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１．はじめに： 

砂防事業における施設配置計画の立案や整備優先順位の評価

は，要整備土砂量，既往災害の有無，重要交通網の有無，保全

対象の重要性・距離等を総合的に判断し，実施している。この

判断基準の一つに，深層崩壊の発生リスクが採用されることが

あるが，表層崩壊の発生リスクについては採用されることは少

ない。これは，流域の荒廃状況，崩壊実績及び打荻式1)での新規

崩壊土砂量の想定で包括されていると整理されているものと想

定されるが，それらのみで小流域単位での表層崩壊の危険性や

保全対象への危険性は評価しきれていないと考えられる。 
湯沢砂防事務所では，小流域単位での表層崩壊の発生危険度

を施設配置計画に反映させることを目的に，これまで平成23年
7月新潟・福島豪雨（以下，H23.7豪雨）により多数の崩壊が発

生した登川流域2)において，簡易な表層崩壊危険度評価法3)が適

用性について検討してきた。しかし，既往検討では，再現性が

低い結果となり 4)，検証手法の改善が求められていた。原因と

して，流域内に様々な崩壊発生及び土砂移動の形態があるが，

これらすべての土砂移動形態を教師データとして扱っていたこ

と，与条件である降雨量（降雨強度）を流域一律の値としてい

たことが考えられた。このため，本事例においては，簡易な表

層崩壊危険度評価法の適用性の向上のために，空中写真の再判

読及び現地調査結果に基づき，崩壊発生場の地形的特徴を考慮

し，崩壊発生形態を7つの区分に分類するとともに，Cバンド

解析雨量を用いた表層崩壊発生危険度評価を実施した。 
 

２．崩壊発生形態に着目した危険度評価： 

1）対象流域と崩壊発生 

今回検証を実施した登川は，信濃川水系魚野川の右支川で，

流域面積84.5 km2，流路長18.5 km，平均河床勾配1/16の河川で

ある。地質は主に花崗岩が分布しており，全般的に開析が進行

した地形で山頂付近まで露岩している。 
H23.7豪雨では登川流域の清水観測所で，最大1時間雨量62 

mm，連続雨量522 mmを記録した。Cバンド解析雨量から左岸

側と比べ右岸側の降水量が多いこと，それに伴い崩壊も右岸側

が多いことが分かる（図-1）。H23.7 豪雨前後の航空レーザ測量

結果及び空中写真判読結果によると，崩壊面積率は0.65 %で，

新規崩壊1,498箇所及び崩壊生産土砂量約55万m3であった 2)。

山地の開析程度を表現する 5)地形開析区分図を図-2 に示す。崩

壊地は開析斜面下部において多く分布しており，崩壊面積の分

布頻度は79％である。 
2）評価手法 

本検討では，既報 4)と同様にH-SLIDER法とC-SLIDER法を

組み合わせて3)検討を実施した。H-SLIDER法は，地表面地形，

土層厚，土質強度及び飽和透水係数を実測し，斜面安定解析及

び定常状態を仮定した水文モデルを組み合わせた簡易な評価モ

デルであり，斜面スケールの表層崩壊の発生危険度を評価する。

C-SLIDER 法は，H-SLIDER 法により同定したパラメータを用

いて渓流単位での崩壊発生危険度を積上げ，渓流の集合体であ

る流域における表層崩壊の相対的な発生危険度を評価するもの

である。地形データは，国土地理院発行の数値標高モデル（DEM）

10ｍメッシュにより設定した。 
3）崩壊現象の分類 

H23.7 豪雨により発生した崩壊地

の判読結果は，表層崩壊以外にも渓

岸侵食や崩壊跡地の拡大崩壊等も含

まれており，それらは今回の評価手

法での再現が難しい現象であり，既

図-1 登川流域のCバンド解析雨量 
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図-3 崩壊現象別の分布比率
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報の再現性の低さは表層崩壊以外の崩壊も含めて評価したため

と考えられる。そこで，航空レーザ測量結果及び空中写真をも

とに崩壊発生場の地形的特徴を考慮し，崩壊発生形態を，表層

崩壊，河床侵食，渓岸侵食，拡大崩壊・再崩壊，人工斜面の崩

壊，落石状崩壊及びその他の7つに分類を行った（図-2）。その

結果，登川流域では崩壊前から露岩した地域において，落石状

に崩壊した現象が全体の 1/3 以上を占めていることが確認され

た。本検討では，この分類のうち34%を占め，そもそも評価手

法で想定されている現象である表層崩壊のみを評価の対象とし

て扱うことで，精度向上を図るものとした。 
 

３．結果と考察： 

1）H-SLIDER法によるパラメータの設定 

対象流域で表層崩壊が発生した斜面を対象に，簡易貫入試験

及び土質試験を実施し，土層厚，土層の内部摩擦角，粘着力，

単位体積重量などのパラメータを設定した。透水係数について

は，土質試験結果を用いてH-SLIDER法を実施した場合の崩壊

の再現性が悪かった。透水係数は，パイプル流などの選択的な

流れの影響を受けることから，小さい土壌サンプルで求めた透

水係数よりも大きい可能性が指摘 6)されているため，再現性の

検証結果から最も実現象に合致した透水係数として，対象流域

と同じ花崗岩での既往報告6)の実測値の17倍と同オーダーの20
倍に設定した。設定したパラメータを表-1に示す。 
2) C-SLIDER法の実施 

図-3 に既報 4)（崩壊発生形態の分類なし，流域一律の降雨強

度のケース）及び本事例における C-Slider 法による計算値と実

績値との相関を示す。また，本事例での流域全体の小流域ごと

の評価結果を図-6に示す。 
今回，C-Sliderによる評価手法の検討を実施した結果，既報4)

と比べて表層崩壊発生履歴に基づく再現性が向上し，崩壊地個

数（実績値）と崩壊危険面積（計算値）との関係が，相関係数

0.51という結果が得られた。 
 

４．おわりに： 

航空レーザ測量結果及び空中写真を用いた判読による崩壊現

象の分類による対象崩壊の選定及びCバンド解析雨量を用いて

空間分布の違いを考慮することで，流域での表層崩壊の発生危

険度評価を精度向上させることが出来た。今後，湯沢砂防事務

所では花崗岩以外の地質が分布する流域での適用性についての

取組を進めることとしている。異なる地質における統一的な評

価手法等，課題は多いが，様々な地質が分布する流域において，

渓流単位の相対的な事業優先度評価指標や合理的な施設配置計

画の立案に向けて必要な検討と認識している。 
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表-1 設定パラメータ 

パラメータ 値 

内部摩擦角 φ 33.9 度 
粘着力 c 1.9 kN/m2 
飽和透水係数 ks 0.0054 m/s 
土の単位体積重量(飽和) γs 15.4 kN/m3 
土の単位体積重量（不飽和） γt 12.1 kN/m3 
水の単位体積重量 γw 9.8 kN/m3 

R² = 0.0383
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図-4 C-Slider法による再現性の検証結果 

（左：既報での再現性，右：崩壊発生形態分類後の再現性） 図-5 C-Slider法による流域ごとの危険度評価結果
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