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１．はじめに 
深層崩壊に起因する土砂災害の特徴として，天然ダ

ムや土石流等の災害が同時多発的に発生することが挙
げられる．このような土砂災害では，緊急対策が一定
の効果を発揮する一方で，事前対策によっても被害を
軽減することが可能といえる．深層崩壊の被害想定や
ハード・ソフト対策を検討するにあたっては，過去に
発生した深層崩壊の崩壊現象等を分析・評価し，深層
崩壊によって生じる現象を把握しておく必要がある．
すなわち，過去に発生した①深層崩壊のおそれのある
地形・地質的な特徴，②深層崩壊の規模，③土砂の流
下形態（土石流化するか，天然ダムを形成するか）等
を明らかにする必要があり，本報告では，①～③を総
称して「蓋然性の高い深層崩壊現象」と呼ぶこととす
る． 
本検討では，四国山地砂防事務所管内の早明浦ダム

上流域（約 416km2）を対象として，蓋然性の高い深層
崩壊現象を抽出した上で，深層崩壊に起因する土砂災
害の被害想定手法を検討したものである． 

２．深層崩壊発生条件の等質性をもつ領域の分割 
資料 1)によれば，深層崩壊と関連性のある指標として，

地質帯や地質構造，地形条件等が示されている．この
ため，過去に発生した深層崩壊の特徴を分析する単位
は，検討対象流域に分布する深層崩壊跡地における「地
質特性」・「地形特性」・「気候特性」とした．結果とし
て，流域内では地質特性(岩質の差異)において深層崩壊
跡地との関連性が示唆されるものの，周辺流域をみる
と同様の特性は認められていない．この結果を鑑みる
と，早明浦ダム上流域内のみ地質特性で領域を分割す
ることは不適であると考えられる．したがって，対象
流域全体に分布する三波川帯（付加体）を一つの単位
として評価することとした． 

 
３．蓋然性の高い深層崩壊現象の検討  
3.1  検討手法 
深層崩壊の発生実績を深層崩壊現象に着目して分析

し，検討対象流域で今後発生するおそれのある蓋然性
の高い深層崩壊現象を検討した． 
検討に際し，既往業務で抽出されている深層崩壊跡

地（109 箇所）の確からしさ（確度）を精査することを
目的としてスクリーニング調査を実施した． 
スクリーニング調査では，深層崩壊跡地の「滑落崖」 

 
 

地形に着目し，明瞭・不明瞭を指標にして評価した． 
その結果をもとに確度を以下の 3 段階に区分した．

結果として，深層崩壊跡地確度Ⅰ(滑落崖明瞭)は 32 箇
所，確度Ⅱ(滑落崖不明瞭)は 77 箇所，確度Ⅲ(滑落崖無
し)は 0 箇所となった（図２）．本検討では，跡地として
の確実度の高い確度Ⅰを対象として，蓋然性の高い深
層崩壊現象の検討を行うこととした． 

 
3.2  蓋然性の高い深層崩壊現象の把握 
深層崩壊跡地の地形・地質特性，規模，土石等の流

下形態を分析し，検討対象流域における蓋然性の高い
深層崩壊現象を把握した（表１）. 
 
 

 

４．深層崩壊に起因する土砂災害被害想定 
4.1  検討流域の分割・優先度評価 
深層崩壊発生条件に基づく領域の分割では，検討対

象流域を一つの評価単位とした．一方で，被害想定の

図１  早明浦ダム上流域の地質特性

図２  早明浦ダム上流域内の深層崩壊跡地（確度検討結果） 

■流域内の主な地質帯

 三波川帯 泥質片岩主体

 三波川帯 珪質片岩主体

 三波川帯 苦鉄質片岩主体

領域の面積

領域の地形的特徴

領域の地質

1.深層崩壊発生箇所周辺の地形・地質的特徴

地形的特徴

地質的特徴

2.深層崩壊規模と形状

標準的な規模
※1

想定される最大規模
※1

概ね過去100年以内に発生した最大規模

深層崩壊跡地数・密度
※1

　確度Ⅰ：滑落崖の形状が明瞭

　確度Ⅱ：滑落崖の形状が不明瞭

　確度Ⅲ：滑落崖が認められない

3.深層崩壊に起因する土石流等の流下形態

土石流の流下機構・形態
※1

天然ダムの発生確率
※1

土石流の発生確率
※1

崩土の直撃の発生確率

段波の発生確率
※1

※1 深層崩壊跡地確度Ⅰ（32箇所）での評価

深層崩壊検討の分割領域

深層崩壊検討分割領域

早明浦ダム上流域全体　（三波川帯）

0 箇所

本川沿いでは天然ダムを形成した可能性が否定できない。山頂付近での崩壊は流下距離が長くなるため土石
流化した可能性が否定できない。

473千m³程度

2,545千m³程度

32 箇所

77 箇所

120千m
3
(四国地方における同地質帯の実績)

3%程度(32箇所中1箇所で可能性あり)

3%程度(32箇所中1箇所で可能性あり)

38%程度(32箇所中12箇所で可能性あり)

13%程度(32箇所中4箇所で可能性あり)

416.0k㎡

0.08箇所/㎢

表層に硬質な珪質片岩が分布する箇所では相対的に平滑な斜面であるが、泥質片岩が分布する区間では侵
食量が大きいため急崖をなすところが多い。
深層崩壊に関連する微地形としては、全体に表層がクリープ変形した斜面が多く認められ、地すべり地形が多
い。硬質な珪質片岩区間では山頂緩斜面が、苦鉄質片岩区間では、線状凹地や小崖地形が一部認められる。

分布する岩質によりその特性が異なる。泥質片岩が分布する区間では他の領域の岩盤と比較し剥離性に富み、
岩片自体脆い特性を有する。珪質片岩は岩片が非常に硬質で割れにくく、大局的な地質構造は東北東～西南
西走向で北に数度～20°前後で傾斜しているが、全体に走向傾斜にバラツキが認められる。苦鉄質片岩区間
は片理が発達するが、片理の固着が強く薄い板状に剥がれることは少ない。崩壊は主に節理に規制されたブ
ロック状のものが多い。

岩質区分毎に異なり、泥質片岩や苦鉄質片岩では組織地形(ケスタ)を形成し侵食が進んだ斜面、珪質片岩では
相対的に平滑な斜面となる

三波川帯

表１  蓋然性の高い深層崩壊現象の検討結果 

■地質帯別の深層崩壊跡地数

泥質片岩主体 26箇所

珪質片岩主体 3箇所

苦鉄質片岩主体 3箇所

合計（確度Ⅰのみ） 32箇所
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図４  変形斜面の抽出例 

観点からすれば，流域内における保全対象の分布やダ

ム貯水池等の流域特性に基づいて，検討対象流域を区

分し，優先度が高い流域を選定した上で，被害想定を

実施することが望ましいといえる． 

そこで,流域特性の違いから,早明浦ダム上流域を 12

の流域に分割した（以降,被害想定検討流域とする 図

３）.その上で,深層崩壊跡地の有無や,ダム貯水池区間

の分布状況から被害想定実施の優先度を評価した.被

害想定実施箇所の選定までの検討フローは次のとおり

である. 

 
 

4.2  被害想定実施流域の選定 

本検討での深層崩壊被害想定は,優先度が高または

中となった流域で実施することとした（図３）. 

 
 

4.3  被害想定実施箇所の選定 

被害想定実施箇所

を選定するにあた

り,LP 地形図より作

成した微地形判読図

を用いて,クリープ変

形が認められる斜面

（変形斜面）を 278

箇所抽出した（図４）.  

各被害想定検討流

域について,検討流域

毎の特性（保全対象,

疎通能力,深層崩壊跡地,蓋然性の高い深層崩壊現象）

に着目して被害想定実施箇所を選定した。深層崩壊が

発生した際に想定される土砂移動形態を各被害想定実

施箇所において整理した. 

4.4  被害想定手法の検討 

 被害想定実施箇所において，数値シミュレーション

を用いた被害想定手法を検討した．対象とする土砂移

動現象は，「天然ダムの湛水・決壊」・「土石流」・「崩土

の直撃」とし，各被害想定検討流域における被害想定

検討手法を検討した． 

５．まとめ 

本検討では,早明浦ダム上流域において，深層崩壊に

起因する土砂災害による被害を想定する上で,流域を

代表すると考えられる箇所での被害想定手法を検討し

た. 

ここで,土砂移動現象や地形条件から,早明浦ダム上

流域で想定される土砂災害の全体シナリオを検討し,

本検討で実施したケースの全体シナリオにおける位置

付けを整理した（表２）. 

なお，全体シナリオを検討するにあたり,河道区分を

次のように設定した.支川及び支渓の区分については，

流域面積 10km²を閾値とした． 
① 吉野川本川(河道区間) 

② 吉野川本川(ダム貯水池区間) 

③ 支川(流域面積が 10km²以上)※天然ダム短時間決壊型 1) 

④ 支渓(流域面積が 10km²未満)※天然ダム長期間継続型 1) 

本検討では,吉野川本川沿いの土石流等の発生可能

性が極めて低い現象を除き,深層崩壊に起因する土砂

災害被害想定を行うべきシナリオに対しては,概ね全

体を網羅したといえる.ただし,流域内には本川・支

川・支渓問わず保全対象（集落）が点在することから,

保全対象全ての被害を想定する場合は,検討ケースが

極めて多くなることに留意する必要がある. 

 

天然ダム 土石流 崩土の直撃
○ － ○

河道沿いに深層崩壊跡地が認められること、
河床勾配が緩いことから、天然ダムを形成す
る可能性がある
また集水面積が大きいことから天然ダム形成
後、短時間で越流決壊する可能性がある

全区間で河床勾配が1/30以下であるため、土
石流が発生する可能性は低い

保全対象は河道沿いに位置しているため、崩
土の直撃による被害が発生する可能性がある

－ － ○

貯水池沿いに深層崩壊跡地は認められるが、
貯水池区間で河幅が極めて広いことから、天
然ダムを形成する可能性は低い

ダム貯水池区間では河床勾配が1/30以下であ
るため、土石流が発生する可能性は低い

保全対象はダム貯水池沿いに位置しているた
め、崩土の直撃による被害が発生する可能性
がある

○ △ ○

河道沿いに深層崩壊跡地が認められること、
河床勾配が緩いことから、天然ダムを形成す
る可能性がある
また集水面積が大きいことから天然ダム形成
後、短時間で越流決壊する可能性がある

吉野川本川合流点付近では、河床勾配が1/30
以下であるため、土石流が発生する可能性は
低い
一方で、支川上流域では、河床勾配が急であ
り、土石流が発生する可能性がある

保全対象は支川沿いに位置しているため、崩
土の直撃による被害が発生する可能性がある

△ ○ ○

支渓沿いに深層崩壊跡地は認められるもの
の、集水面積が小さく、越流決壊現象が生じ
る可能性は低い
ただし、崩壊規模によっては天然ダムの高さ
が小さくなり、小規模出水で決壊する可能性
も否定できない

支渓では主に河床勾配が1/30より急勾配であ
るため、土石流が発生する可能性がある

保全対象は支渓沿いに位置しているため、崩
土の直撃による被害が発生する可能性がある

○：想定される現象
△：条件によっては想定される現象
－：可能性が低い現象

支渓

支川

河川名
土砂移動現象

ダム
貯水池

河道
区間

吉野川
本川

 
 

６．今後の検討課題 

本検討結果を踏まえた今後の検討課題を整理した. 

① 蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出結果を用いて，事

業実施箇所周辺での保全対象に着目した被害想定

や，崩壊危険斜面の評価を行うことが求められる. 
② 直轄砂防事業流域のうち，重信川，祖谷川，地蔵寺

川 2)では蓋然性の高い深層崩壊現象が把握されてき

た.一方で，汗見川，南小川，赤根川の流域では蓋

然性の高い深層崩壊現象が把握できていない.これ

らの流域についても深層崩壊跡地が分布するこ

とから，蓋然性の高い深層崩壊現象を抽出するこ

とで,全体を俯瞰した評価が可能になるといえる. 
 

検討フロー 

□：本検討で実施した検討ケース

表２  流域内で想定される土砂災害の全体シナリオ 
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図３  被害想定検討流域図 

■被害想定の優先度評価

：高 ：中 ：低
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