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はじめに

筆者らは地球規模課題対応国際科学技術協力 (SATREPS)の一環として，

クロアチアの研究者と連携し同国の土砂・洪水災害の軽減を目指し. 2009年4

月より 5カ年間の共同研究を実施してきたが. 2014年3月末をもって予定通り

1. 

丸井新潟大学災害・復興科学研究所特任教授

王:新潟大学災害・復興科学研究所特任准教授

演崎 (株)アドパンテクノロジ一社長

宮城東北学院大学教養学部教授

古谷富山県立大学工学部講師

吉松:川崎地質株式会社事業本部

永井:NPO法人 1CL 研究員
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終了した。終了に際しては最終成果報告書を作成すると共に，科学技術振興機

構(JST)に対して最終成果の説明報告を行った。本報告では，上記の最終成

果報告書の内容に準拠し，主要な成果である「統合ハザードマップ」並びに

「土地利用ガイドライン」を中心に記載する。

SATREPSは日本の科学技術外交の一翼を担う施策として，科学技術振興機

構(JST) と国際協力機構(JICA)が共同で実施している，一国や一地域で

は解決の困難な地球規模課題の解決のために日本と開発途上国の研究者が共同

で研究を行うプログラムである。防災に関わる日本の科学技術を伝達し，両国

の研究者が総合的，学際的研究を実施し，土砂・洪水災害を軽減するための国

土利用基本計画を構築し持続可能な国土開発に貢献するという目標は基本的

には達成し得たと判断している。本共同研究自体は終了したが，得られた研究

成果が周辺のアドリア海沿岸並び、にバルカン諸国にも適用されていくことが期

待される。日本側研究者としてもそのための何らかの追加研究体制の構築の可

能性を才食言す中である。

II. クロアチア共同研究の成果の概要

各研究グループが担当した主要な研究内容の最終的な達成状況を示したもの

が図 Iである。土砂災害研究グループ (WG1)は，地震時地すべりを再現で

きる低コスト非排水リングせん断試験機の開発を終了し，リエカ大学へ供与

し対象地すべり地から採取した試料を用いた試験を実施した (Ostricet al.， 

2011)。さらに，地すべりダイナミクスに基づく危険度評価法を開発し，モデ

ル地すべり地を対象として地すべり運動予測シミュレーションを実施した

(Sassa et al.， 2010)。洪水災害研究グループ (WG2)は，既存水文気象データ

によるモデル地域の洪水流出解析を実施した。また，複数のモデル流域に対し

て降雨計測装置並びに流量観測装置を設置し洪水実測データを収集してい

る。さらに，フラッシユ・ブラッド(局所的洪水)及び連動する土石流のシミ

ュレーション手法の開発を終えているが (Yamashikiet al.， 2012). ハザード

評価に反映されるには至っていない。総括合同研究グループは，画像判読によ

りモデル地域の数値地形図 (DEM) を整備し，土砂災害危険箇所の抽出並び

に危険地域予測シミュレーションに必要な基礎データを供与した。また，クロ

アチアの地形条件を考慮に入れた階層構造分析法 (AHP) を用いた，広域を
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対象とした地すべり危険度評価手法を開発し 複数のモデル地域に対して適用

した。さらに，代表的な地すべり地2箇所(リエカ近郊のグロホヴォ地すべり

並びにザグレブ市内コスタニエク地すべり)を対象として，地すべり移動状況

並び、に地下水位等の要因等を計測する総合モニタリングシステムを設置し包

括的な計測を実施している。なお，コスタニエク地すべりに関しては，第

(II)報に記載したように，モニタリング・データに基づき異常な地すべり移

動を検出し，その情報をクロアチア側研究者並びに地元行政機関と共有し，警

戒体制を取ったことから，早期警戒システムとして運用する体制を整備するこ

とができた。

最終的に，図 1-2右下に示した個々の研究項目については洪水シミュレーシ

ヨンを除いて，当初目標を達成している。重要な最終成果である統合ハザード

マップの作成に関しては 洪水に関しては既存の技術に基づいたハザード評価

により，地すべりに関するハザード評価と統合し，土地利用を考慮したリスク

マップを作成した。内容の詳細に関しては次章以下に記載する。

ill. 地すべり斜面の危険度評価

地すべり斜面の危険度評価に関しては，以下の 2種類の評価を必要とする。

一つは，大規模で保全対象物に対する影響が大きいと考えられる地すべりに関

して，その到達範囲を推定することである。本研究においては，第(I)報に

記載したように，地すべり再現試験が可能な非排水リングせん断試験機により

測定された土質定数を用い，地すべりダイナミックスに基づくシミュレーショ

ン手法を適用し，地すべり土塊の到達範囲の予測を行っている。今一つは，広

域を対象としてハザードマップを作成することを目的として，多数存在する地

すべり斜面のそれぞれの危険度を評価することである。そのために，日本にお

いて解析実績のある階層構造分析法 (AnalyticalHierarchy Process. AHP) 

を用いて危険度評価を実施した。ただしクロアチアに適用するに際しては，

日本と異なる地形・地質条件であることを踏まえ，それぞれの対象地域に適合

した評価基準を新たに選定した。図 2はリエカ近郊のレジナ川中流域を対象と

して作成された危険度評価基準である。図 2-1の空中写真は地すべり地形判読

に使用する立体視のための組写真であり，図 2-2の六つの段に図示された各地

形要因は，それぞ、れ危険性の高い要因を左側に，より低い要因を右側に配置し
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JSγ成果目標シート

研究課題名 クロアチア土砂・洪水災害軽減基本計画構築

研究代表者名 丸井英明
(所属機関) (新潟大学教授)

研究期間 トロO}射尺(ト120年10月1日から四6年3月31日)

相 中手国名研/究主機要関
目手国
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科学技術の発 -地地すべりハ土ザ石ー流ドマップの高度化
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知財獲得、国際
-土砂・洪水災害軽減に資する土地利用基本計標準化推進、生

セ物ス資等源へのアク
画ガイドラインの作成

世界で活躍でき

るの8育本成人人材 -学部学生等の現地指導

技術及び人的 -クロアチア研究者とのネットワークの継続展開
ネ構ッ築トワークの -バルカン諸国研究者とのネットワークを構築

成果物(提言害、 -イ地ンす作べ成りマハザードマ危ップ機及管び理土局地ヘ利提用言ガ)イドラ
論文、ブログラ

ニュアル(

ム、 マニュアル、
-地すべり危険度評価マニュアル

データ等) -地地すべり再移現動試験機運用マニュアル
すべり リアルタイムデータの取得

図1-1 共同研究プロジェクトの成果目標
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研究成果・土地利照基本計薗ガイドラインのバルカン諸冨等への

展開・適用性拡大

上位巨標の達成に必要な研究課題抽出と異体的取組み方策の構築

クロアチアの防災施策の科学的根拠となり得るような土砂・洪水災

害軽減に供する土地利用基本計画ガイドラインの作成

(/.1(文学的アブローチ) (地盤工学的アブロ}チ) (総括的アブローチ〕

洪水シミュレーション 地すぺり運動シミュレーション 統合ハザードマップ

100% 

50% 

手法開発 一手法開発 ー 情築 0% 

巨(WG2~ I 4すべ ~)(WG1)I I *1t-g;(WG3) I 
図1-2共同研究プロジェク トの目標と各グループによる個々の研究成果
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図2-1 レジナ川中流域を対象として作成された AHPによる危険度評価基準

たものである。すなわち，地すべり移動体表面の亀裂の新鮮さや，先端地形の

勾配，さらに立地が攻撃斜面か否かといった地形要因が，配点の重みの高い重

要指標となっている。

レジナ川流域に関して，空中写真判読による詳細な地形判読を実施し，地す

べり地形が集中的に分布する中流域を対象範囲として上述の評価基準に基づ

き，個々の地すべり斜面の危険度評価結果を示したものが図 3である。総合モ
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レジナ川中流域を対象として作成された AHPによる危険度評価基準

ニタリングシステムを配備したグロホヴォ地すべりの対岸付近に危険度の高い

地すべりが集中していることが解る。

一方，人口80万を擁する首都ザグレブ市域の北側にはE陵地帯が展開してお

り，住宅地としての開発利用が進んで、いるが，地すべり地が多数分布してお

り，住宅に顕著な被害を生じているケースも少なからず存在することから，地

すべり斜面の分布状況の把握とそれぞれの地すべり斜面の危険度評価の重要性
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注 l 図中に表示された馬蹄形地形が個々の地すべり斜面を示

す。

注2 個々の地すべり斜面内に示された 2桁の数字が相対的な

危険度の高さを示す。

j主3 図中左岸側⑫の地すべりが総合モニタリングシステムを

配備したグロホヴォ地すべりである。

注4 図中右岸但1)①の地すべりの北部末端から貯水池にかけ

て. 2014年2月に新たに地すべりが発生した。

図3 レジナ川中流域の地すべり斜面の危険度評価結果

は極めて高い。そのため，市街地北部丘陵地域の西部から中央部に関しても空

中写真判読を実施し当該地域に関して作成した評価基準に基づき，個々の地

すべり斜面の危険度評価を実施した結果を図 4に示す。図中，個々の地すべり

斜面内に示された 2桁の数字が相対的な危険度の高さを示しており .5段階で

色分け表示している。なお，図中央部付近の地すべり斜面が密に分布し，かっ

住宅地域としての利用が認められる地域を図左上に拡大表示している。
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Danger 0句 ree

.Ve吋剖ight
注・個々の地すべり斜面内に示さ

れた 2桁の数字が相対的な危
険度の高さを示す。

図4 ザグレブ市北部丘陵地域の地すべり斜面危険度評価結果

N. 地すべりハザードマップ

地すべりハザードマップは土砂災害軽減のための対策の策定に際して，とり

わけ危険地域内における住居建築の制限など，ソフト対策実施のための重要な

資料である。しかしながら， 日本においても現況下では，土砂災害対策法に基

づき，警戒区域並びに特別警戒区域としての設定作業は実施されているもの

の，個々の地すべり斜面の相対的な危険度を評価したものとはなっていない。

本共同研究においては，前章に記載したように個々の地すべり斜面の危険度評

価に基づき，地すべりハザードマップを作成している。また，地すべり災害軽

減のための対策策定のためには，土地利用の現況を把握し，その上で保全対象

物の配置並びにそれらの脆弱性を考慮した 地すべりリスクマップを必要とす

る。地すべりハザードマップの作成から地すべりリスクマップの作成に至る一

連の過程は，図 5のように示される。

次に，ザグレブ市北部丘陵地域を対象として，図5に示す第 l段階から第 6

段階までの作成過程に対応して作成されるべき一連の出力図面をJj下に示す。
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(第 l段階)

空中写真判続による

一| 一分布図 I (図6)

(第 2段階)

|…よ るー脆弱性評価|一|ーハ…プ |⑮ 7) 

(第3段階)

現況土地利用の把握 ]=>[ 土地利用図 。。図

(第4段階)

| …利…スク要因評価 1=>1 土地利用…ブ I (図 9)

(第5段階)

一| 災害脆弱性マップ I (図10)

(第6段階)

地すベり対応緊急度静価 ]=>[ 地内…ブ I (図12)

図5 地すべりリスクマップ作成過程

各段階における作業結果に基づき 出発点である地すべり分布図(図 6) か

ら，地すべりハザードマップ(図 7)を経て，現況土地利用図(図 8) を考慮

した上で，最終的に図12に示すような地すべり リスクマップの作成に至るわけ

である。

個々の地すべり斜面の最終的な地すべり対応緊急度を評価する手順は，下記

のように三つの評点の合計評点として算定している。すなわち，一つ目は

AHP {去による地すべり脆弱性に関する評点であり 当初の 2桁の危険度を表

示する数値に基づき， 0， 2， 4， 6， 8の5段階に重み付けした数値である。二

つ目は土地利用リスクに関する評点であり 0から 4までの 5段階に重み付け

した数値である。三つ目は保全対象物の重要度に関する評点であり， 0から 19

までの20段階に重み付けした数値である。したがって，合計評点としての地す

べり対応緊急度の数値が取り得る範囲は 0から31までとなる。具体的なカテゴ
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図10 災害脆弱性マップ

リ一区分に基づく評点配分は図11の評価シートに示すものである。この評価方

法においては，土地利用に関する評点，特に保全対象物の重要度に関する評点

に大きな重み付けをしているが，今後の運用実績に基づき，より実態に即し

た，より適切な評点構成に改良していくことが望まれる。

AHP score I I La山 serisk I I Land附 prope町

(0-100) 1+ I (e， d， c， b， a) 1+ 

(0， 2， 4， 6， 8) I I (0-4) I I (0-附

図11において下半分の 2つの表は それぞれ保全対象物の評価に関わる評点

(上段)と土地利用リスクに関わる評点 (下段)を示している。すなわち，下

段の表は土地利用のカテゴリーが工業地，商業地，居住地，農地あるいは林地

といった使用目的によるリスク評価点を示しており，中段の表は個々の地すべ

り地内に含まれる工場，住居，道路などの保全対象物の重要度に関わる評価点

を示している。また，上段の緊急度評価マ トリックスがそれらの評価点の総合

評価点を示すものである。また，右側に表示する地すべり事例では， AHPス
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Urgency evaluation sheet for landslide unit 
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図11 AHP評価点と土地利用要因を組み合わせた評価シー ト
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図12 地すべりリスクマップ

コアは70と判定され，マトリックスの行では 6点，一方，土地利用カテゴリー

は商業地となり，マトリックスの列では 3点，さらにマトリックスの行と列の

交点に記入された数字 7点が保全対象物の重要度に関する評価点 (VEI)を示

している。したがって，この事例では 6+3+7=16点が最終的な総合評価点と

なっている。

図12に示す地すべりリスクマップは，一連の地すべり斜面危険度評価過程に

おける最終目標であり ，個々の地すべり斜面に関し図11評価シートの方法に従

って評価点を算定し全地すべりに関し評価点を区分表示して得られたもので

ある。今後の地すべり災害軽減のための ハード対策の優先順位付け並びにソ

フト対策の策定のための基礎資料となるものである。

注1 最終目標である地すべり対応緊急度を示す地すべりリスクマップにおいて，個々

の地すべり斜面の緊急度は 6つのカテゴリーで高低が表示されている。原図にお

いて赤色(評価点範囲 17-31)で表示されている地すべり斜面は緊急度が最も高

く，土地利用において住居建築の禁止措置など特別な対応が必要な区域を意味す

る。

注2 現況土地利用下の保全対象物の重要度に関する評価点並びに現況土地利用下のリ

スクに関する評価点は，将来土地利用状況に変化が生じた場合には，当該時点に
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おける土地利用状況の適切な判断に基づき修正を加える必要がある。

注 3:大規模でかつ危険度の高い地すべり斜面に関しては，地すべりダイナミックスに

基づく運動シミュレーションを実施し，地すべり土塊の到達範囲を推定する必要

がある。

V. 土地利用ガイドライン

本共同研究プロジェクトにおいては，地すべり現象やフラッシュ・フラッド

現象のメカニズム解析のためのデータの計測，解析に留まらず，土砂災害 ・洪

水災害の軽減に向けた社会実装面での成果も求められている。そのため，現地

の防災を担当する所管機関，ザグレブ市の場合は危機管理局に対し，一連のハ

ザードマップを提供し，今後の地すべり災害の軽減に役立ててもらうことを重

要な施策として企図している。そこでに前章に記載した地すべり斜面の分布の

把握から，個々の地すべりの危険度評価，ハザードマップの作成，土地利用の

現況把握を考慮した，最終的な緊急度を示す地すべりリスクマップ作成に至る

までの一連の過程を示すと同時に， リ

スクマップに基づく適正な土地利用の

誘導のための要諦を記載したマニュア

ルを作成した。

同マニュアルでは，最初に地すべり

現象並びに地すべり災害対策において

明確に理解すべき用語に関して定義を

記述している。さらに，自然現象とし

ての地すべりの発生危険度を意味する

ハザードと，影響を受ける区域の土地

利用に関わる被害に対する脆弱性を考

慮した被害危険度を意味するリスクと

の差異を明記している。その上で，地

すべり危険度評価法，ハザードマップ

作成過程， リスクマップの作成過程，

土地利用計画策定の要請などに関して

記述している。
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0頃同伺掬吻帽V偽0・綱 魯削 減・・骨・8

一一一一

SAT際安Sぷ

SATREPS 
K醐管制?同酬明h民輔""岡嶋有p

前島働嗣減句。州知桝於・a

合唱国<1...1<副島甲混串

県1<I<1d制凶簡略蛸醐抽011.・tHi..'開閉抽耐筒，駒.Dh:..wt 

E抽11>"句・"uoO<l，嗣岬附dflo岬‘帥c，。縛白

MJADIlII...決_nll.I碍向島・..tF_由同

oIlJo .. 闘・0樋ddi.. 

‘品、~I L<暗，......耐制定Ilo柏崎h凪，....碕歳創泌刷

結球富山

図13 ハザードマップ，土地利用ガイ

ドライン作成マニュアル表紙
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日.統合ハザードマップ

本共同研究において，統合ハザードマップの作成は重要な目標である。洪水

グループによるフラッシュ・ブラッドのシミュレーション手法に関しては，第

(ill)報(山敷他， 2013)に記載されているが，ハザード評価に反映されるに

は至っていない。そこで 統合ハザードマップの作成に際しては既存のシミュ

レーション手法を援用して，対象地域に関する洪水ハザードの評価を実施し

た。その結果色前述の地すべりハザードマップと統合し現段階において災

害軽減のための土地利用を誘導するための基礎資料とした。

以下に，既存のシミュレーシヨン手法を用いた洪水ハザードマップの作成過

程の骨子を述べる。解析ソフトとしては， FLO-2D Pro software (O'Brien et 

al.， 1993) を使用した。同ソフトは，二次元有限差分法モデルを用いており，

洪水の流速並びに水深を算定することが可能であり，以下の支配方程式に基づ

いている。

連続式.

。h 月hVT 月ゐTl二
一+一一三+vl~rY=i …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 1) 
δt'ox'oy 

二次元運動方程式:

。h V土δ九九 oVx 1δVx 
Sfx=S.。一一一一一一一一一 一一一一一一 ……H ・H ・-……・ (2)

!X-uOX ox 9 OX 9 δ'y 9 ot 

。h Vy oVy Vx O九 1δVy
SfY=S。一一一一一一一 一一一一一一 ……………・ (3)

JY ~UY oy 9 δy 9 ox 9 θt 

上記の一連の式中，hは水深， Vx及びVyはX及び Y方向の平均流速を表す。

また iは超過降雨強度で，扇状地上あるいは氾濫原上で Oを超える値を取

る。斜面摩擦成分与及びらは (2)式及び (3)式で表され，河床勾配 S日及

びS砂圧力勾配，加速度項の関数である。

解析対象地域は，首都ザグレブ市域の北部丘陵地域の地すべりハザードマッ

プの作成範囲とするが，図14に示すように解析の都合上西側と中央部の 2地域
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ザグレフ@市域の北部丘陵地域の洪水シミュレーション対象地域図14
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図15

に区分してシミュレーションを実施した。

ザグレブ市域では1964年10月9日に洪水災害を経験しており，同日には最大

で 1時間雨量106mm，続く 1時間を含めて 2時間で122mmの雨量があった。

以下のシミュレーションではこの値を参考として， 2時間で150mmの雨量を

想定し，図15に示すような標準的な降雨量分布を設定した。計算に際しては，

対象地域の数値地形情報に基づき 10mメッシュで計算を実施した。また，計

算に際し用いたマニングの粗度係数 nは以下の値である。すなわち，居住地
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-- 〆し・-、nい 'に F ・
図16 降雨開始後36分時点での水深分布(解析範囲 1)

では0.06，工業地及び商業地では0.04，

は0.025である。

農地では0.02，林地では0.03，草地で

解析範囲 lに関するシミュレーション結果の，降雨開始後36分時点での水深

分布を図16に示す。水深は凡例に示すように， 0-5mの範閣で 6段階に区分

して表示している。この時点では 渓流沿いに表れる最大水深は1m以下であ

る。

図17は降雨開始後150分経過時点までに出現する最大水深分布図で、あり ，中

央部の渓流の中流域に 3-5m程度の洪水期間中の最大水深が出現している。

図17に示された最大水深に基づき，ハザードを 3段階に区分して表示したハザ?

ードマ ップが図18である。中央部の渓流及び、その東側の渓流の流路に沿って，

1.5m以上の水深で表示される高い危険度の区間が出現している。

さらに，ザグレブ市域の北部丘陵地域の中央部の解析範囲 2について，降雨

開始後150分経過時点までに出現する最大水深分布図を図19に，またそれに基

づく洪水ハザードマップを図20に示す。図19に見られるように，主要渓流の中

流域に 3-5m程度の洪水期間中の最大水深が出現している。また，図20のハ

ザードマップでは，ほほ全ての渓流沿いに全長にわたって，1. 5m以上の水深

で表示される高い危険度の区間が出現している。

最終的に，第N章の図 7に示した地すべりハザードマップと， 図18及び図20
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図17 降雨開始後150分後までの聞における最大水深分布図
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図18 洪水ハザードマップ(水深により危険度を高中低の 3段階表示)

に示した洪水ハザードマップを総合して，統合ハザードマップの形態で図21及

び図22を示す。これらの統合ハザードマップにより，地すべり危険斜面の分布

と合わせて洪水時に高い水深が出現する渓流区間とを同時に識別することが可

能となる。また，個々の地すべり斜面と渓流との位置関係についても認識が可

能となる。

このような土砂・洪水災害統合ハザードマップを活用することによって，災

害軽減のための適切な土地利用が促進されることが期待される。なお，洪水ハ
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図19 降雨開始後150分間における最大水深の分布
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図20 洪水ハザードマップ (水深により危険度を高中低の 3段階表示)

ザードマップに関しては，今後より高度なシミュレーシヨン手法が適用可能と

なった段階で，漸次修正を加えていく必要があると考える。
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図21 土砂 洪水災害統合ハザードマップ(解析範囲 1)

図22 土砂-洪水災害統合ハザードマップ(解析範囲 2)
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四.おわりに

本報告は，全体で4固に分けて記述した，土砂・洪水災害軽減のためのクロ

アチアとの共同研究に関する報告の最終回である。

本報告では，共同研究の成果の概要を説明すると共に，重要な最終目標であ

る土砂・洪水災害の両者を対象とした統合ハザードマップ及び土地利用ガイド

ライン作成の道筋を中心として記述した。本報告で示したハザードマップある

いは土地利用ガイドラインは，あくまでも第 1段階のものであり，今後現地で

運用する過程で漸次必要に応じて改良を加えていくべきものであると考える。

一方，本共同研究においては，地すべりに関しでも，洪水に関しでも代表的

なモデル地域を複数箇所選定し 総合的なモニタリングシステムを配備してい

る。既に，研究推進期間中にも取得データの解析を実施し有用な結果を得てい

るが，むしろ今後さらに学術的に価値あるデータの取得が期待されるものであ

り，何らかの形での追加共同研究が必要と考えている。

また，クロアチアと類似した地形・地質条件の地域はアドリア海沿岸あるい

はバルカン半島の周辺諸国にも広範囲に展開していることから，本共同研究で

得られた成果が周辺諸国にも適用されていくことが強く期待される。
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