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「平成12年度技術研究成果報告会」の開催

平成12年ll月20日（月）砂防会館にて、「平成

12年度 技術研究成果報告会」を開催いたしま

した。

報告会では、建設省（現 国土交通省）砂防

部長 森俊勇氏より基調講演（前号68号に掲載）

をいただき、その後、研究I開発助成事業の研究

成果を2課題と当財団が実施した自主研究を2課

題の計4題が発表されました。

以下に報告会での発表内容について課題の概

要をとりまとめてみました。

技 術 屯？防•:7べり五碕センター

発表l

流出士砂予測法の開発

立命館大学理工学部 江頭進治 ぶ
l.はじめに

流域における土砂管理の重要性が高まる中、河道

の任意の地点における時々刻々、および長期にわた

る流出土砂盪の予測を合理的に、しかも容易に行う

方法の開発が強く望まれている。ところが、実際の

流域においては土砂生産現象の間欠性や非連続性の

ため、また土石流や掃流など、多様な流砂形態があ

り、しかも河道は樹枝状に分布していて複雑なため、

土砂水理学の支配方程式の基づく流出土砂屈の予測

は困難を極めている。

掃流砂や浮遊砂からなる流出土砂最は、原理的に

は流水と流砂に関する支配方程式を用いて予測する

ことが可能である。この方法は、上流端の境界条件

が容易に設定できるような単一の河道を対象にする

場合には威力を発揮するものの、方程式系の非線形

性が強いため、無数の河道が樹枝状に組み合わされ

た領域の土砂流出問題を扱うには適切とはいえな

vヽ

そ゚こで、本研究では、流水 ・流砂の支配方程式を

単位河道にわたって積分して平均化すれば、支配方

程式は貯留型のものに変化される、といった着想に

基づき、流水 ・流砂に関する貯留型の支配方程式と

Kinematic wave法に関する降雨流出モデルとを組み

合わせた土砂流出予測法について検討したものであ

る。

2.予測モデル

(1)土砂生産源、河道および流域斜面のモデル化

対象とする流域は流域面積がIO'~103km'で、流

域に分布する任意の河道における流出土砂鵞を扱う

ものとし、土砂流出形態として掃流砂菰式で扱える

流砂、及びウオッシュロードとする。

流域に分布する河道、及び単位河道は、各河道の

合流点から次の合流点に着目し、上流側の合流点を
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含み、下流側の合流点を除く区間、すなわち二つの

流入点と一つの流出点を持つ区間を単位河道とす

る。この単位河道を連結することによって、流域内

の河道網を表現する。また、最上流端は貯留土砂と

の関係を考慮して勾配10゚ 地点とする。

各単位河道の左右岸に接続する山腹斜面は降雨流

出解析を容易にするため、単位河道の長さを共通の

一辺とする平行四辺形状の二つの斜面で近似する。

(2)支配方程式

流れの連続式および運動方程式は河道を矩形断面

で近似すれば、次のように与えられる。

竺＝上{ 1 
at BL 

Q(x、)＋Q(y、)-Q（い ）｝＋ーq (1) 
B 

Q(Xi+l) 
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ここに、 h、B、L、T及びnは、それぞれ単位河道i

における水深、河幅、河道長、河床勾配及びマニン

グの粗度係数である。Q (x.，）は単位河道iからの

流出位、 Q (x.)及びQ (y,)は、単位河道iへの流

入流伍、 qは降雨流出に伴う単位河道iの両岸におけ

る単位長さ当たりの流入流盈であり 、Kinematic

wave法による降雨流出解析によって与えられる。

流砂の連続式（貯留土砂の質最保存式あるいは貯留

高の式）、流砂最式および貯留土砂の粒度分布式は

次のように与えられる。

az 1 
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fj = pj(）（詈叫fi= Pi（誓＞o)ただし、

ここに、Z、A、Qs、PJ、PJo、△はそれぞれ河床

高あるいは貯留高、堆積物の間隙率、流砂最、河床

表層における粒径 dJの含有率、下層における含有

率、および交換層の厚さであって、いずれも単位河

道における値である。 Qsjは粒径d』の流砂謎である。

Qふ，の符定には、芦田 ・道上式を用いる。その際対

数則から推定される有効掃流力を用いる。

Qswは単位河道iにおいて生産される単位時間当

たりのウォッシュロードである。これは4°~ 10° 

の領域に位置する単位河道において、堆積物が侵食

されると 同時に流出するものとすれば、次式から与

えられる。
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ここに、 PWは河道貯留土砂におけるウオッシュロ

ー ドの含有率であり 、粒径O.lmm以下をウオッシュ

ロードとして扱う。ウオッシュロー ドの流下過程に

おいて、それが河床に取り込まれないものとすれば、

単位河道iにおける流水中のウオッシュロー ドのi晨

度Cは次式によって与えられる。

ac 1 ---{ 
at BLh 

Q,w +c(x、)Q(x;)+c(y;)Q(y,)-c(x;.,)Q (x;.,)} 

(7) 

以上が河道貯留土砂の侵食による土砂流出予測法

である。

3.予測法の適用

(1)計算条件

計算対象範囲は熊野川右支川十津川上流の風屋ダ

ム上流域 （流域面積450km'）とした。

斜面の等価粗度、斜面表層土層厚、透水係数等の

条件は金屋敷らの研究を参考に設定した。流砂の交

換層厚は40cm、初期河床材料は現地調査結果を参

考に 14分割した。降雨最は流域内の雨量観測点の毎

時雨屈を用いた。流出土砂量は1974~1978年 (1977

年は欠測）、1991~ 1994年の2時期における風屋ダム

の堆砂屈に着目し、それぞれの堆砂量はその年の最

も大きい洪水によりもたらせたとも見なし、各年に

おいて最も大きい一つの連続降雨について設定し

た。

(2)計算結果

最下流端の風屋地点における流出流最及び流出土

砂量の実測値と計算値を比較すると、降雨流出に関

しては改良すべき点はあるが、本研究の目的には十

分であり 、流出土砂蓋は流益波形に対応して流出し

ている。年堆砂羹に関する実測値と計算値を比較す

ると、計符値の方が小さめな値となることが予想さ

れたが、計符値と実測値とはかなりよく一致してい
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た。これは初期粒度分布が小さめに設定されている

ためと推察される。

河床表培の粒度分布をみると、最上流の単位河道

では根粒化が進み、下流域では顕著な変化は見られ

ない。ウオッシュロードの濠度と流祉の関係をみる

と、ウオッシュロードの生産源がある単位河道では

河床佼食に応じてウオッシュロードが流出し、流猥

と濃度が一意に定まっている。このことは、この洪

水時ではアーマコートが発達していないことを意味

している。また、下流端の濃度 ・流最曲線には多く

の単位河道におけるウォッシュロードの生産による

影響が現れている。

4.土砂流出モデルの特性及び課題

計鉢値による比流出士砂批を見ると、流域面積が

大きくなると比流出土砂屈は減少する領向を示し、

芦田らの年平均比流出土砂批に関する経験則の傾向

と一致している。

土砂流出モデルの特性を見るために、1974年7月

の降雨を0.7倍した降雨を繰り返し8回与えて、最上

流の単位河道及び風屋地点における流出土砂益の変

化をみた。

最上流の単位河道では流出土砂愚は急激に減少

し、4回目の降雨以上は有意な流出土砂はみられな

い。これは河床表面にアーマコートが発達し、砂礫

の移動が停止する条件になっていたからである。

風屋地点では出水回数とともにウオッシュロード

の流出は減少している。 一方、掃流砂罷は河床材科

の粗粒化の影牌を受けて、 3回目の降雨までは比較

的顕著に減少し、それ以降全流出土砂菰の顕著な変

化は見られない。これは河床材料の粒度分布変化に

みられるように、 一旦粗粒化した河床表面が上流側

からの影響によって細粒化するような現象が起きる

からである。

以上のように、本予測法は一般に認知されている

比流出土砂祉と流域面積との関係や、流域が荒廃し

て流出土砂が増加した後、比較的早い段階に流出土

砂が減少するなどの特性を評価できる。 しかし、本

手法においては、河道貯留土砂の増減にかかわらず、

河床勾配を一定として扱う、河床材料の粒度分布の

変化は交換）晉だけを対象としているなど、これらが

結果に対してどのような影響を与えるかを検討する

必要がある。
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5.おわりに

本研究は、土砂流出と降雨流出とを同じ時空聞ス

ケールで取り扱い、しかも単純な方法でなるべく現

象の本質が評価できるような予測法の開発を目指し

たものである。ここでは、河道貯留土砂の侵食によ

る土砂流出を対象として検討し、 下記のような成果

を得た。

(l)河道の合流点に着目し、 二つの流入点と一つの流

出点から構成される土砂流出モデルを提案した。

流域における実際の河道を容易に再現でき、しか

も河道モデルと降雨流出解析との整合も容易であ

る。

(2)準線形の貯留型方程式から構成させる土砂流出モ

デルを提案した。解析は容易であり、準線形方程

式であることから数値解析法の違いによって結果

が左右されることは起こりにくい。

(3)本予測法を熊野川上流域で適用し、良好な結果が

得られるとともに、本予測法は比流出土砂最や荒

廃流域からの土砂流出が経年的に減少するなど、

従来から認知されている現象を評価できることな

ども示された。

今後は、単位流域における土砂生産や土石流など

による非連続的な土砂生産の取り扱いの問題があ

り、これらの検討を深めていきたい。
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発表2

林地斜面崩嬢監視モニタリング

システムの現地適用試験

東京大学大学院 鈴木雅一

1.はじめに

本研究は、林地斜面で生じる斜面崩壊を事前から

の予測で場所を特定し、発生時のリアルタイムモニ

タリングがどの程度可能であるかを実地にテストし

ようとする試みである。

本研究では、対象斜面を東京大学千葉演習林袋山

沢の斜面に設定した。それぞれ約Ihaの流域面積を

もつ袋山A流域、袋山B流域の2つの小流域からなる

袋山沢試験地では、従来から水文観測などが集中的

に進められてきたが、 1999年1月から4月にB流域を皆

伐して、森林伐採が流出鼠、水質をはじめ、様々な森

林環境に与える影響の調査が行われている。この流

域は、上流部に急傾斜の斜面を持ち、周囲の山地にお

ける既往の知見より、伐採後数年経過して伐採木の

根系が腐朽したときに楽雨があると、ほぽ確実に表

陪崩壊が発生する可能性があると考えられる。そこ

で、斜面崩壊を事前からの機器設置でモニタリング

するのに適する場所を選定し、伐採に伴う流域水文

観測に加えて、斜面崩壊モニタリング調査を進めた。

2.斜面崩壊のモニタリング手法

斜面崩壊モニタリングは、現状では斜面崩壊現象

の解明のために行われると位置づけ、斜面モニタリ

ングが確立していった場合も斜面崩壊発生の可能性

を持つ斜面は多数あるため、一般的な警戒避難に組

み込まれて用いられるより、重要な保全対象物のあ

る斜面に限られると考えられ、これらの場所での斜

面モニタリング手法の確立は、保全対象物の重要性

ゆえに必要性が大きい。

斜面崩壊は豪雨時に発生するが、毎年の最大の雨

が必ずしも崩壊を引き起こすレベルに達することは

ないので、崩壊発生時の土砂移動を記録するには、

地すべりや土石流のモニタリングに比べてもより長

い待ち受け期間が想定される。したがって、実際の

山地においてとくに林地斜面を対象に、斜面崩壊モ

ニタリングを行う際は、商用電源に依存しないシス

テム、計器類が流されたときでも記録だけは安全な場

所で収録されているシステムの構築が必要である。

計測項目としては、 l)気象、地下水文観測 （地下水

位、地温、水温など）、2）土塊移動観測があげられる。

降水最、土壌水分、地下水位などの継続的な観測と、

崩壊発生時の土塊移動の計測である。土塊移動観測

には、変位計などの計測機器系とビデオカメラによ

る画像系の観測の2種類が存在する。また、これらの

連続的な観測とは別に、地形、植生、表層土厘、透水

係数などの土壌水分特性、土質強度特性、根系の祉

と分布などの情報を該当斜面で取得する必要がある。

3.東京大学千葉演習林における斜面崩壊モニタリ

ングの概要とこれまでの経緯

東京大学千葉演習林は房総半島南部にあり、袋山

沢水文試験地はその中の北西部に位置する。標高は、

124mから227mで、地質は新第三紀層消橙砂岩阿で

ある。試験地は、 A流域 (0.80ha)、B流域 (1.0I ha) 

の二つの小流域よりなり、1929年植栽の70年生スギ、

ヒノキ林に覆われ、下層木はアオキ、サカキ、クロ

モジ、カシ類が生育していた。 A、B両流域の出口、

およぴ両流域をあわせた地点に三つの最水堰があ

り、 1992年以来流出量が観測されている。A、B両

流域の流出砿、地下水位、水質、地温、土壌水分、

土壌呼吸最などの観測資料を蓄積したうえで、1999

年1月から4月にかけてB流域のスギ、ヒノキ全木が

伐採された。伐採が水循環、水質形成などに与える

影響について伐採を行わないA流域の記録と対比し

て検討する調査計画である。

千葉演習林では、 1970年7月の房総南部豪雨によ

って、多数の斜面崩壊が発生した。崩壊発生直後の

現地調査と斜面崩壊の集中豪雨地域に限定した再集

計結果より、崩壊発生面積率と森林の樹齢の問に明

瞭な関係があることが明らかとなった。森林の樹齢

と崩壊発生の関係についてはすでに多くの検討があ

り、若齢林地の崩壊発生率が高いことが知られてい
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るが、千葉演習林では森林施業の単位而積が狭く、

斜面崩壊の集中発生地域に様々な林齢の林分が存在

したため、従来の報告よりも詳細な林齢区分で、崩

壊発生面積率と林齢の関係が得られている。

4.崩壊モニタリング斜面と実施中のモニタリング

モニタリング斜面は、根系の腐朽による土質強度

定数の低下を見越して、皆伐直後の現実に崩壊の発

生が予測される斜面を観測対象斜面として設定し

た。本斜面は、袋山沢B流域中腹に位置する北向き

0次谷斜面で、水平長25.lm、比高23.0m、平均傾斜

42.6゚ 、平均土層厚1.66mである。

土壌水分の測定にはテンシオメータを用い、 4地

点3深度、12本埋設し、1分に1回記録した（当初は5分

毎に記録し、5分間雨量が2.5mm以上ある時は1分毎）。

地下水位は、現地斜面の末端の谷筋に井戸を掘り、

そこでの地下水位を5分毎に計測した。

崩壊の直前に起こるといわれているクリープ現象の

測定、崩壊過程の土塊の移動状況測定を目的に斜面上

に伸縮計を設置し、1秒おきに測定し、通常は5分毎と、

Imm以上の変位が生じた際に記録するよう設定した。

雨枇は、斜面最上部の尾根筋に転倒マス型雨最計

を設置し、 5分毎に記録した。

温度は、銅ーコンスタンタン温度計により 5分毎

に測定した。

観測に関するすべてのデータはキャンベル社製

CRIOX-lMによりテンシオメータ、転倒マス型雨批

計のデータを計測するものと地下水位、伸縮計、温

度計、バッテリー電圧を計測するものの2台を現地

斜面最上部の尾根筋に設置し、データをロギングを

行った。風雨から守るために2台はプラ箱に収め、故

障の原因となりうる湿度、温度に対してはプラ箱内

に家庭用除湿剤を入れ、プラ箱外部をアルミ箔でコ

ーティングするなどの処骰を取った。崩壊時の流亡

に対処するため設置位粧付近の固定物 （ここでは皆

伐時に伐採された大きな切り株を選択）とCRIOX-

1Mを大口径のステンレス製針金により結びつけた。

5.モニタリング対象斜面における計測結果について

伸縮計計測の結果、気温や風等による観測値のパ

ラッキが認められるが、崩壊発生のモニタリングに

おいては無視できるものと思われる。

土壌水分計測の結果、降雨初期の状態においては

浸潤前線が斜面表層から地下部に向かって進行する
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ため、深度の浅いところほど降雨に対する圧力水頭

の反応は早いものになる。圧力水頭の立ち上がりの

タイミングは全体的な傾向として深度20cmが最も

早く 、ついでに深度が増加するごとに遅れて反応し

ていく傾阿にあることが確認される。

6.今後の課題

データロガーによる自動観測方式は、高時間分解

能での連続観測、崩壊発生時のデータの取得という

点では適しているが、観測記録の精度を検定しかつ

崩壊発生前のデータの長期連続性を保証するため

に、定期的な人手による直接観測との併用によるデ

ータ取得システムの構築や測定点数を増設し、要素ご

とに複数のロガーで並列的にデータを取得するシス

テムを構築する等のノウハウの客積が必要である。

斜面崩壊発生予測を精度良く行うために、モニタリ

ングシステムから得られる情報をもとに、没透計符モ

デルと斜面安定解析モデルからなる斜面崩壊シミュレ

ーションを構築する必要がある。浸透計算にあたって

は、計算初期条件設定のために斜面全体の土壌水分状

態を現地計測において把握しておかねばならず、土壌

水分測定点数の増設が必要であり、浸透計算による観

測値の再現のためには、斜面の不均一性を充分に考慮

したモデルを構築していくことが今後の課題となる。

斜而崩壊現象の実態を捉えるためには今後ビデオ

等による画像モニタリングのシステムの浮入が必要と

される。市販のハンデイカメラを用いたモニタリング

システムの適用が考えられるが、その場合においても

データロガーと連動して電源制御ができるようにビ

デオカメラを改良すること等の課題が残されている。

質疑応答の内容

質問l)

伸縮計の測定は1秒おきとしているが、実際に動

作するのか。

回答1)

現場でテスト済みである。

質問2)

土壌水分グラフ （因12)において、大降雨の反応

が鈍いのではないか。

回答2)

降雨の時間軸がずれている可能性がある。また、

新第三紀層という地質特性から降雨一土壌水分の応

答関係の複雑さも原因と考えられる。
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発表3

住民にわかりやすい防災システムについて

ー地域防災学習マップの作成一

（月）り材・亀すぺI)枝侑センター岳合け災固 菊井稔宏

はじめに

平成10年度から当センターの自主研究である「土

砂災害ソフト対策研究会」の活動として、土砂災害

発生後早い時期に現地に入り 、住民への聞き込みを

中心とする調査を行ってきた。その活動の一環とし

てあげられた成果を発表する。

土砂災害に対する警戒避難対策として、これまで

に建設省や都道府県を主体として様々なソフト対策

が実施されてきているが、十分な成果が得られてい

るとは言えない状況にある。土砂災害ソフト対策研

究会として聞き込み調査を行ってきた結果から、住

民も行政も土砂災害に対する危機意識が希博である

ことが、ソフト対策がうまく行かない根本的な原因

であるように思われた。危機意識を喚起するために

は周知 ・啓発 ・防災教育などを継続的に行う必要が

あるが、その具体的な解決策の1つとしてここで地

域連携防災システム (E.W.S.)と地域防災学習マッ

プ (C.W.M.)を紹介する。

1.誓戒避難に関する課題と解決策の 1つ

警戒避難に関する課題を大まかに言えば、行政側

では適正な避難勧告を出すためのシステムが十分に

整備されていない。また住民側では危険を認識出来

ないことにある。これに対する解決策の1つとして、

災害時の実績をもとに、雨最と現象（斜面の出水、

側溝の溢水、崩壊発生などの一連の流れ）を関連づ

けて監理することによって、雨批から危険を認識す

ることが出来ると思われる。

2.基準雨量について

危険を認識するための重要な指標の 1つとなる、

基準雨量についても若干触れておきたい。

まず空振りについて、よく「基準雨鼠は空振りが

多くて使えない」と言われるが、多くの場合「警戒

や避難のレベルまで達したが発生しなかった」こと

を以て「空振り」と称しているように思われる。し

かしその時CLまで達していなければCLとしては空

振りはしていない訳で、実はELやWLの設定の問題

である。これに対しては短時間降雨予測を利用する

ことによって精度の向上が期待される。

基準雨此設定の際のデータ（時刻、現象、降雨の

代表性）の吟味も重要である。災害発生時刻につい

ては、災害報告に記入された時刻と住民聞き込み調

査によって判明した時刻が数時間違う例もあった。

降雨の代表性については、5km離れた地点の降雨縁

が250mmと130mmと大きく異なる事例もあった。

また基準雨屈の利用のための努力も必要である

が、これまではあまりなされて来なかったように思

う。具体的には①プロック区分の細分化、②1度設

定された後の見直し、③わかりやすい表示の仕方、

などである。③については例えば、時系列グラフに

時間雨量とともに実効雨砿とCLを示したり、ある

いは現在の実効雨量を1本の棒グラフで示すなどの

方法を考えている。

3.解決に向けて

話を元に戻すと 、ソフ ト対策がうまくいかないと

いう問題を解決するためには、行政や住民が災害に

対する心構えを持つことが重要である。このために、

住民が防災体制の整備に参画し、行政機関と共通認

識のもと各々の役割を連携して遂行するような防災

体制の仕組みを、 「地域連携防災システム (E.W.S.）」

として提案した。

4. E.W.S．の確立はC.w.Mの作成から

行政と住民が協力して防災を考え、対応する

E.W.S．の一つの方法として、平時、豪雨時を通じて

防災対応を理解するための質料である、「地域防災

学習マップ (C.W.M.)」を提案する。C.W.Mは住民

参加で作成するので、住民への啓発に役立つ。

C.W.M.の内容は、通常の危険区域の他に①危険

性を判断するための情報、②避難のために必要な情
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報を掲載することとした。①としては過去の災害実

態や経験的な知識（聞き込みによる）、②としては

避難場所 ・避難経路 ・経路上の危険な箇所といった

従来からのものに加えて老人など災害弱者の居住状

況等、である。このような内容を記したC.W.M.は

住民に身近なものとなり 、理解されやすいという効

果が期待できる。

5. C.W.M作成のための調査

平成10年8月4日に土石流等による災害が発生した

新潟県佐渡郡東立島地区をモデルとし、 C.W.M．の

作成を行った。C.W.M.を作成するに当たっての調

査項目としては、自然 ・社会特性、災害履歴、防災

体制、危険箇所、点検箇所、危険度の判断指標と基

準、避難場所 ・避難路などがあげられる。調査にあ

たっては、地域住民との座談会や、災害時に住民へ

避難の呼びかけを行うなどの活躍をされた前区長 ・

端野さんへの数回にわたる聞き込み調査を行ったこ

とがポイントである。

調査結果をもとに、時刻と累加雨砒、発生現象

（斜而からの出水、側溝からの溢水、河）11の満水、

斜面崩壊など）を対応させ、時系列に災害状況を再

現した。諸現象の発生時の累加雨祉をまるめたもの

を災害総合基準雨最 (D.I.W.R.）と呼び、危険度判

断の目安とした。D.I.W.R.には、①今後も同じ雨鉱

で同じ現象が起こるか、 ②今回は累加雨最で示した

が実効雨位ではどうか、などの検討課題がある。

C.W.M.は2枚のマップとして作成される。1枚目

のマップは過去の災害時に、どの程度の雨が降り、

それによってどこでどのような現象が発生したかが

わかるよう記述されている。もう一枚のマップには

避難場所や避難路のほか、集落内の1戸］戸について

住民情報が記載されており、災害弱者の分布などを

把握することが出来るようになっている。そして、

これら2枚のマップ (C.W.M.)が一体となって地域

住民へ情報を提供しており、危険回避のための行動

に役立つ情報となっている。

まとめ

防災の基本は、行政と住民が災害に対する正しい

知識と十分な心構えを持つことに始まる。このため、

教育、啓発活動が継続的に行われる仕組みを確立す

ることが必要である。この仕組みとしてE.W.S．を提

案するとともに、東立島地区をモデルとして
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C.W.M．の作成手法を紹介した。

一般住民にとっては、実際に地元で生じた事実を

基に、自らが参画して整理した情報が最も信頼でき

るものであり、また住民と行政機関が一体となった

取組を行うことで、継続的なコミュニケーションが

期待される。このようなC.W.M．の作成は災害を教

訓として後世に残すための効果的な手段と考えられ

る。

今後は他流域においても、地域住民が理解しやす

い防災資料の一つとして、 C.W.Mが 整備されるこ

とを望む。これにより住民 ・行政が一体となった

E.W.Sが確立されることを期待する次第である。
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発表4

1999年のベネズエラ共和国

における土砂災害

（即）蒻愴すべり枝脩t乃骨揺繹 吉松 弘行

l. 1999年のベネズエラ共和国土砂災害 サンフリアン川流域においては、この顕著な扇状

1999年12月14~16日にかけて、ベネズエラ共和国

バルガス州は停滞する寒冷前線の影響により、記録

的な集中豪雨に見舞われ、死者30,000人、行方不明

者約7,200人を越える大規模な土砂災害が発生した

（ベネズエラ内務省速報値）。

この大規模な土砂災害の状況把握と復興計画策定

のために日本政府は2回にわたり砂防専門家チーム

をペネズエラ共和国に派遣した。

日本チームの担当 した被災流域は、当該地区で最

も流域面積の大きいサンフリアンとその西隣のチキ

ート渓流である。ここでは、これらの渓流で発生し

た土石流災害の実態について、 「サンフリアンおよ

びカムリ ・チキート /II土砂災害対策計画報告杏、

TICA2000」をもとに報告する。

2.ベネズエラ共和国の自然特性

ベネズエラ共和国は、南米大陸北端、 北緯 I~

12゚ 、西経60~73゚ の範囲に位骰しており、東部は

ガイアナ、南東部はプラジル、南西部はコロンビア

と国境を接し、北部はカリプ海に面している面積約

91万km1の国である。

国土は山地のアンデス地域、ガイアナ盾状地、ジ

ャノス平原地域、マラカイポ低地に概ね区分される。

災害の発生した流域はカリプ海沿岸のバルガス州

であり 、熱帯半乾燥気候区に属しており、 6~12月

が雨期、 1~5月が乾期となる。年間降水批はバルガ

ス州の中央に位置するマイケティア国際空港で

530mm (1950-L992年）、ナイグアタで612mm

(L951-1992年）と少ない。

サンフリアン流域およびカムリチキート流域は、

ピコ ・オリエンタル山 (2,410m)を最高峰とし、

標高2,000mを越す源頭部から一気に水平距離10km

区間をカリプ海へ注ぐ非常に急峻な地形を呈してい

る。特にサンフリアン流域では典型的な扇状地が発

達している。

地の面上に住居が発達し、 1980年代から始まったリ

ゾー ト開発もこの扇状地上で行われている。山地流

域の中流部付近には谷の侵食に伴って形成された古

い地すべり地形が認められる。

一方、カムリチキート流域においてはわずかに古

い崩壊地地形が認められるだけであり、顕著な扇状

地地形は発達していない。

地質は、花岡片麻岩～片麻岩で梢成されており、

龍裂に富むものの比較的堅固である。

3.集中豪雨の概要

誘因となった集中豪雨は約20日間もベネズエラ国

のカリプ海沿岸に停滞した寒冷前線によるものであ

り、降雨データは今回の災害により流失してしま っ

たため入手できたものは少ないが、マイケティア国

際空港の雨量観測データによれば、12月16日の日雨

批が410.4mm、14~16日までの3日間連続雨最は

91 I.Immであった。

日本チームの対象流域であるサンフリアンおよび

カムリチキー ト流域は最高点標高2,400m、流域の

勾配変化点付近でも標高800111程度であることから、

実際の降雨はマイケティアにおける降雨最よりはる

かに大きかったと考えられている。

4.土砂災害の実態

サンフリアン川はピコ ・オリエンタル山を水源部

に持ち、ほぽ南北に流下する流域面積約20.4km¥

河道延長約10km、比高差約2,500mの急流であり 、

海岸線付近に顕著な扇状地地形を有しており 、この

扇状地上に市街地が発達している。

土石流は扇頂部付近より氾濫を開始し、それ以前

に堆積した古い土石流ロープを避けるように首を振

りながら堆積した。扇頂部の出口付近に位置してい

たホテルでは、 土石流は二階部分を貰通してお り、

被災状況から推定される土石流の最大流動深は6~
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7m程度以上あったと考えられる。

士石流は旧河道から氾濫し、複数の土石流ロープ

を形成しながら堆積している。多砒の土砂流出は海

岸線を50m~lOOmほど前進させた。

斜面崩壊は大きく 2つのバターンが認められ、標

高100m付近においては、風化 した緑色片岩による

表層部の崩壊が主体となり 、斜面尾根部からほぼ円

形に近い形態で崩壊が拡大したものが主体である。

一方、標嵩1000m以上では、典型的な岩屑崩落型

でその形態は樹枝状であり、片麻岩で構成される急

斜面が片理面方向へ滑落するものが主体となる。

サンフリアン扇状地に氾濫した土石流堆積物を構

成する巨礫の堆積は標高約20m程度付近で顕著に認

められ、それより下流域ではより細粒な物質が卓越

する傾向が認められる。標高約100m以下が土石流

の堆積氾濫域となり、それ以上の標高では河床洗掘

が著しく、場所によっては古い河床堆積物を10m以

上にわたって洗掘している箇所も認められる。

土石流が流下した範囲内に存在していた構造物の

40％以上が半壊以上の被害を被っている。これらの

構造物の多くが木造～軽祉煉瓦の一般家屋であり 、

全壊 ・半壊の構造物の95％を占めている。

サンフリアン川流域における氾濫堆積土砂屈は約

1,627,000m.'と推定され、土石流の氾濫堆積面積は

扇頂部から海岸線までの約0.6km'に達する。

一方、カムリチキート流域はサンフ リアン川西方

に位爵する流域面積約9.8km'、河道延長約6km、比

高差約2,300mの渓流である。

地形的にはサンフリアン川とほぼ同様であるが、

流域面稽がサンフリアン川より若干小さいことと、

山体の開析がさほど進んでいないため、下流域には

顕著な扇状地地形が認められない。

土石流の堆積は、扇状地上流域のU字谷内から発

生したため、サンフリアン）I［と異なり、土石流の扇

頂帯での首振現象などが見られず、単純な堆積形状

を示している。土石流の氾濫堆積土砂量は約

679,000m¥堆積面積は約0.23km'と見積もられ、海

岸線が沖合に約IOOm程度前進 した。

カムリチキート流域では構造物が少なかったた

め、あまり大規模な災害へと発展せず、被災家屋数

も26棟であった。

5.土砂災害対策の立案

このような大規模土砂災害を受け、日本国政府は
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砂防専門家チームを2回にわたり (2000年2月1日～

14日および4月3日～6月2日）派逍した。

第2次調査チームは、サンフリアン流域およびカ

ムリチキート流域における砂防計画の立案と、サン

フリアン渓流の中流部にワイヤーセンサーの設置を

行った。

砂防計画は各流域の土砂氾濫特性、地形特性およ

び堆稜物の粒度組成等を反映させ、流域ごとの土砂

処理方針を設定し、砂防施設配置計画を立案しベネ

ズエラ政府に提出してきたところである。

6.最後に

今回の土石流災害は砂防施設が整備されていない

都市化された扇状地上で発生した典型的な都市型災

害である。航空写真判読および現地調査結果より河

道内や扇状地上に古い土石流堆積物が複数認められ

ることなどから、地形、地質的条件から士石流の流

下、堆積しやすい流域であったと考えられる。今後

一 日も早く砂防工事を箔手し、地域の安全空間を創

出するとともに、ワイヤーセンサーによる土砂流出

監視と住民への防災教育を中心としたソフト対策を

実施することが重要であると考えられる。

最後に今回の土石流災害からベネズエラ共和国の

早急な復興を祈願するものである。
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