑ 4 のようであり、2000年以後は以
前に比して土石流発生が頻発していることがわかって
いる。

★参考文献
１ 国土交通省富士砂防事務所：平成14年度富士山大沢崩れ計測解
析業務資料
２ 国土交通省中部地方整備局富士砂防工事事務所：資料集、富士山
大沢崩れ、平成13年3月
３ 国土交通省富士砂防工事事務所：富士山の自然と社会、2002年
3月
４ 国土交通省砂防部、国土交通省国土技術政策総合研究所：砂防基
本計画策定指針（土石流・流木対策編）
及び同解説、全国治水砂防
協会、平成19年11月
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火山噴火とハザードマップ
●語り手

略 歴

勝井 義雄

昭和25年３月 北海道大学理学部卒業

かつい よしお

北海道大学名誉教授

昭和25年３月 北海道大学理学部助手
昭和31年4月 北海道大学理学部講師
昭和35年4月 北海道大学理学部助教授
昭和47年12月 北海道大学理学部教授
平成２年4月 北海道大学名誉教授
平成２年４月 札幌学院大学商学部教授
平成３年4月 札幌学院大学社会情報学部教授

●聞き手

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

1

吉田 真也

よしだ しんや

（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部企画情報課長代理

火山学を志した契機とご経歴

持ったのが一番最初でしょうか。その後、北海道大学
の予科理類に進みました。当時は戦争中で食べるもの

安養寺●本日はお忙しいところお時間をいただきあり

に困るような時代でしたが、予科1年目の夏樽前山に登

がとうございます。当センターでは「技術の伝承」と題

り、
噴気中の溶岩ドームを見て強烈な印象を受けました。

して、各分野の方々に昔の砂防や防災についての状況や

それから理学部の地質・岩石・火山の道に進むように

技術開発をしたきっかけ、現在への教訓などをインタビ

なりました。

ューして機関誌SABOに掲載しております。
今回は勝井先生に、これまでご経験された火山噴火

私が師事したのは石川俊夫先生で、火山学者 田中舘
先生の甥にあたる方でした。卒論は雌阿寒岳が選ばれ、

とそれに対する防災、特に日本で初めての火山ハザード

当時はまだ若かったので、その夏は調査で20回以上も

マップをお作りになった状況などをお聞かせ願えればと

雌阿寒岳に登ったものです（笑）
。

思っております。よろしくお願いいたします。
まずは、勝井先生が火山学を志した契機やこれまでの

卒業してすぐに助手に採用され、北海道の多くの火山

ご経歴についてお話をお伺いいたします。

を歩き、摩周火山とカルデラの形成に関する研究では日

勝井●私は北海道岩見沢市の生まれで、地元の岩見沢

本地質学会の研究奨励賞をいただきました。

中学校で校長先生から受けた自然科学の授業に興味を

その後、助教授になったすぐ後、十勝岳が1962年噴
火を起こしましたが、その話はまたあとで詳しく話しま
しょう。1960年5月には、日本にも大きな津波災害を出
したチリ地震が発生しました。これがきっかけとなり
1964年から2年間チリ大学の客員教授として招かれ、ア
ンデスから南極の火山、さらにモアイで有名なイースタ
ー島の火山まで調査に行きました。その間にスペイン
語も覚え、帰国後も中南米各地を調査や旅行で訪れ、今
では中南米が第二の故郷のようになりました。なぜか
チリ地質学会の名誉会員にもなっています（笑）写真‑ 1 。
安養寺●なるほど。先生が語学にご堪能なのは、その当

写真‑ 1 勝井先生が歩かれた世界の火山（赤丸）
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時の経験があったからなのですね。

写真‑ 2 BVEと世界の火山地図

写真‑ 3 ハードカバーで出版された当初の研究報告書

勝井●それから日本に帰ってきまして、世界各地に友人

火前に私どもは各火山の研究報告書を北海道防災会議

ができたものですから国際火山学会の「世界火山噴火

からシリーズで刊行しておりました。そのきっかけは、

年報」
（BVE）
の編集をやれ、と言われて以後、北大で定

1962年の十勝岳噴火でした。十勝岳には当時まだ硫黄

年過ぎまで20年も火山活動情報の収集・編集・出版を

鉱山があって、1962年の噴火で5名の方が亡くなったの

やってきました。この仕事はまず、世界の火山学者にレ

です。そこで「火山防災」とに取り組まなくてはと、道

ポートを頼むのですが、当初は電子メールもワープロも

庁に働きかけて予算をつけてもらい、報告書の刊行が始

ない時代でしたので、エアメールとタイプライターが頼

まったのです。

りでした。

最初は「長持ちするように」とハードカバーで約100

秘書の方がとても有能な方で、タイプライターの専門

部を保存用として作り、一般配布分はソフトカバーでつ

学校に通ったり、火山噴火の記号なども特注でタイプ

くっていたのですが、３年目の有珠山からはページも厚

活字を作ったりするほどで、この20年間「自分の人生で

くなり予算もなくなってきて、全部がソフトカバーの本

有意義な仕事をした」と誇りに思っているとのことです

になってしまいました（笑）
。 写真‑ 3

写真‑ 2 。

安養寺●この報告書の構成は、火山の形成史から始ま

安養寺●国際的なご活躍もありましたが、私にとって

って将来の噴火予測がきて、最後に防災対策について

勝井先生といえばやはり1977年の有珠山噴火から、地

も記述してありますが、このように「防災」について書か

球物理学の横山先生と砂防の東先生とのトリオで北海

れたことが目玉で、おそらく全国初の試みだったのでは

道の火山が噴火するたびにマスコミに説明をされてい

ないでしょうか。

る姿が思い浮かびます。私も当時は学生で「粉体流」と

勝井●そうですね。そう思います。

いう言葉を初めて聞いたものでした。

そして1971年の十勝岳から樽前山、有珠山、北海道

おそらく防災の面から火山学を研究されて、マスコミ

駒ヶ岳、雌阿寒岳と第1次の5カ年計画で５火山の報告

に出演したり行政向けの報告書を書かれたりしたのは

書が刊行され、その後も火山報告書が続いています。こ

勝井先生が最初ではないかと思いますが、有名な北海

の計画で見通しのよかったことは、現在までに最初に報

道防災会議の「火山研究報告書」
シリーズを書かれた当

告書を刊行した５火山が全部噴火して、それ以外の火

時の状況をお聞かせください。

山はまだ顕著な噴火をしていないことです。特に1977
年の有珠山噴火では報告書の噴火・災害などの想定が

2

北海道防災会議の火山研究報告書

かなり適切で、このシリーズの報告書への信頼性が高ま
ったといわれています。

勝井●一番思い出に残っている火山噴火は、1977年の
有珠山噴火と1988年の十勝岳噴火ですが、これらの噴
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3

十勝岳の火山ハザードマップ

勝井●1977年の有珠山噴火の後ですと、1985年南米ア
ンデスのネバドデルルイスの噴火と泥流災害がありま
した。この調査では京都大学の高橋先生をはじめ、中
南米諸国から調査に来てくれまして大変助かりました。
当時のコロンビアは政情不安で、現地で車を借りて運
転手も雇ったのですが、運転手に「セニョール、現地の
人々との交渉やら対応は全部自分がやる。あなたはス
ペイン語を上手に話せるけれど、ここは危ないので黙っ
ていてくれ」と言われたりもしました（笑）
。
ネバドデルルイスではすでに地質鉱山研究所が火山

亡くなっています。そんなこともあって帰国の飛行機

ハザードマップを公表していて、２万人以上が犠牲にな

の中で十勝岳でも早急にマップを作らなければならな

ったアルメロ市が泥流に呑み込まれるという予想も、ほ

いと決意したのです。

ぼ正確に書いてありました。けれども住民は誰もそれ

実は十勝岳の前に北海道駒ヶ岳では、すでに道防災

を知らない。学者がマップを作ったのはいいけれど用

会議の火山報告書をもとに地元町村の協議会でマップ

語が難しすぎて、行政も住民も理解できずに使えなかっ

を作っていました。十勝岳の場合は、帰国直後に上富

たのですね。つまりハザードマップは科学的な調査に

良野町役場の高橋さんという方から電話があり、マップ

基づけばかなり正確な予想ができる、しかし用語や表現

作りが始められたのです。非常に熱意のある方で翌年

を工夫しなければ実際には使ってもらえない、という教

には上富良野町のマップができあがって住民に配布さ

訓を得ました。

れました。

安養寺●先生が監修されたこの十勝岳のハザードマッ

安養寺●そのマップが日本では２番目のマップで、すぐ

プでは、できるだけ平易な言葉で、イラストも入れたり

に隣の美瑛町でも同じような十勝岳のハザードマップ

してわかりやすく工夫されていますね図‑ 1。

を作っていますし、現在まで改訂をしながら全住民に配

勝井●ネバドデルルイスでは山頂にアイスキャップ（氷

られています。

冠）
があって、それをこの噴火で発生した火砕流が溶か

勝井●そして1988年12月26日に十勝岳が噴火を始め、

して泥流を誘発し、それが下流のアルメロ市を襲ったの

早速このマップが使われ、住民の避難や防災対策などに

です。雪が降る北海道でも同じような現象が起こる可

役立てられました。

能性があります。現に1926年、私の生まれた年なので
すが、十勝岳では融雪型の火山泥流が発生して144人が

4

有珠山の噴火対応

勝井●十勝岳の他に、記憶に残っている噴火といえば
やはり1977年と2000年の有珠山の噴火ですね。1977
年の噴火は規模も大きくて噴煙柱もあがりましたし、火
砕流の発生も心配されました。
それから2000年にも有珠山は噴火しましたが、この
時には77〜78年の噴火の記憶をもっている住民の方も
たくさんおりましたし、ハザードマップも作られていた
ので住民の意識が高く、それが結果としてあのスムース
な避難に結びつきました、まぁ細かい点を言えばいろい
ろありますが、全体としては非常にうまくいったと思い
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図‑1 十勝岳のハザードマップ（ネバドデルルイスの教訓からイラストや解説も入っている）

ます。

上富良野町の高橋さんや森町の中西さん、壮瞥町の田

安養寺●2000年の噴火の際には、ヘリからの観測で最

鍋さんなどキーパーソンとなる人が出てくれています

初に割れ目を見つけられたのも勝井先生でしたね。細

し。

かい不備な点はあるでしょうが、マスコミ的には1万

安養寺●学識経験者の方でも、勝井先生の後は荒牧先

6000人あまりがうまく避難した成功事例だと言われて

生
（東京大学名誉教授）
、
宇井先生
（北海道大学名誉教授）
、

います。先生のご感想としてはいかがでしょうか？

岡田先生（同）
、中川先生（北海道大学教授）
と、研究面

勝井●私としては、多くの住民・行政・研究者が連携

のみならず防災の面でも活躍されてきた方々がいらっ

して火山防災に努力してきたことが報われたな、と思っ

しゃいます。民間のコンサルタントでも勝井先生の教

ております。

え子が活躍されていますし、これからの若い人になにか
一言ありましたら。

5

北海道の火山と人々

勝井●いや、みんなよくやってくれていて、私からもう
言うことはないですよ（笑）
。

安養寺●十勝岳や有珠山をはじめとして北海道には火

行政や学者やコンサルタントの方々だけでなく、あち

山がたくさんありますが、どうでしょう、私から見ると

こちの住民の方々とも火山勉強会などでふれあってい

北海道は火山防災の最先端をいっているように思えま

るし、北海道の人々の火山に対する意識は高いですね。

すが。

安養寺●いろいろと貴重なお話を聞かせていただきま

勝井●そうだと思います。特に行政が非常によくやっ

してありがとうございました。

てくれていまして、道だけではなく市町村でも先ほどの
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はじめに

海外事情

メキシコの南部に国境を接するグアテマラ共和国は、国土面
積約10.8万k㎡、人口1,260万人（面積は日本の3割弱、人口は約

中米グアテマラの
土砂災害地を
訪れて

1割）
の中米の国である。首都グアテマラシティは北緯14度でマ
ニラと同緯度で熱帯気候に属するが、国土の主要部分は高地、
山地からなり熱帯性ながら気温変化の少ない温順な気候である
写真‑ 1 図‑ 1。近年、ハリケーンや熱帯低気圧に伴う豪雨によっ

て洪水や土砂災害に見舞われ、人的にも経済的にも甚大な被害
が多発している。
この度グアテマラ国から、土砂災害の現状及び土砂災害に対

近藤

浩一

こんどう こういち

（財）砂防・地すべり技術センター 専務理事

しその削減のために実施されている施策等の把握、分析を行い、
グアテマラ国の現状に適した対応策等について、将来に向けての
方向性設定への技術指導の短期派遣要請がJICAを通じてあり、
3月9日から10日間の日程で行ってきたので、その紀行をここに
取りまとめた。

セミナーの開催
3月10日、グアテマラJICA事務所に行き打ち合わせを終え、日
本大使館を表敬した後、本案件の担当政府機関であるCONRED
（国家防災調整局)を訪問した 写真‑ 2 。
CONREDは自然災害軽減のために関係行政機関と調整する
ための機関であり、個々の事業の実施はMCVI（通信・インフラ・
写真‑ 1 グアテマラ市を臨む

住宅省）
が所掌して、河川についてはインフラ局道路部が担当し
ており、
最近ようやく道路部内に河川課が設置されたようである。

図-1 グアテマラと主な火山

翌日はセミナーがCONREDの会議室で開催された。出席者は、
CONREDをはじめMCVI、経済企画庁、地震・火山・気象水門
研究所、大学、グアテマラ市などに属する行政官と研究者であっ

写真‑ 2 国家防災調整局（CONRED）
にて
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た。今回、グアテマラからの要請（TOR）
のなかにLandslideにつ
いての日本の技術、対策工法そして法令・制度などについてセ
ミナーで講義するようになっていたので、我が国の斜面対策の現
状について、調査、観測、対策計画、警戒避難体制、法制度等と
幅広く説明してきた。ここでは、崩壊発生の基準雨量について
の考え方から、対策工法の効果について、危険住宅の移転支援制
度に関してまで多岐にわたる質問が出て、長時間活発に質疑応
答が行われた。このセミナーに中米広域防災能力向上プロジェ
クトの大井チーフ・アドバイザーも参加され、隣国で始めている
監視システムの事例などを紹介された。

地すべり現地視察

写真‑ 3 山腹崩壊と河岸浸食

翌日から現地に出かけた。首都から北へ約40キロ離れたサン
タクルツ市のチナウトラの地すべり地と周辺の崩壊や河川の侵
食、氾濫状況を見た 写真‑ 3 。
地すべりによって集落や教会が破壊されたそうで、被災当時の
位置に十字架がメモリアルとして建てられていた 写真‑ 4 。
移築した先も地盤の変動で変形したり破損したりしていたが、
居住地が限られているのかずっとこの地に住み続けている。
このような地すべり、あるいは地すべり性大規模崩壊地 写真‑5
を視察途中でいくつか案内された。ある所は集落の背後斜面で
あったり、或る所は国道に面していたり、河川に面して今にも河
道を閉塞しそうな大規模崩壊地もあった。

カルデラ湖と土石流
写真‑ 4 Landslide 被災地（Santa Cruz市）

首都から110キロほど西方に位置するソロラ県の現地を訪れた。
グアテマラも火山国である。ソロラに向かう道すがらPacaya火
山をはじめコニーデ型の活火山を列状に眺めた。現地は2005年
10月の熱帯低気圧「スタン」によって甚大な被害を受けた所であ
り、
アティトラン湖の湖畔に位置する。アティトラン湖 写真‑ 6（次
ページ）
は火山の噴火によってできたカルデラ湖であり、周囲は
富士山によく似たToliman火山をはじめ３つの火山に囲まれ、そ
の面積は126平方キロメートルと広大で、世界一美しい湖の一つ
と言われ「風光明媚」と「マヤ文化」から多くの観光客が訪れる。
このカルデラ湖の斜面や湖畔の扇状地に町や保養地が形成され
ている。
スタンによって、扇状地に流れ込む急流河川や渓流が多量の
土砂を流出し、大きな災害を引き起こした。
写真‑ 7（次ページ）
は湖畔でも最も大きな町であるパナハチェル

の土砂氾濫状況を示している。被災した人たちが今もなお仮設

写真‑ 5 地すべり性崩壊
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写真‑6 アティトラン湖（カルデラ湖）
写真‑ 7 パナハチェル川（2005 年災害時）

住宅で暮らしていた。
写真‑ 8 は扇頂部よりやや下流部から上流に向けて水源域を撮

ったものである。水源山地で崩壊した土砂や普段渓床に堆積し
ていた土砂が一挙に土石流状態で移動し、下流で氾濫したもの
である。砂防の教科書に出ていそうな典型的な土砂災害の現場
であった。
次の被災地はサンチィアゴ アティトランという町に流れこ
む渓流で土石流が発生し人命・人家に多大な被害を与えたとこ
ろであった 写真‑ 9,10 、図‑ 2。
他にもいくつかの土砂災害現場を見たが、復興のため対策工
事はフトンかごを用いた護岸工とか現地の土砂を盛り立てた導
写真‑8 パナハチェル川（下流から上流域をみる）

流堤らしき施設が一部設置されていたぐらいで、再度災害防止
には程遠いのが実情である。

首都圏の密集危険住居
グアテマラ市から、崩壊の危険性のある斜面に居住している状
況を視察して、どのような対応策をとればよいか助言してもらい
たいという要請により、危険住宅が密集しているグアテマラ渓谷
の居住地を訪れた。首都へ働き口を求めて、地方から移り住んで
きた貧困層の多くが、このグアテマラ渓谷の急斜面や谷底などに
不法に居住している。住民の生活権の尊重、治安の維持の観点
から政府や市当局も不法居住地の住民を強制的に排除すること
はせず、居住を認める政策を取っている。
写真‑ 1 1 に示すように危険な急傾斜地にへばり付くように家が

建っている。程度の差はあれ、世界の特に発展途上国の平坦な
写真‑9 サンチィアゴ アティトランの水源域
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土地の少ない都市部では見かける光景ではあるが、グアテマラの

大渓谷の多くがこのように危険な住宅で稠密に占拠されている

図-2 位置図（サンティアゴ、アティトラン）

のである。豪雨時、地震時とも本当に危険である。市も防災の
ための説明会を開催したり、避難路表示板を居住地内に設置し
たりしはじめている。これまで市が生活のための電気、水道など
の敷設工事をしてきており、防災工事としての斜面対策は通路
確保と併せて施工している程度であるし、またどこからどのよう
な工法で手をつければよいか判断しかねていた。できるだけ経
済的斜面対策工法を紹介し又雨水や生活排水を適切に処理する
事の大切さ説明したり、危険斜面の総合判定方法について日本
から技術を習得することを助言した。またこれ以上危険住宅を
増やさない規制措置の具体策や日本の危険区域の家屋移転制度
などについても紹介し意見交換をしてきた。

国土保全の第一歩へ
急流河川と侵食、崩壊しやすい地質、そしてハリケーンや熱帯
性低気圧がもたらす豪雨によって洪水や土砂災害が発生し、と
きには火山災害や地震災害が起こり、こうした自然災害がこの
国の発展と治安にとって大きな阻害要因となっている。中南米
諸国に甚大な被害をもたらしたハリケーン・ミッチや、グアテマ
ラ国ではミッチ災害よりはるかに大きな被害となったスタン災
害（死者・行方不明1,514名）
を受けて災害に強い社会づくりに取
り組み始めているが、被災した道路や灌漑施設の復旧で手がいっ
ぱいのようで、先を見据えたプランはこれからである。国土保全
計画を立てるにはどのような現象や規模を想定してどのような
優先順位の考え方でどこから着手していくのかなどを見定めな
ければならない。今回視察できた現地は限られているが、いろん

写真‑ 1 0 被災地の仮設住宅

な情報から考えても、
土砂の生産と流出が被害を大きくしている、
所謂流域の治水砂防の問題であるとの認識をもって対応してい
かないと根本解決にならない。
厳しい国家財政のなかではあるが、社会の発展の基盤づくりと
安定のために中長期的なマスタープランを策定し、少しずつ一歩
一歩でも対策事業に着手していくべきであり、流域の調査方法、
危険度の判定方法、計画の立て方、対策方法の選定など日本の
技術と経験を学び、取り入れるべきであり、国家百年の計として
治水砂防に取り組んでいくべきと提言した。
スペインからの独立、その後の長い内戦状態と民族問題と歴
史的課題がずっと尾を引いているようだ。外務省HPや現地滞在
者の話では特に首都の治安は悪いとのこと、現に店の多くが銃を
持った民間の警備員を朝から配していた。凌ぎやすい高原の気
候と緑豊かな国土に一日も早く治安がよくなることを願って帰
国した。

写真‑ 1 1 グアテマラ渓谷の危険住宅

SABO vol.95 Jul.2008

41

１．はじめに

海外事情

当センター理事長 池谷 浩が、砂防学会誌と小誌『SABO』にそ
れぞれ「乾燥地砂防の提案−ヨルダン国を例にして−」
（Vol.60，

ヨルダン国
乾燥地砂防
プロジェクト
派遣報告

No.4，2007）
、
「中東の国 ヨルダンと砂防−乾燥地砂防の創設に
むけて−」
（Vol.91，
2007）
と題して、
中東ヨルダン国図‑1を例に 乾
燥地砂防 のあり方について提案している。
乾燥地砂防とは、図‑ 2に示すような降雨が少ない地域で特徴的
に顕在化している防災、環境、水資源、土地資源に関する諸課題
を解決し、当該地域における土砂災害を防止するとともに、少な
い量と機会の雨水を有効に活用することを基本理念としている。
筆者らは、国際協力機構JICAの要請により、日本の砂防技術
の紹介（セミナー）
、モデルサイトの現地調査と課題把握、現地
調査結果に基づく対策案の提案（ワークショップ）
、ヨルダン国

池田 暁彦
いけだ あきひこ

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防部 技術課長代理

乾燥地砂防プロジェクトのPlan of Operation（案）
の作成・調整
を目的に2008年2日〜15日の二週間にわたってヨルダン国に派
遣された。
ヨルダン国の概況と乾燥地砂防の概念については、上述した
池谷理事長の2論文に委ねるものとして、ここでは派遣概要、セ
ミナー・ワークショップの開催概要、現地調査結果とそれに基
づく詳細なヨルダンの現状と課題、ヨルダン国における乾燥地
砂防の考え方について報告する。

図- 1 ヨルダン国とモデルサイトの位置

２ 短期専門家チーム構成とスケジュール
短期専門家チームは、国土交通省国土技術政策総合研究所
古賀省三 危機管理研究センター長（現当センター砂防部長）を
団長とし、国土交通省砂防部 國友 優 企画専門官、同 赤沼 隼
一 富士川砂防事務所調査課長、東京農工大学 石川芳治 教授、
筆者の5名で構成された。現地ではJICAヨルダン事務所の牛木
図-2 乾燥地砂防における課題

Wadi Ziqlab
Wadi Zarqa Main
Wadi Mujib
Wadi

WadiYutum
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表- 2 活動スケジュール
２月２日（土）

成田発

２月３日（日）

Amman,JORDAN着
JICAヨルダン事務所打合せ、日本大使館加藤大
使表敬訪問

２月４日（月）

JVA表敬訪問・C/P打合せ
MWI，計画国際協力省，CDD表敬訪問

久雄長期専門家、Hani H.ALKURDI所員、奥村真紀子所員が

２月５日（火）

ワークショップ

サポートして下さった。表‑ 1に活動スケジュールを示す。なお、

２月６日（水）

Wadi Mujib現地調査

２月７日（木）

Wadi Mujib，Wadi Yutum現地調査
ASEZA表敬訪問

Authority）
：ヨルダン渓谷公社（MWI内組織）
、＊Ministry of

２月８日（金）

Wadi Yutum現地調査

Planning and International Corporation：計画国際協力省、＊

２月９日（土）

ワークショップ資料作成

２月10日（日）

ワークショップ：
Wadi Zarqa Ma in現地調査

２月11日（月）

ワークショップ資料作成

２月12日（火）

ワークショップ

２月13日（水）

ワークショップ
PO（Plan of Operation）
調整会議

２月14日（木）

Wadi Ziqlab現地調査

写真‑ 1 ワークショプの開催状況

主要機関の略称と名称は以下の通りである。＊MWI（ Ministry
of Water and Irrigation）
：水灌漑省、＊JVA（Jordan Valley

CDD（Civil Defense Department）
：防災局、＊ASEZA（Aqaba
Special Economic Zone Authority）
：アカバ特別経済区機構

３ セミナー・ワークショップの概要
■セミナー：2月5日
セミナーは首都アンマン市内のホテルケンピンスキーで開催
された。MWI、JVA、計画国際協力省、CDD、ヨルダン大学な
どから約30名が参加し、日本側から地すべり対策、砂防計画、土
石流対策計画・施設計画について紹介し、ヨルダン側から活発
な質問や意見があった。
■ワークショップ：2月10日
ワークショップはWadi Zarqa Ma

inにあるホテルジャ

JICAヨルダン事務所任務完了報告，日本大使
館加藤大使表敬訪問（ 任務完了報告 ）
、JVA・
２月15日（金）
MWI表敬訪問・任務完了報告
Amman、JORDAN発
２月16日（土）

成田着

ンナで開催された。ホテル、JVA、CDDから 5 名が参加し、
ホテル側からはホテル周 辺 地 域を襲った崩 落・洪 水・土 砂
災害が紹介され、日本側からは國友専門家が警戒避難 、ハザ
ードマップの概要 、日本の土砂災害防止法（警戒区域／特別
警戒区域）などについて紹介し、当該地域の土砂災害対策の
あり方について議論した。
■ワークショップ：2月12日〜13日
ワークショップはアンマン市 内のJVAダム局で開 催され
た。MWI、JVA、計画国際協力省 、CDD、農業省 、王立地
理センターなどから約 2 0 名が参加し、日本側は現地調査に
基づくヨルダン国における現 状の課 題に対する解 決 策や乾
燥 地 砂 防に対する提 案を行った。ヨルダン側からは各 関 係
機関の紹介 、過去に発生した土砂災害 、現在取り組んでいる
土砂災害対策などについて紹介された。また、日本側からは
Plan of Operation（案）の提案を行い、今後 3 カ年の計画に
ついてヨルダン側と活発に議論した 写真‑ 1 。

写真‑ 2 Mujib Dam湖岸の崩壊の状況
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写真‑ 3 Wadi Ziqlabの状況 周辺の山腹工とモデルサイトの状況

写真‑ 4上流域の土砂生産・流出状況

４ ヨルダンの現状と課題

去に度々フラッシュ・フラッドや土石流が発生してお
り、2006年2月2日に大規模な洪水が発生して死者7名

ヨルダン側から候補として挙がっていたモデルサイト

を含む甚大な被害が発生している。アカバ特別経済区

を対象に現地調査を行い、詳細な各サイトの現状と課

には王宮をはじめ、ヨルダン屈指の商業区域であるこ

題について調査、乾燥地砂防の対策メニュー等につい

とを重視し、ASEZAが土砂災害・洪水災害を防ぐため

て提案した。以下に各サイトの状況を示す。

の大規模な流路工計画を検討している。流路工はWadi

①Wadi Mujib 写真‑ 2（前ページ）

Yutumの扇頂部からアカバ特別経済区を大きく迂回す

ヨルダン随一の貯水ダムであるMujib Dam上流湛水

る法線となっているが、流路工の上流端には何も設置さ

域には地すべり地形が多く見られ、一部は湛水域に流入

れていないため、流路工上流端に遊砂地を配置するこ

している。また、wadi（涸れ川）
からの土砂流入や岩盤

とを提案した。また、扇状地の上流河道と土砂生産源

崩落も多発しており、湛水域周辺範囲には多量の土砂

には砂防えん堤を配置することを提案した。

生産源が分布している。Mujib Damでは 直接的な地

⑤Wadi Zarqa Main

すべり対策、 ダム堆砂対策により貴重な貯水容量の

Wadi Zarqa Ma inは脆弱な地質構造のために荒廃

阻害防止と、上流域高原地域における土壌浸食・流出

が著しいこと、急峻な地形を呈していることから古くか

防止を図る構造物の整備が考えられる。

ら土砂生産（岩盤崩落など）
・流出が活発であり、ジャ

②Wadi Ziqlab 写真‑ 3

ンナホテル周辺地域は幾度となく被災している。近年

Shar Hadil Dam施工時の骨材掘削跡地が荒廃し、土

では2006年4月2日に突発的な集中豪雨によって発生

砂の流出による農業地域への影響、環境の悪化が懸念

したフラッシュ・フラッドにより観光客が2名犠牲とな

されていた。2005年にJICAが開発調査を行い、JVA、

っている。このためホテルの安全確保、警戒避難体制

NGO 組 織FoEME（Friend of the Earth for Middle

の確立が必要と考えられる。

East）
、青年海外協力隊，地域住民が連携して植生の回
復などの環境保全に取り組んでいる。現在はダム湖沿
岸から100mの範囲を環境保全エリアとしてエコパーク

５

ヨルダン 国 に
おける乾燥地砂防の考え方

の創出を目指している。Wadi Ziqlabでは砂防山腹をベ
ースとした植生回復の指導・補助を行うことが必要と

現地調査の結果に基づき、ヨルダンにおける現状の課

考えられる。

題を以下のように整理した。

③Wadi Hassa

▶ヨルダン渓谷が大地溝帯であり、当該エリアには粘土

農耕地内を流れるWadi Hassaの渓岸侵食が著しいた

鉱物を大量に含む泥灰岩質の石灰岩、頁岩等の堆積

め、農耕地面積の縮小とともに、そこから生産された土

岩が広く分布している。こうした地質条件に加えて

砂が下流に流出して河積阻害を引き起こし洪水氾濫の

風食による地表の粗粒化・固化（Desert Pavement）

原因になっており、
渓岸侵食の防止が必要と考えられる。

が進んでいることから浸透能が小さい。

④Wadi Yutum 写真‑ 4
アカバ特別経済区に流入するWadi Yutumでは、過
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▶乾期が長く年間降水量が数100mm程度と少ない一
方で，雨期には短時間に集中的に降雨があり、20〜

30mm/hr程度の降雨によって表面流が発生し、丘陵

セメントの活用といった現状の施設の改良を対策メニ

地全体でSheet ﬂowが発生することもある。こうした

ューとして挙げた。同様に警戒避難に関しては数値シ

表面流が集まって突発的なフラッシュ・フラッドな

ミュレーション等による氾濫範囲の検討、それに基づく

どによる土砂災害が発生する。ただし、ピーク流量は

ハザードマップの作成、土地利用規制、防災意識の向上

大きいが、洪水継続時間は比較的短い傾向がある。

を図るものとした。

▶雨期に流出する大量の水と土壌を捕捉・貯留する施

②については、
低ダム（Terrace Dike）
・山腹工（Contour

設が少ないために、未利用のまま水や土壌となるべき

trench；等高線濠法）
・すき入れ方向の改善による表面

土砂が死海や紅海などに流出してしまう。

侵食防止を図るとともに、低ダムと山腹工の施工後の植

▶常時流水がなく、河床を含む流域内に不安定な土砂

生回復を促進して環境保全を図るものとした。

が多く存在する。この土砂が豪雨時に一気に流出す

③については、Mujib Damなどにおける貯水池上流砂

るために、土砂災害となる。

防計画として地すべり対策・土砂生産流入抑制・浚渫

▶土砂流出の頻度が小さいため、土砂災害に対する防
災意識が低い。

／除石の検討。砂防設備については水抜き孔を設置し
ない、あるいは現在の空石積み構造を補強して湛水を促

▶降雨時の表面侵食による生産土砂が、既設の貯水ダ

すような構造とする、Contour trenchの施工により水源

ムに流入するため、貯水機能への影響（ダム堆砂・ダ

涵養機能の向上、ヨルダンの伝統工法であるB ir（ビ

ムの寿命短縮）
が大きく、また、農地等での土壌浸食・

イル；小型の地下水槽）
をネットワーク化した水源涵養

流出が多く、社会環境への影響が大きい。

機能の向上を図るものとした。

▶乱伐、過放牧（羊など）
や降水量が少ないために植生
が少なく、裸地が多いために表面侵食が著しい上、降

６ おわりに

雨浸透による水源涵養機能が低いために降雨流出時
間が速くなるとともに、自然環境（生態系）
が悪化す

今回の派遣では、乾燥地砂防プロジェクトの先遣隊と

る傾向がある。

してヨルダン国における現状と特性把握、ヨルダン側の

このような乾燥地の特性と課題を踏まえ、ヨルダン国

窓口となるJVAとの調整、今後のプロジェクトの進め方

における乾燥地砂防の基本的な考え方について以下の

を議論してきた。自分自身も、ヨルダンという国がイス

ように提案した。

ラエル、シリア、イラクに面しているということもあっ

① 降雨等に伴うフラッシュ・フラッドなどによる土砂

てかなり危険な地域だと誤解していたが、実際には想像

災害の防止

していたよりも安全であったし、ヨルダン人は極めて勤

② 砂防対策による表面侵食防止と環境保全

勉かつ親切で、タイトなスケジュールではあったが、非

③ 副次的な水源設備の機能維持と砂防対策による水源

常に快適な二週間を過ごすことができた。本プロジェク

の確保・促進

トに対しては、主担当となるJVAのDr.Suhail Wahsheh

流域全体の土砂処理の考え方としては、上流から

氏とJICA牛木専門家の両氏の熱意はなみなみならぬも

表面侵食・土壌流出の防止／水源涵養の促進、 表面

のを感じ、短期専門家としては両氏の期待に応えつつ、

侵食・ガリー侵食の防止／緑化による水源涵養の促進、

ヨルダン国における乾燥地砂防プロジェクトが成功す

土砂生産・流出の抑制／流出土砂の一時貯留・除石、

るための一助になればと強く思った次第である。最後に

導流・流向制御／ハザードマップの作成と土地利用

現地でサポートして下さったJICAヨルダン事務所の佐

規制を提案した。
プロジェクトの第一段階となる基礎調査として、過

藤所長，牛木専門家をはじめとするJICA所員の方々に
厚く御礼を申し上げます。

去の土砂災害・関連プロジェクト・降雨流量・地形地
質データ・航空写真／衛星画像等の収集分析を行った
上で進めることとした。
①については、土砂処理計画の検討、ヨルダンの伝統工
法を活用した独自の構造物の設計・施工、砂防ソイル

★参考文献
池谷 浩；中東の国 ヨルダンと砂防─乾燥地砂防の創設にむけて─、
SABO、Vol.91、2007
池谷 浩；乾燥地砂防の提案─ヨルダン国を例として─、砂防学会誌、
Vol.60、No.4、2007
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建設技術審査証明の紹介

( 財 ) 砂防・地すべり技術センター 企画部

技術審査証明 12
技術名称

地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭の
メカニカル継手（リング継手）

審査証明取得日： 平成 17 年 7 月 12 日 審査証明取得会社：株式会社 クボタ
技術の詳細に関する URL KTB 協会：http://caststeel.kubota.co.jp/j/jp/jpa.html

技術の特徴・概要
本技術は、地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭の

んだ後に、下端にピン継手を取り付けた上杭をク

現場継手として、従来の溶接継手に代えてリング

レーン等で吊り上げ、下杭のボックス継手に上杭

継手を用いて、継ぎ杭作業における作業負荷の

のピン継手を挿入します。そして、ボックス継手

低減、施工時間の大幅な短縮および信頼性の向

の外面からセットボルトをねじ込み、ボックス継

上を図るものです。

手にセットしておいた円環状のキーを押し出して、

リング継手を使用した杭の接続作業は、上端
にボックス継手を取り付けた下杭を孔中に建て込

ピン継手のキー溝に押しつけることによって完了
します。

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真・コメント等

ピン継手の挿入

セットボルトのねじ込み

ゲージによる施工完了の確認

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、セットボルトの頭が杭外面から突き出

そこで、セットボルトの頭を杭外面と同じ位置

た状態で現場に搬入していたため、搬送途中に

にし、現場ではボルトが所定の位置までねじ込

ボルトの頭がつぶれるというトラブルが発生しま

まれたことをゲージにより確認する現在の方式

した。

に変更しました。

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
接合作業は、溶接にくらべ天候などの施工環境

がないため、継杭作業は杭重量に関係なく軽作業

に影響を受けにくく、特殊な冶具は不要です。セッ

で、狭隘な現場で杭の建て込みにやぐらを使用す

トボルトをねじ込むための六角レンチがあれば十分

る場合でも容易にできます。施工完了の確認もゲー

です。上杭の下杭への挿入には杭を回転する必要

ジで簡単にできます。
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技術審査証明 13
技術名称

地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手
JFE ネジール

審査証明取得日： 平成 16 年 12 月 7 日 審査証明取得会社：ＪＦＥスチール株式会社
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
地すべり抑止鋼管杭の現場継手として、溶接
継手に代えてねじ継手を適用しました。

み、杭を吊りながら人力でねじ部の回転接合が
可能です。

ねじ継手を適用することで、継杭の作業簡素

溶接接合のような、接合部の品質管理は不要

化、接続時間短縮加えて継手品質と耐力の信頼

で、下杭と上杭の継手同士の隙間管理となって

性向上が図れます。

います。

接続は、下杭の上端にクレーンで上杭を建込

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

回転接合作業中

長尺な上杭も接続可

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
杭径（ねじ外径）サイズは、最大φ 900mm で、これを超えると、ねじ構造では対処が難しくなります。

技術のアピールポイント、得意とする現場条件や施工法と比較して有利な点など
・ねじ接合作業は、作業員の技量や天候条件に左右されにくい。
・接続時間が短時間のため、掘削孔壁崩壊の恐れが少ない。
・溶接のようなＸ線撮影、カラーチェックが不要のため、接続部の施工管理が容易。
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１
はしがき

火山は遠くから眺めているかぎりにおいては美しく心
が癒される。しかし火山活動が始まり、地中から噴出す
る火山ガスや火山礫・火山溶岩などのすざましい様相
に遭遇すると不安がつのる。最近では､ 1990年に雲仙
普賢岳が198年ぶりに活動をはじめ､ ʼ91年6月には大火
砕流により46名もの人命が失われ、その後の火砕流や
土石流により、地域の人々は大変な難儀に遭遇した。ま

天下の険・
水蒸気爆発幻視

た、2000年9月の三宅島噴火では、全島民が島から避難
した事実は記憶に新しい。
日本列島のほぼ中央に位置し、火山地でもある箱根
は、古来東海道の交通要衝の地であり、また湯治場とし
ても多くの人々に親しまれ、永い時を経て様々な物語や
歴史が育まれ伝えられている。首都圏に位置し、交通至

中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授
理学博士

便な箱根火山地は得難い自然条件を備えた国立公園で、
今日、年間約1900万人を超す国内外の人々が来遊する
という。火山列島に居住し自然との共生を余儀なくさ
れている私達は、火山の恵みを感謝すると同時に、火山
の息吹・山体や地域の安全・安心について深く認識し
たいものである。

2
地獄谷と黒たまご

JR小田原駅からバスで約40分、早雲山バス停で下車
しケーブルのゴンドラに乗り換えると数分にして大涌
谷の上空に出る、ゴンドラから谷を眺望すると、かねて
地獄谷と呼ばれた名称ピッタリの、荒々しい谷の異様な
状況が目に飛び込んでくる。至る所に噴出している火
山ガスと水蒸気、ゴンドラにまで達する強い臭気、水蒸
気の合間に垣間見える温泉余土化した白い粘土帯の存
在もあり、谷が白く浮き上がって見える 写真‑ 1 。谷の背
後には赤褐色岩層よりなる高さ200ｍ近い滑落崖が迫
り圧倒される、正に地獄谷の様相である。この谷壁延
長上の冠ヶ岳山麓には「大涌谷園地」が設定され見学者
が絶えない。噴気の激しい場所でつくられている「黒い
蒸したまご」は、一つ食べると七年長生きするという園
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地の名物である。これも神山の水蒸気大爆発・山体崩
壊とその後の噴気の置き土産であろうか。700〜1000
ｍ以上の標高をもつ箱根の山々と湖・渓流・樹林など
,四季折々の表情の変化は絶景である。噴気の彼方に霊
峰富士を眺めつつ、箱根に関わる様々な思いを巡らせな
がら黒たまごを食んだ 図‑ 1 、写真‑ 2 。

写真‑ 1 大湧谷（地獄谷）
の噴気と温泉余土（2007年中村撮影）

3
火山活動の経過と景観

世界でも稀な三重式火山箱根の成り立ちについては、
久野（1972）
、大木（1985）
、袴田（1988）
をはじめ多くの
研究者の知見があるが、火山活動の経過と現況につい
ておよそ次のような考えが知られている 図‑ 2 。
写真‑ 2 大湧谷名物の温泉「黒たまご」ひとつ食べたら７年長生きする
という（2008年鹿角撮影）

箱根火山は 約40〜50万年前に活動をはじめ、玄武
岩質〜安山岩質の溶岩・火山砕屑岩を噴出し、富士山

図-1 箱根路および神山崩壊堆積域図（中村2008）
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型の成層火山を形成した。この活動の最後に石英安山

図-3 広重；東海道五十三次之内「箱根」

岩質軽石を大量に噴出して火山体中央部が陥没しカル
デラが生じ、まわりに明星ケ岳、明神ケ岳、湖尻峠、箱
根峠、白銀山等の古期外輪山が形成された（25〜18万
年前）
。つづいて安山岩質〜石英安山岩質溶岩を噴出
する火山活動が始まり、緩傾斜の厚い溶岩流からなる火
山がカルデラ内に形成された。この活動末期に、大量の
石英安山岩質軽石と軽石流を噴出する活動が続き、カ
ルデラ内に形成された火山体の西側が陥没し新期カル
デラが形成された（7〜5万年前）
。新期カルデラ内に再
び安山岩質の火山活動が起こり、成層火山の神山、溶

図-4 北斎；富嶽三十六景「相州箱根湖水」

岩円頂丘の台ケ岳，小塚山、駒ヶ岳、二子山を生じた
4.5〜4万年前）
。以上のような経過に加えて、火山活動
の末期3100年前頃、神山における水蒸気大爆発と、崩
壊堆積物の早川埋積による芦ノ湖の誕生をみた。この
ことは箱根の景観と環境に大きな変貌をもたらし、古今
の人と生活にも影響を与えている。
天 保3年（1832）以 来、 広 重 が 描 き 続 け た 東 海 道
五十三次絵図には「箱根」が描かれ、
箱根の名勝「芦ノ湖」
の美しい風景と、険しい山間をゆく大名行列の描画が見
られる。また天保2年（1831）頃発表された葛飾北斎の

する想いは時代を超えて大きく、その光景は旅の疲れを

富嶽三十六景中の「相州箱根湖水図」にも箱根芦ノ湖の

癒し、豊かな旅情を育む貴重な場であったに違いない。

俯瞰と、湖水を隔てた富士山遠望の景観が描かれてい

飯尾宗祇（室町時代後期）
は、箱根芦ノ湖に浮かぶ「逆富

る。東海道が開かれたのは9世紀に遡ると云われている

士」の景色をみて、
「天下無双の景」と称えたという。

が、
その後東西を結ぶ要路としての役割が重要となった。
箱根を旅する人々にとっては、芦ノ湖や富士の風情に対

広重や北斎の描く湖水図・山容･植生などの描写は素
晴らしく、当時の状況を推測するためにも貴重な資料と
なる。加えて広重の絵図左の湖畔背後に描かれている

図- 2 箱根火山の鳥瞰図（大木）

緩傾斜の起伏ゾーンは、3100年前の神山大崩壊による
岩屑流体が早川へ押し出した部分と考えられる。広重
の描画は1832年頃、芦ノ湖の南方向から観察した状態
で、いくつかの起伏は段波状に押し出した岩屑流堆の一
部であろうか、約160年前は今日より起伏がやや卓越し
ていたのではないかということも考えられる

図‑ 3、4

。

4
水蒸気大爆発幻視

水蒸気爆発に伴う山体崩壊の例は日本列島に多い、
3100年前の神山の水蒸気爆発と山体崩壊は、マグマの
噴出を伴わない磐梯山の水蒸気爆発と山体崩壊（1819
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年死者461名）
の類似例としてよく知られている。

な気がする 図‑ 5 。図中Ａ−Ａ ・Ｂ−Ｂ ゾーンは流山に
似た地形である。水蒸気爆発に因る爆裂火口形成の際

4-1

には、しばしば火山泥流（例えば磐梯山）
を生じるが、Ａ
−Ａ ゾーンは安山岩溶岩･火山砕屑物あるいは泥流丘

神山爆発と「仙石原湖」
・
「芦ノ湖」
誕生；箱根の神山

の一部であろうか。またこのゾーンの末端には遊水地

はその活動期、盛んに泥流や火砕流を発生した、2〜3

ができている、この部分は前述の仙石原湖の湖底堆積

万年前に発生した火砕流は小塚山東麓で早川を堰き止

物地域の一部でもある。しかし、遊水地背後延長上に

め湖仙石原湖をつくり、仙石原の湖成堆積物を形成し

は仙石原カルデラ床の起伏もあり、この起伏が神山大崩

た。その後およそ3100年前（縄文後期）
、箱根における

壊時の多様な火砕質物により埋積されて埋没谷をつく

火山活動が一旦静息した末期、地下からの熱エネルギ

り、この埋没谷と水との関わりについても考えられる。

ーの運搬者である水蒸気の出口が閉塞され、山体内の
水蒸気圧が次第に高まり、神山において遂に水蒸気大

4-2

爆発・山体大崩壊が発生した（大木他1985）
。大規模崩
壊による地すべり性の岩なだれ堆積物は一挙に北西方

神山火口壁（地獄谷）
変異；神山の水蒸気大爆発によっ

に押し出され、カルデラ床仙石原を二分して早川を堰き

て形成された爆裂火口の一部である大涌谷と冠ケ岳周

止め、上流部に芦ノ湖をつくった。引き続き神山火口内

縁では、今日も尚噴気活動が活発であり温泉の最大供

に粘性の高い溶岩岩尖が隆起し冠ケ岳が出現した。大

給地となっている。大涌谷とその周縁の地質は、複輝

涌谷背後の巨大な急崖は、神山の水蒸気大爆発時の爆

石安山岩溶岩と、同質凝灰角礫岩が主体である。これ

裂火口壁の跡であり、爆発後も継続する高地熱帯の転

らの岩体はマグマ由来の高温熱水・噴気などによる温

移と激しい噴気は岩盤の脆弱化を促進し、古い時代から

泉作用により,粘土鉱物と珪酸鉱物よりなる変質帯を作

大規模崩壊が繰り返されている。

り出し、弱変質帯・強粘化帯・珪化帯および滑性化帯

神山の崩壊岩屑流は、神山山腹から西方向の現早川

などに認識・区分される（藤井、大八木他1966）
。強粘

まで約3.3km、神山から北西方向にほぼ4kmにまで到

化帯は、カオリン鉱物と明礬石が集中的に増加するほ

達している。岩屑流体は現芦ノ湖の湖尻と台ヶ岳山麓

か、モンモリロナイトを含むものが多い。滑性化帯の露

に挟まれたほぼ扇状地状の堆積面となっている。堆積

頭は指頭で容易に圧潰され液性状態となり、わずかな衝

面の状況を北方向から眺望すると、3100年前 神山山

撃でも容易に流動化する性質をもち、この白い滑性化帯

体が崩壊し、岩屑流が堆積した状況の一端を窺えるよう

の存在は地すべりや岩体崩壊の要因となりやすい。

図-5「神山」
水蒸気大爆発による岩屑流は、仙石原へ扇状に押しだし、
「芦ノ湖」をつくった。扇状地形の末端は今日広大なゴルフ場となっている。
（2008年中村画）
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図- 6

写真濃度画像で捉えた大湧沢頭部の温泉余土帯（黄白色表現部分）
図中；1ブロックは図7の区域（2008年中村）

90°
以上
60°
〜89°

0

観測点
大涌沢

30°
〜59°

高地熱帯
転移方向

29°
以下

中央突起
部分

50m

大湧沢頭部1ブロック（図6参照）
の地下1ｍの地温分布
図-7
（1966年中村）

大涌沢の最上流域・遊歩道園地とその周縁において、
写真濃度画像解析によって滑性化帯・強粘化帯に相当

5

するゾーンを追跡した（ 図‑ 6 中黄白色表示部分）
。ま

二つの富士

た 図‑7 は大涌谷最上流部(1ブロツク)における地下1ｍ
の地温分布である。地熱の分布域変化をみると、90度
以上の高地熱帯が年々（1962〜 ʼ66）
西の大涌谷園地方

先年箱根の小学校で「二つの富士」という話をさせて

向へ拡大・転移している。このことは高地熱による岩

いただいた。
「二つの富士？」と小学生は訝った。前述

盤の滑性化帯（温泉余土化）
の区域が拡大し、周縁地盤

のごとく箱根では先ず40〜50万年前に富士山型の山塊

の不安定化が考えられている。斜面崩壊の最近の記録

が形成された、この山塊の高さは約2700ｍであったと

によると、明治43年（1910）
大涌沢の大崩壊では、早川

考えられている。この火山体の中央部が陥没し、最初の

下流域における家屋流出36戸・死者6名の被災、また

カルデラが生じ外輪山が残った。その後、長い期間を経

昭和28年（1953）には早雲山頭部における80万㎥の大

て8〜1万年前に3776ｍの富士火山が出現した。遠方

崩壊と、死者10名･負傷者16名などの被災記録がある。

から箱根・富士地区をみていると、富士山型の山が時

いずれの災害も高地熱帯における温泉余土との関わり

と位置を変えて二回出現したわけで、人類はそれぞれ異

が深い。加えて大涌沢近辺では大正6年（1917）以降昭

なる時期に、異なる人々が、異なる位置の、富士山型の

和43年（1968）
にかけて､ 10数回の群発地震が記録され

山を眺めていたことになる 図‑ 8 。

ており、そのつど大小の地盤災害や温泉の異常高温の

箱根･富士火山地域は伊豆半島の北方に位置し、日本

記録もある（神奈川県2006）
。大涌沢の地下数キロメー

列島の火山フロントとプレート境界が交差する特異な

トルには高温のマグマが潜んでいる可能性についての

地域に位置しており（貝塚他2000）
、40〜50万年前以降

指摘もあり（大木、袴田、伊東1988）
、今日もなお、激し

の火山活動がつくる山塊の奇景・絶景は今日観る人の

い噴気活動･群発地震・地盤災害を経験するにつけ、
我々

心を楽しませてくれる。しかし古来東海道の東西交通

地域住民はこの指摘を重く認識しておく必要がある。

にとって箱根の連山は大きな障壁ともなっており、当初
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の東海道は箱根を避け北側の足柄峠を越えていた、とこ

図-8 二つの富士 東から西方を観た「推定鳥瞰図」
（2007年中村画）

ろが延暦21年
（802年平安時代初期）
富士山噴火のため、
足柄路が火山灰で埋まり閉鎖され、箱根を越える官道が
開かれた。しかし、
僅か1年で旧の足柄道に復したという、
このことは箱根道の困難さ険しさを反映している（自然
公園財団2003）
。しかし鎌倉時代に入ると歴代将軍の
「ニ
所詣」によって整備された湯坂路「鎌倉古道」
（湯本、湯
坂山、
浅間山、
鷹巣山、
芦之湯温泉、
芦ノ湖畔、
箱根権現、
箱根峠、
海ノ平、
三島）
が頻繁に使用されるようになった。
前掲広重の「箱根」
絵図中、険しい山間の坂道を越えて
ゆく大名行列の光景は、今日の鷹巣山付近における山
間の状況を推測し描いたものだろうか図‑ 3。
その後、箱根の往来はますます激しくなり、衆知の畑
宿を通る新しい箱根道も開かれている。
「天下の険」は
美しいばかりでなく、奈良時代以降山岳修行の場でも
あったという。平安時代以後は、山岳修行僧によって

田山利三郎教授ほか31名の方々が再度の爆発によって

開かれた修験の霊場となり、大涌沢西方の姥子温泉の

遭難した。この爆発は正に「研究者の常識をはるかに越

地獄沢や箱根の各地には、修験者の主尊大日如来の種

えた」
水蒸気大爆発に遭遇したものであろうと考えられ

子（仏菩薩を表す梵字）
を刻んだ岩等の遺跡がある（自然

ている。私達は、上記識者の方々の貴重な示唆や事件を

公園財団2003）
。火山地ゆえに拓かれた湯治場の歴史

よくよく認識し、過去の神山における水蒸気大爆発を

も古く、730年前（天平年間）
に開かれた湯本温泉、1055

物語る事実や推測を未来につなげ、箱根路における恵み

年
（平安時代末期）
開かれた姥古温泉、
1590年
（天正年間）

と防災に関わる認識を一層深めたいものである。

秀吉が用いた蛇骨川沿いの岩風呂など、よく知られてい
る。江戸時代には「箱根七湯」の名称は、すでに広く庶
民に知られ盛んに利用されていた。
昭和34〜35年の箱根地区群発地震を契機に、温泉温
度の変化も把握され、大涌沢・早雲山とその周縁にお

なお本小文の記載にあたり、神奈川県 網倉孝・木下
幸夫・中和孝市・鈴木勲生、
砂防広報センター 反町雄二・
鹿角優邦の各氏にお世話になりました。篤くお礼申し
上げます。

いて異常高温が記録された。地震・マグマ・高温熱水
の因果関係について大木、平野（1974）
は「.火山性地震
の震源はカルデラの中央部、すなわち大涌谷、早雲山な
どの噴気地帯の直下に集中し、海抜0ｍの地中温度分布
図でみると、
それらは100度の等温線内に発生している。
大部分の地震は温泉帯水層のある海抜0ｍ付近に発生し、
海面下4kmより深いものはほとんどない。このことか
ら箱根火山性地震の発生はマグマ溜りから火道を上昇
してくる高温熱水と密接に関係していることがわかっ
た」
と指摘している。また、
火山活動について荒牧
（2001）
は、
「比較的発生頻度は低い、しかし火山災害は多様で、
日常の常識をはるかに越える現象が突然発生すること
が多い」と警告している。1952年9月ベヨネーズ列岩東
方の明神礁が爆発し、調査に赴いた第五海洋丸や恩師
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インタープリベント理事会・総会報告
丸井 英明
まるい ひであき

インタープリベント本部理事
新潟大学災害復興科学センター教授

国

際防災学会インタープリベント本部の役員

に向けた組織改革が課題となり、いくつかの試み

会 と 理事会兼総会 が、2008年4月10日、

がなされて来た。一つは学会のホームページの充

11日にオーストリアのクラーゲンフルトにあるケ

実であり、関連団体とのリンクの強化も図られた。

ルンテン州政府水利局において開催された。日本

特に注目されるのは、インタープリベントの今後

から（財）
砂防・地すべり技術センターの池谷理事

の発展に向けて、コミュニケーション強化戦略を

長と新潟大学の丸井が出席した。通常の議題に加

重点項目として位置づけている点である。そのた

えて、本年は4年に1度の大会が5月末にフォアア

め、専門コンサルタントのアドヴァイスを得て、報

ルベルク州のドルンビルンで開催されるため、そ

道機関並びに一般市民に対して、学会の活動内容

の準備状況の詳細が報告された。理事会兼総会で

を判りやすく説明し、強くアピールしていくこと

審議すべき内容は前日の役員会において会長、副

が必要との観点から、具体的な施策が取りまとめ

会長、事務局長等の間で事前に詳細に協議されて

られている。池谷氏は優先順位付けと達成度評価

いる。

の必要性に関して問題提起をされた。

理事会兼総会の冒頭でローナー会長の挨拶が

前に迫った、インタープリベント大会の準

あり、特に（社）全国治水砂防協会の大久保理事

目

長の後を引き継いで池谷理事長が出席されたこと

大会は2008年5月26日〜30日にオーストリア

を歓迎する旨の発言がなされた。会議では、まず

最西部フォアアルベルク州のドルンビルンで開催

2007年度第2回理事会議事録並びに第30回年

される。大会に向けて21カ国から241編の拡張

次総会議事録の確認が行われた後に、事業報告、

アブストラクトの提出があり、そのうち211編が

決算報告、監査報告が順次行われた。次に、理事、

採択されている。査読を経て本論文の提出が認め

監事、事務局長の退任に関する報告があり、その

られたものが129編あり、約100編が印刷される

後新規役員並びに事務局長が満場一致で選任さ

予定となっている。そのうち、41編が8つのセッ

れた。この段階で、池谷氏がまず理事として、次

ションで口頭発表の対象となっており、その他は

いで副会長として承認された。また、セライニク

ポスターによる発表となる。なお、1日行程の現

氏は事務局長としてインタープリベントの組織改

地見学が28日(水)に予定されており、テーマ別に

革に功績があり、日本で開催された2度の環太平

12コース設定されている。また、
砂防行政官サミッ

洋インタープリベントにも出席され、日本との関

トは「土地利用と自然災害」をテーマとして最終日

係においても重要な役割を果たされたが、ケルン

の30日(金)に予定されている。

備作業も順調に進んでいる旨報告があった。

テン州政府水利局内での異動の関係で退任される

今後の企画としては、本年10月にインタープ

こととなった。新たに、ウイーン農科大学から同

リベント設立40周年記念行事が予定されている。

水利局に赴任したコボルチュニク氏が事務局長に

また、環太平洋インタープリベントに関しては、

就任した。2007年度の事業報告に関しては、
独文・

日本の松本、新潟での2回の開催を経て、次回は

英文併記の別冊報告書が配布された。インタープ

2010年に台北で開催する予定となっている。将

リベント大会開催の前年であるために、大会準備

来にわたって、砂防分野における学問・技術の交

作業が活動の主要部分を占めている。報告書の内

流の発展が期待される。

容は、ホームページ整備、コミュニケーション強
化戦略、学会広告物品作成、事務局体制の変更、
次回インタープリベント準備作業、
関連行事（ヨー
ロッパ洪水会議、ドラウ川/ガイル川現地視察会、
アルプス地域気候変動プロジェクト、南チロル気
候変動専門家会議、気候変動への適応に関する次
期プロジェクト立ち上げ、各種会議記録）
を含んで
いる。
数年前から、インタープリベントの新たな発展
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インタープリベント2008 大会風景
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池谷理事長「インタープリベント」副会長に就任

1967 年からヨーロッパ・アルプス諸国において
開催されてきた国際防災学会「インタープリベン
ト」本部の役員会と、理事会兼総会が、2008 年 4
月 10 日、11 日にオーストリアのクラーゲンフルト
にあるケルンテン州政府水利局において開催され
ました。
この総会において当センター理事長、池谷浩が
副会長に選出されました。池谷理事長が副会長に
選出されたことは環太平洋地区を代表するもので
あるとともに、日本の砂防技術が世界的にも高い
評価を得ていること、さらには理事長の日本の砂
防における功績が評価された結果であると考えら
れます。
今後、ヨーロッパ・アルプス諸国をはじめとする
世界各国との砂防分野における学術交流がいっそ
う盛んになるとともに、日本の砂防技術が世界各
国の防災技術の発展に寄与することが期待されま
す。

ローナー会長との記念撮影

理事会、総会での検討内容や今後の活動などに
ついては、丸井先生（新潟大学）の報告をご参照（前ページ）ください。
インタープリベントとは
インタープリベント（Interpraevent）は、洪水や土石流、地すべり、落石、雪崩等の災害を防ぐため、ヨーロッパ・ア
ルプス周辺諸国の行政の技術者や大学などの研究者が集まって、学際的に情報の交換などを行おうという学会で、1967 年
にオーストリア・クラーゲンフルトで第 1 回会議が開催されて以来、4 年に一度開催されており、日本は 1980 年のバドゥイッ
シュル会議から参加を始めました。2002 年には、初めてヨーロッパを離れ環太平洋地域を代表して長野県松本市にて「イ
ンタープリベント 2002」が開催されました。
4 年に一度開催されているこの会議は、土砂災害に関して定期的に開かれている国際会議としては唯一のものです。
〈参考〉
インタープリベントについては国土交通省の下記ホームページなどに紹介されています。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/05/051010̲.html#01

砂防技術研究所報の発行
砂防技術研究所では、「平成 19 年度

砂防技術研究所報」を発行いたしました。本報は、当センターが公益事業

の一環として取り組んでいる自主研究を中心として、砂防学会等において発表した調査研究の概要や、今後取り組
むべき技術について取りまとめたものです。お問い合わせは下記へご連絡下さい。
問い合わせ先：砂防技術研究所 鈴木

TEL 03-5276-3274 FAX 03-5276-3394

＊無料配布ではございますが、部数に限りがございますので、品切れの際はご容赦下さい。
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行事一覧（4 月〜 6 月）

協賛（後援）
●５月３０日

平成 20 年緑の募金（協賛）

●６月１日〜３０日 平成 20 年度土砂災害防止月間（後援）
●６月１日

平成 20 年度砂防ボランティア基金（協賛）

●６月２日

日本の景観を良くする国民運動推進会議・全国大会（協賛）

●６月 4 日

土砂災害防止推進の集い（全国大会）（後援）

●６月 4 日

平成 20 年度砂防ボランティア全国のつどい（後援）

理事会等の開催
【平成 20 年度第 1 回理事会】
第１回理事会が、平成20年5月23日、アルカディア市ヶ谷で開催され、次の議案について審議が行われました。
・第１号議案 平成19年度事業報告の議決を求める件
・第２号議案 平成19年度収支決算の議決を求める件
・第３号議案 平成20年度事業計画案の議決を求める件
・第４号議案 平成20年度収支予算案の議決を求める件
また、審議終了後、
「STCの国際技術協力の現況」の報告事項が行われました。

【平成 20 年度第１回評議員会】
第１回評議員会が、平成20年5月23日、アルカディア市ヶ谷で開催され、次の議案について審議が行われました。
・第１号議案 平成19年度事業報告の同意を求める件
・第２号議案 平成19年度収支決算の同意を求める件
・第３号議案 平成20年度事業計画案の同意を求める件
・第４号議案 平成20年度収支予算案の同意を求める件
また、審議終了後、
「STCの国際技術協力の現況」の報告事項が行われました。

人事異動

●３月 30 日付
【退

職】

千田 容嗣

砂防技術研究所上席研究員（兼）次長

曽田

総務部契約課長

●３月 31 日付
【退

職】

進

岩本 隆久

砂防部技術課上席参事

松木

砂防部技術課主任技師

敬

● 4 月 16 日付
【採

用】

坂本 力也

総務部契約課長（国土交通省国土交通政策研究所総務課長）

万膳 英彦

企画部長

黒川 興及

砂防部長

● 4 月 30 日付
【退

職】

【採

用】

久保 勝太

砂防部技術課参事（愛媛県松山地方局建設部河川砂防課）

【昇

任】

酒井 敦章

総合防災部技術課課長代理（総合防災部技術課主任技師）

道畑 亮一

砂防部技術課主任技師（ 砂防部技術課技師）

秦

企画部長（国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所長）

● 5 月 1 日付
【採

用】
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砂防部長（国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究 センター長）

● 5 月 31 日付
【出向期間満了】 阿部

淳

砂防部技術課技師

梶山 國博

砂防部技術課技師

柏原 佳明

砂防部技術課技師

高濱 洋介

砂防部技術課技師

來須 洋二

砂防部技術課技師

大村

泰

斜面保全部技術課技師

片山 弘憲

斜面保全部技術課技師

山邉 康晴

斜面保全部技術課参事

内柴 良和

総合防災部技術課技師

坂島 俊彦

総合防災部技術課技師

本田

総合防災部技術課技師

健

筒井 智照

砂防技術研究所技術開発研究室研究員

増田 澄雄

総務部次長（兼）総務課長（総務部総務課長）

菊井 稔宏

砂防部次長（総合防災部技術課長）

枦木 敏仁

総合防災部技術課長（総合防災部技術課課長代理）

河村 弥生

砂防部（総務部経理課）

岩岡 町子

斜面保全部（企画部）

安味 恵理

企画部（砂防部）

櫻井 真見

総務部経理課（斜面保全部）

● 6 月 1 日付
【昇

任】

【配置換】

【新規出向】

小野寺 智久 砂防部技術課技師（大日本コンサルタント（株））
川上 誠博

砂防部技術課技師（（株）パスコ）

黒田 章雄

砂防部技術課技師（
（株）ニュージェック）

中嶋 雅之

砂防部技術課技師（㈱）アイ・エヌ・エー）

井藤 嘉教

斜面保全部技術課技師（㈱）興和）

木村 勝美

斜面保全部技術課技師（㈱）ダイヤコンサルタント）

村岡

斜面保全部技術課技師（奥山ボーリング㈱））

洋

荒井 健一

総合防災部技術課技師（アジア航測（株））

池田

総合防災部技術課技師（（株）キタック）

一

溝口 裕也

総合防災部技術課技師（住鉱コンサルタント（株）
）

皆川

総合防災部技術課技師（パシフィックコンサルタンツ（株））

淳

飯塚 幸司

砂防技術研究所技術開発研究室研究員（JFE 建材（株））

STC 短信

依頼講師

依頼者

講師

月日

総合防災部長
安養寺信夫

4/15

防災士研修センター

砂防技術研究所長
松井宗廣

4/20、5/31

鹿児島県市町村社会
基盤整備推進協議会

砂防部長
古賀省三

5/12

「土砂災害防止の集い2008」
に係る講師

斜面保全部長
綱木亮介

5/18

平成20年度 地すべり防止技術研修の講師
「地すべり対策の計画と考え方」

斜面保全部参事
山邉康晴

5/22

平成21年度 地すべり防止技術研修の講師
「事例研究（工事）
」

総合防災部長
安養寺信夫

10/1〜3/31

（社）
日本技術士会応用理学部会

（財）
全国建設研修センター

秋田大学教育文化部

内容

日本技術士会月例講演会
「これからの火山防止〜最新技術〜」
防災士研修講座「土砂災害と対策」
講師

非常勤講師 災害社会情報学
冬季集中講義（の間15時間）
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研究開発助成委員会

5 月 22 日（木）当センター大会議室で行われた標記委員の審議の結果、本年度の研究助成は下記のように決定いたしました。
課題
1

流量、流砂量をモニタリングして流出土砂をコントロールする
シャッター砂防堰堤の開発と運用に関する研究

2

地盤地中水の挙動の解析による深層崩壊発生危険雨量推定手法の確立

対象者
水山高久（京都大学）
里深好文（立命館大学）
恩田裕一（筑波大学）
内田太郎（
（独）土木研究所）
堤 大三（京都大学防災研究所）

3

山地流域の解剖
─降雨浸透・流出、土砂流出の詳細調査とモデル化─

藤田正治（京都大学）
小杉賢一郎（京都大学）
谷口綾子（筑波大学）

4

土砂災害に対する地域住民の態度変容を意図した
防災リスク ･ コミュニケーション ･ プログラムの構築

藤井聡（東京工業大学）
小山内信智（国土技術政策総合研究所）
別府万寿博（防衛大学校）

5

粒子法を用いた石礫型土石流シミュレーション解析による
荷重評価に関する基礎的研究

園田佳巨（九州大学）
石川信隆（砂防鋼構造物研究会）
水山高久（京都大学）

砂防学会通常総会ならびに研究発表会

5 月 13 日（火）〜 15 日（木）にかけて、
（社）砂防学会主催の砂防学会通常総会ならびに研究発表会が札幌市内において開催されました。
研究発表会には約900名の出席があり、
活発な議論がくりひろげられました。当センターからの発表者と論文タイトルは以下の通りです。

研究発表題目

No

所属

⑤発表者

1

企画部

近藤玲次

生産源に近い河川上流域における出水中の流砂の実態について

2

宮瀬将之

住民意識調査による砂防事業の効果項目について（その２）

3

阿部 淳

流砂量観測手法の体系化への試み

4

笠原拓造

住民意識調査による砂防事業の効果の試算

5

高濱洋介

稲荷川における土砂移動実態について

6

若林栄一

土砂災害警戒情報の精度向上のためのモニタリング制度

7

竹本大昭

砂防事業実施に伴う植生回復効果について

來須洋二

梓川上流域における土砂移動実態の分析について

9

池田暁彦

大規模崩壊地を有する流域からの土砂流出特性について

10

道畑亮一

春木川流域の流砂観測データを用いた生産域の土砂移動実態把握

11

柏原佳明

地震による大規模崩壊の発生予測について（第一報）

12

西尾英貴

砂防ソイルセメン工法の騒音特性について

13

福井健太郎

砂防ソイルセメントの配合に関する基礎的室内試験結果について

14

塩野康浩

霧島における火山防災啓発プログラムの作成に向けた検討

15

本田 健

霧島火山における危機管理体制の整備に関する検討

8

砂防部

坂島俊彦

火山噴火時における国と地方公共団体の情報共有のあり方─ロールプレイング方式防災訓練を用いて─

17

酒井敦章

噴火対応ドリルを活用した防災対応と緊急減災対策について

18

澤田悦史

雲仙普賢岳における溶岩ドームの挙動観測について

19

大村 泰
相楽 渉

電磁流量計による集水井排水量の観測事例─集水機能予測に関する─考察
SH 型貫入試験を用いた崩壊発生斜面の地盤特性の把握

筒井智照

宮川水系春日谷川砂防堰堤への砂防ソイルセメント工法適用について

鈴木拓郎

非定常な流れを考慮した土石流の数値シミュレーションに関する研究

嶋 丈示

堰上げを利用した土砂捕捉用砂防堰堤の施工事例

16

20

総合防災部

斜面保全部

22
23

砂防技術研究所

24
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平成 20 年度 砂防・地すべり技術センター講演会開催

6 月 16 日（月）
、砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて、
「平成
20 年度 砂防・地すべり技術センター講演会」
を開催いたしました。当日は、
230 名を超えるご参加を頂きまして、ありがとうございました。詳細は次
号でご報告いたします。

海外協力

洪水ハザードマップ作成ガイドライン専門家会議
４月 21 〜 28 日 スイス、ジュネーブ世界気象機関（WMO）で行われ
た標記会議へ、企画部国際課長 比留間雅紀が出席いたしました。

出張先

出張者

オーストリア
中華人民共和国

企画部主任技師 近藤 玲次
砂防部主任技師 道畑 亮一
理事長 池谷 浩

月日

内容

5 ／ 24 〜 30

インタープリベント 2008
ポスターセッション

5 ／ 29 〜 31

四川大地震技術支援

海外研修生受け入れ

6 月 19 日〜 8 月 29 日 JICA 研修個別研修生受け入れ。
中国地震局・チェン・シャオリさん（Dr. 陳暁利）
。

─当センター事務所改装のお知らせ─
この度、当センターの事務所執務室等を改装し、５月７日より下記の配置により業務を行っています。
打合せ等でお出での際には、お間違えのないようにして下さい。
記

６階

役員室、総務部、企画部、大・小会議室

７階

砂防部、斜面保全部、総合防災部、砂防技術研究所

＊電話番号、FAX番号につきましては、変更ありません。
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じきに外の暑さと冷房の寒さで体調を崩しがちにな

今回は夜向けに遠出することにして、渋谷の

る方も出てくることでしょう。古来、夏バテの時な

「元祖うな鐵」
（井の頭線ガード横、http://www.

ど、日本人はとろろ芋やオクラなど、ネバネバした

unatetsu.com/main.html）を紹介しましょう。こ

食べもので精を付けたと聞きます。現代では医食同

こは、うなぎのいろいろな部位を串焼きで食べさ

源などどこ吹く風で、食べ物を通り越してサプリメ

せてくれます。レバー（うなぎの肝臓のみ・塩焼）
、

ントに走るなど即物的になっています。しかし日本

くりから（はら身・白焼）
、短尺（短尺・蒲焼）
、

にはこれがあります。今回は「うなぎ」です。

暑気ばらい

E

で。ご予算 1500 〜 2500 円くらいでしょうか。

梅雨はまだ明けませんが、蒸し暑くなりました。

界隈
食べある考

T

きも（内臓・タレ）
、ばら身（あばら身・塩焼き）
、

山脇ビルから靖国神社方向に向かい、麹町郵便局

串巻（細身のうなぎ蒲焼き）
、ひれ（背びれのニ

の先にある「阿づ満や」
、
「宮川九段店」
、日本テレ

ラ巻き）
、かぶと（蒸した頭の蒲焼き）があり、8

ビ方向に坂を上がって「竹富」
、堀向こうマクドナ

本セットが 1450 円。シイタケなど野菜串を加え

ルド角を曲がった先の「宮川」
（早い時間にひれ焼

た 12 本セットは 2050 円。昔ここでコースを 2

きあり）等がありますので、お昼ならばこのあたり

セット食べた友人は子沢山で、今も元気に仕事し
ています。順番に出てくる熱々の串に、
山椒を振っ
て頬張れば、ビールや升酒が進みます。サービス
で出てくるシソの実入り大根の千切りが、ちょう
どいい箸休めです。年中無休で、夜の部は 16 時
からですが、予約は 18 時開始までしか受け付け
ていません。歌舞伎町、池袋、祖師ヶ谷大蔵など
に同名の店があり、別経営でもメニューは似てい
るので、お近くの店で試すのも一案です。

炭火焼の香りがたまりません……

（H）

白焼きにはやっぱり日本酒ですよね

編集後記

市ヶ谷便り
晩春の昼下がり、校舎からは合唱や朗読をする生徒達の元気

を、折々に見かけたのもその頃でした。ぐにゃりと折れた高速道

な声が響いていたかもしれません。公園の木陰では老人達が、ひ

路が撤去され、高い建物もなくなって妙に広々とした街と空、そ

とときのおしゃべりに興じていたでしょうか。そんなありふれた

の高く澄みわたった秋空を背景に、更地いっぱいいちめんにコス

日々の暮らしを一瞬にして切り裂いたのは、秒速 6 キロメートル

モスが、濃淡の紅の波のように風にそよいでいたのです。それは

で大地を走り抜けた活断層でした。

胸にしみるほど美しくて、そして哀しい鎮魂の祈りのようでした。

5 月12 日14 時 28 分、
中国の四川省汶川県で起きた大地震は、

天災は防ぐことはできないのかもしれません。しかし、その被

6 万人を超える命を奪い、何十万人もの平和な生活をなぎ倒し、

害を最小限に食い止めるために、関係者は日々たゆまぬ努力を続

山川の風景すら根こそぎに覆してしまいました。日を追って拡大

けています。過去の被害から学び、起こりうる災害に立ち向かう

する被害、TV に映し出される悲惨な現実は、阪神淡路や中越の

ことで、防災は進歩を遂げてきました。そして、それらの技術と

悪夢をよみがえらせ、癒えない傷を疼かせる……けして遠国の他

情報を広く正確に伝えることが、より多くの生命と生活とを守る

人事ではないのです。にもかかわらず、大自然の底知れぬ威力の

という願いをこめて「ソフト対策」特集をお送りいたします。被

前に、私たちはただ立ちつくすだけなのでしょうか？

災された方々の痛みを我がも
のとして、これからも謙虚に

震災にともなう、忘れられない光景があります。地震から８ヶ
月ほど経った神戸の町でのことです。がれきは除かれたものの復

果敢に取り組んで参りたいと
思います。（J）

興にはほど遠く、廃墟に手向けられた花の前に無言でたたずむ人
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

校了後、岩手・宮城内陸地震の報が入りました。犠牲となられた方々のご冥福と、
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
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＊

＊

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

