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要旨： 利根川の支流片品川の下流域には，中期更新統の下部埋没土壌層・下部貝野瀬層・上部埋没土壌層・上
部貝野瀬層が分布する．下部貝野瀬層，上部貝野瀬層は湖成層である．埋没林はこれらの地層に埋積された．

埋没樹は182本が確認された．この中には材が失われ印象のみのものも含まれる．樹種はハンノキ属，トネリ
コ属，クロウメモドキ属，ナシ属，トウヒ属などが同定され，そのうち三分の二はハンノキ属とトネリコ属が

占め，湿地林を示唆している．

　花粉化石ではマツ属，トウヒ属，モミ属が優占種で，樹種と同様にハンノキ属，日本からの消滅属であるハ

リゲヤキ属などが検出された．下部，および上部埋没土壌層にはイネ科，カヤツリグサ科などの草本花粉やコ

ケ類，シダ類などの胞子化石も多い．

　片品川下流に分布する埋没林は下部古貝野瀬湖の湖畔に分布する下部埋没土壌層，下部古貝野瀬湖中に形成

された砂礫堆，および上部埋没土壌層に根を下ろし，湖水の水位上昇に伴って，2回にわたり埋積された．
キーワード： 埋没林，花粉分析，上部貝野瀬層，下部貝野瀬層，上部埋没土壌層，下部埋没土壌層
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Abstract： The upper and lower buried soil beds，as well as the upper and lower Kainose Formations，are distributed in 
the lower stream area of the Katashina River，which is a branch of the Tone River．The Upper and Lower Kainose 
Formations are lake deposits．The age of these stratigraphical units are the Middle Pleistocene．And a buried forest has 
been discovered in these units．182 buried trees and impressions have been verified．
　The varieties of buried trees identified include the genera Ables，Picea，Pinus subgen. Diploxylon，Alnus，Fraxinus，
Pyrus，Rhamnus，Populus，Hemiptelea and Ilex．Two thirds of the buried trees discovered are specifically of the Alnus 
and Fraxinus．Pinus，Picea and Abies are the dominant genera in the pollen．Fraxinus and Hemiptelea are also seen．The 
genera Hemiptelea has disappeared in Japan．The fact that Alnus and Fraxinus genera account for two thirds of these 
trees suggests there existed a swamp forest.　Grass pollen of the Gramineae and Cyperaceae family，as well as the spore 
fossils of Fernery and Lichens have also been discovered in the Upper and Lower buried soil beds.
　The buried forest had taken root in the Lower buried soil Bed，the bar formed in the Lower Kokainose-ko，as well as 
the Upper buried soil Bed．That forest was buried twice，occurring each time with the rise of the water level of the lake.

Key Words： Buried forest，Pollen analysis，Upper Kainose bed，Lower Kainose bed，Upper buried soil bed，Lower buried soil bed．
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はじめに

　今回報告する埋没林が分布しているのは，利根川の支流

片品川の下流部で，沼田盆地の南東端にあたる．行政区分

では利根郡昭和村と沼田市にまたがり，両者の境界は片品

川のほぼ中央に引かれている．図1に調査地域を示す．
　片品川左岸の昭和村 貝  野  瀬 から 越  生  清  水 にかけてや，右

かい の せ おご せ し みず

岸の沼田市 上  久  屋 町には，中期更新世の湖成層や埋没土壌
かみ く や

層が露出しており，埋没林はこれらに埋もれて分布してい

る．貝野瀬集落の住民によると，片品川河岸や中洲に埋没

林が露出していることは以前から知られていたというが，

これについての科学的な調査は行われてこなかった．埋没

林の存在を最初に報告したのは久保・川端（1995）で，主
に右岸側についてであった．2003年には，昭和村の教育委
員会が左岸側に分布する埋没林を，「越生清水の化石林」と

して村の天然記念物に指定した．その後，村による分布な

どの調査が行われたが，結果は公表されていない．埋没林

が二つの行政区にまたがって分布していることや，越生清

水の地名が国土地理院発行の50,000分の1，および25,000分
の1地形図に掲載されていないため，本論文では，この埋没
林を片品川下流埋没林と呼称する．

　これまで日本の各地で多くの埋没林が報告されている

が，中期更新世のものは少ない．片品川下流埋没林は中期

更新世に埋積しており，当時存在した湖の変遷過程と深く

関わっている．ここでは，時間間隙は大きくないが，大別

して二つの時期に埋積した森林が重なっている．埋没林の

大部分は狭い河岸や河床に分布しているため，洪水による

浸食を受けやすい．埋没樹は地表から1m以上直立してい
るものはまれで，材の部分が失われ円筒状の印象だけが残

されているものも少なくない．しかし，左岸下流部に発達

している湖成層からなるほぼ垂直

の谷壁には，埋もれたままの状態

で約4m直立し露出している埋没
樹も観察される．このように種々

の産状を示すのが，片品川下流埋

没林の特徴の一つである．

　片品川下流埋没林はこうした特

徴を備えているほか，埋没土壌層

や湖成層からは花粉化石，湖成層

の一部からは珪藻化石も産出し，

中期更新世の環境や植生を知る上

で重要である．本論文ではその概

要を報告する．

周辺地域の地質

　調査地域周辺の地質図を図2に
示す．この地域には海成中新統の

赤谷層（高橋ほか，1991；高橋，
2008），陸成中新統の薄根川凝灰
岩層を基盤とし，前期更新世の武

尊火山（山口，1981），権現火山
（久保・川端，1995）の噴出物が
分布する．これらを古沼田湖を埋

積した中期更新統の沼田湖成層が

覆っている．沼田湖成層は扇状地

堆積物である沼田礫層（久保，

1968）に覆われている．沼田湖成
層と沼田礫層の間に顕著な浸食面

は認められない．沼田市白沢町尾

合付近の片品川沿いには，薄根川

凝灰岩層を覆う未詳湖成層が分布

している．片品川の南には赤城火図2．片品川下流域地質図．図の中央右上にある四角形が調査地域（図1）．

図1．調査地域．
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山の火山麓扇状地（守屋，1968）が分布しており，沼田湖
成層，未詳湖成層，沼田礫層の一部を覆っている．

　古沼田湖は，片品川下流埋没林を埋積した下部古貝野瀬

湖・上部古貝野瀬湖と一連の可能性が考えられるので，以

下に沼田湖成層について詳述する．

沼田湖成層

概要　　古沼田湖の成因は，赤城火山の活動による利根川

のせき止めと考えられている（新井，1962）．沼田湖成層は
主に沼田台地の下部に露出している（図2）．古沼田湖は沼
田盆地の大部分を水域としており，西北西－南南東で約

15km に達していた．南側は赤城火山噴出物に覆われてい
るため不明であるが，湖成層の露出範囲では，北－南約

7km である．湖の北縁では，武尊火山の噴出物や薄根川凝
灰岩層よりなる尾根が北から南へ延び，湖水中に半島と

なって突き出していた（久保，1968）．久保（1995）は，湖
の中心部の沼田湖成層に顕著な3サイクルの上方粗粒化が
認められることなどから，せき止めは3回行われ，3つの湖
が重なっていると考え，下位から上位へ古沼田湖1，古沼田
湖2，古沼田湖3，また，それぞれの堆積物を沼田湖成層1，
沼田湖成層2，沼田湖成層3と呼んだ．層厚は沼田台地北西
部で沼田湖成層1が38m，沼田湖成層2が20m，沼田湖成層3
が3m+である．沼田湖成層2には，発泡の悪い軽石層（厚さ
1.5cm以下）が，厚さ50cmの範囲に3層挟まれ鍵層となって
いる．

年代　　沼田湖成層1～3の堆積時代を示す化石は産出して
おらず，沼田湖成層を直接覆うテフラも報告されていな

い．川端（1967）は，みなかみ町森原・水沼地域で，沼田
湖成層周辺相の礫層が暗褐色のローム層を覆っており，礫

層の下位30cm～100cmのローム層に，25万年前の蓑原軽石
（MiP）を挟むことを報告している．竹本（1998）は，沼
田湖成層基底部に挟まれる栃久保軽石流堆積物（ToPfl）の
年代をテフラ層序からみて約20万年前と推定している．

埋没林地域の地質

　調査地域は基盤の薄根川凝灰岩層，およびこれを不整合

に覆う下部埋没土壌層，下部貝野瀬層（新称），上部埋没土

壌層，上部貝野瀬層（新称）が分布している．埋没林分布

地域の地質図を図3，層序を表1，柱状図を図4，埋没林付近
を図5に示す．
　調査地域に見られる片品川両岸の露頭を，記載の便宜

上，露頭1～4に区分する．露頭1は右岸側，露頭2は左岸上
流部，露頭3は左岸中流部，露頭4は左岸下流部である（図
3）．

薄根川凝灰岩層

　薄根川下流や片品川下流の川沿いを中心に分布し，その

一部が調査地域に露出している．流紋岩質火砕流堆積物を

主とし，新鮮面では白色～淡灰白色，風化面では淡茶白色

図3．埋没林地域の地質図．
図中の①～⑥は，図4で示す柱状図の地点番号．地図は国土地理院発行2.5万分の1地形図「沼田」図幅使用．

表1．調査地域の層序表．
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を呈する．茶褐色に風化した軽石を含む場合が多い．角閃

石，石英の結晶片が顕著で，少量の黒雲母を含む．岩片は

殆ど含まれていない．構造はほぼ水平である． 平出 ダム付
ひらいで

近では，黒雲母・石英の斑晶の顕著な流紋岩岩脈が貫入し

ている．赤谷層に不整合，および断層で接する．層厚は昭

和村役場付近で約200mである（久保，2012）．薄根川凝灰
岩層は三峰山層（高橋ほか，1991）に対比される．久保・

川端（1995）は薄根川下流の寺久保橋付近に分布する薄根
川凝灰岩層について，11.8±0.6MaのK-Ar年代（全岩）を報
告している．

下部埋没土壌層

　越生清水，上久屋地域で薄根川凝灰岩層を不整合に覆

い，下部貝野瀬層と交指関係にある埋没土壌層を下部埋没

土壌層と称する．露頭1および露頭3の一部に分布する（図
6）．模式地を露頭1の地点①とする．層厚は1～3mである．
　下部埋没土壌層は湿潤面で黒色，乾燥面で黒褐色の砂質

シルト岩である，基盤の流紋岩質凝灰岩に由来する1mm以
下の白色岩片や，1cm±の淡緑色岩片が散在し，石英・黒雲
母・角閃石の結晶片や，半ば黒色化した樹幹，倒木，植物

細片が含まれる．上部には，小礫岩を挟む．小礫岩は薄根

川凝灰岩層起源の径0.5～1.5cmの角礫よりなり，厚さ5～
30cmで不規則に層厚を変える．これとは別に，径0.5～5cm
の淡灰色安山岩や黒色安山岩の亜円礫～亜角礫よりなる，

層厚15～20cmの中礫岩を挟む．下部埋没土壌層のほぼ中
央部には，厚さ9～14cmの砂岩・泥岩薄互層を挟む．薄互層
は厚さ1.5cmの紫灰色の極細粒砂岩と，厚さ0.5cm±の淡茶
灰色のマッドドレープよりなるが，上流側では砂岩層を欠

き，マッドドレープのみとなる．この互層は岩相から下部

図4．柱状図．地点番号①～⑥の位置は図3参照．●：花粉化石試料採取点；○：珪藻化石試料採取点．

図5．片品川下流埋没林地域．
地点③付近から下流を望む．矢印の先に印象樹幹が見える．露
出している岩石はＣ層．
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貝野瀬層のＡ層（後述）の一部である．下部埋没土壌層の

表面近くからクルミ属・トウヒ属の種実を産出した（図7）．

下部貝野瀬層（新称）

　薄根川凝灰岩層を覆い，上部埋没土壌層に覆われる湖成

層を下部貝野瀬層と称する．貝野瀬と越生清水の間の片品

川沿いに分布する，模式地を露頭1最下流部（地点①）とす
る．下部貝野瀬層は，露出範囲ではA層およびB層よりな
るが，湖の最深部での詳細は不明である．層厚は露出部で

60～200cm．
Ａ層　露頭1，露頭3，露頭4の河床に近い部分に分布する．
灰色の極細粒砂岩～細粒砂岩よりなり，厚さ0.5～1.5cmの
淡茶灰色のマッドドレープを複数挟む，砂岩にはクライミ

ングリップルやカレントリップルが発達する．マッドド

レープにはしばしば火炎状構造が見られる．Ａ層は下部埋

没土壌層に重なるほか，Ａ層の一部は下部埋没土壌層に挟

まれる．層厚は90cm+．
Ｂ層　礫岩を主とし，中粒砂岩を伴う．一般にＡ層に挟ま

れるが，基盤が高まっている地点①付近では，下部埋没土

壌層に直接重なる．基盤岩の高まりの下流側では，厚さ10
～20cmの礫岩と，厚さ20～25cmの中粒砂岩の互層よりな
る．互層部の層厚は1m±である．礫岩は5～15cmの亜角礫

～亜円礫よりなり，礫支持で，部分的に上方粗粒化が認め

られる．礫種は大部分が安山岩で，少量の頁岩および流紋

岩を含む．調査地域の北には武尊火山，南には赤城火山が

そびえているが，礫は大部分が赤城火山起源で，北に隣接

する武尊火山（山口，1981）起源の礫は見られない．基質
は中粒～粗粒砂岩である．基盤岩の高まりの上流側では，

礫岩は急速に礫径・礫量・および層厚を減じる．

　左岸側の露頭3，4では，Ａ層に挟まれて，層厚20～40cm
の1～2層のＢ層の礫岩が分布する（図8）．礫径，礫種，円
磨度，基質は右岸側の礫岩と類似しているが，基質支持で

右岸側より分級が良い．礫岩は中粒砂岩に移行する．

上部埋没土壌層

　下部貝野瀬層と上部貝野瀬層の境界に発達する土壌層

を．上部埋没土壌層と呼ぶ．上部埋没土壌層は露頭3およ
び露頭4に分布する．ここでは全域にわたって良く連続し
て露出している．模式地は露頭4の下流部（地点⑥）で，下
部は茶褐色のシルト～含砂シルト，上部は黒褐色泥炭質の

シルト～含砂シルトである．露頭3では茶褐色のシルト～
含砂シルトが主で（図8），表面に黒色泥炭質の径10cm±の
不規則なまだら模様が見られる．葉片や樹片を含む．地点

④付近では茶褐色の厚さ約2cmの土壌層の下位に，厚さ2～
3mmの炭質物に富んだ黒色の薄層が観察される．層厚は1
～4cm．上部埋没土壌層はＡ層を覆い，Ｃ層に覆われる．
Ａ層，およびＣ層との間に顕著な浸食面は認められない．

上部貝野瀬層（新称）

　上部埋没土壌層に重なる湖成層を上部貝野瀬層と称す

る．模式地を露頭4の下流部（地点⑥）とする．上部貝野瀬
層は下位から上位へ整合に重なるＣ層～Ｇ層よりなる（図

4，9，15）．層厚は4.5m+．
Ｃ層　厚さ1.5～2.9m+の1層の砂岩が主体で，露頭4の下流
部（地点⑥）では，下位に厚さ10cm以下の塊状中粒砂岩層
を伴う．主体の砂岩層は一枚の多重級化層（八木下，2011）

図6．地点②に露出した下部埋没土壌層とＡ層．
バーの長さは90 cm

図7．地点①の下部埋没土壌層から産出したクルミ属の種実．

図8．地点④の川沿いに露出するＡ層・Ｂ層とこれに重なる上部
埋没土壌層．　スケールは1 m．
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で，下部は厚さ2～10cmの粗粒～極粗粒砂岩と軽石礫より
なる小礫岩の互層であるが，上位ほど細粒化し，最上部は

厚さ1～3cmの細粒砂岩と極細粒砂岩の薄互層となる．そ
れぞれの層の境界は明瞭な地層面を示さず漸移する．各層

は無級化である．多重級化層の最上部にはウェーブリップ

ルやカレントリップルが発達することがある．

　多重級化層の下部には厚さ20～80cmのスコリア層が挟
まれている．スコリア層を水平断面で見ると，埋没樹を要

とし北西に広がる長さ2～5m，幅約1.5～5mの半開きの扇
状～楕円状に堆積している．垂直断面では埋没樹近くで1
層，北西端では2～3層に分岐していることが多い．スコリ
アは黒色安山岩質のものと灰色安山岩質のものと2種類が
識別され，径は数mmから60cmに達するものまである．
　露頭1の最下流部（地点①）では，Ａ層の一部を掘削した
チャネルを，Ｃ層のスコリアが埋積している．露頭3の最
下流部では，Ｃ層中に幅約30m，深さ4m+のチャネルが形
成され，安山岩の角礫，亜角礫，亜円礫がこれを充填して

いる．礫径は一般に3～50cmで最大125cmに達し，南東か
ら北西方向への流れを示す覆瓦構造や顕著な上方細粒化が

認められる．礫は赤城火山起源である．礫支持で基質は粗

粒砂岩である．チャネル基底部の巨礫は，下位のＡ層の細

粒砂岩中に20～30cm沈下している．チャネルを埋積した
礫層の層序は，Ｃ層より上位であることを除き，明らかで

ない．

　Ｃ層は露頭1，露頭3，4で観察される．層厚は露頭4の地
点⑤で290cmであるが，上流部で厚く，下流部で薄くなる

傾向が見られる．

Ｄ層　シルト岩～粘土岩を主とし，極細粒砂岩・細粒砂岩

の薄層を挟む．露頭4の下流部に分布し，上流側では尖滅
する．層厚は0～130cm．
Ｅ層　露頭4の上流部（地点⑤）では，下部10cmは極細粒
砂岩，上部20cmは上方細粒化が認められる中粒砂岩であ
る．下流部（地点⑥）では下部20cmは細粒砂岩とシルト岩
の薄互層，上部は極細粒砂岩とシルト岩の薄互層である．

上部には黒色化した最大径22cmの樹幹や樹枝の流木が含
まれている．

Ｆ層　粘土岩と極細粒砂岩の薄互層で，露頭4の全域にわ
たって連続して分布する．砂岩の部分が削剥され凹んでい

るため，平行の細かい縞模様を形成して良く目立つ．層厚は

20～30cm，F層からは珪藻化石が産出し，Meridion circulare 
var．constrictumを優占種とする40種が同定された（表2）．
Ｇ層　露頭4に露出する．下流部（地点⑥）では礫の被度
10％以下の3層の礫岩～含礫砂岩よりなる．礫は一般に5～

図9．地点⑤に露出する上部貝野瀬層．
ここではＤ層が欠ける．

表2．上部貝野瀬層Ｆ層から産出した珪藻化石．
試料採集地点は図4に示す．
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13cmの亜角礫～亜円礫の安山岩で，基質は三層ともに粗粒
砂岩よりなる．最上位の礫岩は段丘礫層に覆われる．層厚

は下位より上位へ50cm，50cm，40cm+である．最上位の礫
岩は下位層を大きく削剥し，深さ約1.5mのチャネルを形成
し，その下底はＤ層に達している．チャネルの幅は露頭が

切れているため不明である．チャネル底には他の礫に比較

して異常に大きい径68cm，68cm，46cm，34cmの多孔質安
山岩円礫4個が，20～40cmの間隔をおいて並んでいる．礫
の下部はＤ層中に15～20cm沈降していて，礫間のＤ層はコ
ンボリュート葉理状に湾曲している．

　露頭4の上流部（地点⑤）のＧ層は含礫極粗粒砂岩よりな
る．模式地での層厚は140cm+．

埋 没 林

　本報告では埋没林を構成する個々の

樹木を指す場合には，埋没樹と記述す

る．調査地域には，材が失われて樹幹

や根張りの印象のみが残されている場

合がある．印象の周囲の砂岩は茶褐色

に鉱染し硬化していたり，壁面に樹皮

の断片が残されていることもある．本

論文ではこうした印象も埋没樹として

扱う．

分　布

　片品川の下流，昭和村の貝野瀬，越

生清水間や，沼田市上久屋町の片品川

では，川に沿って幅十数メートルの範

囲に，上部および下部貝野瀬層や下部

および上部埋没土壌層が露出してい

る．これらに埋積して埋没林が分布し

ており，182本の埋没樹が確認されて
いる．このうち54本は材が失われ印象
のみの埋没樹である（表3）．埋没樹の
分布を図10に，埋没樹のリストを表4
に示した．表4に記載された樹幹の径
は露出している部分の基部で測定して

いる．埋没林は埋没層の露出状態を考慮しても，一様に分

布しているのではなく，何箇所かに集中して分布する傾向

が見られる（図10）．

産　状

　調査地域の埋没樹には立ち株（図11），根張り（辻ほか，
2007；図12），樹幹（図13），印象立ち株，印象根張り，印
象樹幹（図14），倒木がある．材が残されているものは，多
かれ少なかれ黒色化している．保存の良いものは樹皮も確

認でき，生木のように堅硬なものもある．保存の悪いもの

は軟化し，樹幹の部分を水平断面で見ると，中心から放射

状に細かくチップ状～繊維状に分解している．露頭1，3，
4で，埋没樹が観察される層位が異なるため，それぞれの露
頭で埋没樹の産状が異なっている．

表3．埋没樹の産状別数．

図10．埋没林の分布図．露頭番号は図3参照．●：材あり；○：材なし．
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表4．片品川下流埋没林リスト．



群馬県北東部片品川下流に分布する埋没林 109

露頭1　川岸に下部埋没土壌層，Ａ層，Ｂ層およびＣ層の

ごく一部が小規模に露出している．下部埋没土壌層に根張

りしている立ち株が比較的多い．Ａ層が浸食されて失わ

れ，下部埋没土壌層が露出している所では，樹根は埋没土

壌層中にあるが，樹幹は埋没土壌層の表面に10～50cm，ま
れに1m以上突出している．大部分は直立しているが，70゚
～80゚で傾斜している場合もある．Ａ層が残存している場
合には，下部埋没土壌層の表面に根張りしている立ち株の

樹幹は，Ａ層に埋積している．下部埋没土壌層の内部に根

張りしている埋没樹は，根張りの層準より上位の下部埋没

土壌層や，その上位のＡ層に埋積している．上部埋没土壌

層や上部貝野瀬層にまで伸び，これに埋もれている埋没樹

は観察されていない．Ａ層中には，樹幹のほか印象樹幹も

分布している．樹幹や印象樹幹の径は大部分が10～40cm
の範囲にあり，最大60cmである．
露頭2　湖成層による高さ5～6mの垂直の崖が連続してい
るが，層序の詳細は明らかでなく，埋没樹は観察されてい

ない．

露頭3　川に向かって緩やかに傾斜した凹凸のある斜面に

はＣ層が，川に接する高さ1m以下の急斜面にはＡ層，Ｂ
層，上部埋没土壌層が露出している．Ｃ層は比較的広く露

出しており，Ｃ層の浸食面から樹幹が10～30cm突出してい

図11．下部埋没土壌層に根を下ろした立ち株（ハンノキ属）．
図10のNo．20；バーの長さは1 m．

図13．Ｃ層中の樹幹（樹種不明）．
図10のNo．151．

図12．上部埋没土壌層に見られる根張り（ハンノキ属）．
図10のNo．127；スケールは1 m.

図14．地点③のＣ層に見られる印象樹幹．
図10のNo．56．
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たり，印象樹幹が見られたりする．印象樹幹の多くは露頭

3の上流部に分布している．印象樹幹の深さは一般に1～
40cmで，最大49cm，径は6～39cmである．印象の底は砂礫
で満たされており，その下に材が残されているかどうかは

確認されていない．片品川に面した急斜面に露出するＡ

層，Ｂ層，上部埋没土壌層には，印象樹幹，樹幹，立ち株

が認められる．

露頭4　露頭の大部分は下部貝野瀬層，上部埋没土壌層，

上部貝野瀬層がこの順に重なり，垂直の崖を形成してい

る．埋没樹は壁面にへばりつくように露出していたり（図

15），崖下の水面直下の棚状に浸食されたA層の表面から突

出していたりする．立ち株と樹幹があるが，材の一部が剥

脱して印象のみが残されている場合がある．樹が多少ま

がっていたり露頭に凹凸があるため，根張りから樹幹の折

れた先端まで連続して露出しているものはまれで，大部分

は一部が露出したり，断続して露出したりしている．Ａ

層，Ｂ層に埋積されている埋没樹は根張りの部分が露出し

ていない．上部埋没土壌層に根を下ろし，Ｃ層に埋積して

いるものが多く．一部にＤ層～Ｆ層にまで達しているもの

が認められる．一例ではあるが上部埋没土壌層に根張り

し，Ｃ層からＧ層まで，露出している上部貝野瀬層のすべ

てに埋積され，上端が段丘礫層に覆われている埋没樹が観

察される（図15）．一般に埋没樹の先端部を覆う堆積物は，
先端に向かって浅いすり鉢状に傾斜している．また，樹幹

の周囲の堆積物が，樹幹に向かって緩く傾斜している場合

もある．樹幹の径は5～26cmである．

根張りの層準

　埋没樹は下部埋没土壌層，下部貝野瀬層，上部埋没土壌

層に根を下ろしている（図16）．上部貝野瀬層に根を下ろし
ている埋没樹は観察されていない．露頭3に分布するC層
の浸食面上には，樹幹や印象樹幹が多く分布しているが．

下流の一部を除いて樹根部が露出していないため，これら

の根張りの層準は確認できない．根張りの層序は次の二つ

に大別できる．

1　下部埋没土壌層または下部貝野瀬層に根を下ろしてい

る埋没樹

ａ　下部埋没土壌層に根を下ろしている埋没樹　下部埋没

土壌層に根を下ろしている埋没樹は，主に露頭1の上流部
に分布しており，その複数の層準に根を下ろしている．根

張りの層準より上位の下部埋没土壌層や下部貝野瀬層に埋

積されており，上部埋積土壌層に覆われている．

図16．根張りの層序模式図．

図15．上部埋没土壌層に根を下ろし，上部貝野瀬層に埋もれた
埋没樹（材の殆どが削剥）．図10のNo．171．
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ｂ　下部貝野瀬層に根を下ろしている埋没樹　露頭3では，
Ａ層の砂層やマッドドレープ，またはＢ層の礫層表面に根

を下ろしている埋没樹が小数観察されている．これらの埋

没樹はＡ層に埋積されており，上部埋没土壌層に覆われて

いる．

2　上部埋没土壌層に根を下ろしている埋没樹

　上部埋没土壌層に根を下ろし，上部貝野瀬層に埋積され

ている．上部埋没土壌層は薄いため，根は浅く張っている

が（図12），一部はＡ層の細粒砂岩中にまで伸びている．こ
うした埋没樹は，主に露頭3や露頭4で観察される．

樹　種

　片品川埋没林からは182本の埋没樹が確認され，そのう
ち材を得られた46本について樹種同定を行なった．その結
果，マツ科モミ属，マツ科トウヒ属，マツ属複維管束亜属，ヤ

ナギ科ヤマナラシ属，カバノキ科ハンノキ属ハンノキ節，ニ

レ科ハリゲヤキ属，バラ科ナシ属，クロウメモドキ科クロウ

メモドキ属，モチノキ科モチノキ属，モクセイ科トネリコ属

シオジ節の9科9属1亜属の樹種が判明した（表5）．また，針
葉樹ではあるが腐食が進み，詳細不明のものが3点みられ
た（表4）．これは表5には記載していない．これらとは別
に，下部埋没土壌層中に含まれた複数の木片が，マツ科モミ

属，またはカラマツ属と同定されている．埋没樹の中ではハ

ンノキ属が優勢で全体の52％を占め，次いでトネリコ属が
15%である．ハリゲヤキ属は日本からの消滅属である．
埋没樹の樹種同定

　以下に埋没林の樹種同定の根拠となった材組織の特徴を

示す．ハンノキ属，ハリゲヤキ属，トネリコ属について，

3方向の材組織写真を図17に示す．
1　マツ科モミ属　Abies
　仮道管と放射柔組織を持つ．針葉樹材である．年輪の早

材から晩材への移行は緩やかである．垂直・水平樹脂道と

仮道管の内壁にはらせん肥厚を欠く．分野壁孔はトウヒ型

あるいはヒノキ型で一つの分野あたり1～2個が現れる．
2　マツ科トウヒ属　Picea
　垂直・水平樹脂道をともに持つ．針葉樹材である．樹脂

道のエピセリウム細胞が厚壁であり，放射仮導管の壁孔縁

が角張っていることなどから．マツ科トウヒ属であると判

断される．

3　トウヒ属あるいはカラマツ属　Picea or Larix
　垂直・水平樹脂道をともに持つ，針葉樹材である．樹脂

道のエピセリウム細胞が厚壁である．しかし試料は放射仮

導管の壁孔縁が現れるほど保存が良くないため，トウヒ属

あるいはカラマツ属と判断した．

4　マツ科マツ属複維管束亜属　Pinus subgen. Diploxylon
　垂直・水平樹脂道をともに持つ針葉樹材である．樹脂道

のエピセリウム細胞が薄壁で，分野壁孔が窓状，放射仮道

管の肥厚が鋸歯状であることなどから．マツ科マツ属複維

管束亜属と判断される．

5　ヤナギ科ヤマナラシ属　Populus
　散孔材．年輪始めに道管が接線状に密に並ぶことがあ

る．道管の大きさは均一ないしやや小さい．道管は単独ま

たは2～5個が放射状～接線状に複合して分布する．道管は
単穿孔を有し，側壁には交互壁孔がみられる．道管放射組

織間壁孔は大きくふるい状となる．放射組織は単列同性で

ある．

6　カバノキ科ハンノキ属ハンノキ節　Alnus sect．Gymnothyrsus
　散孔材．道管が単独ないし2～8個が放射方向に複合す
る．道管は単穿孔あるいは階段穿孔を持つ．放射組織は単

列同性となり，集合放射組織が見られる．木口面では集合

放射組織のあるところで，年輪界が内側に凹む．

7　ニレ科ハリゲヤキ属　Hemiptelea
　年輪が明瞭な環孔材．孔圏外の小道管は急に減じ斜線状

ないし火炎状に複合する．道管は単穿孔を有しチロースが

存在する．小道管の内壁にはらせん肥厚がある．放射組織

は異性で，一列ごとに複合放射組織を持つ．

8　バラ科ナシ属　Pyrus
　散孔材．道管は単独ないし2～8個が不規則に複合する
が，年輪最外部にはやや分布が少なくなる．道管は単穿孔

である．軸方向柔組織は散在状となり，結晶が存在する．

放射組織は同性で，1～3列となるが，ほとんど2列である．
道管や放射状組織には着色物質が存在する．ピスプレック

が存在する試料もある．

9　クロウメモドキ科クロウメモドキ属　Rhamnus
　散孔材でなる紋様孔材．年輪の始めに道管が多数集合

し，接線方向に広がる．道管は火炎状，稲妻状配列を示し

て年輪界を超えて連続するが，しばしば年輪の内境に沿っ

て幅の広い帯状に配列する．木繊維は隔壁を有し，らせん

肥厚が見られる．放射組織は同性および異性もみられ，幅

は1～3列となる．
10　モチノキ科モチノキ属　Ilex
　年輪が明瞭な散孔材．道管が単独ないし2～7個不規則に
複合する．道管は階段穿孔を有し，階段数は40個以下とな
る．道管および木繊維にらせん肥厚がみられる．軸方向柔

表5．埋没林の樹種．
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細胞は散在する．放射組織は異性Ⅲ型で一部はⅡ型を含

む，1～5列となる．放射柔組織と放射組織に結晶が見られ
る．

11　モクセイ科トネリコ属シオジ節　Fraxinus sect. Fraxinaster
　環孔材．孔圏道管は1～4列となり，接線方向に不連続と
なる．孔圏外では道管は1～4個放射方向に複合して散在す
る．小道管の壁は非常に厚い．道管は単穿孔を有し，内腔

にはチロースが存在する．道管側壁は交互壁孔．軸方向柔

組織は周囲状およびターミナル状に配列し，周囲状のもの

は翼状ないし連合翼状となる．放射組織は同性で1～2列と
なるが，3列の場合もある．

年　輪

　下部埋没土壌層，下部貝野瀬層に根を張る埋没樹の年輪

数は37～140である．また，上部埋没土壌層に根を張る埋
没樹の年輪数は16～84である．

花粉化石

　下部貝野瀬層，上部貝野瀬層，下部埋没土壌層および上

部埋没土壌層について花粉分析を行った．下部貝野瀬層の

Ｂ層，および上部貝野瀬層のＣ層，Ｇ層は粗粒砂岩，礫岩

を主としているので，分析から除外した．埋没土壌層は花

図17．埋没樹の顕微鏡写真（a：横断面；b：接線断面；c：放射断面）．
la-lc：ハリゲヤキ属　2a-2c：ハンノキ属　3a-3c：トネリコ属．
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粉を大量に含むので，木本花粉500個以上を目安に観察し，
出現した草本花粉やシダ類胞子等も同定した．下部貝野瀬

層・上部貝野瀬層に含まれる花粉は，埋没土壌層に比較し

て産出量が非常に少ない．分析結果は表6，図18，19に示
す．出現率は木本花粉ではその総数を基準とし，草本花粉

やシダ類の胞子は，出現した全ての花粉と胞子の総数を基

数として百分率で表した．図18に示したように，温帯性針
葉樹であるマツ属・トウヒ属・モミ属等が優占種をなす．ま

た，上記の花粉の他，下部埋没土壌層，Ａ層，上部埋没土

壌層には，ハンノキ属・ハリゲヤキ属（日本からの消滅属）

が多く観察された．下部埋没土壌層・上部埋没土壌層には

イネ科・カヤツリグサ科・ヨモギ属などの草本花粉や，コ

ケ類・シダ類の胞子も多く見られた．モミ属，トウヒ属，

ハンノキ属，ハリゲヤキ属の花粉化石の顕微鏡写真を図20
に示す．

表6．花粉化石産出表．
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考　　察

地　質

下部埋没土壌層　下部埋没土壌層にＡ層の砂泥薄互層が挟

まれていることは，下部埋没土壌層堆積当時，すでに下部

古貝野瀬湖が存在しており，一時的に湖の水位が上昇し，

湖水が土壌層を覆ったことを示めしている．下部埋没土壌

層に根を下ろしA層に埋積した埋没樹の年輪が，最大140で
あることは，この樹木が生育始めてから古下部貝野瀬湖が

消滅，または縮小するまでに140年以上の時間が経過した
ことを示している．

下部貝野瀬層　Ａ層が極細粒砂岩～細粒砂岩を主とし，数

枚のマッドドレープを挟むことから，ここが比較的静穏な

湖水域であったと考えられる．マッドドレープにしばしば

火焔状構造が発達することから，マッドドレープの上位の

砂層は，マッドドレープが未固結の状態で堆積したことを

示している．

　Ａ層がＢ層の礫岩を挟む．礫岩の大部分はＡ層の細粒砂

図18．木本花粉ダイアグラム．サンプリング地点は柱状図 (図4) と一致し, 以下に示した地点で採集した. 下部埋没土壌層: 地点①, 
A層: 地点④, 上部埋没土壌層: 地点⑥, D層: 地点⑥, E層: 地点⑤, F層: 地点⑤.

図19．草本花粉・胞子ダイアグラム．サンプリング地点は図18と同じ.

図20．花粉遺体群．
1：トウヒ属　2：モミ属　3：ハンノキ属　4：ハリゲヤキ属．
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岩に挟まれており，湖水中の堆積物と推定されるが．露頭

1の下流部の基盤に近い砂礫互層は，礫岩に上方粗粒化が
見られることなどから，陸上の堆積物と考えられる．

上部埋没土壌層　上部埋積土壌層は層厚が2～5cmと比較
的薄いが，調査地域の下部および上部貝野瀬層分布地域全

域に及んでいる．下部埋没土壌層やＡ層，Ｂ層に根を下ろ

している埋没樹は，上部埋没土壌層に被覆されている．上

部埋没土壌層の分布や産状は，この地域で少なくとも一時

湖が消失したことを示しており，下部貝野瀬層と上部貝野

瀬層の堆積の間にある程度の時間間隙があったと考えられ

る．しかし，上部埋没土壌層堆積以前に，下部貝野瀬層が

大きく浸食を受けた証拠はない．また，露頭1の下流部や
露頭3の下流部では，上部貝野瀬層のチャネルが下部貝野
瀬層のＡ層に達し，その底部では，チャネルを埋積した巨

礫がＡ層中に沈積している．このことから，上部埋没土壌

層の形成が示す時間間隙は，地質学的には小さかったと推

定される．上部埋没土壌層に根を下ろした埋没樹の年輪

が，多いもので84本であることは，上部埋没土壌層の形成
が84年以上であったことを示している．上部埋没土壌層の
堆積にみられる陸化が，湖全体に及んだのか，局地的で

あったのかについては，その分布が限られているため不明

である．

上部貝野瀬層　上部貝野瀬層は層相や珪藻化石から湖成層

と考えられる．Ｃ層を構成する多重級化を示す砂岩層は，

その層厚が3m近くあることからみて，ある程度の深さの
ある湖底で形成されたと考えられ，Ｃ層堆積前に水位が急

激に上昇したことを示している．Ｃ層下部に多量のスコリ

アが含まれている．その産状から多重級化層を形成した濁

流に多量のスコリアも含まれており，これが湖底に流入し

て埋没樹にあたり，その背後の乱流領域に堆積したものと

考えられる．Ｄ層は露頭4の下流部で厚く，上流側では次
第に薄くなり尖滅する．Ｄ層の層相や層厚の変化，基盤の

分布から判断して，湖の水深は露頭4の下流部で最も深
かったと考えられる．Ｅ層は，粘土岩と極細粒砂岩よりな

るＦ層とＤ層に挟まれていて，多くの半ば黒色化した流木

が含まれていることから，湖の比較的深所に流入した洪水

堆積物であろう．

　Ｆ層の極細粒堆積物からＧ層の粗粒堆積物へと不連続的

に変化することは，水深が急激に浅くなったことを示唆し

ている．露頭4の下流部では，Ｇ層最上部の礫岩で充填さ
れたチャネルがＤ層に及んでおり，底部に含まれた巨礫が

Ｄ層中に沈下したり，礫間のＤ層がコンボリュート葉理状

に湾曲している．このことは，Ｇ層堆積時にＤ層が未固結

～半固結であったことを示している．こうした堆積状態か

ら，調査地域の上部貝野瀬層は比較的短時間のうちに堆積

したと考えられる．

上部貝野瀬層の堆積環境　上部貝野瀬層のＦ層からAchnanthes

lanceolata var．lancceolata, Cocconeis placentura var．euglypa，
Diploneis elliptica var．elliptica，Eunotia intermedia，Eunotia 
minor，Meridion circulare var．constrictumなどの好清水性珪
藻化石を産出することから流水域であると推定される．

Eunotia bilunari var．mucophilaは無機酸性水域，有機酸性水
域に出現する真酸性種である． Pinnularia microstauron var．
microstauron は真酸性種，Aulacoseira distans， Neidium iridis
var． iridis， は好酸性種である．また， Diploneis finnica は尾
瀬沼に出現，貧栄養湖，腐食栄養湖に産出する．これらの珪

藻化石から，上部貝野瀬湖は尾瀬沼のような流水の影響の

ある腐食酸性の湖であったことが推定される．

古沼田湖と古貝野瀬湖の関係　下部および上部貝野瀬層の

層相は，沼田湖成層1，2に酷似している．調査地域周辺で
これらの分布をみると，貝野瀬付近を北から南に尾根状に

伸びた幅約700mの基盤岩を境に，東側に下部および上部
貝野瀬層が，西側の沼田市 下  久  屋  町 に，沼田湖成層2，3が

しも く や まち

分布している．ここでは沼田湖成層1は露頭を欠くため確
認されていない．露頭の標高は，下部および上部貝野瀬層

が365～370m，沼田湖成層2，3が400～440m（消失露頭）
である．上部および下部貝野瀬層の構造から推定して，下

久屋町地域に下部貝野瀬層が分布しているとすれば標高

350m付近であり，ほぼ沼田湖成層1の層準にあたる．
　下部埋没土壌層，下部貝野瀬層，上部埋没土壌層，上部

貝野瀬層に含まれる花粉は，新井（1969）・片山（1991）の
沼田湖成層下部の花粉に類似しており，新井（1969）は下
部に寒冷種が多く，上部ほど現生種に近いとしている．な

お，彼らの沼田湖成層下部は示された柱状図などから，久

保（1995）の沼田湖成層1，および2の下部にあたる．
　下部埋没土壌層・下部貝野瀬層・上部埋没土壌層・上部

貝野瀬層にはハリゲヤキ属花粉が含まれている．新井

（1969）・片山（1991）の沼田湖成層に含まれる花粉の報告
は，楡井（1996）が日本でハリゲヤキ属花粉を報告する以
前の研究によるもので，ハリゲヤキ属を記載していない．

筆者らは片山（1991）がサンプリングしたのと同一地点の
沼田湖成層1で，ハリゲヤキ属花粉を確認した．
　古沼田湖1，2，3の北縁部は，南北にのびた複数の尾根と
尾根の間に湾入していた（久保・川端，1995）．下部および
上部古貝野瀬湖も，南北にのびる尾根を隔てて古沼田湖と

隣接していた．こうした分布や，花粉化石，層相の類似な

どから，下部古貝野瀬湖が古沼田湖1と，上部古貝野瀬湖が
沼田湖成層2と一連であった可能性は大きい．
　すでに延べたように，竹本（1999）は，ToPflの層序から
沼田湖成層最下部の年代を約20万年前と推定したが，下部
貝野瀬層もほぼ同じ時代に堆積したと考えられる．

埋没林

　埋没樹は下部埋没土壌層，下部貝野瀬層に根を下ろし，
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上部埋没土壌層に覆われているグループと，上部埋没土壌

層に根を下ろし上部貝野瀬層に埋積されているグループに

二分される．

　下部埋没土壌層には，複数の層準に根張りが認められ，

根張りの層準より上位の下部埋没土壌層や，さらに上位の

A層・Ｂ層に埋積されている．これらは，上部埋没土壌層に
被覆されており，これや上部貝野瀬層に埋積されている埋

没樹は確認されていない．湖の水位下降直後，上部埋没土

壌層形成以前に，Ａ層堆積面上に露出している樹幹があっ

たと推定されるが．これらは上部埋没土壌層堆積時まで

に，腐食や風化により失われたと考えられる．Ａ層やＢ層

に根を下ろしている埋没樹が少数認められる．Ａ層・Ｂ層

は湖成層であるが，その堆積構造から，これらの一部は，

堆積時一時的に水面上に現れ砂礫堆を形成していたと考え

られる．Ａ層・Ｂ層に根張りしている埋没樹は，ここに根

を下ろしたものであろう．上部貝野瀬層に埋積されている

埋没樹は，いずれも上部埋没土壌層に根を下ろしている．

下部埋没土壌層やＡ層・Ｂ層に根を下ろしている埋没樹が，

上部埋没土壌層に切られていることや，上部埋没土壌層が

下部貝野瀬層を広く覆っていることから，下部貝野瀬層と

上部貝野瀬層の堆積の間に時間間隙が考えられる．しか

し，すでに延べたように，両者の時間間隙は地質的には小

さいものと推定される．

　埋没樹の樹種をみると，ハンノキ属ハンノキ節，トネリ

コ属シオジ節，ハリゲヤキ属が多く見られる．シオジ節は

ハンノキ節と同じ地層から産出することから，ヤチダモと

考えられる．ハンノキとヤチダモは混生して湿地林を作り

やすい．ハリゲヤキ属は地下水位の変動が著しく，土地の

移動が起こりやすい斜面や河床などに立地しやすい（吉田

ほか，2011）．埋没林の分布地域が湖に隣接して湿潤で
あったことが予想されるが，ここにハンノキ属，トネリコ

属が湿地林を形成していたと考えられる．

　片品川下流埋没林の樹種，花粉化石，種実化石から，中

期更新世のおよそ20万年前，この地域には下部古貝野瀬
湖，上部古貝野瀬湖が存在し，湖畔にはハンノキやヤチダ

モなどが湿地林を形成し，水位変動の大きい渓畔林では，

クルミ属，ハリゲヤキ属などが生育していたと考えられ

る．周囲の森林にはトウヒ属，モミ属を中心に，マツ属や

落葉広葉樹のコナラ亜属などを交えた森林が広がっていた

と推定される．
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