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前橋泥流の流下域に残存する安山岩塊の比重とSr同位体比
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Abstract: The Maebashi volcanic mudflow deposits constitute major basement strata in the Maebashi-Takasaki 
area, central Japan. Sr isotope analysis of large volcanic blocks and 14C dating of buried wood blocks elucidated that 
the volcanic mudflow originated from a failure event of Kurofu volcano, an initial stage volcanic edifice of Asama 
volcano located about 50km west of these cities, which occurred ca.27 ka cal BP within the last glacial period. 
However, the cause of sector collapse and mechanism of long-distance movement of volcanic blocks are unknown. 
In order to get some clues for these problems, we studied the mode of occurrence of volcanic blocks and their 
specific gravity and Sr isotope ratio（87Sr/86Sr）, which are sparsely remained along the route of the Maebashi 
mudflow from the northern foot of Asama volcano to the Maebashi-Takasaki area through the Agatsuma and Tone 
Rivers. Here, we report the results for 13 volcanic rocks from a hummocky hill near Asama volcano, large blocks 
near the Agatsuma River and small blocks within the Maebashi mudflow deposit. All of them, except one sample, 
yielded narrow range Sr isotope ratios（0.70394-0.70416; av.：0.70406± 0.00001）close to the published data for 
Asama volcano. A large block transported by the Tenmei mudflow caused by the eruption of Asama volcano in 1783 
was confirmed to have the same isotope ratio as above values. The two large blocks similar to Iwagami-no-Tobi-ishi, 
a representative large block related to the Maebashi mudflow, occur on the slopes 30-50m above present riverbed of 
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要旨：群馬県の前橋－高崎地域の基盤を構成する前橋泥流の堆積物は，今から約2.7万年前の最終氷期に，
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，堆積物に含まれる巨石のSr同位
体比と木片の14C年代から明らかになってきた．しかし，山体崩壊の原因や崩壊で発生した砕屑物の流下
のメカニズムなど未解明の課題が残されている．ここで我々は，浅間山北麓から吾妻川の渓谷を経て前橋
－高崎地域に至る流下経路に残存する安山岩の巨石（長径約4~10m）と代表的な小岩塊（<1m）の合計13
試料につき，比重とSr同位体比（87Sr/86Sr）の予察的測定を実施した．
　「岩神の飛石」など前橋泥流に伴う巨石に酷似する褐赤色の安山岩質火砕岩の巨石だけでなく，浅間山
北麓の流れ山や前橋泥流中の暗色安山岩12試料が，浅間山の火山岩について報告されている既存のSr同位
体比に一致するかそれらに極めて近い値を示し（87Sr/86Sr = 0.70394~0.70416; 平均値：0.70406±0.00001），
天明３年の浅間火山噴火で発生した泥流で流下した巨石の天然記念物「金島の浅間石」も既存値と一致す
るSr同位体比をもつことが確認された．中之条や村上の褐赤色火砕岩の巨石は，吾妻川河床から30~50m
も高い段丘や斜面に産し，前橋泥流の流下時の規模が極めて大きかったことを示唆する．一方，渋川市南
端の坂東橋に近い利根川右岸で見出された岩塊群からは，赤城火山の既存データに対応するSr同位体比が
得られ，この岩塊群は赤城火山起源の流れ山が利根川の浸食を受けて露出したものと解された．
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1．はじめに

群馬県の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（註1）．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．前橋泥流はこの地域の基盤を構成する重要な地

層として古くから知られており（例えば，新井，1971），

現在も護岸を免れた利根川の河岸で観察することが出来

る．この地層の主たる供給源は，近傍の赤城山や榛名山で

はなく西方に遠く離れた浅間山であることが，前橋市内の

天然記念物「岩神の飛石」など褐赤色な色調で特徴づけら

れる巨大な火山岩塊のSr同位体比の研究から確定的となっ

た（佐藤，2016; 佐藤ほか，2017a, 2019a, 2020a）．これら

の巨石の多くは泥流堆積物に含まれていた岩塊が利根川や

烏川の浸食作用で地表に出現したと考えられ，ほとんどの

ものは河床で観察される．前橋市の敷島公園にある「お艶ヶ

岩」も，かつての利根川の浸食を受けて巨大なこの岩塊だ

けが池の中に孤立して残存しているものと解される（佐藤

ほか，2021a）．

これらの巨石を運んできた泥流の年代は，流下の途中で

巻き込まれた樹木片（以下木片と略記）の14C年代測定に

より，今から約2.7万年前（ca.27ka cal BP：較正年代）の

最終氷期であったと判定された（佐藤ほか，2018）．しかし，

更に検討を続けると，一部にはそれより1万年以上も古い

図1．群馬県中西部－長野県東部の地形と黒斑火山の崩壊物の推定流下域．
　本稿で比重とSr同位体比（87Sr/86Sr）を報告する試料の採集地点は，1：応桑の流れ山，2：「とうけえ石」（中之条町指定の天然記念物），3：
渋川市村上の赤石（無名），4：「金島の浅間石」（群馬県指定の天然記念物）：天明3年（1783年）の浅間火山噴火により発生した泥流に伴う巨石，
5：渋川市南部にある坂東橋下流の利根川右岸に分布する岩塊群（無名），6：高崎市「群馬の森」の井野川河床，7：高崎市烏川河床にある「赤
石」近傍の露頭．●印は主な巨石で，上記の他に呼称のあるものは，8：「お艶ヶ岩」，9：「岩神の飛石」（国指定の天然記念物），10：「龍神宮」，
11：「聖石」，12：「赤石」，13：「かわご石」，14：「赤岩弁天」．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, 2021a,d）．この流下域は前橋の「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，浅間山近傍は火山活動中～後期の噴出物に被われて詳細は不明．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．渋川を囲む点線枠は図５の範囲．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．

the Agatsuma River, suggesting the devastating volume of the mudflow which transported these blocks. An 
exceptional case on the riverbed of the Tone River in the foot of Akagi volcano was interpreted as a block originated 
from the eroded hummocky hill from Akagi volcano.

Key Words: Asama, Kurofu volcano, sector collapse, hummocky hill, mudflow, Ookuwa, Agatsuma River, Nakanojo, Murakami, 
Kawashima, Maebashi, Takasaki, natural monument, Tenmei mudflow, Akagi volcano
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年代を与える木片も発見され，泥流の発生源と考えられる

浅間山形成初期の火山体であった黒斑火山の崩壊は，これ

まで考えていたより複雑だった可能性も浮かび上がってき

た（佐藤ほか，2019b, 2020a, 2021b）．吾妻川上流域の予察

調査でも，約2.7万年前の年代を与えた木片の他に，14C年

代測定の限界を超える約4.5万年より古い木片も発見され，

山体崩壊現象の実態解明には更なる調査が必要であること

が再確認された（佐藤ほか，2021d）．

そもそも山体崩壊は浅間火山の活動史の中にどう位置づ

けられるのか，崩壊は何故起こったのか，年代値が集中す

る約2.7万年前が寒冷な最終氷期であったことは偶然か，

崩壊は本当に1回だけだったのか，崩壊物が泥流となって

前橋－高崎地域まで流れるという高い流動性が維持された

のは何故か，など未解決の課題が数多く残されている．浅

間火山に近い吾妻川上流域には，このような課題について

考察する上で有効な手掛かりが残されているのではないか

と期待されるのだが，実際には山体崩壊堆積物の大半はそ

の後の浸食で失われたとみられ，残存していたとしても各

種開発行為により観察できる場所は極めて少なくなってい

る（久保誠二，2017，私信）．前回木片の14C年代を報告し

た八ッ場ダム工事区画の露頭は（佐藤ほか，2021d），吾妻

川沿いに残る数少ない泥流の痕跡であり，ダムの湛水前に

観察の機会に恵まれたのは幸運であった．ここでは，この

研究の開始期（2017年）の予察調査で採取した試料を中心

に比重とSr同位体比を検討した結果を報告し，流路と想定

される地形の特徴と併せて，泥流の規模や岩塊流下のメカ

ニズムについて考えてみたい．検討対象とする試料の採取

地点を図1に示した．それらは，前橋泥流の想定流路の上

流から下流へ，（1）浅間山北麓に散在する応桑の流れ山，（2）

中之条の巨石の天然記念物「とうけえ石」，（3）渋川市村

上の褐赤色火砕岩巨石，（4）1783年の天明の泥流で流下し

た巨石の天然記念物「金島の浅間石」，（5）赤城山麓の利

根川河床で見出した岩塊群，および（6と7）前橋泥流堆積

物の末端部に近い高崎市南東部の河岸の露頭に産する比較

的小さな岩塊である（図1）．（1）と（6）は，巨石を中心

としてきたこれまでの研究から一歩進めた小岩塊の予察的

検討との位置づけである．

2．前橋泥流の流下域に残存する火山岩塊

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（例えば，八木，1936; Aramaki, 

1963; 荒牧，1968）．崩壊物は南北に分かれ，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）．山体崩壊物

は，あたかも液体のように，地形の低所を選んで流れ下っ

たらしい（中村ほか，1987, 1995）．吾妻川の渓谷を流れ下っ

た泥流は，やがて利根川に合流し赤城山と榛名山の間を通

過して平坦部に出たところで主要な土石を堆積させたとみ

られる．泥流中の細粒成分は更に関東平野に向かい，広い

範囲に堆積したと思われるが，その実態は定かではない．

前橋泥流の堆積物を野外で観察できるのは，烏川の河岸付

近までである．検討対象とした岩塊の産状を図1に示した

番号順に以下に記述する．採取した試料は後述の方法で可

能な限り比重を測定し，比較的緻密な部分からSr同位体比

測定用の試料を分取した．

2.1 応桑の流れ山

浅間山北麓の応桑地域に広がる標高900~950mの高原地

帯には，流れ山とされる多数の小丘が散在する（図1）．こ

れらは火山体崩壊の証拠とされる特異な地形で（例えば，

守屋，1978; Ui and Glicken, 1986），小丘は崩壊物の流れの

方向とみられる南北に延びた形状を示す傾向が見られ，長

径50~200m，比高10~30m程のものが多い（註2）．これら

の小丘は林に覆われ，周囲に広がる野菜畑との違いが目立

つが（図2のA-1），内部を観察できるような露頭は極めて

稀である．我々の調査では，馬見塚（977m）と称される

丘の西南西約900m付近に位置する丘を採掘する採土場（北

緯36度31分35秒，東経138度35分16秒）で内部を観察する

ことができた（図2のA-2）．2017年5月の訪問時には，径

1m以下の角張った安山岩塊の間を同質の砂状砕屑物が埋

める産状が一般的であったが，2019年9月の再訪時には土

状の基質に小岩塊が散在する部分も見られた．これら2回

の訪問時には「岩神の飛石」に対比されるような褐赤色火

砕岩は見られなかったが，赤色の火砕岩塊がまとまって見

られたこともあったという（黒岩俊明，2021，私信）．中

村ほか（2016の図10）には露頭の上下で構成物が異なる2

層構造が描かれているが，我々の訪問時にはそのような構

造は見られず，多様な岩塊と基質が無秩序に集積している

産状だけが観察された（図2のA-2）．採掘が進むにつれ出

現する構成物や構造が変化することから，この丘の内部は

変化に富むことが窺われる．2017年の調査では観察された

多様な岩相を一通りカバーするように9個の試料を採取し，

主要岩相とみなされる3試料のSr同位体比を測定した（表

1）．これらは黒色あるいはいくぶん赤みを帯びた複輝石安
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山岩質の溶岩で，岩石薄片の鏡下観察により，赤みを帯び

た試料には輝石斑晶の周囲が赤色化するなど高温酸化の兆

候が見られたが，どの試料にも熱水変質の痕跡は認められ

なかった．

2.2 中之条の「とうけえ石」

「岩神の飛石」によく似た褐赤色の火砕岩巨石が，吾妻

郡中之条町の市街地中心部に存在する（図1，図2のB）．

中之条の市街地は段丘地形で特徴づけられるが，この巨石

は国道145号線や吾妻線の通る段丘面とその上位の段丘面

の境界部の斜面に産し（北緯36度35分10秒, 東経138度50分

44秒，海抜約350m），現在の河床（海抜約320m）からは

30mほど高い位置にある．中之条町教育委員会（2003）に

よると，巨石の大きさは東西約6.5m，南北約9.5m，高さ

約5.5mで，1994年に町の天然記念物に指定された．「頭鶏

石」・「稲
とうか

荷石」とも表記され，後者は稲荷社を祀ったこと

に由来するという．この巨石と泥流堆積物や段丘形成史と

の関係を解明した資料は見つかっておらず（註3），巨石流

下の年代も確定しているわけではないが，「岩神の飛石」

など前橋泥流に伴う巨石に酷似することから（前橋市教育

委員会，2016），一連の事変の産物と推定される．町当局

の許可を得て，緻密な部分と空隙に富む部分からそれぞれ

１試料を採取し，緻密な試料をSr同位体比の測定に供した

（17050405-2）．岩石薄片の鏡下観察でも，この試料は「岩

神の飛石」に酷似し熱水変質の痕跡は認められなかった．

図2．試料採取地点の堆積物や巨石の産状．
　A-1：応桑の採土場から見た浅間山．中央山頂部の右に黒斑山，左の裾に小浅間山．前景の林に被われた部分には流れ山が散在し，その間の
平坦地には野菜畑が広がる（2019年9月撮影）．A-2：採土場で観察された流れ山の内部（中央左下に柄の長さ33cmのハンマー）．2017年5月の調
査時に見られた露頭では，径1mに満たない角張った暗灰色の安山岩塊の間を同質の粗粒な砂状基質が埋める産状が一般的であった．採掘の進
展で異なる産状が現れることから，同一の流れ山でも内部は変化に富むことが窺われる（本文参照）．B-1：中之条町の天然記念物「とうけえ石」
（2017年5月撮影）．B-2：「とうけえ石」の近接写真．前橋の「岩神の飛石」によく似た層状構造が見られる（ボールペンの長さは14cm）．C-1：
小野子山南西麓に広がる村上の畑地で見られた赤褐色の火砕岩塊．C-2：村上南西の小野上温泉下の吾妻川河床に産する褐赤色火砕岩塊（人物
の足元）．いずれも2017年5月撮影．D-1：渋川市川島に産する群馬県指定の天然記念物「金島の浅間石」．左端には径1m程度の岩塊を集めてモ
ルタルで補強した跡が残る．右上は上越新幹線の橋脚（2021年12月撮影）．D-2：「金島の浅間石」に近い畑地に産する同質の安山岩塊（2010年
3月撮影）．この岩塊から試料を採取（17050402-2）．E：坂東橋下流の利根川右岸に分布する安山岩塊群の一部．Sr同位体比から赤城火山起源と
推定．左遠方の丘は赤城火山の流れ山とされる橘山（2018年10月撮影）．

A-1 B-1 C-1

A-2 B-2 C-2

D-1 D-2 E
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2.3 村上と小野上温泉の赤石

ここで「村上の赤石」と名付けた岩塊は，小野子山南側

の山麓にある渋川市村上地区の斜面に存在する（図1，図2

のC-1）．この地点の海抜は約310mで（北緯36度33分18秒, 

東経138度55分2秒），南方約550mの吾妻川河床（海抜

260m）から50mほど高い位置になる．畑地が広がる斜面

の一角にある草地の墓地の傍らに径3~4mほどの赤褐色の

火砕岩塊が少なくとも3個認められた．一部が地下に埋没

した状態であったが，周囲に泥流堆積物が残存するのかど

うか，この場所の特徴を鑑みて調査は控えた．このため，「と

うけえ石」の場合と同様に，前橋泥流との直接の接触関係

は未確認であるが，やや空隙が多くいくぶん風化が進んで

いることを除けば，全体としては「岩神の飛石」に似てお

り，空隙の多い部分は「岩神の飛石」のボーリングコアの

脆弱な部分や「龍神宮」（佐藤ほか，2020a）に近いという

印象を受ける．Sr同位体比測定用の試料は，墓地から離れ

た目立たない部分から採取した（17050403-1）．岩石薄片

の鏡下観察でも熱水変質の痕跡は認められなかった．

「村上の赤石」の西方約1kmに位置する小
お の が み

野上温泉下の

吾妻川左岸の河床（海抜約270m）でも褐赤色の火砕岩巨

石を見出した（図2のC-2）．度重なる洪水で浸食を受けた

とみられ，緻密で円磨された外観は「岩神の飛石」よりむ

しろ「お艶ヶ岩」に良く似ている（佐藤ほか，2021aの図2）．

周囲には河川堆積物が分布し，泥流堆積物との接触関係を

観察できないことは，前橋－高崎地域の河床の巨石と同様

である．この巨石は駐車場脇に設置された親水施設（階段）

の景観を構成している可能性もあり，採取跡が目立つよう

な試料採取は控えざるを得なかった．

2.4 川島の「金島の浅間石」

「金島の浅間石」は，1783年（天明3年）に起こった浅間

火山の大噴火で発生した泥流で流下してきたことが，目撃

談も含めた史料で判明している巨石であり，1952年に群馬

県の天然記念物に指定された（県報告示34号（註4），群馬

県教育委員会社会教育課，1971; 佐藤，1992）．この巨石が

産するのは，現在の渋川市川島地区北端部にある吾妻川右

岸の段丘で，緯度・経度は北緯36度32分15秒・東経138度

58分11秒，海抜は約230mである（図1）．天明3年の大噴火

が浅間山の北麓にあった鎌原村に壊滅的な打撃を与えたこ

とはよく知られているが，泥流が流下した吾妻川～利根川

沿いの集落にも大きな被害をもたらし，当時この段丘上に

あった川島村では123名が犠牲になったという（例えば，

井上，2009; 関，2010, 関ほか，2016）．現在畑地になって

いる被災地は河床から約10m上位にあり，発掘で見出され

た厚さ約2mの泥流堆積物（関，2010, p.41）を差し引いても，

8mほどの比高があった可能性が考えられるが，蛇行河川

の攻撃側に位置したため，乗り上げてきた泥流に襲われた

のであろう．泥流が去った後の段丘面には，泥流堆積物と

ともにいくつもの岩塊が残され，後に天然記念物に指定さ

れることになった最大の岩塊の地表部の規模は，東西・南

北・高さがそれぞれ約16m・10m・4.5mと計測されている（群

馬県教育委員会社会教育課，1971）．ただしこれは，単一

の岩塊ではなく複数の岩塊が集積したものとみられ（図2

のD-1），周囲には同質の岩塊が現在も残っている．Sr同位

体比を測定した試料は（17050402-2），天然記念物と同質

の別の岩塊から採取した（図2のD-2; 表1; 註5）．これらの

岩塊は発泡の著しい黒色のガラス質安山岩の溶岩で，最大

数cm大の不定形の空隙が不規則に散在し，岩石薄片の鏡

下観察でも径0.05~0.5mmの気泡が密集する組織が目立つ．

後述のように比重（嵩比重）が2を下まわる軽さが注目さ

れるが，空隙の粗密による層状構造を特徴とする「岩神の

飛石」などの褐赤色火砕岩巨石とは明瞭に異なる．他の測

定試料と同様に，この試料にも鏡下の観察では熱水変質の

痕跡は認められなかった．

2.5 坂東橋の岩塊群

渋川市南端部の利根川に架かる坂東橋付近は，赤城山と

榛名山の間を利根川が流下する場所にあたる（図1）．この

坂東橋下流の右岸約200~300m付近には（海抜約140m），

長径が1~5mの大小様々な安山岩の岩塊が散在する（図2の

E）．ここではこれらを「坂東橋岩塊群」と呼ぶことにする．

この岩塊群は，一部に赤味を帯びた部分も見られるが全体

としては灰色の塊状安山岩で，「岩神の飛石」など前橋泥

流に伴う特徴的な褐赤色を呈する火砕岩巨石とは明瞭に異

なる．周囲に散在する円磨された河床礫とも異なり，泥流

様堆積物や凝灰岩層に直接接する産状も観察されるので，

泥流や地すべりで現地に運ばれてきたものが利根川の浸食

を受けて河床に露出している可能性が考えられるが，これ

ら岩塊の起源を検討した研究はこれまでにない．そこで，

4個の岩塊から代表的な試料を5個採取し，基質との接触関

係が見られた岩塊の1試料につき予察的なSr同位体比の測

定を行った（18102305）．岩石薄片の鏡下観察によれば，

これは複輝石安山岩の溶岩で，空隙は少なく熱水変質の痕

跡も認められなかった．なお衛星写真には，近くの中州に

も角張った大岩塊が散在する様子が写っているが，それら

についてはまだ調査出来ていない．
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2.6 群馬の森の小岩塊

「群馬の森」は高崎市域南東端にある県立の公園であり，

その東側を流れる井野川の左岸で火山泥流の露頭を発見し

た（北緯36度17分54秒, 東経139度5分20秒）．井野川は榛名

山麓に発する小河川で（例えば，佐藤ほか，2021c），この

露頭（海抜約65m）の750mほど先で烏川に合流している．

露頭の外観は利根川河岸で見られる前橋泥流に酷似し，埋

没していた木片の14C年代測定で約2.7万年前（較正年代）

の年代値が得られているので（未公表），前橋泥流の一部

であると判断される．烏川より南側は地形が平坦になり，

火山泥流の露頭を見つけることが出来なかったので，この

地点は我々が観察できた前橋泥流分布域の最南端に近い場

所ということになる．この露頭に産する径30~50cmほどの

安山岩塊4個から採取した試料をSr同位体比の測定に供し

た（Gnm-4~7）．これらはいずれも複輝石安山岩質の溶岩で，

岩石薄片の鏡下観察により，赤みを帯びた試料に輝石斑晶

の周囲が赤色化するなど高温酸化の兆候が見られたが，熱

水変質の痕跡が認められないことは応桑の3試料（表1）と

同様であった．

2.7 烏川の「赤石」近傍の露頭

高崎市の烏川では護岸が施されて地層の観察が難しく

なっているが，木片を探す追加調査中に「赤石」近くの左

岸の崖で露頭を発見した．これは河床のほぼ中央に産する

「赤石」の北北東約80m付近に位置し（北緯36度17分53.4秒, 

東経139度1分15.7秒），左右約12m高さ約5mの規模で地層

が露出していた．前橋－高崎地域の河床に産する他の巨石

と同様に，「赤石」も河川堆積物や流水に阻まれて泥流堆

積物との接触関係は確認できなかったので（佐藤ほか，

2020a），この露頭で「赤石」と泥流の関係に関する手掛か

りが得られないかと期待した．しかし，この露頭には「赤

石」に対応するような褐赤色の火砕岩塊は見あたらず，木

片も発見できなかった．一方，この露頭は，風化によりや

や不鮮明になってはいるものの，利根川や井野川の露頭で

見てきた泥流堆積物とはいくぶん違って，（A）灰紫色の

火山灰質基質に安山岩角礫を含む部分と（B）細粒の泥質

基質に円礫（<20cm）を含む部分の2相に分けられること

が注目された．A相は応桑の流れ山の一部にも似た岩屑の

巨大な集合体が泥流堆積物中に含まれているようにも見

え，その起源を確定するためにA相に含まれる長径3mほど

の灰色の凝灰岩塊から試料を採取してSr同位体比を測定し

（18050101-4），赤石のデータ（佐藤ほか，2020a）との比

較を試みることにした．岩石薄片の鏡下観察により，この

試料は複輝石安山岩質の溶結凝灰岩と判定され，熱水変質

の痕跡は認められなかった．

3．試料の比重とSr同位体比の測定

3.1 比重の測定

巨石を含む前橋泥流が，屈曲の多い流路沿いに流れ下っ

た100km近い距離は，国内外の山体崩壊事例の中でも最大

級の長さである（佐藤ほか，2017b）．この長い流走距離の

1） Locality numbers for analyzed samples are shown in Figure 1.
2） Latitude, longitude and altitude of sample localities are based on GSI Maps provided by Geospatial Information Authority of Japan.
3） Size of blocks for sampling; S: small （<1m）, M: medium （1~4m）, L: large （>4m）.
4）  SG （Specific gravity, g/㎥）was measured for dry rectangular specimens prepared from relatively compact parts of blocks.
　 Sr isotope analysis was done by M. Minami of Nagoya University with the same method as shown in Sato et al. （2017a）.

表1 前橋泥流の流下域に残存する安山岩質岩塊の比重とSr同位体比．
Table 1 Specific gravity and Sr isotope ratio of andesitic blocks remained along the route of Maebashi mudflow.

No.1） Locality Latitude（N）2）

Longitude（E）
Altitude2）

（m）
Size3）

of block
Samples No.

SG4）

（g/㎥）
87Sr/86Sr Error（2σ） Remarks

1 Ookuwa   36°31′35″
138°35′16″ 950

S
S
S

17050502
17050503
17050505

2.6
2.2
2.0

0.704000
0.704003
0.704091

0.000013
0.000013
0.000014

Quarry in a hummocky hill

2 Nakanojo   36°35′10″
138°50′44″ 350 L 17050405-2 2.2 0.704131 0.000013 Natural monument of Nakanojo 

   Town（Tokee-ishi）

3 Murakami   36°33′18″
138°55′02″ 311 L 17050403-1 1.7 0.704140 0.000015

4 Kawashima   36°32′15″
138°58′11″ 230 L 17050402-2 1.9 0.704121 0.000014 Natural monument of Gunma 

   Pref.（Kanashima-no-Asama-ishi）

5 Bando-bashi   36°27′43″
139°02′09″ 140 M 18102305 2.3 0.706536 0.000007 R ight bank riverbed of the Tone      

River

6 Gunma-no-
Mori

  36°17′54″
139°05′20″ 65

S
S
S
S

Gum-4
Gum-5
Gum-6
Gum-7

2.5
2.1
2.5
1.9

0.703937
0.704076
0.703988
0.704037

0.000011
0.000013
0.000014
0.000011

Left bank of the Ino River

7 Aka-ishi   36°17′53″
139°01′16″ 75 L

M
Ak-1-1
18050101-4

2.2
2.3

0.704164
0.704162

0.000011
0.000007

Sato et al.（2020a）
Left bank of the Karasu River
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原因を探る上で，巨石など泥流構成物の比重は基本的な検

討要素のひとつであろう．火山岩にはしばしば空隙が含ま

れるので，移動時の岩塊の空隙には火山ガス・空気・水や

氷あるいは泥など様々な物質が含まれていた可能性があ

る．したがって，検討の基礎となるのは「嵩
かさ

比重」と考え，

これまでの研究でも採取した主要な火山岩試料について

は，なるべく嵩比重を測定し，Sr同位体比のデータととも

に結果を公表してきた（例えば，佐藤ほか，2017a, 2019a, 

2020a）．「嵩比重」（以下「比重」と略記）を知るためには，

重さと体積を独自に測定する必要がある．体積の測定には

いくつかの手法があるが，試料の人為的な汚染を防ぐ方法

として，（A）不定形の試料も測定可能なガラスビーズ法（註

6），もしくは（B）試料を円柱や直方体など計測しやすい

形状に成形して計測する方法が考えられる．この研究で最

初に検討した天然記念物「岩神の飛石」の場合は，貴重な

試料を温存するためAの手法を用いたが，以後のボーリン

グコアや野外試料の場合はBの手法を用いた．Bの成形法

は，加工も高精度の計測も容易なので，条件が満たされれ

ばAに比べて優れている．岩石切断機を用いて，ボーリン

グコアなら円柱を，野外の不定形試料なら直方体のブロッ

クを切り出し，水洗・乾燥後にノギスで測定して体積を求

め，重量を測って比重を求めた．計測に用いたブロックの

体積は，多くの場合50~200c㎥程度であった．多孔質で脆

い部分を含む試料は成形が難しく比較的空隙の少ない部分

を選ばざるを得ないので，野外に存在する状態の岩石より

はいくぶん高い比重が算出される傾向がある．一方，Sr同

位体比の測定には，空隙に二次的に異質物が混入している

可能性を極力小さくするため，なるべく緻密な部分を選ん

だ．したがって，本稿も含めて，これまで報告してきた比

重のデータは実際の岩塊より大きめの値になっている．空

隙の多い試料のデータも含めた比重の検討結果は稿を改め

て報告したい．

3.2 Sr同位体比の測定

Sr同位体比の測定のためには，上述のように，検討対象

とした岩塊のなかでもなるべく空隙の少ない比較的緻密な

部分を選んだ．熱水変質は原岩のSr同位体比に影響を与え

る可能性があるので，岩石薄片の鏡下観察で新鮮であるこ

とを事前に確認した．選ばれた試料から岩石切断機で5mm

以下の薄い岩片を切り出し，異質物混入の可能性を更に小

さくするため超音波洗浄器を用いて脱イオン水で洗浄し，

乾燥してから鉄乳鉢とメノウ製自動乳鉢を用いて粉砕し，

Sr同位体比測定用の粉末試料を調製した．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）

などこれまでの報告を参照されたい．

3.3 比重とSr同位体比の測定結果

上記の手法で得られた測定値を表1にまとめて示した．

Sr同位体比は，赤城・榛名・浅間の3火山のデータ範囲と

ともに図3に示した．比重の測定値は．1.7から2.6の広い範

囲にわたり，これまでの報告値より大きな値が含まれてい

る．これらは主に応桑の流れ山や群馬の森で採取した複輝

石安山岩の小岩塊について得られたもので（表1の岩塊サ

イズの区分はS），2.5前後の比較的大きな比重をもつ試料

は暗色の緻密な溶岩という特徴が認められる．それらをい

くぶん下まわる比重をもつ溶岩の試料には空隙や高温酸化

図3．前橋泥流の流下域に残存する安山岩塊のSr同位体比の比較．
　Sr同位体比の測定データを上流域の浅間山北麓から吾妻川沿いに
前橋泥流の堆積域へと配列して図示した．黒のマークは前橋泥流に
伴う岩塊で，矩形は左右の幅で複数試料のデータ範囲を示し（nは測
定試料数），菱形は単一の測定値を表す．白抜きのマークは前橋泥流
以外のデータで，他の図でも同じマークが使われている．比較のため，
図の下部に赤城－榛名－浅間の3火山だけでなく，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（Notsu et al., 1985, 1987）も示した．この図は，
前橋泥流に伴う褐赤色火砕岩巨石が，赤城火山や榛名火山ではなく
浅間火山からもたらされたことを示すとともに，泥流に含まれる溶
岩の小岩塊（上端と下端の黒い矩形）は火砕岩塊より幾分低い
87Sr/86Sr比をもつ傾向があることも示す．坂東橋下流で見出された安
山岩の岩塊群は，赤城火山に対比される87Sr/86Sr比から，近傍の流れ
山群の一部が浸食を受けて河床に残存しているものと推定される．
史料から天明3年（1783年）の浅間山の噴火で発生した泥流でもたら
されたことが判明している「金島の浅間石」も，前橋泥流に伴う火
砕岩巨石と同様に，浅間火山のデータに対応するSr同位体比をもつ
事が確認された．佐藤ほか（2017a, 2019a, 2021a）を改訂．
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の兆候が認められた．一方，表1でL（巨石）に区分した

試料は，1.7~2.2の低い値を示すことはこれまで報告してき

たとおりである．「金島の浅間石」は，溶結火砕岩からな

る他の巨石とは異なり，発泡の進んだ溶岩と思われるが，

2を下まわる低い比重をもつことが注目される．

また，図3で明瞭なように，検討した13試料のうち「坂

東橋岩塊群」の1試料を除く全ての試料が，浅間火山の既

存値に一致するかそれに極めて近い値を示した．「金島の

浅間石」も，前橋泥流に伴う他の巨石と同様に，浅間火山

のSr同位体比をもつことが確認された．なお，「坂東橋岩

塊群」の1試料は赤城火山に対応するSr同位体比をもち，

浅間火山や榛名火山に起源を求めることは出来ないことを

物語る（図3）．

ただし前橋泥流に伴う岩塊について詳しく見ると，応桑

の流れ山や群馬の森の小岩塊のSr同位体比が，浅間火山の

既存のデータ範囲とその値に対応する巨石の同位体比をい

くぶん下まわる値を示すことが注目される（図3）．なお，

高崎の赤石近傍の試料（18050101-4）は，長径が3mほど

の溶結凝灰岩の岩塊から採取したので，「小岩塊」には含

めておらず（表1のサイズ区分はM），87Sr/86Sr比は赤石に

ほぼ等しい（表1），したがって表1の範囲では，小岩塊と

して産する溶岩は火砕岩や凝灰岩より系統的に低いSr同位

体比を示すという事になる．

4．考察：前橋泥流の実態把握への手掛かり

4.1 泥流流下経路の地形と湖成層岩塊の謎

前橋泥流が流下してきた地形の特徴を把握するため，現

在の地形を基に，想定される流路の縦断面図を作成してみ

た（図4）．これは，浅間山頂から流れ山が散在する応桑を

経て吾妻川の谷に位置する羽根尾までの直線と，羽根尾か

ら吾妻川と利根川を経てから前橋－高崎地域にいたる流路

の標高を，国土地理院の「電子国土Web」を基に計測し，

高さ方向を水平方向の20倍に拡大して描いたものである．

この図から以下の3つの特徴が見てとれる．（1）浅間山か

ら応桑に至る区間が，河川部分に比べてはるかに急峻であ

ること，（2）応桑と吾妻川べりの羽根尾との間に200mを

超える大きな落差が存在すること，（3）吾妻川と利根川の

合流部に勾配の変化は認められず，全体として徐々に勾配

を小さくしながら前橋－高崎地域を通過して関東平野に向

かって行くこと．

（1）は現在の地形であって，前橋泥流の発生源とされる

黒斑火山は山頂の標高が3000mに近い円錐形の成層火山で

あったとの推定もあり（Aramaki, 1963, p.274; 荒牧，1968, 

p.9），この部分はもっと急峻であった可能性が考えられる．

この区間をなだれ落ちた黒斑火山の山体崩壊物の流れと

（註7），吾妻川の谷に崩落して進行方向を東に変え吾妻川

～利根川の谷沿いを流下した崩壊物の流れが同等であった

とは考えにくい．前者は文字通り「なだれ（avalanche）」

のような急速な移動であり，屈曲に富む複雑な谷地形（図

1）を流下した後者は速度の低下した粘性流体のような流

れ（flow）だったのではなかろうか．ただし，目撃証言か

ら流下速度が見積もられている天明の泥流（例えば，井上，

2009）のような具体的な流下速度を見積もることができる

証拠が得られている訳ではない．

（2）で指摘した応桑と羽根尾付近の吾妻川の谷との落差

は，この図では200m以上と描かれているが，当時の谷地

形が現在と同じであったかどうかはよく分からない．ただ，

久保ほか（1993）は，羽根尾付近から下流の谷筋には泥流

堆積物が残っていると指摘しており（註8），現在は八ッ場

ダムの湖底に沈んだ吾妻川左岸の泥流露頭に産する木片の
14C年代測定で，我々も前橋泥流に対応する約2.7万年前（較

正年代）の年代値を得ている（佐藤ほか，2021d）．これら

の観察事項から，羽根尾付近の谷地形は現在と似た状況に

あり，山体崩壊物でいったんは埋め立てられた可能性が考

えられる．その場合，崩壊堆積物の厚さは最大で200mを

超え，一部は吾妻川北側の斜面にまで広がっていたかも知

れない．しかし，これは想像の域を出ておらず，谷筋に残

る堆積物の分布と年代を詳しく把握する必要がある．

応桑－羽根尾付近の地質に関しては，興味深いが未解明

の問題として湖成層の捕獲岩塊の成因がある．久保ほか

（1993）は，応桑に近い国道146号線の道路工事で出現した

湖成層の露頭を写真で紹介しており，これを「応桑泥流」

に含まれる巨大な捕獲岩塊であるとした．同様の岩塊はこ

の地域の標高800~900m付近でしばしば見出されるという

（黒岩，1977; 黒岩俊明，2021，私信）．前橋泥流の露頭で

も湖成層とみられるシルト岩の小岩塊がしばしば観察さ

れ，長野原町林地区の泥流露頭でも類似の捕獲岩塊が見出

されたことから，これらのシルト岩塊の起源は応桑付近の

湖成層であって，山体崩壊物に巻き込まれた岩塊の一部が

前橋まで流れ着いたと解することができる（佐藤ほか，

2021d）．ところが，応桑の湖成層岩塊を含む泥流様基質か

ら採取した木片は，14C年代の測定限界を超えた古いもの

であることが判明し，応桑付近の泥流と長野原や前橋の泥

流が同時期のものかどうかに疑問符が付いた（佐藤ほか，

2021d）．嬬恋村の吾妻川周辺には嬬恋湖成層などと一括さ

れる地層が散在し（例えば，守屋，1966），珪藻化石から

火山性の酸性環境下で堆積したと推定され（田中，2020），
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堆積時期はゾウの化石やテフラの対比から中期更新世（約

77-13万年前）とされている（高橋ほか，1981; 竹下・田辺，

2010）．応桑周辺で見出される湖成層岩塊がその一部であ

るのか，それとも山体崩壊時には別の湖や湖成層が存在し

たのか，捕獲岩塊として産する湖成層の年代は未確定のま

まとなっている．もし湖が存在したとすれば，その湖水が

山体崩壊物に加わることによって流動性が増大したかも知

れないので（佐藤ほか，2020a），応桑周辺に分布する「応

桑泥流」の年代確定とこの湖成層岩塊の成因解明が望まれ

る．

4.2 吾妻川の谷における泥流の規模：

　　　火砕岩巨石からの推察

吾妻川の谷に沿う予察調査で観察できた褐赤色火砕岩の

巨石は，中之条の天然記念物「とうけえ石」および村上と

小野上温泉の赤石であった．いずれも泥流堆積物との接触

関係は確認できていないので，厳密には前橋泥流に伴う巨

石と断定はできないものの，岩相もSr同位体比も前橋泥流

に伴う「岩神の飛石」や「お艶ヶ岩」などに酷似するので

（図2と3），同一起源の泥流でもたらされた一連の産物とみ

るのが自然であろう．ここではそれを前提として泥流の規

模を考えてみよう．

図4の右上には，中之条と村上の谷の南北断面を示した．

縦横比は5:1とし，左を左岸側（北側）にして，巨石の位

置を黒丸で示した．断面線は巨石を起点とし，周囲の地形

を代表すると思われる線分を選んだので，選び方によって

は断面の形状が多少変わってくる．中之条では段丘地形が

明瞭であるのに対して，村上では国道が通る低位段丘以外

に段丘地形は見られず，小野子山の山麓扇状地と思われる

斜面に巨石が産する．中之条と村上の巨石の河床からの高

図4．前橋泥流が流下したと推定される経路の地形断面．
　国土地理院の「電子国土Web」を基に，浅間山頂から応桑を経て羽根尾の吾妻川までは直線で，以後は吾妻川と利根川の流路に沿って計測．
左端の数値は海抜（m）．八ッ場ダムについては，国土交通省関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所の資料による（註15）．吾妻川は屈曲を
繰り返しながらも徐々に勾配を減じつつ利根川に合流して関東平野へと下って行き，勾配の急変部は見られない．前橋泥流は，赤城・榛名両火
山の間を通過して旧利根川の扇状地に出たところで，流路が広がったため急激に堆積したとみられる．この断面図は前橋泥流の流下時と同一で
はなく，崩壊前の黒斑火山は山頂が3000mに近い円錐状の成層火山であったという推定もある（荒牧，1986）．泥流の流路となった吾妻川～利
根川の谷地形が現在と同等であったとすれば，この流路に沿う黒斑火山起源の山体崩壊物の流走距離は，90kmを超えていたことが読み取れる．
試料採集地の番号とマークは図1と同じで，1：応桑の流れ山，2：中之条の「とうけえ石」，3：村上の赤石，4：「金島の浅間石」，5：坂東橋岩
塊群．図の上部には，中之条と村上の谷地形の南北断面に火砕岩巨石の位置を黒丸で示した（縦：横＝5:1，左が左岸の北側，逆三角は吾妻川）．
断面線の採り方によって地形断面の形は変わるが，巨石を起点に代表的と思われる地形を通る線分を選んだ．両地区の火砕岩巨石が現在の河床
より30~50mも高い位置にあり，前橋泥流の規模を推定する手掛かりを与える（本文参照）．
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さは，それぞれ約30mおよび約50mである．村上の少し上

流側にある小野上温泉下の河床にも褐赤色火砕岩の巨石が

産するので（図2のC-2），泥流流下時の河床が現在より高

かったとは考えにくい．当時の河床の高度が現在と同じで

あったとすると，泥流のピーク時の深さは上記の比高程度

かそれを超えていたことになるだろう．村上で推定される

前橋泥流の水位は，天明の泥流について推定される水位

（13m，註9）を遙かに超えていたことになる．二つの泥流

の規模が全く異なっていたことは，前橋－高崎地域に残さ

れている堆積物の量の違いからも明らかであるが，その違

いが谷の高所の巨石にも反映されていると解される．

前橋泥流の堆積物が吾妻川沿いにはほとんど残っておら

ず，大半が前橋－高崎地域に分布するのは何故だろうか．

この疑問に答えられるような系統的な調査は行われていな

いので明確なことは分からないが，回答としては以下の2

通りの極端なシナリオを描くことができよう．すなわち，

（1）中之条や村上の巨石から推察されるような規模で谷も

埋め立てられたが，巨石を残して大部分の堆積物は河川の

浸食作用で失われた．（2）泥流流下のピーク時には谷の高

所に巨石を残すレベルまで水位が上昇したが，泥流は引き

続き流動を続け，赤城－榛名両火山の間を通過して平坦部

に出たところで流域が扇状に拡大し，運搬力が低下して土

石を堆積させた，というものである．実際には（1）と（2）

の中間的な状態だったのではないかと思われるが，前橋泥

流が高い流動性をもっていたらしいことから，（2）に近かっ

たのではないかと推察される．（2）の場合も，谷筋に少し

残った堆積物をさらに減少させる河川の浸食作用が加わっ

たであろう．前橋泥流とは規模が違うものの，天明の泥流

は（2）に近い流下形態だったと推定される．江戸時代に

発生したこの泥流については，被災地の発掘調査で泥流の

広がりや堆積物の厚さなどが詳しく調べられており（例え

ば，澤口，1986; 関ほか，2016），低位段丘上の泥流堆積物

の下からは住居や畑の跡が見出されている．そのような部

分では，流れの中心から外れてやや流速が低下した段階で

堆積が行われたが，泥流中心部の大半は流れ去った可能性

が高い．天明の泥流は江戸川だけでなく利根川東遷事業で

付け替えが進んでいた利根川を経て銚子まで達したという

（例えば，井上，2009）．

4.3 空隙に富む巨石の運搬

これまでSr同位体比とともに報告してきた巨石の比重

は，2.0前後かそれを下まわることが多く（例えば，佐藤

ほか，2019a, 2020a），空隙に富む火砕岩の特性を反映して

いる．既述のように，比重やSr同位体比を測定した試料と

しては空隙が比較的少ない部分を選んだので，岩塊全体と

しては報告した比重の値より低くなることは間違いなく，

2.0を下まわる可能性が高い．天明の泥流に伴う「金島の

浅間石」近傍の巨石も同様で，Sr同位体比の測定に選んだ

試料の比重は1.9であったが（表1），他の3試料の計測値は

1.6~1.8であった．このように，これまで検討してきた巨石

の比重の計測結果を見る限り，浅間火山起源の巨石が長距

離移動できた主たる原因のひとつとして，空隙に富むため

比重が小さく，岩塊としては比較的軽く移動しやすかった

ことが挙げられよう（註10）．

前橋－高崎地域の巨石は，野外では泥流堆積物との直接

の接触関係が確認できない例が多いが，丁寧に探すと大き

な火砕岩塊が泥流堆積物中に浮いた状態で存在する事例が

確認できた（佐藤ほか，2021aの図6）．天明の泥流でも似

た事例の報告がある（註11）．これらの産状は，巨石が定

置の段階で周囲の堆積物の比重とほぼ釣り合っていたこと

を示唆する．ただし，後述のように，泥流堆積物には火砕

岩より比重の大きな溶岩の小岩塊（表1）や産出は希なが

らも岩塊より軽い木片も含まれているので，泥流全体の流

動のメカニズムを比重だけで議論するのは不充分であろ

う．前橋泥流の露頭で見られる溶岩塊は，一般に小さく

（<30cm）鋭利な角は取れて丸みを帯びていることが多く，

流下中の摩耗を示唆する．流動過程の実像把握にためには，

個々の岩塊の転動や衝突など複雑な運動も含めた慎重な考

察が必要と思われる．

天明の泥流では，高温のまま流下していく大きな岩塊が

目撃されたという（例えば，井上，2009）．「金島の浅間石」

が定置の時まで高温であったかどうかは分からないが（註

12），発泡したマグマが固結してできた岩石とみられるの

で，固結直後の空隙は高温の火山ガスや空気で満たされて

いたであろう．もし数100℃といった高温のままであれば，

泥流中を流下する間に空隙に水が侵入しても直ちに水蒸気

に変化してしまうであろうから，岩塊全体としての重量は

余り変化することなく流下を続けたと考えられる．高温条

件は泥流中の移動距離を引き延ばしたであろう．

それでは，これと同様のメカニズムが前橋泥流の巨石に

も働いたであろうか．我々は以下の理由からそのようなメ

カニズムが働いたかどうかは疑問だと考えている．（1）前

橋泥流の巨石は，火口から噴出したマグマや岩塊が積み重

なり高温酸化を受けて褐赤色を呈する層状の溶結火砕岩で

あって（佐藤ほか，2017a），層状をなす空隙の形状や総量

が「金島の浅間石」の発泡した溶岩とは異なる．（2）巨石

の起源は黒斑火山の山頂付近にあったと思われるが（註

13），噴火直後の高温状態が維持されていたかどうかは不
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明である．約2.7万年前の最終氷期の山頂部は氷河に覆わ

れていた可能性もあり，むしろ脆弱な火砕岩塊が凍結状態

で破砕を免れ運搬されたことも考えられる（例えば，佐藤

ほか，2020a）．前橋泥流の巨石運搬のメカニズムについて

は，まだ判然としない部分が多く残されている．

4.3 坂東橋岩塊群の起源と周辺地形

今回検討した13試料の中で唯一浅間火山起源ではないと

判断されたのが，坂東橋下流の岩塊群から採取した1試料

であった（18102305）．表1に示したSr同位体比からは，こ

の試料が近傍の榛名山あるいはその北側に隣接する小野子

山や子持山からもたらされたものではなく，赤城火山起源

と推定される（図3）．小野子山や子持山の火山岩も，榛名

山のSr同位体比に近い値をもつ事が知られているのである

（Notsu et al.,1987; 佐藤ほか，2017a）．予察的な1試料だけ

の測定結果ではあるが，この岩塊群の起源について周囲の

地形とあわせて考察するため図5を作成した．図の右上に

は岩塊群付近の地形の東西断面を示したが，これは岩塊群

が産する利根川河床を起点とし，周辺の代表的な地形が表

現できるように東西別々の断面線を選んだものである．

この地域の地形の特徴として，利根川は赤城山寄りを流

下しており，地形断面には東西の非対称性が目立つことが

挙げられよう．利根川の西側には榛名山の山麓扇状地が広

がるのに対して，東側では赤城火山の流れ山と解される城

山や橘山などの小丘群が利根川近傍に分布し（註14），そ

の一部は利根川の左岸に露出しているという（久保ほか，

2010）．これらの小丘群の形成時期は未解明であるが（久

保ほか，2010），守屋（1983, 1992）は赤城火山の山頂カル

デラの形成（約5万年前）以前の山体崩壊に起因するとし

ており，前橋泥流の流下時には既にこの地域に存在してい

たと考えられる．榛名山の東斜面では約2万年前の火砕流

や泥流の発生および古墳時代の二ッ岳の噴火などの火山活

動が起こり，それらの噴出物や二次堆積物が山麓扇状地へ

供給された（町田ほか，1984; 早田，1989;久保ほか，2011;

下司・竹内，2012; 佐藤ほか，2021c）．おそらく，上流の

右岸側から合流する吾妻川の影響も加わって，非対称な地

形の形成につながったのであろう．約2.7万年前の利根川

は，現在よりもやや榛名山寄りを流下していた可能性も考

えられる．その利根川が時代とともに赤城山側に流路を変

えてきたとすれば，今回検討した岩塊群は利根川の浸食を

受けた流れ山の残骸であるという解釈が成り立つ．小丘群

の一部が河岸に露出しているという産状は（久保ほか，

2010），利根川による流れ山の浸食が現在も続いているこ

とを物語るのかも知れない．

4.4 小岩塊が示すSr同位体比

今回検討した応桑の流れ山や群馬の森の泥流堆積物に含

まれる小岩塊は，現在観察される山体崩壊堆積物の最上流

部と末端部に近い場所から採取された溶岩である．大きく

離れたこれら2地点の試料が，ほぼ等しい87Sr/86Sr比値をも

ち（0.70394~0.70409），しかもその値が褐赤色火砕岩巨石

の値（0.70413~0.70423）より系統的に小さいことが注目さ

れる（表1，図3）．また，これら溶岩について得られた低

いSr同位体比は，浅間火山に関する従来のSr同位体比の

データ範囲（0.70416~0.70430）をわずかではあるが外れて

いるので（図3），最後にこれらの点にも言及しておきたい．

従来のデータ範囲というのは，浅間火山の活動期を代表

するように選ばれた12試料の測定値の範囲で（Notsu, 

1983; Notsu et al., 1987），Notsu et al. (1989)に中部日本の他

の火山のデータと合わせてまとめられている．浅間火山の

図5．吾妻川と利根川の合流部周辺の地形と坂東橋岩塊群の位置．
　赤城・榛名両火山の間を南流する利根川は，この地域では赤城山
寄りの流路をとり，赤城火山起源の流れ山（守屋，1992，久保ほか，
2010）の裾を流れる．坂東橋岩塊群は，Sr同位体比から赤城火山起
源と判断され，流れ山が浸食を受けて河床に露出したものと推定さ
れる．この付近の地形断面は利根川を挟んで非対称であり，榛名火
山東面～南東面では約2万年前の火山泥流や古墳時代の火砕流の発生
が知られていることと併せて（例えば，佐藤ほか，2021c），火山麓
扇状地への堆積物の供給は榛名山の側でより活発であったことを示
唆する．SICは関越自動車道の渋川伊香保インターチェンジ（1985年
供用開始）．この付近にも天明の泥流で運ばれてきたとされる「中村
の浅間石」があり，インターチェンジの工事に関連して北方約800m
の利根川右岸の堤防近くに移設され，1985年に渋川市の天然記念物
に指定された．地形を示す陰影起伏図と断面図は国土地理院の「電
子国土Web」による．
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12試料のSr同位体比には活動時期による顕著な違いは見ら

れず，黒斑火山の安山岩3試料について0.70416~0.70430の

測定結果が得られていて，これが浅間火山のデータ範囲を

決めている．黒斑火山のデータは3個だけなので，測定試

料数を増やせば我々のデータとの差異は解消する可能性が

ある．ただ，我々の得たSr同位体比のデータに限ると，溶

岩と火砕岩の間には系統的な差が認められ（図3），それぞ

れの岩相が給源の黒斑火山の中でどのような位置を占め，

どのような成因関係にあったのかに興味がもたれる．今回

得られた小岩塊のデータを参照すると，黒斑火山崩壊物の

流下に影響を及ぼしたと想定された地下に伏在する山体

（Aramaki, 1963, p.289; 荒牧，1986, p.15）も含めて，多様な

供給源の可能性を視野に入れた検討も必要と思われる．

また，烏川の赤岩とその近傍の露頭から採取した岩塊が，

高温酸化の有無など岩相が異なるにもかかわらず誤差範囲

で一致するSr同位体比を与えたのは，偶然かも知れないが，

給源の黒斑火山の山体頂部でも密接な関係を持っていたこ

とを示唆する点で注目される．近年の同位体比測定は極め

て高い精度が実現できるので，浅間火山のようにSr同位体

比の変化幅が小さい火山も研究対象になりうると期待され

る．

5．あとがき

　浅間山北麓から前橋－高崎地域まで，前橋泥流の流下域

に産する火山岩塊の産状と比重やSr同位体比に着目して，

泥流の実態解明のための手掛かりを探してみた．吾妻川流

域では，天明の泥流にともなう巨石も含めて，検討できた

巨石は3地区の4個に留まった．われわれの調査はまだ予察

段階にあり，詳しく調べれば他にも巨石や泥流の痕跡が見

つかるかも知れない．応桑周辺に残存する崩壊堆積物と湖

成層岩塊の産状と年代の解明は，当面の重要課題のひとつ

である． 

　火山体崩壊の原因としては，噴火や地震に加え熱水変質

による山体強度の低下も考えられるが，その痕跡と解され

るような熱水変質岩を泥流露頭ではまだ見出していない．

これまで見てきた泥流堆積物も，基質の鉱物組み合わせや

化学組成からのアプローチを考えてみる必要があろう．噴

火との関係を探るためには，前橋泥流との時間関係が明瞭

なテフラに着目した岩石学的な研究も必要と思われる．山

体崩壊のような破局的な事変は頻繁に起こる現象ではない

ので，その実態解明にはやはり過去の堆積物を読み解く多

方面からの地道な研究が不可欠と思われる．残された課題

は多岐にわたる．
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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

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，これまでと同様に，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．泥流堆積物は厳密には「前橋泥流堆積

物」とすべきだが，文脈から誤解のおそれがないと思わ

れる場合は，しばしば「前橋泥流」と略記することがあ

る．

註2）応桑の標高や流れ山の規模は国土地理院の電子国土

Webによる．以下に記述する距離や標高や緯度・経度な

ど地形に関する計測も同様の手法による．試料を採取し

た流れ山は，長野原町との境界に近接する嬬恋村内にあ

るが，流れ山の多くは長野原町の応桑周辺に散在する．

ここで報告する試料に関しても，「応桑の流れ山」や「応

桑泥流（荒牧，1962; 久保ほか，1993）の流れ山」とい

う表現を用いる（図3）．

註3）中之条町の「歴史と民俗の博物館ミュゼ」によると，

ここで引用した出版物以外には，「とうけえ石」に関す

る町の公的文書は見あたらないという．なお，前橋市教

育委員会（2016, p.71-72）には，「岩神の飛石」ととも
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に「とうけえ石」などの全岩組成の分析結果が図示され

ている．

註4）「県報告示34号」は群馬県文化財保護課に保管されて

いる公文書のひとつで，当時の「金島の浅間石」の所在

地表示は「北群馬郡金島村大字川島」となっており，金

島村が管理者であるとされている．ここで引用した資料

以外に「金島の浅間石」に関する公的文書は，渋川市に

も県にも保管されていないという．なお，渋川市中村の

渋川・伊香保インターチェンジ（関越自動車道）付近に

も，天明の泥流で流されてきた巨石があったが，約

800m北の利根川右岸の堤防近くに解体・移築され，

1985年に「中村の浅間石」として市の天然記念物に指定

された（渋川市教育委員会，1986; 渋川市市誌編さん委

員会，1986，および移設先の解説版）．市の文化財保護

課には，当時の経緯や巨石の産状を記録した資料は残さ

れていないという．

註5）天然記念物からの試料採取は現状変更にあたるので，

しかるべき認可申請と審議を経る必要がある．この研究

では，天然記念物に指定された巨石「金島の浅間石」の

南南東約320mの畑地に産する長径約8mの大岩塊（図

2D-2）から試料を採取した（表1の17050402-2; この地点

の北緯36度32分06秒,東経138度58分17秒を表に示した）．

「金島の浅間石」の南南東約950m地点にも，小さな石仏

がいくつも祀られた大岩塊（長径約4m）が産する．

註6）空隙のない試料の比重測定では，空気中と水中の重

量測定により容易に比重を求めることが出来るが，火砕

岩のように空隙を含む試料の場合には，体積と重量を

別々に計測する必要がある．比重を測定するためのガラ

スビーズ法では，容積の分かっている器を測定試料と適

切な粒径の粒状ガラスで満たし，試料を取り除いた後に

残る粒状ガラスの体積を測って器の容積との差を試料の

体積とする．空隙の多い試料ではガラス球のサイズを適

切に選ぶ必要があり，計測誤差も大きくなるが，試料の

破壊や汚染を免れることが出来る．

註7）黒斑山には東に向いて開いた馬蹄形カルデラが残さ

れていることから，黒斑火山の山頂部から東に向かった

崩壊物は中腹にあった今は見られない山体に出会って南

北に分かれ，北に向かった岩屑の流れが応桑付近を経て

吾妻川の谷に流下したと推定されている（Aramaki, 

1963, p.289; 荒牧，1986, p.15）．浅間山頂から峰の茶屋（海

抜1405m）や浅間牧場（海抜1200~1300m）を経て応桑

に至る経路を想定して断面を描くと，山頂から吾妻川ま

での経路が5kmほど延びるが，吾妻川－利根川の河川部

分と比べて急峻なカーブになることは変わらない．最近

この経路付近で 岩屑なだれ様の堆積物が発見されたが

（安井ほか，2019），岩塊や地層の年代は未解明である．

註8）久保ほか（1993）は，応桑から八ッ場ダム付近に分

布する泥流堆積物を「応桑泥流」と一括し，応桑付近で

は岩屑なだれの特徴が目立つのに対して，下流側の長野

原地区では泥流の性格が目立つと指摘している．

註9）天明泥流のピーク時の水位は，井上（2009, p.101）

の表3.2から推定．原典の国土交通省利根川砂防事務所

（2004）は参照できなかった．

註10）Aramaki (1963, p.426-427)は，黒斑山の48試料につい

て1.80~2.84の比重（密度）の測定結果を報告している．

測定対象の45個は溶岩で（2.24~2.84），3個が凝灰岩と変

質岩であった（1.80~2.12）．前橋泥流に伴う巨石は，比

重としては後者に対応し，今回報告した小岩塊は前者に

対応することになる．つまり，黒斑火山を構成していた

岩石のうち，山体崩壊で長距離を流走できた大岩塊は密

度の小さい火砕岩の一部であって，高密度の岩石は小岩

塊としてのみ長距離を移動できたということになる．

註11）関（2010, p.24）には，天明の泥流堆積物中に浮い

たような状態で産する岩塊が発掘で見出された写真が掲

載されている（岩塊の岩質や比重は不明）． 

註12）岩塊が高温のまま流下し，定置後にキュリー点

（<600℃）温度以下まで冷却したとすれば，その時代の

磁場を記録している可能性があり，自然残留磁化の方位

を測定する古地磁気学的手法で手掛かり得られると期待

される．ただし，「金島の浅間石」は天然記念物なので，

研究にあたってはしかるべき認可手続きが必要である．

註13）「岩神の飛石」などの褐赤色の巨石は，噴火口から

遠くない場所で形成された溶結火砕岩であり（佐藤ほか，

2017a），空隙の変形や熱水変質の兆候が認められないの

で，形成後に山体深部の比較的高温な環境を経由するこ

となく，山体上部から直接岩屑なだれに加わったのだと

推定される．

註14）赤城火山の地質図を作成した守屋（1968）は，凡例

で橘山付近の小丘群を「橘山火山岩類」と表記し，「流

れ山」という用語は用いていない．守屋（1979, 1983, 

1992）でもこの付近を「泥流堆積面」あるいは「山体崩

壊岩屑流堆積物」と表現しているが，守屋（1978）の記

述と合わせると，これらの小丘を「流れ山」と捉え，山

体崩壊に起因する地形と解していたことが分かる．

註15）八ッ場ダムの規模や湖面の標高（基礎岩盤470m; 常

時満水位583m）は，国土交通省関東地方整備局利根川

ダム統合管理事務所による(https://ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

tonedamu_index004-1.html参照//2021.10.28）．
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