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第4回森林保全シンポジウム

竹崎靖ー

はし がき

この集りは回を重ね， 4回目，春らんまんの京都学会のあと， 4月？日京都会館fこ

治山関係（砂防．森林防災等）の大学，試験研究機関，行政機関等の下記70余名が集

い，その研究調査の推進のための討議と協力について懇談された，話題：上『災害調査

とそれ；こ関連するニと」であった3 その概要を紹介いたしたいっ

【出席者】

：司会者〕 日置象一郎（京総府立大学）

〔話題提供者〉 栃木省二（高知大学〉，片岡順（名古屋大学〉，杉山利治（林業試験場〉

’その他出席者〉 新谷融，若林隆三，村井延雄，工藤哲也，＊三郎，藤原混一郎

（以七北海道大学〕，武田進平，石井正典（以上岩手大学〉，丸山岩三， 尾張安治，駒

村富士弥（以上新応大学〉，荻原貞夫，野口陽一，山口伊佐夫 申潤縞，松崎健，鈴

木勇二．隙信雄〈以上東京大学〕，山寺喜成（東京農業大学〕，是正本良貝lj（東京農工大

羊〉， 熊谷直敏 （静岡大学〉，河田五郎（名古原ノミザ），綱本H告二（岐阜大学〉，渡辺武夫

（三重大学）＇武居有恒，大手徒 二，寺島治雄，水原邦夫（以上京都大子〉，問中一夫，

富岡和夫，池田茂（以ヒ鳥取大学〉，岡崎寿彦（高知大学〉，三宅正（烏様大学），熊谷才

故（九州大学），倉上靖，佐野常昭（以上建設省砂防課〉，木村晴吉，高橋宏治（以上林

野庁治山課〉，日置幸縫，竹山奇靖一（以i林野庁業務課〕，尾ケ井市（林業講習所〉，北

村喜一，白井純虫E，遠E長治郎（以上林業試験場）＇橋詰充博，弘光十 喜香，原義明（以

k高知営林局〉，西国喜正，畠垣光範，嵯峨山泰三（以上稲井予言林お〕，山本文雄，岩

田俊（以上岐阜県治山:ll!!），西垣益ー，原利夫， 松岡疋樹〔以上京都府〉，和田殺敏，藤

原愛明，田中修（以 k兵庫県〉，竹下敬司（福岡県林業試験場）， ~H木l時雄， 1高村舜介，
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曽根俊治，川端義弘，牧野外志雄（以上大阪営林局〕，椎名一郎， 名倉清〔以上その他〕。

【A 話題の提供】

話題 I 地すべり災害の調査について

栃木省二（高知大学）

地 Fべり：こ：土L、ろいろの形のものがあるが，典形的な流動を示すものの－｛？ljとして

高知の長者地すべりをとりあげ，その調査方法とその結果を説明したい。

地すべりの調査方法は現在ある程度規準化された方式ができてL、るようであるが，

本地域についても特（こ目新しい試みは行なってL、ない。一応あらゆる部門の調査をそ

れぞれの専門家の協力によって行ない，その結果を綜合判断することにした。本地域

の地すべりは粘板岩と蛇紋岩の風化層中で起こっているようである。蛇紋岩は土木施

工上困難な問題をよく発生する。地すべりの範囲を決定するには，移動観測，空中写

真の視察，その図化したもの，等高線の乱れなどが有効なる資料となる。物理探査は

人工地震による弾性波探査および Ll 0型大地比抵抗測定器；こよる垂直ならびに水平探

査（等深法による）を行なった。これ等の線的な調査結果を面的，こ拡げるために約 500

点において自然探査を行ないその結果地すべり地を横断する破砕帯の存在が推定さ

れ， とくにこの地域の中央部に位置することがほぼ確実なものと判定され，これが地

すべりにかなり影響しているように推察された。

以上の調査結果から調査ボーリングの位置および深さを決定し， ？ヵ所において，

全コアーの採取ならびに据進中の漏水，湧水状態の調査を行ないながらボーリングを

実路した。

地表面移動量の測定ばトランシヅト見通し線によって観測しその結果この地すべ

円は土塊がほぼ一体となって移動するピンガム型の流動を行なっているものと推定さ

れ， また移動量は昭和初年12月～40年 7月の聞に約 lmであった。ボーリング孔に深

さ 2mの間隔で設置した 2ゲージ式パイプひずみ計による地中ひずみの測定結果によ

っても土層の上部はほぼ一体となって移動し，ピンカム型流動：こおけるプラグの状態

であるらしいことを示している。 地すべりの機構を考える場合：こビンガム型，フォ－

Yト型等のそテソレがあてJ主められるが，それぞれの場合によって異なるもので一概に

きめてしまう ことではないと考えられる。

地下水調査は前述の漏水，湧水調査のほかにボーリング孔を利用し， トレーサーと

して食塩水を用いて流動径路の推定を行ない，また揚水試験によって，各地点の地下

水供給量を測定した。土質試験l土ボーリング・コアーおよび露頭から採取した蛇紋岩

粘板岩の粘土を試料とし，比重，粒度，塑性および液性隈界，直接せん断試験， 1軸

および 3軸圧縮試験ならびにレオメーター試験を行なったe 士の性質（主新潟県，長野

県などの地すべり地の土とはかなり異なっており，特：二塑性係数がはるかに少さいこ

とは四国の緑色岩類の地すべり粘土iこ共通した特徴といえる。なおj夜性限界をこえた
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程度の含水量に対する流動特性を求めた結果では明らかにビンガム休特有［の性質を示

している。以上現在行なっている地ナベり調査の概要を述べたが，これはあくまC浬

想、の形の地すべ I）；二対する調査を考えたものである。

話題目 災害（山崩）調査のありかた；ニついて

片岡 Ii原（名古尾大学）

山崩れ災害の調査およびその結果による荒廃危険地帯の予測：ニ対し空中写真の利

用がどの程度の確からしさで行たわれ，またどのような利用価値があるか：二ついと説

明する。

治山工事を対象とする場合と自然現象として把併する場合とがあるが，前者では面

積体積などの絶体量の調査が必要となるため現段階！こJ5l、てに誤差の処理などの問題

のために空中写真の利用：ニに難点がある。 しかし，後者の立場：：：二広面積にわたって

比較することによって有効なる結果をうることが期待できるご

山の侵蝕は地質的な年代を考えるならば連続的であるが 100年程度の期聞を対象と

するならば風化表面侵蝕のような連続的な作用と豪雨地震のような不連続な破かL、作

用，豪雨地震のような不連続な破力、L、作用に分けることが可能である。このような外

)Jに対する山体の反応が山崩れであり，作用した力の大きさと，その結果生じた反応

を分析することによっ℃山の強度を知り，また強度を高めるための方法を三つけるこ

とができるであろう c

重要なことは対象地域をできるだけ広面積にわたり同一精度で測定するということ

で標高による縮尺修正を行なえば偏わL、修正など細かL、作業はむしろ不必要といえ

る。また，空中写真だ（十寸すべてが解決されるものでなく ，判読照査のために現地調

査もまた必要であり．さら；ニ標準地に対する実地測量も同時；ニ行なわれることが望ま

しし、。また，災害後の写真だけでは新生崩綾地の判定が困難な場合があり，災害前の

写真をあわせて使用すれば，この問題は容易に解決され，これも利点の 1つにかぞえ

られる。山崩れの程度を表わす方法として崩壊個所数，崩壊面積，生産土砂量がある

が，空中写真を利用する場合は個所数を用いるのが最も有利である。外力が十分大き

いときはこれによって流域の質的なものを表わすことができるが，普通は外力が十分

に働いている場合ば少ない。そこで，流域の質的なものを表わす示標として，名大北

野教授の方法（臼然水中に含まれるイオソの畳によって推定する方法）が使えるので

はないかと考えるc 六甲山の例で：t，非常に良い結果が出ているが，揖斐川の例など

はあまり良い結果は出ていないが，これは外力が十分働いていないためとも考えるこ

とができる。イオンの量と比較する場合は崩壊数を用いるのが良いらしL、が，もう少

し研究してみる必要がある。イオンの値が，崩壊の限度を示すものと考えることがで

きるならば，イオンの量が多いにもかかわらず崩壊が少ないということが，森林の影

響や治山工事の結果として考えることが可能になるのであろう c
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崩壊面積をはかる場合，~中写真では 15～20%程度の誤差は覚悟しなければならな

い。崩壊面積率については，いろいろの報告があるが，調査例によって各地の平均崩

壊面積の値を調べてみるとかなり似かよったものが多く，平均値の異なったものにつ

いては異なった誘因が存在するのではなし、かと考えられる。また，災害前後の写真を

比較すると新生崩壊地，既崩壊地，崩壊地拡大量などの平均値を比較することによっ

て，その微妙な差点、ら森林の影響や工事の効果の評価が可能になるように思われる。

生産土砂量の測定には現在のところではよほど条件の良い場合でなければ深さの判

読が困難であるという欠点、が存在する。 したがって，面積と深さの関係を別の調査に

よって求め，その備なかけると土砂量生推定するほかによい方法がないとし寸現状で

あとjc 

話題 E 水の面からみた災害調査

杉山利治（林業試験場）

災~＿：：：調査ゐこは予算Jワ算定のための調斉，復旧を含めた予防対策を立てるための調

究，純学術的な目的で行なわれるものがあるが，ここでは予防対策を目的としたもの

のうち，主として水の面からみた自然科学的な調査について述べることにする。

基礎的な研究としては模型実験，現地実験等が経常的な研究として行なわれるが，

災害は異状現象であるため，このよう な資料は経常研究では得がたく，また災害対策

上必須であるとともに経常研究の方法を追及するためにも災害調査は防災研究のため

主要な手法である。調査にあたってはまずその目擦を明確にし，定量に表示する必要

があるが，目標として考えられるものの内容は，

( l ) 災害実態の記録

これは将来の災害対策となるもので，とくに大災害は余り多くないので，資料を確

実に積み重ねてゆく必要がある。

(2) 洪水予防としての森林の機能ならびに洪水予防としての森林の機能および異

状豪雨に対する治山工事の効果を把握すること。

( 3) 洪水危険地帯の判定

これは水源かん養林，水害防備林，治山工の配置，一般施業林におけミ留意事項な

どの決定のために必要である。この場合洪水発生の危険の高いむ所の判定と社会経済

上の意義の 2つの内容があるが，ここでは前者が目標となる。

これ等の目標tこ対して必要な調査方法こは次のようなものが考えられる。

(a) 豪雨の実態調査

既存の施設の資料の他， 111奥などは聞きとり調査こよる情報をとる必要がある。

( b〕 洪水流量は発電ダムの流量観測など、のほか洪水痕跡Iこよる推定を提案した

し、。流域 lOOh。以上のしかも流域条件の穴戸なった多数流域をとり，河床の変動が少な

く水位痕跡がはっきりした場所をえらび流精とマンニング式による推定流速から洪水
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j市青tを求める。この場合河底fこ土砂が堆積しているときの流積のとり方，流出 lニ砂冠

の問JEj等今後検討しなければなら化い点がある。

(c〕 洪水比流量と各種流域条件の関係、

これは（ b）によって求められた洪水比流量と地形図の解析や既存資料によって得ら

れた各種の流域因子の関係を検討しようとするものである。まず超過確率洪水量，降

水琶を既存の資料から計算して，その値によって優占順位を定める方法であるが，大

流域では良いが，小支流では十分なデータが得られない欠点がある。そこで流域変数

による方法が考えられるが，これは前述の調査によって各種流域因子と比流量の単独

の相関関係を求めて，さらに相関の高いものに対し洪水比流量との重回帰式を作る

ことによって判定するもので計算によって求めた比流量の大きさによって危険地域の

順位を定める。現在までの経験によると流域因子のうち主流の平均勾配，流域平均

幅，到達距離集中率，森林面積率などが，各地に共通に取り上げられる因子のように

忠弘一定した因子が存在するか，地域ごとに異なったものになるか，未だ検討の余

地がある。その他水害防備林の効果やその災害に現われた特異な現象についての調査

などが行なわれなければならない。以上述べたようなことは殺でも筒巾に取りあげら

れる事加で，これらについてその概要を説明したの

【B 討議】

村井延雄（北海道大学）

北海道においては治山，開発の防災関係、の調査については，その経費に結びついた

調査が多いが，学問的・技術的な調査も必要である。

武田進 >f（岩手大学）

地すべり，山崩れなどの性質t土地層，年代，岩質によって異なり，また全国的に判

読する場合，従来から行なわれている地すべり，山崩れの分類によって分けることが

必要と思われる。洪水比流量と各種流域条件の関係のうち森林因子としては胸高断町

積合計のほか材杭などが考えられる。地質因子としては土壌とくにその浸透能をとり

あげる必要がある。地形因子としては HORTONの提案したものたどいろいろあるが，

これにこだわらず検討の必要がある。

巾潤植（囚土防災〉

地とりの中には動かない部分も存在すると思われるので，部分的に別々の動きをす

ることが地すべりの特徴と考えることもできる。したがって全部が一体となって動く

ときめてかからない考え方が必要と思う。

栃木省二（高知大学）

長才；地すべりは下部はピソガム型の動きを行なっており，また全体として一体とな

って動いていると考えられる。

丸山岩三（新潟大学〉

地すべり調査の 1方法として 1何所だけを精密に調売することのほか多数の場所会
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簡単な方法で調査することも必要と思われる。たとえば施行中，施行後における移動

量観測を多くの地すべり地で行なうという方法も併用することを捉楽したい。

駒村冨土弥（ 新 潟 大cγ）

土質調査において，従来のJJ学試験では時間の要素が無視されてし、る。その点レオ

ロジー的な試験が必要であるが，粘弾性係数あるいは粘塑性係数の値が尖験室でオとめ

たものと実地の安定条件から逆算したものにかなりの差があらわれる。

山口伊佐夫（東京大学〉

地震探査，電気探査，自然政射能探企，ボーリングの4者を併用することが常に必

要であるか，あるいはそのどれかを略しうるものか，また表面移動， tt!l中ひずみ，地

下水害事の調査はどの程度の期間継続すべきであるか。

栃木省二（高知大学）

それぞれ特徴があるので 4者をうまく組合せて有効経済的に行なっていく必要があ

る。調査期間は長いほど望ましいが特に移動開始の初期 1ヵJ:jが重要であり，せめて

2～3年の観測が必要である。

熊谷直敏（静附大学）

災害の予防対策から考えると被告発生の原因だけでなく被害の実態をもあわせて調

査する必要があると思われる。そこで被害時の流心の位置，家屋等地物の配置につい

ての地質的地形学的表示等を調査項目の巾に加えることが盟ましL、。

武居有恒（京都大学）

洪水焼跡によって出水量を判定する方法は精度の点でかなり問題があるよう に，Uわ

れる。また治山工作物はむしろ土砂生産防止に対する効果に重点をおいて布えるべS

で洪水流出量に対する効果にはあまり期待できないのではないか。また山}J)Jれの調査

において北野教授の方法を適用する場合，六甲においてはかなり良い結果が得られて

いるが，他の地域ではあまりうまくゆかない点から考え，この方法によって極限崩波

量を与えるとして他の考察の基艇とするまえに，方法自体の適応性についてもっと検

討する必要があると考える。

鵜木時雄（大阪営林局）

災害が発生した場合の第一線の調査機構を確立してほしし、。また多U的〆ムが設置

されている場合，その上流地帯は如何に取り扱うべきかについてのこ＼む見合知りた

し、。

木村晴吉（林野庁）

林野庁における調査態勢は十分であると思う。治山施設，森林の理水効栄について

は下流の河川等η流量配分が非常に厳格に規定されてL、るので，定量的なもの｛（＂＇十回

に考慮する点で（土問題が多L、。しかし森林等の理水機能につい亡はもっと強力に打

ち出すべきである。 lli一目的の〆ム上流の治山工事には問題があるが，多目的〆ム上

流ではどんどんやっていくべき Cある。
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申 潤 植（国土防災）

洪水量に関係ある森林因子としていままでにいかなる作業が行，kわれてきたか，ま

た現在どんな作業が行なわれつつあるかの問題について伺いたL、。また地質因子を調

査項目に入れるべきではないか。

杉 山 利治（林業試験場）

水の量だけを取り上げた場合，森林面積率の相関が高いようである。地質，土r;f~に

ついては，中小流域の豪雨災害だ：ナに限った場合重要J支は小さいよう，二以われる。

塚本良則（東京農L大学）

災害の予知をしようとLづ研究では他の部門とは異なり， lつの発見：ニよって11¥Ji.¥ri

が一挙に解決されるとL、う性質のものでなく ，多くの調査研究の桁み重ねをまたねば

ならなL、。そこで，調査結果をし、かにして記録していくか，また最低似必要ん：梨県は

どのようなものであるかについての意見を知りたし、。

片 岡 JI国（名古屋大学）

災害直後の空中写真の利用は誰がやってもたいした違いはないので，椋み'iIUコ方式

のための調査結果の記録として最も適当である。現地調食も勿論必要Cあるが，その

結果は基礎資料となるべきもので，調査結果の記録としては空中写真ど：すで十分であ

る。また，これを表現する方法としてlよ前 1こ述べたよう二種類分け念行なった平均崩

壊地面積が比較値として最も良いように思う。これによって，危険地帯ノ〉予想，危険

予防に対して有効な情報が得られるものと期待している。

高橋宏治（林野庁 ）

現在，林野庁で行なっている治山計画の基礎となる制査としては予防治山のための

荒廃危険の判定規準に関するものと復旧治山に闘連した土砂移動量調査がある。危険

地帯調査は 1回の豪雨によって発生した山崩れの個所数，面積，渓床荒廃状況と林況

地況，地質，気象について調査し，現在単相関を求めているが，その結栄を 5年で一

応まとめ，さらに童相関全求める予定むある。この場合，校分れしている崩壊地の数

の数え方が，研究者によって異なった見方があるので統一見解を知りたL、。

土砂移動実態調査は約30ヵ所で200ha以下の流域の末端；こダムを作り崩壊地，渓iJit

の定期測量と堆砂量調食生10ヵ年計画で行なっている。また，地すべりの表面移動量

調査において 2次元的な動きのみならず 3次元的動きで測定する必要があると思われ

る。

片 岡 順（名古屋大学）

樹校状の崩壊は頭のところにそれぞれ個有の原因があるもの と ：~· え. >iJ1ノ〉数でかぞ

えている。また，極端に大きいものは何個所かのものが一緒にたったも .＇） として烹み

をつけている。



持

＊＊ 

竹崎第4回森林保全ソンポンウム 131 

このあと荻原貞夫東大名誉教授の「国際森林水文学‘ノンポジウムについて」の講演

があったが， これは『水利科学』第？巻第5号に掲載しであるので割愛 したいc

あとがき

このシンポジウムのありかたについて，出席者の立場，専門が違うため，問題点の

とらえ方， あるいは集中の点で困難さはあるが， このシンポジウムの発足が，研究者

と事業関係者との協力連絡の場を作るにあったのであり ，回を重ねるにつれ，相互の

理解，協力を深める効果があり， 今後も引き続き開催されることを希望するものであ

るc

（林野庁業務課）
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