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「sabo」では、現在活用されている技術の確立に尽力された方 を々対象に、その経験談を伺う「技術の伝承」を連載してい
ます。今回は「土砂水理学と数値シミュレーション」と題して、立命館大学、京都大学で土砂水理を研究された後、当センター
で数値シミュレーションプログラムの開発に携わられた、筑波大学農林工学系教授、宮本邦明先生にお話を伺いました。
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いろな研究成果を眺めながら、もっぱら理論的な検討を、
構成則に着目して行っていました。
　数値シミュレーションについていえば、当時はまだ計
算機の能力がさほど高くなく、河床変動計算についての
研究は行われていましたが、それほど気軽に行える状況
ではありませんでした。流れのメカニズムがよくわから
ないということもあって土石流のシミュレーションに
ついてはさほど興味がもたれていなかったと思います。
　その後、立命館で博士課程まで進み、年限いっぱい使
い果たして退学しました。路頭に迷いそうになったとき、
芦田和男先生（京都大学）に拾われて２年間防災研究所
で中国の黄河で有名な高濃度流の流動機構について研
究をしました。土石流といえば、普通、勾配が15°もあ
るような急勾配のところを石礫が30％とか40％ぐらい
の濃度で、その中に流木などを含んで流れるイメージで
すが、高濃度流はそれよりはるかに低い勾配で細かい砂

（シルト）が主体で、しかも水と砂の量が同じぐらいのも
のが流れていく。こんなのがいったいどうやって流れる
んだといいたくなるような現象ですが、現地に現象を見
に行くわけにもいかず、現物を採取するわけにもいきま
せんから、実験を行って特性を調べ、レオロジーモデル
を作るということをやっていました。最終的にはそれ
なりの理論式を作って、まぁ間違いないだろう（当たら
ずとも遠からず、というか嘘も方便というか）、という
ところで研究は終了しました。（笑）
吉田●私も中国の雲南省で高濃度の泥石型土石流が流
れて堆積した跡やビデオ撮影された流下状況を見たこ
とがありますが、あれは本当に灰色の泥がまるで溶岩の
ように押し寄せてくるようなイメージでした。
宮本●その後、何とか博士論文をまとめた後、砂防セン

吉田●本日はお忙しいところ、わざわざ当センターまで
お越しいただきましてありがとうございます。以前から
お願いしておりましたとおり、今回は機関誌「sabo」の
連載記事として、宮本先生に土砂水理と数値シミュレ
ーションについて、特に現在でも当センターで使用して
おりますNew-SASS（二次元 氾濫解析プログラム）な
どの元となったプログラムを開発していた昭和末期～
平成始めの頃のお話を伺いたいと思っております。よ
ろしくお願いいたします。
宮本●よろしくお願いします。
　メールで問い合わせをいただいたときに思いました
が、じつは私自身は数値計算が専門ではありませんでし
たし今でもそうです。たしかに砂防センターで数値シ
ミュレーションプログラムの開発に係わりましたが、そ
れは必要に応じてやっていたにすぎません。
吉田●そうだったのですか。ちょうどシミュレーショ
ンが使われ始めた頃の話も含めて、まずは先生のご経歴
からお伺いいたします。
宮本●私は立命館の出身ですが、立命館では土砂水理、
特に土石流の流動機構に関する研究を主にやっていま
した。最初から砂防や土石流を研究しようという意識
があったわけではありません。河川工学で有名な大同
先生がいらっしゃって土石流についても研究をされて
いました。そういうことで土石流の流動機構に ついて
研究してみないかと言われたのがきっかけです。
吉田●当時、土石流は幻の現象と呼ばれていたそうで
すが、具体的な研究内容はどのようなものだったのでし
ょうか。
宮本●土石流の流動機構については、当時はまだほと
んどわかっていない状態でした。大同研究室ではいろ
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ターの面接を受けました。ちょうど昭和60年だったと
思います。じつはそのとき、砂防センターがどんなとこ
ろか知らず、どんな仕事をするのか、役に立てるのか（な
にせ、それまで仕事らしい仕事はしたことなかったもの
ですから）結構不安でした。センターに入った後、松村
和樹さん（現京都府立大教授）に似たような経験談を聞
かされて多少安心した記憶があります。何の気休めに
もなっていないはずなのですが。
　数値シミュレーションに係わったのは砂防センター
に入ってからのことです。今では何をするにもパソコン
を用いていますが、その当時の砂防計画検討といえば「プ
ラニメーターと算盤」いうのが一般的な世界だったと思
います。私は昔のことはよく知りませんが、砂防基本計
画の検討が始まった頃と本質的には変わっていなかっ
たのではないかと思います。
　センターに入ってしばらくすると、コロンビアのネバ
ド・デル・ルイス火山噴火の泥流災害がきっかけとな
って火山の砂防をやろうかということになってきまし
た。その関係で、十勝岳で大正15年（1926年）に発生し
た火山泥流災害の調査と再現計算を、昭和62年に土木
研究所から受注しました。こういう、ある意味で新しい
ことができたのは当時水山高久先生（現京都大学大学
院教授）が主任研究員としていらっしゃったことが大き
いと思います。
吉田●その頃の数値シミュレーションを取り巻く環境
はどうだったのですか。

宮本●機械的なことをいうと、パソコンはMS-DOSの頃
でコンパイラなどもないこともなかったのですが、大規
模な計算はできない頃でした。大学では電算センターの
大型計算機で計算をする、という時代でした。当然コン
パイラもフォートラン、コーディングにはパンチカード
を用いるといった具合です（パンチカードで「神経衰弱」
というのがはやった？頃です）。
　十勝岳の時は土木研究所の計算機を主に使いました。
プログラムは砂防センターで作ってそれをつくばに持っ
ていって計算をし、結果をテープに吸い上げてまた持っ
てくるという作業体制だったと思います。ちょうど昭和
63年9月1日（防災の日）に、大正15年の火山泥流の再現
計算結果をアニメーションで流すということになり、急
遽、富士通の中央研究所にあるその当時開発したての
スーパーコンピューターを使わせていただいてプログラ
ムのデバッグやらなにやらやりました。今では当たり前
のようなことですが、数値計算結果をアニメーションに
して見せるというのは、多分その当時はそう多くはなか
ったと思います。その当時としてはあまりのリアルさに、
計算結果のアニメーションのバックには航空写真や地
図でなくて漫画のような絵を使って放送されました。
吉田●ここに当時の報告書があって、その中では計算に
使う物理式や差分方法の考え方、計算条件やハイドログ
ラフ設定の根拠などが詳しく述べられていますね。ただ
さすがに20年以上前なので図-1にあるように計算結果の
示し方は古風ですが、逆に言えば20年たってもお絵かき

の部分以外は変わっていないのかも。
宮本●よくTVや映画で格好のいい
きれいな画面表示（動画）がされて、
普通の人はシミュレーションという
とああいうイメージをもつのかもし
れませんが、あれ（映像）はCGであっ
て、数値シミュレーションの本質で
はありません。数値計算結果は数字
の固まりで、必要に応じてどのよう
にも表現が可能なものです。
　ま、それは置いておいて、たしか
ちょうど同じ時期に、砂防センター
でも計算ができるようにしようとい
うことでプライムというミニコンを
導入しまし た。たしか3,000万円ぐ
らいかかったのではないかと思いま

図-1 昭和62年に実施された十勝岳の融雪型火山泥流の数値シミュレーション結果
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す。今ではパソコンは誰もが使う文房具扱いですが、昔
は「文房具」では計算ができなかったので特別にマシン
を導入する必要があったのです。
吉田●3000万円……、それだけの費用をかけて環境を
整えて数値シミュレーション計算に取り組もうという
組織は他にあったのですか。
宮本●むろん、ゼネコンや大手のコンサルでは大型の計
算機を自社で持っていていろいろな計算をやっていま
した。土石流に限っていえば、ある航測会社でランダム
ウォークを用いた土石流氾濫範囲を求めるプログラム
を開発していたと聞いています。物理法則に基づいて
土砂と水の流れを解析するプログラムは大学を除けば
まだ持っていなかったと思います。というので、ないの
なら作るしかないと。
吉田●プログラムそのものは宮本先生が元を作って、当
時出向で来ていた山下さんと高橋さんが仕上げたと伝
え聞いております。それが現在のNew-SASSまで続く
数値シミュレーションプログラムの先祖だと。
宮本●プログラムのコーディングはもっぱら山下伸太
郎さん（現住鉱コンサルタント）にやっていただきまし
た。彼は土木出身ということもあって、プログラムを組
んだりコーディングしたりすることに大きな抵抗をもっ
ていませんでした。高橋正昭さん（現ダイヤコンサルタ
ント）さんはそれを実際に使って改良する役割を担って
いたと思います。私はもっぱら２人にお願いする係でし
たから、ご両人は未だに私のことを「人使いが荒い」と
思っているようです。
　当時は砂防センターも組織が小さく人も少なく、今の
ように砂防部や斜面保全部という部単位ではなく、技
術１、２、３課と課単位でした。アットホームな雰囲気
で、ご両人のみならず夜遅くまで酒を飲みながら議論を
することがよくありました。
吉田●昭和63年からプログラム開発を始めて、ちょう
どその年の年末に十勝岳が小噴火をして地元が融雪型
火山泥流を非常に警戒して住民避難までしていました
が、その時に数値シミュレーション結果は使われたので
しょうか。
宮本●昭和63年度はすでに十勝岳の火山泥流対策計
画の検討に入っており、委員会（当時北海道大学教授東
先生が委員長）を設けてハード・ソフト対策の検討を進
めていました。そのなかでの噴火ということです。泥
流対策計画の基本としてなんとなく大正15年の泥流の

規模というのが頭にありました。とはいえ、噴火の時期
が異なると泥流の規模も異なることが想定され、いく
つかのケースを検討していました。その一部は、先ほど
のNHKの番組にも反映されたと記憶しています。とい
うことで、ある程度はケーススタディがなされていまし
た。十勝岳が噴火したのはクリスマス・イブからクリ
スマスに日付が変わってすぐだったのですが、私はその
ときは鹿児島にいました。クリスマスの朝、急遽十勝
の現場に呼び出されました。そのまま、上富良野町の町
役場に年明け近くまで詰めていました。このとき上富
良野町では急遽ハザードマップを作成し配布をしてい
ます図-2。このハザードマップでは危険度をいくつかに
分けて表現されており、その危険度の評価には、NHKの
放送や数値シミュレーション結果が反映されています。
同時に、北海道開発局ならびに北海道で緊急の対策が
とられましたが、それにも当然シミュレーション結果が
反映されています。
　その後は、１年に１現象ずつのペースで、溶岩流、火
砕流とプログラムを作っていきました。
吉田●そのペースですとちょうど雲仙普賢岳が噴火を
して溶岩ドームが成長していた頃に、火砕流のプログラ
ム開発をしていたのですね。
宮本●溶岩流、火砕流とも、プログラムを作ったら噴火

図-2 当時作成されたハザードマップ。作成日付が平成３年６月2日と
なっているが、火砕流で44名が被災したのは6月3日
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するということで、大変びっくりしました。それ以上の
ネタ（現象）は考えていませんでしたので新しいプログラ
ム開発の予定はさしあたりありませんでしたが、周りか
らは、「もうプログラムは作るな」といわれました。外
見的にはあたかも、事前にすべてのプログラムが用意さ
れていて、「噴火、いつでもこい」というように見えたか
もしれませんが、どちらかの順序が違っていれば、対応
はまったく変わっていたと思います。
　火砕流についていえば、これも土研からの発注で、前
年に主に浅間山の吾妻、鎌原両火砕流を対象として検討
を行い、プログラムができていました。したがって、普賢
岳噴火のときにはすでに溶岩流、火砕流、土石流のプロ
グラムがそろっていました。それらの現象をまとめたハ
ザードマップを鈴木宏さん（当時専務理事）が現地に持っ
て行こうと羽田空港で待っているときに、テレビのニュ
ースで「雲仙普賢岳で火砕流が発生、多くの被害者がで
たもよう」というのが流れ、あと数日早ければ被害を小
さくできたかもしれないという思いをしました。
吉田●その後はミニコンからUNIXのワークステーショ
ン、パソコンと簡単に動かせるような環境になり、また
条件設定もパンチカードからテキストファイル、専用ユ
ーティリティで簡単に入力できるようになり、計算結果
もビジュアルに鳥瞰図表示図-3できたりGISデータとし
て取り込んだりできるようになりましたが、基本はこの
時代にできて今でも改良を続けているということでよ
ろしいでしょうか。
宮本●現象の物理的側面そのものは変わらないし、そ
れを表す理論が飛躍的に進歩しないかぎりはさほど変
わるものではないでしょう。
吉田●先生は砂防センターの後、鳥取大学、筑波大学
と移られて研究生活をされていますが、研究の一環とし
て数値シミュレーションの今後の開発などについて、な
にか方向性というかアイディアみたいなものはありま
すでしょうか。
宮本●私自身、最近は数値シミュレーションそのもの
とは縁が薄くなって、本職の土砂水理の研究を中心に環
境問題などの研究が主となってきています。これから
の数値シミュレーションのテーマとしては流域の降雨
流出や土砂動態など、まだまだたくさんあると思います。
　数値シミュレーションで大事なことは、支配方程式、
構成則などの理論と有限差分法などの計算手法の両面
から適用範囲を把握し、必要な調査とその手法を組み

立てられるか、ということです。計算を行うと何らかの
結果がでますが、それは与えた条件に対してであって、
条件の与え方によってはどうにでも変わるということを
知っておかなければいけません。計算結果は計算条件
そのものなのです。よくて（適切な条件が設定できたと
して）実現象を近似的に表現するツールでしかないとい
う認識が大切だと思います。
吉田●それでは最後になりますが、これからの技術者、
若い人向けにご意見がありましたらお願いいたします。
宮本●昔は数値シミュレーションというと最先端科学
のような感じだったと思いますが、今ではそうではあり
ませんし、そうならなければいけません。
　私の研究室に来る学生をみていて思いますが、どうも
今の人は目に見えるものが好きなようで、地道な実験や
理論的な研究に取り組むことより、数値シミュレーショ
ン（プログラム開発ではない）や計算結果をグラフィカ
ルに表すプログラム開発などのほうが研究テーマとし
ての人気があるように思います。
　若い人（いかにも私が年寄りというようで気に食わな
い言葉ですが）に対して申し上げるとしたら、「まずは何
より、基礎を勉強せよ」ということでしょうか。
　よく「現場が大事」「今の若い人は現場の経験が足り
ない」という言葉を聞きます。それはそれなりにそうだ
と思いますが、技術というのは基礎を理解して初めて意
味があるものです。基礎なくして応用もありえません。
現場で応用する基礎を持っていないと現場に行っても
身につかないものです。今の若い人（……）に足りないの
は基礎だと思います。数値シミュレーションの世界で
いうなら、現象の支配方程式の意味や構成則や差分法
などに対する理解、まず、これだと思います。
吉田●長い時間貴重なお話を聞かせていただいて、あり
がとうございました。

図-3 数値シミュレーション結果を鳥瞰図表示した例

SABO vol.100 Oct.2009 SABO vol.100 Oct.2009 29




