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前橋の敷島公園に産する巨石「お艶ヶ岩」の起源
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Abstract: Oenga-iwa is a large block of reddish andesitic pyroclastic rock in a lake of Shikishima Park in Maebashi. 
This block was nominated as a natural monument of Japan together with Iwagami-no-Tobi-ishi which was designated as 
a national monument in 1938. In order to identify the source of this block, two representative specimens were analyzed 
for 87Sr/86Sr ratio, yielding nearly the same values as those of Iwagami-no-Tobi-ishi. A large block of similar rock facies 
found in a riverbed of the Tone River near the park also gave identical 87Sr/86Sr ratio. A wood block discovered from an 
outcrop of volcanic mudflow deposits on the right bank of the Tone River near the park gave nearly the same 14C age as 
the previous age determinations for the wood blocks from the Maebashi mudflow deposits. These results, combined with 
our previous Sr isotope and 14C age data, indicate that Oenga-iwa as well as the large blocks in the Maebashi-Takasaki-
Isesaki area were transported by volcanic mudflow which was caused by a collapse of Kurofu volcano, the initial-stage 
volcanic edifice of Asama volcano located about 50km west of Maebashi, in the last glacial period of about 27 ka cal BP. 
The host mudflow deposits around Oenga-iwa may have been eroded away by the ancestral Tone River, leaving the 
stable large block on the present surface.
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要旨：前橋市街の北部に位置する敷島公園には，赤みを帯びた安山岩質火砕岩の巨石が産する．「お艶ヶ岩」
と呼ばれるこの巨石は，1938年に国の天然記念物に指定された「岩神の飛石」とともに天然記念物の候補に挙
がったこともあるが，最終的には指定に至らず現在も公園の池の中に当時の姿を留めている．この巨石の供給
源を特定するため，代表的な2試料を採取して87Sr/86Sr比を測定したところ，「岩神の飛石」に一致する結果が
得られた．この調査に合わせて，公園に近い利根川河床に産する無名の巨石のSr同位体比と右岸の火山泥流堆
積物の露頭から見出した木片の14C年代も測定し，それぞれ我々の既報告データと一致する結果を得た．これ
らの検討結果から，「お艶ヶ岩」は前橋台地に分布する類似の火山岩巨石とともに，約2.7万年前の最終氷期の
時代に，西に50kmも離れた浅間火山の活動初期に存在した黒斑火山の崩壊で発生した火山泥流によってもた
らされたと考えられる．「お艶ヶ岩」周辺の泥流堆積物は，旧利根川の浸食により流失し，現在の地表にはこ
の巨石だけが残されているのであろう．
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ヶ岩，敷島公園，前橋，利根川，火山泥流，浅間火山，安山岩質火砕岩，Sr同位体比 ，天然記念物
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1．はじめに

前橋の市街地北部にある敷島公園の池には「お艶ヶ岩」

と名付けられた巨大な岩塊がある．その不思議な名称だけ

でなく，最大径約8mの褐赤色の巨石が池の中に孤立して

存在する様子は，公園内の他の場所には類似の岩塊が見ら

れないこともあって，この巨石が何故ここにあるのか興味

を呼び起こさずにはいられない．実は，1938年に前橋市内

の岩神神社にある巨石「岩神の飛石」が国の天然記念物に

指定された時，この「お艶ヶ岩」も指定候補に挙がったの

だが（佐藤，2016），最終的には指定に至らず，その後は

文化財としての指定対象に挙げられることもなく現在に

至っている．当時の写真を見ると（前橋市教育委員会，

2016），池の水面の高さや巨石の外観に大きな変化は認め

られないものの，1世紀近い年月を経た現在の池の周辺に

は各種スポーツ施設などが立ち並び，巨石を取り巻く風景

はかなりの変貌を遂げている．

「岩神の飛石」の天然記念物指定にあたっては，指定理

由となる学術的根拠が必要とされ，当時の調査結果をまと

めた報告書が文化庁や群馬県教育委員会に残されている．

その報告書によると，「岩神の飛石」は安山岩質の火山岩で，

褐赤色の外観と斑晶鉱物の組み合わせに着目して類似の岩

石を探したところ，赤城山の地蔵岳付近まで追跡できたと

して，「お艶ヶ岩」も含む類似岩塊の分布を示す図面を添

付して，「岩神の飛石」は赤城火山からもたらされたと結

論されたのであった（佐藤，2016）．この「赤城火山起源説」

の根拠になった褐赤色の外観は，火口から噴出したマグマ

や岩片が空気中で高温酸化を受けた結果であり，赤城山に

限らず各地の活火山で普通に見られる現象なので，給源の

証拠としては十分ではなかった．斑晶鉱物の組み合わせも，

今からみると輝石を角閃石と誤認したとしか考えられない

のであるが，肉眼観察では十分に起こり得たことと思われ

る．赤城・榛名・浅間の3山は火山フロント付近に位置す

る安山岩を主体とする火山であって，岩石の外観や鉱物組

み合わせだけで識別するのは容易ではなく，当時としては

仕方なかったのかも知れない（佐藤，2016, 佐藤ほか，

2017a）．

「岩神の飛石」の天然記念物指定から30年余りの時を経

て発刊された『前橋市史』の地形・地質を解説する中で，

新井（1971）は赤城火山から流下した巨石が「前橋泥流」

によって現地に運ばれてきたという“二次的移動説”とも

称すべき説を提示した．「前橋泥流」というのは，前橋市

街地の地下に伏在し，一部が利根川河岸の崖に露出する厚

さが10-15mにも及ぶ火山性の泥流堆積物をもたらした泥

流のことで，この堆積物そのものが「前橋泥流」と略記さ

れることも多い．新井（1971）はこの堆積物に含まれる重

鉱物の組み合わせが浅間火山の噴出物に似ているとして，

前橋泥流は浅間山からもたらされたと推定したので，上記

図1．浅間山の黒斑火山由来の巨石の分布と火山泥流の推定流下域．
　●印は主な巨石．1：「お艶ヶ岩」（前橋市），2：「岩神の飛石」（前橋市），3：「聖石」（高崎市），4：「赤石」（高崎市），5：「カワゴ石」（高崎市），
6：「龍神宮」（伊勢崎市），7：「とうけえし」（中之条町），8：「赤岩弁天」（佐久市塚原地域の代表例）．地紋は黒斑火山の山体崩壊物の推定流下
域．「岩神の飛石」と酷似する岩質やSr同位体比（87Sr/86Sr）をもつ巨石の分布から推定したが（佐藤ほか，2018b, 2019b），榛名山麓や図右下の
利根川下流域については確証がない．浅間山周辺域については，八木・越（1936）・荒牧（1962, 1968, 1993）および中村ほか（1987, 1995, p.192）
を参照し，地形も考慮したが，浅間山近傍は新期噴出物に被われて詳細は不明である．河川沿いの堆積物の大半は浸食で失われたとみられ，流
下時の状態は保存されていないが，分かり易くするため誇張して描いてある．地形を示す陰影起伏図は国土地理院の電子国土Webによる．佐藤
ほか（2019b, 2020a）の図1を改訂．
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の“二次的移動説”は天然記念物指定時の説との折衷案の

ような形になったとみられる．しかしこれが定説のように

なって現地の解説版にも掲示され（佐藤，1992），長い年

月が経過することになった． 

1980年代になると，Sr同位体を用いた火山の研究が進み，

関東地方を中心とする火山のSr同位体組成の広域変化も明

らかとなってきた（例えば，Notsu, 1983; Notsu et al., 1987）．

赤城・榛名・浅間の3山に注目すると，これらの87Sr/86Sr比

のデータは互いに重複することなく明瞭に隔たっていると

いう際だった特徴があり，この特徴に着目すれば，火山体

から遠く離れた岩塊でも，その起源についてかなり確かな

手掛かりを得られることになる（佐藤，2016）．この着想

を「岩神の飛石」に適用することにより，この巨石が赤城

山でも榛名山でもなく，遠く離れた浅間山からもたらされ

たことがほぼ確実であることが判明した（佐藤ほか，

2017a, b）．さらに，同様の手法を高崎の烏川に産する「聖

石」にも適用して，この巨石も給源は浅間山と考えられる

との結論が得られた（佐藤ほか，2019a）．引き続く研究で，

「岩神の飛石」や「聖石」だけでなく利根川や烏川や広瀬

川に産する巨石の検討例の全てが浅間火山起源と考えられ

るとの結論に行き着いたのであった（佐藤・南，2020; 佐

藤ほか，2020a）（図1）．

未検討の巨石の中で最も重要なのが，固有名詞を与えら

れ，天然記念物の候補にも挙げられた「お艶ヶ岩」であっ

た．「岩神の飛石」に次いで目立つ巨石であり，前橋の自

然史を語る“証人”であることは間違いないので，その起

源を特定したいと考えてきた．敷島公園は県立施設であり，

管理部門から許可を得て「お艶ヶ岩」の調査と試料採取が

可能となった．2018年9月20日に調査を実施し，採取した

試料の87Sr/86Sr比を測定したところ，「岩神の飛石」に合致

する結果が得られ，この巨石もこれまで検討した巨石と同

様に浅間火山起源であることが確認された．この報告では

その検討結果を記述するとともに，他の泥流露頭や巨石の

産状も参照しつつ，「お艶ヶ岩」が何故現地に孤立した状

態で存在するのかも考えてみたい．

2．敷島公園周辺の地形・地質と「お艶ヶ岩」の産状

敷島公園は前橋市街北部の敷島町にある総面積37ヘク

タール余りの県立公園で，1922年に市営の公園として創設

され，現在は市が管理するレクリエーション区域と県が管

理するスポーツ施設区域とからなる（前橋市のHPによる）．

公園の南西部は利根川左岸に面しており，その一角にある

野球場に近い池の中に「お艶ヶ岩」と呼ばれる巨石がある

（図2）．敷島公園の敷地は周囲よりわずかに低く（標高

112-115m, 註1），「お艶ヶ岩」のある池から細長い池が園内

を北東から北方へと弧を描くように並ぶ様子は，この池の

配列がかつての川の跡であった可能性を示唆する．池の北

端部は群馬大学の東側を通って利根川の上流部に繋がるよ

うであり，利根川の分流あるいは水路のひとつであったと

図2．「お艶ヶ岩」の産状．
　A：「お艶ヶ岩」の現状
（西側から2016年10月撮
影），B：ゴムボートに
よる調査（2018年9月20

日），C：東側から見た「お
艶ヶ岩」．右側の灌木が
生えた入り江状の窪み
は，「岩神の飛石」の天
然記念物指定時の文化庁
所蔵資料に添付された実
測平面図にも明瞭に描か
れている．左側の面には
火砕岩の層状構造を反映
したとみられる微かな段
差が認められる, D：「お
艶ヶ岩」の西端に近い上
面に見られるポットホー
ル状の穴．中央の穴に巻
き尺と赤い野帳（左右
11.5 cm）．B~Dは2018年
9月撮影．
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推察される．ただし，この地形は公園だけでなく周囲の農

地や宅地の開発過程でかなり改変されているとみた方がよ

いであろう．

敷島公園の南西側を利根川が流れる（図3）．土手下の河

川敷は運動場を含む緑地として整備されており，公園敷地

よりわずかに低い程度であるが，その先の河床の標高は

108m前後なので，公園敷地より5-6mは低い．しかし，公

園内にも河川敷周辺にも，「お艶ヶ岩」の由来を探る手掛

かりになりそうな地層の露出は見られない．

一方，利根川対岸の総
そうじゃ

社町側には敷島公園側より高い台

地が分布する．その標高は123-133mで，公園側より10m前

後も高い．利根川の河床面よりは15m近くも高く，台地の

縁は急な崖になっていて，陰影起伏図でも明瞭な段差が読

み取れる（図3）．このような崖の多くは護岸工事が進んで

地層が観察しにくくなっているが，午
ご お ず

王頭川
がわ

が利根川本流

に合流する総社緑地南端部付近の崖で，地層を観察するこ

とができた，この合流地点は，「お艶ヶ岩」の西北西約

1kmに位置し，敷島公園周辺で我々が地層を観察できた唯

一の場所であった（図3）．この地点では，前橋泥流に酷似

する火山泥流堆積物を円礫からなる地層が被い，その上位

に水平な有機質シルト層が重なる層序関係が観察された．

これらの地層は，堆積した後におそらく利根川の浸食で崖

の面に出現したと考えられ，総社町側の地形面と敷島公園

側の地形面は，標高が違うだけでなく形成過程も異なると

推定される．この観察結果は「お艶ヶ岩」の起源を考える

上で重要なので，火山泥流堆積物から見出した木片の14C

年代を測定し，この堆積物が前橋泥流に対比されることを

確認した．測定結果の詳細はボーリング柱状図を用いた考

察の項で記述しよう（図5，図6写真A, 表2）．

３．「お艶ヶ岩」の調査と試料採取

「お艶ヶ岩」は敷島公園南西端の池の中に孤立して存在

する．最も近い歩道から頂部まで4mほども離れており（図

2写真A），歩道脇の池の水深も1m前後と見込まれ底質も不

明なので，調査にあたっては足場用材などで仮橋を設置す

るなどの手法も検討したが，交通の障害になる可能性も考

えて結局ゴムボートを活用することになった（図2写真B, 

註2）．

「お艶ヶ岩」は，「岩神の飛石」と違って空隙に富む部分

が少なく全体として塊状な外観を呈し，表面も平滑になっ

ているが，火砕岩として火山体で堆積した時に出来たとみ

られる層状構造が確認される（図2写真C）．この堆積面は

北に緩く傾き，巨石の上面も凹凸に富むものの全体として

は同じ方向に傾き水面下に没している（図2写真A~C）．注

目すべきことは，上面にポットホールと思われる垂直な円

柱状の穴が見られたことで（図2写真D），表面全体が平滑

な特徴をもつことと合わせて，この巨石が川の中で浸食を

受けたことを示唆する（註3）．ポットホール状の穴にはっ

きりした傾斜は見られないので，形成後に巨石が転動する

などの二次的な変化は受けていないと推定される．

上から見た「お艶ヶ岩」はいびつな5角形の形をしており，

最大径が8mに及ぶ．ボートから竹棒を突き刺して水面下

の広がりや水深を調べたが，深さ0.8-1.2mの底面まで水面

上の形状が続いているようであった．水面から最高点まで

約1.8mなので，この岩塊は上下に少なくとも約3mの規模

をもつことになる．この池の水深は調べた大半の地点で

0.8-1mであった（一部で最大1.4m）．棒が突き刺さる軟泥

の厚さは0-20cmとみられ，先端が砂利層らしい硬い底面

に直接ぶつかることもあった．

Sr同位体比測定用の試料は，「お艶ヶ岩」上面中央部付

近の代表的と思われる2ヵ所を選び，採取跡が目立たない

よう注意して少量採取した．

図3．敷島公園周辺の地形および試料の採取地点とボーリング位置．
　◇印のOw-1-2は今回「お艶ヶ岩」とともにSr同位体比を報告した
利根川河床の巨石（大渡橋の上流約200m）．同じく◇印の18041205

は14C年代を測定した木片の採取位置（午王頭川と利根川合流部右岸
の火山泥流露頭）．〇印はボーリング柱状図（図5）の位置．陰影起
伏図は国土地理院の電子国土Webによる．白い矢印を付けた黒い帯
は平常時の利根川の水流（標高約100-115m）で，西側の総社町の台
地（標高約110-140m）との間に発達する段丘崖（高度差約10-15m）
の黒い筋が明瞭．利根川の東側では県庁付近を除いて河床との高度
差が5mに満たず，北西方向から光を当てて地形の起伏を表現するこ
の陰影起伏図では段丘崖が不明瞭．
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4．試料の特徴とSr同位体比

「お艶ヶ岩」上面から採取した2つの試料の比重（かさ比

重）の測定結果を表1に示した．他の巨石の試料の比重と

比べて幾分大きめな数値は，「お艶ヶ岩」が全体として塊

状緻密な外観を見せていることと調和的である．岩石薄片

の鏡下観察から，これらの試料は複輝石安山岩質火砕岩と

判定され，角閃石を含まない点も「岩神の飛石」に酷似す

る．熱水変質の痕跡は認められなかった．

これらの試料から岩石カッターで薄い切片を作成し，洗

浄・乾燥の後，鉄乳鉢とメノウ製自動乳鉢を用いて粉砕し

てSr同位体比測定用の粉末を調製した．測定の前処理や測

定法はこれまでと同様なので，詳しくは佐藤ほか（2017a）

を参照されたい．測定結果を表1に示し，比較のためこれ

までのデータも併記した．この表に見られるように，高崎

－前橋－伊勢崎地域の主要巨石の全てがほぼ同一の
87Sr/86Sr比をもつことがわかる．図4（次ページ）には代表

的な4地点の巨石の測定結果を図示した．これまでも繰り

返し指摘してきたように（佐藤ほか，2017a, 2019a, 2020a），

これらの87Sr/86Sr比が浅間火山の既存データと一致し，榛

名火山や赤城火山のデータ範囲からはかけ離れていること

から，これらの巨石群は浅間火山からもたらされたと解さ

れる．

5．考察：「お艶ヶ岩」と前橋泥流

Sr同位体比の測定により，「お艶ヶ岩」が浅間火山から

もたらされたことは判明した．しかし，既述のように，こ

の巨石がいつどのようにして現在地に運ばれてきたのか，

その後どのような過程を経て現在のような姿になったの

か，これらを解明するための地質学的な手掛かりが公園内

には見つからない．これまでの我々の研究を基にすると（佐

藤ほか，2017a, b; 2018; 2019a, b; 2020a, b），他の巨石とと

もに約2.7万年前（暦年）に前橋泥流で運ばれてきたと推

定されるが，巨石以外の堆積物は何故現地に残されていな

いのだろうか．これを考えるために検討範囲を広げて，ボー

リング調査の結果を基に公園周辺の地下地質を探るととも

に，前橋泥流とその中に含まれる岩塊の観察記録を整理し

てみた（図3, 5, 6）．まず，「群馬県ボーリングMap」に公

開されているボーリング柱状図（註4）の中から掘進長の

長いものを選び，標高を基準に配列して図5を作成した．

公園内でこれまで実施されたボーリング調査は数本ある

が，いずれも地下5-6mで終わっており深部の状況は把握

できないので，利根川対岸の台地上の調査結果や「岩神の

飛石」の調査結果と群馬県庁で行われた長孔ボーリングの

結果も併記した．ボーリング地点は図3に示してある．

総社町の市立勝山小学校（図3のA地点）で行われたボー

リング柱状図の土質区分には「火山泥流」と記されている

Lo calities of analyzed samples are shown in Figures 1 and 3. Sr isotope analysis was done by M. Minami of Nagoya University with 
the same method as shown in Sato et al. （2017a）. Data for Iwagami-no-Tobi-ishi are averages of three samples: IG-1（1） from the 
surface and IGC 2-2 and IGC 4-2 from drill cores （Sato et al., 2020a）.

1） Specific gravity （gr/cm3 ）, measured for dry specimens prepared from relatively compact parts.
2） Average of three rock samples. 3） Error on the average is 2σm.

表1.　「お艶ヶ岩」と高崎－前橋－伊勢崎地域に産する安山岩質火砕岩巨石のSr同位体組成
Table 1.  Sr isotope ratios of Oenga-iwa and other large andesitic pyroclastic rocks from Takasaki-Maebashi-Isesaki area in Gunma 

Prefecture, central Japan

Name of block Samples No. SG1) 87Sr/86Sr Error （2σ） Source

Maebashi

Oenga-iwa
Oe-1
Oe-2

2.4
2.2

0.704155
0.704179

0.000005
0.000008

This study
This study

Un-named Ow-1-2 2.1 0.704143 0.000013 This study

Iwagami-no-
    Tobi-ishi

IG-1（1）
IGC 2-2
IGC 4-2

2.12) 0.7041602) 0.0000093) Sato et al. （2017,
  　　　　2020a）

Takasaki

Hijiri-ishi Hj-2 2.0 0.704229 0.000013 Sato et al. （2019a）

Aka-ishi Ak-1-1 2.2 0.704164 0.000011 Sato et al. （2020a）

Kawago-ishi Kg-1 2.2 0.704166 0.000011 Sato et al. （2020a）

Isesaki

Ryujingu Rj-1 1.3 0.704166 0.000017 Sato et al. （2020a）
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のが注目される（図5の柱状図A）．N値が5-15位と低いの

も前橋泥流の特徴に似る．その上位のシルト層には「腐植

土・腐植物シルト」からなる厚さ80cmの互層が挟まれて

いるという．この層位関係が勝山小学校の北西500m足ら

ずの午王頭川と利根川本流の合流点付近の露頭で確認され

た（図3の18041205地点付近）．既述のように，この合流点

付近は敷島公園周辺で我々が地層を観察できた唯一の場所

である．合流点南側の泥流堆積物は利根川河床よりいくぶ

ん高い位置にあり，柱状図（図5の柱状図A）の「火山泥流」

の高度に相当する．この泥流露頭から木片を発見した（図

6の写真Aの矢印1）．鑑定の結果，樹種は寒冷地に一般的

な常緑針葉樹のイチイ属（Taxus）であり，イチイ（T.cuspidata）

の可能性が高い．この試料（18041205）の14C年代の測定

結果を表2に示す．得られた22.6 ka BPという年代値は，こ

れまで前橋泥流の堆積年代と解される木片の年代値にほぼ

一致し（佐藤ほか，2018, 2019b），この泥流堆積物は前橋

泥流（図6の写真B）に相当すると考えて間違いなさそう

である（図5）．この露頭の北西に近接する崖の露頭に産す

る「火山泥流」上位の「泥炭質粘土層」に含まれる木片に

ついては13 ka BPの14C年代が報告されており（新井，

1964），これらの地層はそれぞれボーリング柱状図の「火

山泥流」と「腐植土・腐植物シルトの互層」に対比される

とみられる（註5）．

火山泥流堆積物は，敷島公園付近のボーリングでは捕捉

されていないが（図5の柱状図B, C），岩神神社や前橋市総

合教育プラザのボーリングでは5-8m程の層が捕捉されて

おり（同柱状図D, E），これらが県庁地下の前橋泥流に対

比されるとみられる（同柱状図F）．前橋地域の重量構造

物の支持基盤とされるN値の高い固い礫層に火山泥流が重

なるという累重関係は，これら3地点（D~F）のボーリン

グ柱状図に共通している．岩神神社の表層付近で「岩神の

飛石」と直接接しているのは新期の河川堆積物であり（新

井，1971），前橋泥流との接触関係は不明であったが，前

橋市教育委員会（2016）によるボーリング調査で両者の接

触関係が確認され，この巨石が地下10m程まで続く規模を

もつことも確認された（同柱状図D）．我々がSr同位体比

を検討してきたほとんどの巨石は，土壌や河川堆積物や流

水に遮られて火山泥流との接触関係は観察出来なかった

が，利根川河岸の露頭で泥流堆積物に浮いたような状態で

産する巨大な岩塊を確認することができた（図6写真C, D）．

1） Detailed sample locality is shown in Figure 3.
2） Decay constant for age calculation : Libby’s half-life of 5568 years
　Age dating was done by M. Minami using  an accelerator mass spectrometry （AMS） facility at Nagoya University.
　Detailes for sample preparation including ABA treatment and AMS analysis are descrived in the text.

表2.　前橋の利根川右岸にある午王頭川合流部の露頭から見出された木片の14C年代
Table 2.  14C age of  wood block from outcrop at the confluence of Goozu River on the right bank of the Tone River in Maebashi, Gunma Prefecture, central 

Japan

  Sample 
     number

Locality1) Species
Size （cm）

Diameter  Length
Lab.Code #

NUTA2-
δ13C

（per mil）

14C age2)

BP （±1σ） 

Calibrated age 
based on IntCal13
cal BP （±2σ）

18041205
Confluence of Goozu River on 
the right bank of Tone River

   Taxus
       cuspidata

5-7 >15
NUTA2-

27584
-20.7 22,660±90 27,240-26,450

赤城山

（n=12）

（n=11）

浅間山

（n=12）

八ヶ岳

（n=5）

富士山

（n=8）

0.703 0.704 0.705 0.706 0.707 0.708 0.709

榛名山

87Sr/86Sr

「岩神の飛石」（前橋）

「聖石」（高崎）

「龍神宮」（伊勢崎）

「お艶ヶ岩」（前橋）

図4．「お艶ヶ岩」ほか代表的な巨石と赤城山・榛名山・浅間山の
87Sr/86Sr比の比較．
　佐藤ほか（2017a, 2019a）を改訂．巨石のデータはなるべく北西か
ら南東に並ぶように配列した．フォッサマグナ中央部から伊豆半島
に至る地帯の火山列を代表する例として，八ヶ岳と富士山のデータ
範囲も示してある．データ範囲の下の数値nは測定された試料数
（Notsu et al., 1985, 1987）．これらの火山については，活動の新旧各ス
テージをカバーするように注意深く選ばれた試料が測定されており，
それぞれの火山のSr同位体組成の特徴が描き出されていると見なさ
れる．浅間山の12個の試料の中には，黒斑山の安山岩も3個含まれて
おり，浅間火山の活動時期による87Sr/86Sr比の変化は小さいとみてよ
い．この図は，「お艶ヶ岩」や「岩神の飛石」だけでなく，「聖石」
や「龍神宮」などの巨石の起源が，赤城火山や榛名火山ではなく，
浅間火山であることを物語る．

70



前橋の敷島公園に産する巨石「お艶ヶ岩」の起源

過去に巨大岩塊を運搬した媒体として火山泥流以外は想定

しにくいことも考慮すると，「お艶ヶ岩」も火山泥流で浅

間火山から運ばれてきたと考えるのが自然であろう．敷島

公園では表層数mの砂礫層を貫くボーリング調査はなされ

ていないが，もし将来ボーリング調査がなされれば地下に

火山泥流堆積物が確認されるのではなかろうか．そのよう

な調査で，「岩神の飛石」の場合と同様に，「お艶ヶ岩」の

上下の規模も判明すると期待される（図5の柱状図B）．

「お艶ヶ岩」も元々は前橋泥流かこれに相当する堆積物

に埋没していた可能性が高い．それがおそらく旧利根川の

浸食作用で地表に出現し，河床にあった一時期に上面に

ポットホールが形成され，岩塊の外面は平滑な外観をもつ

ようになったというシナリオが浮かんでくる．「お艶ヶ岩」

を含む泥流堆積物の表面が総社側の火山泥流堆積物の上端

（図5の柱状図Aの標高119.6m）と等しかったとすると，同

柱状図Bの下底（標高108.1m）までの高度差に相当する厚

さ11.5m以上の泥流堆積物が浸食で失われたことになる．

前橋泥流の一部が堆積後の浸食で失われている可能性はこ

れまでも指摘したが（佐藤ほか，2019a, 2020a），10mを超

える厚さの堆積物が浸食で失われたとすると，その消失量

は山体崩壊堆積物の全量見積もりに大きく影響してくるの

で，浸食量の具体的な見積もりは，容易ではないにしても

重要な検討課題と言えよう． 

ところで，「お艶ヶ岩」を露出させた浸食の起こった時

代は何時なのだろうか．泥流堆積直後から浸食が進んだ可

能性も考えられるが，新井（1964）が総社町側の泥炭質シ

ルト層に相当する「前橋泥炭層」は前橋－高崎地域に普遍

的な広がりをもって分布していると指摘している点が興味

深い（註5）．もしこれが敷島公園地域にも当てはまるとす

ると，「お艶ヶ岩」が地表に現れて浸食を受けたのは，過

去1.5万年くらいの新しい時代の出来事になるだろう．そ

れは考古学的には縄文草創期以降にあたり（例えば，工藤，

2012），後期更新世の最終氷期から温暖な完新世へと向かっ

ていく地球環境変化の時代であった．「お艶ヶ岩」や「岩

図5．「お艶ヶ岩」から「岩神の飛石」周辺の代表的なボーリング柱状図．
　「群馬県ボーリングMap」（公益財団法人 群馬県建設技術センター 配信）を簡略化し，岩神神社の柱状図Dは前橋市教育委員会（2016）を参
照（前橋泥流の下限は不明確）．掘削地点の目印となる施設や巨石の名称を示した．敷島公園には数本のボーリング記録があるが，何れも深度
が5-6mで互いに良く似ているので「お艶ヶ岩」近傍の柱状図のみを示した．掘削地点と河床の標高は国土地理院の電子国土Webで確認（データ
ソース：DEM5A）．原資料の柱状図は「土質」による区分と若干の注釈「記事」の他に「標準貫入試験」の結果を示すN値の深度変化が付けら
れている．この図の柱状図の作成にあたっては，佐藤ほか（2019a）と同様に，まず地表地質と対比可能な群馬県庁の柱状図の解析結果を基準
に「土質」を4大別し，記載から火山性の泥流堆積物と推定できるものを「火山泥流堆積物」とした．前橋泥流は低いN値で特徴づけられ，N値
が50という高い値を示す下位の「砂礫」層と著しい対照を示すので，ボーリング柱状図の解析の際に有力な手掛かりとなる．前橋泥流と下位の
「砂礫」層との間には薄いシルトや砂の層が産することがあるが，この図では「砂礫」層に含めた．凡例に示したN値は代表的な数値の範囲で，
上部層でも「砂礫」層は高い値を示す．なお，「岩神の飛石」は標高112mの土地にあり，地表と地下にそれぞれ約10mに及ぶ規模をもつので，
柱状図の脇に黒い柱で規模を示した．「お艶ヶ岩」の下端は不明．

シルト・火山灰・腐植土
（N=5‑15）

火山泥流堆積物
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神の飛石」周辺の表層部に堆積した砂礫層は，このような

地球環境の変化に対応して，地域の地質環境が浸食から堆

積へと転換したことを物語るのだろうか．遺跡の分布に着

目すると，総社町側の台地や赤城山麓には遺跡が多数知ら

れているにも関わらず，敷島公園が位置する利根川と桃ノ

木川に挟まれる前橋市北部地域には遺跡が知られていない

（群馬県HPの「マッピングぐんま」）．敷島公園周辺域は利

根川の影響を受けやすく，先史時代は居住には適していな

かった可能性も考えられ，この地域の地形面の形成が非常

に新しいことを物語っているように思われる．敷島公園周

辺域の表層地質や遺跡の詳しい年代データが集積されれ

ば，前橋地域の自然史の解読が更に進むのではなかろうか．

そのような解読の手掛かりを「お艶ヶ岩」が与えてくれる

ことを期待するとともに，この巨石が前橋の自然史を語る

文化財として今後も市民の理解を得て将来に向け保存・活

用されていくことを願っている．

6．まとめ

敷島公園の池に産する巨石「お艶ヶ岩」を調査して岩石

試料を採取し，そのSr同位体比を測定した．その結果を給

源の可能性がある火山の既存データと比較することで，こ

の巨石が西に遠く離れた浅間山からもたらされたことが判

明した．近くの利根川河岸の露頭から見出した木片の14C

年代の測定結果や我々のこれまでの同位体的・年代学的

データと既存のボーリングデータも考慮すると，「お艶ヶ

岩」も他の巨石と同様に浅間火山の活動初期に存在した黒

斑火山の山体崩壊で発生した火山泥流で運ばれてきたと推

定される．周辺の地形・地質と巨石の表面構造などから，

泥流堆積物に埋没していた巨石が，旧利根川の浸食作用で

地表に出現したと推察される．おそらく前橋泥流中にはも

ともと大小様々な火山岩塊が散在していて，利根川や烏川

の浸食で出現した後も洪水などで流失しなかった巨石だけ

図6．前橋泥流と岩塊の産状．
　A：前橋市総社町の午王頭川の利根川合流地点の火山泥流露頭．矢印は1： 14C年代を測定した木片（18041205）の先端部（脇に長さ14cmのボー
ルペン）．2：扁平な花崗岩質岩の円礫．3： シルト岩のブロック．その他の礫は安山岩類，写真下端の鍬の刃は左右32cm．B：群馬県庁付近の
利根川左岸に露出する前橋泥流．写真下端の梯子は左右49cm．C：中央大橋上流の利根川右岸（県庁の北西約0.7km）で見出された前橋泥流中
の褐赤色溶結火砕岩塊（左右2.3m）．A~Cは2018年4月撮影．D：前橋市新堀町の利根川左岸に産する岩塊．崖の高さは約6m（2017年12月撮影，
望遠レンズ使用）．泥流堆積物の色調は水分量や光の当たり具合でかなり変化することに注意．
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前橋の敷島公園に産する巨石「お艶ヶ岩」の起源

が私たちの目に留まっているのであろう．敷島公園の中で

「お艶ヶ岩」が孤立したように見えるのは，火山泥流堆積

後の浸食作用のためではなかろうか．前橋－高崎地域の地

下には，まだ多数の岩塊が埋没しているはずである（註6）．

「お艶ヶ岩」はそのような岩塊のひとつであり，前橋の自

然史を記録した重要な文化財ともとらえられよう．将来，

周辺の地質や地形について詳細な調査が行われれば，「お

艶ヶ岩」の実態と前橋を取り巻く自然史に関する知識が更

に深まると期待される．

謝辞

敷島公園の管理事務所からは「お艶ヶ岩」の調査と試料

採取の許可をいただいた．前橋市教育委員会文化財保護課

の小島純一課長（当時）は調査許可取得の便宜を図ってく

ださり，同課の登山伸一氏は当日の調査に立ち会い，調査

風景を撮影してくださった．神奈川県在住の小坂和夫氏は

前橋市街中心部にある銀行の敷地に展示されている火山岩

塊の写真を送ってくださった．神奈川県温泉地学研究所前

所長の吉田明夫氏は，懇切丁寧な査読を通じて多数の貴重

な助言をくださり，原稿を改善することが出来た．以上の

皆様に深謝します．

我々の共同研究を立ち上げ，中核的な活動を続けてこら

れた元名古屋大学年代測定資料研究センター長の柴田　賢

氏が，2020年2月病気のため逝去された．長年にわたる柴

田先生のご指導に我々一同深く感謝し，ご冥福をお祈りす

る次第です．

 

＜註＞

註1）標高は国土地理院の電子国土Webを参照．公園の周

囲は117-120m程度であるが，公園は112-116m程度と2m

程低い．

註2）著者のひとり（池田）が佐久市塚原にある自宅の「赤

岩弁天」敷地内の池の管理のために常備しているゴム

ボートを活用した．

註3）「お艶ヶ岩」については，「岩神の飛石」の天然記念

物指定時の報告書（執筆者無記名の手書き文書）に「同

系統の転石」のひとつとして数行の記述があり，「形状

完整ナル理想的ノ甌穴アリ，上部直径八十糎深サ一米三

糎」と書かれている（簡略化して引用）．既存のポットホー

ル（甌穴）に更に人の手が加えられた可能性はないのか

（例えば，鳥居を建てる穴の掘削など），慎重な調査が望

まれる．「お艶ヶ岩」の上面には径15cm弱の円磨された

礫がいくつか見られたが，これらは人為的に持ち込まれ

た可能性も考えられよう．

註4）群馬県内の公共機関が実施したボーリング調査の結

果が，データの散逸を防止し貴重な地盤情報の活用を図

るためとして，公益財団法人群馬県建設技術センターに

集約され，インターネットに公開されている．この「群

馬県ボーリングMap」を参照した．柱状図は「土質」で

区分されており，N値の深度変化が添付され工学的な地

盤情報を重視しているので，そのまま地質柱状図として

読み取れるわけではないが，地下の地質を把握する手掛

かりを与える（佐藤ほか，2019a）． 

註5）新井（1964）は総社町のこの泥炭質粘土層を前橋－

高崎地域に普遍的な広がりをもって分布している「前橋

泥炭層」の一部とした．新井の試料よりいくぶん上位の

泥炭層試料につき，辻・木越（1992）は11.2kaBPと3.3kaBP

という2つの14C年代を報告した．試料の前処理や測定法

については記されていないが，泥炭層最上部から得られ

た若い年代は新しい炭素の汚染に起因するらしい．

註6）地下に伏在する火山岩塊が工事で出現することもあ

る．群馬県庁の東方約1kmにある前橋市本町2丁目の馬

場川通りに面した銀行の敷地には，1979年の工事で掘り

出されたという「お艶ヶ岩」によく似た岩塊が，赤城火

山起源との解説付きで展示されている（小坂和夫，2019

私信）．
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