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はじめに
地域防災教育研究センター
センター長 浅野 敏之
平成 24 年度から実施しておりますプロジェクト事業「南九州から南西諸島に
おける総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」の平成 26 年度報告書を発
刊するにあたり、これまでの本センターの設立の経緯と、現在の活動の概要、
今後の活動の方針について簡単にご紹介いたします。
地域防災教育研究センターは、鹿児島大学の学内共同教育研究施設として平
成 23 年 6 月に創設されました。当然のことながら本センターはこの時に突然誕
生したわけではありません。鹿児島県とその周辺は、様々な自然災害が多発す
る地域です。近年の主なものでも 1993 年鹿児島豪雨、1997 年県北西部地震、
2006 年県北部豪雨、2010 年奄美豪雨、2011 年新燃岳噴火など，地域社会の安
全・安心を脅かす大きな災害が起こりました。鹿児島大学における、これら災
害に対する調査研究、シンポジウムの開催などによる防災啓発、自治体等との
社会連携活動等への取組みが、本センター設立の礎となっています。
本センターは「教育部門」、「調査研究部門」、「地域連携部門」の 3 部門で組
織され、それぞれが連携しながら活動を展開しております。3 名の特任教授をは
じめ、7 つの学部、医歯学付属病院、3 つの学内共同教育研究施設を所属部局と
する広範な分野から約 60 名の兼務教員が本センターの活動に参画しています。
3 部門の活動については、この後に部門報告がありますので、ここでは概略を記
述します。
「教育部門」は、共通教育において防災学に関する 2 つの授業科目を開設し、
これらの受講によって防災士受験資格が取得できるようにしました。この科目
では、鹿児島県、地方気象台，消防局など地域の防災機関にも講師をお願いし
ており、防災演習にも重きを置いています。また県・市等の教育委員会と連携
して、小・中・高等学校における防災教育の企画運営を行っています。
「調査研究部門」は，水害・土砂災害、火山災害、地震・津波災害、放射線
災害、総合防災の 5 つの分野において、活動を実施しております。本センター
メンバーの研究情報の共有を行うため、鹿児島大学防災セミナーを実施してい
ます。このセミナーは、講師・受講生ともに、学外の防災機関職員・本学学生
に開放しています。

「地域連携部門」は、地方自治体・地域住民・地域事業体と連携して、地域
防災のさまざまな課題の解決を任務としています。地域の自治体・防災機関が
防災対策を立案する上で有用な資料となるよう、本学における自然災害分野の
研究成果や歴史的な災害資料を体系的に整理した「地域防災支援データベース」
を構築する取り組みを行っています。また、教育部門と連携し、防災に関する
シンポジウム・市民講座の企画・運営を行っています。
今後の活動については、次のような課題に取組む予定です。
「教育部門」では、消防局などと連携し防災活動実践に重点を置いた科目を
新設致します。また、各学部に分散する防災関係の授業を整理し、体系化した
統合的プログラムを提供することを考えています。市民・防災機関職員に対し
て防災士資格取得支援を行うとともに、防災士取得学生についても最新の防災
知識の更新を支援し、地域防災リーダーの継続的育成を行います。
「調査研究部門」は、これまでの活動をさらに充実させるとともに、以下の 2
課題については重点的に研究を行う予定です。昨年の御嶽山の噴火災害をはじ
め、鹿児島県内のいくつかの火山も噴火が活発化しています。近い将来の発生
が危惧される桜島の大規模噴火に対する調査研究が第１点目の重要課題です。
一方、鹿児島県は過去に大きな豪雨災害を何度も経験しており、豪雨の発生予
測技術の開発が第 2 点目の重要課題と考えられます。両者の課題は、高解像度
レーダーを用いて火山噴煙柱や積乱雲内の構造を解明するという共通の手法を
持っています。先端的な研究で地域社会の要請が高い防災課題に貢献したいと
考えています。
「地域連携部門」は、これまでの活動に引続き、防災啓発事業への協力や防
災に関する技術指導・助言等により、地方自治体等との防災に関する連携・協
働活動を充実させ、地域防災力のさらなる向上をめざしています。桜島大噴火
による被害想定の調査研究や，災害ハザードマップ作成支援、事務所の防災マ
ニュアル、BCP 計画の作成支援などが今後取り組むべき課題と考えています。
本報告書では，本プロジェクト事業で実施した調査研究をまとめています。
生み出された研究成果は広く社会に発信しなければなりません。大学教育・防
災行政・市民への啓発に活かすためにも、
「教育部門」や「地域連携部門」を通
じて、シンポジウムなどを通じてわかりやすい形で還元していくつもりです。
地域の防災教育・研究の拠点となって信頼されるセンターとなるよう努力して
いきたいと考えておりますので、今後とも関係各位のご支援、ご協力をよろし
くお願いいたします。
平成 27 年 3 月
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平成 26 年度地域防災教育研究センター活動概要

１．防災セミナーの開催
本センターでは３か月おきに学内外から講師を招いて防災セミナーを実施している。セ
ミナーは学内外に公開している。平成 26 年度においては、第 4 回から第 7 回まで 4 回のセ
ミナーが開催された。
(1) 第４回セミナー
開催日

平成 26 年 5 月 30 日（金）

演題・講師

2001 年～2012 年の桜島火山ガス高濃度事象
地形と環境、防災

坂本昌弥

－鹿児島の低地を例として

森脇

広

(2) 第５回防災セミナー
開催日

平成 26 年 7 月 28 日（月）

演題・講師

福島原子力事故の経験をどう生かすか？

秋葉澄伯

鹿児島県の緊急被ばく医療体制について

垣花泰之

(3) 第６回防災セミナー
開催日 平成 26 年 10 月 27 日（月）
演題・講師

気象台の発表する防災気象情報について
指定公共機関としての防災・減災への役割

山下一実
古川憲洋

(4) 第７回防災セミナー
開催日 平成 27 年１月 23 日（金）
演題・講師

火災と現場に潜む危険性
鹿児島県の防災対策

（参考）

齋藤栄次

－自然災害への対策を中心に－

幸

進也

平成 25 年度以前の開催

〈平成 25 年度〉
第１回防災セミナー
開催日

平成 25 年 6 月 5 日（水）

演題・講師

気象レーダを用いた極端現象の監視と予測

－現状と今後の研究計画－

真木雅之
被災者と仮設住宅

－東日本大震災での現状から南九州を考える－

岩船昌起
第２回防災セミナー
開催日

平成 25 年 10 月 2 日（水）

演題・講師

鹿児島県における地震・津波リスク

－1－

－高頻度から低頻度まで、大規模か

ら小規模まで－

小林励司

地域の歴史文化をどのように形成し、豊かにしていくのか－歴史資料の防
災ネットワーク構築にむけた取り組み－

佐藤宏之

第３回防災セミナー
開催日

平成 26 年 1 月 16 日（木）

演題・講師

降雨時の斜面崩壊予測システムの構想と研究の進捗状況
川内川における水害対策の取り組み

宗

酒匂一成

琢万

２．シンポジウム等の開催
平成 26 年に本センターが主催あるいは共催して開催したシンポジウム等は以下の通りで
ある。
（主催）
(1) オープンフォーラム「南九州・南西諸島域における巨大津波災害の想定」
主催

地域防災教育研究センター
日本自然災害学会

開催日

平成 26 年 9 月 23 日（火）

会場

鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市）

(2) 平成 26 年度

防災・日本再生シンポジウム「桜島火山と地域防災－大正噴火の経験

を生かす－」
主催

地域防災教育研究センター

共催

一般社団法人国立大学協会

開催日
会場

平成 26 年 10 月 25 日（土）
県民交流センター（鹿児島市）

(3) 鹿児島大学シンポジウム「島嶼災害の特徴と防災」
主催

国際島嶼教育研究センター
地域防災教育研究センター

開催日
会場

平成 27 年１月 31 日（土）

鹿児島大学共通教育棟（鹿児島市）

(4) 連携シンポジウム「奄美での津波避難を考える－最先端の防災科学と学校での防災教
育－」
主催

地域防災教育研究センター
奄美市教育委員会

共催

奄美市
鹿児島地方気象台・名瀬測候所

開催日

平成 27 年 2 月 8 日（日）

会場

奄美文化センター（奄美市）
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（共催）
(1) 公開シンポジウム「山田での東日本大震災を検証する」
主催

日本地理学会「被災地再建研究グループ」
東北地理学

共催

岩手県山田町
トヨタ財団
地域防災教育研究センター

開催日

平成 26 年 9 月 13 日（土）

会場

山田町中央公民館（岩手県山田町）

(2) 公開シンポジウム「大槌での東日本大震災を検証する」
主催 日本地理学会「被災地再建研究グループ」
東北地理学
共催 岩手県大槌町
トヨタ財団
地域防災教育研究センター
開催日 平成 26 年 9 月 14 日（日）
会場

大槌町中央公民館（岩手県大槌町）

（参考）

平成 25 年度以前の開催

〈平成 25 年度〉
（主催）
平成２５年度防災・日本再生シンポジウム

鹿児島大学出前シンポジウム「地震・津波に

対する学校と地域の防災を考える」
主催

地域防災教育研究センター

共催

一般社団法人国立大学協会

開催日
会場

平成 25 年 11 月 9 日
志布志市文化会館（志布志市）

（共催）
日韓共同シンポジウム「３．１１以降の人間社会」
主催

人文社会科学研究科
高麗大学校日本研究センター

共催

地域防災教育研究センター

開催日
会場

平成 25 年 10 月 23 日

鹿児島大学（鹿児島市）

夏休みこども火山スクール
主催

in えびの高原

自然公園財団えびの支部
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共催
開催日

地域防災教育研究センター

会場

平成 25 年 8 月 3 日
えびの高原（宮崎県えびの市）

〈平成 24 年度〉
（主催）
地域防災教育研究センター１周年企画シンポジウム「地域防災力の向上を考える」
主催
開催日

地域防災教育研究センター

会場

平成 24 年 10 月 6 日
鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市）

〈平成 23 年度〉
（主催）
平成２３年度

防災・日本再生シンポジウム「奄美豪雨災害から学ぶ

－2010 年奄美豪雨

災害の総合的調査研究－」
主催

鹿児島大学（地域防災教育研究センター）

共催

一般社団法人国立大学協会

開催日

平成 23 年 10 月 22 日

会場 奄美市文化会館（奄美市）
３．学内における防災教育の実施
共通教育において防災に関する科目を提供するとともに、防災士養成等に取り組んでい
る。
(1) 共通教育の提供
共通教育科目４科目の実施
いのちと地域を守る防災学Ⅰ（前期毎週）
いのちと地域を守る防災学Ⅱ（後期毎週）
かごしま教養プログラム（前期集中）
かごしまフィールドスクール（前期集中）
(2) 防災士養成の取り組み
救急救命講習２回の実施
鹿児島市消防局と連携（前期集中）
日本赤十字社鹿児島県支部と連携（後期集中）
日本防災士機構による防災士資格取得試験１回の実施
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４．地域との連携による事業の実施
(1)

文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援

県教育委員会「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教育総合支援事業」
委託）において、県・市町教育委員会からの要請を受けてモデル校へ防災教育アドバイザ
ーの派遣および防災実践指導を行っている。平成 26 年度は奄美市と東串良町で実施し、平
成 27 年度まで継続の予定。平成 24・25 年度は志布志市と霧島町で実施した。
(2)

地域防災体制に関する市町村自治体アンケート調査の実施

平成 27 年 1 月、県内の 43 市町村自治体を対象にして、地域防災体制の現状と課題を把
握することを目的として、アンケート調査を行った。結果については現在分析中。
（参考）
〈平成 24 年度〉
桜島大噴火湾岸事業所アンケートの実施
南日本新聞社と共同で、桜島を取り囲む鹿児島湾岸に立地する事業所を対象に、桜島大
噴火を想定した火山防災に関する事業所アンケートを実施した。多くの事業所が桜島の大
噴火は事業の実施に大きな影響をもたらすと回答する一方で、防災計画や事業継続計画な
ど具体的な備えは進んでいないことが明らかになった。
５．調査研究の実施
二つのプロジェクト事業を実施している。
(1)

文部科学省地域防災対策支援研究プロジェクト事業「南九州における地域防災支援デ

ータベースの構築」（平成 25 年度から平成 27 年度）
四つのデータベースの構築に向けて作業を行っている。
①ゲリラ豪雨データベースの構築
②土砂災害データベースの構築
③桜島対象噴火デジタルアーカイブスの構築
④鹿児島県市町村ハザードマップ
(2)

文部科学省プロジェクト「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と

地域防災体制の構築（平成 24 年度から平成 27 年度）
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平成 26 年度 活動報告

教育部門

１．シンポジウム【主催】
(1)

鹿児島大学シンポジウム「島嶼災害の特徴と防災」

主催

国際島嶼教育研究センター・地域防災教育研究センター

開催日
会場

平成 27 年 1 月 31 日（土）

鹿児島大学共通教育棟（鹿児島市）

参加者

90 名以上。

趣旨
災害県鹿児島は日本屈指の島嶼県でもある。島々は南北 600Km にも広がり，離島総面積
は，本島を含む沖縄県よりも大きい。台風被害も，強い勢力のまま上陸するため，激甚に
なる。火山被害も数多の島々で，国際級の被害史を経験している。津波被害・原発被害・
暴風雨被害・地滑り被害・豪雨被害等に島独自の被害傾向・特徴・懸念がある。それは避
難訓練・復旧復興策にも通じる。島嶼防災でも，島事情から来る諸問題が山積している。
通常の対策以上に何を準備し，万全を期したらよいのか，現場である島側の経験も踏まえ
て，学際的に議論したい。会場からの積極的発言にも期待したい。
プログラム
開会挨拶

浅野敏之（鹿児島大学地域防災教育研究センター長）

総合司会

佐藤宏之（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター）

基調講演
小林哲夫（鹿児島大学理学部）「島嶼の自然災害（火山等）と防災を考える」
シンポジウム・島嶼災害の特徴と防災
麓 憲吾（特定非営利活動法人ディ！）「災害時のコミュニティＦＭの役割」
岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター）「島嶼の自然と津波防災―奄美型の避難
計画を考える」
大岩根尚（三島村ジオパーク）「三島村硫黄島:火山の恵みと防災」
長嶋俊介（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター）「島嶼災害の特徴多様性と地域社会」
総合討論
閉会挨拶

司会：升屋正人（鹿児島大学学術情報基盤センター）
河合 渓（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター長）

※このシンポジウムの詳細については，下記の「参考文献・HP」をご覧下さい。
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＜参考文献・HP＞
・小林哲夫他 4 名 2015．鹿児島大学シンポジウム「島嶼災害の特徴と防災」報告．『島嶼
研だより』 69：4-5．
・鹿児島大学国際島嶼教育研究センターHP．「島嶼災害の特徴と防災」
http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/kenkyukai/symposium/2014/20150131symposium.html
・鹿児島大学国際島嶼教育研究センターHP．
「Characteristics and Prevention of Disasters
on Islands」
http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/kenkyukai/symposium/2014/20150131symposiumENG.htm
l

写真１ 台風後に与論島で建設の仮設住宅

写真２ 喜界島で海岸沿いに立地する集落

(2) 鹿児島大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム「奄美での津波避難を考える－最先端
の防災科学と学校での防災教育－」
主催

地域防災教育研究センター・奄美市教育委員会

共催

奄美市，鹿児島地方気象台・名瀬測候所

後援

鹿児島県教育庁，NHK 鹿児島放送局，MBC 南日本放送，KTS 鹿児島テレビ放送，
KKB 鹿児島放送，KYT 鹿児島読売テレビ，奄美テレビ，南日本新聞社，奄美新聞社
南海日日新聞社

開催日

平成 27 年 2 月 8 日（日）

会場

奄美文化センター（奄美市）

参加者

108 名

趣旨
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では，
「想定外」の巨大な津波が押し寄せ，岩手
県・宮城県・福島県などの沿岸地域に人的・物的に甚大な被害をもたらした。学校教育の
現場では，全校児童 108 人の七割に当たる 74 人が死亡・行方不明となった「石巻市立大川
小学校での悲劇」が繰り返されてはならない教訓とされ，岩手県釜石市内小中学校の全児
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童・生徒の 99.8％が生存できた「釜石の奇跡」が注目され，日本沿岸各地の学校現場で津
波防災教育が強化されることとなった。
このような中で，内閣府は，平成 26 年 9 月 22 日から「避難勧告等の判断・伝達マニュア
ル作成ガイドライン」を正式に運用し始めた。この中では，これまでの「避難」に関する
考え方をあらためて整理し，従来の避難所へ避難する「立ち退き避難」だけでなく，家屋
内に留まって安全を確保する「屋内安全確保」も「避難行動」の一つとした。避難の概念
が大きく変化し，
「高台への即時的な避難」など，一律な避難行動のみが推奨されなくなり，
津波で浸水が迫る状況下でも「命を守る避難行動」を市民一人一人が選択できることが求
められるようになった。
急峻な山地に囲まれかつ海に面した低地が居住域の大半を占める奄美大島でも，島民のす
べてが津波に対して「適切に」避難できる能力を獲得する必要がある。特に，地域の宝で
ある子どもを預かる教育現場では，学校や地区の実情に合わせた避難計画などの立案や児
童・生徒の「自ら考えて避難できるチカラ」の積極的な育成が求められている。
本シンポジウムでは，前半で奄美大島での津波に係わる最先端の研究を鹿児島大学の教員 2
名に紹介してもらい，まずは津波に関する「知識」を深めて頂く。そして後半では，鹿児
島県教育庁および奄美市教育委員会で推進している「実践的防災教育総合支援事業」に関
連して，防災アドバイザーを務める鹿児島地方気象台および鹿児島大学地域防災教育研究
センターから緊急地震速報や避難行動のポイントの解説を受け，事業推進校の小湊小学校
および大川小中学校から「防災教育実践」の実際について報告してもらう。そしてこの後，
発表者および奄美市危機管理担当者を交えて 7 名のパネルディスカッションを行い，会場
からの意見等も受けつつ「奄美での津波災害」への課題と対処法を議論する。
プログラム
開会挨拶

浅野 敏之（鹿児島大学地域防災教育研究センター長）

来賓挨拶

朝山 毅（奄美市長）

総合司会

地頭薗 隆（鹿児島大学農学部）

講話
後藤和彦（鹿児島大学理工学研究科）奄美大島近海での地震と津波
井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科） 津波堆積物から分かる過去の津波の履歴
緒方 誠 （鹿児島地方気象台防災業務課）緊急地震速報及び津波警報等について
岩船 昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター）津波からの避難行動
報告
外戸口 浩春（小湊小学校）小湊小学校での防災教育実践
田中 浩（大川小中学校）大川小中学校での防災教育実践
パネルディスカッション
司会：岩船 昌起（地域防災教育研究センター）
パネラー：後藤 和彦（鹿児島大学理工学研究科）
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井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科）
緒方 誠（鹿児島地方気象台）
外戸口 浩春（小湊小学校）
田中 浩（大川小中学校）
森山 直樹（奄美市総務課）
満枝 賢治（鹿児島県教育庁）
閉会挨拶

要田 憲雄（奄美市教育長）

※このシンポジウムの詳細については，本報告書掲載の以下の別稿を参考にしてください。
＜参考文献＞
・岩船昌起 2015．鹿児島県沿岸諸地域における津波避難計画の策定支援と地域住民啓発活
動．『平成 26 年度国立大学法人運営費交付金特別経費（プロジェクト分）-地域貢献機能の
充実-「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書』
149‐156

写真３ 浅野センター長と朝山市長の挨拶

写真４ 急峻な山地に囲まれた名瀬市街地

写真５ 満潮時に潮が新川沿いに遡る

写真６ 島嶼地域でも高齢者が多い
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２．シンポジウム【共催】
(1) 被災地再建研究グループ 第２回公開シンポジウム（東北地理学会 2014 年度 第１回研
究集会）「山田での東日本大震災を検証する」
主催：日本地理学会被災地再建研究グループ，東北地理学会
共催：山田町，トヨタ財団，鹿児島大学地域防災教育研究センター
後援：山田町教育委員会，山田町社会福祉協議会，山田町商工会，山田町観光協会，三陸
やまだ漁業協同組合，船越湾漁業協同組合, 東北都市学会, 東北大学大学院経済学研究科震
災復興研究センター
開催日

平成 26 年 9 月 13 日（土）

会場

山田町中央公民館（岩手県山田町）

オーガナイザー：岩船昌起（鹿児島大学）・岩間信之（茨城キリスト教大学）
参加者約 50 名
プログラム
第一部 山田町中心地での津波災害を検証する
司会：田村俊和（東北大学名誉教授）
佐藤信逸（山田町長）：挨拶
田村俊和（日本地理学会被災地再建研究グループ 代表代行）：挨拶
島田周平（東北地理学会 会長）：挨拶
岩船昌起（鹿児島大）：趣旨説明
岩船昌起（鹿児島大）：山田町中心街での津波の動き－映像と浸水データ
田中耕市（茨城大）：山田町での「避難しやすさ」を GIS から分析する
総合討論 山田町での津波避難計画を考える
まとめ 岩船昌起（鹿児島大）
第二部 被災者の生活から「まちづくり」を考える
司会：増田 聡（東北大学）
大野 満 （トヨタ財団 事務局長）：挨拶
岩間信之（茨城キリスト教大）：趣旨説明
駒木伸比古（愛知大）・佐々木 緑（広島修道大）
・岩間信之（茨城キリスト教大）・浅川達
人（明治学院大）・田中耕市（茨城大）：岩手県山田町での商業機能の復興プロセスと郊外
化の現状・課題
岩間信之（茨城キリスト教大），浅川達人（明治学院大），田中耕市（茨城大），佐々木緑（広
島修道大），駒木伸比古（愛知大）：岩手県山田町での仮設住宅団地および災害公営住宅の
買い物環境
岩船昌起（鹿児島大）・高橋信人（宮城大）・関根良平（東北大）・松本宏明・石井佳世・白
井祐浩（志大）：被災者の行動と生活環境を考慮したまちづくり
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総合討論
司会：増田 総（東北大）
・岩船昌起（鹿児島大）
コメント：岩動志乃夫（東北学院大）
池谷和信（国立民族学博物館）
佐々木 緑（広島修道大）
江川暁夫（桃山学院大）
まとめ：岩間信之（茨城キリスト教大）

写真７ 山田町職員には様々にご配慮頂く

写真８ 地理学以外の研究者も多く参加

(2) 被災地再建研究グループ 第２回公開シンポジウム（東北地理学会 2014 年度 第１回研
究集会）「大槌での東日本大震災を検証する」
主催

日本地理学会「被災地再建研究グループ」・東北地理学

共催

岩手県大槌町・トヨタ財団・鹿児島大学地域防災教育研究センター

後援：大槌町教育委員会，大槌町社会福祉協議会，大槌商工会，大槌町観光物産協会，新
おおつち漁業協同組合，東北都市学会，東北大学大学院経済学研究科震災復興研究センタ
ー
開催日

平成 26 年 9 月 14 日（日）

会場

大槌町中央公民館（岩手県大槌町）

オーガナイザー： 岩船昌起（鹿児島大）・浅川達人（明治学院大）・岩間信之（茨城キリス
ト教大）・池谷和信（国立民族学博物館）
参加者：約 50 名
プログラム
第一部 大槌町での津波対策を考える
司会：島津 弘（立正大）
碇川 豊 （大槌町長）：挨拶 ※代読
田村俊和（日本地理学会被災地再建研究グループ 代表代行）：挨拶
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島田周平（東北地理学会 会長）：挨拶
岩船昌起（鹿児島大）：趣旨説明
吉川忠寛（防災都市計画研究所）：大槌町における津波避難の教訓
岩船昌起（鹿児島大）：市街地での津波の動き－映像と浸水データ
田中耕市（茨城大）：大槌町での「避難しやすさ」を GIS から分析する
総合討論 大槌町での津波避難計画を考える
まとめ 岩船昌起（鹿児島大）
第二部 被災者の生活再建と「こころのやすらぎ」と健康を考える
司会：岩間信之（茨城キリスト教大）
大野 満 （トヨタ財団 事務局長）：挨拶
岩船昌起（鹿児島大）：趣旨説明
浅川達人（明治学院大）
：大槌町吉里吉里地区での復旧・復興プロセス
池谷和信（国立民族学博物館）：大槌町での民俗芸能と地域復興
大水敏弘（大槌副町長）
：大槌町の復興まちづくり
岩船昌起（鹿児島大）・高橋信人（宮城大）・関根良平（東北大）・松本宏明・石井佳世・白
井祐浩（志大）：被災者の行動と生活環境を考慮したまちづくり
総合討論
司会：岩間信之（茨城キリスト教大）・岩船昌起（鹿児島大）
コメント：麦倉 哲（岩手大）
森 直子（NIRA）
増田 聡（東北大）
まとめ： 岩船昌起（鹿児島大）
※ シンポジウムの後には山田町および大槌町でも懇親会が実施され，大槌町でのシンポジ
ウムの翌日には山田町および大槌町の被災地区等を訪れる巡検が実施された。巡検への参
加者は，25 名であった。今年度は実施できなかった「東日本大震災被災地研修」について
は，教育部門として来年度に復活させたい意向です。
※「山田での東日本大震災を検証する」および「大槌での東日本大震災を検証する」の両
シンポジウムについては，下記の参考文献および HP を参照してください。
＜参考文献・HP＞
・岩船昌起・岩間信之他 18 名 2015．2014 年度第 1 回研究集会公開シンポジウム「山田で
の東日本大震災を検証する」要旨．
『季刊地理学』66(3）：205-227．
・トヨタ財団 HP「プロジェクトレポート：被災地再建研究グループによる公開シンポジウ
ム『「東日本大震災」を検証する』が開催されました」
https://www.toyotafound.or.jp/project/proreport/event/2014-0925-1413-71.html
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写真９ 大槌町中央公民館でのシンポジウム

写真 10 終了後の懇親会で乾杯の直前

（品川区 池田明彦氏 提供）

（品川区 池田明彦氏 提供）

写真 11

安渡地区住民からの被災の説明

写真 12

白澤鹿子踊は復興の心の支え

写真 13

吉里吉里地区での復興工事の解説

写真 14

震災後再開した山田町のスーパー
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３．学内における防災教育の実施
共通教育で防災に関する科目を提供するとともに，防災士養成等に取り組んでいる。
(1)

共通教育科目４科目の提供

●いのちと地域を守る防災学Ⅰ

Disaster mitigation to guard lives and communities I

前期毎週講義／2 単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象
担当教員：浅野敏之 他 13 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践
授業概要（目的・内容・方法）
鹿児島大学の学生が，自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に，地域
自治体や防災組織が現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し，災害時に
は支援やボランティア活動を担うことのできる態度・志向性を養う。この講義は，後期
の「いのちと地域を守る防災学 II」と対になるものであり，2 つの講義を履修すると防災
士養成研修事業を受講したことに相当し，防災士資格の取得に繋がるよう設計されてい
る。前期科目では，特に災害を知り，それに対する対処・対策を考えることを目的とし
ている。
学習目標
いのちと地域を守る防災学を学ぶことにより，共通教育課程の新学習・教育目標であ
る，（1）倫理観に支えられた社会参画意識と社会貢献意欲を持ち，地域に学んでその問
題に継続して果敢に取り組むこと，を修得させる。この学修を通じて，地域防災力の向
上に市民として行動できる人材の育成を目的とする。
授業計画（15 回に分け，回数，授業内容，自学自習等）
1．講義の目的/防災士とは/最近の災害事例

（理工学研究科：浅野敏之）

2．地域防災と地域社会 （法文学部；菱山宏輔）
3．地形観察から考える防災－地形図判読と野外観察－（法文学部；森脇 広）
4．土砂災害と対策（農学部；地頭薗 隆）
5. リスクマネジメントと防災手法
6. 島嶼災害と対策

（国際島嶼教育研究センター；長嶋俊介）

（国際島嶼教育研究センター；長嶋俊介）

7．津波のしくみと対策（理工学研究科；柿沼太郎）
8．火山噴火のしくみと被害

（理工学研究科；小林哲夫）

9．鹿児島の自然災害史 （理工学研究科；井村隆介）
10．風水害と対策（理工学研究科；安達貴浩）
11. 耐震診断と補強 （理工学研究科；澤田樹一郎）
12.

中山間地域における地盤災害と農地復旧対策（農学部；平 瑞樹）

13.

福島に学ぶ－放射線災害と情報伝達（自然科学教育研究支援センター；福徳康雄）
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14.

学校教育における防災教育の実情と課題（教育学部；黒光貴峰）

15.

避難所運営と仮設住宅の暮らし（地域防災教育研究センター；岩船昌起）

写真 15

共通教育棟４号館４２１教室①

写真 16

共通教育棟４号館４２１教室②

●いのちと地域を守る防災学 II Disaster mitigation to guard lives and communities II
後期毎週講義／2 単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象
担当教員：岩船昌起 他 14 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践
授業概要（目的・内容・方法）
鹿児島大学の学生が，自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に，地域
自治体や防災関係機関が現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し，災害
時には支援やボランティア活動を担うことのできる態度や志向性を養う。この講義は，
前期の「いのちと地域を守る防災学 I」と対になるものであり，2 つの講義を履修すると
防災士養成研修事業を受講したことに相当し，防災士資格の取得に繋がるよう設計され
ている。後期科目では，特に，鹿児島市消防局，鹿児島地方気象台，県危機管理課，県
原子力安全対策課からの授業を用意しており，行政の防災関係機関の現場対応など知る
だけでなく，防災グループ演習を通じて「災害への対応行動」をシミュレーションして
災害時における実践的な学修を目指す。
学習目標
いのちと地域を守る防災学を学ぶことにより，共通教育課程の新学習・教育目標であ
る，（1）倫理観に支えられた社会参画意識と社会貢献意欲を持ち，地域に学んでその問
題に継続して果敢に取り組むこと，を修得させる。この学修を通じて，地域防災力の向
上に市民として行動できる人材の育成を目的とする。
授業計画（１５回に分け，回数，授業内容，自学自習等）
1． 防災と防犯からみる地域のセキュリティ

（法文学部；菱山宏輔）

2． 学校教育における防災対策のあり方－安全安心な幼稚園づくりを目指して－（教育学
部；生見 朗）
3． トラウマの理解と心理的ケア I （教育学部；関山 徹）
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4． トラウマの理解と心理的ケア II （教育学部；関山 徹）
5． ハザードマップ

（理工学研究科；井村隆介）

6． 火災と防火対策

（鹿児島市消防局；斎藤栄次）

7． 鹿児島県の災害と危機管理（鹿児島県庁

危機管理防災課；杢田 昇）

8． 自然災害に対する行政の危険防止責任（法文学部；森尾成之）
9． 気象災害の監視と予測

（地域防災教育研究センター；眞木雅之）

10. 大規模災害と情報通信 I （学術情報基盤センター；升屋正人）
11. 大規模災害と情報通信 II（学術情報基盤センター；升屋正人）
12. 火山の監視と防災情報

（鹿児島地方気象台；山里 平）

13. 鹿児島県の原子力防災対策
14. 防災グループ演習 I

（鹿児島県庁

原子力安全対策課；冨吉宏治）

（地域防災教育研究センター；岩船昌起，理工学研究科；

柿沼太郎，教育学部；黒光貴峰）
15. 防災グループ演習 II

（地域防災教育研究センター；岩船昌起，理工学研究科；

柿沼太郎，教育学部：黒光貴峰）

写真 17

県危機管理防災課の杢田 昇 氏

写真 19

鹿児島地方気象台の山里 平 氏

写真 18

写真 20

（鹿児島地方気象台 提供）
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県原子力安全対策課の冨吉宏治氏

鹿児島市消防局の斎藤栄次氏
（鹿児島市消防局 提供）

●かごしま教養プログラム
Kagoshima Liberal Arts Program: Developing Critical Skills for Thinking about the
Future of Kagoshima
前期集中講義／2 単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象
担当教員：飯干 明 他 5 名／社会問題への理解と実践・自己の確立
授業概要（目的・内容・方法）
この講義では，鹿児島県内のすべての大学等が伝統を活かして開発してきた，鹿児島
を素材にした授業を持ち寄り，「グローカルな視点から見たかごしま再発見」というテー
マに基づき，リベラルアーツ教育を行います。3 つのクラスに分かれての 3 日間の夏季集
中授業で，講義とグループ学習を行います。学生間でよく話し合い，切磋琢磨しながら
学習し、グループテーマについて取りまとめと発表を行います。地域防災教育研究セン
ターでは，クラス１を運営しました。
学習目標
(1)講義で提示される鹿児島独自の文化，自然，社会，産業などのテーマについて，内容
をよく理解し，自分の考えに従って問題点を正しく整理できる。
(2)グループ学習により，テーマに関連する問題を独自の視点で討論を行い，グループと
しての考えと方策などを具体的にまとめ上げ，それを適切に発表できる。
(3)テーマに関してグループで検討し得られた結論等について，受講生全員がそれぞれレ
ポートにまとめて提出する。
担当大学・学生数等
クラス 1（鹿児島大学担当）：40 名

※地域防災教育研究センターで運営

クラス 2（志學館大学担当）：26 名
クラス 3（志學館大学・鹿児島大学担当）：28 名
クラス１の概要
テーマ：地域－自然環境の地域性を踏まえて，防災にかかわる人間関係やまちづくりを
考える
実施日：2014 年 8 月 20 日（水）～22 日（金）
担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・
飯干 明 （鹿児島大学教育学部教授）
対象学生：1 年生を中心とした学生 31 名（40 名登録）
参加校：鹿児島大学 8 名・鹿児島工業高等専門学校 15 名・鹿児島県立大学 5 名・志學館
大学 3 名
日程：下記の通り。
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月日

開始

終了

所要時間

8:40
8:50

H26.8.20 水

集合
9:20

0:30 全体オリエンテーション
0:30 クラス別テーマと調査内容の説明

9:20

9:50

9:50

10:00

10:00

12:00

12:00

12:50

12:50

14:20

14:20

14:30

14:30

16:00

16:00

16:10

16:10

17:40

備考

共通教育棟
2号館1階 211号教室

2:00 クラス別・グループ別の打ち合せ
昼休み
講義Ⅰ：鹿児島大学 岩船 昌起先生
共通教育棟
1:30 鹿児島県の防災を考える－東日本大
2号館1階 211号教室
震災を教訓として－
休憩
1:30 クラス別・調査活動

図書館
学術情報基盤センター

休憩
1:30 パソコン検索等

学術情報基盤センター

１日目終了
小計

7:30

8:40

集合

8:50

10:20

10:20

10:30

10:30

12:00

12:00

12:50

12:50

14:20

14:20

14:30

14:30

16:00

16:00

16:10

16:10

17:40

1:30

講義Ⅱ：鹿児島工業高等専門学校
町 泰樹先生

共通教育棟
2号館1階 211号教室

休憩
1:30

講義Ⅲ：鹿児島市社会福祉協議会
汾陽 ゆり子先生

共通教育棟
2号館1階 211号教室

昼食
1:30 グループ学習
休憩
1:30 グループ学習
休憩
1:30 グループ学習

17:40

２日目終了
小計

7:30

8:40

H26.8.22 金

場所

休憩

17:40

H26.8.21 木

内容

集合

8:50

10:20

10:20

10:30

10:30

12:00

12:00

12:50

12:50

14:20

14:20

14:30

14:30

16:00

16:00

16:10

16:10

17:40

1:30 グループ別発表会・総評

17:40

17:55

0:15 修了式

小計
合計

1:30 グループ学習・発表準備
休憩
1:30 グループ学習・発表準備
昼食
1:30 グループ学習・発表準備
休憩
1:30 グループ学習・発表準備
休憩
フィールドスクールの
説明
共通教育棟
2号館1階 211号教室

7:45
22:45
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●かごしまフィールドスクール
Kagoshima Field School: Volunteer Activities in Kagoshima
前期集中講義／2 単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象
担当教員：飯干 明 他 6 名／社会問題への理解と実践／自己の確立
授業概要（目的・内容・方法）
地場産業，農業，商業，文化，観光，環境，暮らし，防災などに関する地域や施設な
どを学習の場とし，そこに内在する特徴や課題について実践的に学習して，課題を解決
する方策について考察し，若者のグローバルな視点でそれらを発展させる方策などにつ
いて考えます。このような活動を通して，鹿児島の本質と問題点を理解し，国際社会の
中での鹿児島の個性化・活性化を考える「グローカルな素養」を身につけるとともに，
自己開発の能力を身につけます。具体的には，実践的な学びの場において体験的な学習
能力を向上し，考察・討論・発表を通した理解力と問題解決能力の修得を促進するとと
もに，発表後の意見交換を加味して本授業全体を通した総合的な成果を文書化すること
により，日本語コミュニケーション能力の向上を図ります。なお，地域防災教育研究セ
ンターでは，フィールド１を運営した。
学習目標
(1)指定地域内の調査地区の実地視察や関係者との交流を通して，同地区の住民生活，商
業活動，文化活動等の特徴を把握し，選択したテーマに関する独自の問題を調査。
(2)同地区等のさらなる活性化のために，今後どのような展望が望ましいか，どのような
可能性があるか等の視点でテーマを考え，グループ討論により改善策等を具体的に討
論しその成果を発表。
(3)実地調査，討論，発表を通して得られた成果を総合的にとりまとめたレポートを作成。
テーマ別に編成されたグループにおいて，これら三つの学習目標を達成する。
担当大学・学生数等
フィールド 1（鹿児島大学担当）：30 名 ※地域防災教育研究センターで運営
フィールド 2（志學館大学担当）：16 名
フィールド 3（志學館大学・鹿児島大学担当）：12 名
フィールド１の概要
テーマ：霧島山麓の救急救命と防災を考える
目標：フィールドワークを通じて霧島山麓の自然環境と地域社会を知り，これに応じた
救急救命と防災のあり方を消防職員も交えて議論する。
実施日：2014 年 8 月 25 日（月）～27 日（水）
担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・
小林善仁（鹿児島大学法文学部准教授）・南 直子（法文学部助手）
対象学生：1 年生を中心とした学生 27 名（30 名登録）
参加校：鹿児島大学 8 名・鹿児島工業高等専門学校 12 名・鹿児島県立大学 5 名・志學館
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大学 2 名
協力機関：霧島市消防局・環境省えびの自然保護官事務所・自然公園財団えびのエコミ
ュージアムセンター・
移動手段：鹿児島大学スクールバス（鹿児島市‐霧島市牧園往復，巡検）
宿泊施設：霧島自然ふれあいセンター
活動内容
第１日目（8 月 25 日）
9:00

鹿児島大学 出発（8:55 鹿児島大学 集合）

9:00 ～ 10:30

バスで移動（車内でオリエンテーション）

10:40 ～ 12:00

霧島市消防局（情報司令室および消防車両等見学など）

12:00 ～ 12:50

昼食（手配を霧島市消防局に依頼）

12:50 ～ 13:40

バスで移動 → 霧島自然ふれあいセンター

13:40 ～ 14:10

霧島自然ふれあいセンター着，入所式と荷物入れ

14:10 ～ 14:30

バスで移動 → 北消防署

14:30 ～ 17:40

BLS 講習会（心肺蘇生・AED・三角巾法など）

17:40 ～ 18:00

徒歩で移動 → ふれあいセンター

18:30 ～ 20:00

夕食・入浴

20:00 ～ 22:00

講義：松本 晃 氏（環境省えびの自然保護官）

22:30 ～

解散・就寝

写真 21

霧島市消防局が全面的に協力

写真 22

酸素ボンベを背負い笑顔の学生

第２日目（8 月 26 日）
6:30 ～

8:30

起床・身支度・掃除・朝の集い・朝食

8:30 ～ 10:00

牧園巡検（丸尾温泉街・森林セラピーロードなど）

10:10 ～ 11:40

指導：坂本謙太郎氏（自然公園財団えびの支部長）

11:50 ～ 12:50

昼食（お弁当）および調査計画立案（班ごと）

12:50 ～ 17:30

救急救命・防災の現地調査（班ごと）【牧園地区】

17:30 ～ 19:30

入浴・夕食
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19:30 ～ 21:30

調査のまとめ（班ごと）

22:30 ～

解散・就寝

第３日目（8 月 27 日）
6:00 ～

8:30

起床・身支度・清掃・朝の集い・退所式・朝食

8:30 ～

8:50

徒歩で移動 →

北消防署

9:00 ～ 12:10

まとめ（班ごと）or 予備調査

12:10 ～ 13:10

昼食（お弁当）

13:10 ～ 13:40

発表会と総括（※北消防署員も参加）

15:30 ～ 17:30

バスで移動 → 鹿児島に到着後 解散

※ 「かごしま教養プログラム」および「かごしまフィールドスクール」については，大学
地域コンソーシアム鹿児島 HP に掲載される報告書を参照してください。
＜参考文献・HP＞
・岩船昌起 2015．教養プログラムクラス１｢自然環境の地域性を踏まえて防災にかかわる人
間関係やまちづくりを考える｣『大学地域コンソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』
・岩船昌起 2015．フィールドスクール１「霧島山麓の救急救命と防災を考える」
『大学地域
コンソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』
・大学地域コンソーシアム鹿児島 HP
(2)

https://www.kagoshima-u.ac.jp/renkei/index.html

防災士養成の取り組み

●救急救命講習：鹿児島市消防局と連携（前期集中）
日程：平成 26 年 9 月 27 日（土）13:00～16:00
場所：鹿児島市消防局 消防総合訓練研修センター（鹿児島市新栄町 22 番 30 号）
内容：普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生，AED の使用，異物除去，止血など）
指導：鹿児島市消防局中央消防署甲南分遣隊（救急救命士等 2 名）
参加者：学生 12（女 9 名，男 3 名），教員 4 名（男 4 名）

写真 23

消防総合訓練研修センターにて

写真 24
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心肺蘇生を行い，AED を準備

●救急救命講習：日本赤十字社鹿児島県支部と連携（後期集中）
日程：平成 27 年 1 月 11 日（日）9:00～16:00
場所：日本赤十字社鹿児島県支部 赤十字会館（鹿児島市鴨池新町 1 番 5 号）
内容：救急法基礎講習（心肺蘇生，AED を用いた除細動，気道異物除去など）
指導：日本赤十字社鹿児島県支部（救急法講師等 3 名）
参加者：学生 8 名（女 4 名，男 3 名），教員 1 名（男 1 名）

写真 25

写真 26

赤十字講師と指導員が解説

毛布での保温の仕方を知る

●日本防災士機構による防災士資格取得試験１回の実施
日程：平成 27 年 1 月 28 日（水）11:00～12:00
場所：鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟４号館 421 教室
内容：日本防災士機構から試験官 2 名来学して実施。
受験者：学生 21 名（女 15 名，男 6 名）

※ 合格者 20 名認証登録申請中

教員 4 名（男 4 名） ※ 試験免除制度活用で認証登録中

写真 27

日本防災士機構の試験官 2 名

写真 28
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試験直前で緊張する学生

４．地域との連携による事業の実施
(1)

文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援

鹿児島県の教育・文化・交流を推進する鹿児島県教育委員会では，保健体育・スポーツ
の「学校安全」の枠組みにおいて「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教
育総合支援事業」委託）を実施している（鹿児島県教育委員会 HP）。本センターでは，県・
市町教育委員会からの要請を受けて，平成 24・25 年度に霧島市と志布志市，平成 26 年度
に奄美市と東串良町に専門家を派遣してモデル校で地震・津波・火山噴火・豪雨・山地崩
壊等による災害の解説や警戒避難対応への助言を行っている（表１）
。
表１ 鹿児島県「防災教育モデル実践事業」でのモデル校
平成２４・２５年度
霧島市教育委員会
志布志市教育委員会
市立大田小学校
市立通山小学校
市立霧島中学校
市立有明中学校
県立霧島高等学校
県立志布志高等学校

平成２６年度
奄美市教育委員会 東串良町教育委員会
市立小湊小学校
■市立柏原小学校
市立大川小中学校 ◇市立池之原小学校
◇市立東串良中学校
■：拠点校 ◇：連携校

●奄美市 実践的防災教育総合支援事業
・第１回推進委員会および出前授業等
日時：平成 26 年 7 月 15・16 日（火・水）
場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校
【7 月 15 日】
第１回推進委員会

10:00～12:00 奄美振興会館第１会議室

内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の概要について
(2) モデル校からの説明等
(3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等
(4) 意見交換等
小湊小学校・大川小中学校

校区視察

14:00～15:10

小湊小学校・大川小中学校

職員研修

15:30～16:40

※ 両校それぞれで実施

小湊小学校での出前授業
岩船昌起（鹿児島大学）「津波からの避難行動」
鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」
大川小中学校での出前授業
地頭薗 隆（鹿児島大学）「土砂災害について」
鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」
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【7 月 16 日】
防災教室

10:00～12:30 ※ 両校それぞれで実施
10:00～12:30 視聴覚室

小湊小学校

※全児童対象

岩船昌起（鹿児島大学）「津波からの避難行動」
鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」
10:45～12:30

大川小中学校

体育館

※全児童生徒対象

地頭薗 隆（鹿児島大学）「土砂災害について」
鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」
視察および助言・指導

13:30～

・第２回推進委員会および出前講義等
日時：平成 26 年 11 月 6・7 日（木・金）
場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校
【11 月 6 日】
小湊小学校「学級活動（災害安全）」10:55～12:20 体育館

全児童対象

井嶋義則（小湊小学校）「津波ってそんなにこわいの
～地震と津波の関係や津波の流れの速さなどから，身を守る方法を学ぶ～」
ゲストティーチャー： 岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター）
石井良一（株式会社 センチュリー 常務取締役）
大川小中学校「地震・津波対応訓練」14:00～14:55 大川小中学校校区
14:00 緊急地震速報システムによる放送
14:01 全校児童生徒避難開始
※ 避難途中，西田公民館集合の保護者や地域住民呼びかけ，
一緒に農道安木屋場線に避難。
14:25 避難完了・人員点呼
14:30 下山開始
14:40 体育館集合・訓練反省・講話等
講話：地頭薗 隆（鹿児島大学農学部）
岩船昌起（鹿大地域防災教育研究センター）
14:55 訓練終了
校区内フィールドワーク（小湊小学校・大川小中学校区）15:30～16:30
【11 月 7 日】
知根小学校視察および助言・指導
第２回推進委員会

8:30～9:30

10:00～12:00 奄美振興会館第１会議室

内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の経過について
(2) モデル校からの説明，取り組みの総括等
(3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等
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(4) 意見交換等
13:30～15:00

笠利地区沿岸の学校（手花部小学校，屋仁小学校等）視察
・第３回推進委員会および出前講義等
日時：平成 27 年 2 月 9・10 日（月・火）

場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校
【2 月 9 日】
大川小中学校 出前講義

9:45～10:30

体育館

全児童生徒対象

岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター）「津波からの避難行動」
小湊小学校「緊急地震速報を活用した避難訓練」11：50～12：35 小湊小学校校区
11:50 緊急地震速報システムによる放送
11:51 全校児童生徒避難開始
※ 奄美看護福祉専門学校へ避難。
12:05 避難完了・人員点呼
12:10 下山開始
12:20 体育館集合・訓練反省・講評等
講評：地頭薗 隆（鹿児島大学農学部）・岩船昌起
12:35 訓練終了
【2 月 10 日】
第３回推進委員会

10:00～12:00 奄美振興会館第１会議室

内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の経過について
(2) モデル校からの説明，取り組みの総括等
(3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等
(4) 意見交換，来年度以降の実践について等
名瀬地区の学校（名瀬中学校，伊津部小学校）等を視察

写真 29

13:30～15:00

写真 30 車イス高齢者の避難を助ける生徒

指定避難ビルに到着した児童

（2015 年 2 月 9 日 奄美市立小湊小学校）

（2014 年 11 月 6 日 奄美市立大川小中学校）
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●東串良町 実践的防災教育総合支援事業
・第１回推進委員会および講話
日時：平成 26 年 8 月 28 日（木）
場所：東串良町役場 3 階会議室
第１回推進委員会

13:30～14:50

内容：(1) 東串良町実践的防災教育総合支援事業の概要について
(2) 鹿児島地方気象台からのアドバイス
(3) 鹿児島大学地域防災教育研究センターからのアドバイス
(4) 意見交換等
講話

15:00～16:40
岩船昌起（鹿児島大学）「災害時における避難のあり方」15:00～16:00
鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」16:10～16:40

・第２回推進委員会および出前授業等
日時：平成 26 年 11 月 21 日（金）・26 日（金）・12 月 2 日（火）
・4 日（木）
場所：東串良町役場 3 階会議室，柏原小学校および東串良中学校
【11 月 21 日】
柏原小学校 出前授業

13:40～14:25

柏原小学校

全児童対象

鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」
第２回推進委員会

15:30～16:45 東串良町役場 3 階会議室

柏原小学校による地震・津波に関する避難訓練計画の提案及び検討等
本センター参加者：浅野敏之・井村隆介（鹿児島大学理工学研究科）
【11 月 26 日】
東串良中学校 出前授業

11:50～12:40 東串良中学校

1～3 年生対象

鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」
【12 月 2 日】
東串良中学校 出前授業

14:15～15:05

東串良中学校

1～3 年生対象

井村隆介（鹿児島大学）
「大地震・大津波から生命を守るために取り組むべきこと」
【12 月 4 日】
柏原小学校

13:45～14:45

柏原小学校

全児童対象

「緊急地震速報を活用した避難訓練」
本センター参加者：西 隆一郎（鹿大水産学部）・井村隆介（鹿大理工学研究科）
柏原小学校 出前授業

15:05～15:50 柏原小学校

5･6 年生対象

井村隆介（鹿児島大学）
「大地震・大津波から生命を守るために取り組むべきこと」
防災アドバイザーからの指導・助言

16:00～16:40 柏原小学校
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教職員等対象

写真 31

写真 32 避難完了後の空撮写真

校庭から校舎屋上へ津波避難訓練

(2014 年 12 月 4 日 東串良町立柏原小学校)

(2014 年 12 月 4 日 東串良町立柏原小学校)
(水産学部 西教授 提供)

（東串良町教育委員会 提供）
・第３回推進委員会および出前授業等
日時：平成 27 年 2 月 3 日（火）6 日（金）

場所：東串良町役場 3 階会議室，池之原小学校および東串良中学校
【2 月 3 日】
第３回推進委員会

14:30～16:00 東串良町役場 3 階会議室

内容：(1) 各学校における取組状況について
(2) 今後の計画及び実践の方向性について（来年度の計画を含む）
(3) その他
本センター参加者：井村隆介・小林励司（鹿児島大学理工学研究科）
【2 月 6 日】
池之原小学校 出前授業

10:40～11:25

池之原小学校

1～3 年生対象

鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」
池之原小学校 出前授業

11:35～12:20

池之原小学校

4～6 年生対象

鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」
東串良中学校

14:55～15:40 東串良中学校

1～3 年生対象

「緊急地震速報を活用した地震・津波に対する避難訓練」
本センター参加者：井村隆介・小林励司（鹿児島大学理工学研究科）
池之原小学校 教職員研修

16:05～16:45 教職員対象

「学校における防災教育の推進について」
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写真 33

津波想定で校舎２階へ垂直避難

(2015 年 2 月 6 日 東串良町立東串良中学校)

写真 34

(2015 年 2 月 6 日 東串良町立池之原小学校)

（東串良町教育委員会 提供）

写真 35

（東串良町教育委員会 提供)

写真 36 井村准教授による出前授業

実験で津波発生の仕組みを学ぶ

(2015 年 2 月 6 日 東串良町立池之原小学校)

防災教育充実のための教職員研修

(2014 年 12 月 4 日 東串良町立柏原小学校)

（東串良町教育委員会 提供）

（東串良町教育委員会 提供)
文責：岩船昌起
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平成 26 年度「鹿大防災セミナー」報告
調査研究部門

防災に関する教育・研究や行政等の取り組みについて，本センターに係わる教職員および関係
機関の情報交換や交流を目的に平成 25 年度から「鹿大防災セミナー」を実施している。以下，平
成 26 年度に開催した第 4 回から第 7 回の概要を報告する。
第 4 回 平成 26 年 5 月 30 日（金）（担当：火山災害分野責任者 森脇広教授）
講演
「2001 年～2012 年の桜島火山ガス高濃度事象」鹿児島県立博物館 坂本昌弥氏
「地形と環境，防災－鹿児島の低地を例として」法文学部 森脇広氏
概要
坂本氏は，鹿児島県内の 21 カ所の環境大気測定局における SO₂ガス濃度データ等を用いて桜
島火山ガス高濃度事象について説明し，地域住民に火山ガス情報を提供する防災システム構築の
重要性を講演した。森脇氏は，甲突川平野の地形と 1993 年水害との関係等を説明し，地形の把
握が防災に重要であることを講演した。セミナーには，教職員，いのちと地域を守る防災学Ⅰの
受講生を含む学生，学外関係者の 46 名が参加した。

坂本氏の講演の様子

第５回 平成 26 年 7 月 28 日（月）（担当：放射線災害分野責任者 秋葉澄伯教授）
講演
「福島原子力事故の経験をどう生かすか？」医歯学総合研究科 秋葉澄伯氏
「鹿児島県の緊急被ばく医療体制について」医歯学総合研究科 垣花泰之氏
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概要
秋葉氏は，福島原子力事故に関連して実施した甲状腺の調査結果を説明し，原子力事故の経験
をどう生かすかについて講演した。さらに，垣花氏は，日本の救急被ばく医療の現状を東海村臨
界事故と福島第一原子力発電所事故のデータに基づいて説明し，川内原子力発電所を有する鹿児
島県の救急被ばく医療体制について講演した。セミナーには，教職員，いのちと地域を守る防災
学Ⅰの受講生を含む学生，学外関係者の 46 名が参加した。
第 6 回 平成 26 年 10 月 27 日（月）（担当：総合防災分野責任者 井村隆介准教授）
講演
「気象台の発表する防災気象情報について」鹿児島地方気象台 山下一実氏
「指定公共機関としての防災・減災への役割」NHK 鹿児島放送局 古川憲洋氏
概要
山下氏は，降水の予測技術を解説し，気象情報や警報等の発表基準，地震・火山に関する情報
等，気象台が発表する様々な防災情報について講演した。古川氏は，マスコミが災害時に果たす
役割についてニュースがつくられている現場映像を示しながら説明し，防災情報を正確かつ迅速
に伝える放送局の役割について講演した。セミナーには，教職員，いのちと地域を守る防災学Ⅰ
の受講生を含む学生，学外関係者の 58 名が参加した。

会場の様子

第７回 平成 27 年 1 月 23 日（金）（担当：本センター 岩船昌起特任教授）
講演
「火災と現場に潜む危険性」 鹿児島市消防局 齋藤栄次氏
「鹿児島県の防災対策―自然災害への対策を中心に―」鹿児島県危機管理防災課 幸進也氏
概要
齋藤氏は，火災のメカニズムや火災現場に潜む危険性を解説するとともに，災害時における消
防隊員の活動について講演した。幸氏は，鹿児島県における自然災害の実態と特徴を解説し，さ
らに災害時の危機管理体制やさまざまな防災対策の取り組みについて講演した。セミナーには，
教職員，いのちと地域を守る防災学Ⅰの受講生を含む学生，学外関係者の 28 名が参加した。

－ 32 －

平成 26 年度 活動報告
地域連携部門

１. フォーラム開催
日本自然災害学会オープンフォーラム
「南九州・南西諸島海域における巨大津波災害の想定」を開催
【主

催】国立大学法人鹿児島大学

地域防災教育研究センター・日本自然災害学会

【開催日】平成 26 年 9 月 23 日（火）14：00～17：30
【会

場】鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市郡元 1-21-40）

9 月 23 日（火）、鹿児島大学稲盛会館にて、本学地域防災教育研究センターと日本自然災害
学会が共同で主催するオープンフォーラム「南九州・南西諸島海域における巨大津波災害
の想定」が開催されました。
このオープンフォーラムは、開催地域に特有の自然災害をテーマとして、研究成果を一般
の方々にも分かりやすく伝え、パネルディスカッションを通じて自然災害防止軽減に関す
る知識の普及・啓発を図ることを目的とするものです。
今回は、宮崎大学工学部
理工学研究科

村上啓介准教授、琉球大学工学部

仲座栄三教授、鹿児島大学

後藤和彦教授、地震工学研究開発センタ－代表取締役

野中哲也氏が、研

究成果を報告しました。
また、パネルディスカッションでは、本センターの岩船昌起特任教授の司会で、４名の講
師の先生方の講演内容をもとに質疑・討論を行い、想定される巨大津波の規模や到達時間、
避難をはじめとする防災対策について、会場の参加者とともに議論し、津波防災を考える
貴重な機会となりました。
【講演の様子】
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２. シンポジウム開催
平成 26 年度

防災・日本再生シンポジウム

「桜島火山と地域防災－大正噴火の経験を活かす－」を開催
【主 催】国立大学法人鹿児島大学

地域防災教育研究センター

【開催日】平成 26 年 10 月 25 日（土）13：00～16：50（12：00 開場）
【会

場】かごしま県民交流センター

県民ホール（鹿児島市山下町 14-50）

【参加者】188 名以上
10 月 25 日（土）、かごしま県民交流センター県民ホールにおいて、平成 26 年度防災・日
本再生シンポジウム桜島火山と地域防災―大正噴火の経験を生かす―」を開催し、民間企業
関係者、自治体関係者、学校関係者、学生など 188 名が参加しました。
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シンポジウムは、浅野 敏之 地域防災教育研究センター長の総合司会で進められました。
まず、前田 芳實 鹿児島大学長が開会挨拶を行い、「桜島の大規模噴火によって引き起こさ
れる火山災害についてよく知り、防災減災に生かしていきたい」と述べました。
続いて、鹿児島県知事（佐々木 浩 鹿児島県副知事 代読）による来賓挨拶があり、「県民
の防災意識を高揚させるとともに、関係機関の防災対策の推進に大きく貢献することを期
待します」と言葉をいただきました。
シンポジウム前半では、3 名の講師による講演が行われ、小林 哲夫 鹿児島大学大学院理工
学研究科教授は、
「桜島火山の歴史時代の大噴火」と題し、西暦 764 年の天平宝字噴火から
大正噴火までの４大噴火の特徴を噴出物調査の結果や古文書の記録に基づいて解説しまし
た。続いて登壇した井口 正人 京都大学防災研究所火山活動研究センター長は、
「大正級大
規模噴火の予知に向けて」と題し、大正級大規模噴火の可能性について触れたうえで、噴
火予測の重要性と、住民の命を守り生活を支えるための防災戦略構築の必要性を訴えまし
た。
さらに、下川 悦郎 鹿児島大学名誉教授は、「大噴火による被害想定」と題し、大正噴火に
よる被害について説明したうえで、桜島周辺域の社会的変貌を考慮した大規模噴火の被害
想定の実施と被害想定に基づく防災対応の必要性を強調しました。
シンポジウム後半では、下川 悦郎の司会で「大正噴火の経験を地域防災に生かす」という
テーマで、防災関係機関の関係者、地域住民、研究者を交え、パネルディスカッションを
行いました。
討論に先立ち、木口屋 博文 鹿児島市役所危機管理課長より、「鹿児島市の桜島火山対策」
について報告がありました。
討論は、①防災の基本、②住民等の生命を守る、③市民生活を守る、④コミュニティを守
る、の４つの論点に沿って進められ、また会場からも「住民の危機感の欠如を感じる」
、
「様々
な被害シナリオとその対応について検討をお願いしたい」など、多くの意見が寄せられ、
活発な議論となりました。
最後に、住吉 文夫 鹿児島大学理事の閉会挨拶でシンポジウムを閉じました。
シンポジウム全体を通して参加者の関心の高さが伺え、地域住民の方々と桜島噴火への防
災対策について今後も継続して考えていくための有意義な機会となりました。
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【シンポジウム会場の様子】

【京都大学

【パネルディスカッション】
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井口

教授の講演】

プロジェクト報告

ゲリラ豪雨の直前予測に関する学内実験
地域防災教育研究センター
日本気象協会
防災科学技術研究所

真木雅之
山路昭彦・桃谷辰也・中垣壽
三隅良平・中谷剛・Shakti P.C.

１．はじめに
ゲリラ豪雨（局地的大雨）は発達した積乱雲からもたらされ，しばしば土砂災害，河川の増水，
低地の浸水などを引き起こす。例えば，2008 年７月 28 日の兵庫県神戸市都賀川の鉄砲水による
被害では 14 時 30 分から 30 分の間に都賀川流域でゲリラ豪雨により局所的に多量の雨が降り（例
えば，中北ほか，2009），10 分間で水位が約 1.3m 上昇した。これにより，河川親水施設や遊歩
道で遊んでいた多数の市民・学童が流され，うち 5 名が水死した。2008 年８月５日の東京都豊島
区雑司が谷の豪雨では，
降り始めから 15 分の間に 100mm/h に達する猛烈な雨が降った（Kato and
Maki, 2009）。これにより下水道内の水位が急上昇し作業をしていた 5 名が流されて水死した。
当時，マスメディアはゲリラ豪雨と呼び，連日のようにその被害を報道した。このため，ゲリラ
豪雨は 2008 年度の「現代用語の基礎知識選」の新語・流行語大賞のトップ 10 にも選ばれるなど
社会的にも大きく着目された。ゲリラ豪雨は短時間のうちに局地的に激しく降るためにその監視
と予測は困難とされていたが，近年，国交省が全国の主要都市域に設置した高時空間分解能を有
した X バンドマルチパラメータレーダ（以降，X-MP レーダと呼ぶ）により，ゲリラ豪雨を監視
することが出来るようになってきた。鹿児島大学では垂水市に設置された国交省 X-MP レーダを
利用したゲリラ豪雨の監視とナウキャスト手法を防災科学技術研究所および日本気象協会と共同
で開発している。本研究は，開発した手法の鹿児島大学での実利用を目指した実証実験である。
短時間のうちに局地的に発達するゲリラ豪雨を監視しその対策をとるためには，高い時空間分解
能を持った降雨情報を配信する必要がある。本実証実験では，大型モニター，携帯メール，スマ
ートフォンや ipad などの携帯端末を通じて１０分先の降雨予測情報を配信し，それぞれのメディ
アの有効性について検証する。以下，実施項目と内容を記す。
２．定量的降雨量推定
（１）X バンドマルチパラメータレーダによる降雨量推定手法
X-MP レーダによる降雨量推定手法の原理は水平偏波と垂直偏波の２種類の電波が降雨域を伝
播するときに両者の信号間に位相差（比偏波間位相差 KDP）が生じることに基づいている。KDP

と降雨強度 R の関係式は Z-R 関係式と同様にべき乗式 R = aK DP で表される。大きな違いは Z-R
関係が雨滴の粒径分布により大きく変動するのに対して，R-KDP 関係式はほとんど変化しない点
である 3)。この特性は X-MP レーダによる降雨量推定手法の最大の利点である。この利点のため
に MP レーダは地上雨量計による補正なしでも高精度の雨量情報を提供できるのである。地上雨
量計による補正を必要としないために，レーダ本来の特性である瞬時性と高空間分解能を活かし
た降雨観測が可能になる。この特性を活かしたのが国土交通省の X-MP レーダネットワークであ
り，1 分間隔で 250m～500m 間隔という極めて高い時空間分解能の雨量情報の利用が可能となっ
ている。
R-KDP 関係式にはいくつかの問題点もある。一つは弱い雨の時には利用できない点である。こ
れは，弱い降雨時には雨滴の形状が球に近くなるために KDP が検出されなくなるためである。こ
の場合は Z-R 関係式を利用することになる。二つ目は強い降雨域の後方で電波消散領域と呼ばれ
るレーダで観測できない領域が発生することである。これは X バンド波長に起因する問題点で降
雨減衰のために受信電力が受信機のノイズレベル以下になってしまうためである。本研究では，
次節で述べるように，電波消散領域の問題を解決するために，MP レーダネットワークや C バン
ドレーダを相補的に利用する手段を用いている。
b
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図１ 垂水 X-MP レーダ（TRM）の位置と観
測範囲。

写真１ 垂水市に設置された国土
交通省 X-MP レーダの外観。
表１

X バンドマルチパラメタレーダ（垂水）の主な仕様

レーダ略号 (Coder name)

アンテナ
(Antenna)

送信機
(Transmitter)
受信機
(Receiver)

TRM (TRM)

直径 (Diameter)
ビーム幅 (Beam width)
利得 (Gain )
速度 (Speed)
スキャン角度 Scan angle (PPI)

2.2 m
1.0˚
44.7 dB (H), 45.1 dB (V)
1-4 rpm
1.7˚- 20.0˚ (12 tilts)

周波数 (Frequency)
出力 (Power)
パルス繰り返し周波数 (PRF)
パスス幅 (Pulse width)

9770 MHz
200 W
1500/2000 pps
1.0 μs

最少受信電力 (Smin)

-109.5 dBm

測定パラメータ
(Measured radar parameters)

Z ,Z ,Z ,Φ
h

v

DR

ρ ,V ,σ

DP, hv

d

レンジ (Range) : 150 m
方位角 (Azimuth) : 1.0˚

分解能
(Resolution)

（２）合成雨量
C バンドレーダの雨量情報を相補的に用いて X-MP レーダの電波消散域や観測範囲外の雨量情
報を求める方法は加藤ほか（2009）により提案され，本研究でも採用している。MP-JMA 合成雨
量の作成例を図-2 に示す．図-2(a)は MP レーダ雨量で，2007 年 9 月 11 日 19:50(UTC)の観測例
である．レーダから見て，強い降雨セルの後方に黒塗りで示した電波消散領域が生じている．図
-2(b)は同じ時刻の JMA レーダ雨量である．半径 80 km の MP レーダ観測範囲内での MP レーダ
雨量と JMA 雨量を比較すると，降雨強度の強いところで両者に明瞭な違いが認められる．すな
わち，MP レーダ雨量に現れている強い降水セルが捉えられていない．この理由としては，JMA
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レーダ雨量は様々な誤差要因を被る R-Z 関係式に基づいていることが考えられる．そこで，気象
庁では，精度を上げるために地上の雨量計を用いてレーダ雨量を補正しているが，図-2 のケース
では強い降水エコーが海上から移流したために地上雨量計による補正が十分に行えなかったこと
や，陸上で発達した強い降雨域のスケールが小さくて地上雨量計で捉えられなかったことが考え
られる．図-2(c)に MP-JMA 合成雨量を示す．(11)式で示したように，MP レーダ雨量と JMA レ
ーダ雨量の合成雨量を作成する際は，MP レーダ雨量を優先している．図-2 はこの原則に基づき
電波消散領域がうまく補完されていることを示している．一方， MP レーダ観測領域外が JMA
レーダ雨量で補われることによって，MP レーダ 1 台では困難だったメソβスケールの降水シス
テムの特徴を把握することができるようになった．
MP-JMA 合成雨量の時間間隔は，JMA レーダ雨量を使っているため，10 分間隔である

図 2 (a) X バンド MP レーダ降雨分布（黒色部分は信号消散域），(b) C バンド JMA レーダ
雨量分布，(c) MP-JMA 合成雨量分布。加藤ほか（2009）より。
３． 10 分先降雨予報アルゴリズム
本研究の降雨予報は相関法に基づく方法を採用している。相関法は過去の雨域の情報をもとに
推定した移動ベクトルを用いて，将来の雨域の移動を外挿して求める方法である。本研究で採用
した移流ベクトル場推定手法は，降水域全域を降雨強度でいくつかに分割し，それぞれの領域が
二つの観測時刻で最も良くマッチする移動距離を求める方法である（図 3）。マッチングは，両者
の降水パターンに着目して，その相互相関係数が最大となる移動ベクトルを各降雨強度で分割し
た領域毎に独立して推定する手法で，Rinehart and Garvey (1978)の Tracking Radar Echoes by
Correlation (TREC)法や Li et al. (1995)の Continuity of TREC vectors (COTREC 法)に使われて
いる。相関法は単純で直近の降雨予測を精度良く求めることが出来るために，国内外の気象機関
の降雨ナウキャウトに用いられている。ただし，
降雨の発達や衰弱を考慮出来なために，15 分
以降の予測精度は急速に悪化する場合が多い。
移動ベクトルが求まれば，外挿により任意の
点で降雨予報が可能になる。降雨予報は通常，
1 時間当たりの降雨強度（mm/h）として求め
られるが，キャンパスウェザーでは現況降雨強
度と予測降雨強度から，「晴れ・曇りが続きま
す」，「雨が続きます」，「まもなく雨です」，
「まもなく止むでしょう」の 4 種類の情報と
して配信する。これらの 4 種類の情報の判定
は郡元キャンパスを中心とした 7×7 の計 49 ピ
図 3 相関法によるナウキャストの原理
クセル（約 1.8km 四方の領域）における降雨
（Mecklenbug et al. 2000 より）
強度分布の実況値と 10 分後予測値を基に 5 分
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毎におこなう。例えば，実況値と 10 分後予測値ともに 1mm/h 以上の雨が 49 ピクセル中 5%未満
の場合は「晴れ・曇り」と判断する。逆に 49 ピクセル中 5%以上のピクセルで 1mm/h 以上の雨
が観測されるときは「雨が続きます」と判断する。「まもなく雨です」と「まもなく止むでしょ
う」は時間が入った情報であり， 1mm/h 以上のピクセル数の占める割合が実況値 5%未満で予測
値 5%以上となる場合には「まもなく雨です」，逆に実況値 5%以上で予測値 5%未満となる場合
には「まもなく止むでしょう」と判断する。これらの判断には，郡元キャンパスを中心とした降
雨エコー探査範囲，降雨強度の閾値，探査範囲内に雨域の占める割合などは必要に応じて変更す
ることができる。また，谷山地域から南のハイウェイ沿いはグランドクラッターが出現しやすい
ため，判定対象から除いている）
４．利用したデジタルメディアと配信情報
（１）情報の流れ
図 4 にレーダ観測データから降雨予測情報の作成と各種デジタルメディアでの配信までの流れ
を示す。XRAIN は国土交通省が配信している 1 分毎，250m メッシュの雨量の現況情報である。
この情報は気象協会データセンターで XRAIN 降雨予測システムの初期条件として処理され，5
分毎に 5 分先から 25 分先までの予測情報が作成される。相関法による予測精度は 15 分先以上に
なると急速に悪化するので，キャンパスウェザーでは，5 分，10 分，15 分先の予報情報が表示さ
れる。現況の降雨分布は XRAIN と同じ 1 分毎である。

図 4 キャンパスウェザーの情報の流れ。

（２）大型モニターを利用した情報配信
学習交流プラザ１階の正面入り口に 46 インチモニターを設置し（写真 2 参照）
，モニターに接
続されたノート PC のタスクスケジューラにより朝 8 時から夜 19 時までの間，自動運用をおこな
った。実況値の更新は 1 分間隔であるが，予報の更新は 5 分間隔である。
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写真 2 学習交流プラザ（左）に設置された 46 インチモニター（右）
図 5 にキャンパスウェザーの表示画面の例を示す。画面の右上にある鹿児島大学のマスコット
キャラクターが 10 分先の郡元キャンパスでの雨を，「まもなく雨です」
，「雨が続きます」，「まも
なく止むでしょう」
「晴れ・曇りが続きます」の 4 通りの文字情報を表示する。広域画面では垂水
と熊本に設置された 2 台の X-MP レーダ降雨分布の現在値が示される。広域画面の赤色の四角エリ
アが左画面の詳細エリアに対応する。灰色のエリアは各レーダの観測範囲外や地形による遮蔽エ
リアなどである。気象庁により発令される大雨警報や注意報は下段に赤色でバナー表示される。
X-MP は上空の昆虫などの非降水エコーや海上の船舶を捉えることがある。また，落下途中で蒸発
する雨滴を捉えることがある。このため，地上では雨が降っていなくても，雨と予報する場合が
ある。

図 5 キャンパスウエザーの表示画面。左：国交省 X-MP レーダ観測から得られる雨の
予測分布（アニメーション），右：広域の降雨分布（静止画）。地図にある 3 つの赤い
四角は鹿児島大学の郡元キャンパス，水産学部，医学部の位置。左のカラースケールは
雨の強さ。
（３）携帯メールによる降雨ナウキャスト情報配信
あらかじめ指定した地点（複数箇所可能）に降雨が予想される場合，自動的にメールが配信さ
れる。メールの送信条件は降雨強度が 5mm/h と 30mm/h で，それぞれ異なるメッセージが送信
される。夜間には受信しないように設定出来るが，100mm/h を越える猛烈な雨が予報される場合
には強制的にメールが配信される。情報の更新は１分間間隔で，メールの件名に 10 分後に雨が降
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る，強まる，止むの３パターンの情報が記載される。これにより，メールを開くことなく情報の
入手が可能である。メール本文には降雨の詳細情報が記載され，定量的な降雨強度の分布情報を
得ることができる。
（４）携帯端末への降雨分布情報配信
防災科学技術研究所が所有する特許技術に基づいた，国交省 X バンド MP レーダと気象庁 C バ
ンドの合成雨量分布情報をスマートフォンや ipad などの携帯端末を通じて配信する。空間分解能
は 250m，情報の更新間隔は 1 分である（真木ほか，2013）。気象業務法の制約のために予測情報
は配信出来ないが，過去の降雨の動きから 10 分先の降雨をユーザが判断することが可能である。
図 6 に配信画面の例を示す。左画面は詳細画面で，鹿児島大学郡元キャンパスを中心とする雨
の分布を表示する。右画面は広域画面で赤い四角エリアの雨分布を表示する。両画面の中央のキ
ャラクターは鹿児島大学のマスコットキャラクター「さっつん」で郡元キャンパスの位置を示し
ている。画面下部にはいくつかのボタンが用意されている。「学校」ボタンと「南部」ボタンは，
それぞれ詳細画面と広域画面に対応する。左上の「＋」と「－」ボタンでも拡大と縮小すること
ができる。スマートフォン用に設計されているので，ピッチによる画面の拡大やドラッグによる
表示エリアの移動も可能である。
「メニュー」ボタンを押下すると地図の種類や学校の位置を変更
することができる。
「現況」ボタンは，現在の降雨分布を表示する。気象業務法の関係から，予測
情報は出せないが，
「10 分前」，
「20 分前」，
「30 分前」のボタンにより過去から現在までの雨域の
動きを見ることができる。当初の目的であった，1 分，250m の分解能を持つ，XRAIN と気象庁
C バンドレーダの合成雨量情報のリアルタイム運用を確認できたので本実験は 2014 年度で終了
する。

図 6 携帯端末での配信画面の例
5．まとめ
今回の学内実験を終えて，いくつかの改善点と反省点が見つかった。改善点としては，降雨状
況の説明がある。現状の情報は，
「まもなく雨です」，
「雨が続きます」
，
「まもなく止むでしょう」，
「晴れ・曇りが続きます」の 4 通りである。このうち「雨が続きます」を「雨が続きます」
，「雨
が強まります」，「雨が弱まります」の 3 通りに細分化することでより実態に合った予報となる。
その判断基準を表 3 に整理した。判定基準は大きく分けると次の 3 通りで，それぞれ色分けして
示した。
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①監視対象全 49 ピクセルの 5%以上で，降水 1.0mm/h 以上
②監視対象全 49 ピクセルの 5%以上で，降水 1.0mm/h 以上，かつ，全 49 ピクセル中の平均予測
雨量と平均実況雨量との差が±20mm/h（以上，未満，以下）
③監視対象全 49 ピクセル中，降水 1.0mm/h 以上のピクセル数が 5%未満
これらの 3 通りの判定基準を実況降雨状況および 10 分後予測雨量情報に適用して，最終的には 6
種類の天気予報をしている。
第二点目は，晴天時のサイネージの有効利用に関するものである。本来，デジタルサイネージ
は複数の情報をスケジュールを組んで表示するためのものである。明らかに 1 日以上，晴天が続
くような場合に，1 分毎に晴れの情報を表示し続けることは余り意味がない。2015 年度は，広範
囲で降雨エコーが観測されないような場合（無降雨モード時）には，ネットワークに接続した PC
を利用して災害の発生メカニズムや防災に関する啓発情報を表示する。降雨モードと無降雨モー
ドの判定は，現況降雨量，10 分後予測雨量のいずれかで判定基準を満たしたときとする。表示す
るコンテンツは，文科省委託研究で整備している「南九州地方における地域防災支援データベー
ス」や各研究室に保管されている資料をもとに作成する。
最後に，反省点として，学内実験の開始が当初の予定よりも遅れ，8 月からの開始となったこ
とがあげられる。このため，実験期間が十分ではなく，メールによるアンケート調査も限定的な
ものとなった。2015 年度は，実験を 4 月から開始し，より多くの参加者を得るために，郡元キャ
ンパスに加えて水産学部キャンパスと医学部キャンパスを対象とした予報実験を実施する。更に，
九州大学と熊本大学の協力を得て熊本大学の黒髪北キャンパス，九州大学の伊都キャンパスで学
内実験をおこなう。また，NPO 法人桜島ミュージアムの協力のもと，桜島ビジターセンターにお
いて観光客および一般市民を対象とした実験をおこなう。
表 3 降水の警戒時/非警戒時の判定基準
実況降雨量

10 分後予測雨量

監視対象全 49 ピ
クセルの 5%以上
で，降水 1.0mm/h
以上

監視対象全 49 ピクセルの 5%以上で，降水
1.0mm/h 以上，かつ，全 49 ピクセル中の
平均予測雨量*と平均実況雨量*との差が＋
20mm/h 以上
監視対象全 49 ピクセルの 5%以上で，降水
1.0mm/h 以上，かつ，全 49 ピクセル中の
平均予測雨量と平均実況雨量との差が±
20mm/h 未満
監視対象全 49 ピクセルの 5%以上で，降水
1.0mm/h 以上，かつ，全 49 ピクセル中の
平均予測雨量と平均実況雨量との差が－
20mm/h 以下

監視対象全 49 ピ
クセルの 5%以上
で，降水 1.0mm/h
以上
監視対象全 49 ピ
クセル中，降水
1.0mm/h 以上のピ
クセルが 5%未満
監視対象全 49 ピ
クセル中，降水
1.0mm/h 以上のピ
クセルが 5%未満

モード判定/コメント

天気マーク

【降雨モード】
雨が強まります
（2015 年予定）
【降雨モード】
雨が続きます
【降雨モード】
雨は弱まります
（2015 年予定）

監視対象全 49 ピクセル中，降水 1.0mm/h
以上のピクセル数が 5%未満

【降雨モード】
まもなく止むでしょう

監視対象全 49 ピクセルの 5%以上で，降水
1.0mm/h 以上

【降雨モード】
まもなく雨です

監視対象全 49 ピクセル中，降水 1.0mm/h
以上のピクセル数が 5%未満

【無降雨モード】

*平均予測雨量および平均実況雨量を求める際の母数は，実況で 1.0mm/h 以上，予測で 1.0mm/h 以上の降水のある
ピクセル数
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中小河川にも適用可能な水文・流出特性評価システムの構築
理工学研究科

安達 貴浩・齋田 倫範・酒匂 一成

１．はじめに
平成 24 年度以降，地域防災教育研究センター事業の一環として，降雨流出過程の実態把握や水
害リスクの評価に関する研究を行ってきた．平成 24 年度に「薩南諸島の 11 河川を対象とした水
位計測」と「分布型山地降雨流出解析モデルの作成」1）に着手し，平成 25 年度には「画像流量計
測システム」2）を構築している．平成 26 年度の事業では，低コスト・低労力で降雨流出特性を評
価可能な一連のシステムを構築することを目的とし，前述の降雨流出解析モデルの高精度化と流
量計測システムの実証実験を中心に実施した．
２．分布型山地降雨流出解析モデルにおける土地利用の考慮
平成 24 年度に構築した分布型山地降雨流出解析モデル（以下，流出解析モデル）によって，河
川の水位・流量が良好に再現できることが確認されている．その一方で，計算領域内の多くのメ
ッシュで表面流出が生じることも確認された．そこで，農地や市街地においては降雨排水施設が
整備されていることに注目し，既往のモデルへの排水機能（以下，田畑モデル）の追加による表
面流出の緩和を試みた．
国土交通省国土政策局 3）が公開している 5 次メッシュ標高データと土地利用細分メッシュデー
タを用いて数値計算に必要な集水域，本川，および支川を抽出した．図-1 に吉松水文観測所を下
流端とした場合の集水範囲と土地利用を示す．鹿児島県の農業農村整備事業計画基準雨量 4）を参
考にして降雨強度 70mm/h を計画降水量と定め，それに相当する流量を閾値として表面流出させ
るか否かを決定した．図-2 は既往の計算による降雨ピーク時の流出形態である．排水機能が期待
できる田畑や宅地のメッシュで表面流出が生じている．田畑モデルを導入し，田畑や宅地のメッ
シュに排水機能を付加した計算の結果が図-3 である．田畑モデル導入後も河川付近で表面流出が
発生しているものの，田畑モデルを導入したメッシュでは表面流出が解消された．田畑モデル導
入前後の表面流出の面積を確認すると，田畑モデルを導入することで厚み 0.5m 以上の表面流出の
面積が半分近く減少していた．全体では 33%程度の面積において表面流出の解消が確認された．
田畑
宅地
森林
荒地

図-1 計算対象流域と土地利用

マトリックス
大空隙
表面流出
河道

図-2 流出形態の分布(農地モデル無)

マトリックス
大空隙
表面流出
河道

図-3 流出形態の分布(農地モデル有)

３．山地斜面における浸透流挙動の高精度把握に向けた現地観測への着手
流出解析モデルにおける山地部の土壌水分動態の精度向上に向け，現地斜面での水分浸透挙動
や地表面からの蒸発量に関する現地調査に着手した．平成 26 年度の事業では，土中水分状態計測
システム（図-4）の予備試験，ならびに同計測システムを設置する調査対象小流域の選定と現地
踏査を完了した．調査対象小流域は，図-5 に示す肝属川水系串良川上流（鹿児島大学農学部付属
高隈演習林）の小流域である．調査対象小流域の下流端には三角堰（写真-1）が設置されており，
比較的容易に流量を評価できる．また，現地調査で得られる情報を流出解析モデルにフィードバ
ックするための準備も行った．地理情報システム（GIS）によって，国土地理院の縮尺 2 万 5 千分
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の１地形図の等高線データから 20m メッシュの DEM を作成し，山地降雨流出解析モデルへの適
用した（図-6）．
斜面内の水分状態を知るための計測システム
気圧を測定

全体写（屋内）

気象観測装置

コンソール
湿度・温度を測定
50cm

PC

データ収集

水槽

土槽

天秤

天秤

拡大写真

実験の全体図（屋内）
図 -4土中 水 分 状 態 計 測 シ ス テ ム の概略

図-5高隈演習林および観測対象地の位置

写 真 -1 観 測 対 象 小 流 域 下 流 端 の 流 量 堰

図 -6 観測対象小流域の地形と落水方向

４．画像流量計測システムの実証実験
流量観測未実施区間における河川流量データの取得を目的として，平成 25 年度に構築した画像
流量観測システムを川内川に設置し，実用性の検証を行った．画像流量観測システムで採用して
いる解析手法 STIV（Space-Time Image Velocimetry）の精度については，既往の研究 5）で十分な検
討がなされていることから，本事業では簡便で経済的な手法の確立を主目的とした．また，将来
的な中小河川への適用を見据え，可搬性や設置方法に関する検討も併せて行った．動画撮影地点
は，図-7 に示す川内川菱刈地区荒田地先である．右岸側カメラ（写真-2）を 2014 年 9 月 19 日，
左岸側カメラ（写真-3）を 2014 年 11 月 2 日に設置し，2015 年 1 月 15 日まで動画撮影を行った．
解析結果の例として，水位が比較的高かった 2014 年 12 月 20 日 17:00（解析例①）と水位が低
かった 2015 年 1 月 13 日 10:00（解析例②）に右岸から撮影された動画の解析結果を図-8 に示す．
トレーサーとなる気泡や漂流物などが少なく，流速を検出できない領域が左岸側に見られた．ま
た，風によって逆流を生じているケースも見られたが，いずれも低水時の観測であったためと考
えられる．カメラ設置から画像解析までの一連の体制は構築できていることから，引き続き出水
期のモニタリングを実施する予定である．

写真-2 右岸側に設置した撮影機材

写真-3 左岸側に設置した撮影機材
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羽月川

至
大
鶴
湖

下殿橋

至
湯之尾堰

図-8 STIV による表層流速解析結果
（左図：解析例①，右図：解析例②）

図-7 カメラ設置地点の概略

５．おわりに
水害による被害の軽減には，ハード対策のみならずソフト対策が不可欠である．ソフト対策に
おける適切なシナリオ作りには，降雨流出過程の実態把握が重要となる．本事業では，
“経済的か
つ簡易的な水位・流量予測ツールの構築”と“継続的な水文データ取得”の関する取組みを行っ
た．本事業で構築した分布型降雨流出解析モデルによって川内川の複数の洪水を再現できること
や農地の排水機能を考慮することで平地部での表面流出の多くが解消されることが確認された．
ただし，山地部では依然として表面流出が生じていることから，山地部の計算精度向上の取組み
が不可欠である．この点については，土壌水分の挙動を精緻にモデルに組み込むべく，鹿児島大
学農学部付属高隈演習林における現地観測を継続する予定である．加えて，画像流量計測用の機
材を比較的安価に製作することができた．これは，市販のビデオカメラを用いて 2～3 ヶ月間無人
でデータを取得できるシステムとなっており，今後は出水時の流量観測に使用する予定である．
参考文献
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における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書，鹿児島大学地域防災教育研究
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防災教育教材の開発－津波防災ノートの作成の検討－
地域防災教育研究センター

教育学部
特任教授

黒光貴峰
岩船昌起

1．はじめに
2011年3月11日に発生した東日本大震災では、巨大地震・津波によって広い地域で甚大な被害が
発生し多くの尊い命が失われた。このような中でも、日頃の徹底した防災教育により、被害が縮
小された実態も報告され、改めて防災教育の充実が必要であることが認識された。防災教育に関
する現状の把握として、2012年5月に鹿児島市内の全ての公立学校（幼稚園4園、小学校78校、中
学校39校、高等学校3校）にアンケート調査を行なった1）。その結果、防災教育を行なうにあたっ
ての課題としては、
「費やす時間が十分に取れない」、
「指導方法・内容が分からない」等があげら
れた。現在、学校教育において防災教育を充実させるために、様々な取り組みが行われているが、
限られた時間の中で効果的に行なうためには課題もみられ、今後は、各教科で行えることの整理
と具体的な授業、教材の開発が重要である。
本研究では、学校教育における防災教育を充実させるために、防災教育の教材開発を行うこと
を目的としている。東日本大震災では、津波によって大きな被害がもたらされた。周囲を海に囲
まれている日本では、津波に対する意識・知識を付けていくことが重要である。そこで、本報告
では、昨年、開発した鹿児島市「防災ノート」をもとに、特に「津波」に関するページの充実を
図り、その上で津波に対する意識・知識が培うような教材「津波防災ノート」の作成の検討を行
うことを目的としている。
2．研究方法
研究方法は、1）都道府県の津波関係の資料の実態、2）昨年、鹿児島市と共同で作成した小・
中・高等学校の「防災ノート」の内容の充実である。
3．結果
1）都道府県の津波関係資料
都道府県で作成されている防災関連の資料において、津波に関連した資料（データ・図・写真）
の実態を把握するために分析を行った。収集した資料は表1の通りである。
表1．都道府県の津波関係資料
作 成 主 体

開 発 教 材

鹿児島市

わが家の安心安全ガイドブック＆防災マップ

鹿児島市

津波ハザードマップ

三重県教育委員会

防災ノート

三重県

防災ガイドブック

石川県かほく市

防災ノート

東京都教育委員会

地震と安全

福岡市消防局

新みんなの防災ブック

栃木県下野市

下野市防災ガイドブック

大阪府堺市

防災ガイドブック

埼玉県さいたま市

さいたま市防災ガイドブック

消防庁

わたしの防災サバイバル

静岡県

地震防災ガイドブック

山口県

やまぐち防災ガイドブック

横浜市市民局

わたしの防災力ノート

静岡県教育委員会

高校生のための防災ノート富士山を知ろう

人と防災未来センター

災害学習ノート

くろしお教育サミット

防災学習ハンドブック

神奈川県教育委員会

学校における防災教育指導資料

埼玉県

中学生向けの危機管理・防災に関する教材

高知県教育委員会

土佐の防災学習プログラム
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三重県が作成した「防災ノート」では、
「災害について知っておこう」という視点で、津波に関
する内容が取り上げられ、「津波から助かるためには、津波のことをよく知ることが大切である」
ことがはじめに明記されていた。また、防災ノートは、教育段階別に分けられ、小学生（低学年）
版では、津波の注意するところ（箇条書きで7つ）、避難場所・津波避難ビル・津波注意・津波が
来るところの標識、実際の津波の様子の写真、津波の速さを示すイラスト等が描かれていた。小
学生（高学年）
・中学生・高校生版では、津波の注意すべき特徴（箇条書きで7つ）、避難場所・津
波避難ビル・津波注意・津波が来るところの標識、実際の津波の様子の写真、フィリピン海プレ
ートの沈み込みが起こす巨大地震を想定するイラスト、過去の巨大地震の年表等が描かれていた。

三重県「防災ノート」小学生（低学年）版

三重県「防災ノート」小学生（高学年）版

三重県「防災ノート」中学生版

三重県「防災ノート」高校生版
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人と防災未来センターが作成した「災害学習ノート」では、
「津波の発生や、その時の注意につ
いて調べてみよう」という視点で、1．津波の発生、2．津波の影響、3．海辺の注意、から考える
構成であった。
東京都教育委員会が作成した防災教育副読本「地震と安全」では、高等学校版において「地震・
津波を知る」という視点で、1．地震は、断層変動によって起こる、2．海底の変動が津波を起こ
す、から考える構成であった。

人と防災未来センター「災害学習ノート」

東京都教育委員会防災教育副読本「地震と安全」

福岡市消防局が作成した防火・防災のパンフレット「新みんなの防災ブック」では、津波対策
と避難編という視点で、1．津波の特徴：①エネルギーが大きい、②引き波、③早い、2．津波の
発生が予想される場合、3．
『より高く、より遠く』、4．車での避難は避ける、5．川や海のそばを
通らない、の視点から考える構成であった。

福岡市消防局

新みんなの防災ブック
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鹿児島市が作成した「わが家の安心安全ガイドブック」では、より高いところへという視点で、
1．標高マップ（全市域）
、2．津波の危険から身を守るために、3．津波から避難する 5 つのポイ
ント、から考える構成であった。

鹿児島市「わが家の安心安全ガイドブック」

鹿児島市が作成した「津波ハザードマップ」では、鹿児島県地震等災害被害予測調査に基づく
津波浸水想定区域や震度分布図、地震・津波防災に関する情報、専門家による防災コラムなどが
掲載されている。また、日ごろの備えや緊急時の行動パターンの確認など、家庭・地域の地震・
津波防災対策に活用できるようになっている。

鹿児島市「津波ハザードマップ」
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2）鹿児島市「防災ノート」の内容の充実
鹿児島市「防災ノート」は、自分たちで考えたことを記したり、調べたことをまとめたりでき
る書き込み形式のノート型教材である。学 習 教 材 と し て だ け で は な く て 、 登 下 校 時 に 携 帯
さ せ 緊 急 時 に も 活 用 で き る よ う に し て い る 。作成意図としては、大雨や台風、地震・津波、
火山爆発が起きたときに、安全な行動をとれるよう基礎知識を学習するために開発した教材であ
り、小 学 1・ 2 年 生 用 、 小 学 3～ 6 年 生 用 、 中 ・ 高 校 生 用 の 3 種 類 に 分 か れ て い る 。 災
害 か ら 身 を 守 る た め の 行 動 と し て 、 小 学 1・ 2 年 生 用 で は イ ラ ス ト を 中 心 に 、 小 学 3
～6 年生用ではイラストと写真から、中・高校生用では自分たちで調べる項目を設け
学 習 す る よ う に な っ て い る 。 防災ノートの構成は、表紙、防災ノートの目的、大雨・台風、
地震・津波、火山爆発、その他の災害、災害の心得ととるべき行動、学校で地震、外で地震、家
で地震、避難場所、地域で起こりうる災害、応急処置、避難訓練、災害に備える、裏表紙（災害
時伝言ダイヤル）である。津波に関しては、大雨・台風、地震、火山爆発、その他の災害とあわ
せて、災害の基礎知識としてあげている。津波に関しては、地震とあわせて考えるようになって
いる。

鹿児島市「防災ノート」小学 1・2 年生用

鹿児島市「防災ノート」小学 3～6 年生用

鹿児島市「防災ノート」中・高校生用

本報告では、1）都道府県の津波関係の資料をもとに、上記のページがより充実するように「活
用の仕方」の作成を行った。それぞれ小学 1・2 年生用、小学 3～6 年生用、注・高校生用に分け
て作成行った。文部科学省が刊行している学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教
育の展開では、児童生徒等の発達段階に合わせた防災教育の目標が示されている。また、目標と
あわせて、各学校段階で目指す児童生徒の姿（小学生段階：日常生活の様々な場面で発生する災
害の危険を理解し、安全な行動ができるようにするとともに、他の人々の安全にも気配りできる
児童の育成、中学校段階：日常の備えや的確な判断のもと主体的に行動するとともに、地域の防
災活動や災害時の助け合いの大切さを理解し、進んで活動できる生徒、高等学校段階：安全で安
心な社会づくりへの参画を意識し、地域の防災活動や災害時の支援活動において、適切な役割を
自ら判断し行動できる生徒）が示されている。
以上を踏まえ、小学 1・2 年生用では、「災害発生時に起きる現象を理解し、安全な行動をとる
ための判断に生かすことができる」ようにするため、状況により適切な判断ができるように、地
震の揺れを感じたら、どんな場所でもあわてず、まずは自分の身を守ること頭を保護し丈夫な机
などの安全な場所に避難する、そして、揺れが収まった後の基本的な行動を示している。また、
津波の特徴として、・深海ではジェット機なみの猛スピード、・2 波、3 波と繰り返す、・波高が想
像以上の高さになることも、・沖合では津波を感じない、
・海岸に近づくにつれて津波の高さは急
激に大きくなる、津波から避難するポイントとして、
・地震の揺れの程度で自ら判断しない、
・
「遠
く」よりも「高く」に、
・「津波が来ない」という俗説を信じない、
・原則、徒歩で避難する、・引
き潮がなくても津波は襲う（鹿児島市わが家の安心安全ガイドブックより）、を示している。
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文部科学省：学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開
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鹿児島市「防災ノート」活用の仕方 小学 1・2 年生用

小学 3～6 年生用では、
「地域で起こりやすい災害と関連付けながら、災害発生時に起きる現象
を理解し、安全な行動をとるための判断に生かすことができる」ようにするため、周囲の状況を
適切に判断できることとあわせて、住宅、アパートやマンションなどの集合住宅の日頃の安全対
策を示している（鹿児島市津波ハザードマップ）。

鹿児島市「防災ノート」活用の仕方 小学 3～6 年生用
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中・高校生用では、
「災害のメカニズムや過去の災害例等から危険を理解することができる」よ
うにするため、阪神淡路大震災、東日本大震災の様子や津波の特徴を示している。また、
「地域で
起こりやすい災害と関連付けながら、災害発生時に起きる現象を理解し、安全な行動をとるため
の判断に生かすことができる」ようにするため、地震・津波の対策と心得、それぞれの状況（自
宅や建物の倒壊、火災の発生、海岸付近にいる場合や津波警報等が発表された場合、自宅や周囲
の安全が確認できた場合、自宅が倒壊するなどの被害にあった場合）に応じた行動を示している
（鹿児島市津波ハザードマップ）。

鹿児島市「防災ノート」活用の仕方 中・高校生用

4．今後の課題
今後は、開発した「防災ノート」活用の仕方をもとに、津波に関する内容をさらに整理し、鹿
児島県民が使える「津波防災ノート」の開発の検討を行う。
参考資料
1）黒光貴峰:鹿児島市の学校における防災への取り組みの実態,「南九州から南西諸島における総
合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書 49-58,2013，2）鹿児島市「わが家の安心安
全ガイドブック＆防災マップ」，3）鹿児島市「津波ハザードマップ」
，4）三重県教育委員会「防
災ノート」，5）三重県「防災ガイドブック」，6）東京都教育委員会「地震と安全」
，7）名古屋市
教育委員会「なごやっこ防災ノート」，8）福岡市消防局「新みんなの防災ブック」
，9）山口県「や
まぐち防災ガイドブック」，10）人と防災未来センター「災害学習ノート」
，11）くろしお教育サ
ミット「防災学習ハンドブック」
，12）神奈川県教育委員会「学校における防災教育指導資料」
，
13）埼玉県「中学生向けの危機管理・防災に関する教材」
，14）埼玉県「高校生向けの危機管理・
防災に関する教材」，15）高知県教育委員会「土佐の防災学習プログラム」，16）栃木県下野市「下
野市防災ガイドブック」
，17）大阪府堺市「防災ガイドブック」
，18）埼玉県さいたま市「さいた
ま市防災ガイドブック」
，19）消防庁「わたしの防災サバイバル」
，20）静岡県「地震防災ガイド
ブック」，21）男女共同参画センター横浜南「わたしの防災力ノート」
，22）静岡県教育委員会「高
校生のための防災ノート」，23）静岡県教育委員会「富士山を知ろう」
，24）石川県かほく市「防
災ノート」，25）神奈川県教育委員会「学校における防災教育指導資料」，26）仙台市教育委員会
「3・11 から未来へ」，
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幼稚園教育における防災教育の充実 
鹿児島大学教育学部 黒光貴峰，切口眞里
鹿児島大学教育学部附属幼稚園副園長 生見朗
はじめに

 本研究は幼稚園教育における防災教育の充実を図ることを目的としている。研究方法は、）
幼稚園教育における防災への取り組みの実態把握、）幼稚園における効果的な避難訓練の検討
である。）については、鹿児島県内全ての幼稚園（国公立  園、私立  園）にアンケート
調査を行なった。アンケート調査の内容は、
（）防災推進に向けた取り組み、
（）避難（防災）
訓練、
（）災害への備え、
（）防災教育、
（）防災に関する教職員研修、
（）防災に関する資
料等の活用、
（）家庭との連携、
（）地域との連携、についてである。調査期間は、 年 
月～ 月である。）については、鹿児島大学教育学部附属幼稚園にて、地震・津波を想定した
避難訓練の検討を行なった。調査期間は、 年  月  日である。

結果
）幼稚園における防災への取り組みの実態
アンケート調査の回収数は  園中  園（）であった。内訳は国公立幼稚園  園中
 園（）
、私立幼稚園  園中  園（）であった。
（）防災推進に向けた取り組み
平成  年度、防災推進のための目標や方針が、学校の教育目標・経営方針等に具体的に示さ
れているかについては、
「はい」、
「いいえ」であった（図 ）
。平成  年度、防災
に関する年間指導計画の立案については、
「学校安全計画（生活安全・交通安全・災害安全）の
なかに位置づけ計画している」、
「学校安全計画とは別に独立させて位置づけ計画してい
る」、
「計画していない」であった（図 ）
。平成  年度、防災を担当する係または
委員会を園務分掌に位置づけているかについては、
「はい」、
「いいえ」であった。

学校安全計画のなかに

位置づけ計画している
10.2%


34.0%
13.3%
学校安全計画とは別に
はい

独立させて位置づけ
いいえ
計画している

66.0%
76.5%

計画していない


図 1．防災推進のための目標や方針について

図 2．防災に関する年間指導計画の立案について

係または委員会の名称・人数・構成員については、名称では  園から回答がみられ、
「防災
係」 園、
「防火・防災係」 園、
「安全指導係」 園、
「避難訓練係」 園、
「安全係」 園等が
挙げられた。人数では  園から回答がみられ、
「 名」が  園と一番多く、平均  名、最小
 名、最大  名であった。構成員では  園から回答がみられ、
「教諭」 園が最も多く、次い
で、
「園長」 園、
「主任」 園、
「副園長」 園等が挙げられた。係または委員会の話し合い
の頻度については、
「週に  回」、
「月に  回」、
「学期に  回」、
「年に  回」、
「その他」であった（図 ）
。防災を担当する係または委員会の活動については、
「園内安
全点検」 園、
「防災訓練や講演会の企画・実施」 園、
「年間指導計画立案」 園、
「関係機
関や地域との連絡調整」 園、
「災害対応マニュアルの作成」 園、
「指導計画の作成」 園、
「園内研修の企画・実施」 園、
「学校防災についての研究・調査」 園であった（図 ）
。
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0.0%

園内安全点検
防災訓練や講演会の企画・実施

11.6%
11.6%

64

週に１回
月に1回
学期に1回
年に1回
その他

31.9%

44.9%

51

年間指導計画立案

49

関係機関や地域との連絡調整

45

災害対応マニュアルの作成

41

指導計画の作成

35

園内研修の企画・実施

27

学校防災についての研究・調査

その他

図 3．係･委員会の話し合いの頻度について

6

2

図 4．防災を担当する係･委員会の活動について〔複数回答〕


（）避難（防災）訓練
平成  年度、避難（防災）訓練の参加者、対象者については、
「自校の幼児」 園、
「教職
員」 園、
「消防署」 園、
「異校種の幼児・児童・生徒」 園、
「警察署」 園、
「保護者」
 園、
「その他」 園「自主防災組織（消防団）
」 園、
「学校周辺の住民」 園、であった（図
）
。避難（防災）訓練の想定については、
「火事」 園、
「地震」 園、
「津波・高潮」 園、
「風水害（土砂災害を含む）
」 園、
「原子力災害」 園、
「火山噴火」 園であった（図 ）
。避
難（防災）訓練の回数については、
「火事」 回、
「地震」 回、
「津波・高潮」 回、
「風
水害（土砂災害を含む）
」 回、
「原子力災害」 回、
「火山噴火」 回であった。

自校の幼児
91
火事
90

教職員
88

地震
89
消防署
76
異校種の幼児・児童・生徒
25
津波・高潮
51

警察署
20
風水害
22
保護者
16

その他
6

原子力災害
6
自主防災組織（消防団）
3

火山噴火
4
学校周辺の住民

1

図 5．避難(防災)訓練の参加者･対象者について〔複数回答〕

図 6．避難(防災)訓練の想定について〔複数回答〕

避難（防災）訓練の時期については、
「 月」 園、
「 月」 園、
「 月」 園、
「 月」
園、
「 月」 園、
「 月」 園、
「 月」 園、
「 月」 園、
「 月」 園、
「 月」 園、
「 月」 園、
「 月」 園であった。また、
「 学期」 園、
「 学期」 園「 ヶ月に  回」
園、
「毎月  回位」 園という回答も見られた（図 ）
。

26
4月
 5月
59
50
 6月
14
7月
 8月 1
29
 9月
21
10月
11月
46
17
12月
26
1月
31
 2月
11
3月

図 7．避難（防災）訓練の時期について〔複数回答〕
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地震および地震後の災害に対する避難（防災）訓練の実施内容については、
「火災に対する訓
練」 園、
「地震動終息後より安全な場所に移動する訓練」 園、
「地震動を感知し身の安全を
守る訓練」 園、
「津波に対する訓練」 園、
「緊急地震速報に対応する訓練」 園、
「保育領
域と関連させた訓練」 園「保護者への引き渡し訓練」 園、であった（図 ）
。
火災に対する訓練

90

地震動終息後より安全な場所に移動する訓練

83

地震動を感知し身の安全を守る訓練

79

津波に対する訓練

48

緊急地震速報に対応する訓練
保育領域と関連させた訓練
保護者への引き渡し訓練

38
17
13

図 8．地震および地震後の災害に対する避難（防災）訓練の実施内容について〔複数回答〕

避難（防災）訓練の「事前」指導については、
「行っている」、
「行っていない」
であった。
「事前」指導の具体的な内容については  園から回答がみられ、具体的な内容とし
て、
「避難場所や避難方法等の指導」が最も多く挙げられた。次いで「絵本・紙芝居等を用いた
指導」
、
「話による指導」
、
「合言葉（おかしもち・おかしも・おはし）の確認」が多く挙げられ、
災害のこわさや避難の方法、注意事項を分かりやすく絵や言葉で指導が行われていた。他にも、
「訓練についての指導」や「映像（ニュースやＤＶＤ）を用いた指導」
、
「警報を鳴らした模擬
訓練」
、
「ヘルメットや防災頭巾の着用方法の指導」等が挙げられた。
避難（防災）訓練の「事後」指導については、
「行っている」、
「行っていない」
であった。
「事後」指導の具体的な内容については  園から回答がみられ、具体的な内容とし
て、
「訓練の振り返りや反省等」が最も多く挙げられた。次いで「園長等の話」
、
「絵本・紙芝居
による指導」が多く挙げられた。
（）災害への備え
災害発生時や待機時に必要となる備品や備蓄の備えについては、
「備えている」、
「備え
られていない」であった。学校にある備品・備蓄については、
「救護に役立つもの」 園、
「停電時に役立つもの」 園、
「情報収集に役立つもの」 園、
「避難行動時に役立つもの」
園、
「生活に役立つもの」 園、
「救助・避難に役立つもの」 園、
「頭部を保護するもの」
園であった（図 ）
。

救護に役立つもの
47

45
 停電時に役立つもの
33
 情報収集に役立つもの
避難行動時に役立つもの
18

生活に役立つもの
12
救助・避難に役立つもの
10

頭部を保護するもの
4

図 9．学校にある備品･備蓄について〔複数回答〕

避難経路・避難場所の安全点検については、
「点検を行っている」、
「行っていない」
であった。頻度については  園から回答がみられ、最も回答が多かったものは「月に  回」
園であった。次いで「毎月  回」 園、
「年  回」 園であった。
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時期については  園から回答がみられ、最も回答が多かったものは「訓練前」
「学期始め」
園であった。次いで「避難訓練のたび」 園であった。月では「 月」が最も回答が多く、次い
で「 月」が多く挙げられた。点検の観点については、
「避難経路に障害物はないか」 園が最
も多く、次いで、
「幼児の特性や発達段階を踏まえているか」 園、
「災害の種類、状況に対応
した複数の経路と場所が確保されているか」 園、であった（図 ）
。

避難経路に障害物はないか
67

49
幼児の特性や発達段階を踏まえているか
災害の種類、状況に対応した複数の経路と場所が確保されているか
35

地域の自然的環境や社会的環境を踏まえているか
32
実地見分を行い確認しているか
28

学校の定めた避難経路、避難場所を幼児や保護者に周知しているか
27

分かりやすい案内板や表示があるか
17

近隣住民の避難や帰宅困難者の避難を想定しているか
12

その他 0

図 10．避難経路・避難場所の安全点検で点検している観点〔複数回答〕


（）防災教育
幼稚園教育の  領域に関連した防災教育については、心身の健康に関する領域「健康」 園、
身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」 園、人とのかかわりに関する領域「人間関係」
 園、言葉の獲得に関する領域「言葉」 園、行っていない  園、感性と表現に関する領域
「表現」 園、その他  園であった（図 ）
。行っていない幼稚園の理由としては、
「マニュア
ルがない」 園、
「何の時間に行えばよいか分からない」 園、
「適切な教材がない」 園、
「幼
稚園でやるべきことが分からない」 園、
「時間が取れない」 園、
「災害は切迫していない」
園、
「他に行わなければならない課題がある」 園、
「指導できる人材がいない」 園であった（図
）
。
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心身の健康に関する領域「健康」

38

身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」
人とのかかわりに関する領域「人間関係」

29

言葉の獲得に関する領域「言葉」

29
21

行なっていない

17

感性と表現に関する領域「表現」

2

その他

図 11．幼稚園教育の５領域に関連した防災教育について〔複数回答〕
7

その他

6

マニュアルがない
何の時間に行えばよいか分からない

5

適切な教材がない

5

5

学校でやるべきことが分からない

4

時間が取れない

3

災害は切迫していない

3

他に行わなければならない課題がある
指導できる人材がいない

1

図 12．防災教育を行っていない理由について〔複数回答〕
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防災教育を行うにあたっての課題としては、
「教職員の研修機会がない・少ない」 園、
「適
切な教材がない」 園、
「防災教育に費やす時間が十分に取れない」 園、
「地域から協力を得
るのが難しい」 園、
「指導方法が分からない」 園、
「特に課題は無い」 園、
「指導内容が
分からない」 園、
「教職員間の共通理解が出来ていない」 園であった（図 ）
。

教職員の研修機会がない・少ない
40

適切な教材がない
28
防災教育に費やす時間が十分に取れない
26

地域から協力を得るのが難しい
16

指導方法が分からない
13
特に課題は無い
11

その他
10

指導内容が分からない
9

教職員間の共通理解が出来ていない
5

図 13．防災教育を行うにあたって、課題であると考える事柄について〔複数回答〕


（）防災に関する教職員研修
平成  年度、防災に関する教職員向けの園内研修会については、
「行っている」、
「行
っていない」であった。防災に関する教職員研修の頻度については  園から回答がみら
れ、最も多かった回答は「年  回」 園、次いで、
「年  回」
「学期に  回」
「 回」が各  園で
あった。時期については  園がみられ、最も多かった回答は「避難訓練前」 園、次いで「夏
休み」
「 学期」が各  園であった。研修の内容については、
「マニュアルに基づく地震・火災・
津波等に対応した防災避難訓練」 園が最も多く、次いで、
「幼児の安全確保と安否確認の方
法」 園、
「ＡＥＤを含む心肺蘇生法などの応急手当に関すること」 園、
「幼児の引き渡し等
の方法」 園、
「教職員の安全確保と安否確認の方法」 園、
「安全教育の教育課程への位置づ
け、教育内容、教材等に関する共通理解」７園、
「幼児の心のケア」 園、であった（図 ）
。


マニュアルに基づく地震・火災・津波などに対応した防災避難訓練
40

幼児の安全確保と安否確認の方法
40

ＡＥＤを含む心肺蘇生法などの応急手当に関すること
30

幼児の引き渡し等の方法
18

教職員の安全確保と安否確認の方法
17

安全教育の教育課程への位置づけ、教育内容、教材等に関する共通理解
17

幼児の心のケア
4

その他
1
図 14．研修の内容について〔複数回答〕

今後、必要とされる研修内容については、
「幼児の引き渡し等の方法」 園が最も多く、次
いで、
「ＡＥＤを含む心肺蘇生法などの応急手当に関すること」 園、
「幼児の安全確保と安否
確認の方法」 園、
「安全教育の教育課程への位置づけ、教育内容、教材等に関する共通理解」
 園、
「マニュアルに基づく地震・火災・津波などに対応した防災避難訓練」 園、
「幼児の心
のケア」 園、
「教職員の安全確保と安否確認の方法」 園、
「その他」 園であった（図 ）
。
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（）防災に関する資料等の活用
防災を進めるに当たって参考にしている資料等については、最も回答が多かった回答が「学
校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き（平成  年  月文部科学省）
」 園、次
いで「学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開（平成  年  月文部科
学省）
」 園、
「学校安全参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（平成  年  月
文部科学省）
」 園であった。
鹿児島県・市のホームページにある災害に関する情報提供については、
「活用している」
、
「見たことはあるが活用していない」、
「見たことはない」であった（図 ）
。
鹿児島県防災教育研修センターについては、
「利用したことがある」、
「聞いたことはあ
るが利用したことはない」、
「聞いたことはない」であった（図 ）
。

幼児の引き渡し等の方法
68

ＡＥＤを含む心肺蘇生法などの応急手当に関すること
53

幼児の安全確保と安否確認の方法
49

安全教育の教育課程への位置づけ、教育内容、教材等に関する共通理解
42

マニュアルに基づく地震・火災・津波などに対応した防災避難訓練
40

幼児の心のケア
40

教職員の安全確保と安否確認の方法
28

その他
3

図 15.今後、必要とされる研修内容について〔複数回答〕

8.4%

11.7%
活用している

利用したことがある

36.8%

42.6%

45.7%

見たことはあるが
活用していない
見たことはない

54.7%

聞いたことはあるが
利用したことはない
聞いたことはない

図 16．鹿児島県・市のＨＰにある災害に関する情報提供について 図 17．鹿児島県防災教育研修センターについて


（）家庭との連携
家庭と連携した防災教育・活動の取り組みについては、
「行っている」、
「行っていない」
であった。家庭との連携についての内容については、 園から回答がみられ、具体的な
内容としては、
「家庭への情報周知」が最も多く、次いで、
「保護者の訓練参加」や「保護者を
対象とした講話や講習会等」
、
「連絡体制等の整備・確認」等が挙げられた。

（）地域との連携
地域と連携した防災教育・活動の取り組みについては、
「行っている」、
「行っていない」
であった。具体的な取り組みについては、
「地域と学校が協働した避難（防災）訓練」
園、
「幼稚園で行う安全教育や訓練に地域の人材を活用する」 園、
「地域で開催される行事に
参加する」 園、
「学校や地域の特徴に合った防災マニュアルの作成」 園、
「地域の地形・地質・
過去の災害・環境等を教材として活用する」 園、
「地域にある安全に関する施設を教材として
活用する」 園、
「地域で安全を守る人々の業務内容について調べたり体験したりする」 園、
「過去の災害や地域の対応を踏まえた防災教育カリキュラムの開発」 園であった（図 ）
。
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地域と学校が協働した避難（防災）訓練

13

幼稚園で行う安全教育や訓練に地域の人材を活用する

10

地域で開催される行事に参加する

7

幼稚園や地域の特徴に合った防災マニュアルの作成

6

地域の地形・地質・過去の災害・環境等を教材として活用する

4

地域にある安全に関する施設を教材として活用する

3

地域で安全を守る人々の業務内容について調べたり体験したりする

2

過去の災害や地域の対応を踏まえた防災教育カリキュラムの開発

1

その他

0

図 18．具体的な取り組みについて〔複数回答〕


）地震・津波を想定した避難訓練の検討
幼稚園教育における防災教育の充実に向けて、地震・津波を想定した避難訓練を行った。調
査対象は、鹿児島大学教育学部附属幼稚園、調査時期は、平成  年  月  日（火）：
～： である。検討の視点としては、①災害の想定、②小学校と連携した避難訓練、③各年
齢に応じたねらいの設定、④事前・事後指導の充実、である。





避難訓練の様子①                    避難訓練の様子②


避難訓練の様子③                    避難訓練の様子④
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．まとめ
防災推進のための目標や方針が幼稚園の教育目標・経営方針等に具体的に示されている幼稚
園は全体の  割であった。防災に関する年間指導計画の立案については、立案している幼稚園
が  割であったが、立案していない幼稚園もみられた。また、防災を担当する係または委員会
を園務分掌で位置づけている幼稚園も７割であったが、 割の幼稚園は園務分掌に位置づけて
いなかった。避難訓練の参加者・対象者については、全体の  割の幼稚園において自園の幼児
および教職員という回答があり、幼稚園外では消防署という回答が多くみられた。避難訓練の
想定については、火事と地震を想定している幼稚園は全体の  割であるのに対し、津波・高潮
を想定して行っている幼稚園は  割、風水害や原子力災害、火山噴火を想定して行っていると
回答した幼稚園は一部であった。避難訓練の時期は「 月」と「 月」が最も多く挙げられた。
訓練の事前指導は  割の幼稚園が行っており、具体的な内容として「避難場所や避難方法等の
指導」が、訓練の事後指導は  割の幼稚園が行っており、具体的な内容として「訓練の振り返
りや反省等」が最も多く挙げられた。災害発生時や待機時に必要となる備品や備蓄が備えられ
ている幼稚園は全体の  割であった。その内容としては、
「救護に役立つもの」が最も多く、
次いで、
「停電時に役立つもの」という回答であった。避難経路・避難場所の安全点検につい
ては、 割の幼稚園が点検を行っていると答えた。頻度は「月に  回」が最も多く、点検して
いる観点としては「避難経路に障害物はないか」という回答が多くみられた。
 幼稚園教育の  領域に関連した防災教育については、心身の健康に関する領域「健康」が最
も多く挙げられ、その内容として、
「健康」領域の「危険な場所、危険な遊び方、災害時等の
行動の仕方が分かり、安全に気を付けて行動する」に関連した回答が最も多かった。一方で 
領域と関連した防災教育を行っていない幼稚園も一部みられ、その理由として、
「マニュアル
がない」等が挙げられた。
 防災に関する教職員向けの園内研修会については、
「開いたこと、または、開く予定がある」
幼稚園が  割であった。頻度としては、
「年に一回」の幼稚園が最も多かった。防災に関する
教職員研修の内容としては、
「マニュアルに基づく地震・火災・津波等に対応した避難訓練」
が最も多かった。鹿児島県・市のホームページにある災害に関する情報提供の活用については、
見たことがある幼稚園が  割近くみられるものの、活用している幼稚園が  割程度であった。
鹿児島県防災教育研修センターの利用についても、聞いたことはあると回答した幼稚園は  割
以上みられるものの、利用したことがある幼稚園は  割にも満たなかった。
 家庭と連携した防災教育・活動の取り組みの有無については、行っている幼稚園は  割程度
であった。具体的な取り組み内容については、家庭への情報周知が最も多く、次いで、保護者
の訓練参加、保護者を対象とした講話や講習会、連絡体制等の整備・確認等がみられた。地域
と連携した防災教育・活動の取り組みの有無については、
「行っている」幼稚園は  割程度で
あった。頻度は「年に一回」が最も多く、具体的な取り組み内容については、
「地域と幼稚園
が協働した避難（防災）訓練」が最も多く、次いで、
「学校で行う安全教育や訓練に地域の人
材を活用する」
、
「地域で開催される行事に参加する」等がみられた。

参考文献
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表層崩壊跡地での森林生態学と地盤工学的観点からの調査と
土砂災害軽減への提案
工学部
農学部

山本健太郎
寺本行芳・平瑞樹

1.はじめに
日本は森林が国土の約 70%を占め、斜面崩壊の大半は表層崩壊で、誘因である降雨の影響がか
なり大きい。しかし、崩壊現場においては表層崩壊が生じた斜面と生じなかった斜面もあり、斜
面そのものの素因（植生（森林）生育状況や地盤特性）を調べることが重要であると考えている。
また、一般的な斜面安定解析においては植生の遷移に伴う根系効果、表層土層や浸透能特性が反
映されていない。
そこで、我が国において、真っ先に亜熱帯化が懸念される九州地方の最南端に位置する鹿児島
県において、森林生態学的と地盤工学的観点から、火山灰・降下軽石被覆斜面の表層崩壊跡地に
おいて現地調査並びに原位置試験を行い、自然斜面の安定性を調査してきている 1), 2), 3), 4)。
2.現地調査
テストフィールドを鹿児島県垂水市に位置する鹿児島大学農学部附属高隅演習林に設定してき
ている。テストフィールドは業務資料、空中写真や現地調査を基に表層崩壊の発生年が同定され
たものを選定し、2013 年度時点で表層崩壊発生後の経過年数は 8～58 年の範囲となった。現在、
同じ領域内でかつ、北向き、ほぼ同じ標高（約 520 m）の 6 地点のしらす自然斜面を表-1 に示す
ように設定した。表層崩壊跡地は 35～40 度程度の急傾斜を成し、表層崩壊面積は 29～114m2 の範
囲である。
写真-1 にはテストフィールドでの現地写真の一例を示す。
No.6 では経過年数が最も小さく、No.4
表-1 テストフィールドでの表層崩壊特性
テストフィールド
表層崩壊発生後の経過
年数（年）

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

12

22

40

58

28

8

斜面平均傾斜（°）

38

41

40

39

37

42

崩壊地の面積（m2）

36

29

61

114

34

42

(a)

No.6

(b) No.4
写真-1 テストフィールドの現地写真
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では表層崩壊後の経過年数が最も大きい。これを見ると、No.6 では小さな雑木や雑草が多いこと
がわかる。樹高 1m 以上ではアカメガシワが優占し、これ以外にもヌルデ、センダン、ヒサカキ、クロマツな
ども多く見られた。樹高 4m 以上を構成する樹種は常緑針葉樹のクロマツであった。樹高 1m 未満で
はイヌビワ、イズセンリョウなどが優占し、これ以外にもマルバウツギ、ヤブムラサキも多く出現していた。最
大樹高を示した樹種はクロマツで、その樹高は 4.5m であった。一方、No.4 では大きな樹木である常緑
広葉樹が多く見られた。樹高 1m 以上では、アラカシ、スダジイ、タブノキなどの常緑性高木や、
常緑性小高木のヒサカキ、ネズミモチが優占していた。樹高 5m 以上を構成する樹種は常緑性高
木のアラカシ、スダジイ、ヤブニッケイ、タブノキ、ヤブツバキ、クロキであり、樹高 10m 以上
を構成する樹種はアラカシ、スダジイ、タブノキ、クロキであった。樹高 1m 未満では、イズセンリ
ョウ、イヌビワなどが多く出現していた。なお、最大樹高を示した樹種はアラカシで、その樹高は 13.6m で
あった。
図-1(a), (b)には有効表層土層深と表層土の深さ方向による乾燥密度を、表層崩壊発生後の経過年
数に対してプロットしたものである。有効表層土層深は検土杖を用い、各地点全域での縦横断方
向に1m間隔で行った測定結果の平均値である。また、乾燥密度を測定するために1つの表層崩壊
跡地につき、斜面の上部と下部の2箇所に土壌断面を設けた。そして、乾燥密度は、各土壌断面に
おいて地表から10cm，30cmおよび50cmの深さの地点で、それぞれ100mlのステンレス試料円筒を
用いて不攪乱試料を採取することにより求めた。図-1(a)を見ると、有効表層土層深の発達は崩壊
発生後30年頃までは穏やかであるが、その後次第に速度を増し、40年程度を過ぎると少し鈍化し
ている。さらに、図-1(b)はNo.1～No.6の各地点における深さごとの乾燥密度を、表層崩壊発生後
の経過年数に対してプロットしたものである。図中の実線および破線は、それぞれの深さでの経
年変化曲線を示す。なお、斜面上部と下部で乾燥密度を測定したため、それぞれプロットがペア
の2つとなっている。これを見ると、表層土（森林土壌）の発達は深さ10cmの乾燥密度の値が示
すように、比較的地表に近い部分からはじまり次第に深さ方向に進行している。崩壊跡地への森
林の侵入は、森林の回復に伴う根系の発達や森林による有機物の供給を通じて土壌化を促し、こ
れらの作用は比較的土壌の表層から進行していくことがわかる。
図-2, 3にはNo.6, 4での斜面上部と下部における粒径加積曲線を示す。斜面上部と下部の各土壌
断面を設定し、地表から10cm，30cmおよび50cmの深さの地点でサンプリングを実施した。図-2(a)
からはどの深さでもシルトと砂の割合がおおまかに30%と60%以上あることがわかる。図-2(b)から
は10cm，50cmの深さでは砂の割合が50%以上､30cmの深さではれきの割合が40%以上となった。
また、No.6では表層崩壊発生後の経過年数も小さく、しらすが崩壊面上にも出てきていることも
観察された。次に、図-3(a)からは10cm，30cmの深さでは砂とシルトの割合がそれぞれ45%と30%
以上で､50cmの深さでは砂が約40%以上で、シルトとれきがそれぞれ約約30%であった。一方、図
-3(b)を見ると、10cm，30cmの深さでは砂とシルトの割合がそれぞれ約50%と約40%であった。50cm
の深さになると、砂の割合が減少し、シルトとれきの割合が増加していることが観察された。
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全般的には、表層崩壊発生後の経過年数が異なるNo.6とNo.4を比較すると、経過年数が大きくな
るほど、さらに地表面に近いほど細粒化が進行している傾向があることがわかった。

3.原位置試験
簡易的な原位置試験として、簡易動的コーン貫入試験（通称：簡易貫入）5)と土層強度検査棒（通
称：土検棒）6)を実施した。図-4, 5 には一例として、表層崩壊後の経過年数が最小と最大である
No.6 と No.4 の斜面上部と下部でのコーン貫入試験結果を示す。
No.6 の結果である図-4(a)を見ると、打撃回数が 0 回で貫入量は 1 cm であるが、打撃回数が 1, 2
回の時にそれぞれ貫入量は 19, 20 cm となり、その後、貫入量が減少し、貫入深さが約 80 cm まで
は Nd 値が増加していった。貫入深さが約 1.2m 程度辺りからは固い層も見られ、貫入深さが 4.2 m
程度において 10 回の打撃による貫入量が 20 mm 未満となったため、貫入を中止した。一方、図-4(b)
では貫入深さが 15 cm までは Nd 値が増加し、その後、減少していった。貫入深さが 50 cm を超え
ると、貫入量が減少し始め、Nd 値が増加していった。そして、貫入深さが約 90cm において、10
回の打撃による貫入量が 20 mm 未満となったため、貫入を中止した。
次に、No.4 の結果である図-5(a)を見ると、打撃回数が 0 回でも貫入量が 37cm もあり、打撃回
数が 1 回で 16 cm 貫入した。貫入深さが 1.5m 程度までは Nd 値が増加していることがわかる。ま
た、貫入深さが 4.0m 程度辺りから Nd 値が急に増加していることも観察される。一方、図-5(b)で
は打撃回数が 1 回で貫入量が 10cm となり、貫入深さが 65cm 程度までは Nd 値が増加し、その後、
減少傾向にあった。また、貫入深さが 1.6m 程度辺りでは Nd 値が急に大きな値となり、この辺り
には強固な層があることがわかる。よって、No.6 の地点においてのみ、貫入を途中で中止するこ
ととなったが、他の地点においては貫入深さが 5.0m まで貫入試験を続けることができた。
図-6, 7 には一例として、表層崩壊後の経過年数が最小と最大である No.6 と No.4 の斜面上部と
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図-4 簡易動的コーン貫入試験結果 (No.6)

(a) 斜面上部
(b) 斜面下部
図-5 簡易動的コーン貫入試験結果 (No.4)
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70

下部でのベーンコーンによるせん断試験結果を示す。図-6, 7 にはベーンコーンにかかる鉛直荷重
Wvc を 4-5 回変え、せん断試験を実施した時のベーンコーンにかかるトルク Tvc との相関関係を示
す。両図ともに良い相関が得られ、既存の換算式 4)により粘着力 c と内部摩擦角φを算出した。
No.6 の図-6(a)に対しては、cdk=8.49 (kN/m2),φdk=8.09(deg.)、図-6(b)に対しては、cdk=9.89 (kN/m2),
φdk=13.08(deg.)となった。一方、No.4 の図-7(a)に対しては、cdk=5.02 (kN/m2),φdk=8.83(deg.)、図-7(b)
に対しては、cdk=5.91 (kN/m2),φdk=9.63(deg.)となった。下添字 dk は土検棒を表す。なお、この換
算式は参考文献での参考式であるため、今後、現場一面せん断試験の実施を予定しており、そこ
から得られた地盤強度パラメータとの比較検討を行いたい。
図-8 にはすべてのテストフィールドでの結果をまとめた、表層崩壊後の経過年数に対する地盤
強度パラメータ（粘着力 c と内部摩擦角φ）の変化を示す。全般的には、No.1（表層崩壊発生後
の経過年数が 12 年）を除いて、斜面下部（実線）の c,φが斜面上部（破線）のものよりも大きく
なる傾向を得た。また、粘着力 c は、斜面上部と下部ともに大まかに表層崩壊後の経過年数の増
加とともに減少する傾向を得た。しかし、内部摩擦角φの値は粘着力 c と異なり、表層崩壊後の
経過年数の増加にあまり依存しない結果となった。ただ、原位置にて実際に試験を実施すると、
軽石や様々な根系の影響が特に、せん断試験結果に与える影響はかなり大きいと感じているとこ
ろである。
4. 土壌分析
テストフィールドの各地点での表層土壌を採取し、土壌の溶出液に対して pH、電気伝導率（EC）
の測定を実施した。土壌の溶出液は自然乾燥させた土壌 20g に蒸留水 50 g を加え、マグネチック
スターラーで約 3 分間かくはんした後，上澄み液が透明になった約 10 分間程度放置したものを使
用した。図-9 には、斜面上部と下部における表層崩壊後の経過年数に伴う pH の変化を示す。こ
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図-8 表層崩壊発生後の経過年数に対する地盤強度パラメータの変化
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図-9 表層崩壊発生後の経過年数に対する pH の変化

れを見ると、表層崩壊後の経過年数の増加とともに pH が減少する傾向を有することがわかる。
また、斜面下部の pH が斜面上部のものよりも小さくなった。これは、斜面下部が上部よりも土
壌の酸性化が進み、腐植酸の効果によるものと考えられる。また、侵食の影響などにより、斜面
上部で流れ出したものが斜面下部に蓄積することも一因であろう。次に、図-10 には、斜面上部と
下部における表層崩壊後の経過年数に伴う EC の変化を示す。これを見ると、表層崩壊後の経過
年数が 10 年未満の跡地を除いて、概ね似たような傾向を示すものと考えられる。また、表層ほど
腐植が進み、酸性化が最も進むであろう地表から 10cm の深さの地点でのサンプリングにおいて
一番酸性化が進んでいない場合も見受けられるが、これは火山灰や軽石などの火山噴出物の影響
や侵食の影響によるものと推測される。
5. おわりに
火山灰・降下軽石被覆斜面の表層崩壊跡地の斜面上部と下部において、表層土の乾燥密度や粒
度特性などの地盤調査、原位置試験並びに土壌分析を実施してきた。これらにより、表層崩壊発
生からの経過年数が大きなほど、さらに地表面に近いほど細粒化が進行している傾向があること
がわかった。また、表層崩壊後の経過年数が大きいほど風化が進行し、地盤強度パラメータ c,φ
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図-10 表層崩壊発生後の経過年数に対する EC の変化
や乾燥密度が小さくなる傾向を得た。そして、斜面上部では斜面傾斜によるゆるみの影響を受け、
斜面下部が強くなる傾向も得た。次に、φは c と異なり、経過年数の増加にあまり依存しない結
果となった。なお、表層崩壊後の経過年数が大きいほど、斜面下部が上部よりも土壌の酸性化が
進行し、pH が小さくなる傾向を示した。これまでのことは森林の遷移に支配されて、表層土の粒
径などの物理的性質と pH などの化学的性質が変化していくことを証明していくものであるとも
考えられる。さらに、テストフィールドでは火山灰や軽石などの火山噴出物の影響や侵食の影響
もある程度、受けていることが確認できた。
今後は、テストフィールドにて現場一面せん断試験や樹木根系の引張り試験の実施や原位置で
得られた情報を用いた斜面安定解析の実施を予定している。また、樹木根系が斜面安定効果に与
える影響や効果を定量的に評価していきたいと考えているところである。
最後に、これまでの調査や試験結果を踏まえ、土砂災害軽減への提案としては、広葉樹林など
をもっと増やすことが考えらえる。樹木根系による斜面安定効果のみならず、森林土壌の発達は
森林の水源涵養機能（保水機能、洪水発生の抑制）を高めることができる。これらにより、土砂
災害軽減にも役立つものと考えられる。また、近年、海藻の生育に必要とされる、光合成の促進
や葉緑素の合成に必要な栄養素である鉄分が海中において不足していることが指摘されてきてい
る 7)。広葉樹林からの落ち葉は腐葉土となり、鉄分を河川や海に供給することが可能となり、さ
らなる付加価値も多いだろう。
さらに、樹木の成長（樹齢）など指標とし、土壌の発達や蓄積状況を推定し、表層崩壊可能性
に対するリスク評価（崩壊のサイクルやゾーニング）などが可能になるとも考えられる。
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外装材の流失が考慮可能な建築構造模型の製作と津波実験
工学部

建築学科・澤田樹一郎

１．はじめに
2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震で、我が国は、尊い犠牲を強いられた。特に、津波
による被害は、甚大で、これに対して、同年 12 月 14 日に制定された「津波防災地域づくりに関
する法律」により、都道府県知事は、津波浸水想定を設定し、公表することとなった。津波浸水
想定には、専門家らによる地震・津波シミュレーションの数値的検討も必要であり、その点から
も地震・津波シミュレーション技術の高速化・高精度化は、我が国の喫緊の課題と考えられ、現
在、精力的にこれに関する研究が行われている例えば 1）2)。地震・津波シミュレーションの妥当性検
証の手段としては、建物模型と津波水槽による模型実験との比較がある。これに関する既往の実
験の多くは、建物を木質直方体模型でモデル化することが多い例えば 3)。しかし、実際の東北地方太
平洋沖地震の津波被害では、木造建物、鉄骨建物、RC 建物などの構造種別によって、被害の様相
は大きく異なっており、特に、鉄骨建物では、外装材の流失が生じ、骨組は、残存するケースが
多くみられた 4）。鉄骨建物における外装材の流失は、津波荷重や津波の流体の動きに影響を与え
ると推定され、著者は、木質直方体模型ではなく、さらに詳細な建築構造模型を製作し、津波実
験を行う必要性があると考えた。
本研究では、木製外装材を装着したアルミ製建築構造模型を製作して津波実験を行う。目的は、
以下の 3 点である。
(1)建物の外装材の流失の有無が建物に作用する津波荷重に与える影響があるのかどうか（あるい
はあるのならどの程度か）を模型実験により調べる。
(2)建物の外装材の流失の有無が建物まわりの流体の動きに与える影響があるのかどうか（あるい
はあるのならどの程度か）を模型実験により調べる。
(3)数値シミュレーションの妥当性検証のための実験データを提供する。
２．建物模型の製作
本研究では、(1)外装材が全く流失しない模型、(2)少量の外装材の流失が再現できる模型および
(3) 多くの外装材の流失が再現できる建物模型を製作した。いずれも S 造 3 層の建物を想定し、
外形寸法を 1/30 スケールで製作する。模型フレーム（写真 1）を構成する部材には、溝形のアル
ミ材を使用し、接合部（写真 2）にはスチール製の金折れ金具を用いてボルトとナットで固定す
る。二つの同じ設計の模型フレームを製作し、外装材の取り付け方の違いにより、前述の 3 種類

写真 1 模型フレーム

写真 2 模型接合部
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の建物模型を区別する。なお、模型フレームは、予想される津波実験荷重で降伏することがない
ように設計している。以下に３種類の建物模型の製作概要を示す。
(1) 外装材が全く流失しない模型（外装材非流失モデル）
1 層目から 3 層目まで 1 枚の外装材（木製板）とする。模型フレームの梁部分に取り付けた外
装材取付用木板に、外装材を木ねじで固定する。
(2) 少量の外装材の流失が再現できる模型（外装材流失少モデル）
幅 22mm、高さは各層の階高に合わせた多数の外装材（木製板）を製作し、これらの上下に孔
を設ける。外装材の孔に合わせて、外装材取付用木板に釘を打つ。この上下の釘を外装材の上下
の孔にはめこむ。
(3) 多くの外装材の流失が再現できる建物模型（外装材流失多モデル）
外装材流失少モデルと同じ模型フレーム及び外装材を用いる。外装材流失多モデルでは、外装
材の上の孔だけに釘をはめこむ。

写真 3 外装材非流失モデル

写真 4 外装材流失少モデル

写真 5 外装材流失多モデル

３．実験方法
実験では、プランジャー型の造波装置を有する鹿児島大学地域防災教育研究センターの地震・
津波室内実験システム 5)を活用する。実験室内のコンクリート床版の上に鋼製基盤を接合し、そ
の上に、図 1、図 2 のように建物模型を設置した。各モデルによる津波荷重の水平力の大小を検
討するために、鋼製基盤と柱脚部は図のようにローラー仕様とし、金折れ金具を鋼製基盤と柱脚
部の間に取り付け、金折れ金具のみに水平力が伝達するようにした。その金折れ金具の上下面に
歪ゲージを貼り付けた。図 3 のように模型側に取り付けたゲージを上、設置用鋼板側に取り付け
たゲージを下とする。ゲージには防水加工を施した。
前述の 3 種類のモデルについて、同じ条件下で計 5 回ずつ津波実験を行い、図 1、図 2 中の建
物模型柱脚部 A , B , C , D の歪を計測する。また、図 1、図 2 中の計測器 1,2,3,4 の位置の水位変
動を波高計で計測する。なお、波高計は模型設置用鋼製基盤から 40mm の高さに設置している。
４．実験結果
以降に示す実験結果のグラフは、いずれも同じモデルでの５回の造波実験の平均値を示してい
る。図 4 は、A から D の位置での柱脚部ひずみ時刻歴を示している。ここで、外装材流失少、流
失多モデルの B 上歪ゲージがはがれ、計測不可能となったため、それらの値は 0 としている。図
より、外装材非流失モデルに比べて、外装材流失多モデルの柱脚部ひずみは、大きく異なり、最
大値が２倍程度となっていることが確認された。図 5 は、計測器 1 から 4 の位置での水位変動の
時刻歴を示している。波高計 1 , 4 では、モデルの違いによる最大水位の変化はないが、模型の側
面となる 2 , 3 の計測器位置では、流失が多くなるにつれて、最初の波および返しの波が高くなっ
ており、流失多モデルは、非流失モデルの２倍程度となっていることが確認された。なお、流失
多、流失少モデルとも外装材の流失は、第 1 層に集中した。5 回の実験を平均すると、流失多モ
デルでは、第 1 層の外装材の 80 から 90％程度が流失し、流失少モデルでは、第 1 層の外装材の
10 から 20％が流失した。
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図 1 建物模型の設置（立面）と計測器番号

図 2 建物模型の設置（平面）と計測器番号

図 3 ローラー仕様の柱脚部
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写真 6 防水加工

柱脚部ひずみ(μ)

経過時間(s)
図 4(A)

柱脚部ひずみ時刻歴（外装材非流失モデル）

柱脚部ひずみ(μ)

経過時間(s)
図 4(B) 柱脚部ひずみ時刻歴（外装材流失少モデル）
柱脚部ひずみ(μ)

経過時間(s)
図 4(C) 柱脚部ひずみ時刻歴（外装材流失多モデル）
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水位変動(mm)

経過時間(s)
図 5(A) 水位変動時刻歴（外装材非流失モデル）
水位変動(mm)

経過時間(s)
図 5(B) 水位変動時刻歴（外装材流失少モデル）
水位変動(mm)

経過時間(s)
図 5(C) 水位変動時刻歴（外装材流失多モデル）
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４．まとめ
本研究では、木製外装材を装着したアルミ製建築構造模型を製作して、外装材非流失モデル、
外装材流失少モデル、外装材流失多モデルの津波実験を行った。得られた知見を以下に示す。
(1) 外装材非流失モデルに比べて、外装材流失多モデルの柱脚部ひずみは、大きく異なり、流失
多モデルの最大値が非流失モデルの２倍程度となっていることが模型実験により確認された。
(2) 模型の側面の計測器位置では、流失が多くなるにつれて、最初の波および返しの波の波高が
高くなっており、流失多モデルは、非流失モデルの２倍程度となっていることが確認された。
今後は、解析面での検討も行いながら、ここで得られた知見の理由について考察していく予定
である。
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南九州少子・高齢化における相互扶助・防災意識の把握と
常時・非常時の地域連携ネットワークの構築
理工学研究科建築学専攻

本間 俊雄

１．はじめに
過疎･少子高齢化が進む中で、従来のコミュニティのあり方ではなく、現状にあった地域づく
りが重要である。特に若者が減少し、祭りなどのイベントの衰退や買い物･荷物運びなどの日常
生活に支障が生じるような地域では、災害時においてより深刻さを増す。したがって、従来の行
政によるトップダウン方式ではなく、人と人の繋がりによる互助的な支援が重要となってくる。
既に薩摩半島の人口変動の少ない地域と鹿児島市から自動車で 40 分程度の通勤圏内の地域を
対象とし調査を実施してきた 1)-3)。いずれも住民間の関係をネットワーク解析により比較し、特
性や問題点の把握と、生活維持･向上に向けた地域づくりの知見が示されている。本報告は、大
隅半島 S 地域を対象とし、従来の対面アンケートによる人と人の繋がりを調査し、地域の特徴把
握と、既調査地域との比較を通して、南九州地域の相互扶助・防災意識の把握と、常時･緊急時
の地域連携ネットワーク構築を前提とした調査の結果およびグラフ理論に基づくネットワーク
解析による特性量の速報値を示す。
２．対象地域と調査概要
2.1 対象地域の概要
写真 1 は S 地域の現地の様子である。S
地域の回答者住居の位置と地域の班分け
を図 1 の地図に示す。
位置 S 地域は大隅半島に位置する地域で
ある。畑を囲むようにして住居が点在し、
傾斜地帯に集落が形成されている。地域内
は便宜的に 6 班に分けられ、それぞれに班
長がいる。
施設 地域内には小･中学校が 1 校ずつあ
り、幼稚園等はない。公民館や交流施設等
写真 1 調査対象地域の様子
の社会教育施設は整っている。
交通 鹿屋市へ向かうバスは 1 日 4 便程度
ある。バス停と住宅地が離れていることも
あり、利用率は低い。
人口 世帯数 54 戸、男性 57 名、女性 57
名の総人口 114 名からなり、高齢化率は
47.4%(2014 年 10 月現在)である。地域内の
平均年齢は 57.4 歳（男性：55.5、女性：
59.1）である。表 1 に示した年代別･世帯
別人口構成より 1 人世帯、2 人世帯の割合
が高く、独居高齢者や夫婦のみの世帯が多
い。
図 1 回答者の住居位置と班構成
2.2 調査方法と内容
2014 年 10 月 17 日から 22 日の 6 日間、調査員 21 名で対象地域 S において対面アンケート調査
を行った。対象者が回答する人数には限りがあるので、実際はつきあいがある場合でも名前が挙
がらないことが考えられる。本調査では片方から名前が挙がった場合でも双方のつながりがある
と扱う。
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表２

表 1 年代別・世帯別人口構成
0～19 歳
11

年代別人口
20 ～39 歳 40 ～59 歳 60 ～79 歳 80 歳以上
12
24
48
19

1人世帯
20

世帯別人口
3人世帯
4人世帯
5
5

2人世帯
21

5人世帯
2

高齢化率

47 .4%
7人世帯
1

調査項目

回答項目
内容
個人属性 性別、年齢、居住歴、居住形態
外出範囲 外出頻度、普段の外出先と手段
社会参加 参加団体
1．つきあいがある、親しくしている人を5名程度あげてもらう
（5名以上答えてもらうことも可能）
つきあい
2．名前をあげてもらった人との関係性、接触頻度
（常時）
3．名前をあげてもらった人とどのようなつきあいがあるのか
（世間話、お裾分け、送迎、買い物の代行など）

表 2 に調査概要を示す。調査項目は全部で
27 項目あり、1 人あたり 30 分程度のヒアリン
つきあい
悩みを相談できる人、緊急時に手助けを求める人
（緊急時）
グを行った。対象者が回答しやすいように調査
項目は質問形式ではなく会話の中で聞く方式
を採用した。
調査対象 対象地域に居住する 20 歳以上の住民全員を対象とする。ただし、地域内の田畑に毎
週数回出てきて地域内の人と親しくしている人も調査対象者に含む。
調査形式 全戸訪問による対面ヒアリングを実施する。この方式により住民生活や地域の状況に
ついての把握も一緒に実施する。
調査員 2 名 1 組とし、回答項目の聞き漏らしが無いようにする。図 1 で示した各班に調査員を
1～3 組割り振る。
３．アンケート結果
対象集落は 99 名の成人が在住し、調査の結果より回答者 92 名、地域内出現者註 1）3 名、地域
外出現者 155 名、孤立者 4 名の回答率 92.9%であった。本調査では、70％以上の回答率を確保す
ることができた。
3.1 回答者属性
表 2 の調査項目「個人属性」に対応し、調査地域の基本情報である。回答者属性（性別、年齢
層、居住歴、世帯構成、職業）は図２に示す通りである。
性別 S 地域に居住する男女の割合と、回答者の男女の割合もほぼ同じであった。
年齢層 60～79 歳が半数を占めている。回答者の平均年齢は 63.9 歳である。
居住歴 50 年以上居住している人が約 35％と最も高い割合を占めている。30～39 年、20～29 年
がそれぞれ約 20％の割合で、若いときに高校や大学を卒業後 S 地域に戻って来た人、および結婚
後 S 地域に来た人が多い。
世帯構成 最も大きな割合を占めているのが 3 名以上の世帯で、次に夫婦のみの世帯と続く。
職業 住居周囲を田畑が占めている地域なので農業で、生計を立てている人が約 35％いる。昔は
畜産(牛)の割合が高かったが、現在の就業者は 3 名である。無職の人の内 12 名は 65 歳以上であ
り、家事専業もしくは、高齢であることが主な理由である。地域内に比較的大きな建設会社があ
るので、会社員･公務員の割合が高い。
3.2 外出頻度と方法
表 2 の調査項目「外出範囲」に対応する。畑仕事をしている人が多いので毎日外出するという
回答者が殆どであった。
3.3 集まりなどへの参加状況
表 2 の調査項目「社会参加」に対応する。図 3 に地域内の集まりなどの参加状況を示す。サロ
ンや老人会では月に 1 度旅行などを企画しており、それを楽しみにしている人が多い。現在はど

80歳以上,
18名

20～39歳,
9名

女性, 45名
男性, 47名

40～59歳,
19名

50年以上,
31名

60～79歳,
46名

a) 性別

0～9年,
6名
10～19年,
8名

1人-独居,
17名

20～29年,
16名

3人以上,
38名

40～49年,
30～39年,
10名
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2人-夫婦以外,
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回答者の属性
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介護福祉・
会社員・ 無職,
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図 3 集まりなどへの参加状況
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図 4 つきあいのある人との関係性
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図 5 つきあいの内容

の団体にも所属していないが「高齢になったら入ろうと思う」という回答者もいた。また、地域
内には消防団があり、「昔は入っていたが年のため引退した」という人もいた。S 地域には PTA
など子供に関連した組織がない。
3.4 つきあいのある人との関係性
表 2 の調査項目「つきあい(常時）」に対応する。つきあいのある人数の平均は地域内では 4.1
人、地域外では 1.9 人である。図 4 に示したつきあいのある人との関係性より、地域内には血縁
者が多いにも関わらず、非親族とのつきあいの割合が最も大きい。調査の際つきあいのある人を
5 名ほど答えてもらうと近隣住民の名前を挙げる人が多い。地域外の人とのつきあいでは多くの
人が学生時代の友人や職場の人の名前を挙げるので、非親族の割合が高い結果となっている。
3.5 つきあい(常時)の内容
表 2 の調査項目「つきあい(常時）」に対応する。図 5 に集落内外の人とのつきあいの内容を示
す。この地域の特徴の一つは、介護を受けている人がいないことである。「自分のことは自分で
する」という考えの人が多く、身体的なサポートを周囲の人から受けることが少ないためと考え
られる。結果的に、「世話」「代行」
「荷物運び」など身体的サポートの割合が低い。世間話の際
や作物の収穫後にお裾分けすることが頻繁にあるので「お裾分け」の割合が高い。地域内の人と
のつきあいの内容において「家族」
「親族」の割合が「非親族」の割合を上回る項目はない。し
かし、地域外の人とのつきあいの内容においては身体的サポートの項目で「家族」の割合が「非
親族」の割合より高い。これは子供が帰省したときに買い物を頼む、病院へ送迎してもらうこと
などが多く含まれている。
3.6 つきあい(緊急時)の内容
表 2 の調査項目「つきあい(緊急時)」に対応する。災害時どのようにしているのか調査したと
ころ、
「自宅から避難施設まで行く方が危険なので自宅にいる」という回答者がいた。S 地域には
全戸に防災行政無線があるなど自主防災組織が整備されているが、自動車を所有していない人は
移動手段がないので避難するのが困難である。
４．ネットワーク解析
以下で用いるネットワーク解析に関する用語の定義等は付録で説明する。
4.1 全体のネットワーク形態
人をノード、関係をエッジとして、つきあいのある人をつないだグラフを図 6 に記す。作図は
UCINET で正方行列を分析用に数値変換し、描画ソフト NetDraw でグラフとして表示する註 2）。
孤立者ノードが 4 個体あり、その内 2 個体は同居している。2 ノードからなる孤立ネットワーク
91，92 は夫婦関係にあり、地域内のつきあいはないが地域外の血縁者とのつきあいがある。これ
ら孤立ノード以外の 93 ノードが 1 つの大きなネットワークを形成している。
図 7 に血縁関係のネットワークを示す。これにより末端ノードが血縁関係により大きなネット
ワークと繋がっていることが判る。また、S 地域内に血縁関係が多いことも判る。
4.2 ネットワーク把握
地域内の常時のネットワーク全体像は 95 ノード、274 エッジからなる図６のような網目状形態
であり、14 クラスター(Qmax 註 3）= 0.528)に分割される。緊急時では 95 ノード、189 エッジ、9 ク
ラスター(Qmax = 0.648）となる。表 3 にネットワーク特性量を、図 8 に Q 値とクラスター数の関
係を示す。
(1) ネットワーク特性量
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図６ 常時のネットワーク全体構造
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図７ 血縁関係のネットワーク全体構造
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表 3 対象地域のネットワーク特性量
次数 K 常時での平均次数は 5.78 であり、 a) 常時
b) 緊急時
node数N
95
node数N
91
１名あたり約 6 名とつきあいがある。最高
edge数
27 4
edge数
18 9
次数 Kmax は 13 であり、次数 1 のノードも
平均次数K
5.78
平均次数K
3.98
Kmax
13
Kmax
10
いくつかあった。それらは同居している家
最高次数 ID
18 、76
最高次数 ID
84
族しか名前を挙げなかったか、地域外の人
平均 クラスター係数C
0.40 6
平均 クラスター係数C
0.43 6
平均最短パ ス長D
3.21
平均最短パ ス長D
3.90
ばかり名前を挙げたためである。緊急時で
Dmax
9
Dmax
10
の平均次数は 3.98、最高次数は 10 であり、
clique 合計数
92
clique 合計数
41
3-c lique の数
73
3-c lique の数
29
常時と比べると、共に減少している。しか
4-c lique の数
13
4-c lique の数
9
し他の地域と比べると非常に高い数値を
5-c lique の数
6
5-c lique の数
3
示している。
クラスター係数 C 常時の平均クラスター
係数 C が 0.406 なのに対し、緊急時の平均
クラスター係数が 0.436 と緊急時の値の方
が大きい。これは緊急時の方がより密なネ
ットワークを形成していることを意味す
る。
最短パス長 D 常時の平均最短パス長 D は
3.21 であり、約 3 名介せば孤立者以外のノ
a) 常時
b) 緊急時
ードに到達できる。緊急時では 3.90 となり、
図 8 Q 値とクラスター数の関係
常時と比べ距離が延びているが、それほど
変化はなく、緊急時でも比較的ネットワー
ク内の繋がりがある。
クリーク 緊急時は 41 クリークがあり、常時の 92 クリークに対し半数に減少している。つまり、
41 クリークは状況に関係なく安定した関係であるということが判る。これは地域内に血縁関係者
が多いためであると考えている。
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(2) Q 値とクラスター数の関係
緊急時は常時に比べクラスター数が少なく、Q 値が高い結果となった。また緊急時のクラスター係
数が常時より大きいことから、緊急時はクラスター間のエッジ密度が低く、それぞれのクラスターが
孤立することになる。
４．おわりに
本報告では、大隅半島 S 地域での人と人の繋がりを対面アンケートにより調査した。S 地域の
人と人の繋がりの関係性や常時・緊急時のネットワーク特性から S 地域の特徴やネットワークの
基本量を示した。
今後は既調査で解析を行った地域と比較し、共通性や独自性から地域の活性化や防災計画の提
言に繋げたい。
註釈
註 1）回答者以外でつきあいのある人として名前の挙がった人を指す。
註 2）UCINET と NetDraw は、社会ネットワーク解析用の標準的なソフトである(Analytic Technologies, Inc.
and the University of Greenwich)。
註 3）Q の大きさはクラスター内のエッジの密度の高さ、クラスター間のエッジの密度の低さを表し、Q の
最大値は適切なクラスター数を意味する。
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付録
本研究で用いる用語とネットワーク特性量の定義を記述する。
ノード vi(node） 点で表されるネットワーク内の構成員.
エッジ eij(edge） ノード間の関係を示し、線で表示.
クラスター(cluster) ネットワーク内のグループ.
クリーク(clique） ネットワーク内の全ノードが互いにエッジをもつ密なまとまり.
次数 K ノードが持つエッジの本数.
クラスター係数 C ネットワークの濃密さを表す指標：
1 n
2 Ei
C = ∑ Ci , Ci =
ki (ki − 1)
n i=1
ここで、n：ネットワーク内の総ノード数，Ei：vi に隣接するノード間のエッジ数.
平均最短パス長 D ノード間の距離を表す指標：
n
n
1
D=
Dij
∑∑
n(n − 1) i =1 j =1
ここで、Dij：vi と vj の最短パス長.
Q 値 次式で与えられるグラフ分割の指標 Q である。
Q = ∑ l ∈ (1,  , L )Ql = ∑ l ∈ (1,  , L )(eu − al2 )

eu =

1
1
al =
∑
∑ vi ∈Vl ∑ v j ∈Vl A(vi , v j )
vi ∈Vl ∑ v j ∈Vl A(vi , v j ),
2m
2m

ここで、eu：クラスター内部のエッジの存在確率，A(vi，vj)：存在確率(ノード間にエッジあり= 1、エ
ッジなし= 0）
，2m：ネットワークのエッジの総数.
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土砂災害地区の斜面崩壊調査と石積み斜面の安定性評価
鹿児島大学農学部
平 瑞樹・落合 勇
鹿児島大学大学院理工学研究科 山本健太郎
基礎地盤コンサルタンツ（株） 永川 勝久
1．はじめに
石積み擁壁などの離散体の材料を積み上げた擁壁が外力を受けて変形を起こす場合，擁壁の背
面地盤にすべり線が発生することが知られている．ところが，実際の現場においては，変形から
破壊に至るまでの地盤内の変形挙動を目視で観察することは極めて困難である．斜面上の宅地，
中山間地域に存在する階段状の農地や河川護岸の石積み擁壁は，未曽有の豪雨や大きな地震発生
時に崩壊を起こす場合があり，コンクリートブロック擁壁と比べ，材料の破壊形状が多様で，連
結していないため横方向へ変位する現象がしばしば見受けられる．
本報告は，地震や津波による危険斜面地域を対象とした調査の一環で斜面崩壊の危険斜面の抽
出を実施しているが，大分県佐伯市の現場を調査した結果および石積み斜面を仮定した室内実験
を実施した．すなわち，アルミ棒積層体を砂地盤と仮定した模型実験装置を用いて，ブロック擁
壁が少しずつ変位（孕み出し）する場合のみを想定し，アルミ積層体地盤の変形性状を視覚的に
観察した．また，石積みブロック擁壁の崩壊に影響を及ぼす載荷の位置や載荷幅の違いが地盤全
体に及ぼす影響についても考察した．
２.現地調査
大分県佐伯市米水津の地形や家屋の背後に存
在する危険斜面の調査を行った（図 1，2）．米水
津の浦代浦地区には養福寺（写真 1）と大願寺が
あり，寺の裏斜面は急峻な地形となっている．
過去に大地震や大津波（写真 2）が発生した地区
であり，写真 3 の境内が避難所として標識で示
されている（写真 4）．1707 年に発生した宝永地
震の碑（写真 5）には，津波による被害が大きか
ったことが記述されている．写真 5 には，養福
寺の裏斜面の露頭状況を示す．砕けやすく風化
した地盤が剥き出しになっている．
本地区は，津波災害の対策を定期的に実施し
ている地区であり，船のコンテナを譲り受け，
改築した避難所施設の設置を行っている（写真
7）．また，同じ湾内である宮野浦地区には，自
主防災会が備蓄倉庫を設置（写真 8）している．
急峻な湾内の地形では，海岸線に近い道路は利
用せず，一次避難として，宅地の裏山へ上るこ
とで津波被害から逃れ，地区の高台の道路を伝
って，二次避難所へ移動する非難経路が提案さ
れている．
「宮野浦むらの覚悟委員会」の副委員
長の小畑悟司氏に本地区の取り組み状況を詳細
にうかがうことができた．

図 1 調査地（大分県佐伯市米水津）

養福寺

図 2 調査位置図（米水津養福寺裏山）

３.斜面地盤の原位置試験
大分県佐伯市米水津の地形・地質，家屋の背後に存在する危険斜面の調査を実施した．米水津
の浦代浦地区には養福寺と大願寺があり，寺の裏斜面は急峻な地形となっている．本地区の地質
は堆積岩系の四万十層群の砂岩・頁岩に分類される．土層厚の調査を実施するため，原位置で簡
易動的コーン貫入試験を実施した．写真 9～12 に現地試験の状況を示す．この試験は，質量 5kg
のハンマーを 500mm の高さから自由落下させて，ロッド頭部を打撃することで，先端に取り付け
た円錐形のコーンを 100mm 貫入させるのに要する打撃回数 Nd を測定する．寺に近い斜面の下方
－ 85 －

写真 1 大分県佐伯市米水津養福寺

写真 2 津波標高 10.0ｍ（養福寺）

写真 3 養福寺から湾を望む

写真 4 養福寺境内が津波避難所に指定

写真 5 1707 年宝永地震の碑（境内内）

写真 7 コンテナを利用した津波避難所
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写真 6 養福寺裏の斜面（砂岩）

写真 8 宮野浦地区自主防災会備蓄倉庫

では深さ 1.3m の辺りで Nd の値が急激に増加して岩盤が現れる．斜面上部では 0.3m 付近で Nd 値
が 40 と大きくなっていることから，風化土が多く存在する部分から崩壊が発生すると大量の土砂
が崩壊して移動するものと推測される．斜面の尾根部と沢部では値が異なるため，崩壊危険度に
ついては他の室内試験とあわせて，詳細な検討が必要である．また自然含水比は 17.9%であった．
4．実験装置
モデル地盤は，長さ 50mm，直径 1.6mm と 3.0mm の
2 種類のアルミニウム製の円柱棒を重量比 3：2 で混合
し，砂地盤を想定した．図 3 に実験装置の概略図を示す．
モデル地盤のブロック擁壁高さを高さ 232mm（58mm×4
個）に設定し，上方から載荷板を一定の速度で操作して
荷重を加える構造になっている．水平変位量は，荷重が
かからないように，ブロックと非接触型レーザー変位計
（精度 0.003mm）を 2 個設置して，測定した．今回は，
中央部 2 個のブロックの変位のみ許容する構造にした．
荷重計と変位計はアンプで増幅され，デジタル指示器で
表示される．ブロック擁壁の変位やすべり面の位置な
どの崩壊メカニズムの可視化のためにデジタルカメラ
を設置した．

図 3 実験装置の概略図

5．実験方法
ブロック体が転倒しないようにアルミ棒を所定の
高さまで積み上げ，均等に突き固めながら順次ブロ
ックを設置した．地盤上部から 1.0mm/min の速度で
載荷し，0.5mm 毎に水平荷重，レーザー変位計によ
る水平変位を記録し，1.0mm 毎にデジカメで撮影し
た．また，垂直荷重が 50mm 進むか，レーザー変位
計の許容測定範囲(30mm)を超えた時点を実験終了
とし，せん断面の形状，ブロック体の孕み出し状況
を確認した．ブロック体の大きさは幅 50mm，高さ
58mm，奥行き 50mm，平均質量 235.5g，平均密度は
1.62g/cm3 であった．
図 4 に示すように，擁壁の傾きを 0 勾配（90°），
図 4 ブロック擁壁の傾きと載荷位置
1 分勾配（84°），2 分勾配（78°）の 3 種類，垂直
荷重の位置(L)を擁壁から擁壁高さ(H)の 0.25 倍（58mm），0.5 倍（116mm），0.75 倍（174mm）の
3 種類，また荷重をかけるフーチング幅(B)を 50mm，75mm の 2 種類の実験を実施した．さらに，
せん断面の位置を観察するために，アルミ棒積層体の表面にメッシュ（20×20mm）をマジックペ
ンで描いた．実験毎にメッシュを消去して，アルミ棒を積み直して次の実験をおこなった．
6．結果と考察
6-1．載荷位置の違いによるブロック体の変形
図 5～図 7 には，載荷するフーチング幅 50mm の時の水平変位と水平荷重の関係をプロットし
た．図 8～図 10 には，フーチング幅 75mm の場合の実験結果を示した．横軸は，2 番目と 3 番目
のブロック体の水平変位量(mm)の平均値，縦軸に水平荷重(N)をプロットした．全般的に，線型的
な挙動から初期のピーク強度をむかえ，その後は上下を繰り返す強度の変化がみられる．これは，
アルミ棒積層体上部から荷重を加えたことで崩壊したアルミ棒が再配列を繰り返すためである．
勾配の違いによりばらつきがあるものの，擁壁モデルの勾配を小さくすることで初期のピーク強
度が小さくなる傾向がうかがえる．個々のブロックを一定にずらすことで，擁壁ブロックに勾配
をつけたため，ブロック相互間の接触部の摩擦抵抗が減少したためと考えられる．初期のピーク
値を示した後，フーチング載荷位置 L=58mm では，水平荷重は徐々に減少していくのに対し，載
荷位置 L＝174mm では，緩やかに上昇し，ピークを示した後は水平変位量が増加しなかった．
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図 6 では，実験終了後に擁壁が孕み出しながら崩れたのに対し，図 5 では孕み出しはしたもの
の崩壊には至らなかった．図 8 の 2 分勾配（78°）では，ブロック擁壁の崩壊が早い段階で発生し，
実験が終了したため，水平変位量は小さかった．ゆえに，載荷位置が遠いほど擁壁下部への影響
が小さいと考えられる．フーチング幅の大きい方が，擁壁の変形に与える影響範囲が大きい．結
果として，ブロック擁壁の傾斜角度と載荷位置との関係が実験的に明らかとなり，ブロック体に
傾きをつける場合は孕み出しが多少抑えられる傾向がうかがえた．詳細な考察のためには，さら
なる実験データの蓄積が必要である．
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6-2．ブロック体の移動による地盤の変形性状
ここでは，実験時
に撮影した画像から
地盤の変形性状を把
握する．図 11(a) と
図 11(b)は，0 勾配
（90°）のブロック擁
壁に載荷位置が擁壁
から 58mm の場合と
174mm の場合を比
較したものである．
図中には，初期状態
から実験終了時の孕
図 11 ブロック積み擁壁の変形の可視化
み出しの形状，せん
断によるすべり線の形状を点線で加筆した．(b)の載荷位置が擁壁から遠方になるとすべり面がブ
ロック体の上方に現れ，水平変位量にあまり影響を与えない傾向がみられた．一方，擁壁に近い
とブロック体全体が地盤から影響を受けることが可視化画像によりわかった．図 11(c)と図 11(d)
は，擁壁の勾配の違いによるせん断によるすべり線の形状である．擁壁に勾配があると，ブロッ
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ク体が受ける水平荷重が小さく，水平移動量も抑えられることから，ブロック体の孕み出しも発
生しにくくなる傾向がうかがえた．

写真 9 養福寺の裏山の斜面

写真 10 動的貫入試験

写真 11 原位置試験

写真 12 土のサンプリング

7．おわりに
本報では，斜面を保護する石積み擁壁を想定した離散体ブロック擁壁の横方向への孕み出しに
ついて実験的に検討した．ブロック擁壁の勾配を小さくすることによるブロック相互の摩擦力の
低下より，ブロック体が移動しやすくなり，ブロック擁壁自体の強度が低下した．せん断面の位
置からブロック擁壁への力の影響範囲から判断すると，ブロック擁壁の勾配を小さくすることで
地盤の崩壊する範囲が小さくなる．ゆえに，石積み擁壁（坑土圧構造物）の設計においては，石
積みの勾配を考慮することで影響範囲をより小さくすることが可能であると推測される．ところ
が，宅地や農地造成においては，できるだけ多くの土地面積を確保する必要があり，ブロック積
みや石積み擁壁の勾配が小さくなり過ぎても不利なため，現地の実状に応じた適切な勾配を検討
する必要がある．土が変形，崩壊するのを防止する擁壁の周囲に存在する重要な構造物の存在に
よって，擁壁に求められる性能は異なってくる．擁壁背面側に道路や農地があり，擁壁背面に構
造物が存在しない場合，擁壁が多少変形や移動が生じても大きな被害は生じない．しかし，擁壁
背面に構造物や埋設管などが存在する場合，擁壁の変形，移動による影響を受けるため，擁壁の
設計や設置する際は周囲の状況にも注意が必要である．
参考文献
（１） 平 瑞樹，鶴田孝広，山本健太郎, アルミ棒積層体を用いた擁壁の転倒が埋設管へ及ぼす
影響, 第 48 回地盤工学研究発表会（2013）
（２） 地盤工学会: 地盤調査―基本と手引き―, pp.117-122(2013）
（３） 平 瑞樹，山本健太郎，九州北部豪雨による被災農地の現況調査と崩壊した石積み擁壁
の復旧，
「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報
告書 pp.71-76（2014）
－ 89 －

東日本大震災後の都市中心部地域社会構造とセーフコミュニティについ
ての基礎研究

法文学部

経済情報学科

准教授・菱山

宏輔

１．はじめに

本事業の目的は、東日本大震災以降の仙台市中心部における地域社会構造の変容と東京都豊島
区のセーフコミュニティに着目し、地域防災の新たな役割と問題点を明らかにすることであった。
本年度は仙台市中心部における新たな調査研究を中心として、東京都豊島区については資料によ
る状況把握を行った。
昨年度の事業では、東日本震災が地域社会に及ぼした影響について、都市中心部に関する研究
の蓄積がほとんどなされていないことに着目し、震災直後の仙台駅周辺における一般社会システ
ムと緊急社会システムとがどのように相互作用を及ぼしたのかを明らかにしてきた。その背景と
して参照した先行研究は、阪神淡路大震災において、震災前の社会構造が震災直後の人びとの動
きやその後の復興過程を規定するというものであった。本年度事業に関連して、昨年度の事業の
一部は、この先行研究の仮説を実証することを目的として実施された。
本年度の事業においては、このような背景を共有しながら実証研究を引き続き展開するととも
に、新たに、地域社会において生じてきた避難所運営対策に関する動きに着目してきた。あわせ
て、防災を防犯や外傷予防と同様の枠組みのなかに位置づけ、担い手の多様性を含意する「セー
フコミュニティ」について、東日本震災以降の変化を東京都豊島区の事例に着目した。本事業に
おいては、対象とする調査地区に従い二つの意義をあげることができる。第一に、仙台市中心部
の避難所運営対策においては、都市中心部の防災と地域社会の役割に関する研究の蓄積が少なく、
これに対して新たな知見を提示することができるという点である。第二に、東京都豊島区におい
ては、安全安心のより多様な試みを包摂するセーフコミュニティという都市政策のなかで、地域
防災がいかなる役割をなし得るのかという点で、防災行政だけでなく、防災を基軸にしたより多
様な活動への応用可能性を明らかにし得るという点で、従来にない意義をもつ。さらに、両者に
共通して、狭義の防災に限らず、通常社会システム下における地域社会の位置づけを講義の災害
研究の観点から明らかにするという点において、本事業は特徴をもつものである。なお、セーフ
コミュニティについては鹿児島市においても 2015 年度の認証が目標とされており、本事業は鹿児
島市の政策面においても実用可能性をもつ。
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２．仙台市中心部の事例

セーフコミュニティにおける担い手と対象の多様さを前提として、仙台市においても、中心部
の避難者対応における女性団体の役割、および、中心と郊外の狭間に遺体する再開発地区の事例
という二つの「周辺」性に着目した。前者においては、地域防災の担い手として町内会が中心と
なり、それゆえ保守的な男性社会の影響力がなお垣間見えるなかで、女性の動きに着目すること
により、担い手の多様さの重要性を明らかにすることができると考えた。
今回着目した事例は、昨年度まで対象としていた仙台市中心部の R 地区である。中心部の他の
地区と比べ、震災当時の高齢化率は顕著に高く（29.1%）、15 歳未満人口割合は顕著に低い（8.1%）。
その傾向は仙台市全体（それぞれ 18.4%、13.6%）と比べても明らかである。昨年度までは、本地
区におけるコミュニティセンターにみられたディバイドと、隣接小学校における包摂というふた
つの異なる状況の並立を明らかにした。本年度は、調査対象を民生員をはじめとする女性に広げ
ることにより、いっそう多角的な視点を得ることができた。
R 地区には婦人防火クラブが存在したものの、連絡手段の欠如とリーダーシップの弱さという
点から、発災直後から組織として動くということはなかった。しかしながら、部の構成員として
の役割意識をもとに、一部の成員は二日目の朝から小学校およびコミュニティセンターへと向か
い、炊き出しの手伝いを行っていた。３日目には徐々に婦人防火クラブ内の連絡がつきはじめ、
その後約１ヶ月間、部員が交代で当番にあたることによりお手伝いが続いた。
それら部員の評価によれば、町内会の役員の多くは避難所に来て何かをするということはなく、
その意義もあまりなかったかもしれないという。帰宅困難者が多ければ、結局その世話は民生委
員か防火クラブになる。町内会役員にしろ、町内会の誘導係、炊き出し係などが動くのは、あく
まで町内会の会員がたくさん避難していて、集団として、あるいは組織として動くというときに
限られるだろう。小学校にしても、責任が校長に集中しすぎており動きがスムーズではなかった
ため、ある程度責任者を分散する必要があるという。この点でいえば、町内会長は責任の一端を
担う役割をすることができるかもしれないとのことである。
R 地区には町内会を基盤とした古い近隣住民のつながりがある一方で、指定避難所での町内会
の姿は目立つものではなかったと言える。町内会連合会の役員のひとりは、まず自分の家のこと
が大事であるということを強く主張し、何らかの活動や指揮をとるということはなく、一部住民
や役職者との温度差が顕著になったという。この役員は三世代居住世帯であった。ある町内会長
もまた三世代居住のため、震災直後はそれら家族の安全の確認、その後の安全確保に力を注いだ
という。
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３．仙台市周辺部の事例

次に、避難所の多様性を明らかにすることを目的とした現地調査の結果について論じる。菱山
（2015）において述べたように、仙台市においても、海岸部から中心部まで、避難所の地政学的
な立地によって避難者の様相が変化する。震災当日の仙台市中心部における避難所の状況として、
例えば、長町南小学校の事例に着目しよう。長町南小学校は、仙台駅から直線距離で南におよそ
三・五キロメートルの地点に位置し、仙台駅から地下鉄で十分ほどの地下鉄長町南駅からおよそ
五〇メートルの距離にある。この仙台市立長町南小学校には、最大で約二千人が避難してきた。
「次から次へと膨らむ人の群れは、児童を引き取りに来た保護者ではなく、隣の二つの大型ショ
ッピングモールと地下鉄長町南駅からの大勢の避難者だった」
（宮城県小学校長会・仙台市小学校
長会 2013: 83）。他方で、仙台市中心部と沿岸部の中間地点にある高砂小学校においては、避難
者の状況はやや異なるものであった。高砂小学校は、仙台駅から東に約六・五キロメートル、沿
岸から西に約五・五キロメートル、JR 仙石線で約十三分の福田町駅から一〇〇メートルほどの距
離である。高砂小学校には、長町とほぼ同様、最大で約千八百人が避難した。しかし避難者の特
徴は異なるものであり、
「学区内の家族のほか、津波で被災した中野地区や行き場を失った外国人
や近隣学区の住民もいた」（宮城県小学校長会・仙台市小学校長会 2013: 93）。
この点で、昨年度まで調査対象地であった避難所は仙台駅中心部であり、避難者は一時帰宅困
難者がほとんどで、それゆえの対応の問題が生じていた。今回、中心部と、上述高砂小学校の間
となる S 地区にて聞き取り調査を行った。セーフコミュニティにおいて防災を考えるうえでも、
被災と対応の多様さを明らかにすることが重要であるためである。
S 地区には、第二次世界大戦以前、一面の田畑が広がっていた。戦中には陸軍の火薬庫が建造
されたが、戦後改修され、中国などからの引き揚げ者や戦災者の住宅となった。高度成長期には
東洋製罐や凸版印刷など中小工場が進出し、工場従業員がまちにあふれ、商店街も活況を呈した
（河北新報 2002.11.20）
。現在では工場跡地の再開発が進み、仙台市全体と比較して、15 歳未満
人口の比率はより高く、65 歳以上人口の比率はより低い。S 地区周辺は年齢構成に幅があり、一
世帯の構成人員数も比較的多いといえる。
S 地区の再開発は、域内を横断する北四番丁岩切線の開発と平行して行われた。北四番丁岩切
線は、東北本線と並走し、中心部から北東へとのびる都市計画道路である。利府町から宮城スタ
ジアム近傍にて仙台北部道路と合流、さらに北東へと伸び三陸自動車道へもつながる。この路線
添い、仙台駅からおよそ 3.5km の地点に、2003 年 11 月 22 日イオンがグランドオープンし、生協
の大型店と食品スーパーとともに、同地区は食品小売りの激戦区となった。S イオンでは特に食
品売り場に重点がおかれ（仙台経済界 2004: 35）、少人数家族、単身者、高齢世帯を対象として
少量パックの食品の充実、総菜メニューの提供など、地域にあわせた特徴がとりいれられた（日
本経済新聞 2003,10,22、河北新報 2003.11.14 夕刊）。地元町内会連合会長によれば、S イオン建
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設計画の折に住民による反対運動も生じたが、それは必ずしも S 地区住民の共通した意見という
わけではなかったという。S イオンの出店形態が地元志向であったことに加え、例えば、S 防犯協
会がイオンの内外をパトロールすることで関係を深めることができたという。店内をパトロール
することによって、S 地区の女性が店員として働いている様子を見聞きし、そのことが子ども達
による万引きや夜遊びを防止しているとの認識に至っている。
このような地元とイオンとの関係性は、東日本大震災において、イオンの食べ物を小学校に運
んでもらい、震災当日の夜から配ることができ、その後も炊き出しをする必要は無かったという
対応に帰結した。そこからさらに、地区内の小さな避難所やコミュニティセンターなど、人が集
まっているところに運んだという。その後は地区内の他の大型スーパーやコンビニエンスストア
からも食料の提供があり、最後まで炊き出しは行わなかった。S 南小学校に行くと食料があると
いう話を聞きつけて来る人たちもいたが、十分配ることができ、その点ではとくに困ったり混乱
したという気はしないという。
S 南小学校の避難者は 1,500 人であり、その構成は、帰宅困難者とともに沿岸からの人びとも
いた。若者もいたが、この地区に住んでいる人びとであり、手伝ってくれと言えばいろいろと動
いてくれて良かったという印象であるとのことである。小学校の運営の体制は１週間ほどしてか
らようやく整い、12 町内会と連合会が担った。グラウンドには自動車が２、３０台入り、そこで
寝泊まりする人もいたという。この点では、北四番丁岩切線という郊外と中心をつなぐ都市計画
道路沿いの地区であり、比較的開けた再開発地区であったことが影響しているといえよう。

４．セーフコミュニティにおける防災の位置づけについて

安全安心まちづくりとセーフコミュニティにおいては、治安部局におけるシステムと社会福祉
部局におけるシステム間において、防災の扱いをめぐるヘゲモニーが予想されるところである。
その際、セーフコミュニティは多様な参加者を想定する点で、上述したような担い手と地域ごと
の多様性にいかに注目するのかが喫緊の課題となり、治安部局を介したシステムとの相違として
注目に値する。
日本では五番目、東京都において最もはやくセーフコミュニティの認証を得た豊島区（2012）
は、人口密度および東アジア系外国人の多さにおいて特徴がある。外国人登録者数は 1980 年代後
半に急増し、1984 年に約 5,000 人であった状況から、1990 年には約 1 万 4 千人となり 1993 年に
は 16,300 人となった。その後わずかに減少し、2000 年には約 1 万 3 千人となったものの、2014
年には 20,801 人と増加している。
外国人は災害弱者となり得る存在である。しかしながら、豊島区には大都市コミュニティにお
ける多文化状況が存在し、弱者として同定され可視化・数値化されたり、あるいはセグリゲーと
されるよりも、池袋の都市文化のなかでローカルな共住と秩序形成がなされていた。背景として、
1980 年代後半から急増した東アジア系ニューカマーズについて、「世界都市論」からのマクロな
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分析がなされる一方で、奥田道大によりミクロな都市コミュニティ論により分析されてきた。そ
れは、日常知から米国型のインナーシティ論に基づくセグリゲーションが懸念されていたなかで、
むしろ中心・郊外に続く第三の都市コミュニティを見いだそうとするものであったといえる。そ
こには、流動性と「暗さ」に代表される豊島区近代化の歴史の延長に、見いだされるコミュニテ
ィ像があった。
もっとも、現在、そのような大都市コミュニティの萌芽は、再開発のなかでなし崩しに解体さ
れているように見える。平成 19 年 4 月に実施された渡戸による調査によれば、防災・震災対策に
おける外国人区民の位置づけ、具体的な対応策は何も無い状況であった（渡戸 2008: 21）。これ
は、豊島区において 1980 年代末以降開催されていた国際化対策委員会が 2008 年の時点ですでに
５年間開催されていない状況にあり、
「分化行政」のなかに取り込まれ、石原都政以降の東京都に
おける外国人政策の後退と軌を一にしている（渡戸 2008: 23）。
この方向性は、セーフコミュニティの推進状況においても見て取ることができる。平成 22 年５
月 20 日に開催された「第１回豊島区セーフコミュニティ推進協議会」において委員から「池袋は
外国人が多い。外国人住民の方を入れてセーフコミュニティの仕組みを入れたら良いのでは」と
の発言があった。平成 22 年 11 月の豊島区セーフコミュニティ推進協議会による『セーフコミュ
ニティ認証に向けた基本方針』、セーフコミュニティ認証後の『みんなでつくるセーフコミュニテ
ィとしま』（2013 年 4 月）においても「外国人との共生」が図に出されながらも、実際の活動に
は至っていない。インターナショナル・セーフ・スクールにしても、海外のセーフ・スクールと
のネットワークという意味でインターナショナルであるだけでなく、豊島区自体がもつ多文化状
況を背景としたとりくみの可能性について明らかにする必要があろう。
現在、生物多様性の観点から、自然環境の多様性がもつリスクマネージメントの機能に注目が
集まっている。防災の分野においては、通常システムとしての公園を緊急社会システムとしての
避難所に転換できる都市計画としてのシャドウ・プランなどと共通性をもつ。この点から、都市
空間およびコミュニティの多様性が、地域防災に資する可能性について、研究の展開が必要とな
ろう。
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気候変動に強い社会システムの探索－歴史学・地理学から島嶼防災へ－
教育学部

佐藤宏之・深瀬浩三

1．はじめに
2000 年代に入って、これまで想定されていたレベルをはるかに上回る豪雨や台風、噴火、地震
などによる自然災害が日本各地で立て続けに発生している。その間、
テレビや新聞などを通じて、
被災地の人々の生活や復興への取り組みと課題、今後予想される災害の危険性についても、毎日
のように情報が伝えられるようになった。
わたしたちにとって、いまや防災・減災は常に意識して生活しなければならないことで
ある。
自然災害の発生自体は止められないが、それによる被害は最小限にくい止めることは可
能である。災害について単に恐れるだけではなく科学的に見る目を養い、そこから得た知
識や情報を自分の生活に生かし、防災（減災）に役立てるような対応力や行動力を身に付
けなくてはならない。
日本のなかでも鹿児島県は、桜島や新燃岳などの火山噴火に対する防災のほか、多くの島嶼地
域を抱えているため、台風や集中豪雨などに対する防災に向けての社会システムの構築が課題と
なっている。とくに、奄美地域は、広大な海域に点在する無数の島々からなる島嶼地域であるが、
毎年のごとく集中豪雨や台風、旱魃、疫病に見舞われてきた。とりわけ、台風と旱魃による被害
が顕著に発生し、農業生産基盤の脆弱な島々では大きな被害を出してきた。また、いつ発生する
か分からない日向灘や南海トラフ地震などは、揺れや津波により大きな被害が予測され、奄美大
島をはじめとした島嶼地域では特に注意が必要である。
これまで、平成 24 年度事業（「姶良市域をモデルケースとした歴史資料の防災ネットワークの
構築」）、平成 25 年度事業（「歴史資料の防災ネットワーク構築に関する研究」）を実施するなか
で、鹿児島県内各地に個人が所有する未整理の歴史資料や、資料保存機関にあっても未整理の史
料群（いわゆる死蔵資料）が数多く存在することを知った。
今年度の事業では、島嶼地域における歴史資料の所在調査を行うとともに、歴史研究者と地理
研究者が連携し、近世から近代にかけての奄美地域に関する気候変動現象および異常気象、災害
を記録した史料を収集・整理し、災害発生の実態を明らかにするとともに、地域的な災害の特徴、
被害に対する社会の対応過程を明らかにすることを目的とする。
そこで、2014 年 8 月 13 日～16 日にかけて奄美市で現地調査を行った。まず、奄美市立奄美
博物館で、主に薩摩・奄美・琉球史料を収集した原口虎雄氏のコレクション（童虎山房文
庫）中の未刊行関係史料の撮影・収集を行った。次に、龍郷町教育委員会および龍郷町中
央公民館所蔵史料の撮影･収集を行った。
2．史料を保全するということ
災害が発生したさい、速やかに歴史資料を保全するため、平時に歴史資料の所在確認をしてお
くということは、いまや当たり前のこととなっている。1995 年の阪神・淡路大震災を契機に歴史
資料ネットワーク（http://siryo-net.jp/）が結成され、以来、全国の歴史研究者や大学院生、博物
館、文書館、図書館関係者、郷土史研究者、そして地域の歴史文化に関心をもつ多くの市民との
連携のもと、多数の被災資料の救出が行われている。例えば、2003 年 7 月に起きた宮城県北部
地震の直後から、宮城県では「NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク」が設立され、県内の
旧家の悉皆調査を行い、歴史資料の所在調査を行うと同時に、デジタルカメラによる歴史資料の
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撮影を行った。2011 年 3 月に起きた東日本大震災直前までに訪問した旧家は 415 軒にのぼった。
これらの旧家において、鎌倉時代末期から昭和前期まで約 20 万点の史料の所在を確認し、その
うち 4 万点ほどの写真記録化を終えていたという。東日本大震災のさい、この所在データにより、
迅速な歴史資料の救出を可能にしている。このことは災害前の悉皆調査が歴史資料の防災に有効
であったことを実証したといえる（平川新「東日本大震災と歴史の見方」『歴史学研究』第 884
号、2011 年）。
こうした大災害から歴史資料を守る取り組みは、大規模地震や風水害が連続するなかで、全国
各地で広範な展開を見せており、20 を超える大規模自然災害に対応する歴史資料の保存について
のネットワーク組織が生まれている。鹿児島県においても佐藤と深瀬の 2 人で「鹿児島県歴史資
料防災ネットワーク（準備会）」を組織している。ただし、
「準備会」の文字が示すように、正式
な組織としての運営体制が構築されているわけではない。しかし、
「まずは組織を整えてから」と
いっているうちに、大規模自然災害が発生するかもしれない。
「そうなってからでは遅い。とにか
く走りだそう」というのが、わたしたちの考えである。
そこで、本年、県内 46 の市町村教育委員会の文化財担当、44 の博物館相当施設に対し、
「歴史
資料の所在調査のお願い」を送付した。その依頼内容は、①県市町村史などの自治体史で使用し
た歴史資料の所在情報の把握に関する情報提供、②県市町村で刊行された歴史資料目録の刊行情
報の把握に関する情報提供、③県市町村が所蔵する未整理資料の情報把握である。現在、18 の教
育委員会文化財担当（うち 15 教育委員会が協力可能）、13 の博物館相当施設（13 施設が協力可
能）より回答があった。
それに基づいて、各地へ調査訪問を行った。すると、史料の所蔵者の「なんとか後世にこの史
料を伝えたい」、「地域の役に立ててほしい」という強い思いに接する一方で、地域の歴史遺産と
しての価値が見出されると、今度は史料がなかなか表に出にくくなるという矛盾を抱えているこ
とを知る。
昇曙夢が著した『大奄美史』のなかに「古文書の焼却」というセンセーショナルな一文がある。
そこには、薩摩藩に「一旦差出した系図や諸記録はこれを全部焼却して、二度と島民の手許には
返らなかった。大島に古記録・古文書・古系図の無いのは、有っても極めて少い(ﾏﾏ)のはそのた
めで、何としても惜しい極みである。
」、
「大島の人々はその誇りであり力である歴史を藩庁の奸計
によって根こそぎ失ったのである。
」、
「それがため島民は誇るべき祖先の伝統を失って、自卑自屈
の敗残者として暗い運命を辿らなければならないやうになった。彼等が薩藩に対して深い反感を
抱くやうになったのも無理はない。
」とある。この古文書焼却論は、弓削政己によっていまや否定
されている（弓削政己「奄美諸島の系図焼棄論と『奄美史談』の背景」
『沖縄文化研究』第 38 号、
2012 年）。しかし、わたしたちの取り組みがかつての薩摩藩が行ったことと同じように思われて
いるかもしれない。
そのさい、思い出されるのが、宝永 3 年（1706）に出された「申渡」
（
「大島要文集」東京大学
史料編纂所所蔵）という史料である。
一、系図文書旧記持合候モノ、自分ノ家ニテ系図文書且亦他ノ家ノ系図文書、或古写ノ類、
或旧記ノ類、知行古目録坪付等迄、不依何品書付、御家ノ系図、御家ノ儀ニ付、御由緒
記候写シ、持合ニハ不残差出候、系図文書乍持合、此節不差出召置、已後、右ノ系図文
書ヲ家之証拠ニ申立儀有之候共、用間敷候間、正文・写ニ無構、惣テ差出シ候様ニ相心
得可然事
一、系図文書、此節差出候ハヽ、於御記録所写相済候テヨリ、可相返候、御物ニ被召上儀ニ
テハ無之、必可被差下候間、内々致其心得、持合候モノ差出候様ニ而可然候
すなわち、自分や他の家の系図文書、旧記、古記録を写したもの、旧記、知行古目録坪付など
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や、島津家の系図や記録などの由緒を記した写しなど、もっているものは正文か写しかというこ
とはかまわないので残らず差し出すように、またそれらは記録所で写し終えたら返却する、藩が
召し上げることはないということを申し渡している。
ただし、与論島の「基家系図」には、
右系図之喜周与論大主細ニ改之、御所持之由候処、大熊沢村大衆写之子孫ニ挌護仕居候ヲ、
先年○沖永良部島異国索衆被成御借用以後返納無之故、「文政三年辰」ノ七月秋沢村大衆孫
盛用永良部島江渡海仕、右之本書相請取其節愚私ニモ渡海之故七月廿四日筆始同廿六日迄写
之置者也
と、喜周与論大主が系図について詳細に検討を加えて所持していたのを、大熊の沢村大衆が書き
写して、子孫代々保存伝承してきた。それを沖永良部島代官所の異国索衆が借用していったまま
返さなかった。文政 3 年（1820）7 月に沢村大衆の孫である盛用が沖永良部島に渡り、この系図
を受け取り、わたし（喜志澄）も同伴していたので 7 月 24 日～26 日まで 3 日間かけて書き写し
たと記されている（小園公雄「奄美諸島・與論島近世社会の一考察―基家文書の紹介（系図と史
料）―」『鹿大史学』第 36 号、1988 年）。史料を借用したまま返していなかったこともまた事実
であった。
しかしながら、時代を経た現代においてもなお、先の「申渡」に書かれた「可相返候、御物ニ
被召上儀ニテハ無之」という文言は史料保全活動をするうえで重要であり、かつて網野善彦が「古
文書返却の旅」を行ったように（『古文書返却の旅』中公新書、1999 年）、現在では「御物ニ被召
上」というような状況ではないということはもはや常識であろう。
2015 年 2 月 15 日、全国史料ネット研究交流集会において、
「「地域歴史遺産」の保全・継承に
向けての神戸宣言」が採択された。
今後、以下の「神戸宣言」に基づいた取り組みを継続させていきたい。
「地域歴史遺産」の保全・継承に向けての神戸宣言
大災害から歴史資料を守る取り組みは、1995 年の阪神・淡路大震災以降、大規模地震・風
水害が連続する状況の中で、全国各地で広範な展開を見せています。1995 年 2 月、大震災で
被災した歴史資料を滅失の危機から救うため、関西の歴史学会を中心に「歴史資料保全情報ネ
ットワーク（略称：史料ネット）」が結成され、以来、全国の歴史研究者や大学院生、博物館、
文書館、図書館関係者、郷土史研究者、そして地域の歴史文化に関心を持つ多くの市民との連
携のもと、多数の被災資料を救出して参りました。1996 年にはボランティア組織「歴史資料
ネットワーク」へと改組・名称変更を行い、また 2002 年には組織を会員制へとあらため、会
員やサポーターを中心とする多くの方々からの支援のもと活動を継続し、本日、20 周年を迎え
ました。
2011 年の東日本大震災に際しては、津波の被災地で瓦礫の中から個人やコミュニティの記憶
を伝える資料が丁寧に拾い上げられるなど、大災害時に市民や地域の記憶を守ることが、日本
全体で社会的通念として定着してきました。史料ネットの結成から 20 年がたった現在、全国
にはそれぞれの地域の特質を生かしつつ、20 を超える大規模自然災害に対応する歴史資料の保
存についてのネットワーク組織が生まれており、東日本大震災では、相互に連携した活動を行
いました。
この 20 年の間に、日本における災害時の歴史資料・文化財等の救済・保全に向けた体制は、
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大きな進歩を遂げています。阪神・淡路大震災に際して文化庁の呼びかけで結成された「被災
文化財等救援委員会」による文化財レスキュー事業は、日本史上初めての全国規模の歴史資
料・文化財等の救済・保全活動として大きな成果を挙げました。その経験をもとに東日本大震
災後に再度実施された文化財レスキュー事業においては、阪神・淡路大震災以上の規模をもっ
て、広範多岐にわたる歴史資料・文化財等の関係者の連携が行われ、「文化財」の枠に捉われ
ない、未指定文化財や民間所在資料などの地域の歴史遺産の保全活動が行われたことは特筆す
べきことです。このような経験は、災害からの復旧・復興において、地域の歴史文化が重要な
役割を果たすこと、また、そのために歴史資料・文化財等に関する関係者が広く連携・協力し
て対応することの重要性を認識させるものでした。
21 世紀に入り、日本列島の中で巨大地震や集中豪雨など大規模自然災害が常態化し、人口が
減少する中で地域の歴史文化が消失する危機を迎えています。必ず起こる大規模自然災害から
歴史資料・文化財等を守り、大災害の記憶を含め後世に伝えていくことは、現在を生きる私た
ちが次の世代に対して果たすべき重要な責務です。
私たちは、本日の「全国史料ネット研究交流集会」の開催を機に、全国の関係者間の連携を
強め、大規模自然災害に対応し得る歴史資料・文化財等の保存・継承に向けた取り組みを進め
ていくために、以下のことを宣言します。
一、基本的な考え方
歴史文化に関わる多様な分野の専門家と地域の歴史文化の多様な担い手が、ともに手を取り
あって、文化財等の保存・継承活動を一層強めていきます。
一、専門家の役割
多様な分野の専門家は、その専門領域を超えて、地域の方々との持続的な連携を進め、相互
につながりを強めていきます。
一、市民の役割
地域の歴史文化の担い手である市民は、文化遺産の保存・継承活動へ積極的に参加し、また
その活動を支援します。
一、政府、地方公共団体および大学等の役割
政府、地方公共団体および大学等が、この活動を支援し、地域の歴史文化を豊かにするため
の基礎的な環境を、縦割りを超えて整備するよう求めます。
2015 年 2 月 15 日
「全国史料ネット研究交流集会」参加者一同
全 国 史 料 ネ ッ ト 研 究 交 流 集 会 ：「「 地 域 歴 史 遺 産 」 の 保 全 ・ 継 承 に 向 け て の 神 戸 宣 言 」
（http://siryo-net.jp/info/201502-kobe-declaration/）より引用。
3．近世奄美における自然災害と社会応答
16 世紀から 19 世紀半ばまでのおよそ 300 年間は、世界的に寒冷な「小氷期」と呼ばれ、温暖
期と寒冷期が繰り返される時代であった。
近世奄美の災害と気候変動については、山田浩世「近世琉球・奄美における災害と気候変動問
題－1780・1830 年代を中心に－」（『沖縄・奄美島嶼社会における災害・防災の歴史的変遷に関
する包括的研究』2013 年）に詳しいが、ここでは「大島代官記」のなかから気候変動や自然災害
に関する記事を抽出し（第 1 表参照）、それに地域社会はどのように対応していたのか、その一
端を紹介することにしたい。
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安永 6 年（1777）、砂糖の大不作により島中大飢饉に見舞われる。翌 7 年 8 月 7・8 日に大風
（台風）に襲われ、高蔵 336 軒が倒れ、馬 2 疋が死に、板附船 28 艘が流れた。
天明元年（1781）の春は砂糖が豊作であった。ところが 5 月から 8 月にかけて大旱魃に見舞わ
れ、8 月までに 5 度の台風に襲われた。島中の家数約 200 軒余りが吹き崩れたという。これによ
り稲作・唐芋ともに不作となり、琉球へ御救米を要請したが台風により船が破船し大島まで来な
かったことが知られる。
文政 2 年（1819）6 月 21 日、近年稀なる台風に襲われ、そのうえ冬のような寒雨が降り続き、
荒切り・猪喰いなどによって黍作（サトウキビ）に大きな被害が出たため、翌 3 年には唐芋・砂
糖が不作となった。
文政 6 年、西間切・東間切で洪水・岩崩れが発生し、田畑が破損した。その被害状況を向井源
蔵・折田彦左衛門・肱岡伊［仁］左衛門が西間切・東間切の損地を見分し、それを報告するため
8 月 20 日に出帆、同 23 日に山川に着いたことが知られる。
文政 13 年 5 月から 7 月にかけて 5 度の台風に襲われ、翌年砂糖・唐芋が凶作となった。
天保 3 年（1832）、春先より余寒が強く、唐芋の植え付けができず、黍の生育も悪かった。6
月より 8 月初めにかけて大旱魃に見舞われ、9 月 11 日には非常に大きな台風に襲われたため、諸
作に大きな被害が出た。10 月頃まで飯料が差し支えたため「山野挊」でようやく生きながらえる
ような状況であった。また、翌春に至り飯料が差し迫り、砂糖も稀なる凶作だったため、前年の
稲作豊作のお陰で生き延びることができたことが知られる。
翌 4 年から 10 年にかけて、江戸の三大飢饉のひとつとして知られる天保の飢饉が関東・東北
地方を中心に発生する。大風雨、洪水、冷害によるこの飢饉は、奄美大島へも影響をもたらした。
天保 4 年正月から 3 月にかけて雨が降り続き、去年の旱魃・台風の影響で黍・唐芋が非常の凶
作となった。また、唐芋の不作は去年の 11 月ごろから今年の夏まで続き、
「山野之挊」や蘇鉄で
ようやく生きながらえていたが、夏に至りその蘇鉄も絶えるほどの凶作となり、
「窮民之苦タトフ
ルモノナシ」という状況であったことが知られる。翌 5 年も砂糖の凶作、同 6 年も余寒が強く、
梅雨が少なく 6 月から 7 月までの旱魃、2 度の台風によって唐芋の生育もままならず、植え付け
量も少なかったことに加えて実入りが少なかった。そのため秋から夏にかけて凶年となり、
「山野
之挊」によって万民が生きながらえていたことが知られる。同 8 年には害虫が発生した。そこで
浜下りや天願を行い、それによって害虫が死んだことが知られる。
同 11 年 8 月には台風により、名瀬方 5 か村、瀬名間切龍郷方 4 か村で「岡崩洗崩」し、修補
のため 4 万人余りが動員される大災害が起こった。
嘉永 3、4、6 年（1850、51、53）と凶年によって飯料が差し支えたことが知られる。
慶応 3 年（1867）8 月、大時化による洪水が発生、所々破損し、諸作に大きな被害をもたらし
た。
明治 2 年（1869）には 8 月に 3 度、9 月、10 月に一度ずつ、計 5 度の台風・洪水の襲来によ
り、地面・川筋が破損し、人家 1930 軒・高蔵 275 軒・その他 160 軒が吹き倒れ、18 反帆英福丸
が宇検村の湊内にて破船、島船大小 86 艘が破損・流失し、男 5 人・女 1 人が圧死・溺死、馬 107
疋・牛 13 疋が死んだことが知られる。
以上のように、奄美大島では台風・洪水、旱魃による飢饉が度々発生していたことがうかがえ
る。
それではこうした自然災害に、薩摩藩や地域社会はどのように対応していたのだろうか。天明
元年の飢饉のさいには、薩摩藩は琉球へ御救米の要請を行っている。また、大島の百姓が困窮し
ているとの報告があると、その百姓たちを救うために薩摩藩は直ちに役人を島へ派遣し（「大島百
姓中極々困窮仕候御聞得有之、百姓中為御救御下島」）、一島廻島させ、その報告をあげさせてい
る（「大島代官記」寛政 10 年〈1798〉、同 11 年、天保 7 年）。さらに、定めの黍地が減少すると、
竿改めを行い、数十日かけて作人銘々の名前帳を作成している（「大島代官記」嘉永 6 年）。
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一方、天保 2 年 10 月の林前貞の「遺言記録」
（奄美市立奄美博物館・童虎山房所蔵）によれば、
大島において、蘇鉄は「第一之宝」であるから植え付けるよう申し付けている。この蘇鉄とは、
「水旱も不相拘、草取手入方等も無之、風ニも不痛、植付置さへ候得者、自ら致成長、凶年之助
ニ相成」と、洪水や旱魃にかかわらず、草取りなどの手入れも不要で、風にも痛まず、植え付け
てさえおけば自ら成長し、凶年のさいの助けとなると認識されていた。そのため「飢を凌、是ゟ
助救ニ相成ものハ外ニ無之候」と、飢えを凌ぐものはこれよりほかになく、場所が少なくとも、
空き地があれば蘇鉄を植え付けることが肝要であると述べている。また、
「租税［いね］作之儀」
、
植え付けたら 2、3 日または 4、5 日ごとに見廻りし、水見など「稲刈迠之間者、油断有之間敷候」
と申し付けている。さらに、上作柄であっても中作柄へ、中作柄であっても下々作柄へ落ちるこ
ともあるので、油断することなく、水見または草取りなどを行うことが肝要であると述べている。
天保 4 年の飢饉のさい、蘇鉄によって生きながらえていたことは先に述べたとおりである。
そして、明治 9 年 5 月の大島東方油井村の伊能豊の「大嶋御仮屋教訓書」
（奄美市立奄美博物
館・童虎山房所蔵）によれば、国家の政道に外れた行いがあったとき、地震・大風・洪水・旱魃・
飢饉・疫病が打ち続き、万民が苦しむと記されている（「国之政道逆道有之時者、地震大風洪水旱
魃飢饉疫病打續、萬民苦事」）。
自然災害にさいして、現実的な対応を求める者もいれば、理念的な考えをもつ者も存在する。
それぞれが地域社会においてどのような役割を果たしていたのか。また、
「遺言記録」や「教訓書」
がどの範囲で実効性を有していたのか。さらに、大島は自然災害の被害を受けてばかりいたわけ
ではなく、天明元年、天保 2、9、10 年は豊作であった。そのさい、地域社会はどのような対応
を取っていたのだろうか。今後の検討課題としたい。
4．防災・減災のための強い社会システムづくりへの地理学の役割
現在、様々な分野の学界で、防災（減災）をテーマとした取り組みが活発に行われている。前
述した歴史研究者を中心とする歴史資料ネットワークのほかにも、専門分野を問わず研究が行わ
れている歴史地震研究会（http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/）などの学術団体も情報を発信
している。歴史地震研究会では、過去に起きた地震とそれに関連する諸現象の研究情報の交換と
して、理学、工学、歴史学、社会学、防災科学などの研究者、地方自治体・事業の実務担当者、
地域の郷土史家、報道機関等が参加している。
今後、地域の防災（減災）のための強いシステムづくりには、上記のような専門分野の垣根を
越えた組織、ネットワークづくりの取り組みが求められている。そのようななかで、地理学では
GIS（地理情報システム）などを活用した、過去の地形や景観の復元、災害の地理情報のデータ
ベース化と活用方法の構築（デジタルアーカイブ化）という面で地域に貢献することができる。
過去の災害から教訓を導けば、今後の地域の災害対策（地域の総合的な防災（減災）力の向上）、
防災（減災）や復興に関わる実践的活動を促進にいかすことができる。だが、地理研究者だけで
は過去の史料の扱い方や読み取りには限界がある。歴史研究者と連携をとることで、過去の地震・
津波災害および豪雨災害の特徴をより詳細に分析し、災害危険箇所の抽出したハザードマップ（防
災地図）の改良やその構築にも大きな役割を果たすことができる。
［附記］
本研究は、鹿児島大学地域防災教育研究センター平成 26 年度特別経費プロジェクトおよび総
合地球環境学研究所「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システ
ムの探索」による成果の一部である。
「童虎山房」の利用にあたって、奄美市立奄美博物館の高梨修さんに多くの便宜を図っていた
だいた。また、史料の翻刻にあたっては、佐藤加奈江さんの協力を得た。記して謝意を表する次
第である。
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南西諸島における奄美大島の位置
（国土地理院の電子国土 WEB より）
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第１表
気候区分 和暦
安永6年
小間 温
氷期 暖 安永7年

「大島代官記」にみる奄美大島の自然災害

史料
典拠
然処酉春砂糖大不作、島中大飢饉ニテ候
大風両度戌八月七・八日大風、高蔵三百三拾六倒レ、馬弐疋死ス、板
1778年 大風
大島私考
附船弐拾八艘ナガル
大風
且丑八月稀成大風有之、島中ニテ家数凡弐百軒餘吹崩ス
一当丑春島中砂糖満作、凡六百萬斤餘出来ニテ候、然処五月ヨリ八月
天明元年 1781年
旱魃・大風 迄大旱魃、且八月迄大風五度有之、稲作・唐芋作島中大凶年、本琉球
寒
へ御米御続方飛船御遣候処、大風ニ付波［破］船［ニテ］不参候
冷
此代卯六月古来稀成大風、其上楮［猪］掛餘年ニ替、翌辰年春嶋中一
統唐芋・砂糖凶作
文政2年 1819年 大風
此年六月廿一日近年無類ノ大風、其上冬向連日寒雨、又ハ荒切・猪喰
大島私考
等ニテ黍作甚相痛、翌春島中出来砂糖漸五百六拾萬餘
西間切・東間切洪水岩崩有之、田畑過分破損相成、右見分並大島差支
御仕法替ニテ御下島ニ付、沖之永良部島詰地方検者富田清之進殿申
談之上見分仕候様被仰渡、右三人（向井源蔵・折田彦左衛門・肱岡伊
文政6年 1823年 洪水
［仁］左衛門）西間切・東間切損地見分被成候、左候テ和田源太兵衛
殿・鎌田與左衛門殿御宿赤木名へ相付、彼方ニテ御仕向御用被成、申
八月廿日御出帆、同廿三日山川御上着ノ由
尤寅年五月ヨリ七月迄大風三度、小大風二度、都合五度之大風、卯年
砂糖・唐芋凶作
文政13年 1830年 大風
島中黍植廣方分テ被仰渡、此御代寅五月ヨリ七月迄五度大風、黍・唐
芋大痛、翌卯春大凶作唐芋切リ
天保2年 1831年 中作
此年黍・唐芋中作
此御代春先餘寒強、唐芋植付不相調黍生立悪敷、六月ヨリ八月初マテ
寒・旱魃・ 大旱魃、九月十一日稀成非常之大風諸作大痛、十月頃マテ一統飯料
天保3年 1832年
大風
支山野挊ニテ漸ク助命ス、・・・翌巳春ニ至リ飯料極々差迫リ、砂糖昔ヨ
リ稀成凶作辰年稲作豊作之蔭ヲ以年内ハ漸ク助命
非
此年五［正］月ヨリ三月迄雨降リ続、去年ノ旱魃・大風ニテ黍・唐芋相痛
非常之凶作、島中ニテ三百五拾万斤程出来ス、唐芋大不作ハ霜月頃ヨ
常
リ此夏迄山野之挊又ハ蘇鉄ヲ以漸ク助命、夏ニ至リ蘇鉄モ切絶程之凶
年、・・・去年ヨリ極々凶年米壹俵代砂糖三百六拾斤又ハ四百斤ニ直段
天保4年 1833年 凶年
に
名瀬ヨリ始ル、島中取取行ル［所々行］、窮民之苦タトフルモノナシ、此
年何國ヨリ出来候哉猿化騒動ト名付シ書見得タリ、余リ［按ニ］百姓之窮
寒
ヨリ出来タリト見ユ、後年見合ニ書記
此年モ災殃ニシテ砂糖凶作、漸ク惣出来五百萬斤程、去代作法ノ米値
小 冷 天保5年 1834年 凶年
段年々砂唐凶作故、御物上納分借納倍別ニテ不応未進、此春嶋中惣
出来砂糖五百五六拾万斤
氷
此年餘寒強ク入梅少、六月ヨリ七月迄旱魃、両度ノ大風・余寒ニテ唐芋
種子生立無之、植付方相少旱魃・大風ニハ實入少、秋ヨリ凶年暮ヨリ申
期
寒・旱魃・ ノ春・夏ニ至リ極々凶年ニ付、山野之挊ヲ以万民助命ゟ（ママ）砂唐災
天保6年 1835年
殃ニテ生立不申、餘年ニ替鼠切多未年ヨリ三割・五割位引入之場所
大風
多、漸ク島中惣出来五［六］百万斤之出来ニテ、未年出来六万斤余出来
ニテ、此年（ママ）
打続三ヶ年之凶年極々難儀、
天保8年 1837年 虫害
□□［飢拝カ］諸願御取揚ナシ、
害虫アリ、村中濱下リ又ハ段々天願ス、夫ゟ右ノ虫死ス
天保9年 1838年 豊作
諸作豊作
大島代官記抜書
天保10年 1839年 大豊作
諸作大豊作
大島代官記抜書
八月大風水、名瀬方五ヶ村、瀬名間切龍郷方四ヶ村、岡崩洗崩、修補
天保11年 1840年 大風
大島代官記抜書
夫四萬餘人ニ及
嘉永三戌年ヨリ同亥年迄凶年ニテ飯料方一統差支、御仕向替涯才覚不
相調一統難儀ニ及候、且又酉ノ秋立米之儀ハ無御構、拾石以下之石数
嘉永3年 1850年 凶年
島中共戌ノ春ヨリ同夏迄御配当相成居候處、其後御吟味之訳有之御配
当不被仰付段被仰渡候處、亥之春ヨリ向々依願御配当又々被仰付候
嘉永6年 1853年 凶年
非常之凶年ニ付、一統飯料支黍作過分ニ引入
大島代官記抜書
右御代卯八月大時化洪水諸所破損諸作相痛、白糖機械段々痛損有之
形行御伺方ニ付、名瀬方與人基俊良事、飛船被召建八月十六日出船
同十月古仁屋湊へ下着、伊地知弥平太殿、小倉喜次郎殿諸職人被差
慶応3年 1867年 洪水
下則御修復、名瀬方機械纔之痛ニテ同冬ヨリ白糖製相成、外三組モ
寒
追々御成就之事
一巳八月三度、九月・十月壹度ツヽ五度、大風洪水地面川筋破損ス、
冷
人家千九百三拾軒・高蔵弐百七拾五軒・□［不明］屋等百六拾軒吹倒、
拾八反帆英福丸宇検村湊内ニ破船、島船大小八拾六艘破損流失、男
五人・女壹人壓死溺死、馬百七疋・牛拾三疋死失等有之、白糖機械板
明治2年 1869年 大風・洪水 蔵其外散々ニ破却ニ相成、御届トシテ間切横目寄宮俊、三鳳丸ヨリ上
国被仰付候處、於徳之島ニ十一月二日破船送越相成、翌午三月蒸気
船ヨリ上国、右通数度大風諸作相通一統喰料難渋イタシ候事
一巳秋島中難渋ハ無躰者御取救ニテ、出入籾砂糖呉切外諸人出入モ
本入拂被仰渡候
明治3年 1870年 大風
同九月大風人家相応相痛候
※「大島代官記」（『道之島代官記集成』福岡大学研究所、1969年）より作成。
※気候区分は、前島郁雄・田上善夫「中世・近世における気候変動と災害」『地理』27（12）（古今書院、1982年）によった。
※「大島私考」は文化2～4年まで大島代官として在島した本田親孚の著作であり、「大島代官記抜書」は操担勁の筆写本であるが原
本の所在などは不明である。
西暦
災害
1777年 飢饉
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締固め密度の異なる降下軽石層の水浸による強度低下

農学部

肥山 浩樹

１．はじめに
降下軽石層は、噴火による降下火砕物の中で軽石状に堆積した層

1) のことであり、全国

各地に分布している。九州南部には、主に桜島を噴出源とした降下軽石層が 10 層以上に
わたって堆積している。降下軽石層は透水性が高く、水みちとなりやすいことから斜面崩
壊の素因となることが多い。しかしながら、賦存量が少ないことから、詳細な土質力学特
性について報告されていない。
本研究では、採取した降下軽石層を 3 通りの密度で締固めて供試体を作製し、飽和状態
で一面せん断試験を行い、締固め密度とせん断特性の関係について検討した。さらに、締
固めたままの不飽和供試体をせん断中に水浸し、その強度や体積変化から水分量がせん断
特性におよぼす影響について検討した。
２．実験材料と実験方法
実験に用いた降下軽石層は、鹿児島県鹿屋市吾平において採取した。この試料は不透水
層上部に約 2m の厚さで堆積しており、上層は白色、下層は黄色を帯びていた。これらの
試料をそれぞれ A 試料、B 試料と称す。これまでの研究

2-5) では主に

A 試料の特性につい

て述べている。本稿では B 試料についてのせん断特性について取り扱う。
B 試料の自然含水比 w n は 67.6%、土粒子の密度ρ s は 2.520g/cm 3 であり、軽石系の土質
材料としてはいずれも高い値であった。粒度試験の結果、細粒分が 25%程度であり、地盤
材料の工学的分類では SF（細粒分質砂）に属す。地山の乾燥密度ρ d は 0.74g/cm 3 であり、
先に試験を行った A 試料よりもかなり小さい値であった。
せん断特性を把握するために、4.75mm ふるい通過試料を用いて圧密排水一面せん断試
験（定圧試験）を行った。試験は、密度を変化させて通常の飽和試料の一面せん断試験を
行うものと、締め固めた不飽和状態のままでせん断を行い、せん断中に水浸させるものの
2 通りを実施した。前者を初期水浸、後者を途中水浸と称する。一面せん断試験に用いた
供試体の初期乾燥密度ρ d0 は 0.66、0.74 および 0.89g/cm 3 とした。中位の密度が試料採取
地点の地山密度相当であり、これより緩い供試体と密なものの 3 通りを準備した。任意の
含水比に調整した試料を直径 6cm の鋼製のカッターリングに入れ、高さ 2cm で所定の密
度になるように突き固めることで供試体を作製した。
実験には改良型（三笠式）一面せん断試験機を用い、圧密圧力σ c は 50、100、200 およ
び 300kN/m 2 の 4 通りとした。初期水浸試験では、作製した供試体を試験機にセットした
後、5kN/m 2 で加圧板を密着させ、下部ポーラストンから注水することで飽和させた。そ
の後、所定の圧密圧力で圧密し、せん断に移行した。せん断箱の隙間は 0.2mm であり、
0.1mm/min のせん断速度で 8mm まで変位させた。なお垂直応力（圧密圧力）は載荷側で
のみ測定し、反力側では測定していない。途中水浸試験では、5kN/m 2 で加圧板を密着さ
－ 105 －
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途中水浸土のせん断試験結果

8

せるまでは初期水浸試験と同じである。その後、注水することなく、不飽和状態のまま所
定の圧密圧力で圧密した。圧密終了後、直ちにせん断に移行した。せん断中、せん断応力
が最大値を示したことを確認したところで下部ポーラストンから注水することで水浸させ、
そのまません断変位 8mm までせん断を継続した。ひずみ硬化型の供試体の場合、せん断
応力の最大値を確認することが困難であるため、せん断変位 7mm で水浸し、8mm まで試
験を継続した。
３．実験結果と考察
初期水浸土について、B 試料の圧密排水（定圧）せん断試験結果を図 1 に示す。緩詰め
（ρ d0 ＝0.66g/cm 3 ）試料のせん断応力τはせん断変位δにともない緩やかに増加するひず
み硬化を示す。せん断中の体積変化を表す垂直変位 ΔH は、σ c ＝50kN/m 2 の供試体だけ
正のダイレイタンシーを示しており、σ c の増加にともない体積減少の割合が大きくなる。
中位詰め（ρ d0 ＝0.74g/cm 3 ）試料を緩詰めと比較すると、全てのσ c においてτはわずか
に大きくなるとともに ΔH は膨張傾向を強め、σ c ＜100kN/m 2 の供試体で正のダイレイタ
ンシーを示した。密詰め（ρ d0 ＝0.89g/cm 3 ）試料のτは他の試料のそれよりも急激に増加
し、τ－δ曲線の形状はσ c が小さい供試体ほど最大値が明瞭に現れるひずみ軟化の挙動を
示した。体積変化はさらに膨張傾向が強まり、σ c ＜200kN/m 2 の供試体で正のダイレイタ
ンシーを示した。
途中水浸試験には初期水浸試験と同様の方法で締固めた供試体を用いた。締固め時の初
期飽和度 S r0 は緩詰め試料から順に 53、71、92%であった。途中水浸土のせん断試験結果
を図 2 に示す。密度の違いによるせん断特性の変化は概ね初期水浸土の場合と同様であっ
た。水浸以前のτと ΔH を同じ密度の初期水浸土の場合と比較すると、τは幾分増加し、

ΔH はほぼ同程度の結果となった。A 試料について行った同様の試験では、せん断中に水
浸することで急激にせん断強度が低下し、ダイレイタンシーが正の供試体ではそれ以上の
膨張は発生せず、負の供試体ではコラプスと呼ばれる体積減少が認められた

4) 。しかしな

がら、今回試験した B 試料では、せん断中の水浸による強度低下や体積変化の急変は認め
られなかった。これは、B 試料の方が供試体作製時の初期飽和度が高く、せん断中に水浸
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した影響が小さかったためであると考えられる。
初期水浸土と途中水浸土のせん断強さτ f をρ d0 ごとに比較したものが図 3 である。いず
れのρ d0 においても途中水浸土のτ f が若干大きいが、両者にそれほど大きな差異はない。
また、緩詰めと中位詰め試料のτ f にあまり大きな違いは無いが、密詰め試料のそれは明ら
かに大きくなり、特にσ c が大きい領域で顕著である。この図にクーロンの破壊基準を適用
し、強度定数を算定した。得られた強度定数をρ d0 に対してプロットしたのが図 4 である。
水分条件の異なる両者の強度定数は、内部摩擦角φ d 、粘着力 c d ともにほぼ同じ値を示し
た。ρ d0 の増加に対して、φ d は緩～中位の密度までは 24°前後の一定値であり、砂質土
としてはかなり低い値である。密度をこれ以上に増加させると 44°程度まで急激に増大す
る。 c d はρ d0 の増加に対して緩やかに増大し、約 100kN/m 2 に斬近する。
４．おわりに
鹿児島県内で採取した降下軽石層について、締固め密度の異なる供試体を作製し、水浸
条件を変えた一面せん断試験を行った。初期乾燥密度や水分量が降下軽石層のせん断強度
特性におよぼす影響について検討した。その結果、初期水浸土では、初期乾燥密度が大き
く圧密圧力が小さい供試体ほど正のダイレイタンシーを示すと同時にひずみ軟化型のせん
断挙動を示すことが分かった。緩詰めと中位詰めの供試体ではせん断応力に差はほとんど
無いが、密詰め試料では急激に増加する。このせん断強度の増大は内部摩擦角に現れる。
せん断強度が急変する密度が存在するため、この試料を建設資材で利用する場合や基礎地
盤とする場合は密度管理が重要である。
途中水浸土のせん断強度は初期水浸土のそれより幾分増加するものの、先に行った A 試
料ほどの明確な違いは認められなかった。これは供試体作製時の飽和度が高かったためで
あり、せん断中に水浸した影響が小さかったためであると思われる。
今後、水分量を変えたせん断試験を行い、飽和度の上昇にともなう強度低下を定量的に
把握し、降雨の浸透にともなう斜面崩壊発生のメカニズムについて検討していきたい。
参考文献
1) 地盤工学会編: 地盤工学用語辞典(2006)
2) 肥 山浩 樹 : 降 下軽 石 層の 風化 に 伴う 力学 特 性の 変化 － 締固 め密 度 がせ ん断 特 性に 及ぼ す影
響－, 南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築報告書,
pp.91-94(2013)
3) H. Hiyama and S. Tanaka：Shear Strength Characteristics of Weathered Pumice Fall
Deposit, Proceedings of 7th International Joint Symposium on Problematic Soils and
Geoenvironment in Asia, pp.189-190(2013)
4) 肥 山 浩 樹 : 初 期 含 水 比 や 密 度 の 違 い が 降 下 軽 石 層 の 力 学 特 性 に お よ ぼ す 影 響 , 南 九 州 か ら
南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築報告書, pp.77-85(2014)
5) 田中駿・肥山浩樹: 降下軽石層の不飽和強度特性, 平成 26 年度農業農村工学科九州沖縄支
部大会講演要旨集, pp.200-201(2014)
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島嶼防災・減災のための記録管理とその国内的・国際的な意義
～東日本大震災・奄美豪雨・奄美南部連続台風被害の
発災前後から復興への道のり記録の収集とその整理～
国際島嶼教育研究センター
1

東日本大震災島嶼災害記録化

長嶋

俊介

～その特異性と教訓化の意義～

島嶼災害は、地域の存続危機に関わるほど、深刻な事態を招くことがある。噴火・豪雨・
台風・地殻変動等であるが、複合災害となった東日本大震災(地震・津波・原子力事故)が
もたらした社会的インパクトは過去経験を凌駕するものがあった。
東日本大震災では、幸い島嶼災害での原発事故の直接影響は略なかったが、冬季終盤の
災害で、渡航制限が長引いての被害拡大、とりわけ余震での応急補強・修理などの手当が
長期間困難であるという事態は宮城県江島で深刻であった。また、宮城県出島では、小中
学校が廃校に追い込まれた。それは学童家族の、対岸域等での居住固定化に繋がり、一気
に「災害による公共機関移転による過疎加速化」を招いてしまった。この 2 島の場合は、
いち早い自衛隊機による救助での全島避難が、招いた二次被害でもある。無論水道などの
安定的生存基盤が整わない中での長期化であるので、やむを得ない措置であるとはいえ、
社会制度(すなわち人災)的な被害の累加である。高いコストを払わないと、早期帰島は困
難であり、事実江島では水資源公団の直接支援による海水淡水化装置で、帰島時期を早め
る努力はなされた。また私的努力で島民の修理帰島努力などはなされたが、被害の拡大を
全島的に阻止することはできなかった。ボランティアなどの応援も入りえず、女性や老人
だけの世帯では、畑も家も荒れたままで、その後の「被災地マチュピチュ化(歯抜け的廃墟
化というより総入れ歯的廃墟化に近い事態)」度合いを高めてしまった。ただし巷間言われ
る、遠隔・少人数ゆえに危難救助支援復旧に格差が生まれるという「行政等閑視」事態は
なかった。被災全離島、法指定の 9 島を隈なくフォローしたが、いずこも本土対等な考慮・
配慮が厚いことを確認できた(長嶋関連論文参照)。また、過去の被災体験、1200 年前の貞
観津波からの言い伝えと石碑の存在が、宮戸島(架橋島で離島指定は受けていない)に発災
当時在島の者全員の命を救った(島外からの帰宅途上のものを除く)。宗教の島金華山では、
対岸との間の狭い海峡に、南北両方からの波が重なり、瞬間的最大波高 50m の波が観察さ
れた。引き潮も強烈で、対岸との間を小川が流れる程度に、瞬間的に海底かあらわれ干上
がった状態が、旅行者により撮影・記録化された(ウエブ公開)。この島の場合幸い宿泊施
設があり臨時避難所として利用された。津波の最大遡行も、江島属島笠貝島で観察された。
通常言われる小島の津波被害回避(すり抜け)は、海底地形を無視した「風説」に過ぎない
ことが立証された。無人島内避難方針に影響を残す事態であった。笠貝島で安全であった
のは、三角点の存在する頂上付近のみであった。さらに、気仙沼大島では、「対岸の火事」
と安心できない事態を招いた。島嶼災害の新事態として、対岸の火事が島にまで達してし
まった。海面の油と大量の海上瓦礫とによる、
「火事渡海」現象である。幸い高校生を含む
若手と消防団員による、被災直後困難事態の中での昼夜を分かたぬ森林火災防火活動力が
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確保でき、被害拡大を阻止することができた。これらは島独自事態の総括の一部である。
しかしなお今後もフォロー・点検が必要なものとして、島事態による復興の鈍化要因の
存在がある。幸い 9 離島、1 架橋島、1 宗教島ともに、大型機材海上輸送システム構築で、
特異な事態は発生していないが、出島・江島の無人島化避難長期化(類似事態は福島の帰宅
困難地域で、さらに深刻な事態として発生している)の残した爪痕は今も大きなものがある。
また、観光資源の衰退(鳴き砂の浜・快水浴 100 選の海岸の 1m の地盤沈下・海岸線の後退)・
施設破壊(亀山山頂に繋がるロープウエイの係留フェリー直撃破壊)で深刻事態を迎えた、
気仙沼大島の観光客激減はまだ回復していない。架橋工事が決定され、工事は順調だが、
被災後 7 年先の竣工である。その後の社会激変も予見されている。浦戸諸島は塩釜港防波
堤効果を発揮したが、その分被害がひどかった。松島景観の破壊・海面上昇(地盤沈下)は、
観光資源劣化を招いた。その修景努力も続いている。
2 島嶼災害の共通性と防災・減災支援可能性
島嶼には島嶼特有の、追加的事態や、閾値(下振れ・上振れ)の超越が発生する。その具
体的検証作業は、国内島嶼防災・減災対策のための、必要条件であるとともに、類似事態
を生じやすい海外支援・援助・救済対策のためにも、重要な点検作業となる。
2015 年 3 月 14～18 日第 3 回国際防災世界会議 in 仙台が開催された。この会議は国連主
催で、国際的な防災戦略について議論するもので、第 1 回 1994 年横浜、第 2 回 2005 年神
戸と、いずれも日本で開催されてきたが日本お手盛りの会議ではない。国連総会の決によ
り、国連国際防災戦略事務局(UNISDR: the United Nations office for Disaster Risk
Reduction)が事務を担っている。国内特に神戸にもブランチを構えて、アジア太平洋事務
所（在バンコク）と協力して、アジアの防災分野のネットワークとパートナーシップを強
化し、人々の防災への意識を高めて防災文化が形成されるよう働きかけている。また日本
の防災分野での経験、技術、先進的取組みを世界に広め、他国・地域で活用されるようグ
ローバルな取り組みにも貢献している。
その国連防災世界会議には、186 国の首脳が今回からは集まり、全地球的に防災対策を協
議することとなった。東日本大震災の被災地仙台市で開催することで、復興を全世界に発
信するとともに、防災に関する経験と知見を国際社会と共有し、国際貢献を行う重要な機
会とした。①兵庫行動枠組（HFA）の後継となる新たな国際防災の枠組の策定、②幾多の災
害から日本が得た教訓、防災技術・ノウハウ等の発信、③東日本大震災からの復興の発信
及び被災地の振興を柱にする会議を目指した。
第 2 回会議の成果である兵庫枠組み(Hyogo Framework for Action 2005-2015: building
the resilience of nations and communities to disasters: HFA)は、それ自体高く評価
されている。2005 年会議では、横浜戦略の点検作業を行い、
「防災を持続可能な開発と関連」
づけ、体系的に展開し、各国や地方の「防災能力強化」を通じ、
「災害に強い国・コミュニ
ティの構築」を主要な課題とした。国際的防災取組指針では上記枠組みの 2005～15 年行動
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計画を作成した。特定された課題は次の 5 分野で、①防災のための統治力（組織的、法的、
政策的な枠組）、②災害リスクの特定・評価・観測・早期警報、③災害知識の普及・防災教
育、④災害リスク要因の削減、⑤効果的な応急・復旧への備えである。ガバナンス⇔リス
ク予知警報⇔知識・教育⇔防災・減災措置⇔備えの連鎖は、地域を足場にして、まず自ら
の主体的な解決力を構築する展開である。
「持続可能な開発と自国内の人々の生命と財産を
守るための一義的な責任を有するコミュニティの防災対応能力を高める」ことを柱にした。
それらを実現するうえでの 3 戦略目標を、a） 持続可能な開発の取組みに減災の観点を
より効果的に取り入れる。b） 全てのレベル、特に、コミュニティレベルで防災体制を整
備し、能力を向上する。 c） 緊急対応や復旧・復興段階においてリスク軽減の手法を体系
的に取り入れる

としている。その 10 年で期待される成果を、災害による人的被害、社会・

経済・環境資源の損失が実質的に削減されること

とした。

第 3 回会合では複合災害として自然災害+人災を招いた、原子力発電所事故についても、
その防災・避難措置の必要性、その枠組み作成の是非について欧州首脳からの発言が予定
されている。それに呼応するように、「災害の産業施設への影響」会合で、内閣府防災担当
者が、東京電力・福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、安全神話から決別して事故を想
定した対策を進めることが重要とした。安倍総理も、東日本大震災への各国支援に感謝し、
発展途上国などの防災・減災対策充実に、今後 4 年間総額 40 億ドルの協力実施と、防災・
復興を担う人材４万人を育成する方針を明らかにした。島嶼防災は、とりわけ太平洋・カ
リブ海・インド洋・東南アジア島嶼国の安全安心と「持続可能な発展」の基礎・根幹をな
すだけに、我が国の立つ位置にふさわしい、島嶼防災イニシアティブの発揮が期待されて
いる。13 日夜の会で、大型サイクロンが直撃した太平洋島国バヌアツのロンズデール大統
領は「サイクロンが、一夜にして何年にもわたる開発の成果を消し去り、人々を貧困にお
としめた。災害の被害を軽減する方法を見つけてほしい」と述べ各国に継続的な支援を訴
えている。
この会議には世界銀行のキム総裁以下関係者も参加する。被災直後の 2012 年には仙台市
海岸部の荒浜小学校を訪れている。世銀は、東京にも専門家を置き、東京防災ハブ Disaster
Risk Management Hub、減災復興世界施設 Global Facility for Disaster Reduction and
Recovery も存在する。2014 年に世銀と日本が途上国防災対策を支援する枠組みとして設置
した組織である。総裁は「津波に耐えられる建物、災害への備え、それら見識」を世界に
伝えたいとする。また「過去 30 年間の自然災害犠牲者は 250 万人を超え、490 兆円の損害
を与えているが、その 7 割は異常気象による。迅速に行動する必要がある」
「途上国インフ
ラ工事でも気候変動や自然災害の脅威に耐えられ得るものにする」そういう機会にしたい
としている。当然島嶼防災に於いては、伝えるべきものは、ハード以上の諸々があるが心
強い。
21015 年 5 月 22～23 日に 7 回太平洋・島サミットが福島県いわき市で開催される。17 ヶ
国・地域;日本，キリバス，クック諸島，サモア，ソロモン諸島，ツバル，トンガ，ナウル，
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ニュージーランド，ニウエ(国家承認外)，バヌアツ，パプアニューギニア，パラオ，フィ
ジー，マーシャル，ミクロネシア，オーストラリアそして米国(第 6 回から参加)の首脳等
が参加する。太平洋島嶼国はもともと，
「国土が狭く，分散している」，
「国際市場から遠い」，
「自然災害や気候変動等の環境変化に脆弱」などの困難を抱えている。今回のスローガン
は「福島県いわきから太平洋への誓い、共に創る豊かな未来」とし、
「福島いわきから」は
当然防災がテーマになる。英語標語も We are Islanders ～Commitment to the Pacific from
Iwaki, Fukushima: Building Prosperous Future Together～である。「We are Islanders(日
本は無論島嶼国人である。無論福島のある本州も島である)」は、太平洋島嶼国との連帯感
を強く表すもの(第 5 回 PALM:北海道より使用,北海道も宮崎の九州も島である)。
「福島いわ
きから太平洋への誓い」は，東日本大震災の被災地で参加国首脳が一堂に会し，そこから，
太平洋地域における協力に関するコミットメントを発信する意志を表現。
「共に創る豊かな
未来」は，日本と太平洋島嶼国(海面上昇の影響を受けやすい・地震やサイクロン等の自然
災害が多発)が気候変動への対応や防災対策等の共通の課題に取り組むことにより，将来に
わたり太平洋地域の安定と繁栄を確保する首脳の決意を表現したものである。
2012 年沖縄 PALM6 では、We are Islanders:広げよう太平洋のキズナの名の下、重要 5 分
野に関し、2015 年度までの 3 年間最大 5 億ドルの支援を表明し、それを達成した。
① 「自然災害への対応」では、*気象観測/地震・津波観測整備、*コミュニティ防災、*
自然災害リスク保険試行を掲げた。[先に述べた神戸行動枠組みに沿っている]
②「環境・気候変動」では、*適応支援、*廃棄物処理、*森林保全、*再生可能エネルギ
ー等である。廃棄物処理は過去の沖縄等のサミット成果の継続でもある。
③「持続可能な開発と人間の安全保障」では、*教育、*保健、*インフラ、*グットガバ
ナンス等を挙げている。生活環境の基礎底上げと、自己決定能力の形成が目指されている。
④「人的交流」では、*キズナ・プロジェクト、*査証緩和等で、交流の親和と量的改善
を目指している。
⑤「海洋問題」では、*海洋環境・安全保障、*漁業、*海洋秩序等で、島嶼国ならではの
特定課題である。[海洋管理 MPA ワークショップでは、パラオ調査で間接的に寄与した]
公共民の主体性の問題と、生活環境(Human Life & Environment)の近接環境要素の総体、
すなわち Human, Ecological, Soft, Spiritual,そして Hard のすべての Ware が未来志向的
に盛り込まれており、得心できるものがある。その島国的課題もしっかり認識されている。
国際防災世界会議の成果をも受けた新提言に大いに期待したい
3 太平洋島嶼防災上の特異性の整理
島嶼性の強い地域での災害には、特有の傾向がある。遠隔・隔絶、狭小・低島、環海・
高島は、それぞれ救援・予知・避難指示・避難方法、被災強度・速度・頻度、波及期間等
に影響を及ぼしてきた。安全・安心・安定的島嶼生活は、その持続可能性の前提である。
耐えて凌ぎ乗り切るための団結力と知恵と工夫は、島文化・技術・社会ルールの骨格をな
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してきた。
また災害による集団移住経験等も枚挙に暇がない。たとえば、種子島西表市全集落の 1/3
(主として脊梁部)は移住者集落で、甑島・奄美南部離島(台風・旱魃避難)・桜島(大噴火避
難)からの開拓民が開いたものである。その適地受け入れは相互理解で歓迎的であった。
地球温暖化・異常気象・人災的危機にも対応できる現在的・近未来的な最先端の対応と
は何なのか。その求められる対応として、最先端ハードは、被災事態を減殺する。島では
むしろ、他の 4 ウエアとの連携が、より低コストで有効・迅速かつ強かな成果と結びつく。
インフラ整備がばらつき、資本力にも制約のある、途上国支援モデルにも符合する。
因みに太平洋島嶼地域の災害認識も幅が広い。ミクロネシア連邦 FSM チューク州の災害
連絡官事務所(Disaster Communication Office)責任者に、所掌する災害について尋ねた。
その定義は広義で、人災も含んでいた。同事務所で扱う災害は 11 種類。その重さと順位付
けを確認した。1 Typhoon(台風), 2 Mead Slide(草地滑落) 3 Disease Outbreak(感染症発
生), 4 floods(豪雨), 5 Drought(旱魃), 6 Tide Surge(海進), 7 Fire(火災), 8 Oil Spill(油
流失), 9 Plane Crash(飛行機事故), 10 Sea craft crash(船舶衝突事故), 11 Drear due
Boats(小舟・筏類の流失・喪失)の順であった。
所変われば被害変わる事例としてではなく、「ところどころの特有の事情(熱帯地域・環
礁地域的事情の共通性)」があり、「災害度に影響する」ダメージ可能性⇔リスク管理的優
先順位として捉える必要性を示唆している。行政対処ニーズに於いて災害認識は具体化さ
れ、責任的連携的に分掌されるところとなる。チューク州は FSM 最大人口を抱える稠密地
域である。トラック環礁は世界最大のラグーン内海域を誇る。しかし、一つ一つの島は大
きくはなく、丘島的構造は多雨に弱い。ラグーン中央部の主要島は旧火山島沈降地である。
多雨地特有の、表土滑落事案もある。低気圧の長期滞留(局地的ラニーニア)は多雨・低温・
海面上昇・地盤滑落を発生する。災害後数年を経ても、猫のひっかき傷的な外見のままで、
地域景観が長い時間をかけて自然修復されるのを待っている状況であった。外島（Outer
Islands）部やラグーン内小島は、低平で土地面積小さな珊瑚礁で、異常海面上昇は作物被
害を決定的にする。高気圧の長期滞留(局地的エルニーニア)は旱魃・飲水不足・超高温・
海面低下・珊瑚破壊を発生する。そのダメージからの珊瑚回復には、20 年近い歳月が必要
になる。その間に再ダメージが来ると海中生物再生産基盤が決定的にぜい弱となる。
1980 年代にチューク州で発生したコレラ事件では、外島での未知事案の発生、検体の遠
隔地(マニラ)送付、結果とその通知の遅延で、事態の深刻化と蔓延を招いた。当時の衛生
管理者本人も未知症例の為に感染した。病原体は塩水にも強く、女性は礁湖内漁業に従事
すね慣例が強く、女性感染者が多く発生した。当時の伝統酋長は、洋上トイレ撲滅に協力
して、自分のシマ(島内独立村落)管理に徹底を期せない(例外排除不可の親的立場)の為、
トラック環礁内島嶼に於いては全シマ輪番(互酬性)管理を試みて成功した。1990 年代には、
貧栄養学童対策を、衛生担当(簡易診療所員)が PTA と協力して各種栄養・衛生対策を、島
を挙げて実施。成果は成果を生んで、州政府に顕彰され、米国支援プログラムにもなった。
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しかし島に資金が渡らなくなったことから援助は終了。成功事例の継承はそこで頓挫した。
継承残滓があるとしても家庭菜園の一部程度である。その衛生管理者は病気で島外生活が
続いており、その復活はまだ先のことになる。この島の希望は、州衛生班の 1 日行動圏に
あることであり、他の共通課題を抱える小島同等に、頻繫管理を意識してくれていること
である。水道管理も始動し、通信手段も携帯で確保でき、またカンボジアから移入した淡
水魚再活用も含め、成功事例的展開が今後期待できる。
湾内汚染は、世界遺産化を目指したときに、最も強く否定された理由の一つである。小
舟の流出は、海洋民の彼らにして、かつてはなかった問題である。燃料価格の高騰で節約
的に船外機を使うので、ガス欠が世界規模のラグーン内で頻発する。他船の通過と支援を
待つが、融通してもらえる船と出会えぬままに、行方不明となる事例が多発した。今では
携帯電話で、場所を言うと来てくれる。ただしそれは州都にほど近い所に限定される。
感染症勃発は、その 3 番目であり社会的にも重い。洋島のかかえる外来生物(感染源)に
対する脆弱性重点管理原理がここでも働いている。その担当者は 1980 年代コレラ被害の経
験者であった。未経験で原因がわからず、検体をマニラ WHO に送り調べがつくまでの間に
時間がかかってしまった。離島での初期手当・専門家知見があれば、その感染の拡大は防
げたのである。感染症勃発は、その高官にして、台風のほぼ次の社会的テーマと認識され
ている。
4 離島振興経験事例の防災応用展開
昭和 28 年制定の離島振興法では、ハード先行で次第にソフトを加え「水と光の革命」以
降諸々克服してきた諸段階がある。その経験も太平洋外島部には今なお有効であろう。
島嶼部の財政負担を、高率補助(国・県が重ねて負担する)で少なくして、返済可能性を
高めた。また採択率を高め、計画的に、地域バランスを考慮して、均衡ある国土開発を貫
いた。中央官庁に、離島関係予算を一括管理する部局を設けて、縦割り行政的な偏りが生
じないようにした。わかりやすくいえば、各省の予算のうちわけを島別に砕いて、各島・
島群に具体的にどれだけのお金と内容が降りているかを集計し管理した。県が離島振興計
画を作り、それを経済企画庁(後に国土庁、ついで国土交通省)が、調整して、各省庁予算
の割り当てを受けて、さらにそれを大蔵省(後に財務省)と協議して、予算執行(各省庁・県
を経由して市町村実施)した。最近では市町村が直接定言的プロジェクトを提案する方向に
向かっている。内容もハード中心から、ソフトも受け入れ、発電・医療・福祉・教育・交
通・上下水道のほか、各種文化・過疎対策イベントや六次産業化・観光振興などの企画も
のにまでその対象を広げることとなった。
諸リスク対応史を総括し、島に生きる主人公たちを支える、総合的・総括的で機動力確
かな防災システム・災害対処ガバナンスを考察することは意義深い。下表・下図に、島な
らではの災害の重度化・輻輳化が発生しうる島的事情と複合的原因を示し、公共民連動的
防災コガバナンス(住民主体的統治)を考える上での総体を、イメージして作成した。
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島には島独自の事情がある。自然地理学的条件のほか、交通や社会的事情も重なった島嶼
事情として、隔絶・環海・狭小の 3 条件が重なったところが、「離島」として認識される。
その立地特性が、災害時にとりわけ、特異性を際立たせる。台風問題も島では、つきもの
である。台風などが通過するときに、風の方向が変化するが、細かい指示は小さな地域で
は受けられない。経験知的継承に頼る。小さな地域・遠隔地には測定拠点すら欠如勝ちで、
警報などの意思決定でも、専門家関与密度が低かった。暖流海域では強風は低下するどこ
ろか、一気にさらに加速しピークにまで達していく。これらが被害を倍加してきた。
突風事情も島では深刻であった。暴風日数や風力強度の累積に違いがある。春一番は壱
岐での海難事故で、全国区の呼び方になった。山や陸域とは異なり、風の力を弱める緩衝
物が無いので、突風被害は他地域を上回る。四囲海に囲まれているために、本土側と異な
り小さな島かつ低島にあっては取分け全方位的にそれにさらされていることになる。
波浪も広大な遠隔海域では、きわめて遠距離での事情を注視していないと、欠航事態に
巻き込まれやすい。小笠原諸島にいて、台湾・先島諸島の台風ですら、要注意である。
避難・救援・復旧に於いても、資材・人員・専門家・移動手段確保に、環海・遠隔・狭
小のすべての要素が複合的に作用して困難度が高くなる。域内解決力が不可欠な事情でも
ある。これはアイランドコンプレックス(本来生態系的な種の多様性の少なさ・希少種の
多さ・外乱に弱い脆弱性管理の必要性)的な離島危機管理手法での対処と重なる。地域社
会の自助力・互助力での第一次的対処が島では特に重い意味を持つ。

発災から多重化してくる、実害・二次災害防止策の必要性については、外枠の総合的展
開が、これら小規模地域では有効になる。小さいからこそ可能な相互作用的展開であり、
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防災の基本も本来そこにある。取分け自助(勝手テンデンコ)は島嶼防災でも基本だが、都
会以上に互助力が有効に効いてくる場所である。阪神淡路大震災でも、淡路島事例がその
可能性を証明している。また「身近な人を助けずして、どうして他者を助けられるか」と
いう原則は、都会部に於いても実証された。関係者による支援の力の確かさに対して、ボ
ランティア元年と言ってもその達成される内容には限りがあった。まだ下図は、さらに理
論に裏付けられた体系性と、しま実態に合わせた社会的関係資源を含む、総合資源的展開
を重ねることでの有効性を示すものである。

5

奄美大島事例からの学び(「地域で学ぶ防災力(防災総合研修)」のために)
奄美大島は台風常襲地帯であり、台風により刺激された秋雨前線が、記録的豪雨を発生

することがある。2010 年 10 月 18-21 日、2011 年 9 月 25-26 日、11 月 2 日と 100 年に一度
とされる基準を上回る集中豪雨が、13 ヶ月の間に 3 度も発生した。島嶼型災害としては、
短水路で短時間局地的災害が特徴的に発生しやすく、傾斜地に囲まれた奄美大島では、集
落孤立も発生しやすい。河川氾濫、斜面崩壊、土石流等の直接被害とライフライン(道路・
通信・電気)遮断、欠航・交通途絶等により、被害は生活全般に及んだ。奄美南部連続台風
被害災害も生活物資・燃料・交通問題を惹起した。複合化し、被害は広範囲に及んだ。地
球温暖化・異常気象における極端現象で、太平洋島嶼域の被害頻度と程度の増大が見込ま
れる状況下において、亜熱帯域である奄美事例は、その対応・対策に共通するものがある。
ハード[インフラ]・ソフト[情報]・ヒューマン[組織]・エコ[手入れ]・精神[減災教育]の
統合的防災システムを考え連携モデルを構築していくうえでの適例が多い。
特に参考になるのは、地域 FM による、地元情報の収集・発信(警戒情報、安全情報・被
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害情報)、避難誘導・安否確認・支援円滑化活動である。防災無線寸断、情報の限定性・画
一性の壁を乗り越えた。⇔システム作りの参考[施設・運営実態の確認]⇔その後奄美全域
に拡大しネットワーク化を実現した。奄美市中心街 2 箇所(一つは市場内の駄菓子屋型スタ
ジオ)にスタジオがある。途上国ではユースプログラム・社会教育・地方言語文化の復興活
動等多目的プログラム化可能なものである。知名瀬では自主防災システムの構築事例がみ
られる。最低限の防災・救急対応資源の確認。予備的に小舟(板で対応した集落もあったが
実に有効。日頃から要支援者確認。避難場所への誘導(その場にいるメンバーでの臨機応変
対応と指揮系統の確認)。住用各集落、戸口 3 集落、瀬戸内町蘇刈、加計呂麻島中央南部域
も推薦したい。古井戸・水現地確認も停電時対応で必要な冗長性であった。ユイ・祭り文
化の他、地域行事で地域総出の日頃からの付き合いが、防災力に機能しているが、それは
各村落で容易に観察される。ハード防災復興事例としては、住用地区 2 名死亡箇所(わだつ
み荘近辺)・トンネル被災地区復興・壁面・防災型新庁舎・新公民館。龍郷町手広海岸加瀬
間 1 名死亡箇所(砂防ダム)、戸口川(氾濫の頻発とアユ保護)、龍郷町浦地区(国道による水
路遮断・斜面崩壊改修)である。エコ対応のニーズ確認事例(住用マングローブ林南部域)・
林道施工ミスと背後林の管理・文化財保護・資料館の改善[博物館連携⇔原野農芸博物館事
例]である。各専門分野の知見での最適場も多々あろう。さらに検討して、世界自然遺産視
察者用に、研修メニュー化してもらいたいものである。
6 まとめにかえて[東日本大震災島嶼災害全プロセスの時系列的処理]
定点観察と、発災前資料の収集は、地域防災の決め手となる。災害頻発地は特に温故知
新が求められる。知っていてなぜ防げなかったのか。言い訳は許されない。十分な時間が
確保できないが、可能な範囲で、被災前の島写真を再整理した(発災から復興に至る道筋観
察はほぼ月一継続してきたが、なお継続中である)。その成果の一部を、鹿児島県内島嶼域
並びに、被災島嶼(宮城県島嶼部)、海外島嶼援助関係者への配布・還元を具体化して、退
職までの一区切りとしたい。
7
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湧水を指標にした深層崩壊警戒対応の確立
農学部

地頭薗 隆・田淵 陽介・松本 祐樹・太田 紘樹・田中 俊和

１．はじめに
近年，記録的な大雨の増加に伴い深層崩壊が各地で発生している。深層崩壊は土砂量が多く，
崩壊土砂が土石流となり大規模な土砂災害をもたらす。深層崩壊による深刻な土砂災害を防止・
軽減するために崩壊発生予測手法の確立が社会的に急がれている。
国土交通省と（独）土木研究所は，2010 年に「深層崩壊推定頻度マップ」を，2012 年に「深
層崩壊渓流レベル評価マップ」を発表した。これらのマップは深層崩壊発生の相対的な危険度を
地域単位と流域単位で判断する資料を提供するものである。さらに，深層崩壊発生の危険性のあ
る斜面を抽出するために，航空レーザー測量を活用した微地形判読（たとえば，笹原ら，2011），
渓流縦断方向の渓流水の電気伝導度分布図の活用（地頭薗，2014）などが提案されている。
一方，どんな降雨状況で深層崩壊発生の危険性が高まるか，という深層崩壊の警戒避難対応に
関する研究は進んでいない。現在，土砂災害発生の危険性があるときに出される「土砂災害警戒
情報」は，主に表層崩壊やそれに起因する土石流を対象にしており，深層崩壊は含まれていない。
また，深層崩壊は雨が止んで長時間経過して発生することもある。このため深層崩壊の警戒避難
対応にはそれに適応した新たな手法を導入する必要がある。
深層崩壊地の現地調査によると，多くの発生箇所で湧水がみられる。たとえば，1997 年に鹿児
島県出水市針原川流域で発生した深層崩壊地からは崩壊直後に多量の湧水がみられ（地頭薗ら，
1998），その湧水流量は斜面の基岩内の地下水位とよく対応していることが示された（地頭薗ら，
2004）。深層崩壊は基岩内の地下水位が限界を超えたときに発生すると考えられる。このように
湧水は基岩内の地下水の状態を反映しており，深層崩壊発生時期を予測する重要な因子であるこ
とから，湧水の情報を指標にした深層崩壊発生の危険度を評価する装置（湧水センサー）を提案
した（地頭薗ら，2014）。今後，深層崩壊による土砂災害の警戒避難対応に湧水を活用した手法
の実証実験を重ね，実用化を図りたいと考えている。ここでは，湧水センサーのシステム構成と
湧水を指標にした深層崩壊警戒対応の考え方を説明し，さらに熊本県五木村，鹿児島県出水市と
南大隅町における湧水センサーの実証実験について述べる。
２．湧水センサーのシステム構成
湧水センサーは，電極式流量計，変換・記録装置，電源装置，太陽電池，携帯電話伝送装置等
から構成される（図－1）。電極式流量計は，塩ビパイプに取り付けた鉛直方向 1cm 間隔の電極に
よって測定される水位から流積を求め，流積にマニング式による流速を乗じて湧水流量を算出す
る装置である。塩ビパイプ径の大きさは設置点の湧水流量で決定する。流量測定用パイプには電
気伝導度（EC），濁度等を測定するパイプも連結できる。測定値は 10 分間隔でデータロガーに記
録され，同時に携帯電話を使ってサーバーへ送信され，インターネットを介してパソコンやスマ
ートフォンから閲覧できるとともにダウンロードも可能である。サーバーへのデータ送信は 10
分間隔あるいは 1 時間間隔で選択ができる。
３．深層崩壊警戒対応の考え方
1997 年に深層崩壊が発生した針原川流域では崩壊斜面周囲の基岩内地下水位，崩壊地からの湧
水流量，河川流量などの水文観測が行われた。その解析結果から，地下水位と湧水流量の波形は
よく対応していること，深層崩壊が発生した時に河川流量は減水していたが，基岩内の地下水位
と湧水流量は上昇中であったことが明らかになった（地頭薗ら，2004）。
湧水センサーから得られる湧水流量から，危険度に対する評価として次のような深層崩壊の警
戒避難対応を考えている（図－2）。
① 湧水流量が増加中の場合：基岩内の地下水位が上昇中であり，崩壊の危険性も増加中である。
② 湧水流量が増加した状態が続く場合：地下水排水システムの能力を超えた地下水が集中して
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いる可能性があり，基岩内の地下水位が上昇して崩壊の危険性が継続している。
③ 湧水が急激に減少した場合：地下水排水システムが地下侵食等で破壊された可能性があり，
基岩内の地下水位が急上昇して崩壊発生の恐れが考えられる。
以上の状況は降雨終了後も起こり得るので，警戒対応は継続する必要がある。警戒対応の解除
は，湧水流量が初期の流量にゆっくりもどった時と考えている。③は深層崩壊発生の恐れのある
斜面とその下流部の警戒対応であるが，①と②はさらに広範囲の流域や地域での警戒対応にも適
用できると考える。
湧水センサーの情報は，湧水因子の変化が視覚的に分かりやすく提示されるように工夫した（図
－3）。

図－1 湧水センサーのシステム構成

図－2 湧水センサーによる深層崩壊発生の危険度評価の考え方

図－3 湧水センサー情報提示の Web 画面例
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４．湧水センサーの実証実験
現在，湧水センサーは，九州山地の堆積岩分布域の 2 箇所と南九州の火山岩分布域の 1 箇所に
設置しており，さらに南九州の火砕流堆積物の台地周縁の 1 箇所に計画中である（図－4）。以下，
設置状況を述べる。

図－4 湧水センサーの設置位置
(1) 九州山地の堆積岩分布域
湧水センサーの設置箇所は熊本県五木村横手谷である（図－5）。ここでは 1963 年 8 月に総雨
量 1,000mm を超える大雨により深層崩壊が発生した。崩壊した土砂は土石流となって集落を襲
い，11 名が犠牲となった。横手谷一帯の地質はいわゆる付加体と呼ばれる堆積岩分布域であり，
苦鉄質火山岩類・石灰岩・チャート・泥質岩が分布している。
1963 年深層崩壊地には現在も複数の湧泉がみられ，多量の湧水が湧出しており，周辺域から崩
壊地内に地下水が集中する地下構造は崩壊後も維持されていると思われる。また，その北側の渓
流の左岸にも複数の湧泉が分布し，多量の湧水が湧出している。2 渓流の流域界付近には広い緩
斜面が分布しており，ここから浸透した雨水が地下水となって流出しているものと推定される。
湧水センサーは，深層崩壊地において流量が最も多い崩壊地右岸側の湧泉 A（北緯 32°25′
58.01″，東経 130°52′29.77″，標高 638m）とその北側渓流で流量が最も多い湧泉 B（北緯
32°26′11.70″，東経 130°52′33.34″，標高 620m）に設置した。
図－6 は，湧水センサーの設置状況である。塩ビパイプ（VU150）からなる湧水センサーを勾
配 2 度で固定し，粘土で漏水を防止した。塩ビパイプの内径は 15.4cm であり，最大流量は 43ℓ/s
である。湧水センサーの近くには変換・記録装置，携帯電話伝送装置，電源装置，太陽電池，雨
量計を設置した。各測定値は 10 分間隔でデータロガーに記録され，同時に携帯電話を使ってサー
バーへ送信されている。

図－5 熊本県五木村横手谷における湧水センサーの設置位置と 1963 年深層崩壊
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図－6 横手谷の湧水センサーの設置状況

(2) 南九州の火山岩分布域
湧水センサーの設置箇所は鹿児島県出水市針原川流域である（図－7）。ここでは 1997 年 7 月
に総雨量 400mm の大雨により深層崩壊が発生した。崩壊した土砂は土石流となって集落を襲い，
21 名が犠牲となった。崩壊した斜面の地質は，深層風化した安山岩であり，その下位は凝灰角礫
岩である。崩壊直後，それらの境界からは多量の湧水が見られ，安山岩は透水層，凝灰角礫岩は
難透水層の役割を果たしていた。また崩壊した斜面は地下水が集まる地下構造となっていた。深
層崩壊地からは現在も多量の湧水が湧出しており，周辺域から崩壊地内に地下水が集中する地下
構造は崩壊後も維持されていると思われる。
湧水センサーは深層崩壊地下端（北緯 32°7′55.77″，東経 130°21′45.36″，標高 100m）
に設置した。図－8 は，湧水センサーの設置状況である。
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図－7 鹿児島県出水市針原川流域における湧水センサーの設置位置と 1997 年深層崩壊

図－8 針原の湧水センサーの設置状況

(3) 南九州の火砕流台地周縁
湧水センサーの設置箇所は鹿児島県南大隅町の火砕流台地周縁である（図－9）。ここでは 2010
年 7 月に台地周縁で深層崩壊が発生した。崩壊発生時はほとんど雨が降っていなかったが，発生
前の 1 カ月間に 1,000mm を超える先行雨量があった。崩壊斜面の地質は上層が亀裂の多い溶結
凝灰岩，下層が非溶結凝灰岩である。溶結凝灰岩は透水層，非溶結凝灰岩は難透水層の役割をし
ている。台地上から浸透した雨水は亀裂を通って非溶結凝灰岩層に達し，層境界を地下水として
流れて台地の端から湧出している。この地下水が原因して深層崩壊が発生したと考えている。同
様のタイプの崩壊は 1966 年 7 月にも発生した。
湧水センサーは 1966 年深層崩壊地に隣接する斜面（北緯 31°12′25.59″，東経 130°48′
15.49″，標高 57m）に設置する予定である。
図－10 は，湧水センサー設置地点の地質構造と雨水移動の模式図である。急傾斜の溶結凝灰岩
層と下位の非溶結凝灰岩層の境界の湧泉付近は落石の恐れで危険なため，湧水センサーは斜面下
部の崖錐堆積物層と非溶結凝灰岩層の境界の湧泉に設置することにした。
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図－9 鹿児島県南大隅町の火砕流台地周縁における湧水センサーの設置位置と深層崩壊

図－10 火砕流台地周縁の地質構造と雨水移動の模式図
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５．湧水センサーの観測例
2014 年は，湧水センサーを設置した地点でまとまった雨がなく，湧水センサーによる深層崩壊
発生の警戒対応を検討するデータを得ることができなかった。
図－11 は，2014 年に針原の湧水センサーで得られた総雨量が最も大きかった事例である。針
原川流域一帯の火山岩地域では総雨量 400mm 以上の大雨で深層崩壊が発生している。2014 年 7
月 6～7 日の降雨（総雨量 185 mm，最大時間雨量 46 mm）は深層崩壊が発生するような降雨で
はないが，降雨に対する湧水の流量・電気伝導度（EC）・濁度の応答を考察する。湧水流量は降
雨開始と同時に増加を始めているが，降雨ピークから 3 時間後にピークに達し，その後の減水は
緩やかである。湧水の EC は，降雨前に 15 mS/m 程度を示し，降雨開始直後にわずかに低下する
が，すぐ増加に転じ，降雨終了後も増加を続けて降雨ピークから約 2 日後にピーク（16 mS/m）
に達している。降雨開始直後のわずかな低下は湧水を測定している周囲から浸透した雨水による
一時的な希釈が原因している。湧水の濁度は降雨開始直後にわずかに上昇しているが，周囲から
浸透した雨水侵食によるものであり，その後濁りは測定されていない。
2015 年にもっと大きな降雨データが得られれば，第 3 章で述べた「深層崩壊警戒対応の考え方」
を検討できると考えている。今後も 4 箇所の観測を継続する予定である。

図－11 針原の湧水センサーで得られたデータ例

６．おわりに
湧水を指標にして深層崩壊発生の危険性を判断する湧水センサーを開発し，熊本県五木村の堆
積岩分布域（2 箇所）と鹿児島県出水市の火山岩分布域（1 箇所）で実証実験を開始した。さらに
鹿児島県南大隅町の火砕流台地周縁（1 箇所）でも実証実験を開始する予定である。2014 年度は
五木村および出水市においてまとまった雨がなく，湧水センサーによる深層崩壊発生の警戒対応
を検討するデータを得ることができなかった。4 箇所における実験は 2015 年度も継続し，湧水を
指標にした深層崩壊警戒対応の確立を目指したい。
以下，これまでの研究成果と今後の計画をまとめる。
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① 湧水センサーの流量測定部は，安価で，修理や交換が容易な塩ビパイプを使った電極式の水位
計とし，湧泉に簡単に設置できる構造とした。また湧水流量に合わせて塩ビパイプの大きさを
決められるので汎用性が高いことも特徴である。さらに電気伝導度，濁度等を測定するセンサ
ーを取り付けたパイプを連結することも可能であり，湧水に関する各種データを取得できる。
② 深層崩壊は多様な地質条件のもとで発生している。2013 年度に湧水センサーを設置した熊本
県五木村の堆積岩分布域（2 箇所）に加えて，2014 年度は鹿児島県出水市の火山岩分布域（1
箇所）に湧水センサーを設置した。さらに 2014 年度中に鹿児島県南大隅町の火砕流台地周縁
（1 箇所）にも計画している。
③ 湧水センサーの電源には太陽電池を用いているが，山地渓流は日照時間が十分に確保できない
場所が多いので湧水を利用した小型水力発電装置を開発した。2014 年度中に五木村横手谷の
湧水 B に設置する予定である。
④ 深層崩壊警戒対応の考え方については，大雨時のデータを蓄積してより適切な判断ができるよ
うに改良したい。また，深層崩壊に対する警報を出す湧水流量変化の閾値も検討したい。
⑤ 湧水の電気伝導度や濁度の深層崩壊警戒対応への活用についても検討したい。
⑥ 湧水センサーに加えて基岩内地下水位データを観測している針原川流域においては，降雨に対
する湧水や地下水位の応答を解析し，湧水センサーを用いた深層崩壊発生の危険度評価法を理
論的に明らかにしたい。
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津波の遠方伝搬に関与するエッジ波の特性についての数値解析
理工学研究科

浅野敏之・Iyan Ecka Mulia・小原陵

1．研究の背景
東北地方太平洋沖地震津波において, 津波による犠牲者が発生した南限は千葉県旭市にまで広
がり, 市内だけで死者・行方不明者 16 人, 家屋の全壊 336 棟の大きな被害が発生した. 市内飯岡
海岸では, 地震発生から３時間近く経過した 17:20 に津波遡上高 7.9m を記録した(土木学会海岸
工学委員会,2011).

旭市は犬吠埼の南, 九十九里浜の北端に位置し, 前面水域には東北地方から

続く発達した大陸棚が広がっている（図-1）. この事象は,

津波の遠方伝搬と長い継続時間を踏まえれば, エッジ
波の陸棚伝搬である可能性も考えられる．しかし旭市
沿岸は海岸地形も複雑で陸棚幅も広がってくるため,
仮説には慎重な検討が必要である．
そもそもエッジ波とは、陸棚部に入射した津波などの
長周期波が, 地形の急変による全反射機構で陸棚上にト
ラップされて、沿岸方向に進行する波のことであるが(梶
浦:1966)、導波作用と長い継続時間を有するために, その
解明は津波防災上重要な課題である. エッジ波は研究の
歴史は古いものの, 数学的な導出に主眼が置かれ, 沿 岸
地形によるエッジ波の特性の変化を議論したものは
ほとんど無い.

図-1 鹿島灘―九十九里浜沖の海底地形

本研究は, 陸棚上を伝搬してきた津波が, 途中に
ある岬などの地形障壁や沿岸地形の走行の変化によ
って, どの程度の反射や減衰等の変形を受けるのかを,
数値解析により解明しようとするものである. 東北沿
岸域の現地地形と理想化されたモデル地形に対して数
値解析を行い, エッジ波の変形機構を調べることに
より津波防災対策に資する成果を得ようとした.
２．数値解析の概要
計算対象領域は, 4 レベルのグリッドで構成されてお
り, 全体領域は北緯 28°～48°, 東経 134°～158°の範囲
で 90 秒のグリッドサイズを有している. この領域境界
では放射条件を設定している. その内部に図-2 に示すよ
うにサブレベル A,B,C を設定した. それぞれの格子寸法,
差分間隔 Δt は表-1 に示すとおりで, 沿岸部のレベル C
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図-2 計算領域

表-1 計算領域
Domain

Grid size

Dimension

Latitude (degree)

(arc second)

Longitude

dt (s)

(degree)

A

30

1197 x 1437

136.017- 45.983

32.017- 43.983

0.995

B

10

1653 x 1977

138.906- 43.494

33.506- 38.994

0.332

C

3.3

1725 x 3237

139.902- 41.498

34.502- 37.498

0.111

の解像度は約 100ｍとなる. 計算は, 浅水方程式を基
礎方程式とするコーネル大学が開発した COMCOT
（Liu, Woo and Cho,1998）を用いた. 計算時間間隔Δ

t は全体領域で 3s としたため, 最もグリッドサイズの
小さい沿岸部のレベル C では自動設定でΔt=0.110s と
なる. 波源は 2011 年東北地方太平洋沖地震津波の沿
岸部津波波形から逆解析で求めた水面変動波形(図-3)
とした（Mulia-Asano,2015）. 総計算時間は地震発生
より 8hr とした. 図-4 に示す沿岸部計 67 のモニター

図-3 逆解析から求めた津波初期水位

点について水深が 20m の地点で時間波形を格納した.
モニター点は相馬沖を起点として，沿岸に南下する方
向に対して，沿岸方向に水深 20m の地点 67 個を設定し
た. したがって海底勾配が緩くなるとモニター点の離岸
距離が増大することになる. 沿岸に津波が十分に到達す
る地震発生より約 1.2hr 後から, 8hr 後までの 24573s 間,
サンプリング間隔 3s の 8192 データをスペクトル解析に
用いた.
３．計算結果
図-5 は津波発生から 4hr～8hr まで 30min ごとの計算
結果のスナップショットを示したものである. 沿岸部に
おいては局所的に水位変動の大きな地域と小さな地域
が交代に現れる様子が見られる. しかし, これがエッジ
波であるかどうかはスペクトルやフェイズ, 波長と周期
の分散関係などを調べて判断する必要がある.

図-6 は,

コヒーレンスの大きい周期 81.9, 68.3, 45.5, 41.0, 31.5,
20.5min の沿岸方向のエネルギー密度とフェイズの分

図-4

沿岸の岬地形と水位波形
モ

タ

点

布を示したものである. フェイズについては−π~πの範囲で表示したため，±πを跨ぐときは実際
には位相が滑らかに変化していてもグラフ上では断続的に変化するように見えることに注意する
必要がある. エッジ波が進行波性か重複波性かは, 以下の点から判定できる. 沿岸方向に波が伝
わるとき，進行性であればパワースペクトルはほぼ一定でフェイズは直線的に変化する. 定
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図-5 津波発生後 4 時間から 8 時間までの 30 分ごとの沿岸部における伝搬状況
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常性であれば波は進行しないため，隣り合う節から節までフェイズは一定であり，パワースペク
トルは腹で最大，節で最少となる.
津波が来襲したときに形成される長周期波振動は, 沿岸方向のエッジ波のみならず岸沖方向の
重複波も存在する. また屈折により岬周辺には津波エネルギーが集中すること, 突出した岬の背
後は波の遮蔽と回折作用が存在すること等, 沿岸方向のエネルギー密度は様々な影響が混入する.
以下ではひとまず沿岸方向に進行するエッジ波のみに着目し, エネルギー密度とフェイズの沿岸
方向分布から読み取れる特性を考察する.
一様勾配αを持つ海底斜面上に発生するエッジ波の波長 L と周期 T の関係(分散関係)は次式で
与えられる.

L=

α (2n + 1) gT 2
2π

(1)

ここに, ｇは重力加速度, ｎはエッジ波のモード(n= 0,1,2,…)である. 定常波性のエッジ波では隣
あう節間の距離から, 進行波性のエッジ波は進行距離とフェイズの変化から波長を算出すること
ができる.
図-6(a)は周期 81.9min の成分についての解析結果で, 図-3 に示したポイント No.1～45 にかけ
て位相が漸減していることがわかる．これは沿岸方向にこの成分の波が北から進行波として伝搬
していることを示している．No.1～45 間の距離は約 220km で, このときの位相差から波長を計
算すると 498km になる．この範囲の平均陸棚勾配αとして 4.0×10-3 を採用すると, (1)式による
理論波長は n=0 で 151km, n=1 で 453km となる．一方で, エネルギー密度は No.6, No.33, No.54
付近で大きくこれは重複波の性質を表している．例えば No.6 と No33 を重複波の node
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図-6 沿岸モニター点の時間波形から計算されたエネルギー密度とフェイズ
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えると, この間の距離(135km)が半波長に相当するのでそのときの波長は 270km となる．以上よ
りこの周期の沿岸波は進行波と重複波の両者の性質を持っていると考えられる．推定される重複
波の波長は理論値と必ずしも正確には一致しない． 図-6 (b)は周期 68.3min の結果で, No.1～11
では位相が徐々に減少しており, 進行波性の性質を示している．位相差から推定される波長は
392km である．重複波として考えると, No.6, No.34, No.55 で node の形成が見られ, そこから推
算される波長は 245km である．一方, (1)式によればエッジ波の理論波長は, n=0 で 131km, n=1
で 393km となる．45.5min の結果を示した図-6(c)では No.33, 38, 42 で node が形成されており,
そこから得られる波長は 45km である．一方, 理論値はその区間の平均的な陸棚勾配をα=3.0×
10-3 とすると, n=0 に対して 35km となる．陸棚の勾配は図-7 に示すように,必ずしも一様勾配で
はなく、計算値と理論値の一致の議論はαの取り方次第と言うこともできる。
(d)の周期 41.0min の結果では, No.24, 33, 43 付近は
なるので, 波長 95km が得られる．一方, (1)式による理
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定常波の腹が認められ, No.24 と No.43 間が 1 波長分と

(e)31.5min や(f)25.6min と短くなると, 理論波長はそれ
ター点の間隔が 5km であるため, 理論値に近いような
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図-7 は, 対象とする沿岸部の海底断面地形を示したも
ので, 塩屋埼(No.13)で緩勾配からやや急になり, さらに
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図-7 海底断面地形

ぼす地形障壁の影響を抽出して議論することは必ずしも容易でない. そこで次節からは, 海岸・海
底地形を単純化したモデル海浜上に岬を模した直線的な突堤を設置したときの, エッジ波の特性
の変化を考察することにした.
4．理想地形における数値解析の概要
図-8 に示すような直線状の汀線と等深線を持つモデル海浜を考えた．汀線から 10km 沖方まで
は海底勾配 1/50，さらに 14km 沖方までは 1/5 勾配で急深し，水深 1000m に達した点から沖方は
一様水深となるよう設定した．この地形を 15°回転させたものを計算対象地形とした．格子サイズ
は Δx=Δy=200m であり，格子数は沿岸方向 251，岸沖方向 141，計算時間間隔は Δt=0.4s とした．
沿岸方向 Y=10km 地点に突堤を設定し，これによるエッジ波の進行波性から定常波性への変化を
調べた．突堤長さは突堤なし，2km，6km の 3 ケースをとった.
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沖側境界では岸側からの反射波を自由透過
させるような入射波境界処理を行い，両端の
境界は放射境界とした．入射波は周期 360s の
規則波とし，入射角 15°で沖側境界から入射さ
せた．計算時間は 10 周期分 3600s，9000 ステ
ップであり，沿岸方向 y=17km～40km 地点の
過渡状態の最初の約 800 データを除去した
8192 データをスペクトル，フェイズの計算に
用いた．
図-8

基礎式は，式(2)の連続方程式及び式(3)，(4)

海浜モデル

の浅水方程式であり, leap-frog staggered スキームで差分化した.
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ここで，u 及び v は x 方向及び y 方向の水平流速成分，h は全水深(h=η+d 水位変動，
d は静水深)，
M,N は流量フラックス(M=uh，N=vh)， H=zb+h(zb は海底高) は水深， g は重力加速度，Ah は水平
拡散係数，K は海底摩擦係数である．
図-9 は t=24min における
各 3 ケースでの水位変動の
平面分布図である．突堤な
しのケースに対して，突堤
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図-9 水位変動のスナップショット

沖・沿岸方向に水位が正の
領域(赤色部分)と負の領域(青色部分)が市松模様に分布しており, エッジ波の波高分布と合致する
ことがわかる.
上記の水位変動から, コヒーレンスの大きい周期 10.9, 6.07, 4.96, 4.20 min の 4 周期成分に着目し
て以下に考察を行う. 図-10(a)は突堤が無いとした場合の周期 6.07min のパワースペクトルと
フェイズの沿岸分布の結果である．スペクトルがほぼ一定となっており，フェイズが直線的に変
化していることから，陸棚上を進行波性のエッジ波の伝搬と見なしうる. 図-10(b)は突堤長 2km
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での 6.07min のパワースペクトルと
フェイズの沿岸分布の結果である．
隣り合う節から節までフェイズは
一定であり，パワースペクトルは腹
で最大，節で最少となっていること
から定常波と考えられる. しかし
完全な定常波では位相差は節から
腹 で 90°の 変化 になる はず が , 解
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が混在しているものと考えられる．
この傾向は，図-10(c)の突堤長 6km
の結果からも同様に認められる.
図-10(b)の突堤長 2km の結果では
隣接する節間の距離が約 6.6km で
あり, 推定されるエッジ波の波長
は 13.2km となる. (1)式から計算さ
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図-10 パワースペクトルとフェイズの沿岸分布
(横軸は突堤上手 7km 地点を起点とした

れるエッジ波の波長の理論値はモ

400m おきのモニター点番号)

ー ド １ (n=1)を 仮 定 す る と , 12.4km
となり, ほぼ一致する.

図-11 は岸沖方向のエネルギー密度の分布を調べたもので, この結果からもモード１の
エッジ波の岸沖分布の理論波形に近いことが認められる . ただし, 長周期定常波もよく似
た岸沖方向の分布形を示すので, エッジ波と結論するまでにはさらなる検討が必要である.
5．まとめ
東北地方太平洋沖地震津波の波源を
与えたときの鹿島灘-九十九里浜を中
心とする沿岸地形に対して, また直線
状の海岸線を持ち一様な岸沖地形を持
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つ理想的な海浜モデルに対するエッジ
波の挙動に関する数値解析を行った.
それらの結果からパワースペクト
ルやフェイズの沿岸・岸沖分布を調
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図-11 エネルギー密度の岸沖分布

エネルギー密度の増減や異なる地
点間の水位変動の位相差からエッジ波の存在を抽出することができた. 定常波性，進行波
性のエッジ波の理論から得られる結果と数値解析結果とはいくつかの条件下で一致すると
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見なして良い場合があったが、全ての場合に理論と解析結果がエッジ波として整合して説
明するには至らなかった. これは現地では岸沖・沿岸方向地形が複雑であり, 岸沖方向の振
動モード，凹部での固有振動モード, 波の屈折・回折などの影響が混入するためと考えら
れる.
そこで, 海岸線を直線とし岸沖方向の海岸地形を単純化した理想的な海浜モデルに対して, 沿
岸進行波の挙動を解析した. 突堤なし(0km)の条件に対しては，進行波性の波の伝搬が確認された.
突堤長 2km, 6km に関しては，沿岸波の定常波性が強くなるが, 進行波性の沿岸波も混在する結果
が得られた. この結果から，エッジ波が形成された可能性も考えられるが、岬等の障壁が存在す
ることで，伝搬してきた沿岸波が岬で反射され湾水振動が起こった可能性も検討しなければなら
ない。この沿岸波がエッジ波であるのか, 地形で反射した重複波であるのかは, 現在のところ明
確に結論が得られたわけではない。
現地海岸、理想海岸の両者に対するエッジ波の形成の根拠に関しては、水位変動の沿岸方向・
岸沖方向分布, 分散関係, 位相速度など多くの観点から引き続き検討を行っていく必要がある。
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東日本大震災後の水産業復興に資する環境モニタリング手法の開発と応用
水産学部 教授 西 隆一郎
岩手県水産技術センター 主査専門研究員 加賀克昌・加賀新之助

１．はじめに
2011 年 3 月 11 日から約 4 年が経過している。東北地方が津波の被災から復旧・復興するため
には、今後の 5 年間ないしは 10 年間程度を見つめた継続的な技術支援が必要と思われる。そこで、
東日本大震災後に生じている水圏環境の変化および水産業への影響を、地域の水産技術者や研究
者が比較的簡便にモニタリングできる手法の開発を試みた。
水圏環境モニタリングで対象とする項目は多岐にわたるが、今年度は、2013 年度の研究に基づ
いて、リアス式湾内の一次生産性や貝毒の発生に関係する鉛直混合や水温躍層を把握できる機材
を開発することにした。加えて、最終的には水産養殖施設の配置、藻場の状況、および赤潮など
の発生状況を可視化することを目指して、マルチコプターを各種の水圏環境下で応用し、水圏環
境に対しても注意深く運用すれば有益な可視化情報が得られることが分かったので、釜石湾の津
波防波堤背後海域においてモニタリング飛行も行うことにした。以下にその内容について述べる。

２ 水温観測機材の開発
2013 年度に大船渡湾で行った調査では、図－1 および図－2 に示す様に、鉛直方向の水温の変
動に伴い海水の鉛直混合や水温躍層が発生していることが分かった。

図－1 岩手県大船渡湾で 2014 年 2 月 7 日に計測された水温躍層の様子
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図－2

2013 年の秋季から冬季にかけての表層（2ｍ）と中層（10m）での水温差（上図）と
クロロフィル a の変動状況、

図－1,2 に示す観測では水温計測機能の付いた濁度計 2 台を使用したが、水温躍層や鉛直混合
の様子を詳細に計測するには、海面から海底に至る様々な水深で水温を密に計測することが望ま
しい。ただし、水温の計測機能の付いた観測機材を鉛直方向に密に配置して水温観測を継続する
と、観測機材の購入に多額の費用が掛かるだけでなく、調査に必要な電池等の消耗品費が積み重
なったり、メンテナンスの問題が生じてしまい、現地の研究者や技術者が継続的に調査を行うこ
とを可能にするという観点からは必ずしも好ましいことではない。そこで、本研究では、基本的
に安価で使用法が簡単な水温観測法の開発を試みた。
まず、取り扱いが簡単で、温度の自記機能が数週間以上可能で、パソコンとの連動性に優れ、
小型かつ安価である温度・温湿度センサーを数種類購入した。そして、最終的に、写真－1 に示
す USB 接続型温度(温湿度)センサー（型番；EL-USB-1 と EL-USB-2）を使用することにした。また、
防水ケースとの関係で、本温度センサーをそのまま使用することはせず、写真－2 に示す様に外
側ケース部分を取り外し、センサー本体部だけを用いることにした。
温度センサーが直接海水に接触して水温を計測することが望ましいが、比較的安価に水温を計
測できる機材を開発するために、水中に沈めた防水ケースの中に温度センサーを封入し、防水ケ
ース内部の温度を計測することにした。できるだけ真値に近い水温をリアルタイムで計測するた
めには防水ケース内部の気体（空気）容量ができるだけ小さく、かつ、数十 m 以上の防水性能が
確保される小型防水ケースを使用する必要がある。そこで、まずは写真－3 に示す防水ケースの
特注や市販の防水ケース購入を行ったが、防水性能やケース内部の気体容量が大きすぎるなどの
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難点があった。リアス式湾内などの沿岸域で使用することを考えて、40ｍ～60ｍ程度の防水性能
が確保されることと小型化という制約条件下で防水ケースを再度探すことになった。そして、結
局は、アクションカメラ付属の防水ケース（写真－5、6 参照、）が最適と思われたので、アクシ
ョンカメラを購入して、その防水ケースを海水温計測機材用に使用することにした。なお、購入
したアクションカメラ（GoPro と Action x）に関しては数日間のインタ－バル撮影が可能なので、
場合によっては、短期間のモニタリング用として併用することも可能である。試行錯誤を繰り返
し、最終的には写真－7 のような形で鉛直方向の海水温計測が数週間以上可能な計測システムが
作成された。ただし、できるだけ安価な機材となることを目標としたが、現状では、自記式の温
度センサーが 1 台あたり 2 万円弱（通販価格で変動あり）、アクションカメラに付属する防水ケー
スはカメラ込の価格で 2 万円弱程度（Action x 用 60ｍ防水性能）から 3 万円～7 万円程度（GoPro，
30ｍ防水性能）となるので、安い方で積算しても機材 1 台当たり 4 万円弱程度の費用となる。た
だし、GoPro の場合には数千円程度で防水ケース（30ｍ耐圧）だけの購入も可能である。今回提
案する手法では水深 40m 以上を目標としたために、鉛直方向に 10 台程度吊り下げて水温記録を行
う場合に 40 万円弱の費用となる。決して格安とは言えないが、大まかには、海水温計測用のメー
カー機材 1 台分程度の値段と考え、かつ、将来はより安価で利用しやすいセンサーと防水ケース
で置換可能と考えれば、当初の開発目的に適うものと言えよう。本観測機材に関しては、試行錯
誤に時間を要したために、岩手沿岸域での実際の観測への応用は、2015 年 3 月中旬からとなって
しまったので、観測および記録の解析は次年度への持ち越しとなった。

写真－1 使用した温度自記ロガー

写真－2 分解後に使用した温度センサー部

写真－3 最初に特注したアクリル防水ケース
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写真－4 アクションカメラの防水ケース

写真－5 パソコンとの接続（データ通信）

写真－6 防水ケースへの封入状況

写真－7 水温の鉛直分布を計測するための観測ユニット（10 個の水温観測機材を連結した状況
で、端部に錘を付けてある）

3 マルチコプターによる海域調査手法の開発
前述の水温観測用機材の開発と並行して、沿岸域の面的なモニタリングを安価かつ簡便に行う
手法を検討した。昨年度までは、ボートに多項目水質計や音響測深器を取り付けて、GPS で位置
を記録しながら面的な観測を行う手法を開発・応用したが、本年度は、空中から海域情報を迅速
かつ安価・簡便に取得する手法を検討・試行することにした。本目的に適うものとしては、近年、
陸域では急速に利用が進められているマルチコプターを海岸・沿岸域観測に応用することにした。
また、現場の水産研究者や水産技術者が常時使用可能な環境を提供することを念頭に、比較的に
安価なマルチコプター（DJI Phantom）を使用し、主に可視化作業（空撮）を行うことで，現地調
査におけるマルチコプターの汎用性に関する検討を行うことにした．可視画像の撮影に加えて当
然ながら赤外画像に対する要望もあるが、赤外画像あるいは面的な温度観測に関しては、次年度
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以降に技術開発することにした。なお、具体的には、使用の異なる複数のマルチコプター・ヘリ
コプター模型を購入し、操作性能、操作環境、可視化画像の画像確認や処理方法等の確認作業を
行い、加えて、様々な沿岸環境に対して試行を行った。
写真－8 には、最終的に本研究目的に適合したモデルと考えられるマルチコプターの外観を示
す。本機材を使用する場合には、当初は単機・単バッテリーで使用したが、使用を重ねるうちに
複数バッテリーおよび予備機を携帯して空撮作業を行うことようになった。岩手県沿岸域での実
際の応用前に行った空撮作業例として、砂質性海浜での空撮画像を示す。空撮を行うことで、沿
岸域の地形や流況の把握が面的に行えることが分かる。なお、この砂質性海浜での空撮作業の場
合には降雨と風および飛沫の影響を受けて、マルチコプターが一時使用不能になった。また、別
の岩礁海岸（サンゴ礁海岸）での空撮作業の場合には強風のためにマルチコプターを離陸位置に
帰還させることがかなり困難であった。このように、砂質性海浜や岩礁地帯に立ち、マルチコプ
ターをその場で飛行させ、操縦・空撮（静止画および動画）作業を行うことで操縦技能の習熟を
図り、操縦環境の限界などを把握したうえで、最終的に、より操縦が困難と言える小型ボ－トで
空撮海域に移動し船上から飛行を開始し、操縦を行い、小型船上に帰還させる空撮調査を、岩手
県釜石湾の津波防波堤背後に設置された水産養殖施設付近で行った。その時の空撮画像を写真－
10 に示す。本空撮写真から分かるように、水産試験場等の工学系でない現場技術者であっても，
写真に示す様に養殖筏の配置状況がある程度簡単に可視化できる。加えて、画質は、漁業者への
俯瞰的な分かりやすい説明資料として応用できる程度のものが確保されていることが分かった．
総論としては，沿岸域調査を目的とした本マルチコプターシステムは風雨の影響を受けやすく，
また，塩分を含む飛沫による塩害等のメンテナンス上の若干の問題はあるが，新たな沿岸域調査
手法として，非常にポテンシャルが高いことが分かった．現在、本マルチコプターシステムは、
岩手県水産技術センターに常駐し、センター職員が必要に応じて利用できるような体制を整備中
である。なお、本研究で初めに用いたマルチコプターモデルは、空撮している画像・動画をフラ
イト中に確認することはできないが、その後、フライト中に WiFi 機能を使用して空撮作業が行え
る Version Up 機体が発売されたので、別途、その機材も購入した。しかし、一般的には WiFi 通
信距離が 200ｍ程度しかなく、通信状況（環境）によって 100ｍ程度しかない場合もあり、現場の
空撮作業中に手元で空撮画像が常時確認できるわけでもないことなどが分かった。

写真－8 使用したマルチコプター
(DJI Phantom )

写真－9 砂質性海岸の地形・波浪・流況
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写真－10 小型船上での洋上調査（釜石湾）
。写真中央奥の被災した津波防波堤と手前側の延縄
養殖筏配置状況（釜石湾東部）

4 あとがき
津波被災後の水圏環境およびその変化を、地元の水産研究者や技術者が継続的に安価で、かつ
簡便に計測できる手法の開発を行った。技術開発に試行錯誤を重ね、時間を要したために、岩手
県沿岸域での応用そのものは、年度末の 3 月になってから開始されることとなり、観測データの
蓄積と解析は次年度に持ち越しとなった。ただし、ここで提案される技術的な手法は、岩手県沿
岸域だけでなく、被災地の宮城県や福島県においても応用できるものであるので、今後は、これ
らの地域においての水圏環境モニタリングに資することも期待している。
謝辞：
東北の被災地の一日も早い復旧・復興と、被災地の皆様の心の安らぎに少しでも資することを
願って本研究を行いました。研究の機会を与えていただいた、岩手県水産技術センター職員の皆
様に紙面を借りて感謝させていただきます。また、本研究に関し貴重なご助言をいただき、一緒
に研究を行う約束をされながらも、平成 26 年 11 月 16 日に他界された、
（元）岩手大学学長（故）
堺

茂樹教授のご冥福を願うことになり、ご遺族の皆様方には謹んでお悔やみを述べさせていた

だきます。なお、本研究の実施に当たり、一部、鹿児島大学地域防災教育研究センターの特別経
費補助を受け、本研究の進展に寄与することとなりました。紙面を借りて、謝意を表させていた
だきます。
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桜島から噴出する火山灰の構成鉱物に関する研究
―火山灰を構成する斜長石の構造状態の推定（平成 25 年 12 月～平成 26 年 10 月）
―
教育学部

松井 智彰・中村 美勇

１．はじめに
本事業では，鹿児島市立東桜島中学校の協力を得ながら桜島火山灰を採取するとともに，主要
な構成鉱物である斜長石の構造状態の長期モニタリングをおこない，桜島火山直下でのマグマの
活動に関してより精密に議論するための基礎データを蓄積することを目的とする．
桜島火山では，半世紀以上にわたって断続的に噴火が多発し，特に数年前から桜島昭和火口か
らの噴火が頻発し活動が活発化している（福岡管区気象台・鹿児島地方気象台, 2014）．こうした
最近の桜島火山の活動の推移については，主として地震波や地殻変動に着目した地球物理学的な
解析がおこなわれてきている（例えば，Iguchi, 2013; Iguchi et al., 2013）．火山活動の直接的な産物
である火山噴出物に関する物質科学的手法を用いた解析は，地球化学的手法を用いた火山ガスの
観測（例えば，森, 2010; Kazahaya et al., 2013）や，火山灰や火山弾の記載岩石学的な全岩組成分
析や鉱物組成分析がマグマの活動と関連付けておこなわれている（例えば，嶋野, 2006; 宮城ほか,
2010; Matsumoto et al., 2013）．しかしながら，火山灰構成鉱物の結晶構造から火山活動を解明しよ
うという試みはこれまで皆無であった．
火山灰構成鉱物が生成された温度や圧力を記録した情報が潜在する化学組成と結晶構造を決定
することによって，現在噴火を引き起こしている火山直下のマグマの様子（温度や圧力の条件）
を直接的に解明することができる．その成果を地球物理学的な手法による観測データと対応させ
ることによって，火山直下でのマグマの活動をより精密に記述することが可能になる．噴火を予
測し火山噴出物による災害に備えるために必要な基本情報として火山灰構成鉱物の結晶構造に関
するデータの重要性は今後益々高まっていくと思われる．一昨年度の予備調査では，この点に着
目し，火山噴火の推移予測に物質科学的手法のうち鉱物の結晶構造からアプローチする有効性を
指摘した（松井, 2013）．また，昨年度の調査では，火山灰構成鉱物の斜長石に着目して粉末Ｘ線
回折法を用いてその構造状態を推定したところ，噴火の規模に対応して斜長石の化学組成と構造
状態が変化している可能性が示唆された（松井・丸本, 2014）．そこで本報では，引き続き桜島火
山の昭和火口から噴出する火山灰の構成鉱物のうち最も構成比の高い斜長石に注目し，その構造
状態について時間を追いながら噴火活動と対応させて検討した途中経過を報告する．
２．実験方法
昨年度に引き続き，桜島南岳昭和火口の南西約4kmに位置する鹿児島市立東桜島中学校におい
て簡易火山灰採取器（松井, 2013）を用いて火山灰試料を採取した．採取期間は平成25年12月７
日から平成26年11月４日までの約11ヶ月間で，１週間から１ヶ月の間隔で試料を回収した．
質量測定，縮分，水洗，乾燥の作業を施した火山灰試料から磁石を用いて磁性鉱物を取り除い
た後，一部を光学特性観察用に確保し，残りをメノウ乳鉢で粉末化した．粉末化した試料につい
て，リガク製X線回折装置Ultima IV Protectus（管電圧 40kV; 管電流 40mA; モノクロメータ
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（グラファイト）使用; 発散スリット・散乱スリット 1˚; 受光スリット 0.15mm; スキャンスピ
ード 10˚/min; サンプリング幅 0.02˚）を用いてCuKα線によって2θが3˚～70˚の範囲を測定し，
回折線データ（XRD図形）を得た．引き続き，測定されたXRD図形について統合粉末Ｘ線解析ソ
フトウェアPDXLを用いたICDD（International Center for Diffraction Data）とのコンピュー
ター照合により鉱物同定を行なった．更に，同装置を用いてCuKα線によって2θが21˚～33˚の範
囲をより精密な条件（スキャンスピード 0.1˚/min; サンプリング幅 0.001˚）で測定し，斜長石の
構造状態を推定するために必要な回折線データを得た．
３．結果
試料採取
採取量は５月以降急激に増加し，６月と９月が特に多い．この特徴は，昭和火口から同じく西
南西に約 11km の位置する鹿児島地方気象台における降灰量の傾向と概ね一致するものの，必ず
しも完全には対応しておらず，また爆発回数との相関は相対的に低い（福岡管区気象台・鹿児島
地方気象台, 2013, 2014）．

表１．火山灰試料採取期間と採取量
１日当たりの採取量

試料番号

採取期間

採取量 (g/m2)

1

12/7-12/14

14.2

2.0

2

12/15-12/27

62.3

5.2

3

12/28-1/11

14.2

1.0

4

1/12-1/25

39.6

3.0

5

1/26-2/7

192.5

16.0

6

2/8-3/8

65.1

2.3

7

3/9-3/15

18.4

3.1

8

3/16-3/31

99.1

6.6

9

4/1-5/10

52.4

1.3

10

5/11-6/8

573.2

20.5

11

6/9-6/15

324.1

54.0

12

6/16-6/23

201.0

28.7

13

6/24-7/18

101.9

4.2

14

7/19-8/2

1.4

0.1

15

8/3-8/23

9.9

0.5

16

8/24-9/11

369.4

20.5

17

9/12-9/28

629.9

39.4

18

2/29-10/4

171.3

34.3

19

10/5-11/4

322.7

10.8
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(g/m2)

粉末ＸＲＤ分析
今回採取した火山灰試料の代表的な回折線図形（試料 No. 17）を図１に示す．火山灰の構成鉱
物としては灰長石（斜長石）が確認された．斜長石は，地殻を構成する鉱物の中で最も一般的な
鉱物であり，桜島から噴出した大正溶岩や昭和溶岩の主要構成鉱物でもある．ただし，回折線図
形に見られるように，多少ブロードなピークをしていることから，採取した火山灰を構成する斜

強度 (cps)

長石の化学組成は，ある程度の幅をもっていると推定される．

2θ (deg)
図１．粉末 XRD 図形（3˚≦2θ≦70˚）

斜長石の構造状態を決定するために，2θが21˚～33˚の範囲をより精密な条件(スキャンスピード
0.1˚/min; サンプリング幅 0.001˚)で測定した．その結果を図２に示す．Scheidegger (1973)に
従ってミラー指数 (1-11)，(-201)，(131)，(220)，(1-31)に対応する回折線の角度（2θ）から Β
（= 2θ(1-11) – 2θ(-201)）とΓ （= 2θ(131) + 2θ(220) – 4θ(1-31)）を求めた．Caに富む斜長石の場合，
Β／Γプロットによって灰長石成分（mol%）と構造状態，すなわち長石の結晶構造のT席におけ
るAlとSiの秩序・無秩序配列をある程度推定することができる（図３）．しかし今年度は試料採取
期間が長く複数の噴火に由来する火山灰が混在したためか，昨年度の試料（昭和火口としては最
大規模の爆発的噴火で噴煙が火口縁上5,000mまで上がった平成25年８月18日に噴出した火山灰）
に見られたような爆発の規模と斜長石の構造状態との相関は見られなかった．また，時間変化に
ともなった系統的な化学組成や構造状態の変化も確認されなかった．しかしながら，昨年度のΒ，
Γの値（松井・丸本, 2014）と比較すると全体的に灰長石成分に富む傾向にあるよう見える．詳
細については現在解析中である．
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図２．粉末 XRD 図形（21˚≦2θ≦33˚，右側の数字は試料番号）
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４．まとめと今後の課題
本年度の事業では，鹿児島市立東桜島中学校の協力を得ながら，昨年度に引き続きより長期間
の火山灰採取ならびに試料の観察・分析をおこなった．火山灰構成鉱物の斜長石に着目して粉末
Ｘ線回折法を用いてその構造状態の推定を試みたが，時間変化にともなう結晶構造の系統的な変
化は確認されなかった．昨年度も課題として指摘されたことであるが，各噴火に対応した試料を
確保して詳細な議論をするためには，試料回収の間隔を短くすることが必要である．一方で結晶
構造から推定される化学組成には昨年度より全体的に灰長石成分に富む傾向が認められた．噴火
現象を引き起こすマグマの特性や冷却過程の変化は必ずその噴出物を構成する鉱物の結晶構造と
化学組成に反映する．火山灰の構成鉱物を通して火山活動を物質科学的に長期モニタリングする
ことによって，桜島の火山活動が今後より詳細に解明されていくことが期待される．
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鹿児島県沿岸諸地域における
津波避難計画の策定支援と地域住民啓発活動
地域防災教育研究センター

特任教授・岩船 昌起

１．はじめに
2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震にともなう巨大津波で，岩手・宮城・福島の被災３
県を中心とした東日本太平洋沿岸諸地域では，多くの方々が亡くなり，多数の家屋が流失・全壊
する等，甚大な被害に見舞われた。この東日本大震災の発災から 4 年以上が経過したものの，津
波災害に遭った被災地では，盛土による嵩上げや防潮堤の建設等，復興工事の完了までに多くの
工程が残されており（写真１），かつ被災直後からの人口流出（≒人口社会減）との関係から，
「復
興」事業完了後の「まち」の誕生までにはまだ数年以上の時間が必要である。また，ハード面で
のまちが再生されても，今後数十年間で訪れる超高齢化や人口自然減との関係から，産み出した
「まち」を将来に亘って安定的に維持し続けるには膨大な課題が山積している（増田・岩船 2014）。
東日本大震災被災地での約 4 年間での発災から復旧・復興までの過程を教訓にすれば，日本の
沿岸に位置する地方の過疎地域が広域に激甚な津波災害に遭った場合，その被災した地域では社
会的なインフラや防災施設等，復旧・復興に係わるハード面での整備が全て完了するだろう十年
程度が経過しても「元の姿に戻る」ことがなく，場合によっては負のスパイラルに陥り集落およ
びそこでの人間関係の全てが消滅する可能性もあり得ることを念頭に置く必要がある。これは，
海に面する日本の沿岸諸地域の今後のあり方を論じるにあたり，行政関係者だけでなく地域住民
全てが認識しておくべき内容であり，その認識を前提に，地域防災計画等で発災・応急対応・復
旧・復興について段階的・漸移的・有機的に対策・計画を総合的に講じる必要があり，かつ学校
教育や社会教育等を通じて地域の児童・生徒から高齢者に至るまでの全ての住民に平時から防災
教育を徹底し，高い防災意識が保持されるように啓発活動を継続しなければならない。
鹿児島大学地域防災教育研究センターが「防災力向上」に積極的に貢献するべき地域は，その
立地から基本的に鹿児島県およびその周辺までを含めた南九州から南西諸島にかけての範囲とな
ろう。そこでは，フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界である南西諸島（琉球）海
溝，火山フロント上あるいはそれに沿って分布する火山，前二者に関連する活断層があり，規模
にもよるが，これらの活動が海底の形状を秒から分単位の時間で急激に変化させた場合，多大な
被害をもたらす津波が発生する可能性が高い。従って，津波の規模や，地震発生から津波が到達
するまでの時間等は地域によって異なるものの，南九州から南西諸島の沿岸諸地域では，津波災
害への備えを様々な方面において進めるべきである（写真２）。

写真１ 盛土予定地に残る家屋基礎と観音像
（2015 年 2 月 21 日 宮古市鍬ヶ崎）

写真２ 名瀬測候所が管理する津波観測施設
（2014 年 7 月 15 日 奄美市名瀬小湊）
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鹿児島県の教育・文化・交流を推進する鹿児島県教育委員会では，保健体育・スポーツの「学
校安全」の枠組みにおいて「防災教育モデル実践事業」
（文部科学省「実践的防災教育総合支援事
業」委託）を行っている（鹿児島県教育委員会 HP）。本センターでも，鹿児島地方気象台と連携
してこれに参画し（岩船 2015），平成 24・25 年度に霧島市と志布志市，平成 26 年度に奄美市と
東串良町に専門家を派遣してモデル校で地震・津波・火山噴火・豪雨・山地崩壊等による災害の
解説や警戒避難対応への助言を行い（表１，写真３・４），かつ一般社団法人国立大学協会との共
催による志布志市での平成 25 年度防災・日本再生シンポジウム鹿児島大学出前シンポジウム「地
震・津波に対する学校と地域の防災を考える」等，地域住民向けの啓発活動を行ってきた（本報
告書 P●～●の「平成 26 年度地域防災教育研究センター活動概要」）。
本事業「鹿児島県沿岸諸地域における津波避難計画の策定支援と地域住民啓発活動」は，上記
の平成 26 年度鹿児島県教育委員会「防災教育モデル実践事業」と連携して進められた。「防災教
育モデル実践事業」でのモデル校の児童・生徒への防災教育講話（≒出前授業）および教職員へ
の指導・助言を通じて培われる「防災力の向上」を当該校だけが享受するのではなく，モデル校
が立地する地区の住民にも波及させて地区全体としての防災意識の高揚を促し，かつその効果が
当該地区のみで終わることなく市町全域での防災力の向上につながるため，本事業では，市町レ
ベルでの地域防災計画と防災教育との連動・調整を図る学術的知識の提供と，その手段としての
シンポジウム等のイベントの開催を目的とした。
表１ 鹿児島県「防災教育モデル実践事業」でのモデル校
平成２４・２５年度
平成２６年度
霧島市教育委員会
志布志市教育委員会
奄美市教育委員会 東串良町教育委員会
市立大田小学校
市立通山小学校
市立小湊小学校
●市立柏原小学校
市立霧島中学校
市立有明中学校
市立大川小中学校 ◇市立池之原小学校
県立霧島高等学校
県立志布志高等学校
◇市立東串良中学校
●：拠点校 ◇：連携校

写真３ 緊急地震速報を活用した避難訓練
（2015 年 2 月 9 日 奄美市立小湊小学校）

写真４ 校門を出て避難場所へ走る児童・生徒
（2014 年 11 月 6 日 奄美市立大川小中学校）

２．対象地域
対象地域としては，当初，南西諸島海溝に近地する奄美大島の奄美市と与論島の与論町，南海
トラフや日向灘での津波の影響を受けやすい東串良町，海底火山噴火による津波災害が危惧され
る鹿児島湾に面する霧島市の 2 市 2 町とした。このうち，奄美市および東串良町は，鹿児島県教
育委員会の平成 26 年度「防災教育モデル実践事業」の対象としてそれぞれの教育委員会がモデル
校を中心に防災教育実践を展開しており，本事業でも主要な対象地域とした。また，霧島市につ
いては，鹿児島県教育委員会の平成 24・25 年度「防災教育モデル実践事業」の対象であったこと
から，これをフォローアップする意図があった。そして，与論町については，
「高い島」である奄
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美大島の対に位置付けられる「低い島」とされる島の地形的特性から，奄美市の比較対象とする
べく選定した。
2 市 2 町での当初の計画は，次の通りであった。
・奄美市：津波防災にかかわる講話。
奄美市，奄美市教育委員会，鹿児島地方気象台，名瀬測候所等と共同開催で冬季に実施。
・東串良町での津波防災にかかわる講話。
東串良町，東串良町教育委員会，鹿児島地方気象台等との共同開催で実施。
・霧島市福山地区：海底噴火等による津波の災害想定や津波避難に係る防災講話。
霧島市安心安全課，霧島市教育委員会と連携して実施。
・与論町：与論島近海で発生する津波からの避難に係る防災講話。
特に低標高で町役場等が立地する「茶花地区」を対象に，与論町総務課等と連携して実施。
しかしながら，平成 26 年度「防災教育モデル実践事業」では，奄美市が非常に積極的で防災教
育を主導する教育委員会と地域防災を主管する総務課危機管理室との連携がスムーズであり後述
のシンポジウム開催等の支出で本事業の予算上限に達したこと，平成 26 年 10 月 24 日に霧島山え
びの高原（硫黄山）周辺に噴火警報（火口周辺）が発表されて以降筆者が緊急的にえびの高原で
の噴火警戒避難対応にかかわり当初予定していたエフォートを充てられなかったこと等のために，
奄美市での計画が拡張して，これに係わる活動が主体となった。
なお，霧島市，与論町，東串良町での企画については，来年度以降で適宜取り組むこととする。
３．津波避難計画および津波防災教育にかかわる基本的な考え方の整理
(1) 津波からの避難行動を段階的に示した「津波避難計画」の学術的な背景
津波避難計画の策定を支援し津波防災教育を展開する上で，学術的な根拠に基づいて「津波か
らの避難行動」の統一方針を明示する必要がある。以下に，これを整理する。
筆者は，岩手県宮古市の市庁舎から 2011 年 3 月 11 日に撮影された津波映像の提供を受け，人
間の避難行動に対応した時空間スケールで市街地に流入した「津波の動態」を定量的に解析し，
この成果『地理』に 2011 年 7 月に報告した（岩船 2011a）。そして，宮古市中心市街地での発災
当日の代表的な避難行動の事例を時系列的に分析して，撮影された「津波の動態」とのかかわり
で「堤防を越流した津波への緊急的な対処法」の初案を整理した（岩船 2011b）。加えて，津波の
動態と津波への緊急的な対処法に基づき，津波に対しての「水に浮く発想」からの防災体制とこ
の延長としてのまちづくりについても論じた（岩船 2011c）。さらに，これらの論考に基づき，2012
年 3 月 11 日に防災教育用 DVD「堤防を越えた津波‐映像からわかる津波の動きと避難行動」を発
表し（岩船 2012），「岩手県宮古市中心市街地における津波避難計画（案）（平成 26（2014）年 1
月）」の考案に貢献し，その中で予想される「津波到達までの残り時間」に応じて推奨するべき避
難行動を段階的に示した「津波避難計画」を提示した（岩船 2014）。
これらの一連の研究成果における基本的な考えは，元々，自然地理学や地形学を専門としてい
た筆者が身体科学的な研究に興味を持ち，
「理学的な視点」から地形に規定された道路等の勾配の
ある空間を人間の身体活動や心理と関連付けて評価しようとしたことに端を発している（岩船・
鈴木 2001，岩船・境 2007）。そして，AED を運搬する人間の体力とのかかわりから一次救命処置
による救命率を高く保てる空間の広狭の評価についての研究を経由して（岩船 2008，2009），東
日本大震災を契機に，突発的に発生して人間の命と財産に損害をもたらす自然の動きと身体科学
的な人間の体力とのかかわりから「避難行動」や「防災体制」を評価しようとする上記等の研究
につながっていった。
一方，
「避難」に係わる国の動向をいくつか整理したい。まず，平成 22（2010）年 4 月 21 日に
中央防災会議において「災害時の避難に関する専門調査会」が設置され，①避難の考え方，②避
難所，③避難情報発令のための態勢整備，④防災・災害情報など，避難をめぐる様々な課題への
対応策が検討され，東日本大震災の応急対応や復旧等で一時中断されたものの，全 8 回にわたる
審議を経て「災害時の避難に関する専門調査会報告（平成 24（2012）年 3 月 29 日公表）」がまと
められた（中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」2012）
。また，消防庁国民保護・防
災部防災課（2013）による『津波避難対策推進マニュアル検討会報告書（平成 25 年 3 月）』等，
津波避難対策に係わる論考が国の関係省庁等でもその後もさまざまに行われた。そして，内閣府
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では，これらの成果や過去の災害の経験等を踏まえて，有識者，地方公共団体及び国の関係省庁
からの意見等を聞きながら，『避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 17 年
3 月策定）』の全面的な見直しを行い，「避難」についての改めての定義等，各市町村が避難勧告
等の発令基準や伝達方法を検討するに当たり考えておくべき事項を示した『避難勧告等の判断・
伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 26 年 9 月）』を取りまとめた（内閣府（防災担当）2014）．
東日本大震災以前まで「身体活動から地形空間を評価する研究」を理学的発想から進めていた
筆者は，2011 年の発災直後には中央防災会議等の「避難」にかかわる見識が十分ではなく，上記
の「災害時の避難に関する専門委員会」（2012）等の動きを把握していなかった。しかしながら，
用語の違いはあれ，避難行動の実態と津波の動態との関係に基づき取りまとめた「堤防を越えた
津波（岩船 2012）」等の研究は，中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」の考えと基
本的にほぼ同様であった。そこで，
『避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン』が「案」
として公表された平成 26 年 4 月の段階で，内閣府（防災担当）（2014）が提示する用語等に統一
を図りつつ，津波からの避難行動を段階的に示した「津波避難計画」をまとめることとした。
(2) 津波からの避難行動を段階的に示した「津波避難計画」の概要
A. 前提
水害や土砂災害等も含めた災害全般での「避難」を対象とした論考である「災害時の避難に関
する専門委員会」
（2012）の報告では，安全確保行動は「待避」
「垂直移動」
「水平移動（一時的）」
「水平移動（長期的）」の 4 つの行動パターンに整理でき，ハザードの種類，その規模，個人の置
かれた状況，個々人の属性等に応じて使い分けていくべきであるとの考えが提示されている。
「津
波避難対策推進マニュアル検討会」
（2013）の報告では，津波避難計画作成の指針と地域ごとのワ
ークショップに基づき策定する手順が示されているものの，
「津波到達までの残り時間」に応じて
推奨される避難行動については時系列で整理されていない。
そこで，
「ハザード」を市街地での津波氾濫（浸水）として避難行動を簡便に整理すると，以下
の通りとなる。まず発表された津波警報等に応じて，「待避」，「垂直移動」，高台の避難所等への
「水平移動」のいずれかを自宅等で最初に選択することとなる。もちろん，津波の規模が想定外
となる可能性や津波火災の発生を考えると，
「水平移動」による高台の避難所への避難を完了する
ことが，さらに逃げ続けられる空間が高標高地に広がっていることや避難後に食料や物資の配給
を期待できること等から最も安全であろう。しかしながら，氾濫時にいち早く最も危険になる場
所は相対的に低標高の「路上」であることから，避難時には「路上」で津波に遭わないことを重
要視する必要がある。これは，相対的に大規模の津波は低頻度であるが小規模の津波は高頻度で
あるという「津波の規模と発生頻度」との関係を考慮しても，津波災害の発生ごとに「路上」が
浸水する確率が高いこととも関係している。
「水平移動」で避難する場合には，予想される「津波到達までの残り時間」が短くなればなる
ほど津波に追いつかれるリスクが高まる。しかし，そのリスクは避難者の体力に応じて異なり，
走力（体力）が高いレベルの若者等は水平移動時にも迫りくる津波から走って逃れられて津波に
追いつかれる可能性が相対的に低いものの，走力が低いレベルの高齢者等は津波に追いつかれる
可能性が高い。従って，特に「津波到達までの残り時間」が短い場合には，
「個々人」が自分自身
および自分自身が置かれた周囲の状況を判断して選択する必要性が増してくる。
B. 津波到達までの残り時間が「40 分」の場合
この前提の上で，まずは津波到達までの残り時間を「40 分」とした場合を模式的に示した（図
１）。これは，東北地方太平洋沖地震での巨大津波等，波源（≒震源）が近地であるものの，地震
発生から津波到達までの時間が比較的がある場合を想定した避難計画となる。
「避難困難区域」では最初から津波避難ビル等への「垂直移動」が推奨されるように，地区ご
とに住民でワークショップを行って予め避難所・避難場所を定めておくべきである。しかしなが
ら，津波からの避難では「高台避難」が一般的に推奨されていることも考慮すると，大半の人び
とは「水平移動」を最初に選択し高台の避難所等を目指す可能性が高い。そこで，地震発生直後
からの避難行動の段階を「所定の段階」とした。しかし，避難経路の状況（昼夜の別，停電も含
めての街灯の有無，風雪雨，地震等での建物の倒壊による移動の障害物の有無･・）や避難者自身
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の疲れやケガ等に応じて，高台避難完了までに当初想定した時間よりも多くの時間が費やされて
路上で津波に追いつかれる可能性も生じてくる。そこで，ある一定の時間が経過した時点で「津
波到達までの残り時間」と「避難者自身の体力や周囲の状況」との関係を考えて，
「できる」場合
にはそのままの「水平移動」を継続し，
「できない」場合には避難ビル等への「垂直移動」に切り
替えるかの選択が必要になる。そこで，この「ある一定の時間」以降を「選択の段階」とした。
「所定の段階」から「選択の段階」に移り変わる目安となる「ある一定の時間」は，前述の通
り，避難者自身の体力や避難経路の状況に応じて個々人で早まるか遅れるかで，かつ「高台まで
の避難経路の道のり・比高」の避難環境等にも応じて場所ごとに時間的に前後する。図１では，
「津波到達までの残り時間が 20 分」を目安としている。これは，「宮古市中心市街地での避難計
画案」に準じて設定されたものである。宮古市では 3 月 11 日の津波で消防団員 16 名が殉職した
こと，また「退避ルール」
（消防庁国民保護・災部課 2012）を受けて，津波到達予想時刻の 10 分
前までに消防団員が高台避難を完了させる「10 分ルール」が設定され，そのための知らせを津波
到達予想時刻の 20 分前に防災無線で放送し「活動可能時間」を終えることとしている。この放送
に応じて消防団員だけでなく消防職員や警察職員等も高台避難を基本的に開始することから，
「20
分前」に「公助」が終了することともなる。従って，
「20 分前」以降の「選択の段階」では，
「自
助」を基本として短時間での単発的な「共助」が可能な時間帯とも考えることができる。
そして，津波到達予想時刻の直前では津波が直ぐにでも押し寄せてくる可能性があり，
「垂直避
難」を強く推奨する観点から「緊急の段階」を設けた。ここで設定された「5 分前」は，
「選択の
段階」での「20 分前」と同様に一つの目安である。また，この段階では，ほぼ「自助」だけの時
間帯となる。なお，津波到達以降，その流れに巻き込まれた場合では，他人を助けることはまず
不可能で，
「自助」で自らの命を極めて守り難い状況となる。それは，津波のエネルギーが相対的
に弱かった宮古市中心市街地に流入した津波の流れでも速さが毎秒約 1～5m であること（岩船
2012），トップスイマーでも短水路で泳ぐ速度は毎秒約 3m であること，市街地に流入した津波で
はさまざまな漂流物があり泳力をほとんど発揮できる水環境ではないこと等からも言及できる。

気象庁防災情報等 経過時間 津波到達まで
の残り時間
《 地震発生》
00:00
40分
地震速報
00:01
39分
津波警報・注意報
00:03
37分
津波情報第一報

津波情報の更新

《 津波到達》

00:15

25分

00:20

20分

00:30

10分

00:35
00:40

5分
0分

避難行動

消防団員等
の活動
【 所定の段階】 【 所定業務】
路上経由での
「水平避難」で
高台等の所定
の避難場所へ

【 選択の段階】 【 公助終了】
自分の体力に
応じ「垂直避難」 「退避10分
に切り替え
ルール」
【 緊急の段階】
「垂直避難」

図１ 地震発生から津波到達までの時間が「40 分」の場合
C. 津波到達までの残り時間が「10 分」の場合
次には津波到達までの残り時間を「10 分」とした場合を模式的に示した（図２）
。これは，鹿
児島湾での海底噴火による津波等，波源（≒震源）が直下あるいは近接しており，地震発生から
津波到達までにほとんど時間がない場合での避難計画の事例である。
この場合，
「40 分」での場合と異なり，
「所定の段階」が存在せずに「選択の段階」から始まる。
消防団員等が現場に赴いても津波に遭う可能性が高く，
「退避ルール」との関係もあり，基本的に
「公助」も行われない。また，
「水平移動」を選択しても「路上」で津波に遭う危険性が高いので，
地震発生直後から「垂直移動」を選択する人びとの割合がかなり高くなる。これは，襲来する津
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波の規模がより大きくなれば大きいほど，命を失う人の数がより多くなることを意味する。一方，
「津波火災」が発生すれば，
「垂直移動」で津波から逃れた避難者もその後他の場所に移動できな
ければ火災に巻き込まれる可能性が高い。

気象庁防災情報等 経過時間 津波到達まで
の残り時間
《 地震発生》
00:00
１0分
地震速報
00:01
9分
津波警報・注意報
00:03
7分
津波情報第一報
5分
《 津波到達》
00:１0
0分
津波情報の更新

00:15

避難行動

消防団員等
の活動
【 選択の段階】 【 公助無行】
自分の体力に
応じ「垂直避難」
に切り替え
【 緊急の段階】
「垂直避難」

-5分

図２ 地震発生から津波到達までの時間が「10 分」の場合
D. 津波避難計画を作成し，防災教育を展開する上での留意点
以上，地震発生から津波到達までの時間が「40 分」と「10 分」の場合を想定して，それぞれ避
難計画を図で表して具体的に提示したが，津波からの避難行動は，予想される「津波到達までの
残り時間」に応じて変化することが大きな特徴である。従って，実際には，気象庁の津波警報等
でどのような津波到達時間が告げられてもそれに対応してすぐに動ける必要がある。それには，
まず「逃げる方法」を体得する必要があり，避難訓練に参加して避難に掛かる所要時間を把握す
るとともに，
「水平移動」または「垂直移動」のどちらかを選択する「津波到達時間」の閾値を自
ら設定しておくべきであろう。また，若者であれば日頃から身体を鍛えて体力の向上を図り，高
齢者等であれば「避難できる健康」を維持することが不可欠であろう。さらに，地震や津波にか
かわる様々な知識を得る必要があり，「街中での津波の動き」等を学び，「逃げる発想」を養う防
災教育を学校教育だけでなく，社会教育等でもしっかりと展開する必要がある。
４．地域住民啓発活動
(1) 奄美市での津波防災教育シンポジウムの開催
本事業では，前章で整理した「津波からの避難行動」が学校教育・社会教育等における防災教
育の現場で生かされ，かつ「津波避難計画」が地域防災計画等を通じて地域住民に浸透すること
の支援のために，鹿児島県教育委員会「防災教育モデル実践事業」と連動して平成 26 年度鹿児島
大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム「奄美での津波避難を考える～最先端の防災科学と学
校での防災教育」等を行った（写真７）。本学教員 3 名と気象台職員 1 名による講話，モデル校の

写真５ パネルディスカッションの様子
（2015 年 2 月 8 日 奄美市名瀬長浜町）

写真６ 知根小学校に本センター教員等が助言
（2014 年 11 月 6 日 奄美市名瀬知根）
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校長 2 名による報告，奄美市総務課長と県教委指導主事も交えたパネルディスカッションが行わ
れ（写真５）
，100 名強の教職員や地域住民が参加した。そして，奄美大島周辺での地震・津波お
よび津波災害についての最先端の研究に触れ，想定以上の大きな規模あるいは早い到達時間の津
波の襲来に対しても本稿で紹介した「避難行動」等で柔軟に対応できる「津波避難計画」等の必
要性が指摘された。また，地域の宝である児童・生徒を中心に市民・島民の全てが津波に対して
「自ら考えて避難できるチカラ」を獲得できるように，奄美市教育委員会や本防災センターで「防
災ノート」等を作成して，今後の防災教育の現場に生かすこと等が確認された（黒光・岩船 2015）
。

写真７ 「平成 26 年度鹿児島大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム」のポスター
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５．おわりに
鹿児島県教育委員会「防災教育モデル実践事業」を通じて，モデル校の児童・生徒や教職員の
防災意識が高まり，保護者や地域住民も避難訓練に積極的に参加する等，学区全体での“災害へ
の備え”が強化されている。鹿大防災センターでの本事業は，上記事業を補う目的で津波に係わ
る最先端の地球科学や本稿に示した避難行動のあり方等の情報をモデル校以外の教職員や地域住
民に提供する目的で行われた。今回は「発災」に重きを置いたものでもあったが，東日本大震災
後の被災地の現状を考えると，今後は応急対応や復旧復興も含めて「災害は長期的な現象」であ
ることを学べる防災教育を展開したい個人的な意向もある。
「防災教育モデル実践事業」は来年度
も継続されることから，鹿児島県教育委員会，奄美市教育委員会，東串良町教育委員会，鹿児島
地方気象台を始めとする諸機関と連携できる本防災センター事業を次年度も考案し，鹿児島県全
学校の防災力の向上を目指しつつ，学校を中心に地区・地域全体での底上げを支援したい。
引用文献
・岩船昌起 2008．一次救命処置に関わる大学キャンパスの環境評価：志學館大学における BLS マ
ニュアル作成に資する基礎データ．
『志學館大学人間関係学部研究紀要』29(1)：113-153．
・岩船昌起 2009．BLS 空間の立体構造②：AED アイランドはドーム型（健康な地理学 第 4 回）．
『地
理』54-12：84-91．
・岩船昌起 2011a．津波最前線での生存環境考える：宮古市役所からの「津波映像」の解析（健
康な地理学 第 17 回）．『地理』56(7):20-29．
・岩船昌起 2011b．津波からの避難行動を考える：
「浸水」を前提とした防災体制の再構築（健康
な地理学 第 18 回）．『地理』56(8)：90-100．
・岩船昌起 2011c．浸水を前提としたまちづくり：防災体制にかかわる提言（健康な地理学 第
19 回）．『地理』56(9)：94-106．
・岩船昌起 2012 『堤防を越えた津波‐映像からわかる津波の動きと避難行動（DVD）』南九州ケ
ーブルテレビネット株式会社．
・岩船昌起 2014．被災地での防災力の低下：消防団員の移住と高齢化（仮設住民のくらし：震災
から 2 年 第 12 回）．『地理』59(4)：70-80．
・岩船昌起 2015．「防災教育モデル実践事業」で学校の防災力を上げる：鹿児島地方気象台との
連携．気象庁『気象業務はいま 2015』頁未定．
・岩船昌起・境 泉洋 2007．サイクリングにおけるスポーツ環境としての“坂”の定量的評価：
“拍
速”を用いて運動効率と知覚を考える．『志學館大学人間関係学部研究紀要』22(1)：83-108．
・岩船昌起・鈴木雄清 2001．鹿児島県におけるスポーツ大会における地理的特性：坂の認知と人
間行動に関する予備的研究．『志學館大学文学部研究紀要』22(2)：133-158．
・鹿児島県教育委員会ホームページ＞防災教育モデル実践事業の取組について
https://www.pref.kagoshima.jp/ba06/kyoiku-bunka/sports/anzen/24bousaikyouiku.html
・黒光貴峰・岩船昌起 2015．防災教育教材の開発－津波防災ノートの作成の検討．
『平成 26 年度
国立大学法人運営費交付金特別経費（プロジェクト分）-地域貢献機能の充実-「南九州から南
西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書』49-56
・増田 聡・岩船昌起 2014．住まいの再建と復興計画の再検証（仮設住民のくらし：震災から 2
年 第 11 回）
．『地理』59(3)：78-88．
・消防庁国民保護・防災部防災課 2013．
『津波避難対策推進マニュアル検討会報告書（平成 25 年
3 月）』http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h24/tsunami_hinan/index.html
・消防庁国民保護・災部課 2012 東日本大震災を踏まえた規模害時における消防団活動のあり方等
に関する検討会報告書（平成 24 年 8 月）※中間報告書（平成 24 年 3 月）
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h24/2408/240830_1houdou/01_houkokusyo.pdf
・中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」 2012．『災害時の避難に関する専門調査会
報告書：誰もが自ら適切に避難するために（平成 24 年 3 月）』
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/saigaijihinan/pdf/report.pdf
・内閣府（防災担当）2014．
『避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(平成 26 年 9
月)』．http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/guideline/pdf/140922_honbun.pdf
●Web ページでのもの全ては，2015 年 3 月 11 日でアクセスを確認した。
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地すべりや山体崩壊に伴う津波の数値シミュレーション
理工学研究科

柿沼

太郎・工学部

小山

彩

１．研究の背景及び目的
九州本島から南西諸島，そして，琉球諸島における防災において，考慮しなければならない事
項の一つに，地すべりや山体崩壊に伴う津波がある．例えば，1771 年八重山地震津波では，打ち
上げられている津波石の状況から，
海底地すべりが発生したとする研究がある(Imamura ら，2008)．
地すべりや山体崩壊に伴う津波は，断層運動が引き起こす津波に比べて発生頻度が低いものの，
歴史的観点から，規模・被害ともに大きくなる可能性のあることが示唆される．1792 年には，島
原半島における眉山の山体崩壊に伴う津波が有明海を伝播して，対岸の肥後・天草に来襲し（富
樫ら，1992），その反射波は，島原を襲った．地すべりは，津波地震の分類（柿沼，2006）による
と，
「流体と相互干渉する地変」の一種である．すなわち，地すべりや，山体崩壊，そして，氷河
崩落に伴う津波の生成過程では，崩落体が流体と相互に干渉するため（重松・河野，2006；劉ら，
2010；松原ら，2011；後藤ら，2011；柿沼ら，2012），複雑で不明な点が多い．
そこで，本報告では，南西諸島及び琉球諸島における津波に関して行なった研究のうち，地す
べりや山体崩壊に伴う津波に関して数値解析的に調べた結果を述べる．すなわち，崩落体が流体
である場合と，剛体である場合とを対象とし，近年，自由水面の大変形を伴う流れの解析のため
に開発されてきた MPS 法（Koshizuka・Oka，1996）を適用した断面 2 次元数値モデル（入部・仲
座，2011）による数値解析を行ない，生成する津波に対する崩落体の種類，密度や初期位置の影
響を考察する．
２．数値解析の手法及び条件
図-1 に示す水槽における運動を計算対象とする．ここで，斜面勾配は，30° であり，斜面開始
点から沖側壁面までの長さは，3.5 m である．この斜面上に配置した崩落体を自由落下させるこ
とにより，津波を生成させる．斜面より沖側の一様静水深 h は，0.1 m，または，0.2 m の 2 通り
とする．この水の密度は，1,000 kg/m3 である．津波の生成・伝播の数値解析には，粒子数密度の
空間勾配に基づいて自由水面の判定を行なう，入部・仲座（2011）の数値モデルを適用する．流
体が非粘性であると仮定し，また，剛体の弾塑性を考慮しない．粒子間距離は，0.005 m とする．

図-1 一様勾配斜面のある計算対象領域

図-2 沖側静水深が 0.2 m の場合の崩落体の
初期位置

崩落体は，流体，または，直角三角形状の剛体とし，初期時刻 t = 0 s において，崩落体を図
-2 に示すように斜面上に配置する．崩落体の鉛直な前面の高さは，0.1 m とする．流体及び剛体
の初期形状は，すべての場合で同一であるが，Case 1 ～ Case 4 の各 Case で，崩落体の初期の位
置エネルギーが異なる．また，2 種類の密度の崩落体を対象とし，密度が，水と等しく 1,000 kg/m3
である崩落体を軽い流体，または，軽い剛体と呼び，他方，密度が 2,600 kg/m3 である崩落体を
重い流体，または，重い剛体と呼ぶことにする．初期の崩落体の前面に位置するゲートを開く水
理実験の結果と比較し，水面変動の計算結果の精度が高いことを確かめた．
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３．数値解析の結果
(1) 崩落体が流体である場合の津波の生成及び伝播の数値シミュレーション
崩落体が軽い流体である場合の，静水時の汀線から 2.2 m 沖側の地点 P における水面変動の数
値解析結果を図-3 に示す．ここで，下方に位置する最寄りの粒子との鉛直距離が，粒子間距離よ
りも離れた粒子を飛沫と考え，これより下方の粒子を水面粒子としている．また，各地点におい
て水面変動が示す最大値を津波高さと定義する．

図-3 崩落体が軽い流体である場合の
地点 P における水面変動

図-4 崩落体が重い流体である場合の
地点 P における水面変動

一方，図-4 に，重い流体が流入する場合の，地点 P における水面変動を示す．Case 1～ Case 4
のいずれにおいても，重い流体が流入する場合の地点 P における津波高さは，軽い流体が流入す
る場合の 2 倍以上となっている．従って，崩落する流体の初期位置が等しい場合，崩落体の密度
が大きいほど，すなわち，崩落体の初期位置エネルギーが大きいほど，生成される津波の津波高
さが大きくなる．
しかしながら，地点 P における津波高さは，崩落体が軽い流体である場合，Case 2 で最大値を
示し，また，崩落体が重い流体である場合，Case 1 で最大値を示す．そして，いずれの場合にお
いても，崩落体の初期位置エネルギーが最大である Case 4 で最も低くなっている．これは，崩落
する流体の初期位置が高い場合，図-5 に示すように，崩落体が斜面上を落下する間に変形し，扁
平となった流体が水中に突入するため，崩落体が水を押し上げにくくなるためである．ここで，
図-5 は，崩落体が重い流体である場合の，Case 3 における，時刻 t = 0.6 s 及び 2.1 s の数値解
析結果を示し，赤色，または，薄い灰色の粒子が崩落体の，また，青色，または，濃い灰色の粒
子が水の流体粒子を表わしている．

(a) t = 0.6 s
(b) t = 2.1 s
図-5 崩落体が重い流体である場合の数値シミュレーション結果（Case 3）

(2) 崩落体が剛体である場合の津波の生成及び伝播の数値シミュレーション
崩落体が軽い剛体である場合の，地点 P における水面変動を図-6 に示す．地点 P における津波
高さは，崩落体が流体である場合と異なり，崩落体の初期位置エネルギーが最大である Case 4 に
おいて最も高い．
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図-6 崩落体が軽い剛体である場合の
地点 P における水面変動

図-7 崩落体が重い剛体である場合の
地点 P における水面変動

一方，図-7 に，崩落体が重い剛体である場合の，地点 P における水面変動を示す．この場合，
地点 P における水面変動のピークは，崩落体の初期位置エネルギーが最大である Case 4 で最も低
い．また，地点 P において，水面変動のピークは，図-6 の場合よりも早い時刻で現れている．こ
れは，図-8(a) に示すように，剛体前面の進入により，津波高さの大きな plunging が形成され，
その結果，図-8(b) に示すように，波の前面に乱れを伴う，水面形が前傾化した津波が伝播する
ためである．ここで，図-8 は，崩落体が重い剛体である場合の，Case 3 における，時刻 t = 0.7 s
及び 2.0 s の数値解析結果を示し，赤色，または，薄い灰色の粒子が崩落体の剛体粒子を表わし，
また，青色，または，濃い灰色の粒子が水の流体粒子を表わしている．

(a) t = 0.7 s
(b) t = 2.0 s
図-8 崩落体が重い剛体である場合の数値シミュレーション結果（Case 3）

(3) 津波の生成及び伝播に対する沖側静水深の影響
図-9 及び図-10 に，それぞれ，斜面より沖側の一様静水深 h が 0.1 m 及び 0.2 m で，崩落体が
軽い流体である場合の，各地点における津波高さを示す．斜面より沖側の水深が比較的浅い，図
-9 に示す場合，特に，岸付近における津波高さが大きくなるが，ただし，津波高さの減衰率もよ
り大きくなっている．

図-9 崩落体が軽い流体であり沖側静水深が
0.1 m である場合の津波高さの分布

図-10 崩落体が軽い流体であり沖側静水深が
0.2 m である場合の津波高さの分布
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市町村自治体の地域防災体制に関するアンケート調査結果
下川悦郎

１．はじめに
本アンケート調査は、防災の最前線を担う市町村自治体における地域防災体制の現状と課題を
把握することを目的として実施した。本文は、その結果を単純集計したものである。
ご多忙ななか本アンケート調査にご回答いただいた市町村自治体の関係者に深く感謝する次第
である。
２．方法
アンケートは大きく、基本情報（属性）、危機管理組織、市町村防災会議、防災協定等の締結、
自主防災組織等の活動に対する支援、地域防災計画等の見直し、ハザードマップの公表、事業実
施計画の策定、警戒避難対応および災害応急対応、災害復旧復興、市町村自治体における地域防
災の課題の１１項目に区分される。設問の総数は４６である。回答は、選択(二項選択回答形式、
多項選択回答形式、無制限複数回答方式、制限複数回答形式)、または記入（数値、文字）による。
本アンケート調査用紙を県内４３の市町村自治体に発送し、回答を依頼した。全ての市町村自
治体から回答が寄せられた。
３．結果
３．1 基本情報（属性）について
(1) 市町村自治体の地理的条件
市町村自治体が置かれた地理的条件は、沿岸部から内陸部に及ぶ １８自治体、沿岸部から内
陸部に及び島部も含む ２自治体、内陸部 ４自治体、島部 １９自治体となっている。
(2) 災害種類の想定
主に懸念される災害として（無制限複数回答）、３２自治体が河川・浸水災害、３７自治体が土
砂災害、２９自治体が地震災害、２８自治体が津波災害、１１自治体が火山災害、２６自治体が
高潮災害、３３自治体が風害（竜巻災害を含む）、７自治体が放射線災害、２自治体がその他の災
害を挙げている。
３．２ 危機管理組織について
(1) 危機管理業務の所管部局
防災を含む危機管理業務は、６自治体が危機管理専門の部または課、３４自治体が総務課等に
配置された係または室、３自治体が係等に配置された防災等担当職員で所管されている。
(2) 危機管理監
① 危機管理官の配置
危機管理監（またはそれに類する役職）の配置について、１１自治体が配置している、３２自
治体が配置していない と答えている。
② 危機管理監の担当危機事象
危機管理官が担当する危機事象は、あらゆる危機事象 ４自治体、行政内部組織の危機事象（個
人情報の漏洩や職員の不祥事等）を除く危機事象 ４自治体、その他 ３自治体となっている。
③ 危機管理監の組織上の位置づけ
危機管理監の組織上の位置づけについて、首長の補佐として危機管理監が危機管理部局を統括
４自治体、局長（または部長、課長）の補佐として危機管理監が危機管理部局を統括 ５自治体、
その他 ２自治体となっている。
(3) 人材の確保と育成
① 危機管理担当職員の確保
専門的な危機管理の知識や経験を有する人材の確保について、５自治体が人事面で工夫してい
る、３７自治体がとくに工夫していない、と答えている。
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② 人事面での工夫の内容
人事面での工夫の内容について、１自治体が危機管理や防災等の経験者を外部から採用、４自
治体がその他（消防職員の配置）、と答えている。
③ 人材養成のための研修の実施
危機管理や防災に係わる人材育成のための職員研修（外部機関が行う研修への派遣も含めて）
について、２５自治体が実施している、１７自治体が実施していない、と答えている。
④ 研修内容
職員研修の内容について（無制限複数回答）、災害・防災全般を１２自治体、防災情報を７自治
体、警戒避難対応を６自治体、災害応急対応を６自治体、復興・復旧を１自治体、河川・浸水災
害を４自治体、土砂災害を６自治体、地震災害を８自治体、津波災害を７自治体、火山災害を１
自治体、高潮災害を３自治体、風害（竜巻災害を含む）を６自治体、放射線災害を５自治体、そ
の他を１自治体が挙げている。
３．３ 市町村防災会議について
(1) 市町村防災会議の設置
市町村防災会議の設置について、４２自治体が設置されている、１自治体が設置されていない、
と答えている。
(2) 市町村防災会議の設置形態
知町村防災会議の設置形態について、４２自治体が単独で設置している。
(3) 市町村防災会議の活用
市町村防災会議の活用について（無制限複数回答）、地域防災計画等の策定・見直しを４２自治
体、大規模災害および複合災害への対応を６自治体、域内関係機関の調整を８自治体、その他を
３自治体が挙げている。
３．４ 防災協定等の締結について
(1) 他自治体
① 防災協定等の締結
他自治体との防災協定（あるいはそれに類する協定）の締結について、３２自治体が結んでい
る、１０自治体が結んでいない、と答えている。
② 防災協定等の内容
防災協定等の内容について（無制限複数回答）
、物資の援助を３２自治体、職員（事務系、技術
系）の派遣を２９自治体、消防職員の派遣を１４自治体、医療関係者の派遣を１０自治体、避難
住民の受け入れを１６自治体、平時における情報交換や職員の人事交流を３自治体、その他を１
自治体が挙げている。
③ 防災協定等の締結先
防災協定等の締結先について（無制限複数回答）、県内の隣接する自治体を２４自治体、県外の
隣接する自治体を７自治体、県内の隣接していない自治体を１７自治体、県外の隣接していない
自治体を１３自治体、広域連合を３自治体、事務組合を１自治体、その他を９自治体が挙げてい
る。
(2) 組織・団体、企業等
① 防災協定等の締結
団体、企業等との防災協定（あるいはそれに類する協定）の締結について、４０自治体が結ん
でいる、３自治体が結んでいない、と答えている。
② 防災協定等の締結先
防災協定等の締結先について（無制限複数回答）、町内会・自主防災組織等を２自治体、社会福
祉協議会を５自治体、企業（電気・通信等のライフライン関係企業）を３３自治体、企業（建設
関係企業）を３４自治体、企業（ライフライン・建設関係企業以外の企業）を２４自治体、商店
会を１自治体、商工会・青年会議所を２自治体、医療機関を７自治体、NPO・ボランティア団体
等を２自治体、その他を７自治体が挙げている。
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３．５ 自主防災組織等の防災活動に対する支援について
(1) 自主防災組織に対する防災活動支援
① 自主防災組織の組織率
自主防災組織の組織率は７０～１００％、平均組織率は約９１％である。
② 自主防災組織の活動の現状
自主防災組織の防災活動の現状について市町村自治体がどう認識しているかとの問いに、３自
治体が全体として活動が活発、３０自治体が一部に活発な組織もあるものの不活発な組織が多い、
８自治体が全体として活動は低迷している、１自治体が現状を把握していない、と答えている。
③ 自主防災組織の防災活動に対する行政支援
自主防災組織の活動に対する行政支援について（無制限複数回答）、活動資機材の支給・貸与を
１４自治体、活動資金の援助を１２自治体、防災担当職員や防災アドバイザーの派遣による防災
の助言・指導を２６自治体、研修会や講習会による防災リーダーの育成を１９自治体、災害時要
援護者の支援を８自治体、安否確認のための住民名簿の作成を４自治体、その他を２自治体が挙
げている。
(2) 管内企業等に対する防災活動支援
管内企業等の防災活動に対する支援について（無制限複数回答）、消防部局による防火対策を
２３自治体、防火訓練等の指導・助言を５自治体が挙げている。
３．６ 地域防災計画等の見直しについて
地域防災計画や防災対策に係わる条例、計画、指針、マニュアルの見直しについて、３０自治
体が適宜見直している、９自治体があまり見直していない、４自治体がその他、と答えている。
３．７ ハザードマップの公表について
(1) 河川・浸水災害
河川・浸水災害に係るハザードマップの公表について、２６自治体が公表されている、４自治
体が公表されていない、６自治体が現在作成中または作成予定、１自治体がその他、と答えてい
る。
(2) 土砂災害
土砂災害に係るハザードマップの公表について、２７自治体が公表されている、１自治体が公
表されていない、１２自治体が現在作成中または作成予定、と答えている。
(3) 地震災害（地盤災害）
地震災害に係るハザードマップの公表について、１５自治体が公表されている、９自治体が公
表されていない、１０自治体が現在作成中または作成予定、４自治体がその他、と答えている。
(4) 津波災害
津波災害に係るハザードマップの公表について、１５自治体が公表されている、５自治体が公
表されていない、１６自治体が現在作成中または作成予定、２自治体がその他、と答えている。
(5) 火山災害
火山災害に係るハザードマップの公表について、５自治体が公表されている、１７自治体が公
表されていない、４自治体が現在作成中または作成予定、９自治体がその他、と答えている。
(6)
高潮災害
高潮災害に係るハザードマップの公表について、９自治体が公表されている、１７自治体が公
表されていない、５自治体が現在作成中または作成予定、５自治体がその他、と答えている。
(7) 放射線災害
放射線災害に係るハザードマップの公表について、１９自治体が公表されていない、４自治体
が現在作成中または作成予定、１０自治体がその他、と答えている。
３．８ 自治体の事業継続計画（BCP 計画）の策定について
災害時における自治体の事業継続計画について、３自治体が策定している、３３自治体が策定
していない、６自治体が現在作成中または作成予定、１自治体がその他、と回答している。
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３．９ 警戒避難対応および災害応急対応について
(1) 実施組織
① 災害警戒本部および災害対策本部の設置基準
災害警戒本部及び災害対策本部を設置する基準の策定について、４２自治体が策定している、
１自治体が策定していない、と回答している。
② 通常の手続きができない場合の災害警戒本部および災害対策本部の設置
災害が突発的に発生し首長と速やかな連絡が取れない場合、あるいは首長に事故や不測の事態
が生じた場合など対策本部の設置や応急防災対応に係わる体制の整備について、３２自治体が整
備されている、１０自治体が整備されていない、１自治体がその他、と回答している。
(2) 防災情報の収集・分析・伝達
① 防災情報の収集・分析・伝達体制の整備
防災情報の収集・分析・伝達を行う体制（要員、機器等）の整備について、３自治体が十分整
備されている、３７自治体がある程度整備されている、３自治体がほとんど整備されていない、
と答えている。
② 整備の内容
整備の内容について（無制限複数回答）、情報収集・伝達システムを構築している を２５自治
体、民間の気象関係企業等から防災情報を収集している を１５自治体、雨量や河川水位等につ
いて独自に防災情報を収集している を１５自治体、専門の要員を配置し防災情報の分析を実施
している を１自治体、消防団や自主防災組織との連絡体制を整え住民にきめ細かな防災情報を
提供している を１３自治体、通信手段が麻痺した場合に備えて衛星通信手段を確保している
を２６自治体、その他 を２自治体が挙げている。
(3) 警戒避難対応における避難勧告等の意思決定
① 避難勧告等発令の判断基準
避難勧告、避難指示等、避難に係る防災情報発令の判断基準の策定について、４０自治体が策
定している、２自治体が策定していない、１自治体がその他、と回答している。
② 判断基準の対象災害
策定した判断基準の対象災害について（無制限複数回答）
、河川・浸水災害を２９自治体、土砂
災害を３８自治体、地震災害を２３自治体、津波災害を３０自治体、火山災害を６自治体、高潮
災害を２６自治体、風害（竜巻災害を含む）を２５自治体、放射線災害を５自治体が挙げている。
③ 判断基準を策定していない理由
判断基準を策定していない理由について、１自治体が高度な専門的知識が必要、２自治体が災
害の発生条件が場所によって異なり一律に判断基準をつくることは難しい、１自治体がその他を
挙げている。
(4) 災害応急対応
① 災害対策拠点の整備
非常用電源設備等、停電や浸水に対し災害対策拠点の機能を維持するための備えについて、４
自治体がほぼできている、３３自治体がある程度できている、６自治体がほとんどできていない、
と答えている。
② 食料、資材の備蓄
食料や資材の備蓄について、１自治体がほぼできている、２３自治体がある程度できている、
１９自治体がほとんどできていない、と回答している。
③ 災害応急対応
災害応急対応の行動計画（あるいは指針、マニュアル等）の作成について、１４自治体が作成
している、２９自治体が作成していない、と回答している。
３．10 災害復旧復興について
災害復旧復興にあたって特に優先して実施する対策は何との問いについて（制限複数回答―３
選択）、被災者の生活支援を４２自治体、生業の復旧復興支援を５自治体、ライフラインの復旧を
４２自治体、道路・港湾等社会インフラの復旧を３２自治体、防災施設の整備を３自治体、防災
体制の強化を５自治体、その他を１自治体が挙げている。
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３．11 市町村自治体における地域防災の課題について
自治体における地域防災の課題について（無制限複数回答）、避難勧告等避難に係る防災情報の
発令の基準づくりを１３自治体、合併による広域化への対応を１自治体、高齢化による災害時要
援護者の増加への対応を３９自治体、災害の大規模化・広域化・複合化への対応を２４自治体、
温暖化に伴う異常気象現象（降雨の大規模化等）への対応を１１自治体、過疎・過密化への対応
を１６自治体、タイムラインによる防災対応を１０自治体、その他を５自治体が挙げている。
４．おわりに
アンケート調査を踏まえ、市町村自治体を訪問し、さらに聞き取りにより詳細調査を実施する
予定である。アンケート結果の詳細については、聞き取り調査結果と合わせ、改めて報告する。
アンケート結果および聞き取り調査結果に基づき、本センターとして地域防災に関わる課題の
解決に向け、市町村自治体と連携協働して取り組むことを計画している。
なお、本アンケート調査は地域連携部門のプロジェクト事業として実施したものである。同部
門員の先生方にはアンケートの項目・内容について貴重なご意見をいただいた。感謝申し上げる
次第である。
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聞き取り調査と津波堆積物調査に基づく奄美諸島地域における津波履歴調査とその啓蒙
大学院理工学研究科 井村隆介
理学部附属南西島弧地震火山観測所 後藤和彦

1．はじめに
鹿児島県奄美群島地域では，歴史史料が少ないため，その津波履歴についてはよくわかっていない．
近年，この地域での巨大地震の可能性が指摘されており（Ando et al., 2009），聞き取り調査によっても，こ
れまで考えられていたよりも大きな津波がこの地域を襲ってきたことが明らかになりつつある（岩本・後藤，
2013；井村ほか，2014）．これらのことをふまえ，著者らは奄美群島地域の津波堆積物調査を続けている．
堆積物の詳しい解析は継続中であるが，ここではこれまでに明らかになったことについて報告する．
2．調査結果
2014 年 3 月に奄美市芦花部，小湊，瀬戸内町節子，与路島の 4 地域（図 1）で採取された計 8 本のボ
ーリングコアの記載と年代測定を行った．ボーリングした地域は，いずれも聞き取り調査によって 1911 年
（明治 44 年）以前の津波伝承が確認されたところである．掘削地点は，河川が海岸沿いの砂州にさえぎら
れて作った後背湿地である（図 2-5）．奄美地域では 1970 年代から 80 年代にかけて大規模な圃場整備
が各地で行われており，調査条件はいずれの地点でも良くなかった．

図 1．調査地域位置図
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図 2．芦花部調査地域

図 3．小湊調査地域

図 4．節子調査地域

図 5．与路調査地域

得られたボーリングコア 8 本のうち，津波堆積物の可能性の高いものは，与路島で行われた 3 本のコア
でのみ見られた（図 6-9）．その他のコアは，圃場整備による盛土が厚く，コア試料から津波堆積物の可能
性を議論することができなかった．

図 6．与路 No. 1 ボーリングコア
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図 7．与路 No. 2 ボーリングコア

図 8．与路 No. 3 ボーリングコア

図 9．与路島ボーリングコア柱状図
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奄美地域にはサンゴ礁があり，台風による高波もリーフエッジで砕けるために，津波以外の大きな波が
内陸に達することは考えにくい．それゆえ，海岸沿いの後背湿地で，内陸からもたらされた河川性の砂礫
に挟まる有孔虫やサンゴを含む砂層は，津波によって海から運ばれてきた可能性が高いといえる．与路
No.1 のボーリングコアでは，地表付近の 2 層準と深さ 2.5m 付近に厚さ 5cm 程度のサンゴ・貝殻・有孔虫
を含む砂層が確認できた（図 9）．これら津波堆積物の可能性の高い堆積物 3 層準と古い耕作土直上の
古土壌の 14C 年代測定を（株）加速器分析研究所に依頼した．その結果を表 1，2 に示す．
表 1 放射性炭素年代測定結果（δ13C 補正値）
測定番号

試料名

採取場所

IAAA-141027

14Yoro1-1

IAAA-141028

14Yoro1’-2

鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島
コア：与路 No.1 深度：2.48-2.50m
鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島
コア：与路 No.1’ 深度：0.66-0.67m
鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島
コア：与路 No.1’ 深度：0.52-0.53m
鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島
コア：与路 No.1’ 深度：0.21-0.22m

IAAA-141029

14Yoro1’-3

IAAA-141030

14Yoro1’-4

δ13C 補正あり

試料
形態

処理
方法

δ13C (‰)
(AMS)

Libby Age （yrBP）

土壌

HCl

-20.33 ± 0.55

2,450 ± 30

73.70 ± 0.24

pMC (%)

土壌

HCl

-21.39 ± 0.42

Modern

101.43 ± 0.28

炭化物混じ
り土壌

HCl

-24.40 ± 0.58

Modern

115.76 ± 0.32

土壌

HCl

-23.50 ± 0.38

Modern

111.56 ± 0.30

表 2 放射性炭素年代測定結果（δ13C 未補正値、暦年較正用 14C 年代、較正年代）
δ13C 補正なし
測定番号

暦年較正用(yrBP)
Age (yrBP)

IAAA-141027
IAAA-141028
IAAA-141029
IAAA-141030

2,380

±

Modern
Modern
Modern

20

1σ 暦年代範囲

2σ 暦年代範囲

747calBC - 685calBC (26.2%)
666calBC - 642calBC ( 9.3%)
555calBC - 477calBC (28.5%)
462calBC - 459calBC ( 0.7%)
445calBC - 431calBC ( 3.5%)

753calBC - 682calBC (28.4%)
670calBC - 611calBC (15.2%)
594calBC - 413calBC (51.8%)

pMC （％）
74.40

± 0.23

102.18
115.90
111.90

± 0.27
± 0.29
± 0.28

2,451

±

26

Modern
Modern
Modern

表層に近い 3 点の試料は Modern と測定され，きわめて若い時代の堆積物であることが確認された．し
かし，その具体的な年代を知ることはできなかった．一般に 1700 年代後半以降の試料では Modern の測
定結果が得られることが多いことから，これらの堆積物は江戸時代後半のものかもしれない．そういう意味
では，この 2 枚のサンゴ・貝殻・有孔虫を含む砂層のうちどちらかは，伝承として残る津波堆積物の可能
性が高いといえよう．一方，与路 No.1 コアの深さ 2.5m 付近の貝殻を含む地層については，古墳～奈良
時代ころの堆積物であることがわかった．古墳～奈良時代は，現在よりも気温がやや低くかったと考えら
れており（たとえば，安田，2011）），海水面は現在よりも低いところにあった．それゆえ，河川性の砂礫に
挟まる有孔虫やサンゴを含むこの砂層は，津波によって海から運ばれてきた可能性がきわめて高いと判
断できる．
3．おわりに
鹿児島県の奄美地域では，これまで津波災害の伝承や記録は残るものの，物的証拠としての津波堆
積物の存在は知られていなかった．今回の調査で，奄美群島与路島で観察された堆積物は，津波堆積
物である可能性が高い．津波堆積物の確認は，この地域の防災上きわめて重要である．今後，より広域
に調査を行い，その全貌を明らかにする必要がある．
引用文献
Ando, M. et al. 2009, Is the Ryukyu subduction zone in Japan coupled or decoupled? -The necessity of
seafloor crustal deformation observation. EPS, 61, 1031-1039.
井 村 隆 介 ほ か ， 2014 ， 鹿 児 島 県 奄 美 大 島 北 部 に お け る 1960 年 チ リ 地 震 津 波 被 害 の 再 検 討 ．
JpGU2014，HSC25-P01．
岩本健吾・後藤和彦，2013，1911 年に喜界島近海で発生した巨大地震 (M8.0) に伴う津波の聞き取り
調査．JpGU2013，SSS31-P37．
屋崎 一，2001，与路島誌．595p.
安田喜憲，2011，日本文化の風土（改訂版）．224p.
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イベントポスター関連

 開催日：

平成２６年

９月２３日（火・祝） １４：００～１７：３０

平成２６年度 日本自然災害学会 学術講演会・オープンフォーラム
「南九州・南西諸島海域における巨大津波災害の想定」

 開催日：

平成２６年１０月２５日（土）

１３：００～１６：５０

平成２６年度 防災・日本再生シンポジウム
桜島火山と地域防災
－大正噴火の経験を生かす－

 開催日：

平成２７年

平成２６年度

２月

８日（日）

１３：００～１６：５０

鹿児島大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム
奄美での津波避難を考える
～最先端の防災科学と学校での防災教育～

平成 年度

学術講演会・オープンフォーラム

26

オープンフォーラム

「南九州・南西諸島海域における
巨大津波災害の想定」

日本自然災害学会

日時：平成26年9月23日（火・祝）14:00～17:30
場所：鹿児島大学 稲盛会館
講演 後藤和彦（鹿児島大学）村上啓介（宮崎大学）
仲座栄三（琉球大学）
野中哲也(地震工学研究開発センター）
パネルディスカッション 質疑応答
参加費：無料
(会場にお越しください）
間欠的地震性隆起を示す喜界島
の海岸段丘

主催：日本自然災害学会
鹿児島大学地域防災教育研究センター
一般財団法人 防災研究協会
後援：京都大学防災研究所

ASSOCIATION FOR DISASTER PREVENTION RESEARCH

第33回日本自然災害学会学術講演会
日時：平成26年9月24日(水）
～ 25日(木）9:00～17:00
場所：鹿児島大学工学部共通棟
参加費：会 員 一 般 5,000円 学 生 会 員 3,000円
非会員一般 7,000円 非会員学生 5,000円

懇親会
日 時：平成26年9月24日(水）18:00～20:00
場 所：鹿児島大学教育学部食堂 エデュカ
参加費：一般 5,000円 学生 2,000円

主催

日本自然災害学会

後援

一般財団法人 防災研究協会

協力

ASSOCIATION FOR DISASTER PREVENTION RESEARCH

鹿児島大学地域防災教育研究センター
学術講演会・オープンフォーラム 実行委員会
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平成26年度 防災・日本再生シンポジウム

桜島火山と地域防災
－大正噴火の経験を生かす－
日時
会場

平成２６年１０月２５日
（土）
１３：００～１６：５０
かごしま県民交流センター県民ホール
参加費無料
（鹿児島市山下町１４−５０）
当日参加自由

開会挨拶 前田 芳實
講

鹿児島大学長

演 13：15 ～

「桜島火山の歴史時代の大噴火」
小林 哲夫 鹿児島大学理工学研究科教授
「大正級大規模噴火の予知に向けて」
井口 正人 京都大学防災研究所火山活動研究センター長
「大噴火による被害想定」
下川 悦郎 鹿児島大学名誉教授
パネルディスカッション

15:00 ～

－大正噴火の経験を地域防災に生かす－
パネリスト 加藤 仁志 九州地方整備局大隅河川国道事務所長
山里

平

木口屋 博文

鹿児島地方気象台長
鹿児島市危機管理課長

井口 正人 京都大学火山活動研究センター長
小林 哲夫 鹿児島大学理工学研究科教授
竹元 幹生 鹿児島市住民
宮城 素美子

垂水市住民

コメンテーター 岩船 昌起 鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授
眞木 雅之 鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授
閉会挨拶 住吉 文夫 鹿児島大学理事（研究担当）

※ご来場の際は、
公共交通機関を
ご利用いただきますようお願いします。

【お申込み・お問い合わせ】
E-mail またはFAXで，
参加者氏名，
所属，
連絡先
（〒住所・E-mail・電話番号等）
を下記までご連絡ください。
〇鹿児島大学地域防災教育研究センター （URL ： http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/）
TEL:099-285-7234
主催
共催
後援

FAX:099-285-8495

E-mail:bousai@kuas.kagoshima-u.ac.jp

国立大学法人鹿児島大学 地域防災教育研究センター http://www.kagoshima-u.ac.jp/
一般社団法人国立大学協会
鹿児島県、鹿児島市、霧島市、垂水市、姶良市、鹿屋市、鹿児島県消防長会、日本赤十字社鹿児島県支部、
鹿児島地方気象台、日本防災士機構、国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所、
NHK 鹿児島放送局、MBC 南日本放送、KTS 鹿児島テレビ、KKB 鹿児島放送、KYT 鹿児島読売テレビ、南日本新聞社
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開会挨拶 浅野 敏之 （鹿児島大学地域防災教育研究センター長）
来賓挨拶 朝山 毅

（奄美市長）

総合司会 地頭薗 隆 （鹿児島大学農学部 教授）

13:10～ 講
○

話

奄美大島近海での地震と津波
後藤 和彦 （鹿児島大学理工学研究科 教授）

○

堆積物から分かる過去の津波の履歴
井村 隆介 （鹿児島大学理工学研究科 准教授）

○

緊急地震速報及び津波警報等について

○

津波からの避難行動

緒方 誠

（鹿児島地方気象台防災業務課 地震津波防災官）

岩船 昌起 （鹿児島大学地域防災教育研究センター 特任教授）
14:50～ 報
○

奄美市芦花部での津波堆積物ボーリング調査

告

小湊小学校での防災教育実践
外戸口 浩春 （奄美市立小湊小学校 校長）

○

大川小中学校での防災教育実践
田中

浩

（奄美市立大川小中学校 校長）
奄美市小湊の海岸と急峻な山地

15:40～ パネルディスカッション

－奄美での津波災害に関する課題とその対処法を考える－
司

会

岩船 昌起 （鹿児島大学地域防災教育研究センター）

パネリスト 森山 直樹 （奄美市役所総務課 課長）

満枝 賢治 （鹿児島県教育庁保健体育課 指導主事）
他，上記の講話者および報告者
南海日日新聞（平成26年11月7日）

閉会挨拶 要田 憲雄 （奄美市教育委員会 教育長）

大川小中学校での避難訓練

参加費無料

日時
会場

（奄美市名瀬長浜町517番地）
E-mail あるいは ＦＡＸ で，参加者の 氏名，所属，連絡先 をお知らせください。

お申込み
お問合せ

奄美市教育委員会 学校教育課 TEL： 0997-52-1128 FAX ： 0997-53-9501
E-mail: kyoigk@city.amami.lg.jp
※ 当日の参加も可能ですが，資料印刷等の事前準備のためにできるだけご連絡ください。

主催

国立大学法人 鹿児島大学 地域防災教育研究センター，
奄美市教育委員会
共 催 奄美市， 鹿児島地方気象台・名瀬測候所
後 援 鹿児島県教育委員会
後 援 ＮＨＫ鹿児島放送局， ＭＢＣ南日本放送， ＫＴＳ鹿児島テレビ放送， ＫＫＢ鹿児島放送，
ＫＹＴ鹿児島読売テレビ， 奄美テレビ， 南日本新聞社， 南海日日新聞社， 奄美新聞社
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平成 26 年度
国立大学法人運営費交付金特別経費(プロジェクト分)
－地域貢献機能の充実－
「南九州から南西諸島における総合的防災研究の
推進と地域防災体制の構築」
報告書
発行日
発行者

2015 年 3 月
鹿児島大学地域防災教育研究センター
〒890-0065 鹿児島市郡元 1-21-40
TEL：099-285-7234
FAX：099-285-8495
E-mail: bousai@kuas.kagoshima-u.ac.jp
URL: http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/

※無断転載・複製を禁ず。

