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群発地 震と 崩壊

木村耕三

今年の台風：土例年に比べてすべて一時期早目で， 9月下旬頃の径路を 9月

中旬頃にとった。

その上，急：二秋がきて，強力な北方高気圧の援護の下に秋雨前線が南下し

てきたコ秋風前線というのは，梅雨前線が盛夏期様太方面へ北上してから秋

風とともに南下してくるもので，梅雨に対して昔は秋葉（りん〉〔いまは秋雨〕と

呼ばれた現象の誘因となる。

例年よ I）早く 日本めがけて北上する台風の湿った南風とそれを受けとめる

秋雨前線：こよって，今年は盛夏期から初秋にかけて全国的に大雨や大風の被

害をう；ナることになったのである。

その被害のうちで， もっとも悲惨なものが岐阜県偉斐川・ 根尾Jllと福井県

真名Jllの水源域；二当る岐阜 ・福井県境附近推定500km2におよぶ地域の荒廃に

よる大土砂流の流出である。

この人的物的被害の大きさは昭和37年から 3ヵ年連続して集中豪雨：ニ見舞

れた熊本県五木村のそれを上回わるもののように思われる。

たしかに雨量も？月 17日の目雨量が l,OOOmm前後というほどに異常であっ

た。しかも，その雨量の大半がげ日から18日の深夜に降ったもののようであ

る。

まだ福井 ・岐阜雨地方気象台からの雨量調査報告が入手できないので詳細

は不明だが，おそらく 1時間 lOOmm程度の雨量を記録したことであろう。日

本の 1時間降水量の記録l土足掴岬の 150mmで，これ以上の記録は今度の場合
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後に述べる理由でちょっと考えられない。

強い雨は表土を削る。その作用は裸地ほどはげしL、。それは植物が茂ると

土が膨軟になって水がよく浸透するとか地面にある茎葉が地表流水をせきと

める等のためと考えられていたが，最近の調査では雨滴の降下する力二よる

ものが最大の原因という ことになった。

落下した雨は流下するエネノレギーでも表土を削 り去る。膨軟：二なっ fニ土ほ

ど削られやすかろう。雨量がある程度を越えれば茎葉の抵抗を許さない。む

しろ部分的に（主流れ：こ加速度を与えて表土を削る作用を助けていらかもしれ

ぬ。

したがってp はげしい雨が続けば表土がある程度削り去られ土砂が河へ流

れ込むことは避けられなL、。これはどの山地でも同じ条件であるご

しかし現実には，過去の多くの例をあげるまでもなく，今度νつ場合も同じ

時期に奈良県南西部では 1,000mmの降水量を記録しており，富山 ・岐阜県境

では 300mmを記録している。奈良県南西部は豪雨の常習地帯であり， 300mm

は1,000mmの1/3とはし、えるが，昭和39年 8月の島根県約400km2の地帯：二生じ

た大崩壊も 300mmである。

山地の崩壊には別の要素を考えなくてはならなL、3

本稿はその「別の要素」を推定してみようというものである。

1. 河川の免疫性

河川の荒廃が雨量とは必ずしも比例しない理由について小出博は多くの例

をあげて免疫性を主張している。

すなわち，荒廃を受けた河川は免疫性を獲得し，その免疫性を喪失するま

では荒廃をまぬがれるというのである。そうした考えに立っと，一咲：こうた

われている荒廃した山地河川に対する各種の対策の効果は，河川｜：つ免疫性を

考慮しない過大評価といえることになる。

たしかに人聞は，その結果が好ましいものであるかどうかを間わずp 人為

的影響を過大視する傾向がある。

たとえば，気候が好転したことが北海道でも 10アール当り 10俵近くの米収

をあげうるよう になった素因であることを忘れて農業技術の成果。人と信じ

たり，海流の変化を忘れて凶漁を乱獲のためとする。
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洪水：二対しては乱伐のためとするのもこの伝である。乱伐が山地の荒廃と

直接結びっくものかどうか。下草まで枯れはてて裸地と化した場合はとにか

く，強風：ニよる樹木の振動で根切れがおこり土層との結合が弱まるかもしれ

ず，森林よりは草地の方が雨水の流失を阻む能力を持っかもしれず3 その葉

面からの蒸散量点：多いため森林は山地の保水能力に対してプラスとはならな

いと L、う主張もある。

こう考えてくると，小出の免疫性の主張は合理的なもののように思われる

が， しから！ま，少なくとも日本のように気象地象に異常の発生しやすい土地

では荒廃と免疫とが繰り返えされてきたはずで、あるから，その免疫性がどの

ようにして失われるのか。その機構が判らないと，荒廃対策の目標はたてら

れないこと；こなってしまう 。

2. 免疫性喪失の素因

山地荒廃の免疫性が失われる素因として疑う余地のないものは大地震でみ

る。

過去において大正12年の関東地震による丹沢山の大崩壊をはじめとして大

地震のたびに山地の崩壊がおこった。

被害を生ずるような地震は，その震源の深さに大きく関係するが，浅い場

合にはマグニチュード 6以上と考えてよいようである。 7 グニチュード 6を

エネノレギー：二換算してダイナマイトの量にすると， 1メカトンぐらいの爆発

力に相当する。 これから考えると案外地球は丈夫なものであるが，これだけ

のエネノレギーが働けば山が崩れるのも当然であるともいえる。

こうして生じた山崩れによる史上最大の被害は，弘化 4年の善光寺地震に

よって生じた岩倉山の山崩れで，犀川の折柄の雪融け水を21日間せきとめて

後，決壊，長野市付近の低地を濁流の下に沈めたものである。

なお，この善光寺地震は理科年表等にマグニチュード 7.4 となっている

が，現在日本で使用している震源からの距離と地震計上の最大振幅から算出

するものに比べて， 0.4過大と坪井忠二が報告しているので，マグニチュー

ド7.0としこの付近の地震の特徴は震源がごく浅いことも考えてその距離

をlOkmとすると，最大振幅は lm程度，その周期は 1秒前後であったと推定

される。
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第 1凶 大正 3年 3月秋田地震の時の大きな山崩れと地形

布叉

llliVr メ；梶良原凶。

地震による山崩れは豪雨によるものに比べて地形的地質的特徴のないのが

特徴といえるが，概して豪雨型の時におこりやすい30～40度の傾斜面：こはお

こりにくく，また，豪雨型が雨水の集りやすい凹地を選択しやすいの：二対 し

て突出部を選択しやすし、（第 1図）。

これは，地震波が光と同じく密度の相異する層：こ達すると屈折反射するの

で，突出部にエネノレギーが集中しやすいからであろう。

以上は大地震と同時に発生するものであるが，このほかp 誘因としては大

雨ではあるが，その前におこった大地震で‘地層内の結合が弱められ，その部

分に雨水という潤滑油が入り込んで地すべり型の崩れがおこったと推定され

ている例があり，第 l図の秋田地震における秋田市南東30kmの大沢郷南側山

地の山崩れについて大橋良ーは，層理が明らかでない塊状の砂質頁岩のと こ

ろどころに薄く挟在する特殊凝灰岩の層があり，この層が滑面となって滑り

出したもので，この滑面が生じたのは秋田地震ではなく，それ以前の小地震

のためであると論じている。

これはよく調査された例であるが，このほか，少々強引なきらいがあるが，

明治22年 8月の奈良県十津川流域を安政 1年の南海道地震に3 昭和28年 7月

の和歌山県有田川上流域を昭和21年 1月の南海道地震の影響と考えている人
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もある。

地震波はその伝わる媒体の卓越周期に相当する周期がその媒体内では卓越

する。媒体の卓越周期を定めるひとつの要素は密度である。したが司て密度

の違う地層；二地震波がぶつかると，強制振動として伝えられた技のうちから

適応する周期の波が卓越して次の地層へ伝えられるが，いままでの地層で中

越していた周期の波のエ

ネノレギーは両層の界面を

伝播する新しい波となっ

て現われる。

このため，何等かの原

因で密度の異なった層が

あると，その界面に特別

なヱネノレギーが収束し，

両層の結合を弱めるとい

う機構が考えられる。

それならば，そのよう

なエネルギーは大地震に

よってのみ供給されるの回
止」｜〔〕O

だろうか。小さい地震が畝

数多く同じ地区に発生し

て積分効果として長い時

聞をかげて地盤の結合を

弱めていっても閉じこと

ではないだろうか。

その理由はよくわから

ないが，地震は石本 ・飯

田の式と呼ばれる経験則

：こ従って各種の規模のも

のが発生していることが

確められている。

石本 ・飯田の式という

第 2凶 和歌山Tifにおける有感地震の回数と

震度との関係

1934～194平三
／ 

／ 

1950～l中55年

10 ． 、

1中50～1955年
全発旭震l最盛期

、
＼
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のは，大き さ別に地震の発生回数を統計すると，発生回数の対数値と大~

さ（最大振幅 ・震度 ・加速度等）とは直線的な関係にあるというもので，第 2図

はその一例である。

統計であるから3 ある程度の数（統計学でいう標本）が揃わなければならな

いの －c，ただ 1団地震があったというだけでは，その地区でそれより小さい

地震が何回ぐらいと推定することはできないが，伺回かある程度の大きさの

地震がおこっていれば，その地区ではさらIこ小さ＼，＇－地震が相当数お こってい

ると考えてよし、。

そうした 1つの地区lこ集中して多く の小地震が発生するとい う事例は日本

の場合決して珍らしいことではない。

その発生 している期閣のも っと も長いのが和歌浦付近の昭和？年か ら現在

にいたるまで続いているもので， 和歌山市では年に 300回ぐらい有感地震が

あるが，一般には短時日に急に数を増して間もな く止んでしまい， 2ヵ月 も

続くものはまれである。

このよう な地震，つまり大地震とLヴ至短時間に集中的にエネルギーを放

出するものでなく，数でこなしてゆく型の地震を群発地震とし、う。

単発型の大地震とこの群発地震との震源地についての地理的な特徴には，

一般：二前者が火山脈を避け数十キ ロメートル程度以上の深さに発生するのに

対し後者（土火山温泉地帯で地下数キロメート ノレのと ころに発生するという

相違があるο もちろんこれは決定的な特徴ではないが。

群発地震についてよく調査された例には昭和 5年の伊豆半島におこったも

のがあるが，当時の地震観測の態勢はまだ十分でなく，さらに検討すべき点

が多く残された。

たまたま 昭和40年 8月以来長野県松代町にある気象庁の地震観測所の付近

でこの種の地震がおこった。 この地震数は数万を越えるもので，東京大学等

による地磁気その他の観測も行なわれているが， すべてが整理されるまでに

は今後相当の年月を要するであろう。

しかし，すでに次のようなことがし、えることがわかった。

すなわち， 7 グニチュート 2.4以上の地震では地鳴りが伴うこと，この

地鳴り は地震波のごく短周期（40サイクノレ程度）の周波帯でおこり地面の振動

と思われる こと，7 グニチ ュード 2.8以上になると人体に感ずる こと， こ
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の地震群でも過去の地震群でも，大きさに対する発生回数の割合は第 2図の

ように，平常の場合より小さいものの発生率が大きくなることなどである。

7 グニチュード 3はダイナマイト 1トン程度の爆発力に相当する。

つまり，ある部落でこの頃よく地鳴りがして時々地震があるなどという場

合には，数キログラムから数十キログラム程度のダイナマイトが地下で相当

数爆発していることになる。

ただしそのような地震の個々の震源は単一共通なものであるはずがない。

ダイナマイトをうめこんで爆発させれば，その爆発点ではもはや爆発はおこ

らないのと同じようなことである。なぜならば，地震の素因が7 グ7 である

か，高温高圧下での地殻の7 ラスチカノレな流動によって生じた歪力であるか

は別として，何等かの歪が地殻内に生じておこるものであると思われ，岩石

の弾性限界から考えて，相当大きな体積にわたる歪が解消しないかぎり，前

記のようなエネノレギーは生じ得ないからである。

したがって，震源はあちらに飛びこちらに移るので，エネノレギーは小さく

とも，統計的にはかなりの破壊力を地表付近に与えることも十分考えられる。

もはや免疫性喪失に関する仮設を明らかにしてよいであろう。

免疫性喪失のもっとも普遍的な素因は群発地震によるものであろう。この

仮設はすでに秋田地震に際して大橋が考えたところで新しいものではない。

事改めて述べるのは恥かしいが，そのつもりでは各地で発生する局地的な

地震が注目されておらず，荒廃がおこってからの事故調査が主となっている

現状を考えたからで為る。

幸いにして，今回の岐阜 ・福井県墳の大崩壊域に対して，昭和38年 8月京

都大学によって微小地震観測網が展開され，震源等についての詳細な調査が

行なわれて，明治24年10月の濃尾地震によって生じた有名な根尾谷断層の付

近に地理的に系統的な震源の存在する群発地震が解析されている。

昭和39年 8月：こも同様な観測が行なわれた。これらの結果についてはまだ

一部分しか公表されておらずp 今回の崩壊地域との結びつきが明らかになっ

たとはいえないが，すでに公表された昭和38年の観測から決定された震央分

布は第 3図のとおりで，図中央やや上の十印（観測点〉の多い地区が根尾谷断

層付近，その左の0印・印の密集している地区が今回の崩壊地域に当る。

なお， O印は 8月中旬から下旬にかけての夜間における極高倍率地震計を
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用いて観測されたもののうちで

震央位置の信頼性の高いもの，

・印は 7月下句から8月下旬に

かけて広範囲の観測網で観測さ

れ7 グニチュー卜 0以上と推定

されるものを示す。

昭和39年 8月中旬の島根県の

大崩壊域も京都大学によって注

目された群発地震域である。

こう考えてくると間接的では

あるが，仮設は裏づけられそう

． 
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である。

出所三木晴男等原図。 気象庁の地震観測網は主とし

て市街地にあって雑微動が交通の発達とともにますますひどくなっているの

で，高倍率による微小地震の観測は不可能である。 t，かし，それでもかなり

の数の同じ地区に発生した小地震を遠距離から観測している。

昭和37年からは，たとえば東京大学の鋸山 ・白木，京都大学の阿武山など

各大学によって高倍率地震計による定常観測による微小地震の観測が行なわ

れるようになり，また前記のように機動観測も行なわれるようになった。

こうしたことで，今後群発地震の発生域は明らかにされてゆくことであろ

コ。

崩壊の誘因

いままでは崩壊の素因を考えた。

素因が生じても，誘因が伴わなければ，崩壊がおこらぬばかりでなく，あ

るいは免疫性を回復してゆくかもしれなL、。

たとえば，小出博は草木の根が入り組んで板状となった表土がその下の表

土から切れて落ちることを豪雨型の特徴にあげているが，板状体と下の土と

の結合が群発地震でゆるめられても，地震が終れば根がのびて結合を強めて

ゆくと考えられる。

群発地震と L、う素因と豪雨とし、う誘因とがう まく組み合った時に崩壊がお

3. 
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こると考えれば，小出によると免疫性の持続例として約 200年というのもう

なずける数字になるのではなかろうか。この素因と誘因との組合せば案外む

ずかしし、からである。

というためには誘因である豪雨の降り方に対する説明が必要となってく

る。

一般には雨はかなり広い地域にわたって一様性を持っているかのように思

われているが，これは誤りといってよい。

その理由を説明するためには，まず，雲からなぜ大粒の雨が降ってくるの

か，から始めなくてはならなし、。

気象学の初歩的な説明：こt土3 地上付近の水蒸気を多く含んだ空気が低気圧

や前線等の流体力学的な方法や山脈などの地形学的な方法によって上空へ運

ばれると，その空気塊の温度が下って露点温度以下になり，水蒸気が凝結し

て雲粒ができ，その雲粒が生長して大粒となって落下してくるのが雨だと述

べられている。

この説明は誤りではなし、。 しかし，簡単にすぎる。

地表付近の空気塊が上空へ運ばれるには上昇気流がなくてはならない。そ

の上昇気流によって雲底付近にできた雲粒がさらに高く運ばれて生長するの

である。逆l二L、うと，上昇気流があっては雲粒は落下できない。上昇気流に

打ちかつて落下するためには，それに相当するだけの大粒の雲粒とならなく

てはならない（ここのところは少々省略して先を急ぐこととするが）。実は大粒の雲

粒になることも可能なのである。そして，大粒の雲粒になると，下から吹さ

上ってくる小粒の雲粒を把えたりして生長してゆくことができる。

ところがさら；こ困難が待ちうけている。

雲粒は少なくとも最終的には液体なので，上昇気流に抗して落下しようと

すると球形が保てないで扇平な皿形になり，やがてはばらばらにちぎれてし

まう。そして小粒の雲粒：こもどって吹き上げられてしまうはずである。

そうすると，上昇気流がはげしいほど，あまり地表近くから水蒸気の補給

がはげしいほど雨が降らないという変な理窟になってしまう。

この理窟の誤りは，上昇気流が広い地域にわたって一様におこっていると

考えたところにある。実は入道雲の姿の変化をみてもわかるように雲の中は

上昇気流あり下降気流ありのめちゃくちゃにもまれた状態にある。広い地域
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第4図 昭和38年 8月25日東京都を襲った大雷雨の際の雷害の気象レーダーによ る

追跡図
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の平均としては上昇気流が毎秒数センチメートノレということになるが，はげ

しい上昇気流とはげしい下降気流との混合で，統計的にわずかばかり上昇気

流の空聞がその広がりの中では多いというだけである。

そうしてできた雲の群をみると，また同じように発達している雲，衰弱し

てゆく雲などいろいろな過程の雲の集りである。

そのような雨雲が，ある時は系統的に，ある時は任意にできて移動する。

系統的に生れ同じ方向に動いてゆけば，たまたまその雲の流れの線上にのみ

雨雲ができぬかぎりは，広い地域に雨が分散して降ることになるが，何かの

原因である場所に雨雲が集まるよ うなこ とになると，その地区にいわゆる集

中豪雨がおこる。

第 4図はこうした場合のわかりやすい一例で昭和38年 8月25日東京都北部

に集中豪雨が起り，出水その他の被害が出た時の雨雲を気象レーダーで追跡

したものである。

図でみられるように，はじめ小さな雨雲が次第に大きく生長してゆき，そ

の最大の時にもっとも雨を多く降らせて，やがて衰弱してゆくが，水平面積
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が最大であることと，雨雲がもっとも高くまで伸びていることとは同じでは

ない。

雨雲の場合の具体例はまだみていないが，裏日本の雪の場合は，気象レー

ダーのエコーがもっとも明瞭な時期にはその下の降雪量少なく，見掛け上衰

弱 L，ぼけたようになると降雪量が多くなる ことが観測されている。

さて，こうして降るひとつの雲の群による降水域は大体直径 20km以下で

ある。したがって，日降水量など時聞を長く，つまり多くの雲の群の降水域

を寄せ集めた場合の雨量分布l丸もっとも雨雲の多く収束した地区つまり雨

量の最多地区を中心に確率曲線的な分布を示すのが普通である。

したがって，雨量のもっとも多い地区というのは案外狭いもので，山地な

どではたまたまその最多地区に観測点があるかどうかで降水量に対する認識

が大きく変わることがありうる。

しかも，降水量そのものの面積的代表性は小さしわずか数メートル離れ

ても対数値になおしてなお二桁自にはばらつきがでてくるほどで，山地で数

l<m離れれば日雨量lOOmmに対して50%程度の違いのあることが多L、。

こう考えてくると，山崩れの解析は全く推計学の問題となってくる。すな

わち，確率分布を仮定して観測点の日量等から地域の統計的な降水量の分布

を推定L，過去の資料からおこりうるぱらつき量を時間雨量等で推定し，そ

の値からこのくらいの降水量はあってもよいという可能値を推算することで

誘因の大きさを推定し，素因については群発地震がどのくらいの規模でこの

地区におこっていたから，可能性としてはこの程度の基礎条件が作られてい

たはずと L、う風な可能性の組合せである。

群発地震のほうは多少の問題点はあっても観測網さえそれに合うように展

開されるならば，かなりな精度で震源や7 グニチュードを観測することがで

きるようになるであろう。

降水量の方は平均的な面積降水量をいまより高い精度で観測しうるように

はなるであろうが，山崩れの解析のためというような局地的局時的な雨量資

料は偶然を待つより他はなさそうだということになる。

しかし，前に述べた降雨機構の話からわかるように，上昇気流が全般的に

活発で，その中で地形的に下降気流を生じせしめるようなところがあれば，

そこに降水量が集中する可能性がある。それはもちろん風向に左右されるか
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らその場合場合によって場所が変わり，観測点をそニ（こ存在させるというこ

とは困難であろうが，ある程度の定性的な推定には役立つはずである。

4. 崩壊の直接的誘因

強い雨が一時的に降っても山崩れがおこるとは，思われないっ

雨水が適当な結合の弱い地層へ浸透して潤滑油となるためにはある程度の

時聞を要するだろうし，単に潤滑油的な働きだけですべりがおこるならば3

梅雨のようなしとしと雨でも山崩れがおこってよいはずである。

小出は斜面の傾斜角の変曲点のところを起点、として山崩れがおこることを

指摘している。．

地震波の方からいうとp こうしづ部位は破壊を受けやすいことになるのだ

が，30～40度の傾斜角のと ころにおこりやすしそれより急でもゆるくとも

おこりにくいという こととともに，何か豪雨と結びつく機構が考えられねば

ならぬ。

そのひとつに雨水を含んだ水の重量が考えられる 3

三原義秋の実験によると，雨水の地下浸透速度は傾斜角30度程度が降雨時

閣の長さに対して変化が少なく，つまり浸透効率がよく，傾斜が緩いとそれ

は時間とともに急激に減じて浸透効率が低いことになっている。三原はこれ

を30度程度の傾斜で、は雨でたたかれかたまろう とする表土が洗い流されて常

に新しい土が雨にさらされるためであろうとしているc

三原の実験は30度までだが，それより急傾斜では流れる雨水の量が多くな

って浸透効率は低いと考えてよいであろう。

吉良等の実験によると，土の含水率は砂のような特殊なものを除 くと一般

に 100% 余，つまり土の重量と同じ程度以上の水を含み得るコ

とすると，比較的ゆるい山頂付近の斜面の先端に平常時の倍以上の トノレク

が作用する ことになる。机上論：こ過ぎるかもしれぬが，豪雨時：こはこんな機

構で30～40角の傾斜面を選んでその上端から山崩れがおこっても よさそ うな

気がするのである。

三原の実験は土壌侵食がおこる程度の強い雨についてのもので， しとしと

雨が長く続いた場合は，三原の解釈が正しいとすれば，ゆるい傾斜面の方が

当然浸透効率はよいはずで、あるから，ゆるい傾斜地の地すべりがおこりやす
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いということになるのではなかろうか。

5. 結 び

日本では毎年どこかで水害がおこる。昭和40年の例にとっても梅雨末期の

集中豪雨による熊本県五木村， 6523号台風による徳島 ・兵庫両県， 6524号台

風による岐阜 ・福井県境の他遠く北海道中部の豪雨水害のように枚挙にし、と

まがないが，従来これらの水害の原因を面積雨量が川の水営を高めて洪水を

おこすことだけに求められている。しかしそのうちのいくつかはむしろ土砂

流による決定的な荒廃がおこり，やがて下流の河床上昇から洪水への道を作

り出してし、ることにあると見受けられる。

また，単に洪水波と思われてL、る中にも前述の善光寺地震の際の高倉山

におけるような山崩れの小規模なものがおこったことが，急激な水位の高ま

りの原因となったものも含まれているであろう。

こうしたことから，単に山地河川の荒廃というだけでなく，洪水とか住民

の直接的被害の原因として山地崩壊を考えなくてはならない。

その山地崩壊の素因を大地震や長期間による風化 ・侵食のほかに，すくな

くとも日本の場合は群発地震にもとめることができると思われる。

群発地震の発生地区が豪雨による崩壊地区と結びつくかどうか。岐阜・福

井県境や昭和39年の島根県等の大崩壊地区と群発地震発生地区とが一致して

いるらしいことなどから推定できるが，地震観測資料の中にうもれている局

発地震の頻発地区と豪雨による崩壊発生地区との固定，さらに微小地震観測

網による精細な群発地震の発生状況と今後その地区に生ずる崩壊規模の解析

等の諸調査にその当否の検討を待たねばならない。

これは容易なこととは思われない。

熊本県五木村 ・島根県浜田市付近のここ 2～ 3年連続しての豪雨p さらに

さかのぼれば昭和29, 30両年の北海道北部地区，昭和36, 37両年の北海道空

知川上流域の豪雨等3 気候状態の変動に伴って同じ地区に連続して思いがけ

ぬ豪雨が降る。豪雨の発生は一見気まぐれである。

群発地震発生地区を把えても，そこに豪雨が起らなければ実証をうること

（立できなL、。

豪雨帯がうまく群発地震発生地区にのったとしても，前述のように雨量を
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正しく観測するには多くの困難がある。推計方法すらまだ未開発といってよ

L、。

しかし，その困難を乗り越えて確かめなければ，少なくとも水防のための

前向きの対策は立てられないように思われる。

（気象庁地震課長）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

