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5(,&ણਾઔ؟ਆ൜ଂ ಸ൜சਾଳ੮ऋਟਚ
㻝㻝᭶㻞㻜᪥䠄Ỉ䠅䛻䚸ᅄᕝ┬ᡂ㒔ᕷ䛛䜙䚸ᅄᕝ⾜ᨻᏛ㝔䞉ᅄᕝඹ⏘ඪඪᰯ㻡㻝㻞ᅄᕝᆅ㟈⅏ᐖᑐᛂ◊✲䝉䞁䝍䞊 Ꮫ⾡䝉䞁䝍䞊
㛗䛷䚸ᅄᕝ┬ῶ⅏ጤဨᑓ㛛ᐙጤဨ ጤဨ㛗䛷䜒䛒䜛㞠 ᯘ⏕ᩍᤵ䜢䛿䛨䜑䚸ᅄᕝ┬ᆅ㟈ᒁ䚸㟁Ꮚ⛉ᢏᏛ䚸ᅄᕝ┬ෆ
䛾ᴗ䛾᪉䛺䛹䚸ྜィ㻣ྡ䛜䛂ᅄᕝᆅ㟈ᒁ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗどᐹᅋ䛃䛸䛧䛶㻾㻱㻵㻯ົᡤ䛻᮶ᡤ䛥䜜䜎䛧䛯䚹
ᅄᕝᆅ㟈ᒁ䛿䚸୰ᅜᆅ㟈ᒁ䛸ᅄᕝ┬ேẸᨻᗓ䛜ඹྠᡤ⟶䛧䛶䛔䜛ᆅ㟈㜵⅏⾜ᨻᶵᵓ䛷䛩䚹⌧ᅾ䚸ᅄᕝᆅ㟈ᒁ䛿୰ᅜᨻᗓ
䛾㔜Ⅼ◊✲ᴗ䛾୍䛴䛷䛒䜛䛂ᅄᕝ┬㔜Ⅼᆅᇦ䛻䛚䛡䜛⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗヨ㦂ᴗ◊✲
ㄢ㢟䛃䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛚䜚䚸䛭䛾୍⎔䛸䛧䛶᪥ᮏ䛾⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䝃䞊䝡䝇䛸Ꮫᰯ㜵⅏ᛂ⏝
䛻㛵䛩䜛どᐹ䛸ሗ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶᮶᪥䛥䜜䚸㻾㻱㻵㻯௨እ䛻䜒Ẽ㇟ᗇ䜔ᅜ❧◊✲㛤Ⓨ
ἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ䚸ᶓᕷ༴ᶵ⟶⌮ᐊ➼䜢ゼၥ䛥䜜䛯䜘䛖䛷䛩䚹
⌧ᅾ䚸୰ᅜᅜෆ䛻䛿⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䛜䛒䜚䜎䛫䜣䚹䛧䛛䛧䚸ᅄᕝ┬䛷䛿ᖺ㛫㻟ᅇ䜢
㉸䛘䜛ᆅ㟈䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛚䜚䚸య䛻ឤ䛨䜛ᆅ㟈䛿㻞༓ᅇ⛬ᗘ䛒䜛䛭䛖䛷䛩䚹㻞㻜㻜㻤ᖺ㻡᭶㻝㻞᪥
䛻䛿㻹㼟 㻤㻚㻜䠄୰ᅜᆅ㟈ᒁ䠅䚸㻹㼣㻣㻚㻥㻌㻔㼁㻿㻳㻿㻕䛾┤ୗᆺᆅ㟈䛷䛒䜛ᅄᕝᆅ㟈䛜Ⓨ⏕䛧䛶

ពぢ䛾ᵝᏊ

䛚䜚䚸どᐹᅋ䛛䜙ᚋ䛾ᅄᕝ┬䛻䛚䛡䜛ᆅ㟈ᑐ⟇䜢㐍䜑䛯䛔ពẼ㎸䜏䜢ឤ䛨䜙䜜䜎䛧䛯䚹
㻾㻱㻵㻯䛛䜙䛿䚸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䜢ጞ䜑䛯⤒⦋䜢䛿䛨䜑䚸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䛾ᢏ⾡ⓗ䛺ෆᐜ䜔
ά⏝䚸ྛ✀䝅䝇䝔䝮䛻䛴䛔䛶䛤ෆ䛧䜎䛧䛯䚹
୰ᅜᅵ䛷䛿ᆅ㟈䛾䛺䛔䜶䝸䜰䜒䛒䜛䛯䜑䚸⌧Ⅼ䛷䛿୰ᅜయ䛷䛾ྲྀ䜚Ỵ䜑䜔
⤌䜏䜢స䜛䛾䛿䛩䛠䛻䛿ᐇ⾜ฟ᮶䛺䛔ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䛯䜑䚸ᆅ㟈䛜ከ䛔ᆅᇦ䛷䜒䛒䜚䚸
㟁Ꮚሗᢏ⾡䜔㏻ಙሗᢏ⾡䛺䛹䛾㻵㼀ศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿୰ᅜ䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛾㟁Ꮚ㏻ಙ
Ꮫ䛜䛒䜛ᅄᕝ┬䛾ேᮦ䛜ാ䛝䛛䛡䛶䛝䛯䛾䜒㢔䛡䜎䛧䛯䚹

どᐹᅋ䛾ⓙᵝ䛸

5(,&ણਾઔ؟ञःधअෆฐ੍ର७থॱ شଆ಼ઐভ
㻝㻝᭶㻞㻞᪥䠄㔠䠅䛻䚸䛯䛔䛸䛖ໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛜ദ䛩䜛䛂ఫẸ䛸㧗㱋⪅ㆤ䞉⚟♴㛵ಀ⪅䛾䡚㜵⅏䞉ῶ⅏䛻䛴䛺䛢䜛䡚ὶ
䛃䛜㛤ദ䛥䜜䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛿䚸㧗㱋⪅䛻䛸䛳䛶ᆅᇦ䛾㌟㏆䛺┦ㄯ❆ཱྀ䛷䛒䜛ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛜య䛸䛺䜚䚸ᆅᇦఫẸ䛸
㧗㱋⪅䜢ᨭ䛩䜛㛵ಀ⪅䛜㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀ䛻䛺䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᆅᇦ䛾㜵⅏䞉ῶ⅏䛻䛴䛺䛢䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ὶ䛷䛩䚹
㻾㻱㻵㻯ົᒁ䛾ᡤᅾᆅ䛷䜒䛒䜛ᮾி㒔ྎᮾ༊䛷䛾䛣䛾ὶ䛻䚸㻾㻱㻵㻯䜒༠ຊ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
ὶ䛷䛿䚸㤳㒔┤ୗᆅ㟈䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸ᐃ䛧䚸㌟䛾ᅇ䜚䛻㉳䛣䜛Ⓨ⅏ᚋ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䚸ཧຍ⪅䛜ྛ䜾䝹䞊䝥䛤䛸䛻ពぢ
䜢⾜䛔䚸᭱ᚋ䛻䜾䝹䞊䝥䛾䜎䛸䜑ពぢ䜢Ⓨ⾲䛧䛶䜒䜙䛖㜵⅏䝀䞊䝮䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹
ၥ㢟䛾୍䛸䛧䛶䚸䛂ᆅ㟈䛷ᐙ䛜༙ቯ䛧䛯䛜㊊䛾⮬⏤䛺ᐙ᪘䛜䛔䜛䚸㑊㞴ᡤ䛻⾜䛟䛛䛹䛖䛩䜛䛛䛃䛸䛔䛖ၥ䛔䛻ᑐ䛧䚸䛂㌟య䛜
⮬⏤䛰䛛䜙䛣䛭䚸ᐙ᪘䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻㑊㞴䛩䜛䛃䛸䛔䛖ពぢ䛜䛒䜛୍᪉䚸䛂㛗ᖺఫ䜣䛰ᐙ䛛䜙㞳䜜䛯䛟䛺䛔䛃䛂㑊㞴ᡤ䛾⎔ቃ䠄ẟᕸ
䛾ᩘ䞉䝖䜲䝺➼䠅䛜ᚰ㓄䛰䛛䜙⾜䛝䛯䛟䛺䛔䛃䛸䛔䛖ពぢ䜒䛒䜚䜎䛧䛯䚹ཧຍ⪅ဨ䛻䛭䜜䛮䜜䛾❧ሙ䛷⮬⏤䛺ពぢ䜢㏙䜉䛶䜒䜙䛖䛣
䛸䛷䚸䜔䛛䛺㞺ᅖẼ䛾ὶ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹ᚋ䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛷䛿䚸⅏ᐖ䛻ᑐ䛩䜛ᙜ⪅ព㆑䛜ⱆ⏕䛘䚸๓䛾ഛ䛘䛻䛴䛔䛶
䛒䜙䛯䜑䛶⪃䛘䜛Ⰻ䛔ᶵ䛻䛺䛳䛯䛸䛾ពぢ䜒䛒䜚䜎䛧䛯䚹
ྎᮾ༊䛷䛿䚸ᖺ᫂䛡䛻༊ෆ䛾ู䛾ᆅᇦ䛷䜒ྠᵝ䛾䜲䝧䞁䝖䜢㛤ദ䛩䜛䛣䛸䛜Ỵ䜎䜚䚸㻾㻱㻵㻯䜒ᘬ䛝⥆䛝༠ຊ䛧䛶䛔䛟ணᐃ䛷䛩䚹

㻾㻱㻵㻯䛜䝀䞊䝮䛾㐍⾜䜢⾜䛔䜎䛧䛯

䛭䜜䛮䜜䛾ពぢ䜢㏙䜉䛶䜒䜙䛔䜎䛩

᭱ᚋ䛻䜾䝹䞊䝥䛾ពぢ䜢Ⓨ⾲䛧䛶䜒䜙䛔䜎䛩

হਜଂेॉ
䖃 䛂ਸ਼ বଅ७ॖইॸॕॿॵॺ३থএ४क़ُभओ੧
䛆 ⥲ྜ䝔䞊䝬 䛇 ⃭⏒⅏ᐖ䛛䜙♫䞉⤒῭䜢Ᏺ䜛
᪥ ⛬ 䠖㻞᭶㻢᪥䠄ᮌ䠅㻝㻟䠖㻜㻜䡚㻝㻢䠖㻟㻜
 ሙ 䠖䝟䝅䝣䜱䝁ᶓ 䜰䝛䝑䜽䝇䝩䞊䝹 㻵䞉㻶ሙ
 ദ 䠖ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ䚸≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᆅ㟈䞉㜵⅏ሗ⏝༠㆟
ᖺᗘ䛿䚸ྡྂᒇᏛ すᕝᬛᩍᤵ䛻䜘䜛ᴗ䛾㻮㻯㻼䛻䛴䛔䛶䛾ㅮ₇䛻ຍ䛘䚸㤳㒔㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫ᵝ䛻䜘
䜛⥲ྜ㜵⅏ሗ䝅䝇䝔䝮䛾♫ᐇ䛻䛴䛔䛶䜒䛤⤂䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹

䝅䞁䝫䝆䜴䝮ཧຍ䛤ᕼᮃ䛾᪉䛿䚸
➨㻞㻠ᅇ䛂㟈⅏ᑐ⟇ᢏ⾡ᒎ䛃ᶓ䛾䝩䞊䝮
䝨䞊䝆䜘䜚䚸๓Ⓩ㘓䜢䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼔㼕㼚㼟㼍㼕㼑㼤㼜㼛㻚㼏㼛㼙㻛㼥㼛㼗㼛㼔㼍㼙㼍㻛
‶ᖍ䛸䛺䜚ḟ➨䚸⥾䜑ษ䜚䛸䛺䜚䜎䛩䛾䛷
䛚⏦䛧㎸䜏䛿䛚᪩䜑䛻䟿

્ૐ
⅏ᐖሗᥦ౪䝅䝇䝔䝮䜢⤌䜏㎸䜣䛰䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䜢
⅏ᐖሗᥦ౪䝅䝇䝔䝮䜢⤌䜏㎸䜣䛰䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䜢㛤Ⓨ
ሗᥦ౪䝅䝇䝔䝮䜢⤌䜏㎸䜣䛰䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䜢㛤Ⓨ
䝔䝇䝁䝮䝕䝆䝍䝹䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁ᰴᘧ♫

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗

⸨ཎ ❶ᖹ

ᘢ♫䛿㜰⚄ῐ㊰㟈⅏䛾⿕⅏య㦂䜔䚸䛾⮬↛⅏ᐖ䜢┠䛾ᙜ䛯䜚䛻䛧䜎䛧䛶䚸♫ᴗ䛷䛒䜚䜎䛩㡢㡪䛸ᫎീ⦅㞟䚸
㏦ಙᢏ⾡䜢⏕䛛䛧䛶ఱ䛛⅏ᐖ䛻ᙺ❧䛴ᢏ⾡䛜㛤Ⓨฟ᮶䛺䛔䛛䛸ᛮ䛔䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䜘䜚⅏ᐖሗ䛻ᙺ❧䛴䝕䝆䝍䝹䝃
䜲䝛䞊䝆䛾㛤Ⓨ䛻╔ᡭ䛔䛯䛧䜎䛧䛶䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻥᭶䜘䜚ၟရ䛔䛯䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹㛤Ⓨ䛻䛒䛯䜚䜎䛧䛶䛿䚸ᙜ༠㆟
㻾㻱㻵㻯䛾ⓙᵝ䛻䜒ኚ䛚ୡヰ䛻䛺䜚䜎䛧䛶ㄔ䛻䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸ᮏ⣬㠃䜢䛚䜚䛔䛯䛧䜎䛧䛶ᘢ
♫䛾⅏ᐖሗᥦ౪䝅䝇䝔䝮䛻䛴䛔䛶䛤ㄝ᫂䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
ᆅ㟈䛾㝿䛻䛿䚸㻾㻱㻵㻯䜘䜚ཷಙ䛧䛯⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ㟁ᩥ䜢ᘢ♫䛸䛚ྲྀᘬ䜢䛔䛯䛰䛔䛶䛚䜚䜎䛩⮬య䜔ᴗ䚸ၟᴗ
タ➼䛾䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䛻㻝⛊⛬ᗘ䛷䝥䝑䝅䝳㓄ಙ䛧䚸ᆅ㟈㏿ሗ䛸Ᏻႏ㉳䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢㡢䛸୍⥴䛻㓄ಙ䛔
䛯䛧䜎䛩䚹䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁➼䛷䜒ཷಙฟ᮶䜎䛩䛜䚸䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䛾≉ᛶ䜢⏕䛛䛧䚸䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆࿘㎶ 䛾
≉ᐃከᩘ䛾᪉䛻ሗⓎಙ䜢ከゝㄒ䛷Ⓨಙฟ᮶䜛䛜Ⅼ䛸⪃䛘䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ᆅ㟈䛾䜏䛺䜙䛪ᵝ䚻䛺⅏ᐖ䛻ᆅᇦ㻸䜰䝷䞊䝖㟁ᩥ䜢ཷಙゎᯒ䛧䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛸䛧䛶⮬ື㓄ಙ䛩䜛䜒ྍ⬟
䛷䛩䚹䛣䛾䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ⮬య䛾ሗ䜢⅏ᐖⓎ⏕ᚋ䜒⥅⥆ⓗ䛻ሗᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䜎䛩䚹䛘䜀䚸䝕䝆䝍䝹䝃
䜲䝛䞊䝆タ⨨ሙᡤ㏆䛾㑊㞴ሙᡤ䛾ෆ䜔࿘㎶䛾⿕⅏≧ἣ䛾ᥦ౪䛺䛹䚸ᵝ䚻䛺ሗᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䜎䛩䚹ᚋ
䛿䚸䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆䛻㻭㻵䜢⤌䜏㎸䜏䚸᪉ྥᆺ䛾ሗᥦ౪䜢䚸㎿㏿䛻ⓗ☜䛻ᥦ౪ฟ᮶䜛䜘䛖䛻㛤Ⓨ䜢㐍䜑䛯
䛔䛸⪃䛘䛶䛚䜚䜎䛩䚹
ヲ䛧䛟䛿䚸ᘢ♫䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢䛤ཧ↷ୗ䛥䛔䚹 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼕㼓㼚㼍㼓㼑㻚㼠㼑㼟㼏㼛㼙㼟㼛㼡㼚㼐㻚㼏㼛 㻚㼖㼜㻛䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁㻛
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REIC ニュース︓特集

令和元年台風 19 号による関東地方
による関東地方の
関東地方の被害の
被害の特徴
東京電機大学
名誉教授 安田 進
まえがき
令和元年 10 月 12 日から 13 日にかけて日本を襲った台風 19 号により、関東、東北、北陸、中部
地方の広い範囲で被害が発生した。このため 140 箇所で堤防が決壊し、さらに洗堀による橋脚の被
害や、内水氾濫、斜面崩壊など多岐にわたる被害が発生した。筆者は、台風通過後の 13 日に朝日
新聞社のヘリコプターに同乗し、関東の西半分を上空から見て、その後に国土交通省関東地方整備
局に設置された堤防調査委員会で現地調査を行い、さらに関東各地を見て回った。山地の被害の全
貌はまだ分かっていない段階であるが、関東地方の被害の特徴を述べてみる。
台風の規模、進路と降水量
この台風は 12 日に伊豆半島に上陸し、関東地方から福島県へと縦断した。上陸直前の中心気圧
は 955hPa、最大風速は 40m/s と大型で強い勢力で、箱根における約 1000 ㎜を筆頭に、500 ㎜以上
の激しい雨が関東西部から北部にかけての山地や丘陵地で降った。これらの多量の雨が荒川水系や
利根川水系、多摩川水系などの数多くの河川に流れ込み、各地で計画高水位を超える水位となった。
一方、東京都心や横浜市では総降水量 200 ㎜前後で、最大時間降水量も 30 ㎜程度であった。これ
らの地区では心配された崖崩れや内水氾濫が発生しなかったが、これは降水量が多くなかったこと
に留意する必要があると思われる。
山地から低地にかけての被災状況
まず、箱根登山鉄道が甚大な被害を受けた斜面崩壊を写真 1 に示す。箱根では他にもいくつかの
箇所で斜面崩壊が発生したが、1000 ㎜もの降水量があった割には斜面崩壊は少なかった。関東山地
の他の地区でも降水量の割に斜面崩壊はあまり発生しなかった。台風通過時の短時間だけ雨が降り、
それ以前にあまり降っていなかったためかもしれないが、今後検討が必要であろう。
山地から平野に出る扇状地では護岸の侵食による道路や住宅被害が発生し、さらに橋脚の洗堀に
よる被害も各地で発生した。写真 2 は多摩川水系の上流部の秋川での侵食による被害で、かなり下
ってきた立川市と日野市を結ぶ日野橋でも写真 3 に示す洗堀による被害が発生した。多摩川上流の
小河内では 550 ㎜程度も降っており、流れが激しかったのではないかと考えられる。

写真 1 箱根の斜面崩壊

写真 2 秋川の侵食被害

写真 3 日野橋の洗堀被害

■REIC ニュース No.16 2020 Jan

REIC ニュース︓特集

朝日新聞社のヘリに同乗して撮影

写真 4 越辺川の決壊

写真 6 戻り水による被害

写真 5 えぐられた裏のり面

荒川水系、那珂川水系、久慈川水系などの中流部では各地で氾濫が発生した。写真 4 には荒川水
系越辺川右岸 0.0km で堤防が決壊した状況を示す。13 日の午後に撮影したので、すでに越辺川の水
位が下がって堤内地からの水が川に戻っているが、その奥（北側）の堤内地に広く浸水したままの
状況になっていた。この上流では越辺川右岸は決壊していなく、越辺川に流れ込む支流が氾濫した
とのことである。写真 5 に決壊箇所の近傍で 5 日後に撮った写真を示す。堤内地側ののり面がえぐ
られており、越水によって決壊したことを物語っていた。一方、写真 6 には久慈川右岸 25.5km で
堤防が決壊した箇所の近傍を示す。川側ののり面がえぐられており、ここでは堤内地側から川に向
かって戻り水による越水が生じたために決壊が生じたと判断された。これは上流で堤内地側へ越水
した水が下流側に溜まって、反対向きの決壊が生じたと結論付けされた。これらのように、関東各
地で河川水が堤防を越え、さらに決壊まで引き起こす被害が発生した。
多摩川では狛江市から武蔵小杉まで左右両岸で困った氾濫被害が生じた。この区間で多摩川本川
堤防からの越水は生じなかったものの、天端から 1～2m のところまで河川水位が上がった。このた
めに、多摩川に流れ込む支川や下水の氾濫が各地で発生した。支川のうち川崎市の平瀬川は合流点
に水門がなく、多摩川の水が逆流して平瀬川の護岸を超えて浸水したものである。ただし、その護
岸の外側には霞堤があり、昔は人家がなかった区域である。その他の箇所では多摩川に流入する所
に樋門が設けられていた。これらの樋門のゲートは台風通過時に多摩川からの逆流を防ぐために閉
められたものと、開けたままのものがあった。前者では支流からの水が吐けなくなり、後者では多
摩川からの逆流により氾濫が発生した。本流、支流とも河川水位が異常に上がると、樋門の開閉ど
ちらでも氾濫が生じることが生じた。なお、武蔵小杉ではこの浸水がタワーマンションの地下室に
はいり電気設備が被災し、停電や断水の深刻な被害が生じた。
あとがき
空から見た時の第一印象は、関東各地の各河川は満杯になっていたということであり、気候変動
の影響で今後も同様の被害が生じるのではないかと、強い危機感を持った。各河川の特性に応じて、
ダム、遊水地、放水路のハードな整備を進めるとともに、万一堤防を越水しても決壊しない対策も
考えていく必要があろう。ただし、その場合の浸水の影響の対処は難しい問題である。

■REIC ニュース No.16 2020 Jan

