
一般国道 336 号、通称 ;黄金

道路の内、北側のえりも町咲

梅～広尾町ツチウシの区間  

図-1 調査地の地質と斜面崩壊位置図 

（七 山 (1992) 2 )の区 分 によ る ）  
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まえがき 

 日高帯東縁に位置する一般国道 336 号

（通称；黄金道路）の急崖斜面において、

過去に発生した岩盤崩壊履歴や斜面変動

の素因解明に留意した地表踏査を実施し

た（図 -1）。その結果を踏まえ、斜面変動

を支配する岩石構造と崩壊素因について

考察し、当該地域で観察される特徴的な

斜面変動形態の分類を行った。また、本

地区の素因の性状に基づき、推定される

岩盤崩壊機構の考え方と調査・点検時に

おける着目点についてとりまとめた。  

１.地域特性把握のための地質調査 

 本研究は、十勝沖地震 (H15.9.26)及び

その後のえりも町斜面崩壊 (H16.1.13)1)

を受け、黄金道路急崖地域の斜面崩壊特

性をまとめた解説書の作成を目指したも

のである。ここに、研究手順の概略とそ

れによって得られた成果の一覧を記す。  
①崩壊事例や、過去の崩壊跡などから、

崩壊形態、崩壊原因を探る。  
②個々の崩壊の変動形態を確かめるだけ

でなく、広域的な地表踏査により、地域

特性に起因する崩壊素因を抽出する。  
③本地域の斜面変動形態を支配する素因

の分析結果を踏まえ、現地斜面を見直す。 
 ・調査地域での特徴的な素因を抽出  
 ・地形地質概要、災害履歴を整理  
 ・素因に基づく斜面変動の型を分類  
 ・調査地域の斜面変動の特徴を整理  
 ・調査・点検の着目点を整理  
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２.地質概要 

 本稿における調査対象地域は、黄金道

路北側にあたるえりも町咲梅から広尾町

ツチウシにいたる区間の約 25km の急崖

斜面である。この区間の地質は、日高帯

に属する中の川層群と、これに貫入した

花 崗 岩 類 で 構 成 さ れ て い る 。 七 山

（ 1992)2)によれば、本調査地の中の川層

群は、古第三紀暁新統の広尾コンプレッ

クスの広尾メランジュ（付加体）と整然

層 HR2 部層、古第三紀暁新世に堆積し

たと推定される整然層（ベンチ堆積物）

上豊似層の KM1 部層と KM2 部層に区分

される。  
 本調査地域において、広尾町ツチウシ

～ルベシベツにかけては、七山 (1992)の
規定による中の川層群広尾コンプレック

スの広尾メランジュと整然層 HR2 部層、

整然層上豊似層 KM1 部層と KM2 部層が

分布する。  

 

変形作用

付加作用

花崗岩類の貫入

鉛直褶曲作用

高角度剪断変形

高角度剪断変形

斜面変動

花崗岩類以南の中の川層群

宇遠別東フェルゲンツ
転倒褶曲の形成

壁型 V型 U型 地すべり椅子型

広尾メランジュ

HR2部層ベンチ堆積物

上豊似層
KM1部層，KM2部層

ベンチ堆積物

片理・層理な
どに沿う沸石
脈形成

広尾メランジュ＼HR2部層の接合
-ナップの形成-

-境界断層の発生-

ツチウシ-浜フンベ
東フェルゲンツ横臥褶曲の形

成

軸面片理・ク
ロスジョイン
トなどに沿う
沸石脈形成

低角度剪断変形

調査地域の斜面崩壊は、第1期～第5期までの変形作用によって形成された脆弱な面構造を素因とし、卓越する
脆弱な面構造の性状が崩壊様式を規定するように発生している。

第
2
期

第
1
期

音調津東フェルゲンツ
転倒褶曲の形成

大規模な低角度剪断帯（沸石を伴うカタクレーサイト帯）とナップの形成

花崗岩類

現在

第3期

第4期

第5期

未調査

未調査

小規模な低角度剪断帯（沸石を伴うカタクレーサイト帯）の形成

南北系と東西系の高角度剪断帯（沸石を伴うカタクレーサイト帯）の形成

北北西ー南南東系の鉛直褶曲作用

カタクレーサイト帯に沿った未固結粘土ガウジをもたらす断層運動

図-2 調査地のこうむった変形作用と斜面変動の関係 

ス テ ー ジ  

U 型  

V 型  

十勝沖地震の際には、高

角度配置の側壁が崩壊  

凸凹型
図-3 典型的な急崖斜
面形状 
図中の凸凹型斜面は、
平成 15 年十勝沖地震
の際、カタクレーサイ
ト 帯 に 伴 う 高 密 度 節
理 群 か ら な る 表 層 部
の 崩 壊 に よ っ て 出 現
した。 

壁型  

椅子型  

典型的な椅子型 椅子の脚にあたる急崖を伴うもの

座椅子型 脚部を伴わないもの

V型

U型

形状 特徴

椅子型

背後に高角度配置の急崖をもち、その前面に中角度～低角度
配置の平滑な面が比較的広く発達する斜面

両者には肘掛にあたる側方崖を伴うものと伴わないものがある

壁型 高角度配置の平滑な面が急崖斜面を形成する

凸凹型
高角度配置の急崖であるが、多様な方位をもつ節理群によって
凸凹した斜面

沢型
沢の底が狭く、断面がV字型を呈するもの

沢の底がやや広く、断面がU字型を呈するもの
沢状に刻ま
れた急崖



 本調査地域の広尾メランジュは泥岩を

基質とし、チャ－ト，砂岩、砂岩／泥岩

細互層，礫岩などをブロックとして含む

付加体であり、ところにより顕著な片理

を示す。HR2 部層は、濃緑色を呈する塊

状粗粒な厚層砂岩からなり、泥岩優勢タ

－ビダイト互層をしばしば挟在する。  
 ルベシベツから南側では、KM1 部層に

花崗岩類が貫入し、花崗岩類周辺の上豊

似層（KM1 部層、KM2 部層）は、ホル

ンフェルス化している。  
 調査地は複数のステージ（ 5 期）にお

いて構造変形を重複して蒙っており、そ

れぞれのステージにおいて形成された面

構造が斜面変動の素因となっていること

が明らかとなった。形成された地質構造

と岩石構造の形成史を図 -2 に記載する。 
 脆弱な面構造に規定されて発達した現

在の急崖斜面の形状を、壁型・椅子型・

U 型・V 型・凸凹型に区分した（図 -3）。 

３.崩壊履歴からみる地域特性 

 黄金道路において近年 20 年間に発生

した 100m3 以上の斜面崩壊の履歴を整理

し、斜面変動の素因に留意しつつ、地形･

地質特性について取りまとめた（表-1、2）。 

 災害位置は、境浜から北方と咲梅周辺

に集中しており、中央部での記録はなか

った。災害箇所の地質構成は、3 件(11%)

が花崗岩、11 件(40%)がホルンフェルス

（上豊似層）、堆積岩類（上豊似層、広尾

メランジュ）で 14 件(50%)となっている。 

 また、平成 15 年に十勝沖地震があり、

全体の 40%(11/28)がこの地震の際に発

生しており、地震が大きな誘因となって

いることが分かる。さらに地質構成では、

花崗岩が 1 件、ホルンフェルスが 1 件、

堆積岩類が 9 件(82%)となっており、この

時に発生した崩壊のほとんどが非変成堆

積岩類で構成された斜面で発生している。 

 北部の非変成堆積岩には、多様な配置

のカタクレーサイト帯、層面片理、横臥

褶曲軸面に伴う片理、ナップ境界、クロ

スジョイント、断層ダメージ帯のランダ

ム節理からなる節理群などの多様な面構

造が発達する。南部の咲梅周辺には、流

れ盤配置の沸石脈を充填する節理素因と

する様々な規模の崩壊跡がみられること

から、南部の災害の集中はこの様式の崩

壊の発生頻度の高さを示す可能性がある。 

 崩壊箇所の地形は、表-1 に示すように、

40～140m の急崖が連続し、後述する斜面

変動地形としての岩塔地形が発達する特

徴を有している。図-1 の水色線で示され

る急崖前面の海底地形は、浅海底幅が北

部で広くなっている。これは、浸食抵抗

力の低さ（低強度岩盤の存在）や十勝沖

地震の際に崩壊が多発したように、崩壊

頻度の高さを示唆するものである。調査

地に分布する全地質の一軸圧縮強度の平

均値を参考に以下に示す。 

花崗岩(92.5MPa)≫ホルンフェルス

(33.3MPa)＞ 非 変 成 砂 岩 (18.1MPa)

≫非変成泥質岩(3.9MPa) 

 崩壊履歴から考察する素因のまとめと

しては、北部では、低強度で浸食抵抗力

の低い非変成堆積岩類の存在と、カタク

レーサイト帯、ナップ境界などの断層、

沸石を伴う断層ダメージ帯のランダム節

理やクロスジョイントなどの節理群の存

在の２つが主要な素因となっており、南

部では沸石を充填する流れ盤配置の平行

節理が主要な素因と考えられる。 

４.  素因の性状と斜面変動形態 

4.1．斜面変動の素因 

 道路斜面の地質調査･点検においては、

素因を捉え、それが斜面の中でどのよう 



 

表-1 崩壊箇所の地形特性 

地形の型 浅海底幅

崩壊発生
源の区分

浸食前線
(最も崩壊が
多発する斜
面)の限定

地すべり
性崩壊の
残存地形
の可能性

陸海の作
用の合力
としての地
形形状

浸食の進行
程度-崩壊
頻度のひと
つの目安

崩壊の頻
度のひと
つの目安

素因となる構造
の目安地下水涵
養の可能性

広尾コンプ
レックス

浜フンベ～
フンベ

やや緩い 35～120m 発達 平行
5m以浅の海
底面幅200m
～400m程度

薄い
海食崖と直交～
高角度で交わる
水系が発達

崖高が南部に比
べやや低く、浅海
底幅がやや広い

十勝沖地震では遷急線か
らの表層崩壊が多発

上豊似層
美幌～音
調津

やや緩い 35～120m 発達 平行
5m以浅の海
底面幅200m
～400m程度

薄い
海食崖と直交～
高角度で交わる
水系が発達

崖高が南部に比
べやや低く、浅海
底幅がやや広い

十勝沖地震では遷急線か
らの表層崩壊が多発

上豊似層
（ホルン
フェルス）

音調津～
ルベシベツ

急崖 40～140m 発達
海底谷・海
底扇状地

5m以浅の海
底面幅200m
程度

薄い
海食崖と平行な
水系が見られる

崖高が北部に比
べやや高く、浅海
底幅がやや狭い

十勝沖地震では遷急線か
らの表層崩壊が多発

花崗岩
ルベシベツ
～境浜

急崖 40～140m 発達
海底谷・海
底扇状地

5m以浅の海
底面幅200m
程度

薄い
海食崖と直交～
高角度で交わる
水系が発達

崖高が北部に比
べやや高く、浅海
底幅がやや狭い

崩壊の頻度は低い

上豊似層
（ホルン
フェルス）

境浜～咲
梅

やや緩い 40～140m 発達
平行・凹型
斜面

5m以浅の海
底面幅200m
程度

薄い
海食崖と平行な
水系が見られる

崖高が北部に比
べやや高く、浅海
底幅がやや狭い

十勝沖地震では崩壊は報
告されていないが、大規模
崩壊を含む崩壊が多発

岩塔地形

区分 場所 崩壊状況
コメント

地形

水系分布植生
海底地形

海食崖 遷急線

表-2 崩壊箇所の地質特性 

地層名 岩石名 種類 配置

1 H13.5.31 400 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33 壁型 沸石充填節理
流れ盤，斜面直交，高角度，層
理平行

２組の沸石充填節理による楔状崩壊

2 H7.9.24 1,000 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33

3 H2.4.8 300？ 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33

4 H8.3.15 1,000 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33

5 H9.2.9 150 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33

6 H9.3.4 2,000 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33

7 H16.1.13 42,000 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33 壁型 沸石充填節理 流れ盤 沸石充填節理を要因のひとつとする崩壊

8 H7.9.24 150 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33 壁型 沸石充填節理 － 沸石充填節理を要因のひとつとする崩壊

高角度流れ盤

中角度流れ盤

10 S60.9.8 350 花崗岩 花崗岩 93

11 H15.9.26 500 花崗岩 花崗岩 93 沢型 節理 － －
十勝沖
地震

剪断帯 斜面平行，高角度

沸石充填節理 低角度流れ盤

13 H15.9.26 2,400 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ 33 壁型 沸石脈 低角度流れ盤
低角度流れ盤の沸石脈を支配起因とする
崩壊

十勝沖
地震

剪断帯 斜面平行，低角度流れ盤

節理 高角度流れ盤

カタクレーサイト帯 斜面直交，中～低角度

節理
斜面直交，沢・カタクレーサイト
帯平行，高角度

16 H18.6.23 1,500 上豊似層 堆積岩類 16

17 H18.6.23 1,000 上豊似層 堆積岩類 16 沢型V型 カタクレーサイト帯 斜面に鈍角，中角度 カタクレーサイト帯上盤が崩壊した可能性

18 H15.9.26 120 上豊似層 堆積岩類 16
十勝沖
地震

カタクレーサイト帯 斜面直交，中角度

節理 斜面直交，沢平行，高角度

20 H4.8.13 130 上豊似層 堆積岩類 16

高角度断層群 斜面，沢と直交，高角度

弧状の面構造 断層間

カタクレーサイト帯 低角度流れ盤

節理
斜面直交，沢平行，高角度とこ
れと直交する2組の節理

23 H15.9.26 200 上豊似層 堆積岩類 16
十勝沖
地震

沸石脈を伴うカタクレーサイト帯 水平～低角度受け盤

節理 斜面平行

25 H1.7.3 1,000 上豊似層 堆積岩類 16

広尾メランジュとHR-2の境界断層 斜面平行，高角度流れ盤

断層ダメージ帯のランダムトラック ランダム

カタクレーサイト帯 斜面平行，鉛直

断層ダメージ帯の沸石充填節理 斜面直交と平行の2方向，鉛直

28 H15.9.26 100
広尾コン
プレックス

堆積岩類 16 沢型U型 カタクレーサイト帯 斜面直交，鉛直 断層ダメージ帯の崩壊
十勝沖
地震

16

16

33

93

33

16

16

16

沸石充填節理

弧状の面構造と高角度断層間が崩壊

断層ダメージ帯のランダムクラシック発達
部の崩壊

高角度流れ盤配置の沸石充填剪断帯を
素因とする崩壊

高角度配置の節理と低角度配置の剪断
帯のカプリングによる崩壊

剪断帯と低角度流れ盤配置の節理を素
因とする崩壊

カタクレーサイト帯と節理の組合わせによ
る楔型崩壊

カタクレーサイト帯上盤が崩壊した可能性

断層ダメージ帯の２方向の節理発達部の
崩壊

十勝沖
地震

27 1,500 堆積岩類

節理とカタクレーサイト帯とのカプリングに
よる崩壊

十勝沖
地震

S63.10.1224 上豊似層300 堆積岩類

26

十勝沖
地震

22 沢型V型
カタクレーサイト帯上盤の２組の節理に支
配された崩壊

十勝沖
地震

上豊似層

上豊似層21

H15.9.26 上豊似層2,000 堆積岩類
十勝沖
地震

19 沢型V型
十勝沖
地震

H15.9.26

15

14 壁型H9.6.7 上豊似層 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ5,450

12 H8/9/- 花崗岩150 花崗岩

9 壁型H3.3.28 上豊似層1,100 ﾎﾙﾝﾌｪﾙｽ

番号 斜面形状

素因
発生年月日

平均一軸

圧縮強度

(MPa)
崩壊様式 備考

壁型

壁型

沢型U型

沢型V型

規模
（m3）

地質

H15.9.26

上豊似層 堆積岩類150

H15.9.26 1,000 堆積岩類

椅子型

700

700

堆積岩類

壁型堆積岩類

16

16

H15.9.26
広尾コン
プレックス

H15.9.26
広尾コン
プレックス



に配置し、現在どのような性状に変化し

ているかを捉えることが必須である。 

 黄金道路急崖を構成する付加体、花崗

岩において、斜面変動に関わる素因とし

ては、沸石の晶出を伴う条件下で形成さ

れた断層（沸石を伴うカタクレーサイト

帯）・節理（沸石脈）が重要であり、また、

付加体・花崗岩が表層におかれた位置で

受けた変形や応力解放により形成された

節理も重要であることが明らかになった。

調査範囲である黄金道路においては、付

加体であれ花崗岩であれ規模に差はあれ

ども、斜面変動の素因の主体となるもの

は同じく、沸石脈および沸石の形成を伴

うカタクレーサイト帯であると思われる。 

 黄金道路における斜面変動の形態は、

多様な方位を持って発達したカタクレー

サイト帯（顕著な力学的異方性）や、膨

大な量の沸石脈（乾湿繰返しにより著し

い強度低下）などの素因の性状と地形と

の関係における配置で決まると考えられ

る。次節において、素因分析に基づく斜

面変動の型について整理する。 

4.2．斜面変動形態 

 これまでの現地踏査や岩石試験の結果

より明らかになった斜面変動の型と素因

の性状の関係を踏まえ、黄金道路急崖で

植生がなく露頭として観察することが出

来る斜面について、代表的な斜面変動の

型を幾つか示し、運動像を解説する。 

①流れ盤沸石脈支配型 

・下底面が平滑、ステップを含む階段状

の二つの型（図-4） 

②流れ盤単一カタクレーサイト帯支配型 

・高角度断層あるいは高角度節理と流れ

盤配置の低角度カタクレーサイト帯が

直行する二つの型（図-5） 

・鈍角で交わる型 

 

図 -4  流 れ 盤 沸 石 脈
支配型 
岩 盤 が す べ り 落 ち た

平滑な面。面に沿って

沸 石 脈 が 発 達 し て い

た。沸石脈の存在は、

す べ り 面 と 壁 の 境 界

で観察される。すべり

面 の 上 の ま だ ら な 灰

褐 色 部 は 沸 石 を 含 む

脈の残りである。  

図 -5 流れ盤単一 ｶﾀｸﾚ

ｰｻｲﾄ帯支配型 

高 角 度 断 層 に 規 制 さ れ

た 背 も た れ 部 と 座 面 す

べ り 面 の 素 因 と な っ た

面構造が、ほぼ直交する

条件下で、背もたれと座

面 の 交 差 部 に 形 成 さ れ

る変形構造。  

(a)：変形がもっとも進み

粘 土 － 砂 化 し た 部 分 が

交差部の下底に発達  

(b)：変形がもっとも進ん

だ 部 分 は 弧 状 構 造 の 中

に発達  

図-6 流れ盤多層ｶﾀｸﾚｰｻｲﾄ帯支配型 
低角度 流れ盤 配置の 多層カ タクレ ーサイ ト帯

（未固 結粘土 フィル ムを伴 う剪断 帯）が 発達

し、こ れを座 面の下 部と見 立てた 座椅子 型地

すべりの向かって右側の肘掛部の露頭写真。



③流れ盤多層カタクレーサイト帯支配型 

・上位のカタクレーサイト帯起源のすべ

り面が末端でスプレーした段階で成長

が止まり、下位のカタクレーサイト帯

にすべりが移動することで階段状のす

べり面を形成（図-6） 

④流れ盤単一インコンピテント層支配型 

・流れ盤配置の泥質岩の挟み層にみられ

るすべり面 

⑤節理支配型 

 節理は剪断帯周辺のダメージ帯におい

て発達し、表層における変形や応力解法

で形成された平行節理群等がある。 

・単純すべり型:平行節理 

・小岩片落下型:ランダム配置の節理 

・ ク リ ー プ 褶 曲 型 : 平 行 節 理 群 が

intrafolial 褶曲あるいは duplex 構造

を形成しながら sackung をもたらす 

・トップリング型:鉛直は一の節理群の

変形、すべり面が低角度～中高角度と

なる場での移動体の変形 

4.3．特徴的な地形と斜面変動 

 崩壊跡側部や沢の側壁は、岩盤崩壊の

残存部であることが多い。これらの箇所

は、急崖における斜面変動特性を捉える

上では、最適な場所であると考えられる。

本調査地域における特徴的な地形につい

て次に解説する。 

①沢の成長と斜面変動 

 カタクレーサイト帯に規定された海岸

線と直行する方向に沢地形が発達する。 

・高角度配置：沢底の拡大をもたらす

斜面変動 

・中低角度配置：非対称の横断形状の

谷、低角度側がカタクレーサイト帯

で規定、高角度側側壁の拡大をもた

らす斜面変動 

②岩塔と斜面変動 

 岩塔は沢と沢の間にあり、背後に鞍部

がある。岩塔は沢のカタクレーサイト帯

と鞍部にある高角度カタクレーサイト帯、

再動カタクレーサイトに沿った選択的な

差別浸食で形成される。 

・岩塔の下底面のカタクレーサイト帯

起源の低角度断層とこれに収斂する

高角度断層群からなる型 

・多数の高角度断層と断層の下端部で

の流れ盤配置の分岐節理と節理面に

沿った粘土フィルムの形成を伴う型 

５．黄金道路急崖における調査・点検 

5.1．斜面変動の機構と運動像 

 道路斜面の調査・点検の目的の一つは、

限られた情報から、次に起こる可能性の

ある岩盤崩壊を的確に捉えることにある。

そのためには、当該地域で過去に起こっ

た斜面変動の特性について理解を深めた

上で、「ある視点」を持って調査に当たる

ことが必要である。これまでの黄金道路

急崖での斜面変動に関わる調査・分析に

よって明らかになった重要な事象につい

て以下にとりまとめた。 

（1）斜面を構成する地質体の斜面変動に

よる主要な変形は、多くの不連続面を形

成しながら進行している。 

（2）この不連続面の主体は、地下深部で

の変形作用によって斜面を構成する地質

体に刻印された構造（カタクレーサイト、

節理）を素因とする。 

（3）この不連続面の斜面変動による再動

がもたらす最も顕著な構造は、極めて小

さなスペーシングの節理群が雁行状に配

列する帯である。 

（4）雁行状節理群の非対称性から、斜面

変動による不連続面での運動像が読み取

れる。 

（5）このような不連続面は、斜面を構成



する地質体がいくつかのブロックに分か

れて変形していることを示唆する。 

（6）不連続面に沿った運動のセンスは、

流れ盤配置の不連続面でも同じではなく、

斜面を構成するブロックの運動は一様で

はない。 

（7）不連続面に沿った運動の多くは、斜

面前面への運動センスを示すが、前面へ

直交する方向への運動を示すこともある。

斜面変動機構の理解には、運動像の解析

が不可欠と考える。 

5.2．調査・点検における着目点 

 斜面変動の運動像解析から得られた知

見を基に、本地域の花崗岩・付加体が形

成する急崖道路斜面の調査・点検におけ

る留意事項について、以下の 10 項目に整

理した。 

（1）急崖に膨らみとして残っている部分

の変形構造と隣の崩壊跡の地形とを比較

する 

 素因の連続性があれば、膨らみとして

残っている部分も隣の崩壊跡と同じよう

な形態と機構で崩壊する可能性が高いと

考えられることから、急崖に膨らみとし

て残っている部分の変形構造の中から崩

壊跡地形につながる変形構造を識別し、

その成長度の徹底観察が重要である。 

（2）張り出した急崖の裾部の変形構造を

視る 

 崩壊の支配因子となる不連続面は低角

度すべり面となる可能性が高いと考えら

れることから、張り出した急崖側壁の亀

裂の先端が、急崖斜面下部で地表にその

まま抜けるような形態を示すのか、亀裂

の先端がカプルする低角度すべり面を伴

うものかどうかの検討が重要である。 

（3）素因の性状変化に注目する 

 調査・点検において、素因を確認し、

素因となる構造が、現在の急崖で、どの

ような配置で、どのような性状に変化し

て存在するのかを確認することは重要で

ある。素因となる沸石脈は、1mm 程度の

薄さでも連続性がよく、流れ盤配置であ

れば、すべり面として崩壊に関与する可

能性が考えられる。 

（4）節理か剪断帯かを識別する 

 不連続面の観察では、変動ブロックの

識別という視点から、それがすべり成分

をもたない節理であるのか、剪断面（す

べり面）であるのかの特定が重要であり、

不連続面に付随する変形構造から読み取

る必要がある。 

（5）不連続面の運動像を読む 

 急崖の刻印する面構造が剪断面である

場合には、急崖を形成する岩盤はその剪

断面によりブロック化し変位していると

いえることから、不連続面の観察では、

それが剪断面であるのかすべり成分をも

たない節理かを検討し、不連続面に付随

する変形構造から個々の不連続面の運動

像を読み取ることが重要である。 

（6）岩塔では鞍部の変形構造を視る 

 本地域の急崖は岩塔の発達が特徴的で

あり、ほとんどの岩塔背後の鞍部で剪断

帯の発達と風化の進行が確認されている。

急崖にたつ岩塔は不安定岩盤であると見

做されることが多いが、背後の剪断帯の

運動像を解析し、どのような性状のブロ

ック岩盤であるのかの確認が必須である。 

（7）可能な限り崖の奥（側壁）深くを調

べ、不連続面の運動像を読む 

 本地域では、急崖斜面が複数の変動ブ

ロックの集合体からなり、背後の地山を

構成するブロックの変動と連動するよう

にして急崖前面のブロックの変動が起こ

っている場合があることから、背後ブロ

ックの運動像を考慮した急崖前面の評価



が必要な場合がある。 

（8）不連続面の成長度と成長方向を読む 

 斜面変動がもたらす不連続面の成長度

は狭い範囲で激変することへの理解と、

成長の方向を読み取ることが重要である。

不連続面の成長は、肉眼でどのような性

状変化として確認されるのか、成長度の

決定に関わる眼の習得が必要である。 

（9）不連続面の運動像を節理から読む時、

古い節理の構造に特に注意する 

 本地域の付加体と花崗岩には、節理は

卓越した変形構造としてしばしば著しく

狭いスペーシングをもって発達し、崩壊

に至る変形現象における重要な情報とい

える。しかし、沸石が安定で動的再結晶

が起こる条件下で出現した古い節理の場

合もあり、変形構造であるのか判別が重

要である。ブロック区分確定のための不

連続面の特定には、節理の示す構造の発

生時期・再動時期の確定が必要である。 

（10）風化史にも注目する 

 急崖斜面を構成する岩盤の風化進行度

は、一般に地表からの深度で一義的に決

定される現象ではなく、急崖斜面形成の

長い斜面変動の歴史を通して進行するた

め極めて複雑である。岩盤崩壊と風化現

象との関連性は、一般に指摘されるとお

り重要事項であり、本地域では変質史を

考慮した検討も必要である。 

あとがき 

 急崖斜面の安定性評価や対策検討にお

いては、斜面変動がどのような範囲で、

どのようにして進行しているかを、いか

に適切に把握できるかが、その精度を大

きく左右すると考えられる。地質調査に

おいて崩壊特性を把握するためには、過

去の崩壊現象から十分に学び、また、対

象地質体の起源と構造発達史の与える情

報を読み解き、地形・地質の地域特性を

考慮し、多様な素因の起源と地形などと

の配置に関わる視点を持つことが重要だ

と思われる。 

 黄金道路急崖を構成する付加体・花崗

岩は、現在もプレート収束帯に位置し変

動を受け、急崖という地形形状をもたら

す履歴を背負い、寒冷地にあって凍結融

解を繰り返す履歴を持った、相当に特殊

な性状を持った地質体である。  
 沸石の充填した節理、沸石の形成を伴

うカタクレーサイト帯が、黄金道路急崖

の斜面変動の主要な素因の一つであり、

地山の中でのこれらの素因群の配置と性

状変化を追跡することが、斜面変動機構

の解明、規模の推定、しいては安全性の

評価につながると考えられる。  
 また、岩盤斜面の調査にあたっては、

斜面の安定度を評価する上で、斜面変動

の素因を的確に捉え、将来起こり得るか

もしれない崩壊の運動像を正しく思い描

き、後の防災・減災に繋げられることが

求められる。そのためには、その地域の

特性に応じた調査が必要であり、本調査

結果がその手助けとなれば幸いである。  
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