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1.はじめに

土石流・崩壊の発生頻度は、崩壊斜面の風化速度や土
層の形成速度に着目した手法や、土石流の堆積により
生じた扇状地等の堆積物に着目した手法により推測が
なされてきた。前者の例として、下川（1983）は、複数
の時期に発生した表層崩壊跡地における、崩壊からの
経過年数と土層厚の関係より、紫尾山風化花崗岩にお
いて崩壊後 200 年で初期の表層崩壊発生時と同条件に
なるとしている。また、後者については多くの研究がな
されている。西山他（2015）は過去の推定手法について
堆積物の調査箇所及び年代推定法による分類、整理を
行っており、その中で、風化花崗岩に関しては、六甲山
地の流域における発生頻度 101 年に 1 回（六甲土石流
団体研究グループ：2001）が最も高頻度であると述べて
いる。 

土石流災害が懸念される流域には、多くの場合、1 つ
の流域内に複数の斜面が存在するため、土石流の発生
頻度と崩壊の発生頻度は異なり、また、ある豪雨による
土石流の発生の有無には、崩壊・土石流の発生の有無が
影響していると考えられる。現在運用している土砂災
害警戒情報の発表に用いられている基準雨量や多くの
研究では、過去の土砂災害の発生の有無
と降雨量の関係性に着目しているが、過
去の土砂移動の有無の影響は必ずしも
評価されているとは言えない。 

本研究は、過去の崩壊履歴・土石流の
発生履歴が次の土石流の発生の有無・規
模に及ぼす影響を明らかにし、土石流に
対するリスク評価の精度向上を図るこ
とを目的としている。 

土石流等の土砂災害の発生には、地
形、地質、植生、降雨（波形、分布）、土
地利用等多様な条件が影響を及ぼして
いると考えられるため、広域を対象とし
て過去の土砂移動イベントの影響の有
無を評価することは難易度が高い。一
方、地質・地形が均質で、雨量観測点か
らの距離が近い箇所を抽出すれば、考慮
すべき条件をある程度絞ることが可能
であると考えられる。 

本報告では、雨量観測点からの距離が
近く、1945 年以降の複数の土砂災害の分
布図が報告されている広島県呉市南部
を対象として、1945 年、1967 年、2018
年の空中写真判読を行った結果につい
て報告する。 

2.対象地域の概要

本研究では、休山（標高 497m）、高鳥山（標高 380m）
が縦断する長さ約 10km、幅約 4km の呉市中心部の東
側に位置する半島を対象範囲とした。広島県呉市にお
いては、過去に多くの土砂災害が発生しており、その中
でも、1945 年枕崎台風、1947 年 7 月豪雨、2018 年 7
月豪雨に関しては、土砂災害の分布図が公表されてい
る。小笠原（2019）は、同 3 イベントについて、既往判
読及び独自の判読により呉市周辺域の崩壊地分布の重
ね合わせを行っており、対象地区において、全 3 イベン
トでの土砂移動が確認されている。

本地区は花崗岩質の深成岩が広く覆っており、一部
の箇所で珪長質火山岩類が貫入している。 

3.空中写真判読結果

同地域を対象とする既往の判読結果や災害分布図は
精度や範囲が異なるため、本研究では、新たに空中写真
判読を実施した。1945 年災害については、1946、1947
年に撮影された米軍写真を、1967、2018 年災害につい
ては国土地理院撮影の空中写真をそれぞれ用いた。空
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図 1 呉市南部における 1945 年、1967 年、
2018 年災害時の土砂移動判読結果 
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中写真判読結果を図 1 に示す。なお、今回作成した判読
図においては、イベント前の状況を把握していないた
め、豪雨の発生以前から崩壊等が発生していた可能性
は排除できず、また、豪雨から空中写真が撮影されるま
での期間に発生した崩壊も含まれるため、時間的精度
については留意が必要である。 

空中写真判読により、以下の結果が得られた。なお、
崩壊判読結果の内、B、C に該当する例を図 2 に示す。 
A）複数のイベントにおいて、源頭部まで一致する崩壊

は極めて少ない（なお、先述の通り現時点の判読にお
いては豪雨イベント前の状況を把握していないため、
精度向上のためにイベント前の空中写真判読が求め
られる）。 

B）前回のイベントで崩壊が発生した源頭部のさらに上
部において崩壊が発生する事例が複数認められる。 

C）複数イベントに於いて同一渓流で土石流が発生して
いる場合、崩壊地が隣接している事例が複数認めら
れる。 

図 2 1945 年、1967 年、2018 年災害による土砂
移動痕跡の位置関係の例 

4.各イベントと崩壊地源頭部の勾配について

2018 年 7 月豪雨では、東広島市の広島国際大学近隣
斜面等、源頭部の勾配が 20°未満の極めて緩い勾配で
土石流が発生する事例が認められた。対象範囲におい
て、イベントごとに崩壊源頭部の勾配の違いを確認す
るために、判読されたそれぞれの崩壊地源頭部の勾配
を確認し比較を行った。勾配別の判読箇所数を図 3 に
示す。なお、勾配は現地形の LP データを用い、源頭部
から概ね 20m 程度の標高差に基づき算出した。図 3 よ
り、2018 年 7 月豪雨により発生した崩壊に関しては、
緩勾配の崩壊が相対的に多いことが確認された。 

5.まとめ

呉市南部における、1945 年、1967 年、2018 年の 3
回の土石流災害を対象として、空中写真判読により、そ
れぞれのイベントにおける崩壊地分布の確認と源頭部
の勾配に関する検討を行った。その結果、同一の斜面で
複数回の崩壊が発生した事例は非常に少なかった一方
で、過去の崩壊地の上流部や隣接する斜面を源頭部と
する崩壊・土石流が多数認められ、過去に土砂移動が生
じたことが影響している可能性が示唆された。また、過
去の 3 イベントの比較において、2018 年 7 月降雨によ
り生じた崩壊は、他の降雨によるイベントよりも緩い
勾配で発生していることが確認された。このことは、
AMeDAS 呉観測所の観測データの存在期間内において、
2018 年 7 月豪雨の最大 1 時間雨量が歴代 4 位である一
方で 12 時間、24 時間雨量が歴代 1 位となるような、長
期的に降雨が連続した降雨波形の特徴を反映している
可能性も示唆される。 

ある斜面が、過去の降雨ではなく特定の降雨で崩壊
に至る理由としては、ある指標においてその降雨が既
往最高記録を更新することや、過去の履歴最大となる
降雨以降、地形・植生・土地利用等の条件が変わったこ
と等が想定されるが、本事例のように過去の複数の降
雨履歴、崩壊履歴を確認することで、それらの影響を評
価することが可能になると期待される。今後は、今回判
読を行っていない 1999 年のイベントを追加するととも
に、判読された崩壊地の分類を行い、降雨波形の影響、
土地利用等の影響について定量的な評価を行う。 
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1945 年に発生した崩壊源頭部の上流において
1967 年に崩壊が発生している（本文 B に対応） 

1967 年、2018 年に同一渓流で土石
流が発生しているが、2018 年の源頭

部の崩壊地は 1967 年の土石流流下
域と隣接（本文 C に対応） 

0

10

20

30

40

50

60

70

<20 <25 <30 <35 <40 <45 <50 >50

1945 1967 2018

崩壊地源頭部の勾配（°）

崩
壊

地
数

勾配の平均値
1945 1967 2018
35.9 34.5 31.2

図 3 1945 年、1967 年、2018 年における
崩壊地源頭部の勾配と崩壊地数の関係 
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