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はじめに

　近代の砂防事業とそれに対応する砂防技術は、100
年以上の歴史の中で変化し、発展してきた。具体的に
は、禿山の緑化（山腹緑化工；瀬戸、瀬田川、養老山
系など）、大規模な崩壊地からの土砂流出防止（立山
鳶崩れ、安倍川大谷崩れ、稗田山など）に始まり、台
風や地震による新たな土砂災害によって荒廃した渓流
の復旧、安定化へと進んだ。最近では土石流災害への
対応が主たる事業となっている。災害の後を追いかけ
る砂防から、土石流の発生する可能性の高い土石流危
険渓流に予防的に土石流捕捉工（砂防堰堤）を設置す
るようになったのはいつからであろう。それほど古い
話ではない。禿山に緑を復活させる話と土石流を捕捉
する話では内容は全く異なるので、もちろんその技術
は、新たに開発され発展してきた。しかし、その一方
で、対策の計画論や構造物の設計などについては、古
い考え方を引きずってしまったのではないかと思われ
る現象も見られる。
　裸地斜面の表面侵食量は、凍結融解などによる移動
可能土砂の準備と降雨量から決まる表面流量に依る

が、現地計測も可能で現象の規模と頻度の推定がある
程度可能である。斜面末端での観測や流域の出口付近
の砂防堰堤の堆砂測量によって流出土砂量を計測し、
事業の効果を評価することができる。
　土石流などによって大量の土砂が流出し、扇状地の
河床が上昇して氾濫した場合、その新しい堆積土砂の
流出を防ぐとして床固め工群が建設された。今の知識
ではこの行為は、天井川を人工的に作っていることに
なり、氾濫時の被害リスクを高めている。その後の出
水で侵食され、河床が出水前に近い状態に戻ってから
流路工を整備するのがよいのだが、被災者支援と災害
復旧の予算の確保と支出のシステムのためにそれがで
きなかった。今なら機械力で堆積した土砂を取り除い
て工事に取り掛かることは可能だが、その意識がない
と、上昇した河床の上に流路や砂防堰堤を建設するこ
とになり、残念ながら現在でも散見する。最近、平成
５年の台湾南部で発生したモーラコット台風による土
砂流出対策について、すぐに砂防堰堤などの工事に取
り掛かるのではなく、河床低下がある程度進んでから
工事にとりかかるように専門家から進言があり、実際
そのように対策が進められていると聞いて感心した。
もう少し、詳しく聞いてみたいと思っている。

１ ■  砂防の技術的課題と
 砂防地すべり技術センターの役割

　都道府県に昔のように砂防一筋という技術者が減
り、国の技術者も計画論、政策論には強いが、砂防構
造物の設計、施工の経験はほとんどないという現状で、
（一財）砂防・地すべり技術センター（以降STCと表記）
には、国土交通省砂防部が展開する新規の施策の技術
的なサポートを行いながら、砂防の古くて新しい課題
を着実に少しずつでも解決し、公務員や民間コンサル
タントの技術者にアドバイスする役割を期待したい。
そのような観点でSTCに取り組んでもらいたい技術
的な課題を、すでに取り組まれているものを含めて書
き上げてみたい。なお、つくばの国土技術政策総合研
究所や土木研究所との仕事の分担は考えていない。個
人的には、国総研は技術基準や新規施策に関わる今日
（今年）の問題、土木研究所は、もう少し先の、蓄積
したデータに基づいた議論や新しく開発した手法によ
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てしまう。また、雨量も空間的な分布が著しい。
　そこで提案するのが、砂防計画の検討にも使える流
域を対象とした流量、流砂量のシミュレーターを、リ
アルタイムの雨量を入力して日常的に運用し、流量、
流砂量、濁度などのリアルタイムの観測値と比較し
て、その差から流域の異常を検知する方法である。
日々のデータとの比較によって、パラメータの同定、
修正が行われてシミュレーターは日々成長していくこ
とができる。私は、冨田陽子氏（新潟県）の学位論文
で、流域監視支援システム（Watershed Management 
System; WMS）の開発に関わったが、この種のシミ
ュレーターが当たり前のように砂防事務所で使われる
日を夢見ている。

３ ■  火山砂防

　STCは、火山噴火緊急減災砂防計画の策定を、噴
火の危険性の高い活火山について作業されてきた。そ
の基礎として、過去の火山活動の歴史から噴火シナリ
オを検討され、噴火規模に応じたハザードマップを作
成された。火山泥流に始まり、火砕流、溶岩流につい
てもシミュレーションし、具体的なハザードマップを
作成したのは、我が国ではSTCが最初であろう。溶岩
流のシミュレーション手法は、おそらく今でも世界ト
ップレベルだと思う。この噴火シナリオとハザードマ
ップは、各火山について設置された協議会で、正式に
噴火時のハザードマップとなっている。桜島の噴火や
御嶽山の水蒸気爆発などでは、気象庁や噴火予知連、
大学の火山学者が表に出て来られる。噴火の予測の議
論なので仕方ないが、火山防災に果たしてきた砂防や
STCの寄与がもう少し評価されて良いと思う。昨年の
御嶽山では、マスコミから私に取材があった。「何故
私に」と思ったが、12年前にSTCの御岳山の緊急減災
砂防計画のハザードマップの作業を手伝った結果、今
のハザードマップに私の名前があるからだと分かった。
　噴火緊急減災砂防計画の作業は着々と進んでいる
が、それに関わる技術開発が進んでいない気がする。
ハザードマップ作成のシミュレーション手法は、噴火
の規模が不確定な現状では、素晴らしく複雑にする必
要はないと思う。噴火時のハード対策について、いま

って砂防事業を支え発展させる、来年の問題を主に取
り扱っていると理解している。そういう意味では、
STCは、今日の問題に答えつつ、さらに先の２年後以
降の問題にチャレンジしていると言えるかもしれない。

２ ■  流域の砂防計画と事業評価

　私にとって、STCと言えば、砂防計画、砂防事業評
価がまず思い浮かぶ。40年のSTCの歴史の中で、何
度も砂防計画、砂防計画論を議論し、作業してきた。
この数年、大規模土砂災害が毎年のように発生し、そ
の対応の陰になってしまったが、また中心課題になる
であろう。何度も作業してきた流域もある。手法は進
歩してきたが、「現在の計画は」と言われると、砂防
事務所は「これです」と言えるであろうか。対象が土
石流であっても掃流・浮遊であっても、全体的な計画
の見直し時期や評価の時だけでなく、日常的に新しい
施設を計画する際には、全体の計画の中での評価がな
されるべきである。そのためのツールをSTCは開発し
てきているので、今後改良はなされるであろうが、標
準のシステムを固め、公開すべきである。計画検討、
事業評価の作業が一過性で、定着していない気がす
る。STCの土砂のシミュレーションプログラムである
JSAS, New-SASSは有効なツールであるが、評価シス
テムとしてはパーツである。GIS上で動かすシステム
開発もやっておられたので、ほぼ完成しているのでは
と推察する。計画も評価も要求レベルがある。時代と
ともに要求レベルが高くなるのに応じて、バランスが
大切である。そのツールも進歩、改良してゆく必要が
ある。手法が要求に対して答えを出せないものではも
ちろんまずいが、必要以上に高級になるのは適当では
ない。
　近年、流域の土砂管理、流域の監視という話も耳に
する。水位、流量、流砂量、濁度などを観測して流域
に異常な土砂生産や土砂移動、天然ダムの形成などが
発生していないか監視するものと理解される。流量や
流砂量の異常な変化を、リアルタイムのデータだけで
判断するのは難しいのではないかと思っている。異常
現象の発生したすぐ下流なら判定も容易だが、下流で
途中にいくつも支川が流入してくると変化は薄められ
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エミッション、工期短縮、経費縮減から採用が増え、
最近では、粒度調整、製鋼スラグの混合などにより、
従来砂防ソイルセメントとしては使えないとされた、
黒ボク、赤土砂、シラスなども使えるように検討が進
んできた。
　一方、コンクリート製の砂防堰堤については、貯水
ダムの技術を導入して基準が整備され、ほぼ完成され
たように見えるが、砂防ソイルセメントの導入を契機
に、砂防堰堤が必要とする設計条件が根本から議論さ
れるようになって、借り物ではない、砂防堰堤として
の検討が始まっている。これには、最近始まった砂防
設備の点検、補修の動きも関係している。静的な水圧、
土圧を外力とする場合は、マスコンクリートで良いと
思う。砂防堰堤は土砂が天端を通過し摩耗が発生する。
かつては現在よりも平時の土砂流出が激しく、また、
コンクリートの性能も今ほどはよくなかった時代には
天端の摩耗が問題で、高強度のコンクリートや各種の
天端保護が施された。今でも、桜島など土石流が頻繁
に発生する渓流では、天端や流路の摩耗は問題である
が、材料や補修の技術は進んできた。
　土石流が発生し、大きな礫の直撃を受けると袖部、
天端付近がブロック状に破壊され流失する。衝撃的な
力をマスコンクリートで対応しようとするとどんどん
厚さが増すことになる。礫の衝撃力は巨大だが、その
継続時間は1／100秒程度と短い。このような力に、
大きな力が定常的にかかっても大丈夫なマスで対応す
るのは不合理である。落石対策がそうであるように、
鉄筋コンクリートが必然的な答えである。土石流対策
の砂防堰堤に、鉄筋コンクリートが未だに導入されて
いないのは理解できない。オーストリアの砂防堰堤は
第二次大戦後、ほとんどが鉄筋コンクリートになった。
雪崩対策が影響しているかもしれないが、土石流の衝
撃力から出てきたわけではなさそうである。インター
プリベントなどの機会に、我が国の砂防の研究者や技
術者がオーストリアを訪問する機会は多かったが、鉄
筋コンクリートであることがほとんど話題にならなか
ったのは不思議である。
　総合土砂管理の観点から、掃流砂を対象とした砂防
堰堤は、平時の災害を引き起こさないような土砂を、
河川環境、海浜の保全のためにむしろ積極的に流すべ
きだということで、スリット砂防堰堤や大暗渠砂防堰
堤が建設されてきた。これらの砂防堰堤は出水時に流

だに備蓄としてコンクリートブロックとトンパックし
か出てこないようである。ブロックも、火山用ではな
く一般のものを流用するという。火山噴火は発生頻度
の低い現象なので、それ用の機材というのは適当でな
いかもしれないが、もう少し検討して逆に提案があっ
てもよいように思う。
　霧島の新燃岳の噴火時でも、他の火山が怪しくなっ
た時でも、まず既設の砂防堰堤の緊急除石が行われて
いる。これがスリット砂防堰堤のような透過型であっ
たなら、最初の除石の必要はなく、スリット部を閉塞
させて、その後、流出する土砂を堆積させ、そこで堆
砂が進めば除石することになる。時間的に余裕ができ
るのは望ましいと思われる。これからも分かるように、
火山の渓流に設置された既設の砂防堰堤については、
除石作業を考慮して砂防堰堤を選び、透過型に改良す
べきであるし、新しく建設する砂防堰堤についても透
過型にするか検討すべきである。我々の技術はどこま
で行っても完璧ではない。少しずつでも改良してゆく
姿勢が必要であると思う。

4 ■  砂防堰堤

　砂防の代表的というか、唯一と言ってもよい構造物
が、砂防堰堤である。現場で監督して砂防堰堤を建設
した直営時代の砂防技術者は現役ではいなくなり、建
設中の砂防堰堤の数も減って、国県の技術者で砂防堰
堤の設計施工に直接携わったことがある人は減ってき
た。この種の仕事はコンサルタント、建設会社の技術
者が担っている。その結果、具体的な工夫や改良が現
場から出てくることが減ってくることが懸念される。
それを補うために、各種の技術基準、マニュアルが整
備されてきたが、それらは完璧ではない。STCは、マ
スコンクリート一辺倒の砂防堰堤の世界に、鋼製砂防
構造物、砂防ソイルセメント（INSEM）を導入するこ
とについて多大な貢献をされてきた。現在でも、鋼製
砂防構造物の設計便覧、砂防ソイルセメント設計施工
便覧は、STCで作られ、改定作業も行われている。そ
の結果、土石流対策や火山噴火時の緊急減災では鋼製
砂防構造物や砂防ソイルセメントがなくては成立しな
いところまで進展した。砂防ソイルセメントは、ゼロ
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れを堰上げて土砂を堆積させるが、減水期にはその堆
積した土砂が急激に流出して砂防堰堤のすぐ下流に堆
積する。この出水後半の土砂流出による堆積で、下流
に氾濫など災害を発生する危険性がある場合には、流
出を抑制する必要がある。そのような考えで提案され
ているのが、シャッター砂防堰堤である。油圧でシャ
ッターを操作するクラス５の砂防堰堤も平成26年度、
立山砂防事務所に完成した 写真-1。先に述べた、流域
土砂シミュレーターを使って、その運用をSTCにぜひ
検討していただきたいと希望している。

5 ■  急傾斜地崩壊対策

　県の事業であることから、十分な技術的検討がなさ
れずに今に至った感がある。落石対策はもちろんであ
るが、待ち受け擁壁についても衝撃的な力を受ける可
能性があるので、当然、鋼製構造物か、鉄筋コンクリ
ート製の構造物であるべきと考えられるが、未だにマ
スコンクリートである。一般住民、土木技術者にとっ
て理解できないであろう。このような検討を要する課
題で、どこがやるかはっきりしていないテーマこそ
STCにやっていただきたい。
　がけ崩れの土砂がどこまで到達するか、がけの高さ
に対する比が整理され、0.4倍、1.0倍、2.0倍がその影
響の目安になっている。その後も、がけ崩れの際には、
その崩壊の縦断的な形状と土砂量だけが記録されてき

た。そのため土砂災害防止法で、崩壊土砂の速度や、
移動の厚さの情報が必要となった時に議論できなかっ
た。その結果、シミュレーションに基づく特別警戒区
域の設定作業が進んでいる。崩壊土砂の土質、粒度、
含水比など運動に関わる情報を収集する必要があり、
将来はそれらに基づいて手法が修正されるべきだと思
う。県は災害時にはその対応に追われ、手間のかかる
情報を収集する余裕はないと思う。砂防技術の発展の
ために必要な作業で、手がつけられていないのなら、
STCの出番だと思う。
　急傾斜地のハード対策では、待ち受け擁壁の設計、
構造、長大斜面の処理、近年多用されるようになった
アンカー工がメンテナンスから考えて適当か、対策工
は安全でなければならないが、受益者負担金がある事
業について安全性とコストの考え方は妥当か、など課
題はまだいくつか残されているように思える。

6 ■  雪崩対策

　道路の雪崩対策とくらべた時に、人家を保全するた
めとは言え、構造物がかなり巨大である。筆者自身は
大きすぎるかどうか検討したことはないが、雪崩対策
が始まってから、見直されたことがないのではなかろ
うか。「安全なのだからよいではないか」と言われる
かもしれない。しかし、過大な構造物だとすれば、限
られた予算で、対策されるべき個所に対策が及ばない
状況を作り出していることになる。これは公益社団法
人雪センターが検討してくれるのか。

7 ■  地すべり対策

　私は地すべり対策に関わってこなかったため、言い
すぎると叱られそうなので少しだけにする。かつては、
大量の土砂を運ぶことはできなかった。したがって、
排水工で地下水位を下げて安定させる工法が主であっ
た。その後、各種の杭や、置き土、排土が技術の進歩
とともに採用されるようになった。特に土工に関して
は、建設機械の大型化、高度化によって、関西空港の

写真-1 立山砂防事務所、妙寿砂防堰堤（シャッター砂防堰堤）
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後の伊豆大島や阿蘇の土石流災害、広島の土石流災害
と大きな土砂災害が発生し、大規模土砂災害が砂防の
大きな課題となっている。平成27年度の砂防学会の
研究発表会を見ても、深層崩壊の発表が目を引く。ほ
とんどは、国総研関連のようで、STCからはほとんど
ない。はじめに書いた仕事の分担からするとそれでよ
いと思う。数百年に一度程度の現象への対応は、一般
の土石流やがけ崩れのような数十年に一度の現象とは
違うはずで、STCには、100年に一度程度以下の現象
への対応をまず、しっかりと進めて欲しい。公共事業
費の減少が少し落ち着いたとは言え、大きく増えるこ
とは今後は難しいであろう。中山間地の高齢化、人口
減少もより顕在化してくる。従来と同じ考え方で、同
じ対策で、同じ構造物を作り続けてよいとは思えない。
未来の砂防のためにSTCの活躍を期待したい。
　最後に、私ごとの余談だが、 写真-2は、昭和62年に
車窓から偶然撮った扇状地の写真で、砂防ダムと流路
工が見え、手前下の（道路で見えない）本川に合流す
る。住宅は扇状地の右側に集まっていて、左側は農地
のようで、土石流扇状地として見事な土地利用がなさ
れている。地名も知らないまま、これが理想の土石流
扇状地の土地利用だと講義などで紹介してきた。ずっ
と気になっていたが最近になって、これがEnterbach
であることを教えてもらったが、いつ頃、何をきっか
けに、誰がこのような土地利用にしたのかは不明のま
まである。オーストリアにはこのような土地利用の扇
状地がいくつかあるとも聞いており、機会があれば調
べてみたいと思う。

埋め立てや、紀伊山地の天然ダム対策に見られるよう
に、大量の土砂を掘削、運搬することが可能になって
いる。地すべり対策も、排土が主たる対策になってき
ているように見受ける。
　現在までに何本の排水ボーリングが施工されたであ
ろうか。排水工は、完成時が性能として最大で、その
後時間の経過とともに目詰まり等により性能は低下す
ると考えられる。過去に対策された地すべりの排水工
の点検、メンテナンスが課題である。排水パイプの出
口の目詰まりの程度も一つの指標だと思うが、より直
接的には排水流量であり、地下水位であろう。これら
は、降雨との応答を調べる必要がある。これらの作業
の手間を含めて、対策工選択のフローを見直す時に来
ている気がする。

8 ■  大規模な土砂流出の記録

　平成23年の台風12号で紀伊山地では大量の降雨が
あり、多くの深層崩壊が発生し、天然ダムが形成され
た。災害に至っていないのでニュースにならないが、
この台風時に、安倍川では大谷崩れではなく、右支川
の藁科川や安倍中河内川から大量の土砂流出があり、
静岡市の近くでは安倍川の低水路が土砂で埋まり、緊
急の浚渫が行われた。まさに、治水上砂防のための砂
防の対象となる現象が発生した。稜線を越えてその北
側の、春木川の七面山の崩壊からも大量の土砂が流出
して、床固めや砂防ダム群が土砂に埋まった。同じ、
早川の御池の沢でも大量の土砂流出があった。富士川
砂防事務所がLPのデータから土砂量を算出している
が、このような希に発生する大規模な土砂流出の記録
とメカニズムの推定は、砂防の基礎となるもので大事
にしたい。事務所や研究機関の作業に独自の調査や検
討を加えて後の人が使える記録を残すこともSTCに
期待したい。今年は、平成７年７月11～12日の姫川
の出水から20年で、記念のイベントも開催されたが、
これなども砂防にとって多くの教訓を残しており、記
録され伝えられるべきものである。
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