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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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