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流砂系土砂管理：砂防編 ―私案―

水山 高久

みずやま たかひさ

京都大学大学院 農学研究科 教授

山地渓流から海岸まで、土砂の問題に関して総合的に対応

められたのだから。

しようとする動きはかなり以前からあった。旧土木研究所で

たしかに第二次大戦後、砂浜の侵食は顕著である。しかし、

も、行政部費によって少なくとも2回は研究が行われた。砂

森林伐採や崩壊による山地の荒廃は100年ほど前が最もひどく、

防、ダム、河川、海岸の事業の縦割りを超えて、土砂を連続

近年はここ300年間で最も森林状態がよい＊とすれば、貯水池

的に捉えるべきであるという考えは同じであったと思う。

による土砂流出の分断はあるにせよ、海岸線の維持はよほど

私の知る最初のプロジェクトは、安倍川をモデル流域とし
たが、研究も縦割りに行われて総合化されることはなかった。

人為的に土砂を供給しないと無理なのかもしれない。
現在の砂防は、出水のたびに流出する土砂に対応する時代

2回目は当時の砂防研究室が主導し、予算は砂防がもっぱら

は終わり、まれに発生する土石流、崩壊を含む多量の土砂流

使って、河川、海岸には砂防が作業した研究結果に意見を求め

出に対応する危機管理型に移行した。そこで、災害にならな

るという形をとった。流域に一貫した流砂のシミュレーショ

い土砂流出は環境上流下させるべきという方向に向っている。

ンが実施されたが、横断的な土砂管理計画には至らなかった。

透過型の砂防えん堤を建設し、既設の砂防えん堤は、河床の

その後、
（財）
国土開発技術センター（福岡捷二委員長）で

洗掘や渓岸崩壊など土砂生産に対応するものを除いて、透過

砂防、ダム、河川、海岸を横断した流域総合土砂管理計画を
立てる案が策定された、モデル流域に適用することになった
が、その結果は聞いていないと思う。

型に改造することになる。
スリット砂防えん堤は平時の土砂流出を妨げないが、大き
な土砂流出時に我々の意図に合わせて土砂流出を調節するこ

その直後（1998年）
、河川審議会の土砂管理小委員会（高

とはできない。一般には、土砂生産が降雨のピーク付近に集

橋保委員長）で、流砂系の土砂管理が議論された。この委員

中すると考えると、山地からの土砂流出は、出水前半は許容

会は砂防部が主導しており、結論の一つとして合理的な土砂

し、後半に抑えることが必要となる。そのためには、流量と

管理計画を立てるには土砂の動態がよく分かっていないので、

各支川からの土砂流出をモニタリングし、下流のいくつかの

流砂の観測（モニタリング）を行うことが盛り込まれた。

基準点では河床の変動も観測しながらシャッター砂防えん堤

それを受けて、国土交通省の技術研究会で土砂のモニタリ

を運用することになる。

ングがテーマとして取り上げられ、安倍川や与田切川、浦川

これによって、平時の渓流環境は保全され、土砂災害も防

などで大規模な流砂観測がなされたようだが、全国的な動き

げる。さらに、砂防事業のなかで海岸事業と連携して上流の

ではなかったようで、結局どうなったのかよく分からない。

砂防えん堤から貯水池や河川をバイパスして海岸に土砂を直

現状は従来の延長で、ダム（貯水池）は、以前から行って

接輸送する環境保全土砂供給事業（仮称）を始めてもよいと

きた貯砂ダム（最近は、副ダムと呼ばれている）
、バイパス、

思われる。これらは、技術的にはすでに実行可能である。

排砂ゲートなどの貯水池再開発を進めており、海岸もサンド

（財）
砂防・地すべり技術センターのホームページを見る

バイパス、養浜などの事業を継続している。河川はもともと

と、
「流砂系における土砂管理システム」
、
「新工法の開発」
、

土砂の通過区間で急に大きく変動することはないが、河川環
境保全の立場から土砂供給の試験を行っている。

「土砂移動実態を把握するための手法」が研究課題として掲げ
られている。長年にわたる研究でかなりの成果が蓄積されて

ところで、砂防はというと、貯水池堆砂や海岸侵食が問題

いると推察される。ぜひその成果の公開していただいて、今

となっているところで浮遊砂（ウォッシュロード）の濃度を

後の砂防のあり方について議論させていただければと願って

濁度計で観測しろということらしい。海亀の産卵場所を守る

いる。

のだという。それも必要であろうが、もっと直接的に砂防事
業にフィードバックすることはできないのであろうか。元々、
土砂のモニタリングは流砂系土砂管理計画を立てるために始

★参考文献
● 太田猛彦「土砂災害と今後の森林管理のあり方」
『森林科学47』
（2006）
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はじめに

寄稿

山崩れは崩壊深や崩壊土量によって表層崩壊と深層崩
壊に分類される。近年，1997年の鹿児島県出水市針原川
土石流災害、2003年の熊本県水俣市集川土石流災害等の

深層崩壊
発生予測の
研究

ように深層崩壊が関与した土砂災害が目立つ。深層崩壊
は表層崩壊にくらべて１箇所の崩壊土量が多いために被
害が大きくなる場合が多い。このタイプの土砂災害を防
止・軽減するには、崩壊発生のメカニズムを解明すると
ともに、その発生の予測法の確立が必要である。
針原川流域では、災害後、深層崩壊発生メカニズムの
解明や崩壊発生の予測法の開発を目的とした調査が集中
的に行われた。ここでは得られた研究成果（地頭薗ら、

地頭薗 隆

2004；地頭薗ら、2006）の一部を紹介する。

じとうその たかし

鹿児島大学 農学部 助教授

2

深層崩壊地の水文地形的特性
2 −1

地形・地質特性

針原川は矢筈岳山体の西側中腹部標高445mから発し、
標高30m付近で右支川と合流して八代湾に注いでい
る 図-1 。流域面積は1.55km2、本川総延長は約3.2kmであ
る。流域の下流部には扇状地が発達し、中流部には20〜
30度の斜面が広く分布、上流部には10〜20度の緩斜面が
分布している。地質は輝石安山岩と輝石安山岩質凝灰角
礫岩の互層からなる。
深層崩壊 写真-1 は本川の中流域右岸側斜面で発生し、
崩壊規模は最大幅約80m、長さ約190m、最大崩壊深約
30m、崩壊土量約130,000m3である。
図-2 はボーリング結果から求めた崩壊地の地質構造で

ある。崩壊斜面の地質は、表層から、強度ないし中度に
図-1 針原川流域の地形と水文観測の位置

風化した安山岩層（An-w）
、弱風化ないし未風化の安山
岩層（An）
、凝灰角礫岩層（Tb）となっている。

八
代
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崩壊直後に崩壊地底部には水みちや帯水層が関係して

線
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化を受けた部分が確認された。崩壊地の横断方向の地質

第1砂防ダム

H1

第2砂防ダム
深層崩壊地

400m

構造において、風化安山岩層（An-w）の下位に分布す

H0

熊本
針原

H2

出水

る凝灰角礫岩層（Tb）には崩壊地付近で落差がみられ、
埋没谷や断層の存在が考えられている。

鹿児島

量水堰
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水文特性

図-3 は針原川の渓流水（H1：崩壊地より下流側、H2：

崩壊地より上流側、 図-1 参照）
、深層崩壊地からの湧水
（H0）
、崩壊地周辺の地下水位（B1、B5、B6、B7、 図-2
参照）の年変動である。H1およびH2は降雨に対して敏
感に応答し、その変動も大きいが、H0は降雨に対する応
答が小さい。H2は冬季に涸れることがあるが、H1は崩
壊地からの湧水の流入により涸れることはない。無降雨
時のH1とH2の減水勾配を比較するとH1の勾配が緩い。
無降雨時の渓流水の電気伝導度（EC）は、H2で7mS/m
前後、H1で12mS/m前後を示し、崩壊地付近で大きく変
化している。これは崩壊地内からEC14mS/m前後の湧水
が渓流に流入しているからである。このように、崩壊地
付近からの湧水は針原川の流出特性に大きな影響を及ぼ
している。

写真-1 針原深層崩壊地

崩壊地周辺の地下水位は、冬季の少雨期には徐々に低
下し、梅雨前の5月末〜6月初めに最も低くなり、梅雨の
大雨で上昇して夏季の多雨期は高い状態が続き、それを
過ぎると徐々に低下している。崩壊地左岸側のB1は年間

図-2 深層崩壊地の地質構造

図-3 水文データの年変動
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の変動幅が小さく、また多雨期から少雨期にかける低下

図-4 渓流水・湧水・地下水の降雨応答
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水が素速く浸透する水みちの存在が考えられる。B1で測
定している地下水のECの変化をみると、降雨開始時に
26mS/m程度を示していたが、降雨が強くなった途端に
6mS/m程度まで低下し、その後約1日半は徐々に上昇し
て8mS/m程度まで達し、さらに半日程度で17mS/m程度
まで急上昇、その後は徐々に上昇を続けている。このEC
の変化は、雨水が素速く浸透したことによる一時的な低
下と付近一帯の地下水流動による上昇が関係していると
思われる。地下水位変化が降雨の波形に対応する傾向は
B6にもみられる。一方，B5およびB7の地下水位は降雨

図-5 深層崩壊発生場の予測のための調査

地形計測・
空中写真判読・資料分析
地形：傾斜、斜面型、谷密度、
リニアメント
地質：構造、断層など
深層崩壊跡地：分布、崩壊規模
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との対応がB1やB6に比較して小さく、降雨開始から半
日〜1日遅れて緩やかに上昇している。
H1のECは、降雨前に10mS/m程度を示していたが、降
雨によって5mS/m程度まで低下し、降雨終了後は2日間
ほど6mS/m程度で推移し、その後は次の降雨までゆっく
り上昇している。一方、H0のECは、降雨前に20mS/m
程度を示し、降雨開始直後にわずかに低下するが、すぐ
増加に転じ，降雨終了後も増加を続けて降雨ピークから
約2日後にピーク（25mS/m）に達している。

深層崩壊の危険流域・斜面の抽出

抽出された流域・斜面の危険度評価

針原、水俣などの
深層崩壊地の調査
結果
水文・地形・地質

3

深層崩壊発生場の予測
3 −1

発生場予測のための調査

針原深層崩壊地の調査結果から、深層崩壊発生場の条
モニタリング

件として厚い風化物の存在と地下水の集中があげられる。
深層崩壊発生場を予測するためにはこれらの条件を満た

4 SABO vol.88 Oct. 2006

す斜面を抽出する方法を確立しなければなら

図-6 深層崩壊跡地、緩斜面、リニアメントの分布
緩斜面
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発生場予測の適用例

矢筈岳山体を対象に実施した深層崩壊発生
場の予測結果を示す。
図-6 は、空中写真を判読して作成した深層崩壊跡地の

分布と傾斜20度未満の緩斜面、リニアメントを重ねたも
のである。調査流域に確認された15箇所の深層崩壊跡地
の源頭部標高を地形図から読み取ると、標高150〜200ｍ
区間に5箇所，標高250〜350ｍ区間に10箇所が位置して
いる。また，深層崩壊跡地のほとんどは尾根部に比較的
広く分布する緩斜面の下部斜面（傾斜20〜30度）に分布
している。これらの斜面は、開析が進んだ上流域の斜面

図-7 渓流縦断方向の渓流水の流量、EC、SiO2濃度の標高分布

少ないために厚い風化層が発達している場合が多い。ま
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布しているものが多く、地層の境界部という条件は深層
崩壊発生場を抽出するための指標になりうる。
調査流域の渓流縦断方向において、渓流水の流量、EC、
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図-8 調査流域における湧水分布
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江良川
江良左支川

ると考える。
江良川では標高140m付近で3因子（渓流水流量、EC、

化はその付近で湧出している地下水に起因していること
がわかる。湧水調査は面的な調査であるために多大な労

SiO2濃度）が急激に増加しており、この付近の斜面内に

力を要するが、渓流縦断方向の渓流水調査は線的な調査

貯留されている地下水が渓流に集中して湧出しているこ

であり比較的容易にできる。したがって、渓流縦断方向

とを示唆している。江良川流域には中下流域に深層崩壊

の渓流水調査で変化点を見出して、その変化点周辺の湧

跡地が空中写真および現地調査から確認されている。ま

水調査を実施し、湧出している斜面を抽出する方法が効

た中流域には渓流を横断する方向にリニアメントが判読

果的である。

される。このような地形・地質構造の特徴と流量、EC、

調査流域における深層崩壊跡地の分布の地形地質的な

SiO2濃度の変化地点がよく対応しており、何らかの因果

特徴として、深層崩壊跡地が標高150〜200ｍと標高250

関係が考えられる。

〜350ｍの高度域に集中していること、尾根部の比較的

渓流縦断方向において流量、EC、SiO2濃度を測定し、

広い緩斜面直下の傾斜20〜30度の斜面に分布しているこ

その変化点を把握することは、深層崩壊発生場を予測す

と、調査地一帯において難透水層の役割をしている凝灰

るための重要な指標を与えるものと考える。

角礫岩層とその上位の安山岩層の境界付近に分布してい

無降雨日が続いた後に渓流沿いの湧水調査を実施し

ることが明らかになった。調査流域の地形図においてこ

た 図-8 。渓流縦断方向の渓流水調査における変化点（ 図-8

れらの条件を満たす斜面をそれぞれ囲み、重なる斜面を

の●印）の周辺には湧出量が多く、またECの高い湧水が

抽出した。また、渓流縦断方向における渓流水の流量、

分布しており、渓流水の流量、EC、SiO2濃度の急激な変

EC、SiO2濃度の変化点とその周辺の湧出量が特に多い湧
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図-9 深層崩壊発生の潜在危険斜面の抽出

深層崩壊跡地
櫓木川

潜在危険斜面
地形・地質的因子
水文的因子

針原川

矢筈岳
江良川
江良左支川

泉位置および湧出している斜面位置から地下水が貯留さ
れている斜面を抽出した 図-9 。
図-9 において、地形地質因子に基づく範囲と水文因子

に基づく範囲が重なっている斜面は、厚い風化物の存在
と地下水の集中の条件を満たしている斜面といえる。す
なわち、深層崩壊発生の条件を満たしている斜面と判断

壊発生のメカニズムを解明するとともにその発生場、発
生規模および発生時期の予測法の確立が重要である。そ
のなかで、ここでは矢筈岳における深層崩壊発生場予測
の実施結果を示した。今後，予測のための因子の質的向
上や簡便な調査・観測法の開発、さらにそれをいかに警
戒避難へつなげるかの研究が必要である。

される。空中写真から判読した深層崩壊跡地の多くはこ
の両者が重なった斜面に位置している。一方、深層崩壊
跡地が分布する斜面は深層崩壊に対して一定期間の免疫
性をもっていると考えると、崩壊跡地周辺の未崩壊斜面
が潜在的な深層崩壊危険斜面として抽出される。

4

おわりに
近年、深層崩壊が局所的に発生して土砂災害を引き起
こすケースが目立つ。この土砂災害を防止するには、崩

★参考文献
● 地頭薗隆・下川悦郎・迫 正敏・寺本行芳（2004）鹿児島県出水市針
原川流域の水文地形的特性と深層崩壊「砂防学会誌」56（5）
、p.1526
● 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行芳（2006）深層崩壊発生場予測法の提
案−鹿児島県出水市矢筈岳山体を例にして−「砂防学会誌」59（2）
、
p.5-12
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ジャワ島中部地震
及びムラピ火山
噴火に伴う土砂災害
調査について
桜井 亘

岐にわたる技術分野の15名の専門家で構成され、現地で
の調査は分野ごとのチームに分かれて実施することとな
った。砂防分野では国土交通省 砂防部 西本火山・土石流
対策官（二次災害防止）
、砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所松井技術部長と筆者の3名が参加した。な
お、ジョグジャカルタにおいて砂防分野の長期専門家と
して「砂防技術センター」に派遣されている野呂専門家
が参加した。

3 現地調査行程

さくらい わたる

独立行政法人土木研究所
土砂管理研究グループ 主任研究員

6月5日（月）に日本を出発し、13日（火）の夜行便で
の帰国という行程のなかで、地震及びムラピ山の噴火活
動に伴う土砂災害関係調査という、内容的に2案件の実
態調査を行うとともに、現地の関係行政機関とジャカル
タの政府関係機関への調査結果の説明、そのための報告

１ はじめに

書、プレゼンテーション資料等の作成といった一連の作
業をこの行程のなかで行う必要があり、結果的に現地調

2006年5月27日、インドネシア共和国ジョグジャカル

査の行程は大変厳しいものとなった。加えて、地震発生

タ特別州南部付近を震源とするマグニチュード6.3の地震

後1週間しか経ていない時期でもあり、現地のハルヨノ

が発生した。この地震により、同州南方に位置するBan-

砂防技術センター（以下STCと略す）所長等も地震に伴

tul県を中心として広い範囲で住宅の倒壊により、5,000

う土砂災害箇所についてほとんど把握できていなかった

人以上が犠牲となるなど、大きな被害が生じた。

ことから、我々とともに実態調査を開始したような状況

一方、ジョグジャカルタ北方約30kmに位置し、同国

であった。

でも有数の活火山であるムラピ山が1994年以来の活動を

したがって、調査中に住民等から情報を聞き取りなが

開始し、6月9日現在で、火砕流が火口から5km付近まで

ら新たな調査地点を組み込むといった状況で、調査チー

到達しているのが確認された。その活動は引き続き活発

ムが宿泊施設に戻るのは毎夜遅くなり、その後、当日の

で、11〜12月から始まる雨期には大規模な土石流の発生

調査結果のとりまとめと翌日の準備を行った。日程的に

が懸念された。

実質4日程度しか現地調査期間がないなかで、いかに広

このようなことから、地震と火山活動に伴う被害の実
態調査とインドネシア政府のニーズ把握、及び二次災害

範囲に、しかもできるだけ正確な現地調査を成し遂げう
るかが課題であった。 表-1

の防止・軽減に関する提言を行うため、国際協力機構
（JICA）は地震災害発生後、調査団を派遣した。筆者ら

4 地震および被害の概要

は調査団に参加して、土砂災害防止の観点から現地の状
況把握と、今後起こりうる土砂災害の防止に必要な技術
的提言を行った。以下にその概要を紹介する。

地震は、2006年5月27日午前5時53分（現地時間）
、Bantul県南部を震央とする震源の深さ33kmの位置で発生し
た。地震の規模はマグニチュード6.3であり、Bantul県東

2 調査団の構成

部の地震断層が水平左横ずれを起こしたことが地震の原
因と推定されている。

調査団はJICAアジア第一部米田次長を団長とし、
「二

この地震による被害は死者5,738人、全壊家屋48,873棟、

次災害防止」
「砂防技術」
「建築設計」
「災害復興支援無

損傷家屋118,714棟という甚大なものとなった（犠牲者数

償」
「社会、防災インフラ」
「上水道復旧計画」など、多

は6月8日付国家災害対策調整庁、家屋被害は5月31日付
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表-1 現地調査の行程
月日
行程
6月5日（月）

成田発11:35−ジョグジャカルタ着20:35

6月6日（火）

大使館、JICA事務所にて打合せ（西本他、調査
団メンバー）Bantul県東部山地にて地震による
斜面崩壊調査（松井、野呂、桜井）

6月7日（水）

Bantul県東部山地（Bantul県、Sleman県、
Gunungkidul県）にて地震による斜面崩壊調
査、ガジャマダ大学Dwikorita教授と意見交換

6月8日（木）

ムラピ山の火山活動に関する現地調査、ムラピ
砂防工事事務所長と情報交換

6月9日（金）

エネルギー鉱物資源省ムラピ火山観測事務所に
て火山活動に関する情報収集、Bantul県東部山
地（Bantul県、Gunungkidul県、Klaten県）
にて地震による斜面崩壊調査

6月10日(土）

写真-1 地震による家屋被害の状況（Bantul県）

米田団長と共にムラピ山麓、地震による斜面崩
壊現地調査及び報告書作成

6月11日(日）
6月12日(月）

報告書およびプレゼンテーション資料作成
ジョグジャカルタ特別州政府地域計画・開発局
長等にBAPEDA事務所において、土砂災害対
策について説明（BAPEDA（国家計画省地方
計画局）
、DINAS；公共事業省地方局、ジョグ
ジャカルタ特別州、Sleman県からの担当官が
出席）

6月13日(火）

大使館、公共事業省水資源総局長に調査結果、
対策についての説明、エネルギー鉱物資源省地
質庁長官と火山災害対策について意見交換、同
日、夜行便にて帰途

6月14日(水）

ジャカルタ発0:25−成田着9:35

社会福祉省発表）
。家屋の被害状況を概査したところ、一

写真-2 壁の構造。泥状のモルタルで煉瓦が積み重ねられている

5 土砂災害に関する調査

般の家屋は煉瓦を貧配合のモルタル等で積み重ねた壁の
上に数センチ角の角材を用いて屋根を作り、その上に瓦

5-1 地震による土砂災害

を載せる構造が大部分を占め、地震に対して非常に脆弱

地震による土砂災害関連調査は、斜面崩壊等の発生が

な作りであった 写真-1・2 。もっともこの周辺地域は今回

考えられる震央付近を含めたBantul県の東方山地〜Sle-

の地震災害以前に、地震による災害をほとんど経験して

man、Gunungkidulの各県境付近の山地を中心として行

おらず、結果として一般民家の構造は地震に対して極め

った。調査範囲を次のページ 図-1・2 に示す。

て脆い構造となっていたことが被害を大きくしたものと
思われる。
一方、我々の調査範囲内では道路や橋梁等、土木構造物

調査範囲内に存在する山地は、Bantul県の南西部から
北東に約30km続き、Bantul、Sleman、Gunungkidulの
県境で「く」の字状に屈曲し東方へ続く標高約500m程

の被害は比較的少なく、ハルヨノSTC所長の案内によっ

度のケスタ状の地形をなしている丘陵性の山地である。

て案内されたジョグジャカルタ近郊におけるMataram灌

周辺地質は、Bantul、Sleman県側は凝灰岩、凝灰角礫岩

漑水路が砂質土の盛土部分で被災している程度であった。

が卓越し、反対斜面であるGunungkidul県側は石灰岩が

なお、報道では、Bantul県の被害が取り上げられている

卓越する。

が、被害は、Bantul県から北東に伸びる山地に沿って、

現地調査の結果、震央周辺、および家屋倒壊の被害が

広範囲に広がっており、特に山麓部の家屋の倒壊が激し

甚大であったBantul県周辺の北西向き斜面または、反対

かった。これは、この山地に沿った地震断層の影響が顕

斜面である南東向き斜面の山地では、山腹斜面上の随所

著であったためと思われる。

に崩壊が確認された 写真-3 。
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図-1 調査位置立体図

＊図中K.とあるのはKali（インドネシア語で川の意味）の略記である

ムラピ山
K.Krasak

Kaliurang
K.GendolWor

Opak断層

K.Boyong
Prambanan
Suberharjo村

地すべり発生箇所
Ngoro-oro村

ジャグジャカルタ

大規模斜面崩壊
調査範囲

Bantul

震央
K.Opak

K.Progo

K.Winongo
Opak断層

Parangtriis

Samas
図-2 調査位置平面図

一方、震央から北北東20km程度の山地が東へ屈曲す
るBantul、Sleman、Gunungkidul各県の県境付近の北向
き斜面では、ケスタ状地形の急崖部の崩壊が数多く見ら
れた。
特に、Gunungkidul県Ngro-oro村 図-1・2 のJatikuning
地先では、震央付近で見られた崩壊より大規模な崩壊が
確認された。この崩壊は、山地の北斜面に東西方向に連
続する比高100m程度のほぼ垂直に近い急崖部の標高約
320〜330mに位置する遷急線から、幅約500〜600mの範
囲内で、断続的に発生した 写真-4 。
崩壊は、岩崩壊または表層崩壊の形態であり、地震動
により、凝灰角礫岩質の受け盤構造と考えられる基岩が
節理からブロック状に崩壊したことにより発生したと思

崩壊発生箇所は、主にケスタ状地形の急崖部上部の遷

われる。また、斜面直下には、4〜5m程度の岩塊が堆積

急線や凸状斜面で発生しており、表層崩壊もしくは岩崩

しているが、崩壊斜面が100m程度の比高であるにもか

落が中心である。これは、これまで言われてきた地震に

かわらず、崩土は斜面直下に堆積していた。これは、乾

よる崩壊の特徴と共通していると思われる。また、道路

期で崩土の含水比が低かったためと考えられ、そのため、

沿いの垂直に近い切り土斜面、棚田の壁、宅地造成地の

斜面下にある住宅は、崩土の直撃を免れることができた。

斜面では、小規模な崩落が多数確認された
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写真-3 Bantul県東部山地の崩壊状況

写真-5 不安定な状態の崩壊残土

写真-4 連続する崩壊の状況

や、巨大な岩塊が残っており 写真-5 、さらに、斜面上部
の畑地や周辺の斜面には、多数のクラック 写真-6・7 が見
られ、雨期に拡大崩壊する可能性がきわめて高い状態で
ある。このような危険な状態であるにもかかわらず、斜
面直下の集落には、まだ住民が残っている 写真-8 。また、
この斜面から5〜6km程度南西にあるBantul県Semoyo村
Pandeyan地先では、落石により、1名の死者が出ている
ほか、落石による家屋の被害も見られた。
Jatikuning地先の斜面崩壊地から、北へ3km程度に位

写真-6 斜面上に見られるクラック

置するSleman県Sumberharjo村のNglepen地先では、地
震による大規模な地すべりが発生した 写真-9・10 。斜面崩
壊がケスタ状地形の北側の急崖部で発生しているのに対
して、この地すべりは、南側の緩斜面側で発生している。
周辺地形は馬蹄形を呈しており、古い地すべりが地震に
より再滑動したものと考えられる。地質は、泥岩質と凝
灰岩質の互層となっており、周囲の露岩の状況から流れ
盤と考えられる。地すべりの規模は、滑落崖の幅約160
〜170m、滑落崖の高さ約5〜6m、地すべりブロックの全
長は約160m程度である。また、滑落崖に沿うように、幅

写真-7 斜面上部平坦地の畑地に認められたクラック
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約160m
約160m

写真-8 オーバーハングしている崩壊斜面（高さ約100m）下の集落

写真-9 滑落崖上部から見た地すべり地

滑落崖上端

陥没地形

写真-10 地すべり地の状況

写真-11 地すべり地内のクラック

写真-12 クラックの状況

30〜40m程度の陥没地形が形成されており、この中に落

地先には、90世帯ほどの家屋が存在しているが、集落の

ち込むようにして数戸の家屋が完全に破壊されてい

住民は、上部にクッラクがあり危険な状態であるとの情

る 写真-10 。

報を有しておらず、危険性を認識していない状況にあっ

地すべり地内にあった全13戸の家屋はすべて被害を受

た。

け、うち6戸が全壊したが、幸いにして死傷者は生じてい
ない。村民からの聞き取り調査によると、地すべりの動
きは地震直後の数秒でほぼ現状の位置まで滑動した後、

5-2 ムラピ山の活動の状況
ジョグジャカルタ北方に位置するムラピ山は、5月13

さらに10分間程度ゆっくりした変位を続けたとのことで

日に最初の火砕流が発生するなど、1994年以来の活動が

ある。調査時点では、湧水などは認められなかったことか

活発化している。6月4日には、溶岩ドームの崩落に伴う

ら、ただちに急激に滑動する可能性は少ないが、地すべり

大規模な火砕流が発生し、エネルギー鉱物資源省ムラピ

地内には多数のクラックが認められることから 写真-11 、

火山観測所では約40万m3の土砂が生産されたと推測して

雨期には再移動する危険性が高いと思われる。

いる。また、連日のように規模の大きな火砕流が発生

さらに、この付近の山地上部のPantuk地先には、急崖

し 写真-13 、6月9日時点の同事務所の情報によると、火口

部の遷急線上部の平坦地（畑地）においては全長100m

から5kmまで火砕流が到達しており、火口から7kmの範

程のクラックが確認された 写真-12 。斜面下部のPereng

囲の住民が避難しているとのことである。

12 SABO vol.88 Oct. 2006

T O P I C S

Gendol川

写真-14 Kaliurangのムラピ火山現地観測所で掲示されている溶岩ドームの変化状

写真-13 Gendol川へ流下する火砕流

況写真

さらに同事務所によると、溶岩ドームは1日約17万m3の

規模な土石流発生の危険性がいっそう高まったと考えら

ペースで成長を続けており、溶岩ドームの規模は約400

れる。

3

万m に達しているようである（6月9日現在）
。また、6月
12日現在の同事務所の情報によると、火山噴出部による
総量は、650万m3であり、山頂付近の溶岩ドーム周辺に

6 地震・火山活動による
二次災害防止に必要な対策

留まっている量は約300万m3、火砕流として流下した量
は、350万m3ということである 写真-14 。

6-1 地震後の二次災害防止に必要な対策

同事務所では、火山活動は、過去の実績から1年程度

今回の地震では、斜面上部に多数のクラック、不安定

継続する可能性があると予想していることから、今後さ

な状態の地山があることから、他にも未確認のクラック

らに不安定な火山噴出物の堆積が進み、雨期には大規模

が存在している可能性が大きく、雨期には土砂災害が発

な土石流の発生が懸念される。

生する危険性がきわめて高い。また、Sumberharjo村の

水資源総局によると、ムラピ山麓における砂防施設の
3

地すべり地は、雨水がクラックから流入し地すべりブロ

空き容量は、全体で約910万m と見積もられているが、

ック内に供給されると、地すべりの移動が活発化し、最

今後の火山活動の継続により、この空き容量を超える火

悪の事態として、地すべり末端部下方にある河道を閉塞

山噴出物が堆積することは十分考えられ、緊急除石等の

する危険がある。被害の防止・軽減のために急がれる対

対策が必要な状況となっている。

策としては以下に示す事項が考えられる。

現地にて火砕流の到達状況を目視で確認した結果、

①新たな土砂災害の危険がある斜面の抽出を早急に行い、

Gendol川方面 図-3 （次ページ）への流下が顕著であり、

住民に対して危険箇所の周知を行うこと。とくに、Ban-

火砕流の流下距離も約5km、標高1200m付近まで達して

tul、Sleman、Gunungkidulの各県境付近における斜面

いるなど、他の河川と比べて最も長い。また、この他に

の急崖部は、崩壊が多数発生しており、クラックも多数

も、Boyong川、Kuning川、Blongken川への3方向に火

見つかっていることから、この地域において集落が直下

砕流堆積物が堆積しているのが確認された 写真-15 。

にある斜面では、早急に斜面を点検する必要がある。

なお、我々の調査終了後の6月14日には、Gendol川方

②確認されたクラックからの雨水の浸透を防ぐため応急

面へ、火口からの距離が7km（標高1000m付近）に達す

的な間詰めや、ビニールシート掛けなどを行うともに、

る大規模な火砕流が発生し、2名が犠牲となったほか、

伸縮計等の計測装置や目視によるモニタリング、及びそ

Gendol川にも大量の火砕流が堆積した 写真-16 。正確な堆

の結果を住民へ伝達する警戒・避難体制の確立が必要で

積厚は不明であるが、火口からの堆積距離を考えると、

ある。

かなり大量の火砕流が堆積していると思われる。このよ

③斜面点検の結果、土砂災害の危険性の高い集落に対し

うな大量の火砕流の河道への堆積により、雨期には、大

て、コミュニティレベルで住民の防災教育、危険箇所や
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図-3 ムラピ山周辺の河川の状況

Blongkeng川
Krasak川
Kuning川

Boyong川
Gendol川
写真-15 火砕流堆積方向：左方向がBlongkeng川、手前がKuning、Boyong川
方面、右方向がGendol川方面

前兆現象の周知、斜面モニタリングの手法の指導、避難
場所や避難経路を明確にするなど防災力の強化を図る必
要がある。
④Sumberharjo村の地すべりについては、地すべり土塊
内部への雨水の供給を防ぐため、応急的な多数のクラッ
クへの間詰めやビニールシート掛け、滑落崖直下に生じ
た大規模な陥没地形における湛水防止のための応急的な
素堀水路の開削等による表面排水が急がれる。
写真-16 Gendol川の火砕流堆積物
＊公共事業省水資源総局砂防技術センター提供

6-2 火山活動による二次災害防止に必要な対策
雨期における土石流の発生に備えて、また今後の火山

②土石流の発生が懸念される河川において、砂防堰堤の

災害を防止・軽減するためには以下の対応が必要である

空容量、除石可能な堰堤、搬路や土捨て場、導流堤の設

と考えられる。

置が必要な箇所の確認を行うなど、緊急に実施する除

①ハザードマップはエネルギー鉱物資源省が過去100年

石・嵩上げ・導流堤設置等のハード対策の検討、及び、

程度の被害実績を元にして作成している。しかし、火砕

雨期の土石流発生に備えてこれらの対策を緊急に実施す

流や土石流の発生状況は噴火毎に異なるとともに、時々

ることが望まれる。

刻々と地形や溶岩ドームの形状、火砕流堆積物の量が変
化しているため、ハザードマップは、それらの変化に対

7 おわりに

応して、随時作成する必要がある。そのためには航空・

今回の現地調査にあたってハルヨノ砂防技術センター

衛星リモートセンシング技術を活用した迅速なデジタル

所長をはじめとするインドネシア側の熱心な調査協力が

標高データの取得と、このデータを用いた火砕流や土石

印象に残った。とくに、昨年日イ両国の砂防に関して友

流氾濫シミュレーションによる影響範囲の予測を基にし

好を深めるために設立された「クルアルガ砂防インドネ

た警戒・避難体制の構築が望まれる。

シア」会長である元水資源総局 東部実施指導局 アチェ州
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担当課長のジョコレゴ氏をはじめとする協力は大変心強

は初代の砂防技術分野での長期派遣専門家である故横田

いものがあった（クルアルガとはインドネシア語で「家

氏以来、営々として積み重ねられてきた歴代の専門家の

族」の意味）
。同氏の力添えと、キーパーソンである公共

努力と実績が生かされていることが実感できた。
終わりに、種々ご指導頂いた西本火山・土石流対策官、

事業省 シスウォコ水資源総局長が砂防・地すべり技術
センター松井部長のイ国公共事業省 雨水資源総局 河川局

松井部長、着任直後の地震災害にもかかわらず現地調査

在任中に河川計画課長であったことから、今後必要な対

および、報告書等の資料作成に献身的努力をいただいた

策についての提言や意見交換を円滑に行うことができた。

野呂専門家、多くの便宜供与を頂いた室永書記官、JICA

全体をとおしてイ国側の協力により短期間で多くの成

の関係各位に深く感謝するとともに、被災地の一刻も早

果を得ることができたと考えられ、改めて、その背景に

い本格復興を心より祈念するものである。

ジョグジャカルタNOW

えっ!!

砂防関係者にはなじみ

ンして廃材で骨組みを作る、そこまで自分たちでやった

深い土地ということもあ

ら、プロジェクトが材料を提供します。基本的に支援す

り、5月27日インドネシア

るものは、現金がないと手に入らないセメント・釘・4×

ジョグジャカルタ南部を

6ｍの建物に必要な竹の壁材――これはやはり被災した村

襲った大地震に心を痛め

の村民に委託して編んでもらい手間賃を払う方式――な

ていらっしゃる方も多いと思います。おかげさまで『ク

どで平均一軒当たりの予算はおおよそ4000円前後になり

ルアルガ砂防』を通じてジョグジャの日本人会に多額の

ます。村人の平均月収は5000円弱（40万ルピア）くらいで

義捐金を送ることができました。現在日本人会には25人

すが、定期的な現金収入のない家庭も多いので自力のみ

の登録があり、幸いなことにけがをされた方は居なかっ

での再建は容易ではありません。9月中旬までにすでに約

たようです。

150世帯が入居、現在もプロジェクトは着々と進行中です。

?

4000円で
家が建つの

皆様の義捐金がどのように役立てられているのか、現地

ジョグジャカルタ特別州知事でありスルタン（王侯）で

の方と結婚して当地で永く暮らす日本人ニョニャ
（奥様）

もあるハメンクブオノ10世は「この地で伝統的な助け合

会員を中心とした救援活動の現況をご報告いたします。

いの精神（ゴトンロヨン）で被災を乗り越えていく」と、地

米、毛布、粉ミルクなどを配布する緊急支援が一段落し

域の「共助」の精神を強調する発言をされていました。

た後、プロジェクトは仮設校舎、仮設住宅の建設など長

このような仮住居でも元の暮らしよりずっとましとい

期プログラムへと移りました。村の共同体が人選した本

う人も多い当地の価値観を、豊かな国の物差しで推し量

当に経済的に再建が難しい被災者家庭をグループに分け、

ることは困難なことです。現地の実情にあった「自助努

それぞれが共同作業で建築にあたります。そうすること

力」を促す支援のあり方が問われている中、その地に溶

で男手がない家庭でも一緒に建ててもらえる仕組みです。

け込んだ「草の根支援」の一つのケースをご紹介しまし

まず、被災者自身が家族構成にあった間取りをデザイ

廃材で作られた骨組み

た。

（Ｊ）

なかなかの出来上がり
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3
連 載 エ ッセ イ

可能性を
信じて
明日も
語り続ける

私

は縁あって富山に住んでいなが

この間、性分もあって、がむしゃら

ら、長い間、カルデラも、砂防

に突っ走ったような気がしないでもな

も知らなかった。初めて崩壊地に足を

い。そして今年、常願寺川流域での砂

踏み入れたときの驚きは、今も忘れら

防事業が始まって100年、会は設立5周

れない。ホロホロと崩れた岩が砕けて、

年の節目を迎えた。

一歩動くごとに、貝殻のかけらを踏ん

会員は今年も、砂防事業に対する地

だようにカシャカシャと音がする。恐

域住民の理解度や認識度を把握するた

ろしくて足がすくんだ。

めのアンケート調査に協力した。富山

幸田文は、自分の目で鳶山の崩れを

平野から見はるかす頭の上に崩壊土砂

確かめたい一心で、カルデラで一目も

が2億ｍ3もあることを、一体どのくら

二目も置かれた山の男に背負われて崩

いの人が知っているのだろうか。平野

壊地に入り、あの『崩れ』を著した。

に暮らす人々の安全のために続けられ

カルデラで足がすくんだ私は、幸田文

ている砂防事業は、どれだけ理解され

を背負った当の山の男と出会って、そ

ているだろうか。それを知りたいと第

吉友 嘉久子

れまでの無知を取り返すように砂防へ

1回の調査を実施してから3年半、今回

よしとも かくこ

の関心を深めた。彼は自身の体験を通

は設問をいくつか入れ替えたが、調査

して、自然は命を与え、奪う、と教え

の目的は同じである。調査対象が同じ

てくれた。カルデラには「これで安心」

ではないので一概に比較はできないも

ということは絶対にないと、訥々と諭

のの、会の活動が効果を上げて、選択

してくれた。私はその言葉を伝えるた

肢の「知っている」系の比率が上がっ

めに語り部になったようなものだと、

ているのではないかと期待した。

Offce・よしとも代表

つくづく思う。そして、一人より10人

会員の意気込みは相当なものだった。

で、10人よりは100人で語ろうと、立

アンケート用紙を手づくりし、手分け

山砂防女性サロンの会を立ち上げて5

して県下全域に配り、数ヵ月の地道な

年がたった。

作業をへて寄せられた回答は2,016件。

イラスト 仲野 順子
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なかの じゅんこ

年齢分布で今回10代と20代の構成比率

ことを知っている人は、今回、
「参加

が高いのは、前回調査（1,300件）で

したことがある」を含めても5割に届

若者の認識不足の傾向が鮮明だったた

かず、前回を下回った 図-7 。現地見学

め、サンプル数を意識的に増やしたと

会に参加したいと思う人の数も、残念

いう事情がある。 図-2

なことに増えてはいなかった 図-8 。

アンケートの大まかな集計結果から、

これだけを見ると、前回より今回の

いくつかを、前回調査と比較しながら

ほうが総じて関心が低くなっているが、

紹介する。

これは今回のサンプル比率が10代と20

図-1 男女の構成比率
不明
男性

女性

今回調査

前回調査

図-2 年代別構成比率
不明
今回調査

50代

10代 20代 30代 40代

代で高く、若者が多かったことと深く

前回調査

関わっていることを示す結果であると
推測される。詳細な集計作業を終えて
いないため、ここにデータで示すこと

図-3 土石流を知っていますか

はできないが、全体的な傾向として年

知っている

知らない 今回調査

代が低いほど土砂災害や砂防事業に対
前回調査

する関心が低く、職業別で見ると学生

土

とほかの職種との間に認識の差が比較

っている」と答えている図-3 。しかし、

それが裏付けられると思う。

石流のことは8割以上の人が「知

土石流を未然に防ぐ砂防事業について、

的はっきりと現れていることからも、

知っている
男性

知らない
女性

今回調査

若い人に対する啓蒙教育が重要だと

今回は4割以上の人が「知らない」と

いうことは、前回調査で明確になった

回答した 図-4 。土石流を知っていると

課題だった。そして今回も、同じ課題

答えた人の3割強が、土石流災害を未

が突きつけられたと解釈できる。私た

然に防ぐ目的で行われている砂防事業

ち女性サロンの会の会員にとっては、

のことを知らないことになる。しかも、

宿題が赤点つきで差し戻されたようで

前回調査より「知らない」の比率が高

肩身が狭い。しかし、考えてもみよう。

い。この数年間の会員の努力が空回り

常願寺川流域で砂防事業が始まって100

していたのだろうかと、正直なところ

年。砂防の語り部オッカチャン部隊は、

落胆した。その一方で、土砂災害に関

まだ結成5年だということを。

する報道には9割以上の人が関心を寄

図-4 砂防事業のことを知っていますか

のアンケート用紙を回収したあ

せている図-5 。この結果を喜ぶべきだ、

こ

とは思う。しかし、ニュースになって

豪雨に襲われた。地すべりで無残にえ

初めて関心が高まるという現実は、砂

ぐられた山肌、土石流に何十メートル

防事業によって土石流や地すべりの災

も流され原形をとどめない民家や自動

害が減れば報道も減り、人々の災害に

車の映像が、連日テレビで報道された。

対する関心も薄れる、という側面を暗

そして雨が上がると、途方にくれなが

に示している。そして災害は、きっと

らも自宅を泥の中から掘り出そうとす

人々が忘れたころにやってくるのだ。

る人々と、それを支援しようと駆けつ

観光地立山のもうひとつの顔である

けたボランティアの若者たちの姿が映

カルデラは、
「名前を聞いたことがある」

し出された。ここに希望がある。若さ

を含めて8割近くが知っている図-6 。し

は底知れない可能性を秘めているのだ。

かし、砂防事業への理解を深めるため

そのことを信じて、私たちは明日も語

に博物館が開催している現地見学会の

り続ける。

前回調査

図-5 土砂災害の報道を見ますか
見ない
自分の近くで
起これば見る

見る

今回調査

前回調査

図-6 立山カルデラを知っていますか

知っている

名前は
今回調査
聞いたことがある 知らない

との7月、日本各地は記録的な

前回調査

図-7 体験学習会に参加したことがある
参加したことがある
知っている

知らない

今回調査

前回調査

★前回は「参加したことがある」の選択肢なし

図-8 現地見学会の機会が増えれば参加しますか
何度でも参加したい
1度は参加したい

参加
今回調査
しなくてよい

前回調査
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平成18年度

砂防・地すべり技術センター
講演会報告
（財）砂防・地すべり技術センター 企画部

平成18年6月8日、砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて、
（財）砂防・地すべり技術センター講演会を開催し、3名の方にご講演いただきました。
以下に講演の概要を掲載します。

講
演
１

これから日本を
襲う大地震

そのため国の地震予知計画は1969年後半から進められ
た。当初は「地震の前兆を捉えれば予知が可能だろう」
と考えられていたが、観測体制が充実し、精度の高いデ
ータが集まるにつれ、前兆現象の実態は非常に複雑で一
筋縄にはいかないことがわかってきた。地震の前に前兆
が出るとはかぎらない、また、前兆の出るしくみが未だ
もってわからないのである。気象災害であれば、台風が
近づけば、気象庁は自前の観測で暴風警報、波浪警報な
ど、行政が自ら判断して警報を発令することができる。
しかし、地震予知に関しては、行政が自前でデータを集

阿部 勝征
あべ かつゆき

東京大学 地震研究所
地震予知情報センター長 教授

め自ら判断して地震が起こるという警報を出すに至って
いない。
1-2 予知が困難な「時・いつ」

地震予知の3要素のうち、最も予測が困難なのは「時・

1――――――――――――――――――
日本の地震予知の現状

いつ」である。この「時・いつ」を予知するには3つ条

1-1 地震予知と前兆現象

②前兆現象が観測できること（客観的なデータとして記

地震の予知とは、これから発生する地震について、

件が必要と考える。それは、①前兆現象が必ずあること、

録に残せること）
、③その記録されたものが前兆現象で

「時・いつ（発生する時刻）
」
、
「所（発生する場所）
」
、
「大

あるという確実な判断が下せるということ、である。こ

きさ（地震の規模）
」
、の3つの要素を前もって知ること

の3つが揃わなければ、地震が起きる前に、いつ地震が

である。この3つをあらかじめ、かなりの確かさで予測

起こるかということを事前に知って、その内容を公表す

できれば、大幅に人命の損失を防げるという点で、大変

ることは難しい。

有意義なことである。
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返し発生してきたマグニチュード8クラスの巨大地震で
ある。毎回巨大地震は起きるのだが、その起こり方の様
式が毎回違っている。
例えば、江戸時代の宝永年間には東海・東南海・南海
地震がほぼ同時に発生した。一方、60年前に四国沖で南
海地震が発生し、その2年前に東南海地震が発生してい
るが、東海地震は、安政の地震（1854年）で発生して以
来、152年間発生していない。これは、地下に相当なエ
ネルギーが溜まっている可能性を示唆し、現時点ではい
つ起きてもおかしくない巨大地震と認識されている。
【被害想定】

国は大きな被害が予測される地域を「防災対策推進地
域」にする法律を定め、東海・東南海・南海地震では、
21都府県（対象人口3,700万人）を指定した。そして、防
災対策を講じるために、被害想定（人的被害、経済的被
害）をしている。東海地震が単独で起きる場合や東海地
1-3 予知が可能なケース？

これから日本を襲う大地震のなかで想定東海地震は、

震と東南海地震が同時に起きる場合など、いろいろなケ
ースを想定しているが、東海・東南海・南海地震がすべ

唯一予知が可能かもしれないと考えられている。これは

て同時に起きた場合、死者数は28,000人、全壊建物数は

マグニチュード8クラスの巨大地震が静岡県の直下で起

96万棟、経済的被害は最大で81兆円と推定され、きわめ

こると、
「所」と「大きさ」が特定されており、
「時・い
つ」に関しても、マグニチュード8クラスだと、
『マグニ

て甚大な被害となる。
【被害の特徴】

チュード4クラスまたは5クラスの前兆すべりといわれる

被害の特徴は、非常に広域にわたる揺れと津波来襲等

地下のゆっくりしたすべりが観測されるはずである』と

により多数の犠牲者を伴った、きわめて甚大な人的被

いう理論から、観測体制を強化すれば予知が可能かもし

害・経済被害を生ずる広域的な複合災害となることであ

れないと考えられている。

る。国は防災対策を講ずるために、期限（10年間）を決

ただし、その他の地震に関して、例えば、内陸で起こ

めて、その間に努力目標を設定（死者数・経済被害を半

る直下地震は、マグニチュード7クラスが想定されてい

減）するという、防災戦略を昨年初めて公表した。留意

るが、マグニチュード8クラスに比べ、エネルギー的に

すべき問題として、超高層建物等に影響する長周期地振

数10分の1に落ちるため、前兆は捉えられないと考えら

動の発生などをあげている。

れている。また、海域で起こる地震は、地震の規模が大

2-2 日本海溝・千島海溝周辺の大地震

きくとも、精密な地下の異常を感知（観測）できないた
め、今のところは予知ができないと考えられている。

【被害想定】

東北地方、北海道地方の沖合いで発生する巨大地震に
ついても、
「防災対策推進地域」の指定がなされた。防

2――――――――――――――――――
これから日本を襲う大地震

災対策を講じるための被害想定を行うにあたっては、海

2-1 東海・東南海・南海地震

去の事例を参考に8通りのケースを考えている。

域で発生することから場所の特定が困難であるため、過

東海・東南海・南海地震というのは、駿河湾〜四国に

その中で最も大きな被害は、宮城県沖地震の発生によ

かけての西南日本において、100〜150年の間隔で、繰り

る被害（約1.3兆円）である。仙台という大きな都市があ
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るためであるが、政府の地震調査委員会は、今後、30年

代に発生した直下型の地震がある。安政の江戸地震（1855

以内に発生する確率は99％と公表している。

年）と呼ばれ、当時の江戸の人口120万人のうち、1万人

【被害の特徴】

太平洋岸で起きる地震の特徴として、当然のことなが

が犠牲となった。被害の特徴として下町のほうが被害が
大きく、地盤の悪いところでは揺れは増幅して家屋の倒

ら津波被害は大きいが、地震は沖合いで発生するので津

壊件数が増える傾向にあることである。直接的被害は、

波が到達するまで20〜30分の時間的余裕はある。ただし、

建物被害が約85万棟、死者数は約12,000人と推定される。

冬に地震が発生した場合、避難路の凍結による避難の困

建物の下敷きになって自分では外に出られない等の自力

難、積雪による屋根加重の増加、出火の危険性の増加な

脱出困難者は、最悪で約56,000人と推定される。また、

どが挙げられる。

帰宅困難者が都内で約390万人、1都3県で約650万人と想

2-3 首都直下地震

定された。これらの経済被害を算定すると、直接・間接

これまで南関東で発生した地震（マグニチュード6以
上）は、活動期と静穏期を交互に繰り返しているように
みえる。そして、活動期の最後のほうで、関東大地震、

被害の合計で112兆円に達し、現在の国家予算（約80兆
円）を超えることが見込まれる。
これらの被害を減らすことが防災戦略となるが、防災

元禄大地震といったマグニチュード8クラスの地震が発

戦略には3つの大きな柱を考えている。東京はあらゆる

生し、その前には、大きな地震が起きやすくなる傾向が

活動の中心地であり被害の影響が全国に波及してしまう

みられる。マグニチュード8クラスの地震の繰り返し間

ことから、政治、行政、経済の中枢機能を継続させるた

隔は、200年〜300年である。関東大震災は1923年である

めの「①BCP（事業継続計画）の策定」
、膨大な被害量

ことから、今後100年以内に発生する可能性は少ないが、

が見込まれる建物被害を軽減するための「②建物の耐震

いずれ活動期に入れば、マグニチュード7クラスの大き

化」
、そして、火災を初期段階で消し延焼火災を防ぐ「③

な地震が南関東で起こりやすくなるのは間違いないと考

初期消火率の向上」である。なお、③については、住民

えている。

自らが自分で火を消す、近所の人と協力して街の火を小

【被害想定】

さなうちに消してしまうといった住民による自助・共助

南関東とは、1都3県（東京、神奈川、千葉、埼玉）を

が必要となる。防災戦略の結果として、85万棟の80％に

主な対象地域とするが、南関東でマグニチュード7クラ

あたる家の延焼を防ぎ、それに応じた死者数の半減およ

スの地震が発生する場所を特定するのは困難である。そ

び経済被害の4割減が可能と考えている。

れは、南からはフィリピン海プレートが南関東の下に入
り込み、さらにその下には東からは太平洋プレートが入
り込んでいるためで、いろいろなところで地震が起こる
ことが考えられる。
一般的に、浅いところで地震が発生すると、地震の規

3――――――――――――――――――
最後に
これから日本を襲う大地震というものがいろいろと考
えられている。また、それらに対する防災対策を講ずる

模は小さくとも被害は大きくなるわけであるが、浅いと

ための被害想定が行われ、防災戦略も立てられ始めた。

ころで地震が起きるとすれば、活断層が要注意といえる。

これから、その防災対策を講じていくことが重要となる。

関東地方でも東京の立川断層や神縄・国府津-松田断層、

防災対策は時間がかかるが、今からでも対策を講ずるの

三浦半島断層といった活断層がある。被害想定にあたっ

に遅いということはない。

ては、これらの活断層を含めた18ケースの地震を考えた。
【被害の特徴】

被害想定した18ケースのうち、1都3県に大きな被害を
与えるタイプの地震がある。東京湾北部の地震（マグニ
チュード7.3）である。過去に起きた例としては、江戸時
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内陸型地震により
発生した地すべり災害

①尾根付近の急斜面で崩壊が多発している。
②河川沿いの渓岸崩壊が多発している。
③中間の比較的緩い斜面で、再滑動型地すべりが起こっ
ている。
これまでの地震では、緩い斜面における再滑動型地す
べりは認識されていなかったが、今回の地震で多数発生
したことが特徴的であった。
2-3 地すべりダムの形成と緊急対応

東竹沢地区、寺野地区では、地すべりダム形成による
河道閉塞が生じた。ダムの決壊の危険性について判断し

丸井 英明

なければならなかったが、水深に対してダムの規模が大

まるい ひであき

きいこと、閉塞区間が長いことから、水圧、パイピング

新潟大学 災害復興科学センター 教授

による決壊の可能性は低いと判断した。しかし、背後の
貯水池水位が徐々に上昇していたため、越流による決壊

1――――――――――――――――――
はじめに
2004年11月に新潟県中越地震が発生し、その約1年後
の2005年10月にはパキスタン北部地震が発生した。これ

の危険性を回避するための処置が必要であったことから、
ポンプによる緊急排水、および、予備的処置として埋設
管路による排水路の設置が実施された。
芋川流域全体では、監視カメラによる土塊変状の注視、

らの地震は、山間地域における強い内陸型地震であった

貯水池の水位観測の実施、さらに、土石流センサーの設

ことから、多数の地すべり、斜面崩壊が発生した。

置等を行い、下流の集落に対して避難体制を整えた。

このような内陸型地震による斜面災害の概要について
報告する。

2-4 復興と今後の課題

現在、対策として、不安定な土塊は切り取られ、のり
面工が実施されている。また、軟弱な渓床は、地盤改良

2――――――――――――――――――
新潟県中越地震について
2-1 概要

を行いつつ砂防ダムを建設して崩壊土塊の安定化を図る
等、地すべり対策工事が着々と進行している。
現状では、豪雨による地すべりしか想定されていない

全国有数の地すべり地域である中越地方において、強
い内陸型地震が発生したため、地すべり・斜面崩壊が多

ため、今後は、地震を考慮した地すべり対策の検討が緊
急の研究課題である。

発した。同時に、この地域は全国有数の豪雪地域であり、
地震によって損傷を受けた家屋が積雪の荷重によって倒
壊するなど住宅被害が拡大していった。また、融雪期に
は斜面崩壊の拡大が危惧された。

3――――――――――――――――――
パキスタン北部地震について
パキスタン北部地震は、中越地震の約1年後に発生し

2-2 斜面崩壊状況

ており、甚大な地すべり災害が発生している。この地域

国土交通省の調べでは、全体的な斜面崩壊ならびに地

は、インド亜大陸とユーラシア大陸のプレート衝突境界

すべりの発生件数は3,800カ所、推定崩壊土砂量は約1億

に位置し、周辺には活動層が広く分布している。震源地

3

3

m 、そのうち約10カ所は崩壊土砂量が100万m を超える

に近い既存の活断層に沿った地域やその近傍で、地すべ

大規模な崩壊であった。また、50箇所以上での地すべり

り斜面災害が多く発生した。

ダムが形成された。中越地震による斜面移動の形態につ
いては次の通りである。

ハティアンでは、長さ1.8km 平均幅500m 移動土塊
2,700m3と非常に大規模な崩壊が発生し、地すべりダム
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を形成した。現在、水路による決壊防止対策工事中であ

て有効であると考えられる。こういった地すべり地塊の

り、水路の適正配置や侵食防止の必要性について現地で

流下範囲の解析手法、特に数値解析における現状の技術

提言している。

と今後の課題について述べる。

この地域の土地利用としては、長大斜面に広範囲で段々
畑・棚田を造って農耕を行っており、長年にわたって

2―――――――――――――――――――
事例紹介

人々が生活してきた。このような背景で強い地震災害を

地震を起因とする地すべりの長距離移動した事例が３

受けたことは、山古志村の状況と似通っている。

例紹介された。これらの現象に関して、予測という観点
からこれらの数値解析の可能性と課題を明らかにすると

4――――――――――――――――――
おわりに

いうことが本講演の目的である。
2-1 長野県西部地震

このような地震災害は、アジア変動帯の共通の課題

1984年9月14日に発生した地震（M6.8）により、御岳

と考えるべきである。今後、同様な災害が発生した場

高原地区で地すべりが発生した。この地すべりは、650m

合には、中越地震で学んだ経験を生かして、緊急対応

ほど道路に沿って長距離流下して停止した。特徴的なの

や長期的な対応について技術協力をしていくべきと感

は、立木が立ったまま地塊が停止していることにある。

じている。

2-2 台湾地震

1999年9月21日に台湾中部で発生した地震（M7.3）に
より多数の斜面崩壊が発生した。この崩壊地塊のほとん
どは、谷底まで流下していた。したがって、地震時に斜
面崩壊が発生すると非常に長距離移動する可能性が高い。
2-3 ダンベの地すべり

講
演
3

地すべり地塊の流下範囲
の解析手法と課題

2005年10月8日にパキスタンで発生した地震（M7.6）によ
りダンベ地区で大規模な地すべり（土塊量：2,700万ｍ3）
が発生した。この地塊は対岸まで乗り越えて堆積した。

3―――――――――――――――――――
地すべり地塊の流下範囲についての
数値解析の種類
3-1 数値解析の種類

地すべり地塊の流下範囲における数値解析の種類につ
いては大きく以下の３つに分けられる。今回はこのうち

吉松 弘行
よしまつ ひろゆき

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防技術研究所長

の「②連続系による運動量解析：流体解析に準ずる手法」
について説明する。
①質点系による運動量解析
②連続系による運動量解析：流体解析に準ずる手法

1―――――――――――――――――――
事例紹介
地すべり現象の中には長距離移動、すなわち発生域内
から流下する現象があり、これを精度よく把握すること
は、今後のソフト対策、危険家屋住民への避難等におい
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③粒子集合系による運動量解析：個別要素法・SPH法など
3-2 連続系による運動量解析：流体解析に準ずる手法

「連続系による運動量解析：流体解析に準ずる手法」に
おいてその運動量を規定する底面抵抗力及び内部散逸応
力の考え方は次の３つに分けられる。

講演会報告

①モールクーロン理論による内部散逸応力の評価

ものが必ずしも最適な風上方向ではないことに起因する。

②流体の乱れ、粒子の非弾性衝突による散逸応力の評

5-2 衝撃捕捉項

価：典型的な土石流

SUPG法による数値振動を、支配方程式の残差ベクト

③粘性モデルによる散逸応力の評価：クリープ性の粘性

ルを最小にする方向で捕捉するものである。数値振動の

の強い現象

発生個所のみに数値人工粘性を負荷することで、数値振
動の発生を抑えるものである。

4―――――――――――――――――――
地すべり地塊の運動の支配方程式
数値解析を行うにあたって求める情報は移動地塊の運
動状況、すなわち地塊が停止しているか、活動している
かにある。このため未知量としては、
「移動地塊の厚さ」
、

6―――――――――――――――――――
時間項の高精度化（BTD法）
空間諸量に関する偏微分項の離散化は三次精度まで実
施されるが、時間項は一次精度であり、計算精度が悪い

「斜面方向の運動速度」
、
「斜面横断方向の運動速度」と

ため、時間項の高次精度化を図る。時間項の二次精度化

なる。したがって未知量を求めるための支配方程式は

にはテイラー級数展開を用いて、時間項の二次精度化を

「地塊の連続式」
、
「X軸方向の運動方程式」
、
「Y軸方向の

空間の諸量値で表現する。

運動方程式」の3個の方程式が必要である。ここで用い
る支配方程式は拡散項を含まない移流方程式である。
4-1 移流方程式

移流方程式の厳密解は、ある時間（Δｔ）前の波形が、

7―――――――――――――――――――
数値解析事例（玉の木地すべり）

ある時間経過しても同じような形状で進むとして得られ

1985年に新潟県青梅で発生した地すべりでは、地すべ
り地塊の大半は地すべり発生地内に残っていた。この地

る。この移流方程式の計算を行うには、必要な情報量は

すべりの挙動を数値解析により再現することを試みた。

すべて、求める値が流れてくる方向の値（風上差分）し

数値解析の結果は中央断面の一部で現象と合致しない個

か使用しないことで求められる。

所もあるが、おおむねの現象は説明可能である。今後は

4-2 数値振動

さらなる精度向上が必要であると考えられる。

一次精度の風上差分では散逸誤差が、二次精度では分
散誤差が生じ、数値振動が発生する。この数値振動を抑
えるため、高精度スキームは三次精度以上の風上差分を

8―――――――――――――――――――
今後の課題

必要とする。

SUPG法や衝撃捕捉項などを説明してきたが、これら
の果たす役割は、非構造格子のElement lengthを適切に

5―――――――――――――――――――
有限要素法

選定することによって、支配方程式の二次精度化を測る

非構造格子を用いた支配方程式の離散化はガラーキン

従来の支配方程式は一次精度であり、非常に微小な区間

法を用いる。ガラーキン法は風上差分ではなく中央差分

を考えて入力される情報量と、出力される情報量の差の

を用いていることが課題であり、数値計算の安定のため

時間変化を考えるものであったが、二次項以降を無視し

中央差分を風上差分に直す必要がある。

ていた。

5-1 SUPG法

ことができることにある。

SUPG法や衝撃捕捉項を適用することによる支配方程

SUPG法は、流線上で風上側の重みを大きく、風下側

式の二次精度化は、数値解析の安定性に寄与することと

の重みを小さくして中央差分による計算スキームが風上

なる。今後、移流方程式の有限要素法による数値解析の

差分と等価になるようにするものである。ただし、SUPG

課題は、Element length をより適切に選定し、SUPG法

法を用いても数値振動は発生する。これはSUPG法その

や衝撃捕捉法のさらなる高精度化が必要である。
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1 はじめに

海外事情

2006年6月10〜17日にかけて、社団法人全国治水砂防協会の企画
によって開催された「第1回海外砂防セミナー及び現地視察」に参

第1回
海外砂防セミナー
及び現地視察に
参加して

加して参りました。日本からの参加者は15名であり、セミナーで
はフランスのRTM（山地修復庁）
、CEMAGREF（農業環境工学
研究所）の研究者との活発な議論、現地視察ではフランスの砂防
事業に関する財政事情と砂防事業に対する工夫等、貴重な情報と
得難い体験をして参りましたので、技術的に興味をかき立てられ
た点を中心に報告致します。
セミナーおよび現地調査の詳細については、独立行政法人土木
研究所の藤平氏が「砂防と治水」
、フランスにおける土砂災害と対
策の現状についてはについては同研究所の山越氏が「砂防学会誌」

嶋 大尚

に投稿される予定ですので、そちらを参考にしてください。

しま ひろなお

（財）砂防・地すべり技術センター 砂防部 課長代理

2 名を捨てて実をとる
グルノーブルはフランスの南東部に位置するイゼール県の県庁
所在地で、アルプス山脈の麓、イゼール川沿いに位置し、周囲を
大きな岩山で囲まれたすばらしい景色の町です。今回のフランス
視察の目玉の一つである日仏セミナーはその町で開催されまし
た。 写真-3
そのセミナーではフランスの砂防事業や主な研究等、貴重なお
話を聞くことができました。フランスでは昨年の土石流による土
砂災害は152渓流、落石は53箇所、地すべりは35箇所で発生してい
るのに対して、RTM（山地修復庁）の年間の防災対策費は100〜
150万ユーロ（1ユーロ＝約150円）とわが国にくらべて大変少ない
ということに驚きました。
そのような財政的な事情を抱えているため、フランスでは時間
のかかるハード対策よりも人命を守るためのソフト対策に重点を
置いているように感じました。地方自治体はPPR（自然災害防止
図-1 海外砂防セミナー及び現地視察の行程
イギリス

計画）を策定するために、ソフト対策としてRTMにハザードマッ

ドイツ

法に私は興味を引かれました。

セー パリ
ヌ川

おもしろいと感じたのは、ゾーニングの物理的な技術ではなく、
RTMがゾーニングを行ってから公表に至るまでのプロセスです。

ロアール川
スイス
リヨン
ー
ロ

フランス

グルノーブル
バッルセロノッテ

川

ヌ

スペイン
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プの作成を依頼しています。そのハザードマップのゾーニング方

ニース

マルセイユ カンヌ

フランスでは、1995年からは建設禁止区域（赤）や条件付許可
区域（青）などの危険箇所には私権制限が発生します。そのため、
RTMではゾーニングを行っても、一方的に住民に押しつけず、ゾ
ーニングに対する住民の意見や疑問を聞く期間を設けて住民と協
議のうえ、ハザードマップを作成するそうです。 （日本人の私と

しては、危険だと考えられる地域は住民の意見には係わらず、必
ずゾーニングを行う必要があると感じますが……）
今回のセミナーでは実際の協議方法や住民の意見をどの程度考
慮するのかを詳しく聞くことはできませんでしたが、住民の同意
を得るためには行政側が危険だと考えている地域でもゾーニング
対象から外す、あるいは危険度ランクを下げる場合もあると考え
られます。
この場合、どのような判断を行うのか、とても難しい問題にな
ると思います。しかし、住民に対して地域の危険性を十分説明し、
十分な議論を行ったうえであれば、結果として住民の意見を尊重

写真-1 日仏セミナー会場（CEMAGREF）

してもよいのかもしれないと私は考えます。なぜなら、この時点
で自分たちの地域の危険性を真剣に考え、少しでも自主避難など
に役立てばソフト対策としての効果は大きいからです。つまり、
「名を捨てて実をとる」方策をとるということです。

3 フランスの工夫
1910年代、池田圓男技師がフランス等ヨーロッパ各地を視察し、
Sanieres渓をモデルとして日本を代表する砂防工事である長野県
牛伏川「フランス式階段工」を設計したことは有名です。
今回はそのSanieres渓（渓流長約5.6km、流域面積約4.7km2）と

写真-2 日仏セミナーで発表する岡本団長

その周辺の渓流（Faucon渓流、La Valette地すべり等）のハード対
策を中心に視察しました。 図-2
まず、最初にSanieres渓を下流から眺めた時に土砂流出の激し
い危険な渓流で、この流域に激しい雨が降れば、膨大な量の土砂
が流出すると感じました。実際に2003年8月5日には、河道閉塞や
その決壊に伴う土石流等が発生したそうです。 写真-4
このように土砂流出の激しい渓流で、
現在Sanieres渓の階段工が
どのような状態で存在しているのかを確認したかったのですが、今
回は残念ながら行程の都合上、現地まで行くことができませんで
した。
写真-3 イゼール川沿いのグルノーブルの町並み
図-2 サニエル渓位置図

写真-4 激しい土砂流出のサニエル渓
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しかし、Sanieres渓の現地視察で大変興味深い砂防えん堤を見
つけました 写真-5 。このえん堤を見ると、石積み部分とコンクリ
ート部分が混在しており、水通し部の形状が左右非対称になって
います。おそらく、土石流で損傷するたびに、その部分だけ修理
したためなのか、日本のようにキレイな砂防えん堤ではなくツギ
ハギだらけです。えん堤本来の目的である土砂災害防止を第一に
考え、限りある予算をできるだけ有効に活用したいと考えている
RTMの姿勢が伺えます。これも、見方によっては個性的でよいか

写真-5 修復された砂防えん堤（サニエル渓）

もしれません。
Sanieres渓の西隣の渓流であるFaucon渓（渓流長約6.2km、流
域面積約5.9km2）でも、建設費用を小さくするためにリスクを許容
して設計された橋があるということで、そちらも見学させてもら
いました。
この渓流でも2003年8月に土石流が発生し、視察地点の橋梁部分
で土砂が閉塞し、土石流により橋梁および民家9棟（橋梁下流左岸
側）が流失しました。今後、橋梁部分での土石流（1/100超過確率
規模）の閉塞を防止するためには、橋脚が17mにも及ぶ巨大な橋
の建設をする必要が考えられたのですが、コストがかかりすぎる
ため、ここでは採用しなかったそうです。その代わりに大規模な
土石流が発生したときには、橋が土石流によってはずれ、土砂の
土石流で
橋が外れる
ワイヤーで
一カ所が結合

閉塞を防止するという大胆な仕組みを採用しています。具体的に
は、橋桁（太いH鋼）の右岸側をワイヤーで固定することにより、
土砂流出時には橋桁がはずれ、土砂の閉塞を免れ、かつ、橋が流
失しないように工夫されています 写真-6 。ただし、この対策では

写真-6 Faucon渓の橋

橋の利用者すべてに豪雨時の危険性を周知することは困難である
ため、万が一橋が流出した時に利用者がいた場合など、どこまで
のリスクを許容できるか等、コストとリスクのバランスを考えさ
せられる現地視察となりました。

1

旅のつれづれ
紺碧の地中海、五月晴れのよ
うにすっきりした青空、強烈な
太陽の日差し、豊かな田園風景
や石灰岩質で起伏にとんだ地形。
光あふれるプロヴァンスは絵に
なり、スローライフにもってこ
いの風土といえます。
この土地での、食事にたっぷ

のはフランスパンで、メインデ
ィッシュが出てくる前に食べ過

り時間をかけるという習慣は、 ぎて、すでに「おなかいっぱい」

写真-7 100年前の日本の砂防施設の写真集「砂防工」
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忙しい出張の合間とはいうもの

ということも多々ありました。

の私にとって大変貴重な経験に

写真は南仏の名物『ブイヤベー

なりました。特に、気に入った

ス』です。

4 先人達の遺産
今回の視察では、RTM（山地修復庁）
、CEMAGREF（農業環
境工学研究所）やパリにある世界最古の土木技術大学院などを見
学させて頂きました。
私が最も驚き感動したのは、今回、フランスで訪れたすべての
機関において、先人達が残した貴重な資料が大切に保存されてい
たということです。セミナーが開催されたグルノーブルのCEMA-

写真-8 1800年代後半の砂防えん堤の設計図

GREFには、日本にも残されていないと思われる100年前の日本の
砂防施設の写真集「砂防工」 写真-7 などの貴重な資料が保存され
ていました。これらはお願いして、すべてのページをデジタルカ
メラで撮影し、日本に逆輸入することができました。
フランスでは、歴史的に形成・蓄積された遺産は、世代をこえて
受け継がれていることが強く印象に残りました。 写真-8 また、資料
だけではなく、サニエル渓の上流域の植林 写真-9・10 など、ヘリコ
プターのない時代にどんな方法で実施したのだろうと思わざるを
得ないような光景からも先人達の偉業を感じることができました。

5 おわりに
今回のセミナーでは、フランスにおける砂防関係技術者・研究
者との意見交換を行うとともに、多くの砂防現場や研究機関の試
験施設等を視察を行い、貴重な情報と得難い体験を得ることがで
きました。
身体が少し大きめの私は、

旅のつれづれ

2

フランスまでの片道約13時間
の飛行は大変でしたが、それ
に耐える価値は十分すぎるほ
どあるセミナーでした。この
ように有意義なセミナーを開

視察からの帰り道のディーニュ・
レ・バン市で、1億9500万年前の地
層から発掘された、アンモナイト化

写真-9 サニエル渓上流の植林

石群（高さ12ｍ、幅16ｍの巨大な
壁一面にアンモナイトの化石）を見

催してくださった社団法人全

学しました。このように珍しいもの

国治水砂防協会、現地での準

が、道路脇にひっそりとあるのには

備をしていただいたCEMA-

驚きました。

GREFに（独）土木研究所から
派遣されている山越隆雄主任
研究員、通訳をしていただい

排水溝、植林を行っている

たリヨン大学のマリーさんに
感謝致します。また、今後も

地すべり

多くの技術者に、このように
有意義なセミナーに参加し、
貴重な経験をしていただきた
いと思います。

写真-10 サニエル渓谷
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土砂災害警戒避難の
前兆現象情報の活用に関わる知見の紹介
千田 容嗣

ちだ ようじ

（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

1

加藤 誠章

かとう のぶあき

（財）砂防・地すべり技術センター
企画部企画情報課 技師

黒川 興及

くろかわ おきちか

（財）砂防・地すべり技術センター
砂防部長

これらの内容や一般的に言われてきた土砂災害前に発現

はじめに

する前兆現象として人々が見たり、聞いたり、臭いとし
て感じたりすることを土砂移動現象ごとに整理しまし

平成16年、平成17年の土砂災害では、避難勧告の遅れ
等、様々な問題点が指摘されました。内閣府や国土交通

た 表-1 。

省には検討会が設置され、これらの課題が検討されまし

前兆現象については、
「土石流という現象を前もって

たが、警戒避難に関しては、住民が土砂災害の発生前に

知ることは現在のところ難しく前もって推しはかること

避難した事例から、前兆現象が決め手になることも確認

すら難しいという面がある。……どのようなときに土石

されました（例えば、大規模降雨災害対策検討会）
。

流が発生するかという問いに対する一つの答えは、土石

（財）砂防・地すべり技術センターでは、前兆現象に関

流の前兆現象の可能性がある異常現象がみられる時であ

連する自主研究を実施し、ノウハウを蓄積してきました。

るといえる（池谷、1999）
」という意見がありますが、こ

また、2005年の台風14号による土砂災害についてのアン

こでは、上述の「土石流の前兆現象の可能性がある異常

ケート調査及び国土交通省と共同して検討会の運営に携

現象」という意味を含めて「前兆現象」とします。

わりました。そこで、ここでは、それらを通じて得られ
た土砂災害警戒避難の前兆現象情報の活用に関する知見

3

を紹介します。

前兆現象に対する住民意識

2005年の台風14号によって土砂災害の人的被害の生じ

2

た8地区（土石流6地区、がけ崩れ3地区（重複1地区）
）に

前兆現象とは

対して実施したアンケート調査結果を紹介します。
１……アンケート調査の概要

前兆現象の種類については、
「総合的な土石流対策の
推進について」
（昭和57年9月1日 建設省河砂発第50号）
、

アンケート調査では、土砂災害発生前に確認した前兆

『砂防用語集』
（砂防学会編p174）等に明記されています。

現象の種類等を調査（1次調査）し、さらにそれらを確

表-1 前兆現象の種類
移動主体

山
斜面
がけ
水

見たこと

樹木
その他

土石流

・渓流付近の斜面が崩れだす
・落石が生じる
・川の水が異常に濁る
・雨が降り続いているのに
川の水位が下がる
・土砂が流出する
・濁水に流木が混じりだす

・地鳴りがする
・山鳴りがする
・転石のぶつかり合う音

においとして感じたこと

・腐った土の臭いがする

地すべり

・地面にひび割れができる
・地面の一部が落ち込んだり
盛り上がったりする
・沢や井戸の水が濁る
・斜面から水が噴き出す
・池や沼の水かさが急減する

・樹木が傾く

・樹木が傾く
・家や擁壁に亀裂が入る
・擁壁や電柱が傾く
・樹木の根が切れる音がする

・渓流内に火花が生じる

聞いたこと
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がけ崩れ

・がけに割れ目がみえる
・がけから小石がパラパラと落ちる
・斜面がはらみだす
・表面流が生じる
・がけから水が噴出す
・湧水が濁りだす

・樹木の根が切れる音がする
・樹木の揺れる音がする
・地鳴りがする

表-2 アンケート調査概要

1）調査対象

1次調査

2次調査

2005年台風14号による

前兆現象を確認した世帯数202

土砂災害の被災地区の世帯数：422

（調査を実施した世帯数：156）

2）調査方法

訪問面接調査（一部留置併用）

3）調査期間

平成17年11月14日〜23日

訪問面接調査（一部留置併用）
平成18年2月24日〜3月2日

4）有効回答率

88.9%（375/422）

87.2%（136/156)

図-1 宮崎県高千穂町土呂久地区における前兆現象の確認状況
土石流
1. 雨が降っているのに、川の水が急に
減っていくのを見た
2. 川に流木が流れていくのを見た
3. 川に岩が流れていく音を聞いた
4. 川の水が異常に濁っているのを見た
5. ゴーッという地鳴りを聞いた
がけ崩れ
6. がけに割れ目が見えた
7. がけから水がわき出ていた
8. がけから小石がぱらぱらと落ちていた
9. がけから木の根の切れる音がした
10. 腐った土や、きな臭いにおいがした
11. その他
発生時間
■直前
■1〜30分
■31〜60分前
■1〜2時間前

■2〜3時間前
■3時間前
■不明

認した人を対象に確認場所、時間及び伝達先を調査（2

②がけ崩れに関わる前兆現象

次調査）しました 表-2 。

・一部の箇所で前兆現象が確認されました。

回答者の年齢構成（1次調査）は、20代1.6％、30代

・被災箇所では、1〜30分前に「がけから小石がぱらぱ

4.8%、40代11.2％、50代16.5％、60代21.3％、70代以上

らと落ちる」といった前兆現象が確認されました。

44.3％でした。

4……情報伝達と避難

2……土砂災害前に確認された前兆現象

①情報伝達

土砂災害前に確認された前兆現象を聞いたところ、
「川

前兆現象を確認した人に情報伝達の有無及び伝達内容

の水が異常に濁っているのを見た」
（26.8%）
、
「川に「流

を聞いたところ、
「誰にも伝えていない」
（50.7%）
、
「家

木が流れていくのを見た」
（8.4%）
、
「がけから水が湧き

族」（30.9%）、「近所の人」（15.4％）、「警察・消防署」

出していた」
（9.5%）
、
「がけから小石がぱらぱら落ちて

（5.1％）
、
「役場」
（1.5％）
（n=136,複数回答）という結果

いた」
（7.0%）等、という回答が得られ、川（渓流）で

が得られました。

確認される前兆現象を回答した人が多いことがわかりま

②伝達内容と避難

した。
3……確認された前兆現象と場所、発災までの時間との関係

前兆現象を確認した人の伝達内容及び避難実態を示し
ます 表-3 。

土石流及びがけ崩れ災害が発生した宮崎県高千穂町土

サンプル数が少ないため統計解析ができませんが、避

呂久地区での調査結果を示します 図-1 。なお、他地域で

難の有無に関わらず、
「川の流れ（増水や速さ）の様子

も同様の傾向がみられました。

を伝達した」と回答した人が比較的多くみられました。

①土石流に関わる前兆現象

なお、1次調査で避難のきっかけを聞いたところ、回

・ヒアリング調査を実施した全域で何らかの前兆現象が

答した人の割合が高い順に「役場・消防・警察から勧め

確認されました。

られて」
（58.6%）
、
「自宅が危険だと思ったから」
（46.9%）

・被災箇所近辺では、3時間前に「がけから小石がパラ

という結果が得られ、前兆現象等については、
「がけや

パラと落ちる」
、
「がけに割れ目が見えた」という前兆現

地盤に異常（土砂崩落、出水など）を感じたから」
（8.6%）
、

象が確認されました。

「川の水位が高くなってきたから」
（8.0%）という結果も
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表-3 伝達内容と避難
がけからの
湧水

事前に避難した人：27名

2

小石が
パラパラ
落ちる

1

斜面の
はらみだし
割れ目

1

斜面の崩落
地すべり

川の濁り

1

4

川の流れ
石や水が
（増水や速さ）流れる音

6

0

水や土砂
の溢れ

地鳴り

意味
不明

3

2

9

事前に避難
しなかった人：35名

3

1

0

4

5

14

2

3

3

4

合計

5

2

1

5

9

20

2

6

5

13

得られています。住民が避難したきっかけの多くは、や

て信頼性や説得力があり、市町村単位で発令される土砂

はり、役所、消防、警察など公的機関からの働きかけで

災害警戒情報と合わせて危険度判定の参考資料になると

あることがわかりました。

考えています。また、住民との共同作成によって、地域
防災学習マップへの理解、土砂災害に対する認識の共有
化、防災意識の喚起、地域と行政との連携が強化され、

4

前兆現象等の活用事例

適切な防災体制の構築ができると考えています。
2……地域防災計画での活用事例

１……地域防災学習マップ（Country Watching Map)

熊本県水俣市では、平成15年7月の災害後に地域防災
計画を見直し、避難基準の指標として前兆現象を記載し

①地域防災学習マップとは
地域防災学習マップとは、集落のきめ細かな防災体制

ています 表-4 。

の構築に資する基礎資料作成の一環として、地域住民の
協力のもとに、降雨とそれにより生じる前兆現象との関
係を分かりやすく整理した地図のことです。

5

まとめ

（財）
砂防・地すべり技術センターでは、このような
試みを新潟県両津市（現佐渡市）東立島地区（平成10〜
12年）
、岐阜県清見村（現高山市）
（平成11〜13年）で実

１……アンケート結果

2005年の台風14号で土砂災害により人的被害を受けた

施しました。

地区における警戒避難に関するアンケート調査の結果、

②新潟県両津市東立島地区の場合

前兆現象が広域にわたり多くの住民によって確認されて

新潟県両津市東立島地区に
おいて平成10年8月4日の土砂
災害発生前までに確認された
前兆現象について住民に対し
てヒアリング調査を行い、そ
の結果を地図上にとりまとめ
ました 図-2 。
「斜面から激しい
出水（累積雨量170mm）→石
の流れる音が聞こえる、側溝
が溢れる（累積雨量180mm）
→東立島川が満水（累積雨量
230mm）→東立島川が溢れ
る、がけ崩れ発生（累積雨量
250mm）
」というように、発生
する場所と時間的変化が記載
された地図が作成されました。
これらの指標は、住民との
共同作成なので、住民にとっ
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いることがわかりました。
図-2 地域防災学習マップ（新潟県両津市東立島地区）

表-4 熊本県水俣市地域防災計画
●熊本県水俣市の事例
＊豪雨の場合
24時間累積雨量が210ｍｍを超える雨量、あるいは時間雨量が
30mmを超える雨量が連続する場合、または長時間にわたって雨が
降り続き、ゆるんでいる場合で災害の発生の恐れのある場合。
また、急傾斜地において、つぎのような兆候が住民等により確認
され、市に通報があった場合には、上記基準にかかわらず速やかに
避難の措置をとるものとする。
●がけ等で小石がぱらぱらと落ちる。
●山の斜面に亀裂ができる。
●普段から出ている湧き水に異常が見られる。
（急に量が増える、急に枯れる、すんでいるものが急に濁るなど）
●地鳴りがする。
●その他土砂災害の兆候が見られるとき。
＊土石流の場合：熊本県土石流情報監視システムにより避難雨量の基準（豪
雨の基準と同じ）を越えた場合

した。
１……地域防災学習マップ作成技術の確立

①前兆現象における時間的切迫性
前兆現象情報が避難のための判断材料の一つとして活
用されるには、前兆現象の時間的切迫性の考え方を整理
する必要があります。そのためには、精度の高いデータ
を数多く収集し、土砂災害発生までのプロセスと前兆現
象との関係を、時間的切迫性の視点で解析する必要があ
ります。
②前兆現象の客観的なとらえ方
「異常な濁り」等のように主観的な判断が求められる
ものについて、客観的なとらえ方を検討する必要があり
ます。

行政機関がこのような前兆現象情報を避難準備等の判

③フォローアップ調査

断材料として活用する場合、危険箇所単位ごとに限定せ

地域防災学習マップ作成の実施箇所においてフォロー

ずに、例えば集落とそれに係わる渓流・斜面をひとつの

アップ調査を行い、地域防災学習マップの作成方法や表

単位とするように、小字単位程度といったある程度範囲

示方法等の問題点を抽出し、その改善方法を検討する必

をもった地区で捉えていただいたらいかがでしょうか。

要があります。

また、住民は近くの渓流を注目する傾向がみられまし
た。背後斜面からの土砂崩れにも気をつけることも必要

2……地域防災学習マップ作成技術の普及、活用

①手引書の作成

です。さらに、前兆現象を確認しても、その半数以上が

地域防災学習マップの作成事例を増やし、そこで得ら

情報伝達をしていないこと、避難のきっかけは、公的機

れたノウハウを手引書等にとりまとめることが必要です。

関からの働きかけの影響が大きいことがわかりました。

②情報伝達システム

住民の意識改革を含め、前兆現象情報を活用する仕組み

中山間地は、アンケート者の年齢構成でみられるよう

が望まれます。

に高齢者が比較的多い人口構成となっていると考えられ

2……前兆現象情報の活用事例

ます。より多くの高齢者に前兆現象情報を警戒避難に活

①地域防災学習マップ

用していただけるように、前兆現象情報の伝達のあり方

地域防災学習マップは、過去の土砂災害により得られ
た前兆現象に関する知見を地図上に整理することによっ
て前兆現象情報を今後の警戒避難に活用する試みであり、

（共有化）について具体的な検討が必要であると考えます。
③防災担当者及び住民の前兆現象情報への理解や活用
防災担当者及び土砂災害危険区域の住民には、地域防

住民の避難を考えるうえでの判断材料の一つとして役立

災学習マップの作成を通じて前兆現象に関する知識を深

つと思います。

めていただくとともに、その知識を地域防災計画に掲載

②地域防災計画

する等、避難準備等の判断材料の一つとしての活用を検

水俣市の地域防災計画には、前兆現象情報が避難基準

討していただきたいと考えています。

の指標として記載されています。今後、警戒避難の一指
標として活用されることが期待されます。

6

課題

アンケート調査結果、検討会を通じて得られた知見か
ら、地域防災学習マップに関する課題を以下にまとめま
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1

はじめに

土木的手法を用いた砂防技術が確立した時代としては、
これまで明らかになった文献からほぼ江戸時代と推定す
ることができる。
城の石垣を築いたり堰を造ったりする技術はもう少し
早い時期からあることも判明している。土木的手法によ
る砂防技術を追いかけているうち、平清盛が厳島神社を
造営したことにいきついた。特に厳島神社は陸地を堀削

平 清盛と
土石流

して、あたかも海中に造られたかのようにした技術、加
えて裏山から流れ出る紅葉谷川では土石流が多発してい
る点を考えると、もしかして平清盛は土石流を知って厳
島神社を造ったのではないかとの考えが浮かんだ。そこ
で清盛と厳島神社と土石流について技術的に調べてみた。

池谷 浩
いけや ひろし

2

（財）砂防・地すべり技術センター 理事長

平清盛と厳島神社

清盛は、言う。
「平氏・佐伯氏の融合は、偏に厳島の
御社の仲立ちに依る。その霊験に依り、わしは前に安芸
守の要職より破格の昇進を得、正三位参議、国を運営す
る公卿会議に加わることを得た。いまここに佐伯氏を繋
累に加える事となったからは、佐伯氏の統領が祭司を司
る厳島の御社を、平家守護の神と仰いで、終生の信仰を
捧げる所存である」
そして清盛は一つの案を示す。
「まず大鳥居の用材を選び、これを建てよ。ただし、陸
に建つるに非ず、社殿の前浜、遙かに遠い海中に建てる
のだ」
「海水の浸蝕・腐蝕を防ぐため、繰り返し幾重にも漆
を塗れ、手間と費えを惜しむな。この大鳥居は平家の象
徴である。依って根方のみ黒漆とし、全体は平家の旗幟
になぞらえ、朱一色とする」
「続いて、波打際に廻廊を引き廻せ。舞殿を幾つか設
け、見物の席を作れ。これも引き潮には干潟となり、満
ち潮には床板の底に届くほどに建てよ。これらも全て朱
漆を施せ」
「よいか。これは徒な飾り立てではない。この島を訪
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れる船、沖合を通る船に、潮の干満を知らせるためでも

表-1 浜辺の標高

単位：ｍ

海側

ある。その眺めは千載の後まで語り草となろう。われら
長浜

入江

2.3, 2.6, 2.8

宮島中学校校庭

3.0

平家の繁栄の証しである。それを胸に刻み、励んでくれ
その横の浜

い」
清盛は、そう言葉を結んだ。
（池宮彰一郎『平家』角

〃
宮島桟橋

川文庫）
厳島神社の略年表によると、清盛は久安2（1146）年
に安芸守となり、以来厳島神社への信仰心が篤くなって、
仁安2（1167）年には平家の氏神として清盛の自筆とい

人工的

−

2.8

−

3.2

3.1

有之浦

2.6, 2.9

御笠浜

3.2, 3.4

西松原

2.9, 2.9
2.8, 2.5

われている願文、平家納経を奉納している。
厳島神社が今日のような規模になったのは嘉応元（1169）
年までの間と考えられていて、この造営は仁安造営と呼
ばれている。まさに、清盛が威信をかけて造営したのが

網之浦

厳島神社なのである。

厳島神社

宮島水族館

2.8

道路

2.5
3.0

道路

2.9, 3.1, 2.5
3.4, 3.8

少し奥

3.6

道路

3.1

5.4, 5.8

6.7

その理由の一つとして潮位をあげることができる。現
3

在の潮位は平均水面2.00m、小潮升（基本水準面から小

厳島神社の人工浅瀬説

潮期の平均高潮面までの高さ）2.6m、大潮升（基本水準
面から大潮期の平均高潮面までの高さ）3.4mである。広
島港の基本水準面が東京湾平均海面下−1.84m（海上保

厳島神社は海上の寝殿造りとして海面に映える社殿が
有名である。

安庁）であることを考えると、小潮升時では標高で約
84cm、大潮升時では標高1.56mまで水面が上っているこ

海中に建てられたのは、祭神が海神であるため現世に

とになる。これらを考慮し、古い時代、多少の水面変動

竜宮城を再現しようとしたとも、来世を船で渡って極楽

はあったとしても現在とほぼ同様の潮位であったと仮定

浄土に参る浄土信仰の表れともいわれている。ところが

すると浜辺としては2.0ｍ以上の部分となる。

最近、広島大学の三浦正幸教授により「厳島神社は海中

そして、この値は実際の宮島の浜辺の波打ち際標高と

に建てられたのではなく、陸地を掘削して人工の浅瀬を

一致している。波打ち際から少し陸側に入った浜の標高

造ったものである」という説が発表された。★１

（多分に人工的な要素が加わっていると考えられる場所

この説の真偽について興味を持ち調べてみることにし

となるが）を調べ、浜辺としての平均的な地形勾配を求

た。平清盛が海の中に神社を造営したと仮定すると、神

めると、最も緩勾配の浜は長浜で約1/190。最も急勾配

社の裏手や横など周辺の陸地は、いわゆる浜辺にあたる

の浜は有之浦の一部で約1/104となった。ただし、有之

ことになる。すると、他の宮島の浜辺と同じ特性、例え

浦でもすぐとなりの場所では約1/150の勾配となってい

ば同じ高さの浜辺の標高を示すものと考えられる。

ることから1/100〜1/200の勾配と考えられる。

そこで自然状態に近い浜辺も含め、いくつかの浜辺の

図-1 （次ページ）は厳島神社の横を流れる紅葉谷川と

波打ち際と陸側に入ったところの標高を調べたのが 表-1

隣の白糸川の河床断面図を示したものである。中・上流

である。

では白糸川の勾配が急であることがわかる。しかし、下

表-1 を見ると、ほとんどの浜で波打ち際の標高が2.3〜

3.0mを示している。
例外としては、宮島桟橋（3.1m）と御笠浜（3.2〜3.4m）

流域では2つの河川の勾配が近似している（次ページ 表-2
参照）
。
そこで、もし紅葉谷川が人工的に改修されず自然状態

があるが、これらの地盤標高には人工的な要素が見られ

で流れ下ったら、どのような流線形を有し、かつどこで

ることから、自然状態では3.0m以下の浜辺が宮島の浜辺

海に入るかを推定することにする。

と考えてよいだろう。

紅葉谷川は谷の出口が地形的に制約されていることか
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図-1 紅葉谷川・白糸川縦断図
600
（m)

550
弥山山頂（標高：529.8m)

500
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400
350
標 300
高

250
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合流点

100
紅葉谷川
白糸谷

50

0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
河口からの距離

ら、流れ方向の自由度は少なく、ほぼ谷の出口から直線

表-2 白糸川と紅葉谷川の河床勾配
標高

合流点
〜5m

5
〜10m

（m)

10
〜15m

15
〜25m

25
〜35m

状に流下したと考えられる（ 図-2 ）
。
では、どこで海に流入していたと考えたらよいだろう

紅葉谷川

1/67

1/22

1/22

1/14

1/10

か。筆者は地形と土砂の流れの性質を考慮して厳島神社
のすぐ脇（海側から神社を見て神社の左手）を流れてい

白糸川

1/60

1/20

1/11

1/8

1/7

たものと推定した。今でも集水池や鏡の池など水がわき
出ているところがあるが、これも旧河道での地下水脈の

図-2 古い時代の紅葉谷川の流路（推定図）

影響といってよいだろう。
自然状態でできた浜の勾配より、河川からの流出土砂
が多いところでは、より急勾配の浜となりうる。そこで
まず比較的下流部での人工的変化が少ないと考えられる
白糸川の河床勾配を参考に土砂の流出が多かった紅葉谷
川も自然状態であれば、最下流部の河床勾配は1/60程度
になると仮定してみた。そして、谷の出口から直線状に
海に流入していたと考え、河口がどのあたりにあったか
と考えた。
図-3 古い時代の紅葉谷川の想定図
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一つの仮説として厳島神社建立前、浜が安定的な状況

時の河床面と同じ程度の高さにすることになる）で現在

で存在しており、その標高は現在と同じ約2mであるとし

の地盤面となることから、当時の技術で掘削が十分可能

て、河床はそれより1m低い標高であると仮定すると、河

であると思われる。すなわち、三浦説でいう人工堀削説

口は御稜橋付近から約220mのところとなる。

はかなりの信憑性があると考えてよいだろう。

すなわち、厳島神社の平舞台の前方あたりとなる。な

ちなみに、平清盛は対宋貿易を主とする海運にも力を

お、河床が周辺より1m低いと仮定した理由は紅葉谷川に

入れていたことから人工港としての大輪田泊をつくり音

施工されている砂防堰堤の水通し高さが1m以下であるこ

戸の瀬戸を開削する土木工事を実施したとも言われてい

とから自然状態では河床の深さも1m以下程度であると推

るなど、土木、特に港湾や海運航路に関する技術を理解

定したものである。

し、かつ工事を実施したものと考えられる。こう考える

一方、河口標高が現在の紅葉谷川の河口標高50cmと同
じと仮定すると、古い時代の河口は御稜橋付近から約

と厳島神社の人工浅瀬説は技術的にみてより現実味を帯
びてくる。

250m沖合いの地点となる。この場合、周辺の浜辺の形
状を考えると 図-3 のような姿が推定される。
4

いずれにしろ、河口が厳島神社の前方と考えると神社
のある場所は陸地内となる。浜の標高からもまた河川の

厳島神社と土石流

旧河道の推定からも筆者の仮定に基づくと、本殿の位置
は古い時代と同じところという考え方も考慮して厳島神
社の本殿は陸地に存在していたことになる。

1945年9月17日、厳島神社を枕崎台風が襲った。当時

また現在の海中の地盤標高を調べてみると、厳島神社

の記録（
『広島県砂防災害史』広島県）によると、
「紅葉

の平舞台前で約70cm、大鳥居で40cmである。現在の紅

谷川は弥山の7合目から山津波を起こし、白糸河は弥山

葉谷川の河口標高50cmと同じ状況で、古い時代には紅葉

登山口辺から崩壊し、濁流と化した土砂は、神社西方裏手

谷川が直進していたと考えると、大鳥居の位置は浜辺か

に押し寄せ、天神社、長橋、揚水橋及び平舞台並びに回廊

ら約90m沖合（浜辺からの勾配を考慮すると人工的な手

の一部を流失するとともに神社の床下は、18,000m3余り

は加わっていないと考えられる）の場所になる。また平

にも及ぶ土砂にて埋没した」とある。

舞台付近の場所では地盤から約1m程度の土砂の掘削（当
図-4 枕崎台風による災害状況図

当時の状況は 図-4 、 図-5 の災害状況図にも明らかにさ

図-5 枕崎台風による厳島神社被害箇所図
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は厳島神社が土石流の流下により被害を受けることから

図-6 地形判読からの土石流堆積物

紅葉谷川の法線形を神社から遠ざけるためにとられた対
策と考えられる。
これらの土石災害の発生間隔は短いもので47年、長い
もので206年となる。この間に土石流は発生したが神社
には被害が生じなかったという例も考えられる。この場
合には記録には残らない。
御陵橋

ちなみに、宮島の花崗岩はほとんどが粗粒黒雲母花崗
岩であるが、中〜粗の黒雲母花崗岩で形成されている六
甲山ではほぼ30年ごとに土石流災害が発生している。そ

崩壊

こで花崗岩の風化特性を考慮すると、60〜100年に1回は
外力さえ加われば土石流は発生する可能性があると考え
たほうがよさそうである。
特に、宮島で土石流が発生する確率が六甲山に比較し
て小さい理由に、豪雨の発生の可能性があげられる。島
自体が北東から南西に向いていて神社側の斜面の方向は
北西が主となる。すなわち、豪雨をまともに受ける場合

土石流堆積物
崩壊堆積物
古い時代の河道

というのは雨域が北西から南東に移動する場合である。
北に中国山地、南に四国を有する宮島ではこのような雨、
特に台風などの強い雨をもたらす現象が発生しにくい状
況が本質的にある。すなわち、
宮島における土石流の発生
頻度は豪雨の発生頻度によるものと考えられるのである。
21世紀、雨の降り方が変化し台風の発生状況も変わっ
てきている。少なくとも雨に関しては今後いつ豪雨が生

れているように、流木を含む土石流（筆者は土砂流と考

じてもおかしくない条件をここ宮島でも有しているとい

えているが）は筋違橋にせき止められて、二手に分かれ

えるのである。

て厳島神社に至った。そして神社は土砂と樹木に埋まっ
たと記述されている。★２
この災害復旧工事として紅葉谷川の通称「庭園砂防工
事」が行われたことはよく知られている。

過去の土石流発生時の被害の状況をみてみると、天神
社、宝蔵、能舞台などが被災しているが、拝殿を含む本
殿は被災を免れている。
もともと陸地でかつ旧河道からはずれたところに本殿

枕崎台風時には隣の白糸川でも崩壊が生じ、土砂の流

が造られていたことによるのかもしれない。特に紅葉谷

出があったが、既設砂防堰堤の効果により、被害は発生

川の河床勾配が連続的に緩勾配へと移行しているところ

していない。

から土石流本体は御稜橋上流までの間でほぼ停止し（ 図-6

この白糸川で2005年9月の豪雨に伴い土石流が発生し、

参照）
、下流へはいわゆる土砂流となって、土砂を含ん

負傷者1名と54戸の床下・床上浸水及び一部崩壊という

だ水を主とする流れが流れたと考えると災害実態をよく

家屋被害が発生した。60年ぶりに土石流災害が発生した

評価することができる。

のである。

山が崩れ天然ダムが形成され、それが一時に破壊され

そこで宮島における土石流災害を調べてみると、古く

るようなタイプの大規模な土石流が発生すれば話は別だ

は天文10
（1541）
年に山津波により本地堂が埋没した災害

が、通常花崗岩地域で起こるタイプの砂礫型土石流もし

をはじめとして、天正16（1588）年、元文4（1739）
年と災

くは土砂流では今後も本殿は守られるであろう。

害記録★３があげられている。
特に1739年の災害後には西松原が築かれている。これ
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その意味では平清盛は土石流の被災を受けないところ
に厳島神社の本殿を置いたとも考えられる。

図-7 古い時代の紅葉谷川の想定図（図-3）と同じ位置からみた現在の宮島

しかし、土石流に対してより安全なところがすぐ横に

石流が流れ下る勾配となっている。すなわち、土石流が

もあるわけであることから、土石流という現象について

発生すると下流の人家、そして厳島神社に被害を及ぼす

清盛もまた当時の技術者もあまり考えていなかったとい

恐れがある。

うほうが正しいと思われる。1739年の土石流災害後西松

厳島神社とその周辺は世界文化遺産としてぜひ現状の

原を築いているところをみると、江戸時代に入ってから

ままで残したい場所である 図-7 。同時に多くの観光客と

少なくとも厳島神社が土石流災害を受けることが問題と

住民の生命や財産も土石流災害からきちんと守るべきで

なり、紅葉谷川の流れについて神社を大きく迂回した法

ある。きっと平清盛も厳島神社の安全と住民や観光客の

線形にしなくてはならないことになったものと考えられ

安全を願っているに違いない。そのためにも特に白糸川

る。このように法線形をかえても土石流災害時にはあま

では下流の住家や厳島神社に対して充分安全な土石流対

り効果はないのだが！

策が今後なされることを期待している。

◇
5

謝辞

世界遺産 厳島神社の安全を守ろう
紅葉谷川の資料を提供して頂いた広島県土木部砂防室
及び宮島の現地調査に協力頂いた小宮山賢太郎（中電技
紅葉谷川も白糸川もそれぞれの河川において広島県に
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よる土砂災害防止対策がなされている。特に、白糸川流
域においては紅葉谷川と同様環境や景観に配慮した工法
による砂防事業が現在実施されようとしている。
一方で河川の特性をみてみると、特に白糸川の河床勾
配は最下流部の住宅地区をみても約1/20となっていて土

★参考文献
１ 日本経済新聞（夕刊）
「厳島神社は人工浜に造られていた」2006年2月
27日
２ 広島県土木建築部砂防課「紅葉谷川の庭園砂防抄」1988年3月
３ 花井正実、三浦正幸、玉井宏章「台風9119号による宮島・厳島神社
の被害について」
、日本建築学会構造系論文集第447号、1993年5月
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行事一覧（平成18年7月〜9月）
協賛（後援）
●7月25日〜8月2日

北海道防災サミット2006 in いぶり （協賛）

●8月1日〜8日

第30回「水の週間」
（協賛）

●8月29日〜31日

（社）
日本地すべり学会第45回研究発表会・鳥取大会（協賛）

STC短信

平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ

ターで行われた標記講演会において、
当センター理事長 池谷 浩が「我が国

台風委員会ワークショップ
平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ

の自然災害とその課題」というテー
マで講演を行いました。
「砂防の新技術・新工法」

9月3〜9日国連のESCAP（Economic
and Social Commission for Asia and
the Pacific ）とＷＭＯ（World Meteorological Organization）との共催の台

9月7日（木）JFE建材株式会社より標記
テーマについての講習会が開催され、当
センター技術研究所技術開発研究室長
6月22日〜9月4日インドネシアのArif
Rahmat MULYANA―アリフさん―が
「JICA火山学・総合土砂災害対策コース」

嶋 丈示が講師として招かれました。

（財）砂防フロンティア
木村基金 海外研修

個別研修生として当センター砂防技術研

風委員会ワークショップが中華人民共和
国マカオにて開催され、当センター 企
画部技師 加藤誠章が参加しました。

NPO「神通砂防」講演会
平成18年度JICA研修生
アリフさん受け入れ
9月21日高山市内において行われた標記
講演会で当センター 近藤専務理事が「火

究所での研修を終了し、9月1日大会議室

山噴火と土砂災害」のテーマで講演いた

にて「ムラピ火山周辺における数値シミ

しました。

ュレーションによる土砂災害影響範囲の

平成18年度JICA研修生
インタープリヴェント
新潟2006
アリフさん受け入れ
参加報告

検討」のタイトルでその成果を発表しま
した。

9月25日〜27日にかけて新潟市内で行わ

「平成18年度 JICA集団研修」

れた標記シンポジウムにおいて、当セン
ターより下記のように参加、発表を行い
7月4日
（火）全国建設研修センター（大

8月19日〜26日 中華人民共和国雲南省

ました。

阪）において当センター技術研究所技術

で実施された標記研修に 当センター総

■「霧島火山での継続的な火山防災への

部長 松井宗廣 が講師として招かれ、
「イ

合防災部主任技師 酒井敦章が参加しま

取り組み」

ンフラ施設の自然災害に対する抑止・軽

した。

減対策及び普及対策」コースの講義を行
いました。

技術研究発表会特別講演

韓国江原道土砂災害被害調査団

8月27〜31日韓国防災協会により要請さ
れた標記調査に当センター総合防災部課

7月14日（金）（財）国土技術研究セン
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長代理 枦木敏仁が参加しました。

（財）砂防・地すべり技術センター 総合
防災部技師 本田 健・他
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平成18年度
「砂防地すべり技術研究成果報告会」
のご案内
本報告会は（財）砂防・地すべり技術センターが実施しております研究開発助成事業等における技術成果について、
砂防関係に携わる皆様方に、最近の課題と解決への方向性、新しい技術について報告することを目的に開催いたします。
研究開発助成事業は、当センターにおける公益事業の一つとして、
「砂防ならびに地すべりおよびがけ崩れ対策に関
する技術開発および調査研究」を対象に、平成4年度より実施し、これまで15年間80課題への助成実績があります。
本報告会では、昨年度の研究助成事業等における研究成果の6課題について、研究者の方に発表して頂くことになり
ました。 是非ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

1．開催概要
開催日時

平成18年11月8日
（水）13：30〜17：00 ＊受付開始は12：30より開始いたします。

会

砂防会館 別館シェーンバッハ・サボー

場

（東京都千代田区平河町2-7-4 TEL:03-3261-8386）
参 加 者

300名程度

参 加 費

無料

2．プログラム（予定）
13：30 開会挨拶

池谷 浩（（財）砂防・地すべり技術センター 理事長）

13：35

来賓挨拶

亀江幸二（国土交通省砂防部長）

13：40

発表1

天然ダムの決壊過程とピーク流量の推定 水山 高久（京都大学）

14：10

発表2

効果的な土砂災害教育のあり方と効果の効率的波及に関する研究 片田 敏孝（群馬大学）

14：40

発表3

すべり岩体のbasal slip zoneの組織学的運動学的研究：甚之助谷地すべりといくつかの

15：10

休憩15分

15：25

発表4

初生地すべりの発生と斜面変動プロセスに関する研究 中村 浩之（東京農工大学）

15：55

発表5

待ち受け擁壁の設計に関わる崩土荷重についての研究 中西 宏（神戸市立工専）

16：25

発表6

火山噴火時の緊急災害予想区域図の作成システム 安養寺信夫（（財）砂防・地すべり技術センター）

16：55

閉会挨拶

吉松 弘行 （（財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所長）

17：00

終了

付加体のデコルマンゾーンとの比較研究 小川 勇二郎（筑波大学）

3．申込み方法／問い合わせ先
下記問い合わせ先に記載されたURLのページからダウンロード参加申込書に必要事項をご記入うえ、FAX
にてお申し込み下さい。受付締切は11月1日（水）とさせて頂きます。なお、会場の都合上、定員になり次
第、締め切らせて頂きますので、なるべく早めにお申し込み下さい。
詳細及び最新情報は、ホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。
（財）砂防・地すべり技術センター 企画部 担当：岩岡
TEL：03-5276-3271 FAX：03-5276-3391
URL：http://www.stc.or.jp/
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読 書

案 内

歴史を俯瞰する眼

また、あまりに日本人になじみ深いた
め、我が国古来の植物であると思われが

数十万年前、日本列島の片隅に慎ま

「マツ」の話
――防災から見た一つの日本史――

池谷 浩（いけや ひろし）【著】
五月書房
ISBN-7727-044-2 定価¥2400
平成18年度
（財）
日本図書館協会選定図書

ちであるが、陶器の製法とともに朝鮮半

しく住みついた人類は、有史2000年余

島からもたらされたものではないかとも、

を経た今、征服者へと変貌しつつある

著者は示唆する。マツは優良な陶器を生

のだろうか？ 我々の祖先が増殖し進

産するために欠かせない燃料であった。

化するにしたがって自然の領分へと踏

2005年に開催された「愛知万博」で

み込んでいく過程を、本書は豊富な文

絶滅が危惧されるオオタカの保護のため

献やデータにより、コマ落としの映像

に、予定地が大幅に変更されたことは記

のように浮かび上がらせる。

憶に新しい。
「開発か保護か」で論議を

農作物の実りをもたらす恵みの豊か

呼んだ「海上の森」は陶器で名高い瀬戸

さ、牙をむき襲いかかる水害の恐ろし

市にあるが、以前は焼き物の燃料のため

さ、河川は相反する二つの顔を併せも

の伐採による、禿げ山だらけの荒廃地で、

つ。そのはざまで、より多くの恩恵を

宝暦年間にはたびたび土砂災害に悩まさ

享受するための努力とともに、その奔

れたという。明治以降、愛知県によって

放さを懐柔するべく、人間はさまざま

すすめられた砂防事業が功を奏して、現

な知恵を編み出した。

在では瀬戸市のほとんどの地域が砂防指

本書によれば、平安時代すでに禿赭

定地に定められ、
「海上川砂防堰堤」は

地と河川の水量との密接な関連が認知

まわりの自然と調和した市民の憩いの場

され、農作物の灌水のために、水源の

となっている。

木々の伐採を禁じる太政官符が出され

人の手によって施されたものが、自然

ているという。その後、人口が爆発的

に溶け込みその一部となっていくのには、

に増加する江戸時代以降、禁伐や川ざ

長い時の力が必要である。著者の博識を

らいなどだけでなく、より抜本的な策

水先案内として、古代から現在そして未

として植樹が広く取り入れられるよう

来への、人類と自然との関係を模索する

になっていく。

旅、その目指すところは「征服」ではな

そしてその立役者となったのが、表

く「共存」なのであろう。すべての防災

題の「マツ」である。マツは荒廃地でも

事業は、遙かな時空を俯瞰する眼をもっ

植樹が比較的容易であり、本来の地元

て、初めてその真価を見極められる。

種による安定した植生へと、緩やかに

（企画情報課：仲野順子）

バトンタッチする役割を果たすという。

今回フランス砂防セミナー（本文参

人の手によって植えられた木々が、こ

の絵本のモデルになったといわれる場

のような『自然林』となって定着して

所です。

いることはすばらしいことだと思いま

この原作はカナダの映像作家フレデ
リック・バックにより映画化され、
1987年に『第60回アカデミー賞短編映
画アニメーション賞』を受賞して話題

木を植えた男

になったのでご存じの方も多いのでは

ジャン・ジオノ【著】

ないかと思います。原作を読んで感動

フレデリック・バック【絵】／寺岡 襄訳【訳】
あすなろ書房

し、現地視察を楽しみにしていたので、
「物語はフィクションです」といわれた
時は少なからず驚きました。しかし物
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語のような個人の力でこそないものの、

照）で視察した南仏ヴェルゴンスはこ

す。

（砂防部：嶋 大尚）
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グラフィカルユーザーインターフェースを
実装した土石流シミュレータ「kanako Ver.1.00」の紹介

現在、土砂移動現象を予測するツールとして、様々な数値計算プログラム

kanako Ver.1.00の操作画面

が提案されています。しかし、数値計算プログラムを扱うには複雑な手順や
専門知識が必要となるため、計算結果を必要とするユーザーが直接プログラ
ムに触れられないことが多いのが現状です。
このような状況を踏まえ、当センターと京都大学大学院農学研究科森林科
学専攻山地保全学研究室との共同研究により、グラフィカルユーザーインタ
ーフェースを実装した一次元土石流シミュレータ「kanako Ver.1.00」を開発し
ました。

マウスによる操作で河床の形状を設定することができ
ます。また、えん堤の位置もマウスで操作できます。

モデルとして使用したのは、里深・水山らによって提案された土石流の流
動、堆積モデルです。本プログラムは、河床やハイドログラフの形状設定、え
ん堤の位置設定など多くの操作をマウスで実行でき、また計算結果を視覚的
にわかりやすく表示するようにしています。これらの特徴により、簡単に数
値計算による土砂移動現象予測に触れられるようになっています。
砂防・地すべり技術センターでは希望者に「kanako Ver.1.00」を配布してお
ります．希望者は下記に御連絡下さい。

水位・河床の時間変化を画面でわかりやすく確認する
ことができます。

（財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 担当：近藤
TEL：03-5276-3274 FAX:03-5276-3394

ﾁｮｯﾄ

N氏の
こだわり

関東で寿司といえば築地が本場であろう。
「場内」

階「日本橋すし鉄」
。神田駅前の「江戸っ子寿司」

と「場外」に分かれていて、一般の人が買い物で

の「ウニといくら」はネタがはみ出しそうな豪快

きるのは「場外」であるが、
「場内」でも寿司屋に

な軍艦巻きが1カンずつの盛り合わせ。ちょっと乙

は自由に入れるので試しに行かれるとよい。どの

なところでは、
「銀座美登里寿司」の「蛸の吸盤」

その6

店も「おまかせ」で3500円程度、味に大差はない。

1カン50円だが、なかなかに捨てがたい味わい。回

寿司編

当たりはずれはその日の仕入れ次第、時の運であ

転寿司「まぐろ人」の「3カン盛り」は旬のネタを

る。各種の本にも紹介されている「鮨文」のいち

色々食べたい人向き。

押しは「煮蛤」
「煮穴子」
。先代の話では東京空襲

気になる値段だが、高級店ではコースで頼んで

の際に、
「煮きり」の壺を持って防空壕に逃げたそ

懐と腹具合に余裕があれば単品で追加を。並の上

うで、さすがに丁寧な仕上げである。また、ここ

クラスでは「おまかせ」で間違いないだろう。大

の「塩辛」と「西京漬」はお土産にすると喜ばれる。

衆店では「おこのみ」で板前さんとの「間」を楽

「鮪」のお薦めなのは「場外」の「浜茂」
。生ま

しみながら。

れて30年「鮪」嫌いだった人がここの鮪ではまっ

最後は再び築地に戻って「寿司岩」
。数店舗のう

てしまった。ただし「鮪」も仕入れによるのでご

ち「寿司岩本館」は高級正統派、
「寿司岩本店」が

注意。

高級オリジナル、
「寿司岩○○店」中の上ながらそ

Nお薦めの「得意ネタ」のある店を何店か。7、

れぞれ独自の味わいがある。おなじ「寿司岩」で

8月の「新子」とよばれる時期が旬の「小肌」
。高

も各店ならではの違いを楽しんでみるのもまた一

級なのは九段下「寿司政」
、お手軽は、東京大丸8

興である。
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お知らせ

SABOのバックナンバーが
ホームページから
ご覧になれるようになりました

当センターのホームページ上に、
SABOのバックナンバーの目次総覧
のサイトならびにダウンロードサイ
トを開設しました。目次総覧では、創
刊号からの目次をご覧になることが
できます。また、75巻以降（今後さ
らに充実していく予定です）につい
ては、pdfファイルを閲覧、またはダ
ウンロードすることが可能となって
います。尚、pdfファイルをご覧にな
るにはAdobe社のAdobe Reader7.0
以上が必要となりますので、インス
トールの上でのご利用をお願いいた
します。

編集後記

ですね。遙かな生命を生きる木々達は、戦争と

市ヶ谷便り

和平とをめまぐるしく繰り返す、人間達の須臾

「のちの衣替え」…歳時記にはやさしい秋のことばがあ

の間の営みに何を思うのでしょう。

りました。都会の季節のうつろいは道行く女性の服装に

この夏もなにかと話題になった靖国神社ですが、境内

いち早くやってきますが、
『SABO』も今秋ちょっとあか

の銀杏が見事なのをご存じですか？11月も半ばになると

ぬけた都会的な装いになりました。

大鳥居から第二鳥居の辺りまで、与謝野晶子が「金色の
ちひさき鳥のかたちして」と詠った葉がいちめんに舞い

もうひと月もすると街路樹も衣替え、東京都のシンボ

散り、時に木枯らしが黄金色のつむじを巻き上げて通り

ル、銀杏も秋色をまとうことでしょう。銀杏が『都の木』

過ぎてゆきます。来し方行く末に思いを馳せる季節でも

に定められたのは昭和41年、都民投票によって選ばれま

あります。

した。シンボルマークもイニシアルのＴを銀杏の葉に模

新しい装いの『SABO』も、しっかりとした情報発信の

したものです。火災に強いため街路樹に

主幹に折々の話題をまとわせて、今後も「砂防」に根を

使われることも多くなじみ深い木ですが、

張っていきたいと思います。みなさまの机上の友として、

現存する最も古い植物の一つで、その全

ご意見ご感想あるいは身の回りの話題など、気軽に事務

盛時代は約2億年前ということですから、

局にお便りを頂ければと存じます。お待ちしております。

恐竜たちが我が物顔にのし歩いていた頃
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外堀通り

ロ南北線

東京メト

市ヶ谷駅

町線
有楽
至 四ッ谷

外堀
至 飯田橋

JR 市ヶ谷駅

り

通
レ

テ

日

旧

谷駅
市ヶ

都営

アルカディア
新宿
（私学会館）
線市
ヶ谷
駅

三菱東京
UFJ銀行

靖国

山脇ビル

通り

ＪＲ総務線市ヶ谷駅徒歩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「もうひと工夫ほしい」記事など、
みなさまのご意見ご要望を、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：sabo-kikanshi@stc.or.jp

