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ABSTRACT 
 

The history of disasters in Japan is marked by a profound number of landslides that are caused not only by 
climatic and topographic factors but also by problems in land management.  Although previous case studies 
revealed the current land-use of areas where landslides occurred in the past, investigation on a larger scale is 
necessary to cover the widely distributed landslide zones.  This study aims to understand the land-use of 
landslide zones on a national scale by using GIS and landslide distribution maps.  Creation and analysis of a 
database covering all landslide zones in Japan indicate that, 1) land-use of landslide zones in the same region 
are similar, whereas distinctive traits are seen in different regions, and 2) recently, in some cases landslide 
zones are used for residential purpose.  Finally, this study presents three examples of methods to utilize the 
new database in other research fields. 

 
 

第一章	 序章	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
1-1	 研究の背景と目的  
我が国は地質構造上、平地が乏しいという国土の特徴を有す

る。特に山間地においては、土地の大半が急傾斜地であり、

人が生活していく上で困難が多い。しかし山間地にあっても

広く緩斜面が分布し、農村集落が発達している地域があるが、

そこは過去に地すべりが起きた地域である可能性もある。	 	  
	 近年、地すべり地が再滑動し、被害をもたらす事例が数多

く報告されているi。地すべりの発生誘因は主として降雨や地

震などによる地下水位の変化であるが、宅地造成のための切

土や盛土などの人為的影響もその一つとして挙げられている

ii。ここでは、地すべり地が緩傾斜であることで人的介入が進

み、再滑動の潜在性を高めると考えられる。したがって、地

すべり地における土地利用がどのように使われているか把握

することは、今後の防災対策の一助となりうるであろう。 
	 しかしながら、地すべり地の土地利用については、限られ

た地域において事例的にその実態が明らかになりつつあるが、

全国をカバーするには至っていない。また、既往研究では地

すべり地の中でも、主に農業が行われている地域に特化して

おり、そのような地域以外の土地利用に関しては焦点を当て

ておらず、その実態は不明瞭であるといえよう。 
	 したがって本研究では GIS（地理情報システム）を用いて
地すべり地における都道府県毎、市区町村毎の土地利用のデ

ータベースを作成し、その実態を把握するとともに、そのデ

ータベースの活用策を提示することを目的とする。 

1-2	 既往研究と本研究の位置づけ  
	 全国的な視野から地すべり地の特徴を捉えようとした従来

の研究には、全地すべり地を対象に面積や傾斜と地すべり発

生頻度の関係を統計的に分析した論文iiiや、GISを用いて地
図の重ね合わせ解析を行い地すべり地形の分布を規定する地

質区分や地形特徴を定量的に検討したものivがある。しかし、

これらは、地すべり地の土地利用について言及はしていない。 
  一方、地すべり地の土地利用に関する研究では、長崎県北
松浦郡を例に地質と土地利用の関係を論じたものvや埼玉県

の山地における地すべり地と集落立地との関係を調べたもの

viなどがある。それらは地すべり地が生活の場として人工的に

利用されていることを明らかにしているが、いずれも限られ

た地域での事例的な研究である。 
	 以上で示したように、地すべり地の土地利用は局所的に明

らかにされてきた。しかし本研究では地すべり地の土地利用

方法には地域によって差異があるという視座から、全国的な

スケールにおいて土地利用の実態を論じる点において独自性

があると考えられる。 
1-3	 研究の構成  
	 二章では文献や既往研究を基に地すべり地について概説し、

地すべり地の土地利用を調べる意義を明確にする。三章では、

GISを用いて、地すべり地における土地利用を把握するため
のデータベースを作成し、傾向を捉える。四章では、三章で

作成したデータベースの活用策を提示する。そして五章では

論文のまとめとして、結論と今後の課題を示す。 



第二章	 地すべり地の概説	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
2-1	 地すべり地の定義  
	 地すべり地を研究対象として扱っていく上で、地すべり現

象と混同しやすいために、ここに定義を示す。まず地すべり

とは、斜面を構成する物質が、何らかの原因によって斜面上

での安定性を失い、重力の作用によって下方または外方へ滑

動する現象を指すvii。そして地すべり地とは、地すべりが発

生した後の地形的痕跡を呈する場所を示す。 
2-2	 地すべり地
の形態的特徴  
	 地すべり地の形態

的特徴を図１に示す

が、その主要な特徴

は滑落崖とその前面

に見られる緩斜面で

ある。地すべり地形

は地すべり変動域で

ある「崩壊源」と「地すべり移動体」から構成され、両者が

形成する等高線の乱れが特徴的である vii。このような地形は、

現地踏査や空中写真によって、多種の地形とは比較的容易に

区別しうる。本研究で用いる地すべり地形分布図は地すべり

地形を1:40,000モノクローム空中写真の実体視によって抽出
し、1:50,000地形図上に形状と分布を示したマップである。 
2-3	 地すべり地の分布
と地域性  
地すべり地の分布は地域的

片寄りが認められ、各地の

地質等と深い関係があると

されている ii。図２は GIS
によって全国の地すべり地

を図示したものであり、我

が国の地すべり地の分布の

中心は中部地方以北の日本海

側、甲信越地方、九州北松浦

地方、太平洋側の房総半島南部、紀伊半島、四国山地などで

あり、これらの地域は「地すべり地帯」と言われている。 
	 一方で、小泉(1997)viiiは地すべり地における土地利用の地

域性を論じており、「同じ第三紀層地すべりの地域にあっても、

東北地方の場合は、信越地方などに比べると、地すべり地域

の開墾は進まなかった。これはおそらく人口に比べて、土地

の面積が広く、未開拓な原野などが多かった為に、傾斜地の

多い地すべり地まで開拓する必要を感じなかったのであろ

う。」と言及しており、確かに地域によってその土地利用に差

異が認められることを述べている。したがって、地すべり地

の土地利用における地域性を考慮した場合、全国スケールで

地すべり地における土地利用を比較する必要性がある。 
2-4	 地すべり地における伝統的な土地利用の特色  
	 特に地すべり地帯に属する地すべり地で、どのように伝統

的な土地利用が展開されてきたかを述べる。図３は、地すべ

り地で農業集落が成立される仕組みである。 

	 地すべり地は山間地において洪水に被る危険性が低く、農

業を行う上で地下水が容易に確保できるといった理由から、

地すべり地には古くから、高い農業生産性を持った集落が多

く存在しているとされるix。 
	 また、そのような地すべり地では、家屋を地すべりから避

けるように立地させることで、人的被害を軽減するよう対処

していたとされる。地すべり地に古くから根付く生活は、地

すべりから被害を抑えるような土地利用をしていたといえる。 
2-5 地すべり地の再滑動性と土地利用の問題点  
	 地すべりは、多くの場合過去の地すべりの再滑動であるこ

とが多いため、地すべり地は今後も滑動する可能性があると

されているx。一般に、現在不安定な地すべりは既存の大きな

地すべりがさらに分化した縁辺部のものであることが多いこ

とからxi、地すべり地の縁辺部や直上に集落が立地している場

所は、災害時に人家への被害が大きくなることが考えられる。 
	 実際に地すべり地が滑動し大きな被害を起こした例として、

地附山の地すべり災害が挙げられる。この災害では、崩壊土

砂が住宅地を直撃し 26名が亡くなった。元々地附山では 30
年間に 1〜2回、斜面のどこかで崩壊が発生している地すべり
地であったxii。そのような地形上に有料道路を建設したこと

が災害の原因の一つとされており、人的介入によって地すべ

りが発生する潜在性を高めたといえる。さらに、住宅地が巻

き込まれるような範囲に立地していたことから、地すべり地

の土地利用方法に問題があったといえよう。 
	 以上より、地すべり地の再滑動性を考慮すると、地すべり

地における土地利用状況を把握することは、今後の防災対策

などを考える上で、重要な意義があるといえる。 
 
第三章	 地すべり地土地利用データベースの作成	 	 	   
3-1	 作成方法  
	 本研究では全国規模での分析を行うため、GISを全面的に
使用し、既に作成されているGISデータから要素を抽出した。
GISデータとして、「地すべり地形分布図 i」から地すべり地

の分布を、「植生図xiii」から植生区分の情報をそれぞれ抽出し、

QGISという GISソフトを用いてデータの重ね合わせを行う
ことで面積を算出し、データベース（本データベースと呼ぶ）

を作成した。 
	 本データベースは、沖縄を除く都道府県を対象として、市

区町村毎、植生区分毎に分類しており、表１はその一部の例

である。本データベースによって、地すべり地における土地

利用の傾向を市区町村レベルで把握することが可能である。 

図 1	 地すべり地形の模式図 i	 

図２	 地すべり地の分布	 

図２	 地すべり地の分布	 

図３	 地すべり地の集落成立過程（農林水産省 HP を参照）	 



 
 
 
 
 
 
 
3-2	 都道府県レベルにおける地すべり地の傾向把握  
	 本データベースから地す

べり地の傾向をまずは都道

府県レベルで把握するため

に、植生区分から、林地、

農地、宅地と分類して、そ

れぞれの合計面積を算出し、

地すべり地に占める割合を

示した（表２）。表２から、

地すべり地における土地利

用の傾向を読み取ると、以

下の点が挙げられる。 
①	 北海道及び東北地方や

中部地方周辺では、林

地として利用されてい

る傾向が強い 
②	 日本有数の地すべり地

帯に属する四国山地や

九州北部、房総半島南

部では、農地として利

用されている傾向が強

く、これらの地域は伝

統的な土地利用が多く

見られる地域と大凡重

なっているといえる 
③	 神奈川や大阪など都市

部や長崎や鹿児島とい

った斜面地が多くみら

れる地域では、宅地として利用されている傾向が強く、

既往研究ではこれらの宅地の割合が高く占める地域に関

しては言及していない 
3-3	 市区町村レベルにおける宅地分布の抽出  
	 地すべり地の防災面を考慮した場合、土地利用の中でも特

に宅地分布の把握が重要な情報であるといえる。 
	 ここではまず、地すべり地が存在する全国の市区町村の宅

地割合をパーセンテージ別に整理した（表３）。表３から、総

計 1311地域の市区町村のうち、大半が 10％に満たないこと
がわかる。これは、地すべり地を宅地として利用している地

域が少ないという傾向がいえ、一方で、その割合が 10%を超

える市区町村もなかには存在し、市区町

村レベルでみると、地すべり地の宅地分

布には少なからず偏りがあるといえる。 
	 そこで本研究では、地すべり地に占め

る宅地の割合が高い地域をより正確に抽

出するために、市区町村レベルで地すべ

り地の土地利用の傾向をみる。ここでは

例として、兵庫県を対象に、市区町村別

の地すべり地に占める宅地割合を示して

いる（表４）。そして、表４から、宅地の

割合が高い地域は、兵庫県南部などの比

較的人口が多い地域に集中していること

がわかる。 
	 このように、本データベースによって、

市区町村レベルで地すべり地における宅

地利用の傾向がわかることを示した。 
 
第四章	 地すべり地土地利用データベースの活用策	 	  
4-1	 本データベースの活用策  
	 今後、本データベースが地すべりに対する防災のための基

礎情報として研究機関や行政機関などに幅広く活用されるた

めに、具体的な活用策を提示した。 
4-2	 地区レベルにおける宅地分布の抽出への活用  
	 本データベースがカバーする市区町村レベルでの傾向把握

から、さらに地区単位の詳細なスケールで地すべり地の実態

を追うには、航空写真等との照らし合わせが必要である。そ

こで、ここでは本データベースの応用例として兵庫県の一地

域を対象に、地形図や航空写真を併用して、地すべり地にお

ける宅地利用の実態を地区レベルでみる。 
	 表３から、地すべり地に占める宅地の割合が 30%を超えて
いる西宮市を取り上げ、地すべり地が特に多く存在する名塩

地区に対して新旧地形図を用いて変遷をみる。図４は昭和 42
年、図５が平成 7 年の同地区の地形図であり、太線で囲まれ

表１	 地すべり地土地利用データベースの一例（佐賀県）	 

表２	 都道府県別の土地利用割合	 

表３	 各宅地割合に属する市区町村数	 

表４	 兵庫県における市区町村別の宅地割合	 

図４	 昭和 42 年の西宮市名塩地区（今昔マップ２より）	 

図５	 平成 7 年の西宮市名塩地区	 



た範囲が地すべり地を示している。これらの図を比較すると、

約 30年の間に、宅地化が進行していることが伺える。また、
地すべり地の範囲に集中して宅地造成が行われている傾向が

みられ、これは周辺に比べて緩い傾斜を持つ地すべり地の特

性を利用しているのではないかと推測される。 
	 次に、航空写真を用いて同地区をみてみると、地すべり地

の全体に住宅が多く立地していることがわかる。ここでは、

このような住宅地が地すべり地の大半を占めるところを、「宅

地型地すべり地」と呼ぶこととする。宅地型地すべり地は、

本研究で新しくその存在を明らかにした土地利用である。 
	 一方で、従来の研究で言及されている、農地と宅地が併存

する地すべり地を「農村型地すべり地」と呼ぶこととする。

農村型地すべり地では、地すべり地に農地を、そうでない比

較的再滑動しにくいところに宅地を、分けて立地している。	  

	 両者を比較すると、地すべりが再滑動した場合、宅地型地

すべり地は、その被害がより大きくなることが懸念される。

だからこそ、本データベースを用いることで、どの市区町村

にそのような宅地が多く占める地すべり地が多く存在するか

大局的に把握できることは重要な意義を持つといえる。 
4-3	 ハザードマップの整備など防災対策への活用  
	 前節で示したような、住宅地が地すべり地の上部あるいは

縁辺部に立地する場合、そこで生活している住民はそこが地

すべり地であることすら認知しないどころか、行政からも充

分に周知されていないという懸念がある。しかし、地すべり

地は再滑動する潜在性を秘めているため、地すべり滑動の誘

因の一つである人為的開発が加わった後では、絶対的に安全

であるとは言い難い。特に、想定外の地震が発生することや、

擁壁などの構造物が老朽化していることを考慮すると、地す

べり地で地すべりが起こる可能性が高まる。しかしながら、

図７は名塩地区における地すべり地と行政が発行したハザー

ドマップの土砂災害警戒区域（地すべり）の位置を示してい

るが、多くの部分は重なっていないことが問題である。 
	 釜井（2005）は、防災まちづくりの重要な意義として、「都
市の斜面災害に対する最も有効な対策は、住民の【危険を認

識する想像力】を強めること」と述べているxiv。従って、そ

の場所が地すべり地であるという認識を住民が持ち、万が一

それらの箇所が危険な状態になった場合に速やかに防災処置

をとることを可能にするためにも、地すべり地の情報をハザ

ードマップに組み込む必要性があるといえる。今後は、地す

べり地がある箇所では留意して宅地開発や防災計画を施すこ

とが重要である。そこで、本データベースを用いることで、

地すべり地のなかでも人家が集中する市区町村を抽出するこ

とができ、その土地利用状況に応じて対処の優先度が判断で

き、効率的な地すべり対策が施せるといえる。 
	 以上から、本データベースが防災対策のための基礎情報と

して活用できることを示した。 
 
第五章	 まとめ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
5-1	 結論  
	 本研究で得られた成果及び知見を以下にまとめる。 
1. GIS を用いて、地すべり地における土地利用状況を都道

府県別、市町村別に抽出したデータベースを作成した。 
2. 都道府県レベルで地すべり地の土地利用を比較すること

で、大まかな傾向を明らかにし、地すべり地の土地利用

には地域によって差異が見られることを明らかにした。 
3. 地すべり地には、従来の研究で扱われていた農村型の土

地利用だけでなく、住宅地などを主とした宅地型土地利

用があることを明らかにした。 
4. 本研究で作成したデータベースの活用方法を提示した。 
5-2	 今後の課題  
	 本研究では、主に地すべり地の直上に宅地が集中する地区

を抽出する方法の一端を示したが、同様に地すべり地の縁辺

部も危険性が高いことなどを考慮すると、地すべり地周辺部

も加味して宅地の分布をみる必要がある。 
 

 

                                                   
i防災科学技術研究所,地すべり地形分布図データベース 
ii吉岡吉朗(1980):「新体系土木工学 77砂防・地すべり・急傾斜地崩壊」,技術堂出版,pp.140 ii吉岡吉朗(1980):「新体系土木工学 77砂防・地すべり・急傾斜地崩壊」,技術堂出版,pp.140 
iii竹内篤雄ら(1968):統計からみた地すべり地の特徴,京大防災研究所年報,11A 
iv藤原治ら(2004):日本列島における地すべり地形の分布・特徴,日本地すべり学会
誌,41,4,335-344 
v小出博(1955):「日本の地すべり」,東洋経済新報社 
vi河野一弘(1991):埼玉県西部正丸峠付近の山村の自然的立地条件,学芸地理,45,51-60 
vii古谷尊彦(1996):「ランドスライド 地すべり災害の諸相」,古今書院,pp.3 
viii小泉武栄(1997):地すべり地の土地利用と植生に関する従来の研究,学芸地理,52,25-34 
ix農村振興局農村環境課(2009):地すべり災害を予防・軽減するための活動の手引き,農林水
産省,p.11 
x雪崩・地すべり研究センター(2011):既存地すべり地形における地震時地すべり発生危険度
評価手法に関する研究,土木研究所 
xi国土技術研究センター(2010):貯水池周辺の地すべり調査と対策 
xii川崎逸郎(1986)：地附山の地滑りについて,お茶の水地理 27,69-70 
xiii環境省生物多様性センター,自然環境情報 GIS提供システム 
xiv釜井俊孝ら(2002):「斜面防災都市」,理工図書,pp184 

図６	 宅地型地すべり地の多大な被害	 

図７	 地すべり地（点線）と土砂災害警戒区域（鎖線）	 
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