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巻頭言

岩手・宮城内陸地震による
大規模土砂災害の発生と砂防技術

井良沢 道也

いらさわ みちや

岩手大学農学部 准教授

１．はじめに

岩質の砂岩・泥岩からなっており、一部

の水源山地周辺で発生した本地震による

2008年6月14日午前8時43分頃に岩手

の地域では溶岩や貫入岩が加わる。土砂

大規模崩壊・地すべりなどは想像を超え

県内陸南部でマグチュード7.2の直下型

災害の発生分布域は比較的硬質で緩傾斜

る規模のものも多くあり、今後の降雨や

地震が発生した。本地震は岩手・宮城内

地形の多い栗駒山溶岩に覆われていない

融雪などで土砂流出の危険性は数十年間

陸地震と命名され，震源域である栗駒山

端部の遷急線周辺に密集している。今回

あるいはそれ以上にわたって続くことが

（須川岳）
を中心とする水源山地周辺など

発生した大規模な崩壊や地すべりはこう

懸念される。こうした土砂の問題は流域

において甚大な土砂災害が発生した。山

した硬さの異なる土層を境界として発生

全体としてみた場合に、下流は一関市、

間部に生活している住民は道路の不通に

しているものが多い。

奥州市、栗原市など重要な市街地があり、
どうやって食い止めるかは緊急の課題で

より、集落の孤立を余儀なくされ、現在
も多数の方が避難している。地震発生か

３．迅速な緊急災害対策の実施

ある。今後、流域全体を総合的に考えた

ら２ヶ月が経ち、緊急災害対応から本格

地震発生直後から国、県、市町村など

土砂収支を検討し、恒久対策として土砂

的な災害復旧へと歩みを進めようとして

懸命な緊急災害対策が行われた。行方不

生産、土砂流出対策等を検討する必要が

いる。こうしたなかで、今回の地震によ

明者の捜索、孤立集落の住民の避難の支

ある。一方、山間部を襲った災害という

る土砂災害について述べたい。

援、避難所の開設、二次災害防止のため

社会的側面も重要である。今回の災害で

の警戒避難システムの構築や応急対策な

孤立集落が多く発生し、山間地において

どである。国土交通省が派遣した緊急災

唯一の道路を保全する砂防事業の推進が

２．地震による土砂災害の特徴
本地震は近年発生した内陸地震として

害対策派遣隊（TEC−FORCE）
は被災状

望まれる。また通信が途絶えた地区も多

は強震度観測として最大の加速度（３成

況の調査や道路の復旧工事、河道閉塞対

く、情報インフラの整備への支援も必要

分合成で4000ガルを越えている）
を示し

応などで地元を支援するなど機動性を発

である。砂防として山間地における避難

た。今回の地震の特徴は、同じ規模の地

揮した。同隊は今年５月に発足したばか

所や避難路整備の支援はもとより、さら

震と対比すると住宅被害が比較的少ない

りで、
今回が初めての出動となった。一方、

に観光客など一時的滞在者への周知も含

のに対して、土砂災害の被害が大きいこ

地震により数多くの河道閉塞箇所が発生

めた山間地における復興計画・土地利用

とである。本地震による人的被害は、死

したが、同省のヘリコプターによる空中

への参加プランニングも望まれる。

者13名、行方不明者は10名で、そのほと

からの監視、センサーの設置、ポンプに

んどが土砂災害によるものである。山体

よる緊急排水、河道掘削など土砂ダムの

崩壊に匹敵するような大規模斜面崩壊や

決壊防止に迅速な対応を実施した。現場

2004年10月の新潟県中越地震、2005

河道閉塞が数多く発生しているほか，斜

から得られる多くの情報は国、県、市町

年10月のパキスタン北部で発生した地震、

面崩壊から流動化した土石流の発生や地

村間で共有され、実際に住民の避難に役

2007年3月の能登半島地震、そして本年

すべりなど多様な種類の土砂災害が発生

立つなどした。今回のこうした応急対策

5月12日の中国四川大地震など、近年に

した。今回の地震で大規模な土砂災害を

の対応は体系化して他の災害へも活かさ

おいて国内外で大規模な土砂災害を起こ

発生させた原因としてはこうした地震に

れることが望まれる。

す地震が相次いで発生している。これら

よる外力以外に、本地域が奥羽山脈の火
山によって形成された脆弱な地質と地形
であることが大きく関与している。本地

５．おわりに

の地震による土砂災害の発生予測技術の
４．地震による土砂災害防止に向けての
総合的な砂防技術の確立

域の地質は上層から、おおむね、固結度

今回の地震による土砂災害は国内最大

の低い溶結凝灰岩、軽石質凝灰岩、凝灰

級の大規模土砂災害といえる。奥羽山脈

構築や二次災害防止手法の検討など、今
後の地震による土砂災害対策へ向けて新
たな砂防技術の展開が望まれる。
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1
私は，2006年12月「世界一おいしい火山の本──チ
ョコやココアで噴火実験」
（小峰書店）
を出版しました。

大人気の
チョコレート火山
─キッチン火山実験について─

この本は「キッチン火山実験」や、わかりやすい例えを使
いながら、
火山について解説した小中学生向けの本です。
おかげさまで第53回青少年読書感想文コンクールの課
題図書（中学校の部）
に指定していただいたり、サンケイ
児童文化出版賞をいただいたりしました。では、キッチ
ン火山実験とは何でしょう？ そのお話をする前に日

林 信太郎
はやし しんたろう

秋田大学教育文化学部教授

本の火山教育の問題点についてお話したいと思います。
火山という非日常的現象を学校で教えるのはなかな
かむずかしいことです。学校では、小学校６年生と中学
校1年生で火山について学びます。しかし、ここを学習
しても実際の火山の爆発を見るわけにはいきませんし、
他の理科分野のように実験があるわけでもありません。
なかなか実感を持って火山の爆発の様子を理解するこ
とは難しいのが現状でした。青少年読書感想文コンク
ールで最優秀賞を受賞した川越市立大東西中学校の相
原君の感想文*には「実感に欠けるこの分野には、少々違

アメリカワシントン州のレーニエ火山にて

和感がありました」とありますし、他の受賞者の作文に
も、学校で習った火山分野は「実感に欠ける」という言
葉がありました。
火山噴火について実感をともなう理解が欠けている
とたいへん困ることがあります。もし、火山の噴火がせ
まってきて避難が必要になったとき、噴火現象がどの
ようなものか、科学的知識と噴火の危険性のイメージ
の両方をもっていないと、いざという時、行動を起こせ
ないのです。雲仙火山の1991年の火砕流では、43人も

写真‑ 1 中学校で出前授業を行う林。ここ５年間で約100クラスで出
前授業を行いました
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写真‑ 2 チョコレート溶岩実験に使う道具のいろいろ。アクリル板以
外は全部台所にあるもの

写真‑ 3 ココアの山の中にチョコレートを注入。割れ目が入っています

の人が火砕流に飲み込まれてなくなってしまいました。

で簡単に割れてくれるので、みごとに割れ目系が再現で

これは、行政も住民も報道関係者も火砕流の怖さを実

きます 写真‑ 3 。また、チョコレートといっても、実際に

感していなかった所に一つの原因があると言われていま

はガナッシュクリームを使うので、できあがるのはトリ

す。

ュフ（生チョコレートにココアをまぶした高級チョコ）

さて、そこで、火山現象を手軽に再現できるように開

です。この実験は中学校への出前授業でとても人気が

発しましたのが、一連のキッチン火山実験です。キッチ

あります。もっとも、これは中学校の教科書から見ると

ン火山実験とは身近なキッチンにある食材や道具を使っ

かなり発展的な内容になりますね。

て噴火をシミュレーションする実験のことです写真‑ 1。
キッチン火山実験には、
「安全」
「材料を調達しやすい」

2つ目に紹介するのは「牛乳でできるかな？ 火砕流
実験」
。火砕流は、本体が熱くて猛スピードでなだれ下

「ゴミがでない」
「親しみやすい」という４つのメリット

る高温の岩なだれと、その上を木や家を焼きつくす火山

があります。第一の「安全」
。材料はすべて食材なので

灰と火山ガスの「熱い雲」である火砕サージの２つの部

とても安全です。第２の「調達しやすい」
。材料はスー

分からできています。火砕流をイメージできる実験に

パーと100円ショップでそろいます 写真‑ 2 。第３の「ゴ

はなかなか良いものがありません。この本では、火砕流

ミがでない」
。実験の結果できたものは食べられますの

の流れかたをイメージさせるために、牛乳を水の底で流

で（学校の授業でどうするかは問題ですが）
、ゴミが出ま

す実験を使いました。実験はとても簡単。パック入り

せん。第４の「親しみやすい」
。身近な材料で実験がで

の牛乳とコップに入ったぬるま湯があればできてしまい

きるという驚きがあるので、
記憶に残りやすくなります。

ます。牛乳パックのストローを使ってほんの少し牛乳
をストローに入れます。ストローを牛乳に入れて指で上

2

を押さえるだけで十分です。ストローの先をコップにい
れたぬるま湯（斜めに傾けておきます）
の底につけてから

「キッチン火山実験」を5つ紹介しましょう。一つ目

離すと牛乳は渦を巻きながらコップの底を流れます。実

は「チョコレートマグマで溶岩ドーム実験！」
。有珠火

際の火砕流とは，
温度や流動のメカニズムが違いますが、

山の2000年噴火では、地下にマグマが入りこむことに

「火砕流の本体」が、低い方に流れ下って行くことは少な

よって、地面が盛りあがり、断層や地割れが多数発生

くともイメージできるでしょう。キッチン火山実験に

し、国道がずたずたに切られました。地下ではペースト

とても熱心に取り組んでいる桜島ミュージアムという

状のマグマが入りこんでいるのに、地面では割れ目がで

NPO法人があります。ここでは最近「牛乳でできるか

きるというところが、とても説明しにくいので、ココア

な？ 火砕流実験」をさらに発展させてもっと大規模な

とチョコレートを使った実験システムを開発しました。

実験を行っています。島原市の
「大野木場砂防みらい館」

地盤のかわりがココア、地下に入りこんだマグマのかわ

に行くとこの映像を見ることができます。

りがチョコレートです。ココアの地盤はわずかな変形

3つ目は「ココアをつかってカルデラ実験」
。阿寒湖、
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写真‑4 - 1 カルデラ実験の準備。チョコレートのマグマをマグマだま
りに入れているところ

写真‑ 4 -2 カルデラ実験成功！！ココアの山の小さい穴がカルデラ

摩周湖、支笏湖、洞爺湖、田沢湖、箱根、阿蘇など日本

ポンジケーキと、ミルクココアを５ミリほどふりかけた

の有名な観光地の中にはたくさんのカルデラがありま

スポンジケーキを、斜めにしたバットに並べておきます。

す。カルデラとは，巨大噴火によってできた巨大なへ

そこに霧吹きで牛乳を吹きかけると、スポンジケーキの

こみで、中に水がたまるとカルデラ湖になります。小型

方は牛乳が吸いこまれて行くのに対して、ココアをかけ

のもので、2〜5キロメートル、巨大なものですと直径数

た方には表面流が発生して、ココアと牛乳のいりまじっ

十キロメートルになります。巨大噴火によって一気に

た流れができます。一目瞭然で火山での土石流の発生

地下のマグマが地上に放出されてしまうとマグマだま

の仕方がわかるというわけです 写真‑ 5 。しかも、ココア

りの上が落ちこんでカルデラができあがります．あまり

と牛乳のしみこんだおいしいスポンジケーキができあが

にも大きな現象でイメージしにくいので，10万分の1
（つ

ります。

まり１キロメートルが実験の１センチメートル）
のモデ

5つめの実験は、麩を使った降下火山灰実験です。
「世

ルをつくリました。マグマのかわりにコンデンスミルク、

界一おいしい火山の本」では、風船を使う方法を紹介し

地盤のかわりにココアの粉を使います。アルミホイルで

ましたが、その後，自転車チューブを使った実験に変更

作った丸い枠を、穴をあけたアクリル板に水飴ではりつ

しました。この方がずっと本物らしく、しかも勢いよく

けます。そこにコンデンスミルクやゆるくしたチョコを

火山灰が出てくるので迫力があります。
「麩」はみそ汁

いれます。これがマグマだまりのかわりです。もちろん、穴

などに入れて食べますが、とても軽くできているのが特

にはティッシュで栓をしておきます。その上にココアの地盤

徴です。これを細かくして火山灰の代わりにします。

を作ります。地盤のココアを積み上げたらティッシュを抜く

本物の火山灰を使うと健康に良くないので麩を使いま

とカルデラのできあがりです。マグマ代わりのコンデンスミ

した。これを自転車チューブとつないだ火山模型（ペッ

ルクは下に落ちますのでマグカップで受け止めます。実験

トボトルと紙粘土で作ります）
の頂上の火口に入れます。

後、ココアまじりのコンデンスミルクにお湯を入れるとおい

チューブに溜め込んだ空気を一気に噴出させると「麩」

しいドリンクになります写真‑4-1,2。
4つ目は、
「スポンジケーキとココアで実験しよう！
降下火山灰による土石流」
。火山灰が火山の斜面につ
もると、少しの雨でも土石流が発生したりします。細か
な火山灰で地面に雨水がしみこみにくくなるためです。
この現象を再現するために、国土技術政策総合研究所
の伊藤英之研究官と開発した「ココアとスポンジケーキ
による実験」も本に載せました。この実験ではスポンジ
ケーキを火山体の斜面を作る地盤に、
ココアを火山灰に、
牛乳を雨のかわりに実験を行います。何もかけないス
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写真‑ 5 スポンジケーキの上に降り積もったココアの上を牛乳の表面
流が流れます

写真‑ 6 麩の降下火山灰実験。高くあがっているのは『麩』でできた火
山灰の噴煙柱。自転車チューブに溜め込んだ空気の圧力で火
山灰を吹き上げています。この後扇風機で起こした風によって
火山灰は流されて黒い紙の上に堆積します

写真‑ 7 炭酸水の爆発実験。炭酸水の中の二酸化炭素を超音波洗浄機
で急激に発泡させて爆発させます。火山の爆発が火山ガスの発
泡であることと良く似ています

でできた火山灰は2メートルほど舞い上がります。実際
の噴火では風が吹いていて火山灰は風下に流されます。
実際の風の代わりに扇風機で微風を流しますと「麩」の
火山灰は風下に流されて、黒い紙の上に堆積します。黒
い紙の上の火山灰を観察すると火山灰のつもり方や粒
の大きさの特徴がよくわかります 写真‑ 6 。
また、これに類似した実験に炭酸水を使用した爆発実
験があります。コーラを振ったり、メントスを入れたり
して強制的に炭酸水を発泡させる実験です。実際のマ
グマでも発泡が起 こることによって爆発が起こります
ので，メカニズムはそっくりです。私の場合は超音波
洗浄機を使って発泡をおこします。昨年、日本テレビの
「世界丸見え！ 世界特捜部」
でこの実験を披露しました。
写真はそれと同じ方法を使った爆発実験です 写真‑ 7 。

写真‑ 8 姫路菓子博2008で展示された林監修のチョコレート火山。チ
ョコレートの溶岩がチョコレートの火山を流れ下ります。手前
の人形もぜんぶお菓子で出来ています。製作は兵庫県内の高
校生。概算10数万人の見学者が訪れました

3
本は、中学生だけではなく、ぜひ、いそがしい砂防関係
「世界一おいしい火山の本」には、このようなキッチン

者のみなさまにおすすめしたいと思います。お読みいた

火山実験が10種類ものっています。中学生にもわかる

だければ、火山砂防にも、きっと役立ちます。

ように書きましたので、大人なら1時間半ほどであっさ
りと読めてしまいます。それでいて火山に関する知識
はいつのまにか身についてしまいます。また、いろいろ
な一般市民向けの行事でも活用できます 写真‑ 8 。この

★
『世界一おいしい火山の本 チョコやココアで噴火実験』
（林信太郎：著、小峰書店、小学校高学年から）
http://www.dokusyokansoubun.jp/text/53/tyu.html
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速報────────────

中国四川大地震による
唐家山天然ダムの
形成と防災対応

このように四川大地震は、脆弱な地質条件にある山
岳地域で発生した震源の浅い巨大地震であり、大規模
な斜面崩壊や地すべり、およびそれらによって形成さ
れた天然ダムなど深刻な土砂災害をもたらしたことに
大きな特徴がある。これまでの報道によると、6月末ま
での時点では確認された土砂災害の箇所は1万2536に
のぼり、そのうち、崩壊3619箇所、地すべり5899箇所、
土石流1054箇所となっている。
特に懸念されているのは、天然ダムによる二次災害の

池谷 浩

発生である。四川省水利庁の発表によると、地震によ

いけや ひろし

る天然ダム（堤体高さが10ｍ以上、湛水容量が10万㎥

(財)砂防・地すべり技術センター 理事長

呉旭
う しう

応用地質株式会社東京本社技術センター
地盤解析グループ グループリーダー

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 国際課長

以上、集水面積が20㎢以上）
は、6月15日時点で四川省
内に34箇所が確認された。その後、新たに70箇所が確
認され、合計で四川省内に104箇所の天然ダムが確認さ
れた。これらの危険性評価としては、
極めて危険1箇所、
危険度高6箇所、危険度中程度25箇所、危険度低72箇
所となっている。8月現在の対応状況としては、
唐家山、
肖家橋など75箇所の危険が解除され、石板 、老鷹岩
など18箇所の危険も基本的に回避されたほか、3箇所は
施工中で、残りの8箇所については対策検討が行われて
いるところである。

１．はじめに
2008年5月12日午後2時28分
（日本時間午後3時28分）
、

2．唐家山天然ダムの
形成と決壊の危険性

中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州汶川県映
秀付近を震源とするマグニチュード8.0の地震が発生し

2-1 概説

た。この四川大地震は、四川盆地とチベット高原との

四川大地震で四川省内に形成された104箇所の天然

境界部に沿って南西から北東方向に走る龍門山断層帯

ダムのうち、最大の洪水規模をもち最も危険度が高いと

に属する複数の断層運動によって引き起こされたもの

されたのが唐家山の天然ダムである図‑ 1。綿陽市・北

である。震源の深さは19km、動いた断層の総延長は約

川羌族自治県の曲山鎮から上流3.2km（直線距離）
に形

300kmと推定され、内陸部の直下型地震としては世界

成された唐家山の天然ダムは、䈩江支川通口河を長さ

最大級の地震となった。8月25日現在、この地震による

約800mにわたって閉塞した。天然ダム上流域の流域面

死者は6万9226名、行方不明者1万7923名、負傷者37

積は約3,550㎢で少量の雨でも水位上昇が生ずることに

万4643名、家屋被害では、倒壊家屋530万棟以上など、

なる。天然ダムを形成した崩壊土砂量は約2,000万m³、

甚大な被害が発生している。

堤体の高さは82〜124mにおよんでいる図‑ 2。

四川大地震の震源地域は、これまでの地質構造運動

河道閉塞に伴ってできたダム湖の容量は、5月31日に

によって形成された脆弱な地質条件に加え、地形的に

１億m³を超え、水没長は23km、その後も毎日約500〜

は幅約50kmの間に標高が500ｍから3,500mへと急激

720万m³の水量で増加した（中国科学院成都山地災害

に変化するなど、急峻な地形となっている。山岳地帯で

と環境研究所）
との報告が出ている。

は水系が発達しており、長江（揚子江）
上流の四つの支

その後、決壊防止のための対応として排水路が造ら

流（岷江、沱江、䈩江、嘉陵江）
は、今回の地震断層帯を

れるが、
6月10日時点でダム湖の水量は約2億5,000万㎥
（朝

横断して流下している。

日新聞6月11日付）
になり、その後の排水作業で水位が
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図-1 唐家山天然ダム形成直後の状況（中国新聞網HP）

低下したため、6月10日の水量が今回の災害時における

図- 2 天然ダム地点の横断面図

ダム湖の水量としては最大量となった。
河道を閉塞した土砂は地震による山体崩壊によりも
たらされたものであるが、その崩壊は地震後の地形（砂
防学会誌No.277の口絵写真）
からみると、尾根部の崩壊
と思われ、地震による応力集中が原因と考えられるもの
である。
地質については、今回の地震で形成された天然ダムの
多くが灌ロ−安県断層と北川−映秀断層に沿った地域
に分布していて、地質的には古生代シルル系の地層に多
い★１とされている。しかし、唐家山の崩壊地の地質を
調べてみると、同じ古生代ではあるが、より古い時代の
カンブリア紀の海洋性堆積岩（
『Geological Map of East
Asia』
，地質調査所2003）
となっている。
後述するように崩壊による堆積土塊がある高さで破
壊されずに存続していることを考えると、かなりしっか

日本でいえば吉野川（流域面積3,750 ㎢）クラスの流域

りした岩塊のかみあわせが天然ダムの下部を形成して

をもつ場所だけに、上流で2mmの降雨があるとダム湖

いるものと推定される。

の湛水位は1m上昇する
（Record China,2008年6月5日）
といわれている。

2-2 天然ダムの湛水位上昇
唐家山天然ダム上流域の流域面積は3,550 ㎢と広く、

そこで5月末からのダム湖の水位記録を調べたのが
図‑ 3 である。天然ダム地点では河道閉塞により水位が
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7

上昇し、上流域では家屋の水没などの被害が発生した。

水が約6時間で䈩城区に到達し、䈩江から越流すると想

唐家山の天然ダムが自然状態のままであれば、もう何

定された。そこで、5月29日の正午から31日の8時まで

日かはダム湖の水位上昇が続いたと考えられるが、中国

の20時間の間に、軍の誘導で約21万人の住民の避難が

政府による応急排水路工事でほぼ標高740mの位置に

実行された（天然ダムが全壊した場合の影響人口は綿陽

水路底が形成され、6月7日午前7時頃から越水が始まっ

市での約113万人を含む123万人となっている）
。避難

ている。

場所は、事前に54箇所に指定され（避難距離＜２km）
、

地震による崩壊と河道閉塞の開始が5月12日である

テント、飲料水、インスタント食品などが用意された。

ことから、唐家山の天然ダムの越水（人工的な要素があ

また市内には、1/3決壊の場合の水没による危険状況が

るが）
は、地震発生から31日後に生じたことになる。

水位のマークで示され、その危険度が住民に周知されて

ちなみに我が国の地震災害による天然ダムの決壊事
例としては、善光寺地震（1847年）
や飛越地震（1858年）

いる 写真‑ 1 。
なお、重点保全施設としては、通口水力発電所（下

があげられるが、善光寺地震による岩倉山の天然ダム

流30km）
、蘭州−成都−重慶石油パイプライン（下流

の決壊は地震発生後19日で、また常願寺川の大鳶崩れ

60km）および宝鶏−成都鉄道の䈩江大橋（下流68km）

による天然ダムは、地震発生から14日後と59日後に決

などが存在している。

壊している。

３．天然ダムの防災対策
2-3 決壊の危険性と避難
5月22日に綿陽市内で四川省の省長を本部長とする

決壊の危険性が高まる天然ダムに対し、中国政府が行

「唐家山天然ダム現地対策本部」が設立され、
「武装警察

った応急対応について、主に水利部発表の工事日誌★２

水利部隊による排水路工事」
と
「綿陽市による避難準備」

から概観する。

を同時に行う対応方針が決まった。避難計画は、唐家

まず、政府は、5月19日に国家洪水・干ばつ対策総指

山天然ダムの崩壊危険性として堤体の1/3決壊、半分

揮部、水利部、四川省抗震救済指揮部、四川省水利庁、

決壊および全部決壊の三つのシナリオを想定して進め

綿陽市水利・水門・地質部門からなる専門家グループ

られた。2,000万㎥にのぼる土砂によって形成された巨

を現地に派遣し、測量・調査を行った。20日には、
「天

大な堤体は、全壊あるいは半壊となる可能性がそれほど

然ダムに排水路を掘削し越流させ、越流水の侵食による

高くないと考え、1/3決壊に応じた避難地域や保全対象

段階的な河床低下（EL=720m程度まで；標高差30m）

などを決めることになった。

と排水を目指す」という応急対応方針を決定し、武装警

唐家山天然ダムが決壊した場合、最も深刻な被害を

察部隊の招集と資機材の調達に入っている。また平行

受ける地域は綿陽市の䈩城区と遊仙区の2区である。こ

して、成都の本部でも映像を見られるよう、現場に衛星

の地区は、唐家山天然ダムから50〜60kmほど下流に位

通信を利用したブロードバンド画像送信システムの導

置し、航空や原子力など先端的な産業が集中している

入を決定した。さらに唐家山が決壊した場合の、下流の

地域である。1/3決壊の場合では、波高3ｍを超える洪

綿陽市における洪水氾濫範囲想定を行い、警戒避難準

図- 3 唐家山天然ダムの湛水・排水状況推移
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決壊する可能性はほぼないといえるだろう。
技術的に懸念されたポイントは、越流開始後に天然
ダムが一気に決壊するかどうかということと、越流水に
よる天然ダムの下刻で、残った崩壊土塊の再移動が生
じるか否かであった。越流呑口の標高が下がり相対的
に流量が増大し始めてからは、事実上、流量制御は行え
ないため、土塊の大部分が流出した場合、下流で大氾濫
が起こることもありえた。
これまでの報道によると、唐家山天然ダムの排水によ
り、北川県の3つの鎮（曲山、通口、香泉）
と江油市の3
つの鎮（香水、青蓮、九嶺）
で浸水があり、完成したばか
写真- 1 綿陽市内の予想洪水位表示（新京報）

りの道路が洗掘される被害もあったが、下流域において
死傷者はなく、前記の重要社会施設も含めて、大きな被

備に入っている。
5月26日から武装警察部隊と水利部の技術者部隊の

害は生じていない。
6月10日20時過ぎに、国務院は「
『安全に、科学的に、

約600名が徒歩で現地に入ったほか、大型ヘリコプター

迅速に』という方針は達成された」と発表している。翌

（Mi-26；最大積載量20t）
でブルドーザーとバックホウ15

11日には洪水警報が解除され、安全宣言のもと、住民の

台を搬入し、
掘削を開始した。水利部の計画は、
元河床
（標

避難は終了した。

高約670m）
を80m以上の深さで閉塞させている崩壊土
塊のうち、最も低い部分を約10m掘り下げ（EL=750.2

4．おわりに

ｍ→740m）
、通水させるものである。掘削水路の横断
形状は底幅約10m、河道方向の延長は450mで、護岸や

今回の中国における土砂災害防止対策のうち、唐家

護床工などのない逆台形の素掘り水路である。6月6日

山天然ダムの通水については日本と少し違う中国の事

の通水開始を目指し、3交代態勢で工事が行われた。

情がうかがわれた。

通水は6月7日7時8分に始まったが、越流量は1㎥/sec.

それは下流域の保全対象地区における家屋の事情で

程度で 写真‑ 2 、ダム湛水位はさらに上昇を続けた。この

ある。我が国では公共施設以外の家屋は、個人所有で

理由としては、ゴミや水没した家屋の材料が堆積して呑

あることから、仮に天然ダムの対応により家屋被害が生

み口を塞いでしまったとの報道があった。そこで支障

ずると、状況にもよるが、対応した者の責任になる可能

となるゴミや岩塊をブルドーザーで取り除くとともに、

性がある。また、家屋の被害だけでなく、地域そのもの

水路底の爆破を行って水路を拡大させた。これらによ

の安全性にも風評被害など課題が生ずる。

り6月9日午後から、流量は数十〜数百㎥/sec.へと等比
級数的に増加した。
6月10日7時42分には最大湛水位743.13mを記録し
たが、流量の増大とともに水路底が下刻作用を受けて
流量が増し、湛水位は減少へと転じた。6月10日11時に

一方、中国では家屋の大部分は、国や省が建設し、抽
選により入居が認められる方式をとっているとの事で、
いざという時の補償は国や省がするものとのことであっ
た。
加えて、天然ダムから河道距離で約6km下流の都市、

は流量が最大の6,680㎥/sec.となり、湛水位も1時間あ

北川県曲山鎮は、四川地震によりすでに建物の倒壊率

たり3〜4m低下した 写真‑ 3 。そしてわずか9時間後の6

が80 ％以上の状態となっていることもあって、大規模

月10日20時には当初の目標湛水位である720mを下回り、

な人工的洪水の発生が可能となったと思われる。

11日以降は713.5m付近で落ち着いた。
元河床レベルが670ｍ前後であるので、依然として高

天然ダムに関しては約80mのダム高に対し、約40mの
土砂が流水により掘削された。

さ40ｍ強の湛水池が残っているが、残った部分は、少な

しかし、現地では8,600万㎥の湛水量を有する湖が6

くとも多量の越流水の流下を経験したことから、容易に

月末現在も存在している。すなわち、未だ高さ40mの堆
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写真- 2 6月8日頃の越流状況（中国中央テレビ）

写真- 3 6月10日午後の越流状況（新華社・李剛氏）

積土砂が、天然ダムを形成しているのである。

らは、次の三つの恒久復旧案が提示された。

この理由の一つとして地質が関係していると考えら

①原状回復（筆者注★３：震災前の河流の回復）

れる。天然ダムは古生代カンブリア紀の海洋性堆積岩

②現状維持（筆者注：周辺遺跡の現状維持）

という形成年代の古い岩の崩壊が堆積土砂の下部を構

③水力発電（筆者注：水力発電ダムの建設）

成していると考えられることから、かなりしっかりした

そして①は、非現実的で、選択肢から外された（残っ

土塊あるいは岩塊のうまいかみ合わせとなっているこ

た1,500万㎥の堤体および大量な堆積土砂を処理するこ

とが想定される。

とが不可能）
。②は、周辺の不安定斜面を含めて安定化

天然ダムの安定については四川在線‑華西都市報が次
のように述べている。
「残された天然ダムが完全に決壊する可能性はない。

させてから、観光地として利用する。③は、下流にある
三つの水力発電所を考慮して総合的に水力発電の施設
に利用するとの見解が示されている。

ただし、ダムの右岸にクラックがあらわれているので、

すなわち、唐家山の天然ダムは現状の形で固定化され

今後の雨で崩壊が生ずることが考えられる。しかし、今

水力発電の場となる可能性が大と言うことになる。

のところ天然ダムの安定性には問題がない。また、す

そして、決壊の可能性93 %とも言われた唐家山の天然

でにできた排水路の断面では6,064 ㎥ /Sの水量が流れ

ダムは、全壊させずに一部を破壊して、ダム湖を残すと

出ることが可能である。一方、流入量は1/200確率で

いう対応がなされたことになる。このような対応はこ

6,970㎥/Sであるのでほぼ天然ダムは安定といえる。ダ

れまでに事例がなく、一つの天然ダム対策のあり方とし

ムの構造上の問題や上記右岸の崩壊問題およびダム湖

て、今後の貴重な事例となることであろう。

周辺の環境問題については、今後の調査による。
」

いずれにしても、今後も唐家山の天然ダムとその対応

そして、
「これらの結果を待って、9月30日より対策が実

について、注目していきたいと考えている。

行されるだろう」と結んでいる。

注：本文では「四川大地震」という名称を使っているが、中国地震局で
は「汶川大地震」と称している

また8月20日中国中央テレビのHPには以下のような
唐家山の堰止湖対策が発表されている。
綿陽市水務局河川管理局長何国慶氏によると、綿陽
市の復旧計画には唐家山天然ダムの復旧計画が含まれ
ており、唐家山天然ダム対策本部の専門家グループか
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岩手・宮城内陸地震
による土砂災害と
その主な対応

はじめに
平成20年（2008）
、岩手・宮城内陸地震（以下、
「岩
手・宮城内陸地震」とする）
は、岩手県と宮城県の県境
付近の中山間地域に大きな被害をもたらした。特に、荒
砥沢ダム直上流で発生した荒砥沢地すべりは、移動土

古賀省三
こが しょうぞう

（財）
砂防・地すべり技術センター
砂防部長

塊量約7,000万㎥★１と巨大な地すべりである。また、今
回の地震により多数の河道閉塞（天然ダム）
が形成され、
決壊の恐れがあるとのことで、下流の集落に避難勧告が
出された。さらに、駒の湯温泉が土石流に襲われ５名の
死者、２名の行方不明者が生じた。今後の豪雨等によ
り崩壊地の拡大、不安定土砂の流出、地すべりの再滑
動による新たな河道閉塞の形成等に伴う土砂災害の発
生が懸念されている。ここでは、二次災害防止に向けて
当センターが携わった活動内容等について、紹介するも
のである。

１．岩手・宮城内陸地震の概要
1-1 岩手・宮城内陸地震の概要
2008年6月14日8時43分頃、
岩手県内陸南部
（一関市）
を震源とするマグニチュード7.2、最大震度6強、震源の
深さ約8km、最大水平加速度（一関西）1,434galの地震
図-1 本震の震度分布状況★２

が岩手・宮城県の県境付近の中山間地域（主な被災地：
岩手県奥州市・一関市、宮城県栗原市）
を襲った。死者
13名、行方不明者10名の尊い命が奪われただけでなく、
全半壊住家数140棟もの被害が出た。震災地域を対象
とした空中写真判読結果によると、約3500箇所で崩壊
や地すべりの発生が確認されている。特に、栗原市駒ノ
湯温泉においては、土石流により死者５名、行方不明者
2名もの悲惨な土砂災害が発生しただけでなく、河道沿
いの地すべりや崩壊により多数の天然ダムが形成され、
多くの住民が避難生活を余儀なくされている。

1-2 主な土砂災害
今回の地震災害の特徴としては、約3500箇所に及ぶ
斜面崩壊・地すべりが栗駒火山の溶岩流流下範囲の周
出典：
気象庁HP「強震波形（平成20年（2008年）
岩手・宮城内陸地震」
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/kyoshin/jishin/080614̲iwatemiyagi/index.html

縁にあたる同心円状の地域及び栗駒火山の基盤をなす
第三紀の緩斜面周縁に集中して発生しているところに
ある。以下、今回の土砂災害で特筆すべき点について
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写真‑ 1 市野々原地区の天然ダム（国土交通省砂防部HPより）

述べる。
①天然ダムの発生
特に、多数の天然ダムが形成され、その決壊等により
被災を受ける危険性の高い地域に居住する住民へ避難
勧告が6月14日15時30分より発令された。今回、マス
コミでは、天然ダムのことを土砂ダム、土砂崩れダム等
いろいろな言葉を使って報道されている。しかし、天然

写真‑ 2 ドゾウ沢の土石流
（国土交通省国土技術政策総合研究所HPより）

ダムは、砂防学会編「砂防用語集」にも掲載されている
ように学術用語である。近年では、1847年善光寺地震、

③巨大地すべりの発生

1858年安政大地震（大鳶崩れ）
等、地震後に天然ダムの

今回の地震による崩壊・地すべりのなかで最も規模

決壊が発生し多くの人命が奪われている。このような

の大きなものは、荒砥沢地すべりである。全長1,300m、

二次災害を防止するため、国土交通省が掌握している

幅900m、最大深さ150m以上、移動土塊量約7,000万

15箇所のうち、特に、緊急性の高い磐井川流域の市野々

㎥とされており、きわめて巨大な地すべりである。この

原をはじめとして８箇所は国土交通省の直轄砂防災害

巨大地すべりの詳細な発生メカニズムについては、今後

関連緊急事業に基づく仮排水路工、既設砂防えん堤に

の関係機関等による調査成果が待たれる。

おける除石工、警戒避難体制の整備のためのセンサー

④多目的ダム貯水池への影響

類や監視カメラの設置等が実施されている 写真‑ 1 。
②土石流災害
今回の地震の際に、産女川と裏沢（ドゾウ沢）
最上流

今回、崩壊・地すべりが集中して発生した迫川、二迫
川及び三迫川には、中流域に各々、花山ダム（宮城県）
、
荒砥沢ダム（東北農政局）
及び栗駒ダム（宮城県）
があり、

部で大規模な崩壊が発生し、崩壊土砂が流動化して土

洪水調整だけでなく灌漑用水、上水道用水、発電用水

石流が流下した。特に、ドゾウ沢においては、崩壊地の

の機能をもっており、宮城県北部地域の社会経済的発

下流4.8kmにある駒の湯温泉が被災し、悲惨な土砂災

展のためにはなくてはならない存在であり、この地域の

害が発生した。

生命線とも呼ばれている。今後、上流の不安定土砂が

現地調査の際、崩壊地内に多量の湧水が確認されて
おり、さらに雪解け水の供給があったと推測されるが、
詳細な土石流発生メカニズムについては、今後の調査
成果が待たれる 写真‑ 2 。
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中長期に渡ってダム貯水池に流入し、ダムの機能障害
を引き起こすことが大変懸念されている。
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村を除く、岩手県の奥州市、北上市、金ヶ崎町、一関市、
平泉町と宮城県の栗原市、大崎市、加美町、涌谷町、美
里町、登米市の計11市町であった。
緊急点検の実施内容は、まず、現場点検班が現地調
査により危険度（A、B及びCの3種）
を判定し、この点検
結果を本部に説明し、最終的な危険度判定を行う。そ
れらのデータを集計し、最終日には市町や県に提出する
報告書をとりまとめるといった流れとなる 写真‑ 4 。
②点検結果
写真‑ 3 前国土交通大臣訓辞（6月15日）

今回実施された緊急点検箇所数は2771箇所（新たに
発見された危険箇所32箇所を含み、立ち入り困難であ
った危険箇所31箇所を除く）
となり、そのなかで、応急
対応する必要があるとされるAランクの箇所は20箇所
であった。以下にその一例を示す。
■急傾斜地崩壊危険箇所（宮城県大崎市鳴子町岩入）
人家裏山の斜面上部に延長約30ｍ、最大深さ約1ｍ
の滑落があり、斜面にはらみだしが見受けられ、今後の
余震・豪雨等にともなって、斜面が崩壊し土砂が人家
に到達する危険性があった。
（期間中には、県、市によ
り応急対策を完了済み。
）

写真‑ 4 点検後の本部報告

今回の緊急点検では2771箇所にも及ぶ多数の危険
箇所を数日の間にすべて点検を行ったが、これらは全国

2．当センターの対応

各地での災害対応等により、蓄積されたノウハウをも
った国土交通省を中心とした支援チームあってこそ成

2-1 土砂災害危険箇所点検支援チームへの参加
土砂災害危険箇所緊急点検
（以下
「緊急点検」
という。
）

せる技である。また、資料の集計に携わったなかで、緊
急点検を行うためには、現場点検班に必要な危険箇所

とは、地震発生後等における降雨等により生じる二次

の位置情報、集計に必要な一覧表など、対象となる土砂

災害による被害の拡大を防ぐ十分な応急対策を実施す

災害危険箇所の諸々の資料がしっかり整理されている

るために行うものである。
今回、県からの要請を受け、国土交通省砂防部や国
土技術政策総合研究所、及び各地方整備局の国土交通
省職員と、被災地の近県の県職員総数212名、そして、
当センターからのボランティア11名（ヒヤリング、資料
の集計、報告書の作成等）
より構成された支援チームに
より、地震発生の翌日から6月19日にかけて緊急的に点
検を行った 写真‑ 3 。
①実施状況
対象区域は、原則として5強以上の震度を観測した範
囲内における土砂災害危険箇所とした。今回該当する
範囲は、岩手県・秋田県が独自に調査を実施する市町

写真‑ 5 危険度Ａ判定箇所の滑落
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ことが大切である。常日頃から各自治体による資料整
理はもちろんのこと、今後は、電子データによりデータ
ベース化されれば、緊急点検のとりまとめ作業の迅速化
につながるように感じた。
（担当：久保）

2-2 砂防学会緊急調査団への参加
（社）
砂防学会では、平成20年岩手・宮城内陸地震に
よる土砂災害の実態と特徴を把握することを目的に井
良沢道也 岩手大学准教授を団長とする8名からなる緊
急調査団を構成し、6月21日〜22日にかけて現地調査
を実施した。

写真‑ 7 行者の滝上流の土砂・流木堆積状況

調査箇所は、宮城県栗原市二迫川荒砥沢地すべり、
同市三迫川栗駒ダム上流放森地区の斜面崩壊、栗駒沼

れるという印象を受けた。

倉地区の河道閉塞、
奥州市衣川区有浦地区の斜面崩壊、

②調査結果

栗駒市迫川坂下地区・浅布地区・小川原地区の河道閉塞、

以下に代表的な調査箇所の調査結果について示す。

一関市磐井川市野々原地区の河道閉塞、同市本寺地区

■荒砥沢地すべり

の斜面崩壊などである。
当センターからは砂防学会研究開発部会員である砂

荒砥沢ダムから地すべり地にアクセスし、地すべり末
端部を調査した。滑落崖は調査地点からさらに1km上

防部・池田暁彦課長代理と砂防技術研究所鈴木拓郎研

流に位置するために確認することはできなかった写真‑ 6 。

究員の2名が参加したので、その活動内容を報告する。

■栗駒沼倉地区の天然ダム

①現地の状況
調査は地震発生から一週間が経過した時点で実施し

当該箇所では、左支渓からの崩壊土砂によって河道
閉塞が発生している。また、
当該地点は土石流が流下し、

たが、依然として二次被害の危険性があったため、現地

駒の湯温泉が被災した裏沢（ドゾウ沢）
との合流点直下

への立入が制限されていた。このため、立入可能な範囲

に位置する。河道閉塞箇所の下流には行者の滝が位置

を短時間でできるかぎり調査した。現地調査は一関市・

し、その真上にかかっていた吊り橋で流出土砂が多量の

栗原市から栗駒山周辺地域に近づく形でアクセスした

流木とともにひっかかって堆積していた。堆積勾配は5°
、

が、山間地域に入ると突如として地すべりや崩壊が見ら

粒径は10〜30cm程度の礫が多く、マトリックスは粘土
成分が卓越していた 写真‑ 7 。
■小川原地区の河道閉塞
当該箇所では、右支渓からの崩壊土砂によって河道
閉塞が発生している。調査時には国土交通省が仮排水
路を掘削していた。閉塞部は数mの礫であったために空
隙が多く、流水は浸透して下流へ流下していた。
今回の調査は、被災地へのアクセスが物理的に困難で
あったために、
限られた範囲で実施せざるを得なかった。
その限られた範囲においても山間地域で地震が発生し
た場合の土砂生産・流出の凄まじさを痛感した 写真‑ 8 。
本調査団による調査報告は砂防学会誌に掲載される
予定となっている。
（担当：池田）

写真‑ 6 荒砥沢地すべりの全景
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写真‑ 8 小川原地区の河道閉塞

写真‑10 第2回委員会開催状況

査となった。
②委員会開催の補助
委員会は、岩手・宮城内陸地震により甚大な被害を
受けた岩手県・宮城県の被災地域の復旧・復興を早期
に図るため、河道閉塞をはじめとする流域で発生した甚
大な土砂災害に対し、緊急対策を推進するとともに、引
き続き実施すべき恒久的な土砂災害対策についての基
本的な計画を策定するにあたり、学識者、行政担当者を
はじめとする各方面からの助言を得るために設置され
写真‑ 9 ドゾウ沢源頭部の残雪

た。第一回委員会は6月28日、第二回委員会は7月29
日に開催された。第二回委員会からは、両県からの業
務委託に基づき当センターが委員会開催の補助を行っ

2-3 岩手・宮城内陸地震に係る土砂災害対策技術検

ている写真‑ 1 0。

討委員会対応
①現地調査

3．おわりに

当センターでは、土砂災害箇所の実態を把握するため、
7月7日から11日まで岩手県磐井川、胆沢川、衣川、宮

以上、岩手・宮城内陸地震に係る土砂災害対策に関

城県迫川、二迫川、三迫川を対象に６班体制で現地調

する当センターのおもな活動内容について述べた。我

査を実施した。調査の目的は、崩壊箇所とその下流へ

が国は、東海・東南海・南海地震のようなプレート型の

の土砂流出の実態を把握することであり、特に、3,000

巨大地震による都市型災害だけでなく、今回のように

㎡未満の崩壊地を対象として崩壊面積、平均崩壊深、

断層の活動に起因した内陸型の地震により多数の崩壊

残土率等のサンプル調査を実施し、土砂収支の実態把

地、地すべりが集中して発生し、中山間地域が土砂災害

握に努めた。調査では、国道や県道等が不通になってい

により壊滅的な被害を被る危険性が高い。今回の地震

る箇所が多く、事前に県等から通行許可証をいただい

災害を教訓にして、常日頃より土砂災害に備えること

たものの、
ある程度の所までは車で行くことが出来たが、

が不可欠であり当センターの担う役割も大きいと考え

道路が完全に落ちている場合は、それ以降徒歩による調

られる。

査によらざるを得なかった。特に、裏沢（ドゾウ沢）
の崩

★参考文献

壊地調査においては、避難小屋に泊まって、残雪の残る
山道を約20ｋｍも歩かざるを得なく、困難を極めた調
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3
連 載エッセイ

「巨樹の森
コンサート」
に学ぶ
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

海道北見市留辺蘂町（るべしべ

北

は森林復興記念に始めた催しだったの

ちょう）で、平成 6 年から開か

です。昭和 29 年 9 月に北海道を襲っ

れてきた「巨樹の森コンサート」をご

た洞爺丸台風は北海道各地に大きな

存じですか？森林面積が 88%を占め

風倒木被害をもたらしました。留辺蘂

る森林と温泉の町で、いったいどんな

町でも当時の 3 〜 4 年分の伐採量と

コンサートが開かれているとお思いで

いう大被害を受けたそうです。ところ

しょうか ?

が森林は、自然と人の手で美しくよみ

「何しろすばらしいから、ぜひ来てほ

がえったのです。洞爺丸台風から 40

しい！」NHK 北見局の先輩に請われて

年経った平成 6 年、北海道では森林

私が訪ねたのは、ハイビジョンで中継

復興記念にいろいろな催しを各地で開

した平成 11 年 9 月 15 日のコンサート

催しました。留辺蘂町近くの国有林に

でした。会場は、留辺蘂のおんねゆ温

ある巨木の林立する森林は「巨樹の

泉街から南へ 6 キロ、標高 800 メー

森」と指定され、自然観察や散策を楽

トルにある国有林です。エゾマツ、ト

しめる森林に育てていこうということ

ドマツなどの針葉樹とダケカンバなど

になったそうです。そして「巨樹の森」

の広葉樹が混交した 80 年を超える天

の整備のための基金が創立され、営林

然林の中にある空き地（絵本で森の動

署と町の方々が一緒になって「巨樹の

物たちが集まっているような自然にで

森をはぐくむ会」を設立し、この森林

きた空き地だそうです）に切り株を並

空間を活かした記念事業として「巨樹

べただけの場所です。林道はあります

の森コンサート」が開かれたのです。

が、ふだんは山菜採りの人が訪れるく

第 1 回のコンサートはなんと村松健さ

らいの森の中ですので、コンサートの

んのピアノコンサートだったそうです

観客は、町の中心から 12 台の専用バ

が、楽器を運ぶのも困難なこの催しが

スでやってきた 500 人。町内だけでな

実現したのは、村松さんがかねがね森

く、北海道内からはもちろん関東から

林の中でピアノを弾いてみたいと思っ

のお客様もいました。宗次郎さんのオ

ていらしたのと、当時の留辺蘂営林署

カリナ、長澤真澄さんのハープ、土田

長と村松さんが懇意でいらしたのも幸

英順弦楽四重奏団の演奏でバッハ／

いしたそうです。

グノーの「アヴェ・マリア」
、オカリナ
のソロや、森の中を歩きながらの竪琴

1

て、
その後「巨樹の森コンサート」

のように小さなサウルハープの演奏も

を続けていくために、日本の音響学の

ありました。その 2 時間あまりのコン

第一人者でいらした東大の橘秀樹教授

サートは、草木や土の香りにつつまれ、

に調査を依頼しました。その結果、コ

木漏れ日は時間が経つにつれて変化す

ンサートホールとまったく同じではな

る、小鳥にも好みがあるかのように曲

いが、ホールとして十分の可能性があ

によってたくさん集まったり、タイミン

ることが分かったそうです。以来ヴァ

グよく風がそよぎ、木の葉が舞う……

イオリンの千住真理子さんギターの渡

神様や森の精の存在が確信できるそん

辺香津美さん二湖の姜健華さんなど、

なひとときでした。

ほぼ 1 年おきに「巨樹の森コンサート」

ったいこのような「巨樹の森コ

い

ンサート」は、なぜ開かれるよ

うになったかといいますと、きっかけ
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回目のコンサートの成功もあっ

は続けられてきたのです。
カリナは宗次郎さんが、ご自分

オ

で土を使って作られた楽器で

す。チェロもヴァイオリンもヴィオラ

を利用した名刺を使うようになりまし

りました。省エネルックも、高めの室

も木で、
それも 300 年昔の楽器であり、

た。100 枚で 2200 円、たしかに紙よ

温設定も、どれほどの効果を上げてい

大切に使ってきたからこそ今も名器と

り高価です。しかし名刺交換したとき

るのでしょうか ? 機能性、経済性を

いわれ、すばらしい音色を響かせてい

の効果は大きいものがあります。まず

追い求めた施策のつけに、現在の植林

ます。この時の司会は立松和平さんで

「これは？」と問われ、会話がスムーズ

事業があります。日光の杉並木、富良

したが、そのお話の最中にそよぐ風に

に始まります。それに、杉や檜の香り

野市にある東京大学の演習林など、自

ハープがひとりでに鳴り出した時には、

は人の心を和ませます。海外での効果

然の在り様、災害の歴史から私たちが

その場にいた誰もが自然の、森のすば

はなおさらです。馬路村といえば「ゆ

学ぶものは大きい、そんな気がいたし

らしさを実感したと思います。
「巨樹の

ずドリンク」発祥の村として知られて

ます。北海道の留辺蘂町の「巨樹の

森」はまさしく、私たちが森林とふれ

いますが、この名刺をはじめとする間

森コンサート」は、そんな「大切なも

あう場になっています。このコンサー

伐材を利用したさまざまな取り組みで、

のに気づく場」でもあるのです。

トの入場料は 1500 円、
でもパンフレッ

全国の過疎に

トには
「入場料」
とは書かれていなくて、

悩む

「森を守る協力金」となっているので

地域を

す。それは訪れたお客さまだけではな

元気づけている

く、コンサートにかかわっているすべ

ようです。北海道の

ての人が負担している協力金なのでし

留辺蘂町同様、馬路村の人口は

た。すばらしい森は皆で守っていこう

1,200人足らず、
面積の96％が山林で、

というメッセージが伝わるものになっ

その 75％が国有林です。馬路村役場

ていると思いました。

では、永遠の森づくりの実現を目指し

日

本の国土のほぼ 70%が森林、

て「千年の森基金」を開設し、間伐材

そのうち約 30%が国有林だそ

を使った製品の売上額１％をこの基金

うです。災害を防ぎ安全な生活を守る

に積み立てているのです。

ために、動物や植物など自然保護のた
めに、計画的な木材生産のために、そ

砂

して私たちが森林とふれあう場の創出

んでした。地域のハザードマップさえ

のためになど、さまざまな目的で森林

公開されてはいませんでした。自然破

づくりは行われています。
「では、森林

壊への警鐘が問われていたのにもかか

の有効利用のために私たちひとりひと

わらずです。そして今、環境保護が

りは何ができるのでしょうか？」私の

声高に叫ばれるようにな

防・防災という言葉は、10 年
前にはまだ一般的ではありませ

問いに「お椀、お風呂のすのこ、お箸
などプラスチックのものにくらべまし
たら、少し値段は高いかもしれません。
でも木製品を使うのは、森林を守るた
めにも、省エネのためにも大切なこと
なのです」……「自然を守りましょう！」
「環境保護に努めましょう！」とお題目
を唱える前に、ひとりひとりができる
ことがあると実感させられた言葉でし
た。
後私は、高知県馬路村で作られ

以

ている、やなせ杉と檜の間伐材
イラスト：仲野順子
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既設砂防堰堤の機能回復方法について
嶋 丈示

しま じょうじ

（財）
砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 砂防システム研究室長

1

砂防堰堤の機能回復

にほとんど有していないためと考えられる。ただし国土
交通省は、近年大規模な排砂設備を有するダムとして、

近年、砂防堰堤において「積極的な除石」が提唱され

黒部川水系の宇奈月ダムを建設したが、先に建設され

ている。透過型砂防堰堤とは異なり、一般に不透過型

た出し平ダムの排砂システムと併せて連携排砂方法を

砂防堰堤は貯砂機能の回復を考慮していない。だが不

採用している。

透過型堰堤において除石が簡便に実施することが可能

一方、砂防堰堤に目を転じると、当初の透過型堰堤の

となれば、既存ストックの機能回復により、投資効果の

設計概念は「土石流時には巨礫等を捕捉し、その後の平

向上（整備率の向上）
ができると期待される。しかし、治

常及び中小出水の流水により機能回復する」が前提であ

水・利水ダムにおいて、先駆的に半世紀前から「除石（排

った。しかしながら、土石流を捕捉した透過型堰堤の

砂）
技術」
導入が図られているが、まだ技術の確立の段階

土砂捕捉容量が自然回復することは困難な場合が多く、

には到達していなく、さらに砂防においては、他分野と

機械力により除石する方法を採っている。特に新しく

は対象となる土砂（粒径）
が著しく異なる点から、別の検

制定された土石流対策技術指針では、想定される土砂

討が必要である。

量を捕捉できる容量確保が義務付けられているが、土

効果的な除石（排砂）
技術を導入するために、前例に

石流危険渓流は小流域面積ゆえに、平常水がほとんど

おける技術課題等を理解することが必要不可欠である。

無く、透過型といえども、このような小流域面積の河川

そこで将来効果的な除石（排砂）
技術を導入するために、

や渓流では必ずしも自然の営力では貯砂量の機能回復

今日までの技術進展、応用技術を調査したので報告す

は望めない。

るものである。

3
2

排砂メカニズム

諸文献に見られる排砂技術の変遷
前述のようにダムにおいては排砂は、施設機能及び効

入手できたダム排砂に関する最も古い論文（1955）
は、

果の維持として重要な技術であり、各種の研究成果が

「ダム排砂設備について」と題する、
「中部電力研究報告」

あることから、これらの排砂技術を砂防堰堤の除石に

であった。収集文献を整理すると、ダム堆砂はダム建設

適応することは有意義である。そこで、これまで実施さ

ラッシュ
（昭和25年〜昭和35年）
の後期から課題となり、

れ効果が確認できているダム排砂技術について整理し

特に大井川、天竜川、あるいは木曽川で問題となってき

た。堆積土砂の排砂技術は、
「機械的除去」と「水理的除

た。したがって、当該河川にダムを多く所管する旧電源

去」
に大別され、
近年排水ポンプを併用した
「複合的除去」

開発、電力会社などは古くから積極的にダム堆砂問題

がある。

に取り組み、それらの研究成果を多く発表している。な
お、河川管理者である国土交通省においては、美和ダム
以外ではダム堆砂問題の研究報告は近年ほとんど実施

1 ……機械的除去

機械的除去は「掘削」
と「浚渫」
に大別される。掘削は、

されていないようである。この理由は国土交通省は所

堆積場所が水没していないことやその場所への進入路

管するダムを、最上流部あるいは荒廃度が進んだ流域

が確保できる場合に用いられる表‑ 1。浚渫は、浚渫船が
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表-1 各種陸上建機の特徴とダム堆砂の適応性
ショベル系

概要

適応
土質

適応
場所

各種陸上建機の特徴

障害物

環境

ブルドーザー系

ローダー系

スクレーバ系

連続掘削系

ブルドーザー、
スクレープドーザー等

ドーザーショベル、
ホイールローダー等

被牽引式素クレーバ、
モータースクレーバ等

バケット・ホイール
エキスカベーター等

バックホウ

ドラグライン、
クラムシェル等

掘削と積込みを行う

掘削と積込みを行う

掘削・運搬の他、敷

掘削・積込みの他。

掘削・運搬・拾土・

掘削のみ。クローラ

機械で油圧ショベル

機械でクローラクレー

均し・締固め・伐開・

押土・敷均し短距離

敷均しの一貫作業が

型走行機に複数のバ

がベース。大きさ通

ンがベース。ドラグラ

除根等にも使われる。 の運搬等に用いられ

可能。牽引式と自走

ケットを装置した回転

常バケット容量で表さ

インは横引きしすくい

履帯は標準・湿地／

る。ドーザーショベル

式がある。通常広範

れ0.5㎥未満の小型

取る。クラムシェルは
バケットの自重と開閉
によりつかみ取る構
造。

囲な土地造成等に用
いられる。

ホイールを取付け、こ
れで掘削。土砂は本

から3.0㎥の大型まで
種類は多い。

超湿地の区分あり。 は履帯式、ホイールロ
特殊な水陸両用タイ ーダーは大型低圧タ
プもある。
イヤを装着。

礫から粘性土まで適

礫から粘性土まで適

礫から粘性土まで適

礫から粘性土まで適

硬質土や軟弱土は不

礫から粘性土まで適

応可。硬質土にも対
応可。

応可。硬質土には不
適。

応可。リッパ装置に
応可。ショベル系よ
より硬結土の破砕可。 りは掘削力劣る。

適、作業性低下。補
助プッシュドーザーを
用いる場合もある。

応可。

接地圧は標準タイプ
で40〜90kPa、 湿
地タイプで20kPa程
度。

接地圧はドーザーショ
ベルで40〜90kPa、
ホイールローダーで
20〜60kPa。

走行可能なコーン指
数 の 下限 値：自走
式1,000、被牽引式

水面下の掘削には不
適。 接地圧は80〜
140kPa程度。

同左

同左

同左

同左

通常は陸上作業で濁
りは対象外。騒音は
一般レベル。

同左

ダム、湖沼、河川にお
ける実績は多い。主
に土砂集積。

水面下 の 掘削 も
可。接地圧は40〜
100kPa程度。

沈木や転石の対応
可。処分上選別必要。
濁りは多いが対応可。
騒音は一般レベル

施工
実績

ダム、湖沼、河川にお
ける実績は多い。主
に掘削積込み。

施工
能力

能力は機種と台数で
対応可。現場条件に
より台数制限を受け
る場合あり。

可能性

小型はトラック丸積
み。大型は一部分解

同左

同左

同左

同左

同左

輸送。

凡庸性

凡庸性大。機械調達
は容易。

適応土質が広く、作
業能力に優れ、機種
も豊富で施工条件に

400、超ワイド低圧タ
イヤ400kPa。

沈木や転石の対応不
適。

同左

濁りは対象外。騒音
は一般レベル。

同左

濁りはやや多いが対
応可。騒音は一般レ
ベル。

ダム、湖沼、河川にお
ける実績は多少ある。

ダム、湖沼、河川にお
ける実績は少ない。

湖沼、河川の実績あ
り。常陸那珂港の埋
立造成で使用。

能力は機種と台数で
対応可。現場条件に
より台数制限を受け
る場合あり。

勾配が少なく良好な
土質の箇所で効果を
発揮広い作業面積必
要。

10万㎥／月以上の掘
削に適する。

ホイールローダーは自
走可。他はトラック輸

同左

分解輸送または一部
分解輸送。

適応土質等の制約が
多く、
凡庸性に欠ける。

鉱山や大規模長期土
工主体で凡庸性に欠

送。

同左

水陸両用以外は凡庸
性大で機械調達は容

用途多様 で 凡庸性
大。機械調達は容易。

易。

ダム堆砂への
適応性

体のベルコンで後方
へ運ぶ。

適応土質が広く、水
面下の掘削が可能で
あるが作業能率は落

合った選択が可能。 ちる。小規模な水面
掘削積込む可能。ダ
下掘削には適応可。
ム堆砂採取に適する。

適応土質が広く、掘
削圧押土には適する
が、積込み能力はな

ける。

適応土質、作業能力
ともバックホウより劣
る。接地盤より下の

い。短距離の掘削、 掘削には不向き。積
運搬、敷均しに適す
込み機械としては適
る。
応可。

運搬、敷均し向きで、 適応土質は広く、大
地耐力を要し、積込
量連続施工に適する。
み能力はない。対障
障害物に弱く、接地
害物、凡庸性も劣る。 圧も高い。凡庸性劣
ダム堆砂には不適。
る。長期・大量の場
合は可。
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寄り付けるために十分な水深があることや、浚渫船の搬
入・搬出が可能でかつ洪水時の退避方法が確保できる
ことが前提となる図‑ 1。

2 ……水理的除去

水理的除去は、正しく「水」によって土砂を除去する
方法であり、
「フラッシング排砂」と「スルーシング排砂」

図- 1 浚渫による機械的除去の例

土砂分級機
ダンプトラック

バックホー

ベースマシーン

移送配管
水中はフロート等にて配管

土砂分離機で
■い分け後の堆砂

河川還元

処理

ダンプ運搬・仮置・ サイクロン式
洪水時自然流出
分級機

圧送

浚渫

泥土ポンプ

水平多軸
回転式カッター

水平多軸
回転式カッター
20t

ダム堤体

堆砂

図- 2 連携排砂のしくみ

出し平ダム
貯水時の水位

水位低下

宇奈月ダム
排砂
貯水時の水位
水位低下
黒部川

排砂
排砂（自然流下）時の水位

図- 3 排砂システムのイメージ

非洪水時に
土砂を移動

洪水時に排砂

エアーバルブ・シート排砂等の
排砂技術
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に分類される。宇奈月ダムと出し平ダムの連携排砂な
どは前者の例であり図‑ 2 、後者は透過型堰堤がこれに相
当するが、排砂時間は前者に比して非常に長くなるのが
一般的である。

3 ……複合的除去

複合的除去は渦動管排砂
（Hydro技術）
とも呼ばれる。
その工法原理は、堆積土の下部に敷設されたHydro−
Pipe（パイプ下部に溝状に連続した開口部、または間欠
的に開口部を有する）
に排送管が接続された構造で、流
水の渦動を利用して管路の閉塞を生じさせなくさせ排
砂するものである。なお排水ポンプで加圧して排砂効

写真- 1 関西電力三方川取水ダム

率を高める併用も試みられている。
このように、多くのダムにおいての排砂システムは、
流水（貯水）
を用いる構造であり、現地に流水のあるこ
とが、排砂を実施する必要条件となっている。ポンプ排
砂においても例外なく流水の必要性がある図‑ 3。

4

新たな排砂技術

ここでは、砂防堰堤に利用できるであろう排砂技術
について述べてみる。今回の文献調査によれば、昭和
55年に我が国で初めて掃流域での排砂効果を期待し
て、三方川取水ダム（兵庫県、関西電力、ファブリダム

写真- 2 電源開発黒谷取水ダム

H=3.3m×L=50m）が建設された。後に旧電源開発が
高さ6mのダムを構築し、倒伏時の流砂・礫の摩耗にも
耐え現在も機能を発揮している 写真‑ 1 。
さらに、このようなゴム引布製起伏堰の技術を財団
法人国土技術センターが雄物川などの実証を基に、鋼
製を付加した「鋼製起伏堰、ゴム袋体支持式：SR堰」の
設計指針を平成19年5月に発表している。この形式の
堰は、効果的な排砂機能が達成可能である 写真‑ 2 。
SR堰は必要な期間においては不透過堰堤として機能
し、排砂が必要な場合は完全に解放された透過型に移
行できる構造で、古くから倒伏ゲートと同様な機能を有

写真- 3 SR堰

している 写真‑ 3 。
また、土木研究所においては、IHIと共同開発した「シ

の公開実験が平成19年11月に実施されているが、これ

」と八千代エンジニアリングと
ート排砂技術 図‑ 4（次頁）

もダム貯水池を前提にしており、大量の流水を利用し渦

開発した
「エアーバルブを利用した排砂技術図‑ 5
（次頁）
」

動管やサイフォン管を用いた応用構造である。
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いずれにしても、多くの水を利用することが前提条件

能回復する」が前提であることは先に述べた。しかし、

であり、砂防堰堤が建設されるような水の少ない箇所で

土石流を捕捉する前には、平常時及び中小出水時の流

は使用が限定される。砂防堰堤では、透過型堰堤の設

水の作用により、渓床堆積物は下流に流送されるが、い

計概念は「土石流時には巨礫等により閉塞し、平常時は

ったん土石流を捕捉した後では、礫がアーチアクション

流水の侵食（掃流力による細粒分の流下機能）
により機

により噛み合い、自然営力で移動することを期待しにく

図- 4 シート排砂技術

サイホン管
台船

貯水池
堤体

土砂流

シート
堆砂

図- 5 エアバルブを利用した排砂技術

取水塔

水位差

排砂時

水位
空気による止水
逆 V 字管
ダム

堆砂

縦断図

取水塔

平面図
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ゲート

縦断図

ダム
平面図

い。

また、京都大学水山教授がシャッター付き砂防堰堤

また、コンクリートスリット堰堤のように、堰上げタイ

を提唱している。この方式は、透過型砂防堰堤の土砂

プの透過型堰堤においても、洪水後、堰堤上流に貯留

捕捉機能の不確実性の解消に主眼を置いており、排砂

した石礫を、自然流下することを想定している。しかし

に関してはシャッターの操作によって
「フラッシュ排砂」

ながら、堰上げタイプにおいても平常時に十分な流水が

と「スルーシング排砂」の両方の機能の使い分けが可能

ないと、水道が固定してしまい、スリットから離れた土

である図‑ 6。ただし、小流域面積の河川や渓流では、土

砂は流水の影響を受けにくくなり、堆砂したままの状態

砂捕捉後の自然営力での機能回復に関しては工夫が必

になるおそれがある。したがって、スリットの本数及び

要であろう。

位置を工夫すると同時に、砂防堰堤の機能回復の条件
として常時流水の存在を確認する必要がある。

5

6

今後の課題

砂防堰堤の排砂を検討するにあたり、関連技術であ

掃流域の排砂メカニズム

るダム排砂あるいは海洋浚渫技術の実情を、文献調査
堆積土砂の排砂技術は、
「機械的除去」
と
「水理的除去」

によって検討した。そのほとんどの技術が流水や貯水

に大別され、近年排水ポンプを併用した「複合的除去」

のエネルギーを用いた工法であり、機械的浚渫において

があると述べた。今回の調査で、掃流域であれば、貯砂

も、貯水池等の水位を期待している。砂防堰堤におい

効率の高い堰堤上部を切り下げると同様の効果が期待

ては、フラッシング排砂における貯水回転率で評価でき

できる「複合的除去」
方式の一つとしてSR堰を応用する

る程の水の量は確保できず、フリーフローによるスルー

ことが、可能となる。このメカニズムは、
「スルーシング

シング排砂も困難である。土石流危険渓流における砂

排砂」に分類され、排砂時間は比較的長くなるが、ダム

防堰堤のように通常ほとんど流水がない堰堤では、機械

全体がゲートとなるため、広い範囲の土砂を排出できる

的排砂が現実的と考えられる。
さらに、泥水ポンプを使用する場合、構造的制約によ

こととなる。

り、排砂の最大径は数mmから10cm程度が限界であり、
砂防堰堤の堆積土砂を排出するためには、礫の大きさ

図-6 シャッター付き砂防堰堤の概念図

の制約がある。

shutter is usually
wound up in a case
sabo dam

すなわち、水理的除去技術を砂防に適用するには、通
常流水が流下している「掃流域の砂防堰堤」が適切であ
る。しかしながら、掃流域の砂防堰堤においても、堆積
土砂の粒度分布に関する調査はほとんど実施されてい
ないなど、技術を適応させるためには課題が残されてい
る。

shut

Flow

このため、砂防堰堤の機能回復を検討するためには、
砂防堰堤の堆砂土砂の粒度分布調査、
掃流域の流況確認、
一度堆積した土砂を処理する場合の法的・環境的及び
排砂コストについても検討する必要があるものと考え
られる。

砂防学会誌vol.57、No.4 水山高久「シャッター付き砂防堰堤と運用
のための情報システム」より
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講演会報告

平成 20 年度

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

平成 20 年６月 16 日、砂防会館シェーンバッハ・サボーにおいて
( 財 ) 砂防・地すべり技術センター講演会を開催し、231 名の聴講者を迎え、
３名の方々にご講演いただきました。
以下に講演の概要を掲載します。

講演

の変化に対応しきれていない点があり、現在の社会状況

地域の自立と災害復興

に合わせて、災害時に実際に役立つものにするという観
点で、見直しを行った。また、知事が防災にだけ注力す

1

るわけにはいかず、防災専門の知事の分身的な責任者
が必要だが、知事就任時にこのような役職がなかったの

片山 善博
かたやま よしひろ

慶應義塾大学大学院
法学研究科 教授
( 元鳥取県知事 )

で新しく任命するようなこともあった。
これらの方針の改変を受け、西部地震の2ヶ月ほど前
に震災訓練を行っていた。このため、実際に地震が発生
した際には、各自自分のやるべきことをきちんと把握し
ており、初動に迷いが生じなかった。また、平時に連携
体制の確認を行っていたことにより、自衛隊の早期派

【講演の背景】

遣も可能となった。

片山教授は平成11年から8年間鳥取県の知事を務め

また、地震発生の半年ほど前、台湾を訪れる機会が

られ、平成12年10月6日に発生したマグニチュード7.3、

あり、台湾中部地震の被災地を見学することができた。

最大深度6強の鳥取県西部地震の際にも自治体の長と

当時は鳥取に地震が起こることを想定していたわけで

して厳しい事態に対応されました。その時の体験を中

はなかったが、後になって、災害対策本部長として責任

心に、自治体の災害対策に必要な心構えについて講演

を取って指揮を執らなくてはいけないという立場にな

して頂きました。

ったとき、自分自身が実際に被災地を見て、その対策に
ついて当事者から話を聞いておけたのは、本当に有り難

1.災害に対する平時の準備について
鳥取県知事に就任した際、防災は最も重要な施策で
あると考えていた。ところが、当時の県の防災体制は、
現在の社会状況に合っていない点があった。

いことであった。現場を見るということ、しかもそれを
トップの人間が直接行うということは非常に重要であ
る。
鳥取県西部地震以来、鳥取県では自然災害に対して

まず、関係機関との連絡調整会議を実施し、平時から

は強い関心をもっており、世界の様々な災害に関する事

連携体制を密にすることを行った。地域防災計画や防

例を、災害対策に活かそうという意欲を持っている。し

災訓練のあり方についても、現在の社会状況やシステム

かし、すべての現場に赴いて調査することはできない。
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既往の現地調査結果などを利用できれば非常に有り難

共施設は、対策工事がすぐに着手され、復旧が行われた

いのだが、いざ集めようとしてみると、このような文献

が、当時、個人財産の形成に税金を投与することに政府

は非常に少ない。そこでお願いなのですが、現地に行か

の横やりがはいり、
住宅再建支援は困難な状況であった。

れた方は、是非その成果を活字なりネット上の情報な

災害復興のミッションとは何かを考えた場合、それは

り、多くの人々が共有できる形にして提供していただき

被災者ができるだけ早く、元通り安心して暮らせる状態

たい。これは、次回、同じような災害が発生した場合に、

に戻すことである。重要なことは、このミッションに忠

大きな力になると考えている。

実に従って、制度を変え、作っていくことであり、制度
に合わせてどう展開していくかを考えることではない。

2.地震発生時の対応について
災害対策の初動において大事なのは、スピード感であ
る。被災者は日々不安にさいなまれており、できるだけ
早く、不安を安心に変える、絶望を希望に変えることが

為政者の立場でなく、まず現場の被災者に視点を置く
ことが必要である。
最終的には、被災者の住宅建て替えに300万円、修繕
に150万円の補助金を支給することとした。

求められる。そのために対策本部長である知事は、てき
ぱきと判断する必要がある。そうすると、部下も自信を
もってスムーズに仕事を行えるようになる。
また、いかに早く、適確な情報を広報することも重要

4.最後に
災害は非日常の世界をつくるものであり、政府におい
ては日常の対応方法に捕らわれないことが必要と思う。

である。西部地震の際には、記者に対策本部内に入っ

例えば自治体に裁量をもたせ、自治体の責任でお金が使

てもらい、
最終決定まで公開は厳禁という約束のうえで、

えるようにすることなどが考えられる。同時に、自治体

決定までの経緯については記者に対しオープンにする

は自分たちの地域に起こったことは、最終的には自分た

ことにした。このことによって記者の理解が速まり、ひ

ちが責任を負うということを自覚し、適確に対応し災害

いては被災者の皆さんに、早く正確な情報を伝えられる

復旧を行えるよう、素養と資質を身につけておくことが

という大変大きな効果があった。

重要である。

一方、どんなに準備していても、いざ災害が発生す
ると決断を迫られる責任者にかかる重圧はとても重い。

束するという連絡を受け、それが強い支えとなった。各
市町村長からも、県から各市町村に送った激励が支え
になったと聞いている。このように、災害対応に当たる

講演

西部地震の際、当時の森総理から激励とサポートを約

地域の安全安心と砂防

2

人を精神的にサポートすることも重要である。

3.復興事業について
破壊された家屋や財産が残り、そのなかでどう日常生
活を再開するか考えねばならない復興の段階も、被災者

松村 みち子
まつむら みちこ

タウンクリエイター 代表

にとって厳しいものである。
この地震の被災地は、過疎化と高齢化が非常に進行
した地域であり、多くの家屋が倒壊し、自宅の再建にめ

1.安全安心な暮らしに必要なものは

どの立たない被災者が多く発生し、何らかの住宅再建

安全で安心に暮らすために必要なことは、
「どこが危

支援策が必要であると痛感した。道路や橋梁などの公

険であるか、いざという時どうすればいいのか等の情報
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を共有すること」
、
「自分の命は自分で守るという防災意

加えた「防災おたすけマップ」とした。これは地域住民

識を各自がもつこと」である。

の目線で構成されており非常に分かりやすい事前対策

そして、わが国が土砂災害を受けやすいということを

として機能している。

認識し、地域の危険箇所・避難場所等の情報を「知らせ
る」
「知る」
努力と、その手段としてハザードマップや地
域の安全マップを活用したリスクマネジメントを行う
ことが重要と考える。

4.岐阜県の土砂災害と防災活動
岐阜県は、県土の8割が山岳・森林地帯であり、多く
の土砂災害が発生している。過去の大災害としては、

本講演では、岐阜県と愛知県を例に、行政と民間の連

明治24年（1891）の濃尾大震災、昭和34年（1959）の伊

携した地域密着のリスクマネジメントの一例を紹介す

勢湾台風による河川氾濫、昭和43年（1968）
には集中豪

る。

雨による土石流にのまれて飛騨川へ観光バスが転落し
た災害等が発生している。

2.わが国の国土の実態

こうした災害を受け、
地元では建設業者で結成した
「緊

わが国は狭い国土の7割が山岳部であり、洪水氾濫域

急対策隊」を発足し、災害復旧活動や被害拡大防止、な

となる可住地におよそ5割の人々が生活している。河川

らびに、災害現場を想定した実地訓練や災害規模に応

は急勾配で流路の延長が短く、普段は少ない流量でも降

じた必要物資等の調達といった、具体的な防災訓練を

雨により急激に流量が増水し、一気に下流へ流下し海に

自発的に実施している。

到達する。平地部の多くは土砂が堆積した扇状地であ

さらには、飛騨川バス転落事故を契機に（社）
岐阜県

り、火山噴出物で覆われた地域も多く、土砂崩壊や河川

道路・舗装技術協会を、その後平成8年に（社）岐阜県

氾濫が起きやすい。

特殊工事技術協会を設立し、道路・河川のパトロール

加えてわが国は、火山国・地震国であり、近年の土砂

や、大学研究者と協力した地域にあった特殊工法の研

災害は降雨のほかに、火山噴火や地震によるものなど

究・提案に取組んでいる。砂防分野での実績としては、

形態が多様化してきている。このことから、日頃から土

流木対策施設に使用する透過部に対し、汎用性の高いH

砂災害への備えを怠らないことが必要であり、ハード対

型鋼を採用した研究が進められている。

策の推進はもとより、住民側も危険な場所には家屋を建
築しない等の安全対策をする自助努力が必要である。

こうした活動は、地域の特性を反映した事前・事後
対策であり、行政と連携した災害リスクマネジメントの
良い事例であると考える。

3.災害へのリスクマネジメントと「地域安全マップ」
リスクマネジメントには確立された定義があるわけ
ではなく、基本的には日常の予防（事前対策）
と事故発
生時の危機管理ならびに復旧（事後対策）
の全てのもの
が含まれる。ここではリスクマネジメントのうち事前
対策の一例を紹介する。
愛知県春日井市では、市民（春日井安全・安心まちづ
くり女性フォーラム）
が主体となって行政と協力し地域
の安全マップづくりを実施している。
防災マップの内容は、災害時に危険だと思われる箇所
や避難路を記入し、さらには災害時に井戸水を提供し
てくれる家など地域特性を考慮し、理解しやすい工夫を
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講演会報告

講演
3

後初の角突きが再開された。さらに、山古志闘牛場で

中越地震後の地域復興と
砂防事業

は、映画「マリと子犬の物語」の撮影が行われ、またバリ
アフリー用の通路であるボードウォーク
「こころの小径」
が整備されている。また、長岡市、小千谷市、川口町は、
被災地域の一部を、防災教育や研修の場、および地域
振興の拠点とするために、災害メモリアル拠点整備構

長井 義樹

想に着手している。このように、地域の復興は着実に進

ながい よしき

行している。

国土交通省北陸地方整備局
湯沢砂防事務所 所長

砂防事業の間接的な効果として工事用道路が農道と
して役立ったことや、市町村長などから、
「事業が周辺
だけではなく、下流の地区のためでもあることがよくわ

１．はじめに
本講演は、前半部で平成16年10月に発生した中越地

かった」などの理解が得られたことなど、事業者として
励みになることもあった。

震の被害状況と復旧工事について、後半部で旧山古志
村の地域復興について報告する。

4．最後に
山古志では、現在、震災後から始まった新しいイベン

２．中越地震による被害状況と復旧工事

トや運動が行われており、地元住民の方々が、日本全国

中越地震によって、芋川流域では、斜面崩壊が1419

の多くの人から支援を受け、明るく積極的に新しいこと

箇所、地すべりが75箇所、河道閉塞が55箇所で発生し

にチャレンジしようとしている。砂防事業がこのよう

た。河道閉塞のうち、特に大規模なものとしては、寺野

な地域復興の役に立っていることは非常にうれしいこ

地区、東竹沢地区で発生し、それぞれ100万㎥と130万

とである。

㎥と推定される崩壊土砂によるものが挙げられる。特に、
東竹沢地区は、河道閉塞による湛水により上流側で家
屋が水没する被害が発生し、下流側ではダム決壊の恐れ
から一時全戸避難を行った。対策として、貯まった水を
排水するための仮排水路を、震災同年の12月に完成さ
せた。平成20年の現在では、砂防えん堤2基が完成し、
水没した住民は新しく造成された宅地へ移転している。
また、神沢川等では、施工性を考慮し、崩壊により発
生した土砂を中詰めした鋼製セル堰堤やダブルウォー
ル堰堤を施工したほか、工期を短縮できるコンクリート
ブロック堰堤を施工した。

3．山古志の地域復興
山古志といえば牛が有名であり、震災により多くの牛
舎が被災したが、震災直後の1ヶ月で約1100頭の牛をヘ
リコプターにより救出した。山古志では、角突きと呼ば
れる闘牛が江戸時代から行われており、昨年度に震災
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1.はじめに

海外事情

オーストリア西端、スイスやドイツとの国境に近いアルプス
山脈の麓の町ドルンビルンにおいて、5月26日から30日にかけて

国際防災学会
インター
プリベント 2008
参加報告
近藤

INTERPRAEVENT2008が開催された。筆者らは本大会に参
加してポスターにて発表し、
また現地視察に参加する機会を得た。
ここに，その報告を行う。

2.INTERPRAEVENTの概要
「国際防災学会INTERPRAVENT」
は、
人間の生活空間を洪水、
土石流、地すべり、雪崩、落石などの自然災害から保護する方法
について研究し、その情報を発信・普及していくことを目的とす

玲次

る協会である。1965〜1966年にヨーロッパで頻発した洪水災害

こんどう れいじ

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部 主任技師

を契機にオーストリアのクラーゲンフルトで前身が結成され、以
後ヨーロッパを中心に4年に一回のペースで国際シンポジウムを

道畑

亮一

開催しており、近年の国際シンポジウムでは、15ヶ国以上350人

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 主任技師

以上の専門家が出席している表‑ 1。また、4年に一回の国際シン
ポジウム以外にも、小規模なセミナーを不定期に開催している。

3. INTERPRAEVENTの概要と日本の関わり
表-1 過去のインタープリベント大会開催の概要
開催年
開催都市
デーマ
クラーゲンフルト
1967
（オーストリア）

洪水と地域計画

日本は1980年の国際シンポジウムより正式に参加し以後参加
者を増加してきている。1992年のベルン会議において、インタ
ープリベント本部と社団法人砂防学会との間で（国際インタープ

1971

クラーゲンフルト
（オーストリア）

アルプス地域における気象
災害の予防の限界と可能性

1975

インスブルク
（オーストリア）

アルプスの生活空間の防護

バート・イッシェル
（オーストリア）

洪水防御の地域整備に
おける自然災害予防の
ための自然空間分析

体で運営される「環太平洋インタープリベント協議会」が設置さ

1984

フィラッハ
（オーストリア）

洪水における調整

れることとなった。次回の環太平洋インタープリベントは2010

1988

グラーツ
（オーストリア）

洪水、土石流、雪崩からの
人間生活空間の保護

図-1 インタープリベント2008会場 ドルンビルンの位置

1980

（スイス）
1992 ベルン

リベント学会環太平洋支部）
日本が中心になって運営する事とし
て設置が合意され、2002年に松本、2006年に新潟でインタープ
リベント国際会議が開催された。
2007年４月には、社団法人全国治水砂防協会を中心に関係団

洪水、土石流、雪崩からの
人間生活空間の保護

上ライン川
ボーテン湖

ガルミシ ュ・パルテン 洪水、土石流、雪崩からの
1996
（ドイツ）
人間生活空間の保護
キルヘン

2000

フィラッハ
（オーストリア）

洪水、土石流、雪崩からの
人間生活空間の保護

2004

リバデルガルダ
（イタリア）

洪水、土石流、雪崩からの
人間生活空間の保護

2008

ドルンビルン
（オーストリア）

洪水、土石流、雪崩からの
人間生活空間の保護

2012 フランス
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ドルンビルン
ライン川

アルプスライン川

アルプス山脈
アルプス山脈
（右写真は google earthより作成）

年に台湾で開催される予定である。

4.INTERPRAEVENT2008の開催概要
①スケジュール
開催期間：2008年5月26日〜30日
5月26日

開会式、基調講演、講演1：山地渓流

5月27日

講演2：山地渓流、講演3：地すべり、
講演4：雪崩と森林保護、ポスター発表コアタイム

5月28日

現地見学会

5月29日 講演5・6：流域管理、
講演7：危機管理，講演8：災害管理
5月30日

閉会式

②開催地：ドルンビルン（オーストリア）
ドルンビルンはアルプス山脈より流出するアルプスライン川
（ライン川のボーデン湖上流部分を呼称する）
沿岸に位置する都
市である図‑1。
③STCからの参加者：近藤玲次、道畑亮一
④参加国数：21ヶ国
⑤主な参加国：オーストリア、スイス、ドイツ、イタリア、フラ
ンス、スロベニア、
（アジアからは日本、中華人民共和国、台湾、

写真‑ 1 講演会場の様子（下:同時通訳）

マレーシア、ネパールなど）
⑥シンポジウムの概要
事前に21ヶ国241編の応募から選出された41題の講演が行わ
れた 写真‑ 1 。日本からは砂防フロンティアの井上参与、岐阜大学
の木村准教授、京都大学の水山教授ら3名が講演を行った。海
外の発表では、膨大な現地調査データを元に土石流等の発生傾
向を分析したスケールの大きな研究が数例あり、共に盛んな拍手
が送られていた。個人的には、土石流頻発渓流の土石流扇状地
上において、年輪調査から過去数百年の土石流発生頻度を調査
した研究が印象に残っている。今後、気候変動との関連につい
て分析していくとのことで、日本でも同様の手法での調査・分析
が必要ではと感じた。
講演会場の横の会場では、関連企業の展示会と共に、公募さ
れたポスター発表がテーマごとに掲示された。本大会では発表
者がポスター前で説明を行う2時間のコアタイムも設けられ、活
発な議論が行われていた 写真‑ 2 。STCから参加した2名は、そ
れ ぞ れ「Observation of Sediment discharge by Total Load
Trapping Equipment in Abe river（安倍川における全流砂量
捕捉装置を用いた流砂観測）
」
「Usage of a Two-Dimensional
Analysing Software New-SASS, Against Debris Flow
Disasters（土石流災害対策における二次元氾濫解析ソフトNew-

写真‑ 2 ポスター発表会場の様子（コアタイム中）
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SASSの利用）
」という題目で発表を行った。
また、発表会場の内庭では、ヘリコプターを利用した応急雪崩
対策工事のデモンストレーションも行われた 写真‑ 3 。こういう大
がかりなパフォーマンスは、聴講の疲れを癒して集中を促す意味
もあり、見習うところもあると思われる。
⑦現地見学会
5月28日には、ドルンビルン周辺、アルプス山脈、ライン川流
域を中心に災害対策に関する現地見学会が開催された。当初表
2に示す12コースが予定されていたが、諸事情でNo.7は中止とな
り、11コースの見学が行われた。STCから参加した2名はNo.1と
No.3に参加した。
●コースNo.1 アルプスライン川の開発
ボーデン湖の影響で下流の傾斜が緩く、アルプス山脈から土砂
供給を受けるアルプスライン川は古くから土砂氾濫が相次ぎ、土
砂の掘削・流路の固定化による掃流力の確保等の対策が古くか
ら行われてきた。一方で生態系の破壊等の問題も発生している。
現地見学会では、かつての河道工事基地を利用した河川博物館
写真‑ 4 、支流を引いて造成したビオトーブ 写真‑ 5 、発電ダムの魚

道 写真‑ 6 などの関連施設の見学を行った。特にビオトーブは多
額の予算をかけ生物数の回復に効果を挙げており（付近の生態調
写真‑3 応急雪崩対策工のデモンストレーション

査で発見された魚種数が1820年：23種→1980年：4種→1990年：
6種→2004年：16種と変化している）
、ヨーロッパ河川での自然
保護にかける熱意を見た思いであった。
●コースNo.3 リヒテンシュタインの地すべり現象
リヒテンシュタインは、オーストリアアルプスの西端に位置す
る山地国である。国土はアッパーリヒテンシュタインとローワ
ーリヒテンシュタインと呼ばれる2地域に分けられており、全域
が過去に氷河に覆われた地域で、利用できる土地は主に氷河堆
積物上にある図‑ 2。特に、集落が集中するローワーリヒテンシュ
タインは、氷河により形成された比高約1,000mの長大な斜面か
ら成っており、
50m以上の深いすべり面をもつ地すべり地である。
この地すべり地の活動は、山岳地帯であるアッパーリヒテンシ
ュタインの融雪や降雨の浸透に影響を受けていることがトレー
サ試験や水文観測より明らかになってきているとのことである。
毎年春先には、道路に亀裂が入るなど、地すべりの活動が広範囲
にわたって活発化するため、活動の程度等によりゾーニングを行
っているとのことである。現在原因究明の段階にあり、今後、地
すべりの抑止・抑制対策について議論がなされると考えられる。

5.おわりに
写真‑4 河道工事基地を利用した博物館
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今回の大会に参加し、自然環境・社会状況が日本と異なる海

表-2 現地見学のコース・内容
No.
デーマ

写真‑ 5 アルプスライン川から
分水して造成したビオトーブ

見学

1

アルプスライン川の開発

アルプスライン川流域

2

ボーデン湖における
洪水対策

ボーデン湖沿岸

3

リヒテンシュタインの
地すべり現象

リヒテンシュタイン山中

4

水力発電施設による
洪水への効果

アルプスライン支流ILL 川

5

森林の落石防護効果

スイスアルプス山中

6

自然生態林災害対策

ボーデン湖付近の森林

7

lmmenstad都市部に
おける洪水と地すべり
対策

immenstad（ドイツ都市部）

8

ザンクトガレンの
危機管理

ザンクトガレン

9

DavosとKbstersにおける
スイスアルプス山中
雪崩対策

10

ドルンビルンを例とする
ドルンビルン市街地
都市部における危機管理

11

LechおよびArbergに
スイスアルプス山中
おける雪崩管理の実践例

写真‑ 6 発電ダムの魚道

外の土砂災害対策事業を見ることで、改めて日本のおかれた環
境の特徴を実感することができた。具体的に言うと、アルプス地
域の特徴として、日本と同様起伏は激しい。大規模な氷河によ
って形成された雄大な地形と湿潤だが多雨とは言えない気象条
件に規定されており、大まかな地形分類による土砂移動ポテン
シャルの予測がさかんであることが挙げられる。一方、日本にお
ける特徴としては、
このような大まかな分類が可能であるものの、
分類したエリアの中の微地形が複雑でそこに保全対象が入りく
んでおり、また、局地的豪雨が発生することから、さらに細分化
した評価が必要と認識されていることが挙げられる。この認識
は誤っていないと思うが、地域特性の比較等もう少し大きな分類

Bludenz地方における
12 急流および雪崩管理の技

術的方針

Bludenz
（アルプスライン川上流）

での評価に関する研究
が手薄ではないかと認
識させられた。
アルプス地方で行わ

図- 2 リヒテンシュタインの地すべり（写真は google earthより作成）

首都ファテドゥーツ

アッパーリヒテンシュタイン

れているような手法に
ついて、日本でも積極
的に取り入れられる部
分があると考える。条
件の異なるそれぞれの

地すべり斜面

国で培われた技術のな
かから、参考にできる
部分を参考にし、より
良いものを目指すのが

ローワーリヒテンシュタイン

国際交流の肝要である
と思う。
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研 修

地震に起因する
地すべり
危険地域の同定

中国地震局地質研究所のチェン・シャオリ氏は、当
財団砂防技術研究所（技術指導は斜面保全部）
で6月か
ら2ヶ月半の研修を行い、最終報告書を取りまとめまし
た。
（報告書は、http://www.sabo-int.org/へアップロ

中国地震局
シャオリさんの研修

ード予定）
研修テーマが「地震に起因する地すべりの同定」でし
たので、斜面保全部の綱木部長をヘッドに指導を行う
こととしました。テキストは、
「地震による斜面崩壊危

荻原 久義

険度評価手法に関する研究」
（平成16年11月国総研資

おぎわら ひさよし

料第204号）及び「平成16年（2004年）新潟県中越地震

（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部調査役

土木施設災害調査報告」
（平成18年1月国総研研究報
告第27号、土木研究所報告第2003号）
を使用し、テキ
スト及びArc-GISの学習から始め、評価手法の実習、そ
して事例研究に中越地震を取り上げ、併せて本評価手
法の中国地震災害への適用の考察も行う研修プログラ
ムとしました。
これは今年で19回目となるJICA「火山学・総合土砂
災害対策」集団研修コース（全体の研修期間は3月中旬
図- 1 中国南西部の斜面崩壊・地すべり・土石流危険地域分布図

から6ヶ月間）
の一環としての個別研修で、研修生は自
国の雨量・地形図等資料を持参し自国の防災・減災対
策について事例研究を行うものです。
帰国後は、研修の成果報告会を開催する等、自国の防
災・減災対策の改善に貢献することが期待されていま

写真- 1 富士川砂防事務所─現地調査
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行い、自ら作成したリスクゾーンマップと現場の比較検
証を行いました。
同行した、加藤技師によると「現地ではマップ上の疑
問点を積極的に確認していた。今回の現地確認は評価
手法の妥当性と限界を理解するのに役立ったと思う」と
のことでした。シャオリは帰国後自国のデータを使用
し本評価手法の中国への適用を行い、結果を当財団へ
報告することを約束してくれました。
1989年スタートした本集団研修には、これまで24ヶ
国168人の研修生が参加していますが、内中国からは3
人に過ぎません。日本と中国の共通の課題「地震に起因
する地すべりの同定」に共に取り組むためにも、中国か
写真- 2 中国、インドネシア、フィリピンとのTV会議

らの研修生が続くことが望まれます。

す。

注：中国地震局は、部（日本の省に相当）
と同等の機関で、中国の
全省（日本の県に相当）
に下部機関を有す。地質研究所は、地
震局の研究所で職員数は200余人有。
地震局は、基礎から応用までの地球物理学全般に係る研究
所。地震減災対策に係る国家プログラム、緊急時対策、ガイ
ドライン、地震ゾーニングマップ、防災施設工事の監理検査、
地震のモニタリングと予知等を担当。今回の四川大地震でも
200人余のスタッフが災害後現地入りしている。

シャオリは、来日前の2月にテレビ会議で「現在、地
震による地すべりのリスクアセスメントに取り組んでい
る。日本で地すべり危険地域の同定や、地すべりメカニ
ズム解明に適用できる技術を学びたい」と希望を述べて
いました。
来日後も「崩壊・地すべりの危険箇所分布図を作成
したい。これを自国の地域開発計画に役立てたい」と
個別研修テーマへの強い意欲を述べていました。但し、
DEM（標高データ）
は持参してないので、日本の事例を
使った研修の成果を帰国後自国の事例に適用したいと
していました。
今年は研修期間中に、5月12日四川大地震、6月14日
に岩手・宮城内陸地震が発生し、地震後の崩壊・地す
べり、そして天然ダム対策が連日メディアで報道されま
した。こうしたことからも、この個別研修テーマへの研
修意欲は、益々増大している様子が伺えました。個別研
修半ばの7月末、使用テキストについて質疑をし、助言
を頂くため独立行政法人土木研究所主任研究員内田太
郎氏を訪問しました。シャオリは質問事項を準備し、評
価手法の一つ一つのエリメントの考え方についてまで
質問をしていました。
また、8月事例研究に取り上げた中越地震現場踏査を

写真- 3 土木研究所訪問
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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 14
技術名称

横ビーム式 HBO 型えん堤

審査証明取得日： 平成 17 年 2 月 22 日 審査証明取得会社：共生機構株式会社
技術の詳細に関する URL：http://www.kyosei-kk.co.jp

技術の特徴・概要
横ビーム式 HBO 型堰堤は、既成のハイブリッ

成の鋼製堰堤が純粋に鋼管構造であるのに比べ

ドバットレス（HB）型オープン堰堤のバットレ

て、横ビーム式 HBO 型堰堤は、鉄骨コンクリー

ス径間を広くとり、その間に着脱式の横ビーム

ト構造（バットレス）と鋼管構造（横ビーム）の

を配置した閉塞型の透過型砂防えん堤です。既

複合構造です。

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
施工状況

完成状況／
上流側

完成状況／下流側

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
土石流・流木対策設計技術指針が公布施行さ
れ、透過部断面の設定方法が新しくなりました。
そこで、新しい指針に対応するため、横ビーム式
HBO 型えん堤に縦ビームを取付けた CBBO
（Cross
Beam Buttress Open Dam）型砂防えん堤を新た
に開発し、技術審査証明を取得しました。

CBBO型砂防えん堤

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
横ビーム式 HBO 型えん堤と CBBO 型砂防えん

管理を容易に行うことができます。

堤は、上流側の機能部材（横ビームや縦ビーム） ・機能部材は礫衝突に対して十分な耐力をもつ部
の着脱・交換が行える構造となっておりますので

材を選定していますが、複数回の土石流を捕捉

次のような特徴があります。

するようなところで限界耐力を超えた場合や、将

・土石流捕捉後の除石は、上流からのアプローチ

来スリット間隔を変更したい場合には、機能部材

が困難な場合、機能部材を取り外してバットレス
径間を通り下流からのアクセスを可能とし、維持
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を容易に取替え、調整することができます。

技術審査証明 15
技術名称

Ｊ−スリットえん堤

審査証明取得日： 平成 18 年 2 月 13 日 審査証明取得会社：ＪＦＥ建材株式会社
技術の詳細に関する URL：http://www.jfe-kenzai.co.jp/product/antidisaster/j-gata.html

技術の特徴・概要
J ｰスリットえん堤は、土石流の捕捉を目的とした
鋼管を使用する閉塞型の透過型砂防えん堤です。
断面を構造上合理的な三角フレーム形状とし、

礫および流木の衝突に対しては、鋼管のへこみと
梁の塑性変形で吸収します。
土石流の捕捉機能については、水理模型実験

効率よく外力を基礎コンクリートに伝達するとと

にて従来の透過型えん堤と同等の捕捉機能を有

もに、鋼管の強度を活かした構造としています。

していることを確認しています。

また、土石流の偏心荷重に対する安全性を高

なお、
「土石流・流木対策設計技術指針」にも

めるために、横材を通した立体構造としています。 対応しています。

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真・コメント等

設置事例（国土交通省；秋田県）

設置事例（兵庫県）

土石流を捕捉した事例
（平成20年7月28日北陸豪雨・
富山県）

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
「土石流・流木対策設計技術指針」が策定され、 できない場合があり、今後の改良課題と考えて
透過型砂防えん堤の透過部断面の柱・梁間隔が

います。

従来より狭くなりました。対象とする礫径があま
りに小さい場合は、接合部構造などにより対応

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
J ｰスリットえん堤は、基本構造がリダンダンシー

スの頻度は従来の透過型えん堤より削減できます。

の高い立体フレーム構造であり、さらに柱足元の

また、えん堤幅も従来の透過型えん堤より小さ

鋼管板厚を土石流が直撃する箇所の鋼管と同じに

くなっており、施工性に優れているほか、必要とす

して、中小洪水時に流下する礫などの衝突に対す

る基礎コンクリート幅も大幅に削減しています。

る安全性を高めています。その結果、メンテナン
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行事一覧（7 月〜 9 月）

協賛（後援）
● 8 月 1 日〜 8 日
● 8 月 26 日〜 29 日

第 32 回「水の週間」（協賛）
（社）日本地すべり学会第 47 回研究発表会・神奈川大会（協賛）

人事異動
● 7 月 14 日付

【採

用】 植野 利康

砂防技術研究所上席研究員（国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所長）

STC 短信

依頼講師

依頼者

講師

気象大学校

総合砂防部長 安養寺 信夫

（社）
土木学会 地盤工学委員会 火山工学研究所小委員会
山形県砂防協会
（社）
斜面防災対策技術協会 富山県支部
NPO法人富山県砂防ボランティア協会
NPO法人 富山県地すべり防止工事士会

派遣日
7/7

内容
「平成20年度 火山防災業務研修」 講師

総合砂防部長 安養寺 信夫

7/18 「火山工学・斜面工学セミナー in FUKUOKA」 パネリスト

理事長 池谷 浩

8/19 「山形県砂防協会創立60周年記念式典記念講演」 講師

事務理事 近藤 浩一

8/24 「土砂災害を考える集い」 講師

中山間地の防災を考える会実行委員会

理事長 池谷 浩

静岡県防災局長

理事長 池谷 浩

9/18 「平成20年度 静岡県防災士養成講座」 講師

斜面保全部長 綱木 亮介

9/18 「平成20年度 斜面安定対策工法研修」 講師

（財）
全国建設研修センター

9/3

「地震災害と中山間地の防災を考える」 パネリスト

海外協力・参加

出張先

出張者

月日

内容

北京

砂防部参事 久保 勝太

9/22〜26

台風委員会北京ワークショップ

台湾

砂防技術研究所長 松井 宗廣

9/28〜10/4

台日砂防共同研究（中華水土保持学会）

平成20年度「砂防学会賞」受賞

当センター職員が、平成 20 年度「砂防学会賞−論文奨励賞」を受賞しました。
「砂防学会賞−論文奨励賞」とは、
「独創性と将来性があって砂防学の発展に寄与した者（発表時に 35 歳以下）に与える」として
（社）砂防学会が平成 6 年度より毎年表彰を行っているものです。
受賞者

対象論文

砂防技術研究所
砂防システム
研究室 研究員
鈴木拓郎

36 SABO vol.96 Oct.2008

・河床粗度条件による土石流の底面抗力の変化に関する実験的研究、
砂防学会研究発表会概要集、
（平成 17 年）
・土石流の底面応力構造に関する実験的研究、砂防学会研究発表会概要集、
（平成 18 年）
・Resistance of the debris ﬂow on the roughness boundary、Proceeding of the INTERPRAEVENT "Disaster
Mitigation of Debris Flow, Slope Failures and Landslides,（平成 18 年）
・粗面固定床上を流れる土石流の抵抗則に関する研究、砂防学会研究発表会概要集、
（平成 19 年）
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7 月 24 日の岩手県沿岸北部を震源とする地震による
土砂災害危険箇所緊急点検チームへの参加
６月 14 日に発生した岩手・宮城内陸地震に引き続き、7 月

派遣された、国土交通省および道・県の職員等で構成された

24 日に発生した土砂災害危険箇所緊急点検チームに、当セン

総勢 124 名のチームで、震度６弱以上の地域で土砂災害のお

ターからボランティアとして５名が 7 月 24 〜 27 日の 4 日間

それのある 1114 カ所を点検しました。
当センター職員は主として緊急点検チーム本部にて、点検

参加しました。
緊急点検チームは、青森県・岩手県知事からの要請により

結果の確認やとりまとめ表の作成などに従事しました。

この地震による土砂災害の状況や点検結果などは、国土交通省砂防部のＨＰにてご覧になることができます。
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/saigai̲engan.html

理事長ラジオ出演

８月 31 日（日）午前 10：05 〜午前 11：50 NHK ラジオ第一で、当センター理事長 池谷 浩による
「大規模地震からの教訓 復興への課題と今後の防災について」の放送がありました。

シャオリさん研修終了

2 ヶ月半にわたる当センターでの個別研修を
終え、9 月 1 日大会議室で、チェン・シャオリ
さん（Dr. 陳暁利）がその成果を発表しました（本
文参照）
。
シャオリさんは帰国後、中華人民共和国地震
省で重責を担う立場に戻られますが、日本での
研修成果を役立てていただけることと思います。
なお、北京のお宅で御主人と 10 歳のお嬢さん
にその帰りを待たれるお母さんでもあり、セン
ター受け入れ初の女性研修生として、
静かなユー
モアにあふれ、いつもほほえみを絶やさない穏
やかなお人柄で、周囲を和ませてくれました。

若手技術者と歓談中のシャオリさん

浴衣の記念撮影

ますますのご活躍をお祈りいたします。
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『第 2 回土木・砂防技術者のための奥飛騨砂防研修会』参加報告

去る 7 月 3 〜 5 日に、NPO 法人 山の自然文
化研究センター（澤田豊明理事長 元京都大学
防災研究所助教授）の主催により、京都大学防
災研究所流域災害研究センター穂高砂防観測所
において「第 2 回土木・砂防技術者のための奥
飛騨砂防研修会」が開催された。当センターか
らは砂防部池田課長代理、宮瀬課長代理、久保
参事、竹本、若林の 5 名が参加したので、そ
の概要を報告する。研修会は講義と現地見学に
よって行われた。
講義は、京都大学防災研究所 堤大三准教授、

講義の様子

同 藤田正治教授、同 大学院博士課程中谷加奈
氏より３題の発表があった。堤准教授は、田上山と北海道での凍結融解観測データから構築された土砂生産モ
デルを用いた凍結融解による土砂生産予測手法について講義された。藤田教授は、現地見学を行うヒル谷を対
象流域とした土砂移動と河床形態の調査結果に基づき、生物の生息場としての渓流の河床形態に関して、その
形成・破壊過程について講義された。中谷加奈氏は、GUI 実装土石流シミュレータである

kanako

の紹介と

実演を行い、
一次元と二次元の計算モデルを結合した最新版の Ver.2.00 について受講者と活発な意見交換を行っ
た。
現地見学は、
観測所の上流に位置する神通川水系蒲田川左支川足洗谷の右支渓ヒル谷（流域面積

0.85㎢）と、

その谷出口に設置されている試験えん堤を対象に行った。当該流域では、土砂生産→流出過程を明らかにする
ことを目的に、降水量・気温等の気象条件、源頭部に位置する裸地を対象とした土砂生産量、谷出口に設置さ
れている試験えん堤の堆砂量を観測している。
また、試験えん堤の水抜き孔を開放することによって、一年間に堆積した土砂を排砂して試験えん堤の堆砂
容量を回復するとともに、試験えん堤の下流
の渓流への影響を調査することを目的に水
位、流速、流量、土砂堆積、河床形態の変化
等を観測した。
流域源頭部の生産源領域から、土砂流送・
堆積域に至る一連の土砂動態の観測を目の当
たりにするとともに、その観測結果に基づく
最新の研究に触れることができ、筆者にとっ
ては良い勉強となった。
このような機会を設けていただいた澤田理
事長はじめ諸先生方と準備にご尽力された学
生の皆様に御礼申し上げます。
（砂防部 若林栄一）
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平成２０年度
「砂防地すべり技術研究成果報告会」のご案内

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

1. 開催概要

日

時

会

場

平成 20 年 11 月 14 日（金）13:30 〜 17:00 受付開始は 12:30 より開始いたします。
砂防会館

別館シェーンバッハ・サボー（１階：淀・信濃）

（東京都千代田区平河町 2‑7‑４
参 加 者

300 名程度

参 加 費

無料

TEL:03‑3261‑8386）

2. プログラム（予定）
13:30
13:35

開会挨拶
来賓挨拶

池谷 浩（（財）砂防・地すべり技術センター 理事長）
中野 泰雄（国土交通省砂防部長）
積雪・融雪に起因した土砂生産の事例とその予測手法の検討
井良沢 道也（岩手大学）
保護されたエリアでの山腹崩壊発生地における自然環境の再生に関する研究
海堀 正博（広島大学）
土砂災害警戒区域等における斜面動態モニタリングﾞ手法の高度化に関する研究
笹原 克夫（高知大学）

13:40

発表１

14:10

発表２

14:40

発表３

15:10

休憩（15 分）

15:25

発表４

15:55

発表５

16:25

発表６

16:55
17:00

閉会挨拶
終了

不飽和堆積物上の土石流の発生・発達に関する研究
里深 好文（立命館大学）
地下水が存在する緩勾配斜面の地震応答に関する実験的研究
──土質特性の観点からの比較検討──
松村 和樹（京都府立大学）
岩手・宮城内陸地震について
（
（財）砂防・地すべり技術センター 砂防部）
松井 宗廣（（財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所長）

3. 申込み方法／問い合わせ先

下記問い合わせ先に記載された URL のページから参加申込書（EXCEL）をダウンロードし、必要事項を
ご記入うえ FAX か、直接申込フォームからお申し込み下さい。受付締切は 11 月 6 日（木）とさせて頂
きます。なお、会場の都合上、定員になり次第、締め切らせて頂きますので、なるべく早めにお申し込み
下さい。
詳細及び最新情報は、ホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。
（財）砂防・地すべり技術センター
TEL：03‒5276‒3271

企画部

担当：安味（あんみ）

FAX：03‒5276‒3391 URL：http://www.stc.or.jp/
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界隈
食べある考
6

祝・食欲の秋

ビールはお好みで

E

N

T

E

R

N

E

W

S

ようやく涼しくなってきましたね。食欲の秋の到

またこの店で料理を頼むと、付け合わせに

来です。ここしばらく遠出をしていましたが、市ヶ

ジャーマンポテトとザワークラウトがたっぷり

谷に帰ってきました。今回はドイツ料理「パウケ」

（←ココ大切）付いてきます。ジャーマンポテト

（http://www.pauke.jp/）のアイスバインを紹介し
ます。

は男爵でしょうか、ねっとりとコクがありながら
素朴な味わい。ザワークラウトはキャベツの千切

市ヶ谷駅から日本テレビ方向に坂を上り、東亜建

りの塩漬けですが、ここのはフェンネルを加えて

設工業の手前を左折し、左手すぐの地下。ここは伝

軽くスープ煮しているので、塩辛くなく、さっぱ

統的なドイツ料理とビールを出してくれます。

りとしています。

席に着いたらまず、出てくるのに 30 分程かかる

で、ドイツ料理屋ですから、ブルスト（ソー

アイスバイン（￥4,400）を頼みましょう。これは

セージ）や他の料理も充実しています。チュリン

豚のすね肉の塩茹でですが、骨付きでどーんと出て

ガー焼きソーセージをプレッツェルと一緒に食べ

くる姿に圧倒されます。すね肉の塊に塩や香辛料を

れば、ほーら、もうドイツの街角にいる気分です。

塗り込んで冷蔵庫で 1 週間ほど寝かし、それをゆで

また、レバーペースト黒パン添えを頼むと、なぜ

たものです。とても一人で食べきれる量ではないの

か輪切りの大根が付いてきます。これが意外とレ

で、是非 3 〜 4 人で行って頼みましょう。ホロホ

バーペーストと合うんですよ。

ロに茹だった肉は、コラーゲンもたっ

言って選んでもらいましょう。ビールだけではこ

切り分けたアツアツの肉にマスター

れからは寒いので、そんなときはショットグラス

ドを塗って口に放り込めば、ビール

のシュナップス（冷やしたジン系の酒）を頼んで、

も進みます。コーンビーフならぬコー

ビールと交互に飲めばばっちりです。他にワイン

ンポーク、あるいはドイツ風角煮とで

も充実しています。

も言えましょうか、肉好きにはたまら
ない魅力です。

噂のアイスバイン

ドイツビールは 70 種類ほどあるので、好みを

ぷりで、意外とさっぱりしています。

秋の一夜、お仲間とワイワイ楽しんでみません
か？

編集後記

市ヶ谷便り
大気から夏の火照りが褪せ、朝の冷気にコーヒーがひときわ香
り立つようになりました。嗅覚は記憶と直結するのか、たとえば

石畳の坂道はモンマルトルに似ているといわれています。
にぎやかな通りを外れると、万年青や季節の鉢植えを楽しむ普

キンモクセイが香ると、青い空にひるがえる運動会の万国旗を思

段着の暮らしがあり、夕餉の匂いに人恋しい気分を誘われます。

い浮かべますし、青蜜柑を剥く匂いから、海苔巻きおむすびと卵

この街の懐の深さを知るのは、洒落た小料理屋やビストロとなら

焼き、そして秋の遠足でお弁当を食べた仲間の顔へと繋がってい

んで当たり前のように、のれんを下げた銭湯が残っていたりする

きます。向田邦子は一見脈絡のない記憶の連鎖を「ネズミ花火」

ところです。そういえばドラマの主人公たちも通っていましたね。

に例えましたが、その断片を結ぶ鍵にしばしば「香り」があては

通りすがりに独特の匂いがなつかしく、ふと天花粉が香るように

まるようです。

思ったのは、記憶のいたずらだったでしょうか。

そんな記憶のコラージュのような街が神楽坂です。数年前に放

天花粉や銭湯の思い出を共有する同胞は日を追って少数派と

映された TVドラマでは、この街の点描がゆるやかなシャンソン

なり、キンモクセイの香りに連想するのは「トイレの芳香剤」と

に乗せてちりばめられ、ノスタルジックなアコーディオンの音色

答える世代が台頭してきていま

が印象的でした。肩を斜にしてすれ違った和服姿から、ゆかしい

す。そうすると彼らの記憶のネズ

香りが漂う細い路地、打ち水されて匂い立つ前栽の、屋号の入っ

ミ花火は、トイレの白い陶器に爆

た門灯だけがそれと告げる料亭の格子戸、主人公が板前修業を

ぜて、そして思い出の誰彼に繋

していたのもそんな一軒でした。かと思うと一転、オープンエア

がっていくのでしょうか？ちょっ

のカフェテラスから、コーヒーの香りとともに流れてくる囀るよう

と笑えてちょっと寂しい気もしま

な会話に、パリの街角にいるような錯覚を覚えます。市ヶ谷寄り

すね、大きなお世話ではあります

に日仏文化協会本部があるこの界隈には、フランス人が多く住み、

が……
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（J）

ＪＲ総武線市ヶ谷駅徒歩1分
東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅（A2出口）
徒歩1分
都営地下鉄市ヶ谷駅（A2出口）
徒歩1分

「SABO」
についてのご意見、ご感想をお待ちしています。
「役に立った」
「印象に残った」
記事、あるいは「もうひと工夫ほしい」
記事など、
みなさまのご意見ご要望を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せください。

「SABO」
事務局宛
FAX：03-5276-3391／ e-mail：sabo-kikanshi@stc.or.jp

