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はじめに

2006年のフィリピンレイテ島は例年になく雨期あけが遅れていた。２月初旬からは大雨となり、各地で
崖崩れや地すべりが発生していた。２月17日10時半頃、レイテ島南部のセントベルナルド町長は、通話中
の携帯電話が切れたのに気づいた。話し相手が地すべりに飲まれたのだった。
土砂はギンサウゴンという集落を襲った。集落があった場所は10ｍを越える土砂に埋まった。
周辺住民をはじめ数多くの人々の作業によって助け出される命があった。集まった人たちはなんとか学

校を見つけ出そうとした。小学校では児童248名が授業を受けていたはずだった。
残念ながら学校は見つからなかった。
1857人の住民に対して、死者は154人。990名の住民の行方が今も分からない。

悲惨な災害に対し、心より哀悼の意を捧げます。

災害は被害を生じる前に防がねばならない。事前に危険性を察知し避難することが最重要であることは
間違いない。しかし災害は起こってしまうことがある。災害が発生したとき、私達はなんとか救える命を
救いたいと希望する。救助活動は時間との戦いであり迅速に有効に実施されなければならない。同時に、
安全になされなければならない。
本調査では、一つの地方自治体が壊滅するような巨大災害において、どのような対応がとられたのか調

査し、そこから教訓を得るとともに、同種災害時に利用できそうな技術について検討した。社会構造や地
図・統計等の基盤的情報量の違いから、フィリピンにおける経験がそのまま我が国について適用可能とは
言えない。しかし例えば、被災地内への進入方法、救助対象の選定・捜索方法、二次災害に対する備えな
ど共通する問題は多く、学ぶべき点は多数あると思われる。本調査はそのような観点から実施した。なお、
規模だけを見れば、1985年に発生した御嶽山の崩壊の方が、サンベルナルドの地すべり災害よりも大きい。
本報告が防災に何らかの貢献ができれば幸いである。
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1.1 調査の目的
集落が完全に埋没し最小の地方自治単位が壊滅

するという災害に対して行われた緊急対応の実態
を調べ、経験から学び、緊急対応を有効かつ安全
に行うために必要な情報、機材、技術について検
討し、将来我が国において発生するかも知れない
巨大災害への備えの一助とする。

1.2 調査の背景
大規模災害が発生した場合には外部からの応援

が不可欠である。このような認識に基づき、応援
部隊の量は充実してきている。次の課題として、
応援部隊が有効な活動ができるかどうか、という
質の面にも目が向けられなければならない。
応援部隊が被災地で有効な活動を行うためには、

様々な情報と資機材が必要である。例えば中越地
震の例では、応援消防隊は現地での活動において、
情報不足、組織間の連携不足から困難を余儀なく
された。その理由は主に、道路・通信などの活動
基盤の損壊、被害情報の不確実性、応援部隊の地
理地形の不案内、組織間の情報交流の不足などで
ある（消防研究所研究資料第69号「新潟県中越地
震被害および消防活動に関する調査報告書」）。そ
の後、「初動時における被災地情報収集のあり方に
関する検討会提言書」などが出されている。
救助作業など具体的な災害対応においては、救

助対象の人数・位置、建物分布、対応資源の場所
（例えば消火栓の位置など）、環境条件（例えば斜
面変状の有無など）など、詳細な情報が必要であ
る。このような情報の検索、発信、整理の場は、
現地組織と住民によってなされることが想定され
ている。万一現地の組織・住民がこれらの情報を
提供できない場合に、外部からの応援部隊は、独
自に情報を収集する必要がある。
平成18年２月17日にフィリピン・レイテ島で発

生した地すべりは、同国の最小の地方自治組織
（「バランガイ」）を壊滅させるような巨大災害であ
った。約1800人の住民がいたとされるギンサウゴ
ンというバランガイは完全に土砂に埋まり、最終
的には約1000人の死者・行方不明者を数えるとい
う破局的な災害であった。
この災害に対しては、住民の他、フィリピン国

軍、国家警察、海外（米軍、台湾、マレーシア、
スペイン等）、赤十字などの応援部隊が捜索救助活
動を行った。彼らがどのような活動をしえたのか、

そのためにどのような資機材、情報が必要とされ
たのか、調査し分析することにより、我が国で将
来起きるかも知れない災害に備える知識を得るこ
とができると我々は考えた。本調査はそのような
背景から実施されたものである。
なお、対象とした災害では、小学校に学んでい

た児童約250名を含め、住民990名が行方不明のま
まである。本調査はあくまで緊急対応について行
ったが、事前予知、対策工事、事前避難が防災の
本筋であることは強調しておきたい。

1.3 調査内容
（１）現地で行われた災害対応について聞き取り調

査を実施した。主な質問項目は、救助活動の
内容、使用した資機材と情報、掘削などを実
施した場所とその選定方法、二次災害の危険
性を認識していたか、専門家から情報があっ
たか、などである。質問に当たっては時間軸
をなるべく明確にすることと、一次情報なの
か二次情報なのかを確認した。これは、様々
な誤った情報が流布しているとJICAマニラ事
務所の方から注意を受けていたからである。

（２）同種災害に適用可能と思われる遠隔計測、予
測技術を現地へ適応し、その有効性及び問題
点を検討した。具体的には、地上型レーザー
計測装置を持ち込み、地形を計測した。また、
複数の衛星画像を入手し、そこからどのよう
な情報が得られるか検討した。また、崩落土
砂の速さや二次的な土石流が発生した場合の
到達距離などについて予測した。

以上を行い、次の資料を得た。
・対象地域の崩壊前の地形図・航空写真判読結果
・衛星リモートセンシングデータ（SRTM、ALOS
PRISM、QuickBird、ASTER）

・GPS測量結果
・衛星データから作成された数値地形
・崩壊後地形の地上レーザー計測データ
・二次的土石流の運動予測結果
・聞き取りのメモ及び関連資料（サンベルナルド
町長、町役場職員、コンサルタント会社現地駐
在の方、その他出会った方々）
これらの資料について、分析、考察を行った。
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1.4 調査結果の概要
調査結果については以降の章に詳しく述べるが、

ここに概要を示す。
（１）３機関合同で実施した聞き取り調査において

は、救助活動が難航した原因、そのなかで必
要とされた機材（重機が被災地内に入れなか
った、飲み水はあるがシャワーが必要とされ
た事など）や情報（地図、要救助者の位置、
現場へのアクセス方法など）に関して教訓が
得られた。なお、第３章にはなるべくメモに
忠実に聞き取り内容を記載した。

（２）主として消防研究センターと委託先の数理設
計研究所が実施した地上型レーザー測量によ
る地形計測（第４章）では、谷間などに一部
データ欠落があるものの崩壊後の地形データ
を得た。源頭部の地形的特徴判読によって災
害素因の推定が可能であること、崩壊前の地
形データとの比較により、浸食された領域、
堆積した領域がそれぞれの深さと合わせて同
定できた。また、平野部の堆積土砂の深さは
救助作業の方針決定の参考となるであろう事
を考察した。なお、現在の技術レベルでは、
データの解析にとても時間がかかった。どの
過程でどの程度時間がかかるのか明らかにな
ったため、今後時間短縮のための技術・手法
開発を行う上での貴重な知見をえた。

（３）主として国土地理院が実施したリモートセン
シングデータと地表踏査データに基づく災害
の特徴把握（第５章）によって、災害後の地
表形状や被災家屋の場所など被災地の様子を
衛星画像等から観察できることが分かった。
また、流れ山の分布や形状に着目して分析を
行い、大規模山体崩壊における土砂の運動の
状況などを推定することの可能性を示した。
これらのデータは、地形学的に意義深いだけ
でなく、災害状況と被災地の状態を知り、安
全で確実な進入経路を選定したり必要な資機
材を配置することに役立つであろう。

（４）主として国土技術政策総合研究所が実施した
土砂の運動形態の調査（第６章）では、現地
調査等により多角的に検討した結果、発生し
た現象を岩屑なだれと推定した。それをうけ
て岩屑なだれの挙動を再現するモデルを選定
し、流速の分布を推定した。流速分布は、建
物等の被害に関連づけることができ、被災地
の被害程度の推定に役立つであろう。また、
救助活動中に降雨により二次的な土石流が発
生したことが明らかになっているが、そのよ

うな土石流の流速、流下範囲について数値シ
ミュレーションを実施し、堆積範囲や到達時
間を予測した。この様な情報は、活動停止基
準の設定や活動範囲の選定に役立つであろ
う。崩壊後の地形など基盤データを素早く収
集すれば、緊急対応に資する情報を創出でき
る技術的基盤があることが示された。

破局的な土砂災害が発生した場合に対応する際
にどのような防災資源（ひと、もの、情報、技術）
が必要か、我が国においてそれらは現状でどの程
度であるのか検証するという本調査の目的につい
て、我々は次の通り回答したい。現状で我々が知
りうる防災資源について、多くの課題が明らかに
なった。一方、解決の方策、方向性を見いだせた
ものもある。多くの方に認識を共有していただき、
課題を解決していく端緒にこの調査報告書がなれ
ば幸いである。
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2.1 発生した事態の概要
発生日時
2006年２月17日（金）10時36分頃
発生場所
南レイテ州サンベルナルド町ギンサウゴン・バ

ランガイ（村）（図２－１）
主な被害２）

・村は完全に埋没
・死者：154人（うち身元不明98人）
・行方不明：990人
・救助された人：53人（21名は病院へ搬送。その
うち２名は搬送後死亡）

・住人のうち生存者：約580人
発生原因
678mm（２月８～17日）に達した降雨（フィ

リピン気象庁Libagon観測点）が誘因と考えられ
る。災害発生の前後に地震が観測されているが、
災害との関連性は現時点で不明３）。なお、地形・
地質的素因については、既報がある４）５）。発生環
境については第６章を参照されたい。
覚知状況
町長自らが被災者と電話中であり、被災者の通

話と通信途絶により覚知。その後市の警察署に近
隣の住民から通報が入った。

2.2 災害対応の概要
2.2.1 フィリピンの地方自治と災害対応
フィリピンの地方自治制度は、最小の「バラン

ガイ」、町もしくは市、州となる。これらは公選の
首長と会議から運営される。また、統治機能は有
しないが複数の州をまとめる「地域」（Region）
という概念があり、政府機関などは「地域事務所」
を有する。
警察及び消防は国家によって統制され、州及び

町（市）に警察と消防の下部組織がある６）。救急
は町（市）の業務である。現地の人に聞いたとこ
ろでは、災害など緊急事態には、117番で警察に
電話をかけ、警察が必要な対応機関へ連絡を取る、
と認識されている。
災害対応に当たっては、町（市）、州、地域、国

にそれぞれ災害調整会議（Disaster Coordination

Council）が立ちあげられる。災害レベルによって、
どのレベルまで立ち上がるかが決まる。サンベル
ナルドの災害の場合、町では対処が難しい規模で
あったので、州知事が現地指揮をとり、国の災害
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図２－１ フィリピン共和国の地図と災害発生位
置（The University of Texas at Austin図
書館HPの地図に加筆）

図２－２ サンベルナルド町役場内の消防署（上）
と警察署（下）



調整会議と連携をとった。
なお、ギンサウゴン・バランガイは310世帯

1857人１）。サンベルナルド市は30バランガイから
構成され、4746世帯23089人（2000年のフィリ
ピン国勢調査７）。南レイテ州は19の町（501バラ
ンガイ）、人口360160人、1760km2である２）。

2.2.2 サンベルナルド地すべりの災害対応
（１）初動体制
本災害発生時にはすでに、同州他地域で洪水な

ど災害が発生していた。そのため、行政機関の防
災対応体制はすでに立ち上がっていた。11時頃
（発生後30分前後）には国家災害調整会議の議長
（Glen J. Rabonza司令官（Office of Civil Defense））
へ南レイテ州Rosette Lerias知事から電話が入り、
国家的な対応がとられた２）。

（２）捜索救助活動
多数の住民の他、フィリピン国軍、米軍（フィ

リピン国軍との合同演習中）、台湾、マレーシア、
スペインのNGO救助隊、赤十字などが捜索救助活
動に携わった。24日に、州知事より終了宣言が出
された。

（３）被災地及び周辺住民への救難
現地政府の他、国連（UNDP）、赤十字などが支

援にはいるとともに、NGO、キリスト教会などが
被災住民の救難に当たった。災害直後の避難者は
３カ所に1448人であった２）。フィリピンにおいて
はNGOが強力で、遅くとも１週間後にはサンベル
ナルド町内にNGOのレジストレーションセンター
ができていたとのことであった（JICA事務所によ
る）。避難状況等については矢守他が詳しく調査し
ている８）。

2.3 復興状況について
南レイテ州知事は「被災地は聖域として再開発

をしない」とし、ギンサウゴン・バランガイは別
の場所で再建を目指すこととなった。図２－３は
一部完成した新ギンサウゴン村の状況である
（2007年１月30日、JICA専門光永健男氏撮影）。
この移転には日本も関与しており、500戸を供与
予定（100戸引き渡し済み）である。
被災地周辺に対しては災害発生前から危険性が

指摘されていたとの報告がある８）。一方、避難範
囲や避難先などを選定するためのハザードマップ
が未整備で、たとえ避難勧告が出ていたとしても
実効性は無かったのではないかという指摘もある。
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図２－３ 一部完成した移転住宅（DPWHの光永
健男氏撮影、2007年１月30日）

図２－４ MGB作成の地すべりのハザードマップ

図２－５ 避難勧告を示す看板



災害後、鉱物地球科学局（MGB）がハザードマッ
プを作成した（図２－４）。５万分の１の地図を元
としており、広範囲に同じ分類に仕分けされてお
り、活用が難しいという欠点はあるが、第一歩と
してこの地図を住民に普及させる事業が展開して
いる。
ギンサウゴンを含め周辺バランガイには現在も

避難勧告が出ている（図２－５）。しかし、かなら
ずしも実効性は上がっていない。同国における土
砂災害に関する技術基盤作成は複雑で、測量、地
図作成、地質調査、公共事業、気象観測などが細
分化され、指導的官庁が不明確になっている。住
民とのリスクコミュニケーションを深めるという
観点から、今後の課題といえよう。

第２章引用文献
１）Frederick John Abo (2006): "Public

Health Situation Report as of February 26.
2006", Asian Disaster Preparedness
Center,
http://www.adpc.net/general/ST%20BERN
ARD_PUBLIC%20HEALTH%20SITUA-
TION.pdf

２）2006年３月20日国家災害調整会議長のプレゼ
ンテーションによる

３）諏訪浩：フィリピン・レイテ島で2006年2月
17日に起きた地すべり災害、自然災害科学,
Vol. 25, No.1, pp. 83 - 97.

４）佐々恭二他：フィリピンレイテ島大規模地す
べり日比合同学術調査団による調査結果の概
要、同調査団速報会資料、2006年

５）上野宏共・地下まゆみ：フィリピン共和国レ
イテ島地すべり調査報告書、千葉科学大学危
機管理学部、2006

６）自治体国際化協会：「フィリピンの地方自治」、
クレアレポートNo.170, 1998.

７）http://www.t-
macs.com/kiso/local/muni/prov_08.htm

８）矢守克也他：2006年２月フィリピン・レイテ
島地すべり災害における社会的対応の特徴、
自然災害科学Vol. 25, No. 1, pp. 99 - 111,
2006
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3.1 調査結果の概要
災害時になされたこと、必要とした情報、資機

材について聞き取り調査を実施した。サンベルナ
ルド町長Maria Lim氏と同町役場職員で救助活動
に従事した方に面談してお話を伺った。また、幸
運にも現地建設コンサルタント会社の駐在の方に
お会いして地元建設会社が提供した資機材等につ
いてお話を伺うことができた。その他、警備担当
の軍関係者や国家災害調整会議関係者、現地でお
会いした住民の方のお話などを元に、救助活動の
実態をまとめた。それぞれの聞き取り内容は3.3に
記載する。
以下には箇条書きで調査結果の概要をまとめる。
・災害直後に近隣住民が救助活動にあたった（図
３－１）。約１時間半後には軍が到着しはじめ
た。同州内他地域で災害発生中で対応体制がで
きていたため、国レベルまで情報伝達・体制構
築が早かった。活動の指揮は州知事が執った。

・現場はぬかるみがひどく、重機や救助隊自体が
動きが取れなくなるほどであった。採石を入れ
進入を図ったが重機は埋まってしまい、現場内
ではあまり役に立たなかった（図３－２）。

・２，３日は地表に見えていて泥に埋まって動け
ない人を掘り出す作業が行われた。助け出され
た人は53人、122人という２つの情報がある。

・３日目以降は住民などが地表を歩き、人間の手
がかりになるようなものを見つけた場合、その
周囲を掘るという作業が行われた（図３－３）。
生存者はほとんど見つからなかった。

・主たる救助標的として児童248名がいたはずの
学校を探した。地形が大きく変わっており、
元々あった場所は、遠くの木を目印に見当を付
けた。人力で掘ったが途中で中止になった（図
３－４）。実際には校舎は流されており、屋根
が別の場所で見つかった。校舎は現在も不明。

・土砂の深さについては厚いところで30ｍと言わ
れていたらしい。

・医療関係者から、生存の可能性の低さと伝染病
の危険性の２つの観点から救助活動の打ち切り
の進言があった。知事の判断で継続したが最終
的には（24日と28日の二つの話がある）救助活
動を打ち切った。

・降雨が続いており、崩壊源では小さな崩壊が続
き、救助に当たる人々も不安を感じていた。地
質の専門家が２日後に派遣されているがどのよ

うな危険性分析がなされていたのかは不明。
・ヘリコプターが飛ぶと斜面が崩れるという現場
の声のため、途中からヘリの飛行が制限された。

・今回の被災地には基盤的な地図（大縮尺の地形
図や住宅地図）が無かった。図３－５は活動中
の写真である。住宅の位置などが書き込まれて
いるが、後述の自治省が所有していた地図を元
としているようである。右下には粗い縮尺では
あるが地形図があり、第５章でふれられている
ものと見られる。活動に参考にするには縮尺が
不足ではないかと思われる。

・広範囲に降雨による災害があり、現地への物資
輸送・移動のために情報（経路・所要時間・耐
重量）が収集された。
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第３章 災害対応活動に関する調査

図３－１ 救助活動中の住民ら（NDCCより）

図３－２ バックホーによる作業（NDCCより）



3.2 教訓
3.2.1 救助活動上の教訓
土砂災害においては、地表の泥濘は避けては通

れない問題である。2005年妙見崩壊地の救助活動
においても、現場へのアプローチ及び被災者の搬
送（実際には航空搬送された）について困難があ
った。航空救助が実施できる人員の確保とともに、
足場板など急性期の徒歩進入に有効な資機材の備
蓄・調達方法などの工夫が必要である。

人が直接土砂に埋没してしまった場合、生存で
きる時間は限定的である。土砂についてのデータ
を著者は知り得ないが、雪崩については窒息死を
防ぎ得る時間の目安として45分程度とされている
１）。このことをふまえると、初期の地表検索の後
には、救助対象の選定を堅牢な構造物（に閉じこ
められた人間）などに絞る方が有益であろう。例
えば学校のような重要で堅牢な建造物の位置（座
標、標高）を事前に登録しておけば有効であろう。
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図３－4 人力で掘削している状況（NDCCより）

図３－3 広大な堆積地内での捜索 （NDCCより）

図３－5 救助に使用中の地図（NDCCより）。



3.2.2 技術的な課題
二次災害の危険因子の抽出、その危険度をどの

程度と見込んでいたか、どのように回避・軽減し
ようとしたか、といった技術的活動については情
報を得られなかった。すくなくとも活動現場の
人々には伝達されていなかったようである。現場
部隊にリスクシナリオを伝達し、避難路や避難行
動指針など軽減策を徹底することは、日本におい
てもそれほど浸透していると言えないのではない
か。例えば、第６章で検討されているような、二
次的土石流の到達予想範囲等を算出しても、それ
がそれぞれの隊員の行動指針に反映されていなけ
れば実効性が低い。災害現場における指揮命令の
あり方とも関連するため簡単な問題ではないが、
検討を要することとして提起しておきたい。
救助活動は被災者の生存時間と二次災害の危険

という二つの要素との戦いである。４km2にも及
ぶ被災面積から、迅速に救助対象の場所を絞り込
まなければならない。そのためには、崩落土砂の
流速の分布を推定し、比較的被害の軽い領域を抽
出する手法や、粘土から流れ山まで様々な粒径を
含み、空隙と水に富む地盤における効率的な探査
方法の開発が必要であろう。なお、堆積深さ分布
の推定や二次的崩落の危険性評価については、第
４章に記載した。

3.2.3 輸送経路の問題
災害時の輸送路確保は、我が国でも問題であり、

特に発災直後に進入する部隊にとって重要である。
一般的には「この道路は通れない」という情報が
作られているが、災害直後に現地へ進出する部隊
にとっては、「この道路は通行可能」「この道路は
踏み板などを使用すれば何とか通行可能」という
情報の方が有益である２）。発災当初は通行可能な
経路を探索し、続いて主要幹線道路のうち応急修
復によって通行可能となるような場所を選定し、
その後に一般道の通行不可能情報を収集・広報す
るなど、発災からの時間に応じて、集めるべき道
路情報の優先順位を変えていくことが有効である
と考える。
また、先に通行した部隊の移動速度・所要時

間・要注意箇所などを外部へ伝えることができれ
ば、その情報に基づいた部隊投入や優先的に仮復
旧すべき地点の絞り込みなどが可能となり、国な
どの後方支援機関にとって有益であろう。

3.3 聞き取り内容の詳細
3.3.1 サンベルナルド町長Maria Lim氏
（１）災害後の被災地状況について
・泥がひどくて人が見えていても助け出せない。
まるでクイックサンド（液状化した砂）のよう
だった。

・災害直近のバランガイ・タンビス・ウノが初め
に対応した。同バランガイ住民が救助に当たっ
た。その後の救助作業を行った組織、人数等に
ついてはサンベルナルド町には情報がない。

・土砂の中から救助されたのは122人と聞いてい
る（注：国家災害調整会議によれば53人）。町
立病院へ搬送し、一部は高度治療可能な病院へ
転院搬送された。

・対応現場から電気の要請があり、町から発電機
を持って行った。州知事から電力会社へ送電線
の仮設を依頼したが、できないとのことだった。
発電機は米軍などのヘリで運んだ。

・州知事から建設会社などへ重機提供の依頼がさ
れた。バックホーなどが提供された（注：3.3.3
参照）。バックホーは投入されたが泥に半分埋
まって使用不能になった。救助作業が終わった
後に大型ヘリで引き上げられた（注：救助活動
実施中、現場上空の飛行は禁止されていた。
3.3.4参照）。その他の重機も土砂の中には投入
できなかった。

・現場では作戦会議が毎夕方行われた。州知事が
議長。ラモス将軍、赤十字など10人以上が参加。
おおよそ30分くらいだったと思う。町長は参席
せず詳細は関知しない。町は救助活動そのもの
にはほとんど関与していない。その後州知事は
町庁舎で、町長とともに記者会見を行った。

・初めの２日は地表で見えている人を掘り出すの
に注力した。首まで埋まっている人もいた。

・災害後２，3日は生存者を救助し得たが、その
後は遺体ばかりだった。救助活動には10人以上
の医師が参加していたが、彼らが、残された行
方不明者の生存確率が非常に低いこと、伝染病
の危険性があることを指摘し、4日後位から停
止を進言していた。

・11日後州知事が救助活動の終了を宣言した
（注：アジア災害予防センターの情報によれば
１週間後とされている３））。

（２）救助活動に対する技術的な支援について
・数日後、州知事の要請（命令か？）で地質学者
が派遣された。（注：3.3.5参照）

・町にはエンジニアは1人いる。地図を求められ
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たが、スケッチ程度のものしかなかった（図
３－６）。バランガイが作った地図を自治省か
ら入手した。学校があった場所を同定したかっ
たが、わからなかった。何週間か後になって屋
根は見つかったが、その下には建物はなかった、
と聞いている。

（３）町の対応
・当日被災地で女性関係の記念行事が開催されて
おり、町職員が参加していた。彼女から町長に
電話が入った。「地すべり。どこへ逃げたらい
いの」と言って切れた。

・町長は発災当時、他町で開催中の南レイテ州の
町長の会合に出席していた。そこにROTC（軍
事教練の学校）の部隊がいた。町長はその場で
被災地への出動を要請した。

・その後警察などに災害発生の通報が入った。
・町としてはペイローダー、排水ポンプなどを派
遣した。

・フィリピンでは、町には住民情報はない。自治
省（DILG）のデータをもらった。それをもと
に被災者数の推定を行った。

・町に対しては、南レイテ州緊急対策チームから
3人の職員が派遣されてきた。このチームのHQ
はMassin（州都）。町は住民の要望などをとり
まとめた。

・同省からRural Health Unitという班が町に派遣
されてきて、住民数などの情報集約を支援して
くれた。

・近辺バランガイの住民避難は軍（ラモス将軍）
が命令・実施した。

3.3.2 ペイローダーの運転員（Ｏ氏（39歳））へ
の聞き取り内容
・ 氏は壊滅したバランガイに隣接するタンビス・
ウノというバランガイに住んでおり、家から地
すべりを目撃した。振動を感じた。煙が出て、
バーンという音がして落ちてきた。（注：ただ
し、振動を感じたことと、煙と音を感知したこ
とは別々の話のなかで述べられた。両者の時間
関係は不明）。岩と泥がほぼ同時に流れていた。
音は強かったが一瞬だった。泥のにおいがした。
とてもねちねちしたものだった。

・ 今の家は1994年頃の築だが、戦争頃から集落
があったと思う。

・ 町長の命によりペイローダーが現地に11時ごろ
現着（氏がペイローダーのある町庁舎に来たか
どうかは不明。現地から町庁舎までバイクで10
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図３－６ サンベルナルド町が所有していた地図



分程度）。そのときにはバランガイの人とROTC
（約20人）、警察（約20人）がいた。
・ 川を渡る手段がなかったので、ペイローダーで
人を渡した（図３－７）。行きはROTCや活動に
参加する住民を乗せてわたり、帰りは救出した
生存者や遺体を運んだ。余裕がなく、何人ぐら
い運んだかは覚えていない。

・ ローダーは町のものと他に1台やってきた
（注：3.3.3参照）。
・ 12時か13時頃にフィリピン軍が多数到着した。
その後の救助活動は軍が主導した。救助活動に
当たっていた住民は夕方に一旦帰るように指導
された。氏は町長命により20時頃活動を打ち切
り、翌日８時から再開した。

・ 翌日18日から外国からの救助隊も活動に参加し
た。インドネシアが最も早く、マレーシア、米
国海兵隊、台湾、遠くはスペインからも援助が
あった。

・ 外国からの応援隊は人は多いが、機械がないの
で活動は難航した。米国海兵隊は軍のトラック
やペイローダーを投入した。

・ 現地では、ペイローダーのほか、ダンプトラッ
ク、救急車、バックホーが使用された。バック
ホーは遺体を埋葬するための穴の掘削にも使わ
れた。そのほか、ヘリ、テント、発電機などの
資機材が使われた。

・ 学校の場所など、重点的に掘削する場所のめど
が立たなかった。住民などが地表を検索し、何
か人間につながるようなものを発見した場所を
掘削した。ほとんど人力で掘った。ローダーか
ら見ている限りでは、手当たり次第といった感
じだった。

・学校の場所は、被災地外の大きな椰子の木との
関係から、だいたいの場所の目星をつけたとの
こと。学校はGPSで座標を押さえておけばよか
った。

・ 二次的な崩壊は怖かった。岩などが崩落すると
周りの住民たちが逃げるのだが、自分はなにも
できなかった。どのような現象は安全で、なに
が危険かなど、二次災害の危険性に関する情報
はなかった。そのことを誰かに聞いてみようと
か相談するような気持ちにはならなかった。そ
の後セミナーなどに参加して勉強するようにし
ている。

3.3.3 コンサルタント会社現地駐在の方の話
・当初、大きな地すべりがあり、４～５のバラン
ガイが壊滅したと聞いた。

・災害後から重機提供の依頼が公共事業道路省
（DPWH）からあった。フィリピンでは国と施
工業者の間にコンサルタント会社が入る契約に
なっており、施工業者から重機提供を行った。
内容はブルドーザー１、ローダー２、ダンプト
ラック３、発電機１。

・特徴的と思われたのは、飲料水はあるがシャワ
ーがないということだった。給水車を送った。

・救助活動に対しては、砕石敷設による進入路や
ヘリコプター離着陸場の建設、人員等搬送、安
置所の建設などを行った。

・それまでの雨で道路網が傷んでいたので、輸送
路について情報を求められた（18日頃）。20日
現在の情報（距離・状況・耐荷重・所用時間）
をまとめて提供した（図３－8）。アプローチが
問題だった。アプローチ道路については迂回路
仮設を行った。
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図３－７ 救助に当たる人々を乗せて川を渡るロ
ーダー（写真：NDCCより）

図３－8 現地コンサルタント会社がまとめた進
入路の被害状況と所要時間



3.3.4 フィリピン国軍Ｓ中佐の話
・翌日現場に入った。
・穴を掘る機械は入れなかったのでシャベルで掘
った。掘る場所は、何か手がかりかもしれない
ものが見つかった場所か、本当に見当だった。
地域割りして調査するなどの作戦はなかった。

・斜面に亀裂が入っていて時々崩れて落ちるのが
見えた。鉱物地球科学局（MGB）の技術者が監
視に当たった。チヌークが飛ぶと揺れるのでや
めてくれと要求し、途中から飛ばなくなった

・外国部隊とは、時間で交代した。
・学校があった場所はだいたいの場所を人力で掘
ろうとしたが、途中で中止された。土砂が30ｍ
にも及ぶと言われた。

3.3.5 国家災害調整会議議長Glen J. Rabonza氏の
話（2006年３月）

・災害後にはMGBが地質学者を派遣した。そのな
かには米国地質調査所の人もいた。日曜日に飛
び、月曜日か火曜日に現地に入ったと思う。

・氏が災害を覚知したのは、南レイテ州知事から
の電話で、11時頃だった。国家災害調整会議は
すでに洪水災害で立ち上がっており、その日の
午後に予定されていた会議で議題とされた。す
ぐにサンベルナルドの軍基地へ連絡し、偵察ヘ
リを飛ばした。「山が壊れているMountain
Collapsed」という報告があがってきた。

・15時には大統領がラジオで声明を発した。その
日のうちにUNDP等と連絡を取り、米軍の派遣
を含む災害救援要請が出された。

・日曜日の朝までには台湾などからの救援も得ら
れることが分かり、月曜日には台湾の部隊が到
着した。彼らの持ち込んだ音声探知機が反応し
たために、次の金曜日でも全容を把握したとは
思えなかった。

・マレーシア、スペイン（救助犬を連れたNGO）
からも救助隊が来た。

・２チーム24名の坑夫がPMSEA（フィリピン鉱
山安全環境保全協会）から派遣されている。そ
のほか、軍からヘリコプター、空挺部隊の救助
隊、航空救助隊などが救助作業に従事した。

・泥にはまって動きが取れなくなってしまった救
助隊もあった。

3.3.5 住民の方の災害時の話（2006年３月）
（１）Ｆ氏
・山の上の方で仲間と仕事（アバカという繊維作

り）をしていた。振動を感じて、上から枯れ枝
が落ちてきた。下を見ると村は見えていた。少
し小高い場所へあがると、その数秒の間に村は
消えていた。家族を亡くした。

・山の頂上から離れた場所に小高い丘があり、そ
の間にわき水があった。水は途中で消えて、下
まで川があったわけではない。

（２）ギンサウゴン・バランガイで家を建てていた
人の話４）

・地震を感じた。山を見ると小さい崩壊が起きて
いた。外に出てみると大きな地すべりが発生し
た。あわてて逃げ出して近くの木に登った。一
緒に作業をしていた４人のうち３人が助かっ
た。

第３章引用文献
１）北海道雪崩事故防止研究会編（2002）：決定

版雪崩学、山と渓谷社、P. 350.
２）消防研究所（2005）：平成16年新潟県中越地

震被害および消防活動に関する調査報告書、
消防研究所研究資料第69号、P.166.

３）Frederick John Abo (2006): "Public
Health Situation Report as of February 26.
2006", Asian Disaster Preparedness
Center,
http://www.adpc.net/general/ST%20BERN
ARD_PUBLIC%20HEALTH%20SITUA-
TION.pdf

４）佐々恭二他：フィリピンレイテ島大規模地す
べり日比合同学術調査団による調査結果の概
要、同調査団速報会資料、2006年
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崩壊の規模や素因となった地質構造など、発生
した現象を理解すること、残存斜面の傾斜、流路
の傾斜など二次災害危険性の評価のために必要な
データを獲得すること、救助活動指針を決定する
材料とする事を想定して堆積した土砂の深さを求
めることの３点を目的として地形計測を行った。
天候が良ければ、すでに確立された航空機によ
る詳細で迅速な地形計測技術１）を用いることがで
きる。一方、2006年７月の岡谷市災害のように天
候が悪く航空機調査がなかなかできない場合もあ
り、本調査では可搬型の機材を用いて地上から実
施する方法を採用した。

4.1 計測の概要
4.1.1 人員
消防研究センター１名（統括）、数理設計研究
所４名（プロジェクト管理者、計測責任者、支
援２）、ガイド・荷物運搬の現地雇用者２又は
３名。

4.1.2 機材
表４－１に用いた測定機材を示す。角度範囲を
指定すれば自動的にその範囲の地形を計測するレ
ーザースキャナ（LPM2K）と、手動で視準して対
象の位置を測る簡易測定機の２種類を用いた。主
として用いたのはレーザースキャナであるが、堆
積域のくぼんだ領域などを測定するためには、そ
の近くの高台から測定する必要のあることが2006
年の測定結果から分かった。電源を含めて40kgす
るレーザースキャナを持ち堆積域内を試行錯誤的
に移動しデータを取得して回ることは時間・労力
的に不利だと判断して、2007年には、主として堆
積地内のデータ密度の薄い領域を測定するために
簡易スキャナ（約３kg）も使用した。
測量機の他、制御用ＰＣ、携帯型GPS、参照点

用の反射板、目印用の竹棒（現地調達）などを用
いた。機材はニッケル水素電池で運用した。
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表４ー１ 測定装置の仕様
装置名 測距精度 角度制御誤差 光線の拡散角度 スキャン速度

RIEGLE LPM-2K 50 mm 0.009゜ 1.2 mrad 2 points / sec.

試作簡易スキャナ
FG21PG

50 cm 0.15゜ 2 mrad 手動視準・手動測定

図４－１ 測定点分布状況

図４－２ 計測状況（設置点１）

第４章 地上型レーザー測量による地形計測



4.1.3 測定方法
図４－１、表４－２に測定箇所の一覧と主な測

定対象を示す。源頭部については対象がはっきり
しており、見通しやすいため、測定距離以内まで
のアプローチは肉体的に大変であったが技術的に
は容易であった。一方、その他の領域に対しては
測定点の選定が難しかった。測定点は、広い領域
が見渡せる高い場所を選んでいる。そのため、例
えば流走域の谷間など、高い位置から見おろせな
い場所のデータが得られにくい。また、広範囲の
堆積領域においては、中流の高い位置からの測定
では、先端部に行くほど見通し角度が得られにく
く、特に低い領域に当たるレーザー光が少なくな
る。極端な場合では、流れ山地形の頂部ばかり測
定する可能性がある。そのため、2007年の測定に
おいては、簡易装置を用いて間を補った。
複数の測定点からのデータを精度良く合わせる

ために、反射板を用いた参照点を複数配置した。
レーザースキャナでは反射板の形状も測定される
ため、相対位置の測定に役立った。
測定が１年間空いてしまったため、その間の二

次的な崩壊、地形変化及び植生の繁茂、元地盤及
び堆積物の圧密沈下により、特に堆積領域では地
形変化を生じている可能性がある。なるべく2006
年のデータを主体とするように統合時に処理した。

4.1.4 データ処理
複数点から測定したデータをそれぞれ保存し、

帰国後にデータを結合した。結合に当たっては、
特徴的な面や参照点のデータをCAD上で整合さ
せ、各測定点の相対位置と各点における測定機の
３軸の向きを調整した。それをもとに測量データ
を統合し、測定点及び参照点のGPS座標を利用し
てグローバル座標系（UTM51）へ変換した。
つぎに2006年と2007年のデータの結合を行っ

た。結合にあたっては、2006年のデータを重視す
るために、2006年のデータ点から10ｍ以内にある
2007年のデータをのぞき、それ以外の2007年の
データを2006年のデータと統合した。
なお、グローバル座標への変換にあたっては、

GPSの鉛直方向の誤差が大きいため、誤差発生が
懸念される。なるべく誤差を縮小するために２カ
所の参照点で国土地理院による高精度のGPS測量
結果を利用させていただいた。但し、後述の通り
衛星データから作成された崩壊前の地形との整合
にあたっては、被災外の裸地の標高を両者が均し
くなるように合わせた。
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表４ー２ 機械設置場所と主たる測定対象

測定点 機材 主対象 計測時間 測定点数 北緯（携帯GPS） 東経（携帯GPS）

１ LPM2K 堆積領域全体 2006年３月22日
９時～14時

約13000 10.33546667 125.1022667

２ LPM2K 源頭部～流走域 2006年３月23日
12時～14時

約7000 10.3391667 125.0923667

３ LPM2K 流走域～堆積域 2006年３月24日
11時～14時半

約13000 10.33326667 125.0975333

４ LPM2K 堆積領域南側 2007年１月31日
12時～14時

約6700 10.3306353 125.1026998

５ LPM2K 堆積領域南縁低地 2007年１月31日
14時半～15時半

約3600 10.33026655 125.1041364

６ LPM2K 堆積域北側 2007年２月１日
９時半～10時半

約2500 10.3353668 125.1048946

７ LPM2K 流走域～堆積域への
変換領域

2007年２月１日
11時半～14時半

約7300 10.3334769 125.1047532

８ LPM2K 流走域の谷底 2007年２月１日
15時～16時

約2300 10.33412 125.10229

９ FG21PG 堆積域中央部から
末端部

2007年１月31日
14時～14時半

約1800 10.3330406 125.1090641

10 FG21PG 堆積域北部の低地 2007年２月１日
12時～12時半

約1500 10.3352167 125.1077344



4.2 得られたデータ
4.2.1 データ分布
図４－３に測定データ点の平面分布を示す。背

景画像はQuickBirdによる災害後のもの（第５章
参照）で、補正は行っていない。等高線は国土技
術政策総合研究所によりSPOT-５データ及び
SRTMデータから生成したもので、災害発生前の
地形を表す。災害前の地形データは、GPSやフィ
リピン測量局（NMRIA）が作成した地形図（第５

章参照）にくらべ、標高値が高かった。そこで崩
壊地外の裸地（対岸の十字架がある点（X =
731595.348, Y = 1142011.646）で計測データと
崩壊前地形データの標高が均しくなるように標高
値を減じた。緑色の点がデータが得られた場所で、
青い三角で測定点を表している。赤い四角は被災
した集落を代表して小学校の場所を示す。
データが欠落している領域は、谷底などの低い

地域、水面などである。図４－４に測量データか
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図４－３ 測定データ平面分布。背景はQuickBird画像、等高線は国総研（SPOT-5データによる）による。

図４－４ データから得た測定範囲内の等高線図



ら求めた崩壊後の状況を示す等高線を示す。崩壊
前に比べ、上流から中流にかけての谷が深まって
いることがわかる。
なお、植生のある部分からもデータが得られて

いる。植生がある地域では地表からの反射と樹冠
からの反射の両方が混在する可能性があるが、デ
ータを詳細に見分したところ、測定値のばらつき
が小さく、樹冠のデータを得ていると見られる。

4.2.2 源頭部の特徴
図４－５に写真を示す源頭部については特徴的

な構造が見られていたので、高密度に計測した。
図４－6に崩壊源頭部の傾斜の分級図を示す。源
頭部右岸に比較的平滑な岩盤の面が存在する。そ

の方位を求めるために、図４－5に青枠（図４－6
黒枠）で示した範囲の傾斜角度と方向を平均値と
して求めた。結果、各面の走向傾斜は次の通りと
なった：面１（N47゜W 52゜E）、面２（N45゜
W 50゜E）、 面３（N44゜W 32゜E）、面４
（N37゜W 43゜E）。なお、目視によれば面１と２
の上に三角形の比較的平滑な緩斜面が見られたが、
計測結果では階段構造が現れており、この面につ
いては走向傾斜は求めていない。全体としてこの
岩盤は、上から下へ緩斜面と急斜面が繰り返して
おり、その境界は明瞭で、何らかの構造的な因子
を反映している可能性がある。走向はおおむねＮ
Ｗ方向で、源頭部左岸側の岩盤は、これに直交し
ている。これらが周辺の地質構造と関連している
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図４－６ 源頭部の傾斜分球図図４－５ 源頭部の写真

図４－７ 災害前後の標高の変化（青：標高が下がった部分、赤：増えた部分）



かどうか、広域な検討が必要である。それにより
この山地が今回のような大規模な崩壊を（地質学
的時間スケールで）発生しやすい構造を持ってい
るのかどうか、あるいは、台湾集集地震（1999年
９月21日）による大規模崩壊で報告されているよ
うな岩盤の座屈変形２）のような前兆的な山体変形
が生じていたのかどうかを、検討できると思われ
る。

4.2.3 崩壊土砂量
図４－７に国総研がSPOT-5とSRTMデータを基

に作成された崩壊前地形データの標高値から測量
結果の標高を引いたものを示す。背景は崩壊前の
等高線である。15ｍメッシュのDEMを作成し、両
者の差を求めた。
標高が低下した（浸食された）領域を青で、増

加した（堆積した）領域を赤で示す。標高150ｍ
よりも上部で浸食がされており、それより下部で
堆積域になっている。浸食された領域、堆積した
領域の分布は、現地での観察結果とほぼ調和して
いる。この丘陵の稜線（図のほぼ左端）から少し
離れたピーク地点で深度が200ｍを超す深い崩壊
であったことが分かる。なお、測量データがある
領域の北端部や南端部に測量データの標高が高い
（見た目上堆積土塊が厚い）領域が存在している。
この原因については現時点では不明で、今後検討
したい。
この結果から、源頭部の標高が減少した範囲の

面積は0.85km2、体積減少量は2.9×107ｍ3、堆積
領域の面積は2.6km2、土量増加量は約2.0×107ｍ3

と求められた。減少量と増加量が釣り合わない理

由としては、増加量が少ない方に影響する要因と
して、崩壊地外への流出と氾濫源や水田の軟弱土
層の圧密沈下の２つの要因があり、逆に作用する
要因として、崩壊物の空隙増による膨張と堆積地
内では系統的に高い点のデータをとりやすい測定
方法をとっていることの２つの要因がある。崩壊
前の地形についての詳細なデータがないため精度
の高い崩壊土砂量の算出は困難であるが、崩壊の
体積はおおよそ上記の２つの値の間と見積もられ
る。この規模は、1984年長野県西部地震による御
嶽山の崩壊（3.6×107ｍ3）３）には及ばないものの
非常に大規模である。

4.2.4 地形の変化
図４－８には、図４－７に示した縦断線

（"Longitudinal"）上の地形変化を示した。この縦
断線は、最上部から流走域まではおおよそ谷筋を
通る断面で、堆積域に入ってからは直線として引
いたものである。なお、測量データの精度管理の
面から、なるべくデータのある領域を選んだ。こ
の断面図を見ると、最上部では出尾根のような形
状のピークを越えて崩壊が生じていることが示さ
れている。
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図４－８ 縦断形状の変化 図４－９ 横断形状の変化



図４－９には、図４－７に示した３つの横断面
（Transverse H，M，D）の地形変化を示した。源
頭部の横断面である"Transverse H"では、崩壊が
横断方向にも凸型斜面で生じていることが示され
ている。深いところでは250ｍ近い厚さを持って
いる。北端ではSPOT-5によるデータと測量データ
の差は10ｍ以内で、よく一致していると考えられ
る。南端では、崩壊地の外までは測量データが得
られていないため、値が低い。流走域のＭ断面で
は、500～600ｍの部分で谷壁を浸食している一方、
流路には若干の堆積を生じている程度で、元々の
地形上を流走したものと想像される。
堆積地内の断面図Ｄでは、北側では堆積物が厚

く、南側では薄い。とくに南側には元々堤防状の
地形があり、その地形が崩壊後も見られている。
他の断面に比べて崩壊後の地形が起伏に富んでい
るのは、流れ山地形による（第５章参照）。

4.2.5 堆積厚さ
図４－10に堆積領域の土砂深さを詳細に見たも

のを示す。堆積域の上流側で凹凸が見られ、流れ
山が分布している。図のやや左より下部の20ｍを
超す値は異常で、データ密度の低い領域にあるこ
とから、誤差であると考えられる。この図から見
ると崩壊土砂の厚さは４～10ｍの領域が広い範囲

を占めている。小学校のある付近は６ｍを超す堆
積量になっている。その西側には北北西から南南
東に一連の高まりがあるが、元々地盤の高かった
場所（図４－９Ｄ断面の800ｍ付近の盛り上がり）
である。この自然堤防様の地形上にはさらに流れ
山が堆積している。

4.3 有効性についての検討
4.3.1 データの解析に関わる時間について
計測そのものに関わる時間は、緊急対応の時間

軸から見ておおよそ許容範囲の中にあろう。一番
の課題は、データ処理の時間である。処理に要し
た時間は、１年分あたり約15人日であった。時
間・装備の制約から、測定点毎のデータを統合す
るうえで必要な参照点・面の測定に現地で時間を
かけられなかったため、統合に時間がかかった。
また、GPSのデータとレーザー計測データの整合
性をとる作業にも時間をとられた。この背景には、
基盤データがない（参照できる地形図がない）、持
ち込める装備に制限があった（例えば参照点を高
精度の測量で位置を求めるなど）という２つの事
があげられる。国内であればより効率的なデータ
統合が可能であろう。
さらに時間を短縮するためには、測定技術の向

上が必要である。地上からの測定ではどうしても
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図４－10 堆積深さの分布図



死角を生じるため、堆積地内を移動して複数の測
定点から計測する必要がある。そのため、データ
合成をふまえた測定計画作成のための工夫が必要
である。測定中にグローバル座標系に順次変換し
ていくアルゴリズム（例えば、GPSや精密測量あ
るいは被災外の基準面のデータから測定点の座標
と機械の傾斜を求めておき、自動・半自動で測定
データ変換を行う、など）の開発を今後の課題と
したい。

4.3.2 得られたデータの利用方法
得られたデータが緊急対応に有効に使えるかど

うか検討する。崩壊源の地形を計測することは、
発生した現象の理解と土量の概算ができることの
２つの意味がある。発生素因としての地質・地形
的特徴が計測できれば、似たような地形が近傍に
ないか、という目で同種災害が発生するかどうか
が検討できる。また、土量の見積もりは、それ自
体は緊急対応には役立たないが、堆積域の面積が
求められれば、平均的な堆積厚さを評価し、必要
な土工量を推測できる。
流走域の地形計測は、死角が多く、今回の地形

ではかなり難しかった。第３章に記載した聞き取
り内容にあったように、災害後に、崩壊の源頭部
壁面などが崩落し、土石流を生じている。もし流
走域が精度良く計測できれば、それらの到達領域
や速さが推定でき、二次災害防止に役立てること
ができる。
堆積域の測定は、土砂の深さ分布を求めること

が可能となる。建物が流されていなければ、その
位置を掘る量が分かるので、救助対象の優先順位
付けに役立つであろう。建物の堅牢性が分かって
いれば、浅い場所にある建物の方が健全である可
能性が高い（流されていれば生存確率そのものが
低い）。
一方、建物の健全性は受けた衝撃力にも依存す

る。全体の崩壊地形の中でどのような流速分布で
あったか（流れの早い領域がどこだったか）、知る
必要がある。具体的検討は第６章において国土技
術総合政策研究所が実施されている。

4.4 まとめ
可搬型の計測機械で可能な地形計測を実施し、

大規模な崩壊地でどのような客観的データを得る
ことができるか検討した。現在の手法ではデータ
を得るまでに時間がかかりすぎた。今後の技術、
手法の開発が必要であること、その方向性が明ら
かになった。

得られたデータは、崩壊源頭部の形態、崩壊後
の地形、崩壊による浸食量・堆積量の分布、堆積
深さなどであった。これらのデータは発生した現
象の理解、救助活動の方針決定、二次災害防止の
ための判断に有益であると考えられる。データの
蓄積と過去の災害の統計的な分析という基礎的な
研究と、実際の救助活動においてどの程度の時間
尺度と労力投入が許されるかなど、実際的な研究
が必要である。

第４章引用文献
１）鈴木浩二・岩波英二・三上幸三・東川敏・枦

木敏仁（1999）：ヘリコプター計測システ
ムによる災害調査手法について，砂防学会誌，
Vol. 52，No. 3，pp. 59-62．

２）古谷尊彦（2001）：1999年９月21日台湾集
集地震に起因した大規模地すべり現象につい
て，地すべり，Vol. 37，No. 4，pp. 33-
40．

３）「1984年長野県西部地震の地震および災害の
総合調査」（文部省科学研究費報告書 研究
代表者飯田汲事），pp. 5．
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国土地理院では、災害後の人工衛星リモートセン
シングデータを使って地形計測等を行ったほか、
災害前の地形を航空写真や地形図等を活用して把
握して、今回の地すべり災害の地形的特徴を把握
した。

5.1 今回の調査で収集した資料
5.1.1 災害前の地形図関係
（１）レイテ島地すべり周辺５万分１地形図
フィリピン測量局（National Mapping and

Resource Information Agency： "NAMRIA"）が
作成した5万分1地形図を基に、国土地理院が編集
して作成した（図５－１）。図化に使用した航空写
真では山岳部に雲がかかっていたため、山頂部の
等高線が白部となっていて記入されていない。道
路網等のデータは直近のものに修正してある。地
すべりの位置については、米国太平洋軍司令部の
webサイト掲載写真から推定して記入してある。

（２）等高線が全て記入されている地形図
等高線が全て記入されている地図も入手したの

で、図５－２に示す。米軍が衛星画像から等高線
を補完して記入したものと推定される。等高線の
形状を比較すると、等高線を舐めて書いた傾向が
あり（細かい凹凸が表現されていない）、等高線の
精度は余り良くないと判断される。

5.1.2 災害前の地形データ（DEM）
（１）SRTMのDEM
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)

は、スペースシャトル「エンデバー号」に搭載さ
れたレーダにより、全世界の詳細な立体地形デー
タを作成することを目的として2000年2月の11日
間に渡って行われたミッションである（Je t
Propulsion Laboratory, 2007）。2007年2月28日
現在、SRTMによる3秒（約90m）解像度のDEM
（Digital Elevation Model）が米航空宇宙局
(National Aeronautics and Space Administ-
ration:NASA)のftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/か
らダウンロード可能であり，そのデータを用いた。
欠測値については、地球地図ホームページ
（http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi）
からダウンロード可能な地球地図フィリピンの標
高データ（元データはUSGS, United States

Geological SurveyのGTOPO30）から内挿補間し
て、それを補った。SRTM-DEM（90m解像度）と
NAMRIA5万分1地形図の等高線を重ね合わせたも
のを、図５－3に示す。

第５章 地形図、航空写真、人工衛星リモートセンシングデータ等を活用して把握した
レイテ島地すべりの地形的特徴

図５ー１ レイテ島地すべり周辺５万分１地形図

図５ー２ 等高線が全て記入されている５万分１
地形図



（２）NAMRIAの5万分1地形図から作成したDEM
NAMRIAが作成した５万分１地形図には20m間

隔の等高線が描画されているので、これを数値化
し20 m解像度のDEMを生成した。数値化した等
高線には欠測箇所があったため、その箇所につい
ては、90 m解像度のSRTM-DEMから共一次内挿
法で20 m解像度に標高値を内挿して、20 m解像
度のDEMを作成した。その結果を図５－4に示す。

5.1.3 災害前の空中写真
（１）1950年代の米軍写真（２コース）
NAMRIAで所有している米軍撮影の航空写真を

使用した。NAMRIAには写真のフィルムはなく、
画像データ（写真をスキャンしたもの）のみ保管
していた。山地部は雲に覆われている。NAMRIA
５万分１地形図の基になった空中写真と考えられ
る。今回、この空中写真を判読して、災害前の地
形の特徴を把握した。空中写真の標定図を図５－
５に示す。この写真の諸元は、以下の通りである。
コース344 1952年7月16日撮影 縮尺1/34,100
コース345 1952年9月26日撮影 縮尺1/35,900

5.1.4 災害発生後に撮影された人工衛星画像
（１）Quick Bird単画像
地すべり発生後に撮影されたQuick Bird画像の

内、雲の少ない画像を２画像購入した。２画像の
雲の無い部分を組み合わせることにより、地すべ
り域全域とその周辺の集落の領域がカバーされる。
直下視の解像度は0.7ｍであるが、オフナディア角
が40°以上と大きいので、実際の地上分解能は
1.5～２ｍ程度と余り良くない。Quick Bird画像の
諸元を表５－１に示す。また、購入した2つの
Quick Bird画像全域と 地すべり域を拡大した
Quick Bird画像を図５－６(a)(b)(c)に示す。

（２）ALOS PRISMステレオ画像
国土地理院と宇宙航空研究開発機構（JAXA）

との共同研究協定に基づき、DEM及びオルソ画像
作成とその精度検証研究を目的として、JAXAか
らALOS PRISM画像を入手した。前方視、直下視、
後方視のステレオ視可能な３画像有る。画像の諸
元及び各シーンの緯度経度は表５－２の通りであ
る。
レイテ島地すべりの堆積域をクローズアップし

たPRISMの直下視画像を図５－７に示す。堆積域
は判読可能であるが、崩壊部は雲下で判読不可能
である。従って、PRISMステレオ画像でDEMを作
成して崩壊前の地形のDEMと差分をとっても、

ALOS PRISM画像のみで災害後の地形データが全
てとれるわけではなく、崩壊量の算定はできない。
堆積量の算定のみ可能である。
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図５ー３ SRTM-DEM（90m解像度）とNAM-
RIA地図上の等高線の重ね合わせ

図５ー４ NAMRIA等高線から生成した20m解像
度DEM

図５ー５ 米軍写真の標定図
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図５－６（ａ） 2006年4月16日撮影のQuick
Bird画像

図５－６（ｂ） 2006年4月18日撮影のQuick
Bird画像

図５－６（ｃ） レイテ島地すべりのQuick Bird画像（2006年4月16日撮影）

表５ー１（ａ） QuickBird画像の諸元（１） 表５ー１（ｂ） QuickBird画像の諸元（２）



5.2 地形計測結果
5.2.1 衛星画像・空中写真のGCP計測
ALOS PRISM画像、並びに米軍空中写真の位置

決めをするために、それぞれの画像上で視認でき
る地点（Ground Control Point : GCPと呼ぶ：道
路の交差点、橋梁、舗装の変化地点等が該当する）
の位置をGPSで計測した。GCPの配点図を図５－
８に示す。地すべり域周辺の集落内や道路上で１
～８（２、６は欠測）及びＴの地点で測定を行っ
た。その際集落内では一地点だけ計測するのでは
なく、集落内の交差点毎に格子状にGCPを配置し
て計測を行った。また、この他にも西海岸沿いで
道路の橋梁部を中心に４点GCPの計測を行った。
GCPのGPS計測している様子を図５－９に示す。
なお、GCP測量に使ったGPS機器は、Trimble

社製 GeoXT（日本での販売代理店は、（株）ニ
コン・トリンブル）である。GeoXTは、1m以下
の位置精度を必要とする場合、リアルタイムで
WAAS（ワース：Wide Area Augmentation
System：INMARSAT（インマルサット）を利用
した米国の広域補強システム）やMSAS（エムサ
ス：Multi-functional Transport Satellite）といっ
たSBA S（静止衛星型衛星航法補強システ
ム:Satellite-based Augmentation System：運輸
多目的衛星MTSAT（エムティーサット）を利用し
た日本の衛星補強システム）からの補正信号を利
用することができる。しかし、今回は、その補正
信号を得て測量していないので、未補正の単独測
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表５ー２（ａ） ALOS PRISM画像の諸元

表５ー２（ｂ） 各シーンの緯度・経度

図５ー７ ALOS PRISM 直下視画像（堆積域をクローズアップしたもの）



位による座標を以下に掲げてある。
なお、GCP以外にも現地調査の際に、地すべり

災害地内において流れ山の頂部、倒壊した家屋、
地形的な特徴点など何点かでGPS測量を行ってい
る。その位置図を図５－10に示す。GPS測量によ
る座標値並びに楕円体高を表５－３に示す。

5.2.2 流れ山の現地地形計測
現地調査の際に、流れ山の形状・比高をGPS、

ハンドレベル・メジャー等で計測した。GPS計測
の方は、Trimble社製 GeoXTを持って流れ山の
外形に沿って歩いてトレースし、流れ山の形状デ
ータを取得した。流れ山の比高は、Trimble社製
GeoXTで流れ山の下と頂部でGPS計測を行い、そ
の楕円体高の差を比高とした。
ハンドレベル・メジャーによる計測では、流れ

山の長径と短径について、直接メジャーで計測し
た。今回直接計測した流れ山は１個であるが、長
径が20m、短径が18ｍと、ほぼ円形の形状を呈し
ていた。比高については、ハンドレベルを使って
計測した。４箇所で計測したが、小型なもので5.8
ｍ、大型なもので9.4ｍの比高を呈していた。
GPS計測した流れ山の形状については、図５－

11に表示しておく。

5.2.3 流れ山の図化計測
ALOS PRISMステレオ画像を判読して、流れ山

地形の図化を行った。本来であればステレオ画像
を図化機にかけてステレオ図化計測するのが正確
であるが、今回は図化機にかけて正確に計測する
時間的余裕が無かったため、以下に示すような簡
便な方法で図化計測を行った。
まず、ALOS PRISM画像について、前方視と直

下視画像の組み合わせ、前方視と後方視画像の組
み合わせで実体視判読を行った。その判読結果を
画像に直接移写した。次に直下視の画像について、
GCPの座標値や地すべり地内の倒壊建物等の位置
同定が可能な点の計測座標値を用い、画像に位置
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図５ー８ ALOS PRISM画像、米軍空中写真のGCP配点図（背景画像はALOS PRISM直下視画像）

図５－９ GCPのGPS測量の様子
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図５ー10 現地調査におけるGPS測量実施地点
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表５ー３ GPS測量結果



を与えてGIS上で計測可能なようにした。そして
画像に移写した判読結果をGIS上でトレースし、
座標値を持ったポリゴンデータとして取得した。
図５－11には、図化したポリゴンデータの内、

流れ山の外形ポリゴンデータについて、ALOS
PRISM直下視画像上に表示したものを示す。なお、
ステレオ画像の判読の場合、どちらかの画像に雲
がかかっていると実体視ができない。そのため、
直下視の画像で流れ山が存在することが確認でき

ても、ペアの画像が雲に覆われている箇所につい
ては、図５－11では流れ山が表示されていない。
次に、GIS上で流れ山について様々な計測を行

った。まず、ArcGIS9.1に付いている解析機能を
用いて、流れ山ポリゴンデータの重心座標、面積、
周長を求めた。それから、流れ山ポリゴンデータ
について重心を通る任意の線を中心とする２次モ
ーメントを計算し、モーメントが最小になる方向
を流れ山の長径の方向とした。それと直交する重
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図５ー11 ステレオ画像判読した流れ山と現地地形計測した流れ山の分布 （背景はALOS PRISM画像）

図５ー12 土砂災害地域を３つに区分



心を通る線の方向を短径の方向とし、それぞれ長
径と短径の長さを求めた。また、周長／面積、短
径／長径を計算で求めた。またALOS PRISM画像
から崩壊地の最下端の位置を仮に定めて、そこか
ら各ポリゴンの重心との距離を求めて流送距離と
した。以上の計測データ値をExcelの表に収納した。

5.3 衛星画像判読及び地形調査の結果
5.3.1 衛星画像判読結果
Quick Bird画像はオフナディア角40°以上と大

きく、実質的な地上分解能は1.5～2ｍ程度である
が、カラー画像であるため各堆積域の色調の違い
が良く判読できる。今回の土砂災害地域は大きく
崩壊域・流走域・堆積域に３区分でき、単画像の
ため高低感がつかみにくいが、流れ山地形の存在
は確認できる（図５－12）。また、崩壊域や流走
域に巨レキが残っている様子も確認できる。流れ

山地形は、概ね下流に行くほど大きさ（長径・短
径・比高）が小さくなってきており、流れ山堆積
域の上流側では大型の流れ山が集中しているのに
対し、下流側ではやや小型の流れ山が集中してい
る（図５－13）。長径の方向依存性については、
画像を判読する限りでは、長径が流下方向に対し
て直交しているものが多いように感じられ、流下
方向に対して扁平化している可能性がある。
図５－14は大型の流れ山の現地写真であるが、

この流れ山は現地地形計測の結果、比高9.4ｍであ
った。図５－15はより下流側にある小型の流れ山
の現地写真である。小型の流れ山については、
元々小型だった可能性の他に、その後の土石流・
泥流に埋積されてその中腹部以上が顔を出してい
るに過ぎない可能性もありうる。
また、土砂堆積物の末端部ではしわ状の地形が

Quick Bird画像で確認できるが（図５-13）、これ
は流れ山がまとまってほとんど流れ山の形状をな
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図５ー13 Quick Bird画像の判読結果

図５ー14 大型の流れ山 図５ー15 小型の流れ山が集中



さずに一連の帯状に配列したもので、その間に挟
まれた凹部は帯水している（図５－16）。
一方、ALOS PRISM画像は、分解能が2.5mとや
や粗く細かい地形の判読は困難であるが、実体視
が可能であるため、流れ山地形等の高低感が決め
手になる地形の判読は容易である。
また、土砂に埋もれて倒壊した建物等が現地で

確認できたが、Quick Bird画像でもその存在は確
認できる（図５－17）。ただし単画像であるため
に倒壊状況については画像だけでは判断困難であ
る。一方、ALOS PRISM画像は、何らかの地物が
存在することは判読できるが、それが倒壊した建
物であることは判読不可能である。

5.3.2 現地地形地質調査結果
今回の現地地形地質調査では、源流崩壊部につ

いては雨天のため近づくことができず、主に流れ
山堆積域において地形地質調査を行った。源流崩
壊部の地質については、上野・地下（2006）など

既存の報告では、火山角礫岩、デイサイト質凝灰
岩、角閃石デイサイトなどの火山岩ないしは火山
性の砕屑岩から構成されている。崩壊部の出口周
辺に三角末端面が連続する（図５－18）ことから、
崩壊地下部に活断層が存在することが確認できる。
いくつかの流れ山において、断面の地質構造を

観察することができた。火山砕屑岩や火山岩塊等
の元の火山体構造が確認でき、火山岩塊にはジグ
ソーパズル構造が認められる（図5－19）。また、
岩塊の隙間を埋めるマトリックスは乾燥している。
このような堆積物の特徴は、火山体の大規模山体
崩壊に伴う岩屑なだれ堆積物に見られるものであ
る。従って、今回の地形災害は大規模山体崩壊に
伴う岩屑なだれが発生したものと判断し、以下で
は地すべりという言葉は極力使わず、「（大規模）
山体崩壊」という言葉を使うことにする。
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図５ー18 三角末端面図５ー16 しわ状地形の現地写真

図５ー17 Quick Bird画像で判読できる建物被害 図５ー19 流れ山の断面（火山体の構造が残って
いる）



5.3.3 崩壊前の地形についての空中写真判読結果
大規模山体崩壊は、活断層として知られるフィ

リピン中央断層が形成した東向き斜面で発生した。
米軍写真の実体視判読、並びにNAMRIA５万分１
地形図の等高線に示されている地形を読図した結
果、直線状の構造が明瞭（図５－20）である。直
線状の構造のうち、南北に連続性が良いものが2
本存在する。この他にも、河川支流の屈曲から図
５－20にはマッピングしていない直線状の構造が
あるかもしれない。
なお、最も東側にある一番明瞭な直線上の構造

は、西側（山地側）落ちの断層形状を示している。
一方最も西側の直線上の構造は、三角末端面が確
認でき東側（平野側）落ちの断層形状を示してい
る。従って、この断層帯自体、周りと比べて落ち
込んだ地形が直線上に連なっていることになる。
こうした直線状の構造が今回の大規模山体崩壊と
直接関係しているか否かは不明である。しかしな
がら、後述するようにこの断層線の南方延長上で
著しく破砕された断層露頭が確認されており、こ
のように脆弱な地質構造が大規模山体崩壊を素因
として引き起こした可能性は高いものと考えられ
る。

今回の大規模山体崩壊は崩壊壁の形状が「くの
字」になっている。また、滑落崖付近には周囲の
尾根と比較すると、比較的矩形に湾入した箇所が
認められる。これらの形状は、既往の断層破砕帯
に崩壊が影響されていた可能性を示唆するものか
もしれない。また、写真判読の結果から、古い崩
壊跡の滑落崖と思われる地形が、稜線上に連続し
て判読される。一方、国土技術政策総合研究所が
地球観測衛星Teraに搭載されたセンサーASTERの
ステレオ画像から15mメッシュのDEMを作成して
いるが、このDEMから発生させた等高線を見ると、
今回被災しなかった平野部にいくつか円状に閉じ
た等高線が散見され、古い流れ山地形と判断され
る（図６－8参照）。この地形は、NAMRIAの５万
分１地形図の等高線には表現されていない。
この地域は地すべりの危険地域とハザードマッ

プでも表示されているが（図2－4）、米軍空中写
真を判読する限りでは今回の崩壊壁と同規模の崩
壊跡地がいくつか確認でき、古い流れ山地形も確
認できることから、頻度等は明らかではないがこ
の地域が過去に何回か大規模な山体崩壊を繰り返
していた可能性が示唆される。今後この地域の土
砂防災を考える上では、この点も考慮する必要が
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図５ー20 米軍空中写真の判読結果 オレンジ：旧崩壊地形，黄色：断層線（波線はリニアメント）



あるように思われる。

5.3.4 周辺の地すべり災害と断層破砕帯の存在
調査地域の山地は、全体として西に傾動する地

塊を形成しており、分水嶺が東側に局在し東斜面
は急崖を形成している。今回の大規模山体崩壊は
その急崖で発生した。空中写真判読でも、その急
崖の基部に南北に延びる断層地形が明瞭に判読で
き、フィリピン中央断層の延長部にあたる。この
断層の南方延長部にあたるHimay-angonから
Lepantoにかけての国道で、2006年2月13日頃の
大雨で地すべりが発生し、国道ごと崩落させてい
る。この箇所の地質を観察すると、断層運動によ
り断層角礫化や断層粘土化、カタクレサイト化し
て、かなり脆弱な断層破砕帯となっている（図
5－21、図5－22）。今回の大規模山体崩壊や地す
べりがこの断層のテクトニックな活動によるもの
かどうかは不明であるが、素因的に断層破砕帯の
存在が影響を与えた可能性が高いものと考えられ
る。

5.4 地形解析の結果
5.4.1 崩壊前の地形条件（20mグリッドDEMの

解析）
山体崩壊前の地形について、20mグリッドDEM

で解析を行った。主滑落崖の縁の最高標高は780
m、流動域の先端の標高は20 m、その間の距離は
3880 mなので、見かけの摩擦角は、（780 m－20
m）÷3880 m＝0.20で、約11°である。標高80
mより上流が崩壊域と土塊の移動域と見積もると、
主滑落崖から標高80 mまでの距離は1590 mなの
で、その見通し角は、（780 m－80 m）÷1590
m＝0.44で、約24°となる。また、流動域と見積
もられる標高80 mから標高20 mの間の距離は
3880 m－1590 m＝2290 mであるので、その見
通し角は、（80 m－20 m）÷2290 m＝0.03で、
約2°と見積もられる。
20m解像度DEMから、注目地点を中心とする

３×３グリッド（すなわち60 m×60 m）の平均
傾斜を計算した。その結果を図５－23に示す。等
高線からDEMを生成しているので、等高線付近で
傾斜の緩急が著しい。
今回の大規模山体崩壊地における崩壊前の地形
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図５ー23 NAMRIA等高線DEMから計算した傾
斜図（20 m解像度）

図５ー22 破砕の進んだ露頭（カタクレサイト化
している）

図５ー21 断層破砕帯の露頭（下部は断層角礫と
なっており、断層面付近は断層粘土化してい

る）

図５ー24 地すべり域におけるNAMRIA等高線
DEMに基づく標高と傾斜の関係



の標高と傾斜の関係をプロットすると、図５－24
のようになった。標高が約240 mまでは標高20 m
間隔で傾斜のデータがプロットされているが、こ
れは等高線からDEMを発生させているためであ
る。標高が高くなるほど傾斜が急になる傾向があ
るが、その傾向に反して標高340-380 mでは傾斜
が40-60°と高めに、標高380-420 mでは低めに
現れている。これは、古い崩壊斜面の中央部にあ
る突出部の斜面直下の急傾斜をなす図５－2３のA
地点と、B地点のように、その突出部の両側に位
置する緩斜面の存在を反映したものである。A地
点の急斜面は、図５－23の傾斜図を見ると、崩壊
地形の範囲のみならず南北方向にも連続性がよい
ので、風化抵抗性の高い岩石がケスタ地形状に斜
面に現れているのかもしれない。
同様に、図５－24の標高600 m付近で、その直

上、直下の標高帯よりも傾斜が小さめ（38°-
44°）となっているのは、C地点で示した標高
600 m付近に、たまたま風化抵抗性の強い岩石と
弱い岩石が配列しているためなのか、不明瞭な滑
落崖とそれに伴う土塊の移動域が形成する幅の狭
い緩斜面なのか、山体のはらみ出しに伴うのか、
それとも別の要因なのかは不明である。

標高が750 m以上になると、標高600-750 mと
比較して傾斜が小さい5-40°の斜面が現れる。こ
れは、今回の大規模山体崩壊の滑落崖付近に緩傾
斜の斜面があったためである。

5.4.2 流れ山の地形解析
ALOS PRISMステレオ画像の実体視により把握

した流れ山地形について、流れ山地形のポリゴン
データの解析により、各流れ山の重心座標、面積、
周長、長径、短径、長径の方向、流送距離等を求
め、Excelに収納することができた。その結果を表
計算ソフトで解析し、それぞれの計測値同士の関
係を検討した結果を報告する。
ここでは、長径と短径の関係（図５－25）、流

送距離と面積の関係（図５－26）、流送距離と長
径の関係（図５－27）、流送距離と長径短径比の
関係（図５－28）を図示する。
一般には長径が大きくなると短径も大きくなる

が、その値には多少のバラツキがある。長径短径
比を見ると、0.5～0.9の間のものが多い。なお、
流送距離との関係については、面積、長径、長径
短径比共に特段明瞭な法則性は見いだせない状況
である。
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図５－25 長径と短径の関係

図５ー26 流送距離と面積の関係

図５ー27 流送距離と長径の関係

図５ー28 流送距離と長径短径比の関係
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流れ山堆積域を相観的に６つのエリアに区分し
て（図５－11参照）、それぞれのエリアの流れ山
の平均計測値を整理した結果を表５－4に示す。
なお長径の方向については、東の方向（Ｘ軸方向）
に対して反時計回りの角度で表示している。
流れ山の大きさについては各エリアでバラツキ

があり、エリア１と２で比較的大きな流れ山が多
く、平均長径が30ｍを、平均面積が500ｍ２を越え
ている。それに対してエリア３～６は、平均長径
が21～24ｍ、平均面積が240～345ｍ２と明らかに
小さい。長径短径比について見てみると、エリア
２と５が0.65程度の数字なのに対して、他の４つ
のエリアは0.7以上の数字を示し、エリア２と５の
流れ山がより扁平になっている。また流送距離と
の関係で見てみると、エリア２は流送距離が大き
い割に流れ山の大きさも大きく、より扁平になっ
ているという特徴がある。長径方向については、
各エリアの平均で80°～95°の間に入るものが多
く、南北方向ないしはやや（10°弱）東にずれた
方向を示しているが、エリア１は76°、エリア６
は106°と他のエリアと比べて多少平均卓越方向
がずれているようである。
今回の流れ山の計測は、簡便な方法で図化した

ものであり、そのため比高等の立体形状について
は計測されていない。そのため今回の報告では、
簡便な方法で図化した結果のみを報告することと
し、他の大規模山体崩壊の流れ山地形との比較等
の定量的な解析は、今後の課題としたい。

5.4.3 他の大規模山体崩壊との比較
図５－29は、荒牧・宇井（1981）による、日本

の代表的な山体崩壊を対象にしてＨ（落差）とＬ
（流走距離）をグラフにプロットしたものに、今回
のレイテ島の山体崩壊と米国セントヘレンズ火山
の山体崩壊を追加でプロットしたものである。レ
イテ島の山体崩壊は、日本の代表的な山体崩壊と
比べて規模（落差、流走距離）が小さく、落差に

比べて流走距離が短い、摩擦係数が大きいタイプ
の山体崩壊である。

5.5 まとめ
衛星リモートセンシングによる災害状況の把握

であるが、光学画像の場合、雲天下では地表面が
観測される画像が撮れず、南レイテにおいては有
効な画像が災害直後に取得できなかった。そのよ
うな意味では、災害状況の迅速な把握という意味
では課題が残っている。
今回、災害から2ヶ月後に撮影された約1m分解

能の高分解能衛星単画像を購入し、災害状況の判
読を行った。1m分解能であれば、比較的詳細に災
害状況や地形変化状況を判読することが可能であ
る。また、災害後半年以上後に撮影された2.5m分
解能ステレオ画像により、災害状況の把握を試み
た。分解能が粗い分判読特性は良くないが、実体
視が可能であるために、高低感のある地形の判読
には有利であり、流れ山の判読と計測を行うこと
ができた。
流れ山地形が存在することから、当初から地す

べりよりは岩屑なだれに近いのではないかと推察
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図５ー29 レイテ島地すべりのH/L図

表５－4 各エリアの流れ山形状の計測結果の平均値



されたが、現地調査により流れ山の断面を観察し、
元の火山体の構造を保存しており、ジグソーパズ
ル構造等が認められたことから、今回の土砂災害
は大規模山体崩壊に伴う岩屑なだれが発生したも
のと判断した。
また、衛星リモートセンシングデータの他、地

形図や空中写真等を活用し、災害前の地形につい
て、等高線や空中写真の判読やDEMによる地形解
析を行った。その結果、今回の崩壊と同規模の崩
壊跡地が判読でき、平野部に古い流れ山地形が確
認できることから、過去に何回か大規模な山体崩
壊を繰り返していた可能性が指摘できる。また、
大規模山体崩壊を起こした斜面の基部には、明瞭
な活断層地形が連続しており、その延長部にはか
なり脆弱な破砕帯が確認できた。今回の大規模山
体崩壊に断層のテクトニックな動きが影響したか
どうかは不明であるが、素因的に断層破砕帯の存
在が影響を与えた可能性は考えられる。
いずれにしても、衛星リモートセンシングデー

タのみならず、地形図や空中写真の情報を活用す
ることにより、今回の大規模山体崩壊に伴う土砂
災害について、その地形的な特徴を把握すること
ができた。また、衛星リモートセンシングデータ
により、流れ山に着目して地形計測を行い、様々
な視点から地形解析を行うことができた。
今回は時間が無く、他の山体崩壊との流れ山地

形形状の比較は行えなかった。今後、磐梯山、鳥
海山、セントヘレンズなど、過去の代表的な大規
模山体崩壊との比較検証を行っていきたい。今回
は正確な図化を行っていないため、流れ山の比高
は求められていない。今後はALOS PRISMの図化
を行い、可能であれば移動土砂量の見積もりや、
より詳細な流れ山地形の図上計測等を行い、今回
の大規模山体崩壊について地形学的な視点からよ
り定量的な評価を行っていきたい。
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上野宏共・地下まゆみ(2006)：フィリピン共和国
レイテ島地すべり調査報告書．千葉科学大
学危機管理学部．

33



6.1 レイテ島災害の発生環境の整理
6.1.1 災害発生時の降雨状況
図６－１に災害発生前のタクロバンおよびマー

シンにおける日雨量を示す．レイテ島では2006年
２月１日より断続的な降雨が観測され，マーシン
では２月11日に最大日雨量227mmを記録してい
る．また，災害が発生した２月17日までのマーシ
ンにおける累加雨量は627mmに達している．また，
タクロバンにおいての最大日雨量は，２月12日に
133mmを記録している．
レイテ島南部は10月から２月までが雨季となっ

ており，過去にもこの期間に大規模な土砂災害が
発生している．特に1991年11月にはレイテ島北西
部のオルモック（Ormoc）において，死者・行方
不明者8000名に達する大規模な土砂災害が発生し
ている（加藤，1998）．また，2003年12月には，
今回の被災地から南に約50km程度南に位置する
パナオン（Panaon）島においても死者行方不明者
150名以上の地すべり災害が発生している（桜
井・他，2004）．

6.1.2 地質・地質
図６－2にフィリピン地質図（http://tvipacific.
com/main/）を示す．当該地域は，既存の地質図
では，新生代第三系～第四紀の堆積岩と記載され
ているが，現地調査より，火山岩および火山砕屑
岩類を主体としている．また，これをほぼNW－
SE方向にフィリピン中央断層が切断している．火
山岩の噴出年代については不明であるが，産状か
ら恐らく新生代第三紀程度であると推測される．
図６－３に被災地の全景写真を示す．崩落壁右

岸側には，NE-SW方向の層理面を持つ塊状溶岩が
露出し，左岸側には節理面が不明瞭に発達した火
砕岩が認められる．
崩壊は，ギンザウゴン村西側斜面，標高約780

ｍ付近で発生し，崩壊の規模は全長約1,000m，最
大幅約400m，最大深は鉛直方向で約100m程度と
見積もられる．崩壊によってもたらされた土砂の
最大到達距離は，4,500m程度に及ぶ．図６－４に
堆積物の分布状況を示す．現地調査より，堆積物
は大きく最大数m程度の火山砕屑岩や火山岩塊か
らなるブロックと，最大20cm程度の円礫を多く
含む火山砂からなる細粒堆積物に分類される．細
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第６章 崩壊土砂の挙動に関する検討

図６－１ 被災地付近における日別降水量分布．灰色部：レイテ州都タクロバンにおける日別降水量，斜
線部：被災地に近いマーシンにおける日別降水量分布，矢印は災害発生日を示す.



粒堆積物はしばしばラミナ構造を呈し，ブロック
部を埋めるようにアバットする．両者に時間間隙
を示す地質学的証拠は認められない．また，ブロ
ック部には特徴的にジグソークラック構造が認め
られる（図６－５）．堆積物の特徴よりブロック部
は山体崩壊による流山ブロック，細粒堆積物は山
体崩壊直後に発生した土石流堆積物と判断される．

図６－６は，山体崩壊堆積物の外縁部に位置す
る家屋の破壊状況を示す．この破壊された家屋の
上位および周辺部には土砂の堆積が確認されず，
堆積物との位置関係から，爆風（ブラスト）によ
って破壊された可能性が高い．これらの観察事実
より，今回の災害は，地すべりあるいは深層崩壊
（桜井・他，2006）ではなく，山体崩壊（岩屑な
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図６－２ フィリピン地質図（http://tvipacific.com/main/より）

図６－３ レイテ島地すべり災害の源頭部写真．右岸最上流部に塊状溶岩が認められる．



だれ）であったことを強く示唆していると考えら
れる．よって，本研究では，今回の災害を岩屑な
だれとそれに付随した土石流として定義する．

6.1.3 DEMの取得
シミュレーションによる災害予測を行う際には，

正確なDEM（Digital Elevation Map）の取得が必
要不可欠である．近年，航空レーザー測量技術の
進展により，極めて短期間に，高精度のDEMが取
得されるようになったが，即時性が求められる海
外で発生した災害に対しては，航空機運搬の問題
や，現地における解析等について多くの解決すべ
き問題があり，その適用は現実的ではない．
一方，海外における災害の情報取得方法として

は，人工衛星によるデータ取得が迅速であり，す
でに火山噴火や地震災害等，諸外国における自然
災害発生時の状況把握や各種解析に用いられてい
る．
本研究では，災害発生直後の2006年３月１日に

撮影されたASTER画像を用いてDEMの取得を行
った．
図６－７にASTERによって撮影された被災地全

域を示す．また，解析対象範囲を図６－８に示す．
作成したDEMのメッシュサイズは15m×15m，総
メッシュ数は103,037メッシュである．
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図６－４ 崩壊物の堆積状況．手前側に火山砕屑
岩よりなる流山ブロック，遠景に細粒堆積物
からなる土石流堆積物が認められる．

図６－５ 流山の内部構造．強いせん断を受けて
形成された複数のクラックが認められる．

図６－６ 爆風によって破壊された家屋．屋根や
周辺には堆積物が認められず，また，崩壊斜
面方向に吹き飛ばされている．

図６－７ 2006年３月１日に撮影されたASTER
画像．赤色範囲は災害発生エリアを示す．コ
ンターは100m．



6.2 レイテ島岩屑なだれの挙動解析
6.2.1 地形解析
ASTERデータより作成したDEMを用いて，赤

色立体地図（千葉・鈴木，2004）を作成し，現地
測量結果（第４章参照）の重ねあわせ図を図６－
９に示す．また，図６－10(a)，(b)にDEMより作
成した縦断図を示す．崩壊は標高約700m付近か
ら発生し，最大38°の急勾配を形成した．また，
土砂堆積域の平均河床勾配は3～７°であり，
DEMより計測された岩屑なだれの最大到達距離は
約4,500mであった．
図６－11に本岩屑なだれのH/L図を示す．今回

の岩屑なだれの見かけ等価摩擦係数はμ=0.15で

37

図６－８ ASTERから作成したDEMデータの作
成範囲．図６－7の赤色で囲んだ範囲に対応
している．

図６－９ 赤色立体図と現地測量結果との重ね合
わせ図

図６－10 (a)DEMから作成した縦断図（左が下
流側）．(b)縦断測線．

(a)

(b)



あり，一般的な岩屑なだれのエリアにプロットさ
れる．通常，土石流の見かけ等価摩擦係数は，0.3
～0.5程度，地すべりの場合はそれ以上大きな値を
とることが知られている．よって，今回発生した
岩屑なだれは流動性に富むものであったことが示
唆される．

6.2.2 岩屑なだれの流下速度推定
災害発生前の降雨状況や被災者へのヒアリング

（第３章参照）より，災害発生以前の斜面は水に飽
和していたことは間違いないであろう．また，岩
屑なだれは平均勾配38°の斜面において発生し，
平均勾配20°の斜面を著しい浸食を伴って流下し
ている．目撃証言からもかなりの高速で流下した
ことがわかっている．
本岩屑なだれの流下・堆積特性は，1984年御嶽

山伝上くずれ（芦田・江頭,1985）あるいは，
1997年秋田県澄川地すべりに伴う岩屑なだれ
（林・他,1997）とも酷似している．よって，御嶽
山伝上くずれの運動メカニズムを表現できる芦
田・江頭(1985)のモデルを用いて，レイテ島岩屑
なだれの運動特性の説明を試みる．

芦田・江頭(1985)は，土塊内部のせん断ひずみ
がある値に達したときに，崩土の流動化が起こる
ものと考え，このひずみエネルギーは，土塊と斜
面との摩擦仕事によって供給されるものと仮定し
て，内部構造が完全に破壊されるために必要な移
動距離の条件を次式のように提案している．

ここに，Uf：土塊の移動速度，Ufo：斜面をいく
つかの勾配ごとに折れ線で近似したとき，各斜面
における上流端の移動速度，hf：土塊の最大移動
厚，ｘ：各斜面の上流端からの移動距離，ｆｂ：土
塊と斜面との間の流体抵抗係数，θ：斜面勾配，
λ：土塊の空隙率，ρｆ：土塊全体の平均密度であ
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図６－11 H/L図．黒プロットはその他の岩屑なだれ（Ui,et.al.1983）,■はレイテ島岩屑なだれを示して
いる．

（１）



る．
今，θ=38°，λ=0.4，ρ=1.0g/cm3，ρ

s=2.65 g/cm3， ，fb=0.02とし，土塊の内部摩擦
角を計算より，φ=8,10,15と仮定して（１）式を
解くと，土塊の移動速度は，最大63.5～67.6m/s
となる（図６－12）．
図６－12より，φがいずれの値であっても，標

高550ｍまでには50ｍ／ｓに達し、標高235m付
近で最大速度に達している．このシミュレーショ
ン結果は，目撃証言より推定された流下速度であ
る100～150km/h（諏訪，2006）よりは若干速い
が，防災科学技術研究所の広帯域地震計によって
測定されたレイテ島地すべりの震動継続時間（継
続時間約50秒；山中，2006）とも整合が良い．さ
らに，1980年セントへレンズ火山の岩屑なだれで
観測された最大流下速度70m/s（Voight, et. al,
1983）とも整合性が良い．

6.3 二次的崩落発生時の土石流発生予測
桜井・他(2006)が指摘しているとおり，崩壊地

内には多量の不安定土砂が残存しており，今後の
降雨状況によっては，下流域に土石流となって流
下する危険性が高い．実際，桜井・他(2006)では，
調査時の降雨（時間雨量10～20mm程度）で小規
模な泥流タイプの土石流の発生を報告している．
ここでは，災害発生当時と同様の降雨を想定し，

数値シミュレーション解析を行い，二次的土石流
災害の影響範囲の推定を行う．

6.3.1 流出解析
数値シミュレーション解析を行うに当たり，土

石流のハイドログラフを設定する必要がある．そ
こで，図６－1に示した雨量のうち，最大値であ
るマーシンにおける2005年2月11日の日雨量
（227mm）から最大雨量強度を算出し，中安の単
位図法によりハイドログラフを設定する．
有効雨量強度については，土石流対策技術指針

（案）に従い，物部式を用いた．

ここに，re：有効雨量強度(mm/hr)、r24：24時
間雨量(mm)，f：流出係数，C：定数（120），A：
流域面積(km2)である．
ここで，流域面積A=2.09km2であることから，

(2)式より，re=61.9mmとなる．作成したハイエ
トグラフとハイドログラフを図６－13に示す．

6.3.2 計算開始点の設定
計算開始点は現地調査による土砂堆積状況を勘

案し図６－14に示すように，流域界の最下流端と
した．計算開始点の河床勾配は，6.5°（1/8.8）
である．
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図６－12 岩屑なだれの移動速度と河床勾配との関係

（２）



6.3.3 シミュレーションモデル
今回使用したシミュレーションモデルは，財団

法人 砂防・地すべり技術センターが開発したJ-
SASを用いた．このモデルでは，土石流を２つの
レジームにわけ，砂礫移動層が自由水面まで達し
た状態を土石流状態とし，流動層が砂礫移動層と
水流層に分離した状態を掃流状集合流動状態と定
義している．また，土石流状態での抵抗則は，流
れの応力をエネルギー方程式に基づいて，降伏応
力（クーロン力）と粒子の非弾性衝突および間隙
流体の乱れによる応力の和として評価している．
一方，掃流状集合流動状態では，砂礫移動層の

抵抗則は土石流状態と変わらないものと仮定し，
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図６－13 ハイドログラフとハイエトグラフ 図６－14 流域界と計算開始点．

表６ー１ 計算条件一覧



水流層にはプランドルの運動量輸送理論を用いた
江頭・他（1989）の研究成果を用いている（高
濱・宮本，1992）．

6.3.4 その他のパラメータ
計算に必要なその他のパラメータを表６ー１に

整理する．

6.3.5 計算結果
最大流動深分布図を図６－15に示す．土石流は

計算開始点より約1.4km流下している．また，勾
配の緩い箇所で一旦貯留され，再度流動している
のが認められる．最大流動深は最大で８m未満で
ある．
図６－16に最終土砂堆積深分布図を示す．土砂

のほとんどは計算開始点直下の緩勾配部で堆積し，
下流側へは泥水のみが流下する結果となった．図
６－17に土石流の到達時間分布を示す．土石流は
流下開始後２分以内に1.4km程度流下している．

6.4 まとめ
2006年３月１日に撮影されたASTERデータよ

りDEMを作成し，また，現地調査結果とあわせて
2006年レイテ島災害の解析を行った．その結果，
１）地質学的観察およびH/L図より，本災害は岩
屑なだれ（山体崩壊）の特徴を明確に持つことが
明らかになった．
２）一次元シミュレーション解析を行った結果，
岩屑なだれの流下時の最大速度は63.5～67.6m/s
に達していた可能性がある．
３）二次元氾濫シミュレーションにより土石流二
次災害の氾濫予測を行った結果，土石流は最大
1.4km下流まで到達する可能性が示唆された．
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図６－15 最大流動深分布図
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図６－17 到達時間分布図

図６－16 最終土砂堆積深分布図
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おわりに

本調査においては、各機関がそれぞれの考え方と技術を用いて、一つの災害を多角的に調査
する機会を得た。様々な研究機関が有する価値観と技術をうまく融合することにより、今後、
緊急対応を安全で確実なものとするに資する技術的基盤を発展させていきたいと考えている。
本調査実施中は、基盤的地図がない、土地勘がない、行政情報がないなど、情報が無いこと

に大変不安を感じた。様々な調査が手探りで進む状況だった。一方、時間は限られていた。そ
れはちょうど、発災直後の情報が無く、けれども現実に救助の必要がある、という時期に似た
ものだったかも知れない。そのような中で、各機関が特徴を生かして、完全ではないであろう
が、ある程度の成果を上げられものと考えている。
得られた知見・経験を生かし、防災に資することにより、潜在的な人命損失を減じることを

もって、本災害に被災された方々への手向けとしたい。
2007年３月15日 新井場公徳
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