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1．はじめに

群馬県南西部の南牧村は，南部に広く分布する中・古生

界の秩父帯北帯を主な基盤岩として，北部および西部に分

布する中新世末期から鮮新世の本宿層の火山岩類および中

新世の砂岩・泥岩で構成されている（例えば，群馬県地

質図作成委員会，1999; 産業技術総合研究所地質調査セン

ター，2014）．南牧村北部に分布する本宿層は，主に安山

岩質溶岩，火砕岩類および凝灰質泥岩からなる湖成層など

で構成され，主にジュラ紀の付加体で構成される秩父帯や

中期中新世以前の堆積岩類・火成岩類で構成される基盤岩

類を不整合に覆い，一部は断層や岩脈を介して接する（群

馬県地質図作成委員会，1999）．

本宿層に関して年代測定の対象となったガラス質安山

岩の変質作用に起因する年代の若返りが指摘されている

が（群馬県地質図作成委員会，1999; 佐藤，2005），K-Ar

年代測定法により本宿層の上部層の形成年代（5.37± 0.59 

Ma）と下部層の形成年代（3.64± 0.12 Maおよび 3.88± 0.10 

Ma）が報告されている（野村・海老原，1988）．また，前

者における試料の上位に相当するいわゆる京塚デイサイト

の非変質試料を対象とした K-Ar年代測定では，2.18± 0.06 

Maの年代測定値が報告されており，本宿層を形成した火

成活動は，約 2.2 Maまで継続していた事が示唆されてい

る（佐藤，2005）．

本宿層南方の南牧川流域付近では，椚地域，大日向地域，

赤岩地域，砥沢地域および馬坂地域において，主に珪長質

火山岩の貫入岩体が報告されている（例えば，地質調査

所，1969; 群馬県地質図作成委員会，1999; 佐藤，2010）．

これらの貫入岩体のうち，砥沢地域の貫入岩体は K-Ar年

代測定法により 5-4 Maの形成年代が得られており（佐藤，

2002），南牧川流域における貫入岩体の形成は，形成年代

と全岩化学組成分析結果の類似性に基づき，本宿層の火山

岩を形成した火山活動と一連のものであると考えられてい

る（佐藤，2010）．露頭スケールにおける貫入岩体および

基盤岩の産状や岩相の記載は，過去の火成活動のステージ

などに束縛条件を与えるうえで非常に重要であるが，これ

らを記載した例は少数（例えば，佐藤，2002; 2004; 2005; 

2006; 2010）であるため，今後の研究に期待されるところ

である．したがって本研究は，大日向地域のうち南牧中学

校裏手の南牧川沿い約 400mの野外調査に基づき，当該地

域に分布する貫入岩脈および基盤岩の産状および岩相・岩

石の記載を行い，過去の火成活動に関して予察的に検討す

ることを目的とする．

2．産状および岩相・岩石記載

群馬県甘楽郡南牧村の大日向地域のうち南牧中学校周辺

地域は，秩父帯のチャートおよび石灰岩ブロックを含む泥

質メランジュとこれに貫入した 2種類の火山岩脈で構成さ

れる．2種類の火山岩脈は，群馬県地質図作成委員会（1999）

において流紋岩ないしデイサイト岩脈として記載されてお

り，佐藤（2010）ではこれらに該当する岩脈の記載はされ
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ていない．いずれの先行研究においても，当該地域の 2種

類の火山岩に関する詳細な報告はされていない．調査地域

の泥質岩は NW-SEから NNW-SSEの走向と低角から中角

度の傾斜の片理を有する泥質千枚岩であり，その中に数

cm～数 mサイズの灰色チャートブロックが多産する（図

1）．チャートブロックは，調査領域東方に行くほど小さく

産出頻度が低くなる．泥質千枚岩のほとんどは黒色を呈す

る．調査地域西部の一か所のみ，網目状に分布する緑色凝

灰岩を含む数 mの石灰岩ブロックが産する．この石灰岩

ブロック周辺の泥質千枚岩の一部は緑色を呈しており，こ

の緑色泥質千枚岩と黒色泥質千枚岩の境界付近はこれらが

互層またはレンズ状に遷移している関係にある．緑色泥質

千枚岩は，黒色泥質千枚岩と同程度の片理を有しており，

片理面の構造も調和的である．緑色泥質千枚岩の偏光顕微

鏡観察に基づくと，主に粘土鉱物で構成される基質部にレ

ンズ状の砂質ブロックが挟在する（図 2f）．レンズ状の砂

質ブロックの多くはプレッシャーシャドーを有し，これら

の一部は肉眼観察でも確認することができる．

南牧中学校の北方および北東方向では，主に黒色泥質千

枚岩と 2種類の火山岩で構成される．灰色を呈する安山岩

は数 mmサイズの斑晶鉱物を含み，南牧中学校北東方向の

露頭で，黒色泥質千枚岩と接する（図 2a）．安山岩脈と黒

色泥質千枚岩の接触面は，概して E-W走向であり，中角

度北傾斜を示す．黒色泥質千枚岩との接触面と隣り合う安

山岩は，数 cmサイズの黒色泥質千枚岩の角礫を含むこと

が確認される（図 2b）．また，安山岩と黒色泥質千枚岩の

接触部が確認できる露頭の西部では，接触部直隣の安山岩

に多くのデイサイト岩片が確認される（図 2d）．デイサイ

ト岩片の産出頻度は，当該露頭西部において，黒色泥質千

枚岩との接触面付近に多く，接触面から離れるにしたがっ

て少なくなっていく．デイサイト岩片の形状の多くは角礫

状を呈しているが，亜円礫状または不定形であるデイサイ

ト岩片も産出する．安山岩は，ガラス質の基質と斑晶鉱物

として単斜輝石および最大数 mm程度の斜長石斑晶で構
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図１.　群馬県甘楽郡南牧村大日向地域における本調査地域の地質コンパイルマップ．
Figure 1. The geologic field map of the investigated area in the Ohinata area, Nanmoku, Gunma.
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成される．安山岩に含まれる角礫状のデイサイト岩片は変

質しており，斑晶鉱物は仮像化して粘土鉱物などで置換さ

れている（図 2e）．

南牧中学校北方の露頭では，デイサイト岩脈と黒色泥質

千枚岩の関係を確認することができる．デイサイト岩脈は

ほとんど異質岩片を含まず，岩脈の西端および東端で黒色

泥質千枚岩と接触している．岩脈東端（橋の下）では，黒

色泥質千枚岩とデイサイトの関係を明瞭に確認することが

できる．デイサイトは主に割れ目に沿って不均質に変質し

ており，デイサイトと黒色泥質千枚岩の接触面は不定形で

図２．a）安山岩と黒色泥質千枚岩の接触部の露頭写真．b) 安山岩脈における角礫状黒色泥質千枚岩片．c) 黒色泥質千枚岩とデイサイトの接
触部の研磨片写真．d) デイサイト岩片を含む安山岩脈縁辺部の研磨片写真．e) 図 2d の偏光顕微鏡写真．f) プレッシャーシャドーを有する緑
色泥質千枚岩の偏光顕微鏡写真．Cpx：単斜輝石．
Figure 2. a) The outcrop photograph showing the boundary of andesite and pelitic phyllite. b) The outcrop photograph showing the breccias of pelitic phyllite 
in andesite. c) The polished slab section of the rock obtained from the boundary of pelitic phyllite and dacite. d) The polished slab section of andesite including 
fragments of dacite. e) The photomicrograph of andesite shown in Fig. 2d. f) The photomicrograph of greenish pelitic phyllite showing foliations with pressure 
shadows. Cpx：Clinopyroxene.

113



菅原久誠

ある（図 2c）．また，デイサイト岩脈と安山岩脈の接触関

係は当調査ルートでは確認されない．

3．考察およびまとめ

大日向地域の基盤岩は，灰色チャートおよび石灰岩ブ

ロックを含む泥質岩で構成される．泥質岩の肉眼および偏

光顕微鏡観察に基づくと，泥質岩は変形作用を受けて千枚

岩化していることが明らかになった．プレッシャーシャ

ドーを用いた応力解析を行うことにより，変形のセンスを

推定することができると考えられる．

デイサイト岩脈には，黒色泥質千枚岩や安山岩のゼノリ

スは含まれておらず，黒色泥質千枚岩との接触関係を産状

から議論するためには更なる調査が必要である．一方，黒

色泥質千枚岩との接触面直隣の安山岩脈に多く含まれる角

礫状の黒色泥質千枚岩は，ゼノリスと考えることが妥当で

あることから，安山岩は黒色泥質千枚岩に貫入した貫入岩

脈であると考えられる．

黒色泥質千枚岩との境界付近の安山岩中に多産するデイ

サイト岩片は，角礫状岩片だけではなく亜円礫状または不

定形の形状を呈する岩片も含まれる．変質した角礫状デイ

サイト岩片の記載事実に基づくと，これらは安山岩の貫入

時に岩脈に取り込まれた既存のデイサイトゼノリスである

と考えられる．つまり，安山岩に含まれる角礫状デイサイ

ト岩片は，デイサイトが安山岩を形成した火成活動以前に

形成されたことを示唆する．

一方で，安山岩脈に産する亜円礫状または不定形のデイ

サイト岩片の形態に基づくと，これらが安山岩脈のゼノリ

スであるとは考えづらい．異質火山岩片は，安山岩マグマ

貫入時に破砕された 2種類のマグマの液体不混和現象とし

て報告されている（例えば，榊原ほか，2004）．亜円礫状

または不定形のデイサイト岩片の成因が液体不混和現象で

あるなら，これらと角礫状デイサイト岩片の風化の度合い

は異なるはずである．この問題の解決のために，今後亜円

礫または不定形のデイサイト岩片の岩石記載が必要とされ

る． 
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