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１．はじめに 

 平成 29年 7月九州北部豪雨が福岡県朝倉市及び大

分県日田市周辺で発生し、山腹斜面の多くの個所で

崩壊が発生し、土石流や流木が下流へ流出した。その

豪雨に伴って生じた土砂災害は、同年 8月 31日現在

で九州全体で 307 件発生し、そのうち福岡県朝倉市

で 163 件、東峰村で 62 件、大分県日田市で 29 件発

生した。また、土砂災害による人的被害は死者20名、

負傷者 2 名、物的被害は全壊 99 戸、半壊 63 戸、一

部損壊104戸であり、非常に大きな被害は発生した。 

 平成 29年 7月九州北部豪雨の特徴の一つに、非常

に強い降雨強度の降水が長時間続いた点を挙げられ

る。気象庁のアメダス観測所（朝倉）での観測結果に

よれば、一連の降雨は平成 29年 7月 7月 4日 7時か

ら始まり、同月 10 日 0時までの 138時間継続し、累

計 654.5mmとなった。その中でも、同月 5日 12時か

ら 21 時までの 9 時間で累計 507.0mm の降水量が生

じ、累計降水量の 78%程度が集中した。同アメダス観

測所での 1976 年から 2016 年までに観測された時間

雨量の年最大値に対してGumbel分布を適用したとこ

ろ、400年超過確率規模の時間雨量が 93.7mm/h、200

年超過確率規模の時間雨量が 87.4mm/h、100 年超過

確率規模の時間雨量が 81.0mm/hであった。同月 5日

12時から 21時までの 9時間で、100 年超過確率規模

を上回る時間雨量が 7月 5日 13 時に 88.5mm/h 、16

時に 106.0mm/hの 2回発生した。特に、106.0mm/hの

時間雨量は 400 年超過確率規模の時間雨量を上回る

もので、非常に稀な現象であったと言える。 

 このような非常に稀な降雨に伴って生じる土砂災

害を効率的に防止・軽減するためには、いわゆる砂防

堰堤や治山堰堤などの構造物によるハードな対策と、

危険な時期には安全な場所へ避難するといった警戒

避難や危険な場所にすまないといった土地利用規制

によるソフト対策の両対策を組み合わせなければな

らない。一方で、ハード対策は一般的に 100 年超過

確率規模の降水量を対象として計画・設計されるた

め、稀な降雨に対してはソフト対策がより重要とな

る。厚井ら(2019)の報告によれば、朝倉市の住民は、

土砂災害警戒情報や避難勧告が発令された 5日 14時

頃より、避難を開始したことが明らかになっている。

このことから、土砂災害警戒情報や避難勧告の発令

のタイミングが警戒避難を機能させるための重要な

要素となる。そのためには、森林の山腹斜面の崩壊時

刻を高精度かつ短時間で予測する必要がある。 

 そこで、本研究では、Rosso et. al.(2006)が提案

した簡易的な物理モデルを朝倉市寒水川流域で発生

した崩壊に適用し、その崩壊時刻の精度を明らかに

することを目的とする。 

２．崩壊時刻の簡易的な推定 

2.1 数理モデル 

Rosso et. al.(2006)は、雨水が地中の不飽和領域

を安直浸透、飽和領域を基盤面に平行に Darcy 則に

従って流れることを想定し、時々刻々変化する地下

水位を考慮して無限長斜面の斜面安定解析を行って、

崩壊時刻を簡易的に推定する手法を提案した。但し、

Rosso et. al.(2006)は降雨強度の時間変化がないと

いう仮定を導入していることから、現実の降雨に適

用する場合には、その修正を行う必要がある。そこ

で、本研究では次のように数理モデルを修正した。 

まず、ある時刻𝑡𝑡における降雨強度𝑝𝑝(𝑡𝑡)は、アメダ

ス観測所での数値を用いることから、ヘビサイト（階

段）関数で表せるので、

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝 ≡ 𝑝𝑝0 +�{∆𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑖𝑖) ∙ 𝑢𝑢(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑖𝑖)}
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

⋯ (1)

とかく。ここで、𝑝𝑝0は降雨開始時刻の前の時刻の降雨

強度、∆𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑖𝑖)は時刻𝑡𝑡𝑖𝑖における降雨強度の差で𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑖𝑖)−
𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑖𝑖−1)の値、𝑢𝑢(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑖𝑖)はヘビサイト（階段）関数で𝑡𝑡 ≤
𝑡𝑡𝑖𝑖のとき 0、𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤  𝑡𝑡のとき 1となる関数、𝑛𝑛はアメダス

観測所で計測した時間雨量の数値の個数である。 

 次に、斜面内の水の流れは、Rosso et. al.(2006)

が示した数理モデルと同様に、質量保存則より 

𝑎𝑎𝑝𝑝 − 𝑞𝑞 = 𝑎𝑎
𝑒𝑒

1 + 𝑒𝑒
(1− 𝑆𝑆𝑟𝑟)

𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝑡𝑡

⋯ (2)

と、運動量保存則としての Darcy 則より 
𝑞𝑞 = 𝑏𝑏ℎ𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝜃𝜃 ⋯ (3)

により表される。ここで、𝑎𝑎は斜面を水平面上に投影

したときの面積、𝑞𝑞は飽和層内の流量、𝑒𝑒は斜面の土

層中で単位体積当たりの空隙の体積を単位体積当た

りの砂の体積で除した比率（間隙比）、𝑆𝑆𝑟𝑟は土層中の

空隙中に水の占める割合（飽和度）、ℎは地下水深、𝑏𝑏
は斜面を水平面上に投影したときの幅、𝐾𝐾は透水係数、

𝜃𝜃は斜面勾配である。

 最後に、時刻 tにおける斜面の安定性は、Rosso et. 

al.(2006)が示した数理モデルと同様に、無限長斜面

を想定して、 

𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑡𝑡) =
𝑐𝑐 + (𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ cos2 𝜃𝜃 − 𝛾𝛾𝑤𝑤ℎ ∙ cos2 𝜃𝜃) ∙ tan𝜙𝜙

𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ cos𝜃𝜃 ∙ sin 𝜃𝜃
⋯ (4)

で判定する。ここで、𝑐𝑐は粘着力、𝛾𝛾は土層の単位体積

重量、𝛾𝛾は土層厚、𝜙𝜙は内部摩擦角、𝛾𝛾𝑤𝑤は飽和層の単

位体積重量である。土層の単位体積重量は 
𝛾𝛾𝛾𝛾 = 𝛾𝛾𝑢𝑢(𝛾𝛾 − ℎ) + 𝛾𝛾𝑤𝑤ℎ ⋯ (5)

で計算できる。𝛾𝛾𝑢𝑢は飽和層の単位体積重量である。

 一階線形微分方程式（式(2)）に式(1)、(3)を代入

し、ℎについて解き、それを式(4)に代入すれば、斜面

の安定性を時々刻々で評価できる。なお、ℎは解析解
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図-1 研究で対象とした崩壊の位置 

図-2 計算結果 

図-3 Rosso et al(2006)との比較 

で表せられるので、陽的に解ける。 

2.2 寒水川流域の崩壊への適用 

 図-1 は本研究で対象とした崩壊地の位置を示した

もので、大分自動車道杷木インターチェンジから西

に 1km程の箇所にある。 

計算に用いた数値は武田ら(2019)を参考に𝐾𝐾 =
8.26 × 10−4[𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ] 、  𝑐𝑐 = 7.50 × 103[𝑁𝑁 𝑚𝑚2⁄ ] 、 𝛾𝛾 =
3.9[𝑚𝑚]、𝜃𝜃 = 34[𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑. ]、𝑒𝑒 = 0.89、𝑆𝑆𝑟𝑟 = 0.87、𝛾𝛾𝑊𝑊 =
1.81 × 104[𝑁𝑁 𝑚𝑚3⁄ ] 、 𝛾𝛾𝑢𝑢 = 1.75 × 104[𝑁𝑁 𝑚𝑚3⁄ ] 、  𝜙𝜙 =
38[𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑. ]とした。

 図-2 は計算結果である。図中の破線は地下水深の

時間変化で、実線はアメダス観測所（朝倉）における

時間雨量で、一点破線は式(4)で Fs=1 となす地下水

深である。安全率が 1を下回る時刻は 7月 5日 13:40

から 13:50 の間となった。この時刻は厚井ら(2019)

の報告によれば、家や建物に被害が生じ始めた時刻

とおおむね同じであった。 

３．考察 

 図-2 の結果は斜面勾配、土層厚、透水係数、粘着

力の数値を崩壊跡地で得られた値とし、そのほかの

変数を一般的な値として得られたものである。寒水

川流域での崩壊の発生時刻は正確に判明しているわ

けではないが、朝倉市の住民からの聞き取りから 7

月 5日 14時以降に被害が生じ始めたという結果（厚

井ら(2019)）を踏まえると、図-2 より、本研究で提

示した数理モデルはおおむね妥当な結果を示したと

言える。但し、土層厚は崩壊の発生前だと正確に分か

らないため、今後、崩壊深の頻度分布を全国の事例か

ら作成し、その頻度分布を本研究の数理モデルに含

めた数理モデルの開発が必要である。 

 図-3 は本研究で提案した数理モデルで計算した斜

面の安全率と Rosso et al.(2006)の数理モデルで求

めた斜面の安全率を比較したものである。図中の点

線は Rosso et al(2006)の方法で計算した地下水深

の時間変化で、そのほかは図-1 と同じである。両者

の数理モデルの違いは降雨強度の関数であり、本研

究では式(1)のようにヘビサイト（階段）関数とした

一方、Rosso et al(2006)では一定値を連ねた不連続

な関数とした。そのため、Rosso et al(2006)の数理

モデルにより計算した地下水深は降雨強度が変化す

る際に大きく変わるという特徴を有する。計算の結

果、安全率が 1 を下回る時刻は 7 月 5 日 12:50 から

13:00の間となった。この時刻は、厚井ら(2019)の報

告と比べると、崩壊が生じた時刻より前であると考

えられる。このことから、本研究で示した降雨強度の

関数は崩壊時刻の精度を向上させたと言える。

４．おわりに

本研究では、Rosso et. al.(2006)が提案した簡易

的な物理モデルを朝倉市寒水川流域で発生した崩壊

に適用し、その崩壊時刻の精度を明らかにすること

を目的とした。その結果、本モデルで示した数理モデ

ルを朝倉市寒水川流域で発生した崩壊に適用したと

ころ、厚井ら(2019)が報告した時間帯に斜面の安全

率が 1 を下回ることが明らかとなり、簡易的な物理

モデルが適用できることが分かった。また、Rosso et

al(2006)のように降雨強度を一様と考える方法と比

べて、本研究で示した降雨強度の関数は崩壊時刻の

精度を向上させることが分かった。今後は別の土砂

災害の事例に適用して、簡易的な物理モデルの適用

性を明らかにしていきたいと考えている。本研究は

JSPS科研費 19H00812の助成を受けたものです。
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