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１. はじめに 
六甲山系では、過去から土砂災害が繰り返し発生

しており、人命を守るために治山事業、砂防事業等が

行われ、ハード面およびソフト面での対策が進めら

れてきた。近年では、平成 26 年 8 月の台風 11 号に

よる豪雨（以下、平成 26 年豪雨）や平成 30 年 7 月

豪雨（以下、平成 30 年豪雨）によって、六甲山上の

宿泊施設や生活道路直下の斜面地が崩壊し、下流へ

の土砂流出被害のみにとどまらず、山上部の市民生

活や観光に大きな影響を与えた。このことから、今後

は六甲山上部の市街地を保全対象とし、施設ならび

に道路直下の山腹斜面や自然斜面等の危険性の高い

箇所を特定し、計画的に予防対策を実施することで

六甲山系の斜面の強靭化を図っていくことが望まれ

る。そこで、危険斜面の特定を行うために、六甲山系

で確認された崩壊事例をもとにその特徴について整

理したので報告する。 

２. 調査地周辺の概要 
調査地は兵庫県神戸市の六甲山山上部であり、検

討対象範囲は山上部の道路から 1008 のバッファを

設け図 1 のように設定した。六甲山地は、山上部が

平坦面を呈しており、六甲山地の最高地点（標高 931
ｍ）から摩耶山（標高 699ｍ）、菊水山（標高 459ｍ）、

鉄拐山（標高 266ｍ）に至る北東から南西方向に延び

る山体である。南東に向かっては急崖をなし、北西に

むかって緩い傾斜の台地上地形を呈している。地質

は、六甲花崗岩が主体で六甲変動により隆起したこ

とで破砕され、さらに風化作用によってマサ化して

いる。また、地形的特徴を考慮し、遷急線から上部を

山上緩斜面、下部を急斜面と定義した。 

３. 災害降雨の特徴について 
 六甲山上における国土交通省の自然保護センター

観測所の平成 26 年豪雨（8 月 8 日～11 日）と平成

30 年豪雨（7 月 4 日～8 日）の降雨量の時系列変化

について図 2 に示す。時間雨量で比較すると、平成

26 年豪雨時は 8 月 10 日 11:00 に最大降雨の約 64 ㎜

を記録している。一方、平成 30 年豪雨では、7 月 5
日 3:00～同日 22:00 まで継続して時間雨量 35～42
㎜前後の雨が降り、その後 10 時間ほど 10 ㎜程度の

降雨に落ち着いたが、再び 7 月 6 日 12:00 に最大雨

量の 45 ㎜を記録している。次に累積雨量について、

平成 26 年豪雨時は 4 日間で約 404 ㎜を記録してい

ることに対し、平成 30 年 7 月豪雨時では 5 日間で

倍の 918 ㎜を記録した。以上より、降雨の特徴とし

て、平成 26 年豪雨の降雨パターンは強雨タイプ、平

成 30 年豪雨は長雨タイプと解釈できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４. 六甲山上での崩壊地の特徴 
平成 26 年豪雨と平成 30 年豪雨により六甲山上で

発生した崩壊地の分布状況を図 3 に示す。崩壊箇所

は、国土交通省六甲砂防事務所が災害後に撮影した

空中写真ならびにレーザー測量 1）等をもとに整理さ

れた資料を参考として、再度空中写真判読および現

地確認を行い、合計 50 箇所確認できた。これらの地

凡例 

□：対象範囲 

－：遷急線 
：降雨観測所（自然保護センター） 

図 1 検討対象範囲 

(上)平成 26 年豪雨 （下）平成 30 年豪雨 

図 2 降雨の時系列変化 
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図 4 崩壊地分布図 

形的特徴を考慮し、発生場所に起因する崩壊メカニ

ズムに基づき崩壊箇所の分類を行った。また、降雨の

違いも含めて分析を行い、崩壊地の特徴について整

理した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

崩壊地を発生要因別で区分し、（1）道路排水によ

る崩壊、（2）牧場、ゴルフ場等の施設排水による崩

壊、（3）宅地排水による崩壊、（4）自然斜面で発生し

た崩壊の 4 つに分類した。さらに、その 4 分類の内、

道路および施設内で発生した崩壊は、谷側盛土、山側

切土、谷埋盛土で発生しており、自然斜面は斜面地、

渓流内、谷頭凹地で崩壊が発生していることが分か

った。これらの発生箇所を山上緩斜面と急斜面に棲

み分けして整理したものを図 4 に示す。図 4-(b)の

急斜面地では自然斜面の崩壊が 55.6%と多いことが

わかる。一方、図 4-(a)の山上緩斜面では、道路や牧

場、ゴルフ場内の盛土斜面での崩壊事例が多く、人工

的に改変した場所での被災が特徴的であった。 
降雨タイプ別に分析した山上緩斜面での崩壊発生

割合と急斜面での崩壊発生割合を図 5、図 6 に示す。

図 5-(c)の平成 26 年豪雨では、道路の谷側盛土での

被災が多かった。短時間に凄まじい雨が降るため、道

路の曲線部で流水がオーバーフローし、道路下部の

斜面に流れ出たため、盛土斜面のような人工的に改

変している斜面が崩壊したと考えられる。一方、図

5-(d)の平成 30 年豪雨時は、道路および施設内での

谷埋盛土で崩壊が多く発生していることが確認され

た。平成 26 年度豪雨ほどの降雨強度はなかったが、

長期間降り続けることで盛土内に水が貯留されるた

め、地形的に水の集まる谷埋盛土で崩壊が発生した

と考えられる。 
また、急斜面において、図 6-(e)の平成 26 年豪雨

では、宅地直下斜面および自然斜面での崩壊が多く

確認された。自然斜面では、沖村らが報告している谷

頭凹地 2）での崩壊が発生していた。一方、図 6-(f)

の平成 30 年豪雨では、自然斜面の崩壊が約 7 割を占

めており、渓流内での崩壊が 22.2％と平成 26 年時

よりも増えていた。また、道路の谷埋盛土での崩壊も

発生しており地形的に水を集める箇所で崩壊が発生

していることが特徴的であった。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５. おわりに 
 六甲山系における崩壊地の特徴について整理した

ところ、急斜面地のみならず、山頂緩斜面においても

人工改変地が多く崩壊していた。本調査地では、環境

省による観光地としての再開発計画も絡んでおり、

今後は整理した内容をもとに、土地利用が与える影

響について考慮しながら斜面の危険箇所を抽出し、

対応策を検討していきたい。 
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 (a)山上緩斜面      (b) 急斜面     

図 3 六甲山上における崩壊発生割合（50 箇所） 

(c)平成 26 年豪雨    (d)平成 30 年豪雨 
図 5 山上緩斜面における崩壊発生割合（22 箇所） 

(e)平成 26 年豪雨    (f)平成 30 年豪雨 

図 6 急斜面における崩壊発生割合（28 箇所） 
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