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平成24年6月19日砂防会館シェーンバッハ・サボーにおいて、３名の講師をお迎えし、(一
財)砂防・地すべり技術センター講演会を開催しました。当日は台風４号影響下の悪天候に
もかかわらず、280名もの方々にご聴講いただき、誠にありがとうございました。以下に
講演の概要を掲載します。
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台風12号による深層崩壊発生場
──発生前後の詳細DEMを用いた地形解析結果

１．はじめに
　2009年に台湾で発生した小林村の深層崩壊以来、深
層崩壊が強く注目されている。深層崩壊は極めて短時
間に、かつ大規模に発生するため、被害軽減のために
は、その発生場所を予測することがきわめて重要であ
る。従来の研究では、重力による斜面の変形が深層崩
壊に移り変わるとの見方があるが、未だに深層崩壊
の発生場所の予測手法は確立されていない。そこで、
2011年9月に発生した台風12号による紀伊山地の深層
崩壊を対象に、その発生前後の地形を詳細DEMデー
タおよび空中写真に基づいて比較を行い、発生前の地
形を明らかにすることで、今後の深層崩壊の発生場所
の予測に資するための研究を行った。
２．地形・地質と災害の概要
２．１地形・地質

　紀伊山地は標高1,915mの八経ヶ岳を最高峰とする
山地で、高標高部には古地形面が広く分布している。
この古地形面を河川が下刻し、この下刻に伴って足元
をすくわれた斜面で重力による斜面変形と崩壊が発生
している。
　地質は、最北部に三波川帯と秩父帯が分布し、その
南側の広い範囲は四万十帯となっている。四万十帯は
白亜系の付加コンプレックスからなる北帯（日高川帯）
と古第三系の付加コンプレックスとに分けられる。今
回の災害発生の主要部は四万十帯に位置しており、混
在岩が広く分布していた。

２．２降雨と深層崩壊の概要

　８月30日17時からの総降水量は、紀伊半島の広い
範囲で1,000mmを超え、奈良県北山村では総雨量が
2,439mmを記録した。台風12号による崩壊発生の特徴
は、表層崩壊がきわめて少なく、深層崩壊が散点的に
発生したことである。いずれの崩壊も降雨終了時から
10時間以内に発生している。
　台風12号により紀伊山地一帯で発生した深層崩壊は
50箇所以上であった。これらの崩壊により奈良県では
15箇所で山村が孤立し、被害が長期化した。
３．方法
　調査対象は、50箇所の深層崩壊のうち規模が大きな
14箇所とした。これら14箇所の崩壊のうち、台風前
の詳細DEMデータが取得されている10箇所について
DEMデータを用いた地形解析を行った。また、DEM
データがない残りの箇所については、国土地理院が
1976年に撮影したカラー空中写真を用いて崩壊発生前
の地形を観察した。なお、崩壊地の分布は、国土地理
院と国土交通省近畿地方整備局の各ホームページに掲
載された台風12号関連情報を参考にした。
４．結果と考察
４-１　崩壊のスケール

　崩壊地の面積を１mメッシュのDEM	または国土地
理院発行の10mメッシュのDEMを用いて計測した。
その結果、最大規模のものは、548,500㎡の栗平の崩
壊、次いで赤谷の崩壊423,700㎡、これらのうち最も
小規模のものは坪内Aの崩壊で、面積35,800㎡であっ
た。崩壊深を最大深さの２分の１として崩壊体積を算
出すると、栗平の崩壊が約1,500万㎥、赤谷の崩壊が
約1,000万㎥であった。栗平の崩壊体積は、2009年台
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地質構造を呈しており、少しずつ土塊が移動して限界
状態となっていたところに今回の降雨が誘因となって
崩壊が発生したと考えられる。また、多くの深層崩壊
で斜面下部の小規模な崩壊が事前に発生しており、こ
れらの斜面では変形が進んだと同時に斜面下方から不
安定化も進んだと理解される。このことから斜面頭部
の小崖と下部の崩壊の組み合わせは深層崩壊の危険信
号であると考えられる。
５．おわりに
　深層崩壊の発生場所を崩壊前後の１mメッシュの
DEMを用いて解析した結果、ほとんどの崩壊は発生
前に斜面上部に小崖を有していたことが分かった。小
崖の変形量は斜面全体の大きさに比べて小さく、それ
らを客観的に抽出するためには詳細DEMが有効であ
ると考える。

湾小林村の崩壊の半分強、2005年の台風14号による耳
川流域の最大の崩壊（330万㎥）の5倍程度であった。
４．２見かけの摩擦角

　見かけの摩擦角（末端と冠頂を結んだ線の傾斜角）
は17°から28°で平均22°であった。また、等価摩擦係
数は0.31から0.53で平均0.44であった。大規模な崩壊
では、崩壊の体積が増加するほど等価摩擦係数が小さ
くなることが知られており、台風12号によって発生し
た深層崩壊は従来の大規模崩壊と同様の傾向を示した。
４．３崩壊発生前の微地形

　崩壊発生前後の詳細DEMデータが取得されている
崩壊について、崩壊発生前の地形と崩壊の輪郭とを詳
細に比較を行った。いずれの深層崩壊もその頭部とな
る部分に小崖あるいは線状凹地を伴っており、それら
が崩壊の輪郭とほぼ一致していることが明らかであ
る。崩壊地の多くは、面構造と断層で挟まれた楔形の
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新燃岳噴火と南九州の火山活動

１．南九州の火山活動の特徴
　南九州には11の活火山が分布し、このうち過去100
年に６火山が噴火するなど、わが国で最も火山活動の
活発な地域である。
　鹿児島県では、1968年頃から地震火山調査研究協議
会などの場で行政と専門家が情報交換を行い、連携を
図ってきた。1992年度からはハザードマップの作成検
討を開始し、各火山の火山防災マップが公表された。
1996年度には、鹿児島県防災会議が地域防災計画・火
山災害対策編を決定した。2000年12月の開聞岳や諏訪
之瀬島での地変時には、県、大学と気象台が迅速に調
査を実施し、活動評価結果と必要な措置についての助
言が関係自治体になされた。
　桜島では、2006年の昭和火口噴火を契機に、関係自
治体、気象台、京都大学、大隅河川国道事務所で構成
する桜島防災連絡会が組織され、月1回の割合で情報
交換と協議を行っている。

２．新燃岳噴火
　霧島山は、北西－南東に約20㎞、北東－南西に約10
㎞の広がりをもち、最近500年間に、新燃岳、御鉢と
硫黄山で噴火が発生している。
　新燃岳では、2011年１月19、22、26日朝に小噴火が
発生した。26日15時頃から噴煙規模が拡大し多量の噴
出物が降下した。約４時間後に噴煙は弱まったが、翌
27日にも２度の顕著な噴火が発生した。その後２月１
日には、強い衝撃波を伴う爆発的噴火が発生し、空振
による被害が生じた。爆発的噴火は2011年９月まで間
欠的に発生した。１月26日からの噴火直前の前兆は観
測されなかったが、噴火の進展に伴う変化が各機関で
モニターされ、噴火に伴う地下のマグマ溜まりの変化
が記録された。GPS観測では、噴火前に地下でマグマ
の蓄積が進行し、噴火によってマグマが放出された過
程が捉えられた。
　近年、霧島山周辺で初めて経験する本格的な火山噴
火であったため、噴火警報の伝達に一部問題があった
が、各自治体の規制等の対応は円滑になされたようで
ある。2009年に作成されていた火山防災マップが警報
発表や規制実施に役立ったと考えられる。霧島山は宮
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①昭和火口が次第に拡大して、1970～1980年代のよう
な爆発的噴火活動へ移行する
②昭和噴火のような火砕流、溶岩流出を伴う中規模噴火
③大正噴火のような大規模噴火
の3つを挙げ、①の可能性が高く、②の可能性もあるが、
直ちに危険が迫ることはなく、③の可能性は低いとの
見解が示された。結果的には、噴出量はピーク時の半
分程度であるものの、最も厄介なシナリオ①が進行し
ている。
　GPS観測によれば、姶良カルデラ周辺の地盤の膨張
が続いていることから、当面の噴火活動は、さらに爆
発的噴火活動が活発化に向かう可能性が高い。今後地
下深部からのマグマ移動が急増すれば、溶岩流出の可
能性もある。
４．おわりに
　火山噴火の予知は、実際は厄介である。有珠山のよ
うに、ある程度の周期性をもって活動するのは例外的
で、顕著な地変が数年続いても噴火しない例も多い。
また、噴火のたびに噴火の場所や様式が変化すること
がある。
　桜島や新燃岳（霧島山）については、事前に火山観
測体制が整備されていたことから、噴火の兆候や噴火
開始後の噴火活動や地下のマグマ活動の変化を追跡す
ることができた。このように、火山災害軽減のために
は、観測体制の整備と関係者が連携して火山防災に取
り組むことが大切である。南九州の火山活動は今後も
活発な状況が続くと予想されることから、各火山を注
意深く監視することが必要である。

崎・鹿児島両県にまたがり、市町によって関係するハ
ザードが異なる、しかも噴火災害に経験のない自治体
関係者が多い。そのような状況のなかで、政府支援チ
ームの活動が果たした役割は大きい。
　新燃岳では2011年12月以降、深部からのマグマ供給
はほぼ停止していると見られるが、2012年４月末に韓
国岳西方で群発地震が発生するなど、火山活動は依然
として活発な状態である。今回の噴火に匹敵する享保
噴火は、終息までに約2年を要しており、噴火活動が
終息したと結論できる段階ではない。
３．桜島の火山活動
　桜島は歴史時代に４回の大噴火が発生し、中腹や麓
から溶岩等を噴出している。1914年大正大噴火後の約
20年間は静穏であったが、1935年頃から中小噴火が発
生、1946年に桜島南岳東斜面の噴火口から溶岩が流出
した。この噴火後数年間は静穏であったが、1960年か
らの数年間と1972年から約20年間は、多量の火山灰を
放出する噴火活動が継続した。
　2004年に地元自治体、大隅河川国道事務所、鹿児島
地方気象台、学識経験者で構成される桜島火山防災検
討会が発足し、ハザードマップの改訂、観測監視情報
等の共有など防災対策の検討が開始された。2006年3
月にはハザードマップが住民に配布され、説明会が開
催された。
　2006年６月４日、昭和噴火口跡で噴火が始まったが、
明瞭な前兆は観測されなかった。この噴火後、桜島爆
発対策連絡会議では、当面10年間の見通しのシナリオ
として、
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グローカルな取り組み
──次世代へつなぐ緑化プロジェクト

１．はじめに
　足尾町は栃木県の最西部、利根川の一大支流渡良瀬
川の源流に位置し、銅山と共に歩んできた町である。
16世紀半ばには採掘が始まっていた足尾銅山は、江戸
時代には幕府直轄の銅山として繁栄し、明治維新後、

民営鉱山になると相次ぐ富鉱の発見と先進技術の導入
により、産銅量は飛躍的に増え近代日本の発展を支え
る大きな原動力となった。しかし一方で周辺に大規模
な環境破壊をもたらした。銅山による濫伐で保水力を
失った足尾の山は大雨のたびに鉄砲水となり、鉱毒は
渡良瀬川を流れ下り被害は流域一帯へと広がっていっ
た。また、源流域の足尾の山々は、製錬所から排出さ
れる有毒ガスにより2,400haとも3,000haともいわれる
地域が荒廃してしまった。

sabo vol.112 Oct.201216 sabo vol.112 Oct.2012



講 演 会 報 告

２．緑化事業、苦闘の歴史
　足尾の緑化事業の歴史は、1897年（明治30）、明治
政府が治山事業を指示したことに始まる。しかし製錬
所から有毒ガスが発生しているなかでの緑化事業はな
かなか成果を挙げることができなかった。1956年（昭
和31）、有毒ガスから硫酸を回収する施設が完成し、
そこから緑化事業は本格的にスタートした。植生盤や
植生袋の使用に始まり、ヘリコプターによる吹き付け
まで、あらゆる方法が駆使された。こうして足尾の緑
化事業は、煙害地の約半分の面積に緑化工事が施され
たといわれている。
３．足尾に緑を育てる会結成
　1995年、足尾に緑を育てる会の前身である ｢わたら
せ川協会｣ の総会に先立ち、1988年に建設省により砂
防を目的に設置された「大畑沢緑の砂防ゾーン」の荒
地にサクラの苗木10本とクスノキの苗木２本を有志で
植えた。雑談のおりに、「足尾にも花見ができるとこ
ろがあればいいね」という何気ない会話がきっかけで
ある。しかし、このときの苗木は見事に枯れてしまっ
た。翌年、宇都宮大学農学部の谷本丈夫教授を招き、
実際に現地で植樹活動のレクチャーを受けた。このと
きの「きみたちは花見をしたいだけなのか。この荒涼
たる風景を見てなにも感じないのか」という谷本教授
のひと言が、荒廃している山を見慣れていた私たちの
心のスイッチを切り替えた。その後、「わたらせ川協
会」創立に関係のあった上流下流の市民グループが集
まり、｢足尾に緑を育てる会｣ を結成、植樹活動が始
まった。
４．第１回春の植樹デーを開催、官民協働の大きな流れ
　1996年５月の第１回目の春の植樹デーでは、苗木や
黒土、道具を持ち寄り、160人が大畑沢に集まった。
砂礫まじりの土は大きな石がゴロゴロ出てきて穴を掘
るのもひと苦労であったが、この日は約300㎡の場所
に100本の苗木を植えた。1998年の第３回春の植樹デ
ーからは、駐車場の上部急斜面が、国土交通省によっ
て等高線に沿って階段状に整備され、植樹参加者は安
心して作業を進められるようになった。植樹地を「官」
が整備し、そこに「民」がボランティアで植樹活動を
するという、官民協働のシステムができ上がった。そ
の後、植樹する楽しさと景観のよさから参加者は毎年
増加し、2010年にはこれまで最高の1,850人の参加者
数を記録した。

５．足尾ならではの環境学習
　国土交通省渡良瀬川河川事務所では、1993年より砂
防広報活動の一環として小学校等の体験植樹の受入れ
を行ってきた。希望者が年々増加してきたことから、
2002年より当会に業務を委託され、連携を図りながら
体験植樹の支援を行っている。当初は小中学校を中心
に50～60団体が参加してたが、最近では、社会貢献を
兼ねた高校生・大学生や企業・各種団体なども加わり、
サポートする年間の団体数は200に迫る勢いである。
６．運動の広がり
　春の植樹デーと体験植樹の他にも、年間行事として
７月に夏の草刈デー、11月に秋の観察デーのほか、毎
月第３土・日曜日は作業デーとして草刈や苗木管理、
土作り、鹿除けネットの補修などを行っている。また、
「地球環境―いま、私たちにできること」をテーマに、
2000年からは毎年８月に足尾グリーンフォーラムを開
催している。さらに足尾砂防ダムのある銅親水公園の
一角に足尾環境学習センターが2000年に開設され、緑
化の歴史や環境問題に関する展示が行われている。
７．未来遺産に登録
　私たちの活動はじつに多くの人たちに支えられ、こ
れまで16年間続けてくることができ、だんだんとその
活動も認められるようになってきた。2011年12月には、
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟のプロジェクト未
来遺産に登録された。今回登録された当会の「渡良瀬
川源流の森再生プロジェクト―足尾銅山の荒廃地に植
樹―」では、「日本のみならず世界の環境問題の原点
となるプロジェクトであり、国土交通省・林野庁・栃
木県・地域住民・観光客・小中学校・大学の産・官・学・
民の連携と今後100年を見据えて子供と共に行う壮大
さ、また日本だけでなく世界のモデルとなりうる環境
復元活動である点が高く評価された」との評価をいた
だいた。
８．展望
　活動を通し、一度壊してしまった自然を取り戻すこ
との困難さを、今、私たちは肌で感じている。鬱蒼と
したかつての森を再生するには、まだまだ気の遠くな
るような歳月が必要である。「足尾の山に100万本の木
を植えよう」のスローガンのもと１年に１万本植えて
100年続けと、活動への参加を通して、次世代、また
次の世代へとつなげていきたいと考えている。

sabo vol.112 Oct.2012 sabo vol.112 Oct.2012 17


	講演①：台風12号による深層崩壊発生場──発生前後の詳細DEMを用いた地形解析結果
	講演②：新燃岳噴火と南九州の火山活動
	講演③：グローカルな取り組み──次世代へつなぐ緑化プロジェクト

