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日本学術会議公開シンポジウム「気候変動下の気象災害の動向と農業災害リスクマネジメント」

熊本地震や強風・大雪による被害からみた温室のリスク管理

森 山 英樹＊
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変状，栽培ベンチ

1. はじめに

温室は一般建築物に比べて軽量な構造であり，強

風や大雪によって被害を受けやすいという弱点を

有する．実際，これらの気象要因によって温室が被

災する事例は毎年のように発生している．さらに，

近年では 2011年に東北地方太平洋沖地震， 2016年

には熊本地震が発生し，津波，地震動，地割れによっ

て多くの温室が被害を受けた．温室構造自体に直接

被害がない場合でも，停電や断水等による栽培作物

の品質および収量低下の二次被害を受けた．これら

の気象災害を過大なコストをかけ，例えば日射透過

を遮る構造部材の迫加によって回避することは本

末転倒であるし，経営の観点からも現実的ではない．

しかし，合理的な資材の選択，適切な建設サイトの

選定，最低限の補強部材の追加，温室運用上のエ夫

によって，現行の構造に準拠したまま温室の被害規

模や程度を低減していくことは有意義である．そこ

で本稿では，熊本地震による被害（森山ら 2017)

を中心に，気象災害要因（地震，風圧力，積雪荷重）

ごとにリスク軽減の考え方を紹介する．

2. 地震に対するリスク管理

2016年 4月に発生した一連の熊本地震によって，

熊本地方を中心に九州一帯における人命，社会イン

フラに甚大な被害が生じたその被害は都市部や集

落にとどまらず，広く農業用施設にも及んだ．農林

水産省 (2017)によると，作物・家畜の損失，圃場・

農道・水路・水利施設等農業基盤の喪失，斜面崩壊

をはじめとする山林の荒廃，水産施設の損壊等，農

林水産業の被災は多岐にわたった．被害総額は 1800

億円に迫り，現在もなお復興途上にある．このうち

温室の被害総額は 36.8億円であり，農業に関する被

害総額の 2%あまりにとどまった地震動による温
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室全壊事例が多発するような事態は免れた．この要

因として地震力は基本的には構造物自重（死荷重）

に比例すること，温室が軽量構造物であり地震力が

部材を破壊させるまで増加する事例が少なかった

ことがあげられる．羽倉 (1995)は阪神淡路大震災

による温室構造の被害調査結果に対して，当時の地

震動である最大震度 7は軟弱地盤上のガラス室に

とって風速41.2m s-1の風圧力に該当し，温室構造

の致命的な被害にはつながらなかったとしている．

とはいえ，熊本地震では，温室の柱の傾き，附帯構

造物の破損，栽培ベンチの転倒を多数引き起こした．

特に重心が高い位置にある栽培ベンチは水平加力

に対して脆弱な構造であるにもかかわらず，耐震設

計がほぼ皆無の状態である．栽培ベンチは温室作業

者の作業動線にきわめて近接しており，作業者の安

全確保の観点からもその構造に剛性や靱性を付与

することが不可欠である．温室構造の振動被害につ

いては，垂木，母屋，梁，ブレースから構成される，

軒から上部の屋根構造における有害な変形は少な

く，天窓や移動式カーテン等環境制御機器の作動に

ついて大きく支障を来した事例は確認できなかっ

た．

一方で，熊本地震では断層帯およびその周辺で地

割れや液状化が発生した．これらの地盤変状によっ

て，温室の健全な支持条件が著しく喪失した．その

ことによる温室構造の被害は甚大であったもとよ

り，建築物や土木構造物は，地盤の変状に対しては

脆弱である．図 lはフェンロー型温室内に生じた地

割れである．地表面に不規則に現れた水平および垂

直もしくはその両方の不同変位に各基礎が個別に

追随することで，温室構造に変形やひずみが生じた．

このような地割れの圃場レベルでの出現位置予測

は難しく，地割れによる被災の回避は困難である．

それに対して，液状化についてはいくつかのリスク

管理が考えられる．液状化は地下水位の高い砂質地

盤で発生しやすい．従って，このような場所を極力
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図 l フェンロー型温室内に生じた地割れ

回避して温室を建設すればよい地中押し込み式パ

イプハウス（以降，パイプハウスと呼ぶ）は簡易な

構造であるため，温室の中では外力による変形を最

も許容することができるもし，パイプハウスに付

属する地中埋設管や換気装置の作動が液状化に

よって生じる弾塑性変形を許容しうるのであれば，

地盤条件が不利な場合にパイプハウスを選択する

のもリスク回避の一手段である．

東北地方太平洋沖地震では，最も大きな被害を引

き起こしたのは津波であった．津波による構造物の

被害は構造物の形状の他は津波の流速および高さ

に支配される．そのため，温室設置位置と海岸との

距離，および津波波力減勢工の存在の有無によって

温室の被災程度が異なった（森山ら 2012).東北地

方太平洋沖地震では温室設置位置が海岸から数 km

離れていた事例，海岸と平行に建設されている自動

車道路堤体等が存在する事例では被害が大幅に軽

減されたその場合でも，温室の密閉度が高いと温

室側面に作用する水圧が上昇し，被災する危険度が

増加するまた，土壌および地下水の汚染は避けら

れないこれについては，逆浸透膜技術を利用した

灌漑用地下水質改善の実証試験が，農研機構によっ

て行われているなお，東北地方太平洋沖地震では

地震動によるフェンロー型ハウスの全壊被害が発

生した海外の温室はわが国とは異なる構造基準で

設計されているため，輸入する場合はわが国の気象

条件にも適合しうるものを慎重に選択 しなければ

ならない

3. 強風に対するリスク管理

1951年-2016年にわが国に上陸した台風の数は

192個（気象庁 2017)で，年平均上陸数は 2.9個で

ある．風速の大きな台風によって，温室には部材の

曲がり， 支持部の浮き上がりもしくは転倒，被覆材

の破断もしくは剥離等の被害が発生する．降雨を伴

う台風であれば地耐力が減少するため，温室が被災

する危険はさらに高まる．低気圧による強風や竜巻

の発生もあり，わが国は温室にとって過酷な風条件

下にあるといえるだろう．

温室の強風被害を軽減するためには風圧力自体

の軽減および構造の強化が必要である風圧力の

軽減に関しては，防風施設の設置が有効である．真

木 ( 1982 ) は，密閉度が so~ss%の防風ネットによっ

て減風効果が最大になることを明らかにしている．

防風ネットには温室内への日射を阻害しない条件

に設置するなど制限があり，狭小な農地では好適な

設置場所の確保が難しいかもしれない．しかし，防

風ネットは風圧力による温室の被害を軽減するだ

けでなく，隙間換気の抑制による炭酸ガス施用効果

の維持や，室温の低下抑制にも効果があり，積極的

な活用が望ましい温室の風上側における風圧係数

Cpの分布は温室形状によって異なるため，各温室

の高さに適した防風ネットを温室近傍に設置する

こと で，温室に作用する風圧力を効率的に低減させ

たVヽ．

風速が増大すると，防風施設だけでは風圧力を設

計値以下にすることが不可能になる．この場合は，

温室の変形の特に大きな場所に変形を抑制する補

強部材を追加することで被害を低減する．パイプハ

ウスの主要部材に直径および肉厚の大きなパイプ

を選択することや，アーチパイプを 2本平行に設置

する設計は，部材の断面係数を増加させ，曲げ破壊

を抑制する効果を期待してのことである．既存の温

室に補強部材を後から設置する方法もあり，ここで

は沖縄県で実践されている例を紹介したい通常の

営農状態では，自在クランプおよびJ形に成形した

針金を使用して，頭上に補強用のパイプを吊り下げ

ておく ．強風の予報が出された場合は，人力でパイ

プを針金からおろし，予めアーチパイプ下端に設置

していたクランプに固定する．その結果，室内に X

形の補強が完成する．これは，強風下のパイプハウ

スで最も変形の大きな軒部を補強する効果があり，

合理的な強風対策である．ホームセンターで入手可

能な資材を使用しており，特別な施工技術は不要で
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あるため，多くのパイプハウスで適用できる．

4. 大雪に対するリスク管理

積雪荷重による被害は谷部の雪の処理が困難な

連棟ハウスで多くみられるが，単棟のパイプハウス

においても条件が悪ければ発生する．単棟温室で最

初に取り組むべき対策は，荷重自体の除去もしくは

軽減である．すなわち，屋根上積雪の滑落を促進す

る．間口 6m, アーチパイプ間隔 50cmのパイプハ

ウスに密度 0.1g cm-3の積雪が 50cm観測された場

合，雪の滑落が全く生じなければアーチパイプー組

あたり 1.5kN (150 kgf) もの積雪荷重が作用するこ

とになる．被災を回避したパイプハウスは，雪の滑

落によってこの荷重を除去している．西日本でみら

れる扁平な屋根形状のパイプハウスは，雪の滑落に

対して不利である．フィルム抑え用ネットやフィル

ムのたるみおよび劣化等は屋根上の落雪阻害要因

となり，雪の堆積を促進する．効果的に雪を滑落さ

せるには，屋根付近の室温を 4℃以上に維持するこ

と，ガラス，硬質フィルムもしくは手入れの行き届

いた軟質フィルムを展張すること，屋根勾配が 20

度以上であること等の条件を満たさなければなら

ない（日本施設園芸協会 2016).上記を満足したと

しても，強風によって屋根上積雪が偏在化して被災

を助長することもあるため，降雪時の温室の状態は

常に留意しなければならない．

一方，連棟ハウスの場合は谷部に雪が残りやすい

ため，融雪が必要である．連棟温室の融雪技術は日

本海側の複数の研究機関によって研究が進められ

ている．例えば古野ら (2007) は，屋根面に温風を

吹き付ける温風ダクトと融雪専用暖房機から構成

されるシステムが最大融雪値 1.7kgf m-2酎を有す

ることを明らかにしている．一方，寡雪地域であれ

ば融雪に特化した装置を設置することは経営上現

実的ではない．その場合，移動式カーテンを開放し

たうえで，通常の暖房機を作動させて積雪荷重を連

続的に低減する必要がある．

5. まとめ

最後にリスク管理の優良事例を紹介して本稿を

終わりにしたい昭和 50年代に建設された栃木県

内のある温室では，建設直後から定期的に，部材に

塗料を塗布している．これは園主の「サビが温室の

耐用年数を減少させる」との考えに基づいた，発錆

防止措置なのである．また，基礎の経年沈下は避け

られないのであるが，谷樋内に水を長期間滞留させ

ることを嫌って，軒高のレベル調整も実施している．

こちらの温室では現在まで過不足なく営農を継続

されているとのことであった．温室構造に日ごろか

ら関心を持つことこそが最善のリスク管理である

ことの好例である．
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