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１．はじめに

　2010年8月7日未明に中国甘粛省甘南チベット族自治州舟曲県
（Zhouqu）において、豪雨に伴う大規模な土石流により、1765
名の死傷者、行方不明者を出すなど、甚大な被害が発生した。
（社）日本地すべり学会では、共同研究協定を結んでいる甘粛省
地すべり・土石流研究会からの依頼を受け、2010年10月15日か
ら21日まで土石流災害現場の調査を行い、原因や対策について
助言を行うことになった。筆者はこの調査団の一員として参加
する機会を得たので、その概要を報告するものである。

２．調査団の構成と概略スケジュール

　今回の学術交流・災害調査団の概略位置図及び調査行程を
図-1、表-1に、調査団構成を表-2に示す。現地視察は10月16日
～19日にかけて甘粛省南部の土石流及び地すべり地を視察し
た。舟曲県の土石流災害現場は17日の午後のみの視察であった。
また、20日には蘭州大学において開催された「舟曲特大型土石
流災害防止学術討論会」（シンポジウム）に参加し、日本側か
ら4件の発表を行った写真-1。
　なお、現地視察には、台湾、香港、成都の研究者が加わると
ともに、シンポジウムでは蘭州大学の学生を含め約300名が参
加し、甘粛省科学院自然災害防治研究所、中国工程院、蘭州大
学など合計11件の発表が行われた。21日には甘粛省自然災害防
治研究所において日本調査団から現地調査結果を踏まえ土石流
と地すべり対策に関する提案を行った。

3．舟曲県土石流災害の概要

3.1 流域概要 1）

　表-3に今回土石流災害が発生した三眼峪 （Sanyanyu）と
家峪 （Luojiayu）の流域諸元を示す。

流域周辺の年平均降雨量は435.6mm、最大年降水量579.1mm、
最小年降水量253mmであり、5～9月の降水量が年間降水量の
75.8％を占める。1回の降水量として25mmが年1～2回、30mm
が平均1回は毎年有り、ここ数年来の最大の1回の降水量は
63.3mmである。
　三眼峪 では10分間雨量強度が5～8mm以上、30分間雨量強
度が10mm以上になると土石流が発生し、小規模な土石流が各
支渓で毎年発生している。比較的大規模な土石流は大きな谷の
流路と小さな谷の流路の中で平均的に年2～3回発生し、1823年
以来173年間に比較的大きな土石流が11回発生、1989、1992年
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現地視察概略位置

日 内　容 調　査　地　等
2010年10月
15日（金） 出国 成田➡上海➡蘭州

16日（土） 現地視察 蘭州➡（岷県）➡宕昌

17日（日） 現地視察 宕昌➡舟曲（三眼峪、 家峪他）

18日（月） 現地視察 舟曲➡武都➡隴南市

19日（火） 現地視察 隴南市➡成県➡蘭州

20日（水） シンポジウム 蘭州大学

21日（木） 現地視察、
座談会

蘭州市内、甘粛省科学院地質
自然災害防治研究所

表-1 調査行程等
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の土石流の経済的損失は2400万元以上、今回の災害が発生する
までの間では、1992年6月4日の土石流が最大で、河口での流量
は196.6㎥ /s、このときの土石流は、谷出口の痕跡から313.5㎥
/s、流動深5.8mである。また、50年確率の流量が203.1㎥ /s、
土砂量10.6万㎥である。
　流域内には、地すべり8箇所、総体積1303.9万㎥、崩壊箇所
58箇所、崩壊面積0.92㎢、河床堆積物約1029万㎥、総合計5163
万㎥のうち、土石流として移動可能な量は約2510万㎥と示され
ている。
　当該流域は、西秦嶺構造帯の西に延びた部分に位置し、イン
ド・中国の燕山とヒマラヤ山脈などの多くの造山運動の影響を
受け、区域内の構造は非常に複雑で断層が発達し、強烈に褶曲
され、流域の上下流に広く分布する二畳紀前期の灰白色～灰色
の石灰岩層は極度に破砕され、渓谷は激しく侵食下刻されてV
字型あるいは狭く深いU字型を呈している。
　さらに、舟曲県は強烈な地震活動区域に属しており、記録に
残る大きな地震は9回に上り、紀元前186年、紀元1634年、1879
年、1960年、2008年等の地震により、崩壊等が発生しやすい環
境にある。
3.2 災害時の状況 2）

　土石流は、8月7日の夜11時30分頃発生した。この原因と
なった一連の豪雨は、23時～24時の1時間雨量で77.3mm/hr
（40min）、4時間で99.6mm/4hを記録した図-2。この土石流に
よる流出土砂量は、三眼峪 で142.4×104㎥、 家峪 で32.7
×104㎥、このうち38.5×104㎥の土砂が白竜江に堆積し天然ダ
ムを形成したと報告されている。
3.3 土石流発生前後の衛星画像

　写真-2に三眼峪 と 家峪 の災害前後の衛星画像を示す。衛
星画像は表-4に示すもので、（株）パスコより提供いただいた。
　この災害前後の画像から、三眼峪 について次のことが確認できる。
• 山頂付近から樹枝状の侵食跡が認められる。
• 山頂付近～上流域では、崖錘堆積物や渓床堆積物を侵食した痕
跡が認められる。
• 中下流域では、災害前に比較して侵食により河床が大きく広がっ
ている状況が認められる
• 大規模崩壊や大規模な天然ダムを形成した跡はみられない。
• 下流扇状地部の氾濫域では左右に複数の流路を形成している。
　これら特徴から、土石流の発生～流下状況として以下のことが
推察される。
• 土石流は上流域の複数の支川から発生し、中下流域の河道を流
下した。
• 土石流は流下しながら河床の堆積土砂を侵食し、土石流規模を
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表-2 調査団の構成　　　　　　　　　　　　　　（50音順、敬称略）

流域名 流域面積
（㎢）

主流路長
（㎞）

最高標高
（m）

出口標高
（m）

比高差
（m）

平均勾配
（％）

三眼峪 25.75 10.4 3825 1317 2508 24.1

家峪 16.60 9.5 3780 1317 2463 25.8

表-3 流域諸元1）

写真-1 蘭州大学で開催されたシンポジウム開会式（左端は鵜飼団長）

図-2 災害発生時の雨量2）

土石流発生前 土石流発生後
名　称 ALOS Quick Bird
撮影時期 2007年4月17日 2010年8月15日

運用機関 宇宙航空研究開発機構
（日本） Digital Globe社（USA）

分 解 能 パンクロ約2.5m
マルチ約10m

パンクロ約0.6m
マルチ約2.4m

表-4 衛星画像

時刻（hr）

120

100

80

60

40

20

0 20 21

累
計
降
雨
量（
m
m
）

22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08

舟曲

sabo vol.105 Jan.2011 17



増大させていった。
• 土石流は複数波流下し、
扇状地（谷出口）より左
右に分かれて氾濫した。
3.4 三眼峪 現地視察概

要

　現地視察を行うことが
できた範囲は、谷出口か
ら上流約1km程度の区間
である。この区間には
写真-3に示す①～④の位
置に4基の砂防ダムが設
置されていたが、これら
4基のダムは、いずれも
破壊され本堤及び袖の一
部が残されているのみで

あった。②に位置するダムの状況を写真-4に示す。このダムは
昨年完成したものとの説明を受けたが、天端厚は３ｍ、堤体表
面は練石積、内部は空積となっており、他のダムも同様な構造
であった。
　写真-5,6は氾濫開始点（谷出口）から下流及び上流側を見た
ものである。谷出口付近の河床勾配は約８°前後で、この勾配
を保ったまま扇状地を流下し白竜江に至る。この谷出口付近
の土砂の痕跡から、土石流の流動深を2.5～3.0ｍ、川幅75ｍと
して流速及び流量を求めると流速6.9～7.8m/s、流量は1290～
1750㎥ /sとなり4）、既往の報告2）と調和的である。氾濫域には
直径2～5m程度の巨レキが点在し、現在は、幅約10ｍの水路が
掘られていた写真-7。氾濫範囲は、幅100～300m程度である。
　土石流の直撃を受けた下流の建物では、1階は土砂で埋没、1
～2階の壁や柱は破壊され、土石流の影響は4階にまで及んだこ
とがわかる写真-8。
　三眼峪 流域では、1992年にも土石流災害が発生しており、
住民は土石流の危険性を理解していたが、これほどの大規模な
土石流は想定していなかった。また、舟曲県政府は土石流の危
険性は理解していたものの、強制的に土地利用を規制すること
はなかったとのことであった。現在、甘粛省政府はこの地域の
2万人を移転させる計画を検討しているとの説明を受けた。
　さらに、地質災害マップは発生頻度を3つに分け、危険性の
高いところから作成を行っているものの、いまだ作成・公表さ
れておらず、住民は何も知らされていない状況にある。
　なお、今回被災したエリアは新しく建てられた住宅が多く、
被害を免れた街（写真-9左側）は100年以上も前から住民が暮写真-4（写真-3 ②）の砂防ダムの状況

写真-3 災害前後の写真で認められる砂防ダム

土石流発生前 土石流発生後

写真-2 災害前後の衛星画像4）
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らしている古い街で、現在でも約2万人が生活しているとのこ
とであった。

おわりに

　ここでは、主に三眼峪 の現地状況について報告したが、21
日には甘粛省自然災害防治研究所において日本側から現地調査
結果を踏まえ土石流と地すべり対策に関する提案を行った。詳
細については地すべり学会誌に掲載予定4）である。
　舟曲県は蘭州市から直線で約250km、車で約6時間程度かけ
ての移動となる。長江上流の甘粛省甘南チベット族自治州に属
し、周辺に有名な都市や観光地はないため、日本人をみかける
ことはほとんどない地域である。三眼峪 は約2時間弱の視察
であったが非常に貴重な経験であった。
　今回は9月7日の尖閣諸島における中国船長逮捕により日中関
係が悪化するなか、調査に派遣されることとなった。しかしな
がら、10月21日には蘭州において甘粛省人民政府の郝 副省長
はじめ、甘粛省幹部が出席してレセプションが設けられ、日本
地すべり学会に対し、学術研究交流と日本の土砂災害対策技術
への期待が述べられた。成都を含む複数の都市で反日デモが行
われていることをインターネットで知り、帰国後は蘭州でも反
日デモが行われたことが報道されたが、実際に蘭州にいてもそ
のような雰囲気は全く感じられなかった。
　最後に調査期間を通じて、鵜飼団長をはじめ調査団員の皆様
には大変お世話になった。記して感謝する次第である。
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写真-5 谷出口から下流方向

写真-6 谷出口から上流方向

写真-8 下流保全対象の被災状況

写真-7 氾濫域の状況

写真-9 三眼峪 全景

sabo vol.105 Jan.2011 19


