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1 鑑をみることを覚えたことですね。ヒメジオンの横にハ
ルジオンが出てくるでしょう。図鑑にかいてあるのを現
地で見て確認してくると、その違いは？　と図鑑の読み
方みたいなのを教えられた。図鑑には必ず見るポイント
がかいてあるけどそれを教えてもらった。たとえば「ア
ヤメとカキツバタの違いはどこや？」と。花が出てきて
外花被片と内花被片といって外側にあるのと内側にあ
るのがあって、その対になって出てくる外花被片の付根
のところに網目模様がでているのがアヤメで、ないのが
カキツバタ、それさえわかっていればわかる。現場に行
っても知っている人は少ない。４回生になって砂防研
究室に入って、実際はコンクリートの実験ばっかりやっ
ていたのだけれども、ひまつぶしに図鑑を見ていたのが、
今に続くひとつのきっかけになったということです。
比留間●京都府立大学学術報告にソイルコンクリート
の研究という論文★２がありました。
大手●これは京都大学の助手になったとき、遠藤隆一
先生（京都大学名誉教授：砂防工学）から「君、貧配合
コンクリートの研究をしてみろ。自分は３次元（堰堤）
をやるから、君はセメント量をどれだけ減らせるかとい
うのを実験でやってみろ」と言われて始めたのがこの研
究です。研究の背景には、河川砂利が採取禁止になり
そうな頃で、骨材枯渇が心配されたことがありました。
その当時は破壊試験機がなかったので手押しポンプの
10万円くらいの試験機でつくって実験をやってみまし
た。その頃書いたのがこの論文です。

 砂防の研究を始めた頃

比留間●本日はお時間をいただき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方々に当時の状況をお聞きしてい
ますが、それをもとに、今後、砂防という観点で、緑あ
るいは植生・森林がこれからどういうものを目指して
いくべきか、イメージをお聞かせ願いたいと考えており
ます。本日は、長年植生の切り口から砂防に携わってお
られました大手先生にお話を伺いたいと思いお邪魔い
たしました。
　まずは、大手先生が砂防の研究を始めた頃のお話をお
聞かせいただければと思います。
大手●この本★１にも少し書きましたが、京都大学農学
部林学科に入って樹木学の実習で故岡本省吾先生に教
えていただきました。３回生の実習があるでしょう？
　わけわからん連中は先生をほっといて先に行ってし
まうが、四手井さん（四手井綱英京都大学名誉教授；森
林生態学）は学生たちのまとめ役で、自分もわからんの
に、これなんやこれなんやと言い合って、そういうなか
で、植物の名前が覚えられるのが面白いなあと思い始め
た。岡本先生は森林生態学の先生で、大学は出ていな
いけれども、演習林の技官で朝鮮や樺太や台湾をまわっ
てきておられた。そういう関係で植物に造詣が深かった。
卒業してからもよく植物の名前を聞きに行きました。
　そのほかの（植物に興味が深くなった）きっかけは、図
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比留間●どの程度セメント量を落としたらどのくらい
の強度になるか、というものですか。
大手●そうそう。結局堤体の内部応力に関係してくる
でしょ。だから表面に出るコンクリートにはちょっと無
理ですよ。
　1959年から63年くらいまでやって、1967年に府立（京
都府立大学）に移ったのかな。貧配合というテーマも時
流に合わなくなり、コンクリートの破壊試験機ももった
いないので、ソイルコンクリートをやり出した。その時
に、ソイルコンクリートだから「標準示方書にあるコン
クリートとは違うので、構造物には使えません」という
前提のもとで、どこか砂防の現場で使えるところがある
のではというところで、強度を要求しない山腹施工に使
えないかと考えました。それでずいぶんあちこち、焼岳
から鹿児島から、試料を取り歩いた。
比留間●それは骨材ですね？
大手●たとえば火山灰、焼岳やったら安山岩、ここの近
辺やったらマサ、花崗岩地域でも岡山や島根から全部
違う地域のものを集めて試験し、1978年にまとめたの
が学位論文★３です。

 ソイルコンクリートの施工方法

道畑●今使われているソイルセメントとの関連はあり
ますか？
大手●INSEMとかISMの元です。水山君（水山高久京
都大学大学院教授）が基準をつくるときにこれを参考に
してもらいました。
道畑●今のソイルセメントだと現地で敷き均したり、混
ぜたりしますが、ソイルコンクリートはどのように施工
するのですか？

大手●普通の現場の土をセメントで混ぜるのだけれど
も、あまりよく混ざらない。だから、初めは強度を度外
視して水をたくさん混ぜてドロドロにすることを発案し
ました。そのほうがかえって均一にできるでしょう。そ
うすると均質に型にはめることができる。それで、農業
土木の大家だった沢田敏男先生（京都大学名誉教授）に
相談したところ、実際にやってみたらどうかということ
になって、1979年に学生を連れて芦生の演習林に行って、
実際に現場の土を使って崩壊地でやってみた。ドロド
ロにした土とセメントを200袋の土のうに詰めて、土留
工を作った。セメント量10％、20％、30％と変えて、混
ぜたのを入れて、置いたわけです写真-1,2。３列作った
だけですが、それでその崩壊地は消えてしまって、自然
復旧しました。それで今やっと20年経ったところです。
15年後の状態まで見ましたが、原型はとどめていました。
その上は植生が回復している。
道畑●土のうと土のうはくっついてはないのですか。
大手●くっついてはない。石と同じ。袋が破れている
けれど、崩れても現場の土やからよいわけだ。植生は、
もうこのように回復しているでしょう。これがもとの崩
壊地ね。演習林に一台だけあったミキサーを借りて、こ
れでドロドロにして、それを袋に詰めた。
比留間●袋の形状は残っているのですか？
大手●袋自体が一つの石となって、強度はあまりないけ
れど、斜面の土の移動を防いでくれているようです。
　今、高山ダム（京都府相楽郡南山城村；淀川水系名
張川）の斜面で、木材を使う土留めと鉄柵を使う土留め
をやっています。木材はまあまあもっているけども、鉄
柵は水の関係かなんかで一年でぼろぼろになって、それ
で、ソイルコンクリートをやってみよかということにな
って、今やっている最中です。水を使わずに、現場で空

京大芦生演習林のソイルコンクリートによる土留工。完成時（1979年）写真-1 写真-1と同じ箇所。15年後の状況写真-2
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練り状態で混ぜなさいと言っています。それで結構強
度も出てきますしね。それで背後のスペースにちゃんと
草本が自然に入る。入るやつはちゃんといるんです、オ
ナモミとかオオフタバムグラが入って毎年水位が下が
ってくると発芽して生長する。
比留間●ネパールで蛇籠の床固工を作ると、堤体内を
水が流れるので、どうしても前庭部や基礎部が洗掘とか
吸出しをうけて、基礎地盤がなくなってダムが壊れてし
まうという例が非常に多く見られました。それで、下の
前庭部と基礎地盤の2ｍくらいの深さでセメントを混ぜ
てみたことがあります。
大手●いちばん最初に1979年に芦生でやったやつは、
2004年に小笠原に行ってやっています。
　小笠原諸島の聟島（むこじま）列島といういちばん北
側の列島の真ん中に媒島（なこうどじま）があって、そこ
でやったんです。媒島は表土が完全にラテライト化し
ている。なんでこうなったかというと、無人島化したと
きにノヤギを放置した結果、増えて増えて植生を食い尽
くしてしまった。500何頭かいたのを全部駆除したけれ
ど、それでも裸地化した後は植生が回復せず、スコール
が来て、風化した岩盤を流下して赤い土が流れている。
それは砂防の観点からはあかんと思ったわけです。
　この島は、父島から北へ２時間ほど漁船で行かないと
行けなくて、漁船も仮桟橋には接岸できず、上陸にはボ
ートを使うしか渡航手段がない。重い機材や大量の資
材はとても運べない。「現地の土を使わなくてはならな
いだろうから、それを使うためにセメントを混ぜなさい、
10％くらいで十分ですから固まりますよ」といってソイ
ルコンクリートをやることになりました。
　河口に入り江があって、そこから上陸するのだけれど
も、そこの湾全体が（赤土の流出で）真っ赤になっている
のですよ。私が行ってる４年くらいで、谷止めえん堤つ
くったら、海の色が真っ赤だったのがおとなしくなって
きた★４。
道畑●完全に表土が無くなっていますね。
大手●なくなってしまっている。
　父島の宿から通うのですが、現場では数時間ほどしか
時間がないのですよ。朝島に渡って、帰りは迎えの漁船
が昼の２時半くらいに来る。当時農工大の学生さんた
ちと一緒に、ベニヤ板を練り台にしてソイルコンクリー
トを作り、土のう袋に詰めて高さ0.8mくらいのダムを
作りました。今は埋まってしまって分からなくなってい

る。海へは流れていない。時間が制約されて縦断測量
するのでもダーッとかけ足でね。３ｍか４ｍかのフトン
籠による谷止めえん堤をつくりなさいと、２渓流に５基
ずつ計画したかな。
　緑に関係ないように見えるけど、結局はそれが緑のも
とになるのですよ。どんなところでも、縦侵食を受けて
いる沢があれば両岸の斜面崩壊が収まらなくて、いくら
上部の裸地に対策しても崩れてしまうのが明白で、下部
（谷の下刻）を止めないといけない。それが砂防の本来
の姿だから。それを計画してもらっています。
　それから、勾配が緩ければ、いくらラテライトでも自
然復旧しているんですよ。ヤギがいなければ。ごく限
られた所の禿しゃ地だけが手当てしてやる必要があり、
そこでは、ネット張ったりいろいろとやっていますよ。
今はもう現地のシマスズメノヒエというイネ科の植物
がたくさん生えています。
比留間●それは在来種ですか。
大手●そうです。
比留間●もともとかなり太い木が生えてたのですか？
大手●タコノキとかビロウヤシだとか亜熱帯性の木が
あった。それが全部壊れてしまってね。
道畑●土層は厚いですか。
大手●土層は厚いですよ。ブロックでバサッと落ちる
ような感じです。
道畑●ヤギが入るだけでこんなに荒れてしまうんです
ね。
大手●狭いからね。最近の大峰の弥山でも、トウヒの林
が全部シカに樹皮を食べられて、枯れているからね。
道畑●ちょっと前大台ケ原でも同じようなことを聞き
ました。
大手●そういう状況だからシカを減らすというような
話が出てくるわけです。斜面についても、本来の砂防の
やり方で、緻密にしっかり下から土砂を止めていけば自
然に回復すると私は言っているけど、それでは追いつか
ないということで、何とか近代的な工法をしようと思っ
ているようだけど、それは私は間違いだと思う。

 田上山腹工の成功

比留間●もちろん、そういう工法を使ったほうが早期に
全面的に（侵食の進行を）抑えられるのでしょうが、果た
してそこまでのものが要るのかと考えると、ある程度、
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自然にまかせるというような面があってもよいというこ
とですね。
大手●そうですよ。それがやっぱり砂防本来が昔から
やっている通り、積苗工なり、土留工なり、地道にやる
ことが必要という話ですよね。
比留間●斜面上部だけを重点的にやるのではなく、下
から地道にやっていかないと厳しいですね。
大手●そうです。そのためにここ（媒島）では、材料がな
いから何を使うかということだね。土留めをつくるのに
石がないから土のうにソイルコンクリートを詰めて石の
代用にした。
比留間●土留めはガリーの底に必要と思いますが、先ほ
どの芦生のようなことを丁寧にやっていかないと。
大手●そうそう。おさまりませんよ。
比留間●斜面上部にネットをかけたりするのも必要な
のでしょうね。
大手●途中で上部だけやっても意味をなさんと言って
いるのですよ。下からやらないとね。
比留間●遷急線のところをカバーしようとしている工
事が見られますが、（谷部が安定していかないかぎり）お
そらくなかなか遷急線のところは安定しないのでしょ
うね。
大手●そうそう。そういう考え方をあまりしないね。や
りやすいとこだけをそうやって対策しないでね。ガリー
になっているところは一つ一つ止めていかないといけな
い。
　それから、田上山の話ね、最初はデレーケさん（ヨハ
ネス・デレーケ）の話に尽きるのだけども、オランダの
人たちは海岸での堤防の話がもともとは専門でね、山に
来たのは初めて見たんやろうけど、デレーケさんも、現
地に来た時、禿しゃ地ですからどうやったらいいかわか

らなかったということでね、何とかしないといかんとい
うことで、日本の人たちに懸賞を出したそうです。そ
れでその当時、京都府の技師だった市川義方さんが考
えだしたのが積苗工です★５。当初の積苗工は芝を積ん
で斜面を緩くしてその背後に苗を植えなさいというも
のでしたけれど、それだったらいくら芝があっても足り
ないということで改良したのが今の現在の積苗工です。
芝の数が無制限でかえってよくないと、田上では藁も使
う、芝も使うということになってきた。結局、標準の積
苗工は、まず、法切をして、法切のとこに切り芝を、5枚、
その背後に土を埋めて、藁束を伏せて苗木を植えなさい
という風になった。法切をして植生の生えるスペース
をつくろう、地山へ根っこが行かないのだけど、それを
工夫して成功した。
　それともう一つは、ヒメヤシャブシの育苗に成功した
というのが大きな転機となったんです。これは「淀川百
年史」（建設省近畿地方建設局）に載っています。だか
ら砂防の教科書に載ってる「砂防山腹工」のやり方は、
まず始めに法切をしなさい、法切の角度はだいたい30
度に切ってその余った土は下に盛るというのが一つの手
段ですよね。30度以下にすると土の移動が起こりにく
いということ、そして高さ150cmくらい毎に階段を切っ
てスペースを作って積み上げる、そしてその背後に1ｍ
くらいの幅の緩やかな勾配にするんです。植物は地山
斜面に生やそうと考えていないんです。積苗工の裏側の、
盛って整形した緩斜面に植物を生やそうというやり方
で、これは現代でも通用する方法の一つです。要は斜面
表層の土の移動を止める基礎工法が「山腹工」です。こ
れなくしてはなかなか上手くいかないことを言いたいで
すね。だからきつめの勾配でもよいんですよ。ただ、そ
の積苗工の裏側にたとえ50㎝でもスペースができれば
そこは植生の生育できるスペースになります。そのス
ペース作りが山腹工のひとつの勘どころです。
　この当時は早く緑にしなきゃということで（播種では
なく）苗木を使いました。初めはアカマツの苗を用いた
が活着が良くないとのことで、「クロマツ」が用いられ、
「ヒメヤシャブシ」を混植することを思いついたわけです
が、これがなかなかよいコンビです。ヒメヤシャブシの
育苗が出来るということは画期的だったんですが、実際
はヒメヤシャブシなりの種をどこかから採ってきて蒔い
てもいいわけです。周りがそういう状況で落ち着いてく
れば、そこへ必ず自然の植生が侵入してくる。そういうヒメヤシャブシ（カバノキ科）
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ものなんです。
　というふうに、市川さんが最初考えたことがきっかけ
になって、山腹工が始まった、と私は記憶しているわけ
です。
　とはいえ、明治期は積苗工を施工しても、なかなか斜
面全体の植生は回復しなかったんです。なんでうまく
いかなかったかといえば、この積苗工と積苗工の間の中
間斜面を、当時は何も処理をしなかったんですね。積苗
工の落差が1m50cmくらいある。これは冬に凍上して
土砂が落ちて灰燼に帰してしまった。それが一つの大
きな失敗で、それに気づいたのが、何年だったか忘れま
したが、法面を処理するという改良が試みられることに
なり、一つが斜面を藁で伏せる（藁伏工）、もう一つはそ
れの間に種を直に蒔く方法（播種工）でした。
　1955以降かな、藁伏せをするようになって落ち着い
てきたわけです。一筋だけでも効果があってね、それだ
けではもったいないということで、メドハギやエニシダ
の種を播いたんだね。その法面が落ち着いて土砂が止
まるようになり、植えた苗木が成長するようになった。
だから結局は植えるスペースをつくることが重要です。
　それから凍上だけは、年に30回～50回以上有るからね、
その度に1ミリずつ土が持ち上がって、春に工事用道路
を上っていくと側溝にいっぱい土が溜まっていて、それ
を掃除しなければならない、大変な場所もありました。
それが現在のような積苗工になって、田上山腹工は成
功するようになったと聞いております。

 植生回復への試行錯誤

比留間●最初からそういうやり方があったということ
ではなく、それなりに試行錯誤があったということです
ね？
大手●そうですね。それがあってやっぱり問題は土が
移動することであると、移動の原因はいろいろあるが、
凍上だけは気がつかなかったという面がありますね。そ
れに対する対応策がさっきあったように、筋状の播種工
であったりと、現在は播種工と筋の併用でやってますね、
それで上手くいくようになったけど、そのあとの問題は
まだあって、クロマツ林ができると今度はアカマツが自
然に侵入して、アカマツ林に交代していく。それで友松
さん（友松靖夫・前(財)砂防・地すべり技術センター理
事長）が琵琶湖工事事務所にいた頃に保育工というのが

始まった。どういうことかというと、ヤシャブシが大き
くなりすぎてクロマツが被圧されるので、ヤシャブシを
剪定してやる。それともう一つは植えたクロマツの成
長を促進するために、植えたクロマツに追肥をしてやる。
クロマツはだいたい海岸の砂地のものなので、山にもっ
てくると成長が遅いのは当たり前で、山はアカマツの天
下ですから、クロマツを追い越して、クロマツは陰にな
ってしまうと枯れてしまうと、それで、今はアカマツ林
になりつつある。ところが、今度は、アカマツ林になる
と、さきほどの積苗工のスペースにだけ根を張るわけや
ね。そうすると（樹高）５ｍくらいではいいけれども、10
ｍ以上になると、地表の部分と地下の根系の部分とバ
ランスが取れなくなって風が吹くと倒れやすくなる、と
いう問題が発生する。
　それからもう一つはね、アカマツの林ばっかりなって
しまうと、林床に松葉がたまる。
比留間●他の植生が侵入しにくくなる。
大手●そうそう。そういう問題が解決できていないん
です。
比留間●クロマツは風に対して強いのですか？
大手●それはそれほど強くない。しかしそれほど成長
しませんから。アカマツは積苗工のスペースに根っこ
を張ると、やっぱり浅いですからね。直根性の根っこだ
といってもなかなか入ってくれません。そこに台風がく
るので、田上ではアカマツの倒木が多いです。
比留間●田上山では極相林は松の植生になるのですか？
大手●そうですね。それは先駆植生の段階で極相林に
は程遠い状態ですから、アカマツばかりになりやすいで
すね。それで松葉をかいてやったらどうなるかとか、い
ろいろ試験やったことがあるんですよ。松葉はひどい
ところでは10cmくらいたまるのですよ。それで、せっ
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かく種が飛んできて梅雨の時期に芽が生えて実生がで
きるのですけど、根っこがその下の土に届かないうちに
夏がきて枯れてしまうわけです。そういう問題が今まで
見過ごされてきているんです。緑にすればいいというだ
けの話とは違うんですね。
比留間●持続的に世代交代が行われるためには混交林
のほうがいいのでしょうが、混交林にしても、何かしら
の保育をする必要があるというということですね。
大手●先駆植生がある程度成熟して土壌が形成されて
くると、やっとこさ陽性の樹木が入ってきますが、陽性
の樹木はどういうものがあるというと、アカマツであっ
たりコナラであったりする。ヒメヤシャブシを植えると、
先駆植生をつくる一つのきっかけになることは事実や
ね。クロマツは、その次の陽性の樹種になるはずが、思
うように大きくなってくれないので、アカマツに取って
代わる。これは自然の姿ですが、アカマツが優先して天
下を取ってしまうと、アカマツばかりの林になってしま
います。普通だったらツツジが入ってきたり、ソヨゴが
入ってきたりしますが、それが侵入できない状態になり
つつあるのは困る問題です。それでまた風が吹いたら倒
れてしまって、また元の木阿弥で一からになってしまう
可能性が高い。そういうことで、今現在は広葉樹植え
てますよ。松にこだわってはいけませんよ、ということ
ですね。真の植生回復とは、ある一定の種がたくさんあ
って、それが有機的に交互に交代していくということで
す。

 「緑化」の目標は何か

道畑●土砂流出の観点からは、当初の目的はまずは達
したと考えてよいのでしょうか。
大手●まずは。それが長続きするかどうかは別ですよ。
カバーしているということは効果はあるんですけど、そ
れが永久に長続きするかといえば、そうは考えにくい。
比留間●永続性を考えるうえで大切なことは、一つは
持続的に交代していけるか、もう一つは、多様性でしょ
うか。
大手●多様性といいますかね。たとえばね、今六甲で
グリーンベルトの整備をやっているでしょう。なぜそう
いうことをやるのかというと、まず第一に土砂流出のこ
と考えてですが、その山の斜面から土砂流出を抑えるに
は単一の植生ではだめですよと言っています。植物の

混ざり具合を見たときに、高木種があったり、亜高木種
があったり、低木種があったり、草本種があったりと、
そうゆう多様性のある森を作ることがいちばん土砂流
出には有効です。現在あるニセアカシアの林は単一の
植生になりやすいから、これはあまりよくないですよと
いうのがグリーンベルトの整備上の認識です。多様性
というのは、同じ林地にどれだけカバーが2重3重にあ
るかということで、土砂流出の観点では一つの目標にな
るんですよ。
　たとえばいちばん上の高木種が風で倒れても、あと中
低木がカバーしてくれますよ、とそういう意味も含まれ
ていますからね。そういう意味で階層構造をもった林
をつくりましょうというのが六甲のグリーンベルトの焦
点になっているわけです。現在の林は既に二次林にな
っていて、次の段階の植生を目指すと六甲の場合はうた
っているわけです。本来は、それから何百年か経ったあ
との極盛相に持っていくべきだけれども、極盛相なんて
とてもわれわれの世代から考えたらほど遠い話で、その
手前の陽性の高木種の林を作るのが、われわれの精一杯
の努力目標なんですね。そういう問題を追及している
ことを市民の人たちに広めていかなければいけません。
　牛伏川ではニセアカシア林の植生転換を進めていま
すが、ニセアカシアは根っこに窒素分を固定するわけで
すよ。それをねらってイネ科の草本がびっしり生える。
それが六甲の場合はニセアカシアの周りにササがびっ
しり生えるのですよ。そうすると、さっきの松葉とい
っしょで他の植生が侵入しにくい環境になってしまう。
これが永続性にとっていちばん大きな問題です。土砂
流出に対しては一次的な効果はありますけど、ササとい
うのはびっしり根っこが頑丈に入ってますよね、それが
平坦地ならそれで十分効果ありますけど、40度近い斜
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面になりますと今度はかえってすべる可能性が高い、崩
壊する可能性が高い。とくに六甲の場合花崗岩ですか
ら、勾配変化点、尾根筋から少しさがった変換点から崩
壊する。1974年の崩壊は全部それです。それで危険で
すよというふうに言われているわけですね。だから、な
るべくなら多種多様性の林にしたい。ササはちょっと
くらい生えていてもいいんですよ。だけど、一面にびっ
しり生える状態にはなるべくしないようにという考えは
整備事業の柱の一つになっています。現在ササのとこ
ろどうしているかというと、ある一定の幅員で刈り取っ
て、そこに苗木を植えています。
比留間●それはコナラなどの林をめざすための帯状更
新ですか？　ササが他のものにくらべて育ちやすいとい
う条件にあると思うんですが。
大手●それはそう。ニセアカシアがつくってくれた窒
素分であると。
比留間●そうするとほっておくと、広がっていきますよ
ね。ですから、ニセアカシアをコナラなりに帯状更新な
りで序々に交代させてやると、ニセアカシアの付近はサ
サになるかも知れないですが、そうでないところでは別
の種類のものが生育する可能性が出てくるわけですね。
大手●養分がなくなってくるので、ササ自体も衰えてく
るわけです。もう一つは日陰になりますよね。ニセアカ
シアの林は日照は林床に届くんですけど、コナラだとか
がササの上を覆って日陰になると、ササは陽性の最たる
ものだから、衰えてきます。
　植物の世界というのは光の争奪戦ですからね。光の
争奪戦で日の当たるところでしか育たない植物がわり
と多いんですよ。それで、日陰でも育つ植物といったら、
極盛相の構成種になってしまうわけです。シイとかタ
ブだとか。そういった種は、真っ暗のところでも発芽し
て成長していく能力をもっているわけだから陰樹と呼
ばれています。で、コナラとかアカマツとかは、日光が
当たっているところでしか発芽できないから、陽樹とい
う。だから、われわれは陰樹を育てたら一番いいんです
けれど、なかなかそこまでは到達できない可能性が高い
んで、陽樹の最終的な樹種であるコナラの林をめざしま
しょうというのが六甲グリーンベルトの目標なんです。
　結局、「緑化」という問題は何を終着点とするか、いつ
までも引っ張っていくわけにはいかん、ある程度どこか
で一貫した目標を決めることが必要です。緑にすると
いうこと、緑だったらよいとするいわゆる先駆世代の植

生の時代だけを目標に考えているのか、次世代の植生を
確実にするまでなのか、どちらがいいですかということ
を、決めないとその後の方針が立てられず困ってしまう
わけです。先駆植生の時代なら吹き付けでよいし。そ
やから、緑にするという意味は、早く緑にしさえすれば
いいというのか、植物群落を造成してそれが永久的につ
ながっていくのか、どっちがいいのか、維持管理の問題
も含めて事業者は真剣に考える必要があるでしょう。
　また施工に関しても、何もひとまとまりの工事ですべ
て行う必要は必ずしもない、と思います。そうしないと
ね、樹種によっては植える時期の問題が出てくるんです。
いつも予算年度の関係からいちばん寒い時期に植える
ことになり、結果的に失敗する事例が多いのが残念な気
がします。基礎工を先につくって土砂移動を止めたら、
2～3年観察してくださいよとも思っています。自然に
植生回復すればよし、これはもう何も生えてこんから植
えますよといって、それで適宜春の時期に植えるなら活
着率もはるかに向上して成功するだろうと思っていま
す。そのためには予算執行の問題を今より柔軟に考え
ていただきたいですね。
比留間●いろいろ貴重なお話を伺って参考にしていき
たいと思います。本日はお忙しいところ、長時間にわた
り、ありがとうございました。
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