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群馬県下仁田町「史跡　荒船風穴」の地質条件と冷風の仕組み
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1下仁田町ジオパーク推進室：下仁田町青倉158-1（下仁田町自然史館）
　（geopark@town.shimonita.lg.jp）

2下仁田自然学校：下仁田町青倉158-1　下仁田町自然史館内

要旨： 群馬県の南西部に位置する下仁田ジオパークのジオサイト「史跡　荒船風穴」周辺の地質踏査，電気探
査等をおこない，風穴とその周辺の地質条件および地下構造を明らかにした．

　荒船風穴は，標高980m付近の地形の凸部に露出する貫入岩体から大小多数の角礫が崩落し，崖錘堆積物の隙
間から冷風が吹き出している．崖錘堆積物の末端に石垣を組み，蚕種貯蔵庫として利用されていた．地表踏査

の結果によると，風穴の基盤は，凝灰角礫岩などからなる新第三紀中新世の本宿陥没盆地の火山噴出物（本宿

層）で構成され，局所的に玄武岩質の貫入岩が貫入している．電気探査の結果，風穴の地下には基盤の本宿層

に深い谷が形成されており，その上に最大厚20mの間隙の多い崖錘堆積物がその谷を埋めていることが分かっ
た．さらに周辺の表流水・湧泉分布状況から，風穴の沢の谷底には雨水が浸透せず，季節凍土が融解しにくい

構造になっていることが推定された．

　冷風の仕組みとしては，冬期に外気の移流によって岩塊が冷やされて凍土ができ，春期に雪解け水が供給さ

れると間隙に氷が成長し，この氷と凍土が溶けながら夏期に冷気を生み出していると考えられる．
キーワード： ジオパーク，風穴，養蚕，下仁田町，本宿陥没，地すべり，電気探査

Geological condition and mechanism of cold wind at the‘Arafune - Fuketsu（Arafune Cold Storage）’
natural phenomenon in Shimonita Town, Gunma Prefecture, central Japan
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Abstract： The‘Arafune cold storage’ is on Japan's Tentative List of World Heritage. sites designated as the Tomioka 
Silk Mill and Related Industrial Heritage．The‘cold storage’is also a geosite of the Shimonita-geopark, in the 
southwestern part of Gunma Prefecture. By methods of geological survey and electrical sounding, the underground 
structure of ‘cold storage’was clarified. Dike rock is distributed in the upper reach of the‘cold storage’, and supplies 
many breccias of various sizes which composes talus deposits. The cold winds blow from voids of the talus deposits, 
namely cold wind-hole. Cold storages were constructed by stone walls at the end of talus deposits, as a facility for 
cooling silkworm eggs.
　According to the geological survey, base rock at the site of the‘cold storage’mainly consists of volcanic rocks which 
erupted in Motojuku collapse basin during the Miocene epoch（the Motojuku Formation）, and locally basaltic dike rocks 
intrude through the volcanic rocks.
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1．はじめに

　群馬県甘楽郡下仁田町は，2011年9月にその全域が日本
ジオパークに認定された．ジオパークとは日本語で大地の

公園と訳され，その土地の成り立ちとそこに住む人々の暮

らしとのつながりを感じ取れる自然の中の公園である．下

仁田ジオパークの見どころとなるジオサイトの一つに，

「史跡　荒船風穴」と呼ばれる夏でも冷たい風が吹き出す

場所があり，地元では古くから蚕の卵の保管冷蔵施設とし

て利用されてきた．

　日本の産業界において，絹産業が大きな位置を占めてい

た時代，養蚕業の発展にこの風穴は大きな役割を果たし，

現在荒船風穴は国指定史跡として登録されている．平成24
年には「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産の1つとし
て世界遺産候補に「史跡　荒船風穴」も含まれている． 
　荒船風穴の蚕種貯蔵施設は明治末期から昭和初めにかけ

てつくられた．岩塊の一部を掘り石垣を組み，この石垣の

隙間から吹き出す冷気をため込む部屋が建設された．蚕の

卵（蚕種）を冷気の中で保管し，必要なときに取り出して

孵化させる技術により，それまで年1回しか飼うことので
きなかった蚕を複数回飼うことが可能になり，生糸生産量

を飛躍的に高めることに多大な貢献を果たしてきた．風穴

利用のこうした施設は全国各地につくられたが，荒船風穴

の貯蔵施設は国内最大規模を誇り,「風穴界の覇王」と称さ
れた．蚕種委託地域は国内のみならず，朝鮮半島にまで及

んだという．いち早く電話回線を設置するなど，最新の輸

送・連絡システムをそなえ，優秀な技術をもった施設とし

て活躍した．その後人工的な冷蔵技術の進展により，風穴

の役割は終わり，忘れられた存在となっていた．

　しかしながら，1993年に刊行された「群馬県近代化遺産
総合調査」に『荒船風穴』が記録されて以降，冷風調査が

行われてきた（清水ほか，2008など）．さらに歴史的背景も
次第に明らかになり，養蚕施設としての荒船風穴の価値が

再評価されてきた（下仁田町教育委員会，2009，2012，
2013a）．
　以上のように，「史跡　荒船風穴」は下仁田ジオパークに

おいて，自然と人々の営みとの深いつながりを感じられる

サイトである，しかし，当地域の地質研究については本宿

団体研究グループ（1970）以降，「下仁田町と周辺の地質」
（下仁田自然学校，2009）にルートマップは掲載されている
（図2）ものの，詳細な地質調査は行われておらず，風穴か
ら吹き出す冷風の要因を明らかにするうえで重要な地下構

造が不明であった．

　そこで，今回，下仁田町ジオパーク推進室と下仁田自然

学校が共同で風穴とその周辺の地質，地下構造，周辺の水

系を調査し，なぜ荒船風穴が冷たい風を生み出すのか検討

したので，その結果を報告する．　

2．荒船風穴の概略

　荒船風穴は，群馬県甘楽郡下仁田町南野牧屋敷の標高

830ｍ地点に位置する（図1）．荒船風穴は上部に玄武岩質の
貫入岩体が露出し，そこから大小多数の角礫が崩落し，そ

の崖錘堆積物の隙間から冷風が吹き出している．崖錘堆積

物の末端部に上流から第一，第二，第三の風穴保管冷蔵施

設がある（図2）．
　すでに保管冷蔵施設の建物は失われてしまったが，当地

域の平均気温が13.2℃であるにもかかわらず，崖錐堆積物
の隙間から吹き出す冷気の平均温度は0.6度となっており，
真夏日でも2～3℃といった温度を保っている（図3）．風穴
の崖錐堆積物の隙間を観察すると，夏場でも隙間の奥に氷

が見られることがある．このことより，風穴から年間を通

して冷気が吹き出しているのは，冬期に風穴の隙間に形成

された氷が何らかの原因で夏場になっても融解せず保持さ

れているからだと推察される．

　An electrical sounding revealed that the thickness of talus deposits have accumulated to 20m thicness, and they fill a 
valley-shaped area of the Motojuku Formation. Furthermore as the result of a survey of surface and ground water 
environment, it was presumed that cold wind-hole structures have the special conditions such as non-penetration of 
rainwater and less melting of the seasonal frozen soil.
　The mechanism of cold wind is considered as follows. Firstly, frozen soil was produced through cooling rock of the 
talus deposit by fresh cool air in winter. Secondly, interstitial ice is formed in the voids by supplying melt water in spring. 
Finally the channel system of the groundwater keeps the interstitial ice free from rain water, therefore cold wind from the 
‘cold storage’remains even in the summer.

Key Words： Geopark, Cold wind-hole, Sericulture, Shimonita Town, Motojuku collapse basin, Landslide, Electrical sounding
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図1. 調査地域.  ①～⑩の地点で水質調査を行った. 結果は表2参照. 

図2. 「史跡　荒船風穴」周辺のルートマップ. 上流から第一風穴, 第二風穴, 第三
風穴. 下仁田自然学校（2009） による. 

図3. 荒船風穴の吹き出し口と屋敷の月平均気温の推移. 下仁田町教育委員会
（2013b） のデータを使用. 
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3．調査方法

　荒船風穴周辺の詳細な地質構造を明らかにするために，

国土地理院発行の2万5千分の1地形図「荒船山」「南軽井沢」
をもとに調査地域を地表踏査し，地質図を作成した．さら

に，表流水と地下水が風穴に与える影響を検討するため

に，表流水の状況と湧泉の分布を調査した．屋敷集落周辺

の谷部を対象に表流水の状況や湧泉の分布を確認し，河川

水と湧水の簡易水質計測を行った．計測項目は水温，電気

伝導率（EC），pH，全溶存物質（TDS）であり，同時に気温と
流量（目測）も測定した．水質計測は，ハンナ社製の携帯型

水質計測器（HI 98129）を用いて実施した．簡易水質計測は
2013年9月28日と11月6日の2回実施し，1回目は10地点で，
2回目は6地点で調査を行った．
　また，風穴周辺の地下構造を明らかにするために，電気

探査を行った．電極配置はウェンナー四極中心法を用い

た．電気探査では測線は直線上に測定深度の3倍の距離が
必要であり，本調査では測点を中心に最大で45m，全長
90mの測線長とした．電気探査は2013年11月6～7日に実施
した．電気探査で得た見掛比抵抗値は，Sundberg（ズンド
ベルグ）標準曲線解析法により解析し，地質調査の結果と

合わせて地質構造の解釈を行った．

4．調査結果

4－1．地形および地質の概要

　荒船風穴は群馬県西部の後期中新世火山岩類がつくる急

峻な山岳地帯の一角にあり，いわゆる本宿陥没盆地（本宿

団体研究グループ，1970）の北西部に相当する（図4）．荒船
風穴がある集落は，市野萱川の支流である屋敷川と屋敷川

支流の4号橋の沢（Ａ沢）に挟まれた部分に位置しているが
（図1），屋敷川は西から東に流れ，Ａ沢は北西から南北に
流れており，両河川とも下刻が大きいため，大きく見ると

集落は東西性の高台の上に立地しているように見える．

　風穴と集落の分布する流域内の河川形状の特徴は，周辺

の河川と大きく異なっている．その河床標高は北側と南側

の河川よりも20～50m高い位置にあり，地すべり地形を反
映したと思われる河床勾配が認められる（図5）．
　本宿層は新第三紀後期中新世の火山性堆積物を主とした

地層であるが，本地域の地質は本宿団体研究グループ

（1970）によれば，本宿層上部湖成層相当層ないしはその
上位層とされている．本地域に分布する本宿層はその岩相

により下位より火山角礫岩からなるＡ部層，溶結凝灰岩で

構成されるＢ部層，溶結凝灰岩の角礫を大量に含むＣ部

層，礫岩で構成されるＤ部層に細分され，これを岩脈とし

て貫いた玄武岩が溶岩層として覆っている．そしてこれら

の地層を，荒船風穴を作っている巨礫崖錐堆積物が不整合

に覆っている．

4－2．地質各節

　地表踏査の結果得られた当調査地の模式地質柱状図を図

6に示し，地質図と地質断面図を図7に示した．各層準の岩
相は以下のとおりである．

4－2－ａ．本宿層

図4. 調査地域周辺の地質環境．下仁田自然学校（2009）による下仁田町西部の地質図.
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Ａ部層（火山角礫岩層　層厚40m+）
　本部層は岩相変化に乏しい不淘汰の火山角礫岩からなる

地層である．火山角礫は20～40cm大の角閃石安山岩で，礫
支持で基質は少ない．基質は粗粒の火山灰で構成されてい

る．調査地域東部で見られる本層はところどころで珪化変

質をこうむっており，珪化変質の強いところでは幅2ｍ程
度の部分が脈状に白色化している．

Ｂ部層（溶結凝灰岩層　層厚40m）
　角閃石安山岩質の弱溶結凝灰岩層で，下位は異質礫を含

まず本質的であるが，上位になるにつれ安山岩片，軽石片

などの異質礫を含むようになる．下位の溶結凝灰岩層は暗

灰色で，1～2μmの短冊状斜長石と火山ガラスが溶結構造
を示し，これに少量の軽石片，安山岩片が含まれている．

苦鉄質鉱物は数μm程度の角閃石が斑晶状に少量含まれて
いる．上位になると異質礫の軽石片，安山岩片が肉眼でも

識別できるようになり，色も赤みを帯びてくる．本部層の

変質程度はスメクタイト，炭酸塩鉱物が生じている程度で

あるが，場所によっては緑廉石，緑泥石，イライトまで生

じているものがある．

Ｃ部層（凝灰角礫岩層　層厚40m）
　本部層の岩相は屋敷川本流で最も良く観察することがで

きる．溶結凝灰岩の巨大角礫を含む特徴的な凝灰角礫岩層

で，少なくとも三種類の岩相の溶結凝灰岩が識別される．

一つは，暗紫赤色で溶結構造がはっきりした強溶結凝灰

岩，もう一つは黒色ガラス質の中に紫灰色の縞状構造が入

る強溶結凝灰岩，それに礫径50cm以上で灰色の中に淡灰色
の縞状構造が入った溶結凝灰岩である．基質は，数mmの
細礫を含む軽石混じりの淡緑色細粒凝灰岩である．この凝

灰角礫岩層の最上部は成層した火山礫凝灰岩層になってお

り，ところどころに泥層も挟んでいる．

　屋敷集落東の沢における本部層

は不淘汰な凝灰角礫岩層で，礫径

最大15cm程度で，礫種は基質と同
質の凝灰岩や溶結構造の弱い溶結

凝灰岩で，そのほかに数cm角の黒
色安山岩礫も確認できた．基質は

数mmの角礫を含む軽石混じりの
凝灰岩で新鮮面では暗褐色，風化

すると淡褐色～白色を呈する．

Ｄ部層（淡緑色凝灰角礫岩層～礫

岩層　層厚200ｍ+）
　本部層は集落，風穴地帯の基盤

をなしている礫岩～凝灰角礫岩層

で，本地域で最も分布が広い地層

である．屋敷川では本部層がほぼ

全面露頭で露出しており，その岩

相がよく観察される．下部は淡緑

色凝灰岩質砂岩の基質に細礫～大

礫の亜円礫～円礫の礫を含む礫岩で，ところどころに数m
大の安山岩巨礫を含んでいる．屋敷川の標高800m地点では
この礫岩中に厚さ3m程度の湖成層と判断される，成層し
た凝灰岩質砂岩層が挟まれる（図7のＤ部層中の黒色で塗ら
れた地層）．同様な砂岩層は屋敷川と集落の間の尾根（標高

820m付近，以下標高を記載した地点は図1参照）および集落
の道沿い標高800m付近にも見られ，ほぼ連続しているも
のと判断される．本部層の上部は淡緑色の火山礫凝灰岩～

図6. 総合柱状図.

図5. 屋敷集落周辺の流域界の河床勾配. 屋敷川の標高550m地点（Ａ沢と本流の分岐点）
を基点として, 100mごとに河川の標高をプロットした.
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凝灰角礫岩で構成される．集落南西の本部層上位には赤褐

色の溶結凝灰岩が挟まれているが，これは物語山周辺の本

宿層上部層の阿唱念溶結凝灰岩に酷似している．なお，屋敷

川本流では，この溶結凝灰岩は溶結構造が目立たなくなり

赤褐色の火山礫凝灰岩となっている．また，荒船風穴近くの

Ｂ沢では本部層中に粗粒玄武岩が貫入しており，その周辺

の本部層は著しい熱水変質を受けており軟弱となってい

る．

4－2－ｂ．粗粒玄武岩～玄武岩の岩脈および溶岩層

　風穴の沢（Ｃ沢）984.9mピークおよび集落の北977.7m
ピークを作る玄武岩質の岩体である（図8）．風穴の北北西
にあるＢ沢では2カ所でＤ層の淡緑色凝灰角礫岩層にこの
玄武岩体が岩脈として貫入している様子が観察され，風穴

の沢984.9mピークを作る岩体は岩脈と判断される．一方，
集落北ではＤ層に整合でほぼ水平に玄武岩が重なっている

様子が観察され，溶岩と判断される（図9）．

　そして屋敷川本流では，同様の玄武岩層が下部に自破砕

溶岩を伴いながら重なっている．以上のことから，本層は

風穴の沢上流で貫入した玄武岩が側方に溶岩として流れ出

たものと判断される．

　984.9mピーク付近で採取された本岩体は黒色緻密な岩
石で，鏡下では間粒状組織を示し長径2μm～8μmの短冊
状斜長石の間を単斜輝石が埋めている様子が観察される，

斑晶は長径10μm程度の斜長石と単斜輝石で単斜輝石は双
晶をなしている場合が多い．石基の斜長石についてアルバ

イト式双晶の対称消光角で測定した組成はAb30An70程度
である．斜長石斑晶の中には単斜輝石がポイキリティック

に含まれている．なお，蛍光Ｘ線分析で測定した本岩体の

全岩組成を表1に示した．
　ガリの沢における岩脈状の本岩体は石基部が細粒である

ほかは984.9m付近と同様で，長径5μm程度の斜長石斑晶
と単斜輝石斑晶を含み，それを長径1μm程度の短冊状斜
長石と単斜輝石が間粒状組織を呈しながら埋めている．斜

長石斑晶に単斜輝石がポイキリテックに含まれる点も同様

である．ただし，単斜輝石斑晶は1.5μmの短柱状のものが
多く，石基部分も含め全体として984.9mピーク付近の岩体
より細粒となっている．

　屋敷川本流では，Ｄ層に本岩体が岩脈状に貫入している

様子がはっきりと観察される．鏡下における特徴は984.9m
付近と全く同様で，間粒状組織を示す石基中に斜長石斑晶

と単斜輝石斑晶が含まれている．

　屋敷川でＤ層の上に乗る本岩体の溶岩は短冊状斜長石の

隙間を単斜輝石とガラスが埋めた填間状組織を示し，斑晶

は斜長石と単斜輝石が主であるが，スメクタイトに交代さ

れた角閃石仮像が少量認められる．

4－2－ｃ．巨礫崖錐堆積物

　風穴の沢（Ｃ沢）とその南に延びる沢を埋積している粗

粒玄武岩～玄武岩の巨大角礫からなる崖錐性堆積物で，地

表から見る限りマトリックスを欠いており空洞となってい

る．巨礫の供給源と見なされる984.9mのピーク直下では

図8. 風穴上部に露出する貫入岩露頭.
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図7. 調査地域の地質図と地質断面図. 
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礫径が1～2mと小さいのに対して，風穴直上では礫径が極
めて粗大で10mを超えている礫も見られる（図10）．また電
気探査の結果により，巨礫崖錐堆積物は，地表に分布する

基質を欠いた岩塊とは電気伝導度が大きく異なる崖錐堆積

物も地下に分布していることがわかる．しかしながら地表

では確認できない．

4－2－ｄ．無斑晶質安山岩岩脈

　風穴の沢（Ｃ沢）と屋敷川本流の間にあるくぼ地の南側

に東西方向のやせ尾根にわずかに分布する．肉眼的には黒

色の稚密なガラス質安山岩で，変質はほとんど受けていな

い．鏡下では，火山ガラスを石基に斜長石斑晶と単斜輝石

斑晶が含まれる．

4－3．表流水の状況と湧泉の分布

　表流水および湧水の簡易計測を屋敷の沢と屋敷北側の沢

で2013年9月28日と11月6日の2回実施した．計測地点は，
図1に示す10地点である．その結果を表2，表3に示した．な
お，屋敷集落に設置された国土交通省の神津下観測所の日

降水量測定結果によると，2回の測定日とも測定日直前2週

間に降雨の記録がない（図11）．したがって，測定した水は
降水の影響を直接受けていないと判断できる．ここで，計

測地点の分布を見ると，風穴と屋敷集落が分布する地すべ

り土塊中には，計測地点がNo.8の1地点しかない．これは
地すべり土塊域をくまなく探査した結果の1地点であり，
それ以外の地すべり土塊地域には表流水も湧水もない．し

かもNo.8の湧出量は2回の測定とも50L/minと少ない．ガリ
侵食としたＢ沢の東で，991mピークの西には深い沢が刻
まれているが（図1），この沢も涸れ沢であり表流水は確認
されない．地すべり土塊中に流水が少ないという事実は，

荒船風穴の成因に深く関わっているものと思われる．

　水温の測定結果を見ると，2回の測定とも，全地点で水温
は気温よりも低い値を示し，気温と水温の差は11月（0.4～
4.3℃）よりも9月（7.7～3.9℃）の方が大きい．一般に，地
下水の水温は年間を通じて一定であり，その地域の年平均

気温に近い値を示す（成宮ほか，2006）．気象庁の観測デー
タ（西牧野）によると，1981～2010年の年平均気温は12℃で
あり，今回の2回の測定水温は11～13℃ である（表3）ことか
ら，測定地点の水温はこの地域の地下水温を反映している

と考えられ，風穴周辺の冷気との関係はないと判断される．

図9. 基盤と一部流出した溶岩との接触露頭. 岩質は貫入岩と同様.

図10. 風穴直上の巨礫崖錐堆積物. 直径3～5m以上の巨礫が谷を
埋めている.

表1. 貫入岩体の全岩化学組成.
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　また，測定対象別に区分すると，表流水と湧水に分けら

れるが，湧水は分布地点の違いから，No.8の上部湧水と
No.2およびNo.4の下部湧水に細分できる．測定対象別の簡
易測定結果平均値は表2に示すとおりであり，水温，EC，pH，
TDSの測定値にそれぞれの傾向が認められる．表流水の水
温は気温の影響を受けやすいため，1回目と2回目の差が2
℃ あるが，湧水の水温に変化は見られない．また，上部湧
水は下部湧水よりも約160m高い位置に分布していること
から，水温は下部湧水よりも0.6～0.7℃ 低い値を示してい
る．EC，pH，TDSの値がそれぞれの対象で異なることは，周
辺地質の影響を受けている可能性が考えられる．

4－4．電気探査の解析

　電気探査は探査深度30mが7測点，探査深度10mが2測点
の合計9測点で実施された．電気探査の結果から本地域地
下を構成する地層・岩体の比抵抗値を表4に示した．この表
に示す通り，本宿層の比抵抗値は低く最大168Ω-mで，玄
武岩の岩脈および溶岩層も低く171～540Ω-m（一部に2800

を示す部分もある）である．これに対して巨礫崖錐堆積物

は，概して数1000Ω-m以上の高い値を示しているが，この
巨礫崖錐堆積物は比抵抗値が比較的高い層と，低い層に二

分され，それぞれ高比抵抗部（Bh），低比抵抗部（Bl）とし
た．なお，一番上にのる崖錐堆積物の比抵抗値は700～1800
Ω-mであった．図12に10測点の電気探査から得られた2本
の地下断面図を示した．いずれも風穴の沢を切る北北西－

南南東方向の地下断面図で，Ｅ－Ｆ断面が上流側である．

この断面図を見ると巨礫崖錐堆積物は厚さが10～20mもあ
り，風穴の沢を厚く覆っていることがわかる．基盤岩が作

る上面の形状は，水平方向100mで深さ30mにもなる谷に
なっていることも読み取れる．そして，この断面図から読

み取れるもう一つの重要な点は，本宿層の基盤岩が作る谷

底と，巨礫崖錐堆積物が作る現在の風穴の沢の谷底の中心

の位置が異なっていることである．いずれの断面図でも，

現在の谷底の中心が基盤岩の谷底の中心よりも20～10ｍ南
側に偏っているのである．このことは荒船風穴の成因に大

きく関わってくる事実と思われる．

表2. 表流水および湧水の簡易計測結果.

表3. 測定対象別簡易計測結果（平均値）.
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5．考　　察

5－1．地すべり地形と地質

　地形概説で述べたように，荒船風穴と屋敷集落の分布す

る流域内の河川形状の特徴は周辺の河川と大きく異なって

おり，屋敷集落の河床標高は北側と南側の河川よりも20～
50m高い位置にある．こうした地形の特徴は屋敷集落をの
せた東西方向の台地状地形が地すべり地形であることを示

している．図1を見ると屋敷集落周辺には大きく3つの地す
べり地形が認められるが，屋敷集落は最後に活動した東西

性の地すべりブロックの上にあることがわかる．この地す

べりは，本宿層Ｄ部層の中で起こっているため，表層の地

質調査では反映されず，地質図では本地域が地すべり地帯

であることが表現されていない．ただし，構造的には地す

べり地帯の中の本宿層は乱れており走行傾斜が安定しな

い．例えばＤ部層中の湖成層の構造は，屋敷川本流では

N28°W，22°W，屋敷南の尾根部分ではほぼ水平と緩い構造
を示しているが，集落の中ではN50°W，60°Eと急傾斜を示

している．以上の事実より，地すべり地帯内部では岩盤の

移動に伴い構造が乱されているものと判断され，屋敷集落

とその上に立地する荒船風穴は地すべり土塊上にあると結

論することができる．

5－2．水循環系から考察される風穴成因のメカニズム

　風穴が立地する地形条件として，背後に急傾斜の斜面を

持つ大規模崩壊地形があげられており（江川ほか，1980），
文献で確認される日本の風穴のほとんどが，地すべり地形

上に位置していることも確認されている（清水，2004）．荒
船風穴も，地すべり地に存在する典型的な風穴の一つであ

ると考えられる．

　一般に，地すべり地は保水性がよく地下水位が高いこと

から，水田耕作に適しており棚田などに利用されているこ

とが多い（小泉，1997）．その反面，地すべり土魂中には移
動に伴う亀裂が発達することで，雨水が浸透しやすい特性

を持つこともある．古い時期に活動し現在は安定している

地すべり地では，地すべり土塊の側方から進行する侵食に

表4. 電気探査による各層準の比抵抗値.

図11. 屋敷集落の日降水量. 国交省観測データによる.
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より周辺河川の河床高度よりも相対的に高くなることで地

下水位が下がり，地すべり土魂中に雨水が滞留しにくい状

態になることが考えられる．

　なぜ多くの風穴が地すべり地に位置するのかを考える

と，地すべり土塊中の水（とりわけ雨水の浸透）の重要性

が浮かび上がってくる．北八ヶ岳火口底の氷塊の融解に

は，火口湖水との接触の影響が強いことが指摘されており

（清水ほか，2012），越年氷の存在には，気温上昇よりも雨
水が氷魂を溶かさないことの重要性があげられている（片

桐・明石，2012）．
　荒船風穴のある地すべり土塊では，表流水・湧泉の分布

調査においても，表2のNo．8の湧泉を除いては，明確な流
水が認められなかった．今回実施した2回の表流水・湧泉の

分布調査は降雨の影響が認めらない時期に実施したので，

降雨時に表層水がどのように流れているのかまでは言及で

きないが，少なくとも降雨の少ない時は地すべり土塊では

水が地表を流れていないことは明確である．次の項に述べ

る風穴の沢の構造と関連することになるが，風穴内部では

氷が水と接触せず融解しにくくなっていることが推定され

る．

5－3．風穴の沢の構造と風穴の成因

　電気探査の結果から地質構造を推定した結果，風穴の沢

では基盤岩が沢底からさらに20mも深いところにあり，基
盤岩が作る谷は水平方向100mで深さ30mにもなる谷に
なっていることが判明した（図12）．風穴地帯の基盤岩は本

図12. 電気探査実施地点（A）と E-F，G-Hの地質断面図（B）.
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宿層のＤ部層であり（図6），Ｂ沢で観察されたように風穴
一帯は粗粒玄武岩の貫入による熱水変質でＤ部層が軟弱と

なっている．このことが基盤岩の下方浸食を容易ならし

め，深い谷をつくり，その谷を氷期の強力な凍結破砕に

よって生産された節理の発達した岩脈に由来する巨礫崖錐

堆積物が埋めていると考えられる．崖錐堆積物の末端付近

に冷気を伴う風穴が存在することは，共通する条件として

他地域でも報告されている（田中ほか，2004；明石・片桐，
2009；柿下・大塚，2012）．
　下仁田町教育委員会（2013b）は，この巨礫崖錘堆積物は
厳冬期に低温化し季節凍土となり，凍土の低温が保持され

た状態で，春先の地表面の融雪水が岩塊の空隙に浸みこん

で氷塊を作ったと推定している．荒船風穴では，この氷塊

が解凍されながら冷気が吹き出ていると推定しているので

ある．春先に風穴内の氷塊が発達することは，秋田県の長

走風穴における地下氷の観測結果で明らかにされている

（大館郷土博物館，2013）．長走風穴内部の氷の厚さを2012
年3月28日～6月1日に測定したところ，空隙内の氷厚は3月
31日までは5cmに満たなかったが，4月上旬から急激に厚さ
を増し，4月20日には20cmを超え，この氷厚は6月下旬まで
保持された．この間，空隙内の温度は0℃を保っていた．
　電気探査で得られた成果のもう一つの重要な点は，基盤

岩の谷の谷底が現在の風穴の沢の谷底より20～10ｍも南に
寄ったところにあることである．このため，風穴地帯に降

る雨は地下に浸透して基盤岩の谷底を流れ，現在の風穴の

沢の谷底には雨水は流れず季節凍土が融解しにくい構造に

なっている．

　集落をのせた地すべり地帯が相対的に高い位置にある 
台地となっており，他の地域からの流水がなく流水量その

ものが小さい．さらに，風穴の沢の地下に分布する基盤岩

の谷地形の中心が荒船風穴を形成した地すべり土塊の中心

からずれているため，雨水浸透による伏流水が空隙の氷に

影響することがなく，風穴内部の氷の保存状態を良好にし

ていると考察される．荒船風穴の場所が風穴の沢の西の壁

際にあることも，伏流水の影響が少なくなった原因とも

なっているだろう．

　以上のように地下構造に起因して降雨時に発生する伏流

水による氷の融解が起こりにくい構造であることが，荒船

風穴が蚕種貯蔵所として優れていた理由とも考えられる．

今後ほかの地域の風穴の地形地質要因（地下構造）と冷風

の温度を比較することで，冷風の温度と地形地質とのかか

わりを明らかにできると推測される．

6．結　　論

（1）玄武岩質の貫入岩は，基盤の本宿層を貫き，調査地域
の北西で一部流出し，基盤を覆っている．

（2）荒船風穴は玄武岩質マグマの貫入により熱水変質を受

けた基盤が深い谷をつくり，層厚20mの巨礫崖錐堆積物
で埋められた上に位置している．

（3）荒船風穴周辺では表流水が確認できず，地下では凍土
層のできる場所と地下水の流れる場所が異なっているた

め，風穴地下では雨水・地下水に影響されずに凍土が発

達している．
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