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どこの町でも起こる 
斜面・土砂災害
―序章―

時々斜面から土砂災害が起こると，「日本は大雨や豪雨が発生すれば，どこで

も土砂災害が発生するよ」と専門家の方がマスコミなどで発言されているのを見

掛けることがある。確かに，国土交通省が発表している土砂災害危険箇所は全国

で 52万か所を超えており，47都道府県のすべてにまたがっている。これを平均
でみれば，各都道府県 1万 1 000か所であり，さらに細部にみていけば，東京
都を含めて各市町や村（以下，「町」で代表）のどこかには土砂災害危険箇所が

存在することになる。多くの専門家は，台風などがくるとどこの町に大雨・豪雨

が襲来するか心配する。それは，上のようにどこの町にも土砂災害危険箇所があ

るからということになる。

1.1　斜面・土砂災害に危険な地形と地質

時々発生する斜面からの土砂災害や斜面災害は，今では毎年のように発生する

ようになってしまった。この 2つの災害をまとめて斜面・土砂災害と書くこと
にするが，ときに土砂災害の色彩が強ければそういい，斜面災害の特色が強けれ

ばそのようにいうことにする。豪雨時の土砂災害でよく言われることは，

　・豪雨は夜間に多く（第 2章），状況の判断が難しい
　・山や崖から土砂・石礫が急激に押し出す（第 4，5，6章）
　・谷の出口の近くでは，土石流が流出しやすい（第 1，6章）
　・移動した土層・土砂が家を動かし，押しつぶす（第 5，6章）
　・地形・地質が悪ければ，斜面崩壊が発生しやすい（第 4，5，6章）
　・土砂災害の発生予測は可能か（第 3，4，5，6章）
などである。

第1章
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◦第1章◦どこの町でも起こる斜面・土砂災害

豪雨時の洪水・浸水災害でよく言われることは，

　・浸水は地面から泥水とともにやってくる

　・川の近くであれば，堤防の決壊時に泥水につかりやすい

などであるが，どちらの災害にも土砂と泥水が含まれている。土砂は埋没を引き

起こし，家屋内の泥も排除が大変である。豪雨による単なる浸水被害でも家屋へ

の泥水の流入・堆積は，被災者にとってかなりの重荷となる。

土砂災害に対する対処法は，住んでいるところの土地の高低や地面の成り立ち

と豪雨におけるどの要因が危険因子となり得るかを知ることであり，後で解説す

る 2014年の広島土砂災害の項を参照すると，住宅地の被害の要因が明確になる。

（1）斜面・土砂災害の形態と特徴

斜面・土砂災害を発生させる土砂の移動現象には，一般に次の 3つ

斜面崩壊・土石流・地すべり

がある（土砂災害防止法にいう土砂災害の発生原因ついては脚注＊ 1を参照，本

書ではこれより広く考える）。「斜面崩壊」は広く「山地崩壊」というべきである

が，特別に山体崩壊などをいうのでなければ，こう呼ぶことにする（1.4節，第
5章参照）。これら 3つの現象は簡単にいえば，豪雨の浸透による風化土層の斜
面崩壊がまずあり，このとき浸透水分量が全体に多く土層表面近くまで浸透流が

あれば土石流となり，水分量が一部のみで粘土が多ければ地すべりとなる。これ

が人間社会に被害を及ぼす場合を土砂災害とか斜面災害と呼ぶ。斜面災害は土砂

移動の発生地点が斜面であることを指すことが多いのに対して土砂災害は，住宅・

宅地などへの直接的な土砂の流入・流出による被害を指していることが多い。

土砂災害や斜面災害の具体的な被害は，豪雨・地震・融雪などにより，斜面や

地面が小規模，大規模に崩壊・滑動，あるいは崩壊した土砂・石礫が土石流とな

り，流動・流下することによって保全対象物を襲い，そこに覆い被さって発生す

る。保全対象物や場所は，山麓部や山里の森林・家屋などに加えて，それが存在

＊ 1 土砂災害防止法（略称）にいう「土砂災害」とは，急傾斜地の崩壊（傾斜度が 30°以上で
ある土地が崩壊する自然現象），土石流（山腹が崩壊して生じた土石または渓流の土石などが
水と一体となって流下する自然現象），地すべり（土地の一部が地下水などに起因してすべる
自然現象またはこれに伴って移動する自然現象）などを発生原因として国民の生命または身体
に生ずる被害をいう。
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1.1　斜面・土砂災害に危険な地形と地質

する地面，土地が対象となる。さらに詳しくいえば，斜面・渓床にある土層や地

面下層の底面境界面が破壊することによって，崩壊・滑動・流動による斜面下方

への土砂・石礫の移動（以下，土砂移動）が始まる。これが人間活動の場などに

流下し，堆積することにより被害が発生する。斜面における崩壊土層は，崩壊－

流下する規模（土砂量）が小さくても土砂礫を多く含むため単位体積当たりの重

量＊ 2は大きく，破壊力は通常の流水より強力である。そのため被害時の重圧が

極度に大きく，かつ埋没の危険がつきまとう。

具体的に斜面からの土砂災害をみよう。図 1-1（a），（b） は花崗岩類山地の山
腹から発生した表層崩壊とそれが山麓の住宅地に襲来した土砂災害の発生状況を

示す写真である。現場は，2014年 8月広島県広島市北部の阿武山山麓の住宅地
に発生した，いわゆる，2014年 8月広島豪雨による土砂災害の被害地である。
山地に発生した斜面崩壊の土砂・石礫が水とともに流下し，扇状地上の家屋を押

しつぶした（同図（b））。さらに図 1-1（a） は，土石流が大量に流れ，甚大な被
害を及ぼした状況と山地の斜面崩壊の発生状況が明瞭である。同図（a） をよく
みると，背後の山は昔の図 1-2のようなはげ山が現在樹林となった山であり，多

くは山腹の斜面崩壊などによって山中の土砂・石礫が雨水とともに谷に入り，そ

のまま土石流となって山麓の住宅地まで直接流出したものである（後の（3），6.3
節に詳述）。

先の図 1-1（a） のような山地直下の住宅地では，谷の上部のどこか 1か所で
も少し大きい斜面崩壊が発生すれば，谷の出口では被害が発生する。谷の頭部は

0次谷といい（第 5章参照），そこでの崩壊を 0次谷崩壊ということがある。「斜
面崩壊」の用語は，従来の「山崩れ」に含まれるが，両者については後の 1.4節
や第 5章に説明がある。また，「土砂崩れ」は「斜面崩壊」に含め，ときには単
に「崩壊」ということもある（詳しくは第 5章参照）。

（2）我が町の危ない地形・地質

（a）どこの町にもある危険な住宅地
日本の多くは，沖積平野と周辺の山地山麓より成り立っており，平野部を除く

と，約 7割が急峻な地形の山地である。昔は山地周辺の山里に集落が発達して
いたが，山奥にある限界集落が災害によって移転消滅した例は 1960年代後半か

＊ 2 砂礫粒子の比重はほぼ 2.6である。
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◦第1章◦どこの町でも起こる斜面・土砂災害

ら生じていた。災害がなくても最近では，山間地の山里の集落が人口減少により，

廃屋が目立ち，近くの町部へ移転するケースが多くなっている。町部といっても，

多くは大都市ではなく，町部周辺のわずかな平地とその周辺の山地山麓や扇状地

（沖積錐）にある辛うじて住宅が建てられる程度の場所であり，そこへの移転が

ときに行われている。

このような町部周辺の宅地化は日本の多くの都市化区域に散見する課題であり，

どこの町にも気がつけば，危険な渓流や谷の出口の扇状地に住宅地があり，その

八木
3丁目
八木
3丁目

2014年広島豪雨 国土地理院国土地理院

（a）　 山の崩壊土砂が土石流となって山麓の住宅地へ流下した

（b）　土石が住宅地を押しつぶした八木 3丁目の状況

2014年広島豪雨

図 1-1　2014年広島豪雨による土砂災害―花崗岩類の土砂災害
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