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巻頭言

雲仙普賢岳噴火20年
に寄せて

高田 勇

たかだ いさむ

元長崎県知事

「砂防」といえば我が長崎県ほど崖地、急傾斜地の多い地域は

らぬあの只中に僅かな生存者を求めて、飛び込んでいってくれた

なく、その度にお力添えを頂き、本稿をお借りして、深く御礼申し

のです。
「命は地球よりも重い」と云いますが、
その命よりも重い
「使

上げます。

命感」に生きる行動に、うちひしがれた市民は、どれほどに、生

なかでも、かつて、しばしば襲った大規模台風や昭和57年の

きる勇気を植えつけられたことかと思いました。又、平成5年4月

長崎大水害では、災害後「都市の構造」がその度に一段と強固に

6日、本格的復興工事のために現地に陣を構えた松井所長以下の

なっており、砂防の優れた技術力を痛感しております。併し、それ

国の「雲仙復興工事事務所(当時)」の開設は、
「これで国も本腰が

も既に二昔、三昔を重ねましたが、雲仙普賢岳災害は、少しく様

入った」と市民が固く信じた瞬間でした。事実、国は、その直後

相が異なっておりました。5年もの長い間のヤマとの戦いであり、

から新しい技術も駆使しながら、県・市の技術陣と相協力しつつ

しかも、そのうちの１年余りは、毎日のように降りかかる火砕流、

砂防ダムをはじめ遊砂地、導流堤等各種の大規模砂防事業を完

土石流のため、大げさにいえば逃げ惑うことばかりで、復興らし

成させ、ヤマの鎮静化と相まって、市民は再び安堵を取り戻して

いことは何一つ出来ませんでした。ヤマの位置も、海に突き出た

いったのであります。

半島の中央にあり、半島の周辺を廻るたった一本の国道を頼りに

あれから20年、今、普賢岳は、一筋の柔らかな煙を吐いて静

16万人の生活があるという環境であり、その頼りの国道が長期に

かに横たわっています。ヤマを見上げると、限りない思い出が甦っ

わたって寸断されたのは限りなく痛手でした。この間において、当

てきます。なかでも、平成3年6月8日に襲って来た最大級の火砕

初はあっという間に失った43人の尊い生命をもう二度と奪われまい

流にも、直前、間一髪の「警戒区域の設定」で、一人の命も失う

と、陛下の、何度もお諭しくださった 人命を大切に のお言葉

ことがなかったことは決して忘れることはできません。思い返して、

を千金の重みとして、日に日に変化するヤマの状況をできる限り適

何かの啓示があったのかと思うような、自分でも理解できぬ程の

確に把握して、避難を中心に市民の生命、財産を守り続ける義務

即刻の「区域設定」を迫る思いつめた行動と、それをぎりぎりの

に対応することに専念していました。

時点で受けとめてくれた当時の市長の決断があったからだと思っ

当初は、私が主宰して直接対策に当る担当責任者の会合（警戒

ています。

区域等調整会議）を実に頻繁に開いておりました。これは、日に

今は、導流堤はじめ、各種の砂防事業も進渉し、市民は再び

日に変るヤマの状況の当初の対策としては極めて有効に機能した

郷土に安堵の生活を取り戻しております。しかし、率直にいって、

と思っていますが、その実質的中心にあってヤマの状況を適確に

以前、あの只中に住んでいた住民の皆さんが、一定の嵩上げをし

判断していただいた九大島原地震火山観測所の太田教授は、ま

たとしても激しく土石が流下し住家を押し流したあの山麓の地に、

さに「我等が羅針盤」的存在でした。その間、地元としてもしだ

もう一度住みたいと希望するとは当時、思いも及びませんでした。

いに変化するヤマの状況を勘案しつつ、当面の可能な限りの仮設

しかし、事実、今日、多くの方々が嵩上げした郷土に再び戻り住

導流堤、土留め工事、河川堤防の嵩上げ、拡幅、交通、治安の

んでいます。住み慣れたふるさとへの愛着もさることながら、地域

確保等、警察、消防団等と文字どおり総力戦で実施し、国の本

において施された各種の重畳的砂防事業に深く信を寄せているか

格的工事の実施を待つこととしていたのであります。その中にあっ

らに外ならないからと思うのです。つい先頃、長崎大学の高橋教

て、市民にとって決して今なお忘れられぬことがあります。

授の調査団が、
「普賢岳噴火を思い出すか」と市民に問いかけた

一つには、平成3年6月3日午後8時、あの最初の大火砕流の直
後の暗闇をついて、まさに右往左往していた市民の前に装甲車の

ところ、65パーセントの人がもう思い出さないと返事したというこ
とを伺いました。

キャタピラの音高く駆けつけてくれた自衛隊の姿でした。市民は

強固な各種の砂防事業を深く倚信して安住し、
「20年前を思い

限りない力を得たのであります。自衛隊は、駐屯するやいなや、

出すこともない」と聞いて、じっと山を見上げながら、魂の入った

あの大火砕流の翌日に、いつ、次の火砕流が来るかまったくわか

工事とはこういうものかと深い感慨を覚える次第です。
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1 はじめに
特集1
早いもので、1991年の普賢岳火砕流大惨事から20年
になる。溶岩ドームの形成をともなった4年3ヶ月にわ
たる噴火活動時の火砕流と土石流による被害は、想像

普賢岳噴火時の
砂防をめぐる
警戒区域設定解除の
攻防

を絶するものであった。
私は、その当時、九州大学理学部付属島原地震火山
観測所所長の職にあったが、この噴火災害を振り返る
とき、先ず脳裏をかすめるのは、何故43人もの死者が
出たのかという虚しさである。死者が出た上木場地区
には、8日前に避難が勧告され、住民は苦痛な避難生
活を強いられていた。死者のうち20人が報道関係者で
あったが、彼らには島原市災害対策本部を通じて、繰
り返し退去を要請していた。死亡した12人の消防団員
は、一旦退去していたが、一部報道関係者による避難
住民の留守宅の電源や電話の無断使用が発覚したた
め、大火砕流発生前日に警備のため上木場に戻ったば
かりだった。ほんの直前に、危険の切迫を知らせに入
域した警察官２人も、報道陣が退去していれば、死な

太田 一也
おおた かずや

九州大学名誉教授

なくて済んだはずである。
死者を出した最大の原因は、
報道陣の過熱した取材競争と、報道の自由と使命感の
根底に潜む特権意識であったと思っている。
次に浮かぶのが、自衛隊と大学を一体化した極めて
実用的な火山監視である。自衛隊は目視のほか、レー
ダーや暗視装置など、戦闘用の偵察機材を持ち込み、
24時間態勢で火砕流を監視した。また、九大観測所に
は、自衛隊員3人が常駐し、地震計のペンレコーダー
が描く火砕流発生の瞬間を捉え、現場監視班と連携し
て、その流下方向（谷番号）と先端位置（何合目）を
実時間で無線発信した。また、延べ1400機ものヘリコ
プターで、空中観測を支援してくれた。
『大学の火山
学と自衛隊の戦闘力』を融合させた画期的な火山監視
態勢で、
それらの成果は、
行政の危機管理や災害警備、
さらには砂防工事の安全確保にも寄与した。
そして三つ目が、自衛隊や消防、市町職員による決
死的な火砕流や土石流に対する緊急応急防災工事と、
やはり危機管理上の問題で、公的記録に残されていな
い砂防にまつわる警戒区域の設定･解除に関しての、
当時の建設省と県、市町と九大観測所長との攻防で
ある。

写真‑1 1991年6月30日発生の最初の大土石流（左）と古地図に
描かれていた土石流跡（荒地：右）
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危険な普賢岳山麓での建設省による砂防工事は、最
終的には画期的な遠隔操作による除石や砂防ダムの建
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設技術が確立され、完璧に目的が成し遂げられた。無

3 最初の大土石流発生、古に学ばず！

人化工法でのダム建設は、普賢岳山麓で初めて実用化
された世界に誇るべき技術である。今では当然のよう

降灰は激しさを増し、
1991年6月30日夕方、
ついに7㎞

に受け止められている工法だが、そこに至るまでの、

離れた海岸に達する大土石流が発生した。水無川は6

地元での決死的な土砂災害防止への努力があったこと

月8日の大火砕流で、R57より400ｍ上流域が埋没して

を知る人は少ない。

いたため、
土石流は水無川を外れて2筋になって流下、

ここではこれらのうち、三つ目の砂防に関する様々
な出来事について、時系列的に追ってみたい。

初めて住宅地を襲い海に達した 写真‑1左 。最近その存
在を知った江戸時代の古地図によると、そのルートが、
2筋の荒地として描かれていた 写真‑1右 。また、住民

2 土石流と火砕流の発生開始

によると、このルートは、昔から土砂が流れ下ってい
たと言い伝えられていたが、住宅が建ち並び、古の教

1990年11月17日に普賢岳が噴火を開始した。翌

えは生かされなかった。

1991年2月より噴煙活動が活発化し、懸念していた
最初の土石流が5月15日に発生し、水無川最上流の平

4 砂防基本計画策定さる

原橋が壊された。19日には中流の筒野橋が流失した。
そのすさまじさに驚かされたが、振り返ると、これら
は序の口であった。
5月20日に溶岩ドームが出現、成長を開始した。5月

火砕流・土石流が頻発するなか、砂防施設の構築は
急務となった。11月25日、建設省の第1回雲仙普賢岳
火山砂防検討委員会（委員長：武居有恒京都大学

名

24日には、最初の火砕流が発生した。火砕流には、火

誉教授、事務局：砂防・地すべり技術センター）が開

道の深部からマグマが爆発的に噴出して発生する爆発

催され、基本計画の策定方針が検討された。委員だっ

型と、地上に噴出した高温の溶岩が、局部的に崩落・

た東京大廣井脩助教授は、
「住民が何を望むかが、防

破裂し、内包するガスを噴き出しながら山の斜面を駆

災街造りの原点だ」と述べた。応急対策として、6月

け下る崩落型とがあるが、普賢岳のものはすべてが後

30日の大土石流流路に沿って広域農道の海側に遊砂地

者であった。相次ぐ火砕流は、流路には灰混じりの岩

（1号）
と導流堤を導入することが提案された。太田
「導

屑を堆積させるだけではなく、大量の火山灰を撒き散

流堤を造れば安中地区を二分してしまう。住民に受け

らし、土石流発生の危険性を高めて行った。

入れられないと思う。水無川を拡幅すれば済むことで

5月26日、水無川最上流の治山ダムでの作業員が、

はないか」と疑問を呈した。委員会終了後、小林英昭

樹木に降り積もった高温火山灰の崩落で火傷を負っ

砂防事業調整官から「そんなに目立つものではなく、

た。そこで鐘ヶ江島原市長に電話し、上木場地区住民

完成後は緑化する。内側は農地として利用出来るよう

を避難させるよう要請した。市長は、直ちに避難勧告

にする。県の要望でもある」と、どこかの事例写真を

を発令した。

示して説明を受けた。当初の応急計画では、導流堤の

火砕流はその後も頻発し、流下距離を徐々にのばし
た。そして6月3日に第1回目の大火砕流が発生し、4.3

高さは2m、既存道路の多くを残し、逆ハの字型の導
流堤の間隙ぬって通行可能というものであった。

㎞流下した。その先端は避難勧告地域内の上木場地区

年明けて1992年2月7日の長崎新聞記事によると、

に留まったが、同地区で取材していた報道関係者など

「安中被災住民代表らが、大規模土石流に対する防災

43人が死亡した。その後の7日、高田知事の強い説得で、

措置を早急に取るよう県に要請」とある。県の大塚担

島原市長はR57より山側に警戒区域を設定した。住宅

当理事は、
「水無川上流域での土石流対策は、警戒区

地域での警戒区域の設定は全国で初めてであった。8

域である以上難しい。
（警戒区域外の）広域農道より

日には第2回目の大火砕流が発生、R57の30m山側に

海側に遊砂地を早急に完成させたい」と答えている。

達したが、警戒区域内に留まったため、死者はでなか

行政側としても事態の打開は急務であった。2月11

った。市長は即日警戒区域を海岸まで拡大した。

日の県主導の警戒区域等の調整会議（地元関係自治
体、国出先機関、九大観測所等で構成）を前に、鐘ヶ
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写真‑2 応急砂防工事として設置された遊砂地

写真‑3 筒野土堰堤・土嚢積み（上側が下流方向）

江市長が来訪し、
「遊砂地構築や水無川の除石のため、

になっていて、赤松谷の谷底とは約30ｍの高低差があ

R57より海側の警戒区域を解除したい」とのことで、

ったが、6月半ばには20ｍ近く埋まっていた。懸念した

緊急を要することからやむなく同意した。9日の新聞

流域の山の寺住民から、この「鞍部にダムを造るよう

には、「警戒区域一部緩和、土石流工事目的に」の見

行政に働きかけて欲しい」との電話があった。

出しの記事が掲載された。調整会議では原案どおり了
解され、市長は県による除石の期待を表明した。

その頃、建設省の池谷浩土石流対策官は、普賢岳対
策に情熱を傾けていた。6月19日11時頃、思い切って

3月1日、8か月ぶりに大土石流が発生、流路は前年

同対策官に「中の間川源頭部対策は緊急を要します。

6月30日のものとほぼ同じであった。15日にはR251や

ご検討を願いたい」と電話した。14時03分に「早急に

島原鉄道線路の一部が埋没した。国道と水無川下流域

実行する」との回答があった。

では、埋没と除石のいたちごっこが続いた。
5月には1号と2号遊砂地が完成、その下流には、導
流溝が設置された 写真‑2

図‑1 。

7月1日、
山の寺での第1防護フェンスが着工された。
場所は源頭部の鞍部ではなく300m余り下った谷間だ
った。第2防護フェンスが、山の寺そうめん流し付近
の右岸に設置された。それぞれ7月から8月にかけて完

5 決死の盛り土と土嚢積み

成し、やがて治山ダムも設置され、山の寺住民は安心
出来た。11月になると、この鞍部と赤松谷の谷底との

R57より海側の警戒区域外での応急砂防工事は順調
に進められたが、問題は山側で、水無川支川のおしが

差は4m前後になり、火砕流が乗り上げ、中の間川の
約200ｍ下流までの樹木が焼けた 写真‑4,5 。

谷川は、従来、上木場地区では平原橋上流で水無川に
合流していたが、火砕流堆積物が厚さを増してくると

6 噴火活動一時的鎮静化へ

流路を変え、土石流が北側の眉山山麓の地山を深く浸
蝕するようになった。そのため、それまで被害を免れ

9月になると、溶岩噴出が順調に低調化した。8日の

ていた白谷・天神元・札の元・門内各町内（約150世帯）

警戒区域等調整会議では、R57より海側の避難勧告を

への流れ込みが懸念された。そこで、5月12日、警戒区

解除、警戒区域も一気にR57より数百ｍ山側へ押し上

域内の白谷町筒野で緊急土留め工事が、自衛隊や消防・

げられた。
これは砂防工事推進のための布石であった。

県市役所職員らによってなされた。そこは火口から4.3

18日に開催された建設省の第3回雲仙普賢岳火山砂防

㎞で、既に火砕流が幾度も襲っていた 写真‑3 。

検討委員会では、警戒区域が解除されたR57山側に応

他方、
南側の赤松谷も火砕流で急速に埋っていった。

急対策としての3号遊砂地の新設と作業員の安全対策

この谷に直交し、南に伸びる中の間川の源頭部は鞍部

が検討された。これで砂防工事が一気に進展すると期
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写真‑4 火砕流熱風で焼けた中の間川源頭部。赤松谷から
山の寺そうめん流しまで約600m。

待された。

。中央の治山
写真‑5 山の寺熱風防護第1フェンス（奥）と第2フェンス（手前）
ダムはフェンス完成直後に構築された。南側・下流側上空より俯瞰。

7 噴火活動劇的に復活！

11月になると、溶岩噴出の勢いは、最盛期の四分の
一に低下し、このままいけば2、3ヶ月後には、もしか

1993年2月2日、噴火活動が劇的に復活し、溶岩噴

したら終息するかも知れないと思われた。1993年2月3

出を再開した。溶岩ドームは、最盛期並みの勢いで成

日に3号遊砂地が完成した 図‑1。

長を始めた。3月15日の大土石流では3号遊砂地が見事

図-1

砂防施設基本構想施設配置図（1992年10月13日県発表）に自衛隊による警戒区域内での応急防災工事位置（陸上自衛隊幕僚監部、
自衛隊派遣行動史、1997）を示したもの。 ②の1次作業は消防、市職員との共同作業。

①1993.3.5‑7 三角山西側築堤支援
②1993.4.7‑11 筒野堤防復旧・補修工事
③1993.5.19‑6.4 上木場 鋼矢板打設
（約200m）
④1993.5.25‑26 赤松谷流路掘開工事

⑤1993.5.25‑26 水無川流路掘開工事
⑥1993.12.1‑13 応急堤防工事
（約550m）
⑦1994.1.24‑3.7 応急堤防延長工事
（約850m）
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に機能し、巨大岩塊や流木はスリットダムで捕捉、泥
流のみ水無川へ流下した。しかし、その後の8月にか
けての土石流は激しく、
3号遊砂地は埋没してしまった。

8 建設省雲仙復興工事事務所開設さる
1993年4月6日、砂防施設直轄施工のため、待望の建
設省雲仙復興工事事務所が開設された。4月28、
29日に、
同事務所の開設を待っていたかのように、それまでで
は最大規模の巨大土石流が発生し、水無川中心に扇状
に大氾濫、中流に架かる広域農道の茶屋の松橋が流失

写真‑6 上木場の火砕流堆積物の中で鋼矢板を打設する自衛隊

した。
は同意した。

9 再び決死の鋼矢板打ち

6月17日に開催された建設省九州地方建設局の第2回
土石流緊急応急対策検討委員会では、大土石流頻発を

水無川上流の上木場眼鏡橋付近（火口から約4㎞）

受けて活発な議論が展開された。京都大水山高久助教

から白谷の筒野にかけては、左岸がさらに大きく侵食

授
「砂防計画の完成度に対応した安全率確保の推移を、

され、火砕流も乗り上げ始めた。白谷から門内にかけ

時間軸をもって表示しないと、住民の理解と協力が得

ての住宅地の危険性は深刻さを増し、対応は待ったな

られにくいのではないか」
、太田「導流堤と水無川両

しに追い詰められた。そのため、5月19日から6月4日

岸の嵩上げで、本当に安全を確保できるのか。この間

にかけて、約300ｍにわたり自衛隊による決死の鋼矢

（三角地帯）は放棄して、計画導流堤の左岸と水無川

板680枚の打設がなされた。火砕流は2分足らずで到

右岸、或はさらに南側の現在被災地の南限にラインを

達するため、避難用の装甲車を待機させていた 写真‑6

引き、周辺への被害の拡大防止のための対応を急ぐべ

図‑1-❸

。

きではないか。特に1号ダム左袖の早期着工をお願い

5月22日、県消防防災課堀江邦年参事が来訪し「ス

したい」
、武居委員長「着工順位をつけてやるべきだ。

ーパーダム（1号ダム）予定地を、警戒区域から避難

その順序でしたい」、
建設省「応急対策・緊急対策には、

勧告地域に格下げしたい」という。「噴火活動は活発

基本的に優先順位はない」
、委員長「分かった」、吉岡

化している。それは無理だ」と反対した。24日の調整

市長「
（三角地帯の）鎌田町の被災を受けていない区

会議での格下げ提案は見送られた。

域を放棄するとはとても云えない。導流堤の右岸側も
造って欲しい。また、国道５７号線のバイパス（後の

10 警戒区域縮小の攻防加速

島原深江道路）を早急に造って欲しい」
、建設省「前
向きに検討したい」。

復興工事事務所は、警戒区域内での施工が出来ない

6月18‑19日に大土石流が発生、遂にR57の水無川橋

状況だった。6月16日、吉岡市長が来訪し、
「1号ダム

が流失した。以後、8月20日まで断続的に発生、自衛

建設のため、警戒区域の一部を解除せよとの建設省か

隊が打設した上木場〜筒野の鋼矢板は、満身創痍なが

らの要望がある」という。太田
「解除すべきではない。

らも、どうにか役割を果たしたが、土嚢や鋼矢板での

1号ダムを造っても直ぐ満杯になる。溜まった土砂の

対応に限界を感じた。6月18日には、北側の千本木地

除去は不可能だ。これまでの経験から、ダムが満杯に

区でも土石流が氾濫するなど、想像を絶する展開をみ

なったらかえって被害が拡大する。それより現在の避

せた。

難勧告地域内で鋼矢板打設、さらには白谷から門内に

6月21日未明、
大火砕流が水無川沿いに4.5㎞流下し、

かけての集落を守るため、1号ダム左袖の部分だけで

スーパー砂防ダム建設予定地をこえ、避難勧告地域設

も早期着工を要求したらどうか」と進言すると、市長

定ライン50m手前で止まった。不合理で無理な警戒区
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域・避難勧告地域の縮小で、薄氷を踏む思いであった。
6月23日から24日にかけては、大火砕流が千本木地区
を襲い1人が死亡、集落はほぼ壊滅した。火砕流は警
戒区域を越え、避難勧告地域に達していた。
6月26日、安中方向へも大火砕流が流下、避難勧告
設定ラインを超え、さらにはR57も越えた。幸い深夜
であり、水無川橋が流失していたため通行不能で、人
身事故はなかった。
大火砕流発生で、当日予定の第26次警戒区域等設定
調整会議が、時間を繰り上げて招集された。ぶっつけ
本番の協議であったため、激論が交わされた。

写真‑7 相次ぐ土石流氾濫で形成された安徳新扇状地（最大幅1.3㎞）

吉岡市長「（R57より約80m山側の）避難勧告地域
設定ラインを島鉄線路まで下げ、警戒区域は拡大しな

吉岡市長が土堰堤構築を自衛隊に打診してみると、

い」、太田「火砕流がR57を超えている。広域農道よ

島原半島担当の第16普通科連隊を管轄している第4師

り山側は警戒区域とすべきだ」、市長「土石流対策工

団は、安全上対処困難、築堤は能力を超え、効果にも

事が出来なくなる」、市長は、一歩も引かない剣幕だ

限界があるとして実行不可能と回答した（陸上自衛隊

ったが、高田知事の「人命を考えなければならない。

幕僚監部、自衛隊派遣行動史、1997）
。

大事をとって広域農道まで警戒区域を広げよう」とい

8月12日の第28次警戒区域等調整会議では現状維持

う裁断で、市長も「致し方ない。広域農道を通れるよ

を決定したが、事態切迫を受け、いつもはない本音の

う、警戒区域設定ラインを道路の山側としたい」と了

話し合いがなされた。

承した。

吉岡市長「2号遊砂地の除石のために警戒区域を解

7月4〜5日、中尾川下流で土石流氾濫、R251は、北部

除する予定であったが無理だ。建設省には、即時着工

の前浜町と南部の安中地区で通行不能となり、島原市

の準備をお願いしていたが、実現できなくて申し訳な

街地は孤立した。7月16〜17日にも大土石流が発生、安

い」
、太田「工事のための警戒区域解除は、今後止め

中地区は、真新しい扇状地と化してしまった 写真‑7 。

るべきだ。深江町は、警察の災害警備隊の監視下で、

7月になると、土石流災害の拡大に対し建設省は、池

警戒区域内で盛り土工事をした。R57より海側の危険

谷土石流対策官らが半年程前から検討していた除石の

性は、同じ警戒区域内であっても、山側に比べればは

無人化施工に向けて、
その技術提案の公募に踏み切った。

るかに低い。建設省が検討している安全・避難対策で
十分なので、
（2号遊砂地の除石に）着工してもよいの

11 自衛隊堤防構築へ

ではないか」
、
島原広域圏消防本部丸田源二消防長「災
害が拡大するなか、警戒区域だからといって手をこま

地元では、砂防ダム着工が待ちきれなくて、応急対

ねいているわけにはいかない。避難勧告に落としたか

策に必死であった。7月19日、吉岡市長が来訪し「白

らといって安全性が増すわけではない。これまでのよ

谷〜門内間（警戒区域内で導流堤計画場所）での応急

うでは、土石流に対する防災対策は前に進まない。何

堤防の構築を自衛隊にお願いしたい。また、2号遊砂

とかならないものか」
、建設省雲仙復興工事事務所井

地の除石のため、警戒区域を避難勧告地域に格下げし

原邦明砂防課長「事情はよく分かっているが、危険区

たい」とのことであった。応急堤防は了としても、格

域に業者を入れて作業を命じられるかどうか、局内で

下げには即答を避けた。その日の夕方に大火砕流が発

理解が得られていない」、島原警察署長島彰署長「警

生、水無川沿いに5.5㎞流下しR57を再び超えた。上木

戒区域を解除すると、どうしても人が入ってくるので

場〜筒野では、自衛隊打設の鋼矢板が埋没した。30日

避けるべきだ」
、太田「これまで工事のために避難勧

の第27次調整会議では、2号遊砂地一帯の警戒区域解

告地域に落とした場所での砂防工事で、火砕流による

除は見送られた。

事故は起きていないが、運がよかったと考えるべき
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だ。今後は、このようなやり方は止めて、安全対策を

部（R57より海側の導流堤建設予定地）は、警戒区域を

講じながら、緊張感を持って警戒区域内で工事して欲

解除し避難勧告地域とします。……今回の措置は、防

しい」、吉岡市長「R57号線より山側では建設省が工

災工事を行うためのぎりぎりの選択であり、避難勧告

事出来ないようだと、市独自で応急対策を講じること

地域であっても危険なことに変わりなく、工事関係者

を検討している（市長は、自衛隊の投入を交渉してい

以外は絶対に立ち入らないで下さい」と、火山活動状

た）
」。

況の説明とは矛盾するような警戒区域一部解除がなさ

この頃、R251では、最高で約4m厚の土砂が堆積し

れた。その目的が、防災工事のためであると明言した

ていた。相次ぐ国道の埋没で除石が追いつかず、最後

初めての行政措置となった。警戒区域には業者を投入

には氾濫土砂を転圧、仮舗装して通行に供していた。

できないので避難勧告地域に格下げするという行政の

9月9日、土木学会全国大会（福岡）での特別講演を

論理である。市長の要請に配慮して格下げに妥協した

依頼された。そこで「今島原では、火砕流・土石流被

が、火砕流による人的被害が発生した場合、火山研究

害が拡大しています。しかし、正面対決は出来なくて

者として、
社会的批判を受けるのは覚悟のうえであった。

も、側面から流れを変えれば、これ以上の被害拡大は

これでR57より海側での左岸導流堤鋼矢板打設や1

阻止できます。世界に冠たる技術大国日本、
摩天楼（超

号・2号遊砂地の除石・拡張工事着工への道が開けた。

高層ビル）も海底トンネルも建設し、人類が月面に着

しかし、R57より山側での課題は未解決であった。

陸可能なこの時代に、日本の土木界は、警戒区域が設

10月27日と28日に、吉岡市長は当初計画の約半分

定されている上木場での防災工事を、自衛隊や消防団

の長さの500ｍに短縮した応急堤防構築依頼のため、

に頼り切っています。この現状に、割り切れないもの

第4師団長と西部方面総監を訪問したが、回答は保留

を感じています」と発言した。今思えば、砂防とは無

された（陸上自衛隊幕僚監部、自衛隊派遣行動史、

関係で、現地の事情を知らない多くの出席者には、そ

1997）
。11月10日吉岡市長より「3号遊砂地左岸の土盛

の意味がよく分からなかったかも知れない。その発言

りの件、自衛隊を警戒区域内に投入出来ないか。総監

の背景には、下流域での被害拡大のため、いわば土砂

はやる気がある。次の雨に間に合わせたい」との電話

災害対策には素人の自衛隊や消防団、市町職員による

があり、
「やってもらえるならお願いしたらいい」と

上木場での決死的な有人作業の実態があった。

返事した。そしてやがて自衛隊投入が決定した。

災害の拡大で、地元住民の突き上げもあり、市長も
追い詰められていたに違いない。9月21日、市長より
「次の警戒区域見直しで、R57より海側の建設省の導
流堤建設予定地を、警戒区域から避難勧告地域に落と

12月1〜13日に、自衛隊により応急土堰堤（550ｍ）
が命がけで施工された 写真‑8

図‑1-❻

。

12月13日、
竣工した堤防を現地視した横地貞総監が、
「画竜点睛を欠く！

さらに上流に延長し、L形にし

したい。作業関係者以外は入らぬように、柵をしても

なければ、被害拡大防止にならない」と一喝した。随

よい」と電話があった。太田「砂防工事のために避難

行していた私が「上流側は民間業者のボランティアで

勧告地域のままにしていた千本木で死者が出た。また、

施工すると島原市長が云っていました」と告げると、

国道57号線の山側縁石まで避難勧告地域を押し上げた

硬い表情で「指揮所に戻って検討する」と現場を引き

とき、その山側に出店とパーキングが出来て、安全対

上げた。その結果、自衛隊による延長工事へと進展す

策上苦慮したことなどを教訓として活かさなければな

ることになった。

らない。あくまで、警戒区域内で安全対策を講じて施

1994年1月24日から3月7日にかけて、R57の山側（上

工することを定着させるべきだ」、市長「建設省の壁

木場〜筒野間：現在の1号砂防ダム左袖のやや山側）

は厚すぎる」
、太田「了解は出来ない。それでは政治

では、緊迫したなかで、自衛隊により応急堤防の延長

的に判断すればよい」と突き放した。市長は「調整会
議で反対しないで欲しい」と苦悩していた。

（約850ｍ）工事がなされた 写真‑9

図‑1-❼

。この間、

火砕流のため3日半にわたり作業を中止した。まさに

9月28日の第30次警戒区域等調整会議では「マグマ

命を賭した戦闘であった。
1月29日の毎日新聞には、
「警

の供給には全く衰えが見られず、危険な状態が続いて

戒区域での応急防災工事、行政は責任逃れ。自衛隊任

います。しかし、今回は札の元・門内・大下町の各一

せの現状」
、
「工事の都合で線引きが変わる警戒区域」
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写真‑8 自衛隊施工応急堤防（第1次、全長550ｍ）
。下流側上空からの俯瞰。

と指摘した、神戸金史記者執筆の記事が躍っていた。

写真‑9 完成した自衛隊応急堤防（全長1400m）
。上流側上空からの俯瞰。

13 あとがき

2月16日、建設省雲仙復興工事事務所では、第1回普
賢岳直轄砂防事業に関する安全対策委員会が開催さ

実態を後世に伝えたい一念で、普賢岳噴火時に体験

れ、R57より山側での自衛隊応急堤防の補強や3号遊

した一部を記した。私が知らないことも多々あったは

砂地の機能強化と、上流側隣接地に4号遊砂地新設工

ずである。公にはされないこともあるであろう。

事のための安全対策が検討された。火砕流到達時間を

普賢岳噴火に関連して依頼された講演で、
「警戒区域

3号遊砂地まで4分、R57号線まで5分であることから、

や避難勧告地域の設定ラインはどのようにして決めた

九大観測所からの自衛隊実時間発信情報や目視監視情

か？」との質問をよく受けた。
「勘と駆け引きです」と

報を基に、発生後1分で避難の必要性を判断、残りの3

答えると笑いが起きた。あざ笑いにも思えた。

〜4分で車両を使って避難するか、作業現場の連結シ
ェルターに駆け込む案が提案された。

防災のプロから見れば、ハザードマップに基づいて
科学的に判定するのが常道なのであろう。だが現実に
は、砂防工事のほか、様々な社会的要素も考慮しなけ

12 建設省ハイテク技術を結集
──画期的な無人化施工着手──

ればならない。地域経済や住民生活への影響と危険性
とを両天秤にかけながらも、極限の判断を模索せざる
をえなかった。また、行政の独走を阻止するため、妥

2月、R57より山側奥の警戒区域内で自衛隊が有人

協せざるをえない場合もあった。どのような批判を受

作業をする中、建設省は、R57に隣接する警戒区域内

けようと、今振り返ってみて悔いることはない。この

外で、除石工無人化施工試験を開始した。そして2月

普賢岳での出来事を他山の石にして頂ければと願って

25日の第34次調整会議では、
「溶岩ドームは隆起と北

いる。

西へのせり出しで危険な状態にあるので、警戒区域設

そしてまた、もし、普賢岳噴火で、有珠山2000年噴

定に変更はない。自衛隊の強力な支援と国・県・市町

火の時のように、国の機関が陣頭指揮を執っていたら、

の努力の結果、現状で可能な土石流に対する応急対策

どのような采配をしていただろうか。このような思い

工事は完成した」とのコメントを発表し、砂防に関わ

もふと脳裏をかすめる。ただ奇怪なことに、普賢岳噴

る警戒区域設定・解除の攻防戦は終結した。

火時の警戒区域や避難勧告地域の設定範囲は、世界で

その後、建設省は、建設業者の知恵と技術に支えな

初めてハザードマップに基づいて決定されたとする有

がらも、世界で初めて無人でダムを建設する偉業を成

識者の見解が蔓延し、既定事実化しようとしているが、

し遂げた。日本の砂防技術も、やはり世界に誇れるも

当事者の一人として、これだけは容認出来るものでは

のであった。

ない。

（所属・肩書きはすべて当時のもの）
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特集2
2010年11月、雲仙普賢岳噴火から丸20年を目前に、
北海道・有珠山と東京都・三宅島の住民団体や、行政・
議会関係者が島原に集まった。一過性の風水害とは異

雲仙普賢岳
噴火20年に思う

なり、ひとたび噴火すれば避難生活は数カ月から数年
にも及ぶ火山災害の被災地共通の課題を考えようと始
まった「火山市民ネット」の交流会も10回を数える。
意見交換に先立って一行は被災地の今を視察した。

1 被災地にて
火砕流で被災した小学校の校庭に立つイチョウの木
は、黄色く色づき始めていた。南島原市深江町の旧大
野木場小学校は、災害の教訓を伝える遺構として校舎

槌田 禎子

にコーティングを施し、一般に公開されている。校庭

つちだ ていこ

のイチョウの木も火砕流の熱風で幹は黒焦げとなり、

テレビ長崎報道部 記者

再生は不可能と思われていた。しかしこの地域の警戒
区域設定が解除され、様子を見に行った人々が目にし
たものは、新たな芽ぶきだった。
国土交通省雲仙復興事務所は上流部の砂防工事を進
めるにあたり、山の状況を監視すると共に、万一の際
の作業員の避難所を兼ねた展示施設「大野木場砂防み
らい館」を学校の敷地の隣に設置していて、訪れる観
光客や修学旅行生は自然の脅威と生命力を同時に目の
当たりにすることができる。
1991年6月3日の火砕流で43人が犠牲となった島原市
上木場地区は、今はもう砂防区域として、かつての住
民はほかの場所に移転している。ここに集落があり、
人々が生活していたことを偲ばせるものはほとんどな
いこの場所で、数本の柿の木が赤い実をつけているの
も印象的だった。季節は被災地にもわけへだてなく巡
ってくる 写真‑1 。
上木場地区に白いペンキが塗られた木製の三角錐が
置かれている。
「定点」
、マスコミ各社が道路沿いにず
らりと並び、普賢岳の溶岩ドームに向かってカメラを
構えていた場所。夫が、息子が、友人が、命を落とし
た場所に身を置き、最後に目にしたであろう光景に思
いを馳せようと訪れる遺族や関係者の、せめても目印
にと、ひっそりと建っている。
土石流警戒にあたる消防団が詰め所にしていた北上

写真‑1 被災地の柿の木
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火砕流で被災した消防自動車とパトカーは腐食止めが

午後4時過ぎ真っ黒な雲が空を覆い始め、やがて上木

施され、ガラス張りの建物の中に収められている。警

場地区をすっぽりと包んだ。現地デスクが絶叫に近い

察官２人は、定点で取材していたマスコミに退避する

声で3人を呼ぶ無線にもう応答はなかった。

よう伝えるために上流へとパトカーを走らせ、この場
所で殉職した 写真‑2 。

私はこの日は本社で早朝から勤務していた。緊迫す
る無線交信を耳にしながら、
急きょ島原へと向かった。
南高来郡国見町（当時）付近から空は真っ暗で、車は

2 1991年6月3日

渋滞し、島原に着いたのはもう夕方のニュースも終わ
った午後7時過ぎだった。この日の記憶は断片的でし

1991年6月3日。この日は朝から雨だった。普賢岳の

かない。ある時は島原警察署で、続々と入る行方不明

山頂は雲に覆われ溶岩ドームはほとんど見えていなか

者の氏名に同僚の名前を探していた。深夜には島原城

った。5月20日に溶岩ドームが出現したころから、民

に待機していた自衛隊の指揮官に、自社定点の位置を

放各社には系列各局から応援スタッフが続々と駆けつ

地図上で示し、早期の救助活動を懇願していた。

けていた。この日KTNテレビ長崎が属するFNN（フ

結局、二次被害の恐れもあり、自衛隊はこの夜現場

ジニュースネットワーク）の普賢岳取材班は総員61人、

に入ることを断念した。翌朝、
本来の取材目的に加え、

うち20人が長崎のKTN本社に、現地には41人がいた。

行方不明の3人の様子を探るため祈るような思いで一

2日前に梅雨入りしたこともあり、土石流に注意が向

帯を丹念に撮影した系列局のヘリコプターからの映像

けられていて、SNG車（衛星を利用した中継車）は水

には、各社の定点ポイントの遺体とともに、普賢岳の

無川沿いに置かれていた。それでもカメラマン2人と

方向に向かい民家の石垣に寄せた格好でKTNの社有

ドライバーは、上木場地区で普賢岳に向けてカメラを

車が映し出されていた。さらに上流にあるKTNの取

構えていた。

材ポイントだった葉たばこの乾燥小屋は、火砕流の熱

午後3時ごろから火砕流が頻発し、現地デスクは各
社定点より200〜300メートル上流にいたスタッフ3人
に撤退を指示。了解した旨の無線交信後しばらくして、

風で破壊されていた。
いったんは下流方向に逃げたであろう彼らが、何故
この場所に…。推測でしかないが彼らはきっと逃げる
途中で、各社の定点ポイントで山に向かってレンズを
構え続ける同業者の姿を目にして、再び
戻ろうとしたのではないか。みんながそ
こにいるという横並び意識から来る安心
感だったのか、自分たちだけ逃げるわけ
にはいかないというプレッシャーだった
のか、カメラマン魂だったのか…。
6月5日、自衛隊が収容した22遺体の中
から、ポケットベルの番号と写真付き記
者証明書から坂本憲昭カメラマンが、運
転免許証から宮崎正則ドライバーが判明
した。中園耕司カメラマンの遺体は損傷
が激しく、血液型と歯の治療記録により
確認が6日までずれ込んだ。3人のうち2
人は車の外で、中園カメラマンは社有車
の中で発見された。いずれも6月3日午後

写真‑2 火砕流で被災した車両

4時10分ごろ死亡したと推定されている。
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3 小規模な火砕流

4 犠牲は避けられなかったのか

1991年5月20日、普賢岳の山頂に溶岩ドームが出現。

マスコミの取材が過熱していくなかで、夜間に赤い

溶岩ドームはみるみる間に成長を続け、24日午前8時

溶岩の崩落が確認され、連日各テレビ局のトップ映像

過ぎ初めて火砕流が発生した。しかしこの時マスコミ

を飾るようになると、一部を除き夜を徹しての取材合

に火砕流という認識はなく『溶岩の崩落』という表現

戦が始まった。いったんは取材ポイントを下流に下げ

だった。

ながら再び元の定点に戻る社もあった。九大島原地震

25日夕方雲仙岳測候所が出した臨時火山情報には

火山観測所の太田所長からは、島原市の災害対策本部

「なお、九州大学、地質調査所などの調査によれば24

を通じてたびたび撮影ポイントを下流に移すよう要請

日8時8分ごろの崩落現象は小規模な火砕流だったとい

があったが、マスコミの側は果たしてそれが法的拘束

うことです」と記されている。研究者の間では、火砕

力があるのかどうかという観点からしか捉えず、ほと

流という言葉を使うかどうかを巡って、議論が分かれ

んどが応じなかった。

たという。この現象が火砕流であるという科学的合意

5月26日、作業員が火砕流の熱風により火傷を負う

★

はあったものの、サンピエールの悲劇を思い起こさせ

事故があったその日、雲仙岳測候所は「火山活動情報

てパニックを引き起こすことを恐れたという。

第1号」を発表した。それまでの度重なる臨時火山情

しかし研究者のこの配慮は裏目に出た。確かに同じ

報が注意報だとすれば、
火山活動情報は警報に当たる。

年に噴火したフィリピンのピナツボ火山と比較すると

さらに危険性が増していることを意味すると住民に伝

図‑1 、普賢岳の火砕流は極めて小規模である。しかし

えながら、それでもマスコミの大半は北上木場地区で

マスコミは小規模という表現にひきずられ、火砕流の

普賢岳に向かい撮影を続けた。多い時には100人近く

怖さを過小評価してしまった。しかも火砕流が日々到

の取材スタッフが上木場地区にいたとされる 写真‑3 。

達距離を伸ばしてふもとの民家に近づき、さらに水

そうしたなかで避難する住民や土石流警戒に当たる

無川上流で土石の除去に当たっていた作業員が、火砕

消防団の車の通行に支障が生じたり、ゴミやタバコの

流の熱風により手足に火傷を負うという事態に至って

ポイ捨てなどマスコミの取材に対する苦情が相次い

も、危機感は薄かった。

だ。さらには避難して無人の民家で、一部マスコミに

私自身、5月30日、九大島原地震火山観測所の太田

よる電話や電源の無断使用までが明るみに出ると、い

一也所長（当時）が視察に訪れた自治大臣と国土庁長

ったんは詰め所を下流に下げた消防団も6月2日昼前再

官に対し説明した「当初は小規模で温度も低かった火

び北上木場に戻ることになる。しかしこの背景には、

砕流が、昨日から高温化し、到達距離も伸びている。

島原市が5月25日、5町に対して発令した火砕流に対す

どのくらい規模が大きくなるのか、火口から3㎞の距

る避難勧告を、6月1日、南・北上木場2町を除き解除

離にある人家を超える可能性も否定できない」という

したこともある。

言葉を、その場に居合わせて耳にしながら、それが上

しかし、いずれにせよマスコミも消防団も避難勧告

木場地区で取材する自分自身やスタッフに何をもたら

地域の中にいたわけで、マスコミさえいなければ……

すことを意味しているのか？

ということに思い至ら

との思いは今も地元の遺族には根強い。マスコミが犠

なかった。さらにその直後「今マスコミがいるあの場

牲になった場所と、消防団員や警察官が犠牲になった

所はもう本当に危険だよ。筒野のバス停より下まで下

場所の現在のありようの違いは、そのまま住民の気持

がりなさい。
」 図‑2 と語りかけられながら、危険とい

ちの反映だと真摯に受け止めざるをえない。

う言葉をそこにいれば死ぬのだという言葉に置き換え
て理解することができなかった。

5 教訓をどう伝えるか
消防団員と警察官が犠牲になった北上木場農業研修
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図-1 ピナツボとの噴火規模の比較

図-2 雲仙普賢岳 定点地図

普賢岳
▲

水無川

赤松谷川

所跡地には、毎年6月3日多くの遺族や関係者が慰霊に
訪れる。この場所の保存整備に尽力した当時の町内会
長らは、上木場災害遺構保存会として、今も6月3日が
近づくと周囲の草を刈り、当日はこの場所を訪れる人
たちのために祭壇を設け、終日交代で詰めている。し
かし、去年6月3日、初めてこの場所に遺構保存会の上
田實男会長の姿がなかった。尋ねると体調を崩してい
るという。
今年に入り上田会長自身に話を伺う機会があった。
慰霊の日を前に草刈り作業をした時、当時のことを知

写真‑3 島原市上木場地区・いわゆる「定点」

らないマスコミに取り囲まれ、ある記者から「この車
の残骸は何ですか？」と尋ねられ、一気に頭に血が上
ったのだという。病院に行くと即数日間入院を告げら

だ。砂防ダムや導流堤の建設のため島原に置かれた国

れたそうだ。

土交通省雲仙復興事務所は、いずれ広大な砂防指定地

安中地区町内会連絡協議会の会長として、住民の避

の管理を地元に委ねることになる。もちろん地元自治

難対策などに地元消防団員と一緒に当たった上田さん

体が第一義的には担うべきことではあるが、砂防のプ

は、亡くなった彼らに対し今も自責の念を抱えている。

ロの集団が、将来に向けた防災意識の継承に何らかの

その上田さんも今年で77歳を迎える。いつまで自分た

形で今後も関わっていただきたいと、地元マスコミと

ちがこの場所を守り、災害の教訓を語り伝えていくこ

しては切に願っている。

とができるか、気弱になっていた上田さんたちに現在
の消防団と町内会長たちが手を差し伸べた。今年から
は代々消防団と連合町内会で担っていくという。
しかし、一方で大きな懸念もある。雲仙普賢岳は有
珠や三宅と異なり噴火周期が非常に長いため、何代も
続く平穏期にどれだけ防災意識を継承していけるか

注
★

1902年カリブ海のプレー火山で発生した火砕流では約2万9000人
が亡くなり、サンピエールの町は壊滅的な被害を出した
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1 はじめに
特集3
気象庁では、火山災害を防止･軽減するため、全国
の火山活動の状況を監視し、
活動状況の変化に応じて、
噴火警報等の火山情報の発表を行っている。

気象庁における
火山の監視と
噴火警報・予報、
噴火警戒レベルの発表
──雲仙普賢岳
噴火災害後の火山情報の改善

気象庁の火山観測・監視体制や火山防災情報は、平
成2年（1990）から始まった雲仙普賢岳噴火時以降、
災害の防止・軽減という気象庁の情報発表目的に資す
るように、さまざまな改善を図ってきた。
ここでは、火山災害の軽減に資する情報発表を目指
した気象庁の火山観測･監視や噴火警報、噴火警戒レ
ベル等の発表に関する取り組みを、雲仙普賢岳噴火災
害以降を中心に紹介する。

2 気象庁の火山観測・監視体制
気象庁では、本邦108の活火山について、関係機関と
の連携のもと、火山活動の観測・監視を行っている。こ
のうち活動が活発で連続監視が必要な火山については、
気象庁本庁及び札幌・仙台・福岡の管区気象台に設置
した火山監視・情報センターにおいて、大学等関係機関
の協力も得ながら、地震計、空振計、遠望カメラ、傾斜

斎藤 誠
さいとう まこと

気象庁地震火山部火山課火山対策官

計、GPSなどにより24時間体制で監視している図‑1。
雲仙普賢岳の噴火が始まった平成2年当時は、全国19
の活火山を常時観測火山として最寄りの気象台、測候
所において監視し、その他の火山については、計画的
に機動観測（基礎調査観測）を行っていた。また、当

図-1 活火山と気象庁の火山監視体制（火山監視・情報センター）

時の火山観測は、
「すす書き」の
ドラムを利用した震動観測を中
心としたアナログ観測からコン
ピュータ処理を導入する端境期
に当たっており、雲仙普賢岳で
発生する火砕流の監視にもペン
レコーダーに記録される震動波
形を利用して継続時間を測定し、
臨時火山情報等の発表を行って
いた。
その後、各種観測データのデ
ジタル化、コンピュータ処理の
導入を進め、また、遠望カメラ
や火口カメラの導入等を図った。
平成13年（2001）10月には、
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雲仙普賢岳噴火災害から20年

気象庁本庁及び札幌・仙台・福岡の管区気象台に火山

平成21年度から22年度にかけては、火山噴火予知連

監視・情報センターを設置し、地域内の火山観測デー

絡会火山活動評価検討会において、中長期的な噴火の

タを各センターにテレメータし、集中的に常時監視を

可能性に備えて監視・観測体制の充実等の必要がある

行う体制とした。あわせて、センターに火山監視業務

とした47火山における火山観測施設の整備を行い、平

専門の職員を集約し、観測データの評価体制を整え、

成22年度末には全国47火山の連続監視を行う体制が整

早期の異常検出及び的確なタイミングでの火山情報が

った。この整備は、
深度100mのボアホールへの地震計・

発表できる体制の構築を図った。平成22年
（2010）
８月、

傾斜計の設置を中心としたものであり、より一層の観

気象庁では火山業務専用のコンピューターシステムであ

測精度の向上が期待される。さらに、
（独）防災科学

る火山監視・情報センターシステム（VOIS：Volcano

技術研究所や大学等研究機関との火山観測データの交

Observation and Information System）を更新し、東

換や流通・共有等を進めており、これによっても、火

京及び福岡に全国の火山観測データを処理できるシス

山監視体制の充実・強化が図られてきている。

テムを整備した。このシステムを利用して、4つのセ

また、テレメータを利用した常時監視のほか、連続

ンターがそれぞれの地域の火山活動の監視、噴火警報

観測対象以外の活火山を含めて、各火山監視・情報セ

発表等の業務を行うとともに、大規模地震やシステム

ンターの火山機動観測班が計画的に各火山を巡回し、

障害等により一部のセンターの業務遂行が不可能にな

地震計やGPSを臨時に設置しての観測、あるいは熱や

った場合においても、他のセンターでバックアップで

火山ガスなど現地での各種観測や、ヘリコプター（関

きる体制も整えている。

係機関協力）による上空からの観測を実施し、さらに

常時監視を行う火山の数についても、平成7年の九

はHi-net等、広域の地震観測網による観測データも利

重山の噴火をはじめとした火山活動の異常発生時に整

用して、平常時からの状態の把握に努めている。噴火

備した観測点を維持する等してその拡大を図り、平成

等の異常時には、緊急に火山機動観測班を派遣し、観

20年度末には全国34火山の常時監視を行うようになっ

測・監視体制の強化を図り、関係機関の協力も得て、

ていた。

適時・適切に噴火警報等を発表できる観測体制を整え

図-2 気象庁が発表する火山情報の改善

昭和40年1月〜

昭和54年1月〜

平成5年5月〜

平成14年3月〜

火山活動情報

緊急火山情報

緊急火山情報

情報発表の実施

レベル0
兆候なし

火山活動の状 況を
わかりやすく伝える
ため、火山 活 動レ
ベ ルを導入し火山
情報に含めて発表
火山活動レベルは
主として噴火規模に
より区分

レベル4

噴火予報

定期火山情報

火山活動解説
資料
・週間解説資料
・月間解説資料
・火山噴火時
・予知連開催時
等

レベル1
静穏

レベル5

（避難）

（避難準備）
火口周辺警報

定期火山情報

定期、または臨時に
火山活動の状況の
解説と評価を行う

火山観測情報

・緊急及び臨時火山情報を補う
・臨時火山情報に至らない程度
の火山状況をきめ細かく発表

火山観測情報

レベル2
やや活発

噴火警報

臨時

レベル3
小〜中規模

臨時火山情報
火山観測情報

レベル5
極めて
大規模

レベル4
中〜大規模

臨時火山情報

噴火警報及び
噴火予報
噴火警戒レベル

具体的な防災行動に結びつくよう︑
わかりやすく表現

内容の重大性や事態の緊急
性をわかりやすくするため
「緊
急火山情報」へ名称変更

臨時火山情報

火山活動度レベル
の導入
（現在12火山）
緊急

53

活動火山対策特別措置法 施行

火山情報
（臨時）
上の４火 山と、
それ 以 外 の 火
山において必要
と認める場合

昭和

火山情報
（定期）
・三原山
・浅間山
・阿蘇山
・桜島
毎月発表

平成19年12月〜

平成15年11月〜

レベル3

（入山規制）
レベル2

（火口周辺規
制）
レベル1

（平常）

避難行動等の防災対
応を踏まえて区分し、
キーワードを設定
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ることにしている。

討会」という）の第1回会合が開催された。この火山
防災対策検討会は、富士山ハザードマップ検討委員

3 火山情報の改善

会などで行われた富士山における防災対策の検討の成
果、過去の噴火災害の事例や防災対策の先進事例等を

3-1

情報体系の改善

参考に、より効果的な火山防災体制を構築するための

気象庁では、火山活動に異常を見つけた場合に、火山

火山情報と避難体制のあり方などを検討するために設

情報を発表し、
火山活動に注意・警戒を呼びかけてきた。

置されたものであり、火山情報を住民にわかりやすい

雲仙普賢岳が噴火した平成2年当時には、火山活動の状

表現にすること等も検討課題の一つとされた。

況やそれがもたらす影響の程度に応じて、
「火山活動

平成19年３月22日に、その中間報告として、｢噴火

情報」
、
「臨時火山情報」を随時発表、また、常時観測火

時等の避難体制にかかる火山防災対策のあり方
（仮称）

山についてはその観測の状況に応じて毎月1回または

骨子｣ がとりまとめられた。この中には、
「火山活動

年数回の頻度で「定期火山情報」を発表していた図‑2。

度レベルについては、避難、避難準備、登山規制及び

このなかで、
「火山活動情報」は生命、身体にかか

立入り規制等の具体的な防災行動に結びつくよう区分

わる火山活動が発生した場合、あるいはそのおそれが

し、各レベルにキーワードを設定し、分かりやすく表

ある場合に随時発表される情報で、最も緊急度の高い

現する必要がある」
、
「レベル1とレベル0は、防災対応

ものであったが、雲仙普賢岳噴火時に情報を発表した

上の区分の必要性が少ないことから、これらをレベル

時に、住民や報道等から「臨時火山情報」と比較して

１として統合することが適切である」
、
「火山活動度レ

重要度が分かりにくいとの意見が寄せられた。このた

ベル」という名称についても、防災行動の判断に利用

め、学識者等を含めた検討の結果を踏まえて、平成５

されるものであることを明らかにするため、改称する

年５月に「火山活動情報」の名称を「緊急火山情報」

ことが適切である」などの提言も盛り込まれた。

に改め、また、
「緊急火山情報」や「臨時火山情報」

また、第4回火山防災対策検討会において、新しい

の内容を補足したり、火山活動に変化があった場合に

レベルの名称は「噴火警戒レベル」とすることが適切

発表する「火山観測情報」を新たに設けた情報体系を

であるとされた。

構築し、運用を開始した。

3-3

しかし、この
「緊急火山情報」
、
「臨時火山情報｣、｢火
山観測情報｣ という情報体系においても、これらの用
語では、一般の方に噴火の切迫性や危険性の程度を即
座に理解していただくことが難しいという課題があっ
た。このため、平成15年11月には、火山活動の状況を

噴火警戒レベルの導入

火山防災対策検討会の提言を踏まえ、平成19年12月
1日に噴火警戒レベルが導入された図‑4 。
噴火警戒レベルは、火山活動の状況を噴火時等の危
図-3 火山活動度レベル（平成15年11月〜平成19年11月）

レベル0

よりわかりやすくお知らせし、火山情報をより防災対

長期間火山の活動の兆候がない。

応に有効に活用していただくため、火山活動度レベル

レベル1

を導入した。これは、火山の活動の状況を主として噴

静穏な火山活動。
噴火の兆候はない。

火の規模により0〜5の6段階に区分し、火山情報に含
めて発表したものである 図‑3 。しかし、この火山活動

レベル2
やや活発な火山活動。火山活動
の状況を見守っていく必要がある。

度レベルでも具体的な防災対応との関連が依然として
必ずしも明確ではなく、道路の通行規制や避難勧告等

レベル3

の必要性について、より判断しやすくするように改善

小〜中規模噴火活動等。火山活
動に十分注意する必要がある。

を求められていた。

レベル4

3-2

火山防災対策検討会の提言

平成18年11月に「火山情報等に対応した火山防災対策
検討会（事務局：内閣府（防災担当）、総務省消防庁、
国土交通省砂防部、気象庁）」（以下「火山防災対策検
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中〜大規模噴火活動等。
火口から離れた地域にも影響の
可能性があり、警戒が必要。

レベル5
極めて大規模な噴火活動等。
広域で警戒が必要。

特集

雲仙普賢岳噴火災害から20年

険範囲や必要な防災対応を踏まえて、1〜5の5段階に

道の閉鎖など）とリンクさせ、速やかに対応がとれる

区分して発表する。各レベルにキーワード（5：避難、

ようにすることを目的とするものである。このため、

4：避難準備、3:入山規制、2：火口周辺規制、1：平常）

噴火警戒レベルの導入に当たっては、地元市町村等の

を設定し、住民、登山者等に必要な対応や、市町村長

防災機関とシナリオやハザードマップをもとにした事

による避難勧告の発令等の具体的な防災行動に結びつ

前の防災対策の検討が行われる。その結果、噴火警戒

きやすいようなものとした。

レベルの活用による防災対応について、市町村や都道

また、噴火警戒レベルは、それまでの火山活動度レ

県等の地域防災計画に定められる等の所要の準備が整

ベルのように噴火の規模だけではなく、現象（火砕流、

ったところから導入されており、平成23年2月末現在で

噴石、火山灰、溶岩等）等から判断される危険性や火

全国26の火山で噴火警戒レベルが導入されている図‑5。

口から居住地域までの距離や各種施設の有無等を考慮

この事前の取り決めにより、噴火警戒レベルが導入

することにより、噴火時等にとるべき防災対応との関

された火山においては、レベル2、3の段階では、レベ

係を明確化したものである。

ル切り替えと同時に、道路通行規制や登山道の閉鎖な

一方、噴火警戒レベルは、噴火等の現象が発生する

どの防災対応が速やかに行われ、また、レベル4、5の

までの時間（リードタイム）によって変更するもので

段階でも、避難勧告や避難指示等の判断が迅速に行わ

はない。このため、火山活動が徐々に活発化するよう

れることにより火山災害の軽減が期待される。

な場合には、レベル1から順にレベル2、レベル3、レ
ベル4のように上がることになるが、活動が急激に変

4 噴火警報・噴火予報

化するような場合や、火口のごく近傍に居住地域があ
る場合などには、レベル1から直ちにレベル4やレベル

4-1

5に至る可能性があるという性格を持つものである。
3.4

噴火警戒レベルと防災対応

噴火警報等の導入の経緯

3-1で述べたように、気象庁では、従来、火山噴火
等の異常発生時に、
「緊急火山情報」
「臨時火山情報」
、
、

噴火警戒レベルは、それぞれのレベルを防災機関の

「火山観測情報」等の火山情報を発表してきたが、こ

防災対応（例えば、避難勧告、道路の通行規制、登山

れらは、気象業務法上「観測成果の発表」という位置

図-4 噴火警報・噴火予報及び噴火警戒レベルの説明
噴火警戒レベルは、火山活動の状況について、噴火時等にとるべき防災対応を踏まえて区分し、警戒を呼びかけるもので、
この活用にあたっては以下の点に留意する必要がある。
・火山の状況によっては、異常が観測されずに噴火する場合もあり、レベルの発表が必ずしも段階を追って順番通りになるとは限らない（下がるときも同様）
。
・各レベレで想定する火山活動の状況及び噴火時等の防災対応に係る対象地域や具体的な対応方法は、地域により異なる。
・降雨時の土石流等レベル表の対象外の現象についても注意が必要であり、その場合には大雨情報等他の情報にも注意する必要がある。
予報
警報

対象範囲

噴火警報

居住地域
及び
それより
火口側

火口周辺警報

火口から
居住地域
近くまで
火口周辺

噴火
予想

火口内等

レベル
（キーワード）
レベル5
（避難）
レベル4
（避難準備）
レベル3
（入山規制）

説明
火山活動の状況

住民等の行動（＊1）

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす（こ 通常の生活（今後の火山活動の推 登山禁止や入山規制等危険な地
の範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ） 移に注意。入山規制）
。状況に応 域への立入り規制等（状況に応じ
噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 じて災害時要援護者の避難準備等 て規制範囲を判断）

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った
レベル2
場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あ
（火口周辺規制）
るいは、発生すると予想される。
レベル1
（平常）

登山者・入山者等への対応（＊1）

危険な居住地域（＊2）からの避難
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、
等が必要（状況に応じて対象地域
あるいは切迫している状態にある。
や方法等を判断）
警戒が必要な居住地域（＊2）での
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が
避難の準備、災害時要援護者の避
発生すると予想される（可能性が高まってきて
難等が必要（状況に応じて対象地
いる）
。
域を判断）

火山活動は平穏。
火山活動の状態によって、火口内で火山灰の
噴出等が見られる（この範囲内に入った場合に
は生命に危険が及ぶ）

火口周辺への立入り規制等（状況
に応じて火口周辺の規制範囲を判
断）
通常の生活
特になし（状況に応じて火口内へ
の立入り規制等）

＊1 ：住民等の主な行動と登山者・入山者への対応には、代表的なものを記載。
＊2 ：避難または避難準備の対象として地域防災計画等に定められた地域。ただし、火山活動の状況によって具体的な対象地域はあらかじめ定められた地域とは異なることがある。
注：表で記載している「火口」は、噴火が想定される火口あるいはそれらが出現しうる領域（火口出現地域）を意味する。伊豆東部火山群のように、あらかじめ噴火場所（地域）を
特定できないものは、地震活動域を火口領域と想定して対応。
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づけで発表されてきた。これは、火山現象（や地震）

及ぶおそれがある範囲を明確にするため、レベル4、

については、予報及び警報を行うことが技術的に困難

レベル5は「噴火警報（居住地域）
」
（略称「噴火警報」
）
、

であったということから、気象庁がしなければならな

レベル2、
レベル3は「噴火警報（火口周辺）
」
（略称「火

い予報、警報は「
（地震及び）火山現象を除く」とさ

口周辺警報」
）と予想される影響範囲を付した名称で

れていたこと等による。

発表している。一方、レベル1は、ただちに重大な災

最近の火山学や観測技術の進歩、さまざまな噴火･
観測事例の蓄積等により、2000年の有珠山噴火の事例
など、条件が整った場合には火山噴火を事前に予測し
情報を発表することもできるようにもなってきた。

害を発生するおそれがないことを「噴火予報」として
発表している。
噴火警戒レベルを導入していない火山の警報発表に
ついても、噴火による影響範囲に着目して、警戒すべ

また、火山防災対策検討会の提言を受けて平成19年

き対象範囲をキーワードで明示することにした。警戒

に導入することになった「噴火警戒レベル」は、噴火

すべき対象範囲を、
「居住地域又は山麓及びそれより

の規模等と住民や防災機関がとるべき防災対応との結

火口側」
、
「火口から居住地域の近くまでの広い範囲の

びつきを深めた形で発表するものであり、観測成果等

火口周辺」
、
「火口から少し離れた所までの火口周辺」

の発表にとどまらず、重大な災害の起こるおそれのあ

及び
「火口内等」
に区分して、
キーワードはそれぞれ
「居

る旨を警告するという、まさに気象業務法の「警報」

住地域厳重警戒」
「入山危険」
、
「火口周辺危険」
、
及び「平

の性格をもつものであった。

常」としている。また、噴火警戒レベル導入火山と同

これらを踏まえ、気象庁では、平成19年秋の臨時国

様に、
「居住地域又は山麓及びそれより火口側」に対

会で気象業務法の一部を改正し、火山現象についても

し警戒を呼びかける場合は「噴火警報（居住地域）」
（略

予報・警報の対象に加えることとし、
「噴火警報」等

称「噴火警報」
）
、
「火口から居住地域の近くまでの広

を発表することとした。

い範囲の火口周辺」、
「火口から少し離れた所までの火

噴火警報・噴火予報は、噴火警戒レベルと同時の平

口周辺」に警戒を呼びかける場合には、
「噴火警報（火

成19年12月1日から運用を開始している。

口周辺）
（略称火口周辺警報）
」
、
影響を及ぼす範囲が
「火

4-2

口内等」だけにとどまる場合には「噴火予報」として

噴火警報等の内容

噴火警戒レベルを導入している火山においては、レ

発表している。

ベル2からレベル5について、重大な災害を発生させる
おそれがある活動状況であることから、「警報」とし

5 噴火警報及び噴火警戒レベルの効果

て発表することとしている。
また、警報の発表に当たっては、噴火による影響が
図-5 噴火警戒レベル導入火山（平成23年2月末現在）

平成19年12月に噴火警報、噴火警戒レベルを導入し
て以降、噴火警戒レベル4以上の発表はまだ行ってい
ない。噴火警戒レベル3
（入山規制）を発表した火山も、
浅間山、桜島、口永良部島と最近の霧島山（新燃岳）
の４山だけである。このため、レベル4や5の発表によ
り、住民等が避難や避難準備を行うような状況にはな
っておらず、噴火警戒レベルを導入したことによる明
らかな減災効果もまだでてきていない。しかし、今年
1月からの霧島山（新燃岳）噴火の際には噴火警戒レ
ベル3の切り替え発表（警戒すべき区域を火口周辺2㎞
以内から3㎞以内に拡大）を行ったときに、宮崎県高
原町では住民に対する避難勧告が行われた。今後、噴
火警戒レベルごとの火山活動の状況やとるべき対応に
ついての気象庁（気象台）と地元防災機関との認識や
情報共有をさらに深めておく必要がある、またできる
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だけ具体的な避難計画を定めておくべきという教訓と

であったためのものであり、どのような火山に対して

なったと考えられる。一方、これらの火山や噴火警戒

も火山噴火予知が可能になったというわけではない。

レベル2（火口周辺規制）を発表した火山においては、

2011年の霧島山新燃岳の噴火に際しては、深部におけ

事前の取り決めに従い、速やかに道路や登山道を規制

る地殻変動はとらえ、噴火警戒レベルを「2」とし、

したり、噴火警戒レベルを示す標識を設置するなどの

登山規制を促していたが、1月26日に始まった中規模

対応がとられており、実際に噴火が発生したときには

噴火（レベル3に引き上げ）を噴火開始前に予測する

被害を軽減することができるものと考えている。

ことはできなかった。

なお、気象庁では噴火警報、
噴火予報を補足したり、

気象庁では、今後、さらに火山活動の評価・判断能

定期的に火山活動の状況等を解説・周知するために、

力を強化する等して、より防災・減災に資する警報・

図‑6 に示す各種情報、資料を定期的及び随時発表して

情報等を発信できるように努めるとともに、解説能力

いる。

の充実・強化にも努めることとしている。

また、本庁、管区気象台、地方気象台等各級官署に

また、平成19年に導入した火山噴火警戒レベルにつ

おいて、防災気象講演会やシンポジウム、お天気教室

いては、平成23年2月末時点で26火山に導入されてい

などさまざまなイベントを通して噴火警戒レベルにつ

るが、今後とも防災対策が必要な火山については、地

いてなど火山防災知識の普及・啓発に努めている。

元の地方公共団体等の防災関係機関と調整を進め、順
次導入していくことを計画している。

6 おわりに
7 附記
気象庁では、雲仙普賢岳の噴火災害以降、火山災害
の防止・軽減を図るため、新しい観測・処理手法や火

筆者は、本年（平成23年）1月26日から活発化した

山学の進展を踏まえて最新の知見を導入するなどし

霧島山（新燃岳）の火山活動に対し、地元自治体の避

て、火山観測体制の充実・強化や火山情報等の改善を

難計画作成に係る支援等を行うために派遣された「霧

図ってきた。特に、この約20年間は、通信技術や情報

島山（新燃岳）噴火に関する政府支援チーム」の一員

処理技術などの業務を取り巻く環境も大きく変化し、

として、霧島火山防災連絡会「コアメンバー会議」に

業務体系も大きく変化した。このような状況の中、こ

参加する機会を得た。コアメンバー会議では、新燃岳

こ最近の噴火事例を見ると、2000年の有珠山噴火や三

の火山活動がより活発化した際の具体的な避難計画や

宅島噴火、2009年の浅間山噴火の際などにおいて、噴

多量の火山灰により発生が懸念される土石流に対する

火の前に適切に噴火警報や緊急火山情報等を発表でき

避難計画を作成するための検討を行った。この中で、

ている事例もある。しかし、これは、過去に数回の噴

地元の市町における具体的な避難計画の作成に資する

火の経験を持ち、前兆現象についての知見を持つ火山

ため、新燃岳の火山活動がどのような状態になったと

図-6 定期的または随時に発表される火山に関する情報

きに噴火警戒レベル4や5の噴火警報を発表するかにつ

情報等の種類
火山の状況に
関する解説情報

概要及び発表の時期

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況等を
取りまとめたもの、必要に応じて発表

いて、火砕流と大きな噴石の事例についての具体的な
判断の基準が、
気象庁
（福岡管区気象台）
から示された。
火山噴火を人間の力でとめることはできない。噴火

火山活動
解説資料

地図や図表等を用いて火山活動の状況等を詳細に
とりまとめたもの、毎月又は必要に応じて発表

した場合には、迅速・的確に避難することが被害軽減
のための一番の方法である。

週間火山概況

過去一週間の火山活動の状況等をとりまとめたもの、
毎週金曜日に発表

月間火山概況

前月一ヶ月の火山活動の状況等をとりまとめたもの、
毎月上旬に発表

噴火に関する
火山観測報

噴火が発生した場合に、その時刻や噴煙高度等の
情報を直ちに発表

今後、全国の活火山に対して、地元の各自治体が具
体的な避難計画を作成することが望まれるが、気象庁
においても、その作成を支援するため、想定される噴
火シナリオや噴火警戒レベル切り上げ等の判断基準等
について、できるだけ具体的に分かりやすく示してい
くことが重要であると考えている。
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1 はじめに

島原半島
世界ジオパーク
──噴火災害の復興から振興へ

あの忘れ得ぬ雲仙普賢岳噴火災害の火砕流惨事から
今年で早や20年となる。198年ぶりの噴火に多くの人
が最初は山火事だと思ったように、一般の人々に火山
噴火に対する警戒心はなかった。そして行政も、島原
大変へとつながった198年前の噴火と同じシナリオを
想定して、眉山崩壊に対する避難計画の策定を始める
という状況であった。しかし実際の噴火は、記録に残
る198年前のものと違う形で活発化し、人的にも物的
にも多くの被害が出たのである。
噴火終息から14年、新たな溶岩の上には植物の生育
が見られる。そして今、島原半島は、災害からの復興
を成し遂げ、さらに普賢岳を地域の活性化に結びつけ

杉本 伸一

る取り組みが進められている。

すぎもと しんいち

第5回ジオパーク国際ユネスコ会議
事務局長

2 普賢岳噴火災害
平成2年11月17日、噴火を始めた普賢岳は、翌18日
以降は地獄跡火口の噴煙活動は衰え、九十九島火口か
らの白色の噴煙が遠望できるのみであった。秋空にた
なびく噴煙を見上げながら、なかには、新しい観光名
所になるのではとの期待の声もささやかれた程である。
しかし、翌3年2月12日、最初と別の火口から再噴火
し、活動が活発化した。さらに5月には、雨で火山灰
を巻き込んだ土石流が発生した。そして、山頂には溶
岩ドームが現れ、噴火は予想を超え始めた 写真‑1 。溶
岩ドーム出現から4日後、山頂にたまった溶岩が、火
口から崩落した。聞きなれない

火砕流

の発生であ

った。研究者は、火砕流への警戒を呼びかけたが、住
民の関心は土石流に強く向けられたままであり、水無
川にたまった土石を早く取り除き、いかに家屋への被
害を防ぐかであった。
梅雨に入った島原では、土石流と火砕流の二つの災
害をにらんだ防災対策が続けられた。43人が犠牲とな
った6月3日の火砕流、すべての住民が火砕流の本当の
恐ろしさを理解した日であった。後で振り返ってみる
と、研究者は危険だと強い調子で訴えていたが、私た
写真‑1 成長する溶岩ドーム
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のものにしていなかった。危険だということを、意識

があるなかであったが、平成4年には「水無川砂防計

していなかったのである。

画の基本構想」が作成され、砂防事業が開始された。

島原市南部の水無川流域は、度重なる火砕流や降灰

平成5年4月、雲仙復興工事事務所（当時建設省）が

はもとより、相次ぐ土石流の襲来を受け、さらに、被

開設され、災害時から今日に至るまで、さまざまな砂

害は水無川流域だけにとどまらず、普賢岳から島原の

防施設の建設等を行い、噴火災害による土砂災害を最

市街北部を流れる中尾川流域にも拡大した。台風、集

小限にとどめ、地域の復興の後押しをした。噴火中は

中豪雨災害などと異なり、噴火災害は、一過性の自然

発生した火砕流が5分程度で現場に到達するため、工

災害ではない。火砕流、土石流といった災害が人家の

事は困難を極めた。このことから、民間と共同で世界

密集地域に押し寄せてきたのが、今回の雲仙普賢岳災

初の無人化施工を実用化し、水無川の除石工事やコン

害の大きな特徴であった。

クリート構造の砂防ダム、鋼鉄製スリットダムの建設

すべてを焼き尽くす恐ろしい火砕流であっても、あ
らゆるものを押し流す猛烈な土石流であっても、人の

工事が無人で実施された。今では、被災地に家並みが
戻り、噴火災害以前の平穏な暮らしも戻ってきた。

住んでいない無用の荒れ地であれば単なる自然現象で

雲仙で開発された無人化施工技術は、その後、平成

あって、自然災害という言葉は使われない。しかし、

12年有珠山噴火災害においては遊砂地の造成や流路工

島原市では、多くの人がここを故郷として何百年、何

内の土砂除去などで用いられ、地域の火山防災対策に

千年も代々住み続けているかけがえのない場所で発生

役立つことになる。また、最近では火山防災対策のみ

したのだ。この生きる場所を無惨に火砕流と土石流が

ならず、一般の多くの災害現場等においても無人化施

襲ったのである。人々は生活の場を追われ収入源を断

工活用が本格化している。

たれ、混乱渦巻く中に投げ出されてしまった。

また、雲仙普賢岳噴火災害は、被災地のみならず、
島原半島全体に大きな影響を及ぼした。特に人口の減

3 災害から復興へ

少、あるいは宿泊観光客数減などの経済的低迷が顕著
であった。このため長崎県は、平成8年度に官民一体

災害の発生と同時に、国や県にも被災住民の救済に
全力を傾けていただいた。まだ火砕流や土石流の危険

となって島原半島全体の再生と活性化をめざす「島原
地域再生行動計画（がまだす計画）
」を策定した。
「がまだす」とは、島原地方の方言で「がんばる」と
いう意味である。計画期間は5カ年で、雲仙岳災害対
策基金による支援、雲仙の復興計画、土石流で埋没し
た安中三角地帯の嵩上げによる住宅・農地の再建、火
砕流による旧大野木場小学校被災校舎の現地保存、災
害遺構の保存・活用を柱とする火山観光などが官民一
体で取り組まれ、成果を挙げた。
平成14年、15年には噴火災害の教育・伝承や自然学
習、砂防事業・技術の紹介を行う施設が相次いでオー
プン、施設面の環境が整うとともに、ソフト面では平
成新山フィールドミュージアム構想の取り組みも進め
られた。
フィールドミュージアム構想とは、
『雲仙岳災害記
念館』を中心とし、周辺の景観や噴火災害の遺構、火

写真‑2 民家に迫る火砕流

山関係施設、各種防災施設などを野外の博物館（フィ
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ールドミュージアム）ととらえ、「火山と人とのかか

「雲仙普賢岳噴火災害」と呼ばれるこれらの災害はこ

わりあい」をキーワードにこれらをネットワーク化す

の地域に甚大な被害を与えたが、現在でも半島全体で

るものである。災害をもたらす火山を逆に観光資源と

15万人の人々が、火山とともに暮らしている。このよ

して活用しようとの考えである。

うなことから、島原半島ジオパークのテーマの一つに

また、平成19年には世界の研究者が島原半島に会し、

「災害の予防」を掲げている。

火山都市国際会議島原大会が開催され、火山と共生す

火山のふもとで暮らすための防災・減災対策の施設

る都市（まち）づくりに関する議論が交わされるとと

として築かれた導流堤、砂防えん堤などこれらの砂防

もに島原半島の災害からの復興をアピールした。

施設の見学を通じて、火山と防災について学び考える
ことができるのだ。世界ジオパークネットワークによ

4 世界ジオパーク認定

る現地審査では、
「噴火の教訓や、自然の脅威となる
火山のそばで暮すための知恵について世界的に重要な

平成21年8月、島原半島は日本で初めて、世界ジオ
パークに認定された。世界ジオパークはユネスコの支

地域である。地球科学や工学の先端が平成2年以来こ
の地域で開拓されている」と、高い評価を得た。

援で平成16年に始まった取り組みだ。保護を重視する

平成24年5月12日から15日の4日間、島原半島におい

世界遺産に対して、観光資源や教育教材としての活用

て、第5回ジオパーク国際ユネスコ会議を開催するこ

を推奨している。

ととなった。雲仙火山という地質遺産を中心に、火山

平成20年6月、ドイツの第3回ジオパーク国際会議の

とのかかわり、文化、災害、そして恵みについて学ぶ

大会宣言において「災害や気候変動などの重要性を伝

ことのできる新しいタイプのジオパークとして、世界

え続ける必要がある。ジオパークはこれらを行ううえ

や日本からの多くの参加者に島原の魅力をアピールし

で価値ある方法である」と、初めてジオパーク活動の

たい。

中に防災が含まれた。

火山は災害ももたらすが、平穏な時には多くの恵み

島原半島ジオパークの特徴は、雲仙火山による火山

を与えてくれる。災害と恵み、そしてこの地に暮らし

地形や千々石断層に代表される断層地形をはじめとし

てき人々の歴史や文化をセットにして、地域の活性化

た地質的多様性をもつ点にあるが、加えて2つの大き

に結びつける取り組みが進められている。災害から復

な噴火災害を経験している地域でもある。「島原大変」

興、さらに振興への歩みが始まっている。

写真‑3 被災地における大学生の災害看護学習
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写真‑4 世界ジオパークネットワークによる砂防施設の現地調査

特集

雲仙普賢岳噴火災害から20年

1 はじめに
特集5
今年島原は雲仙普賢岳噴火災害より20年を迎えよう
としています。被災地の復興もほぼ終了し、地域を守
る砂防施設も整い、被災者である私たちの生活も安定

20年の活動を
振り返って

してきたと感じています。私は39歳で被災を体験し、
その後の20年という歳月は長くもあり短くもあり、こ
の災害により、ボランティア活動などには無縁だった
私の人生は大きく変わったなあと感じています。

2 突然の災害、そして復興へ
平成3年6月3日の大火砕流発生により、地域への立
ち入り禁止が発表され、自宅へは帰れない状態となり
ました。家には家財道具があり、家畜もいる、収穫間
近の作物、
資材もあるなど皆途方に暮れるありさまで、

大町 辰朗
おおまち たつろう

NPO法人島原普賢岳会 理事長

行政へ詰め寄る人々、また行政側も先の見通しが立た
ず、お手上げ状態の「警戒区域の設定」でした。
また、生命は助かったものの、多くの財産を失った
私たちは、当時の総理大臣が被災地を訪れ、
「これま
での法律に拠らない形での被災者救済を行う」との発

写真‑1

言に期待し、特別立法の創設を求め、国に陳情に赴き
ましたが、実際には国の壁は厚く、自然災害なので個
人が被った損失は補償できないとの回答でした。
そんななか、平成3年9月に県は、県債、県出資金に
全国より寄せられた義援金を併せ、「雲仙岳災害対策
基金」を創設し、生活支援や住宅対策等の支援をして
くれました。
災害対策基金は当初300億円でスタートし、その後
600億円、最後に1,000億円と増額されていき、既存の
制度では対処できない部分を補完し、きめ細かな対策

写真‑2

が迅速かつ弾力的に実施されたと思います。
この制度のおかげで私たちはより細やかな支援の恩
恵をうけることが出来ました。この災害で全国の皆さ
まより頂いた総額233億円に上る義援金は、被災の程
度に応じて配分が決められ支給されました。避難生活
の長期化で仕事が出来ず収入が減り、生活は苦しくな
っていく状態での義援金は本当に助かりました。
復興・
再生へと歩んで来られたのもひとえにそのおかげと、
心より全国の皆様方に御礼申し上げます。

写真‑1,2 度重なる土石流によって壊滅した水無川流域
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いました。計画では、嵩上げ高は平均5m、必要土砂
量460万㎥でしたが、土石流により100万㎥が三角地帯
へ流れ込んでいました。このため最終的には、嵩上げ
高平均6m、土砂量330万㎥、費用約91億円になりまし
た。この嵩上げのための資金は、土石流の土砂捨て場
として三角地帯を利用してもらい、それにより土砂廃
棄料として支払いを受けたものなどです。この事業の
なかでもっとも苦労したのが、同意書の取り付けでし
写真‑3 安中三角地帯嵩上げ総決起大会の様子

た。住民発案のため100%の同意が必要とのことで、
対象者は約540名、半年で90%の同意が得られました

3 安中三角地帯嵩上げ推進協議会」発足

が、中には事業の趣旨や方法を理解してもらえないケ
ースもあり、役員が何度も足を運んで説明しました。

さて、「平成4年、長崎県による砂防治水計画の基本

そうこうするうち、平成7年1月17日、阪神淡路大震

構想の住民説明会がありましたが、「砂防ダム」「導流

災が発生したのです。早朝テレビに釘付けとなった私

堤」
「流路工」など私たちが初めて耳にする言葉も多く、

は、早速に役員を招集しました。
「行政の目が阪神に

「砂防基本構想」という言葉自体も理解できず、とて

向くと島原は忘れられる、嵩上げ事業は夢に終わるか

も説明を素直に受け止められる状況ではありませんで

も」という不安の声が皆からも出てきました。このた

した。しかし仁田峠展望所から「ふるさと安中（あん

め連日、住民、行政への働きかけを続け、その甲斐あ

なか）」を眺め見ると、火砕流、土石流の跡がくっき

って、平成7年6月11日、嵩上げ事業安全祈願祭が行わ

りと見え、再生・復興出来るのかと感じましたが、私

れ、工事が開始されました。

たちの帰る場所はここしかないとの思いで復興へ向け

そして構想提案から着工までに3年を要した、この

歩み始めました。

前例のない夢のようだといわれた工事は、平成12年3

「安中三角地帯」とはこの災害が契機となって出来た

月終わりました。また、平成11年12月には区画整理事

言葉です。導流堤の設置により、水無川と導流堤に囲

業工区に、心待ちしていた住宅の建設第1号が着工さ

まれた地域が三角形になることから、この名称が生ま

れました。区画整理事業は、平均減歩率約26%、事業

れました。この地帯は水無川堤防の嵩上げや導流堤が

費約39億円が投資され、平成13年春に完成しました。

完成すると、この両者に囲まれて窪地となり、住環境

この事業は、住民の思いを受け、行政が後押しして、

が悪化することが予想されました。

官民一体となって成し得たと思っています。またこれ

土石流の不安が残り、安心して生活するためにはこ

らに並行して、平成5年4月６日には、建設省（現国土

の地域全体を嵩上げし、住宅地の区画整理、農地の基

交通省）直轄の事務所、雲仙復興工事事務所（当時）

盤整備をする必要を住民と行政へ説明してまわりまし

が開設されたことにより、国は本気で被災地のことを

たが、多くの人は「夢のごたる事業がでくっとな」と、

考えてくれていると感じました。そして予想した以上

なかなか理解は得られませんでした。

に早く復興を成し遂げたことを、
皆で感謝しています。

しかし、平成5年4月末より5月にかけて連続して起
こった大規模土石流の発生により、この地域は一部を

4 ふるさと再生に向けて

残してほぼ消失してしまい、また安全と思われていた
島原市街地にも土石流が流出したことにより、一挙に、

平成8年に入り、嵩上げ事業、区画整理事業の完成

嵩上げをやろうという住民の声が上がりました。嵩上

を待つなかで、私たちの間には、
「ふるさとはどうい

げを決意した私たちは同年6月30日、「安中三角地帯嵩

うまちになるのか」ということを見据えようとする動

上げ推進協議会」を発足させ、7月25日には総決起大

きが出てきました。このため、
「安中地区まちづくり

会を開催して活動を開始しました。

委員会」を作り、地元商工業者、農業者、漁業者、そ

安中三角地帯の面積は93ha、324世帯が生活をして
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の他から要望を聞き、
「安中・夢計画」
を発表しました。

特集

雲仙普賢岳噴火災害から20年
写真‑4

写真‑4,5 多くの人々の協力により再生されたふるさと、われん川

写真‑5

＊写真はすべてNPO法人 島原普賢岳会発行「雲仙・普賢岳──噴火災害を体験して」より

内容は、集落再建、火山防災学習、農漁業再生など45

場を活用し、地域再生へ活かしたいというのが私たち

項目に及ぶ提案によって構成されています。

の願いです。

その実現の第一歩が「われん川の再生」事業です。
「われん川」は、200年前の噴火の際に出来た地割れか

5 被災地相互のネットワークを

ら水が湧きだしたといわれ、全長約550ｍの小さな川
でしたが、地元住民の大切な生活用水でした。この川

我が国は災害の多い国です。この雲仙普賢岳噴火災

は大規模な土石流により湧水源は埋まったものの、水

害の後にも、北海道南西沖地震、阪神淡路大震災が発

はこんこんと流れ続けていて、私たちは「われん川の

生し、また有珠山、三宅島の噴火など多くの災害が起

再生なくして安中の再生なし」との思いで事業に取り

きています。このような災害が起こるたびに、被災の

組みました。

体験を持つ者として本当に胸が痛む思いがします。火

その後、いろいろな活動をしていくなかで、
「まち

山災害は他の災害と異なり、長期化することが多く、

づくり委員会」としての活動には限界があると考え、

現行の制度では、避難中の生活や自宅の保全など必ず

農漁業者団体、長寿会、婦人会、青年団、育友会な

しも充分対応できていないのが現状であり、一度災害

どの各種団体へ呼びかけ、「安中地区まちづくり推進

が発生すると、
被災者自身が既被災地から教訓を学び、

協議会」として新たに発足しました。これにより、各

独自に自助・共助の活動を行わねばならない状況にあ

種団体の足並みが揃い、われん川整備事業では、地元

ります。

の小中学生の子どもたちも含めて、草刈りなど自分た

今、私たちは「NPO法人島原普賢会」を発足させ、

ちの川づくりに参加して大事に見守っていけるように

雲仙普賢岳噴火災害によって被災した地域に整備され

なりました。また平成12年度より、砂防指定地利活用

た砂防施設等を積極的に利活用しながら、新しいまち

の一環として、
「安中梅林復活」のため、島原第五小

づくりを行うことを目的に活動しています。その一環

学校卒業生による「花いっぱい、梅いっぱい」のスロ

として平成14年より、火山地域の市民団体相互支援ネ

ーガンで、導流堤に沿って記念植樹を行い、現在では

ットワーク（火山・市民ネット）によるフォーラムを

1000本の植樹がされています。

毎年1回開催しています。このネットワークは、参加

「夢計画」の火山・防災学習施設計画では、火砕流で

団体が協力連携して、被災地域団体をつなぎ、避難生

被災した大野木場小学校周辺は防災学習ゾーンとして

活や生活再建に必要な情報の提供をはじめ、種々の支

位置づけられていました。そして、雲仙普賢岳の溶岩

援活動を行い、また火山災害危険地域で生活する住民

ドームの監視、工事従事者などの避難場所の確保、緊

の防災活動に対して支援することを目的とした活動を

急時の無人化施工操作室の確保、および火山砂防学習

行っています。

ミュージアムという4つの機能を持つ「大野木場砂防

最後に、20年の歳月が流れ、災害の記憶が薄れ風化

みらい館」が平成14年にオープンし、地域住民はもと

している現在、伝承の重要性を感じています。私たち

より、一般観光客や外部の方々にも被災地を見学して

もこの記憶を風化させることなく、これからもしっか

いただく大切な施設となっています。こういう学習の

りと活動していきたいと思っています。
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1
連 載エッセイ

今

世紀は「水の世紀」ともいわ

り、あらためて日本の水が安全に保

れ、水に関する話題が多く聞か

たれていることを実感する。また、水

れる。特に地球環境問題の一つであ

に苦労している人々のことを思うと、

る温暖化現象は気象変動をもたらし、

飲水に使っている水を洗濯や入浴な

地球上の水環境に大きな変化が起き

どにも使用するなんてもったいないと

ている。たとえば砂漠化が進行する

さえ近頃は感じている。

ことによる水不足が深刻化している

こでは、
「くらしと水」をテー

くらしと水

かと思えば、一方では急速な氷河の

こ

融解によって大洪水がたびたび発生

ざまな側面……水の恩恵、水の持つ

──よもやま話

して被害が出ている。同じ水の問題

さまざまな機能、そして水が人に及

であっても、水の偏在化は地域によっ

ぼす災害、水を守る活動などあれこ

て全く異なった現象がもたらされてい

れ述べてみたい。

マに取り上げ、水の持つさま

る。さらに急速な人口増加が進む地
域では水不足が一段と深刻になって

水とからだ

おり、経済不況にあえぐ日本のメー
カーは不足している地域へ水を供給

生

するビジネスチャンスを模索している。

まざまな役割がある。水分は人間の

富山に住む私は幸いにも生まれて

体重の60％を占め、酸素や栄養分を

尾畑 納子

からこれまで水不足の経験はほとん

体の隅々に運搬する役割の他に、体

おばた のりこ

どなく、小さい頃は井戸水に手押し

の中を循環して老廃物を体外に排出

ポンプを使っていたので、よく台所や

する役割、いわゆる体内洗浄の働き

洗濯で母の水仕事の手伝いをさせら

を持っている。また、暑いときは汗

れた。その後は水道が敷設され、蛇

を出して体温上昇を抑える体温調節

口をひねるといつでも安全でおいし

もしてくれる。通常、人は１日に約3

い水を飲めるようになったが、富山の

リットル近くの水を飲み、ほぼ同量

一部では今なお立山の恵みともいえ

の水分を排出して体の恒常性を維持

る近所の湧き水をおいしい水、霊水

している。体の水分の2%が不足する

として飲料水に使用している。ところ

と体調に異変が生じ始め、20％の水

が東南アジアや欧米など海外に出か

分が体から失われると死に至る。こ

けるときは、必ずといっていいほどミ

のように水は健康な体を維持するた

ネラルウオーターのお世話になってお

めに重要な役割を果たす、人にとっ

富山国際大学 現代社会学部 教授

きていく上で欠かすことので
きない水にはご存じの通りさ

て極めて大切な存在なのだ。
最近では、健康志向への高まりか
ら毎日欠かすことのできない水に注
目が集まっている。たとえば、カル
シウムやマグネシウムなどのミネラ
ル分が多いミネラルウオーターの飲
料、
塩素分を除去する浄水器の使用、
体内の活性酸素を取り除く還元水の
ような機能水、
活性化水の利用など、
毎日飲料するだけに人々の関心が高
い。ただし、これらがどれだけ健康
に寄与するかはまだ解明されておら
イラスト：仲野順子
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ず、今後も研究の余地がある。

水と浄化

意識が定着していく。伊勢神宮に通

も

うひとつの水の役割について

じる参道横に「五十鈴川」が流れて

触れてみたい。私たち日本人

いるが、
別名「御裳濯（みもすそ）川」

は「水に流す」という言い方をする

と呼ばれ、倭姫命（やまとひめのみ

ことがある。これは、他人の失敗を

こと）が御衣裳の汚れを濯がれたと

許し、なかったことにしてスムーズ

いう伝説に由来し、この川に架かる

に物事を進める、お互い様精神であ

宇治橋は聖俗界を分ける境界と見な

る。昔から農耕生活のように集団で

されてきた。このように穢れを水に

のくらしで身体や衣類に付着する汚

作業に取り組むことの多い日本では、

よって取り除く宗教的行為は、やが

れを取り除く洗浄液として使用され

過去にこだわらず相手に寛容で穏や

て日常生活の中で清潔を保つ習慣と

てきた。次第に人々の知恵、科学技

かな人間関係を維持することが美徳

して普及していったと考えられる。

術の進歩によって洗浄性の高い洗浄

でもあると考えられてきた。さらに、

剤や洗浄機が開発され、今日に至っ

急流河川の多い日本では、汚いもの

水と清潔（洗浄のはじまり）

を水で流す、川にごみを流してもあっ

お

という間に目の前から消えてしまう。

ている。

そらく人類の誕生と同時に人々
は川や湖などの水辺に集って、

洗い文化の多様化

「水三尺流れて清し」といわれるよう

食事の支度や行水、衣類の洗濯が営

に、川はあらゆるものを分解しきれ

まれていたと考えられる。のちに、

こ

いにしてくれる自浄作用を持つと考

大陸から基本的な生活習慣を示した

割は古今東西それほど大きな違いは

えられていた。水が豊かな国、川の

『礼記』
（周時代）が紹介されると、

なかった。ところが、
水の持つ「洗い」

流れを美しいと感じる日本人特有の

洗顔や洗髪、衣類の洗濯などに水ば

という面では地域により異なった変

精神性を水と汚れの関係であらわし

かりでなく、灰汁（あく）を使用す

化をみせる。一つは「水」の質と量

ているといえよう。

るようになる（右上図参照）
。また、

の違いである。私たちの住む東アジ

た、人間は生まれた時の産湯

ま

中国や日本など東アジア地域では植

ア地域では、軟水地域が多く、これ

にはじまり、死ぬ時の湯潅の

物の中でサポニンを成分とする、サ

に対してヨーロッパでは硬水で水量

儀式で人生を閉じる。こうした儀式

イカチ、ムクロジも洗浄剤として使

もそれほど豊かでない地域が多い。

にも「水」が介在し、水と精神性の

用されている。さらに遡ること紀元

もう一つは、生活、特に食習慣の違

関係を示す象徴的なものである。人

前3000年頃、メソポタミア地方では

いから生じる汚れの質の問題である。

間の営みに欠かすことのできないさ

炭酸カリウムと油を混合しこれを煮

日常生活で生じる身体や衣類の汚れ

まざまな儀式において、神聖な神の

沸して薬を作った記録があり、これ

は、同じ人でも性別や年齢、食事や

前に近づくときは心身を洗い清め、

こそが現在のせっけんの原型である。

活動内容、住宅環境などによって多

穢れを取り除いてから神に向き合う

同じように、ローマ時代（200年頃）

少異なるのである。動物性肉類を多

のである。神社の鳥居近くには手洗

にはサポ−の丘で宗教的な儀式とし

く食べると、汚れの成分は野菜中心

い場があるが、これは神に近付く前

て、いけにえの動物を焼いて食べる

の人より油汚れが多く衣類に付着す

に手や口の中を漱ぎ、そののち礼拝

習慣があった。動物を焼いたときに

る。したがって欧米人とアジア地域

するために設けられたものである。

出る油と木を燃やした時の灰が混ざ

に住むわれわれでは、体から出る汚

「みそぎ」
、
「はらい」という表現も日

るとせっけんができ、雨が降ると水

れ成分が多少違うということになる。

れまで述べたように、
「水」が
宗教上で果たす「浄め」の役

本人の水による清めの行為であるが、

の中にこの生成物が溶けて川水とな

（もっとも日本人の最近の食生活から

キリスト教、ヒンズー教、イスラム

り、この水で体や衣類を洗うと汚れ

見るとこうした説は当てはまらない

教などでも水による洗礼や沐浴など

がよく落ちるので、
清浄な水『神の水』

ことになるのだが。
）このような風土

の清めの儀式がおこなわれ、万国共

として人々から珍重されたといわれ

や習慣の違いが洗浄に対する習慣を

通の一面を持つ。いつの頃からこの

る。

変えていくことになる。

ような行為がおこなわれていたか明

のように、水は穢れを取り除

次回は洗いの文化、洗浄の変遷と

確ではないが、
『水は人間の心身の穢

こ

くものとして宗教的な儀式で

清潔の追求が水環境汚濁を引き起こ

れを取り除き、洗い清める』という

不可欠のものであると同時に、人々

した皮肉な話に触れてみたいと思う。
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速報
1.はじめに

新燃岳噴火に伴う
降灰調査報告

新燃岳において、
2011年1月19日から始まった噴火は、

近藤 玲次

レベル3（入山規制）への引き上げをおこなった。翌

こんどう れいじ

27日15時41分には、1回目の爆発的噴火が発生し、新

（財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 主任技師

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

宮崎県と鹿児島県の県境、霧島山中央部に位置する

1月26日15時30分頃から灰白色の噴煙を上げ、気象庁
は、同日18時00分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒

燃岳火口から南東方向に大量の火山灰を降らせた。気
象庁によると、新燃岳で爆発的噴火が発生したのは、
1959年以来、52年ぶりである。さらに、1月28日には
火口内に溶岩の蓄積が確認され、その後、直径600m
まで拡大したことが確認されている。新燃岳では、1
月27日以降断続的に爆発的噴火を繰り返し、3月1日ま
でに計13回の爆発的噴火が発生した。中でも、2月1日
の4回目の爆発的噴火は、
大きな空振を伴い（458.4Pa、
気象庁発表）
、鹿児島県霧島市では、窓ガラスが割れ
るなどの被害が発生した。2月3日までに発生した噴出

図-1 試料採取地点（背景図は国土地理院刊行 数値地図50000（地図画像）より

滝の駅「せきのお」駐車場
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物量は、4000万〜8000万t程度と推定されており（気
象庁発表）、宮崎県および鹿児島県の広い範囲で降灰
が確認されている 写真‑1 。
噴火後、山腹斜面が火山灰に覆われると、斜面土壌
への浸透能力が阻害され、表面流が発生しやすくなり、
土石流が頻発することがある（例えば、
池谷（1993）
、
池谷ら（1995））
。1991年の雲仙普賢岳の噴火や、2000
年の三宅島噴火では、噴火直後から数年間にわたって
土石流が頻発した。また、2009年10月以降、爆発的噴
火回数が増加している桜島でも、土石流の発生回数が

写真‑1 噴煙を上げる新燃岳（1月31日撮影、鹿児島空港より）

それ以前と比較して増加している。こうした土石流の
発生は、土砂災害を引き起こす可能性もあることから、
土石流発生の原因となる火山灰の特徴を把握すること
は重要である。当センターでは、2月9日から11日にか
けて新燃岳周辺において、現地調査を実施し、一連の
噴火により噴出した火山灰を採取し、その物性を分析
した。ここに、その結果を報告する。

2.試料採取地点
試料採取地点を図‑2に示す。国土交通省が公表（2月
4日 記者発表資料）した、降灰深が1㎝以上と推定さ

写真‑2 土石流危険渓流① 試料採取地点

れ土石流の危険性が想定された区域（図‑2の黄色線内）
の内、土石流危険渓流（2渓流）から3地点、土石流危
険渓流以外から2地点（小池南西・御池小学校周辺）
、
降灰深1cm以下の1地点（滝の駅せきのお）の、計6地点
で採取を行った。
土石流危険渓流①（流域面積：0.03㎢）
新燃岳火口からは約14km離れており。流域内の降灰
深は最大で5cm程度であった。降灰の構成は、表層の4
〜5mm程は細粒分が固まったもので、その下に比較的
粗い粒径の土砂が堆積していた 写真‑2,3 。

写真‑3 土石流危険渓流②‑1 試料採取地点

土石流危険渓流②（流域面積：0.357㎢）写真4
新燃岳火口から7km程の距離であり、今回火山灰を
採取した地点の中では最も火口に近い距離に位置して
いる。土石流危険渓流①と同じく、表層の数mm程は細
粒分が固まったもので、その下に比較的粗い粒径の土
砂が堆積している形状だった。
流域内の2地点（②‑1、
②‑2）で試料の採取を行った。
2地点での降灰深は、それぞれ②‑1では3㎝、②‑2では5
㎝ほどで、同一流域内でも違いが見られた 写真‑4 。
小池南西及び御池小学校
ともに新燃岳火口から8km程である国道223号沿いの

写真‑4 土石流危険渓流②-2 試料採取地点
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2地点で採取を行った。小池南西の降灰は土石流危険渓
流①②と同じく、表層に細粒分が固まり、その下に粗い
粒径がたまっていた。御池小学校周辺は道路脇に集め
られた状態からの採取であり。自然状態ではなかった
写真‑5,6 。

滝の駅せきのお駐車場
新燃岳火口から約20kｍの距離で今回火山灰を採取し
た地点の中では最も火口から遠く、降灰深1cm以上の範
囲に入っていない地点である。駐車場脇に集められた
状態からの採取であり、自然状態ではなかった 写真‑7 。

写真‑5 小池南西 試料採取地点

3.採取試料の試験結果
粒度分布
今回採取した試料の粒度分布試験結果を 図‑2 に示す。
小池南西と滝の駅せきのお駐車場以外の4点について
は、火口からの距離が異なる土石流危険渓流①からの
採取も含めて概ね近い傾向が見られた。滝の駅せきの
お駐車場で採取した試料の細粒分が多いことについて
は、この地点が今回の採取地点で最も火口から遠く、細
粒分のみが選択されて飛ばされてきたためと考えられ
る。一方で、火口からの距離が大して変わらない小池南
写真‑6 御池小学校周辺 試料採取地点

西だけ他の4地点より抜き出て粗い傾向が見られた。理
由としては、傾向の近い4点が火口の南東方向に直線に
近い形で位置する一方で、小池南西だけやや東南東よ
りの方角であるため、噴火時の風向きやその時の噴出
物の特性等に影響されたことが考えられる。
密度
今回採取した試料の密度試験結果を表‑1に示す。
火口から最も距離の遠い滝の駅せきのお駐車場で最も
密度が大きい傾向が見られたが、その他の地点について
は、その差は見られなかった。滝の駅せきのお駐車場の
試料は自然状態での採取ではないが、密度が大きい理

写真‑7 滝の駅せきのお駐車場 試料採取地点

由については、粒子内に空隙が少ない細粒分が多かった

表-1 密度試験結果

表-2 今回採取した試料と池谷ら（1992）による調査

採取地点

密度（g／㎤）

火 山

渓流

pH

土石流危険渓流❶

土石流危険渓流❶

2.57

土石流危険渓流❷‑1

2.65

土石流危険渓流❷‑2

2.65

小池南西

2.68

滝の駅せきのお駐車場

御池小学校

2.52

本体部のくずれ

滝の駅せきのお駐車場

2.75

土石流危険渓流❷‑1
霧 島

土石流危険渓流❷‑2
小池南西
御池小学校

雲仙普賢岳
本体部①
火砕流堆積物
本体部②

：今回の調査による採取 ／
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5.3
4.9
5.1
5.0
5.6
5.3
7.4
7.3
7.2

：池谷ら
（1992）による調査

速報
が見られなかった。

ためと考えられる。
pH

④既往の調査結果で得られた雲仙普賢岳の火砕流堆積

pHについては、池谷ら（1992）
による雲仙火砕流堆積

物は弱アルカリ性であったが、今回の新燃岳の噴火に

物の既往調査結果と比較した。今回採取した試料との

よって発生した降灰は酸性であった

比較を表‑2に示す。
今回採取した試料は全般に酸性の傾向が見られた。

今回は速報ということで調査を行った6地点で得ら

池谷ら（1992）
の既往調査結果によると雲仙火砕流堆積

れた試料の試験結果の報告を行ったが、今後、さらに

物は弱アルカリ性の傾向を示しており、それぞれの火山

多くの地点の降灰に関するデータを収集し、火口との

の性質によって違いがあると考えられる。

位置関係や風向き、噴火特性による降灰の特徴の分布
について整理していくことが必要である。また、既往
調査で得られている他火山の降灰の物理特性との比較

4.おわりに

も、降灰の特徴を整理し、土石流発生との関係を調べ

今回の調査により以下のことが分かった。
①今回の新燃岳の噴火によって発生した降灰について

る上で有効であると考えられる。

は、火口から最も遠い滝の駅せきのお駐車場での採取
試料が最も細粒分が多かった。
②一方で、他の地点とあまり火口からの距離が変わら
ない小池南西で特に粒径が粗い傾向が見られた。
③密度については、火口から20kmの滝の駅せきのお
駐車場でやや大きくなる傾向が見られたが、他には差

（原稿作成日2011年3月17日）
参考文献
★ 池谷 浩・石川芳治（1992）：雲仙普賢岳で発生した火砕流、土石流
災害（第2報）, 土木技術資料,vol.34、No.6,p52-59
★ 池谷 浩（1993）
：雲仙・水無川の土石流発生機構について、砂防学
会誌、Vol.46、No.2, p.15-21
★ 池谷 浩・ヘンドラヤント・小杉賢一朗・水山高久（1995）
：火山噴
出物による浸透能の減少──雲仙における比較試験−、砂防学会誌、
Vol.48.No.2, p.22-26

図-2 粒度試験結果場 試料採取地点
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１
はしがき

最近地震や豪雨などにより大規模な崩壊や地すべり
が発生して、その崩れた土塊が河川を堰き止め天然ダ
ムを形成し、下流域に脅威を与えた災害が続発してい
る。平成16年新潟県中越地震での主に芋川流域（旧山
古志村）
、平成18年台風による豪雨で宮崎県耳川上流
野々尾地先、
平成20年の岩手・宮城内陸地震では迫川、
磐井川流域の栗駒山周辺で天然ダムが形成された。海
外でも、平成20年5月12日の中国四川大地震で巨大な

西会津に伝わる
二つの消えた湖
阿賀川と滝坂をたずねて

天然ダムがいくつも発生し、その決壊防止に国家を挙
げて対応した報道は記憶に新しい。また一昨年も台湾
小林村での大規模崩壊による天然ダムとその決壊によ
る災害や、昨年1月にはパキスタン北部のフンザ渓谷
（インダス川支川）で大規模崩壊により湛水長11㎞に
及ぶ堰止め湖が出現している。

近藤 浩一
こんどう こういち

（財）
砂防地すべり技術センター 専務理事

わが国の崩壊による天然ダム形成とその災害の記録
のなかで、著名な事例としては天和3年（1683）日光・
南会津地震により鬼怒川上流の戸板山（現葛老山）の
山体が崩れ落ち、男鹿川と湯西川の合流点を埋め大き
な堰止め湖となり、会津西街道の要所であった五十
里宿を水没させた。この天然ダムは40年後の享保8年8
月10日、4日間降り続いた豪雨によって決壊し、五十

図-1 阿賀野川流域図

里大洪水となって鬼怒川下流まで
大きな被害をもたらした。次に弘
化4年（1847）善光寺地震により
岩倉山が崩れ落ち、信濃川の上流
部犀川を堰き止めた。堰止め湖の
湛水域は40㎞に達し、湛水量は
3億㎥以上に及んだと推定されて
いる。地震から19日後には一気に
決壊し、段波となって善光寺平を
襲った。また江戸末期の安政5年
（1858）2月26日の飛越地震により、
常願寺川水源部の鳶山が大崩壊を
惹き起し上流部で川を堰き止め天
然ダムを形成した。堰止め湖は14
日後と59日後に決壊し、大土石流
となって富山平野を土砂で埋め尽
くした。このような災害事例は比
較的史料が残っているほうである
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が、時期や災害状況などが残っていない、記録さえな
く消え去った堰止め湖も多くあるのではないか。
ここでは古に存在した阿賀野川流域の二つの堰止め
湖について地誌資料などから紹介し、現在の砂防、地
すべりとの関わりについても考えてみたい。

阿賀野川は7710㎢の流域面積を有し、越後平野を東

松坂ブロック

北部ブロック

銚子ノ口

西に二分するように新潟市松浜で日本海に注ぐ。今か
ら280年ほど前、阿賀野川は平野部で乱流、蛇行し河

南部ブロック
常磐ブロック

道が何本にも分かれ、最下流部では信濃川と合流し河
口をともにしていた。現在の河口は享保15年（1730）

沼田ブロック

に新田開発のため分水路開削が行われた松ヶ崎であ
る。阿賀野川の上流は福島県であるが、ここでは河の
呼称が阿賀川となる。阿賀野川の新潟湊から津川湊を

写真‑1 滝坂地すべり（地すべりブロック）

経て、阿賀川に入り滝坂などの難所を乗り越えると会
津盆地に至るので、会津藩の唯一の舟運の道であり、
阿賀野川は古くから重要な役割を担っていた図‑1。

江戸時代享和3年
（1803）
の地誌書上げを掲出した
「伊
藤光希文書」に次ぎの記述がある。
「往昔越後街道に御座候其節は、野沢平をば牛海と

2

号し水海のよし、その水海の辺に尾登、咽尻（今の野

滝坂地すべりと銚子ノ口

尻）
、両又（今の四岐）
、牛尾、舟つなき沢（今の縄沢）
と申す船附所あり、右両又の北に当たり如法寺と申

滝坂地すべりは阿賀野川の中流部、新潟県との県境
に近い福島県西会津町の右岸斜面部に位置している。

所より舟にて牛尾へ乗附、泥浮山村へ通り候、
（中略）
其後、右牛海の水干候て野沢平の村々出来……」

地すべりの規模は南北2.1㎞、東西1.3㎞、面積150ha

とあり、
滝坂付近から直上流部は牛海（現在の野沢）

であり、滑り面までの深さは最大140m、移動土塊量

は一面大きな湖であったようだ。
今も残る地名を野尻、

4800万㎥と推定され日本有数の大規模地すべりであ

四岐、牛尾、縄沢、尾登までの船着き場を順に囲んで

る 写真‑1 。滝坂地すべりの近年の活動と災害史を見る

いくと図‑2に示すように広い湖が現れてくる。

と、明治21年（1888）ごろから活動が活発となり、明

『新編会津風土記』は、会津藩祖保科正之が寛文年

治38年には人家が移転させられるほどの大きな活動を

間に撰ばした会津風土記を改訂増補した会津藩領に関

した。昭和24年に再び移転するほどの大きな地すべり

する地誌で、文化6年（1809）に完成し幕府に上進され

が起き、昭和35年にはほぼ全域で地すべりが活発にな

ている。
ここに滝坂付近の地名について記されている。

った。地すべり等防止法が制定された年の昭和33年

滝坂村に関しては「揚川

村西五十間にあり、広さ百

（1958）に滝坂は「地すべり防止区域」に指定され、

間余、柴崎村の境内より来り、二十間余北に流れて杉

福島県による対策工事が開始されることになった。

山村の境に入る、相伝う昔此辺より野尻郷の辺まで、

限られた予算のもと、地下水排除工を主に被害の発

水湛えて一大湖となりしが、いつの頃にか其水もれて

生した箇所に対する局所的な対策に追われた時を経、

大なる瀧となり、漸々に崩れて水潰えて川流となりし

平成8年
（1996）
には地すべりが大規模で且つ複雑な機構

と云、今両岸の山の上に石紋水すれの如き大石数多あ

であり、
高度な技術を要すること、
また地すべりによる影

り」また野沢に関しては「相伝う、此地往古揚川の水

響が広範囲に及ぶことなどの理由で直轄地すべり対策事

道塞り、其水数里の外に洋溢して遂に一大湖となり、

業として開始されることになった。
この滝坂地すべりとほ

平衍の村落民業を失ひ、漸々に山稜に登り、各自に家

ぼ同一と思われる場所についての古文書があり、
滝坂あ

居をなせしが何の頃にか下野尻村の北銚子口と云山隘

たりから上流はかつて湖であったと書き記している。

の口決し、其水大に潰て忽平地となりしとぞ、今猶山
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中に水の湛えし跡往々残れり」 写真‑ 2 。

の右岸側は現在喜多方市慶徳町、左岸側は会津坂下町

四岐については「往古此地水湛えし時は、四岐船着

で、右岸側の経塚山に山崎という地名がある。この付近

くとて船楫のつどいし所と云、山し間にあり」縄沢に

から上流は湖であったとされ、山崎新湖とよばれている

ついては「昔此辺湖水なりし時、船を繋ぎし所ゆえ船

写真‑4 。

繋沢と云しとぞ、渟水決して後天正の初東青津村より

新編会津風土記によれば「慶長十六年の地震に巌䆯

（中略）此所に来て新墾し」とあり、滝坂の辺りが昔

けて流れを塞ぎ……」という記述があり、
慶長16年（1611）

大きな湖で、上記のような場所を船着き場として船で

会津地震によってこの辺りの山地斜面で地すべり、崩落

往来していた、が、やがて銚子ノ口付近 写真‑ 3 で決壊

等が発生し河道を閉塞したことによって山崎新湖が形成

し湖は消滅したと伝えている。

されたものと考えられている。当時の集落の移転の記録
などから山崎新湖の水位は175ｍ程に達したと推定され
ている。この湖はやがて寛永年間末期に消失した。

3
更に上流の山崎新湖

400年前の地震による震生湖の跡は写真にみるように
広い耕地の長閑な中山間地であり、また山崎付近の小山

滝坂から西会津町野沢の盆地部を経てまた山間を大

も緑に覆われた緩やかな地形でどの辺りが滑ったのか見

きく曲流しながら阿賀川をおよそ30㎞を溯ると、会津盆

定めることのできないような所である。この湖の範囲に

地の西端部に出る。視界の開けるこの辺りは阿賀川本川

会津坂下町青津地先に東北第2の規模を誇る前方後円墳

磐梯山（後方）
山崎
銚子ノ口

滝坂地すべり

写真‑2 阿賀川の狭窄部 銚子ノ口

写真‑4 山崎新湖が形成されていたと想われる付近

滝坂地すべり

写真‑3 野沢平 古くは［牛海」と呼ばれていた湖に没していた
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亀ヶ森古墳

写真‑5 山崎新湖の湛水域と亀ヶ森古墳

（４世紀後半に築造されたと考えられている）があり、湖

し地すべりの危険性の高い所である。滝坂地すべりはそ

ができた時に湖面に残されたこの古墳が亀の甲羅のよう

の代表で、最大級のものである。嘗てこの辺りが湖であ

であったことから「亀ヶ森古墳」と呼ばれ、国指定史跡

ったが、それの成因が滝坂の地すべりによるものであった

となっている写真‑ 5 。

とは断言できないが、
『新編会津風土記』に記載されてい
る地誌伝聞などから「西会津町史」には「1169年嘉応元年：
4

この年地震により滝坂村の地滑りが発生し、銚子の口で

堰止め災害の防止へ

阿賀川の水を塞ぐ。東大地震研究所編『新収日本地震史
料』に［会津に強い地震］
、野沢平が牛海になったとある
のはこれによるものか。
『会津鑑』の野沢原町邑の雑伝に

阿賀野川の中、上流には新第3系のグリーンタフが分布

天台座主慈鎮（1155〜1225）の「東
図-2 伝説の湖「牛海」と地名（青色部は滝坂地すべりによる河道閉塞推定湛水範囲）

路の野沢のかつみけふのみはあやめ
の名をもかりにけるかな」の歌があ
る」とあり、平安末期の大地震によ
り滝坂が地すべりを起こして堰止湖
を造ったのではと推定している。
滝坂地すべりが大きく活動し、ま
た堰き止められれば、堰き止めの高
さによっては西会津町は再び湖と化

尾登

してしまう、いや戻ってしまうので
ある。滑り面が深い滝坂で仮に高さ
70ｍを超すような地すべりダムがで

野沢平

きると、西会津町の野沢平に堰止湖

かつて湖を形成

ができるだけでなく、湖水面高さか
かつての船着き場

らおよそ30㎞上流の喜多方市西方
にふたたび新山崎湖が出現すること
にもなるのである図‑3。

四岐

縄沢
牛尾

滝坂地すべり対策は地すべり付
近での災害防止だけでなく、河道閉
塞による上流域の水没と閉塞部の決

図-3 滝坂地すべり河道閉塞時の想定湛水範囲（山崎新湖もほぼ同様な広がりを有していたのでは……）

壊による土石流や洪水流による下流
域での大規模な災害が生じないよう
にするため、今日も阿賀野川河川事
務所で進められている。

★参考資料
「21年度滝坂地すべり対策検討業務報告書」
阿賀野川河川事務所
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海外事情

１．はじめに
2010年10月28日に韓国2010新山地防災事業団 国際共同学術

韓国 2010
新山地防災事業団
国際共同学術会議
参加報告

会議が韓国江原道春川市で開催された。本会議は韓国における
土砂災害を防止するために展開されている新山地防災事業の現
状とその課題について議論するものであり、2008年10月28日〜
30日にも開催され、当センターから安養寺信夫総合防災部長が
参加・発表している。今回は筆者が本会議に参加し、日本の砂
防構造物について発表を行ったので報告する。

２．国際共同学術会議の概要

池田 暁彦
いけだ あきひこ

( 財 ) 砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 砂防システム研究室長

本会議は 冬のソナタ のロケ地である風光明媚な江原道春川
市に位置する江原大学校60周年記念館で開催された 写真‑1、2 。
日韓両国の参加者ならびに発表題目は以下の通りである表‑ 1。
なお、本会議での発表はなかったが、会場では江原大学校の学
生によるポスター発表が行われていた 写真‑3 。
本会議では韓国側からの要請により日本の山地防災技術全般
に関わる話題提供がほとんどであった。韓国参加者から日本側
の話題提供について積極的な質問があり、韓国における山地防
災事業の現状の課題を解決するための糸口を見出そうと活発な
議論が行われた。筆者の発表では遊砂地に関して用地買収や除
石管理をどのように行うのかといった質問があった。本会議は
韓国の砂防・治山行政関係者のみならず、江原大学校の学生の
方々も多く参加していたこともあって盛況であった。

写真‑1 国際共同学術会議の様子

３．現地視察
本会議に関わる現地視察は実施されなかったが、韓国砂防協
会の金 玟植室長の案内により、ソウル市瑞草地区牛眠山で発
生した土石流災害現場を視察した。
2010年9月21日にソウル中心街に位置する瑞草地区牛眠山にお
いて2.5haの崩壊が発生し、土石流となって流下した 写真‑4 。土石
流発生時の降雨状況は日雨量293mm、最大時間雨量98.5mm、
3時間雨量233mm（江西地区）である。土石流は流域の下流端
に位置する床固工（H=1.5〜2.0.m程度、 写真‑5 ）によって捕捉
され、幸いにも直接的な災害には至らなかった。しかし、牛眠
山はソウル市民の憩いの場となっている公園で登山道も多く、

写真‑2 開催挨拶：全 槿雨 教授
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その上、床固工の下流には片側6車線の重要幹線道路が位置し

ていることから、仮に今回よりも規模が大きい土石流が発生し
た場合、甚大な被害が生じた可能性が高い。
金室長によると韓国砂防協会では、このような都市地域にお
ける土石流災害を懸念し、早急な対応の必要性を韓国政府に訴
えているとのことであり、こうした都市地域における土石流対
策の先進国である日本の技術を参考にしたいとのことであっ
た。また、韓国では近年、環境や景観に対する社会的なニーズ
が高いため、土石流対策の実施に当たっては環境や景観に配慮
した構造や計画とする必要性があり、事業費が増加していると
のことであった。
写真‑3 ポスター発表の様子

4．おわりに
本会議は、韓国砂防協会や大学関係者による共同学術会議で
あったが、本会議の一週間後に日韓土砂災害防止技術会議が開
催されている。韓国は日本と同様な土砂災害が多く発生してい
ることから、今後も官学分野ともに密な情報交換を行って連携
を図り、土砂災害防止に取り組むべきだと考える。
最後に、風光明媚な春川市での会議開催ではあったものの、
スケジュールの関係で春川市では会議以外の自由時間がなかっ
たので、今度は是非ゆっくりと訪れたいと感じている。

表-1 調査行程等
氏名

所属

発表内容

日本側参加者

木村 正信

岐阜大学教授

「土砂災害を防止するための
山麓域の保全」

柳井 清治

石川県立大学教授

「木材を使った災害防止工法と
その環境保全効果」

山田 孝

三重大学教授

「土石流発生機構解明のための
渓床堆積物内の伏流水変動実態の観測」

福岡 浩

京都大学准教授

「先進的リングせん断試験機と高速地すべ
り運動機構」

小南 裕志 （独）
森林総合研究所

池田 暁彦

写真‑4 ソウル市瑞草地区牛眠山の土石流流下後の現場

「アメダスデータを用いた日本全国の積雪
分布推定と表層雪崩の予測」

（財）砂防・地すべり
「近年の日本における砂防構造物について」
技術センター

韓国側参加者

全 槿雨

江原大学校教授

朴 鐘旻

全北大学校

李 時泳

江原大学校

李 定洙

江原大学校

金 玟植

韓国砂防協会
研究室長

「気象異変に伴う山地土砂災害および濁水
発生危険図に関する予測技法の樹立」

写真‑5 土石流を捕捉した床固工
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海外事情
１．日韓土砂災害防止技術会議について

第9回
日韓土砂災害
防止技術会議に
参加して

日本・大韓民国の土砂災害対策に関する取り組みの最新動向
についての情報交換および意見交換を行い、今後の両国の砂防
行政・技術研究開発に資する事を目的に、2002年から毎年、日
韓交互に開催されている。
今回は、「共同作業の実施に向けた環境整備と具体的なテー
マの明確化」をテーマに、両国に共通した共同調査・研究のテ
ーマ設定に関する調整を実施した。

２．会議の概要

大野 宏之
おおの ひろゆき

国土交通省砂防部保全課長
前：( 財 ) 砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術部長）

2‑1 行程
会議の行程を表‑1に示す。11月23日から25日までの短期間で
あったが、初日の会議に続き、2日間の現地調査を実施し、日

2010年11月23日 か ら25日 に か け て、
韓国ソウル市で第9回日韓土砂災害防止
技術会議が開催された。この会議に参加
する機会を得たので、その概要を報告す
るものである。

韓の間の砂防技術に関する有意義な情報交換、意見交換を実施
することができた。
代表団のメンバーと会議での発表内容は表‑2参照。
2‑2 会議の主な内容
両国からの発表に対し、活発な質疑応答がなされた。特に事
業への反対運動への対応、土砂災害防止法による指定と私権の
制限、砂防指定地の解除、都市部における災害対応、環境に配
慮した砂防の工法、警戒避難のあり方、砂防ソイルセメント工
法など両国に共通した多くの課題に対し議論が交わされた。
会議の最後に、両国に共通した共同調査・研究の実施・開催
を決定し、そのテーマに関する調整を今後実施することで合意
が行われ、これを踏まえ日韓両団長がミニッツに署名した。署
名されたミニッツの内容は次の3点である。
①日韓両国は、土砂災害防止に関する行政・研究および技術に
ついて会議を続けること
②日本は第10回の土砂災害防止技術会議を2011年秋に主催すること
③ 両国は土砂災害防止技術に関する共同研究を2011年から行

表-1 訪韓団行程
月 日

行

程

羽田空港から金浦空港へ移動
11月23日（火）

表敬 山林庁幹部、砂防協会長
第9回土砂災害防止技術会議（山林科学院）

い、共同研究のテーマについて協議を続けること
2‑3 韓国の砂防に関する情報
韓国側の発表ならびに会議の議論を通じて明らかになった韓
国の砂防に関する情報を要約すると次の通りである。
①韓国の砂防事業の歴史

11月24日（水）

現地視察

山林流域管理事業（永同郡）

現地視察

洛東江・江停堰（大邱）

近代砂防事業は1907年から開始
砂防事業法制定1962年

11月25日（木）

現地視察

砂防記念公園（慶尚北道）

浦項空港から金浦空港→羽田空港へ移動

砂防ダム最初の施工1986年
砂防100周年2007年
第1次治山緑化10年計画（1973〜1978）現在4次まで終了
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②災害について

表-2 代表団メンバーと発表内容
氏名

山林災害の発生状況：2000年代になって激増
（ʼ70年代289ha→2000年代713ha）
近年は都市部での災害も多発
③2009年までに完成した施設：
韓国側

砂防設置事業3,523カ所、渓流保全事業4,665km
④砂防事業法による指定地管理：

所属

発表内容

Sim,
山林庁治山復元課長
Young-Man

「韓国の砂防事業の
現況と政策の方向」

Sangjun, IM ソウル大学校准教授

「韓国の砂防構造物の
標準歩掛」

Youn,
山林科学院
Ho-Joong 山林防災研究科教授

「砂防事業施設の
歴史と最近の砂防事業」

Sangjun, IM ソウル大学校准教授

「韓国の砂防構造物の
標準歩掛」

Youn,
山林科学院
Ho-Joong 山林防災研究科教授

「砂防事業施設の
歴史と最近の砂防事業」

砂防指定地は各種開発行為を制限
指定後10年経って災害が起こるおそれがない場合は指定解除
⑤砂防事業量は急増：

Kim,Min Sik

予算（ʼ01）438億ウォン→（ʻ10）2,451億ウォン（560%増加）
箇所数（ʼ01）116カ所→（ʻ10）760カ所（655%増加）

南 哲行

⑥砂防事業の課題

ーズが増加
環境に配慮した砂防事業を志向

日本側

貯水、消火用水、レクレーション利用等への多目的利用のニ

浦真

⑦砂防事業の施策展開

国土交通省河川局
砂防部砂防計画課長
（当時）
国土交通省河川局
砂防部保全課
保全調整官

「全国の砂防構造物の
位置と配置現況」
基調講演
「近年の土砂災害の
状況と砂防行政」
「流木災害と対策」

石塚 忠範

（独）土木研究所
「最近の研究の動向
土砂管理研究グループ
（深層崩壊）
」
上席 研究員

大野 宏之

（財）砂防・地すべり技
「環境に配慮した
術センター砂防技術研
砂防施設の計画・設計」
究所技術部長（当時）

近年、私有財産権を理由に災害予防の砂防事業への反対運動
が多発

砂防協会
調査マネージャー

山地危険箇所、道路関連、都市部の対策を推進
砂防事業の標準歩掛がないため、新たに工種ごとに調査を行
い標準歩掛案を作成中
⑧砂防技術への取り組み
多様な工法の開発促進：新技術・新工法について全国の砂防
技術者の研修（500人規模）を毎年開催
砂防技術の現場教育の場を整備：山林科学院、砂防記念公園
（砂防事業100周年記念）を活用。広報にも利用
航空写真、衛星映像を活用した荒廃地の実態調査とそれを活
用した砂防事業基本計画の策定
⑨砂防施設の点検・管理
砂防防事業法施行規則第17条に砂防協会の事業として砂防施

写真‑1 会議の様子（両国の団長）

設の点検・安全診断が明記
法第22条に市、道知事、地方山林庁長が砂防協会に委託すると明記

3．現地視察
3‑1 忠清北道永同郡山林流域管理事業
流域単位で、植栽工・播種工等の森林整備を行うととも
に、砂防設備等を整備する事業である。視察した流域は
1,560haの流域であり、スクリーンダム、スリットダム、
石張り砂防堰堤、渓流保全工を整備済み。景観上も優れ、
地域住民の憩いの場所にもなっており、この事業の成功で、

写真‑2 鋼製の砂防堰堤（永同郡山林流域管理事業）
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他の地区でも要望が増えているとのことである。
3‑2 洛東江江停堰建設事業
韓国の工業都市である大邱市の近く、洛東江に設置される
河道堰である。地域の文化、特産品をモチーフにした堰、
橋梁のデザインが斬新である。環境問題で反対運動が持ち
上がっているとのことであるが、
工事は着々と進んでいる。
3‑3 慶尚北道砂防記念公園
写真‑3 山腹工（慶尚北道砂防記念公園）

この地域は、厳しい気象条件、度重なる山火事、過剰伐採
などにより、広大な面積が禿しゃ地になっていた。この公
園の記念館に展示されている昔の写真を見ると、この地域
は植生のない地山剥きだしの状態であった。その後の朴政
権下にて、この地域の山腹工が大統領の推進する国家プロ
ジェクトに位置づけられた。大統領の強いリーダーシップ
のもと、この山腹工が成功し、現在は見事に植生が回復し
ている。
この公園は、先人の苦労をしのび、技術を伝承する意味
から、山腹工に関する歴史や技術を展示する記念館が併設
され一般公開されている。その他、現場にも山腹工の作業
中の人を模したレプリカが展示されている。また、現地を

写真‑4 渓流保全工（慶尚北道砂防記念公園）

訪れた大統領や知事のレプリカやサインが記念碑なども多
く残っていてこの地域の苦難の歴史を今に語り継いでい
る。多くの観光客がこの砂防記念公園を訪れており、非常
に効果的な啓発施設となっている。

4．おわりに
韓国の砂防事業は日本とも類似点が非常に多い。都市の進展
により、土砂災害が想定される危険な地域への居住者が増えて
いることや、都市部で災害が発生している事などは現在の我が
国の状況ともよく似ている。さらに、環境整備への要望や事業
写真‑5 記念碑（朴大統領の愛された「砂防」の文字が見える）

への反対運動など事業展開上の課題も同様である。また、花崗
岩が多い韓国では、山腹工なども日本と類似点が多い。
来年度は第10回の日韓会議の日本での開催が予定されてお
り、一つの節目の年を迎える。一衣帯水の隣国であり、多くの
共通課題を持つ両国が、技術交流を図る事は今後における両国
の砂防事業にとって意味がある。個人的には山腹工の技術に関
する日韓の比較なども興味深いテーマであると感じている。ま
すますの両国の友好的交流を望む所以である。
最後に訪韓期間を通じて、山林庁、砂防協会をはじめとする
韓国側の皆様に大変お世話になった。ここに記して感謝する次
第である。

写真‑6 両国の会議参加者
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火山噴火の大災害を免れたアフリカでの事例
アフリカの火山が大噴火したとき、日

大活躍したのは、自然科学研究所の

本で研修を受けた現地の研究者が事

ゴマ火山観測所で働くワフラ氏でした。

ます。この研修コースは1989年に開始

前にこれを予知し、地元ラジオ局を通じ

火山噴火の危険があると判断したワフ

され、これまで25ヶ国から182名の研

て住民に避難を呼びかけた結果、大災

ラさんは、ゴマのラジオ局に自ら出向い

修員を受け入れました。当財団は、関

害を未然に防ぐことができた。この話を

て「噴火が近い！」と住民に避難を呼

係機関のご協力を得ながら研修実施機

ご存じでしょうか。

びかけました。この火山は、東アフリカ

関として研修の運営に当たっています。

委員会」の副委員長として貢献されてい

アフリカの太陽が天高く輝いていた

地溝帯の中、火山噴火の活発な場所に

浜口先生は、1971年、独立後10年

であろう2002年１月１７日の午前８時過

あり、１９７７年の噴火では２000人が

を経たコンゴ民主共和国に赴 任し、

ぎ、コンゴ民主共和国の東端、ルワン

亡くなりました。ラジオで火山研究者の

JICAの長期専門家として２年間、火山

ダとの国境近くの商業で栄えるゴマ市

避難の呼びかけを聞いた人々は、それを

学の研究者を文字通りゼロから育てて

は、20km北にある標 高3450mの火

真剣に受け止めて遠く郊外や隣国のル

こられました。そして40年、今もこの国

山、ニイラゴンガの大噴火に襲われまし

ワンダまで一時避難しました。その数は

に火山学を定着させるため、惜しみない

た。ゴマ市の住民は推定40万から50

住民の半数にあたる25万人に及びまし

努力をされておられます。

万人。住民届けなどは整っていませんか

た。この壮大なオペレーションの結果、

ら推定人口です。大量の溶岩流は、旧

この時の噴火による死者は50人から

市街地の住宅、学校、病院など4,500

100人以下に抑えることができたのです。

棟を埋め尽くしました。ここはアフリカ

ワフラさんは、JICA集団研修の「火

の旧ザイール共和国。うち続く内戦に長

山学・総合土砂災害対策コース」に参

く苦しんできた国です。科学技術も通

加するため1995年に来日し、現東北大

信網も未整備な地域。多くの被災者が

学名誉教授である浜口博之先生の下で

出ても不思議はない環境です。しかし、

噴火予知の研修を受けていました。

ここで、世界の火山災害の歴史上、最

浜口先生は、現在もこの研修コース

大級の住民避難が噴火の前に行われて

の運営のために当（財）砂防・地すべり

いました。

技術センターが設置する「カリキュラム

世界の土砂災害（2010その4）

どこまでも誠意を貫く、あるべき日本
人の姿を眼前に見る思いがします。
（企画部国際課 調査役 新井明男）

北海道有珠山で、コンゴ民主共和国などからの研
修員への現地実習

（財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課

2010/11/1〜2011/1/31

発生日

国名

2010年
Venezuela
11月30日

12月5日

2011年
1月12日

Colombia

Brasil

種別

概要

崩壊

首都カラカス周辺にて40年ぶりといわれる豪雨があり、貧しい住民が住む周辺丘
陵斜面の数十箇所で崩壊が発生、21名死亡。

崩壊

コロンビア第2の都市アンティオキア（Antioquia）州メデジン（Medellin）市北部
ベジョ(Bello)の、ラ・ガブリエラ（La Gabriela）地区で、午後2時頃豪雨による崩
壊が発生し、38名死亡、100人以上が行方不明。現場は市周辺部の貧困層が住
む地区。この雨による洪水で170万人が避難生活を余儀なくされた。

崩壊・
土石流

ブラジル南東部リオデジャネイロ州の州都リオデジャネイロ（Rio de Janeiro）から
北東約100kmにある町テレゾポリス（Teresopolis）で、1月11日から降り続いてい
た大雨により、周辺丘陵斜面の至る所で崩壊が同時多発的に発生した。土砂は、
直接山すその人家を襲ったり、土石流化して集落に流れ込むなどして、周辺の同州
ノバ・フリブルゴ（Nova Friburgo）やペトロポリス（Petropolis）などの被害も合わ
せると、合計で803名が死亡し、ブラジル史上最悪の災害となった。
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行事一覧（1月〜3月）

後援（協賛）
●1月18日

（社）砂防学会特別シンポジウム（後援）

●２月３日〜４日

第15回「震災対策技術展」横浜（後援）

人事異動

●12月31日付

【退 職】

大野 宏之

砂防技術研究所技術部長（国土交通省河川局砂防部保全課長へ）

●1月1日付

【委 嘱】

松井 宗廣

理事 砂防技術研究所技術部長を委嘱

STC短信

派遣講師

講師

派遣日

依頼者
山梨県富士・
東部地域県民センター

池谷 浩

2／2

池谷 浩

2／16、
3／2、3／25

（独）
土木研究所

池谷 浩

2／17

（独）
宇宙航空研究開発機構

近藤 浩一

4／1〜9／30

日本大学理工学部

内

容

H22年度 山梨県地域防災リーダー養成講座
「我が国の自然災害とその課題──土砂災害を主として 」
講師
修士課程
「防災政策プログラム
水災害リスクマネジメントコース」
講師
「宇宙利用シンポジウムにおける講演」
講師
「砂防防災工学」
非常勤講師

海外協力

国
韓国

出張者

期間

比留間 雅紀

2011/1/16〜21

目
台風委員会第43回総会出席

砂防技術研究所報の発行

砂防技術研究所では、
「平成22年度 砂防技術研究所報」を発行いたしました。本報は、当セ
ンターが公益事業の一環として取り組んでいる自主研究を中心として、砂防学会等において
発表した調査研究の概要や、今後取り組むべき技術について取りまとめたものです。お問い
合わせは下記へご連絡下さい。

砂防技術研究所 川村
TEL：03-5276-3274 FAX：03-5276-3394
＊無料配布ではございますが、部数に限りがございますので、品切れの際はご容赦下さい。
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平成23年度

（財）砂防・地すべり技術センター講演会
1.開催日時： 平成23年6月21日
（火） 13：30〜17：00
2.会

場 ： 砂防会館別館シェーンバッハサボー 淀・信濃
（東京都千代田区平河町2‑7‑4

TEL：03‑3261‑8386）

3.プログラム

敬称略

13:30

開会挨拶

池谷 浩 （財）砂防・地すべり技術センター 理事長

13:35

来賓挨拶

南 哲行

13:40

講演１

鈴木 雅一 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授・砂防学会 会長）

14:40

講演２

北原 糸子

国土交通省 砂防部長

立命館大学歴史都市防災研究センター 教授

15:40

休

憩（15分）

15:55

講演３

滝口 太 宇宙航空研究開発機構宇宙利用ミッション本部衛星利用推進センター
防災利用システム室 室長

16:55

閉会挨拶

近藤 浩一

17:00

閉会

(財)砂防・地すべり技術センター 専務理事

なお、詳細および参加募集等は決まり次第、当センターのホームページにて掲載していきます。

ホームページURL：http://www.stc.or.jp/

平成23年度 砂防・地すべり技術センター研究開発助成

募集の御案内
当センターでは毎年度研究開発助成事業を実施しております。この助成事業は砂防並びに地すべり及びがけ崩
れ対策に関する技術の向上を図るため、これらに関する技術開発及び調査研究を対象として、特に問題意識が鮮明
で達成目標が具体的であるテーマで、優れた人材を結集し十分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等の研究者
に対して実施しております。
平成23年度も研究開発助成の実施に向け、助成対象を募集します。
応募方法及び様式は
「平成23年度 砂防・地すべり技術センター研究開発助成募集要領」に示しております。
必要な方は当センター HP（http://www.stc.or.jp/）
からダウンロードするか、下記宛て請求して下さい。
記

１． 助成金額：一件につき、300万円以内
（助成総額：約1,300万円）
２． 助成対象の決定等：平成２３年５月中に決定し、応募者宛に書面で通知
３． 報告義務：研究実施期間終了後一ヶ月以内に、成果の概要書
（A4版20頁程度 日本語）
を
当センター宛に提出
４． 成果の帰属：研究成果は助成対象者に帰属するものとする
５． 募集受付け期間：平成23年4月1日〜4月30日
６． 募集要領請求先並びに問い合わせ先：㈶砂防・地すべり技術センター 企画部 酒井・仲野
〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番21号 山脇ビル
TEL 03-5276-3271 URL:http://www.stc.or.jp/
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暖かくなって参りました。こうなるとお弁当を買って外

ナッツ炒め』や『豚とキクラゲの卵炒め』です。目立た

で食べるのも良いものです。今回は市ヶ谷周辺のお値

ないけれど意外と女性ファンが多いのが鶏とカシュー

打ち弁当を紹介します。

界隈
食べある考

ナッツ炒め（男性はか？）
。レバニラほど精力回復感も
なく、肉野菜炒めほど野菜補給効果もないため、中華

【ティーヌンの『ガパオ弁当』
】

15

春の界隈ランチ情報

ムエタイ選手が丼を抱え、麺を箸で持ち上げている

料理店の昼定食ではあまり見かけませんが、思い出す

絵が目印の、トムヤムラーメンで有名なタイ料理屋で

と食べたくなります。福龍飯店の店員さんは中国人だ

す。店では色々な種類の麺やタイ料理が食べられ、夜

けなので、日本向けにアレンジしていない本格的な中

はシンハビール等のお酒も飲めます。こちらの『ガパオ

華料理が食べられます。店内ランチの汁そばは周りが

弁当』
（600円）がお勧め。ガパオは鶏挽肉のバジル

紅いチャーシューが乗ったさっぱり味、夜は注文制の

炒めのことで、タイ料理の定番。上に乗った目玉焼き

飲み・食い放題（90分／2,980円）もあります。気軽

を崩しつつ、ご飯と混ぜながら食べます。バンコックで

な宴会にもお勧めです。

は、屋台でおかずとご飯を別々のビニール袋に入れて
もらい、ベンチで器用に混ぜて食べているのを見かけ
ました。ナンプラーとオイスターソースの甘辛い味が、
癖になります。昨年、テイクアウト用の器が変わり標
【 ティーヌン 】
東京都千代田区九段北4‑2‑15
市ヶ谷プラザ１F公園側
TEL：03‑5214‑6515
http://spiceroad.co.jp/tinun/
t4.html
＊
【 福龍飯店 市ヶ谷店 】
東京都千代田区九段南3‑9‑11
マートルコート麹町半地下
TEL：03‑3222‑5117
http://www.fukuryu.com/
index.htm

開店情報！
【中華 ちょもらんま】

靖国神社方向、
京樽がある角を曲がったところに、
『中
華 ちょもらんま』が開店しました。紅虎餃子房や万

準で大盛りになりました（Good Job!）
。なお、ぜひ別

豚記と同じグループの店ですが、棒形ではない閉じた

売のトムヤムスープ（200円）を付けましょう。たっぷ

大餃子が名物です。これまで市ヶ谷で一番大きいとい

りモヤシの歯ごたえが、丁度良いスプーン休めです。

われた「かわかみ」の餃子の約1.5倍の大きさ（！）
。匹
敵するのは、日本広しといえども銀座一丁目の「天龍」
かアメ横の「昇龍」くらいのものです。昼は大餃子6

【福龍飯店の『日替わり弁当』
】

麹町郵便局を越え、一口坂信号を渡った右側、と

個定食と8個定食がありますが、男性でも6個定食で

少し遠いですが、ここの弁当は500円均一、日替わり

充分満腹になります。他にも五香粉の効いた150g大

で５〜６種類が並ぶ値打ちもの。メインのおかずは青

の角煮がのる大肉ラーメンや担々麺なども美味しそう。

椒牛肉絲や酢豚などで、力の入った副菜とザーサイ、

夜は居酒屋メニューが増え、四谷の「こうや」と同じく

卵スープが付きます。麻婆豆腐は花椒が効いています。
いつもではないけれど、たまにあるのが『鶏とカシュー

ちょっと他と違う 中華料理が楽しめます。一度おた
めし下さい。

（H）

＊
【 ちょもらんま 市ヶ谷店 】
東京都千代田区九段南4‑6‑8
TEL：03‑6272‑4888
http://www.kiwa-group.co.jp/
restaurant/a100506.html

ガパオ(右)とトムヤムスープ

青椒牛肉絲(揚げワンタン付き)

麻婆豆腐とチャーハンのセット
（キャベツ炒め付き）

編集後記

市ヶ谷便り
石ばしる垂水の上のさわらびの萌え出ずる春になりにけるかも

目を覆うばかりの太平洋岸の惨状に、続く原発の災禍、か
たや依然予断を許さぬ新燃岳の状況、この国はどうなってし

今号の表紙に、昔習った万葉の古歌を思い出しました。雪

まうのだろうという不安の中にあっても、理性を持って秩序

国では雪が雨に変わり、川のせせらぎが聞こえ始めると春を

正しく行動する市民の姿は、世界に深い感銘を与えました。

知ると聞きます。雪の深かったこの冬はことのほか水音が待

そのことを同じ日本人として誇りに思い、そして辛くもこの

たれたことでしょう。しかし例年のように春の恵みを運ぶは

惨禍を乗り越えた暁に ｢この国に生まれてよかった｣ と思え

ずだった太平洋は、突如牙を剥いた大津波となって襲いかか

る再建のため、私たちひとりひとりに、｢今何ができるのか｣

り、北国の海辺の町を次々と呑み込んで行ったのです。

を問われています。

東北地方をおそった未曾有の大災害に、当セン

忍耐強く困難に立ち向かう被災地の方々の勇気に、心から

ター一同言葉もなく、犠牲者のご冥福と、被災された方々の

のエールを送るとともに、せめて温かい春の日差しが一日で

安全と復興とを、ただただ祈るばかりです。

も早く、御地に訪れることを願ってやみません。

3月11日
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（J）

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/

