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1    はじめに

　早いもので、1991年の普賢岳火砕流大惨事から20年
になる。溶岩ドームの形成をともなった4年3ヶ月にわ
たる噴火活動時の火砕流と土石流による被害は、想像
を絶するものであった。
　私は、その当時、九州大学理学部付属島原地震火山
観測所所長の職にあったが、この噴火災害を振り返る
とき、先ず脳裏をかすめるのは、何故43人もの死者が
出たのかという虚しさである。死者が出た上木場地区
には、8日前に避難が勧告され、住民は苦痛な避難生
活を強いられていた。死者のうち20人が報道関係者で
あったが、彼らには島原市災害対策本部を通じて、繰
り返し退去を要請していた。死亡した12人の消防団員
は、一旦退去していたが、一部報道関係者による避難
住民の留守宅の電源や電話の無断使用が発覚したた
め、大火砕流発生前日に警備のため上木場に戻ったば
かりだった。ほんの直前に、危険の切迫を知らせに入
域した警察官２人も、報道陣が退去していれば、死な
なくて済んだはずである。死者を出した最大の原因は、
報道陣の過熱した取材競争と、報道の自由と使命感の
根底に潜む特権意識であったと思っている。
　次に浮かぶのが、自衛隊と大学を一体化した極めて
実用的な火山監視である。自衛隊は目視のほか、レー
ダーや暗視装置など、戦闘用の偵察機材を持ち込み、
24時間態勢で火砕流を監視した。また、九大観測所に
は、自衛隊員3人が常駐し、地震計のペンレコーダー
が描く火砕流発生の瞬間を捉え、現場監視班と連携し
て、その流下方向（谷番号）と先端位置（何合目）を
実時間で無線発信した。また、延べ1400機ものヘリコ
プターで、空中観測を支援してくれた。『大学の火山
学と自衛隊の戦闘力』を融合させた画期的な火山監視
態勢で、それらの成果は、行政の危機管理や災害警備、
さらには砂防工事の安全確保にも寄与した。
　そして三つ目が、自衛隊や消防、市町職員による決
死的な火砕流や土石流に対する緊急応急防災工事と、
やはり危機管理上の問題で、公的記録に残されていな
い砂防にまつわる警戒区域の設定･解除に関しての、
当時の建設省と県、市町と九大観測所長との攻防で
ある。
　危険な普賢岳山麓での建設省による砂防工事は、最
終的には画期的な遠隔操作による除石や砂防ダムの建

写真-1 1991年6月30日発生の最初の大土石流（左）と古地図に
描かれていた土石流跡（荒地：右）
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3    最初の大土石流発生、古に学ばず！

　降灰は激しさを増し、1991年6月30日夕方、ついに7㎞
離れた海岸に達する大土石流が発生した。水無川は6
月8日の大火砕流で、R57より400ｍ上流域が埋没して
いたため、土石流は水無川を外れて2筋になって流下、
初めて住宅地を襲い海に達した写真-1左。最近その存
在を知った江戸時代の古地図によると、そのルートが、
2筋の荒地として描かれていた写真-1右。また、住民
によると、このルートは、昔から土砂が流れ下ってい
たと言い伝えられていたが、住宅が建ち並び、古の教
えは生かされなかった。

4    砂防基本計画策定さる

　火砕流・土石流が頻発するなか、砂防施設の構築は
急務となった。11月25日、建設省の第1回雲仙普賢岳
火山砂防検討委員会（委員長：武居有恒京都大学　名
誉教授、事務局：砂防・地すべり技術センター）が開
催され、基本計画の策定方針が検討された。委員だっ
た東京大廣井脩助教授は、「住民が何を望むかが、防
災街造りの原点だ」と述べた。応急対策として、6月
30日の大土石流流路に沿って広域農道の海側に遊砂地
（1号）と導流堤を導入することが提案された。太田「導
流堤を造れば安中地区を二分してしまう。住民に受け
入れられないと思う。水無川を拡幅すれば済むことで
はないか」と疑問を呈した。委員会終了後、小林英昭
砂防事業調整官から「そんなに目立つものではなく、
完成後は緑化する。内側は農地として利用出来るよう
にする。県の要望でもある」と、どこかの事例写真を
示して説明を受けた。当初の応急計画では、導流堤の
高さは2m、既存道路の多くを残し、逆ハの字型の導
流堤の間隙ぬって通行可能というものであった。

　年明けて1992年2月7日の長崎新聞記事によると、
「安中被災住民代表らが、大規模土石流に対する防災
措置を早急に取るよう県に要請」とある。県の大塚担
当理事は、「水無川上流域での土石流対策は、警戒区
域である以上難しい。（警戒区域外の）広域農道より
海側に遊砂地を早急に完成させたい」と答えている。
　行政側としても事態の打開は急務であった。2月11
日の県主導の警戒区域等の調整会議（地元関係自治
体、国出先機関、九大観測所等で構成）を前に、鐘ヶ

設技術が確立され、完璧に目的が成し遂げられた。無
人化工法でのダム建設は、普賢岳山麓で初めて実用化
された世界に誇るべき技術である。今では当然のよう
に受け止められている工法だが、そこに至るまでの、
地元での決死的な土砂災害防止への努力があったこと
を知る人は少ない。
　ここではこれらのうち、三つ目の砂防に関する様々
な出来事について、時系列的に追ってみたい。

2    土石流と火砕流の発生開始

　1990年11月17日に普賢岳が噴火を開始した。翌
1991年2月より噴煙活動が活発化し、懸念していた
最初の土石流が5月15日に発生し、水無川最上流の平
原橋が壊された。19日には中流の筒野橋が流失した。
そのすさまじさに驚かされたが、振り返ると、これら
は序の口であった。
　5月20日に溶岩ドームが出現、成長を開始した。5月
24日には、最初の火砕流が発生した。火砕流には、火
道の深部からマグマが爆発的に噴出して発生する爆発
型と、地上に噴出した高温の溶岩が、局部的に崩落・
破裂し、内包するガスを噴き出しながら山の斜面を駆
け下る崩落型とがあるが、普賢岳のものはすべてが後
者であった。相次ぐ火砕流は、流路には灰混じりの岩
屑を堆積させるだけではなく、大量の火山灰を撒き散
らし、土石流発生の危険性を高めて行った。
　5月26日、水無川最上流の治山ダムでの作業員が、
樹木に降り積もった高温火山灰の崩落で火傷を負っ
た。そこで鐘ヶ江島原市長に電話し、上木場地区住民
を避難させるよう要請した。市長は、直ちに避難勧告
を発令した。
　火砕流はその後も頻発し、流下距離を徐々にのばし
た。そして6月3日に第1回目の大火砕流が発生し、4.3
㎞流下した。その先端は避難勧告地域内の上木場地区
に留まったが、同地区で取材していた報道関係者など
43人が死亡した。その後の7日、高田知事の強い説得で、
島原市長はR57より山側に警戒区域を設定した。住宅
地域での警戒区域の設定は全国で初めてであった。8
日には第2回目の大火砕流が発生、R57の30m山側に
達したが、警戒区域内に留まったため、死者はでなか
った。市長は即日警戒区域を海岸まで拡大した。
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になっていて、赤松谷の谷底とは約30ｍの高低差があ
ったが、6月半ばには20ｍ近く埋まっていた。懸念した
流域の山の寺住民から、この「鞍部にダムを造るよう
行政に働きかけて欲しい」との電話があった。
　その頃、建設省の池谷浩土石流対策官は、普賢岳対
策に情熱を傾けていた。6月19日11時頃、思い切って
同対策官に「中の間川源頭部対策は緊急を要します。
ご検討を願いたい」と電話した。14時03分に「早急に
実行する」との回答があった。
　7月1日、山の寺での第1防護フェンスが着工された。
場所は源頭部の鞍部ではなく300m余り下った谷間だ
った。第2防護フェンスが、山の寺そうめん流し付近
の右岸に設置された。それぞれ7月から8月にかけて完
成し、やがて治山ダムも設置され、山の寺住民は安心
出来た。11月になると、この鞍部と赤松谷の谷底との
差は4m前後になり、火砕流が乗り上げ、中の間川の
約200ｍ下流までの樹木が焼けた 写真-4,5。

6    噴火活動一時的鎮静化へ

　9月になると、溶岩噴出が順調に低調化した。8日の
警戒区域等調整会議では、R57より海側の避難勧告を
解除、警戒区域も一気にR57より数百ｍ山側へ押し上
げられた。これは砂防工事推進のための布石であった。
18日に開催された建設省の第3回雲仙普賢岳火山砂防
検討委員会では、警戒区域が解除されたR57山側に応
急対策としての3号遊砂地の新設と作業員の安全対策
が検討された。これで砂防工事が一気に進展すると期

江市長が来訪し、「遊砂地構築や水無川の除石のため、
R57より海側の警戒区域を解除したい」とのことで、
緊急を要することからやむなく同意した。9日の新聞
には、「警戒区域一部緩和、土石流工事目的に」の見
出しの記事が掲載された。調整会議では原案どおり了
解され、市長は県による除石の期待を表明した。
　3月1日、8か月ぶりに大土石流が発生、流路は前年
6月30日のものとほぼ同じであった。15日にはR251や
島原鉄道線路の一部が埋没した。国道と水無川下流域
では、埋没と除石のいたちごっこが続いた。
　5月には1号と2号遊砂地が完成、その下流には、導
流溝が設置された写真-2 図-1。

5    決死の盛り土と土
ど

嚢
のう

積み

　R57より海側の警戒区域外での応急砂防工事は順調
に進められたが、問題は山側で、水無川支川のおしが
谷川は、従来、上木場地区では平原橋上流で水無川に
合流していたが、火砕流堆積物が厚さを増してくると
流路を変え、土石流が北側の眉山山麓の地山を深く浸
蝕するようになった。そのため、それまで被害を免れ
ていた白谷・天神元・札の元・門内各町内（約150世帯）
への流れ込みが懸念された。そこで、5月12日、警戒区
域内の白谷町筒野で緊急土留め工事が、自衛隊や消防・
県市役所職員らによってなされた。そこは火口から4.3
㎞で、既に火砕流が幾度も襲っていた写真-3。
　他方、南側の赤松谷も火砕流で急速に埋っていった。
この谷に直交し、南に伸びる中の間川の源頭部は鞍部

写真-3 筒野土堰堤・土嚢積み（上側が下流方向）写真-2 応急砂防工事として設置された遊砂地

sabo vol.106 Mar.20114



待された。
　11月になると、溶岩噴出の勢いは、最盛期の四分の
一に低下し、このままいけば2、3ヶ月後には、もしか
したら終息するかも知れないと思われた。1993年2月3
日に3号遊砂地が完成した図-1。

7    噴火活動劇的に復活！

　1993年2月2日、噴火活動が劇的に復活し、溶岩噴
出を再開した。溶岩ドームは、最盛期並みの勢いで成
長を始めた。3月15日の大土石流では3号遊砂地が見事

①1993.3.5-7　三角山西側築堤支援 ⑤1993.5.25-26  水無川流路掘開工事
②1993.4.7-11　筒野堤防復旧・補修工事 ⑥1993.12.1-13　応急堤防工事（約550m）
③1993.5.19-6.4 上木場 鋼矢板打設（約200m） ⑦1994.1.24-3.7　応急堤防延長工事（約850m）
④1993.5.25-26　赤松谷流路掘開工事

写真-4 火砕流熱風で焼けた中の間川源頭部。赤松谷から
山の寺そうめん流しまで約600m。

写真-5 山の寺熱風防護第1フェンス（奥）と第2フェンス（手前）。中央の治山
ダムはフェンス完成直後に構築された。南側・下流側上空より俯瞰。

図-1 砂防施設基本構想施設配置図（1992年10月13日県発表）に自衛隊による警戒区域内での応急防災工事位置（陸上自衛隊幕僚監部、自衛隊派遣行動史、1997）を示したもの。　②の1次作業は消防、市職員との共同作業。

sabo vol.106 Mar.2011 5

特集
雲仙普賢岳噴火災害から20年



は同意した。
　6月17日に開催された建設省九州地方建設局の第2回
土石流緊急応急対策検討委員会では、大土石流頻発を
受けて活発な議論が展開された。京都大水山高久助教
授「砂防計画の完成度に対応した安全率確保の推移を、
時間軸をもって表示しないと、住民の理解と協力が得
られにくいのではないか」、太田「導流堤と水無川両
岸の嵩上げで、本当に安全を確保できるのか。この間
（三角地帯）は放棄して、計画導流堤の左岸と水無川
右岸、或はさらに南側の現在被災地の南限にラインを
引き、周辺への被害の拡大防止のための対応を急ぐべ
きではないか。特に1号ダム左袖の早期着工をお願い
したい」、武居委員長「着工順位をつけてやるべきだ。
その順序でしたい」、建設省「応急対策・緊急対策には、
基本的に優先順位はない」、委員長「分かった」、吉岡
市長「（三角地帯の）鎌田町の被災を受けていない区
域を放棄するとはとても云えない。導流堤の右岸側も
造って欲しい。また、国道５７号線のバイパス（後の
島原深江道路）を早急に造って欲しい」、建設省「前
向きに検討したい」。
　6月18-19日に大土石流が発生、遂にR57の水無川橋
が流失した。以後、8月20日まで断続的に発生、自衛
隊が打設した上木場～筒野の鋼矢板は、満身創痍なが
らも、どうにか役割を果たしたが、土嚢や鋼矢板での
対応に限界を感じた。6月18日には、北側の千本木地
区でも土石流が氾濫するなど、想像を絶する展開をみ
せた。
　6月21日未明、大火砕流が水無川沿いに4.5㎞流下し、
スーパー砂防ダム建設予定地をこえ、避難勧告地域設
定ライン50m手前で止まった。不合理で無理な警戒区

に機能し、巨大岩塊や流木はスリットダムで捕捉、泥
流のみ水無川へ流下した。しかし、その後の8月にか
けての土石流は激しく、3号遊砂地は埋没してしまった。

8   建設省雲仙復興工事事務所開設さる

　1993年4月6日、砂防施設直轄施工のため、待望の建
設省雲仙復興工事事務所が開設された。4月28、29日に、
同事務所の開設を待っていたかのように、それまでで
は最大規模の巨大土石流が発生し、水無川中心に扇状
に大氾濫、中流に架かる広域農道の茶屋の松橋が流失
した。

9    再び決死の鋼矢板打ち

　水無川上流の上木場眼鏡橋付近（火口から約4㎞）
から白谷の筒野にかけては、左岸がさらに大きく侵食
され、火砕流も乗り上げ始めた。白谷から門内にかけ
ての住宅地の危険性は深刻さを増し、対応は待ったな
しに追い詰められた。そのため、5月19日から6月4日
にかけて、約300ｍにわたり自衛隊による決死の鋼矢
板680枚の打設がなされた。火砕流は2分足らずで到
達するため、避難用の装甲車を待機させていた写真-6 
図-1-❸。
　5月22日、県消防防災課堀江邦年参事が来訪し「ス
ーパーダム（1号ダム）予定地を、警戒区域から避難
勧告地域に格下げしたい」という。「噴火活動は活発
化している。それは無理だ」と反対した。24日の調整
会議での格下げ提案は見送られた。

10     警戒区域縮小の攻防加速

　復興工事事務所は、警戒区域内での施工が出来ない
状況だった。6月16日、吉岡市長が来訪し、「1号ダム
建設のため、警戒区域の一部を解除せよとの建設省か
らの要望がある」という。太田「解除すべきではない。
1号ダムを造っても直ぐ満杯になる。溜まった土砂の
除去は不可能だ。これまでの経験から、ダムが満杯に
なったらかえって被害が拡大する。それより現在の避
難勧告地域内で鋼矢板打設、さらには白谷から門内に
かけての集落を守るため、1号ダム左袖の部分だけで
も早期着工を要求したらどうか」と進言すると、市長

写真-6 上木場の火砕流堆積物の中で鋼矢板を打設する自衛隊
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域・避難勧告地域の縮小で、薄氷を踏む思いであった。
6月23日から24日にかけては、大火砕流が千本木地区
を襲い1人が死亡、集落はほぼ壊滅した。火砕流は警
戒区域を越え、避難勧告地域に達していた。
　6月26日、安中方向へも大火砕流が流下、避難勧告
設定ラインを超え、さらにはR57も越えた。幸い深夜
であり、水無川橋が流失していたため通行不能で、人
身事故はなかった。
　大火砕流発生で、当日予定の第26次警戒区域等設定
調整会議が、時間を繰り上げて招集された。ぶっつけ
本番の協議であったため、激論が交わされた。
　吉岡市長「（R57より約80m山側の）避難勧告地域
設定ラインを島鉄線路まで下げ、警戒区域は拡大しな
い」、太田「火砕流がR57を超えている。広域農道よ
り山側は警戒区域とすべきだ」、市長「土石流対策工
事が出来なくなる」、市長は、一歩も引かない剣幕だ
ったが、高田知事の「人命を考えなければならない。
大事をとって広域農道まで警戒区域を広げよう」とい
う裁断で、市長も「致し方ない。広域農道を通れるよ
う、警戒区域設定ラインを道路の山側としたい」と了
承した。
　7月4～5日、中尾川下流で土石流氾濫、R251は、北部
の前浜町と南部の安中地区で通行不能となり、島原市
街地は孤立した。7月16～17日にも大土石流が発生、安
中地区は、真新しい扇状地と化してしまった写真-7。
　7月になると、土石流災害の拡大に対し建設省は、池
谷土石流対策官らが半年程前から検討していた除石の
無人化施工に向けて、その技術提案の公募に踏み切った。

11     自衛隊堤防構築へ

　地元では、砂防ダム着工が待ちきれなくて、応急対
策に必死であった。7月19日、吉岡市長が来訪し「白
谷～門内間（警戒区域内で導流堤計画場所）での応急
堤防の構築を自衛隊にお願いしたい。また、2号遊砂
地の除石のため、警戒区域を避難勧告地域に格下げし
たい」とのことであった。応急堤防は了としても、格
下げには即答を避けた。その日の夕方に大火砕流が発
生、水無川沿いに5.5㎞流下しR57を再び超えた。上木
場～筒野では、自衛隊打設の鋼矢板が埋没した。30日
の第27次調整会議では、2号遊砂地一帯の警戒区域解
除は見送られた。

　吉岡市長が土堰堤構築を自衛隊に打診してみると、
島原半島担当の第16普通科連隊を管轄している第4師
団は、安全上対処困難、築堤は能力を超え、効果にも
限界があるとして実行不可能と回答した（陸上自衛隊
幕僚監部、自衛隊派遣行動史、1997）。
　8月12日の第28次警戒区域等調整会議では現状維持
を決定したが、事態切迫を受け、いつもはない本音の
話し合いがなされた。
　吉岡市長「2号遊砂地の除石のために警戒区域を解
除する予定であったが無理だ。建設省には、即時着工
の準備をお願いしていたが、実現できなくて申し訳な
い」、太田「工事のための警戒区域解除は、今後止め
るべきだ。深江町は、警察の災害警備隊の監視下で、
警戒区域内で盛り土工事をした。R57より海側の危険
性は、同じ警戒区域内であっても、山側に比べればは
るかに低い。建設省が検討している安全・避難対策で
十分なので、（2号遊砂地の除石に）着工してもよいの
ではないか」、島原広域圏消防本部丸田源二消防長「災
害が拡大するなか、警戒区域だからといって手をこま
ねいているわけにはいかない。避難勧告に落としたか
らといって安全性が増すわけではない。これまでのよ
うでは、土石流に対する防災対策は前に進まない。何
とかならないものか」、建設省雲仙復興工事事務所井
原邦明砂防課長「事情はよく分かっているが、危険区
域に業者を入れて作業を命じられるかどうか、局内で
理解が得られていない」、島原警察署長島彰署長「警
戒区域を解除すると、どうしても人が入ってくるので
避けるべきだ」、太田「これまで工事のために避難勧
告地域に落とした場所での砂防工事で、火砕流による
事故は起きていないが、運がよかったと考えるべき

写真-7 相次ぐ土石流氾濫で形成された安徳新扇状地（最大幅1.3㎞）
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部（R57より海側の導流堤建設予定地）は、警戒区域を
解除し避難勧告地域とします。……今回の措置は、防
災工事を行うためのぎりぎりの選択であり、避難勧告
地域であっても危険なことに変わりなく、工事関係者
以外は絶対に立ち入らないで下さい」と、火山活動状
況の説明とは矛盾するような警戒区域一部解除がなさ
れた。その目的が、防災工事のためであると明言した
初めての行政措置となった。警戒区域には業者を投入
できないので避難勧告地域に格下げするという行政の
論理である。市長の要請に配慮して格下げに妥協した
が、火砕流による人的被害が発生した場合、火山研究
者として、社会的批判を受けるのは覚悟のうえであった。
　これでR57より海側での左岸導流堤鋼矢板打設や1
号・2号遊砂地の除石・拡張工事着工への道が開けた。
しかし、R57より山側での課題は未解決であった。
　10月27日と28日に、吉岡市長は当初計画の約半分
の長さの500ｍに短縮した応急堤防構築依頼のため、
第4師団長と西部方面総監を訪問したが、回答は保留
された（陸上自衛隊幕僚監部、自衛隊派遣行動史、
1997）。11月10日吉岡市長より「3号遊砂地左岸の土盛
りの件、自衛隊を警戒区域内に投入出来ないか。総監
はやる気がある。次の雨に間に合わせたい」との電話
があり、「やってもらえるならお願いしたらいい」と
返事した。そしてやがて自衛隊投入が決定した。
　12月1～13日に、自衛隊により応急土堰堤（550ｍ）
が命がけで施工された写真-8 図-1-❻。
　12月13日、竣工した堤防を現地視した横地貞総監が、
「画竜点睛を欠く！　さらに上流に延長し、L形にし
なければ、被害拡大防止にならない」と一喝した。随
行していた私が「上流側は民間業者のボランティアで
施工すると島原市長が云っていました」と告げると、
硬い表情で「指揮所に戻って検討する」と現場を引き
上げた。その結果、自衛隊による延長工事へと進展す
ることになった。

　1994年1月24日から3月7日にかけて、R57の山側（上
木場～筒野間：現在の1号砂防ダム左袖のやや山側）
では、緊迫したなかで、自衛隊により応急堤防の延長
（約850ｍ）工事がなされた写真-9 図-1-❼。この間、
火砕流のため3日半にわたり作業を中止した。まさに
命を賭した戦闘であった。1月29日の毎日新聞には、「警
戒区域での応急防災工事、行政は責任逃れ。自衛隊任
せの現状」、「工事の都合で線引きが変わる警戒区域」

だ。今後は、このようなやり方は止めて、安全対策を
講じながら、緊張感を持って警戒区域内で工事して欲
しい」、吉岡市長「R57号線より山側では建設省が工
事出来ないようだと、市独自で応急対策を講じること
を検討している（市長は、自衛隊の投入を交渉してい
た）」。
　この頃、R251では、最高で約4m厚の土砂が堆積し
ていた。相次ぐ国道の埋没で除石が追いつかず、最後
には氾濫土砂を転圧、仮舗装して通行に供していた。
　9月9日、土木学会全国大会（福岡）での特別講演を
依頼された。そこで「今島原では、火砕流・土石流被
害が拡大しています。しかし、正面対決は出来なくて
も、側面から流れを変えれば、これ以上の被害拡大は
阻止できます。世界に冠たる技術大国日本、摩天楼（超
高層ビル）も海底トンネルも建設し、人類が月面に着
陸可能なこの時代に、日本の土木界は、警戒区域が設
定されている上木場での防災工事を、自衛隊や消防団
に頼り切っています。この現状に、割り切れないもの
を感じています」と発言した。今思えば、砂防とは無
関係で、現地の事情を知らない多くの出席者には、そ
の意味がよく分からなかったかも知れない。その発言
の背景には、下流域での被害拡大のため、いわば土砂
災害対策には素人の自衛隊や消防団、市町職員による
上木場での決死的な有人作業の実態があった。
　災害の拡大で、地元住民の突き上げもあり、市長も
追い詰められていたに違いない。9月21日、市長より
「次の警戒区域見直しで、R57より海側の建設省の導
流堤建設予定地を、警戒区域から避難勧告地域に落と
したい。作業関係者以外は入らぬように、柵をしても
よい」と電話があった。太田「砂防工事のために避難
勧告地域のままにしていた千本木で死者が出た。また、
国道57号線の山側縁石まで避難勧告地域を押し上げた
とき、その山側に出店とパーキングが出来て、安全対
策上苦慮したことなどを教訓として活かさなければな
らない。あくまで、警戒区域内で安全対策を講じて施
工することを定着させるべきだ」、市長「建設省の壁
は厚すぎる」、太田「了解は出来ない。それでは政治
的に判断すればよい」と突き放した。市長は「調整会
議で反対しないで欲しい」と苦悩していた。
　9月28日の第30次警戒区域等調整会議では「マグマ
の供給には全く衰えが見られず、危険な状態が続いて
います。しかし、今回は札の元・門内・大下町の各一
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と指摘した、神戸金史記者執筆の記事が躍っていた。
　2月16日、建設省雲仙復興工事事務所では、第1回普
賢岳直轄砂防事業に関する安全対策委員会が開催さ
れ、R57より山側での自衛隊応急堤防の補強や3号遊
砂地の機能強化と、上流側隣接地に4号遊砂地新設工
事のための安全対策が検討された。火砕流到達時間を
3号遊砂地まで4分、R57号線まで5分であることから、
九大観測所からの自衛隊実時間発信情報や目視監視情
報を基に、発生後1分で避難の必要性を判断、残りの3
～4分で車両を使って避難するか、作業現場の連結シ
ェルターに駆け込む案が提案された。

12     建設省ハイテク技術を結集
　　　──画期的な無人化施工着手──

　2月、R57より山側奥の警戒区域内で自衛隊が有人
作業をする中、建設省は、R57に隣接する警戒区域内
外で、除石工無人化施工試験を開始した。そして2月
25日の第34次調整会議では、「溶岩ドームは隆起と北
西へのせり出しで危険な状態にあるので、警戒区域設
定に変更はない。自衛隊の強力な支援と国・県・市町
の努力の結果、現状で可能な土石流に対する応急対策
工事は完成した」とのコメントを発表し、砂防に関わ
る警戒区域設定・解除の攻防戦は終結した。
　その後、建設省は、建設業者の知恵と技術に支えな
がらも、世界で初めて無人でダムを建設する偉業を成
し遂げた。日本の砂防技術も、やはり世界に誇れるも
のであった。

13     あとがき

　実態を後世に伝えたい一念で、普賢岳噴火時に体験
した一部を記した。私が知らないことも多々あったは
ずである。公にはされないこともあるであろう。
　普賢岳噴火に関連して依頼された講演で、「警戒区域
や避難勧告地域の設定ラインはどのようにして決めた
か？」との質問をよく受けた。「勘と駆け引きです」と
答えると笑いが起きた。あざ笑いにも思えた。
　防災のプロから見れば、ハザードマップに基づいて
科学的に判定するのが常道なのであろう。だが現実に
は、砂防工事のほか、様々な社会的要素も考慮しなけ
ればならない。地域経済や住民生活への影響と危険性
とを両天秤にかけながらも、極限の判断を模索せざる
をえなかった。また、行政の独走を阻止するため、妥
協せざるをえない場合もあった。どのような批判を受
けようと、今振り返ってみて悔いることはない。この
普賢岳での出来事を他山の石にして頂ければと願って
いる。
　そしてまた、もし、普賢岳噴火で、有珠山2000年噴
火の時のように、国の機関が陣頭指揮を執っていたら、
どのような采配をしていただろうか。このような思い
もふと脳裏をかすめる。ただ奇怪なことに、普賢岳噴
火時の警戒区域や避難勧告地域の設定範囲は、世界で
初めてハザードマップに基づいて決定されたとする有
識者の見解が蔓延し、既定事実化しようとしているが、
当事者の一人として、これだけは容認出来るものでは
ない。 （所属・肩書きはすべて当時のもの）

写真-8 自衛隊施工応急堤防（第1次、全長550ｍ）。下流側上空からの俯瞰。 写真-9 完成した自衛隊応急堤防（全長1400m）。上流側上空からの俯瞰。
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