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Abstract： The Myogi area over southern Annaka and northwestern Tomioka, Gunma consists of andesite and its 
pyroclastic rocks. Mt. Myogi is characterized by extremely sharp summits and ridges, and this advanced climbing 
field keeps geologists away from geological mapping and petrological studies. Based on our field work in the 
Yakyuhonsawa creek and the Daikoku-Nokkoshizawa creek, massive andesite and andesitic pyroclastic rocks 
are distributed in this area. A part of andesitic pyroclastic rocks in the Daikoku-Nokkoshizawa creek is altered by 
secondary veins. An obsidian block occurs in this altered pyroclastic rock. Although a large amount of obsidian 
implements has been found in Gunma, no occurrence of natural obsidian has been reported from Gunma prefecture. 
This study reports the first discovery of obsidian within Gunma, and it would give some insights into a new locality 
for ancient obsidian implements. 

Key words: Obsidian, pyroxene andesite, Rhyolite, Mt. Myogi, Uramyogi, Daikoku-Nokkoshizawa creek, Yakyuhonsawa creek, 
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１　はじめに

妙義山は，群馬県と長野県との境にある碓氷峠の南東域

に位置している．妙義山とは，複数のピークを合わせた山

域の総称であり，妙義山のほぼ中央部を南西から北東に流

れる中木沢を境にその南東域は表妙義，北西部は裏妙義と

呼ばれる．また，妙義山は多くの急峻なピークが織りなす

絶景を評価され，日本三大奇景のひとつに数えられている．

一方，登山難易度の高い岩稜部などでは，毎年のように滑

落などに起因する死傷事故が発生する危険な山岳地帯であ

ることから，妙義山を対象として地質・岩石学的調査を行っ

ている研究者は少ない．
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要旨：群馬県の安中市南部と富岡市北西部に分布する妙義山は，主に塊状安山と安山岩質の火砕岩で構成
され，著しく急峻な地形を有することが特徴である．この地形的特徴が，妙義山山域の地質構造および構
成岩石に関してほとんど研究されていない主な要因である．これまで調査されていなかった妙義山の谷
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の地質・岩石調査に基づくと，当該地域には安山岩質溶岩・岩脈および火砕岩が分
布する．大黒乗越沢の安山岩質火砕岩の一部には乳白色の二次鉱物脈が多産し，その周辺は変質している．
この熱水変質を受けたと考えられる露頭において，ブロック状の黒曜岩を見出した．群馬県内では黒曜岩
を用いた石器が大量に発見されているが，群馬県内における黒曜岩の産出は報告されていない．本研究に
おける黒曜岩の発見により，石器材料として使われた黒曜岩の新たな産地を提示できる可能性がある．
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群馬県の遺跡では，黒曜岩を用いた石器が多く発見され

ているにも関わらず，群馬県内における黒曜岩の産出は報

告されていない．本研究では，群馬県内では初の産出とな

る黒曜岩を，裏妙義の谷
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で発見した．群馬県産の黒曜岩の報告は，今後の

黒曜岩を用いた石器に関する考古学的考察に寄与する可能

性が高く，資料としての価値が高いと考えられる．したがっ

て，発見された黒曜岩の産状および岩石記載の結果を報告

する． 

２　地質概説

妙義山塊は山麓の一部を除いて急峻な岩壁や岩峰からな

り詳細な地質調査は行われていない．近年，妙義山地域に

おける地質調査結果の一部のみ公開されている状況である

（例えば，群馬県地質図編集委員会，1999；妙義団体研究

グループ，2009）．妙義山が分布する関東山地北西方の利

根川支流鏑川および碓氷川流域には，下部～中部中新統の

海成層からなる富岡層群が分布し，これを上部中新統～鮮

新統の主に火砕岩で構成される本宿層・霧積層・秋間層な

どが不整合に覆う（群馬県地質図編集委員会，1999）．妙

義山域は，陸成の溶岩および火砕岩から成る四ツ家層・一

本杉層・妙義層で構成される（中村ほか，1986；伊藤ほか，

1989；妙義団体研究グループ，1989；群馬県地質図作成委

員会，1999）．妙義層は中之岳溶岩・凝灰角礫岩部層とそ

の上位の丁須の頭溶岩・凝灰角礫岩部層に 2分される（妙

義団体研究グループ，2009）．本研究の対象地域である谷

急本沢と黒曜岩が発見された大黒乗越沢では，妙義層の輝

石安山岩角礫を含む火砕岩，変質した火砕岩，安山岩岩脈，

流紋岩などが分布する（図 1）．

３　黒曜岩の産状および岩石記載

黒曜岩は大黒乗越沢の縞状に変質した火山角礫岩中にレ

ンズ状で挟在する（図 1，図 2a）が，黒曜岩の分布に関す

る側方への連続性は露頭がないため確認できない．黒曜岩

ブロックの見かけの大きさは，厚さ約 35cm長さ約 1mで

あり，黒曜岩を含む変質した火山角礫岩には，N27°E垂

直の面構造を持つ厚さ数 mm～数 cmの二次鉱物脈が多産

する．ただし，脈を構成する鉱物種はまだ同定されていな

い．二次鉱物脈に近接する火山角礫岩は多くの場合著しく

変質している（図 2b）．二次鉱物脈が黒曜岩ブロックを切

る例は確認されていない．

黒曜岩は透明感のある暗黒色のガラス部と，流理様に分

図１．群馬県中西部妙義山における本調査地域のルートマップおよび黒曜岩産出地点．火砕岩は，Fisher(1966)をもとに肉眼観察で同定した．
Figure 1. The compile map of the investigated area in Mt. Myogi area, middle western Gunma, and the location of discovered 
obsidian block. Pyroclastic rocks were identified by the field observation after Fisher (1966).
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布する鉱物および破砕した岩石片で構成される部分に区分

される（図 2c）．ガラス部の破断面は，一般的な黒曜岩と

同様に貝殻状断口を示す（図 2d）．

黒曜岩は，墨流し状の流理構造を有するガラスの基質，

斜長石，斜方輝石および不透明鉱物で構成される（図 2e, 

f）．ガラス質部と鉱物・岩石片で構成される部分は，縞状

のユータキシティック組織を呈する．斜長石および斜方輝

石の大きさはそれぞれ最大 8mmおよび 1mmである．ガ

ラスの組織は，木目状構造および真珠状構造が発達し，不

透明鉱物であると考えられる極微小なクリスタライトが産

出する．黒曜岩を構成する粒子は鉱物または破砕された岩

石片であり，鉱物もしばしば破砕されている（図 2g, h）．

 

４　考察

黒曜岩は，関東・中部地方において石器の材料として旧

石器時代から弥生時代まで使用されている．しかしながら，

今回発見した黒曜岩は鉱物や異種岩片が多く含まれている

ことから，きれいに剥離することができないため，石器の

素材には適さない．これまでに群馬県内遺跡出土石器の中

に，これと同種の黒曜岩を用いた石器は確認されておらず，

今回発見した黒曜岩露頭が石器の供給源となっていた可能

性は小さい．しかし，浅間山麓の長野県軽井沢町大窪沢に

は 1.8万年前の仏岩溶岩流（早田，1995）に含まれる黒曜

岩の大露頭が存在しており，顆粒状の不純物を多く含みき

れいに剥離できない黒曜岩が産出する．ここから約 10km

の位置にある御代田町川原田遺跡（縄文時代中期主体）で

は約 2,000点のうち 2点だけであるが，大窪沢から搬入さ

れた黒曜岩（原石 1点・削器 1点）が含まれていることが，

蛍光Ｘ線分析による全岩化学組成分析の結果に基づき推定

されている（堤，2004）．

本研究により発見された黒曜岩は，破砕された鉱物片・

岩石片に富む．更に，岩石片の構成鉱物の大きさおよび組

織に基づくと，これらの破砕された粒子は，ガラスを形成

する本質マグマが複数の異質岩片を捕獲したものであると

考えるのが妥当である．使用された黒曜岩の産地は，蛍光

X線分析による全岩化学組成値の比較に基づき推定されて

おり，石器の運搬・供給系について議論されている（堤，

2006）．しかしながら，本試料は異質岩片を多く含むため，

全岩化学組成分析法では本質マグマの化学組成を把握す

ることはできない．しがたって，今後は，EPMA (Electron 

Probe Micro Analyzer)などを用いてガラスや斑晶の化学組

成を求め，今回発見された黒曜岩の化学的特徴に関する基

礎データを得る必要があるとともに，遺跡出土の石器や，

搬入礫の中に同種の黒曜岩が含まれているか，再確認して

行く必要がある．

調査地域に分布する塊状流紋岩の岩質および流紋岩と隣

接する岩体との関係は，流紋岩質である黒曜岩の成因の理

解に寄与すると考えられる．また，レンズ状の黒曜岩ブロッ

クが変質帯に産出する理由を明らかにするため，黒曜岩と

変質帯の関係に着目した調査を行う必要がある．

本研究で発見された黒曜岩に含まれる鉱物・岩石片の分

布や量の不均質性はまだ明らかにされていない．黒曜岩の

分布を調査するとともに、黒曜岩に含まれる異質鉱物・岩

石片の種類および量を明らかにする必要がある．捕獲され

た異質鉱物・岩石片が均質でない場合，今回発見された黒

曜岩と比較して，更にガラスに富む黒曜岩が発見される可

能性がある．
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図 2．a）黒曜岩ブロックの産状写真．b) 黒曜岩が産出する変質した火山角礫岩および熱水脈の露頭写真．c) 黒曜岩の標本写真．d) 貝殻状断口
を呈する黒曜岩の実体顕微鏡写真．e, f) 黒曜岩の偏光顕微鏡写真（それぞれ，オープンニコル，クロスニコル）．g, h) 黒曜岩を構成する破砕し
た鉱物片および岩石片の偏光顕微鏡写真（それぞれ，オープンニコル，クロスニコル）．
Figure 2. a) The outcrop photograph showing the occurrence of obsidian block in the volcanic breccias. b) The representative outcrop photograph showing 
the hydrothermal veins in the volcanic breccia. c) Obsidian specimen obtained from the outcrop. d) Stereomicroscopic photograph of conchoidal fractures on 
obsidian. e,f) The photomicrograph of obsidian (open and cross nicols, respectively). g,h) The photomicrograph of fractured minerals and lithic fragments in 
obsidian (open and cross nicols, respectively).
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