
に大きいですが、北側の約４キロしか離れていない観
測所では400ミリしか観測されていません。最近の災
害を見ると、非常に局所的、狭い範囲で集中的に雨が
降るパターンが目立ちます。特にこの災害の場合は、
連続雨量もそうですが、数時間にわたって本当に狭い、
特定の箇所に雨が集中して降る、非常に特徴的な雨の
降り方をした災害になります。
　これ以外にも、いくつか特徴を、順を追ってご説明
していきたいと思います。まず崩壊の規模として、非
常に崩壊面積が広大で、約20万平方メートルとなりま
す（図－３）。崩壊の深さは、深いところで１メート

一般講演

「最近発生した土砂災害とその対応について」
　　　

（独）土木研究所つくば中央研究所　土砂管理研究グループ
火山・土石流チーム上席研究員　石塚　忠範

　ただいまご紹介いただきました、土砂管理研究グ
ループ、火山・土石流チームで上席研究員をしており
ます石塚と申します。よろしくお願いいたします。
　私からは、最近発生した土砂災害ということで、今
年も、広島災害等多くの災害が起こっていますけれど
も、災害の概要でありますとか、災害への対応あるい
は明らかになった課題やそれへの対応などについてお
話ししたいと考えております。
　先のお二方のような、研究的な内容ではなく、私が
実際に災害に関わってきた中で、感じてきたようなこ
とが中心となるかもしれません。どこまで参考になる
か分かりませんけれども、お聞きいただけたらと思い
ます。
　今日取り上げます災害ですけれども、昨年の伊豆大
島の土砂災害、今夏発生しました長野県の南木曾町の
災害、また８月豪雨災害ということで兵庫県丹波市と
広島市で起こった災害、最後に海外の事例ですが、イ
ンドネシアのアンボン島というところで起こりました
天然ダム災害、これらについてお話をさせていただき
たいと思っています（図－１）。
　まず、伊豆大島災害からです（図－２）。この災害
では火山性堆積物が広い範囲にわたって崩壊を起こし
て、死者、行方不明者39名の大きな被害を出していま
す。雨の降り方が特徴的でして、連続雨量で800ミリ
を超えるような雨が降っています。降雨量自体も非常
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ル程度と、崩壊の面積と比べて非常に浅い崩壊でした。
　図の赤の範囲が、土砂が崩れた範囲と流下した範囲
を示しています。崩壊地の真ん中に立つと、見渡す限
り崩壊しているように見えるような印象でした。
　崩壊のメカニズムです。溶岩層の上にスコリア、黒
色の軽石ですけれども、その上に火山灰とレスと呼ば
れる層が載っています。レスというのは、火山噴火の
休止期に、風で運ばれるほこりやちりのようなものが
溜まった層で、専門用語で風成層と呼びますけれども、
それが火山灰の層と互層になっています（図－４）。
崩壊が起こったのは、このレスと火山灰の境界、レス
の上面で滑っているということです。パイピングとい
いまして、大量の雨が降り透水性の低いレスの層で下
に染み込まなくなり、水が吹き出した穴がたくさん開
いている状況が分かります。
　もう一つ、これがこの災害を一番特徴づける点だと
考えています。こちらが崩壊地で、その下が、土砂が
氾濫した範囲です（図－５）。こちらには砂防施設が

あります。
　災害前にはこの場所には、小さい尾根がありました。
砂防施設はこの尾根を流域界として、この流域を対象
に計画が立てられていました。ところが尾根自体が、
非常に起伏の小さなものだったことと、先ほど説明し
ましたように、大量の雨により、広範囲にわたって崩
壊したために大量の土砂が流下し尾根を乗り越える現
象が起こりました。それによって、非常に広範囲にわ
たって氾濫したために、それが被害をかなり大きくし
た要因の一つであると考えられています。
　崩壊した土砂は、主に細かい火山灰から構成されて
いましたので、細粒の土砂を多く含む泥流が、通常の
土石流より、遠くに到達したのではないかということ
が、当時マスコミから言われていました。この図は、
現地で土砂を採取して、粒径の分布を調査した結果で
す（図－６）。こちらが細かい成分が多い調査結果、
こちらが粗い成分が多い調査結果を表しています。こ
ちらが神達地区という非常に大きな家屋被害を出した
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一番上流側にある地区です。こちらでは、スコリアな
ど粗い成分が比較的多く含まれていましたが、それ以
外では、非常に細かな泥に区分されるような粒径のも
のが卓越していました。細かな成分が多く含まれた流
れであったことで、流下範囲や到達範囲を大きくした
要因の一つになっていたことが言えるかと思います。
　この災害の被害が大きくなったもう一つの原因とし
て、流木があります（図－７）。こちらには都道があ
りまして、それを横断する元町橋、その上流には丸塚
橋という橋があります。橋の横方向、やや上流の方向
から撮った写真です。河道が閉塞されているだけでは
なく、橋の上面に３～４メートルに達するほど流木が
うず高く積もっている状況です。これが原因で流れが
迂回することによって、被災した家屋も多くありまし
た。こちらの市街地のほうに広く氾濫したのは、元町
橋での閉塞の影響が大きいと考えています。
　施設の効果です。1985年の噴火以降、溶岩流対策を
はじめとする対策が東京都により進められてきまし

た。これは大金沢の堆積工と呼ばれる対策施設です。
大量の流木、土砂を捕捉しておりまして、非常に大き
な効果を発揮しています。他にも施設整備が進んでい
ましたが、そのような箇所でも上流に土砂流出が見ら
れます。もし施設が無かった場合には、市街地の方に
も被害が広がっていた可能性が高いのではないかと考
えています（図－８）。
　小さくて見にくいですが、災害の発生経過をまとめ
た図です。災害の時間的経過を明らかににするために
行った、ヒアリング調査の結果をまとめたものです（図

－９）。左上から右上、左下、右下の順に、災害が発
生した16日の午前２時から３時半ごろにかけての災害
に係わる現象を整理しています。２時前後の段階では、
戸別に停電が発生するような状況はあったようです
が、大きな異変は認められていませんでした。２時10
分を過ぎ２時半くらいにかけて、上流の神達地区への
送電線が断線したり、家に土砂が流入してきたといっ
た、住民の方からの消防への通報が始まります。
　それを受けまして、東電の方とか消防の方が、通報
のあった上流の方に行こうとされましたが、その時点
で上流側に上がっていく道は、冷蔵庫が流れてきたり、
ガスボンベが流れてきたりしていて、とても行ける状
況ではなかったということでした。
　３時ごろになると、住民の方が異変を感じられてい
る範囲は、下流のほうに移ってきています。元町橋で
は、消防の方が３時に渡っておられますが、渡り終え
た後、後ろを振り返ると、橋の上を家が流れているの
が見えたそうです。時間が経過して、３時半頃になる
と、住民の方の話は、土砂災害よりは洪水のような現
象を伺わせるものが増えてきます。災害の時間経過は、
だいたいそのような流れになっています。
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　先ほど東電や消防の人が上流に行こうとして、冷蔵
庫やガスボンベが流れて来たという話をしました。こ
れは元町橋の３時半の映像ですけれども、ちょっと暗
いですが、橋面を１メートル以上の水深で水が流れて
いる状況が写っています。このような大規模な災害の
場合、ある段階を超えると、屋外で行動するのは、ま
ず不可能になるということが分かります（図－10）。当
時のテレビ報道などでも、よく出ていたお家ですが、
１階部分はほとんど流されていますが、２階に避難さ
れていて助かったという事例です。このように屋外で
は行動ができないような最終局面では、垂直避難と
いった行動が、有効であることが示されていると思い
ます。
　こちらの写真は、捜索活動への支援あるいは土砂災
害危険箇所の緊急点検などに対する支援を、土研から
専門家として現地に派遣されて行った様子をまとめて
います（図－11）。
　不明瞭な尾根地形を土石流が乗り越えて被害が拡大

したこと、豪雨の継続とともに段階的に災害現象が進
展していったことの２点を、この災害の特徴として揚
げておきます（図－12）。
　次に、南木曾町の災害です。降雨の状況は、先行的
な降雨がほとんど無く時間雨量にして40ミリから60ミ
リ、３時間で100ミリを超える雨が降っています（図－

13）。突然降り出した夕立的な雨で災害が起こってい
ますので、警戒避難等を考える上では、非常に難しい
災害であったと思います。
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　報道にもありましたが、近くには蛇抜沢という名前
の沢がありますし、この隣の沢など周辺でも、土石流
が過去にも起こっていたことを伝える伝承があるよう
です。地元の人は、そのような話をご存じだったとい
うようなことが、報道でも取り上げられていました。
蛇が抜けるとか、蛇が付く地名には、土石流と何らか
の関わりがあると考えられています。
　砂防堰堤が上流に造られておりまして、３基ありま
す（図－16）。それぞれ透過型と不透過型と呼ばれる
堰堤です。結果的に１名の方がお亡くなりになられる
災害とはなりましたが、堰堤の上流には、直径数メー
トルにも及ぶような巨大な岩石がかなりあり、そうし
た巨礫の、かなりの量が砂防堰堤で止められています。
　氾濫はしましたけれども、相当な量の土砂を上流で
止めていますので、氾濫範囲を狭める役割を果たした
と考えられます。また大部分の巨礫を、堰堤が捕捉し
ていますので、土石流の流体力、破壊力をかなり減少
させたのではないかと考えています。

　こちらが現地の状況です（図－14）。地形の全体を見
ますと、背後は3,000メートル級の山につながる非常
に急峻な地形となっています。土石流の発生源である
上流の方は、30度を超えるような急勾配となっていま
す（図－15）。このような地形条件のところで、先ほど
のような雨が降り、この場合は斜面崩壊ではなくて、
谷底に溜まっていた土砂が、急激な雨が原因で動き始
めたと考えられます。それが下流の土砂を巻き込み土
石流として発達しながら、一気にこのような急勾配の
谷を流れ下っていったというような現象ではないかと
思います。
　斜め写真から現地の地形条件をみると、集落がある
ような場所は、過去に土石流が発生したことによって
できた地形だろうと思っています。土石流扇状地や土
石流堆などいくつか呼び方がありますが、沖積世とい
う約１万年、地質時代として今のような気候状態に
なって以降、繰り返し土砂の生産があったことででき
た地形と考えられます。

•
�

�

•
�

• 26
•

図－16

図－17図－15

図－14

52� 寒地土木研究所月報　特集号　2014年度



害を、今後どのようにカバーしていくかといった点に
ついても一つ課題であると思います。
　次に、広島災害です。こちらには被災地の背後の谷
の縦断図を示しています（図－20）。南木曾災害のもの
よりは、やや勾配が緩いですが、それでも20度くらい
の急峻な地形です。そのような急峻な地形を、人家密
集地の後ろに抱えている場所になります。
　勾配15度以上を土石流の発生域、勾配10度くらいま
でが土石流の流下域、それ以下では土石流が堆積して
いく領域といった区分をしますが、土石流の流下域と
なる急な地形のところに隣接する形で、密集した住宅
地が張り付いていることになります。特に住宅地の最
上部は勾配が10度にもなる斜面になっていますので、
土石流の流下区間と言ってもよいような急な地形とい
うことになります。このようなところに土石流が流下
してきますと、土石流の勢い、エネルギーが減少しな
いまま、破壊力を持った状態で氾濫して大きな被害を
もたらすことになります。

　一方で、直径数メートルにも及ぶような巨大な礫が
出てきていますので、透過型堰堤の一部が損傷を受け
ているほか、コンクリート堰堤にクラックが発生して
いるといった被害が出ています。今後、このような大
規模な現象に対して、どのように外力を考えていけば
良いのかなど、研究テーマとしても取り組んでいく必
要があると考えているところです（図－17）。
　丹波市の災害です（図－18）。兵庫県の北部、京都
との境くらいになります。連続雨量で300ミリくらい、
降雨のピークが２山になっています。30ミリくらいの
雨が、３時間から４時間続くような雨の降り方となっ
ています。雨量の分布図はお示しできませんが、写真
にある一帯に局所的に雨が降っていまして、他の災害
と同様に限られた地域に集中的に雨が降っています。
人的被害としては２名の方が亡くなられています。こ
の災害は、洪水との複合災害的な要因も強く、床上、
床下などの浸水被害がたくさん出ているのが特徴です。
　国土地理院で公表されている空中写真ですが、谷状
になっている地形の源頭部、その大部分のところで斜
面崩壊など土砂の移動が生じています（図－19）。また、
谷の形状が不明瞭な地形がみられます。地形図上で谷
状の地形を表しているところを一次谷と呼び、一次谷
と一次谷が合流すると二次谷という形で谷の地形区分
をします。地形図上では一次谷とはならない、谷の形
状が不明瞭な沢をゼロ次谷と呼んでいますが、そのよ
うなゼロ次谷で多くの土砂災害が起こっています。こ
の災害の特徴の一つと考えています。このようなゼロ
次谷の多くは土石流危険渓流にはなっていませんが、
土砂の流出形態としては、がけ崩れというよりは土石
流に近い流出形態になります。その分、被害が大きく
なることが考えられますので、このような箇所での災
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　雨の状況ですが、先ほどの南木曾災害と同じように、
先行的な降雨は20ミリくらいの雨が２～３時間続いた
だけでしたが、午前０時を過ぎて、時間雨量80ミリ、
90ミリといった雨が２時間ほど続いて、これが災害の
契機となっています。集中的に限られたエリアにだけ
降っています。
　当時、気象台と県は、雨域のバンドが周辺にかかる
ことを予想しており、土砂災害警戒情報を出していま
した。それが警戒避難の発令につなげられてなかった
ということで、当時、マスコミから非常に非難を浴び
ていました。土砂災害警戒情報は出されていましたが、
限られた情報の中で、山裾にある土砂災害危険箇所、
膨大な数、人を対象に避難勧告を出すのは、やはり判
断としては非常に難しかったのだろうと想像します。
特に雨の降り方を見ると、さらに難しい判断に迫られ
ていたのではないかと感じます。
　先ほども申し上げましたけれども、勾配が10度とい
うような非常に急なところに、住宅が密集しています、
そのようなところに全壊した家屋、一部が破壊して
残っている鉄筋コンクリートの建物、流された車、そ
れらが非常に狭いところにあるような中で捜索活動が
行われていました（図－22）。流出して、転がってい
る車の上を乗り越えて、渓流に近づくといった経験は、
この現場が初めてでした。

　先ほどの南木曾災害と同様で、住宅地の広がる斜面
は、やはり以前に土石流が流出したことによって形成
されてきた地形であると考えています。報道でもあり
ましたが、この地域は明治時代くらいまで、蛇落地悪
谷という地名だったそうです。蛇が落ちる地の悪い谷、
繰り返し土砂災害が発生していて、住むのには適さな
い土地だということが、地域の人たちに認識されてい
たことがうかがえます。その後、昭和に入ってからだ
と思いますが、上の楽しい地と書いて上楽地、蛇落地
という地名が上楽地に変わったと言われています。現
在は八木という地名ですが、このような経緯を持った
土地であったということです。
　これは広島市街地の衛星写真です（図－21）。一部の
みの写真になっていますが、広島には、河口デルタが
全然発達していません。平地が非常に少ない。広島市
という都市を発展させていくためには、どうしても山
裾の丘陵地を宅地開発していくしかなかったというこ
とだと思います。そのような状況の中で、もともと土
石流が流出してできた土地にも多くの人が住んでいる
のが現状です。住民の皆さんが、自分の住んでいる土
地が、どのような成り立ちでできているところなのか
を、知っていただくことが重要なのではないかと最近
感じています。いざという時の緊急的な、被害を回避
するための行動につながるという点で必要なことでは
ないかと思っているところです。
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のところでは、課題は同じと言えます。そのような認
識の上で、今後の取り組みを考えていく必要があるの
ではないかと思います。
　次に、土砂災害発生後の対応です。警察、消防、自
衛隊などが捜索に入られている中で、その安全確保が

　これは国土交通省砂防部が、人的被害が大きかった
過去の土砂災害を、戦後以降で整理したものです（図

－23、24）。広島県内で起こったものは、枕崎台風、そ
れから昭和42年の呉市での災害、山間部のほうになり
ますが、昭和63年に加計町で起こった災害、平成11年
の広島災害、それから今回の災害ということで、この
表の中に広島で起こった災害が複数回出てきます。土
砂災害が発生するような急峻な山地と人が多く住む場
所が近接していることが大きな要因ではないかと思い
ます。
　こちらは平成11年６月の災害ですが、これを契機と
して土砂災害防止法が施行されております（図－25）。
今回の災害を契機として、土砂災害防止法の改正が、
現在国会で審議されていますので、日本の土砂災害対
策の課題を浮き彫りにするような災害が、この広島で
繰り返し起こっているということが言えます。ただし、
それは単に広島だけの問題ではなく、土砂災害の発生
場と住民の住むエリアが近接しているような地形条件

20

20

図－25

図－26　出典「中国地方整備局」

図－27　出典「中国地方整備局」

図－24

図－23
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かの緊急対応がどこで必要なのかを判断するための基
礎的情報として、土砂災害危険箇所の緊急点検が行わ
れます。各地方整備局から派遣されたTEC-FORCEが
当たりますが、これについての技術指導、助言等を私
たち専門家がいたします。こちらが緊急点検結果の公
表資料になります（図－28 ～ 31）。災害が起こった直
後ですので、多くの渓流が点検結果Ａ、二次災害の危
険性が高く緊急的な対応が必要と判定をされています。
　点検結果の例ですけれども、特に注目しているのは、
土砂が氾濫する可能性の高い範囲と保全対象との関
係、人が住むエリアで今後土砂が氾濫する可能性が高
いかどうかといった観点で判断がされます（図－32～

38）。
　災害が発生した後、広く避難勧告がかけられており
まして、16万人の市民を対象に、災害直後、避難勧告
が出されていました。先ほどの緊急点検結果も踏まえ
て、いつ解除するのかということが、次の焦点になっ
てきます。避難勧告が出ている状態では、災害ボラン

課題となります。そのための助言等を適宜させていた
だいていました（図－26、27）。それから、二次災害防
止の観点ということで、災害後、避難勧告が出されて
いるわけですけれども、それをいつ解除するのか、あ
るいは二次災害防止のために、監視機器の設置や何ら

図－31　出典「中国地方整備局」

図－32　出典「中国地方整備局」

図－30　出典「中国地方整備局」

図－29　出典「中国地方整備局」

図－28　出典「中国地方整備局」
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てもらうことも、元の生活を取り戻す上での第一歩に
なります。
　最後に、インドネシアで発生した天然ダム災害のこ
とを、お話しします（図－40）。天然ダムは、崩壊した
土砂が河道の中にたまりまして、このような巨大な湛

ティアが被災地域に入ってこれませんので、次の土日
までに、避難勧告を何とか解除出来ないかということ
を、広島市の職員は気にされていました。伊豆大島で
も、災害調査をする中で見てきましたが、床上や床下
に泥が堆積している家の方は、ボランティアに支援し

図－36　出典「中国地方整備局」

図－37　出典「中国地方整備局」

図－35　出典「中国地方整備局」 図－38　出典「中国地方整備局」

図－34　出典「中国地方整備局」

図－33　出典「中国地方整備局」
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最後に決壊して大規模な洪水になっています。こちら
は上流から下流を見た絵になっています。2,500万立
方メートルの湛水ですが、洪水の継続時間としては１
時間半くらいでしたが、洪水のピークとなっていた時
間帯は、10分から20分程度になります。そのくらいの
短い時間に、毎秒１万トンを超えるような量で水が流
出していたと考えています（図－42）。
　決壊後の写真です。巨大な湛水池があったのですが、
天然ダムを形成していた土塊はほとんど流出して、湛
水の大部分も流出してしまっています。天然ダムがあっ
た場所には、高さ100メートルに及ぶような峡谷状の
地形が形成されている状況です（図－43、44）。
　天然ダムの下流にあった村の災害前の状況です。災
害後のオルソ写真を示していますが、村の３分の２以
上が、流されたというような状況です。5,000人ほどの
人口の村ですが、人的な被害としては３人だけとなっ
ています（図－45）。
　私自身、天然ダム発生後からこの災害に関わってい

水池ができる現象です。奥行きは２キロくらいあると
思います。2,500万立方メートルというような大量の
水を貯めている状態で高さが140メートルほどありま
す。こちらにダムができていまして、その直下に人口
5,000人の村がありますので、大変危険な状態でした。
　天然ダムは、その上をオーバーフロー、越流して、
それにより侵食が進むことによって決壊に至るという
のが、基本的な災害発生のメカニズムです。このため、
水位を測ることが重要になります。これは実際に水位
を測った結果です（図－41）。天然ダムは2012年の７
月にできていますが、その１年後の2013年７月に決壊
しています。その間、水位がこのように変化していま
した。
　少しだけ、動画を見ていただきます。こちらは決壊
前です。天然ダム上に排水路工を造る工事が進んでい
ました。2013年の７月に満水になり、排水路工上を水
が流れ出て、侵食されていっている状況です。この排
水路が破壊されて、このような状況になるわけですが、
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のような状態になるのかということを、しっかり理解
した上で、水位という形で災害の切迫性が示されたこ
と、またどのような時間経過で高まってきているのか
ということが共有できていたことが、円滑な住民避難
につながった要因ではないかと思っているところです。

ました。インドネシア政府の要請を受けて、JICAの専
門家として、天然ダム対策についての助言を求められ
て、監視体制をつくる、警戒避難基準をつくる、警戒
避難体制をつくるなどを助言しています。
　先ほども水位観測が重要という話をしましたが、こ
ちらは土研で開発をした水位観測ブイです（図－46）。
　ケージに水圧計がついていてそれが湖底に沈んで、
水深を測ります。この上には通信システムが載ってい
まして、衛星携帯の回線を通じて、水深データを定期
的に送ってくるものです。インドネシア側では、警戒
避難の基準となる水位を設定して、訓練等も実施して
いました（図－47、48）。
　こちらは被災当日のテレビニュースの映像です（図

－49）。事前の対策として、住民に対する啓発等が、
NGOを中心に行われていました。天然ダムが満水にな
ると危ないということを、住民の方はよく理解してい
たと考えています。決壊する直前の２週間の水位観測
の結果ですが（図－50）、天然ダムが満水になったら、ど
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　土砂災害警戒情報は、主に雨量に関わる指標にもと
づいていますが、雨量だけで土砂災害の切迫性を実感
することは、やはり難しい側面があります。土砂災害
について、災害発生の切迫性をどう表現すればいいの
かというのは、課題であると感じています（図－51、

52）。
　最後に、インドネシアの村の子どもたちの写真です
（図－53）。被災前の写真ですが、幸い大きな人命被害
が無かったので、何よりだと思っています。時間が無
くて、雑ぱくな説明となってしまいましたが、時間と
なりましたので、私からの説明は以上にしたいと思い
ます。どうもありがとうございました。

W
at

er
 L

ev
el

(m
)

ra
in

fa
ll(

m
m

/h
)

JAXA

7 24 17:20 194m
18:00 194.13m
18:10 194.02m
18:40 194.07m
18:50 
GPS

7 25 2:30 

•
�

�

•
�

• 26
�

�

•
�

�

•

•

• 4 12 30

•
15

•

•

( )

(

Cau�on” (

RTD

2013.7.25

60% 2
1

5,227

BPBD, Maluku

• BPBD, Maluku 

• Emergency Ac�on Plan(RTD)

• BPBD, Maluku 

•

BPBD, Maluku

2013 2

図－50

図－51図－49

図－48

60� 寒地土木研究所月報　特集号　2014年度



•
�

�

•
�

• 26
�

�

•
�

�

図－52

図－53

寒地土木研究所月報　特集号　2014年度�� 61


