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火山災害の
軽減を目指して

石原 和弘 いしはら かずひろ

京都大学 防災研究所附属火山活動研究センター長・教授

巻頭言

　過去30年余を振りかえってみるとわが国

の火山防災対策の進展には目覚ましいもの

がある。わが国の組織的な火山災害対策の

出発点は、桜島の噴火を契機とした1973年

の「活動火山対策特別措置法」の制定と「火

山噴火予知計画」の建議である。建議に基

づき、翌年、火山噴火予知連絡会が発足し

た。その後、国内外のいくつかの火山噴火

を経験して、火山のハザードマップの必要性

が認識され、1991年の「火山噴火災害危険区

域予測図作成指針」の公表を受けて、火山の

ハザードマップの作成が本格的に始まった。

富士山については社会的影響が大きいとい

う理由で見送られていたが、2000年秋の深

部低周波地震の多発を契機に、火山観測の

整備と並行して火山防災対策の検討に着手、

懸案であったハザードマップが公表され「富

士山は活火山」であることが広く国民に認識

されるに至った。

　2007年12月に気象庁は噴火警報を業務と

して開始、翌2008年には内閣府が「噴火時

等の避難に係る火山防災体制の指針」を公表、

平時から噴火時に至る火山防災対策を具体

的に提示した。一方、国土交通省砂防部は

2007年に「火山噴火緊急減災対策砂防計画

策定ガイドライン」を公表し、気象庁は陸上

火山の約半数に相当する47火山について火

山観測の整備と近代化に2009年から着手し

た。

　加えて、これらの取り組みを通して培った

国、自治体、多分野の研究者等の連携ネッ

トワークは格段に強化された。近い将来の

火山噴火により、多数の関係者の協働で作り

上げられた減災の工夫の真価が実践の場で

試されことになる。火山災害軽減に係るい

くつかの課題について言及したい。

　現在の日本国民は幸か不幸か、大噴火を

経験していない。1991年の雲仙普賢岳の

噴火といえども噴出溶岩は高々0.2km３であ

り、1955年以降に桜島から放出された火山

灰も同程度である。近年の噴火に比べると、

1707年の富士山噴火、1783年の浅間山噴火、

1792年の雲仙眉山の崩壊、1888年磐梯山の

崩壊、1914年の桜島噴火などのマグマ噴出量、

崩壊土砂量は１桁大きい。21世紀にこのよ

うな大噴火が皆無とは考え難い。特に、交通・

通信網が発達し、都市も近代化した現在、大

噴火が発生すると、過去の大噴火による被害

と比べて、その被害は甚大、かつ広範囲に及

ぶであろう。本年4月14日のアイスランドの

火山噴火は中規模噴火にもかかわらず、拡

散した噴煙により欧州全域の航空路が混乱

し、その影響は世界中に拡大し、グローバル

化した現代社会の脆弱性を露呈した。今回

の事態を他人事とせず、大噴火に対する備え

を具体的に検討すべきである。

　火山は突如予想しない振る舞いを示すの

が常である。最近では、1986年の伊豆大島

の割れ目噴火、雲仙普賢岳の1991年からの

溶岩ドーム噴出と火砕流の頻発、2000年の

三宅島のカルデラ崩落と多量の火山ガス噴

出が挙げられる。最近、火山活動の展開を

予測する工夫として、噴火シナリオやイベン

ト・ツリーの作成・検討がなされている。桜

島では、2006年に明確な前触れなしに南岳

東斜面の1946年の噴火口（昭和火口）から噴

火、小規模な火砕流も頻発した。次第に活

動が高まり、本年2月、火山噴火予知連絡会

は、当面予想される次の活動の一つとして溶

岩流出を挙げた。最新の地殻変動観測では、

深部からのマグマ供給率増大を示唆する隆

起膨張速度の加速が捉えられている。この

傾向が続けば、穏やかな溶岩流出とは異なる

活動展開もありうる。実践の場では、噴火シ

ナリオを参考にしつつも、活動の展開を見き

わめるのに必要な調査・観測の継続、データ

の迅速な分析と柔軟な評価が的確な予測の

基本であることを忘れてはならない。

　火山災害の軽減には、平時からの関係者

の連携協力が重要であることはいうまでも

ない。2006年の桜島昭和火口の活動に先立

ち、関係自治体、国の出先機関、研究者が前

もって活動の激化は間近との認識を共有し、

直前に鹿児島市民に防災マップの配布と広

報紙による注意喚起を行っていた。噴火開

始後は、鹿児島県が桜島爆発対策連絡会議

を招集、迅速に規制の見直し等を実施した。

そのため、桜島の住民は冷静な対応をとる

ことができた。本年に入り毎月100万トン前

後の火山灰が放出されている。活発な火山

活動の持続あるいは激化は必定であり、降

灰対策や土石流対策等の再点検、いわゆる

PDCAサイクルを起動すべき時期にさしかか

っている。

　いまや、気象庁の噴火警報が火山防災の

出発点である。47火山について気象庁の高

精度の火山観測網が整備されたが、他方火

山に隣接する測候所は廃止された。火山活

動の展開は地震、地殻変動、噴火映像等の

観測だけでは予測しかねる。人身の安全確

保を原則としつつも、過度な避難生活になら

ぬよう配慮した適切な噴火警報の発表を自

治体や住民は求めている。今後は、海外の火

山監視機関に習って、火山異常時には責任

者が現場に急行・駐在して火山活動を注視

して、自治体や住民に適切で迅速な情報・助

言を提供する態勢の確立を期待したい。

　火山は多くの恵みを我々にも授けるととも

に、時として災いをもたらす存在でもある。

火山は噴火により成長、あるいは崩壊により

山容を変貌する山である。この火山活動の

本質を理解して、その脅威に対する知恵と工

夫を活かしつつ、適当な「間合い」を保って、

火山との共生を目指したいものである。
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T O P I C S

佐藤一幸
さとう かずゆき

国土交通省 砂防部砂防計画課
地震・火山砂防室 室長

火山噴火と地震に
ともなう土砂災害に
備えて
──地震・火山砂防室の発足

1.はじめに
　21世紀は大規模な火山噴火が複数発生したり、大規
模な地震発生が確実視されたりするなかの平成22年4月、
砂防部砂防計画課に地震・火山砂防室が設置されました。
　室長、課長補佐、火山対策係長、地震対策係長、砂
防情報係長の5人体制でのスタートです。
　なお、英語表記はEarthquake and Volcanic Disaster 
Management Office, SABO Planning Divisionと平易
な表記としています。
　所掌は、①火山噴火に伴う土砂災害の防止軽減に関
する企画、立案、調整、②噴火後も継続して発生する火
山地域における土石流対策に関する企画、立案、調整、
③火山噴火予知連絡会および関係検討会との調整、④
地震・火山に伴う土砂災害に対する専門官の派遣、緊
急対策の実施等に係る調整、などになります。

２.火山噴火と地震、それにともなう土砂災害
　日本の国土は世界の陸地面積の約0.3％にすぎません
が、世界の地震の約20.7％、火山の約7.0％が日本に集
中しています。そのため日本の地形は急峻であり、地質
は複雑でもろく、土砂災害が発生しやすい条件を備えて
います。
　近年の火山噴火では、雲仙普賢岳（1990-1995）、有珠
山（2000）、三宅島（2000-2005）など火山噴火が発生し
ています。噴火に伴う土砂災害としては、溶岩ドームの
崩壊による火砕流もありましたが、降雨による火山噴
出物の２次移動としての土石流や泥流の発生が顕著で
した。
　一方地震では、阪神淡路大震災（1995）の後は、新潟
中越地震（2004）、能登地震（2006）、新潟中越沖地震

図-1 平成22年度　砂防計画課組織図（地震・火山砂防室の新設）
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（2006）、岩手宮城地震（2008）、三陸沿岸地震（2008）と
立て続けに中山間地域で大きな地震が起こり、崩壊によ
る土砂災害が多数発生しました。特に、新潟中越地震
や岩手・宮城地震では、大規模な地滑りや崩壊が起こ
って河道を埋め天然ダムを形成し、集落家屋の水没が
発生しました。

３.火山噴火と土砂災害対策
　20世紀では、雲仙岳噴火（1991）を上回るような規模の
大きな噴火は2回しか発生しておらず、20世紀は大規模な
火山噴火は少ない100年であったといわれています。
　雲仙岳噴火を上回る噴出規模が3億㎥以上の火山噴
火が今世紀中に5～6回程度発生することが想定される
なか、国として危機管理の観点から火山噴火に伴う土
砂災害対策としてソフト対策とハード対策で構成する
減災対策の推進が重要となります。
　桜島では平成21年4月9日の噴火により火砕流が火口
から約1km流下したほか、噴煙が火口より4000mまで
上昇し、鹿児島市内に降灰がありました。その後も噴
火が頻発し、平成21年の爆発的噴火の回数は観測史上
最多の548回を記録するなど、活発な活動が継続してい
ます。噴火による降灰等の結果、山腹斜面の荒廃が進み、
弱い雨でも土石流が発生しています。

また、浅間山では平成20年8月以降活動が活発化し、平
成21年2月2日に発生した噴火では首都圏にも少量の降
灰がありました。
　砂防部局では、火山噴火の恐れがあり、被害が想定さ

図-2 世界の火山と地震

図-3 日本における今後の火山活動の見通し
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雲仙岳噴火を上回る土砂量3億㎥以上の火山噴火による大規模土砂災害
が今世紀中に5〜6回程度発生することが予想されるなか、国として危機管
理の観点から減災対策を強化することが必要

最近の火山噴火はごく小規模だが、21世紀中には中〜大規模の噴火が5〜6回発
生すると想定すべき（藤井火山噴火予知連会長のH21.4中央防災会議資料より）

17世紀以降の火山噴火
噴出物の量

10億㎡以上 3〜10億㎡ 1〜3億㎡

17世紀
北海道駒ヶ岳（1640）
有珠山（1663）
樽前山（1667）

北海道駒ヶ岳（1694）

18世紀 樽前山（1739）
桜島（1779-82）

富士山（1707）
伊豆大島（1777-79）
浅間山（1783）
雲仙岳（1792）

有珠山（1769）

19世紀 磐梯山（1888）
有珠山（1822）
有珠山（1853）
北海道駒ヶ岳（1856）

諏訪之瀬島（1813）

20世紀 桜島（1914） 北海道駒ヶ岳（1929）

薩摩硫黄島（1934-35）
有珠山（1943-45）
桜島（1946）
有珠山（1977-78）
雲仙岳（1990-95）

21世紀 ？ ？ ？
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が確実視されています。これらの地震においても、大規
模な地すべりや崩壊による天然ダムの形成や大規模な
土砂災害が発生することも心配されます。
　天然ダムの形成は、地震のほかにも降雨にともなう大
規模崩壊によっても引き起こされています。これらの
場合、形成から決壊までの時間が短いことが想定され、
天然ダムの規模によっては下流の被害想定区域の緊急
避難対策が必要になってきます。
　しかし、対策を個別の自治体が実施することはきわめ
て困難です。大規模土砂災害対策の実績や経験は限ら
れており、国の砂防部局などの専門的な知識と経験が
求められます。天然ダムの形成後、湛水と越水決壊に
対する調査、監視モニタリングなど、これまで培ってき
た砂防技術に加え、より開発を進め、いつ起こるか分か
らない大規模な土砂災害に備えることが求められてい
ます。

5.おわりに

　現在、土砂災害防止法の改正が進められています。

れる火山（29）を選定し、減勢工や遊砂地などの噴火時
のハード対策の検討と計画的な整備を進めるとともに、
火山地域の住民の警戒避難に資するため、火山ハザー
ドマップの作成支援や土砂の動きを監視する監視カメ
ラや土石流センサー等を整備するソフト対策の検討や
整備を進めることとしています。

4.天然ダムと大規模土砂災害対策について
　一方地震では、阪神淡路大震災（1995）の後は、新潟
中越地震（2004）、能登地震（2006）、新潟中越沖地震

（2006）、岩手宮城地震（2008）、三陸沿岸地震（2008）と
立て続けに中山間地域で大きな地震が起こり、崩壊によ
る土砂災害が多数発生しました。特に、新潟中越地震
や岩手・宮城地震では、大規模な地滑りや崩壊が起こ
って河道を埋め天然ダムを形成し、集落の水没が発生し
ました。越流決壊による土石流の発生が心配されまし
たが、幸い水位低下のための排水対策等緊急工事の効
果もあり、最悪の事態は免れました。
　現在、宮城県沖地震、首都直下型地震、東海地震、
東南海地震、南海地震などの大きな海溝型地震の発生

図-4 火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定推進

火山噴火に伴う土砂災害による被害を軽減するため、国及び都道府県の砂防部局において、
火山ごとにハード・ソフト対策からなる火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定を推進

・	低い施設整備率
・	火山活動は予測が困難、想定外の現象も発生
	 例：三宅島（H12）の山頂噴火および低温火砕流

現状 緊急時に限られた条件の下で
何ができるか、具体的に検討 火山噴火緊急減災対策砂防計画策定

（緊急時への備え）
・平常時からの準備事項
・緊急時に実施する対策

計画策定対象火山（２９火山）：

雌阿寒岳、十勝岳、樽前山、有珠山、

北海道駒ヶ岳、岩木山、秋田焼山、秋田駒ヶ岳、

岩手山、鳥海山、蔵王山、吾妻山、安達太良山、

磐梯山、那須岳、浅間山、草津白根山、伊豆

大島、三宅島、新潟焼山、焼岳、御嶽山、富士山、

鶴見岳・伽藍岳、九重山、雲仙岳、阿蘇山、

霧島山、桜島

緊急ハード対策 火山監視機器の緊急整備

振動センサー

ワイヤーセンサー
赤外線カメラ

リアルタイムハザードマップの整備

緊急支援資
機材の備蓄

リアルタイムハザード
マップによる

危険区域の想定

火山監視機器の
緊急整備

緊急ハード
対策の施工

光ケーブル等の
情報通信の整備

火山山麗緩
衝帯の設定

火山防災ステーション
機能の強化

平常時に実施する噴火対策 噴火時に実施する緊急対策
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T O P I C S

今後は大規模な地すべりの発生に伴う土砂災害、天然
ダムの形成に伴う土砂災害、火山噴火に伴う噴出物の
2次移動に伴う土砂災害などが想定されるとき、国と都
道府県は緊急調査（仮）を行い、市町村が適切に避難指
示が行えるよう被害の想定区域及び時期の情報を提供

することを主な内容とするものです。
　改定案は4月14日に参議院において全会一致で可決
し即日衆議院に送付され、5月25日に衆議院国土校通
委員会に付託されました。しかし6月16日の閉会に伴い、
審議未了のため継続審議となりました。

図-6 土砂災害防止法の一部改正（案）

法改正の目的 1、	大規模な土砂災害が急迫している状況において、市町村が適切に住民の避難指示の判
断等を行えるよう国又は都道府県が被害の想定される区域・時期の情報を提供

2、	高度な技術を要する土砂災害については国、その他の土砂災害については都道府県の
役割や関与を法律上明確化

概要 大規模な土砂災害が急迫
 （天然ダム、火山噴火に伴う土石流、地すべり）

高度な技術を要する土砂災害については国が
その他の土砂災害については都道府県が

緊急調査に基づき被害の想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急情報）を
市町村への通知・一般への周知

市町村長が住民への避難を指示（災害対策基本法第60条）等

土砂災害から国民の生命・身体を保護

図-5 日本の主な地震の今後の発生確率

海溝沿いの主な地震の今後30年以内の発生確率
＊20％以上、北海道〜九州のみ抽出　基準日：2008年1月1日
出典：
発生確率-地震調査研究推進本
部地震調査委員会「全国を概観
した地震動予測値図」2008年
版より四国地方整備局作成
想定被害-中央防災会議「東南海、
南海地震等に関する専門調査会」
第14回報告書（H15.9.17）

三陸沖	北部
（M7.1〜7.6）

90％程度

宮城県沖
（Ｍ7.5前後）

99％

三陸沖南部海溝寄
（M7.7前後）
80〜90％

三陸沖〜房総沖
津波型（Ｍ8.2前後）

20％程度

茨城県沖
（Ｍ6.8程度）

90％程度

南関東
（Ｍ6.7〜7.2程度）

70％程度

東海
（Ｍ8.0程度）

87％程度

安芸灘〜豊後水道
（Ｍ6.7〜7.4）

40％程度

東南海
（Ｍ8.1前後）
60〜70％程度

南海
（Ｍ8.4前後）

50％程度

根室沖
（Ｍ7.9程度）

40％程度

今回の追加事項
緊急調査を実施
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火山噴火
緊急減災対策
砂防計画の方向と
課題

安養寺 信夫
あんようじ のぶお

（財）砂防・地すべり技術センター総合防災部長

特 集 1
　（財）砂防・地すべり技術センターでは国内の主要火
山において火山噴火緊急減災対策関係の業務を受託し
て、検討を進めている。主要な検討事例は別途記述す
ることとし、ここでは火山噴火緊急減災対策砂防計画（以
下「緊急減災計画」）を検討するうえでの方向と課題につ
いて紹介したい。

1.  はじめに

　平成19年４月に公表された「火山噴火緊急減災対策
砂防計画ガイドライン」に沿って全国の主要な活火山
において緊急減災計画の検討が始まった。平成21年度
末時点で、浅間山をはじめとする主要な活火山におけ
る緊急減災計画のとりまとめが進められている。
　緊急減災計画は次のような観点で策定され、火山砂
防計画の補完的役割をもっている。
◦ 火山砂防計画は、火山ごとの噴火・土砂移動特性を

もとに、想定可能な比較的大規模な現象を対象とし
てハード・ソフト両面の対策計画が策定される。し
かし、水系砂防計画と比べて大量の土砂の整備が必
要で、対策の実施には長い整備期間と多額の事業費
を必要とすることになりがちである。

◦ また、噴火活動の開始タイミングは火山ごとに特徴を
もっており、ごく一部の火山を除いてこれを予測する
ことは困難である。

◦ そのため、いったん噴火活動が開始してから噴火状
況に合わせた対応策を検討していたのでは、次々と起
こる火砕流や溶岩流などの噴火現象あるいは土石流
や泥流などの土砂移動現象に対処することが間に合
わない場面が想定される。

◦ そこで、火山ごとの噴火・土砂移動特性を調べて、様々
な場面の変化にできるだけ対応可能な応急的・緊急
的対策の進め方を「あらかじめ」検討することによっ
て、切迫期対応の実行性を高めることが期待される。

　全国主要火山において検討を開始した当初はいくつ
かの基本的な質問を受けた。例えば、「緊急減災計画を
立てておけば、火山砂防基本計画は立てなくてもよい
のか？」とか、「火山防災対策の本務は消防防災部局な
ので、砂防部局はハード対策のみを検討しておけばよい
のか？」などである。
　緊急減災計画は上述の観点から非常時の対応行動プ
ログラムであり、火山噴火時の危機管理としての準備
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計画と位置づけることができる。中長期的な展望のも
とに計画実施される水系砂防計画などとは性格を異に
する。

2.  噴火シナリオと土砂移動シナリオ

　緊急減災計画を考えるうえで基本となる概念に、「噴
火シナリオ」がある。噴火シナリオは緊急減災計画の検
討対象となる活火山の噴火特性を調査し、とくに噴火
活動の推移に着目して時系列で整理しておくものであ
る。噴火活動の推移はマグマの地表出現などの変換点
で分岐し、新たな局面に移行する。その分岐の組合せ（こ
れをシナリオ・ケースという）は単一ではなく、多岐に
わたる。火山学的解釈が科学的根拠に支えられている
ことが望ましいが、現地データは必ずしも充分でないの
で、多くの活火山では類似火山を参照して噴火シナリ
オが作成されている図-1。また、噴火とほぼ同時あるい
はその後の降雨等によって火山泥流、土石流などの土

砂移動現象が生じる。土砂移動もシナリオが考えられ、
例えば融雪型火山泥流は火山の斜面上に積雪がある時
期に噴火が発生することによって引き起こされる。す
なわち、雪の有る無しが融雪型火山泥流が発生する可
能性があるかどうかの分岐点になる。
　注意を喚起したいのは，噴火シナリオで想定された
ケースの噴火活動は、対象火山の噴火実績や類似火山
から推定されたものであり、必ずしも将来の噴火を予測
したものではないということである。あくまで、緊急減
災計画で想定したシナリオやシナリオ・ケースは緊急
対策における一連のプロセスを考えるうえで想定可能
な一案と位置づける必要がある。
　近年の噴火事例をみても分かるように、雲仙普賢岳
1990年噴火では、1792年噴火とは異なる噴火活動の推
移が発現し、約4,000年前の噴火に類似した火砕流が発
生した★1。2000年の有珠山噴火では、1910年の四十三
山噴火と類似の現象が生じたが、火口が形成されたのは
想定外の西山山麓であった★1。また、三宅島噴火でも

噴
火
シ
ナ
リ
オ

小
噴
火
の
ケ
ー
ス

噴
火
シ
ナ
リ
オ

中
噴
火
の
ケ
ー
ス

［中噴火のケース］

特集
火山災害

図-1

噴火シナリオのイメージ★2

噴石・降灰 火砕流発生

融雪型火災泥流発生

土石流等発生 （無積雪）

（積雪期）

（無積雪）

（積雪期）

噴石・降灰

火砕流発生
融雪型火災泥流発生

土石流等発生

火砕流非発生

噴石・降灰 土石流等非発生火砕流非発生

［大噴火のケース］

場面1 場面2
場面3

3カ
月

1週間

2日 5分後

3日未満

3日以上
土石流等発生

前兆現象

［小噴火のケース］

噴
火
シ
ナ
リ
オ

大
噴
火
の
ケ
ー
ス

場面1

火山活動状況 現象による影響範囲 気象庁の情報

臨時火山情報
第◯○号

場面2

火山活動状況 現象による影響範囲 気象庁の情報

緊急火山情報
第◯○号

場面3

火山活動状況 現象による影響範囲 気象庁の情報

緊急火山情報
第◯○号

sabo vol.103 Jul.2010 sabo vol.103 Jul.2010 �



過去500年間に起こった山腹噴火とは異なる山頂噴火
によりカルデラが形成され、これは約2,500年ぶりのこ
とであった★1。
　この問題は土砂移動シナリオにも当てはまる。十勝
岳1926年噴火で発生した融雪型火山泥流は有名である
が、1989年1月の噴火では山腹に多量の積雪があったに
もかかわらず、小規模な泥流しか発生しなかった★1。融
雪型火山泥流が発生する条件は、今後の研究課題の一
つである。
　このような事例から、次の噴火でどのような現象が発
生するのかを予測するのは困難であるが、少なくともそ
の火山において過去に起こったことのある噴火現象が
発生する可能性が高いことは想像に難くない。計画上
は噴火シナリオや土砂シナリオで想定された現象が発
生することと同時に、発生しない可能性も考えておかな
ければならない。
　火山噴火時の対応の遅れは、多くの可能性を思い描く
ことがなく、限られた範囲の経験や知識のなかだけで考
えてしまうことも一因と考えられる。その意味で、噴火
や土砂シナリオを予め検討しておくことは意義がある。
実際には、すべてのシナリオ・ケースを網羅することは
難しいが、「思考実験あるいはイメージ・トレーニング」
としての「シナリオ」とも位置づけることができよう。

3.  緊急対策ドリル

　噴火の切迫期あるいは噴火直後で土砂災害が予想さ
れるとき、被害の拡大を防ぐために応急・緊急対策が実
施される。その実施手順は噴火活動や土石流などの土
砂移動実態に合わせて考えることが求められる。緊急
減災計画では、選定したシナリオ・ケースの推移に合わ
せて実際の対応行動の方法と順序を「緊急対策ドリル」
として検討している。それは、緊急砂防施設の設置な
どを実行する緊急ハード対策と、土石流発生検知機器
の緊急配備などを実行する緊急ソフト対策で構成され、
シナリオ・ケースごとに検討している図-2。
　ドリルという命名は必ずしも適切ではないかもしれ
ないが、あるシナリオ・ケースを前提として緊急時の対
応のあり方を確認するための演習問題と位置づけるこ
とができる。前述のように、実際に噴火が始まると、噴
火活動の推移を予知することは大変難しい。専門知識
と火山の特徴を熟知した火山研究者でも慎重な判断を

時間経過
（目安）

数ヶ月〜数日前 数時間〜1日 数年〜

噴火活動
の
想定

平常時 火山活動の高まり 前兆現象 噴火発生 噴火終息

・�深部へのマグマ
貫入？

・深部へのマグマの貫入
・火道内へのマグマ上昇
・火道浅部増圧
・熱水活動
・�高温ガス増加、火口高温化
・ごく小規模噴火

・�火道内へのマグマ上昇が加速 ・噴火発生（ブルカノ式噴火）
・噴煙急上昇
・火砕流の発生

・噴火規模の縮小

火山監視・
観測結果

山体深部の膨張
を示す地殻変動
（GPS）

・地震多発〈地震計〉
・地殻変動〈傾斜計・GPS〉
・�火映、有色噴煙
　〈目視・高感度カメラ〉

・�山頂浅部の膨張を示す地殻変
動〈傾斜計〉

・�BH型地震の急増〈地震計〉

・�高度数千mの噴煙〈高感度カメラ、レーダー〉
・�爆発地震〈地震計〉
・�空振（空振計）
・�爆発直後に山頂浅部の伸縮を示す地殻変動〈傾斜計〉
・�有色噴煙〈目視・高感度カメラ〉
・�多量のSO2放出が継続（DOAS）
・�火砕流〈目視・高感度カメラ〉

・�地震回数の漸減
・�山体膨張停止→縮小

土砂移動 ・��豪雨時の土石流
発生 ・�豪雨時の土石流発生 ・�豪雨時の土石流発生 ・�火砕流による融雪型火山泥流発生

・��降灰、火砕流堆積渓流からの土石流発生
・�土石流頻発が継続
・�徐々に発生回数減

県・市町
村の対応 ・�情報収集 ・�情報収集

・�情報収集
・�入山規制、レベルに合わせた
ゾーン内の避難準備

・�避難計画の確認・検討

・�警戒体制、警戒区域の設定
・�避難所開設、避難
・�被害の確認

・�被害の確認
・�避難解除

緊急減災
砂防計画

・�降雨対応／噴火
対応基本施設の
整備

・�通常期の警戒避
難基準雨量等の
体制

・��豪雨時には、県
や市町村への情
報提供

・�資材、機器の把握・手配
・�緊急対策準備、
　無人化施工の準備
・�既設堰堤の効果量チェック
・�既設砂防ダムの除石
・�監視機器の緊急配置
・�県、市町村への情報提供

・�リアルタイムハザードマップ
（プレアナリシス型）確認
・�緊急減災対策施設整備（施工
優先度・資材量を考慮して対
象施設を決定）

・�県、市町村への情報提供

・�リアルタイムハザードマップ（逐次計算型）の実施
・��県、市町村への情報提供

・��降灰、火砕流堆積物分
布に応じて、緊急対施
設、除石工等

・�県、市町村への情報供

図-2

情報収集

緊急除石の実施

緊急対策ドリルのイメージ

sabo vol.103 Jul.2010� sabo vol.103 Jul.2010



特集
火山災害

時間経過
（目安）

数ヶ月〜数日前 数時間〜1日 数年〜

噴火活動
の
想定

平常時 火山活動の高まり 前兆現象 噴火発生 噴火終息

・�深部へのマグマ
貫入？

・深部へのマグマの貫入
・火道内へのマグマ上昇
・火道浅部増圧
・熱水活動
・�高温ガス増加、火口高温化
・ごく小規模噴火

・�火道内へのマグマ上昇が加速 ・噴火発生（ブルカノ式噴火）
・噴煙急上昇
・火砕流の発生

・噴火規模の縮小

火山監視・
観測結果

山体深部の膨張
を示す地殻変動
（GPS）

・地震多発〈地震計〉
・地殻変動〈傾斜計・GPS〉
・�火映、有色噴煙
　〈目視・高感度カメラ〉

・�山頂浅部の膨張を示す地殻変
動〈傾斜計〉

・�BH型地震の急増〈地震計〉

・�高度数千mの噴煙〈高感度カメラ、レーダー〉
・�爆発地震〈地震計〉
・�空振（空振計）
・�爆発直後に山頂浅部の伸縮を示す地殻変動〈傾斜計〉
・�有色噴煙〈目視・高感度カメラ〉
・�多量のSO2放出が継続（DOAS）
・�火砕流〈目視・高感度カメラ〉

・�地震回数の漸減
・�山体膨張停止→縮小

土砂移動 ・��豪雨時の土石流
発生 ・�豪雨時の土石流発生 ・�豪雨時の土石流発生 ・�火砕流による融雪型火山泥流発生

・��降灰、火砕流堆積渓流からの土石流発生
・�土石流頻発が継続
・�徐々に発生回数減

県・市町
村の対応 ・�情報収集 ・�情報収集

・�情報収集
・�入山規制、レベルに合わせた
ゾーン内の避難準備

・�避難計画の確認・検討

・�警戒体制、警戒区域の設定
・�避難所開設、避難
・�被害の確認

・�被害の確認
・�避難解除

緊急減災
砂防計画

・�降雨対応／噴火
対応基本施設の
整備

・�通常期の警戒避
難基準雨量等の
体制

・��豪雨時には、県
や市町村への情
報提供

・�資材、機器の把握・手配
・�緊急対策準備、
　無人化施工の準備
・�既設堰堤の効果量チェック
・�既設砂防ダムの除石
・�監視機器の緊急配置
・�県、市町村への情報提供

・�リアルタイムハザードマップ
（プレアナリシス型）確認
・�緊急減災対策施設整備（施工
優先度・資材量を考慮して対
象施設を決定）

・�県、市町村への情報提供

・�リアルタイムハザードマップ（逐次計算型）の実施
・��県、市町村への情報提供

・��降灰、火砕流堆積物分
布に応じて、緊急対施
設、除石工等

・�県、市町村への情報供

図-2

被災避難経路の検討など

無人化施工による
対策の実施

データベース型RTHM
による想定被害

逐次計算型RTHMによる現象、
規模に合わせた想定被害

緊急時の防災対応に活用
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図-3

火山噴火緊急減災対策砂防計画策定
ガイドライン（平成19年4月）

緊急減災の検討

浅間山火山噴火緊急減災対策
砂防計画の作成

・中噴火時の融雪型火山泥流の緊急対策

浅間山火山噴火緊急減災対策
砂防計画の追加見直し

・�中噴火時の融雪型火山泥流の　　
緊急対策の見直し
・噴火後の土石流の緊急対策

浅間山火山噴火緊急減災対策
砂防計画の見直し

訓練の実施
・実地訓練
・RP防災訓練

中噴火を想定した
浅間山火山砂防計画検討

Plan（計画）

Act（処置・改善）

Act（処置・改善）

Plan（計画）

Do（実施・実行）

Plan（計画）

基
本
対
策
の
整
備

関係機関との連携
・浅間山HM検討委員会
・防災マップWG

基本対策の事業化の検討
・備蓄施設

緊急減災計画の追加検討
・その他の火山災害の対策検討
・施設構造

2009年2月2日
噴火以降の対応

Check（点検・評価）

Check（点検・評価）

Do（実施・実行）

PDCAサイクル（浅間山の例）
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せざるを得ない。しかし、次々と対策を実行しなければ
ならない防災担当者が余り慎重になりすぎると、対策実
施のタイミングを失ってしまうことにもなる。とくに砂
防担当者が、ハード対策を実施しようとしている場面で
は一定計画に基づく事業実施と異なり、局面の状況変
化に臨機応変に対応しなければならない。そこにあら
かじめ一定の状況を想定した対応方策が検討されていれ
ば、それをもとに状況に応じて部分変更などを施すこと
によって、少しでも早く実行に移せるものと期待される。
　緊急対策ドリルは、ハード・ソフト両対策ともに実施
されなければ意味のないものである。実行力を保持する
ために計画の適宜見直しも必要である。その場面ではた
んなる机上検討にとどまらず、見直し作業を定式化した
PDCAサイクルによる計画が有効であろう。PDCAサイ
クルとは、計画（Plan）→実行（Do）→点検・評価（Check）
→処置・改善（Act）という流れで管理するシステムのこ
とで、緊急減災対策に適合した手法と考えられる。
　さらに、点検・評価（Check）に当たっては、実際に情
報の流れに沿った判断チェックが重要である。これを
検証する手法の一つとして、ロールプレイング方式防災
訓練がある。浅間山で検討されている緊急減災対策で
は、PDCAサイクルとロールプレイング方式防災訓練が
併用されており、一定の成果が出ている図-3。

4.  緊急減災対策を実行可能とするために　　　　
──平常時からの準備

　ここまで述べてきたように、緊急減災対策の目的とす
るところはいかに実効性を高め、それを確保するかにか
かっているといっても過言ではない。噴火・土砂移動
シナリオを思考実験やイメージ・トレーニングとして
とらえ、緊急減災ドリルは火山砂防対策のための事例
集と位置付けるとともに、これらの結果が実際の噴火の
場面で実行可能としておかなければならない。
　そのために、噴火活動が始まる前の平常時からどのよ
うな準備をしておけばよいのであろうか。
　1990年から始まった雲仙普賢岳噴火において、砂防
部局では水無川の砂防計画基本構想を発表して大規模
な砂防堰堤群によって予想される土砂を捕らえて下流
域の被害を防止・軽減しようとした。しかし、実際に砂
防堰堤を建設しようとしてもその土地が確保されてい
なかった。度重なる火砕流によって警戒区域が設けら

れていたため、用地調査の立ち入りができなかったこと
も重なり、本格的な砂防堰堤の建設までに時間を要した。
　緊急減災対策では、この反省から砂防設備用地の確
保が重要な課題として挙げられている。借地にせよ買
収にせよ、火山噴火が始まってから交渉を始めたのでは、
局面の変化に対応することは困難と予想されるため、用
地取得は緊急ハード対策を実行するうえで最も重要な
課題である。平常時から土地の所有者や管理者と土地
使用や取得について調整しておかなければならない。
　火山災害対策は、噴火によって様々な被害が想定さ
れる。また、噴火活動が数年以上にわたって継続する
こともあり、地域の経済活動のみならず住民の生活にも
大きな影響を与える。とくに土砂災害は、噴火活動が
沈静化した後も引き続き発生することが知られている。
砂防部局の役割は、土砂災害から生命や財産を守るこ
とであるが、噴火活動終息後に速やかに地域の復興を
促すことも重要な役割である。被害を受けた施設や家
屋を再興するためにも、土砂災害に対する安全の確保が
第一である。噴火の継続中はもとより、そのような場面
において砂防部局のみであらゆる問題に当たることは
困難であり、関係機関などとの一層緊密な連携・協力
が求められる。これは平常時から培っておかねばなら
ない課題である。よく言われる「顔の見える関係づくり」
は災害が発生して慌ただしい時にはなかなか構築でき
ないと考えられる。お互いに周知の仲であれば、阿吽の
呼吸も生まれるのではないかと考える。
　その他にも、緊急減災対策の実効性を確保するため
に平常時から準備・調整しておくべき課題がある。ハ
ード対策に必要な資機材の確保・調達・備蓄、火山防
災ステーションの機能強化、情報通信網の整備と情報
の一元化によるスムースな共有化、火山データベース
の整備・運用、変化し続ける噴火活動や土砂生産環境
に対する適切な緊急調査手法の検討などが挙げられる。
それらの詳細は割愛するが、どの項目も噴火が切迫して
からの対応では間に合わないと考えられるため、綿密な
検討が必要である。
　今後は、緊急減災対策砂防計画の検討に当たり、本
論で述べた課題を常に意識しながらよりよい計画の策
定に向けて努力していきたい。

★参考文献
１� �気象庁編：日本活火山総覧（第3版），2005年3月
２� �火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン，国土交通省砂

防部，2007年4月
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STCが実施してきた火山噴火への対応

特 集 2

㈶砂防・地すべり技術センター 総合防災部

1    噴火の状況

　十勝岳（2,077m）は、北海道のほぼ中央部にあり十勝
岳連峰の中心に位置する活火山である。十勝岳の北西
山麓には美瑛川と富良野川の2流域があり、それぞれ美
瑛町、上富良野町の市街地に流入している。
　十勝岳付近の火山活動は20万年ほど前に開始し、現
在火山活動を繰り返している新期十勝岳の噴火は3,500
年前から始まった。20世紀には、3回のマグマ噴火が発
生している。①融雪型火山泥流が発生して144名の犠
牲者を出した1926年（大正15）の噴火、②噴石による死
傷者16名を出し、十勝岳東方の広範囲に降灰した1962
年（昭和37）の噴火、③積雪期に小規模なマグマ水蒸気
爆発が起こり、火砕サージ・火砕流により小規模な融
雪型火山泥流が発生し、美瑛川上流白金温泉地区など
の住民避難が4ヶ月間に及んだ1988年～1989年（昭和

63～平成元）の噴火である。1989年以降も、2004年（平
成16）2月と4月にごく小規模な噴火が発生し、2006年（平
成18）以降現在まで62-2火口浅部の膨張を示す動きが
確認されており、次期噴火が懸念されている。

2    STCが実施した内容

　1985年（昭和60）のネバド・デル・ルイス火山（コロン
ビア）の噴火にともなって発生した泥流災害が契機とな
り、十勝岳の噴火を対象として、1987年（昭和62）に北
海道開発局旭川開発建設部と北海道旭川土木現業所

（現・上川総合振興局旭川建設管理部、以下同様）が委
員会を設置し、火山泥流対策計画について検討を行い、
1989年3月に「十勝岳周辺火山泥流対策基本計画（案）」
を策定し公表した。
　当センターは、そのなかの一環として北海道開発局

　現在、我が国には108の活火山があり、そのうち、火山砂防事業で対象としている火山は29火山である。
当センターでは1977年（昭和52）に噴火した有珠山の対応を皮切りに、1988年〜1989年（昭和63〜平
成元）の十勝岳、1991年〜1996年（平成3〜平成8）の雲仙普賢岳、1998年（平成10）噴火未遂の岩手山、
2000年（平成12）有珠山、三宅島、2004年、2009年（平成16年、21）の浅間山、2006年（平成18）の桜島等、
火山噴火に対応してきた。
　本報告では、十勝岳、岩手山、浅間山、桜島、樽前山におけるSTCで実施してきた火山噴火への対応
を示す。十勝岳では1988年〜1989年（昭和63〜平成元）噴火時の美瑛川、富良野川における緊急ハー
ド・ソフト対策及びその後の基本対策への対応、岩手山では1998年（平成10）噴火未遂後のハザード
マップ作成や火山砂防基本計画の検討、浅間山では2004年（平成16）噴火後に実施してきた防災マッ
プ作成やロールプレイ方式防災訓練の検討、桜島では2006年（平成18）の昭和火口からの噴火への対応、
樽前山では樽前山火山噴火基本計画及び緊急減災対策砂防計画の検討について示す。

Ⅰ 十勝岳 ──融雪型火山泥流に対応した緊急対策の実施
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旭川開発建設部と北海道旭川土木現業所からの受託で
火山砂防計画の検討に取り組み、大正泥流の発生・発達・
流下過程の検討と、その結果を反映させた数値シミュ
レーションの実施、施設配置計画の検討等を行った。
　計画の概要がほぼまとまった1988年12月に、十勝岳
が26年ぶりに噴火した。行政機関は、委員会での議論
を緊急対応に活用し、1989年1月には既設堰堤堆積土
砂の除石工事を開始するなど迅速な対応がなされた。
　基本計画策定後も、計画施設整備を進めていくなか
で、富良野川に計画された透過型砂防堰堤や低ダム群
の数値シミュレーションによる機能評価、富良野川3号
砂防堰堤の嵩上げ改良など、高度な技術力を必要とす
る検討を当センターが引き続き実施した。特に、富良野
川3号砂防堰堤の嵩上げは、砂礫地盤におけるフローテ
ィング形式のハイダムであり、設計対象とする泥流ピー
ク流量が4,200㎥/sと大規模な泥流流下が予想され、こ
のような大規模泥流の流下・越流時の挙動は当時不明
であった等、技術的に困難な課題が山積していた。当
センターは、構造形式決定から水理模型実験等による
堰堤細部検討など一連の高度な技術検討により多段落
差方式の嵩上げ改良を提案し、技術的課題を解決した。
なお、富良野川3号堰堤の嵩上げ工事は平成11年度よ
り着手され、平成22年度に完成する予定である。
　十勝岳のソフト対策に関しては、火山ハザードマップ、
火山監視システムや防災体制づくり、地域住民・観光
客やマスメディアへの理解を深める周知・啓発などが
求められていたため、当センターは北海道旭川土木現
業所からの受託業務のなかで、火山災害予想区域の設
定、火山監視・観測機器配置計画の検討、十勝岳火山
噴火警戒避難対策マスタープラン（素案）の作成などを

行った。その後も、防災啓発のための一般向けおよび子
供向けパンフレットの作成、火山現象CGの作成、教育
関係者への説明会など、北海道旭川土木現業所が実施
した火山防災教育に協力した。また、2006年に上富良
野町から公表・配布された「十勝岳火山防災マップ」を
作成し、地域防災力の向上に寄与した。
　その他、基本計画策定後の新知見をもとにした大正
泥流の土砂移動実態再検討や、北海道旭川土木現業所
と地元上富良野町の防災事業に関する情報交換の場の
構築に支援した。

3    現在の状況

　十勝岳の砂防事業は、1989年に策定された「十勝岳周
辺火山泥流対策基本計画（案）」に基づいて、旭川開発
建設部ならびに旭川土木現業所によりハード・ソフト
対策施設の整備が進められ、火山災害に対して地域の
安心・安全の向上に寄与している。ただし、計画で対象
とする融雪型火山泥流の量が膨大で、計画砂防施設の
整備率は美瑛川で約７割（平成21年度末時点）、富良野
川で約５割（平成22年度末時点）であり、施設整備の完
了には未だ至っていない状況である。
　そのため、施設整備が完了する前に火山噴火が発生
した場合には、できるかぎり被害の軽減を図るためのハ
ード対策及びソフト対策からなる火山噴火緊急減災対
策を実施する必要がある。当センターでは、昨年度まで
に、北海道開発局旭川開発建設部と北海道旭川土木現
業所からの受託業務として、「火山噴火緊急減災対策砂
防計画策定ガイドライン（2007年4月）」に基づいた「十
勝岳火山噴火緊急減災対策砂防計画」の検討を実施し

特集
火山災害

写真-Ⅰ-1 1988年12月25日深夜に発生した火砕流（旭川地方気象台撮影）★1 写真-Ⅰ-2 富良野川3号堰堤の嵩上げ工事状況（平成20年7月撮影）
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ている。このなかでは、噴火に伴う土砂移動現象につい
て整理し、対策方針の設定や緊急時に実施するハード
対策・ソフト対策・緊急調査について検討した。また、
緊急時に実施する対策の実効性を高めるために、平常
時からの準備事項について取り組むべき内容を具体的
に整理した。さらに、緊急減災対策に必要な関係機関
の情報共有、顔の見える関係の構築などの役割を担う「十
勝岳減災行動ワーキンググループ」の設置を提案した。
　当センターの緊急減災検討結果は、平成20年度から
北海道開発局旭川開発建設部と北海道旭川土木現業
所により設置された「十勝岳火山噴火緊急減災対策砂

防計画検討委員会」に諮られ、「十勝岳火山噴火緊急減
災対策砂防計画に関する検討報告書」としてとりまと
められた。
　また、「十勝岳減災行動ワーキンググループ」において、
火山噴火緊急減災対策砂防等の対策開始・中止等のタ
イミングの設定、判断の参考とする行動指針の検討が
行われる予定である。

★出典
１� �「十勝岳との共存～富良野川火山砂防事業のとりくみ～2004」，

北海道旭川土木現業所富良野川出張所，2004年3月

1    1998年（平成10）当時の状況

　岩手山は盛岡市の北西に位置し、古い山体である西
岩手山と比較的新しい山体である東岩手山からなる複
合成層火山である。過去には1686年の噴火による融雪
型火山泥流、1732年の焼走溶岩の流出など有史以来数
回の噴火があったが近年は顕著な火山活動はなく、街の
シンボルとして「南部片富士」とも呼ばれて登山や観光
など地元住民に親しまれていた。
　ところが1998年（平成10）2月から岩手山地下での地
震活動と地殻変動が活発化し始め、その後も火山性地
震が急増したため4月29日、6月24日と臨時火山情報（当
時）が発表され、7月1日には入山禁止措置が執られるな

ど、噴火に対する備えがにわかにクローズアップされた。
　もともと岩手山周辺では、八幡平山系直轄火山砂防
事業として砂防えん堤の整備などが建設省岩手工事事
務所（当時）によって進められていたが、火山噴火が差し
迫った段階で、限られた時間内で膨大な対策をどうやっ
て優先度をつけて誰が実行するのか、という問題に岩手
県をはじめとする関係者は直面することになった。

2    短期間でのハザードマップの作成

　岩手山に関しては、火山噴火警戒避難対策事業の一
環として当センターが受託した業務において、過去最大

Ⅱ 岩手山 ──噴火が切迫した状況下でのハザードマップ作成

西岩手山の水蒸気爆発を想定した火山防災マップ写真-Ⅱ-1 岩手山と焼走溶岩 図-Ⅱ-1
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規模の噴火を想定したハザードマップの原案が1998年
3月には作成されていた。
　しかしながら、過去の実績および当時の火山活動状
況から想定すると西岩手山からより小規模な噴火をす
る可能性が高いこと、関係者からの「当面の防災対策の
基礎になるものを」という声に答えて、岩手県から受注
した業務のなかで、7月8日に「岩手山火山災害対策検討
委員会」を立ち上げ、西岩手山の水蒸気爆発を想定した
ハザードマップを約２週間で作成・公表した。
　①土石流や降灰の数値シミュレーションの開発と適
用実績をもとに、②他火山の検討も参考にした噴火形
態や噴出量など条件設定をするなどの経験を駆使し、
③地形データの作成や計算結果の図化など膨大な作業
を短時間で行う体制をとり、④学識経験者や国・県、関
係機関と意見を調整しながら作業をすすめ、緊迫した状
況下にもかかわらず短時間で作成することができた。

3    火山砂防計画の検討

　その後も岩手山の火山活動は続き、1998年7月10日
に臨時火山情報第3号が発表され、9月3日には山麓の
雫石町では震度６弱の地震が起きた。
　そのような緊迫した状況のなかで検討委員会を繰り
返し開催し、住民や報道機関からの問い合わせも増えて
いった。当センターは県や市町村が主催する住民説明
会や委員会後の記者会見などの説明資料作成など技術
的な支援と同時並行で、冬期の融雪型火山泥流をも対
象とした岩手山全体の火山防災マップと説明用のハン
ドブックの検討を進め、これらを作成・公表したのは10
月9日であった。
　「当面の防災対策の基礎となるマップ」が完成した段
階で、関係機関は具体的な防災対策に移行し、消防・警
察・治山などがそれぞれマップを元とした独自の対策
計画を作成していくなかで、総合的な対策として「岩手
山火山防災対策ガイドライン」を検討委員会がとりま

写真-Ⅱ-3写真-Ⅱ-2

特集
火山災害

ハード対策の事例（西根床固工群） 静穏期の景観保全に配慮した間伐材を利用した床固工・渓
流保全工

火山防災情報ステーション（イーハトーブ火山局） 火山防災情報ステーション内の展示例写真-Ⅱ-5写真-Ⅱ-4
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とめた。
　当センターは、その一環として岩手工事事務所から
の受託で岩手山火山砂防計画の検討に取り組み、砂防
堰堤や遊砂地など土石流と融雪型火山泥流に対応した
施設配置計画の検討、監視カメラなど監視機器の配置、
火山防災対策の基地となる監視センターの検討を行っ
た。
　2000年（平成12）3月にはこの検討成果を元にして「岩
手山火山砂防計画書（案）」が作成され、それに従って国
土交通省によるハード・ソフト対策が現在に至るまで
着々と進められている。

4    その後

　2000年の春以降、岩手山の火山活動も次第に静穏
化していき2004年（平成16）7月には活発だった西岩手
山の噴気も衰えて現在にいたっている。しかしながら、
2000年に有珠山と三宅島が、2004年に浅間山、2006年
に桜島が噴火するなど日本各地の火山活動が活発化し
ていること、そもそも火山防災は緊急時の対応と同様

に平常時からの取り組みが重要であることから、岩手山
における火山砂防事業は継続され現時点では砂防施設
及び治山施設106基、監視機器58基が整備されている。
　その他、学識経験者、行政担当者、報道関係者によ
る勉強会は岩手大学を中心に「INS岩手山火山防災研究
会」として10年以上も行われており、担当者が変わって
も「顔の見える関係」を維持している。
　このような積み重ねを元に、岩手山では次の段階の火
山砂防として「火山噴火緊急減災対策砂防計画」を検討
中であり、当センターも岩手河川国道事務所からの受
託を受けて、事務局として噴火シナリオや緊急対策ドリ
ルの検討、対策施設の効果評価や優先度設定などの検
討業務を行っている。

★参考文献
�◦���「1998年岩手山噴火危機対応の記録」国土交通省東北地方整備局岩手

河川国道事務所、岩手県

1    噴火の状況

　浅間山（標高2,568m）は、群馬県吾妻郡嬬恋村と長野
県北佐久郡軽井沢町及び御代田町の境にある安山岩質

の複合火山である。浅間山の麓には多数の別荘や観光
施設等が展開し、訪れる観光客は年間300万人といわれ
ている。
　浅間山で歴史に残る大きな噴火としては、天仁と天明

Ⅲ 浅間山 ──国、県及び市町村と一緒に実施した防災マップ・訓練の実施

2009年噴火の様子 浅間東カメラが捉えた火映（2月2日） 南南東斜面の火山灰堆積状況（2月2日）（写真提供：国土交通省利根川水系砂防事務所）写真-Ⅲ-1
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の大噴火が知られている。このうち1783年（天明3）の噴
火では、大量の軽石（浅間A軽石）が噴出し、吾妻火砕流、
鎌原土石雪崩、鬼押出し溶岩流により、犠牲者は1400
名以上に及んだといわれている。明治以降も活発に噴
火活動を続けており、最近では、2004年（平成16）3月に
約21年ぶりとなる噴火が発生し、大規模な噴火災害に
は至らなかったが、降灰による農作物への被害、一部の
住民が自主避難するなどの影響が出た。また、2009年

（平成21）2月にも小規模な噴火が発生し、噴火警戒レベ
ルが3に引き上げられた。この噴火による火山灰は上空
の偏西風に流され、首都圏を中心とする南関東の広い
範囲でも確認された。浅間山は火山活動の活発な火山
のひとつであると共に、関東圏にも影響を与える可能性
のある火山である。

2    STCが実施した内容

◦火山砂防計画の検討

　当センターでは大規模噴火を対象とした火山砂防計
画の検討業務を行っており、平成16年度からは、発生
頻度の高い中規模噴火を対象として、噴火活動の時系

列変化に応じた緊急減災砂防計画の検討を進めている。

◦火山防災マップやハザードマップの作成

　噴火災害に対しては、砂防事業とともに自治体によ
る防災対策と住民の防災意識の向上がきわめて重要で
ある。そのためのツールとして、ハザードマップや火山
防災マップが有効であり、当センターは、浅間山火山防
災マップ策定ワーキンググループ（浅間山火山防災対策
連絡会議の下部組織）の運営を支援する共に、浅間山噴
火に伴い発生する現象の数値シミュレーションの実施
など技術的支援を行い、2004年噴火での課題や噴火警
戒レベルに対応した火山防災マップを作成した。
　また、刻一刻と状況が変化する火山活動時の緊急対
策や防災対策を効果的に実施するためのリアルタイム
火山ハザードマップ作成システム（プレアナリシス型お
よびリアルタイムアナリシス型）を作成した。

◦ロールプレイング方式防災訓練の実施

　防災担当者の経験が乏しく広域な被害が発生するお
それがある火山災害に対しては、机上検討とともに状
況判断型であるロールプレイング方式防災訓練（以下、

特集
火山災害

浅間山の火山防災マップと立体ハザードマップ

浅間山火山防災マップ（2010年改訂版）

浅間山立体ハザードマップ

プレアナリシス型

リアルタイムアナリシス型

図-Ⅲ-1 リアルタイムハザードマップ作成システム表示画面一例図-Ⅲ-2
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RP防災訓練）による対応力の向上と課題の把握が有効
である。当センターは2006年（平成18）より、市町村・県・
警察・消防などが参加する、浅間山の火山災害を対象
としたRP防災訓練の企画運営を、関係機関の防災対策
の検討の進捗状況や解決すべき課題を踏まえながら実
施している。平成21年度は自衛隊の参加も得て、より
広域の災害が想定される噴火警戒レベル4～5の防災対
応についてRP訓練が行われた。

3    現在の状況

　浅間山では土地利用状況等の制約条件により、砂防
施設の整備は限られた渓流において補助事業で実施さ
れている。噴火が発生した場合に想定される土砂移動

現象に対して、緊急時の対策だけで被害を防ぐのは困難
であるため、平常時から計画的な基本対策の整備と緊
急減災対策のための準備事項および緊急時のハード対
策により、効果的に減災を図る必要がある。また、有事
の際には浅間山周辺自治体との協力が必要不可欠であ
ることから、RP防災訓練などの継続的な実施が求めら
れる。
　このような課題は、経験と対策の積み重ね等により随
時見直されるべき性格のものであり、毎年検討を加え必
要に応じて修正するPDCAサイクルのなかでスパイラル
アップを図ることが必要とされる。当センターは、今後
も浅間山の火山防災を考えていくための技術的支援を
行っていきたい。

1    2006年（平成18）当時の状況

　桜島は姶良カルデラ（南北17km、東西23km）の南縁
部に生じた成層火山で、北岳、中岳、南岳の３峰と権現
山、鍋山などの側火山からなり、人口が密集する鹿児島
市の市街地に近接している。過去には「天平」、「文明」、

「安永」、「大正」、「昭和」などの大規模な噴火が発生し、
これらすべての噴火は側噴火で大量の溶岩を噴出した。
また、噴火は溶岩流だけでなく、大量の火山灰を放出し、
島内のみならず広域に降灰をもたらした。
　南岳の山頂火口は1955年（昭和30）10月の爆発以来、

今日まで長期間にわたって活発な噴火活動を続けてお
り、噴出物（火山ガス、火山灰、火山礫・噴石など）や爆
発時の空振、二次災害としての土石流などにより各方
面に被害を及ぼしていることから、1955年以降現在ま
で南岳山頂火口から2km以内は立入禁止区域となって
いる。
　このような状況のなか、2006年（平成18）6月4日、58
年ぶりとなる昭和火口での小規模な噴火が発生した。
その後は、活動活発化の兆候が見られたために、立入禁
止区域の拡大を図るなどの処置が必要となった。

Ⅳ 桜島 ──昭和火口の噴火に対応した緊急対策

RP方式防災訓練の様子 （コントローラー） （プレイヤー）写真-Ⅲ-2
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2    ハザードマップの作成

　桜島では、火山砂防事業の一環として当センターが
受託した業務において、2004年（平成16）2月に桜島火
山防災検討委員会を立ち上げて、大規模噴火や中規模
を想定した「桜島火山防災マップ」を2006年3月に作成
した。
　2006年6月4日以降から継続している噴火活動に対応
して6月14日には「桜島火山爆発災害対策連絡会議」が
開催され、昭和火口は今後も活発な噴火活動による噴
石や火砕流の発生、降雨による土石流の発生などが予
想されることから、立入禁止区域を現在の南岳山頂の
火口から2kmの範囲に加えて、昭和火口から2kmの範
囲に拡大するように連絡会議によって鹿児島市に助言
がなされた。
　鹿児島市は2006年3月に作成した「桜島火山防災マップ」
に新たな立ち入り禁止区域を追加表示して、関係機関に

「桜島立入禁止区域の拡大について」として配付した。

3    噴火による被害軽減への取り組み

　6月4日以降、火山活動は継続しており、6月12日には
火山活動度レベルが２から３に引き上げられることを
内容とする臨時火山情報第1号が発表された。また、6
月15日には有村川で土石流が発生し、これ以降、土石
流が繰り返し発生した。このような状況のなかで、「桜
島火山爆発災害対策連絡会議」や「桜島火山対策協議会」
が開催され、次第に住民や報道機関からの問い合わせも
増えていった。
　6月以降の噴火活動を踏まえて、鹿児島県などの防災
関係機関から火砕流に対する数値シミュレーションの

要望があり、当センターでは火砕流や溶岩流、噴石の数
値シミュレーションを実施し、防災関係機関に対して技
術的な支援を行った。
　その後、当センターでは桜島火山防災検討委員会危
機管理検討部会において、平成16年度に作成した「桜島
火山災害予想区域図集」や噴火災害シナリオをベース
に、噴火の初動期における各防災関係機関の役割や行動、
防災対応時に各防災関係機関で必要となる情報につい
て時系列的対応を軸とした整理を行った。
　また、桜島火山防災検討委員会火山防災啓発検討部
会では、大規模噴火に対する広域的な被害を示した「桜
島広域火山防災マップ（案）」を作成し、関係市町村に配
布した。
　これまでに作成した成果はソフト対策に大きく貢献
するとともに、各防災関係機関の担当者が集まって会
議を重ね、議論してきたことにより、担当者が変わって
も「顔の見える関係」が築かれている。

4    その後

　2008年（平成20）2月以降も小規模火砕流や降灰が発
生し、現在も噴火活動は継続中であり、噴火警戒レベル
も３のままで継続している。
　火山防災は、緊急時の対応と同様に平常時からの取
り組みが重要であることから、砂防施設の計画的設置
はもとより、監視機器の整備も強化されている。
　このような対応を踏まえて、桜島噴火による被害の
軽減を図るべく「火山噴火緊急減災対策砂防計画」を
PDCAサイクルにより実践的、効率的な緊急減災対策
となるように検討を行っている。

特集
火山災害

桜島の立入禁止区域の拡大について写真-Ⅳ-1 桜島の全景 図-Ⅳ-1

sabo vol.103 Jul.2010 sabo vol.103 Jul.2010 1�



1    樽前山の活動状況

　樽前山（1,041m）は、札幌市の40km南方に位置し、
約40,000年前の支笏火山の噴火後に形成された直径約
12kmの支笏カルデラの東南縁に誕生した活火山である。
　樽前山の南側～東側には、JR室蘭本線、北海道縦貫
自動車道（道央自動車道）、東側には新千歳空港、苫小
牧港があり、南東部には、人口約17万人（2008年）の苫
小牧市が分布する。
　樽前山の火山活動は、約9100年前から始まり、樽前
山の山体は、約2500年前の3回の噴火で形成された。
　有史以降では、1667年、1739年、1804～１817年等
に大～中規模噴火を発生させ、周辺地域に重大な荒廃
をもたらした。また、1909年（明治42）の中噴火では現
在の溶岩ドームを形成し、近年においても1978年（昭和
53）5月に小噴火、1990年（平成2）以降は溶岩ドームの
壁面崩落や地震活動、地温上昇などの火山性異常が観
測されるなど、北海道内でも有数の活動的な火山である。

樽前山の山体は、大量の軽石や火砕流堆積物で構成さ
れており、非常に脆弱であることから、土砂災害が発生
しやすいと考えられている。

2    これまでの検討事項

　樽前山では、1991年（平成3）からは学識経験者と行政
担当者から構成される「樽前山火山砂防基本計画検討
委員会」による火山砂防基本計画の検討が進められて
おり、当センターでは、検討業務を受託してきた。過去
の噴火実績や他火山の噴火事例を基に適切な計算条件
を設定し、数値シミュレーションを実施するなどの技術
を駆使して、その結果を基に、火山災害予想区域図の詳
細検討を実施した。また、遊砂地・砂防ダム等の火山
砂防施設配置や景観・環境への影響について詳細な検
討を実施してきた。
　とくに覚生川では、数値シミュレーションによる砂防
施設の効果検証や、水理模型実験による「覚生川3号遊
砂地」の詳細検討を実施し、施設構造や施工に有効な情
報を提供してきた。
　また、樽前山警戒避難対策計画検討業務として火山
監視システム配置計画や整備計画の検討に携わり、樽
前山全体の防災システムの実現に貢献した。そして、

Ⅴ 樽前山──火山砂防基本計画と緊急減災対策

年代
火山現象

マグマ
噴火

水蒸気
噴火

降下
火砕物 火砕物 溶岩

ドーム
1978-1981年 ◯ ◯

1944-1655年 ◯ ◯

1917-1936年 ◯ ◯

1909年 ◯ ◯ ◯

1874年 ◯ ◯ ◯

1867年 ◯ ◯ ◯

1804-1817年 ◯ ◯

1739年 ◯ ◯

1667年 ◯ ◯

休止期

約2000年前 ◯ ◯

約2500年前 ◯ ◯

約2500年前 ◯ ◯

休止期

約9100年前 ◯ ◯

樽前山の位置図図-Ⅴ-1

樽前山山頂の溶岩ドーム（平成21年9月16日撮影）写真-Ⅴ-1

樽前山の活動史表-Ⅴ-1
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1999年（平成11）には、これらの検討結果を取りまとめ、
「樽前山火山砂防基本計画（素案）」を作成した。

3    施設整備状況

　樽前山では、平成6年度の樽前山火山砂防事業の直
轄化を受け、「樽前山火山砂防基本計画（素案）」を基に
直轄事業区域内で施設整備が進められており、有珠川、
錦多峰川、覚生川等に砂防施設が配置されて、流域の
安全向上に寄与している。また、監視カメラや土砂移
動検知センサー、雨量計等が随時設置されており、樽前
山の監視観測体制の整備が進められている。
　覚生川では、融雪型火山泥流等の流下を防ぐために、
1995年～2003年（平成7～15）にかけて「覚生川3号遊砂地」
が整備されている。この施設は、円形のセルダム構造で、
水通し部にはスリットが設けられており、火山泥流発生
時に効果を発揮する施設である。

4    現在の検討事項

　火山砂防施設は、平常時から整備を進めることによ
り、火山噴火時の被害を防ぐことができると考えられる
が、火山砂防施設の整備には多くの時間と費用がかか
り、現状の整備ではまだ不十分な状況である。そのため、
施設整備が完了する前に火山噴火が発生した場合には、
効果的な減災対策を実施する必要がある。
　当センターでは、平成21年度までに、北海道開発局

室蘭開発建設部等からの受託業務として、「火山噴火緊
急減災対策砂防計画策定ガイドライン（平成19年4月）」
に基づいた「樽前山火山噴火緊急減災対策砂防計画」の
検討を実施した。このなかでは、噴火に伴う土砂移動
現象について整理し、対策方針の設定や緊急時に実施
するハード対策・ソフト対策・緊急調査について検討
した。また、緊急時に実施する対策の実効性を高めるた
めに、平常時からの準備事項について整理した。
　覚生川での緊急減災対策として、「覚生川3号遊砂地」
では、火山噴火時に施設効果を最大限に発揮できるよ
う、大型土のう・コンクリートブロックによる緊急スリ
ット閉塞工や、効果量を増加させるための堆砂敷の掘
削工等の緊急対策が検討された。
　また、平成21年度、北海道開発局室蘭開発建設部で
は、緊急対策の実効性を高めるために、緊急対策用資材
の備蓄を開始した。

5    今後の展望

　火山噴火時に円滑な緊急減災対策等を実施するため
には、平常時から必要な情報交換、関係機関との連携・
調整等を実施する必要がある。そのため、平成21年度
には「樽前山火山減災行動ワーキンググループ」が設置
され、“平常時から顔の見える関係づくり”が進められて
おり、今後は、火山噴火時の情報共有方法や緊急対策
開始・中止のタイミング等の検討が進められていく予
定である。

特集
火山災害

緊急減災対策のイメージ写真-Ⅴ-3

数値シミュレーション結果（（覚生川：融雪型火山泥流））図-Ⅴ-2

覚生川3号遊砂地の状況写真-Ⅴ-2
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リアルタイム
ハザードマップ作成
システムについて
吉田 真也
よしだ しんや

（財）砂防・地すべり技術センター 総合防災部 技術課長代理

特 集 3
1    リアルタイムハザードマップの必要性

　日本は108の活火山がある世界有数の火山国であり、
温泉や登山・観光など火山の恵みを受けていると同時
に、1990年の雲仙普賢岳、2000年の有珠山、三宅島、
2004年・2009年の浅間山、2006年以降の桜島昭和火
口からの噴火など、各地で噴火による災害を受けている。
　このような火山災害に対しては火山砂防事業として、
平常時からの施設整備や監視機器の配置、関係機関と
の情報共有システムの構築や防災対応のロールプレイ
訓練などが行われている。そして対策の前提として「噴
火した場合、どのような現象がどこまで影響が及ぶか」
を示した火山のハザードマップが約30の火山で整備さ
れている図-1。
　しかしながら、火山噴火による災害の特徴として、①
噴火様式・発生する現象が多様、②発生頻度が低く災
害経験が伝わりにくい、③噴火前の予知予測が難しい、
④多数の犠牲者を出す大規模な災害になる、⑤災害が
長期化する、が挙げられている★1。その他にも2000年
の有珠山噴火のように山麓に新たに火口が形成され、し
かも山体の一部が隆起して地形が変化する例や写真-1、
1990年の雲仙普賢岳、2000年三宅島のように当初は溶
岩流の流出が予想されていたが、実際には火砕流や火
山ガスなど想定外の現象が発生する例など、⑥噴火の最
中に状況が変化する、という特徴ももっている。
　現在整備されているハザードマップは、過去の噴火実
績などからある決まった噴火形態・現象を想定してそ
の影響範囲が示されたものである。そのため想定外の
火口から噴火し、火山活動により山体が隆起して流路
が変わるなどの状況変化に対しては、改めてハザードマ
ップを作り直し、住民・防災関係者に配布するという非
常に手間のかかる作業が必要になる。非常に手間はか
かるが、このハザードマップに基づく情報共有をしない
と、交通規制や住民避難、対策施設の設置など多様な
火山防災対策がバラバラに行われることになり期待し
た効果が得られない。もしも噴火して時々刻々と状況
が移り変わっていった場合には、毎日のように状況に応
じて新しいハザードマップを作成・公表することにな
り、紙とペンによる作成方法では速度も精度も間に合わ
ない可能性がある。
　そこで時々刻々移り変わる火山活動と土砂移動現象
に対して、対策の基礎となる情報（影響範囲や到達速度写真-1 火山活動により地面が隆起した有珠山麓

図-1 火山ハザードマップが整備されている火山

砂防事業で
ハザードマップが
整備されている火山
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など）を、できるだけ早くハザードマップの形で出力す
る手段が、リアルタイムハザードマップ作成システムで
ある。

2    リアルタイムハザードマップ作成システムとは

　リアルタイムハザードマップ作成システムについて
は、国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術
研究センターが中心となり、平成15年から検討を行っ
ている。それは「想定される噴火に対してはあらかじめ
ハザードマップを作成しておき、いざという時にはその
なかから最適なものを検索する」「想定外の噴火に対し
ては新しい条件で数値シミュレーションを行い、可能な
かぎり早くハザードマップを作成する」という二通りの
考え方に基づいており、前者をプレ・アナリシス型（事
前データベース型）、後者をリアルタイム・アナリシス
型（逐次計算型）と呼んでいる。プレ・アナリシス型、リ
アルタイム・アナリシス型ともに、ハザードマップを作
成するまでの手順としては、情報収集→格納→解析→
表示という段階を踏んで行い、具体的な作業内容は以
下の通りである。
　日本の代表的な火山については、噴火形態や発生す
る現象、その影響範囲などはすでに噴火シナリオやハ
ザードマップの形で整理されている。そのためこの2つ
の方式の使い分けとしては、実際の噴火時にはプレ・ア
ナリシス型システムによりあらかじめ想定したシナリオ
から選択することが、ほとんどの場合は可能であると考

えられる。
　ただその場合は実際の火山活動は予測が困難である
が、火山観測により選択条件としての情報を入手できれ
ば、①噴火場所→②噴火様式（現象）→③噴火規模とい
う流れで対応するマップを絞り込むことが可能である。
　ただし、火山活動に伴う地形の変化や想定外の現象
が発生した場合は、例えば新たに形成された流路・谷地
形のデータをレーザープロファイラー航測などで取得
し、他火山で発生している現象と比較するなど検討をし
たうえで、リアルタイム・アナリシス型システムを局地
的に適用することが必要である。

3    プレ・アナリシス型システム

　リアルタイムハザードマップ作成システムのうちプ
レ・アナリシス型システムは、前述したとおり事前の想
定によりハザードマップを作成・格納しておき、噴火時
の火山活動状況に応じて条件検索し、最適なハザード
マップを表示するシステムである。特徴としては、

〈長所〉
◦ 数値シミュレーションをする必要がなく、検索条件の

設定さえできればきわめて短時間で防災対策に必要
なハザードマップを提示できる。

◦ 想定される全てのハザードマップを重ね合わせて、噴
火により危険な範囲全てを示す可能性マップを作成
できる。

◦ 数値シミュレーションに関する知識がなくても、火口

想定された複数の噴火シナリオに対して予めハザー
ドマップを作成し、その情報をGIS上に格納しておき、
火山の活動状況に応じて必要なマップを検索し、保
全対象や通行規制区間などと重ね合わせて表示可能
なシステム

プレ・アナリシス型

火山活動にともなう地形の変化や、噴出物の物性、量
等に対応して数値シミュレーションによる氾濫計算
等を行い、ハザードマップを随時迅速に作成し、Web
上での表示や動画、鳥瞰図など分かりやすく表示可
能なシステム

リアルタイム・アナリシス型

プレ・アナリシス型 リアルタイム・アナリシス型

情報収集 ◦噴火シナリオの想定　◦ハザードマップの作成 ◦火山活動状況の把握　◦計算パラメーターの想定

格納 ◦データベースやGIS上にハザードマップを格納 ◦�地形データ、流量データ、パラメーターをシステムに入力

解析 ◦火山活動状況から、最適なハザードマップを選択 ◦�数値シミュレーションプログラムにより、　ハザードマ
ップを作成

表示 ◦GIS上で保全対象分布などと重ね合わせて表示　◦動画や鳥瞰図などで表示・Webを通じて関係者に配信

表-1 各段階での作業内容

図-2 リアルタイムハザードマップ作成システム

特集
火山災害
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の位置や噴火規模などから比較的簡
単に検索条件を設定できる。

〈短所〉
◦ あらかじめ想定される全てのハザ

ードマップを作成する必要があり、
膨大な時間と費用がかかる。

◦ 火山活動が推移する場合、特に地
形の変化があった場合は、改めて
ハザードマップを作成する必要が
あり、短時間では対応できない。

◦ 降雨量や積雪深など、火山活動以
外の条件が変わる土石流や融雪型
火山泥流などでは、全てのハザー
ドマップを作成することができな
いので、ある程度割り切って条件
設定をせざるを得ない。

　上記の長所・短所を踏まえると、こ
のシステムを運用する際のポイントは、

①想定されるハザードマップを事前に網羅できるか

②火山活動状況から検索条件をどのように設定するか

③防災対応上使いやすい形で重ね合わせ表示ができるか

　の３点であり、これまでプレ・アナリシス型システム
が整備されてきた浅間山などでは、以下のような工夫が
なされている。
① 噴火シナリオ、火山砂防基本計画、火山防災マップ、

火山監視システム配置計画などを作成する際に検討
された個別のハザードマップを、その都度Shapeなど
GISに乗る形にファイル変換し、またハザードマップ
を作成した時の条件と合わせて整理することによっ
て、一元的に管理された火山データベースを構築して
いる。

② 市町村の防災担当者など火山に関する知識があまり
ない使用者でも、公表される噴火警戒レベルそのもの
を検索条件として使用できる「簡易検索」と、詳細な
火山活動状況、気象状況に応じて検索条件を設定で
きる「詳細検索」に区分するなど、検索メニューの作
り込み方をそれぞれの火山の特徴に合わせて工夫し
ている図-3。

③ 地形図に範囲を重ねた単純なハザードマップだけで
なく、背景図を航空写真や赤色立体地図と入れ替える、
噴火警戒レベルに応じて設定される交通規制区域や
避難対象区域などを重ね合わせるなど、GISの機能や

図-3 検索メニューを大きく２つに区分した例

図-4 航空写真を背景に交通規制区間とハザードマップを重ね合わせた例

図-5 印刷メニューと印刷イメージの確認
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既往の防災情報システムとシームレスにリンクする。
　またWebGISを使用してオンラインで情報提供すると
同時に、アナログ的な使い方にも対応できるようにA1
～ A4などの紙に印刷する機能も持っている図-4,5。

4    リアルタイム・アナリシス型システム

　火山活動状況の変化に応じて随時数値シミュレーシ
ョンを行い、ハザードマップを作成していくリアルタイ
ム・アナリシス型は、現在浅間山と桜島をモデルとして
作成されており、溶岩流、火砕流、火山泥流、土石流の
4現象について任意の地点から任意の条件で計算し、結
果を見やすく表示することが可能になっている。
　このシステムの特徴としては、

〈長所〉
◦ 地形変化や想定外の噴火に対しても追随でき、その

時の条件にあったハザードマップを数分～数時間で
作成できる。

◦ 噴火に対する緊急ハード対策施設を地形データに取
り込むことによって、施設効果を確認できる。

◦ 計算条件次第で、火山噴火の規模や火口位置、積雪深
などの気象条件をきめ細かく設定することができる。

〈短所〉
◦ 数値シミュレーションに使用する地形データについ

ては、使用目的に応じてメッシュ間隔を変えたものを
事前に準備しておく必要がある。

◦ 地形データ以外に必要な流量データ（ハイドログラ
フ）、物性値などのパラメーターをその場で設定する
必要があり、火山現象に関する知識が必要である。

◦ 火山活動や気象状況などシステム外部の条件の他に
も、数値シミュレーションに係わる内部の条件（計算
刻み時間など）を適切に設定しないと、計算が発散し
て正しい結果を得られない可能性がある。

◦ ある条件を与えても、それが妥当かどうかはシステム
内部ではチェックできず、不適切なハザードマップを
出力してしまう可能性がある。

◦ 数値シミュレーションの結果は数値であり、ハザード
マップにする段階で何らかの方法で人間に分かりや
すく、かつ防災対策の目的に合致した表現を工夫す
る必要がある。

　上記の長所・短所を踏まえると、このシステムを運用
する際のポイントは、

①�火山活動や気象状況、計算パラメーターなど条件設

定が短時間で適切にできるか

②�地形変化や施設効果などの地形データ、ハイドログ

ラフなどを簡単にかつ短時間に修正できるか

③�数値シミュレーションの結果を、分かりやすく、かつ

妥当性を検証できるような形で出力できるか

　の3点であり、それに対して現行のリアルタイム・アナ
リシス型システムでは、以下のような機能をもっている。
① 既往の計算実績や火山データベースから早見表やデ

フォルト値が入力してあり、その場での観測が難しい
物性値や計算パラメーターを半自動的に設定する。

② 画面上で直接地形データを修正することにより、砂
防えん堤の配置や流路の掘り込み、火山活動による隆
起など地形変化を、簡単に反映させることが可能であ
る図-6。

③ あらかじめ組み込まれた地形データをもとに、流量デ
ータ（ハイドログラフ）、計算パラメーターをWeb上で
設定して、短時間で数値シミュレーションを行い結果
までを自動的に動画にして、Web上でそのまま配信
できる。

　計算結果は、平面図の他にもランドマークとの重ね合
わせ、鳥瞰図、テキストファイルなど多様で分かりやす

図-6 ワイヤーフレーム表示で地形データを修正している例

図-7 鳥瞰図によるハザードマップの表示

特集
火山災害

流路に横断構造物を配
置した状況を、赤点部の
盛り上がりにより表現
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い方式で出力でき、それを元にしてGIS上での重ね合わ
せや詳細な動画を作成することも可能である図-7。

5    運用に当たっての課題

　リアルタイムハザードマップ作成システムは、火山活
動とそれに伴う土砂移動現象に対して、防災対策に必
要な情報を必要な精度で短時間に出力することを目標
としたシステムであるが、現時点ではある程度まで目標
を達成しており、いくつかの火山で整備と運用が進んで
いる。
　しかしながら、今後他の火山に対してもシステムを作
成・運用しようとすると、以下のような課題が残されて
いる。
①事前にデータの整備が必要
　 プレ・アナリシス型では噴火シナリオに対応した複

数のハザードマップを、リアルタイム・アナリシス型
では数値シミュレーションに必要な範囲の地形デー
タを、あらかじめ作成してシステム内部に取り組んで
おく必要がある。

　 これまでに作成した既往のハザードマップやレーザ
ープロファイラー航測による詳細な地形データが整
備されている火山は多いが、それでもシステムに格納
するためのファイル変換や座標指定、条件との関連
づけなどを、時間と費用をかけて行う必要がある。

② 火山活動の状況をどのように把握するか
　 火山性地震が頻発して明日にも噴火するかもしれな

いという状況でハザードマップを作成する場合、また
は噴火して溶岩流などが流れ始めた段階で作成する
場合、それぞれどのような現象がどんな規模と流量で、
どこからどんな物性値で流下するかを、人間が決めて
システムに入力する必要がある。

　 基本的にはこれらの条件は過去の噴火実績から類推
するが、噴火実績が乏しい火山も多く、また実績があ
っても噴火前にはそもそも予測が困難である。現象
が発生した後の観測については、気象庁や国土技術
政策総合研究所、土木研究所などが方法確立と機器
開発に取り組んでいるが、確定的なものはまだ出てき
ていない。

　 そのため、リアルタイムハザードマップ作成システム
を実際に運用するためには、火山活動状況の観測結
果からある程度の幅をもって推定する、基準をあらか

じめ決めておく、火山専門家と連携する、などシステ
ム外部での工夫が必要となる。

③運用体制の確立
　 ①のデータ整備、②の火山活動状況の把握とも関連

するが、システムを運用するためには平常時から担当
者、機器、費用、マニュアルなどを含めた運用体制を
確立しておく必要がある。行政の防災担当者の異動、
火山に関するあらたな知見への対応、日々のデータの
整備とメンテナンスなど、変化に対応できる体制、特
に人員配備を考えなければならない。

　 また火山活動に対応してハザードマップを作成する
際にも、緊急時に誰が条件を決めて、誰がシステムを
操作するのか、そしてその結果の妥当性を誰が判断し
て、どの範囲まで情報伝達するか、など運用機関内部
と連携先の外部にわたって権限と責任について整理
しておく必要がある。

④システム適用の限界
　 リアルタイムハザードマップ作成システムがあり、事

前データも運用体制も確立されているからといって、
あらゆる火山現象に対して必要な速度で必要な精度
の情報を提供できるとは限らない。

　 プレ・アナリシス型としてあらかじめ多数のハザード
マップを用意していても、そもそも火山活動は予測が
難しいものであり、適切な検索条件（たとえば火口位
置）を絞り込めない場合もあり得る。

　 またリアルタイム・アナリシス型で極端な例では、火
砕流が発生してその状況を見ながら流量や物性値な
どを決めて数値シミュレーションをしたとしても、そ
の頃には火砕流は麓まで流下しておりハザードマッ
プが火山災害予測図ではなく火山災害実績図になっ
てしまう場合もあり得る。

　 本質的な問題であるが、リアルタイムハザードマップ
作成システムはあらゆるツールと同様に万能ではな
く、その限界を知りながら使用する必要がある。

6    今後の方向性

　プレ・アナリシス型、リアルタイム・アナリシス型の双
方とも、前述したとおり実運用に当たってはいくつかの課
題がある。しかしながら、実際に火山活動が活発化しを緊
急対策実施する場合など、今後ますますリアルタイムハザ
ードマップ作成システムの必要性は高まる一方である。
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　 これを定期的に行うことにより、特にリアルタイム・ア
ナリシス型において条件設定の方法とその根拠、施設
効果の反映方法、計算結果の妥当性の検証など、短所
としてあげられた点の多くをカバーすることができると
期待される。

7    おわりに

　これまで火山活動とそれに伴う土砂移動現象に関する
防災対策のためのツールとしての、リアルタイムハザード
マップ作成システムについて紹介してきた。
　冒頭に挙げたハザードマップがすでに整備されている
火山では、現在、火山噴火緊急減災対策砂防計画が検討
されているが、この対策の効果評価や外部への説明など
にこのツールは非常に便利であり、また砂防事業以外の対
策にも利用できるため、今後リアルタイムハザードマップ
作成システムの整備が順次進められていくことが期待さ
れる。
　最後に、資料を提供していただいた国土交通省利根川
水系砂防事務所の関係者各位に厚く御礼申し上げます。

　そのため火山噴火緊急減災対策砂防計画の平常時準
備として、データ整備を進めておくことはもちろん、普段
から以下の方法で訓練・運用していくことにより、緊急時
にも適切にシステムを使いこなし、結果としてスムースな
防災対策を実行することができると期待される。
①防災対応訓練、情報伝達訓練のツールとして使用する
　 火山噴火は自然現象としてきわめて稀な現象で、活動

的な火山でも数十年に一度、場合によっては数百年に
一度しか噴火せず、通常の土砂災害や洪水のようにほ
ぼ毎年起きるような災害ではない。そのため災害経験
者も少なくいざという時に何をしたらよいか分からな
い、という火山防災対策の弱点を補うためにロールプレ
イ方式（参加者に訓練シナリオを事前に知らせず、また
それぞれが割り当てられた役割に従って自分で判断し
て行動する）などによる防災対応訓練や、情報伝達訓練
が近年いくつかの火山を対象として行われている。

　 この訓練のなかで、本番の防災対応と同様にリアルタイ
ムハザードマップ作成システムを使用することにより、
担当者が操作に慣れる、事前に準備するべきデータの
不足が分かる、システムを運用する体制の不備が分かる、
などの効果が期待でき、その後の改良につながっていく
写真-2。

②Web上で常時公開
　 多くの火山ではハザードマップがすでに住民へ配布さ

れ、また関係機関で利用されている。これを一歩進めて
プレ・アナリシス型のシステムを公開すれば、関係機関
との情報共有、住民への周知啓発を常に行っているこ
とになり、平常時のハザードマップに期待されている効
果を発揮できる。

　 また常時公開に伴う問い合わせ対応やメンテナンスを
担当者が行うことにより、日々の業務のなかにリアルタ
イムハザードマップ作成システムが位置づけられ、①の
訓練時のみならず、より深く操作に慣れたり問題点の改
良に取り組むことができると期待される。

③ハザードマップ作成そのものの訓練
　 リアルタイムハザードマップ作成システムを手段として

ではなく、それを使いこなすことを目的とした訓練を行
うことは非常に有効である。具体的には火山活動が活
発化し噴火が切迫している状況を仮定して、緊急対策
の訓練ではなくその基礎となるハザードマップを提供す
る作業を、実際の時間の流れに合わせてリアルタイムで
行う訓練である。

★参考文献
１� �『火山災害』池谷�浩（中公新書）

写真-2 リアルタイムハザードマップ作成システムを利用して、ロール
プレイ型方式で防災対策を検討している例

特集
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連載エッセイ

震災避難
──全国へ散らばった
関東大震災罹災者

北原 糸子
きたはら いとこ

立命館大学 歴史都市防災センター 教授

2 ここに掲げる図-1をみていただ

きたい。これは、関東大震災

（1923年）で罹災した人々が一時的

にどこへ避難したかを示す図である。

関東大震災から1年を経て中外商業

新報社が開いた復興記念の展覧会の

展示パネルである。もちろん、中外商

業新報社が独自にこうした調査をし

たというものではなく、下欄に内務省

社会局とあるように、同局が提供した

データである。

　関東大震災の被災地1府6県（神

奈川、埼玉、千葉、静岡、山梨、茨

城）3,404,898人の罹災者のうち、

特に被害の激しかった東京市の罹災

者1,700,249人、横浜市の罹災者

412,274人の多くは地方出身者で

あった。彼らは実家や親戚、あるいは

知人を頼って、全国に散らばった。こ

の図によって、東京、横浜に留まる数

も少なくはなかったが、罹災者はほぼ

全国に散らばっていることがわかる。

　震災の混乱も落ち着かない時期に

細かく人の動きを追うことがどうして

可能になったのだろうか。その実際

を行政資料が残されている例から調

べてみた。

　内務省社会局が提供したこのデー

タは、震災直後設けられた臨時震災

救護事務局が震災から約2ヵ月半を

経た11月15日を期して、全府県に調

査を命じた震災罹災避難先の調査を

集計した結果に基づいて作られたも

のである。臨時震災救護事務局は大

正12（1923）年9月2日に設置され、

応急対策のほぼすべての事務を担い、

翌13（1924）年3月31日を以て廃止

される。その後の救護事務を引き継

いたのが内務省社会局であった。だ

から、この調査自体は臨時震災救護

事務局が行ったものである。

この結果は『震災調査報告』とし

て震災の翌年の12月に出版さ

れている。それによると、12年11月

15日午前零時を期して、震災府県で

は罹災者に限らず現住者を含むすべ

て、それ以外の府県は罹災者のみを世

帯票、個人票にそれぞれ記入させる厳

格な精度を求める調査であった。予め、

調査票を配布し、調査月日時点の現

住者のみを記入させ、任命された調査

者に回収させ、町村ごとに集計したも

のを郡役所が集計、さらに府

県で集計するという次第で回

収された。郡役所は丁度この

大正12年に郡会が廃止となっ

たが、郡役所、郡長は大正15

（1926）年まで存続した。町村

合併その他の歴史を経て廃棄

にされなかった幸運な場合の

み、こうした郡役所文書が現

在も県が保管する歴史資料と

して残されている。

　東京からははるか離れた滋

賀県の例では、愛知郡役所の

資料に調査の経過をみること

ができる図-2。それによると、

まず、関東震災避難者調査事

務の町村主任者が集められ、「罹災救助者散在状況」（中外商��業新報社『図録�大震から復興への実状』1924年9月）図-1
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10月30日に調査の目的、方法、調査

票記入事項、その他についての打ち合

わせを行い、調査者の候補が挙げられ、

調査票配布の手続きがとられた。11月

15日を期して行われた調査結果は東

京・横浜市からの避難者であれば、家

屋の全半焼、全半壊、罹災者について

は死亡、行方不明、重軽傷、失職者な

どの項目が区ごとにまとめられる。こう

した調査が可能であったのは、大正9

（1920）年に始まった国勢調査の経験

が生かされたからであった。

ところで、何のためにこれほどの

大調査がなされたのだろうか。

そのことを先の『震災調査報告』では、

一時的避難で居住地を離れた人々が

いつ東京に戻るのか、その動向を予め

把握してその後の救護の対応予測を

行うこと、また、この大震災の実態を

後世に残しておくためには社会がや

や平穏になった11月半ばに実施しな

ければ動きの激しい社会に流されて

永久に分からなくなることなどを挙げ

ている。

　この調査は当時植民地であった朝

鮮などに逃れた人々については調査

されていないが、日本列島全域に亘っ

て調査されたから、その集計には相当

なマン・パーワーを要した。それに

は、全国から集められたデータを13

年1月からは統計局の集計員200人

～300人を使って徹夜を厭わず行っ

たというのである。当時それだけの

労力を費やしても把握しなければな

らないと考えられた重要な調査結果

であった。統計局がそれだけのマン・

パーワーを臨時の事業に割いたとい

うことであろうか、大正12年の帝国

統計年鑑は遂に発刊されていない。

震災のために「被害各省から新材料を

得ることができないものがあって」発

刊することが出来なかったと統計局

長が記す序文に書かれている。確か

に震災で内務省、大蔵省を始め各省

の庁舎とその行政資料が焼失してし

まったから、統計局がこれだけの労力

を割くことができたのには、帝国統計

年鑑の作業が震災で中断されたとい

う背景があったのかもしれない。結局、

帝国統計年鑑は大正13年分が2回（第

42回、第43回）発行され、第43回大

正13年の「災害」の項にこの震災罹

災者調査結果が掲載されている。

　さて、これだけの人々が困難ななか

を避難して一時的に東京、横浜など

を離れたが、やがて仕事を求めて東

京、横浜などへ戻る動きが出てくる。

そうした人々を吸収すべき住宅供給

が焦眉の問題となる。その事業は、義

捐金の一部を引き継いだ同潤会の住

宅建設へと繋がり、また、郊外の住宅

地開発を拡大させていく。

　ここでは、それ以前の段階の話だ

が、興味深い絵葉書を紹介しておこう。

この絵葉書図-3は、東京京橋の橋詰

に建つ第一生命保険会社が社員、顧

客宛に出したもので、会社の経営は震

災後も安泰というお知らせである。

そこには、「本社は東京市内に多

大の契約を有し居候為被保険

者死亡の損害多大なるべしとの世評

を蒙り候得共、今日迄の調査に依れ

ば、二三十萬円を出でざるべく、会社

財産二千七百萬円に比し九牛の一毛

に当り不申是又御安心被下度候」と

ある。第一生命の社屋は銀座通りの

建物がほとんど全焼したにもかかわ

らず焼失を免れた。建物の再建から

はじめなければならない他の会社に

比べ、犠牲者への保険金問題はあっ

たにせよ、立ち直りは早かったに違い

ない。

社屋の無事を伝える9月28日の

写真だが、注目したいのは南伝

馬町3丁目に建つ社屋の手前（日本橋

方面）の白い屋根群だ。これは震災後

自前で日本橋の商人たちが元の場所

に建ち急いだバラックである。なか

には漸く建てられたばかりの柱が写し

撮られている。震災1ヶ月後にして、

帝都の中心部はこうした素早い復興

への動きがみられたことを語る貴重

な写真といえよう。

震災避難者簿：滋賀県政資料室所蔵図-2

第一生命保険会社葉書裏　千葉県文書館保管：若林家寄託（許可番号22-4）図-3
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インター
プリベント
台湾参加報告

海外事情

はじめに

　環太平洋インタープリベント2010が台湾の台北市で4月26日
から30日にかけて開催された。当センターからは池谷浩理事長、
菊井稔宏砂防部次長、枦木敏仁総合防災部課長が参加した。
　インタープリベントは1967年にクラーゲンフルト（オーストリ
ア）で第1回が開催された以降、ほぼ4年に1回のペースで本会議
が行われ、前回本会議（第11回大会）は2008年にドルンビルン（オ
ーストリア）で開催された。
　環太平洋インタープリベントは、1992年のベルン会議にお
いてインタープリベント学会環太平洋支部の設置が合意され、
2002年に松本市、2006年に新潟市で開催されている。今回、台
北市で開催された環太平洋インタープリベントは日本以外で開
催された初めての会議となる。なお、環太平洋インタープリベン
トは本会議の中間年に開催されている。

インタープリベント2010

　今回の会議のメインテーマは「洪水、暴風雨、土石流、マスム
ーブメント、地震等を含む自然災害からの被害軽減」で、サブテ
ーマとして、①現地調査や機構解析の手法、②社会経済的被害
に対する危機管理、③地球温暖化に対する減災戦略、④災害復
旧活動、⑤持続的な土地利用管理、⑥大規模土砂災害の二次災
害と復興（集々地震、新潟県中越地震、岩手・宮城内陸地震、汶
川地震、Morakot台風）が設定された。
　今回の参加国はアジアから5カ国、オセアニアから2カ国、ヨ
ーロッパから8カ国、北アメリカから1カ国の計16カ国で、250名
以上の参加者があった。
　開会式が4月26日9時20分過ぎから始まり、大会実行委員長
とインタープリベント会長の挨拶があった。引き続き全国治水
砂防協会岡本正男理事長ら5名の基調講演が行われた。まず、ホ
スト国である台湾の行政院農業委員會水土保持局 呉輝龍局長
が“Multi-Strategies of Debris Flow Disaster Mitigation under 
Climate Change Impact in Taiwan –New Challenges/ Lessons 
form Typhoon Morakot of 2009-”と題して、2009年に台湾を直
撃し、甚大な被害をもたらしたモラコット台風に対して、災害の
概要、土石流のモニタリング及び土石流対策の戦略、総合的な
流域保全と復旧方針などを示された。最後に、今後の土石流対
策の方向性として、“ACTIVE”を合い言葉に実施する予定であ
るとした。ACTIVEは、Advanced、Community、Technology、 

枦木 敏仁
はしのき としひろ

㈶砂防・地すべり技術センター
総合防災部 技術課長

オーストリア砂防部長Maria�Patek氏と
歓談する池谷理事長

挨拶する呉局長
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Integration、Value、Educationの頭文字を取ったものある。
　岡本理事長は“The Transition of Sabo Works for Disaster 
Mitigation in Japan”と題して、日本の土砂災害の発生状況、土
砂災害防止法や堂々川の砂留群（福山市）など我が国の砂防歴史、
砂防技術を熱弁された。
　26日の午後から27日にかけて計46件の口頭発表が行われ、う
ち7件が日本からの口頭発表であった。池谷浩理事長、水山高
久京都大学大学院教授、丸井英明新潟大学災害復興科学センタ
ー教授、久保田哲也九州大学農学研究院准教授、権田豊新潟大
学農学部准教授の5名がセッションの座長を務めた。また、同時
に２会場において約100件のポスターセッションも行われ、日本
からは10数件のポスターが示された。

台湾事情

　台湾グルメといえば、小龍包である。数ある小龍包の店でも“鼎
泰豐”はニューヨーク・タイムズに「世界10大レストラン」の１つ
として掲載された世界的に有名な点心料理専門店であり、台北
に本店がある。本店はインタープリベント会場から徒歩20分く
らいの場所にあった。本店はビックリするほど普通というか、趣
がなく、残念な感じがした。小龍包の味もビックリするほどでも
なく、鼎泰豐の近くにあった“高記”の小龍包のほうが口に合った
し、そこの東坡肉は絶品であった。
　台湾の夜といえば、“夜市”である。台北市の夜市の中でも“師
大夜市”と“士林夜市”に出かけることができた。日曜日の夜に師
大夜市に出かけたが、身動きでないほどの混雑ぶりであった。通
りの左右には屋台や店があり、屋台ではかき氷、ラーメン、オム
レツなどなど多種多様なものがあった。師大夜市は師範大学の
近くだけあって客層が若く、おじさんが3人で歩いていたので、
ちょっと違和感があったかもしれない。

おわりに

　次回のインタープリベント本大会は2012年グルノーブル（フラ
ンス）で開催される。インタープリベントに対する日本の役割は、
池谷浩理事長が本部副会長を、丸井英明教授が本部理事兼技術
諮問委員を務めるなど、益々大きくなってきている。日本の砂防
技術を世界の方々に示すよい機会である。2012年は皆でグルノ
ーブルに行って発表しよう。

にぎわう士林夜市

鼎泰豐本店の入り口

ポスターセッションの様子

口頭発表の会場（立ち見がでる程の大盛況であった）
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オーストリア
リリエンフェルト
視察報告
ヨーロッパ地球科学連合

（EGU2010）に参加して

厚井 高志
こうい たかし

( 財 ) 砂防・地すべり技術センター
総合防災部 技師

海外事情
１．はじめに

　2010年5月2日から7日にかけてオーストリアのウィーンにおい
て開催された国際会議EGU（European Geosciences Union、ヨ
ーロッパ地球科学連合）General Assembly 2010（以下、本文中
ではEGU2010と表記）に参加し、研究発表を行った写真-1、2。ま
た、EGU2010の会期中の一日、当初予定になかったオーストリア
における砂防の現場を視察する機会を得た。本稿では、EGU2010
の概要を紹介するとともに、ウィーン近郊で実施した現地視察に
ついて報告する。

2． EGU General Assembly 2010の概要

　EGUは、地球物理から海洋、気候・気象、生態学など多岐にわ
たる分野を取り扱う学会で、会員はヨーロッパ各国を中心とした
大学や研究機関の研究者等で構成されている。EGU2010は、94
カ国から10,000人を超える参加者があり、約600のセッションで
約14,000件の研究発表があった（http://meetings.copernicus.
org/egu2010/home.html）。もっとも多い参加者があった国はド
イツで、次いで、フランス、イギリス、アメリカからの参加者が多い。
日本からも203人の参加者があり、これは全参加国中の上位から
12番目となっている。
　EGU2010において砂防に関連する発表があったのはNatural 
Hazards（NH）、Geomorphology（GM）、Hydrological Sciences

（HS）の3つのDivisionに属するセッションであり、地すべり、崩壊、
土石流に関連するセッションが多くみられた。特に、Landslide 
Hazards（NH3）のなかでは、地すべり、崩壊、土石流、地震・噴
火に伴う土砂災害、落石などが取り扱われていた。その他にも、
山地斜面での浸食や土砂生産・土砂流出、山地河川や土石流扇
状地での浸食・土砂輸送、流域スケールの土砂収支などに関する
セッションが開催されていた。また、近年、話題となっている気候
変動と、土砂動態との関係についてのセッション、発表もいくつか
あった。EGU2010では、砂防に関連する研究発表が多く行われ
ており、そうした研究発表を行う各国からの参加者と意見交換が
できたという点でも有意義なものとなった。なお、EGU2010にお
ける研究発表のいくつかは「砂防学会誌」（Vol.63, No.2）にて別途
紹介している。

3．現地視察

　EGU2010が開催されたオーストリアは、わが国の砂防と浅か
らぬ縁があり、砂防技術の発展に重要な役割を果たしてきたとい

写真-1 会場となったAustria�Center�Vienna

写真-2 ポスター会場（コアタイム前）の様子
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える。1904年（明治37）に来日した砂防技術者アメリゴ・ホフマ
ンが指導したホフマン工事（愛知県瀬戸市）は、オーストリアの砂
防工事をわが国に初めて適用した事例として有名である。近代砂
防の父と呼ばれる赤木正雄先生も、1923年から約2年間にわたり
私費で滞欧した際に、ウィーン農科大学で砂防の講義を受講する
とともに、オーストリア各地の砂防施工地を精力的に視察し、帰
国後、学んだ知識・技術をわが国の砂防事業に適用している。そ
のような背景もあり、土石流セッションで研究発表を行っていた
ウィーン農科大学のJohannes Huebl氏と知り合いになり、ウィ
ーン近郊での砂防について話を伺ったところ、急遽、現地事務所
を紹介いただくこととなった。結局都合がつかなかったというご
連絡をいただき、紹介による現地視察の実現には至らなかったも
のの、日本から持参した本で砂防工事が実施された地として紹介
があるリリエンフェルト市（Lilienfeld）のユングヘルンタール川

（Jungherntalbach）を視察することとした。
　リリエンフェルト市は、会議が開催されたウィーンの西方約
60kmに位置しており、ユングヘルンタール川は、青木奈緒著『動
くとき、動くもの』（講談社文庫）のなかで、1921年に土石流によ
る土砂災害が発生し、その後復旧のための対策工事が実施された
地として紹介されている。災害発生から3年後の1924年にはウィ
ーン滞在中の赤木正雄先生も現地を視察されたそうである。リリ
エンフェルト市は、人口約3100人で、町の中心部をドナウ川支流
のトライゼン川（Traisen）が貫き、市街地の周囲を1000m前後の
緑豊かな山々が取り囲んでいる。市街地中心には1202年に建設
されたオーストリア最大の修道院があり、風光明媚でありながら
も歴史を感じる町である 写真-3 。また、同市はアルペンスキー発
祥の地とされ、市内にはアルペンスキー技術を確立した人物の関
係資料を展示した博物館があり、新潟県上越市とは1981年から
姉妹都市となっている。
　視察当日は、朝から雨がぱらつき肌寒い一日となった。ウィー
ン市内を朝8時に出発し、高速道路を通って約1時間半後にはリリ
エンフェルト市に到着した。事前に得られた情報は限られていた
ものの、幸運にも1921年の災害を知っており、直後に撮影された
写真の在処をご存知の方に出会うことができ、当時の被災状況を
確認後、現地を視察した。
　現在のユングヘルンタール川は、河道周辺が草本類に覆われ
写真-4〜6、河道の状況から近年は土砂移動がほとんどないことが
推察される。河道には、自然石の三面張流路工が整備され写真-5

、複数の石積みの床固工が確認できた写真-6。1921年の災害直後
に撮影された写真から、河床が深く洗掘されている箇所（詳細な位
置の特定はできなかった）が確認でき写真-7、また、現地視察では
崩壊跡地と考えられる地形も確認できたことから、災害時は、か 写真-6 連続して配置された石積みの床固工（中流部）

流下方向

写真-4 ユングヘルンタール川の上流部

流下方向

写真-5 自然石の三面張流路工（中流部）

流下方向

写真-3 リリエンフェルト市
写真中央奥は、1202年に建設された修道院
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なりの土砂生産・移動があったことが推察される。また、当時の
写真から複数の家屋が損壊したことが確認できる一方で 写真-8 、
事前に伺った話から被災した建物のいくつかはほぼ当時の姿のま
ま現存していることが分かっている。 写真-9 と 写真-10 はほぼ同
じ構図で撮影された写真であり、左側の緑色の建屋は現在も営業
するレストラン、また、その向かいの建屋はパン屋である。この付
近は土石流の堆積域に含まれると考えられ、災害直後の写真から、
パン屋に備え付けられていた小麦をひくための水車の下部が土砂
に埋没し、レストランとパン屋に挟まれた現在の舗装道路付近に
は土砂の堆積、川幅３～４m程度の流れが確認できる 写真-10 。
また、レストランの下流方向から撮影された写真では、この付近
の住民と思われる人々が多数集まり、人力で堆積した土砂を排除
する様子が確認できる 写真-11 。なお、オーストリアから帰国後
に、1924年にユングヘルンタール川を訪れた赤木正雄先生が撮影
した写真を紹介した書籍を見つけた（『赤木正雄先生の滞欧日記』
全国砂防治水協会、2008）。この本のなかで紹介された写真のう
ち、写真-12とほぼ同様の構図で撮影されたものでは、右奥の建屋
が既に確認できるほか、三面張流路工と床固工もすでに整備され
ていることが確認できた。このことから、災害後、速やかに砂防
の復旧工事が完了したことが伺える。
　本視察にあたりリリエンフェルト市内でたまたま声をかけてい
ただいた市職員のHeinz Eppensteiner氏には、1921年災害直後
に撮影された貴重な写真をご提供いただくとともに、写真に基づ
いて当時の状況を教えていただいた。これにより、当時の被災状
況の把握と当時から現存する建物の特定ができた。偶然の出会い
にもかかわらず、親身にご対応いただいた氏には感謝の念に堪え
ない。ここに記して謝意を表します。

4．おわりに

　本会議開催に先立つこと約半月前、アイスランドの火山が噴火
し、噴出された火山灰が風に乗ってヨーロッパ上空の広い範囲に
広がった。この影響で、一時はヨーロッパの20数ヶ国の空港が閉
鎖され、日本に発着するヨーロッパ路線便も欠航が相次ぐなどし
たため、全世界で被った経済的損失は莫大なものとなったようで
ある。噴火に伴う航空路線の混乱は約1週間程度で終息したため、
無事に会議に出席し、発表を終えることができた。
　現地視察のために訪れたリリエンフェルト市では、約90年前の
災害直後の写真が丁寧に整理されていたほか、当時の状況につい
ても具体的にお話を伺うことができた。このなかで、お年寄りの
方の多くがこの地域で過去に災害が発生したことを知っていると
いうお話や、当時被災した建屋のいくつかは今も現存しており、被

写真-10 災害直後の様子３（1921年6月1日撮影）
Source:Bezirksheimatmuseum,Lilienfeld

写真-9 1921年災害時に被災したものの現存する建屋
流路は旧水車位置で、これより下流は暗渠となっている

流下方向

旧水車位置

写真-7 災害直後の様子１（1921年6月1日撮影）
Source:Bezirksheimatmuseum,Lilienfeld
(http://www.zdarsky-ski-museum.at)

写真-8 災害直後の様子２（1921年6月1日撮影）
Source:Bezirksheimatmuseum,Lilienfeld
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災したレストランでは当時の写真を店内に飾っているというお話
を伺い、過去の災害が長期間にわたって整理・伝承されているこ
とに感銘を受けた。
　自然災害は様々な規模・頻度で発生し、国をまたぐような広範
囲に影響を与える火山噴火もあれば、流域内で発生する土砂災害
もある。わが国では土砂災害による被害が毎年のように発生する
が、個別にみれば同一の地域で立て続けに災害が発生する事例は
少なく、そのため過去の災害の記憶は時間の経過と共に風化して
いくことが懸念される。防災・減災にあたり地域レベルでの自助・
共助といったことの重要性が指摘される昨今、過去の災害が長期
間にわたって記憶されてきたリリエンフェルト市のような事例か
らも学ぶべきことがあるように感じた。

旅のつれづれ

【オペラ】

　ウィーン市内には、オペラを鑑賞できる歌劇場
がいくつかありますが、今回は見に行く機会があ
りませんでした。夜10時過ぎにウィーン国立歌
劇場（オペラ座）の前を通ると、場外に設置され
た巨大スクリーンに当日？上演された演目が流れ
ていました。スクリーン前には椅子が並べられた
スペースもあり、立ち見も含めて多くの人々が気
軽にそれを鑑賞していました。ダイジェスト版の
ような感じだったので、長時間じっとしていられ
ない方にお勧めかもしれません。

　ビールをレモネードで割る“ラドラー”は、夜
の重要アイテムです。オーストリア人は、飲み物
を割って飲むのが好きらしく、昼間にジュースを
頼むともれなく水がついてきて、現地の方は割っ
て飲んでいました。（ジュースは割らなくても普
通に飲めました。）ラドラーは一般的な飲み物ら
しく、各ビールメーカーが、独自のラドラーを販
売しており、スーパーや酒屋には各種の瓶・缶ラ
ドラーが並びます。食事をする店でもラドラーを
注文すれば大抵の店では出てきます。個人的には
日本でも広く販売してほしいものです。

【Radler　ラドラー】

写真-11 災害直後の様子４（1921年6月1日撮影）
Source:Bezirksheimatmuseum,Lilienfeld

写真-12 石積みの床固工（中流部）写真６より下流の区間

流下方向
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斜面環境
柿の木は見ていた

西郷さんと山瀬の地すべり

中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授 理学博士

１
はしがき

　九州中央山地のど真ん中にある西米良村は、今も昔も
宮崎県下44市町村のなかで人口の最も少ない（2003年3
月で1418人）村である。古来、北に接する椎葉村と共に、

「鎮西の秘境」とも称せられていた。『西米良村史』（1973）
によれば、「江戸時代、この地は田畑少なく、収米僅かに
十ニ石、到底、ニ千七百余の人口をまかなうことが出来
ぬので、粟や稗を常食とし、隠忍自重、相励まし合って峻
厳な自然と闘い、植林や生産に努め長い年月を生き抜い
た……」とある。山地が卓越する地域の人々にとって、地
盤の崩壊域や崩壊による堆積域緩斜面は湧水も多く、耕
地として、あるいは居住地としても格好の生活の場とな
っており、当地方の地すべり地とその周縁には、中世以
降の旧い歴史を持つ家屋が点々と認められる。
　長い年月を経て、近年は道路交通の整備、大ダムや公
共施設の建設なども進められ地域も少しずつ変貌し、今
日は「村おこし」など盛んな元気な村である。

図-1 山瀬下部平坦面に位置する、樹齢約300年の柿の巨木と、
西郷さん休息の民家付近図、写真2＊印参照（中村三郎2010）
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2
廃屋の柱

　西米良村の北西、村を貫流する一ツ瀬川支流の板屋
川右岸、八重対岸の山瀬地すべり地区西側ブロックに
おいて、2004年9月斜面崩壊（長さ約400ｍ、幅最大約
90ｍ）が発生した。崩壊土砂は民家一軒を直撃埋没し、
国道219号の橋下を通過し板屋川の流れを堰き止めた
ため、上下流の民家9軒が浸水被災した。崩壊土砂の量
は約5～6万㎥といわれている図-2、写真-1。
　板屋川右岸現地へ参上し調査に参加した。崩壊域上
部の平坦面には二軒の家屋と作業小屋があったが、す
でに一軒の家屋と小屋は半壊し、一軒の家屋は残って
いるがかなり歪みを受け土間などにはクラックが発生
している。居住者は避難し時折帰宅され見分している。
この桐山家を見せていただいた折、村の村長さん等が「こ
の家屋いつまで持ちますかね……」という。私は単純に

「この平坦面しばらくは持ちますが、この家屋について
防災上何かの都合がありますか」と問い直すと、村長さ
んは、「この家の柱を見てください、柱は普通　四角形
でしょう、しかしこの柱一つ角が削られて無いんですよ」

という。「実はこのお家　西南戦争の時　西郷さんが泊
まったんですよ、泊まられた次の日、この柱を“おいどん”
に下さいと申し入れ了解のうえ　西郷さんは抜刀し柱
の角を切り落とし、一宿の御礼にと言って　その面に何
事か書き記したという、その柱です」という。当時も今も、
西郷さんを敬愛する地域の人々によって言い伝えられ
た大切な柱にまつわる話であろうか。桐山家の柱確か
に角がけずられて平らな面ができ、何事か書かれた墨の
痕跡が窺えるがはっきりとは見えない。村では、もしこ
の家屋が地すべりなどによって崩壊するような場合は、
事前に西郷さんゆかりのこの柱を確保し、文化財などと
して大切に保存したいとの意向を伺い知り、村長の最初
の質問の意味が理解できた。
　西郷さんの休息された家屋から20ｍほど離れた小径
ぞいには、樹高約18ｍの柿の老木が立っている図-1。こ
の老木は地域の言い伝えでは樹齢約300年とのことであ
る。当時この柿の木、葉を揺らしつつ周縁の「風のこと
ば・水のつぶやき」を感じていたのであろうか。133年
前（1877年）の西南戦争のおり、西郷さんが桐山家へ出
入りした時のこと、長い年月の人と自然との関わりなど、
この柿の木はじっと！　見守ってきたのであろうか……
などと思うと感無量である。

写真-1 山瀬2004年9月　山瀬西側ブロック崩壊直後の状況
北東より西南方向、図2参照（宮崎県・林信雄也2004）

図-2 宮崎県山瀬地すべりの位置図（宮崎県・林信雄也、2010）

熊本

高鍋

2004年の斜面崩壊

旧滑落崖

西側ブロック

東側ブロック

写真1,2の
撮影区域
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3
山瀬の地すべり

　板屋川の右岸側には大規模な地すべり地形が発達し
ている。板屋川の支谷である山瀬谷の左右に発達する
のが（西側ブロック・東側ブロック）山瀬地すべり地塊
である。今回の斜面崩壊は、いわば山瀬谷北西の西側
ブロックの長さ約1000ｍ・最大幅約500ｍの地すべり
地塊の先端部分における崩壊である。地塊上部と崩壊
域直上部にはそれぞれ平坦面が発達している。
　この大規模な緩傾斜面は、今日の営力と異なる旧い
時期の大規模崩壊域の地塊である。二つの平坦面のう
ち上部の平坦面（標高670ｍ内外）は、旧大規模崩壊の
滑落崖下の面とも考えられ、下部の平坦面（標高520ｍ
内外）は旧河床面の一部か、あるいは旧い大規模崩壊の
折りに押し出され形成された地塊の一部であろうか定
かでない。今日各平坦面の周縁部分は時と共に変位・
不安定化しつつあり、2004年9月の下部平坦面前面の
崩壊による大土石流を切っかけに、大規模地すべり地
塊に対する対策も順次進められている写真-1。

　当地すべりについて、地すべり検討委員会（中村三郎
他、2005～ ’09）・および林信雄他（2010）の資料によれ
ば、当地区の地質は、新生代古第三紀四万十層群の砂岩・
頁岩よりなる。走行北東～南西、傾斜北へ50～60度で、
斜面に対しては受け盤構造となっている。旧期の大崩
壊後今日まで、平坦面周縁が長年安定していたのは受
け盤構造に由るところが大きかったのではないかと考
えられる。基盤岩とその風化岩を被覆する崩壊岩屑土
層は厚く、調査の成果によると基盤岩上の貯留地下水
位は常時高い。特に下部の平坦面背後の岩屑土層内の
ものと考えられる貯留水由来の湧水は豊富で、今回早
急の排水対策処置が不可欠であった。しかしこの湧水は、
古来地域の人々の格好の生活と生産の手段としても活
用されていたわけで、家屋もこれらの湧水を利用し得る
場に位置していた。そのたたずまいから、傍らの柿の古
木と共に長く古い歴史を感じることができる。しかし、
その貯留水そのものの存在が、長年の間に地盤の条件に
影響を与え、たまたま今日地すべり性崩壊の誘因となっ
ていたものと考えられる図-3、写真-2。
　林信雄（2008）他の調査成果によると、1過去の大規

写真-2 対策しつつある西側ブロック、
写真中＊印は柿の古木および桐山家付近（宮崎県他、2005）

＊

図-3 山瀬地すべり西側ブロック（図2参照）の変状発生箇所と機構調
査位置図（図2参照）（宮崎県・林信雄也、2010）

2004年の斜面崩壊
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模地すべりによる厚い崩壊岩屑堆積層、特に土砂主体
層には粘性土分が多かったこと、2この土砂主体層が
斜面上に分布していたこと､ 3集水地形を呈している
こと、等の地盤条件に加えて　⑴2004年の斜面崩壊の
発生による背後の上部斜面の安全率の低下､ ⑵地下水
の変動による間隙水圧の上昇に伴う地塊の不安定化が
報告されている。その結果　当地区では11本の集水井
と集水域における排水ボーリング等の事業が懸命に施
行され、今日地盤の安定は小康を得ている。
　このような地盤条件をもった山瀬地すべり地区であ
るが､ 1～2世紀前の土地条件と土地利用・人と自然に
関わる環境はどのような状況下にあったのであろうか。
　隣の椎葉村と共に「鎮西の秘境」とまで言われたこの地
域にも、今から133年前　時代の大きな波を知らしめる
西南戦争の余波がもたらされ、平穏な米良の人々を驚か
せた。山瀬地すべり地の二軒家傍らの、樹高20ｍ近く逞
しいたたずまいの柿の木は、今も昔も変わらぬ葉を揺ら
しながら、「人の出入り」の気配や家屋背後の滔々と流下
する「湧水」のつぶやきを感じとっていたのであろうか。
前者は時代の波を、後者は今日の地盤の異変をまねく誘
因の一つとなっていたということも考えられる。

4
西南戦争と西米良の里

　少年のころ私は九州の事については全く知らなかっ
たが、「西郷さん」という名前については承知していた。
鹿児島はもちろんのこと九州の人々にとっては最も敬
慕してやむことのない身近の親しい存在、それが「西郷
さん」である。
　1877年（明治10）に勃発した西南戦争は日本国内最
後で最大の戦争であった。そして秘境とまで言われて
いた西米良の人々をも驚かせた。幕末維新の最大の功
労者　西郷隆盛の決起といわれたこの戦いは、133年経
た現在でも九州各地にその戦跡を残している。いわゆ
る征韓論に敗れ下野した後の西郷さんについて、井上

（1970）は「彼は、一人の“武村の吉”となって静かに余生
を送ることができず、冷酷無情の官僚政権に敗れたが故
に、かえってますます近衛兵と薩摩士族をはじめ全国の
士族に敬慕され、歴史的に滅亡を運命づけられている彼
らの大棟梁に、前よりいっそう高くおしあげられた……
後略」このことが彼にとって真に最大の悲劇であったと

述べている。
　1877年（明治10）2月15日、南国鹿児島に何十年ぶり
の大雪が降りしきる中、西郷隆盛は１万5000の薩軍を
率いて鹿児島を出発し熊本へ向かったという。政府は
この西郷の挙を反乱と認め、有栖川宮熾仁殿下を征討
総督に任じ鎮圧体制を整えた。両軍の攻防は熊本で始
まった。薩軍は先ず熊本城を攻め落とすべく包囲したが、
谷干城を司令とする熊本鎮台の抵抗が頑強で城は落ち
なかった。その後政府軍は増強され福岡方面から南下
し熊本へ入りはじめた、三月には西郷軍の一部は北上し、
田原坂において戦争最大の熾烈な攻防が繰り返され政
府軍が勝ちを占める。その後、政府軍はなお熊本城を
包囲している西郷軍を押し包み激しく攻め立てて、4月
14日戦争の結着をつけた。西郷軍は敗走の段階におい
ても、その抵抗は真にしぶとく政府軍は手を焼いたと言
われている図-4。
　4月20日以降薩軍は熊本より矢部方面へ退却し、西
郷らは人吉、桐野らは江代へ向かったという記録（酒井
2008）が見られる。その後、薩軍は宮崎・延岡・長井・

図-4 西南戦争時の政府軍と薩軍の行動図、（酒井直行、2008）日向
の三田井～小林間の薩軍行路については、図5参照
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可愛岳・三田井などにおける戦闘を経て、九州山脈の
尾根越えを繰り返し西米良の里へ入ったと考えられる。

『西米良村史』（1948）によれば、「薩軍の米良駐屯は約
500人、当初村所に本営を置き板屋・西八重･上米良等
の守備にあたった」とある。その後西米良村内の小川･
銀鏡・天包山・村所など各地において激戦が繰り返し
された。「8月26日西郷さんは村所を出発し須木より小
林を経て9月1日鹿児島へ帰った」とある。山瀬地すべ
り地の桐山家で休息され、あるいは泊まられたのはこの
時のことであろうか図-5、写真-2。
　この場所は2004年9月に発生した大規模崩壊域背後
の平坦部に位置しており、当時は安定した地形部分で
あったと考えられる。板屋川沿いの八重集落から、急な
山坂沿いにほぼ500ｍ、標高にして約280ｍ登った目立
たぬ場でもある。地域の人々は古来、山から流下する豊
かな湧水を利用しつつ、狭小な平地を拓き作物をつくり
山仕事に拠る生活を継続してきた。この位置からは眺
望もよく、人々は朝な夕な北東～東方向の山々を拝し、
生活の平穏をも念じてきたのであろうか。西郷さんの
突然の立ち寄り、敬愛する大西郷さんと初めて直接会っ
た時の地域の驚愕と感激、「今日はここでよか！」など
と言われたかどうか知る由もないが、今日の桐山家と地

区の人々の喜びは想像以上のものであったに違いない。
家屋背後の湧水は西郷さんも幾度か使われたのかもし
れない。今日、庭の柿の木の枝葉が揺れるのを見ると、
133年前の西郷さん滞在のいきさつや雰囲気を伝え、何
かをつぶやき見守っているのかも、などと勝手に思い巡
らしたくなる。翌朝、西郷さんはいよいよ小林～鹿児
島城山へ向け出発した。8月27日朝であろうか図-5。出
発直前に西郷さんは桐山家のご主人にお家の柱一本を
懇望し、柱の削剥面に何事か書き記し滞在の御礼代わ
りにされたという。前述「廃屋の柱」に記載した西郷さ
んらしい優しいエピソ－ドが伝えられ、ますます西郷さ
んに対する敬愛の念が深まることとなる。一方、前述の
湧水とその挙動は、後年地域の地盤の不安定化に大き
な影響を与えることになったが、防災事業の結果、今日
小康を得ており西郷さんの滞在した桐山家、その位置
する平坦面300年来の柿の木の末永い安定を念じ努力
いたしたいものである 写真-3、4 。
　西郷さんは、当時逆賊と言われながら事件の前も後も
今日にいたるまで、「彼を知ると知らざるとに論なく、彼
を愛慕しほとんど偶像視するに至らしめた所以は西郷
が軍人としてでもなく政治家としてでもなく、人間とし
て実に大なる魅力をもっていたためといわねばならぬ。

図-5 西郷退軍行路図（甲斐重光、2001）
薩軍の敗走記録はほとんどなく、特に宮崎地区における情報に
も異論がある。日程にやや差がみられる。西郷さんは8／26村
所を出て当日山瀬の桐山家で泊まったか休息されたものと考え
られる。

写真-3 西郷さんによって削られたと言われている桐山家の柱（左側）
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西郷は日本国民に生ける英雄として千古に存する」と
徳富蘇峰は述べている（酒井編著2008より）。山瀬にお
ける地すべり現象は、長い長い地球年代の果ての地盤の
現象であり、その地すべり地における廃屋の柱にかかわ
るエピソ－ド・傍らに立つ柿の木のたたずまいから、人
と自然・人と社会にかかわる貴重な歴史を垣間みるこ
とができる。

5
みえない川と谷の脅威

　何が地盤の崩壊を促すのか、誘因が判っても素因が不
明な場合が多い。地すべりなど地盤災害の素因を考え
る時、地質の層序や岩質に由来し造りだされる組織地
形的な理解は基本である。しかし忘れてならないのは,
　地形面上の新旧堆積物や、山腹の崩壊堆積物によっ
て埋積される以前のその場の古地形、その埋積された
谷の広がりと谷筋などの状況把握が大切である。最近
は自然現象だけでなく、時には人間による地形の改変も
著しく、斜面安定上危険度の高い人工的な埋れ谷もつ
くられ、災害と背中合わせの状況が出現することもある。
その場所性について地域の人々がよくよく自覚し、地球
の環境異変が地盤条件に与える影響についても常に思
考し、安定した斜面環境対応を保持してゆきたいもの
である。
　山高く谷深い「鎮西の秘境」山瀬の古里、緩斜面や平
坦面はかなり旧い時期の形成で、湧水にも恵まれた安定
した地形部分であったわけで、今日まで地域の人々の素
朴な生活を支えてきた場でもあった。2004年9月の平
坦面周縁の一部の崩壊、長さ500ｍ･幅約90ｍの崩壊土
石流化は板屋川に到達し八重集落を襲った。この崩壊は、
旧大規模崩壊域の末端部分における地塊異変とも見受
けられ、今後の水環境条件の異常によってはさらなる大
規模な地すべり性崩壊も予想され脅威である。2004年
の被災以来　関係者の懸命な防災努力と事業の推進に
よって、今日　崩壊域地塊とその周縁の安定は小康を
得ているが、気候環境の変化が取り沙汰されている昨今、
崩災域の拡大化も考えられ油断できない。
　300年を経ているであろうといわれている、山瀬平坦
面上の「柿の木の古木」は直径約1ｍ内外で､　やや浅黒
く縦筋の入った硬い木肌は長い長い歴史を感じさせて
くれる。古木のあやしさ・素朴さ・見事なたくましさ

には圧倒され、畏敬の念をもつのる。この古木、133年
前、西郷さんがこの地で休息された時より古いというこ
とはもちろんであるが、古木の歴史、確かな年数につい
ては知る由も無い写真-4。柿の古木の付近と背後の地塊
には排水にかかわる各種の地すべり対策が施工されて
いるが、対策による地盤・地塊の条件変化は、今後古木
の状況にも反映するだろうか、古木と周縁地盤の挙動
に関わるシグナルをも見逃すことなく、地塊のさらなる
安定を追跡したいものであります。

謝辞──
　本小文記載と現地踏査にあたり、終始お世話さまに
なった宮崎県庁の皆様を始め、林信雄・河村弘之・加
藤靖郎・村井政徳の皆様に厚く御礼申しあげます。
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写真-4 直径1ｍをこえる樹齢約300年の巨大な柿の木（左は筆者）
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Re l i e f Web：h t tp :/ /www.re l ie fweb. in t / rw/dbc .ns f /
doc100?OpenForm
ロイター・アラートネット：http://www.alertnet.org/
AFPBB災 害 ニ ュ ー ス：http://www.afpbb.com/category/
disaster-accidents-crime/disaster
NHKオンライン：http://www3.nhk.or.jp/news/?from=tp_an00
その他：日本の新聞、災害発生国の英文ニュース、専門家の報告
書等
2-3　抽出の手順
① EM-DATの デ ー タベ ー ス のDisaster Type（ →http://www.

emdat.be/classification）のなかで、Flood、Mass Movement
（dry/wet）、Volcanoに計上されているもののうち、Relief Web
のNatural Disasterでの記載内容と照らし合わせ、土砂災害と判
断できるものを抽出する。

② AFPBB災害ニュース、NHKオンライン等メディア記事で取り上
げられた土砂災害の記事をRelief Webで確認できるものを抽出
する

③  ①と②を統合する
2-4　抽出したデータの精度
　EM-DATでは、地すべり・がけ崩れ・山腹崩壊、火山災害は拾
いやすいが、Floodは河川洪水を多く含み、土石流に代表される土
砂災害部分の被害を明確に切り分けることは難しい。できるかぎ
り土砂災害だけの抽出を試みるが、日本と比べ、各国の情報ソー
スは相応の不確かさを包含する。怪しいものは含めないこととす
るため、全体的に「少なくとも、世界で死者・行方不明者10名以
上の土砂災害が、これだけ発生している」と考えていただきたい。
３．掲載予定
　機関誌「sabo」の発行予定に合わせ、1年を4期に分け、概ね3ヶ月
分ずつを「sabo」毎号に一覧表形式で連載する。

世界の土砂災害2010/1/1〜2010/4/30
発生日 国名 種別 概要

1月1日 ブラジル 崩壊
リオデジャネイロ州西部のグランデ島で、強い雨で山腹崩壊が発生、
ホテルと民家3棟が埋まり、28人死亡、数十人が行方不明

1月4日 パキスタン 地すべり
北部地区ギルギット周辺フンザ谷で大規模な地すべりが発生、3集落が巻き込まれ、
少なくとも20名が死亡。

2月23日 インドネシア 崩壊
ジャカルタ南東130kmの西ジャワ州バンドン県パシル・ジャンブ郡テンジョラヤ村で、
山腹斜面が幅70m長さ100m深さ10mの崩壊が発生し、茶畑の斜面を侵食しながら人家に到達、
30名死亡、10数名行方不明、人家28戸全壊。

2月4〜5日 メキシコ 崩壊
2月1日から降り続いた季節はずれの雨により、中西部ミチョアカン州で崩壊が多発し、
8名死亡、メキシコシティー西50kmのトルカでも崩壊により11名死亡、20名行方不明。

2月21日 ポルトガル 崩壊 マデイラ諸島フンシャル周辺にて豪雨による崩壊が多発、42名死亡、72名負傷

2月23日 インドネシア 地すべり
２３日午前、ジャワ島西部のバンドンから南西におよそ30キロのチウィデイ地区で、
大規模な地滑りが発生し、4名死亡、40名行方不明。

3月1日 ウガンダ 地すべり
ケニア国境に近いブドゥダ県で大規模な地すべりが発生、
Nametsi,�Kubehwo,�Namangaの3村が飲み込まれ、388名死亡。

3月10日 中国 地すべり 中国北部の陝西省楡林市子洲県で、地滑りが発生し住宅十数棟を飲み込み、17人死亡、11人行方不明。

4月2日 ペルー
土石流、
崩壊

リマの北東250kmにあるワヌコ州アンボ郡の集落で、土石流により120軒の家屋が全壊、125人が死亡。
周辺の別の村でも崩壊により5名死亡。

4月6日 ブラジル 崩壊
リオデジャネイロ市周辺の郊外の丘陵地の斜面に立ち並ぶ貧しい人たちの住宅街で
発生した土砂崩れなどで157人が死亡。また8日には近郊の街ニテロイで幅700mの
斜面崩壊が発生し、50軒余りの家屋・保育園が飲み込まれ、200名死亡。

㈶砂防・地すべり技術センター企画部国際課世界の土砂災害（2010 その1）

1.シリーズの開始に当たって

　毎年世界各国で多くの自然災害が発生しているが、土砂災害の
みを抽出したデータベースはない。これは、土砂災害というカテゴ
リーが世界的にみて一般的でなく、洪水等の災害に包括されて報
道されるためと考えられる。しかし、毎年世界でどれだけの土砂災
害が発生しているかを把握することは、たとえ情報精度が高いとは
いえなくとも意味のあることだと考え、このシリーズを始めること
とした。

2.抽出方法

2-1　対象とする土砂災害
2-1-1土砂災害の種類
　このシリーズでは次に示す土砂災害を対象とする。
① 土石流（Debris Flow、Flash Flood、Mud Flow、Lahar等で表現

されるもの）
② 地す べり・崩壊（Landslide、Slide、Slope Failure、Collapse、

Landfall、Rock Glide等で表現されるもの）
③ 火山災害（火砕流、溶岩流、噴石、融雪型火山泥流）
④ 地震によって引き起こされた①②の災害は含む。雪崩は含まない。
2-1-2災害の規模
　世界的に定評のあるCRED（ベルギー・ルーバンカトリック大学
災害疫学研究所）の災害データベースEM-DATにならい、10人以
上の死者・行方不明者があったものを対象とする。これは、国によ
っては死者数名の災害は英文で報道されないことも多いため、10
名以上と限定することで国間のバランスをとるものである。
2-2　データソース
EM-DAT：http://www.emdat.be/
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「災害情報学会
シンポジウム」に
出席して

　近年、土砂災害警戒情報など新た

な防災情報が発表されるようになり、

災害に対する自主的な備えが期待され

るところである。

�しかし、2009年の山口県防府市、

兵庫県佐用町で発生した災害にみら

れるとおり、情報が周知されていない、

また情報の意味が充分に理解されて

いないなどの理由から、人的被害は根

絶できない状況にある。

　｢情報の送り手、受け手、経路、内

容など、どこに問題があるのか？｣に着

目し、情報の有効な活用方法を探るべ

く｢土砂災害と情報・避難｣をテーマに

開催された日本災害情報学会公開シ

ンポジウム（平成22年4月18日東京

大学山上会館）に参加した。

　第Ⅰ部では、土砂災害の専門家に

聞く ｢意外と知らない土砂災害の知識

｣と題し、当センター理事長　池谷浩

が、土砂災害に取り組んだ半生を振り

返りながら、近年の土砂災害の傾向や

命を守るための有効策について、磯打

千雅子氏（日本ミクニヤ株式会社営業

企画事業部課長）からの質問に答える

形で進められた。

　池谷の著書『マツの話』から、日本人

と木の文化との関係から始まり、人口

の増加とともに土地利用形態が高度

化し、そのために里山やその周辺で主

に樹木の伐採や開墾が行われた結果、

土砂災害が全国的に顕在化していっ

たこと、そしてマツが防災の木として活

躍していった経緯について語った。

　現代においても、人口の増大や土

地利用の高度化など人間社会の変化

に伴い、自然災害の場に人間が自ら足

を踏み入れた結果被害の増大を招い

ていることに触れ、土砂災害は予測が

困難で現象、特性など多様性に富み、

かつ力が強いという特徴を有している

こと、一方で防災情報が共有されてい

ないこと、また避難システムが充分活

用されていないことなど多くの課題を有

する点に言及した。

　このような現状から災害を回避する

には、前兆現象を知っておくこと、また

災害情報を信じて早めに避難すること

が重要であり、命を守るためには、自

助・共助・公助がうまく機能するよう

に、人の“絆”を構築していくが肝要であ

ることを協調した。

　第Ⅱ部では、｢人ごとではない土砂

災害……情報であなたは避難します

か？｣をテーマに、中田富雄（岡谷市

副市長）、谷口綾子（筑波大学大学院

システム情報工学研究科講師）、二

宮徹（NHK災害・気象センター記者）、

南哲行（国土交通省砂防部砂防計画

課長）をパネリストに迎え、当センタ

ー総合防災部長安養寺信夫のコーデ

ィネートのもと、パネルディスカッシ

ョンが行われた。

パネリストからは、各々の立場から土砂

災害に対する経験や取組み内容等に

ついて紹介があり、防災の主役が住民

であることを念

頭に、災害情報

がどのように伝

わって理解され、

避難行動に結

びついていくの

かについて討議

が進められた。

　そのなかで情

報のエンドユー

ザーである住民が災害リスクを回避す

るためには、｢自分の命は自分で守る｣

という｢自主防災意識｣をもつことが非

常に大切であり、避難活動が円滑に

行われるかどうかの鍵を握っているとの

意見が出された。また、すべての自然

現象からリスクを回避することは困難

であり、想定外の現象が起こる可能性

があることも認識しておく必要があるな

どの意見も出された。

　今後の方向性として、自主避難に対

する行政の支える努力、また双方向で

信頼関係を確立する必要があり、経

験の共有や地域の“絆“を深めるための

地区単位のコミュニティーの形成が必

要とのことでまとめられた。

　今回のシンポジウムでは“絆”という

言葉と、｢いろんな経路で伝達された

情報に対し、誰かが聞いてそれを周辺

に伝えてくれればいい｣との意見が印

象に残った。コミュニケーションが希

薄になってきている時代、これを実現

するためには人や地域、また住民と行

政の“絆”を深め濃密な関係を構築する

ことが、避難行動に結びつく重要な項

目であると考える。

（総合防災部：溝口�裕也）

会場風景

磯打氏のイ
ンタビ ュー
を受ける池
谷理事長
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行事一覧（4月〜6月）

協賛（後援）
●6月1日〜30日 平成22年度土砂災害防止月間（後援）

●6月1日 日本の景観とまちづくりを考える全国大会（協賛）

●6月1日 平成22年度砂防ボランティア基金（協賛）

●6月9日 土砂災害防止推進の集い（全国大会）（後援）

●6月9日 平成22年度砂防ボランティア全国のつどい（後援）

理事会等の開催

【平成22年度第1回理事会】

第１回理事会が、平成22年5月24日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。

　第１号議案　平成21年度事業報告の議決を求める件

　第２号議案　平成21年度収支決算の議決を求める件

　第３号議案　平成22年度事業計画案の議決を求める件

　第４号議案　平成22年度収支予算案の議決を求める件

　また、審議終了後、「環境にやさしい砂防施設の技術開発について」の報告が行われました。

【平成22年度第１回評議員会】

第１回評議員会が、平成22年5月24日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。

　第１号議案　平成21年度事業報告の同意を求める件

　第２号議案　平成21年度収支決算の同意を求める件

　第３号議案　平成22年度事業計画案の同意を求める件

　第４号議案　平成22年度収支予算案の同意を求める件

　また、審議終了後、「環境にやさしい砂防施設の技術開発について」の報告がありました

人事異動

●３月31日付 【退　職】 古賀 省三 砂防部長（（株）建設技術コンサルタンツへ）

  荻原 久義 企画部調整役

  木村 紀美子 総務部契約課

  田井中 治 砂防技術研究所技術部長（国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所長へ）

  久保 勝太 砂防部技術課参事（愛媛県砂防課へ）

●4月１日付 【採　用】 大野　宏之 砂防技術研究所技術部長（広島県土木局長）

  新井 明男 企画部調査役（（独）国際協力機構　帯広国際センター所長）

 【兼　務】 中野　泰雄 （兼）砂防部長（研究顧問）
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C E N T E R  N E W S

●５月31日付	 【出向期間満了】

  小野寺 智久 砂防部技術課技師

  黒田 章雄 砂防部技術課技師

  中嶋 雅之 砂防部技術課技師

  木村 勝美 斜面保全部技術課技師

  荒井 健一 総合防災部技術課技師

  塩野 康浩 総合防災部技術課技師

  皆川 淳  総合防災部技術課技師

  飯塚 幸司 砂防技術研究所技術開発研究室研究員

●６月１日付 【昇　任】 安田 勇次 砂防部技術課長（砂防部技術課長代理）

  池田 暁彦 砂防技術研究所技術部砂防システム研究室長（砂防部技術課課長代理）

	 【配置換等】 嶋 丈示  砂防システム研究室長の兼務を解く（砂防技術研究所技術部技術開発研究室長）

  田地野 真由美 総合防災部（総務部経理課）

  吉田 真也 総合防災部技術課課長代理（企画部企画情報課課長代理）

  安味 恵理 総務部契約課（企画部）

  酒井 敦章 企画部企画情報課課長代理（総合防災部技術課課長代理）

  大滝 左枝子 総務部経理課（総合防災部）

  仲野 順子 企画部（砂防技術研究所）

  岩岡 町子 （併）砂防技術研究所技術部（斜面保全部）

 【新規出向】 池田 幸太郎 砂防部技術課技師

  太原 晶  砂防部技術課技師

  宮﨑 新二 砂防部技術課技師

  宮本 弘介 斜面保全部技術課技師

  五十嵐 勇気 総合防災部技術課技師

  鈴木 雄介 総合防災部技術課技師

  前寺 雅紀 総合防災部技術課技師

  川村 崇成 砂防技術研究所技術開発研究室研究員

STC短信

研究開発助成委員会

5月24日（月）、アルカディア市ヶ谷で行われた標記委員会の審議の結果、本年度の研究助成該当者は下記のように決定いたしました。

NO 応募課題 代表申請者

1 山地流域の雨水流出、土砂生産流出シミュレーターの開発 水山 高久（京都大学）

2 流木捕捉工の流木捕捉メカニズムに関する実験および解析法に関する基礎的研究 香月 智（防衛大学）

3 ゲーミング手法を活用した土砂災害リスクコミニュケーション手法の開発と実践 矢守 克也（京都大学防災研究所）

4 地すべり土塊の３次元形状推定技術の開発　 森伸 一郎（愛媛大学）

5 ALOS衛星画像を用いた流域の土砂災害危険度評価手法の確立に関する研究 土屋 智（静岡大学）

6 2009年台風8号による台湾における大規模複合土砂災害実態に関する調査研究 宮本 邦明（筑波大）
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平成 22 年度「砂防学会賞─論文奨励賞」受賞

当センター企画部 企画情報課 主任技師 近藤 玲次が、平成22年度「砂防学会賞─論文奨励賞」を
受賞しました。
対象論文：流砂の実態把握を目的とした安倍川上流大谷川支流域における洪水時全流砂量観測、
砂防学会誌、Vol.60，№5、平成20年
近藤 玲次・枦木 敏仁・安田 勇次（㈶砂防・地すべり技術センター）・土屋 智（静岡大学農学部）
＊ 「砂防学会賞──論文奨励賞」とは、「独創性と将来性があって砂防学の発展に寄与した者（発表時に35歳以下）に与える」として
   ㈳砂防学会が平成6年度より毎年表彰を行っているものです。

平成 22 年度砂防学会通常総会並びに研究発表会

５月26日（水）～28日（金）にかけて、（社）砂防学会主催の砂防学会通常総会並びに研究発表会が長野市若里市民文化ホールにおいて
開催されました。研究発表会は一般参加を含め900名を越える盛会となり、活発な議論が繰り広げられました。当センターからの発表
者と論文タイトルは以下の通りです。

22年度　砂防学会センター発表
発表者 タイトル

1

砂防部

池田 暁彦 非多雨地域における土砂災害特性について

2 小川 浩一 土砂災害警戒情報の精度向上のための情報収集体制の検討

3 小野寺 智久 梓川上流域の本川河道における土砂災害対策について

4 黒田 章雄 鹿児島県における土砂災害警戒情報の発表単位細分化について

5 小段 應司 警戒避難単位の設定方法に関する試み（災害事例による検証）

6 中嶋 雅之 清津川流域における砂防事業に関するCVM調査について

7 中山 貴士 梓川上流域の本川河道における土砂移動特性について

8 道畑 亮一 岩手・宮城内陸地震後の土砂移動実態──迫川を例として── 

9 宮瀬 将之 平成21年7月山口豪雨災害における住民意識調査

10

総合防災部

荒井 健一 近年の噴火時事例等からみた緊急減災対策実施タイミングについての課題

11 池田 一 火山噴火により形成される天然ダムの空間的・時間的把握── 北アルプス焼岳

12 植 弘隆 火山噴火緊急減災ハード対策工法の選定の考え方について 

13 厚井 高志 噴火から約15年が経過した地域における火山防災意識の実態把握

14 酒井 敦章 桜島の土石流流出特性を反映した土石流流出解析

15 塩野 康浩 浅間山での噴火警戒レベル5を想定したロールプレイング方式防災訓練

16 瀬戸 秀治 包絡分析法を用いた火山噴火時における緊急対策施工優先度の検討～岩手山での事例～ 

17 皆川 淳 火山地域の流域状況の経年変化を考慮した施設配置計画について

18 溝口 裕也 富士山大沢川における渓床対策工の機能検証

19
砂防技術研究所

飯塚 幸司 マサ土を用いたINSEMの強度に影響を与える要因に関する一考察 

20 嶋 丈示 中島鎌谷川第二堰堤における砂防ソイルセメントの適用について
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C E N T E R  N E W S

依頼講師

講	師 派遣日 相手先 内　　容

池谷 浩
4/8～3/31 国立大学法人群馬大学 社会環境工学特別講義Ⅱ非常勤講師

4/18 日本災害情報学会 日本災害情報学会公開シンポジウム
（P43参照）

松井 宗廣
4/30 （独）国際協力機構 平成21年度「火山学・総合土砂災害対策」コース　講師
4/1～3/31 筑波大学大学院生命環境科学研究科 「環境防災施設論」　非常勤講師

安養寺 信夫 4/1～9/30
東京農工大学農学府・農学部 自然環境保全学特別講義Ⅰ非常勤講師
長崎大学大学教育機能開発センター 「火山と災害」　非常勤講師

近藤 浩一 4/1～9/30 日本大学理工学部 「砂防防災工学」非常勤講師 
嶋 丈示 5/21 砂防鋼構造物研究会 砂防鋼構造物研究会　研究報告会　講師

海外研修

国 出	張	者 期　間 目　的

台湾　台北市 嶋 大尚 2010.6／7～12 2010台日砂防交流研討会

平成 22 年度　（財）砂防・地すべり技術センター講演会開催

6月23日（水）、砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて「平成22年度　（財）砂防・地すべり技術センター講演会」を開催いた
しました。当日は248人ものご参加を頂きまして、誠にありがとうございました。詳細は次号でご報告いたします。

海外研修生受け入れ

6月16日～9月3日、JICA火山学・総合土砂災害対策コース個別研修生として
フィリピン公共事業省デニス・ペロ・アバゴン（Dennis Pelo Abagon）さんを迎えています。

「土砂災害の実態　平成 21 年版」の発行
 「土砂災害の実態」は、当センターの公益事業の一環として、砂防関係技術の発展および広報
に寄与することを目的とし、昭和57年度版より発行しております。
 「平成21年版」は平成21年1月から12月までに発生した土砂災害をとりまとめたものです。
本誌により、土砂災害についての認識を深めていただき、土砂災害対策を考える上で参考に
なればと考えております。
　なお、「土砂災害の実態」につきましては、バックナンバー（平成６年度以降）も含めて、下
記窓口にて受け付けておりますので、ご入用の方はご連絡ください。

〈お問合せ〉　企画部
TEL:03-5276-3271／FAX:03-5276-3391
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9

どぜう鍋

界隈
食べある考

12

　東京でタヌキをご覧になったことがありますか？もちろん動
物園の話ではありません。神田川を渡ればもうそこは新宿区
という、新江戸川公園の柵の隙間から道を横切った太い尻尾
のシルエットは、まぎれもないタヌキ君でした。夜気が心地よ
い夏の宵のことです。

　PCに「東京23区」「タヌキ」と入力すると驚いたことに
2006年から2008年にかけて練馬区55件板橋区53件新宿
区25件……合計すると334件という目撃情報が寄せられて
います（http://sci-tech.jugem.jp/?eid=1160�科学技術の
アネクドートより）。またNHKの『ダーウィンが来た！』でも東
京のタヌキの暮らしぶりが紹介されていたそうですから、ご存
じの方もいらっしゃることでしょう、とはいえ人通りも多い夜
の都心であの愛嬌ある姿に遭遇するとやはり我が目を疑って
しまいます。前述のHPによるとこのタヌキたちは「『山の方（多
摩の方）から進出してきた』のではなく『ずっと昔からそこで暮

らしていた』と解釈する方が自然」ということですから、めま
ぐるしいスピードで変貌していく東京の懐深く、しなやかに生
き抜いてきた彼らのしたたかさはどうでしょう。

　そしてまたその懐にはあらたな外来者たちも根を下ろしつ
つあります。町雀やカラスもまだ寝静まっている未明、街灯
もネオンも消えて薄墨色に包まれた、街が一日で一番暗く静
かなひとときです。どこから聞こえてくるのか小鳥のさえずり、
まさかこんな時間に環境ビデオでもあるまいにと目をこらす
と、鮮やかな一点の萌葱色……留まった電線が揺れるほど高
らかに誇らしげに歌いあげていたのは１羽のセキセイインコで
した。そしてその少し先にはもう１羽が、その声に答えて晴れ
やかに夜明けの相聞歌を啼き交わ
していたのです。それは都市熱の
満ち引きが見せてくれた都会の蜃
気楼のようなひとこまでした。（J）

どぜう	伊せ喜　

〒135-0005�
東京都江東区高橋2-5
Tel.03-3631-0005
営業時間：昼11:30～14:00
夜17:00～21:30、月曜定休
http://www.dozeu-iseki.com/
index.htm

編集後記
市ヶ谷便り

熊「どじょっ子で～す」
八「ふなっ子で～す」
御隠居「三波春男でござ････！」
スコーン！長キセル一閃。
熊「いてえなあ、もう、何すんですか、御隠居！」
御「暑くなってきたからお前さんたちに精の付くも
んでも食べさせてやろうって森下まで出張ってい
るのに、駅前ではしゃぐんじゃない！ついレッツ
ゴー三匹をやってしまうところだ。油断も隙もあ
りゃしない。」
熊「勝手にやってるのは御隠居でしょう。全く、因
業じじいがうまいもの食わしてくれるっていう、
年に一度もあるかどうかって時だってのに････痛
え！」
隠「因業じじいは余計だよ！」
御隠居さん、八つぁんと熊さんを従えて都営新宿
線森下駅から南の高ばし方向へと向かいます。歩
くこと5分。
八「おっ、『伊せ喜』、ここだここだ。いい店構えで
すねえ。何か、醤油と出汁のいい匂いがしてきま
すよ。」
一行、掘りごたつ式の入れ込み座敷に上がります。
隠「ねえさん、丸を二人前。それと酒を冷やで3本。」
八「ささ、まあ御一献。････何ですかい、丸って？」
隠「丸鍋のことで泥鰌を裂かずに煮てあるんだよ。

先に骨まで軟らかくなってるから、テーブルじゃ浅
い鍋で暖め直す程度で食べるんだ。カルシウムたっ
ぷりで夏バテにはもってこいじゃ。」
熊「はあ、御隠居～、たくさんの目があっしのこと
睨んでますよう。」
隠「泥鰌の方でもお前さんが気になるだろうから、
そこの木箱の葱のざく切りをたっぷり乗せなさ
い。」
ぐつぐつぐつ。どじょうとネギを小皿に取り、山
椒を振って食べます。ハフハフ。
熊「おっ、これは酒が進みますな。鰻もいいが、タ
レがない分こちらもさっぱりと食べられますねえ。
おねえさ～ん、お銚子3本！」
八「おい熊、お前、遠慮ってもんがねえのかい」
熊「なあに、どじょうも御隠居もどうじょどうじょっ
てなもんよ。」
隠「あれ、もう食っちまったのかい?　････ちょいと
寂しくなってきたな。柳川を頼もう」
ほどなくこちらは土鍋に入った柳川が運ばれて参
ります。
熊「はあ、どじょうとゴボウの卵とじですかい。こ
りゃ酒もいいが、飯に乗っけて食いてえなあ。す
みませ～ん、御飯ちょうだい！」
お腹が満たされた3名、まだ飲み足りない様子。
八「この煮えたネギだけでも飲めますねえ。あれ、
御隠居、あっちの隅の二人、夫婦にゃあ見えませ
んねえ。訳ありって奴ですかい?」
熊「どれ、ここはおいらがひとつ、訳って奴を聞い
てくるか」
隠、八「これ、よしなさい！」
暑さと冷房で疲れている皆様、一度如何でしょうか。
注）3名の性別と役柄を適当に入れ替えると、その
まま取材の状況を表しております。　　　　（H）
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ＪＲ総武線市ヶ谷駅徒歩1分
東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅（A2出口）徒歩1分
都営地下鉄市ヶ谷駅（A2出口）徒歩1分

「sabo」についてのご意見、ご感想をお待ちしています。

『sabo』についてのご意見、ご感想をお待ちしております。
「役に立った」「印象に残った」記事、あるいは「こんな記事が読みたい」など、
みなさまのご意見ご感想を、FAXやメールなどで下記の事務局までお寄せ下さい。
なお『sabo』バックナンバーはホームページからダウンロードしてご覧いただけます。

「sabo」事務局宛
FAX:03-5276-3391／ e-mail:sabo-kikanshi@stc.or.jp

http://www.stc.or.jp/
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