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１
はじめに

　自然との共生という言葉や発言をよく耳にします。
私達は自然を環境として把握・活用し生活を展開して
きました。当初自然領域内主体の中で生活してきた人
間は、長い歴史の後ようやくその領域を持つようにな
りました。2011年３.11の東日本大震災による未曾有
の大災害は、私達の居住環境に関わる多くの貴重な教
訓を与えてくれました。加えて最近は東南海地震の予
測、温暖化由来と考えられている異常豪雨などによる
大規模な地盤・河川災害などの報告を聞くと不安に駆
られます。生活の進展に伴い人間はしばしば「人間の
都合優先」の生活を展開してきました。しかし自然は
人間の理解を超えた現象を露呈することがあり、これ
が思いがけない自然災害をもたらしています。いわば
人間社会の発展と共に、｢災害も自然｣ という社会環
境も醸成されつつあり、｢計り知れない自然の都合｣
の追跡不足と云う事も考えられます。さらに最近は自
然災害の「場」の変化について、時間軸の長短と地塊
の広がりとの関わりについて考えることの大切さを思
うこの頃であります。

２
温暖化と古環境地盤

　身辺の斜面環境は第四紀に形つくられたものが多
く、地球にとって最終で最大のウルム氷期と後氷期に
おける気候条件の変化は、地盤の風化・浸食・堆積過
程に大きな変化をあたえています。とりわけ中緯度帯
に位置しモンスーンの影響を受け易い日本列島の地
形・地盤はおおきな影響をうけている筈であり、山麓
や台地・丘陵地周縁各地には後氷期由来の大規模な堆

北緯60度以北アラスカに点在する周氷河地形は、温暖
化の影響もあり活発に氷解・挙動しています。地塊の
末端に立つと栂池そっくりのスロープを見ました。

写真-2  アラスカで見た栂池スロープ

㎜/

図-1 時間雨量80mm以上の年間延べ件数の推移（小林2012）

写真-1 カレッジフィヨルド沿いの大氷河
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ことも容易に推測できます。
　日本列島は平地が少ないこともあり、山地・山麓に
形成されている大規模な緩傾斜面等の多くは、地域の
人々にとって格好の生活面・農耕地として古来長期に
わたり利活用されてきました。しかし最近の気候条件
の異変・異常は、前述の古環境地盤が形成された当時

積域緩斜面や埋積埋没谷（中村2004）の存在などが考
えられます。時が経過しても、各地で培われた埋積堆
積地盤等はそっくりその場に残され潜在しているとい
うことも容易に考えられます。最近、列島各地におけ
る異常気象に伴う大規模な被災域や地盤条件を見聞す
ると、古環境地盤との関わりが大きく今後の斜面環境
にとって不安を感じるこの頃であります。

2-1　降水量異常と斜面環境
　1990～2007年の資料（小林2007）によれば、時間雨
量80㎜を越える異常降雨はこの十数年来増える傾向に
あります。一般に時間雨量50㎜というのは、滝の直下
に入った時のような降り方に例えられており、80～
100㎜やそれ以上という降り方は真に異常で、斜面環
境にとっても脅威であります。世界規模の観測がは
じまった1867年以来、最も気温が高かった上位15都市
は、すべて1980年以降に集中しているということも指
摘されています（レスターブラウン2000）。近年中国
長江の大洪水（2008）、アメリカにおける破壊的暴風
雨（2012、2013）、そして紀伊半島（2011）、北九州各
地（2013）、島根・秋田等（2013）における連日の異常
豪雨と、それに伴う大規模な土砂・河川災害等の報道
を聞くと、地盤環境条件の追跡と異常気象対応の適否
についての必要を痛感いたします図-1。

2-2　古環境地盤と「生活場」
　図-2は主として東北日本にお
ける地すべり地塊の形成年代
（14Ｃの測定結果による）を示
しており、秋田・山形・新潟・
長野などにおける主要地すべり
地塊・地盤の多くは、１万年～
５千年内外の年代に形成された	
地塊の例が各地に認められます
（図-3参照）。ほぼ同一の地塊地
域においても、時期の異なる大
小規模の押し出し堆積物が重な
りあって大規模地塊を形成して
いる場合も考えられます。氷期・
後氷期における押し出し堆積物
は勿論のこと、縄文早期～晩期
における堆積地塊の頻度の多い

図-2 地すべり性地塊資料の¹⁴C測定結果─地塊形成年代（中村・桧垣1990）

図-3 地すべり性地塊（大規模緩斜面地形）の形成年代─時間軸（中村2013）
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	 「人と自然」との関わりの思考については上記の長・短
の時間軸のことを常に念頭に置きたいものであります。

3-1　アラスカで見た「栂池地すべり」
　最近、北アルプス山麓小谷村栂池スキー場の一部が

の地形形成営力と類似の気候環境になりつつあること
を考えると、各地の当該地塊が再度大規模に不安定化
する可能性もあります。最近秋田県仙北市田沢におけ
る、旧い集落が一挙に被災した例もあり、古環境地塊
域と今日の大規模崩壊との関わりなどについての認識
を深めたいものであります。

3
保全対象と時間軸

　地すべり被災域とその広がりと規模等について考え
る時、私達はしばしば最近の変動域やその計測結果の
みに気を取られ、変動域を含む背後や周縁地形との関
わりなどについての確認がおろそかになりがちであり
ます。地すべり等の地変はときに拡大・転位を繰り返
し、誘因・素因の認識に混乱をきたすことがあります。
地塊の形成や変動域の認識・追跡に際して、時に「鳥
の目と虫の感覚」の例えで　被災域の広さや地勢、｢
場｣ の性格を考え追跡する必要もあります。これは大
小の地塊に関わる ｢時間軸｣ との関わり追跡の感覚手
法の一つのとも云えます。
A）	今日の自然は長い年代の果ての「場」、であり、
場の地盤状態は気候変化等に伴う地形営力差やそ
の期間、被災区域の広がりとの関係を考える必要
があります。

B）	「人間の都合優先」の短期間における、人工的な地
形改変に関わる地盤条件の変化の「場」と自然への
対応があります。

図-4 アラスカ　アンカレッジ　アリエスカリゾートの長大斜面（中村2010）

写真-3 長野県北アルプス山麓「栂池」の氷河地形の末端状況（Ts部分）（長野県2009）
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今後、中・高山間地における周氷河地形堆積域の不安
定化や深層崩壊化に少なからず影響を与えつつあると
いうことも考えられ、被災対応を考えたいものであり
ます。

3-2　大規模崩壊を見ていた ｢縄文人｣
　1985年、梅雨の異常豪雨直後、長野市地附山におい
て斜面長700m、幅500m、深さ60ｍ、押し出し土塊量
360万㎥の大規模な地すベリが発生しました。地塊は
一挙に直下の湯谷団地および老人ホームへ押し出し、
家屋全半壊64戸、死者26名という大惨事となりました。

地すべり性変動を起こし、対策・調査が進められてい
ます。栂池は標高が高く長大な氷河性堆積域の地塊で
あります。数年前アラスカのアンカレッジ・フェアバ
ンクス周縁の旅をしました。北緯60度付近のアンカレ
ッジの南東約60kmに著名なアリエスカリゾートがあ
り、山頂1220ｍの山腹には長大斜面を利用した滑降
距離５kmの見事な国際的スキー場があります。長大
なスキー場斜面と周縁の景観を眺望したとき「オヤ？	
どこかで見た景観だなー」と思いつつ、さらに北東の
カレツジフィヨルド沿いに発達する氷河と周氷河地形
について踏査しました。踏査しながら北アルプス山麓
の小谷村「栂池」周縁の景観の今を思い、同時に氷期
の状況におもいを馳せていました（図-4、写真-1・2・3）。
　栂池上部の地形主体は、過去２万年以降数千年前に
かけてつくられた緩斜面であり、アラスカのアンカレ
ッジで見る景観は、今日つくられつつある周氷河地形
そのものであります。緯度を変えて観察すれば、長い
歴史（時間軸）を越えた栂池と共通の地形でもありま
す。氷期～後氷期における河川の作用をみると、氷河
期、上流部では岩屑の供給が河川の運搬作用を上まわ
り、下刻のすすんだ河谷は氷河性の岩屑等によって埋
積され河谷は埋没されています。更にその下流域も、
水位の上昇或いは水量の増加に伴い堆積が進み、一連
の緩斜面が形成されています。緩斜面基底部に潜在す
る谷や窪地の深さ・広さの推測ができれば、その後の
変位の把握も不可能でありません。温暖化の進展は、

写真-4 長野県「地附山地すべり」地塊、B測線地質断面側線（長野県
1988）測線位置位置加筆

図-5 地附山B測線地質断面図（長野県1988）
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3-3　縄文地塊と井戸水のシグナル  
　2006年8月、長野県佐久市駒込において地すべりが
発生し地域の人々を驚かせました。当該地のような第
三紀火山性堆積物の卓越する地域における被災例は珍
しい。斜面長約160ｍ、中段幅約100ｍ、冠頂部約40
ｍ、移動土塊量約350㎥の中規模な地すべり地塊であ
ります。本地すべり地塊対策のための当該地すベリ地
頭部（ｗ13）におけるRC集水井工事の折り、深度15ｍ
において採取された木片による14C年代測定結果によ
れば14670年が追跡されています（菅野他2006）。航空
写真等を用いた解析結果によれば当地すべり地は、末
端志賀川沿いの700ｍと、当地すべり地塊を含む背後
北東部約800mのほぼ三角形状の巨大規模の一部と認
識出来ます図-6。前記の集水井（w13）位置における
集水成果によると毎分100ℓ	を超す異常採水量が記録
されており、この異常出水量は、当該地すべり地を含
む背後に潜在し古期に形成された巨大規模の緩斜面地
形と、そこに潜む埋積埋没谷（旧窪地地形）の存在を
示唆するシグナルではないのかと云う事が推測できま
す。したがって今後は、当該地すべり地背後の広い地
塊の埋没谷と水との条件が整えば、古環境地塊をふく
む新しい大規模ないわば ｢深層崩壊｣ の可能性も考え
られます。

3-4　箱根の「早川」と「広重」の記憶
　箱根火山は約40～50万年前に活動をはじめ、玄武岩

当地域の地質は流紋岩質凝灰岩地帯であり、従来大規
模な地すべりは無い地域で、小規模な表層崩壊のみで
ありました。今回の調査結果（長野県1985）をみると、
今回の崩壊堆積層Dt1層下位のDt2層は、旧い時期の
堆積層でかなりの厚さと広がりが推測され、安定して
いた土塊であったと考えられます。基底部には沼沢性
の堆積層Sd層も見られるなど地下水の貯留し易い谷
筋（埋積埋没谷）の存在も考えられました。大崩壊直
前は新しい自動車道沿いの表層崩壊と認識されていた
が、短時間の間に旧期の堆積層Dt2・Sd層を一気に巻
き込み一体化・大規模化し、わが国における都市型地
すべりの代表的な被災例となりました。
　後氷期の異常な気象条件下に崩壊し、造り出されて
いた大規模な堆積層（縄文地塊）は、最近の異常な気
象条件によって、再度旧期の気象条件下と同じ営力に
よる地盤条件が醸成され、不安定化したDt1・Dt2一
体化による｢深層崩壊｣が現出したとも考えられます。
　Dt2基底面堆積物２例の埋もれ木による14Ｃ年代測
定結果では、6400±120年と40000年前の堆積物という
（富沢1988）２例が報告されています写真-4、図-2・5。
　地附山の山頂周縁には古代人の生活遺址もありま
す。居住していた後氷期の ｢地附山縄文人｣ はDt2地
塊堆積時期前後の大規模崩壊の様子を見ていたのであ
りましょうか。今後の地球環境異常次第では、今日ま
で安定していた周縁地塊域の一体化によるさらなる大
規模な崩壊・深層崩壊が予想されます。

図-6 長野県駒込地すべり地および背後の巨大な不安定緩斜面地塊
（W13は集水井位置）（菅野他2012） 図-7 広重「東海道五拾三次之内箱根」の図

W13
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質～安山岩質溶岩・火山砕屑岩等を噴出し富士山型の
成層火山をつくり、約2700ｍの高度であっただろうと
推測されています。その後火山体中央部が陥没し今日
の古期外輪山が形成されました（25～18万年前）。そ
の後古期カルデラ内の西側の一部において陥没による
新規カルデラが形成され（７～５万年前）、続いて
神山・小塚山・二子山等が出現しました（4.5～４万
年前）。
　火山活動末期の3100年前頃、神山の水蒸気大爆発に
よる巨大崩壊により、押し出し堆積物は早川上流域を
堰き止め「芦の湖」が誕生しました。この事件は、そ
の後の箱根および周縁の景観におおきな影響を与え、
湖と火山がテーマの「天下の険─箱根園地」は訪れる
内外の人々にとって関心が高く、天下無比の「アメニ
テイー」を造り上げています。
　天保３年（1832年）以来、広重は「東海道五十三次
之内」の「箱根」を描いた図-7が、図中左（湖尻仙石
原付近）には数個の山稜が描かれています。これは神
山の水蒸気爆発時の泥流・火砕流等の末端隆起地形の
一部が描かれているものとおもいます。なお図中の大
名行列や駒ケ岳等の描写は見飽きない。図-8の拙図中
A～A、B～B’等も前述の末端隆起部分であります。
描いた方向は異なりますが、181年前広重の描いた末
端隆起部分の起伏がよりはっきりしているのは時間差
であろうか興味深い。

４
深層崩壊を誘発する縄文地塊

　最近、経験する異常気象や地震、それに伴う大規模
な被災域を見聞すると驚かされます。後氷期～縄文期
における山地・山麓・丘陵地等における地形営力それ
に伴う地変は、今日と比較して大きく想像以上であっ
たと考えられています。吉川（1985）は、後氷期に形
成された各地の扇状地の例一つ取り出して比較してみ
ても、現在の営力下で形成される地塊と比較して規模
が大きく、後氷期～縄文期の営力がはるかに大きかっ
たことを指摘しています。このことは当時の地盤の崩
壊や地すべり性崩壊現象等においても考え得ること
で、各地における浸食作用と埋積・埋没谷を伴う大規
模な緩斜面地形が各地に発達しています。
　図-9は山麓や丘稜地周縁にみられる大規模崩壊域地
塊の模式鳥瞰図であります。図中Dt1部分は旧期の大
規模崩壊等によって形成された緩斜面地形で、既存の
谷地形（旧河谷）等を埋積・埋没している地塊部分で
もあります。この種の大規模な地塊部分の多くは長年
安定していた地形域という事もあり、平地の少ないわ
が国では古来生活面（集落等）・農耕地などに利用され
ています。しかし最近の異常気象や地震等に伴う被災
例をみると、潜在する川や谷（前述の埋積・埋没谷）等、
古地形の存在と関わり深い斜面環境地体における大規
模災害の例を数多く考えることが出来ます図-9。
　国交省の分析によれば、フォッサマグナや中央構造

図-8 箱根　神山大崩壊による「仙石原」地域図、A-A’・B-B’は岩屑流・火砕流等の末端隆起部分（中村2008）
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線沿いの破砕帯地域における深層崩壊発生の可能性
の大きい地域が的確に指摘されています（読売記事
2013）。しかし破砕帯地域以外の場においても、比高
差と地質と古地形の条件が整えば、後氷期（縄文期）
には頻度多く大規模な崩壊堆積域緩斜面が各地に形成
されており図-3、この「長い時間軸」のはてに考えら
れる古環境地盤が関与する大規模崩壊、いわば「縄文
地塊」は頻度はげしくいわゆる ｢深層崩壊｣ を誘発し
ている例を多数見ることができます。一方「短い時間
軸」上の崩壊地盤地域、例えばメガシテイー周縁の宅
地造成等による人為的な潜在谷地や、谷戸周縁の土地
利用に伴う急傾斜危険地は1960年代（1964年東京オリ
ンピック・新幹線・高速道開通）以降増加の一方であ
ります。山麓・台地・丘陵地周縁には縄文地塊と人為
の複合的な緩斜面地塊も頻度多く考えられます。大小
規模の崩壊斜面の認識に際して、時間軸との関わりに
ついて見極めた上で対策を考え、予測・対応したいも
のであります。
　謝辞　本小文に使用した資料の収集・転用等に際し
て、長野県田中秀基、神奈川県小内薫、の各氏ほか砂
防関係の皆様、図面の資料整理等で終始お世話様にな
った林田健治、橋本直樹、犬飼仁美の各氏に厚く御礼
申し上げます。
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図-9 大規模崩壊緩斜面地形と潜在する埋積埋没谷（Bv）、周縁地形変化模式図（中村2004）

旧期の大規模崩壊による谷の埋積堆積物─L1（Dt1）

近年の崩壊域例─L2、L3

基盤岩層

断面位置

L1（Dt1） ； 豪雨あるいは地震時等における大規模崩壊堆積物は埋積埋没谷
（Bv）を造った

L2（Dt2） ； R2出現後に発生した埋没谷周縁の新しい崩壊
L3（Dt3） ； R2の出現や河床の低下・変位などによるDt1地塊の痩削化・不安

定化によるDt1地塊の一部に発生する崩壊
L1－L4 ； L1（Dt1）地塊の大規模崩壊（深層崩壊）

L3

L2

L2

Bv

　；埋没谷（旧河谷）Bv

Bv

R2 R2

　；埋積埋没地塊(Dt1)の周縁に出来た新しい河谷位置R2

L2

L1→L4

L2

L3

R2

R2
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