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山地の潜在崩壊性と気候地形

多 国 文 男

序言 山崩れ，地すぺり，渓岸侵食の素因に関する従来の研究成果

山地における土砂生産は山崩れ，地すベり，渓岸侵食によるものが多い。

その山崩れ，地すべり，渓岸侵蝕の起こる素因は古くから研究されて来てい

るが，その成果を要約して見るとつぎのようになる。

山崩れと地質

山崩れの素因中，最も重要なものは地質である。 山崩れの性格は， 1.岩石

の風化に対する抵抗性， 2.岩石の組成と粒子， 3.地層の凝集度， 4.水の浸透

性， 5.岩石中の特殊鉱物， 6.岩石中の裂憾，節理，断層等によって異なって

くる。

従来，これらの素因 1つ1つについては詳細に研究されているが，さらに

重要な素因として 2つの異なった性質をもっ岩石，地層の重なり具合，組み

合せがあげられる。

a）地表に侵食や風化に対する抵抗度の大きい岩層，あるいは不透水性の

岩層があり，その下部に抵抗性の小さい，透水性のある岩層のあるときは雨

水は地表を流れて急崖から落ちるとき上層が造崖層となり，山崩れは少ない。

b）逆に上層が侵食，風化され易い，透水性の大きい岩層よりなり，下層



が侵食，風化に堪え，不透水性の岩層

よりなるところでは，降った雨が上層
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第 1図 山崩れの起こり易い斜面の
組み合せ
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こから崩壊を起こすことが多い。 一
c）上述したように安山岩，玄武岩など風化や侵食に対する抵抗が大きい

ように見える岩層が地表を覆って熔岩台地をつくっているところでは，その

岩層が物理的風化を受けて節理や割闘が大きく開けたところでは，豪雨に際

して，その節理や割白から多量の水が浸透して地下水となり，下層に水を含

んで不透水層となるような泥岩や凝灰岩層等のあるところでは，その上を水

が集まって流れ，下流の崖を流れ落ちて山崩れをつくる。下層が火山岩層や

段丘燦層等透水性の多いところでは，地下水はさらに下がって，基盤岩の上

を流れ，崖にあらわれて山崩れとなる。かかる例は長崎の玄武岩台地でよく

見るところである。南九州のシラス地帯で、は難透水性のロームの下にシラス

層があり，ロ ームを透した水はシラス層上にレンズ状に挟まれる旧河道の砂

喋層を流れて崖にあらわれ，崖崩れを起こしている。

ii 地形と山崩れ

山崩れを起こす第2の素因は地形である。従来，

a）斜面の急峻なほど，

b）その急斜面が長いほど，崖にすればそれが高いほど，

山崩れが多いとわかっていた。

c）しかし山崩れは地表 ・地下を間わず，緩かに流れていた水の流れが急

に落下するような所に起こるものである。そこで斜面の組み合せが問題とな

る。すなわち，上部に平坦面あるいは凸斜面があり，その下に山腹の凹斜面

のある場合，その境界から崩壊の起こる場合の多いことは資源調査会の研究

で認められるようになった。

d）谷底で渓岸侵食が激し く，急崖あるいはオーパー ・ハングの崖がつく

られるときも山崩れは多い。

iii 地すベりと地質
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a）泥岩，粘板岩，凝灰岩， プロピライト等，水を含んで膨張して滑り易

くなる地層，水を含んで不透水層となり，その上層を滑り易から しめる地

層， モンモリロ ナイ トのような粘土鉱物があって滑りをよくすると ころに地

すべりは起こり易い。

b）上層と下層とがあ り，下層が不透水性であり，それが滑り面 を形成

し，上層が水を透し易い場合は，その境から地すべりが起こる。表層が透水

性の大きい土壌が厚く覆うている ところ，岩屑であるところなどに地すべり

が起こり易いことは山崩れと同様である。

iv 地すべりと地形

斜面の傾斜は山崩れの場合ほど急である必要はなL、。むしろ水を含んで滑

り易くなるような地層をのせている緩斜面が上部にあり，それが滑り落ちら

れるような急斜面が下部にある ような斜面の組み合せが必要である。

a）渓岸侵食

渓岸侵食の激しいところは川の発達が幼年期にあるところである。谷の縦

断面は急であり，所々に急流あるいは爆布をかけている。横断面はV字形で、

屡々峡谷をなす。洪油平野はほとんどできていない。

しかし侵食力は水量の多い所で大きいので，一つの川でも上流に老年ない

し晩壮年の河貌があり， 下流に谷の幼年地貌のあらわれる場合，その境界以

下で渓岸侵食が激しい。

b）山地崩壊の素因としての気候変化

上述のように山地における砂磯生産のもとである山崩れ，地すべり，渓岸

侵食の素因のいずれを見ても，斜面あるいは流路の上部あるいは上流部に緩

斜面があり，下部あるいは流路の下部あるいは下流部に急斜面があることが

不可欠である。

このよ うに上流部に緩斜面，下流部に急斜面のあることは正常な地形発達

輪廻では認められないことである。何らかの流水作用以外のカが働いて侵食

力の回春を起こすか，堆積作用の中絶を起こしているのである。

侵食力の回春，堆積輪廻の中絶は一つは摺曲，断層， 携曲， t幼曲あるいは

一様な隆起，沈降など地殻運動があって起こるものであり，一つは気温，雨

量の変化等気候の変化によっても起こり得る。また火山活動によっても起こ



る。

地殻運動が山地崩壊，砂礁堆積に

ついて関係していることは駒沢地理

第 4-5号に九頭竜川調査の項で記

載したので，本号には気候変化と山

地崩壊について記そう。

I 第四紀の海面変化と本邦平野の形

成
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第2図 洪積世における海水面の運
動（Valentinによる）

.,.J¥ ／倍、：
r .・~.＿！＇＂＼

”l j"":!'v-¥ ·~.1;;\.,. ~－＂』げ・・
I I ’ I I: ・ 川「 ι：ザタ唱。トボオ干「す~寸-r~

~：t －：~， .~ルリム

第四紀の長さは約60万年といわれ他の古い地質年代に比べてきわめて短い

時期ではあったが，この時代に気候の変化が繰り返され，ギュンツ，ミンデ

ル，リス， ヴュルムという 4回の氷期とその聞に温暖な間氷期が 3回挟まれ，

さらに最後の氷期が終って現在に至るまで温暖になった後氷期がこれに加わ

っている。

氷期，間氷期，後氷期の絶対年代に就いては種々の議論があるが，ミラン

コウィチは日射曲線から推論して， ギュンツ氷期は 59万年前から， ミンデ

ル氷期は 48万年前から，リス氷期は 23万5,000年前から始まり ，ヴュルム氷

期は 12万年前から 2万年前まで続いたとし後氷期も一様に温暖になったの

ではなく，絶対年代にして約7,000年前縄文時代前期の頃には今より温暖な

時代が挟まれたとし、う。

氷期において降水は雪線以上では雪となり雪原や氷河に留まって，海水の

量を減少せしめた。そのため海水面は氷期には沈下し，間氷期には上昇し

た。かくのごとく氷河によって起こる海水面の変化をユースタシーという。

最大氷期の海水面沈下量は 115～120m, 最後氷期のもの 95～lOOmと計

算されており，間氷期における海水面の上昇は， リス ＝ミンデル間氷期で、現

在より 30m高く，ヴュルム ニリ ス間氷期のものは 15m，ギュンツ二ミンデ

ル間氷期のものは 60m高かったといわれる。

後氷期の縄文前期の頃は現在より海水面が高かったといわれる。温暖期の

海水面が高かった当時にで、きた汀線が現在，その高度にある海岸段丘上に認

められ，寒冷期の海水面の低かった当時にで、きた海成段丘が現在は海底深く

沈んでいるわけである。
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ヴュルム氷期時代の海水面は低く て，北海道，樺太， シベリアは陸続きで

あり ，瀬戸内海は陸化し， ところどころに湖を湛えていたという。

前述したように，山崩れが起こる山頂平坦面下の急斜面，地とりが行なわ

れる地帯の下流の急崖はこの氷期の低い海水面を基準として侵食力の回春が

起こった結果とも考えられるし， 山地の上昇とし、う地殻運動の結果とも考え

られる。日本のような造山帯にあっては海水面の変化による ものか，ユース

タシーによるものか識別することには十分な検討がし、るc

治山 ・治水の研究について気候変化の影響が論じられたのは，後氷期の中

頃，縄文時代の前期に極大に達したといわれる海水面上昇の問題である。絶

対年代にして6,000～7,000年前，気候が温暖になったために海水面が現在よ

り約 6m高くなったといわれる。 このために以前にあった谷の下流部は海

進によ って溺れ入江となった。日本の大平野である石狩平野，越後平野， 関

東沖積平野，濃尾平野をはじめとして多く の平野が海面下となった。今日の

平野はこの海が主として洪水による砂礁の堆積によって形成されたものであ

る。山地のJ11と平地の川との聞には縦断面に遅緩点が作られ「く」 の字を画

くようになった。この 「く」 の字のあることがここで氾濫の頻発するところ

となったので、ある。各平野の氾濫の状況がそれぞれ異なるのは，この海がそ

の後のし、かなる地殻運動を受けて変位したか，背後山地の川の状況がと うで

あって砂礁の供給をし、かにしたかにかかっているのである。

n 気候変化に伴う山地河川の侵食・堆積作用の変貌

氷期になって雪線は下降し，山地の高所は氷河に覆われ，ここでは氷食が

行なわれるようになったとする。氷食は河食よりも激しいおびただしい土砂

礁が中 ・下流に運ばれるようになる。雪線の降下に伴って，森林限界も下降

し， 雪線と森林限界との聞の値生の少ない高山植物地帯では物理的風化作用

が激し く，ここでもおびただしい岩屑、が生産され地表を覆い，それが下がっ

て中 ・下流に運ばれる。かくて中 ・下流では温暖な時期に切り刻まれた谷を

砂礁によって厚く埋められた堆積－河川となる。

次いで気温の上昇の時期が来る と雪線，森林限界は共に上昇し， これより

上の侵食，風化は減って，下流への土砂磯の流出は徐々に減じ，河の水は清

澄となり，氷期に砂撲が厚く堆積した河床を再ひ‘侵食して，砂磯段丘を｛乍る
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第3囲 気候変化と河床
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ようになる。アルプスから流出する多 くの河の沿岸には，ギュンツ，ミンデ

ル，リス，ヴュルムの 4回の氷期に運ばれた 4種の砂喋層と 4階の段丘が認

められる。

日本でも氷期に氷河のかかっていたことは湊正雄氏等によって日高山頂に

トッタ ベツ氷期とポロ シリ氷期の 2回氷河がかかっていたといわれ，山崎直

方氏以来日本アルフ。スにヴュルム氷期の氷河があったことが確かめられてい

る。貝塚爽平氏によれば関東地方ではヴュルム氷期には現在より gocぐら

し、低温であったといわれている。

わが国ではかかる氷河の占めた面積はわず、かで、あったが， 雪線と森林帯と

の聞の寒冷な地帯が広い面積をも っており，そこではし、わゆる周氷河現象が

行なわれ，岩石の物理的分解作用が激しくておびただしい岩塊，岩屑が生産

され，それが斜面に沿うて流下しまた凍上作用による砂磯旬行も盛んであ

ったように考えられる。これがこの現象の残した地形・地質が日本において

潜在的崩壊危険性を残しており，現在の治山・ 治水に関係することが多いよ

うに考えられる。ここには北海道常呂川流域， 豊平川流域等北日本でかかる

岩屑，岩塊の被覆の厚いことを観察し，潜在崩壊危険性のあることを推察し

たので，いささか詳細に述べることにした。

m 周氷河地方の特性

a ）周氷河現象の行なわれるところ

周氷河現象とは氷河周縁地方に行なわれる現象で，気温においては雪線の

それよりも寒冷であるが，気候が乾燥していて降雪の少ない地方，たとえば
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シベリアの永久凍土層帯のごとき地方の気温においては雪線と森林限界との

聞く らいの寒冷な地方であって，ここでは大陸性気候で一日の中に凍結，融

解が交替する日数が年聞に多い地方である。

b）氷の凍結と融解に際しての物理性

(1) 融解した水が凍結して固体となるとき体積が 4%増加する。したがっ

て岩石の割目などにはいった水が凍ると体積が増して，その割目を大き

くし 岩石を破療する役目を果たすことがある。

(2) 水はどCのとき密度が最大となり， 4°C以上でもどC以下でも密度

が少な くなる。土中に水が泌み込んでそれがどC以下の温度になってい

る場合，太陽熱によって表層が温まり，そこの温度がどCに達した時，

下層の水がなおそれ以下の温度を保つ時は重い表層の水が軽い下層の水

と入れ替る対流が起こる。水の動きにつれて，表層の土砂礁と下層のも

のとの聞に交替移動が行なわれる。

(3) 凍結は土壌のコロイド構造を破壊する。土壌が粘土質であるほど凝集

力を失い担土状の調度になり，流動性を帯びる。したがって斜面にある

厚さで積っている土砂礁が粘土層をとり面として領行下降する。ソリフ

ラクショ ン（solifl uction）とし、う。

c）周氷河現象の結巣

(1) 固結している岩石のところで岩石は崩壊して岩塊，岩屑となる。

① 山頂で見られる岩屑群（岩海） (F elsen Meer) 

② 斜面に沿うて氷河状に流下する岩塊流（BlockStream) 

(2) 斜面下に積る岩錐（Talus)

d）均質的な非凝結岩のところで，

(1) 小丘が一扇にある地表面，ピンゴ，氷盤土を作る。

(2）凍結によ って土壌表面に垂直の亀裂ができ，それに沿うて岩屑が入

り， 氷模，綱状土を作る。

(3) 氷塊の融解による地表の不等沈下

(4) 地層にサン ドウィッチ状の圧縮である氷成摺幽

e）不均質な非凝結岩のところでは，

(1) シルト状土

(2) 組粒な物質中に粗粒土のあるとき，細粒土が移動して花緑土，パラ石
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を作る。

f ）土の緊硬度の変化の結果

(1) 山頂の平坦面上．で亀甲状に岩塊の並J与

(2) 山腹の斜面に等高線上．に岩塊の並Jぶ、条溝土など

N 常目川流域の周氷河岩屑堆積物と潜在崩壌危険性

常呂川流域の山地は密林によ って覆われ， 山崩れ，地とりのきわめて少な

いところであり，下流の平野でも融雪による氾濫の外にほとんど氾濫を見な

い治山・ 治水上きわめて安定した地域で－ある。

この地方は現在でも凍結，融解日数の多いしかも寡雪のところであって現

在も周氷河現象の行なわれるところであり， 1959年には流域山地の林道建設

に際して永久凍土層様のものを発見したところである。氷期には大規模に周

氷河現象の行なわれたらしい地形，地質が見られる。

a）岩屑原，岩海

石狩岳地質図幅説明書によれば，ユニ石狩川上流および石北峠付近には，

洪積世の第一段丘堆積物 T1並びに第二段丘堆積物 Tzが分布している。 第

一段丘堆積物T1は海抜 1,200～1,300mの山頂平坦面にのるもので，風化が

非常に進み，赤土となった細砂中に拳大ないし大豆大の礁を含む。礁は粘板

岩，ホーンフェルス，タイアベース等基盤岩から由来するものが主体をなす

とし、う。第二段丘堆積物Tzは 1,100～1,200mの山頂平坦面上にあり ，堆積

物は赤色化した砂採質土壌中に拳大以下の亜円礁を混えるもので，磯はほと

んど基盤の粘板岩であるが閃緑岩や安山岩の磯も若干見られるとし、う 。

かかる段丘面の生成について地質学者はし、ずれも氷期と関連をもって形成

された湖成段丘面とみなされると記載している。

筆者は石北峠から武華山（1,756m）に至る山陵付近，イトムカ鉱山の上に

ある 1,377m山陵上の谷で礁層を見た。これが河成礁であるか，基盤岩石の

破壊したものか明らかにできなかったが，その上の細土にはポッソマルが発達

しているので，現在は少な くとも周氷河気候下の岩石分解がここでは行なわ

れていないことがわかった。

b）構造士，多角土

小暗尚氏によれば構造土は常目川上流の大雪山においてハイマツ限界（海
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抜1,650～2,lOOm）を下限として 133ヵ所で発見されている。常日川流域では

未だ発見されていないが，武利岳の山頂など森林限界以上のところで構造土

が発見される可能性が多い。

c）山麓の崖錐状岩屑堆積

留辺薬地質図幅によると，留辺薬，相内聞の道路の北側山地には中新世の

地層を覆うて玄武岩質安山岩が噴出して 551.7mの丘のような円頂丘をつく

っている。その山麓の斜面は幅 ！km，長さ 3kmにわたって広がる岩屑によ

って厚く覆われている。地質説明書には崖錐として記入してあるが，崖錐と

は重力によって落下 した岩屑錐を指し一般には急傾斜をして，このように緩

斜面を作らぬものである。これは熔岩台地が崩壊してゆ く過程において， 節

理に沿うて熔岩の崩落が起こ って出来たものである。しかし節理に入った水

が凍る際に行なわれる体積の増大に伴う周氷河現象が岩塊生成並びにソリフ

ラクションによる移動を助長せしめているのである。

このほかこの地方では数多の所で安山岩台地の山麓にかかる岩屑からなる

緩斜面が認められる。いずれも周氷河気候 Fで生成が促進せられているので

ある。

これらの熔岩台地の端は現在は密林で、覆われていて，岩石の崩落はそれほ

ど著しくない。

a）ウコオビ川沿いの岩塊丘

ニイトコロ川流域の春日部落の上流部に南側からウコオビ川の沼の沢が合

流する。ウコオビ川は中山安山岩からなる東三国山に源を発しその基盤を

つくる新第三紀層のオンネアンス沢層に切り込み 600～680mの谷幅となる。

その緩やかな谷底には高さ !Om，直径 30mにも及ぶ小丘が群立している。

この丘は主として谷の両岸を作って急斜面をつ くる安山岩の径 2mにも及ぶ

角礁からなり ，時に砂岩，喋岩をも含んでいる。この小丘群の下流には小型

の岩塊丘が群立している。 これは上流にある安山岩台地の周縁部の熔岩が周

氷河期の激しい物理的変化を受けて崩壊し，それが山崩れとなって落下して

谷底に大岩塊丘群をつ くった。 この岩塊丘中の岩塊も地とり的にソリフラク

ションでとって下流の小岩塊丘を群立せしめたので、ある。火山の裾野の流れ

山を思わしめる。

その後気温の温暖化に伴って密林に覆われて流動性を失った。近頃伐採に
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あるいは林道建設によ って岩塊丘が再び裸出するようになり，再び山崩れ，

地とりを起こす可能性が出て来た。

e）河岸段丘背後にある岩屑からなる緩斜面

岩生達夫氏は常呂川，湧別川，渚滑川流域の平野にある段丘の背後にある

緩斜面を周氷河現象によるクリオ・ペディメント（Cryo・pediment）と認めた。

緩斜面を作る物質は破砕岩と粘土マトリッグスをもっ岩屑と岩塊を挟むよ

り細かし、物質からなる。斜面の緩やかさからいって重力の作用による崖錐で

はない。この緩斜面は谷口にも山陵の前にも発達しているから扇状地ではな

い。緩斜面は寒冷気候の下にソリフラクションによって出来たものである。

f ）海岸段丘背後の岩屑からなる緩斜面

オホーツク海岸には海岸段丘の背後に厚い岩屑からなる緩斜面があるが，

これも氷期に周氷河現象によ って堆積したものとされている。

かかる段丘背後の緩斜面も開拓によ って岩屑が動く傾向にある。

v 豊平川流域山地の周氷河堆積物と潜在崩壊性

豊平川が山地を離れて石狩平野に入ったところで，藻岩山と月寒台地との

聞に札幌市街地の発達する扇状地がつくられている。 山の端から 5km隊れ

た函館本線の通る辺りまで僚が運ばれており，道庁の池や北大の池は扇状地

末端に並ぶ湧水池である。機層は火山灰層に覆われておらず， 新しい時代に

つくられたものと考えられている。現豊平川はこの扇状地を数m切って300

m幅の沖積平野をつくっているが，明治37年以来1回湛水したのみで，洪水

はきわめて少ない。このように洪水の少ないこ とは背後の山地が治山上安定

した静穏な山地であり，水や砂礁の生産が少ないことを示している。豊平川

の上 ・中流山地にいってみると，人工による伐採を行なったところ以外は密

林によ って覆われており， 山崩れ，地とりはきわめて少なし、。河床を見ても

基盤岩石が河床に露われるところが多く，砂磯の生産が少ないように認めら

れる。

札幌扇状地の礁が運ばれた当時は背後の山地も荒れていて，土砂礁をおび

ただしく生産していた時期があったことと思われる。その時は何時頃で， い

かなる作用によって砂礁が生産されていたので、あろうか。

この地方の山地は 3つの地形要素からなる。
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第4図 小樽内川 ・滝沢合流点付近の角磯層
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c.その丘陵性山地に深 く切り込んだ豊平川本 ・支流の斜面および谷床

d 第三紀末葉ないし洪積世初期に噴出した熔岩丘の重畳した台地状山地

で，東西 2列の南北に並ぶ火山群からなる。

西部のものは喜茂別岳（1,176m），無意根山 （1,46lm），余市岳（1,884m) 

等であり， 東部のものは漁岳（1,318m），空沼岳（1,35lm），狭薄山 （1,296 

m），札幌岳（1,293m）等であ り，この東西 2列の熔岩台地の裾合に豊平川，

小樽内川の上流が南北の方向をと って流れているのである。

この熔岩台地の上に定山渓地質i玄｜に崖錐として報告されている角磯層が広

い面積にわたって分布している。この角磯層は山頂平坦面の下部に発達する

もので崖錐ではなくて．仮に森林を伐採し，草を刈ると平坦面一帯にわたっ

て広い岩海 （FelsenMeer）の景観を呈するであろう 。 かかる角礁層は氷期

の頃周氷河現象として岩石が破壊されて堆積したものと考えられる。分布高

度は海抜800m以上で現在は針葉樹や下草に覆われているので，現在の諾の

作用で生産されるとは考えられない。こ の角磯層と c1• によって約 3万年前

と測定されている支努火山の軽石流とは層位的にあまり異ならない位置にあ

るのは，この地方が氷河時代の周氷河地域であったことの証として役立つ。

この台地上の角磯層の外に小樽内川流域では滝の沢と本流との合流点付近

で， 定山渓市の 3段丘層を覆うて 1.70mの厚さの角磯層が覆っており， 周

氷河現象で形成されたものと考えられる。この外発寒川，薄別川流域でもか

かる角磯層が見られる。南札幌にある野幌台地の切割りで，月寒火山灰層中

に周氷河現象の結果として花緑土があらわれている。

当時この山地は森林がなくて，岩石の風化が激しく崩療も盛んであり， 現

在は気候が温暖となって密林で覆われている。崩壊はあまり行なわれず豊平
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Jllも安定した河川となっているのである。近頃人工によ って森林を伐採し，

山体を削ることが行令なわれ始めたれ薄別川の上流で国道橋を架橋した辺りで

森林の伐採が行なわれて，新たにカリーが形成され始めた。中山峠から豊平

川上流にかけての新国道は，熔岩台地並びにこれを覆う角磯層と基盤をつく

る新第 3紀層丘陵地の接する所に山を切って作られている。

かくのごと く見る時豊平川流域はかえって寒冷の気候の下では崩壊が盛ん

であり ，角磯層が厚く堆積したところ，現在は密林の繁茂によっておさえら

れて崩壊が衰えているが，潜在的に崩壊の危険性をはらむところともいえ

る。近頃人工によ って崩壊が復活する恐れがあるところである。

百 本州で見られる岩塊流

市瀬由自氏は‘多摩川源流域に発達する隆起準平原上にある一の瀬川，柳

沢流域で現在の谷を埋めて巨礁からなる岩塊があり，それは中位段丘形成期

あるいは下位段丘形成前の側侵食によ って裁られていることを知った。また

市瀬氏は，恵那山西後釜沢でも大規模な岩塊流があり，祖谷谷源流域でも緑

色片岩からなる巨磯流があることを知った。ここでは現在は地とりは行なわ

れず過去の地と地で‘あった。西村嘉助氏．岩塚守公氏は大峯山から下る岩塊

流を見ている。多くの学者は氷河地帯で機械的風化によって生成されたもの

とみているが，市瀬氏は周氷河気候の影響を受けなかったと思える南九州の

肝属山地でも岩塊流や巨礁を含む堆積物がみられることから，周氷河現象に

よって出来たもの もあり ，半乾燥または乾燥気候の下に出来たもの，並びに岩

石の構造的制約や岩石学的性質によって生成されたものもあるとしている。

いずれにせよ，これらの厚い巨磯層，岩塊流は現在は森林によ って覆われ

て移動していない。潜在崩壊危険性のあるものといえよう。

百 問氷期温暖時代と古赤色土

本邦では近頃になって間氷期の温暖期に風化，生成した古赤色土が残存し

ていることがわかった。すなわち大政正隆，黒鳥忠，木立正嗣氏等は新潟県

下のものを精査し，北九州をはじめ西南日本各地に古赤色土が分布している

ことを確かめ，松井健、加藤芳朗氏も下北半島をはじめ日本全国で古赤色土

の分布を確かめた。ここには久留米市南方，高良台で松井健氏が観察した古



28 

赤色土を抄録してみよう 。

高良台は海抜 60～65mの面と 40～45mの面とを合せた高位段丘面と，こ

れより 7.5～lOm低く，海抜 25～30mの中位段丘面と海抜 10～20mの低位

段丘面との 3段からなる。

高位段丘を構成する磯層は拳大一人頭大の礁からなり，主な岩種は結晶片

岩，安山岩，チャート等で深部まで著しく風化し， いわゆる“クサリ磯”と

なっている。この際層の上層は磯とマトリックスの境が区別できないほど風

化され， 厚い赤色風化殻を形成している。機層中に挟まれている粘土のレン

ズも紅色に風化している。磯層のと位には一連の火山噴火物が不整合にのっ

ているが，これは赤色風化をほとんど受けていない。

中位段丘は一部は赤色土化した高位段丘磯層の侵食面であ り，一部は高位

段丘磯層より新しい弱風化の黄色段丘砂磯層である 3

以上からみて赤色土壌（風化殻）の生成時期は高位段丘の形成後， その侵

食期の末期に属し，一連の火山噴出前と推定され，関東の下末吉期前後のリ

ス＝ヴュルム問氷期で， 湿潤亜熱帯中部であり， 平均気温は現在より 3°C

以上高かったと推定されている。かかる風化して粘土化した古赤色土並びに

“クサリ磯”のあることが山地の治山 ・治水にどのような影響を及ぼしてい

るか，未だわかっていない。今後検討すべき問題であろ うっ
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