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２． 災害の原因
このような自然災害の直接的な原因としては、地震、台風、豪雨、火山噴火などがあり、また、これらが関わりあって形

作られた地形・地質によって引き起こされる山腹崩壊や地すべりなどの特徴的な土砂災害や、物流停止、大停電などの

二次被害があり、これらが個々に、あるいは複合的に作用しあって発生する。我々が関わる調査・設計において、安全で経

済的な設計を行い被害を減少させるためには、これらの災害原因が作り出した地形・地質的特徴や今後起こる可能性の

ある災害事象について配慮する必要があり、そのためには災害に関わる事項の基本的な発生機構やその概略的な特性

を把握しておきたい。

２－１． 地震発生のメカニズム
我々が住む地球は半径6,400kmほどの球体であり、その表層地殻は粘性流体であるマントルの上に浮かぶプレー

トと呼ばれる10枚程度の地殻ブロックに分かれている。この地殻の厚さは、軽い海水の乗る海洋底では5km程度で薄

いが、高山が乗る大陸地殻はその重さによって深くまで沈みこんでおり、8,000m級の山々が乗るヒマラヤ付近の地

殻厚さは最大で60kmにも達している。高粘性流体である上部マントル（アセノスフェア）に乗ってゆっくりと流動する

厚さや重さの異なる個々の地殻プレート（リソスフェア）は、相対的に異なる速さで動いており、衝突したり引き裂かれ

たりしている。

我国は大陸地殻であるユーラシアプレートおよび北アメリ

カプレート上にあって、概略、東から移動する太平洋プレート

と、南から移動するフィリピン海プレートの海洋地殻が衝突し、

大陸プレートの下に沈み込む場所に位置している。この沈み

込み帯は太平洋プレートの先端に沿って千島海溝、日本海溝、

伊豆・小笠原海溝、マリアナ海溝へと続き、フィリピン海プレー

トの北端には東海沖の大地震発生確率が高まったとされる相

模トラフ、南海トラフがあって南西諸島海溝へと続いている。

このうち、太平洋プレートは年間約8㎝の速さ、フィリピン海プ

レートは4㎝程度の速さで移動している。海陸の両プレートが

接する部分は衝突や摩擦によって圧縮応力場となり、地殻内

には圧縮による歪み応力（内部応力）が蓄積されている。この

ひずみ量が地殻の破壊ひずみを越えると、海溝近辺の地殻岩

盤が破壊して断層運動を発生させ、蓄積された内部応力エネ

ルギーを瞬時に放出する。この巨大なエネルギーはマグニ

チュード8～9となる海溝型の巨大地震動を引き起こす。ま

た、沈み込み場の摩擦は海山などを引き裂きながら沈み込む

摩擦力の大きい場所や、ズルズルと滑り込む摩擦の小さい

所、付加体などを付着させながら滑り込む部分など、加わる力

が異なって平面的にもひずみ量が異なるため、内陸の地殻岩

盤にも相対的な歪み差による内部応力を蓄積させ、10～20kmの比較的浅い部分の岩盤を引き裂いてマグニチュー

ド7～8の内陸直下型の大地震を発生させる。このような発生機構である地震は、プレートの動きが続く限り繰り返し

発生するので、地震は永久に無くならない。全体的には圧縮応力場であるので、地震断層は逆断層が多いが、局所的に

は引っ張り応力場となって正断層となる場合もある。

海溝型の地震には津波を伴うことが多い。この地震断層のすべてが津波を発生させるわけではなく、大きな地震で

あっても水平成分の大きい地震では海水を大量に持ち上げるような変動が少ないので、大津波は発生しない。しかし、

それほど大きな地震でなくても、隆起の大きい逆断層や沈下落差の大きい正断層では巨大な津波を発生させることが

ある。これが「津波地震」と言われる地震で、揺れの大きさと津波の規模は比例的でない場合もあり、揺れが小さくても

大きな津波に襲われることがあるので注意する必要がある。

２－２． 台風発生のメカニズム
毎年7～10月頃に我が国を襲う台風は、海水温が27℃を越える熱帯地方の海域で発生する。太陽光線がほぼ直角

に降り注ぐ赤道付近では、この強い日差しによって暖められた海水が蒸発し、北東貿易風に乗って南西へ流れ、赤道収束

帯で南半球の南東貿易風とぶつかって上昇気流をつくる。水蒸気を多量に含む上昇暖気流は上空の飽和蒸気圧の低い

低圧、低温の冷気に冷やされ、含みきれない水分を凝結して雲をつくる。

水分が凝結すると凝結熱（潜熱）を放出するので大気はさらに暖められて膨張し、軽くなって上昇気流を強化させる。

この強い上昇気流は地球の自転によって生じるコリオリの力と相まって回転流となり、遠心力と凝結熱によって中心部

の気圧が下がり、海面上の多湿暖気を巻き込んだ熱帯低気圧となって周辺渦流の風速を早める。この風速が17.2m/s

（34ノット）以上になったものが台風である。

台風のエネルギー源は海面蒸発する水蒸気であり、高温の海域では多量の蒸発水によってエネルギーを得て、さらに

発達し風速を速める。回転流の風速が増すにつれ遠心力も大きくなって中心部の気圧がさらに下がり、台風の眼といわ

れる中心部に雲の無い明瞭な渦流の大型台風へと発達する。

左の写真は観測衛星「ひまわり」から見た台

風の解析画像で、回転する積乱雲と台風の目

がくっきりと見える。枠の大きさは約500km

である。日本の台風シーズンには南部中緯度

帯で太平洋高気圧が発達するため、熱帯で発

生した台風はこの縁をまわって西進し、南西諸

島付近の高気圧間の切れ目で北上する。台風

はそこで上空5,000m付近の強い偏西風の

ジェット気流に流されて転向し、速度を速めて

日本列島沿いに北東に進むケースが多い。

近年、大気中の急激な炭酸ガス量の増加に

よる温暖化によって、四国・九州沖の太平洋や

東シナ海の海水温が28℃付近まで上昇するこ

とや、海水の高温域が深部にまで達するため、

台風によって海水表層が攪乱されても海面水

温が下がらないことなどにより、台風は強い勢

力を保ったまま日本列島に上陸して被害を大

きくしている感がある。

２－３． 集中豪雨発生のメカニズム
日本付近で発生する豪雨は、台風周辺の渦巻積乱雲による場合もあるが、多くは温帯低気圧によって形成される前線

に起因することが多く、この前線に台風による湿った南風が流れ込むとさらに激しい降水となる。この温帯低気圧が発生

するメカニズムは熱帯低気圧の台風の渦流とは異なり、軽い暖気と重たい冷気が接することによって生じる密度流が原

因である。南の暖気と北の冷気が接すると、軽い暖気は冷気の上に乗り上げ、重たい冷気は暖気の下に潜り込み、これに

偏西風や自転によるコリオリの力が加わって東へ流れる回転気流の移動性温帯低気圧となる。このため温帯低気圧は

通常、寒暖の大気が接する温暖前線や寒冷前線を伴う。

次図（図－４）に赤色で示さ

れる温暖前線の暖気は緩い角

度で冷気に乗り上げるので、

上昇気流に乗って出来る雲は

順次高層雲、中層雲、低層雲と

発達して天気は2,3日かけて

ゆっくりと崩れ、徐々に雨が降

り出す。高高度を飛ぶ飛行機

の雲が長く伸びる時は高層大

気中の水蒸気量が多くなって

いる証拠であり、巻層雲や巻

積雲発生の場合と同じく、温帯

低気圧が近づいて徐々に天気

が崩れてゆくことが多い。
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1. はじめに
近年、自然災害の発生頻度が高くなっている。平成28年4月には震度7を二度続けて記録し、死者50名と200名を

超える関連死で人命を奪い、熊本城に大被害を及ぼした熊本地震が発生した。平成29年7月には九州北部豪雨が発生

して福岡県を中心に42名に及ぶ多くの死者を出している。このような状況を踏まえ、本特集では今回から２回に渡り、各

種災害についてコンサルタント的見地から発信する。

昨年の平成30年は特に災害が頻発した年であった。1月下旬に約1,500年間も活動の無かった草津白根山が前兆

もなく突然に噴火して死傷者を出した。2月初旬には北陸豪雪が発生し、福井県で国道に1,500台もの車が立ち往生し

た結果、物流が停滞する被害が出ている。6月末から7月上旬にかけては梅雨前線が台風7号に刺激されて西日本に記

録的な大雨を降らせ、広島県はじめ各地で230名を越える死者、不明者を出す土砂災害や大洪水被害を発生させてい

る。本土上陸台風は12号から始まって15号、20号、21号、24号の5台風であった。このうち12号台風は東から西に

進み、九州南西海上で2回転した特異な迷走台風であった。台風21号は高潮によって関西国際空港を浸水させると共

に、300万戸を超える大停電を発生させ、強風による被害等で13名の命を奪っている。台風24号は9月上旬に日本列

島を縦断するコースをとり、九州南部から東北、北海道にかけて多大な被害をもたらし5名の命を奪った。台風24号が

過ぎて間もない北海道では、9月6

日未明に胆振地方を震源とする震

度7の北海道胆振東部地震が発生

し、山腹斜面崩壊などによって死者

41名と多くの関連死者を出してい

る。また、北海道電力苫東厚真火力

発電所の地震被害による電力ブ

ラックアウトは大きな経済的被害を

発生させた。

まず今回は、これら災害発生のメ

カニズムに着目して、その基礎知識

を再確認したい。

　一方、青色で示す寒冷前線では重たい冷気が急角度で暖気の下に潜り込み、暖気を急速に押し上げるので上昇

気流が激しく、天候が急に崩れて土砂降りの雨となる。雷鳴や突風、時には雹を伴うこともあり、気温が急に下がって

荒れた天気になる。日本海沿岸と太平洋沿岸に温帯低気圧が並んで東へ移動する二ッ玉低気圧という気圧配置にな

ると、両者から流れ込む湿った空気が日本列島の上空で衝突して山岳地帯で上昇気流が顕著になり、山間部では大

雨の荒れた天気になって山岳事故が多くなる。

温暖前線と寒冷前線の大気断面は左の図-5に示すような断面である。上の図が温暖前線であり、その上昇勾配は

1/100～1/300と緩い。一方、下は寒冷前線で、1/50～1/100程度と急勾配である。

南海上の台風から流れ込む多湿暖気が梅雨や秋雨の停滞前線に絡んで日本列島の上空でぶつかると、強い上昇気流

をつくって長時間の猛烈な雨を降らせる。

東海地方に大被害をもたらした2000年9月11日の東海豪雨の地上天気図と同時期の衛星画像を図－6および図－7

に示す。この両図を見ると、日本列島上に停滞した秋雨前線に台風からの暖湿気の南風が流れ込んで発生した大雨であ

ることがよく判る。

近年、線状降水帯と呼ばれるようになった、同じ場所で積乱雲上昇帯が長時間にわたって次々と形成される状況であ

り、このような気圧配置による集中豪雨は日本のどこにでも起こり得る可能性がある。

２－４． 火山噴火のメカニズム
日本列島が乗る大陸地殻の下には、前面の日本海溝や相模トラフ、南海トラフの海溝部から太平洋プレートとフィリピ

ン海プレートが沈み込んでいる。海洋底から沈み込むプレートは日本列島下部に大量の水を持ち込み、高粘性マントル

の溶融温度を下げる。地下深部の熱によって溶融して膨張したマグマは周辺より自重が軽くなり、地殻岩盤の割れ目を

押し広げて上昇する。上昇すると圧力低下による膨張と、温度低下による収縮が相互作用して上昇が止まり、地下にマグ

マ溜りをつくる。何らかの条件でこのバランスが崩れるとマグマが表層地殻を割って急上昇し、水蒸気爆発や火山噴火

を発生させる。

火山は海洋地殻の沈み込みに関わって形成され、海溝に沿った列島弧の火山フロントと呼ばれる場所に点々と並んで

いる。我国の火山やフィリピン、インドネシアの火山帯はこのような列島弧に沿った火山である。なお、ハワイやミッドウ

エイ諸島と、これに連なる海中に沈んだ天皇海山列などの海洋中の火山島はホットスポットと呼ばれるマグマ上昇点で

形成される異なったタイプの火山である。

我国では有史以来巨大噴火災害は発生していないが、過去に生じた阿蘇火山や姶良火山噴火のような、火山灰が鹿

児島から関東、東北地方にまで達するような超巨大噴火が発生すると、全国的な交通麻痺はもとより、換気に障害を生じ

て多くの原子力発電所や火力発電所が停止する超巨大災害となる可能性がある。昔から災害の怖さは「地震・雷・火事親

父」と言われるが、巨大火山噴火災害はこれらの災害を遥かにしのぐ、設計で対応できるような範囲を超える破局的な災

害となる可能性がある。

写真－1　広島の土石流災害

図－1　我国周辺のプレートと海溝

２－５． 地質と地形
我々が調査・設計に関わる表層地殻を構成する岩盤は、その出来方によって堆積岩や火成岩、変成岩などに分類され

る。これらの岩盤はプレートの動きに伴う地殻構造運動の圧力や温度の影響を受け、構成される鉱物によってそれぞれ

に異なる性質を有している。また、風雨や地下水、あるいは太陽熱などによる風化作用を受けつつ侵食や堆積を繰り返

して、様々な地形を造っている。これらの岩石やその風化物が造る地形・地質は災害に対しても個々に独特な性質を有

し、あるいは相互作用をなして特徴的な各種の災害原因をつくっている。

①堆積岩･･･水中や気中に堆積した泥や砂あるいは火山灰などが固結した岩であり泥岩、砂岩、礫岩、チャート、石灰

岩や、凝灰岩、凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩、シラス、グリーンタフと呼ばれる各種の凝灰岩が挙げられる。これらの堆積岩

はプレートの沈み込帯から高温高圧下の地下深部に押し込まれ、付加体として固化して再上昇した岩石であり、日本列

島を形造る地殻運動の結果でもある。

②火成岩･･･溶融したマグマが地中深くの高温高圧下で固化したものや、気中に噴出して固結した岩である。高温高

圧下でゆっくり固結すると結晶粒子の大きい深成岩の花崗岩や閃緑岩となる。一方、火口から噴出して短時間で冷

却固化すると結晶粒子の細かい玄武岩や安山岩、流紋岩などになる。

　火成岩の代表格である花崗岩類は、日本列島地表面積の約12％を占めて広く分布し、風化マサ土となって多くの

土砂災害を発生させてきている。この花崗岩類は地下深部で形成されるが、比重が2.6程度と軽いため、周辺の比

重が3.0程度と大きい橄欖岩や蛇紋岩の中にあって浮力を受けて上昇し、地表に頭を出して広く分布することにな

る。高温で上昇する際、花崗岩は他の岩石に触れて接触変成岩をつくる。

③変成岩･･･海溝の沈み込み帯で地殻変動に伴う圧力や熱によって広範囲にわたって変成を受けた高域変成岩とし

て、堆積岩起源の泥岩や砂岩が変成した結晶片岩や片麻岩があり、上昇する高温の花崗岩などに触れて変成した

接触変成岩として、泥岩が変成したホルンフェルスや石灰岩が変成した結晶質石灰岩の大理石などがある。

　これらの岩盤は、未風化新鮮岩では大きな災害につながることは少ないが、降雨や地下水の影響、外気温変化によ

る膨張収縮作用によって風化が進むと、脆弱化して山腹崩壊や地すべりを発生させる。また、河道に流れ出て侵食

や堆積を繰り返して流水に関わる災害の原因をつくる。（図－10参照）

２－６． 大停電（ブラックアウト）
我々の日常生活は、目覚めての朝食から、通勤電車、会社での照明やパソコン、夕食時の照明やテレビなどなど･･･非

常に多くの部分を電気に頼っている。北海道、苫東厚真火力発電所（116万KW）の地震被害に起因して発生したブラッ

クアウトは全道の180万戸を停電させ、大きな経済的被害を発生させた。このような大停電は地震だけではなく台風や

火山噴火、豪雨や地滑りなどによっても引き起こされる可能性がある。

　この大停電は電力の需要と供給のアンバランスによって発生した。我々が使う電気の周波数は西日本で60サイク

ル、東日本で50サイクルで使用されているが、電力使用量が供給量を上回ると周波数は低下し、逆の場合は周波数が

高くなって、一定の範囲を超えるとモーターの回転数などが乱れて多くの電気制御機器は機能しなくなる。発電所では

機器の損傷を避けるため発電を強制遮断して停止することになる。このため電力会社では発電機の立ち上げに時間の

かかる石油火力や原子力発電所の発電をベース電力とし、中間にLNGガスタービン等の火力発電所を置き、数分で発

電調整が可能な揚水発電所などを造って電力の需要・供給バランスの調整体制を整え、時々刻々と変化する電力需要に

対して発電／停止の微妙な電力量調整を行っている。ところが、苫東厚真火力発電所は全道で使用する電力の40％に

近い量を発電していたため、この緊急停止によって他の発電所での発電増量対応が間に合わず、引きずられて発電を停

止したことにより発生したと考えられる。

３． おわりに
以上、自然災害等の発生原因について見てきた。コンサルタンツ技術者にとって、地震や台風、豪雨や火山噴火など

の自然現象は止められないが、これらの発生原因や、これらが関わって作られた地形・地質を理解して設計に当たること

で災害を減少させることはできる。次回は、個々の災害について注意すべきことなどについて考えてみたい。愛知地域

建設コンサルタンツ協会の技術者の皆さんと一緒に更なる技術の研鑽に努めたい。

甚大な被害が発生した伊勢湾台風を機に計画されたダムではないものどれでしょう。 ①宮川ダム　　②徳山ダム　　③横山ダム　　④大滝ダム ※解答は愛地建コンのHP第2問5 6
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２． 災害の原因
このような自然災害の直接的な原因としては、地震、台風、豪雨、火山噴火などがあり、また、これらが関わりあって形

作られた地形・地質によって引き起こされる山腹崩壊や地すべりなどの特徴的な土砂災害や、物流停止、大停電などの

二次被害があり、これらが個々に、あるいは複合的に作用しあって発生する。我々が関わる調査・設計において、安全で経

済的な設計を行い被害を減少させるためには、これらの災害原因が作り出した地形・地質的特徴や今後起こる可能性の

ある災害事象について配慮する必要があり、そのためには災害に関わる事項の基本的な発生機構やその概略的な特性

を把握しておきたい。

２－１． 地震発生のメカニズム
我々が住む地球は半径6,400kmほどの球体であり、その表層地殻は粘性流体であるマントルの上に浮かぶプレー

トと呼ばれる10枚程度の地殻ブロックに分かれている。この地殻の厚さは、軽い海水の乗る海洋底では5km程度で薄

いが、高山が乗る大陸地殻はその重さによって深くまで沈みこんでおり、8,000m級の山々が乗るヒマラヤ付近の地

殻厚さは最大で60kmにも達している。高粘性流体である上部マントル（アセノスフェア）に乗ってゆっくりと流動する

厚さや重さの異なる個々の地殻プレート（リソスフェア）は、相対的に異なる速さで動いており、衝突したり引き裂かれ

たりしている。

我国は大陸地殻であるユーラシアプレートおよび北アメリ

カプレート上にあって、概略、東から移動する太平洋プレート

と、南から移動するフィリピン海プレートの海洋地殻が衝突し、

大陸プレートの下に沈み込む場所に位置している。この沈み

込み帯は太平洋プレートの先端に沿って千島海溝、日本海溝、

伊豆・小笠原海溝、マリアナ海溝へと続き、フィリピン海プレー

トの北端には東海沖の大地震発生確率が高まったとされる相

模トラフ、南海トラフがあって南西諸島海溝へと続いている。

このうち、太平洋プレートは年間約8㎝の速さ、フィリピン海プ

レートは4㎝程度の速さで移動している。海陸の両プレートが

接する部分は衝突や摩擦によって圧縮応力場となり、地殻内

には圧縮による歪み応力（内部応力）が蓄積されている。この

ひずみ量が地殻の破壊ひずみを越えると、海溝近辺の地殻岩

盤が破壊して断層運動を発生させ、蓄積された内部応力エネ

ルギーを瞬時に放出する。この巨大なエネルギーはマグニ

チュード8～9となる海溝型の巨大地震動を引き起こす。ま

た、沈み込み場の摩擦は海山などを引き裂きながら沈み込む

摩擦力の大きい場所や、ズルズルと滑り込む摩擦の小さい

所、付加体などを付着させながら滑り込む部分など、加わる力

が異なって平面的にもひずみ量が異なるため、内陸の地殻岩

盤にも相対的な歪み差による内部応力を蓄積させ、10～20kmの比較的浅い部分の岩盤を引き裂いてマグニチュー

ド7～8の内陸直下型の大地震を発生させる。このような発生機構である地震は、プレートの動きが続く限り繰り返し

発生するので、地震は永久に無くならない。全体的には圧縮応力場であるので、地震断層は逆断層が多いが、局所的に

は引っ張り応力場となって正断層となる場合もある。

海溝型の地震には津波を伴うことが多い。この地震断層のすべてが津波を発生させるわけではなく、大きな地震で

あっても水平成分の大きい地震では海水を大量に持ち上げるような変動が少ないので、大津波は発生しない。しかし、

それほど大きな地震でなくても、隆起の大きい逆断層や沈下落差の大きい正断層では巨大な津波を発生させることが

ある。これが「津波地震」と言われる地震で、揺れの大きさと津波の規模は比例的でない場合もあり、揺れが小さくても

大きな津波に襲われることがあるので注意する必要がある。

２－２． 台風発生のメカニズム
毎年7～10月頃に我が国を襲う台風は、海水温が27℃を越える熱帯地方の海域で発生する。太陽光線がほぼ直角

に降り注ぐ赤道付近では、この強い日差しによって暖められた海水が蒸発し、北東貿易風に乗って南西へ流れ、赤道収束

帯で南半球の南東貿易風とぶつかって上昇気流をつくる。水蒸気を多量に含む上昇暖気流は上空の飽和蒸気圧の低い

低圧、低温の冷気に冷やされ、含みきれない水分を凝結して雲をつくる。

水分が凝結すると凝結熱（潜熱）を放出するので大気はさらに暖められて膨張し、軽くなって上昇気流を強化させる。

この強い上昇気流は地球の自転によって生じるコリオリの力と相まって回転流となり、遠心力と凝結熱によって中心部

の気圧が下がり、海面上の多湿暖気を巻き込んだ熱帯低気圧となって周辺渦流の風速を早める。この風速が17.2m/s

（34ノット）以上になったものが台風である。

台風のエネルギー源は海面蒸発する水蒸気であり、高温の海域では多量の蒸発水によってエネルギーを得て、さらに

発達し風速を速める。回転流の風速が増すにつれ遠心力も大きくなって中心部の気圧がさらに下がり、台風の眼といわ

れる中心部に雲の無い明瞭な渦流の大型台風へと発達する。

左の写真は観測衛星「ひまわり」から見た台

風の解析画像で、回転する積乱雲と台風の目

がくっきりと見える。枠の大きさは約500km

である。日本の台風シーズンには南部中緯度

帯で太平洋高気圧が発達するため、熱帯で発

生した台風はこの縁をまわって西進し、南西諸

島付近の高気圧間の切れ目で北上する。台風

はそこで上空5,000m付近の強い偏西風の

ジェット気流に流されて転向し、速度を速めて

日本列島沿いに北東に進むケースが多い。

近年、大気中の急激な炭酸ガス量の増加に

よる温暖化によって、四国・九州沖の太平洋や

東シナ海の海水温が28℃付近まで上昇するこ

とや、海水の高温域が深部にまで達するため、

台風によって海水表層が攪乱されても海面水

温が下がらないことなどにより、台風は強い勢

力を保ったまま日本列島に上陸して被害を大

きくしている感がある。

２－３． 集中豪雨発生のメカニズム
日本付近で発生する豪雨は、台風周辺の渦巻積乱雲による場合もあるが、多くは温帯低気圧によって形成される前線

に起因することが多く、この前線に台風による湿った南風が流れ込むとさらに激しい降水となる。この温帯低気圧が発生

するメカニズムは熱帯低気圧の台風の渦流とは異なり、軽い暖気と重たい冷気が接することによって生じる密度流が原

因である。南の暖気と北の冷気が接すると、軽い暖気は冷気の上に乗り上げ、重たい冷気は暖気の下に潜り込み、これに

偏西風や自転によるコリオリの力が加わって東へ流れる回転気流の移動性温帯低気圧となる。このため温帯低気圧は

通常、寒暖の大気が接する温暖前線や寒冷前線を伴う。

次図（図－４）に赤色で示さ

れる温暖前線の暖気は緩い角

度で冷気に乗り上げるので、

上昇気流に乗って出来る雲は

順次高層雲、中層雲、低層雲と

発達して天気は2,3日かけて

ゆっくりと崩れ、徐々に雨が降

り出す。高高度を飛ぶ飛行機

の雲が長く伸びる時は高層大

気中の水蒸気量が多くなって

いる証拠であり、巻層雲や巻

積雲発生の場合と同じく、温帯

低気圧が近づいて徐々に天気

が崩れてゆくことが多い。

1. はじめに
近年、自然災害の発生頻度が高くなっている。平成28年4月には震度7を二度続けて記録し、死者50名と200名を

超える関連死で人命を奪い、熊本城に大被害を及ぼした熊本地震が発生した。平成29年7月には九州北部豪雨が発生

して福岡県を中心に42名に及ぶ多くの死者を出している。このような状況を踏まえ、本特集では今回から２回に渡り、各

種災害についてコンサルタント的見地から発信する。

昨年の平成30年は特に災害が頻発した年であった。1月下旬に約1,500年間も活動の無かった草津白根山が前兆

もなく突然に噴火して死傷者を出した。2月初旬には北陸豪雪が発生し、福井県で国道に1,500台もの車が立ち往生し

た結果、物流が停滞する被害が出ている。6月末から7月上旬にかけては梅雨前線が台風7号に刺激されて西日本に記

録的な大雨を降らせ、広島県はじめ各地で230名を越える死者、不明者を出す土砂災害や大洪水被害を発生させてい

る。本土上陸台風は12号から始まって15号、20号、21号、24号の5台風であった。このうち12号台風は東から西に

進み、九州南西海上で2回転した特異な迷走台風であった。台風21号は高潮によって関西国際空港を浸水させると共

に、300万戸を超える大停電を発生させ、強風による被害等で13名の命を奪っている。台風24号は9月上旬に日本列

島を縦断するコースをとり、九州南部から東北、北海道にかけて多大な被害をもたらし5名の命を奪った。台風24号が

過ぎて間もない北海道では、9月6

日未明に胆振地方を震源とする震

度7の北海道胆振東部地震が発生

し、山腹斜面崩壊などによって死者

41名と多くの関連死者を出してい

る。また、北海道電力苫東厚真火力

発電所の地震被害による電力ブ

ラックアウトは大きな経済的被害を

発生させた。

まず今回は、これら災害発生のメ

カニズムに着目して、その基礎知識

を再確認したい。

　一方、青色で示す寒冷前線では重たい冷気が急角度で暖気の下に潜り込み、暖気を急速に押し上げるので上昇

気流が激しく、天候が急に崩れて土砂降りの雨となる。雷鳴や突風、時には雹を伴うこともあり、気温が急に下がって

荒れた天気になる。日本海沿岸と太平洋沿岸に温帯低気圧が並んで東へ移動する二ッ玉低気圧という気圧配置にな

ると、両者から流れ込む湿った空気が日本列島の上空で衝突して山岳地帯で上昇気流が顕著になり、山間部では大

雨の荒れた天気になって山岳事故が多くなる。

温暖前線と寒冷前線の大気断面は左の図-5に示すような断面である。上の図が温暖前線であり、その上昇勾配は

1/100～1/300と緩い。一方、下は寒冷前線で、1/50～1/100程度と急勾配である。

南海上の台風から流れ込む多湿暖気が梅雨や秋雨の停滞前線に絡んで日本列島の上空でぶつかると、強い上昇気流

をつくって長時間の猛烈な雨を降らせる。

東海地方に大被害をもたらした2000年9月11日の東海豪雨の地上天気図と同時期の衛星画像を図－6および図－7

に示す。この両図を見ると、日本列島上に停滞した秋雨前線に台風からの暖湿気の南風が流れ込んで発生した大雨であ

ることがよく判る。

近年、線状降水帯と呼ばれるようになった、同じ場所で積乱雲上昇帯が長時間にわたって次々と形成される状況であ

り、このような気圧配置による集中豪雨は日本のどこにでも起こり得る可能性がある。

２－４． 火山噴火のメカニズム
日本列島が乗る大陸地殻の下には、前面の日本海溝や相模トラフ、南海トラフの海溝部から太平洋プレートとフィリピ

ン海プレートが沈み込んでいる。海洋底から沈み込むプレートは日本列島下部に大量の水を持ち込み、高粘性マントル

の溶融温度を下げる。地下深部の熱によって溶融して膨張したマグマは周辺より自重が軽くなり、地殻岩盤の割れ目を

押し広げて上昇する。上昇すると圧力低下による膨張と、温度低下による収縮が相互作用して上昇が止まり、地下にマグ

マ溜りをつくる。何らかの条件でこのバランスが崩れるとマグマが表層地殻を割って急上昇し、水蒸気爆発や火山噴火

を発生させる。

火山は海洋地殻の沈み込みに関わって形成され、海溝に沿った列島弧の火山フロントと呼ばれる場所に点々と並んで

いる。我国の火山やフィリピン、インドネシアの火山帯はこのような列島弧に沿った火山である。なお、ハワイやミッドウ

エイ諸島と、これに連なる海中に沈んだ天皇海山列などの海洋中の火山島はホットスポットと呼ばれるマグマ上昇点で

形成される異なったタイプの火山である。

我国では有史以来巨大噴火災害は発生していないが、過去に生じた阿蘇火山や姶良火山噴火のような、火山灰が鹿

児島から関東、東北地方にまで達するような超巨大噴火が発生すると、全国的な交通麻痺はもとより、換気に障害を生じ

て多くの原子力発電所や火力発電所が停止する超巨大災害となる可能性がある。昔から災害の怖さは「地震・雷・火事親

父」と言われるが、巨大火山噴火災害はこれらの災害を遥かにしのぐ、設計で対応できるような範囲を超える破局的な災

害となる可能性がある。

図－2　日本列島周辺の地殻変動 図－3　台風の渦巻積乱雲と目

図－4　温帯低気圧の天気図

２－５． 地質と地形
我々が調査・設計に関わる表層地殻を構成する岩盤は、その出来方によって堆積岩や火成岩、変成岩などに分類され

る。これらの岩盤はプレートの動きに伴う地殻構造運動の圧力や温度の影響を受け、構成される鉱物によってそれぞれ

に異なる性質を有している。また、風雨や地下水、あるいは太陽熱などによる風化作用を受けつつ侵食や堆積を繰り返

して、様々な地形を造っている。これらの岩石やその風化物が造る地形・地質は災害に対しても個々に独特な性質を有

し、あるいは相互作用をなして特徴的な各種の災害原因をつくっている。

①堆積岩･･･水中や気中に堆積した泥や砂あるいは火山灰などが固結した岩であり泥岩、砂岩、礫岩、チャート、石灰

岩や、凝灰岩、凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩、シラス、グリーンタフと呼ばれる各種の凝灰岩が挙げられる。これらの堆積岩

はプレートの沈み込帯から高温高圧下の地下深部に押し込まれ、付加体として固化して再上昇した岩石であり、日本列

島を形造る地殻運動の結果でもある。

②火成岩･･･溶融したマグマが地中深くの高温高圧下で固化したものや、気中に噴出して固結した岩である。高温高

圧下でゆっくり固結すると結晶粒子の大きい深成岩の花崗岩や閃緑岩となる。一方、火口から噴出して短時間で冷

却固化すると結晶粒子の細かい玄武岩や安山岩、流紋岩などになる。

　火成岩の代表格である花崗岩類は、日本列島地表面積の約12％を占めて広く分布し、風化マサ土となって多くの

土砂災害を発生させてきている。この花崗岩類は地下深部で形成されるが、比重が2.6程度と軽いため、周辺の比

重が3.0程度と大きい橄欖岩や蛇紋岩の中にあって浮力を受けて上昇し、地表に頭を出して広く分布することにな

る。高温で上昇する際、花崗岩は他の岩石に触れて接触変成岩をつくる。

③変成岩･･･海溝の沈み込み帯で地殻変動に伴う圧力や熱によって広範囲にわたって変成を受けた高域変成岩とし

て、堆積岩起源の泥岩や砂岩が変成した結晶片岩や片麻岩があり、上昇する高温の花崗岩などに触れて変成した

接触変成岩として、泥岩が変成したホルンフェルスや石灰岩が変成した結晶質石灰岩の大理石などがある。

　これらの岩盤は、未風化新鮮岩では大きな災害につながることは少ないが、降雨や地下水の影響、外気温変化によ

る膨張収縮作用によって風化が進むと、脆弱化して山腹崩壊や地すべりを発生させる。また、河道に流れ出て侵食

や堆積を繰り返して流水に関わる災害の原因をつくる。（図－10参照）

２－６． 大停電（ブラックアウト）
我々の日常生活は、目覚めての朝食から、通勤電車、会社での照明やパソコン、夕食時の照明やテレビなどなど･･･非

常に多くの部分を電気に頼っている。北海道、苫東厚真火力発電所（116万KW）の地震被害に起因して発生したブラッ

クアウトは全道の180万戸を停電させ、大きな経済的被害を発生させた。このような大停電は地震だけではなく台風や

火山噴火、豪雨や地滑りなどによっても引き起こされる可能性がある。

　この大停電は電力の需要と供給のアンバランスによって発生した。我々が使う電気の周波数は西日本で60サイク

ル、東日本で50サイクルで使用されているが、電力使用量が供給量を上回ると周波数は低下し、逆の場合は周波数が

高くなって、一定の範囲を超えるとモーターの回転数などが乱れて多くの電気制御機器は機能しなくなる。発電所では

機器の損傷を避けるため発電を強制遮断して停止することになる。このため電力会社では発電機の立ち上げに時間の

かかる石油火力や原子力発電所の発電をベース電力とし、中間にLNGガスタービン等の火力発電所を置き、数分で発

電調整が可能な揚水発電所などを造って電力の需要・供給バランスの調整体制を整え、時々刻々と変化する電力需要に

対して発電／停止の微妙な電力量調整を行っている。ところが、苫東厚真火力発電所は全道で使用する電力の40％に

近い量を発電していたため、この緊急停止によって他の発電所での発電増量対応が間に合わず、引きずられて発電を停

止したことにより発生したと考えられる。

３． おわりに
以上、自然災害等の発生原因について見てきた。コンサルタンツ技術者にとって、地震や台風、豪雨や火山噴火など

の自然現象は止められないが、これらの発生原因や、これらが関わって作られた地形・地質を理解して設計に当たること

で災害を減少させることはできる。次回は、個々の災害について注意すべきことなどについて考えてみたい。愛知地域

建設コンサルタンツ協会の技術者の皆さんと一緒に更なる技術の研鑽に努めたい。

昭和20年に発生した三河地震によって出来た断層で、天然記念物になっている断層の名前はどれでしょう。 ①横須賀断層　　②根尾谷断層　　③内海断層　　④深溝断層 ※解答は愛地建コンのHP第3問7 8



特  集

２． 災害の原因
このような自然災害の直接的な原因としては、地震、台風、豪雨、火山噴火などがあり、また、これらが関わりあって形

作られた地形・地質によって引き起こされる山腹崩壊や地すべりなどの特徴的な土砂災害や、物流停止、大停電などの

二次被害があり、これらが個々に、あるいは複合的に作用しあって発生する。我々が関わる調査・設計において、安全で経

済的な設計を行い被害を減少させるためには、これらの災害原因が作り出した地形・地質的特徴や今後起こる可能性の

ある災害事象について配慮する必要があり、そのためには災害に関わる事項の基本的な発生機構やその概略的な特性

を把握しておきたい。

２－１． 地震発生のメカニズム
我々が住む地球は半径6,400kmほどの球体であり、その表層地殻は粘性流体であるマントルの上に浮かぶプレー

トと呼ばれる10枚程度の地殻ブロックに分かれている。この地殻の厚さは、軽い海水の乗る海洋底では5km程度で薄

いが、高山が乗る大陸地殻はその重さによって深くまで沈みこんでおり、8,000m級の山々が乗るヒマラヤ付近の地

殻厚さは最大で60kmにも達している。高粘性流体である上部マントル（アセノスフェア）に乗ってゆっくりと流動する

厚さや重さの異なる個々の地殻プレート（リソスフェア）は、相対的に異なる速さで動いており、衝突したり引き裂かれ

たりしている。

我国は大陸地殻であるユーラシアプレートおよび北アメリ

カプレート上にあって、概略、東から移動する太平洋プレート

と、南から移動するフィリピン海プレートの海洋地殻が衝突し、

大陸プレートの下に沈み込む場所に位置している。この沈み

込み帯は太平洋プレートの先端に沿って千島海溝、日本海溝、

伊豆・小笠原海溝、マリアナ海溝へと続き、フィリピン海プレー

トの北端には東海沖の大地震発生確率が高まったとされる相

模トラフ、南海トラフがあって南西諸島海溝へと続いている。

このうち、太平洋プレートは年間約8㎝の速さ、フィリピン海プ

レートは4㎝程度の速さで移動している。海陸の両プレートが

接する部分は衝突や摩擦によって圧縮応力場となり、地殻内

には圧縮による歪み応力（内部応力）が蓄積されている。この

ひずみ量が地殻の破壊ひずみを越えると、海溝近辺の地殻岩

盤が破壊して断層運動を発生させ、蓄積された内部応力エネ

ルギーを瞬時に放出する。この巨大なエネルギーはマグニ

チュード8～9となる海溝型の巨大地震動を引き起こす。ま

た、沈み込み場の摩擦は海山などを引き裂きながら沈み込む

摩擦力の大きい場所や、ズルズルと滑り込む摩擦の小さい

所、付加体などを付着させながら滑り込む部分など、加わる力

が異なって平面的にもひずみ量が異なるため、内陸の地殻岩

盤にも相対的な歪み差による内部応力を蓄積させ、10～20kmの比較的浅い部分の岩盤を引き裂いてマグニチュー

ド7～8の内陸直下型の大地震を発生させる。このような発生機構である地震は、プレートの動きが続く限り繰り返し

発生するので、地震は永久に無くならない。全体的には圧縮応力場であるので、地震断層は逆断層が多いが、局所的に

は引っ張り応力場となって正断層となる場合もある。

海溝型の地震には津波を伴うことが多い。この地震断層のすべてが津波を発生させるわけではなく、大きな地震で

あっても水平成分の大きい地震では海水を大量に持ち上げるような変動が少ないので、大津波は発生しない。しかし、

それほど大きな地震でなくても、隆起の大きい逆断層や沈下落差の大きい正断層では巨大な津波を発生させることが

ある。これが「津波地震」と言われる地震で、揺れの大きさと津波の規模は比例的でない場合もあり、揺れが小さくても

大きな津波に襲われることがあるので注意する必要がある。

２－２． 台風発生のメカニズム
毎年7～10月頃に我が国を襲う台風は、海水温が27℃を越える熱帯地方の海域で発生する。太陽光線がほぼ直角

に降り注ぐ赤道付近では、この強い日差しによって暖められた海水が蒸発し、北東貿易風に乗って南西へ流れ、赤道収束

帯で南半球の南東貿易風とぶつかって上昇気流をつくる。水蒸気を多量に含む上昇暖気流は上空の飽和蒸気圧の低い

低圧、低温の冷気に冷やされ、含みきれない水分を凝結して雲をつくる。

水分が凝結すると凝結熱（潜熱）を放出するので大気はさらに暖められて膨張し、軽くなって上昇気流を強化させる。

この強い上昇気流は地球の自転によって生じるコリオリの力と相まって回転流となり、遠心力と凝結熱によって中心部

の気圧が下がり、海面上の多湿暖気を巻き込んだ熱帯低気圧となって周辺渦流の風速を早める。この風速が17.2m/s

（34ノット）以上になったものが台風である。

台風のエネルギー源は海面蒸発する水蒸気であり、高温の海域では多量の蒸発水によってエネルギーを得て、さらに

発達し風速を速める。回転流の風速が増すにつれ遠心力も大きくなって中心部の気圧がさらに下がり、台風の眼といわ

れる中心部に雲の無い明瞭な渦流の大型台風へと発達する。

左の写真は観測衛星「ひまわり」から見た台

風の解析画像で、回転する積乱雲と台風の目

がくっきりと見える。枠の大きさは約500km

である。日本の台風シーズンには南部中緯度

帯で太平洋高気圧が発達するため、熱帯で発

生した台風はこの縁をまわって西進し、南西諸

島付近の高気圧間の切れ目で北上する。台風

はそこで上空5,000m付近の強い偏西風の

ジェット気流に流されて転向し、速度を速めて

日本列島沿いに北東に進むケースが多い。

近年、大気中の急激な炭酸ガス量の増加に

よる温暖化によって、四国・九州沖の太平洋や

東シナ海の海水温が28℃付近まで上昇するこ

とや、海水の高温域が深部にまで達するため、

台風によって海水表層が攪乱されても海面水

温が下がらないことなどにより、台風は強い勢

力を保ったまま日本列島に上陸して被害を大

きくしている感がある。

２－３． 集中豪雨発生のメカニズム
日本付近で発生する豪雨は、台風周辺の渦巻積乱雲による場合もあるが、多くは温帯低気圧によって形成される前線

に起因することが多く、この前線に台風による湿った南風が流れ込むとさらに激しい降水となる。この温帯低気圧が発生

するメカニズムは熱帯低気圧の台風の渦流とは異なり、軽い暖気と重たい冷気が接することによって生じる密度流が原

因である。南の暖気と北の冷気が接すると、軽い暖気は冷気の上に乗り上げ、重たい冷気は暖気の下に潜り込み、これに

偏西風や自転によるコリオリの力が加わって東へ流れる回転気流の移動性温帯低気圧となる。このため温帯低気圧は

通常、寒暖の大気が接する温暖前線や寒冷前線を伴う。

次図（図－４）に赤色で示さ

れる温暖前線の暖気は緩い角

度で冷気に乗り上げるので、

上昇気流に乗って出来る雲は

順次高層雲、中層雲、低層雲と

発達して天気は2,3日かけて

ゆっくりと崩れ、徐々に雨が降

り出す。高高度を飛ぶ飛行機

の雲が長く伸びる時は高層大

気中の水蒸気量が多くなって

いる証拠であり、巻層雲や巻

積雲発生の場合と同じく、温帯

低気圧が近づいて徐々に天気

が崩れてゆくことが多い。

1. はじめに
近年、自然災害の発生頻度が高くなっている。平成28年4月には震度7を二度続けて記録し、死者50名と200名を

超える関連死で人命を奪い、熊本城に大被害を及ぼした熊本地震が発生した。平成29年7月には九州北部豪雨が発生

して福岡県を中心に42名に及ぶ多くの死者を出している。このような状況を踏まえ、本特集では今回から２回に渡り、各

種災害についてコンサルタント的見地から発信する。

昨年の平成30年は特に災害が頻発した年であった。1月下旬に約1,500年間も活動の無かった草津白根山が前兆

もなく突然に噴火して死傷者を出した。2月初旬には北陸豪雪が発生し、福井県で国道に1,500台もの車が立ち往生し

た結果、物流が停滞する被害が出ている。6月末から7月上旬にかけては梅雨前線が台風7号に刺激されて西日本に記

録的な大雨を降らせ、広島県はじめ各地で230名を越える死者、不明者を出す土砂災害や大洪水被害を発生させてい

る。本土上陸台風は12号から始まって15号、20号、21号、24号の5台風であった。このうち12号台風は東から西に

進み、九州南西海上で2回転した特異な迷走台風であった。台風21号は高潮によって関西国際空港を浸水させると共

に、300万戸を超える大停電を発生させ、強風による被害等で13名の命を奪っている。台風24号は9月上旬に日本列

島を縦断するコースをとり、九州南部から東北、北海道にかけて多大な被害をもたらし5名の命を奪った。台風24号が

過ぎて間もない北海道では、9月6

日未明に胆振地方を震源とする震

度7の北海道胆振東部地震が発生

し、山腹斜面崩壊などによって死者

41名と多くの関連死者を出してい

る。また、北海道電力苫東厚真火力

発電所の地震被害による電力ブ

ラックアウトは大きな経済的被害を

発生させた。

まず今回は、これら災害発生のメ

カニズムに着目して、その基礎知識

を再確認したい。

　一方、青色で示す寒冷前線では重たい冷気が急角度で暖気の下に潜り込み、暖気を急速に押し上げるので上昇

気流が激しく、天候が急に崩れて土砂降りの雨となる。雷鳴や突風、時には雹を伴うこともあり、気温が急に下がって

荒れた天気になる。日本海沿岸と太平洋沿岸に温帯低気圧が並んで東へ移動する二ッ玉低気圧という気圧配置にな

ると、両者から流れ込む湿った空気が日本列島の上空で衝突して山岳地帯で上昇気流が顕著になり、山間部では大

雨の荒れた天気になって山岳事故が多くなる。

温暖前線と寒冷前線の大気断面は左の図-5に示すような断面である。上の図が温暖前線であり、その上昇勾配は

1/100～1/300と緩い。一方、下は寒冷前線で、1/50～1/100程度と急勾配である。

南海上の台風から流れ込む多湿暖気が梅雨や秋雨の停滞前線に絡んで日本列島の上空でぶつかると、強い上昇気流

をつくって長時間の猛烈な雨を降らせる。

東海地方に大被害をもたらした2000年9月11日の東海豪雨の地上天気図と同時期の衛星画像を図－6および図－7

に示す。この両図を見ると、日本列島上に停滞した秋雨前線に台風からの暖湿気の南風が流れ込んで発生した大雨であ

ることがよく判る。

近年、線状降水帯と呼ばれるようになった、同じ場所で積乱雲上昇帯が長時間にわたって次々と形成される状況であ

り、このような気圧配置による集中豪雨は日本のどこにでも起こり得る可能性がある。

２－４． 火山噴火のメカニズム
日本列島が乗る大陸地殻の下には、前面の日本海溝や相模トラフ、南海トラフの海溝部から太平洋プレートとフィリピ

ン海プレートが沈み込んでいる。海洋底から沈み込むプレートは日本列島下部に大量の水を持ち込み、高粘性マントル

の溶融温度を下げる。地下深部の熱によって溶融して膨張したマグマは周辺より自重が軽くなり、地殻岩盤の割れ目を

押し広げて上昇する。上昇すると圧力低下による膨張と、温度低下による収縮が相互作用して上昇が止まり、地下にマグ

マ溜りをつくる。何らかの条件でこのバランスが崩れるとマグマが表層地殻を割って急上昇し、水蒸気爆発や火山噴火

を発生させる。

火山は海洋地殻の沈み込みに関わって形成され、海溝に沿った列島弧の火山フロントと呼ばれる場所に点々と並んで

いる。我国の火山やフィリピン、インドネシアの火山帯はこのような列島弧に沿った火山である。なお、ハワイやミッドウ

エイ諸島と、これに連なる海中に沈んだ天皇海山列などの海洋中の火山島はホットスポットと呼ばれるマグマ上昇点で

形成される異なったタイプの火山である。

我国では有史以来巨大噴火災害は発生していないが、過去に生じた阿蘇火山や姶良火山噴火のような、火山灰が鹿

児島から関東、東北地方にまで達するような超巨大噴火が発生すると、全国的な交通麻痺はもとより、換気に障害を生じ

て多くの原子力発電所や火力発電所が停止する超巨大災害となる可能性がある。昔から災害の怖さは「地震・雷・火事親

父」と言われるが、巨大火山噴火災害はこれらの災害を遥かにしのぐ、設計で対応できるような範囲を超える破局的な災

害となる可能性がある。

図－5　温暖前線と寒冷前線

図－6　東海豪雨の地上天気図 図－7　東海豪雨の衛星画像

図－8　火山噴火の仕組み

２－５． 地質と地形
我々が調査・設計に関わる表層地殻を構成する岩盤は、その出来方によって堆積岩や火成岩、変成岩などに分類され

る。これらの岩盤はプレートの動きに伴う地殻構造運動の圧力や温度の影響を受け、構成される鉱物によってそれぞれ

に異なる性質を有している。また、風雨や地下水、あるいは太陽熱などによる風化作用を受けつつ侵食や堆積を繰り返

して、様々な地形を造っている。これらの岩石やその風化物が造る地形・地質は災害に対しても個々に独特な性質を有

し、あるいは相互作用をなして特徴的な各種の災害原因をつくっている。

①堆積岩･･･水中や気中に堆積した泥や砂あるいは火山灰などが固結した岩であり泥岩、砂岩、礫岩、チャート、石灰

岩や、凝灰岩、凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩、シラス、グリーンタフと呼ばれる各種の凝灰岩が挙げられる。これらの堆積岩

はプレートの沈み込帯から高温高圧下の地下深部に押し込まれ、付加体として固化して再上昇した岩石であり、日本列

島を形造る地殻運動の結果でもある。

②火成岩･･･溶融したマグマが地中深くの高温高圧下で固化したものや、気中に噴出して固結した岩である。高温高

圧下でゆっくり固結すると結晶粒子の大きい深成岩の花崗岩や閃緑岩となる。一方、火口から噴出して短時間で冷

却固化すると結晶粒子の細かい玄武岩や安山岩、流紋岩などになる。

　火成岩の代表格である花崗岩類は、日本列島地表面積の約12％を占めて広く分布し、風化マサ土となって多くの

土砂災害を発生させてきている。この花崗岩類は地下深部で形成されるが、比重が2.6程度と軽いため、周辺の比

重が3.0程度と大きい橄欖岩や蛇紋岩の中にあって浮力を受けて上昇し、地表に頭を出して広く分布することにな

る。高温で上昇する際、花崗岩は他の岩石に触れて接触変成岩をつくる。

③変成岩･･･海溝の沈み込み帯で地殻変動に伴う圧力や熱によって広範囲にわたって変成を受けた高域変成岩とし

て、堆積岩起源の泥岩や砂岩が変成した結晶片岩や片麻岩があり、上昇する高温の花崗岩などに触れて変成した

接触変成岩として、泥岩が変成したホルンフェルスや石灰岩が変成した結晶質石灰岩の大理石などがある。

　これらの岩盤は、未風化新鮮岩では大きな災害につながることは少ないが、降雨や地下水の影響、外気温変化によ

る膨張収縮作用によって風化が進むと、脆弱化して山腹崩壊や地すべりを発生させる。また、河道に流れ出て侵食

や堆積を繰り返して流水に関わる災害の原因をつくる。（図－10参照）

２－６． 大停電（ブラックアウト）
我々の日常生活は、目覚めての朝食から、通勤電車、会社での照明やパソコン、夕食時の照明やテレビなどなど･･･非

常に多くの部分を電気に頼っている。北海道、苫東厚真火力発電所（116万KW）の地震被害に起因して発生したブラッ

クアウトは全道の180万戸を停電させ、大きな経済的被害を発生させた。このような大停電は地震だけではなく台風や

火山噴火、豪雨や地滑りなどによっても引き起こされる可能性がある。

　この大停電は電力の需要と供給のアンバランスによって発生した。我々が使う電気の周波数は西日本で60サイク

ル、東日本で50サイクルで使用されているが、電力使用量が供給量を上回ると周波数は低下し、逆の場合は周波数が

高くなって、一定の範囲を超えるとモーターの回転数などが乱れて多くの電気制御機器は機能しなくなる。発電所では

機器の損傷を避けるため発電を強制遮断して停止することになる。このため電力会社では発電機の立ち上げに時間の

かかる石油火力や原子力発電所の発電をベース電力とし、中間にLNGガスタービン等の火力発電所を置き、数分で発

電調整が可能な揚水発電所などを造って電力の需要・供給バランスの調整体制を整え、時々刻々と変化する電力需要に

対して発電／停止の微妙な電力量調整を行っている。ところが、苫東厚真火力発電所は全道で使用する電力の40％に

近い量を発電していたため、この緊急停止によって他の発電所での発電増量対応が間に合わず、引きずられて発電を停

止したことにより発生したと考えられる。

３． おわりに
以上、自然災害等の発生原因について見てきた。コンサルタンツ技術者にとって、地震や台風、豪雨や火山噴火など

の自然現象は止められないが、これらの発生原因や、これらが関わって作られた地形・地質を理解して設計に当たること

で災害を減少させることはできる。次回は、個々の災害について注意すべきことなどについて考えてみたい。愛知地域

建設コンサルタンツ協会の技術者の皆さんと一緒に更なる技術の研鑽に努めたい。

愛知県で「土砂災害警戒区域」に措定されている箇所は約いくつあるでしょうか。 ①123箇所　　②1,230箇所　　③12,300箇所　　④123,000箇所 ※解答は愛地建コンのHP第4問9 10
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２． 災害の原因
このような自然災害の直接的な原因としては、地震、台風、豪雨、火山噴火などがあり、また、これらが関わりあって形

作られた地形・地質によって引き起こされる山腹崩壊や地すべりなどの特徴的な土砂災害や、物流停止、大停電などの

二次被害があり、これらが個々に、あるいは複合的に作用しあって発生する。我々が関わる調査・設計において、安全で経

済的な設計を行い被害を減少させるためには、これらの災害原因が作り出した地形・地質的特徴や今後起こる可能性の

ある災害事象について配慮する必要があり、そのためには災害に関わる事項の基本的な発生機構やその概略的な特性

を把握しておきたい。

２－１． 地震発生のメカニズム
我々が住む地球は半径6,400kmほどの球体であり、その表層地殻は粘性流体であるマントルの上に浮かぶプレー

トと呼ばれる10枚程度の地殻ブロックに分かれている。この地殻の厚さは、軽い海水の乗る海洋底では5km程度で薄

いが、高山が乗る大陸地殻はその重さによって深くまで沈みこんでおり、8,000m級の山々が乗るヒマラヤ付近の地

殻厚さは最大で60kmにも達している。高粘性流体である上部マントル（アセノスフェア）に乗ってゆっくりと流動する

厚さや重さの異なる個々の地殻プレート（リソスフェア）は、相対的に異なる速さで動いており、衝突したり引き裂かれ

たりしている。

我国は大陸地殻であるユーラシアプレートおよび北アメリ

カプレート上にあって、概略、東から移動する太平洋プレート

と、南から移動するフィリピン海プレートの海洋地殻が衝突し、

大陸プレートの下に沈み込む場所に位置している。この沈み

込み帯は太平洋プレートの先端に沿って千島海溝、日本海溝、

伊豆・小笠原海溝、マリアナ海溝へと続き、フィリピン海プレー

トの北端には東海沖の大地震発生確率が高まったとされる相

模トラフ、南海トラフがあって南西諸島海溝へと続いている。

このうち、太平洋プレートは年間約8㎝の速さ、フィリピン海プ

レートは4㎝程度の速さで移動している。海陸の両プレートが

接する部分は衝突や摩擦によって圧縮応力場となり、地殻内

には圧縮による歪み応力（内部応力）が蓄積されている。この

ひずみ量が地殻の破壊ひずみを越えると、海溝近辺の地殻岩

盤が破壊して断層運動を発生させ、蓄積された内部応力エネ

ルギーを瞬時に放出する。この巨大なエネルギーはマグニ

チュード8～9となる海溝型の巨大地震動を引き起こす。ま

た、沈み込み場の摩擦は海山などを引き裂きながら沈み込む

摩擦力の大きい場所や、ズルズルと滑り込む摩擦の小さい

所、付加体などを付着させながら滑り込む部分など、加わる力

が異なって平面的にもひずみ量が異なるため、内陸の地殻岩

盤にも相対的な歪み差による内部応力を蓄積させ、10～20kmの比較的浅い部分の岩盤を引き裂いてマグニチュー

ド7～8の内陸直下型の大地震を発生させる。このような発生機構である地震は、プレートの動きが続く限り繰り返し

発生するので、地震は永久に無くならない。全体的には圧縮応力場であるので、地震断層は逆断層が多いが、局所的に

は引っ張り応力場となって正断層となる場合もある。

海溝型の地震には津波を伴うことが多い。この地震断層のすべてが津波を発生させるわけではなく、大きな地震で

あっても水平成分の大きい地震では海水を大量に持ち上げるような変動が少ないので、大津波は発生しない。しかし、

それほど大きな地震でなくても、隆起の大きい逆断層や沈下落差の大きい正断層では巨大な津波を発生させることが

ある。これが「津波地震」と言われる地震で、揺れの大きさと津波の規模は比例的でない場合もあり、揺れが小さくても

大きな津波に襲われることがあるので注意する必要がある。

２－２． 台風発生のメカニズム
毎年7～10月頃に我が国を襲う台風は、海水温が27℃を越える熱帯地方の海域で発生する。太陽光線がほぼ直角

に降り注ぐ赤道付近では、この強い日差しによって暖められた海水が蒸発し、北東貿易風に乗って南西へ流れ、赤道収束

帯で南半球の南東貿易風とぶつかって上昇気流をつくる。水蒸気を多量に含む上昇暖気流は上空の飽和蒸気圧の低い

低圧、低温の冷気に冷やされ、含みきれない水分を凝結して雲をつくる。

水分が凝結すると凝結熱（潜熱）を放出するので大気はさらに暖められて膨張し、軽くなって上昇気流を強化させる。

この強い上昇気流は地球の自転によって生じるコリオリの力と相まって回転流となり、遠心力と凝結熱によって中心部

の気圧が下がり、海面上の多湿暖気を巻き込んだ熱帯低気圧となって周辺渦流の風速を早める。この風速が17.2m/s

（34ノット）以上になったものが台風である。

台風のエネルギー源は海面蒸発する水蒸気であり、高温の海域では多量の蒸発水によってエネルギーを得て、さらに

発達し風速を速める。回転流の風速が増すにつれ遠心力も大きくなって中心部の気圧がさらに下がり、台風の眼といわ

れる中心部に雲の無い明瞭な渦流の大型台風へと発達する。

左の写真は観測衛星「ひまわり」から見た台

風の解析画像で、回転する積乱雲と台風の目

がくっきりと見える。枠の大きさは約500km

である。日本の台風シーズンには南部中緯度

帯で太平洋高気圧が発達するため、熱帯で発

生した台風はこの縁をまわって西進し、南西諸

島付近の高気圧間の切れ目で北上する。台風

はそこで上空5,000m付近の強い偏西風の

ジェット気流に流されて転向し、速度を速めて

日本列島沿いに北東に進むケースが多い。

近年、大気中の急激な炭酸ガス量の増加に

よる温暖化によって、四国・九州沖の太平洋や

東シナ海の海水温が28℃付近まで上昇するこ

とや、海水の高温域が深部にまで達するため、

台風によって海水表層が攪乱されても海面水

温が下がらないことなどにより、台風は強い勢

力を保ったまま日本列島に上陸して被害を大

きくしている感がある。

２－３． 集中豪雨発生のメカニズム
日本付近で発生する豪雨は、台風周辺の渦巻積乱雲による場合もあるが、多くは温帯低気圧によって形成される前線

に起因することが多く、この前線に台風による湿った南風が流れ込むとさらに激しい降水となる。この温帯低気圧が発生

するメカニズムは熱帯低気圧の台風の渦流とは異なり、軽い暖気と重たい冷気が接することによって生じる密度流が原

因である。南の暖気と北の冷気が接すると、軽い暖気は冷気の上に乗り上げ、重たい冷気は暖気の下に潜り込み、これに

偏西風や自転によるコリオリの力が加わって東へ流れる回転気流の移動性温帯低気圧となる。このため温帯低気圧は

通常、寒暖の大気が接する温暖前線や寒冷前線を伴う。

次図（図－４）に赤色で示さ

れる温暖前線の暖気は緩い角

度で冷気に乗り上げるので、

上昇気流に乗って出来る雲は

順次高層雲、中層雲、低層雲と

発達して天気は2,3日かけて

ゆっくりと崩れ、徐々に雨が降

り出す。高高度を飛ぶ飛行機

の雲が長く伸びる時は高層大

気中の水蒸気量が多くなって

いる証拠であり、巻層雲や巻

積雲発生の場合と同じく、温帯

低気圧が近づいて徐々に天気

が崩れてゆくことが多い。

1. はじめに
近年、自然災害の発生頻度が高くなっている。平成28年4月には震度7を二度続けて記録し、死者50名と200名を

超える関連死で人命を奪い、熊本城に大被害を及ぼした熊本地震が発生した。平成29年7月には九州北部豪雨が発生

して福岡県を中心に42名に及ぶ多くの死者を出している。このような状況を踏まえ、本特集では今回から２回に渡り、各

種災害についてコンサルタント的見地から発信する。

昨年の平成30年は特に災害が頻発した年であった。1月下旬に約1,500年間も活動の無かった草津白根山が前兆

もなく突然に噴火して死傷者を出した。2月初旬には北陸豪雪が発生し、福井県で国道に1,500台もの車が立ち往生し

た結果、物流が停滞する被害が出ている。6月末から7月上旬にかけては梅雨前線が台風7号に刺激されて西日本に記

録的な大雨を降らせ、広島県はじめ各地で230名を越える死者、不明者を出す土砂災害や大洪水被害を発生させてい

る。本土上陸台風は12号から始まって15号、20号、21号、24号の5台風であった。このうち12号台風は東から西に

進み、九州南西海上で2回転した特異な迷走台風であった。台風21号は高潮によって関西国際空港を浸水させると共

に、300万戸を超える大停電を発生させ、強風による被害等で13名の命を奪っている。台風24号は9月上旬に日本列

島を縦断するコースをとり、九州南部から東北、北海道にかけて多大な被害をもたらし5名の命を奪った。台風24号が

過ぎて間もない北海道では、9月6

日未明に胆振地方を震源とする震

度7の北海道胆振東部地震が発生

し、山腹斜面崩壊などによって死者

41名と多くの関連死者を出してい

る。また、北海道電力苫東厚真火力

発電所の地震被害による電力ブ

ラックアウトは大きな経済的被害を

発生させた。

まず今回は、これら災害発生のメ

カニズムに着目して、その基礎知識

を再確認したい。

　一方、青色で示す寒冷前線では重たい冷気が急角度で暖気の下に潜り込み、暖気を急速に押し上げるので上昇

気流が激しく、天候が急に崩れて土砂降りの雨となる。雷鳴や突風、時には雹を伴うこともあり、気温が急に下がって

荒れた天気になる。日本海沿岸と太平洋沿岸に温帯低気圧が並んで東へ移動する二ッ玉低気圧という気圧配置にな

ると、両者から流れ込む湿った空気が日本列島の上空で衝突して山岳地帯で上昇気流が顕著になり、山間部では大

雨の荒れた天気になって山岳事故が多くなる。

温暖前線と寒冷前線の大気断面は左の図-5に示すような断面である。上の図が温暖前線であり、その上昇勾配は

1/100～1/300と緩い。一方、下は寒冷前線で、1/50～1/100程度と急勾配である。

南海上の台風から流れ込む多湿暖気が梅雨や秋雨の停滞前線に絡んで日本列島の上空でぶつかると、強い上昇気流

をつくって長時間の猛烈な雨を降らせる。

東海地方に大被害をもたらした2000年9月11日の東海豪雨の地上天気図と同時期の衛星画像を図－6および図－7

に示す。この両図を見ると、日本列島上に停滞した秋雨前線に台風からの暖湿気の南風が流れ込んで発生した大雨であ

ることがよく判る。

近年、線状降水帯と呼ばれるようになった、同じ場所で積乱雲上昇帯が長時間にわたって次々と形成される状況であ

り、このような気圧配置による集中豪雨は日本のどこにでも起こり得る可能性がある。

２－４． 火山噴火のメカニズム
日本列島が乗る大陸地殻の下には、前面の日本海溝や相模トラフ、南海トラフの海溝部から太平洋プレートとフィリピ

ン海プレートが沈み込んでいる。海洋底から沈み込むプレートは日本列島下部に大量の水を持ち込み、高粘性マントル

の溶融温度を下げる。地下深部の熱によって溶融して膨張したマグマは周辺より自重が軽くなり、地殻岩盤の割れ目を

押し広げて上昇する。上昇すると圧力低下による膨張と、温度低下による収縮が相互作用して上昇が止まり、地下にマグ

マ溜りをつくる。何らかの条件でこのバランスが崩れるとマグマが表層地殻を割って急上昇し、水蒸気爆発や火山噴火

を発生させる。

火山は海洋地殻の沈み込みに関わって形成され、海溝に沿った列島弧の火山フロントと呼ばれる場所に点々と並んで

いる。我国の火山やフィリピン、インドネシアの火山帯はこのような列島弧に沿った火山である。なお、ハワイやミッドウ

エイ諸島と、これに連なる海中に沈んだ天皇海山列などの海洋中の火山島はホットスポットと呼ばれるマグマ上昇点で

形成される異なったタイプの火山である。

我国では有史以来巨大噴火災害は発生していないが、過去に生じた阿蘇火山や姶良火山噴火のような、火山灰が鹿

児島から関東、東北地方にまで達するような超巨大噴火が発生すると、全国的な交通麻痺はもとより、換気に障害を生じ

て多くの原子力発電所や火力発電所が停止する超巨大災害となる可能性がある。昔から災害の怖さは「地震・雷・火事親

父」と言われるが、巨大火山噴火災害はこれらの災害を遥かにしのぐ、設計で対応できるような範囲を超える破局的な災

害となる可能性がある。

２－５． 地質と地形
我々が調査・設計に関わる表層地殻を構成する岩盤は、その出来方によって堆積岩や火成岩、変成岩などに分類され

る。これらの岩盤はプレートの動きに伴う地殻構造運動の圧力や温度の影響を受け、構成される鉱物によってそれぞれ

に異なる性質を有している。また、風雨や地下水、あるいは太陽熱などによる風化作用を受けつつ侵食や堆積を繰り返

して、様々な地形を造っている。これらの岩石やその風化物が造る地形・地質は災害に対しても個々に独特な性質を有

し、あるいは相互作用をなして特徴的な各種の災害原因をつくっている。

①堆積岩･･･水中や気中に堆積した泥や砂あるいは火山灰などが固結した岩であり泥岩、砂岩、礫岩、チャート、石灰

岩や、凝灰岩、凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩、シラス、グリーンタフと呼ばれる各種の凝灰岩が挙げられる。これらの堆積岩

はプレートの沈み込帯から高温高圧下の地下深部に押し込まれ、付加体として固化して再上昇した岩石であり、日本列

島を形造る地殻運動の結果でもある。

②火成岩･･･溶融したマグマが地中深くの高温高圧下で固化したものや、気中に噴出して固結した岩である。高温高

圧下でゆっくり固結すると結晶粒子の大きい深成岩の花崗岩や閃緑岩となる。一方、火口から噴出して短時間で冷

却固化すると結晶粒子の細かい玄武岩や安山岩、流紋岩などになる。

　火成岩の代表格である花崗岩類は、日本列島地表面積の約12％を占めて広く分布し、風化マサ土となって多くの

土砂災害を発生させてきている。この花崗岩類は地下深部で形成されるが、比重が2.6程度と軽いため、周辺の比

重が3.0程度と大きい橄欖岩や蛇紋岩の中にあって浮力を受けて上昇し、地表に頭を出して広く分布することにな

る。高温で上昇する際、花崗岩は他の岩石に触れて接触変成岩をつくる。

③変成岩･･･海溝の沈み込み帯で地殻変動に伴う圧力や熱によって広範囲にわたって変成を受けた高域変成岩とし

て、堆積岩起源の泥岩や砂岩が変成した結晶片岩や片麻岩があり、上昇する高温の花崗岩などに触れて変成した

接触変成岩として、泥岩が変成したホルンフェルスや石灰岩が変成した結晶質石灰岩の大理石などがある。

　これらの岩盤は、未風化新鮮岩では大きな災害につながることは少ないが、降雨や地下水の影響、外気温変化によ

る膨張収縮作用によって風化が進むと、脆弱化して山腹崩壊や地すべりを発生させる。また、河道に流れ出て侵食

や堆積を繰り返して流水に関わる災害の原因をつくる。（図－10参照）

２－６． 大停電（ブラックアウト）
我々の日常生活は、目覚めての朝食から、通勤電車、会社での照明やパソコン、夕食時の照明やテレビなどなど･･･非

常に多くの部分を電気に頼っている。北海道、苫東厚真火力発電所（116万KW）の地震被害に起因して発生したブラッ

クアウトは全道の180万戸を停電させ、大きな経済的被害を発生させた。このような大停電は地震だけではなく台風や

火山噴火、豪雨や地滑りなどによっても引き起こされる可能性がある。

　この大停電は電力の需要と供給のアンバランスによって発生した。我々が使う電気の周波数は西日本で60サイク

ル、東日本で50サイクルで使用されているが、電力使用量が供給量を上回ると周波数は低下し、逆の場合は周波数が

高くなって、一定の範囲を超えるとモーターの回転数などが乱れて多くの電気制御機器は機能しなくなる。発電所では

機器の損傷を避けるため発電を強制遮断して停止することになる。このため電力会社では発電機の立ち上げに時間の

かかる石油火力や原子力発電所の発電をベース電力とし、中間にLNGガスタービン等の火力発電所を置き、数分で発

電調整が可能な揚水発電所などを造って電力の需要・供給バランスの調整体制を整え、時々刻々と変化する電力需要に

対して発電／停止の微妙な電力量調整を行っている。ところが、苫東厚真火力発電所は全道で使用する電力の40％に

近い量を発電していたため、この緊急停止によって他の発電所での発電増量対応が間に合わず、引きずられて発電を停

止したことにより発生したと考えられる。

３． おわりに
以上、自然災害等の発生原因について見てきた。コンサルタンツ技術者にとって、地震や台風、豪雨や火山噴火など

の自然現象は止められないが、これらの発生原因や、これらが関わって作られた地形・地質を理解して設計に当たること

で災害を減少させることはできる。次回は、個々の災害について注意すべきことなどについて考えてみたい。愛知地域

建設コンサルタンツ協会の技術者の皆さんと一緒に更なる技術の研鑽に努めたい。

図－10　変成岩の生成過程

図－9　各種堆積岩の生成過程
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