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利根川河床の前橋泥流から見出された木片群の14C年代
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Abstract: The Maebashi volcanic mudflow deposits, major basement strata of the Maebashi-Takasaki area in 
central Japan, are suggested to be derived from the collapsed Kurofu volcano, an initial stage volcanic edifice of 
Asama volcano located about 50km west of these cities, based on the Sr isotope analysis of large volcanic blocks 
within the mudflow deposits. 14C dating of buried wood blocks also indicates that a major failure event occurred 
ca.27 ka cal BP. However, older ages of more than 10 ka suggest that failure of volcanic edifice may also have 
occurred before ca.27 ka cal BP, and definite age determination is to be careful on the basis of additional age dating 
for more buried wood samples. Here, we report results of 14C dating and identification of species for wood blocks 
which were discovered from an outcrop on a riverbed of the Tone River in Maebashi. Eight representative specimens 
yielded a narrow age range of 22.69± 0.07~22.42± 0.07 ka BP （av.22.50± 0.03 ka BP, ca.27 ka cal BP） without 
any correlation with species including Picea, Larix and Abies. These results, in conjunction with our previous data, 
indicate that the dated wood blocks record the age of mudflow and reflect the cool climate condition during the last 
glacial period. Definite origin of the older wood blocks （>ca.27 ka cal BP） needs further study, although they are 
thought to have been reworked from older mudflow deposits from Asama volcano. 
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要旨：前橋－高崎地域の基盤を構成する前橋泥流堆積物が，西方に50kmも離れた浅間山の形成初期に存
在した黒斑火山の崩壊によりもたらされたことが，泥流堆積物に伴う巨石のSr同位体比測定により確定的
になった．前橋泥流の年代は，埋没木片の14C年代の予察的検討から約2.7万年前（暦年）と見積もられた
ものの，検証を進める中で更に1万年以上も古い年代をもつ木片も見出され，埋没木片の14C年代は必ずし
も泥流の堆積年代を示すとは限らないという事例もあることが判明した．堆積年代を確定するためには，
複数の年代データに基づく判断が求められる．ここでは前橋の利根川河床の露頭で見出した埋没木片群を
対象にした14C年代の検討結果を報告する．代表的な8試料の14C測定は， 22.42±0.07~22.69±0.07 ka BPとい
う狭い範囲の年代値を与えた（av.22.50±0.03 ka BP; 暦年で約2.7万年前）．樹種は多い順にトウヒ・カラ
マツ・モミであった．我々のこれまでの年代および樹種のデータと併せて，これらの木片は泥流流下経路
に成育していた樹木であり，一帯には最終氷期の寒冷な気候に適応した針葉樹が卓越していたと解される．
これまでの年代測定データも合わせて，前橋泥流の堆積年代は約2.7万年前であることがほぼ確定したと
言えよう．一方，これより古い年代を記録した木片は，既存の火山泥流堆積物からの再来片である可能性
が考えられるものの，起源の特定には更なる検討を要する．

キーワード：前橋泥流，浅間山，黒斑火山， 利根川，樹木片，14C年代，最終氷期，寒冷気候
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1．はじめに

前橋や高崎の市街地の地下には，前橋泥流と呼ばれる厚

さ10-15mに及ぶ火山性の泥流堆積物が広く分布する（新

井，1971）．これは火山岩塊と火山性の砂泥が渾然一体と

なった不淘汰な堆積物で，火山体や山体斜面の崩壊物が急

速に流下して余り分級せず一気に堆積したと考えられる地

層であり，この地域の地盤を構成する重要な要素となって

いる．前橋泥流の供給源としては近傍の赤城山や榛名山を

想定するのが順当と思われるのだが，最近泥流堆積物に伴

う巨石のSr同位体比を周辺火山の既存データと比較すると

いう手法を用いて（佐藤，2016），西方に遠く離れた浅間

山が供給源であることが確認された（佐藤ほか，2017a, b, 

2019a, 2020；佐藤・南，2020）．泥流の流下・堆積の時代は，

堆積物に含まれる木片の14C年代から約2.7万年前（暦年）

と見積もられた（佐藤ほか，2018a, b）．当時の地球環境は

寒冷な最終氷期であり，考古学的には旧石器時代の出来事

と推定された（佐藤ほか，2018a, 2020）．

浅間山の周辺には，火山活動の初期に存在した黒斑火山

の崩壊に起因するとされる火山泥流堆積物の存在が古くか

ら知られており（図1），山頂西側の黒斑山には崩壊の痕跡

とみられる馬蹄形カルデラが残されている（例えば，八木・

越, 1936;荒牧, 1962, 1968; Aramaki, 1963）．その中でも最も

規模が大きいとみられる泥流堆積物が長野県佐久市の塚原

周辺に分布し「塚原泥流」などとよばれる（註1）．「塚原」

という地名は付近に分布する多数の流れ山に由来するとい

う．この泥流と前橋泥流との時代関係を確認するため，我々

は佐久市根々井の湯川右岸の露頭から木片を探し出して
14C年代を測定した（図1のNo.8）．併せて，前橋泥流から

も利根川左岸の露頭から木片を追加採取して年代の検証を

試みた（図1のNo.4）．それぞれの露頭で木片2個を発見し

て測定したのであるが，何れも2試料が異なる年代を示す

という驚くべき結果が得られたのである（佐藤ほか，

2019b）．

火山泥流は，火山体や斜面の崩壊で発生した岩塊や岩屑

が大規模ななだれや土石流の様に斜面や谷を流れ下る重力

流の一種であって，位置のエネルギーが運動のエネルギー

に転化するため，地形的高所から発生した場合は破壊力が

大きく流走距離も長くなる傾向がある（例えば，町田，

1984; Siebert, 1984; Ui et al., 1986）．流下経路の表層に存在

する水や氷雪や地層だけでなく成育している樹木も巻き込

んで流れ下るので，埋没した樹木片の14C年代は流下・堆

図１．浅間山起源の火山泥流流下域と14C年代を測定した埋没木片の産地．
　○印は約2.7万年前（暦年）の木片の産地，◇印はそれより1万年以上古い木片が見出された地点．産地の後の括弧内には14C年代，試料番号，
出典を示す．1:佐波郡玉村町北端の利根川右岸（ca.22.6kaBP [17020603], 佐藤ほか，2018a），2:高崎芸術劇場（高崎市栄町）のボーリング（ca.22.8kaBP 
[TGB2-1], 佐藤ほか，2021b），3:前橋市六供町の利根川左岸河床（本研究），4: 前橋市六供町の利根川左岸河床（ca.22.6kaBP [18043003], 
ca.38.8kaBP [18043004], 佐藤ほか，2019b），5:前橋市総社町の利根川右岸（ca.22.7kaBP [18041205], 佐藤ほか，2021a），6:吾妻郡長野原町川原畑
の吾妻川左岸（ca.22.4 [19091902], 佐藤ほか，2021c），7:長野原町応桑北端部（>43kaBP [19091906], 佐藤ほか，2021c），8:佐久市根々井の湯川右
岸（ca.22.6kaBP [17050701], 34.0kaBP[17050702], 佐藤ほか，2019b）．産地の4と8では，1万年以上の年代差をもつ木片が同一露頭に共存．産地の
3と4は300m程しか離れていないので，この図ではマークが重ならないように少し離してある．佐藤ほか（2019b）を改編．陰影起伏図は国土地
理院の電子国土Webによる．
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積の時代を示すと安易に考えていた．しかし，上記の2つ

の露頭の試料は，若い木片が約2.7万年前（暦年）という

一致する年代を示す一方で，古い木片はそれより1万年以

上も古く，しかも露頭間で異なる年代（約4.2, 3.9万年前）

を示したのであった（佐藤ほか，2019b）．約2.7万年前と

いう若い方の年代は，前橋泥流の古い年代データ（新井，

1967）を検証する目的で測定した最初の測定値（22.6 ka 

BP; 暦年で約2.7万年前；佐藤ほか，2018a）に一致し，我々

の複数の未公表年代値の範囲内（21.4-22.6 ka BP）に収ま

ることから（佐藤ほか，2019b），群馬県の前橋と長野県の

佐久という50kmも離れた2つの地域の火山泥流が（図1），

約2.7万年前に起こった黒斑火山崩壊とそれに起因する泥

流の堆積という事変を記録していると解されたのだが，古

い方の年代の謎が残った．我々は古い木片は，流下の途中

で巻き込まれた堆積物に含まれていた木片と解釈し，山体

崩壊は過去に一度だけ起こったのではなく約2.7万年前以

前にも規模は不明であるが崩壊事変があったと推定したの

であった（佐藤ほか，2019b）．初回の予察的な1試料の年

代測定値が結果的に前橋泥流の堆積時期と一致したのは偶

然とも言え（佐藤ほか，2018a），火山泥流の年代判定は慎

重でなければならないという教訓を得たのであった．

火山体の崩壊というような破局的な事変は頻繁に起こる

現象ではないので，その実態解明には過去の堆積物を調べ

ることが重要となってくる．過去5万年くらいの時代であ

れば，14C年代の測定が極めて有力な手法であるのは確か

なのだが，野外の産状を確認しつつ複数個の試料を検討す

るという慎重さが求められると考え，その後も測定データ

の補充に努めてきた．ここでは，利根川河床の露頭で多数

の木片が密集して産する例を発見したので，その代表的な

8試料の年代と樹種を検討した結果を報告したい．

2．前橋の利根川河床で見出された木片群

前橋泥流とみられる火山泥流堆積物から木片を発見でき

たのは，ほとんどの場合利根川河岸の露頭であった．一部

は井野川河岸から発見できたものの，烏川や広瀬川沿いで

はまだ発見できていない．護岸工事が進んで露頭が少なく

なり，以前（久保，2017）と比べて発見が難しくなってい

るという実情もある．

露頭が横方向に10-100mにおよび，植生が少なく比較的

新鮮な場合には，1個の木片が発見されると丁寧に探せば

他にも木片が見つかることがしばしばあった．しかし，視

野に多数の木片が入ってくるというような例は余りなく，

今回報告するそのような産状を呈する多数の木片を「木片

群」と呼びたい．この木片群は前橋市六
ろっ

供
く

町の利根川左岸

の河床から見出された（図2）．前橋泥流の露出は通常河岸

の崖に限られ，河川堆積物に被われた河床では観察できな

いことが多く，我々の調査で河床に泥流堆積物が観察でき

たのはこの付近だけであった．今回報告する露頭は，利根

川に架かる南部大橋の約800m下流にあり，前報（佐藤ほか，

2019b）で報告した異なる年代値を示した2つの木片の産出

地点の下流約300m付近に位置する（図2）．前報の露頭と

同様に，幅0.5-2mの泥流堆積物が延長50m近くも流水に洗

われる状態で露出しており，増水時には水没すると思われ

る．上位に蛇篭と思われる朽ちかけた金網と玉石があった

ので，洪水から守られていた堆積物が近年河床に再出現し

たのかも知れない．

泥流堆積物は上流側の露頭（図2の佐藤ほか，2019b）や

初回に報告した下流約5kmにある前橋市新堀町対岸の露頭

（佐藤ほか，2018a; 図1のNo.1）に良く似るが，水に飽和し

ているためか，より粘土質な印象を受けた．この露頭には

20個余りの木片が不規則に分布していた．木片の方位は，

利根川の流れの方向を向き緩傾斜のものが多いが，一部は

40度程の傾斜で土中から突き出た例もあった．樹木の形状

を留めた柱状の木片は径10cmに満たず，確認できた長さ

も50cm以下であったが（表1），細かく破砕された断片状

の木片も見られた（註2）．

図2．群馬県前橋市六供町の利根川河床で見出された木片の産地．
　●印は木片試料採取地点．北側の露頭では，約2.7万年前（暦年）
の木片に近接して約4.3万年前（暦年）の古い木片も産出（18043003: 
ca.22.6kaBP,18043004: ca.38.8kaBP; 佐藤ほか，2019b）．地形図は国土
地理院の電子国土Webによる．
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3．樹木片試料の樹種と14C年代

3.1 樹種鑑定と14C年代測定の方法

樹種の鑑定と14C年代測定の方法は，これまでの報告と

同様である（佐藤ほか，2018a, 2019b）．樹種の鑑定は，樹

木の伸長方向およびこれと直交方向の薄片を作成して顕微

鏡下で木質組織を観察するという手法を用いて（例えば，

能城，2014），森林総合研究所において行われた．14C年代

の測定は，これまでと同様に，前処理や測定用グラファイ

トの調製を含めて名古屋大学宇宙地球環境研究所で行われ

た．地層に埋没している間に周囲から混入する可能性のあ

る炭酸塩や腐植酸（フルボ酸・フミン酸）などの炭素を含

む外来物質の影響を取り除くため，本研究では従来のABA

（Acid-Base-Acid）法と称する酸－アルカリ処理法を改良し

たABOx-SC（Acid-Base-Oxidation+Stepped-Cmbustion）法を

適用した熱化学処理を経た後に，14C年代測定用のグラファ

イトを作成した．詳細については佐藤ほか（2018a）や南

ほか（2018）を参照されたい．14C年代の測定は，タンデト

ロン加速器質量分析計2号機（4130-AMS by HVEE）を用い

て行われた．標準物質としてはシュウ酸（NIST SRM4990）

を，ブランクとしては14Cを含まないシュウ酸を用いた．
14C年代の暦年較正はIntCal13 (Reimer et al., 2013)を用い，

OxCal v4.3.2 (Ramsey, 2009)によって行った．

3.2 樹種鑑定と14C年代測定の結果

以上の鑑定および測定の結果を表1にまとめて示した．

木片の樹種は多い順にトウヒ属（Picea），カラマツ属（Larix）

およびモミ属（Abies）で，これまで前橋泥流や塚原泥流

に産する木片の鑑定でもしばしば登場してきた樹種である

（佐藤ほか，2018a, 2019b）． 
14C年代は，検討した8試料の全てが22.69~22.42 ka BPの

狭い範囲に入り，前橋泥流産の主要な木片についてこれま

でに得られていた若い14C年代（暦年で約2.7万年前）とほ

ぼ一致する結果となった（佐藤ほか，2018a, 2019b）．上流

約300mにある露頭から見出されたような古い木片は，今

回の測定試料には含まれていなかった．我々がこれまでに

報告した年代値に未公表分も合わせた測定例の中で，前橋

泥流の推定堆積年代（約2.7万年前）を大幅に超える古い

年代値は5%に満たないことになる．

4．考察：調査結果の意義と今後の課題

今回測定した8試料に上流約300mの河床の露頭から見出

された2試料を加えた合計10試料のうち9試料が暦年として

約2.7万年前という年代値を示し，他の露頭について我々

が得た未公表年代データも加えると95%余りの試料がほぼ

一致する年代を記録しているという結果になった．冒頭に

述べた火山泥流の流下過程を想起すると，大多数の木片が

示した約2.7万年前という年代が当時の地表に成育してい

て泥流に巻き込まれた年代を示すと解するのが妥当であろ

う（註3）．当時は最終氷期の寒冷な気候が支配していたが，

森林限界が現在より低いと推定されるものの（例えば，太

1）  Samples were cllected from an outcrop of about 50m along the stream on the left bank riverbed of the Tone River, about 800m down stream of Nanbu-
Oohashi Bridge in Maebashi City.

2） Species were identified by H.Abe of the Forestry and Forest Products Research Institute in Tsukuba.
3） 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.
4） Calibrated age based on IntCal13 （95.4% probability） cal BP; also shown in a form of 27,000 （95.4%） 26,420.

表1 利根川河床の前橋泥流に濃集して産した木片群の14C年代
Table 1 14C age data for a cluster of wood blocks in the Maebashi mudflow deposits in the Tone River1) in Maebashi

Sample 
number Species2) Size (cm)

Diameter  Length
Lab.Code #

NUTA2-
δ13C

(per mil)

14C age3)

BP (±1σ) 
Calibrated age 4)

based on IntCal13
cal BP (±2σ)

19050704C Larix sp. 7 25 NUTA2-27166 -27.2 22,420±70 27,000-26,420

19050705 Larix sp. 3 10 NUTA2-27167 -23.4 22,690±70 27,250-26,480

19050709 Picea sp. 3 15 NUTA2-27168 -23.7 22,490±70 27,080-26,450

19050710 Abies sp. 9 31 NUTA2-27169 -22.6 22,580±70 27,190-26,450

19050711 Larix sp. 1.5 13 NUTA2-27170 -25.0 22,430±70 27,020-26,430

19050713 Picea sp. 3-4 24 NUTA2-27173 -25.7 22,460±70 27,040-26,430

19050714 Picea sp. 11 32 NUTA2-27174 -27.6 22,490±70 27,080-26,450

19050716 Picea sp. 5 50 NUTA2-27175 -26.6 22,470±70 26,910-26,350
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利根川河床の前橋泥流から見出された木片群の14C年代

田ほか，2010），浅間火山麓から泥流が流下した吾妻川沿

いには針葉樹林が存在したと考えられるので，鑑定された

樹種は当時の泥流流下域の林相を反映しているとみられる

（佐藤ほか，2021d）．それでは古い木片はどこからもたら

されたのであろうか．

古い年代値を示す木片が共存していた上流300mの露頭

でも佐久市根々井の露頭でも（図1のNo.4と8; 図2），野外

で観察する限り新旧の木片の周囲の泥流堆積物には違いが

見られず，両者の間に何らかの境界を認めることも出来な

かった（佐藤ほか, 2019b）．古い木片が露頭の下位に産す

るというような傾向もなく，不淘汰な塊状堆積物に規則性

もなく含まれているとしか見えないので，14C年代を測定

するまで木片の間に年代差があるということなど予想はで

きなかった．要するに，野外観察から新旧木片の区別や供

給源を想定することは不可能と思われた．

木片を探す野外調査で，比較的古い露頭では円柱状の空

洞が観察されることがあり，場合によってはその中心部に

樹木の芯材が残っているという例が見られた．地表に置か

れた樹木はやがて朽ち果てるので，古い木片は泥流流下時

の地表に存在したのではなく，地層中に埋没して腐朽・消

滅を免れた樹木片であったと考えられる．その地層が存在

した場所は，木片の産出地点よりは上流側であったという

以外は不明だが，埋没していた木片が泥流に巻き込まれた

時にはその母材の地層も巻き込まれたはずである．ところ

が，野外観察では新旧の木片を取り巻く堆積物には差異が

認められなかったことは既述の通りである．将来堆積物の

精密な解析が進めば，あるいは差異が検出され，更にはそ

れぞれの給源が判明するかも知れないので，そのような研

究の進展を期待したい．我々は，古い年代を示す木片を含

んでいた地層は同源の火山体崩壊物であったと推定して，

前橋泥流の給源とされた黒斑火山の山体あるいは斜面の崩

壊が2.7万年前より前にも起こって山麓などに堆積物を残

し，それが2.7万年前の崩壊事変に巻き込まれたというシ

ナリオを考えた（佐藤ほか，2019b）．同源の堆積物が混合

しても差異は検出されにくいだろうと考えたのだが，これ

は混合の度合いにもよるので検証を要する．古い木片を含

んでいたとみられる地層は，地震や豪雨による斜面崩壊に

起因する可能性も考えられよう．ただ，既述のように，浅

間火山の周辺には前橋泥流と同源と見られる泥流堆積物が

分布し（図1），古い木片は塚原泥流からも見出されており

（佐藤ほか，2019b），浅間山北麓の応桑泥流（例えば，八木・

越，1936;荒牧，1962；久保ほか，1993）と呼ばれる山体

崩壊堆積物からも約4.5万年前より更に古い木片が最近発

見された（図1のNo.7; 佐藤ほか，2021c）．これらの事実を

考慮すると，古い木片を含む崩壊堆積物が浅間山周辺部に

かつて存在し，約2.7万年前の山体崩壊事変に巻き込まれ

たと考えても不自然ではないだろう．我々の前に現れた古

い木片は何を物語るのか，これは浅間火山の山体形成史を

考える上で興味深い検討課題のひとつになると思われる

（佐藤ほか，2019b）．

5．まとめ

1）前橋泥流の発生源は西に遠く離れた浅間火山であるこ

とが，泥流堆積物に含まれる巨石のSr同位体比の検討から

確定的になり，泥流発生の時代が約2.7万年前（暦年）で

あることも泥流に含まれる木片の14C年代からほぼ確定し

た．しかし，採取した木片の中には更に1万年以上も古い

年代をもつ試料も見出され，埋没木片の14C年代が直ちに

泥流の流下・堆積の年代を示すとは限らないことも判明し，

測定例を補充して新旧の木片の由来を検討することが求め

られていた． 

2）前橋の利根川河床で多数の木片を含む火山泥流堆積物

の露頭を発見し，代表的な8試料の14C年代を測定したとこ

ろ，その全てがこれまでの研究で推定された約2.7万年前

（暦年）という年代を示し，前橋泥流の年代の確度が高ま

るとともに，樹種鑑定の結果から最終氷期の寒冷な気候を

反映した泥流流下域の林相がいっそう明瞭になった． 

3）今回検討した埋没木片群の上流約300mの露頭から産し

た前橋泥流より1万年以上も古い木片の起源として，浅間

火山の活動初期に存在した黒斑火山の山体崩壊は一度では

なかった可能性を再度議論した．しかし，確定的な結果は

得られず，今後の課題として持ち越された．
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＜註＞

註1）山体や斜面の崩壊に起因する砕屑物の流動について，

近年は「岩屑なだれ（debris avalanche）」や「岩屑流（debris 

flow）」と表記するのが一般的であるが，「前橋泥流」の

名称が定着していること，これと似た細粒の砂泥基質が
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佐藤興平・南　雅代・安部　久 ・中村俊夫・武者　巌

卓越する堆積相は「塚原泥流」や「応桑泥流」（荒牧，

1968；久保ほか，1993）にも認められることから，佐藤

ほか（2019b）と同様に，ここでも基本的には「泥流

（mudflow）」の用語を使い，必要に応じて「岩屑なだれ

（流）」も用いることとする．

註2）前橋泥流や塚原泥流の露頭でこれまでに発見できた

木片は，大半が径10cmに満たない細い樹幹や枝とみら

れる部材であり，最大でも径12cmであった．久保（2017）

も同様の指摘をしている．泥流流下の経路には太い樹木

が成育していなかったのか，成育していても倒壊を免れ

たのか，あるいは倒壊した太い樹幹は何らかのメカニズ

ムで埋没せず流れ去ったのか，原因は未解明である．

註3）今回木片群を発見した地点の約3km上流にある中央

大橋近傍の利根川右岸の露頭から1994年に採取した木片

8試料についても22.6-21.4 kaBPの14C年代が得られている

（中村，未公表）．現在この露頭は観察できなくなってい

るが，全体として今回の我々の結果と調和的な結果であ

ることが注目される．また，この中の若い年代値が主要

な年代値や今回得た年代値より1000年も若く，主要な泥

流の流下に続く泥流が発生した可能性を示唆する点も興

味深い（佐藤ほか，2018a; 南ほか，2018）．

 ［訂正］ 佐藤ほか（2019b, p.61）の表1の試料18043004の樹

種Larixは筆頭著者によるミスで，本文（p.60）に書かれ

ているChamaecypris sp.（ヒノキ属）が正しい．
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