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1. はじめに

近年の大規模地震では，表層崩壊に加え深層崩壊など

の大規模な斜面崩壊が発生しており，被害拡大の原因の

ひとつとなっている。このため，地震時の斜面崩壊の予

測においては，小規模から大規模な崩壊まで包括的に危

険性を評価できる手法の構築が必要と考えられる。大規

模な斜面崩壊とその他の崩壊では，崩壊発生場の地形・

地質的特徴や地震動特性が異なる可能性があり，本研究

では，これまで様々な地形条件，地盤条件，地震動特性

と崩壊面積率の関係について分析を行ってきた。本稿

は，これまでに得られた知見をもとに，地形条件，地盤

条件，地震動特性，崩壊規模を考慮した地震時斜面崩壊

危険度評価式の提案を行う。 

2. 検討対象

対象とする地震は，地震前後の LP データが存在する

2016 年熊本地震を用い，検討範囲は，斜面崩壊が多発

した阿蘇カルデラ周辺とした(図-1)。崩壊地は，地震前

後の空中写真判読等により，ポリゴンデータを作成し，

深層崩壊の規模の目安(土木研究所，2009)を参考に，ポ

リゴンの面積が 1ha 以上の崩壊を「大規模崩壊」，1ha

未満を「その他崩壊」とした。

3. 評価式の検討方法

3.1 目的変数と説明変数

地震による崩壊確率(＝崩壊面積率)は最大加速度と斜

面勾配を独立した 2変数によって，logP=kI+b の式形で

表現できる可能性が示されており(内田ら，2017)，本研

究では，この式形を地質によって区別して作成すること

とした。地質区分は阿蘇火山地質図(地質調査総合セン

ター，1985)の分類をもとに，岩種や岩質，地質年代等

から図-1 に示す 6種類にまとめた。

3.2 評価式検討の手順

評価式の作成手順は，大きく以下の①～⑤である。こ

こで，内田ら(2017)では bは係数であるとされている

が，bは最大加速度によって変化することから，本研究

では f(a)とした。①対象範囲内の斜面勾配，地質，最

大加速度を 10m メッシュデータとして整理する。②地質

毎に斜面勾配は 5°毎，最大加速度は 50gal 毎に階級別

崩壊面積率を算出する。崩壊面積率は，各階級に属する

10ｍメッシュの重心が崩壊地ポリゴン内に属するメッシ

ュ数を当該階級に属する全メッシュ数で除して求めた。

③斜面勾配と階級別崩壊面積率の関係を片対数グラフに

表示し，近似する直線の傾きから係数 kを設定する。

④最大加速度の階級毎に斜面勾配と崩壊面積率の関係か

ら f(a)を設定する。④-1 最大加速度の階級毎に斜面勾

配と崩壊面積率を片対数グラフに表示する。④-2 最小

二乗法により直線近似し，傾きを係数 kに設定して切片

(斜面勾配＝0の崩壊面積率)を求める。④-3 最大加速

度の各階級の中央値と切片を片対数グラフに表示する。

④-4 最小二乗法により直線近似式を求め，これを関数

f(a)とする。⑤これらを合成して式-1を求める。

logP＝k･I＋f(a) ・・・式-1 

ここで，Pは崩壊面積率，Iは斜面勾配(°)，kは係

数，f(a)は最大加速度の関数，aは最大加速度(gal) 

4. 評価式の検討結果

4.1 斜面勾配と崩壊面積率の関係および係数 kの傾向

3.2 節の手順③では，いずれの地質ともほぼ直線関係

が認められた。図-2 に火山灰・軽石と溶岩・火砕岩の

例を示す(当図に最大加速度の階級は考慮していない)。

図-2 より地質や崩壊規模によって係数 k(＝直線の傾き)

に違いがみられ，「大規模崩壊」は地質により係数 kの

値が大きく異なるが，「その他崩壊」は，地質が異なっ

ても係数 kの差は比較的小さく，「大規模崩壊」では地

質による区分がより効果的であることがわかる。 

図-1 検討範囲と地質区分 

図-2 斜面勾配と崩壊面積率の関係 
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4.2 最大加速度と崩壊面積率の関係および f(a)の傾向 

3.2 節の手順④より，地質別・規模別に最大加速度の

関数 f(a)を設定した。図-3 に火山灰・軽石と溶岩・火

砕岩の例を示す。いずれの地質・崩壊規模とも最大加速

度が大きくなるほど崩壊面積率(斜面勾配＝0)は高くな

り，火山灰・軽石の「その他崩壊」が最も顕著となって

いる（傾き 0.0049）。また，両地質では，「大規模崩

壊」の傾きは同等ながら，「その他崩壊」では顕著な違

いがみられる。このように関数 f(a)についても地質や

崩壊規模によって異なる傾向が得られた。 

4.3 評価式の作成と適中率の確認 

地質別，崩壊規模別に設定した係数 kと関数 f(a)を

合成し，表-1 に示す評価式が得られた。表-1 の評価式

より，10m メッシュ毎に崩壊面積率を求め，実際の崩

壊・非崩壊に対する適中率と捕捉率がともに 70%以上と

なるように閾値を設定した。内田ら(2004)による評価結

果と比較すると(適中率 49～51%，捕捉率 69～91%)，適

中率は全体的に高く，捕捉率は同等の結果となってい

る。式-13 については，適中率・捕捉率ともに 70%を下

回っており，これは 250gal 前後の低加速度域で発生し

た大規模崩壊が影響し，関数 f(a)の傾きが非常に小さ

くなったためである。これらの大規模崩壊は，いずれも

北外輪山内壁の長大斜面で発生しており，大規模化に関

わる別の要因(例えば斜面高など)の影響が大きい可能性

も考えられる。 

5. 地質条件が異なる地域での適合性

2004 年新潟県中越地震は，崩壊地の大部分が堆積岩

分布域にあたり，熊本地震とは地質条件が異なる。堆積

岩地域に適用した場合の適中率と捕捉率を求め，図-4

に最も整合性の高かった火山灰・軽石と溶岩・火砕岩を

示す。「その他崩壊」を対象とする式-7 や式-10 では，

適中率と捕捉率がともに 50～60%であり，地質条件が異

なる場合でもある程度の適合性が認められる。一方，

「大規模崩壊」を対象とする式-6 や式-9 では，適中

率・捕捉率のいずれかが 30～40%であり，適合性は低い

結果となっている。ここで，中越地震の崩壊形態と規模

に着目すると，主な崩壊形態として①堆積岩の流れ盤構

造に起因する岩盤すべりや②ケスタ地形の急斜面側での

表層崩壊が挙げられ，①は比較的大規模で②は比較的小

規模なものが多い。熊本地震で作成した「その他崩壊」

の評価式は，急斜面での火山砕屑物の崩壊など，②と崩

壊形態が類似するものを含んでいる。一方，「大規模崩

壊」の評価式は①のタイプを含まず，遷急線付近の縦断

的凸部が下方斜面とともに広範囲に崩壊した事例が主体

となっている。このように地質や崩壊形態の類似性は評

価式の適合性に影響し，「大規模崩壊」ではこれが顕著

となり易いと考えられる。 

6. まとめと今後の課題

評価式の適合性の検討により，「その他崩壊」は地質

条件が異なる場合でも一定の適合性が得られるものの，

「大規模崩壊」については，地質や崩壊形態別に評価式

を設定する必要性が高いことが示された。また，先阿蘇

火山岩類の「大規模崩壊」では，適中率が低い結果とな

り，勾配・最大加速度以外の要因の検討を行うととも

に，熊本地震との類似性が高い火山地域において「大規

模崩壊」の評価式を検証する予定である。 

表-1 地質別・崩壊規模別の評価式 
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崩壊 非崩壊
全崩壊 logP=0.0992I+0.0066a-9.300 (式-1) -3.00以上 -3.00未満 93% 98%
大規模 最大加速度が1階級のみ - - - -
その他 logP=0.0989I+0.0065a-9.248 (式-2) -3.00以上 -3.00未満 93% 98%
全崩壊 logP=0.0556I+0.0011a-4.948 (式-3) -3.25以上 -3.25未満 86% 84%
大規模 最大加速度が1階級のみ - - - -
その他 logP=0.0714I+0.0012a-5.433 (式-4) -3.00以上 -3.00未満 93% 84%
全崩壊 logP=0.0469I+0.0050a-6.544 (式-5) -1.25以上 -1.25未満 71% 75%
大規模 logP=0.0732I+0.0028a-6.815 (式-6) -2.25以上 -2.25未満 79% 90%
その他 logP=0.0457I+0.0049a-6.431 (式-7) -1.25以上 -1.25未満 70% 74%
全崩壊 logP=0.0465I+0.0014a-4.188 (式-8) -2.00以上 -2.00未満 72% 83%
大規模 logP=0.0330I+0.0023a-5.117 (式-9) -2.50以上 -2.50未満 76% 70%
その他 logP=0.0543I+0.0009a-4.142 (式-10) -2.00以上 -2.00未満 75% 81%
全崩壊 logP=0.0728I+0.0010a-5.692 (式-11) -2.50以上 -2.50未満 86% 89%
大規模 崩壊なし - - - -
その他 全崩壊と同じ - - - -
全崩壊 logP=0.0502I+0.0013a-5.143 (式-12) -2.50以上 -2.50未満 70% 75%
大規模 logP=0.0288I+0.0004a-3.655 (式-13) -2.50以上 -2.50未満 55% 69%
その他 logP=0.0652I+0.0014a-5.913 (式-14) -2.50以上 -2.50未満 77% 79%
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A B E合計

・適中率（%）：(①+④)／E×100

・捕捉率（%）：①／C×100

適中率・捕捉率の算出方法
予測

合計

実
際

適中率：

予測が的中した確率

捕捉率：

実際が「崩壊」であったときに、

正しく「崩壊」と予測できた確率

赤字は2004年中越地震との適

合性を示す（図-4）

図-3 最大加速度の関数 f(a)
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図-4 適中率と捕捉率 
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