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1．　はじめに

1．1平野地盤情報の特性

　わが国の平野地盤は，ほとんどが最も新しい地質時代に形成された沖積層で覆われてい

る．その地盤構成を知るためには，地質調査手法の一つである踏査はできず不可視の領域

にある．その正確な情報を得るには，ボーリング等相当高価な手段が必要であることに加

え，その情報を読み解くには地質科学や土質工学等の専門的な知識も必要となる．そのよ

うな特性を有する地盤情報は，人々の暮らしや経済活動に最も重要な存在であるにもかか

わらず，調査した機関以外で活用される機会は特定の研究目的以外，これまでほとんどな

かったと言える．ただ，時に発生する自然災害に関連し地盤の特性による被害の発生・拡

大等の事例が報告された時は，市民の話題になり一時的に関心は高まるが一過性に終わっ

てきた．

　特に，沖積層は形成の場が多様であり層相変化が激しい．精度良く地盤の特性を把握す

るには，それら情報を集積して解析することが重要であることは論を待たない．そのため，

わが国における地盤情報の集積はこれまでにも多くの機関により行われ，次第に沖積層形

成過程と地盤としての諸特性が明らかにされつつある．新潟県においてもこれまで間歌的

に取り組まれてきたが，継続した地盤情報収集・解析・利用システムは構築されてこなかっ

た．

　しかし，当平野地盤研究グループ（以下「研究グループ」と言う．）発足とあいまって，

「地盤情報は国民共有の知的財産の一つ」の視点から，全国的に地盤情報の活用に関する諸

機関の活発な動きが見られ，北陸地方では国土交通省北陸地方整備局が主導する北陸地方

地盤情報活用協議会が平成17年度末に発足，会員制の「ほくりく地盤情報データベース」

構築が進められ，平成19年度後期から運用を開始した．このほか，從地盤工学会の支部が

主体，或いは参画した地域的な地盤情報データベース化とその運営組織の構築が活発化し

ており，当研究会の目的の一つである地盤情報のデータベース化と一般公開の気運は盛り

上がりつつあると言える．

1．2第1期の研究活動のあらまし

　当グループの研究は，1期を3年とし期別に課題を整理し次期に向けて研究方法等を改善

しながら行うことにしている．第1期の活動が実質的に始まった平成17年度は，前年に発
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生した中越地震の影響で研究員の活動もやや鈍りがちであった．研究グループは地盤調査

資料の収集対象機関を公的機関に定めるとともに，．これまで新潟県地質図改訂委員会や㈲

新潟県地質調査業協会の新潟県地盤図編集委員会で収集した資料を活用できるよう関係機

関の基本的了解を得て研究を開始した．幸い，研究に当たっては㈲新潟県地質調査業協会

や多くの公共機関の暖かいご理解，ご支援をいただくとともに，働環境地質科学研究所か

らの共同研究提案，研究費助成をいただくなど望外のご支援に心から感謝したい．

　研究にあたっては，当初の研究対象地域を5万分の1地質図幅作成に着手していた（独）

産業技術総合研究所の要請を受けた「新津」（国土地理院5万分の1地形図）とし，既存の

地盤図発刊以降の新資料収集を精力的に行い，五泉・村松地域の地形・地質，災害史，土

質特性を含めて総合的な沖積層解析を行った．沖積層の地質解析に当たっては，既存資料

を参考にしながら同地域で実施された（独）産業技術総合研究所の試掘調査資料を指標とし

た．

　平成18年度には，研究対象地域を「新津」図幅に隣接する「弥彦」図幅の西蒲原地域ま

で拡大し，越後平野東部地域（五泉市）（平成18年1月に村松町と合併したため，前報の

「五泉・村松」の表記を「五泉市」とした．）および西部地域（西蒲原）として取り組んだ．

しかし，収集資料の地域的な偏りから，代表断面は越後平野を水原から阿賀野川を経て角

田山麓付近に至る東西に設定，阿賀野川流域と越後平野中央部の沖積層規模の相違を図で

認識されるよう努めた．一方，地形・地質，災害史については，東部地域の補足的な調査

成果と西部地域の総合的な研究を纏めた．

　平成19年度は，4月から日本海側では初の政令市となった新潟市の西部市域，三条市，燕

市を中心とする西部市域について引き続き資料収集を行った．代表断面としては，平成16

年7月に発生した中越地域の大水害復旧事業である五十嵐川河川改修事業による調査資料

を活用し，三条，燕を経て旧分水町に至るものとし，層序区分と各層の特徴を纏め，土質

特性では燕市を中心とする浅い，いわゆる上部層の諸特性について纏めた．

　地質関係では，新潟大学が実施中の近年の温暖化の影響研究で試掘を行った鎧潟付近の

ボーリング調査資料の概要と周辺の既存資料との関連について，今後の解析の指標となる

よう纏めた．地形関係では，代表断面に関連した周辺地域の特異な地形発達史について考

察した．

　また，当研究グループ活動目的の一つである一般市民に研究成果を公表し，地盤への関

心を高める活動については，五泉市において五泉市をはじめ多くの機関のご後援をいただ

き，「五泉市の地盤と暮らし」講演会を初めて開催した．（講演テーマ等は，P．117の講演

要旨表紙を参照されたい．）

　これまでの第1期3年間の研究は，越後平野東部，縁辺部にあたる五泉市地域を纏め，

次いで越後平野西部地域へと逐次研究対象地域を拡大してきた．その成果は，地形・地質，

災害史などと合せ収集した地盤調査資料の解析等であるが，まだその一部にとどまってお

り充分とは言えない状況にある．詳細な検討にはさらに期間を要すると考えている．少な

一48一



くとも，研究対象が広大な越後平野で解析対象資料もまた膨大であること等を考慮すると，

今後は効率的な調査・研究手法検討も大きな課題と言える．

1．3今後の課題と方向

　第1期3年間の研究では公的機関から大変好意的にご協力をいただき，地盤調査資料の

収集は非常に順調に進捗した．しかし，既存の膨大な収集資料を保有する共同研究者でも

ある㈱環境地質科学研究所の保管資料や，新潟県地質図2000年版，ならびに新潟県地盤図

編集時に収集した既存資料等の活用も未だ不十分である．これからの大きな課題である．

幸い，平成19年度後期から「北陸地盤情報データベース」が運用を開始した．しかし，シ

ステムは動き出したばかりのため，掲載資料の量と質が沖積層解析に追い風になるか不明

である．当面，会員制を採用し将来的には無料公開を目指していると聞いているので，今

後を期待したい．

　平成20年度から始まる第2期の3年間は，着手したばかりの越後平野西部地域について，

未収集の公的調査資料の収集を継続しながらそれら収集資料と既存資料の活用を併せ解析

を着実に進めたい．その研究の継続により，平野の形成史とそれと密接に関連する沖積地

盤の諸特性の解析精度を高めていき，これまでの課題解決を目指すこととしたい．また，

その成果は逐次その地域の市民に公表し，地盤に関する興味・関心を高めていくことも必

要と考えている．

　なお，前項でも触れているが，膨大な既存の地盤情報を効率的に研究に活用する具体的

な手法の検討も，当研究と併行に継続していきたい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川島　隆義）

2．　これまでの新潟県内の平野地盤図の研究史

2．1　新潟県地盤図編纂以前の研究史

　新潟県内の平野地盤について，広域的に地盤情報を纏め発行された報告書は表一1の通

りである．

　新潟県建築地盤図集（1964）は，建築工事に関連した地盤調査資料を収集，簡易な柱状

図とN値で纏めている．柱状図は簡略化されているため，おおよその地盤の状況を知るた

めには便利であるが，解析には利用できない面がある．

　新潟地区の地盤（1967）は，当時，新産業都市構想による地域指定が全国的に行われた

ため，全国各地の指定地域について地盤状況を総合的に纏めたシリーズものの1つである．

当時は高度経済成長の始まる時期でもあり，掲載資料数が少ないが総合的評価のため大胆

な解析を行っている．

　上越新幹線（水上・新潟）地質図（1980）は，新幹線開通と相挨って一連の地盤調査，

地質調査結果が纏められ公表されたもので，越後平野沖積層研究には重要な資料である．

高架式構造物設計の必要性からかなり深部までのボーリング調査が行われたものの，理学
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表一1　新潟県内における既存の地盤情報データ集（地盤図・地盤図集）一覧表

発行年 名　　　　称 編集（制作）者 発行者
1964 新潟県建築地盤図集 閲新潟県建築士会 閲日本建築学会北陸支部

1967 新潟地区の地盤　都市地盤調査報告書第16巻 建設省計画局・新潟県 大蔵省印刷局

1980 上越新幹線（水上・新潟閥）地質図 日本鉄道建設公団　新潟新幹

?嚼ﾝ局
日本鉄道建設公団

1981 新潟県平野部の地盤図集（新潟平野編） 建設省北陸地方建設局・北陸

Z術事務所
㈲北陸建設弘済会

1981 新潟県平野部の地盤図集（柏崎平野編） 建設省北陸地方建設局・北陸

Z術事務所
㈲北陸建設弘済会

1981 新潟県平野部の地盤図集（高田平野編） 建設省北陸地方建設局・北陸

Z術事務所
闇北陸建設弘済会

2000 新潟県地質図（2000年版） 新潟県地質図改訂委貝会 新潟県

2002 新潟県地盤図 新潟県地盤図編集委員会 ㈲新潟県地質調査業協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鴨居幸彦氏作成（2007．10）を一部修正）

的な資料に欠けている．

　新潟県平野の地盤図集（1981）は，建設省が北陸地域の平野部の地盤調査資料を収集し，

平野別に一定の様式に纏め総合的な解析・解説を加えて発行されたものである．解析編と

資料編とから成り，柱状図には内容の簡易な記載もあり，県内ではじめての地盤情報デー

タベース的な図書である．大部の印刷物のため高価で，一般市民が購入するというよりは

専門的地質調査会社が購入し，調査資料解析の指標として利用されてきた．

　2000年に発行された新潟県地質図改訂の際，IV応用地質，1．土木地質，1．1平野の地盤

に収録された沖積層は，小林・鴨井らによる最新の沖積層研究を活用して編纂されたもの

で，理学的資料を盛り込み総合的に解析されている．それ以前の報告書は，土質資料が主

となっているため沖積平野形成過程の資料としては精度に課題が残るものである．

2．2　新潟県地盤図の発行

　新潟県地盤図は，平成14年（2002）に㈲新潟県地質調査業協会40周年記念事業の一環と

して新潟県地盤図編集委員会により編纂，同協会から発行された．新潟県地盤図および同

説明書（以下「新潟県地盤図」と言う．）からなる．

　その編纂に当たっては，先に発行された新潟県地質図2000年版改訂の際，収集された資

料を核にその後の資料を加え，地盤を構成する沖積層に関し最新の理学的・工学的研究資

料を加え，総合的に解析した意欲的な内容となっている．同協会の総力を挙げた記念事業

にふさわしい印刷物として，現在，県内平野地盤の沖積層について最新の指標となってい

る．しかし，添付されている数葉の図面は，県内の各平野の代表的断面で構成されている

ことから，さらにその間を埋める断面図作成とそれに関連し総合的な解析を加え，新潟県

地盤図の精度向上を図る研究継続が必要とされていた．

　このような背景の下，当研究グループ発足の目的の一つは，それら既存の資料を活用し

継続的な平野地盤の研究を行うことにある．往々にして，既存の研究や報告書作成時に利



用するために収集された資料は，そのほとんどが利活用されないまま死蔵され，散逸して

きた．当研究において収集した地盤調査資料についても，この轍を踏まないようにしたい

ものである．新しく運用を開始する地盤情報データベースの今後の活用も期待したいとこ

ろである．

2．3　当研究グループの研究史

　前項で研究史のあらましを述べた．本項ではやや詳しく3年間の研究概要を述べる．

　2．3．1　「越後平野東部，五泉・村松地域における沖積層について（第1報）」

　　当研究グループが最初に研究対象とした地域についての報告である．同地域は，平成

　12年7月の能代川沿川に発生した甚大な水害の復旧事業に関連し，精度の高い調査資料

　の集積があること，（独）産業技術総合研究所が地質図（「新津」図幅）作成事業に着手し

　ていたことから，周辺の最新の地質情報を参照できること，また平野部での地質調査用

の試掘も計画されていたこと，また研究対象地域として比較的纏まった平野規模である

　ことに加え越後平野縁辺部にあたるため，沖積層基底までの深さが浅く堆積環境の変遷

把握に好適ではないかと予測されたことなど，初めて着手するための研究条件が整って

　いたことによる．

　　研究に当たっては，参加者を地形・地質グループ，地域の歴史・災害史グループ，地

質・土質グループに分け，専門的な調査を行うとともに，地盤調査資料の収集を精力的

　に行った．収集された資料は研究所（新潟市江南区亀田）に集積し，代表断面を作成す

るなど，諸解析に当たった．

　研究成果としては，次に要約される．

①周辺の地形・地質では，地域内の3大河川である阿賀野川，早出川，能代川が地形

　　のかたち，生い立ちにどのように寄与したか，また山地，丘陵，台地，段丘などにつ

　　いては微地形を含め考察した．

②能代川周辺の地形・土地利用・災害の歴史では，微地形と集落の変遷から当地の災

　害の歴史とあわせ，能代川の沖積層には早出川由来の堆積物がないなど特異な環境で

　あったことが判明した．

③　地下地質として，当地域の沖積層は（独）産業技術総合研究所の調査井（GN－1）

　の層相解析，1℃による年代測定結果などから，ほぼ1万年前以降の堆積物で基底の砂

　礫層は4万年以上と判明した．また，顕著な火山噴出物が認められ，火山灰の分析か

　　ら福島県の沼沢火山によるものと判明した．　　　　　　，

④当地域の沖積層の構成は，能代川沿いの地質断面図を作成し，基底の砂礫層を含め

　上部・下部・基盤の3層に分けた．上部層，下部層の境界は，発達した腐植物層に置

　き当地域の指標とした．当地域の沖積層基底深度は上流の村松市街地方向に浅くなる

　ため，市街地に入る付近では沖積層は数メートルと薄くなる．また，当地域の沖積層

　内には，ほぼ標高Om付近に分布する上・下部層境界とした連続性の良い腐植物層の
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存在や，村松市街地付近まで分布が認められた沼沢火山灰層の出現が特徴的であると

言える．

2．3．2　「越後平野東部，五泉・村松地域における沖積層について（第2報）」

　第1報に引き続き補足的調査・研究・解析を行い，第2報として纏めた．

　地質断面図では，新たに五泉市街地，村松市街地を結ぶ断面図を作成，早出川との関

係を考察したほか，第1報で区分した上下2層の土質特性についての資料を解析し，考

察を加えた．

①隣接する能代川沿いの断面と比較すると，上下を分ける腐植物層の分布水準は同様

　であるが，発達は弱く，火山灰層も断続的な分布を示す．

②沖積層基底深度は，能代川沿い断面よりも村松市街地に向かい急速に浅くなる．

③土質特性では，自然含水比と各種土性値，液性限界と圧縮指数，深度と各種土性値

　の関係などについて図示，考察した．

2．3．3　「越後平野に分布する沖積層の研究（第3報）」

　平成18年度に実施した報告である．研究対象地域が西蒲原地域へと拡大したため，副

題は，東部地域（五泉市）および西部地域（西蒲原）とした．なお，五泉市が平成18年

1月1日に村松町と合併したため，「五泉市」の表現としたが，旧村松町地域も含む．

　なお，本報告は，㈱環境地質科学研究所年報第18号に掲載したものを，許可を得て新

潟応用地質研究会の講演の際，資料として会誌第68号にも掲載している．

a　東部地域

　①地形・地質については，平成17年度の補足的な視点から山地・丘陵・台地・沖積

　　低地について調査，考察した．また，沖積低地は阿賀野川，早出戊lL能代川により

　　形成された特徴を考察し，その基盤の地層，地質構造線の新発田一小出構造線に関

　　連する活断層の村松断層について考察した．

　②地下地質については，東部地域の東西断面を2本作成し，能代川と早出川流域の

　　沖積層について考察した．

　③土質特性については，前報告で纏めた諸データをベースに一般的な沖積層の土質

　　特性との比較を行った．標準的とした数値に幅があるため，地域的な特性は顕著で

　　はないが，今後，他の地域との比較では地域性が明確になるものと考えられる．

b　西部地域

　当地域は，広大な越後平野中央部の南西地域である．平成18年度に収集した資料数も

膨大なため，代表的地質断面図は，阿賀市水原から新潟市秋葉区新津，南区白根を通り

西蒲区西川にいたるほぼ東西断面とした．

　①地形・地質は研究対象地域の平野西端に位置する角田・弥彦山塊から東端の新津

　　丘陵にいたる平野深部の基盤構造にも触れながら平野形成史を考察した．
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②越後平野の災害史では，地域を貫流する信濃川氾濫の歴史，平野を流れる各河川

　の役割，平野埋積過程における潟湖と集落の発達，さらに大河川の信濃川の河道の

　変遷を微地形から考察した．

③当地域の断面図として，阿賀野川から信濃川を横断する測線を選定し作成した．

　収集資料を十分吟味する余裕がなかったため，既存の新潟県地盤図を参考に概観す

　るにとどめた．

　　この断面図では，一見して新津丘陵付近を境にして阿賀野川と信濃川では沖積層

　の厚さ規模が大きく異なることが分かる．また，沖積層の構成内容についても阿賀

　野川では粗粒堆積物が多く，信濃川では細粒堆積物が多いことが窺われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石橋輝樹）

3．三条地域の歴史と河川と地形・地質

3．1　まえがき

　その土地の成り立ちや歴史は，その土地の地形や地質と深い関係を有している．

　三条地名の起源は13説があると言う．その中からいくつか要約してあげてみる．

　①昔，京都から来た三条左衛門定明なる有力者がここに来て，「この地は作物が育ち，海

産物も多く，舟運に良く新潟も近い，さらに日本海と山と湿地があり自然の要害である」

とし，さらに五十嵐川の清流が京の鴨川に似ていることが気に入ってここに城を建てたと

いう．後々三条様といわれたのが地名の起源であるとする説．②京都三条右太臣定方の子

孫，定広がこの地に来て鎮守八幡の宮司になって三条と称したという説．③荘園時代，弥

彦庄，出雲田庄，大槻庄の接する処であり，三庄（三条）になったという説．④古来物を

産する所，すなわち産所（三条）との説．⑤長尾高景の時代この地に城を建てるに際して

京都の将軍に稟請したとき，「城は三条（条は土地の広さ）あるべし」とし，その城主と

なった上杉憲実が三条少将と名乗ったからという説．⑥ここには中ノロ川，五十嵐川，信

濃川の三筋が集合せる地形上から三条の地名が起こったとする説などがある．
　　　　　　　　　　さんじょうがおか
　筆者の住む旧亀田町に三條岡という所がある．地元伊夜日子神社の宮司によれば，「かつ

て亀田の砂丘をぬって三筋の川が流れていた．これが三條岡の由来である」と言う．同じ

ように筆者も三条地名の起源は⑥説の三河川に由来するものと思っている．

　今，三条市を南北に二分する五十嵐川は，過去，要害山の麓を北流し保内方向に流れの

本流があった．また分流が多く氾濫を繰り返した．しかし，三条の統治者は地勢的に西の

海と東の山地，中間の信濃川を「戦略的な防御地と水運の要」と見定めてここに築城した．

当初城の北側にあった五十嵐川を南に新たに掘割，城郭のある内側の右岸を固め外側の左

岸を築堤せず，荒れた状態にして自然の要害とした．その後，五十嵐川の左岸は放置され

洪水常襲地帯となった．このため左岸側で洪水が多発して農民が困窮している．本研究で

はこの五十嵐川を中心とした三条と大河津間の低平地について，歴史的背景と地形，地下

構造，災害などについて述べる．
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3．2五十嵐川の変遷

　三条は火事も多く，古文書も焼失して過去の資料は十分に残されていない．’このため三

条に城郭があったかどうか定かでないが古城町，一の門（木戸），門前町など城や館に関係

する地名が実在する．信濃川がまだ，ささ流れであった天正時代，須頃島の一隅に築いた

一つの城（島の城）があった．新発田や高田のように石垣で築かれた堅牢な城とは別で低

平地に土塁などで囲んだ城であったと思われる．初めの城は，人の手によって信濃川の河

道を閉塞したり本流を変えたりしたがため，度重なる水害と川欠けで河道が拡大し城の存

在が怪しくなり，移転地を三条の北側に定め，先住の農民を荒廃した嵐南の地に移住させ

てそこに第二の城を築いた．

　明治末期ころまで城の移転地は古城町あたりであったとされたが，確たる証拠がなかっ

ザ／　　　　　　　　　「　　。。
　　　　　も「蚤　　「”　　　　　　　町　　1

　　　　叢・．　．・多

’　適口〔］

　　　明

　　　．　　打

ψ卓斗

宙　　∫

，．　9　←貝喰川

～「這こ一 @　　　　　　　　　　　　　　　　θ泉喰　　r界

　　　　η各委，ノ、’

　　　　　　　編燕詫鐸“一。薯

図一3．1三條城享保絵図（三条市史資料編1に地名を筆者加筆）
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た．戦後になって城に関する二十数点の古資料などが発見されて城の存在が明らかになっ

た．

　図一3．1は三条大庄屋が所持していたとされる享保（1716－1735）の三條城享保絵図で

ある．これによれば三条の城郭は門前町，常磐町，相生町，古城町，日吉町そして一ノ町，

ニノ町，西裏館などが城郭内に含まれている．城郭の外側は全部堀が廻らされている．こ

の城は元和三年（1618）市橋下総守長勝によって建てられたものとされるが，寛永十九年

（1643）幕命によって破壊された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わずか25年の命であった．慶安2年

・（碁一一

翌藷4、・

3鍵治纂・1649・・条・村・藩・支配下・置かれ・．

．．調≡　×ぺ　　　年代でみれば城が失われてから6～70年

γ　．賎ほど経・・三㈱絵・・描かれ・…

　r「』　　　喪塵5　なる．城が破壊された後，三条の地に城

、　醐題　腱てられていない．これ以前の城は先
灘㌶藁・述べ・・う・貝喰…流入点・道金・

図一3．2五十嵐川河道変遷図（一）　　　　この絵図で興味が持たれるのは河川の

　　　　　　　　　　　　　　　　　配置である．五十嵐川本流は先に述べた

i，爲碁繍≒㌶驚二三竺三
氏　流は城のある一ノ木戸方向や四日町方向

01萸　　．き舘　　　　　　　　　　のである．

晶≧麗野あ…現在・五欄・・元にな・たも

癌　　　　　o　　zこ・◎実　　　　を示した絵図である．正保時代（1644～
⑬

・S越」1θ蒜　　　図一3・・2（一）～（三）は五＋嵐川の変遷

裏　　　　　　　ロ　　　“　　　婿
ロ　　　榔

｝‘

P　　喰日　　町　　　　　　　　　　1646）あるいは慶安時代（1648～1651）・づ箒緊sの図とさぷ正確・時代・明・かで

　　　　　　　　　　　黙　　　　ない．

図一3．2五十嵐川河道変遷図（二）　　　　　（一）図の五十嵐川は枝状に分流して北
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西流す。五＋嵐川は魏の先で脳1。つな　　　　延長r’→募
流し，天神林で信濃川に合流している．一方　　　　　　　　　　　中　　，，．．、z

冗…ζ：・：竺ノ

㌫㌶蕊7撚㌫三嶽　直　蹴1噛ず
1議撫i㌫篇麗：：：’緋鷲璽竃

（二）図では五＋嵐川は肥町の」ヒ側を流れ　図一，．、五＋嵐川河道鐙図（三）

ている．また，信濃川が道金から須頃島の南

を通って裏館で賀騒荒とつながっている．これは天正年間（1573～1591）水運のために八

王寺と三条間を掘り割って信濃川と五十嵐川を結んだのだが洪水で川幅が拡大して大川と

なった．信濃川の水流は須頃島の南東を経て裏館から大島方面に流れた．さらに，元禄年

間（1688～1704）信濃川の大洪水で須頃島と大島とが接近している地点で破堤し，二つの

河川がX型に合流した．これは西側の中ノロ川が信濃川より2尺ほど低く，水は大島の西

側を通って流れた．その後，州島須頃島を管轄する村上藩と州島大島を管轄する新発田藩

の協定によって，二州間を閉塞している．

　（三）図では新飯田の南を流れる信濃川（福田川）が消えている．これは文政3年（1828）

11月12日に起こった大地震（三条地震）によってこの間の河床が隆起すると共に噴砂によっ

て堤防が破壊（土中割込）し，水が流れなくなって閉塞したためである．これによって道

金より下流，中ノロ川と信濃川は完全に分流することになった．

　信濃川と中ノロ川の水位は中ノロ川が低く，水は中ノロ川への流入量が多かった．この

ため大雨があると中ノロ川沿いは増水し度々水害が発生している．この水位差の対策とし

て慶安二年（1649）頃より中ノロ川と信濃川の八王寺分流点に杭を打って中之口川への流

入を制限する工事を行った．この普請は国役として主に八王寺村が実施したようである．

杭打ちは明暦（1655－1658）から万治（1658－1661）年間にかけても行われた．この結果

信濃川の水位は2尺（60cm）ほど上昇した．しかし信濃川の流れが早くなり洗掘を生じて

舟運に支障をきたすようなった．

　白根市史によれば『文化五年（1808）関係の村々で申し合わせて八王寺と上須頃問を狭

める運動を行ったが，信濃川右岸の村々は信濃川の河床が上がっていること，工事箇所で

水の流れが悪くなり破堤の恐れがあるとして反対し村上藩に訴えた．その結果村上藩は「中

ノロ川の川口に杭1本も打ってはならない」と杭打ちを禁止した．それ以降，中之口川の

沿川は水害に悩まされるのである」とある．

えた　ある　　な
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　川普請では市町村史でそれぞれ意見が異なるようである．例えば，与板城主であった上
　　　　なおえかねつぐ
杉家家臣直江兼続が中ノロ川下流部を改修して蛇行を直にしたとか，信濃川の下須頃から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　なおえ
大島までの信濃川を改修したのでこれを直江工事という，などとしている．しかし上杉謙

信は武将であり，戦に明け暮れていたはずである．一部の工事は確かに直江兼続によって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すぐみち
行われたかもしれないがもともと曲った道を直線にする直道とか，蛇行河川を直線にする
　　　すぐえ
ことを直江と呼んでいる．直江州と書かれる河川がすべて直江兼続による工事ということ

ではない．そう呼んでは村上藩や新発田藩は立つ瀬がないし，治水工事に献身的に働いた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すぐえちょう
住民に申し訳ないと思う．今でも三条市には直江排水路に沿って直江町という地名があり

読み方は“なおえ”ではない．

　以上のように信濃川及びその支流で多くの労力と資金を費やしたが，三条地域を初めと

する水害は解消されることなく，結果的に分水工事へと運動が続き，これが大河津分水工

事着工の力になったことは論を待たない．大河津分水の工事はそれに至るまで，そして工

事完了までの長い時間，筆舌に尽くしがたい物語であって，既に各方面で詳細な記録が公

開されている．したがって本報告で触れることはしない．

　冒頭に述べた五十嵐∫ll左岸の手付かずの堤防は三条市史にr明治12年（1879）本成寺村

片口の人，松尾与十郎が左岸の堤防を完成するまでは，両岸の堤防は等高ではなく常に左

岸が低い状態に置かれていたから，洪水に際して左岸地区はその都度被害を被り，島田地

区が最近まで堤外地として置かれ，大河津分水が出来るまでは毎年洪水の害をうけた』と

記述されている．

3．3五十嵐川から大河津間低平地の地形

　5万分の1地形図から標高を読んで低平地の等高線を描き図一3．3に示した．

この図から以下のようなことが言える．

　a，五十嵐川の扇状地・氾濫原

　　五十嵐川の扇状地はそれほど明瞭ではない．しかし，微細にみると五十嵐川が平野へ

　揖る中新から渡良瀬橋下流付近にかけて等高線が同心円状に見られ，五十嵐川の扇状地

　と考えられる．この扇頂の標高は16m，扇端は標高Hm，扇央の勾配は約2／1，000である．

　　五十嵐川が初期の河道となった越後大崎から　　　　　　国道403号偏端）

欝㌶㌶漂織｛錫：；塚　／／欝
聯饅霧嚇井栗などの自然堤防上に誓・、　蹴／

4諺務壕爽力毒三条霧霧こ籔る塚野§交鶯点　　　　　　　　　i嫉崎

蓼駕鰯謀ぎ弓嚢多ζなって挙る．これる嶽端と　　　図づ，4鳩討一嵐川砺畷原
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思われる（図一3．4）．

b，潟湖の痕跡

　信濃川が大河津分水に至る手前の右岸側に標高12～10mの等高線で囲まれた凹地があ

る．

　周辺には上沼，赤沼，下沼，大沼などかつて湿地であった地名が残る．ここには赤沼

という大きな沼があった．さらに信濃川右岸，天神林の手前にある柳場に，標高6mの

等高線に囲まれた所がある．これも大月潟の跡である．このように過去の低湿地が地形

に残されている．

c，信濃川の旧河道

　信濃川右岸，上沼新田から刈谷田川と信濃川の合流点を過ぎ対岸の熊ノ森と横田の間

を抜けて野本新田から西燕に至る一連の低地はかつて古信濃川の流路であったことが窺

える．

d，信濃川と中ノロ川の標高

　道金から下流で信濃川と中ノロ川の高さについてみると，道金～八王寺の中ノロ川が

標高10，9，8mと素直に高さに沿って流下しているのに対し，道金から三条に向かう信

濃川は標高10mの等高線に沿って流下している．これは河川の流れとしては不自然であ

る．信濃川のこの箇所は，前項で述べたように天正年間（1573～1591）水運のために八

王寺と三条間を掘り割って信濃川と五十嵐川を結んだ開削河道である．この自然に逆

らった改修が五十嵐川の流入点から下流の天神林まで信濃川の改修（直江工事＝天正十

年1582～慶長二年1598）を行うはめになった．また須頃島を初め中ノロ川下流の破堤を

引き起こす要因になった．

e，　地下地質との関連

　新潟平野全般に言われていることであるが，三条・大河津間の低平地も沈降の傾向が

あるとされる．

　この沈降は地下構造や地質構成など複合的な要因があろうが，一つには新しい堆積層，

すなわち軟弱地盤の厚い堆積環境もその一因である．

　このことについては後述する地盤構成で述べることとするが，等高線図からみて低い

地形は信濃川及び中ノロ川の流下域を中心とした地蔵堂から鵜ノ森に至る南西から北東

の線上である．この線下には土質工学上の判定指標となるN値の低い地層（軟弱層）が

厚く分布する．この線より西北西方向は比較的浅いところに更新世の地質が分布してお

り，この線より東南東側は砂礫層など粗粒な土質で構成されている．つまり，信濃川流

下域は軟弱地盤が優勢で，その両側（東西方向）は砂礫や更新世の圧縮性の小さい地盤

が分布している．

　この地盤構成は巨視的に見て地表の等高線に現れており低平地中心部の信濃川流路に

沿って地盤は低く，その両側でやや高い標高をしめす結果となっている．
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3．4　五十嵐川下流部の砂礫分布について

　三条市史（1）一昭和29年一に次の一文が

ある．

　「三条の地下構造は，極僅かの深さに就い

ては井戸掘り，土木建築工事等の場合に知ら

れて居たが，深部は判らなかった．幸いにも

昭和二十四年から翌年にかけて入幡宮社地内

に天然ガス井を掘ったので大体の地層が判っ

た．地表から18mが表土で，57．24mまでが軟　　　　　写真3．1八幡神社の池
砂，68mまでが鞭岩である．此の岩舶ま　ガス井戸はこの池の左にあった・

10．67mの厚さがあって現在まで三条で試みられた上総掘では此の岩板が抜けなかったの

である．以下451mまでは砂利，砂，粘土，玉石，頁岩等の各層の互層である．451mで掘

り止めたので夫れ以下は判らない．ガス噴出量が所望に達しなかったので廃坑となって，

今では少量のガスを混じた摂氏26度の水が自噴して社内の池に放流されて居る1．水の化学

的成分は分からない．（付記，この工事費450万円と言われた）

　所で問題になるのは表土の状態である．　目下施工中の下水道の幹線工事によって，あ

る程度の範囲の状況が判ると思うが今まで断片的に見た処からしては概ね青色の粘土質で

あって処々砂のみの部分もあった．』

　昭和24年当時であるから地質調査として専門的な知識も技術も乏しい時代であったと想

像されるが，上総掘りで451mの掘削は見事である．おそらくワイヤーロープによるパー

カッションであろう．それにしても深さ57．24m～68m問の厚さ10．76mの最硬岩とは何で

あろう．また地表から18mまでの表土とは何を指すのであろうか．

　八幡神社のある八幡町は五十嵐川が信濃川に注ぎ込む右岸にあって，後述するようにこ

こは軟弱層が厚く59m付近まではシルト・粘土・砂の互層である．

　近傍の既存資料（嵐川橋P－1）では，56m以下はN値50以上の砂礫が59mまで連続し，

ここで掘り止めとなっている．したがって問題の68mまで確認したボーリング資料は手元

にない．しかし，他の資料から考察して上総掘りで岩盤としたものは砂礫層であり，更新

世の上面，沖積世から更新世へ変わる境界に分布する硬質な岩質からなる礫層ではないか

と想定される．

　昭和24年頃に下水道整備を始めている先進性に驚くが，ここで言う表土とは締りの無い

軟弱層を指すものと思われる．つまり，土質工学的に問題視している地盤であろう．戦後

まもなくの時代，この文を書いた先達が軟弱地盤に心していることに感銘を受けたので紹

介させていただいた．筆者も興味を持ち，八幡神社へ行ってみたが，井戸はすでに埋めら

れていて温水も池に送られていなかった．

　先達と同様，我々地盤に関わる者にとって三条の地下構造はなおさら気にかかる問題で

ある．幸い各方面の機関や地質関連の企業からご提供頂いたボーリング資料が手元に集ま
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りつつあり，この資料を基に三条地域の砂礫層の分布をまとめ，図一3．5に示す．

　この図一3．5はボーリングで掘削した深さの範囲で，最深の砂礫層上面深度を示す．砂

礫層がボーリングの深さ内で確認された箇所を黒丸，ボーリング範囲で砂礫層に達しな

かった（未確認）箇所を白丸で示した．数字は黒丸では砂礫層上面深さ（m），白丸では

ボーリング深さ（m）を示す．これによれば，三条市の砂礫層は五十嵐川の下流に向かっ

て深くなる．すなわち五十嵐川上流部の如法寺一月岡一西大崎一柳沢一保内は深さ30mの

境界線次いで鱈田一曲淵一三竹一敦川一牛ケ島一柳は深さ40mの境界線．樋場一西本成

寺一1日競馬場一東別院一東裏館一塚野目が50mの境界線である．砂礫層の等深線は直線に

はならない．境界線の方向は略南東一北西で並列する．また五十嵐川の流路に沿って凹の

形になる，あるいは大昔の五十嵐川河道を示すのであろうか．

　50m境界線から北西側の砂礫層の分布深度は50mより深く，上須頃でのボーリングで深

さ63mである．この境界線南東側で構造物を支持する地層は砂礫層が圧倒的に多く，おな

じく北西側における構造物の支持層は深さ30m付近から分布する砂層が多い．

3．5　五十嵐川下流部の地盤状況

　主として，五十嵐川改修事務所から提供された「ユ6年災害資料」（ボーリング柱状図），

同じく三条地域振興局提供の五十嵐川関係資料を参考に五十嵐川下流部の模式地質断面図

　図一3．6を作成した．位置は図一3．3のBS－11～BS－22に対応する．このうちBS－18

～19間に中新9－Rを追加した．この模式断面図は土質の種類によって区分して示したも

ので，堆積時代を考慮した区分ではない．したがって本報告書の低平地を横断する地質断

五十嵐川下流部模式断面図
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面図とは目的が異なる．

　以下地盤構成について述べる．

　五十嵐川の河床に分布する砂礫層（G1－1）は河床部を除いてN値は50以上をしめして

連続性が良く，馬場から東大崎の少し上流まで浅層から分布し，東大崎から階段状に下降

して嵐川橋で標高一45mに達する．このうち上流の馬場から篭場にかけて砂礫層の下位に

新第三紀の泥岩（Ms）が分布する．

　嵐川橋及び常盤橋の標高一20mから砂礫層（Gl－1）上面まで厚さ約20mの砂・シルト・

粘土互層（a1－1）が分布する．本層はN値10～30の範囲をしめす．この上位に分布する

砂・シルト・粘土互層（al－2）はN値10前後で腐植土，砂礫を不連続に内在している．

他のボーリング資料を概観すれば（al－2）は本低平地に主体をなして分布するようであ

る．

　中新から田島橋下流の信越線橋梁までの河床部に厚さ5m前後の砂礫層（Gl－2）が分

布する．本層は五十嵐川の後期運搬堆積物，あるいは刈谷田川または信濃川の運搬砂礫層

のいずれかが考えられる．しかし刈谷田川あるいは信濃川水系の堆積物にしては比較的狭

い範囲に分布するので，五十嵐川が運んだ扇状地性の砂礫層と見るのが妥当であろう．N

値はバラツキがあり，かなり不均質な堆積をしている．

　砂層（Sn）は一新橋と嵐川橋～信濃川の2箇所の表層に分布する．　N値は10～20で締ま

りの程度は中位である．分布範囲と深さ並びに密度から見て五十嵐川及び信濃川の現河川

による堆積物と考えられる．

　一新橋のボーリング柱状図を見るとN値10以下の軟質なシルト層が標高一15m付近まで

見られる．

　他のボーリングのこの標高での土質は砂・シルトの互層であり，この軟弱層は限られた

範囲に分布する，その堆積経過についてはよく分からない．同じようなシルト層は東大崎

から曲渕にかけて堤防盛土の下にも見られる．

　堤防盛土（Ts）は厚さ1～4mである．土質も場所によって異なり，砂質，粘土質，礫

質とさまざまであるが，各柱状図ではそれぞれ互層で示されている．堤防の改修は江戸時

代から行われており，その盛土が近代の施工とどのように異なるのか興味が持たれたが，

柱状図だけでの識別は困難であった．調査に当たって注意されていたであろうが，手元の

資料では判読できない．

　以上、五十嵐川下流部の土質断面を簡単に述べたが，このうち砂礫層（Gl－2）は五十

嵐川の扇状地性の堆積物と考えられ図一3．3で示した五十嵐川出口の扇状地，標高16～10

mの等高線の範囲と一致する．またこれより下流の信濃川にかけて，三条市街地の上層に

は五十嵐川の運搬によると思われる砂礫層は分布していない．

3．6　あとがき

　新潟県は日本有数の農業県であり特に米との関わりが強い．これは肥沃な平野を有する
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こと，信濃川をはじめとして河川に恵まれ水が豊かであること，そして水と闘い農地を守

り育てた人々がいた．

　一方，江戸時代から明治に入って，他県では工業や教育に力を入れている．これに対し

て新潟県には江戸時代からつづく大河津分水をはじめとする治水事業が残されており，
いにしえ

古からの闘いを完結する必要があった．このため時代の変換点にふさわしい新たな事業が

出来なかった．本来であれば他県と同様，港湾，道路，鉄道，教育に力を入れたかったで

あろう．ちなみに新潟県の明治中期における予算執行は，農業関連を主体とした土木関連

費用に70％以上と極端な支出をしている．これが現在の基幹産業としての農業の発展を促

進したことになる．別の見方をすれば，他県が教育やライフラインの建設に力を入れてい

る中で，新潟が取り残されたことになる．三条から下流の越後平野の農民は，江戸時代か

ら長い間低平地を水害から守る闘いを続けて来た．このことは，どこの市町村史を見ても’

詳しく記述されている．この労苦は果たして新潟県の今に生かされているであろうか．治

水を何よりも優先しなければ生活できず，そのため後進県としてのイメージを抱かせてい

ないだろうか．

　他県へ行くと「新潟には何がありますか」と聞かれることがある．別の人からは「新潟

へ行くのに土産を何にするか迷います新潟には何でもあるから」といわれることがある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川島　隆義）

（参考資料）

1）五十嵐川且16年度災害関連地質調査報告書（柱状図）資料

2）三条地域振興局地質調査（柱状図）資料

3）三条市建築関係地質調査（柱状図）資料

4）昭和29年発行「三条市史（資料1）」

5）昭和58年発行「三条市史資料編」

6）平成元年発行「白根市史資料編」

7）昭和62年発行「中ノロ村史」

8）昭和60年発行「関屋分水路工事史」

4三条・燕・分水地域の地質断面図について

4．1　まえがき

　当研究グループは前述の研究史に述べたように，平成19年度は越後平野南部中央をほぼ

横断する形で既存の地盤図に無い断面線を採用して地質断面図を作成した．（図一4．1，4．2）

　断面線は，平成16年7月に発生した「新潟県中部7．13水害」で大きな被害を受けた一級

河川五十嵐川流域から燕市を経由して旧分水町に至る測線である．この近傍には，新潟県

地盤図の第10断面線があり三条市街地で交差する．また，越後平野を縦断する同図の長大

な第14，15断面と燕市，三条市内で交差しているため，それら断面図も参照し地層区分を

行った．
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詳細については「地質断面図」（図一4．2）を参照されたい．

4．2　層序区分および各層の概要

　本稿で示す地層名は詳細な検討を行う前であり，既存の新潟県地盤図の断面図を参考に

仮の地層名で表示する．今後，理学的資料，地盤調査資料の追加により層序区分や地層名

は変更する可能性がある．

　以上の条件はあるが，本稿での層序は次のように区分し，地層名・記号は出来るだけ新

潟県地盤図に沿った表示とした．なお，文中で記載するが，同じ上部層でも地域的な側方

変化が著しいため，下記の順序は上位・下位の関係を表すものでないことを，あらかじめ

お断りしておく．

沖積層

　上部層

　　盛土層（Ts）

　　上部粘性土層（Acl）

　　上部砂礫層（Agl）

　　上部砂層（As1）

　　上部粘性土・砂質土互層（Aal1）

中部層

　中部砂質土層（As2）

　中部粘性土・砂質土互層（Aal2）

下部層（A3）

　基盤層

　　上部更新統粘性土層（Pc1）

　　上部更新統粘性土・砂質土互層（Pal1）

　　上部更新統砂礫層（Pg1）

以下に各層の概要を述べる．

4．2．1上部層

　上部層は，N値を参考に粘性土，粘性土・砂質土互層では0～10以下程度を示す軟弱

層を最上位粘性土層とし，中部層との境界は新潟県地盤図の1℃測定値から各断面図で示

される上部層，中部層境界を参考とした．しかし，BS－6から西方に砂質土層が最上位

粘性土層の下位に発達して来るため，中部層との境界はBS－3の標高一10m付近にみ
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　られる約1m弱の砂礫層の存在，　BS－3－2の砂質土層に介在する粘性土層下限を手

　がかりとして境界線を引いている．新潟県地盤図の区分を参考にすれば，その境界は約

　5，000年前頃である．

　　一方，上部層の厚さは新幹線付近のBS－9－2で最大30m程度，平均的には10～20m

　程度であるが，断面線東端のBS－2，　BS－2－2では沖積層基盤の上部更新統が埋没段

　丘様に分布する上では薄く分布する．

　i）盛土層（Ts）

　　　本層は築堤盛土で断面図上での分布は五十嵐川の河岸に限られる．N値は1～7程

　　度である．

　ii）上部粘性土層（Ac1）

　　　本層は上部層の最上位に後述のAg1，　As1等と接して本断面図では最も広く分布す

　　る．N値1～3程度の粘性土を主体とする軟弱地盤を構成するが，一部は砂質土と互

　　層したり，砂質土に移化し欠如するところもある．所々腐植土層を挟在する．層厚は

　　3～10mと変化に富み，中之ロ川からJR越後線の西側まで発達するが，新幹線，高速

　　道路付近では厚さ10m程度の砂層で分断される．西端の分水町付近では更新統が埋没

　　段丘様に分布する西側のBS－1で24mと厚く，溺れ谷を埋積したものと考えられる．

　　　本層の中位には，三条市から五十嵐川にかけて局所的に厚い均質な粘性土層が分布

　　し、N値は2～10未満で比較的軟らかい．この層の層厚はBS－13付近で18mと厚いが，

　　東方の五十嵐川上流方向に薄くなり互層に移化しAg1層を2分する．また，この厚い

　　軟弱な粘性土層が認められるBS－13から西方は厚い粘性土・砂質土互層（Aal1）に

　　変わり，さらに西方のBS－7付近から砂質土層（As1）へと側方変化する．この粘性

　　土の分布は，近世まで残存していた広い湖沼跡を示しているようである．

iii）上部砂礫層（Ag1）

　　　本層は五十嵐川扇状地の主体をなす地層である．同川の越後平野流入口付近から東

　　では厚い砂礫層となり層区分はむずかしい．BS－17から同川下流部でシルト質粘性土，

　　砂質土互層を挟在し2層に分かれる．本砂礫層はBS－14とBS－13の間で尖滅し，砂層

　　に移化する．

　　　本層のN値は同川最下流部で4～50以上とばらつくが，上流部ではN値50以上とよ

　　く締まっている．N値のバラツキが大きい部分は下位に粘性土を挟在する特徴がある．

　　　本層が2層に分かれることは，五十嵐川により運ばれた砂礫が平野部に2回発達す

　　る環境が形成されたことを示唆している．

　　本層は断面図ではかなりの規模で発達しているように示されているものの，断面線

　　をはずれた地域の資料で見ると局所的な分布のようである．五十嵐川の平野と接する

・　地形は扇状地形を示すが，砂礫層の分布は旧河道のみで局在していると考えられる．

　上部砂礫層の面的分布の詳細は今後の課題である．
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iv）上部砂質土層（As1）

　　本層は燕市周辺に地表から深さ10m付近まで纏まって分布するほか，国道8号から

　東方にかけて最上位粘性土層の下位にもJR信越線付近まで分布している．　N値は10～

35程度の中程度に締まった砂質土である．また，BS－7以西から最上位粘性土層の下

位にも厚く分布してくるため，この範囲の砂質土層内における中部層との境界は不明

　である．特に，JR越後線から西方では，この砂質土層の標高Omより浅い部分に，細

礫が含まれている記載が見られる．

　　本層は，河道堆積物と考えると，流路の年代による変遷が推定されるかもしれない．

v）上部粘性土・砂質土互層（Aal1）

　　本層はJR信越線付近の厚い上部粘性土層から西方に，中之口川，北陸自動車道路を

越えBS－8付近まで発達する．砂質シルト，シルト質細砂など層相は変化に富み，少

量の腐植物片を散在する．

　　N値は砂層，砂質土層部分では高くなるものの，おおむね10～20程度を示す．

　　本層はBS－7付近から砂質土層に変わる．

4．2．2　中部層

　本層は信濃川付近から東方にかけては粘性土・砂質土互層（Aal2）が発達し，沖積層

基盤の高まりとともに薄化し，BS－18付近以東で尖滅する．信濃川付近から西方では互

層は砂質土層（As2）に移化し薄くなる．また信濃川以西の厚い砂質土層は，局所的に

薄い粘性土を狭在する．新潟県地盤図では中部層の上限境界をこの砂質土層の下位とし，

標高一20m付近としている点で本報告と異なる．

　今後の課題としたい．

i）中部砂質土層（As2）

　　本層は信濃川以西に厚く発達する．中之口川よりやや西側BS－7付近まで，上位に

粘性土との互層を狭在する．砂質土のうちシルト質部分はおおむねN値20前後で，砂

　層では30～50程度である．国道116号から西方では，かなり締まった状態でN値は50以

　上を示す部分も見られる．

　　新潟県地盤図の第14断面線と交差する地点の状況からは，本層は標高一20m付近ま

　で分布するらしい．

亘）中部粘性土・砂質土互層（Aal2）

　　本層は信濃川以東に厚く分布する．少量の腐植物を混入する．互層は粘性土の割合

　が高く，N値は10～15程度，薄い砂質土層部分では局部的に20以上を示す．本層は五

十嵐川の渡瀬橋付近から基盤の高まりにつれ急速に薄化し，BS－18付近で尖滅する．

4．2．3下部層（A3）

　本層は断面図上では，JR上越新幹線（BS－9－2）付近に薄く分布する．その柱状
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図で上部更新統に相当すると考えられる最下位の玉石を含む砂礫層の上位，シルトに富

む部分の5m程度を下部層とした．シルト層は中砂を挟み．「腐植物非常に多い」という

記載が見られる．

4．2．4　基盤層

　本断面図に記載した沖積層の基盤は，新潟県地盤図による上部更新統とした．また，

基盤層に達した調査資料が少なく，断面図中央部付近では内容不明であるが，断面図東

西端では基盤と考えられる地層に達した資料があるので，簡潔に記述する．

i）上部更新統粘性土層（Pc1）

　　断面図西端のB－2，B－2－2の薄い沖積層下位に分布する．砂質シルト～シルト

　層が主である．腐植物を点在し，全体に褐灰色を呈する．N値はシルト質層では10程

　度を示し，砂質部分では20～30を示す．

ii）上部更新統粘性土・砂質土互層（Pal1）

　　本層は断面図西端に位置するBS－3の標高一10m以深に発達する．沖積層との境界

　には約1m弱の砂礫層が見られる．上位の沖積層は中～粗砂が主で，10㎜以下の細礫

　を混入する．

　　本層は標高一40m付近までは砂層に富み，それ以深はシルト質粘土が主となる．粘

性土，シルト層などのN値は10～20程度であるが，「固結状を呈す」という記載が多く

　見られ，砂質土は細砂がほとんどである．

iii）上部更新統砂礫層（Pg1）

　　本層はJR上越新幹線付近のBS－9－2，信濃川以東で基盤の埋没深度が浅くなって

　来る箇所に認められる．BS－9－2付近では「玉石混じり」の記載がある．

　　砂礫層の礫径は，場所により異なるが10～70㎜程度，岩種は頁岩，砂岩，緑色岩，

　安山岩，凝灰岩などで，「亜円礫」の記載がある．色は埋没深度の深い箇所では暗青灰

　～暗灰を呈するが，五十嵐川上流部のBS－19以東の砂礫層は褐色～灰褐色～黄褐色

　を呈する．地表の酸化の影響と見られる．

　　なお，BS－19以東の砂礫層については，現河床砂礫と基盤の砂礫層と区分はむずか

　しいため，線引きはしていない．

4．3研究結果のまとめ

　本研究では地層の層相と堆積環境をもとにこの地域を上部・中部・下部・基盤層の4つ

の地層に区分した．この過程で以下のことが明らかになった．

①Ac1層が西縁部で局所的ではあるが極端に厚く堆積し，基盤の新第三紀層に直接堆積

　している．これは弥彦・角田山塊に沿う活断層等の構造運動と島崎川の堆積作用と関係

　する可能性がある．

②As1層は独立した島状に分布し，これに接してAc1層が後背湿地状に軟弱地盤を形
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　作っている．これは信濃川の河道の変遷と関係する可能性がある．

③Ac1層の中で，　BS－13付近で極端に厚いものの分布範囲は狭い軟弱地盤を形成してい

　る．これは安定した後背湿地環境で形成された可能性がある．また，本層の東方への延

　びが，Ag1層を2分しているが，これは五十嵐川の河道の変遷と関係している可能性が

　ある．また，Ag1層の面的広がりと五十嵐川の流路変遷との関係も今後の課題である．

④As1層とAal1層が西側と東側に対立する形で分布するが，これは信濃川の過去の河道

　の変遷を示している可能性がある．

⑤As2層とAal2層が西と東に対立的に分布するが，これも信濃川の河道の変遷を示して

　いる可能性がある．

⑥Pc1，　Pal1層が独特の分布をしているが，更新統である可能性を考慮して，さらに周

　辺の資料との関係を検討する必要がある．

⑦断面図東端のPg1層は，沖積のAg1と基盤の砂礫層とに区分可能か今後検討が必要で

　ある．

4．4　今後の研究方針

　本研究結果から，様々な問題点が明らかになった．すでに報告した五泉村松地域と異な

り，本地区は日本最大の河川，信濃川およびその支川を抱え，活構造の構造運動も活発な

地域でもある，複雑な地質構成であることが考えられる．

　現在，新潟大学理学部地質科学科教授　立石雅昭氏が中心となって，越後平野で沖積層

の最も厚くなる鎧潟地区で堆積構造の研究を進めており，その概要は本報告に後述されて

いる．

　本研究グループも，関連する研究と連携し，さらに資料収集を進め，出来るだけ多くの

地質断面図を作成し，越後平野の形成史とその形成環境の違いによる地盤の特性を明らか

にしていきたい．

　　　　（栢森宇一郎，川島隆義，小林巌雄，須田公人，鈴木正喜，山本　毅，石橋輝樹）

（参考資料）

新潟県地盤図および新潟県地盤図説明書，新潟県地盤図編集委員会編，2002，㈲新潟県地

　質調査業協会

5．西蒲原地域周辺の土質特性について　　　　　　　　　　，

5．1土質特性分析に利用した資料について

　今回の土質特性分析は，現在の燕市を中心として，旧中之ロ村，旧岩室村，旧潟東村，

旧巻町を含めた西蒲原地域周辺の土質試験資料を収集し，これをもとに考察したものであ

る．
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5．2　各種土性値の相関について

　5．2．1　自然含水比との関係（図一5．1～図一5．8）

　　湿潤密度（ρ、），間隙比（e）と自然含水比（砺）は，’飽和条件下で・土粒子の密度

　（ρ。）が一定であれば次式から求められる．

一＝
ﾙ1 ?i9／c孟）

　　　　　ρ、　　s・ρ・

　（e＝協・ρ。として，S＝100％）

　ρ、：土粒子の密度　S：飽和度　ρw：水の密度

　　図一5．1，図三5．2から当地域の土質の多くは　ρ。＝2．5～2．7g／dで，一般的な沖

　積粘性土の範囲にあり，ρ、が小さく，eが大きいものは有機質分を多分に混入している

　土質と考えられる．

　　図一5．3，図一5．4から当地の自然含水比（協）と液性限界（耽），塑性限界（協）

含水比と湿潤密度の阻係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　含水比と間隙比の閲係

1．0　　　　　　1。2　　　　’　1．4　　　　　　1．6　　　　　　1．8　　　　　2．0

　　　　湿潤密度ら！cm3］

図一5．1　　　　　　　　　　　　’　　　　図一5．2

含水比と液性限界の関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　含水比と箆性阻界の閲係

0ρ　加ρ　鋤　600　8。ρ　1。凱0120⑩’40」　　　　　0⑩　200　ω0　6°0　800　1°°0
　　　　　液性隈界偶）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箆性限界（％）

　　　　図一5．3　　　　　　　　　　　　　　　　　図一5．4
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の相関性を見ると，一部　碗く脇である（液性）ものの，多くは耽〉肪〉晦（塑性）

を示す．多くの値が，液性限界（耽）＝肪～既＋30，塑性限界（防）＝脇～w6－40の範囲

にある．

　よって，当地域の粘性土は，現状では安定した状態を保っていると考えられる．

　図一5．5より一軸圧縮強さ（qα）は，自然含水比（肪）が小さくなると増加する傾

向がうかがえる．特に自然含水比（陥）＝60％以下においてその傾向が強いが，全体の

試験値のバラツキも大きく明瞭な関係性とまではいえない．また，今回対象とした粘性

土の一軸圧縮強さqロはおおむねαα＝50kN／㎡程度以下であり，　Peckの式（qα＝（100

N／8）kN／㎡）から考えるとN＝4程度以下と考えられ，軟弱な粘性土であると言える．

　図一5．6より含水比と圧密降伏応力（兄）との関係性は著しくばらついている．これ

に対し，図一5．7より圧縮指数（C）は，ややバラツキはあるものの含水比に比例して

値が大きくなる傾向にある．その範囲としては一部はずれる値はあるが，多くは

　C＝0．01（砺一20）～0．01（肪＋20）

図一5．5　　　　　　　　　　　　　　　　　図一5．6
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図一5．9　各種土性値の深度分布図

にある．

　また，図一5．8より，液性限界（w元L）と圧縮指数（C）の関係性は，比例関係で多く

はG＝0．01蹴～0．01（w、－40）の範囲にある．これらのことか・ら，今回対象とした粘性土

は，調査地点により圧密特性が異なることが考えられる．したがって，同じ規模の構造

物を構築する場合でも，地点によって圧密沈下の挙動が異なることが起こりうる．

　5．2．2　採取深度との関係（図一5．9）

　　　図一5．9より各土性値と深度との関係はバラツキが大きく明瞭な関係はみられない．

　　　今回の考察では，とくに深い深度の試験データが少なく，明確な土質特性値の傾向を

”掴むのが困難であった．今後は，さらに当地域のデータ収集を行うことにより，現在よ

　　り明瞭な関係を考察することが可能になると考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石黒　直紀，山本　　毅）
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　　図一6．1干拓前の鎧潟　米軍撮影による空中写真（国土地理院資料）

6．鎧潟コアボーリングの各種分析結果（鎧潟コア，YA－1）

6．1鎧潟コアボーリングの概要

　本コアボーリングは越後平野中央部西蒲原地域において掘削された．ここは昭和30年代

に国の干拓事業によって陸化された鎧潟の最北部にあたる．この潟は1600年代の絵図に描

かれ，分水より信濃西川の分流が鎧潟に流入している．明治44年の5万分の1地形図には，

東西約2．5km，南北約1．75kmの楕円形をした水面をしめし，湖面の面積は約2，300ha（干

拓面積）である．潟には分水付近から流下する大通川が南側から流入し，一方北側から新

川が流出し日本海に注ぐ．比較的最近まで残った潟であり，鳥の飛来地として，また，魚

介・植物類の採取沼であった．図一6．1は米軍撮影による国土地理院所蔵の空中写真であ

り，潟の最後の様子が窺える．分水付近において3つに分流する信濃川の流路の内，西側

の西川と中ノロ川の間に位置するいわば後背湿地に当たる所に広がる潟の一つである．

　実施された試錐は越後平野中央部で，沖積層の層厚が厚い所である．またかつて白根潟

が存在していたと言われる場所で行われた．この試錐は沖積層の層序を明らかにすること

を目的とした層序試錐で，模式層序の確立のためとして実施され，種々の分析を試みるこ

とが計画されている．現在，コアの肉眼的観察，写真撮影，ソフトX線写真撮影，堆積相

観察とその解析概要，一部ヒ素を含む化学・鉱物学的分析が行われた．さらに54点の植物

片および貝殻を試料とするAMS（Accelerator　Mass　Spectrometry）による14C年代が

測定された．

　掘削地点（図一6．2）は新潟市（旧巻町大字）巻甲で，鎧潟北部の鎧潟干拓記念碑の脇

である．北緯37°46’43．0”，東経139°55’54．8”に位置し，標高＋1．21nである．掘

削機は東邦J1で，コアーパックチューブを着装した．掘削期間は平成17年3月25日～同年
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4月14日の21日間である．

　得られたコアは，掘進長129．4mまでほぼ

垂直に掘られた．

　掘削費用には文部科学省科学研究費補助金

（代表者立石雅昭）が使用された．本小論は層

序と堆積相，AMSによる年代測定，および海

水準変動について議論した2つの報告（田辺

ほか，2006；Tanabe　eεa1．2006）を基に

その内容を紹介し，筆者ほかがこれまでに報

告（安井ほか，1998，2001；Yasui　e亡a∫．，

2000；鴨井ほか，2002）した本地点より約8

　　　　　図一6．2位置図　　　　　　km東側に当たる白根地区白根バイパス調査
（国土地理院発行5万分の1地形図「弥彦」使用）（国土交瀦新關道工轄務所）での白根8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1コァとの対比ほかについて考察する．

6．2　コアの層序概要と堆積相解析

　本孔において沖積層とされる白根層の基底は，約120m付近と推定される．沖積層の可能

性がある122．7mの材は約4万年前の値を示し，それよりも浅い地層との年代値が26，000

年の隔たりがある（図一6．3）．本論では，深度約1．6mから約120mまでを沖積層としてお

くが，129．4皿まで沖積層と考えられるのかも知れない．

　堆積相の解析には，岩相，その重なり，岩相境界の性状，堆積構造，粒度，粒子の支持

様式，体化石，生痕化石，植物根などを調べ，総合的堆積相の環境解析を試みた．その結

果，7つの堆積相が識別された．以下，田辺ほか（2006）による．

河川チャネル相（深度：129．4～120．5m，113．5～109，6m，103．6～96．8m）

　上方細粒化する中礫混じり中粒砂～細粒砂層．トラフ型斜交層理と平板型斜交層理．上

方細粒化する斜交層理砂は，蛇行河川のポイントバーに特徴的な堆積物．

氾濫原相（深度：120．5～113．5m，109．6～103．6m，96．8～85．4m）

　植物根を多く含む泥炭質シルト層と逆級化するシルト～中粒砂層の互層．逆級化構造は

自然堤防帯を超えて流れ出る洪水氾濫流によって形成．蛇行河川氾濫原に特徴的な構造．

塩水湿地相（深度：85．4～53．Om）

　生痕化石と植物根を多く含む砂泥細互層．シルト層は中粒砂層に逆級化することが多い．

生痕化石と植物根が混在する．深度73．1～66．5mの砂層はトラフ型斜交層理があることか

ら塩水湿地内のチャネル堆積物．

ラグーン相（深度：53．0～23．2m）

　シジミなどの貝化石，生痕化石を多く含むシルト層と砂泥細互層．この堆積相の深度

43．0～38．2mは塊状シルト層からなり，シルト層に挟在する砂層の頻度と層厚が増し，上
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方粗粒化することから，湾奥デルタ相に移化する．塊状シルト層は波浪の影響が及ばない

ラグーンの湾央部において堆積したと考えられる．一般にシジミは強内湾泥底に多く棲息

する．

湾奥デルタ相（深度：23．2～16．3m）

　細粒砂層と中粒砂層．平板型斜交層理と平行層理が顕著にみられる．トラフ型斜交層理

は認められない．

湿地相（深度：16．3～1．6皿）

　生痕化石と植物根を多く含む泥炭層シルト層．塩水湿地相に比べ植物片を多く含む．淡

水の影響が強い塩水湿地における堆積物．

盛土（深度：1．6～Om）

　砂礫層からなる人工的な耕作土および被覆層．

酬W　　朋の培鋤　自根15’12《駈靱地コ田・2・・2）

図一6．3鎧潟コア（田辺ほか，2006）と白根8－1コア（安井ほか、1998，
　　　　2001；Yasuiθr∂’．，2000；鴨井、2002）との対比
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6．3　鎧潟コア柱状と白根8－1コア柱状の対比

　　ここで対比を試みるコアは，西側の鎧潟コア（Ya－1；Tanabe　eτa1．2006）と東側

の白根8－1コア（新潟県地盤図第ユ5断面の15－12コアに同じ；安井ほか，2001；鴨井ほ

か，2002）の2本のコアである．いずれも，堆積学的な検討として詳細な層相解析が行わ

れた．その結果の概略を図一6．3に示す．

　両コアは新潟県地盤図の第9断面を見てもわかるように，一つの堆積場の中に位置づけ

られる．両コアの堆積相の解析結果は非常に良く類似し，大きなくくりでは同様な変遷を

たどったと言える．下位よりその変遷をたどる．

　（1）約120～130mの間において，年代的には数万年の間隙が予想される層準があり，両

　　者の間には不整合の関係が浮かび上がる．堆積相としては，いずれも粗粒の河川堆積

　　物である．

　（2）「沖積層」の基底は上述の関係が不整合であれば，この層準に置かれる．

　（3）両コアの沖積層は下位より河川一氾濫平野相，塩水湿地・潮間帯・河口等の相，ラ

　　グーン相，デルタ・ラグーン・河口相，そして河川一氾濫平野相の5つの堆積相に区

　　分される．それぞれの境界の内，4つの境界はほぼ同じ深度に存在すること，すなわち

　　同じ層厚でもある．塩水湿地等の堆積相とラグーンの堆積相の境界はややずれている

　　が，両者は堆積相を認定する際の基準の違いによるためであろうか．しかしながら大

　　きく見れば，一つの潟の中で進行した変遷過程と見ることができる．

　（4）両コアでの堆積相は堆積物の層相を見ると異なることもあり，堆積場所による違い

　　でもあるが，周辺の多くのコアの観察が望まれる．

6．4　堆積曲線，海水準変動，沈降速度

　図一6．4は堆積曲線であり，堆積相との関係を加味して読図をすると，興味深い．

　田辺ほか（2006）は，Ya－1コアでの堆積物が下位より前述したように堆積相を変遷さ

せながら，14，500～1，000calBPの間に最終氷期の開析谷を層厚約120mの砕屑物で埋積し

たと記述した．さらに，下位から河川チャネル相からラグーン相にかけて上方に向かって

深い潟になり（上方深海化），その後潟の中央部が塩水（性）湿地の堆積相にかけて上方に

向かって浅い潟から陸化していく（上方浅海化）と判断した．

　このことから，Ya－1コアにおける最大古水深は約8，000caIBPに認定されるという．田

辺ほか（2006）は用語の使用法を誤っている．最大海氾濫面：堆積体の後退・前進境界を

さす（1本のコアからでは認定できない）．

　Ya－1コアの地点において海進に伴って堆積した塩水湿地の堆積相の堆積年代は

11，000～9，500calBPであるので，この相を潮間帯の指標とすると，東京低地から中川低地

に至る海水準変動曲線との比較から，越後平野西蒲原における過去1万年の沈降速度は3

㎜／yrと推定される．

　さらに，筆者は4，500～5，000calBP以降に堆積した湿地や河川一氾濫平野の堆積物を0

1n±の標高として考え，この間に堆積した地層の層厚から堆積速度は3㎜／yrとなるが，
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図一6．4　鎧潟コアの堆積曲線（田辺ほか，2006）

この値を沈降速度に読み替えてみる．

　堆積速度は7，500calBPを境に変化し，以後で遅くなる．さらに5，000calBP以後で穏やか

になる傾向が見られる．これらの速度変化は海水面上昇，堆積物の供給，拡散などによっ

て変わると見なされるが，現象的には前段の海面上昇期に続く後段の海面停滞期として，

平野形成に大きく関わる海水面変動期を区別している（Kobayashi　eτa1．2004，タイで

の国際会議（ICAMG，　IGCP－475）；小林，2007）．海面上昇期には河川システムのほか，

アグラデイションによるデルター外浜システムからラグーンーバリアシステム（ト部ほか，

2006）へ，また海面停滞期には，ラグーンーサンドバリアシステムのほかに，プログラデー

ションによるサンドバンク・ストランドプレインの成長によって越後平野は拡大を続けた．

（田中里志（京都教育大学）・田辺　晋（（独）産業技術総合研究所）・小林巌雄・立石雅昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新潟大学））
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z謝　辞
　当研究グループの平成19年度の研究対象は，平成18年度から一部資料収集に着手した西

部地域（西蒲原）である．当研究は第1期3年間の最終年度にあたるが，広大な越後平野

のわずかな部分を終わったにすぎない．本年度は，当地域の公共機関のご理解により円滑

に収集した資料の一部を解析し地質断面図を作成したほか，研究対象地域の歴史と河川，

地形，地質や新潟大学における鎧潟で実施した最近の研究成果の概要，また，燕市周辺の

浅層の土質特性などについて纏めた．

　一方，資料収集対象機関は，平成19年4月に広域合併し日本海側初の政令市となった新

潟市の西蒲原地域に関連する下水道関係事務所，および平成16年に激甚な水害（7・13水

害）に見舞われ，災害復旧事業がほぼ完了する新潟県三条地域振興局五十嵐川改修事務所

とした．

　新潟市の下水道関係事務所は，まだ合併後の組織整備の熟度が上がらない雰囲気の中に

もかかわらず，旧市町村に保管していた資料を集めて頂くなどご苦労をお掛けした．また，

県五十嵐川改修事務所からは，年明け早々の多忙な時期にもかかわらず貴重な資料をお借

りした．関係者の皆様方に厚くお礼を申し上げたい．

　第1期の終了に当たり，成果の一部を地域の市民の皆様に公開し，地盤の重要性につい

て興味・関心を高めていただくため，五泉市において3月22日（土）に市民講演会を開催
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した．講演会の内容項目は，当日の講演要旨の目次を添付したので参照されたい．（P117）

講演会は，講演のほか地震災害に関する地盤災害，当地域の地質断面図などのパネル展示，

平成17年に（独）産業技術総合研究所が五泉市土深地内で調査したボーリング（GN－1）

コアの剥ぎ取り資料や，県内に分布する軟弱な腐植土の展示，さらに講演と併せ土の強さ

を測定する試験のデモンストレーションなども実施したことから多彩な内容となり，参加

者も興味をそそられたようであった．当日の参加者は約70名と盛会裏に終了した．

　市民講演会開催にあたっては，五泉市，五泉市教育委員会の特段のご指導，ご協力をい

ただき，また，多くの機関からご後援をいただいた．講師は，新潟応用地質研究会会員を

主にお願いしたが，地盤はその地域の長い歴史の反映でもあることから，村松郷土史研究

会会長の大塚芳男氏を通して同研究会会員の伊藤　正氏にも地域の歴史と地盤についてご

講演をお願いした．講演は，当研究グループ員が一時の現地調査だけでは知ることのでき

ない大変興味深い内容であった．講演会に協力いただいた講師の皆様，後援いただいた各

機関の方々に心から感謝申し上げたい．

　本研究を進めるに当たり，研究員の所属企業，機関から常日頃何かと支援・協力をいた

だき，また，当研究会からのグループ研究費助成，共同研究者の肋環境地質科学研究所か

らの研究費助成を継続していただきスムースな研究活動を続けることが出来た．ここに記

して感謝申し上げたい．

　本来，本報告に際し研究推進に協力，支援をいただいた方々のお名前をあげて厚意にお

応えすべきところですが，紙面の都合で割愛させていただき，今後，良い成果を挙げるこ

とでご好意に報いたいと考え，研究員一同引き続き努力する所存でおります．

　これからも協力，支援をお願い申し上げ謝辞に代えさせていただきます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川島　隆義）
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