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群馬県片品村に分布する鬼怒川流紋岩類下部層に含まれる松脂岩および球顆

Pitchstone and Spherulite from the Lower Kinugawa Rhyolites,
in Katashina Village, Gunma Prefecture, Japan.
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Abstract： The Katashina River, a tributary of the Tone River, branches off to Nebasawa, at Oshimizu. Furthermore, the 
upstream of Nebazawa is named Yuzawa, and has formed a deep gorge. Both Lower and Middle parts of the Kinugawa 
Rhyolites can be found in the surveyed area.  The upper part of the Lower Kinugawa Rhyolites yields a lake deposit and 
a layer of pitchstone. The layer of pitchstone is considered to be the extrusion of lava, and contains a large number of 
spherulite from one to ten centimeters in diameter. Most of the spherulite show oval (or almost circular) shape in its profile. 
Individual spherulites have concentric rings with different color tones visible. This occurrence might be the first report of 
such large-sized spherulites from Gunma prefecture.
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要旨：利根川の支流片品川は，大清水から根羽沢を分岐する．根羽沢は，上流では湯沢と名称を変え，深い渓

谷を形成している．今回，湯沢に分布する中新世の鬼怒川流紋岩類下部層の上部に，湖成層と推定される砕屑

性堆積岩，ならびに溶岩として流出したと考えられる松脂岩の存在が確認された．この松脂岩には炭化木のほ

か，直径 1-10㎝の球顆が多数含まれている．これらの球顆は円形に近い楕円形の断面を有し，そこには色調

の違いを伴う同心円状の構造が認められる．こうした大型球顆の報告は群馬県からは最初であると考えられる．

キーワード：群馬県，片品村，鬼怒川流紋岩類，松脂岩，球顆

1．はじめに

片品村は群馬県北東部に位置し，利根川の支流片品川の

上流部にあたる（図 1）．片品川は，尾瀬国立公園の尾瀬

沼への登山口である大清水から概ね東に向かう支流が分岐

する．この支流は部位によって名称が異なり，大清水から

大
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沢
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合流点までは根
ね

羽
ば

沢
ざわ

，それより上流は湯沢と呼ばれ

る．湯沢の下流部には湯滝が懸かる（図 2）．

村上・河田（1956）は，片品川支流では諸処に岩脈状あ

るいは岩床状の松脂岩が認められると記述しているもの

の，地質図では描画されておらず，詳細な層準が不明であっ

た． 図１．調査地域の位置．

131



中島正裕・宮沢公明・久保誠二

筆者らは，この地域の地質について以前から継続的に調

査しているが，今回，湯沢下流部の湯滝周辺に分布する鬼

怒川流紋岩類下部層の上部に湖成層と推定される砕屑性堆

積岩と松脂岩（ピッチストーン）が挟まれることを確認す

ると共に，松脂岩の中に大型球顆が含まれていることを発

見した．本報告では，根羽沢と湯沢中・下流部の地質，な

らびに松脂岩の産地と層序，それに含まれる球顆の概要を

記載する．

2．調査方法

松脂岩及びその周囲の地質構造を調べるために，調査地

域を地表踏査した．松脂岩については詳細に検討するため，

湯沢付近の河床 1-1.5m間隔で松脂岩をサンプリングし，

それらの薄片を製作し偏光顕微鏡で検鏡して詳細に調査し

た．また，湯滝の下流 25mの左岸側の崖でも，高さ約 1m

間隔で同様の調査を行った．球顆については現地で産状お

よび内部構造の観察，室内での薄片の検鏡観察を行った。

炭化木については樹種を同定するために横断面，接線断面，

放射断面の 3方向の切片を作成し，検鏡した．

3．地質概要

調査地域の地質について村上・河田（1956）は，5万分

の 1地質図幅「燧岳」で流紋岩類が分布していることを示

した．河田（1966）は鬼怒川上流部から片品川上流部にか

けて広く分布する流紋岩類を，奥日光流紋岩類・片品流紋

岩類・鬼怒川流紋岩類に区分し，それぞれの年代について

白亜紀・おそらく古第三紀・新第三紀とした．須藤（1976）

は片品地域の地質を研究し，根羽沢や湯沢の下流域には古

第三紀の片品川流紋岩類が，湯沢の上流域には新第三紀の

鬼怒川流紋岩類が分布すると報告した．根羽沢鉱山を調査

した中野（1981），中野ほか（1981）はこれに準じ，片品

川流紋岩類およびこれを不整合で覆う鬼怒川流紋岩類につ

いて記載した．新エネルギー総合開発機構（1986），山口

（1987）は鬼怒川流紋岩類を下部層・中部層・上部層に三

分し，これらの噴出時期を後期中新世とすると共に，須藤

（1976）の片品川流紋岩類が鬼怒川流紋岩類下部層に対比

される可能性を指摘した．これらの地層の名称について新

エネルギー総合開発機構（1986），山口（1987，1991）は

鬼怒川流紋岩類下部層・中部層・上部層とし，山口・高倉

（1988），山口（1988）は鬼怒川溶結凝灰岩類下部層・中部

層・上部層と記載した．また，鷹野・湯浅（2009）は片品

川源流調査を調査し，この地域に分布する流紋岩質火砕岩

を，流紋岩質溶結凝灰岩Ⅰ，流紋岩質溶結凝灰岩Ⅱ，流紋

図２．湯沢に懸かる湯滝．
滝の高さは 9m．写真の範囲の岩石はすべて松脂岩．

図３．根羽沢・湯沢付近の地質概略図．中野（1981），中野ほか（1981）に加筆．層序は久保ほか（2007）による．
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岩質凝灰岩（非溶結），流紋岩質溶結凝灰岩Ⅲ，白色凝灰

岩に分類した．調査地域には，新エネルギー総合開発機構

（1986），山口（1986,1991）の鬼怒川流紋岩類下部層の一部，

および中部層の一部が分布する。 

4．地質各説

調査地域には，鬼怒川流紋岩類下部層および鬼怒川流紋

岩類中部層が分布する．地質概略図を図 3に示す．

4-1 鬼怒川流紋岩類下部層

分　布：湯沢下流部および根羽沢流域に分布する．鬼怒川

流紋岩類下部層は須藤（1976）の片品川流紋岩類にあたる

（山口 , 1987）．

岩相・地質構造：白色の溶結凝灰岩，砕屑性堆積岩，松脂

岩（後述）よりなる．溶結凝灰岩は塊状で，大清水付近の

片品川では，石英・長石・角閃石・黒雲母の斑晶が認めら

れる．根羽沢では熱水変質を受けて堅硬で，石英の斑晶は

目立つが，長石は変質し，黒雲母は緑泥石化している．鏡

下で溶結凝灰岩は，ガラス質石基中に多量の石英・斜長石・

カリ長石・黒雲母の結晶片が認められる．

湯沢の湯滝下流約 40mから，さらに下流の北
きた

場
ば

沢
ざわ

合流

点付近にかけては，砂岩・泥岩・礫岩よりなる砕屑性堆積

岩が分布する（図 4）．湯沢の北場沢合流点付近では，鬼

怒川流紋岩類下部層の白色溶結凝灰岩上に，浸食面を挟ん

で粗粒砂岩が重なる．浸食面の走向・傾斜は N32ﾟW・25ﾟE，

N26ﾟW・90ﾟ，E-W・52ﾟSと，30m×30mの範囲で激しく

変化する．砕屑性堆積岩は谷がせき止められて誕生した湖

の堆積物と考えられ，湖成層下底の浸食面は，せき止め直

前の険しい谷地形を示すものだと推定される．砕屑性堆積

岩の走向と傾斜は，下部で N60-80ﾟE，40-50ﾟSE・上部で

N60ﾟE，40-55ﾟSEを示す．

湯滝の上流側 10mと下流側 25mの間には松脂岩が分布

する．松脂岩は下流側では N-S,85°Eの断層によって砕屑

性堆積岩に接する．上流側は層理の発達した白色凝灰岩に

覆われ，その走向・傾斜は N20-60ﾟE，35-60ﾟSEである．

白色凝灰岩の下底付近には，円磨された花崗岩・玄武岩・

溶結凝灰岩の大礫が少量含まれる．松脂岩と砕屑性堆積岩

の分布は湯滝付近に限られている（図 3）．松脂岩につい

ては後述する．

層　厚：鬼怒川流紋岩類下部層の大部分を占める溶結凝灰

岩が，その上部に確認された砕屑性堆積岩と同様の構造で

あるとすれば，下部層の層厚は 1300m+で，このうち砕屑

性堆積岩の層厚は 40m+，松脂岩は 13m+である．

層位関係：調査地域では鬼怒川流紋岩類下部層と基盤岩と

の関係は不明であるが，久保ほか（2007）は，片品川の

大清水から 5㎞下流のウルシ沢合流点付近で，基底礫岩を

伴って戸倉オフィオライト（佐藤・小松，1985）を不整合

に覆うと記載している．

地質年代：山口（1988）は鬼怒川流紋岩類（山口 ,1988で

は鬼怒川溶結凝灰岩類とされる）の K-Ar年代（全岩）を

まとめ，下部層で 9.5-8.0 Ma，中部層で 6.8-6.0Ma，そし

て上部層で 5.7-5.0Maに集中するとし，さらに再調査の結

果から，鬼怒川流紋岩類の上部層は 6Ma付近，中部層は

7Ma付近の年代を示すと述べている．その後山口（1991）は，

鬼怒川流紋岩類のK-Ar年代値を次のように集約している．

① 鬼怒川流紋岩類下部層：かなりばらつきが大きいが，

1つの例外を除いて 6Maより古く，10Ma前後のもの

もある．

② 鬼怒川流紋岩類中部層：7Ma付近にピークがあり，

それより古いものはないが，7Maより若い側にはか

なり年代値がばらつき，1Maより若いものまである．

③ 鬼怒川流紋岩類上部層：5-6Ma付近にピークを作りそ

れより古いものはほとんどないが，5Maより若い側

にはかなり年代値がばらつく．

また，山口・高倉（1988）は，大清水付近の片品川流紋

岩類（鬼怒川流紋岩類下部層にあたる）の K-Ar年代（全岩）

を測定し，7.4±0.4Maの値を得ている．これは山口（1991）

による鬼怒川流紋岩類下部層の年代範囲に入る．

4-2 鬼怒川流紋岩類中部層

分　布：湯沢中流域に鬼怒川流紋岩類中部層の一部が分布

する．

岩　相：中野（1981），中野ほか（1981）は，根羽沢鉱山

東側では片品川流紋岩類を覆い，下位より基底礫岩，水成

図４．鬼怒川流紋岩類下部層に挟まれる層理の発達した砂岩層．
ハンマーの高さは 28cm．
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火山礫凝灰岩，黒色泥岩，軽石凝灰岩，溶結凝灰岩の順に

重なると記載している．これら砕屑性堆積岩は局地的で，

湯沢の北側の尾根を通る鬼怒沼登山道や，さらに北側の奥

鬼怒林道では灰白色～灰色または淡茶灰色を呈し中粒～粗

粒の溶結凝灰岩よりなる．肉眼では 2㎜以下の石英・長石・

黒雲母の斑晶が顕著である．

鏡下では，2㎜以下の石英，斜長石，カリ長石・黒雲母

の結晶片を多量に含む．異質岩片はほとんど含まない．

層位関係：中野（1981），中野ほか（1981）の地質図およ

び記載によれば，湯沢のカラノマタ沢合流点付近で鬼怒川

流紋岩類下部層（須藤，1976）を不整合に覆う．既述のよ

うに，片品川流紋岩類は鬼怒川流紋岩類下部層にあたる（山

口，1987）．上位層との関係は調査地位では観察されない．

地質年代：山口・高倉（1988）は，調査地域の北に隣接す

る中ﾉ岐沢に分布する鬼怒川流紋岩中部層の溶結凝灰岩の

K-Ar年代（全岩）を，8.4±0.4Maと測定している．この値

は山口（1988，1991）がまとめた中部層の年代範囲からや

やずれている．その原因について山口・高倉（1988）は，

分析方法の違いによる（中ﾉ岐沢は全岩，奥鬼怒は黒雲母

またはカリ長石による）のかもしれないとしている．

4-3 貫入岩  

湯滝の上流 10m付近には黒曜岩が小規模に分布する．

黒曜岩は鬼怒川流紋岩類下部層の松脂岩およびその上位の

凝灰岩中に貫入している．漆黒でガラス光沢を示すが，典

型的な黒曜岩に見られる貝殻状の割れ目は観察されず，細

かい割れ目が発達している．また，湯滝の下流約 22mの

左岸には小規模の流紋岩貫入岩体が分布するが，詳細は不

明である．

鏡下で黒曜岩のほとんどはガラスよりなり，一枚の薄片

に 1-2個，径 0.5mm以下の斜長石，および径 0.3mm以下

の黒雲母斑晶が見られる．

流紋岩は変質が著しい．

5．松脂岩

5-1 松脂岩の基本的特徴

分布：今回，松脂岩の存在が確認されたのは，湯滝（図 3）

の上流約 10mと下流約 25mの間の河床および両岸の崖で

ある．

岩相および構造：松脂岩は一般に灰色－暗灰色で樹脂光沢

を持つが，湯滝の下流約 20mの河床では青灰色－緑灰色

を呈する．青灰色－緑灰色の松脂岩は，露出する岩体の最

下部にあたり，上方および上流側で灰色－暗灰色の松脂岩

に移化する．青灰色－緑灰色の松脂岩近くには流紋岩の貫

入岩体がある．

湯滝の下流側 5mの範囲には不規則に節理が発達してお

り，割れ目に沿って茶褐色に鉱染している．変質が進んだ

部分では松脂岩の樹脂光沢が失われている．松脂岩の岩体

は一連のもので，中に発泡した部分や塊状の部分は認めら

れない．

松脂岩には，後述する暗灰色－黒色のパッチ（以後，暗

色パッチと記述），炭化木，球顆が含まれる． 黒曜岩に接

する松脂岩は樹脂光沢が失われ，暗色パッチは白色化して

いる．

鏡下では，石基（暗色パッチおよび斑晶を除いた部分）

はガラスよりなるが，微小な割れ目を中心にその周囲は変

質が進んで陰微晶質化している．一枚の薄片に数個の 0.1-

0.2mm，まれに 1mmの大きさの斜長石斑晶が点在する．

層位関係：松脂岩の上位には鬼怒川流紋岩類下部層の最上

部にあたる層理の発達した白色凝灰岩が整合に重なり，下

位は鬼怒川流紋岩類下部層の上部となる砕屑性堆積岩と断

層で接する．

層　厚：松脂岩の流理構造（後述）が堆積面の構造を示す

とすると，層厚は 13m+である． 

5-2 暗色パッチ

暗色パッチは松脂岩のほか，球顆（後述）にも含まれる．

断面での形状は凸レンズ形・塊状などである（図 5）．大

きさは最大で長径 18cm，短径 1.5cm，最も多いのは長径

1-3cm，短径 0.3-0.7cmの範囲のものである．岩体上部で

大型暗色パッチを含む傾向が見られる．暗色パッチは長径

をほぼ同一方向に向けて配列し，明瞭な流理構造を形成す

ることが多い（図 5）．小型の暗色パッチは灰色で光沢が

鈍いが，大型のものはガラス光沢をもった漆黒色で，黒曜

図５．松脂岩中の暗色パッチと流理構造．
写真上部のパッチは特に細長いもの．スケールバーは 5㎝．
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岩と似ている．そのため，大型暗色パッチを多量に含む松

脂岩は，黒曜岩に似た外観を呈する．

暗色パッチによる流理構造の走向・傾斜は，ほぼ N40-

70ﾟE，40-65ﾟSEの範囲にあり（図 6），下位の砕屑性堆積

岩のそれとほぼ一致する．

鏡下で暗色パッチは繊維型と黒色粒子型に大別される

（図 7）．繊維型はガラスよりなり，黒色の繊維が，束ねた

毛髪に似た組織を示す．毛髪状の組織には，直毛状のもの

と乱れ髪状のものとがあり，繊維には細いものも太いもの

もある．同一の暗色パッチでは，繊維の太さはほぼ一様で

ある．繊維の伸張方向は暗色パッチの伸張方向とほぼ一

致するが，まれに斜交する場合もある．黒色粒子型は 30-

100µm の不透明粒子と暗色ガラスよりなる．繊維型と黒

色粒子型の中間の組織をもつ暗色パッチも少数見られる．

松脂岩中の暗色パッチと球顆中の暗色パッチとの組織は

酷似しているが，前者は微晶を欠くか，含んでいてもごく

少量であるのに対し，後者は多量の微晶を含む．松脂岩中

の暗色パッチは大部分繊維型で，球顆中のものは後述する

外核には黒色粒子型が多く，マントルには繊維型が多いが

黒色粒子型も含まれる．

図６．暗色パッチによる流理構造の走向と傾斜．　・ は走向と傾斜を計測できなかった測定点．

図７．松脂岩中の暗色パッチの顕微鏡画像．
A：繊維型  松脂岩中のもの　Pl：斜長石，結晶を取り巻くコロナが見られる．
B：黒色　斑点型　球顆中のもの．Aと Bいずれもオープンニコル．　松脂岩に含まれるパッチは白色微晶を伴わない．　スケールバーは 0.5㎜．
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5-3 炭化木

湯滝の下流約 25mの左岸急斜面中腹にある松脂岩の露

頭では，下底から約 5m上に，漆黒の炭化木が一本埋積し

ている．かつては三本の炭化木が認められたが，二本は崩

壊により失われた．肉眼で樹枝などの破片は観察されてい

ないが，炭化木周辺の松脂岩の薄片中には，0.5㎜以下の

炭化した植物片が含まれている．

炭化木は高さ 28cm，直径は下部で 12cm，上部で 10cm，

上端は二股に分かれて（図 8），N50ﾟE，78ﾟN方向で埋積

している．炭化木の東側（上流側）1mには，N5ﾟW，90ﾟ

の小断層が走っている．断層の東側では，炭化木含有層を

確認できなかった．

炭化木の上位 70cmと下位 250cmは，松脂岩が変質して

光沢を失い，暗灰色の泥岩様の色調に変わっている．松脂

岩中の暗色パッチは白色化し基質とともにガラスの大部分

が陰微晶質化している．変質の原因は不明である．変質層

の上下は不変質の松脂岩に急速に移化する．　

鏡下での炭化木横断面は，導管が見られず仮導管のみが

観察される（図 9）．また，晩材と早材が分かれ年輪が明

瞭である．このことから炭化木は針葉樹と同定されるが，

詳細は不明である．炭化木を含むことから，この松脂岩は

地下の岩床や岩脈が固結したものではなく，地上に噴出し

た溶岩が固結したものだと考えられる．

6．球顆

6-1 産状

球顆は松脂岩に含まれ，主に湯滝の下流 6-10mの範囲の，

左岸側急崖の下部に観察される．このうち湯滝の下流約

4m，および約 6m付近の左岸の崖では，河床から約 2-3m

上の厚さ約 50cmの範囲に，直径約 7-10cmの球顆が集中

して露出しており，その下位には直径約 1-3cmの球顆が

散在している．球顆を含む部分の周辺の松脂岩中には，大

小の不規則な節理が発達し，節理を中心に変質して茶褐色

に鉱染している．これらの節理は球顆中には及んでいない．

なお，右岸側の崖からは球顆は確認されていない．

球顆は緻密，堅硬である．基質の松脂岩よりも風化や浸

食に対して強いため，露頭では大型の球顆が，壁面から半

球状に突出していることが多く（図 10），中には母岩から

抜け落ちた球顆も見られる．球顆含有層が急崖にあること，

露頭が断片的であること，母岩に不規則節理が発達して崩

れやすいことなどの理由により，含有層の構造の詳細は明

らかでないが，下流側から上流側（西から東）へ傾斜して

いるように見える．同様の理由で，球顆と松脂岩中の暗色

パッチとの関係も観察が困難である．少数の観察例ではあ

るが，松脂岩中の暗色パッチは，球顆に沿って分布してい

るように見える．     

       

6-2 形状

球形に近い，多少いびつな三軸楕円体である．これまで

に確認した最大の球顆は円形に近い楕円形の断面を有し，

長径 10.5cm，短径 9.5cm，最小のものは長径 1cm，短径

0.8cmである．また，これまでに観察した中では，長径が

図８．松脂岩に含まれる炭化木．ペンの長さは 15㎝．

図９．炭化木の組織（横断面）．スケールバーは 0.5㎜．
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図 10．球顆の産状．
半球状に突出した球顆が集中して分布している．
スケールバーは 10㎝．

図 11．球顆の断面．
I：内核　O：外核　M：マントル　R：外縁　　マントルには多数の
黒色パッチが含まれている．大型球顆も小型球顆も同様の構造をもっ
ている．スケールバーは 3㎝．

図 12．球顆組織の顕微鏡画像．
［Ａ］，内核および外核の一部 　I：内核  Pl：斜長石　OL：外核下部層  OM：外核中部層   外核下部層には流理構造が認められる　［Ｂ］外核お
よびマントルの一部　OM：外核中部層　OU：外核上部層　M：マントル　BL：黒色リング　W：白色層  白色層は肉眼のほうが明瞭に識別で
きる ［Ｃ］マントルの一部　P：暗色パッチ 　マントルや外核には微晶が多数見られる　［Ｄ］外縁・マントルの一部  M：マントル  RML：外
縁最下部層  RL：外縁下部層　RM：外縁中部層　RU：外縁上部層
    Aと Cはクロスニコル，Bと Dはオープンニコル  スケールバーは 1㎜
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約 9-6cmと 2cm前後のものが多い．

6-3 内部構造

球顆は，主に色調の違いによるが明瞭な同心球状の層状

構造が見られ，中心から外側へ，暗灰色岩片よりなる内核，

淡灰白色の外核，暗灰色のマントル，茶灰色の外縁の 4層

に区分される（図 11）．この構造は，球顆の大きさに関わ

りなく観察される．外核および外縁は，わずかな色調の違

いや構成する微晶の大きさの違いなどから，さらに細分さ

れるが，この層区分は上記の 4層の区分と比較してやや不

明瞭である（図 12）．以下，球顆の内部構造について記載

するが，特に断りのない場合は典型的な内部構造をもつと

考えられる直径 8.5cmの球顆を基に記述し，これと異なる

構造の球顆がある場合には，その都度記述する．

a 内核

球顆のほぼ中央部を占め，球顆によっては内核が二個の

場合もある．暗灰色－灰色の角礫よりなり，長径 2.8cm，

短径 1.4cmである．径 1.5mm以下の石英・長石の結晶片

を含む．

鏡下では石英・斜長石・カリ長石のほか，径 0.2-0.4mm

の黒雲母結晶片が多量に観察される．鉱物は破片状のもの

が多い．大型の石英は融食を受け，不規則な湾入やガラス

包有物が認められるものもある．径 4mm以下の少量の泥

岩岩片を含む．石基は比較的均質なガラスよりなるが，一

部にユータキシティック組織が見られることから，内核は

溶結凝灰岩である．ガラス中に少量の 10µm以下の微晶を

生じている（図 12-A）．内核を構成する溶結凝灰岩の色や

形，斑晶の量や大きさは，球顆によって異なる．   

b 外核

切断面での外核の輪郭は，凹凸はあるものの円に近い楕

円形である．外核と内核の長軸の方向はほぼ一致している

が，一般には両者が重なる場合と，20ﾟ以下で交差する場

合とがある．外核は厚さ 8-14mmで，主に色調により外核

下部層・外核中間層・外核上部層に区分される．

b-1 外核下部層：内核を取り巻く幅 1mm±の淡灰色の層

で暗色パッチを含むが，暗色パッチを欠く球顆も多い．鏡

下では 10µm以下の微晶を主とし，陰微晶質やごく少量の

ガラスを含むが，微晶の同定は困難である．内核に沿う弱

い流理構造が認められる（図 12-A）．暗色パッチは黒色粒

子型で，一部の球顆では，外核中部層に含まれる暗色パッ

チが引き延ばされて外核下部層に入り込み，内核の一部を

覆うように細長く分布したり，外核中部層との境界に沿っ

て層状にひろがっている．

b-2 外核中部層：幅 5-14mmのまだらに濃淡のある灰色部

分で（図 12-A, B），長径 2mm以下の少量の凸レンズ型－

塊状の暗色パッチが，外核下部層を囲むように分布してい

る．暗色パッチを含まない球顆もある．

鏡下では外核下部層と同様に微晶を主とし，陰微晶質や

少量のガラスを含むが，微晶が 20µm以下で比較的大きい．

微晶の大きさの違いにより，外核下部層との区別は容易で

ある．暗色パッチは黒色粒子型で凸レンズ型のものが多く，

真珠状割れ目が発達し，割れ目を微晶が埋めているものが

ある．

b-3 外核上部層：外核の周縁部を取り巻く明瞭な暗色リ

ングと，その内側および外側の白色層を含めて外核上部層

とする．暗色リングは暗灰色で，幅 1-1.5mmの範囲で膨

縮する．白色帯の幅は 0-1.5mmである．球顆の中には暗

色リングが二重または三重に取り巻くものもある．また暗

色リングや，上下どちらかの白色層を欠く球顆も観察され

ている．ほとんどの小型球顆では外核上部層そのものを欠

いている．

鏡下で白色層は，10µm以下の微晶を主とし，陰微晶質

やごく少量のガラスを含む．黒色リングは暗色ガラスと微

晶・陰微晶質，および 10-50µmの不透明粒子よりなり（図

12-B），黒色粒子型の暗色パッチに似た組織をもつ．球顆

によっては外核上部層に真珠状割れ目が観察され，割れ目

を微晶が埋めている．

c マントル

切断面でのマントルの輪郭は，多少凹凸はあるが円に近

い楕円形である．長軸の方向は，内核・外核のそれとほぼ

一致しているが，球顆によっては 20 ﾟ以下の角度で交差す

る．マントルの厚さは，マントルの縁に凹凸があることな

どから一定でなく 7-18mmである．　

マントルには暗色パッチが多数含まれており，繊維型が

多いが黒色粒子型も含まれる．大きさは径 2mmの粒状か

ら，長さ 21mm，厚さ 13mmの凸レンズ型のものまで変化

に富み，大型の球顆ほど大型のパッチを含む（図 12-C）．

暗色パッチは，マントルの長軸に沿った切断面では，外核

に沿ってほぼ平行に配列し，直角の切断面では外角を取り

巻くように配列している．暗色パッチの伸張方向と外縁が

直交する部分では，暗色パッチが外縁に切られたり，一部

が外縁に入り込んでいたりする．

鏡下でマントルは，ごく少量のガラスおよび径 30µm以

下の微晶および陰微晶質よりなる．暗色パッチは繊維型が

多いが黒色粒子型も含まれる．黒色粒子型の暗色パッチに

は，真珠状割れ目が見られるものがあり，割れ目は微晶に

よって満たされている．暗色パッチが外縁部に入り込んで

いる場合，パッチ内の微晶は消失しているが，それ以外の
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外形や組織に変化は認められない．

d 外縁

茶褐色または茶灰色で，マントルとは明瞭に区別できる．

鏡下では色調のちがいのほか，ほとんどがガラスよりなる

こと，外縁の最下部には暗色層（外縁最下部層）があるこ

となどから，マントルとは容易に区別できる．外縁の厚さ

は 1-7mmで，色調の違いにより内側から外側へ，暗色の

外縁最下部層，灰色の外縁下部層，薄茶色の外縁中間層，

茶白色の外縁上部層の 4つに細分できる（図 12-D）．これ

らの層区分は肉眼では鉱染のためやや不明瞭であるが，鏡

下では比較的明瞭である．各層は激しく膨縮したり蛇行し

たり途切れたりしている．厚さは外縁部最下部層 0.3mm，

外縁部下部層 2-2.5mm・外縁部中部層 0.3-0.5mm・外縁上

部層 1.5mm±である．4層の一部を欠く球顆や層区分が不

明瞭な球顆も多い．

外縁最下部層は不規則に蛇行する暗色帯で，幅が狭いた

め肉眼ではやや不鮮明である．鏡下では黒色帯の組織は黒

色粒子型の暗色パッチと酷似しており，暗色ガラス・陰微

晶質，および 20-60µmの不透明粒子よりなる．黒色帯が

乱れて外縁部下部層中に 1.5mm以上注入している場合が

ある．外縁下部層は灰色の微褶曲状－モザイク状のガラス

よりなる．外縁中間層は比較的均質なガラスよりなる．外

縁上部層はガラスのほか，10µm以下の微晶を多く含む．

いずれの層のガラスも，変質により微晶が生じ，陰微晶質

化が見られるが，微晶を大量に含むのは，外縁上部層であ

る．

松脂岩や黒曜岩に球顆が含まれている例は，国内でも

数例が報告されている（例えば山崎ほか，1976；向井，

2003）．北海道指定天然記念物に指定されている白滝（北

海道紋別郡遠軽町）の流紋岩球顆は，平均径 5cm，最大で

径 15cmの球顆も知られている（松村，私信）．今回，湯

沢下流部に分布する鬼怒川流紋岩類下部層に挟在している

松脂岩中に含まれることが確認された球顆は，大きいもの

では径 10cmに達し，白滝産のものほどではないが，かな

り大型であるといえる．

まとめ

片品村大清水東方の根羽沢とその上流部の湯沢には，鬼

怒川流紋岩類の下部層と中部層が分布し，下部層の上部に

湖成層と推定される砕屑性堆積岩と松脂岩が挟まれること

が確認された．松脂岩の存在は従来から知られていたもの

の，露頭の正確な位置が不明だったもので，本研究により

その位置が確認された．松脂岩には暗色パッチが含まれて

おり，これにより流理構造が形成されている．また炭化木

が含まれていることから，地下の岩床等が固結したもので

はなく，噴出した溶岩起源であると考えられる．松脂岩と

その上位の凝灰岩との境界付近には，小規模な黒曜岩の貫

入も認められる．

一方，松脂岩中には最大径 10cmに達する球顆が含まれ

る事も確認された．球顆の内部は色調の違いにより同心球

状に，内核・外核・マントル・外縁に区分される．松脂岩

や球顆中の暗色パッチや球顆の成因については稿を改めて

報告する．

謝辞

群馬大学名誉教授の吉川和男氏には研究の当初から最後

までご指導・ご教示をいただいた．群馬県立自然史博物館

の菅原久誠氏，ならびに群馬大学工学部の中島啓治氏には

種々ご指導・ご協力をいただいた．上記の三氏と中村庄八

氏，伊香保小学校の鈴木幸枝氏にはフィールドで有益なご

助言をいただいた．東京大学大学院新領域創成科学研究科

の崔聖国氏には炭化木の材鑑定についてご指導いただき，

飯島静男氏には関係論文の一部を提供していただいた．遠

軽町白滝教育センターの松村愉文氏には白滝黒曜岩につい

て種々ご教示いただいた．以上の皆様に深く感謝します．

引用文献

河田清雄（1966）：奥日光流紋岩類－足尾山地北方における白亜紀火山
活動－．地球科学，84：6-13．

久保誠二・鷹野智由・中村庄八（2007）：5万分の1地形分類図・表層地
質図「燧ヶ岳・男体山」及び同説明書．In 土地分類基本調査「燧ヶ
岳・男体山」, 群馬県，p.11-29．

向井正幸（2003）：遠軽町社名淵地域に分布する黒曜石の特徴．旭川市
博物館研究報告， （9）：27-30．

村上正郎・河田清雄（1956）：5万分の1地質図幅「燧岳」および同説明書．
地質調査所，37pp．

中野啓二（1981）：根羽沢金銀鉱床の鉱脈と裂か系の生成機構－三次元
スケールモデル構　造実験による鉱脈裂かの解析－．鉱山地質

特別号，（10）：87-105．
中野啓二・佐藤憲隆・山田了（1981）：根羽沢鉱山の地質鉱床および探
鉱について．鉱山地質，31：81-97．

新エネルギー総合開発機構（1986）：昭和60年度全国地熱資源総合調査
（第2次）高温可能性地域（南会津地域）調査　火山岩年代調査報告
書要旨．198pp．

佐藤昇・小松正幸（1985）：片品帯戸倉オフィオライト岩体．総合研究
「上越帯・足尾帯」研究報告，（2）: 133-139．

須藤定久（1976）：群馬県片品地域の地質．地質学論集，（13）: 229-240．
鷹野智由・湯浅成夫（2009）：片品川源流域（まとめ）．良好な自然環境
を有する地域学術調査報告書，XXXV: 273-280．

山口靖（1987）：鬼怒川流紋岩類の分布と時代．日本地質学会第94年学

139



中島正裕・宮沢公明・久保誠二

術大会講演要旨，40．
山口靖（1988）：鬼怒川溶結凝灰岩類の年代および化学組成の再検討．
昭和62年度サンシャイン計画研究開発成果中間報告書．国土地
熱資源評価技術に関する研究，地質調査所，43 -62．

山口靖（1991）：南会津地域の地系熱モデルと地熱資源量評価．地質調
査所報告，275: 199-277．

山口靖・高倉伸一（1988）：南会津地熱地質編図地域南西部の地質．昭
和62年度サンシャイン計画研究開発成果中間報告書．国土地熱
資源評価技術に関する研究，地質調査所，65 -77．

山崎哲良・小林哲夫・河内晋平（1976）：長野県和田峠付近の地質と岩
石．地質学雑誌，82：127- 137.

140


