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1. 斜面崩壊の機構

神戸背山における豪雨時の

斜面崩壊の予想

田中茂

強雨によって生ずる山腹斜面の崩壊の原因として， 普通考えられるもの

に，次のようなものがある。

( i ) 表流水の作用によるもの。

( ii ) 浸透水の影響により，斜面を構成している土壌の粘着力並びに内部

摩擦角が，いちじるしく小さくなることに起因するもの。

(iii ) 浸透水の自由水面が，斜面内において上昇して，ついに自由水面が

斜面に顔を出して，いわゆる「パイピング現象」が発生することに起因する

もの。

(iv) 渓流の水あたりが強い渓岸が，水流の作用により洗掘せれる結果，

斜面が下方の支持を失って崩壊するもの。簡単にし、うと，斜面の根の渓流に

よる側方浸蝕に起因するもの。

( v) 断層線のような弱い層が，渓流に露出している時は水流の作用によ

って， このような弱い部分が浸蝕，洗掘される結果， 斜面が安定を失うも

の，また斜面に断層線などの弱い部分が，露出しているものが浸蝕を受けた

場合などである。

( l ) 表流水の作用による斜面の崩壊

斜面の等高線が低い方へ向かつて凹状になっている場所では，斜面の下方

になるほど表流水の流線の収数がし、ちじるしく，斜面上を水が集中して射流

状態で流れ，表土を浸蝕，洗掘する。この時の浸蝕および洗掘の機構は複雑

で，跳水，渦などの総合作用が大きく与って力がある。

( 2) 斜面構成土砂の粘着力，内部摩擦角の減少のために起因する斜面の

崩壊



雨水の浸透のため土中

湿度が増加し，そのため

粘着力および内部摩擦角

が，大きく減少する種類

の土で斜面が構成されて

いる時には，浸透水は斜

面を構成している土塊に

動水力学的作用を与える

のである。その結果，土

塊は円弧形または，これ

に近いとみなしうる滑り

面に沿って下方へ滑落す

る。この種の崩壊は粘土

質の山腹斜面または盛土

斜面に発生するものであ

る。

( 3) 浸透水の自由表

面の上昇によるパイピン

グ現象発生に基づく斜面

崩壊

第 1図に示すような，

低い方へ向かつて凹状を

している等高線を有する

不透水性基岩をもった斜
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第 1図

第 2図

面の表層の透水層の内部では，浸透水の量が増加するに従い，斜面の下部で

は，特に浸透水の自由水面はし、ちじるしく上昇する（第 1図，点目付近）。つい

に浸透水は表土層内を流下するだけでははけきれなくなって，自由水面は斜

面に顔を出し，その顔を出したところにおいて，流出速度と土質との関係如

何によって，パイピング現象が発生する。この現象は自由水面に沿う浸透水

流の流速が，表土を構成している土壌を分離して，ぱらぱらになった土粒子

を流送するに足る十分な大きさになって，初めて発生するのであり，六甲山
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第 3図 系の花商岩が風化したゆるいマサ

土の場合は，自由水面の勾配が，

水平に対して20°以上になると，パ

イピング現象が発生するようであ

る。第2図において，点、A付近に

ノfイピング現象，その下の A, B 

部において斜面の押し出し現象が

起る。一度このような現象が起れ

Dば，この現象が発生した場所に接

続した上手の自由水面と斜面の表

面との聞の土塊は，その足場を失

って下方に滑落し，この滑落は順次連続的に上方に進行し，ついには不動領

域の土砂が第 2図のように残る。この場合に，自由水面を境としてこれより

上は移動領域，これより下は不動領域となる。

上述のような機構で，斜面の崩壊が生じやすし、か否かは，地被植物の疎密

の程度や種類並びに樹種，林相p 土質，地質，地形や不透水性基岩などの境

界条件，さらに表土の先行条件などによって大きく支配されるのである。先

行条件は降雨の特性により大きく支配せられる。

( 4) 斜面の根の渓流による側方浸蝕に起因する崩壊

豪雨により渓流の流量が増加した場合，水流の衝突する渓岸が，軟弱な地

質や地層であると，水流による洗掘を受けやすく，下部が洗掘されると，そ

の上部に続く斜面は安定を失って崩落する。第 3図の A, B, C, Dは崩落

部を示し，幅広いのが特徴である。

この種の斜面崩壊の場合，崩壊面の勾配は急で， 40° 以上の場合が大部分

を占める。

( 5) 断層地帯の斜面崩壊

六甲山系には，数多くの断層線が走ってし、る。断層線が渓流を横切って走

っている場合には，渓岸に現れている断層部は，流水ゐ洗掘を受けやすいた

めに崩落している。洪水ごとに新しい崩落が発生する。このような崩落規模

は一般に小さいが，時には崩壊幅が数十メートルにも発達したものもある。

断層が渓流に沿って走っている場合は，渓流の両岸いたるところが弱点で
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あるために，豪雨出水時には，渓流に沿う両岸一帯に斜面崩壊が発生する。

断層が渓流や斜面などの岸と交文する角度や断層の横切る高さ，断層の傾

斜，断層の種類などが，この種の崩壊の規模にかなり大きい影響を有してい

る。

2. 崩壊地の原因別調査結果

( l）概説

昭和13年 7月 3～5日の阪神地方大水害の災害調査結果によると，斜面の

土砂崩壊の主因は 6月中・下旬より降雨があって，すでに斜面の土壌は水分

を多く含んでいたのであるが， 7月 3～5日にわたる本格的な降雨により，

飽水したために，泥状と化し，急な斜面の表土はL、たる所で滑落を生じたも

のであるとされている。このような説明に関しては疑問もあるが，雨水の浸

透によって，崩壊が各所に起ったことは確かである。なお，前述の諸原因は

単独にそれが唯一の原因であるとみなされることもあるが，主因の他に従と

考えられる原因も同時に存在していることが多い。

昭和36年 6月末の豪雨による斜面崩壊の調査を行なった結果，住吉川流域

や天上川流域については，神戸市港湾総局埋立事業部調査課の人達とともに
2) 

つぶさに現地を視察調査した結果，第 1表に一覧的に示すような値を得た。

この表からみると，浸透流が主因をなしている斜面崩壊の崩壊士量が，全

崩壊土量のうちに占める百分率はかなり大きし住吉川流域については約6S

%，天上川流域については，約98%を占めている。一方，表流水による斜面

の崩壊土砂量の全崩壊土砂量のうちに占める百分率は，住吉川流域について

は約18%，天上川流域については約 2%である。天上川流域において，特に

表流水によるものが少なく浸透流によるものが圧倒的に多いのは，この流域

は禿結地などがなく，かつ林相，土質，渓流の特性などからみて，表流によ

る洗掘が起りにくかったことによる。

次に，浸透水流によるものと表流によるものとを加えた崩壊土量が，全崩

壊土量に対する比をとると，住吉川流域においては，約86%，天上川流域に

おいては99%強である。

また一方，昭和36年 6月末豪雨の際に造成中であった宅地等の面積は，約

2. 2km2である。このような宅地等から流出したと推定される土砂量は，約20
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第 1表

！？に｜て旦~~I 断層地点~1－－＂＇~
:PJTj土量m'1：所i土量m':PJTI 土量m'l＿~I 土量m' 1:PJT1土量m'

住吉川 I2481 105,9001 491 7,9001 1101 27,8001 391 15,3001 4461 156,800 

天上川｜刊 35,6竹一 _, 10 8001 3 l 001 501 36,500 

万m3 である。このような土砂は造成中のゆるやかにされた土砂が， 表流水

によって流送，洗掘せられたものが大部分で，一部には浸透水が擁壁工事や

切土工事によって地表面へ出現したり，壁体の倒壊を引き起したことが原因

となっている。 ドライブウェイなどの山地道路においても，各所に斜面崩壊

や土砂流出をみた。山腹に道路を作ると，山側の斜面が切り取られることが

多く，この切り取られた斜面は安定を失いやすく，豪雨に際しては，表流水

と浸透水が集中しやすし、場所は特に崩落しやすい。崩落した土砂は直下の側

溝を埋め，側溝は排水の役をなさず，道路そのものが排水路となり，かなり

大きな面積に降った雨水を流す。この時路面が舗装されていない時には，路

面上の表流水により大きく浸蝕される。またこのような表流水は，路肩など

の低いところから集中して山腹斜面上を流れ下るが故に，その部分の斜面は

崩落を起しやすい。

( 2) 浸透水および表流水による斜面崩壊

昭和13年 7月 3～5日の豪雨による斜面崩壊の位置と崩壊面の形状を等高

線の記載されている地図上に示した図面が，神戸市水害誌の付図のなかにあ

るが，このような貴重な図面，および今回神戸市の委託により財団法人建設

工学研究所が行なった，昭和36年 6月末の豪雨による神戸背山地域内の斜面

崩壊個所の位置，および平面図を等高線の記載されている地図上に示したも

のを注意深く眺めて，地形特に等高線と崩壊個所との関係を吟味した結果，

禿結地，山地道路の山側の切取面，かなり崩壊が進行している場所などでは

例外もみられたが，表流水および浸透水の作用に基づく斜面崩壊は，ほとん

ど等高線が低い方に向かつて傾斜している場所に発生しているのである。し

かし，逆に等高線が低い方に向かつて凹状をなしている場所がことごとく崩

擦を起しているのではない。表流水の作用は地被植物の有無や林相，土質お

よび地質，斜面の勾配などによって非常に大きく影響を受ける。 浸透水の作
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用も同様な要素によって大きく支配せられるのであるが，とりわけ土質およ

び地質と斜面の表面およびその下の不透水層などの傾斜と土被りの状況，換

言すれば，斜面の境界条件，および斜面の先行条件（今問題にしている本格的豪

雨に先行する降雨による斜面土の含水状態など）その他により大きく支配せられ

る。

( 3) その他の原因によるもの

断層線がどのように渓流や斜面と交叉したり，渓流に沿っているかなどの

点と，このような断層が原因で，崩壊を生じている個所の位置，崩壊の特徴

および規模などとは密接な関係があり，現地調査の結果から，その関係は既

述のような特徴を示す。

3. 降雨特性と斜面の崩壊

( l ) 降雨特性

降雨と災害との関係を従来問題にする時には，必ず降雨量や降雨強度，特

に前者を取り上げて問題にしたので為る。この場合の降雨量というのは 1降

雨の総降雨量か，あるいは最大24時間雨量または本格的降雨の継続する期間

内の総降雨量をさすことが多L、。災害を引き起すような豪雨が降った場合に

は，このような降雨量は確かに大事なー要素ではあるが，これのみに目をう

ばわれてしまってはならなし、。特に崖崩れ，斜面崩壊，法面浸蝕などの災害

を問題にする限りにおいては，上記の降雨量だけを問題にすることは一考を

要するのである。その理由はこのような降雨量の大小は，例えば斜面崩壊の

規模や崩壊土量などの大小と比例関係にないのであり，降雨量のみが前記の

ような，崩壊土量などを支配する大きな要素ではないからである。

それでは，上記の降雨量の代りに何をとり上げるべきかということが問題

になるが，田中は， 「降雨特性」というものを重視すべきものと考える。降

雨特性とはし、ま問題にしている， l降雨の降雨期間中において， どのように

降雨強度が時間とともに変化するかを表わした「降雨強度 1時間曲線」の示

す特性および問題の降雨の始まる以前の「先行降雨J，あるいは「前期降雨」

の「降雨強度 1時間曲線」などが示す特性をさすのである。

「先行降雨」の有無やその降雨特性が，その次に降る本格的な豪雨の特性

と相まって，崖崩れや斜面崩壊と密接な関係があることは，この種の崩壊の
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機構から考察すれば明らかであるが，この点に関しては後述する。

次に降雨特性につレて付言する。時聞を横軸にとり，降雨強度を縦軸にと

って，降雨強度の時間に伴なう変化を棒グラフなどで表わすと雷雨性豪雨，

梅雨前線性豪雨，台風性豪雨な どによりそれぞれ特性があるし，また同じ種

類の豪雨の場合でも，時により異なった特性を示すようである。例えば，降

雨強度の peakの出現する時刻についても， 1降雨の最初，中途，最後という

ようにし、ろいろあるし，また peak およびその前後の降雨強度の絶対値と継

続時間， peakとそれをはさむ強い降雨強度の前後に接続した降雨の大きさや

継続期間などにも特性がある。また，前線性豪雨の場合には先行降雨を伴な

し、，台風性豪雨の時は先行降雨を伴なわない場合が多いのである。雷雨性豪

雨の時は，短時間ではあるが降雨強度は大で，先行降雨は伴なわないのが特

徴である。第4～11図は神戸海洋気象台で観測せられた降雨のなかより，梅

雨前線性豪雨，雷雨性豪雨， 台風性豪雨などの主なものを選び出し，それら

の特性を示す「降雨強度 1時間曲線」を示 したものである。第 5図は雷雨性

豪雨の一例であるが，短時間で降雨はやむが，その降雨強度はきわめて大き

し、特徴を示している。このような時にはほとんど斜面崩壊のみるべきものは

なかった。第4図は大災害を もたらした昭和13年 7月の梅雨前線性豪雨を示

し，第11図は昭和36年 6月末豪雨を示したもので本格的な降雨期間中の総雨

量は，これらはL、ずれも大差がないけれども，前回の時 100mm を超す先行

降雨があったが，後の場合はこれが皆無であったこと，前回の場合は，本格

的降雨の継続時間の終りの12時間における降雨強度が集中的に大きし、のに対

し，後の場合は本格的降り初めから， 3時間， 4時間，12時間というような中

休みが途中に入っているし， 特に 2個の peaksをもった豪雨が， peロks閣の

時間間隔26～27時間において，勢力を2分した形で出現している。また，第

6図は梅雨前線性豪雨（18～19日）とデラ台風による降雨（20～21日）とが続い

てあった場合を示している。

前者の降雨の方が，強度および継続時間ともに後者のそれらに比して大き

し、。しかし，前者もその強度の絶対値はあまり大きくないので，山崩れなど

は，ほとんどみるべきものが発生しなかった。第 7図はへスター台風による

豪雨を示しているが，先行降雨がない上に，本格的降雨の継続時聞が 3時間

位に過ぎなかったために，やはり斜面崩壊もほとんど発生してレない。第 8
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第 4図降雨強度 l時間曲線（ 1 ) 
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第 6図 降雨強度 1時間曲線（3)
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第 7図降雨強度 1時間曲線（ 4) 
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第 9図 降雨強度 1時間曲線（ 6) 
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第10図 降雨強度 1時間曲線（ 7 ) 
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図は13号台風による豪雨を示したもので，この場合は先行降雨があり，かっ

本格的降雨の型も降り終り頃に peak が出現している。このような点からみ

ると，斜面崩壊の発生に好都合な型であるが，先行降雨の量が僅少であるこ

と，およひ．本格的降雨の強度の絶対値が全般に小さいこ とが3 あまり前記の

ような崩壊のみるべきものが起らなかった理由である。第 9図は梅雨前線豪

雨であるが， 6月29～30日の豪雨は peak はかなり大きいが，継続時聞が短

かい。 7月 4～ 5日のものは，これよりみた先行降雨はかなりの量に達する

が，肝心の本格的降雨の強度が小さかったために，大きな斜面崩壊はなかっ

た。第10図も梅雨前線性のものであるが， pe口k時の強度はかなりあるが，そ

の継続時聞が短かく，かつ peロk の位置がほぼ l降雨の中央にある ことなど

のため，小規模な斜面崩壊に止まった。

4. 斜面崩壊個所の予想方法

( l ) 自由水面の上昇の結果，崩壊が予想される個所

昭和13年 7月 3～5日の豪雨時の崩壊個所，昭和36年 6月末豪雨による崩

壊個所，過去のその他の豪雨による崩壊個所などをよく調査した結果を，参

考にしなければならないことは， どのような原因による崩壊の場合にも不可

欠な ことである。崩壊を予想される場所を決定するばかりでなく，各場所の

崩壊予想面積，崩壊予惣土砂量などをも，算出しようとすると手数を要する

が，ここでは，まず崩壊をf予想される危険個所の決定としづ問題tこついて論

じ，次に崩壊予想土砂量の推定方法について論ずるミとにする。次に上記の

ような場所の決定法の方針を説明するわ

（ロ） 天然斜面は，特；こ崩壊土砂で谷聞が埋没してし、ない限り，地表面の

等高線の凹凸の様相と不透水性基岩の表面のそれと は，ほほ似てし、ると考え

てもよいから，斜面の等高線が低し、方へ向かつて問状となってし、る場所を選

び，その斜面の表土の厚さを求め，その斜面の裾に近いところから上手の集

水面積や斜面長を調査し，さらに降雨の特性とにらム合わせて不透水層の上

を，被っている表土を雨水が浸透して第 1段階の浸透が完了して，第 2段階

の浸透に移行して自由水面が ( i ）斜面の急勾配に移る個所 (ii）浸透し

てくる流量が大きレ斜面の下部などにおいて，地表面に出現する可能性があ

る個所などを吟味することが，長初に行なわなけれlまならぬことである。こ
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の場合，降雨特性如何によって自由水面の上昇の様相が大きく異なるのであ

る。

( b) 自由水面が地表面へ出現したからとし、って必ずしもパイピング現象

が生ずるものとは限らなし、。領家型花尚岩や粗粒黒雲母花尚岩を基岩とする

「7 サ土」では地被植物がない斜面で，乾燥密度が1.5～l. 6では，自由水面の

勾配が1/3.5以上，同l6～l 7で1/3.0以上，同1.7～1. 8でl/2.0以上，同1.8 

～1. 9で、は，30°以上急であること，また深根性の地被植物が存在している

場合は，上記より急な勾配がパイピング発生に必要である。微粒黒雲母花尚

岩や石英斑岩等を基岩とする表土の場合には，パイ ピングは容易に生じがた

L、。鰍密な粘質士や崩積層の土壌も容易にパイピング現象が生じがたい。

( c ) 自由水面が地表へ出現して，パイピンク現象を生ずる場所より，上

手の地表面と自由水面との聞にはさまれた土塊が順次崩落して上手に至る。

崩壊部の上限界は ( i）上手で、集水面積が小さくなり，浸透水が少なくな

るところ （！！）植物が深根性て治、っ十分繁茂してレて， それ以上の進行が

考えられないと ころなどであるが，過去の実例や実験結果を十分参酌して決

める必要がある。

なお，上述したところは，基岩には割れ目や亀裂などが存在しないで，不

透水性である場合を取り扱ってきたが，これらや断層破砕帯などが基岩中を

横に走り，浸透水が基岩上におし、て収放しようとするもののうち，かなりの

ものが基岩中へ流入するような場合は， 基岩上の自由水面の上昇は，このよ

うなものがない場合ほどはいちじるしくなく，上述のような機構に基づく崩

壊はそれほど生じなし、。断層などの走ってレる線の位置は，この意味でも重

要なものである。

( 2) 渓流の側方浸蝕と斜面の崩壊

この関係は既述のような特性を示している。

( 3) 表流水の流れの特性と土壌浸蝕

天然、の山腹斜面は，植物で被われているのが普通であるが，時には植物の

生えていなし、禿桔地となってし、る。植物で被われていると一口でいっても，

いろいろな樹種，林相がある。神戸背山の林相は摩耶山の一部を除いては，

美林のところは少ないようである。杉，檎，松などの針葉樹は勿論，広葉樹

などの森林の斜面は落葉などが；縫積し，また下ばえがあり，斜面上を流下す
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る雨水流の土壌浸蝕力を非常に弱める働きがある。樹木はほとんどなくても

笹などが密に被っている斜面も， その上を表流する雨水流に対してはきわめ

て大きい抵抗力を与える。地被植物のなし、天然の斜面や盛土，切土を行なっ

て間もない斜面などのような裸地てら人工を加えた斜面などの上を流れる雨

水流には，斜面上に一面に広く薄い水深で流れる流れ，いわゆる「薄層流」

と，斜面上に発生した雨裂などのようなみぞの中を集中して流れる「集中表

流」が存在する。前者は「雨水波列」を伴なうことがあり，この波列が「層

状一様浸蝕」を発達させるに大きな働きがある。後者は「雨裂状浸蝕」を発

達させ，ついには斜面崩壊をも引き起す。この種の流れは重力は勿論，慣性

力が大きく作用しており，跳水と渦が浸蝕の原動力となっている。雨水流の

浸蝕作用は， 「土壌分散作用」と分散された土粒子を運搬する「土粒子運搬

作用」からなるものと考えられるが，土壌によって耐蝕性の強レもの，弱し、

ものとさまざまである。砂質土のように土粒子が粘着に之しいものは，粘質

土や砂礁を粘土などが，接着剤のような作用をして強く固めているものに比

べると，はるかに耐蝕性が弱い。領家型花闘岩，粗粒黒雲母花商岩などを基

岩とする「マサ土」西舞子などにみられる神戸層のルースな土砂確などは，

非常に雨水流の浸蝕を受けやすし、。徴校黒雲母花尚岩，古生層，新期崩積層

などの地域は雨水流による浸蝕を比較的受けがたい。

( 4) 浸透水流の特性と斜面崩壊

雨水の地中への浸透は，一見簡単な現象のようで実はなかなかむずかしい

問題である。土壌の浸透能よりも強い降雨強度の降雨の浸透を「強雨浸透」

とすれば，浸透能よりも弱し、降雨強度の降雨の浸透は「弱雨浸透」である。

田中は雨水な どの地中への浸透を 2段階に分けた。第 1段階の浸透というの

は湿潤線（Wettingfront）が不透水層， もしくは毛管上昇限界や自由水面の上

面に達して，これが消失するまでの浸透をいい，土壌の先行条件の効果が卓

越して作用し，境界条件の影響はそれほどでないものである。重力と土壌の

毛管吸引力と浸入面上の水深に基つく静水圧の作用によって運動し，ほぼ鉛

直下方への運動が多い。第 2段階の浸透とは，第 l段階の浸透が終了して，

土壌がほぼ一様な含水状態になった後の浸透である。この浸透の初期には，

自由水面が急速に上昇を始めたり，流線が急に方向を変え始める。この場合

の浸透では，先行条件の影響は弱まり，その代りに境界条件の効果が急にい
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ちじるしいものとなる。この時の浸透による外力としては，土壌の毛管吸引

力は消滅して重力と静水圧が残るのである。

なお，従来ほとんど問題にされていなかったが，土壌間隙中に浸透開始直

前に入ってし、た空気が浸透開始とともにどのような動向をとるか，というこ

とが大切なことである。急に強雨浸透が始まると， Wetting front より下方の

空気は逃げにくくなって，圧縮され大気圧より少し高い圧力を呈することに

なり，このため下方の毛管水が一部しぼり出され始め，重力水に変って下方

へ運動を始めるのである。強雨が弱雨に変ったり，強雨が突然やんで，数時

間中休みをした後，再び強雨浸透が起る時などは，本格的な強雨浸透に先行

して，相当な日数降雨がなかった場合の浸透と趣きを異にしていて，本格的

降雨に対する先行降雨の影響が，かなり大きいことも注目に値する。

山地斜面の上を盛土が被っている場合は下の地山の土の透水係数は普通盛

土のそれよりも小さいことが多く， したがってこの両者の境界面から上と，

その下方の地山と不透水性基岩との聞の境界面の上と，別々に浸透時に水面

が出現するのであり，降雨強度，盛土部の浸透能，地山部のそれ，盛土部お

よび地山部の先行条件などの如何により斜面の表面，盛土と地山の境界面，

地山と基岩との境界面のいず、れの上に，時間的にどのような順序に自由水面

が出現するかが異なる，さらに盛土部は，この部に出現する自由水面を有す

る重力水流のために擁壁を倒壊させ，または，パイピングを生ずることによ

り，斜面崩壊を生じやすい。

平地部の雨水の浸透と山地部の浸透との最も大きし、相違点は，山地部では

第 1に不透水層が傾斜していて， しかもその表面の等高線が低い方に向かつ

て凹状になったり，凸状になったりしているために，その凹状をなしている

斜面の下手の方では，斜面の分水嶺から斜面上を流下してくる表流水が次々

に到達し，この雨水が浸透するからただ単にL、ま問題にしている斜面上に降

る雨水が，そこに浸透するとしづ平地の時と異なり，浸透すべき雨水の補給

が大きし、。第2に，上記等高線が凹状になっている斜面の下手では，その上

手のかなり広範囲に降った雨水の表流するものが収赦して集りやすく，第2

段階の浸透においては，やはり上手の広い面積に浸透した雨水が収放しやす

いことである。六甲山系のような，風化花崩岩の天然斜面の崩壊は浸透が第

1段階から第2段階に移って聞もない時に，急速に自由水面が上昇するため
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に， しばしば斜面の表面に顔を出し，そこでパイピングを起すことにより生

じやすい。この生じやすさは先行降雨の大きく，かっ本格的降雨との閣の中

休みが短かし、ほど雨水が収数して集りやすいほど，表土が厚くないほど，ま

た表土が砂質であるほど生じやすい。粘性土の斜面の場合は，自由水面が上

昇してその下に土が浸るとし、う条件が満たされなくても，浸透水を含んだだ

けでも，内部摩擦角や粘着力の減少を起して滑る理屈であるが，実際にはや

はり第2段階の浸透に移って，自由水面が上昇する時が最も危険である。

相違点の第 3は平地部では，地表面とその下の不透水層との閣の浸透層の

厚さが，山地部のそれに比してかなり厚いことである。例外は勿論あるが，

六甲山系の場合のように基岩の上に「マサ土」がかぶさっているような場合

は，その厚さは薄L、ところで lm，普通は 2～ 3m，厚いところでは 4～ 5

m程度である。一方， 「マサ土」の場合の飽和度 100%の時の透水係数は，

1 o-3cm/secから l0 5cm/secの範囲にある。 多くは 2.0×l0 4cm/sec～3.0× 

1 o-5cm/secのものがほとんどである。また飽和度が小さくなると，同じ土で

も第12図のように透水係数は小さな値をとる。普通，地表面から雨水が第 1

段階の浸透を行なう場合，運動する水に働く力は重力，静水圧，並びに湿潤

前線に作用する SoilSuction および圧縮された空気の浸透に逆らって作用す

る力である。したがって，浸透流のポテンシャル勾配は普通浸透の開始時は

特に大きい値であるが，その後は 10より少し大きい値をとるのである。

いま考えている斜面そのものに降る降雨強度が， 40mm/hrをこすことはま

れであるので，大抵の場合は第 1段階の浸透では，表流水が集まってくる以

外は「弱雨浸透」をしていることが多L、。 「弱雨浸透」の場合は，幾ノぞ一セ

ント飽和度で浸透が行なわれるかということが大切な点であり 3 弱雨浸透の

特徴としては，「強雨浸透」の場合よりも透水係数は小さく， 前線の進行速

度も小さくなることである。さらに第 2段階の浸透に移った後は，自由水面

の上昇はやはり第 1段階の浸透中に浸入した水量によって支配せられ，自由

水面以上の流れの透水係数は，それより下の部分の透水係数に比較すると小

さい値を呈する。このような状態の時に「強雨浸透」に変ると，自由水面が

斜面に顔を出しやすいことになる。

上述の結果より ，浸透の第 1段階の聞は山地斜面の表土中を懸垂した水の

形で雨水が収容せられ，表面流出係数は比較的小さいが第 2段階に移行した
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後はかなり流出係数は 第12図

大きくなる。したがっ (cm/sec) 

て第 1段階の浸透が行 JXIO 

なわれている時に強雨

が降っていて，第 2段李

階の浸透に移行する以告別O

前に弱雨に変ってしま

った場合，例えば第13

図A型のような降雨の

時（台風に伴なうものに

よくみられる）は小規模

な斜面崩壊しか発生し

ない。 B型のように，

先行降雨があり，その

総雨量がlOOmm前後も

あって，小休止後，さ

らに次の本格的な降雨

I XIO 
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その後に降雨強度の 1gt
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ように，先行降雨が B

型よりはさらに中休み時聞が少なく雨量も大で，本格的降雨の継続時聞が相

当長時間あり，第 l段階の浸透の終了後に降雨強度が増加し始め，降り終り

に近い時に peロkがくる場合は，最も大きな崩壊が各所に発生する可能性が

ある。 B, C両型は梅雨前線性豪雨の時にみられるものである。
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( 5) 危険個所表示までの作業

昭和36年 7月から 8月中旬までのーヵ月半の聞は表六甲，特に芦屋市と の

境界から山裾に沿って塩屋付近まで，さらにそれから垂水，舞子に至る聞の

住宅地域に接した斜面上の細長い区域を車および徒歩にて綿密に現地調査を

なし， 1/3,000の縮尺の地図に36.6豪雨による崩壊個所を実地に測定したも

のを記入すると同時に，あらかじめ図上において，斜面崩壊を起す可能性が

あると考えられる危険個所を記入しておいたものが，はたして現地のいろい

ろな条件からみても，その通りであるか否かを検討して，修正を施した。あ

らかじめ図面上に危険個所を表示するには，前記1/3,000の等高線の記入し

てある地図，地質図（兵庫県郷土振興会編），昭和 13年 7月豪雨時の崩壊個所

記入図（神戸市水害誌付録図面），航空写真（昭和34年？月撮影のものおよび昭和36

年？月撮影のもの）並びに立体鏡などを用意して，地形図の等高線と過去の崩

壊個所との関係，断層と崩壊との関係，林相と崩壊との関係，渓流の轡曲部

と斜面崩壊との関係，地質並びに土質と崩壊との関係など、について過去の崩

壊，主として昭和36年災害時における崩壊を参考にして，可能な限り調査検

討した上で，上記 1/3,000の地図上に崩壊を予想されるおよその形状を，予

想される位置に記入したのである。ところが上記の諸資料だけでは，実はこ

のような予想を行なうには不十分で，表土層の厚さやその状態， 基岩および

その上にのっている表土の土質の様子がはっきりしていないので，現地を可

能な限り綿密に調査する必要がある。そこで所によっては，オーガーボーリ

ングを行なった り， 崩壊場所や土取場などで表土や地質が外からわかると こ

ろを調査したりした結果を勘案して，前述のあらかじめ危険個所を記入した

図面を修正するとし、う方法をとった。

昭和 36年 6月末から同36年 12月末までの期間，表六甲，六甲山頂，裏六

甲，神戸市の西の地域では垂水，舞子から明石市との境界に至る地区につい

て， 前記の要領で危険個所の調査を行なったのである。昭和37年 1月から同

3月までの期間においては，前記の期間においては，どうしても踏査不可能

であった場所について，昭和34年 P月と同36年 9月とに撮影した両航空写真

を比較対照して，昭和 36年 6月末に崩壊した場所の発見とその図示につと

め，すでに実地踏査を行なって得た崩壊個所と合せて褐色で示した。また，

調査区域全域にわたって危険個所の表示を（ 6）で述べるように， 3段階に分
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けて行なったのである。さらに，造成中の宅地などに関しては，刻々に地形

が変化しつつある場所が多く，このような，場所内の危険個所の表示は無意

味なことが多いので，明らかに当分は変らない危険個所と思われるところだ

けを表示するにとどめた。地主二り地域についても別途表示しておいた。

( 6 ) 降雨特性による等級別崩壊予想、個所の表示

前述した豪雨の降雨特性の型A, B, Cに応じて， 浸透水の作用による崩

壊はいうにおよばず，表流水の作用による崩壊もまた上の型のA→B→Cの

順に土壌浸蝕の規模，ひいては浸蝕に基づく崩壊の規模が増大すると考えて

よいであろう。ただし，土質や境界条件に応じて浸透水と表流水とに起因す

る崩壊の規模が，上述の型A→ B→C型の順に増大する傾向がかなり異なる

のである。一般に，第 1段階の浸透が終了する前後から降雨強度が強くなる

と3 表流水の流量が大きくなるので，表流水の作用が増すことはたしかであ

る。前述の型について付言すると，型というのは，降雨強度の時間変化を表

す棒グラフの示す型を問題にするばかりでなく，降雨強度そのものの大きさ

をも問題にしており，その peakおよびその前後は 70mm/hr程度を peakとし

た強度のものを考えている。したがって，型Aは B級，型CはA級，型Cは

超A級の豪雨という別の表し方をとることにする。危険予想個所を印刷した

1万分の 1の地図においては，予想個所を上記の新しい 3種の豪雨に対応し

て，色別に区別して示した。すなわち， B級に対応するものは，台風などの

時に時折崩壊を予想されるものである。 A級に対応するものは，梅雨前線性

豪雨の時に起る可能性のあるものである。超A級に対応するものは，稀にし

かこない梅雨前線豪雨の時に起りうると予想されるものである。昭和13年 7

月豪雨は超A級に属するものと考えてよいが， この中でもどちらかという

と，弱し、方のものと考えられる。昭和36年 6月末豪雨は， A級と B級の中間

位に属するものとみている。この時に主として生じた崩壊個所は福色で示し

てあるが，この崩壊部も将来の各級の豪雨時には上下，左右の方向に崩壊部

が拡大する傾向があることも，当然頭に入れておくべきである。ただし，こ

の拡大する程度は B級では大きくなく， A級，超A級では大きいと考えるべ

きであろう。このことは，昭和13年 7月豪雨で崩壊した斜面はその後の B級

の豪雨では，ほんのわずかしか崩壊部は拡大せずにL、たが＇ 36. 6豪雨時には

前と同じ場所と，その隣接地が崩壊を起していることをみてもわかるのであ
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る。しかし一方，前の豪雨ですっかり表土が崩壊して，下の岩の骨が出てし

まって，もはや落ちるべきものが残っていないような場所は例外である。し

たがって， 1万分の 1の地図には36.6災害時の崩壊個所およびその隣接部が

さらに B級， A級，趨A級の豪雨によって，どのように崩壊部が増大するか

とし、う表示を色分けで行なうことは，いたずらに図面を複雑にするので，あ

えて示すことをとりやめたのであるが，一応このような，場所も危険個所と

考えておく必要はある。

前述の造成中の宅地，土取場，ゴノレフ場などは一応赤線で輪郭を囲み，要

注意個所として示した。

5. 予想崩壊土砂量算定方法と崩壊個所の正確な表示

( l ) 自由水面が上昇の結果， 「ノfイピング現象」による崩壊が予想され

る個所

崩壊予想個所の最深線に沿う縦断図を作りこれに不透水層までの表土層の

厚さを記入し，対象豪雨が降った場合に，その表土層の浸透能からみて，自

由水面がどのあたりで，地表面に顔を出すかを決定した。この決定について

』ま，

( a) 不透水層の表面が急傾斜から緩傾斜に移る個所。

( b) 浸透水量が大となる斜面の下部。

( c ) 「ノfイピング現象」による斜面崩壊は前述のように乾燥密度が l.9 

以下の土で，自由水面の勾配は急でなければ発生しなし、。すなわち裸地で，

花尚岩の風化土の時には乾燥密度 l.5～l. 6で 1・3.5以上，乾燥密度 l.6～ 

l. 7で l: 3以上，同l7～l 8で 1 2以上，同l.8～l. 9で30° 以上急であ

ること。 「パイピング現象」が発生しそうな場所が密な地被植物で被われて

いる時には，上記の自由水面の勾配はさらに急でなければならなレ。

( d) 「ノ叫ピング現象」が発生を予想される地点に引き続き自由水面を

上記縦断図に記入して，（ c）に述べた自由水面の限界勾配よりも，レま記入

した自由水面の勾配が急なりや否やを吟味する。崩落する可能性がある時に

は，自由水面と地表面との聞にはさまれた崩落を予想される土塊の区域を明

示する。

上記のような条件を念頭において，自由水面の浸出個所を決定し，浸出に
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よって，いままでに述べたような機構によって，崩壊が順次上手に連続的に

発達するものと仮定し，崩壊の縦断面を決定する。

さて崩壊がどこで終るか，その上限を決定するには，次のように考えた。

( i ) 崩壊斜面の上部になれば，集水面積が小さくなり， したがって浸透

水も少なくなり，もはや崩落を起す力がなくなると考えられる個所。

( ii ) 山の頂部に近くなって勾配が急傾斜から緩傾斜に移り，それ以上崩

壊が発達しなし、と考えられるような個所。

( iii) 植物の根系が十分発達していて，それ以上の崩壊の進行が考えにく

し、個所。

崩壊の形態については，現地における崩壊の形態や筆者が行なった崩壊の

実験における崩壊の形態などを参考にして，崩落部の縦断形状をきめた。次

に崩壊の平面形や土量を求めるために，横断線に沿う横断形状をきめなけれ

ばならない。ここにしづ横断線は縦断線が曲線状をなしている時には，平行

線にはならない。自由水面は一横断面上では，ほぽ水平であるものとし，こ

の水面から上の土砂が崩壊するものと考える。なお，不透水性層の横断形状

は地表面に平行であるとみなし，横断面において自由水面と不透水層の表面

が交わる点から相当急傾斜な角度，すなわち約 70～80° 位で崩壊するが，二

次的に表流水などの流入によって勾配がさらに緩になるものと考えて安全を

とり，上記の角度は 45° 位として崩壊の横断面を決める。このようにして崩

壊土量の算定をし，また崩壊部の平面形をも求めうる。

( 2) その他の崩壊個所

（。） 山地荒廃地や禿桔地における表流水による土砂崩壊

この場合，崩壊というよりは禿結地における土砂流出であるが，この量を

推定するには，現地踏査の結果を参照して，土砂流出の厚さを従来の実測結

果から対象降雨に対して推定をし，禿結地の面積を推定し，両者の積で算出

する。

( b) 渓流の水勢を強く受ける渓岸の洗掘による斜面崩壊

渓流が屈曲している時，豪雨時における強い水流が渓岸に衝突すると，そ

の渓岸が洗掘を受ける。－.§.渓岸の根が洗掘を受けると，その部に続く斜面

は下部の支持を失って崩落する可能性がある。このような場所は 1/3,000の

地図で容易に求めることを得る。また過去の豪雨時に崩壊を起したこのよう
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な場所を調査した結果を参照すれば，すでに崩壊を起してしまって，もはや

崩落すべきものは崩落してしま っている場所か，まだ崩落すべきものが残さ

れている場所か否かは判明する。 下部の洗据部の大きさとそれに続く上手斜

面の縦断面を求めて， ヒ手斜面の崩壊の縦断面を求める。

( c ) 断層地点など地層の弱点における斜面崩壊

斜面の表流水が集中しやすい凹み，または平素はほとんど流水のなレ谷な

どに沿って，断層などの弱L、部分が帯状に走っている場所では，豪雨の際に

は流水によって非常に洗掘を受けやすい。したがってこの場合は，このよう

な場所が過去の豪雨に際して，どのような斜面崩壊を生じたかを調査した結

果を参照して3 対象降雨に対して崩壊の規模や大きさを表流水，浸透水，斜

面の根の洗掘などの諸原因を考慮、して，各崩壊の型に応 じた計算方法で崩壊

土量を求める。

表流水が集中しやすい凹み，平素はほとんど流水のない谷，また渓流など

を断層などが斜めあるいは直角に横切る時は，地表に顔を出している部分が

浸蝕や洗掘を受けて，土が削り取られる部分を想定し，（ b) と同様な方法

で崩壊土量の予想、をする。断層粘土などの弱し、地層の耐蝕性や透7j(性につい

ては，よく調査しておく必要がある。

( d) 道路などに起因する崩壊

山林道路や山地道路などで舗装をしていないものでは，集中表流水によっ

て水みちが生じて深く溝状にえぐられることが多い。また，山腹に人工的に

切込みをつけて道路をつくるのであるから，その道路の山側の斜面の表層は

支持を失った型式となると同時に，山側の斜面の表層中を浸透してくる水が

切取面に顔を出す可能性が増大して， 「パイピング現象」による斜面崩壊を

生じやすし、。また山地道路は豪雨時には，側溝などが閉塞してしまって道路

それ自身が排水路となり，この水が道路の一部から路肩を溢流して，低い方

へ等高線が凹んで、いる斜面上を流下することになると，あたかもその斜面は

道路築造前の集水面積の幾倍もの広いところに降った雨を流すことになるか

ら，表流水による法面浸蝕およひ．表流水の浸透流量も増加するが故に， 「パ

イピング」などによる斜面崩壊が発生する可能性が増大する。

また山頂や山腹に平場を造成した場合に，平場の低いところに水が集中し

て，そこから低い方へ向かつて等高線が凹状になっている斜面上を水が流れ
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ると，やはりその斜面は山地道路の場合と同様に崩壊の危険性が生ずる。こ

のように人工的な土木工事のために，上記のような斜面崩壊，切取面の法面

浸蝕，道路面の洗掘および浸蝕などによる土砂流出が増大することになる。

したがって，このような危険性のある場所を調査し，かっ崩壊土砂量や表面

浸蝕による流送土砂量を求める。裸の法面や路面が表流水によって，浸蝕を

うける時の浸蝕量は，土質や勾配によって異なるが，これは過去の豪雨の時

の実例の調査結果を参照して定める。

6. 結語

この種の予想を行なうことは，災害の予防および防災工事の計画および施

工をする上に，きわめて大切である。従来は傾斜が急なところは，みな崩壊

の危険があるとしづ巨視的な見方をとっていたようであるが，筆者はここに

述べたような方法で，神戸背山地域の豪雨時における崩壊個所と各個所にお

ける崩壊土量の予想を行なったのである。この方法は，神戸背山地域に限ら

ず，どこの山地にでも適用しうるので，さらに他の地域についてもこのよう

な方法で危険個所の予想を行なっている。またさらに，崩落した土砂が渓流

に達し，さらに流路に沿って下流へ移動する問題を量的に取り扱って，流下

土砂量の予想をすることには，今回はふれなかったが，次の機会に報告した

い。本報告でとり上げた調査も相当骨の折れる仕事であった。

現地踏査による崩壊地調査および土質，林相，土被り，不透水境界面など

の調査を手伝った石原有，清水進，竹内修，杉本修一，松梨順三郎，さらに

学生諸君，特に石原3 清水，竹内の三君には深甚の謝意を表する。また現地

踏査の不可能な場所の調査を容易ならしめるために多数の航空写真を貸与せ

られ，また地質図，その他の貴重な資料を貸与せられた神戸市調査室の山崎

博，表三郎，山本次郎氏に深甚の謝意を表する。また間接的に種々援助を黍

うした神戸市港湾局埋立事業部の諸氏，同建設局緑地砂防課土地保全係の諸

氏にも厚く謝意を表する。さらに，航空写真の調査や製図に熱心に従事した

石原有，池田貢の両君に長期間の援助に対して，満睦の感謝を表するもので

ある。

将来はこの図の不備な点を修正して，さらに精度の高いものとしたい考え

であり，多数の方々のご鞭縫とご忠言を切に希望するものである。
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