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報道関係各位

応用地質株式会社（東証9755）

火山山麓における土砂災害防止に関する共同研究（続報）

－防災機能の高い森づくりの検討を目的として追加調査を計画－

応用地質株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田賢）では、名古屋

大学減災連携研究センター地域社会減災計画寄付研究部門と共同し、台風26号により土

砂災害が発生した伊豆大島の災害を対象に、火山山麓における土砂災害防止、植生を利

用した土砂災害防止に関する研究に取り組んでいます。

共同研究の中で当社と名古屋大学は、火山山麓における土砂災害の発生メカニズムを

地形・地質・植生との関連から明らかにするために伊豆大島に調査団を派遣し、現地調

査結果の概要を取りまとめました。（別添資料参照）

今後は、現地調査崩壊斜面と地下水や植生の関係などの調査・研究成果について学会

等に発表する予定です。さらに、引き続き伊豆大島において、崩壊発生の原因究明や危

険箇所の状況確認を行い、防災機能の高い森づくりの具体的方策を見出すことを目的と

する一連の調査・観測を実施する計画です。

【今後の調査計画内容】

・崩壊地付近の表土層の分布・強度調査

・根系と生育基盤に関する調査

・雨量と、遷急線付近における地下水位・土壌水分のモニタリング

※名古屋大学減災連携研究センター地域社会減災計画寄付研究部門について

名古屋大学減災連携研究センターは2010年12月に発足しました。南海トラフ巨大地震や、伊勢

湾台風の再来に備え、様々な連携を通して減災を実現するためです。応用地質は2012年4月に地域

社会減災計画寄付研究部門を設置しました。

＜本件に関する問合せ＞

応用地質株式会社 社長室川地真人

TEL：03-5577-4501(代)
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火山山麓における土砂災害
～伊豆大島現地調査結果（概要）～

名古屋大学減災連携研究センター・応用地質株式会社
合同調査団

2014年3月1日

調査団メンバー

名古屋大学

*曽根 好徳
（名古屋大学減災連携研究センター 地域社会減災計画寄付研究部門 教授）
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*上野 将司
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飛田 健二
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山寺 喜成 （顧問・元信州大学教授）
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報告に先立ち、台風26号の災害により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、行方不明者のご家族、被災された方々にお見舞い申し上げます。

Ⅰ．現地調査の目的と場所、内容

（目的）

① 土石流発生域（崩壊地）付近において、崩壊のメカニズムを探る。

② より効果的な復旧対策、防災対策を検討する。

（場所）

 斜面崩壊が最も広範囲に発生した「大金沢（おおかなざわ）」を中心に、崩壊地を含む4地点を選定。
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凡例

主な沢

崩壊地

土砂流下域

今回の調査地

現地調査の目的と場所
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現地調査の内容
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現地調査日：2013年11月26日～28日

調査項目 目 的

地表地質踏査
調査地の地質分布、地質構造の把握

崩壊形状、崩壊深、湧水状況等の把握

土層強度検査棒
表土層の厚さの調査、土層の強度の評価

簡易貫入試験

簡易透水試験 土層の透水性の把握

林分構造調査
(毎木調査)

被害林分の構造的特徴の解明、年輪判読による被害
林分の樹齢推定

樹木の根系調査 土壌と樹木根系との関係の解明

Ⅱ．災害の概要

 2013年10月16日未明、平成25年台風
26号がもたらした集中豪雨により、

東京都大島町元町市街南東側の外輪
山斜面で土石流が発生。

 死者： 36名
行方不明者： 3名
重軽傷者： 22名
全壊家屋： 71棟

*出典：2014/1/15 総務省消防庁（大島島内に限る）

 気象状況（大島町）
最大24時間雨量 824mm

最大時間雨量 122.5mm

6伊豆大島全図

位置と規模
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降雨の状況
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大島島内の等雨量線図（推定値）
*東京都「平成25年度 第1回

伊豆大島土砂災害対策検討委員会討議資料」に加筆

大島空港（大島北ノ山）

大島測候所

300

350

400

450

300

500 • 島の中でも北西部にあたる元町
地区の南東側山麓において、非
常に強い雨を観測している。

• 土砂災害発生域は、約半日で
450mm以上の強い雨が降った
地域である。

350

10/15 13:00～10/16 2:30までの
積算雨量（等雨量線間隔50mm）

凡例

等雨量線（mm）

気象庁観測点

土砂災害発生・流下域（概略）

斜面崩壊と土石流

今回の災害の特徴

 長沢・八重沢では、沢に沿って土石流が流下しているが、大金沢では平面的
広がりをもって流下している。

崩壊地の空中写真 土砂流出箇所の範囲（図の赤枠）

大金沢

長沢

八重沢
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御神火スカイライン

御神火スカイライン------- 昭和61（1986）年に三原山が噴火し全島民避難が行われた後に、島の振興策の一環として造
られた観光道路。後に道路沿いに開発が進み、宅地が分譲されている。
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パイピングホール
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道路に流出した土砂（火山砂を主体）

斜面崩壊と土石流

水路暗渠部の流木による閉塞

家屋の被害（土石流の流路箇所） 法枠工の上方斜面の崩壊 法枠工の上方斜面の表層崩壊
（法枠工は被災していない）

Ⅲ地形地質・植生の概要
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元町市街上部の外輪山（矢印）に
は、スプーン状の凹地があり、古期
の崩壊跡と推定される。

出典：この図は、国土地理院発行の数値地図50mメッシュ（標高）「日本－Ⅱ」を『カシミール３Ｄ』で加工したものである。

伊豆大島の鳥瞰図

元町市街

元町市街

地形概要
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 大金沢の崩壊地及び土石流流下
域には、1338年の噴火による溶岩
流（Y5L）及びスコリア丘（Y5C）が分
布している。

 崩壊地の多くは、スコリア丘
（Y5C,C）分布域で発生している。

地質概要

伊豆大島火山地質図
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崩壊地・流下域

出典：本サイトの地質図は、以下の著作物を利用しています。
産業技術総合研究所地質調査総合センター、1/2.5万火山地質図幅「伊豆大島（1998）」
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示 - 改変禁止 2.1（http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.1/jp/）

主な凡例

斜方輝石普通輝石玄武岩溶岩

斜方輝石普通輝石玄武岩スコリア・スパター

玄武岩スコリア

降下火砕物，ならびに溶岩流新期山体

スコリア丘

Y5(1338年?)スコリア丘

Y5(1338年?)溶岩流

割れ目火口 破線部は推定

出典：平成24年度 東京都（伊豆諸島）現存植生調査委託 報告書

植生概要（現存植生）

 崩壊地周辺の群落は、主にオオシマザクラ－オオバエゴノキ群集、オオバヤシャブシ
－ニオイウツギ群集（二次林）である。

 崩壊地の上部にハチジョウイヌツゲ群落が分布する。

落葉樹林

常緑樹林

今回撮影

崩壊地
現存植生図（崩壊地を加筆）
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主な凡例
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詳細調査地点位置図
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凡例

主な沢

崩壊地

土砂流下域

今回の調査地

Ⅳ．現地調査結果

調査結果紹介（抜粋）

14

崩壊地側部の状況、崩壊深は80cm程度
で、レス上面がすべり面となっている

レス

火山砂

（レス： シルト～粘土質の風成堆積物）

崩壊地頭部の状況
黒色の火山砂が露出している

透水係数

火山砂 2.7×10-6 m/s

レ ス 1.9×10-8 m/s

25m

20m

15m

10m

5m

0m

a

レス

火山砂

・ヒサカキを主体とした高密度の樹林
・樹高は6m
・胸高直径は3～14cm

Loc.1崩壊地側部の模式断面図
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既設対策工の効果

各沢の砂防施設は、土砂及び流木を捕捉し、
下流の被害を防止・軽減
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道路面

自然斜面

擁壁

既設法枠工

法枠工やブロック積擁壁工は、小規模な土石流

発生箇所などを除き、ほとんど破損していない

調査結果

崩壊斜面
状況

• 崩壊深は0.7～1.2m程度であり、“表層崩壊”。
• 地質は、溶岩とそれを覆う火山砂・レスの互層。流れ盤構造。
• レス上面がすべり面。
• 崩壊地頭部付近は、概ね遷急線に一致。

Ⅴ．検討
崩壊機構の推定

崩壊斜面対策に関する検討

 大金沢上流域には、今回の崩壊地と同様な地形・地質的素

因を有する斜面が残存しており、多量の降雨があった場合、

今後も斜面崩壊の発生と土石流の発生が繰り返し起こる可能

性がある。

 住民の安全確保のためには、環境に配慮したハード対策（構

造物、植生工による対策）とソフト対策（避難情報、ハザードマ

ップ作成等）の組合せが効果的。
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Ⅵ．今後の調査について

崩壊発生の原因究明と危険箇所の状況確認と、防災機能の高
い森づくりの具体的方策の検討を目的として、伊豆大島におい
て、引き続き調査・観測を実施する予定です。
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 崩壊地付近の表土層の分布・強度調査
（土層強度検査棒調査）

 根系と生育基盤に関する調査
 雨量と、遷急線付近における地下水位・土壌水分の

モニタリング

今後の調査計画内容

おわり


