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 (8) 地形・地質  

 

1) 地形  

下北地域は、本州最北端に位置し、東は太平洋、北は津軽海峡、南に陸奥湾と

三方を海に囲まれ、斧形の海岸線の長い半島地域である。  

早くから港として開けた地域の中心都市旧むつ市を流れる田名部川の低地を

境に、東部は、丘陵や台地を主としたなだらかな地形から成る反面、西部は、奥

羽山脈と那須火山帯の延長にある恐山火山地、標高500～600ｍの下北山地が海

まで迫る急峻な地形となっている。  

本地域の自然環境も、西部と東部で大別されるほか、半島といった独立した自

然環境を形成している。  

地域の気候も、東部は太平洋沿岸型気候に属し、夏期の季節風（ヤマセ）に伴

い、太平洋から津軽海峡にかけて発生する濃霧がもたらす気温低下等により農作

物や海産物の生産に著しい影響を受けている。また、西部は日本海型気候に属し、

冬期の西北風の影響を強く受け、曇天降雪の日が続き交通条件が悪化する。  

東部の旧むつ市周域の地形配置としては中央部および西部に恐山火山地が広

い面積を占め、この火山地をとりまく形で火山灰におおわれた台地が分布してい

る。 恐山火山地には円山・大盡山・屏風山をむすぶ線を外輪山とする直径約

6kmのカルデラがあり、その中央には直径1,700ｍの宇曽利山湖が存在する。  

また、この火山地の南東部には寄生火山の釜臥山がある。  

恐山火山地の南部および東部には数段の地形面に区分される台地が分布して

いるが、いずれも背後の火山地に源を持つ小河川によって開析を受けており、上

位の地形面などはかなりの起伏がある。  

このような台地は、高度・傾斜・開析の状態・構成物などから次のように区分

される。  
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東部の旧むつ市付近には低地（田名部低地）が広く存在するが、ほぼ国道279

号線を境として東側は泥炭地性の低平な低地にあるのに対し、西側には砂州を主

体とした標高3～5ｍの微高地である（次図参照）。  

計画地が所在するむつ市田名部小平舘地域含む一帯は標高90～10ｍの起伏の

あるなだらかな台地で、「田名部河川口附近の三角州から田名部川流域一帯の沖

積低地帯をはさんだ西方の恐山山麓から広がる台地」と「東方の山地丘陵地から

続く台地」を総称して田名部台地といっている。  

田名部台地は山麓や丘陵地から続く標高60～80ｍの最高位段丘、同40～60ｍ

の高位段丘、同20～40ｍの中位段丘、同5～10ｍの低位段丘に区分できる。  

計画地のある小平舘は標高20～15ｍで中位段丘になる。この段丘は本地域の

台地のなかではもっとも広く分布しており、かつ、平坦な地形面が発達している。 

計画地は、高度20ｍの等高線が複雑に入りこんだ平坦地の北縁部台地（標高

20～15ｍ）に位置する。なお、計画地そばに在る小河川の流れは、海上自衛隊

椛山送信所東側に所在する加藤沢本流に合流して加藤沢沼へつながっている。  

加藤沢沼からの流れは、加藤沢川、古川及び田名部川を経て大湊湾へ注がれてい

る。  

東通村東通村東通村東通村    むつ市に隣接する東通村は、東西20km・南北36km・沿岸65kmにわ

たり、全体として丘陵地でありきわだって高い山もないが平坦地も多くなく、

海岸地帯は砂丘を中心とする特殊な地形が広がっており全国有数の自然美を呈

している。  

 

出典  

青森県・土地分類基本調査（1971）大湊  

東通村・森林整備計画「森林整備の現状と課題」 (H16) 

奈良正義・むつ市長に対する本計画地にかかる報告書（H12.8.17）  
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図3-10 地形図  
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○ 印は本計画地の位置  

図3-11(12) 地形分類図  

出典：青森県 土地分類基本調査 (1971)大湊  
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地形分類図の凡例  
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 2) 地質  

 旧むつ市周域の地質は殆ど大部分が、新期火山の恐山噴出物によって構成され

ており、西端および東端にわずかに第三系および第四系の堆積物が分布している

にすぎない。恐山火山の噴出物は下位よりデイサイト質熔結凝灰岩、安山岩質集

塊岩、角礫凝灰岩、安山岩熔岩、軽石流堆積物、寄生火山熔岩、火山泥流および

降下火山灰（ローム）等からなる。恐山火山の西半部は安山岩質集塊岩、角礫凝

灰岩および安山岩熔岩が主体をなしており、東半部には主に浮石流堆積物および

降下火山灰が分布している。寄生火山は本火山の最高峰となっている釜臥山、荒

川岳、障子山、北国山、毛無山、大盡山、大円山および朝比奈岳等であり、これ

らは、いずれも両輝石安山岩より構成されている。中央火山丘は宇曽利山湖北岸

にある鶏頭山および剣山で、これらは石英安山岩からなっている。また、湖岸の

平地にはシルト、細粒砂および泥炭の薄互層からなる湖水堆積物が、かなり厚く

分布している。  

旧むつ市の西部に発達している各谷川には第三系中新統に属する地層が分布

しており、これらは下位より流紋岩質凝灰岩（檜川層）、石英安山岩質凝灰岩（銀

杏木層）、浮石質凝灰岩（湯ノ股層）および安山岩質凝灰岩（脇野沢層）に区分

されている。  

東部には標高20～40ｍ程度の平坦面が形成されており、この平坦面は2ないし

3段の段丘面に区分されている。これら平坦面の表層部には、恐山火山最後の噴

出物である暗褐色ないし赤褐色のローム質火山灰が0.5～1ｍの厚さで分布して

いるが、これら段丘のほとんど大部分は田名部層と呼称されている第四系の堆積

物によって構成されている。田名部層は全体的に細粒砂および粘土質砂によって

代表されるものであるが、田名部付近では砂鉄層および降下火山灰などを挾在し

ている。  

なお、田名部層の砂は斗南ヶ丘から一里小屋に至る台地、下平の飛行場跡およ

び女館付近に分布しており、いずれも砂層を主体としているが、各地での構成岩
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種及び層厚はかなり異なっている。早掛沼および女館付近では、上部に火山灰（ロ

ーム）、段丘堆積物（砂）および浮石質火山灰が約10ｍの厚さで重なっており、

いわゆる下部更新統の田名部層に属する砂は台地の基部にわずかに見られるに

過ぎない。早掛沼付近の火山灰の累重関係は、上位から最上部火山灰、段丘砂礫

層、上部火山灰（ピソライト火山灰）、中部火山灰（含むマンガン結核火山灰）、

田名部層、下部火山灰（葉層部火山灰）および田名部層となっている。  

田名部川流域の低地帯は、陸奥湾沿炭部には砂提堆積物の砂および砂礫が海岸

沿いに分布し、その陸側はいわゆる後背湿地堆積物であるシルトおよび泥炭を主

体とした冲積統がかなり厚く発達している。  

  恐山火山地恐山火山地恐山火山地恐山火山地 この火山地は旧むつ市周域に広い面積を占めているばかりでな

く、北側に隣接する旧大畑町周域でもかなり広い面積を占めている。  

恐山火山は円山（806.7ｍ）・大盡山（827.7ｍ）・屏風山（580.3ｍ）などを

結ぶ山稜を外輪山とするほぼ円形のカルデラを有し、その中央に宇曽利山湖が存

在する。外輪山の外側には朝比奈岳（874.0ｍ）や釜臥山（876.6ｍ）など急峻な

山容を呈する寄生火山がある。この火山地のうち標高300ｍ以上の部分は一般に

起伏量も大きく（200～400ｍ /km）急峻な山地となっているが、北東部は標高も

低くまた起伏量も150～200ｍ /kmと小さい。宇曽利山湖の火口瀬である正津川は

この低地部を通って大畑において津軽海峡にそそいでいる。カルデラ内の北部に

は剣山などのような石英安山岩質  の中央火口丘があり、これらの周辺には硫気

孔や変質帯が随所にみられる。なお、宇曽利山湖の湖岸には高度215～220ｍと

220～240ｍの2段の湖岸段丘がみられ、高位の面が分布範囲としては広い。構成

物質は植物片を含む泥および粗砂で、明瞭な葉理をもち湖に向かって約10度の

傾斜をしている。  

大盡山や円山の山体を構成するものは暗黒色の複輝石安山岩の熔岩であり、広

い山腹や山麓を構成しているものは凝灰角礫岩、浮石質凝灰岩、砂質凝灰岩など

であり熔岩類はほとんどみられない。また、釜臥山は暗灰色で粗粒な複輝石安山
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岩からなる寄生火山であり、起伏量は400ｍ以上 /kmで急峻な山容を呈している。 

なお、恐山の山体は最高位面にきられているので、その活動は最高位面形成以

前である。  

田名部台地田名部台地田名部台地田名部台地 旧むつ市周域に位置するこの台地は、田名部低地をはさんでその

西方と東方に分布地が分けられる。前者は恐山火山地の山麓にあり、最高位面か

ら低位面までの地形面が存在するが、後者は中位面のみであり、隣接する「近

川」・「尻屋崎」の両図葉に連続している。最高位面は北に隣接する「大畑」図

葉から連続する地形面であり、高度は一般に60～80ｍで、特に70ｍ付近には平

坦な部分が見られる。しかしこの地形面はかなり開析されていて、大湊北方で消

失する。構成物質は、田名部の長坂付近の露頭では4ｍ以上の厚さの葉理のある

亜円礫の散在する砂礫層であり、これを約50cmのローム質の火山層がおおって

いる。  

中位面は、最高位面にくらべるとよく連続する地形面ではあるが、最高位面と

同様開析が進んでいる。高度は40～60ｍと最高位面との境は不明瞭ではあるが、

中位面とは比高10～20ｍの明瞭な段丘崖によって区分される。構成物質は約2ｍ

以上の砂礫層であるが、場所によってかなり薄くなる。この砂礫層は厚さ約1ｍ

のローム質の火山灰によっておおわれているが、火山灰のみの露頭も多い。中位

面はこの台地の中で最も広く分布し、かつ平坦な地形面であるが田名部低地の東

方では特に平坦である。田名部北方および西方では高度10～40ｍで、恐山火山

地に近い部分では傾斜もあり山地から延長する谷によって開析されている。田名

部低地東方の特に平坦な台地面は、斗南ヶ丘附近でみられるように高度20～30

ｍのまったく平坦な地形面であり、比高10～20ｍの急な段丘崖によって低地と

境されている。付近の露頭によれば、この中位面の構成物質は、「田名部層」と

よばれている約5ｍ以上の葉理のよく発達する細礫の散在する砂層で、これを3

～5ｍのローム質の火山灰がおおている。西方の中位ではこれら砂層・火山灰層

はともに薄くなり、かつ背後から亜円礫がまじるようになる。  
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低位面は東端の一里小屋付近と大湊東方の川尻付近に分布するが、面積は大変

狭い。高度は5～10ｍで、構成物質は厚さ約3ｍ以上の細礫・砂・粘土などで、

これを約2ｍの厚さの火山灰層がおおっている。  

田名部低地田名部低地田名部低地田名部低地 この低地は、田名部川本支流沿岸の谷底平野と三角州平野、河口

付近から南東に延びる砂州、およびこの砂州背後の後背湿地などからなる。下北

半島の頸部以北では最大の冲積低地である。恐山火山地に連結する台地内の谷底

平野は主として扇状地性の砂礫の堆積物からなるが、台地のみを集水域とする谷

底平野の堆積物は細粒の物質からなる（田名部川本流沿岸の低地より上流を谷底

平野、下流を三角州低地とした。） 三角地低地のうち田名部川沿岸では自然堤

防はみられず、標高3ｍ以下の地域が多い。新町～品ノ木の線より南では砂州背

後の後背湿地が広く分布する。この低地は上述の田名部川下流沿岸にくらべてや

や高度があり、3～4ｍである。一里小屋付近から大曲・赤川をへて田名部川河

口付近に至る高度3～5ｍの砂州は南東部の大曲付近では5ｍをこえる部分もあ

るが、北西に、つまり田名部川河口に向かうにつれて低くなり、また幅も2km

近くに拡がる。この砂州の一番海側には砂州にくらべればより新しい時代に形成

された砂丘がわずかながら分布している。砂州および砂丘を構成している砂を粒

度分析した結果、砂州の場合には粒径0.25～0.5mmの物が55％を占め、0.5mm

以上のものは25％にも達している。これに対し砂丘砂の場合には0.25～0.5mm

の粒径のものが約80％を占め、残りの大部分は0.25mm以下となっている。すな

わち砂州の砂は砂丘砂にくらべて粗粒であり淘汰も悪い。なお、砂州の部分は起

伏もあまりなく、地耐力のある砂層が構成層となっていることから開発の適地と

いえよう。  

 

出典：青森県 土地分類基本調査 (1971)大湊  



 - 59 -  

 

 

図3-13(14) 表層地質図  

出典：青森県 土地分類基本調査 (1971)大湊  

S=1:50,000 
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ところで、平成11年6月に当社が、地質等調査の企業に依頼し、計画地の地質

調査を実施しているので、その調査結果の要点を次に記す。  

計画地計画地計画地計画地のののの地質構成地質構成地質構成地質構成 計画地の地質構成は、GL-15ｍ以深に確認された第四紀の

N値50以上の風化凝灰岩および凝灰角礫岩（恐山火山正津川凝灰岩層と推定され

る）上を段丘堆積物が覆っている。  

 第四紀層は、図3-11に示すNo.1号孔とNo.3号孔でそれぞれGL-18.40ｍ、

GL-16.40ｍ以深に風化凝灰岩が確認された。おおむね上位は脆弱性を挟在し、

下位に向って硬くなる傾向にある（N値10～50以上、平均N値34.5）。  

 段丘堆積物は砂～シルトが主体で、全体的に火山灰質である。一様にφ2～

3mm程度の細礫を含んでいる。  

 計画地計画地計画地計画地のののの地盤地盤地盤地盤のののの透水性透水性透水性透水性 No.4号孔（深度14.50～15.00ｍ、火山灰質砂Ds層）

における地盤の透水性は、現場透水試験結果および有効経D20によるCragerの推

定式から「10－ 4」程度の低い透水性を示す。  

 計計計計画地画地画地画地のののの地下水位地下水位地下水位地下水位 各ボーリング孔の初期孔内水位の測定結果より、GL-0.15

～GL-2.60ｍの範囲に地下水が確認された。  

 各ボーリング孔の地下水面の分布状態から、計画地の地下水の流動方向は、

北西方向（No.4号孔→No.2号孔方向）と東方向（No.4号孔→No.5号孔方向）が

推定できる。  

 計画地計画地計画地計画地のののの地下水地下水地下水地下水のののの水質水質水質水質 ボーリングNo.1号孔とNo.4号孔から採取した地下水

について、水質試験結果により、共通して「鉛」と「ひ素」が検出された。No.1

号孔では「鉛」が、No.4号孔では「ひ素」が基準値以上の検出量、逆に前者は

「ひ素」が後者では「鉛」が基準値以下の検出量となっていた。  

 

調査 株式会社イーエス総合研究所（平成11年6月）  
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 地層構成地層構成地層構成地層構成とととと土性土性土性土性 各地層構成の概要を次にまとめて示す。  

 

表3-24 地層構成別の概要  

 

調査 同上  

暗灰色を呈する。№1号孔。 

中粒ほぼ均一。含水高位。 

φ2～3 ㎜大の細礫を所々に混える｡ 
平均N値は4.5と「緩い」相対密度を
示す。 

及び 

完 

新 

更 

新 

紀 
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 土質定数土質定数土質定数土質定数 各土質ごとの土質定数を総括し、次に示す。  

 

表3-25 土質定数  

 

 

調査 同上  



 - 63 -  

 

 室内土質試験結果室内土質試験結果室内土質試験結果室内土質試験結果 室内土質試験結果を次に示す。  

 

表3-26 室内土質試験結果一覧表  

 

調査 同上  
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 現場透水試験結果現場透水試験結果現場透水試験結果現場透水試験結果 本調査では、ボーリングNo.4号孔を用いて、調査地域内

に見られる代表的な砂質土である火山灰質砂層（As2層）を対象に現場透水試験

を実施した。 現場透水試験の実施深度は、深度14.50～15.00ｍ間である。  

 現場透水試験の解析結果をまとめると次のとおり。  

 

表3-27 現場透水試験結果  

 

 

試験区間は、相対密度が中位～密な火山灰質砂であり、細粒でほぼ均一な粒度

である。 透水係数は、ｋ＝2.33×10－ 4（cm/sec）と低い透水係数を示す。  

また、土の粒度試験結果から透水係数を推定した。  

その結果、透水係数はｋ＝2.46×10－ 4（ cm/sec）となり、現場透水試験の結果

とほぼ同じ「低い」透水係数を示す。  

 

調査 同上  
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地下水位測定結果地下水位測定結果地下水位測定結果地下水位測定結果 各ボーリング孔における孔内水位（地下水位）の測定結果

の一覧を表に示す。  

表3-28 地下水位一覧表  

 

 調査深度内において、水位の変動はなく、被圧水は確認されなかった。  

 各ボーリング孔の地下水位面の分布状態から地下水の流動方向を推定すると

次図のとおりである。  

 

 

図3-11 計画地のボーリング孔の位置及び地下水の推定流動方向  

  

調査 同上  
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 地下水等検査項目地下水等検査項目地下水等検査項目地下水等検査項目にににに係係係係るるるる水質試験結果水質試験結果水質試験結果水質試験結果 No.1号孔およびNo.4号孔より採取した

地下水の水質試験の一覧を次に示す。  

 No.1号孔とNo.4号孔で共通して、「鉛」および「ひ素」が検出された。そのうち

No.1号孔では「鉛」が、No.4号孔では「ひ素」がそれぞれ基準値を上回っている。

また、No.1号孔の「ひ素」とNo.4号孔の「鉛」も基準値を下回っているものの、注

意を要する。  

 

表3-29 水質試験結果  

 

検査 エスエス環境株式会社青森支店（H11.6.14）  


