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１．はじめに
全国を対象とした深層崩壊のリスク評価としては、

線状凹地などの微地形や斜面勾配に着目した渓流レベ

ルの深層崩壊危険度評価が国土交通省により公表され

ている 1）。一方で、深層崩壊による土砂生産を砂防計画

の対象土砂に見込むためには斜面単位の深層崩壊危険

度評価が望ましく、水文・水質やひずみ率を用いた斜

面安定度指標が提案されている。しかし、四国地方に

おいて実際に発生した深層崩壊に適用して検証した事

例はあまり無い。そこで、本検討では平成 30 年 7 月豪

雨で深層崩壊が発生した地域において重力変形斜面を

抽出し、ひずみ率による深層崩壊の危険度評価と崩壊

の生起有無を突合することで検証するとともに、精度

向上に向けた検討を行ったので以下に報告する。

２．検討地域及び手法
検討地域は平成 30年 7月豪雨で多数の斜面崩壊が発

生した吉野川水系左支川立川川周辺流域とした。斜面

崩壊は 348 箇所で発生しており、このうち深層崩壊の

定義に該当する崩壊は 21 箇所(以降、深層崩壊地)で、

いずれも三波川帯の泥質片岩分布域である 2）。

四国山地は大規模な構造線や脆弱な地質が広範囲に

分布するため、地すべりや崩壊の多発地帯となってい

る。このことから、多数の危険斜面に対して斜面毎の

危険度や優先度の設定手法・閾値を確立することが課

題である。

本検討では、土木研究所資料 3）を参考に検討地域の

崩壊発生前の LP データから地形表現図を作成したの

ち、地形判読を実施して重力変形斜面を 271 箇所抽出

した。また、その斜面に対して優先度の設定に用いら

れる「ひずみ率」求めた。なお、ひずみ率については

様々な手法が定義されているが、本検討では土木研究

所の手法 3）（以降、ひずみ率 A）と類似地質かつ多数の

検討データをもとに安定度指標（案）が示されている

小野田らの手法 4）（以降、ひずみ率 B）を用いた。なお、

ひずみ率 A は重力変形斜面の斜面長の歪みを定義し、

ひずみ率 B は重力変形斜面の高さの歪みを定義し、か

つ傾斜角と合わせた評価指標である（図 1）。なお、ひ

ずみ率 A はひずみ率が 2.0~6.0%の場合、変形活動が活

発で「深層崩壊発生の危険度が非常に高い」と定義さ

れる。ひずみ率

B の場合、傾斜

角 30°以上か

つひずみ率

2.5~30%の斜面

は「危険斜面」、

傾斜角 25°以

上かつひずみ率

2.5~30%の斜面

は「要注意斜

面」に定義され、相対的に危険度が高い評価となる（表

1）。以下では求めたひずみ率を崩壊生起前の重力変形

斜面に適用し、深層崩壊地と照合して精度を検証した。 
表 1ひずみ率の定義と閾値 

３．重力変形斜面と深層崩壊箇所の比較 

抽出した 271 箇所の重力変形斜面において、実際に

深層崩壊が生じた斜面は全 21箇所中 18箇所であった。

抽出した重力変形斜面と深層崩壊地の例を図 2に示す。

崩壊地 3 箇所は捕捉できなかったが、86％の捕捉率で

あった。この結果から、斜面単位での深層崩壊発生斜

面の予測には、重力変形斜面の抽出が有効であるとい

える。抽出した重力変形斜面をひずみ率 A とひずみ率

B の閾値に当てはめた結果は図 3 と表 2 のとおりで、

ひずみ率や傾斜角の閾値を設けることで深層崩壊地の

的中率が向上した。特にひずみ率 B のうち「危険斜面」

とともに「要注意斜面」までを閾値とすることで、捕

捉率・的中率が高くなる。深層崩壊地 21 箇所における

斜面のひずみ率と傾斜角は表 3 のとおりで、ひずみ率

A・B ともにその幅は広く、ひずみ率 A よりひずみ率 B
の方が全体的にやや大きい値となる。

 

図 3 重力変形斜面のひずみ率整理結果と各手法の閾値

図 1ひずみ率 Aと Bおよび傾斜角の定義 

図 2抽出した重力変形斜面と崩壊地の関係 
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表 2各手法における捕捉率と的中率 

表 3深層崩壊地 21 箇所のひずみ率・傾斜角 

これらの結果を鑑みると、小崖頭部の滑落崖に着目

した LP データによる重力変形斜面の抽出とひずみ率

等による閾値の設定は、深層崩壊地の予測に有効であ

ると考えられる。一方、ひずみ率に着目した場合、ひ

ずみ率 30％以上となる相対的に危険度が低い斜面にも

深層崩壊が 2 箇所発生した。ひずみ率 30％以上となる

斜面は、相対的に小崖長が斜面長に対して長く、「活動

の終焉を迎えた状態（概ね安定期に入った状態）」とさ

れ 4）、相対的に危険度が低い斜面に該当する。

以下では、ひずみ率 A・B の定義を検証したうえで、

本検討に用いるひずみ率を選定し、かつ重力変形斜面

で発生した深層崩壊地すべてについて捕捉可能となる

よう、平成 30 年度 7 月豪雨時の深層崩壊地 21 箇所の

地形量を加味した閾値の設定と適用性を検証した。

４．ひずみ率 A・Bの比較と評価閾値の設定 

ひずみ率 B は前述の通り重力変形斜面の高さの歪み

に着目した評価である。一方、ひずみ率 A は重力変形

斜面の斜面長の歪みを評価したものである。深層崩壊

は斜面運動のうち、新鮮な岩盤を巻き込んだ規模の大

きい崩壊現象であり、その特徴は非変形部と明確な分

離面で切り離された変形部（または弱部）が移動する

ものである。したがって、深層崩壊は主として分離面

に沿って斜面表層から変形部までが斜面方向に移動す

る（重力変形）ものと考えられる。

以上より、本検討では斜面方向の変位に着目したひ

ずみ率 A を採用して、深層崩壊地の地形量をもとに危

険度評価における

閾値を設定した。閾

値は深層崩壊地の

ひずみ率が最大で

31.1%であること、

傾斜角の最小値は

27°であることを

踏まえて、ひずみ率

32％以下とした。

傾斜角は小野田ほ

か 4）および 25°以

下では深層崩壊が

生起していない紀

伊山地の事例を加味して 25°以上とした。結果として、

変形斜面の抽出のみや既往ひずみ率を閾値とした場合

に比べて、的中率は向上または同程度である（図 4、表

4）。 
表 4 閾値見直し後の捕捉率と的中率  

該当数
A

捕捉斜面数
B

捕捉率
（B/21箇所）

的中率
B/A

空振り率
1-B/A

ひずみ率A
閾値改良型

163 18 86% 11.0% 89.0%

５．おわりに
本検討では、平成 30 年 7 月豪雨時に深層崩壊が発生

した立川川周辺流域について、滑落崖に着目した地形

判読により 271 箇所の重力変形斜面を抽出し、ひずみ

率と傾斜角を用いた深層崩壊危険度評価を実施した。

また、深層崩壊地との整合性を検証し、深層崩壊地の

内 86%を捕捉することができたことから、深層崩壊予

測に対して重力変形斜面の抽出は有効であることを示

した。ただし、危険度が相対的に低となる変形斜面中

にも実績として崩壊が確認されたため、a)深層崩壊地の

地形量の整理と b)ひずみ率 A・B の有意性を検討した

うえで、深層崩壊危険度評価の閾値を提案した。なお、

H30 年 7 月豪雨に伴う深層崩壊の定義に該当する崩壊

地のうち、3 箇所は抽出した重力変形斜面外で発生した。

抽出漏れした要因は、崩壊面積が小さく机上の地形判

読では変形斜面として抽出しきれない（抽出漏れ）こ

とや、断層・地下水や集水面積の規模など重力変形斜

面以外の影響を強く受けている可能性がある。そのた

め、今後現地調査等を行い、崩壊状況の詳細な確認や

崩壊要因を明らかにする必要がある。

重力変形斜面は、地形・地質・地質構造が素因とな

るため、隆起量が大きく付加体からなる脆弱な岩盤が

分布する四国山地などでは多数抽出される場合がある。

このため、抽出された多数の変形斜面の危険度を現地

踏査等の直接的な手段で評価するには限界があり、ひ

ずみ率などを用いた机上検討による深層崩壊予測及び

危険度評価の精度向上が重要と考える。また、ひずみ

率のほか、空中電磁探査 5)等を活用した重力変形斜面内

の「ゆるみ」や「地下水」に着目した危険度評価と併

せることで、より効率的かつ確度の高い危険度評価が

可能になるものと考える。
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図 4変更後の閾値と実崩壊地の関係
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