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要旨：榛名火山南西麓には主成層火山の一部が分布し，有馬礫層・陣場火砕流堆積物・上蟹沢

岩屑なだれ堆積物・陣場ラハール堆積物・滝沢川礫層・二ッ岳第1火砕流堆積物・二ッ岳第2火
砕流堆積物などが山麓緩斜面を形成している．従来流れ山といわれてきた小丘は，陣場火砕流

の末端に形成された地形で，これを舌状丘と命名する．

　旧榛名ゴルフ場一帯は地形が比較的緩やかで，ここに陣場火砕流堆積物やウツボ沢湖成層が

分布している．地質や地形から，更新世末にはここに凹地があり，その一部に噴気活動があっ

た．
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Abstract： At the southeast slope of Haruna Volcano there are distributed 9 deposits on the 
stratovolcano.They are Arima Gravel Deposits, Jinba Pyroclastic Flow Deposits, Kamikanisawa Debris 
Avalanche Deposits, Takisawagawa Gravel Deposits, Utsubosawa Lake Deposits, Futatsudake 
Pyroclastic Flow Deposits 1 and Futatsudake Pyroclastic Flow Deposits 2. In this area, there are several 
mounds. Our precise geological researches show that the mounds are not hummocky hills as they are 
called,but the tip of the Jinba Pyroclastic Flow Deposits. We designate them as “the lingulate hills”.
　The area in and around the former Haruna Golf Course lies a gentle slope. Jinba Pyroclastic Flow 
Deposits and Utsubosawa Lake Formations are distributed there. Our geological and geographical 
reserches suggests that this area had been a hollow and vapor might have been emitted in the inside in 
the Pleistocene.

Key Words： Haruna Volcano, lingulate hill, hummocky hill, Jinba Pyroclastic Flow, Kamikanisawa
Debris Avalanche , Utsubosawa Lake Formations, Arima Gravel Deposits
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はじめに

　榛名火山は群馬県のほぼ中央にある複合成層火山で（図

1），地質については大島（1986）などの研究がある．榛名
火山南東麓には数十の小丘が分布しており，従来泥流丘や

流れ山と呼ばれてきた．これらの小丘群の成因について，

大島（1972）は陣場泥流，木崎ほか（1977）は陣場熱雲，
大島（1986）は陣場岩屑流，久保（1990），早田（1990，1996），
新井・矢口（1994）は陣場岩屑なだれ，澤口（1996）は陣
場火砕流によるとし，成因と用語が変遷してきた．1980
年，アメリカのセントヘレンズ火山で岩屑なだれが発生し

流れ山を形成して以後，当地域の小丘群の形成は，岩屑な

だれによるとの考えがほぼ定着したように思われる．流れ

山の定義も，地団研地学事典編集委員会編（1970）地学事
典は，「泥流堆積物の表面に特徴的に見られる突起した地

形」であったのが，地学団体研究会新版地学事典編集委員

会編（1996）新版地学事典では「岩屑なだれ堆積物の……」
に改められている．しかしながら，この地域の小丘群の成

因についての詳細な研究は殆ど行なわれてこなかった．本

研究では，榛名火山南東麓の地形・地質を調査するととも

に，小丘群の成因や上野平付近に分布する湖成層について

考察した．

地形概説

　調査地域は榛名火山の南東部にあたる．大島（1986）は
榛名火山の発達史を第1期から第5期に区分しているが，調
査地域の北西部は，吾妻山を中心に，榛名火山第1期の活動
による主成層火山体の一部，および第5期に噴出した相馬
山溶岩ドームの一部などからなる．吾妻山は浸食が進み，

地形は急峻であるが，特に東斜面には急傾斜の谷がガリー

状に発達し，露岩が多く，榛名火山の他の部分とは異なっ

た地形を呈している．山頂の北の上野平から旧榛名ゴルフ

場にかけては，東西約2km，南北約0.7km，標高900～1000m
の，ほぼ楕円形をした高原である．ゴルフ場建設による改

変以前の50,000分の1地形図をみると，傾斜は緩く，楕円形
の緩傾斜地の北端と南端に，それぞれ2つの低いピークが
東西に並び，その間を滝沢川の支流ウツボ沢が，現在と同

じ位置を，西南西から東北東に流れていた．

　吾妻山の南東には山麓緩斜面がひろがっている，森山

（1971）は白川から水沢の間を相馬ヶ原扇状地とよんだが，
ほぼこれに相当する．この斜面は後述するように，有馬礫

層，陣場ラハール堆積物，滝沢川礫層などによる形成時代

の異なる扇状地や，陣場火砕流堆積物，二ッ岳第2火砕流堆
積物などによる火砕流台地からなってる．

　山麓緩斜面上には北から南へ，茂沢川，午王川，滝沢川，

自害川，午王頭川，染谷川，榛名白川などの必従の河川が，

深さ数mから20mの谷を刻んで流れている．これらの河川
の上流部にはガリーが発達している．

　山麓緩斜面上には数十の小丘が分布しており，従来流れ

山と呼ばれてきた．

地質の記載

1　概要

　調査地域の北西部には，大島（1986）による第1期の主成
層火山体形成期の溶岩・火砕岩と，第5期に形成された相馬
山溶岩ドームの東端などが分布する．主成層火山体の一部

は，陣場火砕流やウツボ沢湖成層などに覆われている．ま

た，山麓緩斜面は，有馬礫層，陣場火砕流堆積物，上蟹沢

岩屑なだれ堆積物，陣場ラハール堆積物，滝沢川礫層，

二ッ岳第1火砕流堆積物（FPF-1），二ッ岳降下軽石堆積物
（FP），二ッ岳第2火砕流堆積物（FPF-2）などで構成され
ている．地名および柱状図の位置を図2に，地質図を図3
に，柱状図を図4に示す．

2　基盤岩類

　野村ほか（1990）によれば，榛名白川の支流栗の木沢の
上流に，基盤のガラメキ層が小規模に分布する．ガラメキ

層は黒色の複輝石安山岩，酸化赤色化した火山角礫岩・火

山礫凝灰岩などからなり，これらの走向・傾斜はN60゚E，
50゚NEを示す．安山岩溶岩のK－Ar年代は8.14±0.28Maと測
定されている．

　八幡川の上流は標高760m付近で2つに分岐する．その東
側の谷の標高810m付近の林道沿いの崖には，主成層火山
の溶岩・スコリア互層の下位に，黄褐色に変質した凝灰角

礫岩が露出している．溶岩・スコリア互層と変質凝灰角礫

岩との間には浸食面が認められ，岩質もガラメキ層構成岩

に類似していることから，基盤岩の一部と考えられる．

図1　調査地域の位置



榛名火山南東麓の地質 117

図3　地質図

図2　調査地域の地名・柱状図の位置
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3　主成層火山，および関連堆積物

　吾妻山から旧榛名ゴルフ場を中心に分布するほか，山麓

緩斜面を流れる午王川などの谷底に断片的に露出する．

3－1　吾妻山から旧榛名ゴルフ場にかけて

　溶岩，火砕岩よりなり，これを覆うラハール堆積物を伴

う．

ａ　溶岩・火砕岩　安山岩溶岩，スコリア質凝灰角礫岩，

凝灰岩よりなり，少なくとも3種類の溶岩が識別される．
ｂ　ラハール堆積物　中礫～大礫サイズの安山岩亜角礫と

火山灰質粗粒砂よりなる．中村ほか（2005）のラハール・
扇状地性堆積物の一部に相当する．主に吾妻山の東斜面に

分布し，一部は南斜面にもみられる．

3－2　午王川

　主成層火山の山麓末端部には，点々と泥炭層を挟んだ水

域に堆積した火砕岩が分布する（久保ほか，2008）．分布や

主成層火山の噴出物との関係から，これらを主成層火山形

成期の堆積物と考えた．

ａ　午王川下流の第1砂防ダム付近

　榛名礫層に覆われて赤褐色～紅色の凝灰角礫岩が分布し

ている．基盤の凝灰角礫岩に比較して色が鮮やかで固結度

が低いため，基盤岩類ではなく，主成層火山体形成期の堆

積物の一部と考えられるが，分布が狭く詳細は不明であ

る．

ｂ　午王川に架かる午王川橋の下流

　午王川橋の下流450～500mの右岸側では，下位から上位
に凝灰角礫岩・火山礫凝灰岩（300cm+），泥炭層（50～
200cm），細粒凝灰質砂岩（0～300cm）がほぼ水平に重なり，
FPF-2に不整合に覆われる．火砕岩はいずれも変質を受け，
赤みがかったオレンジ色～茶褐色を呈する．細粒凝灰質砂

岩には平行葉理が見られる．下部は露出していない．層厚

は8m+．

図4　柱状図



榛名火山南東麓の地質 119

　午王川橋の下流300～400m付近では，下位から上位へ凝
灰角礫岩（120cm+），泥炭層1（5～80cm），凝灰角礫岩
（150cm），泥炭層2（40～50cm），凝灰岩（40cm+）の順に
ほぼ水平に重なり，右岸では滝沢川礫層・FPF-2に，左岸で
は榛名礫層に不整合に覆われる（図3，図5）．下部は露出し
ていない．

　泥炭層1の下位の凝灰角礫岩は岩屑なだれ堆積物を挟む．
凝灰角礫岩・凝灰岩は変質を受け，赤みがかったオレンジ

色を呈する．2層の泥炭層の間の凝灰角礫岩には，2枚の降
下軽石層（単斜輝石，斜方輝石，角閃石を含む）が挟まれ

る．層厚は下位の軽石層が0～15cm，上位の軽石層が5～
15cmである．泥炭層1の下位の凝灰角礫岩中にも厚さ5～
30cmの降下軽石層(角閃石,単斜輝石，斜方輝石を含む)が挟
まれる．これらの軽石層は径2mm以下の軽石よりなり，い
ずれも細粒であることから榛名火山以外の起源と推定され

る．

ｃ　午王川橋上流

　午王川橋の上流約1300mの送電線（西上武幹線）付近の
午王川には，下位から上位へ凝灰岩（250cm+），凝灰角礫
岩(300m)，泥炭層（45cm）が重なる．凝灰岩は2層の降下軽
石層を挟み，下位の軽石層（単斜輝石，斜方輝石を含む）の

層厚は5～20cm，上位の軽石層（単斜輝石，斜方輝石を含
む）は0～40cm，径はそれぞれ2mm±である．火砕岩の岩質は
午王川橋下流に分布する堆積物に酷似している．左岸側は

有馬礫層，右岸側はFPF-2にそれぞれ不整合に覆われる．

4　山麓緩斜面堆積物

4－1　有馬礫層（新称）

　有馬付近の午王川，茂沢川沿いに分布し，厚さ数m～
10mのローム層に覆わる礫層を有馬礫層と命名する．大島
（1986）の主成層火山斜面の二次堆積物，群馬県地質図作
成委員会（1999）の扇状地性堆積物の一部，森山（1971）
の火山性扇状地堆積物に相当し，久保（2007）の後料礫層
に対比される．

模式地および層厚　吉岡村小倉工業団地付近の午王川，お

よび茂沢川上流．層厚は20～100m．
分布　主に午王川より北の山麓緩斜面に分布している．滝

沢川と染谷川に挟まれた地域は有馬礫層を欠いているが，

榛東村総合グランド付近など所々に残丘状に残されている

（図2）．層厚は午王川で20～40m，茂沢川で90m+．
調査地域での岩相　大礫を主とする半固結の礫層で，とき

に中粒砂～粗粒砂層を塊状～凸レンズ状に挟む．後述する

滝沢川礫層に比較して，砂層の挟みが少なく大部分が礫層

よりなる．礫は10種類を越える安山岩の亜角礫～亜円礫よ
りなり，基質は中粒砂～粗粒砂である．一般に礫支持であ

るが，亜角礫の大礫よりなる基質支持の礫層を挟む．

層位関係・年代　午王川の午王川橋下流で，主成層火山形

成期の堆積物と考えられる赤色に変質した凝灰角礫岩を不

整合に覆う．また，厚さ数m～10mのローム層に覆われる．
パリノサーヴエイ株式会社（2005）によれば，有馬礫層に
相当する礫層は30万年前に噴出した大町Ａテフラの上位に
あり，5万年前（町田・新井，2003）の八崎軽石層（HP）
の下位数m～10mのローム層に覆われる．これにより，有
馬礫層の堆積は中期更新世と考えている．

4－2　陣場火砕流堆積物（再定義）

　榛名火山南東麓に分布する小丘群については，従来，陣

場泥流，陣場熱雲，陣場岩屑なだれ，陣場火砕流など種々

の成因が考えられてきたが，これは後述するように，相馬

表1　層序表

図5　主成層火山形成時の泥炭層　午王川
PE：泥炭層　P：軽石層　　 
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山溶岩ドームの崩壊によって発生した小規模火砕流，

block and ash flow（荒牧，1979）によって形成されたもの
である．相馬山溶岩ドームを発生源とし，榛名火山南東麓

に小丘群を形成した火砕流を陣場火砕流，その堆積物を陣

場火砕流堆積物と再定義する．

　なお，本論文ではblock and ash flowを火山岩塊火山灰流
（鹿野，2005），相馬山溶岩ドーム構成岩を相馬山溶岩と記
述する．

模式地および層厚　吉岡町上野田付近の滝沢川，および榛

名白川の支流栗の木沢の最上流部とする．かつて陣場付近

に模式的な露頭があったが現在では殆ど失われている．層

厚は模式地の滝沢川で10m+，供給源に近い栗の木沢最上
流部で70m+である．山麓緩斜面中央部の榛東村新井付近
では，陣場火砕流からなる小丘の，平坦面からの比高が2～
25mあるので，この部分では比高と同様かそれ以上の層厚
があると推定される．

分布　旧榛名ゴルフ場付近に分布するほか，自衛隊相馬ヶ

原演習場の一部や八幡川流域，上野田から陣場，新井にか

けて広く分布し，一部は利根川に達している．山麓緩斜面

の中央部では，広く滝沢川礫層に覆われているため地表で

の分布がとぎれるが，この地域を流れる川の谷底には断片

的に露出している．また，地質ボーリングコアや掘削工事

現場では，滝沢川礫層の下位にしばしば見られる．

　本論文では1960年代後半に調査した資料（久保　未発表）
も用いて分布を述べている．

岩相　淡青灰色，または茶褐色の主に径10～40cmの角礫状
火山岩塊，およびこれを埋める同質の径4cm以下の角礫状
火山礫や火山灰サイズの砕粉よりなる．ユニットによって

はこれよりやや細粒である．岩相は供給源からの距離には

あまり関係ない．火山岩塊，火山礫は相馬山溶岩と同質

で，普通輝石紫蘇輝石角閃石デイサイトである．5～7mm
の大型斜長石斑晶を特徴とする．

層位関係　ウツボ沢では主成層火山の凝灰角礫岩を，漆原

では前橋泥流堆積物（新井，1967）を覆う．竹本（1999）
によれば大窪沢第1軽石（OkP-1）以上のローム層に覆われ
ており（図6・図3），その活動を1.8万年前と考えている．

4－3　上蟹沢川岩屑なだれ堆積物（新称）

　上蟹沢川上流部に分布する岩屑なだれ堆積物を上蟹沢川

岩屑なだれ堆積物と命名する．

模式地および層厚　上蟹沢川の高崎・渋川バイパス予定線

の橋梁付近．層厚は10m+．
分布および岩相　上蟹沢川に架かる内金古橋から高崎・渋

川バイパス予定線の橋梁にかけて川沿いに分布する．この

付近には数個の規模の小さい流れ山が認められるが，多か

れ少なかれ人工改変されている．

　内金古橋の北西70m付近には流れ山の一部が残されてい
る（図7）．ここには基底の径が100m×50mの楕円形，比高
10mを越える流れ山があったと推定される．残された露頭
は粘土化し紅色，茶色，白みがかった黄土色など不規則に

変色した凝灰角礫岩よりなっていて，もまれた痕跡が残さ

れている．流れ山はYPを挟んだ厚さ約25cmのローム層に
覆われる．

　内金古橋の上流，左岸側に隣接した低く平らな高まり

は，流れ山を削った跡で，平坦面は流れ山の一部の水平断

面にあたる．伝聞によるとこの高台を含めて，基底が径

100m×70m程度の丘があったとのことである．水平断面に
は，上述の流れ山と同様に，粘土化し紅色，茶色，白みが

かった黄土色など斑に変色した凝灰角礫岩が露出してい

る．

　内金古橋の西北西200mの流れ山の頂部には，幅6m，高
さ2mにわたって紅色，白色，茶色など斑に変質した，やや
堅硬な凝灰角礫岩塊が露出している．岩塊にはジグソーク

ラックは見られない．岩塊の下部は崩積土に埋もれて不明

である．上位は陣場火砕流に覆われている．岩塊が陣場火

砕流に含まれているようにも見えるが，陣場火砕流に相馬

図7　上蟹沢岩屑なだれによる流れ山　内金古図6　陣場火砕流堆積物とそれに重なる滝沢川礫層　午王川
JPF：陣場火砕流堆積物　YP：板鼻黄色軽石層 
TG：滝沢川礫層 　　　　　　　　　　　　　 
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溶岩以外の岩塊が含まれている例は知られていない．

　高崎・渋川バイパス予定線の上蟹沢川橋梁工事地点から，

その上流350mの間にも上蟹沢岩屑なだれ堆積物が露出し
ている．ここでは岩屑なだれ基質は不均質で砂質の部分と

火山灰質の部分が入り混じっており，10cm以下の亜角礫や
亜円礫を含んでいる．一部粘土化して茶色の部分，白みが

かった黄土色の部分，灰色の部分が不規則な縞状に分布し

ている．含まれている礫の多くは相馬山溶岩で，それ以外

の安山岩を少量含む．岩屑なだれ岩塊は径1～2mで，灰色
の細かくほくれかかった相馬山溶岩と，紅色がかった茶色

の輝石安山岩質凝灰角礫岩である．

層位関係　内金古橋の北西70m付近の流れ山や，上蟹沢川
の高崎・渋川バイパス橋梁予定地点では，YPを挟むローム
層に覆われている．この橋の上流400m付近の川沿いの崖
では，上蟹沢岩屑なだれが陣場火砕流堆積物に覆われ，さ

らに陣場火砕流堆積物は陣場ラハール堆積物に覆われてい

る．

4－4　陣場ラハール堆積物（新称）

　陣場火砕流堆積直後の洪水などにより砂礫が堆積したこ

とは，いくつかの記載がある（例えば，新井・矢口，1994）．
澤口（1995）は陣場岩屑なだれの上位に堆積し，陣場岩屑
なだれ堆積物と同様にYPを挟むローム層に覆われる礫層
を陣場泥流堆積物と呼んだ．本論文では，陣場火砕流の活

動直後に発生した土石流や洪水による堆積物を陣場ラハー

ル堆積物と呼ぶ．澤口（1995）の陣場泥流に相当する．
模式地および層厚　花水沢の下流の林道沿い．層厚は花水

沢下流部で80m+，山子田で10m．
分布　榛名白川の支流花水沢，栗の木沢，鷹ノ巣沢などの

下流部に厚く分布している．山麓緩斜面では滝沢川礫層に

覆われているため，滝沢川，八幡沢の谷底や，利根川に近

い漆原付近などに点々と露出しているのみである（図8）．
しかし，東電送電線西上武幹線工事に伴うボーリングコア

や，道路工事の際の掘削資料などから，陣場ラハール堆積

物は滝沢川や午王頭川に沿って地下に広く潜在しているこ

とが推定される．

岩相　榛名白川と花水沢の合流点付近では，粗粒部分と細

粒部分が互層する．粗粒部分は径5～20cmの亜角礫～亜円
礫よりなり，基質は径2cm以下の角礫をまじえた粗粒砂で
ある．基質支持で分級は悪い．細粒部は径2～5cmの亜角
礫と粗粒砂よりなり，この部分は比較的分級が良い．それ

ぞれの層厚は0.5～3mである．礫の30～80％は相馬山溶岩
で，それ以外に数種類の輝石安山岩を含んでいる．旧榛名

ゴルフ場のクラブハウス付近の斜面では，層厚20～50cmの
礫層と含礫砂層とが互層している．ここでは礫はすべて相

馬山溶岩の角礫～亜角礫である．

　陣場ラハール堆積物は一見陣場火砕流堆積物に似た部分

があるが，供給源近くを除いて，礫の円摩がやや進んでい

ること，基質が砂質であること，砂層を挟みときに葉理が

見られること，供給源近くを除いて相馬山溶岩以外の礫を

含んでいることなどにより区別される．

層位関係　滝沢川の東電送電線西上武幹線付近では，陣場

ラハール，YPを挟むローム層，滝沢川礫層の順に重なって
いる(図8)．送電線から上流100mでは陣場火砕流に重なる
（図4）．

4－5　ウツボ沢湖成層（新称）

　吾妻山の上野平付近は傾斜が比較的緩やかで，中央にウ

ツボ沢が谷を刻んでいる．ウツボ沢を中心に分布する泥炭

層を挟んだ湖成層を，ウツボ沢湖成層と命名する（図9）．
模式地および層厚　ウツボ沢上流部，およびウツボ沢の入

り口から南西に分岐する支流の上流部．層厚は12m+．
分布および岩相　上野平一帯に分布する．湖成層は下位か

ら上位へ火山礫を少量含むシルト層（0～300cm），泥炭層
（30～150cm），極細粒砂と細粒砂よりなる極薄層の平行層
理砂層（200～300cm），含礫砂層（500cm）が重なる．とき
に礫層や塊状の細砂層を挟む．泥炭層の上部には層厚5cm
の総社軽石層（As-Sj）が挟まれる．平行層理砂層は，とき
にスランプ層を挟む．柱状図を図10に示す．

図8　陣場ラハール堆積物とそれに重なる滝沢川礫層　滝沢川
JLa：陣場ラハール堆積物　YP：板鼻黄色軽石層 
TG：滝沢川礫層　PE：泥炭層　　　　　　　　　
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　水揚沢上流部にも陣場ラハール堆積物に重なる湖成層が

小分布するが，岩相が異なるので，ウツボ沢湖成層である

かどうかは不明である．

構造　極細粒砂と細粒砂の平行層理砂層でみると，ウツボ

沢上流部では東に5°以下で緩やかに傾斜している．ウツボ
沢入り口から南西に分岐する支流では5°以下で西に傾斜し
ている．

層位関係および年代　ウツボ沢から分岐した沢では，陣場

火砕流，YPを挟んだローム層，ウツボ沢湖成層の順に重な
る．ウツボ沢湖成層の上位は，FA，FPF-2，または黒土が覆
う．

　ウツボ沢湖成層はYPを挟んだローム層に重なることや，
泥炭層の上部にSjを挟んでいることから，更新世末から完
新世初期の間に堆積したと考えられる．

4－6　滝沢川礫層（新称）

　主に榛名白川と滝沢川の間に広がる緩斜面を覆う完新世

の礫層を滝沢川礫層と命名する．早田（1990）の完新世扇
状地の構成層，澤口（1996）の相馬ヶ原構成層のうち新期
扇状地構成層にほぼ相当する．また，新井・矢口（1994）・
竹本（1999）の元総社ラハールの一部が滝沢川礫層にあた
る．

模式地および層厚　滝沢川の東電送電線西上武幹線付近．

層厚は模式地で5.5m．北部（地名）で11m＋，関谷塚付近
で4m，新井で15.5m，下新井で18m．
分布　白川下流と滝沢川中・下流の間の緩斜面に広く分布

する．末端の一部は利根川に達している．

岩相　模式地では粗粒砂を基質とする中～大礫よりなる礫

層と，粗粒砂～含礫粗粒砂層よりなる．粒度や堆積構造は

側方にさまざまに変化する．礫層は礫支持の場合も基質支

持の場合もある．有馬礫層に比較して砂層の挟みが多い．

礫径は下流に行くに従って急速に減少し，砂層が増加する．

　模式地では層厚30cm±の3枚の泥炭層を（図8），滝沢川の
滝沢大橋下流約200m付近では層厚30cmの泥炭層を1枚挟
む．また，榛東村新井の東電送電線鉄塔216号建設地点の

図10　ウツボ沢湖成層柱状図　柱状図の位置は国土地理院１/25000地形図を使用して示した

図9　ウツボ沢湖成層　ウツボ沢
GS：含礫シルト岩　PE：泥炭層　PS：極薄層平行層理砂層
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ボーリングコアでは，陣場火砕流堆積物に重なる滝沢川礫

層の下部に4枚の泥炭層の挟みが見られた．また，吉岡町
第1浄水場付近の道路工事の際にも泥炭層の挟みが観察さ
れた（消失露頭）．

層位関係　模式地では下位から上位へ陣場ラハール，YP
を挟むローム層，滝沢川礫層，黒土層の順に整合に重なっ

ている（図8）．滝沢川の滝見大橋付近ではFPF-1に直接覆わ
れる．

4－7　二ッ岳第1火砕流堆積物（FPF-1）

　新井（1962）は，榛名火山北東山麓に分布する火砕流に
ついて沼尾川pyroclastic fiow depositと命名し，薄い黒土層，
および二ッ岳軽石層（FP）を挟んで新旧に区分した．その
後，新井（1979）はそれらを沼尾川旧期，および新期火砕
流堆積物と読みかえて，それぞれを二ッ岳第1軽石流堆積
物（FPF-1），二ッ岳第2軽石流堆積物（FPF-2）と改名した．
本論文では通常呼称されている二ッ岳第1火砕流堆積物，
二ッ岳第2火砕流堆積物を用いた．
　早田（1989）は，6世紀初頭の活動によるテフラを榛名
二ッ岳渋川テフラ（HaーS），6世紀中葉の活動によるテフラ
を榛名－伊香保テフラ（Hr-I）と総称しているが，FPF-1は
Hs-Sに，FPF-2はHr-Iに属する．また，柱状図（図3）の一
部に記入されている二ッ岳火山灰層（FP）は，調査地域に
広く分布する桃灰色の火山灰層で，Hr-Sの一部にあたる．
新井（1979），町田ほか（1984）の命名で，この名称は遺跡
発掘現場では広く使用されている．

　早田（1989,1990,1993），Soda（1996）によれば，FPF-1は
榛名火山の北麓，および東麓に広く分布し，調査地域には

その一部が見られる．調査地域ではFPF-2，二ッ岳降下軽
石（FP）に覆われているため露出範囲は狭く，主に滝沢川
や午王川の上流の川沿いの崖に見られる．分布の末端は滝

沢川の滝沢大橋下流400m付近に達している．
　岩相は変化に富んでいるが，滝見大橋下流600m付近で
は全体に桃色がかった灰色で，滝沢川礫層の上位に径2～
5cmの白色軽石に富むユニット（2m），火山灰質で径3cm±
の白色軽石が点在するユニット（1m），径5～10cmの白色軽
石を比較的多く含むユニット（3.5m），径1～5cmの軽石に富
むユニット（8m）がこの順で重なっている．その上位はFP
（10cm），さらにFPF-2（3m）に覆われる（図3）．溶結はし
ていない．Sparks et al.（1973）の Layer1，Layer3は殆ど観
察されず，Layer2aも明瞭でない場合が多い．
　軽石は単斜輝石含有斜方輝石角閃石安山岩質である．

FPF-1とFPF-2は岩相が似ており，野外ではFPを挟んでいる
場合は別として，両者の識別は困難である．

4－8　二ッ岳降下軽石層（FP；新井，1979）

　主に二ッ岳の北東に分布しており，層厚は二ッ岳山麓で

25m，渋川市街地付近で約1mである．調査地域の北部が分

布の南限にあたり，滝沢川上流部でFPF-1とFPF-2の間に，
厚さ10cmで挟まれている．一般に，FPF-1とFPF-2が分布す
る地域では，FPF-1の上位に5cm±の黒土，FP，FPF-2がこの
順に重なっているが，滝沢川沿いの谷ではFPの下位の黒土
は観察されない．

4－9　二ッ岳第2火砕流（FPF-2）

　早田（1989,1990,1993），Soda（1996），によれば，榛名火
山の北麓，南麓，東麓に広く分布している．調査地域では

滝沢川や午王川流域に一部が分布している．特に午王川と

滝沢川に挟まれた緩斜面を広く覆い，さらに利根川の沖積

平野に流出したFPF-2は，南有馬付近に扇状地状に堆積し
ている．午王川や滝沢川上流部には，谷壁にほぼ連続して

露出している．

　FPF-2は岩相の変化に富んでいるが，午王川の午王川橋
下流350m付近では，滝沢川礫層上に径2～5cmの軽石を多
量に含むユニット（3m+），径20～40cmの軽石が密集するユ
ニット（2m），逆級化を示し下部は径0.5～2cm，上部は径5
～8cmの軽石を多く含むユニット（10m），逆級化を示し径
5cm±の軽石を主とするが上部にやや大きい軽石を含むユ
ニット（4m），火山灰を主とし少量の径1～3cmの軽石を含

図11　二ッ岳火砕流2堆積物　午王川
PE：主成層火山体形成期の泥炭層　TG：滝沢川礫層
FPF-2：二ッ岳第2火砕流堆積物 　　　　　　　　　



久保誠二・鈴木幸枝・中島正裕・宮沢公明124

むユニット（1.5m）がこの順に重なっている．殆どが軽石
と火山灰とからなり岩片は少ない．各ユニットの境界は比

較的明瞭である．溶結はみられない．FPF-1と同様に
Layer1，Layer3，Layer2aは明瞭でない場合が多い．軽石は
斜方輝石・角閃石安山岩質である．

　この露頭の下流300mの谷壁では，各ユニットの累重関
係が明瞭である（図11）．
　午王川橋の下流150m付近では，厚さ最大2.5mの亜角礫
よりなる礫支持の礫層を，下に凸のレンズ状に挟んでい

る．これがFPF-1とFPF-2の間の黒土およびFP層序にあた
る可能性があるが，黒土も降下軽石も確認されていない．

4－10　八木原ラハール（新称）

　上越線複線化工事や関越高速道路建設などの際に，渋川

市八木原付近にはFPF1・FPF2起源のかなり円摩した軽石を
多量に含む砂層が分布することが明らかになった．軽石や

砂の粒径，軽石の量の違いによる弱い層理が認められる．

層厚は1.5m+である．八木原付近に分布する，FPF1・FPF2
に関連したラハール堆積物を八木原ラハールと称する．現

時点で八木原ラハールの露頭は失われている．

5　緩斜面に分布する小丘群

5－1　概要

　榛名火山南東麓には，従来泥流丘とか流れ山と呼ばれて

きた小丘が多数分布している．小丘のうち内金古付近に単

独で分布するものの多くは流れ山であるが，これ以外の形

が舌状で小丘群を形成するものは，流れ山とは成因が異

なっている．

　小丘群の多くは耕地や住宅地内に分布しており，多かれ

少なかれ人工改変を受けている．そのため，小丘の一部，

または全部が失われたものもあるが，こうした地域も小丘

が存在した形跡を残していることが多い．比較的原型が保

存されているのは，群馬県林業試験場構内や榛東村の山子

田貯水池西方地域である．

5－2　小丘群を構成する堆積物

　小丘群は陣場火砕流堆積物により構成されている．陣場

火砕流堆積物は相馬山溶岩起源のデイサイト岩塊，および

その砕粉のみで構成されており（図12），小丘では2つの岩

図13　山子田付近の舌状丘地形図　榛東村発行１/2500地形図による

図12　陣場火砕流堆積物　栗の木沢源流
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相が識別される．一つは一般に径5～25cm，最大40cmの角
礫状火山岩塊と，その間を埋める同質の5cm以下の角礫状
火山礫や火山灰よりなる．他はこれよりやや径の小さい角

礫を主体とする．

　供給源に近い栗の木沢水源付近では，いくつかのユニッ

トが認められ，粗粒のユニットでは40～60cmの火山岩塊を
含み，ときに径2～2.5mの岩塊が見られる．岩塊は青灰色
であるが，高温酸化を受けた茶褐色のものが含まれる場合

がある．1m以上の火山岩塊を除いてクラックは殆ど認め
られない．多孔質の火山岩塊や火山弾は含まれおらず，分

級は極めて悪く無構造の場合が多いが．ときに逆級化を示

すことがある．岩塊の被度は高く，ときに70％に達する．

5－3　小丘群の形態・規模

　小丘群の分布および形態を，現地調査，空中写真，榛東

村・吉岡町町発行の2,500分の1地形図を用い検討した結果，
小丘はいずれも山麓緩斜面上にあり，陣場火砕流堆積物よ

りなるいくつかの舌状の小丘が集合している．また，地

形・地質から，小丘群は陣場火砕流の末端が舌状に分岐し

て形成されたと考えられる．火砕流の末端に形成された舌

状の小丘を舌状丘（lingulate hill）とよぶ．図13は山子田付
近の地形図で，いくつかの舌状丘が分岐し重なっている．

　一つの舌状丘の基底は半楕円形に近く，長径は一般に

100～400m，短径は50～180mで，山麓緩斜面からの比高は
2～25mである．個々の舌状丘の長径の方向は山麓斜面の
傾斜の方向に近いが，この方向からずれているものも見ら

れる．舌状丘の山麓側は5～30°の斜面になっているが，反
対側は一度緩やかに山頂方向に傾斜した後，山麓緩斜面に

漸移している（図14,15）．側面の傾斜は15～40°である．

5－4　舌状丘の分布

　図16に主要な舌状丘の分布を示した．舌状丘は山麓緩斜
面に分布しており，その多くは吉岡村の南下から高崎市の

内金古にかけての，標高200mから260mに集中している．
標高の最も高いものは自衛隊相馬ヶ原演習場の北端付近の

物見塚（標高657m）で，相馬ヶ原演習場の北東端付近の標
高550～570m付近や，水出の標高400～430m付近にも分布
する．低いのものは漆原付近で標高約150mである（現在消
失）．図16の関越高速道路より東の地域にも舌状丘は分布
していたが，現在ではすべて失われている．

図16　舌状丘の主な分布　破線は久保（1990）に記載されているが，現在は消失したもの

図14　山子田付近の舌状丘の長軸に沿った断面
　榛東村発行1/2500地形図により作成

図15　横から見た舌状丘　高塚付近
　右が山頂側，左が山麓側
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考　　察

1　陣場火砕流

　小丘の形成には，泥流，熱雲，岩屑なだれなど種々の成

因が考えられてきた．今回個々の小丘の地質について調査

したところ，内金古付近の小丘を除いて，岩屑なだれに特

徴的な火山体の構造を残す岩塊，基盤由来の岩塊，河床礫，

土壌物質などは全く含まれておらず，火山岩塊火山灰流堆

積物の特徴（草野・中山，1999；鹿野，2005）を備えてい
ることがわかった．これにより小丘群を構成する火砕流堆

積物を陣場火砕流堆積物と称した．ただし，炭質物の含有

やガス抜きパイプ，Layer1，Layer3は確認されていないし，
Layer2aは一部でのみ認められる．
　陣場火砕流堆積物中の岩塊には，多孔質火山岩塊や火山

弾など急冷した証拠をもつ岩塊は全く含まれていない．し

たがって，陣場火砕流の発生原因は溶岩ドームの崩壊と考

えられる．

2　舌状丘

　小丘群は火砕流により形成されており，個々の小丘の形

は舌状である．その形状から小丘を舌状丘（lingulate hill）
と命名した．舌状丘群は地形，および地質から判断して，

陣場火砕流の1ユニットの流れの末端部に形成したと考え
られる．火砕流の末端に舌状丘が形成される例としては，

守屋（1983,1984）が1929年渡島駒ヶ岳の火砕流について記
載している．また，長井・遠藤（1999）は雲仙普賢岳の1993
年6月24日の火砕流が，停止する過程で大きく5つのローブ
に分かれたことを，橘川（1999）は同日の火砕流の第3波の
末端部が，いくつもの小規模なローブに分かれていること

を報告している．

　調査地域で小丘が重なっている地形は，短時間に複数の

ユニットの火砕流が流下したことを示している．

　舌状丘の分布高度が異なることや，図16に示した分布地
域よりさらに東に，かつて舌状丘が分布していたことは，

勢力の異なる火砕流がくり返し流出したことを示唆してい

る．

3　流れ山

　上蟹沢岩屑なだれは陣場火砕流堆積物に覆われている

が，下位は不明である．また，陣場火砕流と同様に，YPを
挟むローム層に直接覆われている．したがって，陣場火砕

流と上蟹沢岩屑なだれは，ほぼ同時期に流下・堆積した．

　栗の木沢上流部では基盤から数十m離れて相馬山の破砕
した岩体が露出している．岩屑なだれも小規模火砕流も水

蒸気爆発が原因で発生する場合がある．仮に基盤部分で水

蒸気爆発が発生した場合は岩屑なだれとなり，溶岩ドーム

部分で起これば火砕流となることも考えられる．産状から

上蟹沢岩屑なだれと陣場岩屑なだれとは，密接に関連して

発生したと考えられる．

4　上野平

4－1　上野平の平坦面

　上野平は約1km2の緩傾斜地である．ここには陣場火砕
流堆積物，陣場岩屑なだれ堆積物が，厚さ70m以上と，地
形から考えて異常に厚く堆積しており，これらを覆うウツ

ボ沢湖成層が分布している．こうした地形と堆積物は，こ

の位置にかつて凹地が存在したことを示している．

　ウツボ沢湖成層は陣場火砕流堆積物，陣場ラハール堆積

物分布地域中の凹地を埋積している．堆積状態をみると，

湖成層の下部に泥炭層，その上位に湖特有の極薄層平行層

理砂層が重なっている．このことから，緩やかな沈降に

よって湿地帯が生じて泥炭層が形成され，さらに継続した

沈降によって水位が上昇して，極薄層平行層理砂層が堆積

したと考えられる．湖成層が中央部に向かって傾斜してい

ることは，沈降が湖成層堆積後も継続していたことを示唆

している．

　ウツボ沢湖成層を堆積した湖の形状は，湖成層の分布か

ら，東西約600m，南北約250mの不規則な多角形と推定さ
れる．

4－2　噴気活動

　吾妻山に分布している溶岩や火砕岩は，ほぼ山頂から山

麓方向への走向・傾斜を示しており，水系もここを中心に

放射状に分布する傾向があるように見える．この地域は，

榛名湖の南部に推定される主成層火山の火道（大島1986）
からの距離が4～5kmある．溶岩や火砕岩の傾斜は15～45°
で，推定された火道からの距離を考慮すると大きすぎる．

溶岩や火砕岩が旧榛名ゴルフ場付近から噴出したことも考

えられるが，ここには，火山弾やスコリアなど火口の存在

を示す噴出物は確認されていない．火口の存在は明らかで

ないが，山頂緩傾斜地の南の水揚沢水源付近を中心に著し

い高温変質が認められる．変質は陣場火砕流堆積物，陣場

ラハール堆積物に及んでいるが，ウツボ沢に分布するウツ

ボ沢湖成層には認められない．しかし，水揚沢上流に分布

する湖成層は赤褐色に変質している．このことは，更新世

末期，ここに噴気活動があったことを示している．噴気活

動は完新世初期まで継続していた可能性もあるが，詳細は

今後の調査にまちたい．

ま と め

　榛名山南東麓は，中期更新世の有馬礫層，後期更新世の

陣場火砕流堆積物，上蟹沢岩屑なだれ堆積物，陣場ラハー

ル堆積物，完新世の滝沢川礫層，二ッ岳第1火砕流堆積物，
二ッ岳第2火砕流堆積物などにより構成されている．この
地域に多く見られる小丘は従来流れ山と考えられ，成因に
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ついても泥流，火砕流，岩屑なだれなど諸説があった．今

回の調査で，小丘を構成する堆積物は火山岩塊火山灰流堆

積物であることが明らかになり，これを陣場火砕流堆積物

と再定義した．陣場火砕流堆積物の末端はいくつかのロー

ブ状の小丘に分かれている．これを舌状丘と命名した．

　内金古付近には陣場火砕流堆積物と同時期の上蟹沢岩屑

なだれ堆積物が分布し，小規模な流れ山を形成している．

　上野平付近には凹地が存在したことが考えられる．凹地

の南西部の主成層火山に関わるラハール堆積物，陣場火砕

流堆積物，陣場ラハール堆積物は赤褐色に変質し，更新世

末に噴気活動があったことを示している．
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