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1 はじめに 

平成23年 9月 2日から5日にかけて西日本を縦

断した台風 12 号は紀伊半島に大量の降雨をもた

らし，一部地域で総雨量が 2,000 ミリを超えるな

ど記録的な豪雨に見舞われ，和歌山県や奈良県で

は深層崩壊により大規模な河道閉塞が 17 箇所で

形成された 1）。紀伊半島で発生した深層崩壊は流

れ盤を呈する斜面に多く，基盤内に崩壊面が生じ

て短時間で崩れ落ち，崩壊最深部付近に湧水がみ

られる場合が多く見受けられた。 

平成28年度砂防学会研究発表会では和歌山県三

越地区における水位観測結果から，豪雨による間

隙水圧の上昇により，特定の水みちを形成する亀

裂が破壊強度を超え，進行性破壊を生じることに

より「強度ゼロ」状態となって崩れ落ちたのでは

ないかと仮説をたて，亀裂の水理特性に着目した

深層崩壊の発生メカニズムについて一考察した 2）。 

本稿は，和歌山県三越地区における検討方法を

和歌山県熊野地区でも検討を行い，崩壊メカニズ

ムとしての妥当性について検証を行った。 

2 熊野地区の概要 

熊野地区は和歌山県田辺市熊野に位置し，平成

23 年 9 月 4 日 6：54 頃 3）に熊野川右岸側の南向き

斜面にて，崩壊規模幅約 450m，奥行き約 650m，

崩壊土砂量約 410 万 m3の崩壊 4）が発生した。 

崩壊土砂が河道を閉塞したことで湛水地が形成

されたが，規模が小さかったため，ポンプ排水，

仮排水路の整備および湛水池の埋め戻しにより，

閉塞は解消された。（写真 1） 

崩壊地には斜面下位より白亜系の堆積岩である

四万十帯の泥岩，砂岩，礫岩の順に分布しており，

大局的には南落ち傾斜であるため，流れ盤を呈し

ており，崩壊地頭部には落ち残り土塊が残存する。 

 

 

3 崩壊発生地の特徴 

3.1 崩壊発生深度の特徴 

崩壊発生地に残存する背後斜面でのボーリング

調査結果から，崩壊地中心線より西側では深度 30

～40m 付近まで風化帯が分布し，東側では風化帯

が極端に薄くなるという特異な地質構造を形成

しており，その境界付近には破砕帯が分布してい

る。この風化帯と新鮮岩との境界付近で亀裂の破

壊圧を把握することを目的としたルジオンテス

トを実施した結果，0.93MPa（水頭にして 90m 相

当）の測定値が得られた。 

3.2 水位観測結果における水位変動速度の特徴 

図 2は崩壊発生地の背後斜面の水位観測孔（主

-1，図 1参照）における水位上昇と水位変動速度

の関係をグラフ化したものである。 

2014年 8月の台風11号の豪雨時はGL-30m付近

で一時的に水位変動速度が低下していたが，2015

年 7 月の台風 11 号時にはその深度付近より水位

上昇しなくなり，その後，水位観測孔の下方斜面

にて小崩壊が発生した。 

一時的な水位変動速度

の低下は三越地区でも認

められた現象で 2），コア状

況から亀裂の発達した風

化岩の開口亀裂に地下水

が流入し，その後亀裂内

に地下水を貯留できる限

界を超えると再び地下水

位が上昇したと考えられ

る。また，崩壊前に水位

が上昇しなくなった理由

としては，水位変動が繰

り返されることで亀裂に

ダメージが蓄積されて破

壊したためと推測される。 

 

 
写真 1 崩壊直後の熊野地区 1） 
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4 深層崩壊メカニズムの一考察 

崩壊発生に至る過程を図 3 のように推定し，検

証を行った。 

 
図 3 深層崩壊メカニズムの検証内容 

4.1 崩壊発生時と平成27年台風11号の降雨強度 

平成 23 年の崩壊発生時は，累積雨量 180mm を超

えてから，一時少雨区間を挟んで時間雨量 20～

40mm が約 1.5 日間にわたって降り続いた（アメダ

ス西川）。平成 27 年 7 月の台風 11 号では，累積

雨量 110mm を超えてから 19 時間程度は 20～40mm

の降雨が降り続き，この時の降雨強度は崩壊発生

時の降雨強度に近似している。 

そこで，平成 27 年 7 月の台風 11 号時の時間雨

量 20～40mm 程度の降雨が崩壊発生時の累積雨量

に達するまで降り続くと仮定した。 

 
4.2 崩壊発生時の推定水頭と亀裂の破壊圧 

平成 27 年 7 月の台風 11 号時の水位観測孔の孔

内水位と累積雨量の関係（図 5）から水位変動速

度（傾き）の近似式を求め，近似式に崩壊発生時

の累積雨量を代入して崩壊発生時の水位（水頭）

の再現を試みた。 

 

その結果，崩壊発生地の背後斜面では風化帯と

新鮮岩との境界付近の開口亀裂に 125m 相当の水

頭がかかっていたという計算結果となり，ルジオ

ンテストによる緩み境界付近の亀裂の破壊圧

0.93MPa（水頭にして 90m 相当）より計算結果に

よる水頭高（水圧）が上回る結果となった。 

4.3 水頭発生から崩壊に至るまでの遅れ時間 

水位上昇が開始する累積雨量 110mm を超えてか

ら崩壊発生までの遅れ時間について，実現象と水

位上昇速度からの推定値を比較した。その結果，

崩壊発生時で水位上昇を開始すると考えられる

時刻（累積雨量 110mm 以上となった時刻）から崩

壊発生の時刻（平成 23 年 9 月 4 日 9 時頃）まで

の遅れ時間は 46 時間である。 

また，平成 27 年 7 月の台風 11 号時の水位変動

速度（傾き）の近似式より求めた崩壊発生時の推

定水頭高（125m 相当）までに要する時間は 45～

50 時間となり，実現象に近い結果が得られた。 

5 まとめ 

三越地区に続き，熊野地区でも崩壊発生時の推

定水頭と亀裂の破壊圧の関係や，水頭発生から崩

壊発生に至るまでの遅れ時間の実現象と水位上

昇速度との関係には，ともに相関性がある結果を

得ることができた。 

このことから，緩みが進行している区間の亀裂

に異常な間隙水圧が発生して亀裂に破壊や分離

が生じ，それが連続性のある広がりのある分離面

を形成することで深層崩壊したと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 おわりに 

今後さらにデータを蓄積し，深層崩壊メカニズ

ムの解明および崩壊予測に役立てたいと考える。 
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【検証内容】 

・H27 台風 11 号時の水位

変動速度から，崩壊発

生時の水頭を推定し，

ルジオンテストで測定

された破壊圧と比較。 

・水頭が発生する降水量

から崩壊発生時刻まで

の経過時間と，H27 台風

11 号時の水位変動速度

による亀裂の破壊圧相

当（水頭）に達するま

での遅れ時間を比較。 

水位上昇分だけ亀裂に

水圧（水頭）が発生 

 

 

亀裂の破壊圧を超える

水圧（水頭）となると，亀

裂が破壊，分離開始 

 

 

連続性のある破壊分離

面（すべり面）が形成 

 

 

深層崩壊発生 

H23 崩壊発生時

の累積雨量 
（アメダス西

H27 台風 11 号 
の累積雨量 
（熊野地区） 

図 4 累積雨量の比較 

図 5 累積雨量と孔内水位上昇との関係 

図 6 亀裂の破壊・分離のイメージ図 
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