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１．はじめに 

 降雨を外力とする斜面崩壊が選択的な箇所で発生するメカニズムの解明を進める上で，地盤条件と降雨―
流出応答との関係性の理解は重要な課題である。降雨による深層崩壊の主要な発生場である大起伏を呈する
付加体堆積岩山地においては，概して地質構造に支配された空間的に不均一な地中水挙動が卓越するとされ
ている。しかしながら，その実態は未解明な部分が多い。また，大起伏の付加体堆積岩山地で生じる深層崩
壊は流れ盤構造の地質構造を有している箇所で割合多く発生していることから，当該地質における崩壊に関
与する水文プロセスの中でも，特にこの堆積岩の層理面構造に規制されたプロセスの理解は重要と考えられ
る。しかし，この着眼に基づく水文観測研究はほとんど皆無である。そのなかで，酒井ら（2009）や Inaoka et 
al. （2020）は，堆積岩の層理面構造に規制されたプロセスに関する非常に貴重な原位置観測の成果を報告し
ているが，いずれも低起伏な地形条件を対象としており，あくまで「大起伏を呈する付加体堆積岩」という
条件で得られた知見ではない。また，既述のように，地質構造に支配された空間的に不均一な地中水挙動が
卓越すると考えられる付加体堆積岩山地を対象とするだけに，より多地点の水文観測データに基づく水文プ
ロセスの実態解明が不可欠であろう。そこで，本研究では，深層崩壊に先立つと考えられている重力変形（地
すべり地形）が多く確認されている地域を対象として，多地点での水文観測に基づき，受け盤や流れ盤とい
う地質構造と降雨応答特性との関係性を検討した。

2．対象地および研究手法 
 静岡県の大井川中・上流部の井川湖に流入する 16 渓流を検討対象と
した（図 1）。対象地周辺の地すべり地形分図の地すべり地形（移動体）
の分布密度は，大井川本線左岸側が大きいことがわかっている。 
本研究では，現地での調査項目として，流量と電気伝導度（EC）を

計測した。流量観測は，プロペラ流速計を用いて行った。EC 観測には
ポータブル EC 計を用いて計測を行った。水文調査はいずれも無降雨時
（計 6 時期）に行っている。 
さらに，現地の露頭調査他のデータから，対象地周辺の平均的な走向

方向と傾斜角度は，走向が N35°E で，傾斜角が 54°の西落ちの傾向
であった。この地層の層理面の傾向と，流域の斜面方位（10mDEM よ
り算出）の関係から，地層の走向方向と概ね平行な斜面（以下，走向斜
面），受け盤構造の斜面（以下，受け盤斜面），流れ盤構造の斜面（流れ
盤斜面）と各斜面タイプ割合を流域ごとに算出した。 
また，本研究では，流出応答と地質構造の相関性について，流

出に関わる先行降雨条件を考慮して検討する。そこでまず，同一
の先行降雨条件下での流出応答と地質構造の相関性について分
析し，同時期に観測された降雨応答とその空間分布を把握する。
さらに，異なる先行降雨条件下での流出応答と地質構造の相関性
についても分析し，比流量および電気伝導度のバラつき，および
流出応答に対する降雨の影響期間を把握する。これらのデータに
基づき，各斜面タイプ割合と水文指標の相関性を，様々な先行降
雨条件下で検討し，加えて流出に関わる降雨の影響期間について
も検討する。なお，本研究では，先行降雨条件として，重みづけ
による先行降雨指数（API）を算出することとした。

3． 結果と考察 
先行降雨条件が異なることで，比流量ならびに電気伝導度も観測結果に変化が見られた。観測日直近の先

行降雨が大きいときは，比流量はどの流域も相対的に大きくなり，電気伝導度は反対に小さい値を示した。
一方で，観測日直近の先行降雨が小さいときは，比流量が小さく，電気伝導度は大きい値を示した。また，
これらの最大値と最小値の変化の幅については，右岸域よりも左岸域の方が大きいことが確認できた。 
これら観測された結果に基づいて，①同時期の比流量ならびに電気伝導度と各斜面タイプ割合，②異なる

時期の比流量ならびに電気伝導度の変動幅と各斜面タイプ割合の 2 つの相関性を検定した。その結果，同時
期の比流量は，斜面タイプ割合と有意な相関性は見られず，一方で同時期の電気伝導度は，斜面タイプ割合
と有意な相関性が見られ，流れ盤斜面の割合が多い流域群で，電気伝導度が大きいことが分かった。このこ

図 1 研究対象地 

P2 - 27 令和４年度砂防学会研究発表会概要集

－ 557 －



とから，ここでは流れ
盤斜面の割合が高く
なるほどより基岩深
部を経由した地中水
の寄与率が高くなる
ことがうかがえる。  

また，異なる先行降
雨条件下での比流量な
らびに電気伝導度の変
動幅は，比流量におい
て斜面タイプ割合と有
意な相関性が見られ，
流れ盤斜面の割合が多
い流域である左岸域
で，変動幅が大きかっ
た。さらに，電気伝導
度においても斜面タ
イプ割合と有意な相関性が見られた。しかしながらその変動幅
は比流量に比べて小さく，斜面タイプ割合の影響度合いは小さ
いものと考えられる。

API と 6 時期の比流量および電気電導度との回帰分析
の結果からは，先行降雨指数の算出に用いる影響期間を
30日以上とした場合に相関係数が急激に低くなっていく
傾向が見られた。また，右岸域の R-4、R-5 では同様な傾
向は確認されるものの、相関係数の低下の幅は，左岸域
の流域に比べると小さかった（図‐4）。さらに、流れ盤斜
面の割合との関係を見ると、流れ盤斜面の割合が比較的
大きい流域では影響期間を大きくすると顕著な相関係数
の低下がみられ、降雨が基底流量に影響し続ける期間が
短いことと考えられた。一方，電気伝導度と API は負の
相関を呈し，影響期間がおよそ 30 日以下の場合には，6
流域とも影響期間の増加につれて徐々に相関係数の絶対
値が増加する傾向を示し，相関係数の変動について流域
間の差異はほとんど認められなかった。影響期間が 30 日
より大きい範囲では，相関係数は右岸域の R-5，R-1 と R-
4 では 0.8 以上の高い値で推移し，一方で，左岸域の L-
10，L-3 と L-4 では，20～30 日をピークにやや低い値を
示した（図‐4）。  
これらの結果を満たす水文プロセスとして，「流れ盤

斜面優勢流域では，基岩層内に形成された多数の連続す
る亀裂に沿った流出プロセスが卓越する」可能性が考え
られる。言い換えると，「流れ盤斜面優勢流域では基岩層
を経由する地中水の流出水への寄与が高いが，その流出
は比較的素早い」という水文プロセスである。実際に，左岸側の流域群においては右岸域に比べて
地すべり地形が顕著に発達しており，例えば Onda et al. （2001）などが指摘するような堆積岩山
地の流れ盤構造の流域において重力変形に伴う亀裂が発達している可能性を考えれば，地形的な特
徴とも整合的な一仮説と考えられうる。
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図 2 流れ盤構造の斜面割合と各流域の比流量および電気伝導度の瞬間値の関係 
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図 3 流れ盤構造の斜面割合と各流域の

比流量および電気伝導度の瞬間値の関係
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