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吾妻川上流域の火山泥流堆積物に含まれる木片の14C年代（予察）
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Abstract: The source of Maebashi volcanic mudflow deposits, major basement strata of Maebashi-Takasaki area 
in central Japan, has been elucidated to be Kurofu volcano, an initial stage volcanic edifice of Asama volcano located 
about 50km west of these cities. This conclusion is based on the Sr isotope analysis of large volcanic blocks within 
the mudflow deposits. 14C dates of buried wood blocks also indicate that major failure event occurred ca.27 ka cal 
BP, and older ages of more than 10 ka suggest that another failure may also have occurred before ca.27 ka cal BP, 
although its scale is unknown. In order to get some clues for the activity of the ancestral Asama volcano, we 
collected two wood blocks during the field survey in Naganohara Town in the upper reaches of the Agatsuma River 
to the north of Asama volcano. One sample collected from the outcrop on the left bank of the Agatsuma River at 
Kawarabata yielded 22.35± 0.09 ka BP. This result is identical with the 14C age data for major wood blocks from 
the Maebashi mudflow deposits, suggesting a deposition during the same event at ca.27 ka cal BP. However, another 
sample from the outcrop at the northern margin of Ookuwa area in the northern foot of Asama volcano, yielded no 
detected 14C, indicating an older age of more than ca.45 ka cal BP. This sample occurs in a chaotic deposit containing 
silt blocks of lake sediment cemented by volcanic materials. Thus, the volcanic deposits of these two sites appear to 
be different in origin and age. Detailed study on volcanic deposits in time and space in this source area of the 
Maebashi mudflow deposits is required for more understanding of failure events of the initial stage of 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の堆積物が，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約2.7万年前（暦年）にもたらされたことが，堆積物に含まれる巨石のSr

同位体比と木片の14C年代の検討から確定的になった．ところが，前橋泥流だけでなく長野県佐久市に分
布する塚原泥流からも約2.7万年前より更に1万年以上も古い年代をもつ木片が見出され，黒斑火山の崩壊
は一度ではなく，規模は不明であるが約2.7万年前以前にも起こっていた可能性が浮上してきた．そこで
山体崩壊の実態を探る手掛かりを得るため，吾妻川上流域に残る山体崩壊堆積物につき予察的な調査を行
い，露頭から採取した木片2試料の14C年代を測定した．長野原町川原畑の吾妻川左岸の泥流堆積物に含ま
れる試料は，前橋泥流の堆積年代を示す主要な木片の14C年代に一致する年代（22.35+/-0.09 ka BP）を与え，
この堆積物が前橋泥流と一連の事変で堆積したことを示唆する．一方，浅間山に近い長野原町応桑北部の
露頭で採取した木片試料は，14Cの量が検出限界以下であり，約4.5万年前より更に古いと判断される．湖
成層とみられるシルト岩ブロックの間を泥流堆積物様の基質が埋めるこの露頭の産状は川原畑の泥流露頭
とは異なり，両地点の堆積物は時代も成因も異なる崩壊事変を記録している可能性も考えられる．これま
で一続きの堆積物とされてきた応桑泥流の実態について，更なる野外調査と年代データの補充が望まれる．
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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に及ぶ火山性泥流堆積物が広く分布する．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，新井（1971）は細粒な砂泥相に含

まれる重鉱物の組み合わせがむしろ浅間山の噴出物に似て

いるとして，西方に遠く離れた浅間山が給源ではないかと

考え，赤城火山起源として国の天然記念物に指定された前

橋市内の「岩神の飛石」は（例えば，佐藤，1992），赤城

火山起源の巨石が浅間火山起源の泥流で二次的に現在地に

移動して来たと解釈した．

我々は，「岩神の飛石」を手始めに，前橋泥流に伴う巨

石のSr同位体比を給源の可能性のある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），前橋泥流と

巨石のほとんど全てが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との結論に至った（佐藤ほか，

2017a, b; 2018a, b; 2019a; 2020a, b）．黒斑火山の崩壊は古く

から指摘されていた事変であり，その堆積物（註1）が群

馬県側（応
おお

桑
くわ

泥流）だけでなく長野県側（塩沢泥流や塚原

泥流）にも分布する（八木・越，1936; Aramaki, 1963; 荒牧，

1962, 1968, 1993）（註2）．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ことではないので，黒斑火山の崩

壊は過去に１回だけ起こったという見方が流布していたと

しても不自然ではないだろう．我々も，前橋泥流の古い年

代データ（新井，1967）を検証するために埋没樹木片（以

下「木片」と略記）の14C年代を測定して得られた約2.7万

年前（暦年）を黒斑火山崩壊の年代と考えた（佐藤ほか，

2018a）．しかし，測定試料数を増やしていくと，多くの木

片が初回の測定結果に一致する年代を示す一方で，更に1

万年以上も古い木片も産することが判明した．そのような

古い木片の起源が問題となる中で，山体崩壊は1回だけで

はなく約2.7万年前より前にも，規模は不明であるものの，

山体もしくは斜面の大崩壊が発生した可能性も浮上してき

たのである（佐藤ほか，2019b）．浅間火山形成初期の活動

史解明のためには，火山性堆積物の時空分布を詳しく把握

する必要がある．

吾妻川上流域には，前橋泥流と一連の堆積物と想定され

た泥流堆積物が部分的ながら残されている（新井，1993; 

久保ほか，1993）．そのような堆積物から何らかの手掛か

りが得られないだろうかと考え，八
や

ッ
ん

場
ば

ダム工事現場観察

の許可が得られたのを機会に現地を訪ねて木片を探し出

し，発見できた2試料の14C年代を測定した．調査時の2019

年9月は，ダムの完成を受けて間もなく湛水試験を開始す

るという段階であったが，翌月に襲来した台風19号の豪雨

図1．群馬県中西部－長野県東部の地形と黒斑火山の崩壊に起因する土石の推定流下域．
　●印は主な巨石．地紋は黒斑火山の山体崩壊物の推定流下域を表す（佐藤ほか，2018b, 2019b, 2020a）．流下域は前橋の「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，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．
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でいきなり満水状態となってしまった．吾妻川沿いで木片

試料を採取した露頭は湖底に沈み，おそらく再び観察する

ことはできないであろう．1日だけの予察なので観察でき

た地点は限られていたが，新たな知見が得られ，また様々

な問題も浮かび上がってきた．ここに今回の調査結果を報

告して記録を残し,得られた年代値の意味と今後の課題に

ついて考えてみたい．

2．吾妻川上流域の地形と火山体崩壊堆積物

2.1火山体崩壊堆積物の分布

前橋泥流の給源となったとみられる黒斑山には，東に向

かって開いた馬蹄形カルデラが残されている．浅間火山形

成初期の山体であった黒斑火山の山頂部が東に向かってな

だれ落ちた痕跡とされる．崩壊物は山裾で南北に分かれ，

北に向かった流れは応桑地域を流下してから吾妻川の渓谷

を東に向かう一方，南に向かった流れは佐久地域を覆い尽

くし，更に千曲川の谷を西に向かったと推定される（図1）．

黒斑火山の崩壊物がなだれ落ちた先には，現在は見られな

い山体があって，それが流れを阻害して南北に分流する原

因となったと考えられているが（Aramaki, 1963; 荒牧，

1968），軽井沢東方の群馬－長野県境とその北方延長部の

南北系山稜も流れを支配する地形的障壁になったのであろ

う（図1）．山体崩壊物は，あたかも液体であるかのように，

地形の低所を選んで流れ下ったらしい（中村ほか，1987, 

1995）．

黒斑火山の馬蹄形カルデラの内部には，引き続く火山活

動で噴出したマグマが新たな山体を形成し，その噴出物が

周辺に厚く堆積したため，山体近傍の黒斑火山の崩壊堆積

物を観察することは容易ではない．しかし，北麓の応桑や

南麓の佐久市塚原周辺には多数の流れ山地形が見られ，こ

れらが山体崩壊の直接的な証拠とされてきた（例えば，八

木・越，1936; 荒牧，1962, 1968; Aramaki, 1963）．

浅間山の北東部を占める長野原地域でも，上記の応桑に

は崩壊堆積物がつくる標高900-950m程のなだらかな地形

が広がり，流れ山が散在する（図2）．一方，吾妻川沿いで

は標高600-700mの河岸段丘の上面や段丘崖の一部に崩壊

堆積物が残されている．久保ほか（1993）によると，段丘

は4段認められ，最上段は吾妻川の現在の河床より80-90m

も高い位置にあり，そこに林や川
かわら

原畑
ばた

の集落が広がる．林

地区で行われた地すべり対策のボーリングでは，段丘礫層

の上に厚さ数10mに及ぶ泥流堆積物が確認されたという．

久保ほか（1993）は応桑と吾妻川沿いに産する泥流堆積物

を一括して「応桑泥流」と呼んだが，応桑では角張った礫

を主とする岩屑なだれの特徴が見られるのに対し，吾妻川

沿いの堆積物には含水率が高かったとみられる泥流の特徴

が目立つと指摘している（註3）．吾妻川沿いでも，応桑北

方の羽根尾より上流には泥流堆積物が見られず（久保ほか，

1993, p.21），羽根尾より下流に残る泥流堆積物も，開発の

影響もあって，現在ではほとんど観察できなくなっている

という（久保誠二，2018私信）．応桑の東を北に向かって

図２．14C年代を測定した木片の産地．
　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．吾妻川沿いの点線の範囲は八ッ場ダムの湖水域．応桑周辺の小丘群は火山体
崩壊堆積物（応桑泥流）の流れ山．
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流れる熊川の渓谷には（図2），基盤の火山岩が露出してい

る（太田，1957）．黒斑火山の崩壊時にもこの渓谷が存在

したとすれば，岩屑なだれは応桑の台地に留まることなく，

この谷も埋積したであろう．応桑泥流は吾妻川の段丘面上

にも堆積していることから，久保ほか（1993）は当時の河

床から数10mの高さまで泥流堆積物で埋め立てられたと推

定している．吾妻川やその支流の熊川の渓谷を埋めたであ

ろう火山体崩壊堆積物の大半は，その後の浸食により流失

したのだと推定される（註4）．

2.2 14C年代測定試料の産状　

今回の調査では吾妻川沿いの川原畑と応桑北縁部の計

2ヵ所の露頭で木片が発見された（図2）．

1）川原畑

吾妻川沿いでは左岸の林と川原畑および右岸の川原湯温

泉駅付近の崖を訪れた．これらはいずれも八ッ場ダム工事

区域内の段丘崖である．林地区南面の段丘崖では住宅が広

がる段丘面から80m余り下の吾妻川河床に流れ落ちる急勾

配の沢を登り，旧吾妻線の線路跡付近より上流側で良好な

露出状況を観察することができた（図3A）．前橋－高崎地

域の前橋泥流と比べると，岩塊の割合がより多い印象を受

けたが，とくにこの露頭の下部で見られた緻密で角張った

安山岩塊の集合体は（図3A-3），前橋－高崎地域の露頭で

はこれまで見たことのないものであった．この露頭上部の

沢底では湖成層とみられるシルト岩のブロックも見出され

た（図3A-2）． 

図3．黒斑火山の崩壊に起因するとみられる堆積物の産状．
　A：林地区南面の段丘崖を流下する急峻な沢の露頭（A-1:露頭上部の泥流堆積物の急崖，A-2: 露頭上部の沢底で見られた湖成層とみられるシ
ルト岩の岩塊．ハンマーの柄は全長33cm; A-3:露頭下部で見られた安山岩角礫の濃集部）．B：川原畑地区の吾妻川左岸の地形と泥流堆積物（B-1:
この地域の基盤をつくる中新世末－鮮新世の火山岩の岩塔の基部に産する火山泥流の露頭から木片が見出された；B-2:露頭の一部で見られた
A-3に似た安山岩角礫群；B-3:木片を含む泥流堆積物の露頭．樹木の形を留める径約6cmの孔の中央部に残存する芯材の14C年代を測定（試料番
号19091902）．孔の周囲は苔のため緑色．レンズキャップは径5.8cm）．C:応桑北縁部の泥流露頭（C-1: 湖成層とみられるシルト岩の岩塊を含む．
中央の赤いボールペンは長さ14cm；C-2:中央の暗色物が年代測定に供した木片（試料番号19091906）．掘り出して計測すると全長17cm，径5cm

であった）．

A-1 B-1 C-1

B-2

A-2

A-3 B-3 C-2
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川原畑地区南面の段丘崖では農道脇に泥流堆積物が露出

していたが，すぐ近くに基盤の火山岩類が岩塔状に聳えて

いることから（図3B-1），その基部にへばりつくように溜

まった堆積物が浸食を免れて残存しているものと推察され

た．一部には林地区の露頭下部に産する角礫集合体に似た

岩塊群も見られた（図3B-2）．川原畑地区の泥流露頭から

は径約6cmの木片が見出されたが（図3B-3），周囲は腐食

しており簡単に引き抜くことができたので，円柱状の孔を

残して消失する直前であったと思われる．中心部の径3cm

程の芯材を14C年代測定用に採取した（試料番号：

19091902）．この試料は黒褐色を呈するが炭化しているわ

けではなく，切断面には明瞭な年輪が観察できた．試料採

取後の孔を計測すると，方位はN11°E, 28°Sで延長は約

30cmであった．この試料から1m程離れた露頭壁の泥質部

には，長さ20cm程の細長い樹皮の様な褐色物質が見られ

たが（試料番号：19091903），14C測定前処理の段階で炭質

物が含まれていないことが判明した． 

2）応桑北縁部

応桑地区北縁と与喜屋地区との境界付近の国道146号線

の脇には，草津白根山を遠望できる駐車場がある（標高約

905m）．その西側の沢で木片を発見した．この地点は，既

存の地質図では「応桑泥流」（八木・越，1936; 太田，

1957; 荒牧，1962）と塗色され，5万分の1「浅間火山地質図」

（荒牧，1993）では「応桑岩屑流堆積物」とその下位の「細

分されていない火山岩類」の境界付近にあたる．この露頭

は褶曲した縞状堆積構造をもつシルト岩のブロックを火山

泥流様基質が埋めた無秩序な堆積物からなり（図3C-1），

径約5cmで全長約17cmの木片が基質部に含まれていた（図

3C-2）．この木片（試料番号：19091906）は暗灰色を呈す

るが切断面には明瞭な年輪が観察でき，炭化物ではないこ

とから，これを含む基質は火砕流堆積物ではなく泥流堆積

物とみられる．

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，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．

吾妻川沿いの川原畑産の木片はトウヒ属（Picea）もしく

はカラマツ属（Larix）で，これらは前橋泥流に産する木

片の鑑定でもしばしば登場した樹種である．一方，応桑産

の木片はモミ属（Abies）で，これまでの鑑定では塚原泥

流からも見出されている（佐藤ほか，2019b）． 
14C年代は川原畑産の試料が22.35+/-0.09 ka BPとなり，

前橋泥流産の主要な木片の14C年代とほぼ一致する結果と

1) Localities are shown in Figure 2.
　19091902: Left bank of the Agatsuma River at Kawarabata of Naganohara Town, Gunma Prefecture;  now under the lake of Yanba dam.
　19091906: Small valley near Route 146, a national road in northern Ookuwa of Naganohara Town, Gunma  Prefecture.
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) 14C was below the detection limit (see the text for details).

 表1 吾妻川上流域の火山体崩壊堆積物に含まれる木片の14C年代
Table 1. 14C ages of wood blocks from volcanic debris avalanche deposits in the upper reaches of the Agatsuma River

Sample 
number

Locality1) Species2) Size (cm)
Diameter Length

Lab.Code #
NUTA2-

δ13C
(per mil)

14C age3)

BP (±1σ) 

Calibrated age 
based on IntCal13

cal BP (±2σ)

19091902 Kawarabata, Naganohara Picea or Larix sp. 6 30 27585 -24.0 22,350±90 26,970-26,390

19091906 Ookuwa, Naganohara Abies sp. 5 17 27583 -23.7 >43,000 Out of dating4)
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なった（図4）．一方，応桑産の木片は，検出可能な14C が

含まれていないため年代測定は不可能であり，約4.5万年

前よりも古いことが判明した（註5）．

4．考察：調査結果の意義と今後の課題

4.1 応桑泥流と前橋泥流との関係

川原畑の吾妻川左岸の泥流露頭に含まれる木片の14C年

代が，前橋泥流に含まれる主要な木片の14C年代とほぼ一

致するという結果は（表1，図4），直線距離で40km程も離

れた2地域の堆積物が同一の火山泥流から同時期に堆積し

たことを示唆する．これは既存の見解（新井，1993；久保

ほか，1993）とも調和的であり，図1に示した泥流の推定

流下経路の確認にも繋がった．久保ほか（1993）は，年代

の判明したテフラ（町田・新井，1992）との対比から応桑

泥流の堆積時期を2.1万年前頃と推定している（註6）．こ

れは暦年較正をしていない年代値とみられるが，我々が得

た14C年代値22.35+/-0.09 ka BPに近いことが注目される．

しかしながら，今回の予察で得た1試料の結果だけで既存

の見解の検証が出来たと主張するのは，これまでの経験に

照らしても（佐藤ほか，2019b），拙速と言わざるを得ない．

次項で議論するように，応桑地域ではこれまでの予想とは

異なる結果が得られていることもあり，吾妻川沿いに残る

泥流堆積物だけでなく応桑泥流全体について，更に木片を

探し出して14C年代データを補足し，堆積年代を確定して

いく必要がある．

堆積物の構成を前橋泥流のそれと比較する作業も，火山

泥流の流下プロセスを解明する上で手掛かりを与えると期

待される．林地区の南斜面で見出されたシルト岩の岩塊（図

3の写真A-2）と似た岩塊は前橋泥流にも含まれており，こ

れらが応桑の露頭で見出された湖成層の岩塊と共通の起源

をもつ可能性が浮上してきた（佐藤ほか，2020a）．鉱物組

み合わせや化学組成あるいは珪藻化石などで対比が可能な

のかどうか検討してみる必要があろう．

林地区の段丘崖で見られた安山岩塊の濃集部（図3の写

真A-3）と似た岩塊群は川原畑の泥流露頭でも見られた（図

3の写真B-2）．鋭利な角をもつ岩塊が密集する産状は，個々

の岩塊が分散・転動して衝突で角が摩耗するというような

プロセスを経ていないことを示唆する．このような産状の

堆積物は，前橋泥流の露頭ではこれまで見たことがないの

で，長野原の吾妻川沿いの泥流堆積物では一般的なのかど

うか，更には上流側あるいは地層の下部に多いというよう

な規則性があるのかどうか，に興味がもたれる．泥流の給

源として想定される黒斑火山には緻密な安山岩質溶岩が主

要な構成要素として含まれていたであろう．Aramaki 

（1963）が測定した黒斑山の溶岩の比重の多くは2.4-2.7で

あるが，前橋泥流にはそのような高密度の巨石は見られず，

溶岩塊の多くはいくぶん丸みを帯びた径10-30cm程度かそ

れ以下のものが多い．前橋泥流に伴う巨石は褐赤色で空隙

の多い溶結火砕岩であって，岩塊全体としての密度は2.0

程度かそれを下まわるとみられる（例えば，佐藤ほか，

2019a, 2020a）．我々の観察はまだ断片的であるが，山体を

構成していた岩石の密度や強度などの物性が，泥流流下の

メカニズムに反映されていた可能性も浮かび上がってく

る．すなわち，緻密な岩塊は途中で沈下し，岩塊同士の衝

突で角の取れた小塊だけが下流まで運ばれてきたのではな

いだろうか．密度の小さい巨石は脆弱なので長距離移動し

たのは不思議であるが，佐藤ほか（2017a, 2019a, 2020a）

は氷結した状態で運ばれてきた可能性を指摘した．ただし，

泥流流下の実像については今のところ推測の域を出ない．

図4．長野原町川原畑地区の吾妻川左岸の泥流露頭から見出された木
片の14C年代と前橋泥流および塚原泥流産の木片の14C年代の比較．
　応桑泥流の試料番号19091902の黒丸が今回報告する測定結果で，
前橋および塚原泥流の試料番号を付けた黒丸は佐藤ほか（2019b）で
報告した年代データ．質量分析計の測定誤差（±1σ）は丸の範囲内
だが，前処理から年代測定までの全工程を2回繰り返した結果がいく
ぶん異なる場合は，細い横線で誤差も含めたデータ範囲を示す．前
橋泥流の覧に示した太い横線は誤差を含む年代データの範囲を示し
（下の括弧内は試料数），Mは佐藤ほか（2018a）と未公表データの範囲，
Nは前橋市中央大橋付近で1994年に採取・測定された木片のデータ範
囲（中村，未公表）．名古屋大学宇宙地球環境研究所によるAMS-14C

年代測定データのみを示す．佐藤ほか（2019b）の図2を改編．
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露頭の減少による観察の困難さはあるが，吾妻川沿いの泥

流堆積物と前橋泥流との比較により，巨大な火山泥流の流

下プロセスの実態解明に向けた何らかの手掛かりを得られ

ると期待される．

4.2 古い樹木片と湖成層の岩塊

応桑地域で発見された木片が約4.5万年前よりも古い年

代を与えたことは（表1），冒頭で述べた「古い木片」の課

題につながる興味深い結果となった．この木片を含む堆積

物の産状が川原畑の露頭と全く違うという観察事実と合わ

せて，この地層を吾妻川沿いの泥流堆積物に対比すること

はできないことを意味するからである．

応桑の台地上は畑の広がる平坦な地形と流れ山の散在で

特徴づけられ（図2），露頭が少なく地層の分布を詳しく把

握するのは容易ではない．「応桑泥流」や「応桑岩屑流」

の分布が既存の地質図の間でかなり異なるのは（八木・越，

1936; 太田，1957; 荒牧，1962, 1993），この露頭状況を反

映しているのだと思われる．我々が観察できた試料

（19091906）採取地点東側の熊川左岸の斜面にある採土跡

と流れ山の一部にある採土場の露頭は，「岩屑なだれの様

相を呈する泥流堆積物」（久保ほか，1993）との印象を受

けたので（佐藤ほか，2020a），今回木片を採取した地層は

少なくとも応桑地域の応桑泥流を代表する堆積物ではない

様にも思われた．久保ほか（1993）は，我々の試料採取地

点近くの国道146号線の工事で出現したという湖成層の巨

大なブロックの露頭写真を紹介し，これを応桑泥流に取り

込まれた巨大な捕獲岩塊であると解釈している．我々が見

出した露頭も同様の成因をもつのかも知れない． 

久保ほか（1993）が紹介した露頭は既に観察できなくなっ

ており，詳しい位置も産状（湖成層ブロックと応桑泥流と

の接触関係）も不明であるが，荒牧（1993）の「浅間火山

地質図」には我々が見出した露頭の北東約500m付近の国

道沿いの「細分されていない火山岩類」の分布域に孤立し

た状態の「三原層」が描かれているので，これが工事によ

り出現したのかも知れない．久保ほか（1993）の解釈に従

えば，この湖成層の巨大岩塊の周辺は応桑泥流ということ

になるし，その地点は5万分の1地質図「草津」（太田，

1957）でも応桑泥流に塗色されている．「三原層」は応桑

北方から西方の吾妻川沿いに散在する河川堆積物と湖底堆

積物の総称で，礫・砂・粘土・泥流堆積物などの複雑な互

層からなり，水平方向の岩相変化が著しいという（荒牧，

1993）．これは太田（1957）の「今井礫層」や「吾妻粘土層」

あるいは守屋（1966）の「嬬恋礫層」や「嬬恋湖成層」に

相当するのかも知れないが，それらの相互関係や詳しい年

代は不明である（註7）．荒牧（1993）は，「三原層」の最

大層厚を50m以上としており，彼の地質図内の分布は標高

約700mから900mにわたるので，散在する地層群が水平な

堆積構造をもつと仮定して単純に積算した全層厚はおよそ

200mに及ぶことになる．太田（1957, p.50）は「吾妻粘土層」

の厚さを「100数10mに達する」とし，守屋（1966）は「泥

流丘（流れ山）で特徴づけられる平坦な応桑地域の泥流堆

積物は，せいぜい数10mの厚さで薄く湖成層を被っている

に過ぎない」と推定している．このように，応桑泥流だけ

でなく，三原層やその相当層の位置づけにも既存の研究の

間に違いが見られるのである．応桑地域の泥流が面的な広

がりとしては無視できない規模をもっているにも関わら

ず，その体積を見積もった研究が見られないのは（佐藤ほ

か，2020a），この地域の露頭状況が地質の正確な把握を困

難にしているからであろう． 

上記のように，応桑泥流の層序的下位に産する湖成層の

実態は充分には解明されていないと言わざるを得ない．

我々が採取した木片が，既存の地層からの再来片ではなく

当時生育していた樹木が取り込まれたのだとすれば，湖成

層ブロックを含むこの無秩序な堆積物は約4.5万年前より

古く，吾妻川沿いで木片を採取した泥流堆積物に対比する

ことはできないことになる．ただし，我々が古い木片を発

見した露頭の全部が応桑泥流に取り込まれた巨大ブロック

であるという可能性も完全には否定しきれない．野外の産

状と地層の年代に関する決定的なデータが少ない現状で

は，以下のような3通りの可能性の指摘に留めざるを得な

いだろう，すなわち，（1）応桑に分布する応桑泥流は吾妻

川沿いの応桑泥流より古い地層で，湖成層岩塊の間を埋め

る泥流様基質から約4.5万年より古い木片が今回見出され

た，（2）今回見出された約4.5万年より古い木片は，既存の

山体崩壊堆積物からの再来片で，それを含む基質は吾妻川

沿いの泥流堆積物の細粒相かも知れない，（3）湖成層岩塊

と木片を含む泥流細粒相の全体が捕獲岩塊であって，これ

を取り込んだ山体崩壊物は吾妻川沿いの泥流と同時異相か

も知れない．

一般に，火山の活動開始年代を厳密に決めるのは必ずし

も容易ではない（例えば，町田，1977; 佐藤ほか，2019c）．

火山体の近傍では過去の噴出物が新期の噴出物に被われて

観察しにくくなり，離れた地域では風向きによっては噴出

物が降下しなかったり，地形の影響や風化・浸食で降下物

が消失することがあるからである．浅間火山の場合も，初

期山体の黒斑火山の活動が何時始まり，どの様な経過をた

どったのかが興味深いが，その歴史を精度よく示す年代

データはまだ不十分と言わざるを得ない（註8）．そうした
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中で，今回観察した応桑の無秩序な堆積物が黒斑火山の活

動にどう関係していたのか，このような堆積物から活動史

を探る手掛かりが得られないか，更に調べてみる価値があ

ろう．ただし，約4.5万年より古い年代は14C年代の測定限

界を超えており（註5），具体的な年代値を確定するには別

の手法が求められる．「岩屑なだれ」の様相を呈する応桑

地域の応桑泥流（久保ほか，1993）本体からまだ木片を発

見できていないことも，本稿の考察に制約をもたらしてお

り，湖成層も含めた今後の詳しい地質調査と年代決定を基

にして疑問を解決していく以外にはないと思われる．

4.3 樹種が示す古気候と森林限界

火山性の岩屑なだれ（岩屑流）や泥流は（註1），流下経

路に存在した水や氷雪だけでなく樹木や表層付近の堆積物

を巻き込んで流下すると考えられる．前橋泥流の露頭でも，

河床や段丘にあったとみられる円礫が観察されることか

ら，泥流流下のメカニズムの一端が垣間見える．我々が
14C年代を検討してきた埋没木片は，そのほとんどが流下

経路に生育していた樹木とみられるが（図1），稀には既存

の地層から再来したと考えられる泥流より古い木片も含ま

れることが判明した（佐藤ほか，2019b）．木片の給源は試

料採取地点より上流側であったということ以外は不明であ

るが（註9），年代がセットになっていることで，その時代

の森林環境を知る手掛かりを与えてくれる．今回の樹種鑑

定結果を含めて，これまでのデータをふり返ると（佐藤ほ

か，2018a, 2019b），採取した全ての試料がトウヒ属やカラ

マツ属といった寒冷地に一般的な樹種であり，完新世の温

暖な日本列島に繁茂したスギや落葉広葉樹は全く見出され

ていないことが注目される．これは，泥流流下域に最終氷

期の寒冷な気候が卓越していたことを示すと解される．前

橋泥流が流下した約2.7万年前（暦年）はMIS2 LGM Cold-1

（約2.8-2.4万年前）にあたり（註10），関東平野の植生はト

ウヒ属やカラマツ属などの針葉樹を主とするものの広葉樹

も混じっていたとされる（工藤，2012, p.64）．しかし，我々

の採取した泥流中の木片は，年代によらず全て寒冷気候を

好む針葉樹種であり，泥流流下域の山岳地帯（図1）は平

野部よりも冷涼な環境にあったことが伺われる．

応桑で採取したモミ属の木片も，詳しい年代は不明であ

るが，約4.5万年以上前にこの地が冷涼な気候条件下にあっ

たことを示唆する．それと同時に，標高900mの採取地点

よりも高い位置まで森林限界が広がっていたことを示唆す

る点も興味深い．最終氷期における日本列島中部の北緯36

度付近の森林限界は，現在より1500m近くも低く，標高

1000m付近にあったと推定される（例えば，太田ほか，

2010, p.103）．流れ山の散在する応桑の平坦地の標高は900-

950m程度なので，最終氷期には森林限界付近にあった可

能性がある．応桑の泥流堆積物の本体から我々はまだ木片

を見出していないが，これは火山体から応桑までの泥流流

下域には森林と言えるような樹木帯がなかったからなのか

も知れない．逆に，堆積物から木片を発見して年代を求め

れば，泥流流下の時代が判明する可能性があり，当時の森

林限界に関する手掛かりも得られると期待される．

5．まとめと今後の課題

1）前橋泥流の発生源は西に遠く離れた浅間山の形成初期

に存在した黒斑火山であることが，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年代から判明したが，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，泥流をもたら

した山体崩壊は一度ではなかった可能性も浮上してきた．

2）前橋泥流の給源に近い吾妻川上流域に残る山体崩壊堆

積物につき，前橋泥流堆積物との関係を確認するための予

察的な調査を行い，発見された木片2試料の14C年代を測定

した．その結果，長野原町川原畑の吾妻川左岸に露出する

泥流露頭で採取した試料が前橋泥流の堆積時期を示すと解

される主要な木片の年代にほぼ一致する年代を与えたこと

から，この堆積物が前橋泥流と一連の過程で堆積したこと

を示唆する証拠が得られた． 

3）一方，更に上流域の浅間火山に近い応桑北縁部の露頭

で採取した木片試料は，14Cの検出限界を超えた古い年代

をもつことが判明した．湖成層とみられるシルト岩ブロッ

クの間を火山泥流様基質が埋める産状が，川原畑の泥流露

頭とは異なるという点も合わせると，この地層は応桑泥流

に取り込まれた岩塊である可能性も考えられるが，成因は

未解明であり．応桑地域の泥流の分布と年代の概要把握は，

今後の重要課題として残された．

4）年代を測定した2試料の樹種はトウヒ属やモミ属のよう

な寒冷な気候を好む常緑針葉樹であり，これまでの木片の

鑑定でも完新世の日本列島に繁茂したスギや落葉広葉樹は

見出されておらず，当時の黒斑火山の周辺と山体崩壊物の

流下域には最終氷期の寒冷な気候を反映した林相が広がっ

ていたことが推定される． 

98



吾妻川上流域の火山泥流堆積物に含まれる木片の14C年代（予察）

謝辞

長野原町役場と八ッ場ダム工事事務所の皆様からは，ダ

ム工事現場の立ち入りと調査にご支援をいただいた．渋川

市の中村庄八氏と浅間山北麓ジオパークの黒岩利明・嶋村

　明両氏は露頭を案内してくださった．以上の皆様のご支

援なしには今回の予察調査は実現できなかった．沼田市の

久保誠二氏からは，吾妻川上流域の地形・地質について丁

寧なご教示をいただいた．産総研地質調査情報センターの

中野　俊氏は，原稿の査読を通じて貴重な助言をくださっ

た．この研究には東京地学協会からいただいた令和元年度

の調査・研究助成金の一部を使用した．以上の皆様と東京

地学協会に深謝します．

＜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卓越する

堆積相は塚原泥流（荒牧，1968）や今回観察した「応桑泥流」
（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（mud flow）」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）地名の読み方については，これまで同様に（例えば，佐

藤ほか，2015 ; 佐藤・南，2020），地元の役場や住民に確認

した．長野原町役場総務課によると，例えば応桑は以前から

「おおくわ（Ookuwa）」と発音・表記してきたという．新井（1993, 

p.36）には「おうか」とルビが振られているが，経緯は不明

である．

註3）久保ほか（1993）による『長野原の自然』（八ッ場ダム地

域自然調査会，1993）の「地形・地質」（p.3-89）は，長野原
の地形と地質を簡潔に紹介した優れた解説書になっている．

浅間火山の活動に関連した諸現象にもかなりのページを割

き，岩屑なだれや泥流についての記述も詳しい．この出版物

では，浅間山（黒斑火山）の山体崩壊に起因する堆積物を「応

桑泥流」と一括表記しているが，山体により近い応桑地域と

川原湯などの吾妻川沿い地域の間の堆積物の特徴の違いにも

着目し，応桑地域では岩屑なだれの特徴が目立つのに対して，

吾妻川沿いでは泥流の特徴をもつと指摘している．

註4）長野原地域の吾妻川の谷を埋めた「応桑泥流」の厚さは，

場所によっては数10mを上まわっていた可能性もあるのでは

なかろうか．熊川が吾妻川に合流する付近の国道沿いで行わ

れたボーリング調査では最大約11mの泥流堆積物が捕捉され

ている（「群馬県ボーリングMap」参照）．これが応桑泥流の

一部だという確証はないが，この地点（標高約650m）と流

れ山が分布する応桑地域との高度差は250-300mにも及ぶの
である．もし現在のような吾妻川や熊川の渓谷が当時も存在

し，それが埋め立てられたとすると，それだけでも泥流堆積

物は厖大な量になったであろう．また，1783年の天明の泥流

でさえ，川原湯付近では吾妻渓谷の塞き上げ効果もあって，

泥流の上面が河床より60m程高いダムの湛水面付近まで達し

たことが遺跡発掘調査で確認されたという事実（例えば，井

上，2009）も手掛かりになろう．天明の泥流より遙かに大規

模であった前橋泥流が，吾妻川上流域でも天明の泥流を上ま

わる大きな影響を与えたとしても不思議ではない．なお，吾

妻渓谷は国土地理院の地形図（5万分の1「草津」と2万5千分

の1「長野原」）には「吾妻峡」と表記されている．これは川

原湯から下流の約3.5kmの吾妻川の峡谷部を1935年に国の名

勝に指定した時の名称であるが，前年の1934年に国の天然記

念物に指定された川原湯の河床に露出する安山岩脈「川原湯

岩脈（昇竜岩および臥龍岩）」（佐藤，1992）とともに， 2019

年10月の台風19号の豪雨をきっかけに，吾妻渓谷の上流部は

八ッ場ダムの湖底に沈んだ（図2）．

註5）14C年代の測定限界は，原理的には5-6万年とされるが，試
料や装置の状態にもより，古い試料の微弱な14Cの信号をい

つも理想的な状態で計測できるわけではない．名古屋大学の

加速器質量分析装置による自然試料の測定経験では，通常4.5

万年くらいが限界である．本稿の「約4.5万年前より古い」

との記述は，測定限界以上に古いことを強調するため較正曲

線（例えば，Reimer et al., 2013 ）を参照した概数であって，

計測値に暦年較正をほどこした年代値という訳ではない．

註6）久保ほか（1993, p.25-26）は更に，泥流堆積物の層準が広
域テフラのAT（姶良Tn火山灰）と浅間起源のテフラAs-BP（浅
間板鼻褐色軽石群）（町田・新井，1992）の間にあるとして，

堆積時期を2.1万年前頃と推定した．なお，久保ほか（1993）

は未公開とみられる14C年代値にも言及しているが（p.24-25），
原典を参照することができなかったため，試料の産地や産状

および年代測定の前処理や測定法など詳細はいずれも不明で

あり，興味深い年代値もあるが本稿の考察からは割愛せざる

を得なかった．

註7）高橋ほか（1981）はゾウ化石などから「嬬恋湖成層」下
部を前期－中期更新世と推定し，竹下・田辺（2010）はこれ

に対応する「嬬恋層群」中－下部をテフラの対比から中期更

新世としている．

註8）浅間火山の活動開始期について守屋（1983，p. 97）は，
古吾妻川の段丘地形などからの推論として，「10万年より以

前に遠くさかのぼることはあるまい」と記述している．K-Ar
年代値としては，浅間山東麓の白糸の滝周辺に露出し浅間火

山の基盤とされた高度山火山岩類（荒牧，1993）に相当する

安山岩の転石について0.13±0.03 Maが報告され（金子ほか，

1991），黒斑山の安山岩について0.09±0.03 Ma（西来ほか，

2013）が報告されている． 

註9）約2.7万年前（暦年）より1万年以上も古い年代を与えた

木片につき，佐藤ほか（2019b）はしかるべき高さにまで成

長した山体もしくは斜面の崩壊に起因する堆積物に埋没して

いた木片の再移動と解釈した．これは，もし木片が地表に露

出していれば，かなりの短期間で腐朽し消滅するであろうこ

とが，野外観察からも容易に想像されるからである．古い露

頭では樹木の痕跡が円柱状の孔として残っているだけである

ことが多い．また，新旧の堆積物が同一の火山体からもたら

されたと仮定すれば，年代の異なる木片の母材に差異が全く

見られないことも理解しやすいからであった．しかし，例え

ば別の供給源をもつ堆積物に含まれる木片が豪雨や地震動に

よる斜面崩壊で地表に出現し，その直後に火山泥流に巻き込
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まれたというようなシナリオも可能性としては否定しきれな

い．我々の今の技術では，木片の詳しい供給源を特定するこ

とは難しい．いずれにしても，泥流堆積物に埋没した木片の
14C年代は，大半が堆積年代を示すとは予想されるが，既存

堆積物からの再来によって古い年代を示すことがある点に注

意が必要である．

註10）MIS（Marine Isotope Stage）2は約2.8-1.5万年前，そのLGM

（Last Glacial Maxmum）のCold-1は約2.8-1.5万年前，Cold-2は
約2.4-1.5万年前（工藤，2012）.
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