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である。1月5日の朝、ジャカルタ
を出発し、マカッサル経由で午後
3時頃に到着し、その後すぐに現地
調査を開始し、翌日15時まで実施
した。 

現地調査結果
Petobo地区

今次災害で流動化現象によって最
も被害が大きかった地区である。

堆積物下流部の状況は、災害発生
当初と比べて、がれきが撤去され不
陸が均されているとのことであるが、

イプを含む。当初報道されていた海
底地すべりに伴う津波も珍しい現象
であるが、その他に、地震によって
液状化した勾配2度以下の平坦な地
面が広域にわたって側方に流動する
というこれまでに類のない形態の現
象も複数個所で発生し、津波を上回
る被害を生じさせた。既往のレポー
ト類では、これらの現象は液状化地
すべり、とか、流動化現象と呼ばれ
ているが、発災時に撮影された動画
の状況等から、流動化が確かに発生
していることが認められることから、
以下、本レポート内では、
流動化現象と呼ぶ。

現地調査行程
調査対象地は、地震に

よる被害が集中したスラ
ウェシ島中部のパルとい
う都市である（図-1）。パ
ルは、パル湾の最奥に位
置する、人口約35万人の
中部スラウェシ州の州都

筆者は、2019年1月4日〜 7日
の間、足立敏之参議院議員による
2018年9月に発生したインドネシ
ア国スラウェシ島の地震被災地の現
地視察に同行したので、以下、報告
する。なお、調査には政策担当秘書
の松井 健一氏、JICA専門家多田 直
人氏、早川 潤氏、そして、緊急復
興事業を受託した八千代エンジニヤ
リングの福島 淳一氏、川合 隆文氏
らも同行した。

災害概要
2018年9月28日18時02分（現

地時間）にスラウェシ島中部の中ス
ラウェシ州でMw=7.5（震源深さ約
10km） の 地 震 が 発 生 し、12月
10日時点で、死者、行方不明者は、
それぞれ、2,101人、1,373人に上り、
同国でも2006年の中部ジャワ・
ジョクジャカルタの震災以来の大規
模な自然災害となった（写真-1）。

この地震に伴う被害の発生メカニ
ズムは多彩であり、且つ、珍しいタ

写真-1　津波で被害を受けたモスク 図-1　現地調査位置図
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堆積地は、流動化現象の外側の地盤
面よりは高くなっているが、全般的
に起伏が認められず、平坦な堆積状
況である。堆積物はシルト〜砂が多
く、それに多少の礫が含まれている
ものの巨礫は見当たらない。もとも
と居住地、耕作地であったようであ
るが、流動化によるためか、その後
の撤去作業等の人為的改変のため
か、元の地表面状態は保存されてい
ないように見える（写真-2）。

堆積物末端には鉄筋コンクリート
3階建ての建物があり、1階部分に
土砂が堆積していた痕跡が見られ
た。構造部材に大きな損傷はなく、

直上流の堆積物表面の高さがそれよ
りもずっと高い位置にあることから、
この建物が止めたというよりは、た
またまこの地点で停止したものと考
えられる（写真-3）。地面の勾配は
1度未満であった。

流動化現象発生域の上端は、段差
地形を呈している。特に流動化が始
まる手前の区間では、複数のブロッ
クに分かれて円弧滑りを起こしてお
り、あたかも地すべりか崩壊地の冠
頭部のような状況を呈している（写
真-4）。

その後、乾燥した堆積物が、下流
に向かってしばらく凹凸を繰り返し

て続く。着陸前の飛行機から撮影し
た写真を見ると、分裂した土塊が順
次、側方に分離、移動して、より前
方の土塊ほど変位が大きく見えるこ
とから（写真-5）、スプレッドのよ
うにも見えるが、源頭部のように明
瞭に滑り土塊の形状は視認されな
い。堆積物の粒径は下流部で観察さ
れたものとほぼ同様である。

上端から約300m下流部からは湧
水があり、堆積物は湿潤し、泥濘化
するとともに、地表面の不陸が極端
に小さくなる。元の地表面状態も保
存されていないように見える（写
真-6）。

写真-2　Petobo地区の状況 写真-3　Petobo地区の状況

写真-4　Petobo地区の状況 写真-5　Petobo地区の状況（空撮）

写真-6　Petobo地区の状況
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Jono Oge地区
今次災害において、最大規模の流

動化現象である。ただし、人家は少
なく、被害は少ない。流動化現象発
生範囲の右側は水無川の河道によっ
て画されていたが、現在、その左岸
側は、隣接地よりも数m程度地盤高
が下がっている。この地域は、もと
もとトウモロコシ畑であった。視察
した範囲では、立木が点在していた
り、枯れているがトウモロコシの苗
が立っている等、元の地表面状態が
比較的保存されている。

堆積物は、遠望すると平坦に見え
るが、近くで見ると、水たまりが多
く残っていたり、1m程度の凹凸が
見られる。土砂の粒径は、Petobo
地区とほぼ同様に見える（写真-7）
勾配は1度未満であった。

流動化現象が発生した範囲を横断
する道路沿いの赤い屋根の家は移動

しなかったと言われているが、若干
傾いており、右岸側の柱、壁が破損
している。この家の住人の証言で
は、洪水によって被災したとのこと
であった。また、災害発生時に流さ
れていた人が撮影した動画による
と、人の歩行速度より少し早いぐら
いのスピードで移動していて、さら
に、鉄砲水も襲い掛かってくる様子
が撮影されていた（写真-8）。

流動化した堆積物の下流の河道を
視察した。数年前の洪水時に応急的
に設置された仮橋が災害当時も使わ
れていた。今次災害で発生した洪水

（おそらく赤い屋根の家を襲った鉄
砲水と同じと思われる）によって、
河道幅が約20mで約6mのクリア
ランスがあるにも関わらず、ここで
溢水、氾濫が生じている。がれき、
流木が閉塞し、溢水したとのことで
あった。

Balaroa地区
今次災害では、唯一パル川西岸地

区で発生した大規模な流動化現象で
ある。Jono Oge、Petoboに比べ
て流動した範囲は小さいが、人家密
集地区であったため、今次災害でも
屈指の被害が生じた（写真-9）。

上端の状況は他の流動化現象と変
わらず、数mの高さの滑落崖が見ら
れる。一方、堆積物には、かなり除
去されたとはいえ、がれきが多く含
まれるとともに、数m径の巨礫（深
成岩）が目立つ。JICA専門家の話
では、過去に発生した土石流による
堆積物が今回流動化した層の中に含
まれていたのではないか、とのこと
である。この流動化した範囲の平均
勾配は約2度で、他の地区に比べて
最も急である。

通常の土砂崩れ等であれば、勾配
が一定レベルよりも緩くなったり、

写真-7　Jono Oge地区の状況

写真-8　Jono Oge地区の状況 写真-9　Balaroa地区流動化現象の状況（空撮）
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崩壊の高さや地すべり長に応じて到
達距離が定まるが、なぜこの位置で
止まったのかは、現在の状況を見た
だけではよくわからない。

深層崩壊
パル川西岸の山地の尾根付近から

高さ、幅とも150m 〜 200m程度
の範囲で深く崩壊していた。推定規
模数十万m3の深層崩壊である。対
岸からの遠望観察のみであったた
め、詳細は不明であるが、崩土が発
生斜面を落ち切らず、直下の渓流内
にほぼ全量が堆積しているように見
える（写真-10）。地震による崩壊
であり、もともと土塊が水分を多く
含んでいなかったこと、下側に接続
する地形が、緩勾配もしくは狭隘で
あったこと等のために、谷の途中で
止まったものと考えられる。流域源
頭部斜面が崩れていることから、集
水域が小さく、これまで湛水・越流
はしていないものと思われる。

〇おわりに
被害は報告されていないが、パル

の西側の山地で大規模な崩壊が発生
していた。崩土のほとんどが崩壊直
下の渓流内に堆積しており、今後、
降雨によって、湛水が生じ、水位が
上がるような場合には、天然ダム決
壊に伴う土石流の危険がある。ま

た、湛水が生じず、堆積物内にガ
リー侵食が進むようになると、短期
的には、豪雨時に土石流が発生した
り、中期的には、Palu川下流に土砂
が流出して、下流域で土砂洪水氾濫
が発生する恐れがある。今後、適切
な監視・警戒が必要と考えられる。

一方、流動化現象については、全
て勾配2度以下のエリアで発生して
おり、わが国で言ういわゆる地すべ
りとは異なるが、動きの形態や土塊
の材料の観点からは、Varnesの分
類では、「Earth Spread」が最も近
いと考えられる。このような現象は、
すべり面が低角度であるにもかかわ
らず、長距離移動するのが特徴であ
る。また、動画では、人の歩行速度
よりも少し早いぐらいの速度で流動
している様子が記録されており、
移 動 速 度 と し て は、 速 度 階7の
Extremely rapid（5m/s）に分類
される。類似した事例は、1964年
のアラスカ地震の際に発生した
Turnagain Heightsの災害であ
る1）、2）。今回報告された現象と類似
点が多いが、今回の現象では、下流
側では、流動現象とも見える状況も
確認された。単に液状化地すべりと
か、高速のスプレッドであったとい
うよりは、様々な要因が重なって生
じた複合的な現象であったと見るべ
きであろう。現地人のカイリ族の言

葉でNalodo（泥に飲み込まれる）
という言葉があるらしく、かつて、
この地域で繰り返し発生していた現
象であったようである。

わが国では、近年このような大規
模かつ高速に流動化した事例は無い
と思われるが、近年の調査研究事例
で、小規模ながら関東大震災の時に
房総半島で類似した地盤の擾乱現象
が発生していたことや3）、16世紀〜
19世紀にかけて琵琶湖底に水没し
た集落が、地震によって発生した側
方流動によって湖底に没したものと
推定されること4） が報告されてい
る。今後、スラウェシの事例の調査
研究が進みそのメカニズムが解明さ
れれば、わが国においてもその知見
が役に立つものと思われる。
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写真-10　深層崩壊の発生状況
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