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近年の土砂災害シリーズ
2011年9月の台風12号の豪雨によって

紀伊半島で発生した土砂災害

大丸裕武
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1. はじめに

2011年 8月25日にマリアナ諸島の西で発生した台風12号は.9月2日から 4

日にかけて，ゆっくりと日本列島付近を進み，紀伊半島を中心とする広い範囲

に豪雨をもたらした。とくに奈良県南部では記録的な豪雨を観測し上北山の

アメダスでは72時間雨量が1，652mmと圏内観測記録を大きく塗り替えた(図

1)。レーダー解析雨量では 山地奥部の雨量はさらに大きく，場所によっては

2，000mmを越えたと推定されている(大阪管区気象台. 2011)。このような

記録的な豪雨のため，紀伊半島や中部地方の山岳域では多数の山地災害が発生

した。とくに，紀伊半島内陸部の山地では，多数の崩壊が発生するとともに，

大規模なもののいくつかは十津川支流の河道をせき止めて，土砂ダムを形成し

た。このような豪雨による深層崩壊や土砂ダムの発生については多くの専門家

の注目を集めており，今後，その実態解明が進むと期待される。しかし今回

(独立行政法人森林総合研究所)
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図 1 上北山と新宮における雨量の推移 (大阪地方気象台による)

の災害に関しては深層崩壊や土砂ダム以外の現象については報告が少なく，災

害の全体像についての十分な理解が進んでいないように思われる。本論では筆

者がこれまでの現地調査を通して見ることが出来た現象のうち，今回の災害の

特徴を理解する上で重要と思われるものを中心に紹介し今後の研究のための

基礎資料として提示したい。

2. 災害発生地域の地質と地形

今回の豪雨で山地災害が集中した紀伊半島南部は主として四万十帯の地層か

らなるが，東部や南部では熊野酸性岩類と呼ばれる新生代の貫入岩が分布して

いる。近年の地質学の研究結果によると，四万十帯の岩石は白亜紀に海底地殻

や海溝の地層がプレート の沈み込み時に 大陸プレートによってはぎ取られる

ようにして大陸に付加された付加体とよばれる地質体であることが明らかにさ

れている。

紀伊半島の山地は大峰山脈や台高山脈のように南北方向に伸びる山地と，白

馬山脈や果無山脈のように東西方向に伸びる山地とが見られる。そして，南北

方向の山地と東西方向の山地の交点にあたる場所に，大台ヶ原山，八剣山，護

摩壇山などの高峰が分布することが知られている(中屋. 1999)。これは，紀

伊山地には南北方向の圧縮に加えて東西方向の圧縮も加わっているためと考え

られている。このような，地殻運動によって紀伊半島の山地は隆起し続けてお
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り，このことが崩壊の主要な素因となっている。紀伊半島の隆起量は年あたり

O. 1~0. 2mm程度と推定されている(吉山・柳田， 1977)。また，紀伊山地で

は，今から 100~120万年前以降に隆起速度が増大したという指摘があり，これ

によって河川周辺の急斜面では斜面の重力性変形や地すべりの活動が活発化し

深層崩壊が起こりやすいことが指摘されている(平石・千木良， 2011)。

3. 深層崩壊の多発と土砂ダムの形成

今回の災害の特徴は広い範囲で深層崩壊が多発したことである(写真 1)。

図2には，とくに深層崩壊が集中した奈良県大塔町赤谷から十津川村長殿にか

けての災害前の地形図を示した。これによると この地区で発生した 3つの深

層崩壊はいずれも，稜線付近の凸型の等高線を持つ斜面(図 2の黒色矢印)か

ら発生している。そして，凸型斜面の下方には急傾斜で凹型の等高線を持つ斜

面が見られる。凸型の斜面は尾根付近で進行する重力性クリープで形成された

もので，凹型の斜面は谷筋の浸食で形成されたものであろう。したがって，こ

れらの深層崩壊は重力性クリープで脆弱化した斜面が谷の浸食によって不安定

化しつつある場所で発生したと考えることができる。では，重力性クリープは

いつ進行しているのだろうか。紀伊半島の四万十帯の堆積岩の多くは海溝の深

い場所で形成された硬質の堆積岩であり 日本海沿岸の新第三紀層の地域のよ

うな恒常的な変形を起こすような地すべり地形はあまり見られない。しかし

注意深く現地調査を行ううちに，今回の豪雨によって地盤変動が発生したが，

大規模な崩壊に至らなかった斜面も多くあることがわかった(写真 2，3)。今

回の豪雨による深層崩壊の多くは，明治期と同様に地質的に流れ盤となる斜面

で発生した(平野ほか， 1984)が 地盤変動が起きた場所の多くも流れ盤側の

斜面であった。このように崩壊に達しない程度の小規模な地盤変動が発生した

斜面は，いわばっ采層崩壊の卵"とも言えるもので，その変形過程を理解する

ことは深層崩壊を予測する上で重要な意味を持つ。

今回の災害で深層崩壊と並んで注目を集めたのが，土砂ダムの形成である。

今回の災害では，深層崩壊によってもたらされた膨大な土砂が各地で河川をせ

き止めて土砂ダムを形成し，豪雨の後もダムの決壌が心配されたことは記憶に

新しい。幸い，的確な排水作業や避難対策が取られたこともあり，これまでに

土砂ダムの決壊による顕著な被害は発生していない。しかし決壊が全く無か
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図2 大塔村長殿付近の崩壊地(黒色線)と土砂ダム (黒塗 り)
の分布

国土地理院の 2万5千分の l地形図「猿谷貯水池」を使
用

ったわけで、はなく，形成直後の比較的早い段階で決壊した土砂ダムもあったと

考えられる(写真 4)。また，変わった事例としては，明治期の土砂ダムの溢

流が挙げられる。1889年(明治22年)の水害で出来た土砂ダムの名残として有

名な大畑瀞(十津川村永井;写真 5)は今回の豪雨で水位が上昇して溢流し

あふれた水は池の出口付近にはガリー状の地形を形成した(写真 6)。このガ

リー状地形の中には多数の倒木が横たわっていた。この倒木は土堤上にあった

人工林が侵食によって倒れたものであり，これらの倒木がj益流水の流速を緩和

したことも， 大規模な決壊に至らなかった大きな原因の一つであろう。現在の

十津川には多くのダムが建設されてお り，土砂ダムによ る被害はかつてよりは

起こりにくくなっていると考えられるが，現在でも排水されていない土砂ダム

が存在する。今回見られた明治期の土砂ダムの溢流現象は，土砂ダムへの対策

は周辺の森林整備なども含め，長期的な視点で考える必要があることを教えて

くれる。

4. 表層崩壊

今回の災害で特徴的なのは 深層崩壊と比べて表層崩壊の発生数がきわめて

少なかったことである。この傾向は，紀伊半島内陸の山地でとくに顕著に見ら
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写真 1 大塔町赤谷の崩壊地(手前の 2箇 写真2 和歌山県那智勝浦町大野に見られ
所)と十津川村長殿の崩壊地(右 た地すべり性の地盤変動.
奥)• 

写真3 和歌山県田辺市鮎川で見られた 写真4 和歌山県田辺市本宮町三越で見
滑洛崖の発生 られた深層崩壊と土砂ダム跡.

写真5 i溢流後の大畑瀞.水位の低下に 写真6 大畑瀞の出口に形成されたガリ
よって湖底から樹木が出現して ー状地形.
いる
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れる。写真 7は十津川村長殿で見られた幼齢林で発生した表層崩壊であるが，

内陸の山地ではこのような規模の小規模な表層崩壊が各地に点在的に発生して

おり，表層崩壊の集団的な発生は見られなかった。十津川流域では過去には小

規模な崩壊の集団発生も起きており，例えば1953年に多くの崩壊が発生し，風

屋ダム西方の神納川流域の一部では崩壊面積率が 3%以上に達したことが記録

されている(菅谷. 1955)。しかし，この地域において今回の豪雨で発生した

のは主として深層崩壊であった。

このように，今回の豪雨で内陸山地の表層崩壊が少なかったことの原因は今

後明らかにしていく必要があるが，現段階で考えられる要因として，地質的に

地下水の浸透性が高い硬質堆積岩からなる山地であること，内陸の山地では総

降雨量は大きかったがピーク時間雨量がそれほど大きくなかったこと(図 1)

に加えて，森林の被覆が充実していたために表層崩壊が抑止されたことが挙げ

られよう。

一方，紀伊半島沿岸部の新宮地域では四万十帯の岩石からなる山地では深層

崩壊が発生したが，花闘はん岩からなる山地では深層崩壊は見られない代わり

に，谷頭部が抜け落ちるような形態の表層崩壊が多く見られた(写真 8)。と

くに熊野川左岸の山地で発生した表層崩壊は土石流となって流下し，上からの

土石流と下からの洪水とで挟み撃ちとなった住宅地では尊い人命を含む多くの

被害がみられた(写真 9)。

また，那智大社では背後斜面から流出した崩壊土砂が神殿裏にまで押し寄せ

た。幸い境内に流れ込んだ土砂の量はそれほど大きなものではなかったが，神

社裏の森林に足を踏み込むと，普段は流水が見られないような扇状地状の上で

激しい土砂移動が起きた様子が認められた。しかし，これらの土砂の多くは樹

木根系や倒木によって食い止められており(写真10. 11).森林の存在が流水

による土砂移動を抑止して，神社への土砂の流入を抑止したと考えられた。こ

のように，崩壊から流出した土砂の流下が森林によって食い止められた場所は

那智大社だけでなく各地にあったと考えられる。上空からの観察においても森

林内で土砂移動が抑止されたように見える斜面は各所に見られた(写真12)。

5. 今回の災害から何が学べるか

2011年の紀伊半島の豪雨災害は 1889年の災害から数えて約120年ぶりの大

水利科学 No.329 2013 



66 

写真 7 十津川村長殿の幼齢林に見られ 写真8 新宮市の熊野川左岸で見られた

る表層崩壊 表層崩壊

写真9 熊野川左岸の住宅地を襲った土石 写真10 那智大社裳の斜面に見られた樹

流 木根による土砂移動の抑止。

写真11 那智大社裂の斜面に見られた倒 写真12 大塔村大原付近の斜面に見られ

木による土砂移動の抑止 る森林による土砂移動の抑止
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災害であり， 100年オーダーで繰り返す災害の大きさというものをわれわれに

強く印象づけた。二度の災害の経験は，たった一度の災害に比べると，はるか

に多くのことを教えてくれると期待される。明治期の災害を記録した吉野郡水

災誌は，空中写真はおろか満足な地形図さえも整備されていない時代に災害を

記録した貴重な財産であり その記録の的確さは多くの研究者によって認めら

れている(平野ほか， 1984)。今回の災害と明治期の災害は，どこが同じでど

こが異なるのかを明らかにし，将来の災害の備えとすることが，災害研究者に

課せられた重要な課題である。

本報告は，災害直後からの数回にかけて行った現地調査や上空のヘリからの

観察などから得た知見をまとめたものである。今回の被災地の範囲はきわめて

広く，未解明な点も多いが，この災害に関する今後の調査研究の参考資料とな

れば幸いである。調査に際して多大な協力をいただいた，近畿中国森林管理

局，和歌山県，奈良県等の関係各機関の皆様に感謝します。最後に今回の災害

で亡くなった方々のご冥福と被災地の早期の復興を心からお祈りします。
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