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高崎市のボーリングコアから見出された木片の14C年代と

高崎－前橋地域の後期更新世の地層形成史における意義

14C ages of wood fragments found in drill cores from two sites in Takasaki City and 
their bearing on the history of Late Pleistocene strata in Takasaki-Maebashi area, 

central Japan.
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Abstract: Small wood fragments were found in the drill core samples from two sites in Takasaki City: Takasaki 
City Theatre and Hamagawa Athletic Park. Their 14C ages were dated by accelerated mass spectrometry at Nagoya 
University. Takasaki City Theatre sample collected just below the boundary between volcanic mudflow deposit and 
underlying silt bed yielded 22.79± 0.07 ka BP, which is nearly identical with the previous 14C age data for wood 
blocks buried in the Maebashi mudflow deposits (22.57-22.59 ka BP; ca.27 ka cal BP). This result suggests that the 
Maebashi volcanic mudflow deposits derived from Asama volcano are widely distributed beneath the Maebashi-
Takasaki area. Hamagawa Athletic Park sample collected from the volcanic mudflow-like deposit yielded 16.70±
0.05 ka BP (ca.20 ka cal BP). The significantly younger age than the Maebashi mudflow deposits indicates that this 
deposit in the Hamagawa Park may be correlated to the Jinba mudflow deposits in the southeast foot of Haruna 
volcano, which was estimated to be 20-15 ka cal BP based on tephrochronology.
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要旨：高崎市の高崎芸術劇場と浜川運動公園で行われた地盤調査ボーリングのコアから木片が発見され
た．微細な試料ではあるが地層の年代を知る手掛かりになるので，名古屋大学に設置された加速器質量分
析計を用いて14C年代を測定した．高崎芸術劇場の地下の試料は，火山泥流堆積物直下のシルト層最上部
から見出されたもので，22.79±0.07 ka BPの年代を示した．この年代は利根川沿いの前橋泥流に含まれる
木片の14C年代（22.57~22.59 ka BP;暦年で約2.7万年前）に極めて近く，浅間火山に起源をもつ同一の火山
泥流堆積物が前橋－高崎地域の地下に広く分布することを示唆する．一方，浜川運動公園の試料は，榛名
山麓の火山泥流様堆積物から見出されたもので，16.70±0.05 ka BPの年代を示し（暦年で約2.0万年前），
前橋泥流より6千年以上も若い．この堆積物はテフロクロノロジーから2.0-1.5万年前と推定された榛名火
山の南東斜面に分布する陣場泥流に対比される可能性が考えられる．

キーワード：高崎，14C年代，木片，ボーリングコア，前橋泥流，陣場泥流，浅間山，黒斑火山，榛名火山，新幹線

1．はじめに

高崎や前橋の市街地の地下には，10-15mに及ぶ泥流堆

積物が伏在することが知られている．この地層は火山性の

砂粒を多量に含む砂泥質な基質に火山岩塊が散在する不淘

汰な堆積物で，地質学分野では火山泥流堆積物と呼ばれ，

前橋の利根川河岸や大規模構造物の基礎工事現場で最初に

詳しく調べられたことから，前橋泥流（堆積物）と呼ばれ

ている（例えば，新井，1971）．堆積物の供給源としては，

近くの赤城火山や榛名火山を想定するのが順当と思われる
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のであるが，基質の鉱物組み合わせや泥流に伴う巨石のSr

同位体比の研究を基に，西に遠く離れた浅間火山からもた

らされたと考えられるようになった（新井，1971; 佐藤，

2016; 佐藤ほか，2017a, b; 2018a, b; 2020a, b）．

大規模な火山泥流は，流下経路に分布する表層の水や土

石だけでなく成育していた樹木も巻き込んで流れ下る．泥

流に取り込まれ埋没して植物としての生体活動を停止する

と，大気からCO2として取り込んだ放射性炭素（
14C）は一

定の速さで崩壊していくので，残った14Cの量は埋没以降

の経過時間を記録しているであろう．堆積物に含まれる樹

木の破片を見つけてその14C年代を測れば，泥流の流下・

堆積の時期を知ることができるはずである（註1）．このよ

うな14C年代学の手法を適用して，前橋の利根川河岸の露

頭から発掘した多数の木片の年代を測定したところ，ほと

んどの試料が約2.7万年前（暦年）の年代を示し，前橋泥

流の堆積時期が判明した（佐藤ほか，2018a, 2019b）．2.7

万年前が最終氷期の寒冷な時代であったことは，常緑針葉

樹が卓越する木片の樹種にも反映されており，岩宿遺跡に

も痕跡が残るように，日本列島には既に人びとが暮らし始

めていた旧石器時代の出来事であった（佐藤ほか，2020a）．

前橋泥流と同じ時代の火山泥流堆積物は，長野県佐久地

方の浅間山麓にも広く分布しており，それらは浅間火山形

成初期に存在した黒斑火山の崩壊でもたらされたと考えら

れ，浅間山頂の西側に位置する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（八木・越，1936; 

荒牧，1962, 1968, 1993; Aramaki, 1963）．群馬と長野の両県

に50km以上も離れて分布する２つの地層が，同じ火山体

の崩壊事変を記録しているということが改めて確認された

のであった（佐藤ほか，2019b）．

火山泥流堆積物に含まれる木片の年代学的研究からは，

それまで想定していなかった新たな事実も判明した．約2.7

万年前の木片より1万年以上も古い木片が同じ露頭に産す

るという例が見つかり，その起源が新たな問題として浮か

び上がってきたのである（佐藤ほか，2019b）．木片が1万

年もの長期にわたって地表にあれば，腐朽・分解してしま

うので，古い木片は地中にあって腐朽を免れ，約2.7万年

前の泥流に巻き込まれたと考えざるを得ない．問題は何処

に埋没していたかであるが，産出地点より上流側であると

いうこと以外に，場所を特定できる具体的な証拠はない．

佐藤ほか（2019b）は，古い木片の有無と母材としての泥

流堆積物の性質には全く相関が見出されないことから，同

一起源の古い泥流堆積物を新たな泥流が巻き込んだ可能性

を考えた．すなわち，規模は不明であるが，黒斑火山の山

体もしくは斜面の崩壊は一度ではなく約2.7万年前より前

にも起こっていたと推定したのである．山体もしくは斜面

の大崩壊は一度ではなかったとするこの仮説の検証は容易

ではないが，これまで単一の堆積物と考えてきた前橋泥流

も，もしかすると下位に良く似た古い堆積物が伏在する可

能性を否定しきれないということになる．そもそも14C年

代測定用の木片は全て利根川河岸で発見された試料であっ

て（佐藤ほか，2018a, 2019b），高崎市内の測定データは皆

無であった．Sr同位体比から浅間火山起源と判明した巨石

は，利根川だけでなく，烏川や広瀬川にまで分布し，浅間

火山起源の泥流の広がりを物語っているのであるが（佐藤

ほか，2020a, b），それらが本当に同時期に堆積したのかど

うかは確かではなく，例えば烏川の露頭から木片を発見し

て年代を検証することが求められていた（佐藤ほか，

2019a）．しかし近年，河岸の護岸工事が進んで露頭が減少

し，以前は比較的容易に発見できた木片が（久保，2017），

我々の調査では見つけることが出来ないままになってい

た．平坦な市街地では，そもそも地下の堆積物を観察する

ことは特別な場合を除いて不可能であり，地下地質の研究

は難しくなっているのである．

そうした中2019年6月に，高崎市の公共事業で行われた

地盤調査のボーリングコアを観察する機会に恵まれ，コア

の一部から微小な試料ではあるが木片を発見することが出

来た．本稿ではその14C年代の測定結果を報告し，上記の

課題について考えてみたい．

2．高崎市のボーリングコア

群馬県内で行われた公共工事のボーリング柱状図はデー

タベースに集約されてインターネットに公開されている

（註2）．この柱状図は地盤調査が目的であり，コアは保管

されていないので，そのまま地質柱状図に読み替える訳に

はいかないが，中には全長が20mを超える例もあって，地

下の地質を探る手掛かりを与えてくれる（佐藤ほか，

2019a）．今回の様に柱状図と実物のコアを見比べることが

出来るというのは，またとない貴重な機会なのである．高

崎市庁舎で観察できたコアは，近年の事業で実施された

ボーリング調査の業務委託の成果品として提出された柱状

図に添付された供試体であった．それらは，代表的なコア

（径3 cm，長さ10 cm）を透明なプラスチック製の蓋付き管

瓶に収め，採取した深度区間（m）を記して，深度順にコ

ア箱に並べて保管されていた．我々の調査では，試料の状

態に変化を与えないため蓋を開けてコアの断面を観察する

だけに留め，試料を瓶から取り出すことは控えたが，たま

たま断面に現れていた微細な木片と思われる植物体を採取
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した．コアのボーリング地点は，（1）高崎文化芸術センター

（仮称：現在の高崎芸術劇場，2013-2014年実施）と（2）浜

川運動公園（2016年実施）および（3）産業流通団地（2019

年実施）の3ヵ所で，（1）と（2）のコアから木片が見出され

た．（1）と（2）のボーリング地点を図1に，コアを観察した3

地点に高崎市役所を加えた4地点のボーリング柱状図を標

高を基準に配列して図2に示した．

2.1 高崎芸術劇場

高崎芸術劇場は高崎駅の東約500mの国道354号線（東毛

広域幹線道路）に面した区画に建設された地上8階地下1階

の鉄筋鉄骨コンクリート造の大型建築物である．高崎文化

芸術センターの仮称で建設計画が始まり，2013-2014年に

一辺約110mの区画で4本のボーリング調査が行われた．区

画中央の緯度経度は，36度19分17秒N, 139度1分7秒E（「地

理院地図（電子国土Web）」による）， ボーリング孔口の標

高は93.3-93.5m，掘進長は34.2-40.1mであった．

4本の柱状図は互いに良く似ており，これらから読み取

れる地層は上位から下位に向かって以下の4層に大別され

る．（1）地表から地下約9mまでは厚さ約5mの軽石を含む

火山灰質砂層と泥質層からなり，（2）その下位の9-29m位

にわたって火山泥流堆積物とみられる「礫混じり火山灰質

砂」（柱状図の土質区分）が続く．（3）その下位には厚さ

1-2mの砂やシルトからなる地層を挟んで，（4）地下約29m

から孔底まで固い「砂礫」が続く．標準貫入試験で求めた

N値は（註3），（1）が5以下，（2）が10前後，（3）が10-30と

漸移的で，（4）は50を超える．（3）については礫の岩石種に

関する記述はないが，不淘汰な産状と「火山灰質砂」との

記述から，前橋泥流に似た火山泥流堆積物と推定される．

この前後の地層の重なり方も他の地域と良く似るが（佐藤

ほか，2019aの図4），前橋泥流相当層とみられる（3）の厚

さは他の地点の10-15mと比べて5m程厚くなっている．（4）

は高崎－前橋地域の地下に広く分布し重量構造物の支持基

盤となっている固い砂礫層で，旧利根川などの扇状地に堆

積した河川堆積物とみられる（新井，1971）．ボーリング

はこの礫層を5-10m掘り進んで完了している．

木片はボーリング番号No.2の地下27.3-27.5mのコアに含

まれていた（図2）．土質区分は「有機質シルト」とされて

おり，4大別した上記の（3）の最上部で（2）の直下にあたる．

暗褐色の泥質コアの断面に現れていた2×0.5cm程度の破片

を見つけて採取した（サンプル番号：TGB2-1）．コアを保

存瓶から取り出した訳ではなく，母材の地層に木片がどの

様に含まれているのかを詳しく観察することは出来なかっ

たが，柱状図のこの「有機質シルト層」には「木片多量に

混入」と記されており，その一部が現れていたものと推定

される．ボーリング番号No.1の深度9m付近のシルト層と

No.4の「火山灰質層」にも木片混入の記述があり，これら

は上記の（1）層に属すると判断されるが，観察したコアか

らは木片を発見することができなかった（註4）． No.3に

は木片の記述がなく，コアからも発見されなかった．

2.2 浜川運動公園

浜川運動公園は高崎市役所の北方5km付近の上越新幹線

と北陸新幹線の分岐点の北側にあり（図1），周囲は標高

110-120mの緩斜面で，これよりいくぶん低い井野川沿い

の低地が公園として整備されている．今回観察できたのは，

公園北部の一角で2016年に実施されたボーリング調査で得

られたコアである．掘削地は井野川の北東側を占める高崎

市井出町に位置し，西側にある群馬県立高崎北高校との間

を前橋安中富岡線の道路が通る．一辺120m位の範囲に掘

削された5本のボーリングの孔口の標高は119.4~121.2mで，

掘進長は25.4~33.4mであった．木片が見出されたボーリン

グ番号No.2 （B-2）の緯度経度は，36度22分19秒N, 138度59

分15秒Eである（「地理院地図（電子国土Web）」で確認）．

これらのボーリング柱状図の土質区分には，礫混じりの

シルトや砂などの記述が多く，浜川運動公園地下の地質は，

高崎芸術劇場の場合とはかなり違うことがうかがわれる

（註5）．礫の岩石種の記述もなく，これらのボーリング柱

状図を地質柱状図に読み替えるのは高崎芸術劇場の場合よ

り難しいが，ここではN値を参考に地層を4大別してみた

（図2）．（1）表層から地下約5mまでは，軽石を含む砂やシ

図1．高崎周辺の地形とボーリング地点．
　◇印はボーリング地点．TG；高崎芸術劇場，HK：浜川運動公園．
○印は市庁舎の位置．白線は新幹線（点線の無い部分はトンネル）．
陰影起伏図と河川および新幹線は国土地理院の「地理院地図（電子
国土Web）」による．

83



佐藤興平・南　雅代・中村俊夫

ルトからなり，N値は10以下．（2）地下6~13mは「礫混じり

の砂」で，この区間のN値は20~50と変化に富む．（3）地下

13~22m位も「礫混じりの砂」であるが「礫は火山岩が主体」

と記述されており（2）よりＮ値が小さい特徴が認められる

ので別に区分した．（2）のN値は20-50と変化に富むが30前

後の値が卓越するのに対して，（3）も5~50と変化には富む

ものの，10前後の低い値が卓越するのである．（4）地下約

22~28m以下は砂礫や砂からなるN値50以上の固い地層と

なっている．以上のようなボーリング柱状図の土質区分か

らは，前橋泥流に似た火山泥流の特徴をもつのは（3）とい

うことになるが，対比に当たっては礫の起源の特定と堆積

物の年代決定が必要である．N値が高い点では（4）が高崎

芸術劇場地下の（4）の扇状地礫層に似るのだが，両者が一

連の地層なのかどうかは分からない．

木片に関してはNo.1ボーリングの深度16.6-16.9mに「木

片多く混入」との記述がみられたが，この付近のコアが存

在せず確認できなかった．他のボーリング柱状図には木片

の記述がなかったが，今回の観察でNo.2の深度18.2-18.5m

の試料に微細な木片を発見した（試料番号：HKB2-1），こ

れらの木片産出層は何れも上記の大区分の（3）層の火山泥

流と推定されるN値の低い地層である．なお，この地層（3）

でもうひとつ注意すべき点は，「シルトを挟む」という記

述が複数の柱状図に見られることである．この火山泥流様

の地層は，全体が一気に堆積したというよりは，複数回の

流下・堆積過程を経たとも考えられ，前橋泥流とは異なる

堆積物であることが示唆される．

3．木片の14C年代：測定と結果

得られた試料が微細なため，樹種の鑑定はせず年代測定

だけを実施した．測定の手法はこれまでと同様であるが（例

えば，佐藤ほか，2018a, 2019b），以下に要点を再録してお

こう．まず必要なのは，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ことであ

る．外来物質があれば，年代測定の結果に大きな影響を与

えるからである．このため，本研究でも試料に対して

ABA処理（Acid-Base-Acid処理）と称する酸－アルカリ処

図2．ボーリング柱状図．
　群馬県のボーリング・データベース「群馬県ボーリングMap」を参照（註2）．最上位の新期堆積物は，扇状地や河川の堆積物に加えテフラも
含む多様な起源と堆積時期の堆積物を一括したもの．柱状図Aの砂礫は火山麓扇状地堆積物，B-Cの砂礫とシルトは旧河川（利根川，烏川）の
堆積物と推定．試料番号HKB2-1とTGB2-1を付けた三角のマークは，14C年代を測定した木片の産出場所を示す．
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理を繰り返す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．詳細については前報（佐藤ほか，

2018a）を参照されたい．14C年代の測定は，名古屋大学に

設置された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．

測定結果を表1にまとめて示した．14C年代は高崎芸術劇

場の試料TGB2-1が22.79±0.07 ka BPとなり，前橋泥流産の

木片についてこれまで得られている14C年代（佐藤ほか，

2018a, 2019b）に極めて近い結果となった．一方，浜川運

動公園の試料HKB2-1は，高崎芸術劇場の試料より6千年余

りも若い16.70±0.05 ka BPという年代を与え，これを含む

火山泥流様の地層は前橋泥流とは別の地層であることが判

明した．

4．考察：高崎－前橋地域の火山泥流堆積物

4.1 高崎芸術劇場地下の木片が示す年代の意義

高崎芸術劇場の試料TGB2-1の年代測定は，高崎地域の

地下に広く分布する浅間山起源とみられる火山泥流の年代

を検証する上で最初のデータを提供する結果となった．今

回得られた年代値の22.79±0.07 ka BPは，前橋泥流の堆積

年代と考えられる既報の年代値（22.57-22.59 ka BP; 暦年で

約2.7万年前）に極めて近く（佐藤ほか，2018a, 2019b），

高崎芸術劇場の地下に伏在する火山泥流が前橋泥流と一体

の地層であることを強く示唆する．ただし，この試料は泥

流堆積物そのものに含まれていたわけではなく，下位の厚

い扇状地礫層（新井，1971）との境界部に産する薄いシル

ト層最上部の「有機質シルト」のコアから採取された木片

である（図2）．したがって厳密には，この結果は高崎芸術

劇場下の火山泥流堆積物は，22.79±0.07 ka BPとほぼ同時

期かそれより若いことを示すということになる．泥流に伴

う巨石のSr同位体比から，我々は約2.7万年前の黒斑火山

の崩壊で発生した火山泥流が吾妻川の谷を流れ下り，前橋

付近で平野部に出て辺り一面を覆い尽くしたと推定した

（佐藤ほか，2017a, 2018a, b, 2019a, b, 2020a）．今回検討し

た木片は，泥流流下直前の扇状地に存在した後背湿地のよ

うな場所に堆積した地層に含まれていたものが，周辺の草

木や表土とともに一瞬のうちに泥流に被われて保存された

というシナリオも浮かび上がってくる．今回得られた年代

値が既報の年代値（平均22.58±0.08 ka BP）よりわずかな

がら古いのは有意の差とも解され，巨大な泥流の流下・堆

積という大事変の一側面を記録していると考えられる．更

に年代データを補充してこの様なシナリオを検証していく

必要がある．このシルト層と下位の扇状地礫層は現在の地

表では観察できないので（新井，1971），調査はボーリン

グに頼らざるを得ないのであるが，今後行われるボーリン

グ調査のコアを詳しく研究することで，2.7万年前の最終

氷期の高崎にはどの様な風景が広がっていたかを描き出す

ことが出来ると期待されよう．

ところで，今回の結果を基に補足しておかなければなら

ない点がもうひとつある．冒頭で述べたように，我々は約

2.7万年前の黒斑火山の山体崩壊よりも前にも規模は不明

だが山体あるいは斜面の崩壊があって，それが泥流堆積物

より1万年以上も古い木片の産出の原因になった可能性を

考えた（佐藤ほか，2019b）．もしその崩壊の規模が前橋泥

流と同様かそれより大規模な泥流を発生させたのだとする

と，前橋泥流の下位に古い火山泥流堆積物が伏在している

可能性も考えられた．そのような古い泥流堆積物は浸食で

失われたか，あるいは扇状地礫層とされてきた礫層の下位

に未知の泥流堆積物が伏在する可能性は否定しきれない

1) Localities of drill sites are shown in Figures 1 and 2.
　TGB2-1: Takasaki City Theatre at Sakae Town 79-3, Takasaki City; about 0.5km east of Takasaki station. Drilled in 2013-2014.
　HKB2-1: Northern part of Hamagawa Athletic Park, Ide Town, Takasaki City; about 5km noth northwest of Takasaki station. Drilled in 2016.
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.

 表１. 高崎のボーリングコアから見出された木片の14C年代
Table 1 14C ages of  wood fragments from drill cores in Takasaki of Gunma Prefecture, central Japan

Sample 
number Drill site1) Drill hole

 number
Altitude of 

drill site
Length of 
drill hole

Depth of 
core sample

Lab.Code #
NUTA2-

δ13C
(per mil)

14C age2)
BP (±1σ) 

Calibrated age 
 based on IntCal13

cal BP (±2σ)

TGB2-1 Takasaki City 
Theatre B-2 93.2 m 40.1 m 27.0-27.5 m NUTA2-27177 -25.1 22,790±70 27,350-26,480

HKB2-1   Hamagawa  
   Athletic Park B-2 119.4 m 28.2 m 18.2-18.5 m NUTA2-27176 -22.7 16,700±50 20,440-19,920
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が，今回の検討ではそのような堆積物は確認されなかった

ことになる．大型構造物の支持基盤になっている扇状地礫

層を貫いて調査したボーリングは少ないので，深部の詳細

は不明であるが，少なくとも群馬県庁や高崎市役所で行わ

れた掘進長70-100mのボーリング柱状図（註2）の下部を

占める礫層中には，一部に「ローム」や「火山灰質シルト

層」や「火山灰質砂礫」が挟まれるものの，火山泥流と判

定できる堆積物は見出されなかった．この観察結果も合わ

せ考えると，約2.7万年よりも古い泥流の規模は前橋泥流

ほど大きくはなかったとみる方が自然なのかも知れない

（註6）．

4.2 浜川運動公園地下の木片を含む堆積物の帰属

浜川運動公園地下の木片が示した16.7±0.05 ka BPという

年代は（暦年で約2.0万年前），これまで得られてきた前橋

泥流の年代（暦年で約2.7万年前; 佐藤ほか，2018a, 2019b）

より明瞭に若く，この木片を含む火山泥流様堆積物を前橋

泥流に対比することは出来ないことを示す．ボーリング地

点は高崎の市街地が広がる標高90-100mよりいくぶん高い

標高110-120mの井野川上流域にあって（図2），榛名山南

東の山麓という捉え方も可能である（図1）．これまでこの

地点を前橋泥流の推定流下域には含めていなかったが，確

たる証拠があったわけではない（佐藤ほか，2019b, 2020a, 

b）．コアに含まれる火山岩塊のSr同位体比を測定すれば，

給源の火山を特定できると思われるが（佐藤，2016），今

回はコアの現状を極力変えないという姿勢で臨んだため，

岩石試料の採取は控えた．

榛名火山南東麓の堆積物を詳しく調べた久保ほか（2011）

は，この地帯に広く分布する「陣場泥流」や「陣場岩屑流」

（大島，1986）が実際には火砕流や岩屑流や泥流など多様

な成因をもつ堆積物からなることを指摘し，流れ山とされ

てきた小丘は火砕流堆積物末端の舌状丘であると指摘する

とともに，この火砕流の年代をローム層との層序関係から

約1.8万年前と推定している．5万分の1地質図幅「榛名山」

（下司・竹内，2012）によると，浜川運動公園周辺には榛

名火山の山麓扇状地堆積物と6世紀頃の二ッ岳の噴火によ

る火砕流堆積物が広く分布し，公園の北方には下位の「陣

場岩屑流堆積物」の一部が地表に現れているとされ，その

年代は浅間火山起源のテフラとの層序関係から2.0-1.5万年

前と推定されている（註7）． 

これら既存の研究を参照すると，木片が見出された浜川

運動公園のボーリング柱状図（図2）の（3）火山泥流様堆積

物は，年代的には「陣場岩屑流堆積物」に対応する可能性

が高い．ただし，測定されたのはボーリングコアから発見

された微細な1試料だけであり，柱状図に記載された「シ

ルトの挟み」からも複数回の流下・堆積の可能性が考えら

れるので，今後木片の14C年代データを補充して検証する

必要がある．久保ほか（2011）も指摘するように，従来「陣

場岩屑流」と一括されてきた堆積物が，実際には多様な成

因をもつ堆積物からなることも考慮すると，14C年代を含

む年代データを蓄積するだけでなく，Sr同位体比による泥

流の供給源も特定して（佐藤，2016），この泥流様堆積物

の時空分布を詳しく把握することが望まれる．なお，この

泥流様堆積物の下位に前橋泥流に相当する地層が存在する

のかどうか，今回のボーリング柱状図からは分からない．

この問題については，新幹線建設時のボーリング資料も参

照しながら，次の項でもう一度考えてみたい．

ところで，浜川運動公園のボーリングで捕捉された表層

部の（1）と（2）は，5万分の1地質図幅「榛名山」を基にする

と，榛名火山の山麓扇状地堆積物や6世紀頃の二ッ岳の噴

出物とその二次的な堆積物と解される（新井，1962; 町田

ほか，1984; 早田，1989; 町田・新井，2003;下司・大石，

2011）．公園の北北西１km付近には古墳が散在する．発掘

調査の結果，古墳の分布域から浜川運動公園に至る広い範

囲が，古墳時代に土石流の被害を受け，数mもの土石流堆

積物に埋もれた古墳も見出されたという（かみつけの里博

物館，1999）．ボーリング柱状図上部の（1）はこのような新

しい堆積物を含むのであろう．榛名山の斜面のうち南東麓

だけが平滑な地形を呈するのは（図1），若い火砕流やその

二次的堆積物に被われている上に，利根川や烏川などの主

要河川から離れていて浸食谷が未発達なためと解される．

4.3 新幹線建設に伴う地盤調査資料との比較

高崎市内でこれまでに実施されたボーリング調査の中で

も特筆されるのが，新幹線建設に先行して行われた多数の

地盤調査ボーリングであった．この調査では固い支持基盤

まで届く掘進長30-40mのボーリングが路線に沿って多数

行われており，掘進長が100mを超える例もある．この調

査結果は群馬県のボーリング・データベース「群馬県ボー

リングMap」には含まれていないが，路線沿いの地質平面

図や断面図として印刷公表されている（日本鉄道建設公団

東京新幹線建設局，1982; 日本鉄道建設公団北陸新幹線建

設局，1998）．今回観察の機会を得たボーリング地点は，

偶然ではあるが新幹線の路線近くに位置するので（図1），

比較対象として好適である．

高崎駅を出た上越新幹線は榛名山の東麓をトンネルで通

過して新潟へ，北陸新幹線は榛名山南麓の地表を通過して

長野方面へ向かう．浜川運動公園付近まで両新幹線は同じ
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ルートを進むのである（図1）．この区間の両者の地質断面

図は，上位から下位へ（1）表土と砂礫（厚さ5-15m），（2）

泥流堆積物（厚さ10-20m），（3）旧河川の堆積物（5-10m掘削）

と3大別される点では似通っている．しかし，北陸新幹線

の断面図では（1）を沖積層（完新世），（2）を「榛名火山の

新期泥流堆積層」（沖積世－洪積世）としているのに対して，

上越新幹線の断面図では（1）は主に後期更新世の粘性土，

（2）は後期更新世の「岩鼻泥流堆積物」としており，地層

の区分や呼称は異なる．これらの出版物にはボーリング柱

状図も含まれているが，それらから断面図を編纂した手順

は詳しく書かれていないので，2つの断面図が異なる理由

はよく分からない．同一時間面を明示できる年代既知のテ

フラや化石あるいは14C年代などの放射年代の測定値なし

に地質断面図を作成するのは難しいという事情が垣間見え

る（註8）．

ここでは（2）の泥流の位置づけが重要な課題なので，こ

れに着目してみよう．北陸新幹線の断面図では「榛名火山

の新期泥流堆積層」が高崎駅から浜川運動公園付近を経て

榛名山南麓まで一続きの地層として描かれているので，泥

流の起源は榛名火山と解釈したのであろう．この解釈は少

なくとも高崎芸術劇場から高崎市庁舎付近の泥流堆積物は

浅間火山起源と考えている筆者らの見解とは相容れない．

一方，上越新幹線の断面図では烏川付近から高崎駅の北

12km付近までを「岩鼻泥流堆積物」とし（註9），その北

方の浜川運動公園周辺には扇状地堆積物（砂質土や礫質土）

に「陣馬泥流」（礫質土や細粒土）が挟まれるとしており（原

文のまま，「陣馬」は「陣場」の誤記であろう），火山性泥

流を2層準に区分している点は，今回の我々の年代学的検

討結果と調和的である．この関係を示すため，図3に上越

新幹線の断面図を簡略化した図に今回14C年代値が得られ

た2本のボーリング柱状図を重ねて示した．ボーリング地

点は新幹線の路線から東西に500mほど離れているので，

路線の最も近い地点に柱状図を投影し，火山泥流（様）堆

積物を黒く塗りつぶして強調してある．このような断面図

は堆積物の特徴の横方向への連続性を手掛かりにしてお

り，上述のように広域テフラなど同一時間面を確認した上

で作成した地質断面図ではないので，解釈図あるいは推定

図とも評すべきであり，今後の検証が求められる．しかし

ながら，高崎地域の地盤の形成過程には，利根川や烏川の

堆積作用や榛名火山からの砕屑物の供給に加え，地質学的

には一瞬あるいは短期間の事変として起こった火山泥流に

よる地層の堆積が繰り返されたという自然史が刻まれてい

ることが読み取れよう．

今回の検討範囲には赤城火山の影響を示す堆積物が見出

されなかったが，渋川市南端にある板東橋付近の利根川河

床からは赤城火山の流れ山に起因するとみられる巨石も見

出されており（佐藤ほか，2020b），前橋地域の地盤の形成

過程には赤城火山の寄与も少なくなかったと想像される．

現在の地表付近には活発な活動を続けてきた浅間火山の痕

跡が目立つが，長い活動史をもつ赤城火山（守屋，1968, 

1970, 1983）がこの地域の地盤形成にどの様な役割を果た

してきたのか（註10），これも興味深い今後の課題である．

図3．上越新幹線沿いの推定地質断面図．
　日本鉄道建設公団東京新幹線建設局（1982）の地質断面図を簡略化し，高崎芸術劇場と浜川運動公園のボーリング柱状図（図2）を示した．2ヵ所
のボーリング地点は，新幹線の線路から500mほど離れているので，最も近い路線地点に投影．柱状図の黒く塗りつぶした火山泥流の部分は，既
存の断面図の火山泥流にほぼ対応．
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5．まとめと今後の課題

高崎市内の2ヵ所のボーリングコアから木片を見出して
14C年代を測定したところ，高崎芸術劇場地下の試料から

前橋泥流の木片に関する我々の既報告データに極めて近い

年代が（約2.7万年前），浜川運動公園の地下の試料からは

榛名火山南東麓の泥流堆積物に対比可能な年代値（約2.0

万年前）が得られた．高崎－前橋地域の地盤を構成する地

層の形成には，周辺火山から供給された砕屑物が重要な役

割を果たしているのだが，分布の詳細は明確になっていな

かった．その中で，今回得られたデータはごく一部ではあ

るが，平坦な高崎－前橋地域の地下の地層の時空分布を把

握するうえで，貴重な手掛かりを与える．初めてのボーリ

ングコア観察の機会に木片を発見できたのは幸運と言うべ

きであろう．しかし，火山泥流の流下プロセスからみても，

その堆積物には途中で巻き込まれた樹木の破片がかなりの

頻度で含まれていることを物語っているとも解される．近

年は護岸工事が進んで観察可能な野外露頭が少なくなって

おり，この地域の地下地質を把握する上で，今後のボーリ

ング調査で得られる試料や情報は貴重である．地下から得

られた試料につき，年代学や同位体地質学の手法を駆使し

て，この地域の自然史を解明していくことが望まれる．

＜註＞

註1）測定で得られた年代値は1234yBPなどと表記するが

（表1参照），それがそのまま1234年前を意味するわけで

はない．その理由は，1）14C年代測定法が提案された

1952年当時の14Cの壊変定数が（Libby, 1952），その後い

くぶん改訂されたが，継続性を保つためにそのまま使わ

れており，また2）測定試料が生命体として生息してい

た時代の大気の炭素同位体比は現在と同じではないから

である．過去の大気の炭素同位体比は，樹木の年輪や静

かな環境で年変化を反映して積もった湖底の縞状堆積物

（年縞）の計測と14C年代を対比するなどして，近年は高

精度で暦年を求める研究が進んだ（例えば，Reimer et 

al., 2013）．このようにして求めた年代標準を基に，未知

試料の年代を見積もる手続きを暦年較正といい，西暦

1950年を基準に〇〇年前と表現する．本稿で「〇〇年前」

と表記した場合は較正した暦年のことであり，それを強

調する場合は（暦年）を付した．なお，前橋泥流に関連

する資料には「2.4万年前」という記述がしばしば登場

するが，これは新井（1967）の年代データに基づくもの

と思われる．当時は国内で14C年代の測定が始まって間

もない時期で，暦年較正のデータも整っていなかった．

当時の測定値（24,000±650y.B.P.）にそのまま「万年前」

をつけた表記が使われているらしい．

註2）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（「群馬県

ボーリングMap」）．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）．ボーリング地点の緯度・経度や標高は，

記されていなこともあり，今回は国土地理院の「地理院

地図（電子国土Web）」により計測や確認を行った．

註3）N値とは標準貫入試験で得られる地盤強度の指標の

ひとつで，所定の試験用サンプラーを孔底に降ろして打

ち込み，決められた深さまで貫入させる打撃回数で表現

する．通常0-50の数値で表し，数値が大きいほど地盤は

固いことになる．ボーリング調査の掘進過程で断続的に

孔底に試験機を降ろして計測し，結果は折れ線グラフで

柱状図に添付される．前橋泥流は通常5-15程度の比較的

低い値を示す．この特徴と野外での泥質な外観および既

に泥流という名称が定着していることから，本稿では「岩

屑なだれ」や「岩屑流」という表現ではなく「泥流」と

いう表記を用いてきた（例えば，佐藤ほか，2019b）．字

義通りの岩屑からなる堆積物ならば，もっと高いN値に

なると思われる． 

註4）今回検討したボーリングでは，掘削した担当業者か

ら全てのコアが発注した市側に提出されたわけではな

く，多くの場合50cmの区間ごとに代表的なコアを長さ

10cmほど取り分けて管瓶に入れ，その区間の深度を記

して提出されていた． 

註5）高崎芸術劇場と浜川運動公園のボーリング調査を受

注した業者と主任技師は同一なので，両地点の地下地質

の違いが業者に起因するとは考えにくい．

註6）上越新幹線沿いの地質断面図（日本鉄道建設公団東

京新幹線建設局，1982）には，烏川付近の地下に広がる

「旧河川堆積物」の下位に「佐野火砕流堆積物（シルト

質砂礫）」が描かれているが，この報告書には詳しい産

状や年代についての記述がなく，起源も不明である．高

崎－前橋地域の地下深部には，榛名火山や赤城火山起源

の古い泥流堆積物が伏在する可能性も考えられるが，今

後の深部に及ぶボーリングで得られる試料の同位体地球

化学的・年代学的研究で解明されるべき課題として残さ

れている．
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註7）テフラ（tephra）とは，火山灰や軽石など火口から噴

出して降下堆積した火山砕屑物の総称．ギリシア語で

「灰」の意．大規模噴火でテフラが広域に堆積すると，

その特性と年代を把握すれば，地層対比の指標（鍵層）

となるので，とくに第四紀学や考古学の分野では重要な

研究対象となる（例えば，町田・新井，2003）．テフラ

と編年（クロノロジー）を合わせた合成語のテフロクロ

ノロジー（tephrochronology）が広く使われている（本

稿要旨参照）．

註8）新幹線建設に先行するボーリング調査の数は非常に

多いため多数の業者が分担し，上越新幹線（大宮－水上

間）の場合は30社が施工した（日本鉄道建設公団東京新

幹線建設局，1982）．多数のコア鑑定者が作成した柱状

図から断面図を編纂する作業は容易ではなかったと思わ

れる．

註9）「岩鼻泥流堆積物」とは，高崎市岩鼻の烏川左岸の崖

に露出する厚さ10m以上の泥流堆積物について新井

（1962, p.26）が与えた名称であるが，護岸工事が進んで

現在は観察しにくくなっている．当時の彼は「岩鼻泥流

堆積物」は榛名火山の「白川火砕流堆積物」に伴う泥流

堆積物と見なしていた（新井，1962, p.27, 57）．

註10）火山の活動開始期を特定するのは難しいが，赤城火

山は30万年以上，榛名火山は約50万年の活動史をもつの

に対して，浅間火山の活動史はおそらく15万年に満たな

いと推定されている（金子ほか，1991; 中野ほか，

2013）．長い歴史をもつ榛名山や赤城山の形が若い浅間

山と異なるのは，カルデラ形成の有無だけでなく，活動

史の長さの反映でもある．
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