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浅間火山初期の山体で発生した山体崩壊の年代：

塚原泥流に含まれる樹木片の14C年代からの推定
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Abstract: Thick volcanic mudflow deposits originated from the sector collapse of Kurofu volcano, an initial stage 
volcanic edifice of Asama volcano in central Japan, are distributed in the Maebashi-Takasaki area of Gunma 
Prefecture and Saku-Karuizawa area of Nagano Prefecture. Preliminary 14C age dating of wood blocks found in these 
mudflow deposits yielded ca.27 ka cal BP and older ages of more than 10 ka y. The dominant ages around ca.27 ka 
cal BP may represent the main collapse event, while the older ages may also suggest preceding collapse or slope 
failure events although its scale is unknown. In order to get some more insights into the failure events in Kurofu 
volcano, we focused our additional 14C study on the Saku-Karuizawa areas where age data are insufficient. Two 
wood blocks found in the Tsukahara mudflow deposits in the Saku area yielded nearly identical ages with the 
dominant ages of ca.27 ka cal BP, confirming the age of the sector collapse. The erratic ages older than ca.27 ka cal 
BP are interpreted to represent a scenario that local-scale mudflows involved trees in the foot of Kurofu volcano and 
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要旨：浅間火山活動初期の山体である黒斑火山の山体崩壊に起因する火山泥流は，長野県の佐久－軽井
沢地域や群馬県の前橋－高崎地域に厚い堆積物を残している．この山体崩壊の年代を確定するため，泥流
に取り込まれた樹木片の14C年代を測定したところ，崩壊事変を記録したとみられる約2.7万年前の木片の
他に，それより1万年以上も古い年代をもつ木片も複数含まれることが判明した．山体崩壊は一度ではなく，
規模は不明であるものの，2.7万年より前にも崩壊現象が起こっていたことが示唆されるが，その実態は
不明である．そこで我々は，実態解明の更なる手掛かりを得るため，前橋－高崎地域に比べて年代データ
が少ない佐久－軽井沢地域の追加調査を行い，佐久の塚原泥流から見出した木片2試料につき14C年代を測
定した．この結果，主要な崩壊事変と推定される約2.7万年前に極めて近い年代を得て，山体崩壊の年代
がより確かなものとなった．一方，この崩壊年代より1万年以上も古い木片の年代値が不揃いであること
から，それらは局所的ながらも山麓の樹林を巻き込むほどの規模をもつ崩壊物質に取り込まれた樹木片が
約2.7万年前の大規模な山体崩壊に巻き込まれたものと考えられた．また，今回の追加調査では，塚原泥
流を被うシルト層中に軽石塊とともに産する樹木片につき，第1小諸軽石流に対比される約1.7万年前の年
代が得られた．これは，黒斑火山の山体崩壊から約1万年後の浅間火山活動史の中期に起こった大規模火
砕流噴火事変の痕跡と解された．
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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．
　火山泥流の推定流下域は地紋で示す．○印は約2.7万年前（ca.27ka cal BP）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，2018），2：高
崎芸術劇場のボーリング（ca.22.8kaBP [TGB2-1], 佐藤ほか，2021c），3：前橋市六供町の利根川左岸河床（ca.22.7-22.4kaBP[19070704-16], 佐藤ほ
か，2021b），4：前橋市南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.22.4kaBP [19091902],佐藤ほか，2021d），7：長野原
町応桑北端部（>43kaBP [19091906], 佐藤ほか，2021d）．佐久市の採取地点の詳細は図2に示す．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（2021b）を改編．陰影起伏図は国土地理院の電子国土Webによる．

1．はじめに

浅間山南麓の軽井沢から佐久市や小諸市にかけた地域に

は，浅間火山の形成初期に活動した黒斑火山の崩壊に起因

するとされる火山砕屑物が広く分布し，南軽井沢の地層は

塩沢泥流，佐久地域のそれは塚原泥流と呼ばれる（註1）．

新期の火山噴出物や湖成堆積物などに被われるため，それ

らの地層の露出は千曲川やその支流の湯川と滑津川の河岸

に限られるが，両者を合わせると前橋泥流に匹敵する規模

をもつ可能性もある（佐藤ほか，2017bの図4；佐藤ほか，

2020a）．佐久市塚原周辺には多数の小丘が分布し，山体崩

壊堆積物に特徴的な流れ山地形とされ（八木，1936; 

Aramaki, 1963; 荒牧，1968, 1993; 河内・荒牧，1979），「塚原」

という地名もそれらの小丘を「塚」と呼んだことに由来す

るという．浅間山北麓の応桑地域にも崩壊堆積物の規模は

未詳であるが，流れ山地形が見られる．

これら長野・群馬両県の広い範囲に分布する崩壊堆積物

が（図1），黒斑火山の崩壊という1回の事変で堆積したと

いうモデル図が受け入れられている（例えば，中村ほか，

1987, 1995, p.192; 町田・白尾，1998, p.68）．山体崩壊など

という地形・地質の激変は頻繁に起こる現象ではないので，

このようなモデル図は受け入れやすい．しかし，年代学的

に十分な検証がなされているわけではなく，群馬・長野両

県に分かれて分布する崩壊堆積物が本当に同時に堆積した

のかどうかは確認の必要があろう．モデル図を描いた中村

ほか（1987, 1995）自身も，「場所によっては流れ山内部に

ふくまれる岩石の種類が地表に露出する黒斑山をつくる岩

石とまったく異なるなど，同一の岩屑流堆積物であるのか

（つまり大崩壊は一回だけだったのか）どうかまだ疑問が

残っている」という重要な記述を残している（p.192-193，

原文のまま）．

我々は前橋にある天然記念物「岩神の飛石」の起源を解

Key Words: Asama volcano, Kurofu volcano, sector collapse, Tsukahara, mudflow, Saku, Karuizawa, 14C age, buried wood block

the buried wood blocks were incorporated into the mudflow caused by the main collapse event. A younger age of 
ca.17 ka cal BP was obtained for a specimen from a group of wood blocks which coexists with pumice blocks within 
a silt bed overlying the Tsukahara mudflow deposits. This age is correlated with a large pumice eruption event that 
occurred in an intermediate stage activity of Asama volcano.
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明する研究をきっかけに（佐藤，2016; 佐藤ほか，2017a, 

b），前橋泥流の年代決定を踏まえて（佐藤ほか，2018），

上記の山体崩壊モデルにも興味をもち，埋没樹木片（以下

木片と略記）の14C年代測定による年代学的な検証を始め

た．その結果，60km近くも離れた前橋泥流と塚原泥流の

露頭で（図1），約2.7万年前（ca.27 ka cal BP, 較正年代（ka

は1000年単位），註2）の木片の他に，それより1万年以上

古い木片が単一の露頭に共存するという事例が見出された

（佐藤ほか，2019b）．この事例は，黒斑火山で起こったと

される山体崩壊は一度ではなく，規模は不明であるが2.7

万年前よりもさらに古い時代にも崩壊が起こった可能性を

示唆している（佐藤ほか，2019b, 2020b）．

火山体は溶岩だけでなく火山灰や岩片など多様な固形物

からなるため，山体全体としては火砕物を積み上げたよう

な重力的には不安定な物体とも言えるので，不安定な山体

や急斜面が噴火活動や地震動をきっかけに崩壊することが

あり，急斜面の堆積物が噴火に伴う融雪や豪雨により土石

流となって流下することもある．したがって，堆積時期よ

り古い木片が再移動して紛れ込んでくることはあり得るこ

となのだが，調査を始めて間もなく相次いでこのような事

例が見つかったことに驚かされた．木片から泥流の堆積時

期を決めるにあたっては，複数個の注意深い試料収集と年

代測定が求められることを改めて認識させられたのであ

る．そこで，群馬県側の堆積物については木片試料を追加

採取して14C年代を測定し結果を公表してきた（佐藤ほか，

2021a, b, c, d）．ここでは長野県側の堆積物について実施し

た追加調査と年代測定の結果を報告する．塚原泥流につい

ては新たに発見した木片2試料の年代を求め，泥流の上位

の地層に含まれる木片群の1試料の年代も決定した．塩沢

泥流については既知の露頭（荒牧，1993）からは木片を発

見できておらず，検討課題として残されている．中間報告

になるが，新たに得られたデータを基に既存の文献も参照

して，浅間山南麓側の火山泥流の時空分布について若干の

考察を試みたい．

2．塚原泥流の概要と調査地点

塚原泥流を含む浅間火山周辺の地質については，八木・

越（1936）・荒牧（1962, 1993）・Aramaki（1963）・河内・

荒牧（1979）による詳しい調査が行われ，地質図が公表さ

れている．これらによると，塚原泥流は千曲川の右岸側に

広がる佐久平の地盤を構成する主要な地層で，細粒の凝灰

質基質に安山岩の小岩塊が散在する不淘汰な地層の外観は

前橋泥流によく似る．この地層の層厚は20 mを超えるとみ

られ（註3），Aramaki （1963, p.292）は総量を2k㎥以上と見

積もっている．流れ山以外の平坦部は段丘堆積物や軽石流

堆積物などに被われるため（河内・荒牧，1979; 荒牧，

1993），野外で塚原泥流の構成物を観察できるのは，浸食

を受けて露出した流れ山の岩塊か千曲川やその支流の湯川

などの河岸の崖に限られる．この研究では，そのような河

岸にある絶壁のうち護岸用コンクリート壁の上端付近を中

心に接近可能な露頭基部に沿って木片を探し，必要に応じ

て梯子を用いて試料を採取した（註4）．Sr同位体比を検討

した流れ山（A）と木片を発見できた地点（B~D）および

考察で言及する露頭の位置（E）を図2に示した．以下に

試料を採取した4地点の概要を記述する．

A）「赤岩弁天」の流れ山

「赤岩弁天」が祀られた小丘は，佐久市塚原に散在する

流れ山のひとつである（図2）．この流れ山は江戸時代から

続く旧家のひとつ池田家の敷地にあり，東西・南北約45m, 

比高約8mの小丘をつくる褐赤色火砕岩塊群の上に社殿が

建てられ（図3A），赤岩地区のシンボルのような存在となっ

ている．社殿は一族による荒れ地開墾を記念して1689年に

建立され，背後側には一族の墓地が配置されている．この

小丘の一部には灰色の安山岩質溶岩の小岩塊も産するが，

図2．佐久市塚原周辺の地形と調査地点．
　陰影起伏図などの地形情報は国土地理院の電子国土Webによる．
塚原周辺に分布する小丘群は塚原泥流の流れ山．A：「赤岩弁天」（流
れ山のひとつ），B：根々井の塚原泥流露頭（「14C不一致年代」（佐藤
ほか，2019b）が見出された）．C：落合の塚原泥流露頭（木片2本発見，
本稿で14C年代を報告）．D：三河田（塚原泥流を被うシルト層中の木
片の14C年代を報告）．E：D地点の西約800mに位置する滑川右岸の塚
原泥流の露頭．A~Eは図3の写真の番号に対応．

107



佐藤興平・南　雅代・安部　久・池田信二

大半は褐赤色の火砕岩塊であり，外観も鏡下の特徴も前橋

泥流に伴う褐赤色の火砕岩巨石に極めて良く似る．類似性

確認のため代表的な試料（Tha-3）の比重とSr同位体比を

測定した（表1）．

B）根
ね ね い

々井の木片産地

根々井の露頭は集落東縁の湯川右岸にあり，2017年の予

察調査で木片を発見した場所である．この塚原泥流露頭か

ら採取した2つの木片試料の14C年代が1万年以上も異なる

ことから（表2），前橋泥流から見出された同様の年代測定

結果と併せて「不一致年代」として公表した（佐藤ほか，

2019b）．湯川の河岸には少なくとも4段の河岸段丘が認め

られるが（図2），根々井の集落は海抜約665~670mの低位

～中位段丘に分布する．蛇行する湯川が集落東縁を南に向

かって流れる部分の右岸は垂直に近い断崖となっており，

対岸には水田や畑が広がる．右岸の断崖の下半分はコンク

リートの護岸が施され，上半分だけが観察可能な状態に

なっている（図3B-1）．調査はこの護岸の上端部をトラバー

スする形で行い，露頭の南端部で水平方向に5.4mの距離を

隔てて2本の木片を発見した（17050701, 17050702）．上述

のように，この2試料は異なる年代を与えたが（表2），母

材である周囲の泥流堆積物に差異は見出されず，両者の間

に何らかの境界面を見出すこともできなかった．単一の泥

流堆積物に2つの木片が含まれているとしか思えず，野外

観察から年代差があると予測することができない産状は前

橋泥流の例と同様であった（佐藤ほか，2019b）．図3B-2に

は，約3.9万年前の14C年代を与えた古い方の木片（17050702）

の採取前の産状を示した．

この露頭の上部1~2mには径1~5cm（希に30cm）の亜円

礫～亜角礫からなる礫層が見出され，その一部には微かな

図3．塚原泥流と14C年代を測定した木片の産状．
　A；赤岩弁天．流れ山の岩塊の上に祀られた社殿，B-1：根々井の湯川右岸の露頭．下半分はコンクリートの護岸．崖の上に覆い被さるよう
に根が張り出したケヤキの大木は，生育期間中に浸食で崖が後退したことを物語る．B-2：塚原泥流（約2.7万年前）より1万年以上古い約3.8万
年前の14C年代を与えた木片．周囲の堆積物に他と違った点は見られない．暗色礫は安山岩角礫．木片の下にボールペン（長さ14cm）．樹幹中央
の白色部には基質が付着．C-1：落合の木片（2.77万年前）．左にハンマーの先端．C-2：C-1の木片が見出された落合の露頭（脚立を延ばした梯
子を利用してサンプル採取）．D-1：三河田の軽石流の二次堆積物．ハンマー（柄の長さ33cm）の上に木片の抜け跡らしい円柱状の穴．D-2：
D-1の軽石層の直下のシルト層中の樹幹（約1.7万年前）．周囲に軽石が散在．E：D-1, 2の露頭から約800m下流側の滑津川右岸に露出する塚原泥
流の堆積物．安山岩角礫が散在．

C-2B-1

B-2 E

D-2

D-1C-1A
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がらほぼ水平な堆積構造が認められた．塊状で層理面の認

められない下位の泥流堆積物との境界は明瞭で，上位の礫

層は段丘堆積物か2次的な斜面崩壊堆積物ではないかと推

定される．また，この露頭の上端部にはケヤキの根幹部が

1m近くも張り出しており，成育中に露頭面が浸食で後退

し更新されてきた経過を物語る．

C）落合の木片産地

木片を発見した落合の露頭は，千曲川との合流点まで直

線距離で約1kmの地点にある湯川右岸の断崖である（図2）．

根々井の場合と同様に，蛇行する湯川の攻撃側にあたり，

断崖の対岸には水田や畑が広がる（海抜約640m）．高さ約

20mの断崖の基部3~4m程度はコンクリートの護岸に被わ

れており，その上の露頭の基部を横断しながら木片を探し

た．この露頭は根々井の露頭より乾燥しており，いくぶん

異なる印象を与えるが，凝灰質基質に安山岩の小岩塊

（<30cm）が散在する不淘汰な塊状層という点ではよく似

ており，両者の間に顕著な違いは見出されないので，根々

井の露頭と一続きの泥流堆積物と判断された．この露頭で，

約8m隔てた2ヵ所で木片を発見し（18091802, 18091902），

脚立を延ばした梯子を利用して試料を採取した（図3C-1, 

2）．木片の位置は河床面より10m近く上位とみられるが，

根々井の場合と同様に泥流層の下面は露出しておらず，地

層内の位置は不明である．

D）三河田の木片産地

千曲川の河岸では塚原泥流の露頭を発見することができ

なかったが，千曲川との合流点に近い滑津川右岸の2ヵ所

で地層を観察することができた（図2D, E）．合流点の約

1km上流には「杉の木橋」と称する釣り橋が架かっており

（銘板に1950年竣工と表示），その右岸側の崖（比高約

25m）の上部に多数の木材を含む露頭を発見した．この露

頭は橋の延長部にあたるため，双眼鏡による観察でも，吊

り橋建設に伴う廃材の可能性は否定できないと思われた．

しかし，崖を登って露頭を観察すると，いくぶん紫がかっ

た暗灰色の塊状シルト層中に少なくとも8本の木材がほぼ

水平に突き刺さるように集まっており，枝のついた幹材か

らも人工的なものでないことは直ぐに判明した（図3D-2）．

それらの樹幹は炭化しておらず，直径は5~25cmであった

が，シルト層に埋もれていて全長は不明である．木材の周

辺には2~15cm大の白色の軽石が散在し，段丘面までの上

位約2mには軽石を含む火山灰層と1~2cm径の礫からなる

礫層が認められた（図3D-1）．

このシルト層の下位に塚原泥流が伏在することが予想さ

れたが，この付近では確認できなかったため周辺を探索し，

滑津川の約800m下流の河床に近い高さの右岸で塚原泥流

と判断できる露頭を見出したが（図3E），ここでは木片を

発見できなかった．

D地点に産する8本の樹幹からは，それぞれ試料を採取

して樹種を調べるとともに，代表的な1試料（18091801-2）

の14C年代を測定した．太い樹幹の内部断面は，試料採取

時には鮮やかな淡黄色であったが，直ぐに褐色に変化した．

3．佐久地域で採取した試料の検討結果

塚原泥流が浅間火山起源であることは，近接する分布と

既存の研究（例えば，八木，1936; 八木・越，1936; Aramaki, 

1963）から疑う余地は余りないが，前橋泥流も含む広範囲

に散在する山体崩壊物の総合的な考察のためには，前橋泥

流について検討したのと同様の検討が望まれる．以下の記

述では，まず塚原泥流に伴う代表的な巨石として「赤岩弁

天」の比重やSr同位対組成の検討結果を報告し，次に木片

の樹種鑑定と14C年代測定の結果を報告する．

Sr isotope analysis was done by M. Minami of Nagoya University with the same method descrived in Sato et al.（2017a）. Data for Iwagami-
no-Tobi-ishi is the average value 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/c㎥）, measured for dry specims prepared from relatively compact parts. 
2）Average of three rock samples（0.704140-0.704169）.  3） Error on the average is 2σm. 

 表１. 長野県佐久市の「赤岩弁天」と群馬県前橋市の「岩神の飛石」に産する安山岩質火砕岩巨石のSr同位体比の比較．
Table 1.  Comparison of Sr isotope ratios of large blocks of andesitic pyroclastic rocks between Akaiwa-Benten in Saku, Nagano Prefecture 

and Iwagami-no-Tobi-ishi in Maebashi, Gunma Prefecture.

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

Saku
　Akaiwa-benten Tha-3 1.8 0.704142 0.000014 This study

Maebashi
　Iwagami-no-Tobi-ishi

IG-1（1） 
IGC 2-2 
IGC 4-2

2.1 0.7041602) 0.0000093） Sato et al.（2017a,
        2020a, 2021a）
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3.1 流れ山を構成する火砕岩の比重とSr同位体比

「赤岩弁天」は既述のように塚原泥流に伴う代表的な流

れ山であり長径が3~4mを超える巨石を含む．前橋泥流と

の類似性を確認するため，これまで群馬県側の巨石の検討

で実施してきた手法で，「赤岩弁天」の主要岩塊である褐

赤色火砕岩巨石の比重とSr同位体比を測定した．比重の測

定では，まず採取した試料を岩石切断機で直方体の形状に

加工して，洗浄・乾燥の後に計測した重量を，ノギスで寸

法を測って得られた体積で除して，「かさ（嵩）比重」を

求めた．Sr同位体比測定のためには，空隙に異質物が残存

する可能性を極力低減するため，5mm以下の薄い岩片を

切り出して超音波洗浄機を用いて脱イオン水で洗浄・乾燥

の後，鉄乳鉢とメノウ製自動乳鉢で粉砕して分析用粉末を

調製した．同位体比測定の前処理や質量分析の手法はこれ

までと同様なので，詳しくは前報（例えば，佐藤ほか，

2017a, 2020a）を参照されたい．

上記の手法で測定した試料（Tha-3）の結果を表1に示し，

比較のため前橋泥流を代表する巨石「岩神の飛石」の測定

結果（3試料の平均値）を併記した．両者のSr同位体比は

ほぼ等しく，遠く離れた岩塊が共通の起源（黒斑火山）を

もつことを強く示唆する．表1に示した比重1.8も，この表

には含めてない他の3試料の比重測定結果（1.6~1.9）も含

めて，「岩神の飛石」のボーリングコアも含む6試料のデー

タ範囲（1.5~2.2; 平均 2.1）にあり（佐藤ほか，2020a），い

ずれも2.0前後かそれを下まわる低い値を示すことが注目

される．

3.2 木片の樹種と14C年代

佐久地域で採取した木片試料は，これまでと同様に，ま

ず水洗し土砂や現生植物の根など異物が混入していないこ

とを確認し，岩石切断機で輪切りにして年輪を観察した．

樹種の鑑定は，能城（2014）と同様の手法により，森林総

合研究所で行われた．この手法では，樹木の伸張方向に平

行で互いに直交する2面および伸張方向と直交する1面の計

3枚のプレパラートを作成して鏡下で組織を観察し，あら

かじめ構築してある木質組織の画像データベースと対比す

ることにより同定した．
14C年代測定のための前処理や測定用グラファイトの調

製および質量分析計による測定は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．この手法の詳細につ

いては前報（例えば，南ほか，2018; 佐藤ほか，2018, 

2021b, c）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．これも前報

と同様であるが，今回は落合の露頭（図2C）の木片がい

1）Localities B, C and D are shown in Figure 2.
　  B：Right bank of the Yukawa River at Nenei in Saku City, Nagano Prefecture
　  C：Right bank of the Yukawa River at Ochiai in Saku City, Nagano Prefecture
　  D：Right bank of the Nametsu River at Mikawada in Saku City, Nagano Prefecture 
2）In and Out are inner and outer parts of each sample, respectively.
3）Species were identified by H.Abe of the Forestry and Forest Products Research Institute in Tsukuba.
4）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2.　長野県佐久市の塚原泥流とその上位の地層に含まれる樹木片の14C年代．
Table 2. 14C age of wood blocks from the Tsukahara mudflow deposits and hanging-wall sediments in Saku, Nagano Prefecture.

Locality1） Sample number2） Species3） Size （cm）
Diameter  Length

Lab.Code #
NUTA2-

δ13C
（per mil）

14C age2）

BP （±1σ） 
Calibrated age 

based on IntCal13
cal BP （±2σ）

Source

B: Nenei
17050701 Abies sp. 5 12 25209

26135
-23.0
-22.7

22,360±70
22,880±80 

27,010-26,340
27,450-27,030

Sato et al. （2019b）
Sato et al. （2019b）

17050702 Picea sp. 10 12+ 25586
26138

-22.6
-20.6

33,750±150
34,180±160

38,650-37,730
39,040-38,340

Sato et al. （2019b）
Sato et al. （2019b）

C: Ochiai

18091802 In
18091802 Out

Abies sp. 9 40+ 26476
26477

-25.7
-25.6

23,190±80
23,240±80

27,670-27,280
27,690-27,310

This study
This study

18091902 In
18091902 Out

Abies sp. 5 22+ 26478
26479

-26.2
-23.6

23,320±80
23,430±80

27,730-27,340
27,790-27,390

This study
This study

D: Mikawada 18091801-2 In
18091801-2 Out

Larix sp. 18 50+ 26474
26475

-24.0
-24.0

13,870±40
13,710±40 

17,020-16,660
16,790-16,380

This study
This study
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くぶん風化しているため，慎重を期して試料の中心部と周

辺部を分けて前処理から年代測定に至る全工程を繰り返し

て測定した．三河田の試料（図3D-2）は風化している訳

ではないが，一連の実験過程で同様の処理を行った．以上

の検討を経て得られた木片の樹種鑑定と14C年代測定の結

果を表2に示した．

今回14C年代を測定した木片の樹種は，モミ属（Abies）・

トウヒ属（Picea）およびカラマツ属（Larix）で，いずれ

も寒冷な気候に適した針葉樹である．三河田の埋没樹木群

については，14C年代を測定していない試料も含めて，露

頭に共存する8試料全部の樹種を鑑定したところ，多い順

にトウヒ属4・カラマツ属3・モミ属1となった．

年代測定結果についてみると（表2），新たに得られた落

合の木片2試料（18091802, 18091902）は内部と外部がほぼ

等しい年代値を与え，試料間で年代の違いは見出されな

かった．これら落合の試料の較正年代は約2.8~2.7万年前と

なり，根々井の若い方の試料（17050701）の約2.7万年前

よりいくぶん古くなるが，誤差も考慮すると有意の差とは

言い切れない．

一方，三河田の木片（18091801-2）は，上記の根々井や

落合の木片より1万年ほども若く，これまで我々の研究で

得られた最も若い14C年代（較正年代で約1.7万年前）となっ

た（表2）．この木片の含有層は，後述のように，第1小諸

軽石流の二次堆積物と推定される．樹種との関係について

みると，これまで我々が得てきた年代の範囲では（約4.5

万年前以前～約1.7万年前），針葉樹からなる樹種の構成に

これといった時代変化は認められず，最終氷期の寒冷な気

候を反映しているとみられる．

4．考察：塚原泥流の時空分布と浅間火山の活動史

長野県佐久地域について我々がこれまで取得できた年代

データはまだ充分とは言えないが，既存の文献も参照しな

がら塚原泥流と関連堆積物の時空分布について取り纏め，

今後の課題について考えてみたい．

4.1 塚原泥流の年代と「不一致年代」：

　　　山体崩壊以前の年代値の意味

塚原泥流の年代を確定するために，これまで14C年代を

測定した木片は4個であり，較正年代としては3試料が約

2.8-2.7万年前の年代を，1試料がこれより1万年以上も古い

約3.9万年前の年代を与えた（表2）．年代値の多い前者が

堆積年代を表していると断言するには，前橋泥流の場合と

比べても（佐藤ほか，2018, 2019b, 2021a, b），測定試料数

が少ないと言わざるを得ない．そこで既存の測定値を探し

たところ，塚原泥流産とみられる3個の木片の年代データ

が見出された（樋口，1989）．この文献には（註5），試料

の前処理を含めて測定法の詳細は記されていないので詳し

い比較は難しいが，その14C年代値（22.50~21.25kaBP）が我々

の測定結果の若い方の年代値（23.43~22.36kaBP）に近い

ことが注目される．塚原泥流の年代を最終的に確定するた

めには，補足的な露頭調査と木片の14C年代の追加測定が

望まれるが，前橋泥流の年代学的検討結果も合わせ考える

と（佐藤ほか，2018, 2019b, 2021a,b,c,d），塚原泥流と前橋

泥流の主たる起源は約2.7万年前の黒斑火山の崩壊という

共通の事変に求めるのが自然と思われる．

この事変より1万年以上も古い約3.9万年前の14C年代を記

録した佐久市根々井の木片（17050702）の起源は，まだ明

確になっていないが，我々は以下のようなシナリオを考え

ている（佐藤ほか，2019b）．すなわち，本稿の冒頭で記述

したように，急峻な火山体は，噴火や地震や豪雨をきっか

けに山体や斜面の一部が崩壊する可能性があり，不安定な

山地の筆頭にあげられる（例えば，町田，1984，p.164）．

約2.7万年前の山体崩壊以前にも，規模は不明であるが，

森林限界以下の樹林帯まで到達するような火山泥流や土石

流が発生し，樹木が巻き込まれて堆積物に埋没し，それが

約2.7万年前の山体崩壊物に取り込まれたと考えたのであ

る（佐藤ほか，2019b）．火山泥流が流路の表層物質を巻き

込んで流れ下ることは，前橋泥流の露頭に段丘や河床起源

とみられる円礫がしばしば見出されることから，容易に推

定される．さらに，根々井の古い方の木片が示した約3.9

万年前は最終氷期のMIS3にあたり，浅間山周辺でも寒冷

な気候が続いていたと考えられる（例えば，太田ほか，

2010）．黒斑火山が高い山にまで成長していたとすれば

（Aramaki, 1963; 荒牧，1968, 1978），その山頂部が氷雪に被

われていたとしても不思議ではないだろう（佐藤ほか，

2020a, 2021d）．

火山噴火の影響で山頂部の氷雪が融解して泥流（土石流）

が発生することがある（註6）．国内では北海道中央部にあ

る十勝岳（海抜2077m）の1926年の噴火で発生した「大正

泥流」の例があり，途中で針葉樹の原生林をなぎ倒し多量

の木材を含む泥流となって下流域に大きな被害をもたらし

た（例えば，勝井，1986）．海外ではアンデス山脈北部に

あるコロンビアのネバドデルルイス火山（海抜5389m）の

1985年の噴火で発生した土石流が，山頂から50km近くも

離れたアルメロの町を壊滅させ，20世紀最大とされる火山

災害を引き起こしたことが知られている（例えば，荒牧・

宇井，1986）．このような事例を参照すると，黒斑火山の
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山麓には木片を含む古い崩壊堆積物があって，それが約2.7

万年前の山体崩壊物の流れに巻き込まれた可能性が考えら

れる．新旧の崩壊物が混合しても，給源が同じ火山体なの

で，混合の痕跡は残りにくいであろう．むしろ塚原泥流や

前橋泥流で見出された14C年代の異なる木片の共存は，こ

のような同源火山物質の混合過程の証拠として採用できる

のではないだろうか．

約2.7万年前よりも明らかに古い年代をもつ木片は，塚

原泥流や前橋泥流だけでなく浅間山北麓の応桑からも見出

されたが（図1），それらの年代値が一致しないことも注目

される（佐藤ほか，2019b, 2021d）．年代値が集中すること

から主要な崩壊事変を記録していると推定される約2.7万

年前との年代差は，塚原泥流（佐久市根々井）では約1.2

万年，前橋泥流（前橋市南町）では約1.6万年，応桑泥流（長

野原町応桑）では約1.8万年以上となる．これらがそれぞ

れの崩壊事変を記録しているのだとすると，古い年代値の

不揃いは崩壊の規模が約2.7万年前の崩壊より小さく局所

的な現象であったことも示唆する．ここではそのような現

象を「小規模崩壊」と呼ぶことにする．

町田（1984）は地形に大きな影響を与える0.01k㎥以上

の崩壊物を発生した山地の崩壊を「巨大崩壊」として，世

界の主な事例を崩壊物の体積や流走距離を含めて詳しく解

説している．守屋（1987）は崩壊の規模で更に2分して，

磐梯山（1888年，1.5k㎥）やSt.Helens火山（1980年，2.8k㎥）

のような崩壊物の体積が1k㎥を超えるものを「巨大崩壊」

とし，御嶽山（1984年長野県西部地震による伝上川崩れ，

0.034k㎥）の山体斜面の一部崩壊のような崩壊物量がより

少ないものを「大崩壊」と呼んで，成層火山体崩壊の2通

りのイメージ図を描いた．我々の想定する「小規模崩壊」

は彼の「大崩壊」に相当し，黒斑火山の山体崩壊は「巨大

崩壊」ということになる．浅間火山の活動史を取り纏めた

後述の図4の主な活動の覧には，約2.7万年前より古い木片

から想定した黒斑火山の2回の「小規模崩壊」を示した（Ⅰ：

佐久市根々井の約3.9万年前；Ⅱ：前橋市南町の約4.3万年

前）．これまで得られた古い年代データは3点だけで（応桑

のデータは欄外なので図示されていない），それぞれの崩

壊の実態も未解明であるが，将来年代測定データが蓄積さ

れれば，例えば約1000年に一度というような頻度の判定が

可能になるかも知れない．かなりの労力と時間を要する手

法ではあるが，同一火山で繰り返された崩壊による堆積物

の識別が難しいような場合でも，植生豊かな活火山地域で

あれば，14C年代測定が可能な過去5万年くらいの活動史解

明の一手法として多数の木片の年代測定を考慮してみる価

値があるのではなかろうか．

4.2 塚原泥流に関連した堆積物の時空分布：軽井沢～上田

前橋泥流は流動性に富み，給源の黒斑火山からの流走距

離は，細粒相も含めれば90kmを超えていたとみられる（例

えば，佐藤ほか，2020a, 2022）．長野県側でも，黒斑火山

図4．浅間火山の活動史と佐久－軽井沢地域の堆積物の対比．
　浅間火山の活動史は大きく3期に分けられる（荒牧，1993）．第2期
にあたる軽石期と仏岩期はデイサイト質マグマの活動で特徴づけら
れるので，「軽石期～仏岩期」と一括表記した．主な活動の年代につ
いては，14C年代の場合はIntCal13による較正年代に基づいて図示し，
左端の目盛りに1000年単位の年代値（ka cal BP）を表示した．活動
時期判定の基にした年代データの出典は以下の通りである．第1小諸
軽石流と第2小諸軽石流および南軽井沢湖成層：富樫（1983），樋口
（1989）および中村ほか（1997）の14C年代；仏岩溶岩流：鈴木（1970）
による黒曜石のフィッション・トラック年代（1.75±0.60万年）；雲
場火砕流（Kpf）：宇野沢・坂本（1972）による炭化木片の14C年代．
雲場火砕流は離山溶岩円頂丘（図5の挿入図参照）の活動に関連して
発生したと推定されている（軽井沢町誌刊行委員会，1987；荒牧，
1993）．塚原泥流：樋口（1989）および佐藤ほか（2019b, 本研究）の
14C年代；塩沢泥流：中村ほか（1997）の14C年代．◆マークは佐藤ほ
か（2019b, 本研究）による木片の14C年代（較正年代）．黒斑火山の山
体崩壊前の斜面崩壊もしくは火山泥流は，塚原泥流と前橋泥流に含
まれる2.7万年前より古い木片の年代から推定されたもので（佐藤ほ
か，2019b），それぞれ「小規模崩壊－Ⅰ」（根々井の露頭のデータ）」
および「小規模崩壊－Ⅱ」（前橋市南町の利根川河床のデータ）と図
示した．応桑の古い木片のデータ（> 4.5万年；佐藤ほか，2021d）は
図の範囲外であり除外した．「南軽井沢湖成層」は，黒斑火山の山体
崩壊による火砕物の流下・堆積で発生した盆地状地形を周囲から供
給された砕屑物や降下火砕物が埋めた地層で，これらに含まれる木
片や泥炭層について14C年代が測定されている範囲を横線で示した．
軽石流の流下・堆積で湯川が堰き止められた際は，平坦な地形に浅
い湖沼が復活し（軽井沢町誌刊行委員会，1987），湿地帯に泥炭が堆
積するような環境が長期にわたって続いていたと推定される（宇野
沢・坂本，1972）．この図に示した事変も，詳しい年代学的研究で検
証する必要がある．約5万年より前の浅間火山の活動史については，
年代データが極めて少なく詳細は不明であり（例えば，佐藤ほか，
2021d），火山活動の開始時期も含めて，今後の研究が待たれる．
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の山体崩壊物が南麓の軽井沢～佐久地域を被い，さらに千

曲川の谷を流下したと想像される（図1）．塚原泥流やこれ

に関連する地層群の時空分布について考察するため，既存

の文献も参照して，図4と図5を作成した．図4は浅間火山

の活動史の中で泥流や軽石流の対比を試みたものであり，

図5は佐久地域と軽井沢地域の地形と地質の比較のため北

陸新幹線沿いの推定地質断面を描いたもので，それぞれの

基になった資料は図の脚注に示してある．

図4に示すように，軽井沢地域にも塚原泥流と同時期と

みられる山体崩壊堆積物が分布する．それらは「塩沢火砕

流堆積物」（宇野沢・坂本，1972），「塩沢岩屑流堆積物」（荒

牧，1993）あるいは「塩沢岩屑なだれ堆積物」（中村ほか，

1997）などと呼ばれているが，ここでは塚原泥流にならっ

て「塩沢泥流」と表記する（註1）．この塩沢泥流は浅間火

山活動史の中期にあたる「軽石期～仏岩期」の軽石流堆積

物や湖成層に被われ，南軽井沢の湯川支流である発
ほっち

地川や

泥川の一部に小規模に露出するに過ぎないため詳細は不明

であるが，北陸新幹線の軽井沢－借宿区間の地質縦断面図

には，層厚が70mに及ぶ「浅間火山泥流堆積層」を浸食し

てできたとみられる深さ約40mの谷を湖成層が埋め，それ

らを厚さ15~20mの軽石流堆積物が被う層序が描かれてい

る（図5）．この「浅間火山泥流堆積層」は本稿の塩沢泥流

に相当するものと思われるが，南軽井沢の地下の状況はよ

く分かっていない（註7）．我々は塩沢泥流の年代を確定す

るため，荒牧（1993）に示された露頭を観察し木片を探した．

これまで木片の発見には至っていないが，この調査で訪れ

た発地川の河床で「岩神の飛石」や「赤岩弁天」に酷似す

る褐赤色火砕岩の巨石（長径約5m）を見出し，黒斑火山の

山体崩壊物が南軽井沢地域の基盤岩からなる山の麓まで到

達していたことを強く印象づけられた（例えば，佐藤ほか，

2020aの図1）．観察できた2ヵ所の露頭の塩沢泥流は，比較

的粗粒の火山灰質基質に安山岩角礫（<50cm）が散在する

不淘汰な地層で，細粒相が多く泥質な外観を呈する塚原泥

流や前橋泥流とはいくぶん異なり，「岩屑流」の呼称が相

応しい印象も与える．北陸新幹線の地質縦断面図によると，

ボーリング調査で計測されたN値は（註8），「浅間火山泥流

図5．佐久－軽井沢地域の北陸新幹線沿いの推定地質断面図．
　日本鉄道建設公団北陸新幹線建設局（1998）の地質縦断面図を簡略化．この断面図は，新幹線建設に先立ち路線の地盤調査のために実施され
た多数のボーリングの柱状図（多くは深度10~40mまで）を編纂したもので，軽井沢～千曲川間の24kmの区間が3葉に分けて印刷・公表されて
いる．凡例に示した浅間火山の活動期や基盤の地層の時代と名称は河内・荒牧（1979）と荒牧（1993）による．南軽井沢湖成層の堆積時期は宇
野沢・坂本（1972）および中村ほか（1997）を参照．新幹線の路線を示した右下の陰影起伏図は国土地理院の電子国土Webによる．Sd：佐久平
駅，Kz: 軽井沢駅．
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堆積層」では高く，50に及ぶ場合がほとんどなのに対して，

塚原泥流では前橋泥流に近い10~30程度の低い値が卓越す

るという特徴が見られ，このN値の差異は露頭で観察され

る地層の外観と調和的である．

塩沢泥流の年代は未確定であるが，これを被う南軽井沢

湖成層の14C年代データから，ある程度の推測が可能である

（図4）．南軽井沢湖成層は，黒斑火山の崩壊物の堆積で誕

生した湖沼を埋積したとみられる地層で（軽井沢町誌刊行

委員会，1987），周囲の山地から供給された砕屑物や浅間

火山のテフラなどで埋め立てられ，南軽井沢に更に平滑な

地形をもたらしたものと推定される．この湖成層に挟まれ

る泥炭層や火砕流堆積物に含まれる炭化木片など多数の試

料の14C年代が判明している（宇野沢・坂本，1972；中村ほ

か，1997）．これらの既存研究によると，塩沢泥流直上の

地層とそれに挟まれる火砕流堆積物について22~20 ka BPの

年代値が得られており（較正年代としては約2.5±0.2万年

前），塩沢泥流はこれと同時期かそれよりいくぶん古いと

解されるので，塚原泥流に対比することは不自然ではない

（図4）．塩沢泥流は塚原泥流の地表露出から10km以上も離

れており（図5），最終的には産状の明確な木片試料につい

ての年代測定が望まれるが，ここでは荒牧（1993）の見解

に従い，両者は一連の堆積物として図4に図示した． 

塩沢泥流と塚原泥流の地表分布を隔てているのは主に第

1小諸軽石流であり，一部には第2小諸軽石流や追分火砕流

の堆積物も分布する（荒牧，1993）．湯川の左岸では基盤

の鮮新世火山岩類を軽石流堆積物が被っており，我々の調

査でもこの付近で塚原泥流に相当する泥流堆積物は観察さ

れなかった．湯川の北側を川と平行な形でこの地域を通過

する北陸新幹線（借宿－小田井区間）のボーリング調査で

も（日本鉄道建設公団北陸新幹線建設局，1998），20~30m

掘進してN値が50に達した軽石流堆積物で終わっている例

が大半で，小田井付近で塚原泥流に達したボーリング以外

は，軽石流堆積物の下位の地層まで達していない（図5）．

野外観察の結果も合わせると，湯川付近の塚原泥流や塩沢

泥流に相当する堆積物は，第1小諸軽石流堆積の前に湯川

による浸食作用で失われた可能性が考えられる．

北陸新幹線の次の小田井－千曲川区間は，塚原泥流分布

域の中央部を通過する（図2, 5）．この区間では，軽石流や

段丘堆積物の下に塚原泥流が連続的に捕捉されており，そ

の厚さは小田井・佐久平駅・赤岩の各地点までは30mを超え，

塚原付近から千曲川に向かって厚さを減じ段丘堆積物が厚

みを増す．千曲川右岸では，塚原泥流の下位に厚さ30m余

りの「岩尾層」とその下位の小諸層群最上位の「瓜生坂累層」

（河内・荒牧，1979）が描かれている（図5, 註9）．この区

間のボーリング柱状図によると，塚原泥流のN値は多くの

場合10~40で，礫質な部分で高く，泥質な部分ではやや低

い値が計測されており，全体としては塩沢泥流よりは低く，

5~15のN値が卓越する前橋泥流（佐藤ほか，2019a, 2021c）

よりはいくぶん高い．このことは，火山泥流が流下につれ

て細粒な泥質物質の割合が増加し，それが堆積物の物性に

反映されている可能性を示唆する点で興味深い（註10）．

佐久平から北西に20km以上も離れた千曲川下流に位置

する上田でも塚原泥流に対比されるとみられる泥流堆積物

が確認された（図1）．上田城跡（1934年国指定の史跡）の

基盤をなす「上田泥流」は，火山灰質基質に安山岩の角礫

～亜角礫（<20cm）が散在する不淘汰な火山砕屑岩層で，

層厚は最大10mを上まわり，一部は湖成層に被われている

（富樫・横山，2015の図6）．この湖成層は上田泥流による

堰き止め湖の堆積物と解されており，ボーリングで得られ

た上田泥流直上のコアに含まれる木片について22.3 ka BP

という14C年代が得られたことから，塚原泥流と一連の堆積

物と解された（富樫・横山，2015）．黒斑火山の崩壊物は

軽井沢や佐久に留まることなく千曲川に沿って更に流下

し，上田にも痕跡を留めているらしい．仮に黒斑火山の山

頂が現在の浅間山頂付近にあり，その山頂から佐久平を経

て上田城跡に至る流路を想定すると，崩壊物の流走距離は

35kmを超えていたと見積もられる（註11）．この流れは上

田を越えて更に下流に位置する長野盆地まで達したのかも

知れないが，それに該当する堆積物の資料を我々は入手し

ておらず，長野盆地の北陸新幹線地質縦断面図にもそのよ

うな地層を見つけることは出来なかった．もし黒斑火山の

崩壊物の流れが上田で止まったのだとすると，その流走距

離は吾妻川から利根川を経て90km余りも流下した前橋泥

流と比べてかなり短かったことになる．

4.3 塚原泥流堆積後の地質環境

塚原泥流は堆積後にも浅間火山の活動や千曲川とその支

流の侵食・堆積作用の影響を受けている．これまで我々は

この課題について検討したことはないが，今回報告した三

河田の木片群は，塚原泥流後の時代を記録しているので，

この課題についても考えてみたい．

塚原泥流後の最も大きな事変は，浅間火山活動史の中期

に起こった軽石流（Aramaki, 1963; 荒牧, 1968, 1993）の流

下・堆積であろう（図4）．噴出物の総量が4k㎥に及んだと

されるこの大規模な火砕流噴火は（Aramaki, 1963, p.236; 

荒牧，1968, p.18），大きく2期に分けられ，堆積物に含ま

れる炭化木片の14C年代測定により第1小諸軽石流について

約14kaBP（約1.7万年前），第2小諸軽石流について約
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11kaBP（約1.3万年前）の年代が得られている（富樫，

1983; 樋口，1989; 荒牧，1993）．これらの軽石層は塚原泥

流や塩沢泥流を広く被っており，地表調査でも北陸新幹線

建設時のボーリング調査でも2つの泥流層の連続性は確認

できなくなっている．地質図では流れ山を除いて塚原泥流

分布域の大半が「段丘堆積物（未区分）」と塗色されてい

るが（河内・荒牧，1979; 荒牧，1993），我々の調査時には

塚原泥流の上位に軽石流堆積物やその二次堆積物と思われ

る地層を見ることもあった．河内・荒牧（1979, p.26）は2

つの軽石流を単独の露頭で識別することは難しく，第2小

諸軽石流の末端は次第に厚さを減じ，分布の境界を明示す

るのは困難であると指摘している．

今回報告した三河田の滑津川右岸の露頭（図2D）は予

定外の発見であったが，産出した木片群が上記の第1小諸

軽石流に近い約13.8kaBPの14C年代（約1.7万年前）を与え

たことが興味深い（表2）．この木片群は炭化しておらず，

軽石とともにシルト層に埋没しており，上位を軽石流の2

次堆積物とみられる地層に被われている（図3D-1,2）．佐

久市岩村田の周辺には（図2の東側），第1小諸軽石流堆積

物の上位に「軽石流2次堆積物」が広く分布するとされて

いるので（河内・荒牧，1979; 荒牧，1993），今回見出した

地層はこれに相当するものと思われる．約1.7万年前の第1

小諸軽石流の堆積直後にこの地域を流れる千曲川かその支

流の後背湿地のような場所に洪水など運ばれてきた樹木が

集積し埋没したというような情景が浮かび上がってくる．

荒牧（1968, p.20）には「第1小諸軽石の流下後には軽井沢

や佐久の各所に堰止め湖ができて湖底堆積物が堆積した」

と記述されているので，あるいはそのような湖沼の堆積物

に相当するのかも知れない．いずれにしても，今回年代や

樹種を検討した木片群は，第1小諸軽石流の痕跡の一部と

解される（図4の最上位の◆マーク）．今回採取した樹幹8

試料の樹種はトウヒ属・カラマツ属・モミ属といずれも寒

冷な気候に適した針葉樹であって，最終氷期の環境に適応

した林相が反映されていると思われる．南軽井沢湖成層か

らも，ほぼ同時期のトウヒ属など針葉樹の埋没林が見出さ

れている（Noshiro et al., 2004）．

4.4 塚原泥流の流れ山と火砕岩巨石

流れ山は「塚原」という地名の由来となったこの地域の

象徴的な存在であり，火山泥流の流下や定置のメカニズム

を考察する上でも重要な検討対象のひとつである．そこで

最後に，「赤岩弁天」の流れ山と火砕岩巨石（径4~5m以上）

に注目し，前橋泥流の事例とも比較しつつ，今後の課題に

ついて言及しておきたい．

流れ山は火山体の崩壊物が作る特徴ある地形として世界

の火山地帯に知られており（例えば，Sekiya and Kikuchi, 

1889; Ui and Glicken, 1986），浅間山麓でも今回報告した佐

久市塚原周辺だけでなく北麓の応桑にも古くから知られて

いるが（八木，1936; Aramaki, 1963, 荒牧, 1968, 1993），前

橋泥流の分布域では流れ山と認定できるような地形は知ら

れていない．前橋地域では泥流堆積後に利根川の浸食を受

けて初生の地形が維持されていないとみられる市街地北部

の敷島公園付近のような事例もあるので（例えば，佐藤ほ

か，2021a），流れ山地形は元々存在しなかったと言い切る

ことはできないが，利根川や烏川など河川の浸食によって

地下に埋没していた火砕岩の巨石が現在の地表に出現した

と解される例が多い（例えば，佐藤ほか，2019a, 2020a, 

2021a）．一方，塚原泥流で観察される火砕岩の巨石は流れ

山を構成しており，木片探査の過程で調査した湯川など河

岸の断崖には同様の巨石は見られなかった．塚原泥流と前

橋泥流は，同じ給源をもつ火山泥流堆積物ではあるものの，

火砕岩巨石の産状という点ではいくぶん異なるように思わ

れる．詳細については更に調査を続ける必要があるが，両

者は流下の経路も流走距離も大きく異なるので，火砕岩塊

を運んできた泥流の物性（例えば比重や粘性）の違いが火

砕岩の産状に反映されているのかも知れない．

もし現在見られる塚原の流れ山が泥流流下時の地表地形

をほぼ維持しており，比重の小さな（表1）褐赤色火砕岩

塊が流れ山に集中しているのだとすると，厚さが20~30m

の泥流堆積物（図5）の表面付近に巨大な火砕岩塊が浮く

ように定置したことになる．このような見方は，塚原の流

れ山は山体の一部が地すべりのように移動して定置した地

質体ではなく，山体崩壊物が流下過程で分散・分級して比

較的軽い大岩塊が泥流表面付近に集合するような選別過程

を経たという仮定を前提とする．これは推測の域を出ない

が，本稿の冒頭で紹介した「大崩壊は一回だけだったのか」

という中村ほか（1987, 1995）の問いかけが，給源（黒斑山）

と堆積物（流れ山）の岩石が異なることに着目したものだっ

たことを思い起こすと，彼らの問いかけに応えるためにも

崩壊物の流下と定置のメカニズムおよび流れ山の成因を解

明する必要があるだろう．

塚原の流れ山には細粒相が流失したり人手が加わったり

して，上部に大きな岩塊だけが残っている例もあるが，墓

地として利用されている例も多い．移動が難しい大岩塊や

宗教上の理由のため，全体としては形成当時の分布状況を

かなり留めていることが期待される．そこで，既存の分布

図（八木，1936, p.79; 河内・荒牧，1979; 荒牧，1993）を

基に，流れ山が塚原周辺に集中している原因についても考
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えてみよう．泥流流下時の初生的な要因で決まった可能性

も考えられるが，我々は以下のような二次的な要因も重要

だったのではないかと考える．すなわち，（1）流れ山の集

中する塚原は，この地域の主要河川である千曲川と湯川か

ら離れており，浸食の影響が比較的小さかった．（2）塚原

の流れ山は，第1小諸軽石流の分布の南限に近く，軽石層

による被覆を免れて地表に残った．例えば（2）に関しては，

佐久市岩村田の市街地東縁の昭和橋のたもとにある湯川右

岸の小丘（上に「王城公園」）で，「赤岩弁天」に酷似する

火砕岩の丘を第1小諸軽石流が被う関係が確認できる．お

そらく軽石層の下位には，他にも埋没した流れ山が伏在す

るのであろう．塚原の流れ山は，泥流表層に留まった大き

な火砕岩塊と火山灰質基質からなる集合体が，後の浸食と

火砕流による埋没を免れた丘陵状の地質体なのではなかろ

うか．

5．あとがき

前橋泥流や塚原泥流の研究初期に発見した埋没木片が異

なる14C年代を与えたことから，それぞれの年代が何を意

味するのかという基本的な問題に突き当たり，火山泥流の

堆積年代を特定するためには，複数の（できれば多数の）

信頼のおける年代値を得る必要があるということに気付か

された（佐藤ほか，2019b）．前橋泥流については補足的な

年代測定を行い，大多数の木片が与える約2.7万年前が泥

流の堆積年代を示し，給源となった浅間火山の活動初期に

存在した黒斑火山の山体崩壊という事変を記録していると

考えるに至った（佐藤ほか，2021b,c,d）．佐久市根々井の

塚原泥流で得られた2つの年代のうち前橋泥流の堆積年代

に一致する若い方の年代（約2.7万年前）が堆積年代を示

すと考えるのが自然ではあるが，やはり検証作業として補

足的な年代測定が必要であった．今回追加的な調査で得ら

れた落合の2試料がこの年代に近い値を示したことから，

既存の文献値も併せて，黒斑火山の主たる崩壊の年代がほ

ぼ確定し，南軽井沢や上田で泥流堆積物を被う湖成層につ

いて報告されていた14C年代データも総合すると，崩壊の

結果発生した泥流堆積物が群馬・長野両県全体として直線

距離にして東西80kmを超える広い範囲に分布しているこ

とが確認されたと言えよう（図1）．

また，この崩壊年代より1万年以上古い14C年代を記録し

ている木片が泥流流下域の3ヵ所から発見されており，そ

れぞれの年代が不揃いなことから，古い木片は黒斑火山崩

壊以前の比較的小規模な山体もしくは斜面崩壊あるいは噴

火による融雪などで発生した泥流に取り込まれた樹木が，

約2.7万年前の崩壊物の流れに巻き込まれたものと解され

た（図4）．この発想を基に，多数の14C年代から，過去の

崩壊事変の頻度が把握できる可能性があることも提案し

た．しかし，冒頭で紹介した「大崩壊は一回だけだったの

か」という中村ほか（1987, 1995）の問いかけには，まだ

充分に応えることができていない．

ここで「泥流」と表記した堆積物は一様ではなく，給源

近くでは「岩屑流（なだれ）」のような様相を呈し，流走

距離が長くなるにしたがって細粒相が増加して「泥流」の

ような様相を呈する傾向も垣間見える．そのような変化の

定量化や泥流流下と巨石の運搬・定置のメカニズム解明な

ど，今後に残された課題は多い．

＜註＞

註1）「泥流」は流れを表す用語としても使われるので，厳密

には「塚原泥流堆積物」と表記する方が正確なのだが，文

脈から誤解のおそれがないと思われる場合は，本稿ではし

ばしば「塚原泥流」などと略記する．なお，山体崩壊に起

因する堆積物に対して近年は「岩屑なだれ堆積物(debris 

avalanche deposit)」の用語がよく使われるが，我々はこの研

究を前橋－高崎地域に分布する「前橋泥流」から始めたの

で（佐藤，2016; , 佐藤ほか，2017a），ここでも広く定着し

た感のある「前橋泥流」の用語を用い，これと合わせて，

軽井沢－佐久地域の類似堆積物についても「泥流」（荒牧，

1962, 1968; 軽井沢町誌刊行委員会，1987）の用語を用いる．

八木・越（1936）と荒牧（1993）は「岩屑流」を用いている．

実際には，「泥流」と「岩屑流」の境界は余り明確ではない．

流動化に関わる水の量が極めて少ない場合は泥流と区別し

て岩屑流（なだれ）と呼ばれることがあるが（町田1984; 町

田・久保，2009），現在残る堆積物から流動時の含水量を見

積もるのは容易ではなく，水が存在しないかごく少ない衛

星や惑星でも流動性に富む重力流の地形が認められること

から（例えば，町田，1984; McEwen, 1989; Pudasaini and Miller, 

2013），含水量は流動化を支配する主要な要素ではないとい

う見方もできる．ここでは引用文の場合以外は基本的に「泥

流」の用語を用い，構成物の粒度分布や含水量のような定

量的な分類基準が明確になった時点で「岩屑流（なだれ）」

という用語も使うことにしたい．いずれにしても，火山泥

流は流下経路に産する土壌や地層や樹木あるいは河川水や

河床礫などの表層物質も巻き込んで流れる重力流であった

と思われる．

註2）14C年代の測定値は1234yBPなどと表記されるが，それが

そのまま1234年前を意味するわけではない．これは，（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
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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中のCO2の
14C/C比は，現

在と同じではなく時代により変化していたからである．過

去の大気CO2の
14C/C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の詳しい研究を基に較正曲線が提案

されている（例えば，兼岡，1998; Reimer et al., 2013）．この

ような年代標準を基に，未知試料の年代測定値を換算して

得られた年代を較正年代といい，西暦1950年を基準に〇〇

年前と表現する．本稿で本文中に「約2.7万年前」と表記し

た場合はIntCal13で較正した年代であり，我々のこれまでの

報告で年代値の後に「（暦年あるいは暦年代）」を付けた場

合も同様である．（佐藤ほか，2021cの註1）．なお， 14C年代

を例えば22,360±70 BPのように年代値と誤差の末尾を四捨

五入して表示するのが一般的なので（10年区切り），表2は

そのスタイルで統一した．較正年代の誤差は通常2σで表示

し，27,010（95.4%）26,340 cal BPと表記することもある．

註3）塚原泥流の層厚は既存の地質図解説書には明記されてい

な い が（ 八 木，1936; 荒 牧，1968; 河 内・ 荒 牧，1979），

Aramaki（1963, p.292）は泥流堆積物の分布範囲を90k㎡，総

量を2k㎥以上と見積もっているので，平均層厚を22m以上

と推定していたことになる．一方，北陸新幹線の地質縦断

面図では，塚原泥流は15~30m程度で西に向かって薄くなる

ように描かれている（日本鉄建公団北陸新幹線建設局，

1998）．我々の調査で，湯川や滑津川の河床付近から上位の

段丘面近くまで火山泥流が厚く堆積していると判断された

場所は3ヵ所に留まるが，それらの河床と段丘面の高度差（国

土地理院の電子国土Webから計測）からは，塚原泥流の厚

さは20m程度かそれを上まわるとみられた． 

註4）湯川沿いの露頭探しでは，川で出会った釣り人の情報が

決め手となった．塚原泥流の露頭は多くの場合ほぼ垂直な

絶壁になっており，調査と試料採取には滑落や落石などの

危険を伴う．本格的な野外調査には，崖の上部から懸垂下

降するなどの特殊な技能が必要であろう． 

註5）樋口（1989）には塚原泥流産とされる木片3試料の年代

値（22.50~21.25kaBP） の ほ か 第1小 諸 軽 石 流10試 料

（13.7~13.1kaBP）と第2小諸軽石流2試料（11.8~11.4kaBP）など

多数の年代データが含まれているが，試料の前処理を含む測

定法の詳細は記されていない．この論文は佐久地方の歴史

関係の地域誌『千曲』に掲載されたもので，国会図書館に

も収蔵されておらず参照が難しかったが，佐久市立図書館

で閲覧することができた．

註6）勝井（1986）は「泥流」，荒牧・宇井（1986）は「泥流（土

石流）」とも表記しているので，後者の表記をそのまま用いた．

註7）宇野沢・坂本（1972, p.489）は「塩沢火砕流堆積物（本

稿の塩沢泥流）の厚さは最大20m以上」と記述しているが，

その根拠は示されていない．塩沢泥流が起伏に富む地帯を

埋め立てて平坦な地形をつくったのだとすると，その総量

を見積もるには多数のボーリング調査が必要となり，極め

て難しい．仮に軽井沢地域の平坦部の地下に平均で50mに

及ぶような厚い地層が伏在するとすれば，塩沢泥流の総量

は1k㎥を越えるような積算結果になるかもしれない．なお，

宇野沢・坂本（1972）は，南軽井沢の塩沢付近を北西方向

に流れる湯川支流を「雲場川」としているが，現在の国土

地理院の2.5万分の1地形図「御代田」では「泥川」とされ

ている．軽井沢町役場によると，「雲場川」は軽井沢駅北西

約1.2km付近にある人造湖「雲場池」の上流部分の小川の名

称になっているという．

註8）N値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（佐藤ほか，2021cの註3）．

註9）北陸新幹線の小田井－千曲川区間の地質縦断面図では「岩

尾層」を塚原泥流の下位の地層と明示している．河内・荒

牧（1979, p.4）は既に同様の層序を表にしているが，この

上下関係の判読は5万分の1小諸図幅では容易ではない．

註10）火山泥流堆積物は層理面をもたない不淘汰で塊状の地

層なので，厳密な記載のためには岩塊の割合・大きさや形状・

岩質および基質の粒度分布や粒子の岩石・鉱物学的特徴な

どの詳しい検討が望まれるが，実際の野外調査では容易で

はない．この点，ボーリング柱状図に添付されるN値の情

報は，地層の物性の半定量的な評価指標として有効であり，

柱状図解読の手掛かりになることがある（佐藤ほか，2019a, 

2021c）．もしボーリング柱状図とコアを直接比較検討する

ことができれば，N値の地質学的な意味がもう少し明確に

なるのではないかと期待される．

註11）崩壊した黒斑火山の山頂が現在の浅間山頂付近にあっ

たとして，その山頂からの水平距離を比較すると（小数以

下は四捨五入），塩沢泥流分布域では，軽井沢駅：12km, 中

軽井沢駅：9km, 発地川の巨石：11kmであり，塚原泥流分布

域では，「赤岩弁天」（A）：16km, 根々井の露頭（B）：17km, 

落合の露頭（C）：18km, 三河田の露頭（D, E）：19kmで，塚

原の流れ山密集地帯は15-18kmとなる（各地点のアルファ

ベットは図2に対応．距離の計測は国土地理院の電子国土

Webによる）．ちなみに上田城跡（海抜455m）までの想定流

走距離の約35kmは，前橋泥流の流路とみられる吾妻川に当

てはめると八ッ場ダムと中之条の中間付近（海抜約400m）

となり，黒斑火山の山体崩壊物の流走距離は群馬県側の方

が遙かに長かったことになる．
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