
１.はじめに 

平成23年9月の台風12号通過時の豪雨は，紀伊半島の各

地に深層崩壊，土石流，河川氾濫等の大水害をもたらした．

奈良県野迫川村北股地区で発生した深層崩壊は，幅170m，長

さ370m，最大崩壊深さ約50m，推定崩壊土量V=130万m3に及

び，流出した土砂は天然ダムを形成するとともに下流の北股

川まで到達し，人家4戸を巻込こんだ． 

木下ほか(2013)1)は，北股地区の深層崩壊の発生機構の一

つとして，西北西方向の尾根に分布する透水性の高い砂岩優

勢層(以下，高透水性砂岩)により集水域外からの地下水が崩

壊箇所に流入した水理地質構造を考えた（図-1，図-2）． 

本発表では，地表地質踏査，ボーリング調査に加え水文調

査により明らかとなった高透水性砂岩の分布範囲と水理特性

について報告する．さらに，三次元浸透流解析を適用し，高

透水性砂岩を設定したモデルを用いた解析によって，地下水

の流れを再現し検討を行った． 

２.水理地質構造を規制する高透水砂岩の性状 

 F-1 断層周辺の砂岩優勢層中には，岩盤の緩みや高透水性

をもたらす濁沸石(ローモンタイト) 2)脈が網状に発達する． 

高透水性砂岩の地表での輪郭を決定するため，地表地質踏査

を実施した．この高透水性砂岩の下底面の形状は，東南東に

延びる尾根の標高1,130m 地点（B)を頂部として，平均14°

で北西～北へ傾斜しながら，崩壊箇所まで水平距離800mにわ

たって広がり，北端を F-1 断層で切られている．また，F-1

断層とF-3断層に挟まれた尾根の砂岩も，脈状の濁沸石やそ

の痕跡を多く含む砂岩転石がみられることから，この砂岩も

高透水性砂岩であると推定した． 

ボーリング孔で実施した現場透水試験・湧水圧試験の結果

から地質-風化区分ごとに透水係数の平均値として整理した

（表-1）．濁沸石脈の発達する高透水性砂岩の透水係数は，

2.0×10-3cm/sec と濁沸石脈の認められない基盤岩の透水係

数より1～２オーダー大きな値となっている． 

 

 

 

 

 

３.水文調査結果 

 崩壊地を含む広域的な水文環境を把握するため水文調査を

実施した．比流量・電気伝導度分布図を図-3に示す．北東- 南

西方向のF-2断層と隣接する流域では，西側の流域で比流量

が0 L/sec/km2，東側の流域で比流量が49L/sec/km2と大きな

違いがみられた．また，F-1断層に面している流域では，北 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

側は比流量が 49,19,34,24,60L/sec/km2と比較的大きい値を

示している一方，南側では，5,9,9,10,15L/sec/km2と小さい

値を示しており，断層を挟んで流域間の比流量が異なる傾向

がみられた． 

ボーリング調査結果によるF-2断層周辺の地山は，破砕程

度(割れ目の多少)で透水性が異なる傾向はあったが，明瞭な

断層粘土などは確認できなかったことから，深層崩壊箇所周

辺の水理地質構造には，断層による遮水構造よりも高透水性

砂岩の分布形状が支配的であると考えられる． 

図-1 推定地質断面図 

北股地区深層崩壊地における水理地質構造の検討 

―三次元浸透流解析による集水域外からの地下水流入の再現－ 
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表-1 地質-風化区分ごとの透水係数 

図-2 地質平面図 

図-3 比流量・電気伝導度分布平面図 
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風化分類 砂岩優勢層 砂岩-泥質混在岩 泥質岩優勢層 高透水性砂岩

強風化部 2.7×10-4(3)

弱風化部 8.5×10
-5
(3) 1.2×10

-4
(3) 2.3×10

-4
(4)

新鮮部 9.1×10-5(12) 2.6×10-5(4) 7.4×10-5(10)

単位：cm/sec,（ ）内は試験数

2.0×10
-3
(3)
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次に，崩壊箇所周辺の地下水位変動を把握するために図-1

の位置において地下水位観測を行った．年間を通じた観測に

よれば，どの観測孔でも先行降雨がない場合，50㎜程度の降

水ではほとんど水位上昇が認められないが，先行降雨がある

場合は日30mm程度の降水でも水位上昇が見られた． 

崩壊箇所周辺の集中豪雨時(累積雨量 99 ㎜)の地下水位観

測結果を図-4に示す．集中豪雨時は，降り始めから5時間の

累積66㎜を記録した時間から，より崩壊箇所に近いW8，W15，

W16 の順で水位上昇がみられ，その2日後に尾根沿いの高透

水性砂岩中のW14の水位が上昇した．平成26年8月9日の台

風11号による豪雨(累積556㎜)の際も，タイムラグは小さい

が同様の傾向を示した． 

これらのことから，地下水位を変動させる水の供給源は①

地表からの浸透水，②集水域外から高透水性砂岩を流下して

くる地下水のふたつがあると考えられる．①はまとまった降

雨後(先行降雨にもよるが50mm 以上) ，5 時間程度で水位上

昇に寄与する．②は降雨条件にもよるが1日～数日遅れて崩

壊箇所に到達する． 

被災時は長雨により②による地下水が徐々に増加し，深層

崩壊の誘因になったと推定した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.三次元地下水浸透流解析による検証 

これらの深層崩壊地周辺の地下水の流れを検討するため

に，総合型水循環シミュレーションシステム(GETFLOWS) 3)を

用いた三次元浸透流解析を行った．解析モデルは以下の要領

で作成した． 

(1)計算格子の作成・条件設定 

地形は深層崩壊後のレーザープロファイラデータ(2012

年)を用い2km×2kmの範囲で設定した．計算モデルの平面格

子の分割幅は 10×10m とし，鉛直方向には，土壌分布域を

GL-0.5,-0.8,-1.0m に，風化部や高透水性砂岩が分布してい

るGL-100mまではGL-5.0mまでを1m毎，30mまでを5m毎，

GL-100mまでを10m毎に分割し，それ以深は50mで分割した． 

(2)三次元地盤モデルの作成 

 高透水性砂岩以外の基盤は，表-1に示すとおり透水係数に

大きな差がないため，単一の地盤モデルとした．表層土壌の

厚さは一律で1mとし，風化帯の厚さは，調査結果より尾根部

では厚く，谷部では薄くなる傾向が認められることから，曲

率を用いた近似法で設定した．曲率は DEM データより

Arcgis10.2SpatialAnalystを用いて算出し，風化帯厚さとの

近似式から風化モデルを作成した．水理パラメータは原位置

試験の結果を参考に表-2のとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

(3)降雨条件 

 調査地で観測されている雨量データを用いて 2011～2014

年の 5 年平均日雨量を基に，有効降水量を設定した(定常計

算)．有効降水量の算出にはHamon法を用いた． 

(4)解析結果 

 高透水性砂岩を設定した地盤モデルと設定しないモデルの

二つの解析結果を，尾根頂部から浸透した地下水の流線とし

て３Ｄ図に表現したものを図-5に示す．高透水性砂岩を設定

したモデルでは，尾根から浸透した地下水は高透水性砂岩に

沿った経路の地下水の流れとして確認された．高透水性砂岩

を設定しなかった場合は，基盤に深く浸透し，その湧出地点

は設定した場合よりも低標高の位置となった． 

 平均日雨量を与えた定常計算では，高透水性砂岩を設定す

ることによって，崩壊地集水域外から深層崩壊箇所への地下

水の流れを再現することができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.おわりに 

 深層崩壊箇所の地質調査に加えて水文調査を行い，F-1 断

層沿いに分布する高透水性砂岩によって，崩壊地集水域の領

域外から地下水の流入があることを推定した．さらに，三次

元浸透流解析により，尾根から浸透した地下水が高透水性砂

岩に沿って崩壊地まで到達する流れを再現した．今後は，深

層崩壊前の地形モデルを用い，深層崩壊発生時の降雨条件に

よる解析を行ない，深層崩壊時の地下水の流れを検討したい． 
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図-5 三次元浸透流解析による流線図 

図-4 集中降雨時の地下水位観測結果 
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表-2 解析に用いた水理パラメータ 

崩壊箇所

a)高透水性砂岩を設定した場合 b)高透水性砂岩を設定しない場合 

高透水性砂岩に沿った 

地下水の流れ 

地下深くに浸透する

地層区分 想定透水係数

表土層 1.0×10
-3

高透水性砂岩 2.0×10
-3

基盤岩(風化部) 1.0×10
-4

基盤岩(新鮮部) 1.0×10
-5

単位：cm/sec
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