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国際フォーラム開催趣旨

第 3 回国連防災世界会議 (3rd WCDRR) が、
2015 年 3 月 14-18 日に仙台市において開催され、
2015 年以降の世界的防災推進のための国連防災枠組みが決定される。日本は、斜面災害危険
度軽減分野において世界に貢献できる科学技術を有しており、国際斜面災害研究機構
（International Consortium on Landslides：ICL）は、国連国際防災戦略（UNISDR）にお
いて斜面災害分野の課題別プラットフォームを担っている。

独立行政法人科学技術振興機構の科学技術外交の展開に資する国際政策対話の促進事業の
支援を得て、Post-2015 年国連防災枠組みの一環として斜面災害危険度軽減研究の世界的な
パートナーシップを推進するための「地震・豪雨地帯の斜面災害危険度軽減に資する科学技
術推進のための国際会議」
（2015 年 3 月 11-15 日）を開催する。本国際会議において、国際
斜面災害研究機構は、ICL の国際的支援機関である（UNESCO, UNISDR, WMO, FAO, UNU,
ICSU, WFEO, IUG）
、日本政府（内閣府、国土交通省）
、京都大学、日本地すべり学会とと
もに国際斜面災害研究機構およびそのプログラムである国際斜面災害研究計画
（International Programme on Landslides: IPL）の地球規模でのパートナーシップを推進
するための枠組みの採択を目指している。

本国際フォーラムは、その準備会合の一部として、国際斜面災害研究機構、ユネスコ、国際
防災戦略事務局、内閣府、国土交通省、京都大学、日本地すべり学会が、2014 年 8 月の広島
災害を対象として
「2014 年 8 月広島土砂災害と Post-2015 国連防災枠組みへの日本の貢献」
をテーマに国内外の斜面災害関連の研究者、技術者、行政担当者と共に研究発表と討論を行
うものである。
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OBJECTIVES OF INTERNATIONAL FORUM

The Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction will be held in Sendai, Japan
on 14-18 March 2015 and decide the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction.
The International Consortium on Landslides

(ICL) is the thematic platform on

landslides within the United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction.
ICL has obtained a fund for “International Conference for the Promotion of Science and
Technology to Contributing to Landslide Disaster Risk Reduction in the Earthquake and
Heavy Precipitation Areas” on 11-15 March 2015. During this conference, ICL, ICL
supporting organizations (UNESCO, UNISDR, WMO, FAO, UNU, ICSU, WFEO, IUGS),
Government of Japan (CAO, MLIT), Kyoto University and the Japan Landslide Society
aims to adopt a framework to promote ICL-IPL partnership in the global scale.
As a part of the planning committee meeting of the conference, ICL together with the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the United
Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), the Cabinet Office and Ministry of
Land, Infrastructure, and Transport (MLIT) of the Government of Japan, Kyoto
University and the Japan Landslide Society will organize an International Forum
“Urbanization and Landslide Disaster” to discuss possible Japanese contribution to post2015 Framework for Disaster Risk Reduction focusing on case of the 2014.8 Hiroshima
landslide disaster.

Kyoji Sassa
Chairperson, Executive Committee of “International
Conference for the Promotion of Science and Technology to
Contributing to Landslide Disaster Risk Reduction in the
Earthquake and Heavy Precipitation Areas”
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国際フォーラム「都市化と土砂災害」の開会挨拶
稲葉カヨ 京都大学副学長（男女共同参画・国際・広報）

御来賓の皆様、研究者および参加者の皆様、
本日、ここ京都大学において開催されます「都市化と土砂災害」に関する国際フォーラムに
際して、本学を代表しご祝辞を申し上げます。このフォーラムでは先月８月に広島市で発生
した土砂災害の影響と来年３月に仙台で開催される国連世界減災会議で発表されるポスト
2015 枠組みへの日本の貢献案について議論されると伺っています。このような重要なフォー
ラムを共催し、かつ本学構内で開催されることは本学にとっても大きな喜びであります。ま
た、秋は京都の最も快適な季節でもあり、皆様を歓迎致します。
私はまた、このフォーラム実現に取り組んでこられました本学名誉教授であり、国際斜面災
害研究機構理事長の佐々恭二先生ならびにスタッフの皆様にもお礼を申し上げる次第です。
京都大学は 1897 年に設立され 117 年の歴史を有します。日本で 2 番目に設立された国立大
学であり、主として科学研究の推進を目的としております。本学の歴史の中で、常に教職員
と学生による自由な発想と学問の自由の学風を維持することを旨としてきました。京都大学
の研究者の学術的成果は既に世界的に認められております。例えば、９つのノーベル賞、最
新のものは昨日物理学賞を取られることが発表された理学部卒業の赤崎先生に授与されてい
ます。このホールも素粒子理論分野でノーベル物理学賞を受賞した２人の教授を記念してで
きたものです。
調和と安定したグローバル社会の追求に貢献する現代の高等教育機関として、国際協力・国
際交流は本学事業の重要な構成要素です。
ご存知の方も多いでしょうが、2002 年に地すべりと文化遺産に関する国際シンポジウムを京
都において本学とユネスコが共催した際に、国際斜面災害研究機構 ICL が設立され、初代会
長として佐々教授が選出されました。その設立に至った背景には、本学防災研究所とユネス
コとの間の合意覚え書き「２１世紀の最初の四半世紀における環境保護と持続できる開発の
鍵としての地すべり危険度軽減と文化・自然遺産保護のための研究協力」を 1999 年に交わし
たことを忘れることはできません。この合意覚書に基づく活動が ICL 設立の基盤となりまし
た。その意味で京都市と京都大学は ICL の発祥地といえます。
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本学と ICL および国連ユネスコとの正式なパートナーシップは、その後、急速に発展しまし
た。 本学はユネスコの UNITWIN/ユネスコ講座計画の枠組みの中で「ユネスコ－京都大学
－国際斜面災害研究機構による社会と環境に資するための斜面災害危険度軽減共同計画」合
意書に 2003 年に調印しました。この合意に基づき、京都大学総長経費と ICL 経費を用いて
2004 年に宇治構内に 3 部屋からなる UNITWIN 本部棟を設置いたしました。
ICL の研究者、
本学教員だけでなく学生諸氏にも利用していただいています。さらに現在、本部構内の総合
研究１号館において新型リングせん断試験機の開発と地すべりのメカニズムに関する ICL と
本学との共同研究を推進中であり、その他、極端降雨と強震動条件下での地すべりの発生と
運動の数値シミュレーションを行える実用的なソフトウェア開発も, 現在社会的に注目され
ている共同研究のテーマのひとつです。地すべり技術分野における我々の共同研究成果が地
球規模での斜面災害危険度軽減に大きく貢献していることは大変喜ばしいことと存じます。
ご列席の皆様、 本学と ICL、国連ユネスコとの共同研究活動の成果は今や世界的に認められ
ているところであります。本日のこのフォーラムが、ご列席の皆様方にとって情報や知識を
交換する以上に、より意義深い交流の場となることを願っております。最後に、国内外から
いらっしゃった御来賓や研究者の皆様方に再度感謝申し上げるとともに、本日のこのフォー
ラムが実り多いセッションと議論の場となることを祈念しまして私の祝辞とさせていただき
ます。
ご清聴ありがとうございました。
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Greeting for International Forum “Urbanization and
Landslide Disaster”

Distinguished guests, dear colleagues, ladies and gentlemen,

Good afternoon. On behalf of Kyoto University, I would like to extend my warm greetings
to this International Forum “Urbanization and Landslide Disaster” especially devoted to
the study on the impact of the recent Hiroshima Landslide Disaster which occurred last
August and to possible Japan’s contribution to the Post-2015 Framework for Disaster
Risk Reduction. It is our great pleasure to co-sponsor this important forum and to host it
in our university campus. Also I would express my sincere welcome to you all for coming
to Kyoto in its most comfortable season.
I would also like to take this opportunity to extend my most sincere appreciation to
Professor Emeritus Kyoji Sassa, the Executive Director of the International Consortium
on Landslides (ICL) and his staff members, who have worked so diligently to make this
forum possible.
Kyoto University was established in 1897, and it has a history of 117 years. It is
second-oldest national university in Japan and was founded mainly for the promotion of
science. Throughout our history, we have sought to provide our scholars and students
with free thinking and academic liberation. The achievements of Kyoto University's
researchers have been acknowledged worldwide. For example, Nine Nobel Prizes have
been conferred to Kyoto University researchers and graduates. Latest one is announced
just yesterday for Porf. Akasaki who graduated from Faculty of Science of our university.
This hall is dedicated to two past professors who won the Nobel Prize in Physics in the
field of elementary particle theory.
As a modern higher education institution dedicated to the pursuit of a harmonious and
stable global society, international cooperation and exchange are vital components of
Kyoto University's operations.
As you may know, the ICL was originally founded in Kyoto in 2002, when Kyoto
University and UNESCO jointly organized an international symposium on Landslides
and Cultural Heritages in Kyoto. In that symposium, a round table discussion was
organized which launched the ICL and elected Professor Sassa as the first president. We
should recall that the Disaster Prevention Research Institute (DPRI) of our university
had exchanged a Memorandum of Understanding (MoU) with UNESCO in 1999 on
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"Landslide risk mitigation and promotion of the cultural and natural heritage as a key
contribution to environmental protection and sustainable development in the first
quarter of the twenty-first century." The activities based on this MoU made the good basis
of ICL. You may therefore appreciate that Kyoto city and Kyoto University is the cradle of
ICL.
Our formal partnership with ICL and UNESCO developed rapidly thereafter. In 2003, we
exchanged the agreement concerning the establishment of a UNITWIN Cooperation
Programme on Landslide Risk Mitigation for Society and the Environment Cooperation
in the framework of the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme. Upon this agreement,
the President of Kyoto University and ICL had jointly constructed the UNITWIN
Headquarters Building with three rooms in Uji campus in 2004. It has been used for the
promotion of international joint research on landslide science and academic exchange
among ICL colleagues and Kyoto University researchers, as well as students. Now ICL
researchers are conducting joint research with us in a facilitated laboratory of the
Integrated Research Building No.1, located in our main campus on developing new
ring-shear apparatus. Another our joint study on the development of new practical
software for numerical simulation of landslide initiation and motion under extreme
rainfall and seismic conditions attracts great societal attention now. We are pleased to see
our joint achievement in landslide technology greatly contributing to landslide risk
reduction on a global scale.
Ladies and Gentlemen,
The achievements of the joint academic activities by Kyoto University - ICL - UNESCO
have been acknowledged globally. It is my sincere hope that today's forum will be more
than an opportunity for you to exchange information and knowledge. In closing, I would
like to express once again my gratitude and to convey my very best wishes to the
distinguished guests and scholars from Japan and abroad for productive sessions and
dialogues to come.
Thank you very much for your kind attention.

Kayo Inaba, Ph.D
Executive Vice-President for Gender
Equality, International Affairs and
Public Relations, Kyoto University
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日本の土砂災害（Landslides) 研究に基づく
post-2015 国連防災枠組みへの貢献

佐々恭二
地震・豪雨地帯の斜面災害危険度軽減に資する科学技術推進
のための国際会議実行委員会・委員長

１．日本語での地すべりと国際的な地すべり（Landslides）の意味の違い
日本人が、外国の研究者と地すべりについて意見交換する場合や論文を国際誌へ投稿する際
に障害になることが多いのは地すべり－Landslides の意味の違いである。国際フォーラムや今
後 post-2015 国連防災枠組みの検討とその後の活動に際して重要な要素であるので、国際フォ
ーラムの基礎として説明する。
日本語での「地すべり」は明治時代になって使われだした言葉であり、おそらく Landslides
の直訳として日本に入ってきたものと思われる。そして、この地すべりという言葉は、明治
以前から日本で使われてきた山崩れと使い分けて、水田・畑・集落など生活圏を構成する比
較的緩傾斜の地盤で生じる緩慢な運動を起こすものにあてはめられてきた。一方、山地や急
崖など急斜面で発生する速度の速い現象については、地盤の運動については、山崩れ、崖崩、
斜面崩壊などの言葉が使われてきた。
戦後、この概念に沿って下記の二つの法律が施行され、行政的なその定義が日本国内で定着
した。
１）昭和３３年に施行された「地すべり等防止法」
（定義）第二条

この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因し

てすべる現象又はこれに伴って移動する現象をいう。
２） 昭和４４年に施行された「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」
（定義）第二条 この法律において「急傾斜地」とは、傾斜度が三十度以上である土地を
いう。
この二つの法律は、建設省河川局砂防部主動のもとで作成・施工されたが、その技術的な側
面は建設省土木研究所の地すべり研究室、急傾斜地研究室が支えてきた。昭和３０年から昭
和５４年まで建設省土木研究所の砂防研究室、地すべり研究室長、急傾斜地崩壊研究室長と
して、その作成及び運用に携わってきた渡 正亮氏が地すべりと崖崩れの違いをまとめた表
１を引用する。

-31-

表１地すべりと崖崩れの相違点（渡正亮 1995, 2000）

日本の場合は、法律として地すべり、崩壊の分類が定着したが、海外でこの分類が用い
られているわけではない。国によって地すべりの定義が異なれば、地すべり災害が何件発生
したかの統計もとれない。そのため世界各国が災害軽減のために協力した 20 世紀の最後の１
０年間の「国際防災の十年」への Landslides (地すべり) 分野での活動として、ユネスコ
(UNESCO)と国際地質学連合(IUGS)の支援を得て世界地すべり目録委員会（Working Party on
World Landslide Inventory）が組織され、そのなかで Landslides の統一的定義が行われた。その
合意された定義は、
「The movement of a mass of rock, debris or earth down a slope」である（Cruden
& Varnes, 1996 他で発表)。日本語に意訳すると「岩、土あるいはその混合物の斜面下降運動」
になる。Debris は、Earth（畑の土やもっと細かいシルト・粘土など）と岩の中間であり、日
本語での土砂、レキ、巨レキやそれらの混じったものを指す。厳密には粒径が 2 mm より小
さな粒子が 80%を超えるものを Earth (土) , 粒径が 2 mm より大きな粒子が 20-80%をしめ、そ
の残りは粒径が 2 mm より小さな粒子がしめるものを debris としている（Varnes, 1978, Cruden
& Lan , 2014)
社会・行政用語は、国毎に異なっていてもかまわないが、学術用語は世界共通でなけれ
ば、科学・学術としては成り立たない。そのために「地すべりの学術的定義」について、日
本地すべり学会において、議論を行い、地すべりの学術的定義としては、国際的に統一され
た Landslides の定義と同じ「岩、土あるいはその混合物の斜面下降運動」とすることを決め
た（佐々, 2002）
。この学術的定義は、地すべりに関係する他学会でも受け止められ、砂防学
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会の論説(佐々, 2003)、応用地質学会の巻頭言(佐々, 2003)、地盤工学会の論説（佐々, 2007）
として紹介され、また、日本地すべり学会で編著した地すべり用語辞典の巻頭言にも紹介し
た（佐々, 2004）
。国際斜面災害研究機構は、世界的に統一された Landslides の定義に基づい
て地すべりを対象とするフルカラーの学術誌 Landslides: Journal of International Consortium
on Landslides を 2004 年に創刊し、2014 年現在、年 6 回発行、１号平均 200 頁、年間 1200 頁
発行, 2013 年インパクトファクター2.814 となり、地すべりの学術的定義はすでに世界的に統
一されているものである。
この定義では、地すべり（Landslides）は、日本で用いられている地すべり、斜面崩壊、
土石流、岩盤崩落などをすべて含むものである。これらを細かく分ける場合は、材料と運動(す
べり、流動、落下など) の組み合わせで示す。日本での地すべりは、Debris slide(土砂すべり)
あるいは rock slide (岩盤すべり)、日本での土石流は、Debris flow (岩と土の混合物の流動)、
日本の岩盤崩落・落石は、Rock fall(岩の落下)と表現される。今回の広島災害のような現象は、
debris slide―debris flow (岩と土の混合物のすべり－岩と土の混合物の流動、すなわち土石流)
と二つの地すべり運動をダッシュ記号（―）でつないで表現する。
国際的に意見交換する場合いに、もっとも意味の通りにくいのが、崩壊、崖崩れである。
この中には、Earth(土)と Debris(岩と土の混合物)の「すべり」と「落下」の両方がある。そし
て 30 度以上の急斜面で発生するものを指す。急傾斜で発生する地すべり（崩壊・崖崩れ）と
傾斜の緩い斜面で、通常、過去に地すべりが発生した斜面で、再活動する地すべり（地すべ
り）をわけて扱うことは、防災対策上、意味のあることである。しかし同時に国際的活動に
おいては、世界的に統一された地すべりの定義に基づいて発信することが重要である。
国連防災世界会議は、過去二回は、横浜(1994)、神戸（2005）, 仙台（2015） は、日本
主導で開催されてきた。日本が主導的立場をしめ日本に本部を置く国際斜面災害研究機構が、
国連防災戦略の一環としての地すべり分野に関する世界的プラットフォームの役割を担って
おり、その中でも３年ごとに開催している斜面防災世界フォーラム（第一回東京・国連大学
本部 2008 年、第二回ローマ・国連食糧農業機関本部、第三回北京・国立会議場）は、地すべ
り分野のプラットフォームとして、評価され、第５回国際減災会議（2014 年 8 月、ダボス）
において post-2015 国連防災枠組み構築に向けた会議として、その活動を紹介するパネル講演
を行った。英語であるが、
「日本の土砂災害（Landslides)研究に基づく post-2015 国連防災枠組
みへの貢献）としてそのＰＰＴを次に紹介する。なお、講演は英語への同時通訳つきで日本
語で行います。
引用文献
Cruden D & Vernes D (1996) Landslide Types and Process. Landslides-Investigation and Mitigation
(Turner K and Schuster R. Editors), Special report 247, Transportation Research Board, National
Research Council, National Academy of Sciences, Washington, D.C., pp.36-75.
Cruden D & Lan H.X (2014) Using the Working Classification of Landslides to Assess the Danger
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Measures against the Hiroshima debris flow disaster
on Aug.20, 2014
Yukihiko SAKATANI
Director for Sabo Facilities Evaluation Analysis, MLIT

1. Introduction
Many debris flows and slope failures simultaneously occurred in Hiroshima city in the early
morning of August 20, 2014. As of September 19, this disaster claimed 74 dead, 255 houses
damaged and a total of 4,562 houses were affected, although countermeasures and
preparedness against sediment-related disasters has been implemented by the Municipal
governments of Hiroshima Prefecture and Hiroshima city as well as other local governments
in Japan since the Act on Sediment Disaster Countermeasures for Sediment Disaster Prone
Areas was issued with the disaster in Hiroshima prefecture in 1999 as a trigger. This report
gives outline of the disaster, implementation status of the policies by concerned local
governments and Ministry of Land, Infrastructure, Transportation and Tourism (MLIT) after
the enforcement of the Law and crisis management by the administrations.

2. Factors of the Hiroshima disaster
The cumulative rainfall from 20:00 hrs of 19 August until 05:00 hrs of 20 August (local time)
reached 257 mm at the Japan Meteorological Agency’s (JMA) Miiri rain gauge station in
Hiroshima city. The maximum hourly precipitation from 04:00 hrs to 05:00 hrs of 20 August
was 101 mm. The continuous and
extreme

rainfall

sediment-related

induced

166

disasters (107

debris flows and 59 slope failures),
which

caused

damage

to

casualties

residential

and

houses,

infrastructures, etc. in the rather
limited area. Hiroshima city is the
biggest city in the Chugoku region
with the population of about 1.17
million. Residents of the affected
area

suffered

sediment-related

disasters frequently for long time.
On

June

29,

1999,

similar

sediment-related disaster occurred
in another part of Hiroshima city
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and an adjacent city, Kure, which resulted in 31 dead and missing, and 169 houses damaged.
The damages took place in urban areas build up at foots of mountains covered by heavily
weathered granitic sands. The factors of the disaster are regarded as follows,
(a) Intense rainfall in a short time
(b) Susceptible geological feature e.g. heavily weathered granitic sands cover
(c) Expanding of urban areas into the foot of steep mountain slope
(d) Difficulty of evacuation in the midnight at the disaster onset time

Photo1 Debris flow in Yagi 3 chome area (left)
Photo2 A trace of debris flow and big boulders (right)

3. Preparedness by the prefectural government and the city office
The Hiroshima prefectural government investigated and clarified dangerous spots and/or
areas for sediment-related disasters and announced those information on web site. The
Hiroshima city office has published the hazard maps of the clarified spots / areas. The
residents could know whether their houses are inside the clarified dangerous areas or not.
The results of investigation of the dangerous spots / areas should contribute to raising
awareness of the risk. However, many of the residents have not understood the disaster risk
and did not evacuate. Most possible reason for this is that no one takes responsibility to
inform the dangerous spots / areas to the residents.
Under the 2001 Act on Sediment Disaster Countermeasures for Sediment Disaster Prone
Areas, the prefectural government needs to carry out basic investigation and designation of
“Sediment Disaster Prone Areas” and “Special Sediment Disaster Prone Areas.”
The Hiroshima prefectural government had designated both types of areas one after
another. Unfortunately, designation has not yet been completed in the most severely damaged
areas, communities of Yagi and Midorii. If it had been designated, the Hiroshima city office
could encourage or order evacuation measure under the Act.
On the other hand, Sabo Department of MLIT and Japan Meteorological Agency (JMA)
defined the guideline to issue “Sediment Disaster Alert” in 2004. Local criteria for the
Sediment Disaster Alert was established and the alert has been applied to Hiroshima city
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since Sept. 1, 2006. The disaster management plan of the city defines that the city office
issues evacuation counsel for sediment-related disasters with other information referring the
Sediment Disaster Alert.

In the case of 2014 August disaster, Hiroshima meteorological observatory of JMA
announced the Sediment Disaster Alert at 01:15 hrs on August 20. Debris flows occurred
between 03:00 hrs and 03:30 hrs, and the Hiroshima city office issued the evacuation counsel
or order for the sediment-related disasters from 04:15 to 04:30 hrs to each area.

4. Measures of MLIT to prevent secondary disasters
MLIT liaisons visited the Hiroshima prefectural government and the Hiroshima city office
to collect information on possibility of MLIT’s assistance to both local governments. MLIT
dispatched 122 experts (daily maximum) specialized for Sabo engineering and civil
engineering called as “TEC-FORCE” to secure activities of policemen, fire fighters and
Self-Defense (military) Force personnel searching for missing persons and to prevent
secondary disasters to residents from subsequent debris flows or discharging unstable soil
and rocks by rainfall events as well as to restore infrastructure in the affected areas.
Main activities of the Sabo experts and engineers were; 1) investigation of the dangerous
sites for sediment-related disasters in the affected areas; 2) checking the condition of unstable
sediments in the affected areas after rainfalls; and 3) informing remarks to the workers
searching missing persons to avoid risks. Subsequent rainfalls often suspended searching

-45-

activities, and the Sabo experts and engineers checked the conditions of severely affected
areas before resuming activities each time.

The investigation of the 324 dangerous spots required 841 man-days from August 20 to
September 2 and the spots were classified into 3 ranks, A, B and C. The number of rank A is
77, that of B is 50 and that of C is 197. The result of the investigation was informed to the
local governments.
Rank A: Spots or area where government / authority needs to enhance evacuation system
and to conduct emergency works for refugee residence / accommodation.
Rank B: Spots or area which government / authority needs to enhance evacuation system
and to take appropriate measures if necessary after detailed investigation
Rank C: Spots which did not change conditions compared with before the August 19-20
rainfall, and has low priority for special care except caution for subsequent heavy
rainfall
TEC-FORCE team also technically instructed regional bureau of MLIT, local governments
and construction companies which are engaged in restoration works of MLIT, on watching the
dangerous areas and on making plans and designs of the restoration works. Based on the
instructions, the Chugoku Regional Bureau of MLIT has installed 14 wire-sensors and a video
camera to monitor upcoming debris flows. It constructed 18 small dams and channels made of
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large-size sandbags as temporary urgent works in the A-rank spots. It also removed deposited
sands and gravels from community streets, major roads and agricultural irrigation channel in
the Yagi community.

5. Measures of local governments to lift evacuation counsel or order
Total 2,346 refugees in maximum from 31 communities stayed at 17 appointed shelters by
the evacuation counsel or order. In order to lift the evacuation counsel or order, the local
governments needs to implement measures below, for putting high priority on safety of
residents with referring the result of investigation and comments by Sabo experts.
1) To provide public houses to residents who lost their houses.
2) To lower the alert level of the evacuation counsel from the level of the Sediment
Disaster Alert to the level of Heavy Rain Warning.
3) To secure evacuation route by removing debris flow deposits and implementing
temporary urgent works in the A-rank areas.
As for the long-term program for the urban planning of the affected areas, the prefectural
government may proceeds to designate the Special Sediment Disaster prone Areas to restrict
buildings and to regulate residential land development. The prefectural government, the city
office and the Chugoku regional bureau began to make a coordination plan on the land use
and the urban infrastructures development such as Sabo facilities through discussion
meetings by Sabo, forest management and urban planning experts.
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6. Future studies
Sabo department of MLIT requested the local governments to inform the dangerous spots
and areas for sediment-related disasters to residents, and inspected whether every local
government established warning and evacuation system. More studies are required on related
issues below.
(1) Residents’ awareness against the risk of sediment-related disasters is insufficient.
・The result of the basic investigation on designation of the Sediment Disaster Prone
Areas (yellow zones) and the Special Sediment Disaster Prone Areas (red zones) is
not announced to the public.
・Progress of basic investigation are behind in some prefectural governments.
・Progress of designation of the Sediment Disaster Prone Areas are behind in some
prefectural governments.
・ Residents awareness in the dangerous spots of sediment-related disasters is
insufficient.
(2) Delay of announcement of evacuation counsel.
・Sediment Disaster Alert is not directly linked to evacuation counsel.
・Lifting the evacuation counsel is difficult in the case of sediment-related disasters.
(3) Evacuation system implementation methodology is not fully established.
・Inappropriate location of evacuation routes and shelters for certain houses has been
reported.
(4) Many houses have been constructed in hazardous areas
・Measures to avoid danger are necessary in the city planning.
(5) Disaster prevention / mitigation works are necessary.
・Construction of countermeasures to secure residential areas such as Sabo dams are
required.
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降雨からの地下水圧の推定と広島土砂災害
独立行政法人森林総合研究所 浅野志穂、落合博貴

１．はじめに
平成 26 年 8 月豪雨により広島県広島市安佐北区や安佐南区を中心として発生した斜面崩壊や土
石流などの土砂災害は、都市域内にある山地で発生したものであり、山麓の住宅地に甚大な被害
を及ぼした。またその約１ヶ月前には長野県南木曾町でも豪雨により山地で発生した土石流が山
麓の集落が被災するなど、近年頻発する豪雨に伴い土砂災害が各地で発生している。これらの豪
雨による土砂災害の被害軽減のためには、これまでも多く指摘されているように、防災施設など
のハードウエア対策と緊急時の警戒避難体制の整備とその効果的な運用などのソフトウエア対策
を適切に組み合わせて実施することが必要である。このうち警戒避難に関しては、事前の危険箇
所の推定と合わせて、降雨により刻々と変化する土砂災害危険性の発生時期の予測精度を高める
技術の向上が重要である。
一般的に豪雨に伴う斜面崩壊や土石流は、大量の降雨が地中に浸透して地中の間隙水圧が上昇
して、あるいは浸透できなかった水は表面流として地表を流下し河道へ短時間に集中することに
より発生すると考えられる。特に地下水の状態の急激な変化は、今回の広島市で発生した土石流
の場合でも、谷頭の表層崩壊がきっかけとなったと推定できるなど、豪雨時の土砂災害発生に及
ぼす直接的な影響が大きい。このため土砂災害の危険性の予測精度向上のためにも地下水挙動や
地下水圧の予測が重要である。本稿では、今回広島市で発生した土石流斜面を例として豪雨時の
斜面内の地下水圧の変動について検討した結果について述べる。なお本稿は災害直後の緊急的な
検討の結果であり、今後の詳細な調査によって内容が修正される可能性があることをあらかじめ
ご了承いただきたい。

２．降雨に対する斜面崩壊と地下水変動の予測の手法
豪雨時の斜面崩壊予測のための雨量の影響評価については、例えば雨量強度と累積雨量から雨
量指標を設定するなど、様々な検討が行われてきた。それらに加えて、例えば実際には降雨終了
後に斜面崩壊が発生するケースなどその時の降雨条件のみから予測することが難しい場合もある。
このため近年では例えば実効降雨（Osanai,2010）や土壌雨量指数(岡田,1999)などを用いて斜面
内の地下水の影響も間接的に考慮する、土砂災害危険度の予測手法も行われるようになってきた。
これらはある地域内に貯留された水分の状態変化を考慮しつつ降雨の影響を表現したものであり、
過去の降雨履歴に対してその時の降雨がどの程度特異的であるかといった観点から土砂災害の危
険性を予測する手法である。これらは基本的にはその時の雨量と過去の雨量や土砂災害の記録か
ら予測し、その地域の地形地質要因を直接考慮しなくて解析ができるため、広い地域を対象にす
るには優れた方法である。その一方でそれぞれの場所の過去との比較になるため、各地点で十分
な長さの過去の雨量データがそろっている必要がある。このため過去の観測データが十分そろっ
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ていない国や地域での適用にはまだ課題がある。
これに対して過去の観測データの蓄積が十分
でなくても斜面崩壊危険度の予測を行う方法と
して、斜面崩壊を力学的にとらえて、崩壊が発生
する条件がそろったかどうかの観点から降雨を
評価する方法がある。この方法では個別の斜面の
安定性を考える必要があり、地形地質条件や土質
条件などを含めて検討することが必要となるた
め、実際にはある程度の仮定を与えて解析を行う。
このうち崩壊発生の直接の誘因として地下水の
影響を設定することが必要であるが、広域を対象
とした場合、降雨の分布から地下水の状態を推定
することが必要になる。物理則に基づく予測手法
の詳細については後段の発表に譲る。
物理則に基づく危険度予測を行う場合の、斜面
における地下水の推定、特に間隙水圧の降雨によ

図－１ 高松山周辺の土石流の分布

る上昇量の推定は、観測値がある場合にはそれを用いて降雨量と間隙水圧の関係から行う。それ
が無い場合、地表から降雨が地中に浸透する物理過程を考慮して地下水圧の推定を行うことが必
要となる。一般的に斜面内における地下水の浸透は不飽和状態では重力方向に卓越するものの、
一旦飽和状態になると斜面方向への流動が顕著になる。このため飽和帯での間隙水圧の推定を精
度良く行うためには、斜面の地形地質条件を考慮した推定を行う必要がある。そのための一つの
手法として地下水浸透流解析がある。一般的に地下水浸透流解析はダルシー則に基づく地下水の
流れを表す基礎方程式(リチャーズの式)を特定の境界条件や初期条件を与えて解法する数値解析
手法である。降雨が地表から浸透して地下水面を上昇させるプロセスにおいて、地下水面より上
の不飽和帯の影響を考慮する必要があるが、不飽和帯における地下水の浸透は土粒子の間隙の飽
和度や圧力水頭に影響を受けるため、高い精度で間隙水圧の上昇予測を行う場合には、不飽和浸
透特性を考慮した飽和不飽和浸透流解析（赤井 1977）を行うことが必要となる。特に降雨の浸透
過程では不飽和特性の影響を無視することはできず、不飽和特性を表すモデルとして谷(1982)や
van Genuchten(1980)などにより提示されている。

３．水文地質的観点から見た高松山
における土石流源頭部の特徴
今回検討例とした地域は広島県広
島市安佐北区に位置する高松山で発
生した土石流源頭部の周辺斜面であ
る。高松山は花崗岩とその風化物であ
るまさ土が分布する標高 339m の里
山であり、山頂に近い上部斜面を源頭
部とする土石流や斜面下部で発生し

写真－１ 土石流源頭部の崩壊面（撮影：岡田康彦）
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た土石流など、多数の土石流が放射状に各方位に発生した。このうち斜面上部から西向きと東向
きに発生した土石流は特に規模が大きかった。（図－１）
災害直後の現地調査の結果（大丸、岡田,2014）によると、高松山で発生した土石流の源頭部に
は崩壊深が約 50cm～1m 程度の小規模な浅い崩壊があり（写真－１）
、これが土石流発生の引き
金になったと考えられる。崩壊地の周辺斜面は約 30～50 度と急勾配となっており土層は薄い。
このため崩壊した土砂は源頭部から河道を流下する過程で渓岸や渓床を侵食しながら急激に増加
したため、土石流の規模が大きくなったものと推定される。また、崩壊地で採取したまさ土試料
の室内試験から得られた当地のまさ土
の飽和透水係数は 6.3×10-3cm/秒であ
った。この値を単位換算すると
226.8mm/時にあたる。飽和透水係数と
地表面の浸透能には、圧力条件の違いや
不飽和の影響、定常非定常など多くの違
いなどがあるため、この飽和透水係数か
らそのまま地表の浸透能を求めること
はできないが、崩壊地周辺斜面では地下

30°

水浸透フラックスが大きく、豪雨時に一

50m

部の雨水は地表を表面流として流下し
た痕跡が見られてはいるものの、多くの

図－2 2 次元飽和不飽和浸透解析および安定解析

水が斜面土層中を浸透した可能性が高

のモデル斜面（水平長 50m、土層厚 3m、勾配 30°）

いと判断される。

４．飽和不飽和浸透流解析を用いた斜面安
定の時刻歴変化と土壌雨量指数の時刻歴変
化との比較
４．１ 検討方法
斜面崩壊の発生を定量的に評価するため、
モデル斜面を用いた飽和不飽和浸透解析およ
び極限平衡法斜面安定解析による数値シミュ
レーションを行った。モデル斜面は、勾配 30
度、土層深 3m、水平長 50m の 2 次元直線斜
面を想定した（図－2）
。この斜面に広島の三
入地区で観測された 10 分間降雨を与え、そ
の斜面中の土壌水分応答の時刻歴を飽和不飽
和浸透解析により求めた。さらに求められた
斜面内の水分ポテンシャルの時刻歴データを
用いて最小安全率を与える円弧を探索し斜面
安全率の時刻歴を求めた。なお、2 次元飽和
不飽和浸透解析は坪山ら(1989)、また、極限

図－3 斜面底面における間隙水圧の変動
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平衡法による安定解析は三森ら(1990)の方法によった。
４．２ 結果
気象庁アメダスの 10 分間降雨（三
入地区）を与えたときの飽和不飽和浸
透解析によるモデル土層内節点にお
ける間隙水圧の変動（図－3）および
斜面安定解析による最小安全率の推
移を示した（図－4）
。斜面表層近くは
降雨開始時に乾燥状態であったため、
降雨開始とともに不飽和浸透から飽
和状態に移行する過程が表現されて
いる。また、200 分経過時の 120mm
の強い降雨に対する間隙水圧のピー
クが斜面の場所によって異なってお

図－4 降雨と最小安全率の時刻歴

り、斜面の 2 次元性により土層底面で
発生した斜面方向の飽和浸透流による排水によって斜面内の間隙水圧の分布に偏りが現れている
ことを反映している。こうした表層崩壊に直接関係する間隙水圧の変動は、実験斜面あるいは現
地斜面における観測例により確認されているものの、例えば斜面土層における大孔隙（マクロポ
ア）によって生じる選択流を含む不均質性の影響については解析手法を含めて未解明の部分が残
され、斜面安定への影響を含め今後の課題となっている。
浸透流解析の結果として得られる間隙水圧の分布の経時変化から、円弧法である簡易ビショッ
プ法を用いて最小安全率を与えるすべり面を探索し、降雨に伴ってモデル斜面が示す最小安全率
の時間変化を求めた。その結果、110 分に降雨強度は 80mm/h を超えたものの、安全率は 120 分
経過まで変化はなく、130 分から安全率の低下が始まり 150 分後にはほぼ 1.0 となった。
斜面内の水量を評価する土壌雨量指数
を求め図－5 に示した。斜面に存在する水
量に関する指数ではあるものの原理的に
斜面の安定性を評価したものではないた
め、例えば崩壊発生時間を推定するため
には何れかの水準値を設定することが必
要となり、特に発生時間を推定すること

図－5 三入地区の降雨記録から計算した土壌雨量指数

は難しいと考えられる。

５．まとめ
豪雨による斜面の崩壊危険度評価において、重要な要因である斜面内の地下水圧の分布を推定
するため、単純なモデル斜面を想定し実際に崩壊が発生した三入地区の降雨を用いて飽和不飽和
浸透流解析を実施したところ、浸透現象の斜面内の分布の不均一性および降雨からの時間遅れを
再現することができた。このモデルを単位斜面と考え、実際の地形や土層厚の分布、材料特性を
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それぞれの単位斜面に当てはめてやることにより、より現実に近い斜面の危険度評価が可能にな
ると考えられる。例えば、レーダー雨量計により降雨量の分布の直前の予測が可能となれば、そ
の分布を用いて危険斜面の位置と安全率の変化を把握することが可能になると思われ、避難警戒
の情報として有効であると考えられる。
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高速長距離土砂流動現象の発生メカニズムと地すべり発生運動統
合シミュレーション(LS-RAPID)を用いた広島土砂災害の再現
Initiation Mechanism of Rapid and Long Runout Landslide and
Simulation of Hiroshima Landslide Disasters using the Integrated
Simulation Model (LS-RAPID)
佐々恭二(KyojiSassa)１)、福岡浩(Hiroshi Fukuoka)２）、佐藤裕司(Yuji Sato)３）、
寶

馨(Kaoru Takara)4）5), Loi Doan Huy４）, Hendy Setiawan４）, Tien Pham４）,

Khang Dang１)４）
１）特定非営利活動法人国際斜面災害研究機構（ICL）, ２）新潟大学災害復興科学研究所
３）五大開発株式会社, ４）京都大学工学研究科社会基盤工学専攻, ５）京都大学防災研究所

研究結果の概要
新潟大学災害復興科学研究所（福岡）が八木地区の源頭部の斜面崩壊およびこれに隣接する
緑井地区の源頭部の斜面崩壊の現場からサンプルを採取した。
京都大学本部構内吉田キャンパスにある実験室（京都大学-ICL の共同研究）において、国際
斜面災害研究機構が、クロアチアとの共同研究とベトナムとの共同研究のために開発した二
つの地すべり再現試験機（最大垂直応力および最大非排水能力 1 MPa の試験機 ICL-1 と 3
MPa の試験機 ICL-2）のうち、1 MPa の試験機を用いて地すべり運動予測に必要なパラメー
タを計測した。この実験は、佐々と京都大学防災研究所の寶研究室の留学生が担当した。
佐々他（2010）が開発した地すべり発生運動統合シミュレーション（LS-RAPID）は、対象
の中心が地震時の地すべりであり、誘因としての地震波形記録は入力できるものの雨量観測
記録とそれに基づく間隙水圧変化は入力できなかった。そこで地すべりの誘因として 10 分
間雨量観測結果およびそれから推定される間隙圧比（間隙水圧と土層の圧力の比）を入力し、
地すべりの発生運動過程を三次元表示するシステムを開発した。この開発は、国際斜面災害
研究機構（佐々）と五大開発株式会社（佐藤）が担当した。
降雨から間隙水圧を推定する方法としては、Liao and Hong et al (2010, 2012)らがインドネシア、
中央アメリカの豪雨・ハリケーンによる斜面崩壊の予測に適用し発展させてきた SLopeInfiltration-Distributed Equilibrium (SLIDE)モデルと用いた。この解析は、佐々・Loi Doan Huy
が担当した。
LS-RAPID は、クロアチアとの共同研究においてはイストリア半島における地すべり危険度
予測図作成（Jovančević, Nagai, Sassa,Arbanas, 2012）にも用いているが、広島災害への適用で
は、その土砂災害を引き起こした地すべり（Landslides）注の発生運動過程の再現を目的とし
て実施した。
計測されたパラメータと国土地理院の発行する数値地形図および国土地理院が作成した八
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木・緑井地区の崩壊分布から源頭部の斜面崩壊位置を特定し、さらに気象庁の「三入」観測
点での雨量観測結果（10 分間雨量）を用いて再現シミュレーションを実施した。
国土交通省中国整備局太田川河川事務所提供の航空レーザー測量の結果（LP データ）および
福岡浩の実施した源頭部の崩壊調査の結果を総合して、崩壊部斜面傾斜を約 30 度、最大崩壊
深さを約 4 m と推定して、シミュレーションを実施した。
再現シミュレーション（図 20, 図 21 及びシミュレーションのビデオ）から、八木地区の３つ
の源頭部崩壊のうち、もっとも尾根に近い崩壊（八木－１）の上部が破壊（8 月 20 日 3 時 18
分 0 秒）し、その破壊が拡大して斜面崩壊ブロックが形成され、全体として移動し始め(8 月
20 日 3 時 21 分 02 秒）
、その運動土塊が八木地区の中央の斜面の末端を削り（3 時 21 分 16
秒）
、中央斜面の末端崩壊が上部斜面へ拡大し(3 時 21 分 21 秒)、両土塊が合流して拡大し、
さらに斜面を流下（3 時 21 分 25 秒）し、住宅地へ流入（3 時 21 分 50 秒から 22 分頃）する
様子が再現された。また、緑井の源頭部の 3 つの地すべりと八木地区のもう一つの地すべり
が次々とすべり出し、流下する様子がわかる。
八木地区の崩壊-土石流（学術的には debris slide―debris flow、訳すれば岩・土混合物のす
べり―岩・土混合物の流動、すなわち土石流）の平均流下速度は 15.7ｍ/ｓ（1100ｍを 70
秒）
、緑井地区の平均流下速度は 15.8 m/ｓ（950ｍを 60 秒）になった。
LS-RAPID での計算では、住宅地に堆積した土砂の厚みは、八木地区では最大 5.6ｍ、緑井地
区の堆積部の最大厚さは、7.6 m になった(図 22)。八木地区への住宅地への土砂の流動範囲、
距離とも国土地理院による空中写真判読の範囲(図 23 中央)および国土交通省中国整備局太田
川河川事務所提供の航空レーザー測量の結果（LP データ：図 23 下）ともほぼ一致している。
LP データで得られた堆積形状の縦横断面と LS-RAPID で得られた断面の比較もほぼ一致し
ている（図 24）
。国土地理院の判読にある緑井地区の 2 本の末端流動は、地すべり土塊の流
動の後に二次的にでて来た洪水流出に近いものではないかと推定している。（Sassa et al
2010 で解析したフィリピンのレイテ島の地すべりでも、最初の地すべりの運動の後に、二次
的な洪水に近い流出が生じていた。
）
本手法の今後の活用について
今回の地すべり再現試験機による土層の運動パラメータの実測、雨量からの土層内の間隙圧
変化の推定に基づき、地すべり（Landslides）の運動シミュレーションを実施し、広島土砂
災害について、国土地理院による空中写真判読結果、国土交通省中国整備局太田川河川事務
所提供の航空レーザー測量の結果（LP データ）と比較した結果、この手法が、地すべり危険
度予測の手法として実用可能なものであることを示している。今後、この研究を進めること
により、日本の開発したこの技術が Post-2015 国連防災枠組みにおける日本の貢献として評
価され、日本の科学技術外交に推進に役立つと考えている。
来年 3 月 14-18 日に仙台市で開催される第三回国連防災世界会議本体会議及び国際斜面災害
機構と国内外の協力機関が共催する「地震・豪雨地帯の斜面災害危険度軽減に資する科学技
術推進のための国際会議」
（2015 年 3 月 11-15 日）において議論を深め、斜面災害危険度軽
減研究の世界的なパートナーシップを推進するための枠組構築を目指すが、本手法が日本が
貢献できる科学技術的成果の一つと考えられる。
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注：広島の災害は、源頭部で発生した地すべりが土石流に移行したものである。これは国際的に
合意された学術的表現としては debris slide―debris flow：岩・土混合物のすべりから岩・土
混合物の流動（すなわち土石流）へ移行した地すべりである。
国際的に合意され、日本地すべり学会でも地すべり（Landslides）の学術的定義として合意
されたものは「岩、土あるいはその混合物の斜面下降運動」であり、その中には地すべり、
斜面崩壊、土石流、岩盤崩落などを全て含む広い意味である。国際的な集まりでは、国際的
に合意された定義を基礎知識として知っておくことが必要である。
Landslides の国際的定義、
日本における地すべりの学術的定義の詳細な説明は、本講演集の「佐々恭二：日本の土砂災
害（Landslides)研究に基づく post-2015 国連防災枠組みへの貢献」を参照されたい。

研究内容の説明
研究内容の詳細は国際フォーラム「都市化と土砂災害」にて口頭で説明するが、発表で用いる図
とその簡単な説明を次に示す。

１．広島市安佐南区八木地及び緑井地区の源頭部の崩壊からのサンプル採取
新潟大学災害復興科学研究所・福岡教授は、中国新聞社の協力を得て、第 5 回国際災害とリスク
会議（ダボス）の出席後、関西空港から直接八木・緑井両地区の源頭部の崩壊を調査し、両地区
の図１に示す場所からサンプルを採取した。国際斜面災害研究機構では、この両サンプルについ
て、地すべり再現試験を実施し、地すべり運動パラメータを計測した。

図１ 空中写真判読による国土地理院
発表の八木・緑井地区の地すべり移動
範囲と
両地区からのサンプル採取場所
Fig.1 Landslide hazard area
reported by the Geospatial
Information Authority of Japan
(GSI) from air photo interpretation
and the locations of sampling sites
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八木地区源頭部の地すべり

緑井地区源頭部の地すべり

八木地区源頭部からのサンプリング

緑井地区源頭部からのサンプリング

図２ 八木・緑井地区の源頭部の崩壊とサンプリング写真
Fig. 2. Photos of landslide and sampling in Yagi (Left) and Midorii (Right) area

Midori sample

Yagi sample
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図 3-1 サンプルの粒度分析の結果
Fig.3-1 Grain size distribution
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図 3-2 採取したサンプル（八木と緑井）の圧密試験の結果
Fig.3-2 Dry and Saturated unit weight of Yagi and Midorii samples at different consolidation
pressure

図１－３に実験に用いたサンプルの採取場所とサンプリングの様子、実験に用いたサンプルの粒
度分布および両サンプルを地すべり再現試験に入れて、0-200 kPa の異なった垂直応力で飽和状
態のサンプルを圧密した際に得られた乾燥単位体積重量および完全飽和の場合の飽和単位体積重
量を示す。
サンプリング写真および粒度分析の結果に示すように緑井のマサ土は、八木地区よりも細粒であ
り、マサ土化しており、八木地区のものは地山の構造を残しているように見える。これは緑井の
地すべりは尾根部であり風化土層が流出しておらず、八木の地すべりは尾根から少し下がった斜
面であり、風化土層が過去の地すべりあるいは浸食によって剥落したためかもしれない。しか
し、原岩の鉱物組成が同じと思われ、地すべり動力学的な特性にそれほど大きな差はない。
実験のほとんどは 50 kPa, 100 kPa で正規圧密した後に実施したが、図９に示す緑井の 50 kPa
の実験は一旦 100 kPa で圧密してから 50 kPa に圧密応力を下げた（すなわち過圧密比 OCR=２
で）試料のせん断試験を行った。一般に現地斜面で密度測定してもばらついて正確な値は得られ
ないことから、図３－２に示す圧密した場合の密度の方が、再現性が高く、現地での密度に近い
と考えている。しかし、地山風化の場合の密度の推定は容易ではないが、過圧密にしても地すべ
りの運動予測にもっとも重要な定常状態強度は、兵庫県南部地震によって発生した仁川すべりの
場合（Sassa et al 1996）と同じく、正規圧密の場合とほぼ同じ値を示している（図９）。
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２．地すべり再現試験機と再現する斜面土層内の応力

図４－図６は地すべり再現試験機の考え方、地すべりの発生メカニズムを説明したものである。
第三回斜面防災世界フォーラムにおいて、地すべり動力学の進歩をレビューする講演（Progress
in Landslide Dynamics）を行ったので参照いただければ幸いです（Sassa et al 2014）。

(a)

(b)

図４ 地すべり再現試験機の概念(a)と用いた試験機（ICL-1）の写真（b）
Fig4. Concept of the ring-shear landslide simulator (a) and General view of the portable ring
shear apparatus, ICL-1 (b)

図５ 地すべり再現試験で再現する斜面土層内の応力（左）と試験機内で再現する応力（右）
Fig. 5 Stresses acting on a potential sliding surface in a slope (Left)
Stresses reproduced in the ring shear landslide simulator (Right)
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図６ 降雨、地下水、間隙水圧が地すべり発生に及ぼす影響の説明
Fig. 6 Illustrated explanation of the effect of rainfall, groundwater formation and the pore
water pressure for the initiation of landslide
図４(a)は、試験機開発の概念を示している。地すべりは斜面土層内に作用する力で、すべり面に
平行に斜面下方方向に作用する地すべりの推力（せん断応力）が、すべり面に作用する摩擦抵抗
より大きくなった時に、破壊が生じてすべり面が形成され、すべり面より上の土層がすべり始め
る現象である。
これを再現するために、現地斜面からすべり面が形成されるであろう（あるいは形成された）
土層からサンプルを採取し、ドーナツ状の二つ割りの容器に入れる。その容器内の土砂に地すべ
りの推力（せん断応力）とそれに抵抗する摩擦抵抗の原因となるすべり面に垂直な力（垂直応力）
を載荷する。
次いで、すべり面の形成とその後の運動を再現するために次の試験を行う。
１）地すべり推力を直接増大させる試験（基本的な試験）、
２）地震力を載荷する試験、
３）降雨よって生じる地下水面上昇に対応する水圧を上昇させる試験、
４）水圧をある程度上昇させてから地震力を載荷する試験、
５）運動する地すべり土塊が下方の斜面あるいは渓床土塊の上に流下する場合、すなわち動的な
力を堆積土層に与える試験
今回の研究では、１）
、３）
、５）を実施した。
図４（b）は、今回の試験に用いた小型の試験機の写真である。左が本体、中央が記録装置、右が
制御コンピュータである。この試験機は、科学技術振興機構（JST）と国際協力機構（JICA）の
共同実施プログラムである地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）の 1 プ
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ロジェクトとして、クロアチアの３大学との共同研究のために開発した運搬できるタイプの試験
機である。 最大垂直応力、最大非排水能力は 1 MPa であり、海外で使用することを念頭にメン
テナンス、特に非排水機能が海外で維持できること、安全かつ確実に使用できること、一機関か
ら他の機関に移動しても調整が不要になるよう設計した試験機である。同じプログラムでベトナ
ムとの共同研究により最大３MPa（200 m 程度の大規模地すべりも対象にした）試験機も開発し
ているが、広島災害には応力が大きすぎるので、クロアチアタイプのものを使用した。
降雨による地すべり発生メカニズムとその実験
図 5（左）は、斜面内部にかかる土の自重によるすべり面にかかる応力（単位面積あたりの力）を
示している。
mg は、土の自重であり、mg・cosθは、すべり面にかかる垂直応力、mg・sinθは、すべり面に
かかるせん断応力（地すべり推力）である。図５（右）は、横軸に垂直応力、縦軸にせん断応力を
とった応力図である。この図においてある傾きの直線より上の応力は存在せず、必ずその線上で
破壊する限界の線がある。この線を破壊線、その線の角度をその土の強度を示す摩擦角と呼ぶ。
当初斜面内の土層にかかる応力は、
（mg・cosθ、mg・sinθ）で示される傾きが斜面勾配（θ）
の線上の点（I）にある。I 点と原点の間の距離は土の自重（mg）に等しい。雨が降って、斜面土
層内で地下水面が上昇すると土層に浮力がかかる。図６の右（B）に示すように一部が水につかる
と物体の重さは、その水圧分のみ軽くなる。この変化は、図５右では、I 点から応力が左へ移動す
ることに対応する。そしてその点が破壊線に到達すれば破壊が生じる－すなわち地すべりが発生
する。
降雨による地すべりの再現実験は、このプロセスを再現するものである（図 11）
。しかしながら、
地すべり発生運動統合シミュレーションを実施するには、地すべりの運動時に発揮される「定常
状態強度」
、地すべりが発生するために必要なせん断変位（破壊時のせん断変位：DL）、地すべり
のすべり面で発揮されル強度が低下して、定常状態になるに必要なせん断変位（DU）のパラメー
タ、破壊時に発揮される摩擦角・運動時に発揮される摩擦角などの測定がもっとも重要である。
これらのパラメータを計測するには、非排水状態でせん断応力を徐々に増大させるせん断応力制
御試験が、もっとも便利で確実であることから、プロセスを再現する試験よりも地すべりの動的
運動を支配するパラメータ計測実験をより多く行う。

-92-

３．地すべり運動パラメータ計測及び地すべり再現試験の結果
図 ７－８は、八木地区から採取したサンプルの試験結果、図９－１０は緑井地区から採取したサ
ンプルの試験結果である。図７，図９は、実施した試験の応力経路, すなわち圧密後、徐々にせん
断応力を上昇させた時の応力変化を示している。図 8, 10 は、同じ試験結果を縦軸にせん断応力、
横軸のせん断変位をとって、破壊が発生するまでに必要なせん断変位（DL）と定常運動状態に移
行するのに必要なせん断変位（DU）を決定するために整理したものである。LS-RAPID では、地
すべり発生から運動までを統合してシミュレーションするために、地すべり発生（破壊時）と地
すべり運動時の間の応力変化とせん断変位の関係を２本の直線で近似して、計算に用いている。

図７八木地区のサンプルの地すべり再現試験と地すべり発生運動パラメータの計測実験の結果
深さ 4ｍ、斜面傾斜 30 度の土塊の応力を載荷し、徐々に水圧を上昇させる実験結果（緑）と発生運動
パラメータを測定するために実施した垂直応力載荷後、非排水状態でせん断応力を一定速度で上昇さ
せて破壊させた実験（赤と紫）。
Fig 7. Combined stress path on Yagi sample at 50 and 100 kPa

0.1 kPa/sec Normal
0.1 kPa/sec; Pore water pressure increasing test: initial stress ( o 50
u 0.02 kPa/sec

Monotonic shear stress increasing tesst: Normal stress = 50 kPa, BD= 0.95,
stress =100 kPa, BD = 0.91,
kPa,

o

15 kPa), BD = 0.99,
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図８地すべりの運動パラメータの測定結果(図７の実験結果の対数表示)
地すべり発生時のせん断変位（DL）は、7-10 mm
地すべり土塊が、一定の強度で定常的運動に移行する際のせん断変位（DU）は、200-300 mm.
LS-RAPID では、対数グラフで直線的に変化するとしてモデル化し、発生から運動まで統合的に解
析する式に入れている。
運動時の定常状態強度(τss) は 3.2 kPa, 6.2 kPa.
Fig 8. Combined shear displacement and shear resistance path graph on Yagi sample at 50 and 100 kPa.
Normal stress = 50 kPa, BD = 0.95,

0.1 kPa/sec, τss = 3.2 kPa, Normal stress =100 kPa, BD = 0.91

0.1 kPa/sec, τss = 6.2 kPa
図９緑井地区のサンプルの地すべり再現試
験と地すべり発生運動パラメータの計測実
験の結果
この実験では、50 kPa (４ｍ相当)のサンプ
ルの土層も 8 m 相当（100 kPa）の圧力で一
旦圧密してからせん断応力を載荷した。
Fig 9. Combined stress path graph on Midori
sample at 50 and 100 kPa.
Normal stress = 50 kPa, BD = 0.92,

0.1 kPa/sec.
Normal stress =100 kPa, BD = 0.96,

0.1 kPa/sec
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図１０地すべりの運動パラメータの測定結
果（図９の実験結果の対数表示）
地すべり発生時のせん断変位（DL）は、
3.5-8 mm, 地すべり土塊が、定常的運動に移
行する際のせん断変位（DU）は、80-300 mm.
運動時の定常状態強度(τss) は 3.0 kPa,
3.4 kPa である。
Fig 10. Combined shear displacement and
shear resistance path graph on Midori sample
at 50 and 100 kPa.
Normal stress = 50 kPa, BD = 0.92,

0. 1

kPa/sec, τss = 3.0 kPa
Normal stress =100 kPa, BD = 0.96,

0. 1

kPa/sec, τss = 3.4 kPa

降雨による地すべり発生再現試験
図１１は、集中豪雨により八木地区源頭部で生じた地すべり発生過程を再現する実験を行ったも
のである。
最初に斜面土層内の潜在すべり面に作用する垂直応力（土の自重のすべり面に垂直な成分）を栽
荷し、次いで斜面土層内の潜在すべり面に作用するせん断応力を栽荷（図左の縦方向の黒線）し、
降雨前の斜面土層内の応力を再現した。
その後、降雨による水圧上昇を一定速度（速度は u

0.02 kPa/sec）で 30 kPa まで上昇させ

た（図右の青線の前半）
。しかしまだ破壊が生じなかったので、200 秒間の間に指令信号を 40 kPa
まで上昇されるように変更し、さらに同じ速度で上昇させた。
間隙水圧を上昇させるとすべり面にかかる垂直応力が低下し（図６に示すように地すべり土塊
に浮力が作用する）
、図１１左に示すごとく応力は左方向に水平に移動し、ピーク強度の破壊線に
当たったところで破壊が生じた。ピーク強度の破壊線の角度は、φp= 43.8 度であった。土層内で
破壊が生じるとせん断変位（Shear displacement, 図１１右の紫色の線）が急上昇しており、地
すべりが発生したことがわかる。すべりの発生と同時にそのすべりゾーンで粒子が破砕し、すべ
り面における間隙水圧が上昇し、すべりゾーンが液状化する現象、「すべり面液状化」（図１４で
説明）が発生した。
この試験では、試験容器中への水の流入や容器外への流出が可能なので、すべりゾーンでの粒子
破砕による急激な過剰間隙水圧発生と、すべりゾーンで発生した水圧が発散する現象が同時平行
で生じるが、過剰間隙水圧発生速度が発散速度より大きい間は、すべり面で発揮される抵抗は減
少し、すべり面での粒子破砕の進行が少なくなり、間隙水圧発生速度が小さくなると、間隙水圧
発散速度の影響が大きくなり、再びすべり面でのせん断抵抗は増大する。
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図１１の実験では、すべり面で発揮されるせん断抵抗の減少は、ほぼ地すべりの運動時の破壊線
（摩擦角φm＝35.6 度）に沿って低下している。図１１左の応力経路、右の経時変化のグラフで
の最低のせん断抵抗は 3.9 kPa である。非排水状態での定常状態強度(τss)は、間隙水圧の発散の
影響があるのでここで得られた 3.9 kPa より小さいはずであるが、事実、図 8 の実験で得られた
非排水状態の定常状態強度は 3.2 kPa であり、すこし小さい。
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図１１ 八木地区のサンプルの降雨地すべりの再現試験の結果
Fig 11. Stress path (Left) and time series data (Right) of Pore water pressure control test on Yagi sample:
BD = 0.99, initial stress (

o

50 kPa,

o

15 kPa),

u

0.02 kPa/sec

地すべり土塊が渓床を流下し、渓床の土塊を巻き込む過程の再現試験
八木・緑井両地区の源頭部で発生した地すべり土塊は、渓床へ流入し、その堆積土塊の上に乗る。
その場合、渓床土砂に急激な垂直応力とせん断応力が栽荷され、地震力を与えたのと同じく渓床
土塊の内部でせん断破壊を発生させうる。そして破壊した渓床土塊は、移動してきた地すべり土
塊と一体となって、地すべり土量を増大させつつ流下することになる。 図１２は、2003 年 7 月
に発生した水俣土石流災害（Debris slide ― debris flow 災害）の研究を行った際の模式図であ
る（Sassa et al 2004）
。広島災害の場合は、渓床の勾配は発生域に近いところでは 30 度に近く、
谷を出た平野部では 10 度以下である。運動土塊の深さは、国土交通省中国地方整備局太田川河川
事務所提供の LP データによれば地すべり発生域で４m、停止後の堆積土砂の最大深度は、3.7-7.4
m (図 22)なので、4-10 m 程度と思われる。
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図１２ 地すべり土塊が、渓床を硫化する場合の模式図
Fig. 12 Illustration of dynamic loading on torrent deposit（Sassa et al., 2004）
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図１３ 非排水動的栽荷リングせん断試験の結果（緑井のサンプル）
発生した地すべり土塊が、斜面下方の土層あるいは渓床の堆積物の上に乗り、その土塊をえぐり、一
体となって土量を増大させつつ流下する場合の再現実験
Fig. 13 Undrained dynamic loading test on Midorri sample
BD= 0.92, initial stress (

o

56 kPa,

o

15 kPa),

Normal stress after loading =122 kPa, Shear stress after loading =35 kPa
Dynamic shear stress loading peak = 110 kPa, Loading time and unloading time 20 sec

垂直応力は、斜面勾配によって変化するので、初期応力も、栽荷応力も同程度の大体の応力を想
定して試験を行った。具体的には、初期の垂直応力は、56 kPa, せん断応力は 15 kPa, 栽荷後の
垂直応力は 122 kPa を与えた。せん断応力は、土塊が到達した瞬間の動的せん断応力栽荷時時の
値（確実に剪断破壊が生じる値）110 kPa、動的成分が消失した後の一体として進むときのせん断
応力は、35 kPa を指令信号として与えた。
ちなみに渓床勾配 15 度のところに、5 m 運動土塊が来たとすると、垂直応力の増大分と静的なせ
ん断応力の増大分は、湿潤単位体積重量は、19 kN/m3 として計算すると、垂直応力は 88 kPa,
せん断応力は、24 kPa になるので、図１３に実験は、5 m 以下の深さの堆積層のところに５ｍよ
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り少ない土層厚さの地すべり土塊が来た場合に相当する。せん断応力は、最大 40 kPa で破壊した
(指令信号は 110 kPa を与えたが、その 1/3 程度の圧力で破壊した)。破壊時に発揮された摩擦角
は粘着力成分を無視して 48.1 度であった。 運動時に発揮された摩擦角は、間隙水圧が必ずしも
すべて計測されなかったようであり、推定が容易ではないが、この試験結果からは 39.8 度程度だ
ったと推定される。

４．すべり面液状化（Sliding surface liquefaction）の説明と八木・緑井の試験結果
「すべり面液状化現象」は、1995 年の兵庫県南部地震によって発生し、34 人の死者を出した仁
川地すべりの研究で明らかにされたものである（Sassa et al 1996 他）。兵庫県南部地震は１月の
雨のない次期に発生し、川でないにもかかわらず土石流と同じ程度の流動性をもつ地すべりが発
生したことから、その原因について諸説が表明された。佐々他は地すべり再現試験機（非排水リ
ングせん断試験機）を用いてこの現象を研究し、雨がなくても川でなくても、すべり面が地下水
面以下にあり、飽和していれば、地震あるいは地すべりの移動に伴って大きな間隙水圧が発生し、
土塊が高速で移動することを実験的に証明し、この現象をすべり面のみの液状化、
「すべり面液状
化」と名付けた。図４を用いてその現象を説明する。

図１４ すべり面液状化の模式図と 2006 年のレイテ島地すべりにおける再現実験の結果
Fig.14 Basic concept of sliding surface liquefaction and an example for volcanic debris taken from
the 2006 Leyte landslide (Sassa et al. 2010)
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図１４Ａに示すごとく、土層が地震あるいは地すべりの発生によるせん断変位が生じると、す
べりゾーンにある土粒子が、石臼ですり潰すように破砕し、土塊の体積が縮小し、土塊が上部土
層を支える力を失い、液状化する現象である。すべり面のみが流動化すれば、土砂と水が一体し
なくても、スケートやスキーのように物体は高速で移動する。
図１４の B は、1000 人が亡くなった 2006 年のレイテ島地すべりから採取したサンプルの試験
の結果である。降雨の後に小さな近接地震が発生し、その両方の効果で大規模な地すべりが発生
したものである。図１４のＢの T1 時点は地震発生以前の状態、Ｔ２はすべりが生じ始めた時点、
すなわち粒子破砕による間隙水圧上昇が始まった時点（青色のカーブ）、Ｔ３がすでに定常的な運
動が生じている時点である。Ａでは、Ｔ１が左の図の状態、T3 が右の図の状態、T2 がその中間
である。
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図１５，１６に八木と緑井の試験結果を示したが、いずれもせん断変位の増大と共に大きく間隙
水圧が上昇し、せん断抵抗力が、急激に低下し、高速流動が始まる状態を示している。すなわち
八木、緑井両地区の地すべりでは、地すべり発生後、ただちにすべり面液状化が発生し、高速流
動に移行したと推定される。
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５．地すべり発生運動統合シミュレーション（LS-RAPID）
図１７は、地すべり発生運動統合シミュレーション LS-RAPID の概念図である。斜面土層・地す
べり土塊の中に柱状要素を考え、この柱状要素にかかる全ての力（土の自重、地下水の水圧、地
震力、底面にかかるせん断抵抗力、柱状要素の側面にかかる水平応力）を考え、その合力が質量
（m）の柱状要素を加速・減速すると考えるものである（Sassa et al 2010）
。

図１7 LS-RAPID の概念
Fig.17 Basic concept of LS-RAPID

降雨記録を用いた間隙水圧の計算
降雨による地すべりをシミュレーションするには、降雨から地すべりを引き起こす間隙水圧（図
６）を計算する必要がある。この計算には Montarasio L & Valentino R (2008)の研究に基づいて、
Liao & Hong et al (2010）が提案した SLIDE モデルを用いた
図１８が SLIDE モデルの概念図である。斜面上部から降雨が浸透し、不透水層（岩盤など安定な
基盤層）の上に飽和した層が形成され、そこを地下水が側方流動する。上部からの降雨浸透が、
地下水の側方流動よりも大きいときは、地下水位（すなわち間隙水圧）が上昇し、逆に上部から
の降雨浸透が、地下水の側方流動よりも小さくなれば、地下水位（すなわち間隙水圧）が低下す
る。
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図１8 降雨浸透-地下水圧発生モデル（SLIDE)
の概念図
Fig.18

Schematic illustrating the water infiltration

the infinite slope (from Liao et al 2010)

Liao et al 2010 によると間隙水圧上昇(ΔU)は、Ｈを土層厚さ、mH を地下水層の厚さ、βを斜面勾
配、γn を水の単位体積重量として, （１）式で表される。

U

m. H . n . cos 2

（１）

そして、地下水層と土層圧の比（ｍ）の変化は、１０分間雨量毎に（２）式で計算される。
（２）式で、It は雨量強度すなわち１０分間雨量、Δt は、単位時間（この場合は１０分間）、Sr
は土層の飽和度、n は空隙率、Kt は、現場斜面での透水に関する種々の影響を総合して得られる
平均的な透水係数、Ot は、地下水流動層を流れる水の流出量である。

m1

0

Ot

K t * sin * mt * H * cos * t

mt
mt

1

（２）

( I t Ot )
n * H (1 S r )
mt

mt

図１９は、2014 年 8 月 19 日 20 時 30 分からの「三入」観測点での１０分間雨量と、
（１）
（２）式
を用いて計算される間隙水圧の値である。この計算に用いた定数の値は、表１に示した。
用いた数字は、土層の平均的な透水係数を 0.001 m/s （砂の透水係数の平金的なオーダーの 10 -3
m/s）, 飽和度は、地すべり発生が問題となる時点ではかなり高いと考えて 0.82、土層の厚さは
４ｍ、斜面勾配は３０度、空隙率は、図３－２の試験をもとに 0.44 と推定して入れた。
SLIDE モデルは、種々単純化しているが、斜面土層内の飽和流動層の形成メカニズムに基づいて
雨量から水圧を計算している。
単純化の一つは、降雨の表面流出、樹冠での遮断の項を無視していること、降雨が地表に達して
からの不飽和浸透の過程を無視していることである。したがった裸地のように表面流出が極めて
多い場合は、降雨の降り始めの不飽和浸透の段階の推定には適していない。しかし、森林で覆わ
れている斜面ですでに降雨が始まってから一定時間が経過し、地すべりが発生するかしないかが
問題になる段階では、初期の不飽和浸透による水位上昇の遅れは、あまり問題ではないようにも
思える。
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図 19 に示す間隙水圧の最大値は、21.5 kPa である。３０度の斜面上の４ｍの土層のすべり面に
かかる垂直応力は、図 3-2 より、ほぼ飽和した地すべり発生域の土層の単位体積重量を 18.5
(KN/m3) とすると、
18.5 (KN/m3) x cos2 30 x 4 (m) = 55.5 kPa,
間隙圧比の最大値は この両者の比の（21.5/55.5 =）0.39 である。
図 19 の間隙水圧を 55.5 で除したものを LS-RAPID に誘因として入力した。

図１9 広島県「三入」の気象庁降雨観測結果（2014 年 8 月 19 日 20 時 30 分から 10 分毎の記録）と
SLIDE モデルを用いて計算した間隙水圧
Fig.19 Pore pressure calculation by the SLIDE model (Liao et al 2010) from the rainfall record
monitored at the Miiri JMA station for each 10 minute from 8:30 PM on 19 August 2014
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表１ LS-RAPID の計算に用いた数値表
Table 1 Parameters used in LS-RAPID simulation

Parameters

Value

Source

Steady state shear resistance (τss, kPa)

3.2/2.9

Test data

Lateral pressure ratio (k=σh /σv)

0.5-0.95

Estimation

Friction angle at peak ( p, degree)

44.0

Test data

Cohesion at peak (c, kPa)

0.5-1.0

Test data

37.5

Test data

Shear displacement at the start of strength reduction (DL, mm)

5

Test data

Shear displacement at the start of steady state (DU, mm)

200

Test data

Pore pressure generation rate (Bss)

0.2-0.95

Estimated

Total unit weight of the mass (γt, kN/m )

18

Test data

Specific gravity (Gs, g/cm3)

2.64

Test data

Porosity (n)

0.44

Test data

Degree of saturation (Sr, %)

0.82

Estimated

Permeability (Kt, m/s )

0.001

Estimated

Steady state shear resistance (τss, kPa)

3.0

Test data

Lateral pressure ratio (k=σh /σv)

0.2-0.95

Estimation

Friction angle at peak ( p, %)

36.0-44.0

Test data

Cohesion at peak (c, kPa)

0.5-1.0

Test data

37.5

Test data

Shear displacement at the start of strength reduction (DL, mm)

5

Test data

Shear displacement at the start of steady state (DU, mm)

200

Test data

Pore pressure generation rate (Bss)

0.2-0.95

Estimated

Total unit weight of the mass (γt, kN/m3)

18

Test data

Specific gravity (Gs, g/cm3)

2.68

Test data

Porosity (n)

0.44

Test data

Degree of saturation (Sr, %)

0.82

Estimated

Permeability (Kt, m/s )

0.001

Estimated

0.03-0.4

Calculated from
SLIDE model

Slope angle (θ, degree)

30

Investigated

Landslide depth (H, m)

4

Investigated

Unit weight of water (γw, N/m3)

9.8

Normal value

Rainfall intensity (It, mm/10 min )

0–21.5

Monitoring

Parameters of soils in the Yagi area

Friction angle during motion (

m,

degree)

3

Parameters of soils in the Midorii area

Friction angle during motion (

m,

degree)

Triggering factor
Excess pore pressure ratio in the fractured zone (ru)
Other parameters
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3h 21m 04s

3h 21m 53s

3h 23m 03s

3h 44m 22s

3h 54m 45s

4h 01m 25s

4h 13m 50s

4h 15m 29s

図 20 LS-RAPID によるシミュレーションの結果の連続写真
Fig.20 Simulation result of Hiroshima landslide using LS-RAPID
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3h 18m 00s

Local failure started in Yagi-1

3h 21m 12s

Yagi-1 landslide block was formed

3h 21m 16s

3h 21m 21s

Yagi-1 reached to the toe slope of Yagi-2

Toe of Yagi-2 failed

3h 21m 25s

3h 21m 37s

The whole Yagi-2 moved

The combined mass of Yagi-1 and Yagi-2
flowed down

図 21 LS-RAPID によるシミュレーションによる八木－１、八木－２地すべりの発達過程の連続写真
Fig.21

Landslide development process in Yagi-1 and Yagi-2 using LS-RAPID

-105-

表１は、LS-RAPID を八木、緑井の両地区の地すべりの発生・運動過程のシミュレーションに用
いたパラメータの値である。図 20, 図 21 はその結果の連続写真である。
図 20 は、八木・緑井の地すべりの発生運動過程のシミュレーション結果から８枚の画像を切り出
したものである。八木、緑井の各々３カ所の地すべり発生域には, 八木－１，－２，－３、緑井
－１，－２，－３と名付けた（図 22 参照）
。
１）８月 20 日３時 21 分 04 秒の写真では八木地区の一番標高の高い地すべり（八木－１）が発
生している。
２）８月 20 日３時 21 分 53 秒の写真では、八木地区中央の地すべり（八木－２）の地すべりと
八木－１の地すべりが合流して硫化している。
３）３時 23 分 03 秒の写真では、合体した地すべり土塊が住宅地に流入している。
４）３時 44 分 22 秒の写真では、緑井地区の中央（緑井－２）が移動を始めている。
５）３時 54 分 45 秒の写真では、緑井地区の他の一つの地すべり（緑井－３）が移動を始めてい
る。
６）４時 01 分 25 秒の写真では、緑井地区の他の二つの地すべり（緑井－２，－３）が、合体し
て、住宅地へ流入してきている。
７）４時 13 分 50 秒の写真では、最後に残った緑井－３および八木－３が移動し始めている。
８）４時 15 分 29 秒の写真では、全ての土塊が停止している。
図 21 は、最大の災害を引き起こした八木－１，八木－２の発生過程を詳細に見たものである。
１）８月 20 日３時 18 分 00 秒に八木－１の地すべりの上部で局所的破壊が生じ始めた。
２）８月 20 日３時 21 分 02 秒には、その局所的破壊が拡大し（進行性破壊）
、地すべり土塊が形
成され、それが下方へ移動を始めている。
３）３時 21 分 16 秒には、運動土塊が八木－２の斜面の末端に到達した。
４）３時 21 分 21 秒には、斜面の末端を削られた八木－２の斜面の下部で小規模な地すべりが発
生した。
５）３時 21 分 25 秒には、末端の地すべりが上部へ拡大する後退性地すべりが発生し、ほぼ全域
が滑落し始めている。
６）３時 21 分 37 秒には、八木－１，八木－２の地すべり土塊が合体し、下流へ流下しているの
がわかる。
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図 22 航空レーザー測量データ（LP データ：国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所提供）の
解析と LS-RAPID 解析による地すべり土量分布の比較
Fig. 22 Landslide soil distribution by the comparison between the LP-Data (Air-bone Laser
Profiler: LIDAR) provided by MLIT and LS-RAPID simulation.
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図 23 LS-RAPID シミュレーション（上）, 国土地理院による空中写真判読図（中）
、国土交通省提供
の LP データ解析結果（下）を空中斜め写真に貼り込んだもの
Fig.23 3D view comparison of landslide deposits by LS-RAPID, Airphoto interpretation by GSI and
LP data analysis
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図 24-1 八木地区の地すべり堆積物の縦横断面の LS-RAPID と航空レーダー測量の比較（縦断）
Fig.24-1 Comparison of the longitudinal central section (A line) by LP-Data and by LS-RAPID
analysis, and location of sections

図 22-24 における国土交通省が中部地方整備局太田川河川事務所提供の災害発生前の LP データ
（平成 21 年作成）と災害発生後の LP データ （2014 年 8 月 25 日撮影の速報値）の差を用いて、
地すべり発生による土砂の削剥、堆積土量の算定、堆積土砂の断面図作成を佐藤が担当し作成し
た。
図 22 のＬＰデータによるものと LS-RAPID によるものの二つの図を比べると、緑井の分布と土
砂量が異なるが、八木の土砂分布範囲と堆積土量（29,700 m3 と 43,100 m3）は、ほぼ同じである。
図 23 は、地すべり土塊の運動範囲、すなわち災害発生地域の広がりの精度を調べるために、LSRAPID シミュレーションの結果と LP データと国土地理院が WEB で公表している空中写真判
読図の３つを比較したものである。八木地区については、３つともほぼ近い。国土地理院の判読
図では、緑井の先端が、２本に分かれてかなり伸びているが、これは二次的に発生した泥流・土
砂流（水による土砂の流動）によるものではないかと推定される。
図 24-1, 図 24-2 に LP データより得られた堆積土砂の分布と LS-RAPID によって得られた堆積
土砂の分布を比較したものである。LS-RAPID では、国土地理院の５ｍメッシュの地形図を LSRAPID での計算時間を短くするために 10 m メッシュにして計算しているので、断面図も粗い
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が、土砂の堆積深度と分布は LP データのものとほぼ合致している。
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図 24-2 八木地区の地すべり堆積物の縦横断面の LS-RAPID と航空レーダー測量の比較（横断）
Fig.24-1 Comparison of cross-sections (B, C, D, E lines) by LP-Data and by LS-RAPID analysis
最後に数点の情報を加える。
１．計算に主として用いたパソコンは、Intel Core i7, 1.80 GHz, RAM:8.00 GB）である。用いた
地形図は国土地理院の 5m メッシュの数値地形であるが、計算時間を早くするために 10 m メ
ッシュにして入力した。 LS-RAPID の計算時間は、等高線をいれて表示するかどうか、どれ
だけのピッチで表示するかによって多少変わるが、10 m メッシュの等高線を入れかつ 200 ピ
ッチ毎に表示する計算で、降雨開始時から地すべり運動停止時までの一回の計算に要する時間
は、6 分 21 秒であった。
２．クロアチアでは、イストリア半島の Buzet 市周辺や日本―クロアチア共同研究の対象であっ
た Grohovo 地すべりを含むレチナ川流域など、5 km 四方程度の広い範囲に対して、地質、土
質定数、不安定土塊の深度を入力して、災害発生地域の予測図の作成に適用している。範囲が
広いだけに一回の計算に１時間程度かけているとのことである（Jovančević S,他 2013）.
３．今回の研究では発生場所は国土地理院の作成した判読図を用いて、地すべり土塊の発生・運
動過程をシミュレーションしたが、クロアチアでの適用例は、参考に値する。パネル討論では、
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Arbanas 教授が短時間の紹介を行う予定である。

６．あとがき
（独法）科学技術振興機構の科学技術外交の展開に資する国際政策対話の促進事業の支援を得て、
来年３月に仙台で開催される第三回国連防災世界会議の際に、国際斜面災害研究機構は国内外の
支援機関とともに post-2015 国連防災枠組みの一環として、斜面災害危険度軽減研究の世界的なパ
ートナーシップを推進するための会議を来年３月に開催する計画であり、その準備会合と ICL の
企画委員会を兼ねた会議を 10 月 7-９日に京都で開催する計画であった。しかし、8 月 20 日に広
島土砂災害が発生したことから、３日間の会議の内、半日を広島災害の報告とパネル討論にあて
ることにして、国際フォーラム「都市化と土砂災害」を急遽開催することにした。そのためも限
られた時間内で共催機関、講演者、共同研究者に多大のご協力をお願いした。
本研究の実施に当たっては、
１）広島災害が発生してから、これまで地震の地すべりを主たる対象として開発していた LSRAPID に地震記録の代わりに降雨記録を入力するように改造し、またこれまで単一の地すべり
にしか適用してこなかったソフトを複数の地すべりを含むあるエリアに適用できるように改
造した。
２）降雨記録に対応した間隙圧比を LS-RAPID に入力するために、降雨から水圧への変換モデル
を検討し、SLIDE モデルを使うことにした。
３）実験は、京都大学吉田キャンパス内の実験室に於いて、京都大学－国際斜面災害研究機構の
共同研究の一環として実施した。
４）使用した試験機は、国際斜面災害研究機構が、地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）
プログラムを得て平成 22 年から平成 25 年に開発した二つの試験機 ICL-1 (1 MPa), ICL-2 (3
MPa)の内、より小さな応力の ICL-1 である。
５）本研究の共著者は、地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)プログラムの「ベトナム
における幹線交通網沿いの斜面災害危険度評価技術の開発」の共同研究者および留学生であ
る。
本研究の実施に際してご協力を賜りました京都大学、国土交通省、（独法）科学技術振興機構、
地すべり源頭部からのサンプル採取に協力していただいた中国新聞社等の関係各位に感謝いたし
ます。
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Liao Z, Hong Y,WangJ, Fukuoka H, Sassa K, Karnawati D, Fathani F (2010)Prototyping an
experimental early warning system for rainfall-induced landslides in Indonesia using satellite remote
sensing and geospatial datasets. Landslides, Vol.7, No.3, pp. 317-324.
Liao Z, Hong Y, Kirschbaum D, Liu C (2012) Assessment of shallow landslides from Hurricane Mitch in
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国際斜面災害研究機構(ICL)の概要、組織、会員、事務局
概 要
ICL は、社会と環境に資する斜面災害研究と人材育成を促進するために設立された国際
非政府非営利学術機関です。2002 年 1 月に京都で設立され、同年 8 月にその本部事務局
が京都府に NPO として登録されました。
ICL は、2003 年 3 月に国連教育科学研究機関（UNESCO）と京都大学の間で、UNITWIN
（大学間協力ネットワーク）プログラムの一つとして「社会と環境に資する斜面災害危
険度軽減のための共同計画」に調印しました。2010 年 11 月に「社会と環境に資する斜
面災害・水関連災害リスク管理のための共同計画」に対象を拡大いたしました。
2004 年４月に ICL の機関誌であるフルカラーの英文国際ジャーナル「 Landslides:
Journal of International Consortium on Landslides」を創刊しました。現在、この ICL
公式ジャーナル Landslides は、年６回発行、１号 200 頁、年間 1200 頁が、独・スプリ
ンガー社から出版され配布されています。2013 年のインパクトファクターは、2．814
です。
ICL は、2006 年 11 月に国連大学本部
（東京）での会議で 2006 年東京行動計画を採択し、
国際斜面災害研究計画（International Programme on Landslides: IPL）を設立し、同
年中に５つの国連機関と二つの科学及び工学関する世界組織とその推進のための覚書を
交わしました。これらが ICL 支援機関です。
ICL は、2007 年 4 月に UNESCO と共同行動をとれる非政府機関として認定され、2012
年 3 月に諮問資格を持つ非政府機関として認定されました。
ICL は、国連防災戦略において、斜面災害に関する地球規模のプラットフォームに認定
され、また 3 年に一度（2008, 2011, 2014）開催してきた斜面防災世界フォーラムは、
post-2015 年国連防災枠組みにつながる会議として、5 回国際災害とリスク会議（5th
International Disaster and Risk Conference, 2014 年 8 月、ダボス）において post-2015 国

連防災枠組み構築に向けた会議として、その活動を紹介するパネル講演を行った（本講
演集に記載）
。
ICL は、2007 年 3 月に文部科学省より科学研究費を受けることのできる科学機関に認定
され、独立行政法人科学技術振興機構および独立行政法人日本学術振興会等の推進する
プログラムに応募し、本会議の経費を含む活動費を得ています。
ICL には、34 カ国・地域からの 59 機関が会員機関として加盟し、日本の 12 の賛助会員
から財政的支援を得て活動しています。
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組 織
President ：Paolo Canuti イタリア国フローレンス大学名誉教授
Vice Presidents: 寶

馨 京都大学防災研究所教授

Yueping Yin 国土資源部地質災害防止委員会・委員長
Claudio Margottini イタリア国地質調査所上席研究員
Irasema Alcantara-Ayara メキシコ自治大学教授
Executive Director: 佐々恭二 京都大学名誉教授

ICL 支援機関
国連教育科学文化機関
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
世界気象機関
World Meteorological Organization (WMO)
国連食糧農業機関
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)
国連国際防災戦略事務局
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UN/ISDR)
国際連合大学
United Nations University (UNU)
国際科学会議
International Council for Science (ICSU)
国際工学団体連盟
World Federation of Engineering Organizations (WFEO)
国際地質学連合
International Union of Geological Sciences (IUGS)
日本政府(Government of Japan)
内閣府
Cabinet Office,
文部科学省
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)
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ICL 会員機関
国 名
1

2

アルバニア
ボスニアヘルツェ
ゴビナ

機

関

名

アルバニア地質調査所
Albanian Geological Survey
ボスニアヘルツェゴビナ地盤工学会
The Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
ブラジル国パラナ大学防災科学センター

3

ブラジル

CENACID – UFPR (Centro de Apoio Cientifico em Desastres |
Center for Scientific Support in Disasters – Federal University of
Parana)

4

カナダ

5

中国

6

中国

7

中国

カナダ地質調査所
Geological Survey of Canada
中国地質調査所
China Geological Survey
中国東北林業大学
Northeast Forestry University
中国西安市国土資源局
Bureau of Land and Resources of Xi’an
中国科学院山地災害環境研究所

8

中国

Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese
Academy of Sciences
中国科学院地理湖沼学研究所

9

中国

Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy
of Sciences

10

コロンビア

コロンビア国立大学
Universidad Nacional de Colombia
クロアチア地すべりグループ：リエカ大学、ザグレブ大学

11

クロアチア

Croatian Landslide Group from Faculty of Civil Engineering
University of Rijeka and Faculty of Mining, Geology and
Petroleum University of Zagreb

12

クロアチア

13

チェコ

クロアチア国ザグレブ市緊急事態管理局
City of Zagreb, Emergency management office
チェコ国チャールズ大学理学部
Charles University, Faculty of Science
チェコ科学院岩盤構造研究所

14

チェコ

Institute of Rock Structure and Mechanics Academy of Sciences of
the Czech Republic

15

欧州委員会

欧州委員会共同研究センター
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Joint Research Centre (JRC), European Commission

16

ドイツ

独ダルムシュタット工科大学・地盤工学研究センター
Technische Universitat Darmstadt, Institute and Laboratory of
Geotechnics
グルジア環境庁地質局

17

グルジア

Department of Geology of National Environmental Agency of
Georgia

18

ホンジュラス

19

インド

20

インドネシア

21

イラン

22

イラン

ホンジュラス工科大学
Universidad Politécnica de Ingeniería, UPI
インド国立災害管理研究所
National Institute of Disaster Management, New Delhi
インドネシア国ガジャマダ大学
Gadjah Mada University

イラン建築住宅研究センター
Building & Housing Research Center
イラン土壌保全流域管理研究所
Soil Conservation and watershed Management Research Institute
イラン国際地震工学・地震学研究所

23

イラン

International

Institute

of

Earthquake

Engineering

and

Seismology(IIEES)
24

イタリア

イタリア国フローレンス大学応用地質学科
University of Firenze, Earth Sciences Department

イタリア環境保護研究所
25

イタリア

ISPRA-Italian

Institute

for

Environmental

Protection

and

Research
イタリア国カラブリア大学
UNIVERSITY
26

イタリア

OF

CALABRIA,

DIMES

(Dipartimento

di

Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica) ,
CAMILAB (Laboratory of Environmental Cartography and
Hydraulic and Geological Modeling)
イタリア科学院水文地質保全研究所

27

イタリア

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI),of the
Italian National Research Council (CNR)
京都大学防災研究所

28

日本

Kyoto University, Disaster Prevention Research Institute
東京大学(生産技術研究所, 地盤工学研究グループ)

29

日本

University

of

Tokyo, Institute

Geotechnical Research Group
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of

Industrial

Science

and

新潟大学災害復興科学研究所
30

日本

Niigata University, Research Institute for Natural Hazards and
Disaster Recovery

31

日本

32

日本

33

韓国

34

韓国

35

韓国

36

韓国

37

韓国

38

マレーシア

39

マレーシア

40

メキシコ

森林総合研究所
Forestry and Forest Product Research Institute
日本地すべり学会
Japan Landslide Society
韓国地質科学及び資源研究所
Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)
韓国森林工学学会
Korean Society of Forest Engineering
韓国森林研究所
Korea Forest Research Institute
韓国社会基盤安全技術公団
Korea Infrastructure Safety & Technology Corporation
韓国建設技術研究所
Korea Institute of Construction Technology
マレーシア公共事業省斜面部
Slope Engineering Branch, Public Works Department of Malaysia
マレーシア国マラ工科大学
Mara University of Technology
メキシコ自治大学地理学研究所
Institute of Geography, UNAM

ネパール国際山地統合開発センター
41

ネパール

International Centre for Integrated Mountain Development
(ICIMOD)

42

ナイジェリア

43

ノルウェー

44

ペルー

ナイジェリア大学理学部地質学科
Department of Geology, Faculty of Science, University of Nigeria,
ノルウェー地盤工学研究所
Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
ペルー国クスコ市環境・斜面保全ＮＰＯ
Grudec Ayar
ロシア国モスクワ大学地質学部

45

ロシア

Department of Engineering and Ecological Geology, Geological
Faculty, Moscow State University

46

ロシア

47

ロシア

ロシア水関連プロジェクト研究所
JSC "Hydroproject Institute"
ロシア科学院セルゲフ環境地質科学研究所
Russian Academy of Sciences, Sergeev Institute of Environmental
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Geoscience (IEG RAS)
48

セルビア

セルビア国ベオグラード大学鉱山地質学部
University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology
スロバキア国コメニウス大学理学部

49

スロバキア

Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of
Engineering Geology
スロベニア国リュブリアナ大学土木及び測地工学部

50

スロベニア

University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
(ULFGG)

51

スロベニア

52

南アフリカ

53

スリランカ

54

スリランカ

55

台湾，中国

スロベニア地質調査所
Geological Survey of Slovenia
南アフリカ連邦地質科学院地質科学ユニット
Engineering Geoscience Unit Council for Geoscience, South Africa
スリランカ中央行程勘察局
Central Engineering Consultancy Bureau (CECB)
スリランカ国立建築研究機構
National Building Research Organization
国立台湾大学
National Taiwan University, Department of Civil Engineering
タイ国農業協同省・土地開発局

56

タイ

Ministry of Agriculture and Cooperatives, Land Development
Department

57

タイ

58

ウクライナ

59

ベトナム

タイ国アジア災害予防センター
Asian Disaster Preparedness Center(ADPC)
ウクライナ通信・地球規模情報研究所
Institute of Telecommunication and Global Information Space
ベトナム交通科学技術研究所
Institute of Transport Science and Technology

-118-

ICL 賛助機関
川崎地質株式会社
〒108-8337 東京都港区三田２－１１－１５
株式会社マルイ
〒574-0064 大阪府大東市御領 1-9-17
奥山ボ－リング株式会社
〒013-0046 秋田県横手市神明町 10-39
五大開発株式会社
〒921-8051 金沢市黒田 1-35
国土防災技術株式会社
〒330-0074
さいたま市浦和区北浦和 2-12-11 浦和青葉ビル
国際航業株式会社
〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-24-1
日本工営株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-2
有限会社太田ジオリサーチ
〒651-1432 西宮市すみれ台 3-1
株式会社オサシ・テクノス
〒780-0945 高知市本宮町 65-3
応用地質株式会社
〒331-8688 さいたま市北区土呂町 2-61-5
一般財団法人砂防・地すべり技術センター
〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-21
坂田電機株式会社
〒202-0022 西東京市柳沢 2-17-20
株式会社エスイー
〒163-1343 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー
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国際斜面災害研究機構事務局
特定非営利活動法人 国際斜面災害研究機構
〒606-8226 京都市左京区田中飛鳥井町 138-1 （一財）防災研究協会内
TEL: 075-723-0640, FAX: 075-950-0910,
E-mail: secretariat@iclhq.org
国際斜面災害研究機構日本語 WEB http://icl.iplhq.org/japanese/
国際斜面災害研究機構（ICL）英語 WEB: http://icl.iplhq.org/
国際斜面災害研究計画（IPL）英語 WEB: http://iplhq.org/

-120-

-121-

