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平成25年6月18日砂防会館シェーンバッハ・サボーにおいて、恒例の弊セン
ター講演会を開催しました。来賓の国土交通省大野砂防部長ご挨拶の後、3
名の講師によるそれぞれに興味深い講演内容を、当日315名もの方々に聴講
いただき盛会のうちに終わりました。以下に講演の概要を掲載します。
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土砂災害を巡る災害情報の動向

はじめに
　2011年3月11日に発生した東日本大震
災の避難実態を把握し、今後の防災分
野の発展に役立たせることは非常に重
要である。そこで、東日本大震災におけ
る津波避難実態の把握および課題の抽
出を行い、現在の土砂災害対策方針に
反映させることによる避難率の上昇及び
被害軽減対策の検討を行った。

１. 東日本大震災の実態と課題
　東日本大震災において、浸水地域の
住民約60万人のうち、死者・行方不明
者数は約2万人に及ぶ。津波避難実態
を調査し避難方法及び災害情報に対す
る課題の抽出を行った。
1-1 津波避難実態

　津波から避難した人の避難形態は3
種類に分けられる。一つめは地震後に
直接避難場所に避難した「直接避難
型」。2つめは地震後に用事を済ませて
から避難した「用事後避難型」。3つめ
は津波が迫ってきてから避難した「切迫

避難型」。
「直接避難型」および「用
事後避難型」で津波に巻き
込まれた人は5％程度となっ
ているが、「切迫避難型」で
津波に巻き込まれた人は49％

となり、最も巻き込まれ率が高い。
1-2 ハザードマップの活用状況と課題

　震災地域ではハザードマップが整備
され浸水予想地域が公表されており、
震災前にハザードマップを見たことがあ
る人に調査を行った結果、非浸水予想
地域に比べ浸水予想地域の住民のほう
が地震が起きた際、津波が来ると思っ
ている割合が約20％程度高く、津波に
対する避難意識は高いことが分かった。
　しかし、実際の避難実態をみると、
非浸水予想地域と浸水予想地域の住民
はともに「直接避難型」が約50％、「用
事後避難型」が約40％、「切迫避難型」
が約10％となっており、避難形態の割合
に差がないことが分かった。さらに、
ハザードマップを自宅に貼っており日頃
から見ている人の割合は浸水予想地域
の「切迫避難型」が一番高いが、地域
ごとの避難形態の割合には差がない。
これは、ハザードマップが避難に対する
「意図（意識）」には影響を及ぼすが、「避
難（行動）」に対しては影響を与えていな

いと言える。つまり、避難（行動）に移
るためには情報の他に、地域規範や周
囲の呼びかけ、また他者を守ったり、
業務を継続することへの配慮が必要で
あると考えられる。

２. 土砂災害にみる災害情報の活用
　土砂災害により毎年多く被害が発生し
ているが、施設対策による被害軽減に
は財政的な制約や住民との合意形成等
の課題があることから早急な対策として
は限界がある。このため、土砂災害警
戒区域や警戒避難体制の整備や住民自
らが前兆現象を見つけ避難することが
重要となる。しかし、東日本大震災のよ
うに大規模な揺れによって危機感を感じ
る人は多いが、土砂災害は降雨が誘因
となることが多く、日頃から降雨には慣
れていることから土砂災害に対する危機
感を感じにくい。
　そこで、土砂災害発生地域における
被害状況と住民による前兆現象の捕捉
状況を調査した。その結果、被害を受
けていない住民と被害を受けた住民は
共に6割の人は外の様子に注意をしてお
り、3割の人が土砂災害の前兆現象を見
聞きしていた。外の様子に注意していた
住民の多くが確認していたのは、川や
沢の様子であり、崖の変化に気がつい

田中 淳
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総合防災情報研究センター長
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極端豪雨による複合土砂災害とその対策に向けて

講 演 会 報 告

はじめに
　最近、降雨強度が100㎜ /hrを超える
ような局地的短時間豪雨や広範囲に総
降雨量が2,000㎜を超えるような豪雨に
よる土砂災害がしばしば発生している。
前者は表層崩壊や土石流、フラッシュフ
ラッドなどを引き起こし、後者は深層崩
壊のような大規模な崩壊の危険性を高
める。これらのハザードは単独でも災害
をもたらすが、複数の大小規模の現象
が同時または連続して発生すると災害が
巨大化することもある。このような複合
土砂災害は、広域の安全を脅かす極め
て危険な災害として捉えるべきである。

１. 複合土砂災害とは
1-1 土砂災害に関係するハザード群と

 複合土砂災害

　土砂災害の原因となる土
砂のハザードには、落石、
がけ崩れ、渓流からの土砂
流出などの小規模な現象か
ら、表層崩壊、土石流、護
岸の崩落などの中規模な現

象、深層崩壊、天然ダムの決壊による
大洪水などの大規模な現象まで、様々
なスケールの現象がある。土砂災害と
関係したハザード群の構成要素の規模、
空間分布、発生タイミングは、同じ地域
であっても降雨条件などによって異なり、
それぞれのケースで形態の異なる土砂
災害が発生する。
1-2 複合土砂災害を引き起こす

 台風の特徴

　2009年と2011年に、総降雨量の大き
い降雨をもたらす台風が台湾と日本を襲
った。台湾に上陸した台風MORAKOT
（8号）と紀伊半島に多量の雨をもたらし
た台風TALAS（12号）である。この２
つの台風による豪雨には共通した特徴
がある。まず、降雨強度が過去の最大
値と比べてそれほど大きいとは言えない

が、台風の進行速度が遅く総降雨量が
極めて大きいこと、また降雨域が広範
囲にわたることである。総降雨量が大き
い結果、両者ともに多数の深層崩壊が
発生し、天然ダムも形成された。

２. 複合土砂災害の視点と対策
2-1  台風MORAKOTによる

 小林村での土砂災害

　高雄県甲仙郷小林村では、小規模な
土砂移動から始まり、土石流による橋
の破壊や浸水により避難が困難な状況
になり、それに引き続いて深層崩壊、
天然ダムの形成と決壊という大規模な
土砂移動が起こった。このような連続し
た土砂移動現象による複合土砂災害が
小林村での災害の特徴である。
　深層崩壊や天然ダムの決壊などの大
規模現象が発生するような大規模土砂
災害の場合、安全な場所への避難が基
本的な対策になる。この観点からすれ
ば、一連の現象の中の最終的な深層崩
壊ではなく、小林村の場合は橋を流失
させた土石流が重要な現象である。複

た人はほとんどいなかった。これは、
川や沢は水位が増えることから目につき
やすいが、崖はどこを見るべきで、どの
ような現象であれば避難するべきという
指標が分かりにくいためである。

３. 現在の土砂災害情報体系に
　  対する課題
　現在、土砂災害においてはハザード
マップ等の整備や気象情報等災害情報
（例：大雨洪水警報等）が発表されてい
る。しかし、土砂災害の発生がより切
迫していることを伝える「土砂災害警戒
情報」は「警報」ではなく「情報」であり、

土砂災害警戒情報の運用実績も低く、
発表後の災害発生率はこの4年間では約
4％となっている。したがって、気象情
報等災害情報だけでなく、他の情報と
組み合わせての発令や端的に危機感を
感じる情報発信等の改善策が必要であ
る。また、住民が前兆現象を把握しや
すくするために、前兆現象を捕捉しやす
い方法及び着眼点の提示が必要である。

４. 今後の土砂災害情報体系のあり方
　東日本大震災の避難状況を踏襲する
と、情報名称だけで行動に結び付ける
ことは、なかなか難しい。そのため、

気象情報等災害情報の名称ではなく、
土砂災害への警戒をレベル区分し、レ
ベル区分別の危険性の状況と取り得る
「避難（行動）」を明確に示す必要があ
ると考える。
　気象庁と国土交通省砂防部では平成
24年度に「土砂災害への警戒の呼びか
けに関する検討会」を開催し、降雨予
想と土砂災害警戒情報の現状と実績を
整理し、土砂災害に関する知見及び国
土監視技術の取り組み状況を踏まえ、
土砂災害発生情報を活用した情報と対
応してとるべき行動によるレベル区分を
用いた表現の導入を進めている。

藤田 正治
ふじた まさはる

京都大学防災研究所
流域災害研究センター 教授
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平成23年9月紀伊半島で発生した河道閉塞・深層崩壊箇所の対策の方針について

合土砂災害の視点で見ると、避難警報
の後、土石流により避難経路が遮断さ
れるまでの20時間が地域外へ避難する
かを決断する時間帯であったと言える。
しかし、この時点では深層崩壊の危険
性がまだ低い状態にあり、この時点で
深層崩壊の危険性をどの程度認識でき
るかが問題である。
2-2. 台風TALASによる

 十津川流域での土砂災害

　十津川流域では土砂災害警戒情報が
発表されてからすぐに倒木で道路が封
鎖され始め、半日後には土砂流出によ
る道路の封鎖、浸水が発生している。
この頃から小規模な深層崩壊が発生し
始めている。また、その半日後には深
層崩壊の規模と発生数が増加し、流域
は大変危険な状態となっている。深層
崩壊が発生するような降雨が予想されて
おり、土砂災害警戒情報が出てからすぐ
に地域外に避難しても、道路が遮断さ

れるまでの半日程度しか余裕がないこと
になる。
　なお、十津川流域では台風が紀伊半
島からかなり離れた時点で大規模な深
層崩壊が多数発生した。住民の意識と
して台風通過後やや安心した時に大規
模な深層崩壊が多発することは、災害
を助長する原因の一つになると考えら
れ、ソフト対策を考えるうえで重要な事
項である。

３. 複合土砂災害に対する対策
　深層崩壊が発生するような場合、深
層崩壊の前に中小規模の土砂災害によ
り広域避難が困難になることが予想さ
れるので、肝心なことは、広域避難のタ
イミングを十分考えた警戒情報システム
の構築、避難を可能にする小規模現象
に対するハード対策を十分に行うことで
ある。
　どのハザードが災害プロセスの中で

避難行動のキーとなるのか、この点を明
確にすることが災害の軽減につながる。
複合土砂災害のプロセスを豊かな想像
力で予想し、適切な時期に避難するこ
とが重要である。

４. おわりに
　気候変動による将来の降雨予測に関
する研究では、今後極端豪雨の頻度が
増加することが予測されているが、とく
に総降雨量の極めて大きい豪雨が降る
ことが懸念されている。
　これまで土砂災害に対してハード対策
とソフト対策が整備され、その効果が
発揮されている場合も多い。しかし、
外力としての降雨条件がその極端化によ
って厳しくなりつつあり、深層崩壊の発
生の危険性が高まっていることを考える
と、これまでの対策は必ずしも十分では
なく、土砂災害に対する防災・減災の考
え方の転機に差し掛かっていると言える。

はじめに
　平成23年の台風12号がもたらした豪
雨により、紀伊半島の奈良・和歌山両県
では深層崩壊等の大規模な土砂災害が
多数発生し、甚大な被害を被った。こう
した被災地への土砂対策工事を推進す
るため、昨年の4月6日に紀伊山地砂防
事務所が設置された。紀伊山地砂防事
務所では大規模な土砂災害から一日も
早く地域の安全を確保し、復興の基礎
となるべく奈良・和歌山両県の9地区に

おいて、河道閉塞や深層崩
壊への対応，土石流対策を
実施している。
　昨年度は「河道閉塞等対
策検討委員会」を設立し、
緊急対策工事に引き続き行

われた本格的な対策工事について，委
員会の指導や討議を経て対策の方針を
策定した。

１. 昨年出水期までの緊急対策の概要
　昨年出水期までに、深層崩壊等の大
規模な土砂災害発生箇所では越流侵食
を防止する仮排水路工や、崩壊斜面脚
部の洗掘を防止する仮設護岸等の整備
を緊急に行った。
　仮排水路工は、かご工構造や布製型

枠にモルタルを充填する構造、砂防ソイ
ルセメントで地盤改良後モルタル吹付の
構造などとし、このほか通常時の排水
や閉塞部からの湧水処理を目的に暗渠
排水管も設置した。
　崩壊斜面箇所では、応急護岸として
強化繊維ネットの中に玉石を充填する工
法を用い、斜面の不安定土砂排土やマ
ットにて侵食防止を図った。

２. 昨年の出水期間中の被災状況と教訓
　昨年6月から9月にかけて、台風の影
響により深層崩壊斜面の再崩落や河道
閉塞部の侵食が発生した。こうした被
災を受けた時の教訓を以下に述べる。
2-1 赤谷地区の状況

　赤谷地区では昨年の台風4号によっ

桜井 亘
さくらい わたる

国土交通省 近畿地方整備局
紀伊山地砂防事務所長
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て、斜面から大規模な崩落が再発し、
この崩壊により仮排水路工の全区間に
土砂が堆積した。仮排水路工は、現在
も埋まったままである。
　非出水期でも土石流が発生する不安
定斜面では、出水期は大規模な崩落の
危険性が高くなるため、このような斜面
下では構造物を設置しても機能が維持
できなくなる可能性が高くなる。その一
方で、暗渠排水管による対策箇所では
斜面からの土砂流出による影響が少な
いこともあって、対策効果の有効性が
確認された。
2-2 栗平地区の状況

　栗平地区では昨年の台風17号により、
仮排水路工の2/3が流出し、河道閉塞
部が大きく侵食された。こうした被災経
験から、高低差がある閉塞部は脚部の
洗掘防止が重要で、河道閉塞部の脚部
に砂防堰堤を早期に設置することが必
要不可欠であると言える。また、越流
標高を切り下げることが、対策における
重要なポイントでもある。

3. 河道閉塞等対策箇所の対策方針
3-1 対策の目標

　河道閉塞箇所における対策目標は下
流部への土砂・洪水被害防止で，深層
崩壊斜面の対策目標は崩壊斜面下部や
本線河道上下流の土砂・洪水氾濫被害
防止としている。
3-2 対策の基本的な考え方

　河道閉塞部上流に湛水している箇所
においては、隣接している崩壊地や崩
土堆積地の安定を損なわない範囲で、
可能な限り湛水地の越流標高の切り下
げや、掘削土砂による湛水池の埋め戻
しを行う。また、崩壊地・崩壊土砂堆
積域では、土砂移動が発生する範囲を
抽出し、それによって生じるリスクを想
定したうえで対策工法を選定する。

3-3 計画の規模

　対策における計画規模は100年超過
確率流量規模を基本とし、荒廃状況に
応じて土砂混入率を見込むことした。次
に、深層崩壊斜面対策箇所の脚部にお
ける本川河道部では100年超過確率流
量規模、もしくは既往最大規模の洪水
を安全に流下させることとした。
3-4 施設配置の基本方針

　対策施設は、膨大な量の堆積土砂が
現地に残っていることや施工性、コスト
の点から、極力砂防ソイルセメントを活
用することとした。また、維持管理の負
担が少ない施設構造や配置にも心掛け
た。次に、計画流量を安全に流下させ
る排水路工を整備して、河道閉塞部下
流斜面末端に対策の基幹となる砂防堰
堤を早急に実施し、洗掘による侵食防
止や、流水の減勢を確実にする。湛水
池からの浸透水が多い場合には、円滑
に排水できるよう砂防堰堤にドレーン工
を設置することを基本方針とした。
　深層崩壊斜面対策においては、斜面
安定の抑止工、斜面整形と表面侵食防
止、脚部の洗掘防止の護岸工設置を対
策の柱になるように考えた。

4. 代表的な対策事例の紹介
　ここに、代表的な対策事例を紹介する。
4-1 栗平地区

　崩壊斜面の堆積部末端には河道閉塞
部を安定させるために、対策の基幹とな
る砂防堰堤を配置する。さらに、越流
標高を20ｍ切り下げ、砂防堰堤堆砂敷
きから上部には床固工群を整備する予
定である。とくに、対策を行ううえで重
要となったのは全体の縦断形状で、急
激な縦侵食の進行を抑制できる1/12勾
配とした。
　これら計画の前に、下流集落と施工
箇所の安全を図るため、現在の湛水池
呑口標高より10ｍ低い位置に暗渠排水

管を設置する。設置に際しては、工期
やコスト面も考慮し、推進工法を採用し
た。河道閉塞箇所及び崩土堆積地では
前例がなく不安があったが、予想を上回
り掘進することができた。また、基幹と
なる砂防堰堤が高いため、工事用道路
の付け替えが必要となるが、こうした場
所には堰堤に設置するボックスを利用し
て、大型車両の通行を可能とするように
配慮している。
5-2 長殿地区

　閉塞高を25m切り下げ、掘削土砂に
て湛水池を完全に埋め立てる。仮排水
路工の横に排水路工を整備し、埋め立
てた湛水池跡地にも排水路工を整備し、
また、末端脚部には、流水の減勢工も
兼ねた砂防堰堤を設置する予定である。
　しかし、越流標高を切り下げて湛水
池を埋め立てても80ｍ近い閉塞高が残
り、水路勾配が1/2.5と急勾配となるう
えに、斜面上で湾曲する法線となる。こ
れまでの砂防構造物の設計に収まらず、
様々な問題が懸念された。懸念される
課題について、水理模型実験により確
認し、実験結果より砂防堰堤と排水路
工の構造決定を行った。

5. まとめ
　紀伊山地で発生した災害はこれまで
の砂防技術の基準・設計条件に収まら
ない現象であったことから、今後はこれ
までの砂防技術を基礎に、河川・ダム
などの他分野の技術も取り込み新しい
対策技術として確立することが必要と考
える。また平素から対策工法の技術向
上の取り組みについても必要と感じた。
　今後は他の地域において、同規模ま
たはそれ以上の深層崩壊や河道閉塞が
発生した場合には、紀伊山地災害にお
ける対応事例などを参考にして頂ければ
と思う。
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