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プロローグ 

 人は事物の歴史を、その変化にみいだしていく。ところが、

変化をとらえる時間的な尺度は、年を単位としながらも、地球

の創世記のころであれば億年の、また近き人間の歴史であれば

おおかたは１年の間隔で推し量り、その尺度はさまざま。 

 それは、人が、事物やみずからの来歴を知るうえにおいて、

それぞれの変化するスピードに適応させ、いわば測定の時間幅

をかえることで変化をとらえやすくするための手法。 

こうした違いをみせる時間尺を念頭にして宇宙創生からの

歴史をたどると、地球、またそこに存在する大地も、まるで生

き物のように変化しつつ現在へいたっていることがわかる。 

われわれが暮らす日本列島、その武蔵野台地も、人の歴史を

推し量る時間尺のなかでは不動に思えても、地球の歴史をひも

とく時間尺のなかでは生物進化上の人類の誕生に同じく、生れ

たばかりの状態にある。地震・噴火・洪水。それら日本列島を

特徴づける自然災害の多さは、まさにそれを映し出している。 

 日本列島の地形は、海岸や山あり、盆地あり、平野ありと変

化に富む。したがって、この国に暮らす人々の居住域も、海や

山稜や川により細かく分断されている。そして、この複雑な地

形が地域間の気象条件のちがいを生みだすことで、日本列島に

は、地域色豊かな文化が開化しているといえる。しかしそれは、

さきの自然災害の多さを考慮したとき、人々が地域ごとに幾多

の災害と向きあい、互いに助け合って復興を遂げてきた、先祖

からの郷土を愛する強き意識のうえに開化していることを見

過ごしてはならない。 

 これから述べる郷土清瀬の歴史において、もっとも大切な視

点が、そこにある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 武蔵野台地の地形と地質 

 第１節 日本列島の形成 

 

宇宙が誕生したのは 150億年前。その宇宙は、無の世界に突

如起きたビッグバンといわれる、超高速にして超高温・超高密

度の光に満ちた爆発的膨張現象のなかから生れ、時間や空間、

さらには物質も、その起源はすべてこの時点にある。 

無限につづく宇宙の超高速の膨張とは対照的に、それに包み

込まれたなかでは、億と云う時間的な尺度をもたなければ変化

をとらえられぬような静寂がつづく。 

やがて 46億年前、星間ガスやチリの集まりのなかから太陽

が輝きはじめ、そののち太陽から 1億 5000万㎞離れたところ

に微惑星から成長した原始惑星があらわれた。それが地球。 

この創生期の地球上では、重力に引き寄せられた微惑星や隕

石が衝突をくり返し、溶けた岩石がおおう高温の世界が広がっ

ていた。 

数億年の後、微惑星や隕石の衝突が減少しはじめると、地球

の表面では温度が低下し、溶けた岩石が被膜のように凝固。こ

のことで火山ガスからなる大気も冷却され、水滴が生み出され

た。そうした条件が一旦整うと、水滴は雨となり、数千年にわ

たりとどまることなく降りつづき、海が誕生。 

海は、急激な温度変化、また紫外線の影響などを緩和し、生

命の誕生を育む。いまだ生物には過酷な環境であったが、そう

したなかでも太陽の光をうけ、豊富に存在する二酸化炭素を摂

取して光合成をおこなうランソウ類の生命維持活動は活発で、

棲息域を急速に拡大。そしてそれら光合成から酸素がつくりだ

され、放出された酸素からは生物に有害な紫外線をさえぎるオ

ゾンも生成された。 

こうして地球の環境は生物に適したものへと変化。古生代に

入る 5億 7000万年前ごろからは、生物の進化を千万年から百

万年を単位とする尺度で推し量れるほどの環境の豊かさをも

たらした。 

さて、こうした数億、数千万という尺度をもって地球の誕生

からの歴史をたどりくると、不動に思える大陸さえも、まるで

生き物のように地球上の青き海洋のただなかを彷徨っていた

ことがしられる。 

古生代には、地球をおおう海洋の一画にゴンドワナと名付け

られる一つの巨大大陸が出現したと考えられている。その巨大

大陸は、地球内部のマントルの多様な活動により引きちぎられ、

それぞれに移動しはじめた。 

分断された大陸は、こんにちの海洋を隔てる南極、オースト
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ラリア、インド、アフリカ、ユーラシア、北アメリカ、南アメ

リカなどを形成する大陸で、過去には南北アメリカ大陸が、ア

フリカやユーラシア大陸と接近していた時代もあり、また未来

にあっては、オーストラリア大陸が現在のインドネシアのあた

りへ北上して来ることが予想できている。 

こうした地球上の大陸形成の歴史のなかで、日本列島が姿を

あらわしはじめるのは、わずかに 1900万年前ごろから。 

ユーラシア大陸の東縁は、地下深くからマグマが噴き出す火

山活動の激しい地帯で、陸地の隆起・沈降など、大規模な地殻

変動が起きていた。そして、こんにち列島の各所にみられる花

崗岩は、そうしたマグマが地下で固まり形成された岩石。 

これら列島の骨組をつくりだした岩石のなかには、磁石のよ

うに磁性を帯びるものがある。 

磁石と同じであるから、方位に対しては北を向く性質をもつ

のであるが、各地に堆積する岩石の方位を現状の位置のままに

調べてみると、それらは必ずしも北を指向してはいない。それ

ばかりか、東日本では北北西を向き、西日本ではほぼ北東へ向

く統一性のあることが研究者によって指摘された。 

このことから、噴火による高熱下で磁性を帯びた岩層が、そ

の形成時には北を向いていたはずが、その後の地殻変動で、現

在の方位へおし曲げられ移動していることがわかってきた。 

この岩石に記憶された方位の痕跡をもとに、古き列島の方向

性を復元してみると、下図のように、列島のおおまかな輪郭が

中国大陸の縁に沿うものであったことが検証された。 

 

     岩石の方位とその復元された位置関係 

 

現在の日本列島の形は、つぎのような過程を経て形成されて

いる。 

1900万年前ごろ。中国大陸の一部をなす海洋に面した地域

が、激しい地殻変動をうけて分断され、大小の島が列する群島

を形成。 

 

1900万年前 

 

 1450万年前 

  

500万年前 

 

その後 1450万年前ごろに至り、大陸と群島の間に巨大な断層

帯が出現して東域一帯が沈降。それと連動するように、東方の
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海底、それは南から北へおし上がるフィリピン海プレートと、

東から西へ押しつける太平洋プレートに挟まれた位置に形成

されていた海嶺だが、その海底の山脈が崩れ出している。 

こうした激しい沈降をともなう地殻変動により、当初は大陸

に併走していた縦長の群島は、その中央部から、あたかも逆Ｌ

字形に折れ曲がり、北側には火山島が点在。こうして大陸と群

島は明確に分離し、その間に創生期の日本海である、広大な内

海がかたちづくられた。 

それらは、地球内部のマントルの対流によって引き起こされ

たもの。日本列島の周囲には、北から北米プレート、太平洋プ

レート、フィリピン海プレートという、まるで列島が引きつけ

ているような異なる方向をもつ地殻の動きがある。さきにあげ

た 500万年前の図中に丹沢山塊を示しているが、この丹沢山塊

と、後に示す伊豆半島は、ともにフィリピン海プレートにより

南方から運ばれ、列島に衝突して組み込まれた特異な形成過程

をもつ。 

そうしたプレートの動きを模式化したのが下図。 

ここで太平洋プレートを例にとると、列島の下には、それに

つづくユーラシア大陸へ入り込む巨大な太平洋プレートの動

きがある。その活動により、列島のプレートに接する付近の基

盤は、絶えず圧力をうけ(図中※印の部分)、そのプレートに引き

ずられる限界に達すると、もどろうとする力で基盤が跳ねあが

り崩壊する。地震も、津波も、その巨大な振動により引き起こ

される。 

800万年前ごろより、南北に連なる各所の火山島で火山の活

動が活発化。それにともない造山運動へつらなる地殻変動が起

き 1000ｍを越える隆起が生じ、こんにちの列島の骨格を為す日

高・中部・四国・九州などの山地が形成されていった。なかで

も、伊豆から長野・新潟にかける地帯では、中部山脈を形成す 

 

 

          プレートの移動構造 

るフォサマグナといわれる巨大な地殻変動にともなう大地溝

帯が生みだされ、列島の東西を分ける巨大断層帯(中央構造線)

が出現。 

 通常、断層と云えば、小さいものは一過性の地殻変動による

ものだが、この地帯では同じ位置や方向で地殻変動がくり返さ

れることで、列島の行く末をになうほどに巨大な断層帯となっ

てあらわれている。したがってフォサマグナの地帯をつくりだ

したような地殻変動は、強大な力であるから、隆起ばかりでは

なく、いわば反動として沈降も引き起こすことができる。 

そうしたところが列島の平野部で、清瀬市の所在する日本一

の規模を誇る関東平野にあっては、たび重なる地殻変動により

1400ｍという想像を絶する沈降を起し、石狩平野・濃尾平野・

大阪平野においても 500ｍ以上の沈降をもたらしていた。 

 関東平野では、それを代表する河川である荒川に沿う埼玉か

ら下総、東京の区部の地底に、関東山塊の輪郭に沿うような北

へ向かい西にやや折れ曲がるすり鉢の底のような窪みが存在

していた。つまり当時は、こんにちみられる広き平野はなく、

海を考慮せずに底にわれわれがいたとするなら、2千から 3千

ｍの山肌がおおう景観が広がっていたことになる。ちなみに、

現在の三宅島とて、海水を取り除けば富士山のような 3千ｍ級

の山体をもっている。 

 下図は、そうした地形ができあがった後の 12万 8千年前ご

ろのものだが、1400ｍに及ぶ沈降箇所は内海におおわれている。

なお、この形跡は、縄文時代の海進域、また古代にあっても笠

原沼(埼玉県春日部市付近)という東京湾の入江として名残を

とどめていた。 

 

 

 

 

 

12万 8千年ごろの関東地方 
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第 2節 武蔵野台地の形成 

 

 これまで述べてきたように、日本列島の形成期には地殻変動

で 1,000ｍ以上も隆起したり、またその裾野の平坦部が 1,400

ｍほども沈降したりと、起伏だけを考えれば、ヒマラヤの山中

にいるような切り立つ地形が出現していた。 

 そうしたわけで、造山運動が起こるなかで、これら切り立つ

山地が次々に激しい風化に見舞われ、崩れた莫大な土石が急斜

面を流れ下る河川により山地から海へ運びだされ、海底の深き

窪地をそのつど埋没させていった。 

 こうした自然の節理で、山裾に平坦な地形が形成されてくる

と、いままで海へ流されていた火山灰が陸地の平坦部にも安定

して堆積しはじめた。 

 火山灰は、それに含まれる鉱物の組成により噴出した火山を

特定することができ、降灰の範囲や堆積の厚さから、噴火の性

質や活動時期などさまざまな情報を提供してくれる。そのこと

で、これまで変化を推し量るために 100万年ほどを尺度としな

ければならなかった状況が一転し、10万年、あるいは 1万年と

いう細かな時間尺で地形や地質の変化を追うことができるよ

うになる。 

 まず、武蔵野台地の現在の地下の様子をみてみよう。下図は

武蔵野台地を東西に輪切りにした断面図。 

 左側が、造山運動で形成された関東山塊の基盤を為す岩層。

その右側に堆積するのが海底 1400ｍのすり鉢状の沈降箇所に

堆積した地層で、下部は埋没層の基盤を為す泥岩。その上に厚

く堆積する各種の層は、砂礫や、噴火灰が海中に沈澱して堆積

した粘土の互層。そしてこれら堆積層は、深さ 5000ｍを越える

位置で陸側に入り込むプレートの圧力をうけ、絶えず引きずら

れて関東山塊の基盤に押し付けられている。したがって、層位 

 

 

武蔵野台地の東西断面図 

は一律にきれいな水平堆積をみせてはおらず、複雑な歪
ゆが

みをも

って堆積している。 

 そして、その上に幾重もの薄皮のように堆積しているのが、

これから観察していく関東ローム層と云われる火山灰層で、こ

んにちわれわれが目にする武蔵野台地をかたちづくっている。          

 関東ロームと呼ばれる層は、形成された時期および性質の違

いから、大きく四つの段階に分かれる。 

 

多 摩 ローム…48万～38万年前ごろ 

箱根外輪山形成期・古八ヶ岳の火山灰 

  下末吉ローム…12万 8千～7万年前ごろ 

         箱根新期外輪山形成期・木曽御岳の火山灰 

  武蔵野ローム…5万から 2万 6千年前ごろ 

         古富士火山・箱根中央火口丘の火山灰 

  立 川 ローム…2万 5千～1万年前ごろ 

古富士火山 

          

これら関東ローム層が堆積する以前、それは 200万年前ごろ

からのことであるが、地球は寒冷化し、幾度もの氷河期がおと

ずれていた。 

地球上には海として莫大な水が貯えられている。海水は蒸発

し、蒸発した水分が雲となり雨を降らせ、陸地であれば河川と

なって再び海へもどる。こうした循環により、海水面は一定の

高さに保たれ、人はそれを標高の基準としている。 

しかしこの当然のことが、地質の変化を読み取る時間尺のな

かでは適用できない。なぜならば、数万年、数 10万年という

期間で起きた氷河期にあっては、雨水は陸上に氷河や雪渓とし

て莫大な量が固定され、海にはもどらぬからである。 

その影響は海面の下降となってあらわれるが、反対に間氷期

の温暖化が現在の地球規模の年平均気温を逸脱して上昇すれ

ば、海面の上昇をもたらす。関東ローム層の形成された期間、

それはまさにこうした寒冷な氷河期と温暖な間氷期がくり返

すただなかにあった。 

その情景をシミュレーションすると、以下のようになる。 

噴火による火山灰の降灰は、場所を選ばない。しかし、それ

が安定して堆積しつづけられる場所は、平坦な地形に限られる。

山稜の急斜面に降灰があっても、それは火山灰の軽さゆえに河

川に流れ出し、海へ放出される。ところが氷河期がくると海が

後退して陸化する地帯が増す。その陸化した地帯は海に面する

地帯であるから、河川が放出する土砂が堆積して平坦な地形が

形成されやすい。氷河期により誘発される海退は、こうした平

坦地の形成を助長し、その安定して陸化した地域に火山灰が堆
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積。 

ところが、こうして火山灰が堆積した平坦地といえども、河

川の影響を直接にうける地帯では火山灰が削りとられ、流出。

したがってローム層として堆積の維持される個所は、常にこれ

らの影響を受けぬ限られた地域ということになる。 

しかも、ひとつの氷河期が過ぎ去り、間氷期を迎えると再び

海面が上昇し海が広がってくれば、その影響を受ける地帯では

またも堆積したロームの流出が起こる。つまりローム層は、海

進や河川に影響されぬ地帯でなければ、こんにちまでとどめら

れていない、と云うこと。 

ここからは、さきにあげた関東ローム層の堆積順位に沿い、

武蔵野台地の形成過程を観察していく。 

【多摩ローム層・下末吉ローム層】 

 多摩ローム層、そしてその上に堆積する下末吉ローム層は、

関東に堆積した古い時期の火山灰で、おおよそ 48万年前から 7

万年前ごろの間に起きた火山活動による降灰が堆積したもの。 

 そのころは、関東平野の山側を除く地帯に内海が形成され、

下総から茨城の南部が海に没し、清瀬市域の東側に三浦半島か

らつづく海岸線が出現していた。 

そうしたなかで平坦地として陸化していたのは、海岸線から

関東山塊のすそ野までのわずかな地帯。しかもその多くは関東

山塊に降った雨が川幅広き早瀬を為して海へとかけ下る、河川

の浸食域。したがって、箱根外輪山形成期や古八ヶ岳の火山活

動による降灰で堆積した多摩ローム層、またそれにつづく箱根

新期外輪山や木曽御岳からの降灰による下末吉ローム層も、低

地では河川の氾濫により流失。そうした影響をうけぬ、関東山

塊から張り出した丘陵地形の高まりへ降灰したロームだけが、

わずかに堆積を維持したに過ぎない。 

下図は、12万 8千年前から 7万年前ごろまで降り注いだ下 

 

 

下末吉ローム形成期の噴火概念図 12万 8千～7万年前ごろ 

末吉ロームの堆積箇所を示した図で、それ以前に堆積した多摩

ロームは、範囲を狭めてこの下末吉ロームの堆積箇所の下に重

なっている。 

 こうしたなかで注意されるのは、現在の多摩川河口の北側に

海中で生成した下末吉ローム層が堆積していること。これは、

降灰が泥流となって海にそそぎ、遠浅な河口付近の海中で厚く

堆積したもので、低地に降灰したロームの流出量がいかに莫大

であったかを物語っている。 

 

 

下末吉ローム層の堆積箇所  7万年前ごろ 

 

【武蔵野ローム層】 

・武蔵野礫層形成期 

 下末吉ローム層から次の武蔵野ローム層の堆積へ至る間に、

武蔵野台地の基盤をつくり上げる礫層が厚く堆積している。こ

の礫層は、武蔵野礫層と云われ、ほぼ 7万年前から 5万年前ご

ろの激しい河川の活動で形成されている。 

 そのころは、氷河期が去った温暖な間氷期。そのことをもっ

て想い描けば、河川の水量は多く、平野部がこんにちより急斜

面を為していたこととあいまって関東山塊から排出される岩

屑が、急流と化して直進する、広大な氾濫原をもつ河川により

運び出されていたことが容易に想像できる。 

こうして、丘陵地形に挟まれた平坦地へ礫層が形成されてく

るが、その河川の方向と礫層の堆積を概念化したのが下図。な

お、この図は位置を判読しやすいよう、現在の地形のなかに当

時の河川の流路と礫層を描き込んでいる。 

関東山塊に源を発する河川の流れ、おそらくそれらは、関東

山塊を手のひらにたとえれば、指のように伸びた丘陵地形によ

り区分され、指の又なる平坦な低地帯に規模を違えて一つずつ

主体となる河川が形成されていたように思われる。 

そうしたなかで最大級の河川が、ほぼ東京全域を網羅する多 
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   武蔵野礫層と水流の概念図  7万～5万年前ごろ 

 

摩丘陵と狭山丘陵に挟まれた広大な平坦地に形成されていた。 

これは、あきる野市を流れる、秋川とその北側の平井川に挟

まれた地帯を基点に、東へ直進し、途中から分岐して海へ流れ

下っていたものとみなされる。そして、この東へ分岐するふた

またの流路の広がりにより、膨大な礫が河口へ向かい扇形に堆

積。いわゆる「武蔵野台地」と云われる、わが国最大規模の扇

状地が形成されていくゆえんである。 

これら河川の小刻みな流路変更により、取り残されるように

堆積していく礫層もあった。 

河水の通りの良いところでは削られ、そうでないところでは

浸食をうけずに取り残されて高みが生じ、しだいに礫層の堆積

する平坦地に起伏が顕著になってくる。それは、河川が氾濫域

を狭め、流路を固定化してくることと無関係ではない。 

こうした変化をへて、丘陵地以外の礫層地帯にも河川の影響

をうけぬ高みに、火山灰の堆積できる条件がととのってきた。 

ときは経過し、さらに 5万年前ごろ。気候は寒冷化し、やが 

 

 

武蔵野ローム形成期の噴火概念図  5万～2万 6千年前ごろ 

て「ウルム」と名付けられた氷河期を迎え、海面は現在より最

大で 140ｍほども低下していた。 

このころ火山活動がふたたび活発化。武蔵野台地に影響を及

ぼしたのは、箱根外輪山と古富士火山の噴火。その火山灰の堆

積層が、武蔵野ローム層の堆積としてあらわれていた。 

 このローム層は、その堆積する範囲の拡大化により、三つの

地形的な面に時期区分されていて、性質は、古い方が箱根外輪

山、また新しい方が古富士火山の噴火灰を主体とする層と考え

られている。 

 ここにはじめて、富士山からの降灰が確認される。このこと

からわかるように、日本を代表する景観をつくりだす富士山は、

日本列島がいまのような形を現わしてから現在へ至る時間尺

のなかでは、円錐形の見事な山体が形成されはじめてからわず

か 1/100の時間しか経過してはいないのである。 

 ここからは、武蔵野ローム層の三区分にしたがい、古い時期

から武蔵野台地の形成過程を追う。 

・武蔵野ロームⅠ面形成期 

 下の図中に示した線は、現在の地形に残された、水流で削ら

れた古き崖の痕跡。 

武蔵野台地上には、いたるところにこうした崖が残されてい

るのだが、それらを単独で意味付けることは難しい。しかし、

各ローム層の堆積変化や礫層の形成位置など、いわば性格の異

なる状況証拠をたがいにすり合わせることで、じつによく水流

の動きと変遷をとらえることができる。 

なお、ここでの各水流崖は、そのつど後に提示する図中で赤

色をもって、形成要因と考えられる水流と関係づけていく。 

さて、以前にも話したように、火山灰は、降灰する地域に均等

に降り注ぐ。そうしたことを念頭におくと、現在ロームの堆積

のみられない地域は、何らかの状況により流出したことを想定 

 

 

武蔵野台地に残る水流崖の痕跡 
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武蔵野ロームⅠ面形成期の状況図  5万～4万年前ごろ 

 

しなければならない。その原因が、河川によるものであること

はこれまで述べてきた。このことを再確認し、観察へ入る。  

上図が、武蔵野ロームⅠ面を形成するローム層の堆積箇所と、

水流、およびそれによって運ばれて堆積した礫層の分布である。 

こげ茶の部分は丘陵地形で、左端は山地へ入っている。この

丘陵地形にも、前代から継続してローム層が堆積しているのだ

が、ここでは刻々と地形変化を引き起こす低地帯を重点にみて

いく。 

 この期のロームは、5万年前から 4万年前ごろに活動した箱

根外輪山形成期の火山灰を主体にしている。 

武蔵野台地の領域にあっては、東京の区部を中心に、おおよ

そ国分寺崖線から東久留米市に流れる黒目川に挟まれた一帯

に、扇状の分布をもってロームの堆積が維持されている。なか

でも、西端が扇の要
かなめ

のように先細る形状をみせていることは、

現在のあきる野市から流れ来る河川が立川付近で分流し、南側

は国分寺崖線沿いに、また北側は黒目川沿いに、堆積しはじめ

たローム層を浸食して流出させていたことが判読できる。 

 また、この時期の多摩川は現在と流路を違え、青梅を基点に

狭山丘陵の北縁を削り込み、北東へ向け、現在の不老川に沿う

位置に流路をもっていたことがしられる。そして、北側の加治

丘陵の裾野には、さほどの流れは無かったようで、その地域に

ロームの堆積が認められる。 

・武蔵野ロームⅡ面形成期 

 この期は、ほぼ 4万年前から 3万年前に相当し、古富士火山

からの降灰も激しさを増してきていた。 

 その影響で、河川沿いの水流弱き淀みなどでは降灰が優位と

なり、徐々にロームの堆積が拡大。そうしたところではローム

が水中に沈澱し、粘土層を形成。それが厚さを増して水面上へ

出れば、急速に降灰が堆積してローム層を形成。 

武蔵野ロームⅡ面形成期の状況図  4万～3万年前ごろ 

 

こうして河川の氾濫域が狭まり、水流が固定した位置を深く

削りはじめる。それとともに、立川付近で分岐していた流れも、

関東山塊から抜け出た上流のあきる野市あたりまで押し上げ

られたように思われる。そして、関東山塊に丘陵の接する付近

では、低地帯がロームの堆積で上がることにより、増水時の急

激な流れが、低地との落差の少なくなった丘陵上を一気に駆け

抜け、のちにこの新たに出現した流路を常態化させるような形

跡も認められる。 

・武蔵野ロームⅢ面形成期 

 この時期は 3万年前から 2万 5千年前ごろで、古富士火山か

らの降灰が激しさを増していた。 

 ロームの堆積域はさらに拡大し、多摩丘陵と狭山丘陵の間に

挟まれた広大な平坦地のほぼ全域を覆い、それにともなって水

流はより低き地形をもとめて丘陵の縁に沿うような位置へ移

動し、深き流路を築きはじめていた。 

なかでも、起伏の激しき関東山塊に接する多摩丘陵の基部 

 

 

武蔵野ロームⅢ面形成期の状況図  3万～2万 5千年前ごろ 



- 10 - 

では、丘陵地形に囲まれた窪地が、低き丘陵上を駆け抜ける新

たな流路から排出される土砂でふさがれ、ダム湖のような状態

を形成したところもあるように見受けられる。 

 この期を迎え、礫層におおわれていた清瀬市域でも、河川の

影響をうけぬ高台にロームが堆積しはじめている。これが、武

蔵野ロームⅢ面である。 

 そのロームの堆積する広大な地表に、まったく河川が形成さ

れていなかったわけではない。いままで述べてきた大河川では

ないが、雨がもたらす無数の野川が存在していた。 

 礫層表面に雨が降れば、すぐに地下へ浸透するところ、ロー

ム層は水中で形成されれば粘土になる土であるから、雨がつづ

けば地下への雨水の浸透は困難となり、堆積したばかりのロー

ム層の表面を削りながら泥水となって低みをもとめてだらだ

らと流れだす。 

 こんにち市内を歩くと、いたるところにわずかな傾斜だが、

しかしかなり長い坂のあることにきづく、自転車であれば立ち

こぎしたくなるような坂。それらの多くは、こうした古き時代

の野川の跡で、低い場所では豪雨の時など水はけが悪く、江戸

時代の畑の等級では作物の成りの悪い「下々畑」。また、下清

戸村では「野水堀」というような名で呼ばれたりもしていた。 

 これらは、その野川の痕跡を伝えるもので、そうしたところ

を掘ってみると、ローム層の堆積が薄く、そのロームも水の影

響をうけ赤黒く変質していることがみて取れる。この期のあと、

立川ローム層が堆積するが、ローム層の堆積地帯では、絶えず

雨水が集まる大小の複雑な野川の流れがあった。 

【立川ローム層】 

・立川礫層形成期 

 2万 6千年から 2万 5千年前ごろ、武蔵野ロームを堆積させ

た古富士火山の活動が停滞し、気候が温暖化する時期があった。 

 河川の水量が増えたことで関東山塊から大量の岩屑が運び

出され、氾濫域に立川礫層と云われる新たな礫層をつくりだし

はじめていた。こうした場所は、すでに堆積していた武蔵野礫

層や武蔵野ローム層の縁を河川が削り込んできたところであ

るから、それら堆積層より１段低い位置、つまり水流崖の形成

された下の氾濫原に礫層をかたちづくった。 

・立川ローム層形成期  

 立川礫層堆積期の温暖な気候は、地質年代としては短期間で

過ぎ去り、2万 5千年前ごろからは寒冷な気候へもどり、海面

は最大で 130ｍも降下。それとともに古富士火山の活動が激し

さを増し、その降灰でふたたびローム層が堆積しはじめた。 

もちろん、この降灰は、従来の武蔵野ローム層上に降り重な

ったのだが、新たに河川の氾濫域から遠ざかった立川礫層上に 

 

立川ローム形成期の状況図  2万 5千～1万年前ごろ 

 

も堆積が拡大。 

ところがそうしたなかで、おおよそ 2万年前に武蔵野台地の

西側に地形変化を及ぼすような甚大な変化が起きた。それがこ

の期に起きた巨大地震。 

・立川断層 

武蔵野台地周域を震源とする巨大地震は、それまでに無かっ

たわけではない。新しくは荒川河口付近を震源とする 1855年

10月 2日に起きたマグニチュード 6.9の安政の大地震、また三

浦半島付近の海底を震源とする 1923年 9月 1日に起きたマグ

ニチュード 7.9の関東大震災をみても明らかなように、武蔵野

台地周域はいまだ地殻変動の活発な地帯なのである。 

しかし、関東山塊にごく近い位置で起き、狭山丘陵西側を南

北に貫いた立川断層、ならびに名栗断層を形成した地震は、こ

れら直接にプレートの動きと連動したものとは思えない。ここ

からの説明は、あくまで推測の域をでるものではないことを断

りおく。 

 

 

立川断層断面位置図 
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この図は武蔵野台地を狭山丘陵の位置で輪切りにした断面

図である。このうち左側の関東山塊は、現在にあっても年間 2

ミリていど上昇する造山運動をつづけており、また立川断層を

引き起こした巨大地震では、断層の西側が最大 6ｍ陥没したと

云われる。 

こうした状況を考え合わせると、この地震は、関東山塊の基

盤の隆起により、それに接する付近の地形がずり上げられ、限

界に達することで崩れ落ちて生じた地震のように思えてくる。

単純に考えれば、当時から現在に至るまで、すでに 20m引き上

げられている計算になる。 

もし、こうしたことが現実に起こり得るとするなら、関東山

塊から伸びていたであろう狭山丘陵西側の丘陵地形は、この断

層帯の出現により分断され、巨大な振動をうけて脆弱な地質に

変化したローム層が泥流となって流出することも想定されて

くる。 

立川断層出現以前、多摩川の流れは狭山丘陵北西側を削り、

そこから北東へ向い、こんにちの不老川に沿うような流路を形

成していた(下図中の黄色部)。これを古多摩川と云い、その位

置に深さ 10数 mの溝状の地形が現在も残されているから、そ

のころはかなりの水量のあったことが知られる。 

ところが、巨大地震により断層が出現し(下図中の白線)、そ

の南北に延びる断層線の西側が陥没したことで、古多摩川の流

れが変化。流水は断層線を越えられず、その脇の陥没地帯に沿

うように南下。このときの古多摩川の流路変化にともなう削り

込みで、現在の狭山丘陵を特徴づける、西側へ狭まる独特の船

形の地形がつくりだされたものと考えられる。 

その流れは、地震の影響であちこちに亀裂の生じていたであ

ろうローム層を浸食し、泥流となって押し流し、狭山丘陵南縁

であきる野市方面から黒目川・柳
やな

瀬川
せ が わ

方面への流路を築いてい 

 

        古多摩川の流れと立川断層  

た河川へ流れ込んだものと思われる。 

ところがこのとき、合流先のあきる野市方面から東流してい

た流れも立川断層に阻まれていたことで、合流してきた古多摩

川の勢いにのまれて一体となり、断層脇の陥没帯に沿う南への

新たな流路をつくりだしたことが想定できる。 

 こうして南北に走る立川断層の出現により、流路を南へ変化

させた古多摩川ではあるが、この段階で流路が固定されたわけ

ではない。 

 その流れは、断層直下から西の陥没帯へ、徐々に移動。そこ

には、かつて狭山丘陵西側へつづく丘陵の低き鞍部に堆積する

ローム層が堆積していたのであろうが、巨大地震の影響で、い

たるところ脆弱な土層が存在していた。そうしたところを浸食

しながら、古多摩川の流路が西へ移動。 

 こんにち、羽村あたりで青梅線の車窓から東をみると、家屋

やビルが途切れる位置で、真っ直ぐ延びる路面がなだらかな傾

斜をもって遠方へ高まっている景観を目にすることができる。 

 この傾斜は、立川断層に沿う流れが河水を通しやすき低き地

形を求め、関東山塊の基盤が地下へ入り込む西へ向けて地表を 

 

 

 

      立川断層出現後の古多摩川の流路変化 
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ならしつつ、かなり早い動きで移動してきたことを物語る。 

 こうして古多摩川は、現在の多摩川の流路へ至ったものと思

われるのだが、本節のはじめに図示した古き水流崖の位置は、

じつによくその間の流路変化をとどめている。 

 こうした立川断層の出現に誘発された古多摩川の流路変化

は、それまでに形成されていた河川に大きな影響を及ぼした。 

 狭山丘陵の北縁の流路は枯渇し、わずかに丘陵に降った雨が

流れ込むほどの、いわば野川ほどの水量を得るに等しく、また

当初は青梅から古多摩の分流として流れ出すことができたで

あろう霞川も、古多摩川の南への流れが台地を深く刻むにした

がい、古多摩川からの流水を断ち切られ、これも野川のごとき

水量に。 

 こうした影響は武蔵野台地の南側でも生じ、黒目川筋も、柳

瀬川筋もあきる野方面から流れていた河川の水の供給を遮断

され、狭山丘陵を主水源とするものへと移行したように思える。 

これら立川断層以東の河川が変質していくなか、南へ流路を

変えた古多摩川の流れは、関東山塊あるいは多摩丘陵から流れ

出す無数の中小の河川をだきこみ、文字通り瀬音豊かな大河川

へと変貌していく。広大な氾濫原には礫層が堆積し、また氾濫

の影響が遠のいた礫層上には降灰によりローム層が形成され

ていった。 

そして、いまから 1万年ほど前に古富士火山の活動が休止し、

立川ローム層の堆積が終了した時点では、河川の流路を除く武

蔵野の一帯をローム層が覆うこととなった。 

【沖積面】 

その後に形成されたのが、青柳礫層と粘土からなる沖積面で、

これらは現在の河川に沿う氾濫原に形成された。 

清瀬市域では柳瀬川沿いの低地に沖積面がみられ、そこに粘

土層が堆積していることから、開墾の奨励された奈良時代より

水田が営まれている。しかし、こうした水田も、昭和 30年代

後半の都市化で河川が汚濁し、消失。 

西武秋津駅池袋線と JR武蔵野線が交差する秋津駅北側の、

河岸段丘を下がったところに建てられている野塩団地も、そう

した沖積面にあり、かつては水田が広がっていた。この写真は、 

 

 

野塩団地の沖積面で発見された流木 

野塩団地建て替えのさいに、その下に形成されていた沖積面を

調査した時のもので、古き時代の柳瀬川に流れ込んだ流木の吹

き溜まりが埋没していた。 

これらの木はクヌギやナラで、他にクリ・トチ・オニグルミ

などの実が検出され、小動物が食べるために穴を開けたヒメグ

ルミの実や、コガネムシのような瑠璃色をしたきれいな昆虫の

羽根などもみられた。 

 

さて、下図は、これまでの各ロームの堆積域を表したものだ

が、時代を経るごとにローム層の堆積域が拡大してくるので、

判読しやすいよう、図上では堆積順位を逆転している。 

この図と、次なる武蔵野台地を南北に切った断面図からふり

かえることで明らかなように、各時代のローム層が堆積範囲を

広げ、徐々に「武蔵野台地」の地形を形成してきたことがわか

る。しかも、各ローム層の重なり合う境界には、古き河川の削

り込みによる段差が生じ、河岸段丘と呼ばれる独特な階段状の 

 

各ローム層の堆積面  白線は次の断面図の位置 

 

 

        武蔵野台地土層断面図 
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地形を発達させている。 

こうした河岸段丘は、清瀬市域では柳瀬川に沿う下宿地域に

顕著にみられ、JR武蔵野線の新座駅から東所沢駅へ向かう左手

の車窓から、そうした景観を望むことができる。  

この河岸段丘は、柳瀬川に沿う地帯でさまざまな地形変化を

みせている。現在は多くの建物にさえぎられて原地形を判読し

難い。しかし、原地形を想像し得る断片化した景観をつなぎ合

わせていくと、この野塩地区から古く柳瀬川が流れ込んでいた

荒川までの ─現在は新河岸川へ合流─ ほぼ 10㎞の短き距離の

なかで、激しい地形変化を起こしていることがわかる。 

清瀬西側の野塩地区では、柳瀬川が古くから同じ位置を削り

込んできたことで 5階建ての団地が隠れるほどの高き崖をみせ

ているが、下流の中里を過ぎた台田のあたりから段丘面がはっ

きりと分かれだし、下宿地域から新座市、志木市へと、下流へ

向かうほど広々とした段丘面があらわれてくる。 

 こうした河岸段丘は、柳瀬川流域の南側に発達しているが、

他方の北岸には狭山丘陵からつづく古くからの丘陵地形が存

在しているため、地形景観の違いをみせている。 

 北側の丘陵地形は、その縁が古くから柳瀬川の浸食をうけて

きたために切り立ち、所沢市本郷に所在する中世の山城である

滝の城も、この柳瀬川に南面する急峻な崖を利用し、丘陵上に

空堀をめぐらせて築城されている。 

 この崖沿いには、かつてアカバッケと呼ばれていた土層の露

呈する箇所があった。それが下の写真。前図の A’の付近で、 

 

 

       柳瀬川北岸に形成されていた崖 

小金井街道が柳瀬川と交わる東手の所沢市下安松に所在する

が、その崖は 15mほどもあり、これまで述べてきた武蔵野台地

形成以前からの土層を観察することができた。だが、残念なこ

とに、いまはコンクリートの擁壁
ようへき

でふさがれている。 

この崖は、武蔵野台地形成のはじめから、絶えず河川による

激しい浸食をうけてきた記憶をとどめている。 

この丘陵地形は、おおよそ現在の川越街道のあたりで、いわ

ばその丘陵地形をなす根が地表下へもぐり込んでいる。したが

って、そこから下流域では、柳瀬川の北側の地形も南側と同じ

になり、沖積地の一段上に広々とした台地のつづく景観をあら

わしてくる。 

ふだん見慣れた景色、しかしそうしたところにも、武蔵野台

地がつくりだされてきた痕跡が数多く残されている。 
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 第 3節 武蔵野台地の湧水 

 

 古富士火山が休止し、その降灰による立川ローム層の堆積が

終了したのが 1万年ほど前。そのころには、ほぼ現在と同じ地

形があらわれていた。 

 この武蔵野台地を特色づけるのは、平坦地の形状と等高線の

動き。その平坦地は、下図に赤線で示したように、西側の青梅

市を基点として加治丘陵と多摩丘陵に挟まれて東へ広がる扇

形をみせ、そこに刻まれる等高線は、図中に 150m・100m・50m

の白線で表わしたように、まるで個々に扇子の糸目のごとき広

がりをみせている。 

 これは、複数あった河川が古多摩川に集約され、それが南へ

流路を変えて南下したことで、結果的に青梅を水流の吹き出し

口とするこの古多摩川が、礫を排出しつつすべての平坦地の基

礎をつくり上げたかのような動きをとったからにほんならな

い。 

 とはいえ、ここに出現しているのは典型的な扇状地形で、国

内では他に例をみぬほどの規模を誇る。 

 こうした扇状地形の特色は、雨水が地下へ浸透して巨大な水

脈を形成し、標高の低まる地帯で帯状の湧水群をもたらすこと。

武蔵野台地では、標高 50メートル付近に列する善福寺池・三

宝寺池・井の頭池などを形成する湧水帯がそれで、武蔵野台地

西側に降った雨が伏流水をなしてふたたび地上にあらわれた

ところである。 

 こうした伏流水が台地上に湧き出るところでは、四季を通じ

て豊富な水が地表をうるおし、沼地が形成される。水の乏しき

武蔵野台地上にあって、往古は熊や鹿、猪、狼などさまざまな

動物が集まり、それらの繁殖の場ともなっていたことであろう。 

 そして、湧水となって地上にあらわれた地下水は、ここから 

 

武蔵野台地南半の湧水分布 

はもう地下へ浸透することはない。川となって沼から注ぎ出し、

低き地表を伝って海へと向う。それらが都心部へ流れ込む、石

神井川・善福寺川・神田川など。 

 これら伏流水によってもたらされた川は、武蔵野台地形成の

かなり早い段階から流れ出し、ほぼ同じ流路を削り込んできて

いるために深い谷をつくりだすが、都心部の地形が、高低差の

激しい複雑な地形にあるのはそのためである。 

湧水の分布図をみると、まるで水の都のように、都心部のい

たるところに湧水が出現している。江戸っ子は水にうるさい。

「茶をたてるには、どこそこの水が良い」、また神社に湧き出

る水であれば御神水として「病を癒
いや

す」など、その果ては、お

大尽の夜明かしの遊興の末の茶漬けに「至上の茶漬けは水」と

ばかりに、八百膳が多摩川上水の取水口まで水汲みに人を遣り

金数両をとったという伝えもある。それもこれも、武蔵野台地

を形成した扇状地形がもたらす恩恵。 

都心部から離れ、目を武蔵野台地の西側へ向ける。 

この地域は、伏流水の湧き出る標高より上位に位置し、水に

乏しい畑作地帯。日照りがつづけば、 

武蔵の国は御岳神社、雨降らしたまえ執
しゅ

金剛
こんごう

神
しん

 

さんげぇー、さんげぇー六根
ろっこん

清 浄
しょうじょう

 

などと唱えながら、決死の思いで多摩川上流の御神水をいただ

いてきて、その御利益をもって鎮守の森の神前で雨乞
あまごい

するほど。 

さて、こうした地帯に降る雨水は、地表からローム層へ浸透

し、その下に堆積する礫層へ至る。しかしこれら礫層は、一様

に礫だけの集まりではない。砂層や、細砂からなるシルト層、

粘土層などを間に挟み込む互層をなしているため、水を通しに

くい粘土層が厚く堆積するところでは、浸透してきた雨水が、

その上に滞水して安定した地下水脈を形成。また比較的浅い位

置に、宙水帯をつくりだしてもいる。 

清瀬市域は、台地上で標高 65～30mを測り、南西から北西へ

と傾斜している。台地上に井の頭池や石神井の三宝池のような

伏流水の湧出はみられぬものの、これら湧出地帯と同じに 50m

の等高線上に位置しているため、そうした宙水帯が発達してお

り比較的浅いところで水を得ることができる。 

志木街道に面する台地上にあっても、地表下 5～6mほどの浅

い位置に帯水の上面が築かれているため、その恩恵をうけて井

戸もおおむね 6～7mの深さで掘られている。 

これが所沢あたりでは一変し、20～30mも掘らねば良水に恵

まれず、数十軒が共同して出資しなければ井戸を掘れなかった

と云われ、「所沢の火事は泥で消す」などという悪言があった

ほど。さきに「恩恵」という言葉を用いた所以
ゆ え ん

が、そこにある。 

 これらは、いずれも台地上のことであるが、湧水分布図から
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判読できるように、この武蔵野台地の西側においても、際立っ

て湧水に恵まれた地帯がある。それが、河岸段丘に沿う地帯。 

河岸段丘には、文字通り落差が生じていて、水平堆積する土

層が古き河川の浸食で削り取られているため、崖が出現してい

る。つまり、この崖が、台地上で地下 5mほどにある宙水帯ま

での土層を切り取った格好になるので、崖下に宙水帯が露出。

そうしたことで、段丘崖に沿う地帯には、湧水の点列する景観

がつくりだされている。 

清瀬市域の湧水は、すでにすべて消滅。それは都市化による、

昭和 4・50年代の地盤沈下を起こすほどの地下水の上水利用。

また、巨大な口径の管を埋設した上・下水道の整備事業や、地

下数十メートルに基礎を築くビル建設の増加が影響したもの

と思われる。 

だが、昭和 30年代ごろまでは、柳
やな

瀬川
せ が わ

から空
から

堀川
ほりがわ

に沿う段

丘崖の下に、木々に囲まれてひっそりと水の湧きだす場が幾つ

もあった。そうしたところには水神を祀る祠がみられたりして、

古来より、この地に暮らす人々が聖域としてみなしてきた場所

でもあった。 

こうした、湧水の所在する土地には「清水」という名が残さ

れている場合が多い。 

下宿地域には、かつて JR武蔵野線の新座貨物ターミナル付

近の段丘崖に、親が飲んだら酒、子が飲んだら水だったという

伝説を残す強
こわ

清水
し み ず

と呼ばれた小さな池をもつ湧水があった。そ

の当時の景観を伝えるのが、たった一枚残された下の写真。消

滅間際の姿である。 

 

 

強清水 

 

昭和 40年代のはじめごろまでは、柳瀬川から空堀川にかけ

る崖下に数多くの湧水があった。なかでも、その二つの川が合

流する一帯に顕著にみられ、下図に示したごとくに、付近の台

地上には、湧水を囲むように縄文時代中期の集落遺跡が広がっ

ている。 

こうした地帯では、湧水ではなくとも、段丘崖の下のいたる

ところに現在においても地下水の浸み出しがみられる。小字に

残る「ハケ」という地名は、そのような場所に付された名で、

さきの「アカバッケ」という崖の名も、「赤ハケ」の訛
なま

ったも

ので、赤肌をなすローム層の色と崖下に浸み出す水のジメジメ

とした土地景観から興されている。 

 

 

 

空堀川付近の湧水 
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