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伊豆大島ジオパーク調査研究支援の活動概要 

 

伊豆大島ジオパーク調査研究支援窓口 

平成 28年 6月 20日 

 

伊豆大島ジオパーク調査研究支援窓口は、現地調査を行う研究者への支援を行

い、調査結果を還元していただく取り組みとして、平成 25年伊豆大島土砂災害を

契機に、日本ジオパーク委員会中川和之氏の提案によって設置されました。 

これまで、研究者による災害等の調査結果は主に学会等で発表され、研究者が

直接に住民に説明することは、あまり例がありませんでした。住民にとって、自

分たちが住んでいる地域の災害等に関する調査結果を知ることは、例えば災害か

ら身を守るためにも、とても重要なことです。 

調査研究支援の目的は、住民と研究者とをつなぎ、災害等に関する専門的な知

識の普及啓発を行い、地域の防災に貢献することです。これまで、火山、土木、

防災などの分野の研究の支援を行い、住民説明会を開催しました。これらは、研

究者からも住民からも好評をいただいております。以下はその概要です。 

 

 

 伊豆大島住民セミナーの開催協力 

平成 25年 10月 16日伊豆大島土砂災害後初めての住民説明会（セミナー）開催

の協力を行いました。 

「セミナー概要」 

日 時：平成 25年 11月 17日（日）09時 00～12時 00分 

場 所：北の山公民館 

講演 1『伊豆大島の火山の成り立ち、噴火事例、元町周辺の地形地質』 

川辺 禎久（産業技術総合制作研究所地質調査総合センター） 

伊豆大島は、日本で最も活動的で若い活火山であり、粘り気の小さな玄武岩が

噴出する。また、空から降ってきた火山灰やスコリアの多い火山である。降下し

た火山灰等は、粒子の大きさが小さく、揃ったものになり、水はけがよくなる。

そのためある程度の雨では崩れないが、一気に大量の降雨で水に飽和すると崩れ

落ちてしまうと考えられる。元町周辺は 1338年頃の噴火によって流出した溶岩流

（Y5）の上に作られた町であり、その火口も最近わかってきた。その辺りでは、

山津波の記録があるように、何度か土石流が発生している。元町周辺の地形の傾

斜を調べてみると、今回崩れたあたりは、25度の傾斜が広く広がっていることが

わかる。この 25度というのは、降ってきた火山灰が堆積して残る角度である。 
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講演 2『伊豆大島火山の観測状況と火山観測網でとらえた土砂災害時の震動』 

森田祐一（大学地震研究所地震火山噴火予知研究推進センター） 

今の伊豆大島火山の状況やこれからどのよいに噴火に至っていくのか研究する

ため、地震計などを用いた観測網を持っている。今回の土砂災害による振動を地

震計が捉えていた。当日の午前 2時から 1時間の間に 4回ほど揺れが発生したこ

とがわかった。振動はだいたい 4 時までの間に終わっていた。土砂災害で火山観

測用の地震計で地滑りが起因とした振動の観測ができた。今後、振動を解析し、

土石流の流れを専門家と研究を進める予定である。 

 

講演 3『伊豆大島の地形判読、現地調査の結果』 

千葉達郎（アジア航測株式会社総合研究所、日本大学文理学部講師） 

伊豆大島で 100 年に一度の大雨は、一日あたり 400ミリ度と推定されていた。

10月 16日は 1時間 20ミリぐらいの雨が続いた後、1時間 100ミリを超える雨が

降り、崩壊が発生した。1日の総雨量は 800ミリを超えた。2013/11/9～10にかけ

て土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会の４学会合同調

団の現地調査に参加した。崩壊発生メカニズムを調べるために、試料を採取し分

析・検討中である。今後、成果をわかりやすく説明する機会も持ちたい。過去に、

土砂移動が発生しても、人に被害がないと歴史記録が残りにくい。今後の防災の

ためにも、堆積物の地質調査が必要である。 

 

講演 4『これからの伊豆大島』 

中田節也（東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター） 

伊豆大島で今後どう災害を予防するか、さらに如何に立ち直るかのサイクルで、

研究と同時に地域の人と共に考えていくことが非常に重要である。ジオパークは、

活火山や海岸地形、それに加えて考古学、生態系などジオの背景を理解し地域の

人が恵みを受けると同時に、自然の驚異を理解しいざという時には地域を守る、

有効な取り組みである。 

 

「質疑応答」 

Q:御神火スカイラインを水が流れ下る事によって、侵食が始まり土砂崩れが発生

したのではないか？ 

A: 道路を歩き注意して見たが、そういったことはあまり起きておらず、むしろ、

火山灰が基本的に水で飽和して、崩れた箇所が圧倒的に多いという印象を受け

た。火山灰層の中にパイピングという現象（大雨等によって、水が地盤内に浸

透し細かい土粒子が流され、地盤内に水の通りみちができる現象）が多く観察

された。 
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Q: 道路を作って、法面を作ってしまうので、崩れやすくなるのではないか？ 

A: それぞれの崩壊ごとに、地形や地質条件が異なり、道路や法面との位置関係

もいろいろである。一個一個の崩壊について、きちんとカルテを作るような丁

寧な調査をしてではないと簡単には断定できない。南側の沢の方や北側の長沢

など、道路の無いところで崩壊が発生している。 

Q:泉津地区でも今回の大雨で崩れているところがあるが、それは元町地区と同じ

メカニズムなのか？ 

A: 泉津地区は、海食崖の谷を流れ下ってきた溶岩が溜まった台地の上であり、

60 度くらいの非常に急傾斜のため、大雨が降ると崩れやすい。こういったと

ころには火山灰は積もらず、古い溶岩が見えている。その上の土壌が今回崩れ

たのではないか、そういった印象を持っている。Q: 砂防ダムによって、コン

クリートで固めたことが今回の土砂崩れに影響したのではないのか？ 

A: 大金沢などの砂防ダムを災害発生後に見に行くと、上流側にある流木止めに、

大量の流木が山のように積もっている。その下流には、広場みたいなダムがあ

り、そこには大量の砂や泥が溜まっている。その様子をみると、砂防ダムは一

定の効果を発揮させたという事がわかる。 

Q: 二次災害について、今残っている崖は 800ミリの雨に耐えたのだから、大丈

夫なのではないか？ 

A: 800ミリの雨にも耐えて残ったというのは言い方として正しい。ただ一方で、

現状としては急な崖が残っているというのも確かである。崖は安息角と言って

30 度くらいになるまで、だんだん緩くなろうと崩れてゆくので、そういう小

規模な崩壊がこれから起きることは考えられる。 

Q: これからどうやって復興していくのか？ 

A: 島原で土石流の後、嵩上げした例のように、地元の人と町が一緒になって復

興を考えられるよう、行政だけでなく自分たちもどういう危険があるか理解し

て、一緒に解決策を考えていくことが出来れば非常に良いのではないか。 
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 土砂災害ヒアリングへの協力 

平成 26年 1月 6日、京都大学防災研究所畑山満則准教授、琉球大学助教授神谷

大介による伊豆大島土砂災害被災者へのヒアリング調査について、被災者の紹介、

ヒアリング場所等の調整を行いました。 

 

 

 

 

 

    ヒアリングの様子 

 （左奥 畑山、その右 神谷） 

 

 

 

 

 

 

 四学会合同調査団および文部科学省科学研究費による調査への協力 

現地調査と調査結果報告会の協力を行いました。 

「報告会概要」 

日 時：2014 年 5月 24日 13時 00分～21時 30分 

場 所：現地説明会；大金沢堆積工、神達地区、御神火スカイライン 

    報告会；大島町役場 1階大会議室 

説明者：金澤大介 東京都大島支庁土砂災害対策担当課長 

    後藤聡 山梨大学大学院准教授 

    清水義彦 群馬大学大学院教授 

    江頭進治 独立行政法人土木研究所 

    畑山満則 京都大学防災研究所准教授 

    東畑郁生 東京大学大学院教授 

調査団参加者：稲垣秀輝（環境地質）、上野将司（応用地質）、千葉達朗（ア 

ジア航測）、田中規夫（埼玉大学）、二瓶泰雄（東京理科大学）、神谷大介（琉 

球大学）、内村太郎（東京大学）、若井明彦（群馬大学）、櫻井正明（山地防 

災研究所）、大丸裕武（森林総合研究所） 

 

（調査団の報告書等は以下のホームページで公開されています） 

http://committees.jsce.or.jp/report/system/files/20140526.pdf 
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「現地説明会」 

大金沢～神達 参加者約 50名（現地説明は被災者等に限定） 

大島支庁担当課長が、大金沢堆積工、神達地区の工事現場にて、工事の目的・内

容・工期などについて説明を行った。 

 

「現地質疑応答」 

Q（調査団）：導流堤の地上高さは１ｍ程度か。 

A（大島支庁）：沢の河床から導流堤の上までの高さは４ｍである。計算結果に基

づいている。 

Q（住民）：堆積工に流木が詰まったときに水が乗り越えてくることはないのか。 

A（大島支庁）：計算では流木は想定していないが、今回と同じ規模の雨が降って

も、水はここを流れるという結果が出ている。流木はもっと上で捕らえること

を考えている。植樹するときはアンカーで固定し流木が発生しにくいようにす

る。 

Q（住民）：災害の前後で川の水の出方に違いはあるか。 

A（住民）：大金沢では一昨日の雨でジェット機のような音がした。 

C（調査団）：崩れた後は流れやすい土砂が残っているので水が濁りやすい。 

Q（住民）：沢の水の出方を観察するときに、どのようなことを意識して観察した

ほうが良いのか。 

A（調査団）：水量、水の引き方、水の出方、水の跡がどこまで付いているか、以

前よりも高くなっていないか、など。 

C（調査団）：土砂災害で斜面の水の溜まりやすい部分が流れてしまっているので、

以前よりも少ない水で流れるのかなどを知りたい。 

 

「現地説明会」 

御神火スカイライン 参加者約 50名（現地説明は被災者等に限定） 

4 学会合同調査団が、御神火スカイラインの斜面崩壊現場にて、斜面崩壊の発

生機構、植生、堆積物、斜面監視システムなどについて説明を行った。概要は以

下のとおり。 

 

・法面の上、遷急線の下で崩壊している。黒い地層が火山砂、黄土色の地層がレ

スである。 

・火山砂の層にはパイピングホールという水の出口の穴が開いている。 
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・レスは普段は水を通すが大量の水に対しては通しにくい。高速道路の渋滞のよ

うなイメージである。 

・レスは大島じゅうどこでも同じ厚さで見られる。噴火休止期に積もるもので島

外起源のものも積もる。 

 

「質疑応答」 

Q（住民）：堅い層ほど水を通しにくいというわけではないのか。 

A（調査団）：水の通しやすさに堅さはあまり関係なく、構成粒子の大きさによる。

粒子が小さいほど水を通しにくい。 

C（調査団）：雨があったときに斜面がどんな状態になるのか知るために雨量計と

テンションメータを設置している。テンションメータは土壌に含まれている水

の量を測定するものである。斜面の動きを監視するセンサーも設置している。

データは NTT 回線でインターネットに送り、スマホでも見られるようになって

いる。道路脇の側面の排水穴は機械的に等間隔で付けているが、本来は水が集

中するところに多くつけるべきである。 

C（住民）：1986 年噴火のときは１ヶ月経った後でも溶岩流の先端を掘り起こす

と熱かった。1986 年噴火のときは船に乗っているように揺れた。昔はお鉢巡

りのどこからも火孔底が見えなかった。早稲田の学生が探検したときに、赤い

ものを見たらしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石流被害の大きかった神達地区 
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大島支庁土木課による大金沢堆積工工事の説明 

 

 

 御神火スカイライン崩落現場での説明 

「報告会」参加者 102名 

開会挨拶 白井岩仁 伊豆大島ジオパーク推進委員会 副会長 

昨年秋 10.16 の台風 26号被災より約七か月が経過し、早や新緑の候となり三原

山西斜面の表層崩壊の傷跡は、新緑との対比によりその全貌を一層に明確にして

います。そして、被災以降この表層崩壊を中心に多くの学会・大学・研究機関・

研究者の方々が調査・分析のために訪れ、その研究成果を日々集積しつつありま

す。これらの研究成果は、現地において多様な形で公開・報告が続けられており

ますが、本日のような複数学会による合同報告会は今回をもちまして第二回目と

なります。私たち伊豆大島ジオパーク推進委員会は、これらの研究活動に協力を

させて頂く事により、その成果を現地にフィードバックさせる場と機会を得てお

ります。未だ多くの悲しみがこの地を覆っておりますが、東京都・大島町行政主

導による災害復旧・復興事業は日々進捗を続けています。本日の溢れる程のこの

報告会会場には、災害復興計画策定へのボトムアップを担っています大島町災害

復興町民会議の委員の方々の御顔も多数見受けられます。この報告会において学

術的知見を得ることにより、委員及び、一般住民の皆様の今後の復旧・復興活動

がより高い識見に基づくものとなれば、本会開催の目的は半ば達せられるものと
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考えます。それでは最後までの御静聴の程を御願い致しまして、御挨拶とさせて

頂きますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

講演 1『全体説明、崩壊のメカニズム』後藤 聡 

台風 26 号の災害により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますととも

に、行方不明者のご家族、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。一日

も早い被災地の復興を心よりお祈り申し上げます。 

10 月 18 日に調査団 24 名結成、グループに分かれて何度も現地調査を行った。

今回の土砂災害は、面積の広い表層崩壊と流れ盤構造が特徴である。谷が未発達

な急斜面に多数の崩壊があり、斜面が急になる遷急線から発生していた。また、

斜面表層に斜面と平行して火山砂が堆積、その下に、水を通しにくい、植物の根

が張っていないレスが堆積する流れ盤構造になっていた。火山砂層にはパイピン

グホールが見られ、これは水が火山砂層内で溢れた証拠である。元町溶岩は面的

に広がる大きな滑り台のようになり、その上に火山灰が堆積していて、土砂災害

の素因となったが、初期の報道にあった溶岩の上の層がすべったのではない。溶

岩地形の影響は、谷が掘れないということもある。火山灰はどういう条件で滑る

か、溜まっている土の密度はどの位か、雨の水位はどのぐらい上がっていたかな

ど「無限斜面の安定問題」を調べた。火山灰、レスをとって実験室に持ち帰り、

砂の密度、強度を調べた。 

 

講演 2『2014 年 10月伊豆大島豪雨災害での流木災害について』清水 義彦 

斜面が深く掘られているのが現場を見て印象的であった。平成 24年 7月にも九

州北部豪雨災害が起こるなど日本に流木災害はつきものである。大島では、源頭

部崩壊斜面で樹木の根が 50～60 センチ程度しかはっていない。浅いカーペット状

である。下流では、杉が多い。広範囲で流木が生産された。浸食が激しいのは豪

雨の激しさと継続時間の長さが影響している。ガリーができてから、かなりの量

が流れて、流木が下まで運ばれた。土砂が通った神達地区の斜面勾配角は 7度程

度以下で、普通ならここで土砂とともに流木が止まっても良いはず。大金沢は何

回か段階を追って流れた。ガリーに流木が残っていないのは、かなりの流量を示

し、洪水流が起こった。勾配がゆるいのに下流では杉の木がなぎ倒されている。

家屋が残っているので、侵食が少なくそのまま家屋が流されたようだ。今回の災

害では、家屋の破片が泥で汚れていないので、泥流の後に水流が洗ったのだろう。

流木は必ず橋で詰まる。流木は塊で積る。流路工へ集水するため流木も集まりや

すい。橋はかならず引っかかる構造と思っていた方が良いのではないか。どこの

災害を見てもそう思う。車で通っていても橋で注意しなければならないと思った

方が良い。異常な降雨量と降雨の長さで泥流、ガリーが発達し、流木を遠くまで

運んだ。堆積工ではそこに行った流下物はかなり捕捉された。雨が地表面を伝わ

って下流に行くほど水量が多くなる可能性がある。下流の到達時間が早くなる可
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能性がある。降雨、流木の条件によっては流路工沿いには水が溢れる可能性があ

り、そばに住んでいる人は通行などにも注意してほしい。 

 

講演 3『伊豆大島における土砂移動現象に関する調査研究の現状』江頭 進治 

物理的に崩壊が泥流を起こし、泥流が流木災害を起こした。流れの構成材料が

細かいものが多い。上流に普通は溜まるが下流に流れた流木が多かった。積算雨

量、降雨量により何時間後に災害発生の可能性があるか、土砂移動経路の予測な

ど雨量の予測は難しい現状にある。限界降雨量は、大島では降雨量 500ミリと時

間 100ミリぐらい、狩野川台風で 400ミリと時間 100ミリ、北の山では 200ミリ

で災害起こっているので、地域性がある。崩壊だけでは土量を説明できない。泥

流が流下しながら浸食をした。泥流が侵食して大流量となった。勾配のある所で

崩壊、勾配ゆるいところで堆積した。流れの抵抗もあり、神達地区 2〜5メートル

になっている。積った物が流木とともに下流に持っていかれた。どう泥流をコン

トロールするか。災害後の沢の水の出方がどうなったかが有効な情報になるので、

情報を寄せてほしい。 

 

講演 4『次の災害に備えてソフト対策でできること』畑山 満則 

災害リスクをどう考えるか。ハザード、つまり、地震や土砂崩れがあるところ

は、対策しておけばリスクを下げられる。崩れたら地形が変わるので次の雨で違

うことが起こる、というようにハザードも状況に応じて変化していくので、自然

現象を知って対応すること。自然現象を知る、地域を良く知る、対策を知ること。

ハード対策がどのぐらいできているのか知らないと、ソフト対策はできない。復

興の中でハード対策はされている。ハード対策は応急、短期、中長期とどんどん

変わるので、そのハード対策が現在どのような力を持っているのか、長期的には

どうなのか、それを知らないと、ソフトでどう補うかわからない。まず知ること

が重要である。安全安心町づくりとよく聞く。安全は科学的根拠のある対策がで

きていること（客観的）。安心は個人の印象（主観的）。同じ状況でも安心できる

人とできない人がいる。どちらを求めていくかだが、安心はなかなか達成できな

い。京都の事例。水害常襲地域が集団移転した。だが 1件が移転しなかったため、

そこに住む人の避難経路を確保するため新しい堤防は塞がれていない部分があっ

た。昨年の台風 18号で、ここから水が入り、移転した人達が水害を受けてしまっ

た。これは誰の安心を求めたのだろうか？誰の安全を確保したのだろうか？安心

な町づくりは、今より良い状態を作るために、努力を続けることが大切。そして、

ソフトで命の危険を回避すること。土砂災害の避難情報、タイムリーに出せるか

どうか。土砂災害警戒情報による避難勧告があったとして、どのくらいの人が避

難したか。空振りが多くなると、避難しない人が出てくる可能性がある。また、

災害後、できるだけ円滑に復興するには、行政と住民のコミュニケーションが重
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要である。初期に不信感があると、コミュニケーションが成立するまでに時間が

かかる。地元の心配と、専門家の関心ごとはイコールではない。災害対策のポイ

ントもイコールではないこともある。これは行政に言いたいことだが、復興事業

については地元の目線で丁寧に説明することが最低限必要である。 

 

講演 5『平成 25年台風 26号による伊豆大島で発生した 

     土砂災害の総合研究中間とりまとめ概要』東畑郁夫 

18世紀以降に何度かの土石流がおきた証拠がある。きわめてまれなことが起こ

ったわけではない。そんな危険な場所だったのかという話しになるが、日本はど

こも危険がある。水が噴き出したから崩れたのか，崩れたから水が吹きだしたの

かわかっていない。わからないことが多い、雨が強烈すぎたと言うのはわかる。

400 ミリくらいの雨が降れば、伊豆大島の急斜面ではどこでも崩落が起こる可能

性がある。降雨時、150 ミリを超えたような場合には、変動している斜面の崩落

には注意が必要である。ある程度頻繁に起こりそうな豪雨にはハード対策をし、

今回のような場合は避難しかない。現在１つ１つの斜面の怪しそうな場所に斜面

崩壊監視装置を取り付け、崩壊の前兆を検知、予測しようとしている。そして、

大島町と連携して避難していただくことを目指している。 

 

「質疑応答」 

Q（住民）：説明にあった「家が崩壊して瓦礫が寄った家」が自分の家だと思う。

なぜ周りが土砂に押しつぶされたのに家が残ったのか。泥流が先で、その後に

水が流れたのではないかという報告だったが、土砂を押さえても水が流れてく

るのではないかという不安を抱えている。泥流を押さえれば大丈夫と考えてい

るのか。 

A（調査団）：裸地化している状態で、土砂は既に流れてしまっているので、土砂

災害は減されるが、水に関しての心配はある。150ミリとか 200ミリとかでも

注意すること。縦方向に道路が走っているところは、道路が水道になる。道路

にそって地表面を流れるものに注意してほしい。丸塚橋の下の流路が狭くなっ

ているが、流木がつまらなければ流れるだろう。道路が川になることは様々な

場所で起こる。 

 

Q（住民）：土砂災害はなくなっても水害が出る可能性があるのではないか。水が

あふれ出る可能性があり、流路の許容量が追いつかないと思う。表層地下水の

排水や水路を増やすなどの工事が必要なのではないか。 

A（調査団）：流路工に関しては、東京都が、どの位の雨を想定しているかを確認

した方が良い。市街地に入ると川幅が狭まることは良くある。下流の人にどい

てもらわなければならないなど、川幅を広げるには時間がかかる。どの位の雨

なら大丈夫なのか、それをしっかり聞いていくべき。 
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Q（住民）：崩壊地のサイドの木が見るからに崩れてきそうに見えて不安になった。

どのくらい雨が降ると崩れるのか。 

A（調査団）：不安定土砂は確かに残っている。木が傾いていたりする不安定土砂

は流れる可能性はある。大規模な崩壊が起こるかどうかは分からない。崩壊し

ていないところで、崩壊するかどうかも分からない。 

Q（住民）：流木が流れた場合に堆積工に流れると思ってよいか。 

A（調査団）：雨の規模によるが、一気に流れるわけではない。堆積工に入ってく

れるのであれば、安全度は高いと考えている。堆積工は安全の資産である。 

 

Q（住民）：気象庁の方の話によると、地震計に土砂災害の波形が記録されている

とのことだが、記録がないときにエネルギーが蓄積されているのか。 

A（ジオパーク委員）：大きい震動は 2 時から 3 時までの 1 時間に 4 回あり、15

～20 分間隔で発生していた。斜面崩壊か土石流が流れていったときの地面の

振動と推定されている。振動がない間に何が起こったかを検証、知る方法がな

く、わからない。これは仮説にすぎないが、斜面崩壊が何回にわけて起こり、

そして、斜面崩壊を起こした土砂がどこかにいったん溜まって、その後の短時

間の大雨で大量の水が土砂を押し流した、ということが考えられる。 

 

Q（住民）：自分は当時島にはいなかったのだが、人に聞いた話によると、元町橋

の人の証言では午前 2時前半に水があふれ、付近の 2軒の家が流されて、おふ

くろを助けに走った。さらに下流では 12時（？）に水が流れてきて消防団に

助けられたという話がある。土砂流より先に水が溢れた。立ち木は灌木が多く、

株たちしていて枝が張れない、2〜3 メートルしかない細い木が多い。元町林

道、野増林道は低い灌木で崩壊、図の B-B’断面で一度詰まって土砂ダムになっ

たのではないか。 

A（調査団）：その可能性もあるが、立証するのは難しい。 

 

Q（住民）：崩壊の引き金は何か。馬やラクダを飼っていた空き地があり、牧場が

あった所の下で崩れている。御神火スカイラインは、つづら折れ道路、上の方

は直線的に作った。側溝がないなど、崩壊は道路の影響ではないか。以前は牧

草がジメジメしていたが、今は乾いている。そこを越えて遷急線を越えたので

はないか。 

A（調査団）：道路の表流水が集中して数か所で流れ込み、そこから表層崩壊が発

生した部分があるが、流域外からの導水ではないので道路が無くても同様な状

況であったと考えられる。崩壊は遷急線の下から起こっている。遷急線は崩壊

でできた。水は沢地形に集まり、尾根には水が集まらないので崩壊しにくい。
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残った集水地形に集まり、急な所の表層 1メートル位が落ちるが、深層崩壊は

別である。 

 

Q（住民）：遷急線は元町以外でも、どこにでもあるのか。 

A（調査団）：どこにでも見られる。 

 

Q（住民）：元町以外でも雨が降ったときのシミュレーションすることができるの

か。 

A（調査団）：詳しく調査すればできる。 

Q（住民）：道路がない場合でも遷急線があるなら、同じ状況になるのか。人間だ

けの便利さを、追求するものではないのではないか。危険な場所に道路を作っ

てしまったのではないか。 

 

A（調査団）：表層崩壊は全国的なもので、日本は危険なところだらけである。景

勝地と呼ばれるところは危険なところがほとんどである。数 100年間隔で同じ

地域に土砂災害が起こる。大規模表層崩壊は同じ所で起こるのは 800年〜1000

年間隔である。どうしても道路を作らないといけない状況もあり、ソフト対策

を行っていくことが必要である。通行規制などが考えられる。 

 

Q（住民）：堆積工が水の流れをせき止めて、表層地下水の上昇の一因になってい

るのではないか。 

A（調査団）：崩壊地はかなり上流なので、そこまで水が上昇することは自然原理

的に考えられない。 

 

Q（住民）：土壌に穴を開けて、水を中に浸み込ませたらどうか。 

A（調査団）：原理的には可能であるが、そのことで自然に負のインパクトが出る

可能性もある。また、たくさんの穴を掘る必要もあり、広い範囲の水を流すこ

とは現実的ではない。 
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 伊豆大島ジオパーク研究会公開講座 
 早大生が提案する「大島元町復興計画」の現代的更新 
 －東アジア黒潮圏における自律的復興モデルの提案－ 

早稲田大学大学院生による「大島元町復興計画」公開講座の開催に協力を行いま

した。 

日 時 6月 29日（日）19時～21時 

早稲田大学大学院 創造理工学研究科 

大学院生 田熊隆樹 瀬尾憲司 中村紗綾  教授 中谷礼仁 

千葉大学大学院 園芸学研究科 准教授 木下 剛 

 

6月 29日（日）～7月 6日（日）には、大島町役場 1階ホールにて、模型・ポス

ター展示を開催しました。 

 

 

 伊豆半島ジオパーク伊東ビジターセンターにおける 
 展示物（溶岩）の採取に関する協力を行いました。 

平成 27年 8月、自然公園法第 21条第 3項の規定による国立公園「富士箱根伊豆

国立公園伊豆諸島地域」の特別保護地区内における溶岩採取の許可申請に関する

事務の協力を行いました。 
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 地すべり学会調査への協力 

大型降雨実験施設を用いた斜面崩壊模型実験について、崩落土砂の採取等と中間

報告会開催の協力を行いました。 

「報告会の概要」 

日 時： 平成 28年 3月 26日(土）18時 30分～19時 30分 

場 所： 開発総合センター １階大会議室 

内 容： 

はじめに（司会）東京都大島支庁土木課長 安孫子昌弘 

報告 1『局地的大雨による大規模表層崩壊発生機構の解明と 

    危険抽出技術の開発』 

後藤  聡（山梨大学大学院総合研究部） 

報告 2『伊豆大島の常緑広葉樹樹木根系の崩壊防止力について』 

落合 博貴（日本森林技術協会） 

報告 3 防災科学技術研究所における大型降雨実験施設を用いた斜面崩壊模』 

酒井 直樹（防災科学技術研究所） 

 

参考 『土砂災害を知る・備える（ホウドウキョク StartUp!180/2016年 1月 6日） 

http:www.houdoukyoku.jp/pc/archive_play/00032016010601/9 

 

「質疑応答」 

Q：雨の圧力だけでなく斜面方向の水の流れ、表層部分の地下水の流れも影響し

ているのではないか。地下に障害物があれば止まって逆流したりして、植物が

あれば地下水の流れも変わるのではないか。 

A：擁壁があれば地下水が遮断され、左右に流れを変えることも考えられるが、

本実験では鉛直方向から水が斜面に浸透して水を透しにくい層に達するとそ

こから斜面方向に流れるように設定しているが、地下水の集中や「みずみち」

は崩壊の大きな原因となるものの、ここでは再現していない。 

 

Q：伊豆大島の土砂をどのように採取して、運搬して、どのように再現して実験

したのか。 

A：崩落地の地山から土砂を採取した。それだけではたりないので、流出した土

砂も採取した。土砂は 40トン、レスは 10トン、パックに詰め、船とトラック

で運搬し、混入物を除去してレス層を固め、火山灰層を固めた。なるべく均質

になるように詰めた。 
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Q：火山灰にはレスも混入していないか。 

A：粒径と色で確認したが、流れた土砂は地山と全く同じとは限らないのでレス

も混入していると思う。 

 

Q：昭和 33年に狩野川台風で土砂が流れて 2名が亡くなった。そのときは、今回

崩れたところよりも北側の方が土砂が多かった。サクラ、ツバキとヒサカキで

は根の張り方が違う。保水力との関係はどうなのか。 

A：狩野川台風の調査も行った。崩落は基本的には同じ。保水力は、針葉樹であ

るスギやヒノキではデ－タがあるが、広葉樹林では種類が多様なので複雑であ

り、調査データがほとんどないのが実情である。今回の調査では地域的な特徴

のある常緑広葉樹を調べたもので、データとして重要である。 

 

Q：植物の根を引き抜く調査では、土の粘着力も調べたのか。 

A：斜面の強度を調べるのに根の引き抜きから推定した補強効果を含土の粘着力

を調べている。斜面の安定に根がどのような効果を持つのかを評価している。 

 

Q：圧力水頭とはなにか。圧力の方向は。斜面の上流、中流、下流での水圧の差

はあるか。 

A：地下水位と同じと考えてよい。方向性はなく、単位面積あたりの力である。

今回の実験では場所によって地下水位はほぼ同じであり、斜面の形と地下水面

の形はほぼ同じである。ただし、実際には地下水が流れ始めると斜面の下流に

集まって水圧が高くなる傾向がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告会                 左から 安孫子 落合 酒井 後藤 


