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まえがき

　谷川岳付近に分布する深成岩類については多くの研究が

行なわれてきた．その放射年代は，河野・植田（1966）の
先駆的研究があり，その後，雁沢・久保田（1987），川野・
柴田ほか（1992），大平ほか（1998）により詳しい測定が行
なわれた．しかし，みなかみ花崗閃緑岩については測定が

行なわれなかった．また，マチガ沢や西黒沢に分布するマ

チガ沢花崗斑岩の産状については，相馬・吉田（1964），久
保・木崎（1966），高橋ほか（1991）などは貫入岩体として
いるが，小林・飯島（1992）は谷川岩体中の捕獲岩もしく
はルーフペンダントと考えている．これらの問題を解決す

るため，みなかみ町湯原から大穴にかけての利根川沿い，

および湯桧曽川下流の地質を調査するとともに（図1），み
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要旨： 谷川岳南東麓の地質調査を行ない，主要花崗岩類につきモード組成を測定するとともに，これまで年代
の不明であった2つの岩体のK-Ar年代を求めた．
　調査地域には基盤岩の蛇紋岩メランジ・みなかみ花崗閃緑岩・須田貝花崗岩・土合花崗閃緑岩，これらを覆っ

て中新統とみられる大倉層・粟沢層・未詳新第三系および迦葉山溶結凝灰岩が分布し，鮮新世の谷川岳深成岩

体が貫入する．谷川岳深成岩体に属する芝倉花崗閃緑岩はマチガ沢花崗斑岩およびグラノファイアーに貫かれ

ている．

　K-Ar年代は全岩試料につき，みなかみ花崗閃緑岩が70.0±1.8Ma，マチガ沢花崗斑岩が2.71±0.17Maの測定値を
得た．
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Abstract： We studied the geology of the southeast foot area of Mount Tanigawa, and analyzed the modal composition 
of major granitic plutons in the surveyed area. Two plutons of unknown age were examined by the whole-rock K-Ar 
method. The studied area consists of pre-Neogene basements and Neogene volcanic and sedimentary strata which are 
intruded by the Pliocene Tanigawadake granitic plutons. The basement units are serpentine melange, Minakami 
granodiorite, Sudagai granite, and Doai granodiorite. The Neogene strata include the Ookura, Awazawa, Gokan 
formations, a Tertiary formation of unknown age, and the Kasiozan welded tuff. Intrusive relations within the 
Tanigawadake plutons suggest that the Shibakura granodiorite was intruded by the Machigasawa granite porphyry. The K-
Ar dating yielded 70.0±1.8Ma for the Minakami granodiorite and 2.71±0.17Ma for the Machigasawa granite porphyry.
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なかみ花崗閃緑岩およびマチガ沢花崗斑岩についてK-Ar
年代の測定を行なった．なお，みなかみ花崗閃緑岩および

マチガ沢花崗斑岩は，それぞれ久保・木崎（1966）の水上
石英閃緑岩，西黒閃緑 岩にあたる．
　この地域の深成岩類については，石英閃緑岩，石英斑糲

岩，花崗閃緑岩など種々の名称で呼ばれてきたが，今回

モードを測定し，それぞれの岩石名を決定した．

従来の研究

　豊田（1931）は，この地方の第三紀層に貫入している深
成岩類を清水岩塊深成岩類と命名し，みなかみ駅付近や第

1～第4湯桧曽トンネル内に分布する中粒花崗岩もこれに含
めた．また，湯桧曽付近には第三紀層の礫岩・砂岩・頁岩・

凝灰岩・流状角礫岩が分布していると報告した．

　新井・木崎（1958）は谷川岳南部に分布する新第三系を
研究し，これを水上層群，猿ヶ京層群に区分した．その地

質図によれば，湯桧曽付近には水上層群の粟沢層と猿ヶ京

層群の後閑層が，湯原から谷川岳にかけては石英閃緑岩が

分布している．

　新井（1959）は谷川連峰の地質を解説し，土合付近に分
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布する花崗斑岩を花崗岩に改めた．

　前田（1962）は谷川岳山頂付近に結晶片岩が分布するこ
とを報告した．

　相馬・吉田（1964）は，谷川岳東麓地域では，変成岩，
カリ長石斑状花崗岩，超塩基性岩，輝緑岩，および優白岩，

石英はんれい岩，閃緑ひん岩，石英閃緑岩が深成岩帯をつ

くっていると考えた．

　久保・木崎（1966）は，相馬・吉田（1964）の岩石名の
一部を引き継ぎ，新清水トンネル内が粗粒花崗岩，水上石

英閃緑岩，土合石英閃緑岩，芝倉石英斑糲岩，土樽石英閃

緑岩，西黒閃緑 岩などよりなることを報告した．
　河野・植田（1966）は，本邦産花崗岩のK-Ar年代測定を
行った．その一環として湯桧曽川岸の黒雲母-角閃石花崗
斑岩，新清水トンネル土合口ずりの細粒黒雲母-普通輝石-
紫蘇輝石石英閃緑岩，湯桧曽口ずりの細粒黒雲母-角閃石
石英閃緑岩の黒雲母放射年代を測定し，それぞれ20Ma，5．
9Ma，24Maと報告した（註）．
　赤松ほか（1967）は谷川連峰周辺の地質について述べ，
土合付近に白亜紀と思われる粗粒花崗岩が，湯桧曽東方山

地には同様の黒雲母花崗岩が，湯桧曽西方山地から芝倉沢

付近かけては第三紀の中粒石英閃緑岩が分布し，赤沢下流

からその南西にかけて，多くの流紋岩が貫入していると報

告した.
　Hayama et al.（1967）は上越地域の地質を広く研究した
中で，谷川岳山頂の結晶片岩や粟沢礫岩中の結晶片岩礫に

注目し，現在はほとんど失われている広域変成帯があった

と考え，これを上越変成帯と命名した．また，石英閃緑岩

と新第三系が，かの沢上流から幸知にかけて走る南北性の

断層で接していることを明らかにした．

　茅原ほか（1981）は，谷川岳を中心とする東西ほぼ20km，
南北ほぼ12～13kmの広がりをもつ新第三紀貫入岩体を谷
川岩体と呼んだ．

　飯島ほか（1985）は土合より上流の湯桧曽川地域の地質
を調査した．その地質図によると，本報告の調査地域には

石英閃緑岩が分布し，マチガ沢下流部や西黒沢中流部には

石英斑岩が，土合付近には花崗岩が分布している．

　雁沢・久保田（1987）は，谷川岩体のジルコンのFT年代
を測定し，岩体の中心部から周辺部へ1.9Maから4.4Maへと
連続的に変化することを報告し，岩体の冷却速度は100
℃/Maと考えた．また，谷川岩体は4.4Ma以前に迸入が完了
し，4.4Ma以後は4000～5000m上昇したと推定した．
　川野・島津（1990）は，谷川岳付近に分布する深成岩類
を谷川岳深成岩体と呼び，岩体の大部分が中粒・暗色の花

崗閃緑岩・石英閃緑岩で，核部の小範囲に黒雲母花崗岩が

見られることを明らかにした．

　高橋ほか（1991）は，水上地域の地質について報告し，
新井・木崎（1958）の新第三系の層序を改定した．また，
谷川岳地域に新第三紀迸入の石英閃緑岩が広く分布してい
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図1．調査地域および地名．
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ることを記載している．水上石英閃緑岩については先中期

中新世の迸入とした．

　川野・大平ほか（1992）は，谷川岳付近に分布する深成
岩を谷川岳鮮新世深成岩体と呼び，その岩石学的研究を行

ない，この岩体が周縁相から中心相へ同一マグマが分化し

て形成された累帯深成岩体と考えた．

　川野・柴田ほか（1992）は，谷川岳鮮新世深成岩体の5個
の資料について黒雲母のK-Ar年代を測定し，3.1～3.9Maの
値を得た．

　小林・飯島（1992）は，谷川連峰の予稿地質図を発表し，
谷川岳構成岩の地質を詳細に記載したが，本報告の調査地

域には殆ど触れていない．

　久保（1996）は，湯桧曽温泉付近の地質を調査し，この
地域には水上石英閃緑岩，粟沢層，流紋岩が複雑に分布す

るとした．

　久保（1998）は湯桧曽温泉の地質を調査し，水上石英閃
緑岩の貫入を新第三紀と考えた．

　大平ほか（1998）は，ジルコンとアパタイトのFT年代，
Rb-Sr法による全岩年代測定を行ない，ジルコンとアパタ
イトのFT年代が場所によらず2.9～3.0Maに集中することか
ら，谷川岳岩体が均一に上昇してきたと考えた．また，Rb-
Sr年代が5Maであることから，5Maに貫入定置し，約3Maに
240℃まで冷却したと推定した．
　川野（1998）は北部フォッサマグナ地域の花崗岩類を形
成したマグマの起源について報告した．

　群馬県地質図作成委員会（1999）による群馬県10万分の
1地質図では，谷川岳周辺の深成岩体について，茅原ほか
（1981）による谷川岩体の名称を用いた．
　川野（2000）は谷川岳が含まれる北部フォッサマグナの
花崗岩類は，伊豆弧の火成岩類を作った起源マグマが，大

陸地殻物質を様々な割合で同化することによって生じたと

推定した．

　群馬県（2004）による表層地質図5万分の1四万・岩菅山
図幅では，谷川岳地域の水上石英閃緑岩を白亜紀前期の貫

入とした．谷川岳付近の地質は小林・飯島（1992）に準じ
ている．

　群馬県（2008）による表層地質図5万分の1八海山・越後
湯沢・藤原図幅では，谷川岳鮮新世深成岩体の名称を踏襲

し，谷川岳付近の地質は小林・飯島（1992）に準じている．
　飯島ほか（2008）は，水上・谷川・湯桧曽の各温泉周辺
の地質を調査し報告した．

　飯島ほか（2010，2011）は，湯桧曽川下流の地質を調査
し，谷川岳周辺に分布する深成岩を，川野ほか（1992）に
よる岩石名にちなんで谷川岳花崗閃緑岩と呼んだ．また，

水上石英閃緑岩については，これを新第三系が覆うとし，

土合石英閃緑岩（久保・木崎，1966）は水上石英閃緑岩の
周縁相と考えた．この地域に分布する新第三系については

後閑層相当層とした．

モード組成

　調査地域の花崗岩類は種々の名称で呼ばれてきた．その

ため，久保・木崎（1966）の水上石英閃緑岩5サンプル，土
合石英閃緑岩2サンプル，および芝倉石英斑糲岩6サンプル
について，カリ長石，斜長石を染色してモードを測定した．

測定は一枚の薄片について4000点で行ない，IUGSによる
岩石名（国立天文台編，2012）を定めた．この結果，久保・
木崎（1966）の水上石英閃緑岩，土合石英閃緑岩，および
芝倉石英斑糲岩は，芝倉石英斑糲岩の1サンプルが石英モ
ンゾ閃緑岩にスポットされたほかは花崗閃緑岩に分類され

た（図2）．本報告では，この分類に従って，久保・木崎（1966）
の水上石英閃緑岩をみなかみ花崗閃緑岩（市町村合併によ

り，水上の表記はみなかみに変更された），土合石英閃緑岩

を土合花崗閃緑岩，芝倉石英斑糲岩を芝倉花崗閃緑岩と呼

ぶ．また，久保・木崎（1966）の西黒閃緑 岩は，その模
式地と組織からマチガ沢花崗斑岩と改称する．

地　　質

1　概要

　利根川の湯原から大穴にかけて，および利根川の支流湯

桧曽川の，幸知から芝倉沢合流点までの川沿いの地域を中

心に調査を行なった．調査地域は先新第三紀の蛇紋岩メラ

ンジ・花崗岩・花崗閃緑岩・新第三系，および新第三紀の

花崗閃緑岩・花崗斑岩・グラノファィアーなどよりなる．地

質図を図3に，地質断面図を図4に，層序区分を図5に示す．
調査地域内に上越線新清水トンネルが通過しているので，

新清水トンネル内の地質の一部についても，掘削時の調査
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図2．みなかみ花崗閃緑岩・土合花崗閃緑岩・芝倉花崗閃緑岩の
モード組成．

　 　花崗岩質岩石の区分はIUGSによる
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報告（久保・木崎，1966）によって述べるが，一部改変し
ている．国土地理院発行の1/25000地形図「水上」中の地名
のうち谷川は，集落を示す場合と川を示す場合とがある．

混乱を避けるため集落を示す場合には谷川（集），川の場合

は谷川と記述する．

2　基盤岩類

　谷川岳地域の基盤岩は，蛇紋岩メランジ・みなかみ花崗

閃緑岩・須田貝花崗岩・土合花崗閃緑岩よりなる．

2－1　蛇紋岩メランジ

模式地　天神平付近

分布　高倉山から天神平一帯に分布する．谷川（集）から図4．谷川岳南東麓地質断面図．

図3．谷川岳南東麓地質図．
　　 岩脈一部は高橋（2008），飯島ほか（2011）による．新清水ト

ンネルに付した数字は湯桧曽口からの距離（km）
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天神峠に至る登山道では，標高1050m付近から上部に分布
する．天神尾根では天神峠から谷川岳山頂までほぼ連続し

て分布するが，避難小屋付近は谷川岳深成岩体の花崗閃緑

岩により分布が中断する．

　周辺地域では谷川岳山頂から茂倉岳にかけてや朝日岳付

近にも分布する（小林・飯島，1992）．
岩相　黒色で接触変成作用を受けており堅硬である．一部

に透角閃石の巨晶が生じたり，石綿の細脈が貫いたりして

いる．谷川岳ロープウェイの「てんじんだいら駅」から天

神尾根に至る登山道や天神尾根には，ホルンフェルス化し

た結晶片岩，玄武岩，頁岩，砂岩などの異質岩塊が含まれる．

新旧関係　みなかみ花崗閃緑岩，谷川岳深成岩体の貫入を

受けている．

解釈　谷川岳山頂付近の結晶片岩の異質岩塊から，308± 
15Ma，284±14Ma（Yokoyama，1992）のK-Ar年代が報告され
ているが，みなかみ花崗閃緑岩，谷川岳深成岩体の貫入を

受け，若返っている可能性がある．天神平の蛇紋岩メラン

ジと同時代の貫入と考えられる蛇紋岩メランジが，周辺地

域の沼田市白沢町岩室付近に分布している．ここの河原で

は，蛇紋岩メランジを下部ジュラ系の岩室層が不整合に覆

う部分が巨礫になって発見されている（群馬県天然記念物

緊急調査委員会，1999）．これらから蛇紋岩メランジは二
畳紀～三畳紀の貫入と推定される．

2－2　みなかみ花崗閃緑岩

　久保・木崎（1966）の水上石英閃緑岩に相当する．
模式地　みなかみ町鹿野沢の大鹿橋付近の利根川右岸（図

6）．
分布　みなかみ町湯原から湯桧曽にかけて，南北約6km，
東西約2.5kmの範囲に，新清水トンネル内では湯桧曽口か
ら北へ1508mまで分布する．なお本報告では，新清水トン
ネル内の位置は湯桧曽口からの距離で示す．

岩相　中粒の角閃石-黒雲母花崗閃緑岩で，肉眼的には岩
相変化に乏しい．色指数は16.3～20.3である．大穴付近で
は長径5～20cmの楕円形の暗色包有物を含む．赤沢上流で
は，多数のアプライト脈を伴う．不規則な節理が見られる

が，破砕などは観察されない．

　変質を受け光沢のない黒色～暗灰色の角閃石（0.5～
2mm），黒雲母（1mm）と，長石（0.5～3mm），石英（1mm）
よりなる．鏡下では角閃石は淡緑色で多色性は弱く，部分

的に変質を受け緑泥石化している．ほとんどが鉄鉱を含有

している．一部が黒雲母に置き換えられているものがあ

る．ごくまれに0.5㎜±の単斜輝石を包有す
る．黒雲母は茶褐色で，部分的（20％以下）
に緑泥石化している．石英は他形で，微小な

液体包有物？を多量に含む．カリ長石は間隙

充填的である．斜長石は多少汚濁している．

一部に弱い累帯構造が認められる（図7）．
新旧関係　みなかみ温泉入り口の湯原橋下流

約250mの利根川河床で，東西方向の湯原断
層（高橋ほか，1991）により大倉層の玄武岩
に接している．

　かの沢の標高820m付近を南北に走る断層
により粟沢層，後閑層，迦葉山溶結凝灰岩に

接している．この断層は蛇紋岩および片状ホ

ルンフェルスを挟む（Hayama et al.，1969）．
片状ホルンフェルスの転石は，断層の延長上

のかの沢－幸知間の山地や，幸知付近の利根

川左岸山麓に点在する．

　谷川の下流右岸側では，北北西－南南東方

向の断層により後閑層に，また，利根川との合

流点付近を通る南北方向の断層により，大倉

層，後閑層に接している．谷川（集）北方では，

北北西－南南東方向の断層により大倉層に接

している．

　湯桧曽東方山地では，後述の未詳新第三紀

層がみなかみ花崗閃緑岩を不整合に覆ってお

り，その露頭の一つが幸知－湯桧曽間の道路

脇で見られる（飯島ほか，2011）．この付近の図5．層序区分．
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湯桧曽川左岸では，みなかみ花崗閃緑岩と未詳新第三紀層

の流紋岩質凝灰角礫岩がN25゚W方向の断層で接し，境界に
流紋岩岩脈が貫入している．新清水トンネル内の1508～
1538m間はNE－SW方向に走る断層破砕帯で，水上花崗閃
緑岩と土合花崗閃緑岩の境界となっている．断層には未詳

新第三紀層の礫岩，砂岩，泥岩，凝灰角礫岩が落ち込み，

断層面に沿って流紋岩が貫入している．挟在する未詳新第

三紀層も同方向の断層で寸断されている．断層はほぼ赤沢

に沿って北東方向に延びる．

岩脈　かの沢では厚さ1～10mの玄武岩岩脈がN10゚E～50゚
E方向に多数貫入している．また，大穴付近の利根川沿い
では玄武岩がN20゚E～55゚E方向に貫入している．幸知－湯
桧曽間や湯桧曽西方の山地では，厚さ1～6mの流紋岩岩脈
がN20゚E～45゚E方向に貫入している．
　新清水トンネル内のみなかみ花崗閃緑岩には，厚さ1m
から最大150mに達する流紋岩岩脈がNE-SW方向に貫入し
ており，一部は岩株状である．流紋岩はこの区間の4/5を
占めている．岩株状の流紋岩中には，幅1m前後の玄武岩
岩脈がNE-SW方向に少数貫入している．

解釈　湯桧曽付近で未詳新第三紀層に不整合に覆われてい

る以外，他の岩体とは断層関係にある．そのため，貫入時

期は先中新世であること以外，地質的に決定するのは困難

である．

　高橋ほか（1991）によると，土合東方の東黒谷から，み
なかみ駅東方のかの沢中流にかけて東黒沢断層が走り，こ

れによりみなかみ花崗閃緑岩と新第三紀層が接していると

している．しかし，この断層はかの沢から幸知までは連続

しているが，幸知の北で北東-南西方向の断層により切ら
れている．

2－3　須田貝花崗岩

分布　湯桧曽川の右岸，土合橋付近から赤沢合流点にかけ

ての約1000mには，須田貝花崗岩（木崎・新井，1955が定
義；小林ほか，1979が再定義）の一部とみられる粗粒花崗
岩が分布している．正確な分布は不明であるが，高倉山か

ら土合に達する尾根では，標高1000m付近でも確認され
る．左岸側では土合駅東方の赤沢山山麓に分布する（飯島

ほか，2011）．
　土合駅から下り線ホームをつなぐ通路（以下土合斜坑と

記述する）は，坑口から60～75mまでが須田貝花崗岩であ
る．新清水トンネル内では4018m～4173m，および8047m
～8735mの区間を占める．
　周辺地域では，旧道と芝倉沢出会い付近から武能岳にか

けてや，湯桧曽川の東の笠ヶ岳，朝日岳付近にも分布する．

岩相　須田貝花崗岩は1cmを超える淡桃色のカリ長石を含
む粗粒の黒雲母花崗岩である．土合付近ではカリ長石が白

濁していることが多く，全体として淡灰白色を呈すること

が多い．黒雲母は変質しており量は少ない．鏡下では黒雲

母は緑泥石化している．斜長石，カリ長石は変質し汚濁し

ている．カリ長石には微斜長石構造が発達し，石英は波動

消光を示す．一部にミルメカイトが認められる．

新旧関係　土合斜坑では60～75mで芝倉花崗閃緑岩の貫入
を受け，接触面の走向はN70゚Wである．新清水トンネル内
の4018m～4173mの岩体は，4018mでグラノファイアーの貫
入を受け，4173mで芝倉花崗閃緑岩とN60゚E，40゚Sの断層で
接している．トンネル中心部の8047～8735mの岩体は，土
合側，土樽側ともに芝倉花崗閃緑岩が貫入している．貫入面

は土合側でN10゚W，60゚N，土樽側でN20゚W，60゚Sである．
岩脈　新清水トンネル内の4023m付近には，厚さ5mの優白
色花崗閃緑岩岩脈が貫入している．新清水トンネル中心部

の岩体には，厚さ1～50mの輝緑岩岩脈が，Ｎ20゚Ｗ～Ｎ40゚
Ｅ方向に多数貫入しており，これらは著しくホルンフェル

ス化している．

年代　吉川・久保（1993）は，調査地域に隣接したみなか
み町楢俣川上流に分布する須田貝花崗岩のFT年代を，
64.63±14.9Maと報告している．
解釈　トンネル中心部の8047～8735mの岩体はルーフペン

図6．みなかみ花崗閃緑岩．
　 　利根川の大鹿橋付近（TA001の採集地点）

図7．みなかみ花崗閃緑岩（TA001）の顕微鏡写真（クロス）．
　 　B：黒雲母　Q：石英　K：カリ長石　P　斜長石
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ダントと考えられる．土合付近の岩体は土合斜坑内で芝倉

花崗閃緑岩が貫入している．また，土合の湯桧曽川右岸に

分布する須田貝花崗岩直下の新清水トンネル内には，グラ

ノファイアーが分布している（図4　断面図B-B'）．土合付
近の須田貝花崗岩もルーフペンダントと考えられる．

2－4　土合花崗閃緑岩

　久保・木崎（1966）の土合石英閃緑岩にあたる．
模式地　湯桧曽-土合間の湯桧曽川左岸，北西-南東方向の
送電線（東側）と北東-南西方向の送電線とが交わる付近．
分布　湯桧曽川の赤沢合流点から土合駅付近にかけての狭

い地域に分布する．露頭は少ない．新清水トンネル内で

は，1.538mから3230mの間に分布する．
岩相　細粒の角閃石-黒雲母花崗閃緑岩で岩相変化が著し
い．鏡下では角閃石・黒雲母・斜長石・カリ長石・石英を

含む．角閃石および黒雲母は変質が激しく，緑泥石・緑れ

ん石化が顕著である．ときに細粒葉片状の黒雲母結晶の集

合が見られる．角閃石は鉄鉱を包有していることが多く，

一部は黒雲母に交代されている．斜長石は自形～半自形

で，長柱状の自形結晶が目立つ．変質が進み，絹雲母化が

顕著である．累帯構造は殆ど見られない．石英・カリ長石

は間隙充填的である．ときに結晶間に微細な白雲母結晶が

見られることがある．

新旧関係　湯桧曽川左岸側の上越線第4湯桧曽トンネルの
北方で，貫入する流紋岩岩脈とともに未詳第三紀層に不整

合に覆われる（飯島ほか，2011）．
　新清水トンネル内では1508～1538m間の断層破砕帯を挟
み，みなかみ花崗閃緑岩に接している．土合側のグラノ

ファイアーとの境界は断層で，破砕帯を伴う．

岩脈　土合花崗閃緑岩中には多くの流紋岩岩脈が貫入して

いる．湯桧曽川の赤沢合流点から土合にかけての河床には

土合花崗閃緑岩が露出している．ここでは厚さ2～4m，一
部20～30mの流紋岩岩脈がNNE－SSW方向に多数貫入し，
平行岩脈群を形成していたが，洪水によってほとんどが河

床礫の下に埋没した．流紋岩岩脈に混じって，厚さ1～2m
の数本の玄武岩岩脈も観察された．平行岩脈群について

は，豊田（1931）が第4湯桧曽トンネル内でも報告している．
　新清水トンネル内では，この平行岩脈群の延長にあたる

部分に，厚さ10～30mの流紋岩岩脈が平行岩脈とほぼ同方
向に貫入している．また，流紋岩岩脈と同方向に幅1～
10mの玄武岩岩脈が貫入しており，一部は流紋岩を貫いて
いる．玄武岩は変質し濃緑色を示しているが．ホルンフェ

ルス化はしていない．

解釈　後述の未詳新第三紀層に不整合に覆われることか

ら，貫入時代は先中新世である．飯島ほか（2011）は，土
合花崗閃緑岩はみなかみ花崗閃緑岩の周縁相と考えている

が，両者の直接の関係は観察されておらず，鏡下の性質は

みなかみ花崗閃緑岩とは異なっている．

3　新第三系

　みなかみ町から沼田市にかけて新第三系が広く分布し

（新井・木崎，1958；高橋ほか，1991；高橋，2008），高橋ほか
（1991），高橋（2008）によると，みなかみ地域には，大倉層，
粟沢層，後閑層，赤谷層，原層，合瀬沢層などが分布する．ま

た，久保・川端（1995）は沼田市迦葉山を中心に，迦葉山溶結
凝灰岩が後閑層を不整合に覆うことを報告している．

　調査地域の新第三系は，大倉層，粟沢層，後閑層，迦葉

山溶結凝灰岩，および未詳第三紀層よりなる（図6）．未詳
新第三紀層を除いて，いずれも主要分布地域から大きく外

れるので，これらについては，記載，解釈の2項目について
記述する．一部は解釈を欠いている．

3－1　大倉層

記載　主要分布地は調査地域東方の藤原ダム付近である

が，湯原付近の利根川河床に小規模に分布する． 小日向 東方
お び な た

山地にはかなり広い分布が見られる．また，谷川（集）北方や

谷川の利根川合流点付近にも小規模に分布する．濃緑灰色

に変質した玄武岩溶岩よりなり，一部に凝灰角礫岩を挟む．

　大倉層はみなかみ花崗閃緑岩と断層で接している．調査

地域外の一ノ倉岳および茂倉岳では蛇紋岩を不整合に覆う

ことが報告されている（高橋ほか，1991；小林・飯島，1992）．
高橋ほか（1991），高橋（2008）は本層を下部中新統として
いる．

3－2　粟沢層

記載 　綱子や粟沢の利根川河床やその周辺の山地に分布
する．中礫を主とし大礫・巨礫を含む．礫は亜円礫～円礫

で分級は不良である．礫種は場所により異なるが，粟沢付

近では大倉層の変質玄武岩，石英斑岩，砂岩，頁岩などよ

りなる．礫支持で，基質は暗緑色または小豆色の凝灰岩や

凝灰質砂岩である．凝灰質砂岩，泥岩を挟む．粟沢層は大

倉層に整合に重なり，高橋ほか（1991），高橋（2008）は本
層を下部中新統としている．

解釈　植物化石を産し（新井・木崎，1958），陸成層と考え
られていたが，みなかみ発電所の導水路（トンネル）工事

中，発電所の東150m付近から多量の海生二枚貝化石を産
出した（未発表）．このことから粟沢層の一部は海成層と考

えられる．

　新井・木崎（1958）によれば，調査地域をわずかに外れ
た粟沢の東約300mの利根川河床では，粟沢層が斑糲岩を
不整合に覆っており，ここでは大倉層を欠いている．

3－3　後閑層

記載　後閑層は新井・木崎（1958）が定義し，高橋ほか
（1991）が再定義した．本報告では後者の再定義に従う．
　沼田市四釜川上流域やみなかみ町南部に広く分布し，そ



久保誠二・中島啓治・村山昭夫・鈴木幸枝126

の一部がかの沢入り，谷川（集）や湯原付近に分布する．緑

色の凝灰岩，凝灰角礫岩を主とし，流紋岩溶岩を挟む．流

紋岩や玄武岩岩脈の貫入を受けている．後閑層は粟沢層と

不整合関係にあり，高橋（2008）は本層を中部中新統と考
えている．

3－4　未詳新第三紀層

記載　湯桧曽東方山地について，新井・木崎（1958）は後
閑層，高橋ほか（1991）と高橋（2008）は水上石英閃緑岩，
久保（1998）は水上石英閃緑岩・粟沢層・後閑層，群馬県
（2004）は水上石英閃緑岩・後閑層が分布しているとして
いる．飯島ほか（2011）はこの地域に水上石英閃緑岩・後
閑層相当層が分布すると記述している．

　この地域を再調査した結果，飯島ほか（2011）が指摘し
たように，みなかみ花崗閃緑岩のほか，かなり広範囲に新

第三紀層と考えられる（後述）堆積岩が分布していること

を確認した．これらは玄武岩・同火砕岩，軽石質凝灰岩，

細粒凝灰岩，泥岩，凝灰質泥岩，凝灰質砂岩，砂岩，礫岩

よりなり（図8），一部は珪化変質を受けている．旧湯桧曽
駅付近では含礫粗粒砂岩中に二枚貝化石を含む（未鑑定）．

湯桧曽川に沿った幸知－湯桧曽間の小露頭では，断層で寸

断されてはいるが，N10゚～55゚W，50゚～70゚SWの走向・傾
斜を示す．幸知の北の山地では小露頭が点在するが、層理

面の露出が無く構造の把握が困難である．平行葉理や溶岩

の分布から、20゚ 以下の角度で南～南西に傾斜しているら
しいことが推察されるが詳しい層序は不明である．

　飯島ほか（2011）によれば，本層はみなかみ花崗閃緑岩
を不整合に覆う．

　旧湯桧曽駅構内からその東の尾根にかけては，暗緑灰色

～紫褐色のドレライトが貫入している．この岩体に含まれ

る輝石斑晶は，下部で5～8㎜あり，上部ほど細粒化してい
る．

解釈　本層は珪化変質作用を受けている部分を除いて，比

較的柔らかく凝灰質岩が多いことや，泥岩の岩質が周辺の

中新統の泥岩に類似していることから新第三系と考えられ

る．飯島ほか（2011）は本層を後閑層相当層としている．し
かし，高橋ほか（1991）が後閑層の模式地としている沼田
市四釜川上流やみなかみ町南部では，流紋岩質火砕岩は緑

色に変質しているが，幸知・湯桧曽地域の新第三紀層はこ

れらとやや異なり，珪化変質を受けているとはいえ白色，

淡灰白色，淡緑灰色のものが多い．また，後閑層には記録

されていない暗緑灰色の玄武岩質溶岩や火砕岩も分布す

る．本層はみなかみ花崗閃緑岩に不整合に重なるが，後閑

層相当層であるとすると，ここには大倉層・粟沢層が欠け

ており，両層が堆積しなかったか失われたことになる．

　藤原ダム付近で藤原湖に注ぐ大倉沢には粟沢層が分布し

ている．湯桧曽地域の未詳新第三紀層の岩相は，後閑層よ

りむしろ大倉沢上流部に分布する粟沢層上部に類似してい

るが，これに対比するには資料不足である．また，調査地

域の玄武岩溶岩は大倉層の可能性も考えられる．こうした

未解決の問題があるため，湯桧曽東方山地に分布する新第

三系を未詳新第三紀層として記載した．

3－5　迦葉山溶結凝灰岩

記載　沼田市加葉山の中腹から上部にかけて分布する流紋

岩質火砕流堆積物で，その一部がかの沢上流部に分布す

る．久保・川端（1995）の迦葉山溶結凝灰岩にあたり，
14.3±0.7MaのK-Ar年代（全岩）が報告されている．加葉山
付近では粟沢層および後閑層を，かの沢では後閑層を不整

合に覆う．

解釈　迦葉山溶結凝灰岩のK-Ar年代は赤谷層堆積時にあ
たる．前者は陸成，後者は海成であり，両者の堆積環境は

異なる．赤谷層は主に，調査地域の西にあたる，みなかみ

町 新治 地域に分布する．この地域のみなかみ町羽場や谷川
にいはる

岳南面に分布する赤谷層の基底には，顕著な礫岩が発達し

ており（新井・木崎，1958；小林・飯島，1992），赤谷層と
後閑層との間には，堆積の時間間隙が考えられる．迦葉山

溶結凝灰岩が後閑層を不整合に覆うことや，K-Ar年代の誤
差を考慮すると，本層は後閑層堆積後，赤谷層堆積前に陸

化の時期があり，そこに噴出した可能性が考えられる．

4　谷川岳深成岩体

　本報告では谷川岳を中心に分布する新第三紀～更新世の

深成岩体を，雁沢・久保田（1987）を受けて谷川岳深成岩体
と称する．調査地域では芝倉花崗閃緑岩がこれに属する．

芝倉花崗閃緑岩

　相馬ほか（1964）の石英斑糲岩，久保・木崎（1966）の
芝倉石英斑糲岩，川野・大平ほか（1992）の谷川岳鮮新世
深成岩体の主岩相の一部にあたる．

模式地　旧道の幽ノ沢出会いから芝倉沢にかけて．

分布　調査地域では旧道の西黒沢出会い付近から芝倉沢出

会い付近にかけてや，湯桧曽川中流部に分布する．図8．湯桧曽付近に分布する未詳新第三紀層．
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　新清水トンネル内では4173m～4253m，5688m～6063mの
区間に分布する．

岩相　芝倉花崗閃緑岩は中粒～細粒（2～3mm）で，比較
的優白色の部分と優黒色の部分とがあり，両者は漸移す

る．色指数は17.0～32.0の間で変化する．鏡下では等粒状
で，主要構成鉱物は黒雲母，角閃石，単斜輝石，斜方輝石，

石英，カリ長石，斜長石よりなり，副成分鉱物としてアパ

タイト，鉄鉱などを含む．単斜輝石は多少融食を受け粒状

である．紫蘇輝石は長柱状でやや融食を受けている．いず

れも変質が著しい．両者とも鉄鉱を包有する．斜長石は自

形で弱い累帯構造が見られる．石英，カリ長石は間隙充填

的である．一部にパーサイト構造が見られる．

新旧関係　土合斜坑内で須田貝花崗岩に貫入している．新

清水トンネル内の4173m～4253mの岩体は湯桧曽側で断層
により須田貝花崗岩と接し，土合側でマチガ沢花崗斑岩の

貫入を受けている（後述）．

貫入岩　旧道のマチガ沢出会い付近や西黒沢中流部ではマ

チガ沢花崗斑岩が貫入している．

年代　大平ほか（1998）は，一の倉沢出会い付近の谷川岳
深成岩体のジルコンによるFT年代が，3.0Maであることを
報告している．この岩体は芝倉花崗閃緑岩にあたる．

5　半深成岩類

5－1　マチガ沢花崗斑岩

　相馬ほか（1964）の閃緑ひん岩，久保・木崎（1966）の
西黒閃緑 岩にあたる．
模式地　旧道とマチガ沢の出会い付近（図9）．
分布　岩株状の岩体である．マチガ沢下流部を中心とし

て，西黒沢中流や湯桧曽川左岸にも見られ，ゼニ入レ沢で

は標高850mから1050m付近まで分布する（飯島ほか，
1985）．マチガ沢と西黒沢の間の西黒尾根には露出してい
ない．新清水トンネル内では4253m～5688mの間を占め，
トンネル直上の地表より広く分布している．幅は旧道沿い

で約800m，貫入方向にほぼ直交する新清水トンネル内で
約1400mである．
岩相　淡灰白色粗粒の黒雲母-角閃石花崗斑岩で，黒雲母
（1～3mm），角閃石（1～3mm），斜長石（2～8mm），石英
（3～10mm）の斑晶よりなる斑状組織を示す．斑晶は岩体
周辺部に近づくにつれ小型化し量も減少する．

　鏡下では黒雲母は茶褐色で，単独で散在している場合

も，集合斑晶の場合もある．内部に斜長石・石英を包有す

ることかある．緑泥石化が進んでいる．角閃石は緑泥石化

が著しい．石英は融食を受けており、包有物は少ない．斜

長石は自形，比較的清澄で，しばしば集合斑晶をつくる．

弱い累帯構造が認められる．斜長石の中には小型で汚濁が

著しく，粒状の石英を包有するものが見られる．石基は石

英・カリ長石を主とする微花崗岩組織を示す（図10）．
新旧関係　旧道，西黒沢，および湯桧曽川左岸では，芝倉

玢

花崗閃緑岩中に貫入している．両者の境界は明瞭な面を示

さず，急速に移り変わるように見える．

　新清水トンネル内では芝倉花崗閃緑岩に貫入している

が，ここでもマチガ沢花崗斑岩と芝倉花崗閃緑岩はシャー

プな面ではなく急速に移り変わる．両者の境界面は，土合

側ではN25゚E，40゚～60゚の走向・傾斜で，やや凹凸に富んで
おり，マチガ沢花崗斑岩から幅2～3cm，長さ11～22cmの3
本の小岩脈が芝倉花崗閃緑岩中に派生している．土樽側の

マチガ沢花崗斑岩と芝倉花崗閃緑岩の境界面は北傾斜であ

るが，走向は支保工のため不明である．

貫入岩　旧道のマチガ沢出会いから土合より約300mでは，
厚さ3.5mの比較的新鮮な玄武岩岩脈がN15゚W方向に貫入
している．

解釈　飯島・小林（1979）は，本論文でマチガ沢花崗斑岩
の周辺の細粒部と考えた部分を，芝倉花崗閃緑岩の急冷相

とも考えられるとし，マチガ沢花崗斑岩は須田貝花崗岩の

捕獲岩～ルーフペンダントのようなもので，芝倉花崗閃緑

岩がそれに貫入した可能性を指摘している．

　新清水トンネル内の観察では，マチガ沢花崗斑岩の細粒

図9．マチガ沢花崗斑岩．
　　 旧道とマチガ沢の出会い付近（TA002の採集地点）

図10．マチガ沢花崗斑岩（TA002）の顕微鏡写真（クロス）．
　　　B：黒雲母　Q：石英　P　斜長石



久保誠二・中島啓治・村山昭夫・鈴木幸枝128

部は芝倉花崗閃緑岩との接触部近くに限られたものではな

い．芝倉花崗閃緑岩との接触部から数十m離れた部分から
斑晶・石基ともに細粒化が始まり，接触面に接近するに

従って細粒化が進み，接触部付近が最も細粒である．芝倉

花崗閃緑岩とマチガ沢花崗斑岩の境界は平滑面ではく，両

者は数mmの範囲で急速に移化する．芝倉花崗閃緑岩のマ
チガ沢花崗斑岩に接触する部分には細粒化は見られない．

また，両者の接触部ではマチガ沢花崗斑岩が小規模な岩脈

状に芝倉花崗閃緑岩中に貫入している．こうした野外観察

の結果は，マチガ沢花崗斑岩が芝倉花崗閃緑岩中に貫入し

ていることを示している．

　マチガ沢花崗斑岩と須田貝花崗岩の直接の関係は観察さ

れていない．

　マチガ沢花崗斑岩はマチガ沢では北北東－南南西方向に

貫入している．その南南西の延長上の西黒沢には露出し，

中間の西黒尾根には分布していない．しかし，マチガ沢花

崗斑岩は新清水トンネル内にも見られ，岩体が地下で広

がっているような分布を示していることから，マチカ沢の

岩体と西黒沢の岩体は同一岩体で，西黒尾根の下で連続し

ていると考えられる．

5－2　グラノファイアー

分布　地表での分布は確認されていない．土合駅斜坑の坑

口より120mの地点から孔底まで，および新清水トンネル
のおよそ3230m付近より北，4018mまで分布している．
岩相　白色～淡灰白色で，少量の1mm以下の石英，角閃石
の斑晶が点在する．場所によっては幅数10cmの網目状で，
網目に囲まれた直径1m±の不規則な球状～塊状の部分に角
閃石が集中している．角閃石は中心に近いほど粗粒でより

密集して，閃緑岩～斑糲岩状の外観を示す．鏡下では微文

象組織が顕著である．

新旧関係　土合斜坑の120m付近で芝倉花崗閃緑岩中に貫
入している．また，新清水トンネルの4018m付近で須田貝
花崗岩中に貫入している．湯桧曽側の土合花崗閃緑岩との

境界付近は支保工のため詳細な観察はできないが，顕著な

破砕帯を伴う断層である．

解釈　グラノファイアーは芝倉花崗閃緑岩中に貫入してい

ることから，貫入時代は新第三紀末～第四紀と推定される．

放射年代

　みなかみ花崗閃緑岩は未詳新第三紀層に覆われているこ

とが明らかになったが，貫入年代の詳細は不明であった．

マチガ沢花崗斑岩は貫入岩体の可能性が高い．これらを明

らかにする一法としてK-Ar法による放射年代を測定した．
試料は比較的変質の少ない部分を選び，全岩について測定

した．測定はジオスペース・サイエンス株式会社に依頼し

て行なった．

1　採集地点

　みなかみ花崗閃緑岩の試料は，鹿野沢の利根川右岸，大

鹿橋上流約100mの地点（36゚47' 5" N，138゚58' 36" E）で採
取した（図11）．マチガ沢花崗斑岩は，旧道のマチガ沢出会
い付近（36゚50' 27" N，138゚57' 8" E）で，環境省の許可を
得て採取した（図12）．
　旧道沿いのマチガ沢花崗斑岩中には玄武岩岩脈が貫入し

ているが、試料料採集地点から約300m離れており熱的影
響の恐れはない．

2　測定結果

　測定結果を表1に示す．年代測定値はみなかみ花崗閃緑

図12．マチガ沢花崗斑岩のサンプルTA002の採集地点．
　　　国土地理院1/25000地形図「茂倉岳」による

図11．みなかみ花崗閃緑岩のサンプルTA001の採集地点．
　　　国土地理院1/25000地形図「水上」による
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岩が70.0±1.8Maで白亜紀末を，マチガ沢花崗斑岩が2.71± 
0.17Maで新第三紀末を示した.

3　考察

　谷川岳深成岩体の放射年代は，雁沢・久保田（1987）の
K-Ar年代1.9～4.4Ma，大平ほか（1998）のジルコンによる
FT年代2.9～3.0Maなどの測定がある．マチガ沢花崗斑岩の
K-Ar年代2.71±0.17Maは，これが谷川岳深成岩体中の貫入
岩体であるとして矛盾はない．マチガ沢花崗斑岩と芝倉花

崗閃緑岩の境界が明確な面でなく，急速に移化しているの

は，両者の年代が接近していることから，芝倉花崗閃緑岩

が完全に固結する前にマチガ沢西黒花崗斑岩が貫入した可

能性が考えられる．

　みなかみ花崗閃緑岩の貫入時代についてはいくつかの考

えがあり，久保（1998）は周辺の未詳新第三系に著しい珪
化作用が見られることなどから，新第三紀の貫入ではない

かと考えたが，今回の測定や地質調査で白亜紀後期の岩体

であることが明らかになった．

ま と め

1　従来の水上石英閃緑岩石英閃緑岩・土合石英閃緑岩・芝
倉石英斑糲岩の斜長石・カリ長石を染色し，モードを測定

した結果，これらの殆どがIUGSによる分類の花崗閃緑岩
に相当した．そのため，水上石英閃緑岩をみなかみ花崗閃

緑岩，土合石英閃緑岩を土合花崗閃緑岩，芝倉石英斑糲岩

を芝倉花崗閃緑岩に改称した．また，西黒閃緑 岩はその
模式地と組織からマチガ沢花崗斑岩に改めた．

2　調査地域には基盤岩類として蛇紋岩メランジ・みなかみ
花崗閃緑岩・須田貝花崗岩・土合花崗閃緑岩が分布する．こ

れらを覆って新第三系の大倉層・粟沢層・後閑層・迦葉山

溶結凝灰岩，および未詳新第三紀層が分布する．谷川岳に

は鮮新世～更新世の放射年代を示す谷川岳深成岩体が分布

するが，湯桧曽川沿いにはその一部にあたる芝倉花崗閃緑

岩が見られる．芝倉花崗閃緑岩はマチガ沢花崗斑岩，グラ

ノファイアーの貫入を受けている．

3　みなかみ花崗閃緑岩，マチガ沢花崗斑岩のK-Ar年代を
全岩につき測定し，それぞれ70.0±1.8Ma，2.71±0.17Maの結

玢

果を得た．これによりみなかみ花崗閃緑岩は谷川岳深成岩

体とは異なり，新第三系の基盤に属することが確認され

た．また，マチガ沢花崗斑岩は谷川岳深成岩体中の貫入岩

である．
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〈註〉　筆者の1人久保は，ともに新清水トンネルの地質を
調査した（久保・木崎，1966）．木崎とともに，1965年，河
野・植田が放射年代測定のために行なった谷川岳地域のサ

ンプリングに同行している．測定結果の公表に先立って木

崎に届いた速報値では，黒雲母-角閃石花崗斑岩5.9Ma，細
粒黒雲母-普通輝石-紫蘇輝石石英閃緑岩20Ma，細粒黒雲
母-角閃石石英閃緑岩24Maとなっていた．これは河野・植
田（1966）の報告にある黒雲母-角閃石花崗斑岩20Ma，細
粒黒雲母-普通輝石-紫蘇輝石石英閃緑岩5.9Ma，細粒黒雲
母-角閃石石英閃緑岩24Maとは異なっており，岩質や貫入
関係からみて速報値が正しいと思われる．これについての

訂正は行なわれていない．また，水上石英閃緑岩について

も測定を行なったが，予想より一桁大きい値が得られたの

で，公表を控えたとのことであった．なお，河野・植田

（1966）の黒雲母-角閃石花崗斑岩，細粒黒雲母-普通輝石-
紫蘇輝石石英閃緑岩，細粒黒雲母-角閃石石英閃緑岩は，
それぞれ本論文のマチガ沢花崗斑岩，芝倉花崗閃緑岩，土

合花崗閃緑岩に，水上石英閃緑岩はみなかみ花崗閃緑岩に

あたる．

表1．K-Ar法による放射年代測定結果．
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