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厚真町等の土層すべり
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の表面はTa-dの軽石を含む乳白色の粘土に覆われて

１．テフラを基底とした土層すべり

いた（写真－5）。Ta-dの軽石は露頭では風化して赤
崩壊地の分布は厚真町から安平町にかけて東西25
1）

褐色を呈し、手でもみほぐすと容易につぶれるぐらい

km、南北32kmにも及び、その数は6,000を超える 。

に軟質で、湿り気を帯びていた。その含水率は100％

これらのうち、土層すべりが大半を占め、新第三紀中

～140％と高い傾向にある2）。乳白色の粘土はTa-d基

新世の基盤岩を覆う樽前火山や恵庭火山、支笏湖カル

底の軽石が地震動により基盤岩との境界でせん断さ

デラ起源のテフラの基底をすべり面としていることに

れ、破砕され生じたと考えられる。軽石層が粒子破砕

特徴がある。本報告では、このうち樽前火山起源の
Ta-d層と、支笏カルデラ起源のSpfa-1層をすべり面と
した地層に着目して斜面崩壊の産状を記述した。
２．Ta-dを基底とした土層すべり
２．１

平滑型土層すべり

写真－1に厚真町朝日地区の平滑型土層すべりを示
す。筆者らは9月6日～7日および10月18日に現地調査
をおこなった。平滑型土層すべりが、比高43m、斜面
長250m、傾斜角13°の斜面が幅100m、厚さ2.5mで発
生していた。崩積土は道道235号上幌内早来停車場線
を横断し、道路から40m離れた厚真川の右岸堤防にま
で達していた。平滑な基盤岩に重なる未固結の堆積物
が、Ta-d基底を境に、表層土が立木とともに攪乱せ

写真－1 平滑型土層すべり（厚真町朝日地区）
（平成30年9月6日撮影 株式会社パスコ提供）

ずに層構造を保った状態で滑落した。それは次の理由
による。まず側方崖の高さが斜面の上部から下部にか
けて同じ高さで、崩積土に側方崖で認められたテフラ
の層構造が保存されている点である。側方崖の高さは
斜面の上部から下部までほぼ均一で2.5m程度であっ
た（写真－2）。その側方崖では、新第三紀中新世萌
別層の礫を含む泥岩を基盤として、下位から樽前火山
起源のテフラであるTa-d、Ta-c、Ta-bが堆積してい
たほか、テフラとテフラの間に黒ボク層が堆積してい
る様子が観察され（写真－3）、それは崩積土におい
ても層構造を維持しながら堆積していた（写真－4）。
次に、Ta-d基底にすべり面が存在する点である。す
べり面を示す根拠として、平滑な基盤岩の表面に、斜
面の滑落方向を示す条線が認められた（写真－2）。
基盤岩の表面は風化しハンマーのピックがささるぐら
いに軟質であるが、堆積物自体は締まっていたが、そ
22

写真－2

側方崖と基盤岩表面の条線（9月7日撮影）

写真奥の側方崖は斜面の上部から下部まで2.5mの高さでほ
ぼ一定であった。また、基盤岩の表面には、すべり面の根
拠となる条線が認められた。
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写真－5

写真－3

側方崖の土層露頭（10月18日撮影）

白色のテフラは樽前火山起源のTa-b層（A.D.1667年）であ
る。一方、褐色のテフラはTa-d層（約9,000年前）であ
る。

Ta-d基底のすべり面となった乳白色の粘土
（10月18日撮影）

次に、厚真町東和地区の東和川流域の土層すべりを
示す（写真－6）。筆者らは9月13日および12月4日に
現地調査を行った。土層すべりは傾斜20°、斜面長
180m、比高65mの斜面で、幅90mにわたって発生し
ていた。滑落崖には約9,000年前の樽前火山起源の
Ta-dやTa-bが観察され、黒ボク層とともに約1mの厚
さで堆積している様子が確認された（写真－7）。ま
た、滑落崖背後の稜線部分に表層部のひび割れが見ら
れた（写真－8）ほか、谷底平野には崩落した土砂が
堆積し、凹部の湛水面が散見された（写真－9）。図
－1に示す、東和川沿いの斜面崩壊箇所の傾斜を分析
すると（図－2）、東和川流域では20°～30°程度の
緩い傾斜で崩壊していたことが分かる。

写真－4

道道沿いで観察された崩積土の断面
（10月7日撮影）

白色に見えるのはTa-b火山灰（A.D.1667年）である。一
方、褐色に見えるのはTa-d火山灰（約9,000年前）で、層
構造が維持されている。

を受けすべり面として土層を攪乱させずに層構造を保
った状態で滑落させる現象は、長野県西部地震、熊本
地震等の過去の地震でも指摘されており3）4）5）、破砕

写真－6

東和川における平滑型土層すべり

による体積収縮により過剰間隙水圧を発生させ、流動
的なすべりを生じさせたと考えられている6）7）。
寒地土木研究所月報

特集号 

23

写真－7

図－1 厚真町東和川流域の崩壊地分布
（喜多（2018）1）のデータを基に作成）

東和川における土層すべりの滑落崖の露頭

図－2
写真－8

東和川流域における崩壊地の斜面勾配の頻度分布

東和川稜線のひび割れ

２．２

厚真町富里地区の谷型土層すべり

さらに、厚真町富里地区では谷部が崩壊していた
（写真－10）。谷沿いの斜面は平滑である。斜面の両
側が崩れ、崩落した土砂が谷に沿って流下していた。
崩土は同じく、Ta-dやTa-bの火山灰層と黒ボク層か
ら構成されていた。しかし、崩積土に層構造は維持さ
れておらず、立木も倒れていた（写真－11）。
３．Spfa-1を基底とした土層すべり

写真－9

東和川の谷底平野部の堆積土砂と湛水

安平町早来地区の瑞穂ダム左岸ではSpfa-1の火山灰
の基底をすべり面とした土層すべりも認められた（写
真－12）。
斜面長85m、比高30mの斜面が、幅30m、厚さ2mで
板状に滑落していた。側方崖では、下位から泥岩礫を
含む崖錐堆積物、Spfa-1、火山灰質粘性土、En-a、

24
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写真－10

厚真町富里地区の谷型土層すべり

写真－12

安平町瑞穂ダム貯水池左岸の土層すべり
（10月19日撮影）

写真－13

写真－11

側方崖の土層（10月19日撮影）

厚真町富里地区の谷型土層すべりの崩積土

Ta-dの順に観察された（写真－13）。すべり面と思
われる滑落した面では、泥岩礫を含む崖錐堆積物の直
上に灰白色粘土が認められた（写真－14）。Spfa-1基
底の軽石が地震動で破砕され粘土化し、すべり面とな
った可能性が高い。
４．まとめと今後の留意点
Ta-dやSpfa-1等の基底の軽石が地震動で破砕され、

写真－14

Spfa-1基底の粘土（10月19日撮影）

Spfa-1基底の軽石が地震動で破砕され粘土化しすべり面と
なった可能性が高い。

すべり面となり、土層すべりを発生させたと考えられ
る。ゆえに、今後、豪雨で同様の土層すべりが頻発す
ることは推定しがたい。ただし、崩壊地では斜面に落

凍結融解作用や表面流により浸食され、土砂供給源と

ち残りとみられる土塊が確認されているほか、滑落崖

なる可能性がある。そのほか、谷底平野に堆積した土

背後の稜線にひび割れが少なからず見られた。今後の

砂は、直ちに土石流の危険性はないものの、凹部の湛

気象条件によっては、斜面の表面やひび割れ部から浸

水面（写真－9）が散見され、今後の気象条件によっ

透した雨水等の影響で、滑落崖や側方崖の土塊や落ち

ては水みちの形成にともない、堆積土砂が浸食、流出

残りの土塊が移動を再開する可能性がある。

する可能性がある。

次に、滑落崖や側方崖に土層断面が露出しており、
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5） 西山賢一・鳥井真之・井口
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