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はじめに

　調査地域は群馬県の北東部，利根川の支流片品川の中流

域である（図1）．
　東北日本弧脊梁部には，中新世後期～鮮新世の大規模陥

没カルデラ群の存在が知られている（伊藤ほか，1989；村

岡ほか，1991；佐藤・吉田，1993；山元，1992, 1994；山
元ほか，2000）．調査地域近傍の片品川中・下流域にも中新
世中期～後期の4つのコールドロンが分布している（太田・
藤田，1993；磯村ほか，1996；久保・川端，1995；鷹野ほ
か，1999；鷹野ほか，2000）．調査地域はこうしたコールド
ロンで特徴づけられる東北日本弧脊梁部の南端付近に位置
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要旨： 群馬県北東部，片品川流域には蛇紋岩や白亜紀花崗岩類，下部ジュラ系黒色頁岩を基盤とし，これらを
不整合に覆う新第三系が広く分布している．このうち沼田市追貝付近から片品村・川場村にかけては，新第三

系の追貝層群が分布する．

　本研究は，追貝層群の層序と地質構造を明らかにした．追貝層群は下位より栗生層・吹割層・下部小沢層・

上部小沢層・屏風岩層に区分される．これらは主に流紋岩質およびデイサイト質の凝灰岩，溶結凝灰岩，溶岩

よりなり，吹割層には球顆流紋岩，真珠岩，黒曜岩を挟む．各層の間には不整合が認められる．栗生層のFT年
代は13.8Maと測定された．
　新第三系は南北15km以上，幅3.5kmの傾動盆地を埋積している．周辺には，後期中新世～鮮新世に形成され
た4つのコールドロンが分布するが，その中にあって，古い断層の再活動によって堆積盆地が形成されているこ
とは注目に値する．
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Abstract： The Neogene volcanic-clastic sediments are widely distributed in the Katashina River area in northeastern 
Gunma Prefecture, central Japan. The Neogene strata, including the Okkai Group, cover pre-Neogene basement rocks of 
serpentinite, Cretaceous granitic rocks, and early Jurassic shale. Based on the field observation, we redefined the Okkai 
Group in the study area as the Kuryu, Fukiware, Lower Ozawa, Upper Ozawa and Byobuiwa Formations in ascending 
order. The stratigraphic relationships between each formation are all unconformity. And fission-track dating of a tuff in 
the Kuryu Formation yielded 13.8±0.6 Ma. Fission-track ages for zircons from the volcanic rocks of the Kuryu and 
Byobuiwa Formations suggest that the Okkai Group, which is more than 800 meters thick, was deposited in the Middle 
Miocene.
The asymmetrical geological structure of the Okkai Group suggests that these sediments were accumulated within the 
tilted basin, which indicated the different origin from other cauldrons surrounding the study area.
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する．追貝層群は，周囲をコールドロンに囲まれた地域の

中に分布しており，大量の珪長質岩が活動したにも関わら

ず，コールドロンを形成していない．本報告では追貝層群

の詳細を記載し，堆積盆地の成因を考察する．

　調査地域の地名を図2に示す．国土地理院5万分の1およ
び2.5万分の1地形図に掲載されていない地名には地元での
呼び名を，それもない沢などの名称には，アルファベット

と数字による仮称を付している．

地質概説

　沼田市利根町追貝付近から片品村 花咲 にかけてには，蛇
はなさく

紋岩・中生層・花崗岩類などを基盤とする新第三系が分布

している．

　本地域の新第三系について最初に言及したのは木村

（1952）である．木村によると，追貝から花咲にかけては
石英粗面岩よりなり，そのうち追貝付近から 幡  谷 にかけて

はた や

の片品川沿いには，砕屑岩や火山砕屑岩よりなる追貝層

が，赤倉沢上流には植物化石含有砕屑岩よりなる赤倉植物

化石層が分布するとした（木村，1952）．新井（1962）は，
老神付近より上流の片品川東方地域に分布する流紋岩類を

一括して片品流紋岩類と呼んだ．新井（1964）の群馬県地

図2．調査地域の地名． 図3．地質図．

図1．調査地域．



群馬県北東部に分布する追貝層群について 109

質図には，追貝・花咲地域の大部分には斜長流紋岩・石英

斑岩・石英閃緑岩の，追貝から幡谷にかけての片品川や

 泙川 下流部には未詳第三系の分布が示されている．
ひらかわ

　久保ほか（1969），追貝団研グループ（1969）は，老神か
ら花咲にかけて分布する火砕岩を主とする累層を，片品流

紋岩類とは異なる新第三系と考えて追貝層群と命名し，こ

れを4累層に細分した．須藤（1976），須藤・木崎（1978）
は追貝層群を踏襲しているが，花咲や老神付近に分布する

ガラス質流紋岩の少なくとも一部は貫入岩であると考え，

これを老神・十二沢流紋岩と呼んだ．久保ほか（1993，
1995）は 吹割 の滝付近の地質，およびその放射年代を報告

ふきわれ

し，追貝層群が後期中新世の堆積物であるとした．鷹野ほ

か（1996）は追貝層群の各累層を再定義し，鷹野ほか（2001）
は，追貝層群の放射年代が12～13Maにまで遡る可能性を
示唆している．

　調査地域の地質図を図3に，地質断面図を図4に示した．

基盤岩類および周辺の地質

1　基盤岩類

1－1　蛇紋岩

　谷川岳帯（茅原，1982，1985；茅原・小松，1982）の構
成岩で，群馬・新潟県境の谷川岳付近から，その南東の沼

田市岩室にかけて断片的に分布する．蛇紋岩メランジより

なり，岩体中に結晶片岩・はんれい岩・玄武岩・頁岩・砂

岩・石灰岩などの巨大岩塊を含む（久保ほか，2002；小林・
吉川，2005）．調査地域には椎坂峠から栗生峠にかけて分
布する．赤倉花崗岩および生枝花崗岩が貫入し，これによ

り接触変成作用を受けている．

1－2　岩室層

　岩室から南郷にかけて分布する下部ジュラ系で，木村

（1952），太田（1953），須藤（1976），滝沢（1985，2008），
竹之内ほか（2002）などにより研究されている．木村（1952）
は岩室層を下部層，中部層，上部層に三分した．滝沢

（1985，2008）は木村（1952）に準拠しているが一部に修
正を加え，下部・中部・上部に分けている．下部は礫岩と

砂岩を主とし，頁岩と酸性凝灰岩を伴う．中部は下部と漸

移し，頁岩を主とし，砂岩と礫岩を挟む．上部は砂岩・頁

岩互層および頁岩からなり，淘汰不良の礫岩を挟む．化石

については木村（1952）が植物の，Hayami（1959）が二枚
貝の，高桒・群馬古生物研究会（2011）がサメ類化石の産
出を報告している．岩室層は来馬層群に対比される．

　調査地域では，園原付近や大揚の東の尾根などに分布す

る．

1－3　赤倉花崗岩

　久保ほか（2002）は，薄根川の支流赤倉川流域を中心に
分布する粗粒な花崗岩（一部に細粒部を伴う）を赤倉花崗岩

と呼んだ．北北西－南南東に約6㎞，東北東－西南西に約3
㎞ の小岩体である．赤倉花崗岩は黒雲母，石英，カリ長

石，斜長石よりなり少量の角閃石を伴う．最大2cmに達す
る淡紅色のカリ長石が特徴的である．IUGSの分類図によ
れば花崗岩に分類される．細粒部は斑状花こう岩で，粗粒

部と同様の鉱物組成を示すほか，ミルメカイトを含む．赤

倉花崗岩は蛇紋岩中に貫入しており，岩相から木崎・新井

（1955），飯島ほか（1979）の須田貝花崗岩に対比される．
須田貝花崗岩は64.63MaのFT年代が報告されている（吉川・
久保，1993）．

1－4　片品花崗閃緑岩

　片品川上流とその支流 塗川 に挟まれた地域や 泙川 の下流
ぬりかわ ひらかわ

部に分布する，南北約9㎞，東西約2.5㎞の小岩体である（久
保ほか，2002）．中粒～粗粒の優白色の花崗岩で，黒雲母，
石英，カリ長石，斜長石よりなる．一部は1cmを超えるカ
リ長石が点在する斑状花崗岩である．片品川上流部ではカ

リ長石が薄い紅色を呈する．IUGSの分類図によれば花崗
閃緑岩である．太田・藤田（1993）は泙川下流部の片品花
崗岩について，69.7±1.7MaのK-Ar年代を報告している．

1－5　 生  枝 花崗岩
なま え

　片品川の支流白沢川流域に小規模に分布する（久保ほか，図4．地質断面図．
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2002）．太田（1953）の両雲母花崗斑岩に相当する．粗粒か
ら細粒，斑状から等粒状と岩相の変化が激しい．典型的な

部分は黒雲母，石英，カリ長石，斜長石を斑晶とする花崗

斑岩で，少量の白雲母が認められる．カリ長石斑晶は

20mm，石英斑晶は7mmに達することがある．

1－6　未詳花崗岩

　老神東方から，片品川と栗原川に挟まれた尾根にかけ

て，中粒の黒雲母花崗岩が断片的に分布するが詳細は不明

である．

2　追貝層群周辺の新第三系

　栗原川・泙川流域には栗原川層が，大揚東方の山地には

根利層群が分布する．

2－1　栗原川層

　溶結凝灰岩，凝灰岩よりなり，須藤（1976）および須藤・
木崎（1978）は古第三紀の片品川流紋岩の一部と考えた．太
田・藤田（1993）は泙川および栗原川流域に分布する火砕
岩層を柴平溶結凝灰岩，栗原川溶結凝灰岩，奈良溶結凝灰

岩，平滝溶結凝灰岩に分類し，K-Ar年代からこれらが新第
三系であるとした．

　栗原川層は上部・下部に二分される．下部は黒色頁岩や

花崗岩の異質岩片を多量に含む溶結凝灰岩，上部は白色凝

灰岩よりなる．調査地域の泙川下流部には下部が， 摺淵 付
するぶち

近の片品川沿いには上部が分布する．

2－2　根利層群

　磯村ほか（1996）によれば，根利層群は根利コールドロン埋
積物の一部で，礫岩を主とし泥岩や凝灰岩を挟む下部層，流紋

岩質角礫岩を主とする中部層，成層した凝灰岩を挟む礫岩よ

りなる上部層からなる．一部が調査地域の南端に分布する．

3　第四系

　片品川および泙川下流には，川沿いに河床礫が堆積して

いる．泙川，追貝，老神から園原にかけてには数段の河岸

段丘が発達しており，段丘礫層が厚く堆積している．塗川

右岸および大原付近には小規模な扇状地堆積物が分布して

いる．園原から追貝にかけては，古園原湖の堆積物が断片

的に見られる．

　調査地域の北部では武尊火山噴出物（山口，1981）が追
貝層群を覆って分布する．

追貝層群

1　概要

　調査地域の追貝から花咲にかけて分布する新第三系を，

追貝団研グループ（1969）は追貝層群と命名し，栗生凝灰
角礫岩層・吹割溶結凝灰岩層・小沢凝灰岩層・屏風岩溶結

凝灰岩層よりなるとした．本論文では追貝層群の名称は踏

襲し，これを栗生層，吹割層，下部小沢層，上部小沢層，

屏風岩層に再分類した（図5）．

2　層序

2－1　栗生層（再定義）

　追貝層群の最下部を占め，流紋岩質火砕岩，流紋岩，礫

岩，泥岩，砂岩よりなる地層を栗生層と再定義する．

a　分布　　 背  嶺 隧道から赤倉川上流，大原から園原に至
せ みね

る地域，泙川下流域，幡谷付近の片品川周辺，および 塗川 
ぬりかわ

の右岸地域などに分布する．一部は川場村 木賊 付近にも見
とくさ

られる．泙川下流部，幡谷付近の片品川沿い，N1沢では，
幡谷断層（追貝団研グループ，1969）と千鳥断層（新称）
に挟まれて栗生層が分布する．幡谷断層は追貝層群の東縁

を区切る断層で，千鳥断層は幡谷断層の西側を並走する，

栗生層と吹割層の境界の断層で，千鳥から登戸付近まで追

跡される．

b　模式地　　赤倉沢上流．

c　記載　　以下の地域で観察される．このうち泙川下流

部，幡谷付近の片品川沿い，N1沢は幡谷断層と千鳥断層に
挟まれた地域である．

赤倉沢上流　基底礫岩に始まり，流紋岩，白色凝灰岩，凝

灰角礫岩よりなり，上部に砂泥互層を挟む．一般に変質が

著しい．上部に挟まれる砂泥互層は，木村（1952）の赤倉植物
化石層にあたり，Carya sp.，Fagus sp.が報告されている．

図5．層序図．
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旧栗生隧道内　旧栗生隧道は西北西－東南東方向に掘削さ

れ，内部に東に傾斜する栗生層が露出している．栗生層は

隧道の西側出口付近で，顕著な破砕帯を伴う断層（N22゚W，
55゚E）で蛇紋岩と接している．この断層を白沢断層と称す
る．白沢断層に接する栗生層下部は礫岩よりなり，白色火

山灰の基質中に径10cmから1mに達する黒色頁岩，蛇紋岩，
花崗岩などの角礫が不淘汰に取り込まれている．東に向

かって礫径，礫量ともに急速に減少する．礫岩には，径1～
2cmの黒色頁岩を少量含む流紋岩質凝灰角礫岩が重なる．
栗生層でこの様な巨礫を多量に含む礫岩が観察されるのは

この場所のみである．隧道の東口から大原にかけては，白

色の流紋岩質凝灰角礫岩，凝灰岩，流紋岩が露出し，走向・

傾斜はN40゚W，20゚NEである．なお，旧隧道は再掘削され
現在では露頭は消失している．

泙川下流部　露頭の最下部は，径5～20cmの花崗岩や黒色
頁岩の亜角礫よりなる厚さ10mの礫岩で，基質は凝灰質砂
岩である．その上位には，白色の流紋岩質凝灰岩が重な

り，7層準に厚さ1～13mの層理の発達した黒色泥岩層が挟
まれている（図6）．中部の2層準には厚さ1mのスランプ層
が認められる．

 幡  谷 付近の片品川沿い　栗生層の中部および上部が分布す
はた や

る．凝灰岩，凝灰角礫岩よりなり，泥岩・凝灰岩の互層を

挟む．凝灰岩は細粒で白色～淡緑色を呈し塊状である．径

1cm以下の黒色頁岩片や白色珪質岩片を含む凝灰角礫岩を
挟む．泥岩・凝灰岩互層は層厚95mに達し，下部50mは層理
の発達した黒色泥岩が優勢で，凝灰質砂岩や凝灰岩を挟

む．上部40mは泥岩，凝灰岩，凝灰質砂岩よりなり，一部
に礫岩を挟む．礫岩は径0.5～2cmの黒色頁岩および白色珪
質岩の亜角礫よりなり，基質は凝灰質砂岩である．上部，

下部ともに珪化変質を受け著しく堅硬である．

塗川の支流N1沢　中部および上部が露出している．塊状

白色の凝灰岩，凝灰角礫岩よりなり，中部には黒色泥岩，

淡緑色の凝灰岩，礫岩が，上部には礫岩が挟まれる．

　中部の礫岩は標高800m付近に分布し，層厚8mである．
径2～10cm，最大22cmの岩室層起源と考えられる黒色泥
岩，砂岩，および花崗岩の角礫よりなる．

　上部の礫岩は標高830m付近に露出し，層厚10m，径3～
10cm，最大12cmの岩室層起源と考えられる黒色泥岩，砂
岩，およびひん岩の亜角礫～亜円礫よりなる．

木賊　溶結凝灰岩，白色凝灰岩が分布する．

d　層厚　　赤倉谷で230m+，千鳥で220m+．幡谷付近で
280m+．
e　下位層との関係　　東縁は幡谷断層により片品花崗岩，

岩室層および栗原川層と接している．西縁は南部では白沢

断層により岩室層，蛇紋岩および生枝花崗岩と接し，北部

では赤倉花崗岩と不整合関係にある．不整合は次の各地で

観察される．

赤倉沢上流　赤倉花崗岩上に基底礫岩がN－S，23゚Eで重
なる．基底礫岩は花崗質粗粒砂岩中に数cmの赤倉花崗岩
の亜角礫を含む．礫の被度は5％以下，層厚は約1mである．
赤倉沢の支谷　AK2沢の標高1070m付近で，マサ化した赤
倉花崗岩上に，白色凝灰岩が不整合に重なる．不整合面の

走向・傾斜はN10゚W，20゚Eである．
木賊のふなくぼ沢　標高1080m付近で赤倉花崗岩上に礫岩
が重なる．花崗岩の直上約1mは露頭を欠くが，その上位
には厚さ約1.5mの礫岩が露出している．礫は径2～5cmの
赤倉花崗岩および白色硅質岩の亜角礫で，基質は白色凝灰

岩である．礫岩の上部1mは礫が減少し，点在する程度に
なる．

網沢川の支流N0沢　赤倉花崗岩上に厚さ約2mの白色凝灰
角礫岩，その上位に厚さ3m+の礫岩が重なる．礫は径5～
15cmの花崗岩，変塩基性岩および流紋岩の角礫～亜角礫
で，基質は凝灰質砂岩である．不整合面の走向・傾斜はN－
S，20゚E．

2－2　吹割層（再定義）

　栗生層に不整合に重なる溶結凝灰岩，流紋岩質火砕岩，

流紋岩よりなり，球顆流紋岩，真珠岩を伴う地層を吹割層

と再定義する．

a　分布　　高戸谷から白沢川上流，赤倉峠，花咲にかけ

て，塗川の十二沢Aから西俣沢合流点にかけて，および荒
砥沢中流部に分布する．

b　模式地　　幡谷の片品川河床．

c　記載　　岩相の変化が激しい．以下の地域で観察され

る．

模式地付近　片品川河床に中部および上部が露出してい

る．下位から上位へ白色凝灰岩，紅灰色または青灰色の流

紋岩，白色，紅白色，淡緑色などの凝灰岩，凝灰角礫岩，

杏仁構造の発達した茶褐色の溶結凝灰岩が重なり，一部に

礫岩が挟まれる．溶結凝灰岩には柱状節理が発達する．ま

た上部に白色凝灰岩や球顆流紋岩が認められる．

図6．栗生層の泥岩，凝灰岩．
　　 千鳥付近の泙川河床　M：泥岩　T：凝灰岩
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吹割の滝付近　片品川の千歳橋から吹割の滝を経て泙川合

流点にいたる間には，吹割層上部の溶結凝灰岩が分布す

る．この間の岩壁では，溶結凝灰岩の色が10数m規模で，
変質により茶褐色や紫褐色の斑状に変化する．また，径0.5
～5cmの杏仁状構造が発達し，内部はフッ石，緑レン石，絹
雲母，方解石などで充たされている（図7）．佐藤（2012）
は吹割の滝付近の溶結凝灰岩中に，火山豆石様の岩片が含

まれることを報告している．

塗川の下流　塗川とA2沢の間には，1047m峰と1194m峰を
結ぶ尾根が南北に走っている．この尾根と千鳥断層に挟ま

れた地域の大部分は淡茶灰色で，1～2mmの斜長石斑晶が
散在する流紋岩よりなる．この尾根と赤倉山の間の地域

は，茶白色または白色凝灰岩および球顆流紋岩が分布する．

栗生，加生分付近　球顆流紋岩，真珠岩，黒曜岩が分布す

る．集落の南，網沢川の左岸側山地では白色～淡茶白色の

凝灰岩よりなる．

白沢川上流　淡茶灰色の流紋岩，凝灰角礫岩の上位に球顆

流紋岩および白色凝灰岩が重なる．S1沢は球果流紋岩お
よび白色凝灰岩よりなる．

赤倉林道片品村側　球顆流紋岩および白色凝灰岩よりな

る．

荒砥沢中流　球顆流紋岩と淡茶褐色の流紋岩溶岩とが互層

する．後者には，2mm以下の斜長石斑晶が散在している
が，石英や有色鉱物の斑晶は見られない．全体的に変質が

著しい．

d　層厚　　白沢川上流で130m，片品村幡谷で120m＋．
e　下位層との関係　　塗川では十二沢A合流点付近の左
岸側の尾根で，幡谷断層により片品花崗岩と接し，西俣沢

合流点付近の左岸側では，同断層により岩室層と接してい

る．田代山付近では白沢断層により蛇紋岩，赤倉花崗岩，

生枝花崗岩と接する．泙川下流，幡谷の片品川河岸，およ

びN1沢では千鳥断層を介して栗生層と接し，白沢川上流で
は吹割層の球顆流紋岩が栗生層に不整合に重なる．椎坂峠

－栗生隧道間の尾根では，隧道の南約300m付近において，
球顆流紋岩が基盤の蛇紋岩を直接覆う．

　球顆流紋岩，真珠岩，黒曜岩の詳細については別に報告

する．

2－3　下部小沢層（新称）

　吹割層に不整合で重なるデイサイト質の淡緑色細粒凝灰

岩，同粗粒凝灰岩，溶結凝灰岩層よりなる地層を下部小沢

層と定義する．追貝団研グループ（1969），鷹野ほか（1996）
の小沢層にほぼ相当する．

a　分布　　追貝から小沢を経て幡谷に至る間や，田代山

付近，1047m峰と1194m峰を結ぶ尾根付近などに分布する．
b　模式地　　片品川の栗原川合流地点から千鳥橋の間，

および小沢付近．

c　記載　　下部は淡緑色で塊状の粗粒凝灰岩を主とし，

細粒凝灰岩，礫岩，溶結凝灰岩を挟む．片品川の栗原川合

流点付近には，下部にあたる水成の淡緑色デイサイト質粗

粒凝灰岩が分布する（図8）．淡緑色デイサイト質粗粒凝灰
岩には層理が発達し，平行葉理や級化成層が観察される．

浮島付近の片品川左岸には溶結凝灰岩が分布する．溶結凝

灰岩は長さ2～10cm，幅0.3～1cmの伸張したガラスを含む
ほか，赤褐色の皮膜に覆われた径1～2mmの石英斑晶が特
徴的である．鏡下では黒雲母，角閃石，石英，斜長石の結

晶片，および岩片が認められる．変質が顕著で，緑泥石や

緑レン石が形成されている．

　中部・上部は淡緑色の塊状粗粒の凝灰岩で，一部は火砕

流堆積物である．特徴的に石英結晶片が含まれる．

d　層厚　　小沢付近で90m．
e　下位層との関係　　吹割層に不整合に重なる．荒砥沢

合流点付近の塗川では，左岸側で幡谷断層により片品花崗

岩と接する．田代山付近では白沢断層により蛇紋岩，赤倉

花崗岩，生枝花崗岩と接する．吹割層との関係は次の地点

図7．吹割層の杏仁状構造の発達した溶結凝灰岩．
　 　吹割滝付近

図8．吹割層に重なる下部小沢層の溶結凝灰岩．
　 　片品川の栗原川合流点付近
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で観察される．

浮島付近の片品川左岸　吹割層の溶結凝灰岩の上位に，淡

緑色を呈する下部小沢層の溶結凝灰岩が重なる（図9）．

千歳橋の下流約100m　吹割層の白色凝灰岩の上位に，厚

さ25cmの淡緑色を呈する粗粒な凝灰岩が重なり，その上位
に厚さ10～15cmの分級の悪い礫岩が重なる．礫は径5cm以
下の花崗岩，流紋岩の亜角礫で，基質は凝灰質砂岩である．

吹割大橋～鱒飛びの滝　吹割層の溶結凝灰岩の上位に，粗

粒で淡緑色の塊状凝灰岩が重なる．

片品川の泙川合流点付近　吹割層の溶結凝灰岩に礫岩が重

なる．礫岩は層厚50cm±で，上部は凝灰岩に漸移する．礫
は径10～20cmの赤倉花崗岩，および変塩基性岩の亜角礫～
亜円礫である．

片品川千鳥発電所付近およびその上流500m付近　吹割層

の球顆流紋岩を，淡緑色の礫岩がほぼ水平に覆う．礫は径

10～30cmの黒色頁岩，白色珪質岩，赤倉花崗岩，吹割層の
球顆流紋岩の亜角礫である．

塗川の支流滝沢　滝沢の標高1050m付近で，吹割層の球顆
流紋岩の上位に礫質凝灰岩が重なる．礫は吹割層の球顆流

紋岩である．

2－4　上部小沢層（新称）

　下部小沢層に不整合に重なる淡灰白色～淡茶灰色の流紋

岩質細粒凝灰岩，および砂岩，泥岩よりなる地層を上部小

沢層と定義する．

a　分布　　追貝から小沢にかけての片品川沿い，および 
塗川の支流荒砥沢の下流域．

b　模式地　　小沢集落付近から北西に入るツボ沢，およ

び荒砥沢の下流．

c　記載　　小沢と荒砥沢では岩相が異なる．

　小沢では大部分が淡灰白色～淡茶灰色で塊状無層理の流

紋岩質凝灰岩が占める．下部2.5mは細かい平行葉理の発
達した泥岩および砂岩である．ツボ沢では，最上部に黒色

泥岩や砂岩を挟む．凝灰岩には1～3mmの石英結晶片，お
よび1mm±の変質した黒雲母が少量認められる．
　荒砥沢では中流域に基底礫岩，淡茶白色の凝灰岩，凝灰

角礫岩が分布する．下流部や塗川の荒砥沢合流点付の左岸

地域は，礫岩，白色凝灰岩，泥岩，凝灰角礫岩，花崗質砂岩よ

りなる．礫岩は黒色泥岩，流紋岩の亜角礫を主とし，暗緑

色の変塩基性岩を含む．基質は花崗質極粗粒砂岩である．

d　層厚　　小沢付近で80m．
e　下位層との関係　　下部小沢層，または吹割層に不整

合に重なる．下位層との関係は次の地点で観察される．

ツボ沢　下部小沢層の緑色粗粒凝灰岩に，砂岩，泥岩層が

重なる．

荒砥沢中流　荒砥沢の標高1080m付近では，不規則に湾曲
変形した吹割層の球顆流紋岩・流紋岩互層を切って，白色

凝灰岩，淘汰の悪い礫岩の順に重なる（図10）．白色凝灰岩
の層厚は約10cmである．礫岩の層厚は1m±で，礫径は3～
15cm，最大23cmの角礫よりなる．礫種は黒色頁岩，吹割層
起源の球顆流紋岩，流状構造の発達した流紋岩，および白

色硅質岩が主で，まれに赤倉花崗岩や変塩基性岩が認めら

れる．基質は白色凝灰岩である．不整合面は北西－南東走

向で，20～50°で東へ傾斜している．ここでは下部小沢層
を欠く．

図10．上部小沢層の基底礫岩．
　　　荒砥沢　F：吹割層　G：礫岩　UO：上部小沢層　T：凝

灰岩　→の先が不整合面　棒の長さ90cm

図9．下部小沢層下部の成層した凝灰岩．
　　 浮島橋付近　F：吹割層の溶結凝灰岩
　　 L：下部小沢層の溶結凝灰岩　K：片品川
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2－5　屏風岩層（再定義）

　追貝層群の最上部を占め，石英および黒雲母結晶片の顕

著なデイサイト質溶結凝灰岩層を屏風岩層と再定義する．

a　分布　　追貝付近の片品川左岸の山地，田代山付近，お

よび幡谷から赤倉川上流地域にかけて分布する．

b　模式地　　屏風岩付近．

c　記載　　淡渇色～淡青灰色のデイサイト質溶結凝灰岩

で，2～4mmの石英，3mm以下の長石，2mm以下の黒雲母の
結晶片が顕著である．岩相の変化に乏しく，屏風岩付近で

は，厚さ250mにわたって岩相に殆ど変化は見られず，フ
ローユニットも確認されない．赤倉山と花咲との間の稜線

部では，最下部が強く溶結して黒色ガラスになっている．

　鏡下では黒雲母，石英，斜長石，カリ長石および岩片が

認められる．石英の一部は融食を受けている．大部分の鉱

物は比較的新鮮であるが．黒雲母の一部は緑泥石化してい

る．石基は淡茶色で著しく溶結している（図11）．最下部の
黒色ガラス化した部分も同様の鉱物が含まれている．

d　層厚　　300m+．
e　下位層との関係　　片品川右岸の吹割滝付近では下部

小沢層を，小沢では上部小沢層を，赤倉山，花咲間の稜線

部では吹割層を不整合に覆う．

3　貫入岩類

3－1　ひん岩

　高戸谷，アツ沢，老神温泉 大楊 橋付近，老神温泉内楽橋
おおよう

付近，赤沢などに分布する．追貝団研グループ（1969），久
保ほか（1995），久保（1997）の報告がある．
a　高戸谷　　片品川右岸の，牧水橋から栗原川合流点付

近にかけては，著しい変質を受け白色硅質化した吹割層が

分布する．このうち牧水橋の上流600m付近や，栗原川合
流点の下流約300m付近にはひん岩が貫入している．変質
の弱い部分は灰色で，明瞭にひん岩の構造を残していて，

3mm±の輝石斑晶が認められる．吹割層との境界は，変質
が激しいため不明瞭である．

b　アツ沢　　アツ沢の中・下流部に分布する栗生層と吹

割層中には，北北西－南南東方向にひん岩が貫入してい

る．著しい変質を受け白色硅質化しているが，変質の弱い

部分が数本の岩脈状に取り残されている．変質のため，栗

生層および吹割層との境界は不明瞭である．

　鏡下では斑晶として角閃石，単斜輝石，斜長石を含む．斜

長石は絹雲母化が，角閃石は緑泥石化が進んでいるが，単斜

輝石は一部が緑泥石化しているものの比較的新鮮である．

c　宮沢下流部　　宮沢下流部にはひん岩～閃緑ひん岩の

小貫入岩体が分布する．

d　老神温泉大楊橋付近　　大楊橋付近には，東北東－西

南西方向に伸びる長径約200mの楕円形の岩株が，白色に
珪質化した栗生層中に貫入している．岩相は変化に富み，

斑状から等粒状，細粒から粗粒へと目まぐるしく変化す

る．大部分はひん岩であるが，一部は閃緑岩～閃緑ひん岩

である．ひん岩は新鮮面では暗灰色で斑晶が目立たない

が，風化した粗粒部では2～6mmの角閃石，輝石および
3mm±の斜長石斑晶が，細粒部では2mm以下の角閃石，輝
石および斜長石の斑晶が認められる．

　鏡下で斑晶として角閃石，単斜輝石，斜長石が認められ，

少量の石英を含むことがある．閃緑岩～閃緑ひん岩も同様

の鉱物組成である．これらの斑晶鉱物は変質を受け，緑泥

石化や絹雲母化が著しい．

e　老神温泉内楽橋付近　　内楽橋付近の片品川河床には，

栗生層に貫入した小規模な貫入岩体が5箇所以上に分布し
ている．これらは長径10mから60mの楕円形，または不規
則な形状をしている．周辺の栗生層とともに著しく変質し

ている．いずれも淡灰色で2～5mmの緑黒色斑晶が散在す
る．鏡下では変質が著しいが，少量の斜長石，カリ長石，

石英の斑晶や，著しく緑泥石化した単斜輝石斑晶が認めら

れる．

f　赤沢　　赤沢流域の栗生層や貫入岩は著しい変質を受

け，白色に珪質化しているが，所々にひん岩の組織が残さ

れている．その分布から，この地域には東西約1.5㎞，南北
約1㎞ のひん岩の岩株が貫入していると思われる．変質の
弱い部分では淡青灰色ないしやや黄色を帯びた淡灰色で，

2mm以下の輝石および長石の斑晶が散在している．
g　その他　　林道栗生・赤倉線沿いや林道小沢線の入り付

近にもひん岩の貫入が見られるが，変質が著しく詳細は不

明である．

3－2　その他の貫入岩

　加生分のB峰の山頂付近にはN20゚W方向に幅10mの流紋
岩岩脈が，島古井付近の片品川河床にはN10゚E方向に，幅
不明の石英斑晶の多い石英斑岩岩脈が貫入している（木崎・

飯島，1978）．椎坂峠ではN25゚W，80゚E方向に，幅1.5mの
デイサイト岩脈が観察される．

　小沢付近の片品川河床では，N72゚E方向に幅4mの安山岩

図11．屏風岩層の溶結凝灰岩の顕微鏡写真．
　　　Q：石英　P：斜長石　B：黒雲母　R：岩片
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岩脈が貫入している．追貝付近には吹割層および下部小沢

層を貫く幅50cmの玄武岩岩脈が，老神付近にはひん岩を貫
く幅30～60cmの玄武岩岩脈が，いずれもN80゚E方向に貫入
している．

4　変質

　追貝層群，およびこれに貫入するひん岩は，著しい変質

作用を受けているが，屏風岩層は比較的軽微である．赤沢

から老神にかけて，アツ沢中・下流部，林道栗生・赤倉線

沿いの栗生隧道からアツ沢上流部にかけて，林道小沢線の

入り付近，片品川沿いの高戸谷付近，花咲の長石鉱山付近

などは特に変質が激しい．長石鉱山付近を除いて，ひん岩

の貫入を伴っている．変質の激しい地域では，岩石が白色

硅質化して原岩の識別が困難な場合が多い．吹割層，下部

小沢層，屏風岩層，ひん岩の変質については吉川（1993）
の報告がある．

5　地質構造

　追貝層群は南北約15.5㎞，東西約3.5㎞の堆積盆地を埋積
している．堆積盆地の東縁は幡谷断層で基盤に接し，断層

は塗川から片品川に沿って北北西－南南東に連続して走っ

ている．泙川下流部や塗川下流部では，幡谷断層を境に栗

生層が栗原川層および片品花崗岩と接し，塗川中流では吹

割層が片品花崗岩および岩室層と接している．北方延長は

武尊火山噴出物に覆われて不明である．南方延長は中新世

後期の根利層（鷹野ほか，1999）に覆われる．幡谷断層の
西側には，幡谷断層と平行に栗生層と吹割層を境する千鳥

断層が走る．幡谷断層と千鳥断層に挟まれた栗生層は，

N20゚～50゚Wの走向で西～南西に急傾斜している．千鳥断
層の西に隣接した十二沢Bや吹割の滝周辺に分布する吹割
層，下部小沢層，上部小沢層は水平から15゚東の緩傾斜で分
布している．

　堆積盆地の西縁は，白沢断層および不整合で基盤に接し

ている．白沢断層は田代山から園原まで北北西－南南東に

はしり，これを境に園原では栗生層と岩室層，栗生隧道付近

では栗生層と蛇紋岩や生枝花崗岩が接している．栗生隧道

付近に分布する栗生層の走向・傾斜はN40゚W，20゚NEで安定

しており，東縁の幡谷断層付近のそれとは対照的である．

　赤倉山周辺では栗生層と基盤の赤倉花崗岩とが不整合で

接している．不整合面の走向・傾斜は赤倉沢でN－S，23゚
E，赤倉川支流のAK2沢ではN10゚W，20゚NEである．一方，
田代山の北では，吹割層と下部小沢層が赤倉花崗岩に重

なっている．不整合面は直接観察できないが．吹割層の溶

結構造や下部小沢層の走向・傾斜はN10～50゚W，15～25゚
NEであり，赤倉川で観察される不整合面とおおむね調和
的である．

　花咲付近の吹割層は，真珠岩，球顆流紋岩，黒曜岩などよ

りなり，地質構造は他地域の吹割層と異なっている．ここで

は走向は変化に富み，傾斜も40～90゚ときわめて大きい．

6　地質年代および対比

　栗生層の凝灰岩のFT年代測定を山梨県環境科学研究所
輿水達司博士に依頼し，13.8±0.6Maの結果を得た（表1）．
追貝層群やこれに貫入するひん岩の全岩K-Ar年代につい
ては，久保ほか（1993，1995）の報告がある（表2）．屏風岩層
のFT年代については，水資源開発公団栗原川ダム調査所
（2003）が11.2±0.4Maと測定している．
　表1，2に示したように，追貝層群のFT年代とK-Ar年代と
の間には有意の相違が認められる．この地域の追貝層群

は，いずれも熱水変質を受けており，K-Ar年代は若返った
年代を示している可能性が考えられる．そのため本論文で

は，追貝層群の地質年代については，K-Ar年代に比較して
変質の影響が少ないFT年代を用いる．FT年代から，追貝
層群の年代は中期中新世と考えられる．

　調査地域の東方のみなかみ地域には，陸成および海成の

新第三系が広く分布する（高橋ほか，1991；高橋，2008）．
高橋によると，みなかみ地域の新第三系の大倉層・粟沢層・

後閑層・赤谷層・原層・合瀬沢層・未区分火砕岩類は，一

部に不整合を挟んで，およそ18Maから12Maにかけて堆積
している．また，11M前後に三峰山層を構成する火砕流が
流出している（糟谷・高橋，1988；高橋ほか，1991）．追貝
層群の堆積時期は，赤谷層堆積時の末期から，三峰山層堆

積時にかけてと推定される（図12）．屏風岩層と三峰山層は
ほぼ同じ放射年代が測定され，分布が最も接近している田

表1．追貝層群の放射年代．
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代山南方では，両者の距離は約4kmであるが，その岩相は
全く異なる．

考　　察

1　堆積盆地

1－1　堆積盆地の特徴

　追貝層群分布地域の東および南東の地域には，中期中新

世から後期中新世にかけて形成された，多角形の陥没によ

る平滝コールドロン（鷹野ほか，1999），栗原川コールドロ
ン（太田・藤田，1993；鷹野ほか，2000），根利コールドロ
ン（磯村ほか，1996）が報告されている．さらに北方の群
馬県北東部から栃木県北西部にかけては，奥鬼怒カルデ

ラ，土呂部カルデラ，川治カルデラ，湯西川カルデラの後

期中新世～鮮新世のカルデラが分布している（山元ほか，

2000；山元，2002）．また，追貝層群分布地域の西に
隣接した沼田盆地には，中新世中期の沼田コールド

ロンが推定されている（久保・川端，1995；久保，
2007）．さらに西方の吾妻川流域には後期中新世の白
砂コールドロンが知られている（中村ほか，1990）．
追貝層群の地質年代とこれらコールドロン形成年代

は，ほぼ同じかこれに近い．

　今回の調査により判明した追貝層群の堆積盆地の

特徴は以下のようにまとめられる．

（1）　南北約15km以上，東西約4kmの細長い形状で
ある．

（2）　盆地の東縁は幡谷断層で，西縁は不整合およ
び白沢断層で基盤と接している．

（3）　盆地内を埋積する.追貝層群は，全層厚800m以上に
達する火砕岩類を主体とし，西から東へ傾く単斜構造

をとっている．

　溶結凝灰岩を主体とする多量の火砕岩類を堆積する場と

しては，火山性の陥没カルデラが想定される．荒牧（1983）
は，陥没カルデラをその規模や地下構造を根拠に，バイア

ス型，じょうご型，濁川型に分類した．追貝層群では堆積

盆地の地下構造を知るデータはほとんどないため詳細な比

較はできないが，南北15km以上にわたる細長い追貝層群
の堆積盆地は，荒牧の分類のいずれにも当てはまらない．

また，堆積盆地の東縁が断層，西縁が不整合および断層と

いう形態からも，追貝層群が陥没カルデラの堆積物とは考

えがたい．

1－2　堆積盆地の構造

　追貝層群の東縁は幡谷断層で，西縁は不整合および白沢

断層で基盤と接している．その構造は，幡谷断層と千鳥断

層に挟まれた区間，および栗生・加生分地域に分布する吹

割層のガラス質岩分布地域を除いて，栗生層から屏風岩層

まで，基本的には西から東へ傾斜する単斜構造である．

　追貝層群の全層厚は800m以上であり，栗生層，下部小沢
層，上部小沢層には泥岩やラミナの発達した細粒凝灰岩が

挟まれることから，一時的には水域での堆積が考えられる

が，その大部分は流紋岩質からデイサイト質の凝灰岩，溶

結凝灰岩，溶岩を主体とする陸成層である．火成岩を主体

とする陸成層が，各層間に不整合を挟んでいるにも関わら

ず，東傾斜の単斜構造を基本としている．このことは，堆

積盆地の西域に基盤の高まりが存在し，相対的に東域が沈

降したためであろう．栗生層に挟まれた泥岩が東縁部で厚

く，西縁部で殆ど観察されないことも，東縁部での沈降域

の存在を示している．その原因は幡谷断層の活動であろ

う．幡谷断層の活動が堆積盆地の形成に関わり，東域を沈

降させ東側に傾動する構造をもたらしたと考えられる．

　追貝層群堆積盆地は上越帯（Hayama et al.，1969）中に
形成されている．上越帯は谷川岳帯と片品帯に二分される

表2．栗生層のFT年代測定結果．

図12．追貝層群と水上付近の新第三系・沼田コールドロ
ンの対比．
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が（茅原，1982，1986；茅原・小松，1982；小松ほか，1985），
追貝層群の分布地域は谷川岳帯の東縁部にあたる．調査地

域での谷川岳帯と片品帯の境界は，基盤岩類の分布から，

塗川やその延長付近にあると推定される．これは追貝層群

の東縁を区切る幡谷断層の位置とほぼ一致し，堆積盆地は

その西側に形成されている．追貝層群が周辺をコールドロ

ンに囲まれているにもかかわらず，コールドロンではなく

傾動盆地を埋積していることは，谷川岳帯・片品帯の境界

断層の再活動が原因と推定される．

2　不整合と火山活動

　追貝層群を構成する各層の下底には不整合が認められ

る．それぞれの不整合を境に，栗生層は流紋岩質，吹割層

は流紋岩～デイサイト質，下部小沢層はデイサイト質，上

部小沢層は流紋岩質，屏風岩層はデイサイト質と，マグマ

の性質に変化が見られる．

　各層の間に不整合があるにも関わらず，それぞれの層の

構造は互いにほぼ調和的である．このことは不整合が地殻

変動に起因するものではなく，火山活動休止期の削剥に

よって生じたことを示している．最下位の栗生層のFT年
代が13.8Ma，最上位の屏風岩層のそれが11.2Maであること
は，それぞれの不整合の時間間隙が非常に小さいことを示

している．

ま と め

1　追貝層群は主として火砕岩，溶岩よりなり，一部に水成
砕屑岩を挟む．従来の追貝層群を，岩質の相違や不整合の

存在から，栗生層，吹割層，下部小沢層，上部小沢層，屏

風岩層に再定義した．各層は下位層との間に不整合が認め

られる．不整合を境に火成活動にも変化が見られ，栗生層

は流紋岩質，吹割層は流紋岩～デイサイト質，下部小沢層

はデイサイト質，上部小沢層は流紋岩質，屏風岩層はデイ

サイト質である．不整合は火山活動休止期の浸食によると

推定される．

2　追貝層群は北が武尊火山に覆われている．露出してい
る範囲で，南北約15.5km，東西約3.5kmの細長い堆積盆地
を埋積しており，東は幡谷断層で，西は不整合，一部白沢

断層で基盤に接している．追貝層群は主に火砕岩や溶岩よ

りなり，一部に泥岩・砂岩を挟む．栗生・加生分のガラス

質岩分布地域を除いて，層厚が東部で厚く西部で薄いこと

や構造などから，追貝層群は陸成層ではあるが，傾動盆地

を埋積して形成されたと推定される．

3　追貝層群最下部の栗生層のFT年代を測定し，13.8±0.6Ma
の結果を得た．また，最上部の屏風岩層のFT年代は11.2±0.4Ma
である．追貝層群の周辺には，中新世中・後期に形成され

た平滝コールドロン，栗原川コールドロン，根利コールド

ロン，沼田コールドロンが分布している．その中にあって

追貝層群は，傾動盆地を主に大量の火山噴出物が埋積して

いる．

4　追貝層群は谷川岳帯の東縁に分布しており，堆積盆の
東縁を限る幡谷断層は，谷川岳帯と片品帯の境界とほぼ一

致する．このことから，谷川岳帯と片品帯の境界断層の再

活動によって傾動盆地が形成されたと推定される．
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