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周氷河性斜面分布域における豪雨時の地表水・地下水の三次元数値解析
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に侵食された開析谷がある。

１．はじめに

平成28年8月に台風10号が接近した際、本対象範囲
北海道では、7万～1万年前の最終氷期に周氷河作用

の開析谷では、上流域で表層崩壊が発生し、崩壊した

によって形成された周氷河性斜面が広く見られる。日

土砂が土砂流として流下し、国道に被害を与えた4）。

高山脈北部の国道274号日勝峠や国道38号狩勝峠にも

表層崩壊発生箇所は大きく二箇所に分かれ、下流側崩

1）

周氷河性斜面が分布し 、平成28年8月の台風10号接

壊地（表層地質観測地点⑱～㉑）・上流側崩壊地（㉒

近に伴う豪雨によって、崩壊などの斜面災害が多発し

～㉕）とした。

た

2），3），4）

。近年の気候変動の影響を受けることで全

LP測量データから、下流側崩壊地の元々の地形は、

国的に大雨の発生頻度が増加していることを踏まえる

上流側崩壊地の延長の合流地点で旧崩壊跡地のような

5）

と 、表土と角礫まじりの未固結の砂層（周氷河性斜

幅広い凹地形をしていた。崩壊地中流部から下流部に

面堆積物）から構成される周氷河性斜面で斜面災害が

かけて中央部が窪んだ沢地形を呈し、やや深い削り込

多発することが懸念される。

み地形が認められた。また、崩壊後は下流側崩壊地の

今後、これらの斜面災害に対して適切な防災対策の

縁辺部でパイピングホールが確認された（図－2）。

確立が求められる。しかしながら、その崩壊メカニズ

一方、上流側崩壊地の元々の地形は、全体的に細長

ムについては不明な点が多い。斜面が崩壊に至るまで

く、特に源頭部が狭く下流に向かって開いた形状をし

の地表水・地下水の動きを明らかにすることは、メカ

ていた。窪んだ沢地形は認められず、全体的に一様な

ニズム解明のヒントとなり得る。ただし、その手法が

斜面地形であった。

限られる上に実測した前例がないためにほとんど明ら

その他、①～㉕における調査結果から、地質構成は

かにされていない。地形・地質データから周氷河斜面

下位から基盤岩層（新鮮部・遷移部・弛み部・マサ状

分布域を三次元格子モデルとしてコンピューター上で

風化部）、周氷河性斜面堆積物層、ローム層、黒色土

再現し、それを元に地表水・地下水の動きを明らかに

壌層、根系密集層に区分される。

できる可能性がある。例えば、九州北部の斜面崩壊地
においてGETFLOWS（GEneral purpose Terrestrial
fluid-FLOW Simulator）を用いて降雨時の斜面地表
流、地下への不飽和浸透流、深い地層中の飽和地下水
流の挙動が解析された6），7）。
そこで本稿では、平成28年8月の台風10号による豪
雨によって周氷河性斜面が分布する沙流川源流域で表
層崩壊の発生した開析谷の流域を対象として、地表
水・地下水の動きをGETFLOWSにより水循環解析を
実施し、表層崩壊のメカニズムを推定した。
２．解析方法
２．１

解析対象範囲と崩壊状況

表層崩壊が発生した沢とその周辺地域を解析対象範
囲として設定した（図－1、2）。本対象範囲は周氷河

図－1

解析対象範囲

性斜面を形成しており、その中に図－2の氷河期以降
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図－3

図－4
図－2

GETFLOWSを用いた解析フロー

各データから求められる解析パラメータ

解析対象範囲内における開析谷のルートマップ

ド解析と現況再現解析に分けられる。また、図－4に
示すように入手したデータから各解析パラメータを設
２．２

水循環解析の方法

２．２．１

解析手順

定した。
２．２．２

バックグラウンド解析

GETFLOWS（地圏環境テクノロジー社製）を用い

バックグラウンド解析では、対象範囲の平均的な一

て地表流・地下水の流れを水循環解析した。解析をモ

定の有効降水量を与え続け、定常状態に至るまでの解

デリング、数値計算、分析・評価の順に実施した（図

析を行い、解析結果を流量観測データの平均値と比較

－3）。なお、水循環解析は、大きくバックグラウン

し、再現性を確認した。

12
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２．２．３

現況再現解析

現況再現解析において、豪雨が最大になった平成28
年8月31日0時の時点の非定常の気象外力を与えて、

n

࣐ࢽࣥࢢࡢ⢒ᗘಀᩘ㸦m-1/3s㸧
ᶆ㧗㸦m㸧

ℎ

Ỉ῝㸦m㸧

水・空気2相2成分流体系の支配方程式を用いて解析し

x ᡂศࡢὶື᪉ྥࡢᩳ㠃໙㓄㸦-㸧

た。水・空気2相2成分流体系の支配方程式は、以下に

y ᡂศࡢὶື᪉ྥࡢᩳ㠃໙㓄㸦-㸧

示す水相の質量収支式（1）、空気相の質量収支式

ὶయ┦ p㸦Ỉ┦ w࣭✵Ẽ┦ a㸧ࡢ⤯ᑐᾐ㏱⋡㸦m2㸧

（2）により記述される。

ὶయ┦ p ࡢ┦ᑐᾐ㏱⋡㸦-㸧
ὶయ┦ p ࡢ⢓ᛶಀᩘ㸦Pa࣭s㸧
ὶయ┦ p ࡢᅽຊ㸦Pa㸧

･････････（1）
･････････（2）

㔜ຊຍ㏿ᗘ㸦m/s2㸧

また、表層崩壊発生箇所を中心とした領域につい
て、地中の飽和度、水理ポテンシャル、間隙水圧の変

ὶయ┦ p㸦Ỉ┦ w࣭✵Ẽ┦ a㸧ࡢᐦᗘ㸦kg/m3㸧

化を計算した上で可視化した。さらに、得られた表層

ὶయ┦ p ࡢὶ㏿㸦m/s㸧

崩壊発生箇所における地表水・地下水の動きについて

ὶయ┦ p ࡢ⏕ᡂ࣭ᾘ⁛㔞㸦m3/m3/s㸧

の解釈を行った。

ὶయ┦ p ࡢ㣬⋡㸦-㸧

２．２．４

ϕ

㛫㝽⋡㸦-㸧

t

㛫㸦s㸧

三次元格子モデルの構築

収集・整理したデータから解析対象範囲の大気、地
形、表層地質、地下地質を表した三次元格子モデルを
コンピューター上で作成した。大気のモデル化にはメ
ッシュ平年値2010を、地形のモデル化には北海道開発

流速は以下の式で評価した。地表層格子における水

局から提供された平成18年度および平成24年度に取得

平方向の水の流速に対してのみマニング則を仮定した

されたLP測量データをそれぞれ利用した。また、高

開水路流れの浅水波近似式に拡散波近似を適用した式

解像度土地利用土地被覆図2016年9月リリース版（バ

（3）、式（4）を用い、地表層格子の鉛直方向および

ージョン16.09）を利用して表層部をモデル化した。

地下格子の水・空気の流速に対してはダルシー則を仮

土壌については国土交通省国土政策局国土情報課によ

定した式（5）を用いた。地表の流速ではマニング

る20万分の1土地分類基本調査GISデータを利用し

則、地下の浸透・湧出ではダルシー則によって格子間

た。表層地質のローム層、黒色土壌、根系密集層のそ

流量を計算し、降雨量を含む質量収支を保存するよう

れぞれの厚さとして、図－2に示す①～㉕の現地計測

に水圧・水深を求めた。

結果の平均値を設定し（図－5）、格子分割で領域一
様とした。また、すべり面をローム層最下層に仮定し
た。

cos

cos

･････････（3）

cos

cos

･････････（4）
･････････（5）

Ỉ῝࡛ᖹᆒࡋࡓὶື᪉ྥ㸦x, y㸧ẖࡢὶ㏿㸦m/s㸧

x ᡂศࡢὶື᪉ྥࡢᚄ῝㸦m㸧
y ᡂศࡢὶື᪉ྥࡢᚄ῝㸦m㸧
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図－5

各表層地質観測地点における計測結果と平均値
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必要がある。これらについては現地調査結果や既往検
討資料を踏まえてそれぞれ設定した（表－1、図－7）。
各地層は砂質土、粘質土、基盤岩のいずれかに該当す
るとして、毛細管圧力、相対浸透率を設定した。

表－1

図－6

地層区分ごとの透水係数、間隙率、毛細管圧力、
相対浸透率の設定値

地質区分で色分けされた解析対象範囲の
三次元格子モデル鳥瞰図

また、基盤岩層と周氷河性斜面堆積物層の各基底面
標高の空間分布は、ボーリングコアや図－2に示す調
査ルート内の地表踏査の観察に基づき経験式により設
定した。斜面の傾斜に基づき、凹地形の緩斜面で堆積
厚を大きく、稜線などの凸地形では薄くなると推定し
た。
その他、沙流川上流域モデルの境界条件として、稜
線（分水嶺）による閉境界（不透水壁境界）、最下流
の沙流川河道部に放流境を設定した。平面格子の各頂
点に上記でモデル化した標高データを割り当て、それ

図－7

2相流曲線

らを深度方向へ引き延ばし三次元格子モデルを作成し
た（図－6）。深度方向のモデル化範囲は、領域の山頂

３．解析結果

最大標高約1,300m、最小標高約900mを目安に、水理
基盤と見なすことができる十分な範囲として標高500m

３．１

バックグラウンド解析結果

とした。深度方向の格子分割は地上付近および浅層で

三次元格子モデルに平均的な一定の有効降水量を与

は0.07～0.2mと細密に、深層では1～200mと粗くなる

え、定常状態に至るまで解析を行った。バックグラウ

よう分割した。構築したモデルの総格子数は7,228,925

ンド解析結果から作成した地表水分布と湧出量分布

点となった。

を、それぞれ図－8と図－9に示す。ここでの湧出量は

２．２．５

地表面を上向きに通過する流量をその格子の面積で割

解析パラメータの設定

図－4に示すように各データから解析パラメータを

った値である。バックグラウンド解析の結果、沢の起

求めた。メッシュ平年値2010を基に降水量・可能蒸発

点や沙流川の地表水分布は現地観察と概ね一致した。

散量を求めた。地表水の動きを計算する際に粗度係数

一方、簡易流量観測を実施した。令和元年7月3日12

を必要とする。粗度係数は土地被覆分類に応じて設定

時の実測流量と令和元年7月1日0時から7月7日0時にお

されていることから、高解像度土地利用土地被覆図

ける計算流量を示す（図－10）。その結果、実測流量

2016年9月リリース版（バージョン16.09）を利用し

が62L/sに対して、計算流量は48L/sであった。また、

た。また、地形データから格子座標を求めた。加え

図－8、9に示される源頭湧水点において、令和2年10

て、地表地質・地下地質から透水係数、間隙率、毛細

月14日に現地調査で目視にて200L/min相当の湧水の

管圧力、相対浸透率などの解析パラメータを設定する

存在が確認された。しかしながら、バックグラウンド

14
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解析結果では、ここでは湧水が存在しなかった。この
ことは、周氷河斜面堆積物とマサ状風化部の透水係
数、間隙率について再検討する必要性を示唆してい
る。特に周氷河性斜面堆積物はシルト、砂、礫から構
成され、その層相変化は激しい。したがって、三次元
格子モデルとして作成する際により細分化する必要が
あると考えられる。加えて、現状では流量が不一致で
ある上に、その前後の流量変化のデータを欠いている
ことから、モデルの妥当性を判断する上で時間的には
連続した流量実測データが不足している。
上述のように透水係数と間隙率の解析パラメータの
設定に様々な課題はあるものの、沢の起点や沙流川の
地表水分布は現地と概ね一致していることから、三次

図－10

河川流量実測結果と計算結果の比較

⾲ᒙᔂቯⓎ⏕⟠ᡤ

ィ⟬ὶ㔞 /V

図－8

定常状態の地表水流量分布

図－11

台風接近時の地表水流量分布

⾲ᒙᔂቯⓎ⏕⟠ᡤ

図－9
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図－12

台風接近時の湧水量分布
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元格子モデルは定常状態の流量を概ね再現できたと考

があることが分かった。そして豪雨最大時には、その

えられる。そこで、次節でバックグラウンド解析結果

流れが強くなり、崩壊地の地表部でより鉛直な方向に

を初期状態として平成28年8月の台風10号接近時の再

ベクトルが変化していることが確認された。断面①は

現解析を実行した。

傾斜が変わる領域で凹み地形となっていることから
（図－13、14）、地形特性によると考えられる。

３．２

一方、断面②では、まず、地表部の飽和度が豪雨前

台風接近に伴う豪雨時の再現解析結果

３．２．１

に約0.8であった。豪雨最大時に1に近い飽和状態とな

地表水と湧水量の分布

豪雨が最大となった平成28年8月31日0時の時点の地

った。ただし、その下位は不飽和状態で残存していた。

表水流量分布図を図－11に、湧水量分布図を図－12に

次に、崩壊地上端部の地中浅部で間隙水圧は豪雨前に

示す。10L/sを超える地表水が広範囲に発生する結果

1.04～1.08kg/cm 2であったが、豪雨最大時に1.10kg/

となった。また、図－12の湧水地点は、定常状態の図

cm2となった。また、水理ポテンシャルの深度方向分

－9に比べて全体的に増加した。

布形状については、赤色や橙色で示される高ポテンシ
ャル域は上流側に傾斜していた。その傾向は豪雨前と

３．２．２

地中の飽和度、水理ポテンシャル、間隙

豪雨最大時で変化は見られなかった。
検証地点（図－13：A～H、K～N）において、飽

水圧の変化
図－13の表層崩壊発生箇所を中心とした領域の断面

和度と間隙水圧の経時変化を図－15に断面①と断面②

①（下流側崩壊地）と断面②（上流側崩壊地）におけ

に分けて示す。下流側崩壊地において飽和度・間隙水

る、地中の飽和度、水理ポテンシャル、間隙水圧の変

圧が一定であった数地点を除いて、各地点とも数回に

化を計算した。豪雨前と豪雨最大時を比較した結果を

わたる豪雨に応答し、その都度急激に増加した。
谷部に位置するC地点は、8月16日の降水後、飽和

図－14に示す。
断面①では、地表部の飽和度が豪雨前は約0.8であ

度は1.00、間隙水圧は0.7以上を示し、共に高い状況が

ったが、豪雨最大時にその下位を含めて1に近い状態

継続していた。一方、崩壊地の周縁部のB、F、N地

となった。次に崩壊地上端部の地中における水理ポテ

点では、降水に応答して、飽和度と間隙水圧が急激に

ンシャルは豪雨前に約1,160であったのが、豪雨最大

増加していた。下流側崩壊地に位置するM地点と崩壊

時には約1,170前後と上昇した。その他、崩壊地上端

部から外れたN地点におけるローム層最下層に注目す

2

部の地中浅部における間隙水圧は1.04～1.08kg/cm で
2

ると、崩壊した範囲から外れたN地点で飽和度は1.00

あったが、豪雨最大時に1.10kg/cm となった。また、

に達しないで、降雨に応答する形で急激に増大した

流向ベクトルは豪雨前から地中から地上に向かう流れ

が、崩壊した範囲に入るM地点で、8月20日の降雨後
に1.00に近い状態が継続していた。
一方、上流側崩壊地では下流側崩壊地で見られたよ
うな谷地形を呈していなかった。豪雨最大時に崩壊地
の上流部で飽和度は0.96程度まで上昇したが、下流側
崩壊地に比べて低い状態でとどまっていた。
４．考察
下流側崩壊地では、豪雨最大時に地表から地下まで
飽和していた（図－14）。ゆえに、基盤岩から根茎密
集層が飽和状態にあり、表面流が発生していたと推測
される。また、崩壊地上流右端における基盤岩中の水
理ポテンシャルが上昇していることから、崩壊地での
上向きの水の流れがより強くなっていたと考えられる
（図－14）。以上のことから、下流崩壊地では、表面
流に加えて地中からの上昇してきた水によって表層崩

図－13
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開析谷上流の表層崩壊発生箇所

壊が発生した可能性が挙げられる。加えて、下流側崩
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壊地が凹み地形をしているため、通常時から谷部に向

ト層が混在することから、周氷河性斜面堆積物の層相

かい水が集まる構造となっている（図－13）。豪雨時

を細分したで上で、三次元格子モデルを作成し、解析

に地下への浸透により大量の水が谷部へと集中的に流

する必要がある。

れ込み、周縁部まで飽和度や間隙水圧が上昇したと考
えられる（図－15）。

謝辞：本稿を執筆する上で、国土交通省北海道開発局

一方、上流側崩壊地でも豪雨最大時に地表の根系密

室蘭開発建設部から災害発生前のLP測量データ、災

集層が飽和したことから、表面流が発生したと考えら

害発生直後の写真をご提供いただいた。その他、解析

れる（図－14）。しかしながら、水理ポテンシャルの

対象範囲において地表地質踏査を行うにあたって、林

分布形状から、地表面浸透水の流向ベクトルが下流深

野庁北海道森林管理局日高北部森林管理署、日高町教

部に向いていたと考えられる。以上のことから、斜面

育委員会、北海道日高振興局に多大なご協力をいただ

勾配と合わせ崩壊地の地中の浸透水は斜面沿いに流下

いた。ここに厚く御礼申し上げます。

したことにより表層崩壊が発生したと考えられる。
以上のように三次元格子モデルを基に地表水・地下
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