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1. はじめに

近年, 異常な集中豪雨の多発によって災害が増加傾向にあり, 洪水流出予測や斜面崩壊発生予測の精度

向上が求められている。現在の予測モデルでは地形や土壌物理性をパラメータとして入力し, 斜面を要素

分割して有限要素法等を用いたシミュレーションを行う手法が主流となっている。これらのパラメータに

関しては, 対象地で採取された複数のサンプルにおける値の平均値などを代表値として入力することが多

く, 結果として均質な場を想定したシミュレーションとなっている。しかし, 実際の斜面には様々な不均質

性が存在しており, 斜面の水文現象に影響を与えることが報告されている。 

 斜面の降雨流出は基岩面地形によって支配されるという報告 1) や, 基岩面上に存在する透水性の高い空

間から素早い排水が起こり飽和帯の形成が抑制されるという水文観測結果 2) を考慮すると, 様々な不均質

性の中でも基岩面付近の透水性分布は雨水の浸透・流出予測にとって重要な要素であると考えられる。し

かし, 斜面における効率的な透水性測定手法が確立されておらず, 複雑な透水性分布に関する知見が少な

いのが現状である。そこで本研究では, 山地斜面で従来手法を改良した簡易な原位置透水試験を高密度で

行い, 基岩面付近の透水性分布特性について, 比較的計測が容易な基岩面地形との関係を検討した。 

2. 調査概要

2.1 調査地の概要 

 調査は滋賀県大津市田上山不動寺水文試験地内の谷壁斜面 3) 

で行った。この斜面のうち, 最も下流側の斜距離約 5m×4m の範

囲を対象区画とした (図―1)。基岩地質は風化花崗岩であり, 

2012 年から 2015 年までの年平均降水量は 1740mm, 年平均気温

は 12.7℃である。 

2.2 基岩面地形の測定 

区画内の 51 地点 (A1-I4) において, 測量を行った後, 土壌貫

入試験による土層厚の測定を行い, 各地点での基岩面の標高を算出した。算出

した基岩面標高をもとにクリギング法で基岩面地形を推定した。次に地形によ

る集水能力を Topographic wetness index (TWI) を用いて評価した。 

TWI = ln(𝑎 tan 𝑏⁄ ) 

ここで𝑎は集水面積, 𝑏は斜面勾配である。TWI は地形の集水能力を表す指標で

あり, 値が大きいほど集水能力が大きいとみなすことができる 1), 4) 。なお TWI

の計算にはクリギングによって外挿した基岩面標高データも使用した。 

2.3 透水性の測定 

 ゲルフパーミアメータ法 (以下 GP 法とする) を用いて土壌の飽和透水係数

𝐾𝑠を測定した。測定は F2-5, G1-5 の 9 地点で行い, それぞれ深さ 25cm - 100cm

の範囲の複数深度で測定した。GP 法は任意の位置・深さで非破壊的かつ短時

間に𝐾𝑠を測定でき, 主に農地で用いられる手法である。図―2 に GP 法の概要 図―2 GP 法概念図 

図―1 調査地位置図と調査区画 
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と使用した装置の模式図を示す。土層深部の測定が容易に行えるように細径の装置を自作した。本来の GP

法は空間的に均質な土壌を想定しているため, 鉛直方向に不均質な層構造を持つ森林土壌では, 計算値は

厳密な𝐾𝑠とならない可能性が高い。しかし, 実測の浸透流量から計算される値であるため, 地点ごとの相

対的な透水性や排水能力を評価するのに有効なパラメータとして扱うことができる。土中への定常流量𝑄

を複数の水位𝐻で測定することで𝐾𝑠を算出でき, これを Richards 解析と呼ぶ。また Laplace 解析と呼ばれる

手法では近似を用いることで, 1 通りの𝐻における𝑄で𝐾𝑠を求めることができる 5) 。Laplace 解析は Richards

解析に比べて精度は劣るといわれるが, 相対的な排水能力を比較するには十分であり, 測定時間を大幅に

短縮できる利点もあることから, 本研究では Laplace 解析を用いた。 

3. 結果と考察

基岩面地形は尾根と谷が見られる地形

をしており, TWI は-4.54 から 9.94 の範囲

で分布していた (図―3 左)。𝐾𝑠は 2.34E-5

から 1.40E-2 (cm/sec) の範囲で空間的に不

均質に分布していた (図―3 右)。図―4 に

深さ 100cm における𝐾𝑠と TWI の関係を示

す。F5, G1, G5 の 3 点 (図―4 に○で示し

た) を除いた場合の相関係数は r=0.836 で

あり高い正の相関があった。この 3 点は調

査区画の端部分であり外挿した基岩面地

形の影響が大きく TWI を正確に評価でき

ていない可能性が大きい。基岩面地形で水

の集まりやすい場所で𝐾𝑠が大きくなって

おり, これは集中的に水の集まる場所では細かい土壌の洗脱が起こり透水性の高い空間が形成されたため

だと考えられる。G2 (100cm) は TWI のわりに𝐾𝑠が小さくなっているが, 上層の G2 (75cm) における𝐾𝑠は

1.80E-3 (cm/sec) と比較的大きく, 深さ 75cm 付近に存在する高透水性の層から素早く排水が起こり基岩面

まで雨水が十分に浸透しないような構造になっている可能性がある。実際に対象区画で行った水文観測で, 

G2 の基岩面上はほとんど飽和に達することがなかった。 

4. まとめ

本研究では, 基岩面地形の測定と, GP 法を改良した簡易

な原位置透水試験を約 50cm 間隔の高密度で行った。基岩

面の TWI と深さ 100cm における透水性分布には高い正の

相関があった。今後は, GP 法の改良を進め斜面での効率的

な透水性測定手法の確立を目指すとともに, 本研究で対象

とした花崗岩以外の地質での検討を進める予定である。
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図―3 (左) 基岩面地形と TWI 分布, (右) F-G ラインの Ks 分布

図：●は Ks の大きさを表し, 1.0E-5 - 1.0E-1.5 (cm/sec) の

範囲を 1.0.E-0.5 刻みに 7 段階で分割している。 

図―4 深さ 100cm における Ks と TWI の関係 
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