
１．はじめに

斜面土層内には水みちやパイプと呼ばれる連続した孔

隙（以下，水みち）が存在することが知られている。こ

の水みちは斜面崩壊発生跡地において多く見られること

から斜面崩壊発生に影響を与えている可能性が指摘され

てきた（例えば，太田ら，１９８１；Pierson，１９８３；McDonnell，

１９９０；宮城ら，１９９８；平松ら，１９９９，Verachtert et al.，２０１３）。

また，地下の水みちが山地斜面の雨水流出過程に及ぼす

影響については，数多くの現地観測が行われてきた（例

えば，北原，１９９５：Uchida et al.，２００１；Jones，２０１０）。

その結果，地下の水みち内の流れが降雨時の斜面土層内

の側方流の主たる部分になり得ることが報告されてきた。

さらに，観測事実に基づき，いくつかの数値計算手法

が提案され（例えば，Kosugi et al.，２００４；Tsutsumi et al.，

２００５），数値計算を用いて，地中の水みちが斜面安定や

斜面崩壊発生に及ぼす影響が検討されてきた。例えば，

内田・水山（２００２）は水みちの現地観測結果を踏まえた

数値計算による，観測箇所の飽和透水係数，水みち内の

水圧が与える影響を検討し，従来指摘されていた「降雨

ピークに対応して発生する崩壊を説明する機構の１つと

してパイプの閉塞が考えられる」という仮説を支持する

知見を得た。

以上の研究から，斜面土層内の水みちは降雨時の雨水

流出過程に大きな影響を及ぼしており，降雨時の斜面土

層内の間隙水圧分布に影響を及ぼしていると考えられる。

しかし，斜面土層内の間隙水圧分布は水みちのみならず，

降雨強度，地下水の流動，土壌の水理特性など多岐にわ

たる影響を受ける。そのため，水みちが土層内の間隙水

圧分布に及ぼす影響を多くの影響から分離し，単独で検

証することは自然斜面における観測からは難しい。そこ

で，従来から人工斜面土層を用いた実験により検討が行

われてきた（例えば，Pierson，１９８３；内田ら，１９９５；多

田ら，２００２；Sidle et al.，１９９５；Sharma and Konietzky，

２０１１；Wilson and Fox，２０１３；Fox et al.，２０１４；

Sharma，２０１５）。例えば，内田ら（１９９５）では，土層上

流端の水位を一定に保ち，土層内の間隙水圧分布を調査

した。その結果，水みちの下流端が大気に開放されてい

る場合，水みちが存在すると，土層内の間隙水圧は低く

なること，また一方で水みち下端が開放されていない場
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合，水みち末端付近で間隙水圧が大きくなることを示し

た。また，多田ら（２００２）はバルブを使って，水みちの

閉塞を再現し，水みちが閉塞すると水みちが排水システ

ムとして機能しなくなり，水みちは斜面土層を不安定化

させるという知見を得た。これらの実験結果とほぼ同様

な結果は他の実験からも報告されている（Pierson，１９８３；

Sidle et al.，１９９５；Sharma，２０１５）。

一方で，これまでの人工斜面における水みちが土層内

の間隙水圧に与える影響に関する実験においては，自然

斜面で観察・観測された水みちの形状や斜面土層内の側

方流の特徴を表現しきれているとは言い難い部分もある。

特に，本研究では以下の３点に注目した。１つ目は，水

みちの形状である。これまでの水みちに関する人工斜面

実験では，枝分かれのなく，直径が一様な円筒形状の水

みちが想定されてきている。一方，地中内の水みち形状

は一様ではなく，湾曲している上，分岐・合流を繰り返

していることが水みち形状に関する調査から明らかにな

ってきている（例えば，北原，１９９５；Terajima et al.，２０００；

道畑ら，２００１；Holden，２００４）。そこで本研究では，従

来どおり円筒形の直線の水みちを想定した場合と水みち

の合流がある場合の違いについて，検討した。

２つ目は，水みち内の水流の状態についてである。水

みち内の水面が負圧状態の開水路の流れと水みち内が水

で満たされた被圧状態の流れの両方が存在しうることが

示唆されてきた（寺嶋ら，１９９６）。また，水みち内の流

水量は当該箇所周辺および当該箇所より上流の土層の水

分状態の影響を受けていることが示されてきた（例えば，

Uchida，２００４；Nieber and Sidle，２０１０）。一方，これま

での水みちに関する人工斜面実験では，１～２m程度の

斜面長の実験が大半であり，水の供給は人工降雨ないし

は土層上流端に一定水位を与える手法が用いられてきた。

このため，水みち内の水流の状態は水みち周辺の土壌の

水分状態等によってのみ決まり，当該斜面より上流側の

影響を加味することは難しい。そこで，本研究では水み

ち上流端の圧力を周辺土層と水分状態に依存せずに制御

できるようにし，当該斜面より上流で水みちに集水され

る過程に対する影響の検討を試みた（図－１）。

３点目は封入空気の影響である。土層内の間隙水圧の

上昇には水の浸透のみならず，土壌間隙中の空気（以下，

間隙空気）も影響することが指摘されてきた（例えば，

八木ら，１９８３；丸井，１９９１）。特に，土層表面が水で飽

和し，土層下部の間隙空気と大気が連続しなくなると，

間隙空気は地中にいわゆる封入された状態（以下，封入

空気）になる。水みち内の空隙は大きく，毛管水もなく，

通常時は水が流れていないため，土層のマトリックス部

に比べて，多くの空気が貯留されていると考えられる。

そこで，水みちを有する斜面では，土層内に封入空気が

発生しやすく，封入空気が土層の間隙水圧分布に影響を

及ぼす可能性が考えられるが，しかし，これまで封入空気

と水みちの影響を同時に議論した実験は行われていない。

以上を踏まえて，本研究では 水みちの合流， 水み

ち内の流れの状態， 封入空気および水みちが土層内の

間隙水圧分布に及ぼす影響について，実験を行った。

２．実験方法

２．１ 実験装置

２．１．１ 実験土層

模型斜面の概要を図－１に示す。実験土層は水平長

１６２．３cm（斜面部分のみの斜距離は１００cm），幅３０cm，

土層厚２０cm，勾配２５°である。実験土層は４層に分け，１

層ごとに締固めを行い，垂直方向に均一な土層となるよ

うにした。また実験に用いた水槽の側壁には実験土層と

同じ土砂を貼り付け，また底面には桟（長方形，高さ

１．５cm）を１０cm間隔で設置し，実験土層の滑動を防止

した。土層材料は図－２の粒径加積曲線で示される土砂

（川砂）を用いた。実験終了後，攪乱されていない試料

を採取し，土層材料の粘着力（c）と内部摩擦角（φ）を
三軸圧縮試験により求めたところそれぞれ粘着力（c）が

２４．５kgf／cm２，内部摩擦角（φ）が３５．９°，間隙率１７．８％
であった。また実験開始時の土砂の単位体積重量は１．８

gf／cm３である。

さらに封入空気の影響を考察するために，一部の実験

ケースでは表層に厚さ３cmで珪砂（珪砂７号，粒径０．１５

mm～０．４mm）を敷き詰めた。これは人工降雨と水みち

による給水によっても土層内に間隙空気が封入されるこ

とが予想されるものの，より確実に土層内への間隙空気

の封入を行うため，実験砂に比べて粒径が細かく，粒度

分布の幅が小さい珪砂を土層表層に敷き詰め，人工降雨

図－１ 実験装置概要
Fig．１ Outline of equipment facilities
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により給水を行うことにより，土層表面からの間隙空気

の流出速度を低下させる効果を期待した。

２．１．２ 模擬的な水みち

模擬的な水みちは従来の実験（多田ら，２００２）を参考

にし，流下方向に２cm間隔，円周方向に１cm間隔で Φ
＝４mmの孔を内径１３mmの塩化ビニル管に穿ち，作成

した。なお開孔率は，３．１％であった。水みち下端は実

験土層外へ開放する形とした。

また本研究では水みちが合流するケースを想定し，１

本の塩化ビニル管に２つの塩化ビニル管（内径１３mm）

を同じ地点で接続した（図－１下図参照）。接続にあた

っては中心となる塩化ビニル管の側面に穴を開け，接続

した。接続した２本の塩化ビニル管も縦断方向に２cm

間隔，円周方向に１cm間隔で Φ＝４mmの孔を開けた。

水みちパイプ自体の排水能力は，給水槽の水位が１０cm

の時に０．０４８ ／sec，２０cmの時に０．０８８ ／secである。

塩化ビニル管は実験土層底面より管の中心が高さ３．４

cmとなるように土層底面と平行に埋設した。横断方向

の位置は土層の中心となるようにした。また，合流させ

るケースでは上流側が３本，下流側が１本となるように

し，合流点は上流端から８０cmの位置とした。合流した

２本の管は上流部では土層側面から７．５cm離れた箇所

を土層底面から３．４cmの高さで側面や底面と平行に埋

設し，合流点の斜面方向に１０cm上流の地点で屈曲させ，

中央の管に接続した。

２．１．３ 給水装置

人工斜面実験では実際の斜面全体を再現することは難

しい。そこで，土層への給水は当該箇所における降雨の

再現を目的とした人工降雨装置および上部斜面からの側

方流をイメージした上流給水槽からの浸透流により実施

した。人工降雨装置は雨滴による表面侵食は生じないよ

うにスプレーノズルを介して降雨を与える構造であり，

水滴は霧状となる。また土層上端に接続する給水槽は２

槽構造となっており，貯水槽と高水槽で構成される。貯

水槽はフェルトを介して実験土層と接しており，貯水槽

内の水位と実験土層上流端の水位は連続するようにした。

一方，高水槽は水みち上流端の水位をコントロールする

ために水みちの上流端と直結させた。また，実験では，

水みちが合流するケースについても実験を行ったが，水

みち上流端を高水槽と連結させた中央の水みちは１本の

みである。

２．２ 実験条件

２．２．１ 実験ケース

水みち，封入空気が土層内の間隙水圧分布に与える影

響について検討するため，次の条件を設定した。なお，

各ケースとも土層の条件は一定である。

ケース１ 水みちが無いケース

ケース２ 水みちが１本有るケース

ケース３ 水みちが３本有り，途中で１本に合流する

ケース４ 水みちはケース２と同様で実験土層表層に珪

砂を敷いたケース

ケース５ 水みちはケース３と同様で実験土層表層に珪

砂を敷いたケース

２．２．２ 給水条件

人工降雨装置では実験期間中を通じて１３０mm／hの降

雨を与えた。人工降雨による供給水量は０．００８７ ／sで

ある。

土層上流端からの給水にあたっては，水槽内の水位が

２０cmまでは貯水槽と高水槽の水位は一致させ，図－３

に示すように５cmごと水位を上昇させた。水槽内の水

位が２０cmに達した後は，貯水槽の水位は２０cmに保ち，

高水槽の水位のみ５cmごと上昇させた（図－３）。水位

を上昇させる時間間隔は供給水位２０cmまでは３０分，

それ以降の高水槽水位の上昇は１０分ごととした。なお，

水位変化させる前に各段階で概ね定常状態に至っていた

ことを確認した。実験は土層が崩壊など大規模な変形を

するまで，または，珪砂が流動化して流出するまで継続

図－２ 実験土層材料の粒径加積曲線
Fig．２ Grain size distribution curve of the bed material

図－３ 給水の条件
Fig．３ Water supply condition
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した。なお，ケース１についてはいずれも生じなかった

ため，貯水槽（水みちを埋設していないため，高水槽は

用いていない）の水位が２０cmになるまで実験を実施し

た。

２．３ 測定項目

実験では，給水開始後５分毎に図－１に示す位置に設

置したマノメータによる間隙水圧および流出流量を計測

した。マノメータは水路中央に設置した。また土層状態

を確認するため，ビデオカメラで撮影を行った。

３．実験結果

３．１ 崩壊の有無，崩壊するまでの経過時間，崩壊形態

各ケースにおける崩壊の有無を表－１に示す。崩壊が

発生したのはケース２，３であり，ケース２は１４０分

２５秒経過時，ケース３は６０分３０秒経過時に崩壊が発

生した。なおケース２は高水槽の水位を３５cm，ケース

３は貯水槽の水位を１５cmに上げた時点で崩壊が発生し

た。ケース１，４，５では土層が崩壊するような現象

は見られなかった。ケース１では実験土層の下流端法面

の一部が流出したため実験を終了した。ケース４は下流

端法面の一部が流出するとともに，実験開始１０３分経過

時に土層表面の珪砂が流出したため，実験を終了した。

ケース５ではケース４と同様に表層の珪砂が流出したた

め，実験開始後３６分で実験を終了した。

次に崩壊が発生したケース２および３について崩壊形

態を図－４に示す。ケース２では斜面上部が大きく崩壊

し，斜面下部では土砂の大きな移動は見られなかった。

一方で，ケース３では水みちが３本から１本合流する付

近である斜面中腹部を中心に深く崩壊し，斜面上部およ

び斜面下部において崩壊による土砂の大きな移動は見ら

れなかった。

３．２ 実験中の間隙水圧及び流出水量の挙動

計測した各ケースにおけるマノメータ水位の挙動を図

－５に，各ケースの流出流量の変化を図－６に示す。な

お，最終経過時間が異なるのは崩壊までの時間が異なる

こと，また崩壊が発生しなかったケースでは下流端法面

での小規模な土砂移動や珪砂の流出によって実験終了と

なるまでの時間が異なるためである。

３．２．１ ケース１

ケース１は給水槽水位が５cmの場合（３０分経過時ま

で）は実験土層斜面中腹および下部（マノメータ ～ ）

の間隙水圧が０．３～８．７cmH２Oに上昇し，流出量は０．０１

／sであった。このとき，マノメータ ～ では，間

隙水圧は斜面下方ほど直線的に大きくなった。給水槽水

位を上昇させるに従い，実験土層斜面土層上部（マノメ

ータ ）の間隙水圧は上昇したが，マノメータ より下

部の間隙水圧変動は極めて小さかった。また，マノメー

タ は給水槽水位が１０cmまでは，間隙水圧は上昇した

ものの，給水槽水位を１５cm以上に上昇させても，間隙

水圧は給水槽水位１０cmの時からほとんど変化しなかっ

た。さらに，流出量は，給水槽水位を１０cmに上昇させ

て以降，おおむね０．０１ ／sで一定であり，人工降雨に

よる給水量（０．００８７ ／s）より大きく，本実験は側方流

入の影響があったと考えられる。

３．２．２ ケース２

ケース２においては，給水槽水位が５cmの場合，斜

面部のマノメータ ～ の間隙水圧は小さく，０．７～３．３

cmH２Oであった。特に，斜面上部のマノメータ の間

隙水圧は，０．７cmH２Oと小さかった。このとき，斜面下

端からの流出量は０．０６ ／sで同じ給水槽水位のケース

１に比べて，６倍大きかった。次に，給水槽の水位を１０

cmにすると，実験土層斜面下部の勾配変化点直上（マ

ノメータ ）で間隙水圧は６．４cmH２O上昇する大きな

Case No.
Number of

artificial pipe
Slope Entrapped air Landslide

１ ０ ２５° × ×

２ １ ２５° ×
○

(140 min 25 sec)

３ ３→１ ２５° ×
○

(60 min 30 sec)

４ １ ２５° ○ ×

５ ３→１ ２５° ○ ×

図－４ ケース２および３の崩壊形態
Fig．４ The landslide forms of case２and３

表－１ 各ケースの崩壊の有無と崩壊までの時間
Table１ Occurrence of landslide and the time to landslide
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図－５ 経過時間ごとの各ケースにおけるマノメータ水位
凡例の数字は実験開始後に計測を行った時刻を示している。給水槽，高水槽の水位上昇時刻と一致している場合は，上昇
させる直前の結果を示す

Fig．５ The pore water pressure distribution
The number of legend indicates the time from the start of experiment to measure soil pore water pressure. If the time is the

same as time to increase water level in water supply tank, the results indicates soil pore water pressure before the water level
change. The last time of each water supplying level.

図－６ 流出流量の変化
Fig．６ Tempopral change of discharge rate

田中ら：斜面土層内の水みちが土層内の間隙水圧へ与える影響に関する実験的研究
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変化が見られ，これにともない流出量も０．０３ ／s増加

した。一方，斜面中上部のマノメータ ～ については，

給水槽水位５cmの時と比べて，０．１～０．５cm程度と上

昇幅は限られていた。

給水槽水位を１５，２０cmとした場合は，５cmから１０

cmの水位上昇にともなう間隙水圧の変化の様式とは異

なり，斜面下部のマノメータ の間隙水圧より，斜面の

中上部のマノメータ ～ の間隙水圧の上昇量が大きく，

上部のマノメータほど上昇量は大きかった。また，流出

量も増加幅は少ないものの，増加し続けた。

さらに，水みち内に高水槽を用いて直接加圧した場合，

斜面部のマノメータの間隙水圧は高水槽の水位が上昇す

るに従い，増加した。間隙水圧の上昇の程度は，斜面上

部ほど大きくなった。また，流出量も高水槽水位の増加

にともない０．０１ ／s大きくなった。

３．２．３ ケース３

ケース３では給水槽水位が５cmの場合，マノメータ

の値はケース２よりも大きく，特にマノメータ の間隙

水圧は１４．３cmH２Oと他のマノメータよりも相対的に大

きかった。この時，斜面下端からの流出流量は０．０９ ／
sで同じ給水水位のケース１や２と比べて，大きかった。

次に，給水槽水位を１０，１５cmにすると，実験土層斜面

上部のマノメータ ～ で斜面下部よりも大きな変化が

見られた。給水槽水位１０cmの状態で，最も大きな間隙

水圧を示したマノメータ で間隙水圧は２２cmH２Oとな

った。この時，表面が湿潤している様子は見られたが，

土層表面における明瞭な水の流れは見られなかった。給

水槽水位の上昇に伴う斜面下端からの流出量の増加は

０．００８ ／s程度であり，ケース２に比べ，流出量の増加

量は小さかった。

３．２．４ ケース４

ケース４では，給水槽水位が５cmの場合，斜面部の

マノメータ ～ の間隙水圧は小さく，１．５～９．３cmH２

Oであった。特に，斜面上部のマノメータ の間隙水圧

は，１．５cmH２Oと小さかった。この傾向はケース２と同

様である。一方で，実験土層斜面下端のマノメータ で

はケース４は給水槽水位が５cmの時点で間隙水圧が他

のマノメータに比べ１．８～７．８cmH２O大きい。また流出

量については０．０７ ／sであり，ケース２よりも０．０１ ／s

大きい。

その後，給水槽水位を１０，１５，２０cmにした場合，各

マノメータにおける間隙水圧はケース２と比べ，０．１～

３．３cmH２O大きく，マノメータ で最も差が大きくなっ

た。一方で流出量は給水水位を１５cmにしたところでケ

ース２がケース４よりも０．００６ ／s大きくなっていた。

３．２．５ ケース５

ケース５では給水槽水位が５cmの場合，水みちが合

流する実験土層斜面中腹に位置するマノメータ で間隙

水圧が１７cmH２Oとなり，最も大きく，これはケース３

と同様の傾向であった。ただし，マノメータ における

間隙水圧はケース５のほうが２．７cmH２O大きかった。

この時，流出量は０．０９ ／sであり，ケース３と比べる

とわずかに０．００１ ／s大きかった。次に給水槽水位を

１０cmにした場合，マノメータ ， でさらに間隙水圧

が２．４～３．７cmH２O大きくなり，流出量も０．００７ ／s増

加したが，流出量の増加はケース３と同様にケース２の

ように大きな増加ではなかった。

４．考察

４．１ 水みちが間隙水圧に及ぼす影響

４．１．１ 水みちの有無

ケース１，２の比較から，水みちの有無が土層内の

間隙水圧分布に及ぼす影響を考察する。ケース１では給

水槽水位を５cmにした時点で，間隙水圧が土層全体で

上昇したのに対し，ケース２では給水槽水位が２０cmに

した場合であっても，間隙水圧はケース１の給水槽水位

５cmの時と比べても低かった。ケース１と２の差は特

に実験土層斜面中腹部（マノメータ ）で顕著である。

この結果は土層内に水みちが存在すると排水能力が向上

するため，間隙水圧の上昇が制御されるとした既往の実

験結果と一致する（例えば，Sidle et al.，１９９５；内田ら，

１９９５；多田ら，２００２）。

一方，ケース２において，給水槽水位を５cmから１０

cmに上昇させた際に，斜面土層下部（マノメータ ）で

急激な間隙水圧の上昇（３．３cmH２Oから９．７cmH２Oに

上昇，いずれも最終時刻）が見られた。また，給水槽水

位を２０cmで一定に保ち，高水槽水位を２０cm以上に上

昇させた場合，土層斜面上部（マノメータ ， ）では，

比較的大きな間隙水圧の上昇が確認された，これらは，

土層下部および上部の水平部分で，水みちの流下能力が

不足したために水みち内部の水が被圧されたため，水み

ち内から周囲の土層へ圧が伝搬した可能性が考えられる。

一方，斜面部では，水みちが水みち内の給水量に対して十

分な排水能力を有しているため，いずれの場合も斜面中

腹では間隙水圧の上昇が抑えられた可能性が考えられる。

すなわち，この結果は既往研究（例えば，内田ら，１９９５）

で予想されてきた，水みちの排水能力が一様でないため，

水みちの排水能力が相対的に小さい部位がボトルネック

となり，その周辺で間隙水圧が上昇することを示した結

果と考えられる。また，本実験結果から，斜面土層の間

隙水圧は直上流の間隙水圧や当該地点の１次元浸透量が

変化せずとも，水みちを介することにより上流側の影響

を直接的に受けることがあることが確認された。一方，

前述のように局所的に間隙水圧の上昇が生じた場合であ

っても，土層からの水の流出量は，ケース１に比べて遙

かに大きく，また，高水槽水位を３０cmに上昇させるま

で流出量は増大した。このことは，土層全体としての排

水能力は水みちがあるために，上流端の水位に依らず，

高い状態が維持されたといえる。
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４．１．２ 水みちの合流

次に，水みちの合流の影響を考察するために，ケース

１～３を比較する。給水槽水位を５cmとした場合ではケ

ース３は水みち合流地点の直下のマノメータ ，下流

２０cmのマノメータ および上流２０cmのマノメータ

でケース２に比べ，間隙水圧の値がそれぞれ１１．１cmH２O，

８．４cmH２O，４．２cmH２O大きくなった。このとき，水み

ちがなかったケース１と比べると，いずれの地点でも間

隙水圧は小さかった。一方，給水槽水位を１０cmにした

場合には，ケース３の間隙水圧は実験土層斜面中腹に加

えて，斜面土層上部（マノメータ ）においても，ケー

ス２よりも大きくなっている。また，ケース１と比べて

も，マノメータ の間隙水圧は大きくなった。さらに，

給水槽水位を１５cmにした場合，マノメータ の間隙水

圧は２２．０cmH２Oとなり，ケース１，２と比べても大

きくなった。この結果は，前節で考察した水みちの排水

能力の空間分布に起因するものと考えられる。前節の場

合，水みちの勾配変化により排水能力に差が生じたが，

ここでは，水みちの本数の減少により排水能力に差が生

じたと考えられる。

これまでも水みちの閉塞した場合（多田ら，２００２）や

水みち下流端が大気に解放されていない場合（Pierson，

図－７ ケース２，４および３，５の同じ供給水位における間隙水圧の比較
凡例の数字は実験開始後に計測を行った時刻を示している。給水槽，高水槽の水位上昇時刻と一致している場合は，上昇
させる直前の結果を示す

Fig．７ The comparison the pore-water pressure of case 2, 4 and 3, 6
The number of legend indicates the time from the start of experiment to measure soil pore water pressure. If the time is the same
as time to increase water level in water supply tank, the results indicates soil pore water pressure before the water level change.
The last time of each water supplying level.

田中ら：斜面土層内の水みちが土層内の間隙水圧へ与える影響に関する実験的研究
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１９８３；内田ら，１９９５）では，閉塞地点や水みち下流端付

近で周囲に比べて高い間隙水圧が生じること，上流の水

位条件が同程度である場合，水みちがない場合に比べて

も間隙水圧が高くなることが確認されてきた。本研究で

は，水みちの合流によっても水みちの閉塞や埋塞と類似

した影響があることが確認された。さらに，水みち合流

点上部の斜面においても，水みちの本数が多く排水能力

が高いと考えられるにも関わらず，合流点の影響により，

相対的に排水能力が低いと考えられる条件（ケース２）

より，間隙水圧が高くなりうることが分かった。特に，

この影響は上流の水位が高いときに顕著であった。すな

わち，排水能力が相対的に低い部位の影響はある程度上

流側に伝搬すると考えられる。

一方，ここでも，水みちの有無の比較（ケース１，２）

同様，斜面上部に水みちが３本設置することにより，土

層からの水の流出量は，水みち１本のケースより大きか

った。水みちの総延長が土層全体の排水能力に影響して

いることを示唆している。

４．２ 封入空気が間隙水圧に及ぼす影響

封入空気の影響を考察するために，まずケース２と４

を比較する（図－７）。ケース４は同じ給水槽水位のとき

のケース２に比べ，給水槽水位によらず常に実験土層各

部で間隙水圧は大きかった。給水槽水位が５cmのとき

は実験土層斜面上部（マノメータ ）におけるケース間

の間隙水圧の差は小さいが，その他の地点は給水槽水位

によらず，ケース４で間隙水圧が大きかった。ケース２，

とケース４で間隙水圧の差が大きくなったのは，斜面下

部のマノメータ であった。次にケース３とケース５の

間隙水圧を比較する（図－７）。斜面土層中腹の水みち合

流点付近（マノメータ ）において，給水槽水位によら

ずケース５でケース３と比べて間隙水圧が大きくなり，

その差は１．１～２．９cmH２Oであった。一方，その他の箇所

においては，ケース３と５で顕著な差は見られなかった。

以上のケース２，４およびケース３，５の比較から，

前節で考察した水みちの排水能力が上流から下流へ低下

する地点付近，つまりケース２，４では実験土層の勾

配が小さくなる斜面下部，ケース３，５では水みちの

合流点付近において，表面の珪砂の有無が間隙水圧に及

ぼす影響が大きいことが分かった。これまでも，八木ら

（１９８３）や丸井（１９９１）は，土層表面が飽和し，土層内

に取り残された間隙中の空気が封入されることにより，

空気の封入が生じない時に比べ間隙水圧が大きく上昇す

ることを示した。今回の実験においては，珪砂を表層に

敷くことにより，表層の透気性を低下させた。その結果，

表層の透気性が低いケースにおいて，間隙水圧の上昇が

見られ，既往研究と併せて考えると，封入空気が間隙水

圧の上昇を引き起こした可能性が高い。さらに，水みち

の排水能力が相対的に小さい箇所において，顕著な封入

空気の影響が見られたことは，水みち内の水圧が増加し，

水みちから周辺土層へ水が流出する過程において，周辺

土層内の封入空気が圧縮され，間隙水圧の上昇を引き起

こした可能性が考えられる。またケース２，４および

ケース３，５では斜面下端からの流出流量に大きな差

は見られなかった。これは，排水能力が上流から下流へ

低下する地点では，水みち内の水が被圧状態になり水み

ち内の流量は水みちの形状に強く依存して，封入空気が

流量に及ぼす影響が小さかった可能性が考えられる。

一方，水みち内の水が被圧状態になっていない場合は，

周辺土層の間隙水圧が上昇すると，水みち周辺の土層か

ら，水みち内への水移動が加速すると考えられる（例え

ば，内田ら，１９９５）。このような条件下においては，封

入空気により間隙水圧が上昇すると周辺土層水みちへの

水の供給量が増大することが考えられる。より詳細な検

討は必要であるが，縦断的に見て排水能力が低下する地

点より上流の地点では，封入空気により水みちへの浸透

流の増加が，排水能力が低下する地点の間隙水圧上昇に

一部寄与した可能性も考えられる（図－８）。

４．３ 水みち・封入空気が崩壊発生に及ぼす影響

今回の実験では，各ケース間で崩壊の有無や形態に差

異が生じた。また，前節までに水みちの有無，形状や封

入空気が土層内の間隙水圧分布や流出流量に大きな影響

を及ぼすことが明らかとなった。そこで，本節では，水

みちの有無，形状や封入空気が斜面崩壊に及ぼす影響に

ついて考察する。

水みちの形状は，定量的に予測できる段階にはないが，

多くの調査が行われてきた。それらの研究では，共通し

て，水みちは合流，枝分かれを繰り返していることが示

されてきている（例えば，北原，１９９５；Terajima et al.，

２０００；道畑ら，２００１；Holden，２００４）。今回の実験にお

いて，水みちの合流により排水能力が合流点上流と比べ

図－８ 土層内の間隙水圧上昇における水みち・封入空気の
影響

Fig．８ Schematic illustration of the influence of soil pipe and
entrapped air on rising pore water pressure
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て相対的に低い箇所が現れると，土層全体としては高い

透水性を有するものの，局所的に高い間隙水圧が生じる

ことが示された。さらに封入空気によりその影響は大き

くなることが示された。

また今回の実験ではケース３は給水槽水位を１０cmか

ら１５cmに上げた直後に，水みち合流付近周辺において

深く崩壊が発生した。このことは内田・水山（２００２）が

数値実験により示した「降雨ピークに対応して発生する

崩壊を説明する機構の１つとしてパイプの閉塞が考えら

れる」とした考えを一歩進め，水みちの形状変化が生じ

なくとも，通常斜面で見られるような水みちの合流，枝

分かれがあり，排水能力を上回る地下水の集中が生じる

と，降雨ピークに対応して崩壊が発生する機構を説明す

る１つとして水みちが挙げられることを示している。

さらに，崩壊が発生したケース２とケース３では，崩

壊形態に差異が見られた。ケース２では実験土層全体が

斜面上部から崩壊したのに対し，ケース３では水みち合

流点付近を中心に深く崩壊し，斜面上部は崩壊しなかっ

た。このことはケース２で斜面上部において間隙水圧が

高かったのに対し，ケース３においては斜面中部で間隙

水圧が高かったことと矛盾しない。すなわち，水みちが

３本あり排水能力が高かった斜面上部では崩壊が発生し

づらい条件であった可能性がある。このことから，水み

ちの形状は崩壊の位置や形状に影響を及ぼしている可能

性が考えられるが，現時点では事例も少なく，さらなる

研究が必要である。

５．おわりに

今回の実験では，土層内の間隙水圧の上昇に与える水

みちの影響を水みちの合流や封入空気の効果を考慮しな

がら実験により検討した。その結果，これまで指摘され

てきた水みちの閉塞だけでなく，水みちの合流や水みち

の勾配変化に伴い排水能力が相対的に斜面上流部に比べ

て小さくなる箇所では，間隙水圧が局所的に高まること

を示した。

また，土層表面の空気の排出を阻害すると，間隙水圧

が上昇しやすくなることを示した。これは，土層内の封

入空気による影響であると考えられた。また，封入空気

の影響は水みちの排水能力が上流に比べて相対的に小さ

い箇所において顕著に生じることを示した。これは，１

次元鉛直浸透による影響に加え，水みちから周辺土層へ

の水の流出の影響が組み合わさることによる効果である

と考えられた。

一方で，封入空気の影響については実験途中における

土層表層の珪砂の流出によって実験が終了しており，よ

り正確に検討を行うためには，降雨条件の変更や別の方

法による封入空気の影響の評価が必要と考えられる。ま

た，今回の実験では間隙中の空気圧を直接計測できてい

ないため，間隙空気の詳細な挙動については検討できて

いない。今回の実験により，水みちを有する斜面土層に

おいては，封入空気が間隙水圧分布に影響を及ぼすこと

が示唆されたことを踏まえて，間隙空気の挙動も考慮し

たさらなる検討が必要であると考えられる。さらに水み

ちからの給水の形態や実際の量についても今回の実験で

は考慮できておらず，水みちが崩壊に与える影響につい

ても十分に検討できていない。これらのことについては，

今回得られた課題を踏まえ，今後さらに検討を進めてい

きたい。
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