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巻頭言

下川 悦郎しもかわ えつろう

鹿児島大学 地域防災教育研究センター 特任教授

桜島の大規模噴火災害に備える

　桜島は、3万年前の巨大噴火によってできた姶良カルデラ

の南端に発達した火山である。その誕生は2万6千年前と推

定されている。日本で最も活動的な火山の一つで、歴史時代

にも噴火を繰り返している。記録にある最古の噴火は和銅元

年（708）で、文明噴火（1471-1476）、安永噴火（1779-1782）、

大正噴火（1914-1915）は3大噴火といわれ、膨大な軽石・火

山灰の噴出と溶岩流出を伴った噴火として知られている。

1946年にも、溶岩の流出を伴って噴火している（昭和噴火）。

1955年以降は、南岳山頂火口から多量の火山灰噴出を伴う

中小規模の噴火を頻繁に繰り返した。とくに1972年以降の噴

火活動は活発で、年間の爆発的噴火回数は最多年の1985年

で474回を記録した。2008年以降の噴火活動は昭和火口から

の噴火が中心で、最近3ケ年の年間爆発的噴火回数は2010

年896回、2011年996回、2012年885回と、高い頻度で推移

している。

　大正噴火の前、南九州一帯は日向灘地震（1909年）、喜界

島近海地震（1911年）、真幸地震、日置地震、霧島御鉢噴火（以

上1913年）等、地震や火山噴火による変動が相次いだ。こう

した状況下で、1914年1月11日早朝から桜島で有感地震が顕

著になり、翌12日午前10時5分ごろ、噴火は西側の山腹で始

まり、約10分後には東側の山腹にも拡大した。轟音を伴いな

がらどす黒い噴煙は桜島全島を覆い、その高さは10,000ｍ以

上の上空に達した。噴煙活動は13日深夜最も激しく、西側火

口では火砕流が発生した。火砕流は西側斜面を流れ下り海

岸部の家屋を焼失した。この後、小爆発を繰り返しながら溶

岩が流出、東側の山腹火口から流出した溶岩は瀬戸海峡を

埋め、桜島は大隅半島と陸続きとなった。この大噴火によっ

て放出された多量の軽石・火山灰は、桜島はもとよりその周

辺域を広く覆った。噴出した軽石・火山灰・溶岩の総量は約

2.0km3と見積もられている。わが国ではこの噴火後、前世紀

から21世紀の今日まで、総噴出量が1.0km3を超える規模の

噴火は発生していない。この噴火による桜島島内の死者・不

明者は30人（死者6人、不明者24人）を数えた。不明者は寒

中の海を泳いで避難する途中で行方がわからなくなった人で

ある。当時2万人を超えていた住民の大部分は事前に避難し、

被災から逃れることができた。このほか、鹿児島市をはじめ

桜島外で29名が犠牲になった。その多くは地震による犠牲者

である。こうした人的被害に加え、噴火および地震は交通や

ライフラインを麻痺させ、市民生活を大混乱させ、農林水産

業や商業等の地域産業に深刻な打撃をもたらした。

　この噴火から、桜島は2014年に100周年を迎える。桜島の

地下にはマグマが供給され続けており、近い将来マグマの蓄

積量は大正噴火前の水準に達し、大正噴火級の大規模噴火

の発生は避けられないといわれている。2011年1月にマグマ

噴火した霧島新燃岳をはじめ、周辺火山の噴火活動も活発

である。一方、2011年3月11日の東日本大震災後、火山の大

規模噴火リスクが高まっているとの指摘もある。大規模な火

山災害においては、溶岩流や火砕流、噴石による直接的災害

だけでなく、土石流や泥流による土砂災害、地震による地盤

災害が複合して発生する可能性がある。安永噴火においては、

鹿児島湾内で津波のような現象による災害が起きたとする記

録も残されている。

　こうした大規模火山災害にどう備えるか、桜島の火山防災

減災体制の真価が問われることになろう。大正噴火時と比べ

ると、火山学の進歩を背景に桜島の火山噴火予知のため観

測体制は飛躍的に整い、防災情報は量・質ともに向上し、

それを伝える手段も整備された。毎年1月12日の噴火記念日

には、大規模噴火を想定した総合防災訓練も行われており、

地域住民の防災意識は高い。大規模噴火は避けられないが、

事前に何らかの予兆が捉えられ、適切な警戒避難対応が実

施されれば、少なくとも噴火の直接的災害による人命の被害

だけは避けることができよう。土砂災害や地震による地盤災

害など複合災害による人的被害も抑えたい。物的被害や経済

的損失から逃れることは不可能であるが、被害を軽減するこ

とは可能である。被害を受けたとしても、それを最小限にく

い止め、災害後被災地域の速やかな復旧復興を促すための

対策が求められよう。桜島とその周辺には、産業や交通、通信、

行政など社会の重要な機能が集積し、多くの人々が生活を営

んでいる。大正噴火時と比較すると、人口は飛躍的に増加し、

社会の諸機能は大きな変貌を遂げている。大正噴火級の大

噴火が発生すれば、その被害は比較にならないほど大規模

で深刻なものとなるだろう。行政は、大噴火による被害形態

や被害規模を予想したうえで、被害を防止、軽減するための

方策を今のうちから準備しておく必要がある。
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技術ノート ● ● ●

池谷 浩
いけや ひろし

政策研究大学院大学 特任教授
（一財）砂防・地すべり技術センター 研究顧問

紀伊半島の付加体地域
における深層崩壊の
実態からみた豪雨時の
崩壊メカニズム

いところまで乗り上げ死者・行方不明者11名、人家11
棟（五條市資料）が被災した。また天ノ川を堰き止め
た土砂は1時間程度で決壊し、氾濫時に下流にあった
建物が流失した。
1-2　崩壊メカニズムについて

　（一財）砂防・地すべり技術センター職員による災害
現地調査が行われたが、その際に撮影された 写真-1

写真-2をもとに、崩壊した土砂及びその土砂により対
岸に押し上げられた泥水の挙動を調べてみた。図-2は
被災した住宅地域の土砂や水の流れを写真及び現地調
査から判断したものである。特に堆積した土砂の上の
立木の状況や倒木の方向を図に示してある。
　宇井の崩壊が斜面全体として一度に崩れ落ちたと仮
定した場合、倒木の方向が二手に分かれて交差するよ
うな状況の発生は起こらない。写真-2において倒木が
交差する現象が起こっていることは、二つの崩れによ
り押し出された泥水や土砂の流れが異なる方向に走っ
たものと考えることで状況を説明できる。また写真-2

からは崩壊地の下部に乱されずに立ったままの木が残
っていることが分かる。
　まず崩壊要因として斜面地形について検討した。崩
壊前の宇井地区のLP写真を見ると、斜面の上部に変
形が見られる。また崩壊斜面に向かって左側の下部に
クリープによる変形の痕跡が見られる。地形図図-3で
は、崩壊地の左側下部で等高線の乱れが大きい。すな

はじめに
　近年、大規模崩壊が発生し、悲惨な被害を生じさせ
たり、天然ダムを形成して下流域に土砂災害の危険な
状況をもたらす災害が多発している。これらの崩壊、
いわゆる深層崩壊に関しては国土交通省砂防部が渓流
レベルの評価マップを公表して注意を喚起していると
ころである。
　しかし、具体的な崩壊の場に関する情報は少ない。
そこで、2011年9月の紀伊半島豪雨災害時に発生した
大規模崩壊について、いくつかの代表的な崩壊事例を
取り上げ、地形図、空中及び地上写真、湧水調査、現
地調査から大規模崩壊の発生メカニズムについて調査
した。そして今後、付加体地域で発生する大雨に起因
する大規模崩壊の予測につなげるための因子について
検討した。

１. 宇井（奈良県五條市大塔町宇井地区）の崩壊
1-1　崩壊の概要

　崩壊の規模は長さ約450ｍ、幅約200ｍ、深さ約35ｍ
（奈良県資料）、崩壊土砂量約330万㎥（推定）という
深層崩壊である。地質は四万十帯の砂岩を主とするも
ので、崩壊した斜面の方位は北東、崩壊前の斜面の平
均勾配は34.7度、斜面の上部の勾配は39度、下部の勾
配は27度で、縦断形状は凹形を呈していた図-1。崩壊
土砂と崩壊土砂により押し上げられた泥水は対岸の高

図-1 宇井崩壊地の縦断形状
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面に浸透していったことが予測される。
　また現地で区長さんによる「崩壊直前に大量の湧水
が左側斜面下部から出ている」との証言（2012.9.2NHK）
もあることから、宇井地区での深層崩壊は永年のクリー
プによるヒズミと大雨による揚圧力の上昇により安定性
が崩れ、まずはじめに左側下部斜面が崩壊し、続いて
ほとんど同じ時間に右側下部が崩壊、そして上部の崩
壊を誘発したものと考えられる。崩壊の時間差は対岸
の倒木の方向写真-2から判断したものである。

わち斜面全体で見ると下部はクリープによりはらみ出
しが生じていて、勾配が緩くなったとも考えられるの
である。同様のことが右側下部にも見られることから、
この斜面全体としてクリープが発生していて特に斜面
下部にクリープの影響が表れていたと言えよう。
　一方、外力としての水の集まり方については、国土
交通省紀伊山地砂防事務所の調査結果図-4から、下部
崩壊地の頭部附近に湧水地点が集中していることが分
かる。すなわち、湧水地点から供給された水が下部斜

図-2 崩壊土砂と水の動き 図-3 平成11年の地形図（国土地理院発行）に崩壊地を加筆

写真-1 宇井地区の被災地 （（一財）砂防・地すべり技術センター撮影） 写真-2 宇井地区の崩壊と立木の堆積状況 （（一財）砂防・地すべり技術センター撮影）

sabo vol.114 夏 2013 sabo vol.114 夏 2013 3



技術ノート ● ● ●

に昭和42年国土地理院発行の地形図図-7から、最上部
と下部に等高線の乱れが見られるようになる。昭和33
年国土地理院発行（精度が違うので一概には言えない
が）の地形図との比較では明らかに変化していること
が分かる。特に等高線の乱れは斜面下部で大きい。
　これらから地形的に見ると斜面全体でクリープが発
生しており、特に下部での動きが大きかったものと考
えられる。また、崩壊後の写真-3（奈良県パンフレッ
トより）からは斜面全体がずり落ちたように立木が立
ったままの状態で崩壊している様子がうかがえる。ま
た写真-4から、斜面の下部を通っていた道路の下に移
動土砂が入り込んでいる様子が分かる。すなわち道路
面の下に移動層が存在していたと考えるべきである。
また対岸への乗り上げがほとんどない現地の状況を考
えると崩落の速度がそれほど速くない状態で落ち、河
道で止まったものと考えられる。
　一方、湧水状況（国土交通省紀伊山地砂防事務所）
の資料（図-6参照）からは、斜面に向かって左側下部
及び右側上部に雨の後で湧水が見られている。また天
川村役場職員によると、現地では崩壊前にも湧水が出
ていて、多くの人が水を汲みに来ていたという。この
ことからも水を供給するシステムができていた斜面で
あったと言えよう。
　なお、国土交通省紀伊山地砂防事務所による坪内地

２. 坪内（冷水）（奈良県天川村坪内地区）の崩壊
2-1　崩壊の概要

　崩壊は長さ約380ｍ、幅約250ｍ、深さ約40ｍ、崩壊
土砂量は約140万㎥（国土交通省資料）という深層崩
壊で、河道閉塞による湛水で上流の坪内地区で浸水被
害が生じている。斜面の方位は東、地質は四万十帯の
砂岩・泥岩の互層で崩壊前の平均斜面勾配は26.6度、
斜面下部は約30度の勾配を有しており、地形の縦断形
状は凸形を呈していた図-5。斜面の中～下部で等高線
の乱れが目立つ図-6。
2-2　崩壊メカニズムについて

　過去の地形図を時系列的に判読してみると、明らか

図-4 宇井地区の湧水状況（国土交通省紀伊山地砂防事務所提供資料を一部修正）

図-5 坪内崩壊地の縦断形状

崩壊
26.6度
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リープによるものと考えられる。また斜面の下部か
ら3分の1付近では小規模な崩壊が見られる図-9。これ

区の詳細な地質調査結果を見ると、崩れは風化層内の
せん断によるものと考えられる。

３. 赤谷（奈良県五條市大塔町赤谷地区）の崩壊
3-1　崩壊の概要

　崩壊の規模は長さ約1100ｍ、幅約450ｍ、深さ約30ｍ、
崩壊土砂量約900万㎥（奈良県資料）という深層崩壊
である。地質は四万十帯の砂岩を主とするもので崩壊
斜面の方位は北西、崩壊前の斜面の平均勾配は33度、
最上部に緩斜面を有し、中～下部はほぼ一様な勾配の
縦断形状が直線形の斜面であった図-8。崩壊により河
道を閉塞して天然ダムを形成している写真-5。
3-2　崩壊メカニズムについて

　地形図で見られる最上部の緩斜面は斜面全体のク

図-8 赤谷崩壊地の縦断形状

図-6 坪内崩壊地の地形図と湧水箇所 （国土交通省紀伊山地砂防事務所資料より） 図-7 昭和42年の地形図（国土地理院発行）に崩壊地を加筆

写真-3 坪内地区の崩壊  （奈良県パンフレットより）

●：湧水地点

写真-4 坪内崩壊地の下部の状況  （（一財）砂防・地すべり技術センター撮影）
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技術ノート ● ● ●

　赤谷の崩壊斜面は中央附近が凹形になっていること
も一つの特徴と言えよう。そのため河川の流れに対し
て、ほぼ直角に土塊は崩落し、対岸に乗り上げて止ま
っている状況にある。
　これらから赤谷では長大斜面全体がクリープを起こ
し、かつ外力としての水の供給が湧水地点が斜面全体
に分布していることにより、斜面の土層全体に行き渡
るような状況となっていた。そこで斜面全体が一気に
崩れたと考えられる崩壊パターンとなったものと言え
るのである。

４. 現地での崩壊実態から考えられる
 崩壊メカニズム
4-1　現地での崩壊実態から考えられる崩壊メカニズム

　深層崩壊発生予測として発生前の微地形をあげ「頭
部となる部分に小崖あるいは線状凹地を伴っており、
それらが崩壊の輪郭にほぼ沿っている」こと及びこの
小崖の傾斜方向の水平長さと崩壊した斜面の水平長の
比、ヒズミの値から求める方法が提案されている★。
　これらは一つの崩壊斜面を取り上げて、クリープ等
の頭部における変動の有無及びその変位をもとに崩壊
発生の場を予測しようとしたものである。
　しかし、同じ紀伊半島で発生したいくつかの代表的
な崩壊を見ていくと、それぞれの崩壊は、必ずしも同
一の崩壊メカニズムで発生しているものではないこと
が分かった。二重山稜など類似の微地形が多くあるな
かで、今回崩壊したところは何故なのかという検討が
必要である。
　そこで大雨に起因する大規模な崩壊が発生するため
には、長い時間をかけて長大斜面全体が変位するいわ
ゆるクリープが発生していることと、斜面の土塊を飽
和状態にするような水が生ずることが必要と考えた。
　特に崩壊メカニズムという視点からすると、すべて
の大規模な崩壊は斜面全体が大雨により不安定化する
のではなく、それぞれの斜面では異なるウィークポイ
ントがあり、その部分が大雨による外力（水の供給）
で破壊し、斜面での大規模な崩壊へと繋がっていった
と考えられるのである。
　それ故、これらの大規模崩壊の場を予測する場合に
は、頭部の微地形に加え、斜面内でのウィークポイン
トを見出すことが必要である。また外力としての水の
集まりやすさの指標ともいえる湧水（特に土塊内に水

が斜面下部のはらみ出しの影響かどうか不明ではある
が、斜面の途中から谷地形が形成されていることを考
えると、湧水の影響が大きい地点であることは間違い
ない。事実、国土交通省紀伊山地砂防事務所の調査で
もこの地点が常時湧水帯のところにあたっている。湧
水について見てみると、常時湧水帯の上部にも豪雨時
や常時の湧水地点が存在している（図-9参照）。また現
地の崩壊斜面の最上部にも明らかな水みちが見られる。
　すなわち、湧水地点の分布を見ると、斜面下部土塊内
への水の供給のみならず、斜面上部でも土塊内に水の
供給が行われる仕組みができていたと言ってよいだろう。
　斜面の崩壊メカニズムとしては、災害直後の空中か
らの目視でも斜面に崩壊残土が少なく、河道に堆積し
た崩壊土砂の上に立木が倒れた状態で存在していたこ
と、対岸への乗り上げ高さが高いことなどを考慮する
と、土塊は全体的にかなり乱された状態で、かつ速い
速度で一気に崩壊したものと考えられる。

図-9 赤谷崩壊地の地形図と湧水箇所 （国土交通省紀伊山地砂防事務所資料より）

写真-5 赤谷地区の崩壊状況

●：湧水地点
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注：本文の一部は平成25年度砂防学会研究発表会にて発表

げると以下のようである。
① 素因としての地形

　地形の要因としては、斜面がクリープを生じている
ことが重要な因子となる。特に斜面の最上部の地形や
中～下部でのはらみ出しが崩壊に関係していると確認
された。これら斜面のウィークポイントを調べること
がまず必要となる。また、斜面の中～下部ではらみ出
しが生じていると斜面勾配は緩くなる。すなわち、縦
断形状が凹形になることが考えられる。そして中～下
部が崩壊した場合、下部より急な傾斜を有する上部斜
面が下部の崩壊により引きずられて落ちる現象が発生
する。
② 誘因としての水の供給

　大雨による水の供給は地下からのパイプで供給され
て崩壊が発生していると考えられる。このパイプは平
時にも存在しているわけであるから、雨の後で湧水の
発生状況（場所の分布、水の量）を調べることで斜面
への外力としての水の供給状況を知ることができる。
斜面全体に湧水箇所が分布している場合には、斜面全
体の崩壊に繋がりやすいことは明らかである。今後は
広域な地域で湧水の存在を面的にどのように調査して
いくのかが課題となる。

おわりに
　深層崩壊と呼ばれている大規模な崩壊の発生メカニ
ズムを明らかにし、今後発生が予想される点としての
場を特定することは防災対策上大変重要なことであ
る。そこで、紀伊半島で発生した代表的な大規模崩壊
について調査しその因子を調べた。本論のほかにも因
子として考えるべきものがあるかもしれないが今後の
研究に待ちたい。そして本文が大規模な崩壊による土
砂災害の防止に少しでも役立つことを願っている。
　本文作成にあたり、現地調査にご協力いただき、ま
た崩壊地の湧水状況の資料を提供していただいた国土
交通省紀伊山地砂防事務所の皆様、現地調査の写真を
提供していただいた砂防・地すべり技術センターの皆
様に御礼を申し上げます。

を供給するためのパイプ）が大きな役割を担っている
と考えるべきである。特にそのウィークポイントの位
置や外力の加わり方（湧水地点の分布や湧水の量）に
よって、崩壊状況も変化することが今般の調査で明ら
かになった。
　例えば、今回調査対象とした紀伊半島の付加体で発
生した深層崩壊では、長大斜面全体でクリープが生じ
ていて、外力となる水が斜面全体に分布する斜面また
は斜面上部に湧水地点が多数ある斜面では、斜面全体
の土塊が大きな落下エネルギーによりもまれた状態で
崩落している。この崩壊タイプを全体崩壊型と名付け
る（赤谷、長殿など）。
　当然のことながら、崩壊長が長くかつ勾配が急な斜
面の崩壊ほど崩落時のエネルギーが大きく、対岸に土
砂ごと乗り上げる災害の発生や崩壊の方向によっては
下流へ流動化することが考えられる。
　一方、長大斜面の中～下部にウィークポイントをも
っている斜面で、かつその斜面に水の供給がなされた
ところでは、まず中～下部斜面が崩壊し、それにより
上部斜面が引きずられて崩落している。このタイプを
下部崩壊型と名付ける（宇井など）。この崩壊では上
部斜面の土塊はもまれない状態で土塊がブロックとし
て崩落している。
　またこのタイプの崩壊は崩壊土砂の全量が災害とし
て影響するものではないことから、崩壊土砂量を予測
する場合には、これらのタイプを事前に分類すること
ができると対策にとって有意義である。
　坪内については、崩壊土塊上の立木の状況や対岸へ
の顕著な乗り上げが見られないこと及び湧水地点など
から、斜面全体がブロック状でゆっくりすべり落ちた
可能性が高い。その点からすると、全体崩壊型のタイ
プに近いが土塊のもまれ方が異なるタイプと言える。
　なお、今回の調査対象とした紀伊半島の付加体では、
その形成のプロセスから斜面方位が北～北西方向を主
とした斜面に大規模崩壊が多く発生していることも判
明している。すなわち、大規模崩壊の場の予測には、
これらの付加体の形成プロセスも考慮する必要がある
と考えられる。
4-2　今後の大規模崩壊予測のための因子について

　大規模な崩壊のメカニズムが全て解明されたわけで
はないので、現時点で分かっていることから、大規模
崩壊発生の場の予測に関係すると考えられる因子を挙

参考文献
★	千木良雅弘：台風12号による深層崩壊発生場－発生前後の詳細ＤＥＭ
を用いた地形解析結果－、平成24年度（一財）砂防・地すべり技術セン
ター講演会、講演概要集、P3～13、H24.6
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鹿児島県土木部砂防課
技術補佐 谷口 浩幸（たにぐち ひろゆき）

鹿児島災害
（1993）から
20年を振り返って

はじめに
　平成5年は、波状的に土砂災害に見舞われ、戦後最
多の人的被害が発生した年でした。
　筆者は当時、鹿児島県砂防課に在職しておりました。
多くの災害箇所で、死者を悼む多くの献花を目の当た
りにし、いたたまれない歯がゆい思いがありました。
　20年の節目として、当時の被害状況やその後の取り
組み等について概要を紹介します。

【降雨特性】

　平成5年、鹿児島県を含む九州南部は、5月21日に梅
雨入りし、7月9日に梅雨明け宣言がなされたものの、
その後も長い期間雨が降り続き、鹿児島気象台が8月
31日に「7月9日の梅雨明け」を「梅雨明けははっきり
しない」と修正する希有な年であった。
　平成5年の月別雨量グラフを図-1に示す。

雨
　
量

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月平均 87.4 102.7 160.6 229.0 259.0 399.5 303.7 213.1 216.4 104.2 87.9 71.7

平成4年 91.5 55.0 336.0 262.5 81.0 650.0 306.0 272.5 69.5 39.5 48.5 109.5

平成5年 112.5 105.0 212.5 154.0 185.0 775.0 1,054.5 629.5 532.0 79.5 78.5 104.0

順位 年間降水量
（㎜） 年

1位 4,022.0 1993 平成 5年
2位 3,550.6 1905 明治38年
3位 3,424.9 1949 昭和24年
4位 3,303.8 1954 昭和29年
5位 3,047.5 1983 昭和58年

累
加
雨
量

図-1 平成５年の月別雨量
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所を 図-3 1〜3 に示す。

土砂災害の特徴
　平成5年の土砂災害は、それまで経験したことのな
い様々な現象が複合的に発生し、土砂災害対策につい
てハード面・ソフト面の課題等が顕著となっている。
① 9月末までの総雨量3,760mmは、年間平均降水量の
1.7倍に相当し、鹿児島地方気象台明治38年創設以
来の記録的な降雨であった。

② 一連の災害による死者・行方不明者は121名にのぼ
り、うち土石流、がけ崩れ、地すべりによる土砂
災害の犠牲者は105名で、全体の85％にあたり、大
半は長大斜面から流下した土砂に巻き込まれたも
のであった。

③ 死者の年齢も高齢者が多く、65歳以上が55名、全

　ほぼ平年並みであった平成4年の年降雨量と平成5年
を比較すると、月別雨量について、6月～9月までの4
ヶ月間は平均月別雨量（過去30年間）を大きく上回っ
た。特に7月は、1,054.5mmと平均の約3.5倍を記録し、
大正4年の994mmを更新した。
　また年間雨量は4,022mmに達し、明治38年の最多年
間雨量3,550.6mmを更新した。

【被害状況】

　６回にわたる一連豪雨や台風の襲来により、県内各
地で同時多発的に土石流やがけ崩れが頻発し、105人
の尊い人命が奪われた。
　この年の災害一覧を図-2に示す。
　特に降雨量が多く被害が甚大であった7月31日～8月
2日（8・1豪雨）、8月5日～6日（8・6豪雨）、9月2日～3
日（台風13号）の3期間について、等雨量線図と被害箇

姶良町姶良ニュータウン西側の山腹が延長
1.5km、高さ30～40ｍにわたって崩壊

国分市名波
平成５年８月１日
人的被害：死者2名
家屋被害：全壊１戸

梅雨災害
6/12〜7/28

8・1災害
7/31〜8/2

8・6災害
8/5〜8/6

台風7号
8/9〜8/10

台風13号
9/3 9/20 合計

主な被災区域 県全域 県中部北部
（吉田町・姶良町） 鹿児島市内 大隈半島

（垂水市）
薩摩半島

（川辺町・金峰町） 日吉町毘沙門

気象状況 前線性豪雨 前線性豪雨 前線性豪雨 台風 台風

被害発生の特徴 広域・発散的 局地的 局地的 局地的 広域・局地的 単災

発生箇所数

土石流 2 22 15 1 8 ─ 48
地すべり 7 ─ ─ ─ ─ 1 8
がけ崩れ 74 57 187 16 48 ─ 382
計 83 79 202 17 56 1 438

人的被害
死者・行方不明 9 23 49 5 33 2 121
うち土砂災害 8 21 37 5 32 2 105

家屋被害
全半壊 56 252 402 74 758 2 1,544
うち土砂災害 35 93 162 12 65 2 369

図-2 被害状況一覧

図-3-1 ７月３１日〜８月２日（８・１豪雨）

凡例
▲がけ崩れ
●土石流
■地すべり

◆がけ崩れ	： 57箇所
◆土石流	 ： 22箇所
◆地すべり	： 	 0箇所

		合	計 	79箇所
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擁壁工が一定の施設効果を発揮したが、施設上部
の残斜面や長大斜面の崩壊が多数発生した。

災害発生後の初期対応
　波状的な災害報告のとりまとめ、本省への状況報告、
復旧対策の峻別・検討、マスコミからの問合せ、政府・
研究機関等の現地視察対応など本庁・出先担当職員は

体の52％を占めた。
④ 一般的に降雨中やピーク時にかけて土石流やがけ
崩れが生じているが、花

け

倉
くら

病院（死者16名）、川辺
町小野（死者9名）、日吉町毘沙門（死者2名）など降
雨終了後かなりの時間が経過してからの災害も発
生している。

⑤ 急傾斜地崩壊防止施設については、法枠工や待受

鹿児島市吉野町竜ヶ水谷第2　平成5年8月6日
人的被害：死者4名　家屋被害：全壊7戸
JR竜ヶ水駅と停車中の列車が被災　国道10号は寸断

金峰町大坂扇山　平成5年9月3日
人的被害：死者20名　家屋被害：全壊5戸
町指定の避難所（集落から4km）へ避難しそびれ、自主避難した民家が被災

図-3-2

図-3-3

８月５日〜６日（８・６豪雨）

９月２日〜３日（台風１３号）

被災期間 6/12〜7/28 7/31〜8/2 8/5〜8/6 8/9〜8/10 9/3 9/20 合計

対応策
（補助）

災関砂防 3 11 6 1 6 ─ 27

災関地すべり 1 ─ ─ ─ ─ 1 2

災関急傾斜 16 14 53 2 10 ─ 95

激特砂防 ─ 9 ─ ─ ─ ─ 9

地域砂防がけ 10 5 61 1 22 ─ 99

計 30 39 120 4 38 1 232

図-4 災害対応一覧

凡例
▲がけ崩れ
●土石流
■地すべり

凡例
▲がけ崩れ
●土石流
■地すべり

◆がけ崩れ	： 	187箇所
◆土石流	 ： 	 15箇所
◆地すべり	： 	 0箇所

		合	計 	202箇所

◆がけ崩れ	： 	 48箇所
◆土石流	 ： 	 8箇所
◆地すべり	： 	 0箇所

		合	計 	 56箇所
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●	人的被害を防止するためには、住民の災害に対する

認識が必要であり、何よりも自分の命は自分で守る

べきことを理解してもらうよう啓発に努める。

●	土砂災害が懸念される箇所の集中している地域は、

被災すると道路等の交通施設さらにライフラインな

ど、社会経済的影響が大きいことから、重点的に防

災施設の整備を促進することが望まれる。

土砂災害対策の推移
　平成5年当時の状況及び課題・教訓、本県のこれま
での取り組み、現状の課題等を図-5に示す。

終わりに
　平成5年鹿児島豪雨災害の復興以降も、平成9年針原
川土石流災害（深層崩壊）や平成18年県北部豪雨災害，
平成22年、23年の奄美豪雨災害など，毎年のように悲
惨な土砂災害に見舞われ、尊い人命が失われている。
　本県では近年、土砂災害による犠牲者は着実に減少
しているが、今後も、ハード・ソフトが一体となった
総合的な土砂災害対策の推進により、被害の防止軽減
「犠牲者ゼロ」を目指したい。

多忙を極めた。災害対応一覧を図-4に示す。

検討委員会設置と提言
　長大斜面対策については、議会・マスコミ等でも取り
上げられたことから、学識経験者や行政関係者等をメ
ンバーとする「しらす防災対策検討委員会」を設置した。
　委員会では、今回多発した長大斜面崩壊のメカニズ
ム解明、しらす土壌に対するより効果的な工法の検討、
ソフト面を含む防災対策のあり方等について審議・検
討を行い、県への提言がなされ、新たな取り組みを促
す契機となっている。
　当時の提言（11項目）の中から主なものを抜粋して
下記に示す。
●	気象情報の的確な把握のための観測所の増設と、よ

り的確なオンライン化等による情報収集・伝達シス

テム作り及び警戒避難基準雨量の設定精度の向上

と、その適切な適用が望まれる。

●	高齢者、病弱者、乳幼児等の災害弱者の存在状況や

病院などの施設の立地状況を把握し、事前の避難の

呼びかけや安全な避難場所の確保を促進する必要が

ある。

事項 当時の状況及び課題・教訓 これまでの取り組み 現状の課題

危
険
箇
所

整
備
率

◦	土砂災害危険箇所に対する整備率は約
18％で全国平均以下

◦	要施工箇所に対する整備率は約34％

◦	災害時要援護者関連施設に係る整備率
は約44％

◦	整備速度（進捗度）の鈍化

◦重点整備の促進

防
災
意
識
の
啓
発

◦	土砂災害防止月間の広報・周知活動

◦	土砂災害危険箇所マップの住民への周
知が不十分

◦	土砂災害防止月間の広報・周知活動の
充実

◦	県HP（土砂災害情報マップ）土砂災害警
戒区域等と併せて土砂災害危険箇所も
公表

◦	「砂防読本」を活用した出前講座など防
災教育の実施

◦	「正常化の偏見」の払拭

◦	「知らせる努力」と「知る努力」の機会拡充

警
戒
避
難
体
制
の
整
備

◦	市町村から住民への情報伝達体制とし
て防災無線を整備していたのは96市町
村のうち47市町村

◦	さらに戸別受信機を配置していたのは
18市町村

◦	土砂災害防止法に基づく警戒区域等の
順次指定

	 	31市町　12,497箇所
	 	26市町　4,509箇所

◦	土砂災害全国統一防災訓練の実施

◦市町村のハザードマップ作成を支援

◦	県内全域の指定には相当の期間と予算
が必要

◦実働訓練の拡大など防災意識の涵養

◦市町村への支援

防
災
情
報

◦	気象情報はテレビ・ラジオ等で住民へ提供

◦	情報の収集・伝達システムの整備が必
要

◦	土砂災害発生予測情報システムの運用
（Ｈ13～）

◦	土砂災害警戒情報の発表（Ｈ17～）

◦	土砂災害発生予測情報システムの危険指
標等を補完情報としてWeb配信（Ｈ20～）

◦	精度向上と確実な情報伝達

◦	各種情報の適切な利活用

図-5 これまでの取り組みと現状の課題
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連載エッセイ

半井 小絵
なからい さえ

気象予報士・フリーキャスター

想いを
千年後にも

１
としかできませんでした。

　写真-1は、平成23年の台風12号

による豪雨によって、土砂災害が発

生した三重県紀宝町の明和小学校

の校舎です。土砂等が校舎の１階に

流れ込みました。災害から約1年半

（平成25年1月下旬、半井撮影）が

経過し、さらなる斜面の崩壊を防ぐ

ために工事が進められていましたが、

校舎は1階が土砂に埋もれたまま残

されていました。

　当時、校舎に避難していた男性の

方に聴いたところ、「1階の教室は男

性、2階は女性と別れて大雨の状況

を見守っていた。この場所は大丈夫

だろうと横になって寝ころんでいる

と、教室の中に川から溢れた水が浸

水してきたので慌てて男性も2階に

あがった。その直後に土砂が校舎に

流れ込んできた」ということでした。

もし、校舎に浸水していなかったら1

階にいた方々は土砂に巻き込まれて

いたかもしれません。校舎にいたみ

なさんは2階の窓から外に出て、近

くのお寺に再び避難したそうです。

まさにギリギリのところで命が助か

ったのです。

　また、別の方からはこんなお話も

伺いました。「祖父が生前、普段と

は違う大雨が降ったときにはお風呂

場に逃げるようにと話していた。あ

の日は危険を感じてお風呂場にいる

と、自宅の裏山が崩れてきて、隅に

あるお風呂場以外、1階は土砂に埋

まってしまった。祖父の言葉を覚え

ていたから助かった」ということでし

た。先人からの教訓を生かして命が

救われた事例です。

Ⅱ．教訓を生かす

東日本大震災の被災地でも、

過去の津波の後「ここより下

Ⅰ．災害の現場

ゆっくりとした速度で北上する

台風。平成23年の台風12号

は大型で動きが遅かったため、台風

周辺の非常に暖かく湿った空気を長

い時間にわたり日本列島に送り込み

ました（図-1気象庁HP）。紀伊半島

の南東側斜面は進路の東側に位置

し、東よりの暖かく湿った空風が流

れ込み続けたために記録的な豪雨と

なり、期間中の降水量は多いところ

で1800ミリを超えました。1年で降

る雨の6割強の量が数日間で一気に

降ったことになります。台風の中心

が岡山県に再上陸した時刻にも、

紀伊半島では台風が離れていきつつ

あったにもかかわらず発達した雨雲

がかかり続けていました。レーダー

で雨雲の様子を確認しながら、私は

「早く雨が止んで欲しい！」と祈るこ

図-1 平成23年台風12号進路（気象庁ＨＰ）
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て、自然災害の恐ろしさを学びまし

た。そして気象予報士の仕事をする

なかで、伝えていくことができたらと

思っています。

　大切な人や家財を自然災害で失い

たくないという想いが込められて、人

から人へと伝わることで初めて教訓

が生かされるのではないでしょうか。

台風、地震、津波など日本列島は自

然災害の多い国です。これまで幾度

となく、自然の恐ろしさを経験して

きました。この悲劇を繰り返さない

ために「想い」とともに「教訓」が

伝えられていくことを願っています。

と避難の大切さを学んでほしいとい

うことでした。

Ⅲ．想いを教訓にのせて

災害の被害に遭った方々や災害

で大切な人を失った方々は、

ずっとその出来事を忘れることはで

きないでしょう。しかし、孫の世代

よりさらに先の世代、200年後、千

年後には、これらの教訓が伝えられ

ていくのでしょうか。たとえば、書

物に自然災害の被害の内容とともに

教訓が書かれている場合、時代を経

ていくと、単に歴史の教科書を読ん

でいるように、ただ文字をなぞるだ

けで、過去に実際にあったことであ

り自分にも再び起こる恐れがあるか

もしれないと、考えることができな

くなってしまう時が来るのではないか

と懸念しています。石碑についても

同じです。その場所にあるのが当た

り前となって、日常の生活の中で忘

れ去られてしまう時がくるかもしれま

せん。

　私は何度も祖母から室戸台風の

被害の話を聴きました。私の祖母は

小学5年生の頃に京都で室戸台風の

直撃に遭い、倒壊した校舎の下敷き

になりました。屋根の梁の間にはさ

まってなんとか助かりましたが、友

人21名を亡くしました。私は祖母と

の日常の会話の中で生活の一部とし

に家を建てるな」という石碑が建て

られ、その教えを守って津波の被害

に遭わなかった地区がありました。

そのため震災後、各地に石碑などが

建立されています。

　宮城県気仙沼市の波
は

路
じ

上
かみ

、杉の

下高台には「絆～あなたを忘れない」

という言葉が刻まれた慰霊碑が昨年

建てられました（写真-2半井撮影）。

小高い丘になっていて避難場所に指

定されていた場所です。そこに津波

を気にしていた海の方向とは逆の後

ろ側の海から、高台の高さを超える

約17メートルの津波が襲ってきまし

た。

「大地が揺れたらすぐ逃げろ、より

遠くへ……より高台へ……」

　この教訓と犠牲になった93人のお

名前が慰霊碑に刻み込まれています。

　以前、気仙沼にある小学校の校

長先生から伺った話が忘れられませ

ん。この小学校では、午前中に帰

宅していた1年生3名と地震のあと学

校にお迎えに来た家族とともに帰宅

した3名の児童が亡くなりました。

「児童が亡くなってしまったことが非

常に無念である。二度と同じような

悲劇を繰り返したくない。校庭に6

体のお地蔵さんを安置したい」と言

われていました。今後、この小学校

で学ぶ児童は、校庭にあるお地蔵

さんを身近にみて、津波の恐ろしさ

写真-2写真-1

イラスト：仲野順子
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講
演
会
報
告

平成25年6月18日砂防会館シェーンバッハ・サボーにおいて、恒例の弊セン
ター講演会を開催しました。来賓の国土交通省大野砂防部長ご挨拶の後、3
名の講師によるそれぞれに興味深い講演内容を、当日315名もの方々に聴講
いただき盛会のうちに終わりました。以下に講演の概要を掲載します。

平成25年度
砂防・地すべり技術センター
講演会報告

（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

講
演
１

土砂災害を巡る災害情報の動向

はじめに
　2011年3月11日に発生した東日本大震
災の避難実態を把握し、今後の防災分
野の発展に役立たせることは非常に重
要である。そこで、東日本大震災におけ
る津波避難実態の把握および課題の抽
出を行い、現在の土砂災害対策方針に
反映させることによる避難率の上昇及び
被害軽減対策の検討を行った。

１. 東日本大震災の実態と課題
　東日本大震災において、浸水地域の
住民約60万人のうち、死者・行方不明
者数は約2万人に及ぶ。津波避難実態
を調査し避難方法及び災害情報に対す
る課題の抽出を行った。
1-1 津波避難実態

　津波から避難した人の避難形態は3
種類に分けられる。一つめは地震後に
直接避難場所に避難した「直接避難
型」。2つめは地震後に用事を済ませて
から避難した「用事後避難型」。3つめ
は津波が迫ってきてから避難した「切迫

避難型」。
「直接避難型」および「用
事後避難型」で津波に巻き
込まれた人は5％程度となっ
ているが、「切迫避難型」で
津波に巻き込まれた人は49％

となり、最も巻き込まれ率が高い。
1-2 ハザードマップの活用状況と課題

　震災地域ではハザードマップが整備
され浸水予想地域が公表されており、
震災前にハザードマップを見たことがあ
る人に調査を行った結果、非浸水予想
地域に比べ浸水予想地域の住民のほう
が地震が起きた際、津波が来ると思っ
ている割合が約20％程度高く、津波に
対する避難意識は高いことが分かった。
　しかし、実際の避難実態をみると、
非浸水予想地域と浸水予想地域の住民
はともに「直接避難型」が約50％、「用
事後避難型」が約40％、「切迫避難型」
が約10％となっており、避難形態の割合
に差がないことが分かった。さらに、
ハザードマップを自宅に貼っており日頃
から見ている人の割合は浸水予想地域
の「切迫避難型」が一番高いが、地域
ごとの避難形態の割合には差がない。
これは、ハザードマップが避難に対する
「意図（意識）」には影響を及ぼすが、「避
難（行動）」に対しては影響を与えていな

いと言える。つまり、避難（行動）に移
るためには情報の他に、地域規範や周
囲の呼びかけ、また他者を守ったり、
業務を継続することへの配慮が必要で
あると考えられる。

２. 土砂災害にみる災害情報の活用
　土砂災害により毎年多く被害が発生し
ているが、施設対策による被害軽減に
は財政的な制約や住民との合意形成等
の課題があることから早急な対策として
は限界がある。このため、土砂災害警
戒区域や警戒避難体制の整備や住民自
らが前兆現象を見つけ避難することが
重要となる。しかし、東日本大震災のよ
うに大規模な揺れによって危機感を感じ
る人は多いが、土砂災害は降雨が誘因
となることが多く、日頃から降雨には慣
れていることから土砂災害に対する危機
感を感じにくい。
　そこで、土砂災害発生地域における
被害状況と住民による前兆現象の捕捉
状況を調査した。その結果、被害を受
けていない住民と被害を受けた住民は
共に6割の人は外の様子に注意をしてお
り、3割の人が土砂災害の前兆現象を見
聞きしていた。外の様子に注意していた
住民の多くが確認していたのは、川や
沢の様子であり、崖の変化に気がつい

田中 淳
たなか あつし

東京大学 大学院情報学環
総合防災情報研究センター長

sabo vol.114 夏 201314 sabo vol.114 夏 2013



講
演
２

極端豪雨による複合土砂災害とその対策に向けて

講 演 会 報 告

はじめに
　最近、降雨強度が100㎜ /hrを超える
ような局地的短時間豪雨や広範囲に総
降雨量が2,000㎜を超えるような豪雨に
よる土砂災害がしばしば発生している。
前者は表層崩壊や土石流、フラッシュフ
ラッドなどを引き起こし、後者は深層崩
壊のような大規模な崩壊の危険性を高
める。これらのハザードは単独でも災害
をもたらすが、複数の大小規模の現象
が同時または連続して発生すると災害が
巨大化することもある。このような複合
土砂災害は、広域の安全を脅かす極め
て危険な災害として捉えるべきである。

１. 複合土砂災害とは
1-1 土砂災害に関係するハザード群と

 複合土砂災害

　土砂災害の原因となる土
砂のハザードには、落石、
がけ崩れ、渓流からの土砂
流出などの小規模な現象か
ら、表層崩壊、土石流、護
岸の崩落などの中規模な現

象、深層崩壊、天然ダムの決壊による
大洪水などの大規模な現象まで、様々
なスケールの現象がある。土砂災害と
関係したハザード群の構成要素の規模、
空間分布、発生タイミングは、同じ地域
であっても降雨条件などによって異なり、
それぞれのケースで形態の異なる土砂
災害が発生する。
1-2 複合土砂災害を引き起こす

 台風の特徴

　2009年と2011年に、総降雨量の大き
い降雨をもたらす台風が台湾と日本を襲
った。台湾に上陸した台風MORAKOT
（8号）と紀伊半島に多量の雨をもたらし
た台風TALAS（12号）である。この２
つの台風による豪雨には共通した特徴
がある。まず、降雨強度が過去の最大
値と比べてそれほど大きいとは言えない

が、台風の進行速度が遅く総降雨量が
極めて大きいこと、また降雨域が広範
囲にわたることである。総降雨量が大き
い結果、両者ともに多数の深層崩壊が
発生し、天然ダムも形成された。

２. 複合土砂災害の視点と対策
2-1  台風MORAKOTによる

 小林村での土砂災害

　高雄県甲仙郷小林村では、小規模な
土砂移動から始まり、土石流による橋
の破壊や浸水により避難が困難な状況
になり、それに引き続いて深層崩壊、
天然ダムの形成と決壊という大規模な
土砂移動が起こった。このような連続し
た土砂移動現象による複合土砂災害が
小林村での災害の特徴である。
　深層崩壊や天然ダムの決壊などの大
規模現象が発生するような大規模土砂
災害の場合、安全な場所への避難が基
本的な対策になる。この観点からすれ
ば、一連の現象の中の最終的な深層崩
壊ではなく、小林村の場合は橋を流失
させた土石流が重要な現象である。複

た人はほとんどいなかった。これは、
川や沢は水位が増えることから目につき
やすいが、崖はどこを見るべきで、どの
ような現象であれば避難するべきという
指標が分かりにくいためである。

３. 現在の土砂災害情報体系に
　  対する課題
　現在、土砂災害においてはハザード
マップ等の整備や気象情報等災害情報
（例：大雨洪水警報等）が発表されてい
る。しかし、土砂災害の発生がより切
迫していることを伝える「土砂災害警戒
情報」は「警報」ではなく「情報」であり、

土砂災害警戒情報の運用実績も低く、
発表後の災害発生率はこの4年間では約
4％となっている。したがって、気象情
報等災害情報だけでなく、他の情報と
組み合わせての発令や端的に危機感を
感じる情報発信等の改善策が必要であ
る。また、住民が前兆現象を把握しや
すくするために、前兆現象を捕捉しやす
い方法及び着眼点の提示が必要である。

４. 今後の土砂災害情報体系のあり方
　東日本大震災の避難状況を踏襲する
と、情報名称だけで行動に結び付ける
ことは、なかなか難しい。そのため、

気象情報等災害情報の名称ではなく、
土砂災害への警戒をレベル区分し、レ
ベル区分別の危険性の状況と取り得る
「避難（行動）」を明確に示す必要があ
ると考える。
　気象庁と国土交通省砂防部では平成
24年度に「土砂災害への警戒の呼びか
けに関する検討会」を開催し、降雨予
想と土砂災害警戒情報の現状と実績を
整理し、土砂災害に関する知見及び国
土監視技術の取り組み状況を踏まえ、
土砂災害発生情報を活用した情報と対
応してとるべき行動によるレベル区分を
用いた表現の導入を進めている。

藤田 正治
ふじた まさはる

京都大学防災研究所
流域災害研究センター 教授
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平成23年9月紀伊半島で発生した河道閉塞・深層崩壊箇所の対策の方針について

合土砂災害の視点で見ると、避難警報
の後、土石流により避難経路が遮断さ
れるまでの20時間が地域外へ避難する
かを決断する時間帯であったと言える。
しかし、この時点では深層崩壊の危険
性がまだ低い状態にあり、この時点で
深層崩壊の危険性をどの程度認識でき
るかが問題である。
2-2. 台風TALASによる

 十津川流域での土砂災害

　十津川流域では土砂災害警戒情報が
発表されてからすぐに倒木で道路が封
鎖され始め、半日後には土砂流出によ
る道路の封鎖、浸水が発生している。
この頃から小規模な深層崩壊が発生し
始めている。また、その半日後には深
層崩壊の規模と発生数が増加し、流域
は大変危険な状態となっている。深層
崩壊が発生するような降雨が予想されて
おり、土砂災害警戒情報が出てからすぐ
に地域外に避難しても、道路が遮断さ

れるまでの半日程度しか余裕がないこと
になる。
　なお、十津川流域では台風が紀伊半
島からかなり離れた時点で大規模な深
層崩壊が多数発生した。住民の意識と
して台風通過後やや安心した時に大規
模な深層崩壊が多発することは、災害
を助長する原因の一つになると考えら
れ、ソフト対策を考えるうえで重要な事
項である。

３. 複合土砂災害に対する対策
　深層崩壊が発生するような場合、深
層崩壊の前に中小規模の土砂災害によ
り広域避難が困難になることが予想さ
れるので、肝心なことは、広域避難のタ
イミングを十分考えた警戒情報システム
の構築、避難を可能にする小規模現象
に対するハード対策を十分に行うことで
ある。
　どのハザードが災害プロセスの中で

避難行動のキーとなるのか、この点を明
確にすることが災害の軽減につながる。
複合土砂災害のプロセスを豊かな想像
力で予想し、適切な時期に避難するこ
とが重要である。

４. おわりに
　気候変動による将来の降雨予測に関
する研究では、今後極端豪雨の頻度が
増加することが予測されているが、とく
に総降雨量の極めて大きい豪雨が降る
ことが懸念されている。
　これまで土砂災害に対してハード対策
とソフト対策が整備され、その効果が
発揮されている場合も多い。しかし、
外力としての降雨条件がその極端化によ
って厳しくなりつつあり、深層崩壊の発
生の危険性が高まっていることを考える
と、これまでの対策は必ずしも十分では
なく、土砂災害に対する防災・減災の考
え方の転機に差し掛かっていると言える。

はじめに
　平成23年の台風12号がもたらした豪
雨により、紀伊半島の奈良・和歌山両県
では深層崩壊等の大規模な土砂災害が
多数発生し、甚大な被害を被った。こう
した被災地への土砂対策工事を推進す
るため、昨年の4月6日に紀伊山地砂防
事務所が設置された。紀伊山地砂防事
務所では大規模な土砂災害から一日も
早く地域の安全を確保し、復興の基礎
となるべく奈良・和歌山両県の9地区に

おいて、河道閉塞や深層崩
壊への対応，土石流対策を
実施している。
　昨年度は「河道閉塞等対
策検討委員会」を設立し、
緊急対策工事に引き続き行

われた本格的な対策工事について，委
員会の指導や討議を経て対策の方針を
策定した。

１. 昨年出水期までの緊急対策の概要
　昨年出水期までに、深層崩壊等の大
規模な土砂災害発生箇所では越流侵食
を防止する仮排水路工や、崩壊斜面脚
部の洗掘を防止する仮設護岸等の整備
を緊急に行った。
　仮排水路工は、かご工構造や布製型

枠にモルタルを充填する構造、砂防ソイ
ルセメントで地盤改良後モルタル吹付の
構造などとし、このほか通常時の排水
や閉塞部からの湧水処理を目的に暗渠
排水管も設置した。
　崩壊斜面箇所では、応急護岸として
強化繊維ネットの中に玉石を充填する工
法を用い、斜面の不安定土砂排土やマ
ットにて侵食防止を図った。

２. 昨年の出水期間中の被災状況と教訓
　昨年6月から9月にかけて、台風の影
響により深層崩壊斜面の再崩落や河道
閉塞部の侵食が発生した。こうした被
災を受けた時の教訓を以下に述べる。
2-1 赤谷地区の状況

　赤谷地区では昨年の台風4号によっ

桜井 亘
さくらい わたる

国土交通省 近畿地方整備局
紀伊山地砂防事務所長
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て、斜面から大規模な崩落が再発し、
この崩壊により仮排水路工の全区間に
土砂が堆積した。仮排水路工は、現在
も埋まったままである。
　非出水期でも土石流が発生する不安
定斜面では、出水期は大規模な崩落の
危険性が高くなるため、このような斜面
下では構造物を設置しても機能が維持
できなくなる可能性が高くなる。その一
方で、暗渠排水管による対策箇所では
斜面からの土砂流出による影響が少な
いこともあって、対策効果の有効性が
確認された。
2-2 栗平地区の状況

　栗平地区では昨年の台風17号により、
仮排水路工の2/3が流出し、河道閉塞
部が大きく侵食された。こうした被災経
験から、高低差がある閉塞部は脚部の
洗掘防止が重要で、河道閉塞部の脚部
に砂防堰堤を早期に設置することが必
要不可欠であると言える。また、越流
標高を切り下げることが、対策における
重要なポイントでもある。

3. 河道閉塞等対策箇所の対策方針
3-1 対策の目標

　河道閉塞箇所における対策目標は下
流部への土砂・洪水被害防止で，深層
崩壊斜面の対策目標は崩壊斜面下部や
本線河道上下流の土砂・洪水氾濫被害
防止としている。
3-2 対策の基本的な考え方

　河道閉塞部上流に湛水している箇所
においては、隣接している崩壊地や崩
土堆積地の安定を損なわない範囲で、
可能な限り湛水地の越流標高の切り下
げや、掘削土砂による湛水池の埋め戻
しを行う。また、崩壊地・崩壊土砂堆
積域では、土砂移動が発生する範囲を
抽出し、それによって生じるリスクを想
定したうえで対策工法を選定する。

3-3 計画の規模

　対策における計画規模は100年超過
確率流量規模を基本とし、荒廃状況に
応じて土砂混入率を見込むことした。次
に、深層崩壊斜面対策箇所の脚部にお
ける本川河道部では100年超過確率流
量規模、もしくは既往最大規模の洪水
を安全に流下させることとした。
3-4 施設配置の基本方針

　対策施設は、膨大な量の堆積土砂が
現地に残っていることや施工性、コスト
の点から、極力砂防ソイルセメントを活
用することとした。また、維持管理の負
担が少ない施設構造や配置にも心掛け
た。次に、計画流量を安全に流下させ
る排水路工を整備して、河道閉塞部下
流斜面末端に対策の基幹となる砂防堰
堤を早急に実施し、洗掘による侵食防
止や、流水の減勢を確実にする。湛水
池からの浸透水が多い場合には、円滑
に排水できるよう砂防堰堤にドレーン工
を設置することを基本方針とした。
　深層崩壊斜面対策においては、斜面
安定の抑止工、斜面整形と表面侵食防
止、脚部の洗掘防止の護岸工設置を対
策の柱になるように考えた。

4. 代表的な対策事例の紹介
　ここに、代表的な対策事例を紹介する。
4-1 栗平地区

　崩壊斜面の堆積部末端には河道閉塞
部を安定させるために、対策の基幹とな
る砂防堰堤を配置する。さらに、越流
標高を20ｍ切り下げ、砂防堰堤堆砂敷
きから上部には床固工群を整備する予
定である。とくに、対策を行ううえで重
要となったのは全体の縦断形状で、急
激な縦侵食の進行を抑制できる1/12勾
配とした。
　これら計画の前に、下流集落と施工
箇所の安全を図るため、現在の湛水池
呑口標高より10ｍ低い位置に暗渠排水

管を設置する。設置に際しては、工期
やコスト面も考慮し、推進工法を採用し
た。河道閉塞箇所及び崩土堆積地では
前例がなく不安があったが、予想を上回
り掘進することができた。また、基幹と
なる砂防堰堤が高いため、工事用道路
の付け替えが必要となるが、こうした場
所には堰堤に設置するボックスを利用し
て、大型車両の通行を可能とするように
配慮している。
5-2 長殿地区

　閉塞高を25m切り下げ、掘削土砂に
て湛水池を完全に埋め立てる。仮排水
路工の横に排水路工を整備し、埋め立
てた湛水池跡地にも排水路工を整備し、
また、末端脚部には、流水の減勢工も
兼ねた砂防堰堤を設置する予定である。
　しかし、越流標高を切り下げて湛水
池を埋め立てても80ｍ近い閉塞高が残
り、水路勾配が1/2.5と急勾配となるう
えに、斜面上で湾曲する法線となる。こ
れまでの砂防構造物の設計に収まらず、
様々な問題が懸念された。懸念される
課題について、水理模型実験により確
認し、実験結果より砂防堰堤と排水路
工の構造決定を行った。

5. まとめ
　紀伊山地で発生した災害はこれまで
の砂防技術の基準・設計条件に収まら
ない現象であったことから、今後はこれ
までの砂防技術を基礎に、河川・ダム
などの他分野の技術も取り込み新しい
対策技術として確立することが必要と考
える。また平素から対策工法の技術向
上の取り組みについても必要と感じた。
　今後は他の地域において、同規模ま
たはそれ以上の深層崩壊や河道閉塞が
発生した場合には、紀伊山地災害にお
ける対応事例などを参考にして頂ければ
と思う。
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『長距離』移動する地すべり土塊の
シミュレーション──その①

（一財）砂防・地すべり技術センター 斜面保全部

家屋等に重大な影響を及ぼします。
　ところで、地すべりの中にはその末端部が解放され
ている場合や多量の水を含む場合など、移動速度が増
大し『長距離』移動するものがあります。当センター
では、これら『長距離』移動する地すべりの到達範囲
を予測する手法として、自主研究により、シミュレー
ションモデルの開発に取り組んでいます。
　今回は、『長距離』移動する地すべりを再現するシミ
ュレーションモデルとして、「クーロン混合モデル★１」
という手法を用いた結果と課題について報告します。

2. 長距離移動する地すべり事例
　はじめに、「長距離」移動する地すべりの定義と事
例について整理します。
　地すべりの移動に関する諸元について図-1のとおり
に定める時、「長距離」移動する地すべりの定義は、「“地
すべり長さを超える”、または“250m以上”の到達距離
の地すべり」としました（図-2中の赤線より上の範囲）。
　その定義に従って、昭和40年から現在までの地すべ
り移動前後の状況が明確に把握できる事例を収集・整
理し、その到達距離等を分析した結果を図-2に示しま
した。
　図中の※1（甚ヶ峰地すべり）と※2（虫亀地すべり）
の事例は、いずれも新潟県の事例であり、地すべり直
下の河川に突入した土塊が土石流となって河川沿いを
流下した範囲まで含みます。従って、その他の地すべ
りとは異なる移動状況といえます。
　また、※3は平成24年3月に新潟上越市で発生した
国川地すべりです。
　これらの地すべり事例についての特徴を分析した結
果は以下のとおりとなりました。

1. はじめに
　一般的に、地すべりは、崖崩れ等と比較して緩慢な
土砂移動現象です。そして、「地すべりブロック」と
いう広域的な範囲で地盤が変動するため、年間数セン
チという極めて移動速度の遅い現象でも土木構造物や
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図-1

図-2

地すべり長さと到達距離の定義

地すべり長と地すべりの到達距離との関係
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融雪期に発生し、約250m移動した新潟県上越市の国
川地すべりなどへの応用が考えられます。
　本検討では、基本とするモデルについて、移動土塊
の変形を考慮できる手法として現段階で最も理論的に
妥当と考えられる「張・吉松のクーロン混合モデル★２」
を採用しました（詳細は文献参照）。
　また、検討対象として、地すべり発生前後の地形等
条件が明確である以下の地すべりを選定しました。
◦赤松地すべり（山形県）写真-1

◦小泊地すべり（新潟県）写真-2

4. 地すべり再現計算の実施
4-1　赤松地すべり

　赤松地すべりは山形県大蔵村に位置し、昭和49年4
月26日の融雪期に発生した地すべりです。地すべり地
の先端から移動土塊先端までの距離は255ｍ程度です。
当該地すべりの発生域と実際の到達範囲を示します
図-3。
　解析に用いた入力パラメータは、一般値も参考とし
て以下の通りと仮定しました。
　崩壊土砂の比重　1700kg/m3

　含水率　0.4
　内部摩擦角　25°（発生前の地表面角度）
　底面摩擦角　20°（すべり面の平均傾斜角）
　間隙水圧係数　0.2

①	地すべりブロックの面積は35,000㎡以上である。
②	すべり面の末端部が斜面の途中にあって、対岸斜
面まで十分な距離がある。

③	すべり面縦断形状が椅子形である。
④	地すべりの平面形状が沢形や角形である。
⑤	地質が第三紀堆積岩で発生事例が多い。

3. シミュレーションモデルの構築
　地すべりは、一般に「すべり面」を境にしてすべり
面上の土塊が移動する現象です。すべり面より上部の
土塊が一体となって移動するため、移動時に土塊の攪
乱が少ないという特徴があります。しかしながら、「長
距離」移動する場合、地表面の凹凸などにより土塊が
攪乱されるため、その移動をモデル化する場合、これ
らの土塊の変形（運動量の変化）を考慮した解析モデ
ルとする必要があります。
　Iverson（2001）★１は、土塊の変形に伴う運動量の
変化が土塊内部ではクーロン理論に基づくとして、間
隙水圧の影響を考慮できるクーロン混合モデルを提案
しています。張・吉松★２（2004）らは、このクーロン
混合モデルを地すべり土塊の移動に関するシミュレー
ションモデルに導入しています。また、土塊の運動形
態により、乱流、粘性などを考慮するモデル★３も提
案されているところです。たとえば、乱流モデルは山
体崩壊などより大規模で高速の移動現象に応用可能な
ものと考えられます。一方、粘性モデルは、平成24年

写真-1 赤松地すべり （滑動直後の全景写真（地すべり学会、1976）） 写真-2 小泊地すべり
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結果となりました。
　より実際の到達範囲に近付けることを目的として底
面摩擦角を25°～から20°に低減し、再解析を実施しま
した。
　解析の結果、一部の土砂がより斜面下方に移動して
いますが、土砂の主たる堆積範囲は、実際の到達範囲
とほぼ一致する結果が得られました図-8。
　本地区のケースでは、底面摩擦角を地すべり発生部
の「平均すべり面角度」～「平均すべり面角度－5°」
の範囲の数値を与えることで、実際の到達範囲の再現
が可能となりました。

4-3　考察

　到達距離に影響を与えるパラメータとして、移動土
塊の底面摩擦角が重要であることが明らかとなりまし
た。小泊地すべりでは底面摩擦角は概ね「平均すべり
面角度」～「平均すべり面角度－5°」程度の値で到達

　本地区の解析結果を図-4に示します。地すべりブロ
ック内の土砂の残留状況はほぼ再現できていますが、
下方斜面では実際の土砂が平坦地形上を極めて長い距
離を流下したのに対し、手前で停止しています。この
ため、現地条件と整合させるには底面摩擦角をより低
減する必要があります。
　そこで、底面摩擦角を25°から5°に低下させ、再解
析を実施しました。
　解析の結果、土砂の到達距離は、現地の状況とほぼ
一致する結果が得られましたが、その土砂のほとんど
が平坦地の先端まで達しており、実際の斜面に残存す
る土砂は再現できませんでした図-5｡

4-2　小泊地すべり

　小泊地すべりは新潟県糸魚川市に位置し、昭和56年
に地すべりが発生しました。地すべり土塊は、末端の
道路に堆積しました。地すべり地の先端から移動土塊
先端までの距離は55ｍ程度です。当該地すべりの発生
域と実際の到達範囲を示します図-6。
　解析に用いた入力パラメータは、以下の通りとしま
した。
　崩壊土砂の比重　1700kg/㎥
　含水率　0.4
　崩壊土砂の内部摩擦角　30°（発生前の地表面角度）
　底面摩擦角　25°（すべり面の平均傾斜角）
　間隙水圧係数　0.2

　本地区の解析結果を図-7に示します。土砂の到達距
離は実際の到達距離に達しませんが、地すべりブロッ
ク内の土砂の残留状況は、現地の状況と概ね一致する

図-3 赤松地すべりの発生域と土塊の到達範囲 図-4 赤松地すべり解析結果

図-5 底面摩擦角を再設定した解析結果
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できる手法を策定することとしたいと考えております。

5-2　解析モデルの改良

　クーロン混合モデルの特徴として、移動体の土質が
土砂の場合を想定（固液混相の流動土塊）しています。
このため、移動に伴い流動化したような地すべりにつ
いて再現解析を行い、粘性モデル追加の必要性など、
解析モデルの改良も視野に入れて検討を進めたいと考
えております。

距離が再現できる結果となりました。赤松地区のよう
な、末端の平地部を流動化し長距離移動するような地
すべりについては、「平均すべり面角度－15°」程度ま
で低減させないと再現できない結果となりました。こ
の原因は、残雪の影響等の可能性が考えられます。た
だし、赤松地区においても「平均すべり面角度－10°」
での解析結果では、到達距離はわずかに足りなく、距
離の不足分は約60mでした（全体の移動距離は255ｍ
であり約1/4程度の距離）。現状のモデルでは、底面摩
擦角を概ね「平均すべり面角度－10°」程度の値とし
て設定することで、概ね実際の到達距離と整合する結
果となりました。
　一方、平坦地形上を流下した赤松地すべりでは、斜
面に対し横断方向に土砂が拡散し堆積する結果となり
ました。これは、クーロン混合モデルが移動体を流動
土塊として取り扱っていることに起因するものと考え
られます。移動土塊が流動化した状態であると想定し
た安全側の評価として解釈できます。

5. 今後の課題
5-1　地すべり土塊の到達範囲検討手法の策定

　今回、クーロン混合モデルを用いて2地区の地すべり
について再現解析を実施しました。その結果、本手法
にて解析を実施する際に留意すべきパラメータの設定
について把握しました。今回再現した地区以外の地す
べりの再現解析を行い、解析結果と現地状況との比較
検討を行うことを予定しております。その結果を踏ま
えて、より精度の良い地すべり土塊の到達範囲を検討

参考文献
★１	Iverson.	R.	M.	and	Denlinger.	R.	P.	:	Flow	of	variably	fluidized		

granular	masses	across	three	dimensional	terrain,	1	Coulomb	
mixture	 theory,	Jour.	of	Geophysical	Reserch.	Vol.	206.	No.	
B1,	pp.537-552,	2001

★２	張	馳・吉松	弘行・岩堀	康希・阿部	真郎：数値解析による崩壊土
塊の到達範囲予測,	日本地すべり学会誌,	第41巻,	第1号,	pp.9-17,	
2004

★３	Körner,H,J：山崩れ運動となだれ運動の予測のためのモデル（翻訳）,国
際自然災害防止シンポジウム論文集,	pp.169-206,	砂防学会,	1982

図-7 小泊地すべり解析結果

図-8 再解析結果

図-6 小泊地すべりの発生域と土塊の到達範囲
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鋼製砂防構造物に
ついて④
──設計外力のはなし（２）

嶋 丈示
しま じょうじ

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 技術開発研究室長

る部分の総和になると予想されます。例えば、コンク
リートスリットのように堰上げが発生している場合、
コンクリート部には堰上げ水深分の水圧は作用します
が、スリット部には当然ながら水圧を受ける部位がな
いので水圧は作用しないのと同じです。
　次に、透過壁の上流を満砂状態にして図-1と同様の
方法で水を供給してみました。初期値は堆砂圧なので
すが、水の供給の有無に関わらず堆砂圧はあまり変化
しませんでした。不透過壁なら水位に応じて静水圧が
作用しますが透過壁の場合、堆砂内の浸透流は流量も
流速も小さく透過壁に到達したと同時に下方に落ちて
います。つまり、水圧として作用していないというこ
とです。もし水圧が掛かっているなら土粒子の間から
水が噴くはずです。ただし、水位を変化させると水締
めにより堆砂圧は大きくなりますから、不透過型に作

6．静水圧について
　鋼製透過型砂防堰堤の設計に用いる荷重は、堆砂圧
と土石流流体力です。静水圧は掛けません。本当に掛
からないのでしょうか。そこで、まず透過型に流水の
みが作用したときの荷重状態を示します。
　図-1は水路模型に透過壁図-2を置いて透過壁に作用
する静水圧をプロットしたものです。透過壁は50％、
30％、10％の3種類で、上流から水を供給し水位を徐々
に上げていきました。このとき、透過壁に作用する水
圧も徐々に大きくなりますが、全水圧にはなりません。
　透過壁は図-2のように一様に孔を空けたもので、こ
こに作用する荷重は静水圧分布の中から透過部分を差
し引いた残存部分に作用する静水圧を合計したものに
なります。このことから土砂や流木を捕捉した透過型
堰堤には全水圧ではなく、部材や流木など水圧を受け

写真-1 礫捕捉面の状況①

（前号からのつづき）

写真-2 礫捕捉面の状況② 写真-3 礫捕捉面の状況③

図-1 透過壁に作用する水圧
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　図-4は透過型堰堤を正面から見たところで、透過部
と不透過部の浸透流の流れを示したものです。以前こ
のような水理模型実験を行ったとき、不透過部の浸潤
線はもっと下がると予想していたのですが、図のよう
に不透過部は飽和状態でした。そして、透過部に到達
した浸透流は一気に下がっています。透過部の縦断方
向の断面は、図-3と同じだろうと思います。透過型堰
堤のようにこれほど透過面積が広いものは他にないで
しょう。不透過型の堰堤や擁壁でも水抜きはあります
が、構造物の大きさに対して通水断面は小さいので、
長期的な水位低下は見込めますが、土砂や流木で目詰
まりするなど、排水の確実性は低いと思います。それ
と比較すれば透過型堰堤は水と土砂を分離するように
開口率を高くしています。このように重力式でかつ透
過性の高い構造物は、透過型堰堤以外あまり見かけま
せん。その意味では、荷重状態も特徴的というか複雑
なので、設計時にはこのことも頭の隅に入れておくほ
うが良いでしょう。
　ただし、透過型堰堤の上流が土砂ではなく、流木の
みで閉塞された状況では流木を通して静水圧が透過壁
に作用します。写真-4は部分透過の水理模型実験の様
子です。部分透過型の基礎部によって堰上げが発生

用する湿潤状態の堆砂圧より大きくなることは考えら
れます。
　実際に土石流を捕捉した透過型堰堤はどうでしょう
か。写真-1〜3は土石流を捕捉した透過型砂防堰堤の捕
捉面の状況です。撮影時は平時なので水通し天端から
越流していませんが、水理模型実験などから土石流を
捕捉した直後には水通し天端から越流している可能性
が考えられます。図-3は水理模型実験中の流水の様子
を模式化したものです。透過型堰堤の上流が礫で満た
され表面流が発生し、水通し部から越流しているにも
関わらず、透過部の天端付近に不飽和領域が見えます。
堆砂中の浸透流は透過型堰堤の捕捉面付近で下方に向
き、流量は少ないですがゼロではありません。つまり
堆砂内を浸透してそこから抜け出したときの水量があ
るわけですから、堆砂内の浸透流量に見合った水位は
存在します。ただし、浸透流なので開水路のような水
量と比べると桁違いです。このわずかな水深を静水圧
として計算しても安定計算や構造計算の結果に影響す
るほどではないので、計算の簡略化を考えれば静水圧
を考慮しないのが妥当なところでしょう。

図-2 透過壁と静水圧 図-3 透過型堰堤に作用する静水圧（側面）

図-4 透過型堰堤に作用する静水圧（正面）

写真-4 部分透過型堰堤の水位（側面）
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ト砂防堰堤の堰堤軸にあたります。Cは底版コンクリ
ートの下流端で、施設高が最も高くなる位置です。実
際のところこの決め方によって、底版の勾配が急にな
るほど堤高が大きく変わります。堤高は堰堤の土砂容
量を決定するものですから諸元の中でも最も重要なも
のですし、15m未満か以上かで設計外力も大きく変わ
るため、施設の規模がまったく異なり経済性や施工性
にも大きく影響します。
　一般的にはAのように考えます。図-6のように不透
過型と透過型を重ね合わせると、透過型は河床勾配が
急になるほど下流方向に伸びていきますが、効果量は
変化しません。つまり、見た目は本体が下流に伸び出
ているので堤高が高くなったように見えますが、土砂
捕捉機能の面では不透過型の堰堤軸で合わせると堤高
が同じになり整合がとれます。そうでないと同じ堤高
なのに不透過型と透過型で効果量が違うことになって
しまいます。堤高が同じなら捕捉容量は同じというの
が妥当な考えでしょう。これは砂防計画上の話ですが
設計上はどうでしょうか。
　ここでは堆砂圧をもとに堤高を考えてみたいと思い
ます。つまり、外力を受ける構造物の堤高に合理性が
あるかどうかということです。図-7は不透過型の堤高
ですが、安定計算では図に示す堆砂圧を掛けます。こ
こで、図のように渓床勾配を考慮してカットオフや節
約断面を工夫した基礎形状にすることがあります。
このとき、カットオフは本体と見なさず、節約断面の
場合は本体としています。形状は似ているのに、何を
もって本体とするかをもう少し踏み込んで見たいと思
います。砂防堰堤の設計で堤体に作用する堆砂圧はラ
ンキンを用いて水平に土圧が作用する荷重図を使いま

し、透過部分に流木が捕捉され堰堤上流が湛水してい
ます。透過部の上流を見ると湛水域の中に堆砂肩が形
成されているのが見えます。ここでわかるように、流
木で透過部が目詰まりすると透過型であっても湛水状
態になれば、水位に応じた静水圧が作用するというこ
とです。
　このように透過型堰堤も捕捉状況によって、水圧の
掛かり方が違います。したがって、流木などが引っ掛
かり上流が湛水した状態、さらに土砂が捕捉され目詰
まりした状態、巨礫によって開口部が閉塞された状態
など、現地の捕捉の仕方を考えることが大事でしょう。
不透過だから水圧が作用する、透過型だから水圧は作
用しないといった簡単なものではありません。ですか
ら、基準に書いてあるからとか、過去の事例がこうだ
から、などととらわれず今そこにある事象を見て考え
ることが一番大事だろうと思います。

7．堆砂圧について
　ここでは、視点を変えて堆砂圧から見た透過型堰堤
の施設高について考えてみたいと思います。透過型堰
堤の底版コンクリートは、渓床に合わせて勾配をつけ
ることが多々あります。渓床の連続性を確保すること
を考えれば、むしろこのほうが多いと思います。この
とき堤高はどこをとるのでしょうか。不透過に慣れて
いると底版コンクリートも本体と考えて下流端から決
めたいところです。透過型の高さは図-5のようにA、B、
Cのように色々考えられそうです。Aは水通し部の天
端上流端で、満砂後の流水の落下の基点です。前庭保
護工の寸法はここを基点するのが妥当なところでしょ
う。Bは水通し部の天端下流端で、重力式コンクリー

図-5 透過型堰堤の堤高 図-6 透過型と不透過型の堤高の比較
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す。このように水平に堆砂圧が掛かるのであれば、カ
ットオフにも堆砂圧が掛かるはずですが、カットオフ
は本体とは見なさないため荷重を掛けていません。
　そこで堆砂圧を渓床勾配を考慮して堆砂面に平行に
作用するものと仮定します。実際は、そんな単純なもの
ではありませんが、言いたいことはそこではないのでご
勘弁ください。今の設計では堆砂圧が水平に作用する
とカットオフも節約断面も掛かる堆砂圧は同じはずです
が、堆砂面に平行に作用させると、図-8のようにカット
オフには堆砂圧が作用せず、節約断面は作用します。
各県の基準ではカットオフの長さAを1／4～1／3などと
していますが、そうすると本体に作用する堆砂圧はカッ
トオフには掛かかりません。実際には堆砂の過程や土砂
の性状などにより、こんなに単純ではないでしょうが、
大体こんなところが妥当な範囲でしょう。ですから節約
断面の長さBのように1／2より大きめにとれば堆砂圧が
作用することになります。つまり、外力である堆砂圧を
受けるため本体と見なしたほうが安全です。
　この考えを先ほどの透過型の底版コンクリートに当
てはめると、図-9のようになります。図中のAを基点
にすれば底版コンクリートが傾斜していても土石流の
流下区間～堆積区間程度の渓床勾配では底版コンクリ
ートの下流端に堆砂圧が作用することはないでしょ
う。このように外力を受けるものを本体とすれば、堰
堤軸をAとするのが妥当でしょう。

おわりに
　鋼製透過型砂防堰堤は土石流の捕捉性能に関しては
「土石流・流木対策設計技術指針」に従っているかぎ
り部材間隔などの捕捉面形状は同じはずです。しかし、

それを支える部材の配置や接合方法などが異なると設
計の仕方はそれぞれに異なります。この違いは実際の
土石流の捕捉の仕方に影響しますし、形状の違いに
よって構造細目の照査方法や安全性の見方も異なりま
す。これらは構造物の個性になるため基準には反映さ
れることはありません。ガードレールのように標準化
できれば簡単なのでしょうが、土砂移動形態が多岐に
わたり、その効果もコストと安全性をバランス良く満
足させる必要があり、今のところこれがベストだとい
う形状を決定するには至っていません。また、材料入
手の容易さ、輸送方法の効率、製作精度と設計の整合、
解析能力と標準化など、供給側も社会情勢に沿ってベ
ストな状況を求めています。そのベストとなるであろ
うタイプが確定するまでは、捕捉事例や被災事例を分
析し、基準で当たり前と思っていることでも、その設
計思想に立ち返り課題をひとつひとつ潰していく努力
が必要でしょう。鋼製砂防構造物はタイプがいくつか
あるため、採用時に当たり前と思っていたことでも、
原点に立ち返って色々思案するいい機会だと思います。

図-7 不透過型の堆砂圧（水平） 図-8 不透過型の堆砂圧（勾配）

図-9 透過型の堆砂圧（勾配）
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　SEEEグラウンドアンカーの緊張力によって、

砂防堰堤に水平力および鉛直力を作用させて安

全率の不足分を補完する工法である。

　SEEEグラウンドアンカーは、ナット定着方式

の採用により、供用中のアンカー荷重の変動へ

の対応などの維持管理性能や、地震時や繰り返

し荷重に対する定着性能、さらに多重防食によ

り長期的な耐久性能に優れたアンカーである。こ

れらの特長を有するSEEEグラウンドアンカーに

より砂防堰堤を補強することが可能となる。

　本工法を適用するとアンカーの維持管理が重要となる。荷重の変化を光の色で示して目視で管理

できる「光るアンカー」など、アンカーの新しい技術の適用を検討して維持管理の簡素化を図る。

　従来の一般的な砂防堰堤の補強方法である腹付けコンクリートによる自重増大の方法と比較して、

腹付けコンクリートを最小厚（もしくは不要）とすることができるため、副堰堤との距離の確保や経済

性、施工性の向上、景観の確保などのメリットが期待できる。
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技術の特徴・概要

件名：H24年度唐沢砂防堰堤改築工事　発注：国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所

現地での施工状態や技術が活用されている図・写真・コメント等

実際に技術を適用して困った点、今後の改良課題について

技術のアピールポイント、得意とする現場条件や施工法と比較して有利な点など

技術名称 砂防堰堤補強アンカー工法

審査証明取得日：平成25年2月13日　審査証明取得会社：株式会社エスイー
技術の詳細に関するURL　http://www.se-kankyobosai.jp/

写真-1 施工状況全景 写真-2 削孔状況 写真-3 頭部処理状況
最小限の腹付けを施した堤体下流側に足場を
設置

堤体および堆砂区間を貫通して定着地盤まで
削孔

越流部は開口部に蓋をしてアンカー頭部を保護
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斜面環境（山の辺の道）
中央構造線と三遠南信道

いまむかし

（国指定重要無形民俗文化財）燃えさかる炎を囲み神仏
へ湯を献じ新たな魂の息吹を起こす行事と云われてい
ます（飯田市旧上村・まつり伝承館	天伯）。

中村 三郎
なかむら さぶろう

防衛大名誉教授・地すべり学会顧問
横須賀市文化財専門審議会委員・
理学博士

１
はじめに

「ワー！　デッカイ池だなー……」杖突峠から初めて
諏訪湖を見てその大きさに驚いた、生まれて以来　小
学校4年まで、海はもちろんのこと湖も見たこともな
く育った者にとって、峠で眺めた眼前の諏訪湖、この
大きな「水溜り」の眺めはショックでありました。そ
の時から数年後　諏訪湖はフォッサマグナ沿いの地
溝湖ということを知りました。そして諏訪湖を眺めた
杖突峠の南方向には日本列島最大の断層　中央構造線
（MTL）が発達していました。南アルプス山麓・赤石
山脈と伊那山地との間に発達する谷、その谷間を縫う
ようにしてほぼ南北方向に発達する道筋は、古来地域
の人々にとってはもちろんのこと、他所から訪れる人
にとっても大切な交通路として利用され、長い歴史の
間には様々なエピソードを遺してきましたが、しかし
この谷間の人々が刻んできた生活や風情の移り変わり
は、他の地域と比較すると今日までゆっくりでありま
した。そんな谷筋も最近は様変わりが予想される三遠
南信道（秋葉街道）であります。

2
断層と生活場の被災

　中央構造線（MTL）は日本列島を内帯と外帯に分け
るわが国最長の大断層であります。赤石山脈と伊那山
地との間に発達する構造線谷、そして構造線とほぼ平
行に発達する大小の適従谷、その谷を分断するごとく
各所に峠の地形が認められます。諏訪湖南・杖突峠か
ら分杭峠・地蔵峠・青崩峠を経て水窪へと連なる峠、「峠
と断層とは切り離すことのできないもの」と松島（1954）
は指摘しています。ほぼ南北の中央構造線沿いに発達
する適従谷部分には、高遠・長谷・上村・南信濃・水
窪等の旧町村が位置しており、また北から市野瀬・下
市場・鹿塩・程野・和田などの集落にはかっての茶屋、
旅籠屋、馬宿などの跡も多い。特に和田はかって遠山
郷の中心地として秋葉参りの人々や中馬で宿場町なみ
に賑わった（地名辞典2006）という図-1。
　断層に位置する故の生活の場としての適地というこ
とと、それゆえに被災の場という両面の問題が考えら
れます。中央構造線の東側（外帯）部分には三波川帯・

写真-1 神宿る谷の世界を映し出す「霜月祭りの湯立て神楽」
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　地すべり現象は地表地盤の風化・土壌化が促進され
ることから、地すべり地と農耕適地との関係が深いこ
とはよく知られており、岩体が脆弱化しやすく粘性度
が卓越する三波川帯も例外でありません。上記の三波
川帯の地すべり地の多くは、いわば中央構造線断層の
適従谷斜面上の地すべり現象と考えられ崩壊頻度が多
い。最近国の直轄地すべり対策事業として手掛けてい
る「入谷・此田地すべり」についてみると、入谷は長
期にわたるアルプス山塊の隆起現象と河川の浸食が地

秩父帯・四万十帯が、西側（内帯）には領家帯と三波
川帯との接触部分が主で、幅約数ｍの断層粘土の部分
と数十～200ｍの破砕帯の発達が考えられており、造
構造運動に伴う岩盤の破砕や、地形の大きな隆起量は
長期にわたり斜面を不安定化しています。
　構造線沿いの三峰川・小渋川・遠山川・小嵐川流域
には多数の地すべりが発生しており、ほぼ190箇所を
超えます。このうち約1/2は三波川帯に、1/4は秩父帯
に分布しているが領家帯には少ない（中村他1982）。

諏訪より杖突峠をへて高遠・分杭峠・遠山・青崩峠・水窪にい
たる約150kmの中央構造線沿いのほぼ直線状の街道であります。

断層沿いの地質帯にうち、破砕の著しい三波川～御荷鉾（みかぶ）
帯における地すべり現象が著しい。古来農耕地としても利用され
生活の場となっています。入谷・此田地区においては近年直轄
地すべり対策事業が推進されています。

図-1 三遠南信道（秋葉街道） 図-2 中央構造線沿いの地すべり地塊分布（中村他1984）

諏訪市

杖突峠

高遠

分坑峠

三
遠

南
信
道

遠山郷

青崩峠
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小松さんから聞いた山のこと・川のこと・森のこと、
そして祖先のことなどの話を想い出します。旧長谷村
の奥深い山道を辿りながら、いろいろなことをご教示
頂く途上、「ここは浦という場所だが古老たちはここ
を「壇ノ浦と云うんだよ」と遠慮がちに言われた。村
の古老の話と云うのが気になり、後日村の教育委員会
へ参上し教えて頂き各種の資料を探索してみました。
　幕末高遠藩士の著書「伊那志略」入野谷郷（長谷村
方面）の項に、「浦、木下蔭曰古言　壇浦邨　支邨丸
山新田」とあり同じ高遠藩士葛上紀流の著書「木の下
蔭」でも浦村は昔確かに「壇ノ浦村」と云っていたと
いう記録を見ました。他にも同じような文言がありま
したがその適否について私には判らない。さらに浦地
区の小松氏一統の者は、平家と同じ、宇佐八幡宮を祀
り、近くには「馬見峠（岩）」＝別名「敵見岩」ともい

盤条件に反映し、地質条件と相まって地すべり現象の
拡大化が考えられ、これに対する対策事業が推進され
ています。また此田は四万十帯ゾーンでありますが、
断層沿いの適従谷斜面の地盤崩壊であり、今後気候の
温暖化に伴う異常気象との関わりについて留意し対応
する必要があります図-2。
　1961年6月29日、構造線沿い西斜面の大西山におい
て、未曾有の「山抜け・大土石流」が発生致しました。
集中豪雨（累積雨量533.2mm）後、断層西斜面の圧砕
された三角末端斜面の高さ450m、幅約500m、厚さ約
20ｍの岩体部分が大音響と共に屏風の倒れる如く転倒
崩壊し、巨大な山津波となりました。山津波は堤防等
を瞬時に吹き飛ばし700ｍ離れた対岸の文満集落まで1
分足らずで到達し、家屋や各種構造物を一挙に呑み込
み、逃げる人々を助ける術もなく、さながら地獄絵そ
のものであったといいます。崩壊土量は330万㎥、犠
牲者55名、重軽傷者55名の大惨事でありました。この
大災害は今日 ｢三六災害｣ として語り伝えられ、当時
の記憶と経験は、今日、地域の被災対応・危機管理に
生かされつつあります写真-2。

3
「壇ノ浦」の里

　40数年前地質調査のため当時の長谷村小瀬戸峡付近
へ入った。その折一日案内をして頂いた森林組合長の

壇ノ浦戦の後　平氏一統は中央構造線沿いに北上し転戦した、
戦い利あらず中沢郷・分杭峠を経て入野谷郷最奥地へと転じ浦
地区に｢壇ノ浦落人集落｣をつくった。

大河原西の御荷鉾破砕帯部分において大規模に崩壊した山塊は、700ｍ離れ
た村へ一分たらずで到達し、古今稀な未曾有の大災害となりました。

図-3「壇ノ浦」と「分杭峠」

写真-2「大西山大崩壊」（1961･6･29三六災害）（国交省天竜川上流河川事務所､ 2012））

集落
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事な断層の露頭を観察しつつ南下すると大鹿村大河原
に出ます。地域にとって比較的広い大河原は、断層・
街道沿いに北流する青木川と小渋川とが合流する場で
あり、古来繰り返された大小規模の河流とそれに伴う
土石流などによって形成された広い河川敷でもありま
す。青い空が大きく開け、早春の時期、遥か東方には
冠雪の南アルプスの山々が望めます。
赤石・塩見よく晴れて　空の青さがうつりくる

つぶらひとみのかがやきよ　未来をわける葦となれ……

　この大河原に位置する大鹿小学校の校歌（島崎
1984）は、大鹿の人々や訪れる人々誰もが感じる風情
がよく表現されており心に残ります。
　大河原の東約2kmに上

わ

蔵
ぞ

という地区があり写真-3、
ここに大河原城祉・福徳寺や野々宮神社などがあり、
かっては大河原の中心であったとも云われています。
　南北朝時代　後醍醐天皇の皇子宗良親王（1311～
1385）は南朝（宮方）勢力回復のため、遠江から天竜
川を北上して越中・越後に兵をすすめ、北朝（幕府軍）
と戦いました。その後諏訪から杖突峠・分杭峠を越え
て、1344年（興国5年）大河原上蔵の香坂高宗の居城に
入られたという。高宗は当初から親王の安否を気遣い、
後に御所平と呼ばれる安全な場所に住まいを設けお移
りいただきました。それから30余年、当地の御所平を
拠点として、古来のあきば道を用い、特に青崩峠を頻
度はげしく活用され、東海道・吉野の行宮へ、また北

われ、三遠南信道の市野瀬方面まで見通せる位置で敵
勢を見張ったとされる遺跡もあり、案内して頂きまし
た。また浦の苔むした先祖の墓および墓碑銘は、長谷
村文化財指定として保存されていました。浦に定住さ
れた平氏一統は、今日の大田切における源氏方との戦
いに利あらず、中沢郷・分杭峠をさまよい、人里遠い
秘境「浦」に到達した人々ということが推測されてい
ます図-3。
　平氏が壇ノ浦で滅亡し、平氏追討の令旨が降った
1180年（治承4年）以降、平氏一統は投降しない限り列
島各地の奥地へ奥地へと追われ、山深いところに隠棲
し平氏落人部落を遺してきました。「阿波の祖谷地方」・
「紀伊熊野山中」・「南アルプス山中」等における数多
くの落人集落の話はかねてから聞いており、前述の「壇
ノ浦」集落もこの落人集落と理解しました。この浦地
区は、中央構造線沿いの三遠南信道（秋葉街道）の東
側に平行する尾根地形部分であり、アプロ－チの困難
な場所で平氏一統にとって格好の隠棲の場でもあった
ということが考えられます。

４
南朝の道

　中央構造線（MTL）沿いの高遠・長谷（市野瀬・壇
ノ浦等）を経て分杭峠を越え、さらに狭い断層谷・見

写真-3 南北朝時代の大河原の中心「上蔵（わぞ）」集落。背後の丘の上に敬愛された宗良親王を祀る「信濃宮神社」があります。

sabo vol.114 夏 201330 sabo vol.114 夏 2013



が、家々の軒先にはしめ縄等が飾られ、その日の夕暮
は少し賑わしい雰囲気の宵口でありました。寒さがき
びしく、宿では早速風呂に入り同行の仲間と酒など酌
み交わし暖をとりました。宿の古老の話では今夜は ｢
霜月祭り｣ であるという。和田へ来る前、上村の伝承
館において霜月祭りのビデオを見せて頂いた時の詩を
想いだしていました。
冬来ると　　誰が告げつら　　北国の

時
しぐれ

雨の雲に　乗りてまします　（伝承館ビデオより）

　霜月は1年で最も日照時間が短く、生あるもの全て
の生命が弱まると考えられています。古老の説明で
は「ここの人たちの生活に欠かせない火・水・木や土
などの神、そして日・月の神を祀り感謝するお祭りで
村では大切な伝承行事なんだよ」という。夜更けとと
もに、祭りの笛の音が谷を伝わってくるような気がし
ました。神社境内では夕方から明くる朝まで、二つの
大釜に焚かれた火で湯を煮えたぎらせ、湯立ての中で
大勢の神々を迎えます。里人が待った年1回の「神と
人間の出会いの夜」とのことであります。神々に模し
た面を掛け、神に化身した村人は舞い・踊りつつ、集
まった里人に湯立ての湯滴を浴びせお祓いを施し、共
に神に感謝をささげ祈ります。村人の体から体、記憶
から記憶へと伝え残された祭りと祈りが伝承されてお
り、生きた古典をみる感があります写真-1。
　この遠山郷の ｢霜月神楽｣（国重要無形文化財）は、

の杖突峠を越えて甲斐・武蔵など各地で北朝方の幕府
軍と戦い、南朝方の勢力拡大のために奔走されたもの
と考えられています。このこともあり、この長い谷道
を「南朝の道」などとも称していました。しかし南朝
再興の夢は叶わずこの地で生涯を終えられたと記録さ
れ、また終始親王に忠誠を尽くされた香坂高宗は1407
年（応永14年）大河原城にて没したといいます。
　茂木（1975）によれば当時の大河原の地は、戦略的
にみると「守るに易く攻むるに難い要害の地」だった
と指摘されています。地域の人々の敬愛のシンボルと
しての宗良親王は、この地をこよなく愛し地元では「信
濃宮」と称え親しまれ、今日、上蔵集落の小高い丘の
上に「信濃宮神社」として祀られています。親王の御
活躍とゆかり深い城祉や神社には、
我を世に　　阿

あ

理
り

や登
と

　問はば　　信濃那
な

る

以
い

奈
な

と古
こ

多
た

へよ　　峰の松風　（宗良親王）

　という歌碑を観ることができ親王が地域で過ごされ
た当時の、お気持の一端を窺うことができます写真-4。

5
神宿る谷と里人

　数年前の初冬、地すべり地調査のため南信濃村和田
の旅館へ投宿しました、寒い夜でした。いつもは人通
りのあまりない静かなたたずまいの街並みであります

境内には親王ゆかりの歌碑（本文参照）があります。
写真-4「信濃宮神社」

遠山の谷で最も古い考古遺物は　写真左山麓の「尾の島館」遺跡で発見され、縄
文時代早期（約8000年前）の遺跡といわれています。住居址や生活遺物も多数発
見され、古来街道の中心でもありました。

写真-5「遠山郷」
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熊野本宮大社から秋葉山・鳳来寺山・諏訪大社へと、
中央構造線沿いの古道秋葉道を経て修験者などにより
約800年前より伝承されたとの記録（上村1971）を見ま
した。信濃・遠江・三河の地帯は全国でも屈指の民俗
芸能の宝庫ともいわれています。遠山郷北の大鹿村に
は、度々NHKによって紹介されている ｢大鹿歌舞伎」
（国選択無形民俗文化財）もあり、地域の人々の努力
によって300年來、雅な文化と伝統が守られています。
いずれも伝統文化のもつ計り知れない不思議な力と歴
史、「神宿る谷」などという思いを感じる行事であります。

6
山の辺の道、この先

　三遠南信道は古来秋
あき

葉
ば

道
みち

とも呼ばれていました。伊
那谷から遠山谷・青崩峠をへて遠州秋葉山に通ずる道
の総称でありました。かっては八幡（飯田市松尾）遠
州道と分かれ、小川路峠（1492ｍ）で伊那山地を越え
て遠山郷に至り、青崩峠を越えて遠州秋葉山に至る道
（日本歴史地名辞典1998）を言っていました。しかし、
小川路峠までの道は水の流れに由来する自然の道では
なく、「人工的に開削された附けたしの道路である」
という柳田国男の主張を野本（2011）は紹介していま
す。小川路峠道（図-1参照）は今日あまり使用されて
いません。一方、諏訪から藤沢川・高遠を経て分杭峠・

鹿塩川・大河原・青木川・地蔵峠・上村川・和田・小
嵐川・青崩峠・翁川・水窪までのおよそ150km、この
谷と水路沿いの道は、多少屈曲があるもののほぼ直線
状であります。山岳地においてかくも長い直線状の山
の辺道の例は稀であります（図-1参照）。
　青崩峠（1082ｍ）は信濃と遠江との国境の峠であり
ます。造構造運動に伴う圧砕・破砕の著しい構造線沿
いの峠道周縁は、山腹の著しい崩壊や青みを帯びた岩
肌の露頭、大小の岩塊流は絶えることなく、まさに青
崩れのイメージそのものの様相を呈しています。この
ような峠道でありますが、古来、火

ひ

防
ぶせ

の神として、庶
民信仰の対象として秋葉山秋葉神社詣でのための峠越
え、また遠州と信州の文化の交流や相互物流の道とし
て、時には戦いの道として多くの人々の行き交う役割
を果たしてきました。野本（2011）は「青崩れを超え
た人々、峠越えの結婚と里帰り」の中で、信州遠山郷
の娘が遠州への嫁入りする前後の習慣の相異や、里帰
り時のことなどについて述べています。地域の文化や
言葉の相異は特に婚姻や職人・労働者の移動などと共
に少しずつ伝播すると言われています、特に峠という
自然条件由来の習慣や言葉の差には興味深いものがあ
ります写真-5。
　前述しましたが中世の南北朝争乱時代（1344～1380）、
南朝（宮方）の皇子宗良親王はこの街道沿いの大河原
（上蔵）に拠点をおき、頻度激しく青崩峠を越えて東

地すべり地塊とその対岸西側には、小嵐川を挟み断層沿い（北東方向）に三角末端面（Tf）が発達しています。此田地すべり地区を経て図の右（南
東）方向が兵越峠方面。

図-4「中央構造線と此田地すべり」、兵越峠への道
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た。加えてこの頃は東京～名古屋間をほぼ直線で結ぶ、
「リニヤ中央新幹線ルート」すなわち南アルプスの大
規模トンネルを経て飯田経由・名古屋・大阪を繋ぐ線
が取り沙汰されております。この先十数年後における
三遠南信地域の人と自然の変貌が予想されますが、「人
間の都合優先」のみの事業に偏ることなく、｢計り知
れない自然の都合｣ を正しく理解し適応しつつ拓かれ
る｢山の辺の道｣の構築と事業の推進を希求いたします。

謝辞　本小文の資料収集と記載にあたり国交省の蒲原
潤一・鈴木克章の両氏、川崎地質の橋本直樹氏のお世
話様になりました、記して厚く御礼申し上げます。

海の各地で活躍されていました。さらに
また戦国時代、武田信玄も1572年（元亀
3年）上洛を志ざし、2万5000人の兵を率
いて遠山領から青崩れ峠へと兵を進めま
した。その際武田軍は一策を得て、峠の
手前此田付近にて分隊し、「青崩峠と兵
越峠」の両方から遠州へ進攻したと云わ
れており、この時から「ヒョウ越峠」と
命名し信玄はこの峠を越えたと伝えられ
ています図 -1・4。
　青崩峠越えの山道は地盤条件が悪く不
安定な状況下にあり、近年地元や三遠南
信道を利用する人々の多くは、信玄ゆか
りの兵越峠越えの道を利用しておりま
す。また、狭い道幅ながら自動車道とし
ても活用しております。最近は、飯田国
道事務所により、水窪池島から此田小嵐
地区に至る6.4kmの青崩れトンネルが施
工されつつあり、さらにその先、北の小
嵐バイパス・和田バイパス・矢筈トンネ
ルへと連絡する「三遠南信自動車道」が
構築されつつあります（図-1参照）。天
竜川上流河川事務所による此田地区地す
べり地塊の安定化直轄事業の成果は、青
崩れトンネル事業との関わりも深く、安
全な事業推進が望まれています図 -5。
　各時代における交通手段の変化は、古
来の「信仰の道・塩の道・戦いの道」と
しての役割を経て、近年秋葉街道におけ
る峠の機能と意義を大きく変えてきまし
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「三遠南信道（あきば古道）」最南端の峠路であります。断層線沿いの山腹崩壊が著しく、
今日この峠路はほとんど利用されていない。近年は此田地すべり地を経由する信玄ゆ
かりの「兵越峠」越えのルートがもっぱら使用されています。最近は国交省により、「三
遠南信自動車道」の計画に伴うトンネル工が計画され、図中破線部分の地下において
作業が進められています。

図-5 青崩峠と小嵐川
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近藤 浩一
こんどう こういち

（一財）砂防・地すべり技術センター 理事長

日本インドネシア
二国間砂防技術交流
の開始に関わって

多層の交流と協力にむけて
　インドネシアとの砂防技術協力は、1970年に初代の長期派
遣砂防専門家が派遣された時より始まる。公共事業省水資源
総局やメラピ、クルー火山工事事務所での技術指導や火山
砂防技術センターなどのプロジェクト方式（下記）を経て、昨
年2012年3月外務省、JICAを通じての砂防技術協力は一旦ピ
リオドが打たれた。
1982-1990　火山砂防技術センタープロジェクト
1992-1997　砂防技術センタープロジェクト
2001-2006　火山地域総合防災プロジェクト
2008-2011　バンジールバンダン災害対策プロジェクト
　この間の技術移転で一定の成果が上がったものの、このま
まで終了してしまうと今後の防災技術の発展という観点から
惜しまれる、あるいは停滞してしまうことも懸念されるため、
引き続き両国の当事者間で交流を続けることになった。
　昨年2月国土交通省砂防部と公共事業省水資源総局との間
で協議、調整の結果、相互関係の今後一層の発展深化を期
するため行政、研究、民間レベルにおける多層的な交流と協
力が重要であるとの認識に立ち、砂防に関する協力関係の強
化を図っていくことに合意した。具体的には火山噴火、大雨等
で発生する大規模土砂災害に関する情報を相互に共有してい
く。また研究機関・大学が行う砂防分野での共同研究や国際
砂防協会、砂防・地すべり技術センター等の砂防関係団体等
が行う技術交流を双方支援する。専門家や技術者を相互に派
遣し二国間の交流を推進していくことになった写真-1・2・3。
　第1回の日本・インドネシア砂防交流会議（Japan-Indonesia	
Joint	Sabo	Workshop）が今年2月25日ジャカルタで開催され
た。日本から国土交通省砂防部、土木研究所、国際砂防協
会そしてクルアルガサボー（日・イの歴代砂防関係者による国
際技術交流親睦会）の打合せも兼ね私も参加した。今回の
会議テーマは「大規模土砂災害に関する研究と対応について」
であり、イ国では2010年メラピ山が噴火し土石流が頻発し大
きな被害を惹き起こしており、また2012年にはマルク諸島ア
ンボン島で山腹が大規模に崩壊し天然ダムが形成され、決壊
すれば下流の集落に壊滅的被害を起こす恐れがあり、緊急
の対応が求められている。日本も2011年の東日本大震災や台
風12号による紀伊半島災害等大規模災害に見舞われており、
災害状況、原因分析や災害対応などについて情報交換し、
課題を明らかにし今後につないでいくものである写真-4。
　本会議では政策対応部門では、イ国からアンボン島の天然
ダム対応について、日本から大規模土砂災害の行政対応の現
状について発表があり、技術部門ではGadjah	Mada大学から

写真-1 公共事業省大臣への表敬

写真-3 スヨノ　クルアルガサボー会長へ記念品贈呈

写真-4 第1回 砂防ワークショップオープニングセレモニー

写真-2 合意文書調印式
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メラピ火山の総合的な土砂災害対応、Andalas大学からパダ
ン州クランジ川流域の総合的な土砂災害調査について、日本
からは大規模土砂災害に対する最近の技術についての報告
がありそれぞれ部門ごと及び全体討議が行われた。最後に初
回の交流会議としての総括をし、引き続き双方が大規模災害
対応等について情報共有、意見交換そして技術協力していく
ことを確認した。そして第2回の交流会議は今年9月にインド
ネシアで行うことも決まった。

大規模災害が多発している両国
　スマトラ沖巨大地震の後、イ国内ではメラピ火山をはじめ
火山活動があちこちで活発化していて、その状態が現在も続
いていると言えよう。二国間の砂防会議に参加した後、最近
の大きな災害を受けた二つの現場を見る機会を得た。
　2010年10月26日、噴火したメラピ山は、以降連日のように
噴火を繰り返し、11月5日に最大の噴火を起こした。火砕流
は山頂から14㎞付近まで到達した。噴出量は1億5千万㎥、一
連の噴火により死者は386名に及んだ図-1、写真-5・6。
　降雨により土石流が頻発し、既存の砂防堰堤や遊砂地工
等砂防施設は効果を発揮したが、噴火の規模（VEI４）が大
きかったため、土石流の度々の発生や、流下により多くの砂
防施設が破損したと聞いた。被災の原因は堰堤直下流部の
洗掘による構造物の不安定化によるものや土石流の流体力
に砂防構造物の強度が不足していたか、石礫の衝突、摩耗
により水通し天端が大きく破損、摩耗し損壊したものが多い
写真-7・8。
　2013年1月15日から18日にかけて首都ジャカルタでは豪雨に
よる洪水氾濫が発生した。普通スコールの場合は短時間でお
さまるが、このとき連日降雨があり、17日は日雨量224㎜を記
録した。この洪水で40人以上の死者、4万5000人以上の避難
者が出た。ジャカルタの水害は気候変動、急速な都市化、地
盤沈下、土砂・ゴミの水路への堆積など様々要因が重なった
と考えられているが、気候変動が熱帯付近まで影響している
現れではないか。インドネシアの技術者も「昨今の気候変動
により非常に強い雨が降る状況。流域環境の変化と併せ、洪
水やバンジール・バンダン（土石流）が起こりやすくなっている」
と指摘している。
　火山、地震、豪雨それらが引き起す土砂災害そして複合化
する土砂災害など両国にとって共通する宿命、課題である。
今後も砂防分野における両国の協力は益々重要となる。災害
に強い国土に向けて取り組んでいるインドネシア国からの協力
要請に、日本としてより前向きに応えて行くべきであろう。

写真-5 火山土石流氾濫（Putih川）

写真-6 導流路の開設緊急砂防工事（Putih川）

図-1 2010年噴火と火砕流　

写真-7 効果を発揮する砂防堰堤 

写真-8 副堤下流部の洗掘で基礎部が無くなり本堤まで破損 
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発生日 国名 種別 概要

2012年
10月1日 ネパール 地すべり

　前日より降り続いていた豪雨により、	南東部イラム（Ilam）県チンデパニ（Chindepani）地
区コルブン（Kolbung）の、メチ道路（Mechi	highway）ハルカテ-ハンスポカリ区間（Harkate-
Hanspokhari	 road	section）にて地すべりが発生し、通行中のワゴン車2台とトラック1台が巻
き込まれて隣接する川に落ち、6名が死亡、8名が行方不明となった。

10月4日 中国 地すべり

　雲南（Yunnan）省彝良（Yiliang）県龍海郷鎮（Longhai	 township）で、9月末から続く雨が累
加雨量300mmにより、50～60度の急斜面で地すべりが発生し、脚部にある油房（Youfangtai）
小学校校舎と農家3戸を飲み込み、児童18名と住民1名の19名が亡くなった。同県では9月7日
にM5.7の地震があり、80名以上が亡くなっている。中国は大型連休の最中だったが、児童た
ちは地震の影響により他校の校舎を借りて補習中だった。

10月6日 コロンビア 土石流
　雨期を迎えたコロンビア南西部のウイラ（Huila）州イスノス（Isnos）市郊外のヴィラデルプラ
ド（Villa	del	Prado）のラコレラ（La	Chorrera）渓流で土石流が発生し、10名が死亡、5名が行
方不明となった。

10月18日 ペルー 地すべり

　中北部のサンマルティン（San	Martin）州エルポルベニール（El	Polvenir）村で、数週間断続
的に降り続いた雨により、地すべりが発生して集落端の家屋が飲み込まれ、11名死亡、10名
行方不明となった。周辺は丘陵地帯のジャングルで、ほとんどの住民がコーヒー豆栽培に従事
している。

11月8日 インドネシア 土石流
　西スラベシ（Sulawesi	Barat）州ママサ（Mamasa）県スマロロン（Sumarorong）地区東バタン
グル村（Desa	Batanguru	Timur）で、崩壊地を源とする土石流が発生し、13名が死亡、4名が
行方不明となった。

11月30日 パキスタン 崩壊・
雪崩

　雪深い北部アザド・カシミール（Azad	Kashimir）州ニーラム（Neelum）県ケル（Kel）村にて、崩
壊と雪崩が2度にわたって発生し、21名が死亡。周辺は地形が急峻で、夏期には地すべり、冬期
は雪崩により道路が度々ブロックされる。最初は朝に3名の兵士が地すべりで被災した。その救
出に向かった兵士8名、作業員10名が2度目の地すべりと雪崩により二次災害に遭遇した。
　周辺ではシアチェン氷河（Siachen）で、4月に雪崩によりパキスタン兵140名が、さらに12月
16日にはインド兵7名が亡くなっている。

12月4日 フィリピン 土石流・
地すべり

　台風24号（Typhoon	Bopha）が南部ミンダナオ（Mindanao）諸島を最大風速49mの勢力で
通過し、豪雨により各地で崩壊や土石流が頻発した。全島での死者・行方不明者は1,901名、
負傷者2,666名、避難者は22万世帯97万人に及び、71万世帯624万人が影響を受けた。な
かでも南東部のダバオ地方（Davao	Region）では大規模な土石流が発生した。コンポステラバ
レー（Compostela	Valley）州（Province）ニューバタン町（New	Bataan	Municipality）アンダッ
プ集落（Balangay	Andap）では、幅約1km延長8kmにわたる土石流で集落ごと流失し、死者
612名行方不明者468名の計1,080名が犠牲となった。また東ダバオ（Davao	Oriental）州バガ
ンガ（Baganga	City）では、土石流により死者395名行方不明者55名の計450名が亡くなった。

12月29日 ケニア 崩壊

　降り続く豪雨により、12月29日午前3時頃、西部のリフトバレー州（Rift	Valley	Province）
マラクエット（Maraquet）県とケイヨ（Keiyo）県のいくつかの地区で地すべりが多発し、12名が
亡くなった。また、同州北部のポコット（Pokot）県でも崩壊土砂が集落を押し流し、行方不明
20名を含む31名が犠牲となった。

2013年
1月11日 中国 地すべり

　中国南西部の雲南（Yunnan）省昭通市鎮雄県の高坡（Gaopo）村で、午前8時20分頃、大規
模な地すべりが発生し、16軒の家屋が土砂に埋もれ、46人が死亡した。12月末から降り続い
た雨と雪が原因と見られる。また、被災地域には現在までに救助隊員1000人以上が派遣され
ている。
　雲南省政府によると、地滑りは長さ約300m、幅約80mにわたって発生、堆積した土砂の
深さはおよそ30mに達する。

1月25日 エクアドル 崩壊 南部内陸のアズアイ（Azuay）県の鉱山周辺で崩壊があり、少なくとも12名が死亡、20名が負
傷した。

1月27日 インドネシア 崩壊

　雨期の最中の西スマトラ州（West	Sumatra	Province）アガム（Agam）県ナガリ・スンガイ・
バタン（Nagari	Sungai	Batang）村で崩壊が発生して、少なくとも16名が亡くなり、17名が行
方不明となった。
　また、ほど近いタンジュン・サニ（Tanjung	Sani）村でも20軒の家屋が埋もれる崩壊が発生し、
少なくとも17名が亡くなった。

2月6日 パキスタン 土石流
　2月4日から降り続いた季節豪雨により、北西部カイバー・パクトゥンクワ（Khyber	Pakhtunkhwa）
州で土石流が発生し、多くの家を押し流し、29名が死亡した。一連の豪雨により、同州内で75名
が負傷、1400軒の家屋が全半壊の被害を受けた。

2月17日 インドネシア 崩壊 　北スラベシ（Northern	Sulawesi）州マナド（Manado）周辺で季節豪雨により崩壊が多発し、
4村で計14名が亡くなった。

　　　　 世界の土砂災害　（第12回） （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課
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世界の土砂災害の抽出方法
1. 対象とする土砂災害
 1-1 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 雪崩（2012年10月以降発生分から）
	 地震によって引き起こされた①②の災害は含む。
　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.  データソース
	 EM-DAT；http://www.emdat.be/
	 Relief	Web；http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/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
３. 抽出の手順
 ①	AFPBB災害ニュース、NHKオンライン等メディア記事に載っているものを抽出する。
 ②	さらに、EM-DATのデータベースのDisaster	Type（➡http://www.emdat.be/classification）の中で、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。

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、「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」くらいに認識していただきたい。

発生日 国名 種別 概要

3月1日 フィリピン 地すべり
　午前9時50分頃、レイテ（Leyte）島カナンガ（Kananga）の地熱発電所周辺の山腹で地すべ
りが発生、EDC社所有のアッパーマハイオプロジェクト（Upper	Mahiao	Project）の45名が働
く建屋を直撃し、うち14名が死亡した。

3月
17・18日 ブラジル 崩壊

　ブラジル東部リオデジャネイロ（Rio	de	Janeiro）州ペトロポリス（Ptropolis；リオ北65km）の
山岳地帯で、3月17日夜半から18日にかけての豪雨が引き起こした同時多発的な崩壊が発生し、
31名が犠牲となった。
　同州ペトロポリス（Petropolis）市当局によると被害総額は600万ドルに上る。また同市では
18人が負傷した他、1466人が家を失うか、避難を余儀なくされた。同地域では2011年1月に
も豪雨が原因の洪水や地滑りが発生し、900人以上の死者が出ている。

3月25日 インドネシア 崩壊 ジャワ島西ジャワ州（West	Java	Province）西バンドン（West	Bandung）県チリリン（Cililin）村
で崩壊が発生し、9軒の家が飲み込まれた。軍や警察の捜索の結果、24名が遺体で発見された。

3月29日 中国 崩壊

　チベット（Tibet）自治区ラサ（Lhasa）市東のメゾクンガル（Maizhokunggar）県にある金鉱山（標
高4600m）で29日午前6時頃、大規模な山崩れによって従業員83人が生き埋めになった。全
長3kmにわたる斜面が崩れ、200万m3の土砂が作業員の宿泊施設をのみ込んだ。
　総勢1000人の警察官、消防士、医師が、車両200台、犬15匹と生命探知器とともに現場
に出動した。救助隊員の話として伝えられたところによると、被災範囲が広いため生存者がい
る見込みは「わずか」で、救助隊が救助犬とレーダー探知機を使って山腹を捜索しているが、悪
天候と高山病、さらなる山崩れの危険のため捜索は難航しているという。
　金鉱従業員はほぼ全て漢民族で、チベット人は2人のみ。大半が雲南（Yunnan）、貴州
（Guizhou）、四川（Sichuan）の各省からの出稼ぎ労働者だという。

3月31日 コロンビア 崩壊

　3月中旬から6月まで続く雨期が始まったコロンビアで、3月末までに早くも137件の豪雨災害
が生じており、洪水で49名、暴風雨による家の倒壊などで42名、がけ崩れなど崩壊で40名が
亡くなっている。最も被害が甚大なのは太平洋に面した南部のチョコ（Choco）県で、56,770
名が浸水や避難など影響を受け、500軒以上の家屋が全半壊の被害を受けた。
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奮戦記❷
　4月某日、ベネズエラ出張時に現

地でお世話になった大阪府の方に十

数年振りに電話を入れたら前号をご

覧になっていて、「お元気そうで懐か

しかったですよ」と仰って下さった。

嬉しくもあり恥ずかしくもあるが、厚

かましく奮戦記の続きをご報告する。

歩くだけ

　難しいことはできない・疲れること

はしたくないので「歩くように心掛け

ている」、ただそれだけである。

　仕事帰りは少し離れた駅まで歩く。

勤務先がJR市ヶ谷駅付近の時は東

京駅まで約4.5kmを、今、人気の皇

居の周囲を大勢のランナーに抜かれ

ながら歩いた。半蔵門・桜田門経由

でも、平川門・大手門経由でも所要

時間に大差はなく、それぞれの道を

楽しんだ。今は新橋駅近くで、品川

駅までを一番東は芝浦・西なら高輪

台経由の4つコース（4.7km～5.5km）

の中の一つを歩く。なお、雨の日は

歩かないが、多少の飲酒後なら歩い

てしまう。

　昼休みは食前に約30分、日比谷

公園・愛宕神社・増上寺などへの散

歩を心掛けているが週に1～2日行け

るかどうか。

　更に、出張が多く、泊まった翌朝

はその地を1時間程散歩してから入

浴・朝食そして出発、休日は長めに

自宅近隣などを歩き回っている。ただ

し、今年から冬期間だけは早朝の散

歩を控えることにした。血圧は、近

所の医院で女医さんに計っていただ

いているが、特に上がることなくまぁ

問題はないが、寒い折だけは用心す

ることにした。

　その他、一番軽いであろう起床時

と重い夕食後に体重を毎日計ってお

り、食事の量は減らしてはいないが食

べ過ぎには少し気を使うようになった。

格好悪い　その一

　ウォーキング時、男性よりも女性

のほうが指導を受けたような歩き方を

しているが、服装は男女共それらしい

格好が多い。私は、仕事帰りや宿泊

地の朝は仕事着のまま・休日は普段

着であるし、靴もそのままで新たな

投資金額は零、維持費もなしである。

　初期に高額投資をして自分を追い

込んで続ける手もあるが、私の場合

はいつでも止められる気楽さが、力ま

ずにかえってよかったようである。

　夏の夜、加齢臭に加えて汗びっし

ょりで混んでいる通勤電車に乗るの

で他の乗客には申し訳ないが、ピン

ピンコロリといければ、皆様の医療

費負担が減ります！と心の中で言い

訳している。

格好悪い　その二

　具合が悪かったわけではないのに、

ある日、女性２人・男性３人に立て続

けに抜かれたことはあるが、自分の

ペースで歩くように心掛け、まぁ速い

ほうで誰にも抜かれない日もある。し

かし、前方を様にならず速くもなく歩

くオッサンとの距離が全然縮まらない

こともあり、二人が揃って同時に回

れ右して歩いたら、あの人も私のこと

をそう思うのだろうな。

　自宅付近で私よりも10歳くらい年

上の女性に抜かれたが信号待ちで追

いつき、「速いですね」と声を掛けた

ら「はい。皆さんに言われます。心臓

が強いみたい」とのことであったが、

無理に急ぐと私は心臓よりも足の筋

肉が痛くなる。yahooの地図のルート

検索と比較すると、表示される所要

時間の85～90％程度であるが、慣

れた新橋から品川間で一度だけ80％

べ過ぎには少し気を使うようになった。

格好悪い　その一

　ウォーキング時、男性よりも女性

のほうが指導を受けたような歩き方を
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を切ったことがある。

　準備体操なしで歩き始めるので少し

ゆっくり目に歩き出すが、つい信号の

手前で速く歩き過ぎて足が痛くなるこ

とがある。同じ道を歩いていると、そ

れぞれの信号の変わるタイミングも覚

えてしまい、かえってそれが煩わしいの

で信号の少ない道を選んでもいる。

　そのほうが、車も少ない。

別世界の方々

　仕事帰りで一番長く歩く道は約

9kmで、休みなし。この経験から言

えば連続して2時間は歩けそうだが、

一休み後にさらに2時間歩く自信はな

い。じしんと言えば、あの3月11日の

夜、社員では40キロ弱を歩いて帰宅

した者が1名、35キロ弱が2名いる。

よほど家族に信用されていないか、

愛妻家かはたまた恐妻家か、単に会

社にだけは泊まりたくなかったか？

　某センターでも約40キロを歩いた

人がいるが、この4人中フルマラソン

を走るのは一人（50代）だけで、残り

の三人は日頃運動をしていない。人

間、必死になるとこのような長距離で

も歩ける人がいるらしいが私には当て

はまらず、迷うことなく会社に泊まった。

　某高層建物の中の階段で、上から

軽快な足音がして、見上げたら初老

の男性が両手にダンベルを持ちそれ

なりの格好で駆け下りてきた。上か

ら下まで全部で500段はあるのにそ

こを8往復しているという。ひそかに、

快男児ならぬ階段爺と名づけたが、

恐れ入る。

ひたすら単純

　某省のある幹部は、「初めの頃は歩

いていたが、時間がもったいないので

今は走っている。皇居なら2周」との

こと。確かに効率を考えたら走るほう

が遥かによいが、老いてきた私は足

腰を痛めてしまいそう。皇居1周を走

ってみようなんて気は、一蹴どころか

そもそも思ったこともない。

　ただ歩くだけであるが、次回、効用・

出会いの楽しみなどを報告し、終え

ることにする。

反町 雄二（そりまち ゆうじ）

『sabo』事務局OB

「土砂災害の実態 平成24年版」の発行

■ 問い合わせ・申込先　
（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部　砂防センターHP:  http://www.stc.or.jp/
TEL：03-5276-3271　FAX：03-5276-3391　E-mail：webmaster@stc.or.jp

　当センターでは昭和59年（1984年）より、毎年全国で発生した土砂災害
に関する資料を収集し、実態を分析して取りまとめ、「土砂災害の実態」
として発行、砂防関係技術の発展および広報の一助とされるよう、国・
都道府県の砂防部局や大学等の研究機関に配布してまいりました。今年
度も平成24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「平成
24年版」を発行します。本誌により、土砂災害についての認識を深め、
また土砂災害対策を考えるうえでの参考としていただければ幸いです。
　本誌はバックナンバー（絶版の平成5年以前版および平成16年・21年版
を除く）も含めて無料で頒布しています。ご希望の方は、下記ホームペー
ジ「書籍頒布」ページから申込用紙をダウンロードし必要事項をご記入の
うえ、FAXもしくは郵送で注文下さい。送料着払い便でお送りいたします。
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池谷研究顧問　赤木賞受賞

評議員会及び理事会の開催

　政策研究大学院大学	特任教授であり当センター研究
顧問を務める池谷	浩氏に、赤木賞が授与されました。
砂防技術および事業の発展に寄与した功績者に贈られ
るこの賞は、火山砂防、土石流分野における氏の業績
が評価されたものです。

　北海道大学大学院農学研究院において国土保全学研究室が当センターの公益事業の一環として開設されました。国土
保全学研究室は、気候変動による集中豪雨や度重なる台風の襲来、活火山や活断層の状況など近年高まる大規模災害対
策の必要性から、実社会に直結した実践的な研究と、国土保全を担う人材の育成を目指して、当センターの寄附により今
年4月に設立されたものです。
　このことを記念して、6月10日、講演会「防災フォーラム　大災害に備えて」が北海道大学内で開催されました。基調講演
には学校法人梅村学園中京大学理事	奥野信宏氏、続くパネルディスカッションでは政・官・学各界のパネリストによる活発
な議論が展開されました（詳細は次号）。フォーラム終了後北海道大学山口総長から当財団の研究支援に対する感謝状が
近藤理事長に贈呈されました。

北海道大学に寄付講座「国土保全学研究室」開設

● 【平成24年度第2回理事会】
	 第2回理事会が、平成25年3月13日に開催され、次の議案について審議が行われました。
	 第１号議案	 平成25年度事業計画案の承認を求める件
	 第２号議	 平成25年度収支予算案の承認を求める件
	 報告事項	 職務執行状況に関する報告
	 	 役員候補審査委員会設置・運営規程の制定について
● 【平成25年度第1回理事会】
	 平成25年度第１回理事会が、5月16日に開催され、次の議案について審議が行われました。
	 第１号議案	 平成24年度事業報告の承認を求める件
	 第２号議案	 平成24年度収支決算の承認を求める件
	 第３号議案	 公益目的支出計画実施報告書の承認を求める件
	 第４号議案	 平成25年度定時評議員会の開催日時、場所及び目的事項の決定

行事一覧（１月〜７月）

協賛（後援）
●2月7日〜8日	 第17回震災対策技術展（後援）

●6月1日〜30日	 平成25年度土砂災害防止月間（後援）

●6月5日	 平成25年度砂防ボランティア全国の集い（後援）

●6月10日	 北海道大学大学院		防災フォーラム「大災害に備えて」（後援）

●7月20日〜24日	 国際火山学地球内部化学協会2013年学術総会（後援）

●7月30日〜	 第37回水の週間行事（協賛）
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人事異動

●３月３１日付 【退  職】 田村	圭司	 砂防技術研究所上席研究員（国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所長へ）
	 	 	 秋山	一弥	 砂防技術研究所上席研究員（（独）土木研究所雪崩地すべり研究センター長へ）
  【出向期間満了】 澤田	和宏	 砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員
●４月１日付 【採  用】 萬德	昌昭	 砂防技術研究所上席研究員（国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所長）
	 	 	 田村	毅	 砂防技術研究所上席研究員（広島県砂防課長）
  【新規出向】 武田	一平	 砂防技術研究所技術部技術開発研究室研究員
  【昇  任】	 比留間	雅紀	 企画部次長（企画部国際課長）
●５月３１日付 【出向期間満了】 宮﨑	新二	 砂防部技術課技師
	 	 	 上杉	大輔	 砂防部技術課技師
	 	 	 土井	賢一	 砂防部技術課技師
	 	 	 西尾	陽介	 砂防部技術課技師
	 	 	 宮田	直樹	 砂防部技術課技師
	 	 	 森	義将	 砂防部技術課技師
	 	 	 五十嵐	勇気	 総合防災部技術課技師
	 	 	 高橋	健太	 総合防災部技術課技師
●６月１日付 【新規出向】	 櫻井	由起子	 砂防部技術課技師
	 	 	 西内	卓也	 砂防部技術課技師
	 	 	 祐源	剛	 砂防部技術課技師
	 	 	 佐伯	響一	 砂防部技術課技師
	 	 	 今城	貴弘	 総合防災部技術課技師

● 【平成25年度定時評議員会】
	 今年度の第１回目となる定時評議員会が、平成２５年6月13日に開催され、次の議案について審議が行われました。
	 第１号議案	 平成24年度収支決算の承認を求める件
	 第２号議案	 第2期理事の選任を求める件
	 報告事項	 平成24年度事業の報告
	 	 公益目的支出計画実施報告書
	 審議では、別記「第２期理事名簿」の方が選任されました。
第2期	理事名簿
	 新谷	融	 北海道大学名誉教授・NPO法人環境防災総合政策研究機構理事
	 太田	猛彦	 東京大学名誉教授
	 岡田	稔	 ホクシン工業（株）代表取締役社長
	 岡本	正男	 （一社）全国治水砂防協会理事長
	 尾畑	納子	 富山国際大学現代社会学部教授
	 北原	糸子	 国立歴史民俗博物館客員教授
	 福長	秀彦	 NHK放送文化研究所研究主幹
	 藤井	敏嗣	 東京大学名誉教授・NPO法人環境防災総合政策研究機構専務理事　環境・防災研究所長
	 水山	高久	 京都大学大学院農学研究科教授
	 近藤	浩一	 常勤
	 安養寺信夫	 常勤
● 【平成25年度第2回理事会】
	 今年度の第2回理事会が6月14日に開催され、次の議案について審議が行われました。
	 第１号議案	 理事長の選定を求める件
	 第２号議案	 業務執行理事の選定を求める件
	 報告事項	 職務執行状況に関する報告
	 審議では、理事長に近藤浩一理事が再任され、業務執行理事には安養寺信夫理事が選定されました。
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平成25年度 （一財）砂防・地すべり技術センター研究開発助成

平成25年度 砂防学会通常総会・研究発表会
および「若手優秀発表賞」受賞

　5月16日（木）アルカディア市ヶ谷において行われた標記委員会の審議を経て、応募総数9件のうち、本年度の助成該当者は下記のよう
に決定いたしました。

　5月29日（水）から30日（金）にかけて、（社）砂防学会主催の砂防学会通常総会ならびに
研究発表会が静岡市民文化会館において開催されました。研究発表会には一般参加
を含め、国内外あわせて1000名ちかい盛会となりました。
　また同大会において、当センター企画部技師小林	拓也が「平成25年度　若手優秀
発表賞」を受賞しました。この賞は砂防学会の発表会において、若手学会員の研究意
欲の高揚と砂防に関する調査研究の進展を目的として設けられたものです。
対象論文：	「砂防事業に対する住民意識調査──三宅島と雲仙普賢岳を例として──」
共同研究：	牧野	裕至（（一財）砂防フロンティア整備推進機構）、田村	圭司（国土交通省

六甲砂防事務所）、酒井	敦章（（一財）砂防・地すべり技術センター）
　なお、当センターからの発表は下記のとおりです。

タイトル 氏名 所属１

1 日本とスイスの掃流砂計測手法の比較研究 水山	高久 京都大学

2 大規模深層崩壊発生メカニズムと危険箇所同定に関する水文・水質特性からの研究 松村	和樹 京都府立大学

3 北海道の大規模災害解明のため、地名・市町村災害記録・アイヌ伝説などからの資料収集及び現地調査 南	哲行 北海道大学

4 土砂災害警戒区域と土砂災害警戒情報に着目した土砂災害リスクの定量的評価 秦	康範 山梨大学

5 誤報効果（いわゆるオオカミ少年効果）を考慮した災害情報の最適化に関する研究 小山	真人 静岡大学

所属部 発表者 タイトル
1 企画部 小林	拓也 砂防事業に対する住民意識調査──三宅島と雲仙普賢岳を例として
2

砂防部

篠崎	嗣浩 砂防事業の実施による地域特性の変化に関する一考察
3 浅原	裕 大規模土砂移動検知システムにおける事象判別法
4 宮崎	新二 河川水位の低下に着目した天然ダム発生検知に関する検討
5 西尾	陽介 深層崩壊によって発生する土砂移動現象について
6 宮瀬	将之 平成24年九州北部豪雨で発生した熊本県阿蘇地域の土砂災害箇所の特徴
7 加藤	誠章 平成24年九州北部豪雨で発生した熊本県阿蘇地域の土砂災害の実態
8 宮田	直樹 魚野川流域における降雨特性と崩壊発生に関する一考察

9 垣本	毅 大規模崩壊に伴う土砂流出機構と砂防堰堤の施設効果の分析
──2011年濁沢川池ノ台地区における崩壊を事例として

10 安田	勇次 濁沢川池の台で発生した深層崩壊の発生・流動機構について
11 森	義将 砂防事業における国土保全効果の考え方と試算方法の研究
12 菊井	稔宏 魚野川支川登川流域における平成23年7月新潟・福島豪雨時の砂防事業効果
13 斜面保全部 道畑亮一 侵食堆積速度係数が河床変動計算に及ぼす影響　その２（仮）
14

総合防災部

藤澤	康弘 十勝岳の歴史時代の噴火における前兆現象の再整理
15 細川	清隆 より減災効果の高い計画への移行を考慮した緊急ハード対策の施工計画
16 厚井	高志 火山噴火時の緊急対策における無人化施工工事の実行上の課題と限界
17 近藤	玲次 降灰による降雨浸透阻害評価のための基礎資料作成
18

研究所

嶋	丈示 有機質土をINSEM材に活用するための改良手法
19 鈴木	拓郎 土石流から掃流砂領域までを連続して取り扱う数値シミュレーション手法に関する検討
20 池田	暁彦 堰上げタイプ透過型砂防堰堤における土砂調節機能について
21 吉田	圭佐 砂防堰堤の安定計算法に関する一考察
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平成25年度　砂防地すべり技術研究成果報告会ご案内

開催日時：平成25年11月12日（火）13:30〜17:00
場　　所：砂防会館　別館シェーンバッハ・サボー（1階：淀・信濃）
※	プログラムの詳細、聴講お申し込み方法などは随時ホームページに掲載の予定です。

依頼講師等

講師 派遣日 相手先 講義（講演）内容
池谷	浩 1月7日 NPO法人	鹿児島砂防ボランティア協会 平成24年度		砂防技術研修会──鹿児島市

綱木	亮介 2月20日 NPO法人	群馬県地すべり防止工事士会 「最近の地すべり災害とその対応」

中野	泰雄 3月5日 （社）全国宅地擁壁技術協会 「最近の土砂災害とその対応について」

綱木	亮介 通	年
（25年4月～26年3月） 京都大学防災研究所

非常勤講師「地すべり対策工の効果の評価、
地震時の地すべり安定性及び対策計画」

綱木	亮介 4月10日 国土交通省	水管理・国土保全局	防災課 「平成25年		地すべり対策の勉強会」

向井	啓司 5月17日 （財）熊本県建設技術センター 研修会「砂防・急斜面と地滑り」

中野	泰雄 5月18日 NPO法人	兵庫県砂防ボランティア協会 「土石流災害について」

嶋	丈示 5月23日 砂防鋼構造物研究会 「鋼製透過型砂防堰堤の部材間隔と礫捕捉性能」

萬德	昌昭 6月4日 国土交通省	九州地方整備局	雲仙復興事務所 「雲仙復興事務所設立20周年シンポジウム
噴火災害からの復興」パネリスト派遣について

安養寺	信夫 6月26日 北海道開発局 「火山防災計画と火山噴火緊急減災対策」

山下	勝 6月28日 青森県	県土整備部 「青森県土砂災害防止講演会」

嶋	丈示 通	年
（（25年4月～26年3月）（独）宇宙航空研究開発機構 「土砂ワーキンググループ」委員

13:30 開会挨拶

13:35 来賓挨拶

13:40 発表1 山地流域における森林の土砂災害防止機能を考慮した土砂災害リスク評価手法の開発
執印	康裕（宇都宮大学	農学部	森林科学科）

14:10 発表２ コミュニティ早期警報用機器の開発
山田	孝（三重大学大学院　生物資源学研究科）

14:40 発表３ 土砂災害シナリオ（スクリプト）の解明──減災のための行動変容手法の開発
村越	真（静岡大学	教育学部）

15:10 休憩（15分）

15:25 発表４ 大規模崩壊後の流砂系総合的土砂管理手法に関する研究
藤田	正治（京都大学	防災研究所流域研究センター）

15:55 発表５ 豪雨に伴う深層崩壊発生予測のための基岩内地下水位上昇の物理的確定手法の開発
小杉	賢一朗（京都大学	農学研究科）

16:25 発表６ 大規模土石流の評価手法の構築に向けた土石流の流下と地形条件・材料特性の相互作用に関する検討
堀田	紀文（筑波大学大学院	生命環境系）

16:55 閉会挨拶

17:00 終了
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season2

5

東京都千代田区九段南4-6-8
☎03-6272-4888
11:30～23:00　無休
http://www.kiwa-group.
co.jp/shop/1337941522

坦々麻婆の夏
万豚記

　蒸しますねえ。寝苦しい日が続き、冷房で冷えた

りすると、何となくだるくなり体調が優れません。そ

んなときは医食同源。「冷たい麺類でさっぱり」も良

いですが、体の奥から熱くして、汗とともにだるさを

吹き飛ばしましょう！

　辛いといえば、四川料理が浮かびます。四川料理

の店は、たいがい麻婆豆腐と担々麺がお昼の売れ筋

となっています。平河町の四川飯店でも、夏だという

のに、お客の半分近くは汗をかきかき麻婆豆腐か担々

麺を食べています。市谷周辺でも麻婆豆腐を出す店

は沢山ありますが、どうも豆板醤の辛さだけでコクが

ない。陳麻家もいつの間にか姿を消しました。

　辛さとコクを兼ね備えた担々麺と麻婆豆腐、ありま

した。STCから靖国通りを進み、京樽角を曲がった

左側、「万豚記（わんつーちぃ）」です。経営は変わっ

ていませんが、昨年暮れに「ちょもらんま」から店名

変更しました。106号で大餃子を紹介した店です。

　左の写真をご覧下さい。黒胡麻担々麺（880円）、

この店の人気商品です。ドロリとした濃厚な辣油芝

麻醤ス－プにコシのある平打ち太麺がよく合います。

花椒を効かせた肉そぼろとネギが乗っかり、さらに約

4500粒（推定）もの黒ゴマが掛け回されています。

見た目真っ黒です。真っ白なままでいたいネギを悪の

道に引きずり込むように沈め、全てを黒ゴマ色に混

ぜ合わせたら、突撃です。スープが濃いので「つるつ

る」なんて音はしません。店のそこここから「ぞぞぞっ」

という音が聞こえてきます。熱くなったな、ゴマ食っ

たな、という満足感が得られますが、「ぞぞ」の時、

スープがシャツやネクタイに飛びやすいので、ハンカ

チ等でナプキンをすることをお勧めします。辣油、落

ちないんですよ。

　次は、汁なしあえ担々麺（780円）。担々麺は元々、

あえそばだそうです。いつから汁そばに取って代わり

だしたのか、わかりませんが、ここのあえ担々麺も乙

な味。熱い麺に坦々味噌と辣油をかけ回し、多めの

肉そぼろとネギが乗っかっています。形はジャージャ

ー麺に似ていますが、キュウリではなく、ネギが乗り、

肉味噌は花椒が効いて辛い味です。焼きそばのよう

に油で炒めていませんので、さっぱりと辛い、といっ

たところ。人によっては汁そばより好きになる味かも

知れません。

　そして四川麻婆豆腐定食（880円）。湯気が立たず

辣油の縁取りができた麻婆はいかにも熱そうです。

表面に大量に振りかけられた花椒が香ります。きちん

と舌を痺れさせてくれそうな予感。レンゲでひとすく

い口に放り込めば、「辛い！	でもうまい！」。白飯が

進みます。麻婆とご飯を交互に食べ進めていると、ご

飯に何かを乗っけて食べるのが好きな私などは「ええ

い、まどろっこしい、丼にしてくれ」とも思いますが、

辛い麻婆の場合、ご飯が白いままでないと舌が休ま

らないのでしょう。腹の底が熱くなり、額にじわっと

汗が出てきます。

　汗が引く頃には、狭くなってた血管が広がったよう

な気になり、根拠なく「明日も大丈夫だ！！」と思え

てきます。

（H）

　お変わりございませんか。『sabo』は年２回の発行となり、今年度から

は大寒と盛夏の頃、季節のお見舞いに代えてお届けいたします。

　寒の季節には常夏を恋い、暑中にあれば涼を求めるのが世の習い、ち

ょっと風流な暑気払いはいかがでしょう？	市ヶ谷から２駅江戸川橋でメト

ロを降り、涼風を楽しみながら神田川沿いにそぞろ歩くこと10分、冠木

門をくぐると思わぬ静けさと茂った木立が深山の趣を呈しています。そして

せせらぎにふたつ、みつと瞬くのはまごうことなきホタル……椿山荘では、

初夏のホタルで有名です。

　数々の重責を歴任した明治の元勲、山縣有朋が作らせた椿山荘の庭

は、土地の起伏を活かした変化に富む眺望が楽しめる回遊型庭園です。

　無料で開放されており、春の桜、秋の紅葉と旅行者や地元の人々の

憩いの場であるばかりか、タヌキの家族が住み着いていることでも知られ

ています。また50年の歴史を持つ「ほたるの夕べ」は、すぐそばの和敬

塾寮で暮らした経験をもつ村上春樹の小説の中でも触れられています。

　「星空が降りてきたのかと思った」40年前中部ジャワムラピ山麓に広

がる夕景を、初めて目にした時の印象だそうです。今もその地に住む友を

引き留めたものは、水田いちめんにきらめく蛍火でした。そんなにもおび

ただしい存在だった彼らも、農薬や火山灰の影響で今ではほとんど姿を

消したそうですが、日本の夏の風物詩だった蛍狩りも、すでに小説や歌

の中のものとなって久しいこの頃です。

　物思へば	沢の蛍も	わが身より	

あくがれいずる	魂かとぞ見る

　みずみずしい恋心を貴船のホ

タルに託した和泉式部、都心の

ホタルに委ねたものは、憧れ出で

た失われた景色への郷愁でしょう

か？　　　　　　　　　		　（J）

編集後記
市ヶ谷便り

黒胡麻担々麺

汁なしあえ担々麺

四川風麻婆豆腐
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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。

「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。
『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ください。

「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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