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１．はじめに 

 2015 年 4 月 24 日に新潟県糸魚川市谷根地区に

おいて地すべりが発生し、その土砂の一部は水田を

覆うとともに、左側方部は谷根川に到達した。この地

すべり（以下、「谷根広田地すべり」と言う）は、移動土

塊の一部が流動化し、比較的広範囲に拡がる形で土

砂が堆積したことがひとつの特徴である。 

 そこで本研究では、流動化し長距離移動する地す

べりの移動土塊の特性把握を目的とし、谷根広田地

すべりを対象として堆積土の物理試験を行ったので、

その結果を報告する。 

２．谷根広田地すべりの概要 

 地すべりの全景を、エリア区分、並びに調査ボーリ

ングおよびピット掘削位置と併せて写真-1 に示す。下

位を泥岩、上位を安山岩質溶岩および同質火砕岩で

構成される地質の境界付近を源頭部とし、長さ約 170

ｍ、幅約 100ｍの規模の地すべりが発生した（写真-1

中 A-1 および B で示したエリア）。滑落崖において下

位層と上位層の境界付近より多量の湧水を確認して

いることや、地すべり発生時には周辺に積雪があった

ことから、融雪水や降雨水が斜面に浸透し、これらに

よる地下水の集中が地すべりの主たる誘因と考えられ

る。また、土砂の堆積状況等から、この移動土塊末端

付近の一部が、さらに斜面下方へ移動したものと見ら

れ（写真-1 中 A-2 で示したエリア）、冠頂部から尖端

までの長さ約 380ｍを呈する位置まで到達した。なお、

堆積域末端付近での堆積厚さは約 2m であった。 

３．研究方法と堆積土砂の状態 

 移動土塊中のマトリックス部の性状を把握するため、

新潟県が実施した調査ボーリングコア、並びに堆積域

でのピット掘削により採取した土試料を使用し、それ

ぞれ粒度試験、液性限界試験、塑性限界試験等を

実施した。また、ピット掘削部では土砂移動過程の土

層構成の推定のために掘削断面の観察を行った。調

査ボーリング位置およびピット掘削位置は図-1 に示

すとおりである。 

 土質試験試料の採取に際し、調査ボーリングコアか

らは、各孔の移動土塊中、色彩や性状が異なると考

えられた深度より抽出した。またピット掘削箇所では堆

積土砂の表層付近を含めて深度方向に 50cm 間隔で、

P-1 より 5 試料、P-2 より 4 試料を採取した。主側線付

近の P-1、および右側方寄りの P-2 の掘削断面をそ

れぞれ写真-2、写真-3 に示す。P-1 では茶褐色の細

片化した泥岩と青灰色の細片化した泥岩とが不整合

に堆積していた。また、P-2 では色彩の異なる細片化

した泥岩が混合しているような状態であった。このこと

から、斜面上部からの移動土塊が塊的かつ層状に流

下する過程において次第に攪乱が進み、堆積域で横

方向に拡がる過程において攪乱がさらに進行したも

のと推察した。 

ああ 

 

写真-2  P-1 地点の掘削断面（掘削深度約 2m） 

写真-1 谷根広田地すべりの全景、調査ボーリング位置

 およびピット掘削位置（5 月 22 日撮影） 写真-3  P-2 地点の掘削断面（掘削深度約 1.5m）
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４．研究結果 

4.1 粒度分布 

 P-1 と P-2 において採取した試料の粒度分布を図

-1 に、Br-3 と Br-4 のボーリングコアから抽出した試

料の粒度分布を図-2 に示す。これらの地点はいずれ

も写真-1 に示す A-2 エリアであり、移送・堆積域であ

る。また、発生域である A-1 エリアの Br-1、Br-2 およ

び B エリアの Br-6 のボーリングコアから抽出した試料

の粒度分布を図-3 に示す。 

 同じ A-2 エリアの試料の分析結果である図-1 と

図-2 を比較したとき、礫分の比率はボーリングコア

からの抽出試料よりもピット掘削試料の方が高く、こ

の理由は不明であるものの、細粒分の比率は同等

であった。また、発生域である A-1 および B エリア

のボーリングコア試料分析結果（図-3）を見ると、ボ

ーリング位置と採取深度によって分布に幅があるも

のの、A-2 エリアの試料とほぼ同程度と言ってよい

粒度分布を示していた。 

4.2 コンシステンシー 

 それぞれの試料に対して実施した液性限界等の

試験結果を塑性図として図-4～6 に示す。これらを

比較してみると、試料採取位置に拘わらず液性限

界は 50～90%の範囲内 にあり、いずれも A 線

（Ip=0.73（wＬ-20））付近に分布していることがわかる。 

4.3 考察 

 各試料の粒度試験結果より、移送堆積域での堆

積土砂は細粒分が概ね 20～50%、礫分が概ね 20

～60%の範囲にあり、分類上、細粒分まじり礫、もし

くは細粒分まじり砂に位置づけられる。また、発生

域の試料もほぼ同じ分類内にある。このことから、

発生域で生産された土砂のマトリックス部は、攪乱

されながら流下し堆積した後もほぼ同じ性状を保っ

ていたとともに、マトリックス部の粒度組成は中庸な

性状であったと言える。 

 次に塑性図を見ると、いずれの試料も A 線付近、

かつ B 線に比較的近い範囲に分布していることか

ら、移動土砂は透水性、体積変化率や圧縮性など

においても中庸な性状であったと言うことができる。

これらの結果は、文献 1)の結果と調和的である。 

５．おわりに 

 地すべり発生後、移動土塊が長距離移動する要因

として、移送域の地形や土塊中の水分量の他に、礫

間のマトリックス部における土質性状などが関係する

ものと考えている。そのため、今後は他の事象を含め

てさらに詳細な検討を進める予定である。 

 新潟県糸魚川地域振興局農村整備課沖田課長か

らは各種資料の提供を頂くとともに現地調査に際して

多大なるご協力を頂いた。ここに謝意を表する。 
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い地滑りの土質に関する考察，平成 21 年度砂防学会研究発表会

概要集，pp.392-393.，2009 
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図-1 粒度分布（P-1・P-2 地点）     図-2 粒度分布（No.3・No.4）     図-3 粒度分布（No.1・No.2・No.6）

  

図-4 塑性図（P-1・P-2 地点） 

図-5 塑性図 No.3・No.4 地点） 

図-6 塑性図 No.1・No.2・No.6 地点） 
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