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資　料

群馬県南東部八王子丘陵で発見された球顆およびそれを含むデイサイト礫について

Spherulite-bearing dacite found in Hachioji Hills,Gunma Prefecture,Japan．
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Abstract： We found the spherulite-bearing dacite boulders in Hachioji Hills, southeast Gunma Prefecture, Japan. 
We examined the distribution of the boulders and investigated then by means of optical microscope, XRD and EDX.  
  The structure of spherulite which yields from Hachioji Hills is considerably different with hitherto known spherulites 
(e.g. quartzose spherulite, which fills up the gas cavity in a rhyolitic lava). The spherulite consists of plagioclase, 
clinopyroxene, magnetite, sanidine and cristobalite, and it is covered with a thin carbonate-like layer. The matrix, outside 
of spherulite, consists of plagioclase, clinopyroxene, magnetite and glass. In and around the spherulite, there are some 
amounts of phenocrysts of plagioclase, clinopyroxene and magnetite and sometimes their clots. This clinopyroxene seems 
to be pigeonite, judging from the optical properties. 
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要旨：群馬県南東部八王子丘陵から発見された球顆を含むデイサイト礫含有層の層序分布，水平分布を明らか

にするとともに，球顆とその母岩の偏光顕微鏡観察，Ｘ線回折および蛍光Ｘ線分析に基づく岩石記載を行った．

その結果，球顆とそれを含む母岩基質の結晶組成の相違，両者に含まれる集斑晶とピジョン輝石の存在を明ら

かにした．

キーワード：八王子丘陵，球顆，デイサイト，集斑晶，ピジョン輝石

はじめに

群馬県南東部の太田市，桐生市，みどり市にかけては，

金山・八王子・鹿田山などの丘陵群が帯状に南東から北西

方向に長さ約20km，幅約3kmおよび，主軸の標高250m前

後で足尾山地南西縁に並行して分布している．これらの丘

陵群と足尾山地の間には渡良瀬川が南東方向に流下してい

る．丘陵の基盤は足尾帯の中・古生層および古第三紀溶結

凝灰岩類からなり，これらに新第三紀中新世の藪塚層を主

体とする地層が不整合や断層で接している．今回筆者等は

藪塚層中の湯ノ入部層・籾山峠部層・菅塩礫層より球顆を

含有するデイサイト礫および類似の外見を示すが球顆の特

徴を異にするデイサイト礫が2種類存在することを発見し

た．今回発見した球顆は，流紋岩に見られる溶岩中に生じ

たガス孔を充填するような石英質の球顆とは異なり，特異

な産状をしめす．また，このデイサイト等にピジョン輝石

が含まれていることが判明した．　

地質概要

表題の球顆を含むデイサイト礫（図3）はこの地域の新

第三系の湯ノ入部層，籾山峠部層および菅塩礫層から発見

される．本地域の第三系については河井・山田（1960），

須藤ほか（1976）らにより層序の基本が確立されたが，研
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究者により一部層序区分や年代に一致しない点がある．本

稿で使用する層序は飯島・吉川（1994）の区分（図2）に

基づいた．

1．古第三紀

金山溶結凝灰岩は白色の流紋岩質溶結凝灰岩からなり，

中・古生界を不整合に覆って，太田市の金山（239m），桐

生市の茶臼山（293）m，みどり市の鹿田山（232m）など

第2地点

第3地点

第1地点 黒石貫入岩体

御所山

図１．調査地域の位置および本文中のデイサイト礫産出場所．
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丘陵頂部に広く分布する．高橋ほか（1991）のK-Ar年代

法により58.5±3.2Maおよび56.8±3.4Maが得られている．

北長岡溶結凝結凝灰岩は細粒緻密の流紋岩質または安山岩

質溶結凝灰岩で，中・古生層を不整合に覆う．

2．新第三紀

2－1　滝ノ入部層

新第三系は滝ノ入部層を最下部層とする．白色軽石質凝

灰岩で構成され，かつては石材として採掘されていた．北

長岡溶結凝灰岩や足尾帯の岩石片を含み，八王子丘陵西斜

面に小規模に分布している．陸上堆積の軽石流堆積物であ

る．

2－2　湯ノ入部層

本部層は火山砕屑物を主体とする淡水域の堆積物で，一

部に陸上堆積の凝灰岩や溶岩類を含む．八王子丘陵西麓に

分布している． 

2－3　籾山峠部層

本部層は八王子丘陵南東部の南西山麓に分布する．籾山

峠南では基盤の中・古生層にアバットし南西側に傾斜し，

風化粘土層や泥岩，淘汰不良の礫層を含む．礫種はチャー

ト，砂岩，頁岩，金山溶結凝灰岩，黒色安山岩などからなる． 

2－4　大鷲部層

本部層は安山岩質の暗灰色軽石凝灰岩，黒色縞状溶結凝

灰岩，灰白色軽石凝灰岩などで構成される．八王子丘陵南

西麓に分布する．高橋ほか（1991）は溶結凝灰岩のK-Ar

年代法により15.0±1.6Maとした．

2－5　菅塩礫層

本礫層は未固結の円礫・亜円礫からなる河川堆積物であ

る．中新世の地層を不整合に覆い南西山麓尾根の先端部に

分布する．太田市大鷲町の採石場跡地（北関東自動車道脇）

には菅塩礫層からなる大露頭が存在する．ここでは大鷲部

層を不整合に覆う河川性の円礫・亜円礫を主体とする層厚

約20mの礫層が堆積している．

2－6　貫入岩体

八王子丘陵地域には少なくとも三つの貫入岩体が確認さ

れている．太田市藪塚町滝ノ入黒石峠西の黒石貫入岩体，

この西方に連続する岩脈，および吉沢町萩原の鹿島宮背後

の鹿島宮岩体の三つである．黒石貫入岩体は柱状節理が発

達し，黒色緻密な安山岩質岩で滝ノ入層を貫いている．黒

石貫入岩体の西方に連続する結晶質岩脈は，堅硬かつ緻密

な黒色安山岩質岩で構成され，尾根道に沿って延びている．

鹿島宮岩体は鹿島宮背後の円錐形の小峰を形なする黒色玄

武岩質岩からなる．　

球顆および球顆を含有するデイサイトの産状と特徴

八王子丘陵地域から球顆を含有するデイサイト礫を発見

した．また，本地域にはこれと類似の外見を示すが球顆の

特徴を異にするデイサイト礫も2種類存在することを見出

した．さらに，球顆を有しないが成因的に関連があると思

われるデイサイト礫も存在する．以下に球顆含有デイサイ

ト礫を中心に，成因的に関連があると思われるデイサイト

礫（以下球状構造を有する礫a型およびb型ならびに，その

他の礫であるc型と呼ぶ．）の産状と特徴を述べる．

1．球顆含有デイサイト礫

1－1　産状と特徴（第1地点）　
図２．八王子丘陵に分布する新生界の層序表．
飯島・吉川 (1994)による . 

図３．籾山峠部層から産出した球顆含有デイサイト礫．第２地点．
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産状：球顆含有デイサイト礫は，太田市藪塚町台地区の太

陽光発電所東側の露頭および発電所に至る道路脇の露頭に

産出する．本露頭は，藪塚層湯ノ入部層の最下部火山角礫

岩層に属する．道路脇の露頭では二層の火山角礫岩層の間

に層理を有する凝灰質砂岩層が挟まれる．球顆含有デイサ

イト礫は上位の火山角礫岩層に含まれ，この層が発電所の

露頭に連続する． 

特徴：球顆含有デイサイト礫は外観が岩屑なだれの様相を

呈する．地層全体は径数cm～数十cmの亜角礫～亜円礫か

らなり，細粒マトリックスはほとんど含まれない．これら

の礫の大部分は堅硬なガラス質デイサイト礫である．球顆

含有デイサイト礫は風化により黄褐色の球顆が表面に露出

している．この黄褐色礫の内部は表面より風化の度合いは

弱いが中心部まで風化が進んでいる．礫の基質は淡灰色

で，球顆は灰色のものが大部分であるが，中心部が暗灰色

で新鮮な状態を保っているものも見られる．球顆の外見的

特徴は球状で径1～ 8mmの単球のものや複数個重なった

ものが不均一に分散している．礫表面の球顆密度は約70個

／ 25cm2で，層状の平行配列が認められる．球顆は表面全

体を薄い一層の膜状物で覆われ基質とは明らかに識別され

る．また，この露頭では部分的に成因の異なる後述のa型

の礫も見られる．

1－2　産状と特徴（第2地点）

産状：太田市西長岡町八王子公園より丘陵尾根に至る遊歩

道沿い，菅塩沼付近の山腹斜面に存在する．球顆含有デイ

サイト礫は藪塚層籾山峠部層に属する地表から転石として

発見される．径数十cmの角礫や円礫として発見されるも

のが多い．

特徴：礫の表面は淡灰色や褐色になっているものや未風化

の状態で地表に露出しているものもある．捕獲岩は含まれ

ていない．全体的にこの層から発見される球顆含有デイサ

イト礫は風化の度合いが弱く径数mmのものでも新鮮な状

態を保っている．図3のものでは礫径約30cmで球顆は比較

的大きく1.5cm大のものが主となっている．風化の度合い

は弱く，層状の平行配列が見られる．球顆は球形や楕円体

状で礫表面の球顆密度は径4mm程度からなるもので90個

／ 25cm2，径2～ 3mm程度のもので180個／ 25cm2である．

球顆は単球のものや複数のものが接合しているものがあ

る．球顆部に挟まれた3cmほどの厚さの層状基質に冷却に

伴う節理を生じている礫も見られる．この層から発見され

る球顆含有デイサイト礫は立方体や直方体に近い大礫や円

礫が見られる．また，後述するc型の巨礫や大礫と混在し

ている．

1－3　産状と特徴（第3地点）

産状：太田市大鷲町の採石場跡地の菅塩礫層に属する露

頭である．ここでは，球顆含有デイサイト礫は河川堆積

物からなる層厚約20mの礫層中に，他の礫に混じって円礫

として混入している．礫の最大は径約70cmの円礫で径2～

8mm程度の球顆で構成されるものや，径2～ 3mm程度の

小球顆のみから構成される礫もみられる．

特徴：礫には，母岩の基質がすべて風化により変質し，礫

の形を保ったまま採取できないものもある．菅塩礫層中の

球顆含有デイサイト礫は一般に風化の度合いが強く，表面

の球顆から順次脱落して礫全体が自然に矮小化している．

新鮮な球顆は暗灰色であるが風化の進行に伴い表面から不

透明鉱物に覆われ，褐色の球顆となって礫表面に露出して

いる．ここで発見された最大礫の表面の球顆密度は50個／

25 cm2である．礫表面では風化の度合いが強い．礫内の球

顆分布は不均一で幅2cm程に球顆が密集する層状部と10cm

程の球顆の少ない層とが互層をなして平行に重なってい

る．径2～ 3mmの小球顆からなる礫で，基質は中心部ま

で風化が進行しているにもかかわらず，球顆の内部は未風

図５．菅塩礫岩層の露頭写真．
　　　→の先に球顆含有デイサイト礫があった．第３地点．

図４．太陽光発電所わきの露頭．湯ノ入層部中の火山角礫岩層．球
顆含有デイサイト礫を含んでいる．折尺は１m．第１地点．
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化の核を保っているものがある．さらに，この層の最下部

からは後述するb型の礫が1個だけ見つかっている．

2．構成鉱物等

球顆内には，偏光顕微鏡観察によって斜長石，サニディ

ン，および鉄鉱物が，X線回折（図6）によってクリスト

バライトおよびカリ長石が認められるが，ガラスは認めら

れない．基質には，X線回折で斜長石およびガラスが認め

られるが，サニディンは認められない．球顆内，基質共に

石英は認められない．また球顆内，基質共に斜長石・輝石・

鉄鉱物等からなる集斑晶が認められる．斑晶はまれにしか

存在しない．微細な基質構成結晶は著しい流理をなし，特

に集斑晶の周囲では渦状配列をするものが多い．最も大き

い集斑晶のサイズは約5.8mmである．なお，さらに基質，

球顆およびその内部の集斑晶を貫く複数の脈状割れ目が存

在し，充填物質で満たされている．

2－1偏光顕微鏡観察

球顆含有デイサイト礫は，球顆部とそれを取りまく基質

部からなり，その両者に，時に両方にまたがって斜長石お

よび単斜輝石からなる集斑晶が認められる．以下に各部の

顕微鏡下における特徴を述べる． 

球顆：細長柱状の斜長石および単斜輝石を主とし，それら

の粒間を斜長石よりも屈折率の低い鉱物であるアルカリ長

石のサニディンが充填している．サニディンの結晶は大き

いものは長さ約0.07mm，幅約0.006mmであり，平均的に

は長さ約0.03mm，幅約0.003mmである．粉末X線回折パター

ンからはクリストバライトの存在が予想されるが，顕微鏡

観察では確認できていない．単斜輝石は無色～淡褐色，結

晶全体として斜消光し，干渉色は高いが，部分的に干渉色

の低い部分もみられ，不均質である．斜長石および単斜輝

石の配列による流理状構造が認められ，基質部のものと調

和的にみえる．また，球顆の外周は干渉色の高い微細結晶

の薄層で取りまかれている．球顆・基質の両者を貫いて高

干渉色で炭酸塩鉱物様鉱物からなる細脈が見られる．

基質：細長柱状の斜長石および単斜輝石を主とし，それら

の粒間を無色～淡褐色のガラスが充填している．ガラスは

微細な塵状物質を含むことが多い．粉末X線回折パターン

からはクリストバライトおよびサニディンは確認できな

い．風化基質にはモンモリロナイトが認められる．単斜輝

石は，球顆のものと同様，全体として斜消光し，干渉色は

一般的に高いが，内部は不均質である．

斑晶斜長石：無色で累帯構造および双晶がよく認められる．

斜長石の斑晶は大きいもので約3.6mm，約1.3mmのものが

多く認められる．自形性を保持するものの他，部分的に丸

味を帯びた結晶もみられる．また，単斜輝石と集斑晶をな

して産出する結晶の亀裂に沿って炭酸塩鉱物様鉱物の細脈

が入り込んでいる． 

図６．菅塩礫岩層基底部から産出した球顆含有デイサイト礫におけ
る球顆部と基質部の X 線回折グラフ．上のグラフは球顆部，下のグ
ラフは基質部．球顆部における左の大きなピークはクリストバライ
ト（cr)．右のピークは斜長石 (pl)を示す．

図７．球顆含有デイサイト礫に見られる集斑晶の偏光顕微鏡写真 . 
a. オープンニコル , 丸い輪郭が球顆 ; b. クロスニコル , plは斜長石 . 目盛りは１mm．

ａ ｂ
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図８．菅塩礫岩層から産出した球顆含有デイサイト礫の偏光顕微鏡写真 . 
a. オープンニコル ; b. クロスニコル , plは斜長石．piはピジョン輝石．目盛りは１mm．

図９．ピジョン輝石斑晶の偏光顕微鏡写真 . 
a.オープンニコル , 一軸性に近い二軸性である ; b. クロスニコル , plは斜長石 , piはピジョン輝石．目盛りは１mm．

図 10．a 型の表面風化部の偏光顕微鏡写真 . 
a. オープンニコル , 基質部には多数の斜交する割れ目が見られる ; b. クロスニコル , plは斜長石．目盛りは１mm．

ａ ｂ

ａ ｂ

ａ ｂ
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斑晶単斜輝石：斑晶単斜輝石はピジョン輝石である．無色

～淡褐色，柱状結晶．C軸に平行な劈開が発達し，斜消光

する．やや高い干渉色を示し，双晶をなすものもある．一

軸性に近い二軸性結晶と思われ，正号結晶である．また，

やや丸みを帯びた輪郭を呈するものもある．自形結晶また

は斜長石と集斑晶をなして産出する．

斑晶斜方輝石：極めて稀にみられる．単独の自形～半自形

結晶または集斑晶の構成鉱物として産する．多くは無色に

近い淡褐色で弱い多色性を示すものもみられることがあ

る．やや丸みを帯びたものが多い．C軸に平行な劈開が認

められる．極めて低い干渉色を示し，二軸性結晶である．

斑晶斜長石中に包有物としてみられることもある．

不透明鉱物：大部分は黒色を呈する．球顆内，基質部を問

わず，約0.05mmほどの粒状～柱状またはそれらの集合体

として薄片全体に散在する．輝石に伴うものが多い．まれ

に0.1mmほどのものもみられる．斑晶鉱物中にも認められ，

この場合はやや粗粒のものが多い．長さ約0.02mm，幅約

0.003mmの鉄鉱物が全体に認められる．

3．化学組成

全岩化学組成の分析は日本電子製エネルギー分散型蛍光

X線分析装置JSX-3202Mにかけ，コリメーターは0.8mmで

測定し，結果は酸化物の重量％（wt％）で表示した．な

お，岩石資料はカッターで切断後，研磨面を作り斑晶のな

い部分を選定した．SiO2は，球顆部では66～ 71 wt％で，

5wt％程度の差がある．基質部では67～ 70 wt％で3wt％程

度の差が認められる．Na2Oは，球顆部では3.6～ 4.3 wt％で，

基質部では2.5～ 4.0 wt％で球顆部よりも若干少ない．K2O

は，球顆部と基質部では差が少なく3.0～ 3.6 wt％である．

CaOは，球顆部では2.6～ 3.7 wt％で，基質部では2.6～ 3.4 

wt％である．FeOは，球顆部では2.0～ 6.2 wt％，基質部で

は1.7～ 5.3 wt％である．球顆部と基質部ではほとんど差

がない．MgOは，基質部のみに認められ1wt%以下と少ない． 

球状構造を有するデイサイト礫，球状構造を有しない

デイサイト礫，および貫入岩

球顆含有デイサイト礫の発見された礫層中には，部分的

に球状構造を有するデイサイト礫2種類（a型，b型）およ

び球状構造を有しないデイサイト礫（c型）が認められた．

これらとの関連性が予想される黒石貫入岩体を含め，以下

にそれらの層序と特徴を述べる．

1．球状構造を有するデイサイト礫，a型

分布：太田市藪塚町台地区の太陽光発電所東側の露頭およ

びここに至る道路脇に産する．藪塚層湯ノ入部層の最下部

火山角礫岩層である．

産状：本デイサイト礫は表面が暗灰色で風化の度合いが弱

い．球顆は一部にまとまって認められ，基質部は暗灰色で

ある．

構成鉱物等：球顆集中部は灰色の風化した球顆が存在する．

それ以外の部分は暗灰色の未風化基質で，集斑晶が見られ

る．基質部には多数の斜交する小さな割れ目が入り，基質

を細分している．基質部はチャート礫類似の外観を呈する．

　

2．球状構造を有するデイサイト礫，ｂ型

分布：太田市大鷲町の採石場跡地（北関東自動車道脇）の

菅塩礫層最下部にあたる大露頭である．円礫や亜円礫の金

山溶結流紋岩やチャート等から構成され，マトリックスは

砂質である．

産状：本礫は，太田市大鷲町の菅塩礫層最下部の大鷲層と

の不整合面直上から，1個だけ発見されたデイサイト礫で，

暗灰色を呈し捕獲岩を含まない．径20cm大で表面は約

3mmの厚さの黄色風化殻で覆われ，礫全体に幅2～ 3mm

の平行する直線的割れ目が見られる．内部は1～ 7mmの

球状や楕円体状の球顆が層状に並んでいる．礫の断面では，

表１．球顆含有デイサイト礫，a 型，b 型，c 型，および黒石貫入岩体の全岩化学組成表．

資料番号１～４（グレー枠）は球顆含有デイサイト礫.５～８（白枠）はa型デイサイト礫，b型デイサイト礫，c型デイサイト礫，および黒石貫入岩体.
測定は，黒石貫入岩体以外は，研磨平滑面での測定値（wt%）.黒石貫入岩体は，平らな破断面 .
測定は，日本電子製エネルギー分散型蛍光 X線分析装置 JSX-3202Mにかけ，コリメーターは 0.8mmによる .
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図 11．何重にもなる同心円状の脈が見られる b 型の球顆の偏光顕微鏡写真 . 
a. オープンニコル ; b. クロスニコル．目盛りは１mm．

図 12．基質部の微細結晶が斑晶の周囲でわずかに乱れている c 型の偏光顕微鏡写真 . 
a. オープンニコル ; b. クロスニコル , plは斜長石．目盛りは１mm．

図 13．岩脈における集斑晶 とピジョン輝石 . 
a. オープンニコル ; b. クロスニコル , plは斜長石 , piはピジョン輝石．目盛りは１mm．

ａ ｂ

ａ ｂ

ａ ｂ
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細脈が角の丸い四角形や閉じた閉曲線からなる房を形成し

ている．この房の中に同心円状の脈で何重にも取り囲まれ

た球顆が存在する．球顆の形は礫の内部になるにつれ次第

に変化し，ついには房の形へと近づいてゆく．これらの特

徴はタマネギ状風化によることを示しており，球顆含有デ

イサイト礫の球顆のような膜状物がなく，両者の見かけ上

の類似に過ぎない．

構成鉱物等：斑晶は少ない．まれに約0.5mm程の斜長石や，

僅かに約0.2mmの鉄鉱物が認められる．基質の微小結晶は

ほぼ一定方向に配列しているが，僅かに含まれる斑晶の周

りでは屈曲している．

3．球状構造を有しないデイサイト礫，c型

分布：八王子丘陵に広く見られ，水平分布域が球顆含有デ

イサイト礫の分布域と重なる．湯ノ入部層および籾山峠部

層に多く含まれ，菅塩礫層中にも円礫として混入するなど

層序分布も重なっている．太田市藪塚町台の発電所～籾山

峠に至る尾根遊歩道沿いには，湯ノ入部層に属するものが

散在分布している．特に御所山（275m）周辺の遊歩道沿

いには径2mに及ぶ岩塊が集積している場所がある．また

尾根西側斜面にこの型の礫からなる礫層が約30mの範囲で

見い出される．

産状：暗灰色緻密なガラス質溶岩で球顆を含まない．礫の

特徴は内部に細い割れ目に区画された径1cm程のハニカム

状構造が発達していることである．この構造の1単位に当

たる房内には1～複数個の淡灰色のぼやけた塊状物，その

周囲は暗灰色の基質で満たされている．本デイサイト礫は

きわめて硬いガラス質のためハンマ－で割りにくいが，こ

の房に沿って割れるため小片に分裂してしまい，塊のサン

プルが得にくい．野外ではハニカム状構造が風化により露

出して，一見してこの型の礫であると識別できる．また群

馬県立青少年自然の家駐車場南の小峰では，滝ノ入凝灰岩

を直接覆って，この型の礫を含む火山角礫岩層が堆積して

いる．また籾山峠部層に属するものは太田市西長岡町や菅

塩町の尾根上では球顆含有デイサイト礫とc型デイサイト

礫が混じって散在する．　　　　　　　　　　　　　 

構成鉱物等：斜長石の斑晶が僅かに含まれるが，集斑晶は

認められない．基質部の微細結晶は斑晶周囲で僅かに乱れ

る程度である．偏光顕微鏡下では，細脈状の割れ目と肉眼

で識別されるハニカム状構造の割れ目との区別は難しい．

 

4．a型，b型，およびc型の化学組成

SiO2は 66.3～ 68.3wt％であった．Al2O3は16.7～ 17.0wt％，

Na2Oは3.3～ 3.6wt％，K2Oは3.0～ 3.4wt％でいずれも差が

少ない．CaOは2.6～ 3.6wt％であった．

5．黒石貫入岩体と岩脈　

分布：太田市藪塚町滝ノ入の黒石峠西の遊歩道ピークが黒

石貫入岩体である．貫入岩の西方尾根の登山道沿いに岩脈

がある．

産状：登山道南脇にみられ，標高274m付近の露頭では岩

脈がN74°W方向に伸びている．黒石貫入岩体の南斜面は

急崖をなす．

構成鉱物等：岩脈は，黒色緻密のガラス質できわめて硬く，

斜長石と輝石からなる集斑晶が認められ，基質部は斜長石

の結晶が集斑晶や斑晶を取り巻くように配列している．岩

脈中の普通輝石斑晶で丸みを帯びたものの中には，ピジョ

ン輝石が認められる． 

化学組成：SiO2は 56.5wt％であった．資料中もっとも少

ない値を示した．CaOは9.1wt％であった．Al2O3は16.7～

17.0wt％， Na2Oは3.3～ 3.6wt％，K2Oは3.0～ 3.4wt％でい

ずれも差が少ない．

まとめ

八王子丘陵において球顆含有デイサイト礫が発見され

た．本礫は，藪塚層湯ノ入部層最下部の火山角礫岩層，籾

山峠部層，および菅塩礫岩層から見出された．球顆含有デ

イサイト礫に含まれる球顆の外観的特徴は径1mm～ 1.5cm

の球状であり，単球のものや複数個重なったものが不均一

または層状配列になっている．同層からは球状構造を有

するa型，b型，および球状構造を有しないc型のデイサイ

ト礫も見出された． a型は基質が大部分を占め，球顆が一

部にまとまっている．b型はタマネギ状風化による球顆で

ある．c型は球顆を含まずハニカム状構造が発達している．

球顆含有デイサイト礫の偏光顕微鏡観察では，基質部は斜

長石および単斜輝石を主とし，それらの粒間をガラスが充

填している．球顆部は斜長石および単斜輝石を主とし，そ

れらの粒間をサニディンが充填している．基質部と球顆

部の両者に斜長石および単斜輝石からなる集斑晶が認めら

れ，斑晶単斜輝石はピジョン輝石である．久野（1954）に

よればピジョン輝石を斑晶に含む岩石は世界中で8か所し

か知られておらず，その中の一つが足尾山地にあるとして

いる．

129



大澤澄可・矢島祐介・中島啓治・宮崎重雄

謝辞

本研究に当たり，群馬大学名誉教授吉川和男氏には多く

の御指導，御教示を戴き，さらに本稿にも目を通して下さ

り多くの有益な御教示を戴いた．早川由紀夫氏（群馬大学

教授）には多くの貴重な御教示を戴いた．地学団体研究会

前橋支部野村哲氏，中村庄八氏，中村正芳氏を始めとする

多くの方々にもさまざまなご協力を戴いた．小林哲夫氏（鹿

児島大学教授）にも有益な御教示を戴いた．群馬県立自然

史博物館菅原久誠氏には野外調査に同行して戴いた．ここ

に記して深く感謝申し上げる．

引用文献

飯島静雄・吉川和男（1994）：藪塚温泉の温泉地質．（財）群馬県温泉協
会学術調査報告，温泉科学，1-12．

河井興三・山田博（1960）：群馬県太田・大間々地域の第三系と後期
中新世における関東西北部の古地理について．石油技術協会誌，

25，（2），67-75．
久野　久（1954）：火山および火成岩．岩波書店，東京, 219pp．
須藤定久・田島順子・木崎喜雄（1976）：群馬県太田～大間々地域の第
三紀火砕岩類．地質学論集, （13）: 241-249．

高橋雅紀・大友育也・齋藤和男（1991）：群馬県東部金山地域に分布す
る溶結凝灰岩のK-Ar年代．地調月報，42: 167-173．

 

130


