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2009年の展望
財団法人 砂防・地すべり技術センター

年頭所感

　昨年はミャンマーのサイクロン災害、中
国汶川大地震そして岩手・宮城内陸地
震など、日本を含め世界各地で巨大か
つ悲惨な自然災害が発生し、多くの尊い
人命と貴重な財産が失われました。
　国内だけでも20名の死者・行方不
明者を出した2008年の土砂災害は『土
砂災害から死者ゼロ』を目指していた砂
防関係者に日本という国の持つ自然条
件、社会条件の厳しさを改めて教えてく
れたものといえるでしょう。そこで、自然
災害の多発する国日本について、もう一
度砂防という視点から課題を考えてみる
必要があると思われます。
　まず、行政的な側面からは災害により
中山間地域における被害が顕在化して
きました。この災害実態から、どうすれ
ば中山間地域をきちんと守っていかれる
のかがまさに今、問われているのです。
いうまでもなく国土面積が狭く一つの地
域だけでは人々の生活がなりたたない
我が国において、人 の々生活に欠かすこ
との出来ない水やエネルギー、そして農
産物などの食料の多くを供給している中
山間地域と消費地として人口が集中し

ている都市部とは運命共同体の関係に
あることを再認識することが大切です。
　また、少子高齢化が都市部より進ん
でいる中山間地域では、防災の面でも
多くの変化が見られます。まず、高齢化
の進行により自分自身の身の安全、すな
わち異常時の避難などが一人ではでき
ない方が増加していること、その結果、
地域としての共助となる助け合いも厳し
くなっていて、いわゆる地域防災力が低
下していることが挙げられます。一方、
これまで中山間地域の人々が実施してき
た国土管理、特に山林や農地での作業
が年齢とともに困難になっています。そ
の結果、土砂災害という視点からは国
土の荒廃に結びつく可能性が心配され
ています。このような中山間地域の荒廃
化をこのままほっておくと、いずれそのツ
ケは運命共同体である都市部にいたり、
日本という国そのものの存続にも影響を
与えることになるでしょう。
　その意味でも一日も早く中山間地域
の荒廃化を阻止し、中山間地域で人々
が地域を守りながら自活できる基盤を再
生すべきであると考えています。このよう
な中山間地域に強力な支援が可能な公
共事業は砂防事業であります。いろい
ろな課題はありますが、みんなで知恵を
出し合って中山間地域での防災と地域
作りを今、実行すべきであり、砂防事業
の適切な執行が期待されるところです。
　次に砂防技術という側面からの課題
を考えてみましょう。最近の自然災害は
地震、火山噴火や異常な豪雨など多様
な現象によって発生しており、かつ大規
模で広域に被害が発生しているという
特徴があります。これらの災害をいかに
防止するかという点が今、緊急に問われ
ています。
　これまでは大規模崩壊や火山噴火
時の山体崩壊などの大規模な土砂の移

動現象は発生予測が難しくその対策も
事前にすることは難しいものとして取り扱
われてきました。すなわち予防がしにく
い現象であったわけです。しかし、何時
までも予測不可能ではすまされません。
現実に発生して多くの被害をもたらして
いる大規模な土砂災害に対して今、少し
ずつその解明に手がつけられ始めてい
ます。例えば、地震による大規模崩壊に
対しては、当センターにおいて『集落から
みたハザードマップの作成』に関する研
究が進められています。このようにあらた
なツールを考え、大規模な土砂移動現
象の解明をしていくことが必要です。
　また、中山間地域での砂防事業の執
行には、従来の砂防事業に現状の課題
を考慮したあらたな中山間地域の砂防
計画の提案が必要です。このような種々
の状況を考えると2009年は我 に々とっ
ても真の技術力が問われる一年になる
ことでしょう。
　時代のニーズにあった、また国土管理
の基本である日本のどこででも、住民が
平等に安全と安心のもとに生活できる
国土基盤の創出に向け、砂防事業の役
割はますます重要になると考えられます。
　私はかつて『21世紀は土砂災害の世
紀となる』と言いました。財政上の制約
から防災特に予防への投資が難しくな
ることや、各地で少子高齢化が進むこと、
異常気象の発生頻度が高まることなど
を基にした発言でした。まさに今その時
代になったと実感できるような厳しい状
況を呈する今日となりました。そこで（財）
砂防・地すべり技術センター役職員は砂
防技術の面から今年も現状の諸課題
解決に向けた努力をしていきたいと考え
ています。
　最後になりましたが2009年が皆様に
とって素晴らしい年となりますようご祈念
申し上げ、年頭所感といたします。

今、砂防に
問われること！

理事長　池谷 浩
いけや ひろし
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　北京オリンピックに沸き、ノーベル賞に４

人の日本人が受賞という明るい出来事があ

った今年平成20年も過ぎ、丑年の新年を

迎えました。昨年は原油価格の急騰に始

まりそれにつれ物価も上昇しました。そして

追い討ちをかけるように９月アメリカの金融

恐慌が世界に広がり、大手金融機関の経

営破綻、世界同時株安、ドル安と金融危

機は「百年に一度の津波」のスケールで押

し寄せてきました。まさに予期せぬ出来事

であります。世界各国が緊急経済対策を

打ち出し、日本も補正予算を組んで景気減

速を食い止めようと取り組んでいます。新し

い年が経済危機から早く脱却、克服でき

ることを期するものであります。

　金融経済危機だけでなく、昨年は食品

安全危機、医療危機も大きな社会問題と

して取り上げられましたが、いずれも今年の

課題として残っています。

　もう一つのクライシスは、洞爺湖サミットで

も重要課題として議論された地球温暖化

問題です。温暖化により生態系のバランス

が失われたり、海面がさらに上昇し、台風

やハリケーンが大型化したり、集中豪雨や

干ばつの規模が著しくなり災害の規模も大

きくなると警鐘が鳴らされていることは承知

の通りです。

　昨年も気候変動的危機を連想させる

ようなことがありました。統計を開始した

1951年以来４度目の台風上陸ゼロの年で

した。一方、爆弾低気圧とかゲリラ豪雨が

頻発し「予期せぬ」災害を惹き起こしました。

六甲山系を水源とし神戸市灘区を流れる

都賀川では、7月28日、ふもと市街地の限

られた域に降った記録的短時間豪雨によ

って鉄砲水が発生し、下流の親水公園で

遊んでいた人達を一瞬にして押し流してし

まうという災害が起きました。また同じ日富

山県南砥市の小矢部川流域、石川県金

沢市の浅野川流域で局地豪雨に見舞われ、

洪水氾濫や土砂災害が発生しました。8月

5日には東京豊島区付近の局地豪雨により、

下水道工事中の管内にいた作業員が急激

な増水にまき込まれ、犠牲となる痛ましい

事故が起きました。8月29日には岡崎市で

時間146ミリという猛烈な集中豪雨に見舞

われ、伊賀川等で災害が発生しました。こ

のように予測しがたい気象により予期せぬ

災害が昨年も起きました。

　また昨年起きた土砂災害のなかでは「予

期せぬ」災害あるいは現象として、学び伝え

ていくものとして、岩手・宮城内陸地震で

生じた山崩れで、特に荒砥沢ダム上流で発

生した大規模地すべり（推定移動土量約

7,000万㎥）と駒の湯温泉を襲った土石流

があります。前者のような地震によって生じ

たこれほど大きな地すべりは近年国内では

経験していません。地すべり地形、地層・

地質、活断層、融雪と地下水などとの関連

を究明していくことが今後のためになり、後

者も地震で発生した崩壊がどういう場合、

どのような条件化で流動化し土石流に発

達するのか貴重かつ難解な課題と思いま

す。「予期せぬ災害」から一歩でも「予見し

うる現象」へ解明していくことが大切です。

　我が国は古くから、「原因」となる降雨、

降雪、火山活動、地震、人為などと、「位置」

である平地、扇状地、斜面、渓流、河川な

どとの取り合わせによって、ときには時間に

よって大きく変化しながら、様 な々形態の土

砂災害や複合災害を経験してきました。こ

うした経験により、土砂災害を土石流、地

すべり、がけ崩れと分けてそれぞれの発生

原因と発生位置の状況などを分析し土砂

災害危険箇所の抽出基準が示され、逐次

改定をしながら全国調査が行われてきまし

た。その結果最近起きた土砂災害の多く

が予め抽出されたいわゆる「予測」されて

いる箇所で起きており、「予期せぬ」場所で

の災害は少なくなってきているようです。

　しかし地区の住民や市町村にとって、土

砂災害は同一地区で見た場合の発生頻度

は小さく所謂「予期せぬ災害」であり、日々

の意識から薄れがちになるのは否めません。

「先祖代 こ々んな災害は初めてだ」と地区の

人は言い、「うちの町では雨も少ないし台風

も来ないし、こんな（土砂）災害は全く予期

せんことだった」と防災行政を担当する人

からよく耳にします。しかし現実は、過去に

遡れば近辺で災害を受けていることがある

し、同様な気候と地形地質の隣接する区

域まで災害史を辿れば何十年前（時には数

百年前）には土砂災害を受けている事が多

いのです。降水量の少ない瀬戸内海の小

豆島は、昭和49年、昭和51年と立て続け

に豪雨による未曾有の土砂災害を経験し

ています。最近災害を受けたところでも、村

史や石碑あるいは埋没樹木分析などから

数百年前に土砂災害があったことが判明し

た例も報告されています。つまり「天の気ま

ぐれ」で連年災害が同じ区域で起きること

もあるし、数十年から百年ぐらいの周期で

起きることも両方あるのです。隣接市町村

や県内の災害の歴史を知ることによって「予

期せぬ災害」への対応は全然違ってきます。

　土砂災害を分析し、被害の実態をまとめ

残していく、そして防災関係者も災害を知り

伝えていき、住民も普段から認識しているよ

うになることが大事で、こうしたことによって

地域の防災力の向上、ひいては我が国の

防災力向上につながっていきます。砂防に

携わるものとして原点を忘れずに取り組ん

でいきたいものであります。

　（財）砂防・地すべり技術センターは、本

年も国土保全のため、災害軽減のために、

全国の砂防関係機関の業務の支援や技

術開発事業、国際砂防技術協力などを通

じて、使命の遂行に努力して参りますので、

環境変化が著しい時下でありますが、引き

続きご支援を期待する次第です。

予期せぬ出来事

専務理事　近藤 浩一
こんどう こういち
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年頭所感──2009年の展望　 （財）砂防・地すべり技術センター 

　少子高齢化や地球
温暖化など社会条件・
自然条件が変化するな
か、将来を見据えて国
土保全・国民の安全・
安心の確保に寄与す
ることが求めらるなか、
企画部では国の機関・

地方自治体・公益法人・各方面の学会、民間等との様 な々調
整や収集・分析した情報の発信を行うことによって土砂災害
防止に貢献しています。
 これらのうち、｢（財）砂防・地すべり技術センター講演会｣では、
当センターが自主的に行っている研究の成果を発表するととも
に、各分野のトップクラスの学識経験者等を講師に招き官民
を問わず技術者のスキルアップを図っています。
　また、公益事業の一環として ｢研究開発助成事業｣として、
大学などで行われる先進的な研究を支援するとともに、その成
果は ｢砂防地すべり技術研究成果報告会｣で報告しています。
　さらに、本誌｢SABO｣の発行やホームページにより広範囲
にわたる砂防関係の情報を発信し、砂防技術の発展に貢献し
ています。
　この他国際関係では、｢火山学・総合土砂災害対策研修｣
（JICA）や｢ヨルダン乾燥地砂防カウンターパート研修｣（JICA）
の運営支援をはじめ、各種国際会議への参加、技術者派遣、
国際砂防ネットワークへの協力などを行っています。
　これからも、今までに培ってきた技術・経験を活かしながら
新たな社会・経済環境の変化にも対応できるように努めてまい
りたいと考えています。皆様方のご指導、ご支援をよろしくお
願い申し上げます。

　昨年より砂防部が行
っている業務は、砂防
基本計画・総合土砂管
理計画の検討、大規模
土砂災害対応、平成20
年岩手・宮城内陸地震
対応、事業評価、土砂
災害警戒情報の検証等

きわめて幅広にわたっています。特に、６月１４日に発生した岩
手・宮城内陸地震による土砂災害対応は、短期間のうちに２
回の委員会を開催し、地震による土砂移動現象の実態や今後
想定される災害の形態等を踏まえて、土砂処理計画（案）、警
戒避難のあり方等について、過去の災害対応の経験を活かし
て総力を挙げてまとめました。
　新しい年を迎えて砂防部の主な課題を２点述べさせていた

　新年明けましておめ
でとうございます。平成
21年の年頭にあたり、
平素からの皆様からの
ご厚誼に対しまして心か
ら御礼を申し上げますと
ともに、皆様とご家族の
ご多幸をお祈り申し上げ

ます。
　さて、昨年は日本列島への台風の上陸が皆無であったとい
う、土砂災害対策に携わる我々にとっては極めて特異な一年と
なりました。しかし、その一方で、６月14日に発生した「岩手・
宮城内陸地震」に伴って、数多くの土砂災害が惹き起こされま
した。斜面の災害としては、特に荒砥沢ダム貯水池直上流で
発生した巨大な地すべりが、関係者のみならず社会全体を驚
嘆させました。
　平成16年の新潟県中越地震や昨年の地震における土砂移
動現象に鑑みれば、地すべりの調査や対策においてある程度
地震を考慮しなければならない、というのは自然な流れのよう
に思われます。しかしながら、その考え方は必ずしも統一され
ているとは言い難い状況にあり、このような課題の解決は当斜
面保全部にとっても喫緊のものでもあります。
　この課題は斜面災害を取り巻く数多くの課題の一つの事例
ですが、その他にも、斜面保全部では事業の再評価や直轄事
業化に向けた業務も実施しているところです。斜面保全部と
しては、本年も一丸となって業務や自主研究を通じてこれらの

だきます。1点目は、新しい入札契約制度への対応についてで
す。昨年から、国土交通省発注分のほとんどは、企画競争方
式へ移行し、競争への対応が不可欠となってきました。発注
者が何を求めて発注しているのか十分情報収集し見極め、民
間コンサルタントにはできない行政的経験や知識に基づき培っ
た技術力等踏まえた提案を積極的に行って行くことがきわめ
て重要です。
　2点目は、地球温暖化への対応についてです。気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）によると、「大雨の頻度は引き続き
増加し、将来の熱帯低気圧の強度は増大し降雨強度は増加
する可能性が高い。」と明言されています。地域的な差はある
ものの、我が国の土砂災害対策に対しては、概ね悪い方向へ
進んでいくものと考えられます。今から計画的な対策のための
検討を進めていく必要があり、行政的経験や知識等を有する
当センターの役割は益 重々要となります。
　今年は、そのような観点に立って、発注者側の課題を的確に
踏まえた業務提案を積極的に行っていきたいと考えていますの
で、よろしくお願いします。

秦 耕二
はた  こうじ

企画部長

国民の安全・安心の
確保を目指して

平成21年の
年頭所感

古賀 省三
こが しょうぞう

砂防部長

平成21年の
年頭にあたって

綱木 亮介
つなき りょうすけ

斜面保全部長
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年頭所感──2009年の展望　 （財）砂防・地すべり技術センター 

　地球温暖化や少子
高齢化の影響など、自
然環境や社会条件の
変化にともない、砂防で
求められる技術も多様
化しています。このよう
な変化に対応しつつ、よ
り高度で効率的な砂防

事業の展開に役立てるため、当センターでは公益事業の一環
として自主研究を各分野で行っています。砂防技術研究所で
はこの自主研究を担当し、新たな砂防技術の開発を進めてい
ます。
　現在実施している自主研究は、
1.土砂移動現象の解明とその評価手法について
2.高機能な砂防施設の開発
3.砂防事業の社会的効果について
4.災害等の事象の収集と解析
に大きく分けることができます。これらのなかで、砂防技術研
究所では、河床変動シミュレーション技術の開発、鋼製砂防
構造物や砂防ソイルセメントなどの新工法の開発等を行ってい
ます。このうち鋼製砂防構造物や砂防ソイルセメントでは、設計、
施工等に関する基準づくりに携わっており、これらの新技術が
広く現場に採用される一助となることを期待しています。
　このほか研究所では、建設技術審査証明事業、鋼製砂防
構造物のチェック、砂防事業に関する技術指導等も行ってい
ます。これらの活動を通じて、砂防事業の様 な々局面で新しい
技術の適用を推進することを目指します。そのためにも、関係
各位ならびに関係者との連携を充分に図っていきたいと考えて
いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

課題の解決に向けてさらに微力を傾注していきたいと考えてお
ります。世界的な景気の減速、公共事業費の激減等 、々周辺
環境においては非常に厳しい状況が続くものと思われますが、
本年も引き続きましてご支援のほど、どうぞ宜しくお願い申し上
げます。

な連携を図ることが、減災の第一歩です。そこに砂防が果た
す役割は大きいと考えます。

3.火山砂防事業と社会要請

　噴火災害は活火山周辺地域だけに限定されたものではあり
ません。大規模噴火では降灰の影響のみならず、社会・経済
に顕著な影響を与えます。火山砂防事業の推進には国民の
理解が必要ですが、そのために広域被害を想定して事業の必
要性を説明することが求められると思います。

　当センターでは、火山砂防計画の立案と近年の噴火災害に
携わってきた経験を活かして、国や地方公共団体で検討され
る火山砂防計画に尽力したいと考えています。皆様のご理解
とご協力をお願いして、年頭のご挨拶と致します。

　平成元年度に火山砂
防事業が創出されて20
年が経過しました。こ
の間、雲仙普賢岳の火
砕流と土石流の頻発に
よる大災害，岩手山の
噴火未遂、2000年に
相次いだ有珠山と三宅
島噴火など、火山砂防

のトピックスは今後の火山砂防事業のあり方にいくつかの課題
を残してきました。
　平成19年4月に公表された「火山噴火緊急減災対策砂防
計画策定ガイドライン（国土交通省砂防部）」は、顕在化した
火山砂防事業実施上の課題を解決するため、検討されたもの
です。その概念を念頭に、今後目指すべき火山砂防の方向性
を考えてみます。

1.火山砂防計画──基本対策と緊急減災対策

　火山砂防計画の考え方は、水系砂防計画や土石流対策計
画と大筋では同一ですが、対象とする現象が複数になりそれ
らの規模も広い範囲にある、噴火そのものを確率評価するこ
とが難しく公共土木事業計画論に合致させにくいなどの違い
があります。火山砂防計画は普段から計画的に整備を進める
基本対策と、噴火の直前・直後に応急・緊急的に整備を進め
る緊急減災対策で構成されていますが、両者は不可分な関係
にあります。国内の主要活火山において火山砂防計画の策定
済み火山が充分でない現状において、緊急減災対策と合わせ
た火山砂防計画の検討が必要です。

2 .噴火災害をどこまで軽減できるか

　前述のように噴火災害に対しては、多様な現象と幅広い規
模を想定しなければなりません。噴出物量が1億㎥を超える
噴火災害に際しては、現有技術力の限界を認めざるを得ない
場面もあります。ハード対策実施を支援する技術開発も重要
ですが、人命保全を第一とした火山防災対策のなかで、砂防
事業が果たすべき役割を明確にすることが求められます。
　雲仙普賢岳噴火では残念ながら人命が失われましたが、事
前に様 な々状況を想定した対策ドリルを立て、関係機関と密接

火山砂防計画の
充実を目指して
2009年の展望

安養 寺信夫
あんようじ のぶお

総合防災部長

新しい砂防技術の
発展のために

西 真佐人
にし まさと

技術部長
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岩手・宮城内陸地震と
土砂災害
伊藤和明
いとう かずあき

防災情報機構 NPO法人 会長

１．山地激震！

　2008年6月14日午前8時43分、岩手内陸南部を震源2008年6月14日午前8時43分、岩手内陸南部を震源
とする大地震が発生、大きな被害が出た。典型的な内出た。典型的な内。典型的な内
陸直下の浅い地震で、地震の規模はＭ7.2、震源の深さ
は約8ｋｍであった。
　この地震により、岩手県奥州市と宮城県栗原市で震この地震により、岩手県奥州市と宮城県栗原市で震
度6強、岩手県大崎市で震度6弱、また岩手県北上市、
一関市、宮城県仙台市、名取市、秋田県湯沢市など13
市町で震度5強を観測、死者・行方不明者23人を出す出す
災害となった。
　気象庁はこの地震について、「平成20年（2008年）岩手・気象庁はこの地震について、「平成20年（2008年）岩手・
宮城内陸地震」と命名した。
　日本の東北地方には、東から押し寄せてくる太平洋プ日本の東北地方には、東から押し寄せてくる太平洋プ
レートによって、東西に圧縮する力がかかり続けている。続けている。いる。
そのため、内陸部の断層に歪みが蓄積し、それが一挙に
解放されることによって、しばしば地震が発生する。
　東北地方の内陸部で、M7.2という規模の地震は、東北地方の内陸部で、M7.2という規模の地震は、
1896年8月31日、千屋断層の活動により、秋田県仙北
郡を中心に大災害となった「陸羽地震」以来のことであ
った。
　今回の地震は、活断層と認定されていなかった断層が今回の地震は、活断層と認定されていなかった断層が
活動したものと考えられている。地震波の解析による

と、地下の断層が、長さ約30km、幅約10kmにわたって
活動し、最大4ｍのずれを生じたと推定されている。断
層を挟んで、西側の地盤が、東側の地盤に乗り上げるか
たちの逆断層であった。震源の深さが約8kmと浅かっ
たために、地表は激甚な揺れに見舞われたのである。
　震度6強を記録したにもかかわらず、さいわい建物の
被害は比較的少なかった。総務省消防庁によると、住
家の全壊は、土砂崩れによるものも含めて28棟であり、
建物の倒壊による死者は出ていない。出ていない。いない。
　建物の被害が少なかった理由としては、今回の地震波
の特徴が挙げられる。一般に、木造家屋の固有振動周
期は1～1.5秒で、ほぼ同じ周期の地震波がくると、建物
が共振を起こして倒壊することがあるので、キラーパルことがあるので、キラーパルで、キラーパル
スとも呼ばれている。
　しかし今回の地震では、0.1～0.3秒という短周期の波しかし今回の地震では、0.1～0.3秒という短周期の波
が卓越していたため、共振を起こしにくかったものと考
えられる。また、瓦屋根の家屋がほとんどなく、屋根が
軽かったことも効いていたのではないだろうか。
　もう一つの理由としては、住家の多い市街地が、逆断もう一つの理由としては、住家の多い市街地が、逆断
層の東側、つまり下盤側にあったことも挙げられよう。
逆断層の場合、乗り上げたほうの上盤側の地表は激しほうの上盤側の地表は激しの上盤側の地表は激し
い揺れに見舞われるが、下盤側の揺れは、上盤側に比べ
て、揺れの程度は小さいのが一般的である。上盤側が震
度6強であっても、下盤側は震度6弱程度だったのでは
なかろうか。
　それにひきかえ、山間部の各所で地すべりや斜面の崩それにひきかえ、山間部の各所で地すべりや斜面の崩
壊が多発するなど土砂災害が顕著であった。一つには、
山地が断層の西側つまり上盤側にあたっていたため、激
しい揺れに見舞われたものと考えられる。地すべりや斜
面崩壊の数は、約3500箇所と推定されている写真-1。

写真-1 地震による崩壊は尾根から起きることが多い
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　崩れた土砂によって道路が寸断され、多くの集落が孤崩れた土砂によって道路が寸断され、多くの集落が孤
立状態となった。そのため、孤立集落の住民をヘリコプ
ターで救出し、避難施設に収容する措置がとられた。集
落の背後で斜面崩壊が起きた地区もあり、大雨などによ
る二次災害の発生が懸念されたからである。
　死者・行方不明者23人のうち18人が、地すべりや斜死者・行方不明者23人のうち18人が、地すべりや斜
面崩壊、落石など土砂災害によるものであった。

2．「駒の湯」の被災　

　栗駒山麓の秘湯として知られる「駒の湯」の温泉宿は、栗駒山麓の秘湯として知られる「駒の湯」の温泉宿は、
大規模な土石流に襲われ、宿泊客を含め、7人の死者・
行方不明者を出した。生存者の証言によると、土石流出した。生存者の証言によると、土石流した。生存者の証言によると、土石流
が襲ってきたのは、地震発生から約10分後だったという。
「駒の湯」は、もともと三迫川（さんはさまがわ）の右岸側、（さんはさまがわ）の右岸側、の右岸側、
谷底から25ｍほどの高さの所にあった。にもかかわらず、
なぜ土石流が襲来したのであろうか地図-1。
　地震の揺れによって、まず栗駒山の山頂付近で崩壊地震の揺れによって、まず栗駒山の山頂付近で崩壊

が起きた。日本地すべり学会の調査によると、約12ha
の斜面が崩壊したという。崩壊した土砂は、雪どけ水や
地下水を含んで土石流となった。70万～100万㎥の土～100万㎥の土100万㎥の土
砂が流出したとされる。土石流は、たちまち三迫川の谷
を流下してきた。
　本来なら土石流は、そのまま谷を流れくだっていくは本来なら土石流は、そのまま谷を流れくだっていくは
ずだったが、悪いことに、谷を挟んで「駒の湯」の対岸
にあたる左岸側で斜面が崩落し、土砂が川をせき止めて
しまった。その結果、谷を流下してきた土石流は、せき
止め部に遮られて流路を右に変え、右岸側にのし上がっ
て「駒の湯」を襲ったのである。悲しい偶然が招いた災
害であった。
　この土石流について、財団法人砂防・地すべり技術この土石流について、財団法人砂防・地すべり技術・地すべり技術地すべり技術
センターが、崩れた土砂の量や地形などをもとにシミュ
レーションを実施した結果、土石流は平均毎秒10ｍの
速さで流下したこと、土石流が「駒の湯」を襲ったのは、
地震発生から約9分後で、高さが約2ｍだったと分析し
ている。

地図-1 ドゾウ沢土石流の発生・流下実態図
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3．天然ダムの生成

　地すべりや斜面崩壊による大量の土砂が、各所で川を地すべりや斜面崩壊による大量の土砂が、各所で川を
せき止めたために、宮城県側の一迫川（いちはさまがわ）、（いちはさまがわ）、、
三迫川、岩手県側の磐井川などで、その支流も含め、計
15箇所の天然ダムを生じた。
　もし将来、せき止め部が決壊すれば、下流域が大規模もし将来、せき止め部が決壊すれば、下流域が大規模せき止め部が決壊すれば、下流域が大規模が決壊すれば、下流域が大規模
な土石流、洪水流に見舞われることは必至である。歴
史を振り返ると、1847年善光寺地震や、1858年飛越地
震などで、天然ダムの決壊による大災害が発生している。
　善光寺地震では、松代領だけで約4万箇所の地すべり善光寺地震では、松代領だけで約4万箇所の地すべり
や土砂崩れを生じ、そのうち最大規模だった虚空蔵山（こ（こ
くぞうやま）の崩壊土砂は、犀川の流れをせき止めたうの崩壊土砂は、犀川の流れをせき止めたう
え、地震の19日後に決壊して、善光寺平一円が大洪水
に見舞われた。
　飛越地震では、立山連峰の大鳶山・小鳶山が大崩壊飛越地震では、立山連峰の大鳶山・小鳶山が大崩壊
を起こして、大量の土砂が常願寺川の上流にあたる湯
川や真川をせき止め、多くの天然ダムを生じた。そして、
地震から2週間後と2か月後の2回にわたり決壊し、とく
に2回目の決壊では、大規模な洪水流が富山平野を洗う
という災害になった。
　このような二次災害の発生を防ぐため、国土交通省は、このような二次災害の発生を防ぐため、国土交通省は、
緊急性の高い天然ダム8箇所について、排水路の設置や、
下流にある既設の砂防堰堤の除石、警戒避難体制を整
備するための監視カメラやセンサーの設置などを、直轄、直轄直轄
事業として実施し、事なきを得ている。

4．巨大地すべりの発生

　岩手・宮城内陸地震による土砂災害は、山地を激震が岩手・宮城内陸地震による土砂災害は、山地を激震が
襲ったときの脅威をまざまざと見せつけるものであった。
　山地のいたる所で発生した地すべりや斜面崩壊のう山地のいたる所で発生した地すべりや斜面崩壊のう
ち、最大だったのは、二迫川（にはさまがわ）にある荒砥（にはさまがわ）にある荒砥にある荒砥
沢ダムの上流側で起きた巨大な地すべりで、これまで日
本列島で発生した地すべりのなかでは、最大規模のもの
といわれている。
　地すべりの規模は、長さ約1300ｍ、幅約900ｍ、最大地すべりの規模は、長さ約1300ｍ、幅約900ｍ、最大
の深さ150m以上にわたり、移動した土砂の量は、6700
万㎥と推定されている。地すべり頭部の崖の最大落差
は148m、土塊の水平移動距離は300mを越えていた。越えていた。いた。
また、この地すべりによって、山腹を走っていた道路が、
元の位置から300ｍ以上も滑落していた写真-2。

　私は、この荒砥沢ダム上流の地すべり現場を3回訪れ私は、この荒砥沢ダム上流の地すべり現場を3回訪れ
ている。最初は地震の翌日と翌々日、2回目は地震のひ
と月後の7月14日、3回目は9月7日に砂防・地すべりセ月7日に砂防・地すべりセ砂防・地すべりセ・地すべりセ地すべりセ
ンターの車で、地すべりの頭部に案内してもらった。そ
こから見下ろすと、地すべりの土塊は、多数のブロック
に分かれて波打つように滑落しており、まさに息を呑
むほどの景観だったことを記憶している写真-3（次ペー
ジ）。。
　もともと今回の被災地域では、全体で1000箇所前後もともと今回の被災地域では、全体で1000箇所前後
の地すべり地形が認められていた。過去に地すべりを
起こした斜面は、将来も地すべりが発生しやすいとされ
ている。荒砥沢ダム上流の地すべり現場も例外ではな
かったのである。
　この地域の地質は、第三紀末期の火山噴出物で構成この地域の地質は、第三紀末期の火山噴出物で構成
されている。今から数百万年前の噴火で堆積した軽石
凝灰岩層と、その上に乗る溶結凝灰岩から成り、とくに
軽石凝灰岩は十分に固結しておらず、それが基盤の湖
底堆積物である泥岩層を滑り面として滑落したらしい
写真-4,5（次ページ）。。
　一般に火山噴出物は、地震によっても、大雨によって
も崩壊を起こしやすい。伊豆半島の地質などはその典
型で、1974年伊豆半島沖地震や、1978年伊豆大島近海
地震のときには、半島の各所で山崩れや崖崩れによって
多数の死者を出した。1984年9月の長野県西部地震では、出した。1984年9月の長野県西部地震では、た。1984年9月の長野県西部地震では、
御嶽山が大崩壊を起こして岩屑なだれが発生し、山麓
では、御嶽火山の昔からの噴出物が、各所で崩壊して29
人の死者を出した。このように、火山地帯で多発する斜出した。このように、火山地帯で多発する斜した。このように、火山地帯で多発する斜
面崩壊や地すべりは、日本列島の宿命ということができ
よう。

写真-2 荒砥沢地すべり（アジア航測㈱撮影）
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5．ダム湖で津波が起きた！  

　荒砥沢ダムの地すべりは、ダム湖の上流部にあたる斜荒砥沢ダムの地すべりは、ダム湖の上流部にあたる斜
面で起きたため、その一部の土塊がダム湖に流入した。
流入土砂量は145万㎥と推定されている。
　荒砥沢ダムは、洪水調節と灌漑用水を目的として、荒砥沢ダムは、洪水調節と灌漑用水を目的として、
1998年11月に完成したもので、湛水面積76ha、総貯水
容量1413万㎥のロックフィルダムである。
　私は、2回目に現地を訪れたとき、東北森林管理局の私は、2回目に現地を訪れたとき、東北森林管理局の
車で荒砥沢ダムの右岸側の林道を走った。この林道は、
地震による土砂崩れで通行不能になっていたのだが、ひ
と月を経たこのころには、林道を埋めていた土砂も取り
除かれていて、四輪駆動の車なら走行できたのである。
ところが、西側からダム湖に注ぐ小さな沢を渡る所まで
来ると、橋が落ちていた。当然、そこで通行止め。落ち

た橋げたはどこへ行ったのかとみると、沢の上流150ｍ
ほどの所に横たわっていた。
　沢を流下してきた土石流によるものであれば、橋げた
は下流側に流されているはずである。上流側に流され
たということは、下流側つまりダム湖の側から、強い流
れによって押し上げられたことになる地図-2。
　その強い流れとは、津波によるものと推測された。大その強い流れとは、津波によるものと推測された。大
量の土砂がダム湖に流入したため、津波が発生したので
ある。現地を詳しく調査したチームの分析によれば、ダ
ム湖の斜面に残る痕跡などから、3ｍ前後の津波が発生
したものと推定されている。
　さいわい、今回の荒砥沢ダムでは、津波がダムの堰堤さいわい、今回の荒砥沢ダムでは、津波がダムの堰堤
を越えることはなかった。地すべりの土塊の主要部分越えることはなかった。地すべりの土塊の主要部分ことはなかった。地すべりの土塊の主要部分
が、ダム湖の左岸側に向かって押しつけられるように堆
積し、湖に対してはやや斜めに流入した土砂は、全体の
2％あまりにすぎなかったため、津波の高さが3ｍ程度

写真-3 荒砥沢ダム上流の大規模地すべり（滑落崖の上半分が溶結凝灰岩・下部が軽石凝灰岩層）

写真-4 大規模地すべりとダム湖（地震の翌日撮影） 写真-5 地すべり末端の軽石凝灰岩層
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ですんだのであろう。もし大量の土塊が、ダム湖に真正
面から突入していたなら、津波の規模ははるかにに大き
くなり、場合によっては、堰堤を越流した可能性もある。
　海外では地すべりによる大量の土塊がダム湖に流入海外では地すべりによる大量の土塊がダム湖に流入では地すべりによる大量の土塊がダム湖に流入地すべりによる大量の土塊がダム湖に流入
したため、大災害となった事例がある。1963年10月9日、
イタリア北部の山中にあったバイヨントダムの左岸側
で、巨大な地すべりが発生してダム湖に流入した。地す
べりの原因は、10日あまりも降り続いていた大雨による続いていた大雨によるいた大雨による
もので、地下水位が上昇した結果、少しずつ斜面がすべ
りはじめ、9日の夜になって、一挙に大規模地すべりを
引き起こす結果となった。滑落した土砂量は2億4000
万㎥、土塊の移動距離は、400mほどであった。膨大な
量の土塊が流入したため、ダム湖で大津波が発生、堰堤
をはるかに乗り越え、奔流となって下流の村を襲い、約
2600人の死者を出したのである。出したのである。のである。
　これまで日本では、さいわいなことに同種の災害は発これまで日本では、さいわいなことに同種の災害は発
生していない。しかし、日本各地の山間部には、多数の
ダム湖がある。ダム湖のなかには、すぐ近くに活断層が
走っていたり、富山県の有峰ダムのように、湖の真ん中

を跡津川断層という第一級の活断層が貫いている例も
ある。
　ダム湖は、もともとあったV字谷に大量の水を溜めるダム湖は、もともとあったV字谷に大量の水を溜める
ことによって造られた人工の湖だから、湖に接する斜面
は、どうしても急峻にならざるをえない。その斜面が、
地震の衝撃などによって大規模な崩壊や地すべりを起
こせば、大量の土砂がたちまち湖に滑落して、大津波を
引き起こす可能性がある。もし津波が堰堤を越えるよ越えるよよ
うなことになれば、下流域は甚大な災害に見舞われるこ
とになろう。
　したがって、日本各地のダム湖では、地震や豪雨によしたがって、日本各地のダム湖では、地震や豪雨によ、日本各地のダム湖では、地震や豪雨によ日本各地のダム湖では、地震や豪雨によ
る地すべりや斜面崩壊の土砂が、湖に流入して津波を発
生させることまでを視野に入れた防災対策、とりわけ下
流域の住民に対する早期避難体制の確立や、緊急警報
システムの整備を進めておくことが重要なのではない
だろうか。
　ダム湖における津波の発生は、岩手・宮城内陸地震ダム湖における津波の発生は、岩手・宮城内陸地震
がもたらした防災上の教訓の一つと位置づけられるべ
きであろう。

下流側・ダム湖に流入し
た土砂の一部

地図-2 地すべり箇所とダム湖（×の地点で落橋） 地図提供：東北森林管理局

沢の上流部分に押し上げられた橋げた

落橋箇所（　　　　　が元の橋の位置）
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話し手：

武居 有恒 松林 正義
たけい ありつね まつばやし まさよし

京都大学名誉教授 元建設省砂防部長

聞き手： まとめ：

川名 信 内田辰丸
かわな しん うちだ たつまる

元北海道庁 砂防広報センター参与
住宅都市部技監

新春座談会

回 想
──昭和２３年１月

と　き：平成20年7月3日

ところ：砂防地すべり技術センター

まえがき
　なんとも破天荒な話である。本来ひとかどの社会人
が為さねばならぬものを、雛にもならぬ卵たちが自ら殻
を突き破り、外に出るや否や走り出し、会報〔新砂防〕発
刊という大事業を成し遂げたのである。

　昭和23年〔新砂防〕を世に出してから60年、砂防学の進
歩や、砂防事業の推進に半生を捧げ続けた老兵たちは、川
名作成の資料に目を通しながら若き日の思い出を語った。

川名の資料
 「ここに一冊の大学ノートがあります。〔新砂防〕を出そ
うと決めてから発刊にいたるまでの各学生の活動を克
明に記録しています」
　座談会に先立ち、川名はこう切り出し、古びた大学ノ
ートを丹念に読み取りパソコンに入力した資料を配り
説明を始めた写真-1。

川名「大学ノート第１ページ１行目に昭和21年12月12日、
発刊について相談をするために、学生たち８名が第１回
の集まりを尾崎家でもったと記されています」

　出席者は次の通り。
　3回生尾崎雅篤、昭和19年9月京都帝大に入学、22年
9月卒業、同学年の砂防専攻生は彼一人、このグループ
のリーダ－である。
　2回生奥田英夫・菅　恒夫・澤井敬勇・塩見準一・
武居有恒・松林正義・村野義郎の7名は20年4月入学、
砂防を専攻し23年3月卒業。
　日置象一郎はオブザーバーとして出席、京都帝大17
年９月卒業の砂防担当講師である。

川名「第1回の集まりの際、かなり突っ込んだ議論がな
されています。1.京大関係者のみの雑誌にするか。2.全
国砂防技術者や関係者の雑誌にするか。3.先輩に相談
することも決めています」
　資料の説明が続く
川名「ノートには世相を反映したびっくりするような、
苦笑するような、感動するような事柄が綴られていて、
学生の〔新砂防〕創刊に対する意気込みがありありと読
み取れます」

当座談会にいたる経緯
川名「昭和22年私は京都大学に入学し1回生の時松林

内田氏

川名氏 松林氏 武居氏

昭和22年頃

松林

川名

武居
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さんと同じ下宿に住み、〔新砂防〕発刊に走り回っている
３回生の武居・松林さんなどの姿を見ていました。何
があの人たちを駆り立てたのか当時から疑問を持ち続
けていたが、〔新砂防〕発刊後60年を経て、内輪話を直接
聞きその記録を残そうと思い立ちました」
　60年も熱い思いが続いている。
川名「幸い砂防・地すべり技術センターのご配慮でこう
いう機会を提供していただき感謝いたします。また武居、
松林両先輩、内田さんの出席有難うございます。
前置きはこれくらいにして本題に入ります」

発案者は誰か
川名「分からないことが一つあります。あの時代にこん
な思い切った発想をしたのはいつ頃からか、また８人の
なかの誰だったのですか」
武居「皆集まって駄弁っているうちに、なんとなくそう
いう話になったのだが、言い出したのは尾崎さんだった
かな」
　どうもはっきりしない。
川名「尾崎さんは、ぼそぼそと話す人で、そういうこと
を言い出す人だったのですか」
　尾崎以外の品定めをするが。
武居「他の者が言い出すとは思われない。あんなけった
いなことを想いつくのは矢張り尾崎さんかな」
松林「云い出しは尾崎さんで我々は下働きだった」

　尾崎は実家が大学の近所であり、松林達はよくその家
に集まり彼の母親が苦心して集めた材料で作ったなけ
なしの食べ物を遠慮会釈なく食い散らしていた。
　尾崎は不思議な男である。卒業後砂防界に身を置き、
県土木部砂防課長を歴任、退官後はコンサルタント会
社の社長を務めたが、専心職務に当たったとは思えない
というのが衆目の一致するところである。
　フラメンコから小唄までこなす趣味人であり、特にこ

の手の催し物になると途端に張り切り、ぼそぼそ言葉ど
ころではない、成功に導くのに力があった。

武居「尾崎さんは人を引きつける魅力的な何かをもって
いた」
川名「たまにシンポジウムとか出席すると、尾崎さんが
必ずいたな」

学生を揺り動かしたもの
川名「何に動かされ、どういう想いで〔新砂防〕を発刊し
ようとしたのですか」
武居「その頃砂防関係の本はな
く、村上先生の講義以外情報は
全くなかった。それで色々資料
を集めて是非皆に知らせようと
いう気持ちが強かった。」

　時代背景：昭和20年8月15日、我が国は戦に敗れ、国
家は疲弊、国土は荒廃、追い討ちをかけるように地震・
豪雨により各地で土砂災害発生、多くの死傷者が出た。
　当時土砂災害対策に当たっていた技術者たちは、技
術指針や工事施工例などの資料を求めていた。
　一方、巷では明日の食べ物を求めて買い出しに走る人
や、当てもなく呆然と闇市場を彷徨う人が大勢みられた。

松林「戦後日本全体が混乱しているなかで、〔新砂防〕発
刊というかたちで日本の再生に役立ちたいと痛切に思
った」
　敗戦という大きな衝撃が走ったろうが、それにもめげ
ず若き学徒たちは混乱した日本の再生に立ち上がり、〔新
砂防〕創刊という夢に向って突っ走り始めた。新生日本
の一側面でもあった。

先輩たちの胸の内
　学生だけでこの事業が成立するはずはなく、第1回の
集まりで相談していたように、まず先輩を訪ね理解と協
力を求めなければならない。
　手分けして全国各地を飛び回る。旅行さえもままな
らない時代にである。

川名「先輩達の対応はどうでしたか」
松林「村上先生にはひどく叱られたな」
川名「どうしてですか」
武居「当時学生は勉学にいそしめばよく、そういうもの

写真-1 当時の記録が克明に綴られている連絡ノート

武居氏
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に手を出すなという風潮だった。
それに村上先生には砂防専攻学
生に対する監督責任がある。発
刊が失敗したときの責任を考え
ておられた」

　村上恵二は京都大学砂防工学教室の主任教授である。
謹厳無垢明治学者の典型であった。
　卵は親鳥の懐で孵化を待てばよい。自ら殻を破るな
ということだろう。
松林「私も村上先生に対し、敗戦で皆意欲を失って世の中
が混沌としているこのとき、我々若者がなんとかしなけれ
ばと、この企画の成功に燃えているのですと反論した」

　先輩達の意見を大雑把に分けると、年配者は反対、中
年は慎重に、若年は賛成である。
　内務省砂防行政の大御所赤木正雄は〔新砂防〕の発
刊には反対である。
　赤木曰く
「紙入手の問題がある。出版にこぎつけられるのか。
京都帝大の先輩間の連絡は止めよ」
　派閥化するのを危惧したと受け取れる。昭和3年東京
帝大で発刊された会誌「砂防」の発刊に反対した手前も
あったのだろう。

川名「伊吹さんも反対だったようですね」
松林「尾崎さんと二人で伊吹さんのところへ行った。話
をしていて尾崎さんは大分頭にきたようだった」
　伊吹正紀、昭和2年京都帝大卒農業工学1期生、砂防
の大先輩である。
　伊吹曰く
「砂防のみ集まるのは宜しくない。
砂防工事を一時中断し、国家経済の調整にあたれ。
指導官の地位を捨て、労働組合の一員として生活権の
獲得にあたれ。
砂防雑誌の紙は小学校に回せ。
雑誌発行の時期ではない」

川名「奥様とお子さんが病気で家事を一人でやっておら
れたが、国家の財政や社会情勢について憂慮されていた
のだろう」
　訪問した尾崎たちは意気盛んである。

「先輩の意見は大いに参考にしますが、われわれの発刊
企画の決意は絶対に捨てません」と伝えて伊吹のもとを
去っている。
「砂防特論」は後年伊吹が著わした名著である。

　遠藤隆一は含蓄のある意見を吐く。
「派閥に固まらず、広くあらゆる人の賛同を得るよう」
武居「遠藤さんから赤木派、アンチ赤木派に気をつける
よう言われたな」
　一徹な赤木に批判的な砂防屋がいたのも面白い。
武居「〔新砂防〕が全国的な広がりをもったのは、後年京
大教授になった遠藤さんの働きであった」
　遠藤（京都帝大7年卒）は当時四国で内務省の工事事
務所長を務めていた。
武居「遠藤さんは砂防屋ではあったが、土木関係工事事
務所勤務がほとんどで土木屋でもあった。それが〔新
砂防〕の広がりに繋がった」

　先輩以外にも広がりが
武居「神戸市の緑地砂防課長山本吉之助さん（北海道
帝大卒）や内務省六甲砂防工事事務所長の杉本培吉さ
ん（東京帝大卒）なども協賛してくれたな」

　しかし各先輩の意見はともあれ、訪ねてきた後輩達を
彼らは宿泊、食事と手厚く遇した。欠乏困窮のなかで
のことである。
　それに各現場を案内し砂防の何たるかを教え込んだ。
学業を放り出しての学外活動であったが、生きた砂防と
砂防に対する先輩の心意気を学び学業に劣らぬ成果で
あった。
ついに創刊の目途がつく
　困難は先輩への説得だけではなかった。
川名「松林さんは紙々と騒いでおられたが、紙の調達に
は苦労されたでしょうね」
武居「紙は澤田教授（京大農業土
木学）が斡旋してくれ、なんとか
間にあった。澤田教授は戦時中
陸軍の技術将校をしておられ、
その時代の幅広い人脈のせいだ
と感心した。三重県まで紙の受け取りにいった」

　宵っ張りが早立ちし、津市に向かう。商店で現物を確

松林氏

川名氏
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かめ、契約成立、代金を支払い紙2連を受け取る。1/2
連を持ち帰る。途中警察の統制物資検問を受けるが大
学の証明書のため何とか通過した。
川名「資金はどうでしたか」
武居「闇屋や脱税屋以外は皆貧乏だったが、その中で先
輩たちが支援してくれ、有難かった」
川名「いつ頃から発刊に対して目鼻がついたのですか」
武居「昭和22年の春頃になると、先輩や関係技術者たち
の理解が深まり、原稿の約束や会費の提供が多くなり、
安堵し勇気が湧いてきた」

川名「村上先生も賛同されたのですか」
武居「村上先生も腹をくくられた」
川名「腹をくくられたとは」
武居「諸戸さんは砂防学界の、赤木さんは砂防行政の頂
点に立たれていた。二人に張合われたと思う」
　諸戸北郎は東京帝大の砂防工学教授、内務技師、農
林技師を兼務していた。また村上は東京帝大卒である。
大正14年京都帝大砂防講座を担当したが、まだ諸戸・
赤木二人の後塵を拝していた。
発刊に向けて最終会議をもつ
　昭和22年6月7日、半年の熱烈な活動により協賛する
先輩が京都に集まり、学生の活動報告や先輩達の意見
交換がなされた。

武居「資金や印刷部数、原稿などが議論された後〔新砂
防〕の名称をもって発刊することに決定。我々の願いが
取り上げられた」
川名「その後も色々の難儀があったでしょうね」
武居「資金や紙の手当てにはずっと苦労した。原稿もな
かなか集まらなかった」

川名「資金や紙はどうされたのですか」
武居「資金は諸先輩や現場技術者達の手助けがあった。
紙は２号以降は配給に頼れるようになった」
川名「原稿集めはどうでした」
武居「原稿集めには苦労したが砂防屋以外の人も応じて
くれた。それが砂防技術の進歩にもつながった」

川名「発刊6号でしたか、鷲尾さんの常願寺川改修計画
についての論文全一冊は圧巻でしたね。参考になりま
した」（表-1第6号）

　鷲尾蟄龍は元内務省富山工事務所長を務め砂防計画
についても一家言の持ち主であった。

　話が少し横道にそれ始める。
武居「常願寺川については赤木さんと鷲尾さんと計画論
に違いがあったな」
川名「赤木さんと諸戸さんも違いがあったようです」

　諸戸は立山カルデラの上流からの階段堰堤の施工を
提唱し、白岩の高堰堤計画を批判した。
　赤木は下流の砂防堰堤施工より白岩堰堤への集中投
資を強く主張した。
　鷲尾は河川工事にあたって洪水ごとに流下する石礫
に悩まされその防止としての本宮堰堤必要論であった。
　立場や経験による砂防計画論に相違があり、興味深
く参考になる点が多々ある。
武居「今は工事によって常願寺川全流域が割と安定して
いて、色々批評が出てくるが、昔は何やら恐ろしいよう
な、鬼が城あたりは土石の量がすごかった。三者の計画
があいまって効果をあげているようだ」
記念すべき昭和23年1月
　数々の障害を乗り越え昭和23年1月会報〔新砂防〕創
刊号が発行された。母体は京大農学部砂防工学教室内
に置いた新砂防刊行会である。
武居「学生一同感激尽きるところを知らずであった。終
世忘れ得ないと思った」
　やがて〔新砂防〕各号は若き現場技術者の手引書とな
っていく表-1。

発行年月
（西暦） タイトル 執筆者

創刊号
昭和23年
1月

（1948）

会則
創刊の辞
『新砂防』発刊に際して
治水砂防工学特論（Ⅰ）
開墾と水害
我が国治水方策の動向
思ひ出ずるまま
新潟県能生谷地すべり地について
砂防工事と土木機械
上京日誌
今後の砂防について

村上　恵二　恵二恵二
柿　徳市
高月　豊一　豊一豊一
五十嵐　眞作　眞作眞作
木村　弘太郎　弘太郎弘太郎
日置　象一郎　象一郎象一郎
谷　勲
柿　菊市
山本　吉之助　吉之助吉之助

第6号
昭和26年
11月

（1951）

荒廃河川処理特集号
常願寺川改修計画目次
第一章　総説
第二章　流出土石量の推定
第三章　貯砂堰堤の性質と其の作用
第四章　貯砂堰堤の選定
第五章　常願寺川改修計画の概要

鷲尾　蟹龍

表-1［新砂防］の目次
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こういうエピソードもある
　発刊決定の夜懇親会が開かれた。前々日その材料仕
入れに淡路に牛肉を求めにゆく。淡路は海に囲まれて
いるから、魚なら分かるが、肉というのがよくわからな
い。多分密かに家畜を処理したのだろう。
川名「肉を淡路に買いにゆくとあるが、どういうことで
すか」
武居「当時蛋白質は極度に欠乏していた。塩見は神戸の
滝川中学出身である。阪神間の事情に詳しく、淡路に
闇で肉があると知り、手に入れようと島に渡った。経理
は塩見の担当だったな」

　若き日の思い出話が続く
武居「菅、塩見、村野とはよく連れだって先輩の許をお
とずれた。奥田、澤井は個人の事情が許す限り働いてく
れた」

会誌〔砂防〕と会報〔新砂防〕
　〔砂防〕は昭和３年7月諸戸北郎ほか関係者によって創
刊された。母体は東京帝大農学部内に置く砂防協会で
ある。昭和19年1月（93号）戦争の激化に伴い戦後の復
刊を強く望みながらやむなく休刊にした。
　だが戦後種々の事情により廃刊になる。

参考：当時の関係学術雑誌には〔土木学会誌〕〔日本林
学会誌〕〔東京帝国大学演習林誌〕〔水利と土木〕などが
あった。

内田「村上先生が〔新砂防〕の発刊を躊躇されたのは諸
戸先生に対しての遠慮ではなかったのですか」
武居「それはない。むしろ村上先生は諸戸先生とは相
入れなかった。諸戸さんは赤木さんと合わなかったな。
赤木さんと村上先生はオーストリア留学がたまたま同
時期で、そこで知り合って親密になったようだ。諸戸さ
んは東京帝大で明治33年砂防講座を開いた時の助教授
だった」

　諸戸は〔砂防〕創刊前の総会に、内務省土木局の砂防
担当技師赤木正雄を招き賛同を得て、全国ベースの〔砂
防〕にしたいと考えていた。
　赤木は諸戸の教え子である。よもや先生に向かって
異議をとなえるとは皆思いもよらなかった。
　「内務省土木局も府県の土木の砂防担当者もこの企

画に携わっていない。賛同するわけにはいかない」と発
言し赤木は席をたった。
　総会はしらけムードだったらしい。
〔砂防〕は発刊されたものの林野畑色濃い会誌となった。

武居「赤木さんは東大では受け入れられないから、京大
にきた」
川名「赤木先生の集中講義の半分は、内務省に入った当
時、砂防屋の扱いに関する自身の体験談だった。」

　一方諸戸は〔砂防〕の年頭の辞に筆をとったが、その
内容は皇室を崇拝し、砂防の推進とともに国家の政策
についても強く支持するものであった。
　〔砂防〕創刊グループにも燃えるような理念があった。
　治山治水というが、治山がなければ治水は成立しない。
治山には砂防の支えが必要である。
　砂防は内務省土木局の所管だけではなく、林野や用
水路、港湾、道路、海岸、要塞軍港まで含め土砂の移動
により悪影響を与えるのを排除するのが砂防の役目で
あり、それを砂防協会が指導するという意気込みが行
間に漲っていた。

内田「〔新砂防〕発刊に際してもそういう理念がありまし
たか」
武居「いやそこまでは考えていなかった。諸戸さんは気
力があった。戦後当時は砂防の本や資料は何にもなか
った。砂防に関する情報を集めたいというそれだけだ
った」
　東大とのやりとりがあった。
武居「東大での〔砂防〕の帰趨について我々は全く念頭
になかったが、日置先生は東大を訪れ、〔新砂防〕の発刊
について了解を求め、了承されたようだ」
　日置さんの思い出に移る。
武居「日置さんは粘り強く人当たりがよいのでこういう
交渉に向いていた。なによりも世に疎い我々学生に道
理を教え、〔新砂防〕発刊に際して行動に誤りがないよう
指導された」

　東大で〔砂防〕の再刊を強く望
みながら断念したのは、紙の入
手など色々困難な事情があった
ろうが、諸戸の挫折も一因だっ 内田氏
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新春座談会

たのだろう。

　しかし〔新砂防〕は砂防事業の発展、技術の進歩とい
う理念については〔砂防〕の理念を引継いている。
　どちらも机上の空論に走らず，工事現場の技術者の
役に立つ記事を記載すると強調している。
　戦後の砂防技術新米生は、各地で砂防の先輩が少な
く〔新砂防〕を読み、調査方法、工事設計、施工を独学
で学んだ。貴重な現場指導書であった。

環境とはなにか
川名「環境についてどう考えておられましたか」
彼は半生を北海道の土木行政に携わり、自然環境に強
い関心を抱いていた。
武居「当時は環境なんて全然考えていなかった。むしろ
食料をどうするかが国としても個人としても問題だっ
た」

川名「今はどう考えておられますか」
武居「環境の問題には二つの側面がある。身の周りの感
知できる小さなスケールと地球規模の大きいスケール
である。氷山や氷河の融解が何に原因するか、地球規
模何万年かをとってみると、今ぐらいの温度変化は何
回も起こっている。情報が多くて分からない」

　一転、川名は傍聴していた池谷理事長に矛先を転じた。
川名「今の砂防堰堤をみると、妙な恰好の物を造ったり、
石をベタベタくっ付けたり、それで環境に配慮している
という。そこの所がよくわからない」
池谷「砂防工事には生態系に対する影響と、景観に関す
る問題があります。
　川を堰き止めてクローズになりがちなのを、出来うる
かぎり元の状態にするオープンスタイルにしようとして
います。景観については先輩達がとっておられた工法
を見習い、緑を山に帰すよう努力しています」
川名「コンクリート堰堤も白岩堰堤のように年月が経て
ば自然に溶け込む。あえて奇をてらう必要はないと思う」

池谷「時間も景観にとって一つの要素ですね。
山腹工についても時間を経て在来種を増やすようにし
ています」
武居「外来種は一時栄えても、もともと基盤を強くする
種ではなく、やがて滅びるものだ」

池谷「砂防工事は意識するしないの前に結果的に環境を
保全する性格のものです」
川名「砂防の原点は昔も今も変わらないということです
が、永続性が重要ですね」

　環境に話が及ぶと甲論乙論果てしなく続き、結論を得
るのが容易ではない。だが大方会談はお開きの段階に
来ている。

川名「本日はセンターの方々が我々の会談に対し、特別
の便宜を図って下さり、また武居、松林両先輩の出席に
ついても厚くお礼申し上げます。最後にお二方にあの
時代の感想を」
武居「あの時代だからこそ学生だからできたのだろう」
松林「きっとそうだね。今の若い砂防技術者が我々の心
意気を知ってもらえば喜ばしい」

あとがき
〔新砂防〕発刊に参画し実現にこぎつけた学生8人中、尾
崎雅篤、菅 恒夫、塩見準一、村野義郎の四氏は故人で
ある。

白岩堰堤施工直後

現在の白岩堰堤
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連載エッセイ

なにより
心のために

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

4
今や自然保護、環境問題は誰も

が緊急な課題と認識する時代

となり、砂防という言葉が世界共通語

であることも少しは知られてきたよう

です。富山市で開かれた「防災を喚

起するシンポジウム」で登山家でもあ

る医師の今井通子さんがご自分で撮ら

れたヨーロッパアルプスの温暖化の影

響を受けた雪渓の様子を見せて警鐘

されたのは10年も前のことなのです。

砂防ダムがどんなものか知らなかった

私が、このシンポジウムのために各地

の災害地を見学、勉強させていただい

て日本の自然の厳しさを知ることもで

きました。その後の相次ぐ気象異変、

災害勃発に、やっと各自治体の防災

意識も変わり、危機管理が重要課題

と受け取られる時代となりました。充

分な備えができているかといったらま

だまだではありますが、とりあえず誰も

がその脅威を感じ、なにができるか考

えるようになったことは大きな違いで

す。

　このことと同じように、今私たちが

一番考えなくてはならないことのひと

つが「心のケア」ではないでしょうか。

毎日考えられないような犯罪が次 と々、

それも日本のいたるところで起きてい

ます。利便性と同時に私たちが追い求

めてきたのが経済性、それもここにき

て世界は行きづまり大変な時代を迎え

ています。「ものの豊かさ」から「心の

豊かさ」へと言われて久しい日本です。

でも「心の豊かさ」のための具体的な

方策は考えられてきたでしょうか？こ

れも残念ながら・・が現実です。

阪神大震災が起きて、この1ヶ月

で14年になります。被災され

た方にとって心の傷が癒えるのは簡単

なことではないと思います。でも日本

でボランティア活動が盛んになったの

は、阪神大震災後とよく言われます。

中越地震などその後の災害時に、ボラ

ンティアの方々の活躍や音楽家による

コンサートが報道されることも多くな

りました。そんな中で兵庫県の県立ピッ

コロ劇団によるこんな活動があったこ

とを皆さんはご存じでしょうか。大震

イラスト：仲野順子
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災直後の2月から4月まで52回、そし

て10月から11月にかけての13回、被

災地で激励活動や公演が実施された

のです。どうしてこのような活動がで

きたのか、そしてこの活動がどのよう

なものだったのかご紹介いたしましょ

う。

県立ピッコロ劇団は去年創立15

周年を迎えた、兵庫県立尼崎

青少年創造劇場（愛称ピッコロシア

ター）所属の劇団です。「箱もの行政」

といわれる公立の文化施設の中にあっ

て、珍しくそこで上演されるソフトを

持った日本で初めての県立劇場なの

です。阪神大震災が起きたときは、設

立後1年も経っていませんでした。2

回目の公演を1週間後に控えて連日猛

稽古の真っ最中の時期だったそうで

す。劇団員のなかで亡くなった方はい

らっしゃらなかったそうですが、もちろ

ん被災されていましたし、職場である

尼崎の劇場にたどり着くのにも1日が

かりという人もいたそうです。皆若く、

精神的にも動揺しており、演劇などし

ている場合ではないと思ったとしても

当然かもしれません。当時の山根淑

子館長、故秋浜悟史劇団代表は、公

共劇団の役割として、演劇で地域社

会に貢献するにはどうしたらよいかを、

プロの演劇人のあり方を、ゲスト出演

のために東京から来ていた俳優さんを

交えて、劇場のスタッフ、若い劇団員

全員で話し合ったそうです。なかなか

判断できない若い俳優たちに休みを与

え、被災地で炊きだしなどのボランティ

ア活動もさせ、ミーティングを重ねて

決めたのが、被災地での激励活動でし

た。それは、茫然自失の中で夢中で行

動する大人たち……そんな中で涙すら

忘れまったく表情を失った子どもたち

やお年寄りを眼のあたりにした劇団員

が、「子どもたちに笑顔を取り戻させた

い！」と願いを込めて始めた活動でし

た。「ももたろう」と「大きなカブ」の

2班に分かれ、交通機関が途絶したな

か、衣装を身につけ、小道具類を手に

電車やバスを乗り継いで、時には徒歩

で移動しました。はじめは子どもたち

に声をかけてもなかなか集まらず、幟

（のぼり）を持って歩き回ったそうです。

舞台は客席とロープで仕切っただけの

寒風吹きすさぶグラウンドでした。そ

れでも「2月11日、最初の校庭での舞

台が終わったときの感動は一生忘れな

い」―劇団員の言葉です。

4月8日まで52カ所で実施された

第一次の激励活動のあと延期と

なっていた公演を、5月に被災者の方々

にも足を運んでいただき、実現させた

のです。そして半年後、徐々に落ち着

きを取り戻した時期に、第二次激励活

動、こちらは体育館やホールでの「学

校ウサギをつかまえろ」子どもたちが

参加して楽しめる舞台を県下の12カ

所で上演しています。

激励活動の報告書にこんな小学

生の感想が載っています。「拍

手をやめるのがいやだった。なんかとっ

てもすごい、いや楽しかった。皆がい

る前で、あんなに大きく踊って、表情も

やっぱり、ホンマの劇団やなぁと思っ

た。皆の汗がきらきら光ってきれかっ

た。」全身でオニに体当たりしてくる子

どもたち、目を輝かせる子どもたち、お

腹を抱えて笑うお年寄り・・・劇団員

を見つめる被災者の生き生きした表情

に、片付けをする劇団員に「ありがとう」

とあいさつする子どものひと言に、い

ちばん感動したのは若い劇団員たちで

もあったようです。子どもたちになに

が大切か、演劇がなんのために必要か

をはからずも体験した団員たちは、地

域の人々の中で大きく成長したそうで

す。そして、このような活動は公共の

劇場に専属の劇団員がいたから実現

できたことでもあるのです。その後ピッ

コロ劇団は1998年の芸術祭優秀賞

をはじめとして数々の演劇賞を受賞し、

昨年はロシアでの公演も実現していま

す。また、激励活動にヒントを得て、

積極的に学校や各地域を訪問しての

公演、子どもたちが参加できる公演を

手がけています。劇団に場所と時間が

与えられれば、その作品と公演の芸術

性も高められるし、地域にとっては上

質な文化が身近に存在することになり

ます。

全国の公共文化施設専属の劇団

やダンスグループを持つ公共

劇場は、兵庫県尼崎市のほか、新潟市

と静岡県だけです。「心の豊かさ」が

大切であるならば、そんな地域がもっ

と増えてほしいと願わずにはおられま

せん。2001年日本で初めての文化

振興のための法律「芸術文化振興基

本法」が参議院で可決された日、当時

私がキャスターを務めていたラジオ番

組で劇作家・演出家の平田オリザさ

んは「 10年前、スポーツは運動神経

のある人か好きな人がするものと思わ

れていました。でも、今誰もが歩くだ

けでもいいから、一週間に一度スポー

ツをすることは、身体の健康のために

良いことを認識するようになりました。

これと同じように、一週間に一度でも

よいから、演劇や音楽や美術など上

質の芸術に触れることは、心の健康の

ために大切だと思うようになってほし

い。10年も経たないうちにそんな時代

が来てほしい。」と話してくださいまし

た。体験しないと気づかない……それ

は、あまりにさびしいのではないでしょ

うか？「人はパンのみに生きるにあら

ず」……心が破壊しないうちにと心か

ら願っております。
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海外事情

中・日地震防災
学術シンポジウム
に出席して
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

はじめに

　2008年10月8日～12日、中国成都市で標記のシンポジウムが
開催された。主催は中国側が中国科学院国際合作局、日本側は
（独）防災科学技術研究所と（独）日本学術振興会であり、中国科
学院と日本の文部科学省が後援している。
　「災害軽減の知恵を集めて、あらたに地域創りを目指す」と副
題をつけたように、2008年ともに大きな地震災害を被った中国
と日本が、学術的見地から地震と防災について討論しようとし
たものである。
　筆者は本シンポジウムの基調講演者として成都へ行ってきた
ので、その概要を紹介するものである。

1.会議のための科学委員会と組織委員会

　今回の会議が中・日両国の地震と防災分野でのハイレベルの
シンポジウムであることから、プログラム等を審議する科学委員
会表-1とシンポジウムの運営・実行する組織委員会とを設置し
た。組織委員会は中国科学院資源環境科学与技術局　常旭副局
長と文部科学省研究開発局　増子宏地震・防災研究課長が主席
となった。また具体的なことは会議事務局を設置、組織委員会
の委員を兼ねる成都山地災害与環境研究所　欧国強教授と防災
科学技術研究所　関口宏二課長が担当として実行にあたった。

2.現地調査

　シンポジウムに先がけて、10月9日に汶川地震の災害現地調査
が実施された。当初は震源地の映秀に行く予定であったが、数
日前に余震があり途中の道路が通行止めとなったため、急遽調
査地変更となり、都江堰、虹口、白沙河流域および紫坪鋪ダムに
行くことになった図-1。

主席
王　思敬 中国工程院院士、中国科学院地質与地球物理研究所教授与地球物理研究所教授地球物理研究所教授

岡田　義光 防災科学技術研究所理事長

副主席
傳　伯杰 中国科学院資源環境科学与技術局長、教授与技術局長、教授技術局長、教授

池谷　浩 （財）砂防・地すべり技術センター理事長理事長

委　

員

中国側
陳　運泰
謝　和平

他7名

中国科学院院士、中国地震局地球物理研究所教授
中国工程院院士、四川大学校長、教授

日本側
平田　直
水山　高久

他7名

東京大学地震研究所教授、副所長
京都大学大学院農学研究科教授、砂防学会長

震源

紫坪鋪
都江堰市

成都市

虹口

白
砂
川

　印：現地調査地点

北京

南京成都

チベット高原

表-1 科学委員会のメンバー

開会式のようす

図-1 現地調査地点
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　汶川地震の災害現地には多くの方が行ってその報告
を書かれているので、本文では白沙河支川の土石流災
害を主に紹介する。
　成都市から高速道で都江堰市へ行き、その後地震で
破壊され復旧工事中の岷江支川白沙河沿いの道路を通
って虹口深渓淘まで行った。白沙河沿いの斜面では大
小数多くの崩壊が見られた。途中白沙河支川で土石流
により人家が数軒破壊されている現場に寄った。
　土石流は水源山腹部の崩壊（高さ約100ｍ、幅約250ｍ、
目視）を起源とする泥流と、後続流による花崗岩の砂礫
の流れからなり、先端部により破壊された家の残された
壁には、泥水の痕跡が見られた写真-1。そして、家は後
続流による砂礫に埋まっていた。
　虹口深渓淘では、約4mの落差ができた長さ約2kmの
地震断層を見ることができた。我が国では濃尾地震に
よる断層崖が有名であるが、目前に断層崖を見ても、こ
れが地震でつい最近に形成された地形とはどうしても
思えない、そんな気持ちで地震の営力の大きさを感じて
いた。
　虹口～都江堰間では多くの仮設住宅を見た。一見我
が国の仮設住宅によく似ていた。また少し山間部に入
ったところでは、仮設住宅に代わって緑色の迷彩色のテ
ントを見た。話によると、仮設住宅の使用期間は3年、
入所から3ヶ月は1日10元（日本円で約160円）の手当が
出ていたが、現在はすでに切れているとのことであった。
　これらの被災状況の他、落石による家屋破壊や崩土
による道路、橋梁の破壊など広域にわたって数多くの被
害が発生している状況を視察することができた。

３．シンポジウム

　中国科学院資源環境科学与技術局　常旭副局長の開
会挨拶にはじまった開会式は、中国科学院国際合作局
邱 盛副局長、文部科学省増子宏地震防災研究課長ら
の挨拶ののち、出席者全員での記念写真撮影が行われた。
　10月10日午前8時50分からはシンポジウムの基調講
演3題が発表された。（独）防災科学技術研究所　岡田
義光理事長、中国科学院地質与地球物理研究所　王思
敬教授に続いて筆者が「日本における天然ダムの形成
とその対策」と題して講演した。
　茶休の後、4つのテーマに分けられたシンポジウムが
始まった。

　第1部門は「地震と防災」、第2部門は「地震のメカニ
ズムと予報」、第3部門は「地震による二次災害のメカ
ニズムとその防災技術」、第4部門は「地震災害の応急
対策と震後の復旧・復興」とに分けられ、日本からの10
編を含め計23編の論文が発表された。二日間にわたる
シンポジウムは、それぞれすばらしい発表と熱心な質疑
と討論により時間がオーバーするほどであった。
　発表論文には興味深いものが多かったが、特にシンポ
ジウム最後の発表となった成都山地災害与環境研究所
の鄧偉所長による「震後の復興と山地の発展」と題した
論文は中国における山地部の未来発展戦略について論
じたもので、生態と人間居住区域、インフラ建設と安全
保障、教育など7つの戦略をベースにした幅広い防災と
地域づくり構想が述べられた。これらが具体的に実現
することを望んでいるところである。

おわりに

　今回の学術会議は日本からの20名の出席者を含め、
約100名の研究者が参加して、短い日程のなかで災害現
地調査とシンポジウムが実施された。夕食後は新聞記
者との懇談会や、中国側との打ち合わせに時間が費やさ
れて、結局成都の街を見物する時間も全くない状況であ
った。唯一のフリータイムであった帰国日の午前中には、
山地災害与環境研究所に行き、砂防学会と研究所との
共同研究について調印をしてきたところである。
　多忙な旅ではあったが、二十数年前に当時の成都地
理研究所の招待で訪れた成都を想い出しながら、当時か
らの旧友と再会できたことがなによりもすばらしい思い
出となった。
　末筆ながら今回のシンポジウムに声をかけていただい
た文部科学省、（独）防災科学技術研究所の関係諸氏に
感謝申し上げるとともに、現地でシンポジウム開催・実
行にご苦労された欧国強教授に心より敬意を表するし
だいである。

写真-1 土石流で破壊された人家。人物は小長井東大教授
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海外事情

日韓土砂災害
防止技術会議
参加報告
秦耕 二
はた こうじ

（財）砂防・地すべり技術センター 企画部長

仁川空港

麟蹄郡

平昌郡

浦項市

大田広域市

水原市
ソウル

１．はじめに

　日韓土砂災害防止技術会議は、土砂災害対策に関する取り組
みの最新の動向についての情報交換及び意見交換を行い、今後
の日韓両国の砂防行政・技術研究開発に資することを目的に、
平成14年から毎年、両国で交互に開催されており、今回（平成20
年）が第7回目になる。今回の会議は、10月21日から10月25日の
間韓国で開催された。日本側からは、国土交通省砂防部牧野砂
防計画課長、保全課渡調整官、（独）土木研究所内田主任研究員
及び（財）砂防・地すべり技術センター企画部秦の4名が参加した。
以下に会議の概要を報告させていただく写真-1。

2.行政・技術研究に関する意見交換会

　仁川（インチョン）空港で韓国の山林環境科学大学の金（キム）
氏と国立山林科学院の李（イー）氏に出迎えていただき、用意さ
れたバスに乗って早速ソウル市のすぐ南にある水原（スウオン）
市城に向かった。
　水原市には1789年に建設された世界遺産にもなっている有名
なお城があり、その石積み工法を視察した。その後、高速道路に
乗って、今回の会議の意見交換会場である大田（デジョン）広域
市に向かった。その夜は歓迎会が開かれ、韓国山林庁の山林保
護局や大学関係者の方々から暖かいもてなしを受けた。
　翌22日の技術会議では、日本側からは牧野砂防計画課長ら、
韓国側からはChoi Jun Seok山林庁治山復元課長らのご挨拶後、
両国から左のような報告がなされた表-1。最近の話題として、韓
国側からは山火事被災地からの土砂流出の問題などが報告され、
日本側からは岩手・宮城内陸地震による天然ダムの対策などが
注目を集めていた。これらの報告については、それぞれの課題に
ついて日韓双方の行政・研究・技術・施策に関する情報交換を
含めながら活発な意見交換が行われた
　意見交換終了後には日韓両国の代表（牧野砂防計画課長・
Choi Jun Seok治山復元課長）によってミニッツの署名が行われ、
今後も土砂災害に関する情報交換を行うことや、2009年秋に第8
回の土砂災害防止技術会議を日本主催で開催することが確認さ

日本
テーマ 発表者

土砂災害対策の
現状と今後の展開

牧野砂防計画課長

岩手・宮城内陸地震に
おける天然ダムの
危機管理対応

保全課渡調整官

天然ダムの危険度評価と
監視とその課題

（独）土木研究所
内田主任研究員

土砂災害警戒情報を
活用した警戒避難体制の
取り組み

（財）砂防・地すべり
技術センター企画 部長秦

韓国
テーマ 発表者

韓国砂防事業の
今後の推進方向

ChoiJunSeok
山林庁治山復元課長

大型台風による
山火事被害地の土砂災害

江原大学
Chun Kun Woo教授

TPIを適用した
山崩れ発生地の予測

国立山林科学院
Youn Ho Joongs氏

｢水理・水文解釈模型を
用いた山地の浸水災害の
解釈

ソウル大学
Im Sang Jun教授

植生基盤材としての
GABIONを用いた斜
面侵食防止

普州産業大学校
Park Jae Hueon教授

視察箇所位置図

写真-1 第7回日韓会議報告会参加者

表-1 会議のテーマと発表者
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れた。

3.現地視察

　10月23日は現地視察の１日目で、最初に浦項市の砂
防記念公園を訪れた。この公園は、1973年に当時の朴
大統領の、｢国際空路で韓国に入るときに最初に見える
場所が、植生の失われた荒廃山地であるのはいかがなも
のか｣という一声で緑を復元する砂防工事が開始され
たとのことである。その工事の概要は、工費は38億ウオ
ン（時価）、施工期間は1973年～1975年の3カ年、施工
面積4,538ha、労働者延べ人数360万人とのことであり、
当時の諸般の条件から考えて、機械力よりも多大な人力
を使って成し遂げられた工事であると思われた写真-2。
ソウルからはちょっと時間がかかるが、機会があれば是
非ご覧いただきたいところである。
　昼食のあと、高速道路を北へ移動し、横城（フェンソン）
郡へ向かい、自然休養林を視察した。ここまで来ると、
山が深く地形も急峻で、日本の山岳地帯とよく似ている
という印象であった。ということは、土砂災害の形態も
日本とよく似ているのではないかと想像を巡らせながら
バスの窓から景色を観察した。
　森林の樹種としては、日本のように杉・檜が目立つの
とは異なって、造林された樹種としては、チョウセンゴ
ヨウマツ・カラマツがほとんどであるとのことであっ
た。また、構造材として使う割合は少なく、外材の使用
が多いとのことであった。
　翌24日は、まず横城から平昌（ピョンチャン）郡に移動、
ここでは2002年の災害に引き続いて、2006年7月の台
風で甚大な被害を受けた災害現場を視察した（韓国全
体で、死者・行方不明62名、全・半壊家屋数約480戸★1。
ここは、地質的には風化花崗岩地帯であり、日本でいえ
ば1999年に大きな災害を受けた広島市周辺を思い出さ
せるものがあった。ちなみに、韓国全体の地質を見ると、
韓国全体で花崗岩と花崗片麻岩の分布割合はそれぞれ

28％（計56%）で国土の半分以上を占めている★２。
　視察した渓流には高さ7～8m程度のコンクリート製
砂防えん堤とスリット式鋼製砂防えん堤数基がすでに
完成していた。天端の厚さや本堤の法勾配などは土石
流に対応する構造というよりもむしろ谷止めに近いもの
であった写真-3。意外だったのは、我々の経験で考えれ
ば、完成まで普通２年はかかると思われるこれだけの施
設を、わずか3カ月で完成させたと聞いたことであった。
その理由について詳しく聞くことはできなかったが、ひ
とつには、冬期には気温下がり工事ができないため早期
の施工が求められたためであり、もう一つの理由は、用
地取得に要する時間がかなり短くてすむことのようであ
った。
　午後からは、平昌から麟蹄（インジェ）郡に移動し、や
はり2006年の豪雨で被災した渓岸斜面崩壊を起こした
箇所の復旧現場を見学した写真-4。
　翌25日朝空港で、金氏と李氏に期間中お世話いただ
いたことに皆で篤くお礼を述べ、ソウルをあとにした。

4.まとめ

　ここ10年程海外に出る機会が無かったので、今回の
会議は新鮮でもあり、また、国や地域の自然条件・社会
条件によって土砂災害の発生の仕方やその対策は多様
であることも現地視察を通じて実感することができた。
今回学んだことをこれからの仕事に生かしていきたいと
思う。また今回の会議では、韓国の山林庁や各大学関
係者の皆様に親切に各地の現場を案内していただいた、
この場をお借りして謝意を表します。

★参考文献
１  枦木敏仁　韓国土砂災害調査団　SABO vol.89 p21-23
２  （社）全国治水砂防協会　大韓民国の砂防　p26 ‒ 34, 2000. 5

写真-2 砂防公園の山腹工遠景 写真-3 3ヶ月で完成したコンクリート製砂防えん堤 写真-4 長大な渓岸崩壊法面の復旧状況
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2 田上山の山腹工

（1）概要1）概要）概要概要

　田上山は、、図-1に示すように滋賀県琵琶湖の南に位置
し、天神川、宮川、吉祥寺川及び草津川滝ヶ谷流域が含、天神川、宮川、吉祥寺川及び草津川滝ヶ谷流域が含天神川、宮川、吉祥寺川及び草津川滝ヶ谷流域が含、宮川、吉祥寺川及び草津川滝ヶ谷流域が含宮川、吉祥寺川及び草津川滝ヶ谷流域が含、吉祥寺川及び草津川滝ヶ谷流域が含吉祥寺川及び草津川滝ヶ谷流域が含
まれる地域を指す名称である。田上山は、古くからの山、古くからの山古くからの山
林の乱伐や山火事などにより山地が荒廃していた。田
上山における山林伐採の最古の記録は奈良時代にさか
のぼる★４。田上山周辺の渓流から流出した土砂は、大、大大
戸川に流入し瀬田川との合流部付近では、堆積土砂に、堆積土砂に堆積土砂に
よる河床上昇が生じていた★５。さらに瀬田川の下流域
の淀川では，舟運に影響を与え、治水面では降雨のたび、治水面では降雨のたび治水面では降雨のたびたび
に堤防の破堤などの洪水氾濫を生じさせてきた。特に、、
1868（明治元）年に発生した大洪水は、淀川流域に甚大、淀川流域に甚大淀川流域に甚大
な被害をもたらした。
（2）施工状況2）施工状況）施工状況施工状況

　1878年に開始された田上山の山腹工は、連束藁網工、1878年に開始された田上山の山腹工は、連束藁網工、年に開始された田上山の山腹工は、連束藁網工、、連束藁網工、連束藁網工、、
棚止連束藁網工や土留工により、禿しゃ地の土砂移動、禿しゃ地の土砂移動禿しゃ地の土砂移動
を防止し植栽を行い、えん堤工により土砂の流出抑制、えん堤工により土砂の流出抑制堤工により土砂の流出抑制
と山脚固定を行っていた。田上山の山腹工の標準的な
施工方法である積苗工は、1880年より実施され、これ、1880年より実施され、これ年より実施され、これ、これこれ
までに多くの改良がなされ現在に至っている。田上山
独特の工法である保育工は、昭和30年代の試験施工を、昭和30年代の試験施工を昭和30年代の試験施工を
経て昭和40年代から行われている工法で、植栽木であ、植栽木であ植栽木であ
るクロマツの生育を促す保育A工と植生の生育基盤を
改良する保育B工がある。
　山腹工の施工は、1878年以降、流域の下流から徐々山腹工の施工は、1878年以降、流域の下流から徐々、1878年以降、流域の下流から徐々年以降、流域の下流から徐々、流域の下流から徐々流域の下流から徐々
に上流に向かって実施されている（（図-2）。しかし、１度。しかし、１度、１度１度
の施工で緑の復元がなされず、多いところでは５～６回、多いところでは５～６回多いところでは５～６回
も植栽が繰り返し実施されている（（図-3）。現在でも、未。現在でも、未、未未
だに植生の生育が不良な個所や、一度植栽がなされても、一度植栽がなされても一度植栽がなされても

1 はじめに

　山腹工は、荒廃山地における土砂生産を抑制するた
めに用いられてきた砂防工法のひとつで、その原形は文
化文政（1800年代の初め）★１とされている。現在の山腹
工は、山腹基礎工と山腹緑化工に大別され、降雨時の
雨滴による地表面の侵食や土砂流出を防止し、崩壊地
や禿しゃ地の緑化に有効な工法として活用されている。
滋賀県湖南地域に位置する田上山地域（以下、田上山
と略す）における山腹工は、1878（明治11）年に内務省の
直轄砂防事業として開始され、現在に至るまで継続的
に実施されてきた。
　筆者らは田上山の山腹工施工地において、緑化工施
工後の植生の生育状況及び植栽工により植栽された植
生の変遷を調査した。その結果、再び裸地に移行した
箇所、初期導入樹種がそのまま成長している箇所、ま
ったく別の植生に変わった箇所など、多様な様相を呈し
ていることが確認された。田上山の山腹工施工地では、
一度の緑化工施工により緑が復元されて土砂生産を抑
制するという目的が達成される場所は少なく、多くの場
所で複数回の緑化工施工や保育A・B工の開発、施工が
実施されている。
　既往の研究では、植栽工による植生の生育と衰退の
原因について、①頂部斜面の風衝地では山腹工施工後
100年経過後も土壌層、水分条件の影響から植物が矮
生化し、植生遷移の進まないこと★２、②山腹基礎工（1878
～1945年）を伴う山腹工の施工のみでは30°以上の斜面に
おいて、森林が再び荒廃斜面に移行する傾向にある★３な
どの指摘がある。筆者らは山腹工施工地において、土
壌水分観測などを実施し、田上山における植生の生育
と衰退の原因について考察を試みた。

図-1 田上山周辺位置図　
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3

再び裸地に戻る危険性の高い箇所もみうけられる。言い
換えれば、六甲山地などの他の地域と比較して、田上山、六甲山地などの他の地域と比較して、田上山六甲山地などの他の地域と比較して、田上山、田上山田上山
は植生の生育には劣悪な環境を有しているといえる。
（3）裸地面積の変遷と植生状況3）裸地面積の変遷と植生状況）裸地面積の変遷と植生状況裸地面積の変遷と植生状況

　山腹工の実施による裸地面積の変遷について、明治
初頭に調査された裸地の分布図★６、及び1945、1950、
1965、1998年の４時期に撮影された空中写真の判読結
果から整理したものを図-4に示す。ここで、裸地とは樹
冠疎密度（植生の樹冠がどの程度地表面を覆っているか
を割合で表したもの）が10％未満の土地及び禿しゃ地
としている。図-4に示す通り、明治の初めに9㎢（全域
15㎢に占める割合60%）もあった裸地は1945年には5㎢
なり、近年では1㎢未満にまで減少している。樹冠疎密
度は、1964年ごろには約50%であったものが近年では
65%になっている。

 山腹工施工地での植生の生育と衰退

　植栽工に用いられる樹種は、田上山に限らず一般にマ
ツ（クロマツ、アカマツ）が用いられている。これは裸地
などの植物が生育していないところにマツが侵入して
いたことや、裸地におけるマツの発芽率がよいことなど
から、経験的にマツが用いられるようになっていったも
のと考えられる。マツの特性について既往文献★７では
以下のように示されている。
①タネの生産が豊富
②タネは羽をもっていて、遠方まで飛ぶことが可能
③気候の変化に対して、強い適応力
④地味に対する要求度が低く、痩地にも耐える
⑤ 陽樹であって乾燥地においても成育がはやく、他の植
物を圧倒して優勢となりうる
　これらマツの特性は他の植生に比べ、生育環境が劣悪
な場所でもマツは生育が可能であることを示している。
植生の生育状況を決定する因子として、光、温度や水分
などの気候的環境と土壌的環境が挙げられる。土壌的
環境とは、根による水・養分の吸収と土壌の物理性（深
さ、透水能等）や化学性（チッ素、リン酸等）である。田
上山の植生の生育と衰退は、それら因子が複雑に関与
していることが考えられる。ここでは、それぞれの因子
が植生の生育と衰退にどのような影響を与えているの
かについて、地形、土壌及び水分環境の視点から検討を

行った。

3-1　地形条件

　田上山において、斜面方向、斜面傾斜角、地形区分
と植生衰退との関係について検討した。ここで斜面方
向は8方向とし、斜面傾斜角は0～70度の範囲を5度づ

（年）

図-2 初期施工図

図-3 施工回数

図-4 裸地面積と植被率の変遷
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つ14階級に、地形区分は尾根部、上、中、下部斜面及
び、谷部の5区分とした。また植生衰退の実態について
は、1947、1968及び、1998年の裸地分布データを基に、
図-5に示した解析フローに従って解析を行った。
　抽出した新規裸地面積は、1947～1968年の山腹工未
施工地で0.7㎢、1968～1999年の未施工地で0.5㎢である。
なお1947～1968年の期間に施工された山腹工は、その
ほとんどが山腹基礎工のみであったことから、1967年
以降に実施された保育工A、保育工Bと区別するため、
未施工地扱いとしている。図-6に地形因子別の新規裸

地面積率を示す。
　1947年～1968年及び1968年～1999年の２期間で分
析した結果、裸地化する斜面は尾根部の急勾配で西向
きの斜面、上部斜面の急勾配で南から西向きの斜面に
多く見られる傾向がある。また1968年以前と以降では、
1968年以降のほうが裸地化する割合が大きく減少して
いる。これは山腹工の施工年代や施工方法によるもの
と考えられる。1947～1968年の期間に新たに裸地化し
た斜面は戦前の施工地であり、戦後の施工方法と異な
り再荒廃を生じやすかったのではないかと考えられる。
保育工や斜面被覆工は1965年以降の施工方法である。
また、大面積で裸地が存在した戦前に比べ、戦後は砂
防事業の進捗もあり大面積の裸地が減少し、裸地その
ものは存在するがその規模がかなり小さくなっている。
そのため、周辺環境が改善され、再荒廃を生じにくくな
ったことも考えられる。なお、図-6において下部斜面及
び谷地形の個所に急勾配なデータが存在する。これは
本解析メッシュサイズが2×2ｍで行っているために、
露岩地の小起伏を抽出してしまったものと考えられる。
また、その地点の裸地面積率が高くなっている原因は、
裸地面積率は地形ごとに区分されたデータの全個数に
対する比率で算出しているため生じたものと考えられ
る。よって、本解析にはこの結果は評価していない。

3-2　土壌・地質

（1）地質1）地質）地質地質

　田上山の地質は、主に田上花田上山の地質は、主に田上花、主に田上花主に田上花
崗岩と呼ばれる山陽帯花崗岩で
構成され、田上山周辺は深層風、田上山周辺は深層風田上山周辺は深層風
化が著しく、マサ状を呈したセ、マサ状を呈したセマサ状を呈したセ
キ悪地となっている。土壌の形
成及び性質は、基岩である花崗、基岩である花崗基岩である花崗
岩の性質によるところが大きい
ことから田上山と同様に山腹工
を実施し、一度の植栽のみで緑、一度の植栽のみで緑一度の植栽のみで緑
の復元のなされた信楽（滋賀県）、、
栗太（滋賀県）、六甲（兵庫県）及、六甲（兵庫県）及六甲（兵庫県）及
び島田川流域（山口県）の４地域
で岩石の成分を分析した。その
結果を図-7に示す。分析結果か
ら栗東と六甲の各1箇所を除き、、
これら地域の岩石はSiO2を多く

尾根部

下部斜面

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

尾根部

下部斜面

上部斜面

谷地形部

中腹部

裸地面積率
5％～10％

10％～20％

20％～30％
30％

1947（S22）年～1968（S43）年
新規裸地データ（未施工地）

1968（S43）～1998（H10）年
新規裸地データ（未施工地）

③1998（H10）年裸地データ

オーバーレイ解析

1968（S43）～1998（H10）年
新規裸地データ（施工地）

⑦地形区分データ⑥斜面傾斜データ⑤斜面方向データ

統計処理

解析結果

オーバーレイ解析

①1947（S22）年裸地データ

オーバーレイ解析

②1968（S43）年裸地データ

④山腹工施工値データ

図-5 解析フロー

図-6 地形因子別の新規裸地面積率
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含有するアルカリ花崗岩に分類される。田上山及び島
田川流域のサンプルは石英を若干多く含むが、信楽の、信楽の信楽の
サンプルは石英より長石の含有量が多い傾向を示して
いる。このことは若干ではあるが、長石を多く含む信楽、長石を多く含む信楽長石を多く含む信楽
地域のほうが、土壌化がされやすい傾向にあるものと理ほうが、土壌化がされやすい傾向にあるものと理が、土壌化がされやすい傾向にあるものと理、土壌化がされやすい傾向にあるものと理土壌化がされやすい傾向にあるものと理
解できる。しかし田上山の岩石は、岩石の成分組成の、岩石の成分組成の岩石の成分組成の
観点では他の地域の岩石と大きな違いは認められない
結果となった。
（2）土壌2）土壌）土壌土壌

　山腹工の施工年代ごとに調査地点を選定しピット掘掘
りを実施し、土壌（特にA、土壌（特にA土壌（特にA0層の形成）状況を調査した。
A0層は裸地面に対して地表を覆うことで表面侵食を防
止するとともに、植物の生育に必要な水分を下層に供給、植物の生育に必要な水分を下層に供給植物の生育に必要な水分を下層に供給
したり有機物の分解を通して養分の補給をする役目を
有している。また土壌を形成していく重要な役割をもも
っている。このA0層は植栽木からの落枝・落葉により
形成されるもので、植栽からの年数が経過するに従って、植栽からの年数が経過するに従って植栽からの年数が経過するに従って
一般的には落枝・落葉の供給量が増加し、A、AA0層の層厚
も増加すると考えられる。現地調査結果は表-1に示し
たとおりである。
　落枝・落葉による地表落枝・落葉による地表
面の被覆状況は、植栽工、植栽工植栽工
後10年程度で被覆率は
50％程度となり、20年以、20年以20年以
上経過すると被覆率は
100％になっている。た
だし、時間の経過ととも、時間の経過ととも時間の経過ととも
に植栽木が衰退して再びが衰退して再び衰退して再び
裸地化した場所も調査区
域内に見受けられ、この見受けられ、このられ、この、このこの
ようなところでは地表の
被覆率も低下している。
落葉・落枝の供給量（風
乾重量）は、植栽から年数、植栽から年数植栽から年数
が経過するに従って累加
供給量が増加する傾向に
ある。
　土壌層の発達という視土壌層の発達という視
点からみるとA0層の他に
基岩（花崗岩）（R）をベー
スにその上にA・B層の
母材となるC層、褐色で、褐色で褐色で

有機物がやや少ないB層、暗褐色で有機物に富むA層が、暗褐色で有機物に富むA層が暗褐色で有機物に富むA層が
考えられるが調査地点での土壌の層位区分は表-2のと
おりである。表-2に示したようにA層、B層がA、B層がAB層がA0層の下
に形成され、褐色森林土壌型に到達している個所は施、褐色森林土壌型に到達している個所は施褐色森林土壌型に到達している個所は施
工後40年以上を経過した地点のみで、施工後30年程度、施工後30年程度施工後30年程度

№ 施工経過年数 斜面位置 土壌層位の形成 Ａ・Ｂ・Ｃ層の分化 土壌型
1 １年（平成11年）年（平成11年） 斜面上部 C層─R層 ×

未熟土

2 １年（平成11年） 斜面下部 C層─R層 ×
3 10年（平成2年） 斜面上部 C層─C2層─R層 ×
4 10年（平成2年） 斜面下部 C層─C2層─R層 ×
5 20年（昭和55年） 斜面上部 A層─AC層─R層 ×
6 20年（昭和55年） 斜面下部 AC層─Ｒ層 ×
7 30年（昭和45年） 斜面上部 AC層─C層─C2層─R層 ×
8 30年（昭和45年） 斜面下部 AC層─C層―C2層―R層 ×
9 40年（昭和35年） 斜面上部 A層─Ｂ層─C1層─C2層 ○

乾性
褐色
森林土

10 40年（昭和35年） 斜面下部 A層─ＢＣ層─2C層─2C2層─2C3層 ○
11 50年（昭和25年） 斜面上部 A層─Ｂ層─2C層─R層 ○
12 50年（昭和25年） 斜面下部 A層─AB層─B層─BC層─C層 ○

調査地
A0層の厚さ（cm） 被覆率

％
風乾重量
t/ha A0層を構成する主な樹種

L層 F層 H層
H11

（1年経過）
上部 ＜1 ─ ─ 10％前後 0.56 ヒメヤシャブシ、メリケンカルカヤ、クロマツ
下部 ＜1 ─ ─ ＜2 0.03 ヒメヤシャブシ、メリケンカルカヤ、クロマツ

H2
（10年経過）

上部 1～2 ─ ─ 50前後 2.84 クロマツ、その他
下部 1～2 ─ ─ 50前後 6.40 クロマツ、その他

S55
（20年経過）

上部 3 FH層
2～10 cm 100 13.78 アカマツ、ソヨゴ、ミヤコザサ、コナラ、

ヒメヤシャブシ、コバノミツバツツジ等

下部 3～5 FH層2～8cm 100 16.48 アカマツ、ミヤコザサ、コナラ、ヒメヤシャブシ、
コバノミツバツツジ等

S45
（30年経過）

上部 2～3 1～2 2～4 100 26.66 アカマツ、リョウブ、ヒメヤシャブシ、コナラ、
ミヤコザサ、コバノミツバツツジ等

下部 2～3 2 1 100 22.87 アカマツ、リョウブ、ヒメヤシャブシ、コナラ、
コバノミツバツツジ等

S35
（40年経過）

上部 3～5 2 1～2 100 34.75 アカマツ、ソヨゴ、コナラ、コバノミツバツツジ等
下部 3 1～2 1～2 100 15.28 アカマツ、コナラ、コバノミツバツツジ等

S25
（50年経過）

上部 2～3 3～4 +～1 100 37.26 ソヨゴ、ウラジロ、コナラ、コバノミツバツツジ等
下部 2～3～33 2 + 100 33.80 コナラ、タカノツメ、ソヨゴ、アカマツ、イヌツゲ等

図-7 QAP三角図への投影

表-1 植生調査個所一覧

表-2 山腹工施工後の土壌構造
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までの調査地では、A層やB層がほとんどみられない未、A層やB層がほとんどみられない未A層やB層がほとんどみられない未
熟土となっている（図-8に土壌断面図を示した）。一方、、
図-9に植栽工施工後20年を経過した調査地点のクロマ
ツの根系を示したが、生育空間の大きさから20年程度、生育空間の大きさから20年程度生育空間の大きさから20年程度
経過すると、クロマツの根系は十分な生長ができない状、クロマツの根系は十分な生長ができない状クロマツの根系は十分な生長ができない状
況が確認できる。
　山腹工の施工後，植栽木の成長に伴い地表に供給さ山腹工の施工後，植栽木の成長に伴い地表に供給さ
れた落葉・落枝によりA0層が確実に形成されていく。
概ね20年を経過するとA0層は確実に形成されていると
判断できる。さらにそのA0層の形成に伴って土壌が形
成され、施工後40年を経過するとA層が形成される状、施工後40年を経過するとA層が形成される状施工後40年を経過するとA層が形成される状
態に至っている。しかし調査地点によっては植生の生
育に必要な地下空間（有効な土壌層）が樹木の生長に見
合った空間として確保できず根系の成長を阻害してい
る施工地も見うけられた。このことは植栽木が衰退す
る原因の一つとして、樹木の大きさに見合った地下空間、樹木の大きさに見合った地下空間樹木の大きさに見合った地下空間
が確保されていないことが考えられる。
（3）生育空間の形成と形状の変化3）生育空間の形成と形状の変化）生育空間の形成と形状の変化生育空間の形成と形状の変化

　田上山の山腹工では、植生の生育空間形成がいくつ、植生の生育空間形成がいくつ植生の生育空間形成がいくつ
もの方法で実施されている。たとえば、現在しっかりと、現在しっかりと現在しっかりと
した階段工の形状を保っているところは、ほとんどが割、ほとんどが割ほとんどが割
石や雑石などの石積工が施工されたところで、一般的、一般的一般的
に積苗工や筋工が施工されたところはその形状が変化
している。そこで施工年度の異なるいくつかの山腹工
施工地についてその形状の変化を調査した。調査地点
の山腹工の形状を図-10に示した。図-10において施工
後5年では植栽木のクロマツやヒメヤシャブシも樹高
2m以下と小さいが階段工はしっかり形状が残っている。
施工後8年になると植栽木の生長（クロマツで約4m）も

みられるが、階段工は若干の変、階段工は若干の変階段工は若干の変
化があるものの、ほぼ形状をと、ほぼ形状をとほぼ形状をと
どめている。施工後10年では植
栽木のクロマツが約8mと生長
しているが、階段工は比較的し、階段工は比較的し階段工は比較的し
っかり形状がとどまっている。
施工後24年になると、階段工の、階段工の階段工の
形状は若干崩れ始めていて、平、平平
坦部が上部からの土砂で傾斜を
もつようになり、植栽木もクロ、植栽木もクロ植栽木もクロ
マツからヒノキ、アカマツに変、アカマツに変アカマツに変
わっている。施工後74年では階
段工はほとんど形状をとどめず、、

（m）

図-8 山腹工施工地における土壌断面図

図-10 山腹工施工後の断面形状

図-9 施工後20年の土壌断面図
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一様斜面に戻っている。植栽木もクロマツから変わっ
たアカマツが枯死していて、コバノミツバツツジが優先、コバノミツバツツジが優先コバノミツバツツジが優先
木となっている。これらの結果から生育空間の形状が
比較的安定している期間、山腹工施工後約10～20年の、山腹工施工後約10～20年の山腹工施工後約10～20年の
間は生育空間での根系の発達や菌根菌の着生で植栽木
のクロマツが生育する。しかし階段工が崩れ始める25
年以後では、クロマツからアカマツに優先木が変わり、、クロマツからアカマツに優先木が変わり、クロマツからアカマツに優先木が変わり、、
場所によってはさらにアカマツが枯死して、コバツミツ、コバツミツコバツミツ
バツツジに変わっている場所がある。時間の経過とと
もに生育空間の形状が変化し、ついには元の傾斜角に、ついには元の傾斜角についには元の傾斜角に
近い形状へと戻っていくものと考えられる。

3-3　土壌水分環境

（1）降水量1）降水量）降水量降水量

　佐藤★８★９よるとアカマツ林の夏半年（5～10月）の蒸
発散量は約500㎜～600㎜となり、スギ林の約900㎜、
ヒノキ林の約700㎜に比較して水分消費量は少ない。
田上山の位置する大津市の1979年～2000年の22年間
における月別平均降水量の5月～10月期は、1084.9㎜
であり、平年では水分環境には問題がない。しかし雨の
少ない年の平均値は700.6㎜、かなり少ない年の平均値
は435.6㎜となっていて、降水量を100％活用しても大
津周辺の気候では、スギやヒノキ林では厳しい水分状況
となっている。またマツにとっては平均的にみれば、ほ
ぼ最小限の水分の確保が可能となるが、場所によって特
に蒸発量の多いところや水分が地中に浸透しづらいと
ころでは、耐乾性のマツといえども生死に関するような
厳しい条件の場所となっていると推測される。
（2）土壌水分調査2）土壌水分調査）土壌水分調査

　筆者らは、田上山における土中水分量がどのような状筆者らは、田上山における土中水分量がどのような状、田上山における土中水分量がどのような状田上山における土中水分量がどのような状
態であるのかを把握するために、2000年8月から2002、2000年8月から20022000年8月から2002
年3月までの期間、土壌水分観測を実施した。土中水分、土壌水分観測を実施した。土中水分土壌水分観測を実施した。土中水分
量の把握にはTDR土中水分計を用い、地表面より基岩、地表面より基岩地表面より基岩
までの土層を3分割する位置に概ね5㎝、15㎝及び40cm、15㎝及び40cm15㎝及び40cm
の深度に設置し、体積水分率を計測した。なお、裸地斜、体積水分率を計測した。なお、裸地斜体積水分率を計測した。なお、裸地斜、裸地斜裸地斜
面は風化土層厚が10cm程度であるため、5cm深度で2、5cm深度で25cm深度で2
箇所設置した。調査結果を図-11に示した。図-11には
参考として、土壌水分の保持力の指標であるpF値を付、土壌水分の保持力の指標であるpF値を付土壌水分の保持力の指標であるpF値を付
加した。ここでpF1.8は有効水分としての毛管水で保
持する最大の値であり、pF4.2は永久シオレ点（pF3.8、pF4.2は永久シオレ点（pF3.8pF4.2は永久シオレ点（pF3.8
は初期シオレ点）として示されるものである。すなわち、、
pF値でいえばpF1.8～4.2の間に土壌水分値がある土壌

は植物にとって水分を吸収しやすい土壌といえる。
　裸地斜面での観測結果（No.1及びNo.2地点）では、降裸地斜面での観測結果（No.1及びNo.2地点）では、降、降降
雨に対し敏感に反応しているが、無降雨期間ではpF値、無降雨期間ではpF値無降雨期間ではpF値
３以上となり、植物が利用できる水分環境としては厳、植物が利用できる水分環境としては厳植物が利用できる水分環境としては厳
しい状態にあることがわかる。No.3地点は概ね15年生
のクロマツ林で、この地点での土壌水分の挙動は、地表、この地点での土壌水分の挙動は、地表この地点での土壌水分の挙動は、地表、地表地表
面付近は裸地斜面と同様に降雨に敏感に反応している。
しかし25cm深では，10mm以上の降雨に反応し緩やか
に土壌水分が減少していく傾向が認められる。また、表、表表
層部は永久シオレ点以下となるのに対し、25cm深（基、25cm深（基25cm深（基
岩付近）ではpF値4.2を上回ることはない。No.4，5，6
地点は樹林地の土壌水分を計測した結果である。No.4
地点から斜面上部、中部、斜面下部の計測結果である。、中部、斜面下部の計測結果である。中部、斜面下部の計測結果である。、斜面下部の計測結果である。斜面下部の計測結果である。
斜面下方にいくに従い、土壌水分も高い状態で推移し、土壌水分も高い状態で推移し土壌水分も高い状態で推移し
ている。また、樹林地においてはA、樹林地においてはA樹林地においてはA0層中の水分状態も
計測した。尾根部（斜面上部）では、A、AA0層は非常に乾燥
しており，ｐF値4.2を下回ることはほとんどない。こ
れはA0層とA層の間に菌糸網層が発達しており、それ、それそれ
らによる撥水作用によるものと考えられる。長期的な
土壌水分観測の結果、以下の事項が判明した。、以下の事項が判明した。以下の事項が判明した。
① 裸地では土壌水分がpF値4.2を超えることはなく、最、最最
小限の利用可能な水分状態にあると考えられるが、、
植物の生育環境としてはかなり厳しい状態であると
考えられる。
② 尾根部（斜面上部）の樹林地が最も水分環境が劣悪で、、
pF値4.2を上回る状態が頻繁に出現する。
③ 樹林地における尾根部から下部斜面に至る縦断的な
土壌水分の分布では、斜面下部の土壌水分はpF値3.0、斜面下部の土壌水分はpF値3.0斜面下部の土壌水分はpF値3.0
を上回ることがなく、植生の生育条件しては問題ない、植生の生育条件しては問題ない植生の生育条件しては問題ない
が、斜面上方に向かうに従い土壌水分環境が悪くな、斜面上方に向かうに従い土壌水分環境が悪くな斜面上方に向かうに従い土壌水分環境が悪くな
っていることが確認された。
　植生の生育環境には土壌水分に加え、気温の条件も植生の生育環境には土壌水分に加え、気温の条件も、気温の条件も気温の条件も
大きく影響していると考えられる。たとえばアカマツの
最適発芽温度が20～30℃★10であることから、適度な温、適度な温適度な温
度と水分が植生に生育には不可欠である。そこで、土壌、土壌土壌
水分観測と同時に地表面温度も計測した。図-12に田
上山で計測した地表面温度の分布を示した。アカマツ
林が形成されている個所（No.4）では、地表面温度は８、地表面温度は８地表面温度は８
月でも25℃に達する程度であるが、裸地（No.1）では40、裸地（No.1）では40裸地（No.1）では40
～50℃に達しており、より地表面の条件は植物の発芽、より地表面の条件は植物の発芽より地表面の条件は植物の発芽
にとって厳しいものとなっている。
　また斜面方位に関しては、東向き斜面と西向き斜面また斜面方位に関しては、東向き斜面と西向き斜面、東向き斜面と西向き斜面東向き斜面と西向き斜面
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において、土壌水分環境が異なることが明らかとなった。、土壌水分環境が異なることが明らかとなった。土壌水分環境が異なることが明らかとなった。
図-11中のNo.7及び8がその調査結果である。両地点は
尾根を挟んで同標高に位置する斜面で、斜面方向以外、斜面方向以外斜面方向以外
の地形的・地質的な要素はほぼ等しいといえる。しかいえる。しかえる。しか
し結果は、No.8の西向き斜面は、東向き斜面に比べ、乾、No.8の西向き斜面は、東向き斜面に比べ、乾No.8の西向き斜面は、東向き斜面に比べ、乾、東向き斜面に比べ、乾東向き斜面に比べ、乾、乾乾
燥していることがわかった。

 考察

　これまでの調査で明らかとなった事項を整理すると
以下のとおりである。
① 田上山の山腹工施工地は、施工後再度荒廃する個所、施工後再度荒廃する個所施工後再度荒廃する個所
が多く見られる。再荒廃する個所は主に斜面勾配が

25度以上で南から西向きの斜面に多い傾向がある。
また近年再荒廃する割合が低下してきているのは、施、施施
工方法の改良や大規模な禿しゃ地が減少し、施工地、施工地施工地
の微気候が変化したことが考えられる。
② 田上山で禿しゃ地が分布する地域は花崗岩を基岩と
する地域である。これら花崗岩の鉱物組成という点
では信楽・栗太・六甲及び島田川の花崗岩と大きな
違いが認められないが、田上山の花崗岩は石英質を多、田上山の花崗岩は石英質を多田上山の花崗岩は石英質を多
く含み、信楽地域では長石の含有量が多いことから、、信楽地域では長石の含有量が多いことから、信楽地域では長石の含有量が多いことから、、
土壌化する程度に若干の違いがあるものと考えられ
る。
③ 田上山の山腹工施工地では、施工後概ね20年を経過、施工後概ね20年を経過施工後概ね20年を経過
するとA0層（腐食層）が形成され、40年を経過すると、40年を経過すると40年を経過すると
明瞭なA層が確認されることから、褐色森林土壌型の、褐色森林土壌型の褐色森林土壌型の

図-11 土壌水分計測結果（2002.6.1～8.31）
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土壌が形成されるのは施工後40年以上を要する。
④ 施工地における表層土層厚は、場所により異なるが、場所により異なるが場所により異なるが
クロマツの根系の生育に十分な地下空間を有してい
ない個所が見受けられる。
⑤ 田上山における土壌水分状態は植物の生育できる限
界付近の値で推移している。
⑥ 田上山の裸地は土壌水分状態が劣悪であることに加
え、地表面温度も50℃に達することがあり気温の日、地表面温度も50℃に達することがあり気温の日地表面温度も50℃に達することがあり気温の日
格差が大きく、蒸発という点からも植生の生育には過、蒸発という点からも植生の生育には過蒸発という点からも植生の生育には過
酷な条件下である。
⑦ 日照等により斜面の方向で土壌水分状態が異なる。
東向き斜面に比べ西向き斜面の土壌水分状態は劣悪
である。
　これらの事実から、田上山における植生の生育と衰退、田上山における植生の生育と衰退田上山における植生の生育と衰退
の原因について考察を行う。
　田上山はそのほとんどが禿しゃ地という植生にとっ
て劣悪な環境であったことから、クロマツなどの先駆樹、クロマツなどの先駆樹クロマツなどの先駆樹
種を植栽し植生の復元を図ると同時に、土砂生産・流、土砂生産・流土砂生産・流
出の軽減を図ってきた。その過程において、植栽地が再、植栽地が再植栽地が再
度禿しゃ地に移行することがたびたびあった。この原
因は、植生が有効に利用できる水分の不足と植生の生育、植生が有効に利用できる水分の不足と植生の生育植生が有効に利用できる水分の不足と植生の生育
に必要な地下空間の不足が大きな原因であると考える。
田上山の積苗工等は禿しゃ地を尾根部から斜面下方に
向かって水平に法切り工を行い、階段状に整形し掘削、階段状に整形し掘削階段状に整形し掘削
時に発生した土砂を段切した小段に盛り、「ハチ」と呼、「ハチ」と呼「ハチ」と呼
ばれる植生基盤を造成する（底幅80cm×高さ70cm）。
施工直後はこのハチで十分な生育基盤があるが年数が
経過すると、ハチが崩れることで根系を十分に生育させ、、ハチが崩れることで根系を十分に生育させ、ハチが崩れることで根系を十分に生育させ、、
水分・養分を吸収するための地下空間が不足する。そ
のため、植生の生育に十分な水分を確保できず、植栽木、植生の生育に十分な水分を確保できず、植栽木植生の生育に十分な水分を確保できず、植栽木、植栽木植栽木
が枯死するなどして、荒廃地に移行するものと考えられ、荒廃地に移行するものと考えられ荒廃地に移行するものと考えられ
る。斜面勾配が急な施工地に再荒廃する個所が多いのは、、

降雨などで地表面が侵食されハチが崩れやすく、西向きやすく、西向きく、西向き、西向き西向き
斜面等の日照の影響を強く受ける個所では水分の蒸発
が多く、より水分状態が悪いことが植生の後退の原因で、より水分状態が悪いことが植生の後退の原因でより水分状態が悪いことが植生の後退の原因で
あると考えられる。

 おわりに

　本論文では田上山の山腹工の歴史を整理し、山腹工本論文では田上山の山腹工の歴史を整理し、山腹工、山腹工山腹工
の施工と再荒廃の原因について、地形・地質及び土壌、地形・地質及び土壌地形・地質及び土壌
水分環境に着目し検討を行った。その結果、山腹工施、山腹工施山腹工施
工後のハチの変形による地下空間の不足による土壌水
分不足が植生の衰退の原因であることを示した。この
傾向は、急勾配斜面や日照の影響を強く受ける南から、急勾配斜面や日照の影響を強く受ける南から急勾配斜面や日照の影響を強く受ける南から
西向き斜面で顕在化する。また、植生の生育に伴った地、植生の生育に伴った地植生の生育に伴った地
下空間が確保されていないため、植栽後20年を経過す、植栽後20年を経過す植栽後20年を経過す
ると植栽木は衰退することが示された。このことから，
初期施工時に植生基盤であるハチを深く施工すること
や施工後概ね20年を経過した時点で根系の発育状況を
調査するなどし，生育基盤を改善することが必要であ
ると考えられる。
　田上山における山腹工は120年という長い年月の間、田上山における山腹工は120年という長い年月の間、、
これまで延々と行われてきた。その継続的な事業の実
施と調査・研究により、今日、山腹工の効果について定、今日、山腹工の効果について定今日、山腹工の効果について定、山腹工の効果について定山腹工の効果について定
量的な考察を行える段階にあると考えられる。この場
を借りて、田上山の山腹工に携わった方々の労に敬意を、田上山の山腹工に携わった方々の労に敬意を田上山の山腹工に携わった方々の労に敬意を
表するとともに感謝の意を表したい。
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図-12 裸地と樹林地の地表面温度の違い
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平成20年度

砂防地すべり技術研究
成果報告会開催報告
(財)砂防・地すべり技術センター　企画部

　平成20年11月14日午後1時30分より、砂防会館別

館シェーンバッハ・サボーにおいて「平成20年度砂防地すべ

り技術研究成果報告会」が開催された。本報告会は、当センター

の公益事業の一環である研究開発助成事業により行われた研究

の成果を広く一般に公表し、関連事業及び今後の各方面での研

究活動に役立てて頂くことを目的として開催している。

　本年度の研究成果の発表は合計6課題であり、平成19年

度研究開発助成事業により実施された研究5題と、当財団が

　北日本における積雪地帯では、融雪に起因する地すべ
り・崩壊・土石流が頻繁に発生する。現在、降雨に起
因する土砂災害は気象庁と連携した警戒避難基準雨量
の設定が行われつつあるが、融雪に起因した土砂災害は
融雪量の推定が困難なため、検討の対象外となっている。
これは、山地流域における積雪量・融雪量の観測事例
が少ないことに加え、積雪の推測が地形や斜面方位の影
響を受けることや積雪自体の移動等により推測が困難
であるためである。
　そこで本研究では、現地観測を実施しその結果と既
存気象観測データを用いて、精度の高い融雪量の把握
手法について検討を行った。さらに、検討した手法を用
いて既往融雪災害の融雪水量を算出し、気象状況を踏

まえた事例解析を行った。
　融雪量を把握する手法の検討は新潟県の芋川流域を
対象として行った。芋川流域内とその周辺では2005～
2007年の間に計13件の土砂災害が発生している。土木
研究所、岩手大学、湯沢砂防事務所、雪氷防災研究セ
ンターは芋川流域に観測機器を設置し、積雪量、融雪量、
気温、風速、日射量、放射量等の項目について2004～
2006年にかけて観測を行った。これらの現地観測デー
タを用いて、熱収支法、簡易熱収支法、Degree-day法、
Degree-hour法により融雪量を推定し、推定手法の精
度比較を行った。検討の結果、短期的には、手法の違い
による予測精度は同程度であるが、1週間先の予測では、
簡易熱収支法が有利であることがわかった。
　次に、簡易熱収支法を用いて2005年4月23日の芋川
流域の融雪土砂災害および岩手県八幡平地すべりの事
例解析を行った。その結果、芋川の事例では、災害発
生までの2日もしくは3日間の累積で100mm以上の融
雪水量や降雨量が記録されている日に発生しているこ
とが分かった。また八幡平地すべりの事例では、標高
1000m程度の高標高地においても、本予測手法で実用
レベルの予測が可能であることが確認できた。
　今後は天気予報を用いた融雪水量の短期・長期予測
の検討が望まれるとともに、広域での積雪状況等を把
握するため、リモートセンシング技術の活用が望まれる。

実施した業務内容1題からなる。発表内容は、融雪に起因す

る土砂移動の予測手法検討、貴重な自然・文化的遺産がある区

域での自然環境再生に関する研究、降雨時の斜面崩壊測手法の

検討、不飽和堆積層上で発達する土石流のモデル化、地震時

に働く地下水の影響の評価、平成20年6月に発生した岩手・

宮城内陸地震での対応報告、と多岐にわたるものであった。

　いずれの研究も、今後の砂防事業の礎となる貴重な研究成果

であった。以下にはこれらの研究成果の概要について紹介する。

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
いらさわ みちや

岩手大学 准教授 
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　広島県宮島の白糸川において、平成17年の台風14号
により土石流が発生した。当該地区は、天然記念物「弥
山原始林」に属するだけでなく、世界文化遺産の指定範
囲にも含まれており、自然への改変、家屋や施設、設備
の現状改変等は厳しく制限されている。このような場
で安全を確保するための崩壊地の早期の自然再生につ
いて、その考え方や手法の妥当性の研究を行った。
　台風14号による土砂災害の素因としては、風化の進
んだ花崗岩地質であること、急傾斜地形であること、マ
ツ枯れや風倒木が目立つ植生であることなどの自然的
な要因に加えて人々の生活の場が土砂の氾濫・堆積の
場に発達したという社会的要因があげられる。これら
の素因に台風14号豪雨が誘因となって土石流が発生し

たものと考えられる。また、現地調査結果および台風前
後の空中写真を比較した結果から、土石流発生源頭部
は過去に何らかの人工的な土地改変が加えられた場で
あることが判明しており、そこに、前年度の台風による
強風の影響でさらなる弱体化が進んでいた可能性のあ
ったことが、崩壊、土石流発生原因の一つとなったと考
えられる。さらに粘土鉱物分析の結果、土石流堆積物は、
源頭部表層の構成粘土鉱物と白糸滝付近の土石堆積物
が類似していることから、源頭部の上部層が主として流
れ下ったと想定された。
　崩壊跡地の植生回復に関する基礎調査から、崩壊発
生後1年半はそれ以降が小雨であったことも影響して芽
生えは確認できなかったが、2007年度末までに45種類
の植物を確認した。また、モミのように樹高の高い木は
過去の他の崩壊地を含めても生育していないが、他の植
生については、自然の遷移に任せても50年程度経過す
ることで森林のレベルは回復することがわかった。
　これらの研究成果から、当該地域のような保護され
た自然・社会環境を有する場で山腹崩壊が発生した場
合の自然環境再生は、過去の周辺の崩壊等の発生状況、
地形・地質状況、自然状態での植生回復状況などを踏
まえたうえで、人工的な植林よりも、できるかぎり自然
による緑化が望ましく、これを助けるような軽度な手入
れを行う必要があると考えられる。

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
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海堀 正博
かいぼり まさひろ

広島大学大学院 准教授 
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　降雨等によって流水が浸透することによる渓床堆積
物の飽和度の変化は、土石流の発生・発達過程に大き
な影響を及ぼすと考えられる。ところが、従来の土石流
の発生・発達予測においては、渓床堆積物への浸透や
堆積物の飽和度の時間的変化は無視されていることが
多い。
　そこで本研究では、現在、実用段階にある①森林斜
面を対象としてRichardsの式により鉛直2次元場の不
飽和浸透過程を精度よく再現する計算手法と②急勾配
の渓流において河床堆積物を起源とする土石流の発生・
発達に関する数値シミュレーションモデルから、渓床堆
積物の不飽和浸透過程と土石流の発生・発達過程の両
者を同時に数値解析する計算モデルを構築した。
　本モデルを用いて、不飽和堆積層上で発達する土石
流に関する数値解析計算を行なった結果、これまでの
常時飽和とした場合における上流から順に侵食が進む
結果とは異なり、必ずしも上流から順次侵食が生じると
はかぎらないという結果を得た。
　また本研究では、京都大学防災研究所穂高砂防観測
所の試験流域である足洗谷の支流ヒル谷の渓流源頭部
にテンシオメーターを設置して渓床堆積物の水分動態
を計測した。その結果、比較的高強度の降雨時にも上層、
下層は飽和しているにも関わらず、中層が不飽和である
という現象が確認された。
　今後は、現地観測結果や水路実験の結果と比較検討
することによりさらなる検討が必要である。また、観測
領域では流動化が発生すれば、堆積物の流動化機構を
検討するうえで貴重なデータが得られる事が期待でき
る。

　実用化されている土砂災害発生時刻の予測手法のう実用化されている土砂災害発生時刻の予測手法のうのう
ち基準雨量は、ある区域単位で過去の土砂災害発生時は、ある区域単位で過去の土砂災害発生時単位で過去の土砂災害発生時過去の土砂災害発生時
の降雨状況から定めており、個別の渓流や斜面の特性
が反映されていない。次に個々の斜面で行う地表面変次に個々の斜面で行う地表面変個々の斜面で行う地表面変地表面変
位計測に基づく予測式では、崩壊直前の急激な地表面予測式では、崩壊直前の急激な地表面
変位の増加が予測できて有効であるが、「あとどれだけ
雨が降れば崩壊するか」「降雨強度が変化した場合にど
うなるか」などの外力を境界条件とした予測は行えない。
　そこで、「降雨浸透に伴う斜面土層のせん断変形を再そこで、「降雨浸透に伴う斜面土層のせん断変形を再
現する土質力学モデル」を提案した。モデルは「鉛直1
次元飽和不飽和浸透流解析モデル」と「 2次元斜面せ「 2次元斜面せ2次元斜面せ
ん断変形モデル」で構成される。
　今回は、モデルの精度向上を図るために、サクション今回は、モデルの精度向上を図るために、サクション
（土壌水分吸引水頭）と土壌の含水状態（飽和度）でサク
ションに起因する応力増分が決定される式を取り入れに起因する応力増分が決定される式を取り入れが決定される式を取り入れ
た。これにより、現地で計測したサクションと土壌水分
特性から、容易にサクションに起因する応力増分を求め応力増分を求めを求め
ることができる。広島県荒谷川流域における現地観測ける現地観測現地観測
に関して改良モデルを適用した結果、サクションに起因改良モデルを適用した結果、サクションに起因を適用した結果、サクションに起因適用した結果、サクションに起因
する応力増分が大きいほど、同一計算条件下での地表応力増分が大きいほど、同一計算条件下での地表が大きいほど、同一計算条件下での地表
面変位の計算値が大きくなり、モデルが良好に実現象
を再現できた。
　土壌水分特性からサクションに起因する応力増分が土壌水分特性からサクションに起因する応力増分が応力増分がが
導かれるとした仮定が正しければ、降雨浸透に伴う地表
面変位は、土壌水分特性に影響されると考えられる。

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
さとふか よしふみ

立命館大学 教授 
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土砂災害警戒区域等における
斜面動態モニタリング手法の
高度化に関する研究

笹原 克夫
ささはら かつお

高知大学 教授
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　2003年5月26日に、宮城県沖を震源とする地震により、
宮城県栗原市築館町館下地区において、勾配10度のシ
ラスの谷埋め盛土が崩壊・流動化した。勾配10度とい
った緩斜面を対象とした地震動による土砂災害の発生
メカニズムに関する既往の検討事例はなく、本研究では
地下水を有する斜面の地震時の崩壊危険度を評価する
ためで、地下水を有する斜面模型に地震外力を与える
ことで、流動化過程の再現・流動状況の観察、土中の
間隙水圧の変化及び加速度との崩壊発生の関係を検討
した。
　実験装置は、振動台上に配置した斜面模型中に、間隙
水圧計、加速度計を設置した。また、振動台底面にチ
ューブを配置し上部から水を供給することで、パイプ流
を再現している。実験対象としてシラス・マサ土を用
い、間隙比を1.2、1.6の2パターン、加速度を200、400、
600galの3パターンについて比較検討を行った。
　その結果、土質、加速度に応じて崩壊形態が3タイプ
に分類された。加速度の付与に伴い、シラスでは間隙水
圧の急激な上昇が確認された一方、マサ土では緩やかな
上昇が確認された。崩壊実験結果と無限長斜面を仮定
した安定解析結果を比較すると、水圧を考慮した場合
に安全率と現象が一致することが明らかとなった。

　平成20年6月14日に岩手県一関市を震源に最大震度
6強の地震が発生し，岩手県・宮城県を中心に甚大な被
害を与え、土砂災害によって死者9名・行方不明者6名
の人的被害を発生させた。特に駒ノ湯温泉では土石流
による被害が発生し、各支川や本川の河道沿いでは大
規模な河道閉塞により天然ダムが形成され、多くの住
民に影響を与えた。本報告では、当センターが岩手県お
よび宮城県より委託を受けて検討した「地震による土
砂移動実態」及び「今後想定される土砂移動現象」を中
心に報告を行った。
　地震による土砂移動や崩壊の特徴としては、地震の
震源地周辺よりも栗駒火山山麓で多くの崩壊や地すべ
りが発生していること、勾配が急な斜面ほど崩壊発生
面積率が高くなるが、二迫・三迫流域では10°～20°程
度の緩斜面で崩壊・地すべりが多発していること、ドゾ
ウ沢や産女川で局所的に土石流が発生していることな
どから、複雑な栗駒山周辺の地形・地質により、多様性
のある崩壊や土砂移動が発生していることが挙げられ
る。
　一方、今後想定される土砂移動現象としては、土石
流や斜面崩壊といった地先的現象と、降雨等による土
砂移動による河床上昇等による水系的現象が考えられ
る。そこで想定される土砂移動現象に対し、数値シミ
ュレーションによる氾濫範囲を設定し被害の可能性を
示した。
　これらの検討結果に基に，地域の安全性を地震発生
以前のレベルにする目的で対策方針が打出された。今
後は、警戒避難のあり方の検討、モニタリングの実施や
斜面等の詳細な現地調査を行い対策計画に活かすこと
が求められる。

講演会報告

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
まつむら かずき

京都府立大学大学院 教授 

講
演
5

平成 20年
岩手・宮城内陸地震による
土砂移動実態

古賀 省三
こが しょうぞう

砂防・地すべり技術センター
砂防部部長 

講
演
6
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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

技術の詳細に関するURL：http://www.ntp-ct.co.jp/kusabi/

くさび型アンカー工法

審査証明取得日： 平成19年5月16日　審査証明取得会社：（株）日西テクノプラン

技術審査証明16

　くさび型アンカーは、アンカー体拘束具に

くさび機能を持たすことで、拘束度の高いア

ンカー体側方地盤の支圧強度を利用できる

ようにした最新の定着システムです写真-2。

　すなわち、拘束具の引き抜き変位にともな

い、くさび力（圧縮力）が周辺地盤へ伝わり、

一方で拘束地盤の反力もこれに呼応して高ま

るため、アンカー体の変位はおのずと抑制さ

れるというものです。

図-1、写真-1はアンカー体の長期耐久性を観

測中（アンカー孔径1cm、定着長15cm、荷

重32.8kgf）のものであり、くさび型アンカー

では観測開始100日程度で変位が収まり、恒

久的抑止状態に達したようすがわかります。

技術の特徴・概要

技術名称

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

耐久性に優れており、特に持続的外力が作用しやすい道路法面等での地すべり・崩壊対策に適しています。

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

設計荷重が大きくなるほど拘束具が重くなるため、軽量化等の工夫が課題となっています。

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

松江第五大橋道路南側側道法面工事
（基本調査試験立会：松江国道工事事務所）

300W型拘束具荷姿
（島根県松江市佐田本郷地区崩壊対策：設計荷重130kN/本）

写真-2
アンカー体荷重分散状況
（拘束具によりアンカー力Pが
側方地盤へほぼ均等に分散し
ている）

図-1
アンカー体引き抜け変位状況
（荷重載荷より7ヶ月経過時点）

写真-1
各種アンカー体
耐久性試験観測状況

0

経過日数（日）

恒久的抑止状態

30 60 90 120 150 180 210
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鋼製スリットえん堤T型

技術審査証明17

審査証明取得日： 平成19年12月12日　審査証明取得会社：日鐵住金建材株式会社

技術の詳細に関するURL：http://www.ns-kenzai.co.jp

技術名称

たはバットレス）コンクリートへの接続には鞘管構

造を採用し、施工性の向上を図っています。また、

鋼製フレームを支持する左右岸2mの非越流部コ

ンクリート断面は、鋼製フレームに作用する荷重の

一部を負担することから、補強材を配置することに

よって安全性の向上を図っています。

鋼製スリットえん堤T型の特長は以下の通りです。

・ 鋼製フレームは、基礎および非越流部（または

バットレス）の3面コンクリートで支持されるため、

一部の部材が破損した場合でも全体の倒壊につ

ながらないリダンダンシーの高い構造です。

・ 3面支持による平面格子構造のため、鋼製フレー

ムの鋼材使用量および基礎コンクリート量を大幅

に削減することが可能です。

・ 部材が破損した場合においても脱着が容易な鞘

管構造であるため、速やかな修復が可能です。

また，平面格子構造のため、捕捉した礫や流木

の除去作業が容易です。

実際に技術を適用して困った点、今後の改良課題について

技術のアピールポイント、得意とする現場条件や施工法と比較して有利な点など

　鋼製スリットえん堤T型は、土石流・流木の捕

捉を目的とした鋼管フレーム構造による閉塞型の

透過型砂防えん堤で、「土石流・流木対策設計技

術指針」にも対応しています。鋼製フレームは、

梁材と柱材で構成され、基礎コンクリートと非越

流部（またはバットレス）コンクリートの3面で

支持する構造としています。梁材の非越流部（ま

技術の特徴・概要

　現在のところ、実際の現場で施工した実績はあ

りません（平成20年11月現在）。試験施工では、

鋼製部の施工の際、非越流部（またはバットレス）

コンクリートに配置される鞘管の施工精度が要求

されるため、今後施工性の向上が図れるように改

善に取組んでいく予定です。 補強材透視図
（上流視）

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

施工イメージ図（CG）下流視

構造概要図
（多径間）上
流視

試験施
工状況
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インタープリベント
幹事会・理事会報告
丸井 英明 まるい ひであき
インタープリベント理事・学術委員

１．はじめに
　国際防災学会インタープリベント本

部の幹事会、理事会が2008年10月

16日、17日にかけて、本部が置かれて

いるオーストリア南部ケルンテン州のク

ラーゲンフルトにおいて開催された。さ

らに、18日には学術委員会がスロヴェ

ニアの首都リュブリヤナで開催された。

今回の本部会議の開催に併せて、当初

はインタープリベント設立40周年の記

念行事においてパネルディスカッション

が設定されており、日本を代表して池谷

副会長が、インタープリベントに日本が

果たしてきた役割に関して発言される予

定であった。しかしながら、州知事のイ

ェルク・ハイダー氏が交通事故により

10月11日に突然死去されたことを受け、

同州内では氏の逝去を悼み一週間の

間一切の公的行事が中止された。その

ため、インタープリベント40周年記念

行事も中止されるに至った。改めて来

年3月の総会開催時に行われる予定で

ある。

２．幹事会
　10月16日に開催された幹事会は正

副会長、事務局長を中心とする役員会

であり、翌日の理事会に先立って今後

の方針の骨子を議論する会議である。

今回の中心議題は本年5月にフォアア

ルベルク州のドルンビルンで開催された

インタープリベント第11回大会の総括

であった。ローナー会長から概要説明

が行われ、324名を数える参加者によ

る会議は成功裏に運営され、内容的に

も満足のいくものであったとの評価が

なされた。一方で、5日間という会期は

長すぎて全期間の出席は困難であると

いう意見に関して論議がなされた。大

会への参加者は大学、研究所等の研

究者よりも行政組織の技術者が多数

を占めていることから、より参加しやすく

するにはどうすればよいか検討がなされ

た。池谷副会長は、大会期間中にお

ける砂防行政官サミットの重要性を指

摘し、そのための十分な時間を他のセッ

ションと重複しないように確保すること

を提起された。幹事会の大勢としては、

大会中の核となる発表期間として週の

初めの連続した3日間を確保し、フィー

ルド・エクスカーションをそれ以前ある

いは以後とし、サミットを追加する、とい

う方針が提示された。そして、翌日の理

事会や翌々日の学術委員会で意見の

提示を求め論議を深めたうえで、さらに

検討を加え次回の会議で結論を出すこ

ととなった。次の議事は、インタープリ

ベントの最近の状況報告であった。コ

ボルチュニク事務局長からホームページ

がドイツ語、英語、イタリア語、フラン

ス語の4ヶ国語で記載され、またこれま

での大会のプロシーディングスに掲載

された全ての論文をウェブサイトに掲載

し、検索可能としていることが報告され

た。さらに事務局では、賛助会員のカ

テゴリーの導入、すなわち市町村や企

業を対象として、投票権がない代わりに

低額の会費の賛助会員を増やすという

案を検討している旨の報告があった。そ

の他に研究活動として、気候変動に伴

う災害危険度の変化に関連して、アル

プス全域でモニタリングを実施すること

を包含した、総合的なリスクマネジメン

トを目標とする”AdaptAlp”というプロ

ジェクトに取り組むことが報告された。

３．理事会
　10月17日には理事会が開催され、

その主要な議事は5月にドルンビルンで

開催された第11回大会の総括であった。

大会実行委員長であるフォアアルベル

ク州砂防及び雪崩防止局のライテラー

局長並びに学術委員長であるリュブリ

ヤナ大学ミコシュ教授からの総括報告

に引き続き、会期短縮案に関する論議

が行われた。短期間の参加を認める案

や平行セッションの開催等の意見も出

される反面、他方では開催形態を維持

するべき、すなわちインタープリベントの

本質は様々な分野の専門家が一同に

会するという学際性にある点を強調す

る意見も提示された。

　ホームページが4ヶ国語で記載されて

いることに関連し、異なる言語間で専

門的概念や用語を的確に翻訳すること

の困難さに関する指摘がなされた。さ

らには、翻訳以前の問題として防災分

野における種々の概念の定義を統一す

ることの困難性に関する指摘もなされ

た。

　その他の項目においては、ローナー

会長から特に池谷副会長から寄贈され

た「砂防カレンダー」が披露され、要請

を受け池谷副会長が砂防カレンダーの

由来と内容について紹介された。会長

は防災に関する意識の昂揚に対して有

効であろうという感想を述べられた。ま

たPRの一手段として、参加した各国の

代表も興味を示していた。その他、10

月末にミュンヘンで開催が予定されて

いる水に関する会議の紹介や、台湾で

の環太平洋インタープリベント会議の

準備状況に関する報告等が行われた。

　最後にローナー会長から、今回ハイ

ダー州知事の事故死によって、インター

プリベント設立40周年記念行事が直

前になって中止されたことに関する御詫

びの言葉が述べられ、2009年3月27

日の年次総会開催にあわせて改めて記

念行事を行う旨説明があった。
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C E N T E R  N E W S

行事一覧（10月～12月）

協賛（後援）
●10月15日～16日 （社）砂防学会シンポジウム（協賛）
●10月30日～31日 2008火山砂防フォーラム（協賛）
●11月11日～15日 2008地すべり国際会議　「アジア太平洋地域のランドスライドハザードとその管理」（協賛）
●12月1日～7日 雪崩防災週間（協賛）

人事異動

●9月30日付 【退　職】 鈴木 拓郎　砂防技術研究所砂防システム研究室研究員
   （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研究官へ）

●10月1日付 【採　用】 伊藤 英之　総合防災部技術課課長代理
   （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研究官より）

●11月15日付 【退　職】 植野 利康　砂防技術研究所上席研究員
   （国土交通省河川局砂防部砂防計画課付へ）

STC短信

11月14日シェーンバッハサボー「平成20年度砂防地すべり技術研究成果報告会」開催　（詳細は本文参照）

12月11日標記委員会が当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
議案１　編集方針について
議案2　平成21年度記事案について　

委員長 西田 一孝 共和コンクリート工業（株）　特別顧問
特別顧問 廣住 富夫
委　員 小川 紀一朗 アジア航測（株）　推進事業本部　コアテクノロジー事業部
  新砂防グループﾟ　マネージャー
 栗原 淳一 長野県土木部参事（兼）砂防課長
 杉本 良作 近畿技術コンサルタンツ（株）　技術顧問
 松村 和樹 京都府立大学大学院　教授
 松村 みち子 タウンクリエイター　代表　　　　　　　　　（50音順、敬称略）

 近藤 浩一　 （財）砂防地すべり技術センター専務理事
 松井 宗廣 （財）砂防・地すべり技術センター理事　研究所長
 （財）砂防・地すべり技術センター　各部長

機関誌「SABO」編集委員会開催
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依頼講師

依頼者 講師 　 内　　容

国土交通省
国土技術政策総合研究所

総合防災部課長代理
伊藤英之

10/8 砂防研究報告会第五分科会での話題提供

（社）日本地すべり学会
中部支部

専務理事
近藤浩一

10/22
パネルディスカッション「これからの地すべり
対策に向けて」パネリスト

長野県砂防ボランティア協会
斜面保全部長
綱木亮介

11/11
平成20年度　北陸信越地区斜面判定士に関
わる講習会　講師

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
理事長
池谷浩

12/5
JAXA陸域観測技術衛星データ利用シンポジ
ウムパネラー

東京管区気象台
総合防災部長
安養寺信夫

12/10
火山解説業務研修「わが国のハザードマップ」
講師

横須賀市生涯学習センター
理事長
池谷浩

12/10、17、1/21 横須賀市市民大学講座「火山と地震」（後期）

海外派遣・協力

出張先 出張者 月日 内容

中国成都 理事長池谷浩 10/8～12 日中地震防災学術シンポジウム（文部科学省）

オーストリア 理事長池谷浩 10/15～19 インタープリベント理事会40周年式典

アメリカハワイ島
総合防災部長安養寺信夫
砂防部次長菊井稔宏

10/19～24 砂防界外セミナー及び視察

韓国 企画部長秦耕二 10/21～25 第7回日韓土砂災害防止技術会議

韓国 総合防災部長安養寺信夫 10/27～31 江原大学講演

台湾 砂防部課長代理嶋大尚 11/16～22 2008年台日砂防共同研究討論会

パキスタンカシミール 専務理事近藤浩一 11/24～12/2 海外学術調査団

ホンジュラス 斜面保全部長綱木亮介 12/1～13 地すべり防止計画基本設計調査団
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C E N T E R  N E W S

「㈳砂防学会　シャッター砂防えん堤
現地検討会」参加報告

　去る11月19日に、社団法人砂防学会が主催する「シャッター
砂防えん堤現地検討会」が開催され、大学・行政担当者・民
間コンサル・メーカーなど30名ほどの砂防関係技術者が、国
土交通省松本砂防事務所管内の扇沢に集まり現物を見なが
ら構造や機能について議論した。
　当センターからは総合防災部の安養寺部長、荒井、池田、
砂防部からは黒田、企画部吉田課長代理、近藤、砂防技術研
究所嶋室長が参加したので、その概要を報告する。

　シャッター砂防えん堤は、京都大学大学院の水山教授など
により近年提唱された新しい形式の砂防えん堤である。砂防
えん堤は流砂系土砂管理の観点からは、平時の土砂は通過さ
せ必要な時に有害な土砂を捕捉する機能を期待されており、
出水や土砂移動情報に連動してシャッターの開閉を行うこと
によってこの機能を確実に発揮できるよう考案された構造で
ある。
　今回現地で検討した「シャッター砂防えん堤」は、松本砂
防事務所管内の高瀬川支川篭川に平成10年12月に設置され
た既設の扇沢砂防えん堤（コンクリートスリットえん堤）を改
良したものであり、シャッター部となる鋼管を設置するため
両側に1.0mずつコンクリートを打ち増して、スリット幅を5.0m
から3.0mとしている。また機能を確認するための試験施工
であるため、おおむね２年確率規模の洪水によって移動する
直径60cmの礫を捕捉することを目的として、鋼管の間隔は
50cmに設定されている。

　現地検討会当日はあいにくの寒空で現地に向かって山を登
るにつれて雪が降りしきり予定していた管理用道路が雪で埋
もれて車で通行不能であったため、参加者は15分程度歩いて
現地に到着した。降りしきる雪の中で、事前に用意した資料
を用いて砂防学会の石川事業部会長および松本砂防事務所

の宮下主査から説明がなされ、参加者からは活発な質問や意
見が出された。
　特に構造や運用に関して、小出水時の土砂を流下させるた
めにシャッターの下に空間を設ける。シャッターの開閉をす
るために重機を現場に運ぶのではなく、あらかじめえん堤に
設置したワイヤークレーンで鋼管をつり下げる。などのアイ
ディアが現地で参加者から出された。

　その後は松本砂防事務所の案内で高瀬川に設置された砂防
樹林帯の見学も併せて行った。この砂防樹林帯は適切に管理、
育成することにより下流に流下する土砂のうち約半分を抑制
することができることなどの説明を受けた。

　シャッター砂防えん堤も砂防樹林帯も、これまでにない新
しいアイディアを盛り込んだ砂防施設であり、普段はなかな
か目にすることができないが今回現地で実物を見ることがで
き参加者にはよい勉強となったと思う。
　またこれらの施設は未だ試験中ということもあって、今後
も様々な改良がなされること思うが、その際に参加者から出
されたアイディアが生かされることがあれば双方にとって有
益な現地検討会だったといえる。
　今後もこのような機会があれば積極的に参加していきたい
と思うとともに、今回の検討会実施にあたって尽力された石
川部会長をはじめとする砂防学会事業部会と松本砂防事務
所の関係者の方々に御礼申し上げます。

企画部：吉田真也
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シャッター砂防
えん堤全景

現地検討会の様子
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鯨飲馬食

界隈
食べある考
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編集後記
市ヶ谷便り

　冬の夜空は豪奢ですね。凍てついた夜風にさらされて、青
白い輝きを放つシリウスをはじめ小さな星々までもきらめき
を増していきます。しかし都心ではオリオンの三つ星を見つ
けるのがようやくのこと、こぼれるような星くずたちはその
存在を消し去ってしまいます。歴史の中の出来事もそうなの
かもしれません。人々の記憶に残ることがらは膨大な事実の
ごく一部、折々の感情などは時の闇へと沈んで忘れ去られて
いくのでしょう。今回の座談会は、『新砂防』創刊という砂防
史に輝く星座のかげの、街の灯に薄れてしまったスターダス
トのような、そんなエピソードを残しておきたいという思い
からはじまったことでした。

　教科書や文献に登場する偉人たちは、皆いちように謹厳
実直でいささか人間味に欠けるようにお見受けいたします。
「砂防の始祖」赤木正雄先生も、現代砂防界を睥睨するニッ
カー姿の銅像でしか存じ上げませんでしたが、理想に燃え挫
折に傷ついた往年の姿が文中に彷彿としてきます。そしてな
により当時学生だった諸先輩方が、さまざまな軋轢を越えて
創刊に漕ぎ着けられるようすが活き活きと伺えました。「な
にが彼らを駆り立てたのか、それが永い間の疑問であった」

とは発案された川名さんの言葉です。紙の入手以前に食糧す
らままならぬ、既存の価値観が根底から覆された混沌の中で、
国を再建するのは自分たちだとひたむきに信じられたのは若さ
ゆえだったのでしょう。

　そして彼らに助言を与え、苦言を呈し、時には軌道修正しな
がら成功に導いた周囲の人々、その存在を記しておきたいとい
うのもまたこの企画の意図だと気づきました。恐れを知らない
若さに対して失うことの痛みを知るおとなたち、それは若い眼
には時にじれったくも思えたでしょう、そのほんとうの重みを
受け止めるのは自らもまた失う怖さを知ってのち……、髪に霜
が降り、写真がセピアに変色するだけの月日が必要なのです
ね。「守るべきもの」を築き
上げた星霜は青春にも代え
難いもの・・・、重ねた歳月
を慈しみ、積もり行く日々に
よりいっそうの輝きを増すよ
うな、麗らかな新年をお迎え
になりますように。
　　　　　　　　　　　（J）

　すっかり寒くなりました。忘年会～新年会の
季節、鍋です。ふぐちり、きりたんぽ鍋、水炊き、
クエ鍋、カキの土手鍋、チゲ鍋、火鍋、タイすき、
フォンデュ等々……。空腹時に原稿を書こうと
するものではありません。我慢できなくなりま
した。
　ふと気付くと、地下鉄丸ノ内線・新宿御苑
駅の駅裏にいました。「みの家　新宿店」（新宿
区新宿2-1-14、TEL3354-4518）、馬刺しと
桜鍋の店で、本店は江東区森下にあります。馬
肉は低脂肪、高タンパクで体が温まるといいま
す。格子戸をくぐると、ほわっと濃い甘辛醤油

味の香りが漂い、「関東育ちに
はこれだな」と、食べる前から
美味しいと確信しました。
　まずは馬刺し。肉厚の赤身を
ショウガ醤油で行く。タテガミ
（の根元の脂身）もあり、脂がさ
らっとしていて美味です。燗酒
で舌を洗いつつ、一枚が二枚、
二枚が三枚。
　ほどなく浅い小振りの鉄鍋に
入った桜鍋が運ばれて来る。桜

鍋は、ひと言で言えば馬肉のすき焼きで、けと
ばしとも言います。割り下の中に肉が敷かれ、
八丁味噌だれが添えられています。味噌が溶け
てきたところでネギや麩を入れます。肉が固く
なるので肉の赤味が残るうちに食べるほうがよ
いとのこと。グツグツグツ、もういいかな。溶
き卵にくぐらせてほおばれば、口が熱いけれど
幸せです。大徳利、もう一本ちょうだい。
　程よく酔ったら、締めにはうどんかおじやを
追加できます。これが鍋のあとの楽しみですね。
　牛すき焼きに比べて脂がこたえないので、食
べたあと胸やけしそうな感じは全くありませ
ん。食べて軽く飲んで、予算は@5,000円位と、
懐にも牛より優しい。店を出れば上気した頬
に冬の冷気が心地よく、「今年もよい年だった」
と思えてくるでしょう。
　メタボな私の家でも週末ごとの鍋の季節が始
まりました。「冬はやっぱりお鍋よね」という
家内の言葉の裏には「準備が楽♪」という理由
が潜んでいるのですが、それでも、熱燗付きと
言われると、心の中で尻尾を振ってしまうこの
頃です。

（H）
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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
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