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巻頭言

極端な気象がもたらす
土砂災害にも強い国土づくりを
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

世界の報道を見聞できる情報化社会であり、また実際の

来の災害、被害への対策を求める意見が急速に拡大したと伝

体験などからも、多くの人が近頃は気温や降雨の変化が激

えられている。気候変動がこのまま進行すれば、台風、豪雨、

しくなってきていると感じているようだ。

高潮などにより、日本やフィリピンなどの島嶼国、海洋国が

昨年は高知県四万十市で国内日最高気温41℃を記録し

真っ先に影響を受けるであろう現れである。

たのを始め、全国的にも多くの地点で日最高気温の記録を

これらのことからも異常気象や極端な現象が度々起きるこ

更新し猛暑となった。降雨についても、７月28日の山口・

とを想定し、国土保全事業、防災対策等に取り組んでいくこ

島根での時間雨量130㎜を超す豪雨、また運用開始以来初

とが迫られている。さらに我が国は地震や火山活動による巨

めての「特別警報」が発令されたという９月15日から16

大災害の危険性、特に３.11の大地震が誘発する火山噴火の

日にかけての京都府、滋賀県、福井県の台風18号の影響に

危険性や南海トラフ巨大地震発生の切迫性が危惧されてい

よる大雨等の記録を残した。そして10月16日には台風26

る。今年度から始まった『第３次社会資本整備重点計画』で

号の関東地方への接近の影響により、伊豆大島では３時間

は重点目標の一番目に「大規模又は広域的な災害リスクを低

雨量335㎜、24時間雨量824㎜という観測記録を大きく更

減させる」と定め、災害に強い国土・地域づくりを進めると

新する未曾有の大雨となり、激甚な土砂災害が発生した。

ともに、大規模災害発生時の危機管理対策を強化していくと

平成23年の台風12号による紀伊半島豪雨災害、その翌年

している。昨年末、
『防災・減災等に資する国土強靱化基本法』

7月には北九州豪雨災害と、連年観測記録を更新するような

が制定されたが、この基本法の目的に則り、今後大規模水害・

降雨に見舞われている。
「滝のような雨３割増 過去30～

土砂災害等に備えた防災・減災対策が「計画的に着実に」進

40年今後も増加の予測」と報じられているように、我が国

められることを望む。強靱な国土を造っていくには、国と地

の集中豪雨の発生はこの30年間増加傾向にあるが、先述の

方の連携と協働が不可欠で、施設整備による対策の分担、ハ

ように近年その度合いが顕著であると言えよう。これは地

ザードに対する予測技術開発と調査の実施、その結果等の情

球温暖化など気候の異変が進行していると考えるべきであ

報共有、そして適切な規制の実行など両者の役割分担と連携

る。CO₂など温室効果ガスの増加によって地球温暖化が進

が必要である。そして緊急時、応急対応時における国と地方

めば、豪雨、干ばつ、熱波、寒波そして巨大台風等の異常

の役割確認についても、普段からの協働の訓練によって、危

気象が増加すると言われている。海外でも
「アルプス氷河、

機管理能力、地域防災力を保持し高めて、実戦に備えていく

４割減少」との発表があり、スイスを中心に広がるアルプ

ことが大切である。

スの氷河面積が70年代前半に比べ4割近く減少しているこ

当センターでは国、都県からの委託や自主研究により､ 最

とが分かった。また北極圏の海氷面積が一昨年過去最小を

近の極端な気象がもたらした紀伊半島豪雨災害、九州北部豪

記録した。そして昨年11月にフィリピン中部を襲った台風

雨災害、昨年の秋田仙北地域および伊豆大島等の土砂災害に

30号は、中心気圧895hPa、最大風速87ｍの巨大さで、暴風

ついて、災害実態調査・土砂動態分析・ハード、ソフト双方

と高潮により激甚な被害をもたらした。この時期に開催さ

の緊急対策ならびに恒久対策の基本計画策定などを検討し提

れていた ｢気候変動枠組み条約締約国会議（COP19）
｣ に

言させて頂いている。今年もこうした調査、研究を通じて土

おいては、この巨大台風災害のもたらした危機感から、将

砂災害に強い国土づくりに努力して参りたい。

写真出典：ウィキペディア
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１. はじめに

特報1

2013.10.16
伊豆大島に発生した
土石流
──地震波形と住民証言からの解析
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
（ＧＪＫＶは防災科学技術研究所の観測点）
図-1 東大地震研の観測地点

2013年10月16日、台風26号による豪雨により伊豆大
島の三原山の山腹が崩壊し、多量の土砂と流木が流下、
土石流災害を発生させた。この時、伊豆大島に設置さ
れた東京大学地震研究所（以下、東大地震研）の地震
計がその状況を捉えていた。
そこで、地震波形とすでに報道されている住民の証
言から考えられる土石流の発生・流下状況について述
べることとする。

２. 地震波形と住民証言
今回、土石流の発生及び流下状況を知るために用い
た資料は、東大地震研の伊豆大島での地震計の観測記
録である。 図-1 に伊豆大島での地震波形の観測地点を
示した。 図-2 は具体的な観測地点での秒単位の振幅が
記録されているデータの一例である。
この 図-2 を用いて振動波形の発生時刻、振幅の変化、
継続時間などを解析した。
解析は多くのデータの中から大きな振幅を示した16
日午前２時03分頃、22分頃、32分頃、38分頃及び３時
02分頃の５つの波形を対象とした。
これらの解析とマスコミですでに報道されている地
元住民の被災時間及び被災状況とを検討し、土石流の
発生及び流動の実態を推定しようとするものである。

３. 地震波形の解析結果
主な振動波形として示されている５つの波形につい

図-2-1 ＹＯＲ地点の資料(１６日２時～３時)
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図-2-2 ＯＶＢ地点の資料 (１６日２時～３時)

て、東大地震研の資料から現象の発生開始と思われる
時間（YOR地点については、午前４時以降の振幅の幅
がほぼ1.0μm/s以下であることから、この値が大雨に
よる表流水の流れと判断して、明らかにこの幅より大

3-2

ケース２（午前２時22分頃の波形）
現象開始時間 変動幅大の時間 最大幅発生時間
時分秒
時分秒
時分秒

終了時間
時分秒

２２．
３９
ＹＯＲ ２．

２．
２２．
４１
～２．
２３．
１５
（３４秒）

２．
２３．
００

２．
２３．
２２

２２．
４３
ＯＶＢ ２．

２．
２２．
４５
～２．
２３．
０７
（２２秒）

２．
２２．
５４

２．
２３．
１７

２２．
４１
ＮＭＳ ２．

２．
２２．
４１
～２．
２３．
０５
（２４秒）

２．
２２．
４２

２．
２３．
１１

観測点

きな幅となった時間をとった。またOVB地点は３時
過ぎから停電で資料が取れていないこと、NMS地点
は３時以降大雨のノイズが影響している可能性がある
とのことから、筆者の判断で決定した）
、振幅が比較
的大きくなっている時間、最大振幅が発生した時間及
び終了と考えられる時間を読み取った。

◦最大振幅の幅から、現象の発生は単なる水の流れと
いうよりは崩壊土塊の移動と考えられる。ただし、

3-1

ケース１（午前２時03分頃の波形）

波形は振幅の大きな時間が30秒程度であり、全体と

現象開始時間 変動幅大の時間 最大幅発生時間
時分秒
時分秒
時分秒

終了時間
時分秒

０３．
１５
ＹＯＲ ２．

２．
０３．
２１
～２．
０４．
１５
（５４秒）

２．
０３．
４３

２．
０４．
３０

０３．
２０
ＯＶＢ ２．

２．
０３．
４３
～２．
０４．
１２
（２９秒）

２．
０４．
０８

２．
０４．
５３

－

－

－

観測点

ＮＭＳ

大きな
振幅なし

しても約１分以内で終了しているところから長い距
離を流れたというよりは、崩壊が発生したが数百m
程度で停止したと考えるほうがもっともらしい。
◦最大幅はYOR地点で示されていることや現象発生

◦YOR地点の振幅に比してOVB地点、NMS地点の振
幅が小さく、YOR地点の幅そのものも他の４波に
比して半分以下と小さい。継続時間も１分程度で仮

時刻が他の地点より早いことからYOR地点に近い
場所で現象は発生したと考えられる。
3-3 ケース３（午前２時３２分頃の波形）
現象開始時間 変動幅大の時間 最大幅発生時間
時分秒
時分秒
時分秒

終了時間
時分秒

２．
３１．
５８

２．
３２．
０２
～２．
３３．
１９
（１分１７秒）

２．
３２．
３８

２．
３３．
５２

ＯＶＢ ２．
３２．
３５

２．
３２．
５２
～２．
３３．
１８
（２６秒）

２．
３２．
５９

２．
３３．
５８

ＮＭＳ ２．
３２．
０８

２．
３２．
０８
～２．
３３．
４５
（１分３７秒）

２．
３３．
０１

２．
３３．
５０

観測点

ＹＯＲ

に現象の移動速度を10～20ｍ/sと仮定しても600～
1200ｍの範囲で現象は停止したと考えられる。
◦下流域にあたるNMS地点の振幅では大きな波形が
記録されていないことも考えると大規模な崩壊の発
生や下流までの流れの発生は考えにくい。

◦YOR地点の波形では変動が出始めてすぐに周期が
短く振幅が大きい波形が現れる。それが10～15秒継
図-2-3 ＮＭＳ地点の資料(１６日２時～３時)

続した後、10秒程振幅が小さくなるが、その後振幅
の大きい波形が約40秒間継続する。土砂移動の速度
を10～20ｍ/sと仮定すると、現象の移動した距離は
400～800ｍとなる。これらから崩壊土砂が土塊とし
て移動し始め、すぐに流動化して流下したことを示
していると考えられる。
◦33分20秒頃から急に振幅が小さい波形に変わる。変
動幅が大きくなり始めた時刻からは約１分20秒程と
なり土砂の移動距離も800～1600ｍとなりうる。
◦周期が短く振幅の大きな波形は土砂がマス状で移動
していると考えられ、また後半の波形は流れを表し
ていると思われる。
◦下流域の観測点OVBやNMSでも振幅の大きな波形
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が現れているが、その幅はYORより小さい。また、
発生時間がともにYORより遅れて出現している。
特に32分20秒以後の波形は振幅が変動を繰り返して
いる。流れについては、流量の変化が振幅の変化に
影響すると仮定すると、同じような雨量の時間帯で

流下していったものを捕らえたと考えられる。
3-5

ケース５（午前３時02分頃の波形）
現象開始時間 変動幅大の時間 最大幅発生時間
時分秒
時分秒
時分秒

終了時間
時分秒

ＹＯＲ ３．
０２．
２３

３．
０２．
３５
～３．
０４．
００
（１分２５秒）

３．
０４．
１６

ＯＶＢ ３．
０２．
４４

３．
０２．
４７
３．
０３．
１４
～３．
０５．
０１ （同様の幅の波形が ３．
０５．
０１
（２分１４秒） 他に３回ほど出現）

ＮＭＳ ３．
０２．
４３

３．
０２．
４６
～３．
０３．
５９
（１分１３秒）

観測点

急に振幅が大きくなるのは、途中で例えば家屋に衝
突するなどの振幅を大きくする現象が生じているこ
とを示しているのではないか。
3-4 ケース４（午前２時３８分頃の波形）
観測点
ＹＯＲ

現象開始時間 変動幅大の時間 最大幅発生時間
時分秒
時分秒
時分秒

終了時間
時分秒

２．
３７．
４６
～２．
３９．
１３
（１分２７秒）

２．
３９．
３５

２．
３７．
３８

２．
３８．
３２

ＯＶＢ

２．
３７．
５４

２．
３９．
１０
～２．
３９．
２１

ＮＭＳ ２．
３７．
５５

３．
０４．
３４

◦YOR地点では３時02分23秒頃から始まった振動が
02分35秒頃から大きくなり、40秒台にはかなり大き
続し、いったん周期の長い振幅に変わるが03分14秒
頃から再び周期の短い波形が15秒程出現する。03分

２．
３８．
２７

２．
４０．
１６

38秒頃から振幅は減衰していくが、これは流れが下
流に流下していったものと考えている。
◦02分40秒台の振幅は崩壊土砂によるものと考えられ

２．
３９．
３３
～２．
３９．
５６
２．
３７．
５６
～２．
３９．
１８
（１分２２秒）

３．
０２．
５０

な幅で振動が生じている。それが03分03秒頃まで継

２．
３７．
５５
～２．
３８．
００
２．
３８．
２４
～２．
３９．
０６

３．
０２．
５０

るが、約20秒間も振幅の大きな波形が現れているこ
２．
３８．
３６

２．
３９．
１８

◦YOR地点では２時37分46秒頃から波形の振幅が大
きくなり、37分53秒頃に大きな値を示している。数

とから、いくつかの崩壊が短時間のうちに発生した
可能性がある。03分14秒頃の振幅の大きな現象は、
新たな崩壊の発生と見るか、それ以外で何らかの現
象が発生したかは不明である。

秒後に振幅は少し小さくなるが、ほぼ同じ幅で約30

◦OVB地 点 の デ ー タ か ら はYOR地 点 よ り 少 し 遅 れ

秒間継続した後、振幅の大きな波が２回出現する。

て振幅の大きな波形が発生しているが、その幅は

最大の振幅は38分32秒頃に発生している。38分50秒

YORに比して小さい。03分26秒頃からは減衰を示

頃から波形は減衰を始めている。

している。ただし、その時間が長いことから、下流

◦振幅の大きな波形は崩壊土砂がマスとして崩落して
いる状況を示していると考えられる。振幅の大きな

域に流れが流下していったことを示していると考え
られる。

波形が複数出現しているのは、いくつかの崩壊が発

◦NMS地点でもOVB地点と同じ時刻に振幅の増加が始

生したことを示している可能性が示唆される。後半

まり、
その変動幅の大きな時間もほぼ類似している。

の波形は流れを示していて、特に大きな波形は流れ

3-6

が橋を閉塞したり、家屋にぶつかっていることを示

①その他（２時45分～50分の波形）

しているのではないか。

その他のケース

元町３丁目の住民証言の中に２時45分頃に異常に大

◦OVB地点のデータからは37分55秒頃から波形に変

きい「ゴォーッ」という音を聞いたとの話があること

化が見られ、数秒後波形幅が小さくなる。再び振幅

から、この時間の波形を調べてみた。YOR地点では、

が大きくなるのは38分24秒頃で、その後減衰と増幅

44分58秒頃から小さな幅の波形が認められ、45分49秒

を繰り返しながら40分16秒頃まで継続する。これら

頃まで減衰も含め記録が出ている。47分30秒過ぎから

は流れを表していて、流れの状況が振幅に影響した

再び振動が生じていて、45秒には最大となり、その後

と考えられる。

減衰する形を示している。同じような波形は50分30秒

◦OVB地点やNMS地点の振幅はYOR地点に比べて小

頃からと53分08秒頃からも見られる。しかしいずれも

さい。しかし継続時間は長いことから流れが下流に

継続時間が20秒程度と短く、振幅も特に大きくない。
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一方、OVB地点の波形データでは目立った振幅の

よる２時35分に神達のホテル椿園を土石流が襲ったと

波形は全く見られない。しかし、NMS地点では43分

いう報道は、２時32分頃の崩壊波形を伴う流動によく

～45分にかけて、比較的長く幅のある振動が捉えられ

適合している。ただし、２時03分頃に振動は発生して

ている。この時間はYOR地点もまたOVB地点でも大

いることから、大規模な崩壊土砂の流れではないが、

きな振幅の波形が生じていない。これらを総合的に考

水を含む土砂の流れが発生した可能性は否定できない。

慮すると住民証言は、２時38分頃の現象が下流に流下

5-2

していった音を聞いた可能性が高いと考えられる。
②その他（４時頃の波形）

元町２・３丁目を襲った土石流

住民証言から元町２丁目では、午前３時頃泥水と土
砂による被災が発生したことが分かった。また、元町

午前４時～５時の波形を見ると、４時00分00秒から

３丁目元町橋上流の大金沢沿いの住民の証言からは２

30秒程振幅の少し大きな波形がYOR地点で示されて

時30分頃から異常な音とともに大金沢の氾濫が始まっ

いる。その後減衰をしたが、最大振幅は４時00分10秒

た（水位は20～30cmぐらいか）ことが分かる。これ

頃に現れている。これも波形の状況からすると、泥水

らから２時30分台に発生した土石流が、他の支川の流

の流れが何らかの障害物にあたり、その後減衰してい

水をも含んでより流れやすい状態で大金沢を流れ下っ

ったと考えられる。なお、その後５時までに連続した

たと考えると時刻が適合する。

大きな振幅の波形の発生は出現していない。
3-7

現象発生地点の検討

元町３丁目の元町橋の直上流に居住していた住民の
証言は、午前３時過ぎに「下から突き上げられる状態

観測地点YOR、OVB及びNMSのデータをもとに、

で泥水がきた」というものである。２時30分～３時に

現象発生のおおよその場所を特定すべく検討してみ

かけての土石流が、多量の流木や家屋の残骸を伴って

た。振幅の幅は距離によって減衰すると仮定しての検

流れ下り、橋に引っかかって河道を閉塞したと考える

討であったが、同じ現象を捉えた波形と考えられる時

と時間的にはよく一致する。午前３時過ぎにも振動幅

間での振幅からの解析では現象の発生地点を特定する

の大きな形状が確認されていて、特に流れの継続時間

ことが困難であった。特にYOR地点での波形の振幅

も長い形状と考えられることから、流木などによる橋

が卓越していることから、YOR地点に近い場所で現

の閉塞に伴う上流側での水位の急上昇は充分に説明で

象が発生しているということは充分に考えられる。

きる現象と言える。
海沿いの元町２丁目の住民の午前３時頃、水や土砂

４. 住民証言による土石流の状況
マスコミ報道による住民の証言にもとづいて、時系
列的に発生現象を記述した（ 表-1 参照）
。

が流れ込んできたという証言から、大金沢の河道閉塞
による氾濫が３時以降に下流に拡大していった状況が
分かる。
5-3

５. 波形解析と住民証言からみた土石流の実態
5-1

神達地区を襲った土石流

災害後の空中写真や地上写真からは、崩壊が一気に

その他の流れ

今回の解析からは、大金沢左支川の砂防堰堤で止ま
った崩壊土砂の流れや、山腹斜面の中央部から砂防堰
堤や堆積工を流れた流れなど具体的な流れの場所を特

流れ下った、いわゆる崩壊型土石流による災害と考え

定することはできなかった。

られるものである。神達に住まわれている方からは、

5-4

まとめ

16日午前２時過ぎに「衝撃で目が覚めた」とか「突然

地震波形と流れとの関係について土石流災害全体を

土砂が入り込んできた」という証言が出ている。そこ

通してみてみる。東大地震研の各データでは午前２時

で午前２時頃の波形として、２時03分と22分頃の波形

までのデータに異常な振動波形はまったく見られてい

を対象とした解析結果からは山腹崩壊とその土砂の流

ない。また、同様に午前４時以降でも周期が短く振幅

下距離（例えば、神達地区の下流側では約1.3㎞）を示

の大きな特異現象は見られないことから、伊豆大島で

すものが見当たらない。

の土石流災害は午前２時～４時の間で発生したものと

一方、大島町長の会見による情報や２時30分頃、神

判断することができ、４時以降は大雨に伴う流水の流

達地区で土砂に襲われたという証言、またニュースに

れによる振動波形と考えている。すなわち、午前２時
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表-1 時系列的に整理した現地の状況

１０月１６日午前

発言者と住所

内

容

元町字神達の住民 ◦ ２階で寝ていたら衝撃で目が覚めた。第１波がいきなり来た。
２時過ぎ
ホテル椿園関係者

◦ 突然何かが砕けるような音と振動が響いた。
◦ 玄関の自動ドアが破れ、土砂とがれきが一気に流れ込んだ。

元町字神達の住民 ◦ 遠くで地響きの音を何度も聞いた。第２波、第３波であった。
ホテル椿園宿泊客
２時３０分頃

◦ １階で寝ていたとき、午前２時３０分頃土砂に襲われた。
あわてて２階に避難した。

◦「メキメキ」
、
「ゴロゴロ」とかいう音が
元町３丁目、元町橋
全部入り交じった感じの聞いたことがない音。
上流の住民
◦ 窓越しに足下を覗くとコンクリートの基礎の部分が
黒い水に浸かっていた。

報道主体
１０月１６日
ＮＨＫスペシャル
１０月１７日
朝日新聞
１０月１６日
ＮＨＫスペシャル
１０月１７日
読売新聞
１０月１８日
産経新聞

２時３５分

テレビニュース

◦ 午前２時３５分被害の大きかった神達地区のホテル椿園を
土石流が襲った。

１０月２０日
報道ステーション
SUNDAY

２時４３分

大島町長会見

「自宅半壊、神達地区の１軒倒壊」という情報入る。
◦ 職員から町に

１０月１７日
朝日新聞ほか

２時４５分
～３時頃

◦ 午前２時４５分頃、寝室で異常に大きい
「ゴォーッ」という音を聞いた。
元町３丁目、丸塚橋
◦ 夫と一緒に沢と反対方向の居間に移った。
の直上流の住民
◦ 午前３時前、寝室側から土砂が流れ込んできた。

３時頃

元町２丁目、
海沿いの住民

３時過ぎ

元町３丁目、元町橋
の直上流の住民

３時０５分

大島町長会見

１０月１７日、
１８日
産経新聞

◦ 自宅に午前３時頃、水や土砂が流れ込んできた。

１０月１７日
朝日新聞

◦ 午前３時過ぎ、下から突き上げられる状況、
泥水で１ｍ以上押し上げられた。
※ その後、家は元のところから20ｍも流された
（ＮＨＫのコメント）
。

１０月１６日
ＮＨＫスペシャル

「２階に避難した」と 町に連絡。
◦ 神達地区のホテル椿園から

１０月１７日
朝日新聞

までは山体への降雨の浸透により、表面流の発生レベ

６. おわりに

ルが大きな振動を生じるまでに至らなかった。２時以

2013年10月16日未明に発生した伊豆大島の土石流は

降斜面ごとに限界を超したところから崩壊が始まり、

39名の尊い命を奪い、多くの家屋を破壊し、観光を主

３時頃からは流木を伴う大雨による表面流が振動を伴

とする島の経済にも大きな打撃を与えた。今回の災害

うものとなる。４時を過ぎると上流からの流木の流下

を火山地域で発生する可能性のある土砂災害と捉え、

が少なくなり、かつ河道閉塞により流れが拡散したた

科学的に現象の発生・流動・停止を分析し、今後同じ

め、流木が家屋などに衝突したとき以外、振幅の大き

ような災害に対して、防災対策により住民が安心して

な波は出現しなかったものと考えられる。

生活できる国土創出を目指すための資料とすることが

今回の災害では、現地の状況からも分かるように、
神達地区を襲った崩壊型土石流と元町２～３丁目を襲

大切である。その意味からも本稿による解析結果が防
災対策に役立つことを願っている。

った泥流と流木による土石流災害という二つのタイプ

本稿作成に関しては、東京大学地震研究所から地震

の災害が短い時間の中で発生したものと考えられてい

波形の資料を提供していただいた。また波形解析につ

る。本稿では、地震波形の解析と住民証言から少なく

いて、同研究所森田裕一教授からご指導をいただいた。

ともそれらを裏付ける報告をすることができたものと

土石流の振動波形解析に関しては国土交通省大隅河川

考えている。

国道事務所からの桜島の資料も参考にさせていただい

また今回の解析で火山周辺に設置された地震計が有
効な情報を提供することが分かった。今後の防災対策

た。関係するみなさんのご協力・ご指導に感謝申し上
げる次第である。

への活用が期待される。ただし、現象をより正確に分

末筆ながら、今般の土石流災害で被災された伊豆大

析するには、現象発生の場を特定することが重要であ

島のみなさんにお見舞い申し上げるとともに、亡くな

るが、そのためには観測地点のより広域的な分布が必

られた方々の御霊に心より哀悼の意を表します。

要になると考えられる。
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特 報 2〈 現場から〉

平成25年
台風26号による
伊豆大島土砂災害の
現地調査報告
総合防災部調査チーム
図-1 16日00時～06時までの１時間ごとの解析雨量

伊豆大島元町地区で発生した土石流
（国土地理院2013年10月16日撮影）

１. はじめに
平成25年10月15日から16日にかけて台風
第26号の接近・通過に伴う集中豪雨により、
伊豆諸島北部の伊豆大島元町地区上流域の
大金沢を中心に土石流が発生した。この土
砂災害は斜面上の樹木が大量の流木となっ
て市街地を襲ったために被害を大きくし、
多くの人命が失われた。
伊豆大島にある気象庁の大島特別地域気
象観測所では、24時間雨量824.0ミリという
記録的な豪雨が観測された。
大島元町のこれまでの24時間雨量の記録
は473ミリであったが、その約２倍という凄
まじい豪雨であり、午前３時前後には、１
時間雨量が100ミリ前後の猛烈な雨が３～
４時間程度も続いた。当センター
（STC）
は、
11月13日に現地調査（嶋丈示、厚井高志、

（出典：
「平成25年台風第26号に関する東京都気象速報」より）
図-2 大島の台風26号通過時の実績ハイエトグラフ

藤田浩司、今城貴弘）を行った。ここに、
現地調査による土砂移動の状況について報
告するものである。

２. 台風26号の概要
台風第26号は、10月11日03時にマリアナ
諸島の近海で発生し、14日03時には沖の鳥
島近海で非常に強い勢力となった。その後、
（出典：気象庁Webサイト
「気象統計情報」より作成）

日本の南海上を北北西に進み、15日午前に
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図-3 伊豆大島元町地区地質図

図-4 伊豆大島の傾斜区分

元町地区

野増

（東京都による平成17年度の航空ＬＰ測量データより作成）

は南大東島の東海上で次第に進路を北東に変え、16日

で、溶岩流を伴い、また１つの噴火割れ目に沿って並

未明から朝にかけて強い勢力を維持したまま伊豆諸島

んで形成されている事も多い。北西山腹の２つの噴火

や関東地方に最接近した。その後速度を速めて関東の

割れ目からスコリア放出と溶岩流の流下が起こり、現

東海上を北東に進み、16日15時には三陸沖で温帯低気

在の元町付近を溶岩が埋め尽くし（ 図3 Y5Ｌ）海まで

圧に変わった。伊豆諸島では台風の接近に伴い、16日

達した。その後山頂部からのスコリア・細粒火山灰の

未明から明け方にかけて伊豆大島を中心に非常に激し

噴出も起こり（ 図3 Y5C）
、上流部ではこの未固結な

い雨となり10月16日の午前0時から午前６時にかけて強

火砕性堆積物が数ｍの厚さで溶岩流を覆っている。元

い雨域が付近に停滞した 図1 。

町地区は、この14世紀の噴火で流れ出た溶岩流の上に

伊豆大島における過去20年間（平成６～24年）の月

つくられた街である。

降水量は多い時で600～800mm程度であったが、今回
の台風26号による降水量は1200mmを超える雨量を記
録した。近年の台風時の降雨と比較して平均降雨強度
が大きく、かつ降雨継続時間が長い 図2 。

3-2 島内の地形概要
山頂カルデラ外輪山外側の山腹斜面は概してなだら
かであるが、外輪山から海岸部までの距離は２～６km
と短く、
主要集落の上流では緩傾斜部の面積が小さい。
最大集落である元町上流（大金沢など各渓流の源頭部

３. 伊豆大島の地形・地質

～上流域）は、全体的に勾配35度以上の急傾斜となっ

3-1 島内の地質概要

ている。元町上流域の沢の源頭部は急傾斜で全体とし

伊豆大島の火山地質は現在の山頂カルデラ地形形成

て凹地形となっている 図4 。土砂移動規模の大きかっ

以前の先カルデラ火山と、カルデラ形成・後カルデラ

た大金沢では、他の流域と比較して地形の起伏が少な

火山に区分されている。側火山は確認できるものだけ

い。このため、大金沢で発生した土石流は流域界を乗

で80個以上存在している。側火山の多くはスコリア丘

り越えて流下している箇所が見られる。
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図-5 伊豆大島の傾斜区分

元町地区

（東京都による平成17年度の航空ＬＰ測量データより作成）

写真-1 土砂生産領域Ａの斜面状況

写真-2 土砂生産領域Ｂの斜面状況

写真-3 土砂生産領域Cのガリーの露岩状況

４. 大金沢の現地調査結果

ほぼ流出して崩壊面に残存していない 写真-1 。

今回の調査までに自衛隊による行方不明者の捜索と

土砂生産領域B（黄色）は、侵食深が比較的浅い斜面

土砂流木の撤去が勢力的に行われたことから、下流域

で、元地形が概ね残っている領域で、地表面の一部に

での土砂の除去がほぼ完了していた。そこで、土砂生

は倒木や根系などが残存している 写真-2 。

産源である中上流域を中心に調査した。
図5

は元町地区上流の土砂生産領域を、土砂災害発

生直後に撮影された航空写真判読および現地調査結果
をもとに３つに区分したものである。
土砂生産領域のうち、崩壊領域である土砂生産領域
A（朱色）は、崩壊領域は傾斜25°
以上の斜面に広く分
布している。崩壊領域の上部は、傾斜35°以上の斜面

土砂生産領域C（水色）は、
ガリーおよび流路で、
下方・
側方への侵食が卓越している領域で、河床の一部や溶
岩層が露出している 写真-3 。
写真

④〜 写真 ⑫は、土砂及び流木の流下状況を上流

域から下流域に掛けて撮影したものである。 図-6 に写
真撮影地点を示す。
写真

④、 写真 ⑤は御神火スカイラインより下流を望

領域とほぼ整合している。崩壊深が比較的深い斜面で、

んだもので、本川と左支川を分けている尾根部に残っ

元地形が不明瞭な領域である。立木およびその根系は

ている根系の方向などから流域界を越えて土砂移動が

sabo vol.115 冬 2014

9

写真 ④ 本川より下流を望む

写真 ⑤左支川より下流を望む

写真 ⑥ 本川堆積工の上流

写真 ⑦ 本川から左支川への越流

図-6 大金沢写真位置
（土石流の崩壊～流下範囲）
（作図、嶋）

あったものと考えられるが、大半の土砂と流木は流域
界の谷地形に沿って流下している。
写真

⑥は本川から上流を望んだものである。本川では

深い侵食があり、左支川方向へも分流している 写真 ⑦。
また、その下流の神達地区では、本川と左支川を分け
る流域界の比高差が小さいため再び本川と左支川の流
れが合流している 写真 ⑧。
写真

⑨は斜面崩壊に位置する御神火スカイラインの

状況である。道路自体が流され分断されているが、残
存部も多いことから、崩壊深は浅く斜面が板状体で流
下し、根系を含んだ浅い侵食により流木化したことが
わかる 写真 ⑩。
写真

⑪は大金沢本川堆積工の土砂と流木の除石状況

である。概ね本川からの土砂と流木は大金沢本川堆積
工で捕捉されていた。これに対して左支川は施設がな
く、多量の流木によって民家が喪失した 写真 ⑫。

10 sabo vol.115 冬 2014

写真 ⑧ 本川からの越流と左支川の合流部
（下流方向を望む）

写真 ⑨ 左支川流域内の道路
（御神火スカイライン）

写真 ⑩ 道路上に留まっている流木

写真 ⑪ 大金沢本川堆積工の除石状況

５．おわりに
今回の伊豆大島の土砂災害の発生状況を顧みると
大金沢では斜面上部の広い範囲で連続した崩壊と侵食
が生じた結果，
多量の土砂と流木を下流に押し流した。
また、火山斜面による複雑な地質の影響で流域界を示
す尾根が不明瞭で、これを越えて隣接流域に流入する
といった複雑な流下が見受けられた。大金沢は、右支
川、本川、左支川からなるが、右支川と本川から生産
土砂は谷地形に沿って土砂及び流木が流下しており、
既設の堆積工により捕捉され効果を発揮して被害拡大
を防いでいるものの、左支川は起伏が小さく上流の斜

写真 ⑫土砂・流木により被災した家屋

面崩壊がそのまま板状で流下し、途中の樹木を巻き込

能を持った施設などと組み合わせる工夫も必要であろう。

みながら神達地区、元町地区を襲ったものと推察され

台風第26号により、多くの人命が失われました。最

る。このような谷地形が明確でない箇所では、従来の

後に、今回の災害で亡くなられた方々のご冥福をお祈

砂防施設で土砂及び流木の流下を防ぐことは難しい。

りするとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申

このため、従来の施設効果のみではなく、新たな機

し上げます。
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『国土保全学研究室』
活動紹介

１. 研究室の位置づけ
連携研究部門の前身である流動研究部門は、大学内
の基幹研究で得られた成果を活かした実社会への還元

北海道大学大学院
農学研究院 寄附講座

（アウトリーチ）を行うために、内外の多様な組織との

野呂 智之

より、平成25年度からは「連携推進」と「融合研究」の

のろ ともゆき

北海道大学大学院 特任准教授

昨年４月に開設された北海道大学大学院「国土保全

連携を促進させることを目的として平成23年に設置され
ました。その後、研究内容や人員の拡充が進んだことに
２分野体制に再編されています。
前者は国際連携や地域連携を通じて研究成果のアウ
トリーチを担うことになっています。一方、国土保全学

学研究室」は、実社会に直結した実践的な研究と国

研究室が所属する融合研究分野の役割は『複雑化・多

土保全を担う人材の育成を目指して、当センターの公

様化する社会の今日的要請に応えるべく、主に短中期的

益事業の一環として設立されたものです。その活動
内容の一環を野呂特任准教授にご紹介頂きました。

な目標のもと、行政的な要請などに基づく連携から生ま
れる先端的プロジェクトを推進』することです。当分野
には現在以下の２研究室が寄附講座として設置されてい
る他、文部科学省の研究支援プログラムが実施中です。
研究室

微生物新機能開発学
研究室
（H21～）
国土保全学研究室
（H25～）

写真-1 基調講演

寄附機関

（公財）発酵研究所
（一財）砂防・地すべり
技術センター

２. 防災フォーラム
「大災害に備えて」
研究室の開設後、土砂災害防止月間中の平成25年6月
10日
（月）に月間の啓発行事と研究室の開設披露を兼ね
たフォーラム
（基調講演、パネルディスカッション）を北海
道大学で開催しました。
奥野信宏教授
（中京大学総合政策学部）による「防災・
減災と人の繋がり──先進国に相応しい安定感ある社会
の構築──」と題した基調講演では、国土政策の理念や
全国総合計画の歴史、東日本大震災で見られた人々の絆
による交流や連携についての紹介があり、多様化する社

写真-2 パネルディスカッション

会で求められるようになってきた主体「新しい公共」につ
いての展望を解説していただきました 写真-1 。なお、奥野
教授は11月より国土審議会会長に選任されています。
パネルディスカッションでは、北海道内外の行政関係
者から近年の災害対応における経験や将来の課題などの
話題提供がありました。パネリストの一人である菊谷秀
吉伊達市長からは、有珠山の1977年噴火と2000年噴火
においてそれぞれ民間会社・市長として災害対応に従事
された当時の状況を報告していただきました 写真-2、3 。

写真-3 約200名の参加者

12 sabo vol.115 冬 2014

また、今回の寄付に際し大学から（一財）砂防・地すべ

り技術センターに対する感謝状が山口佳三北海道大学
総長から近藤理事長へパネルディスカッション終了後に
贈呈されました。

３

国土保全学研究室の研究テーマ

研究室の運営は南哲行
（特任教授）
、野呂智之
（特任
准教授）
、
土井聡子
（事務補助員）
の３名であたっています。
研究室の柱となる中心的なテーマとして「北海道における

写真-4 都市砂防に関する現地討論
（琴似発寒川）

大規模災害の解明」と「地域防災力の向上」を掲げて
います。
災害対策においていわゆる「想定外」とされてきた発
生確率や規模の現象において、発生メカニズムやリスク
評価に関する調査研究の必要性が強く主張されてきてお
り、
特に東日本大震災以降はその動きが加速しています。
当研究室では目安として過去100～1000年程度の間に発
生した事例を対象として考えていますが、ここで大きな
課題となるのが道内の災害記録です。先住民族であるア
イヌは文字をもたないため、古文書として記録が残され

写真-5 現在はM1と３年生が中心

るようになったのは開拓が始まった主に明治以降のこと
です。そこで、古文書に代わる手法としてアイヌが口承

中堅職員を対象とした勉強会
（国土保全研究会、月１回）

で伝えてきた地名や民話から読み解こうと考えています。

を始めています 写真-4 。

北海道大学にはアイヌ文化を専門に研究している部署
（ア

加えて丸谷研究室
（流域砂防学）の大学院生や学部生

イヌ・先住民研究センター）があり、彼らの協力も得られ

を対象として、国土交通白書や河川砂防技術基準など、

るよう要請をしているところです。

行政で日常的に使われている資料を用いて最近の行政課
題などを議論する場
（国土保全行政ゼミ、月２回）も進

人間六代目ごとに現れる人喰い熊……ばりりっと聞こ

行中です 写真-5 。

える熊の歯ぎしり……石を詰めた袋を地面にたたきつ

また、将来社会の多様な分野に進む人材に対して国土

けるようなぴしっぴしっと言う足音……頭が前と後ろ

保全学についての教育を行えるよう、学部横断的なカリ

に２つあり、それぞれへらのような角が生えて……

キュラムが可能な大学院共通授業の開設を準備中です。

民話「炎の馬」
（萱野茂著）の中で平取町のアイヌが伝

最後に、自治体などから講演の要請があれば可能な

える一節
（一部を編集）ですが、本誌の読者であれば「流

かぎりお伺いしたいと考えていますので、お気軽にお問

木と黒い巨石をともなった土石流」の姿が目に浮かびま

い合わせ下さい。講演実績
（計10件、平成25年11月現在）

せんか。このような伝承に関する事例収集の準備を進め

を含めて、研究室の活動についてはウェブサイトで随時

ており、災害記録としての有効性を検証していきたいと

更新して参ります。下のQRコードまたはアドレスをご参

考えています。

照下さい。

４

人材育成に関する教育支援活動

近年、地震や集中豪雨による大規模災害が多発する
なか、関連する法律の改正も含めて行政機関の災害対
応が変化
（充実）してきています。このような取組事例や

http://www.agr.hokudai.ac.jp/
kokudohozen/index.html

その背景などについて、開発局・道庁で砂防を担当する
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立

連載エッセイ

春を過ぎて、光は少しずつ力

った場合のことで、昨年の10月は発

を増してきていますが、まだま

生した台風のすべてが日本に接近し

だ冬の真っ最中です。2013年の暑

たことになります 表１ 。

が、昨年の夏から秋にかけての天気

そ

を振り返ってみたいと思います。

台風26号は10月16日の未明から朝

かった季節を忘れてしまいそうです

避難の
大切さ

の中で最も大きな人的被害を
出した台風が、26号でした。

８月12日には高知県の四万十市

にかけて強い勢力のまま関東地方に

で41度と国 内 最 高 気 温 の 記 録 を

接近しました。

更 新しました。それまでの記 録は

台風が接近する前日10月１５日の

2007年の埼玉県熊谷市と岐阜県多

ニュースでは、首都圏の朝の通勤通

治見市の40度９分。1933年の山形

学時間帯に台風が接近する予想だ

市
（40度８分）の記録を更新するま

ということで交通機関の乱れなどに

でに70年余りありましたが、今回は

ついて注目が集まっていました。し

たった6年で記録を塗り替えました。

かし、最も大きな被害が出たのは伊

また８月には、日本海から湿った

半井 小絵

なからい さえ

気象予報士・フリーキャスター

豆大島でした。記録的な大雨となり、

空気が流れ込んで、大気の状態が

大規模な土砂災害が発生してしまい

非常に不 安定になり、秋田県・岩

ました。

手県を中心に記録的な大雨となりま

大 島 町の10月16日の 降 水 量 は

した。秋田県鹿角市内では1時間に

824ミリ。10月ひと月の平年の雨の

108.5 ミリの雨が降りました。近年、

量が329ミリですから、１ヶ月に降

これまであまり大雨が降らなかった

る雨の量の2.5倍がたった１日で降

北の地 域でも、1時間に100ミリを

ったことになります。町に押し寄せ

超える雨が観測されることも珍しく

た土石流は主に黒色の火山灰から

なくなっています。

構成され、泥流のような状態でした。

更

図１ 2013年10月16日 午前3時天気図

に特徴的だったことは数多く

流れる速度が速く、衝突力が大きか

の台風が発生したことです。

ったために被害が拡大したとみられ
ます。

ここ10年間の統計をみても、2004
年の 発 生29個、 上 陸10個は記 録

お亡くなりになられた方々の無念

的 でした が、2013年 の 発 生 数 は

とご遺族の悲しみ、そして被災され

2004年を上回り、31個
（12月10日

た方々の苦しみを考えると胸が痛み

現在……それ以降は発生していませ

ます。

んので、14日が 現 時点にて最新で
うち日本に接近した台風は14個で、

悲

10月が６個と最も多くなりました。

……。被害が起こってしまった後か

接近とは台風の中心が国内のいずれ

ら、
「こうすべきだった」など誰にで

かの気象官署から300km以内に入

も言うことができます。実際の災害

す）の台風が発生しています。その

気象庁HP：災害をもたらした気象事例
「台風第 26 号によ
る暴風・大雨」
表１ 台風の発生数、接近数と上陸数：2013年

発生

1月

2月

１

１

接近
上陸

3月

4月

5月

惨な災 害から命を守るため
に、どのようにしたらいいか

6月

7月

8月

9月

10月

11月

４

３

６

８

６

２

２

１

２

４

６

２

12月

合計
３１
１４
２

（単位…個、11月14日現在）
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思わなかった……」ということが多

さ

いのです。同じような雨が降っても、

情報の内容を知っておくこ

土砂災害が発生するとは限らず、ど

とも必 要です。情 報を聞

の場所で起こるかを事前に予想する

いても、情 報の内容を理

のは至難の業です。あえて振り返っ

解していない場合には、ど

て伊豆大島の土砂災害を考察する

のような行動をとればよい

と、日付が 変わった16日の未明に

かイメージができません。

災害が発生してしまったことから、

土砂災害警戒情報や竜巻

避難するタイミングは、土砂災害警

注意情報などがどんな時に出される

戒情報が出た15日の午後６時５分

かご存じですか。また、自治体が発

だったかもしれません。しかし、同

令する避難の情報の意味を理解して

とだと思いませんか。情報とあわせ

じ頃に土砂災害警戒情報が出されて

いますか。

て、安全な空間はどこかも、日ごろ

は「まさか、こんなことが起こると

らに 避 難 などの 行
動をするためには、

写真提供：東京大学 情報学環 総合防災情報研
究センター 田中淳教授

いた自治体の多くが避難の情報を出

去年10月から11月にかけて私が行

していなかったことからも、いかに

った４か所の講演の中で、来場され

近年、集中豪雨が増加し、勢力

その判断が難しいかがわかります。

た方々に「避難勧告、避難指示のど

の強い台風が接近、上陸するなどシ

ちらが、緊迫感があると思うか」と

ビアな気象現象が増加の傾向にあ

いう質問をしました。

ります。防災情報を正しく理解し、

命を守るために大切なことは、早
め早めの避難です。自治体からの呼
びかけがない場合でも、雨量などの

「避難勧告」は、災害の恐れが予

気象情報などを調べ、危険な状況で

想される住民に対して避難を勧める

あると判断した場合には自主的に避

もので、強制力はありません。一方、

難をしておけば「こうしておけばよか

「避難指示」は、被害の危険が迫

った……」という後悔はしなくてよ

ったときに発表されます。住民に対

いのです。避難していたのに災害が

し、避難勧告よりも強く避難を求め

発生しなかった場合でも、
「何も被

るものですから、至急、避難行動を

害がなくてよかった」と思える環境

開始する必要があります。結果は、

づくりは地域ぐるみで取り組むべき

すべての会 場で、避難 勧告、避難

課題のひとつだと感じます。もちろ

指示がほぼ半々に分かれました。

ん、いつも危険だと思っていては気

危険が迫っているのに、避難指示

が休まりません。しかし、
「何かいつ

だからまあ大丈夫だろうと誤った解

もと違う雨の降り方だ」などの異常

釈をしてしまうかもしれない方々が

を感じた時には、すぐに行動してい

約半数もいたわけです。情報の意味

ただきたいと思っています。

を理解していないことは恐ろしいこ

から考えておくことも必要です。

能動的に取得し、早めに避難するこ
との大切さを日々実感しています。

イラスト：仲野順子
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内外で激化する災害

特集

平成25年10月16日、死者・行方不明者が39名という伊
豆大島の災害に、国内で衝撃が走った。今回の災害では、
台風26号に伴う極端な豪雨と火山地域特有の地盤の脆
弱さが災害の規模を大きくし、避難等にかかるソフト対

特別寄稿

世界に貢献する
日本の砂防を目指して

応の在り方が被害の規模を大きくした。
目を海外に転じると、今年に入っても、ネパール・イ
ンド北部では、６月15日から17日にかけてのモンスーンの
降雨により、大規模な災害が発生している。インドでは
大規模土砂崩壊のため死者・行方不明者が5,000人以上
であると政府が発表している。
7月12日には、インドネシア・アンボン島で大規模崩壊
により天然ダムが形成された 写真-1 。その規模は、高さ
約120ｍ、湛水量約1,600万㎥に及ぶ。ただちに、その
対策として日本政府から砂防技術者が派遣され、その
対応に当ったが、７月25日に越流し破堤、天然ダム本体

岡本 正男

はかなりの部分が無くなり、小さな湖が残る状況となっ

おかもと まさお

ている。下流域の470世帯5,227名の家屋
（村の60％）が

（一社）
国際砂防協会 理事長

ほぼ全て流失したが、警戒避難体制が日本側の助言で
功をなし、死者・行方不明者が３名で済んだのが不幸中
の幸いであった。
また、11月８日には最大級の台風30号により、12月８
日現在でフィリピンで約6,000人を数える犠牲者を出すと
いうように、世界各地で極端な豪雨等により災害が激化
する傾向にある。

世界の災害状況と特徴
5,000人以上の死者・行方不明者を出した20世紀以降
の世界の主な自然災害を示す 図-1 。20世紀最大の自然
災害は1970年のバングラディシュのサイクロン災害で、犠
牲者が50万人を数える。10万人を越える災害をみると、
地震を原因とするのが６例、サイクロンは３例であり、突
発的に起こる予知困難な地震の被害例が多いが、近年
では比較的予測しやすい周期的に発生するハリケーンや
台風による被害も、地球温暖化の傾向を受け多くなって
いる。
自然災害発生頻度及び被害状況の推移を見ると、全
ての項目が増加傾向にあるのが判る 図-2 。特に、1990
年代後半には、世界各地で大規模な自然災害が多数発
生した。1997年〜2001年の年平均自然災害発生件数は
1972〜1976年に比べて7.2倍になっている。地域別にみ
（インドネシア国アンボン島ワイエラ川）
写真-1 平成24年7月に発生した天然ダム

（写真提供：国土交通省）
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ると、発生件数、死者数、被災者数、被害額のいずれ
もアジアが多くを占めている 図-3 。

被災を受ける国は、災害に弱い開発途上国ばかりでな

（概数／人）
図-1 世界の主な災害状況
（20世紀以降）死者・行方不明者数

く、比較的災害に強いとされてきた国々でも被害を受け
ている。被害額の地域別割合で見ると、アジアが50％を
占めている。日本は国土面積が世界の0.25％しか占めな

出典:
「世界の主な自然災害の状況
（20世紀以降）
」,社会実情データ図録,
http://www2.ttcn.ne.jp/
honkawa/4367.html

いが、被害額は約15％を占めている。最大の被害額は、
2005年のアメリカのハリケーン
「カトリーナ」の数百億か
ら数千億とされている。
今までは局地的に災害の影響が限られていたが、グロ
ーバル化が進み、大規模な災害が世界の経済や社会の
安定化等に与える影響は無視できなくなっている。

世界での取り組み
1989年の国連総会において、1990年代を国際防災の
10年
（IDNDR）とすることを決め、
「予防の文化を作る」
（Building a Culture of Prevention）
というテーマのもと、
自然災害による影響を軽減させるためにさまざまな活動
が行われた。中間年である1994年５月に横浜市で開催さ
れた第１回
「国連防災世界会議」では、持続可能な開発
には災害予防の認識が不可欠であること、予防対策充

図-2 世界の自然災害発生頻度および被害状況の推移
（年平均値）

実のため各国の防災体制を確立すること、そして行政や
メディアも含めたさまざまな運動体間での防災情報の共
有等を骨子とする「横浜戦略」が採択された。
阪神・淡路大震災から10年後の2005年１月には、神
戸市で第２回目の「国連防災世界会議」が開催され、
2005年から2015年までの世界共通の防災目標として、持
続可能な開発の取り組みに減災の観点をより効果的に取
り入れること、全てのレベル、特にコミュニティレベルで
防災体制を整備し、能力を向上すること、そして緊急対
応や復旧・復興段階においてリスク軽減の手法を体系的
に取り入れることが目標として掲げられ、
「兵庫行動枠
組」が採択された。

出典:内閣府政策統括官
（防災担当）
「第1部災害の状況と対策
,
特集指標等からみる我が国の防災対策 1は
じめに」
「防災に関してと
(
った措置の概況平成25年度の防災に関する計画」),内閣府ホームページ,
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/H25_honbun_1-4bu.pdf

図-3 地域別に見た1982〜2011年の世界の自然災害

2015年３月には、仙台市で第３回目の「国連防災世界
会議」を開催し、東日本大震災の復興を世界に発信す
ることとしている。この国際的な防災活動の流れを見る
と、いかに日本がリーダーシップを取っているかが判る。

日本の砂防を世界に発信
─インタープリベント2014奈良開催
日本の砂防を通して世界の土砂災害軽減に貢献するた
め、
国土交通省砂防部局等の国の機関をはじめとして（公
社）砂防学会、
（一社）全国治水砂防協会、
（一社）国際
砂防協会、
（一財）砂防・地すべり技術センター、
（一財）
砂防フロンティア整備推進機構等の砂防関係機関が、

出典:内閣府政策統括官
（防災担当）
「第１
,
部災害の状況と対策 第3章我が国の災害対策の取組の状況等2
災害対策に関する施策の取組状況2-6国際防災協力(1)世界における最近の災害」
「防災に関してと
(
った措
置の概況平成25年度の防災に関する計画」),内閣府ホームページ,
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/H25_honbun_1-4bu.pdf
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果たしてきた役割は大きいものであり、今後も期待され
るところである。
なかでも、日本の砂防関係機関が結集して、世界各

インタープリベント2014奈良
開催期間

平成26年
（2014）11月25日
（火）
～28日
（金）

開催地

奈良県奈良市（会場：奈良県新公会堂）

国からの参加を得て開催する環太平洋インタープリベン
トは、日本の砂防を発信するとともに、各国との情報交
換や情報共有の観点からも意義のあるものである。ここ
に、今年奈良県で開催される「インタープリベント2014
奈良」を紹介し、皆様の参加を期待する。

おわりに
今、世界の防災に対する潮流は、国際連合国際防災
戦略が発信している「防災の主流化」という言葉に代表

インタープリベントは、洪水、土石流、地すべり、雪

されるように、各国政府が防災を政策の優先課題とする

崩などによる災害の防止・軽減に関する学際的な研究の

方向にある。我が国においても、昨年７月に東北３県で

促進と防災技術・知識の普及を目的とし、行政機関の技

開催された「世界防災閣僚会議」において防災の優先

術者と大学などの研究者が連携して組織された防災に

順位を上げること、予防措置が重要であることが確認さ

関する総合的な国際学会である。1967年、クラーゲンフ

れている。自然災害で亡くなるのは個人の責任ではない。

ルト
（オーストリア）で第１回目の会議が開催され、その

自然災害の脅威から脱却するには個人の力では極めて困

後ほぼ４年に１回開催している。1980年、第4回のバッド

難である。そして、脅威は普遍的に存在し、放置してお

イシュール
（オーストリア）大会で日本が初めて参加し、

くと死という重大な結果に至る。

1992年、ベルン
（スイス）大会において、
「環太平洋イン

その国が、自国民をどれだけ愛しているか、大事にし

タープリベント協議会」の設立が認可され、2002年、

ているかは、防災にどれだけ力を入れているかどうかが、

長野県松本市で環太平洋地域においてインタープリベン

大きなバロメーターになる。世界各国が防災に心を配る

トの地域会議が初めて開催され、環太平洋においても４

よう、防災立国として今日ある繁栄を築いてきた日本が

年に１度
（欧州開催の中間年）の開催となり、2006年の

負う役割は極めて大きいといえる。なかでも、災害が多

新潟県新潟市、2010年の台湾台北市に続いて、2014年

い日本で発達してきた防災技術の一つが砂防であり、日

に奈良県奈良市での開催が決定された。

本は世界に安全・安心をもたらすため、世界で最も優れ

今回は、
「強靭さを備えた社会を構築するための減災

かつ信頼されている「日本の砂防」を普及して行かなけ

対策」をテーマとし、環太平洋地域全体において、近年

ればならない。自然的現象や人為的現象を原因として流

特に頻発している気候変動の影響による豪雨や台風、

出した土砂により荒廃した自然を穏やかな自然に回帰さ

地震、火山噴火等に起因する大規模な土砂災害のさまざ

せ、人間生活に対する自然の脅威を軽減するのが砂防で

まな現象に対して、適切な対応策を検討し進めていくこ

ある。昨今の地球温暖化による影響により、激甚な土砂

とを目的としている。後の防災に関する研究及び考察を

災害が多発しているなかで、開発途上国は言うに及ばず、

深めるためにも、2011年９月に台風12号の豪雨で大規模

先進国でも、世界は正に「日本の砂防」を必要としている。

な土砂災害に見舞われた奈良県での土砂災害防止・減災
に関する情報の研究及び考察を深め、その成果を積極
的に世界の技術者、研究者、行政関係者、教育関係者
等に発信していくことが重要である 写真-2 。
このシンポジウムのテーマは、以下の６つのカテゴリー
に大別されている。
１. 現地調査、解析、モデリング
２. 大規模災害
３. 危機管理とソフト対策
４. ハード対策とその効果
５. 復興活動
６. 持続可能な土地利用のための管理

写真-2 平成23年9月の台風12号に伴う豪雨により発生した深層崩壊

（写真提供：国土交通省）
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1. はじめに

特 集１

タイ国土砂災害
予警報調査

（チャオプラヤ川流域洪水
対策プロジェクト関連）

派遣報告

平成25年７月中旬から９月中旬にかけて、
「タイ国チャオ
プラヤ川流域洪水対策プロジェクト
（洪水管理システム構
築支援）
」の一部として、タイ国の土砂災害関係予警報シ
ステムについて調査・検討する業務を担当し、タイ国にお
ける土砂災害の実態や警戒避難対策の一端を知る機会を
得たので、その一部を紹介する。
なお、
「タイ国チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト
（洪水管理システム構築支援）
」は、2011年のチャオプラ
ヤ川洪水災害を契機に立ち上げられたJICAのプロジェクト
で、
（一財）河川情報センターがJICAからの委託を受けて
実施したものである。

田村 毅

たむら たけし

（一財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所 調査役

２. タイ国の土砂災害担当機関
今回の業務のカウンターパートは、Ministry of Natural
（天然資源・環境省）に属
Resources and Environment
す るDWR
（Department of Water Resources： 水 資 源
局）という組織である。DWRは、2005年頃から、タイの
中山間地域における豪雨災害対策として、Flash Floodや
Landslideを対象とした予警報システム
（Early Warning
System）を整備している。このシステムの現状を調査し、
改善につながるような技術的提案を行うことが今回担当し
た業務内容であった。
一方、同じ省の中に、DMR
（Department of Mineral
Resources：鉱物資源局）という組織もあり、こちらも、
土砂災害に対する警戒避難体制整備に取り組んでいた。
これまで、タイ国の土砂災害担当機関としては、ハード
対 策 はRID
（The Royal Irrigation Department：王 立

写真-1

灌漑局）
、ソフト対策はDDPM
（Department of Disaster
Prevention and Mitigation：防災減災局）
と聞いていた
（比
留間雅紀
（2011）
：台風委員会と参加国の土砂災害担当機
関, sabo, Vol.107, p.39-42）が、今回の業務によって、前
述の２つの組織を、土砂災害対策に関わっている機関とし
て新たに認識した。

３. タイ国の土砂災害の実態
今回ヒアリングした関係者の一人で、Kasetsart
（カセ
写真-2
（写真提供：DWR Regional Office 9）
写真-1・2 土石流・泥流による被害

サート）大学工学部地盤工学研究室の准教授であるDr.
Suttisak Soralump氏によると、タイ国では数年に１回程
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度の頻度で、全国ニュースになるような大規模な土砂災害
が発生しているとのことであった。
また、同准教授の調査によると、1970年から2006年ま
での37年間で534人
（年平均にすると14人）が土砂災害で
亡くなっているとのことであった。
写真-3

写真-1・2 は、そのような大規模な土砂災害の例で、土石

流・泥流による被害の事例写真であるが、このような現
象をタイ語では「NAM PAA
（ナム・パー：森の水という意
味）
」というそうである。
このようなナム・パーが出てくる上流では、 写真-3・4 のよ
うな山腹崩壊が多発している。このような崩壊のことを、
タイ語では「PAN DIN TALOM
（パン・ディン・タロン：
地面の崩壊という意味）
」というそうである。
なお、土砂災害の原因となるような崩壊のほとんどは表
層崩壊であるとのことであった。これは、タイの山腹斜面
のほとんどが果樹植栽や耕作に利用されていて森林が発

写真-4
（写真提供：DWR Regional Office 9）
写真-3・4 同時多発的な山腹崩壊

図-1 DWRのEarly Warning System

達していないことにも関係があるかもしれない。
写真-2

～ 写真-4 は、いずれも2006年５月にタイ北部の

Uttaradit（ウッタラディット）県で発生した土砂災害の写
真である。この災害では、日雨量330mmの大雨によって
広域的な土砂災害が発生し、死者・行方不明者が103人
に達したということである。

４. DWRが整備している予警報システム
テレメータ雨量観測局を集落に設置し、15分間隔の雨
量情報をDWRがリアルタイムで監視するとともに、観測雨
量が基準値に達するとサイレンと回転灯が作動して、住民
に３段階のアラームを自動的に伝達するようになっている
（DWR Early Warning Center提供の図に加筆）

図-2 警報基準表

図-1 。

この３段階の基準値は、12時間累積雨量を指標として
設定される。 図-2 のとおり、全国を南部以外の地域と南
部地域に分けた標準値が設定されているが、各村の実情
に応じて適宜調整して運用しているとのことであった。
また、観測局を設置した集落ごとに住民ボランティア
（村
長が努めることが多いとのこと）が決まっていて、観測局
の状態監視や、アラームが作動したことの集落住民への
伝達、避難の呼びかけなどを行うことになっている。
このような観測局を、タイ全国の中でもLandslide災害リ
スクが高い中山間地域の4,427集落を対象に2005年から
整備を始め、2012年時点で3,206集落がカバーされている
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（観測局数では1,052箇所設置済）とのことであった。
写真-5 ～ 写真-8 は、今回の業務の中で視察した、タイ

北部のNan
（ナーン）県にあるHuay Thanu
（フェイ・ターヌ）
村にある観測局の状況である。
DWRの地方機関の職員の方と、住民ボランティアの方

写真-5 概況説明を聞いているところ

がシステムの仕組みと運用方法について丁寧に説明され、
このシステムを運用していくことに対する熱意の高さを感じ
た。特に住民ボランティアの責任感の強さは、このシステ
ムの大きな強みの一つだと感じた。

５. 実施した技術的提案の概要
DWRが整備している予警報システムの現状を踏まえ、
システムの改善に関する技術的提案として以下の５点を整
理し、DWRの担当職員を対象とした説明会で提案した。
①警報基準の精度向上：着実に蓄積されている雨量観測
データを有効活用し、長期と短期の雨量指標を組み合

写真-6

わせた警戒避難基準雨量を検討することを提案。
②地象現象に基づくアラートの発信：住民とDWRの間の
連絡体制を生かし、河川溢水や土砂崩れ等の地象現
象の発生情報を、アラートとして近隣地域内で共有する
仕組みを提案。
③源流流域や山の上での降雨観測実施：今後の観測局整
備にあたり、少しでも上流域に設置する配慮を提案。
④レーダ解析雨量計の実用化に向けた取り組み：多数の
テレメータ地上雨量計を運用している機関として、関係
機関と連携してレーダ解析雨量の実用化に取り組んで

写真-7

いくことの重要性を指摘。

写真-6・7 観測機器の設置状況

⑤土石流や泥流の氾濫堆積範囲の調査：土砂災害発生
現場の実態把握のうち、タイではあまり行われていない
氾濫堆積範囲調査の実施を提案。

６. おわりに
今回の業務を通じて、タイでも日本と同じような土砂災
害が発生しており、警戒避難システム整備も実用レベルで
進められていることが分かった。
土砂災害に関する同じような課題に対して取り組んでい
る国同士ということで、これからも機会のあるたびに、技
術的な情報交換を続けていくことがよいと感じた。

（左・中央）
と住民ボランティア
（右）
写真-8 案内・説明頂いたDWR職員
（写真提供：FRICS 井上 康氏）
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1. はじめに

特 集２

ヨルダン国
ダム堆砂対策計画
派遣報告

国際協力機構JICAの要請により、2008年～2010年
に筆者が参画していた「ヨルダン国乾燥地砂防プロジ
ェクト」のフォローアッププロジェクト「ヨルダン国
ダム堆砂対策計画」の実行部隊として派遣されたので
報告する。今回の任務目的は、2010年度のプロジェク
ト完了時に提言した事案の進捗確認とフォローアップ
指導、およびヨルダン国の生命線であるダム貯水池の
機能を維持管理するために必要なダム堆砂対策技術に

池田 暁彦

関する指導であった。今回の派遣メンバーは筆者と、

いけだ あきひこ

MUJIB DAM左岸に位置する地すべり対策に関する技

(一財)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

術指導を行うために杉本宏之氏（（独）土木研究所 地
すべりチーム主任研究員）の２名が派遣された。なお、
本プロジェクトのカウンターパートは前回同様にヨル
ダン渓谷公社
（JVA；Jordan Valley Authority）
である。
派遣期間は2013年９月27日～10月5日の９日間であ
り、過去の派遣期間の半分程度だったものの、毎度の
ことながらヨルダン国全土を南北に駆け巡りながら厳
しいスケジュールで任務を遂行してきた。現在、シリ
アで内戦が勃発しているために大勢のシリア難民がア
ンマン郊外に避難しているために少々緊迫した雰囲気
となっていたが、ヨルダン国内の治安は依然としてよ
く、３年ぶりのヨルダンを少々楽しみながら無事任務
を遂行することができた。

2. 現地調査・指導の概要
杉本氏はMUJIB DAM左岸地すべり周辺を重点的
に、筆者は後述するJVA所管の10基のダム内の６基の
ダムの現地調査と技術指導を行った。以下に概要を示
す。
写真-1 MUJIB DAMと左岸地すべり地の全景

①MUJIB DAM地すべりにおける対策
Wadi MUJIB中流域に位置するMUJIB DAM左岸に
地すべり地が分布しており、ダムおよび貯水池への影
響が懸念されていたことから2008年～2010年派遣時に
地すべり対策技術および動態観測に関する指導を実施
していた 写真-1 。しかし、2013年2月16日豪雨に伴っ
て地すべり末端が滑動して土塊の一部が貯水池に流入
したことから、緊急対策に関する技術指導を行った。
今回はOJTによる現地調査を実施した後、1現状に
おけるMUJIB DAM地すべりの安定性の評価、2ダ
ム貯水池に隣接する地すべり地の対策に関する講義

写真-2 MUJIB DAM地すべり対策に関する講義
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写真-2 、3JVA職員に対する地すべり対策実施計画策

定に関する技術指導、4）MUJIB DAM地すべりへの

状であった。今後もあまり情勢の好転は望めないかも

緊急対策の提案を実施した。

しれないが、引き続き努力を続けていただきたいと思

②ダム堆砂対策計画（６基のダム）

う。

JVAが所管する10基のダムの内、ダム堆砂が顕著

最後に、本プロジェクトの立ち上げに尽力された

と な っ て い る ６ 基（WADI ARAB DAM、ZIQLAB

JICA地球環境部の緒方隆二氏と、現地でサポートし

DAM、KARAMEH DAM、WALA DAM

て下さったJICAヨルダン事務所の田中 俊昭所長、涌

写真-3 、

MUJIB DAM、TANNUR DAM）を 対 象 に、 ダ ム

井次長、Hani Al-Kurudi所員、平田所員をはじめとす

堆砂対策計画等に関する技術指導を行った。なお、

るみなさまに厚く御礼を申し上げます。

KARAMEH DAMについてはダム堆砂ではなく、ダ
ム上流に位置するガリー侵食対策に関する技術指導を
行った。また、TANNUR DAMについては隣接する
Wadi LABANからの水をTANNUR DAMへの導水計
画に関する現地調査も実施した。
一般的に、進行するダム堆砂に対して最も効果的な

埋没した下段の取水口

対策には堆積土砂の除去
（除石）
や排砂がある。
しかし、
ヨルダン国では重機や機材が確保できないこと、ダム
には排砂ゲートが存在するが排砂とともに貴重な水資
源が放流されることをJVA上層部が許可しないため、
除石も排砂も困難な状況にある。このため、2008年～
2010年派遣時には上流域における土砂生産・流出対策

写真-3 WALA DAMの堆砂状況と埋没した取水口

やダム貯水池直上流における貯砂ダムの計画を検討し
てきた。
今回はダム貯水池直上流における対策に加えて、
TANNUR DAMで実施している排水ポンプシステム
写真-4 が排砂に対しても有効であると考え、そのポン

プによる排砂システムを中心に置いた対策について
指導した。また、2010年派遣時に10基のダムに対す
るダム堆砂計画（施設配置計画）を提案していたが、
今回は現状の堆砂状況を考慮してZIQLAB DAMと
TANNUR DAMについては計画を更新した 写真-5 。
写真-4 TANNUR DAMでのポンプによる排水状況

3. おわりに
今回は2008年～2010年の３カ年にわたる「ヨルダン
国乾燥地砂防プロジェクト」のフォローアップという
位置づけで、地すべり対策とダム堆砂対策に関する
技術指導を行った。ヨルダン国側のC/PであるJVAの
方々は３年前と変わらず真摯な態度でプロジェクト
に取り組み、何とかヨルダン国の水資源を確保すべく
日々努力しており、心から敬意を表したい。しかし、
残念なことに３年前と比べて中東情勢が大きく変化し
た影響を受けてJVAの予算が大幅に縮小されてしま
い、本プロジェクトはほとんど進展していないのが現

写真-5 TANNUR DAM上流の貯砂ダムの候補地点
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ネグリ・リマ村

ワイエラ川

特 集３

アンボン島で決壊した
天然ダム対策
緊急調査について
萬徳 昌昭

まんとく まさあき

（一財）
砂防・地すべり技術センター 企画部長

天然ダム

写真-1 天然ダム、ワイエラ川とネグリ・リマ村の位置関係

ここにその調査団派遣について報告するものである。

２. 調査団の構成
調査団は国交省調査団の石塚忠範土木研究所土砂管
理研究グループ上席研究員と山越隆雄国土交通省砂防
計画課長補佐の２名に加えて、JICA調査団の野村康裕

１. はじめに
2013年７月25日、インドネシア共和国
（以下、イ国とい

国総研砂防研究室研究官、野呂智之北海道大学大学院
国土保全学研究室特認准教授と筆者の３名、合計５名

う）マルク州アンボン島のワイエラ（Wai Ela）川流域で

で編成され、石塚上席研究員が団長を務めた。

は、約1年前から発生していた天然ダム 写真-1 が決壊し、

３. 現地調査行程

下流のネグリ・リマ
（Negeri Lima）村に大きな土砂・洪

８月18日
（日）に日本を出発し、24日
（土）に帰国とい

水災害を発生させた。この災害では村の扇状地部分の

う行程のなかで、ワイエラ川流域の天然ダム崩壊状況調

建造物の大半を失うなど甚大な被害を与えたが、事前に

査と被災したネグリ・リマ村の被災状況並びに避難状況

天然ダムの湛水位が観測されており、これによって事前

調査を行い、プレゼンテーション等の資料を作成し、現

に住民約5,000人の避難が行われていたことが功を奏し、

地事務所、ジャカルタの公共事業省、日本国大使館、

人命被害は３名の行方不明者に留まった。

JICA事務所それぞれへの報告をこの短期間で行う必要

イ国政府は次の３点について我が国政府に協力を依頼
した。
①残っている天然ダムと周辺地域の状況評価、②監
視計画の策定支援、③緊急対策の策定支援
我が国は国土交通本省及びJICAそれぞれの調査団を

があったため、大変タイトな行程となった 表1 。

４. 天然ダムの決壊まで
今回決壊した天然ダムは2012年７月に発生し、その高
さは約150mもあり、湛水地の最大容量は約2,500万㎥に
も達するものであった。

結成し、それを合同した調査団を編成した。そして上記

昨年も我が国政府はイ国側の要請により、すぐさま調

の内容を実施するため、2013年８月18日～24日までの行

査団を派遣し、現地を調査するとともに技術的支援を行

程で現地調査を行いイ国政府に依頼内容を報告した。

った。また土木研究所ではイ国と協定を結び、土研式

筆者はこの調査団に参加して、現地の状況把握と今後
起こり得る土砂・洪水対策に必要な技術的提言を行った。
アンボン島およびワイエラ川位置図

水位観測ブイ
（投下型）の現地据え付けを行うなど多方面
からの協力を実施した。
表1 現地調査行程
日付

行程

8／18 ㊐ 成田12:30発 ─ 仁川17:15発 ─ ジャカルタ22:15着
ジャカルタ0:30発
（機内泊）─ アンボン07:35着
8／19 ㊊ マルク地方河川事務所打合せ
現地調査
（1日目）
ワイエラ川

8／20 ㊋ 現地調査
（2日目）
8／21 ㊌ マルク地方河川事務所打合せ
8／22 ㊍

アンボン08:25発 ─ ジャカルタ11:15着
公共事業省水資源管理局長打合せ

公共事業省水資源総局長打合せ、
8／23 ㊎ JICA事務所・大使館へ報告
ジャカルタ23:45発
（機内泊）─ 仁川08:55着
8／24 ㊏ 仁川10:00発 ─ 成田12:10着
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写真-2 越流開始前の余水吐施工状況

写真-3 余水吐の破損と非越流部からの崩壊開始

写真-4 天然ダム崩壊後の湛水地の状況

右岸側
斜面

写真-5

崩壊した天然ダム位置を下流側から望む

写真-6 天然ダム下流300m付近の河道幅拡大と上昇

イ国政府は湛水位を低下させるために応急的な排水ポ

現存する
地すべり

写真-7 天然ダム部分を上流から望む

されていた。

ンプの設置を進めるとともに、堤体からの湧水及び湛水

5-2

位のモニタリングを実施した。

現在の水位は、決壊前の最高水位より50m近く下がって

一方、天然ダムからの余水吐工事は遅れており天然ダ
ムの決壊までの進捗率は上部で進んでいたものの、中部・
下部においては基礎工事程度の状況であった。
天然ダム決壊当日の７月25日未明３時過ぎには、差し
迫る危険性から村民に避難を呼びかけ、５時過ぎ余水

天然ダムの現状評価

いる 写真-4 。
決壊後の天然ダムから水が越流しているが、天然ダム
の上面は大きな岩石で覆われており、縦断勾配は緩やか
になっているため、堤体は侵食されていない 写真-5 。
現在の流路の左右岸は急斜面を呈している。なお、

吐の仮締め切りコンクリートブロックを越流水が流下し始

天然ダムからの漏水は認められない。

め、天然ダムの浸食が始まった 写真-2,3（マルク河川事

5-3 天然ダム下流の河道における不安定土砂の堆積状況

務所撮影のビデオより）
。

大量の不安定堆積物が天然ダム下流の河道に蓄積さ

10時過ぎには余水吐側壁が倒壊し、11時には天然ダ

れている。河道幅は拡大し、河床高は相当上昇したと考

ムの非越流部の崩壊が始まった、その後、洪水流量はピ

えられる。河床の縦断勾配は、一部に急勾配化している

ークを迎え、15時過ぎ頃谷の中での土石流が収束し始

部分が見られる 写真-6 。

め、16時前扇状地での流量が平常に戻った。

5-4

５. 調査の背景と結果・報告
5-1

位置、地質概要

アンボンは首都ジャカルタから東方約2,300kmにあり、
マルク州の州都である。古くからマルク州の経済や交通

斜面の評価

斜面には依然として大量の地すべり土塊
（天然ダムを形
成した土砂の一部）と不安定斜面が残っており、３つの
パートに分けて安定性の評価を行った。
①残存する地すべり土塊の安定性

の要衝として栄えてきた港町で、広大な約1000の島々か

天然ダム決壊後に斜面に残された巨大な地すべり土塊

ら構成されるマルク州はクローブ、ナツメグそしてシナモ

について踏査を行ったところ、地すべり土塊が全体とし

ンなどの香辛料を特産としており、スパイスアイランズの

て滑動している変状は見当たらなかった 写真-7 。

異名を持っている。

②河道の右岸側斜面の安定性

アンボン島の地質は堆積岩を基盤として花崗岩が貫入

斜面の法肩には50cm程度の段差や開口を伴う長さ数

しており、これらを凝灰岩、凝灰角礫岩、安山岩等が広

ｍのクラックが、法肩周辺に幅約30mにわたって多数見

く覆っている。また、地震の多発地帯でもあるため、雨

られ、短期的に崩壊が発生する可能性がある 写真-8 。

季には斜面崩壊や地すべりが頻発している。

③地すべり土塊より上方の斜面の安定性

天然ダムを形成した地すべりはワイエラ川中流部右岸

地すべり土塊の滑落崖周辺斜面について斜面直下から

側の凝灰角礫岩を主体とする山体で発生しており、前兆

目視で調査を行ったところ、明瞭な開口亀裂や断続的な

現象として2006年から地すべり頭部でのクラックが確認

小崩壊等の変状は見られなかった。
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写真-8 右岸側斜面法肩周辺のクラック

5-5

写真-9 右岸の洪水痕跡

集落のあった氾濫原の状況

第２段階は扇頂部に遊砂地を整備。これは土砂を捕

集落の建物は、扇状地の両サイドに位置するものを除
き完全に破壊されている 写真-9、10 。

捉し、集落を流れる河道への土砂堆積を防ぐことを目的
とする。

旧河道は完全に土砂で埋没し、調査時点では扇状地
内に明確な河道を確認することはできなかった。
5-6

写真-10 左岸の洪水痕跡

警戒避難行動の実態

第３段階は砂防ダムの整備。これは河床浸食を制御
し、河床勾配を安定化させることを目的とする。
第４段階は決壊後の天然ダムと周辺斜面の保全。こ

今回、特に功を奏した警戒避難の実態について、村の

れは残存する土塊と今後天然ダムを形成する恐れのある

リーダー等にヒアリングしたところ、事前の行動として「避

不安定土塊を、切土や盛土で除去することを目的とする。

難場所及びルートを把握していた」
、
「避難ルートが未整

5-8

備だった左岸側では、州政府の予算で住民がコンクリー

◦現状では天然ダム決壊に伴う洪水で浸水した地域に

ト舗装の避難ルートを整備した」
、
「避難訓練を実施
（２

は、再び洪水被害の危険性があるため、ある程度の

回）した」また決壊時の行動として「天然ダムの水が溢

対策工が実施されるまで、住民が戻ることは勧められ

れ出してから10分毎に湛水位の報告を住民に対して行っ

ない。
◦対策の一部は、次の雨季の前に速やかに完了する必

た」ことなどが判明した。
5-7

その他インドネシア側に示した提言

考えられる対応策
（ハード）

要がある。
◦新たな橋梁架け替えなど河川横断工作物は、河川整

①対策に関係する流域の状況
下流域では洪水による被害が心配される状況にある。
これは、河道がなくなっていることが原因である。中流
域では河床がかなり上昇しているが、今後、河床洗掘が

備の設計が完了するまでは、暫定的とするべき。
◦アンボン島内の類似の地質・地形条件を有する他河川
の危険度評価が必要である。

顕著となり河床が下がり続け、下流に大量の土砂を供給

◦ここで提言した対策については、現地の土砂の堆積状

し続ける恐れがある。上流域では河道の右岸側斜面及

況等が大変不安定であるため、今後、状況に応じて

び残存する地すべり土塊が現在は安定しているが、地す

順応的に見直される必要がある。

６. おわりに

べり滑動を開始する恐れがある。
②対策工の考え方

これら調査結果をもとにインドネシア政府に対して報

対策工は4段階に分けられ、それぞれの目的に合致す
るよう施設設計を行う。

告を行ったものであるが、今後のインドネシア側での対
応に期待したい。なお、今回の調査では現地に同行頂

第１段階は河道の掘削と導流堤の整備。これは河道
を固定することで洪水流を安定化させ、下流住民の洪水

いたイ国公共事業者出向中の守安専門家には大変お世
話になった。
記して深甚なる感謝を申し上げる次第である。

被害を減らすことを目的とする。

世界の土砂災害 （第13回）

（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部国際課

2013／４／１〜2013／９／30
発生日

国名

種別

概要

2013年
洪水・
アフガニスタン
4月23日
土石流

北部で豪雨による鉄砲水が発生、11名が死亡、3名が行方不明となった。周辺は洪水により
約1,000軒の家屋が全半壊した。

4月25日

冬末期の豪雨により、ここ数週間で洪水や崩壊が多発した。中でもエスメラルダ(Esmeraldas)
州タベテ
（Tabete）、キャントン・キニンデ
（Canton Quinindé）で発生した崩壊により、16名が
死亡、住宅や畑にも大きな被害が生じた。

エクアドル
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崩壊

発生日

国名

種別

概要

5月7日

フィリピン

火山噴火

ルソン島南東部のアルバイ
（Albay）州にあるマヨン山
（Mt. Mayon)が5月7日朝8時頃に小規模
な水蒸気爆発を起こした。噴煙中は500mまで上がり、周辺に降灰と噴石をもたらした。火口
から6km以内の危険区域内を登山していた21人の国際ツアーグループのうち、ドイツ人3名、
スペイン人1名、フィリピン人１名の5名が噴石を受け死亡、タイ人など9名が負傷した。

5月11日

インド

地すべり

バングラデシュとミャンマーに挟まれたミゾラム(Mizoram)州アイザウル(Aizawl)付近にて、11日早朝、
熱帯低気圧の豪雨により大規模な地すべりが発生、10名が死亡、7名が行方不明となった。

5月14日

スリランカ

崩壊

熱帯低気圧マハセン
（Mahasen）の通過により、各地で豪雨による崩壊が発生、7名が死亡し、
3,881世帯が家を失った。→関連：5月16日バングラデシュ

崩壊

熱帯低気圧マハセン
（Mahasen）が上陸し、16日朝、南部パトゥアカリ(Patuakhali)地方で崩
壊が発生、西海岸の10県で150万世帯で被害が発生し、洪水と併せて17名が死亡した。

ネパール

崩壊・
土石流

5月末から始まった雨期の豪雨により29の県で洪水と崩壊・土石流が多発し、全国で59名死亡、
29名が負傷したほか、2,079世帯が家を失った。

インド

崩壊・
土石流

雨期の前線豪雨により、北部のウッタラカンド
（Uttarakhand）州の山間で崩壊、土石流が頻発
した。これにより約580人が死亡、4,473人が負傷、5,351人が行方不明のままとなっている。
地域一帯は巡礼や観光で多くの客が訪れており、道路の寸断により一時は108,653人が孤立
し、治安部隊に順次救出されたり救援物資の支給を受けた。

5月16日 バングラデシュ
5月下旬～
7月中旬
6月17日

7月10日

中国

8日以来、四川
（Sichuan）省で続く豪雨により、地すべりと土石流が発生した。成都市中興
（Zhongxing）では大規模な地すべりが発生し、11世帯17名が生き埋めとなった。また汶川
地すべり・
(Wenchuan）県映秀(Yingxiu）村張家坪
（Changjiapin）ではいくつかの渓流で土石流が発生し、
土石流
道路が寸断され、一時陸の孤島化した。このほか、成都市内では眠江が河岸を削りながら溢れ、
多くのビルや建物が倒壊して、9名が死亡、62名が行方不明となった。

8月3日 アフガニスタン 土石流

首都カブール
（Kabul)の東側に位置するカブール州スロビ
（Surobi)県内の13の村で豪雨により
鉄砲水が多発、42名が死亡、426軒の家屋が全壊、畑や家畜、果樹などに甚大な被害を生じた。

8月14〜
21日

イエメン

洪水・
土石流

14日から降り続く雨により、北部を中心とする8行政区で洪水・土石流が多発した。これによ
り40名が死亡、23,500人が家屋や農地に被害を受けた。

8月20日

中国

土石流

20日夜半、北西部青海
（Qinghai）
省海西
（Haixi）
が驟雨に見舞われ、土石流が発生、工事現場で
作業をしていた作業員21人が流されて死亡した。

8月上～
下旬

パキスタン

土石流

雨期中の8月に豪雨が集中し、主としてパキスタン北半の丘陵～山岳地域にて土石流が多発し
た。これによりPunjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, FATA, P.A.Xの各県で
合計234名が死亡、1,129人が負傷したほか、150万人が影響を受け、79,000以上の家屋に
全半壊の被害が生じた。

8月21日

中国

洪水・
崩壊

台風12号
（Typhoon Trami）の影響で広く雨雲が活発化し、中国東北部の遼寧(Liaoning）省で、
過去50年間で最悪と言われる大雨に見舞われ、洪水と土砂崩れを併せて、63名死亡、101名
が行方不明となった。この夏は中国全土で575名が土砂災害で亡くなっている
（8月21日現在）。

8月26日

メキシコ

崩壊

熱 帯 低 気 圧フェルナンド
（Fernand）がメキシコ湾 側から上 陸し、 豪 雨 によりベラクルス
（Veracruz）州の16ヶ所で崩壊が発生し、道路が寸断された。同州ジェカトラ
（Yecuatla）市ロ
カデオロ
（Roca de Oro）地区で発生した崩壊により、生き埋めとなった13人が死亡した。

崩壊

9月6日午後にヴェトナム北部に降った豪雨により、各地で崩壊・土石流が発生、25名が亡く
なった。内訳は、ラオカイ(Lao Cai）州で10名、タイグエン
（Thai Nguyen）州, ライチャウ
（Lai
Chau）州、ビンフック
（Vinh Phuc）州が各3名、ランソン
（Lang Son）州、ディエンビエン
（Dien
Bien）が各2名、ハザン
（Ha Giang）州、ソンラ
（Son La）州が各1名となっている。このほか
139軒の家屋が全半壊し、6800ヘクタールの田畑が水没した。

メキシコ

崩壊・
土石流

熱帯低気圧マヌエル
（Manuel)とハリケーン・イングリッド
（Ingrid）がほぼ同時に太平洋岸に接
近し、8月末にも被災したベラクルス
（Veracruz）州のマンザナティトラ
（Manzanatitla）で、10
日崩壊が発生、家屋2軒を巻き込み、13名が死亡。また、土砂を撤去中の作業員らとバスが
新たに発生した崩壊に巻き込まれ、12人が死亡した。全国で一連の雨により97名が亡くなった。
特に南西部ゲレロ
（Guerrero）州では土石流と崩壊で65名が死亡した。

9月22～
26日

フィリピン

崩壊・
土石流

熱帯低気圧パオロ
（Paolo）の通過による大雨で、ルソン
（Luzon）島西南部のRegionⅢのザンバ
レス
（Zambales）やRegionⅣのバタンガス
（Batangas）などをはじめ、崩壊が12ヶ所、土石流が
3ヶ所で発生した。このうち最も被害が大きかったのはザンバレスの崩壊で、31名死亡、6名
が負傷した。ほか、土石流で1名死亡、3名が行方不明となった。

9月26日

ボリビア

崩壊

ボリビア西部の都市ラパス
（La Paz）からカラナビ
（Caranavi）までの山岳道路を走行中のバス
2台が崩壊に巻き込まれ、1台は埋塞、1台は崖下の川に押し流され、21名が死亡、数十人が
重軽傷を負った。

9月6日

9月10～
19日

ヴェトナム
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講演会報告

平成25年度

砂防地すべり技術研究
成果報告会
開催報告
（一財）砂防・地すべり技術センター 企画部

平成25年11月12日(火)午 後1時30分より、砂 防会 館別館
シェーンバッハサボーにおいて「平成25年度砂防地すべり技術
研究成果報告会」が開催されました。本報告会は、当センター
の公益事業の一環である研究開発助成による研究の成果を広
く一般に公表し、関連事業及び今後の各方面での研究活動に
役立てていただくことを目的として、毎年実施しています。
本年度の発表は、平成24年度研究開発助成事業により実
施された研究６題であり、そのいずれもが今後の砂防事業の
礎となる貴重な成果であります。国土交通省水管理・国土保
全局砂防部

大野宏之部長より来賓挨拶を賜り、200名を超

える聴講の方々の質疑応答も活発に行われ、盛況のうちに終
了となりました。本報告会の概要を以下に紹介するものです。

講演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
そのうち、
①
（崩壊）発生場を構成する各素因の時系列変化に対応する
ことが難しい、

執印 康裕

しゅういん やすひろ

宇都宮大学農学部

②物理的モデルに与える各素因に対応した設定値の取得法
及び信頼性に限界がある、
といった２つに着目し、
「土壌雨量指数等の概念モデル」と

森林による表層崩壊防止機能
（樹木根系による粘着力増

「飽和側方流動＋無限長斜面安定解析からなる素過程モデ

分）は従前から認識され、数多くの既往研究が存在する。

ル」を組み合わせたフレームを作成し、検討を進めることと

しかし、樹木根系による土質強度係数の粘着力増分の範囲

した。検討にあたり、
DEMによる地形、
アメダスによる降雨、

はその検討手法の違いや樹種等によって大きく異なることか

森林簿による崩壊分布と林相を基礎データとして逆解析を

ら、信頼性を充分に担保するだけの成果が得られていなか

行い、以下の課題解決を見出した。

った。そこで本研究では、森林植生が崩壊発生に与える影

①広域の土質強度情報の取得は可能である。

響の定量的評価に着目し検討を行った。

②素因の時系列変化に対応した未来への影響予測が可能

本研究では宇都宮大学演習林内にあるヒノキの人工林を

である。

解析対象地として、斜面安定解析及び地下水位算出モデル

今後は崩壊を規定するパラメータの確率分布型を取り込

の２要素から構成される、地下水の飽和側方流動過程を考

んだ評価が必要で、これに植生の影響を取り込んで評価す

慮した分布型表層崩壊モデルを構築し、検討していくことと

ることができて、はじめてその信頼性と限界が提示可能な土

した。また、
検討を進めるに当たりいくつか課題があるため、

砂災害のリスク評価が可能になるものであると考える。
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講演２

コミュニティ早期警報用機器の開発
カ国にてVCEWが制作した雨量計・水位計をモデルとして、
その国で簡単に手に入る材料を使った機器の制作ワークシ
ョップを開催するとともに、多くの途上国に送りコミュニティ

大井 英臣

おおい ひでとみ

国際砂防協会

防災に役立てもらい、さらに国際機関にも送り広報にも努め
ている。
VCEWの機器は一応実用の域に達したと考えているが、

土砂災害は、
局所的で短時間の集中豪雨により発生する。

今後も改良を継続し、少しでも耐久性や機能面で優れたも

土砂災害による被害を軽減するためには、その特殊性に鑑

のを目指したい。しかし一方的に供与するのではなく、各コ

み、行政からの情報を参考にしつつ、コミュニティ独自の観

ミュニティがVCEW機器をベースに工夫しそれぞれに適した

測・警報システムによる迅速な行動が必要である。一方、開

機器に改善することを期待している。機器が有効に生かされ

発途上国では国の観測・警報体制が整っていないため、こ

るためには、住民の間で十分な話し合いが行われ、コミュ

のようなコミュニティ独自のシステムがいっそう必要である。

ニティ防災全般について理解や意識が深まるとともに、基準

本研究・開発はこのような内外の状況から、日本を含む

雨量・水位、機器の管理・運用、警報の伝達などについて

世界の土砂災害による被害の軽減に資することを目的とし、

の合意が必要である。VCEWの普及活動はこれまで「拡大」

安価で観測・維持管理が容易といったコミュニティ防災に

に重点を置いていたが、今後は有効活用のため「質的向上」

適した機器の開発・普及を図ろうとするものである。開発

の面でも支援したい。また、2015年の防災世界会議に向け、

にあたっては、VCEW
（Volunteers for the Promotion of

事例集の集大成を作成し、特に途上国の土砂災害の軽減に

Community Early Warning）というグループを作り、世界4

貢献したい。

講演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
憶や知識がどの程度一般的に構造化されたものであるかを確
認する目的で、
災害の専門家へインタビューを実施し比較した。
調査結果から、土砂災害に関する一般的な知識は、十分に構

村越 真

むらこし しん

静岡大学教育学部

造化されたものとはなっていないことが示唆された。実際に被
災した場合でも、将来の防災・減災行動に有効な意味化され
た記憶は不十分な状態に留まっていると推測された。また、災

本研究は、与えられた状況下での行動を規定する要因であ

害に対する知識の断片的な状況が災害時の合理的な行動を

るスクリプト
（一般的かつ構造的な知識）の概念を援用するこ

困難にし、被災のリスクを高める要因になっていることも推測

とで、人々が持つ土砂災害のスクリプトの実態を把握し、スク

された。

リプトをもとに土砂災害軽減のための行動変容手法を開発す
ることを目的とした。
まず、土砂災害のスクリプトの実態を把握するために、過去

これらを踏まえ、行動内容手法の開発を目的として、一般
市民が土砂災害における発生事象や適切な対処方法からなる
スクリプトを、
楽しみながら獲得できるカードゲームを開発した。

に土砂災害を受けた地域住民に対する面接調査を実施した。

開発したカードのゲーミングから、土砂災害の持つ基本的気

さらに、土砂災害についての一般的な知識を明らかにするため

質への気づきやスクリプト的な知識が得られた一方、ゲームか

に大学生を対象に自由記述の質問紙調査を行い、これらの記

ら偏った学習が生まれることへの配慮等の課題も確認された。
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講演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
連携した土砂資源管理が必要である。一方、我が国では、
災害時の過剰な堆積土砂の処理には、運搬費と土捨て場の
問題から十分に進めることができない。土砂生産の不確定

藤田 正治

ふじた まさはる

京都大学防災研究所

性と経済性の問題から土砂資源管理という視点が持てない
ことも、処理を難しくしている。土砂の資源的価値を見出す
ことが問題解決への一つの方法であると考えられる。

安全、利用、環境の視点から流域一貫して土砂を管理す

大規模崩壊後の土砂の処理は緊急を要するが、一方、大

る流砂系総合的土砂管理では、土砂災害の対策の要素だ

規模崩壊の時間スケールに応じた長期的な視点の土砂管理

けでなく、流域の土砂のアンバランスから生じる治水、利水

も必要である。これに必要な解析ツールとして、
本研究では、

および環境上の問題を土砂の有効利用によって解消するとい

従来のモデルを組合せた土砂動態解析モデルを提示した。

う土砂資源管理的な要素が含まれていると考えられる。

これを用いて、熊野川流域の長期的河床変動、特に二津野

インドネシア・メラピ火山地域では、噴火後の緊急河道掘

ダムからの排砂量を変化させた場合の下流域の河床変動特

削が土砂災害対策として砂利採取事業と連動して行われて

性を解析した。その結果、排砂量を調節し下流域で砂利採

いる。現地の社会・経済条件、また噴火が頻発する自然条

取を行うことで、排砂と除石による持続的な土砂管理を行う

件を考えると一つの方法であるが、過剰な砂利採取による

ことが有望な手法であることを示した。今後、このモデルを

河床低下が土砂災害の原因になっており、土砂災害対策と

用いて流域全体の土砂管理について検討したい。

講演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推定手法の開発
ロセスや基岩層内の鉛直浸透プロセスについて検討した。
さらに、基岩内地下水位変動を予測する簡便な手法として、
⑴降雨指標に基づく関数モデルと、⑵浸透計算に基づく物

小杉 賢一朗

こすぎ けんいちろう

京都大学農学研究科

理モデルを開発した。
上記⑴については、半減期の長い実効雨量と半減期の短
い実効雨量のべき乗を独立変数とする重回帰モデルを提示

豪雨に伴う深層崩壊は、基岩内部の地下水位が上昇する

した。上記⑵については、降雨の一次元不飽和浸透プロセ

ことによって引き起こされるため、水位上昇の大きさとタイミ

スを組み込んだ物理水文モデルを提示した。これらのモデ

ングの推定精度を向上させることが崩壊予測の鍵となる。ま

ルを観測データに適用して、再現計算を実施した結果、ど

た、基岩地下水位の予測に際し、物理モデルを用いて高精

ちらのモデルも、長期的に緩やかな変動を示す基岩地下水

度で実施するには、基岩保水性・透水性、断層分布、境界

位を適確に表現できることが示された。

条件などの詳細な情報が整備されている必要があるが、そ
うした斜面はきわめて限られている。
本研究では、基岩地下水位の変動予測を目的として、降
雨に伴う基岩地下水位を現地観測し、基岩への雨水供給プ
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今後は、より多様な流域で観測を実施し、得られた水文観
測結果の普遍化を図っていきたい。また、提示したモデル解
析手法の精度をさらに向上させて、信頼度の高い深層崩壊危
険度評価や崩壊発生時刻の予測へと発展させていきたい。

講演会報告

講演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
時間をかけて段波状に流下する結果という異なる結果が得
られた。この違いは両式の勾配依存性に起因する。前者の
式では河床勾配23度以上で一気に流動化し、これは安定
解析の考えに基づくと妥当であるが、大谷崩の土石流では

堀田 紀文

観測されていない。一般的な土石流の流下区間では、侵食

ほった のりふみ

筑波大学大学院生命環境系

速度式による違いは局所的な地形の変化点でのみ生じるの
に対し、土石流の発生域では大きく異なる計算結果が得ら

大谷崩一の沢を対象地として、発生域における土石流の

れたことは、重要な結果である。

流下と微地形特性の相互作用を検討した。まず、現地観測
と測量、粒度分析から、土石流の流下によって河床の粒度

また、用いる侵食速度式によって地形の起伏量に対する

分布が時系列的かつ空間的に変化することが分かった。ま

応答が異なることも明らかになった。数メートル以下の起伏

た、
その結果は地上レーザー測量によって検出された堆積域・

量の違いによっても結果が異なることから、現地観測結果と

侵食域などの地形変化と対応していた。これらの結果は、

同様、計算結果からも土石流の流下と微地形条件の間に相

土石流により河床の微地形が変化しただけでなく、河床材

互作用が存在することが示唆された。すなわち、発生域で

料も変化したことを示している。

の土石流の数値シミュレーションでは、複雑な微地形条件
下での土石流の挙動の評価が重要である。

一方、
土石流の再現計算では、
用いる侵食速度式によって、
大規模な土石流が素早く流下する結果、小規模な土石流が

平成２６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、公益事業の一環として研究開発助成事業を実施しています。この事業は、砂防並びに地すべり
及びがけ崩れ対策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、かつ優れた人材を具え充分な遂行能力を有する大学、高等専門学校等の研
究者に対して助成を行うものです。
上記を踏まえ、平成26年度の研究開発助成の対象となる調査研究を下記の要領で募集いたします。応募方法及
び様式等については、当センター HP（http://www.stc.or.jp/）
からご覧下さい。
記

１． 助成金額：一件につき、300万円以内
２． 助成対象の決定等：平成26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． 研究成果の帰属：助成対象者
５． 募集受付け期間：平成26年４月１日～30日
６． 募集要領請求先並びに問い合わせ先：
（一財）
砂防・地すべり技術センター 企画部 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
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技術ノート

● ● ●

天然ダムの決壊過程に
関する研究

図-1 天然ダムの決壊過程
（高橋ら
（1988）
より）

里深 好文

さとふか よしふみ

立命館大学 理工学部
都市システム工学科 教授

１. はじめに
日本は国土の７割が山地・丘陵地であり、地形が急
峻、地質が脆弱であるとともに、活火山も多く、地震
の多発国でもある。そして、梅雨前線や台風により豪
雨が発生する。すなわち、日本は非常に土砂災害のリ
スクが高い国だと言える。
そのリスクは、気候変動に伴う集中豪雨の増加、相
次ぐ大規模地震や活発な火山活動、さらには少子高齢
化や山間地域の過疎化の進展による地域防災力の低
下、財政的制約といった自然環境や社会条件の変化と
ともに、近年、一層増大の傾向を示している。今後、
さらに大規模な土砂災害が頻繁に発生することは十分
に考えられる。

日本でも天然ダムの事例は数多く報告されている。
平成16年10月、新潟県中越地震により、数多くの地す

2. 天然ダムとは

べりが発生し、芋川流域において複数の天然ダムが形

近年、豪雨や大規模地震を誘因として、大規模土砂

成された。また、平成23年９月台風12号に伴う豪雨で

災害の１つに挙げられる「天然ダム」の発生がしばし

も複数の天然ダムが形成された。奈良県吉野郡十津川

ば報告されている。
「天然ダム」とは、山腹崩壊や地

村栗平地区の天然ダムは高さ約100m、満水湛水量750

すべりや土石流などにより、斜面から移動した土砂が

万㎥と規模が大きく、洪水発生により被害が想定され

河道を閉塞し、河川水を湛水させる現象をいう。天然

る区域も下流の広範囲に及んだ。

ダムが形成されると、その上流側では湛水による浸水

天然ダムの被害を最小限に防止するためには

被害が発生する。また、下流側では天然ダムの決壊に

①水が貯留して決壊するまでの時間

伴って大規模な洪水や土石流が発生し、下流地域に大

②決壊後の洪水到達時間と氾濫範囲

きな被害を及ぼす可能性がある。河川沿いに多くの人

等を事前に予測し、効果的な対策を講じる必要があ

命・資産を有する地域にとっては、警戒すべき現象で

る。2011年度から、大規模な天然ダムの発生が確認さ

ある。

れた場合には「緊急調査」を行い、数値シミュレーシ

平成24年７月13日、大規模な天然ダムがインドネシア

ョン技術を活用して被害範囲を予測し、「土砂災害緊

国マルク州のワイエラ川流域に形成された。この天然ダ

急情報」として一般に周知することとなった。より合

ムは高さ170m、幅200m、湛水量は1500万㎥におよび、

理的な対策を実現するためには、天然ダムの決壊過程

極めて大規模なものであった。翌年の平成25年７月25日

に関して知見を収集し、現象を高い精度で再現できる

にこの天然ダムは決壊し、下流の家屋約470棟が流出す

数値シミュレーション法を構築することが要求される。

るとともに、行方不明者３名の被害が生じた。
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高橋ら（1988）によると天然ダムの決壊過程は 図-1

図-2 天然ダムの決壊原因
（田畑ら
（2002）
より）

図-3 実験水路の縦断形状

表-1 実験条件

に示されるように３つに分類されている。

報を得るため、水路実験を行った。天然ダムの決壊過

a）越流侵食による決壊

程には様々な要因が影響していると考えられ、
たとえば、

堤体の透水係数が小さく、堤体強度が強く、給水量

天然ダムの縦断形状、構成材料、流入流量、河床勾配

が比較的大きい場合に生じる。給水の進行とともに

等が挙げられる。これらの要因のうち、どれが天然ダム

貯水位が上昇し、堤頂に達して越流が始まる。流水

の決壊過程により強く影響するのか検討を行った。

が引き起こす侵食によって決壊する。

3-1

b）すべり崩壊による決壊

実験の概要

図-3 に示すように、底面幅18cm、水路勾配5.7度の

a）に比べて堤体の透水係数が大きく、堤体強度が

粗度なしの矩形断面水路内に天然ダムを作成する。天

弱く、給水量が比較的大きい場合に生じる。給水の

然ダムの構成材料には珪砂６号（平均粒径0.24mm）を

進行とともに上流の貯水位が上昇し、同時に浸潤線

用いている。縦断形状が三角形状または台形状のダム

が下流側法面とほぼ平行して下流へ進んでいく。浸

を設け、水路上流から17cm3/sまたは34cm3/sの水を

潤線が下流法面に達するころ、堤体の比較的高い位

供給して、ダム上流部に水を貯水する。 表-1 に実験条

置で崩壊が生じ、天然ダムが決壊する。

件を示す。ダム天端には幅1cm、深さ１cmの切り欠

c）進行性破壊（パイピング）による決壊

きが設けてあり、貯水位が切り欠き部に達すると越流

堤体の透水係数が最も大きく、堤体強度がかなり弱

が始まり、流路の拡幅と底面の侵食を生じながら、貯

く、給水量が比較的小さい場合に生じる。浸潤線の

留されていた水が流出する。

下流への進行が速く、貯水位が低い段階で法先に達

測定項目は流路幅、河床位、流出流量の時間変化で

して表面流を起こしたり、パイピングが生じたりし

あり、流路幅と河床位はビデオカメラをダム上部と側

て崩壊が発生する。

方部とに設置することで計測する。また、水路下流端

図-2 に示すように、過去の天然ダムの決壊要因は、

には水槽を設置し、水槽内の水位の変化をビデオカメ

原因不明とされるものを除けば越流による決壊がほと

ラで撮影することにより流出流量の時間変化を求めて

んどであり、パイピング等による決壊は極めて稀であ

いる。

ることがわかる。そこでここでは、越流決壊による天

3-2

然ダムの決壊過程に関する研究についてその一部を報

侵食過程に関する実験結果

告することとする。

実験結果

天然ダムの決壊プロセスを 写真-1 に示す。湛水域の
水位が上昇し、天然ダムの天端に達すると、越流が始

3. 天然ダムの決壊過程に関する水路実験
越流による天然ダムの決壊過程に関して基礎的な情

まる。越流水は天然ダムの下流法面を侵食しながら流
れ、侵食流路の側岸も侵食する。側岸の勾配が大きく
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図-4 流出流量に関する実験結果

なると崩壊が生じ、流路は急激に拡大して、流出流量
は増大する。
天然ダムの縦断形状が三角形の場合、台形の場合に
比べて早い段階で侵食は生じたが、侵食プロセス自体
に大きな違いはみられなかった。また、流入流量が
34cm3/sの場合、流入流量17cm3/sの場合に比べ若干
侵食が早く進行したが、侵食プロセスそのものには大
きな違いはみられなかった。
流出流量に関する実験結果
図-4 にケース①とケース④の流出流量に関する実験

結果を示している。これを見ると、天然ダムの縦断形
状が三角形の場合は侵食が早く進むので、台形の場合
に比べピーク流量が早い段階で現れている。しかし、
ピーク流量は両ケースでほとんど違いがみられない。
この点については今後さらに検討が必要であると考え
ている。
流入流量を大きくすると、侵食は早まり、ピーク流
量も大きくなった。また、ダムの高さが大きいほど湛
水量が大きくなり、ピーク流量も大きくなった。これ
らについては、これまでの研究成果と傾向は一致して
いる。水路実験により、天然ダム決壊時の洪水ピーク
流量に影響する要因をある程度まで把握できたが、今
後、さらに詳細な検討が必要であると考えている。

4. 天然ダムの決壊過程に関する
数値シミュレーション
4-1

二次元河床変動モデル

天然ダムの越流決壊現象を再現するために二次元河
床変動モデルを新たに開発した。この計算モデルでは
多様な流砂形態を計算するため，土石流から掃流状集
合流動までを扱うことができる高橋・里深（2002）によ
写真-1 天然ダムの決壊プロセス
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る慣性土石流モデルを導入した。また、越流水により

図-5 実験と計算における流出流量の比較

側岸が侵食、崩落し、水みちが横方向に拡幅する過程
を再現するため、関根（2003）と永瀬ら（1996）の研究
を参考にして新たな側岸崩落モデルを導入した。この

図-6 天然ダムの越流決壊過程に関する計算結果

計算モデルを用いることにより、天然ダムの越流決壊
過程と、
それに伴う洪水流出過程が再現可能となった。
4-2

水路実験の再現計算

二次元河床変動モデルを用いて、水路実験と同じ条
件の下で再現計算を行った。 図-5 に示すように流出流
量は比較的良好に再現することができた。
天然ダムの侵食プロセスについては、 図-6 に示すよ
うにダム法尻付近での侵食形状はそれほどうまく再現
できてはいないものの、流出流量に大きく影響すると
思われる天端付近の断面の変形については良好に再現
できている。

５. 天然ダムの決壊過程に関する現地実験
平成24年11月21日と22日に岐阜県高山市にある京都
大学防災研究所穂高観測所内のヒル谷試験堰堤下流
100m区間において小規模な天然ダムの決壊に関する
現地実験を行った。
5.1 現地実験の目的
本実験の目的は以下の３つである。
①技術者の天然ダム決壊に関する理解を深める
②現地実験を安全に行う方法の確立
③数値計算結果と比較検討できるデータの収集
実際に形成された天然ダムに対して迅速かつ適切な
対応を図るには、平常時から訓練・講習等を実施し、
緊急時に対応できる技術者を育成し、技術力の向上を
図ることが重要である。本実験を契機として、より大規
模な現地実験を安全に行うための手法が確立されれば、
定期的に実験を行うことにより、現象に対して十分な知
識を有した技術者を継続的に育成することができる。
また、天然ダムの決壊過程に関する数値シミュレー
ション法はこれまでにもいくつか提案されており、水
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表-2 実験条件

路実験結果との比較によりその妥当性は検証されてき
た。しかし、実現象を対象として水路実験よりはるか
に規模が大きい場合、どの程度再現可能かは明確では
図-7 天然ダム湛水域の水位変動

ない。本実験結果との比較を行うことで、計算手法の
さらなる精度向上につながることが期待される。
5-2

現地実験の概要

現地における実験は計３回行った。天然ダムの形状
を 表-2 に示す。河床上に排水パイプを設置した後、そ
の上に天然ダムを成形する。ダム形成後、排水パイプ
下端のバルブを閉じることにより、天然ダム上流部に
流入流量(0.016㎥ /s)を湛水させ、越流決壊を生じさせ
る。なお、環境に配慮し天然ダム構成材料は試験地下
図-8 天然ダムからの流出流量

流から採取された土砂を用いている。
ビデオカメラにより表面流や天然ダム形状の時間的
変動を記録する。さらに、下流域において水位の時間
的変動を観測する。また、天然ダム内部の不飽和浸透
過程の実態を把握するために、テンシオメーターを設
置し、圧力分布の連続観測を行う。
5-3

実験結果

現地実験においても水路実験と同様に、越流水によ
って天然ダムの下流法面において侵食流路が形成され、
その流路の側面が崩壊することによって急激に流路幅
図-9 湛水域の水位変動に関する実験値と計算値の比較

が拡大し、湛水域の水が一気に流出する。いずれの実
験においても、越流侵食によって天然ダムは決壊した。
湛水域の水位は時間とともに上昇し、天然ダムの天端に
達すると越流を始めた。Case1およびCase2の越流開始
時間はほぼ変わらず、Case3ではこれより遅かった。こ
れは天然ダムの高さの影響であり、高さが等しいCase1
とCase2では、ダム形状による違いは多少みられたが、
ほぼ同時刻に決壊が生じた。ダムが高いCase3では、越
流開始までにより時間を要している 図-7 。
Case1とCase2の流出流量のピーク値はほぼ変わら

図-10 流出流量の実験値と計算値との比較

なかったが、Case2はピークの出現が遅くなった。こ
れはCase2のダムが台形状のため、越流開始が遅れた
からだと考えられる。Case3は天然ダムが高く、ピー
ク流出流量は最大となった 図-8 。
5-4 二次元河床変動モデルによる現地実験の再現計算
現地実験と同じ条件の下、前述の二次元河床変動モ
デルを用いて再現計算を行った。
Case3において湛水域の水位変動に関する実験値と
計算値とを比較した、その結果を 図-9 に示している。
初期段階で多少のずれがあるものの、天然ダム決壊時
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写真-2 Case3における侵食過程

図-11 Case3における侵食過程の計算結果

程に関して理解を深めるとともに、現象を再現する二
次元河床変動モデルの精度を確かめることができた。
引き続き種々の実験を行うとともに、解析手法を向上
させることによって、より合理的な災害対策に貢献で
付近では両者は一致しているため、ほぼ再現すること
ができているといえよう。

きるよう努めていきたい。
最後に、現地実験を実施するにあたり、一般財団法

図-10 には流出流量に関するCase1～3の実験結果と

人砂防・地すべり技術センターの研究助成をいただい

計算結果とを示している。これらを見ると、計算によ

た。こころより感謝申し上げます。また、実験、数値

り現象を概ね再現できていることが分かる。しかし、

計算、資料の取りまとめは立命館大学大学院理工学研

Case3ではピーク流量の計算結果が実験結果をかなり

究科の原田紹臣氏、赤澤史顕君、速見智君、池田亮和

下回っている。これは実験において滑り破壊が生じ、

君を始めとして、流域デザイン研究室に関係する多く

側岸の土砂が崩落して、流路幅が一気に広がったこと

の院生、学生諸君の大変な努力によるものであり、こ

が原因であると思われる。こういった点に関しては、

こに記して感謝する次第です。

今後さらなるモデルの改良が必要であると考えている。
写真-2 と 図-11 はそれぞれ現地実験におけるCase3の天

然ダムの変形過程を示している。現地実験においては
元の河床面上に大きな礫が存在するため、ある程度侵
食が進むとその影響が現れている。その点を除けば、
二次元河床変動モデルによる計算によって、天然ダム
の越流侵食過程が良好に再現できているといえよう。

6. おわりに
水路実験、現地実験を通じて天然ダムの越流決壊過
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技術ノート

● ● ●

鋼製砂防構造物に
ついて⑤
──設計管理
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

形を考慮した支持条件や線形を考え構造計算を行い、
構造計算で形状寸法が決まって最後に安定かどうかチェ
ックの意味で安定計算があります。砂防堰堤など、設計
の中心となる構造計算がありません。この台形形状も天
端は３m、下流法勾配は1：0.2に固定すれば、決めるの
は上流法勾配だけとなります。これは安定計算で決めま
すから、なんとも簡単ではないですか。この安定計算の
前提条件として堤体は変形しないものと仮定しています。
実際には自重のみでも堤体は変形しますが、安定計算で
考慮するような変形ではありません。つまり、根入れな
ど地形に応じた形状にする必要はありますが、基本的に
は安定計算で上流法勾配を決めるという極めてシンプル

１. はじめに
構造物が出来上がるまでには、調査・計画・設計・施
工といった流れがありますが、今回設計の仕方というか

な計算です。昔なら三次元ダムやアーチなど、今より多く
の構造系がありましたが基準類が整備されるにつれ、そ
れらが無くなってきたようです。

管理方法について述べたいと思います。何故こんな話を

ただし、単純化しても、その設計思想はどんな構造物

するかというと、砂防の分野では設計は簡単なものとい

でも同じです。それが見えにくいためというか、見なくて

う扱いを受けており、世間とはちょっとずれていると感じ

も済むというところがミソなのでしょうが、ここでは本来

るからです。何故そう思うのかというと、二つの理由があ

設計に必要なもの、気をつけるべき心に留めておくべき

ります。ひとつは対象とする現象が土砂災害であるとい

ことを、改めて述べてみたいと思います。

うことです。橋梁など、設計外力が確定的なものについ
ては、斜張橋やゲルバー橋、版桁橋など種類も多く、解

２．設計管理とは

析方法もいろいろ工夫し甲斐があります。しかし、土砂

性能設計とは「顧客と建設業者との間に成立する約束

災害といった自然が相手となると前提条件が変われば、

のあり方を示すもの」であり、次の要求性能、目標性能、

設計外力など簡単に変わってしまいます。このため、砂

保有性能の３つの定義で説明されます。
「構造物の目的・

防では計画に力を入れており、手間暇については計画８

用途に応じた要求を把握し（要求性能）、この要求性能

設計１〜２割といったイメージではないでしょうか。
〜９割、

を満たすように設計技術によって直接評価達成できるよ

もう一つは、上述に関連して設計を簡単にするために

うな数値を含んだ具体的な表現に分析・明示し（目標性

重力式の最もシンプルな形状である台形を採用している

能）、これを達成するために適切な設計技術を採用し設

ことです。計算自体もシンプルです。橋梁なら自重の変

計し、この目標性能が達成されたことを確認し表示する
（保有性能）」
一方、品質確保・品質保証のための国際規格である
ISO9000s
（シリーズ）は「不適合を防止し、顧客の満足
を得ることを第一の狙いとする」ものであり、ISO9001の
設計管理は次のような行為を要求事項としています。
「顧
客の満足するような要求事項を顕在化し、この要求事項
を達成させるための目標値を設計インプットとして確定
し、設計インプットが設計アウトプットに確実に反映され
ていることを検証し、製品が顧客の満足する性能を有し
ていることを検査し、設計の妥当性確認を行う」。
この両者を見比べてみると、ほぼ同じことを言ってい
ることがわかります。ここで、ISO9001を取り上げたの
は、会社でISO9001を取得し、実際にISOの手順で設計
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を行っているところが多いからです。その割にISO9001
を有効に使っていると聞いたことがありません。そこで、
ISO9001を使いこなせば、それなりの設計が成されるこ
とを、鋼製砂防構造物を例に説明したいと思います。
みなさんが取得されているISO9001はISO9000シリー
ズの中の一つです。ISO9000シリーズは、製品の品質を
規定するものではなく、規格に適合した製品を購入する
ための品質管理を規格するものです。ここで、ISO9001
とISO9002を比較することでISO9001の思想が理解され
ると思うので、少しややこしいですが説明します。
ISO9001は 要 求 項 目に 設 計 管 理 を 含んで おり、
ISO9002には設計管理を含んでいません。つまり、9001-

◦ 要求性能……性能設計の要求はクリアしていても現況

9002＝設計となります。例えば、次のような場合を考えて

の設計方法では、要求性能を専門の技士が認識して

みます。建設業者が工事中に図面に記載されている形状

いるにすぎません。例えば、強度的に必要な部材断

及び寸法を変更した場合、この変更は設計変更となるで

面を求めることについては明記してありますが、この

しょうか。設計検証者が変更内容について設計思想に係

部材が機能的に何を満足しているのか内在化してしま

る事項と判断した場合
（デザイン・レビューを必要と判断

っており、素人でも容易に理解できる表現になってい

した場合）
、ISO9001で定義した設計に該当します。つま

ない場合がほとんどです。

り、ISO9001でいうところの設計とは、設計者が図面通
りに造るかどうかということではなく、支給された図面が

◦ 目標性能……目標性能を評価する指針として、公的基

顧客の要求を満足していることを検証し、図面に示され

準を用いると全国的に同じ形状・構造になってしまい

ている形状および寸法がどのような機能を具現化したも

ます。公的基準自身の数値限定を自由度の高いものに

のかを理解し、その構造物に設計責任を感じているか、

することが考えられますが、この場合、画一的な設計

ということです。具体的にはドローイングチェンジか設計

にならずに済む反面、試行錯誤による設計費のアップ

変更かの違いです。リスクが大きいものは変更、リスク

を考慮する必要があります。

が小さいものはドローイングチェンジとなります。デザイ
ンレビューが必要なものは設計変更でありISO9001です。

◦ 保有性能……砂防の構造物が要求通りに機能してい

言い換えると設計審査が必要なものが設計と言えます。

るかを確認するには、実際に土砂移動が発生するまで

それ以外は設計管理の内の照査行為に該当します。これ

はわからないわけです。他の土木構造物なら検査時

をごく簡単に言うと、
「自分が設計したものは、インプッ

に形状寸法を確認することで妥当性の確認が行われ

トからアウトプットまで責任を持て、そのために納得する

ますが、砂防の構造物の場合、形状寸法の確認だけ

まで検証しろ、説明責任を果たせ」となります。

では施設が機能を果たせるかを確認することはできま
せん。このため、土砂災害が起これば調査は必須で、

３．要求性能・目標性能・保有性能
ISO9001の要求項目は、性能設計の目標値を確定する

そのとき初めて施設の機能について妥当性の確認が
行われることになります。ここで問題となるのは、
計画、

行為となるので、構造物を設計するための施設の要求性

設計した人が必ずしも妥当性確認を行う人になるとは

能→目標性能→保有性能の確定の手順を踏んでいます。

限らないことです。

その確定行為の中で、
「要求性能→予備設計審査」、
「目
標性能→設計審査」
、
「保有性能→妥当性の確認」を確

ISO9001でいうところの設計とは、造ればそれで終わ

実に行うこととなり、質の高い設計が成されるだろうと考

りではないこと、性能と価格が適合しているためには、

えるからです。ただし、要求性能、目標性能、保有性能

設計審査、妥当性確認が不可欠であること、砂防であ

といった言葉は格好いいのですが、現状では以下のよう

れば、人命を守ることが第一義であり、材料、工法のみ

な問題もあります。

で経済性を云々すべきではないこと、製造物責任法
（Ｐ
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Ｌ法）を念頭におくことです。このため、設計者の使命
を明確化し、社会への貢献のインセンティブを与えるとと

② 次にこの言語で表現された要求性能を達成するため
に必要な構造物の機能を抽出する。

もに、責任を果たす姿勢を形成せしめる仕組みを確立す

③ この機能をさらに公的基準により可否判定できるよ

ることが重要です。このために、契約書に明記されてい

うに数値で表現できるまでブレイクダウンし、これ

ない設計者の目標、要求項目を顕在化させ、真の顧客

を設計インプット項目とする。

は地元住民であり、発注者は代理人であることを自覚し、
施設の設計目標を示すことが必要となります。

④ 導き出された設計インプット項目の選択の適切性を
確認するために、予備設計審査を開催する。
予備設計審査は、設計工程の各段階において適当な

４．設計管理における要求項目

間隔で実施される設計審査の最初に行われるもので、要

施設の要求性能は計画時に設定されます。これは、

求性能から目標性能を抽出し、確定する重要な審査とな

要求性能を満足できる施設を頭に描いていなければ、計

ります。その良否はその後の構造物の固有の品質を左右

画も合理的かつ効果的に成されないということです。そ

し、設計の実現性に影響を及ぼすからです。以降の設

の課程で、地元住民と行政、技術者のコンセンサスを得

計審査は予備設計審査において具体化した設計目標が

るために、話し合いというか共通の絵姿が出来上がるは

達成されているかどうか、あるいは指摘された問題点が

ずです。ISO9001では設計審査を開き、多面的に光を当

すべて満足に処理されているかどうかの確認と、具体化

てることによって不適合を排除するように心がけます。そ

した設計内容の検討が主体となります。つまり、この段

うすることによって、不適合を防止し、顧客の満足を得

階で十分吟味しておけば、契約書に明記されていない施

ることができるからです。

設の目的・用途を顕在化させることができるため、設計
変更する場合や不適合や不具合が発生した場合にも修

１）設計へのインプット
供給者は、製品に関して設計にインプットする要
求事項を、適用される法規制上の要求事項も含め
て明確にし、文書化し、それらの要求事項の選択
の適切性を確認すること。不完全、不明確又は矛
盾する要求事項は、その要求事項を課す責任者の
間で解決すること。
設計インプット項目を確定するためには、次の手順を
踏みます。

正箇所を特定しやすく、時間やコストを大幅に省略する
ことができます。
設計インプット項目は、
「土石流・流木対策技術指針」
などの基準をもとに可否判定できる数値で提示されるた
め、これを設計条件として設計照査を行うことができま
す。また、ここで確定された設計インプット項目は妥当性
確認の調査項目にもなります。この数値の妥当性を調査
することで、この数値を遡って目標性能が達成されてい
るかどうかを判定できます。

① まず顧客からの要求事項および適用される法規上

鋼製透過型砂防堰堤を例にすると、たとえば顧客の

の要求事項を満たすような施設の目的・用途を言語

要求事項を「土石流から下流の保全対象を守る」としま

で表現する。

す。この要求事項は、地元住民に砂防施設の目的を理
解してもらうために、わかりやすい表現
（専門用語を使わ
ない）にします。この要求事項を達成するために施設に
求められる性能を具体的に記述していくわけですが、こ
こでも感覚でいいのでわかりやすい言葉で表現します。
要求事項「土石流から下流の保全対象を守る」を満足
するための構造物の機能は、次のように表現できるでし
ょう。
① 充分に止められるか。
→土砂捕捉容量を確保することであり、堰堤の規模
および設置位置を確定する項目です。
② 確実に止められるか。
→土石流を捕捉できる機能を確定するために、土石
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流の諸元、堰堤の捕捉機能を確定するための最大
礫径や部材間隔を確定する項目です。
③ 土石流に耐えられるか。
→構造物が土石流に耐えられる構造とするために、
設計外力と設計方法を確定します。また、同類の構
造物が過去に土石流を受けた事例があれば、この
ときのデータが参考値として有効です。
④ 土石流発生までの空き容量を確保しておく。
④ は、①の性能が確実に発揮されるための補完機能
であり、透過形式の砂防堰堤を採用するための前提
条件となります。このため、前提条件として次の項目
を満足していることを確認しておく必要があります。

製品やシステムが複雑になり、新しい技術がシステム
にとりいれられると、いかなる有能な人でもその人の個人

⑤ 平常時に土砂を下流に流してよい場所か

プレーのみで仕事をしていては必ずヌケが生じたり、思

⑥ または、生態系に配慮すべき場所か

慮の十分でない点が出てきます。固有の技術・知識のみ

以上の①～⑥の機能に加えて、施設が施工可能かど

に頼っていては、各個人の専門の範囲の分野のみしかカ

うかを検討します。この時点では、現場条件が不明で施

バーできません。よって、設計のアウトプットに対してそ

工方法も確定できない場合もありますが、ここで予め検

の企業の各業務のベテラン
（賢人）により、設計審査の

討しておけば、リスク回避の可能性が高くなります。

場
（賢人会）においてさまざまな助言をもらって検証する
ことで、不具合を排除することができます。デザイン・レ

２）設計からのアウトプット

ビューする項目は品質に影響を及ぼす重要な事項である
ため、レビューした結果、特に問題がなかった場合でも

設計からのアウトプットは文書化し、設計インプ
ットの要求事項に対して検証及び妥当性確認がで
きるような用語で表現すること。

「問題なし」とだけ記録に残すのはいただけません。な

設計アウトプットとは設計図書です。この中には次の

ュメント
（証拠書類）として記録するようにします。そう

事項が含まれます。

ぜ問題がなかったのかの根拠を説明できるにようにドキ
でなければ、個人が勝手に行っているだけでトレースす

a）設計インプットの要求事項を満たしている。

ることができないからです。そのために、ドキュメントを

b）合否判定基準を含む、または引用している。

せっせと作っているはずです。ドキュメントを作ることが

c）施設が安全、かつ、適切に機能するために重要な

ISOだと思われている人も多いと思いますが、あくまでド

設計上の特性を明確にしている。

キュメント作りは手段であり目的ではありません。それを

設計アウトプットは設計検証の対象となり、通常、設

はき違えると単に、面倒くさい作業となってしまいます。

計計算書および図面により具体的数値で表現されること

たとえば、部材の安全性の照査について、安全照査

になります。これらの数値は法規制により、その根拠を

の条件を厳しくすればするほど、断面はアップするため

示せるものです。法規制とは、例えば、
「河川砂防技術

不経済になります。部材が少ない構造物は、部材一つひ

基準」や「土石流・流木対策技術指針」
、
「土木工事共

とつについて不確定な外力が作用しないか、または応力

通仕様書」などの基準類です。

が発生しないか留意し、構造細目を決定します。部材が
多い構造物は、各部材が機能に果たす役割の大小を吟

３）デザイン･レビュー（設計審査）
設計の適切な段階において、設計結果の正式、か
つ、文書による審査を計画し、実施すること。各々
のデザイン･レビューに参加するメンバーには、審
査される設計段階に関係するすべての部門の代表
者だけでなく、必要に応じて他の部門の専門家も
含めること。これらの審査の記録は維持すること。

味し、安全性と経済性を秤にかけます。土石流荷重は
不確定要素が大きいため、一部材の崩壊が全体の崩壊
に繋がるものは安全率も大きくなります。重要度は構造
物の機能を満足するために必要なものか、また、全体に
占める量がいかほどか、デザインレビューの対象となり
ます。たとえば、構造物に占める部材の重要度と、発生
が予想される土石流の規模と発生頻度が一様ではないた
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め、同じ構造形式であっても全国同じ検討が必要ではな

い構造物であっても、設計の妥当性を確認できない場合

く、また、同じ土石流であっても構造形式が異なれば検

には品質を保証できません。このような場合、二番手、

討が必要になります。

三番手の構造物であっても、現時点での技術能力を鑑
み、設計の容易性
（簡便性）および設計の妥当性を確認

４）設計検証
設計の適切な段階において、その設計段階からの
アウトプットがその設計段階にインプットした要
求事項を満たすことを確実にするため、設計検証
を行うこと。設計検証の手段は記録すること。

できるものであれば選択されることになります。
また、実設計を行っていく場合、基準が画一的であれ
ば設計アウトプットも画一的にならざるを得ません。この
ため、施設の機能・安全性が満足されるものの画一的
すぎる施設が全国に建設されてきたのも事実です。これ

設計検証には、必ずデザイン･レビューを加える必要が

は、公的基準に記載されていないことを設計に織り込む

あり、またデザイン・レビューに加えて、次のような活動

場合や、基準に記載されている数値を変更する場合、設

を含めることができます。

計者にとって変更しがたいものがあるためです。しかし、

a）別法による計算の実施

公的基準の根底に流れている思想が、顧客の満足を得

b）新しい設計に対する類似の証明された設計があれ

る施設を設計するための共通ルールを表現したものであ

ば、それとの比較評価

ることを理解すれば、設計者は設計思想と顧客の要求

c）試験及び実証の実施

する機能が合致していることをデザイン・レビューで明確

d）発行前の設計段階の文書の確認

にすることで、数値変更も可能です。ただし、この設計
が妥当性をもつか否かを、現地調査等によって確認する

5）設計の妥当性確認

責任を持つ心構えが必要です。
ISO9001では、設計者に顧客が何を求めているのか

製品が明確にされた使用者のニーズ及び／又は要
求事項に適合していることを確実にするため、設
計の妥当性確認を行う。

確認させるシステムとなっています。設計者は、真の顧

設計の妥当性確認は、通常定められた使用条件化で

を提供しているかどうかを繰り返し考えることで、合理

実施されますが、完成前の早い段階で必要になることも

的かつ効果的な設計を行っていく姿勢を身につけること

あります。鋼製砂防構造物の場合、仮組検査がこれに

ができると思います。このため、従来の設計手法で設計

あたります。また、異なる用途が意図されている場合は、

された構造物であっても、顧客を意識することで性能設

複数の妥当性確認を行うこともあります。

計への考え方を導入することになるでしょう。

砂防施設の機能が目標通り達成されたことを確認する
ためには、例えば土石流を捕捉したかなど、実際に災害
が発生しなければわからない場合が多いですから、施
設の保有性能を確認するためには、施設の完成後から
の各点検や追跡調査が重要な妥当性確認の行為となり
ます。この調査結果は将来の設計に活かしていくことで、
その施設の品質を高めていくことになります。

５．おわりに
以上のように、設計インプット項目を確定する行為は、
要求性能から目標性能を確定する行為と同じであること
と言えます。ここで留意することは、要求事項を満足さ
せるための施設は一つではないことです。複数ある施設
の中から最適な施設を一人で選択することは難しく、予
備設計審査により複数の目でチェックし、選択の適切性
を吟味することになります。また、施設の機能が最も高

42 sabo vol.115 冬 2014

客は地元住民であることを自覚し、顧客が満足する施設

１
はじめに
自然との共生という言葉や発言をよく耳にします。
私達は自然を環境として把握・活用し生活を展開して
きました。当初自然領域内主体の中で生活してきた人
間は、長い歴史の後ようやくその領域を持つようにな
りました。2011年３.11の東日本大震災による未曾有
の大災害は、私達の居住環境に関わる多くの貴重な教
訓を与えてくれました。加えて最近は東南海地震の予
測、温暖化由来と考えられている異常豪雨などによる

斜面環境（山の辺の道）

「災害も自然社会」の場と時間軸
─
─縄文地塊と深層崩壊
中村 三郎

なかむら さぶろう

防衛大学校名誉教授・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

大規模な地盤・河川災害などの報告を聞くと不安に駆
られます。生活の進展に伴い人間はしばしば「人間の
都合優先」の生活を展開してきました。しかし自然は
人間の理解を超えた現象を露呈することがあり、これ
が思いがけない自然災害をもたらしています。いわば
人間社会の発展と共に、｢災害も自然｣ という社会環
境も醸成されつつあり、｢計り知れない自然の都合｣
の追跡不足と云う事も考えられます。さらに最近は自
然災害の「場」の変化について、時間軸の長短と地塊
の広がりとの関わりについて考えることの大切さを思
うこの頃であります。
２
温暖化と古環境地盤
身辺の斜面環境は第四紀に形つくられたものが多
く、地球にとって最終で最大のウルム氷期と後氷期に
おける気候条件の変化は、地盤の風化・浸食・堆積過
程に大きな変化をあたえています。とりわけ中緯度帯
に位置しモンスーンの影響を受け易い日本列島の地

写真-1 カレッジフィヨルド沿いの大氷河

形・地盤はおおきな影響をうけている筈であり、山麓
や台地・丘陵地周縁各地には後氷期由来の大規模な堆
図-1 時間雨量80mm以上の年間延べ件数の推移（小林2012）

写真-2 アラスカで見た栂池スロープ

北緯60度以北アラスカに点在する周氷河地形は、温暖
化の影響もあり活発に氷解・挙動しています。地塊の
末端に立つと栂池そっくりのスロープを見ました。

㎜/
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積域緩斜面や埋積埋没谷（中村2004）の存在などが考

ことも容易に推測できます。

えられます。時が経過しても、各地で培われた埋積堆

日本列島は平地が少ないこともあり、山地・山麓に

積地盤等はそっくりその場に残され潜在しているとい

形成されている大規模な緩傾斜面等の多くは、地域の

うことも容易に考えられます。最近、列島各地におけ

人々にとって格好の生活面・農耕地として古来長期に

る異常気象に伴う大規模な被災域や地盤条件を見聞す

わたり利活用されてきました。しかし最近の気候条件

ると、古環境地盤との関わりが大きく今後の斜面環境

の異変・異常は、前述の古環境地盤が形成された当時

にとって不安を感じるこの頃であります。
図-2 地すべり性地塊資料の¹⁴C測定結果─地塊形成年代（中村・桧垣1990）

2-1

降水量異常と斜面環境

1990～2007年の資料（小林2007）によれば、時間雨
量80㎜を越える異常降雨はこの十数年来増える傾向に
あります。一般に時間雨量50㎜というのは、滝の直下
に入った時のような降り方に例えられており、80〜
100㎜やそれ以上という降り方は真に異常で、斜面環
境にとっても脅威であります。世界規模の観測がは
じまった1867年以来、最も気温が高かった上位15都市
は、すべて1980年以降に集中しているということも指
摘されています（レスターブラウン2000）
。近年中国
長江の大洪水（2008）
、アメリカにおける破壊的暴風
雨（2012、2013）
、そして紀伊半島（2011）
、北九州各
地（2013）
、島根・秋田等（2013）における連日の異常
豪雨と、それに伴う大規模な土砂・河川災害等の報道
を聞くと、地盤環境条件の追跡と異常気象対応の適否
についての必要を痛感いたします 図-1 。
2-2 古環境地盤と「生活場」
図-2 は主として東北日本にお

ける地すべり地塊の形成年代
（14Ｃの測定結果による）を示
しており、秋田・山形・新潟・
長野などにおける主要地すべり
地塊・地盤の多くは、１万年～
５千年内外の年代に形成された
地塊の例が各地に認められます
（ 図-3 参照）
。ほぼ同一の地塊地
域においても、時期の異なる大
小規模の押し出し堆積物が重な
りあって大規模地塊を形成して
いる場合も考えられます。氷期・
後氷期における押し出し堆積物
は勿論のこと、縄文早期～晩期
における堆積地塊の頻度の多い
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図-3 地すべり性地塊
（大規模緩斜面地形）
の形成年代─時間軸
（中村2013）

の地形形成営力と類似の気候環境になりつつあること

「人と自然」との関わりの思考については上記の長・短

を考えると、各地の当該地塊が再度大規模に不安定化

の時間軸のことを常に念頭に置きたいものであります。

する可能性もあります。最近秋田県仙北市田沢におけ
る、旧い集落が一挙に被災した例もあり、古環境地塊
域と今日の大規模崩壊との関わりなどについての認識

3-1

アラスカで見た「栂池地すべり」

最近、北アルプス山麓小谷村栂池スキー場の一部が

を深めたいものであります。
3
保全対象と時間軸
地すべり被災域とその広がりと規模等について考え
る時、私達はしばしば最近の変動域やその計測結果の
みに気を取られ、変動域を含む背後や周縁地形との関
わりなどについての確認がおろそかになりがちであり
ます。地すべり等の地変はときに拡大・転位を繰り返
し、
誘因・素因の認識に混乱をきたすことがあります。
地塊の形成や変動域の認識・追跡に際して、時に「鳥
の目と虫の感覚」の例えで

被災域の広さや地勢、｢

場｣ の性格を考え追跡する必要もあります。これは大
小の地塊に関わる ｢時間軸｣ との関わり追跡の感覚手
法の一つのとも云えます。
A）今日の自然は長い年代の果ての「場」
、であり、
場の地盤状態は気候変化等に伴う地形営力差やそ
の期間、被災区域の広がりとの関係を考える必要
があります。
B）
「人間の都合優先」の短期間における、人工的な地
形改変に関わる地盤条件の変化の「場」と自然への
対応があります。

（長野県2009）
写真-3 長野県北アルプス山麓
「栂池」の氷河地形の末端状況
（Ts部分）

図-4 アラスカ アンカレッジ アリエスカリゾートの長大斜面
（中村2010）
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地すべり性変動を起こし、対策・調査が進められてい

今後、中・高山間地における周氷河地形堆積域の不安

ます。栂池は標高が高く長大な氷河性堆積域の地塊で

定化や深層崩壊化に少なからず影響を与えつつあると

あります。数年前アラスカのアンカレッジ・フェアバ

いうことも考えられ、被災対応を考えたいものであり

ンクス周縁の旅をしました。北緯60度付近のアンカレ

ます。

ッジの南東約60kmに著名なアリエスカリゾートがあ
り、山頂1220ｍの山腹には長大斜面を利用した滑降

3-2

大規模崩壊を見ていた ｢縄文人｣

距離５kmの見事な国際的スキー場があります。長大

1985年、梅雨の異常豪雨直後、長野市地附山におい

なスキー場斜面と周縁の景観を眺望したとき「オヤ？

て斜面長700m、幅500m、深さ60ｍ、押し出し土塊量

どこかで見た景観だなー」と思いつつ、さらに北東の

360万㎥の大規模な地すベリが発生しました。地塊は

カレツジフィヨルド沿いに発達する氷河と周氷河地形

一挙に直下の湯谷団地および老人ホームへ押し出し、

について踏査しました。踏査しながら北アルプス山麓

家屋全半壊64戸、死者26名という大惨事となりました。

の小谷村「栂池」周縁の景観の今を思い、同時に氷期
の状況におもいを馳せていました（ 図-4 、写真-1・2・3 ）。
栂池上部の地形主体は、過去２万年以降数千年前に
かけてつくられた緩斜面であり、アラスカのアンカレ
ッジで見る景観は、今日つくられつつある周氷河地形
そのものであります。緯度を変えて観察すれば、長い
歴史（時間軸）を越えた栂池と共通の地形でもありま
す。氷期〜後氷期における河川の作用をみると、氷河
期、上流部では岩屑の供給が河川の運搬作用を上まわ
り、下刻のすすんだ河谷は氷河性の岩屑等によって埋
積され河谷は埋没されています。更にその下流域も、
水位の上昇或いは水量の増加に伴い堆積が進み、一連
の緩斜面が形成されています。緩斜面基底部に潜在す
る谷や窪地の深さ・広さの推測ができれば、その後の
変位の把握も不可能でありません。温暖化の進展は、

図-5 地附山B測線地質断面図
（長野県1988）
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「地附山地すべり」地塊、B測線地質断面側線
（長野県
写真-4 長野県
1988）
測線位置位置加筆

当地域の地質は流紋岩質凝灰岩地帯であり、従来大規

3-3

縄文地塊と井戸水のシグナル

模な地すべりは無い地域で、小規模な表層崩壊のみで

2006年8月、長野県佐久市駒込において地すべりが

ありました。今回の調査結果
（長野県1985）
をみると、

発生し地域の人々を驚かせました。当該地のような第

今回の崩壊堆積層Dt1層下位のDt2層は、旧い時期の

三紀火山性堆積物の卓越する地域における被災例は珍

堆積層でかなりの厚さと広がりが推測され、安定して

しい。斜面長約160ｍ、中段幅約100ｍ、冠頂部約40

いた土塊であったと考えられます。基底部には沼沢性

ｍ、移動土塊量約350㎥の中規模な地すべり地塊であ

の堆積層Sd層も見られるなど地下水の貯留し易い谷

ります。本地すべり地塊対策のための当該地すベリ地

筋（埋積埋没谷）の存在も考えられました。大崩壊直

頭部（ｗ13）におけるRC集水井工事の折り、深度15ｍ

前は新しい自動車道沿いの表層崩壊と認識されていた

において採取された木片による14C年代測定結果によ

が、短時間の間に旧期の堆積層Dt2・Sd層を一気に巻

れば14670年が追跡されています（菅野他2006）
。航空

き込み一体化・大規模化し、わが国における都市型地

写真等を用いた解析結果によれば当地すべり地は、末

すべりの代表的な被災例となりました。

端志賀川沿いの700ｍと、当地すべり地塊を含む背後

後氷期の異常な気象条件下に崩壊し、造り出されて

北東部約800mのほぼ三角形状の巨大規模の一部と認

いた大規模な堆積層（縄文地塊）は、最近の異常な気

識出来ます 図-6 。前記の集水井（w13）位置における

象条件によって、再度旧期の気象条件下と同じ営力に

集水成果によると毎分100ℓ を超す異常採水量が記録

よる地盤条件が醸成され、不安定化したDt1・Dt2一

されており、この異常出水量は、当該地すべり地を含

体化による｢深層崩壊｣が現出したとも考えられます。

む背後に潜在し古期に形成された巨大規模の緩斜面地

14

Dt2基底面堆積物２例の埋もれ木による Ｃ年代測

形と、そこに潜む埋積埋没谷（旧窪地地形）の存在を

定結果では、6400±120年と40000年前の堆積物という

示唆するシグナルではないのかと云う事が推測できま

（富沢1988）２例が報告されています 写真-4 、図-2・5 。

す。したがって今後は、当該地すべり地背後の広い地

地附山の山頂周縁には古代人の生活遺址もありま

塊の埋没谷と水との条件が整えば、古環境地塊をふく

す。居住していた後氷期の ｢地附山縄文人｣ はDt2地

む新しい大規模ないわば ｢深層崩壊｣ の可能性も考え

塊堆積時期前後の大規模崩壊の様子を見ていたのであ

られます。

りましょうか。今後の地球環境異常次第では、今日ま
で安定していた周縁地塊域の一体化によるさらなる大
規模な崩壊・深層崩壊が予想されます。

図-6

長野県駒込地すべり地および背後の巨大な不安定緩斜面地塊
（W13は集水井位置）
（菅野他2012）

3-4

箱根の「早川」と「広重」の記憶

箱根火山は約40～50万年前に活動をはじめ、玄武岩

図-7 広重
「東海道五拾三次之内箱根」の図

W13
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質～安山岩質溶岩・火山砕屑岩等を噴出し富士山型の

４

成層火山をつくり、約2700ｍの高度であっただろうと

深層崩壊を誘発する縄文地塊

推測されています。その後火山体中央部が陥没し今日

最近、経験する異常気象や地震、それに伴う大規模

の古期外輪山が形成されました（25〜18万年前）
。そ

な被災域を見聞すると驚かされます。後氷期～縄文期

の後古期カルデラ内の西側の一部において陥没による

における山地・山麓・丘陵地等における地形営力それ

新規カルデラが形成され（７〜５万年前）、続いて

に伴う地変は、今日と比較して大きく想像以上であっ

神山・小塚山・二子山等が出現しました（4.5〜４万

たと考えられています。吉川（1985）は、後氷期に形

年前）。

成された各地の扇状地の例一つ取り出して比較してみ

火山活動末期の3100年前頃、神山の水蒸気大爆発に

ても、現在の営力下で形成される地塊と比較して規模

よる巨大崩壊により、押し出し堆積物は早川上流域を

が大きく、後氷期〜縄文期の営力がはるかに大きかっ

堰き止め「芦の湖」が誕生しました。この事件は、そ

たことを指摘しています。このことは当時の地盤の崩

の後の箱根および周縁の景観におおきな影響を与え、

壊や地すべり性崩壊現象等においても考え得ること

湖と火山がテーマの「天下の険─箱根園地」は訪れる

で、各地における浸食作用と埋積・埋没谷を伴う大規

内外の人々にとって関心が高く、天下無比の「アメニ

模な緩斜面地形が各地に発達しています。

テイー」を造り上げています。

図-9 は山麓や丘稜地周縁にみられる大規模崩壊域地

天保３年（1832年）以来、広重は「東海道五十三次

塊の模式鳥瞰図であります。図中Dt1部分は旧期の大

之内」の「箱根」を描いた 図-7 が、図中左（湖尻仙石

規模崩壊等によって形成された緩斜面地形で、既存の

原付近）には数個の山稜が描かれています。これは神

谷地形（旧河谷）等を埋積・埋没している地塊部分で

山の水蒸気爆発時の泥流・火砕流等の末端隆起地形の

もあります。この種の大規模な地塊部分の多くは長年

一部が描かれているものとおもいます。なお図中の大

安定していた地形域という事もあり、平地の少ないわ

名行列や駒ケ岳等の描写は見飽きない。 図-8 の拙図中

が国では古来生活面（集落等）
・農耕地などに利用され

A〜A、B〜B’等も前述の末端隆起部分であります。

ています。しかし最近の異常気象や地震等に伴う被災

描いた方向は異なりますが、181年前広重の描いた末

例をみると、
潜在する川や谷（前述の埋積・埋没谷）等、

端隆起部分の起伏がよりはっきりしているのは時間差

古地形の存在と関わり深い斜面環境地体における大規

であろうか興味深い。

模災害の例を数多く考えることが出来ます 図-9 。
国交省の分析によれば、フォッサマグナや中央構造

図-8 箱根 神山大崩壊による
「仙石原」地域図、A-A’
・B-B’は岩屑流・火砕流等の末端隆起部分
（中村2008）

A

B

A’
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B’

線沿いの破砕帯地域における深層崩壊発生の可能性
の大きい地域が的確に指摘されています（読売記事
2013）
。しかし破砕帯地域以外の場においても、比高
差と地質と古地形の条件が整えば、後氷期（縄文期）
には頻度多く大規模な崩壊堆積域緩斜面が各地に形成
されており 図-3 、この「長い時間軸」のはてに考えら
れる古環境地盤が関与する大規模崩壊、いわば「縄文
地塊」は頻度はげしくいわゆる ｢深層崩壊｣ を誘発し
ている例を多数見ることができます。一方「短い時間
軸」上の崩壊地盤地域、例えばメガシテイー周縁の宅
地造成等による人為的な潜在谷地や、谷戸周縁の土地
利用に伴う急傾斜危険地は1960年代（1964年東京オリ
ンピック・新幹線・高速道開通）以降増加の一方であ
ります。山麓・台地・丘陵地周縁には縄文地塊と人為
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図-9 大規模崩壊緩斜面地形と潜在する埋積埋没谷
（Bv）
、周縁地形変化模式図
（中村2004）

旧期の大規模崩壊による谷の埋積堆積物─L1
（Dt1）

L2
L3
Bv

R2

基盤岩層

L3
L2
L2

R2
L2

近年の崩壊域例─L2、L3

Bv；埋没谷
（旧河谷）
R2；埋積埋没地塊(Dt1)の周縁に出来た新しい河谷位置

断面位置

R2

L1→L4
Bv

L1
（Dt1）；豪雨あるいは地震時等における大規模崩壊堆積物は埋積埋没谷
（Bv）
を造った
R2

；R2出現後に発生した埋没谷周縁の新しい崩壊
L2
（Dt2）
L3
（Dt3）
；R2の出現や河床の低下・変位などによるDt1地塊の痩削化・不安
定化によるDt1地塊の一部に発生する崩壊
L1－L4 ；L1
（Dt1）
地塊の大規模崩壊
（深層崩壊）
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今 年こ

そは

ボ！

脱メタ
か

ち

ぐみ

徒士組奮戦記❸
変化

重だけは）新婚時代のそれに近づく。

～！」。よく見たら某省の幹部職員さ

歩くように心がけて８年目に入り、

今まで全くしていない柔軟体操と

んで、出張先での早朝ジョギングの

体重減の他、腹回りも多少細くなっ

筋力運動を合わせて一日5分間でもし

後であったが、写真を撮っておけばよ

た。身体が軽くなったと感じることは

ようと思っているが、これはいまだ三

かったと悔やまれる。

ないが、エスカレータや階段をやや

日坊主にもなれず、本誌が出回る頃

奥様ではなさそうな女性と歩く某

長めに歩いても息切れ具合は以前よ

には「やってますよ」と言えるようにし

県知事さんや一人でジョギング中の別

りずっと軽い。残念ながら痛風の発

たい。

の県の知事さんを見かけたこともあ

作は時にはあるものの、たまたまな

大したことではなくても継続してい

る。島原市内では小中は勿論、高校

のか徒士組の成果なのか、数年前に

ると効果が上がることが分かったのは

生でもよく挨拶をしてくれた。生意気

経験した頚椎圧迫からくる手のしび

良いのであるが、サボると元に戻るの

風な男子高校生まで先に挨拶をしてく

れとそれよりも前にちょっと痛くなり

であろうから、何しろ続ける！

るのは、ちょっと焦る。
ユリノキの花が咲いているのを熱

始めた椎間板圧迫からくる腰痛は、
今のところ全く出ていない。

余禄

心に撮影していたら某県の砂防課長

出張先での早朝散歩は、土地の人

さんとばったり会い、
「妻がゆりこな

もずいぶんと歩いているので挨拶をす

のでユリノキを撮影している」と言っ

職場で、一週間に酒を飲む回数な

る。傑作は、某観光施設の前の道を

たら「仲がよろしいようで」と冷やか

ら誰にも負けないと豪語しているが、

掃除していたボランティアの方に「お早

されてしまった。この方は歩いた距離

一週間11回の総量を知ると、
「ナ～ン

うございます」と普通に挨拶をしたら、

に応じて、一緒に歩いて下さる奥様

だ、私の一回分にもならない」と言

「中をご覧になりたいのでしょ。鍵を

にプレゼントをしており、サボりたく

われてしまう程度のお酒は今後もこれ

開けますよ」
と大サービスをして頂いた。

ても奥様に引っ張り出されてしまうと

を継続し、
体重をあと3％減らせば（体

某神社では、鳥居付近で整理体操

こぼしていたが、自分にではなく奥様

をしている人がいたので邪魔だなと思

用の人参を用意しているところが素晴

いながら鳥居の撮影を諦め、真横を

らしい。

当面の目標

写真-1

通り過ぎる時に前を向いたまま「お早

山形市内の霞城公園で最上義光

うございます」と顔を見ずに挨拶した

公の銅像 写真-1 を撮影していたら、
「こ

ら、その男性が「あれ～、えっ、えっ

れは珍しいんですよ」と声を掛けられ、
どこがでしょうかには、
「馬が二本の

写真-2

足だけで立っているでしょ」とのこと
だったが、カメラを持っていると“余
所者ですよ”“運動に適した格好はして
いませんが怪しいものではありません
よ”の証明になるようだ。
駄洒落や冷やかしのネタを探しな
がらも歩いている。 写真-2 の「かもし
か」
（苗字＋歯科）を知っている私と
しては某県庁所在地で見つけた「ア
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写真-3
写真-4

歯科」さんに、アシカの似顔絵も描

の名前もいろいろ楽しいし、説明看

お願いは済ませた。

き入れたらとご提案したい。

板もある。

まとめ

勤務先近くで◯善工機
（株）の看板

徒歩は遅いが、写真を撮ったり看

多くの皆様には勝ち組の気分を味

を見つけ、知人の○膳さんに「ご親戚

板を見たりひと様と立ち話をした後

わって頂けたことでしょうが、極少数

と思いましたが、
膳善
（全然）
違いますね」

も、直ぐにその前と同様に歩くことが

の運動嫌いや健康管理に手を抜いて

と写真付きでメールしたら、どこにある

できる。散歩中の楽しみは人それぞ

いる方には、人間一つくらいはご自

のですか？と即問い合せがあった。

れで俳句をひねるもよし・音楽を聴く

身に合う何かがあるはずでそれを見つ

もよしで、私の場合は以上であるが、

けられることを祈念している。

向日葵とチューリップだけが分かる
人であったが、花を目にする機会が増

興味の対象は増加傾向にある。

いるが幸いまだ乗り場は見えず、その

えて、今ではその十倍は分かる（計算
はしないように）し、スマホには自分

日々、三途の川の渡しに近づいて

店じまいの準備

地が少しでも遠くにあることを願いつ

で撮影した花の写真が50種はある。

某お寺さんの墓地の中に、閻魔大

つ、そこまで自力＆自分の意思で辿り

姫 路 城 址 公 園・ 保 土ヶ 谷 公 園

王様 写真-5 や十王様などの石像があ

着くように、徒士組の分相応の奮戦

写真-3 には足ツボ刺激用の施設があ

り、この世、否、あちらの世には閻

はまだまだ続く。

る。これにはめっきり弱く１ｍも歩けず、

魔法王庁なるローマ法王庁並？の機

「最初は俺もそうだったよ」などと声

関があることを初めて知った。いずれ

を掛けられている。日比谷公園内の鉄

お裁きを受けねばなら

棒には昼休みにいつも人がいるが、高

ず、その節はどうぞ寛

校生時代、試験の時だけできた蹴上

容なお沙汰をとお願い

がりはもとより逆上がりも無理そうで、

したが、地獄の沙汰も

横目で見ているだけである。

金次第と言われるのに

都内で見つけた 写真-4 の建物が何

反町 雄二
（そりまち ゆうじ）
『sabo』事務局OB

写真-5

手ぶらだった。

であるのか正面から撮影すると直ぐ

初回のピンコロ地蔵

に分かるが、横から見るとクイズにな

様からは「さぁどうしよ

りそう。昭和８年落成だそうで、歴

うかな」であるし、閻

史的建築物としても知られているらし

魔 大 王様には配 慮 不

い。都内には坂道が随分とあり、そ

足ではあるが、一応、
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「平成26年度

砂防・地すべり技術センター講演会」
開催のご案内

各分野の講師の方々による当センター講演会は、毎年多くの方々にご聴講頂き好評を頂いております。今年度は
下記の要領で開催の予定です。詳細は順次センターHPにてご案内いたします。

日

時： 平成26年６月17日（火）13：30〜17：00

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）

募集人数： 300名

行事一覧（８月～１月）

後援
（協賛）
●７月30日〜８月

第37回
「水の週間」行事
（協賛）

●９月26〜27日

気候変動及び地殻変動活動の影響下での土砂災害に関する第３回国際シンポジウム
（後援）

●10月８〜10日

第45回
（公社）砂防学会シンポジウム
「平成23年紀伊半島大水害を振り返って」
（協賛）

●10月16〜17日

（協賛）
2013火山砂防フォーラム

●10月24日

（後援）
「斜面防災対策技術フォーラム’13」in長野

●12月1〜7日
●１月25日

平成25年度「雪崩防災週間」
（協賛）
（公社）砂防学会「伊豆大島土砂災害緊急調査報告会」
（後援）

人事異動
【採 用】

判田 乾一

●８月31日付 【退 職】

中野 泰雄

砂防技術研究所長

安養寺 信夫

理事・砂防技術研究所長を委嘱

●８月１日付
●９月１日付

【委 嘱】

砂防技術研究所上席研究員
（国土交通省北陸地方整備局   松本砂防事務所長）

海外研修及び協力
国・地域

出張者

期 間

目 的（参加会議名等）

タイ国

田村 毅

７月〜９月（全３回）

チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト
（洪水管理システム構築支援）第１〜３回（詳細は本文参照）

インドネシア国

萬德 昌昭

８月18日～24日

アンボン島ワイエラ川における天然ダムの調査（詳細は本文参照）

台湾（台北 新北市）

池田 暁彦

９月８日～11日

台湾土砂災害に関するシンポジウム

ヨルダン

池田 暁彦

９月27日～10月5日

ダム堆砂対策（施設計画）
（詳細は本文参照）

11月３日〜８日

2013台日砂防共同研究会

平成26年２月２日〜16日

統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト

台湾
相楽 渉
（台中、台南、高雄、南投県）
ブラジル国ブラジリア市
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判田 乾一

依頼講師等
講師

派遣日

安養寺 信夫

通年

近藤 浩一

９月11日

近藤 浩一

25年10月より
通年

相手先

講義
（講演）
内容
調査研究部門／地盤工学委員会 火山工学研究小委員会
小委員長

（公社）
土木学会
長野県砂防技術研究協議会

「最近の土砂災害の実態と課題について」

政策研究大学院大学

客員教授
「Control Measures for Landslide & Debris Frow」

ＮＭアンカー協会・SSLアンカー・
Q&Sアンカー協会

「箱根山の防災事業」

山下 勝

10月９日

安養寺 信夫

11月26日

（公社）
砂防学会

「活火山地域の多様な土砂災害の軽減へ向けて」

厚井 高志

11月26日

（公社）
砂防学会

「降雨流出・土砂流出に影響する火山噴出物の特性
──2011年新燃岳噴火の事例

嶋 丈示

10月23日

綱木 亮介

通年

ＳＢウォール工法研究会

「砂防ソイルセメント」について

神奈川県横浜川崎治水事務所

「川崎市内における緑地保全斜面対策工法検討会」委員

頒 布 書 籍 のご 案 内
当センターでは、以下の書籍を頒布しております。ご希望の方は申込用紙（Excel，PDF）に必要事項を記入して、
FAX あるいは郵送にてご注文下さい。お支払いについては、同梱の請求書をご確認の上、到着後に口座振込にてお
願いします。送料のみの書籍を注文される場合は、送料着払いでお送りします。
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
TEL：03-5276-3271 FAX：03-5276-3391 E-mail：webmaster@stc.or.jp
書名

著者編集

発行年月

実費
（送料別）

当財団編

H23.10

¥3,000

鋼製砂防構造物設計便覧
（平成21年版）

鋼製砂防構造物
委員会編

H21.9

¥5,000

土砂災害から命を守るポケットブック
─地域防災力を高めるために

砂防技術研究会

H21.3

¥300
（送料込み）

機関誌
「sabo」

当財団編

年２回

送料のみ

土砂災害の実態

土砂災害の
実態編集会議編

S57～H25
（毎年）

送料のみ

S 57～H5、H11、
H16、H21版は絶版

砂防地すべり技術研究成果報告会発表論文集

当財団編

H12～H25
（毎年）

送料のみ

H12～H19、22版は絶版

砂防・地すべり技術センター講演会講演概要集

当財団編

H14～H25
（毎年）

送料のみ

H14～H19版は絶版

砂防技術─設立20周年記念出版

当財団編

H7.7

送料のみ

砂防ソイルセメント設計・施工便覧

備考

他書籍と同時に注文の場合には
送料は別途となります。
ご了承下さい。
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season2

6

新春 焼肉ノススメ
焼肉 凛 本店

東京都中央区月島1-27-1
第3メガロ1F
☎03-3531-2985
定休日 月曜日
◦地下鉄有楽町線 月島駅

8番出口 徒歩2分
◦都営大江戸線 月島駅
8番出口 徒歩2分

2013年も牛丼には大変お世話になりました。で

名物の牛タン。テーブルに運ばれてきたのは、厚切

も1年の 締めくくりにちょっと贅 沢な肉を食べたい

りのハムと見紛うほどの、ぶ厚～いタン。両の表面

……。そんなわけで、市ヶ谷から少し足をのばし、月

を焼き、焼き目がついたくらいが食べごろとの事で、

島の焼肉店に行ってきました。月島といえば“もんじ

中はミディアムレアでいただきます。見た目からの想

ゃ”と思われがちですが、実は焼肉の激戦区。今回は、

像通り、十分な歯ごたえと適度な柔らかさ。しかも

その中でも特に人気のお店をご紹介します。

噛めば噛むほどじっくりと脂が溢れ出す！タンという
肉のイメージが変わる一品です。

月島駅8番出口より、清澄通りを西に向かって100

焼肉の王道、カルビ＆ハラミ。こちらも分厚い奇

ｍほど歩いていくと、右手にあるドラッグストアとモ

麗な霜降り肉で、サンチュでもＯＫ。名物？女将の指

スバーガーの間の路地の先にマンションが見えます。

導のもと、サンチュにエゴマの葉を重ね、その上に肉、

ここの一階、建物の陰でひっそりと営業しているのが

ネギ、ニンニクを乗せて巻いて食べます。肉自体のと

「焼肉 凛 本店」。通りに看板は出ていますが、店が

ろけるような柔らかさ＆脂の甘味に加え、エゴマとニ

直接見えないため少々わかりにくいかもしれません。

ンニクの風味がマッチしていて、絶妙なバランスです。

しかしこの店、月島での営業は三十余年という老舗

エゴマが驚きの仕事をしています。

で、名物の「元祖厚切り牛タン塩焼」は、肉の通と

椎茸。一見するとまんじゅう？と思うようなこぶし

しても有名な、ダチョウ倶楽部の寺門ジモンも太鼓

大の椎茸です。見た目のインパクトもさることながら、

判を押すほど。全国からの客足も絶えないという超

炙ったときの香ばしさとぷりぷりとした食感、ジュー

人気店ですが、店内は下町の食堂然としており、入

シーさはキノコ好きにはたまりません！

りやすい雰囲気です。

締めのサムゲタン。漢方の香りが不思議と食欲を
そそります。時間をかけてじっくり煮込んでいるとい
う鶏肉はスプーンでつつけばほぐれるほど柔らかく、
口の中でとろけます。スープもピリリと薬味が効いて
いて体が芯から暖まります。
ちなみに、本店より徒歩３分くらいに２号店もあり
ます。本店が満席でもあきらめずに食べて帰るべし！

ちょっと隠れ家的な店構え

名物・元祖 超厚切りタン塩

（K）

UFO？まんじゅう？イヤ、シイタケだ!!

編集後記

市ヶ谷便り
地図では緑一色、平坦に見える東京ですが、意外に起伏があるのは

道を抜けると
「左内坂」の中腹、
市ヶ谷自衛隊駐屯地の下に出てきます。
この裏参道は知る人ぞ知る。そして「芥坂」
「鰻坂」とたどりつつ、セ
ンターの元の所在地、閑静な砂土原町を横切り、袋町を抜け、もう一
つの有名な坂
「神楽坂」へと……

タモリさんのＴＶ番組でもよく扱われていますね。センターが面する靖
国通り付近だけでも有名な「九段坂」から「幽霊坂」
「一口坂」
「帯坂」

賑わう本通りから一筋入って今度は横丁を巡ってみましょうか。いか

……思わずその謂われを知りたくなりますが、ありがたいことに、たい

にも神楽坂らしい風情の兵庫横丁を通り、本多横丁を折れて、神楽坂

てい坂下には由来を示す坂標が立っています。そして外堀通りを渡り西

と軽子坂の間に隠れているのが文字通り「かくれんぼ横丁」です。石

に折れて見上げると、亭々とそびえ立つ石段、市谷亀岡八幡宮の男坂

畳と黒塀のなんとも粋な小路ですが、フランス、イタリア料理や焼き肉

です。

レストランという意外な取り合わせに加えて、初夏には神楽坂唯一のビ
アガーデンも始まります。そして下ればすぐにメトロ飯田橋、電車だと

江戸のパイオニアと言われる知将 太田道灌が「文明11年
（1479年）
に、市谷御門内に（鎌倉の）鶴岡八幡宮の分霊を、江戸城西方の守護

たった一駅間ですが、上がったり下ったりにおつきあい頂き、手も足も
温もってきました。

神として勧請し、これを鶴に対して、亀岡八幡宮と称しました」
（縁起よ
り）とは、なかなか遊び心のあるしゃれたネーミングではありませんか?

路地を吹き抜ける風はまだまだ冬将軍の傘

この神社はペットをご祈祷頂けることで有名で、新春には羽織袴、

下ですが、石畳にさざんかの花びらが散り敷

振り袖に着飾った善ワン善ニャン達で大盛況です。ペット好きは必見。

き、黒塀から覗くのは木蓮のつぼみでしょう
か？

さてお参りも無事済んで石段を見下ろすと「膝が笑ってしまいそう」
という方は、石段西隣りのゆるやかな女坂を下るか、拝殿の傍らの細
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梅が薫りたつのもじきでしょう、春は

すぐそこです。
（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。
「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/

