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4.  表層崩壊の発生しやすい地形に適した樹種・施業の検証 
4. 1  災害発生地形の特徴 
4. 1. 1  調査地の選定 

（1）調査地選定の方針  

今年度の調査地選定にあたっては，下記の方針で行った。 

 花崗岩（マサ土）が分布する地域であること 

 －過年度調査において，褐色森林土及び黒ボク土以外に，花崗岩類や火山砕屑物などからの崩壊が

多いことが示唆されたため。 

 近年発生した豪雨災害で，表層崩壊が集中して発生していること 

－災害時の状況を把握する必要があり，災害後時間が経過している所は，復旧工事や植生の回復に

より状況把握が困難であるため。また多くの事例を収集することで，崩壊発生要因を整理しやすく

するため。 

 施業履歴があり，かつ林地に立入可能な箇所であること 

－森林施業と災害の関係を把握するため。 

 航空レーザデータや空中写真があること 

－特に災害前の航空レーザデータは，崩壊発生要因となる地形や森林の状況を把握できるため。 

 多様な自然条件 

－指針策定を視野に入れ，地域性や地質・土壌などの条件が偏らないよう，全国から調査地を選定

した。 
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（2）現地調査地区 

調査地の選定方針に基づき調査地を選定した結果，以下の 4 地区を調査地とした。 

中日本地域では長野県で 1 地区，対象となる豪雨災害は過年度と同様『平成 24 年 7 月豪雨』，西

日本地域では和歌山県で 1 地区，対象となる豪雨災害は『平成 23 年台風 12 号』，島根県で１地区，

対象となる豪雨災害は過年度と同様『平成 25 年 7 月山口・島根豪雨災害』，広島県で１地区，対象

となる豪雨災害は『平成 26 年 8 月豪雨災害』とした。地質および土壌の分類には，土地分類基本調

査 1

なお，特に断りなく地名が出てくる際は現場地区名を，地名及び自治体名を表す場合は，例えば

「長野県茅野市」のように，県あるいは市町をつけることとした。 

の成果を活用した。 

表 4. 1-1 調査地一覧 

地域 
区分 

県名 
現場 
地区名 

災害名 

航空レーザ 
データ 

地質 土壌 
災害 
発生前 

災害 
発生後 

中日本
地域 長野 多々羅 平成 24年 7月豪雨 あり あり 輝石安山岩

質溶岩 
適潤性褐色森林
土 

西日本
地域 

和歌山 那 智 勝
浦 

平成 23 年台風 12
号（9 月） － あり 花崗斑岩 褐色森林土壌 

島根 津和野 平成 25 年 7 月山
口・島根豪雨災害 － あり 流紋岩質岩

石 
乾性褐色森林土，
褐色森林土壌 

広島 広島 平成 26年 8月豪雨 あり あり 花崗岩質岩
石 

弱乾性褐色森林
土 

 

図 4. 1-1 調査分布図 

                                                        
1国土交通省 国土政策局 国土情報課，土地分類基本調査， 
http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_5-1.html 

凡例： 

表層崩壊  

那智勝浦 

津和野 

広島 

多々羅 
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（3）本年度調査地の気象データ 

今年度調査地区における災害発生時の一覧を表 4. 1-2 に示す。 

表 4. 1-2 災害発生時の気象条件 

都道府
県 

所在地 
現場 
地区名 

災害名 気象・災害データ 

長野県 茅野市北山 多々羅 

平成 24年 7月 

局地的集中 

豪雨災害 

○発生日：平成 24年 7月 28日 

○累積雨量：140mm/6 時間(7/28～7/29 茅野

市蓼科観測所) 

○時間雨量：62mm/時(7/28 茅野市蓼科観測

所) 

長野県危機管理部データより 

和歌山

県 

那智勝浦町 

市野々 
那智勝浦 

平成 23年 9月 

台風 12号 

○平成 23年 9月 4日 

○累積雨量：832.5mm/7日(8/30～9/5) 

○最大日雨量：418.5mm/日(9/4) 

○時間雨量：132.5mm/時(9/4) 

和歌山県新宮アメダスデータ（気象庁）データより 

島根県 
津和野町 

名賀（なよし） 
津和野 

平成 25年 7月 

山口・島根豪

雨 

○発生日：7月 27～29日 

○累積雨量：383.0mm（7/22～8/1） 

○最大時間雨量 91.5mm 

○津和野 197.5mm（3時間雨量） 

○24時間雨量:381.0mm（雨量解析では 500mm

超） 

気象庁災害報告より 

広島県 

広島市安佐北

区 

高松山周辺 

広島 
平成 26年 8月 

豪雨 

○発生日：平成 26年 8月 20日 

○累計雨量：280.0mm(8/19～8/22) 

○最大日雨量：224.0mm(8/20) 

○最大時間雨量 101.0mm(8/20) 

広島県三入アメダスデータ（気象庁）より 

 

 上記のうち，長野県，和歌山県，島根県の現場については過年度調査にて気象情報について整理さ

れている。そこで，今年度報告では新たに追加された平成 26 年 8 月豪雨によって発生した広島市土砂

災害について気象情報を整理した。 
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（i）平成 26 年 8 月豪雨（広島市土砂災害） 

 平成 26 年（2104 年）8 月 19 日夜から 20 日明け方にかけての大雨により被害が発生した。広島市安

佐北区三入では 1 時間降水量の日最大値 101.0 mm，3 時間降水量の日最大値 224.0mm，24 時間降水

量の日最大値 257.0 mmを観測し，通年の観測史上１位を記録した 2

図 4. 1-2

。現場近くの広島県三入観測所に

おける 2014 年 8 月の降水量の日ごとの値ならびに災害発生のあった 2014 年 8 月 19 日から 20 日にか

けての 1 時間ごとの降水量の変化を 及び図 4. 1-3 に示す。 

 8 月 20 日の日雨量の 70％が夜半 3 時から 4 時の 2 時間の間に集中して降ったことがわかる。  

 

図 4. 1-2 広島県 広島市安佐北区 三入の 8 月降水量 

 

図 4. 1-3 8 月 19～20 日の時間当たり降水量 

                                                        
2広島地方気象台（2014）,気象速報「平成 26 年 8 月 19 日から 20 日にかけての広島県の大雨につい

て」,http://www.jma-net.go.jp/hiroshima/siryo/20140820_sokuhou.pdf 
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（4）地質・土壌 

 調査地において主に分布する地質・土壌について，土地分類基本調査 3

整理結果より，各調査地の特徴的な地質・土壌を，

結果を参考にし，以下に整

理した。なお，過年度に調査を実施した熊本県阿蘇市について，崩壊発生個所の検討を今年度調査結

果とあわせて整理するため再掲した。 

表 4. 1-3 にまとめて示す。 

表 4. 1-3 各調査地の特徴的な地質・土壌 

現場名/ 項目 特徴的な地質・土壌 

長野県 多々羅 土壌：褐色森林土

和歌山県 那智勝浦 

で，A層が厚く 20cm以上になる。 

地質：部分的に風化に対して弱い

島根県 津和野 

花崗斑岩 

地質：流紋岩質岩（溶結凝灰岩

広島県 広島 

） 

地質：花崗岩

熊本県 阿蘇 

質岩石，土壌：やや未熟性の強い土壌 

地質：未固結堆積物，土壌：

 

黒ボク土 

（i）長野県（現場名：多々羅） 

（a）地質 輝石安山岩質溶岩 

諏訪湖の東部に位置する本調査地一帯には，輝石安山岩質溶岩が分布しており，八ヶ岳火山岩類の

基盤を構成する新第三系と考えられている。 

（b）土壌 適潤性褐色森林土 

褐色森林土を代表的する土壌型であり，山腹中部～下部に広い範囲で出現する。土壌酸性は pH5.3

程度で，養分状態も良好なことが多いため林地生産力は高い。A0 層はあまり発達せず，H 層は存在し

ない。A 層は厚く，20cm 以上になり団粒状構造の発達が著しい。A 層下部および，B 層には塊状構造

が発達していることが多く，カラマツ造林地としての利用が多い。 

 

（ii）和歌山県（現場名：那智勝浦） 

（a）地質 斑岩（あるいは花崗斑岩） 

 熊野層群堆積後，約 1400 万年前（中新世）に大量のマグマが上昇して生成した。岩石は柱状節理が

発達し，新鮮なものでは硬いが，部分的に風化に対して弱いところがあり，もろい一面を持つ。 

（b）土壌 褐色森林土壌 

 山腹～沢筋にかけて分布する適潤性の土壌である。土質は主に壌土で団粒構造が発達しているが，

一部に塊状構造・堅果状構造もみられ，腐食層の比較的深くまで浸透した土壌理化学性の比較的良好

な土壌で，林地生産力が高く，適木はヒノキ及びスギである。 

 

                                                        
3 土地分類基本調査（国土交通省国土政策局国土情報課） 
http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_5-1.html 
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（iii）島根県（現場名：津和野） 

（a）地質 流紋岩質岩石（溶結凝灰岩） 

 岩質は灰～灰白色～灰緑色の流紋岩質凝灰岩と流紋石英安山岩質凝灰岩を主とし，顕著な溶結構造

を示すものが多い。 

（b）土壌 乾性褐色森林土壌 

 中生代火山岩類山地の尾根筋に分布する残積土である。A 層は浅いが土層の厚さは中程度で礫を含

む。生産力は低く，風衝多雪地でもあるため現植生の保護育成が望ましい。 

 

（iv）広島県（現場名：広島） 

（a）地質 花崗岩質岩石 

  白亜紀に形成された深成岩のうち，花崗岩や花崗閃緑岩をさす。現地では，粗粒黒雲母花崗岩が

分布しており，大林地区から桐原地区にかけては 10m 前後の風化深度があるものとみられている。 

（b）土壌 乾性褐色森林土壌（黄褐系） 

 花崗岩を基岩とした地域において，山地の尾根から中腹にかけて広く分布する乾性褐色森林土壌で，

土色が黄褐色を呈するものであり，現場付近の代表的な土壌統である。土性は砂質～砂質壌土で，層

位は発達しているが A 層は浅く，土壌構造もあまり発達しておらず，やや未熟性の強い土壌である。

アカマツ林となっているがその生長は不良なことが多い。 

 

（v）熊本県【過年度報告書より再掲】 （本報告内における地点名：阿蘇） 

（a）地質 未固結堆積物 

本調査地は阿蘇カルデラの北西および東に位置し，そのカルデラ壁の比高は 300～400m の急斜面と

なっている。その斜面の上部は，阿蘇カルデラ形成をもたらした火山砕屑物である，阿蘇火砕流堆積

物の溶結凝灰岩や凝灰角礫岩から成る。カルデラ壁の下部には，崖錐堆積物からなる斜面が発達して

いる。 

（b）土壌 黒ボク土 

山麓の凹地形部に分布し，黒色の A 層を有する。団粒構造が発達しており，保水性が大きいので，

林地の生産力が良い。 
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（5）現地調査地点の選定 

 表層崩壊の発生しやすい地形にありながら崩壊していない箇所を，仕様書に基づき１調査箇所あた

り 10 箇所をめやすに判別し，計 85 箇所判別した。その中より，4.1.1（1）調査地選定の方針にもとづ

き，現地調査地点について 1 調査箇所あたり 5 地点をめやすに決定し，崩壊防止林及び土砂捕捉林を

あわせた計 28 地点で現地調査を実施した。 

調査地の判読数及び現地調査地点数の内訳を表 4. 1-4 に，位置概要を図 4. 1-4 に示す。 

表 4. 1-4 調査地の判読数及び現地調査地点数 

現場名/ 項目 判読数 
うち現地 
調査地点数 

現地調査 
内容内訳 

全体 85 28 
崩壊防止林 16 
土砂捕捉林 9 
ほか，崩壊直上 1，崩壊下部 1，捕捉流出部 1 

長野県 多々羅 15 9 
崩壊防止林 8（うち 2 か所では崩壊下部も調査） 
土砂捕捉林 1 

和歌山県 那智勝浦 25 5 
崩壊防止林 2 
土砂捕捉林 2 
崩壊直上 1 

島根県 津和野 23 9 
崩壊防止林 4 
土砂捕捉林 4 
捕捉流出部 1 

広島県 広島 22 5 
崩壊防止林 2 
土砂捕捉林 2  
崩壊下部 1 
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図 4. 1-4（1） 判読箇所及び調査地位置図（長野県，多々羅） 

 

本データは国土地理院の航空レーザ測量成果を基に作成 
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図 4. 1-4（2） 判読箇所及び調査地位置図（和歌山県，那智勝浦） 

 

本データは国土地理院の航空レーザ測量成果を基に作成 
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図 4. 1-4（3） 判読箇所及び調査地位置図（島根県，津和野） 

 

本データは国土地理院の航空レーザ測量成果を基に作成 
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図 4. 1-4（4） 判読箇所及び調査地位置図（広島県，広島） 

 

本データは国土地理院の航空レーザ測量成果を基に作成 
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4. 1. 2  崩壊発生場所の特徴 

（1）調査方法 

 崩壊発生場所（以降，発生源とする）の特徴を把握するため，崩壊が起こる前（以降，災害前とす

る）の微地形を検証し，滑落崖開始位置の微地形を整理した。災害前の微地形情報は，航空レーザ測

量データ（以降，LP データとする），空中写真，既存の地形図などから得ることが可能である。 

 今年度調査では，災害前後の LP データと空中写真のある広島県広島市のほか，災害後の LP データ

と空中写真及び既存の地形図を組み合わせ，近傍の未被害地の地形情報を参考に災害前微地形を類推

し，和歌山県那智勝浦地区及び島根県津和野地区においても整理した。 

 微地形の分類は田村（1996）4 図 4. 1-5に基づいた。微地形単位の模式図を に，斜面を構成する地形

とその定義を表 4. 1-5 に示す。 

 

図 4. 1-5 谷頭付近における微地形単位の配列傾向（ブロックダイアグラム） 

表 4. 1-5 斜面を構成する地形とその定義 

 微地形 定義 

a 頂部平坦面 稜線上にときに出現するきわめて平坦な地形 
b 頂部斜面 稜線上にみられる比較的緩傾斜の部分から続く，直線状もしくはやや凸な地形 

頂部斜面（b）と上部谷壁斜面（c）は遷急線で区切られる c 上部谷壁斜面 

d 上部谷壁凹斜面 頂部斜面（b）の下部もしくは上部谷壁斜面（c）と同じ高さに位置する，凹型
もしくは直線状の地形 

e 谷頭斜面 開析の進んだ 0 次谷の上部で上部谷壁斜面と同じ高さに位置する地形 

f 谷頭凹地 谷頭斜面（e）と上部壁谷斜面（c）の下部に囲まれるように位置する地形 

g 下部谷壁斜面 谷頭凹地（f）と上部谷壁斜面（c）の下部に位置する地形 

h 下部谷壁凹斜面 上部壁谷斜面（c），上部谷壁凹斜面（d）などの下方に遷急線で境されて位置
する，横断面形・水平断面形とも顕著な凹型を示す地形 

i 麓部斜面 谷壁斜面からの崩落物質や小支谷から水流で運搬された物質などが堆積して
いる地形 

  

                                                        
4田村俊和 （1996）.水文地形学－山地の水循環と地形変化の相互作用－ ，古今書店，pp.177-189. 
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（2）調査結果 

  

凹地形（ d：上部谷壁凹斜面，f：谷頭凹地，h：下部谷壁凹斜面），稜線より続く遷急線付近及びそ

の直下の斜面（c：上部谷壁斜面，e：谷頭斜面）は，崩壊発生源となる可能性が高いため注意が必要

である。 

 

凹地を崩壊発生源とする割合（ d：上部谷壁凹斜面，f：谷頭凹地，h：下部谷壁凹斜面をあわせた

割合）は 45％程度であった。このことから，谷の解析度が異なっても凹地は崩壊発生源となる可能性

が高く，注意を要する。 

凹地以外で注意が必要な地形として，稜線より続く遷急線付近及びその直下の斜面（c：上部谷壁斜

面，e：谷頭斜面）があげられる。ここを崩壊発生源とする割合は 20%程度であった（図 4. 1-6）。 

 崩壊発生頻度を微地形別に整理し，出現頻度の上位 3 位には色を付け表 4. 1-6 に示す。また分布頻

度図を図 4. 1-7 に，地区別に整理した分布頻度図を図 4. 1-8 に示す。 

 

 

図 4. 1-6 谷頭付近における微地形単位の配列傾向（ブロックダイアグラム）（加筆し再掲） 

  




