Vol.87
Jul.2 0 0 6

ISSN-1345-6997

SABO Vol.87 Jul.2006
目次

特集●地すべり
巻頭言

地震と地すべり 丸井英明

新潟大学災害復興科学センター教授

1

論説

危機管理の観点から見た地震発生時の地すべり
綱木亮介 国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター長

2

研究ノート1

地すべりにおける数値解析の現状と課題 地震被害シミュレーションを例に
若井明彦 群馬大学工学部助教授

6

研究ノート 2

地震にともなった地すべり・斜面災害 2005年パキスタン北部地震による斜面被害の概要

10

八木浩司 山形大学地域教育文化学部教授
千木良雅弘 京都大学防災研究所教授
災害対策

平成16年新潟県中越地震における地すべり対策について
逢坂康之 新潟県新潟地域振興局地域整備部治水課主査（元新潟県土木部砂防課地すべり係主任）

14

技術ノート1

地震数値解析と地すべりについて 向井啓司（財）砂防・地すべり技術センター斜面保全部技術課長
技術ノート 2

地すべり地における水質を中心とした地下水解析手法について
相楽 渉（財）砂防・地すべり技術センター斜面保全部主任技師

24

連載エッセイ 2

カルデラの伝説・日本一の赤電話 吉友嘉久子（OFFICE・よしとも代表）

28

建設技術審査証明

J−スリットえん堤

30

自主研究

土砂災害情報伝達手段としてのインターネットの活用に関する考察
千田容嗣（財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所上席研究員
黒川興及（財）砂防・地すべり技術センター砂防部長
海外事情

ミュンヘン「砂防行政官会議」出席報告
嶋 丈示（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
センターニュース 42

38

32

20

巻頭言

地震と地すべり
丸井英明

新潟大学災害復興科学センター教授

日本の国土の７割は山地あるいは丘陵地が占めてい

検討する上で重要と考えられる。

る。そのことが起伏に富んだ美しい景観の背景となっ

地すべりや斜面崩壊の多発の結果、地すべりダムに

ている。変動帯に位置する日本列島では、自然の営力

よる河道閉塞が多数生じ、住宅や道路の水没など多大

の下で長年にわたって広い範囲で地すべり活動が繰り

な被害をもたらしたことも特徴的であった。芋川流域

返されてきた。その結果、現在見られるような山地あ

では本・支流の50箇所以上で地すべりダムが形成され

るいは丘陵地の景観が形成されたと考えられる。典型

た。特に、規模が大きく万一決壊した場合には下流へ

的な日本の山村風景は、例えば棚田の広がる風景で知

の影響が大きい東竹沢地区と寺野地区の地すべりダム

られた旧山古志村にも見られた。棚田のあるところは

に関しては、水位低下による決壊防止のための緊急対

ほとんど全て過去に地すべりが発生した斜面である。

応を必要とした。近代的な地すべり対策が行われるよ

造成された棚田は、時に地すべりによって崩れてしま

うになって遭遇した未曾有の事態に対し、迅速かつ柔

うが、人々は再三にわたってそれを作り直し、棚田を

軟な対応を必要とした。与えられた条件の中で、直ち

保全しながら、いわば地すべりと共存しつつ、適度に

に判断を下し実行に移す危機管理体制の構築が極めて

攪乱された土壌と豊富な地下水を糧として農耕を行

重要と考えられる。また、地震の影響は発生時点だけ

い、伝統と文化を育みながら生活を営んできた。

にとどまらず、長期に及ぶと考えられる。地震により

2004年10月23日、マグニチュード6.8の新潟県中越

不安定化した斜面に対しては、拡大崩壊等による後続

地震が発生した。震源に近い川口町、小千谷市、旧山

災害の防止に向けて、点検が必要である。さらに、流

古志村等の地域では多数の地すべりや斜面崩壊を生

域全体における不安定土砂の大量供給に対しても対処

じ、その総数は約3,800箇所、崩落土砂の総量は約１

が必要となる。

億立方メートルと報告されている。地震が中山間地、

2005年10月８日パキスタン北部カシミール地方でマ

特に全国有数の地すべり地で発生したことにより、従

グニチュード7.6の大規模地震が発生し、死者83,000人

来型の平地での地盤災害に加えて、中山間地における

以上とされる甚大な人的被害が生じた。ヒマラヤ山脈

斜面災害が甚大であった。また、元来多雪地域でもあ

西縁の急峻な山岳地帯で発生した強い内陸型地震によ

り、２年連続の豪雪に見舞われたことから、融雪によ

り、極めて多数の地すべり、斜面崩壊が生じ、その結

る二次的な土砂災害も少なからず発生した。

果地すべりダムも形成された。現象の規模は大きいも

従来、地震時には急斜面の尾根部や凸型斜面で斜面

のの、その状況は中越地震による斜面の被災と似通っ

崩壊が多発するが、緩斜面における再滑動型地すべり

ている。比高1,000mにも及ぶ長大な急斜面状に多くの

はあまり発生しないとされてきた。しかしながら、中

住居が立地し、広範囲に段々畑を造成し、農耕を営み

越地震では斜面崩壊の多発に加えて、旧山古志村を中

つつ、地すべりと共存しながら人々が暮らしている状

心として未曾有の地すべり災害が発生した。その結果、

況は、旧山古志村の状況を彷彿させ、地すべり多発地

村内の棚田は随所で、崩落、陥没、段差、亀裂等を生

域での生活における共通の課題を示している。

じ、景観は一変した。旧山古志村は、標高400〜700m

中越地震による地すべり災害を経験し、地震後の緊

の東山丘陵に位置し、新第三紀中新世〜第四紀更新世

急、応急から恒久に至る一連の災害対応の過程で蓄積

の地層が分布する。岩質は固結度の低い砂岩、泥岩、

された技術や経験はぜひとも体系化され伝承されるべ

砂岩泥岩互層を主体とする。また、活褶曲が卓越する

きである。それは、将来日本国内の中山間地で同種の

地域でもある。元来地すべり指定地の多い泥質岩分布

地震による地すべり災害が発生した場合は言うに及ば

域である虫亀地域等よりも、砂質岩分布地域である芋

ず、パキスタンをはじめアジアの変動帯における共通

川流域で地すべりや斜面崩壊の発生が顕著であった。

の課題に対しても役立ちうるものと考えられる。

このことは今後、地震による地すべりに対する対応を
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論説

危機管理の観点から見た
地震発生時の地すべり
綱木亮介*
1 緒言

2 地震時の土砂災害

近年、大きな被害を引き起こすような規模の

しばしば行われている土砂災害の主要な分類

地震が世界的に頻発している。また、我が国で

（土石流、地すべり、がけ崩れ）は主に行政的

は地震の活動期に入ったのではないかというこ

な場面で多用されている。これらが土砂災害の

ともいわれている。地震の発生場や影響を被る

全ての領域をカバーしているわけでもないが、

地域の条件によってもちろん異なるが、丘陵地

それはそれとして、この分類の中の「地すべり」

や山間地では地震に起因する土砂災害（とりわ

と「がけ崩れ」（崩壊）の境界は、大変不明瞭

け斜面災害）が危機管理上の問題となる場合も

である。斜面勾配を尺度にしたり、現象の規模

多い。平成16年新潟県中越地震（以下「中越地

を尺度にしたり、様々な考え方があるが、どれ

震」）や平成17年福岡県西方沖地震等はそのよ

も相対的なものであるため明快な線引きはいつ

うな典型的な事例であった。

までたっても難しいままである。いずれにして

一方、実務的なレベルにおける地震時の危険

も、予算措置が伴う行政の中ではこれらの区別

斜面の判定・抽出手法に関する調査研究等は緒

は時として重大事であるが、学術的な分野では、

についたばかりで、未だに満足できるだけの精

このような大まかな分類ではなく、もう少し詳

度や汎用性を有する手法が開発されたとは言い

細な現象の区分が興味の対象となるのが普通で

難い状況にある。自然斜面自体の素性が簡単に

ある。

は把握できないのと同時に（これは降雨による

ところで、地震が誘因となって発生する斜面

斜面災害についても同じことであるが）、地震

災害のうち、地すべりは一般に珍しい現象であ

動が斜面に対してどのような影響を及ぼすのか

る、との認識が日本では長い間支配的であった。

定量的な評価が極めて難しいことが、主たる原

それに対し、崩壊や落石等、どちらかといえば

因であるものと考えられる。

急勾配の斜面における土砂や岩の移動は地震時

とはいえ、これが全く手をこまねいてばかり

にも多発する現象であることが経験的にも知ら

ですませられる問題でもない。とりわけ、相対

れていた。前者の地すべりの場合には、「大き

的に規模の大きい地すべり的な現象が生じた場

な地震加速度を受けてもその作用時間が非常に

合には、地域社会や周辺の住民の生活基盤に対

短いこと、また、斜面勾配がゆるく、概して一

する影響も深刻になりがちである。以下に、

様であり、すべり面が非常に薄い粘質土からな

「危機管理」という視点を念頭において、地震

るために、震動の増幅をきたすほどの地層不連

時における斜面災害、主として地すべりに関す

続面となっていないこと、また、すべり土塊と

る若干の私見を述べてみたい。

不動土塊との間で大きな変位差を生ずるような
土塊相互間の震動応答に大きな違いがないこと
など」 1)が発生事例の少ない推定理由として挙

* 国土交通省国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター長

2

SABO vol.87 Jul.2006

げられていた。

論説

一方、より詳細な土砂移動現象の分類 2)に従

3 中越地震に起因した
地すべりの特徴

えば、地震に起因する、土塊の比較的大規模な
移動現象の事例は決して珍しいものではない。
例えば、図１は、1964年のアラスカ地震

前述のような我が国での一般的な地すべりの

（M9.2）の際に、地下深部での液状化及び鋭敏

認識にもかかわらず、中越地震では、「地すべ

粘土の著しい強度低下が原因となって発生した

り」として分類可能な土砂移動現象が多数発生

Lateral spread

の例である。我が国の分類

した。

としての「地すべり」に含められるかどうかは

日本応用地質学会と日本地すべり学会による

別にして、この事例では、土塊は底面摩擦力を

報告 4)によれば、この時の地すべりの特徴は次

失った結果、自由面である側方へと移動した。

のように述べられている。

また、近年では、1999年に台湾で発生した集集

①多くの地すべり災害は、過去の地すべり地形

地震や2005年のパキスタン北部地震等の際にも

の範囲で発生している。

大規模な崩壊が発生している。紙幅の関係もあ

②とくに大規模な地すべり災害は半固結の砂岩

り、さらに詳細を述べることもできないが、多

と泥岩の互層部分で発生している。それらの

様な形態の土砂移動現象が地震に伴って発生し

部分では地層の向斜構造が地すべり運動の分

うることは、最小限認識しておく必要があろう。

布や方向を規制している。一方、泥岩地域で
は、砂岩地域と比較すると、地すべり地形が
多いのに、今回の地震（筆者註：中越地震）
による地すべりは少ない。
また、国土技術政策総合研究所及び土木研究
所の調査 5)においても、崩壊は流れ盤構造より

図1 アンカレッジ、ガバンメント・ヒル地すべりの地質断面図3)
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「地すべりAタイプ」は、地震発生前の地形図
上で地すべり地形が認められない、あるいは不
明瞭である斜面で発生した地すべりと、地震前
に地すべり地形と認められた斜面において滑落
崖以外を頭部として発生したもので34箇所。
「地すべりBタイプ」は、地震発生前の地形図
上で地すべり地形が判読され、この範囲が滑動
したもので19箇所。

32％
■流れ盤
■受け盤
■その他

40％
60

80

100％

構成％

図2 新潟県中越地震に伴う地すべり・崩壊発生箇所の地質構造5)
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も受け盤構造の地域に発生している割合が高い

4.2

河道閉塞

のに対し、地すべりは流れ盤構造の地域に発生
している割合が高いことが報告されている（図
２）。

中越地震では、保全対象に直接的な被害を及
ぼした地すべりと同様かそれ以上に地すべりに

周知のように、中越地方は比較的新しい地質

よる河道閉塞が深刻な問題として社会的な注視

帯からなっているため、固結度も相対的に低い

を集めた。筆者の経験の範囲では、河道閉塞が

岩や風化岩が広く分布している。そのような地

この時ほど大きく全国的に取り上げられた事例

質条件の中でも、特に砂岩・泥岩のように著し

はなかったように思える。あったとすれば昭和

く異なる物性の岩の互層構造を有する流れ盤斜

59年９月に発生した長野県西部地震であるが、

面は、前述した、「斜面勾配がゆるく、概して

この時には、御嶽山の山腹の大崩壊の崩壊土量

一様であり、すべり面が非常に薄い粘質土から

が約3,600万m 3といわれ、その崩土が王滝川を

なるために、震動の増幅をきたすほどの地層不

長さ約3.5km、幅200m、深さ30mにわたって堰

連続面となっていないこと」（下線は筆者）と

き止めた。その結果、この河道閉塞の上流域に

いう、発生しないことの要件には当てはまらな

は長さ2.5kmの湛水池が形成された。そのため、

かった。むしろ、非常にコントラストの強い砂

一時はこの河道閉塞の決壊も懸念されたが、そ

岩・泥岩の互層構造の境界面が不連続面となっ

の規模や地形等の状況から、一気に決壊する恐

たことが、この地震で地すべりの多発した要因

れはないものとの見方が徐々に広がったように

の一つであったものと推定できる。

記憶している。
翻って、中越地震においては、保全対象、規
模、湛水量等から、特に芋川に発生した東竹沢

4 危機管理上の問題と
これからの課題

及び寺野地区の河道閉塞が危険視された。この
時の河道閉塞への対応は、
①越流による破壊時間とパイピングによる破壊

4.1

6)

初動体制の整備と発生箇所の把握

時間を推定し、それらのうち短い時間で破壊
に至る現象を対象とする、

地震直後にはまず、どのような箇所で地すべ
り等が発生したのか、さらにそれらによる被災
の程度や被害の拡大の危険性の確認、把握を急
ぐ必要がある。中越地震では発生直後に「現地

②河道閉塞の諸元から、決壊の可能性の有無を
推定する、
③決壊すると仮定した場合のピーク流量を推定
して下流での対応策を立案する、

連絡調整室」が設置されて初動体制が整備され

というような検討を中心に進められた。このよ

始め、地震発生の翌日には専門家によるヘリか

うな対応と併行して進められた現地での緊急対

らの調査が開始された。さらに、土砂災害全般

策が奏功して、結果的に河道閉塞の決壊という

の詳細な全容を把握するため、延べ500名がか

事態は避けることができた。

りで10月27〜31日にかけて約1,470箇所の危険
箇所の現地調査を実施している。地震の規模、

4.3

交通の途絶、集落の孤立化

地形、地質等の条件によっては、このように被
害の詳細な全容把握に長期間を要することも想

次に、この時に発生した多数の地すべりや崩
壊は、交通を遮断し、数多くの集落の孤立化を

定しておくべきである。

招いた。さらに、一般加入電話や携帯電話の不
通が続いたため、孤立化した集落の住民の安否

4
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の確認ができない、という状況に陥った。加え

5 結語

て、交通の途絶は被災箇所へのアクセス手段を
奪い、安全な場所への住民の避難、救助活動、

地震に伴って発生する地すべりについて、危

復旧活動等の大きな妨げとなった。中山間地に

機管理の観点から私見を述べてきた。地震時に

おける地震では、今後ともこのような形での集

は、崩壊や地すべりに限らず、多様なタイプの

落の孤立化の発生が避けられないものと考えら

土砂移動現象が生じる可能性のあることを再確

れる。

認する必要がある。そして、被害を最小限にと
どめるためには、結局は危険箇所の抽出手法の

4.4

これからの課題

精度の向上が必須であると同時に、予め有効な
対応策の立案、実施ならびにその良好な維持が

一般に地震の発生自体を予測することは不可

求められる。また、中山間地での集落の孤立化

能に近い。そのような中で、人的被害を最小化

についても注意を払う必要がある。さらに、地

することを目標とすれば、地すべり発生の危険

すべり土塊による河道閉塞に対する対応マニュ

性を有する箇所を抽出して地震に備えておくこ

アルの整備は喫緊の課題である。頻繁に体験で

とが求められる。地すべりに限らず、地震に起

きるような現象ではないため、平常時から意識

因する土砂災害の危険箇所の判別は極めて難し

して想像力を巡らせ、当事者になった場合の組

いが、地震直後に土砂災害の分布や程度をどれ

織あるいは自らの行動について深慮しておくこ

だけ正確に把握できるかという点が、初動体制

とも必要であろう。

の構築やその後の救出・救援活動等にも極めて
重大な影響を及ぼすことは疑いもない。予め危
険箇所が抽出されていれば、初動時においても
それらの箇所周辺に重点的に着目することによ
って、孤立化対策も含め、より円滑かつ柔軟な
対処の仕方が可能になるものと考えられる。も

【参考文献】

1）建設省河川局砂防部傾斜地保全課（地すべり学
会監修）：地すべり防止施設等の耐震性に関する
検討委員会報告概要書、平成８年

ちろん、平時から危険箇所への構造物対策も順

2）例えば、Varnes, D., J.：Slope Movement Types

次施されていくような枠組みも必要となろう。

and Processes, in Landslide Analysis and Control ,

同様の意味で、地すべり等による河道閉塞に
対しても、危険斜面が把握されていることが望
ましい。極めて限られた情報のみからそれを判
断することは容易ではないが、中越地震をはじ

Special Report, 176, National Academy of Sciences,
Transportation Research

Board, 1978

3）Hansen, W., R.：Effect of the Earthquake of March
27, 1964 at Anchorage, Alaska,USGS, Prof. Paper542A, 1965

めとし、地震で生じた比較的規模の大きな土砂

4）日本応用地質学会・日本地すべり学会合同調査

移動現象の事例を子細に検討することによっ

団：2004年新潟県中越地震による斜面災害緊急報

て、同様の諸条件の地域における危険箇所の大

告、
（社）日本地すべり学会HP、平成16年

部分はカバーできる程度の精度を有する分布図

5）杉浦信男ほか：第４編土砂災害、平成16年

の作成まで到達できれば理想的である。
発生してしまった河道閉塞に対する緊急対応
マニュアルの整備も急務である。また、閉塞土
塊決壊の可能性の有無の判断法、その上流に形
成された湛水域からの緊急的な避難対策や排水

（2004年）新潟県中越地震土木施設災害調査報告、
国土技術政策総合研究所報告No.27・土木研究所
報告No.203、国土交通省国土技術政策総合研究
所・独立行政法人土木研究所、平成18年
6）小林幹男：地震と土砂災害対策、河川、2005-5、
平成17年

対策等、多くの課題が残されている。
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地すべりにおける数値解析の現状と課題
地震被害シミュレーションを例に

若井明彦*
１

はじめに

（Finite Element Method、以降FEMと略）であろ
う。FEMに基づく地すべり解析の典型例を表1に列

1.1

挙する。解析の目的に応じて、適した力学モデルに

FEMによる地すべり解析

地すべりの分野に限らず、防災技術における数値

基づくFEMプログラムを採用する必要がある。な

解析の役割は近年ますます重要なものとなってい

お、FEMに基づく地すべり解析について包括的に

る。これは災害多様化への対応や安全性・経済性の

解説した成書としては文献１）、また土の構成モデ

追求といった設計本来の目的の充足のほかに、防災

ルを含む弾塑性FEMの理論と実践については文献

対策の将来計画や効果判定に関する行政の説明責任

２）が参考となる。

が一層増したことに伴い、より定量的な（一般者に
説明しやすい）評価・予測手法が必要となったこと

1.2

が関係している。

LEMとFEM

地盤内のある薄い層ないし地質構造的な不連続面

一口に数値解析といっても多種多様なものがある

で塑性化が生じ、その塑性領域が空間的に連続して

が、解析技術の発展と工学的要求とを鑑みた場合、

面を形成した時、その面で囲まれた上部土塊が重力

今日の（あるいは近い将来の）地すべり解析に最も

等の影響で運動・崩壊することがある。この運動の

適した数値解析手法のうちの一つは、有限要素法

不連続面をすべり面という。斜面の安定性評価の計

表1 FEMによる地すべり解析の例

解析の種別

解析の目的

必要なFEMプログラム

斜面の全体安全率Fsを評価したい

変形（弾塑性）解析

弾塑性FEM（せん断強度低減法）

地すべり抑止工（杭工、アンカー工など）の

変形（弾塑性）解析

弾塑性FEM（せん断強度低減法、

効果を評価したい

もしくは 変位／荷重制御解析）

斜面内の浸透流、水位分布等を予測したい

浸透流解析

地下水排除工の効果を評価したい

飽和不飽和浸透FEM
（降雨解析、透水解析）

外力による斜面の変形を予測したい（圧密なし）

変形（弾塑性）解析

外力による斜面の変形を予測したい（圧密あり）

変形（弾塑性）
−浸透 連成解析
動的／変形（弾塑性）解析

地震時の斜面の被害を予測したい

弾塑性FEM（変位／荷重制御解析）
土−水連成 弾塑性FEM
（変位／荷重制御解析）
動的弾塑性FEM（地震応答解析）

（非液状化、または全応力に基づく液状化解析）
地震時の斜面の被害を予測したい
（有効応力に基づく液状化解析）

動的／変形（弾塑性）
−浸透 連成解析

土−水連成 動的弾塑性FEM
（地震応答解析）

クリープ変形などを予測したい

変形（弾粘塑性）解析

弾粘塑性FEM（時刻歴解析）

斜面の全体安全率Fsを評価したい

剛塑性解析

剛塑性FEM（せん断強度低減法、

（※ただし剛塑性仮定に基づいて）

もしくは 荷重制御解析）

* 群馬大学工学部助教授
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算法として従来から用いられている極限平衡法

2

FEMによる斜面の

（Limit Equilibrium Method、以降LEMと略）は、

地震被害シミュレーションの例

仮定した上部土塊の滑動力とすべり面上に発揮され
うるせん断抵抗力――手法によっては、すべり土塊
の内力を加味して――の大小関係から安全率を評価

2.1

震度法との違い

FEMのメリットは様々な場面で発揮されるが、

するものである。FEMに比べてLEMは計算が格段

最もその特長が生かされた解析課題の一つが斜面の

に簡単であるが、適切なすべり機構と内力分布を仮

地震被害シミュレーションであろう。これはFEM

定しない限り、厳密解が得られる保証はない。ただ

で離散化された全体系の運動方程式を時間積分によ

安全率に関して言えば、既往の研究成果からLEM

り時刻歴的に逐次追跡するものである。土の繰返し

でも工学的にほぼ十分な精度を有する解を得ること

載荷時の力学的性質を表現できる構成モデルの採用

が可能となっている。しかし、これ以外に、そもそ

が必須である。

もFEMには考慮できてLEMでは考慮できない重要

一方、地震時の斜面の安定性を論ずる場合、これ

な物理情報が一つあることを忘れてはならない。そ

まで広く設計に用いられてきた手法は、地震動によ

れは「変形」である。

る慣性力を静的な力に置き換え、LEMに基づいて

変形を扱えないということは、変形の具体値が重

安全率を評価するいわゆる震度法である。震度法で

視される現象の予測が困難だということである。例

は、実際には一瞬しか作用しない地震力を永遠に作

えば、すべり土塊の移動に伴う地すべり抑止杭のた

用する力と考えている、斜面の地震時被害を崩壊・

わみ変形がすべり面位置でのせん断抑止力を生むこ

非崩壊の二値問題として単純化している、系の増幅

とからも分かるように、地盤と構造物との相互作用

や変形を適切に考慮することが難しい、など多くの

を適切に評価するためには、変形を考慮したFEM

不都合がある。

などの解析手法の採用が望まれる。LEMではすべ
り面での不連続的な運動を仮定するだけで、そこか

2.2

解析ポイント①：残留変位量

ら現実的な変位量を算出することができない。また

FEMによる地震被害シミュレーションとして最

地震時の過大な残留変形のように、必ずしもすべり

もポピュラーな解析は、地震後にどの程度の残留変

面を伴わない変形・破壊現象はLEMではまったく

形が生ずるのかを予測することである。

手に負えないことになる。

このような解析事例として、兵庫県南部地震で被
災したある鉄道盛土のFEM
解析例（図1）を紹介しよう。
土の動的変形特性とせん断
強度c、φをともに考慮しう
る簡易な繰返し載荷モデル
に基づく全応力解析がなさ

図１ 動的弾塑性FEMによる鉄道盛土の残留変位予測

れている。盛土部について
は揺すり込み沈下を表現す
るためのダイレイタンシー
特性が考慮されている。地
震後の残留変形性状の予測
結果を図２(a)に示す。実測
との一致度が良好なことが
既往の研究3)で確認されてい
る。このような解析により、
許容変位量に基づく土構造
物の耐震性評価を行うこと
が可能となる。また最大せ

図2 地震後の盛土の被害状況（FEMによる予測結果）
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ん断ひずみの分布（図２(b)）により、どの部分が

ションの結果4)である。FEMに用いた地盤定数は現

地震中に大きな塑性変形を生ずるのかを視覚的に把

場の表面波探査の結果に基づいた。斜面が地震中に

握することができ、斜面の地震時崩壊機構を検討す

強度低下し、自重を支えきれずに崩壊する現象を直

ることが容易となる。斜面に擁壁が隣接する場合、

接表現することを試みた。構成モデルの構築段階で

補強材などを使用している場合など、それらの構造

液状化強度曲線などを考慮することで、液状化の関

物に作用する各種内力や相互作用力（土圧等）につ

係した斜面崩壊事例も再現することが可能である

いても照査できる。

が、より厳密な予測を試みるのであれば、さらに精
緻な液状化構成モデルを用いた有効応力解析が望ま

2.3

解析ポイント②：斜面崩壊の再現

れる。

地震後に斜面が大規模に崩壊する事例では、残留
変位量を定義することが難しい。これを表現するに
は土のひずみ軟化特性を考慮した構成モデルを採用
する必要がある。

2.4

解析ポイント③：地質構造上の弱面

地すべり斜面など山間地の地震時斜面崩壊を
FEMにより再現する場合の一つの重要なポイント

図３は新潟県中越地震（2004）で発生した造成宅

は不連続面の考慮である。FEMでは再滑動型地す

地の谷埋め盛土部分の崩壊事例のFEMシミュレー

べりの既存すべり面や岩盤内の層理面などを薄層の

図3 谷埋め盛土の地震崩壊シミュレーション（盛土左端はコンクリート擁壁）

図4 流れ盤斜面の地震崩壊シミュレーション
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有限要素等でモデル化する場合がある。
図４は層理の走向傾斜と斜面勾配とが近い斜面、
いわゆる流れ盤斜面の地震時崩壊シミュレーション5)

上に見合った地盤調査、室内試験、現地計測が個々
の事例で行われるよう、現象予測に与えられるべき
時間的、経済的余裕への理解が今後望まれる。

（新潟県中越地震時）の例である。地震により層理
面を境に上部岩塊が崩落している。図５はこの斜面
で採取した層理面要素の室内繰返しせん断試験結果
および今回の構成モデルによる再現である。層理面
の力学特性が適切に表現されている。

【参考文献】

1）日本地すべり学会編（2006）：有限要素法による地す
べり解析、山海堂（※2006.8刊行予定）．
2）地盤工学会編（2003）：地盤技術者のためのFEMシ
リーズ／第①巻

３

はじめて学ぶ有限要素法、第②巻

弾塑性有限要素法がわかる、第③巻 弾塑性有限要素

まとめ

法をつかう、地盤工学会.
3）Wakai, A. and Ugai, K.（2004）
：A simple constitutive

本稿では斜面の地震時被害シミュレーションに焦
点を当て、FEMによる現象予測の可能性とモデル

model for the seismic analysis of slopes and its applications，Soils and Foundations, Vol.44, No.4、pp.83-97．

化における着目点を例示した。解析になじみのない

4）若井明彦・釜井俊孝・鵜飼恵三（2005）：高町団地に

読者におかれても、解析目的に応じて様々なFEM

おける盛土崩壊事例の有限要素シミュレーション、宅

解析があることをご理解いただけたのではないかと

地地盤の安全性と性能評価に関するシンポジウム論文
集、地盤工学会、pp.25-30.

考える。
FEMをはじめとする数値解析手法が真の威力を
発揮するのは、現象の適切なモデル化に必要な事前
情報の存在が前提である。従って、数値解析手法の

5）若井明彦・鵜飼恵三・尾上篤生・樋口邦弘・黒田清一
郎（2006）：層理面に沿った地震時斜面崩壊に関する
有限要素シミュレーション、第41回地盤工学研究発表
会（印刷中）
．

精緻化だけを目指すのではなく、解析手法の精度向

(a) 室内試験：

σ=40kN/m2

σ=80kN/m2

(b) 解析モデル：

σ=40kN/m2

σ=80kN/m2

σ=120kN/m2

σ=120kN/m2

図5 層理面の室内繰返し載荷試験を図4に用いた解析モデルで再現した結果
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地震にともなった地すべり・斜面災害
2005年パキスタン北部地震による斜面被害の概要

八木浩司* 千木良雅弘**
1

ヤ帯で震源断層直近・直上の山地・丘陵斜面に無数

はじめに

の斜面災害を引き起こした。本稿では、2005年パキ
最近の国内・国外の地震によって、直下型地震に

スタン北部地震におけるその概要について紹介する。

よる被害が、地震動そのものによる構造物の破壊に
加えて、構造物の載る地表の地すべり・崩壊現象に
よりさらに深刻なものとなることを我々は改めて認

2

2005年パキスタン北部地震に伴う
地すべり・斜面災害

識するようになった（八木ほか、2004；2005）。す
なわち、2004年新潟県中越地震、2005年パキスタン

2004年10月８日北部パキスタン、アザド･ジャン

北部地震は、中間山地あるいは人口の多い低ヒマラ

ムー・カシミール州の州都ムザッファラバード
（Muzaffarabad）市北方10kmを震源としてマグニ
チュード7.6の地震が発生した。この地震により、
パキスタン・インドにまたがるカシミールの山岳地
域で無数の地すべり・崩壊が発生した。その結果、
家屋の倒・崩壊や斜面災害により７万５千人弱の死
者及び数万人の負傷者が発生したばかりか、今なお
400万人余がテント生活を余儀なくされている。ま
た、今回の地震で発生した崩落土砂や不安定化した
斜面の雨季における二次的災害が懸念されている。
このため、地表地震断層が出現した北西辺境州バ
ラコット（Balakot）からムザッファラバードおよ
びジーラム（Jhelum）川上流のハッティアンバラ
（Hattian Balla）にかけての河谷沿い斜面について、
空中写真判読（1978年撮影1/30000）と現地調査を
実施した。
ムザッファラバードからジーラム川右岸に沿って

図１ パキスタン・Jhelum（ジーラム川）河谷及びその周辺
の地形概観と活断層分布（赤実線が活断層の位置）
等高線間隔：250m、最低の等高線高度：海抜750m

* 山形大学地域教育文化学部教授
** 京都大学防災研究所教授
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写真１ ムザッファラバード断層に沿った撓曲崖
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南東30kmのダラン（Dhallan）を経てチッカール

れらのうち移動域がジーラム川左岸側へ拡大したも

（Chikkar）にかけて震源地表断層が連続する（図

のは、同川の蛇行によりその基部が攻撃斜面化して

１)。本断層は、河谷沿いに発達する段丘面と山地

強い浸食を受けている（写真５）。

斜面の境界あるいは、高位の段丘面上に撓曲崖を形

地震によって活動化した深層地すべりは、すべて

成している（写真１）。今回の地震が、地形景観的

旧地すべり地形として認定された箇所で、再活動し

に最も大きなダメージをもたらしたものは、この断

たものであることが明らかとなった。変位量から判

層線上盤側の山地斜面あるいは、撓曲崖である。そ

断されるその活動度は、背後斜面の傾斜に依存して

れらの山地斜面は、全面的に浅層崩壊を起こしたり

いる、すなわち、50度以上の急崖で地震による再活

（写真２）、未崩壊部でも斜面上部にクラックが連続

動が激しい。それらは、ジーラム川本流の攻撃斜面

して発達する。地表地震断層直近の撓曲崖あるいは

となっている箇所とも一致し、道路下面にまですべ

段丘面上には、河谷の走向に平行なテンションクラ

り面が発達していることが、道路面の変状からも把

ック、斜面構成層（主にcolluvium）のトップリン

握できた。さらに、地質構造的には、受け盤斜面で

グに伴う逆向き小崖が無数に発達している（写真

も岩盤クリープやトップリングから発達した深層す

３）。家屋の倒壊も顕著である。しかし、断層下盤

べりが認められた。それらについて今後降水時の監

側や、断層上盤側でも断層線から１km以上離れた

視と道路規制が必要と考えられた。その典型例とし

場所での斜面崩落等は激減する印象が強い。

てバディハラ（Badihara）地すべりがある。

空中写真判読で地すべり地形と判断されたもの

バディハラ地すべり（写真６）は、受け盤斜面の

は、ジーラム川左岸側で本流に合流する支谷沿いの

岩盤クリープやトップリングから発達した地すべり

北西〜北向きの斜面に多い（写真４）。それらは、

である。ここは、本来は流れ盤で深層の地すべりが

おおむね北西方向に傾斜した斜面が層理面に斜交す

発生しにくい箇所と考えられる。しかし、空中写真

るよう楔状に北側に滑ったものである。さらに、そ

判読から滑落崖とその下部のバルジングを伴った上

写真2 バンディ・タギアンにおける地震断層沿いの
斜面崩壊

写真4 クローチ付近の流れ盤地すべり地形

写真3 ドパッタにおける撓曲崖上のクラックの発達と
家屋の倒壊

写真5 ダニー東の攻撃斜面上部の深層地すべり
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に凸型斜面が発達し、滑落崖直下の移動体上には斜

（Dandbeh）地すべりと呼ばれている。ダンベ地す

面の最大傾斜方向に直交する引っ張り割れ目・クラ

べりは、チッカールから稜線沿い東側２kmに位置

ックが多数認められる。そもそも70度以上の急斜面

する。尾根頂部直下の海抜1800ｍ付近から谷底の海

が河川の攻撃斜面としてその基部を浸食され不安定

抜1200m付近にかけて斜面長２kmが最大幅500ｍ、

化しやすい場所であったが、道路開削によってさら

深さ50ｍが楔状に抜け落ちたものである（写真７）。

に斜面全体がほとんど垂直崖化したものである。パ

その移動体の規模は107立方メートルクラスである。

キスタン地質調査所イスラマバード支所副所長のム

本地すべり発生前の斜面の状況を把握するため空

ガール氏によれば、道路拡幅工事の際、開削に発破

中写真判読を行った。その結果、以下のようなこと

が多用されたことで、受け盤斜面を構成する岩盤内

が明らかとなった。

に多数のオープンクラックが発達したらしい。空中

１

写真判読から見れば、道路拡幅工事前からすでに滑
落崖の形成が認められることから、拡幅工事の際の
発破は、既に発達していた開口割れ目系の拡大や不

今回の大崩壊地の北に古い大規模深層すべりの
残存物（北部ブロックとする）があり（図２）
、そ

れは今回動かなかった。
２

今回崩落した他の地域の斜面に比べ広い範囲で、

安定化に寄与していたものと考えられる。そして今

比較的浅い（10ｍ程度の深さはあるものと予想さ

回の地震でその不安定化が進行したものと考えられ

れる）初期のすべりが全体的に発生していた。冠

る。

頂部の稜線トップには、クラック地形が多数認め
られた。

次に、ハッティアンバラ上流の巨大な崩壊性地す

３

今回のすべりは、南にプランジした向斜軸上で

べりについて述べる。なお、八木ほか（2006）が、

発生している。この後者は西側が緩傾斜、東側が

ハッティアンとした地すべりは、こちらではダンベ

急傾斜の非対称で楔状である。
以上からこの地すべりの発達過程を考察すれば、
以下のようなシナリオが考えられる。古い大規模地
すべり地形を示す北部ブロックに接する南側の斜面

写真6

バディハラにおける岩盤地すべり

図2 2005年パキスタン北部地震で発生したダンベ地すべり
（赤細実線）と地震発生前の地すべり斜面崩壊分布
地震に伴ったダンベ地すべりの位置は現地観察結果、地震発生前の
地すべり・崩壊分布は空中写真判読による

写真7 ダンベ地すべりの全容
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が、すべり残り的に存在して、その斜面上で浅いす

め、日本地すべり学会では主要道路脇の岩盤地すべ

べりが全面的に発生していた。それらが、斜面を構

り対策や、ダンベ地すべりおよび地すべりダム対策

成する岩盤の風化を促進し、そこが今回地震断層の

検討のため、国際部及び研究調査部合同で、地すべ

直近に位置していたことで向斜軸に沿ってより深部

り対策や地すべりダムの排水対策に関する専門家チ

のすべり面で楔状に全面的に崩落した。

ームを派遣している。同チームの助言や技術サポー

今後ダンベ地すべりは、主滑落崖縁辺部に沿った
クラック地形が高密度で発達することから（写真

トによって懸念される二次災害が防止されることが
強く期待されている。

８）、主滑落崖周辺での崩落は継続するものと考え
られる。地すべりダムの排水工事が実施されようと
しているが、その排水路の位置によっては、主崩落

【引用文献】

・八木浩司・山崎孝成・守岩勉・山科真一（2004）：新

物質の２次崩壊が懸念される（写真９）。さらに、

潟件中県中越地震に伴う地滑り・崩壊分布−その特徴

地すべりダムより上流の左岸側には、colluviumか

と詳細判読事例、http://japan.landslide-soc.org/2004

らなる旧地すべり性堆積物が下部谷壁斜面直上に残
されている。それらは、上に凸な縦断系を示すこと
からクリープ変形を起こしていると判断されること

tyuuetu/member/yagi̲team.pdf
・八木浩司・山崎孝成・守岩勉・渥美賢拓（2005）:2004
年新潟県中越地震に伴う地すべり・崩壊分布−その特
徴と詳細判読事例−、応用地質、46、3、145-152

から（写真10）、今後雨季がおとずれ地すべりダム

・八木浩司・丸井英明・宮城豊彦・梅村順・内山庄一郎・

の水位が上昇するにつれ安定率が低下することが懸

藤原智・佐藤浩（2006）：国際部・研究調査部合同2005

念される。

年パキスタン地震による斜面災害調査団報告、日本地

パキスタン政府石油資源省・地質調査所の所管す

すべり学会誌、42、57-59

る防災対策計画や具体的な対策設計に協力するた

写真8 ダンベ地すべり主滑落崖直近斜面上のクラック変形

写真9 地すべりダムをなす地すべり移動土塊

写真10 ダム湖に接する旧地すべり移動体

SABO vol.87 Jul.2006

13

災 害 対 策

平成16年新潟県中越地震における
地すべり対策について

逢坂康之*
1

ィで生活が営まれるよう各種の施策を実施してお

はじめに

り、中山間地における復旧・復興例として全国の模
平成16年10月23日17時56分に新潟県中越地方にお

範となるよう尽力している。
本執筆では、中越地震における地すべり対策はも

いて、震源の深さ13ｋｍ、Ｍ6.8（本震）の地震が
発生し、川口町の震度７をはじめ、小千谷市、山古

とより、中越地震の概況なども併せて紹介する。
なお市町村の表記については、市町村合併に伴い

志村、小国町で震度６強、長岡市、十日町市、栃尾
市のほか９町村で震度６弱を観測した。また本震以

変わっているが、中越地震発生時としてある。

外にも直後の約１時間以内にＭ５以上の余震が７回
発生し、全て震度５以上を観測した。

2

中越地震の概況について

新潟県中越地震（以下「中越地震」）の特徴とし
ては、市街地だけでなく中山間地においても甚大な

2.1

被害状況

被害が発生しており、マスメディアにも大々的に取

中越地震により、土砂災害、建物倒壊、ショック

り上げられた山古志村東竹沢地区、寺野地区等の

死、避難車両でのエコノミークラス症候群などが原

「河道閉塞（天然ダム）」、またこれに伴う山古志村

因で59名が死亡、重傷・軽傷合わせ4,854名の人的

こごも

木籠集落の浸水被害が代表的なものである。他にも

被害があった。 また家屋3,175棟が全壊するなど約

道路、学校などの公共施設をはじめ人家、倉庫、農

10万棟の家屋が損壊し、避難者は一時10万人以上に

ようり

地、養鯉池など住民にとっての直接的な生計の手だ

のぼり約600箇所の施設で避難生活を余儀なくされ

てである施設が甚大な被害を受け、住民が元の生活

た。

に戻るには大変な労力と時間を要している。
このような状況を踏まえ、国、県及び市町村では
避難生活をできるだけ短縮し、かつ元のコミュニテ

地震発生直後には、主要道路の寸断により長岡市、
小千谷市、山古志村など４市２町１村で最大61集落
が孤立した。
また公共施設等についても、公共施設約３万８千
棟、道路６千箇所、河川229箇所、下水道管きょ約
152kmなど平成７年の阪神・淡路大震災以来の甚大
な被害を被った。

表2-1 中越地震による被害状況
（平成18年２月１日現在）
人的被害（人）

死者
行方不明

住家被害（棟）

位置図

（元新潟県土木部砂防課地すべり係主任）
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0

重傷

635

軽傷

4,160

全壊

3,175

大規模半壊

* 新潟県新潟地域振興局地域整備部治水課主査

59

半壊
一部損壊

2,163
11,609
103,603

災
2.2

害

対

策

地震の特徴

中越地震と他の地震を比較すると、以下３点の大
きな特徴がある。
①長期にわたる大きな余震
平成７年の阪神・淡路大震災の最大余震がＭ5.4
（本震２時間後）であったのに対し、中越地震では
Ｍ6.0以上の余震が４回発生した。また余震発生期

表2-2 中越地震本震と主な余震
（最大震度が震度５以上を観測した地震）出典：気象庁ＨＰ
年月日

時分

平成16年10月23日

写真2-1 小千谷市浦柄地内（県道被災）

写真2-2 芋川流域の土砂災害発生状況
（小千谷市十二平地内から上流を望む） 朝日航洋株式会社 撮影

マグニチュード

最大震度

17:56

6.8

7

17:59

5.3

5強

18:03

6.3

5強

18:07

5.7

5強

18:11

6.0

6強

18:34

6.5

6強

18:36

5.1

5弱

18:57

5.3

5弱

19:36

5.3

5弱

19:45

5.7

6弱

19:48

4.4

5弱

平成16年10月24日

14:21

5.0

5強

平成16年10月25日

0:28

5.3

5弱

6:04

5.8

5強

10:40

6.1

6弱

平成16年11月4日

8:57

5.2

5強

平成16年11月8日

11:15

5.9

5強

平成16年11月10日

3:43

5.3

5弱

平成16年12月28日

18:30

5.0

5弱

平成16年10月27日

160
140
120

中越地震

阪神・淡路大震災

100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22

23（日）

地震発生からの日数

図2-1 新潟中越地震と阪神・淡路大震災の余震発生回数の比較（震度１以上）
出典：気象庁ＨＰ
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表2-3 各地震における最大加速度の比較

出典：独立行政法人 防災科学技術研究所ＨＰ

地震名

日時

観測点

新潟県中越地震

2004.10.23 K-NET小千谷

北西

1144.0 1308.0

820.0 1500.0

1716.0

849.0

564.0 1750.0

923.9

755.9

775.9 1142.0

1103.6 1111.7

825.0 1571.4

2000.10.6

KiK-net日野

宮城県沖地震

2003.5.26

K-net牡鹿
K-net陸前高田

2003.9.26

阪神・淡路大震災 1995.1.17

3成分

K-NET十日町
鳥取県西部地震

十勝沖地震

最大加速度（gal）
東西
上下

K-net苫小牧

887.9

555.8

86.7

636.6 1098.0

72.9

33.0

89.3

K-net広尾

809.5

969.8

461.2

985.8

神戸海洋気象台

617.3

818.0

332.2

891.0

葦合（大阪ガス） 688.0

800.7

NA

835.8

※表中の「3成分」は「3成分ベクトル合成最大値」を表す。

間も阪神・淡路大震災ではＭ5.0

表2-4 中越地震による土砂災害発生状況

クラスの余震が８日目以降発生し
ていないが、中越地震では本震の

発生災害 発生件数

人的被害（人）

２ヶ月後にもＭ5.0クラスの余震

地すべり

131

2

が発生し、この間震度５弱以上を

がけ崩れ

115

2

土石流等

21

18回観測している。大きな余震が
長期間にわたり発生したことか

計

267

住家被害（棟）

死者 行方不明 負傷者

0

1

②非常に大きな加速度の発生
中越地震では、最大加速度が小
千谷市で最大３成分ベクトル合成
値1,500gal、十日町市で1,750galに
達し、表２−３のとおり、最近の
地震では最大値を観測している。
③中山間地の斜面で多発した
土砂災害
中越地震によって、3,791箇所
の斜面崩落が確認されており、こ
写真2-6 東竹沢地区河道閉塞による浸水被害
（山古志村木籠）

を受けた。土砂災害が多発した原
因を究明中であるが、元々が地す
べり・がけ崩れの多発地域であっ
たこと、強い地震動の発生、地震
直前の日100mm以上の降雨など
が原因として考えられる。
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一部損壊

18

23

31

4

16

27

48

1
4

地の復旧に大変な障害となった。

２−４のとおり発生し多大な被害

半壊

1

ら、被害が拡大するなどし、被災

れらにより多くの土砂災害が、表

全壊

18

災
3

中越地震における地すべり対策工について

害

対

策

③地すべり冠頂部に滑落崖と平行に帯状の亀裂が残
っている

3.1

④被圧地下水があまり確認されていない

地すべり対策工の概要について

中越地震による復旧・復興のため、県では国土交
通省より「災害関連緊急地すべり対策事業（以下
「災関緊事業」）」52箇所の採択を受け対策工事を進
めている。

3.2

地すべり対策工の事例紹介

ここでは、災関緊事業のうち土砂災害により地域
に甚大な被害をもたらした代表的な２箇所につい

新潟県では従来、被圧地下水に起因した地すべり

て、事例を紹介する。

が多いことから、横ボーリング工、集水井工などの
地下水排除工を優先的に施工し、歪、地下水位など
を観測しながら地すべり対策工の効果判定を行った
後、必要な場合は順次対策工を追加している。しか

（１）浦柄地区（小千谷市）
）箇所紹介
浦柄地区は、小千谷市市街地の北東部に位置し、

し災関緊事業については、下記条件を踏まえ表３−

信濃川右岸支流の一級河川朝日川左岸で発生した地

１に示すとおり、抑止杭工、グラウンドアンカー工

すべりである。また500ｍ下流の信濃川との合流点

などの抑止工も多く採用している。

には著名な「妙見土砂崩れ現場」がある。当該地区

①地すべり地内及び周辺に人家、主要な道路、河川

は、補助・県単を含めて今まで地すべり対策事業を

が存するため、対策工配置に制約となる
②滑落崖が安定勾配を呈していない

実施しておらず、当該地区を中心とする半径２km
以内に地すべり防止区域は存在しない。しかし、中

中日本航空株式会社 撮影

表3-1 災害関連緊急地すべり対策事業
52箇所で採用した対策工（のべ数）
横ボーリング工

41

集水井

20

排土工

20

盛土工

24

抑止杭工

11

ロックボルト工

8

グラウンドアンカー工

11

土留工

28

法枠工

28

床固工

8

図3-1 浦柄地区計画平面図
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越地震により朝日川の左岸において、地すべりが発

当該地区の主な対策工は以下のとおりである。

生し84ｍにわたり川を埋塞し溢水により下流集落に

●排土工

全体19,550m3

（うち災関緊事業5,850m3 )

甚大な被害を与えた。
地すべりの規模は、幅約40ｍ、長さ約100ｍ、土
3

塊量約４万m と推定されている。

●抑止杭工

32本（φ500mm）

●集水井工

１基（φ3.0m

●グラウンドアンカー工
）地質概要

（L=12.5〜19.5m

L=9.5m）

51本

４段）

当該地区に分布する地質は、新第三紀中新世の牛

●受圧板

51基（プレキャスト）

ケ首層及び第四紀完新世〜更新世の河床・崖錐堆積

●法枠工

3,600㎡

物で、基岩である牛ケ首層の岩相は風化部が黄褐色

●横ボーリング工

40m×6本

から黄褐灰色、新鮮部が暗灰色の泥岩を主体とし、
特に風化部は軟質化しておりコアは指圧で容易に崩
壊する。

（２）油夫川油夫地区（山古志村）
）箇所紹介
油夫川油夫地区*は、山古志村の南西部に位置し、

）地すべり対策工の検討

一級河川油夫川右岸、山古志村役場の対岸で発生し

当該地区の地すべり対策工における留意点は、地

た大規模な地すべりである。当該地区は、昭和36年

すべりで埋塞した一級河川朝日川の河道確保のため

に地すべり防止区域に指定され平成13年度まで地す

地すべり末端部を排土しなければならないことであ

べり対策事業を実施していたが、当該地区周辺では

る。末端部を排土すると、現状安全率がFs＝1.00か

対策工は施工されていない。中越地震に伴い油夫川

ら0.74に大幅に低下するため、安全率をある程度確

右岸の油夫集落を中心に複数の地すべりが発生し、

保（1.05）した上で末端部を排土する必要があり、

人家５戸全壊、村道750ｍ被災、油夫川500ｍ埋塞等

施工の手順並びに河道復旧の河川災工程も考慮し、

の甚大な被害が生じ、現在（Ｈ18年４月末）におい

対策工の検討には大変苦慮した。

ても住民に対し避難指示が継続されている。

対策工は、まずFs＝1.05を確保するため、地すべ
り頭部の被圧地下水の賦存を踏まえ集水井工と抑止
杭工（32本）及び頭部の排土工を行い、次に計画安

地すべりの規模は、幅約750ｍ、長さ約300ｍ、土
塊量約360万ｍ３と推定されている。
*地すべり防止区域名は「油夫川」
。

全率（Fs＝1.20）の確保並びに河道復旧の排土のた
め、地すべり末端部斜面上部より掘削しながらプレ

）地質概要

キャスト受圧板＋グラウンドアンカー工を施工する

当該地区に分布する地質は、新第三紀鮮新世〜中

よう計画した。

新世の荒谷層で、岩相は暗灰色ないし黒色の塊状泥
岩を主体とし、所々に砂岩及
び火砕岩の薄層を挟在する。
泥岩は概ね塊状無層理で砂岩
や火砕岩挟在部以外は走向傾
斜を判別しがたい場合が多
く、風化によって細片化しや
すい性質を有している。
当該地区を含む東山丘陵地
帯の地質構造は、NNE〜
SSW方向に伸びる褶曲構造が
発達し、複数の背斜構造や向
斜構造、断層がほぼ平行に配
列している。
なお当該地区斜面の傾斜方

図3-2 浦柄地区計画断面図
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災

害

対

策

向と地層の傾斜方向はほぼ一致しており、地質構造

べりブロックは８ブロックと想定され、それぞれが

に対し斜面は流れ盤構造となっている。

明瞭な滑落崖を形成し側部を接して並列している。
対策工を決定するにあたり下記４点を留意した。

）地すべり対策工の検討
地すべり調査の結果、今回特に移動が顕著な地す

①古い地すべり地形を呈する斜面であり過去に活動
履歴を有する斜面であること
②流れ盤斜面であること
③地下水が豊富に賦存すること
④滑落崖上部に亀裂が広域に残り、かつ保全対象と
して山古志中学校、人家多数が存すること
これら留意点を踏まえ、
「地すべり移動体の安定」
、
「滑落崖対策」の２点を目的として対策工を計画し
た。「移動体の安定」に対しては、地下水排除工
（集水井工、横ボーリング工）、頭部排土工、末端部
押え盛土工の組み合わせを第一に考えた。「滑落崖
対策」については、滑落崖が後退することにより斜
面上部の多数の人家、公共施設に被害を及ぼすこと
から、法枠工をベースとしてグラウンドア
ンカーやロックボルトを併用した対策を選
定した。
また周辺では土砂災害が多数発生し各工
事において残土処分場の確保が困難であっ
たことへの対応も含め砂防災と調整を図り、
油夫川の災害復旧対策として埋土と流路工
整備を行うことにより、地すべり末端部の
押え盛土工とした。
なお当該地区では、山古志村の庁舎が対
岸にあり人家も多数存在し住民の復興意識
がかなり高いことから、埋土した油夫川地
表部の利用について住民の意見を取り入れ

図3-3 計画平面図（緑色が埋土範囲）

た田畑での利用など集落再生の計画を進め
ている。
4

おわりに
今回は、中越地震にかかる災関緊事業52

箇所のうち２箇所を取り上げたが、県とし
ては他の地すべり対策箇所についても地震
における地すべり対策の一考となるよう他
稿やシンポジウムなど様々な機会を通じて
紹介していきたい。
最後に、中越地震の復興・復旧に向けて
ご尽力・ご指導をいただいている国、都道
府県並びに関係機関の皆様方に対し深く感
図3-4 油夫川埋土イメージ図

謝申し上げる。
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地震数値解析と
地すべりについて

向井啓司*
1

はじめに

アースダム・堤防の地震時安定検討の一手法として
提案したものである。これは、すべり土塊を剛体、

平成16年10月23日17時56分、新潟県中越地方を中

すべり面における応力−ひずみ関係を剛塑性関係と

心にマグニチュード6.8の地震（新潟県中越地震）

仮定し、すべり土塊に作用する加速度とすべり面の

が発生し、芋川流域においては多数の地すべりや斜

せん断抵抗との釣り合いからすべり土塊と地山部と

面崩壊が発生した。

の相対運動方程式を立て、土塊のすべり量を算定す

これまで地震による斜面における土砂移動現象

るものである。FEMはニューマーク法よりも古い

は、表層崩壊がほとんどであり、地すべりの発生は

歴史を有するが、地震時のアースダム解析に適用さ

ないとされてきた。また、過去に日本では地震によ

れたのは1966年（Clough）とされている。ただし、

りこのような同時多発的に地すべり現象が発生した

当時は弾性解析として用いており残留変形を評価す

事例はほとんど記録されていない。しかしながら、

るまでには至っていなかった。FEMは、計算対象

平成16年新潟県中越地震では、表層崩壊のみならず

の構造が外力により変形する場合等を解析する際、

地すべり土塊そのもののほぼすべてが滑動する現象

対象構造をメッシュで区切り、各々の要素内で成り

が多発した。平成16年新潟県中越地震による地すべ

立つ連立一次方程式をもとに、各要素における方程

り発生は、今後の地震と地すべりの関係について問

式を全解析領域分足し合わせることでマトリクス方

題提起したものといえる。

程式より解を求めるものである。

地震数値解析は、震度法をはじめ、静的解析や動
的解析、２次元解析や３次元解析等さまざまな解析

3

地震数値解析手法の地すべりを対象とした
分類と特性

手法が研究・開発されている。これらの数値解析手
法のうち、とくに代表的な動的解析手法として用い

地すべりを対象とした場合、既往の数値解析手法

られているニューマーク法とFEM（有限要素法）
の研究開発の経緯について概観し、それぞれの特徴

は図１のような分類が考えられる。すなわち、外力

について紹介する。

の作用、解析の次元、現象の評価、地震動の増幅と
いった条件から数値解析手法を分類したものであ

2

る。これに地下水（間隙水圧）を条件に加えると、

主な地震数値解析

FEMは全応力法と有効応力法に分類することがで
地震数値解析のうち、静的解析の代表的な手法と

きる。

しては、震度法があげられる。震度法は、すべり面

また、地震、地すべり土塊の評価および地すべり

を仮定して、対象とする斜面を安定した地山と滑動

対策の観点から主な数値解析手法の特性を評価する

する土塊に作用する地震力と抵抗力の釣り合いから

と表１のようになる。

その安全率を算定する手法である。
また、動的解析では、代表的な数値解析手法とし

4

ニューマーク法とFEMの主な研究の変遷

て、２次元のニューマーク法とFEMがあげられる。
そのほかにはDEM（個別要素法）や３次元FEM等

ニューマーク法は、1965年のNewmark以降、

がある。ニューマーク法は、1965年にNewmarkが

Seed and Martin（1966），Ambraseys and Sarma

* （財）砂防・地すべり技術センター斜面保全部技術課長

（1967）らによってアースダムに適用され有効性が
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外力の作用

解析の次元

静的

二次元

現象の評価

地震動の増幅

解析方法

考慮しない

震度法

考慮する

震力法

考慮しない

ニューマーク法
（円弧すべり）

考慮する

ニューマーク法
（渡辺・馬場法）

すべり

すべり

二次元

２次元FEM
（有限要素法）
考慮する

変形
動的

２次元DEM
（個別要素法）
三次元

３次元FEM
（有限要素法）

考慮する

変形

図1 数値解析手法の分類
表1 数値解析手法の特性
時刻暦
波形

間隙
水圧

すべり
安全率

変形量

×

△＊

○

×

○

△＊

×

×

×

＊

△

○

×

○

＊

△

×

×

ニューマーク法（円弧すべり） 動的な円弧すべり

○

△＊

○

○

○

△＊

△＊

△＊

ニューマーク法（渡辺・馬場） ２次元FEM+動的な円弧すべり

○

△＊

○

○

○

＊

△

△

＊

△＊

２次元FEM（全応力法）

２次元FEMによる動的変形解析

○

×

×

○

○

×

○

○

２次元FEM（有効応力法）

２次元FEMによる動的変形解析

○

○

×

○

○

○

○

○

２次元DEMによる動的変形解析

○

×

×

○

○

×

○

○

数値解析手法

解析種別

震度法

静的

震力法

静的

２次元DEM

土工

対策工のモデル化
排水 アンカー 杭

＊

△ モデル化された間隙水圧や対策工を解析に組み込むことは可能

１次元

Newmark（1965）
剛塑性ブロック・直線すべり

2次元

円弧に拡張
Ling（1995）
剛塑性ブロック・円弧すべり

Seed（1966）
慣性力（係数）・鉛直１次元

Seed（1979）
ニューマーク法の適用範囲・
FEMの適用範囲を示す

館山（1998）
剛塑性ブロック・円弧すべり

Makdisi（1978）
慣性力考慮（係数）
・任意すべり

渡辺・馬場（1981）
慣性力考慮・すべり面探索

鉄道構造物等設計標準
剛塑性ブロック・円弧すべり

Kramer（1997）
慣性力考慮（連成）
・直線すべり

Ngyuen（2005）
剛塑性ブロック・すべり面探索

実務を念頭においた簡易手法

すべり面より上の土塊慣性力を
考慮した手法

FEMと組み合わせた方法

図2 ニューマーク法の分類系統
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証明されている。Makdisi and Seed（1978）は、す

使用され、弾性FEMと等価線形FEMおよび累積ひ

べり深度と最大加速度の関係を整理し、アースダム

ずみ解析から構成される。鵜飼ら（1995）は、非線

で想定されるすべりの分類を試みた。Makdisiはマ

形の動的FEMとニューマーク法を実施し、両手法

グニチュードの異なる地震に対する残留変異量を無

により計算される残留変形を比較し、入力地震波の

次元で表した。Seed（1979）は、地震時のアース

周期を変えたとき、ニューマーク法はとくに斜面が

ダムの残留変異上限値をまとめ、アースダムの耐震

２次モード振動する場合に変形を過小評価すること

設計指針をまとめている。渡辺・馬場（1981）は、

を報告している。

FEMの動的解析とニューマーク法を組み合わせた
手法（渡辺・馬場法）を提案した。この手法は、

5

地震数値解析手法適用の現状

Nguyenら（2005）でも見られる。鉄道分野におけ
るニューマーク法は、館山ら（1998）が円弧すべり

表１に示した数値解析手法のうち一般的に用いら

での適用法（鉄道総研法）を示し、その後、鉄道構

れている解析手法は、震度法、ニューマーク法（円

造物等設計標準に反映された。

弧すべり）、ニューマーク法（渡辺・馬場法）、２次

FEMでは、地盤の動的解放について応力ひずみ
関係の非線形性を、等価線形法によって考慮したの
がIdriss and Seed（1968）である。渡辺（1972）は、

元FEM動的変形解析（全応力法）、２次元FEM動
的変形解析（有効応力法）があげられる。
DEM（個別要素法）や３次元FEM解析について

直接積分法による動的FEMに取り組み、等価線形

は、現状一般の実務レベルで用いられている手法で

法および粘弾性でフィルダムの地震時挙動の解析を

はなく、解析時間・費用が他の解析手法よりも高く、

実施し、渡辺と馬場（1979）は「フィルダムの動的

動的問題に対する適用事例が少ないものと考えられ

解析−I、II」を発表した。渡辺・馬場の動的FEM

る。

は等価線形法で、残留変形は基本的には出力されな

震度法は、河川砂防技術指針（案）、道路土工の

いため、ニューマーク法と組み合わせている。ニュ

り面工・斜面安定工指針等多数の基準で採用されて

ーマーク法を使用せずに、等価線形法で残留変形を

いる。ニューマーク法（円弧すべり）は鉄道構造物

求める手法が永久変形解析と呼ばれる簡便法であ

等設計標準・同解説耐震設計編で採用され、ニュー

る。永久変形解析は、Kuwano et. al（1988）等で

マーク法（渡辺・馬場法）は大規模地震に対するダ

地盤の動的FEM

線形解析

等価線形解析
非線形を部分的に取込

非線形解析
逐次非線形を考慮

残留変形を考慮できない

有効応力法
（圧密・液状化等）

全応力法

材料非線形

幾何学的非線形

材料非線形

幾何学的非線形

非線形特性
双曲線モデル
修正R-Oモデル
弾塑性モデル

地形・亀裂の不連続部
ジョイント要素
ばね要素

非線形特性
修正R-Oモデル
マルチスプリングモデル
弾塑性モデル

地形・亀裂の不連続部
ジョイント要素
ばね要素

図3 FEMの分類系統
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ム耐震性能照査指針（案）・同解説で採用、空港高

析を用いて評価する場合、解析対象となる地盤とし

盛土工指針で推奨されている。また２次元FEM動

ての地すべり土塊は不連続であり不均質な性状を有

的変形解析（有効応力法）は空港高盛土工設計指針

している特徴があり、数値解析手法の選択だけでは

で推奨され、それぞれの分野で用いられている。

なく、解析条件となる物性値の設定やそれらを組み
入れるモデルの構築が非常に重要であると考えられ

6

る。

おわりに
これまで地震数値解析は、アースダムや堤防等の

分野を中心に発展してきた経緯がある。しかしなが
ら地すべり対策を対象とした数値解析手法が一般的
な実務レベルでは示されておらず、新潟県中越地震
時に芋川流域で発生した地すべり現象そのものを再
現できる数値解析手法は現時点では開発されていな
いのが現状であると考えられる。

【引用文献】

・向井啓司他：地震を考慮した数値解析手法の変遷と現
状、平成18年度砂防学会研究発表会概要集
・向井啓司他：地震を考慮した数値解析手法による地す
べり解析の適用性、平成18年度砂防学会研究発表会概
要集
・Keiji Mukai et al.：The landslides of Imokawa River

近年、地震数値解析手法の研究・開発の進歩はめ

catchment which occurred by The Mid Niigata

ざましいものがある。しかしながらこれらの地震数

Prefecture Earthquake in 2004、INTERPRAEVENT

値解析手法を含めて、地すべりに対して地震数値解

International Symposium,2006

白地の項目が残留変形を
算定可能な手法

図4 地震数値解析手法の位置づけ
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地すべり地における水質を
中心とした地下水解析手法について

相楽 渉*
1

浅層地下水排除工で十分対応可能な、すべり面深

はじめに

度が小さく移動面積も小規模な地すべりの場合であ
地すべり発生の原因は、地形・地質特性等の素因

れば、すべり面に作用する地下水の起源が比較的容

と、地下水位（間隙水圧）の上昇をもたらす降雨、

易に把握できる。しかしながら、すべり面深度が大

融雪等の誘因とに大別される。地すべりが豪雨時、

きく移動面積が大規模な地すべりの場合は、通常極

融雪時に多発することからみて、それらによる地下

めて複雑な地下水流動機構を有しており、個々の地

水位の上昇が発生原因の主要なものと考えられてい

下水調査結果を相互に関連づけて総合的視点から解

る。地すべり調査における地下水の調査は、発生機

析しなければ対策上有効な地下水情報は得られない。

構の解明、対策工法の決定等に必要不可欠なもので
ある。

本稿では既往の地すべり地における地下水水質に
関連する検討経緯を総括し、水質を中心とした地下

地下水調査には、地下水検層、地下水追跡調査、

水解析の現状について報告する。

地下水位調査、間隙水圧測定、揚水試験、地下水温
度調査、水質調査等がある。これらの調査・試験は、
各地すべり地において必要に応じて選択され実施さ
れる。これまで大多数の地すべり地で実施されてき
た地下水調査は、対策工の計画立案・施工に直接結
びつく地下水位調査、地下水検層等に重点が置かれ
ていた。事実、調査ボーリングが1960年代前半から
精力的に実施されるようになってから、1980年代ま
では地下水位をいかに精度良く把握するかを課題と
し、主として地下水の賦存状況を明らかにすること
に重点を置いた研究が実施されてきた（例えば小川
1978、田中1978、吉松1980）。地下水調査結果をも
とに地すべりの機構解析・安定解析等が実施され、

図1 水理水頭と地下水の流れを表す模式図
渡部（1996）をもとに作成

対策工計画立案・施工時の基礎資料とされた。
通常、斜面における地下水の流れは、水理水頭の
高い位置から低い位置へ流動すると考えられている
（図１）。しかしながら、これは両地点の地下水が連
続した地下水塊に属している場合に成り立つ。地下
水塊が異なれば地下水の連続性はなくなり、単純な
地下水流動モデルは成立しない（図２）。したがっ
て、地すべりの誘因となる地下水の起源を把握し、
排除するための対策工を計画・施工するにあたって
は、地下水位のみでなく地下水水質をはじめとした
他の調査も有効に活用し、地下水賦存状況を把握す
図2 水質を考慮した地下水の賦存状況模式図

る必要がある。

*（財）砂防・地すべり技術センター斜面保全部主任技師
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地すべり地における地下水水質の調査・研究史

地下水観測井における計測、地下水追跡調査、電気
探査であった。

地すべりについては古くから、地質学、土木学、

その後、計測技術の進歩、新たな調査法の開発に

林学等の分野の研究者により調査、研究が実施され

より、地すべり調査における種々の調査法が考案さ

てきた。太平洋戦争以前の地すべり調査は、主に林

れた。この結果、昭和30年代中盤には現在実施され

学特に治山分野の研究者により行われ、事業の主体

るような地すべり調査体系が確立した。

も山林局林務課であった。地すべりの科学的な現象

建設省土木研究所は、昭和30年代初頭から中盤に

論という点では、戦前までの研究結果には大きな成

かけ、石川県と共同で甚之助谷地すべりについての

果はみられなかった。国民の地すべり災害に対する

地すべり調査・研究を実施した。また、同時期、同

知識も少なく、注目度も低かったが、重要交通網、

研究所は福島県とも共同して滝坂地すべりについて

特に鉄道に関連するような地すべりは世間一般の注

も精力的な調査・研究を行った。これらの調査にお

目を引いた（小出、1955）。

いて、現在一般的に実施される地表面移動量調査、

現在直轄地すべり地として有名な亀の瀬地すべり

地盤傾斜量調査、地下水追跡調査等が実施され、地

はその一例である。昭和７年に大阪府、奈良県の県

すべり機構が解析された。この時、公的機関の報告

境で大和川に直面して発生した同地すべりについ

書として初めて水質試験結果が報告されている。近

て、内務省（当時）土木試験所は地質調査、移動量

年まで、大多数の地すべり地で実施されてきた地下

調査を実施し地すべり活動の原因究明、復旧対策計

水調査は、対策工の計画立案・施工に直接結びつく

画を実施した。このような戦前の萌芽的な調査、研

地下水位調査、地下水検層等に重点が置かれてきた。

究成果は、戦後広範囲に展開される本格的な調査、

事実、調査ボーリングが昭和30年代中盤（1960年代

研究の基礎となった（谷口、1989）。

前半）から精力的に実施されるようになり、昭和40

昭和22年に新潟県、ならびに建設省により開始さ

年代中盤（1970年代）から昭和50年代中盤（1980年

れた能生谷の地すべり調査、研究は、地すべり現象

代）までは、地下水位をいかに精度良く把握し、地

への理解を深める契機となった。このとき、はじめ

下水賦存状況をいかに把握するかに重点を置いた研

て地すべりの組織的な調査が実施され、地すべりの

究・報告が鋭意実施されてきた（例えば小川1978、

基本的な調査方針が定められた（表１）。調査法は

田中1978、吉松1980）。

６項目にわたって定められ、その中に地下水調査の

ところで、地すべり地を含む一般的な斜面の地下

項目が盛り込まれている。地下水調査の主な内容は、

水に関する研究の流れはKirkbyの「斜面水文学」
に お い て 総 括 さ れ て い る
（Kirkby

表１ 地すべり地における既往の地下水に関する調査・研究
調査事項

調査内容

調査観測法
現地調査及び踏査

（1）一般調査

において２つの成分（表面流出、
現地踏査

浸透）に分離され、浸透水が地下

（2）特異性のある地質の探査
（1）水平、垂直的移動量及び速さ
3.地すべり状況

の測定
（2）速度変化を与える原因探査

4.地すべり地における （1）土壌の透水性及び含水量
土壌の物理的性質

（2）摩擦係数の判定、含水量によ

不動点を基準として地す
べり地域内に設けた測点

6.地下水の調査

現地より採集せる土壌の

の降雨・流出に関する単位図の理

土質試験

論（unit hydrograph）と適合し、
現在の斜面水文学、降雨・流出解

ボーリング、電探法、人

（2）地すべり面の決定

工地震探査法
電探法による地下水流の
発見、地下水一般調査

地すべりの根本調査

あった（Kirkby，1983）。このモ
デルはShermanによる、流域から

（1）地下状況調査
地下水面及び地下水の流動状況

水として供給されるというもので

の定期観測

る変化と最悪な場合の値の決定
5.地下構造

いる。これは、ホートンモデルと
して知られており、降雨が地表面

る調査
（3）渓流の地すべりに対する作用
2.地すべり地の地質

前半にはHortonにより初めて包括
的な斜面流出モデルが提起されて

（1）地形測量
1.地すべり地域の地形 （2）池、沼、湿地、湧水等に対す

1983）。既に1900年代

析の基礎となっている。
これらのモデルで対象としてい
るのは、巨視的に見て地表付近の
地下水である。通常、地すべり地

谷口（1989）より引用
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で考察する地下水賦存状況に関しては、いわゆる浅

岩、玄武岩ではCa2+に卓越すると報告している。

層地下水がこれら一般的な斜面水文学で扱っている

以上のように、全国各地の地すべり地において地

領域に対応するものである。したがって、比較的小

下水水質調査が実施されてきたが、特に第三紀層地

規模な地すべりに関しては、浅層地下水が地すべり

すべり地における地下水水質の研究が新潟県内にお

活動の誘因になっていると考えられ、斜面水文学の

いて盛んに行われた。佐藤他（1983）は新潟県虫亀

範疇で対応可能である。一方、すべり面深度が相当

地すべりにて地下水の水質分析を行い、地下水中の

深い大規模地すべり、特に複雑な地質状況を呈する

陰イオンによって地下水の起源を探った。その結果

特異な地すべりに関しては、地すべりの誘因として、

Cl−，I−，HCO3−は化石塩水に起源を持ち、SO42−は

これまでの斜面水文学では考慮されなかった深層地

鉄硫黄酸化細菌により泥岩中の黄鉄鉱が酸化された

下水の影響が少なからず存在することが示唆される

ことにより形成したものであると報告している。ま

ようになった。その結果、水質分析をはじめとする

た、新潟県内の第三紀層地すべりの地下水調査結果

地下水追跡調査等、様々な地下水調査方法が提案、

から、地下水の水質は深度方向に浅層と深層で異な

実施されるようになった。

り、陰イオンの分布から区分できると結論している。

地すべり地における地下水水質の調査は昭和30年

その後、佐藤他（1990）は新潟県内の地すべり地、

代初頭から実施されてはいたが（鈴木2002、吉岡

及び長野県の浦川崩壊地において地下水のトリチウ

1990）、いずれも地下水の水質を区分することに止

ム濃度を測定し、深層地下水が地表近くまで上昇し、

まっており、その起源、流動機構まで言及したもの

これが引き金となって地すべり、崩壊が発生すると

はない。主に甚之助谷地すべり地で実施された水質

報告している。

調査の結果、当該地すべり地の地下水塊区分がなさ

また、渡部他（1996）は新潟県松之山町の水梨地

れ、地内に賦存する地下水の水質タイプが分類され

すべり地に施工された地下水排除工からの排水の安

た。この分類は水の主要イオン（Na+，Ca2+，Mg2+，

定同位体比（δD，δ18O値）、及びCl−イオン濃度を

Cl−，HCO3−，SO42−）によるもので、甚之助谷地す

測定し、地すべり地内のNa-Cl型の地下水の起源は

−

天水と松之山温泉の熱水が８：１の比で混合したも

イオン濃度の高い地下水は、鉱泉水に起源を持つも

のであると推定している。鈴木他（2002）は福島県

のであろうと報告されている。

西会津町滝坂地すべり地において、地下水のストロ

べりにおいては３タイプの水塊が存在し、特にCl

その後、多くの研究者の手により地すべり地の地

ンチウム同位体分析結果から、当該地すべり地北部

下水水質調査が実施されている。梅崎・見沢（1970）

ブロックの地下水の動きは、地すべり地外の花崗岩

は長崎県、及び石川県の７カ所の地すべり地より採

地帯の地下水の動きに追随していると述べている。

取した岩石を蒸留水に溶かし、地すべり地に存在す
る岩が水質にいかなる特性を付加するか考察した。

3

地すべり地における総合的な地下水解析手法

この結果、水質組成は岩の種類により明らかに異な
るものであると報告した。飯盛他（1981）は長崎県

前述した既往の地下水に関する調査・研究に関し

平山地域の地すべり地帯の地下水について、その溶

ては、個々の調査・研究手法は確立されている。事

存成分は安定地域の地下水とは明確に異なり、高い

実、これらの調査・研究の成果が地すべり防止工事

電解質濃度を呈すると報告した。この原因を崩積土

の計画・立案に重要な役割を果たしてきた。しかし

やすべり面付近の地質を構成している岩石の化学成

ながら、地すべり地を含む斜面の地下水賦存状況は

分が、化学風化を通じ地下水中に供給されたもので

単純なものばかりではない。地すべり地のように不

あると推定している。また、黒田他（1981）は六

均質性が卓越する地盤状況を呈する物質中の地下水

甲・神戸トンネル掘削の際の調査で、断層破砕部に

の流路は、すべり面付近のみではなく地すべり地塊

Clイオンを含む特徴的な鉱泉水が出現することを報

中に複数存在する。したがって、単一の地下水調査

告した。玉利他（1988）は岩石風化実験を行うこと

結果によって立案された対策工によっては、地すべ

により、溶媒中の溶存化学成分を分析し、地下水の

り活動の主要な誘因となるすべり面付近に賦存する

水質と接触する岩石の成分の関係について考察し

地下水を排除できず、その効果を十分に発揮しきれ

+

た。それによると、花崗岩についてはK 、及びCa
+

2+

2+

の溶出が顕著であり、泥岩Na 、Ca 、凝灰岩、砂
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以下の直轄地すべり地における地下水流動解析を実

り（例えば小出、1955） である。今後、上記の地

施した。

下水水質を含む総合的な地下水解析手法を第三紀層

●平根地すべり（国土交通省

東北地方整備局

新

地すべり以外のタイプの地すべりについて適用する
ことにより、さらなる地下水流動解析手法の拡張が

庄河川事務所管内）
●滝坂地すべり（国土交通省北陸地方整備局

阿賀

可能であろうと考える。

野川河川事務所管内）
これら２地区の地すべりでの地下水流動解析では、
水質を中心とした各地下水調査・試験データを以下

【引用文献】
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検討する際に用いる水質タイプは、最も広く分布

高野秀夫（1974）：地すべり防止工事と地下水、地す

する水質を用いることとし、巨視的に水塊区分を

べり、第10巻、第４号、pp.1-3.

行う。基本的な流れは地形及び地すべり移動によ

玉利祐三・辻 治雄・日下 譲（1988）：岩質と陸水

って形成された亀裂帯に沿って流れる可能性が高

の水質との関係−岩石の溶出実験による解析−、地球

い事を考慮し、各水質と中間型の水質の分布から

化学、第22巻、pp.139-147.
田中紀朝（1978）：地すべり調査における地下水調査

地下水流動経路を推定する。
５）地下水位の変動状況はタイプ別（季節変動型、

について、−その２。偽水位と調査上のポイント−、
地すべり技術、第5巻、第１号、pp.56-63.

降雨応答型等）に定量的にとりまとめ、地質別分

谷口敏雄（1989）：地すべりの道を拓く、社団法人地

布、地区別分布を確認する。同一タイプに分類で

すべり対策技術協会、pp.105-109.

きる地下水位の分布域は同じ水塊であると判断で

梅崎 大・見沢公子（1970）：地すべり地における水

きるため、水道として連続し、一連の地下水流動

質分類の基礎的研究、地すべり、第６巻、第４号、

経路が判断できる。

pp.26-32.

６）上述の検討結果を総合的に考慮し、地すべり地
全体の地下水流動経路を組み立てる。
結果、当該２地区の地すべり地における平面的・
断面的な地下水の流動経路が現況で把握できている。

渡部直喜・大木靖衛・佐藤 修・日下部実（1996）：
新潟県松之山地すべり地のNa-Cl型地下水の起源、新
潟大災害研年報、第18号、pp.81-92.
吉松弘行（1980）：地すべり地における地下水変動現
象の解析、地すべり、第17巻、第２号、pp.20-24.
吉岡龍馬（1990）：地すべり（４）
、地すべりと水−

4

地球化学的調査（その１）
、地下水学会誌、第32巻、第

おわりに

３号、pp.147-162.

本解析を適用したのはいわゆる

第三紀層地すべ

SABO vol.87 Jul.2006

27

連載エッセイ2

カルデラの伝説・日本一の赤電話
吉友嘉久子
（OFFICE・よしとも代表）

６月の上山式を終えたころ、私は毎年のように水谷平に立つ。トロッコから降り、崖と谷のあわいに
小さく残された軌跡のような台地を踏みしめて、空を仰ぎ、山の空気を胸いっぱいに吸い込む。深い残
雪の中で梢の新緑が芽吹き、ウグイスの大合唱に迎えられて、日常のあわただしさも消える……。
と、そのとき、うかつにも切り忘れた携帯電話が鳴って、意識が下界に引き戻されたことがある。
そう、カルデラでは数年前からケイタイが通じる。しかし、砂防工事が始まって100年になろうとい
うこの地には、長い間、建設現場で労働に従事する作業員が自由に使える電話はなかった。このことを
記憶にとどめている人は、関係者でもそう多くはない。ほんの30年ほど前まで、作業員たちは、家族の
ことを気にかけて様子を聞こうにも、建設会社の社員宿舎にある電話を借りて、気兼ねしながら話すし
かなかったのだ。伝説の赤電話がやってくるまでは。
今から28年前、その赤電話は「水谷村」にやってきた。ボックスはなく、水谷出張所の外階段の下の
壁に、裸のまま取り付けられた。雨の日にも濡れないようにという出張所の親心だったろう、外階段が
ひさしの役割を果たして、なかなかいい具合だった。
真新しい赤電話の前には、第１日目から順番待ちの行列ができた。遠く離れた家族の声が聞きたくて、
誰も彼もが首を長くして待っていたのだ。
乳離れしたばかりの子を青森に残して山にはいった炊事係のカァチャンは、十数年ものあいだ夏場の
５ヵ月間を、子どもの声を聞きたいと思いながらじっと耐えた。そして、息子が高校生になった年に、
ようやく夢がかなう日が来た。
夜、夕食の片付けを済ませ、翌朝の下準備も済ませてから、この日のために用意しておいた10円玉を
30個、エプロンのポケットに入れて外に出た。昼に力仕事をする作業員は朝が早い。もう遅い時間だか
ら人はまばらだろう、と思っていたら、なんと、まだ行列は長いままだ。待つこと１時間。なかなか赤
電話に近づくことができない。夜風が肌寒く感じられて、「明日にするべ」と、第１日目はあきらめた。
次の日も、その次の日も行列に並んだが、赤電話にたどりつけなかった。４日目。とうとう順番が回
ってきた。受話器を握りしめる。
「もしもし、元気か？」と涙声。「うん」と、押し殺したような息子の声が届く。あとは何を言えば
いいのか、お互いにわからない。チャリン、チャリン。10円玉が落ちる音がやけに速い。「お盆に帰る
とき、何が欲しい？」と聞く。「なぁーんも」。ポツリ、ポツリと聞こえる声が、青年期に差しかかった
男の子の複雑な胸の内を伝えてくる。「元気で頑張れ！

カァチャンも頑張るから、な」。それでおしま

い。
あっという間に10円玉はなくなった。ポケットが空っぽになって、そのぶん心が満たされた。
毎晩並んでも順番が巡ってこず、１週間、夜に待ち続けた人もいる。
出稼ぎでふるさとを離れる父親を、幼かった子どもが、「とうちゃん、どこに行くんだ！」と追いか
けてきた。切なかった。それからは毎年、子どもが寝ている間に出かけることにした。
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いつものように後ろめたさを抱えて山にはいったその年、子どもの声が受話器の向こうから聞こえた。
やんちゃな姿が目に浮かんで、ほおが緩んだ。１週間待った甲斐があった。「もうすぐ帰るからなー」。
そう語りかけると、寂しがらせてすまないと思う気持ちが、少し軽くなった。
遠いふるさとに家族を残して山に働きに来た人たちにとって、赤電話は家族を結ぶ赤い糸そのものだ
った。たった１台の赤電話の前に、毎晩、10円玉を握りしめて順番を待つ人の列ができた。夜は通話料
金が割り引きになるので大盛況。いつの間にか椅子も２個ほど用意された。待つ人も和気あいあいのニ
コニコで、お互いの家族を気遣った。みんながひとつの大家族だった。
家族への募る思いは、赤電話の料金箱を次々と10円玉で満たしていく。好成績の公衆電話を裸のまま
にしてはおけない、と思ったからだろうか、やがて赤電話にボックスがプレゼントされた。ガラスの扉
は、赤い糸でつながった一人一人の故郷への入り口だった。そして、赤電話はついに日本一の売り上げ
を達成し、カルデラの伝説となった。
今、水谷村に公衆電話はない。現場代理人は砂防工事の最前線から、ケイタイで事務所と連絡を取る。
厳しい自然の中で刻々と変わる現場にあって、ケイタイは心強い助っ人だ。
出稼ぎに来ている人も、それぞれが家族とつながっている。仕事が終わればポケットからケイタイを
取り出し、「きょうも無事に終わったよ」と家族にメールを送る。毎晩必ず子どもの声を聞くという若
いパパは、ピアスの耳にケイタイを押し当てて「クワガタ持って帰るからね」と話す。
赤電話が姿を消し、光ケーブルが引かれてＩＴ化も進んだ。しかし、昔も今も、水谷村で働く人たち
の温かさは変わらない。変わらないものは、もう一つある。カルデラの厳しい自然だ。その中で人の魂
は寄り添い、暖め合う。いつ果てるとも知れない崩れも、地球のリズムの中でいつかは安定するだろう。
しかし今を生きる人間は、それを待てない。
現に身に及ぶ危険があり、それを防ぐ手立て
があるからには、厳しい自然にも挑まなけれ
ばならないのだ。
平野に住む人たちの安全を守るために、カルデ
ラで働く人たちがいる。その人たちと家族を支え
た伝説の赤電話は、実はケイタイに姿を変えて、今
も一人一人の心に寄り添っている。私にはそう思え
てならない。絵物語『カルデラの赤電話』は、こんな
思いから生まれた。
立山黒部アルペンルートは観光シーズンにはいっ
た。ひとりでも多くの人に、弥陀ヶ原の展望台からカ
ルデラを見下ろしてほしい。いつにも増して深い雪の
中で、カルデラは、すでに目覚めている。
豪雪に襲われたカルデラでは、いくつもの新たな崩れが
発生しているという。鉄柱が倒れて送電線も寸断され、復旧
の見通しが立たないなかで、立山砂防の最前線基地、水谷村は、
今年、工事が始まって100回目の春を迎えた。
イラスト・仲野順子
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建設技術
審査証明

Ｊ−スリットえん堤

建設技術審査証明事業（砂防技術）

当センターでは、平成13年より建設技術審査証明

えん堤を統合し、より合理的な断面形状をもつ閉塞

協議会の一員として、民間法人において研究・開発

型の透過型砂防えん堤です。Ｊ−スリットえん堤の

された技術を、砂防事業へ適切かつ円滑に導入し砂

基本形状は、上流側部材を１：0.5、下流側部材を

防技術水準の向上を図ることを目的として、技術の

1：0.2とする鋼管で構成された三角フレーム構造で

性能等に重点をおいた審査証明事業を行っておりま

す。土石流の捕捉は、適切な間隔に設定した最上流

す。

側の縦部材で行います。集合運搬で流下してくる先

当センターにて審査証明書を発行した技術につい

頭部の巨礫を捕捉することにより、後続流をも捕捉

ては、逐次本誌にて紹介しておりますが、本号では

する機能を有しています。部材の安全性は、土石流

Ｊ−スリットえん堤について紹介します。

流体力および堆砂圧に対して許容応力度法により照
査を行います。また、巨礫の衝突に対しては構成部
材である鋼管の凹みとたわみ変形により照査を行い

審査証明依頼者：JFE建材株式会社

ます。

審査証明書発行日：平成18年2月13日
●断面形状について
1） Ｊ−スリットえん堤の概要と特長

Ｌ型スリットでは下流面であった土石流の捕捉面
を上流面へ変更することにより、土石流の直撃を考

Ｊ−スリットえん堤は、鋼製砂防構造物委員会で

慮する部材が上流側のみになるため、より経済的な

認定されているＬ型スリットえん堤とＩ型スリット

設計が可能になります。また、Ｌ型スリットえん堤

自重にカウント

図2 堆砂自重のカウントのイメージ

図1 Ｊ−スリットえん堤模式図
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の実績を基に、上流側部材を1：0.5に傾斜させてお
り、堆砂自重を多く見込むことができるため、底版

●基礎形式について
支持層が岩盤層の場合は無筋コンクリートを使用

コンクリート量が軽減されます。

し、砂礫層の場合は、配筋が必要か検討します。

●安全性について

2）技術審査の概要

Ｊ−スリットえん堤の有効高さを8.5m以下に設
定することにより、最大礫が下流側部材に自由落下
した際の安全性を確保しているため、越流落下礫に

審査証明委員会では、下記の点について技術審査
が行われました。

対する安全性を有しています。また、下流側部材の
足元に上流側部材と同じものを使用し、平常時等の
礫衝突に対する安全性を確保しています。

●土石流の捕捉機能について
土石流の捕捉機能については、水理模型実験報告
書を基に検討が行われました（写真１、図4参照）
。
その結果、Ｊ−スリットえん堤は、既成の閉塞型
の鋼製透過型砂防えん堤と同等の土石流捕捉機能が

土石流捕捉面

あることが認められました。
●合理的な断面形状について
断面形状選定の照査により、Ｊ−スリットえん堤
の基本構造が合理的な断面形状であることが認めら
れました。また、構造計算書を照査した結果、土石
流衝撃力に対しても十分な安全性を有することが認
められました。
ただし、本技術は断面形状が新しいタイプの軸力
構造であるため、下流側柱の安全性を確保するため、

土石流の直撃を考慮した部材

柱材配置の列数を３列までとし、有効高さ8.5m以
下を適用範囲としています。

図3 礫衝突対策イメージ

図4 水理模型実験結果

写真1 水理模型実験例
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自 主 研 究

土砂災害情報伝達手段としての
インターネットの活用に関する考察

千田容嗣* 黒川興及**
が実現されている。また、総務省によって平成16年

1 はじめに

12月に「u-Japan政策」が打ち出され、2010年にわ
が 国 が 最 先 端 の ICT（ Information

土砂災害に関する警戒避難対策では、市町村の防

&

災関係者及び住民に基準雨量、土砂災害危険箇所図、

Communication Technology）国家として世界を先

雨量データ等、様々な災害関連情報を提供する必要

導するフロントランナーとなることが大目標として

があり、豪雨時には、時間と共に変化していく雨量

掲げられ、インフラ整備に関しては、2010年までに

情報等はリアルタイムに提供する必要がある。

国民の100％が高速または超高速を利用可能な社会
にすることが目標として掲げられている（総務省、

このような情報を伝達する手段としてインターネ

2005.5）。

ットの活用が考えられる。中山間地においても普及
が進み、インターネットによる土砂災害情報の伝達

2．2

の機運が高まったと考えられる。

普及動向

しかしながら、砂防事業が対象としている中山間

インターネットに関わる主な機器であるパソコ

地域では、インターネットを使えない高齢者が比較

ン、携帯電話の保有率及びインターネットの人口普

的多く住んでいるため、土砂災害情報の伝達手段と

及率（全人口に対するインターネット利用人口の比

しては適切ではないと思われている。そこで、中山

率）を示す（図１）。平成15年末時点でインターネ

間地域を含む全国的なインターネットの普及動向、

ットの人口普及率は６割を超えたが、その増加率は

利用意向等を総務省の調査結果等を用いて、５〜10

鈍化している。

年先の将来における土砂災害情報の伝達を目的とし
2．3

たインターネットの活用の可能性を考察した。

年齢別の利用動向

年齢別にインターネットの利用動向を示す（図
２）。平成17年末時点の50歳未満の利用率は、80〜
90％に達し、横ばいに推移している。一方、65歳以

2 インターネットの動向
（％）

2．1

施策の動向

100

インターネットに関する施策の動
向については、IT戦略本部によっ
て平成13年１月に策定された「eJapan戦略」のもとに、「2005年ま
でに世界最先端のIT国家になる」

普
及
︵
保
有
︶
率

という目標に向けて政府一体となっ

80
60
40
20
0

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17（年末）

て取り組んできた結果、世界でも最
も低廉で高速なブロードバンド環境

図1 インターネットの普及動向
（通信利用動向調査」
（H11〜17）
（総務省）の記載データを作図）

* （財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所
上席研究員

** （財）砂防・地すべり技術センター砂防部長
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（％）

100

上の利用率は50%以下に過ぎないが、
65〜69歳、70〜79歳のインターネッ

80

ト利用率は、共に増加傾向である。

イ
ン
タ 60
ー
ネ
ッ
ト 40
利
用
率
20

2．4

中山間地域の利用動向

１）地域別動向

政令指定都市、その他の市、町村
郡におけるインターネット利用動向
を示す（図３）。「町村郡の利用率の

0
H13

H14

H15

H16

H17（年末）

動向」を「中山間地域の動向」と考
え、都市地域及び中山間地域におけ
る動向を推定する。平成17年末時点
の都市地域のインターネット利用率

図2 年齢別インターネット利用動向
（
「通信利用動向調査」
（H13〜17）
（総務省）の記載データを作図）

は７〜８割で、増加率は鈍化してい
る。これに対して、町村郡（中山間
地域）の利用率は、７割弱に推移し
ている。

（％）

100

２）中山間地域の意向
イ 80
ン
タ
ー
ネ 60
ッ
ト
利 40
用
率
20
0

平成16年１月時点の農家、林家、
漁家のインターネット利用意向を示
す（図４）。「林家、農家の意向」を
「中山間地域の意向」と考え、その
意向を推定する。「インターネット
を利用したい」（「①世帯の誰かが利
H13

H14

H15

H16

H17（年末）

用しており、今後も利用したい」、
「②現在は世帯の誰も利用していな
いが、今後は利用したい」）と回答

図3 地域別インターネット利用動向
（H13〜17）
（総務省）の記載データを作図）
（
「通信利用動向調査」

した者の割合は、林家、農家ともに
約６割である。

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100（％）

農家

林家

漁家

図4 農家等のインターネット利用意向
（
「農林漁家におけるパソコン・インターネットの利用等に関する意向調査結果（H16.4）
」
（農林水産省）より）
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3 インターネットの利用意識

報交換（メール等）」（54.4%）、「ニュース、天気予
報の情報入手」（50.2%）と回答した割合が比較的高

3．1

く、携帯電話では「勤務先・友人等との連絡・情報

利用の目的

平成17年末時点のパソコン及び携帯電話における

交換（メール等）」（69.5%）、「音楽のデジタルコン

インターネット利用者の利用目的を示す（図５）。

テンツの入手・聴取」（26.2%）、「ニュース、天気予

パソコンでは、「商品・サービス・企業・店舗等の

報の情報入手」（25.1%）と回答した割合が比較的高

情報入手」（55.4%）、「勤務先・友人等との連絡・情

い。

図5 インターネットの利用目的

（
「平成17年通信利用動向調査」より）

（％）

図6 インターネットを利用しない理由

34

（
「平成16年通信利用動向調査」より）
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ブロードバンドの普及状況

平成16年末時点のインターネット未利用者がイン

ブロードバンドで最も普及しているADSLの平成

ターネットを使用しない理由を示す（図６）
。「利用

16年11月時点での「全国」、「町村」、「過疎地域」の

する理由がない（43.7%）」、
「操作が難しい（26.7%）」

市町村の普及状況を示す（総務省、2005.2）
（表２）
。

と回答した割合が比較的高い。

「全国」の普及率は86.7%、中山間地域と考えられる
「町村」、「過疎地域」の普及率は、それぞれ82.6%、
67.5%である。この数値は、サービスが少なくとも

4 ブロードバンドの普及状況

その地域の一部で提供されている市町村の普及率で
ある。全域でサービスが提供されている「全国」の

4．1

ブロードバンドの種類と普及状況

普及率は、平成16年４月時点で51.3%（1,603/3,123）

「超高速インターネットアクセス」及び「加入者

であることから、全域でサービスが提供されている

系ネットワーク」を意味するブロードバンドのメデ

「町村」、「過疎地域」の普及率は５割以下だと推定

ィアの種類及び平成16年11月時点の市町村における

される。

普及状況を示す（表１）。４種類のメディアのうち、
ADSLが最も普及している。なお、平成17年３月時

4．3

点での市町村におけるブロードバンドの普及率は

インターネットへの接続方法

パソコンからインターネットへの接続方法の割合

93.4%（2,916/3,123）である。

を示す（図７）。インターネットを利用している世

表1 ブロードバンドの種類と普及状況

平成16年11月末現在
概要

名称
ADSL

普及状況

既存のメタルケーブルにADSLモデム等の専用装置を設置する

（非対称デジタル加入者回線）

ことにより、電話サービスと同時に高速インターネットアクセ

86.7%(2,648/3,053)

スを可能とするもの
加入者線収容局から加入者宅まで光ファイバケーブルを敷設し、

FTTH（光ファイバ）

31.6%( 965/3,053)

超高速インターネットアクセスを可能とするもの
ケーブルインターネット

既存のケーブルテレビネットワークに専用の設備を追加するこ

30.0%( 915/3,053)

とにより、高速インターネットアクセスを可能とするもの
無線（FWA/LAN)

電気通信事業者の無線局から加入者までの加入者回線により構

−

築するもの
（
「全国均衡のあるブロードバンド基盤の整備に関する研究会（総務省）」資料の記述を一覧表に整理）

（％）

接パ
続ソ
回コ
数ン
のの
割イ
合ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

70
60

表2 地域区分別のブロードバンドの普及状況
平成16年11月末現在

50

区分

普及状況

全国

86.7%（2,648/3053）

町村

82.6%（1,922/2,327）

過疎地域

67.5%（749/1,110）

40
30
20
10
0

H12

H13

H14

H15

H16

H17（年末）

（
「全国均衡のあるブロードバンド基盤の整備に
関する研究会（総務省）」資料を一覧表に整理）

図7 インターネットへの接続方法
（
「通信利用動向調査」
（H13〜17）
（総務省）の記載データを作図）
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帯で電話回線及びISDN（ダイヤルアップ）への接

６割（「全く使えなかった（29%）」、「普段より接続

続が、「e-Japan戦略」が策定された直前の平成12年

に時間がかかったが使えた（35%）」）であり、携帯

末時点では、全体の約９割を占めていた。それが、

電話のメールに遅れて届いたメールがあったという

平成17年末時点では、ブロードバンドへの接続が６

回答は55％に上ったと報告されている（牛山、

割、ダイヤルアップへの接続が４割弱へと変化して

2005.10）。この点については、原因を追究し改善が

いる。

望まれる。

5 携帯電話・PHSでのインターネット

6 まとめ

5．1

１）利用者意識

利用状況

パソコン及び携帯電話・PHSのインターネット利

現在、インターネットは、主に電子メール等によ

用について、６歳以上の利用者数及びその利用比率

る情報伝達手段、ニュース等の情報収集手段として

を示す（表３）。携帯電話・PHSの利用比率は、パ

利用されているが、ユビキタス社会がめざす豊かな

ソコンのそれを平成17年末時点に初めて上回った。

コミュニケーションの実現によってICTがより日常
的なものになり、インターネットを利用しない主な

5．2

理由である「利用する理由がない」「操作が難しい」

災害時の活用

災害時における携帯電話によるインターネットの

といった利用制約等が解消されていくと思われる。

活用については、「平成16年10月の新潟県中越地震

よって、インターネットは情報収集手段、通信手段

では、携帯電話のパケット通信（メール）について

として日常生活に不可欠なメディアになりつつある

は、携帯電話が使用可能なエリアでは、輻輳の影響

と考えられる。

を受けず、比較的つながりやすく使用が可能であっ
た」と報告されている（内閣府、2005.8）。また、

２）高齢者の利用動向

携帯電話のアプリケーションを利用した災害情報収

平成16年末時点の高齢者（65歳以上）のインター

集システムの検討が行われている（例えば、前川ら、

ネット利用率は、17.5%であるが、５〜10年後は、

2005.10)。このように、携帯メールをめぐる環境が

55.2%（平成17年末時点）の利用率である60〜64歳

改善され、携帯電話を活用した情報伝達システムの

の者が高齢者に移行することから、高齢者のインタ

防災関係への普及、開発が見込まれている。ただし、

ーネット利用率が高まると推定される。

2005年８月に発生した宮城県沖地震における携帯メ
ールの疎通状況のアンケート調査では、直後30分以
内程度になんらかの支障があったと回答した者が約

３）中山間地域の利用動向

中山間地域での利用動向や利用意向からインター

表3 インターネットの利用状況
年

パソコン
利用者数（万人）

比率（％）

携帯電話、PHS
利用者数（万人）

比率（％）

利用者数合計（万人）

平成13年末

4,890

87.4

2,504

44.8

5,593

平成14年末

5,722

82.4

2,794

40.2

6,942

平成15年末

6,164

79.7

4,484

58.0

7,730

平成16年末

6,416

80.7

5,825

73.3

7,948

平成17年末

6,601

77.4

6,923

81.2

8,529

（
「通信利用動向調査」
（H13〜17）
（総務省）の記載データを一覧表に整理）
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ネット利用率は約６〜７割となり、ブロードバンド

②高齢者の利用の増加が見込まれることから、高齢

の提供地域の促進により、ブロードバンドによるイ

者にとって利用しやすいホームページの構成、内

ンターネットの利用者は増加すると推定される。

容、文字の大きさ等を考慮した情報提供が望まれ
る。

４）携帯電話・PHSの普及

携帯電話・PHSによるインターネットの利用比率
は、ますます高まると推定される。

３）携帯電話・ＰＨＳの活用

携帯電話・PHSでのインターネットの積極的な活
用が見込まれる。例えば、現在一部の県で配信シス

５）土砂災害情報伝達手段としての
インターネットの活用

インターネットは、情報伝達速度が遅かったこと、

テム（避難の勧告や避難の指示などの緊急・重要な
防災情報を、事前に利用登録された携帯電話やパソ
コン等へ電子メールにより提供するシステム）や雨

中山間地域に住む多くの高齢者がインターネットを

量・水位情報を提供するシステムが実施されている

使えないということから、土砂災害情報伝達手段と

が、これらのシステムの全国的な普及が見込まれる。

してあまり活用されていなかったが、５〜10年先に
は、インターネットを利用できる高齢者の増加、ブ

本研究の実施にあたって、京都大学水山高久教授

ロードバンドの普及により、様々な土砂災害情報が

から貴重な意見をいただいた。ここに記して謝意を

送信できる手段として活用が望まれる。

表します。

7 将来におけるインターネットを活用
した土砂災害情報の提供のあり方

【引用文献】

・総務省（2005.2）：ブロードバンド・ゼロ地域 脱出
計画−光ブロードバンド・コミュニティへ向けた地方

５〜10年後の将来におけるインターネットでの土
砂災害情報の提供のあり方を考察する。

公共団体のための指針、全国均衡あるブロードバンド
基盤の整備に関する研究会
・総務省：通信利用動向調査（平成13年〜17年）
・農林水産省（2004.4）：農林漁家におけるパソコン・イ

１）全般

情報の共有という点から各地域で共通する情報

ンターネットの利用等に関する意向調査結果
・総務省（2005.7）：報道資料 全国均衡のあるブロー

は、将来的に統一された方法で情報伝達されること

ドバンド基盤の整備に関する研究会 最終報告「次世

が望ましいと思われるが、利用率、ブロードバンド

代ブロードバンド構想2010」
（案）に対する意見募集結

の普及率等に地域差がみられることから、全国一律
の内容や方法ではなく、地域特性による普及率や利
用意識の違いを考慮した情報提供が見込まれる。

果と報告書の公表
・内閣府（2005.8）：中山間地等の集落散在地域における
地震防災対策に関する検討会 提言、中山間地域等の
集落散在地域における地震防災対策に関する検討会、

２）中山間地域

①中山間地域でのインターネットの利用率の増加が

p3
・前川裕之、門馬直一、浦島なぎさ、森美菜子（2005.10）
：携帯アプリを利用したリアルタイム災害情報収集シ

推定されることから、インターネットを利用した

ステム構築について、日本災害情報学会第７回研究発

情報伝達の整備の積極的な推進が見込まれる。ま

表大会予稿集、p169-173

た、ブロードバンドによる超高速通信の環境があ

・牛山素行（2005.10）
：2005年８月16日宮城県沖の地震時

る程度整備される可能があることから、画像や

の住民による情報利用実態、日本災害情報学会第７回

様々な色彩等を使用した情報提供が見込まれる。

研究発表大会予稿集、p107-112
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ミュンヘン「砂防行政官会議」出席報告

嶋 丈示*
はじめに

１

平成18年４月３日から４日の２日間、ドイツ共和
国ミュンヘン市にあるバイエルン州環境庁において

会議概要

（1）発表（Statements）

今回のテーマは、「自然災害の防止と異常現象に

インタープリベント・2006サミットが開催された。

おけるコミュニケーションと協力」であり、緊急対

この会議はインタープリベントの国際化に対応し

応、災害の危機に関する対話について討議した。

て、1992年のベルン会議において、建設省砂防部
（当時）の提唱に基づき開催されたものであり、イ

１日目の会議では
① Communication、

ンタープリベントに参加している各国の中で、国家

② Cooperation、

的事業として砂防事業を行っている国の砂防行政官

③ Prevention、

の責任者が出席し、意見交換を行うものである。な

④ Eventの関係

お、2004年のリーヴァ・デル・ガルタ会議において、

について、各国から以下の発表が行われた。

砂防行政官会議は２年に１度開催することとなっ
た。

Götz氏（スイス）より、ヨーロッパアルプス諸国
で構成される「Alpine Convention Platform on

今回で６回を数え参加国は、日本、オーストリア、

Natural Hazard」に関する取り組みについて説明が

バーバリア（ドイツ）、南チロル、トレント、アオ

あり、2005年夏の洪水災害（地すべり、泥流・河岸

スタ、フリアウル（以上イタリア）、スイスの５カ

侵食・河床上昇・流木などによる氾濫）の概要と損

国・８地域と、インタープリベントの会長、副会長

失額が20億ドルに上ったことが報告された。また、

など19名が参加した。

土砂災害・洪水への対応として、土地利用計画・維
持管理・減災・危機管理計画・保険の５つの戦略に
ついても紹介された。
Segor氏（イタリア共和国アオスタ）より、
「2000
年10月の洪水の概要」について説明があった。また、

写真１ 2006サミット参加者

* （財）砂防・地すべり技術センター砂防技術研究所
写真2 2006サミット討議状況（１日目）

技術開発研究室長

38

SABO vol.87 Jul.2006

海外事情

各段階におけるリスクの程度を示したハザードマッ
プの作成例の説明があった。

【教育】
ハード対策を実施する際、住民への理解が得られ

M.Patek氏（オーストリア）より、「リスクマネ

やすいように、自然災害の恐ろしさとハード・ソフ

ジメントシステムの概要」について説明があった。

ト対策の重要性を子供の時代から教えていくことが

また、住民とのリスクコミュニケーションの一手法

重要である。

として、インターネットを活用したHORAシステ
ムの紹介があった。

【リスクコミュニケーション】
コミュニケーションの手段としてインターネット

Grambow氏（ドイツ共和国バーバリア）より、
「2005

の利用もよいが、住民が情報を受ける方法

年夏に発生した洪水災害の概要」、特にピーク流量、

（Passive）よりも、住民に情報を発信する方法

年超過確率規模の報告があり、ピーク流量の年超過

（Active）が重要である。

確率規模は200年を超えていた旨の説明があった。

【責任】

Mazzorana氏（イタリア共和国ボルザノ・南チロ

土地利用規制や砂防えん堤の建設などのハード対

ル）から「リスクコミュニケーションの事例」が報

策について、行政は住民と議論（discussion）し、

告された。

合意に達しなければならない。また、ハード対策が

Manica氏（イタリア共和国トレント）が、「降雨

景観に与える影響についても、合意に達しなければ

と氷河の融解に伴う土石流災害とその後にとられた

ならない。ただし、議論（Discussion）と決定は別

対策工」について紹介があった。また、ハザードマ

物であり、決定（Decision）は知識（Knowledge）

ップ（Hazard Map of Trento）についても紹介さ

に基づいて行われるべきである。

れた。

また、近年、年超過確率の洪水が発生しているが、

日本からは、西本火山・土石流対策官が「新潟県

超過外力により堤防が決壊し洪水氾濫が生じたとし

中越地震による土砂災害の概要と応急対策・復旧対

ても、土地利用の仕方やソフト対策をうまく組み合

策の事例」を紹介した。亀江砂防部長より、「2005

わせていくなど被害を最小にするための方策を考え

年の台風14号災害から得られた教訓及び日本の砂防

ておく必要がある。

行政と動向」について報告された。
また、池谷当センター理事長より、「日本におけ

これら討議から、以下の２つの提案がなされた。

る土砂災害とその教訓」についての報告がなされた。
①総合的な手法
（2）討議(Discussion)

２日目は情報
（Information）
、対話（Communication）
、

人命の保護は最も重要であり、他の目的に優先す
る。対策工は機能しているが、メンテナンスが必要

教育（Education）の役割、及び決定に対する責任

であり、災害を防ぐためには空間が必要である。ま

の所在をテーマに以下のような討議が進められた。

た、超過現象が発生した場合を想定した取り組みが
必要である。
②共通認識、準備体制及び責任

行政機関は、リスクを最小限にとどめるために、
全ての可能な対策を講じる努力をしなければならな
い。また、個々の機関および個人が、残存リスクを
減らすよう責任を持つ。主に専門家が事実と限界を
知っていてもそれだけでは十分ではなく、住民と意
思決定者は明解な情報と協力の場を準備するという
認識が必要となる。
したがって、以下の努力を強化することが必要で
ある。
写真3 2006サミット討議状況（2日目）

●適切な方法で子供に教育する（自然を尊重し、
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災害に取り組む）
。

現在、イザール川では、洪水に対する流下能力を

●専門家による防災に関する知識の普及増進をす

改善する工事が行われていた。同時にコンクリート

る。

護岸を天然の石に置き換え、線形をより自然にする

●関係者とより良い対話をする。

など、河川の景観を自然に戻す工事も実施されてい

●より明解な情報を与える。

た（写真４）。

●人的、財政的資源は、上記の努力に対して充当
されなければならない。

（２）ガルミッシュ・パルテンキルヘン

サミット翌日、Weilheim水管理事務所Riedl氏の
2

現地視察

案内で、ガルミッシュ・パルテンキルヘン周辺の渓
流を視察した。ガルミッシュ・パルテンキルヘンは

会議後、午後からミュンヘン近郊（イザール川の

ミュンヘンから南へ列車で約１時間半のところに位

再自然化等）、翌日ガルミッシュ・パルテンキルヘ

置する。冬季オリンピックが開催された場所で、今

ン近郊（渓流砂防工事等）の現地を視察した（図１）。

もスキージャンプのメッカとして避暑に訪れる人も
多いらしい。

（１）ミュンヘン市内

２日目の午後は、環境保護国立研究所Binder氏
の案内により、ミュンヘン市内を流れるイザール川
の自然に配慮した河川事業を視察した。

①Isar川支流Loisach川堤防

2005年８月の洪水で氾濫した（視察地点の標高は
約850m、視察地点から上流の流域面積430km 2 、

ミュンヘン

写真4 河川改修状況

ガルミッシュ・パルテンキルヘン

図1 現地視察場所
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写真5 崩壊地視察状況
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海外事情

1 0 0 年 確 率 の 洪 水 規 模 3 6 8 m 3/ s 、 年 間 降 水 量

る既設えん堤の空き容量不足の割りには大きな被害

1200mm）。視察地点近傍の河床勾配は0.4%と緩く、

が出なかったものと思われる。

河岸勾配を急にして流速を増す工事を行っている。

1890年に建設された石積みえん堤は、アーチ型を

護岸は空石積みとし、石材をオーストリアから取り

しており、前部法面を構成する石積みは階段状にな

寄せている。

っており、美観を呈している（写真６）。

②Faukenbach渓

③Giessenbach渓

2005年に上流崩壊に起因したと考えられる土石流

1999年に出水があり溢水した。ここも人家が近接

が発生した（写真５）。下流に1890年および1960年

しており河川を拡幅できないため、河岸の勾配を垂

代に建設された砂防えん堤があり、それらによって

直にする予定で、現在も改修工事中である。民家を

3

土砂が捕捉された。崩壊の規模は10000m であり、
3

離れた上流にはワイヤでつくられた流木捕捉工があ

下流えん堤２基の容量は1300m である。しかし、

った。簡易な構造のため遠景では目立たない（写真

崩壊残土が相当量あったらしく、崩壊の規模に対す

７）。
ミュンヘン市内では、視点場か
ら河川を眺望すると橋梁の上に歴
史的建造物が望観できるなど景観
上の工夫が随所に観られる。また、
ガルミッシュ・パルテンキルヘン
の河川事業の例をみると、土地の
規制に対して工夫するとともに景
観に配慮している。このように洪
水防御と併せて河川を自然環境の
場と位置づけ、景観を含めたプロ
ジェクトとして取り組んでいるよ
うである。
おわりに
会議では、各国の土砂災害の状

写真6 アーチ型の石積みえん堤

況とその被害の防止・低減のため
の行政の取り組みについて意見交
換がなされた。地域特性による土
砂災害の状況は異なっても、情報
の伝達、責任のあり方といった住
民との係わりが最も重要であるこ
とは各国共通であることが分かっ
た。今後もこのような会議を継続
し、国を超えた情報を共有する必
要があるものと考える。次回のサ
ミットは、2008年にオーストリア
で開催予定である。

写真7 ワイヤによる流木止め
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センターニュース
行事一覧

平成18年４月〜６月

協賛（後援）
●４月28日

平成18年緑の募金（協賛）

●５月13日

火山市民ネット・第５回フォーラム（協賛）

●６月１日〜30日

平成18年度土砂災害防止月間（後援）

●６月１日

平成18年度砂防ボランテイア基金（協賛）

●６月１日

平成18年度砂防ボランテイア全国のつどい（後援）

●６月１日

日本の景観を良くする国民運動推進会議（協賛）

理事会等の開催
【平成18年度第１回理事会】
第１回理事会が、平成18年５月19日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
・第１号議案

平成17年度事業報告の議決を求める件

・第２号議案

平成17年度収支決算の議決を求める件

・第３号議案

平成18年度事業計画案の議決を求める件

・第４号議案

平成18年度収支予算案の議決を求める件

第５号議案

財団法人砂防・地すべり技術センター研究開発助成基金規程の改正に関する件

また、審議終了後、次の事項の報告事項が行われました。
①土砂災害警戒避難に関わる前兆現象情報について
②富士山火山防災避難マップについて
③玄海島斜面対策検討報告について

【平成18年度第１回評議員会】
第１回評議員会が、平成18年５月19日、当センターで開催され、次の議案について審議が行われました。
・第１号議案

平成17年度事業報告の同意を求める件

・第２号議案

平成17年度収支決算の同意を求める件

・第３号議案

平成18年度事業計画案の同意を求める件

・第４号議案

平成18年度収支予算案の同意を求める件

・第５号議案

理事の選任（補充）を求める件

なお、第５号議案では、新たに、水山高久氏（京都大学大学院農学研究科教授）が理事に選任されました。
また、審議終了後、次の事項の報告事項が行われました。
①土砂災害警戒避難に関わる前兆現象情報について
②富士山火山防災避難マップについて
③玄海島斜面対策検討報告について

人事異動
●４月１日付
【採用】
増田澄雄

総務部総務課長（
（財）リバーフロント整備センター総務部次長）

荻原久義

企画部調査役（
（独）国際協力機構無償資金協力部主査）

岩本隆久

砂防部技術課参事（愛媛県八幡浜地方局大洲土木事務所主査）

【昇任】
小林威文

砂防部技術課上席参事（砂防部技術課参事）

●４月16日付
【採用】
万膳英彦

企画部長（中日本高速道路 ㈱中央研究所調査役）

●５月31日付
【出向期間満了】
井川
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忠

砂防部技術課技師

SABO vol.87 Jul.2006

石塚昌一

砂防部技術課技師

大竹

砂防部技術課技師

剛

小宮山賢太郎

砂防部技術課技師

羽山浩次

砂防部技術課技師

佐野寿聰

砂防部技術課技師

原

龍一

斜面保全部技術課参事

西村悟之

斜面保全部技術課技師

中里

総合防災部技術課技師

薫

●６月１日付
【昇任】
安養寺信夫

総合防災部長（総合防災部次長）

吉田真也

企画部企画情報課課長代理（総合防災部技術課主任技師）

【配置換等】
松井宗廣
黒川興及

砂防技術研究所技術部長（兼）砂防システム研究室長（総合防災部長）
（兼）砂防部技術課長（砂防部長）

菊井稔宏

総合防災部技術課長（砂防部技術課長）

枦木敏仁

総合防災部技術課課長代理（砂防技術研究所砂防システム研究室上席研究員）

宮瀬将之

砂防部技術課課長代理（企画部企画情報課課長代理）

飯田弘和

砂防部技術課（総合防災部技術課）

筒井智照

砂防技術研究所技術開発研究室（砂防部技術課）

【新規出向】
阿部

淳

砂防部技術課技師（㈱ニュージェック）

柏原佳明

砂防部技術課技師（アジア航測㈱）

高濱洋介

砂防部技術課技師（大日本コンサルタント㈱）

竹本大昭

砂防部技術課技師（㈱エイトコンサルタント）

來須洋二

砂防部技術課技師（中電技術コンサルタント㈱）

片山弘憲

斜面保全部技術課技師（㈱荒谷建設コンサルタント）

細谷健介

斜面保全部技術課技師（日本工営㈱）
）

坂島俊彦

総合防災部技術課技師（パシフィックコンサルタント㈱）

澤田悦史

総合防災部技術課技師（砂防エンジニアリング㈱）

STC短信
●（社）
砂防学会副会長に池谷理事長が就任

●平成18年度砂防・地すべり技術センター講演会開催

当センター理事長、池谷 浩が、平成18年５月24日に

６月８日（金）
、砂防会館別館シェーンバッハ・サボー

開催された社団法人 砂防学会の平成18年度通常総会に

において、
「平成18年度砂防・地すべり技術センター講

おいて第29期理事に、さらに第２回理事会において、

演会」を開催いたしました。当日は、約270名ものご参

同学会副会長に選任されました。副会長としての任期

加をいただきまして、ありがとうございました。

は２年間です。

今回は、「地震と地すべり」をテーマに、東京大学地
震研究所の阿部勝征先生、新潟大学災害復興科学セン

●砂防学会通常総会ならびに研究発表会
５月24日（水）〜26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、和歌山

ターの丸井英明先生にご講演を頂き、また当センター
砂防技術研究所長の吉松弘行より研究成果の発表を行
いました。

県民文化会館において開催されました。研究発表会に
は約800名の出席があり、テーマ別セッション28題、口
頭発表99題、ポスターセッション116題と、活発な議論
がくりひろげられました。当センターからは、テーマ
別セッション参加３名、10題の口頭発表と14題のポス
ターセッションがありました。
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谷駅

北線市ヶ

ロ南
東京メト

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
都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅（A2出口）徒歩1分

●

●

●

●

●

●

市ヶ谷便り

●

●

●

●

編集後記

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

雷鳴が遠ざかるとともに蒸し暑さも一段落しましたね。都会の薄暮、街路樹から滴る雫を避けなが
ら少し回り道をしてみませんか？
センターを出ていつもは駅に向かう靖国通りを、反対の神社方向へ進んで最初の曲がり角、右手に
緩やかな坂道が続きます。登り詰めたところに「帯坂」の碑、その由来は怪談「番町皿屋敷」のお菊
さんが、主人の青山播磨から咎められて帯を引きずりながら逃げた坂だとか……。そういえばその向
こうは番町、当時は旗本屋敷の土塀が続く人気のない暗い夜道だったということです。長い黒髪を振
り乱し、解けた帯に足を取られながら坂を駆け下りる奥女中、追う白刃……。おどろおどろしくも艶
めかしい、芝居の一幕のようですね。
切通坂の別名もあり、江戸時代に外堀が普請された後に、市ヶ谷見付へ抜ける道として造られたそ
うです。見付というのは堀にかかる見張り所、橋のたもとの交番裏に古い石垣が一部残っています。
お菊さんがお皿を割ったわけは、義のためだったとも恋のためだったとも言われていますが、家宝
とはいえ、一枚の皿と引き替えに無惨に断たれた若い命の哀れさが人の心を打ち、語り継がせるので
しょうか……。
さて少し涼しくなったところで、駅へ向かいましょう。おや？ 財布のお札を数えながら生ジョッ
キを一杯、ですか？ それじゃあ、とんと落語の「皿屋敷」ですこと。
お後がよろしいようで……。
（J）

「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「もうひと工夫ほしい」記事など、
忌憚のないご意見ご要望を、Faxやメールなどで下記の事務局までお寄せください。
「SABO」事務局宛

Fax 03-5276-3391 /ｅ-mail

kikanshi@stc.or.jp
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