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榛名火山安山岩岩脈より灰長石巨晶（大晶）の発見
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Abstract: Large anorthite crystals (more than 1.5cm) were found in a hypersthene-andesite dyke of the older 
volcanic activities of the Haruna volcano, Gunma Prefecture, Central Japan.  The anorthite crystals are colorless but 
partly exhibit light-reddish color caused by the existence of tiny hematite grains. They have an optically-
homogeneous core surrounded by a narrow margin with slightly lower refractive indices. Their lattice constants 
indicate that these crystals have anorthite composition. These anorthite crystals coexist with the crystals of 
orthopyroxene (opacitized; less than 0.5mm in length), and magnetite with hematite and ilmenite lamellae. Olivine 
crystals do not occur with those large anorthite crystals.
   The large anorthite crystals are partially covered by a fine-grained holocrystalline igneous crust (less than 3mm in 
thickness) which mainly consists of plagioclase and opacitized orthopyroxene.
   In the East Japan volcanic belt, several localities of large anorthite crystals have been reported. The finding 
location in this report is the most southern area of the North-East Japan Arc.
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要旨：更新世中期以降に活動した榛名火山の斜方輝石安山岩岩脈より1.5cmを超える灰長石巨晶（集合体
としては約5cm）を発見した．本岩脈は榛名火山山頂部外輪山の外側南西山腹，榛名川支流湯沢にみられる．
灰長石巨晶集合体は厚さ3mm以下の細粒完晶質火成岩皮殻を伴う．この皮殻部を失い灰長石が直接母岩
と接するところは，中央部よりも低屈折率で不規則の縁辺部となっている．
　本灰長石巨晶は無色透明で部分的に淡赤色を呈する．周縁部の約0.03～ 0.07mmを除き，結晶内部は均
一であり，双晶はみられるが，累帯構造はまったく認められない．本灰長石の格子定数は，それが端成分
に近いものであることを示す．灰長石は，斜方輝石（オパサイト化様変質を被る）および不透明鉱物（赤
鉄鉱およびチタン鉄鉱ラメラを有する磁鉄鉱からなる複雑なる組織を呈す）を伴うが，カンラン石は確認
されない．また灰長石結晶内部の亀裂にそって赤鉄鉱の形成が認められ，本灰長石巨晶が部分的に淡赤色
を呈する要因である．
　東日本火山帯からはいくつかの灰長石巨晶産地が報告されているが，本巨晶は当火山帯の東北日本弧内
最南端からの発見である．

はじめに

榛名火山は，群馬県のほぼ中央に位置する火山で，更新

世中期に活動を開始し成層火山体を形成した（図1）．成層

火山体の中央部にはカルデラ湖としての榛名湖が存在し，

この周囲は外輪山に取り囲まれ，その外側の山腹域は開析

が進み，多くのピークをもつ壮年期地形となっている（図

2）．外輪山の西端の掃
かも ん

部ヶ岳（1449m）を最高峰として，

カルデラ内には中央火口丘の榛名富士（1390.5m）の溶岩

ドームが存在する．その東側には，外輪山縁に直交する複

キーワード：榛名火山，安山岩岩脈，灰長石，巨晶（大晶），東日本火山帯，火山フロント

41



中村庄八・中島啓治・吉川和男

数の溶岩ドーム群が東西方向に配列している．これらの溶

岩ドーム群の形成は，いずれも更新世後期以降で，それら

のうちの二ッ岳の溶岩ドームの形成は，歴史時代の6世紀

である．

筆者らは，榛名湖南の外輪山外側を流れる榛名川支流の

湯沢（図2）から灰長石巨晶や角閃石巨晶を伴う安山岩質

の転石を採取した．その後の調査で湯沢を横断する安山岩

岩脈中に類似の灰長石巨晶や角閃石巨晶を見いだした．灰

長石巨晶は1.5cmほどの単体結晶および約5cmの巨晶集合

体として産出する．また，普通角閃石巨晶は最大2×4cmで

あり，長径2cm程のものをよく見る．これらは本岩脈の斑

晶鉱物である斜長石，斜方輝石および不透明鉱物に比して

はるかに大きい．榛名火山ないし榛名山麓域からはこれま

でに数cm大の灰長石巨晶等の発見は報告されていない．ま

た，長石巨晶が灰長石組成であることも極めて特異である． 

東日本では火山活動に伴う灰長石の産出が幾つも知られ

ている．東京都三宅島（Kikuchi，1879；神津，1927など）

をはじめ，北海道樽前火山および倶多楽火山（神津，

1910），仙台市三滝（中島，1908），箱根火山（Kuno，

1950），神奈川県足柄（櫻井･加藤，1972）などのほか，赤

城火山噴出物中の捕獲結晶としての灰長石巨晶の産出

（Koga and Suzuki，1982）も報告されている．なお，1930

年代以前の主な産地は原田（1936）によりまとめられてい

る．これらの産地のものと比較して，榛名火山からの灰長

石はカンラン石を伴わないこと，および母岩とは異なる細

粒完晶質火成岩皮殻を伴うことを大きな特徴とする．

本論では，榛名火山から発見された灰長石巨晶に関して

その鉱物学的および岩石学的特徴を記載し，灰長石巨晶が

捕獲結晶（捕獲岩）であることを論ずる

地質概要

榛名火山の形成史

榛名火山は，中村（2005）および久保・中村（2007）に

より，火山形状・活動中心・岩質・形成年代の違いから古

榛名火山と新榛名火山に2分される．古榛名火山は，主に

斜方輝石－単斜輝石玄武岩質安山岩～安山岩溶岩と同質の

火山噴出物の互層からなる成層火山，および複数の斜方輝

石－単斜輝石安山岩溶岩ドーム（全体を古榛名火山溶岩

ドーム群と呼称）から構成され，更新世中期の活動とされ

ている．新榛名火山は，斜方輝石－角閃石デイサイト質火

砕流および同質の溶岩ドーム群から構成され，後期更新世

から完新世の活動とされる．

その後の榛名火山の研究では，下司・竹内（2012）は前

述の古榛名火山を古期榛名火山に，新榛名火山を新期榛名

火山にそれぞれ対応させての新たな地層名にしている．ま

た，前述の古榛名火山溶岩ドーム群を「古期榛名火山噴出

物（主に溶岩流からなる）」にほぼ対応させているが，本

論では前者らによる地層名を踏襲する．

下司・竹内（2012）によると，古期榛名火山の溶岩流お

よび岩脈の化学組成は， それらの大部分がSiO₂量53～ 63%

の範囲内に含まれ，また，全岩FeO/MgO比に対する全岩

SiO₂量の組成からソレーアイト系列および全岩SiO₂量に対

する全岩K₂O量の組成から低カリウム系列のそれぞれの領

域に含まれるとしている．しかし，本岩脈の化学組成の報

告はない．

灰長石巨晶産出地域の地質

灰長石巨晶は図3のルートマップに示すように，榛名火山

山頂の外輪山南西部の標高約950ｍの湯沢ぞいに分布する

安山岩岩脈から発見された．本論ではこの岩脈を湯沢安山

岩岩脈（仮称）とする．湯沢は，榛名山最高峰の掃部ヶ岳

南面を水源とし火山麓南西域を流れる榛名川の支流である．

図1．榛名山の位置と灰長石等の産出地（白三角印）．
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湯沢安山岩岩脈は，湯沢流域に分布する固結の進んだ凝

灰角礫岩に貫入している．また，本岩脈は，岩脈と同質の

角礫および弱～未固結の凝灰質の基質からなる不淘汰の角

礫層によって一部で覆われる関係にある．角礫層の基質部

は，ピックハンマーの先が数cm食い込むこともある．こ

の角礫層は岩相，分布，形状などから崖錐性堆積物（層）

に特徴が似る．さらに，湯沢安山岩岩脈と崖錐性堆積物は，

より新期の未変質安山岩火砕流に不整合に覆われる．この

堆積関係は図3にA－B模式断面図として示した．この不整

合の時間間隙は不明である． 

久保・中村（2007）は，湯沢流域に榛名火山の基盤岩類

が分布し，榛名火山の活動中心域ほど直下の基盤がより浅

所に存在するとした．大島（1986）も，湯沢地域には榛名

火山活動直前の安山岩類や基盤安山岩類が分布するとして

いる．これに対して，下司・竹内（2012）は，湯沢地域に

分布する古期榛名火山噴出物の岩相変化は，榛名火山のマ

グマ活動や熱水変質作用を受けたことによるとした． 筆

者らは，久保・中村（2007）および大島（1986）に準拠し

て，熱水変質作用を受けた溶岩および火砕岩の一部が，榛

名火山活動以前の基盤岩類とした．したがって，本論では

榛名火山活動以前に熱水変質作用を被った基盤の溶岩およ

び火砕岩の一部に後述の未変質の湯沢安山岩岩脈が貫入し

たことになる．この点については，後述の凝灰角礫岩の項

目で述べるが，湯沢安山岩岩脈の貫入は古榛名火山の活動

期と考えている．

いずれにしても，変質した凝灰角礫岩および湯沢地域の

巨晶を含む湯沢安山岩岩脈の時代ないし年代値を明確に示

す直接的証拠はない．

以下，湯沢安山岩岩脈と凝灰角礫岩のそれぞれの特徴を

記す．

湯沢安山岩岩脈

本岩脈は，図3に示すように湯沢中流の右岸斜面の標高

1000ｍから露出し，標高950ｍ河床を跨ぎ，左岸の標高950

ｍへと続く．湯沢の流れの方向にほぼ並行するENE－

WSW方向に連続的に露出する．本岩は，右岸と左岸の両

岸で急冷周縁相を伴い，後述の凝灰角礫岩に接している（図

3および図版1のA1）．岩石表面は均質で，全般に塊状の産

状を示す（図版1のA2）．一部で柱状節理が認められ，そ

の方向および分布などから，NE－SW～ ENE－WSW方向，

60～ 70°S傾斜に貫入した岩脈といえる．規模は，その分

布より長さ250ｍ以上，湯沢河床域で幅約50ｍである．

岩石は斑状組織を示し，斑晶は主に0.5～ 1mm大の自形

～半自形の斜長石，少量の斜方輝石と単斜輝石からなり，

石基はインターグラニュラーないしピロタキシティック組

織を呈する．斜長石は1～ 3mm大の集斑晶をなすことが

多く，累帯構造も顕著である．

図2．榛名火山の地形と地名．
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なお，本岩脈中には，最大1.5cmほどの累帯構造を示さ

ない灰長石巨晶（大晶）および4cmに達する角閃石の巨晶

（大晶）がしばしば含まれている．いずれも，破損せずに

採取することが困難なものばかりであった．角閃石巨晶と

同様の特徴を示す0.5mm前後の結晶片もしばしば観察さ

れ，とくに岩脈の急冷周縁相部に多い．また，この岩脈中

に産出し，同種の安山岩転石中にも見いだされる角閃石巨

晶は，その大きさおよびそれらの多くは破砕片のようにも

見られることから，捕獲結晶と判断した．これらの巨晶に

ついては別途報告予定である．

凝灰角礫岩

湯沢安山岩岩脈の貫入を受けた凝灰角礫岩は，淘汰の悪

い各種の安山岩角礫と固結の進んだ粗粒火山砂の基質部か

ら構成される．角礫には，角閃石デイサイトおよび軽石片

も少量含む．角礫の表層部や基質部は，熱水変質作用を受

けて褐色や灰白色～白色に変色し，粘土化のため，ピック

ハンマーの先が打撃により数cm食い込む．未変質部分で

はピックハンマーの先が刺さらず表面に打撃傷がつくのみ

である．上述の湯沢安山岩岩脈は未変質で，被貫入岩部の

熱水変質作用を受けた凝灰角礫岩を捕獲礫として含む．

榛名火山の灰長石巨晶

湯沢に産する灰長石巨晶は，前述の湯沢安山岩岩脈中に

見いだされる．本研究に用いた試料は，湯沢安山岩岩脈の

露頭直下の河床（図3に示す標高965m付近）で採取された

転石である．この灰長石巨晶の一部に細粒完晶質火成岩の

皮殻が確認される．この皮殻の存在は，灰長石巨晶の起源

を推定する上で重要である．図版1のB1は灰長石巨晶を含

む安山岩転石の写真である．また，図版1のB2に灰長石巨

晶を含む安山岩転石の薄片を示す．本薄片は大きく三つの

部分からなる：灰長石巨晶（An），それに付随する斜方輝

石と灰長石の集合体（Opx+An）および不透明鉱物（Opq）部；

細粒完晶質火成岩皮殻（fHIC）部；母岩の安山岩（andesite）

部．以下にこの転石についての岩石鉱物学的特徴を述べる． 

灰長石巨晶

本灰長石は，センチメートル単位の大きさをもち累帯構

造が認められないこと，随伴する不透明鉱物の特徴が安山

岩岩脈中の不透明鉱物の特徴と異なることから捕獲結晶で

ある．自形ないし半自形結晶の単体もしくは集合体として

産出し（図版1のB とC），単体の大きさは径1.5cm，集合

体の大きさは4～ 5cmである．斜方輝石（0.5～ 1mm），お

よび不透明鉱物（最大5mm）を伴うが，カンラン石は全

く認められない．灰長石は，一般に無色透明であり，部分

的に淡赤色を呈する．結晶外縁部の0.03～ 0.07mmを除き，

内部は極めて均質で累帯構造は認められない．細粒の完晶

図3．湯沢の地質ルートマップ．
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質火成岩皮殻と接する部分はほぼ直線状の結晶面を有する

（図版2のD）が，安山岩母岩と接触する部分では不規則な

形状を示す（図版1のC）．結晶外縁部はやや低屈折率を示

し，微細包有物の配列が見られる．また，この組成を異に

する不規則な形状部は波動消光する．この不規則な形状は

細粒の完晶質火成岩皮殻の欠落した部分で見られる．結晶

内の亀裂やへき開にそって微小な赤鉄鉱が形成され，淡赤

色を呈する原因となっている．

本灰長石の格子定数を53本の回折線を用いて求めた．そ

の結果は，a=8.182（1）Å，b=12.878（1）Å，c=14.181（1）Å，

α＝93.30（1）°，β＝115.91（1）°，γ＝91.09（1）°であり，単

位格子体積（V）は1340.2（3）Å3であった．比較のため北海

道倶多楽火山産灰長石について同一条件で求めた格子定数

は，a=8.181（1）Å，b=12.878（1）Å，c=14.177（1）Å，

α＝93.21（1）°，β＝115.86（1）°，γ＝91.21（1）°であり，V

＝1340.2（2）Å3であった．
〔回折線の測定はリガク製RAD-2VCディフラクトメータで行った．
モノクロメータで単色化されたCukα線（λ＝1.54178Å）を用い，0.5°
（2θ/min），1°ＤS-1°RS -1°SSの条件で，測定範囲は1.5~70°である．
回折角補正のためSiを内部標準物質として用い，格子定数の計算は
三浦（2003）によるCell Calcを用いて行った〕

灰長石巨晶に伴う斜方輝石

灰長石巨晶と接してやや粗粒の斜方輝石と灰長石および

不透明鉱物とからなる集合体が見られる（図版1のB2）．

斜方輝石は最大0.5mmほどで，0.1mm前後のものが多い．

淡灰緑色から淡灰黄色の多色性を示し，柱面に平行なへき

開が発達し，直消光する．結晶周縁部からオパサイト化様

変質を被っており，微細な不透明鉱物を多数包有する．

灰長石巨晶に伴う不透明鉱物

亜円形から長円形を示し，最大長径5mmに達する．反

射光下では，赤鉄鉱およびチタン鉄鉱の離溶ラメラを伴う

磁鉄鉱からなる複雑な組織を示す（図版2のE）．結晶周縁

部には融食されたかのような湾入部が見られ，細粒完晶質

火成岩により充填されている．

灰長石巨晶に一部付着する細粒完晶質火成岩皮殻

灰長石巨晶の周囲には，場所によって厚さ3mmほどの

細粒完晶質火成岩皮殻が付着している（図版2のDやF．両

写真は同一薄片の別箇所）．この皮殻部は斜長石，斜方輝

石および不透明鉱物などの自形~半自形結晶からなり，そ

れらの間に微小な空隙様の形状がしばしば見られる．空隙

は部分的に充填されているが，充填物質が微細なため鉱物

種の特定はできていない．

図版2のFに示すように，自形から半自形の斜長石は無

色透明短冊状をなし，最大0.5mmであるが一般には0.15mm

のものが多い．カールスバド式様の双晶を主とし，内部に

は累帯構造は見られず，わずかに結晶周縁部の5~10μmの

範囲のみ組成を異にする．累帯構造を持たず，結晶縁辺部

以外は均一であることから，灰長石成分の高い斜長石であ

ると考えられる．自形の斜方輝石をまれに包有し，伸長方

向に配列した塵状包有物が見られることもある．また一部

の割れ目にそって赤褐色鉱物の形成が見られることもあ

る．

斜方輝石はほぼ全体が黒色を呈するものが多く，反射光

下では微粒子の集合体をなし，暗赤色の内部反射が認めら

れる．この他に0.05mm前後の粒状不透明鉱物も散在する．

これは反射光下で帯青灰色を呈し，光学的異方性を示し，

また暗赤色の内部反射が見られることから，全体に赤鉄鉱

化していることがわかる．ときに，内部に帯褐灰色の反射

色を示す磁鉄鉱が残存する個体も見られる．また，これら

の鉱物の間隙を埋めるように無色透明，低干渉色，低屈折

率の細柱状ないしラメラ状をなす微小結晶集合体が見ら

れ，後生の斜長石の可能性もあるが，鉱物種の同定には至っ

ていない．

安山岩（母岩）

転石の母岩の安山岩は斜長石，斜方輝石を斑晶に持つ斑

状組織を呈し，石基は約0.02mm以下の短冊状斜長石，自

形～半自形斜方輝石および微細な不透明鉱物からなる（図

版1のC）．斑晶斜長石は最大2mmに達する自形結晶ないし

その集合体や破砕片として産出し，双晶と顕著な累帯構造

が認められる．累帯にそって微細な包有物の配列が見られ

ることがある．斑晶斜方輝石は最大1.5mmに達するが，多

くは0.5mm以下の自形結晶ないしその破砕片として産出

し，強いオパサイト化様の変質を被っている．このオパサ

イト化様変質部は，反射光下で，結晶周縁部やへき開にそっ

て帯青灰色の微粒子（0.002mm程度）が認められ，暗赤色

の内部反射がみられる．反射光色および内部反射の色から

赤鉄鉱化を被ったと判断される．灰長石巨晶周辺の斜方輝

石はほとんどがオパサイト化様の変質を被る．この斜方輝

石の中心部で淡灰緑色～淡黄褐色の多色性が認められるこ

とがあるが，この部分は一般にやや高い干渉色を示す．ま

た，一部にわずかに斜消光するものもある．不透明鉱物は，

最大0.1mmほどの方形の自形~半自形を示すものおよびや

や丸味を帯びたものなどが石基中に散在または斜方輝石に

付随して存在する．反射光下で帯青灰色，かつ光学的異方

性を示し，暗赤色の内部反射から赤鉄鉱と判断される．ま

た，不透明鉱物にはその中心部に帯褐灰色の反射色を示す

磁鉄鉱が残存する個体も見られるが，残存磁鉄鉱中にチタ

ン鉄鉱等の離溶ラメラは認められない．
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おわりに

本論では榛名火山の火山岩より発見された灰長石巨晶の

岩石学鉱物学的特徴を中心に報告した．従来報告のある近

接域の火山帯からの灰長石巨晶とは，特徴を異にする点も

あり，今後，地質学火山学的研究を行う上でも，興味深い

試料となる．以下に，本灰長石巨晶の特徴を箇条書きする．

1  ．榛名山西部の榛名川上流湯沢から発見された灰長石巨

晶は，カンラン石を包有せず，また，細粒完晶質火成岩

皮殻を有すること，付随する不透明鉱物および斜方輝石

が著しい高温酸化変質を被っていることなど，東日本火

山帯に産出する従来の灰長石巨晶とは異なる特徴を持

つ． 

2  ．本灰長石巨晶は一部で淡赤色を呈するが，その着色原

因は自然銅によるものではなく内在する赤鉄鉱によるも

のである．

3  ．湯沢安山岩岩脈 は，灰長石巨晶や角閃石巨晶を捕獲

結晶として取り込んでいる．

4  ．従来，東日本火山帯における灰長石巨晶産出の最南端

は赤城火山であった（Koga and Suzuki，1982）．榛名火

山からの灰長石巨晶の発見はそのさらに西方での産出と

なる．広域的には，灰長石産地は榛名火山より南域の富

士火山帯につながり，東日本火山帯の火山フロント上に

ほぼ一致する傾向にある．

なお，榛名川中流には，久保･中村（2007）の古榛名火

山初期に活動した，1cm大のカンラン石と斜長石（一部灰

長石）斑晶を有する安山岩溶岩が分布している．また，今

回，新たに湯沢安山岩岩脈から長径4cmを超える角閃石捕

獲結晶も発見されたことから，安山岩岩脈中の角閃石捕獲

結晶の起源および灰長石巨晶との関連性に加えて，古榛名

火山活動期に流出したカンラン石・灰長石斑晶を含む溶岩

と角閃石捕獲結晶との関係についても検討していく必要が

ある．さらに，新潟県米山の鮮新－更新世火山からも角閃

石巨晶や灰長石（佐渡，1933）が産出しており，榛名火山

直下の基盤との関連性の検討も必要である．あわせて，捕

獲結晶の起源や基盤との関連性を含めた榛名火山の発達史

を確立していくためには，基盤および古榛名火山噴出物と

される岩石についての化学組成の検討ならびに年代測定に

基づく時代論的検討が必要となる．
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榛名火山安山岩岩脈より灰長石巨晶（大晶）の発見

A．湯沢安山岩岩脈の露頭写真
　A1　貫入の接触部
　　 折尺（Ｌ形の片側長50cm）白色点線の右側が岩脈で左側は塊
状の凝灰角礫岩．

　A2　標高965m湯沢河床の岩脈露頭
　　この右岸中腹にA1露頭あり．
B．灰長石巨晶の写真
　B1　河床の転石　　 　バー長は10mm．
　　岩石幅は55mm，集合結晶部は45mm．
　B2　含灰長石巨晶安山岩薄片の接写写真
　　 灰長石（An），オパサイト化した斜方輝石（Opx），不透明鉱
物（Opq），細粒完晶質火成岩皮殻（fHIC）．バー長は5mm ．

C．偏光顕微鏡写真
安山岩母岩（Yz）中の斜方輝石（Opx）斑晶はオパサイト化が
進む．左下側は灰長石巨晶（An）で，左下の亀裂（矢印）は
母岩中まで達していない．灰長石巨晶の内部は均質であるが，
周縁部は融食され，それにそってやや低屈折率の斜長石が見ら
れる．バー長は1mm．

　C1　（左側）がオープンニコル
　C2　（右側）がクロスニコル

図版1．灰長石を含む岩脈の露頭および灰長石巨晶写真A ～ C．

20190218「図版 1」番号となる 初校の図に同じ 中村･中島･吉川  
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図版 1  灰長石巨晶写真 A～C 
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D．灰長石とその周辺の偏光顕微鏡写真 
左下側が灰長石巨晶（An）で，その巨晶直上部に厚さ約0.5mm
の細粒完晶質火成岩皮殻部（fHIC）が認められる（白色破線内）．
母岩（Yz）の右端中央部に累帯構造を呈する斜長石が，その
上にオパサイト化した斜方輝石（Opx）が含まれる．バー長は
1mm．

　D1　（左側）がオープンニコル
　D2　（右側）がクロスニコル

E．不透明鉱物の反射光写真
帯桃灰色の磁鉄鉱（Mt）中に，暗黒色の細線状ラメラのチタン
鉄鉱（Iℓ）および灰白色の直線状の赤鉄鉱（Hem）が認めら
れる．バー長は0.2mm．

F．細粒完晶質火成岩皮殻の特徴
各写真の右側が皮殻部（fHIC），左側が母岩（Yz） （境界に黒色
破線）．バー長は0.25mm．

　F1　（左側）がオープンニコル
　F2　（右側）がクロスニコル

図版2．灰長石巨晶写真D ～ F．

これが，20190218 図版Ⅰ(その 2)をそっくり差し替える「0307 図版 2」 中村･中島･吉川 
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図版 2  灰長石巨晶写真 D～F 
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