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群馬県北東部片品村に分布するガラス質岩
久保誠二１・中島啓治２・中島正裕３・宮沢公明４
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〒378-0005 群馬県沼田市久屋原町2115-6
2
〒371-0802 群馬県前橋市天川町83-4
3
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要旨：群馬県片品村花咲および、根羽沢・湯沢地域には，新第三系追貝層群および鬼怒川流紋岩類に伴っ
てガラス質岩が分布する．ガラス質岩は黒曜石，真珠岩，ピッチストーンおよびガラス質デイサイトで，
このほかに産状不明の未詳ガラス質岩がある．未詳ガラス質岩を除いたガラス質岩の産状は，溶岩・岩脈・
岩株と多岐にわたる．また，網沢川の支谷の河床礫中にも，ガラス質岩が認められる．
キーワード：ガラス質岩，黒曜石，ピッチストーン，真珠岩

Glassy rocks in Katasina Village, north-eastern Gunma Prefecture
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Abstract： Glassy rocks can be found in the Neogern Okkai Gloup and Kinugawa Rhyolits located in Hanasaku
and Nebasawa･Yukawa areas of Katashina Village in Gunma prefecture. The glassy rocks consist of obsidian,
perlite, pitchstone and dacite. The occurrence of glassy rocks, expect for unknown one, is made up of lava, dyke, and
stock. Glassy rocks can be found in riverbeded gravel of the Amisawa river tributaries.
Key Words： glassy rock, obsidian, pitchstone, perlite

1．はじめに
はなさく

おっかい

群馬県片品村花咲地域（図 1）には，中新統の追貝層群
が分布する（追貝団研グループ，1969；久保ほか，2013）．
また，北部の根羽沢・湯沢地域（図 1）は，河田（1955，
1966）， 須 藤（1976）
， 中 野（1981）
， 中 野 ほ か（1981），
新エネルギー総合開発機構（1985）
，山口（1987，1988，
1991），山口・高倉（1987，1988）
，中島ほか（2015）など
により，地質，鉱床，エネルギー資源などさまざまな見地
から研究され，鬼怒川流紋岩類の分布が明らかになった．
根羽沢および湯沢下流域には，中新統の鬼怒川流紋岩類下
部層（山口，1987）が分布し，中島ほか（2015）はその上
部から，黒曜石・ピッチストーンの産出を報告している．
今回，花咲の追貝層群分布地域内に，黒曜石などガラス
質岩が発見された．本報告は，これについて報告するとと
もに，湯沢下流部のガラス質岩についても言及する．
受付：2015年12月15日, 受理：2016年2月9日

図１．調査地域の位置．
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群馬県下では，ガラス質岩の産出は殆ど報告されていな

2

い．とくに黒曜石は石器の材料として重要であるが，石器
に群馬県産の黒曜石が用いられた記載はない（例えば望月

2-1

地質概要

花咲地域

ほか，2003；建石ほか，2011）
．今回，鬼怒川流紋岩類お

花咲地域の地質図を図 2 に示す．花咲地域は追貝層群よ

よび追貝層群中に，黒曜石を含むガラス質岩が発見された

りなる．追貝層群は，岩室層（木村，1952）および赤倉花

ことは，黒曜石の産地の空白を埋めるうえで重要である．

崗岩（久保ほか，2002）を基盤とし，沼田市利根町追貝付

ガラス質岩の分類については，新版地学事典（地学団体

近から片品村花咲にかけて分布する．調査地域では，主に

研究会，1996）
，岩石学事典（鈴木，2005）
，記載岩石学（周
藤・小山内，2002）に基づき，火山ガラスよりなりガラス
光沢を有する岩石で，斑晶を含まないか少量のものを黒曜
石，火山ガラスよりなり樹脂光沢を有する岩石で，斑晶を
含まないか少量のものをピッチストーンと呼ぶ．また，火
山ガラスよりなり，ほぼ全岩に真珠状組織が発達する岩石
を真珠岩とし，一部に真珠状組織が見られるものは，その
旨を付記する．また多量の斑晶を含むガラス質岩は，産状
および岩質により，ガラス質デイサイト，ガラス質溶結凝
灰岩などと呼ぶ．層厚が厚く，
産状が不明のガラス質岩は，
未詳ガラス質岩と記載する．
本報告では斑晶モードの測定結果を付記している．斑晶
モードは一枚の薄片で 2000 点を基準に測定した．同一岩
体で複数の薄片について測定した場合には，30-34 % のよ
うに，測定値の範囲を示した．

図 2．花咲地域地質図．
久保ほか（2013）に加筆．ガラス質岩の小岩体は記入していない．

網沢川流域に分布する（図 2）．久保ほか（2013）によれば，
くりゅう

ふきわれ

栗生層・吹割層・下部小沢層・上部小沢層．屏風岩層に 5
分される．各層は下位層と不整合関係にある．花咲地域で
表 1．追貝層群の層序．

群馬県北東部片品村に分布するガラス質岩

表 2．追貝層群の放射年代．（単位は Ma）
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が報告されている．
2-2

根羽沢・湯沢地域

根羽沢・湯沢地域の地質図を図 3 に示す．利根川に注ぐ
片品川は，大清水付近で支流が分岐する．支流は，大薙沢
合流点より下流を根羽沢，
上流を湯沢と呼ぶ．須藤（1976）
は，根羽沢・湯沢下流地域に分布する流紋岩質溶結凝灰岩
類を，片品川流紋岩類と呼んだ．山口（1987），山口・高
倉（1988）及び山口（1991）は，鬼怒川流紋岩類は上・中・
下部層よりなるとし，調査地域に分布する須藤（1976）の
片品川流紋岩類は，鬼怒川流紋岩類下部層に対比されると
は上部小沢層を欠く．追貝層群は武尊火山噴出物（山口，

考えた．久保ほか（2006），中島ほか（2015）はこれを支

1981）に覆われる．追貝層群の層序・岩相を表 1 に示す．

持し，本報告もこれに従っている．

久保ほか（1993，1995，2013）
，水資源開発公団栗原川

山口・高倉（1988）は，大清水付近の鬼怒川流紋岩類下

ダム調査所（2003）は，追貝層群について，表 2 に示す放

部層の K-Ar 年代を，7.4 ± 0.4 Ma と報告している．山口

射年代を測定している．武尊火山に関しては，1.11 ± 0.20

（1991）は，栃木県を中心に分布する鬼怒川流紋岩類下部

Ma の FT 年代（吉川・久保，1993）
，1.8 Ma（Aoki et al.，

層の年代値は，かなりばらつきが大きいが，一つの例外を

1971），1.19 ± 0.30 Ma（久保・川端，1995）の K-Ar 年代

除いて，
6 Ma より古く 10 Ma 前後のものもあるとしている．

図 3．根羽沢・湯沢地域地質図．
中島ほか（2015）による．
表 3．花咲地域のガラス質岩．
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図 4．調査地域の地名．1 － 17 は露頭の位置．
1：網沢川上流 2：C 沢下流 3：AS1 地点 4：AS2-1 地点 5：AS2-2 地点 6：AS3 地点 7：G1 地点 8：G2 地点 9：G3 地点
10：1030m ピーク 11：栗生東尾根南斜面 12：栗生東尾根西斜面 13：960m ピーク北西斜面 14：鞍部付近 15：鞍部の西斜面
16：尾根 17：サッカー場

3

花咲地域のガラス質岩

ガラス質岩は，網沢川流域の吹割層・屏風岩層分布地域

（1） 網沢川上流
場所

県道 64 号線から，旧背峰越え道を 150 m 入った地

点（図 4 の 1 地点）
．

に観察される．網沢川には多くの沢が流入しているが，こ

岩石名

れらの沢には名称が付けられていない．そのため，上流の

産状・岩相

沢から下流の沢への順に，右岸側は A 沢～ N 沢，左岸側

んだ円形状や不規則な形状で貫入している（図 5）．貫入

は O 沢～ R 沢と仮称する．C 沢は上流で二股に分かれるが，

を受けた球顆流紋岩は熱水変質を受け白色粘土化してい

東側を C1 沢，西側を C2 沢と呼ぶ．また，片品村と川場

る．黒色で鈍いガラス光沢～樹脂光沢がある．割れ口は小

村の境界の尾根のうち，赤倉峠から背峰トンネル間を，赤

さな不規則の凹凸に富み，ごつごつした感じである．斑晶

倉・背峰尾根と仮称する（図 4）
．

は目立たない．

真珠岩
吹割層の球顆流紋岩中に，径 10-20㎝のゆが

最大 2.4㎜の斜長石や，
顕微鏡観察 ごく少量の径 1㎜以下，
3-1

追貝層群に伴うガラス質岩

網沢川流域に分布する．記載岩石学的特徴を表 3 に示す．

1㎜以下の石英・不透明鉱物の斑晶が認められる．大型斜
長石は自形であるが，0.3㎜以下のものは破片状のものが
多い．石英は融食を受けている．真珠状組織は円形ないし
楕円形のものが多いが，角のとれた三角形状や長方形状な
どのものも認められる．径は最小で 0.3㎜，最大で 3㎜，1㎜
前後のものが多い．斑晶モードは 10％である．
（2） C 沢下流
場所

C 沢を網沢川との合流点から約 30 m 溯った地点（図

4 の 2 地点）
．
岩石名

真珠岩

産状・岩相

C 沢の河床を横断して，幅 1.3-1.4 m，長さ 2.5

m にわたって露出している．N40 ﾟ W，90 ﾟ方向に流理構
図 5．吹割層の流紋岩に不規則に貫入する真珠岩．（矢印）
網沢川上流 P：吹割層の球顆流紋岩 スケールバーは 50㎝

造が発達しており，この構造は上位の白色凝灰岩の構造と
整合的である．発泡したり破砕した部分は見られない．こ

群馬県北東部片品村に分布するガラス質岩
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の岩体は，吹割層の凝灰岩中に貫入した岩床と考えられる．
黒色～灰黒色で鈍い樹脂光沢を示し，表面に赤褐色の鉱染
が認められる．風化面は鮫肌状である．
顕微鏡観察

石英・斜長石・不透明鉱物の斑晶が点在する．

石英斑晶は 2㎜以下で融食を受け，斜長石斑晶は 3㎜以下
で，0.5㎜以上のものは自形～半自形，それ未満のものの
大部分は破片状である．ガラスには，ほぼ全面に真珠状組
織が発達する．真珠状組織は径 0.2-2.4㎜の円形～楕円形
のものから，角のとれた多角形ないし三角形に近いものま
で見られる．斑晶モードは 6-7 % である．
（3） 赤倉・背峰尾根
赤倉・背峰尾根では，AS1，AS2，AS3 の各地点にガラ

図 6．赤倉・背峰尾根 AS1 地点の黒曜石露頭．
スケールバーは 1m

（図
5-10 m の崖を形成し，
幅約 40 m にわたって露出している

ス質岩が分布する．

6）
．露頭の中央やや北寄りには板状節理が，南寄りには不
（3）-1 AS1 地点

規則節理が発達する．黒曜石は露頭の北端付近で，未詳ガ

場所 C1 沢の谷頭付近の赤倉・背峰尾根，およびその西

ラス質岩中に N40ﾟE，60ﾟW で貫入し，貫入面に直角に幅

側斜面（図 4 の 3 地点）
．

30㎝にわたって，細かい板状節理が発達している．露頭の

岩石名

南端付近では，N20W，90ﾟで吹割層の凝灰岩に貫入し，黒

黒曜石

産状・岩相 花咲地域の黒曜石露頭では最も大きく，高さ

曜石に接する凝灰岩は，約 30㎝にわたってガラス化してい

図 7．黒曜石・真珠岩の顕微鏡写真．（単ニコル）
A：AS1 地点 B：湯川 C：栗生 1030 ピーク付近

P：斜長石

D：加生分尾根

スケールバーは 1㎜
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る．発泡したり，角礫状の部分は観察されない．黒曜石の

のびた長径 0.2-0.7㎜の楕円形の真珠状組織が見られる．

貫入面は，露頭の北と南で平行でなく，産状は小規模の岩

斑晶モードは 5 % である．

株と考えられる．黒曜石岩体の南端付近には，厚さ約 30㎝
の流紋岩岩脈が，N20 ﾟ W，90ﾟ方向に貫入している．
漆黒色でガラス光沢を有し，
割れ口はちりめんじわ状で．

（3）-3

AS3 地点

場所 G 沢谷頭で赤倉・背峰尾根は南西に尾根を派出して

部分的に鈍い貝殻状～曲面を示す．

いる．この尾根の分岐点から約 200 m の地点
（図 4 の 6 地点）
．

鏡下での観察

岩石名 黒曜石

均質なガラスよりなり，少量の径 1㎜以下

の自形または破片状の斜長石，および径 0.05㎜以下の不透

産状・岩相

明鉱物が散在する（図 7A）
．0.5㎜以下の凝灰岩岩片がご

漆黒色でガラス光沢のある黒曜石である．貝殻状に近い断

く少量認められる．尾根付近に分布する黒曜石には，0.5

口が認められる．斑晶は目立たない．

㎜以下の破片状の黒雲母を含む．部分的に長径 0.2-1㎜の

顕微鏡観察

真珠状組織が観察される．斑晶モードは 2 % である．

の斜長石斑晶が点在する．流理構造が発達している．斑晶

尾根筋に 2 m × 1 m にわたり露出している．

比較的均質のガラスよりなる．径 0.5㎜以下

モードは 2％である．
（3）-2 AS2 地点
赤倉・背峰尾根のF沢谷頭付近．約20 m隔てて，岩質の異
なる二岩体が分布している．このうち北西側をAS2-1地点
（図4の4地点）
，南東側をAS2-2地点（図4の5地点）とする．

(4) G 沢上流
G 沢の上流には，3 箇所にガラス質岩が露出する．これ
らを下流から上流へ G1 地点，G2 地点，G3 地点とする．

AS2-1 地点
場所

F 沢谷頭の，NW ｰ SE 方向に走る尾根の標高 1185

(4)-1

G1 地点

m 付近 ( 図 4 の 4 地点 )．

場所 Ｇ沢上流（図 4 の 7 地点）

岩石名

岩石名 真珠岩

ガラス質デイサイト

産状・岩相

尾根上に 1 m × 1.5 m にわたり露出し．吹割

産状・岩相 谷底に露出する．やや青みがかった灰白色で，

層の凝灰角礫岩中に E ｰ W，80 ﾟ S で貫入している．黒色

弱い樹脂光沢がある．風化面は鮫肌状～ビーズ大の粒子が

で樹脂光沢～ガラス光沢を示し，径 3㎜以下の黒色ガラス

集まった外観である．ビーズ状粒子は，黒色で樹脂光沢の

の角礫が目立つ．

ある径 1 ～ 2㎜のものが多い．発泡したり，角礫状の部分

鏡下の観察 径 1㎜以下，最大 2㎜の斜長石斑晶が顕著であ

は観察されない．層厚は 10 m である．下位は吹割層に属す

る．少量の径 0.5㎜以下の石英・黒雲母斑晶を含む．径 0.5㎜

る凝灰岩であるが，直接の関係は不明である．上位には厚

以上の斜長石斑晶には，半自形～自形のものも見られるが，

さ 15 m の礫岩が重なる．礫は径 5-20㎝の頁岩，流紋岩など

大部分は破片状である．黒雲母は破片状である．ガラスは薄

の亜角礫よりなり，一部に亜円礫を含む．礫岩の下位の真

茶色で，流理構造が発達する．流理構造に沿って茶褐色のガ

珠岩の礫は含まれていない．上部 10㎝と下部 20㎝は赤褐色

ラスが，破片状や墨流し状に含まれる．これは肉眼観察で認

に高温酸化していることから，真珠岩は溶岩と考えられる．

められる黒色角礫にあたる．斑晶モードは 20 % である．

顕微鏡観察

AS2-2 地点

0.4㎜以下の不透明鉱物を含む．ガラスにはクラックが発

場所

達しており，これによりガラスは，径 0.1-1.5㎜の不規則

赤倉・背峰尾根上，AS2 ｰ 1 の東南東 10 m（図 4 の

径 1.5㎜以下の斜長石斑晶が点在するほか，

5 地点）．

な形状の多角形に分かれている．これが肉眼でビーズ状の

岩石名

黒色粒子として観察される．径 0.5㎜以上の多角形の区画

黒曜石

産状・岩相

尾根上に 7 m × 7 m にわたり露出している．

岩体の南東側には，約 1 m 離れて未詳ガラス質岩が分布す

中には，
径 0.2-0.5㎜の真珠状組織が発達している．斑晶モー
ドは 6-7％である．

るが，これとの関係は不明である．漆黒色でガラス光沢が
あり，流理構造が発達する．割れ口は平面に近い．

(4)-2

鏡下の観察

．
場所 Ｇ沢上流（図 4 の 8 地点）

径 1.6㎜以下の斜長石斑晶が点在する．径 1

G2 地点

㎜以上のものは半自形が多く，1㎜未満のものはほとんど

岩石名 未詳ガラス質岩

が破片状である．流理の方向に発達したクラックとクラッ

産状

クの間の，幅 0.3-1.5㎜の細長いゾーンに，流理の方向に

いる．下位層の礫岩との直接の関係は不明である．気泡の

高さ数 m にわたって露出し，柱状節理が発達して

群馬県北東部片品村に分布するガラス質岩
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れた黒色パッチは認められない．

露頭を欠く．層厚は 20 m 以上である．黒色で樹脂光沢を

屏風岩層を構成する灰褐色の溶結凝灰岩が，G 沢谷頭や

もち，割れ口はちりめんじわ状である．フィアメに似た

この付近の赤倉・背峰尾根に断片的に露出する．外観は未

ガラス光沢のある漆黒色の，径数㎜から 4㎝を超えるパッ

詳ガラス質岩は黒色でガラス質であるが，溶結凝灰岩は灰

チが含まれる．N78 ﾟ E，38 ﾟ S の流理構造が認められる．

褐色石質で，両者は明確に区別される．未詳ガラス質岩は

本岩はフィアメに似た黒色パッチを含むが，溶結凝灰岩の

溶結凝灰岩と N78 ﾟ E，70 ﾟ S の断層で接している．G2 の

強溶結部にしては層厚が厚いこと，屏風岩層の溶結凝灰岩

ガラス質岩と同様の理由で，本岩を未詳ガラス質岩として

との関係が不明なことから，未詳ガラス質岩として記載す

記載する．

る．ちなみに，屏風岩層の模試地である追貝付近では，溶

顕微鏡観察

結凝灰岩の層厚は 250 m でフローユニットは認められず，

少融食を受けた石英および破片状の黒雲母斑晶が多量に含

ガラス質岩を伴わない．

まれる．斑晶モードは 28-42％である．

顕微鏡観察

径 1.8㎜以下の多量の斜長石，0.8㎜以下の多

径 1.6㎜以下の斜長石・石英・黒雲母の斑晶

が顕著である（図 8）
．斜長石斑晶の多くは破片状で，径
0.5 ～ 1.6㎜および径 0.2㎜以下のものが多い．石英斑晶は
破片状または多少融食を受けている．黒雲母斑晶は長さ
0.7㎜以下，幅 0.2㎜以下の細長い破片状である．石基には
流理構造が認められる．肉眼で認められた漆黒色パッチは
比較的均質なガラスよりなり，大型パッチには，径 0.3-1.0
㎜以下の円ないし楕円形の真珠状組織が観察される．斑晶
モードは 36-46％である．
(4)-3
場所

G3 地点
G 沢の最上流（図 4 の 9 地点）
．

岩石名

未詳ガラス質岩

産状・岩相

高さ 20 m，幅 20 m 以上の急崖を形成してお

り，弱い柱状節理が発達している（図 9）
．気泡の発達や

図 9．未詳ガラス質岩の露頭．
G 沢 G3 地点

（5）栗生

角礫状の部分は認められない．N80 ﾟ E，80 ﾟ S の流理構

栗生集落の東方に，武尊火山山頂部から南東山麓にのび

造が認められる．下位の G2 のガラス質岩との間は，高さ

る尾根があり，その末端部が三分されている．西側の末端

数 m にわたって露頭が欠如している．層厚は 20 m ＋であ

部は標高 1030 m のピークになっており，
これを 1030 m ピー

る．黒色で樹脂光沢～ガラス光沢をもち，斜長石斑晶が顕

ク，東側の末端部を栗生東尾根と呼ぶ（図 4）．ここには

著である．G2 の未詳ガラス質岩に酷似するが，G2 で見ら

ガラス質岩と流紋岩が分布する．この地域のガラス質岩・
流紋岩は，走向・傾斜の変化が激しく，急傾斜である．
(5)-1 1030 m ピーク
場所

1030 m ピークおよびその南側斜面（図 4 の 10 地点）

岩石名

真珠岩

産状・岩相

1030 m ピーク，およびその直下の南向き斜

面には，高さ 5 m，幅 30 m にわたって真珠岩が露出して
おり，薄い流紋岩を挟んでいる．厚さは真珠岩が 20-300
㎝，流紋岩が 7-15㎝である．流紋岩は連続することもあ
るが，20-40㎝の不規則な間隔で途切れ途切れに続いたり
（図 10），塊状で真珠岩中に取り込まれたように見える場
図 8．未詳ガラス質岩の顕微鏡写真．（単ニコル）
G2 地点 Q：石英 P：斜長石 B：黒雲母 スケールバーは 1㎜

合もある．流紋岩と真珠岩との境界は明瞭である．流紋岩
に接する真珠岩は，幅 1-3㎝にわたり白色粘土化して，こ
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の部分が失われて流紋岩と真珠岩の間に空隙が認められる
場合がある．
真珠岩は風化面に特色があり，灰色で鮫肌状またはビー
ズ状粒子の集合体状である．新鮮面は黒色で樹脂光沢～弱
いガラス光沢をもつ．しばしば細粒部分中に粗粒部が，細
長いレンズ状～帯状に挟まれている．走向・傾斜は N80ﾟE，
90-80ﾟE である．
1030 m ピークの南斜面中腹，標高 1000 m 付近の露頭で
は，
流紋岩と真珠岩が互層している．厚さは流紋岩 15-25㎝，
真珠岩は 10-150㎝である．流紋岩は上述の尾根直下のも
のに比較して，一般に厚く連続性が良い．露頭の東端には，
厚さ 8㎝の流紋岩岩脈が貫入している．走向・傾斜は N40ﾟ
W，55 ﾟ NE．
顕微鏡観察

図 11．真珠岩と流紋岩の互層．
栗生東尾根 凸部が流紋岩，凹部が真珠岩

ハンマーの長さ 28㎝

自形またはそれに近い径 2.2㎜以下の斜長石

続性は比較的良い．真珠岩を欠き，流紋岩と流紋岩が直接

斑晶，およびごく少量の融食を受けた石英斑晶が点在す

重なる場合もある．流紋岩は新鮮面では均質で堅硬に見え

る．石基のガラスには，毛髪状の流理構造が顕著で，これ

るが，風化面はクリンカー状を呈する．

を切って真珠状組織が発達している．個々の真珠状組織の

真珠岩は黒色で樹脂光沢をもち，径 0.9㎜以下の斜長石

径は 0.3-2.5㎜である ( 図 7C）
．径の大きい真珠状組織をも

斑晶が点在する．白色粘土化している場合がある．走向・

つ真珠岩の風化面は，ビーズ状粒子の径が大きく，小さい

傾斜は N23-66 ﾟ W，40-43 ﾟ NW．

場合には小さい．斑晶モードは 6-8％である．

顕微鏡観察 斜長石斑晶は自形または破片状である．真珠
状組織は一般に径 0.3-1.5㎜である．流理構造が発達する．

（5）-2 栗生東尾根南斜面
場所

斑晶モードは 6-8％である．

栗生東尾根の末端，県道 64 号線に面した斜面（図
（5）-3 栗生東尾根西斜面

4 の 11 地点）．
岩石名

場所

真珠岩

産状・岩相

厚さ 3-5㎝の真珠岩と，厚さ 3-10㎝の流紋岩

が互層し，外観は砂泥互層様である（図 11）
．流紋岩の連

栗生東尾根の西斜面（図 4 の 12 地点）
．

岩石名 黒曜石～ピッチストーン
産状・岩相

風化しクリンカー状～角礫状の流紋岩中に，

黒曜石が N-S，90 ﾟで貫入している．黒曜石はやや鈍いガ
ラス光沢をもった漆黒色～黒色で，風化面は径 1-3㎜の角
礫が集積したような外観を呈する．貫入面は凹凸に富み，
黒曜石の一部は流紋岩中に網目状～樹枝状に貫入してい
る．そのため貫入面に平行な断面では，黒曜石の大小のブ
ロックが，流紋岩中に捕獲されているように見える．東斜
面でも規模は小さいが，黒曜岩が流紋岩中に樹枝状に貫入
している．
顕微鏡観察

径 1.1㎜以下の斜長石斑晶が散在する．部分

的に乱れ髪状の流理構造が見られる．ガラスに不規則な割
れ目が生じ，これが多角形の区画を形成して，肉眼では角
礫の集合状に観察される．斑晶モードは 5％である．
（6）加生分
武尊火山から南東にのびる尾根の一つが，加生分集落の
図 10．真珠岩に挟まれる流紋岩．
1030m ピ－ク ペンの長さ 14㎝ R：流紋岩

東に達している．この尾根の末端部は，標高 950 m のピーク
P：真球岩

である．ガラス質岩は 950 m ピーク付近，ピークの北側の

群馬県北東部片品村に分布するガラス質岩
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鞍部付近，および鞍部の北側の尾根に分布している（図 4）．
（6）-1
場所

950 m ピークの北西斜面

斜面に造成された水路跡．
以下旧水路と記述する
（図

4 の 13 地点）．
岩石名

真珠岩～ピッチストーン

産状・岩相

旧水路沿いに分布．露頭の南端付近で，吹割

層の赤褐色流紋岩中に貫入している．新鮮面では暗灰色で
樹脂光沢をもち，風化面は灰色である．径 3㎜以下の亜角
礫～亜円礫状の黒色ガラスを多量に含み，これによって表
面は鮫肌状または極粗粒砂岩様の外観を呈する．
顕微鏡観察

斜長石斑晶は径 1㎜以下で自形または破片状

である．肉眼で観察された黒色ガラス片は，ガラスに形成
された割れ目によるもので，各破片には径 0.4-2.3㎜の真

図 12．黒曜石露頭．加生分
スケールバーは 1m

（6）-4 尾根

珠状組織が見られる．ガラスには暗色の毛髪状の流理構造

場所

が発達している．斑晶モードは 7-14％である．

岩石名
産状

（6）-2 鞍部付近
場所

旧水路沿いに分布（図 4 の 14 地点）

岩石名

未詳ガラス質岩

産状・岩相

風化面では灰色ないし暗灰色で鮫肌状である．

O：黒曜岩

尾根の標高 970-980 m 付近（図 4 の 16 地点）．
真珠岩
N10 ﾟ W，90 ﾟで吹割層の流紋岩中に貫入しており，

厚さは 5.5 m である．貫入面は凹凸に富み，真珠岩の一部
は流紋岩中に網目状～樹枝状に貫入したり，真珠岩中に流
紋岩が捕獲されたりしている（図 13）．貫入面に平行に流
理構造が発達している．
樹脂光沢をもった暗灰色の岩石で，

新鮮面では暗灰色で多量の斜長石斑晶が目立つ．産状は不

割れ口は不規則な凹凸に富んでいる．風化面は鮫肌状～極

明である．

粗粒砂岩様である．

顕微鏡観察

径 1-2.5㎜の斜長石斑晶が点在するほか，径

顕微鏡観察

径 1.2㎜以下の斜長石・石英斑晶が散在する．

0.5㎜以下の斜長石微晶が多量に含まれる．径 0.7㎜以上の

斜長石は径 0.7㎜以上のものは自形であるが，それ未満の

大型斜長石は自形，または多少融食を受けており，それ未

ものは破片状が多い．石英は融食を受けている．ガラス

満のものは破片状が多い．石英は微量である．破片状の黒

には毛髪状の流理構造が顕著の部分と（図 7D）, あまり発

雲母を含む．斑晶には細かい不規則な割れ目を生じている．

達していない部分とがある．真珠状組織は径 0.4-2.6㎜で，

斑晶モードは 35-46 % である．

後者に発達している傾向がみられる．斑晶モードは 1-11
% である．

（6）-3 鞍部の西斜面
場所
岩石名

鞍部の西斜面，旧水路付近（図 4 の 15 地点）．
黒曜石

産状・岩相

旧水路や Q 沢沿いの林道付近に露出する（図

12）．強いガラス光沢をもった漆黒色で，割れ口はちりめ
んじわ状である．鈍い貝殻状断口が観察される場合がある．
分布の南端の露頭では，黒曜石中に石英脈が網目状に細か
く貫入いている．岩脈と考えられる．
顕微鏡観察

乱れ髪状の流理構造が顕著である（図 7）．

一般に径 1.5㎜以下，最大で径 2.5㎜の斜長石斑晶が点在す
る．斜長石斑晶のうち径 0.7㎜以上のものは自形であるが，
それ未満のものは破片状が多い．少量の融食を受けた石英
斑晶が認められる．斑晶モードは 2％である．

図 13．流紋岩中に貫入した．真珠岩．
加生分東尾根
R：流紋岩 P：真珠岩 X：真珠岩に取り込まれ
た流紋岩 ハンマーの長さ 28㎝
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（3）ピッチストーン
灰黒色～黒色でにぶい樹脂光沢を示す．径 1.5㎜以下の
斜長石斑晶が少量散在する．弱い流理構造が見られる．鏡
下では，部分的に真珠状組織が観察される．斑晶モードは
12-19％である．
3-3 河床礫中のガラス質岩
網沢川に注ぐ支沢の河床礫について，ガラス質岩の有無
を調査した．その結果，右岸側の C，D，F，G，H，I，J，K，L，
N の各沢で，ガラス質岩の礫を確認した．左岸側から流入
する O 沢～ R 沢には，ガラス質岩礫は認められなかった．
図 14．サッカーグランドに露出した湖成層．
T：吹割層の凝灰岩 B：基底礫岩

なお，真珠岩岩脈の南への延長線上約 150 m には（6）

ガラス質岩礫の大きさは拳大から人頭大で，河床礫中の存
在度は，個数でいずれも 5％以下である．以下にその概要
を記述する．なお，記載岩石学的特徴を表 4 に示す．

-3 の黒曜石，さらに南 100 m には（6）-1 の真珠岩～ピッ
チストーンが貫入している．
三者は岩相が異なっているが，

（1）Ｃ沢

ガラス中に毛髪状の流理構造が発達するという共通点があ

礫種 2 種類の黒曜石および未詳ガラス質岩

る．これら相互の関係は不明である．

黒曜石 1

漆黒色でガラス光沢を持ち，割れ口はちりめん

じわ状である．鏡下では比較的均質なガラス中に乱れ髪状
3-2 湖成層中のガラス質岩礫
登戸集落の西南西，山腹に建設されたサッカーコートに

の流理構造が発達している．少量の径 0.6㎜以下の石英・
斜長石斑晶が点在する．まれに径 2㎜以下の凝灰岩片が認

は，幅 30 m，高さ 20 m にわたる切り割りに湖成層が露出

められる．斑晶モードは 7 %，産地は未確認である．

する（図 4 の 17 地点および図 14）
．湖成層は吹割層の淡

黒曜石 2

緑色凝灰岩に不整合に重なり，武尊火山噴出物に不整合に

外観であるが，ときに平面ないし緩い曲面状の割れ口が観

覆われる．基底礫岩を含む礫岩，砂岩，泥岩よりなる．礫

察される．鏡下では，径 0.3㎜以下の石英・斜長石斑晶が

は径 50㎝以下の亜角礫で，構成礫の個数で，4/5 は吹割層

点在する．部分的に径 0.2-0.8㎜の真珠状組織が見られる．

の流紋岩・球顆流紋岩，1/5 がガラス質岩である．以下に

外観は黒曜石 1 に酷似する．AS1 地点の黒曜石起源と考え

代表的なガラス質岩について記述する．なお，岩石の記載

られる．斑晶モードは 4％である．

岩石学的特徴を表 4 に示す．

未詳ガラス質岩： 灰色ないし暗灰色で，径 1㎜以下の斜長

漆黒色でガラス光沢を持ち，ちりめんじわ状の

石斑晶を多量に含むほか，石英・黒雲母の斑晶が認められ
（1）黒曜石
量は少ない．鈍いガラス光沢をもち．割れ口は不明瞭な

る．結晶は破片が多い．斑晶モードは 21 % である．産地
は未確認である．

魚鱗状～貝殻状，またはちりめんじわ状である．径 1㎜以
下，最大径 2㎜の斜長石斑晶が散在する．鏡下では毛髪状
の流理構造が発達する．部分的に真珠状組織が見られる．
斑晶モードは 9％である．

（2）Ｄ沢
礫種

未詳ガラス質岩

暗灰色でにぶい樹脂光沢があり，風化面・新鮮面ともに
ざらめ状である．多量の径 2㎜以下の斜長石斑晶が目立つ．

（2）真珠岩
灰色～暗灰色で鮫肌状を示し，一部はちりめんじわ状で
ある．径 0.6㎜以下の暗灰色斑点が多量に含まれる．ごく

鏡下では斜長石斑晶のほか，破片状の黒雲母，および石英
斑晶が認められる．部分的に真珠状組織が見られる．斑晶
モードは 22％である．G2・G3 地点の未詳ガラス質岩に似る．

少量の径 0.8㎜以下の斜長石斑晶が認められる．鏡下では
毛髪状の流理構造が顕著である．これを切って 0.3-1.6㎜
の真珠状組織が発達している．斜長石は自形が多い．斑晶
のモードは 10％である．

（3）Ｆ沢
礫種 黒曜石．
漆黒色でガラス光沢をもち．割れ口はちりめんじわ状で
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表 4．河床礫・湖成層の基底礫岩に含まれるガラス質岩．

あるが，ときに緩い曲面状を示す．最大径 1.3㎜，一般に

をもつ．斑晶として径 2㎜以下の大量の斜長石のほか，石

径 0.3㎜以下の斜長石と石英の斑晶が散在する．斜長石は

英・黒雲母・不透明鉱物を含む．斑晶モードは 28％である．

径 0.05㎜以下の微晶が多い．ガラスは均質で，斑晶モード

G2，G3 地点に分布する未詳ガラス質岩に酷似する．

は 6％である．外見は AS1 地点の黒曜石に似る．
（6）Ｉ沢
（4）G 沢

礫種

未詳ガラス質岩・ピッチストーン

礫種 未詳ガラス質岩・ピッチストーン

未詳ガラス質岩

未詳ガラス質岩

暗灰色で鈍いガラス光沢ないし樹脂光沢

で径 2㎜以下の大量の斜長石，および少量の石英・黒雲母・

をもつ．外観はピッチストーンに似るが，斑晶として径 1

不透明鉱物の斑晶が認められる．斑晶モードは 27-40％で

㎜以下の破片状の斜長石・石英・黒雲母を多量に含むほか，

ある．G2，G3 地点に分布する未詳ガラス質岩に酷似する．

不透明鉱物も見られる．斑晶が多量な点でピッチストーン

ピッチストーン

と異なる．斑晶モードは 28 % である．G2，G3 地点に分

しわ状である．径 1.5㎜以下の斜長石斑晶が散在する．斑

布する未詳ガラス質岩に酷似する．

晶モードは 15 % である．産地は未確認である．

ピッチストーン

暗灰色で割れ口はざらめ様である．鏡下

黒色でにぶい樹脂光沢をもち，ちりめん

暗灰色で，ガラス光沢ないし樹脂光沢を

もち，黒色の径 1㎜以下の角礫状の粒子を大量に含み，鮫
肌状～角砂糖様の外観である．鏡下では径 1㎜以下の破片

（7）Ｊ沢
礫種

真珠岩

状の斜長石・石英・黒雲母の斑晶が認められる．角礫状粒

灰色の石基中に径 4㎜以下の暗色角礫が密集した外観を

子は均質なガラスよりなり，クラックが発達している．斑

示す．石基のガラスはクラックにより，楕円形ないし角の

晶モードは 11 % である．産地は未確認である．

とれた多角形状に分割されており，肉眼では，これにより
暗色角礫が密集したように観察される．分割されたそれ

（5）Ｈ沢
礫種

未詳ガラス質岩

鈍いガラス光沢ないし樹脂光沢があり，角砂糖様の表面

ぞれの角礫に，一個の径 0.3-3.2㎜の真珠状組織が見られ
る．径 1㎜以下の斜長石斑晶が散在する．斑晶のモードは
6-7％である．産地は未確認である．
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表 5．湯滝付近のガラス質岩．

（8）Ｋ沢
礫種

島ほか（2015）によると，ピッチストーンは鬼怒川流紋岩

黒曜岩・ピッチストーン・未詳ガラス質岩

類下部層の上部に挟まれており，下位は砂岩・泥岩層に断

漆黒色でガラス光沢をもち，ちりめんじわ状の割

層で接し，上位には凝灰岩が重なる．上位層との境界付近

れ口を示す．径 0.3㎜以下の斜長石・石英・破片状の黒雲

に，小規模な黒曜石が貫入している．岩石の記載岩石学的

母斑晶を含む．部分的に真珠状組織が見られる．斑晶モー

特徴を表 5 に示す．

ドは 7％である．産地は未確認である．

4-1 ピッチストーン

ピッチストーン

灰黒色ないし黒色で鈍い樹脂光沢を示

産状 湯川にかかる湯滝付近のピッチストーンの露頭写真

す．径 1㎜以下の斜長石・破片状の黒雲母・不透明鉱物の

を図 15 に示す．この地域のピッチストーンについて，中

斑晶を含む．斑晶のモードは 12％で．産地は未確認である．

島ほか（2015）は松脂岩と記載し報告した．報告の概要は

黒曜石

1㎜以下の斜長石・石英・黒雲母斑晶を

以下のとおり要約される．鬼怒川流紋岩類下部層の上部に

多量に含む．斑晶モードは 27％である．G 沢上流の未詳

あたる砕屑性堆積岩と断層で接し，上位には凝灰岩が重な

ガラス質岩に酷似する．

る．灰色～暗灰色で樹枝光沢をもつ．下部の一部は青灰色

未詳ガラス質岩

～緑灰色である．松脂岩中には，長さ 1⊖18㎝，幅 0.3⊖1.5
（9）Ｌ沢
礫種

㎝の凸レンズ状や塊状の暗色パッチが含まれ，一定方向に

黒曜石

黒曜石・未詳ガラス質岩
比較的新鮮である．漆黒でガラス光沢を有し，割

配列して流理構造を形成している．その走向・傾斜は N4070 ﾟ E，40-65 ﾟ SE で，下位の砕屑性堆積岩のそれと整合

れ口はちりめんじわ状を示すが，部分的に曲面状である．

的である．松脂岩は比較的均質で，鉱物のモードは低く，

径 0.5㎜以下の斜長石・石英・黒雲母および不透明鉱物の

まれに炭化した樹幹を含み，溶岩と推定される．層厚は 20

斑晶が認められる．部分的に真珠状組織が見られる．斑晶

m 以上である．

モ－ドは 6％である．産地は未確認である．

鏡顕微鏡観察 比較的均質なガラスよりなる．1㎜以下の斜

黒色樹脂光沢で，多量の径 0.5㎜以下の

長石および 0.1㎜以下の不透明鉱物の斑晶を含む．ピッチス

斜長石・石英・黒雲母の斑晶を含む．斑晶モードは 23-45％

トーン中の暗色パッチは，毛髪状の流理構造の発達した繊

である．G2，G3 地点に分布する未詳ガラス質岩に似る．

維型と，暗色ガラスおよび 0.1-0.03㎜の不透明鉱物よりなる

未詳ガラス質岩

粒子型がある
（中島ほか，
2015）
．斑晶のモードは 1 % である．
4-2 黒曜石

（10）Ｎ沢
礫種 未詳ガラス質岩．

産状

ピッチストーンと上位の凝灰岩の境界に，径数 10

風化が進んでいる．灰黒色で光沢はほとんどない．径 0.8

㎝の塊状ないし不規則な形状で貫入している（図 16）
．黒

㎜以下の斜長石，石英，黒雲母の斑晶が顕著である．斑晶

曜石に接するピッチストーンは変質し，含まれる暗色パッ

モードは 26％である．G2，G3 地点に分布する未詳ガラス

チは白色化している．

質岩に似る．

顕微鏡観察

少量の 0.7㎜以下の斜長石斑晶を含む．ガラ

スは比較的均質で，部分的に真珠状組織が認められる（図

4 湯川流域のガラス質岩
この地域のガラス質岩については，村上・河田（1956）
が，片品川支流に岩脈または岩床状の松脂岩が分布すると
記載しているが，産地の詳細については述べていない．中

7B）
．斑晶モードは 1-2％である．

5

まとめ

調査地域には，新第三系の追貝層群，鬼怒川流紋岩類が
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黒曜石の破砕帯よりなる．山崎ほか（1976）は，長野県和
田峠付近の黒曜石は，火道を埋めた和田峠流紋岩の火道壁
や溶岩，岩脈として産し．火道壁では内側から無斑晶流紋
岩，球顆に富む黒曜石，黒曜石よりなるとしている．牧野
ほか（2015）は，和田峠の黒曜岩と流紋岩は漸移関係にあ
り，
黒曜岩に含まれる球顆が密度を増し流紋岩になるとし，
両者の漸移部分では，黒曜岩と流紋岩とが，さまざまな厚
さで互層状に混在すると報告している．
調査地域の黒曜石の産状をみると．黒曜石の多くは，岩
脈～岩株として吹割層に貫入しており，白滝や和田峠の黒
図 15．ピッチストーンの露頭．
湯沢の湯滝付近 滝の高さ 10m
ストーン

曜石のように，流紋岩の周辺相を形成しているものは観察
写真の範囲の岩石は大部分ピッチ

されていない．赤倉・背峰尾根には，産状の不明な黒曜石
小岩体が露出している．

分布し，これに関連したガラス質岩が認められる．ガラス

真珠岩は網沢川上流，C 沢下流，G1 地点，栗生付近，

質岩は黒曜石，ピッチストーン，真珠岩，ガラス質デイサ

加生分付近に分布する．樹脂光沢のある黒色～暗灰色で，

イト，および産状不明の未詳ガラス質岩よりなる．

風化面は鮫肌状または極粗粒砂岩様の外観を呈する．産状

黒曜石は花咲地域では，赤倉・背峰尾根の AS1 地点，
かしょうぶん

は吹割層を構成する溶岩であったり，吹割層の流紋岩と互

AS3 地点，および加生分付近に分布するほか，湖成層中や

層したりする．また，加生分では，吹割層の流紋岩中に岩

C 沢，F 沢，K 沢，L 沢の礫として認められる．根羽沢・

脈として貫入している．J 沢の礫中の真珠岩は原産地が不

湯沢地域では湯滝付近に分布する．いずれもガラス光沢の

明である．鏡下では，比較的均質なガラス中に真珠状組織

ある漆黒色で，ちりめんじわ状の割れ口を示すものが多い．

が発達する場合と，
毛髪状の流理構造の顕著なガラス中に，

黒曜石によく見られる鋭い貝殻状の割れ口は認められない

流理構造を切って形成されている場合とがある．

が，ときに貝殻に似た曲面が観察される．鏡下では比較的

ピッチストーンは湯沢の湯滝付近に厚さ 20 m を超える

均質なガラスよりなる場合と，ガラス中に毛髪状の流理構

溶岩として，鬼怒川流紋岩類下部層を構成している（中島

造が発達する場合とがある．斑晶としては，斜長石，斜長

ほか，2015）．栗生では黒曜石とピッチストーンの，加生

石・石英，斜長石・石英・黒雲母の組み合わせが認められる．

分では真珠岩とピッチストーンの中間のものが観察され

黒曜石礫の起源は，C 沢では大部分が AS1 地点に起源

る．G 沢，I 沢，K 沢の礫や，湖成層中の礫にも少量含ま

をもつが，他の沢の礫については産地が確認されていない．

れる．ピッチストーン礫の原産地は，
いずれも不明である．

和田・佐野（2010）
，和田ほか（2015）によれば，北海

新鮮面は樹脂光沢を帯びた暗灰色で，比較的平滑な，ある

道白滝の黒曜石は，流紋岩溶岩の外皮として産し，内側か

いは小さな凹凸のある割れ口を示し，風化面は真珠岩に似

ら外側に流紋岩，縞状黒曜石，緻密な黒曜石層，発泡した

た鮫肌状の場合が多い．湯沢では，黒色ガラスによるレン
ズ状のパッチを含む．
AS2 地点のガラス質デイサイトは岩脈である．
未詳ガラス質岩は，G 沢上流部の G2，G3 地点に分布し，
黒色でガラス光沢～樹枝光沢をもち，割れ口はちりめんじ
わ状である．多量の斜長石，石英，黒雲母の斑晶を含む．
未詳ガラス質岩の周辺には，屏風岩層の溶結凝灰岩が断片
的に分布しており，両者の鉱物組成は類似している．未詳
ガラス質岩は，その強溶結部の可能性もあるが，両者の関
係は確認されていない．未詳ガラス質岩の礫は C，D，
G，H，
I，K，L，N の各沢や湖成層中の礫に見られるが，G 沢を
除いて原産地は確認されていない．礫の分布からみて，未

図 16．ピッチストーン中に貫入した黒曜石．
矢印：黒曜石 P：ピッチストーン T：凝灰角礫岩 スケールバーは 1m

詳ガラス質岩は，G 沢源流地域以外にも，広く分布してい
る可能性がある．
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ガラス質岩の斑晶モードは，
おおむね黒曜石 1-10 %，
ピッ
チストーン・真珠岩 11-20％，未詳ガラス質岩・ガラス質
デイサイトが 21-50％である．

水資源開発公団栗原川ダム建設所（2003）：栗原川ダム地質資料分析
業務報告書．11pp．
望月明彦・阿部芳郎・石川日出志・安蒜政雄・矢島国雄・島田和高・
吉田望（2003）：月見野遺跡群Ⅰ・Ⅱ遺跡出土黒耀石製石器群の

花咲地域，根羽沢・湯沢地域ともに，ガラス質岩の放射
年代は測定されていないが，花咲地域では吹割層および屏
風岩層と，根羽沢・湯沢地域では鬼怒川流紋岩類下部層と
密接に関係している．

産地推定分析．黒耀文化研究．2：97-124．
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