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される。これらのことから、弱く、破壊に伴って液状

1．はじめに
2009 年 9 月 30 日にインドネシアスマトラ島南西部

化しやすい性質を持つハロイサイト化した混在層の存

を Mw7.6 の地震が襲い、数多くの斜面崩壊が発生した

在が、崩壊の第二の発生要因となっていたことが分か

(2009 年パダン地震)。本研究では、この地震により発

った。この混在層のハロイサイト化は、雨水が高い透

生した崩壊を対象として、地質調査、衛星写真による

水性を持つ軽石層を浸透し、その下位の風化土と軽石

崩壊分布と地形解析、原位置試験、土質力学試験、鉱

が混合した透水性の低い部分に停滞し、そこで軽石お

物分析などを行い、崩壊地の地形・地質的特性、およ

よび風化土と反応して生じたものであると考えられる。
調査地域には複数の段丘面が発達し、降下軽石堆積

び、火砕物の風化と土質特性の面から崩壊の原因を調
査研究した。

物は、高位段丘面（Lh）と中位段丘面（Lm）を覆い、

2．結果と考察

その下の二枚の低位段丘面（Ll1, Ll2）の段丘崖や谷に
よって切断されていた。つまり、中位段丘面（Lm）形

本調査によって、崩壊物は斜面表層部を覆う降下軽
石堆積物であること、崩壊発生の原因は、噴出源から

成の後に軽石が降下して斜面に平行な層構造を形成し、

の距離に規制された軽石の厚さ、軽石層基底部の強風

その斜面脚部がその後の河川の侵食によって切断され

化土と軽石との混在層の強いハロイサイト化、そして、

ることで、降下軽石の斜面下方からの支持力が失われ

斜面に平行する成層構造と地層の下部切断、にあるこ

ていた。このような地形・地質発達に起因する支持力

とを初めて明らかにすることができた。

の低下が崩壊の第三の発生要因であったことが分かっ

崩壊は SPOT-5

画像の解析から、64km2

た。

の面積内で約

160 箇所発生し、特にマグング川の中流域に集中して

3. 今後の展望

いたことが分かった。また、現地調査を行った 16 箇所

 以上に述べた地形発達史と軽石の風化作用は、熱帯

の崩壊地のすべてで、崩壊したのは降下軽石堆積物で

の火山地域には一般的に起こり得るものである。本調

あり、すべり面はその基底部の混在層に形成されてい

査地域だけでなく、他の熱帯火山地帯でも、斜面の傾

たことが確認できた。この降下軽石堆積物の等層厚線

斜角、地形分類図による斜面脚部切断の有無、降下火

図を作成したところ、それは調査地域北東に位置する

砕物の等厚線図による上載圧、すべり面になりうるハ

タンディカット火山から噴出したものであることが新

ロイサイトを含有した層準の分布、などの条件から、

たに見出され、また、その厚さが 3.5m～5.5m の範囲

地震時の斜面ハザードマップが作成できる見通しが得

に崩壊が集中して発生したことがわかった。この崩壊

られた。

が集中した地層の厚さは、斜面の安定計算結果からも
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