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写真１	 ＯＫＰ４斜面	 	 	 	  

図 2	 支笏火砕流基底標高図	 	 	 	  

※7さっぽろ文庫 77. 地形と地質を引用・加筆 

そこから南側に伸びるのがオカパルシ川である。丘陵地のボ

ーリング調査や、河岸の露頭柱状図を基に南北方向の地質断

面図(図 4)を示す。 
図 4に示すように、左側に硬石山の安山岩が分布し、硬石

山の下を豊平川が流れる。一段高いところに厚い段丘堆積物

があり、この上を国道が通っている。更に右側に行くと標高

180 mから 200 mの丘陵地になる。基盤は泥岩、その上にシ
ルト、砂礫層が分布し、表層を支笏火砕流堆積物が覆ってい

る。今回調査をしたのはオカパルシ(OKP)と記した付近にあた
る。 
 

 
 

 

図４	 藤野地域地質断面図 

図３	 藤野地域調査位置図 

※札幌市現況図、札幌市まちづくり政策局を使用 
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図５	 オカパルシ位置図・地質断面図	 	 	 	 	  
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図１	 調査位置および周辺の地質図 
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Abstract  
   We, the members of a group studying the Ishikari alluvial plain, are investigating the paleoenvironment 
of the layer in the Quaternary period of the Atsuma area. We obtained a drilling core from the Teine area on 
the Sea of Japan side in 2015 and have started studying it. We conducted a pollen analysis, particle size 
analysis, and age analysis in the "Okaparushi" neighborhood of Fujino, Minami-ku, Sapporo-shi, within the 
Toyohira Kawanaka basin. This report gathers findings to elucidate the paleoenvironment before the 
Shikotsu pyroclastic flow from the eruption of 41,000 years ago. 
   Though our age analysis is still underway, we have obtained 43,400-42,400 cal BP from directly below 
the Shikotsu pumice fall deposits (Spfa). Our pollen analysis clearly elucidates the paleoclimate before the 
Shikotsu pumice fall deposits formed. The climate was chilly and the terrain was populated by an abundance 
of Picea trees. 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
２．調査位置 

 本報告の調査地域は、豊平川の中流域にあたる
札幌南区藤野「オカパルシ川」付近である。石狩

低地の南西部は広く支笏火砕流で覆われており、

オカパルシ川付近は支笏火砕流の西端にあたる。

シームレス地質図に調査地点を示す (図 1) 。 
支笏火砕流流下以前の標高図を図 2に示す。野

幌丘陵の西側は現海面下に谷地形を形成している。

支笏火砕流流下直前は海水面が 70 ｍ程度低下し
ていた (※7 さっぽろ文庫 77, 地形と地質（1996）)。 
	 オカパルシ川付近の調査位置図 (図 3)を示す。
北に豊平川、平坦な河岸段丘面を国道が通る。 

本原稿は、第29回（2016年度）名古屋大学宇宙地球環境研究所年代測定
研究シンポジウム・一般講演の内容を主体にまとめたものです。 
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OKP-1（図 6）最下部 3試料は KOH に反応しないため分析を中止した。下位より A 帯：ミズゴ
ケが 29%で多いが随伴する植物はトウヒ属である。B帯：トウヒ属が多くヒカゲノカズラ科を伴う。
C帯：トウヒ属が多い. 本帯下部で.ハンノキ属は 24%である。D帯：トウヒ属が多く 63%に達する。
注目されることは A, B, C帯で少量のクルミ属を伴うことである。 

OKP-2（図 7）下位より A帯：ヒカゲノカズラ科が多く 24%, トウヒ属は 28%である。ナデシコ
属とヨモギ属が目立つ。B帯：本帯下部でトウヒ属が 68%である。モミ属も多い。 

OKP-5（図 8）下位より A帯：トウヒ属が多く下部で 75%である。モミ属も多い。本帯上部でハ
ンノキ属が 8%である。B帯：トウヒ属が多く本帯上部で 72%である。本帯下部で単条溝型胞子（シ
ダ類）が 11%である。 

 
４－２	 年代測定結果 
	 本試料は、2017年 3月 1日現在、測定中であり、ここでは途中経過を報告する。現時点では、 本
試料の 14C年代は 39,000+/350 BP (測定番号：NUTA2-24376)と得られている。これを IntCal13較正
データセットにより、暦年に較正すると、暦年代は、2標準偏差の範囲として、43,400〜42,400 cal BP
が得られる。 
 
４－３	 粒度分析 
	 OKP5についてのみ実施した。結果は図 8に示す。 
 
５．考察 

OKP1、OKP2、OKP5 の花粉試料の採取層準はほぼ同じであるが、OKP5 だけは Spfa1 より 3 m
程度下位まで分析している。Spfa1下部の粘土層の花粉はいずれもトウヒ属が多く同じ傾向を示す。
OKP5の礫質部では花粉が検出されなかった。礫質部の下部では上位に向かってトウヒ属が減る傾
向があり、礫質部の上部では上位に向かってトウヒ属が増える傾向が認められた。3つの露頭の花
粉分析結果はいずれもトウヒ属が優勢である. コナラ亜属はほとんど無い状況である。したがって
当時の環境としては やや冷涼というよりむしろ寒冷で, 温暖な様子をうかがい知ることのできな
い環境の存在が判明した。 
 

図７	 OKP2花粉組成図 
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写真２	 Ｍ法面	 	 	  

	 今回の調査地はオカパルシ川の古川で、いまは蛇行部が直線化された河道になっている。トレン

チを掘削し、地質柱状図を作成したのは OKP1～OKP5である。 
図 5．オカパルシの斜面のスケッチ図を示す。斜面に OKP1～OKP5のトレンチを掘り観察した。

斜面の地質は、下位から礫層を挟在するシルト質砂、腐植土質粘土層、支笏降下軽石層(Spfa1)、支
笏火砕流堆積物 (spfl(1))、砂礫層(斜面の右側部だけに分布)、支笏火砕流堆積物(spfl(2))が分布して
いる。斜面の右側上部には Spflの軽石を母材とする斜層理が発達している。年代測定試料は OKP2
の〇の位置、Spfa1直下の腐植土層中の木片を採取した。□は花粉分析試料の採取箇所である。 
今回は詳細な検討はしていないが、オカパルシから北西 500～600 m付近に新しい切り土法面が

作られた。 古期砂礫層を支笏火砕流が覆い、支笏火砕流を削った谷に新規の砂礫層が堆積し、上
部に腐植土層が分布しており、腐植土層の上部に根株が存在している。 
 
３．調査方法 
３－１花粉分析 
方法：花粉抽出は星野・木村（1980）※4を一部

改良し、10％KOH処理、HCl処理、HF処理、アセ
トリシス処理の順に, グリセリンゼリーでプレパ
ラートに封入した。花粉を含まない時やプレパラー

トを作成したが花粉の含有量が少なくカウントを

中止した試料もあった。  
検鏡：光学顕微鏡に微分干渉装置を装着し千倍で

観察した。星野（1994）※5に基づき 100個をカウ
ント数とした。花粉組成図に表示する各植物の並べ

順は地球上に植物が出現した順を考慮した邑田・米

倉（2012）※6 の APG分類体系とした。 
３－２．年代測定 
タンデトロン AMS 2号機により、AMS-14C年代測定を行った。 

３－３．粒度分析 
粒度分布を把握するために土粒子のふるい分けを行った。 
 

４．	 調査結果 
４－１	 花粉分析結果 
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図６	 OKP1花粉組成図 
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図６	 OKP1花粉組成図 
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７今後の課題 

・支笏降下軽石(Spfa1)降下以前の古地形の解明。地表付近は支笏軽石流堆積物(Spfl)に覆われ地質
露頭が少ない。既存のボーリング調査結果を元に古地形を明らかにしていきたい。 

・古期砂礫層とシルト層の層序関係。オカパルシ川付近のシルト層と、Ｍ法面に見られる砂礫層の

上下関係ないし指交関係を明らかにしたい。 
・オカパルシ川付近の斜層理形成のメカニズムの解明。オカパルシ川付近に見られる斜層理がいつ、

どのように形成されたか、近傍に同様の地質露頭の有無を明らかにする。 
・Spflが複数回流下している他の事象を解明。支笏火砕流堆積物(Spfl)中に、厚さ１ｍ内外の砂礫層
を挟在し、支笏火砕流堆積物が Spfl(1)と Spfl(2)に分けられることが明らかとなった。同様の事
象の有無を明らかにする。 

・Ｍ法面の根株の年代測定。支笏火砕流堆積物(Spfl)が堆積後に、それを浸食して砂礫層が堆積し
ている。どの時期に堆積したかを根株の年代測定により明らかにする。 

・Ｍ法面の地層形成メカニズムの解明。オカパルシ川付近の地質と関連つけて、地層形成のメカニ

ズムを解明したい。 
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海側の手稲地域のボーリングコアを入手し研究を進めている。本報告は、4万 1千年前に噴火した
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年代測定の途中経過であるが、支笏降下軽石(Spfa)直下で 43,400〜42,400 cal BPが得られた。花

粉分析の結果、支笏降下軽石層(Spfa1)降下前の古気候は、トウヒ属が多い寒冷な気候が明らかとな
った。 
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支笏火砕流の基底面標高は調査地の下流 3 km (石山陸橋付近)で現豊平川の河床標高と同じであ
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いたと考えられる。オカパルシ川付近は標高 160 mあり、支笏火砕流の下位に見られるシルト層や
砂礫層は河床標高が 50 mほど高かった頃に堆積したものであり、支笏火砕流堆積物流下時より数
万年以上前の堆積物と考えられる。 
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前に堆積していたと考えられる。 
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７今後の課題 
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