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藤岡市保美の平井断層

高橋武夫・野村正弘

群馬県立自然史博物館学芸課

』
日要

平井断層は，松田(1974)によって命名・記載され，藤岡市西平井の中原から埼玉県美里町
ねりさ

枌木まで一般走向N60.Wで約14kmにわたって追跡されている．

調査の結果，露頭で平井断層の断層面を確認できた． この断層によって，小幡層の泥岩と砂

礫層が接している．平井断層は北東側上昇の逆断層で，走向傾斜はN40oW, 82｡NEを示す．そ

の活動時期は，おそらく1.7万年前以降と推定される．

また， この断層の南北両側には，複数の線状地形が認められる．浅層反射法探査でも断層の

可能性があり，神川断層と平井断層の周辺地域は，複数の断層が走っている断層帯であろうと

考えられる．

保美池東の露頭ではぎ取り標本を作製し，博物館資料とした．

キーワード：平井断層，活断層， はぎ取り標本

Keywords :Hirai fault,Activefault, stripedspecimenfromtheoutcrop

3本の

櫛挽断

雁行状

松田は関東山地北東縁の平野と山地の境界付近に， 3本の

活断層を報告している． それらは南から平井断層，櫛挽断

層，深谷断層でいずれも北西一南東の走行を示し，雁行状

に並んでいる．平井断層は藤岡市西平井の中原から埼玉県

美里町枌木まで一般走向N60.Wで約14kmにわたって追跡

されている．断層露頭の報告はなく，地形の変形，変異に

よって断層位置の推定を行っているのみである．西部の中

原から金井までの段丘面では，北側隆起の変位が明瞭で，

上位面では約9.5m,下位面で約1.5mあり，その変位量か

ら平均変位速度を0．1m/1,000年としている.横ずれについ

ては資料が得られなかったと報告している．

松田ほか（1977） も関東平野とその周辺の活断層を調査

し， その中で平井断層についても報告している． それによ
っぷらだ

ると，平井断層は吉井町向平から埼玉県美里町円良田付近

までのびるとしている． また，向平での段丘面の変位量は

上位面で約13m,下位面で約10mと見積もっている．地形

の観察から横ずれについても言及し,50～200mの左横ずれ

があると報告している．

群馬県は，平成8 ． 9年度地震調査研究交付金によって

関東平野北西縁断層帯の詳細な調査を行い，平成10年に成

はじめに

藤岡市南部の総合運動公園から鬼石町浄法寺に至る「県

営ふるさと農道緊急整備事業」の工事にともなって，藤岡

市保美の保美池東側に断層の露頭が出現した．同時にその

北西で，三名川の河道付け替え工事が行われ， その現場で

も砂礫層の中に断層が露出した．この二つの露頭の位置は，

松田(1974)の平井断層の推定位置上にあり，群馬県(1998）

による詳細な調査が行われている．筆者らも独自に調査を

行った結果，極めて新しい時代に活動した断層であると判

断した．工事の進行に伴って， これらの露頭は消滅してし

まう予定であったので，周辺の地形・地質の調査を行うと

同時に，二つの露頭の記載を行った． また，博物館資料と

して保美池東側の露頭のはぎ取り標本を作成し,保存した．

本報告では断層・地質の記載を中心に若干の考察を加え報

告する．

平井断層の研究史

平井断層は，松田(1974) によって命名・記載された．
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果報告書を公表している(群馬県, 1998)． これでは，神川

断層(櫛挽断層）と平井断層について報告されている． ボー

リング， トレンチ，浅層反射法探査，電気探査，年代測定

などを行い，膨大なデータをもとに考察している． それに

よると，本稿に述べる保美池東の農道切土面における平井

断層の変位量は,最大6～8m,単位変異量約1.5～2m(活

動周期約2万年） と推定されている （群馬県， 1998)．

西部の金井から西平井にかけては上下2段の河岸段丘が

発達している．上位面の標高は180m前後で,下位面との比

高は約30mである．上位面は金井付近から北西方向に広が

り，吉井町多比良の鏑川段丘の上位面に連続している．保

美貯水池のある面も規模の小さい上位段丘面である．下位
みどの

段丘面は西平井から緑埜にかけての鮎川左岸に連なる．

藤岡台地面及び上位段丘面は上部ローム層や中部ローム

相当層の堆積面であり，各所で浅間板鼻褐色軽石群(新井，

1962,以下As-BPと略す）や姶良Tnテフラ（町田･新井，

1976,以下ATと略す）を確認することができる（群馬県，

1998)．

2地 質

この地域は，三波川結晶片岩類と新第三系の富岡層群の

地層が分布している．地質図を図1に示す．断層地帯の南

側山地には，三波川結晶片岩類が広がり，山地を作ってい

る．

この地域の富岡層群は，最下部層の牛伏層と小幡層であ

る．牛伏層は黄褐色～黄灰色の粗粒塊状砂岩で，金井西方

藤岡市南西部の平井断層周辺の地形・地質

l 地 形

この地域は，関東山地の北～北東縁部にあたり，山地か

ら丘陵地を経て関東平野に続く地帯である．丘陵地は標高

200m前後で,山地の北～北東側に張り付くように帯状に広

がる．藤岡台地は金井付近を扇頂とした扇状地で，北北東

方向へと緩やかな台地が広がっている.藤岡台地の中には，

庚申山丘陵をはじめとして，藤岡市総合運動公園や東平井

などに丘陵地の残丘が島状に残っている．
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図l 藤岡南西部地質図
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ピークは，三波川結晶片岩の上に牛伏山衝上断層を境とし

て牛伏層が乗っているクリッペである.牛伏山衝上断層は，

鮎川湖から保美池の南，および金井から高山下にのびる2

本の高角断層によって切られている．

の丘陵地，鮎川湖の南西側，その南西方のゴルフ場の中に

ある297.2mのピークなどに分布する.全体的に塊状で堆積

構造がほとんど見られないが，北西南東方向の走向であ

る．小幡層は泥岩や泥岩細粒砂岩互層で,N30｡～60｡W, 30｡

~50｡NEを示す．三名湖周辺や総合運動公園の丘陵，西平

井や保美池の段丘の基盤岩などが小幡層である．

三波川結晶片岩類と富岡層群とは，牛伏山衝上断層（鏑

川団体研究グループ, 1985)で接している．衝上断層に接

する牛伏層の砂岩は，破砕が著しく鏡肌のような細かい圧

砕面が見られ,鏡下でもレンズ状の圧砕構造が確認できる．

結晶片岩の圧砕はさらに激しく，破砕帯は数mにもおよぶ．
たたらさゎ

この地域では高山下の高山薬師の東方や下日野の鈩沢付

近で観察できる．また，鮎川湖南西のゴルフ場内の297.2m

平井断層の露頭

1 保美池東側の露頭

断層露頭は，保美池東側の上位段丘を削り取ったところ

に現れた（図2．写真1）．群馬県（1998） によってもすで

に詳しい記載がなされている．露頭の面の方向はN10｡W

で， その大きさは幅20m,高さ5mほどである．露頭面の

左側(南側） 1／3のところに明瞭な断層面が見られる．断
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図2保美池東の平井断層露頭スケッチ

議蕊議識蕊議議鵜蕊警譲
写真1 保美池東の平井断層露頭 写真2 保美池東の平井断層露頭（拡大）
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層面はシャープで走向傾斜はN40｡W, 82｡NEを示す．

断層面の左側（上盤） は泥岩で，風化のおよんでいない

部分は暗灰色である． この泥岩は，周辺地質の検討から富

岡層群中の小幡層に相当するものと考えられる．一見塊状

であるが， シルト岩が薄くレンズ状に挟まれていて，平行

ラミナが見られる．走向傾斜はN40｡～50｡W,80｡NEで断層

面とほぼ平行である.泥岩の中で断層面から5m程までに，

厚さ5cmくらいの暗灰色のバンドが3本見られる．バンド

の部分は周囲と同質の泥岩であるが，細かい滑り面によっ

てフレイク状に破砕されているために，暗色に見える．バ

ンドの走向傾斜はN40｡W, 80｡NEで断層面と一致してい

る．

断層面の右側（下盤）は礫層である．礫は最大径50cmの

亜角礫状で淘汰は極めて悪い.岩質は全て結晶片岩であり，

形は棒状や板状のものが多い．基質は結晶片岩の細礫が褐

色粘土で固められた状態である．断層面に近い礫は鉛直方

向に並んでいる． この方向性は断層面の走向方向から観察

すると明瞭で，特に断層面からlmくらいまではこの傾向

が著しい．露頭面では見かけ上， この礫層に食い込むよう

な形で，赤褐色のローム質粘土がある．粘土を検鏡すると

角閃石，斜方輝石が少量残存するが，火山ガラスはまった

く認められず，上部ローム層の特徴とは大いに異なってい

る．群馬県（1998）によれば，角閃石の屈折率から大町テ

フラ （町田・新井， 1992）を混じえる可能性が指摘され，

かなり古期のロームと考えられる．断層面の拡大写真を写

真2に示す．

断層面には約6cm厚の黒色断層粘土が挟まれている．断

層面上の断層擦痕など，断層の運動方向を示す証拠は，断

層面には残っていない． この露頭では北側隆起の逆断層で

あるが，変位量や横ずれの有無などははっきりしない

2三名川河道付け替え工事現場

保美池東側露頭の北西450mの地点は,三名川河道の付け

替え工事で約700mにわたって砂礫層の大露頭が出現した．

断層の露頭は新三名川橋の上流300m付近で,この位置は保

美池東側の断層の走向の延長線上にあたる．

新しく削られた崖は，河床からの高さが約10mで，河床

の一部を除いて全て砂礫層である．河床から8m付近を境

に砂礫層の固結度が変わっている．下部の8mはややし

まっていて崩れにくいが,上部2mではかなり崩れやすい．

上部，下部とも礫は亜角礫～亜円礫で，最大径は70cm程で

ある．礫種は全て結晶片岩で，礫の形状は棒状や板状のも

のが多い．下部の砂礫層の中位には，厚さlmの黄灰色シ

ルト層が目立って発達している． また，下部の砂礫層の最

上部には部分的にAsBP・ATが確認されている．

断層面は砂礫層の中であるために， ほとんどシャープな

面は見られない(写真3）．河床部分では断層面を境に，下

流側に暗灰色の泥岩が2mの高さで露出しているが，上流

側には泥岩の露出はない(写真4）． この泥岩も小幡層相当

と考えられる．下流側の砂礫層に見られる水平な堆積構造

は断層面で切られ，上流側には連続していない．断層面に

沿う部分の礫は，長軸が断層面に平行になるように再配列

している．礫層中に狭在するシルト層も，断層面の上流側

でほぼ垂直に引きずり上げられた変形をしている．基盤の

泥岩の位置，礫の再配列，礫層中のシルト層の変形，堆積

構造の切断の様子などから， この露頭でも北側隆起の逆断

層と判断できる．前述のシルト層の連続性はあまりよくな

いが，断層面両側のずれから，断層の垂直変位量は約2m

と推定される．群馬県（1998）の推定値約2mと同様な値

である．なお， この露頭でも横ずれについての資料は得ら

れなかった‐

平井断層の活動時期

断層の活動時期について松田（1974）は，中原付近で上

位段丘，下位段丘を切っており，二つの段丘の形成年代を

それぞれ8万年前， 2万年前として平均変位速度を0.1m/

1,000年としているのみで,最も新しい活動時期については

触れていない．

写真3 三名川河道付け替え工事現場の平井断層露頭
（礫層中）

写真4 三名川河道付け替え工事現場の平井断層露頭
（泥岩と礫層）
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群馬県（1998）は，河道付け替え工事現場の露頭で，下

部の砂礫層中のシルト層から出た材化石の'4C年代測定値

を38,620±810年前と報告し，活動時期をAs-BP堆積以

降,新期砂礫層堆積以前と考え, 20,000～8,000年前として

いる．

保美池東側の露頭では，砂礫層及びローム質粘土居を

切って基盤の泥岩が逆断層関係で接し， これらの上位に重

なる砂礫層は変位を受けていない． この砂礫層の堆積年代

を特定する確実な資料は今のところない． よって現時点で

は，群馬県（1998）の見解を支持する．

平井断層と周辺の線状地形

藤岡市南西部の平井断層の南北両側には，平井断層とほ

ぼ並行にいくつかの線状地形が見られる.主なものは,A:

庚申山南麓, B:鮎川屈曲部一三名湖貯水池丘陵の北端

一矢場集落南, C:吉井町向平北東稜線鮎川屈曲部一鮎

川湖一保美池南などである(図3）． これら線状地形の延長

方向は,N40｡～60｡Wである． この方向は，基盤岩の富岡層

群の走向と極めてよく一致している． また，富岡層群と三

波川結晶片岩とを境する2本の断層ともほぼ平行である．

Aは神川断層で，群馬県（1998）の報告で断層の存在が

図3 藤岡南西部の線状地形（国土地理院発行50,000分の1 「高崎」を使用した）
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報告されている． また，同報告の浅層反射法解析データ中

で，側線がA･Bの線を横切るところで断層の存在を読み

とることができる． この地域おける地形の線状パターンと

地下の断層とは，深い関係を持っていると考えられる．

しかし，基盤の地層の岩質が線状地形を形成する原因と

考えられるところもある．平井断層の延長線上の三名湖貯

水池南西には，軽石を含んだ黄灰色の凝灰岩層が連なって

いて，その走向が線状地形と一致している． また, Cの鮎

川の屈曲部には灰白色凝灰岩があり，流水の浸食に抵抗し

たためにできた流路とも考えられる． また,A付近のボー

リングデータや浅層反射法解析データ （群馬県, 1998)に

よると,AとBの間には, 30m以上の厚さの小礫混じりの

粘土層が堆積して神川断層と平井断層に挟まれた地帯お

よびその周辺は，線状地形にも現れているように，複数の

断層が走っている断層帯であろうと推定される．

はぎ取り標本

標本は，保美池東側の露頭で作製した．大きさは幅6m,

高さ3mである．実際の作業は，森山考古造形研究所に委

託しておこなった．作業手順は以下の通りである．

①露頭の整形を行う．

②樹脂を吹き付けガラス繊維を張り付ける． (写真5．6）

③乾燥したら剥がす．今回は大型で，重量も大きいため

4分割した． （写真7 ． 8）

④保存処理を行う． （完成品：写真9）

現在，標本は自然史博物館に収蔵されており，今後，展

示に活用していく予定である．
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おわ り に

当初，保美池東側の露頭は学術的に貴重なものであるこ

とから，保存される予定であった． しかし，被覆されてし

まい，観察はできなくなってしまった． このような貴重な

露頭がなくなってしまうことは，非常に残念である．今後，

このような機会があれば積極的に保存を働きか，貴重な自

然をみんなが学べる場所を少しでも多く残して置くことが

できればと思う．
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写真5～8 はぎ取り標本作製状況
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写真9 平井断層はぎ取り標本完成品（実際の露頭とは左右が逆である）
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Abstract

HiraifaultinHomi,Fujioka,Gunma,Japan

TakeoTAKAHAsHIandMasahiroNoMuRA

D"αγ/"zEw/ qfGgOjogy,Gz"""〃"sα""Q/｢JVtz""“〃“ﾌ”

HiraifaultnamedbyMatsuda(1974)andcontinued

aboutl4kmfromNishihirai,FujiokatoNeriki,Misato,

SaitamaPerfectLIre.ThecommonstrikeisN60｡W.

AsaresultofthisinveStigation, thefaultplaneswere

confilmedat twooutcroDs. TheTertiarvmudstone

contactsterracesandandconglomeratewithfault.This

fault isreversefault, upliftednortheasthungingside.

ThestrikeisN4()｡W, thedip is82｡NE.Theacutivity

wasconfilmedyoungerthanaboutl7,000y､b.p.

ThelineamentsrecognezedinbothsideofHiraifault.

Theseveral lineamentsareDossibilitvoffaultsbvdata
ｰ

of seismicprospecting･ Thecircumferential areaof

KamikawafaultandHirai faultisthoughtfaultzone.

Thestripedspecimenfromtheoutcropwasmadeat

theeastofHomipond・ It isthemuseumspecimenfor

GunmaMuSeumofNaturalHistorv.
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