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巻頭言

砂防がより多くの人から
支持されるために

海堀 正博 かいぼり まさひろ
広島大学大学院 総合科学研究科 准教授

　先日アメリカ合衆国のオバマ大統領の就任式があ
った。メディアを通じてアメリカ国民の熱狂ぶりが伝
わってきた。それどころか世界中の多くの人が今回
の大統領就任劇を伝えるメディアに目を奪われたり
耳をそばだてたりしていた。いったい何がそうさせた
のか。
　おそらく彼の発してきたメッセージが人々を虜にし
たのだろう。人種や主義や世代や地域を超え、あらゆ
る階層の人々の心を動かす力がそこにはあった。世界
的な大不況はアメリカ発の経済危機がもたらしたも
のであるが、同時にそれは世界中に不安定な政情と混
乱を産み出しただけでなく、未来への希望さえ抱けな
い重苦しい空気で包み込まれ、先の見えない状況をも
つくり出していた。彼のメッセージは、あらゆる階層
の人々が手を取り合って協力することでその暗い状況
から抜け出すことができる、アメリカをよい方向に変
えることができる、ということを予感させるものであ
った。アメリカが変われば、世界の状況も好転するだ
ろう。よその国のできごとであるのに、何と多くの人々
がそのような期待を抱いていることか。あらためて将
来に夢や希望が抱けることの重要性を強く認識する
ことができた。
　私はそのとき砂防も同じことなのではないかと思っ
た。防災とはいのちを守ることである。砂防の場合、
人のいのちを守るために、土砂災害の発生危険の有無
を調べ、その情報をハード対策やソフト対策などに活
かしながら防災を進めている。たとえば、危険度の高
い地域を守るためには堰堤や護岸工など砂防施設に
よる渓流の保全を図る場合があるが、これによって多
くの人のいのちを守ることにつながっている。しかし、
砂防施設やその建設に対する世間一般の風当たりは
近年その強さを増しているように感じられる。簡単に
は施設を導入できないような状況が増えているよう

に思われる。どうしてこのようなことになるのだろう
か。
　ひょっとすると「安全」「安心」を追求するあまり、
何か魅力を失わせる砂防になってしまっているのでは
ないだろうか。自然の持つ不安定さや激しさやスリ
ルなど、危険性をも伴う要素が、じつは非常に重要な
魅力的要因だったのではないか。そういえば、断崖絶
壁や今にも落ちてきそうな巨大な岩塔、湧き上がる噴
煙などの景観には、危なさ以上に自然の神秘や力強さ
などむしろ魅力を感じているのではないか。
　いのちがあるというのは変化することでもある。た
とえば、広島県宮島の紅葉谷川庭園砂防では季節に
よる色づきの異なり、年によるその色づき方の違いが
感ぜられじつに自然である。大雨の時には土砂混じ
りの水が流れることもあれば、雨が止んでしばらくす
るとみごとに透明な水流に変わる自然さもある。自
然のいのちがみごとに生かされている。「変化する」
自然の魅力を損ねることのないような砂防ができれ
ば、いのちを守る砂防はもっと多くの人々に支持され
るものになることだろう。
　いのちを守るということは、ただ、いのちが保たれ
ればよいというのではなく、生きていてよかった、助
かることができてよかった、とまずは思い、その後も
思い続けられるようにすることであると思う。生きた
い、助かりたいという気持ちが人々の根底にあること、
そのうえで、生かせたい、助けたい、という気持ちで
いのちを守ってあげられることが重要である。「安心」
「安全」の確立だけではなく、生きていることに喜びや
希望を抱けるような環境をも同時に創りあげていく
ことこそ、本当の意味での「いのちを守ること」では
ないか。砂防を通してそれらが実感できるように豊か
な生き方につなげられればと願っている。
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執印康裕
しゅういん やすひろ

宇都宮大学農学部森林科学科 准教授

森林植生による
表層崩壊防止機能の
評価に向けて

論説
1    はじめに

　読者諸氏のなかには、本タイトルを見て何をいまさら
寝ぼけたことを書いているのかと思う方がおられるであ
ろう。そもそも森林植生が表層崩壊防止機能を有して
いることは、学生時代に森林科学関連分野の講義等を
受けた経験がある方であれば、散々聞かされているし、
そうでない方でも実際の山腹緑化あるいは林野の保安
林における土砂災害防備保安林もそのことを自明のこ
ととして取り扱っているのではないかという意見をもた
れるかもしれない。さらに述べれば研究分野においても、
この種の研究に対して数多くの研究者が色々なアプロ
ーチ手法を用いて古くから取り組んできており、21世紀
の今頃になってわざわざ、貴重な本誌の紙面を割いてで
も論述する必要があるのかという疑問をもたれる方が
おられることは想像に難くない。
　しかしながら、某委員会に出席させていただいた折、
ある方が、「もう少し森林植生の表層崩壊防止機能を定
量的に評価したうえで、それを例えば今後の土砂災害対
策の一部に反映させることができないのでしょうか？」
という趣旨の発言を聞いた時、曲がりなりにも研究者の
末席に身をおく者としては、これに答える社会的責任が
あると感じた次第である。
　考えてみれば、社会的見地から森林植生の影響を実
際に考慮したものとしては、私が知る限りにおいて林野
庁による山地災害危険地区調査要領があるのみであり、
県・市町村レベルでの土砂災害警戒避難の運用や、国
土交通省におけるいわゆる土砂災害防止法（以下：土
砂法と称す）においては森林植生の影響は特に考慮され
ていないことも事実であろう。むろん、ここで警戒避難
基準の運用や土砂法について森林植生の影響を考慮す
べきであると主張する心算は毛頭ないことを念のため
断っておく。
　この背景には、人命と直接的に関係する極めて重要な
政策（警戒避難基準の運用や土砂法等）に対して、森林
植生の影響を信頼して取り入れるに足るだけの答え、あ
るいは情報が十分に示せていないということに最大の
要因があると考えるからである。
　このような背景のもと、森林の表層崩壊防止機能の
評価について、私なりに考えていることを此処に記述す
るものである。
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2    森林植生の表層崩壊防止機能の　　　　　　　
要因評価手法について

　森林植生が表層崩壊に与える影響要因を評価する手
法を大別すると、
手法１：統計・経験的手法を用いて評価する手法
手法２：解析的手法を用いて評価する手法
の２つに区分される。図-1にその概略図を示す。
　統計・経験的手法を適用して評価する手法は、過去
において発生した表層崩壊と森林植生・地形・地質等
の因子と表層崩壊発生の関係性について数量化Ⅱ類等
の統計的処理を行い評価するものである。林野庁の山
地災害危険地区指定要領における山腹崩壊危険地区の
指定は、この統計・経験的手法によって行われている。
　この手法は一定の統計的処理手法の手順によって地
形、地質、林況等の因子ごとのパラメータが定まりさえ
すれば客観的な評価を行うことが可能である。しかし
ながら因子ごとのパラメータ等を決定するにあたって
は、当然のことではあるが、森林植生と表層崩壊の間に
存在するメカニズム等についての知識と豊富な経験が
必要とされるものであることから、誰もが簡単に決定で
きる性質のものではないといえる。表層崩壊の地域性
を考えると、ある地域での評価が行えたとしても他の地
域に対して適用するには、その地域の崩壊履歴に精通し
ている専門家によって決定される必要があり、現状では
それを行うことができる人的資源が不足しているのが
実情であろう。近年の研究分野においてGISを統計・経
験的な手法に適用している事例も存在するが、視覚的
な表現が向上したこと（分かりやすい表現）、膨大なデ
ータの処理速度の向上、の2点が過去の研究と比較して
優れているという程度であり、誤解を恐れずに言えば本

質的な進歩に貢献するものではないと考えている。
　解析的手法を端的に述べれば、森林の表層崩壊防止
機能は、表層土層内の樹木根系によって表層土層（森林
土壌）が保持されることによって発揮されているもので
あることから（根系による土質強度補強効果）、この影
響を斜面安定解析式に組み込んで評価を行うものであ
る。根系による土質強度補強効果を所謂、モール・ク
ーロンの破壊基準の形で示したものが1式となる。

τ=σtan（φ+Δφ）+C+ΔC……1

但し
τ：土のせん断強度、σ：せん断面に働く垂直応力
φ：土の内部摩擦角、C：土の見かけの粘着力
Δφ：根系による土の内部摩擦角増分
ΔC：根系による土の見かけの粘着力増分

　表層崩壊においては、土の内部摩擦角の影響よりも、
見かけの粘着力の影響が大きいことから、森林植生の
影響を考慮する上では1式におけるΔC（根系による土
の見かけの粘着力増分）の評価が重要となる。ではΔC
を評価するためには何が必要であろうか。まずは対象
とする地域の森林植生が有している根系の情報を実地
調査によって取得する必要があるであろう。（図-1中の
現地根系調査）。この立場からこの根系調査を実施し
樹種別の詳細についてまとめた代表的なものとして、
苅住（1987）の研究がある。現在においては、人工林等
を中心として森林管理状態の違いによる影響を評価す
るための現地根系調査が行われている（例えば今井ら
2007）。ただし根系調査は実際に根を掘り起こす必要が
あることから実施にあたっては大変な手間と時間がか
かるものであり、個人研究のレベルで実施されることは
きわめて少ない。それ故に根系の現地調査結果は非常
に貴重なものであるといえるが、面的に情報を得るため
のものではないため、広域に対して適用するには調査デ
ータの系統的な蓄積システムが必要とされるものであ
る。なお現地根系調査は当然ではあるが、それだけで単
独して行われることはほとんどなく、図-1中の抜根試験
やせん断試験と合わせて行われる場合が多い。抜根試
験は文字通り根系を土層から引き抜くときの抵抗力を
測定するものである。これらの研究結果において、根の
引き抜け部の直径が大きいほど引き抜き抵抗力が大き

森林植生 樹木根系 土質強度
補強効果 崩壊表層

現地根系
調査

抜根試験
せん断試験

斜面安定
解析

データの蓄積

解析的手法

統計・経験的手法

図-1 森林植生の表層崩壊への影響評価手法概念図

SABO vol.98 Apr.2009 3



いことが報告されており、現地根系調査による土層内
の根直径分布等の情報を根系の土質強度補強効果ΔC
に組み込んで評価する手法が一般にとられている。せ
ん断試験は樹木根系を含んだ状態でせん断試験を行い、
直接的に根系による土質強度増分ΔCを評価しようと
するものである。せん断試験の方法は現位置において
実施する場合と、室内において実施する場合があるが、
現位置においてこの調査を世界で始めて実施したのは、
遠藤・鶴田（1968）である。遠藤らはシラカンバおよび
ハンノキを植栽した苗畑において、せん断試験を実施し、
根の土層内の容積重量とΔCが線形関係にあることを
報告している。また室内で行う場合は、樹木等の根系を
含んで試験を行うことが可能な大型のせん断試験機に
よって研究が行われている。表１に一部の既往研究の
結果を示す。
　表-1に示すように既往の研究から、根系による粘着力
の増分ΔCの値にバラツキはあるものの数kPaのオーダ
ーにあることが判明している。さらに増分ΔCの大きさ
は、根系調査に基づいた土層内の根系分布量と関係し
ているため、上部の森林植生と土層内の根量分布につ
いての関係を明らかにすることによってΔCの定量的評
価がある程度まで可能となるものである。例えば阿部
（1996）はスギ人工林を対象として齢級（所謂、樹木の年
齢）に対応した根量の分布を推定するモデルを作成し、
これによって森林植生がΔCに与える影響を系統的に評
価している。しかしながら森林植生のタイプは様々で
あるため、スギ以外の樹種に関しては広域の評価に耐え
うるだけの情報が十分に得られていないの現状である。

3    解析的手法（安定解析式）を用いた森林植生の
表層崩壊防止機能評価について

　前章では、表層崩壊防止機能の要因の評価手法につ

いて記述した。特に解析的手法においては、根系によ
る土質強度増分ΔCの評価が重要であることを述べた。
では解析的手法において必要となるΔCの情報が十分に
得られれば、十分に実用に耐えうる評価が行えるであろ
うか？　ということについて簡単に記述する。図-2に斜
面安定解析を説明する際に一般的に用いられる模式図
を示す。
　表層崩壊発生に森林植生が与える影響を組み込む場
合、最も基本的な手法として無限長斜面安定解析法を
用いて評価されることが多い。崩壊面における土のせ
ん断強度にモール・クーロンの破壊基準を適用し、崩
壊が地下水位の上昇による有効応力の減少によって発
生するとした最も単純な場合を想定すると安全率Fは以
下の式 2によって示される。

F=（γＺ－γｗh）cos
2αtanφ+c+Δc　……2

　　　　　　　　γＺcosαsinα

但し
F：安全率、γ：土の単位体積重量、γｗ：水の単位体
積重量、α：斜面勾配（≒基盤層勾配）、Ｚ：表層土層
厚さ、h：基盤層からの地下水位、φ：土の内部摩擦角、c：
土のみかけの粘着力、Δc：樹木根系による粘着力増分

　2式は、豪雨を誘因として発生する森林地斜面におけ
る表層崩壊発生機構が、
　斜面勾配 α
　地下水位 ｈ
　表層土層厚  Z
　土質強度定数 φ及びｃ+Δｃ 

試験方法 土壌
タイプ等 樹種 ΔC（ｋPa）

強度増分範囲 実験者

現位置 苗　畑 シラカンバ・
ハンノキ 1.0-11.8 遠藤ら（1968）

現位置 林　地 スギ 1.5 阿部　（1984）

現位置 マ　サ ササ 5.9-20.6 八木ら（1990）

室　内 マ　サ ヤシャブシ 4.9-14.7 塩野ら（1983）

室　内 ローム マツ・
アルファルファ 0.8-16.7 Waldron（1977） 表層土層厚：Z

基盤層

勾配α

地表面
地下水位

崩壊面

降雨

h

表-1 せん断試験による根系の土質強度補強効果の既往研究結果 図-2 斜面安定解析の模式図
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の4要因によって規定されることを示している。このこ
とから単にΔC、あるいは根系を含んだC＋ΔCの値）が
評価できたとしても、その他の要因についての情報が取
得できなければ、実用に耐えうる評価が困難であること
は自明であるといえよう。また広域にデータの取得が
容易なものは、地表面の地形情報から得られる斜面勾
配αのみであり、残りの３要因は地下部の情報に関す
るものである。浅層の地下水位に関しては、1980年代
からのコンピュータ処理能力の向上によって降雨の浸
透─流出素過程を取り込んだ分布型水文モデル（所謂
Process-based　Model）が多く提案され（例えばTOP-
MODEL、SHEMODELなど）、それによって斜面土層内
の土壌水分及び地下水位の変動がある程度まで捉えら
れるようになってきている。窪田ら（1988）は風化花崗
岩山地の山腹斜面において、流出量，地下水位，土壌
水分量の観測を行い、観測結果と良好な適合を示す飽
和・不飽和浸透理論を考慮した水移動モデルを提示し
ている。したがって地下水位の空間的な評価がある程
度までできるとするのであれば（無論、水移動に関する
飽和・不飽和透水特性の空間的ばらつきをどう評価す
るかといった問題も存在するが）、表層土層厚及び土質
強度定数の空間的な評価が重要な要因となる。ここで
上記 2式を以下のように変形する。

F=（1－γｗ　・h ）tanφ・Ctotal・　　1　　　……3
　　　　　　γ　　Ｚ　tanα　γＺ　sinαcosα

但し　Ctotal＝ｃ＋Δｃ

2式を変形した3式において、水の単位体積重量γw及
び土の湿潤単位体積重量γ（むろん、土の湿潤単位体積
重量を土壌水分状態及び地下水位の高さに応じて変化
させることも可能であるが、ここでは簡単にするため定
数とする）を定数とみなせば、表層崩壊の発生・非発生
に関わる要因として、
①斜面勾配α
②表層土層深さZに対する地下水位hの比　h/Z
　（相対水深）
③斜面勾配αに対する土の内部摩擦角φの比
　tanφ／ tanα（相対内部摩擦角）
④崩壊面に働く応力の鉛直成分と粘着力成分の比
　Ctotal ／γZ（相対粘着力）
　以上の４要因が抽出されるものである。このことから、

森林植生にかかわる評価要素として見かけの粘着力と
土層厚の比率の把握が重要であることが分かるであろ
う。ここで各要因が斜面安全率に与える影響を見るた
め、図-3に要因ごとの感度分析の結果を示す。なお感度
分析にあたっては、斜面安全率Fが１となるように、基
準値として、土の湿潤単位体積重量γ：1600kgf/m3，
水の単位体積重量γw：1000kgf/m3、斜面勾配α：30
度、土の内部摩擦角φ：30度、見かけの粘着力Ctotal：
2.1kPaを設定し、上記の４要因を±50%変化させたと
きの安全率F値の変化を見ているものである。
　図-3より、表層崩壊の発生に関与する要因の影響度と
しては、斜面勾配αが最も大きく、次に相対内部摩擦角
となり、相対水深及び相対粘着力が同程度で影響を及
ぼしていることが分る。斜面勾配が崩壊発生に最も影
響を与えることは、式 3を見るまでもなく直感的にも充
分理解できることであり、先に述べたように広域での評
価が充分に可能な要素である。相対内部摩擦角は、対
象とする地域の斜面勾配及び表層崩壊が発生した斜面
勾配の分布からある程度まで推定が可能である。相対
水深は相対粘着力と同程度の影響を有しているもので
あり、相対水深の変化は表層崩壊発生のタイミングを
知るうえでも重要な要因である。近年においては、浅層
地下水位の空間的な評価については推定が可能になっ
てきていると前述したが、崩壊発生の評価向上のため
には、地下水深の空間分布の時系列変化及びその場所
での表層土層厚さの情報の両方が必要となる。相対粘
着力は見かけの粘着力成分と崩壊面に働く土被り圧の
鉛直成分の比であることから、崩壊深が1m前後と浅い

図-3 各要因の変化率と安全率Fの関係
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表層崩壊の場合は、従来から指摘されているように深
層崩壊と比較して、樹木根系の粘着力の補強効果を含
めた見かけの粘着力成分が崩壊の発生に与える影響が
大きいといえる。ただし安全率に直接的に影響を与え
るのは相対粘着力である。したがって樹木根系の影響
を含めた粘着力の値及び土層厚さの情報の両方を広域
の空間スケールで評価することができて初めて、森林植
生が表層崩壊発生に与える影響の空間的な評価が可能
な構造となっているものである。ここで、表-2に各要因
の安全率に与える影響及び情報の取得しやすさについ
て示す。
　表-2において、相対水深の評価のしやすさが難，相対
粘着力の評価のしやすさが非常に難となっているのは、
相対水深においては地下水位の評価がある程度できた
としても、表層土層厚の情報を広範囲において取得す
ることが困難であること、相対粘着力においては樹木
根系の影響を含めた粘着力の広域における評価及び土
層厚の評価の両方が困難であることによるものである。
先に、森林植生の影響について、「人命と直接的に関係
するきわめて重要な政策（警戒避難基準の運用や土砂
法等）に対して、森林植生の影響を信頼して取り入れる
に足るだけの答え、あるいは情報が十分に示せていない
ということに最大の要因がある」と記述したが、表-2か
ら分るように、直接的なデータ取得による要因評価の困
難さという構造的な問題が背景として存在しているこ
とによるものである。

4   今後の森林植生による
表層崩壊防止機能の評価に向けて

　ここまで、読み難い文章を我慢してこられた読者は、
「直接的なデータの取得の困難さという構造的な問題が
ある以上は、今後森林植生の表層崩壊防止機能に与え

る影響を広域を対象として解析的手法によって評価す
るのは、ほとんど無理ということではないのか？」と思
われるかもしれない。それでは申し訳ないので、きわめ
て単純ではあるが、私が在籍する宇都宮大学船生演習
林を対象として、検討してみた事例について簡単に紹介
する。
　宇都宮大学船生演習林は、総面積約532haであり、ヒ
ノキの人工林を主体として構成されている林分である。
1998年の8月末に発生した集中豪雨（福島県南部・那
須豪雨）によって各地で被害が発生したが、同演習林内
においても本集中豪雨によって36箇所の地点で表層崩
壊が確認されている（宇都宮大学演習林研究部（1999））。
同演習林には10mメッシュのDEMおよび森林簿に対応
した同サイズのメッシュデータが存在していることか
ら、これを用いて簡単な検討を行ったものである。
　検討の主たる目的は、実際にデータとして得られてい
る林齢と表層崩壊の関係から林齢に対応した見掛けの
粘着力（Ctotal）を分布型モデルによる逆解析によって推
定しようとするものである。すなわち、現地根系調査や
引き抜き試験を行わずに評価が出来ないか？　という
ことについて検討した。使用したモデルの基本は表面
地形による集水特性を組み込んだ定常型分布モデル（例
えばMontgomery.D.R.,et.al.（1998））である。本モデル
は、対象地域を10mグリッドに区分し、降雨強度に応じ
た各グリッドにおける定常状態での地下水位を算出し、
これによって無限長斜面安定解析を各グリッドで実施
する構造をとるものである。図-4に演習林全体の林齢
の相対頻度分布および崩壊地の林齢相対頻度分布図を
示す。
　図-4から演習林全体の林齢頻度分布のピークは40年
付近にあるが、崩壊が発生した林齢の頻度分布は20年

崩壊要因 安全率に
与える影響度

情報の
取得しやすさ

斜面傾斜（α） 非常に大 容易

相対内部摩擦角（tanφ／ tanα） 大 やや難

相対水深（h/Z） 中 難

相対粘着力（Ctotal/γZ） 中 非常に難

表-2 安全率に与える各要因の影響度および情報取得のしやすさ

図-4 船生演習林における林齢相対頻度分布
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付近にあり、若齢側にシフトしていることが分かる。モ
デル計算では、この崩壊地の林齢頻度分布に近づける
ように見かけの粘着を調整して行った。その結果得ら
れた林齢と見かけの粘着力の関係を図-5に示す。
　図-5より、みかけの粘着力は林齢の変化に対応して系
統的に変化している傾向にあることが確認される。こ
の関係を利用して船生演習林の傾斜分布を濃淡で示し
た図に、計算による崩壊地分布（赤）と実際の崩壊地分
布（黄）を重ね合わせたものを図-6に示す。図-6から計算
によって得られた崩壊地分布は実際の崩壊地と比較し
て、ある程度まで対応している箇所もあるが、若干過大
に出ている傾向にあることが分かる。この理由の一つ

として表層土層厚に対する決定アルゴリズムがモデル
計算に十分には組み込まれていないことが挙げられる
が、モデルを物差しとして使うことによって、広域にお
ける見かけの粘着力の推定が、ある程度まで可能である
ことを図-5は示唆しているものであるといえよう。無論、
この種の検討を行うにあたっては、崩壊履歴データ及び
植生情報の存在がなくしては不可能であるが、今まで統
計的・経験的手法に用いられてきた貴重なデータを再
度解析すれば、より合理的な評価が行えると私は信ずる
ものである。

5    おわりに

　山地防災に関わる研究室に身をおくものとして、今後
の土砂災害対策に微力ではあっても貢献ができればと
考えているものである。そのためには、どうしても崩壊
危険度の空間的な評価ということが必要であるとの立
場から表層崩壊に限定されてはいるが、森林植生の評
価手法の一案を最後に記述させていただいた。本誌の
読者は、防災分野における砂防という国民の生命・財
産を守るというきわめて責任の重い仕事に従事されて
いる方が大半であるかと思うが、ここで記したことが、
少しでも皆様のお役に立つことがあれば誠に幸いであ
る。
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図-5 逆解析によって得られた林齢と見掛けの粘着力の関係

図-6 計算による崩壊地分布（赤）と実際の崩壊地分布（黄）
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吉田 真也
よしだ しんや

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部企画情報課長代理

火山噴火に
対応した
ロールプレイ型
防災訓練企画のご紹介

１．火山噴火に対する防災訓練の必要性

　近年、頻発する土砂災害の他にも、地震や火山噴火な
どいろいろな形態の災害が多発しており国民の安全安
心が脅かされています。それに対して砂防部局をはじ
めとする防災機関では平常時のハード・ソフト対策に
加えて、TEC-FORCEや専門家チームの被災地への派遣、
緊急減災対策砂防計画の作成、初動マニュアルの整備
など緊急時対応を充実させてきました。
　しかし、いくら施設や機材、計画を整備しても、実際
に動かすのは人です。
　県や市町村、事務所など防災行政に関係する担当者は、
数年ごとに異動するのが普通ですし、なかには初めて防
災担当になったという方も大勢いらっしゃるかと思い
ます。ましてや火山噴火のような大きな災害は滅多に
発生するものではなく、「災害を経験して対策に自信が
ある！」という担当者の方は貴重な戦力ですがほんの少

　昨年の岩手・宮城内陸地震や今年2

月2日の浅間山と桜島の噴火など、降雨

による土砂災害の他にもいろいろな形で

自然災害が頻発しています。それに対して

防災機関では、参加者にどのようなことが

起きるか知らせない、いわゆるロールプレ

イ型とよばれる実践的な手法で訓練に取

り組む例が多くなりました。

　ここでは当センターがこれまで委託業務

として実施してきた、火山噴火に対応した

ロールプレイ型防災訓練についてご説明

するとともに、当センターならではの運営ノ

ウハウや今後の展望についてもご紹介し

ます。

写真-1 浅間山の噴火を想定したロールプレイ型防災訓練のようす
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数ではないかと思います。
　
　「うちの管内の○○火山が噴火したら、どこからどん
な情報を取ってくればよいのか。局や本省にはどんな
情報をあげなければならないのか」
　「昨年、火山噴火緊急減災対策砂防計画を作ったが、
本当にあの場所に対策施設を作れるのだろうか」

　どんな災害に対しても実践的に物事を動かそうとす
ると、すぐに上記のような疑問が出てきますが、火山噴
火の場合は豪雨による洪水や土石流などと違って、一回
の噴火でも火砕流が出てくることもあれば溶岩流のこ
ともあり影響範囲もそれぞれ違う、さらにその状態が何
日も何ヶ月も続くうえに状況は刻一刻と変わっていく
という災害特性がありますので、それに応じた対策を混
乱した緊急時に行わなければなりません。
　通常の業務も同じですが、緊急対策もマニュアルを作
るだけではだめで、実際に行ってみて、問題点や課題を
洗い出し、手法の改善やマニュアルの改訂につなげてい

く、いわゆるPDCAサイクルによってより実践的なもの
にしていかないと、いざという時に役に立ちません。と
はいえ、火山噴火などは稀な事態であり実際の噴火で
PDCAサイクルを行うわけにはいきませんので、そこで
防災訓練を行い、DoとCheckの部分を仮想的に体験す
ることが必要になります図-1。

2．ロールプレイ型防災訓練の特徴

　これまでよく行われてきた学校や職場での避難訓練
や水防訓練などでは、あらかじめ何時何分に何が起こる
かが知らされていて、極端な場合には本部長が用意され
た原稿を読み上げておしまい、というイベント型のもの
や、消化器や防災機器などの取り扱いになれる習熟訓
練が主なものでした。いわば「計画通りに実行する」ル
ーチン的な対応に「慣れる」ための訓練でした。
　それに対してロールプレイ型防災訓練は、訓練者（プ
レイヤー）と情報付与・行動記録者（コントローラー）に
分かれて、各自が与えられた役割をこなす（ロールプレ
イ）する方式ですが、以下のような特徴があります図-2。
● どのような事態が発生するか、その時になるまで訓練
者には判らない。
● そのため、現実と同じようにリアルタイムで情報に対
する判断をしなければならない。
● 判断の結果によっては、次に起きる事態が変わり、よ
り実践に近い訓練となる。
● プレイヤーに与える情報によって訓練内容をコントロ
ールでき、初動体制や対策候補地の選定などテーマを
絞りこむことができる。

図-1 火山防災対策のPDCAサイクル

図-2 ロールプレイのしくみ
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ボランティアといっしょに町を歩いて防災上の問題点
を発見していく災害図上訓練DIGなどがあります表-1。
これらは対応表や地図の上にプレイヤーが自ら問題点
を記入していく図上訓練の意味合いが強く、全般的な
問題点抽出を少人数で手軽に行うことを主目的として
おり、ロールプレイ型防災訓練では、プレイヤー以外に

　このようにロールプレイ型防災訓練は、火山噴火や
天然ダムの湛水など時々刻々と状況が変わり、それに応
じた対応をしなければいけない災害を想定した際に特
に有益です。
　また同じように事前のシナリオを公開しない訓練方
式として、イメージトレーニング方式、地域住民や災害

状況予測型図上訓練
（イメージトレーニング方式）

災害図上訓練DIG
（災害想像力ゲーム）

図上シミュレーション訓練
（ロールプレイング方式）

特徴・効果

最小限の条件設定のもと参加者自身
に状況を予測させ、意思決定を促す
訓練。容易に実施でき、かつ主体性
を確保できる。この方式を実施した
後、他の方式の訓練を行うと訓練の
効果が上がる。

当該地域の地図を用意すれば手軽に
実施できる。自主防災組織、ボラン
ティア等と行政が共同で実施するこ
とで、全体としての防災力の向上を
図ることができる。

特定の状況下での対応を状況付与票
と情報交換に基づき意思決定能力を
習得する訓練。ただし、詳細なシナ
リオ等の資料作成や準備段階と訓練
当日の運営に労力とノウハウを要す。

最も適した訓練の
内容等

条件付与の制約なしに、当該市町村
職員がどのような状況におかれるか
を予想させたり、防災上の課題を発
見させるのに適する。

地図を活用することで地域の防災上
の問題点・課題を具体的・視覚的に
把握するのに適する。

テーマを絞って様々な状況付与を行
うことで、複数の部局、関係機関が
連携した防災対策の意思決定や役割
行動を検証するのに適する。

訓練スタッフの
人数、体制

少ない
（おおむね、当該市町村の人員で

対応可能）

少ない
（初級・中級・応用編等
メニューにより異なる）

比較的多い
（規模が大きくなる場合、専門機関
への委託が必要になる場合もある）

準備に要する時間 少ない 少ない 比較的多い

準備すべき
資料・設備・
資機材等

少ない
（会場のほか、必要資料・
機材等は最小限ですむ）

少ない
（会場及び地図は必須）

比較的多い
（会場、地図、状況付与票・
連絡票、その他の資料・機材・

ツールを要す）

事前準備事項

1 訓練計画の作成
2 会場、施設・設備・
　資機材等の確保
3 関係者への事前説明
4 資料作成
5 直前準備

1 テーマの決定
2 人数把握
3 会場手配、参加呼かけ
4 地図、配付資料、小道具類の用意
5 スタッフ役割分担確認
6 会場設営
7 受付準備

1 訓練目標、課題設定
2 会場、施設・設備・
　資機材等の確保
3 関係者への事前説明
4  資料作成（災害・被害条件設定、
状況付与票・連絡票等）
5 直前準備

訓練当日の
実施事項

1 資料配布
2 訓練説明－ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
3 訓練開始、進行・想定票配布・
　対応記入票への記入・対応記入票
　の回収・検討会用資料作成準備

1 オリエンテーション
2 DIG実施・基本地図（自然条件）、
　（町の構造）の作成・人的物的防災
　資源記載・起こり得る被害記載

1 オリエンテーション
2 作戦会議
3  シミュレーション実施
　・展開・付与票配布、災害覚知
　・対応検討、発表
　・連絡票で問い合わせ
　・統制班の確認行動

評価・検証事項

1 参加者発表、意見交換、質疑等
2 全体的な評価・検証

1 参加グループ毎の発見内容の記載、
　整理
2 発見内容の発表・討論（参加者で
　共有）

1 グループ内の評価グループごとに、
　対応内容を確認、自己評価
2 総括・講評

＊総務省消防庁　「地方公共団体の地震防災訓練（図上型訓練）実施要領モデルの作成に関する調査研究報告書（平成16年度）の概要」より抜粋
　http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/050428-2-b.pdf

表-1 図上型訓練の概要・特徴等（訓練方式選択の指標として）

SABO vol.98 Apr.200910



T O P I C S

も多くのコントローラーが必要だったり、情報付与カー
ドやハザードマップなどのツールが必要など、準備が大
がかりなものになりますが、火山災害の特性に合わせた
防災訓練を行うことができますし、いくつもの防災機関
が合同で行う大規模な訓練にも対応できます表-2。

3．当センターでの実績

　防災関係機関が火山災害対策を実行するために、当
センターではこれまで委託業務として基礎調査・ハザ
ードマップの作成・火山砂防計画の作成、特に火山噴
火緊急減災対策計画の作成などを行ってきましたが、
火山災害に対するロールプレイ型防災訓練についても
以下のような実施実績をもっております表-3。
　平成13年度　岩手山の火山噴火対応　岩手河川国道

事務所
　平成17年～20年度　浅間山の火山噴火対応　利根
川水系砂防事務所
　平成16年・20年度　富士山の火山噴火対応　富士砂
防事務所
　防災訓練のなかでは、当センターは①事前の訓練シナ
リオ検討、②シナリオに沿った情報付与カードの作成、
③被害状況や影響範囲など付帯する情報を示すツール
の作成、④訓練当日はプレイヤーからの問い合わせに対
して専門的な知識に基づく回答を行うなどコントロー
ラーとして運営に参加、⑤訓練後のプレイヤーへのア
ンケート結果のとりまとめと訓練実態の整理、⑥次の
訓練に向けて課題と解決方法の提案、などを行いました。
その結果、実際の災害対策での課題とは別に、ロールプ
レイ型防災訓練を運営していく際の課題についても以

火山災害の特性 ロールプレイ型防災訓練

地震災害のようにイベント
が1回だけ起こるのではな
く、火山活動など状況が
時々刻 と々変化する。

訓練の最初だけではなく、時々刻 と々
状況付与をするため、火山活動の推
移に応じた訓練をしやすい。

火山活動の事前予測は困
難である。

プレイヤーに事前に演習シナリオを
教えず「わからない」状態からの訓練
が可能であり、事前予測が困難な中
でも、今後の対策のために調査や問
い合わせを行うなど何を行わなければ
ならないかを、プレイヤー側に考えさ
せる効果がある。

一方で噴火の可能性や危
険度を噴火活動度レベル
として発表されたり、発生
する現象や流下する方向
が噴火シナリオとして整理
されるなど、火山防災対策
が進んでいる火山も多い。

噴火活動度レベルや噴火シナリオな
ど、すでにあるものを取り込んだ形で
の演習シナリオ作成が可能である。
また火山専門家役などのコントロー
ラーを配置することにより、どのような
事態が次に発生するかというプレイヤ
ーからの問い合わせにも対応できる。

噴火の影響範囲が複数市
町村など広範囲にわたる
可能性がある。

想定されるシナリオごとの影響範囲
を、事前にハザードマップとして整理
することにより、プレイヤーに地図の
形で情報付与ができる。

溶岩流や火砕流など、発
生する現象も多岐にわた
り、それぞれ対策が異なる。

状況付与の段階でどんな現象が発
生するかをコントローラー側から指定
でき、目的とする対策を絞り込んだ訓
練ができる。

防災対策に従事する関係
機関が多岐にわたる。

関係機関が合同でプレイヤーとして
訓練に参加することにより、実際と同
じ連絡体制や窓口の確認ができる。
また訓練の中で、電話や防災行政無
線など実際に使う情報伝達手段に
ついても確認できる。

防災対策のうち、特に初
動体制の連絡・情報共有
が重要である。

年度 受託業務名 訓練実施
年月日／場所 主な訓練目的

平成
13年度

岩手山火山噴火
危機管理演習
実施マニュアル
検討業務

平成14年
1月24日
岩手産業
文化センター

（多数機関（約150名）による
合同開催）
・各機関の初動体制の整備
・情報共有
・ハザードマップの見直し
・住民避難に関する確認

平成
17年度

浅間山火山対策
検討業務

平成18年
2月14日
利根川水系
砂防事務所

・初動体制の整備
・情報把握、被害想定
・対策実施の可否
・ 融雪型火山泥流を念頭においた
火山噴火緊急減災対策（案）の
作成

平成
18年度

平成18年
7月28日
利根川水系
砂防事務所

（国土交通省砂防部、関東地方
整備局河川部と同時開催）
・情報の伝達、共有
・ 火山噴火緊急減災対策の具体
的な検討

平成
19年度

平成20年
2月8日
利根川水系
砂防事務所

（市町村・関係機関による火山防
災対策連絡会議が主催）
・住民避難行動に関する確認
・ 火山噴火緊急減災対策の実施
確認
・被害想定に関する確認

平成
20年度

平成21年
2月13日
利根川水系
砂防事務所

（市町村・関係機関による火山防
災対策連絡会議が主催）
・関係機関の役割確認
・情報共有ツールの活用

平成
16年度

富士山活火山
調査業務

平成17年
3月2日
富士砂防事務所

・噴火時の対応全般
・ 災害時活動マニュアルの改訂に
反映させるための問題点の抽出

平成
20年度

富士砂防火山対策
基本計画検討業務

平成20年
12月3日
富士砂防事務所

・初動時の連絡・報告
・ 小規模溶岩流の対策検討災害
時活動マニュアルの見直し

表-2 火山災害の特性とロールプレイ型防災訓練の特性を対比した表 表-3 これまで当センターが行ってきたロールプレイ型防災訓練の概要

SABO vol.98 Apr.2009 11



下のようなポイントが浮かび上がってきました図-3。
● 初動の段階で大量の情報が付与されるため、プレイヤ
ーは情報確認と上部機関への報告だけで手一杯とな
る。
● 電話で情報付与や指示、報告を行う場合、聞き違いや
「言った言わない」が起きる。
● 火山活動は数日間継続するシナリオとなっていても、
訓練そのものは半日で終わるため訓練中の時間と実時
間が乖離して混乱する。
● 被災箇所や今後の影響範囲の見通しなどが、地名や集
落名などで与えられるため具体的な範囲のイメージが
わかない。
● 訓練時間が足りずに、実際の対策を検討するまでに至
らない。
● 防災機関役のコントローラーなど専門知識が必要な役
に適切な人員を配置できず、またコントローラーの数
が足りないために処理が滞って訓練がシナリオ通り進
まない。

4．火山噴火対応ロールプレイ型
　  防災訓練実施のノウハウ

　このように多くのロールプレイ型防災訓練の実施実
績と、そのなかで得られた「訓練実施上の課題」をもつ
当センターですが、課題を解決するためのノウハウ・ツ
ールを実践と検討を繰り返すなかで鍛えながら、次の訓
練をよりスムースに運営できるよう準備に努めていま
す。

5．今後の取り組み、改良点

　このように過去の豊富な実績、現在活用できるノウ
ハウやツールをもつ当センターですが、今後より多くの
機関でロールプレイ型防災訓練が行われるための課題
を挙げておきます表-4。

①リアルタイムハザードマップ作成システムの活用

　与えられた入力条件に従って数値シミュレーション
計算を行い、その場で影響範囲や被害程度の想定が可
能なリアルタイムハザードマップ作成システムについて
も、国総研が中心となり検討を進めています。現在は計
算にかかる時間や精度など課題が残されていますが、こ
れが解決してシステムが実用化された場合には、
● 付与情報を元にプレイヤーが自らシステムを操作して
影響範囲などを把握し、情報判断のための重要なツー
ルとして活用。
● プレイヤーが設定した対策工（位置や規模など）をシ
ミュレーション条件に取り組み、被害軽減効果をその
場で出して対策工の適否を訓練中にコントローラーが
判断する。
　など、プレイヤー側、コントローラー側双方が大きな
メリットが得られ、一歩進んだ、次世代型のロールプレ
イ型防災訓練が可能になります。
　当センターはこれまでも日本全国の火山防災マップ
を作成してきた実績がありますし、リアルタイムハザー

主な課題 ノウハウ・ツール

初動時に大量
の情報付与

訓練前の参加者に対する説明会
初期情報をまとめた資料の作成

指示情報の
聞き違いなど

専用の様式（紙）による情報付与方法
コントローラーによる二重チェック

訓練時間と
実時間の乖離

重要な部分だけは実時間で訓練し、その他は適宜省
略するなど訓練シナリオの工夫
火山噴火シナリオと訓練シナリオの連動

地名・
集落名だけの
情報付与

火山現象の到達範囲と道路や保全対象分布、想定
被害程度を重ね合わせた防災マップをあらかじめ作成
もしくはプレイヤーが記入するための土台として、統一
された基図マップの作成・配布

訓練時間不足
訓練シナリオの絞り込み
統括コントローラーによる訓練シナリオの変更・省略
優先して処理するべき項目をプレイヤーにアドバイス

コントローラー
の専門知識不
足人数不足

コントローラー役に対する事前教育
年に何回も実施しているためコントローラー経験者が
豊富に在籍

火
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象
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図-3 浅間山において実施した防災訓練参加者へのアンケート結果「防災訓練において不安に感じた項目」
表-4 課題とそれに対するノウハウ・ツール
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ドマップ作成システムについても国総研からの業務委
託を受けて基礎部分を検討してきました図-4。今後も
システムの実用化に向けて努力していくと同時に、限ら
れた演習時間のなかでどうシステムを活用するのかを
含めて、次世代型の防災訓練を提案していきたいと考
えております。

②より多くの関係者との共同開催

　これまで当センターが実施した火山災害に対するロ
ールプレイ型防災訓練は砂防部局を中心に行われてき
ましたが、最近では気象庁や火山専門家も参加して行
われた事例も出てきました。火山防災そのものは学識
経験者、防災行政機関、住民、マスコミの四身一体で
行われるべきものですので、今後は治山関係者や警察・
医療など、これまで参加していない防災機関の他にも、
マスコミや地域住民など、これまでコントローラーがロ
ールプレイしていた役の人々が実際に訓練に参加して
「顔の見える関係」の元で災害対策能力を向上していく
ことが必要ですし、次第にその方向で訓練そのものが大
規模・複雑化していくと思われます。
　このような訓練では、従来とは違った形での課題、た
とえば一本化していない指揮系統、機関ごとに異なる
専門用語による意思疎通、参加者ごとの火山災害に対
する基礎知識の違い、などが表面化してくるため、訓練
の実施に当たっては高度な専門知識に加えてさらに違
う分野とのコミュニケーション能力や表現方法の工夫
など新たなノウハウやツールが必要とされてきます。
　当センターでは事業やハザードマップの住民説明会
をお手伝いした経験や、実際の災害時取材に来られた
マスコミへの対応経験、一般の人に判りやすく火山現
象や危険性を説明するパンフレット作成のノウハウな
どを持っております。これらを活かして大規模・多数

機関・複雑なロールプレイ防災訓練に対する資料作成・
運営補助なども提案していきたいと考えております。

③テーマをより絞り込んだシナリオ部分ごとの小訓練

　ロールプレイ型は元々テーマを絞り込んだ形での訓練
に向いていますが、準備に手間がかかるためにどうして
も「せっかくやるなら事務所全体で、噴火開始から終
息までを通して」となって結局年に１回総括的な訓練
をするのみ、となるおそれもあります。
　より実践的にするためには初動なら初動、災害後の
二次点検なら二次点検と割り切って、よりテーマを絞り
込んだ形で、その代わりに訓練シナリオ中の時間の流れ
を実時間と併せて、小規模でもよいので年に複数回行う。
そして災害対応マニュアルや火山噴火緊急減災対策計
画の部分的な見直しにつなげていき、継続的にPDCAサ
イクルを回して常に改善を行っていくことが重要にな
ります。
　当センターはこれまでの実績からテーマを絞り込んだ
形での小規模な訓練を提案するとともに、火山噴火緊
急減災対策計画ガイドラインの作成や各種災害対応マ
ニュアル作成に係わった経験を活かして、訓練実施→
課題の整理→マニュアルの見直しと一環した流れでの
緊急時の対応能力向上プログラムを提案していきたい
と考えております。

　最後になりますが、ロールプレイ型防災訓練に積極
的に取り組み、このレポートに対しても多くの資料提供
やご助言をいただいた利根川水系砂防事務所、関東地
方整備局、国土交通省砂防部の関係者のみなさまに謝
意を表するとともに、このような実践的な形式での防災
訓練がより多くの自治体や事務所で行われることを希
望して終わりといたします。

図-4 リアルタイムハザードマップ作成システムのイメージ図

現状の地形における影響範囲の想定 地形変化・対策実施後の影響範囲

付与状況の変化

SABO vol.98 Apr.2009 13



連載エッセイ

天賦源
石川 幹子
いしかわ みきこ

東京大学大学院工学系研究科 教授

1
産と合わせて、二重指定の世界遺産

都市であった。

　被災直後の2008年5月30日、成

都市人民政府は、国際社会に速やか

な復興の道筋を考えるために、都江堰・

復興グランドデザインの公募を行っ

た。

　世界から４７のチームがこれに応じ、

10チームがノミネートされ、7月１5日

までの短期間に、復興計画の策定を

行った。日本からは、東京大学と慶應

義塾大学の協働チームが選ばれ、現地

の西南交通大学と協力をし、復興ヴィ

ジョンの策定を行った。

２．復興の基本的考え方

復興に向けて、私たちが、すべてに

優先し、基本としたものが、「被

災者の方々の一日も早い暮らしの回復

と、希望と勇気を喚起する」だった。

同時に、私たちは日本における、過去

の数多くの地震災害の経験を踏まえ

て、「短期的にやるべきことと、長期的

な街の復興は車の両輪」であり、非常

時にこそ、大きなヴィジョンが必要で

あることを、この復興グランドデザイ

ンの中で提示したいと考えた。

　私たちは、詳細な現地調査、航空

写真の解読、データ分析を行い、戸別

のデータを立ち上げ、被災状況の把

握を行った。都市・農村の都市構造、

土地利用、緑地調査などを踏まえて、

2300年にわたり形成されてきた水路

網を基盤とする歴史的・文化的風土

を、復興に向けた拠り所とすることで、

皆が一致した。都江堰は、チベットへ

と続く高原文明と農耕文明の交差す

る歴史的都市であり、さらには、道教

の発祥の地としての聖地でもある。網

の目のように張り巡らされた水路が、

細やかな地形の襞となり、優れた都市・

農村景観を形づくっていることを、見都江堰、宝瓶口：2000年にわたり継承されてきた水路網の取水口
ここより取水された水が四川平野を潤す

１．はじめに

天賦源（てんぷげん）」とは、天が与

え賜うた肥沃の地を意味する。

　中国四川省の成都平原は、かつて、

諸葛孔明が「沃野千里、天賦之土」

と称えた地である。2008年５月12日

に発生した、マグニチュード8.0の汶

川大地震は、この天賦源を涵養する龍

門山麓を震源地とし、死者・行方不明

者8万人に及ぶ、未曾有の災害となっ

た。被災の実態、砂防関係者の尽力

については、この間、SABO誌でも特

集が組まれ、国際的協力、支援が行わ

れてきた。

　筆者は、現地政府が、震災直後に公

募した「震災復興グランドデザイン」

の策定に、この間、協力・支援をして

きており、安全なまちへの復興の歩み

について、紹介をしたいと思う。

　震源地・映秀は、龍門山脈の懐に

抱かれた町であったが、いまだに、ほぼ

壊滅状況にある。急峻な山並みを縫

うようにして南下してきた岷江が、成

都平原に没する要の扇状地に形成さ

れた都市が、都江堰である。豊かな岷

江の水は、ここで取水され、2000年

の長きに渡り、四川盆地を潤してきた。

網の目のように張り巡らされた水路網

は、世界遺産に登録されており、パン

ダの生息地である龍門山麓の自然遺

「
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出したことは、重要な出発点となった。

世界10カ国のチームのうち、この視点

を復興グランドデザインの基本に据え

たのは、日本と台湾のチームだけであっ

た。多くの案は、既存の農地を潰し、

新都市をつくり、企業を誘致し、経済

活性化を目指すものであった。地震の

経験のない、アメリカ、ヨーロッパ諸国

にしてみれば、復興という概念自体を、

どのように都市計画に反映させるべき

か、理解を超えた出来事だったのかも

しれないと、今になって考えている。

３．世界遺産・生態都市

上記の基本的考え方を、現実の復

興計画としていくために、私た

ちは、詳細な緑地計画とコミュニティ

の提案を行った。これは、日本におい

ても、関東大震災と戦災復興計画の

基本が、緑地計画の策定にあり、この

非常時の計画が、今日の都市の繁栄を

底辺から支えていることに、学んだも

のであった。都江堰市における地区ご

との特性にあわせて、私たちは、「水の

都の社区」の提案を行った。また、網

の目のように張り巡らされた水路網は、

今回の地震でも、ほとんど無傷であり、

倒壊した市街地の再生にあたっては、

この水路網沿いに緑地を配置し、人び

との交流と、都市の自然環境の形成、

風の道の軸とする提案を行った。特に、

経済格差が厳然として存在する農村

部については、現在の景観的特性を活

かし、グリーン・ツーリズムを活用した

再生計画の提案を行った。

　この提案の背景には、自動車交通の

発達により、中国の都市は、急速な拡

大の波に見舞われており、地球環境問

題が顕在化しているなかで、日本やア

メリカの都市が歩んできたような拡大

型都市計画からの、大きな転換が必要

とされているという根源的課題が横た

わっている。いわゆる低炭素化社会、

コンパクト都市の実現である。

４．復興への道のり

爾来、中国との往復が始まった。

私たちの様々の提案のなかで、

大きくとりあげられているのが、「世界

遺産・生態都市」の考え方であり、水

と緑の基盤を形成し、復興のグランド

デザインとする考え方は、日本に学ぶ

という評語のもとに、他の都市にも適

用されている。なかでも、農村計画の

反響は大きく、現在200にのぼるプロ

ジェクトが始動している。都市の拡大

という巨大な時代の波の前に、どれほ

どの力がありうるか、不明ではあるが、

しかし、既存の農村の文化的価値、そ

のものに新しい光が照射されたことは、

一つの大きな希望である。

　先人の知恵が生み出した天賦源の

考え方に立ち返り、不幸な出来事を梃

子として、「新天賦源」の創造に、協力

をしていきたいと考えている。

天賦源田園風光帯計画：細かな用水路網“林盤”を生かした新農村計画

農業生産品
商品化
流通

社区センター

農業研究センター

汚水処理・酸化池

農業体験センター

別荘
別荘

リラクゼーションセンター
滞在型農村

高級ホテル
川沿いソーラーシステム

ホテル

貯水池

サイクリングコース

レモン果樹園

フレッシュジュースカフェ

水車

ジェラートカフェ

ボディケアエステ

ホテル

滞在型農村

キウイ果樹園

教育研修センター

ゴミ処理センター

貯蔵庫

直売所

果樹園

農園

花栽培
果樹園
キウイ
ミカン

花栽培

農園

汚水処理・酸化池
農業観光センター
お土産屋
本屋

滞在型農村

汚水処理・酸化池

農家

農村レストラン

汚水処理・酸化池 農家

汚水処理・酸化池

地元野菜直売

ビールパブ

ビールパブ

ビール工場農産物仕分け所

工場

工場

ストックセンター

積出センター
養豚
豚肉加工
商品化

養豚所

養豚ゴミ処理センター
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微地形判読を生かした砂防計画
●語り手

大石 道夫
おおいし みちお

砂防
エンジニアリング（株）
最高顧問 

●聞き手

吉田 真也 よしだ しんや
（財）砂防・地すべり技術センター　企画部企画情報課長代理

澤田 悦史 さわだ えつし
（財）砂防・地すべり技術センター　総合防災部技師

略　歴
昭和27年３月　京都大学農学部農林工学科卒業
昭和28年12月　建設省河川局砂防課入省
昭和37年７月　建設省北陸地方建設局神通川水系砂防工事事務所長
昭和40年４月　科学技術庁国立防災科学技術センター地表変動防災研究室長 
平成２年６月 砂防エンジニアリング（株）代表取締役社長
平成19年６月 砂防エンジニアリング（株）最高顧問
 微地形砂防研究所長

1 砂防の世界に入ったきっかけ

吉田●本日はお忙しいなか、お時間をいただきましてありが
とうございます。当センターでは「技術の伝承」をテーマに
して、砂防技術を研究開発されたいわばパイオニアにあた
る先輩方に、当時の状況や現在までの経緯、今後の技術
開発に期待することなどをお聞きしております。今回は「微
地形」をテーマにして大石さんにインタビューをお願いしてお
りますが、微地形だけにこだわらず広い範囲で砂防に関係
するいろいろなお話を聞かせていただけたらと思います。
　まず、大石さんが砂防の世界に入られたきっかけや、大

学時代の研究テーマなどについて教えてください。
大石●私は昭和27年に京都大学を卒業しましたが、農学
部を出たというよりもサッカー部を出た、というのが実感で
す（笑）。じつは大学に入る前も、京都二中では蹴球部の
キャプテンとして全国大会に出ましたし、三高でもサッカー
部でした。
　ところが中学、高校で肋膜や肺を患ったので大変遅れ
て農学部に入り、砂防工学を専攻しました。砂防に入った
のは農学部にいた中学時代の友人から、砂防の村上先生
のところへ行けとすすめられたからです。そんなことで授
業には身が入らず、相変わらずサッカー三昧でした。3年

図-1 柿平試験地平面図（「根利川流域砂防調査報告書（第2回」より）
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間一通りのことをすませて、同期の3人と一緒に建設省採
用が内定しました。ところが私は身体検査でひっかかり、
内定が取り消されて、遠藤先生のお取り計らいで島根農
科大学に行きました。そこで2年足らず測量実習の手伝
いなどをし、昭和28年12月建設省に入り本省砂防課に
配属されました。
　当時の砂防課長が「木村構想」の木村弘太郎さんです。
駆け出しの私からは課長さんはあまりに遠くて、傍にも寄れ
ませんでした。ここでボツボツ現場からあがってきた砂防
調査報告書に目を通すのが私の主な仕事でした。
吉田●ちょうど「木村構想」として砂防計画が作り始めら
れた頃ですね。
大石●「木村構想」は雑誌『河川』の昭和27年5月号に発
表されていました。当時の私の立場からは当然目を通して
いるはずですが、よく覚えていません。おそらく字面を追っ
ただけだったんでしょう。本省の後は、昭和31年利根川
水系砂防工事事務所の調査係に配属になって、そこで始
めて砂防の現場に出ることになりました。
　そのころ利根水系には日本唯一の柿平試験地図-1と
いう大きな試験地があって、ここでは洪水時の流出土砂
を直接とらえて測定する洪水観測、これを柱としていろん
な調査、観測が行われていました。私はここに6年いまし
たが、31年から34年の間に8回洪水観測をしています。
そのうち33年7月の11号台風で三次元水理模型実験を
して、根利川本川を流下した土砂量を求めています。これ
を当時の流砂量式から計算した値と比べるとかなり違っ
ていて、計算から求めた流砂量は実際値より2～7倍大き
くなりました。土石流や高濃度の土砂流を対象とするわ
れわれは、土砂水理学的な方法には頼れない。何か他に
よい方法はないものかと思ったことでした。
　もう一つの特徴的な調査はラジオ・アイソトープを利用
した転石移動調査と洪水比重分布調査です。この2つ
の調査は昭和28年から理化学研究所に委託してやって
いましたが、30年代半ば頃から原子力平和利用が活発に
なるにつれて、理研では手がまわらなくなりました。しかし
途中で投げ出すわけにもいかず、私は原子力研究所ラジ
オ・アイソトープ研修所で1ヶ月の研修を受け、その後は
理研の岡野真治さんに細かく指導していただいて、とにか
く実験を終わりました。
　この研修で強く印象づけられたことがあります。実験用
原子炉で金片に照射する中性子の線束密度と照射時間
を一定にすれば、計算どおりの放射性金を取り出せるとい

うことです。私たちは全くといっていいほど再現性のきか
ない世界にいるわけで、砂防屋の宿命をつくづく感じたこ
とでした。

 微地形への傾斜　

　利根水系時代は今のようにコンサルタントもないのです
べて直営でやっていて、難しい内容のものだけ理化学研
究所とか京大防災研とか土研構造研究室とかに一部委
託して一緒にやるという仕組みでした。崩壊調査も自分達
が歩きました。明治43年に大きな災害があった神流川の
現地調査で、崩壊が山頂に近いいわゆる傾斜の変換帯に
分布しているらしいことに気がつきました。当時まで地形
をこのように感じとったことはなかったと思います、これが
微地形に足を踏み入れた最初の経験です。
　この頃私は気持ちのうえで変化が起きているのに気が
つきました。事務所に赴任した当時は「莫大な税金を使
って調査しているのだから、しっかりやらないと申し訳ない」
と義務感で仕事をしていたのが、現場経験を重ねると現
場の仕事が面白くなってくる。現場に行くのが楽しくなって
くるんですね。
吉田●この神流川の経験は大石さんがされた数多くの微
地形判読の始まりだったわけですね。この本（鹿島出版の
「目で見る山地防災のための微地形判読」）にはいろいろ
な場所での微地形判読事例が載っていますが、一番ご記
憶に残った場所というところはどこでしょうか？
大石●じつはこの本は防災センターの退官にあたっての研
究報告に代わるものです。ベースになっているのは昭和
49年から7年間『新砂防』の口絵に紹介した判読事例で、
これに本の体裁になるように大急ぎでかなりの事例を加え
ています。現地を見ていないのもありますが、どの現場も
それなりに ｢思い｣があって、どれが一番印象深いという
ことはありません。
　先ほどお話した神流川の経験は、おっしゃるように微地
形を意識した始まりだったわけですが、自分が歩いてきた
現場からその都度地形が砂防にどんなふうにかかわって
いるかを感じとってきたのでその辺の話をさせて頂きます。
　昭和36年の暮れに利根水系から富士川砂防に移りま
した。ここも雨畑川や早川の奥など、面白い現場でしたが、
半年で神通川水系砂防に転勤しました。ちょうど焼岳が
噴火した翌月だったのでまだ噴煙をあげていました。焼
岳の麓に中尾台地があります。この平らな面が何なのか、
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ま仕事で近くにお見えになっていた東京教育大学の渡部景
隆先生にお願いして、水比抵抗法による地下水調査をして
頂きました。その結果、この付近の湧水の水比抵抗値は
4,000から5,000Ω-cmで、かなり遠いところから伏流して
きていることがわかりました。この部分は古い崩積土堆です。
長い間こうした状態が続いてきたとすれば渓岸が大きくドカ
ンとくるのではないかと気になったんですが、本試験は翌年
まわしということで転勤してしまいました。
　そして昭和39年に日光砂防工事事務所に行ったので
すが、日光大谷川は稲荷川の合流点で350年ほど前の
寛文2年、死者140余名を出す大災害を起こしています。
大谷川は日光から今市までの約7kmが紡錘形の扇状地
で土砂の調節地です。その中心に流路工が計画されてい
ました。しかし、絵だけあってその根拠が見当たらない。
大谷川の流路工が完成すると、日光・今市間の堤内地の
土地利用は一気に進むでしょう。寛文2年のような土砂
流出があったとき、稲荷川の施設で果たして十分なのか、
流路工計画はこれでいいのか、大谷川にそういった宿題
を残したまま科学技術庁に出向したということです。その
後事務所では1箇所に観測井、10数箇所のテストピット、
4本のボーリングを掘削して、そこから採取した資料の14Ｃ
年代から、寛文2年災害時の大谷川本川の土砂氾濫、堆
積状況がおおむねおさえられています。またこの一連の調
査で約700年前にも寛文2年と同じような土砂流出があ
ったらしいということがわかっています。
澤田●大石さんの経歴書を拝見しますと、その後は科学
技術庁防災科学技術センターに20年在席されていらっ
しゃいますが、この間に研究されたことも微地形に関係あ
ることだったのでしょうか。
大石●国立防災科学技術センターの地表変動防災研究
室長として行ったのは昭和40年のことです。それから20
年、その大半は微地形判読に関わったといえます。当時

いつ頃できたのか、｢震災予防調査会報告75号｣によると
400年ほど前に中尾区を創ったとか、天正13年にどうだっ
たとかいろいろと書かれていてとても気になりました。たま
たま中尾台地を切る足洗谷写真-1,2の渓岸に埋れ木が窓
状に覗いていて、ここから苦労してこの木片をとって、14Ｃ分
析を学習院大学にしていただいたのですが、ほぼ2,000
年前にこの立木が死んだことを知りました。火砕流が出た
年ですね。これが地形発達史的な見方のはじまりでした。
　それから外ヶ谷ですが、右岸に明治22年の大崩壊が
新鮮に残っていて、その脚部に崩積土堆が谷を埋めてい
ました。この崩壊の対岸が昭和28年に崩壊しています。
さらにその南西方向の黒谷１号堰堤左岸では常時崩壊を
繰り返しています。この一連の帯状の地区は破砕帯では
ないだろうかと思いました。ヒル谷の底平な谷もこの帯の
中でした。
　全く見当がつかなかったのは河床から150ｍから200
ｍも比高のある鍋平の段丘状の緩斜面です。これはひょ
っとしていわゆる気候段丘かなと考え、富山大学の深井
三郎先生にお越し頂き、現場でいろいろとお話をうかがっ
て古気候の勉強をさせて頂きました。
　当時は若かったから向う見ずだったんでしょうね（笑）。
論文を読んだだけで面識もない大先生のところに押しか
けてご教示をお願いしたのですから。利根水系時代にも
同じことがありました。今思うと汗顔のいたりです。
　このようにいろいろな現場を歩く間に、地形が砂防に大
いにかかわっていることを知りました。このあたりのことは
｢崩壊調査のあり方について｣とか ｢砂防における地形調
査試案｣といったタイトルで『新砂防』に発表しています。
　神通川で、もう一つ気になったのは、床掘りが終わって打
設に入ろうとしていた外ヶ谷5号堰堤の袖部から下流、現
在の4号下流堰堤にかけての右岸側の渓岸から毎秒ドラム
缶1本以上の湧水が噴出していることでした。そこでたまた

写真-1 足洗谷下流右岸の状況（写真中央が埋木の位置） 写真-2 足洗谷下流右岸の埋木
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地震などによって土砂移動という人間でいえば病気が起き
ます。
　われわれが他人とつき合うとき、こうやって面と向って話
したり、顔色を見たり、触れ合ったりして、だんだん深く相
手がわかってきます。対象としている流域の荒廃特性、土
砂移動の特性も文献や空中写真判読や現地踏査などあ
れやこれやとつき合って、だんだんわかってくるものだと思
います。一つの流域でも行くたびに新しい発見があります。
　ただどこまで深く相手を見ることができるか、人の場合
も、流域の場合も、そのあたりが課題ですね。
澤田●具体的な事例でご説明いただけるでしょうか？
大石●たとえば災害が起きた箇所の、災害前の空中写真
を見て、崩壊や土石流が起こりそうなところを微地形判読
により抽出し、実際に起こった状態と見比べてみる、そし
て事前の予想と実際とで違ったところがあると、それはな
ぜかと考えてみる。こうした経験を積むことによって、対象
流域の荒廃特性、土砂移動特性がより掴めるようになる
のだと思います。
　私は平成17年に土砂災害の起こった宮崎県の別府田
野川外3河川図-2の流域について災害前の空中写真から、
崩壊の危険性がある箇所をＡ,Ｂ,Ｃの3ランクに分けて拾
い出し、実際に崩れた箇所と重ねてみました。拾った箇所
外で崩れたのは一箇所だけでした。この作業は自分が今
までやってきた微地形判読が砂防計画上どこまで届いた
かの総点検のテストだったのでドキドキしながら大急ぎで
判読したのですが、ホッとしたというか、しばらくは力が抜
けてしまいました（笑）。
　岩手・宮城内陸地震の時も災害前の空中写真を見て、

は「特別研究促進調整費に
よる総合研究」というのがあっ
て、例えば地すべりのようにい
くつかの省庁にまたがる研究
テーマに予算がつくと、大蔵省
から科学技術庁に示達されま
す。これを科技庁から参加省
庁に配布して、それぞれ専門の
立場から共同して研究し、それ
ぞれの成果を総合研究報告書
として一冊にまとめるというもの
です。防災にかかわるものは、
科技庁の付属機関である防災
センターがその総合研究の世
話役をやっていました。私は地すべり、山崩れ、がけ崩れ
関係のいくつかの総合研究にかかわりましたが、昭和46
年に「ローム台地のがけ崩れ総合研究」の一環として、川
崎市の生田緑地公園で実施した崩壊実験の最中に、不
幸な事故によって15名の方が亡くなられました。私は幸
い泥の中から引き上げられましたが、この事故の刑事責任
の被疑者、刑事被告人ということで、15年余を送り、昭和
62年無罪となりました。毎年11月の命日には当時の上司
と現地で亡くなられた方々の冥福を祈っています。
　ただこの時期は異動もなかったので裁判対応の他は比
較的時間があり、先にお話したようにいろいろな微地形判
読事例を『新砂防』にシリーズとして投稿したり、それにい
ろいろな事例を付け加えて鹿島出版会から本を出したり
と、自分が経験した現場を中心に微地形を判読し、整理
することができました。

 微地形判読をした事例

吉田●昨年６月の岩手・宮城内陸地震の時も、空中写真
からの微地形判読によって崩壊地の調査を行った、という
話を聞きましたが、他の微地形判読事例や、数多い経験の
なかで大石さんが重要だとお考えのことはなんでしょうか。
大石●写真判読に限ったことではありませんが、我々砂防
が相手にするのは個々の流域です。でも流域というのは
人間と同じで、人間一人一人がもともと多かれ少なかれ病
気にかかる体質を持っていて、その後臓器の変化だとか
外部からの刺激で病気になったりするように、個々の流域
も潜在的な荒廃特性が体質としてあって、そこに豪雨や

図-2 別府田野川ほか3河川の崩壊危険度分布図に崩壊箇所を重ねた図
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1/25 ,0 00地形図の上に別府田野川の場合と同じように、
崩壊の危険があるところをＡ、Ｂ、Ｃとランク分けして崩
壊後の写真と比べてみました。やはり原因が降雨と地震
では若干崩壊の起こり方が違っています。とくに荒砥沢ダ
ム上流の大きな崩壊は崩壊前写真からは丸っきり予想さ
れなかった。かなり広い範囲に円弧状にはっきりしたリニ
アメントが数本見えたのは特徴的でした。二迫川、三迫
川図-3の流域全域が古い地すべり跡地で、小規模の崩壊
が沢山できるかなと予測したけれど、あれほど大きな崩壊
になるとはね。それからもう一つの特徴は、これはここより
西の一迫川流域に2方向のまるで刷毛で掃いたように、じ
つに細いリニアメントが密に帯状に分布しているのが見え
ることです。どうしてこのような筋ができるのかちょっと原
因がわからない。火山噴出物起源かなと思うけれど皆目
見当がつかない。米軍の写真を見たいと思いながらまだ
見ていません。
　ちょっと気がついたのでお話します。空中写真を見ると
き、撮影年や撮影時期などの違った写真を見比べる必要
があります。平成8年に土石流災害が起きた蒲原沢の場合、
入手できる一番古い空中写真、米軍が戦後すぐ撮った写
真を見ると、この時の崩壊は蒲原沢の侵食前線の最先端、
現在の蒲原沢で最も崩壊ポテンシャルの高い箇所で発生
しています。このことはどの時期の写真でも同じように判
読できます。ところが、米軍写真では左岸側の山腹、ここ
は山体が階段状にばらばらにこわれていることがよくわか
ります。これが蒲原沢左岸の湧水に影響していることが
想像されます。最近の写真では植生が十分に入っていて
それと知って見ないとただ平凡な地すべり跡地くらいにし
か見えません。やはり何時期かの写真を見る必要があり
ますね。

 微地形判読を砂防計画に生かすには

吉田●最初の方のお話で、いろいろな現場を通じて微地
形判読の目を養われたということでしたが、今度は砂防計
画の中に微地形判読の目を生かすときの注意点などにつ
いて教えてください。また今後の微地形判読のやり方に
ついて、現在考えておられる新しい手法や活用方法なども
あればお願いします。
大石●土砂の生産、流出は微地形変化だという立場から
は、現在の流砂量方式ではない計画立案体系を考えなけ
ればなりません。だから私の場合微地形を追っかけてど

こまで計画立案に堪えられるか、それを目下追求中という
ところです。
　もう一つ、現在砂防エンジニアリング㈱の中に ｢微地形
砂防研究所｣を立ちあげて、微地形から出発する砂防を
追っかけています。私は写真判読専門ですが、当社では
若い技術者が何人かで、受注した仕事のなかで、AHP法
やファジー法、それに選好度を土砂移動現象の危険度
評価や対策の優先度の検討などに適用し、成果をまとめ
ています。私はその後を追って勉強中というところですが、
こうした新しい評価手法にも解析の過程でどこかで、微地
形要素がそのかかわり方の重みに応じてとりこまれる筈で、
一方でとことん微地形判読を掘り下げることが欠かせない
と思っています。
吉田●昔がけ崩れの危険度判定で行っていた、斜面の形
状や風化度合などいろいろなパラメーターから点数付けす
る方法に似ていますが、さらに微地形判読の技術的な判
断結果も考慮する方式のことですね。
大石●崩壊の危険度判定手法としていくつかの方法があ
りますが、点数法は古くから行われています。最近では先
程のAHP法、ファジー法なども行われています。
　規模が105㎥程度の大規模崩壊は大縮尺の空中写真
を見ることによって、その場所や規模の予測がつきそうな
段階にきていると思われます。しかし小規模群発型の崩
壊ですと、個々の崩壊地を事前に指摘することはできませ
ん。しかし過去の類似事例の検討を重ねることによって、
やがて、流域としてどの程度の規模になるか推定できるよ
うになると思います。
　ただ残念なことに、微地形から土砂移動の形態や量を
判断することはこれまであまりされてきませんでした。詳細
な微地形分類図から一歩も二歩も踏み込んで危険な場

図-3 二迫川・三迫川上流域（荒砥沢ダム付近）の土砂移動危険箇所とリニアメント（作業中）
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所やその規模までにとどかないと、実務には耐えられませ
ん。先は長いですね。
吉田●たしかに今でも、崩壊地の生産土砂量などは、過
去の災害事例から新規・拡大崩壊面積率を出して、地質
ごとに平均崩壊深を出すようなやり方はよくありますね。
大石●さらに微地形判読も少なくとも1/10 ,0 0 0以上の
大縮尺の空中写真やレーザープロファイラー図などから、
より詳細な情報量を持った判読図を作り、それに地層構
造や地下水の状況などまで考慮に入れて検討して、崩れ
る箇所や規模、どこまで土砂が到達するかなどを判断す
ることができるようになるはずです。今まで欠けていた量
的な評価ができて、それを土石流の数値シミュレーション
などにインプットしてやれば、より精度の高いハザードマッ
プが作れるのではないかと。
吉田●勾配や土砂量など一律のパラメーターを与えるの
ではなく、個別の危険箇所に対応した微地形判読をする
ということですね。土砂災害防止法の区域設定などに応
用ができそうな感じがします。

 今後の技術の発展、若い技術者に向けて

吉田●だいたい過去から現在にかけて、大石さんが歩ま
れてきた技術的なことについてはお聞きできたかと思いま
す。次は未来のこと、今後の技術の発展や若い技術者に
向けてなにかコメントがありましたらお願いします。
大石●今は机の上でやる仕事が多いですが、現場経験か
らくる直感的なものを大事にしなくてはいけません。微地
形判読も空中写真や地形図の判読の他に、現場とのつき
合い、現場を見ることが必須です。今の事務所の人たち
は現場に出る機会が少なく、体で覚える知恵がないと写
真や地図を見たときでも、元になるものがないので判断で
きないのではないかと危惧しています。
　若手の人に対しては「現場を見る」ということに尽きると
思います。いくら流域が広くても見なければならないところ
はそんなに広くはありません。仕事の合間や休みの日に出
かけて現場を見る。そうするとだんだん現場が好きになっ
て、行きたくなってくるものではないかと。私は現場に出る
機会は少なくなりましたが、車や飛行機に乗る時はできる
だけ窓際に席をとります。外国でもそうでした。窓から見
える地形の故事来歴を追うのはとても楽しいですね。
吉田●最後になりますが、私が微地形判読という技術に
ついて普段から感じていることは、これは経験的に体で覚

えなくてはならず「修行」が必要なものなのか、体系的に
整理されていて「勉強」すれば誰でも身につくものなのか、
どちらなのだろうことがあるのですが、そのあたりはいか
がでしょうか。
大石●「修行」というと肩がこりますが、写真を立体視する
のはとても楽しいことです。普段馴染みがないためにそん
な感じがするのだと思います。ただ多少馴れる必要があり
ます。今は本屋に、地形判読の演習書、地形を読みとく
案内書はたくさん並んでいます。ちょっと馴染めないかも
しれませんが、そうしたものを読んで目を養うことができま
す。ポケット実体鏡が必要ですが、（財）日本地図センターや、
（社）日本森林技術協会等で求めることができます。空中
写真は砂防事務所の場合には管内全部が揃っているし、
実体鏡もある筈です。関心のあるところから次々にご覧に
なるといいですよね。私は学生時代、地理、地形そのも
のの勉強はしていません。全くの門外漢でしたが地形に
関心を持ち始めたのが利根水系時代の現地調査、空中
写真を身を入れて見始めたのは防災センターに行ってから
です。ただそれまでにかなりいろいろと現場を見ていまし
たので、そうした現地を思い出しながら空中写真を見始め
たのです。地形の入門書は何冊かの『岩波新書』でした。
そのほか必要に応じて買って読むという程度で、地形を系
統だって勉強することはありませんでした。だから今でも
地形学は素人です。技術の習得に近道はありませんが先
輩が残したものを見て早く進むことはできます。とにかく
関心を持ってコツコツと経験を積んでいくことが大事です。
それから私が今やらなくてはいけないと思っていることは、
判読中理解に苦しんだ微地形をそのままにしないこと、例
えば荒砥沢のリニアメント、こうした仕事も残っています。
　私が地形、地形と言い出して、もう50年も経ちました。
今日では微地形判読は日常茶飯事になりましたが、ここ
まで取り上げられるのにこれだけの時間がかかったことを
考えると、さらに広がり、深まっていくには相応の時間がか
かるでしょう。でも、砂防計画を作る際に微地形的な目で
見ていくと、将来何が起こるかが判る可能性が大きい。そ
してそのことをもっと多くの人が知って勉強することを望ん
でいます。微地形研究所も日々の仕事に追われています
が、へこたれないように根気よく続けていこうと思っていま
す。年をとってもまだやることはいっぱいあります。これか
らもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
吉田●長時間にわたり貴重なお話を聞かせていただきま
して、ありがとうございました。
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海外事情

第3回
砂防海外セミナー
および視察報告
菊井 稔宏
きくい としひろ

（財）砂防・地すべり技術センター砂防部 次長

1.はじめに

　「砂防海外セミナー及び視察」は、国際交流に係る活動の一環と
して、（社）全国治水砂防協会が毎年企画されているもので、第３回
となる2008年は10月19日から24日までアメリカ合衆国ハワイにて
開催され、荒牧重雄団長（東京大学名誉教授）以下、筆者を含め10
名が参加した。内容は、ハワイ島での溶岩流の視察、火山防災に関
する意見交換、火山災害防止について等であり、本セミナーに参加
して印象に残った内容等を中心に紹介・報告する。

2.ハワイ島の概要

　我々が視察に訪れたハワイ島は、現在活発な火山活動を続け
ているキラウエア火山が位置するハワイ諸島最大の島で、別名
ビッグアイアンドと呼ばれていることは周知のとおりで、面積は
約10,432.5km2、四国の約半分の大きさである。「ハワイ」と聞け
ば常夏の島という印象をもつが、ハワイ島ヒロ滞在中は雨～曇り
の日が多く、半袖では少し寒い日が続いた。ハワイ島には、標高
4,000mを超えるまでに成長したマウナ・ケア及びマウナ・ロア
がそびえ、これらの火山は、海底5,000ｍからマグマが噴出して
成長した火山で海底からの高さは9,000ｍを超える巨大な火山で
ある。これら火山の地形的影響を受け、ハワイ島の気候は、表-1

に示すように場所により大きく異なる。
　キラウエア火山は、ハワイ島の南島部に位置する水平方向に
長い火山で、現在最も活発に活動している火山である。山頂に
直径約4kmのカルデラを持ち、その中に約800ｍのハレマウマウ
火口が存在する。2008年３月にこのハレマウマウ火口の中での
活動が活発化し、3月19日に小噴火が発生した後、9月2日には最
大の噴火あり、10月12日にはハレマウマウ火口底部に開いた新
火口は、当初の倍の大きさになったとのことである。その間、火

観測地 標高
（m）

平均気温（℃） 過去の
記録的気温（℃） 平均年間

降水量
（mm）平均

最低気温
平均

最高気温
平均

最低気温
平均

最高気温
ヒロ空港 11.6 19.1 27.3 11.7 34.4 3,245
ハワイ火山国立公園 1210.1 11.5 20.7 1.1 31.7 2,769
カイルア 213.4 17.6 24.6 7.8 31.1 3,017
マウナケアリゾート 1.5 20.2 28.8 11.1 33.3 231 
ワイメア 813.8 （18.9）（29.5） 1.1 35.0（3,096）
マウナケア山頂 4205.0 -0.4 5.8 -11.7 18.9 （508）

表-1 ハワイ島の気候

図-1 キラウエア火山の溶岩流危険区域
★３

ゾーン1が最も危険でゾーン5まで区分されている

過去30年間の平均値／出典Hawaii Data Book 2007より作成
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口から放出されるSO2が増減を繰り返
し、風向によっては、観光者や居住区
域にも危険となるため、ガス濃度が一
定の基準を超えた場合、避難などの措
置が取られている。カルデラを一周し
ていたクレーターリムロードと呼ばれ
る道は現在は立入禁止、クレーターリ
ムロードにあった展望台は一連の噴
火によりなくなっていた。現在、活発
に溶岩を流している火口は、イースト
リフトゾーンに位置するプオオ火口
で、1983年1月の噴火から25年の間、
溶岩を噴出し続けている図-2。

3.キラウエア火山

（1）溶岩流

　溶岩流の視察はハワイ島ヒロ到着後、プオオ火口からの溶岩
流が流れ込んでいるカラパナ地区周辺から溶岩流の跡地を視察
した。我々が視察した範囲は現在、立入禁止となっており、「入
るなら自己責任」であることを書いた看板が立っていた。このエ
リアは一面溶岩原で、何層にも溶岩が重なり合っている。残念
ながら、地表面を流れる溶岩は観察できなかったが、ハワイ火山
観測所のJim Kauahikaua所長に案内頂き、Lava tube上のSky 
lightから溶岩を観察することができた写真-1。荒牧先生の説明
では溶岩の温度は1,140℃程度とのこと。また、オーシャンエン
トリーと呼ばれる溶岩が海へ流れ込んでいる様子も間近で観察
できた写真-2。溶岩流は約32万m3／日が噴出しているとの説明
を受けた。
（2）ハワイ火山観測所とハワイ国立公園管理所

　ハワイ火山観測所はハレマウマウ火口の近くにあり、様々な火
山の観測が行われている写真-3。現在、GPS観測50箇所、地震
計60箇所、傾斜計19箇所（精度1mm/km）、火山ガス9箇所（2箇
所は移動測定）、画像監視等を行っている。また、この一帯はハ
ワイ火山国立公園の一部であり、レンジャーと呼ばれる国立公
園の職員がビジターに対して様々な情報を教えてくれる。とく
に、火山災害に関する危険は常にビジターに説明し、避難させる
方法を考え、火山の活動情報については、火山観測所のスタッフ

図-2 プオオ火口からの溶岩流の流下状況★４

写真-1 スカイライトからの溶岩流視察

写真-2 オーシャンエントリー
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と24時間連携して対応をしている写真-4。また公園管理の能力
を超える場合はシビルディフェンスと有機的に協力して対応す
るとのことであった。とくにレンジャーは、アメリカの国立公園
法により、人々をできるだけ自然に触れさせることを意識してお
り、対象者に合ったガイドを心がけ、教育ではなく、自然を見て
「inspire（鼓舞する、する気にさせる）」させることが重要と説明
された。日本では火山災害の危険性からできるだけ遠ざけよう
とするが、ハワイでは、できるだけ「安全に」火山に接すること
ができるよう考えられている。
（3）シビルディフェンスでのセミナー

　ハワイ郡シビルディフェンス（Hawaii County Civil Defense）
は、ハワイ郡の自然災害、人工災害全般に対応する部署である。
ここでは州から郡レベルまで、同じ情報をもとに各機関が防災対
応することとなっている。この災害対策本部施設内で、ハワイ
島の防災全般に関する説明を受けた後、火山災害防止等につい
てのセミナーが開催された。セミナーでは、日本側から、荒牧重
雄東大名誉教授、亀江幸二砂防協会技術顧問及び安養寺信夫当
センター総合防災部長が話題提供を行い、ハワイ側からの現状
報告ならびに防災に関する意見交換が行われた。

4．現地視察及びセミナー

　最終日に、オアフ島にてハワイ大学のホートン教授を訪ね、ハ
ワイ州における防災対策全般の説明と意見交換を行い予定され
ていた行程が終了した写真-5。
　今回の視察ではハワイ島の代表的な火山であるマウナロアや
マウナケアの雄大な景色、キラウエア火山での噴火、溶岩流を実
際に見ることができ、火山のダイナミックな一面を再認識するこ
とができた。また、ハワイ火山国立公園やシビルディフェンスに
おける防災対応についての意見交換は、火山との共生、防災を考
えるうえで非常に有意義なもので、４泊６日という日程はあっと
いう間に過ぎた印象がある。最後に、火山のみならずハワイの歴
史を含めて様々なことをご説明いただいた荒牧重雄先生をはじ
め本セミナーに参加された皆様に感謝致します写真-6。

★引用文献・参考文献
１  Volcanic and Seismic Hazards on the Island of Hawaii, USGS
２  USGSホームページ：http://hvo.wr.usgs.gov/kilauea/update/maps.html

写真-3 ハワイ火山観測所からハレマウマウ火口を見る

写真-4 チーフレンジャーとの意見交換

写真-3 ホートン教授と（右奥）

写真-4 スカイライトでの視察団一行
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パキスタン
北部地震の
震後地盤変動
調査に参加して

近藤 浩一
こんどう こういち

（財）砂防・地すべり技術センター 専務理事

海外事情
１．はじめに

　平成20年11月24日から12月1日までパキスタン北部カシミー
ル地方の地震災害後の地盤変動調査団に参加する機会を得た。
カシミール地方は2005年10月8日、マグニチュード7.6の大地震
に見舞われ、死者7万人を超える激甚な被害を受けた。特に震源
に近いカシミール地方の州都であるムザファラバード市の被害
は甚大であった。山間地であるため斜面の崩壊や地すべりも多
数発生し、被害を増大させた。また河川上流域に崩壊した土砂
が多量に堆積しあるいは川を堰き止めて巨大な天然ダムを形成
した。今回の調査は2008年度から東京大学生産技術研究所の
小長井研究室が「地震後長期に継続する地形変化の科学的調査
と復興戦略への反映」という研究テーマで3年間ほど調査研究さ
れることになり、私は土砂災害対応の視点から復興戦略への反
映に活かせるよう助言する目的で調査に参加した図-1。
　パキスタン・イスラム共和国は、わが国の2倍強の国土面積
79.6万k㎡に1億6千万人の人口を有する。北東部はカシミール
地方に代表されるように山岳地帯で、カラコルム山脈、ヒンドゥ
ークシ山脈、ヒマラヤ山脈の高峰が連なる。それらの山脈を水
源としてインダス川が国土の中心を貫きながら南西方向に流下
し、アラビア海沿岸部に至る。
　1947年にイギリスから独立し、当時はインドを挟んで西と東
に国土が離れていた。そして第3次印パ戦争の末、1971年に西が
現在のパキスタンに東がバングラデシュに分離した。首都は最
大都市であったカラチから1967年に現在のイスラマバードに遷
都している。

2．地震後調査

　今回の現地調査はムザファラバードを拠点に周辺の地震で荒
廃した山地河川の現況を把握し、地震後どのように地形や河床
が変動し、下流へどのような影響を及ぼしているかなどを踏査と
GPS測定などで把握するためであった。ムザファラバードから
北西方向に活断層が走り、その線上にあるバラコットの市街地
は地震の被害が甚大であった。さらに活断層はムザファラバー
ドから南東方向にジェーラム川に沿って走っている。今回の地
震ではこの活断層に沿って、1ｍ以上の変動が90㎞に及び、震央
に近い所では6ｍほどの隆起量が測定されている。
　ムザファラバード市街地図-2はジェーラム川の河岸段丘とそ
の背後の山地斜面に形成されている。地震で背後の山腹が崩壊
し、ドロマイトを含んだ脆弱な地質の斜面が白く剥き出しになっ
た写真-1,2,3（次ページ）。

図-1 位置図
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　翌年からのモンスーン期降雨によって、山腹や渓床に溜まって
いた土砂が土石流状態で渓流を流下し、度々渓流沿いの密集市
街地を襲い大きな被害を惹き起こしている写真-4,5。
　今回踏査したタリカバード川やグルシャン川は典型的な荒廃
渓流であり、砂防計画調査を実施しそれに基づいた砂防施設を
適切に配置すれば、流域面積も小さく土砂災害を容易に軽減で
きる。財源等が限られた状況のなかで、効果を速やかに発現させ
るには中下流部で土砂を捕捉する堰堤を設置し、居住地のなか
には流末処理工を設置し出水を安全に本川まで導く。堰堤に溜
まった土砂は除石し次期の土砂流出に備えるというような緊急
対策が必要であろう。
　今回限られた範囲しか見ることができなかったが、至るところ
荒廃河川、渓流ですべて手付かずのままであり、写真-6,7,8今後
の技術協力、それもソフト対応だけで終わらない支援が必要で
ある。
　地震で大規模な地すべりが発生し、河道を閉塞して天然ダム
を形成している場所が、震後どのように地盤等が変動しているか
の調査も行った。州都からジェーラム川沿いに35kmほど上流の
ハティアンバラという地区である。地すべりの規模は幅500m、
長さ1,800m、移動土塊量8,000万㎥と推定されている図-3。震
後1年7ヶ月ほど経って満水状態になり（推定湛水量6,200万㎥）
行った時は軍隊が緊急対策として開削した天然ダム上の排水路
から静かに流れ落ちていた。調査団は天然ダムの地盤変動、排

写真-1 ムザファラバード市街地背後の荒廃山地

図-2 ムザファラバード市街地と荒廃河川・渓流

写真-2 同上　荒廃山地水源部

写真-3 タリカバード川水源の荒廃状況

写真-4 土砂に埋まる家屋

写真-5 グルシャン川下流被災地から上流水源を見る
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水路の変動、浸透水の状況、水質調査などを行うため、GPS測定
やサンプリングを実施した。現地はまさに「山が動いた」という
感じで、前記の土塊量は日本初の大規模ロックフィルダムであ
る御母衣ダム（堤高131m、堤体積795万㎥）を高さをそろえて10
体分合わせたような大規模な天然ダムである。堰き止め地点よ
り上流の集水面積は50㎢ 弱と小さく、洪水規模や堰き止め土塊
規模から決壊に至るような可能性はきわめて低いと思われる。
　土塊は砂岩、泥岩で１から2ｍ以下の岩塊径に砕けて堆積し、
とくに泥岩は外部に曝され乾燥湿潤の繰り返しで著しくスレー
キングを起こしていた。湛水池からの浸透水や越流水等によっ
て今後土塊がどのような影響を受け、どう沈下等の変動を生ず
るかモニタリングしていく。

3．SABO技術移転

　今回の地震を起こした大断層の周辺域に、山崩れや地すべり
などの崩壊が集中して発生している。降雨、出水によって地震
で不安定化している斜面が崩壊したり、一気に多量の土砂が押
し出し土石流等の災害を今後繰り返す危険性が高い。震後の
土砂災害を我が国も過去幾たびとなく経験し、昨今震後に起き
る土砂災害を未然に防ぐあるいは軽減する砂防技術を発展さ
せてきた。一瞬にして集落を破壊し、人命を奪う土砂災害に対
する認識をもち、土砂災害に対する技術を取り入れていく環境
づくりがまず第一歩だ。今回「TECHNICAL SEMINAR　on 
EARTHQUAKE NATURAL DISASTER MITIGATION」を
一日開催して、土砂災害の実態や防止技術の概要について紹介
してきたが写真-9,10、いろんな機会を通じて技術移転や交流し
ていくことが必要である。

図-3 ハティアンバラ平面図（地すべりと堰止湖）

写真-6 ムザファラバード周辺の荒廃河川・渓流

写真-7 活断層沿いの崩壊地

写真-8 ハティアンバラ天然ダム湖

写真-9 テクニカルセミナー

写真-10 テクニカルセミナー開催関係者と
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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.jfe-kenzai.co.jp/

流木捕捉工Ｄ-スリット

審査証明取得日： 平成19年10月29日　審査証明取得会社：JFE建材株式会社

技術審査証明18

　「流木捕捉工　Ｄ-スリット」は、掃流区間に設

置する流木の捕捉を目的とした流木捕捉工です。

当社従来製品であるＤ型スリットえん堤の構造・

形状を一から見直し、より合理的な構造・形状と

しました。

　掃流区間に設置する以外に、土石流区間にお

いても副堤に設置することができます。この場合

には、機能面は掃流区間と同様に取り扱い、部材

の照査には減勢された土石流も考慮します。

　なお、「土石流・流木対策設計技術指針」にも

対応しています。

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

 「流木捕捉工　Ｄ－スリット」は、その合理的な構

造・形状により当社従来製品と比較して

①上部工の鋼材重量が小さくなる。

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

　現在までに２件の実績ですが、いずれも鋼製部

高さが３ｍ以下と低かったため、部材点数も少な

くてすみ、より効率的な施工ができました。今後は、

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（東京都　三宅島）

鋼材部高さ　2m
＊下流側工事中のため、
　仮設的に土嚢で開口部を塞いでいる。

高さが高くなり、部材点数が増えた場合でも、効

率的な施工ができることを検証していきたいと考え

ています。

②基礎コンクリート量が小さくなる。

　その結果、経済性および施工性に優れた製品と

なっています。

上流側

下流側
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CBBO型砂防えん堤

技術審査証明19

審査証明取得日： 平成19年10月29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

技術名称

　CBBO型砂防えん堤の特徴として次の特徴があ

ります。

1. 機能部材と構造部材の役割に明確な一線を画

し、後者に対する土石流の直撃を防ぎ、その衝

撃力を大幅に軽減している。

2. 機能・構造両部材の接合に、直線鋼矢板の嵌

合継手を活用することによって、機能部材の着

脱・交換を容易にしている。

3. 土石流捕捉後の除石は、上流からのアプローチ

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

管理を容易に行うことができる。

4. 構造部材の中核を占める扶壁構造体は、底版と

同じく、コンクリートを併用した合成鋼構造とし、

高力ボルトや溶接等による接合手段を極力排除

することによって設計施工の単純合理化を図っ

ている。

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

　CBBO（Cross Beam Buttress Open Dam）型

砂防えん堤は、土石流捕捉のための機能部材として、

着脱可能な横ビームをメインに、その直前面にそれと

クロスさせる形で縦に鋼管ビームを配し、それを背後で

支える構造部材として、鋼殻をまとったコンクリート扶

壁を組合わせた透過型えん堤です。

技術の特徴・概要

　土石流捕捉後に機能部材の着脱・交換が容易に行えるかどうかの確認や、さらなる設計・施工の合

理化をめざして部材の改良に取り組んでいく予定です。

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

鋼殻材状況 機能部材設置状況 完成状況
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行事一覧（1月～3月）

協賛（後援）
●1月29日～30日 雪崩防災シンポジウム（協賛）
●2月5日～６日 第13回「震災対策技術展/自然災害対策技術展」（後援）

　砂防技術研究所では、「平成20年度　砂防技術研究所報」を発行いたします。本報は、当センターが公益事業の一
環として取り組んでいる自主研究を中心として、砂防学会等において発表した調査研究の概要や、今後取り組むべき
技術について取りまとめたものです。お問い合わせは下記へご連絡下さい。
砂防技術研究所　仲野　TEL：03-5276-3274　FAX：03-5276-3394

＊無料配布ではございますが、部数に限りがございますので、品切れの際はご容赦下さい。

依頼講師

依頼者 講師 　 内　　容

鹿児島大学 古賀 省三 1/14 非常勤講師　鹿児島の自然と災害（10/1～3/31の間2時間）

（社）埼玉県建設
コンサルタント
技術研修協会

松井 宗廣 1/19 平成20年度　土木設計技術講習会

（財）横須賀市
生涯学習財団 池谷 浩 1/21 2008年度　市民大学（後期）講座ｶﾘｷｭﾗﾑ

静岡大学 伊藤 英之 1/1～3/31 防災総合センター　非常勤講師（30時間）　

政策研究大学院大学　 池谷 浩 2/18、3/6 非常勤客員教授　（ICHARM　洪水修士コース　講師）

（独）土木研究所 綱木 亮介 3/2 修士課程「防災政策プログラム
水災害リスクマネジメントコース」講師

（独）防災科学
技術研究所 安養寺 信夫 3/9 次世代型火山ハザードマップに関する研究 

砂防技術研究所報の発行
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ヨルダン国乾燥地砂防プロジェクト派遣報告

　2009年1月11日。折しもイスラエルによるガザ侵攻が激
しさを増すなか、筆者はイスラエルに接し、ガザ地区からわ
ずか150kmしか離れてないヨルダン国首都アンマンに降り
立った。昨年に引き続き、国際協力機構JICAの要請により
乾燥地砂防プロジェクトを本格的に始動させるためである。
短期専門家チームは、国土交通省国土技術政策総合研究
所 西本晴男センター長をリーダーに、独立行政法人土木
研究所 野呂智之総括主任研究員、昨年に引き続き、当セン
ター 古賀省三砂防部長（昨年はリーダー）、東京農工大学 
石川芳治教授（2009年3月派遣予定）、そして筆者の5名で
構成された。また、JICAから大井英臣客員専門員、緒方隆
二特別嘱託がほぼ全行程を共にした。
　今年は3カ年プロジェクトのミッドタームに当たり、昨年
策定したPlan of Operation（案）を基に、ワークショップに
よる技術意見交換会（1月12日開催）、ヨルダン国内各関係
機関による乾燥地砂防技術委員会（1月21日開催）を通じて、
昨年日本で研修を受けた5名のC/Pに対して詳細な技術指
導を行い、参加者全員で活発な技術的議論を交わした。ワー
クショップと技術委員会での議論以外は、連日モデルサイ
トであるWadi Mujib流域、Mujib DAM、Wadi Ziqlab周辺
を駆け巡った。
　今回の派遣では現地指導を主として、5名のC/Pが各分野
の専門家に同行し、OJT方式によってC/P自身に調査や各
種調査、施設候補地点の選定等をやっていただいた．彼ら

は全員きわめて優秀であり、我々が着任するまでにお願い
していた地すべり地での伸縮計設置準備などの細かい作業
を完了させていた上、同行中は我々に積極的に質問し、位
置選定等に際しては自分達自身で考えたことをその場で確
認してきたりして、常に高いモチベーションで活動してい
た。本プロジェクトは，ヨルダン国が主体に行うものなので、
こうした姿勢は非常に重要であり、ミッドタームながらも
本プロジェクトの成功を確信した。今年は、かなりキナ臭
い状況の中での派遣であったが、中東諸国の歴史を考えれ
ば別に珍しいことでもないらしく、多くの難民がヨルダン
国に流入していたり、アンマン市内では週末に抗議デモが
散発してはいたものの大きな混乱はなかった。ただ、市内
には亡くなった方々に対して弔意を示す黒布があちらこち
らに見られ、ヨルダン国民は非常に悲しんでいた。ヨルダ
ン国派遣も2回目ともなるとかなり慣れたもので、二週間
にわたって何の苦もなく普通に生活している筆者がそこに
いた。かなり危険なイメージがあるヨルダン国だが、実際
には治安が非常に良く、慢性的な水不足に悩まされる以外
は特に不便さは感じずとても住みやすい。しかし筆者は小
心者なので、やはり長期間居住するのは無理だろう。
　最後に現地でサポートして下さったJICA地球環境部 坂
田章吉次長、ヨルダン事務所の岡本 茂所長、奥村所員を
はじめとする皆さまに厚く御礼を申し上げます。

（砂防部 課長代理 池田暁彦）

海外派遣・協力

ワークショップのようす Wadi Mujibのベドウィン Wadi Mujib

技術研究会のメンバー Wadi Mujibと筆者 C/Pとの議論のようす
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平成21年度

砂防・地すべり技術センター研究開発助成 募集の御案内

　当センターでは毎年度研究開発助成事業を実施しております。この助成事業は砂防並びに地すべり及びがけ崩

れ対策に関する技術の向上を図るため、これらに関する技術開発及び調査研究を対象として、特に問題意識が鮮明

で達成目標が具体的であるテーマで、優れた人材を結集し十分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等の研究者

に対して実施しております。

　平成21年度も研究開発助成の実施に向け、助成対象を募集します。

応募方法及び様式は「平成21年度　砂防・地すべり技術センター研究開発助成募集要領」に示しております。必

要な方は当センターHP（http://www.stc.or.jp/）からダウンロードするか、下記宛て請求して下さい。

記

１．助成金額：一件につき、300万円以内（助成総額：約1,300万円）
２．助成対象の決定等：平成21年５月中に決定し、応募者宛に書面で通知
３．報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書（A4判20頁程度 日本語）を当センター宛に提出
４．成果の帰属：研究成果は助成対象者に帰属するものとする
５．募集受付け期間：平成21年4月1日～30日
６．募集要領請求先並びに問い合わせ先：（財）砂防・地すべり技術センター　企画部　吉田・安

あん

味
み

　　〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番21号山脇ビル　　TEL 03-5276-3271　URL:http://www.stc.or.jp/

平成21年度

（財）砂防・地すべり技術センター講演会のお知らせ

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

記

日　時：平成21年6月16日（火）13:30～17:00
場　所：砂防会館別館　シェーンバッハ・サボー（淀・信濃）　東京都千代田区平河町2-7-4

プログラム（予定）
１．開会
２．主催者挨拶
３．来賓挨拶
４．講演
　　•海堀 正博氏　（広島大学大学院総合科学研究科准教授）
　　•吉友 嘉久子氏　（OFFICE・よしとも代表）
　　•藤井 敏嗣氏　　（東京大学地震研究所教授）
５．閉会

なお、詳細および参加募集等は決まり次第、当センターのホームページにて掲載していきます。
ホームページURL：http://www.stc.or.jp/
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　はるかな万里の長城、網の目のようにめ
ぐる古代ローマの道路や橋……古代の遺
跡たちは当時の技術者達の誇りと意気込
みを今に伝えている。しかし、現代の日本
では若者達の土木離れが進んでいるとい
う。そういえば図書館の児童科学コーナー
は環境に関する絵本でいっぱい、現場で
働くヘルメット姿のお父さん達は棚の片隅
に追いやられている。ダム不要論を筆頭と
する環境派に押されて肩身のせまい擁護
派、論議の声は喧しいが、さてどちらに与
するのか、こと砂防に関して言えば、環境
と公共事業ははたして相容れない敵同士
なのか？
　そのはざまにぜひ耳を傾けるべき声が
ある、自然災害の危険にさらされた経験
をもつ人 、々現在その恐れを実感する人々
の声だ。その願いはただひとつ安心して
暮らしたい……。立山カルデラ内に堆積す
る2億㎥の土砂が流れ出せば、富山平野
は平均 2ｍの土砂に埋もれるという。そん
なパニック映画のような恐怖と背中合わせ
の富山の人 に々とって、環境とはまず安全
ではないのだろうか。
　関東に育ち富山県民となった著者の吉
友氏は、文字どおり足もとを支える砂防の
存在とそれに携わる人 を々知り、エールを
送り続ける「砂防の語り部」である。著者
のペンはひとを描き出し語ることで、一般
になじみの薄い砂防という無機的な響き
に、温かい血を通わせていく。
　本書に描かれる立山砂防の基礎を築い
た人 の々エピソードは、巨大なえん堤達が
組織や機関の造る冷たいセメントの固まり
ではなく、ひとが「安全を守る」という熱
い想いに突き動かされながら、さまざまな

辛苦を乗り越えて造営にこぎつけた、ロマ
ンの証しであることを伝える。ことに砂防
の始祖と呼ばれる赤城正雄の、使命感に
燃えるストイックな姿は胸を打つ。当時内
務省にあって地位が確立されていなかっ
た砂防職で、なかなか意見が通らずジレ
ンマに陥った赤城は、活路を見いだそうと
私費でオーストリアに留学する。どん欲に
先進の技術を吸収し、帰国後その知識を
踏み台に日本独自の砂防を打ち立ててい
く。そしてまた危険な作業に携わる人たち
に、砂防という仕事への誇りを持たせよう
と自らその労をねぎらい、給与や宿舎など
にまで気を配ったという。そういった生き
方は、代 庄々屋をつとめた生家赤城家が、
洪水が起きると土蔵の軒先に常時つるし
てあった木船で、飲料水や炊き出しの食
糧を配ったというその生い立ちも大きく関
わっているのだろう。そして、その心意気
に触れて、次世代の技術者達が育ってい
く。「企業は人なり」とはよく耳にする言葉
であるが、本書の語るところは「公共事業
もまた人なり」ということであろう。人が人
の声に耳を傾け、共感し、行動を起こす
のだ。「人 の々安全を守る」という誇り、こ
れ以上のロマンがあるだろうか？
　緑がよみがえったカルデラにリズミカル
に配された階段工は、五線譜に置かれ
た音符さながら自然との調和を奏でつつ、
しっかりと土砂を受けて山腹を踏みしめて
いる。二者択一ではなく、人が安全に暮
らす環境こそが最優先される環境であり、
またその安全はたゆまぬ努力によって支え
られていることを忘れてはならない。

（企画部情報課　仲野順子）

地震・地すべり・
大崩落
立山カルデラ物語
吉友 嘉久子 【著】

発行：株式会社ダイナミックセラーズ出版

無機質のロマン

読　書　案　内

「OFFICE・よしとも」代表、当センター理事 吉友 嘉久子氏の新刊を御紹介いたします。
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横丁イタリ庵

界隈
食べある考

8

編集後記
市ヶ谷便り

　今年の梅は暦どおりの律儀者で、宵闇に香り始めたのは
ちょうど立春の頃でした。暖冬に誘われたのに、名残の雪に
はとまどったことでしょう。「春もややけしきととのふ月と梅」
……太宰府天満宮「梅の使節」から早咲きの一鉢を贈られ、
麻生総理が引用したのは芭蕉の句でした。

　芭蕉といえば知らぬ者のない俳聖ですが、その生涯は謎に
包まれています。センターからほど近く、なつかしい曲のタ
イトルにもある神田川に、芭蕉は意外な接点がありました。
井の頭弁天池を源泉とし、末は隅田川に注ぐ流れの上流部
を神田上水として、江戸の街の生活水に利用していましたが、
その改修工事の監督だったというのです。土木と治水に優
れた伊賀・藤堂藩は、延宝5年（1677）幕府より掘割普請を
命ぜられ、郷士であった芭蕉も携わりました（文京区みどり

の推進委員会）。そして椿山の高台から見渡す水田風景を、風
光明媚な江州瀬田になぞらえて「五月雨にかくれぬものや瀬
田の橋」と詠んでいます。その名前通り早稲田界隈はいちめ
んの田んぼだったんですね。

　現在は神田川に統一されていますが、以前は文京区関口か
ら飯田橋までを江戸川と呼んでいたので、まぎらわしい地名に
なっています。メトロ江戸川橋駅を出て川沿いに、復元された
大洗堰（取水口）、椿山荘の冠木門・・と進んでいくと関口芭
蕉庵です。その先は水神社、細川家屋敷跡の新江戸川公園と
続きます。この江戸川公園遊歩道は桜並木につづられ、たそ
がれ時のそぞろ歩きに最適です。俳人の足跡をたどりつつ、あ
るいは思い出のメロディーを口ずさみながら……梅の盛りは過
ぎましたが、春は今、爛漫ですね。　　　　　　　　（J）

麦・石窯・薪 Ｕｎ

千代田区五番町5
市ヶ谷女子学生ハイツB1

TEL03-3234-4569
http://r.gnavi.co.jp/g149900/

──ところは市ヶ谷駅前、御隠居のお使い帰りの
八つぁん、熊さんが差しかかったところ。
「おう、八公。いい陽気になったし、ちょいと聞こし
召して行こうじゃねえか。」
「いいねぇ熊さん、口うるせえ爺イもいないことだし。」
「ここはどうだ、『麦・石窯・薪Un』って書いてあるぜ。
イタリア居酒屋ってか。市ヶ谷駅にも近くって良い
やな。」
「ゆうえぬ？United Nations？」
「馬鹿野郎！なけなしの学を出すんじゃねえ。これは
『ウン』と読むんでぇ。」

──階段を下り、店に入った二人、メニューを眺め
て････。
「おう、俺ァ、スパゲッティー・ナポリタン！　え、な
い？　じゃあピザをもらおうか。
お前としっぽりピザ枕なんてね。ん、寒い？……何
がお勧めだい？　マルガリだ？　よせやい、マゲを
切られちゃ長屋で何言われるか知れたもんじゃね
え。コースは飲み放題付きで4,300円からってか。
お得だねえ。」

──すったもんだの末、注文が済み、料理が運ばれ
て参ります。皮切りにキリリと冷えた白ワインで始
めます。
「熱っ！ほふっ、ほのピザってのも薄くカリッと焼けて

て旨いもんだな。」
「自家製パンチェッタのグリルってのも赤葡萄酒に
ピッタリだよ。」
「お前な、江戸時代の人間ってぇ設定なんだから言
いにくいのをスラっと話すなよ」
「まあまあ飲みねえ、熊さん、この￥500の小皿料
理が10種類あるってのは手軽でいいね。」
「おっ、このエビとアボガドのトースト旨いな。」
「ガーリックトースト・ゴルゴンゾーラソースってのも
シンプルで悪くねえ。なに、ポテトとインゲンのジュ
ノベーゼのリングイネ？　オランダおいねか。丘み
つ子の顔が浮かんじまったい。」
「古すぎて誰もわかんないぞ、八。」

──二人とも人の話を聞かず食べ進み、白ワインか
ら赤ワインへ移り、すっかり出来上がってしまいま
した。
「お～い、兄さん、箸休めにお新香みたいな奴はな
いかえ？　ほう、自家製ピクルス盛り合わせ？よ～
し、それをくんな。」
「西洋新香か。お、こりゃさっぱりとしてら。特に赤
黄ピーマンと小さいトマトが優しい味でいいねえ。
何、客の入りに合わせて3時間前に漬ける？見上げ
たもんだよ、女子学生ハイツってね。今度、長屋
の連中引き連れて来るからよ。」
「そうだ、隠居の爺ィをだまくらかして勘定を持たせ
ようぜ。」
「そりゃいいや。あのごうつくばり、しこたま貯め込
んでいるって噂だからな。」
「……さん」
「なんだ、後ろからうるせえな。」
「これ、八つぁん、熊さん！」
「あっ、御隠居！！」　　　　　　　　　　　　（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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