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Ⅰ はじめに

〜75.7 m は泥炭，深度 75.7〜65.6 m は粗砂を挟む粘土，
深度 65.6〜48 m は粘土を挟む粗〜中砂，深度 48〜45

我国の臨海平野には大都市が存在し，生活や産業に

m はごく少量の斑点状火山灰を含む泥炭，深度 45〜11

とって重要な地域を形成している．平野下には第四紀

m は粘土やシルトを挟む細〜粗砂，深度 11〜7 m は泥

の堆積物が分布し，地下地質の研究は地下空間や流体

炭，深度 7〜0 m は粘土〜細砂からなる．地質試料は

資源の利用と共に地震防災にとっても重要である．

スポット的に 120 層準から採取され，プラスチック瓶

1960 年代から 1970 年代の高度経済成長期には，工

（高さ 9 cm×直径 4 cm）
に保存されている．地下水位

業用の地下水が平野下から過剰にくみ上げられ，結果

観測用のストレーナーは深度 103.5−98 m，深度 87−76

的に水位の低下と地層の収縮による地盤沈下が生じ，

m，深度 65−54 m の三ヶ所に設置されている（第 2 図）
．

大きな社会問題となった（柴崎，1976 など）
．札幌市

比抵抗測定の電極間隔は 0.4 m と 0.8 m である．

においても，水位低下と地盤沈下が懸念され，その対

HU 孔は低温科学研究所の南（札幌市北区北 19 条西

策の一環として，観測井が 1978 年に北海道立地下資

8丁目）
に位置し
（第1図；北緯43°
4'57″
，東経141°
20'20″
）
，

源調査所
（現在，北海道立総合研究機構地質研究所）
に，

深度 150 m で地盤標高 は 11.018 m（以 下，11.0 m）
，地

1981 年に北海道大学にそれぞれ設置された．両観測

質コアはすでに廃棄されている．嵯峨山ほか（2007）
に

井間の水平距離は約 510 m で，北海道大学の観測井

よれば，層相や堆積構造から HU−1〜HU−9 に区分さ

（以下，HU 孔）
は廃止されたが，地質研究所の観測井

れ，深度 34.1〜34 m に約 11.3 ka 降灰の洞爺火山灰（以

（以下，GSH 孔）
は現在も水位観測が行われている（北

下，Toya）
が挟在する．孔内地質は札幌市街東方の野
幌丘陵の更新統（第 3 図：赤松ほか，1981）
と対比され，

海道立総合研究機構地質研究所，2013）
．
地質層序については，HU 孔は嵯峨山ほか（2007）
で

深度 150〜75 m は下野幌相当層，深度 75〜35 m は も

公表されているものの，GSH 孔については十分な検

みじ台層相当層，深度 35〜34 m は小野幌相当層，深

討はなされていない．幸い，掘削時に採取された地質

度 35〜7.8 m は札幌扇状地堆積物相当層，深度 7.8〜0

試料が保管されており，今回，これらの試料について

m は現世堆積物である．その後，外崎ほか（2008）
は，

火山灰と珪藻の分析を行い，電気比抵抗曲線を用いて

相対的海水準変動曲線との照合から深度 78.7〜75 m

HU 孔との地層対比を行い，海洋酸素同位体ステージ

の HU−3 を MIS 8 とし，音江別川層や竹山礫層を新た

（marine isotope stage；以下，MIS）
に基づき GSH 孔の

に加えている
（第 4 図）
．電気比抵抗は，電極間隔が0.16
m と 0.25 m で測定されている．

層序区分を試みた．

Ⅱ 観測井の位置と孔内地質

Ⅲ 分析方法

GSH 孔は，地質研究所の敷地内（札幌市北区北 19 条

試料番号を採取深度（m）
で示し，以下に火山灰と珪

西 12 丁目）
に位置し（第 1 図；北緯 43°
4'53″
，東経 141°

藻の分析方法を述べる．

19'59″
）
，深度 120 m で，地盤標高は 11.86m
（以下，11.9

Ⅲ．1

m）
である．深度 120〜102 m は粘土からなり，深度 102

GSH 孔の深度 48〜45 m の泥炭中に斑点状に含まれ

〜76.7 m は粗粒砂〜細粒砂〜シルトの互層，深度 76.7
＊

北海道応用地質研究会平成 26 年度研究発表会（札幌市）
で一部発表
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観測井 GSH 孔と HU 孔の位置
図右の表層区分は小山内ほか（1956）
による．
Locations of two observation wells, GSH well and HU well
Geologic map is after Osanai et al.（1956）
.

GSH 孔の地質柱状図と珪藻分析の結果
M：海生種，B−F：汽〜淡水生種，F：淡水生種．
Geologic column and result of diatom analysis of GSH well
M : Marine species, B−F : Brackish to freshwater species, F : Freshwater species.
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（嵯峨山積・井島行夫・藤原与志樹・岡村

聡）
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第 １ 表 分析用試料一覧
Table 1 List of analyzed geologic samples

第３図

野幌丘陵と馬追丘陵の更新統層序
U.v.：未同定火山灰
Fig. 3 Pleistocene stratigraphy of the Nopporo Hills and
Umaoi Hills.
U.v. : Unknown volcanic ash, F. : Formation

第４図

Fig. 4

GSH 孔と HU 孔の地層対比
海水準変動曲線と MIS 区分は Shakleton（1987）
による．Shi：下野幌層，Mo：もみじ台層，Ko：小野幌層，
Sd：札幌扇状地堆積物，Ho：完新統，Ot：音江別川層，Ta：竹山礫層．
Geologic correlation of GSH well and HU well
Sealevel curve and MIS division are after Shakleton（1987）
. Shi : Shimonopporo Formation, Mo : Momijidai
Formation, Ko : Konopporo Formation, Sd : Sapporo fan deposits, Ho : Holocene, Ot : Otoebetsugawa Formation,
Ta : Takeyama Formation.
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る火山灰の内，試料 47−46 および試料 46−45.5 につい

試料 46−45.5 では，火山ガラスはバブル型，軽石型繊

て分析した（第 1 表）
．屈折率の測定は，北海道教育大

維状，急冷破砕型フレーク状と塊状からなる．有色鉱

学札幌校の温度変化型屈折率測定装置を用いた．分析

物は斜方輝石，単斜輝石，角閃石がわずかに存在する．

方法は横山ほか（1986）
により実用化された温変化型測

屈折率は，火山ガラスが1.495−1.501
（最頻値1.496と1.499

定法の一種で，井島・春日井（1980）
および春日井ほか
（1980）
に改良を加えたものである．測定誤差は浸液で

−1.500）
，斜方輝石は 1.709−1.715
（最頻値 1.712−1.713）
，
角閃石は 1.689−1.691 である（第 5 図）
．

±0.002，鏡下観察で±0.001 で，全体として±0.001〜

なお，第 5 図では考察の項で述べるように，上記の

0.002 である．処理および鑑定は以下の通りである．

火山灰と屈折率が近似する未同定火山灰 4，
同 3 および

火山灰を水洗した後，約 70℃ で乾燥させ，粒径 0.125

同 1（大津ほか，2002）
と比較した．

〜0.063 mm の火山ガラスや輝石，角閃石を選別し，
鏡下で屈折率を測定した．なお，火山ガラスの形態は
町田・新井（2003）
の分類に従った．
Ⅲ．2

Ⅳ．2

珪藻

全体で 48 属 117 種を確認した（第 2 表）
．
試料 68−67 では，海生種が全体の 12％ を占め，海

珪藻

〜汽水生種と汽水生種は 0％，汽〜淡水生種は 13％，

GSH 孔の細粒砕屑物を対象に 11 試料について分析

淡水生種は 72％，絶滅種は 2％，不明種は 1％ である．

した
（第 1 表）
．処理および分析方法は嵯峨山ほか
（2010）

優 勢 種 は 淡 水 生 種 の Eunotia monodon var. maior fo.

と同様で，1 試料につき 100 個体を算定し，含有率が

bidens W. Smith（19 個 体）
，汽〜淡 水 生 種 の Navicula

低い試料 55−54 は 75 個体，試料 5.5−4.5 は 74 個体で終

mutica Kütz.（12 個体）
，淡水生種の Pinnularia spp.と外

了した．種の同定は Kramer and Lange−Bertalot（1986，

洋性指標種群である
（小杉，1988）
海生種の Thalassionema

1988，1991 a，b）
を 用 い，小 菅（1972）
，濁 川・西 片

（Grun.）
Mereschkowsky と（それぞれ 7 個体）
nitzschioides

（1975）
，野尻湖珪藻グループ（1980）
，長谷川・濁川

である．塩分指数は 1.62 である．試料 55−54 では，海

（1993）
，工藤
（1997）
，濁川・長谷川
（1999，2002，2005）

生種が全体の 73.3％ を占め，海〜汽水生種，汽水生種

などにより海生種，海〜汽水生種，汽水生種，汽水〜

および汽〜淡水生種は0％，淡水生種は18.7％，絶滅種

淡水生種，淡水生種，絶滅種，不明種に生態区分し，

は6.7％，不明種は 1.3％である．優勢種は Thalassionema

これらの割合から各試料の堆積環境を推定した．また，

（31 個体）
，海生種の Stephanopxis spp.（9 個
nitzschioides

嵯峨山ほか（2010，2013）
の方法で 1 から 5 までの塩分

体）
，海 生 種 の Coscinodiscus marginatus Ehr.（7 個 体）

指数を求めた．本指数は，海生種や海〜汽水生種が多

である．塩分指数は 4.19 である．試料 38−37 では，海

産すると 5 に近くなり，当時の塩分濃度は高かったと

生種が 37％，海〜汽水生種と汽水生種は 0％，汽〜淡

推定される．逆に，淡〜汽水生種や淡水生種が多いと

水生種は 5％，淡水生種は 48％，絶滅種は 6％，不明

1 に近くなり，塩分濃度は低くかったと推定される．

種は 4％ である．優勢種は Thalassionema nitzschioides

なお，北海道東部の厚岸湖の表層堆積物の分析によれ

（19 個体）
と Pinnularia spp.（15 個体）
である．塩分指数

ば，塩分指数 3.3〜3.75 は塩分濃度 25〜30‰に相当す

は 2.70 である．試料 37−36 では，海生種が 19％，海〜

る（嵯峨山ほか，2014）
．

汽水生種と汽水生種は 0％，汽〜淡水生種は 5％，淡水
生種は 69％，絶滅種は 4％，不明種は 3％ である．優勢

Ⅳ 分析結果

（16個体）
と Thalassionema nitzschioides
種は Pinnularia spp.
（10 個体）
である．塩分指数は 1.87 である．試料 30.5−

以下に，火山灰分析と珪藻分析の結果を述べる．
Ⅳ．1

火山灰

29 では，海生種が 11％，海〜汽水生種と汽水生種は 0
％，汽〜淡水生種は 10％，淡水生種は 75％，絶滅種
は 0％，不明種は 4％ である．優勢種はいずれも淡水

試料 47−46 と試料 46−45.5 は，ともに最大粒径 0.1mm

（10個体）
，Gomphonema
生種のAchnanthes lanceolata Bréb.

の微粒砂サイズの火山灰で，斜長石，火山ガラスのほ

Grun.と Reimeria sinuata（Greg.）
Koc. et
parvulum（Kütz.）

かはごく少量の有色鉱物からなる．いずれも多形結晶

である．この内，Achnanthes
Stoerm（それぞれ 7 個体）

からなり，火山ガラスはもとの形状が失われているも

lanceolata と Reimeria sinuata は安藤（1990）
により中〜

のが多く，再堆積性の火山灰と見られる．

下流性河川指標種群に分類される．塩分指数は 1.56 で

これら少量の火山灰粒子について詳細に検討したと

ある．試料 28−27 では，海生種が 21％，海〜汽水生種

ころ，試料 47−46 では，火山ガラスはバブル型，急冷

が 2％，汽水生種は 0％，汽〜淡水生種は 5％，淡水生

破砕型のフレーク状と塊状からなり，有色鉱物は斜方

種は 65％，絶滅種は 4％，不明種は 3％ である．優勢

輝石，単斜輝石，角閃石がわずかに認められる．屈折

（16個体）
，Reimeria sinuata
種はThalassionema nitzschioides

率は，火山ガラスが 1.497−1.502（最頻値 1.499−1.500）
，

（10 個体）
，Achnanthes lanceolata（8 個体）
である．塩分

斜方輝石は 1.706−1.712（最頻値 1.708−1.709）
である．

指数は 2.06 である．試料 27−26.5 では，海生種が 15％，

北海道札幌市北区の地質研究所観測井の地質層序
（嵯峨山積・井島行夫・藤原与志樹・岡村

聡）
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第５図 火山灰の屈折率ヒストグラム
Fig. 5 Refractive index histogram of volcanic ash.

海〜汽水生種と汽水生種は 0％，汽〜淡水生種は 12％，

分指数は 1.14 である．試料 2−1 では，海生種，海〜汽

淡水生種は 72％，絶滅種は 1％，不明種は 0％ である．

水生種および汽水生種は 0％，汽〜淡水生種は 7％，

優勢種は Navicula mutica（ 11 個体 ）， Thalassionema

淡水生種は 90％，絶滅種は 0％，不明種は 3％ である．

nitzschioides（ 9 個体），Gomphonema parvulum（8 個体）

優勢種は Cocconeis placentula var. euglypta と Cymbella

である．塩分指数は 1.73 である．試料 7−5.5 では，海

affinis
（それぞれ 14 個体）
である．塩分指数は 1.07 であ

生種，海〜汽水生種および汽水生種が 0％，汽〜淡水

る（第 2 図）
．

生種は 2％，淡水生種は 98％，絶滅種と不明種は 0％
である．優勢種は Eunotia gracialis Meister（28 個体）
，

Ⅴ 考 察

Gomphonema parvulum（13 個 体）
，Pinnularia gibba Ehr.
（9 個体）
である．塩分指数は 1.02 である．試料 5.5−4.5

GSH 孔と HU 孔の層相と電気比抵抗曲線を比較す

では，海生種が 10.8％，海〜汽水生種と汽水生種は 0

ると，極めて近似した変化を示すことから，同曲線の

％，汽〜淡水生種は 4.1％，淡水生種は 83.8％，絶滅

高比抵抗部について下位より A〜I の記号を付け対比

種は 0％，不明種は 1.4％ である．優勢種はいずれも

を行った（第 4 図）
．その結果，電気比抵抗曲線の高比

淡 水 生 種 の Cymbella affinis Kütz.）
と Synedra ulna

抵抗部 A に相当する粗粒部の下限は GSH 孔では深度

（Nitzsch）
Ehr.（いずれも 7 個体）
である．塩分指数は 1.48

102 m（標高−90.1 m）
，HU 孔では深度 111.9 m（標高−

である．試料 3−2 では，海生種が 1％，海〜汽水生種

100.9）
で，その垂直差は 10.8 m である．より上位の高

と汽水生種は 0％，汽〜淡水生種は 10％，淡水生種は

比抵抗部 D に相当する砂粒部の下限は，GSH 孔では

87％，絶滅種は 0％，不明種は 2％ である．優勢種は

深度 65.6 m（標高−53.7 m）
，HU 孔では深度 68.3 m（標

Synedra ulna
（16個体）
，Cocconeis placentula var. euglypta

高−57.3 m）
で，垂直差は 3.6 m である（第 4 図）
．更に

（Ehr.）
と Cymbella affinis
（それぞれ 11 個体）
である．塩

上位の高比抵抗部 G に相当する砂・礫部の下限は，GSH
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第２表 GSH 孔から産した珪藻
遺骸一覧
M：海生種，
M−B：海〜汽水生種，
B：汽水生種，
B−F：汽〜淡水生種，
F：淡水生種，
E：絶滅種，
I：不明種，
★：絶滅種
Table 2 List of diatom yielded
from geologic sample of
GSH well
M : Marine species,
M−B : Marine to
brackish species,
B : Brackish species,
B−F : Brackish to
freshwater species,
F : Freshwater species,
E : Extinct species,
I : Indefinite species,
★：Extinct species.

北海道札幌市北区の地質研究所観測井の地質層序
（嵯峨山積・井島行夫・藤原与志樹・岡村

聡）
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孔では深度 35 m（標高−23.1 m）
，HU 孔では深度 34.65

なお，全く異なる火山灰の可能性も否定できず，今後

m（標高−23.65 m）
で，ほぼ水平である．全体的に，対

の検討により確実度を高めていく必要がある．

比線は GSH 孔から HU 孔（西から東方向）
へ深度を増

赤松ほか（1981）
によれば，野幌丘陵の第四系は下位

し，下部ほど傾斜は大きく，上部はほとんど水平とな

より前〜中期更新世の下野幌層，中期更新世の音江別

ることから，堆積後の垂直地盤変動の影響によるもの

川層と竹山礫層，後期更新世のもみじ台層と小野幌層

と推定される．

に区分される（第 3 図）
．この内，もみじ台層は MIS 5 e

HU 孔で高比抵抗部 G の下限部（深度 34.1〜34 m，

の最終間氷期の堆積物で，小野幌層中に Toya が挟在

標高−23.1〜−23 m）
に挟在する約 11.3 万年前降灰（町

する．これらと対比すると，GSH 孔の層序は以下の

田ほか，1987）
の Toya は，GSH 孔では確認できなかっ

様に区分される．

たものの，対比により同じ G の下限部，すなわち GSH

深度 70 m 以深は，HU 孔との比較から下野幌層に相

孔の深度 35 m（標高−23.1 m）
付近が挟在層準と推定出

当する．その上位の深度 70 m から MIS 7 期の GSH 火

来る．このため，今回分析した GSH 孔の試料 47−46

山灰が挟在する深度 45 m は，野幌丘陵の音江別川層

と試料 46−45.5 の火山灰は，推定された Toya 層準の

相当層と推定される．この時期の野幌丘陵付近の海況

ほぼ 11 m 下位に位置することになる．試料 47−46 お

は現在の千葉県銚子以南と推定され（赤松，1987）
，温

よび試料 46−45.5 は，ともに構成粒子は類似し，ごく

暖期に伴う大量の海水が内陸部に供給されたことがう

少量含まれる斜方輝石の屈折率の最頻値がややずれて

かがわれる試料 55−54 の高塩分指数（4.19）
とも矛盾し

いるものの 1.710 前後の共通のレンジを示し，火山ガ

ない．なお，能條ほか（2008）
は ESR 年代値から音江

ラスの屈折率はともに 1.499−1.500 に最頻値を示すこ

別川層や長沼丘陵の山根川層
（第3図：赤松・鈴木，1992）

とから，両者は同一のものであり，一括して GSH 火

相当層を MIS 9 期の堆積物としていることから，本論

山灰と呼ぶことにする．

では音江別川層を MIS 9−7 期の堆積物とした．深度 45

大津ほか（2002）
は，札幌市北方の石狩丘陵や同市東

m から Toya 層準と推定される深度 35 m は汽水域を示

方の野幌丘陵で Toya の下位に多くの火山灰を確認し，

す MIS 5 e 期の堆積物（もみじ台層相当層）
で，深度 35

これらを未同定火山灰 9〜未同定火山灰 1 としている．

〜30.5 m の粗粒堆積物は MIS 5 d−b 期，深度 30.5〜26

この内，未同定火山灰 9〜未同定火山灰 5 については

m の砂質シルトの堆積環境は汽水成であることから

降灰年代が不明で，未同定火山灰 4〜未同定火山灰 2

比較的高海水準期を示す MIS 5 a 期，深度 26〜7 m の

は約20万年前の MIS7に降灰し，未同定火山灰1は Toya

上方細粒化を示す MIS 4−2 期，深度 7〜0 m は MIS 1 期

の直下に挟在することから両者はほぼ同時代としてい

の堆積物と推定できる（第 2 図）
．

る．

1982 年には，同じ地質研究所敷地内で深度 657.3 m

これらの火山灰の内，未同定火山灰 2 のガラス屈折

のボーリングが行われ，第四系基底は岡ほか（1991）
に

率は 1.51 前後で GSH 火山灰の 1.499 前後とは大きく異

より深度 292 m とされる．今後，同深度についても，

なることから，その他の未同定火山灰 4，
未同定火山

古生物学的証拠や火山灰分析，放射性年代値などの具

灰 3 および未同定火山灰 1 に注目して GSH 火山灰と比

体的データにより検討が必要と考える．

較した（第 5 図）
．この内，未同定火山灰 1 は多量の有
色鉱物を伴うことが特徴で（大津ほか，2002）
，これら

Ⅵ おわりに

の斜方輝石と角閃石の屈折率からも判断して，GSH
火山灰とは異なる．次に未同定火山灰 3 の斜方輝石は，

本論の主な内容は以下の通りである．

1.705〜1.725 と屈折率の値が広範囲におよび最頻値も

地質研究所敷地内の GSH 孔
（地盤沈下・水位観測井）

認められないことから GSH 火山灰とは区別される．

の試料について火山灰と珪藻の分析を行い，電気比抵

一方，未同定火山灰4の斜方輝石の屈折率は1.706〜1.720

抗曲線に利用して北海道大学構内の HU 孔と地層を対

を示し，1.706〜1.710 付近に集中していることから，

比し，層序を検討した．その結果，11.3 ka 降灰の洞

GSH 火山灰の試料 47−46 により近い分布である．ま

爺火山灰の挟在層準は深度 35 m 付近と推定され，深

た，未同定火山灰 4 の火山ガラスは 1.497 と 1.500 に最

度 70 m 以浅は MIS 9〜1 期の堆積物に対比した．

頻値を示すバイモーダルな特徴を有し，GSH 火山灰

今後，多くのデータを蓄積し，より確実な層序の解

中のバイモーダル組成（最頻値 1.496 と 1.499−1.500）
を

明が必要であり，本論が石狩平野地下の層序解明の一

示す試料 46−45.5 との共通性が認められる．さらに，

助となれば幸いである．

未同定火山灰 4 の火山ガラスの一部には支笏降下火山
灰（
1 Spfa 1）
と似た形態のものがあり
（大津ほか，2002）
，
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