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帯書しい地質撃

殺豆と火山灰

§6段丘と台地

皆さんが汽車に乗って山国の谷間を旅行したときの

ことを思い出して下さい.広い谷底の平地に鉄道や

街道が適リ人教もほとんどそこへ集まっている風畏を

よく見かけます.ところでこういった場所でも汽

車が鉄橋を渡るとき見下すと川は峡谷をつくってず

っと下の方を流れている場合があるのに気づいた方もあ

るでしょう.谷底の平地から下方へ一段と谷を刻み

込んで川が流れているのです.こういった地形のこ

とを河岸段丘といいます.

河岸段丘というのは河川の両側または片側に流路

に沿って階段状の地形が断続していることをいいます.

上の例でいって人家が集まったり街道が通ったり

している平地は段丘面と呼ばれます.かつて川が流れ

ていた河床の名残りです.平地の側方の河床の方へ向

いた急崖は段丘崖と呼ばれ川の流路がさらに深く刻

み込んだときできた侵食崖です.

同じような段丘地形は海岸地域でもみられます.

海岸近くあるいは波打ちぎわに急崖がありその上

に内陸に向って平たん地が広がる場合がこれです.

前の場合のように川筋に分布する段丘は河岸段丘

海ぞいの場合は海岸段丘と11乎びます.

坂本亭

もっともこの呼び方は段丘の分布する場所に注目

したものです.その段丘面がかつての河床であったか

海岸または海底の平地だったかをとくに区別する場合に

は河成段丘･海成段丘という風に呼んでいます.

この場合その段丘を構成している地層が河成層か海

成層かを区別することが必要です.たとえば第6-

56-6図の場合中部の砂層の基底にはその下位

の第三紀層中に掘り込んだ穿孔貝の跡が無数にあリこ

の砂層が海成砂層であることを示しています.したが

ってこの海成砂層がつくる段丘は確実に海成段丘と

いっていいわけです.

国鉄の東海道線で大井川をわたるとき大井川の西岸

に頂上の平らだ高地が延々とつづいていることに気づ

くでしよう.この高地へ実際に登って見るとその上

はわずかに北から南へ傾斜した広い平たん地で見わ

たす限りの茶畑になっていることがわかります.ここ

がお茶の産地で名高い牧ノ原と呼ばれる台地です.似

たような地形の台地は東海道線に沿ってさらに酉に

も並んでいます.古戦場で有名在三方力原の台地や天

竜川の東岸にある磐岡原台地がこれです.これらの台

地はいずれも大井川や天竜川などのつくった古い扇状

地が隆起し開析をうけてできたものです.すこしむ

第6-1図
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ずかしくいえぱ開析扇状地と呼ばれ産す由

一方千葉県の北部成嗣付近の一帯には海抜30～

40!狐の低い合地が広がりふつう下総台地と呼ばれてい

ます吉凄たこれと茨城県南部の一帯をあわせる&常

総台地と呼ぶこともあります､この台地は古い海津

乎蹄が隆勉し開析を受けてで慈たものです由
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の総み合わせでできてい巌す世段丘は一つの川筋

あるいは一つの海岸地域で2段･3段になって発達

していることもあります｡このよう恋場合高い所に

破置する段丘ほど古い時代にで書たもので低い段丘ほ

ど新しいということがで養護す由新しい段丘ほど段丘

櫛は平滑で段庇崖速､はり書りしてい巌すが苦いもの

ではその後の侵食によって凹凸が刻敦れ原形は破壊

されてい談す畠

以上にのべた合地は成閑的にもまた取り扱いダ)

上でも櫛にグ)べ危段丘と同様のものです.しいてい

免ば一般に台地と呼ばれるものは三方たいし四方を

急崖で魑まれたテｰブル状の地形を特長としていること

でしよう.両者のつかい分けはたんに感覚的なもの

にすぎません.東京付近てい克ばその西郊に広がる

武蔵野があるときは武蔵野台地あるときは武蔵野段

丘と呼ばれるよう恋ものです.

こうした段丘面は堆積作用か側方侵食作用がで形

成されたものです.成因的にいえば前者の場合は

堆積段丘後者は侵食段丘です.堆積段丘では

段丘は厚い埋積層(多くは砂礫層)でできており段丘面

はその埋積層の表面です､そして侵食段丘の場合に

は段丘の大部分は基盤の岩石でできており表面にご

く薄い(厚さ1～2m程度の)砂礫層を被覆層としてのせ

ているのが普通です.

段丘地形はすべて段丘面と段丘崖という2つの要素

被覆層堆積層

侵蝕段丘堆襖段丘

澱丘がで曹るの賦旗艦には川の侵食カか復活強化さ

れるためですがその原鰯としては色冷な揚含がありま

ナ｡たとえば地殻運動によべ)て流域;が上昇したり

川の勾配が急脱恋ぐ止りする揚含紀も段丘はで慈ます

(構造段丘)､気候が変化(寒茸膿や鵜¢湿)しても同

様です(気候段丘)､気候段丘の例繊前はも述べた氷

河の大槻模に発達した地域の周辺(たとえ凄中部ヨｰロ

ッバ)放とで明りぶうです｡ま杷火山活動があって

大鑑の物質が河待へ流れ込んだり海水準の焚化があっ

たりしてもやはり段丘地形が生篶巌す邊実際に見ら

れる段丘の多くは以上のような原嗣のいくつかが複合

して形成されてい護すが買求の揚含海水準の変化と

関連した段丘がもっおも分布が広く広範鰯紀わたっ

て同時期に形成された繭(同時繭)を追跡することかで

奉るので錦四紀の魔史を研究する上で童婁です.

こういった段丘地形はもちるん地表記侵食と堆積

とが線1)返凄れた時代にはいつでも形成され破壊され

てきたζとでしぶう圭しかし現在残りている段丘は

ほとんだすべて矧狽紀に扱ってからできたものです.

こと紀はり慈りした地形おして残っているものは第四

紀も後半になってからで煮たものが多いようです.

こういった段丘や台地の上は山がちな属本の国土では

箆翼抵生活夢)場とかぺい凄す｡そしてそれだけで

松く段丘地形獄その形に特亀がありて識別しやすく

しかもいたるとこるに公称している¢)で第四紀の地

史を桝究す似)にとくに藍襲な対象とか二〕ています.､

こうした意味で関東平野段丘は古くから多くの人々

によって研究されてきました.関東平野には日本で

第6-10図堆積段丘と優触段丘�
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ももっともよく段丘地形が発達しています.しかも

この地域の段丘は海水準の変化の影響を直機にうけて

で童たものですから全国σ)海津地形の段丘の新旧を比

較し地史を組み立てると書の標準とがって曹ました咀

この関東地方の段丘はついてひいてはそこからよみ

とる錦四紀の歴史を理解するためには広範魍にわたっ

て段任を追跡すると書によい手がかりとして役立った

関東鴻一ム層(火山灰層)についてふれておか抜くては

植りません苗

§7赤土一関東圓一ム

東京付近だけで枚く関東地方一帯の台地の上にはミ赤

土ミと呼ばれる赤っぽい土がどこへいっても広がってい

ます.冬は霜どけぬかるみ奉はひどい土壌のもとに

なるやっかいな土です.山の手の台地などで土木工

事のとき注意して見るとこの赤土が数mの厚さで地

表に分布していることがわかります.一方下町では

同じような土木工事のたて穴をのぞき込んでも赤土は

なくすぐ青黒い泥や砂がでていることもあるいはす

でに気づいているかも知れません.

この赤土が第四紀を研究する人々の間でふつうミ関

東P一ム"と呼ばれている地層です､ここでいうロｰ

ムとは簡単にいえば｢洪積世に降った火1⊥1灰の風化

したもの｣ということに狂ります.そして関東回一

ム層はそれを作っている鉱物粒の種類や性質地表の

凹凸にしたがってそれに平行にたまっていることなど

からみて多くは風に運ばれて地表に降り積った火山

灰であることがわかっています.もっとも一部には

第7-1図北関東のロｰム層

自色部は鹿沼軽石層(茨城県大洗I町付近)

その中に礫などが入っているよう紅河川による堆積物

やあるいは海中で堆積した部分もあります.関東ロｰ

ムについては戦前にも多少の研究はおこ板われていま

した｡しかしび)時は一般に関東ロｰムは漠然

と一枚の地層として扱われ洪積世末期のものと考えら

れてい漢した､関東鴻一ムをはじめて洪積微の中

頃から末期にかけてダ)何枚も何十枚もの火山灰層の集

積として認識し層序的な区分を行ないそれぞれの分

布を閉るかにし関東地方の第四紀の働迎を解きほぐす

重要扱羊がかりとしての意義を明確にしたのは実に戦

後になってのことでした.この関東ρ一ム研究のにな

い手となったのはミ関東P一ム研究グルｰプ"に集ま

った地質･地形･土壌･考古学枚ど各分野の若い専門家

･教師･学生たちの集団でした.専門を異にするこの

多くの人たちの集団的な長年の努力が関東地方のひ

いては日本全体の第四紀研究に画期的な進歩をもたらし

たのです.

ところで現在のところ関東ロｰム層は層序的に

立川同一ム･武蔵野P一ム･下末吉回日ム･多摩回}ム

の4層に区分されています.この4属は第7-3図

に模式的に示したようにおもに段丘面との相互関係に

もとづいて区分されたものです.この図でわかるよ

うにもっとも低いしたがってもっとも新しい立川段

丘の上には関東ロｰムのうちでも最上部の立川ロｰム

の部分しかのっていません､それより一段古い武蔵野

段丘の上には武蔵野ロｰムと立川ロｰムとがのってい

ます.ここで武蔵野ロｰムが降下している11寺期には

まだ立川面は形成されてい在かったのですから立川

面の上に武蔵野ロｰムが乗っていないのは当然です.

そして武蔵野ロｰムは武蔵野段丘やそれより古い地

形面の上に一様に降りつもることになります.こうし

て以下順々に古い地形面の上ほど古い嫁一ムとそれ

踊7一喜團

潤舳ゑ燭軽狛層(自瞥笥…)が堆積当時該)地表雌に1か)て斜めに入っている�
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節7-4図川崎i雌戸付近の関東ロｰム下半部の山っぽい部分は第三紀臓上半部口)暗色部が回一ムその11･部の細い白線が東京軽石層

より新しいロｰムとがのっている訳です.このことは

逆にその上に乗っているロｰム層を調べることによ

って遠くはなれた段丘や孤立した台地の面が同時に

できたのかそれともどちらかが早いのかといった形成

時期の相互関係を決定することができます.こうして

関東ロｰムの層序区分を確立することによって関東平

野の一帯の段丘面の形成時期の相互関係が明らかにされ

ました.また最近では岐阜･長野県境にある御岳火

山の噴出した軽石が一方では空中を飛んで関東平野

西縁部にとどいており他方では木曾川ぞいに流下し

て濃屍平野に達していることがわかってきました.こ

うして御岳火山の一枚の軽石層を鍵として東西約250

kmはなれた関東平野と濃届平野との第四紀層の相対

的な新旧関係を確かめることができるようになったの

です.

杜おさきほど下町には赤土がないといいました.

この理由は下町の低地をつくる地層(沖積層)が関

東ロｰム降下後に堆積したものであることを考えればす

ぐ明らかになるでしょう.

多一制丑1一.
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第7-3図胸東日一ムと段1丁:とσ)閥係

日本は火1⊥1国といわれています.この狭い国土に現

在でも活火山カミあります.もちろん第四紀を通じて

も全国的に多くの火山が活動していました.したがっ

てロｰム層(火山灰層)が分布しているのは何も関東

地方だけに限るものではありません.北海道･東北｡

中部地方から九州にかけて各々の火山から噴出した火

山灰は広く分布しており関東ロｰムを対象とした方法

に抵らって各地域での地形面の対比1第四紀地史の解

明に有効師蝸慈れてい畿す.この方法は火山国日

本の特性をう談く生かした研究方法

&い走畿しふう肯

鳶菖火出概⑳鶴源

関東早野一帯の台地をお拾う赤土

が実は火1工恢であると匁ゆ談すと

次に趨る擬閥は当然｢ではその

火1五収はどこの刈上1かξ)飛んでき

たのかJということに勾り凄す｡

ある火1五恢層を調べてそれがどこ

の火山に起源があるかを推定するに

は一枚一枚の火山灰層の厚さや粒度

の水平約な変化を調へそ¢)裟化の

槻則性から考える¢)と火{灰の中

1こ含凄れる鉱物の種類や割合いから

第7-5鰯北関東のロｰム層下半都は段丘礫層下半部は鶯一ム層

1コｰム層中の風化帯がよく見える白色部は鹿沼軽石腫�
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よる火111灰の厚さ(貝塚1964)

もとの火山を知る方法とがあります.
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第8-1図を見てください.これは関東ロｰムの上

半部武蔵野ロｰムと立川ロｰムとを合わせたものが

各地でどんな厚さに積っているかを調べて図示したもの

です.この図で立川･武蔵野ロｰムの厚さは富士

山を頂点とは東へのぴた楕円形に近い分布を示して

います.

一般に日本のよう狂中緯度地方の上空では一年を通じ

て偏西風が卓越しており火山爆発によって上空へ噴き

上げられた火山灰は西風にのって噴出地点から東方

へ広がるのが普通です.このことは現世の火山灰の

分布が詳しく調べられている北海道での例などを見る

とよくわかります(第8-2図).こうして見ると立川

･武蔵野口ｰムカミ現在の當士1⊥1の場所に噴出源を有す

ることがはっきりするでしょう.火山灰¢)粒子も富

士山へ近づくほど粗く抵る傾向が認められ裏す.粗い

ものほど噴き上げられたとき早くしたがって近い

場所へ落ちるわけです.

ここで立川･武蔵野ロｰムの起源を｢現在の窟士山

の場所｣というまわりくどい表現で表わしました.実

は一方で衛士山の地質調査の結果現在の富士山の下に

は新しい噴出物におおわれてその姿はほんのわずか

しか見えないがもう一つの火山ミ古富士火山"がか

くされていることがわかっているのです.そしてこ

の古當士火山こそが立川･武蔵野ロｰムのほノしとうの

起源なのです.火山灰中に含まれる鉱物(斜長石･か

んらん石･輝石匁ど)の組成もこれと矛盾しません.も

っともこうはいっても立川･武蔵野ロｰムの全部が

古富士火山の降灰というわけではありません.武蔵野

ロｰム中でよく目立ったミ鍵層"となる東京軽石鰯はじめ

一部には箱根火山に起源を有すると見られるものもあり

姉8-2図入111噴出物の分布の1例(llllT1195S)

(北縦適南部地域)

ます.

1907年(宝永4年)に富士1⊥1のもっとも新しい活動が

あり宝永山ができました.この時の記録によると

江戸では6～9mmの厚さに火山灰がつもったといわれ

ています.この爆発のときの降灰の厚さは第8-1

図に示してあります.立川･武蔵野ロｰムというの

は実にこの宝永級の火山爆発一降灰が200回くらい繰

り返してでき上ったといえるのです.

このほか多摩ロｰムについては八ガ岳火山に起源

があるのではないかという推定が行なわれています.

また北関東の回一ムは浅間･榛名･赤城･男体など

の諾火111がその噴出源とされています.

§9P一ムと旧:石器

戦前の日本の考古学界では洪積世の日本には人類が

住んでいなかったという考えが大勢を占めていました.
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だから関東ロｰムの中から石器を探す粗どということ

はおよそ一笑に付されていました.こうした空気の

申では旧石器らしいものカミ各地で発見されても学界から

は相手にされない状態がつづいたのです.ところが19

49年に灘馬県の赤城山の南麓でロｰム層の中から土器

を伴わ放い石器群カミ発見され周本にも洪積世に人類が

すんでいたことが旧石器1時代の存在することが確認さ

れました.こうして一たん旧石器の存在が確認され

るとその後は堰をきったように各地から洪積世の文化

遺跡が見つかってきました.関東地方からだけでも

すでに数十力所で回一ム層中から石器の発見が報告さ

れています(第9-2図).全国では百カ所以上に達す

る無土器文化遺跡とその文化内容とが知られるにいたり

ました.関東ロｰムの細かい層序の研究や対比は一面

燭

岱1

鮒,

飾g-1図

耳

紀

1㍗

キ

袋

Ⅶ℀

†1

鷺

鮒

騒鰯､

国5

出

郡内発見の無土器文化標準石器(和島誠一1960)

1.プレｰド(小金井市西之台出土)

2.ナイフブレｰド(板橋区茂呂mT茂呂1』咄=ヒ)

3.切山形石器(北多摩郡保谷町坂下出土)

4.ポイント(練馬区中村南町2丁帥H:)

5.小形石核(板橋区根ノ上山土)

閑閑束;イ榊化)前非喬付近

ではこうした各地の旧石器の時代的な順序を確立する

のにも役立ち考古学の進歩にも大きく貢献したので

す.現在のところ南関東の旧石器はほとんどが立

川ロｰム中から産出し北関東ではそれより古く武

蔵野･立川ロｰムに相当する屑準から多くの旧石器が

発見されています.

§10段丘の変形

､動かざること大地の如し"とは諺の文句ですがこ

れはおよそ地質学者には通用しないことばです.大地

はつねに動くものであり変化しているものです.山の

高さも海の広カミりも地球の創生以来何十億年にわたっ

て一瞬の休む間もなく変動しつづけてきました.大地

に変動があるからこそそこに歴史があり地質学者の

第9-2図東京付近ク)無土器文化遺跡ω分布(和島誠一1960)

{イ榊化)字榊舳近
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研究領域が広がっているのです.もっとも大地が不

動で粗いことは地質学者ならずとも日本の住民匁ら

感覚的によく知っていることです.恐いものの筆頭に

r地震･雷･…｣とはやされるくらいですから､

ところで地震はたんに地面をゆり動かすだけでなく

ときには地盤に大きな変形を与えます.昨年の新潟地

第10-1図

根雇谷の断層

閉治24年10月28周の濃尾姥

震のとき生じた断層岐島

県根屍村水鳥付近この塚

真は当時岐阜測候所で撮影

したもの

同上部を切らない(栃木県高

根沢町宝積寺付近)

第10-3図

新旧一連の段兄風鮮を切る活断層

(岐阜県恵那郡坂下町)

(中部肩本新聞社提供)

Sg:｣公源上山西i

Tk;南部面

Sk:坂下閉

Sh:了耳=行{宇而=�
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策1ト4図闘東平與予σ)地形鰯(貫撚

震の後で栗島付近の海底に大きな断層が生じたという

新聞記事をおぼえている方もいるでしょう｡陸上では

明治24年の濃屍大地震のとき岐阜県の北繭部にできた

根尾谷断層が有名です.この断層は岐阜県の美濃加

茂市南方から北西方向へ伸びて福井県南部まで60km

以上の延長を有しています.断層による食い違いのも

っとも激しかった根尾谷の水鳥付近では河岸段丘を切

って西北一東南方向の断層カミはしり断層の東側が隆起

してその変位は重直落差5.5m水平移動2.5mに及

んでいます.同様にこういった新しい断層はとき

として段丘を切って刷)断層の両側で段丘面の高

さが食い違っている場合もあります.綿エト3図は岐

阜県東部の木曾川ぞいの段丘を切る断層の例です｡

このよう溶現在の地震にともなってできたり段艮

而に変位を与えているよう衣最近の断層は地質学煮が

地質図出1二に無雑作(?)にひく断層に比べると規模の点

でははるかに小さなものですが鮒鰯の形成の機巧や動

き方を知る手がかりとして箆要です｡前にも述べた

ミ現在は過去の鍵"とはこういうときにも適用される原

理です.

蝸轟)

段丘而の変形はもちるん鮒層によるものだけではあり

ません.地鰯の摺曲に対応したよう校峰るい波状の

あるいは盆状グ)変形も知られてい窯す.このような種

類の段丘変形のうちで'もっとも大槻模であ1つよく知

られたものは関東平野の原型をつくった関東造盆地運

動と呼ばれるものです.第10-4図は関東平野の地

形の概略を示したものですがこの図で台地

の部分に引いた線はその台地の大まかな高

さを示した等高線です.またこの図で

Iaとした台地面は下末吉面と呼ばれるも

のでその大部分は今から数万年前に堆積

した海成層(下末吉層)の堆積面上にその後

の灘一ム鰯が降り積ってできたものです.

したがりてこの面は普通なら一堆積後の地

殻運動が抜ければ一大局的には水平な平たん

臓であるはずです.ところで1aおよびI

の､ヒの等高線を詳しくたどってみて下さい.

この繭が関東平野の周辺から中心に向って

次錦に低下していることがわかります.も

っともここでたとえほ宇都宮付近では

刷時代に形成された廊でも河成層の堆積繭

が広がってい設すからこのような場合はは

もともとの川の上流から下流への勾配をさし

引いて考克なくては抵り凄せん､そしてそ

のようぽ兇ても関東平野の台地面の盆状の

褒形は明りぶうです｡

コ)ような会状凹地をつくる沈降運動は鶏四紀だけ

のものではあり凌ぜん｡新錦三紀以来継続的に関

東平野地城に作用しつづけて書護した.たとえば第

王◎一§図をさきの図と比較Lてみると沈降盆地の形･

大きさ嘔位置などがよく似ているこ二とに気づきます.

台地面を彼状に変形させた地殻運動はこのよう匁新第

三紀以降ひきつづいた関東造盆地運動の最後の一こ唆で

あるわけです.そして費本の平野はこと終大書汰

平野はこれと類似した沈降運動によって形成されたも

のがほとんどです.(箱者は地質部)
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総層畔の構造等高線図�


