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1. はじめに
近年，極端気象の発生が報告されており，50mm/時

間を超える降雨の発生頻度は，1976～1985 年と
比較して 2010〜2019年では約 1.4倍になってい
る（気象庁，2019）。また，世界に目を向けると，
大西洋で発生した 1995～2004年の台風の発生件
数は年間 13 件以上であり 1944～2004 年の８件
と比べて多いことが報告されている（ NOAA，
2005）。 

極端気象による豪雨の発生頻度の増加により，
土砂災害の多発や激甚化も予想されている（藤
田，2012）。例えば，2018 年７月西日本豪雨では，
最大時間雨量 63mm，最大積算雨量 650mm の降雨
により，広島県呉市を中心に 609 件の土石流が
発生し約 813 万 m3 の土砂が生産された（広島県，
2019）。また，2019 年台風 19 号では全国で 952
件の崩壊や土石流が発生し，宮城県丸森町では
最大時間雨量 80.5mm，最大積算雨量 607.5mm の
降雨で土砂・洪水氾濫が発生した（国交省， 
2019）。 

近年の土砂災害の発生傾向については，国内
外の災害報告の網羅的な解析から報告されてい
る。内田ら（2011）は，1978〜2007 年までの日
本の深層崩壊について調査し，1990 年代後半以
降深層崩壊が増加していることを示した。
Melanie et al.（2018）は，2004〜2016 年の世
界の斜面崩壊件数や被害者数は増減を繰り返し
ていることを報告している。 

しかし，近年の極端気象により土砂災害が多
数報告されているものの，直近 10 年を含む網羅
的な土砂災害の発生状況の研究は十分に行われ
ていない。特に，津口（2016）は，2010 年以降，
線状降水帯と呼ばれる降水域が甚大な土砂災害
を引き起こすことも指摘しており，地球温暖化
の進行により，土砂災害が頻発化・激甚化するお
それがある（社会資本整備審議会，2015）。そこ
で，本研究では，近年の土砂災害の発生場や発生
土砂量などの情報から，近年の土砂災害の特徴
を評価する必要があると考え，過去 30 年間の土
砂災害の情報を網羅的に収集し，近年の土砂災
害発生の特徴を把握することを目的とする。 

2. 研究方法
本研究は，1989〜2019 年の 30 年間に日本国

内で発生した土砂災害について，砂防学会誌，自
然災害学会および関連の論文から情報を収集し
た。国交省砂防部（2007）で定める土砂災害の種
類を基準として，降雨により発生した崩壊（がけ
崩れ，表層崩壊，深層崩壊を含む），土石流（土
砂流，地表流，泥流を含む），地すべりに分類し
た。また，上記の土砂災害が複合して発生してい
る地すべり性崩壊や土砂・洪水氾濫と呼ばれる
災害は複合災害とした。災害発生年月日，箇所

名，流域面積，地質，植生，標高，斜面勾配，降
雨強度や積算雨量，生産土砂量（崩壊の幅，長さ，
深さ，面積，体積）について，収集できる情報を
網羅した。ただし，文献によっては，一部データ
を収集できない項目もあるため，発生箇所の緯
度経度や地形情報は Google Earthを用いて確認
し，地質や降雨量も国や各機関が公表している
データを補足的に用いた。斜面勾配については，
崩壊の場合は崩壊発生地の斜面勾配，土石流の
場合は流下区間の河床勾配，地すべりはすべり
面の勾配を収集した。崩壊の面積については，崩
壊地の幅×長さ，土石流については，源頭部崩壊
地の幅×長さで算出した。生産土砂量について
は，崩壊は，崩壊面積×崩壊深，土石流は，源頭
部崩壊地の面積×崩壊深と土石流流下区間の侵
食断面積×土石流流下延長を足し合わせたもの
である。 

また，土砂災害の発生と降雨の関係を検討す
るために，土砂災害警戒情報の基準として 60 分
間積算雨量（短期降雨指標）と土壌雨量指数（長
期降雨指標）の設定（国交省・気象庁，2013）か
ら，各土砂災害の短期降雨指標として最大時間
雨量，長期降雨指標として積算雨量も把握した。 

3. 結果
3.1. 発生傾向と土砂移動形態

土砂災害総件数は 288件で，内訳は北海道２%，
東北 16%，関東・甲信９％，北陸６%，東海９％，
近畿８%，中国 18%，四国 10%，九州 22%であった。
土砂移動の形態としては崩壊 106 件（37%），土
石流 85 件（29%），地すべり 11 件（４%），出水・
洪水 26 件（９%），複合災害 49 件（17%），不明
11 件（４%）であった。ここでの複合災害とは，
2017 年九州北部豪雨や 2018 年に広島県で発生
した土砂・洪水氾濫がほとんどである。 

土砂災害の発生件数は年平均で 1990 年代
（1989〜1998 年）は 5.9 件（SD：7.5），2000 年
代（1999〜2008）は 10.0 件（SD：11.6），2010 年
代（2009〜2019）は 11.7 件（SD：6.2）であった
（図-１）。1990 年代と 2000 年代では，発生して

図-１. 土砂災害の発生件数の推移 
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いない年も断続的に存在していたが，2010 年代
では，毎年 20 件以上連続的に発生する傾向がみ
られた。 

各土砂災害の最大時間雨量は平均で，1990 年
代（1989～1998 年）は 75.5mm（SD：25.1），2000
年代（1999～2008 年）は 66.2mm（SD：32.6），
2010 年代（2009～2019 年）は 86.4mm（SD：25.0）
であった。また，積算雨量は平均で，1990 年代
（1989～1998 年）は 559.1mm（SD：251.8），2000
年代（1999～2008 年）は 473.6mm（SD：218.5），
2010 年代（2009～2019 年）は 616.9mm（SD：389.3）
となった。 

3.2. 発生箇所の地形的特徴と土砂量評価 
崩壊や土石流を発生標高別に整理すると，崩

壊 42 件（57%），土石流 64 件（64%）は標高約０
m から 400m の間で発生していた。また斜面勾配
別では，崩壊 17 件（44％）は勾配 30°から 40°，
土石流 13 件（37％）は 10°から 20°の間で発
生していた。崩壊面積と生産土砂量の関係では，
崩壊・土石流ともに面積に比例して生産土砂量
が大きくなる傾向が見られたが，土石流の一部
は，面積が 100m2で，生産土砂量が 10，000～100，
000m3 となる場合があり，源頭部崩壊面積の 100
倍から 1000 倍であった（図-２）。 

4．考察 
本研究結果では 2010年代に土砂災害の連続的

な発生傾向が見られた。これらの期間と降雨の
関係をみると，最大時間雨量や積算雨量も多く
なり，降雨の傾向が災害発生と関連しているこ
とが示唆された。内田ら（2011）は，2000 年代
まで，豪雨頻度の増加が土砂災害の発生件数の
増加に寄与していることを示しており，本研究
から，2000 年代以降も，降雨特性の変化が土砂
災害の発生件数の増減に関係していることが考
えられた。 

土砂災害の発生場の特徴として，近年の災害
は高標高の山間部ではなく，都市近郊などの低

標高帯で発生する傾向が示された。財城ら（2005）
は，日本の居住地の平均標高は 189.2m，斜面勾
配は 0.4°であると示しており，近年の災害の発
生場として，このような地域における災害対策
が重要であると考えられた。また，山地から住宅
地などへ土石流が発生する場合，崩壊面積に対
して生産土砂量が 100倍以上になる事例（５件）
もあり，うち３件は 2004 年福井県美山町の土石
流であった。この災害では，標高約 150ｍ・勾配
３°で土石流が発生し，土石流流下区間の侵食
土砂量が生産土砂量の６割以上を占めていた
（三好ら， 2006）。2018 年に広島県で発生した
土砂・洪水氾濫は緩斜面で多数の崩壊・土石流が
発生し（海堀ら， 2018），約 800 万 m3 の土砂が
生産されており，今後流域内の土砂生産場とそ
の分布，土砂流掃時における土砂量増加の特徴
を詳細に把握する必要がある。本研究成果で示
すように，近年の土砂災害の情報を継続的に収
集し更新することで，近年の土砂移動現象の傾
向を把握することができ，降雨の変化に対応し
た土砂災害対策の効果的な検討の一助になると
考えられた。 

引用文献 
藤田 （2012）：気候変化が土砂災害の素因・誘因に

及ぼす影響，砂防学会誌， 65， 1，14-20 
Guzzetti et al. （2009）：Landslide volumes and 

landslide mobilization rates in Umbria， 
central Italy， Earth and Planetary Science 
Letters， 279， 222-229 

広島県（2019）：平成 30 年７月豪雨災害， 1-61 
海堀ら（2018）：平成 30 年 7 月豪雨により広島県

で発生した土砂災害，砂防学会誌，71， 4， 49-
60 

気象庁（2019）：大雨や猛暑日など（極端現象）の
これまでの変化，地球環境・気候，各種データ・
資料，気象庁 HP 

国交省（2019）：令和元年の土砂災害，1-50 
国交省・気象庁（2013）：土砂災害警戒情報につい

て，1-4 
国交省砂防部（2007）：土砂災害と対策の概要，第

1 回土砂災害対策懇談会，参考資料-1，1-15 
Melanie et al.（2018）：Global fatal landslide 

occurrence from 2004 to 2016，  Natural 
Hazards and Earth System Sciences， 18， 
2161-2181  

三好ら（2006）：2004 年福井豪雨における渓岸崩壊
の評価，砂防学会誌，59， 2， 30-36 

NOAA （ 2005 ）： Hurricane Katrina ，  NOAA’s 
National Climatic Data Center  special 
reports， Updated 29 December 2005， 1-7 

社会資本整備審議会（2015）：【本文】水災害分野に
おける気候変動適応策のあり方について，1-49 

津口（2016）：線状降水帯，天気，63，727-729 
内田ら（2011）：歴史的にみた近年の土砂災害の特

徴，砂防学会誌， 64， 2， 58-64 
財城ら（2005）：日本における居住地の分布と地形

との関係-GIS を利用した市区町村単位の検討-，
CSIS discussion Paper， 68， 1-13 

図-２. 土砂災害別崩壊面積と生産土砂量の関係 
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