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1. はじめに

2011 年 9 月の台風 12 号により，紀伊半島では多数の深層崩

壊が発生した 1)．著者らはこれまで地形・地質・水文等様々な

観点から深層崩壊箇所の調査を行ってきた 2)．また，他にも多

くの研究者が多様な角度から深層崩壊箇所の研究を行い，成果

を残している 3)．一方で，検討が十分なされていないのは，誘

因である降雨とそれが崩壊に至るまでに斜面の水文過程に及ぼ

した影響である．本研究では，栗平地区を対象に，断層沿いの

地下水の流入に着目して，深層崩壊発生原因を分析する．

2.栗平地区で発生した深層崩壊の概要と実施した調査について

栗平地区は，熊野川上流の栗平川流域に位置している(写真-

1)．地質は，白亜系四万十帯である日高川層群が分布してい

る．2011 年台風 12 号では，7 日間の総降水量が紀伊半島の広

い範囲で 1,000mm を超え，栗平地区で深層崩壊が発生した．そ

の規模は，幅 600m，高さ 450m，長さ 650m で，約 2,385 万 m3

にのぼり，崩壊土砂が河道を閉塞し，現在も湛水池を形成して

いる．特筆すべきは，写真-1に示すように，崩壊斜面周辺に多

数の断層が分布していることである．また，断層周辺では地下

水の湧出が常時見られる．

著者らは，災害直後から，深層崩壊のメカニズム分析を目的

として様々な調査を実施してきた．崩壊斜面周辺でボーリング

調査を行うとともに，図-1に示すようにボーリング孔を用いた

地下水位の長期的な観測を行っている．また，災害の翌年の

2012 年 11 月には，大まかに地下の断層分布や歪み，地下水位

の分布を探査する目的で，空中電磁探査を実施した．さらに，

2019 年には，崩壊斜面に流入する地下水と断層との関係を詳細

に調査する目的で，斜面の断層が集中する場所で出水期の 8 月

と乾燥期の 12 月に電気探査を実施した． 

3. 空中電磁探査による比抵抗分布から推定される地下水位の

大まかな分布について

図-2に空中電磁探査による，周波数 140kHz(地下約 10m)の
比抵抗の平面分布を示す．崩壊斜面下部の広い範囲で低比抵抗

となっていることが分かる．低比抵抗となるのは，主に粒径の

細かい粘土を多く含む，もしくは地下水位が高い，のどちらか

である 4)．図-3に図-1中の 5 つのボーリング孔での約 5 年間の

孔内水位の変化を示す．唯一崩壊斜面内にある主-3W 孔は他の

4 孔と比べて孔内水位が高いことが分かる．この結果と図-2の

比抵抗分布から，崩壊斜面下部は広く地下水位が高いエリアが

分布していると考えられる．

4. 電気探査による豪雨時の斜面への地下水流入経路について

断層に沿って斜面に流入する地下水の状況を把握する目的

で，出水期(2019 年 8 月)と乾燥期(2019 年 12 月)の 2 時期に電気

探査を実施した．なお，8 月の電気探査については，2019 年 8  

写真-1 崩壊斜面周辺の断層の分布．撮影日は

2011 年 9 月 10 日である．白い点線は図-4 での

電気探査の測線を表す．矢印は流向を示す． 
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図-1 栗平地区の災害後の地形図と水位観測孔の

配置図．矢印は流向を示す． 

図-2 栗平地区の空中電磁探査結果．2012 年 11
月 19 日実施．140kHz(地下約 10m)での比抵抗平

面分布．白点線は図-4での電気探査実施位置．

矢印は流向を示す．
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月 12～16 日の台風 10 号(積算雨量

901mm)のおよそ 4 日後に実施してい

る．図-4(a)・(b)の線で囲ったエリア

のうち，実線で囲ったエリアについ

て，乾燥期には乾燥しており，高比抵

抗ゾーンも見られるが，出水期には，

広く地下水の通り道となっている．点

線で囲ったエリアについては，断層が

集中しているゾーンであり，断層によ

り亀裂が集中している箇所が豪雨時に

地下水の通り道になったと考えられ

る．このように，断層等に伴う亀裂に

よる高比抵抗ゾーンが豪雨時に地下水

の通り道となり，深層崩壊につながっ

た可能性があることが分かった．

5. おわりに

本研究から，断層等の亀裂が豪雨時

に地下水の通り道となり，深層崩壊に

つながったと考えられる．今後，深層

崩壊リスク評価の一手法として，比抵

抗分布から危険度を評価する手法を確

立していきたい．
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図-3 栗平地区の 5 つのボーリング孔の地下水位の変動(2013 年 8 月～2019 年 3 月)．降水量は，栗平地区に設置

した雨量計のデータである．

図-4 (a)2019 年 12 月の乾燥期の電気探査結果．(b)2019 年 8 月の台風 4
日後の電気探査結果と(a)との比抵抗比．

(b)2019 年 8 月の台風 4 日後と(a)の比抵抗変化量 A
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