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１．はじめに 

平成 30 年 7 月豪雨において、愛媛県で発生した土砂災害 413 箇所のうち約 2 割は土砂災害警戒区域
（以下、Y）の範囲外であった。本検討は、今後の警戒避難体制強化に資する基礎検討として土砂災害危
険箇所の抽出基準に着目し、土砂災害発生箇所の地形的特徴を航空レーザ計測データ等から詳細に確
認するとともに、数値地形解析を活用して災害実績を反映した土砂災害危険箇所の抽出を定量的かつ効
率的に実施する方法を試行したものである。 

２．地形的特徴の確認方法 

地形的特徴の確認は、災害後の平成 30 年 9 月から 11 月に撮影された航空レーザ計測データ（林野庁）、
砂防基盤図、国土地理院 25000 地形図を用いて行った。 

地形的特徴の確認作業は、災害発生 413 箇所に対して、詳細地形情報の有無や Y 内外で分類して図－
１の流れと数量に対して実施した。地形的特徴は現象別に以下の諸元を確認した。 

 

３．土砂移動現象別地形確認 

3.1 全ての土砂災害発生箇所の地形的特徴 
災害発生 413 箇所のうち、災害後撮影の空中写真で土砂移動現象を確認かつ標高データ整備済であ

った箇所は土石流 69 渓流、急傾斜 182 箇所であった。地形的特徴を確認した結果、土石流の抽出基準
に関連する流域面積 0.01km2、渓床勾配 10°、1 次谷等の条件を満たす事例が概ね 80%以上であり、急
傾斜では勾配 30°高さ 5m の条件を満たす事例が 90%以上であったことから、従来の抽出基準であっても
平成 30 年 7 月豪雨の災害箇所を一定度は想定できることが分かった。 

 

計測した地形諸元及び保全対象までの距離を組み合わせ、災害実態を反映した閾値設定を試みたが
（例えば、土石流の流域面積×谷次数比率と直近保全対象までの距離を比較）、明瞭な関係性は見出せ
なかった。 
3.2 土砂災害警戒区域外で発生した土砂災害に限定した場合の地形的特徴 

3.1 で確認した箇所のうち、Y 外で発生した箇所に限定すると土石流 19 渓流、急傾斜 62 箇所であった。
地形的特徴を確認した結果、土石流では小規模な流域や 1 次谷を呈さない緩い谷型斜面での発生事例
が多く、既存の条件だけで災害箇所を包括して抽出する基準設定には課題があることが分かった。急傾斜
では全災害箇所と同様の傾向が見られ、地図精度を向上させて地形条件を確認すれば概ね抽出できるこ
とが分かった。 

 

＜土石流 69 渓流の特徴＞ 

・ 災害発生渓流の流域面積は、61 渓流（88%）が 0.01 ㎢以上

・ 災害発生渓流の渓床勾配は、58 渓流（84%）が 10°以上

・ 谷次数比率は、LP コンターで計測した結果、比率 0.6 で 61 渓流（88%）、比率 0.8 で 58 渓流（84%）、比率 1.0 で 56 渓流

（81%）の災害発生渓流を含む

・ 建物被害が発生した谷出口と建物の離隔は平均 100m

＜急傾斜 182 箇所の特徴＞ 

・ 災害発生地点を含む斜面 170 箇所（93%）は LP コンターで傾斜度 30°以上、高さ 5m 以上の急傾斜地の条件を満たす

・建物被害が発生した崩壊地と建物の離隔は平均 10m

＜土石流 19 渓流の特徴＞ 

・ 災害発生渓流の流域面積は、15 渓流（79％）が 0.01 ㎢以上

・ 災害発生渓流の渓床勾配はすべて 10°以上

・ 谷次数比率は、LP コンターで計測した結果、比率 0.6 で 12 渓流（63%）、比率 0.8 で 10 渓流（53%）、比率 1.0 で 8 渓流

（42%）の災害発生渓流を含む

＜急傾斜 67 箇所の特徴＞ 

・ 地形図の精度向上に比例して、災害発生斜面が急傾斜地の条件（30°以上・5m 以上）に合致

・ 災害発生斜面のうち 60 箇所（90%）が LP コンターで急傾斜地の条件を確認できる

原因地 土砂移動区間

土石流
・流域面積、氾濫開始点、勾配
・谷地形（コンター奥行き・幅）
・谷地形比率（奥行き÷幅）

・被災建物までの水平距離（投影）
・土砂到達範囲末端までの水平距離

急傾斜
・崩壊地（高さ・幅・勾配）
・背後斜面（高さ・勾配）

・被災建物までの水平距離
・土砂到達範囲末端までの水平距離

表-1 現象別確認諸元

図-1 急傾斜の確認諸元 図-2 土石流の確認諸元
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４．数値地形解析を活用した追加抽出手法の検討 

これまでは技術者が個別に地形判読で確認していた谷次数区分等について、数値地形解析を活用した
高精度・定量的・効率的な抽出作業の検討を行った。 

数値地形解析を実施した要素は勾配・比高・集水域・曲率とし、要素を組み合わせて「地形的滑動力示
数」（F 値）の試算を行った。なお、本検討では 5mDEM、GIS ソフト「Arc GIS ver.10.5」を使用した。 
4.1 曲率 

曲率は縦断的な断面曲率と平面的な平面曲率を組み合わせて算出されるが、谷次数区分（コンター奥
行÷幅）を表現する数値は平面曲率が近いため、本検討では平面曲率を抜き出して算出した。 
4.2 地形的滑動力示数（F 値） 

地形的滑動力示数（F 値）とは、羽田野（1974）の研究が代表的であり、物理プロセスに着目して崩壊等
の発生のしやすさを表すものである。本検討においては、F 値の概念に基づき、DEM から取得が困難な W
（崩壊下端部の幅≒流下幅）に類する地形量として平面曲率 C を代替とする方法を用いて F 値を求めた。
平面曲率 C が大きいとき、谷は狭窄し流水が集中する、逆に 1/C は小さくなるので、流下幅が減少するこ
とを表現できる。 

F＝Tan(θ)／ (A×C) -0.1 A：集水面積（km2）、C：平面曲率、θ：勾配（°） 

4.3 数値地形解析結果 
土石流 69 渓流を対象とした数値地形解析結果を表‐2 に、急傾斜 182 箇所を対象とした数値地形解析

結果を表‐3 に示す。 

 

土石流では、平面曲率は平均値-0.42、中央値-0.18 とマイナス値となっており、集水型地形であることが
分かる。F 値は流域全体では 0.25 程度であり、急傾斜と近い数値となる。一方、流域内 大値は 0.75 程
度であり、概ね土石流の起因となった崩壊地付近の数値は急傾斜より大きい。 

急傾斜では、平面曲率は平均値-2.41、 大値 5.52、 小値が-11.68 と値の幅が大きく、局所的に尾根
型地形でも崩壊が発生していたと推測される。F 値は斜面全体では 0.3 程度、斜面内 大値の平均も 0.4
程度である。崩壊発生の起点が急傾斜や水の集まりやすい地点と想定されるため、 大値に着目すると
0.4 程度（ 大値の上位 90%平均）を閾値として崩壊地の指標とすることが考えられる。 
4.4 数値地形解析結果を活用した追加抽出手法の検討 

 F 値は急勾配斜面や水の集まりやすい斜面で数値が大きくなる指標であるため、平成 30 年 7 月豪雨
のように短時間に集中した降雨などで崩壊する斜面との関連性が高いことが推測される。 

図‐3 には、F 値 0.4 以上の 5mDEM のみを着色した図面を
添付した。災害発生地点周辺の F 値が高いことは識別できる
が、周辺にも F 値の高い非発生斜面が分布することから、F 値
だけで災害箇所を分離することは困難である。時間雨量や累
積雨量の等雨量コンターとの重ね合わせなど、今後事例を重
ねて検討を進める必要がある。 

土石流については、平面曲率の谷次数区分への活用が考
えられる。本検討より、土石流が発生した 69 渓流の谷次数比
率をみると、全体の 80%以上が谷次数比率 0.8 を満たすことが
分かったが、平面曲率（ 小）の上位 80%平均値は-19.15 で
あることから、-20 程度が閾値ではないかと考えられる。 

５．おわりに 

航空レーザ計測データを活用した詳細地形確認により、平成 30 年 7 月豪雨の土砂災害箇所が従来の
抽出基準であっても 8～9 割抽出できることが確認できた。 

数値地形解析を活用した抽出手法の検討では、急傾斜地斜面は概ね自動で抽出することができ、土石
流は一定度の集水地形や発生源の有無、谷次数（曲率換算）を可視化して重ね合わせた抽出基図を作成
することで、相当に高精度・定量的・効率的な抽出ができると考えられる。 

今後は、数値地形解析や新たな指標等を加えて、高精度かつ効率的な抽出手法の確立が望まれる。 

図-3 地形的滑動力示数試算結果（宇和島市）
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平面曲率

（平均） （平均） （最大） （平均） （最大）

平均値 35.8 12.9 -2.41 29.0 79 0.29 0.39
上位90％平均値 37.3 13.7 -1.75 31.9 88 0.30 0.41
上位80％平均値 38.7 15.2 -1.28 35.6 98 0.31 0.42
中央値 36.0 8.0 -2.06 14.0 29 0.28 0.38
最大値 59.9 79.0 5.52 759.0 873 0.51 0.72
最小値 11.8 2.0 -11.68 0.4 1 0.06 0.16

182箇所

勾配
（平均）

比高
（m）

集水メッシュ 地形的滑動力示数

（平均） （最小） （平均） （最大）

平均値 32.3 169.4 -0.42 -21.96 3912 0.25 0.72
上位90％平均値 33.1 184.2 -0.14 -20.41 4341 0.26 0.75
上位80％平均値 33.7 198.6 -0.11 -19.15 4851 0.27 0.78
中央値 32.7 130.5 -0.18 -21.49 1355 0.26 0.66
最大値 39.2 596.7 0.23 -5.36 29635 0.32 1.93
最小値 24.5 9.6 -9.82 -37.73 32 0.17 0.33

集水メッシュ
（最大）

地形的滑動力示数

69箇所

勾配
（平均）

比高
（m）

平面曲率

表-3 崩壊地内 5m メッシュごとの数値集計結果 表-2 土石流流域内 5m メッシュごとの数値集計結果 
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