
仙台市西方菖蒲沼付近の大規模地すべ り

- 微地形分額に よる運動様式 ◎形成過程の推定-

1. はじめに

湿潤温帯地域における山地斜面形成の営力とし

て,従来水流による浸食が重要であると考えられ

てきた.しかし最近の斜面研究では,山地浸食の

大部分が崩壊 ｡地すべ り等のマスムーブメントに

起因しているという評価が一般化している.それ

らの多くが,斜面に面的に働く崩壊や地すべ りは,

山地の発達史の中のいわばエピソード的現象では

あるが,定常的な河川の浸食や表層クリープなど

に比べるとその浸食量が著しく大きいため,山地

解体の主役として位置づけられるという考え方に

立っている (H.MaChida1966,守屋 1972,寺戸

1978,清水1984).実際,1984年 9月の長野県西部

地震の際に,死者行方不明32名を出した地すべ り

性崩壊や御岳南斜面の大崩壊をはじめ,1792年の

雲仙火山麓の眉山崩れ,流れ出した溶岩がいくつ

ものせき止め湖を形成した1888年の磐梯山の大崩

壊など,山体やその周辺の地形を一変させる事変

を考えると,これらの営力が地形に及ぼす影響の

大きさが理解される.

しかし現実の山地斜面には,有史以前のある一

時期には活動したが,現在は活動を停止している,

むしろ開折されているような古期崩壊 ｡地すべ り

地形が数多く分布している.この様な現象は,少

なくとも日本に限っていえば決して特殊なもので

はないというのも事実である.また現在防災の対

象となっているような地すべ りは,かつてある時

期に大規模な地すべ りを起こした地域の一部分が,

二次的に再活動しているものがほとんどである.

前述した御岳でも,今回の崩壊地の西側にかつて

の崩壊跡と思われる地形が認められている (金子

1984)･従って過去のある時期に山体を一変させる

ような大規模な活動をした として も,現実の崩

壊 ｡地すべ り地形はその一瞬にしてできたもので

はなく,長い年月をかけ,あるいは間歌的に形成

木 全 令 子

されたもので,現在でも二次的な活動により徐々

に変化していると考えられる.その場合,崩壊 ･

地すべ りを山地の発達史の中のエピソード的奉る

いほ現在のみの現象としてとらえ る よ り,柴崎

(1966)が指摘したように地質学的事象として認

識する方が本質的であるといえる.しかし現実の

崩壊 ｡地すべ り地形には,様々なstageの現象が

混在していることが認められるから,それらを一

括して研究することは無理がある.従って当面は,

個々の崩壊 ･地すべりがもつ地形変化過程と発生

条件との関連性,主要な活動の時期とその要因な

どを明らかにする事例研究の蓄積が必要である.

筆者は以上の様な考え方に基づき,奥羽山脈中

部の山地および周辺の第三紀層丘陵に発生する大

規模地すべ りの調査を進めてきた.今回は仙台市

西方の第三紀層丘陵に認められる地すべ りの形態

的特徴,構造,形成過程等について報告する.

研究の方法は以下の通 りである.まず大縮尺の

空中写真を用いて(1:ー7,000),地すべ り地内部の

倣地形分額図を作成した.この倣地形分類の目的

は,倣地形を,地すべり地の形成過程や地すべり

活動の結果再編成された構成物質の形態的反映と

して認識する点にある.分類の基準となる微地形

の名称及び概念は,木全 ｡宮城 (投稿中)によっ

た (表 1).特に地すべ り地の形成過程復元の有効

な指標となる,移動物質によって形成される ｢地

形的高まり｣に関しては,それが引張応力によっ

て形成されたblockであるか,あるいは圧縮の場

にできる構造の著しく破砕されたpressure-ridge

であるか,地すべ り地の二次的な消耗の場に形成

されるdebris-flow堆積物であるかを,義- 1に

示すようなそれぞれの徽地形に対応する形態的特

徴や配列のパターンを念頭に置き,厳密に分類し

た.次にその分解図を基に現地調査を行い,各徴

地形の形態的特徴を補足し,内部構造を確認した.

また周辺の地形地質の観察を行い,それらと現実

- 10-



仙台市西方菖蒲沼付近の大規模地すべり

表 1 地すべ り地を構成する微地形の形態 ｡成因 ｡構造 (木全 ･宮城投稿中)

成 因
単 位 地 形 形 態 的 特 徴

引張クラック
圧縮クラック

運動様式 I応力
移動方向に直交する方向に伸びる

移動方向に平行,放射状,まれに直交する

滑 落 崖

分 離 崖

帯 状 凹 地

concaveな断面形

構 造

断面形直線状,平面形も直線状であること
が多い
底面が広い
移動方向に直交する方向に伸びる
分離崖で囲まれる

二次堆積物により埋積さ
れていることが多い

pressure-ridge

移動前の斜面の一部を保持している
concaveな断面形
周囲の斜面との間に明瞭な傾斜変換線を伴
ラ
Convexな断面形
平面形は移動方向に直交する長円形を示す
同園の斜面との問に明瞭な傾斜変換線を伴

_____________～_M_"_JL孝?1g_ゝ二______"_"__…____-_________…___"_
debris_flow-ridgei移動方向に平行な細長い尾根状の地形

debris_flow_comel軍零や
山状地形

slumporglide

の微地形の状況から,本地すべ りの運動様式,チ

べ り面の位置などを推定し,形成過程の復元を試

みた.

なお運動様式の名称及びその概念はVarnes(19

58)に従 う.

2.周辺の地形地質

仙台市西方七北田川上流付近は,奥羽山脈船形

山 ｡泉ケ岳の南東麓に位置する.周辺は中新統馬

場凝灰岩(白沢層)を基盤とする,高度300-500m

の第三紀層丘陵地である.このうち七北田川右芹

の北谷地,菖蒲沼,大倉牧場など高度350-500m

付近には,周囲の大起伏の丘陵面とは異なる小起

伏面が認められ,それらは七北田川に向かって緩

やかに傾斜している.これらの面は西村｡宮城(19

76)によると,菖蒲沼面 と呼ばれる段丘面で,図

1のような広が りを示す.この菖蒲沼面を構成す

る裸層を図 1,LOC.1で観察した.段丘疎層は50

cm大の安山岩の円磯 と マ トリックスの粗砂で構

成され,全体として風化し,一部 クサ リ硬化して

いる･Loc.1では40mの層厚を示す.以上の様な

面の高度,磯層の層相などから,木屑は西村 ･官

不動域の構造を保持し,
破砕されていない

豪東方徳富茄変形,"愛東
,破砕され,小規模な稽
曲 ･スラスト･正断層が
発達する

分級の悪い破砕物や風化
物

図1 調 査 地 域

(1:25,000 定義)

1･崖 2･クラック 3･菖蒲沼面 (西村 ･宮城ユ976)
1)

城により,広瀬川 ｡名取川流域の本砂金面に対比

されている.

さて高度 500m付近には,この面を切って円弧

状の崖が発達している･この崖の背後の菖蒲沼面

上には,崖に平行に数列の小規模なクラックが認
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お茶の水地理 第26号 1985年

図2 菖蒲沼地す りべ地微地形分額図

二
二
キ

二

0 500m

l･明瞭な崖(分離崖) 2･比高が小さく不明瞭な崖 3･クラック(引張) 4･block 5.溝状凹地 6.Pressure-ridge

められる･また崖に接するように,北西から南東 ゆるやかに波打つ小起伏地形が認められ,これら

方向には,巾150m の顕著な凹地列やクラック, の地形的特徴からそこが地すべり地であることが

あるいは比高20mの小規模な崖が連続している･ 想定される･地すべり地の水平面静 まお よそ 4

-万崖の前面,高度350m付近の菖蒲沼面上には km2である.
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仙台市西方菖蒲沼付近の大規模地すべり

図3 図2,Ⅹ-Yに沿う地形地質断面

500m

1.火山灰 2.円磯層 3.浮石質凝灰岩 4.岩層 (debris)

3 7.推定すべり面とすべり面露頭の位置

菖蒲沼地すべり地の記載

図2は 1:7,000の空中写真に基づいて作成し

た本地すべ りの倣地形分病因である.また図3は,

図2, Ⅹ- Yに沿う地形地質断面図である･

菖蒲沼面を切る崖は,長さ約2km,高度50-100

m,傾斜約400で北東-南西方向か ら北西-東南

方向にやや湾曲し,断面形は直線状もしくは凸型

で,開折はほとんど進んでいない.この崖は,下位

から中新統白沢層のmaSSiveで半固結の浮石質凝

灰岩が60mの厚さで露出し,その上部を平行不整

合で前述の層厚40mの段丘瞭層がおおい,さらに

上部には火山灰層が7-8mの厚さで載っている･

崖の前面には,最大巾300m,長さ1kmの底面

の広い凹地 (LOC.1)を隔てて,短軸400m,長軸

1.2km,比高50mで崖面に平行する方向に長い大

規模な高まり(LOC.2)が認められる･この高まり

は一部小崖によって分割されているものの,全体

として周囲の緩斜面とは明瞭な傾斜変換線によっ

て境されている.斜面形は直線状-凹型である･

これは前述の浮石質凝灰岩で構成されており,一

部にオープンクラックが入るものの,破砕や転位

5.角疎 6.砂質-シル ト質凝灰岩

を被らず,その構造はほとんど乱されていない･従

ってこれらの高まりはblockであると考えられる･

blockは逆向きを含む種々の方向に分化している.

大規模なblockの前面の東半部には,比高20m

前後の高まりが不規則に分布する (LOC.3など)･

斜面形は凸型で,やはり浮石質凝灰岩で構成され

ており,ほとんど破砕されておらず,転位もして

いない.従ってこれらの高まりもblockであると

考えられる.この小規模なblock問には,閉塞四

地 (LOC.4,5など)が形成されている･

一方大規模なblockの前面西半分には,比高10

m前後,巾20m,長さ100-200mで,blockに平

行した長軸をもつなまこ状の高まりが,次第に規

模を減じながら連続している･個々の高まりは傾

斜変換線をもたず,全体に波状地という方が現実

的である.これらは図3に示すように,50cm大の

風化した安山岩の円裸と火山灰質ロームのマ トリ

ックス,基盤岩起源の凝灰岩塊などで構成されて

いる.一部には円襟層が集中する･またLOC.6で

は,脆弱化した凝灰岩塊に,破砕された風化円裸層

が,微細な断層を伴ってとり込まれているのが観

察された (図4).このことから標高350m付近に
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お茶の水地理.第26号 1985年

図4 図2, LOC.6の露頭スケッチ

召[≡≡】 2匹三] 3′/

1.風化円磯層 2.破砕された浮石質凝灰岩

3.粘土化した部分

発達する波状地は,圧縮の場に形成される pres-

stlre-ridgeの連続であると考えられる.

さて菖蒲沼地すべりは以上の様な徴地形により

構成されているが,本地すべ りの活動にかかわる

すべ り面と思われる層準の一部を図2,LOC.7で

観察した.図5はその露頭のスケッチである.こ

こでは層厚10m弱の円喋層があり,その下部に中

新統馬場凝灰岩と思われる浮石質凝灰岩や凝灰角

硬岩が認められる.両層の境 界 部 に は,白色の

massiveな細砂質-シル ト質凝灰岩が2-3mの

厚さで挟在する･ 特にその上部の数10cmは,罪

常にやわらかい淡灰白色の粘土層で,著しくもま

れて実理が入り,一部上位の円襟層にとり込まれ

ている.円傑層との境界には鏡面が広が り,上部

から地下水が湧出している.

ところでこの露頭で認められた10m弱の門標層

は,基盤の凝灰岩や角硬などを含まず,ほとんど

破砕されていない. しかもこの露頭の標高350m

付近は図1に示すような菖蒲沼面の末端にあたる.

従ってこの円標層は段丘堆積物と考えられる.こ

の円裸層は330-360mのレベルに広がるpressure

-ridgeの構成物質にもなっているが,この pres-

stlre-ridgeの高さから考えて, 段丘襟層の厚さ

は20mを越えることはない.その場合この高度

350m付近の段丘磯層は,図1,LOC.1で観察した

高度500m付近の菖蒲沼面の段丘磯層の層厚と比

図5 図2, LOC. 7の露頭スケッチ

1JTl

ユ.円疎層 2.凝灰角硬岩 3.浮石質凝灰岩

4.秒質-シル ト質凝灰岩 5.岩層 (debris)

6.著しくもまれた粘土層

べると著しく薄く,両者が同じ段丘面を構成する

堆積物であるとは思われない.従って図1の様に,

西村 ｡宮城 (1976)では,350-500m付近の小起

伏面を一括して菖蒲沼面と呼んでいたが,菖蒲沼

面は少なくとも二段以上に分けられるべきであろ

ラ.

4.富蒲沼地すべり鞄の形成過程

前章で述べた空中写真や現地調査による観察か

ら,本地すべ りの運動様式,すべ り面を推定し,

形成過程の復元を試みる.

まず地すべ り地の頭部において,菖蒲沼面を切

る崖の斜面形が直線状-凸型であり,崖の前面の

大規模なblockがほとんど破砕されず転位もして

いないこと,および藍とbl〇ckの間に底面の広い

凹地が認められることから, この大規模なblock

は,直線状のすべ り面に沿って崖の位置から現在

の位置まで移動してきたと推定される･その場合,

菖蒲沼面を切る崖は分離崖となる.また崖とblock

の問の凹地底はいわばすべ り面そのものであると

考えられ,崖の下底と凹地底,blockの下底を結

ぶと,図3に示すような傾斜約30の直線となる.

一方地すべ り地の末端部では,図2,Loc.7で

観察したように円喋層と下位の基盤との境界部付

近にすべり面と思われる層準がある.図3の断面

図にそのすべ り面のレベルをおとすと,それは前
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仙台市西方菖蒲沼付近の大規模地すべ り

図6 菖蒲沼地すべ りの形成過程

=｡ 地 す べ b直 前 の 地 形
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お茶の水地理 第26号 1985年

述の地すべ り地頭部の崖とblockから推定したす

べ り面の延長線上にほぼ一致し,地すべ り地全体

として,北東落ち傾斜約30の直線状のすべ り面が

想定される.従って本地すべ りの運動様式はglide

塾であ り,また地表面の傾斜が北東落ちですべ り

面の走向傾斜とほぼ一致するため,流れ盤層すべ

りであると推定される.さらにすべ り面は基盤の

凝灰岩中の風化軟弱化しやすい層準 (砂質-シル

ト質凝灰岩)であると考えられる.

以上から本地すべ りの形成過程を,図6に示す

ように 3段階にわけて説明する.

Ⅰ),地すべ り直前の地形

本地域には,標高500m付近に層厚40mの段丘

磯層をもつ段丘面と,標高350m付近に層厚約10

-20mの段丘襟層で構成される段丘面が階段状に

発達していた. 500m付近の段丘面にはクラック

(引張)が認められた.

Ⅱ),移動途中の地形

高位の段丘面のクラックが拡大し,基盤の凝灰

岩と段丘堆積物の境界の風化しやすい層準をすべ

り面として地すべ りが発生した.その結果段丘面

の一部が直線状に移動Lblockを形成した.移動

物質はほとんど破砕されず大局的には不動域の構

造を保っていたが,上部の段丘磯層などは移動の

過程で二次的に崩れ,前面の下位の段丘面上に広

がった.

Ⅲ),現在の地形

その後さらにblockは移動し,その過程でいく

つかに分化した･最終的な移動量は崖と大規模な

blockの間の凹地底の巾から,約300mと推定され

る･一方blockの前面では,blockの移動の過程で,

下位の段丘面を構成する10m前後の薄い襟層が圧

縮され,基盤の凝灰岩やblockの二次的な崩れに

よって供給されたdebrisをとり込み,変形 ｡破砕

を受けながら,移動方向に直交する長軸をもつ波

状の高まり,すなわち pressure-ridgeを形成し

た と考える.

現在地すべ り地の内部にも民家があり,水田や

畑などが作られていることから,主要な活動期は

かなり以前に終了したと考えられるが,地すべ り

地末端では二次的な地すべ りが発生してお り,苫

蒲沼地すべ り地は徐々に消耗しているとも考えら

れる.また崖の背後にはクラックや小崖が認めら

れるため,今後このクラックが拡大しblock-glide

により再活動する可能性もある.その場合,今ま

での形成過程からみて,前面 の preSSure-ridge

はさらに圧縮され変形していくものと考えられる.

本論では菖蒲沼地すべ りの形成過程を述べたの

みで,主要な活動の時期や形成期間,発生要因な

どについての議論は行なえなかった.今後さらに

データを加え,それらについても検討したいと考

える.

小論の作成にあたり,終始御指導を頂いた東北学院

大学文学部の宮城豊彦先生に感謝致します.

注

1)この面の形成時期は,中川他 (1960)により,

九戸面と青葉山面の問とされた.またこの面は関

東地方の多摩面にも対比されている.
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