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巻頭言

島原市長任期を
振り返って

吉岡 庭二郎

よしおか ていじろう

前島原市長

平成20年12月17日をもって島原市長を退任いたしまし

九州地方整備局、長崎県等のご協力を得て開催すること

た。顧みますと平成4年、雲仙普賢岳噴火災害のまっただ

ができました。
「火山との共生」をテーマに、市民総参加

中での市長就任以来、4期16年の永きにわたって市政の

による「おもてなしの心」で、日本はもとより世界各国か

舵取り役を務めさせていただきました。この間、市民の皆

ら多くの参加者をお迎えして大成功を収めたことは、まち

様をはじめ、全国の多くの皆様にご支援ご協力を頂き、心

づくりの基本である市民との協働、市民力の向上につなが

より感謝いたしております。

ったものと確信いたしております。さらにその成果を受け、

私が島原市収入役に就任いたしましたのは平成2年10

平成20年10月20日には島原半島が「日本ジオパーク」
国

月であり、その着任48日目に約200年ぶりに雲仙普賢岳が

内第1号認定を受けました。
現在はユネスコが支援する「世

噴火しました。その後収入役8ヶ月、助役1年3ヶ月、そし

界ジオパーク」のネットワーク加盟を目指して島原半島三

て市長とめまぐるしい2年間でありました。以来昼夜を問

市が協力しながら取り組んでおります。

わず噴火災害の対応に追われ続けたのです。

そして今回の災害の教訓として得たことは、情報化の必

あの度重なる土石流により賽の河原となった被害状況

要性であります。災害発生当初は、自衛隊、警察無線の

を見たとき、本当にこれを元の状態に戻せるのだろうかと

傍受を可能にすることにより、市民が火砕流の発生状況を

落ち込んだこともありました。しかし市のトップとしての

得られるようにし、また自衛隊によって地元ケーブルテレ

責任の重大さを思う時、
「この復興を俺がやらなければ誰

ビから放映される毎日の山の状況を、避難の判断材料とい

がやる」
「俺の手で絶対に成し遂げてみせる」という強い

たしました。また、雲仙復興工事事務所の監視カメラの

信念で立ち向かい、そしてまた「悪いことばかり続くわけ

映像から土石流発生時の対策を行いました。このような

じゃない、今がどん底だ、必ずすばらしい春が来る」とい

ことから市では今次災害のため、防災行政無線施設の整

う『一陽来復』を座右の銘として走り続けてきたのでした。

備や全市民への個別受信機の配布により防災情報の伝達

なかでも噴火災害の対策としては、のちに『島原方式』

拡充を図りました。そのほか公設民営化によるコミニティ

と呼ばれる官民一体となっての復興運動−建設省雲仙復

FM局の開設や、情報インフラとして無線LANの整備など

興工事事務所(当時)の支援による水無川流域での「安中

に積極的に取り組んで参りました。この無線LANでは災

三角地帯の嵩上事業」や「安徳海岸の埋め立て事業」
、復

害の現場から映像と音声でリアルタイムに放送できるよう

興のシンボル的存在である「島原復興アリーナ」や「雲仙

になっています。また、国のモデル事業に採択された「児

岳災害記念館」の建設、中尾川流域での砂防工事に伴う

童見守りシステム」や「コミニティ FM」のインターネット

第四小学校や杉谷公民館の移転新築など−が強く印象に

配信は、国内のみならず世界中どこからでも島原の旬の情

残っております。また国の直轄事業として、水無川､ 中尾

報が入手でき、同郷の皆様に喜んでいただいております。

川流域等における多数の砂防堰堤や導流堤の建設により、

在任中の思い出は尽きませんが、雲仙普賢岳噴火災害

地域の安全が確保されました。このように国、県および全

からの復旧・復興を着実に進めるなかで、地域づくり人づ

国の方々のサポートのもと、市民一同の努力を結集し、見

くりの種は大きく開花したものもあれば、今まさに芽吹き、

事な復興を遂げたと自負いたしております。

つぼみとなって成長が待たれるものもあります。皆様の温

これらの集大成として、平成19年11月には当市と日本

かいご支援ご協力を糧として、今後とも島原の発展を見守

火山学会主催による「第5回火山都市国際会議島原大会」

って参りたいと思います。本当にありがとうございました。

を、九州大学火山観測研究センターならびに国土交通省
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1 はじめに
論説
頻発する地震は当該地域に消し去ることのできない
災禍を残しながら、一方で時の経過とともに人々はその
大事な教訓を容易に忘れがちである。だからこそ地震

地震・地盤災害の
データ・アーカイブス
構築のために

被害調査は、その教訓を数字や統計などで表現された
客観的なデータとして蓄積していく意味で極めて重要
である。しかしこれまで幾多の調査に関わってきたわ
が身を振り返って、多忙を理由に十分な考察を加えない
まま、たんなる写真集を残しているに過ぎないことも多
いのではと反省すること頻りである。地震は天が与え
た 実大規模の貴重な実験 であるが、周到に準備され

小長井 一男

た人工的な実験と異なり、その残したデータを計測し数

こながい かずお

東京大学生産技術研究所 教授

値化することは極めて難しい。ここでは地形・地盤条
件の影響を強く受ける地震動と、地震が引き金になって
長期に亘り継続することのある地形変化について、デー
タを遺す試みと課題について述べてみることにする。

2 地震動分布の推定
わが国には世界に類を見ないほど稠密に地震観測網が
張り巡らされている。図‑ 1は関東地方に展開する気象庁
地震計と各地方公共団体が管理する計測震度計の分布
である。気象庁の地震計は全国で約600地点にのぼる
（気
図- 1

関東地方における気象庁の強震計および地方自治体の
計測震度計の配置（気象庁ウェブサイト）

象官署約150箇所、都市部約130箇所、郡部約140箇所、
津波地震早期検知網の観測点約160箇所、機動観測点
約20箇所）
。単純に計算してみても1都道府県あたり10
地点以上の震度計が設置されていることになる。これに
加えて防災科学技術研究所は、兵庫県南部地震の翌年
1996年に整備された強震観測網（K‑net）
の全国1000箇
所を越える観測地点からのデータを随時ウェブ上で公開
している。だからこそ、技術的な課題はまだあるにはし
ても、世界に先駆けて緊急地震速報のシステムが整備さ
れるに至ったのである。さらに国土交通省港湾局など
が管理する港湾地域強震観測網、国土交通省および建
築研究所の強震観測システムなどもある。
一方諸外国の地震被害の調査では強震計が数台しか
なく、しかもまともに記録のとれたものはさらに数が限
られてしまうことも少なくない。わが国は桁違いに地
震情報が充実しているのである。
しかしながらいざ現実の被害の詳細に立ち入ると、微

●：気象庁 ■：地方公共団体 ▲：独立行政法人防災科学技術研究所
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地形や地質、旧地形の影響などで道一つ隔てて被害の

図- 2 -a 本線高架橋脚基礎に生じた亀裂位置（橋脚あり ）

ば上盤側の表面10m前後に建設廃材や盛土を含む硬い
シルト質砂層があり、その下に均質な粘土層が楔のよ
うに入り込んでいる。下盤側は大半が砂利や玉石が卓
越する礫層である。高速道路の杭のうち、あるものは出
来上がった橋脚を支え、あるものは何も支えていない状
態で上下約1ｍ、水平約2ｍの断層変位を受けたのであ
る。地震後、各橋脚のコーナー部にある基礎杭からコ
アが採取され、それらの調査が行われたが、何も支えて
いなかった杭の亀裂は、上盤表層の硬いシルト質砂層

図- 2 -b ランプ橋脚基礎に生じた亀裂位置（橋脚なし ）

とその下の粘土層の境に主に集中していたのに対し、橋
脚を支えていたものは杭頭部に特に集中して亀裂が認
められた図‑2 -a,b。杭頭に亀裂が集中したのは橋脚の慣
性力によるものと推測され（慣性力相互作用）
、橋脚を
支えていない杭については地層境界部に集中した地盤
ひずみ（キネマティック相互作用）
による可能性が大き
いと考えられる。もしそうであるのなら、加速度と地盤
変形の最大値が現れる順序が大切であろう。図‑3はこ

高速道路3号線Bauweishan高架橋（35 °54 02 N, 120 °42
21 E）
の基礎杭の亀裂位置：地盤の状況は図中の7本のボーリン
グからの推定。基礎杭はこの断面上に投影したものである。
（Konagai
et al. 2007）

の地震で5〜10ｍにもおよぶ縦ずれの現れた石岡付近
（TCU068）
の地震記録である。加速度記録を積分して
推定された速度、変位の時刻歴が時間軸をそろえて併

様相が大きく変わり、この稠密な地震観測システムをも

記されているが、加速度の最大値がまず最初に現れ、こ

ってしても被害分布を記述するには未だに 疎ら の観

れに遅れて変位の最大値が現れている。ここにもし包

を否めない。

頭山のような高架橋が存在していたとすると、まず大き

被害調査は実際の地震が地域に残した貴重な教訓を

な加速度で杭頭近くに局所的な破壊が起こり塑性ヒン

残すものである以上、計測の困難な地震痕跡から 数

ジが形成され、モーメントが伝達されなくなった状態で

値化された データをどのように得るかのノウハウの蓄

地盤の大変形に追随することになるであろう。この破

積が欠かせない。

壊のシークエンスは断層近傍の構造物の機能保持を考
えるうえで極めて重要になってくる。こうした議論が

3 最初に強い揺れ、そして変形が追随する

可能になるのは、断層直近の良質な地震記録が多数得
られていることが前提になるが、地震計が密に配置され

地震計が密に配置されていた台湾で1999年に起こっ

た台湾でさえ、断層から2km以内の上盤上にあった観

た集集地震ではおよそ100kmにもおよぶ長さの地震断

測点はこの石岡のものを含めわずか2箇所であり、今後

層（車籠埔断層、Cher‑Lung‑Pu Fault）
が地表に現れ、

の研究が大いに期待されるのである。

その上下方向の食い違いは場所によって10mにも達し、
ダムや橋梁など多くの社会基盤施設が破壊された。地

4 長期にわたる地盤変形

震発生当時建設中であった高速道路3号線は、この車
籠埔断層を4箇所で横切っているが、そのうち包頭山

この5月12日に四川大地震の1年目の番組が各局で流

（Bauweishan）では高速道路本線の高架部とこれより

された。あのときの痛ましい、しかもショッキングな状

分岐するランプ部の200本以上の基礎杭が断層の上盤

況を思い浮かべながらも、報道で扱われる震災は急速に

側にあって地盤とともに大きく競りあがった。著者らと

その影を薄めている印象を否めない。一方で、地震で傷

台湾大学、
（財）
台湾営建研究院（Taiwan Construction

ついた地盤がその後長期にわたり変形し、その後の復興

Research Institute）で実施したボーリング調査によれ

に少なからぬ影響を与えているであろうことは、新聞の
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図- 3 タイトル
石岡付近（TCU068）
の加速度記録（1999年集集地震）
：加速度の
最大値519.4cm/s2が現れた時刻（34.12s）
を追うように速度の最
大値226.0cm/s（34.88s）
、変位の最大値4.51m（37.82s）
が現
れている。

ここを通行する車両を迂回させるための仮橋が架設さ
れ、そして新たな橋梁の建設が本格的に始まった。
しかし、2004年7月3日の台風で、建設中の新しい橋
の橋脚、橋台が仮橋もろとも厚い土石の下に埋もれてし
まった。その後仮設された道路も、2005年6月、2005年
8月、2006年6月と相次ぐ台風や集中豪雨のたびに流さ
れ、その復旧は難渋を極めている（Lee, W., 2007）
。こ
のあたりの河床は堆積した土砂で4ｍから8ｍも上昇し
た。地震後の国土保全の困難さを浮き彫りにした事例
である。
同様の事例は2005年カシミール地震でも確認されて
いる。地震の翌年、モンスーンの大雨で断層に沿った山
岳地帯から大量の土石が流され、ガリハビブラ（Ghari

上:加速度記録 の2重積分 で 得られ た
変位とGPSで計測された変位を含む.
（Oglesby and Day, 2001）
右: TCU068の加速度記録（上段）
と積
分で得られた速度（中段）
、および変位
（下段）

Habibullah）
村では6〜8ｍほどの土砂が堆積、村落のみ
ならずここを通過する道路に甚大な被害が出た（ 写真‑ 5 ,
Konagai, 2009）
。ムザファラバード（Muzaﬀarabad）
と
いうカシミールの中心都市の市内でも沢沿いの家屋の
多くが流されてきた土石に埋まり、多くの市民が移転を

表紙を飾ることも、またテレビのヘッドラインに現れる

迫られている。これらの被害が顕在化する前の地震直後、

こともあまりないように思われる。この地震で最も壊滅

被災地復興のためのドナー会議がイスラマバードで開

的な被害を受けた北川（Beichuan）
は9月23日、24日と

催され、この決定に基づき、国際協力機構（JICA）
が被

降り続いた大雨による土石流でその様相を一変させた。

災地の橋梁復旧や病院の建設、ムザファラバードの復

は土石流発生前（2008年7月27日）
と発生後

興計画策定に尽力し、日本の貢献は現地で高く評価さ

（2009年4月20日）
の状況を比較したものである（Konagai,

れた。JICAが提言したMuzaﬀarabadの復興計画の３つ

et al. 2009b）
。この他、複数のソースからの数百枚に及

のオプションのひとつは、ムザファラバード市の南の川

ぶ写真を比較することで、それぞれの建物の位置でのお

沿いの段丘地に衛星都市を建設し、これらを道路網で

およその土石の堆積厚さを、階高を3.2mとして推定し

結ぶというものである。このアイデアは3つの中で最も

たものの概要を 写真‑4 -c に示す。地震のときに南部の市

実現性が高いと考えられ、段丘地の安全性についても注

街地西側で発生した斜面崩壊によって谷幅が狭められ

意深い調査がなされている。

写真‑ 4 -a,b

ていた状況で土石流が押し寄せたため、堆積土石の厚さ

また、ムザファラバード市内の沢筋の家屋が土石流の

は最大で10m 〜15mに達している。この北川の住民を

恐怖に直面していることもあって、現地でも真剣にこの

20kmほど南の安昌鎮に移転させる決定をしていたのは、

プランが検討されている。しかし、先に述べた台湾の事

結果として適切な判断であったと思われる。

例は、段丘上を下刻する河川を横切る道路網の維持管

先に紹介した1999年の台湾集集地震でもその揺れの

理が将来難しい課題に直面する可能性を示唆している。

破壊がすさまじかったことは言うまでもないが、土木、

緊急に支援策を講じることが必要であることは言うま

砂防の分野の技術者の努力は地震から9年経った今日

でもないが、地形変動を長期にわたり観測し、その動態

に至るまでも営々と続いている。台湾では年間平均3.9

を復興戦略に反映する柔軟さも今後併せて求められて

個の台風が上陸しているが、100kmにもおよぶ断層に

いくであろう。

沿う地域では多くの斜面が不安定になり、これらが源に
なって幾多の土石流が発生している。10ｍにもおよぶ

5 まとめ

縦ずれの現れた石岡ダムの上流に、この地震で破壊した
DongMao橋があり、その復旧工事が進んでいた。まず
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地震の教訓が得がたい背景には、その再現周期が時に

写真：著者

写真‑4 -a 北 川 県 の 市 街 地 南 部（ 旧 市 街 ）
2008年7月27日の状況

写真：東京電機大学安田進教授提供

写真‑ 4 -b 北 川 県 の 市 街 地 南 部（ 旧 市 街 ）
2009年4月20日の状況

衛星画像：PRISM, AROS
(Konagai, 2009b)

写真‑ 4 -c 北川県 の 市街地南部（1km ×
1km）
での堆積土石の厚さ推定

人の寿命を超えて大きいこと、その間の社会システムの

心より敬意を表したい。これら関係者の講ずる対策が

変貌が著しいこと、などがあろう。しかし復旧や調査が

成功すれば、あたりまえのように 何も起こらず 、結

個別の研究・事業主体ごとになされ、被害の全貌と詳

果として世の関心を引くことも少ない。世界の被害地

細の科学的記録が分断的に行われていたこと、その集積

震の1割強が発生し、年間降雨量1800mmと世界平均

があたかも地震の報道が終焉するがごとく、短期で終わ

の730mmを越えるわが国にあって、これらの技術者の

ってしまうことも影響していると考える。土木学会で

活躍は目立たないけれども、世界に誇るべきものだと信

は平成17年度から文部科学省振興調整費重点課題研

じている。この技術を高く評価し、世界に発信するとと

究「活褶曲地帯における地震被害データアーカイブスの

もに、世界の災害の復興や防災にも、培われたノウハウ

構築と社会基盤施設の防災対策への活用法の提案」を

や教訓が活かさるためにも、地震災害のみならずそれに

開始した（文部科学省、2006）
。これは2004年中越地

引き続く地形変動の情報が的確に把握されて、こうした

震の教訓を他の活褶曲地帯での地震防災に活かすべく

技術に理論的な背景を与えることが大きな支えになる

膨大なデータの公開アーカイブスを整備するものであ

ものと信じている。弛むことのない挑戦が必要である。

る。社会基盤施設の被害は、一方で地盤変形の状況を
克明に記録する網の目のように張り巡らされた歪みゲ

写真撮影時期：2006年11月16日、
撮影場所：34 °25 09.79 N, 73 °21 38.02 E

ージであり、
事業主体横断でその記録を集約することで．
個別の調査では見えなかった全体像が見えてくる。
また災害復旧の事例を集約することで、長期におよ
ぶ復旧の課題を浮き彫りにすることもできる。この調
査の中で小千谷から川口あたりの信濃川の中流域（魚野
川との合流部を含む）
が0.5mから１.5mほど隆起した状
況も明確になってきた。地震の翌年6月28日の集中豪
雨で魚野川沿いの農地の冠水被害が起こったが、これ
にはこの地形変動の影響が少なからず現れたものと考
えられる（Konagai et al, 2008）
。悲惨な自然災害の報
道と社会の関心は時とともに急速に冷めていく。しか
し、いったん傷ついた地形が数十年、場合によっては世
紀を越えて変化し続け、様々な課題をもたらしているこ
と、営々と続く国土保全、さらに防災の仕組みづくりに
多くの優れた技術者が地道な努力を積み上げているこ
とはもっと世の中に知られるべきだと思う。
日ごろから維持管理に努力されている多くの方々に

写真‑ 5 パキスタン・ガリハビブラ（ Gahri Habibullah）村に堆積した
土石
★参考文献
気象庁ウェブサイト，震度観測点 -- 関東 --:
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/intens̲st/Kanto.html
K. Konagai, T. Fujita, T. Ikeda and S. Takatsu. (2009).
Tectonic deformation buildup in folded mountain terrains in the
October 23, 2004, Mid-Niigata Earthquake, Soil dynamics and
earthquake engineering, 29(2), 261-267.
K. Konagai. (2 0 0 9 a). Huge landslides caused by massive
earthquakes and long-lasting geotechnical risks, Landslides
‒ Disaster risk reduction --, Kyoji Sassa/ Paolo Canuti eds.,
Springer, ISBN 978-3-540-69966-8, 159-176.
Konagai, K., Ishikawa, Y., Tsuchiya, S. and Wang, Fu. (2009b).
Geotechnical issues caused by the May 12th 2008, Wenchuan
Earthquake, China, Investigation report of the 2008 Wenchuan
Earthquake, China, Grant-in-Aid for Special Purposes of 2008,
MEXT, No. 20900002, 79-88, 2009b.
Lee W.F. (2007), personal communication.
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長年途上国の防災に携わってきました。建設省（現・

寄稿

国土交通省）
時代も関係しましたが、JICAで専念するよ
うになってからでも約20年になります。プロジェクト
の数も対象国も多く、期間も長期滞在5回（フィリピン、
スイス、ネパール、カリブ地域、中米地域）
を含め長くな

途上国に役立つ
技術の開発・継承・普及
大井 英臣

りました。しかし、今過去を振り返り、
「成果は？」と自
問するとき反省ばかりです。
途上国と日本とでは、防災体制も、貧困などの社会条
件も大きく異なります。日本の防災は知っていても、途
上国に相応しい防災についての知識が不足していまし

おおい ひでとみ

た。何とか途上国に貢献しているという実感を持つこ

元JICA国際協力専門員

とができるようになったのは、ごく最近になってからで
す。途上国協力の主な担い手は国・地方自治体の職員
やコンサルタントで優れた人材が選ばれますが、私同様
試行錯誤を繰り返している間に任期を終えるというケ
ースが多いのではないでしょうか。
JICAも、長年にわたり多くのプロジェクトを実施し
ています。いずれも様々な課題に直面し、創意工夫を凝
らしながら実施しています。そのような創意工夫の成
果の多くは他のプロジェクトにも役立つはずです。しか
し、実務的な継承が行われず、プロジェクトが始まるご
とにゼロからスタートし、新たな試行錯誤を繰り返して
いるケースが多いように思えます。
大学など研究機関による技術開発も活発に行われて
います。昔は大学の研究は高度な先進技術のみに関心
があったようですが、最近は途上国に役立つ技術に関心
を示す先生が多くなってきました。それらの成果を積
極的に活用したいものです。またJICAなどユーザー側
からも、大学に対し、どのような研究課題があるかにつ
いて情報を提供することが望ましいと考えます。

写真‑ 1 富士川の水制工

防災分野における途上国支援を効果的に実施するた
めには様々な方策を考えなければなりませんが、上に述
べたような事情から、
「知識や経験の集積、共有、継承」
がその一つであろうと思います。既に研究やプロジェク
トの実施を通じ多くの知見が得られています。これら
を組織的、体系的に集積・共有し、さらに継承・普及す
る仕組みが必要だと考えます。
途上国に対する防災支援の最近の特徴として「コミ
ュニティ防災」の重視があります。2005年の世界防災
会議でもこのことが強調され、JICAの防災プロジェク

写真‑ 2 コミュニティの人々によるハザードマップ作成、発
表（パナマ）

6 SABO vol.99 Jul.2009

トも最近ではほとんどすべてがコミュニティ防災をコ
ンポーネントとして含むようになりました。

日本でも特に阪神・淡路大震災以降コミュニティ活動

図-1 確率洪水に対応した上流水位と下流氾濫区域（トリニダードトバゴ）

が重視されるようになりました。しかし、
日本の場合は国・
地方行政が防災に対し第一義的責任を果たしコミュニテ
ィは補完的立場にあるのに対し、途上国では、国が頼り
にならないので、警報・避難のみでなく防災全般にわた
りコミュニティ自ら実施しなければならないという事情
にあります。このような彼我の差から、専門家やコンサ
ルタントにとって途上国のコミュニティ防災は比較的新
しい分野であり、知識や経験の集積、共有はとりわけコ
ミュニティ防災について必要であると思います。
私も、初めてコミュニティ防災を担当したときは無知

図-2

に近いものでした。多くの報告書はあるが、実務的でな

50年 確 率 洪 水
による氾濫区域

く読む時間もない。まず「事例集」が欲しいと思いまし
た。コミュニティ防災のコンポーネントとして「ハザー
ドマップ」
、
「早期警報」
、
「防災計画」
「防災事業」などが
ありますが、これらについての途上国の事例（ピンから
キリまで）
を収録した事例集です。
既にJICAプロジェクトだけでもかなりの実績があるの
で、それらをもとに事例集を作成したいと思っていまし
たがまだ実現していません。JICAの今後のプロジェクト
の参考にするとともに、NGOs、他のドナー、国際機関等
にも示し、広く情報交換を行いたいという趣旨です。

図-3

なお、
「知識や経験の集積、共有」は新しい考えでは

10年 確 率 洪 水
による氾濫区域

なく、既にこの趣旨に沿った取り組みがいくつか始まっ
ています。例えば、
「アジア防災科学技術情報基盤形成
プロジェクト」
（防災科学技術研究所2006〜）
は、国連
ISDRと協力し、
「途上国に役立つ防災技術の集積」を目
指し、アジア地域の「在来技術」について調査した結果
を「Indigenous Knowledge for Disaster Risk Reduction」
として取りまとめています。日本の治水工法
（牛枠水
制、輪中堤防）
など13ヶ国、18事例が収録されています
写真‑ 1 。
（http://drh.edm.bosai.go.jp、www.unisdr.org）

これらを参考にするとともに、砂防・地すべり技術セ
ンターやJICAで開発された技術も追加収録し世界的に

図-4

5年 確 率 洪 水 に
よる氾濫区域

広く利用してもらうことが望ましいと考えます。
以下に、途上国のコミュニティ防災技術に関する若
干の「事例」を紹介します。

【ハザードマップ】
洪水については、住民が作成したプリミティブなも
のから、確率洪水による氾濫を示す高度なものもある
写真‑ 2 、 図- 1 ,2 , 3 , 4

。
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写真‑3 斜面崩壊危険地(谷底)の集落（グアテマラ）

写真‑ 4 斜面崩壊危険地(斜面)の集落（グアテマラ）

写真‑ 5 斜面崩壊危険図（グアテマラ）

写真‑6 警報装置付き簡易雨量計の製作（トリニダード
トバゴ）

写真‑ 7 警報装置付き簡易水位計の設置

写真‑ 8 警報装置付き簡易水位計センサー

ハザードマップの作成は、コミュニティがどのような
災害にどの程度危険であるかを知ることができるので、

ある 写真‑ 6 。
水位計は、グアテマラ防災機関CONREDで製作され

防災活動の第一歩。十分活用されるためには、住民参

既に中米各国で使用されているが、今後中米各国が独

加で作成すること、
シンプルでわかりやすいことが重要。

自に製作できるようワークショップが計画されている

多くの国で、まずコミュニティ住民がハザードマップを

写真 7 , 8 , 9 。

作成し、国の防災機関がそれを改善し印刷して広く配
布している。

JICAプロジェクトでも、カリブ地域、中米地域以外
で広く使用する計画であるが、去る5月「国連早期警報

中米では斜面崩壊危険地域も多い。斜面崩壊につい

促進計画（ドイツ）
」を訪問し、これらの機器について説

ては、グアテマラなどで家ごとに危険度を表示した例が

明するとともに機器を寄贈し、世界的な普及をお願いし

ある写真‑3 ,4 ,5。

ておいた。日本でも改良型を試作中である 写真‑ 1 0 。
サテライト情報に基づく洪水予警報システムの開発

【早期警報】
洪水については、
「警報装置付簡易雨量計、水位計」

がICHARM/土研で進められており、実用化の段階にあ
る。従来洪水予警報は水文データを地上観測に頼って

がカリブ地域、中米地域で開発され、一部で実用に供さ

いたが、途上国では地上観測は観測所の密度及びメイ

れている。一定の雨量、水位に達すると自動的に警報

ンテナンスの面で問題があり、リモートセンシングによ

装置（ブザー、ランプ）
が作動するものである。長所は①

る方法が嘱望されていた。

安価（100〜200ドル）
、②維持管理が容易、③深夜や暴

斜面崩壊警報装置として、エルサルバドル・サンタ

風雨時にも室内で安全に観測できる、④警報装置付な

テクラ市の例がある。2001年、地震による斜面崩壊（死

ので深夜における異常値も見逃さない、などである。

者・行方不明775人）
を契機に設置された。累加雨量及

雨量計は西インド大学（トリニダードトバゴ）で製作

び雨量強度に基づき警報を出すもので上記「警報装置付

され、JICAプロジェクトを中心にカリブ島嶼国で使用

簡易雨量計」に比べれば高価であるが市街地の場合は

が広まりつつある。累加雨量のみを観測し雨量強度は

この程度の機器が必要であろう 写真‑ 1 1 , 1 2 , 1 3 。

観測しないが、従来の普通雨量計に比べ大きな進歩で
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地すべりについては、途上国では長スパン伸縮計は維

写真‑9 警報装置付き簡易雨量計、水位計の観測に
基づく警報伝達オペレーション
（コスタリカ）

写真‑ 10 日本で試作中の改良型警報装置付簡易水位計

写真‑ 1 1 エルサルバドル・サンタテクラ市斜面崩
（2000年1月）

写真‑12 エルサルバドル・サンタテクラ市斜面崩壊
警報装置（電柱上に設置された赤色回転灯
とスピーカー）

写真‑ 1 3 エルサルバドル・サンタテクラ市斜面崩壊警
報装置（警察署屋上に設置された雨量計）

写真‑ 1 4 古タイヤを利用した護岸（トリニダードトバゴ）

持管理が困難であることから（動物や人の往来で破損
する、金属製品は盗難に遭う）
、短スパン化や地中化が
課題である。別途地すべりの初期微動をとらえ警報を
出すシステムが開発されつつある。

【防災事業】
河岸浸食対策として、蛇籠護岸（ネパール等）
、粗朶
沈床（ラオス・メコン川）
が実施されている。

写真‑ 1 5 ソイルセメントを詰めた土嚢による堤防工事（ケニア）

「古タイヤ護岸」がトリニダードトバゴで施工されて
いる。工費低廉、住民参加型工法であるうえに「環境」
上のメリットもある。現在JICA中米広域防災プロジェ
クトでもパイロット事業として施工中である（コスタ
リカ）写真‑1 4。
「土嚢工法」がケニア・ニャンド川の堤防工事で使用
されている。堤防前面及び天端にソイルセメントをつ
めた土嚢を敷き並べ、土で被覆し芝を張るものである。
洪水で植生や被覆土が流失しても、被害が堤体内部に
達しないというメリットがあり、低廉で住民参加型工
法であることから、途上国に適した工法である。中部地
建豊橋工事事務所（当時）
が平成11年に施工した矢作川
の「タイヤ法面保護工」に類似する写真‑ 1 5 , 1 6。

写真‑ 1 6 コミュニティの人々によるソイルセメント土嚢設置作業
（ケニア）
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T O P I C S

砂防事業の
効果評価について

実施方針である「建設省所管公共事業の再評価実施要
領」が策定され、さらに国土交通省が誕生したことに伴
い、平成13年新たに公共事業の再評価実施要領が策定
されました。これにより、国土交通省や地方公共団体(
都道府県・市町村)が行った土木に関わる公共事業は新
規採択時・完了時および採択後5年ごとに事業が本当に

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部

執行に値するかどうかを評価することになりました図‑ 1。
ここでは、砂防事業の効果評価について説明します。

2.事業効果評価の一般的な手順
①事業評価の考え方
1.事業効果評価とは
砂防事業は、わが国の国土保全、災害防止、地域の安
全等の観点から、自然環境の保全や国土の有効活用に大

事業の効果とは、一般的にその事業を実施することよ
って得られる全ての便益と要した全ての費用を比較して
評価します。

きな貢献を果たすものです。一方で、事業実施には大規
模な工事が必要であり、多くの費用と長い期間が必要に
なります。

表-1 砂防事業で便益として考えられる効果の例
事業効果名 項目

公共事業の効率性及び透明性の一層の向上を目的と
して、平成10年に建設省所管事業全般に係る再評価の
図- 1 事業評価のしくみ

被害区域内の家屋・家庭用品に係る
被害を軽減する効果

耕地被害の軽減
効果

被害区域内の農業生産に係る被害を
軽減する効果

直接的な被害
公共・公益施設
軽減効果
被害軽減効果

間接的な被害
軽減効果

地域経済等に
及ぶ効果

概要

家屋被害の
軽減効果

被害区域内の公共・公益施設に係る
被害を軽減する効果

生産施設被害
軽減効果

被害区域内の漁業及び事業生産施
設に係る被害を軽減する効果

人命保護効果

被害区域内の人命を保護する効果

機能低下被害
軽減効果

被害により、生産施設の生産機能が
一時的に停止することによって発生す
る損失を軽減する効果

交通途絶被害
軽減効果

被害区域内の主要交通施設が利用
できなくなることによる迂回の経費の増
加分を軽減する効果

安心感向上効果

土砂災害に対する地域住民の不安感
を抑制する効果

山地森林
保全効果

渓流環境の保全などにより、
レクリエー
ション地などとして渓流空間を確保す
る効果

土地利用
高度化効果

砂防事業によって地域の安定性が高
まり、土地生産性の向上や耕地の宅
地化など土地利用が高度化する効果

土地利用可能地
拡大効果

砂防事業によって新たに利用可能地
が拡大する効果

産業立地進行
効果

砂防事業により地域の安全性が高ま
り土地の利用増進に伴って、新たな産
業の立地が促進・進行される効果

定住人口維持
効果

砂防事業により継続した雇用機会が生
まれることによって定住人口は維持され、
この結果コミュニティの維持、税等の歳
入の維持など地域社会を支える効果と
なる

地価に及ぼす影響 地域の安全性を高めることによって、地
効果
域の資産価値を高める効果
＊地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）
、土石流対策事業
の費用便益分析マニュアル（案）
より
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表-2 対象現象ごとの評価対象資産とマニュアル
氾濫

土石流

（土砂の堆積による河床上昇を原因とする氾濫）

地すべり

対象とする現象

保全対象

関係マニュアル

基準点上・下流における氾濫範囲内（数
土石流危険渓流調査による氾濫区域内
値シミュレーション・既往実績等による） （土石流危険渓流カルテによる）
の家屋・
の家屋・農地など
農地など

治水経済調査マニュアル
（案）
（平成17年4月）

原則的な考え方は簡単ですが、では便益・費用をどう計
測するのかということが非常に難しい問題となります。例

土石流対策事業の費用便益
分析マニュアル
（案）
（平成12年2月）

「地すべり危険箇所調査要領」による危
険範囲
（地すべり地、地すべり地の滑動範
囲、地すべり土塊が河道閉鎖を発生させ
ると考えられる場合、上流の湛水域下流
の決壊時の氾濫範囲）
の家屋・農地など
地すべり対策事業の費用便益
分析マニュアル
（案）
（平成12年1月）

図-2 便益の求め方
（地すべりによる危険範囲）
（土石流危険区域）
（二次元氾濫計算）

えば、
防災事業によって得られる便益としては、
人命・家屋・

人家・農地・道路などの
資産データ

耕作地への物理的な損害の軽減、災害が減少することに
よる土地利用の拡大・産業の発展、安全性が向上するこ
とによる住民の安心感の向上などが考えられます表‑ 1。
これらを適切な方法で評価することも簡単なことでは
なく、またこれらの効果は砂防施設・地すべり防止施設

被害想定範囲と
資産データとの重ね合わせ

等の整備のみによって効果を発揮するとは限りません。
例えば、砂防事業で安全が確保されることで産業が発展

A・Bの浸水深
別に応じて被
害率が異なる

するという効果は、その産業の基礎となる社会資本も整
備される必要があり、重複した計算にならないように注
意して砂防事業の効果を計算しなければなりません。

水面

②事業評価の基準となるマニュアル
効果の手法については表‑ 2のように、対象とする現象
ごとにマニュアルが公表されています。これらはあくま
で土砂移動現象別に整理したものであり、国土交通省

堆積面
（土砂）
A
B

資産
メッシュ

被害額＝資産額×資産額＝
各メッシュデータの評価額を算定
・家屋
・家庭用品
・事務所資産（償却・在庫）
直接
被害額 ・農漁家資産（償却・在庫）
・農作物
・公共施設等被害
・人的被害

便益B
↓
被害額
合計値

・営業停止損失
間接
・家庭における応急対策費用
被害額
・事業所における応急対策費用

が行っている事業は複数の土砂移動現象より保全対象
を守る事業であることから、実際には複数のマニュアル
の手法を参照にすることもあります。

③便益の考え方

資産額＝各メッシュデータの評価額を算定
・家屋
・家庭用品
・事務所資産（償却・在庫） 合計＝資産額
・農漁家資産（償却・在庫
・農作物

事業の便益は、事業を実施することによって防止され
た、事業をしていなければ発生した災害の被害と考えら

についてはシミュレーションを使う等、各災害に合わせ

れます。具体的には、図‑ 2のように事業で対象としてい

た検討手順があります）
、保全対象の資産を重ね合わせ

る災害が発生した場合の被害範囲を想定し（浸水被害

て被害を算出します。家屋・農地などに被害範囲が被
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します。

図- 3 全体事業費の考え方模式図(総費用の算出)
全体事業に対する評価対象期間
年平均被害軽減期待額から
事業費用
（事業効果分）
をマイナス

総便益 B

事業実施期間（既往事業期間と残事業期間）
と事業完
了後の評価年数（一般に50年間）
の各年に期待される便

年平均被害
軽減期待額の発生

社会的割引率
（4.0％）により現在価値化
事業完了より年平均被害軽減期待額が発生

益（年平均被害軽減期待額）
を加えます。

評価対象期間
（事業完了後 50 年）

この時、えん堤整備によって随時土砂を止めていく
年平均被害軽減期待額から
事業費用（事業効果分）
をマイナス

事業では事業実施中も事業の進捗に従い効果を発揮し
ていくと考えられるため、段階的に便益を計上できると
考えられます。また、長期に渡る事業では、その間に物
価の変動もあります。その補正方法もマニュアルに記

事業着手
時点

現時点
（H20）

年

事業完了
時点

⑤年平均被害軽減期待額の考え方

図- 4 年平均被害軽減期待額算出表（土石流の場合）
土石流
（降雨量）
規模

年平均
生起確率

区間平均
生起確率

被害額

R10

N10 =1/10

L10

R 20

N 20 =1/20

L 20

R 30

N10 0 =1/10 0

L10 0

区間平均
被害額

されています。

年平均被害額

L10 +L 20 （N10 -N 20）
×
（L10 +L 20）
N10 ‑N 20
（=1/10 ‑1/20）
2
2

L 20 +L10 0 （N 20 -N10 0）
×
（L 20 +L10 0）
N2 20 ‑N10 0
（=1/20‑1/100）
2
2

土砂災害の被害規模はその年の自然状況によって大
きく変わり、平均的な値というものを定めにくい特徴が
あります。砂防事業によって各年に期待される便益、
つまり事業を行われなければ各年発生する考えられる
被害額の期待値は、それぞれの現象のマニュアルに準拠

年平均被害軽減期待額：b=

し、土石流などの災害規模の被害額を算出し、派生確率

（N10 ‑N20）
×（L10 +L20）+（N20 ‑N100）
×（L20 +L100）
2

を考慮しつつ積算して求めます。
例えば土石流の場合、災害規模は計画規模（一般に

便益

100年超過確率雨量）
およびそれ以下の降雨規模によっ
て発生が想定される土石流を対象とします。計画規模
以下の降雨規模として、土石流は10年確率以上の降雨

1/10

1/20

超過確率

1/100

＊土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）
より

によって発生すること、およびこれまでの土石流災害か
ら人的被害は20年超過確率を起点に計画規模まで比例
して増加するものと仮定します。土石流の年平均被害

った場合、被害をどう見積もるかはマニュアルに記載さ

軽減期待額の算定の考え方を図‑ 4に示します。

れています。
道路寸断による交通途絶の波及被害、商業施設の営

3.砂防事業を評価するにあたっての課題

業停止による被害など、既存のマニュアルに事業の便益

人命や財産を災害から守ることが目的である砂防事業

として挙げられていますが、具体的な算出方法が記述さ

を道路や公園等の評価方法と一緒にしてよいのかという

れていないものもあります。こういった効果も各流域の

問題があり、また安全・安心など貨幣価値に換算しにく

特性を踏まえて（道路の利用状況や主な産業の形態など

いものも砂防事業のなかにはあります図‑ 5。

の各流域の状況に合わせ）
計上していく必要があります。

また、砂防事業が相手にしているのは豪雨による土砂

また、土砂災害の場合、堆積した土砂の撤去にかかる

災害や火山噴火・地震等の自然災害であり、平時には

費用等、既存のマニュアルに便益としてあげられてはい

全く災害が発生せず、事業評価の考え方では便益が生じ

ませんが、砂防事業の効果として考えられるものもあり

ていないこともありうるものです．雨量に比例して被

ます。こういったものも適宜便益として算出し、事業効

害が増大する洪水と違い、確率規模による評価は不向

果を適切に評価していく必要があります。

きと考えられます図‑ 6。

④事業期間と便益の考え方

4.砂防・地すべり技術センターの果たす役割

総便益算出における全体便益費の考え方を図‑ 3に示

12 SABO vol.99 Jul.2009

事業評価は基本的に既存のマニュアルに従って行うも
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図-5 貨幣価値に換算しにくい効果のイメージ
・迂回・渋滞の発生

・公衆衛生の悪化、清掃活動の必要

・公園が使えなくなる

お金で買えないもの

国土交通省北海道開発局
旭川開発建設部

石狩川上流域及び
美瑛川流域

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所

胎内川、加治川、阿賀野川水
系実川、馬取川流域

国土交通省北陸地方整備局
通川水系砂防事務所

高原川流域

国土交通省四国地方整備局
四国山地砂防事務所

重信川流域怒田・
八畝地すべり、善徳地すべり

国土交通省北海道開発局
旭川開発建設部

美瑛川流域

国土交通省東北地方整備局
岩手河川国道事務所

・家電製品が失われる

高価な家電製品

H19

大

図-6 土砂災害と洪水の降雨規模と被害規模の関係

被害規模

土砂災害の被害規模は基本的に雨量
に比例した連続的な変化ではない。
（中小規模が無く発生すれば大規模）
=確率規模による評価は不向き

土砂災害
洪水
H18

小

洪水の被害規模は雨量に比例して変化が
連続する傾向がある。
（中小規模の連続
した延長線上に大規模がある）
=確率規模による評価が可能

1/20

1/50

対象範囲

H20

・自家用車が水没する

・家財道具などが失われる

表-3 砂防センターが過去に携わった事業評価
検討年度
発注機関

雨量規模（年超過確率）

に沿っただけの評価では過小評価されてしまう可能性も
あります。過小評価の結果として必要な事業の停滞を招き、
災害の危険性を増してしまうことは避けなければなりませ
ん。

中津川流域

長崎県県北振興局建設部

鷲尾岳地すべり

長崎県長崎県北振興局
建設部

大屋地区地ジすべり

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所

胎内川流域

祖谷川流域を含む吉野川中
流域の直轄砂防事業流域ダ
国土交通省四国地方整備局 ム上流域を含む吉野川上流域
四国山地砂防事務所
（早明浦ダム上流域、汗見川
流域、地蔵寺川流域）
那賀川
流域

国土交通省北陸地方整備局
金沢河川国道事務所

甚之助谷地すべり

国土交通省関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

吾妻川、神流川、片品川、
烏川流域

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所

荒川水系全体、
荒川水系女川流域

国土交通省北陸地方整備局
松本砂防事務所

姫川、高瀬川流域

国土交通省北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所

滝坂地すべり、赤崎地すべり

国土交通省北陸地方整備局
立山砂防事務所

立山カルデラ内

H16
国土交通省中国地方整備局 太田川河川事務所管内
太田川河川事務所
（土石流危険渓流）

る山地の植生回復、
中山間地の住民の生活環境の保全等、

国土交通省九州地方整備局 雲仙・普賢岳
雲仙復興事務所
（火山砂防）

地域特性を反映した便益項目を提案することによって、砂
防事業の評価に貢献してきました表‑ 3。今後とも、効率的

せた適切な効果評価手法を提案していきたいと考えます。

国土交通省北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

国土交通省関東地方整備局
譲原地すべり
利根川水系砂防事務所

現場を見てきた経験、培ってきた技術を活用し、砂防によ

な事業の推進の一助となるべく、砂防事業の特性に合わ

梓川、高瀬川流域

H17

られる部分も多く、地域性の強い砂防事業は、マニュアル

（財）
砂防・地すべり技術センターは過去様々な砂防の

国土交通省北陸地方整備局
松本砂防事務所

国土交通省東北地方整備局
月山地区地すべり
新庄河川事務所

1/100

のです。しかし一方で、マニュアルは使用者の裁量に委ね

赤川、松川、葛根田川、
雫石川流域火山
（岩手山、秋田駒ヶ岳）

国土交通省東北地方整備局
新庄河川事務所

立谷沢川流

国土交通省四国地方整備局
四国山地砂防事務所

怒田・八畝地すべり、
善徳地すべり

H15
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2
連 載エッセイ

森を創る
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

元に、一冊の古びた本がある。

手

植物に心ひかれるようになり、誰も

『原色植物検索図鑑』
（北隆館）

が、出会うのが、牧野富太郎である。

で、初めて植物を学ぶ中学生や高校生

学名の最後につけられている牧野の名

用に、わかりやすく書かれた本である。

前は、その圧倒的量により、子供心に

あらためて、初版の発行日をみると昭

も、一体どのような人であったのかと

和37年とある。小さな緑色の表紙の

興味は尽きないものがあった。小学校

図鑑は、私が東北地方の小さな街で、

中退でありながら、日本の植物学の基

野山の植物を調べはじめた時に購入し

礎を築いたというエピソードは、学術

たもので、爾来、いつも本箱の片隅に

研究の豊かで、自由な領域を予感させ

ひっそりと佇んでいる。子供の文字で、

るものであった。牧野は、1862年（文

検索した日時や、場所が書き込んであ

久2年）
、土佐、高知に生まれ、19歳の

り、往時の故郷の豊かな自然が甦って

時に植物学の勉強のために上京をす

くる。

る。当時は、海路であり神戸港に立ち

960年代の里山には、長い農耕

寄るのであるが、そのとき、牧野は、六

社会が営々として紡いできた、人

甲山の山並みをみて、その驚きを、次

1

と自然の豊かな関係が存在した。薪炭

のように記している。

林として暮らしに不可欠であった雑木
林は、数十年ごとの間伐・更新と、日

「

知から蒸気船に乗って海路神

常的手入れにより持続的に維持され

高

ていた。早春には、
明るい林床は、
一面、

内海の海上から六甲山の禿山を見て

薄紫色のカタクリの饗宴となり、道端

びっくりした。はじめは雪が積もって

の陽だまりには、タチツボスミレが、こ

いるのかと思った。土佐の山に禿山な

ぼれる様に咲いた。陽だまりの刈跡の

どは一つもないからであった。
」
（『牧

草原には、ビロード色のオキナグサが、

野富太郎選集Ⅰ』
）

戸へ向かった。
（中略）
私は瀬戸

一斉に芽生え、やがて、その名のよう
に翁のひげを髣髴とさせる羽毛となり、
空高く、消えていった。

『街のしあわせをまもって50
写真‑ 1 六甲山（明治中期ごろ） 出典：
年』
六甲砂防50年記念誌、国土交通省六甲砂防事務所
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写真‑1は、明治中期の六甲の山並み

である。なるほど、すさまじいまでの禿

写真‑ 2 現在の六甲山 写真提供：国土交通省六甲砂防事務所

写真‑ 3 中国四川省汶川（2008年12月）

写真‑ 4 中国四川省汶川（2008年12月）

山である。江戸以来の薪炭林としての

は大学時代である。
「砂防」すなわち

過度の利用が、森の回復が不可能な

「森を創る」ことであるという基本に、

までに進んでしまっていたことを如実

深い感銘を覚えた。六甲の山には、砂

「山を治める」という土台が、究極の時

に物語っている。森の喪失は、土砂災

防にかけた並々ならぬ努力と創意工夫

に人命と社会全体を支える資産とな

害を多発させることとなり、昭和13年

の歴史が凝集されている。1995年に

ることを説くことは、時に、困難を極め

におこった阪神大水害は、
死者695人、

おこった阪神淡路大地震では、山麓に

る。しかしながら、ここに掲げた二枚

被災家屋15万戸の未曾有の大災害と

おける土砂崩壊は起こったが、森の存

の六甲山の写真は、
歴史の証人として、

なった。谷崎潤一郎は、
『細雪』の中で、

在により、その規模は、最小限に抑え

物言わぬ大きな力となると考える。

自身が体験した豪雨について、つぎの

られた。また、被災後、速やかに立ち

ように述べている。

上がった山麓グリーンベルト構想によ

「此処から省線の本山駅あたりまで
は、出水はそれ程ではなく、線路の上

り、六甲の山並みは、再び、守られるこ

済活性化のみに視線が注がれ

経

る、軽薄な社会的潮流の中で、

★参考文献
『日本砂防史』
全国治水砂防協会
『六甲三十年史』
六甲砂防事務所

とになった。

を伝わって行けば水に漬からずに行け
るけれども、あれから先は、西へ行くほ

写真‑ 3は、中国四川省でおこった大

ど一面に茫々たる濁流の海で、山の方

地震の被災地の惨状である。行けども、

から大きな波が逆捲きつつ折り重なっ

行けども、果てしなく、山並みの崩壊

て押し寄せて来て、いろいろな物を下

が続いている。写真‑ 4は、地震後、追

流へ押し流している、人が畳の上に

い討ちをかけるように発生した土石流

乗ったり木の枝に掴まったりして助け

により、埋もれたまちである。

を呼びながら流されていくけれども、ど

復興は、全く進んでいない。

うすることもできない有様だ。
」

人智を越える災害であったとしても、

阪

神大水害を契機とし、六甲山系

100年の計は、必要である。多くの災

には直轄砂防事業が展開され

害を教訓として、築き上げられてきた

るようになった。写真‑ 2は、現在の六

日本の砂防の智慧を活かし、森を創り

甲山である。わずか半世紀で、このよ

出す思想が、遥かな四川省に甦ること

うな森が創り出されたことを知ったの

を、心から願うものである。
イラスト：仲野順子
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海外事情

ネパールでの
勤務

チョー・ロルパ（ネパール最大の氷河湖）
、JICA調査団への同行2008年5月

私は2 0 0 6 年3月から2 0 0 9 年3月まで、在ネパール日本国

吉野 睦
よしの まこと

国土交通省総合政策局
建設市場整備課 課長補佐
元 在ネパール日本国大使館一等書記官
期間：2006年3月〜 2009年3月

大使館の書記官として、カトマンズで勤務しました。今回誌
面をお借りして勤務の状況を報告します。私がネパールに着
任したのは、民主化運動が活発になる直前の時期でした。

1.三年間の政情の変化
（1）
民主化運動
私が着任した当時は、2005年2月のギャネンドラ国王
による政権掌握とそれに伴う数々の人権侵害や政党活
動の制限に対し、主要政党がマオイスト（ネパール共産
著者
（右）
2008年10月
アンナプルナベースキャンプにて

党・毛沢東主義派）
との連携を模索しながら抗議活動を
続けていました。2006年4月には、全国規模の抗議集会
やゼネストが連日のように行われるようになっていまし
た。政府は関係者の逮捕、治安機関の展開、外出禁止
令の発令などにより運動の制限を図りましたが、政党支
持者は日に日に増加し、全国各地で数万人から数十万
人規模の抗議集会やデモが行われ、国王の退任を求める
民主化運動が行われるようになりました。そのような
なか、ついに国王は、4月24日に国民向けテレビ演説で
下院の復活を宣言し、政治の主体を国民に戻しました。
政党側はこれを受けて抗議活動を中止し、ようやく事態
は収拾されました。
この民主化運動による 連日のデモや外出禁止令に
よって、市民の移動も制限されるようになり、大使館は
在留邦人に対して電話、無線網およびFM放送を使って
情報提供を行うとともに、
安否確認を実施していました。
一時、日本政府は治安の悪化を受けて退避勧告も発表
するなど、当時は緊迫した状況でした。

（2）
暫定政権
復活した下院議会により暫定ですが新政権が発足し、
マオイストとの和平交渉が開始されました。11月21日
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タライ平野中部の都市ジャナカプールとインドを結
ぶネパール唯一の鉄道

クリカニ第1発電所への地下道、日本からの支援により
建設された地下式の水力発電施設

には政府とマオイストの間で包括的和平合意が署名さ

合を開催し、連邦民主共和制への移行が宣言され、王制

れ、10年以上にわたって続いた内戦に終止符が打たれ

の廃止が決定されました。マオイスト、統一共産党、マ

ました。12月16日には暫定憲法に署名、2007年1月15

デシ人権フォーラムなどを中心とする連立与党による

日に公布され、マオイストが参画する暫定議会が発足し

新政権が発足し、選挙前まで最大議席を誇っていたコン

ました。4月1日にはマオイスト閣僚を含む暫定政権が

グレス党は野党となりました。

成立しました。
2005年の国王による政権掌握後にネパール向け援助

（4）
新憲法と総選挙

から一時撤退していた欧州を中心としたドナーも、下

制憲議会は新憲法の策定およびその後の総選挙に向け

院の復活や包括的和平合意の成立を受け、民主化・平

て準備を始めることになりますが、新憲法や連邦民主共

和構築を中心とした支援の再開を表明するようになり

和制に対する各政党の思惑が錯綜し、調整は遅々として

ました。さらに、国連もネパール政府からの支援要請

進んでいない状況です。政党間の政治権力争いは活発で、

を受けて、2007年1月から国連ネパール政府ミッション

市民からの政府への抗議活動が頻発するなかでは、将来

（UNMIN）
を派遣し、現在も継続されています。なお、

の国づくりに向けた長期的なビジョンも十分な調整がされ

日本政府（内閣府国際平和協力本部）はUNMINに軍事

ていません。新憲法策定に向けた工程表は発表されたも

監視要員として6名の自衛官を派遣し、武器および兵士

のの、その実効性は疑問視されており、憲法の策定のみな

の管理の監視を実施しています。

らず今後の政治プロセスが遅延することが懸念されます。
また、2009年5月4日にはダハール首相が首相を辞任

（3）
制憲議会選挙

し、5月23日に統一共産党のネパールが新首相に選出さ

暫定政府に参加した各政党は、制憲議会選挙の実施

れました。ダハール前首相の辞任の理由は和平後の大

に向けて調整を進めていましたが、マオイスト系の青年

きな課題の一つである、国軍とマオイスト兵の統合に係

グループによる暴力行為や、タライ平野を中心とした

る政権内部の方向性が、いまだ意思統一されていない状

マデシ民族による抗議活動などの影響を受け、各政党

況が露呈したものであり、今後も展開が危ぶまれます。

内部の合意に遅れが生じていました。そのため、当初は

私の任期中には、王制の廃止と連邦民主共和制への

2007年6月に予定されていた制憲議会選挙は2度延期さ

移行というネパールの歴史上大きな転換がされました。

れ、2008年4月10日に実施されました。

しかしながら、現政権はどのような連邦民主共和制を敷

選挙にあたっては、日本政府は投票箱の供与、国際選

くということについてビジョンを持ってはおらず、国民

挙監視団の派遣、選挙管理委員会に対する研修などの

に向けた明確な説明もされていません。実際に議会議

支援を実施しています。日本を含めた国際社会からの

員の中にも連邦民主共和制について充分な知識を持つ

選挙監視団の派遣の成果もあり、選挙はおおむね成功と

ものは少なく、市井の人々もネパールにおける連邦民主

評価されていますが、暴力行為による死傷者も選挙期

共和制として、どのような形を取るのがよいのか理解し

間中に発生しています。

ていません。世界中に連邦制をとる国は数多くありま

選挙の結果、全601議席のうちマオイストが220議席

すが、その形は千差万別であり、ネパールにとってはど

を占め、勝利を収めました。制憲議会は5月28日に初会

のような形が最も適しているのか、政府と国民は十分に
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日本の無償資金協力にて改良されたカトマンズ市内の交
差点。日本製の信号機が設置されていますが、道の真ん中
を堂々と渡る歩行者もいます

シンズリ道路（第2工区）

考える必要があると思います。

模な商業施設が多数開店する一方で、川沿いなどには
貧困層が住むスラムが形成されています。商業施設に
は数々の輸入品が並び、対価を払えば様々なサービスを

2.成長する経済と拡大する貧富の格差

受けることも可能です。ネパールでは新車の購入には
140%もの税金がかかりますが、車両登録数は毎年増加

（1）
出稼ぎ労働者
ネパールの就業人口の7割は農業に従事していますが、

しており、富裕層の購買意欲は盛んです。
地方からの流入者を中心としたスラムの多くの人々

GDPに占める割合は4割にすぎません。マオイストとの

は、電気も水もない劣悪な環境の中で生活しています。

紛争の影響を受けて落ち込んだ観光業は、最近は外国人

地方では現金収入手段が皆無もしくは限られています

入国者数も増加し、次第に復調してきていますが、以前

が、カトマンズであれば低水準ではあってもとりあえず

の水準までには回復していません。そのようななかで、

仕事があり現金収入を得ることが出来るので、人口は増

海外への出稼ぎが盛んとなっており、彼らからの送金が

え続けています。

ネパールの外貨獲得の重要な手段となっています。出稼

地方都市でも住宅建設などへの投資が進んでおり、人

ぎ先としてはマレーシアおよび中東湾岸諸国が多く、こ

口が増加しています。一方で農山村では離村が進み、放

れらの労働者を運ぶために、数社のアラブ系の航空会社

棄された家屋や農地が増えるとともに、働き手となる成

により、週約30便の直行便が運航されています。米国発

年層は都市もしくは海外での労働に出ているため、高齢

の金融危機の影響を受け、出稼ぎ労働者の一部解雇も始

化が進んでいます。出稼ぎから戻っても出身地に帰らず、

まっていますが、ネパール国内での働き先が限られるな

生活至便で教育手段も選択できるカトマンズや郡庁所

かでは、海外での労働を希望する人々は増える一方です。

在地等の地方都市に居を構える例も多く、今後もこの傾

海外からの送金は残された家族の生活や教育に支出

向は続くと考えられます。

される一方で、
不動産等の資産購入にも使われています。
特にカトマンズでは投機熱が高まり土地や住宅等の不
動産価格が高騰しています。銀行は個人向けに自動車、

3.大使館での仕事

バイク、教育等のローンを販売するとともに、住宅開発
等への投資を進めています。5〜6階程度のマンション

（1）
経済協力

建設が盛んですが、部屋の購入には数十倍の抽選を突破

私は大使館では経済協力班に所属し、電力、道路、防

する必要があり、利益を乗せた転売も盛んに行われるな

災、上水道、通信、空港等のインフラ系の支援を担当し

ど、投機目的の購入も多く見られます。

ていました。日本はネパールにおける最大支援国の一
つであり、毎年総額40〜60万米ドル規模の支援を実施

（2）
カトマンズへの富の集中

していますが、その多くはこれらインフラ整備に使われ

カトマンズ盆地への資産の集中は著しく、地方との富

ています。特に、電力、道路、防災分野に関しては過去

の格差が進んでいます。盆地内でも格差は拡大してお

からの援助実績も多く、ネパール政府から高い評価を受

り、富裕層向けの新しいアパートや建て売り住宅や大規

け、期待もされています。
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シンズリ道路（第2工区）
沿いの崩壊地

シンズリ道路（第1工区）沿いの砂防施設。施設の配置計
画は日本人の砂防分野専門家の支援により行われた

ネパールで発電される電力のほぼ100%は水力による

とから、防災分野への協力において優位性を保持してい

ものですが、そのうち40%弱は日本が支援した施設によ

ます。現在は国連開発計画（UNDP）
が地震防災分野に

り発電されています。特に唯一の貯水式発電施設であ

対する支援事業を実施していますが、これは日本政府が

るクリカニ第1、第2発電所は、河川の水量が減少し発

拠出した資金を原資としており、日本人専門家も参画

電量が減る乾期の電力供給に多大な貢献をしています。

して事業が進められています。

しかしながら、電力需要は年々増加しており、現在の供
給能力では需要をすべてまかなうには不十分です。そ

（2）
ネパールの水害、土砂災害

のため、ここ数年は電力不足のため地域ごとに停電時間

平均すれば毎年100人前後の水害・土砂災害などの

を設定する計画停電が実施されています。2009年1月

自然災害による死者が発生していますが、政府による防

から3月にかけては、過去最長の週108時間の計画停電

災対策は道路等の経済インフラの保全が中心であり、人

が実施され、1日あたり8時間（4時間×2回）
しか電気が

命の保護といった観点からの整備は遅れています。治

供給されませんでした。政府も水力発電施設の建設や

水砂防技術センタープロジェクトが発展して、ネパール

インドからの電気の輸入を進めていますが、新たな水力

政府水資源省に創設された治水砂防局がこれらの災害

発電所計画のうち、現在本体工事が進められているも

対策を所掌しています。しかしながら、プロジェクトの

のはなく、電力不足の状況は、あと数年は続くと考えら

成果により職員の技術力は大きく向上したものの、予算

れています。

が十分に確保されていないこともあり満足な対策が行

道路分野においては、世界で最大規模の日本からの無

われているとは言いがたい状況です。日本政府も一部

償資金協力となると予想されるシンズリ道路建設計画

の援助スキームを活用して防災対策への支援を実施し

が進められています。この道路は首都カトマンズ盆地と

ていますが、ネパール政府による努力がさらに求められ

東部タライ平野を接続する全長約160kmの道路であり、

る状況です。

1980年代の調査段階から日本は支援を開始し、2009年

2008年には東部ネパールのコシ川が決壊し大きな洪

には最後の区間の工事に着手する予定となっています。

水が発生しました。コシ川はガンジス川の上流に位置

また、1名の道路専門家が公共事業計画省道路局に派遣

する国際河川であり、この洪水による被害も国境を越え

されて活動しています。この他にもカトマンズ盆地内の

たインド国内のほうが甚大でした。コシ川にはインド政

交差点改良、信号建設、橋梁建設等も日本の支援によ

府のプロジェクトによって建設された農業用頭首工が

り実施されたものです。

ありますが、決壊した箇所はこの頭首工と合わせて建設

防災分野への支援も1991年に開始した治水砂防技術

された堤防です。ネパールの河川は一般に流砂量が多く、

センタープロジェクトを始め、長年の支援が継続されて

河川勾配の緩いタライ平野において河床上昇が問題と

います。日本政府は水関連災害への技術協力を実施す

なる河川が多くなっていますが、コシ川の洪水において

る唯一といえるドナーであり、今後も日本政府としても

もこの河床上昇が原因の一つと考えられています。

何らかの形で防災分野への支援を継続する意向を示し
ています。
また、地震防災分野への支援も過去に実施していたこ

このように、ネパールの水問題は下流のインド、さら
にはバングラデシュとの関係も考慮する必要があり、特
に国境近くの河川の治水対策は機微な問題を抱えてい
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ナラヤンガードムグリン道路沿いの砂防施設。日本の砂
防技術協力のひとつ

バザールの様子（カトマンズ・アサン）

ます。近年は、気候変動の影響を受けた、ヒマラヤ山岳

カトマンズ盆地で消費される食品・生活用品・燃料な

に位置する氷河湖の拡大も国境を越えた世界的な大き

どの物資のほとんどは、盆地外から輸送してくる必要が

な問題となりつつあります。日本政府は2008年5月に

あります。石油燃料を含む輸入品のほとんどはインド経

調査団を派遣し氷河湖の調査を実施するとともに、同じ

由で輸送されており、国内で生産される穀物、野菜、肉、

ヒマラヤ山岳地域のブータンにおいては氷河湖に関す

魚等の食品などと合わせ、全てをトラックによる輸送に

る技術協力プロジェクトを開始するなど、高い関心を示

頼っています。また、インドからカトマンズに至る道は実

しています。

質1ルートしかないので、ひとたび道路が通行不能になる
と、カトマンズ盆地ではこれら物質の不足が発生し、物

（3）NGOの活動

価はすぐに上昇します。最近は雨期を中心とした自然災

ネパールでは数多くの団体、NGO、個人が、様々なレ

害による道路の不通に加え、ストライキやデモ、住民の抗

ベルでの援助、支援活動を実施しています。政府によ

議活動による道路封鎖が多発しています。住民による道

る社会資本整備力が弱いなかでは、これらの非政府団

路封鎖の理由は、
政府や地方自治体への抗議活動のほか、

体や個人による活動が、特に地方部における社会インフ

交通事故への補償要求などの私的な理由も多く、ネパー

ラ整備を助けるとともに、教育、保健医療、衛生など生

ル内務省による統計では2008年は全国で約800回の道路

活の質の向上に資しています。また、産業が限られる中

封鎖が発生したとされています。

ではNGO組織も有力な就職先の一つとしても位置づけ

100%を輸入に頼る石油燃料については、カトマンズ盆

られており、
外国からの資金援助も受けやすいことから、

地内の備蓄量は2週間分ほどしかありません。たびたび

新たなNGO組織の設立も盛んです。なお、日本政府は、

発生する石油燃料の不足時には、ガソリンスタンドに長

これらの活動を行うネパール国内のNGOなどの団体に

い行列ができ、市内の交通量も減少します。食料自給率

対して、草の根・人間の安全保障無償資金協力により

は100%に近いのですが、穀倉地帯であるタライ平野から

資金援助を行っています。

の輸送が止められると、カトマンズ盆地内の住民は食品

民間、個人レベルにおける支援も多く、日本の教育機
関、社会奉仕団体、宗教団体など様々な団体のほか、個

を入手することも困難になります。
私の任期中もたびたびカトマンズへの道がゼネスト、

人レベルでの支援活動もさかんに行われています。支

抗議活動により不通となり、食料品や石油燃料が不足す

援活動の実施は、日本政府やネパール政府などに届け出

る事態になりました。食料品、軽油、プロパンガスなど

る必要はありませんので、その総規模は把握出来ません

の備蓄を心がけていたので大きな障害にはなりませんで

が、数多くの日本人がこれらの活動を行っていると考え

したが、一般市民の生活には大きな影響を及ぼしました。

られます。
（2）
インフラ整備
国内の経済基盤インフラ整備は遅れており、前述した

4．市民生活

不足する電気のほかにも、生活に不可欠な上水の供給に
ついても整備は進んでおらず、カトマンズ市内でも状況

（1）
孤立するカトマンズ盆地
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の悪い地域では、週に2〜3度、数時間ずつしか水が流れ

ティハールの様子、犬を祭る日もあります

ティハールは光の祭りとも呼ばれており、各家庭ではライ
トアップが行われます（毎年10月から11月頃）

てきません。また水質も悪くそのまま飲むことは不可能

くなかったので飲料水は購入していました。家ではメイ

であり、上水道整備が必要とされています。

ド、運転手、庭師を雇用するとともに、安全のために番

カトマンズの道路渋滞は、増加する車両のため年々悪

犬を飼いガードマンが常駐していました。近隣の家でも

化しています。大気汚染も進んでおり、自動車やバイク

強盗や泥棒の被害に遭うなど、治安状況は悪化している

からの排気ガス、レンガ工場の排煙、ゴミの野焼きなど

ので、安全には配慮して生活する必要があります。

が原因とされています。廃棄物処理については埋め立

自宅では主に日本料理を作っていましたが、食材は海

て処分場がほぼ一杯になりつつあるなど、都市の環境が

鮮物や日本食に使う調味料、乾物を除けば市内での購

悪化しています。

入は容易です。野菜は豊富に市場に出回っていますし、

一方で地方での道路整備は進められており、郡庁所在

鶏、山羊、水牛、豚などの肉類も簡単に入手できます。

地に接続する道路も新たに開通し、道路が接続されてい

ネパールには日本米を生産している農家もあり、市場に

ない郡庁所在地は75のうち8都市に減少しました。国

も流通しています。このため、現地で入手可能な素材で

道や郡道に接続する道路も増えており、道路アクセスは

料理をすれば、それなりの日本料理は作ることが出来ま

急速に向上しつつあります。道路が通じることによって

した。現地で入手できる野菜は品種改良があまり進ん

医療や教育サービスを受けることが容易になり、農産物

でいないようで、原種に近いイメージのものです。味や

や酪農品の出荷などによる現金収入の機会も増えるよ

形も日本のものとは少しずつ違うのですが、個人的には

うになりました。地方の住民は車両の通行が可能な道

ネパールのトマト、ジャガイモは好きで、日本に帰って

路へのアクセス確保を必要としており、政府も最優先の

きた後でもなつかしく感じます。

開発課題として取り組んでいます。
携帯電話網の整備が進み、多くの地方都市では携帯

人や車が多く、環境があまりよくないカトマンズで普
段生活していると、都市の悪い部分ばかり目に付くよう

電話の使用が可能になっています。エベレストの麓のナ

になってしまいます。そのような状態が続いたときに、

ムチェバザールなどでも通話が可能となるなど固定電

休暇や出張でカトマンズ盆地を離れ、農村部や山岳地域

話網の整備よりも携帯電話網の整備のほうが優先して

を訪れると、時間がゆっくりと流れているように感じら

進められています。地方都市でもインターネットに接

れ、力を抜くことが出来ます。特に山岳地域の風景は日

続できますし、ケーブルテレビ、衛星放送の普及も進ん

本人の琴線にも触れるのでしょう。私も任期中にはヒ

でいます。このように情報通信分野の普及は著しく、コ

マラヤ山中を訪れる機会もあり、雄大なネパールの自然

ンピューター技能の取得も熱心に行われています。

に触れることが出来ました。
最後ですが、3年の間、家族も私も大きな病気にかか
ることはありませんでした。無事にネパールでの生活を

5．おわりに

終えることが出来ましたのは、現地でご協力いただいた
方々と、日本からご支援して下さった方々の賜です。こ

私のネパールでの生活ですが、住居の周りは木々も多

の場を借りて御礼申し上げます。

く、比較的静かな地域に位置していました。庭には井戸
もあり生活用水には不自由しませんでしたが、水質はよ
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１
はしがき

1960年代の数年間地すべり調査のため、山形県東田
川郡朝日村大網地区を足しげく訪ね、地域の人々に支
えられ各種の調査を続けることが出来た。当時 新潟・
鶴岡まわり、あるいは山形・新庄・鶴岡まわりで現地へ
行ったが遠い道のりであつた。その後は県のご厚意によ
る車で、当時の「六十里越街道（新道）
」を経て山形から
直接朝日村へ送っていただいた。その折り街道にかか

斜面環境
六十里越街道、防災とアメニティー

わる様々な話を拝聴していた。
今思うと、朝日村大網・田麦俣を訪ねた当初は、ひた
すら地すべり地盤調査のみに専念していて、街道古来
の人と自然に関わる認識を深める事もなかった。しか
し地域の人々とのふれ合いが深まるにつれ、古い歴史を

中村 三郎

もつ六十里越街道や湯殿山との関わりなどについて興

なかむら さぶろう

味を抱き、調査地に近い注連寺・大日坊に度々詣で、著

防衛大学校名誉教授 理学博士

名な即神仏（ミイラ）に手をあわせていた。街道沿いの
志津・田麦俣・大網・七五三掛等の各集落は、月山・
湯殿山・羽黒山等出羽三山信仰と関わり深く、いわば
参詣者のための宗教集落の役割が大きかったと言うこ
とも知った。月山山麓の豊かな水・爽やかな緑・新鮮
な空気にふれると、改めて六十里越街道に対する憧憬
とともに、人と自然と信心の重さのようなものを感じさ
せられる。一方、地球温暖化が取り沙汰されている昨
今、私はふ！と「地盤環境の縄文がえり」などというこ
とも愚考し、月山の自然賛歌とともに、中山間地におけ
る里山の防災とアメニティーの今後について思うこの
頃である 図‑ 1 、写真‑ 1、2、3 。

2
「がっさんダケ」と「ミズ汁」

五月半ば、大網地すべり地塊上部調査の昼めし時、当
時の朝日村調査課の担当者である佐藤さんが「一寸待
ってけれ」と言い、地すべり地背後の滑落崖を這い上が
り、長さ15cmほどの細い小さな「竹の子」を一抱え採
ってきた。
「これ、がっさんダケと言うんだ、皮むいて味
噌付けて食ってけれ、美味いぜ」と言う。私にとって初
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めて食う珍しい山菜であり、ポリポリーと喰うと新鮮で

すび」と共に食べた「ミズ汁」の爽やかな味と地域の風

実に美味い、ビールがあれば最高などと思った。五月末

情は忘れられない。

までが旬とのことである。加えて 皆で座っていた草っ

大網の自然の中で体験するこの種の食文化や、地域

原付近の「ミズ」の葉を手のひらで短くちぎり ポン！

の人々との話題の交流は何もかも興味深い。農家では

とお椀に入れ、脇を流れる小川の冷たい清水を入れ、味

便所がしばしば別棟になっているが、
「ある朝おきて便

噌を入れて攪拌し、いわば野外のインスタント味噌汁を

所へと思ったら、別棟だけが数ｍ下方へ移動していた

つくってくれた。初夏のような暑い日ざしの中で、
「む

……」という、この種の話（渡部貞一・佐藤一亀さん他

図-1 六十里越街道概略図（中村）

写真‑ 1 注連寺
弘法大師が湯殿を開山した折り、堂
宇を建てたと伝えられる歴史ある寺。
鉄門海上人の即身仏を安置

写真‑ 2 大日坊
弘法大師が開基された寺として知ら
れる湯殿山総本寺。如海上人の即身
仏を安置

写真‑ 2 西川町志津口にある「六十里越街
道」
碑（4/23）
。
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1960）
や家屋異常の記録（渡部留吉、朝日文庫）
は調査

川には神々が宿るものと信じ、山で聞く風の言葉、川の

にも大いに役立つ。また前述の古刹大日坊は、過去の

つぶやきを聞く時感じるのは安らぎであろうか、癒しで

地すべりに由って今日の場所に移転したという。地す

あろうか。折にふれ、自然と信仰との関わりなどについ

べりによる地表・地塊の変異は、古来集落の人々の生き

て考えさせられる 図‑ 2 。

ざまにも大きな影響を与えてきた。

「六十里越街道」は、古来日本海沿いの庄内と羽前内
陸部を結び、
庄内の塩や魚を内陸へ運ぶ重要な道であり、

3

中世以後は出羽三山道者の参詣路として利用され、な

六十里越街道 いまむかし

かでも湯殿山参道として重要な役割を果たしてきたと
いう。資料（山形県教育委員会1981）によれば、
「出羽
三山の山岳信仰がいつ頃から始まったのかについては

山形の自然と人そして生活を考える時、まず頭をよぎ

明らかでない。月山神社が最初に尊崇され、羽黒山も

るのは飯豊山地に源を発して日本海にそそぐ最上川と、

平安初期から崇拝されたようで、末期には修験の修行

陸路の六十里越街道である。また、
街道と志津・田麦俣・

が行われ、
鎌倉・室町以後に羽黒派山伏の活躍が著しく、

大網等の各宗教集落と出羽三山の山岳信仰との関わり

一般民衆の間にも浸透するようになり、江戸時代には

は古来よく知られている。中央アルプスの山裾で育っ

年間約三万人が通った記録が残っている」という。当

た私は、早朝、山に向かって手を合わせていた父親のこ

時街道の特徴は、利用者の大部分が出羽三山の参詣者

とを思い出す。傍らで眺めつつ理由もわからぬまま私も

の行人であったため、街道の宿場も宗教集落としての性

真似て手を合わせていた。私達は、何時・何処にいても

格をもっていた｡

美しく清清しい景観、きびしくも悠然と聳える山々など

俳聖 松尾芭蕉(1644〜94)は、1689年弟子の河合曾

に接すると、ふ！と色々な思いが去来する。古来 山や

良を伴って江戸をたち、東北･北陸･大垣にいたる「奥の

図- 2 月山･湯殿山と大網地すべり等の鳥瞰図（中村2009）
（平成21年4月のグーグル写真を参考に図化）
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写真‑ 4 西川町 大日寺（現大井沢湯殿山神社）
門前の巨大
な「湯殿山」
石碑

写真‑ 5 西川町志津、五色沼湖畔の
「芭蕉碑」
、はるか彼方
に冠雪した月山が見える

細道」の旅をした。その折、芭蕉らは六月三日新庄から

4

羽黒山へ登り、
四日、
本坊における俳諧興行において「あ

月山の火砕流堆積物と地すべり地盤

りがたや雪をかほらす南谷」と詠み、その後八日月山に
登っている。
「木綿しめ身に引かけ、宝冠に頭を包、強
力と云ものに道びかれて、雲霧山気の中に、氷雪を踏て

月山山麓には大小の崩壊性地盤が認められるが、ほ

のぼる事八里、
更に日月行動の雲関に入かとあやしまれ、

ぼ類似の地盤条件の場が多い。月山とその周縁は、基

息絶身こごえて頂上に至れば，
日没て月顕る。笹を鋪
（し

本的に花崗岩・第三紀の砂質泥岩・凝灰岩等が基盤で

き）
、篠を枕として、臥て明るを待。日出て雲消れば、湯

あり、その上に月山起源の新旧火山性堆積物層が被覆

殿に下る（原文のまま）
。
」という芭蕉の文章から、当時

している。各地質の厚さや広がり、
その起伏等は多様で、

の月山詣での人々の様子の一端をも窺うことが出来る。

地下水や地盤の挙動に影響を与えている。

また、鶴岡市羽黒山、西川町志津・本道寺・大日寺等

一つの事例であるが、 図‑ 3（中村三郎1968）
は大網地

の各地には芭蕉翁の句碑などがあり、街道における足跡

すべりの一縦断面と地質条件を示している。記録（山形

を窺うことができる 写真‑ 4、5 。

県他1954）
によれば、1906〜 ʼ10年、1935〜 ʼ38年に大

更に沿道において著名な、古刹 注連寺（湯殿山を開山

きな地すべり変動があり、最大28ｍの水平変異が伝え

した折、弘法大師が堂宇を建てたと伝えられる歴史あ

られている。その後の約10数年来地域の人々は地すべ

る寺）
には社会事業に尽くしたという川人足の鉄門海上

りにおののき経過してきたが、1951年、県では大学等に

人の即身仏、大日坊（弘法大師が開基された寺として知

依頼して本地域の地すべり調査に着手した。更に1958年、

られる湯殿山総本寺）
には近くの百姓であった眞如海上

地すべり等防止法の施行に伴い、当地区ではいち早く、

人の即身仏がそれぞれ祀られており、今日もなお参詣者

県と建設省土木研究所・大学のメンバー等により地す

が絶えない 図‑1 、写真‑ 1、2 。地元では、上記湯殿山と両

べりの実態調査が実施され、各種の対策が推進された

寺の存在は勿論のこと、旧六十里越街道をはじめ、各種
文化遺産の重さを強く意識し、広く社会と人々に対する
啓蒙と紹介に努力している。

図‑ 3 。

当時の各種調査結果から、地すべり地背後の盆花谷
とその直下（南東）
の水は非常に多く、こ
地（ 図‑ 3 参照）
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図- 3 大網地すべり背後と変動域の縦断面図（中村1968）
（電気地下探査・ボーリング結果より作成）

1、礫まじりローム・表土層 2、礫･砂まじり粘土 3、礫まじり粘土 4、安山岩質集塊岩 5、凝灰質粘土
6、泥岩･砂岩互層 7、湧水地点 8、クラック発生地点 9、ボーリング地点

れに対する排水対策が効果を上げているものと考えら

最近（2009年3月）
、大網地区西側（ 図‑ 2 参照）
、七五三

れている。地下水追跡の結果、谷地の水は必ずしも直

掛（しめかけ）
で地すべりが発生した。4月早々には注連

接背後のみの水ばかりではない。深度20ｍ前後の深い

寺地区とその周縁を残し、南西部と前面の道路･家屋等

部分の水は時に変化が顕著で、特に雪解け時期や豪雨

の沈下、陥没、押し出しが顕著になりつつあり、今日、

時における変化が大きかった。これは、月山起源の火山

七五三掛集落七戸のうち既に五戸が自主避難を余儀な

性砕屑物によって被覆され埋没されている三紀層上の

くされている 写真‑ 5 。
「この集落残り2戸だけになってし

古地形の存在が大きな意味を持つ。即ち古地形上、他

まったんです、寂しいです、しかし何とかしなければ……」

地域からの多量の貯留地下水も加わり、これが深部を

と、同行した鶴岡市土木部の佐藤眞さんが呟いた。

挙動し地すべり現象を助長していたわけで、いわば古

千年近い時を刻むであろう集落や文化に対する愛着

地形の起伏・広がり・方向（ここではほぼ東西方向）
が、

の深さ、地域の安心･安全と防災に対する意欲を強く感

大網上村地区地すべりの挙動に大きく反映していた（中

じた。当地区は前述の大網上村･下村の過去の変動域

村三郎2004）
。加えて大網地すべり地の上部背後には、

に近く、地すべり変異や地下水の挙動に類似の現象も考

半円形状に発達する稜線沿いに、田麦俣川上流をカツ

えられる。4月9日より数日、1時間2mmの移動量が記

トして引かれた灌漑用の「天保堰」が構築されており、

録されており（鶴岡市土木部・朝日対策本部）
、すべり

当時の水量はかなり多量で、堰の管理不良による漏水

面もかなり深いのではないかと予想され油断できない

が、地すべりに与える影響も指摘されていた（谷口敏雄

写真‑ 6 。

1964）
。

（4/23）
変動域は、
地変による緊急避難のため七戸の集落が残りニ戸となってしまった。⬇印は注連寺位置、
右端道路の一部は、
写真‑ 6 七五三掛地すべり
旧六十里越街道。
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5

写真‑ 5
地すべり地上部陥没地の
露頭（中村4／23）
。 月
山起源の火砕質物、基盤
の三紀層までかなりの厚
さと広がりをもっている。

「縄文がえり」の地盤とその安定、そしてアメニティー

地震・豪雨・火山に伴う土砂災害の事例は多いが、
最近は識者や研究者の予想をはるかに超える現象にし
ばしば遭遇する。2008年6月14日に発生した岩手・宮
城内陸地震に伴う荒砥沢地すべりは、全く予想もつか
ない規模と現象であった
（中村三郎2008）
。類似の地質・
堆積条件をもつ月山周縁の地域にとっても脅威である。
加えて、最近は人間が引き起こす地球温暖化由来の降
水量の変化が大きく、1997年以降100ｍｍ/ｈ以上の降
水量の頻度が増大している。このまま気候環境の変化

流の四季、神宿り輝く月山等は、地元の人々にとっては

が進展する場合、わずかオーバーであるが、約6000年

誇り高い歴史と文化であり、訪れる人にとっては全てが

前の縄文最盛期に近い降水量や不安定な地盤環境が現

トキメキと浪漫、そして安らぎでもある。

出するのではないかということも考えられ不安である。

古来「西の熊野、東の湯殿」と人口に膾炙されている。

地盤災害は人間と自然の接点において発生する。自

景観を含む月山とその山麓の風情は、芭蕉の足を留め、

然との共生は私達にとって不可欠の目標であるが、人間

茂吉親子の気持ちを生涯惹きつけた。月山の人と自然

の都合優先と便利さのみを求める脱桎梏の生活は、社

に関わる環境を見るかぎりにおいては、今日なお好まし

会構造を大きく変化させた。そして温暖化は営力（風化

い状況である。
「神宿る山と森」は崇拝の念をもたらし、

･浸食･堆積）
の増大をもたらし、いわば「縄文がえり」

それが信仰につながり人々の心を惹きつけたのであろう

の地盤条件の醸成は、被災の必然性を大きくしている。

か。今こそ、月山の自然に根ざした文化・地域の安定を

今日まで、長いながーい間、人々は住民自身による防災

厳しく保全し、砂防事業の推進によって、持続性に富む

努力を繰り返し、
「怯える住居」
、
「消え去る耕田」
、
「防止

「アメニティーの源流構築の場」とすべき時と認識し前

工の効果」……などの切実な記録（渡部留吉1960）
が見

進したいものである。

られ、懸命な努力の跡がうかがえる。昔も今も、いつ起

（謝辞）
本小文記載にあたり、田井中治、斉藤克浩、佐

こるかわからない地すべりの恐怖におびえつつも、多雪

藤努、河村弘之、菅野孝美の各氏と鶴岡市土木部、西

寒冷な風土にしっかりと根を張り、里山の文化と生活を

川町の皆さんにお世話様になりました、厚くお礼申し上

構築してきたであろう多くの人々を見た。今日、1958

げます。

年の「地すべり等防止法」
、
2001年の「土砂災害防止法」
施行以来、地域と各分野の人々による積極的な環境防
災事業が推進されている。
長い歴史を刻んできた六十里越街道は、出羽三山信
仰の道として、また物資や文化を運んだ出羽の古道も、
1904年、新しい国道112号の開通によってその役割を
終えた。更に今日は山形自動車道が庄内と内陸を結ぶ
重要な役割を果たしている。最近、経済や生活手段の
変化に伴う環境の変貌が著しく六十里越街道も例外で
ない。この地域、山岳信仰に由来する広域な人々との
交流によって育まれた地域の文化・風土は勿論のこと、
月山山麓における豊饒の森・春の新緑・秋の紅葉・渓

（この原稿は5月8日にお預かりしたものです。
）
★参考文献
１ あさひむら観光協会（2009）
；ガイドマツプ「出羽の古道」
２ 山形県教育委員会（1981）
； 山形県歴史 の 道調査報告書、pp、
17‑22、
３ 渡部留吉（1960）
；住民はおののく 大網の地すべり、82p、朝日
文庫
４ 中村三郎
（1968）
；電気探査の結果からみた大網地すべり地の特性、
pp､ 219‑222、第5回災害科学総合シンポジユーム
５ 山形県･中村三郎他（1968）
；大網地すべりについて、
46p､山形県、
６ 谷口敏雄（1965）
；大網地すべり調査について、3p、私信､
７ 中村三郎（2008）
；東北の地震と土砂災害､ 8p､ 治水砂防協会講
演会、鶴岡市
８ 中村三郎（2004）
；埋没谷､pp､176-186、日本地すべり学界版〈地
すべり──認識と用語集〉
９ 笹沢信編（1999）
；出羽三山文学紀行集成、271p、
「松尾芭蕉；
羽黒pp､ 7‑8」
10 伊藤武（2005）
；六十里越街道にかかわる歴史と文化、133p、
六十里越街道文化会

SABO vol.99 Jul.2009

27

建設技術審査証明の紹介

（財）砂防・地すべり技術センター 企画部

技術審査証明 20
技術名称

BSB ブロック砂防えん堤工法
（INSEM 材使用）

審査証明取得日： 平成 20 年 10 月 11日 審査証明取得会社：丸高コンクリート工業株式会社
技術の詳細に関する URL：http://www.marucon.co.jp/

技術の特徴・概要
BSBブロック砂防えん堤工法は、土石流対策砂

この工法は、砂防えん堤として必要な強度、安

防えん堤を構築する際、現場において発生する掘

定性及び土石流に対する耐衝撃性を有していま

削土砂を、中詰め材として有効に再利用した砂防

す。また、凍結融解と磨耗に対し、コンクリート砂

ソイルセメントであるINSEM工法の上下流外部

防えん堤と同様に、内部のINSEM材を有効に保護

保護材としてBSBブロックを使用する工法です。

する機能も有しています。

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真・コメント等
完成

断面
イラスト

ＢＳＢブロック設置

ＩＮＳＥＭ材の撒き出し転圧

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
水抜き管部において BSB 残存パネルと水抜き管の隙間部にコンクリー
ト打設時の型枠が必要となるため、型枠設置用吊り下げ足場を必要とし
ない BSB 残存パネルの開発を行っています。
水抜き管部

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
BSB ブロック砂防えん堤工法は、外部保護材で

トえん堤と同等です。また、ブロックを使用してい

ある BSB ブロックの厚さが 50 ｃｍと 100 ｃｍで

るため、型枠作業による足場工も必要なく安全で、

あり INSEM 材に影響を与えるとされる凍結融解か

かつＩＮＳＥＭ材の連続打設が可能なためコンク

ら保護していますので、耐凍結融解性はコンクリー

リートえん堤と比較して工期短縮が実現できます。
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行事一覧（4月〜6月）

協賛（後援）
● 4月 24日〜 2 5 日

第1 回「震災対策技術展/自然災害対策技術展」静岡（後援）

● 5月 30日

平成2 1 年緑の募金（協賛）

● 6月 1日〜 30 日

平成 2 1 年度土砂災害防止月間（後援）

● 6月 1日

平成 2 1 年度砂防ボランティア基金（協賛）

● 6月 1日

日本の景観とまちづくりを考える全国大会（協賛）

● 6月 2日

土砂災害防止推進の集い（全国大会）
（後援）

● 6月 2日

平成 2 1 年度砂防ボランティア全国のつどい（後援）

理事会等の開催
●【平成21年度第1回理事会】
第１回理事会が、平成21年5月25日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
第１号議案 平成20年度事業報告の議決を求める件
第２号議案 平成20年度収支決算の議決を求める件
第３号議案 平成21年度事業計画案の議決を求める件
第４号議案 平成21年度収支予算案の議決を求める件
第５号議案 寄付行為の改正に関する件
第６号議案 自主研究・国際協力事業積立金規程の改正に関する件
また、審議終了後、
「平成20年岩手・宮城内陸地震による土砂災害とその対応」の報告が行われました。
●【平成21年度第1回評議員会】
第1回評議員会が、平成21年5月25日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
第１号議案 平成20年度事業報告の同意を求める件
第２号議案 平成20年度収支決算の同意を求める件
第３号議案 平成21年度事業計画案の同意を求める件
第４号議案 平成21年度収支予算案の同意を求める件
第５号議案 寄付行為の改正に関する件
第６号議案 自主研究・国際協力事業積立金規程の改正に関する件
また、審議終了後、
「平成20年岩手・宮城内陸地震による土砂災害とその対応」の報告がありました。

人事異動

●3 月 3 1 日付

【退

職】 西 真佐人 砂防技術研究所技術部長
（国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター土砂災害研究官へ ）

●4 月 1 日付

【採

用】 田井中 治 砂防技術研究所技術部長（国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所長より）
厚井 高志 総合防災部技術課技師（新規採用）

【昇

任】 相楽 渉

斜面保全部技術課課長代理（斜面保全部技術課主任技師）

加藤 誠章 斜面保全部技術課主任技師（斜面保全部技術課技師）
●5 月 3 1 日付

【出向期間満了】 笠原 拓造 砂防部技術課技師
竹本 大昭 砂防部技術課技師
西尾 英貴 砂防部技術課技師
福井 健太郎 砂防部技術課技師
若林 栄一 砂防部技術課技師

SABO vol.99 Jul.2009

29

細谷 健介 斜面保全部技術課技師
澤田 悦史 総合防災部技術課技師
●6 月1 日付

【新規出向】

小川 浩一 砂防部技術課技師（サンコーコンサルタント（株）
）
小段 應司 砂防部技術課技師（国際航業（株）
）
中山 貴士 砂防部技術課技師（玉野総合コンサルタント（株）
）
杉﨑 友是 斜面保全部技術課技師（日本工営㈱）
）
植 弘隆

総合防災部技術課技師（砂防エンジニアリング（株）
）

瀬戸 秀治 総合防災部技術課技師（応用地質（株）
）

STC短信

砂防学会通常総会ならびに研究発表会

5月26日（火）〜28日（木）にかけて、
（社）
砂防学会主催の砂防学会通常総会ならびに研究発表会が広島市内において開催されました。
研究発表会には一般参加を含め800名に及ぶ盛会となり、活発な議論がくりひろげられました。当センターからの発表者と論文タイト
ルは以下の通りです。

平成21年度 砂防学会発表
発表者

1

砂防部

池田暁彦

タイトル

常願寺川流域における長期的な河床変動特性と事業効果について

2

嶋大尚

鹿児島県における土砂災害警戒情報の発表状況について

3

小野寺智久

梓川上流域における支川からの土砂流出が本川に与える影響について

4

川上誠博

阪神大水害における土砂移動実態の把握

5

中嶋雅之

石狩川上流域の砂防計画における中期計画の検討について

6

竹本大昭

植生回復の観点からの砂防事業効果について

7

久保勝太

水系砂防事業に関する一般住民がわかりやすい説明シナリオの検討について

8

黒田章雄

地域特性を考慮した事業評価項目の検討

9

道畑亮一

鬼怒川上流域における深層崩壊危険度評価に有効な指標の選定手法の検討

10

若林栄一

立谷沢川流域における深層崩壊発生危険度評価

11

笠原拓造

平成20年岩手・宮城内陸地震に伴い発生した崩壊・地すべり災害について

12

福井健太郎

マサ土を用いたINSEMの供試体作成方法について

13
14

総合防災部

15

西尾英貴

砂防ソイルセメント(INSEM)の配合設計における現状と課題

伊藤英之

2008年2月に桜島昭和火口で発生したfountain collapse型火砕流

酒井敦章

昭和火口噴火を想定した緊急減災対策ドリルについて

16

溝口裕也

"災害エスノグラフィ的手法による机上訓練の検証
──富士山重要局面対処演習を事例として──"

17

塩野康浩

実践的防災訓練からアプローチする火山噴火時の防災体制つくり

18

皆川淳

雲仙普賢岳における振動センサーを用いた土石流発生回数の推定

19

荒井健一

活火山地域における土石流警戒システムの効果的な活用について

20

池田一

"火山防災マップ作成による防災リテラシーの向上
──浅間山での火山防災マップとハザードマップの作成──"

21

厚井高志

土砂流出の長期変動に着目した山地森林流域における土砂動態の把握

22

砂防技術研究所 松井宗廣

23

飯塚幸司

砂防ソイルセメント(INSEM)の実施工における基本課題の検討

24

嶋丈示

鋼製透過型砂防えん堤の摩耗に関する一考察

近藤玲次

属性による防災意識の違いの把握を目的とした住民意識調査

25

企画部
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研究開発助成委員会

5月25日（月）
アルカディア市ヶ谷で行われた標記委員会の審議の結果、本年度の研究助成は下記のように決定いたしました。
課題

代表申請者

１

中国三峡ダム貯水池地域における地すべりの頻発機構及び斜面災害危険度評価法の研究

汪 発武（京都大学防災研究所）

２

中国・四川地震による山地災害の衛星画像等を用いた解析

川邉 洋（新潟大学）

３

置土が下流域の流砂・地形変動特性に与える影響

竹林 洋史（京都大学防災研究所）

４

先駆的な物理探査と赤外線リモートセンシングの結合による表層崩壊予測技術の開発と体系化

小杉 賢一朗（京都大学）

５

降雨履歴及び土地被覆変化が流域の土砂生産特性に与える影響評価手法の開発

執印 康裕（宇都宮大学）

６

｢送り手｣ と ｢受け手｣ の心的乖離を排除した土砂災害警戒情報によるリスク・コミュニケーション

藤井 聡（京都大学）

７

平成20年岩手・宮城内陸地震における地すべり性斜面変動の地形・地質的発生要因と危険度評価

檜垣 大助（弘前大学）

依頼講師

依頼者

講師

内

日本大学理工学部

近藤浩一

4／1〜9／30

防災工学総合講義 非常勤講師

静岡大学
防災総合センター

伊藤英之

4／1〜3／31

非常勤講師

（独）
国際協力機構

松井宗廣
嶋 丈示
比留間 雅紀
嶋 大尚

5／29
5／15
4／3、21・5／15・18
4／21

容

平成20年度（集団）
「火山学・総合土砂災害対策」
コース講師

砂防構造物研究会

嶋 丈示

5／25

砂防構造物研究会 講演

（社）
近畿建設協会

松井宗廣

6／2

H21年度JICA集団研修「インフラ施設の自然災害に対する抑止・
軽減対策及び復旧対策」
コース 講師

国土交通省
北陸地方整備局
立山砂防事務所

池谷 浩

6／13

H21年度 砂防講演会「土砂災害と日本人」
〜緑豊かな国、日本の実態〜 講師

土木学会山梨会

池谷 浩

6／19

平成 21 年度

「山梨県の自然災害と防災」

砂防・地すべり技術センター講演会開催

6月16日
（火）
、
砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて、
「平成21年度 砂防・
地すべり技術センター講演会」を開催いたしました。当日は、約230名ものご参加
を頂きまして、誠にありがとうございました。詳細は次号でご報告いたします。

海外研修生受け入れ

6月18日〜8月31日にわたってJICA研修個別研修生を迎えます。
Mustafa Mukti Hidayatさん（32歳）
インドネシア公共事業省水資源総局ブランタス流域管理事務所事業評価官（写真）
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鋼製砂防構造物設計便覧 平成 21 年度版発行のお知らせ
当センターは、鋼製砂防構造物の適切な計画設計と効果的利用を目的として、昭和57年以降、鋼製砂防構造物
委員会を設け、学識経験者の助言と指導を受けつつ、研究活動を続けております。これらの成果は昭和58年に「鋼
製砂防構造物に関する研究」として発表、さらに昭和60年には「鋼製砂防構造物設計便覧」
初版が発刊され、そし
て平成19年11月の「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）
」
、
「土石流・流木対策設計技術指針」の改定に
合わせて、平成21年度版を刊行の運びとなりました（9月初旬予定）
。
今回の鋼製便覧改訂は、ユーザーである砂防技術者からの意見を参考にして、より使いやすいものを目指してお
ります。本書を鋼製砂防構造物の計画・設計の一助として活用頂ければ幸いです。
〈鋼製砂防構造物設計便覧平成 21年版」の購入に関する問合わせ・申込先〉

企画部：TEL（03）
5276−3271 FAX（03）
5276−3391

ここは池袋、丸井のある西口五差路からちょい

界隈
食べある考
9

その後の若大将

北。東宝映画
「若大将シリーズ」の面々が久しぶり
に集まりました。羊のしゃぶしゃぶのお店です。
「久しぶりだな、
若大将。元気にしてたかい？今日は、
俺がおごるよ。
」

ぞ。
」
「いてっ、口の中が切れたよ。しゃぶしゃぶ鍋の紅
いスープがしみるぜ。
」
「コラーゲンたっぷりの白湯味と羊ダシの上湯スー

「やった、さすが青大将！」

プもあるんだから、そっちで食べればいいじゃない

「おいおい、江口。･･･大丈夫なのか、石山？ お

か。どれも薬膳スープなんだから中年には良いし、

前、その後、富良野に行って生活が苦しかったらし
いが･･････。
」
「平〜気、平気。あれは違う人だし、パパの遺産も
あるしさ。さ、これ馬乳酒っていうモンゴルのお酒
だよォ。飲んで、澄ちゃん。
」
蒙古火鍋しゃぶしゃぶ
小尾羊（シャオウェイヤン）池袋店

「お前、人の女房をちゃん付けで呼ぶなよ。
」

東京都豊島区池袋2‑7‑3
ロビービル2F
TEL03-5911-2289
http://www.syabusyabu.
net/shop/ikebukuro.html

「いいじゃないの、雄一さん。久しぶりに会ったんだ

取材時のお勘定：
飲んで食べて@5,000円

「おい、石山！ 細かいこと言うなんて男らしくない

し。あら、甘くておいしいわね、青大将。
」

傷だって治るさ。
」
「田能久のすき焼きもいいけど、羊のしゃぶしゃぶ
もいいわね。あまり臭わないし。江口君もメタボな
んだから、これを食べた方がいいわよ。
」
「かなわないなあ、澄子さんには。エビのつみれも
おいしいですよ。
」
「俺はこの羊の串焼きがいいな。クミンの香りが効
いてるぜ。
」

「だけどサ、若大将、澄ちゃんといつ結婚したんだ

「若大将、
もういい年なんだから食べ過ぎはダメよ。
」

い？ 俺はてっきり、澄子さんじゃなくて節子さんと

「堅いこと言うなよ、澄ちゃん。･･･････しょうがない、

いっし（ボクッ！）･･･。
」

野菜にするか。お、肉のダシがよく出てるから、もや
しを湯がいても旨いな。おねえさん、もやし、お代
わり！」
【注：取材班実績】
「若大将、もやし、もう3 皿目だよ。
」

「僕ァ、幸せだなァ。
」
「雄一さん、飲み過ぎよ。
」
草原の味馬乳酒と串焼き、そしてひと鍋で３度美味しいしゃぶしゃぶ

32 SABO vol.99 Jul.2009

池袋の夜は静かに更けていった。

（H）

編集後記

市ヶ谷便り

の習得という実用派はともかく、大半はお気に入りの音楽で英
気を養うのか、目を閉じて無我の境地の人、指で小さくリズム
を取る人、朝の通勤風景は十人十色です。機器がほんのマッ
チ箱ほどに小さくなって気軽に持ち歩けるようになり、今や手

『雨の日と月曜日は』……このカーペンターズの曲を、梅雨

放せない外出アイテム、という方も多いのではないでしょうか。

の頃にはいつも口ずさんでしまいます。
「Rainy Days and
Mondays always get me down」
と続くのですが、サラリー

この小さな道連れが、篠つく雨や休み明けの朝の憂鬱な気

マンの憂いは洋の東西を問わず、ましてや早朝の出張があっ

分を振り払ってくれ、一人歩きに思わぬ楽しみを添えてくれま

たりするとお天気を呪いたくなってしまいますね。うってか

す。ありふれた情景が音楽ひとつでイメージが変わり、上手く

わって『雨にぬれても』……、B･バカラックの軽快なメロデ

マッチしたときはちょっとした映像作家気分。たとえばポッ

ィーはきっと耳にされたことがあるはず、映画好きなら『明日

プスとクラッシックとでは、雨に閉ざされた町の表情も変わり、

に向かって撃て』
のP･ニューマンとキャサリン･ロスが、自転

車窓の風景や美術館の展示も全くちが

車に乗る有名な場面を思い出されるかもしれません。なんだ

う印象となるでしょう。BGMはあなた次

か長靴を履いて、元気よく水たまりを歩きたくなります。

第です。ただし音漏れと交通事故には
くれぐれもお気をつけて。そして

たかが音楽されど音楽、音楽ひとつで気分が変わるのはど

梅雨明けが待たれる今朝のチョイ

なたも経験がおありでしょう。近頃若い世代ばかりでなく、

スは『雨に唄えば』
、……今日も一

イヤホンをつけた年配の方も多く見かけます。補聴器や語学

日お元気で。

（J）

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

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

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

