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１. はじめに
　2013年10月16日、台風26号による豪雨により伊豆大
島の三原山の山腹が崩壊し、多量の土砂と流木が流下、
土石流災害を発生させた。この時、伊豆大島に設置さ
れた東京大学地震研究所（以下、東大地震研）の地震
計がその状況を捉えていた。
　そこで、地震波形とすでに報道されている住民の証
言から考えられる土石流の発生・流下状況について述
べることとする。

２. 地震波形と住民証言
　今回、土石流の発生及び流下状況を知るために用い
た資料は、東大地震研の伊豆大島での地震計の観測記
録である。図-1に伊豆大島での地震波形の観測地点を
示した。図-2は具体的な観測地点での秒単位の振幅が
記録されているデータの一例である。
　この図-2を用いて振動波形の発生時刻、振幅の変化、
継続時間などを解析した。
　解析は多くのデータの中から大きな振幅を示した16
日午前２時03分頃、22分頃、32分頃、38分頃及び３時
02分頃の５つの波形を対象とした。
　これらの解析とマスコミですでに報道されている地
元住民の被災時間及び被災状況とを検討し、土石流の
発生及び流動の実態を推定しようとするものである。

３. 地震波形の解析結果
　主な振動波形として示されている５つの波形につい

図-2-1 ＹＯＲ地点の資料(１６日２時～３時) 図-2-2 ＯＶＢ地点の資料　(１６日２時～３時)

図-1 東大地震研の観測地点（ＧＪＫＶは防災科学技術研究所の観測点）
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3-2　ケース２（午前２時22分頃の波形）

◦	最大振幅の幅から、現象の発生は単なる水の流れと
いうよりは崩壊土塊の移動と考えられる。ただし、
波形は振幅の大きな時間が30秒程度であり、全体と
しても約１分以内で終了しているところから長い距
離を流れたというよりは、崩壊が発生したが数百m
程度で停止したと考えるほうがもっともらしい。
◦	最大幅はYOR地点で示されていることや現象発生
時刻が他の地点より早いことからYOR地点に近い
場所で現象は発生したと考えられる。
3-3　ケース３（午前２時３２分頃の波形）

◦	YOR地点の波形では変動が出始めてすぐに周期が
短く振幅が大きい波形が現れる。それが10～15秒継
続した後、10秒程振幅が小さくなるが、その後振幅
の大きい波形が約40秒間継続する。土砂移動の速度
を10～20ｍ/sと仮定すると、現象の移動した距離は
400～800ｍとなる。これらから崩壊土砂が土塊とし
て移動し始め、すぐに流動化して流下したことを示
していると考えられる。
◦	33分20秒頃から急に振幅が小さい波形に変わる。変
動幅が大きくなり始めた時刻からは約１分20秒程と
なり土砂の移動距離も800～1600ｍとなりうる。
◦	周期が短く振幅の大きな波形は土砂がマス状で移動
していると考えられ、また後半の波形は流れを表し
ていると思われる。
◦	下流域の観測点OVBやNMSでも振幅の大きな波形

て、東大地震研の資料から現象の発生開始と思われる
時間（YOR地点については、午前４時以降の振幅の幅
がほぼ1.0μm/s以下であることから、この値が大雨に
よる表流水の流れと判断して、明らかにこの幅より大
きな幅となった時間をとった。またOVB地点は３時
過ぎから停電で資料が取れていないこと、NMS地点
は３時以降大雨のノイズが影響している可能性がある
とのことから、筆者の判断で決定した）、振幅が比較
的大きくなっている時間、最大振幅が発生した時間及
び終了と考えられる時間を読み取った。

3-1　ケース１（午前２時03分頃の波形）

◦	YOR地点の振幅に比してOVB地点、NMS地点の振
幅が小さく、YOR地点の幅そのものも他の４波に
比して半分以下と小さい。継続時間も１分程度で仮
に現象の移動速度を10～20ｍ/sと仮定しても600～
1200ｍの範囲で現象は停止したと考えられる。
◦	下流域にあたるNMS地点の振幅では大きな波形が
記録されていないことも考えると大規模な崩壊の発
生や下流までの流れの発生は考えにくい。

観測点 現象開始時間
時 分 秒

変動幅大の時間
時 分 秒

最大幅発生時間
時 分 秒

終了時間
時 分 秒

ＹＯＲ ２．０３．１５
２．０３．２１

～２．０４．１５
（５４秒）

２．０３．４３ ２．０４．３０

ＯＶＢ ２．０３．２０
２．０３．４３

～２．０４．１２
（２９秒）

２．０４．０８ ２．０４．５３

ＮＭＳ 大きな
振幅なし － － －

観測点 現象開始時間
時 分 秒

変動幅大の時間
時 分 秒

最大幅発生時間
時 分 秒

終了時間
時 分 秒

ＹＯＲ ２．２２．３９
２．２２．４１

～２．２３．１５
（３４秒）

２．２３．００ ２．２３．２２

ＯＶＢ ２．２２．４３
２．２２．４５

～２．２３．０７
（２２秒）

２．２２．５４ ２．２３．１７

ＮＭＳ ２．２２．４１
２．２２．４１

～２．２３．０５
（２４秒）

２．２２．４２ ２．２３．１１

図-2-3 ＮＭＳ地点の資料(１６日２時～３時)

観測点 現象開始時間
時 分 秒

変動幅大の時間
時 分 秒

最大幅発生時間
時 分 秒

終了時間
時 分 秒

ＹＯＲ ２．３１．５８
２．３２．０２

～２．３３．１９
（１分１７秒）

２．３２．３８ ２．３３．５２

ＯＶＢ ２．３２．３５
２．３２．５２

～２．３３．１８
（２６秒）

２．３２．５９ ２．３３．５８

ＮＭＳ ２．３２．０８
２．３２．０８

～２．３３．４５
（１分３７秒）

２．３３．０１ ２．３３．５０

sabo vol.115 冬 2014 sabo vol.115 冬 2014 3



流下していったものを捕らえたと考えられる。
3-5　ケース５（午前３時02分頃の波形）

◦	YOR地点では３時02分23秒頃から始まった振動が
02分35秒頃から大きくなり、40秒台にはかなり大き
な幅で振動が生じている。それが03分03秒頃まで継
続し、いったん周期の長い振幅に変わるが03分14秒
頃から再び周期の短い波形が15秒程出現する。03分
38秒頃から振幅は減衰していくが、これは流れが下
流に流下していったものと考えている。
◦	02分40秒台の振幅は崩壊土砂によるものと考えられ
るが、約20秒間も振幅の大きな波形が現れているこ
とから、いくつかの崩壊が短時間のうちに発生した
可能性がある。03分14秒頃の振幅の大きな現象は、
新たな崩壊の発生と見るか、それ以外で何らかの現
象が発生したかは不明である。
◦	OVB地点のデータからはYOR地点より少し遅れ
て振幅の大きな波形が発生しているが、その幅は
YORに比して小さい。03分26秒頃からは減衰を示
している。ただし、その時間が長いことから、下流
域に流れが流下していったことを示していると考え
られる。
◦	NMS地点でもOVB地点と同じ時刻に振幅の増加が始
まり、その変動幅の大きな時間もほぼ類似している。
3-6　その他のケース
①その他（２時45分～50分の波形）

　元町３丁目の住民証言の中に２時45分頃に異常に大
きい「ゴォーッ」という音を聞いたとの話があること
から、この時間の波形を調べてみた。YOR地点では、
44分58秒頃から小さな幅の波形が認められ、45分49秒
頃まで減衰も含め記録が出ている。47分30秒過ぎから
再び振動が生じていて、45秒には最大となり、その後
減衰する形を示している。同じような波形は50分30秒
頃からと53分08秒頃からも見られる。しかしいずれも
継続時間が20秒程度と短く、振幅も特に大きくない。

が現れているが、その幅はYORより小さい。また、
発生時間がともにYORより遅れて出現している。
特に32分20秒以後の波形は振幅が変動を繰り返して
いる。流れについては、流量の変化が振幅の変化に
影響すると仮定すると、同じような雨量の時間帯で
急に振幅が大きくなるのは、途中で例えば家屋に衝
突するなどの振幅を大きくする現象が生じているこ
とを示しているのではないか。
3-4　ケース４（午前２時３８分頃の波形）

◦	YOR地点では２時37分46秒頃から波形の振幅が大
きくなり、37分53秒頃に大きな値を示している。数
秒後に振幅は少し小さくなるが、ほぼ同じ幅で約30
秒間継続した後、振幅の大きな波が２回出現する。
最大の振幅は38分32秒頃に発生している。38分50秒
頃から波形は減衰を始めている。
◦	振幅の大きな波形は崩壊土砂がマスとして崩落して
いる状況を示していると考えられる。振幅の大きな
波形が複数出現しているのは、いくつかの崩壊が発
生したことを示している可能性が示唆される。後半
の波形は流れを示していて、特に大きな波形は流れ
が橋を閉塞したり、家屋にぶつかっていることを示
しているのではないか。
◦	OVB地点のデータからは37分55秒頃から波形に変
化が見られ、数秒後波形幅が小さくなる。再び振幅
が大きくなるのは38分24秒頃で、その後減衰と増幅
を繰り返しながら40分16秒頃まで継続する。これら
は流れを表していて、流れの状況が振幅に影響した
と考えられる。
◦OVB地点やNMS地点の振幅はYOR地点に比べて小
さい。しかし継続時間は長いことから流れが下流に

観測点 現象開始時間
時 分 秒

変動幅大の時間
時 分 秒

最大幅発生時間
時 分 秒

終了時間
時 分 秒

ＹＯＲ ２．３７．３８
２．３７．４６

～２．３９．１３
（１分２７秒）

２．３８．３２ ２．３９．３５

ＯＶＢ ２．３７．５４

２．３７．５５
～２．３８．００

２．３８．２７ ２．４０．１６

２．３８．２４
～２．３９．０６

２．３９．１０
～２．３９．２１

２．３９．３３
～２．３９．５６

ＮＭＳ ２．３７．５５
２．３７．５６

～２．３９．１８
（１分２２秒）

２．３８．３６ ２．３９．１８

観測点 現象開始時間
時 分 秒

変動幅大の時間
時 分 秒

最大幅発生時間
時 分 秒

終了時間
時 分 秒

ＹＯＲ ３．０２．２３
３．０２．３５

～３．０４．００
（１分２５秒）

３．０２．５０ ３．０４．１６

ＯＶＢ ３．０２．４４
３．０２．４７

～３．０５．０１
（２分１４秒）

３．０３．１４
（同様の幅の波形が

他に３回ほど出現）
３．０５．０１

ＮＭＳ ３．０２．４３
３．０２．４６

～３．０３．５９
（１分１３秒）

３．０２．５０ ３．０４．３４
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よる２時35分に神達のホテル椿園を土石流が襲ったと
いう報道は、２時32分頃の崩壊波形を伴う流動によく
適合している。ただし、２時03分頃に振動は発生して
いることから、大規模な崩壊土砂の流れではないが、
水を含む土砂の流れが発生した可能性は否定できない。
5-2　元町２・３丁目を襲った土石流
　住民証言から元町２丁目では、午前３時頃泥水と土
砂による被災が発生したことが分かった。また、元町
３丁目元町橋上流の大金沢沿いの住民の証言からは２
時30分頃から異常な音とともに大金沢の氾濫が始まっ
た（水位は20～30cmぐらいか）ことが分かる。これ
らから２時30分台に発生した土石流が、他の支川の流
水をも含んでより流れやすい状態で大金沢を流れ下っ
たと考えると時刻が適合する。
　元町３丁目の元町橋の直上流に居住していた住民の
証言は、午前３時過ぎに「下から突き上げられる状態
で泥水がきた」というものである。２時30分～３時に
かけての土石流が、多量の流木や家屋の残骸を伴って
流れ下り、橋に引っかかって河道を閉塞したと考える
と時間的にはよく一致する。午前３時過ぎにも振動幅
の大きな形状が確認されていて、特に流れの継続時間
も長い形状と考えられることから、流木などによる橋
の閉塞に伴う上流側での水位の急上昇は充分に説明で
きる現象と言える。
　海沿いの元町２丁目の住民の午前３時頃、水や土砂
が流れ込んできたという証言から、大金沢の河道閉塞
による氾濫が３時以降に下流に拡大していった状況が
分かる。
5-3　その他の流れ
　今回の解析からは、大金沢左支川の砂防堰堤で止ま
った崩壊土砂の流れや、山腹斜面の中央部から砂防堰
堤や堆積工を流れた流れなど具体的な流れの場所を特
定することはできなかった。
5-4　まとめ
　地震波形と流れとの関係について土石流災害全体を
通してみてみる。東大地震研の各データでは午前２時
までのデータに異常な振動波形はまったく見られてい
ない。また、同様に午前４時以降でも周期が短く振幅
の大きな特異現象は見られないことから、伊豆大島で
の土石流災害は午前２時～４時の間で発生したものと
判断することができ、４時以降は大雨に伴う流水の流
れによる振動波形と考えている。すなわち、午前２時

　一方、OVB地点の波形データでは目立った振幅の
波形は全く見られない。しかし、NMS地点では43分
～45分にかけて、比較的長く幅のある振動が捉えられ
ている。この時間はYOR地点もまたOVB地点でも大
きな振幅の波形が生じていない。これらを総合的に考
慮すると住民証言は、２時38分頃の現象が下流に流下
していった音を聞いた可能性が高いと考えられる。
②その他（４時頃の波形）

　午前４時～５時の波形を見ると、４時00分00秒から
30秒程振幅の少し大きな波形がYOR地点で示されて
いる。その後減衰をしたが、最大振幅は４時00分10秒
頃に現れている。これも波形の状況からすると、泥水
の流れが何らかの障害物にあたり、その後減衰してい
ったと考えられる。なお、その後５時までに連続した
大きな振幅の波形の発生は出現していない。
3-7　現象発生地点の検討
　観測地点YOR、OVB及びNMSのデータをもとに、
現象発生のおおよその場所を特定すべく検討してみ
た。振幅の幅は距離によって減衰すると仮定しての検
討であったが、同じ現象を捉えた波形と考えられる時
間での振幅からの解析では現象の発生地点を特定する
ことが困難であった。特にYOR地点での波形の振幅
が卓越していることから、YOR地点に近い場所で現
象が発生しているということは充分に考えられる。

４. 住民証言による土石流の状況
　マスコミ報道による住民の証言にもとづいて、時系
列的に発生現象を記述した（表-1参照）。

５. 波形解析と住民証言からみた土石流の実態
5-1　神達地区を襲った土石流
　災害後の空中写真や地上写真からは、崩壊が一気に
流れ下った、いわゆる崩壊型土石流による災害と考え
られるものである。神達に住まわれている方からは、
16日午前２時過ぎに「衝撃で目が覚めた」とか「突然
土砂が入り込んできた」という証言が出ている。そこ
で午前２時頃の波形として、２時03分と22分頃の波形
を対象とした解析結果からは山腹崩壊とその土砂の流
下距離（例えば、神達地区の下流側では約1.3㎞）を示
すものが見当たらない。
　一方、大島町長の会見による情報や２時30分頃、神
達地区で土砂に襲われたという証言、またニュースに

sabo vol.115 冬 2014 sabo vol.115 冬 2014 5



１０月１６日午前 発言者と住所 内　　容 報道主体

２時過ぎ
元町字神達の住民 ◦ ２階で寝ていたら衝撃で目が覚めた。第１波がいきなり来た。 １０月１６日

ＮＨＫスペシャル

ホテル椿園関係者
◦ 突然何かが砕けるような音と振動が響いた。
◦ 玄関の自動ドアが破れ、土砂とがれきが一気に流れ込んだ。

１０月１７日
朝日新聞

２時３０分頃

元町字神達の住民 ◦ 遠くで地響きの音を何度も聞いた。第２波、第３波であった。 １０月１６日
ＮＨＫスペシャル

ホテル椿園宿泊客
◦ １階で寝ていたとき、午前２時３０分頃土砂に襲われた。
 あわてて２階に避難した。

１０月１７日
読売新聞

元町３丁目、元町橋
上流の住民

◦ 「メキメキ」、「ゴロゴロ」とかいう音が
 全部入り交じった感じの聞いたことがない音。
◦ 窓越しに足下を覗くとコンクリートの基礎の部分が
 黒い水に浸かっていた。

１０月１８日
産経新聞

２時３５分 テレビニュース
◦ 午前２時３５分被害の大きかった神達地区のホテル椿園を
 土石流が襲った。

１０月２０日
報道ステーション
SUNDAY

２時４３分 大島町長会見 ◦ 職員から町に「自宅半壊、神達地区の１軒倒壊」 という情報入る。 １０月１７日
朝日新聞ほか

２時４５分
～３時頃

元町３丁目、丸塚橋
の直上流の住民

◦ 午前２時４５分頃、寝室で異常に大きい「ゴォーッ」という音を聞いた。
◦ 夫と一緒に沢と反対方向の居間に移った。
◦ 午前３時前、寝室側から土砂が流れ込んできた。

１０月１７日、１８日
産経新聞

３時頃
元町２丁目、

海沿いの住民
◦ 自宅に午前３時頃、水や土砂が流れ込んできた。 １０月１７日

朝日新聞

３時過ぎ
元町３丁目、元町橋

の直上流の住民

◦ 午前３時過ぎ、下から突き上げられる状況、
 泥水で１ｍ以上押し上げられた。
※ その後、家は元のところから20ｍも流された（ＮＨＫのコメント）。

１０月１６日
ＮＨＫスペシャル

３時０５分 大島町長会見 ◦ 神達地区のホテル椿園から「２階に避難した」と 町に連絡。 １０月１７日
朝日新聞

６. おわりに
　2013年10月16日未明に発生した伊豆大島の土石流は
39名の尊い命を奪い、多くの家屋を破壊し、観光を主
とする島の経済にも大きな打撃を与えた。今回の災害
を火山地域で発生する可能性のある土砂災害と捉え、
科学的に現象の発生・流動・停止を分析し、今後同じ
ような災害に対して、防災対策により住民が安心して
生活できる国土創出を目指すための資料とすることが
大切である。その意味からも本稿による解析結果が防
災対策に役立つことを願っている。
　本稿作成に関しては、東京大学地震研究所から地震
波形の資料を提供していただいた。また波形解析につ
いて、同研究所森田裕一教授からご指導をいただいた。
土石流の振動波形解析に関しては国土交通省大隅河川
国道事務所からの桜島の資料も参考にさせていただい
た。関係するみなさんのご協力・ご指導に感謝申し上
げる次第である。
　末筆ながら、今般の土石流災害で被災された伊豆大
島のみなさんにお見舞い申し上げるとともに、亡くな
られた方々の御霊に心より哀悼の意を表します。

までは山体への降雨の浸透により、表面流の発生レベ
ルが大きな振動を生じるまでに至らなかった。２時以
降斜面ごとに限界を超したところから崩壊が始まり、
３時頃からは流木を伴う大雨による表面流が振動を伴
うものとなる。４時を過ぎると上流からの流木の流下
が少なくなり、かつ河道閉塞により流れが拡散したた
め、流木が家屋などに衝突したとき以外、振幅の大き
な波は出現しなかったものと考えられる。
　今回の災害では、現地の状況からも分かるように、
神達地区を襲った崩壊型土石流と元町２～３丁目を襲
った泥流と流木による土石流災害という二つのタイプ
の災害が短い時間の中で発生したものと考えられてい
る。本稿では、地震波形の解析と住民証言から少なく
ともそれらを裏付ける報告をすることができたものと
考えている。
　また今回の解析で火山周辺に設置された地震計が有
効な情報を提供することが分かった。今後の防災対策
への活用が期待される。ただし、現象をより正確に分
析するには、現象発生の場を特定することが重要であ
るが、そのためには観測地点のより広域的な分布が必
要になると考えられる。

表-1 時系列的に整理した現地の状況

sabo vol.115 冬 20146 sabo vol.115 冬 2014


