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都市域での地盤の成り立ちと性状
－北海道東部，北見市中心部火山灰台地での検討－
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概   要
北海道東部，オホーツク地域の中核都市である北見市の中心住宅地となっている火山灰台地を対象として，
新旧の地形図の比較判読や撮影年の異なる空中写真の立体視判読による地形および土地利用の移り変わり
から埋立地盤の存在を把握し，そして独自に構築している地盤情報データベースを活用してそれら埋立地
盤の性状を検討した。今日では平坦な地形面を呈し，住宅密集地となっている対象地域には 1970 年代前半
から急速に進展した沢や湿地の埋立によって造成された地盤が内在し，そのような埋立地盤は N 値および
地下水位の状況からみて非常に脆弱な状態にあることが明らかとなった。このような地盤性状の場は全国
の都市域，とくに丘陵～台地の住宅地域に潜在していることは容易に推定でき，さまざまな地盤問題の要
因となり得る。地盤の成り立ちを把握し，地震時だけでなく日常の中でも脆弱な地盤性状に起因した上水
道，下水道や都市ガスといった地下埋設ライフラインの劣化・損壊が起こり得ることを想定した対策が望
まれる。
キーワード：地形変遷，谷埋地盤，火山灰質土，N 値，地下水位

１． は じ め に

象とした地形図や空中写真の時系列判読による地形・土地
利用の移り変わりの追跡および独自に構築している地盤
情報データベース 8)を活用した地盤性状の検討によって明

近年，臨海地域や河川沿いの地域だけではなく 1994 年
1)

らかとなった地盤の成り立ち，そして地山（切土）火山灰

三陸はるか沖地震時の八戸市松ヶ丘での宅地被災 ，2003
2)

年三陸南地震時の築館町館下での農地被災 ，2003 年十勝

地盤と埋立火山灰地盤の N 値および地下水位からみた地

沖地震時の札幌市清田区での宅地被災および北見市や端

盤性状について述べる。

野町での農地被災 3)，そして 2011 年東北地方太平洋沖地
震による広範な地域での宅地被災

例えば 4)～6)



２． 対象地域

などのように，



内陸の丘陵～台地地域でも地盤液状化を主要因とする地

北見市はオホーツク海沿岸から内陸部へ連なる常呂町，

盤災害が多発している。
2003 年十勝沖地震による北見市端野町での被災を例に

端野町，北見市および留辺蘂町の 1 市 3 町が 2006 年 3 月

すると，被災箇所はいずれもかつては浅い谷であり，1960

に合併したオホーツク地域の中核都市である（図 1A，B）
。

年代中頃から狭いながらも水田として開発・利用され，そ

市域は海岸から最内陸までの直線距離で約 110km を，面

して 1983 年前後からは周囲の火山灰丘陵の切土とともに

積で約 1,428km2 を有し，面積では北海道で 1 番目，全国

谷の埋立が進展して，広範な緩傾斜～平坦な畑地へと転換

で 4 番目にあたる広さの都市である。対象地域はその中心

7)

にあたる北見市中心市街地（図１B の囲み破線内の範囲 C）

されてきた箇所である 。このような移り変わりの場は火
山灰が広く分布する北海道東部では農地だけでなく都市

の北西部を占める台地で，地形的には北東－南西方向にの

域内にも潜在していることは容易に推測でき，建築物はも

びる標高 160～260m のやや急峻な小規模山地の南東側山

とより上水道，下水道や都市ガスといった地下埋設インフ

麓にあたる。台地面は南東～西へ緩く傾斜し，周縁部は無

ラの地震対策上も地盤の成り立ちと性状への関心が高ま

加川や常呂川による浸食でやや急傾斜となっている。

っている。

地質構成では，対象地域の北西端に沿う小規模山地はジ

本文では多くの都市に存在すると思われる丘陵～台地

ュラ紀後期～白亜紀前期の仁頃層群の緑色岩類からなり，

の切土と谷の埋立によって形成されてきた地盤の現状を

台地は新第三紀中新世後期の相内層の凝灰質砂岩・シルト

捉える基礎資料として，北見市中心市街地北西の台地を対

岩層を基盤岩層とし，これを不整合に覆う第四紀更新世の
1
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３．地形・土地利用の移り変わり

台地内の凹凸の平坦化，その台地を刻む小沢が流れる谷
から緩斜面へといった地形の移り変わりや森林地から畑
地や水田へ，畑地や水田から住宅地や道路へといった土地
利用の移り変わりを解析するために 1965 年および 2002 年
国土地理院発行の縮尺 25,000 分の 1 地形図の比較判読を
行った。さらに，これらの地形図のみでは比較する年間隔
が大きいことから，1965 年～2002 年の間の前後を含めて，
より詳細に地形や土地利用の移り変わりを追跡するため
に 1947 年撮影空中写真（M588-29，-30），1965 年撮影空
中写真（MHO-65-1X C7-12，-13），1971 年撮影空中写

図 1 対象地域

真（MHO-71-2X C7-13，-14），1977 年撮影空中写真



（CHO-77-24 C9-12～-16，C10-12～-16）および 2005 年

段丘堆積物層Ⅰ，段丘堆積物層Ⅱおよび崖錐性斜面堆積物

撮影空中写真（MHO-2005-4X C3-17，-18）の立体視判読

層，そしてこれらを不整合に覆ってなだらかな地表面を形

を行った。なお，これらの作業は対象地域を明治開拓期の

成する第四紀更新世の屈斜路火砕流堆積物層，いわゆる火

300 間区画道路の名残りである格子状道路を基に区切り

山灰層からなる 8)。

（約 545m のメッシュとなる），A-1，B-1～-2，C-1～-4，

屈斜路火砕流堆積物層が広がる台地にはかつては北西

D-1～-5，E-1～-5，F-1～-5，G-1～-5 および H-1～-5 の 32

側の山麓から南東へ流下する 6 本ほどの平行状の沢や浅

地区に分割して行った（図 3）。

い谷が発達していたが（図 2A）
，今日ではこれらはほとん
ど姿を消し，台地全体が緩傾斜地～平坦地へと変貌し，住
宅密集地となっている（図 2B）。

図 3 対象地域での地区設定

以下に例として地形改変や宅地化の著しい地区 G-2 に
ついての追跡結果を示すとともに，他の地区について同様
の追跡をおこなった結果を総合して得た時系列的な対象
地域全体の地形・土地利用の移り変わりについて記述する。

 地区 *
 地形図の比較判読
 1965 年地形図（図 4A）では，標高 110m および 100m
等高線を刻むように浅い谷が地区の北西端から南へ伸び，
谷底の一部は水田として利用されている。標高 120m 等高
線が描かれている地区西端から谷底を横切って東へ，きち
んと整備されたものではないようであるが道路が設置さ
れており，谷底の中心部での局所的な整地・盛土がうかが
える。    
図 2 対象地域の地形・土地利用の変化

2002 年地形図（図 4B）では，谷の存在を示す標高 110m

A：1965 年地形図，2002 年地形図

等高線がやや形状を変えて南側へ扇状に広がり，標高



100m 等高線が地区南東端にわずかに示されているのみで
2
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ある。このような地形等高線の変化から，緩傾斜の台地で
の小規模切土～整地，そして浅い谷を挟む両側の台地端斜
面での片切り片盛りによる土地造成の進行が推定できる。
また，水田として利用されていた谷底は埋立・盛土・整地
され，街路設置も進展して地区全体が住宅密集地へと移り
変わっている。

図 4 地形図でみる地区 G-2 の地形・土地利用の変化
A：1965 年，B：2002 年




 空中写真の時系列判読
1947 年空中写真（図 5A）では，台地は大部分が畑地と

して利用されており，その台地を刻む浅い谷が地区の北西
端から南東端へ伸びている。谷底の大部分は雑木林と湿地
であるが，北西端や南東端は部分的に整地されて畑地とし
て利用されている。
1965 年空中写真（図 5B）では，地区北東部の直線道（現

図 5 空中写真でみる地区 G-2 の地形・土地利用の変遷

在は道道 7 号に接続する市道となっている）沿いで，畑地



であった台地の一部の宅地化が進行している。谷底では整

前述の地区 G-2 のほかに地区 E-3，E-4，F-1，F-2，G-1，

地・埋立が進展して，湿地が大幅に減少している。また，

G-3 や H-1～H-3 でも谷底の水田として利用が進展してい

整地された一部は水田として利用されている。

る。また，全てが繋がっているようではないが，谷を横断

1971 年空中写真（図 5C）では，台地に残っていた林地

するように道路が設置されており，地区 F-4，F-5，G-3，

も開発されてほとんどが畑地として利用され，地区南西部

H-3 や H-4 では台地での切土を伴う宅地化が進行し，そし

では道路が新設され，それ沿いに住宅が増えてきている。

て谷底でも埋立が本格化して一部は宅地となっている。

谷底では整地・埋立が進展して林地も縮小し，上流部にわ

1971 年では台地での宅地化が著しく進展し，また，谷

ずかな水田を残すのみとなっている。

でもいたるところで整地・埋立が行われ，地区 E-4 や E-5

1977 年空中写真（図 5D）では，谷上流部の水田は残存

では水田として利用されていた谷底が畑作地へ転換され

しているものの，谷底での埋立・盛土の進展と格子状道路

ている。

の設置とともに一戸建て住宅が建ち並ぶ団地化が進み，上

1977 年では谷底に局所的に湿地，水田や畑地が残って

述の 1971 年時点と比較すると地形も土地利用も著しく変

いるものの，かつての谷の連続性は失われ，台地や谷埋部

貌している。

は住宅地や道路に移り変わっている。1971 年時点と比較

2005 年空中写真（図 5E）では，この地区での台地の切

すると地形も土地利用の状況も著しく変貌している。

土と谷の埋立による平坦化がすでに終了し，1977 年には

2002 年ではわずかに残っていた谷底の湿地，水田や畑

多少見られた台地の畑地や低湿地の水田・林地も姿を消し

地は姿を消し，2005 年では 1971 年まで追跡できた沢や谷

て住宅密集地へと変わっている。

の一部分が住宅地内の緑地公園としてその痕跡を残して



いる箇所があるものの，緑地公園の設置を時系列的に追跡

 対象台地全体

しなければそこがかつての沢・谷であったことが分からな

 1947 年では 6 本の狭い谷が上流部では北西から南東へ，

いほど谷を含む台地全体が地形改変されている。

下流部では北から南へ伸びて台地を刻んでいる。谷底は雑

1986 年，
1989 年および 2000 年撮影の空中写真でも 2005

木林が点在する湿地となっており，その中を小沢が流下し

年時点とほぼ同様な土地利用の状況であり，著しい地形改

ている。地区 C-2，D-1，D-2，E-3，F-4，F-5 や G-2 では

変と宅地化は 1970 年代前半から 1980 年代前半にかけての

谷の局所的な埋立が始まっている。

10 年ほどの間に進展したものと思われる。このような地

1965 年では 6 本の谷は地形的に残存しているものの，

形改変・土地利用変化の場は進展年代については各都市域
3
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によって異なるであろうが，いずれの都市域にも存在して

データに疑問があるものや柱状図の観察記事として盛土

いることが容易に推測できる。

層であるのか地山層であるのかが判断できない記述のも
のが含まれていることから，以下の判別作業を経て，193

４．地盤性状

件のボーリングデータを地山部ボーリングデータ（元々の



地表面および切土後の地表面で実施されたボーリングの

 地盤の性状は切土，埋立・盛土といった人為的な地形改

データ），谷埋部ボーリングデータ（谷の埋立後の造成地

変や地形改変のために用いられた材料土の性質なども含

表面で実施されたボーリングのデータ）および不明確ボー

めて，当該箇所の地盤の成り立ちによって大きく異なる。

リングデータの 3 種類に区分した。

前述のように，対象地域は地形的には元々，台地と台地

判別作業(1)：ボーリングデータの位置を 1965 年地形図

を刻む平行状の谷によって構成されており，地盤の成り立

および 2002 年地形図にプロットし，それぞれの地形図で

ちからは，大まかに第四紀更新世の屈斜路火砕流堆積物層

のデータ位置の標高を読み取った。

の主構成物である火山灰からなる台地の切土・整地によっ

判別作業(2)：1965 年地形図上で読み取ったデータ位置

て造成された地盤（以下，地山部と言い表す）と切土火山

の標高（以下，1965 年標高と言い表す）
，2002 年地形図上

灰による谷の埋立や台地周縁での片切り片盛りによって

で読み取ったデータ位置の標高（以下，2002 年標高と言

造成された地盤（以下，谷埋部と言い表す）に分けられる

い表す）およびボーリングデータ記載の孔口標高（以下，

ことから，対象地域の 32 地区のそれぞれでボーリングデ

調査年標高と言い表す）の 3 つを比較し，抽出されたケー

ータと地形変遷データから地山部と谷埋部とを判別して

スを整理して以下に例示する基準に基づいて（ただし，標

地盤性状を検討した。

高値は仮の数字である），ボーリングデータの取り扱い方



を定めた。

 ボーリングデータの判別

1) 1965 年標高 100m・調査年標高 100m・2002 年標高 100m

 ボーリングデータは，北見市域内で 1958 年以降に実施

の場合：1965 年から 2002 年の間に実施されたボーリング

された 963 件のボーリング調査のデータと市域内の露頭

であり，この間でデータ位置の標高が変化していない。地

調査によって得た 47 件の露頭柱状図データを独自に整

形改変が行われていない箇所のデータであり，地山部ボー

8)

理・電子ファイル化した地盤情報データベース （図 6A）

リングデータとする。

から抽出した対象地域のボーリングデータ 193 件を用い

2) 1965 年標高 100m・2002 年標高 100m・調査年標高 100m

た。これらには，とくに古い時代のデータには地形改変の

の場合：ボーリング調査は 2002 年以降に実施されており，

著しい箇所のボーリングでありながらも調査位置の標高

1965 年以降，調査年までデータ位置の標高が変化してい
ない。地形改変が行われていない箇所のデータであり，地
山部ボーリングデータとする。
3) 1965 年標高 110m・調査年標高 100m・2002 年標高 100m
の場合：データ位置の標高が 1965 年から調査年までの間
に 10m 低下し，調査年以降では標高が変化していない。
データ位置では 1965 年から調査年までの間に 10m の切土
が行われたものと推測し，その切土面で調査された地山部
ボーリングデータとする。
4) 1965 年谷部（地形図・空中写真判読から谷であったこ
とが確定できるが，当時はボーリング調査を行っていない
ので標高は得られていない）
・調査年標高 100m・2002 年
標高 100m の場合：データの位置が谷にあたっていること
に加え，埋立られていてもボーリング柱状図の土質区分や
観察記事から旧表土や旧地形面を把握することができ，谷
埋部ボーリングデータとする。
5) 1965 年標高 100m・調査年標高 110m・2002 年標高 100m
の場合：原因は不明であるが（限定的な調査で，標高基準
点を仮置きしたものと推測している），ボーリング調査時
のみで標高が変化している。このような標高データのボー
リングデータを層厚の判断や切土・盛土といった地形面の
変遷解析に用いると構成層の深度方向の誤差を生ずるこ

図 6 地盤性状の検討に用いたボーリングデータ

とから，不明確ボーリングデータと取り扱う。

A：北見市中心部の地盤情報データの位置

以上のようなボーリングデータの判別作業の結果，対象

B：対象地域のボーリングデータの位置

4
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地域のデータ 193 件のうち地山部ボーリングデータ 89 件，
谷埋部ボーリングデータ 42 件，そして標高データが評価
できない不明確ボーリングデータ 62 件となった。
以下に示す地形変遷と地盤性状の検討には地山部ボー
リングデータ 89 件および谷埋部ボーリングデータ 42 件を
用い，不明確ボーリングデータは用いていない（図 6B）。
 地形変遷の可視化と地盤性状の検討
土地の利用形態を大きく変えてきた地形の移り変わり
を，1965 年地形図および 2002 年地形図を基に作成した地
形等高線データとボーリングデータに基づく地盤構成デ
ータを三次元地盤モデリングツールに取り込み，堆積，浸
食という地史と，切土，埋立という人的行為を考慮しなが
ら可視化した。可視化地区は谷の埋立後の地盤構成につい
てはボーリングデータを参照することとして，谷埋部ボー
リングデータが存在する地区とした。したがって，可視化
地区は対象地域内の 32 地区のうち，図 6B で谷埋部ボーリ
ングデータが存在する地区 B-1，B-2，C-2，C-3，D-2，D-3，
E-2，E-3，E-5，F-1，F-3，G-1，G-2 および H-3 の 14 地区
である。
以下に，地区 D-2 および地区 E-3 を対象とした，基盤岩

図 7 地区 D-2 の地形変遷と地盤性状

層が露出する幅の広い谷を厚い砂礫層や約 12 万年前の噴
出と推定されている ９）屈斜路火砕流堆積物が覆ってから

内水位でみると，ボーリング 65-1 で地表面下 3.9m，ボー

今日に至るまでの大まかな地史を考慮した地形の移り変

リング 21-03 で地表面下 2.5m となっている。

わりと地盤性状の検討の例を示す。

谷埋部の主な地盤構成土は腐植土層や泥流堆積物層と

 地区 '

いったかつての谷底堆積物層とこれらを覆う火山灰層で

 地区北西端の山地は，ジュラ～白亜系仁頃層群の岩類で

あり，火山灰層は谷縁辺の屈斜路火砕流堆積物層およびそ

構成されている（図 7A）。現在,この層群の岩類は自然崖

の再堆積物層やこれらの風化物層からなる台地を切土し，

面や切土法面で観察できるが，山地斜面では大部分が屈斜

埋立材料として用いられたものである（図 7，ボーリング

路火砕流堆積物層で覆われていて露出は限られている。台

21-04 および 68-1）。地表面近くでは N 値 3～4 が得られて

地では地盤情報データベースを活用した解析からは基盤
岩層として中新統相内層が存在し

8)

いるが，大部分は N 値 0～1 という状態である。地下水状

，その上位に層厚約

況を孔内水位でみると，ボーリング 21-04 で地表面下 1.6m，

20m の河岸段丘堆積物層Ⅰが広がり，さらにこの段丘堆積

ボーリング 68-1 で地表面下 3.1m である。埋立当初の地下

物層を層厚 15～30m の屈斜路火砕流堆積物層が覆ってい

水位がかつての谷底の腐植土層レベルにあったとすると，

ることが推定される（図 7B）
。屈斜路火砕流堆積物で覆わ

埋立後に地下水位が上昇し，埋立地盤内に存在する状態に

れた地表面には浸食谷が形成され（図 7C）
，谷底には沢沿
いに流下した泥流堆積物や腐植土が堆積していた（図 7D）
。
 1965 年時点での地形および地盤構成は図 7D のように復

なっていることになる。
 地区 (
 地区内のボーリングデータでは直接捉えられていない

元され，屈斜路火砕流堆積物層で覆われた山地～台地には

が，地盤情報データベースを基にした解析では前述の地区

浅い谷地形が発達し，谷底には層厚 0.2～0.8m の数枚の腐
植土層や層厚 1.5m 前後の泥流堆積物層が堆積していた。 
図 7E は 2002 年時点での地形および地盤構成を示してお

D-2 と同様に基盤岩層として中新統相内層の存在が推定で
き 8)，その上位を層厚約 25m の河岸段丘堆積物層Ⅰが（図
8A），さらにその上を箇所によって層厚は変化するが，最

り，1965 年以降（実際には 3.2 で述べたように，1970 年

大層厚 30m の屈斜路火砕流堆積物層が覆った（図 8B）後

代前半から 1980 年代前半の間）
，台地での最大高 7～8m

に，屈斜路火砕流堆積物層が広がる地表面にやや幅の広い

にも及ぶ切土，谷での切土火山灰による厚さ 2.8～8m の埋
立が進展して，緩斜面～平坦面が広がる地形となっている。
 地山部表層の地盤構成土は屈斜路火砕流堆積物層やそ

谷が形成された（図 8C，D）
。図 8D は 1965 年時点での地
形および地盤構成であり，台地を刻む谷の底には層厚 0.3
～1.5m の腐植土層が堆積していた。

の再堆積層およびそれらの風化物層である火山灰質土で

図 8E は 2002 年時点での地形および地盤構成を示してお

あり，N 値は浅部で 6～9，より深部で 15 以上が得られて

り，1965 年以降（実際は，他地区と同様に 1970 年代前半
いる（図 7，ボーリング 65-1 および 21-03）。地下水位を孔    
から 1980 年代前半の間），台地内の小高い部分は切土され，
5
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断した場合には，N 値の修正方法

10）

にしたがって修正し

ており，地山部ボーリングでのデータ 692 件のうち 29 件
が修正 N 値となっている。
 地山火山灰地盤での N 値は地表面下 25m までの各深度
で得られており，風化程度の違いや再堆積層の挟在もあっ
て 2～33 と広範囲である（図 9A）。それぞれの深度でも値
の範囲は広いが，平均 N 値ではより深部になるにつれて大
きくなる傾向は認められる。
 埋立火山灰地盤では地表面 8m までのデータであり，い
ずれの深度でも N 値は 10 以下である（図 9B）
。とくに，
地表面下 2～7m では平均 N 値 3 以下であり，対象地域の
埋立火山灰地盤は非常に緩い状態にあると言える。

図 8 地区 E-3 の地形変遷と地盤性状

谷は切土された屈斜路火砕流堆積物によって厚さ 2.0～
6.0m の規模で埋立られ，地区全体がほぼ平坦な地形の場
に移り変わっている。
 地山部の地盤構成土は屈斜路火砕流堆積物層やその再
図 9 対象台地全体での N 値

堆積層およびそれらの風化物層である火山灰質土である
（図 8，ボーリング 68-2 および 61-4）
。N 値は浅部では 10

A：地山部での N 値，B：埋立部での N 値

以下で，少し深部になると 10 以上が得られている。地下
水位はボーリング 68-2 では捉えられていないが，ボーリ

2) 地下水位：谷埋部での地下水位状況を，埋立前には地

ング 61-4 で地表面下 1.75m となっている。

表水（沢水）が当時の地表面である腐植土層上面を流下し

 谷埋部の地盤構成土は周辺台地の切土によって供給さ

ていたものとし，埋立後のボーリング調査時の孔内水位と

れた，腐植土層を覆う層厚 5～6m の火山灰質土である（図

比較することによって検討した。

8，ボーリング 55-08 および 55-10）
。N 値は地表付近では 3

 谷埋部での孔内水位は 8 地区，22 件のボーリングで得

～5 が得られているが，地表面下 2m 以深では N 値 0～1

られている（図 10，表 1）
。前述の地区 D-2 と地区 E-3 で

という状態である。地下水位はともにかつての谷底のレベ
ルにある。前述の地区 D-2 と異なり，谷部の埋立時に敷設
されたであろう地下水排水施設が，現在（調査年時点では
あるが）でも充分に機能していることがうかがえる。
 Ｎ値および地下水位からみた対象台地の地盤性状
上述した地区 D-2 および地区 E-3 と同様の検討を B-1，
B-2，C-2，C-3，D-3，E-2，E-5，F-1，F-3，G-1，G-2 およ
び H-3 の 12 地区について行った。
N 値および地下水位を指標として地盤性状を評価する
と次のようにまとめられる。
1) N 値：N 値データ数は地山部ボーリングで 692 件，谷
埋部ボーリングで 115 件である。なお，N 値はボーリング
図 10 谷埋部での地下水位の変動

コアの観察記事および標準貫入試験結果から地層中に混
在している礫や地層の境界が打撃数に影響していると判
6
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表 1 谷埋部ボーリングでの地下水位

跡するとともに，独自に構築している地盤情報データベー
スのボーリングデータを基にして地盤の性状，とくに埋立
地盤の性状を N 値と地下水位を指標として検討した。
対象地域はかつては台地面を刻む平行状をなす 6 本ほ
どの浅い谷が上流部では北西から南東へ，下流部では北か
ら南へ発達していた地域であり，現在から 65 年ほど前の
1947 年時点では台地面は林地以外には畑地として利用さ
れ，谷はほとんどが湿地・雑木林地であった。1960 年代
中頃から畑地が広がっていた台地には次第に住宅地が見
られるようになり，谷底では水田としての利用と整地・埋
立による土地造成が進展してきた。1970 年代前半から
1980 年代前半にかけての約 10 年間に，台地での切土と谷
の埋立が加速され，対象地域は現在とほぼ同様の緩傾斜面
～平坦面が広がる地形の場に移り変わってきた。このよう
な場では逐次，街路が設置され，一戸建て住宅や高層集合
住宅も増え，今日では北見市の住宅密集地の一つとなって
いる。このような移り変わりの地域にあって，とくに火山
灰台地の切土によって生じた火山灰質土を材料土として
谷を埋立て，造成された地盤は平面的にも，深さ方向にも
N 値 0～3 と非常に緩い状態にある。加えて，地下水位も
沢水が流れていた谷底から上昇して，埋立された火山灰質
土層内に達している地盤状況の箇所も存在する。
このような成り立ちの，そして地盤性状の場は対象台地
のみならず，全国の都市域，とくに丘陵～台地の住宅地域
に潜在していることは容易に推定できる。

の地下水位の変化状況は，以下のようである。

2011 年東北地方太平洋沖地震では広い範囲で埋立地盤

地区 D-2 の埋立部での孔内水位はボーリング 21-04（図

の液状化による被害が多発し，旧地形も含め地盤の成り立

7）で地表面下 1.60m，ボーリング 68-1（図 7）で地表面下

ちがクローズアップした。改めて，埋立地盤の存在と現在

3.10m である。かつては腐植土層上面を沢水が流下してい

の性状を把握すること，得られた地盤性状に係わる情報を

たとすると，地下水位は旧地表面からそれぞれ 5.80m およ

住民と共有すること，そして地震時だけでなく日常の中で

び 2.50m 上昇したことになる。地区内でのボーリング数は

も脆弱な地盤性状に起因した上水道，下水道や都市ガスと

少ないが，地区 C-2，F-3，G-2 や H-3 でも埋立後の地下水

いった地下埋設ライフラインの損壊があり得ることを想

位の上昇が認められる（表 1）
。一方，地区 E-3 では孔内水

定した対策に取り組むこと，などの対応が急務であること

位は埋立後も腐植土層レベルに位置しており，地下水位は

を強調する。

埋立前後で変化していない（図 8，ボーリング 55-08 およ
び 55-10）
。地区 D-3 や E-5 でも同様な状況である。

謝辞

谷を埋立した個所では埋没している旧地表面を伝って
降雨や融雪水が旧谷底に集水する傾向があり，沢水の処理

地盤情報データベースの構築に際してボーリングデー

のためにも埋立造成時に所定の排水施設が敷設される。地

タの収集および提供にご協力いただいた北見市ならびに

下水位が埋立地盤内へ上昇している地区での排水施設の

北海道の関係各位に対し，また，ボーリングデータの電子

敷設状況は把握できず，地下水位上昇の要因は特定できな

ファイル化および地形変遷の可視化に際し技術的なサポ

いが，埋立地盤内に滞水している箇所が存在している現状

ートをしていただいたジーアイエス株式会社代表取締役，

は重視しなければならない。

豊田 守氏に対し心から感謝を申し上げます。


５．おわりに
1)

かつては谷であったが，周辺の火山灰丘陵の切土と谷の

2)

埋立によって平坦化された農地での 2003 年十勝沖地震に
伴う地盤液状化に起因した災害を教訓として，現在では住

3)

宅密集地となっている北見市中心市街地の北西に広がる

4)

台地を対象として地形および土地利用の移り変わりを追
7
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Abstract
We investigated the geomorphic transition and the existence of the reclaimed land by using the topographic map
published in 1965 and 2002, and also chronologically comparing aerial photographs of the volcanic ash plateau in
Kitami City, which is a major urban city in the Okhotsk region, East Hokkaido. Moreover, we also made a
comparison between the ground conditions of the reclaimed land and the natural ground, based on the geotechnical
information database created uniquely.
In the plateau examined, rapidly developed land, which was reclaimed from the 1970s, is included, and it became
clear that such reclaimed areas are very vulnerable, judging from the N-values and the groundwater levels. It is
presumable that such places are can be found in city areas all over the country, especially the newly developed
residential areas. To prevent geotechnical disaster damage in each urban area, it is required to clarify how the
landform was created and transformed afterwards. Thus, we must work out a master plan for disaster damage
prevention, which can take care of not only the damages of underground lifeline networks, such as waterworks,
sewers and gas pipes caused by the earthquakes but also daily failures caused by the vulnerability of the ground
conditions.

Key words: geomorphic transition, valley filling ground, volcanic ash soil, N-value, groundwater level
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