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鏑川上流地域にみられる石器石材「頁岩」の産地
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Abstract： There are many stone implements made of shale around Shimonita-machi in the west part of Gunma prefecture.  
The shale＇s gravel was investigated at dry riverbeds in Kabura-gawa river and Nanmoku-gawa river.
  The shale used for stone implement was uncovered around the Zouga-taki waterfall on Kumakura-gawa river in the 
uppermost stream.  It was the Uchiyama Formation of Miocene. When examined by microscope, the “stone” of the stone 
implements were fine sandstone and shale.
  Because of the nearness of a contacted part of an intrusive rock receives a silicification and a weak contact metamorphism, 
and the Uchiyama Formation around here has solidified. The resulting pyrites can also be seen, and can be used as a stone 
implement.
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要旨：下仁田町を中心に鏑川流域の旧石器時代，縄文時代遺跡出土の石器には，頁岩を用いたものが多いが，

その産地が不明であった．鏑川－南牧川の水系をたどって，河川礫の調査を行い，石器石材となっている頁岩が，

最上流の熊倉川の象ヶ滝周辺に露出する内山層の珪質細粒砂岩，ないし珪質頁岩であることが判明した．この

付近の内山層は，貫入岩の接触部に近いため，珪化作用や弱い接触熱変質作用を受け，固結しており，一部に

は黄鉄鉱が生じたものも見られ，石器石材として良好なものとなっている．

キーワード：石器石材，旧石器，縄文，頁岩，珪化作用

はじめに

下仁田町馬山から藤岡市にかけての段丘面上には，旧石

器時代，縄文時代などの遺跡が多く立地しており，しばし

ば畑地などで石器が散在していることがある．これらの石

器の石材は，無斑晶質安山岩のものもあるが，風化した表

面が灰白色で，新鮮な内部は青灰色を示すものが多くみら

れる．この石材は，珪質で緻密質，貝殻状断口を示し，一

見しただけでは岩石種を判断しかねるもので，「頁岩」と

判断されることが多い．

群馬県内の頁岩系石材について，最初にその産地を明ら

かにしたのは中束・飯島（1984）であり，黒色頁岩の産地

を「上越地方猿ヶ京層群の赤谷黒色頁岩層」に比定した．

磯貝・大工原（1993）は，安中市大下原遺跡の石器と河川

採集サンプルの岩石薄片を作成し偏光顕微鏡観察し，「黄

緑色泥岩」の産地を下仁田層に比定した．また，桜井ほか

（1993）は，鏑川流域の石材調査を実施し，「青灰色の珪質

頁岩」は南牧川上流の南牧村六車，大日向，桧平において

多くみられることを明らかにした．このほか，陣内（1990），

磯貝（1995，1998）などで頁岩産地について検討している．

とりわけ桜井ほか（1993）は，南牧川上流に珪質頁岩が多

いことを報告しているが，その産出層までは明らかにされ

短　報
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表 1　調査地点一覧．

なかった．群馬県内では，石器石材として新潟県境部の黒

色頁岩，武尊山と八風山の無斑晶質安山岩（黒色安山岩）

についての研究は比較的多いが，鏑川流域の「頁岩」につ

いての調査報告等はあまり多くないのが現状である．

鏑川の「頁岩」がどこからもたらされたか，筆者の 1人，

堀越は以前から疑問に思い，鏑川をさかのぼって石材調査

を行っていた．堀越の調査データの提供を受けて，下仁田

自然学校のメンバーが中心となっている金剛萱遺跡研究会

（代表・中村由克）では，2012年 4月に南牧川流域の石材

調査を行い，堀越の調査成果を追認した．

本稿は，堀越の長年の調査結果をまとめた堀越原稿をも

とに，中村が石器石材とフィールドで採集した石材サンプ

ルを顕微鏡観察した結果を加えて，全体をまとめたもので

ある．

金剛萱遺跡における頁岩系の石器石材

金剛萱遺跡では，2007年から大露頭のあるこんにゃく

畑地点での石器の表面採集が続けられ，2009年に試掘調

査を実施した．また，それより標高が少し高いところの林

道地点では，2011年に発掘調査が実施された．

こんにゃく畑地点では，多くの石器が表面採集されてい

るが，無斑晶質安山岩の旧石器時代のナイフ形石器 1点を

除き，石斧未成品や剥片など大半が「頁岩」である（金剛

萱遺跡研究会ほか，2014）．林道地点 2011年発掘では，出

土遺物 10点中，頁岩が 6点を占める（金剛萱遺跡研究会

2013）．林道地点の遺物は，後期旧石器時代前半期のもの

であるが，こんにゃく畑地点の「頁岩」製遺物は，時代未

特定で，多くは縄文時代のものと推定されている．

調査研究方法

鏑川の河川礫は，上流の複雑な地質を反映し，安山岩や

チャートをはじめとする約 20種類の岩石がみられ，礫種

は多様である（下仁田自然学校ほか，2005）．この 2005年

調査によれば，1m2枠内に 100個，200個の礫を取り出し

て礫種を調べたところ，「頁岩」はほとんど見つからない

図１．調査位置図．
黒丸：「頁岩」礫が確認された地点，□内は礫の点数，　白丸：「頁岩」礫が確認されなかった調査地点．
番号は表 1を参照．
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ほど，点数は少なかった．そこで，本調査では 5× 5mの

枠を作り，その中にあるピンポン玉以上のサイズの「頁岩」

礫の個数を数えた．

調査場所は，群馬県の甘楽町，富岡市，下仁田町，南

牧村にわたる鏑川とその支流を対象とした．塩畑堂橋上

流 300ｍを基点に，鏑川‐南牧川本流 6か所と，支流の

合流地点付近 11か所を調査地点とした（図 1）．調査は，

2010年 11月～ 2011年 3月の期間に，堀越 1名で実施した．

石器と石材サンプルの顕微鏡観察は，非破壊の方法で，

実体双眼顕微鏡ニコン SMZを 10～ 40倍で使用し，写真

はデジタルカメラキャノン IXY110と自作のアクリル製ア

タッチメントを使用して，コリメート法により撮影した．

鏑川水系における「頁岩」の礫の調査結果

調査地点ごとの「頁岩」の点数は，表 1に示す．本調査は，

「頁岩」礫の起源を探ることを主目的にしたので，ほかの

礫の岩石種構成や「頁岩」礫のサイズ，重量などは未計測

である．青灰色の「頁岩」が多く確認されたのは，下仁田

町青岩から上流の鏑川と南牧川，熊倉川であり，それ以外

の支流には全く見られなかった．「頁岩」が確認された熊

倉川～鏑川の調査地点では，南牧村歓能の熊倉川が 208点

で最も多く，南牧村磐戸の 38点，下仁田町宮室の万年橋

48点，下仁田町青岩の 30点などで多く確認され，最下流

の富岡市塩畑堂橋でも 3点が確認された．

「頁岩」の原産地

河川における「頁岩」礫の分布調査から，この石材の原

産地は南牧川上流の熊倉川流域に原産地があると考えられ

る．群馬県地質図作成委員会（1999）によれば，熊倉川流

域には広く秩父累帯北帯の黒色頁岩，チャートなどが分布

する．同図幅では柏木ユニットとされているが，埼玉総会

中・古生界シンポジウム世話人会（1995）と中野ほか（1998）

は万場・上吉田ユニットとしている．

熊倉川最上流の象ヶ滝より約 100ｍ下流より上流域に

は，新第三紀中新世の内山層が分布しており，風化した表

面は灰白色で，新鮮な内部は青灰色で，黒灰色の部分も混

じる「頁岩」が見られる．象ヶ滝の南には，凝灰角礫岩や

溶岩からなる中新世の本宿層下部層が分布し，この中にひ

ん岩脈が貫入している（図 2；群馬県地質図作成委員会，

1999）．

河川にみられる角礫の表面は，茶褐色になっており，褐

鉄鉱の汚染を受けているものが多い．「頁岩」は貝殻状断

口を示し，珪質で緻密質な岩質であり，石器の石材に極め

て類似するものである．このことから，象ヶ滝付近の内山

層中の「頁岩」が礫となったものが，下仁田町などに見ら

れる石器の石材と推定される．

なお，象ヶ滝の「頁岩」中には海棲の二枚貝の化石が含

まれている．下仁田町の下鎌田遺跡の縄文時代石器の中に

も，同様な化石がふくまれるものがあるので，今後，化石

の同定をすることによって，より詳細な対応関係を追及す

ることができるかもしれない．

図２．熊倉川上流象ヶ滝周辺の地質図（群馬県地質図作成委員会，1999 より作成）．
A:　ひん岩，　B:　本宿層，　C:　内山層，　D:　秩父累帯北帯．
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図 3．金剛萱遺跡出土の石器ならびに象ヶ滝下の石材サンプル . 
（1）：金剛萱遺跡　石斧未成品 070801，（2）：金剛萱遺跡　スクレイパー 0904-4,  (3)：象ヶ滝下サンプル 3　珪質細粒砂岩， 
（4）：象ヶ滝下サンプル 2　珪質頁岩～珪質細粒砂岩 . 石器ならびに石材サンプル写真の縮尺は不同 . 

図 4．金剛萱遺跡出土の石器ならびに象ヶ滝下の石材サンプル（図 3）の実体顕微鏡写真．
写真番号は図３の番号と一致する．スケールは１mmを示す．
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石器と象ヶ滝サンプルの顕微鏡観察

図 3に石器と石材サンプルを，また図 4にそれらの実体

顕微鏡写真を示す．観察結果は以下のとおりである．

（1）：金剛萱　石斧未成品　070801

　　　　 珪質細粒砂岩　風化面は緑灰色で，石英，黒雲

母などの鉱物を含む．頁岩よりは粗粒で，細粒

砂岩の範疇に入る．

（2）： 金剛萱　スクレイパー　0904-4

　  　 珪質細粒砂岩　風化面は明緑灰色で，（1）よりは細

粒．風化面に小さな正方形の褐色の鉱物が見られ

るが，黄鉄鉱が酸化したもの．

（3）：象ヶ滝下　石材サンプル 3

　  　 珪質細粒砂岩　石英や有色鉱物を含む．（1）に近い

粒度で，たいへん類似する．

（4）：象ヶ滝下 2　石材サンプル 2

　  　 珪質頁岩～珪質細粒砂岩　（3）の石材サンプル 3よ

りは，細粒である．結晶の種類は未確認．金色に

光る鉱物が見られ，黄鉄鉱である．（2）に近い石材

である．

顕微鏡観察による検討事項

図 4の（1）と（3）は，共に比較的粗い細粒砂岩で，石英，

黒雲母などの酸性火山灰を少し混じる．（2）と（4）は，少し

細粒の細粒砂岩～頁岩で，含有鉱物は未確認であるが，接

触熱変質によると思われる黄鉄鉱が二次鉱物として含まれ

ている．

象ヶ滝下のサンプルを内山層の一般的な砂岩，泥岩に比

べると，より固結したものであり，珪化作用により玉髄が

充填されていると推測される．さらに，黄鉄鉱が含まれる

ことから，弱い熱変質を受けていることがわかり，ごく弱

いホルンフェルス化を被っているため，これらの局所的な

変質作用で石器石材に適した硬い石材になっていると考え

られる．

縄文時代中～後期の長野県佐久市臼田町田口の大奈良遺

跡では，黄鉄鉱が生成した内山層の珪化した灰色頁岩が多

く用いられており，田口の雨川などの河川礫が石器素材と

推定されている（中村，2005）．大奈良遺跡の石材と比較

すると，南牧村側のものは，頁岩系でも少し粒度が粗いも

のが主体である点が相違するが，いずれも局所的な珪化・

接触熱変質作用を受けた内山層の泥岩，砂岩である点は共

通する．

まとめと課題

富岡市から南牧村までの鏑川水系の河川礫の調査によ

り，この地域に多い石器石材の「頁岩」の一部は，最上流

の長野県境域に分布する中新世の内山層の泥岩，砂岩に由

来するものである可能性が高い．本調査では，この石材の

正体を探るために原岩分布域を追求した．一般的な中新世

の堆積岩では石器石材に適した硬さにはならないことが多

いが，貫入岩が付近にあることにより，珪化作用や弱い接

触熱変質作用を被ることで，局所的に石器石材の原産地が

できる 1例を示すことができた．

鏑川流域に多くみられる頁岩系の石材については，これ

まで磯貝・大工原（1993）や桜井ほか（1993）などで岩石

種の検討や河川での礫の存在が注目されていたが，この石

材の原産地までさかのぼり，これらが含まれる地層を解明

したのは，本稿のもととなった堀越の石材調査だと思われる．

旧石器人類や縄文時代人は，石器の素材を源流の露頭に

求めたのではなく，河川の礫を採集しているので，今後は

それぞれの遺跡における石器の自然面の形状に注目し，そ

れらの素材礫がどこからもたらされたものなのか，先史人

類の石材の採集地まで解明することが課題となる．

あとがき

本稿執筆にあたっては，下仁田自然学校の皆様にご討論

いただき，また本稿の一部は金剛萱遺跡研究会の石材調査

で明らかになったことを含み，論文執筆の機会を与えてい

ただいた．下仁田自然史館と下仁田自然学校の皆さまには，

調査研究に際して格別の便宜を図っていただいた．とりわ

け，麻生敏隆氏と須藤隆司氏には，文献や野外調査で大変

ご教示をいただいた。本稿は，査読者の大工原豊氏のご指

摘により改善された．以上の方々に感謝の意を表する．な

お，本稿のまとめの一部には，明治大学新領域創成型研究

「後期旧石器時代前半期の石器石材の移動に関する地質学

的研究」（代表者：中村由克）からの助成を得ている．
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