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紀伊半島の付加体地域
における深層崩壊の
実態からみた豪雨時の
崩壊メカニズム

いところまで乗り上げ死者・行方不明者11名、人家11
棟（五條市資料）が被災した。また天ノ川を堰き止め
た土砂は1時間程度で決壊し、氾濫時に下流にあった
建物が流失した。
1-2　崩壊メカニズムについて

　（一財）砂防・地すべり技術センター職員による災害
現地調査が行われたが、その際に撮影された 写真-1

写真-2をもとに、崩壊した土砂及びその土砂により対
岸に押し上げられた泥水の挙動を調べてみた。図-2は
被災した住宅地域の土砂や水の流れを写真及び現地調
査から判断したものである。特に堆積した土砂の上の
立木の状況や倒木の方向を図に示してある。
　宇井の崩壊が斜面全体として一度に崩れ落ちたと仮
定した場合、倒木の方向が二手に分かれて交差するよ
うな状況の発生は起こらない。写真-2において倒木が
交差する現象が起こっていることは、二つの崩れによ
り押し出された泥水や土砂の流れが異なる方向に走っ
たものと考えることで状況を説明できる。また写真-2

からは崩壊地の下部に乱されずに立ったままの木が残
っていることが分かる。
　まず崩壊要因として斜面地形について検討した。崩
壊前の宇井地区のLP写真を見ると、斜面の上部に変
形が見られる。また崩壊斜面に向かって左側の下部に
クリープによる変形の痕跡が見られる。地形図図-3で
は、崩壊地の左側下部で等高線の乱れが大きい。すな

はじめに
　近年、大規模崩壊が発生し、悲惨な被害を生じさせ
たり、天然ダムを形成して下流域に土砂災害の危険な
状況をもたらす災害が多発している。これらの崩壊、
いわゆる深層崩壊に関しては国土交通省砂防部が渓流
レベルの評価マップを公表して注意を喚起していると
ころである。
　しかし、具体的な崩壊の場に関する情報は少ない。
そこで、2011年9月の紀伊半島豪雨災害時に発生した
大規模崩壊について、いくつかの代表的な崩壊事例を
取り上げ、地形図、空中及び地上写真、湧水調査、現
地調査から大規模崩壊の発生メカニズムについて調査
した。そして今後、付加体地域で発生する大雨に起因
する大規模崩壊の予測につなげるための因子について
検討した。

１. 宇井（奈良県五條市大塔町宇井地区）の崩壊
1-1　崩壊の概要

　崩壊の規模は長さ約450ｍ、幅約200ｍ、深さ約35ｍ
（奈良県資料）、崩壊土砂量約330万㎥（推定）という
深層崩壊である。地質は四万十帯の砂岩を主とするも
ので、崩壊した斜面の方位は北東、崩壊前の斜面の平
均勾配は34.7度、斜面の上部の勾配は39度、下部の勾
配は27度で、縦断形状は凹形を呈していた図-1。崩壊
土砂と崩壊土砂により押し上げられた泥水は対岸の高

図-1 宇井崩壊地の縦断形状
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面に浸透していったことが予測される。
　また現地で区長さんによる「崩壊直前に大量の湧水
が左側斜面下部から出ている」との証言（2012.9.2NHK）
もあることから、宇井地区での深層崩壊は永年のクリー
プによるヒズミと大雨による揚圧力の上昇により安定性
が崩れ、まずはじめに左側下部斜面が崩壊し、続いて
ほとんど同じ時間に右側下部が崩壊、そして上部の崩
壊を誘発したものと考えられる。崩壊の時間差は対岸
の倒木の方向写真-2から判断したものである。

わち斜面全体で見ると下部はクリープによりはらみ出
しが生じていて、勾配が緩くなったとも考えられるの
である。同様のことが右側下部にも見られることから、
この斜面全体としてクリープが発生していて特に斜面
下部にクリープの影響が表れていたと言えよう。
　一方、外力としての水の集まり方については、国土
交通省紀伊山地砂防事務所の調査結果図-4から、下部
崩壊地の頭部附近に湧水地点が集中していることが分
かる。すなわち、湧水地点から供給された水が下部斜

図-2 崩壊土砂と水の動き 図-3 平成11年の地形図（国土地理院発行）に崩壊地を加筆

写真-1 宇井地区の被災地 （（一財）砂防・地すべり技術センター撮影） 写真-2 宇井地区の崩壊と立木の堆積状況 （（一財）砂防・地すべり技術センター撮影）
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に昭和42年国土地理院発行の地形図図-7から、最上部
と下部に等高線の乱れが見られるようになる。昭和33
年国土地理院発行（精度が違うので一概には言えない
が）の地形図との比較では明らかに変化していること
が分かる。特に等高線の乱れは斜面下部で大きい。
　これらから地形的に見ると斜面全体でクリープが発
生しており、特に下部での動きが大きかったものと考
えられる。また、崩壊後の写真-3（奈良県パンフレッ
トより）からは斜面全体がずり落ちたように立木が立
ったままの状態で崩壊している様子がうかがえる。ま
た写真-4から、斜面の下部を通っていた道路の下に移
動土砂が入り込んでいる様子が分かる。すなわち道路
面の下に移動層が存在していたと考えるべきである。
また対岸への乗り上げがほとんどない現地の状況を考
えると崩落の速度がそれほど速くない状態で落ち、河
道で止まったものと考えられる。
　一方、湧水状況（国土交通省紀伊山地砂防事務所）
の資料（図-6参照）からは、斜面に向かって左側下部
及び右側上部に雨の後で湧水が見られている。また天
川村役場職員によると、現地では崩壊前にも湧水が出
ていて、多くの人が水を汲みに来ていたという。この
ことからも水を供給するシステムができていた斜面で
あったと言えよう。
　なお、国土交通省紀伊山地砂防事務所による坪内地

２. 坪内（冷水）（奈良県天川村坪内地区）の崩壊
2-1　崩壊の概要

　崩壊は長さ約380ｍ、幅約250ｍ、深さ約40ｍ、崩壊
土砂量は約140万㎥（国土交通省資料）という深層崩
壊で、河道閉塞による湛水で上流の坪内地区で浸水被
害が生じている。斜面の方位は東、地質は四万十帯の
砂岩・泥岩の互層で崩壊前の平均斜面勾配は26.6度、
斜面下部は約30度の勾配を有しており、地形の縦断形
状は凸形を呈していた図-5。斜面の中～下部で等高線
の乱れが目立つ図-6。
2-2　崩壊メカニズムについて

　過去の地形図を時系列的に判読してみると、明らか

図-4 宇井地区の湧水状況（国土交通省紀伊山地砂防事務所提供資料を一部修正）

図-5 坪内崩壊地の縦断形状

崩壊
26.6度
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リープによるものと考えられる。また斜面の下部か
ら3分の1付近では小規模な崩壊が見られる図-9。これ

区の詳細な地質調査結果を見ると、崩れは風化層内の
せん断によるものと考えられる。

３. 赤谷（奈良県五條市大塔町赤谷地区）の崩壊
3-1　崩壊の概要

　崩壊の規模は長さ約1100ｍ、幅約450ｍ、深さ約30ｍ、
崩壊土砂量約900万㎥（奈良県資料）という深層崩壊
である。地質は四万十帯の砂岩を主とするもので崩壊
斜面の方位は北西、崩壊前の斜面の平均勾配は33度、
最上部に緩斜面を有し、中～下部はほぼ一様な勾配の
縦断形状が直線形の斜面であった図-8。崩壊により河
道を閉塞して天然ダムを形成している写真-5。
3-2　崩壊メカニズムについて

　地形図で見られる最上部の緩斜面は斜面全体のク

図-8 赤谷崩壊地の縦断形状

図-6 坪内崩壊地の地形図と湧水箇所 （国土交通省紀伊山地砂防事務所資料より） 図-7 昭和42年の地形図（国土地理院発行）に崩壊地を加筆

写真-3 坪内地区の崩壊  （奈良県パンフレットより）

●：湧水地点

写真-4 坪内崩壊地の下部の状況  （（一財）砂防・地すべり技術センター撮影）
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　赤谷の崩壊斜面は中央附近が凹形になっていること
も一つの特徴と言えよう。そのため河川の流れに対し
て、ほぼ直角に土塊は崩落し、対岸に乗り上げて止ま
っている状況にある。
　これらから赤谷では長大斜面全体がクリープを起こ
し、かつ外力としての水の供給が湧水地点が斜面全体
に分布していることにより、斜面の土層全体に行き渡
るような状況となっていた。そこで斜面全体が一気に
崩れたと考えられる崩壊パターンとなったものと言え
るのである。

４. 現地での崩壊実態から考えられる
 崩壊メカニズム
4-1　現地での崩壊実態から考えられる崩壊メカニズム

　深層崩壊発生予測として発生前の微地形をあげ「頭
部となる部分に小崖あるいは線状凹地を伴っており、
それらが崩壊の輪郭にほぼ沿っている」こと及びこの
小崖の傾斜方向の水平長さと崩壊した斜面の水平長の
比、ヒズミの値から求める方法が提案されている★。
　これらは一つの崩壊斜面を取り上げて、クリープ等
の頭部における変動の有無及びその変位をもとに崩壊
発生の場を予測しようとしたものである。
　しかし、同じ紀伊半島で発生したいくつかの代表的
な崩壊を見ていくと、それぞれの崩壊は、必ずしも同
一の崩壊メカニズムで発生しているものではないこと
が分かった。二重山稜など類似の微地形が多くあるな
かで、今回崩壊したところは何故なのかという検討が
必要である。
　そこで大雨に起因する大規模な崩壊が発生するため
には、長い時間をかけて長大斜面全体が変位するいわ
ゆるクリープが発生していることと、斜面の土塊を飽
和状態にするような水が生ずることが必要と考えた。
　特に崩壊メカニズムという視点からすると、すべて
の大規模な崩壊は斜面全体が大雨により不安定化する
のではなく、それぞれの斜面では異なるウィークポイ
ントがあり、その部分が大雨による外力（水の供給）
で破壊し、斜面での大規模な崩壊へと繋がっていった
と考えられるのである。
　それ故、これらの大規模崩壊の場を予測する場合に
は、頭部の微地形に加え、斜面内でのウィークポイン
トを見出すことが必要である。また外力としての水の
集まりやすさの指標ともいえる湧水（特に土塊内に水

が斜面下部のはらみ出しの影響かどうか不明ではある
が、斜面の途中から谷地形が形成されていることを考
えると、湧水の影響が大きい地点であることは間違い
ない。事実、国土交通省紀伊山地砂防事務所の調査で
もこの地点が常時湧水帯のところにあたっている。湧
水について見てみると、常時湧水帯の上部にも豪雨時
や常時の湧水地点が存在している（図-9参照）。また現
地の崩壊斜面の最上部にも明らかな水みちが見られる。
　すなわち、湧水地点の分布を見ると、斜面下部土塊内
への水の供給のみならず、斜面上部でも土塊内に水の
供給が行われる仕組みができていたと言ってよいだろう。
　斜面の崩壊メカニズムとしては、災害直後の空中か
らの目視でも斜面に崩壊残土が少なく、河道に堆積し
た崩壊土砂の上に立木が倒れた状態で存在していたこ
と、対岸への乗り上げ高さが高いことなどを考慮する
と、土塊は全体的にかなり乱された状態で、かつ速い
速度で一気に崩壊したものと考えられる。

図-9 赤谷崩壊地の地形図と湧水箇所 （国土交通省紀伊山地砂防事務所資料より）

写真-5 赤谷地区の崩壊状況

●：湧水地点
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注：本文の一部は平成25年度砂防学会研究発表会にて発表

げると以下のようである。
① 素因としての地形

　地形の要因としては、斜面がクリープを生じている
ことが重要な因子となる。特に斜面の最上部の地形や
中～下部でのはらみ出しが崩壊に関係していると確認
された。これら斜面のウィークポイントを調べること
がまず必要となる。また、斜面の中～下部ではらみ出
しが生じていると斜面勾配は緩くなる。すなわち、縦
断形状が凹形になることが考えられる。そして中～下
部が崩壊した場合、下部より急な傾斜を有する上部斜
面が下部の崩壊により引きずられて落ちる現象が発生
する。
② 誘因としての水の供給

　大雨による水の供給は地下からのパイプで供給され
て崩壊が発生していると考えられる。このパイプは平
時にも存在しているわけであるから、雨の後で湧水の
発生状況（場所の分布、水の量）を調べることで斜面
への外力としての水の供給状況を知ることができる。
斜面全体に湧水箇所が分布している場合には、斜面全
体の崩壊に繋がりやすいことは明らかである。今後は
広域な地域で湧水の存在を面的にどのように調査して
いくのかが課題となる。

おわりに
　深層崩壊と呼ばれている大規模な崩壊の発生メカニ
ズムを明らかにし、今後発生が予想される点としての
場を特定することは防災対策上大変重要なことであ
る。そこで、紀伊半島で発生した代表的な大規模崩壊
について調査しその因子を調べた。本論のほかにも因
子として考えるべきものがあるかもしれないが今後の
研究に待ちたい。そして本文が大規模な崩壊による土
砂災害の防止に少しでも役立つことを願っている。
　本文作成にあたり、現地調査にご協力いただき、ま
た崩壊地の湧水状況の資料を提供していただいた国土
交通省紀伊山地砂防事務所の皆様、現地調査の写真を
提供していただいた砂防・地すべり技術センターの皆
様に御礼を申し上げます。

を供給するためのパイプ）が大きな役割を担っている
と考えるべきである。特にそのウィークポイントの位
置や外力の加わり方（湧水地点の分布や湧水の量）に
よって、崩壊状況も変化することが今般の調査で明ら
かになった。
　例えば、今回調査対象とした紀伊半島の付加体で発
生した深層崩壊では、長大斜面全体でクリープが生じ
ていて、外力となる水が斜面全体に分布する斜面また
は斜面上部に湧水地点が多数ある斜面では、斜面全体
の土塊が大きな落下エネルギーによりもまれた状態で
崩落している。この崩壊タイプを全体崩壊型と名付け
る（赤谷、長殿など）。
　当然のことながら、崩壊長が長くかつ勾配が急な斜
面の崩壊ほど崩落時のエネルギーが大きく、対岸に土
砂ごと乗り上げる災害の発生や崩壊の方向によっては
下流へ流動化することが考えられる。
　一方、長大斜面の中～下部にウィークポイントをも
っている斜面で、かつその斜面に水の供給がなされた
ところでは、まず中～下部斜面が崩壊し、それにより
上部斜面が引きずられて崩落している。このタイプを
下部崩壊型と名付ける（宇井など）。この崩壊では上
部斜面の土塊はもまれない状態で土塊がブロックとし
て崩落している。
　またこのタイプの崩壊は崩壊土砂の全量が災害とし
て影響するものではないことから、崩壊土砂量を予測
する場合には、これらのタイプを事前に分類すること
ができると対策にとって有意義である。
　坪内については、崩壊土塊上の立木の状況や対岸へ
の顕著な乗り上げが見られないこと及び湧水地点など
から、斜面全体がブロック状でゆっくりすべり落ちた
可能性が高い。その点からすると、全体崩壊型のタイ
プに近いが土塊のもまれ方が異なるタイプと言える。
　なお、今回の調査対象とした紀伊半島の付加体では、
その形成のプロセスから斜面方位が北～北西方向を主
とした斜面に大規模崩壊が多く発生していることも判
明している。すなわち、大規模崩壊の場の予測には、
これらの付加体の形成プロセスも考慮する必要がある
と考えられる。
4-2　今後の大規模崩壊予測のための因子について

　大規模な崩壊のメカニズムが全て解明されたわけで
はないので、現時点で分かっていることから、大規模
崩壊発生の場の予測に関係すると考えられる因子を挙
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