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1.はじめに 

深層崩壊による被害を軽減するためには，崩壊が発

生する場所と規模を予測し，事前対策を検討する必要

がある。これまでの研究により，崩壊前の斜面には重

力変形が生じている場合があること 1) ，崩壊斜面は深

層の地下水が集中する地下構造があること 2) などが明

らかになっており，深層崩壊発生前の地盤の特徴を整

理し，崩壊が発生する危険度を評価する手法が検討さ

れている。 
赤谷西地区では，微地形判読で抽出された重力変形

斜面である 赤谷西 1，赤谷西 2（図-1）において，地

中変位が観測されている 3) 。一方，地下水と地中変位

との関係が分かっていない。そこで，重力変形と岩盤

内の地下水流動の関係性を明らかにするため，より変

位速度が大きい赤谷西 2 の地下水の涵養域とみられる

背後斜面でのボーリング調査，ならびに赤谷西 1，赤

谷西 2 での地中変位および地下水観測を実施した。 

2.調査方法 

2.1 調査対象 

平成 23 年に発生した深層崩壊箇所（赤谷地区）の西

側に抽出されている重力変形斜面（赤谷西地区）を対

象とした（図-1）。いずれの斜面でも，斜面上方の尾根

には，重力変形により生じたと考えられる幅約10 m の
線状凹地が存在する。Ak-5 地点では，変形領域である

深度 67.75 m まで特徴的な破砕と開口亀裂が分布して

おり 4) ，これまで赤谷西 1 で 0.6 mm / 年程度，赤谷西

2 で 1.1 mm / 年程度の地中変位が確認されている 3) 。 
2.2 岩盤性状の調査 

赤谷西 2 の涵養域とみられる背後斜面の Ak-9 地点

（図-1）でボーリング調査（深度 90 m，孔径 86 mm）

を実施した。ボーリングコアを用いて地質，風化，破

砕状況等の岩盤性状を確認し，ボアホールカメラ（応

用地質㈱製，深度方向の分解能 0.5 mm，円周方向の分

解能 360 px）で得られた孔壁画像で地中での亀裂の開

口状況を確認した。また地下水分布状況の調査は，削

孔中の孔内水位を毎日の作業前後で測定し，試錐日報

解析による水理地質の鉛直分布の調査 5) を行った。 

2.3 地中変位および地下水観測 

地中変位は，それぞれの地点に埋設したガイド管の

変形を挿入式孔内傾斜計（応用地質㈱製デジタルQ テ

ィルト）で測定し，2019 年 1 月を初期値とし深度 0.5 m 
区間ごとの変位を 1～3 ヶ月間隔で観測した。 
地下水は，上下に遮水構造を設けた区間水位の観測

孔で，水圧式水位センサ（㈱オサシ・テクノス製DS-1）
により 1 時間間隔で観測した。地点ごとの観測深度は，

Ak-1：72～78 m，Ak-4：32～46 m，Ak-5：64～74 m，

Ak-7：46～47 m ，56～70 m，Ak-9：75～85 m である。 

3.調査結果 

3.1 岩盤性状ならびに地下水分布状況 

涵養域とみられる背後斜面では，開口亀裂が発達し

た岩盤内（深度 0～85.5 m）に裂罅水とみられる地下水

層が少なくとも 3 層存在することを確認した（図-2）。 
3.2 重力変形と地下水流動の関係性 

重力変形斜面内では，それぞれ地中の変位速度が赤

谷西1は0.7 mm / 年程度（Ak-1地点，深度78～79 m），

赤谷西 2 は 2.0 mm / 年程度（Ak-7 地点，深度 47～54.5 
m），であった。これまでの観測結果の通り，赤谷西 2
の方が地中の変位速度が速く，また降雨に伴い一時的

に加速する傾向が確認された（図-3）。 
また，赤谷西 2 の変位速度が加速した期間の降雨

（2019 年 8 月 13～16 日，累積雨量 361.5 mm（赤谷地
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区））の前後では，赤谷西 2（Ak-7 地点）の地下水位の

方が，赤谷西 1（Ak-1 地点）よりも降雨後の水位低下

が緩やかであった。さらに Ak-7 地点では，深度 56～
70 mの地下水位の方がその傾向は顕著であった（図-4）。 

4.考察とまとめ 

調査結果から，赤谷西地区においては，より変位速

度の速い斜面は，① 背後斜面の岩盤内に地下水層が存

在し，② 地下水位の上昇に伴いひずみ速度が加速する

傾向がみられ，③ 降雨後の地下水位上昇の影響が比較

的に残り易い斜面であることが明らかとなった。 
また，より地下水位上昇の影響が残り易いAk-7 地点

深度 56～70 m の地下水位は，観測期間中の最低水位

が深度 44.21 m と観測区間より高く，より高い標高の

地下水の影響を受けている可能性が考えられる。 
今後は，水文特性（地形・地盤特性，水質）による

評価方法を検討する上で不明確な点が多い，地下水流

動経路や水質形成のプロセスと崩壊の危険性との関係

性を明らかにするため，トレーサー試験，水質分析を

合わせた検討を行う。 
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図-3 観測結果 (a) 赤谷西 1 地下水位，(b) 赤谷西 1 地

中変位，(c) 赤谷西 2 地下水位，(d) 赤谷西 2 地中変位，

(e) 雨量（赤谷地区） 

図-4 2019 年 8 月 13～16 日の降雨に伴う地下水位変化 
(a) 赤谷西 1 地下水位，(b) 赤谷西 2 地下水位，(c) 雨量（赤

谷地区） 

図-2 赤谷西 2 の背後斜面（Ak-9 孔）での地下水分布調査結果（水理地質判定の青色が地下水層） 
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