平成 28 年度
砂防・地すべり技術センター 講演会報告
（一財）砂防・地すべり技術センター

平成 28 年 6 月14日砂防会館シェーンバッハサボーにおいて、
恒例のセンター主催講演会を開催しました。この講演会は、砂
防を中心に多方面にわたる防災に関わる知見の周知を趣意とし
て、平成14 年より毎年行っているものです。今年度も、来賓に
国土交通省西山砂防部長を迎え、245名の参加が熱心に聴講す
る中、盛会に終わりました。以下にその概要を掲載いたします。
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ヒル谷での天然ダム決壊実験
里深好文（さとふか よしふみ）
立命館大学システム工学科教授

1．背景

水路実験はほぼ整合することが確認できているが、数値

2004年の中越地震以降、2008年の岩手・宮城内陸地

計算のパラメータはある程度想定のもと、設定せざるを

震など大規模な天然ダムが立て続けに形成されている。

得ないものもある。そのため、実験水路を用いた実験と

天然ダムが形成されることで、上流側では湛水による

規模の大きい現地実験の組み合わせが必要である。

浸水被害、下流側では河道閉塞の決壊による洪水・土

③について、学生や若手技術者は実現象に向かい合

石流被害の恐れがある。こうした天然ダムによる被害を

う経験が不足しがちであるが、チームで実験準備を行っ

最小限とするためには、危険度の的確な評価及び迅速か

て決壊過程を記録することで、達成感と連帯感が得られ

つ適切な応急対策を実施することが必要であるが、天然

るとともに、リーダーシップやコミュニケーション能力

ダムの決壊過程を明らかにし、下流への影響を予測する

が向上する。論文を読むことで成功事例は知ることがで

ことが不可欠であると考える。

きるが、失敗原因やそれを回避する実験テクニックなど

越流侵食による天然ダムの決壊過程及び下流へ流出

は、実験でしか学ぶことができないと考えられる。

する洪水のハイドログラフは、これまでの土石流から掃
流砂までをひとつの河床変動モデルで解析する手法を応
用することで計算可能と考えられたが、実現象と数値計
算に大きな違いがないか検証が必要であった。

（2）現地実験の概要

京都大学防災研究所附属流域災害研究センター穂高
砂防観測所は岐阜県高山市奥飛騨温泉郷に位置し、昭
和40年から現在に至るまで、山岳流域の土砂流出実態

2．現地実験
（1）現地実験の意義

現地実験を行う意義として、①比較的大きなスケール

神通川水系足洗谷支川の「ヒル谷」では、これまで重点
的に実験が行われてきており、谷の中腹には土砂を捕捉

の実験が可能、②実験水路では表現しきれない計算条

しその量を計測するための試験堰堤が設置されている。

件をより実現象に近づけることができる、③若手技術者

ヒル谷の流域面積は0.85km2で、現在でも活発に土砂を

の育成に有用、がある。

生産する裸地斜面が存在しており、降雨流出に伴って大

①及び②について、実験水路では理想的な条件下で
の実験はできるが、不飽和土における吸着力や透水能、
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の解明を目指し様々な観測が行われている。その中でも、

量の土砂が下流へ輸送されている。
ヒル谷は通常の電源が使用できるほか、実験に用いる

河床や側岸を通じた水の移動などを表現することが困難

資機材を運搬するための道路があり、試験堰堤のゲート

であり、実現象と異なる部分も多い。また、数値計算と

操作により流量を調節できるという利点もあることから、
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ムの下流のり勾配を1/2と1/3とした2ケースの越流決壊
実験を行った。これは、数値計算において、下流のり勾
配が重要なパラメータとなることから実施した。また

（3）現地実験の手順

実験はおおよそ、①3Dスキャナ等を用いた実験サイ
トの測量、②天然ダム形成時に障害となる渓流水をバイ

2012年度には、堤体の規模を大きくしたほか、天端に幅
を持たせた台形形状での実験を行った。

パスさせるための仮排水管の設置、③所定の縦断形状と

2011年度の実験では、流出流量のピークは下流のり勾

なるように天然ダムを土砂で作成するとともに、天端中

配が急なケースの方が大きくなっており、下流のり勾配

央部付近に越流開始地点となる切り欠きを設置、④計測

が1/2のケースではピーク時には流入流量の8倍近い値と

機器（ビデオカメラ）の設置、⑤仮排水管を閉塞させ、

なった。また、2012年度の実験では、当初、台形形状の

湛水・越流・決壊状況を計測、という流れで実施した。

ケースの方がピーク流量が小さくなることを想定してい
たが、実際には天端で侵食された土砂が下流に溜まらず
緩勾配を形成しないことから、天然ダムの高さが同じで

（4）実験の留意点

実験はやり直しができないために、特に計測機器の準

あればピーク流量も同程度となることが分かった。

備・設置には注意が必要であり、結果的に無駄になった
としても機材を余分に用意しておくことが重要である。
また、周辺環境への影響を極力小さくするためには、

3．今後の展望

現地実験によって、天然ダムの形状が流出洪水に影

天然ダム作成に用いる土砂は同一流域の下流部で採取

響することなどが示されたほか、検証に必要な多くの

されたものを使用しているほか、渓流魚の産卵時期と重

データも収集することができた。

ならないよう実験時期を選んでいる。

現在は、越流決壊のみならず、進行性崩壊やすべり崩
壊など多様な崩壊プロセスを再現できる解析モデルの開

（5）実験条件及び実験結果の一例

2011年度には高さ約1mの天然ダムを設置し、天然ダ
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発に取り組んでおり、より高度な洪水ハイドログラフの
予測につながるものと期待している。

広島県の砂防行政について
脇田光浩（わきた みつひろ）
広島県土木建築局 砂防課 主査

1．広島県の土砂災害の特徴
（1）広島県の土砂災害履歴

広島県では、概ね10 〜 20年に1回の頻度で死者10名
以上の大規模土砂災害が発生している。

災害）は、国の重要施策にも影響を及ぼし、土砂災害防
止法の改正に至った。
このように、広島県における土砂災害対策は、県政に
おける重要課題となっている。

戦後間もない昭和20年9月の枕崎台風による風水害
は、原爆被害の復旧もままならない状況下で2,022名の
犠牲者をもたらした。
昭和42年7月の集中豪雨は、呉市において最大時間雨
量74.7mmに達し、各地でがけ崩れを発生させ、死者・
行方不明者は159名に及んだ。この甚大災害を契機に急
傾斜地法が制定された。

（2）広島県における土砂災害をもたらす特性・要因

広島県が、甚大な降雨災害を被りやすい特性・要因
（素因・誘因）として、次のような点が挙げられる。
降雨特性

広島県は、平野部が狭小で海岸線近くまで山地が迫っ
ている。山間部も北東－南西方向に切れ込んだ谷地形が

平成11年6月に広島市・呉市で発生した最大時間雨量

連続する特徴的な地形が分布する。平成26年8月の広島土

81mmに達する集中豪雨は、死者・行方不明者32名の

砂災害では、地形分布に沿った狭い範囲に積乱雲が連続

他、社会基盤への甚大な被害を与え、土砂災害防止法

的に発生するバックビルディング現象が発現した。このよ

制定のきっかけとなった。

うな環境が、集中豪雨を多発させる要因となっている。

そして、平成26年8月に広島市を襲った集中豪雨は、

地質要因

安佐南区・安佐北区を中心に多数の土石流災害を誘発

広島県には瀬戸内沿岸から内陸まで、花崗岩類が基

し、76名の死者を出す甚大災害となった。平成11年の災

盤岩類として広く分布している。これら花崗岩類は風化

害に引き続き同地方で再発したこの甚大災害（8.20土砂

が進行すると、急速に質的変化を起こしマサ土になるこ
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とから、土砂が崩れやすくなる。

（2）土砂災害警戒区域等の指定促進

広島県全域の土砂災害危険箇所を有する小学校区（総

地形と土地利用状況

山地が海岸線まで迫っていることが、土地利用条件に

数450校区）を対象として、
「基礎調査」を平成30年度

も影響を与えており、山裾付近まで産業拠点の進出や宅

末までに、また「区域指定」を平成31年度末までに完了

地化が進んでいる。また戦中から戦後にかけて、伐採に

させる計画を策定し、現在実施中である。8.20土砂災害

よる山地の裸地化も進行した。

で特に被災規模の大きかった緑井・八木地区について

その結果、山地の保水能力が低下し、浸食域が拡大

は、平成26年度中に指定を完了した。

する一方、浸食域と流下域の接近、保全対象区域の拡
大が顕著となった。これらの要因が重なったことにより、
被害が大きくなっている。

（3）ソフト対策

ソフト対策として、防災・減災に向け公助・共助・自
助の取組強化のため、次の施策を推進している。

2．
「8.20 土砂災害」─ 現状と課題・対応

1）
	専任組織の編成：県民減災総ぐるみ運動の展開や
土砂災害警戒区域等の早期指定に対応するため、

（1）ハード対策

平成26年8月20日の土砂災害に対し、同年12月までに

危機管理監と土木建築局に、専任の事業責任者

行った調査を基に、12月2日、災害関連緊急砂防事業・

「担当課長」を配置し、防災減災に向けた取組を

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業に係る「砂防・治
山施設整備計画」を公表した。当該対策事業は、平成

強化する。
	TVデータ放送の活用：NHKのデータ放送を通じ、
2）

26年度から翌年平成27年度にかけて実施された。整備

土砂災害危険度情報をリアルタイムに発信する（平

計画の概要は以下のとおりである。

成26年12月より開始）
。これは、高齢者等の災害

整備計画の対象箇所

時要支援者をサポートし、緊急時における適切な

・国土交通省が実施した緊急点検調査で緊急的な対応
が必要（A評価）とされた77箇所

情報伝達・情報取得を行う。
3）
「啓
	
「土砂災害啓発・伝承プロジェクト」の推進：

・急傾斜地で緊急的な対応を行う20箇所

発」
・
「防災教育」
・
「伝承」を3本柱とし、県民の

・A評価以外で農林水産省が緊急事業を行う2箇所

防災意識醸成により危険箇所・区域に対する理解

以上を対象箇所とし、緊急事業57箇所、通常事業42

を得る等、地域防災力の向上を促進する。

箇所とした。
整備計画の内容

3．その他（砂防アクションプラン 2016）

・国・県・市等の事業主体
・各機関で実施する事業の進め方
・各機関で実施する事業の概ねの工事内容

8.20土砂災害を踏まえ、
「ひろしま砂防アクションプラ
ン2016」を策定した（平成28年3月）
。
これは、ソフト・ハード一体となった総合的な土砂災

平成28年度以降は、通常事業による整備を計画して

害防止対策を促進させるとともに、既存施設の適切な維

いる。砂防については、通常の砂防事業等の加速化を図

持管理による安全・安心の確保を目指す土砂災害防止

る。がけ崩れ対策については、急傾斜地崩壊対策事業に

対策プランである。

て実施進捗を図る計画である。
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対流促進型国土の形成
−第 2 次国土形成計画の推進に向けて−

奥野信宏（おくの のぶひろ）
中京大学 理事

はじめに
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経済協力開発機構（以下OECD）は、第2次国土形成

第2次国土形成計画は、
「安全で、豊かさを実感」す

計画について「人口減少、高齢化の移行期間を如何に

ることのできる国、
「経済成長を続ける活力」ある国、
「国

運営するかが将来の繁栄を左右する」
、
「近い将来、類似

際社会の中で存在感」を発揮する国を目標に策定され

の課題に直面する他のOECD諸国に貢献、模範になる」

た。第2次国土形成計画は、昭和37年の全国総合開発計

として高く評価した。

画から数えて、第7次の計画に相当し、全国計画、広域

計画の全体を貫くテーマは「対流」である。国土計画

地方計画、新しい北海道総合開発計画からなっている。

の基本理念は、
「交流・連携が新しい価値を生み出す」
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ことにある。それを今の時代に体現するのが「対流」で

で、集積する機能を名古屋駅地区だけで受け止めること

あり、人・モノ・情報の内外での双方向の流動を促すこ

ができるかどうかという課題も出てきており、副都心の

とによって、東京一極集中の是正、各地の地域力、都市

整備が話題に上りつつある。関西圏では、複眼型国土構

の国際競争力を高めることを目指している。

造の実現を目指し、リニア中央新幹線の早期全線開業

国土形成計画で提起されている対流の熱源として、
「コ

を、北陸圏においても、中央日本と北陸圏を含むスー

ンパクト＋ネットワーク」
、
「主要都市圏とスーパーメガ

パーメガリージョンのための公共交通網の整備が期待さ

リージョン」
、
「東京オリンピック・パラリンピック」
、共

れている。

通のエネルギー源としての「多様な主体の参加」がある。
3．多様な主体の参加
1．コンパクト＋ネットワーク

地方都市では、人口減少による機能低下が危惧されて

対流に共通のエネルギー源となるのは、多様な担い手
がつくる人の繋がり、それによって生まれる「共助社会」

いる。生活支援機能の中心部への誘導、外縁部地域の

である。国土計画では、昭和62年の第4次全国総合開発

居住に一定の制限、シャッター街等の空家対策を行う、

計画から、
「地域住民、ボランティア団体、NPO、企業

「あじさい型」や「団子と串型」の都市のコンパクト化
に向けた施策が大都市圏も対象に実行されてきている。

等の多様な主体の参加による地域づくり」が謳われるよ
うになった。平成20年の国土形成計画ではそれが「新た

また、コンパクトになった都市の連携ネットワーク化に

な公」
、第2次国土形成計画では「共助社会」と呼ばれ

より、近隣都市が、相互に補完し一体として機能し、高

るようになった。共助社会の特徴は、普通の人、民間が

度な都市機能を維持することができる。一方、大都市に

公共を担うことである。行政機能の代替・補完では、大

おいては、国際競争力のある都市圏づくりとして、英語

規模自然災害への対応と避難経路の整備、防災訓練等

圏の住民が英語で生活してストレスを感じない「グロー

の実施、地域での子供の教育・介護等、安全・安心、

バルにビジネス活動が展開できる街」
、
「高齢者が住みや

防災・減災においても威力を発揮している。稼げる国土

すく、子供が生まれる街」
、
「環境に優しく、歴史・文化

になるために、NPOや社団・財団法人、株式会社の形

が感じられる街」
、
「安全・安心な街」を目指している。

態で、ソーシャルビジネスを活用した特産品の開発・販
売、観光資源の発掘・事業化等の実施、東日本大震災

2．スーパーメガリージョン

の際には、釜石プラットフォーム（キッチンカープロジェ

スーパーメガリージョンは、リニア中央新幹線の開業

クト）のような復旧・復興での役割も担っている。しか

を見据えた2050年の姿である。第2次国土形成計画で国

し課題として、組織が脆弱であること、企画・立案でき

家プロジェクトに位置づけられ、東京・名古屋・大阪圏

る人材育成を大学に期待するも教授が少ない等の人材育

が一体となり、日本の牽引力として期待されている。リ

成の課題、資金提供の仕組みが未成熟、社会からの信

ニア中央新幹線は、2027年に東京・名古屋間で開業予

頼性の醸成などの課題がある。

定であり、人口6千万人の鉄道による日帰り交流圏が誕
生する。2045年には大阪まで開業が予定されており、東

おわりに

京と大阪は約1時間、名古屋と大阪は約15分の日本をブ

第2次国土形成計画は、人口減少と高齢化が同時進行

レークスルーする事業として期待されている。既に名古

する社会にあって、人の繋がりの構築によってほどよい

屋圏では、名古屋駅周辺を中心とした整備構想が固まり、

成長に支えられた「先進国に相応しい安定感ある社会」

具体的な実施計画の検討段階に入っている。その一方

としようとするものである。
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