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1. はじめに 

近年，短時間に時間雨量 80mm を超える強雨によ

って崩壊を伴う土砂災害が多く発生している。六甲

山系では平成 26 年台風 11 号の豪雨によって崩壊が

多数発生した。この際発生した崩壊の特徴は，南向

きの凹形谷型斜面で最も多く，次に凸形尾根型斜面

で多く発生し，いずれも長距離流動化したことが報

告されている 1)。 
兵庫県では，平成 24 年 4 月にリアルタイム型の

ハザードマップシステムである箇所別土砂災害危険

度予測システムを表六甲山系で運用を開始して以降，

県内各市町への導入促進に取り組んでいるが，精度

を向上させるためには，表面流や渓流の流水などに

よる侵食メカニズムへの対応が課題として求められ

ている 2)。 

本報告では，上記課題に対応するため，凹形谷型

斜面で発生した流動化した崩壊を対象に，現地調査

と数値標高モデルを用いた地形解析を実施し，崩壊

発生場の特徴と発生場の抽出方法について検討した。 

 

2. 現地調査箇所と調査概要 

2.1 現地調査箇所 
現地調査箇所は，兵庫県神戸市灘区六甲山町の六

甲山頂付近にある北西側斜面で発生した土砂流動化

が確認できた崩壊（以下，崩壊 A）を対象とした。調

査箇所を図－ 1 に示す。 

2.2 調査結果 

現地調査として，現地踏査による崩壊形態の把握

と簡易貫入試験による層厚の把握を行った。崩壊 A

の踏査結果平面図を図－ 2に示す。 

 北向きの傾斜角 30°程度の斜面で崩壊が発生し

ており，地質は六甲花崗岩からなる。崩壊幅は 10.0

ｍ，崩壊深さ 1.0ｍ程度で崩壊地付近には湧水は確

認できなかったが，崩積土が存在する下流部におい

て湧水が確認できた。 

崩壊 Aは，岩盤露頭崖に囲まれた傾斜角 30°前後

の谷底に土砂が堆積している場所で発生したものと

考えられ，崩積土が流動化している状況が確認でき

たため，侵食型の崩壊であると判断した。崩壊地の

滑落崖は傾斜変化点（遷急線）で確認できた。崩壊

A の現地状況写真を写真―1 に示す。 

2.3 崩壊メカニズム検討 
 現地調査から推定される崩壊メカニズムは，豪雨

時に谷頭凹地によって急激に集水された浸透水ある

いは表流水が原因で谷底が侵食され，土石流化した

ものと考えられる。 

写真－ 1 崩壊 A現地状況写真 

図－ 1 調査箇所 

図－ 2 踏査図 
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3. 数値標高モデルを用いた地形解析 

3.1 崩壊発生場の地形解析 

崩壊 A の集水域における地形的特徴を把握するた

め，航空レーザ測量によって得られた解像度 10m 数

値標高モデル(以下，10mDEM)を用いて平面的な地形

の凹凸量を算出し，崩壊 A との比較を行った。地形

の凹凸量 Lは標高モデルを式(1) で表したとき，式

(2)のように定義した。 

DEM = �
𝑎𝑎 𝑏𝑏 𝑐𝑐
𝑑𝑑 𝑒𝑒 𝑓𝑓
𝑔𝑔 ℎ 𝑖𝑖

�                       式(1) 

𝐿𝐿 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 + 𝑓𝑓 + 𝑔𝑔 + 𝑖𝑖) − 8𝑒𝑒     式(2) 

結果を図－ 3 に示す。この図から本崩壊地におけ

る発生場は，崩壊地上流に集水面積 2,300 ㎡の流域

を持ち，その内 800 ㎡は凹型地形で発生する特徴が

あるといえる。このような崩壊が発生する可能性が

高く，集水面積が 2,000～2,500㎡程度で，集水域内

に凹型地形を 800 ㎡以上含む地形を谷頭凹地と定義

した。 

 

3.2 崩壊発生場の抽出方法 
現地調査と地形の凹凸量の比較結果を踏まえ，

10mDEMを用いて谷頭凹地の抽出を行った。まず，現

地調査を行った崩壊の集水面積が 2,300 ㎡を持って

いたため，2,000～2,500 ㎡（10ｍDEM に換算すると

20－25メッシュ）の集水域を算出した。次に，算出

した集水域に凹型地形が 800 ㎡以上（10mDEM に換算

すると 8 メッシュ以上）含まれる領域を抽出するこ

とで，谷頭凹地を抽出した。結果を図－ 4 に示す。

図－ 3 と比較して崩壊地の集水域である谷頭凹地

を抽出できていることがわかる。 

また，崩壊 A と同時期に発生した崩壊と抽出した

谷頭凹地の比較を行った。結果を図－ 5 に示す。そ

の結果，発生した流動化が認められる崩壊と抽出し

た谷頭凹地は概ね一致していることを確認した。 

 

4. まとめ 
平成 26年台風 11 号に伴う豪雨により発生した崩

壊地の内，凹形谷型斜面で確認された流動化した崩

壊地に着目し現地調査と机上調査により，流動化し

た崩壊の特徴と発生場の抽出方法について検討した。 

その結果，以下の結果を得ることができた。 

① 凹形谷型斜面で発生した崩壊には，侵食型崩

壊が発生していたことが現地調査で確認でき

た。 

② 集水域と地形の凹凸量を組み合わせることで

発生場の抽出が可能になった。 

 今回の検討により箇所別土砂災害危険度予測シス

テムの精度向上として，降雨により発生した表流水

や浸透水が谷頭凹地を主因とし集水することで，崩

壊が発生する場を集水域と地形の凹凸量から抽出し

することが可能になった。なお，現在上記したシス

テムは地形区分ごとの頂部斜面，谷壁斜面，谷底斜

面で層厚が設定されているが，今回の検討を踏まえ

て谷頭凹地は通常の谷壁斜面とは地形発達や堆積環

境が異なるため，抽出した谷頭凹地については独自

の層厚式を設定し，精度向上を図る予定である。 
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図－ 3 崩壊上流の集水面積と地形の凹凸量の関係 
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図－ 5 平成 26年崩壊と抽出した谷頭凹地 
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図－ 4 対象崩壊地と抽出した谷頭凹地 
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