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平成30年 7月豪雨によって，西日本を中心に全国的に広い範囲で土砂災害や河川の氾濫および浸水害

などが発生し，甚大な被害をもたらした．これらの豪雨による上砂災害の発生機構を解明するため，災害

直後に広島県や岡山県および兵庫県において発生した数多くの土砂災害に対する現地調査を実施した こ
こでは，宍粟市公文地域で発生した斜面崩壊および福山市で発生したため池の決壊に対する調査結果を報

告する．公文の斜面崩壊は，流紋岩地域で発生したものであり，崩壊前に斜面において顕著なクリープ変
形が発生したことが分かつた．また，福山のため池の決壊は，沢の源頭部に作られた盛土グ、ルーフ。の斜面

において斜面崩壊が発生し，崩壊した土砂が連鎖的に下流側のため池の決壊を引き起こしたと考えられる．

Key Words: landslide, creep behavior, rainfall, fiαiilure of landfill, cαSCαdefiα・ilure of irrigαtionponds 

1. はじめに

平成30年 6月 28日から 7月 8日にかけて，西日本を

中心に中部地方や北海道など全国的に広い範囲で集中豪

雨が発生した．これにより，多くの地域において，土砂

災害や河川の氾濫および浸水害が発生し， 死者数が 200

人を超える甚大な災害となった．災害直後に， 著者らが

中国や近畿地方などの地域で発生した複数の土砂災害に

対する現地調査を実施したので，ここで兵庫県宍粟市公

文地域で発生した斜面崩壊および広島県福山市駅家町で

発生したため池の決壊に対する調査結果を報告する．

2. 宍粟市の斜面崩壊

平成 30年 7月の豪雨によって，宍粟市一宮町二公文地

区において，斜面崩壊が発生した（写真・1写真・2). 

斜面崩壊の正確な発生時刻は不明であるが，地元住民の

回の斜面崩壊の源頭部および崩土の堆積範囲を図中に赤

線で示す．この崩壊は， 二つの谷に挟まれている斜面に

おいて発生した．崩壊の滑落崖は約 48仇nの等高線附近

に位置し， 崩壊土砂の末端は 41伽1の等高線附近に達し，

斜面下部にある民家や田畑が被災したレーザーE間住計

で求めた斜面崩壊の比高は約 72mで、ある．崩壊の滑落

崖から末端までの距離（約 附凶 から計算すると，崩

壊の見掛け摩擦角度 （舵凶（70/160））は約 23.6度となる．

証言によると， 7月 7日の早朝に発生したと推測される． 写真－1 斜面崩壊の発生場所（g明 le回巾より）

(1）地質・地形 崩壊斜面の脚部附近の幅は約 46mで，中腹付近の幅

図－1は国土地理院による当地区の地形図である．今 は約 57mで、あった．また，崩壊斜面の右側の側面から
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崩壊土砂の土層厚は 5～7m，崩壊源頭部の斜面長は約

60m程度で、あった．したがって，移動土層は約3万立米

弱と推測される．

写真・2

図・1
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図－2：崩壊地域の地質図（産業総合技術研究所より加筆）

産業総合技術研究所の地質図 Naviによると， 斜面崩

壊が発生した地域には流紋岩が分布している（図ー2). 

崩壊の源頭部には，大量の崩壊土砂が堆積しており（写

真－3).その中に，～10cmぐらいの礁が散見されるが，

殆どは， 完全に風化してできた真砂土である．また，崩

壊斜面の中腹付近から湧水が砺Eされ，崩壊地底面の両

側から流下している．崩壊土塊の下位にある堅固な基盤

岩が露出している．源頭部には平滑なすべり面が露出し

て，その上に薄いすべり面粘土層が附着している（写真

-4) .滑落崖の背後斜面においては，斜面崩壊に伴うク

ラックなどの形成は認められなかったが， 急斜面の形成
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により，背後斜面の安定性が低下しているものと思われ

る．

写真圃3 源豆長部に堆積している崩土

写真4 源頭部に露出したすべり面

(2) 斜面崩壊発生・運動

2015年4月2日のGoogleearth写真によると，枝葉の成

長前の時期になるために，地表状況が明瞭に伺えること

ができる （写真－5).この写真より，赤い矢印で示す箇

所は，今回発生した斜面崩壊の滑落崖の位置になる．こ

れらの矢印で示す箇所の周辺は，凹地地形を呈しており，

一方，下部は，二つの沢地形が認められる．すなわち，

斜面崩壊が発生する前の長い間にこの斜面では，ク リー

プ的な変形が発生しており，斜面が不安定状態で、あった

ことが想定される．、腐買部に露出したすべり面から採取

した土試料に対するせん断実験は現在進行中であるが，

粒径分布および粘土成分を分析した結果，士試料には僅

かなカオリンライトを含んでいることが分かつた（図・

3) .カオリンライ ト質粘土において，そのせん断強度

はせん断速度の増加に伴って大きくなる傾向があるので，

今回の豪雨によって大量の地下水が流入することによ り，

すべり面に載荷する有効垂直応力が継続的に低下し，地

すべり土塊のク リープ変形→加速運動→崩壊の発生とし、

った過程が発生することができた推察される．また，地

すべり土塊から採取した試料に対する飽和非排水せん断

実験を実施した結果（図-4）から，斜面崩壊が発生した

後に，飽和土層において， 崩土の運動に伴って，更なる

高い水圧が発生し，崩壊土砂を流動化させたと考えられ



写真---6には，斜面崩壊地周辺の様子を示す．図－1と

写真-6から，崩壊斜面に隣接する南側の斜面において

は，過去に大きな斜面崩壊が発生したことが推測される．

E陵地や山地の扇状地において，古くから存在している

集落では，住宅を建設する時には， 一般的（経験的）に

できるだけ土石流災害の恐れがある渓流の出口を避けて

計画されていると推測されるが，今回の土砂災害は， 山

地における住宅の建設場所の選定に対しては新たな問題

を提起したと考えている．

る．以上により，崩壊土砂が斜面の真下にある示品、斜面

や畑を流下し，住宅を潰した後に，広い範囲で堆積物を

広げたものと推察される．

(1) 災害の概略

7月7日午後7時前に，広島県福山市駅家町向永谷地

区の沢にあるため池が決壊し，沢から大量な土砂や水が

流下し沢の下流側にある住宅を直撃した （写真ー7). 

これにより，住宅が大きな被害を受けただけではなく，

住宅に住む幼児が流され，死亡したといった大惨事とな

った．写真必（a）は住宅の被災状況，写真-8(b）は田圃に大

量の土砂が堆積している状況である．

災害前の Google切巾画像および電子国土地図による

と，この沢の上流側には2基のため池が作られており，

ため池の上流側にはまたグラウン ドがある（写真－7と

図・5).下流側にある池（勝負迫下池）の貯水量は約

3200立米であり，上流側の池 （勝負迫上池） の貯水量

は約 800立米で、あった（毎日新聞，2018).勝負迫上池

から約 5伽 離れた上流倶ljに駐車場およびグラウンドが

あった．このグランドは 1978年ごろに子供用の運動場

として作られたものであり， 駐車場はその後に整備され

たもので、あった （山陽新聞， 2019).今回の崩壊の殆ど

は，駐車場の部分であり， グランドの一部が崩落したと

推察される．

福山市のため池決壊3. 

斜面崩壊発生前の斜面状況（2015年4月2日）

(Google闘世1より）
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ため池決壊前の写真（Google拙廿1, photoofApril 17,201の
およひ快壊後のm濫区域．

写真・7
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斜面崩壊発生前の周辺斜面状況（2015年4月2日）

（白ogle個由より）

写真-6



写真『8 被災状況 (a）家屋の被災状況およひ散見されるコ

ンクリー卜ブロック； (b）田圃における土砂堆積状況

図る ため池および造成グラウンド周辺の地形図

(2) ため池の決壊

決壊の原因としては，造成されたグラウンドの斜面に

おいて発生した崩壊が考えられる．写真－9は，グラ ウ

ンドの下流側から見た斜面崩壊の様子である．連日の豪

雨によって，駐車場およびグラン ト内において，地下水

位が上昇して斜面が不安定化となり，崩壊が発生したと

思われる．造成時に駐車場やグラウンド、内における排水

対策がどのようにされたかは不明であるが，調査時には，

崩壊斜面の底部からまた湧水があり，湧水の周辺には局

所的な崩壊が発生していることが確認された．すなわち，

グラウンドの土層内における速やかな排水は出来ていな

いことが推察される．

写真・9 グラウンドの下流側から見た様子を示す． 末端から湧

水が出ている．
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レーザー距離測定機を用いて， グラウンドから沢の下

流側への縦断面を概略的に測定した．その結果を図-6

に示す．崩壊した斜面は，崩壊前の地形図を参考に推測

した 崩壊後の滑落崖の傾斜は約 45度である．グラウ

ンドの表面には複数の開口クラック（写真－10）が形成

されているため，二次的な斜面崩壊が発生する可能性が

高いと考えられる．

写真・10 グラウンドの表面に形成された開口クラック

降雨時におけるため池の決壊は，一般的にため池の堤

体における浸透流破壊や越流浸食 ・決壊といった過程が

考えられている．現地では， 連日の豪雨により，2基の

ため池は既に満水に近い状態にいると推測される．また，

上述のように，ため池の上流側の駐車場およびグラウン

ドで法面の崩壊が発生していた崩壊土砂 （主体は真砂



土）が，下流側のため池に流れ込んで，ため池を順次に

決壊させたと推察される．上流側のため池の堤体は，そ

の殆どが流下したため，流れ込んだ土砂の衝突により，

堤体が決壊したと考えられる．また，駐車場やグランド

の造成に使用されたコンクリートブロックが崩壊土砂と

ともに流下し，崩土の破壊力を大きく増大させたと推察

される．写真一11には，駐車場の末端に敷かれたコンク

リートブロックを示す．

一方，下流側のため池では，堤体の一部が決壊された

（写真・12，写真・13).満水に近い状態、と考えられるた

め池において，上流からの土砂や水が流入すると， 急激

な水位上昇や越流が発生し， ダム堤体が決壊したと推察

される．

(3）決壊したため池における危機管理

今回のため池決壊の直接な原因と して，沢の源頭部に

ある駐車場およびグラウンド斜面における崩壊が挙げら

れるが，造成した土構造物の豪雨時や地震時に関する安

定性評価が適切に実施されていないことは否定できない．

また， 広島県が発表している「災害ポータルひろしま」

によると， 増設したグランド区域が，周辺に急制面があ

るため，急売買手品地特別警戒区域として指定されているが，

下流側のため池や住宅地付近の区域は，土砂災害の危険

地域に入っていないことが分かった（図・7).すなわち，

増設した土構造物における崩壊およびそれによる被害予

測が実施されなかった．さらに，決壊した三つのため池

は，決壊すれば人家に大きな影響を及ぼす「防災重点た

写真ーlI 沢の左側にある崩壊した駐車場の残存部およびコン め池」の基準に当てはまるが，広島県の指定から漏れて

クリートブロック いたことが指摘されている（山陽新聞， 2019). 

写真－12 下流のため池堤体（右側）における小さい破壊及び

上流から流下して堆積したコンクリートブ、ロック 図・7 被災地域の土砂災害警戒区域・特別警戒区域図

4. まとめ

上記の調査結果を纏めると，以下になる．

1.宍粟市公文士出或において発生した斜面崩壊は，強

風化した流紋岩斜面において発生したものであり，崩壊

前の斜面においてクリープ変形が発生しており，不安定

状態にいることがわかった．こうし、った地形的な鞘教を

抽出することが，同じく流紋岩地域の斜面崩壊発生場の

予測高度化に貢献

2.福山市駅家町向永谷におけるため池決壊の直接な

原因として，沢の源頭部に増設した駐車場およびグラン

写真－13 下流のため池堤体（左側）における大きな破壊によ ドにおける崩壊が挙げられる． しかし，地震や豪雨時に

り露出した堤体の内音防誇造 おいて，造成されたこういった土構造物の安定性評価が

適切に実施されていないことが推察される． また，これ
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ら二つのため池に対して，適切な危機管理がされていな

かったことも分かった．さらに，国や地域により推進さ

れている土砂災害警戒区域・ 特別警戒区域図の精度向上

化は急務であることが分かった．

3.平成30年 7月の豪雨は異常気象をもたらした現

象だと想われている．将来的には，日本の降雨は， 強雨

の発生頻度や総雨量が増加する傾向にある．また， 巨大

地震の発生確率も高くなっている．即ち，降雨や地震に

よる複合災害の発生危険度も極めた高い．これにより，

今までと異なる場所や規模およU守皮災範囲での土砂災害

の発生を助長する．こうし、った土砂災害の防止及ひ軽減

には，山地斜面に対する高精度計測を行い，地形変動情

報や地質および土質特性などの基盤データを整備し， 斜

面災害の発生機構を究明した上で，より精度の高い土砂

災害予知 ・軽減手法の開発が不可欠である．

謝辞：本災害により犠牲となった方々のご冥福をお祈り

するとともに，被害を受けられた皆様にお見舞い申し上

げます．そして， 一日も早い復興をお祈りいたします．

本報告では，国土地理院による地理院地図を用いました．

宍粟市の崩壊に対する現地調査には，神戸大学 ・芥川真

一教授，株式会社ダイヤコンサルタン ト・ 鏡原聖史様，

中央復建コンサルタンツ株式会社・金村和生様および京

都大学大学院工学研究科・北岡貴文助教に，粘土鉱物の

X線分析に京都大学防災研究所荒井研究員に，ご協力を

頂きました．斜面崩壊地域の土地利用や地形相敷などに

ついて，富山県立大学の古谷元准教授に議論を頂きまし

た．記して感謝し、たします．
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A SLOPE FAILURE IN SHISOUSHI OF HYOGO PREFECTURE AND CASCADE 
FAIL URE OF RIIGA TION TANKS IN FUKUY AMA CITY OF HIROSHIMA 

PREFECTURE 

Gonghui WANG, Chengrui CHANG, Sumio MATSUURA and Akira SUEMINE 

From late June to mid-July, 2018, successive heavy rainfall hit a wide area of southwestern Japan, re-

suiting in widespread sediment-related disasters and devastating floods. After the rainfall, we performed 

reconnaisense investigation on some disasters, and in this report we introduced one landslide occuring in 

Koubun area of Shisoshi, Hyogo Prefecture, and a cascading failure of irrigation ponds in Fukuyama, Hi-

rosima prefecture. We found that the slope where landslide in Kubun area occurred presented creep de-

formation such that the landslide boundary could be clearly identified before the landslide occurrence. 
This suggests the importance of using similar precussor to predict the potential landslide areas. The fail-

ures of ponds in Fukuyama resulted in the slope failure occuring on landfill that was constructed on the 

most upstream of the valley as sports yard. The failure of these ponds revealed the problems in the man-

agement of ponds and also the risk of this kind of landfill in the upper stream of a valley. 
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