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１．はじめに 

 2006 年２月 17 日に発生したフィリピン国南レイテ州サンフェルナルド市における大規模地すべり災害

に関連して，各種衛星画像を活用した地形的な特徴の把握と現地調査を行った．現地調査は，内閣府災害

対策総合推進調整費「レイテ島地すべり災害における救援活動の実態と応援技術の性能調査」の予算を使

い，平成 19 年の１月 29 日～２月３日に，消防庁消防研究センター，国土技術政策総合研究所，国土地理

院の３機関共同で行った． 

 

２．研究内容 

 災害後の高分解能人工衛星画像を使って，画像判読や地形計測を行い，今回の山体崩壊災害の地形的特

徴を把握した．また，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，災害発生の地形的条件を

把握した．現地調査では，衛星画像をジオコーディングするために，災害域周辺の道路交差点・橋梁等の

GCP で GPS 測量を行った．また，堆積域に置いて現地地形計測と地形地質踏査を行った． 

 

３．得られた成果 

３．１ 今回の調査で収集した災害前の地形資料 

・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（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 

・STRM の DEM（90ｍ解像度） 

・NAMRIA の５万分１地形図から作成した DEM（20ｍ解像度） 

・1950 年代の米軍空中写真（２コース）1952 年７月及び９月撮影 縮尺約 1/35,000 

 

３．２ 災害後の衛星画像の判読と現地調査結果との比較 

 今回活用した高分解能衛星画像は，以下の通りである． 

・Quick Bird 単画像パンシャープン 2006 年４月 16 日，18 日 

・ALOS PRISM 画像（前方視，直下視，後方視） 2006 年 10 月 10 日 

 Quick Bird 画像はオフナディア角が 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明瞭である．大きく崩壊域・流走域・堆積域に３区分でき，

流れ山地形の存在も確認できる．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

くなっている（図－１）．現地の大型の流れ山の写真を図－２に示す．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－３）．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．土砂堆積物の末端では流れ山がまとまって一連

の帯状に配列して凹部は帯水しており，しわ状の地形が衛星画像で確認できる（図－１）． 

 一方，ALOS PRISM 画像は，崩壊部が雲に覆われており，流走域の一部と堆積域のみ判読が可能である．



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． 

 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出来た．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－４）．このような堆積物の

特徴は，火山体の大規模山体崩壊による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される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図－１ 土砂災害域の Quick Bird 画像       図－２ 大型の流れ山の現地写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図－３ Quick Bird で判読できる建物被害         図－４ 流れ山の断面 

 

３．３ 災害前の地形についての写真判読 

 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．空中写真判読では，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．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，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．この断層の南方延長部にあたる国道で，2006 年２月 13 日の大雨で地すべり

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．今回の大規模山体崩壊に対し，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． 

 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，既往の断層破砕帯が崩壊に影響

を与えていた可能性を示す．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．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，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． 

 

３．４ 流れ山の図化計測と地形解析 

 ALOS PRISM ステレオ画像の実体視により流れ山地形を判読し，GIS 上で流れ山地形のポリゴンデータか

ら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，それぞれの計測値同

士の関係を検討した．長径と短径の関係（図－７），流送距離と面積の関係（図－８），流送距離と長径

の関係（図－９），流送距離と長径短径比の関係（図－10）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． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図－５ 流れ山の長径と短径の関係        図－６ 流れ山の面積と流送距離の関係 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  図－７ 流れ山の長径と流送距離の関係      図－８ 流れ山の長径短径比と流送距離の関係 

 

 流れ山堆積域を６つのエリアに区分して，それぞれの流れ山の計測値の平均値を計算したものを表－１

に示す．流れ山の大きさについては，エリア１と２で比較的大きな流れ山が多く，それに対してエリア３

～６は明らかに小さい．長径短径比について見てみると，エリア２と５が約 65％程度で，他の４つのエリ

アは約７割で，エリア２と５の流れ山がより扁平になっている．また流走距離との関係で見てみると，エ

リア２は流走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．長径方向について各エ

リアの平均を見てみると，エリア１と６が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． 



表－１ エリア毎の流れ山地形の計測結果（平均値） 

調査項目 /計測地域 全域 1 2 3 4 5 6 

長径（平均 ,  m） 24.5   30.2   31.8   24.2   23.5   21.7   21.2   

短径 (平均 ,  m) 16.1   20.7   18.6   17.5   15.9   13.5   13.9   

短径 (平均 ) /長径 (平均 )×100 65.6   72.3   64.8   73.7   71.0   66.1   69.5   

面積 (m 2 ) 126 .2   572 .2   518 .2   345 .1   291 .4   241 .1   241 .4   

崩壊源からの距離（平均 ,  m) 2004 .9   1813 .1   2221 .4  2031 .8   1802 .5   1604 .4   2289 .2  

相関係数（長径と短径） 0 .76   0 .80   0 .73   0 .87   0 .69   0 .81   0 .71   

長径方向 (°) 92.3   76.4   86.9   86.3   94.8   82.5   106 .1   

 

３．５ 他の大規模山体崩壊との比較 

 図－９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Ｈ（流走距離）を

グラフにプロットしたものに，今回のレイテ島地すべり

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．レイテ島の地すべりは，日本の代表的

な山体崩壊と比べて規模が小さく，落差に比べて流下距

離が短い，摩擦係数が大きい山体崩壊である． 

 

                              図－９ 代表的山体崩壊との比較 

４．結論 

 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，レイテ島地

すべりについて，その地形的な特徴を把握することが出来た．この土砂災害は，流れ山の存在やその断面

の地質観察の結果から，地すべりではなく大規模山体崩壊による岩屑なだれと判断される．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や，断層破砕帯の存在が素因として影響を与えた可能性が指摘

される．また，ALOS PRISM ステレオ画像を使って流れ山に着目して地形計測を行い，様々な視点から地形

解析を行うことが出来た． 
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