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地獄山地すべり地における地下水位の観測と斜面安定解析

稲葉一成i..小山美咲2・本江 透3.粟生田忠雄l

（平成27年1月30日受付）

要約

新潟県十日町市に位置する地獄山地すべり地において、地すべり発生機構を解明するために地下水調査を行った。本地すべ
り地では、水位変動からみて、降雨よりも融雪水が地すべり活動に大きな影響を与えていること、また、水質調査から、地す
べりの誘因となる地下水は主に頭部陥没帯の表層から浸透したものであることがわかった。斜面全体の安全率は、地すべり頭
部での排土工の施工により、 1993年の0.984から2012年の1.085まで上昇しており、安定した状態であることがわかった。
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1 .はじめに
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新潟県は日本一の地すべり多発県であり、その主な発生誘因

は降雨や融雪水が浸透することによる。地すべり機構の解明や

対策工の立案には、地すべり斜面中の地下水の挙動や流動経路

等を明らかにすることが重要となる。本報告は、新潟県十日町

市に位置する地獄山地すべり地を対象に、地すべり斜面中の地

下水位の変動と斜面の安定度について考察したものである。

2. 地獄山地すべり

地獄山地すべり地は新潟県十日町市街地の北東方向約 7km
に位置する。図1に地すべりの平面図を、図2に地すべりの断

面図をそれぞれ示す。ここでは、 1989年より新潟県によ って

調査が行われており、標高約400mの尾根を冠頭部とし地獄沢

川を末端とする、斜面長700m、最大すべり面深さ lOOm、移

動土塊約 2,500万rriの大規模地すべりであることが確認されて

いる I）。 本地すべりは融雪期になると活発化し、 1994年～ 2004

年までの累積で最大 13.9mの移動が観測されている。これら

地すべり活動に対する対策として、 1995年より冠頭部で排土

工が施工され（図3）、現在では地すべり活動は沈静化している。
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3.地下水位変動

図1 地すべり平面図
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図4に2011年7月～ 2012年5月の地下水位変動を示す。地

下水位は新潟県によって観測されたものであり、降水量は十日

町のアメダスデー夕、融雪水量は早川の計算結果21によるもの

である。なお、地下水観測孔の配置は図 1に示したとおりで、

全て頭部陥没帯に設置されている。

2011年7月に発生した新潟 ・福島豪雨において、十日町で

は7月26日～7月31日の累積降雨量 519mmを記録した。こ
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図2 地すべり断面図 (Ii則線、模式図）
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図3 冠頭部での排土工 （VI測線付近からV測線、 Illi則線方向を娠影、 2012年9月25日）
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図4 水位変動（20ll年7月～2012年5月）

の時の水位上昇量は最大で約 5mであった。2012年の融雪期

では、 3月になって多量の融雪水が斜面に供給されはじめると

同時に水位は急激に上昇し、その上昇量は最大で約 15mであっ

た。 このような水位変動と、本地すべりは融雪期に活動し~I＝融

雪期に休止することから、地すべり活動には降雨よりも融雪水

が大きな影響を与えていることがわかる。

4. 融雪水と地下水位変動

融雪水の供給パターンは、 3月～4月末に集中して供給され

るもの （例えば、図 4）と、 12月～3月末までの比較的長期

に供給されるものとがある。前者での水位上昇量は lOm～

15mであるのに対し、後者では 7m～8m程度である。水位

の上昇量は、融雪水量の累積値よりも、 1日あたりの平均的な

融雪水量に対して高い相関を示した （図5）。相関係数は、累

積値に対するものは最大0.47、1日あたりの平均的な融雪水量

に対するものは最大0.92であった。

また、各観測孔における融雪水量に対する水位上昇の過程は、

年によ って多少のバラツキはあるものの、融雪水量が増加する

につれて水位上昇は緩やかになる （図6）。このことから、頭

部陥没帯内の帯水層の形状が図2に示すような「くさび形」で

あり、水位が陥没帯内のある位置まで上昇すると、地すべり末

端部に向かつて流下することが窺える。

5. 水質調査

20ll年 ll月29日、 2012年9月25日、 10月31日、 12月3
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1日あたりの融雪水量（mm)

図5 1日あたりの融雪水量と水位上昇量（CBl-1)
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図6 融雪水量に対する水位上昇の過程（CBl0-3)

日に、各観測孔において深度50m～ lOOmで電気伝導度と水

温の測定を行った。1年間で最も水位の低い渇水期（10月下旬）

や本格的な積雪を前に降雪 ・融雪を繰り返すことで水位上昇が

みられる時期 （12月上旬）においても、電気伝導度の値は 60

～200μ s/cmであった。これらの水質は降水や融雪水に近い
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図7 頭部陥没帯の状況（左側：地獄沢川方向、

右側 頭部滑落崖方向、 2001年5月18日娠影）

ものであり、地下深部に由来する地下水の影響はみられなかっ

た。

頭部陥没帯は亀裂に富んでおり 、土塊は主に磯質であること、

地すべり頭部はやせ尾根で背後は急崖となっている こと、また、

周辺には地下水の供給源となるような山体がないことから、地

すべりの誘因となる地下水は主に頭部陥没帯の表層から浸透し

たものと考える（図7）。

6.斜面の安定度

1995年から冠頭部で行われている排土工の効果を、斜面の

安定度を求めることで確認した。安定解析の対称は I～W

+50mの計8本の測線（図 1）であるが、本地すべりは横断方

向に幅広いため、地すべり地全体の安全率としては、各側線で

の断面積による加重平均を用いた（LambeWhitman法による

近似三次元安定解析）。地下水位には、 2006年～2012年の観

測結果のなかで最も高かった 2006年融雪期の水位を用いた。

すべり面の強度定数は、 排土工が施工される前の 1993年H寺点
での地すべり 地全体の安全率が0.984となるよう逆算し、粘着

力 19kN/rrl、内部摩擦角 7.5。とした。

排土工施工に伴う斜面の安全率の推移を、新潟県によって観

測された GPSによる地すべり移動量I）とともに図8に示す。図

中の安全率には、近似三次元による地すべり地全体のものと、

これとの比較のために I測線での二次元のものも示した。また、

GPSによる移動量は、地すべり地内 7個所における観測結果

を平均したものである。

排土工の第一次計画では、 1995年から 2006年までに標高

（
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年

図8 斜面の安全率と移動量の推移（1993年～2012年）

365mまでの排土が行われ、全体の安全率は 1993年の 0.984か

ら2006年の 1.072まで上昇した。第二次計画では、 2009年か

ら2012年までに皿測線、 viJllJ線において標高 360mまでの排

土が行われ（図3）、全体の安全率は 1.085まで上昇した。

GPSによる移動量は 2000年をピークに減少し、 2005年以降

では動きはほとんどみられない。 I測線では、排土工の第一次

計画とその後の頭部陥没によって、安全率は 1993年の 0.821
から 2000年の 0.981まで上昇したが、それ以降はこの測線で

は排土が行われていないため上昇していない。これに対し、近

似三次元で求めた地すべり地全体の安全率は、 Iifflj線で安全率

の上昇が止まった 2000年以降でも着実に上昇しており、 GPS

による移動量観測結果ともよく対応したものとなっている。
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Analysis of slope stability of Jigokuyama landslide used observed groundwater level 

Kazunari INABA1*, Misaki KOYAMA2, Torn HONGOU3 And Tadao AODA1 

(Received January 30, 2015) 

Summary 

We analyzed the slope stability of Jigokuyama landslide site used fluctuation of groundwater level. This landslid己 site,
located Tokamachi city, Niigata prefecture, have heavy snowfall in winter. From the field observation of groundwater level, 
the snow melt巴dwater effect the safety factor of landslide than the rainfall. From the analysis of groundwater quality, snow 
melted water, might cause landslide, percolates from the top of graben. Consequently, from the analysis of slope stability, the 
factor of safety increased from 0.984 in 1993 to 1.085 in 2012. From 1995 through 2012.removed earth at the top of landslide 
contributed the safety, we suppose. 
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