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山地における災害被害の変化
―2010 年 8 月にインド北西部ラダーク管区で発生した集中豪雨被害をめぐる考察―

山口哲由
京都大学東南アジア研究所
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はじめに

ムサル地区の状況を説明する。

本報告は、2010 年 8 月にインド北西部ラダー
ク管区レー県を中心に発生した集中豪雨に関し

チョクラムサル地区の地形と集落の立地

て、最も重篤な被害が発生したチョクラムサル地

チョクラムサル地区の概要を図 2 に示した。こ

区の被害状況を報告するとともに、山地における

の地区はレー県の中心部からおよそ 5km に位置

人びとの居住形態や生活の変化が自然災害の被害

している。チョクラムサル地区は、
サブー村を通っ

状況とどのような関係にあるのかを考察すること

てインダス川に注ぐサブー川の扇状地に位置して

を目的とする。

いる。チョクラムサル地区は、古くからの村落で
あるチョクラムサル村と、1970 年代以降に公共

調査地と集中豪雨被害の概要

施設や家屋の建設が進んできた新興地区とに分け

ラダーク管区は、インドの北西部に位置する

ることができるが、前者は扇状地の扇端部、後者

ジャンムー・カシミール州に属している。ジャン

は扇央部に位置している。図 2 におけるチョクラ

ムー・カシミール州には 3 つの管区、すなわちジャ

ムサル村とサブー村では、農耕地や植林地を示す

ンムー、カシミールバレー、ラダークがある。ラ

緑色の部分が確認できるが、一方で新興地区では、

ダーク管区のなかはさらに西部のカルギル県と東

幹 線 道 路 沿 い に ITBP（Indian Tibetan Border

部のレー県に分かれる。8 月の集中豪雨被害はレー

Police）の駐留地、ラダーク管区での道路建設を

県を中心として発生した。図 1 には、集中豪雨後

担う道路開発公社、学校、ラダーク管区刑務所な

に NGO がおこなった調査に基づく被害状況を示

どの公共施設、住宅区画がひろがっており、植生

した。レー県の中央部には、チベット高原に源流

を示す緑色の部分はほとんどみられない。一般に

を持つインダス川が流れているが、重大な被害が

レー県は非常に乾燥しており、河川沿いや灌漑さ

発生したのは主にインダス川北岸に位置する集落

れた土地以外では植生はほとんどみられない。特

であった。8 月 11 日に発行された新聞によると、

に扇状地の扇央部では水が伏流するために灌漑が

集中豪雨による死者は 166 人であったと報告され

難しく、農耕地として利用されていないことを示

ている 注 1）。また、現地 NGO が 8 月 16 日に取り

している。それゆえに、長い間、扇央部は不毛の

まとめた資料によると、死者 173 人、行方不明者

地であり、村落などは立地してこなかった。しか

が 400 人以上とされている 注 2）。しかし、詳細な

し、サブー川の扇状地は比較的レーに近く、平坦

被害状況は現在でも不明な部分が多い。最も大き

な扇央部の土地は、軍隊駐留地や道路開発の関連

な被害を受けたのがレー県中心部に近いチョクラ

施設、学校などといった大型の施設を建設するの

ムサル地区であり、上述した現地 NGO の資料に

に適しており、さらにこれらの施設に従事する人

基づくと、死者数は 43 人にのぼっており、全死

びとやその家族が周辺に住宅地を構えることに

者数の 3 割弱がこの地区に集中していたことを示

よって（図 3）
、新興地区の開発が進んできたと

している。以下では、チョクラムサル地区の地形

考えられる。

的な特徴を概観するとともに、被災後のチョクラ
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図 1 レー県での 2010 年 8 月の集中豪雨による被害の分布状況
TISS による集中豪雨被害報告書に基づく。
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図 2 チョクラムサル地区の概要
衛星画像（Google 2010, GeoEye 2011、2010 年 10 月 29 日撮影）を元に作成。
赤い矢印は図で示した写真の撮影場所と一致する。

― 94 ―

ヒマラヤ学誌 No.12 2011

チョクラムサル地区における集中豪雨被害
の状況
集中豪雨が発生した 8 月 5 日当日のチョクラム

南東方向にも小さな支流が流れ出ていた。土石流
はサブー川本流へと流れ込み、新興地区の 1 つで
あるタシギャツァルの中心部を直撃したが（図 8）、

サル地区の状況としては、夕刻 7 時過ぎから雷が

南西方向に流れる支流は下流の集落にほとんど被

継続しており、小雨が降り続いていたとされる。

害をもたらさなかった（図 8）。タシギャツァル

それが深夜 11 時過ぎから突如として猛烈な豪雨

は第 1 から第 4 までの区画に分かれるが、特に被

と暴風が始まり、豪雨そのものは 30 分程度でお

害が大きかったのは第 2 と第 4 の区画であった。

さまったが、その間の猛烈な豪雨によって生じた

平常時、サブー川は本流であっても小さな河川で

土石流によって多大な被害が生じたのである。土

あり、水が流れている部分は幅 2m 程度にすぎな

石流は、豪雨が始まってから 15 分くらいでチョ

かったとされる。そのため、比較的小規模の家屋

クラムサル地区に到達したとされる。土石流はま

が河川の両側に密集していたが、土石流の発生に

ず始めにサブー川支流で発生し、本流と合流した

よってそれらの家屋は痕跡もなく押し流された

後に河岸にある農耕地や家屋に被害をもたらしな

（図 9、図 10）。タシギャツァル第 4 区画の幹線道

がら流下した。さらには扇央部に位置する新興地

路沿いには、高さ 3m、幅 3m、長さ 600m に達す

区のなかでもタシギャツァルと呼ばれる住宅地の

るマニ壁があるが注 3）、土石流が発生した際、こ

家屋を押し流した後、より下流に位置する第 10

のマニ壁が土石流をせき止めることで小規模のダ

チベット難民キャンプに達し、ここでも多くの家

ムを形成されたとのことであった。このダムに

屋に対して被害をもたらした。

よってマニ壁に隣接する家屋は浸水するとともに
（図 11）
、土砂を蓄えた土石流がマニ壁の決壊と

サブー川扇状地より上流部に位置するサ
ブー村の様子

ともにさらに下流の第 10 チベット難民キャンプ
に被害をもたらした。また、タシギャツァルを通

人びとの話によると、サブー村でも 7 人の死者

過した土石流の一部は幹線道路へと流れ込み、道

が出たとのことであった。河川沿いの家屋や農耕

路の両側にある商店や家屋を土砂で覆った（図

地はサブー川の土石流によって掘削されており、

12）。

それによって崩壊した家屋や流出した農耕地もみ
石流によって土砂におおわれた収穫間近のオオム

サブー川扇状地の扇端部に位置するチョク
ラムサル村の様子

ギ畑もみられた。土石流の発生源となったと考え

チョクラムサル村はサブー川がインダス川と合

られる支流の様子を図 5 に示しているが、このよ

流する部分に位置しており、傾斜がゆるやかで平

うに河床を掘削しながら流下してきた土石流がサ

坦地も多い。土石流に含まれる大きな岩石はより

ブー川本流へと流れ込み、チョクラムサル地区を

上流部のチョクラムサル新興地区で堆積してお

襲ったと考えられる。また、サブー川にはサブー

り、チョクラムサル村に達したのは砂礫などが多

村南部にコンクリート製の橋が架けられていた

かったと考えられる（図 13）
。現地での聞き取り

が、土石流の発生時、土砂と流木によってここに

調査によると、チョクラムサル村の死者は、土石

小規模のダムが形成されたとのことであった。こ

流発生時に車で避難しようとして土石流に巻き込

のダムによって土砂を蓄えた土石流は、ダムの決

まれた 3 人だけであり、村落内での死亡した人は

壊とともに勢いを増してチョクラムサル地区に流

いないとのことであった。ただし、水流によって

れ出し（図 6）
、多くの被害をもたらしたのである。

いくつかの家屋は被害を受けており、二次災害を

られた（図 4）
。また、氾濫しながら流下した土

恐れる人も含めて 60 人ほどが集中豪雨被害後の

サブー川扇状地の扇央部に位置する新興地
区の様子

数日間を救援キャンプで過ごしたとのことであっ

集中豪雨以前のサブー川は扇状地の扇頂部付近

14 に示しているが、砂礫によって覆われた農耕

た。集中豪雨後のチョクラムサル村の様子を図

で 2 つに分かれ、本流は南西方向に流れてチョク

地や砂礫が堆積した灌漑用水路が所々でみられ、

ラムサル地区を通ってインダス川に注ぐ一方で、

それを復旧させる活動もすでに始まっていた。イ
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3 サブー川扇状地に位置する新興地区（カルナクリ
ン）の様子
新興地区では、このように比較的規模の小さな家屋が密
集している。水は 4 日 1 度、政府の給水車で供給される。
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図 6 サブー村から流下した土石流の痕跡
サブー村とチョクラムサルの間にはわずかに荒れ地が残
されているが、土石流はここを通ってチョクラムサル地
区に達した。
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図 4 サブー村の河川本流沿いの様子
支流からの土石流の流入によって勢いを増したサブー
川本流は蛇行を繰り返しながら隣接する農耕地の浸食
した。
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図 7 土石流がチョクラムサル地区に達した痕跡
サブー川は扇状地の扇頂部で南西と南東に分かれる
が、南西方向に流下した土石流がチョクラムサル地区
を直撃した。
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図 5 集中豪雨後のサブー川支流の様子
土石流は、サブー川支流での発生が引き金となったと
考えられる。矢印部分のように河岸や河床を掘削しな
がら流下し、サブー川本流と合流した。
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図 8 サブー川支流の様子
サブー川支流は南東方向に流れているが（写真中央の
矢印付近、左から右方向へ）、下流の集落への影響は
軽微であった。
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図 9 集中豪雨前後のチョクラムサル新興地区の比較
左は集中豪雨前の衛星画像（World View、2009 年 9 月 5 日撮影）であり、北東から南西にサブー川本流が流れている
が、その両岸に家屋が密集している。右は集中豪雨後の衛星画像（Google 2010, GeoEye 2011、2010 年 10 月 29 日撮影）
であるが、河川沿いの家屋が流出した様子が解る。
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図 10 チョクラムサル地区を流下した土石流の痕跡
土石流はタシギャツァルの中心部を流下した。写真付
近でも多くの家屋が隣接していたが、土石流が直撃し
た部分では家屋の痕跡はほとんどなく、流下してきた
土砂に覆われていた。
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図 11 タシギャツァル幹線道路沿いの家屋
タシギャツァルの幹線道路沿いにマニ壁があるが、土石
流はこの石組みによってせき止められ、小規模のダムを
形成したとされる。それによってマニ壁付近の家屋は浸
水した。矢印付近に家屋が水没した痕跡が残っている。
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図 12 幹線道路沿いを覆う土砂の様子
サブー川の土石流はチョクラムサルをおそった後、一
部は幹線道路沿いを流下した。そのために道路には土
砂が堆積した。
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図 13 チョクラムサル村内の道路の様子
インダス川付近のチョクラムサル村では傾斜も緩やかに
なるため、大きな岩石はここまで到達しなかったものの、
砂礫による被害が目立った。チョクラムサル村内の道路
はほとんどが砂礫によって覆われていた。

図 14 チョクラムサル村の灌漑用水路の様子
赤い波線は、灌漑用水路を示しているが、砂礫によっ
て埋没している。この写真は集中豪雨後、3 日目の撮
影したものであるが、すでに住民による復旧作業が開
始されていた。
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図ᅗ16䚷⾨ᫍ⏬ീ(CORONA䠈1965ᖺ2᭶27᪥ᙳ)䛻䜘䜛
16 衛星画像（CORONA、1965 年 2 月 27 日撮影）
による 1965 年のサブー川扇状地の様子
扇状地より上流に位置するサブー村やインダス川沿い
のチョクラムサル村の農耕地は確認できるが、扇央部
には家屋などはほとんどみられず、未利用地であった
ことが解る。
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図 17 集中豪雨後のシェイ周辺の扇状地の様子
チョクラムサルに隣接するシェイの扇状地においても、
集中豪雨によって土石流が発生したが、家屋などがほ
とんどなかったために人的な被害は生じなかった。

䜲䞁䝎䝇ᕝ䊻㻌

ンダス川とサブー川の合流地付近でも水流によっ
て決壊した石壁などが目立った（図 15）
。

まとめ
サブー川の扇状地に位置するチョクラムサル地
ᅗ15䚷䜲䞁䝎䝇ᕝ㏆䛾䝏䝵䜽䝷䝮䝃䝹ᮧ䛾ᵝᏊ
図 15
インダス川付近のチョクラムサル村の様子

区は 8 月の集中豪雨によって最も大きな被害を受

大きな岩石は上流の新興地区に堆積したが、大量の砂
礫によって石壁が崩壊した部分もみられた。

する村落は、ほとんどがインダス川に注ぐ支流が

けた。もともと、レー県のインダス川沿いに位置
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形成する扇状地よりも上部に位置するか、あるい

う問題を有しているものの、家屋を建設するため

はインダス川沿いに位置することが一般的であ

の土地を得やすい場所であり、レーから近いとい

り、扇央部はほとんど利用されてこなかったと考

う意味でも適していたのである。現在のラダーク

えられる。扇状地の一般的な特性として、扇央部

管区では、低地インドから安価なコメやコムギが

では河川が伏流し、過去の土石流によって堆積し

輸入されており、気温が低く平坦地に乏しい環境

た岩石も多く、農耕地としての利用が難しい。ま

での農業だけでは教育費や医療費をまかなうこと

た、土石流被害を考えた場合にも、扇央部では土

は難しくなっている。そのなかで軍隊や観光業に

砂が堆積しながら蛇行するために被害が及ぶ可能

職を求めてレー県中心部に移住する人びとは増加

性も大きくなる 1）。

している。チョクラムサル地区はそういった人び

一方で扇状地より上流部は、土石流の発生区間、

とが生活する地域の 1 つである。チョクラムサル

あるいは流下区間にあたるため、土石流が発生し

地区は、そういった近年のラダーク管区村落社会

た場合には河床や河岸が掘削されることはあるも

の現状を象徴している。今回の集中豪雨被害は、

のの、河川と農耕地、河川と家屋との距離を設け

そういった人びとに多くの被害をもたらしたわけ

ることで被害を限定することが可能である。また、

であり、山地における生活形態の変化と密接に関

扇端部では、チョクラムサル村のように傾斜がゆ

わった災害であったといえる。

るやかになるために大きな岩石などによる被害は
少なく、砂礫の流入によって農耕地や灌漑水路が

注

被害を受ける可能性はあるが、家屋が被害を受け

1） 2010 年 8 月 11 日発行の Rising Kashmir 紙に

る可能性は低くなる。

基づく。

扇状地の扇央部は、農業を営む場合にも、居住

2） 現地NGOであるLadakh Ecological Development

する場合にも問題を有しているため、ラダーク管

Group（LEDeG）から提供された内部資料に

区でも長く利用されてこなかったと考えられる。
衛星画像 CORONA によって確認できる 1965 年

基づいている。
3） マニ壁とは、仏教の経文を刻んだ石を積み上

のチョクラムサル地区周辺の様子をみると（図

げた石積みを指す。

16）、サブー村とチョクラムサル村の間に位置す
る扇央部には殆ど家屋はみられず、空白地であっ
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uploads/2010/08/Assessment_Prelim_District_Le

一方でサブー川の扇状地は、レー県中心部から
比較的近くに位置する平坦な未利用地として開発
が進んできた。1970 年代以降、ITBP や道路開発
公社が設置され、学校などの建設がおこなわれる
なかで、それらに勤務する人びととその家族、あ
るいは子供の通学のために移住してきた人びとな
どもこの地域に住居を構えるようになり、新興地
区の拡大が進んできたと考えられる。そういった
農耕と切り離された人びとが生活するうえでは、
扇状地の扇央部という場所は、水を得にくいとい
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Summary
Transition of Mountain Disasters
― A Case of the Disaster Caused by Torrential Rain in August 2010 at Ladakh Province, India ―

Takayoshi Yamaguchi
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University
On August 5, 2010, local severe rain in Ladakh Province of northwestern India caused debris avalanches, which
became an unprecedented catastrophe in which more than 150 people lost their lives and more than 400 went
missing. These disasters originated primarily from Leh District in Ladakh Province; the heaviest damage occurred
in the Choklamsar developing area located within the alluvial fan near the central city of the district. This study
aims to clarify why considerable damage occurred, especially in the Choklamsar developing area, and to discuss
transition of mountain disasters.
Through an analysis of topographic maps and satellite images, it was found that most villages of Leh District are
located away from the center of the alluvial fan because of the difficulty in obtaining water and the tendency to be
easily damaged by debris avalanches. However, it is also ideal for the construction of large facilities such as army
camps and schools due to plains and extended land. Thus, alluvial fans located near the central city have been
developed for such facilities and residential sections of their working staffs after the 1970s; these form the
Choklamsar developing area. The debris avalanche occurred there and caused extensive damage. Debris avalanches
also occurred in other alluvial fans; however, because there were no residential sections there, human damage was
minimized. Therefore, it is considered that the damage caused to the Choklamsar developing area reflects the
change of land use form in mountain regions.
Keywords: mountain disaster, alluvial fan, change of land use form, Ladakh
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